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は じ め に           

 

市長が各地域に出向き、市政について報告するとともに、市民の皆様と膝を

交えて市政についてのご意見・ご提案等をお聴きする対話集会「市長と語る」。 

市民と行政が協働のまちづくりを進めるための大切な機会として、平成 28年

度は、５月から６月にかけて全４回実施しました。 

平成 27 年度に引き続き、各会場周辺地区の「地域づくり」をテーマにして、

36 名の方々からまちへの愛着や地域の魅力を伺うとともに、次世代に向けての

ご提案などをいただきました。また、各会場では参加した市民 371 名の皆様の

ご協力のもと、活発な意見交換を行うことができました。あらためて感謝申し

あげます。 

この冊子は、今回の対話集会の内容をまとめたものです。市では、いただい

た皆様のご提案等を、今後の施策推進への参考としてまいります。 
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１．意見・要望等項目別件数

2

1

9

27

4

9

52

　　　　　　　　　　　　　会　　　場

　要望項目の分野

第１回 第２回 第３回 第４回

0 0 0 2

合　計大 横 保 健 福 祉
セ ン タ ー

エ ス フ ォ ル タ
ア リ ー ナ 八 王 子

0

2 1 6 0

0 0 1

恩 方
市 民 セ ン タ ー

由 木 中 央
市 民 セ ン タ ー

6 7 3 11

0 1 2 1

環境・地球温暖化対策・ごみ 等

(第６編 一人ひとりが育てる、人と自然が豊か
につながるまち)

      ※ 分野の区分は、基本構想・基本計画「八王子ビジョン2022」の都市像による

地域コミュニティ・協働・市民サービス・
行財政運営 等

(第１編 みんなで担う公共と協働のまち)

福祉・障害者・高齢者・保健医療
市民生活・社会保障制度 等

(第２編 健康で笑顔あふれる、ふれあい、支え
あいのまち)

子育て・教育・生涯学習・文化 等

(第３編 活き活きと子どもが育ち、学びが豊か
な心を育むまち)

まちづくり・防災・防犯・交通環境 等

(第４編 安心・快適で、地域の多様性を活かし
たまち)

産業の振興 等

(第５編 魅力あふれる産業でにぎわう活力ある
まち)

合　　　　　計 10 12 14 16

2 3 2 2

地域コミュニティ 

協働・市民サービス・

行財政運営 等 

2件、3.8％ 

福祉・障害者 

高齢者・保健医療 

市民生活 

社会保障制度 等 

1件、1.9％ 

子育て・教育 

生涯学習・文化 等 

9件、17.3％ 

まちづくり・防災 

防犯・交通環境 等 

27件、51.9％ 

産業の振興 等 

4件、7.7％ 

 

ddddddddddddddddd 

 

 

市政への要望項目別件数 

環境・地球温暖化対策    

     ごみ 等 

    9件, 17.3% 
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２．テーマ・各会場の実績

開 催 日 会場・テーマ 地 域 地 区
延べ

参加者数
　　　（人）

発言者数
　　　（人）

発言項目
数（件）

加 住

石 川

元 八 王 子

恩 方

川 口

由 木

由 木 東

南 大 沢

由 井

北 野

浅 川

館

横 山

合 計 371 36 52

３．所管別内容

（１）所管別件数一覧表

部 名 件  数 件  数

都 市 戦 略 部 1 8

市 史 編 さ ん 室 1 2

行 財 政 改 革 部 1 1

市 民 活 動 推 進 部 2 2

財 務 部 1 14

生 活 安 全 部 2 8

福 祉 部 1 5

医 療 保 険 部 1 4

子 ど も 家 庭 部 1 4

産 業 振 興 部 5 5

69合　　　　計

環 境 部

拠 点 整 備 部

生 涯 学 習 ス ポ ー ツ 部

水 循 環 部

学 校 教 育 部

都 市 緑 化 フ ェ ア 推 進 室

資 源 循 環 部

都 市 計 画 部

ま ち な み 整 備 部

５月14日
大横保健福祉センター

「中心市街地の活性化と
八王子のまちづくり」

６月25日
エスフォルタアリーナ八王子

「浅川・館・横山地区の
地域づくり」

西 南 部

中 央

由木中央市民センター
「由木地区の地域づくり」

６月18日

５月28日
恩方市民センター

「恩方地区の地域づくり」

※一件の発言に対し、担当が複数の所管にまたがることがあるため、発言項目数と件数が異なる。

北 部

西 部
9

本　　庁

道 路 交 通 部

東 部

東 南 部

127

71

9

10

90 10

部　　　　　名

16

83 12

8 14
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（２）所管別件名一覧表

1件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

2 八王子市立大学院設立要望について 5月14日

1件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

32 歴史・自然（巨樹・野鳥）を活かしたまちづくりについて 6月18日

1件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

38 拓殖大学の一部学部移転に伴う学生の減少について、とその他 6月25日

2件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

2 八王子市立大学院設立要望について 5月14日

37 拓殖大学の一部学部移転に伴う学生の減少について、とその他 6月25日

1件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

19 緑の保全について 5月28日

2件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

3 消防団員の活動と団員不足について 5月14日

15 八王子市の減災の具体例について 5月28日

1件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

52 地域におけるバリアフリー化の推進について 6月25日

1件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

36 多摩ニュータウンを見つめて 6月18日

1件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

16 恩方地区における子供たちのたまり場作り　準児童館を作ってほしい 5月28日

医療保険部

都市戦略部

生活安全部

市民活動推進部

行財政改革部

子ども家庭部

市史編さん室

財務部

福祉部
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5件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

11 恩方のブルーベリーを広報はちおうじで紹介してほしい 5月28日

31 多摩ニュータウンのこれからのまちづくりについて 6月18日

35 多摩ニュータウンを見つめて 6月18日

48 ２．５９９ＭＵＳＥＵＭの運営について 6月25日

49 ３．高尾山山域のアミューズメント化について 6月25日

8件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

13 高高度の盛土について 5月28日

14 西部地域の緑を守る 5月28日

19 緑の保全について 5月28日

20 緑の保全について 5月28日

25
八王子堀之内里山保全地域の整備を・メカイ制作技術の保存を核に、由木
地区の歴史・伝統文化を活かしたまちづくりの推進を

6月18日

27 親水公園に水車を 6月18日

39 新館焼却場を再生可能エネルギーの拠点にする 6月25日

49 ３．高尾山山域のアミューズメント化について 6月25日

2件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

1 緑化フェアについて 5月14日

10 緑化フェアと市制100周年事業の活用について 5月14日

1件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

39 新館焼却場を再生可能エネルギーの拠点にする 6月25日

2件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

25
八王子堀之内里山保全地域の整備を・メカイ制作技術の保存を核に、由木
地区の歴史・伝統文化を活かしたまちづくりの推進を

6月18日

27 親水公園に水車を 6月18日

環境部

資源循環部

水循環部

産業振興部

都市緑化フェア推進室
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14件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

5 八王子駅から高尾駅ＪＲ中央線連続立体化計画について 5月14日

6 バス路線について 5月14日

7 八王子の復活について 5月14日

8 中心市街地における整備手法の発想転換と新交通システムの導入について 5月14日

9 中心市街地における整備手法の発想転換と新交通システムの導入について 5月14日

21 小津のまちづくりについて 5月28日

22 小津のまちづくりについて 5月28日

30 多摩ニュータウンのこれからのまちづくりについて 6月18日

34 多摩ニュータウンを見つめて 6月18日

40 高尾町内国道20号の都市計画道路八王子３・３・１号線の廃止について 6月25日

45 高尾駅周辺のまちづくりについて 6月25日

49 ３．高尾山山域のアミューズメント化について 6月25日

50
八王子高尾ショッピングセンター建設に伴う地域住民の安全確保及び交通渋
滞解消策検討のお願いについて

6月25日

51 ＪＲ高架下へ道路の拡幅工事の早期実現について 6月25日

8件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

17 自然環境の保全について 5月28日

18 自然を生かした地域づくりについて 5月28日

41 高尾駅舎の保存について 6月25日

42 高尾駅周辺の今後について 6月25日

43 高尾駅周辺のまちづくりについて 6月25日

44 高尾駅周辺のまちづくりについて 6月25日

46 高尾駅周辺のまちづくりについて 6月25日

47 １．高尾駅改修に伴う現駅舎の保存について 6月25日

5件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

12 高高度の盛土について 5月28日

13 高高度の盛土について 5月28日

14 西部地域の緑を守る 5月28日

15 八王子市の減災の具体例について 5月28日

29 未就学児の遊び場について 6月18日

拠点整備部

都市計画部

まちなみ整備部



6 

4件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

24 子供達が安全に通学できるまちづくりについて 6月18日

25
八王子堀之内里山保全地域の整備を・メカイ制作技術の保存を核に、由木
地区の歴史・伝統文化を活かしたまちづくりの推進を

6月18日

50
八王子高尾ショッピングセンター建設に伴う地域住民の安全確保及び交通渋
滞解消策検討のお願いについて

6月25日

52 地域におけるバリアフリー化の推進について 6月25日

4件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

23 由木地区の小学校、知的障害固定学級について 6月18日

24 子供達が安全に通学できるまちづくりについて 6月18日

33 多摩ニュータウンを見つめて 6月18日

52 地域におけるバリアフリー化の推進について 6月25日

5件

案件番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

4 次世代の子供たちのための日本遺産登録へのチャレンジについて 5月14日

16 恩方地区における子供たちのたまり場作り　準児童館を作ってほしい 5月28日

26
八王子堀之内里山保全地域の整備を・メカイ制作技術の保存を核に、由木
地区の歴史・伝統文化を活かしたまちづくりの推進を

6月18日

28 親水公園に水車を 6月18日

32 歴史・自然（巨樹・野鳥）を活かしたまちづくりについて 6月18日

生涯学習スポーツ部

道路交通部

学校教育部
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４．意見・要望等及び市長答弁の要旨 

テーマ 「中心市街地の活性化と八王子のまちづくり」 

【中央地域】                   平成28年５月14日（大横保健福祉センター） 

案件 

番号 
   意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

1 

【緑化フェアについて】 

 「全国都市緑化はちおうじフェア」にお

いて、メイン会場の富士森公園とを結ぶサ

テライト会場として、八王子駅から西放射

線ユーロードを花と緑で飾るという計画

はあるが、京王八王子駅前からＪＲ八王子

駅までのアイロードも花と緑で飾る計画

になっているのか。 

 また、フェア終了後は何も残らないの

か。 

（上田 幸夫 様） 

京王八王子駅前と東放射線アイロード

の沿道については、「全国都市緑化はちお

うじフェア」を盛り上げるために、何らか

の取り組みをしていきたいと考えている。

スポット会場は、地域が主体となって道路

や店先等を活用して新たな花の名所づく

りをしていくというもの。是非、周辺の町

会や商店街の皆さんにも参加していただ

き、盛り上げていきたい。 

また、メイン会場等でプロのガーデナー

の指導のもとに、市民の皆さんと協働で花

壇づくりを実施することになっている。多

くの市民の方々にガーデニング技術の習

得、あるいは花を育てる楽しみを知ってい

ただき、フェア終了後は自主的に活動して

いただけるような取り組みも構築してい

きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市緑化フェア推進室 
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案件 

番号 
   意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

2 

【八王子市立大学院設立要望について】 

 市制 100年の節目として、市立の大学院

をつくることを検討してほしい。 

大学院は、駅に近く、授業料は安く社会

人も入れるようにしてほしい。目的は、八

王子がグレードアップして中核市から政

令指定都市を目指すこと。そのためには、

魅力ある八王子市でなければならず、活性

化しなければならない。八王子市の地域特

有のものを研究して、グローバルに結びつ

くようにし、八王子を愛せる人材をつくっ

てほしい。 

（松岡 芳朗 様） 

 地方創生の取り組みとして、平成 27年

10 月に「八王子市まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を策定し、人材の確保・育成

に取り組んでいる。市内における雇用の創

出として、本市にある高度な技術力を持っ

た中小企業と学生とのマッチングを積極

的に進め、八王子に留まってもらうような

取り組みを進めている。また、市内の大学

との連携をより一層深め、八王子のまちづ

くり、地域の活性化にも結びつけていこう

と本市と大学とで包括連携協定を結んで

いる。 

市では「八王子学園都市大学（いちょう

塾）」を運営し、年間延べ 5,000人以上の

市民の方が勉強している。 

市立大学院をつくるのは、現実的には難

しいが、市民の皆さんには大学を大いに利

用していただき、八王子への郷土愛や愛着

を持っていただいたり、「いちょう塾」等

も利用しながら地域の教育力の向上に結

びつけていきたい。 

 

都 市 戦 略 部  

 

市民活動推進部 

3 

【消防団員の活動と団員不足について】 

 消防団第一分団は、八王子駅周辺の市街

地や南口の住宅地を担当しているが、団員

が不足している。昼間の火災では、団員が

集まらず現場に行けない時もある。これは

団員にサラリーマンが増えていることも

あるが、団員そのものが少なくなっている

のが一番の原因である。自分たちでも勧誘

を行っているが、なかなか思いどおりにい

かない。 

 そこで、もっと消防団の宣伝をして、団

員が集まるような対策をしてもらいたい。 

           （川出 勇 様） 

 現在、本市消防団員の定数に対し、充足

率が 90％を割り込んでいる状況。市内在

住者という入団要件を、28年４月１日か

ら緩和し、市内在勤、在学者も入団可能と

した。団員の定年についても必要に応じて

無期限で延長できるようにした。 

引き続き「広報はちおうじ」やホームペ

ージ、フェイスブックを活用するほか、ケ

ーブルテレビにも協力をお願いして、積極

的にＰＲしていきたい。 

 他自治体では消防団員になると商店の

割引きが受けられる取り組みをしている

ところもある。これから団員の福利厚生も

更に充実をさせ、団員確保につなげていき

たい。 

 

 

生 活 安 全 部 
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案件 

番号 
   意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

4 

【次世代の子供たちのための日本遺産登

録へのチャレンジについて】 

八王子市が選ばれ続ける都市になるに

は、八王子のイメージをブランド化するこ

とであり、それには「日本遺産登録制度」

を活用することがよいと考える。 

八王子には、日本遺産登録の材料が多く

ある。次世代の子どもたちが八王子を「日

本遺産のまち」と誇らかに言えるようにす

ることが、我々大人たちの使命であり、子

どもへの最強の贈り物だと思う。市制 100

周年、「新八王子市史」刊行を機に、誇り

ある八王子名所を日本遺産に登録してほ

しい。 

         （矢島 尚司 様） 

 「日本遺産」は日本各地の文化や伝統を

国内外に発信することを目的としたもの。

明確なテーマとストーリーが重要になる

とのことで、市が単独で申請するには、「歴

史文化基本構想」の計画を定める必要があ

る。本市の場合、多くの文化財が点在して

いるので、それぞれの文化財をストーリー

をもって位置づけることは、難しい面があ

る。引き続き八王子の魅力である歴史・文

化の研究をしながら検討させていただく。 

 

 

 

 

 

 

生涯学習スポーツ部 

5 

【八王子駅から高尾駅ＪＲ中央線連続立

体化計画について】 

 国道 16号のＪＲ中央線の踏切が、開か

ずの踏切に近い状態で、長い時間閉まって

いる。 

①歩行者と自転車だけでも通れる地下道

をつくることはできないか。 

②長期的には、八王子駅と高尾駅間を連続

立体化にすることを前向きに考えてほ

しい。八王子の地勢は西に向かって高く

なっており、西国分寺近辺の「掘割式」

も考えてはどうか。 

          （平澤 東 様） 

①中央線と国道 16号が交差する踏切に地

下道を設置というご提案について。地下

道の設置には、用地買収が必要である

が、踏切付近にはマンションが建ってい

ることや、鉄道の下部を通す工事は、多

額の事業費がかかるという課題がある。

道路管理者は相武国道事務所であるが、

地下道の設置は今のところ困難という

状況である。 

②中央線の連続立体交差化について、八王

子まで高架化を進めてほしいという要

望は続けている。国も都も計画すら無い

現状では実現は難しい状況である。「掘

割」については、長所・短所もあり事業

費もかかる。引き続き八王子としても要

望し続けていきたい。 

 

都 市 計 画 部 



 

10 

 

案件 

番号 
   意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

6 

【バス路線について】 

以前は小比企町や緑町から 16号、甲州

街道を通って八王子駅までのバス路線が

あった。今は旧市民会館の通りで右折し

て、南口へ直結している。バスに乗って短

時間でまちなかには入れることは街の活

性化につながる。まちなかに入って来るバ

ス路線をお願いしたい。 

（髙橋 英治 様） 

バス路線の変更前に事業者が行った調

査では、利用者が少なかったということ

で、北口まで行かず南口でバスを止めるこ

とになった。市でも実証実験を行い、元の

路線を確保してほしいという要望は行っ

たが、事業者としても利用者が極端に増え

る状況がない限り、難しいと判断された。

市としてもできるだけ地域の要望等はし

っかり事業者に伝えていきたい。 

都 市 計 画 部 

7 

【八王子の復活について】 

この 15年間で 130くらいの日本全国の

「まち」を見る旅行をしている。シャッタ

ー通り商店街の地方都市が多い中、元気の

あるまちには、まち外れに駅があり、それ

とは別にまちの中心地帯に交通拠点また

は交通拠点的なものがつくってあるとい

う共通点がある。駅へ寄ったバスはその交

通拠点が終点になっている。八王子のまち

の中心地帯、八幡町にこのような交通拠点

を作ることはできないか。 

         （井上 博正 様） 

 交通拠点（バスセンター）については、

観光資源が周辺にない限り、設置は難しい

と考える。特に中心市街地では、ＪＲ八王

子駅前、京王八王子駅が既にバスターミナ

ルであり、それ以外に設置するのは利用者

の不便につながる。 

 市では今年度、少子高齢社会を見据えた

公共交通に関する計画の策定を進めてい

る。その中で公共交通について、事業者や

交通管理者（警察）、市民の皆さんなどで

構成される協議の場を設けており、バスタ

ーミナル等を含めた今後の公共交通のあ

り方について議論を進めている。バス交通

の改善等も含めてこれから総合的に取り

組んでいきたい。 

都 市 計 画 部 

8 

【中心市街地における整備手法の発想転

換と新交通システムの導入について】 

 中心市街地の整備手法について。「大街

区方式」というものがある。面開発ではな

く、空き地があれば集め、土地の出来ると

ころから行うミニ区画整理を検討してほ

しい。 

         （風野 康男 様） 

中心市街地のまちなみの特性を活かし

たまちづくりを進め、本市ならではの市街

地更新を促すための「中心市街地まちづく

り方針」を、平成 28年３月に策定した。

今後は比較的小規模な街区である本市の

中心市街地の特性に合った市街地更新が

促進されるものと期待している。 

ご提案いただいた柔軟な市街地整備事

業は、市の考え方に合致するものである。

市では 28年度から地域住民の主体的なま

ちづくりを促す事業も行っており、具体的

に地域の皆さんと事業計画を検討する中

で研究し、適宜活用していきたい。 

都 市 計 画 部 
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案件 

番号 
   意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

9 

【中心市街地における整備手法の発想転

換と新交通システムの導入について】 

新交通システムとして、ＬＲＴ・路面電

車をつくれたらよい。かつては、高尾山口

から京王八王子、東八王子駅まで 10年間

だけ路面電車が通っていた。まずは市街地

に路面電車をつくれば、高尾山からの客も

増え、こちらから高尾山に行く人もいる

し、レトロな感じがして良い。是非検討し

ていただきたい。 

         （風野 康男 様） 

※LRT（Light Rail Transit）の略。低床

車両、低騒音・高速化などを実現し、利便

性を高めた新しい路面電車のシステム。 

新交通システムについて、多摩都市モノ

レールの八王子ルートは、多摩ニュータウ

ンから中心市街地を一本で結ぶ路線とい

うことで重要視しているが、課題もある状

況。並行してＬＲＴ・路面電車も引き続き

検討していくということで進めている。 

ご提案の甲州街道を通るルートは中央

線が並行して走っており、あわせて路線バ

スも頻繁に走っている。なかなか実現は難

しいかもしれないが、いろいろなかたちで

検討をしていきたい。 

都 市 計 画 部 

10 

【緑化フェアと市制 100 周年事業の活用

について】 

「全国都市緑化はちおうじフェア」につ

いて、メイン会場である富士森公園のほか

に６つのサテライト会場が予定されてお

り、各会場 1,000万円の予算がついてい

る。そのうちの１つが中心市街地だが、ユ

ーロードの入り口には毎日 2.7万人が訪

れる。イベントがあれば、３万人を超えて

いるのではないか。京王八王子駅やＪＲ八

王子駅北口に「緑の道」をつくり、八王子

は緑のまちだと感じていただくことで、

「メイン会場はもっとすごいのではない

か」と期待し、多くの市民が富士森公園に

訪れるのではないか。是非、中心市街地の

予算アップをお願いしたい。 

          （保 清人 様） 

八王子全体で「全国都市緑化はちおうじ

フェア」を盛り上げていく意味でも、サテ

ライト会場から盛り上げてフェアを成功

させたいと思っている。ユーロードはイベ

ントロードとなっており、毎回多くの方に

お越しいただき、格好のＰＲの場でもあ

る。サテライト会場は、それぞれがしっか

りとした運営をしてもらうという意味も

込め、一律同じ予算としている。ユーロー

ドは重要なサテライト会場になるので、し

っかりと手当てをしながら、全体で良いか

たちでフェアが実現できるように進めさ

せていただきたい。 

都市緑化フェア推進室 
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テーマ 「恩方地区の地域づくり」 

【北部・西部地域】                   平成 28年５月 28日（恩方市民センター） 

案件

番号  意見・要望等要旨 （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

11 

【恩方のブルーベリーを広報はちおうじ

で紹介してほしい】 

 恩方のブルーベリーを「広報はちおう

じ」で紹介してほしい。恩方のブルーベリ

ーの特性は、畑の土がブルーベリーの生育

に適していることと特殊な剪定をしてい

るので、つぶが大きく、甘くて、美味しい。 

ブルーベリーは農業の６次産業（生産と

加工と販売）がしやすい作物。恩方にとっ

ては非常に有望な作物なので、広報で紹介

していただけたらと思う。 

          （中村 貞夫 様） 

都市農業を振興するうえで、６次産業化

は重要。平成 27年度から、サイバーシル

クロード（市内の中小企業等を支援する団

体）で農業に光を当て、商品の開発を進め

ている。これからもブルーベリーの活用に

ついて、さまざまな産業支援機関との連携

を深めながら支援を進めていきたい。 

「広報はちおうじ」でこれからも取り上

げていきたい。また、「全国都市緑化はち

おうじフェア」では「夕やけ小やけふれあ

いの里」への来場が見込まれる。機会をと

らえ積極的にＰＲの支援をしていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

産 業 振 興 部 

12 

【高高度の盛土について】 

 安心できる地域づくりについて。熊本の

地震で、改めて震災の恐ろしさを痛感して

いる。報道の中で、盛土造成地上の建物と

そうでない所の建物の損傷の度合いがだ

いぶ違うと言われている。私共が住んでい

る八王子西部が、盛土上にあるのかどうか

大変気になる。安心できる地域づくりのた

めに、盛土造成に異常がないか兆候を調査

する意向があるかお伺いしたい。 

（大野 民生 様） 

大規模盛土造成地は、市内には約 500か

所ある。都では、平成 19年から宅地耐震

化推進事業の一環として、都内の大規模盛

土造成地の調査を行った。その結果によれ

ば、市内には現段階で対策を必要とする大

規模盛土造成地はないという結論が出て

いるが、市でも、定期的にパトロールをし

ながら危険箇所の発見に努め、万が一危険

な場所があればできるだけ早く対応して

いきたい。 

 

 

 

 

 

 

まちなみ整備部 
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案件

番号  意見・要望等要旨 （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

13 

【高高度の盛土について】 

 自然と親しむ地域づくりについて。川

町を流れる大沢川源流域に大規模なスポ

ーツパーク計画が事前相談中と聞いてい

る。広大な面積をつくるために、狭い谷を

ビル10階建て相当38メートルの高さまで

盛土造成をするらしい。一般的な宅地造成

の盛土と比べ、急斜面での高高度の盛土造

成は大地震や大雨で大規模な土砂災害を

引き起こす可能性があるのではないか。高

高度盛土造成工事の安全性について、どの

ように考えているのか。また、身近に自然

と親しむ地域づくりを実現するために、こ

の自然豊かな計画予定地を公有地として

いただくような考えはないか、あわせて伺

いたい。 

（大野 民生 様） 

スポーツパークの建設計画については、

民間事業者が計画したものであり、平成

25年末の市議会において建設促進の請願

が採択されている。27年４月に本市が中

核市に移行したことにより、開発許可に関

する権限が市に下り、事前相談を都から引

き継いだ。都市計画法の技術基準に基づ

き、盛土造成などの計画内容を適正に指導

しているところだが、特に安全に関わる部

分については、しっかり指導していきた

い。 

公有地化は、財源が必要になる。全体の

バランスを見ながら、必要な所については

できる限り公有地化を図って自然を確保

していきたい。 

 

 

 

 

まちなみ整備部  

 

環   境   部  

14 

【西部地域の緑を守る】 

川町のスポーツパーク建設予定地につ

いて。恩方地区は、緑と自然を守り、緑を

活かした地域づくりが一番大事。スポーツ

施設をつくっても人口が減少していく社

会で、今後何十年も施設の維持・管理がで

きるとは思えない。「上川の里みどりの散

歩道」のように、市民が貴重な自然に触れ

られるよう特別緑地保全地区に指定し、公

有地化し、自然公園のようにしていただき

たい。 

（木内 恵一 様） 

森林・里山のみどりの保全は行政の役割

として、取り組んでいるところ。同時に、

本市の地域振興の推進を図るためには、観

光、商業、スポーツ、文化などの活性化対

策も重要となる。バランスを取りながら貴

重なみどりを守るために、様々な手法を検

討しながら、貴重な自然を次世代へ引き継

いでいきたい。 

川町のスポーツパーク計画について、都

市計画法をはじめとする関係法令の適用

を受けるので、緑地の配置など自然環境へ

の配慮についても適正に審査し指導を行

っていきたい。 

 

 

 

 

環 境 部 

 

まちなみ整備部  
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案件

番号  意見・要望等要旨 （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

15 

【八王子市の減災の具体例について】 

スポーツパークを建設する計画が進ん

でいる。そこは現在、土砂災害特別警戒区

域に指定されている。都では土砂災害特別

警戒区域に 38メートルもの盛土をした例

は今まで一度もない。それは危険であり、

将来まで安全が保障されないからである。

計画を中止することは、美しい風景を残す

ことにもつながる。減災にもなり、自然環

境保護にもなる。熊本地震を受けた後の、

市長の今の考えが聞きたい。 

（金谷 賢一 様） 

東日本大震災を教訓にして、地域防災計

画の大幅な見直しを実施した。あわせて今

回の熊本地震では、新たに生じたエコノミ

ークラス症候群などの関連死対策、そして

震災廃棄物のアスベスト対策、避難所の環

境整備などといった課題を改めて検証し、

地域防災計画の修正に着手したところ。災

害による被害を軽減させるためには、事前

対策である予防が重要。 

予防対策には、市民の皆さんによる自

助・共助の取り組みが不可欠。引き続き、

市民の皆さんの自助への取り組み、そし

て、関係機関と連携した、地域による共助

の取り組みへの支援も継続していきたい。 

川町のスポーツパークについて、安全に

関わる部分については、しっかりと指導し

ていきたい。 

 

 

生 活 安 全 部 

 

まちなみ整備部 

16 

【恩方地区における子供たちのたまり場

作り 準児童館を作ってほしい】 

恩方市民センターには、多くの子どもた

ちが遊びに来る。多い時は 40人位の子ど

もがセンターのロビーに集まり、勉強や、

ゲーム、鬼ごっこなどをしているが、なか

なか職員の目が届かない。 

恩方では子どもたちを大事にしており、

子どもたちを中心にしたイベントでは、大

勢の子どもたちが参加するが、恩方には児

童館がひとつもない。恩方に児童のたまり

場のようなものが出来て、子どもたちがの

びのびと遊べるようにしてほしい。 

（塚原 京史 様） 

新規の公共施設の設置は、他の既存施設

の設置や活用状況を踏まえて慎重な判断

が必要となり、現在新たな児童館の設置は

考えていない。 

市では、子どもたちが安全に過ごし、そ

の中で学びや交流などができる安全で安

心な居場所づくりとして、小学校を活用し

た「放課後子ども教室」を地域の実情にあ

わせて拡大に努めているところ。恩方地区

でも実施できるように、地域の皆さんのご

協力をお願いできればと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

子ども家庭部 

 

生涯学習スポーツ部 
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案件

番号  意見・要望等要旨 （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

17 

【自然環境の保全について】 

宝生寺団地の西側に天合峰という丘陵

地があるが、そこに大規模な自然環境破壊

が前提の物流拠点計画が進んでいる。天合

峰を崩さないでホタルの里を中心とした

自然植物公園や、アドベンチャーフォレス

トなどの自然観光資源にするのはどうか。

八王子の魅力は何と言っても自然環境の

良さ。私たちのまちをトラックが走り回る

まちにするのではなく、自然環境を活かし

たまちづくりを目指してほしい。 

（井上 泰治 様） 

市では、森林や里山の保全、生物多様性

の啓発、そのための環境保全に努めている

ところ。一方で川口地区は、圏央道の八王

子西インターチェンジに近く、広域的な交

通の利便性が高いことから、流通業務系企

業などの立地に向けた基盤整備を進めて

いる。 

計画を進める中では、自然環境の保全に

は十分配慮するとともに、人の手を入れる

ことで、地域や市民の方々が自然と触れ合

い楽しめる環境を整えていけると考えて

いる。里山としての適切な環境維持に努め

るとともに、自然との触れ合いの場とし

て、環境学習や自然と共存したスポーツ機

能を導入するなど、地域の魅力づくりにも

つながる活用を図っていく。 

 

 

拠 点 整 備 部 

18 

【自然を生かした地域づくりについて】 

八王子は自然を活かした地域づくりが

一番だと思う。高尾山は、年間 250万人の

観光客が訪れ、大変な経済効果がある。し

かしメインストリートは人がいっぱいの

状況。観光客を分散し、恩方地区や八王子

城跡に来ていただいた方が本当の自然を

味わえるのではないか。 

スポーツパークと天合峰は、絶滅危惧種

が非常に多い所なので、埋め立てるのなら

他の地域にしてほしい。 

また、物流施設について、果たして採算

が合うのか疑問である。自然環境を活かし

た経済政策を考えていただきたい。 

（中込 優 様） 

西部地域は、八王子城跡や陣馬山などの

さまざまな観光資源を持った地域である。

一方では、圏央道八王子ジャンクションの

開通、圏央道の延伸により、八王子は交通

の要衝となった。平成 28年 12月に八王子

西インターがフル化になると、川口地域は

物流の重要な拠点になる。 

あわせて、圏央道は災害時の代替路機能

を担い、物流拠点は防災機能も兼ね備える

ものとして、市民の安全安心にも役立つ施

設になるものと考える。豊かな自然を保

全・活用するとともに「交通の要衝」とし

ての特性を活かしたまちづくりを行って

いきたい。 

 

 

 

 

 

拠 点 整 備 部 
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案件

番号  意見・要望等要旨 （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

19 

【緑の保全について】 

市は以前、「緑を守ろう」をスローガン

に、市債を発行した。その後、この「緑の

保全」についてほとんど耳にしない。その

後の経過と市債の追加発行についてお聞

かせいただきたい。また、市民からの寄附

を仰いででも、緑の保有地を未来に残す努

力をお願いしたい。 

         （森原 清明 様） 

市街地に残る貴重な緑地を保全するた

めに、緑地を公有化する資金を直接市民の

皆さんから調達する「八王子みどり市民

債」を平成 17年に発行した。国債の応募

利回りを上回る利率で発行したこともあ

り、完売することができた。その資金を活

用し、４か所の緑地を購入したが、コスト

面の問題も残った。 

現在、市民の方々からのご寄附などを積

み立てた「みどりの保全基金」を活用し、

みどり施策に対応しているところ。緑の保

有地を未来に残すための財源を確保する

ためには、どのような手法があるのか、

様々な観点から検討を重ねていく必要が

あると考えている。 

 

 

 

 

 

財 務 部 

 

環   境   部 

20 

【緑の保全について】 

 平成 24年度の「市長と語る」で、物流

拠点を止め「植物園を」と提案したことが

ある。中核市八王子市にも深大寺に勝ると

も劣らない植物園を造ってほしい。 

（森原 清明 様） 

1,600を超える種類の植物が確認されて

いる高尾山そのものが植物園であるとい

えるかもしれない。 

「全国都市緑化はちおうじフェア」で

は、西部地域のサテライト会場を「夕やけ

小やけふれあいの里」に設ける。このほか、

28年３月には、中核市の権限を活かし、

佐川急便が所有する「高尾 100年の森」を

自然体験活動ができる「体験の機会の場」

として認定した。このように様々な形で、

自然に触れていただける機会を提供して

いく。 

 

 

 

 

 

 

環 境 部 
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案件

番号  意見・要望等要旨 （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

21 

【小津のまちづくりについて】 

小津町は、他の市街化調整区域と同様

に、少子高齢化、過疎化が進んでいるなか、

「現在の自然あるいは住んでいる環境は

残しながら、地域にある魅力を活かしたま

ちづくりをしよう」をスローガンに市街化

調整区域のまちづくりを進めている。行政

や専門的な経験や知識を持った人のアド

バイスをいただき、そろそろ、実行に移そ

うというのが今の状況。私たちが進めてい

ることを含めて市街化調整区域の活性化

と、それに対する市長の思いを聞かせてほ

しい。 

また、貴重な資源があっても、外部に発

信することが難しい。是非、市のホームペ

ージなどで、まちづくりに関する情報を発

信できるようなものをつくってほしい。 

（前原 教久 様） 

西部地域の集落は、若年層の人口減少な

どにより、地域コミュニティの衰退が懸念

されていることから、中核市としての権限

を活用して、新たな土地利用制度を創設し

た。この制度については、東京初の取り組

みで、「沿道集落地区まちづくり計画」を

策定することで、地域住民主体の創意工夫

によるまちづくりが可能になる。市も町会

の皆さんと地域にふさわしいまちづくり

を検討しているところ。制度に即したまち

づくり計画を策定し、他の地域から人をひ

きつけ、定住人口の維持と交流人口の増加

を図り、地域の活力向上につながるような

まちづくりを実現していきたい。 

地域にスポットを当てながら、観光資源

を掘り起こし、地域の魅力発信を行ってい

きたい。 

都 市 計 画 部 

22 

【小津のまちづくりについて】 

 小津町には公共交通がない。現在は町

会でバスを運行し、町会員の足の確保をし

ている。これから小津町のいろいろな資源

を発信し、他所から来訪してもらうには今

のままでは移動の手段が限られてしまう。

高尾駅の改修にあわせ、レンタサイクルの

ようなしくみづくりができないか。 

（前原 教久 様） 

平成 28年度、公共交通や自転車に関す

る計画の策定を進め、レンタサイクルだけ

でなく、バスやタクシーなどを含めた様々

な交通のあり方について議論を進めてい

るところ。今後は、議論した内容をふまえ、

小津をはじめとした山間地域の皆さんが

使いやすい交通となるよう、また来訪者が

来やすくなるように移動環境の改善に取

り組んでいきたい。 

都 市 計 画 部 
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テーマ 「由木地区の地域づくり」 

【東部・東南部地域】                平成 28年６月 18日（由木中央市民センター） 

案件
番号 

  意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

23 

【由木地区の小学校、知的障害固定学級

について】 

我が家には支援が必要な子どもがい

る。自宅から一番近い小学校には知的障

害固定学級がなく、支援が必要な子は学

校を選べないということを疑問に思う。 

市の教育委員会からは、他の学校を見

学して、子どもに合った学校を選んでは

どうかと言われたが、その学校がとても

良い学校であっても、子どもの足で通え

る距離ではない。通勤・通学などが、子

どもの将来の自立に向かうと思うので、

できれば小さいうちから地域の皆さんに

ご理解をいただき、自分の足で通えるよ

うな学校をと考えている。 

小学校を選ぶにあたっても合理的配慮

があって社会的障壁の除去に努めていた

だきたい。 

         （沖田 恵美 様） 

自分の足で通学することは、社会性も身

につき、地域とのつながりのためにも大切

だが、「学習と生活」という学校の役割を

考えると、様々なことを学びあえる仲間

も、お子さんの成長のためには、とても重

要である。 

市としては、配置のバランスを考慮した

うえで、平成 27年度までに、小学校の概

ね３校に１校に、順次、特別支援学級を設

置してきた。特別支援学級を新設すると、

１校あたりの在籍人数が減ってしまう。適

切な児童数確保は大切なことと考える。 

また、教員の合理的配慮への理解や、支

援が必要な児童の受け入れにあたっての、

教員の指導力の向上など、通常学級におけ

る障害理解の推進あるいは支援の充実が

必要であると認識している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 教 育 部 



 

19 

 

案件
番号 

  意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

24 

【子供達が安全に通学できるまちづくり

について】 

私たちの住む地域には小学校がなく、

子どもたちは、交通量の多い野猿街道と

多摩ニュータウン通りの大変危険な横断

歩道を渡り、駅向こうの 30分以上かかる

小学校に通っている。 

また、近所の友達とも通う小学校が違

うため、是非、小学校の新設をお願いし

たい。それが難しいならば、せめて学区

の見直しや交通量の多い大栗川北交差点

と大栗川南交差点に歩道橋の設置をお願

いしたい。 

費用や震災対策により設置が難しいの

であれば、せめて大きな交差点に歩車分

離式の導入をお願いしたい。 

（丸山 直実 様） 

小学校の新設については、通学区域内の

子どもが増え、教室の不足が予想される場

合は、校舎を増築して、子どもたちの学習

環境を整えている。また、大規模な開発な

どによって、急激に児童数の増加が予想さ

れる場合は、近隣校等を考慮したうえで新

設校の設置を検討することもあるが、現

在、由木地区では、そのような状況ではな

いと判断している。 

「歩車分離式信号機」は、交通管理者で

ある警視庁に対して、通学路や幹線道路の

交差点に増設するよう要望をしている。警

視庁でも、安全面で大きな効果を認めてい

るが、交通量が多い幹線道路の場合には、

渋滞が発生し、周辺の道路が「抜け道」と

して利用され、事故につながる危険性もあ

る。そのため、「歩車分離式信号機」の設

置は、当面、見送らざるを得ないという判

断がある。 

 

学 校 教 育 部 

 

道 路 交 通 部  

25 

【八王子堀之内里山保全地域の整備を・

メカイ制作技術の保存を核に、由木地区

の歴史・伝統文化を活かしたまちづくり

の推進を】 

堀之内里山保全地域は指定後７年が経

過しているが、里山を保全し、活用する

ための整備がされておらず、荒れてしま

う恐れがあるため、都と協力し、次の整

備を推進して欲しい。 

①市民や訪問者への注意喚起のため、「里

山保全地域であり、動植物等を保全す

る」旨の表示を掲示する。 

②魚釣り用となっている宮嶽池を本来の

田んぼの溜池用、稲作用の溜池に戻す。 

③雨が降ると荒れてしまう里山地域に入

る取り付け道路等整備。 

（塩谷 暢生 様） 

里山保全地域の指定について、地域の多

くの皆さんが環境保全に取り組んでいる

ことが、指定のきっかけになったと思って

いる。また、保存地域指定以降も、多くの

方が関わって、現在も保全活動を続けてい

ただいている。 

①この環境を守るための来訪者への注意

喚起の看板設置は、都と相談しながら進

めていきたい。 

②溜池については、平成 14年に国から市

に移管され、使用者には独占的使用の解

消などについて伝えており、今後も継続

的に指導をしていきたい。 

③道路整備については、関係者のご要望な

どを伺ったうえで対応を検討していく。 

 

環 境 部 

 

水 循 環 部 

 

道 路 交 通 部 
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案件
番号 

  意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

26 

【八王子堀之内里山保全地域の整備を・

メカイ制作技術の保存を核に、由木地区

の歴史・伝統文化を活かしたまちづくり

の推進を】 

由木地区には、シノ竹で編む六つ目編

みのザルやカゴのメカイ作りや、東中野

の「生まれ変わりの勝五郎」、鑓水や南大

沢の「祭囃子」等、民俗文化が豊富であ

り、これらの歴史・伝統文化の保存・普

及を推進するため、次のことを提案する。 

①由木地域事務所に、まちづくり担当を

置き、連絡調整や情報の集積や発信を

行う。 

②絹の道資料館に、歴史や伝統文化の専

門職員を置き、市民と協力して歴史や

伝統文化の調査・研究・普及を行う。 

（塩谷 暢生 様） 

由木地域は歴史的に価値のあるものが

多く残されており、まちづくりに必要な郷

土愛の醸成のためにも、それらの活用は不

可欠である。 

由木事務所では、地域の活動や歴史を

知っていただく「地域活動紹介コーナー」

で情報発信を行っており、絹の道資料館

では、現在予約制でボランティアによる

解説を実施している。絹の道資料館には

調査研究する場所や充分な展示スペース

がないため、ご提案のような調査・研究

活動は現在郷土資料館で行っている。今

後も郷土資料館で調査・研究をすすめな

がら、その成果をまちづくりに活かせる

よう、絹の道資料館や由木地域事務所で

発信していきたい。 

 

 

 

 

 

生涯学習スポーツ部 

27 

【親水公園に水車を】 

来年、大栗川の河川改修があり番場橋

辺りの緑地も整備され、親水公園化され

ると聞いている。ここに水車の設置を考

えられないか。風情が出るし、水車の機

能を子どもたちに示すことができるので

良いのでは。 

（堤 直樹 様） 

大栗川の緑地整備のことかと思われる

が、河川管理者である都に、護岸工事に併

せて、緑化整備を行うよう、市から要望し

たもの。大栗川の自然な水の流れや階段護

岸などが整備されることで、市民に親しま

れる川づくりが進んでいくと考える。 

河川であるため、水車の設置は難しい

が、緑化整備により、近隣の小中学校の児

童・生徒に対する環境教育のフィールドが

広がり、自然環境を身近に感じることがで

きる場所になることを期待している。 

 

 

 

 

 

水 循 環 部 

 

環 境 部 
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案件
番号 

  意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

28 

【親水公園に水車を】 

絹の道資料館で、月１回位、機織り機

で織る姿を子どもたちに見せることはで

きないか。八王子の素晴らしい技術を伝

えられ、それこそ市制 100周年のキャッ

チフレーズである「百年の彩りを次の 100

年への輝きへ」つないでいくひとつの形

ではないか。    

（堤 直樹 様） 

絹の道や絹の道資料館は、本市が織物の

まちとして発展した歴史を知るうえでも

欠かせない場所。現在は、事前予約制でボ

ランティアが絹の道資料館に滞在し、養蚕

や織物・展示内容の説明を行っている。 

絹の道資料館は、展示室のスペースに制

約があり、機織り機を設置することは難し

い。郷土資料館では、明治時代頃に使われ

ていた機織り機を常時使用できるように

メンテナンスして、いつでも「はたおりの

体験」ができる「はたおり体験コーナー」

を設置している。    

絹の道資料館の展示手法など、郷土資料

館と連携を取りながら工夫をしていきた

い。 

生涯学習スポーツ部  

29 

【未就学児の遊び場について】 

地域的に子どもが多い割に、公園が小

さく、夕方や子どもたちが遊ぶ時間にな

ると、とても混雑して、ボール遊びなど

をしていると人に当たってしまう。自転

車の練習をしたい方もいて、接触しそう

になったことが度々ある。公園が狭く、

坂も多いため、ボールなどで遊ぶと道路

へ転がってしまう。また、フェンスがな

いことも心配している。 

ボール遊びや自転車の練習など、広い

場所があったら子どもを遊ばせるには親

として安心できる。地域的に場所がない

ようであれば、就学前の子どもたちも、

小学校などで遊べる等の配慮があれば良

いと思う。 

（福田 信良 様） 

多くの市民の方に利用していただける

ように、幅広い年代や趣味を持つ方々のニ

ーズなども考慮しながら、また、丘陵地、

緑地といった八王子特有の地形や自然に

配慮しながら、多種多様な公園の整備を行

っている。 

由木地区は、１人あたりの公園面積が

「広い」場所だと思っている。小さいお子

さんからご高齢の方まで、たくさんの人が

集まる公園では、安全の面から、サッカー

や固いボールを使ったキャッチボールな

どを制限せざるを得ないが、小さいお子さ

んが柔らかいボールで遊んでいただくこ

とは可能である。 

なお、サッカーボールなどで、ボール遊

びができる施設としては、この地域では、

少し距離はあるが、秋葉台公園や上柚木公

園があるので、ご利用していただければと

思う。 

 

まちなみ整備部 
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案件
番号 

  意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

30 

【多摩ニュータウンのこれからのまちづ

くりについて】 

 由木地区は、ニュータウン事業により

まちづくりが行われた。50年ほど前に由

木村から八王子市に合併したが、これか

らのことを考えると、市はどういうまち

にしていくのか興味がある。 

40年前は、農業はやるなという時代だ

ったが、今は農地もない新住地域の中で、

「畑をやりたい」という方が多い。八王

子には畑が多くあり、そういう畑を大事

にしなくてはならない。「攻めのまちづく

り」として、どう攻めるのか考えるべき

だと思う。 

（鈴木 亨 様） 

多摩ニュータウンは、今後、大規模住宅

団地の老朽化などの課題が順次進行して

いくことが想定されるが、一方で主要な幹

線道路と鉄道が通る交通の利便性が高い

ことがこの地域の特徴だと思っている。南

大沢駅や京王堀之内駅には様々な生活機

能サービスや産業・業務機能が集積してお

り、できるだけ周辺の自然環境を活かしな

がら、魅力ある住環境づくりを引き続き進

めていきたい。 

一人でも多くの方々に「住み続けたい」

と思っていただくことで、多摩ニュータウ

ンを故郷とする新たな世代が生まれ育ち、

後世に引き継いでいける持続可能なまち

づくりをこれからも進めていきたい。 

 

都 市 計 画 部 

31 

【多摩ニュータウンのこれからのまちづ

くりについて】 

東京の都市近郊農業はどんなことを進

めているのか探したところ、練馬区では

農業体験農園というものを始めていた。

八王子でも推し進めてほしいと何度も伝

えているが動きがない。 

また、私のところには八王子で初めて

の新規就農者が２人いる。国からの支援

はあるが、市がどのように支援するのか

が見えない。八王子の農業委員会はバッ

クアップをしていない状況。市長として、

もう少し八王子の農業を盛り上げてほし

い。 

                 （鈴木 亨 様） 

市でも、後継者の育成や新規就農者への

支援は、重要であると考えている。現在、

都やＪＡ東京中央会が主催する「フレッシ

ュ＆Ｕターンセミナー」を紹介し、活用し

ていただくなどの支援に繋げている。今後

も農業委員などによる技術指導や周辺農

家との関係づくりなど、総合的な支援を行

っていきたい。 

農業体験農園は、農地の有効活用を図

り、収益性の高い新たな農業経営形態の一

つである一方、農業指導のスキルや経営の

ノウハウが必要となるなど農業者への負

担も大きいと聞いている。今後、関心のあ

る農業者の皆さんに対して、農業体験農園

の普及と会員相互の研鑽を目的とする「東

京都農業体験農園園主会」を紹介するとと

もに、皆さんの声を聞きながら、支援のあ

り方などを含め検討し、普及啓発に取り組

んでいきたい。 

 

産 業 振 興 部 
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32 

【歴史・自然（巨樹・野鳥）を活かした

まちづくりについて】 

東京都埋蔵文化財センターには、３万

２千年前の八王子松木遺跡から出た石器

や、南大沢 205 遺跡の縄文土器が素晴ら

しい形で復元されている。堀之内からは

ヒスイが出土している。子どもたちに５

千年前の堀之内人が使っていたものなど

の話を資料館や地元でしていただくと、

教育効果があると思う。 

 また、学校、駅、公園等に、昔はこう

いうものがあったとわかるようにしてい

ただけると、子どもたちは歴史上のつな

がりがわかり、私たちの命が未来へつな

がるのだと実感してもらえるのではない

か。是非、イベント、実物展示をお願い

したい。 

                （武藤 真啓 様） 

多摩ニュータウン地域の大規模開発に

あたり、縄文時代を中心に多くの土器や石

器などが発掘され、東京都埋蔵文化財セン

ターに保管されている。 

ご紹介のあった石器やヒスイなどの出

土品は、多摩ニュータウンの代表的な出土

品として展示・紹介されているところだ

が、郷土資料館では同センターから借用

し、特別展などで展示することを企画して

いきたい。 

また、出土品や遺跡について、市の文化

財に指定されているものは、現地に説明板

を設置しているが、指定のないものは、数

多く存在することから表示はしていない

状況である。 

なお、市制 100周年に向け、本市の自然

や歴史、伝統文化を改めて調査研究し、『新

八王子市史』を編さんしている。授業で活

用してもらうために市内小中学校へ配布

しているほか、市役所などで販売をしてい

る。 

 

 

生涯学習スポーツ部 

 

市史編さん室 

33 

【多摩ニュータウンを見つめて】 

先日、由木西小学校に行ったところ、

平成 28年度の入学生が６人と聞き、驚い

た。高齢化で子供が少なくなっている割

に学校が多くある。次第に子どもがいな

くなり、空き教室ができると、学校統合

がありうるのではないか。人口構成の点

からも考えた方が良いと思う。 

                （平野 雄司 様） 

本市は市域が広く、歴史のある小学校が

多いが、少子化の影響で、入学者が少ない

という現状がある。特に郊外では顕著に表

れていて、今後統合を考えなければならな

い。ただ、歴史があり、地域とのつながり

も強い学校が多いので、統合する際にも、

現在ある小学校をどうするのかを考えて

いかないと先に進まない。早く考えていか

なければいけない時期だと認識している。 

 

 

学 校 教 育 部 
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34 

【多摩ニュータウンを見つめて】 

市長はモノレールを推進しているが、

モノレールは値段が高く、日影もできる

ので、住民感情も良くない。同じ金額を

掛けるなら、道路敷を使える太陽光電車

の方が良い。道路敷であれば、線路を取

ればまた道路になる。新しい発想で交通

体系を検討したほうが良いと思う。 

また、道路は国道 16号と野猿街道しか

南北を結んでいる道がないので考えてい

ただきたい。 

                （平野 雄司 様） 

モノレールについて、国の交通政策審議

会で、整備区域として八王子ルートが位置

付けられた。ただしいくつかの条件があ

り、事業費がかかる。どこまで市が負担す

るかという問題もあるが、将来を考えたと

き、多摩ニュータウン地域・由木地域と八

王子の中心部を結ぶ大事な路線なので、国

に対しては要望を続けていきたいと思っ

ている。同時に、モノレールよりはるかに

事業費が安く済むという利点があるＬＲ

Ｔも平行して検討していきたい。 

都 市 計 画 部 

35 

【多摩ニュータウンを見つめて】 

農業大学を出て、勉強したことが実際

に役立つことなのか実践している方が由

木地区にいる。若い人が農業に希望を持

って来ているので、農業をできるような

環境を整備してほしい。 

                （平野 雄司 様） 

八王子は都内で最も耕作面積の多いま

ちであり、郊外の方では高齢化により担い

手がおらず、耕作されていない農地が点在

している。平成 26年度から農地バンク制

度を取り入れ、できるだけ農地が利用され

るようマッチングを進めている。これから

も八王子にある農地を活用していき、若い

世代が農業をできるような環境を整備し

ていきたい。 

 

産 業 振 興 部 

36 

【多摩ニュータウンを見つめて】 

堀之内や南大沢周辺に総合病院が欲し

いと聞くことがある。東海大学や東京医

科大学の病院はあるが、比較的すぐに行

けるような病院が近くにあれば良いと思

う。 

                （平野 雄司 様） 

 

総合病院誘致について、早急に対応する

のは難しい。現在、国が医療センターへつ

ながる南バイパスの工事を進めており、由

木方面にも道路がつながる。道路整備が進

むことによって、車での行き来は、以前よ

りも改善されるだろうと思っている。 

 

医 療 保 険 部 
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37 

【拓殖大学の一部学部移転に伴う学生の

減少について、とその他】 

館町にある拓殖大学の商学部が都内に

移転した。それにより 300名以上の学生

が減り、学生マンションは空きが出たり、

周辺の商店や飲食店の売り上げがなかな

か厳しいという状況。また、周辺の他の

大学でも撤退、移転という話を聞いてい

る。学生が減ってしまうと影響があると

思う。そのことについて市はどのように

考えているのか。 

                 （黒沢 栄 様） 

本市では、幅広い分野で包括的な連

携・協力を行うことを目的に、各大学と

の包括連携協定を結ぶなど、知的財産で

ある大学の機能を活用していくことを進

めている。 

また、本市には約 10万人の学生、１万

人を超える教職員がおり、他の市にはな

い大きな財産であることから、学生を含

めた若年層の定住促進を目標に掲げてい

る。今後は、大学との連携をより積極的

に進める指針を策定し、より地域に根ざ

した存在となるよう大学に働きかけを行

うことで、学園都市八王子のイメージを

確立し、まちの魅力を高めていく。 

 

 

 

市民活動推進部 

38 

【拓殖大学の一部学部移転に伴う学生の

減少について、とその他】 

多摩地区の一部の市町村のコンビニで

は、行政サービスの一環として、住民票

や印鑑証明を取れる機能がついているコ

ピー機がある。これにより市の事務所に

行かなくても済むが、八王子市ではこの

サービスの導入予定があるのか。もし無

いとすると、なぜできないのか。 

                  （黒沢 栄 様） 

現在、利便性の高い八王子駅南口総合事

務所では、平日は午後７時まで、土日も窓

口を開けており、市民の皆様の問い合わせ

にも対応しながら、証明書の発行のほかに

も各種行政サービスを行っている。また、

南大沢事務所も日曜日に同様の業務を行

っている。また、平成 28年から利用が始

まったマイナンバー制度は、住民票などの

添付書類が省略できるメリットがあり、近

い将来、証明書の交付ニーズそのものが減

少していくと考えている。このような見通

しの中、コンビニ交付サービスについて

は、本市では導入を予定していない。 

なお、現在、軽自動車税のコンビニ納

付ができるが、29年度からは個人住民税

や固定資産税・都市計画税、国民健康保

険税もコンビニ納付が可能となるよう、

準備を進めている。 

 

 

行財政改革部 
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39 

【新館焼却場を再生可能エネルギーの拠

点にする】 

近い将来、東京でも首都圏直下地震の

発生が心配されている。八王子市でも、

通常は多くの住民が利用し、緊急事態に

は被災者支援ができる施設が望まれる。 

新館焼却施設には、いつでも住民が気

軽に利用できるコンパクトな銭湯の設置

を提案する。焼却炉は効率の良い２炉方

式を採用することで、災害時であっても

施設機能を発揮することが可能と聞く。   

また、蒸気回収システムの採用で、熱

回収率が 50％以上となるが、補助電源と

して敷地内にいくつかの再生可能エネル

ギーの設備をプラスしたらどうか。 

（村上 浩一 様） 

現在、市内に２か所ある清掃工場の老

朽化が課題である。将来にわたって安定

的で継続的なごみ処理を行うため、稼働

を休止している館清掃工場を解体し、新

館清掃工場の建設を予定している。 

太陽光発電などの再生可能エネルギー

は、災害時の対応や、地球温暖化対策と

して有効な手段のため、技術的な動きを

見据えるとともに、市民の皆さんの意見

もお伺いしながら、効果的なエネルギー

活用ができる方法で導入を図っていきた

い。 

 

 

 

 

 

資 源 循 環 部 

 

環 境 部 

40 

【高尾町内国道 20号の都市計画道路八王

子３・３・１号線の廃止について】 

国道 20号の都市計画路線は、高尾駅入

口交差点から西側へ約 800メートルの両

界橋までの計画で、昭和 36年 10月に決

定され、56年経過している。沿道市民は

都市計画法による建築制限により、苦し

み続けている。 

現在この道路は、八王子南バイパスの

一部供用開始で交通渋滞も大幅に緩和さ

れている。この沿道は商業地域と住宅地

が混在し、計画を実現する場合は多大な

年月と税金の投入、市民の犠牲を伴い、

商業の衰退も目に見える。沿道市民は八

王子市と共同し、都と国に対し本計画の

廃止を強く求めることについて市長の考

え方をお伺いする。 

          （岸野 正行 様） 

この区間については、「広域幹線道路と

して、主要な道路を結ぶ骨格幹線道路で

あり、今後も東京都の都市づくりに重要

な役割を担うことが期待されている」と

の考え方が示されており、廃止について

は、市全体の交通への影響も踏まえて検

証される大きな作業となる。 

一方で、都市計画道路の区域内の土地

については、建築物の高さ、構造などに

制限がかかる。現在は、税の負担軽減や、

建築制限の緩和などの措置が行われてい

るが、地権者の方々の生活設計や土地の

有効活用に影響を与えていることについ

ては、十分に認識をしている。いただい

たご意見は、国道の道路管理者である国

土交通省相武国道事務所、及び都市計画

道路の決定権者である都へ、随時伝えて

いく。 

 

 

 

 

都 市 計 画 部 
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41 

【高尾駅舎の保存について】 

高尾駅舎は、市議会で東浅川町にある

旧宮廷駅舎跡への保存が決まったようだ

が、見直していただきたい。旧宮廷駅の

駅舎は放火されて消失したが、おそらく、

監視の目が行き届いていなかったからと

思われる。そこで、橋上駅は予定通り建

設し、同時に現在の駅舎も機能を存続さ

せてほしい。ただ、現在の位置での存続

は不可能かと思われるので、西側への曳

行移転や、再築という方法をとるのがよ

いのでは。そうすることで駅舎は駅員の

監視の目が届き、中央線上りホームは今

まで通りほとんど階段を使わずに入れ、

バリアフリーの観点からもメリットが生

まれると思う。 

  （赤松 功啓 様） 

高尾駅の駅舎は、八王子に残る「建築

遺産」の代表的なもので、文化財的価値

があるとの評価も受けている。駅西側の

敷地への移転は、駅前広場がさらに細長

くなり、バスなど車の流れや回転に支障

をきたす恐れがある。また、この場所は

建築基準法により木造建築物には様々な

制約があり、現状を維持したまま移築す

ることが難しい。 

高尾駅の駅舎は、大正天皇の「大喪の

礼」の際に、多摩陵へ「ひつぎ」を送り

出すために臨時に設けられた「新宿御苑

の仮停車場」の材料を利用して建てられ

た。また、移転先としている東浅川保健

福祉センターの第２駐車場は、東浅川宮

廷駅として仮停車場が設けられ、「ひつ

ぎ」が到着したという歴史的に深い関係

性を持つことから、今後の利活用も想定

した中で、移築先を決定した。移転をき

っかけに、より多くの皆さんに歴史的価

値を知っていただき、関心や愛着を持っ

ていただきたい。 

 

拠 点 整 備 部 

42 

【高尾駅周辺の今後について】 

高尾駅北口駅舎は約 90年この地にあ

り、この地域を代表する景観となってい

る。この地に住む人々、登山や遠足で訪

れた人々の共通の記憶の場所である。あ

ちこちで災害や時代の流れで失ってしま

った建物を取り戻そうとしているのに、

なぜ「残す」ことを放棄するのか。平成

12年に行われた南北自由通路要望のため

の署名は、現状よりも便利に南北を往来

できるようになることを望んだものであ

る。知恵と工夫で高尾駅北口駅舎を残し

た南北自由通路建設を求める。 

        （後藤 富美子 様） 

高尾駅舎を保存したいとの思いで検討

を進めてきたが、現地周辺での保存は難

しい。そのため、武蔵陵墓地との関連性

という意味で由緒ある場所である、現在

の東浅川保健福祉センターの第２駐車場

を移築先とした。今後、移築保存後の利

活用を検討することになるが、現駅舎の

文化財的価値はもとより、現駅舎と移築

先、武蔵陵墓地との歴史的関連性につい

ても多くの市民の皆さんに知っていただ

けるようにしていきたいと考えている。

また、新たな駅舎については、「高尾らし

さ」に配慮し、高尾駅舎としてふさわし

いものになるよう鉄道事業者と調整して

いく。 

 

拠 点 整 備 部 
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43 

【高尾駅周辺のまちづくりについて】 

高尾駅の南北自由通路について。私た

ちは北と南にエレベータないしエスカレ

ータがあって、従来の通路を通って行け

るという願いだった。しかし、いつの間

にか大規模な駅改良になってしまった。

工事が５年も６年もかかるようでは、不

便である。市の予算規模はどの程度なの

か。ＪＲとの協議はどのようになってい

るのか。 

（奥田 靖二 様） 

高尾駅南北自由通路の整備は、駅によ

る地域の分断を解消し、高尾駅周辺地域

の利便性を高めるもの。４万６千人を超

える皆さんからご要望をいただき検討を

進め、平成 26年に、鉄道事業者と協定を

結び、現在は設計作業を進めている。こ

の整備事業は、線路上での特殊な工事と

なり、工事内容によっては終電から始発

までの限られた時間内で作業を行う場合

があるなど、様々な制約を受けることか

ら、事業規模はどうしても大きくなって

しまう。国や都からの補助や鉄道事業者

からの負担について協議を進め、市の負

担を極力抑えていきたいと考えている。 

 

 

拠 点 整 備 部 

44 

【高尾駅周辺のまちづくりについて】 

バスが回転できるような北口駅前広場

整備に伴い、近隣店舗や民家への影響が

あるのではないか。十分な説明がないと

いう不満もある。セットバックや立ち退

きなどがすでに予定に入っているのか。 

（奥田 靖二 様） 

南北自由通路の整備に併せ、北口の駅

前広場の拡張整備を行う計画がある。現

在の北口広場はとても狭く、バスやタク

シー、また、通勤通学の方や登山客など

で込み合っている状況。皆さんに安全に

利用していただくためにも、北口駅前広

場の拡張整備は必要と考えており、広場

周辺の住民の皆さんには、事業へのご理

解をいただくとともに、移転などのご協

力をお願いしている。充分な配慮をした

うえで、基準と照らし合わせ調整を図り

たい。 

 

 

拠 点 整 備 部 

45 

【高尾駅周辺のまちづくりについて】 

南口の開発について。大型店舗ができ、

車両が多くなってきている。更に沖電気

跡地やスリーボンド跡地にも商業施設が

できると聞いている。また、何百戸もの

アパートが建設中だが、それに伴う交通

量の増加についてどのような対策をして

いるのか。 

（奥田 靖二 様） 

事業者からは、車両の出入口付近に交

通誘導員を配置するなど、必要な安全対

策を実施すると聞いており、東浅川交差

点については、地元からの要望を警察に

伝えている。歩行者の安全、また、周辺

にお住いの皆さんへの配慮についても、

引き続き事業者に対して要請していく。 

 

 

都 市 計 画 部 
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案件
番号     意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

46 

【高尾駅周辺のまちづくりについて】 

高尾駅舎の移転について、工夫ができ

ないものか。すぐ側にということができ

なくても、デザイン的な工夫をして再考

できないか。市長のお考えをお聞かせ願

いたい。  

（奥田 靖二 様） 

高尾駅舎について、自由通路を建設す

るにあたっては現在の場所での利用は不

可能である。新しくできる駅舎はできる

だけ高尾にふさわしい、また 100 年先へ

つながる駅舎をつくっていけるよう鉄道

事業者と調整を図りながら、高尾らしい

駅、そして駅周辺整備を進めていきたい。 

 

拠 点 整 備 部 

47 

【１.高尾駅改修に伴う現駅舎の保存に

ついて】 

高尾駅舎は、歴史的にも、住民や観光

客からも愛され、この駅舎は今の場所に

あってこそ存在価値がある。駅改修に伴

い駅舎は移築、保存するとのことだが、

そのことについてどのような経過があ

り、市はどんな検討をしたのか聞かせて

ほしい。 

          （吉澤 常雄 様） 

高尾駅は「関東の駅百選」にも選ばれ

ており、文化財的価値のある建築物だが、

駅舎を現地に残したままでは、南北自由

通路を設置することはできないため、移

築せざるを得ない状況。いろいろと検討

してきたが、駅周辺での再築は用地の確

保や法令上の制約などから難しいため、

保存先を周辺部に広げ、歴史的にも関係

が深い旧東浅川宮廷駅跡地に移築し保存

することを決定した。ただ移築するだけ

ではなく、移築後については、歴史ある

建物を活かしながらの利活用の検討を進

めていく。 

 

拠 点 整 備 部 

48 

【２.599ＭＵＳＥＵＭの運営について】 

高尾５９９ミュージアムの展示スペー

スの大半を占めているアクリル詰めの植

物標本には、植物の科名すら書いていな

い。また、高尾山は、自然の宝庫として

有名で、なぜ高尾山の自然が守られてき

たのかについてなど「高尾山の良さ」が、

現在の展示では説明されていない。都か

ら市に移管された博物館であるのなら

ば、もう少し科学的なことを行ってほし

い。 

          （吉澤 常雄 様） 

高尾５９９ミュージアムは、博物館機

能をあわせ持った観光施設で、高尾山の

観光、学習、交流の拠点として、高尾山

の自然や歴史をわかりやすく展示し、学

習活動のきっかけを支援するとともに、

人々の交流とにぎわいを創出することを

目的としており、アンケート結果からも

９割以上の来館者から好評いただいてい

る。企画展や自然と触れ合えるイベント

の実施、また、学芸員を中心とした展示

解説員の充実など、観光や学習・教育機

能の強化を図りながら、「世界に誇れる高

尾山の自然」についても十分に考慮して

いきたい。 

 

産 業 振 興 部 
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案件
番号     意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

49 

【３.高尾山山域のアミューズメント化

について】 

高尾山山域は、近年、登山客の増加に

伴い薬王院境内に客寄せ的な施設がひし

めき、信仰の山としての面影は皆無にな

った。加えて高尾山山域には無いはずの

植物が人工的に植栽されている。観光客

誘致には成功したが、オーバーユースと

いう問題が起きている。市としても将来

の高尾山のあり方についてそろそろ検討

する時ではないか。世界に誇れる自然の

宝庫・高尾山のあるべき姿を市民みんな

で考えてみてはどうか。 

          （吉澤 常雄 様） 

高尾山は、本市の重要な観光資源。し

かし、近年は、観光客や登山客が増加し、

登山道の混雑や自然環境への影響がある

ことは認識している。平成 28年３月には

都市計画の方針を策定し、その中で観光

ルートの多様化・分散化を図り、自然環

境への負荷を減らす方向性を示している

ところ。また、観光客へは、高尾山の自

然環境の保全への意識をもって登山を楽

しんでもらうため、登山ルールを情報発

信している。さらに、高尾山は多様な動

植物が生息する、貴重な生態系を有した

地域であり、都立の自然公園なので、都

の自然保護指導員が中心となって活動し

ている。不法採取や植栽の課題について

は、都と協力しながら対応にあたってい

きたい。 

市としては、今後も引き続き観光客誘

致に努めるが、高尾山の自然環境への負

荷を減らすなどの工夫を行い、自然環境

の保全について充分に配慮していきた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産 業 振 興 部 

 

環 境 部 

 

都 市 計 画 部 
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番号     意見・要望等要旨  （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

50 

【八王子高尾ショッピングセンター建設

に伴う地域住民の安全確保及び交通渋滞

解消策検討のお願いについて】 

①ショッピングセンター出入口付近には

交差点、信号機、そして、対面店舗側の

出入口があり、これらとの関係もあわせ

て支障のないような位置設定を検討し

てほしい。また、敷地内部の導流帯確保

について、最大入場台数以上になっても

吸収できるような構図にしてほしい。 

②東浅川のバス停があり、限られた道路

幅での走行の妨げとならないように、バ

ス停付近の車幅をできる限り広げ、歩道

を狭めてはどうか。 

③バス停付近の安全上の問題でケヤキの

伐採を検討してほしい。希望の事業場、

出入りの多い事業場について、希望があ

れば伐採をするということを検討して

もらいたい。被害、損害、危険が発生し

ており、見通しが非常に悪い。道路の両

側に側溝があるが、ケヤキの根が張って

詰まってしまうという問題もあるので

検討をお願いしたい。 

（鈴木 基矩郎 様） 

①大規模小売店の出店にあたり、市への

届け出前に、事業者と警察が十分な協

議をすることになっている。向かい側

の店舗の出入口とは、重ならないよう

な設定になっていると聞いている。ま

た、店舗に入る車の行列が道路上に発

生しないための「駐車待ちスペース」

については、十分に余裕を持たせた計

画になっているとのこと。 

②ショッピングセンター前の道路は、車

道部分の幅員が、現状９メートル以上

ある。これは道路３車線分に相当する

ので、バスが停車していても交通の支

障は少ないものと考えている。 

③万葉けやき通りのケヤキについて、市

では、道路の集水マスに侵入する木の

根を取り除いたり、台風などの大雨が

想定される際には、集水マスにたまっ

ている落ち葉やゴミを取り除くなどの

対応を行っている。 

ショッピングセンターの建設について

は、これまでも、市として地元の意向を

伝え、対応を求めてきた。今後も、地域

の安全確保と円滑な交通処理が図れるよ

う、引き続き事業者に対して要請してい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

都 市 計 画 部 

 

道 路 交 通 部 
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51 

【JR 高架下へ道路の拡幅工事の早期実現

について】 

 町田街道のＪＲ高架下の道路の拡幅工

事の早期実現をお願いしたい。この高架

下は現在片側１車線しかなく、常に渋滞

の原因となっている。この高架下だけが

未着手であり、いつ、どういう形で拡幅

工事がされるのか。あるいは、ＪＲ側と

どんな話し合いがなされているのか。 

 また、拡幅されるのであれば、ぜひ車

いすも通れるように整備していただきた

い。 

（神谷 幸道 様） 

町田街道は都道で、東京都の南多摩西

部建設事務所が、拡幅工事を実施してい

る。 

高架下の拡幅工事については、上を通

る中央線に大きく影響するため、都とＪ

Ｒ東日本が、拡幅に向けての協議を行っ

ているが、拡幅部分にあたる線路上に「線

路を分岐させる機器」であるポイントが

あり、工事にあたっては、極めて高い精

度の技術が必要となることから、協議が

難航していると聞いている。市としても、

早期に拡幅工事が行われるよう、事業者

である都に働きかけていく。 

 

都 市 計 画 部 

52 

【地域におけるバリアフリー化の推進に

ついて】 

地域におけるバリアフリーについて。

例えば浅川小学校はバリアフリーが進ん

でおらず、校舎の中に車いすでは入れな

い。校門にも急なスロープがあり、電動

車いすだとぎりぎり入れるかどうかとい

う状況。また、熊本地震では避難所とし

て学校に避難しても、バリアフリーが進

んでおらず障害者の方が困っていると報

道されていた。そういう面からもぜひ整

備を進めてほしい。 

また、日常使う歩道などのバリアフリ

ー整備も進めてほしい。国道 20号であれ

ば国土交通省、町田街道は都道なので東

京都というように管轄が違う。このよう

な要望があったとき、市としてどこで受

け付けてくれるのかということを教えて

いただきたい。 

（小池 英雄 様） 

市では、東京都が定めた「福祉のまち

づくり条例」に基づき、公共施設の新設

や改修にあたり、バリアフリーを進める

とともに、事業者に対しても、条例をよ

く理解し主体的に取り組むよう指導を行

っている。学校施設のバリアフリー化に

ついては、これまで増改築や大規模改修

の際、または、施設の状況など、必要に

応じて「だれでもトイレ」やスロープな

どを設置してきた。学校は選挙時の投票

所や災害時の避難所になるなど、市民に

とって身近な公共施設であるため、今後

も、子どもたちをはじめ、地域の方々に

とっても、安全で使いやすい施設となる

よう、必要な整備を行っていく。 

なお、道路についても、同様に対応し

ているが、国、都、市とそれぞれ管理者

がいることから、お気づきの点がある場

合、まずは、市役所広聴課にお声をお聞

かせいただき、お話をつないでいきたい

と思う。 

 

福 祉 部 

 

学 校 教 育 部 

 

道 路 交 通 部 
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５．過去の提案等取り組み状況 

平成 27年度「市長と語る」の提案等取り組み状況 

各会場の実績  

開 催 日 会場・メインテーマ 地  域 地 区 
延べ 

参加者数 
  （人） 

発言者数 
  （人） 

発言項目 
 数(件) 

５月 16 日 
エスフォルタアリーナ八王子 

「高尾周辺の地域づくり」 
西南部 

浅 川 

横 山 

館 

149  10  17 

５月 30日 
加住市民センター 

「加住・滝山周辺の地域づくり」 

北 部 

西 部 

加 住 

石 川 

元 八 王 子 

恩 方 

川 口 

 74  ７  ９ 

６月 20日 
北野市民センター 

「北野周辺の地域づくり」 

東 部 

東南部 

由 木 

由 木 東 

南 大 沢 

由 井 

北 野 

 93  ７ ９ 

７月４日 

八王子駅南口総合事務所 

「中心市街地の活性化と 

八王子のまちづくり」 

中 央 本 庁 119  10 18 

   
合 計 435 34 53 
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＜意見＞ 高専通りに自転車専用道をつくって 

①  高専通りは、高専の角からめじろ台方面と狭間方面の道路の幅が同じなのに歩道が狭

い。土日や学校が休みの期間は、歩道に自転車が多く通る。特に子どもなどは、スピー

ドを出して走るので、非常に怖い思いをすることがある。 

この歩道には小学校や八王子方面へ行くバス停、商業施設もあり、この付近では通

る人が一番多い所だと思う。３車線の車道のうち、歩道に近い道は空いているので、

自転車道をつくってほしい。 

②  この歩道には段差や、雨水が歩道に流れ込む箇所もある。歩道を歩道らしく、安心し

て歩けるようにしてほしい。 

                           （篠原 迪子 様） 

 

≪市長発言（当日）≫  

①  歩道は、自転車も通行できるが、歩行者が優先である。自転車は軽車両なので違反には罰

則が適用されるが、まずは交通ルールやマナーの遵守を徹底することが最優先だと考えてい

る。 

市では、子どもの頃から自転車のルールやマナーを知るための取り組みとして、小学３年

生を対象に自転車教室を実施し、「自転車免許証」を交付している。 

新たに自転車道を整備するには財源が必要になり、実現は難しいので、市では、市内各所

の車道左側の路面に、自転車が走る目印となる「自転車ナビマーク」を書き込み、自転車利

用者に車道への通行を促している。高専道路でも、ナビマークの設置を検討しており、自転

車が車道の左側を走るようにして、歩行者が怖い思いをすることがないようにしていく。 

②  この通りには歩道が狭い箇所や、傾斜のきつい箇所もある。現場を確認し、危険な箇所は、

できるかぎり対応していく。 

 

 

 

 

                                    

≪参考：自転車ナビマーク≫ 

 

【その後の対応】 

自転車ナビマークの設置に関しては、交通管理者である警察との調整が必要であるため、高尾

警察署と調整を行っているところです。 
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＜意見＞ 高尾駅南口歩道橋設置と歩道整備について 

沖電気の跡地に大和ハウスが大規模な住宅を建設中である。完成すると、歩行者が多く

なるので、その点を考慮してほしい。また、現在、八王子消防署浅川出張所の前を工事し

ているが、大規模なホームセンターがオープンする予定である。消防署の横から高尾駅南

口へ行く道路が非常に狭い。特に、京王線の橋脚が道路に出ている箇所が、極端に狭くな

っている。 

ぜひ、現場を一度見ていただきたい。              （森林 幸治 様） 

≪市長発言（当日）≫  

ご指摘の場所の歩道の改良については、市でも課題として認識している。 

この歩道整備については、平成 28 年度に詳細設計を行い、29 年度に工事に着手し、計画的に

バリアフリー化を含む整備を行う。 

ご指摘のあった、歩道にせり出した部分の改良は難しいかもしれないが、対応を検討して回答

する。 

≪後日回答≫ 

橋脚部は、反射テープを貼り短期的な安全対策を行った。全体整備の中で対策を行っていく。 

【その後の対応】 

平成 28年度から詳細設計を行い、継続的に対応していく予定です。 

＜意見＞ 滝山の観光について 

平成 27年３月、市が設置した滝山観光のための駐車場がオープンした。これで滝山観光

が伸びていくと考える。 

国定史跡滝山公園は、遺構状態が大変良く、歴史文化財と四季折々の豊かな自然が存在

している。これらを上手に工夫して見せれば、もっと多くの観光客が誘致できるのではな

いか。 

そこで、行政と民間が協力しあえる組織づくりや、現在ある、滝山城跡ガイドへの補助

など、観光客の受け入れ環境を強化する積極的な事業展開をしてほしい。 

        （西山 富保 様） 

≪市長発言（当日）≫  

市では平成 25年に、「滝山観光検討会」を立ち上げた。検討会の構想を踏まえ、27年度は、滝

山の観光資源の魅力について、市内外に広く情報発信して、観光客の誘致に結びつけるため、国

の「地方創生事業先行型」の補助金を活用。まずは観光客を迎え入れる環境整備に向けた事業を

展開している。 

具体的には、旧滝山荘の再活用による来訪者の受け入れ環境の整備や、観光ガイドの充実、ス

マートフォンやタブレット携帯で楽しめる滝山城跡アプリの開発を委託しているところ。 

平成 27年３月に完成した滝山観光のための駐車場は、花見のシーズン以降は利用が減るかと心

配したが、城跡の見学者も予想より多く、今後も、滝山城跡の迎え入れ環境のさらなる充実を視

野に入れながら、滝山観光振興を進めていく。 

【その後の対応】 

滝山観光推進ビジョンと連動した事業として、地方創生事業先行型補助金を活用し、旧滝山

荘の再活用、滝山城跡アプリの作成等を行いました。 

引き続き滝山観光のＰＲを推進していきます。 
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＜意見＞ 農業振興について 

市内の農業の現状を見ると、高齢化や後継者問題、あるいは耕作放棄地などの心配ごとが

あるのが実情である。このような中で、市はどのように農業振興を進めていくのか、教えて

ほしい。 

（石川 耕平 様） 

≪市長発言（当日）≫  

本市は耕地面積、農業生産額が都内で最も多い。本市に限らず、全国的に後継者問題、高齢化、

耕作放棄地や遊休農地の増加が大きな課題になっている。 

市では、販路を拡大する目的で、「道の駅八王子滝山」を平成 19年４月に開設した。組合員も増

え、地域の農業振興に大きくつながっていると思う。 

先日、関東の道の駅の総会があったが、「道の駅八王子滝山」の売上げ、来場者数はトップクラ

ス。来場者数は毎年 100万人を記録。売上も年間 10億円で、日本全国 1,000以上の道の駅の中で

も上位にランクされている。 

今後も八王子の生産物が道の駅で売れるよう、支援していく。 

農業後継者の問題については、市では 23年に「農業塾」を開講。毎年 18人が入塾し、２年間プ

ロから講習を受ける。卒業後はそれぞれ農業に関わる方も多い。 

平成 27年４月には、新たに第５期生の 18人が加わった。これらの方々が農業を続けていけるよ

う、支援していく。 

市内には市街化調整区域内に遊休農地が存在しており、遊休農地対策として、26年に「農地バン

ク制度」を立ち上げた。 

これは、遊休農地の所有者、農地を利用したい方に登録していただき、両者のマッチングを行う

制度。 

現在のところ、面積要件などで折り合わないこともあり、マッチングに結びついていないが、遊

休農地の解消を進めていく。 

これらの取り組みを通じて、八王子の農業生産高は今後も伸びていくと考えている。 

農業は本市の産業の大きな柱と位置付けており、これらの支援を通じて、引き続き農業振興を進

めていく。 

【その後の対応】 

・ 農業振興施設である道の駅八王子滝山では、本市農産物の生産額第１位のトマトを加工した

「八王子とまとゼリー」・「塩とまとあめ」を開発、商品化しました。今後も地場農産物のＰＲ

と販路拡大を図っていきます。 

・ 農業塾では、修了生に対し農家直営農園等の紹介を行います。 

・ 農地バンクでは、貸し手と借り手とのマッチングを行い、３件 13筆の利用権の設定につなげ

ました。 
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＜意見＞ ＪＲ八王子駅及び京王八王子駅周辺のバリアフリーについて 

八王子は東京都の中でも先駆けて、「障害のある人もない人も安心して暮らせるまちづく

り条例」を制定した。 

今後、この条例をより生かしていくため、ＪＲ八王子駅周辺、京王八王子駅周辺を含め、

障害者や高齢者、妊婦などの弱者が歩きやすい、買い物がしやすいまちづくりをお願いし

たい。 

例えば、西放射線ユーロードや東放射線アイロードに高齢者や障害者など、色々な人た

ちが集まれる場所、憩いの場の設置や、これらの通りにはベンチがないので、50メートル

おきにベンチを設置してほしい。  

                                                   （宮本 一郎 様） 

 

≪市長発言（当日）≫  

新たなまちづくりには、バリアフリーやユニバーサルデザインの視点が大変重要だと考えている。 

ＪＲ八王子駅北口から京王八王子駅間のアイロードでは、「旭町・明神町地区周辺まちづくり構

想」において、誰もが憩える、滞留できるベンチ等の施設を備えた「都市型広場」の整備を計画し

ている。 

道路の東側に、昭島市に移転した「産業技術研究所」の跡地の広大な空き地があり、ここに第一

段階として、産業交流拠点等複合施設を整備する。その後、保健所や民有地を含めたアイロードに

面している区域に第二段階として、地区開発を行う。そこにはある程度店舗を集約し、商業施設な

どを入れる。また、憩いの場となる、都市型広場を作る予定なので、ベンチを備えることになると

思う。 

【その後の対応】 

今後の旭町・明神町地区地区開発の検討において、都市型広場等整備の参考とします。
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≪市長発言（当日）≫  

平成 27 年４月、本市は中核市になり、「屋外広告物条例」を施行した。既に 23 年度に「景観条

例」を施行しており、市の「景観計画」では「八王子駅周辺は、本市の玄関口に相応しく、にぎわ

いや活力を持ち、また、にぎわいの中にも風格が感じられるまちなみを形成する」という方針を定

めている。 

駅北口周辺の屋外広告物の適正化については、27年度中に、この区域の屋外広告物の実態調査を

行う。無許可で設置している広告主もいるので、広告主を特定し、正規の申請を行うよう指導して

いく。 

ＪＲ八王子駅周辺は、八王子の「顔」ともいうべき場所。今後、屋外広告物条例の内容と景観計

画との整合性を持たせるため、市民の皆さん、関係権利者、景観審議会委員などの意見を伺いなが

ら、表示または設置場所、規模、色調などについて、地域特性に応じた屋外広告物のあり方を検討

していく。 

今後、高尾駅では、橋上駅舎化と合わせて駅前広場の整備に着手するが、色の統一感を持たせる

など、ある程度は規制しながら、高尾のイメージに合うような駅舎と駅前広場にしたいと考えてい

る。 

【その後の対応】 

平成 27年度中に、屋外広告物の実態調査を行いました。今後は、景観計画との整合性を持たせ

るため、まずは高尾駅北口を先行し、この地域に応じた屋外広告物のあり方を検討していきます。 

 

 

 

＜意見＞ 八王子駅前景観等について 

都市化が進み、八王子が、どこにでもある、あまり個性や品のないまちになってきたと

感じている。 

１つの要因として、無秩序な色や大きさの看板の乱立が挙げられる。 

中核市になって制定された「屋外広告物条例」（第９条）では、高さ４ｍ、表面面積 10

㎡以上に達する看板は、「申請」と「管理責任者」が必要になるが、禁止はしていない。そ

の結果、10㎡以下であれば申請しなくても良いことになる。 

また、条例施行規則（第 11 条）では、特例として、「現在、適法に表示・設置された看

板等は、なお従前の例による」とあり、現在の景観に関しては「変える気がない」との意

思が感じられる。 

私はＪＲ八王子駅前のチェーン店の大きな看板は、なくなってほしいと常々思っている。

中核市として、京都のように「コンビニはまちが指定した色にする」ことが可能だと思う。 

まちの景観についての市長の考えをお聞かせ願いたい。  

           （福山 信一 様） 
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６．会場配布資料 

平成 28年度予算 ～「八王子ビジョン 2022」の６つの都市像の実現に向けて～ 

市の基本構想・基本計画「八王子ビジョン 2022」の都市像を実現するための事業を予算化し、

待機児童の解消をめざした施設整備や障害者・高齢者への支援、まちのにぎわいの創出につなが

る施策を推進します。また、市制 100周年記念事業の中心的事業となる全国都市緑化はちおうじ

フェアに向けた基盤整備や、市をあげての気運醸成への取り組みなど、ソフト・ハード両面にわ

たり、施策の充実を図りました。 
 

平成28年度予算の概要 

 予算総額   4,098億円（対前年度比＋11.6％） 

  うち一般会計予算額 1,986億円（対前年度比＋2.1％） 

 基金（貯金）残高   213億円（28年度末） 

 市債（借金）残高  2,097億円（27年度決算見込） 
 

 

「八王子ビジョン 2022」都市像の実現に向けて  

 平成 28年度の主な取り組みを紹介します。（◎は新規事業、●は充実を図る事業） 

 

● 

●市民活動推進…4,231万円 

市民の皆さんによる公益的な事業への補助や、市民活動支援センターの運営を行うほか、地域活

動総合情報サイト「はちコミねっと」において新たに町会・自治会の情報発信を支援します。 

◎納付機会の拡大…1億 2,795万円 

個人住民税や固定資産税・都市計画税、国民健康保険税について、コンビニエンスストアやスマ

ートフォンなどからの納付を平成 29年度から可能にするためにシステムを改修します。 

〈その他の事業〉●市政への市民参加の推進…59万円 など 

 

 

●高齢者あんしん相談センターの整備…933万円 

高齢者が地域で安心して暮らせるよう支援を行う高齢者あんしん相談センターの整備を推進しま

す。 

◎妊娠期支援事業の実施…8,075万円 

相談支援員による面談や育児パッケージの配布など、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援

を行います。 

〈その他の事業〉●地域福祉推進拠点の設置・運営…442万円 ●健診・検診の推進…８億 6,241

万円 ◎障害者支援企業表彰制度の新設…30 万円 ●生活困窮者の自立支援…１億 3,615 万円 

など

都市像１ みんなで担う公共と協働のまち 

都市像２ 健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち 
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●保育施設の整備促進…７億 1,921万円 

待機児童の解消と安全な保育環境の確保のため、民間保育所や事業所内保育施設の整備を促進しま

す。 

●義務教育就学児医療費助成…11億 510万円 

子育て家庭の経済的負担を軽減するため、義務教育就学児医療費助成の所得制限を撤廃します。 

〈その他の事業〉●学童保育所施設整備…２億 142万円 ●子どもの安全対策…8,473万円 

●学校図書館サポート…8,739万円 ●国際理解教育の推進…9,268万円 ◎上柚木公園陸上

競技場の改修…１億 5,680万円 など 

 

 

八王子駅周辺交通環境の改善…２億 1,183万円 

八王子駅周辺における交通環境の向上を図るため、マルベリーブリッジを西側に延伸するための

実施設計を行うほか、南口周辺の道路整備などを行います。 

高尾駅北口駅前広場及び南北自由通路などの整備…１億 6,134万円 

高尾駅周辺地域の利便性を高めるため、南北自由通路や北口駅前広場の設計などを行います。 

〈その他の事業〉圏央道八王子西インターチェンジ関連の基盤整備…８億 1,441万円 ◎多摩ニ

ュータウンの再生検討に向けた基礎調査…535万円 ●公園の整備…15億 5,569万円 など 

 

 

●中心市街地の活性化…3,294万円 

中心市街地に新たなにぎわいを創出するため、オープンカフェの実施などの魅力づくりや、Ｗｉ-

Ｆｉ環境の整備といった来街者の利便性向上に取り組みます。 

●若者の就業支援…1,111万円 

市内事業者の人材確保や若者の就業・定住の促進を図るため、関係機関と連携したマッチング支

援のほか市内の中小企業などに就職した若者を対象とした研修や奨励金の交付を行います。 

〈その他の事業〉●遊休農地の活用支援…1,148万円 ◎滝山城跡周辺の観光資源活用…470万円 

など 

 

 

◎地域地球温暖化防止活動推進センター事業…2,270万円 

地球温暖化防止の啓発や省エネルギー活動への支援を行う「地域地球温暖化防止活動推進センタ

ー」を指定し、市民・事業者と連携した地球温暖化対策を推進します。 

●みどりの管理…6,853万円 

森林・里山のみどりを保全するため、里山の適正な管理や緑地保護地区の指定を行うとともに、

市民参加による保全の仕組みづくりを行います。 

〈その他の事業〉◎中小事業者の省エネ改修などの推進…300 万円 ●廃棄物処理に関する規

制・指導…3,759万円 など 

都市像３ 活き活きと子どもが育ち、学びが豊かな心を育むまち 

都市像４ 安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち 

都市像５ 魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 

都市像６ 一人ひとりが育てる、人と自然が豊かにつながるまち 



７．開催案内ポスター 
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平成 28年度「市長と語る」の記録 

平成 28年９月 

 

八王子市 総合経営部 広聴課 

  

   

 

電話 042(620)7411（直通） 

FAX 042(620)7322 
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