八王子市

は じ め に

市長が地域に出向き、市政について報告するとともに、市民の皆様と膝を交
えてご意見・ご提案等をお聴きする「市長と語る」は、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です。今回は「にぎわいのあるまちづくり
～これからの 100 年に向けて～」をテーマに５月 27 日に開催しました。
本年は、市制 100 周年記念事業の基幹事業として８つのテーマでビジョンフ
ォーラムを開催することから、「市長と語る」は１回の開催とし、ビジョンフォ
ーラムとあわせて市民の皆様と八王子の未来を考えていくこととしました。当
日は、10 名の方々から、次世代へと続くにぎわいのある八王子のまちづくりに
ついてのご提言などをいただきました。
参加いただいた 141 名の皆様にあらためて感謝申し上げます。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
要望項目の分野
地域コミュニティ・協働・市民サービス・行財政運営 等

産業の振興
等
３件、20％

0

(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

福祉・障害者・
高齢者・保健医療・
市民生活・
社会保険制度 等
３件、20％

3

(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

4

(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

4

(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

3

(第５編 魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち)

環境・地球温暖化対策・ごみ 等

まちづくり・
防災・防犯・
交通環境 等
４件、27％

1

(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)

合

環境・
地球温暖化対
策・ごみ 等
１件、７％

件数

計

子育て・教育・
生涯学習・
文化 等
４件、27％

15

※ 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

２．テーマ・実績
延べ
発言者
参加者数
数（人）
（人）

開催日

会 場

テーマ

5月27日

八王子駅南口総合事務所

「にぎわいのあるまちづくり
～これからの100年に向けて～」

141

10

発言
項目数
（件）
15

３．所管別内容
（１）所管別件数一覧表
部
福

名

名

件 数

都

市

計

画

部

3

部

1

拠

点

整

備

部

3

子 ど も 家 庭 部

1

道

路

交

通

部

3

産

業

振

興

部

4

資

源

循

環

部

1

療

保

部

部

3

医

祉

件 数

険

生涯学習スポーツ部
合

計

4
23

※ 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。

1

（２）所管別件名一覧表
福祉部

3件
発

案件番号
2
5
11

言

案件番号

1件
発

言

項

目

老人がしっかり生きられる毎日について

子ども家庭部
案件番号
5

1件
発

言

項

目

市役所等におけるフードドライブの実施について

産業振興部
案件番号

4件
発

言

項

1

街の活性化、高齢化について

6

生活支援機器活用センター設置について

13

ひとりひとりが支えるまちづくりについて

14

ひとりひとりが支えるまちづくりについて

目

資源循環部
案件番号
13

1件
発

言

項

目

ひとりひとりが支えるまちづくりについて

都市計画部
案件番号

3件
発

言

2

街の活性化、高齢化について

4

年寄りの安全運転について

7

次世代の八王子のまちづくりに託して

項

目

拠点整備部
案件番号

目

街の活性化、高齢化について
市役所等におけるフードドライブの実施について
老人がしっかり生きられる毎日について

医療保険部
11

項

3件
発

言

2
8

街の活性化、高齢化について

9

次世代の八王子のまちづくりに託して

項

次世代の八王子のまちづくりに託して

2

目

道路交通部
案件番号

3件
発

言

項

目

2

街の活性化、高齢化について

4

年寄りの安全運転について
子育て支援の一環としてのランバイクやキッズバイクを利用したイベントや環
境の整備について

15

生涯学習スポーツ部
案件番号

4件
発

言

項

目

3

「八王子市指定文化財（260件）らをパノラマ凹凸鳥瞰絵地図に」について

10

次世代の八王子のまちづくりに託してについて
これからの100年をにぎわいのあるまちにするにはどうしたらよいのかについ
て
子育て支援の一環としてのランバイクやキッズバイクを利用したイベントや環
境の整備について

12
15

3

４．意見・要望等及び市長答弁の要旨
テーマ

「にぎわいのあるまちづくり

～これからの 100 年に向けて～」
平成 29 年５月 27 日（八王子駅南口総合事務所）

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【街の活性化、高齢化について】

市長答弁要旨

担当所管

地域コミュニティの担い手である個人

私の住む子安町は、昔は静かなまち 商店では、後継者不足や高齢化の課題が
なみで買物は充分こと足りていた。今 あり、市では個人商店の魅力を高めるた
やコンビニは少しあるが、個人商店は めの事業や後継者を育成するセミナーな
１軒も無くなり、住民は駅に行かない どへの支援を行っており、商店街が存続
と暮らしが成り立たない。
１

（西川 恒夫 様）

できるよう、引き続き取り組んでいく。
一方で、インターネットでの買い物が 産 業 振 興 部
広まり、大型店でも存続が厳しい状況で
ある。移動販売車や宅配サービスなどに
より、少しでも市民の皆さんの利便性を
高めることができるよう、市からも大型
店に働きかけている。

【街の活性化、高齢化について】

① 子安町には八王子医療刑務所の移転

① 子安町では医療刑務所跡地開発

後用地という大きな課題がある。駅に

でのにぎわいが期待されている

近接する、市にとって大事な場所なの

が、何年先になるか分からない。

で、市民の皆さんに、気軽に集い、交

② 高齢者が外に出て散策、買物をし

流していただく場にしたいと考えて

ても一息つけるベンチが公園以

いる。

外どこにもない。高齢者の外出は ② 市もベンチの設置はできるだけ進め

２

寝たきりの防止、認知症の予防な

ていきたいと思っているが、道路の歩

どに効果が大きいと思う。ぜひと

道が狭いところが多く、ベビーカーを

もベンチの設置をお願いしたい。

押している方や車椅子の方などの障

（西川 恒夫 様）

害になってしまう。
町会・自治会などからベンチを設置し
てほしいという要望もあるので、その
時々に応じて、できるだけ設置してい
きたい。なお、現在、整備を実施して
いる西放射線ユーロードについては、
できる限りベンチを設置していきた
い。

4

道 路 交 通 部
福

祉

部

都 市 計 画 部
拠 点 整 備 部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【
「八王子市指定文化財（260 件）ら

市長答弁要旨

担当所管

「パノラマ凹凸鳥瞰絵地図」とは、空

をパノラマ凹凸鳥瞰絵地図に」につい から見た地形や高低差がわかる地図で、
て】

実際のイメージがわきやすいものである

本市には現在 260 件の文化財目録 ので、市民の皆さんが文化財に関心を持
があるが、青梅市のような一目でわか ち、郷土愛が高まり、また、観光資源に
る文化財地図がない。そこで、「日本
一の丘陵都市の地形と 260 件の文化
財を合体したパノラマ凹凸鳥瞰図の
作成」を提案する。
３

ポイントは、絵図の方位を高尾山を

も活用することができるものだと思う。
現在、文化財を紹介するものとして、
八王子市文化財ガイドブック「歴史と浪
漫の散歩道」などいくつかのパンフレッ
トがあり、周遊コースも掲載されている。
今後も市内外を問わず、さまざまな機

生涯学習スポーツ部

背にした姿で作成することと、文化財 会や方法により歴史や文化財の紹介を行
と八王子独特の地形を合体した立体 い、未来のまちづくりに活かしていきた
的な鳥瞰絵図を作成することにより、 いと思う。
歴史と地形の関係が明らかになるこ
と。
地形・歴史から八王子の未来を考
え、発信することで、にぎわいのある
まちづくりのスタートにしてほしい。
（矢島 尚司 様）
【年寄りの安全運転について】

本市は市域が広く、地域で交通事情が

高齢者の運転事故防止のため、免許 異なり、公共交通が十分でない地域では、
証を自主返納する方が多いと聞く。多 自家用車は移動手段として大切なもので
くの市町村では、免許証の自主返納に
よる特典があるようだ。

ある。そのため、高齢者の運転免許証の
自主返納を一概にすすめることは難し
い。

本市においてもタクシーの割引や、

４

高齢者の事故割合は高くなっているこ
シルバーパスの特例などをお願いし とから、交通安全教室では、高齢者に運
道 路 交 通 部
たい。
転能力を自覚していただき、自身の運転
都 市 計 画 部
スーパーでの日用品や野菜などの を見直すきっかけをつくるなどの安全教
買い出しでは、荷物が重く、また、病 育を充実させている。
院に通うにしても、車がなくなったら
どうしようかと考えている。

平成 29 年３月には「八王子市公共交通
計画」を策定し、
「ノンステップバス」の
導入など、利用しやすい路線バスに取り

（松村 厚一郎 様） 組んでいく。運転免許証を返納された方
も含め、高齢者などが、買い物や通院な
どに出かけやすいよう、公共交通の充実
を図っていきたい。

5

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【市役所等におけるフードドライブ
の実施について】

市長答弁要旨

担当所管

市はフードバンク活動をする３団体と
確認書を交わし、食糧支援を必要とする

家庭にある食品を寄贈していただ 生活困窮者の方と団体をつなぐ「橋渡し」
き、食に困る方々に手渡す仕組みであ 役として、市民への情報提供などの役割
る「フードバンク」を応援する仕組み
を整備していただきたい。具体的に

を担っている。
本年度からは、
「子ども食堂」など、子
どもたちを支える団体が手をつないで、

は、月初めの一週間を「八王子市のフ

５

経済的な支援を必要としている子どもを
祉
部
ードドライブ週間」と名付けて市役所 含めた市民を支える活動につなげる事業 福
子ども家庭部
や八王子駅南口総合事務所で「市民の を行っていく。
皆様からご家庭にある食品の寄贈を

このように、市民の活動が活発な本市

受け付ける箱」を設置し、集まった食 では、ご提案の「フードドライブ」につ
品は、市の生活自立支援課と市内に３ いても、市民の活動を支援する中で考え
つある「フードバンク」に託し、食に ていきたいと思う。
困っている方々に届けることを提案
する。
（笹野 喜美惠 様）
【 生活支援機器活用センター設置に

ついて】

市内にも、介護用ロボットなど福祉関
係の機器開発に取り組んでいる企業があ

生活支援機器活用センターの設置 る。ショールームがあれば、機器を試し
たり比較したりすることができ、使って
を提案する。
福祉機器は、実際に見たり、使って みた方の意見が開発の一助にもなるの
みないと分からないため、他の機器よ で、利用者・メーカーの双方にとって便
りも手に触れたり、試すことができる 利な場になると思う。
整備が予定されているイオン東側の業
場所が必要だと思う。

６

道の駅滝山の前にイオンができる 務用地に医療などの施設をつくりたいと
予定なので、そこに福祉機器を展示 いう構想は聞いている。また、成田や羽
し、体験できる場を設置してはどう 田から富士山へ行く途中、多くの外国の
か。退職をして行き場のない男性に来 方が、バスで八王子にも訪れるので、ご
てもらい、その能力を活用すること 提案のようなショールームがあると世界
で、新たなものが生まれるかもしれな にも発信ができ、商売に結び付くという
い。また、八王子には学生が多く、海 こともあると思う。市が実施することは
外の方も非常に多いので、センターで 難しいが、そういった施設建設等があれ
福祉機器などを見聞きして帰れば、次 ば、しっかりとサポートしていきたい。
の時代が開けるのではないかと思う。
（井口 竹喜 様）

6

産業振興部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【次世代の八王子のまちづくりに託

担当所管

多摩都市モノレール八王子ルートの延
伸は、多摩ニュータウンからＪＲ八王子

して】
多摩都市モノレールの本市への延
伸が計画されている。八王子を縦断し
７

市長答弁要旨

て市内の人の流れの活性化に寄与さ

駅までの利便性を高めるだけでなく、東
南部地区には大学や企業も多いことか
ら、市域全体の活力向上にもつながると
考える。

都市計画部

せるような延伸を考えてほしい。

整備促進を国や都へ働きかけるととも
（石橋 亨 様） に、導入に向けた地域の機運を高めてい
くために啓発活動を実施している。

【次世代の八王子のまちづくりに託

ペデストリアンデッキについては、全
国都市緑化はちおうじフェア終了後に、

して】
ペデストリアンデッキを京王八王
子駅周辺の商業施設の活性化のため
に、さらに延伸する努力をお願いした

西放射線への延伸に着手する。東急スク
エアのビルへの接続、また将来的には八
王子駅近くのビルの再開発を誘導し、接
続するような形で延伸させたい。

い。立川駅のデッキのように商業施設
８

東側はこれから旭町・明神町地区の地
や企業につながり、利用者に利便性を 区開発を進めていくが、まず、産業交流

拠点整備部

もたらし、人の流れにより、まちに活 拠点整備が平成 34 年に完了する。その後、
気をもたらすものだと思う。

旭町街区の建設に入るが、産業交流拠点

（石橋 亨 様） にもペデストリアンデッキを延ばす計画
になっているので、できるだけ京王八王
子駅との間も検討していきたいと思って
いる。
【次世代の八王子のまちづくりに託

物流拠点整備を進めており、近くには都

して】
まちづくりについて北西部地域に
少し目を向けてもらいたい。平成 28
年 12 月にフル化した圏央道八王子西
９

北西部地域のまちづくりでは、現在、
の施行による北西部幹線道路の整備が決
定している。八王子西インター交差点か
ら宝生寺団地につながる区間は市の施行
であるので、できるだけ早い完成を目指

インターチェンジを名実ともに八王 していきたい。また、物流拠点整備もま
拠点整備部
子市の西の玄関として育てて欲しい。 だ年月はかかるが、平成 30 年には正式に
「道の駅滝山」と並んで、道の駅の構 組合が設立されるので加速させていきた
築をはじめ、物流センター、北西部幹 い。
線道路の大型工事を促進してほしい。
（石橋 亨 様）

7

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【次世代の八王子のまちづくりに託

担当所管

エスフォルタアリーナ八王子は、国際
大会や全国大会規模のスポーツイベント

して】
狭間にあるエスフォルタアリーナ
やリニューアルした富士森体育館を
10

市長答弁要旨

活用してスポーツの活性化に力を入

を開催できる多摩地域最大級の体育館の
ため、イベントを開催することで多くの
人が集まり、にぎわいを創出することが
できると考える。

生涯学習スポーツ部

れることにより、さらにまちづくりに

大きな大会を通じて地域全体の活性化
寄与できれば市民の意識が高まり、必 にもつなげていきたい。
ず八王子ににぎやかさが戻ると思う。
（石橋 亨 様）

【老人がしっかり生きられる毎日に

市では、交流の場として、お茶を飲み
ながらのおしゃべりや、レクリエーショ

ついて】
人は、多勢の人と楽しく過ごすこと
が、生きがいになるが、現実はついつ
い引きこもりがちになる。行政も多く
の対策を行っているが、そこに愛とい
うスパイスを入れて欲しい。

ンなどを楽しんだりできる「サロン」の
支援事業を実施しており、サロンでは高
齢者自身もボランティアとして運営に参
加していただいている。
また、行政サービスの向上に努めてい
ますが、さらに市民一人ひとりに寄り添

私は、４年前から「孤独の仲間づく い、よりきめ細やかな支援を行うために
り」をしている。とても喜ばれ、今で は、地域の力が頼りになる。
11

は数人の方と「おしゃべり会」を開催

住み慣れた地域で安心して生活できる

しており、この輪をもっと広げたいと 仕組みをつくることで、高齢者が地域の
中で生きがいを持って活動していただけ
思っている。
る「まちづくり」を進めていきたい。
これからは私たち老人が手を取り
合い、健康な心で外に出ることこそ、
明るく「にぎわいのあるまち」につな
がるのではないか。
（斉藤 節子 様）

8

福

祉

部

医療保険部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【これからの 100 年をにぎわいのあ

市長答弁要旨

担当所管

市制 100 周年を迎えるが、その基を築

るまちにするにはどうしたらよいの いた大久保長安の功績は大きい。
か】

また、市制 100 周年を機に、平成 28 年

八王子に縁のある地方の郷土芸能 10 月に八王子城主・北条氏照の兄弟の居
を、縁のある方々にご協力いただき全 城があったことにちなんで、神奈川県小
国的に披露することでにぎわいと相
互理解が深まり八王子の活性化につ

田原市、埼玉県寄居町と姉妹都市盟約を
結んだ。それらの自治体とは、長年にわ
たり市民交流が行われてきた。姉妹都市

ながると思う。

12

のみならず、歴史や民俗芸能を縁に、各
例えば大久保長安の縁としては、佐 地とつながることができると思う。
渡の「能」、奉行の前で踊られた「御
本市の歴史や民俗芸能をきっかけとし 生涯学習スポーツ部
前踊」
、伊豆半島の「三番叟」のほか、 て、市民・地域での相互理解が深まり、
長良川の鵜飼いも長安の援助で後世 全国に広がることで、活性化につながる
に伝えられている。

と考える。今後も民俗芸能などへの支援

独善的に資本を投下しただけでは、 に取り組んでいきたい。
本当のにぎわいは生まれない。
平和、自由、自治、助け合いが、に
ぎわいを生み出す源泉である。
（常澤 敏彦 様）

【ひとりひとりが支えるまちづくり

各家庭のダンボールコンポストで作っ
た「たい肥」を市内農家に使ってもらう

について】
ダンボールコンポストで作った「た
い肥」を、高月町など北部の農業の盛

ことができれば、良いリサイクルになる
が、油分や塩分の含有量など、成分が一
定ではない。このため、安全な農作物を

んなところで使い、循環できればよい

生産し市場に出荷する責任のある農家で
と思う。また、ダンボールコンポスト は、使うことが難しいという事情がある。
の中身としてココピート等が使用さ
また、市ではダンボールコンポストの
13

れているが、竹を削ったパウダーを使 普及拡大を図っており、中身（基材）は、
用してほしい。地元のものを使用し 市民の皆さんが取り組みやすいものを使
て、地元で野菜を育て、自分たちが排 いたいと考えている。さまざまな中身（基
「竹パウダ
出した残飯を使用して、地域の中で循 材）が全国で利用されており、
環することができれば農業に対する
関心も高まり、さらに外部へのＰＲも

ー」を含め、調査・研究をしていきたい
と思う。
今後も、市民の農業体験や、生産者と

期待できると思う。

消費者との交流を進めることで、
「食や農
（鈴木 千沙 様） への関心」を高めていきたい。

9

産 業 振 興 部
資 源 循 環 部

案件
番号

意見・要望等要旨

（発言者）

【ひとりひとりが支えるまちづくり

市長答弁要旨

担当所管

市民が課題解決型ビジネスに取り組む
ことは、産業政策の面からも、また社会

について】
個人主導型のワークライフバラン
スにできないかと考えるが、いきなり

政策の面からも、これからのまちづくり
に欠かすことはできないと思っている。
地域の観光推進方法の一案としては、

起業するのは難しい。市や周りの住民

14

地元の農産物を活かした加工品の開発、
によるサポートがあれば起業の意欲 流通、販売などについて活発な意見交換
産 業 振 興 部
が湧くのではないか。例えば、市民の がされている。
アイデアに対して市が募集をかけ、市

市独自の地域資源を活用して商品開発

民が自分たちで産業をつくり出して、 を行い、地域ブランドとしてＰＲし、ビ
地元の人たちに応援を頼むという方 ジネスとして継続していくことは、市と
法。また、運用途中で発表や市民の意 しても積極的に応援していきたいと考え
見を聞く場を設け、支えていけたら良

ており、地域の皆さんと力を合わせて進
めていける方法を考え取り組んでいく。

いと思う
（鈴木 千沙 様）
【子育て支援の一環としてのランバ

交通公園では、お子さんに交通ルール

イクやキッズバイクを利用したイベ やマナーを身につけてもらうためにラン
ントや環境の整備について】

バイクの貸出しも行っており、利用して

ランバイクは、ペダルの付いてない いただくことで、周知を図ることができ
自転車で子どもが乗って遊ぶもの。バ ると考えている。
ランス感覚の向上や体力増進に役立
ち、最近流行っている。

イベントについては、既に民間企業等
の開催により急速に広まっているとのこ
となので、ランバイクの普及に寄与でき

一方、ブレーキがなく、道路で使用

15

るよう、民間企業等が開催するイベント
することは危険である。保護者に正し の目的や効果を総合的に判断しながら、
い知識を持ってもらい、子どもたちが 後援などの支援を行っていきたい。
楽しみながら安全意識の高揚が図れ

子どもたちが様々なスポーツに触れ、 道 路 交 通 部

るよう提案したい。具体的には、交通 親子で楽しんでいただけるよう、スポー 生涯学習スポーツ部
公園を活用したイベントの開催。

ツ・レクリエーションの充実に取り組ん

また、子どもたちに普及し、保護者 でいきたい。
も楽しめるよう公園や専用の施設を
整備してもらいたい。
さらに、ランバイクに限らず、親子
が一緒に楽しんで参加できるレジャ
ーやスポーツイベントを開催してほ
しい。
（杉田 恭基 様）

10

５．過去の提案等取り組み状況
平成 28 年度「市長と語る」の提案等取り組み状況
各会場の実績
延べ

開催日

会場・テーマ

地域

地区

参加者数

（人）

発言者数
（人）

発言項目
数（件）

大横保健福祉センター
５月 14 日

「中心市街地の活性化と

中央

本

庁

90

9

10

83

9

12

71

8

14

127

10

16

371

36

52

八王子のまちづくり」
加住
５月 28 日

石川

北部

恩方市民センター

元八王子

「恩方地区の地域づくり」

西部

恩方
川口
由木

６月 18 日

由木東

東部

由木中央市民センター

南大沢

「由木地区の地域づくり」

東南部

由井
北野
浅川

エスフォルタアリーナ八王子
６月 25 日

「浅川・館・横山地区の

西南部

館

地域づくり」

横山
合計

発言項目の分野別内訳
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％

環境・地球温暖化対策
ddddddddddddddddd
ごみ 等
9件, 17.3%

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％

産業の振興 等
4件、7.7％

まちづくり・防災
防犯・交通環境 等
27件、51.9％

子育て・教育
生涯学習・文化 等
9件、17.3％
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＜意見＞ 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）

≪市長発言（当日）≫
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。

【その後の対応】
京王八王子駅前から東放射線アイロードの沿道については、地元町会等が街路樹下に花の苗を植える
活動を実施しており、28 年度は、マルベリーとちの木花づくり会が育てた花の苗を活動団体へ提供した。
29 年度は、より一層活動が促進されるよう、引き続き、マルベリーとちの木花づくり会が育てた花の苗
を活動団体へ提供するとともに、スポット会場へ登録するよう働きかけを行う。
また、29 年度には、フェアメイン会場等で行う市民協働の花壇づくりにより、参加者のガーデニング
技術が高まることと思われ、フェア後も活動が継続するようにしていく。
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＜意見＞ 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）

≪市長発言（当日）≫
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。

【その後の対応】
「広報はちおうじ（11 月 15 日号）
」での消防団特集の掲載や、ケーブルテレビに消防団長が出演（年
末年始放映）するなどし、消防団を幅広くＰＲしている。また、団員の福利厚生の充実を図るため、事
業所等が八王子市消防団員やその家族に対して一定のサービスを提供していただく、
「八王子市消防団応
援の店」事業を 28 年 11 月から開始した。

≪平成 28 年度「広報はちおうじ」11 月 15 日号掲載≫
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＜意見＞ 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）

≪市長発言（当日）≫
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。

【その後の対応】
22 年から「広報はちおうじ」を活用し広く周知しており、28 年度も７月 15 日号に写真付きで紹介し
た。

≪平成 28 年度「広報はちおうじ」７月 15 日号掲載≫
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＜意見＞ 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）

≪市長発言（当日）≫
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。

【その後の対応】
沿道集落地区における住民主体のまちづくり支援業務を通じ、地域でワークショップ等を行う勉強
会を開催し、沿道集落地区まちづくり計画の策定に向けて取り組んでいる。29 年度以降も継続的に取
り組む予定。

15

＜意見＞ 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）

≪市長発言（当日）≫
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。

【その後の対応】
子どもの事故防止のため、通学路については、歩車分離式信号機の設置も含めた交通安全対策を、
今後も警察署に要請していく。南大沢警察署には、当該の道路、交差点における登下校時の児童の安
全確保について要請した。
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＜意見＞ 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）

≪市長発言（当日）≫
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。

【その後の対応】
郷土資料館で開催した「堀りおこされた八王子の歴史展」にて松木にあった多摩ニュータウン４０２
遺跡で発掘された旧石器時代の石器や本市を代表する縄文時代や中世の遺物を展示した。
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＜意見＞ 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）

≪市長発言（当日）≫
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。

【その後の対応】
学芸員・インタープリター（自然と人との「仲介」となって自然解説を行う人物）等による高尾山の
自然ミニトークショーの定期開催、展示解説ボランティアの配置など、展示・解説機能の拡充を図った。
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＜意見＞ 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）

≪市長発言（当日）≫
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。

【その後の対応】
観光客や登山客にはホームページなどで高尾山ルールの周知を行い、自然環境保全の意識を持った登
山を呼びかけている。また、高尾５９９ミュージアムにおいても、自然の豊かさや登山ルールを子ども
も楽しめる形で展示しているほか、京王電鉄と協働で高尾山ルールを電車内広告の形で周知するなど、
様々な形で情報発信を行った。
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６．会場配布資料
平成 29 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～
夢と希望が持てるまちづくりを推進していくため、人やまちの未来に投資する事業を重点的に予
算化。八王子版ネウボラのワンストップ相談体制の整備や、待機児童の解消といった子育て支援事
業を充実するとともに、中心市街地の整備によるにぎわいの創出に取り組みます。
また、市制 100 周年という節目を祝うため、９月に開催する全国都市緑化はちおうじフェアをは
じめ、本市の魅力を内外に発信する多彩な記念事業を展開します。

予算の概要
予算総額

4,080億円（対前年度比－0.4％）

うち一般会計予算額
基金（貯金）残高
市債（借金）残高

1,971億円（対前年度比－0.8％）
209億円（29年度末）
2,063億円（28年度決算見込）

「八王子ビジョン 2022」都市像の実現に向けて
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）
●都市像１ みんなで担う公共と協働のまち
・東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みの推進…815 万円
東京 2020 大会に向け気運を醸成し、スポーツ振興や地域の活性化を図るために、障害者スポーツ
の普及啓発や事前キャンプの誘致を行います。

・市税納付の利便性の向上…3,084 万円
すでに軽自動車税で導入しているコンビニエンスストアでの納付を、個人住民税、固定資産税・
都市計画税、国民健康保険税にも拡大し、スマートフォンなどからの納付も可能にします。
・町会・自治会活動への支援…３億 526 万円
町会・自治会が行う集会施設の整備や、公衆街路灯の設置などに対して補助を行います。
都市像２ 健康で笑顔あふれる、ふれあい、支えあいのまち
◎八王子版ネウボラのワンストップの相談体制…652 万円
安心して妊娠・出産・子育てができる環境づくりのため、コールセンターを開設し、ワンストッ
プの相談体制を整備します。

◎はちおうじっ子・切れ目のない支援事業「マイ・ファイル」…490 万円
乳幼児期から就学、進学、就労などの節目でも切れ目なく支援が受けられるよう、成長や発達を
記録・保存する「マイ・ファイル」を作成します。
◎看護専門学校生への修学支援金の支給…840 万円
看護専門学校生の市内就職率の向上と、市内定住の促進を図るため、在学中にかかる費用の一部
を支援します。
〈その他の事業〉◎児童発達支援センターの整備…2,470 万円
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◎地域密着型特別養護老人ホーム

の運営支援…700 万円

◎在宅医療体制の整備…738 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
●保育施設の整備促進…７億 8,289 万円
待機児童の解消のため、民間保育所や地域型保育施設の整備を促進します。
●いじめ防止対策…234 万円
「いじめを許さないまち」の実現に向け、いじめの防止や早期発見、いじめへの対処を行う体制
を整備します。
〈その他の事業〉●園児保護者負担軽減補助金…３億 6,507 万円
◎新たな図書館システムの構築…5,944 万円 など

●就学援助…２億 8,071 万円

都市像４ 安心・快適で、地域の多様性を活かしたまち
・八王子駅周辺交通環境の改善…１億 9,885 万円
マルベリーブリッジを西放射線ユーロードに延伸するための準備工事や、南口周辺道路の電線類
の地中化に向けた工事を行います。
・高尾駅北口駅前広場と南北自由通路などの整備…３億 2,956 万円
高尾駅周辺地域の利便性を高めるため、北口駅前広場や南北自由通路の設計などを行います。
◎被災者生活再建支援システムの導入…3,109 万円
り

大規模災害発生時の被災者への生活再建支援を円滑に進めるため、罹災証明書の発行などを行うシ
ステムを導入します。

〈その他の事業〉●中心市街地界わいの緑化…400 万円
333 万円 など

◎消防団への山林用警戒バイクの配備…

都市像５ 魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち
マ

イ

ス

●MICE（※）の推進…2,705 万円
八王子観光協会と八王子 MICE 都市推進センター準備室を統合し、４月に設立された「八王子観光
コンベンション協会」による MICE 推進活動への補助を行います。
※MICE：多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称

●市内中小企業の技術力向上支援…1,002 万円
中小企業と大学などとの産学連携による技術の高度化や製品開発などを促進し、市内産業の活性
化を図るため、研究・開発への補助率・限度額を引き上げます。

〈その他の事業〉●中心市街地再生に向けた住民主体のまちづくり支援…480 万円
の誘致…354 万円 など

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
・全国都市緑化はちおうじフェアの開催…７億 9,849 万円
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●外国人観光客

市制 100 周年の中心的事業として、自然とまちと人を結ぶ「みどりの環境調和都市」をテーマに
開催。フェア期間中には、式典と記念植樹を行う「全国都市緑化祭」を開催します。

●地域地球温暖化防止活動推進センター事業…2,350 万円
家庭での環境配慮行動に対してポイントを付与し、エコグッズに交換する「エコアクションポイ
ント制度」を開始します。
〈その他の事業〉・新館清掃工場の建設…３億 2,962 万円

など

市内各地域の主な事業及び予算
事業内容
中央

北
部

予算額

備

保育施設の整備促進

1 億 2,058 万円 わらべうつき台保育園分園（新設）

戸吹清掃工場延命化対策

6 億 9,352 万円 設備改修工事（平成 28～31 年度：改良・更新工事）

保育施設の整備促進

5,366 万円 元八王子保育園、上川農村環境改善センターの改修
2 億 1,978 万円 フエロー保育園（増改築）、（仮称）桑の実幼稚園小規模
保育所（新設）

部
学童保育所の管理運営

7,154 万円 つくみ学童保育所第３クラブ建設（移転）

東浅川保健福祉センター

3,256 万円 災害時の一時滞在施設として、非常用電源設備更新、マ

の防災機能の向上

西
南
部

考

次ページのとおり

市施設の改修

西

※１万円未満四捨五入

新館清掃工場の建設

ンホールトイレ設置等を実施。

3 億 2,962 万円 平成 28・29 年度：要求水準書作成等支援業務委託、30～
33 年度：建設工事、34 年度：稼働開始（予定）

高尾駅北口駅前広場及び 3 億 2,956 万円 新南口実施設計、仮駅舎整備に伴うバス停留所暫定移設
南北自由通路等の整備
市施設の大規模修繕

東
南
部

等工事、北口駅前広場整備に係る用地取得・移転補償等

1 億 5,584 万円 みなみ野保育園・地域子ども家庭支援センターみなみ野
の大規模修繕

障害児支援

2,470 万円 児童発達支援センター整備費補助（すぎな愛育園分園（き
らきら）内（市内２か所目））

保育施設の整備促進
高齢者在宅生活支援サー

東

ビス

部

保育施設の整備促進
小学校校舎の増築

1 億 2,436 万円 （仮称）由井管内保育園（新設）
932 万円 高齢者見守り相談窓口東部地域運営委託（市内４か所目）
2,644 万円 まつの木保育園（大規模修繕）
2 億 1,089 万円 由木東小学校校舎増築
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平成29年度 「市長と語る」資料

中心市街地で実施する主な事業
【充】は充実を図る事業

八王子駅北口周辺の整備

甲州街道沿いで実施する事業

◆ 八王子駅周辺交通環境の改善

◆ 中心市街地の活性化 426万円
① まちなか交流・活動拠点の管理
② 夢五房の運営

4,900万円

③

富士見通りの整備

④

マルベリーブリッジ延伸整備

◆ 中心市街地の総合的な再生

3,331万円

⑤

細街路の整備

⑥

中心市街地『街の灯り』整備

◆ 八王子駅北口地下駐車場管理
⑦

5,820万円

予防保全調査・詳細設計・工事、案内サイン更新

２
甲州街道

１
５
６
３
京王八王子駅

４

西放射線ユーロードを中心に実施する事業

1１

７

10

◆ 全国都市緑化はちおうじフェアの開催
（サテライト会場）
◆ 中心市街地の総合的な再生

1２

八王子駅

7,292万円

・西放射線ユーロード及び沿道公園施設等整備
◆ 中心市街地の活性化

520万円

・中心市街地オープンカフェの実施
◆ まちのみどりの創出

8

9

400万円

・【充】中心市街地界わい緑化

八王子駅南口周辺の整備
◆ 八王子駅周辺交通環境の改善
⑧

1億4,983万円

◆ 八王子駅南口周辺まちづくりの推進
⑨

◆ 観光資源情報の活用 1,466万円
・インフォメーションセンター、観光･まちなか
案内所による情報発信

市道八王子1393号線の整備
516万円

八王子駅南口自動車回転広場の整備
旭町・明神町地区の事業
中心市街地全体での事業
◆ 旭町･明神町地区周辺まちづくりの推進

◆ 中心市街地の活性化

1,318万円

4,542万円

・空き店舗改修費補助金

⑩

旭町・明神町地区開発の推進

・中心市街地魅力づくり支援事業補助金

⑪

れんが通りの整備

・中心市街地おもてなし通信環境（Ｗｉ‐Ｆｉ）の整備

⑫

市道八王子134号線の整備

◆ 中心市街地の総合的な再生

780万円

◆ ＭＩＣＥの推進

・【充】中心市街地駐車場地域ルールの策定

2,705万円

・【充】（公社）八王子観光コンベンション

・【充】中心市街地再生に向けた住民主体のまちづくり支援
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協会への支援

７．開催案内ポスター
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平成 29 年度「市長と語る」の記録
平成 29 年９月
八王子市
電話
FAX

総合経営部

広聴課

042(620)7411（直通）
042(620)7322

