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は じ め に           

 

市長が各地域に出向いて、市民の皆様から直接、市政についてのご意見・ご

提案等をお聴きする“タウンミーティング「市長と語る」”も、今年で７年目を

迎えました。 

今、タウンミーティングは、市長による市政報告とともに、参加された市民

の皆さんからのご提案や、テーマに沿った地域での先進的な活動事例を直接報

告していただくなど、市民と行政が一緒にまちづくりを考える機会として、「住

民参加型」のミーティングを展開しています。 

さて、少子高齢化社会の到来、団塊の世代の退職及び地域回帰､介護保険制度

の改正など、社会を取り巻く環境は著しく変化しています。その中で、市民一

人ひとりが元気に活動し生活していくことは、魅力あふれた地域社会の形成が

図られるとともに、健全な市政運営のためにも大変重要なことです。 

そこで、今回は「育てよう健康のまち八王子 ～いきいき暮らせるまちをめざ

して～」をテーマに開催し、一人ひとりの健康に対する取組みや地域で一体と

なった健康活動など、市長にご提案をいただきました。 

 



１．テーマ　　育てよう健康のまち八王子～いきいき暮らせるまちをめざして～

２．要望等項目別件数
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西南部

西 部

６月２４日 由 井 市 民 セ ン タ ー
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市政への要望項目別件数

その他
７件（11%）

教育・文化
30件（37%）

まちづくり・交通
15件（18%）

環境・ごみ・リサイ
ル

7件（9%）

暮らし・安全
３件（4％）

福祉・医療・子育て
17件（21%）
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３．各会場の実績

開催日 会 場 地 域 地 区
参加者数
　　　（人）

発言者数
　　　（人）

発言項目数
　　　　（件）

５月１３日 市 役 所 本 庁 舎中 央 本 庁 99 7 10

５月２０日 東浅川保健福祉センター西南部

浅 川

93 5 8横 山

館

５月２７日 由木中央市民センター東 部

由 木

107 10 19由 木 東

南 大 沢

６月３日 元八王子市民センター西 部

元八王子

101 8 16恩 方

川 口

６月２４日 由 井 市 民 セ ン タ ー東南部
由 井

103 12 14
北 野

７月１日 石 川 市 民 セ ン タ ー北 部
加 住

116 8 14
石 川

合 計 619 50 81

４．所管別内容

（１）所管別件数一覧表

部 名 件  数 部　　　　　名 件  数

総 合 政 策 部 8 産 業 部 3振 興

行 政 経 営 部 1 環 境 部 9

市 民 活 動 推 進 部 5 まちづ く り計 7画部

総 務 部 1 ま ち な み 整 備 部 5

生 活 安 全 部 1 道 路 部 10事 業

健 康 福 祉 部 20 学 校 部 11教 育

こ ど も 家 庭 部 4 生涯学習スポ 部 21ーツ
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（２）所管別件名一覧表

8件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

7 フォトン･ベルトについて 5月13日

8 市長へのはがきについて 5月13日

16 地域の特区構想について 5月20日

22 市民を活用する行政について 5月27日

31 多摩ニュータウン内公共料金の統一について 5月27日

37 事務所の拠点化計画について 5月27日

61 傍聴人の質問について 6月24日

64 自助努力について 6月24日

1件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

23 職員の情報活用について 5月27日

5件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

4 JICA八王子国際センターについて 5月13日

12 地域の縦関係の確立について 5月20日

20 地域住民が利用しやすい市民センターについて 5月27日

39 食を通じた健康について（報告） 6月3日

76 JICA八王子国際センター閉館について 7月1日

1件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

23 職員の情報活用について 5月27日

1件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

10 ハザードマップについて 5月13日

20件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

1 トリム体操を通じての健康活動について（報告） 5月13日

2 自分自身でつくる健康について（報告） 5月13日

14 ウォーキング道路の整備と充実について 5月20日

15 公立病院の設置について 5月20日

総合政策部

総務部

健康福祉部

市民活動推進部

行政経営部

生活安全部
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17 浅川地区社協について 5月20日

18 長房地区の高齢化対策について 5月20日

19 散策・グランドゴルフ・輪投げについて 5月27日

22 市民を活用する行政について 5月27日

27 手話通訳派遣の費用負担について 5月27日

28 手話通訳養成事業について 5月27日

29 大横福祉センターの利用について 5月27日

30 ボランティアセンターの改善について 5月27日

39 食を通じた健康について 6月3日

44 喫煙の規制等について 6月3日

52 保護司の活動場所について 6月3日

56 食生活と健康について 6月24日

57 グループホームについて 6月24日

59 公立病院の必要性について 6月24日

71 身近な健歩道について 7月1日

80 健康体操について 7月1日

4件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

12 地域の縦関係の確立について 5月20日

21 子どもたちの居場所の確保について 5月27日

53 パチンコ店駐車場への指導について 6月3日

65 青少年対策委員への報奨金について 6月24日

3件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

19 散策・グランドゴルフ・輪投げについて（報告） 5月27日

39 食を通じた健康について（報告） 6月3日

53 パチンコ店駐車場への指導について 6月3日

９件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

6 湧水池の確保について 5月13日

9 緑の確保について 5月13日

40 産廃処理施設について 6月3日

43 屋上緑化について 6月3日

44 喫煙の規制等について 6月3日

45 喫煙のステッカーを貼ったらどうか 6月3日

こども家庭部

環境部

産業振興部
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60 近隣の迷惑行為について 6月24日

63 ポイ捨て防止の教育について 6月24日

72 あったかホールのプール無料開放日について 7月1日

7件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

14 ウォーキング道路の整備と充実について 5月20日

41 道路の拡幅について 6月3日

42 散歩道の整備について 6月3日

46 道の駅の周知について 6月3日

67 みなみ野に図書館を設置して 6月24日

77 道路の渋滞について 7月1日

79 バス停について 7月1日

５件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

5 中野西地区区画整理事業について 5月13日

42 散歩道の整備について 6月3日

50 音楽活動の場所について 6月3日

58 プレイパークについて 6月24日

66 公園のボール禁止について 6月24日

10件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

14 ウォーキング道路の整備と充実について 5月20日

32 交差点の排水について 5月27日

41 道路の拡幅について 6月3日

42 散歩道の整備について 6月3日

51 横川住宅横の道路について 6月3日

73 はちバス路線について 7月1日

74 はちバスの運行について 7月1日

75 地域住民の赤道確保について 7月1日

77 道路の渋滞について 7月1日

79 バス停について 7月1日

11件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

3 中学校のクラブ活動について 5月13日

まちづくり計画部

学校教育部

まちなみ整備部

道路事業部
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12 地域の縦関係の確立について 5月20日

21 子どもたちの居場所の確保について 5月27日

24 小学校の環境整備について 5月27日

25 中学校給食について 5月27日

33 子どものための放送について 5月27日

55 子どもたちとの交流について 6月24日

63 ポイ捨て防止の教育について 6月24日

69 学校開放について 7月1日

70 学校警備について 7月1日

81 小学校のトイレの改修について 7月1日

21件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

1 トリム体操を通じての健康活動について（報告） 5月13日

2 自分自身でつくる健康について（報告） 5月13日

11 ソフトボール大会を通じての健康づくりについて（報告） 5月20日

13 総合型地域スポーツクラブについて 5月20日

14 ウォーキング道路の整備と充実について 5月20日

19 散策・グランドゴルフ・輪投げについて（報告） 5月27日

26 八王子かるたについて 5月27日

34 上柚木公園にプールと体育館を造って 5月27日

35 大塚公園のプールについて 5月27日

36 活動の実践について 5月27日

38 トリム健康体操について（報告） 6月3日

47 ネオテニスの普及について 6月3日

48 市の指導力について 6月3日

49 スケートボード場の設置について 6月3日

54 体力づくりについて（報告） 6月24日

62 郷土資料館の建替えについて 6月24日

67 みなみ野に図書館を設置して 6月24日

68 第八地区スポーツクラブについて（報告） 7月1日

69 学校開放について 7月1日

71 身近な健歩道について 7月1日

78 プール利用者の水着について 7月1日

生涯学習スポーツ部
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  7

５．要望、市長答弁要旨及び担当所管             （発言者敬称略） 
【中央地区】                        平成 18 年 5 月 13 日（市役所本庁舎） 

発言

番号               地域活動報告             （発言者） 担当所管 

１ 【トリム体操を通じての健康活動について】 
トリム体操に関わりを持ってから、25 年になる。合言葉は、いつでも、どこでも、

だれにでも。体に柔軟性、持久力、筋力等を養いながら生活習慣病、腰痛、肩こりの

予防、リハビリに、また、ストレスの解消に心と体のバランスを保つために、運動の

苦手な人もやろうじゃないかということで始めた。市内には多くのサークルがあり、

皆さんそれぞれ活躍して健康管理に努め、仲間づくり、コミュニケーションづくりも

とても大事に行っている。中高年が元気になって、そして支えるような時代が来たな

というふうなことを実感している。八王子が育てたトリム体操を、これからもますま

す伸ばして発展していけたらと常日ごろ思い、継続は力なりということで日々活動し

ている。                            （宮城 安子） 

生涯学習

スポーツ部 
 
健康福祉部 

２ 【自分自身でつくる健康について】 
私は 24歳のとき、マラソンの合宿中に不慮の事故で輸血をした。運動をしていれば
大丈夫だよということで、マラソンのトレーニングを行った。病気なんかを恐れず立

ち向かって、今は、マラソン大会に出るのが楽しみでやっている。始めるのとやめる

のは、簡単である。しかし、継続というのが非常に大切だと思う。普通の人でも歩く

ことが一番の基本なので、それをやればある程度、悪い病気は逃げて行くんではない

かなと、私は自負している。健康は、お金もかけずにできる宝だと思っている。 
                              （田中 禎之） 

生涯学習

スポーツ部 
 
健康福祉部 

 
発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

３ 【中学校のクラブ活動について】 
中学テニス部活動の外部指導員を 10年
来続けている。テニスを教えるよりも、躾

を教えているようなところもある。顧問が

いなくなるとクラブ活動がなくなるよう

な異常さは、放置しておいてよいものかと

思う。文部科学省、東京都でも進めている

地域社会でのスポーツ活動は私の 40年来
のテーマであり、定年後の元気な老人力を

大いに活用し、地域において三世代が交流

できる場が実現できればと願っている。 
（浅田 実）

八王子は大学や専門学校がたくさんあ

るので、学生の力も借りたり、指導をして

いただいたり、そんなことを試みている

が、十分ではない。今度、東京都の教育委

員会が、部活は教育の一環だということを

明文化した。都立学校の管理運営に関する

規則を改正し、部活動の項目を新たに盛り

込むということになったので、状況が変わ

ってくるのではないかと思っている。私

も、教育委員会のバックアップをしていき

たいと考えている。 

学校教育部
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【中央地域】                        平成 18 年 5 月 13 日（市役所本庁舎） 

発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

４ 【JICA 八王子国際センターについて】 

ジャイカの国際交流センターが、来年の

３月で閉鎖になってしまうとのことだが、

その後どうなるかも全然わからない。閉鎖

された後、それを市のほうからでも借りる

ことができれば、そこにテニスコートなど

もあるので、地域社会のスポーツ活動の拠

点の一つにできればいいと思う。 
            （浅田 実）

閉鎖後引き取るということになると、一

定のお金が必要。今、財政的な余裕はない

ので、交渉するとなると、無償で譲渡しな

いかということになる。まずそれを国が承

諾をするかどうかという問題と、施設の生

かし方の問題。どう生かしていくかという

ことも、いろいろ課題もある。検討はして

いくが、どうなるかということは今申し上

げられるような段階ではない。 

市民活動

推進部 

５ 【中野西地区区画整理事業について】  
中野西地区区画整理事業は、八王子で最

大の区画整理事業だが、清水川を全部暗渠

にしてしまうという計画になっている。要

望①・・８号公園を、当初の予定どおり親

水公園にお願いしたい。要望②・・９号街

区公園を、貯水を兼ねた湧水公園にしてい

ただきたい。要望③・・第九小学校の前を

流れている部分の水路を、開渠にすること

は何ら障害が生じない。かえって子どもた

ちの自然観察や、また情操教育には最適な

場所だと思う。要望④・・山田の森の下の

公園は、AはけE

・・
EAから水が滲出し非常にきれい

なところ。ここだけを公園で確保しても、

この上が宅地化されてしまうと、AはけE

・・
EAから

出ている水が出なくなってしまう恐れが

ある。           

（梶原 久幸）

今までは、基本的に区画整理の形という

のは大体決まっていた。例えば、水路は暗

渠にして土地を有効に使うとかというふ

うに、それを基本的なものでやっていた。

これからは、そうではないと思う。環境、

あるいは自然というようなものに、もっと

重きを置いて考えなくてはいけないと思

う。せっかく川が流れているのだから、そ

れを単純に暗渠化するのではなくして、可

能な限り残していくという、これは大事な

ことだと思う。そういう考え方で進める。 

まちなみ 
整備部 

６ 【湧水池の確保について】 
清水川の源流の湧水池があり、周りに雑

木林がある。これ以上その雑木林がなくな

らないように、何とか手がうてないもの

か。そうしないと、せっかくの湧水池が死

んでしまうとういうふうに思う。 

           （梶原 久幸）

八王子には幾つか湧水池があるが、だん

だん水が枯れてしまったというのが多い。

当然、これは周りが宅地化をされて雨水等

が浸透しなくなってきているというよう

なこともある。例えば、横川の湧水池は、

その周辺用地を市が買い取り湧水の復活

をさせようと、取り組みもしている。清水

川の源流になっている湧水池も、早急に調

査をする。 

環境部 
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【中央地域】                        平成 18 年 5 月 13 日（市役所本庁舎） 

発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

７ 【フォトン・ベルトについて】 
フォトン・ベルトは、銀河系の中の光子

と光子がぶつかる時にできる輪。その影響

で、自然災害や人の心まで変わってきてい

る。それに関して本もあるので、読んでほ

しい。          （串田 耕一）

銀河系云々というのは、そういうものの

考え方、見方をする方もいると思うが、こ

れはなかなか簡単には理解はできないと

思う。 
総合政策部

８ 【市長へのはがきについて】 
市長へのはがきを出しているが、本当に

市長が目を通しているのか。また、回答を

確認しているか伺いたい。        
（佐々木 敬）

内容にもよるが、要望とか質問というも

のは、メールもそうだが、市長へのはがき

も目を通している。寄せられる質問や要望

は千差万別であり、回答はその内容によっ

て確認をしている。 

総合政策部

９ 【緑の確保について】 
八王子市は、丘陵が見えて、すごく癒さ

れていて、とてもいいまちだと思うが、相

続が起きたときに、買い取って市のものと

するような形にしないと、どんどん丘陵が

なくなってしまうのではないか不安であ

る。他市を見ると、丘陵なのか家の固まり

なのかわからない。ああいう姿にはならな

いように、緑の公募債や何かでも結構なの

で、ぜひ残していただきたい。  

（諏訪 祥子）

今、条例だけでは十分ではない。相続が

発生するとやむを得ない。調整区域ならと

もかく、市街化区域だと第三者の手に渡っ

て開発されるということがあるから、最終

的に緑の保全をするのであれば、公有地化

をしないとだめ。それにはかなりのお金も

必要。将来の八王子市民に評価をしていた

だけるような、そういう施策の一つだろう

と思うので、いろいろ工夫をしながら、力

を入れていく。 

環境部 

10 【ハザードマップについて】 
去年の浸水想定区域図なんかを見ると、

浸水が想定されている区域というのが相

当浅川周辺にある。都の管轄河川というの

が非常に八王子も多いわけだが、ハザード

マップというのを八王子市も早く作って、

まちづくりにぜひ生かしていただきたい。 
             （諏訪 祥子）

八王子は、浅川を中心にして 17の河川
が市内を流れているので、これは十分に備

えていかなければいけないことの一つ。ハ

ザードマップも今準備している。できるだ

け早い時期に、これを作る。十分な備えを

していきたいと思っている。 

生活安全部
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【西南部地域】                  平成 18 年 5 月 20 日（東浅川保健福祉センター） 

発言

番号               地域活動報告              （発言者） 担当所管 

11 【ソフトボール大会を通じての健康づくりについて】 
浅川地区では、32年目を迎えた町会対抗ソフトボール大会、第 50回を迎えたＯＢ 

ソフトボール大会、８年目を迎えたソフトボールを楽しむ会がある。延べ人員とした

ら、15 町会、相当の人数が巣立っていただいて、なおかつ 83 歳の方までがまだ現役
で活動している。また、町会に帰るとみんな町会の祭りだとか運動会、すべてこの地

区大会のソフトボールの部員が中心となって、諸行事に携わり大きな力を発揮してい

る。小中学校を利用してのスポーツも盛んに行われており、今後もみんなで力を合わ

せて進んでいく。                         （野口 宏） 

生涯学習

スポーツ部

 
 
発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

12 【地域の縦関係の確立について】 
小学校から高齢者を一本の線で結び、そ

れぞれが助け合い、一つの行事に取り組む

という、そんな関係を作っていきたい。子

どもたちも大人に褒められれば嬉しい、高 
齢者も子どもにあいさつをされれば嬉し

い。とても心が和み、それもひとつの健康

だと思う。最近、子ども会への参加がすご

く少なくなっている。町会を通じて、もし

くは教育委員会のほうから学校を通して、

地区に子ども会があるなら加入を勧めて

もらいたい。こういういいことがあるか

ら、ぜひ参加してやってみようよというこ

とをお願いしたい。     
 （網野 竹文）

子どもから高齢者まで、その交流が深ま

ることにより、地域の安全にもつながって

いくので、大変いいことだと思う。今、市

のほうでは児童館を活用してもらおうと

いうことで、高校生まで可能とした。これ

を期待している。子ども会は、最近は市子

連に入っているところも少なくなってい

る。子どもが地域で少なくなり、組織化が

だんだん薄れてきているようだが、町会の

皆さんにもお願いをし、余りなくならない

よう努力をする。 

学校教育部 
 
こども家

庭部  
 
市民活動 
推進部 

13 【総合型地域スポーツクラブについて】 
 浅川地区では地域総合型スポーツクラ

ブというものが、学校施設開放を中心に設

立目前である。ところが、このスポーツク

ラブで何をしたらいいのか、我々全然わか

らない。市に行って聞くには、誰かが半日

仕事を休むようになり、それでは続かなく

なる。携わってくれる職員を、１年間担当

制で派遣してほしい。   
 （網野 竹文）

総合型スポーツクラブのことについて、

なかなか受け入れていただけない地域も

あったりして苦労している面もある。理解

をしていただくための努力を、もう少しし

なくてはいけないと思う。皆さんもお仕事

をされておられるわけだから、夜集まって

いただいたときに職員を派遣し、いろいろ

意見を聞かせていただいたり、市の考え方

を伝える、そういう仕組みをつくる。 

生涯学習

スポーツ部
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【西南部地域】                  平成 18 年 5 月 20 日（東浅川保健福祉センター） 

発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

14 【ウォーキング道路の整備と充実につい

て】 

ウォーキングは、若い人でもお年寄りで

も気軽にできるということで、スポーツの

基本的なことだと思う。毎日ウォーキング

をすると、生活習慣病の防止になり、外に

出ることは健康上、精神衛生上も非常によ

いと思う。 

ウォーキング道路は現在もあるが、サイ

クリングロードと兼用。改めて、いつでも

楽しく、ゆっくり安心して歩ける我々のウ

ォーキング道路、散歩道路といったことを

考えていただきたい。   （横沢 勝弥）

健康の基本は歩くことだと思う。安全に

歩ける道路を整備することは、大事なこと

だと思っているが、健康づくりというのは

基本的には市民の皆さん一人ひとりの問

題。行政は、その健康づくりが取り組みや

すい環境を作っていくことが、仕事だとい

うふうに思っている。サイクリングロード

の、第一期整備が完成するが、歩く方もも

ちろんいい。自転車だけでもなく、歩くだ

けでもない。サイクリングロードというネ

ーミングがいけないのかなという感じも

するが、考えていきたいと思う。 

まちづくり

計画部 

 

生涯学習

スポーツ部

 

道路事業部

 

健康福祉部

15 【公立病院の設置について】  

八王子小児病院がなくなるということ

は、非常に大きな問題だと思う。小児病院

がなくなるとすれば、八王子市立病院を考

えてみてもいいのではないか。目的別の病

院債みたいなものでも市民から募るなど、

資金等少し検討していただければ、今後の

何十年か先の課題として、非常に大きなポ

イントになるのではないか。   

（佐々木 武麿）

小児病院は、府中にセンターを作ること

は決まっている。なくなった後をどうカバ

ーするか東京都と協議をしている。今、開

業医の先生方、東海大と医療センターでロ

ーテーションを組み、小児医療を行ってい

るが、キャパシティを超えている。小児科

医を、どう国が育てていくか大きな課題だ

ろうと思う。新たに、市立病院を造ってい

く時代ではない。大学病院をバックアップ

し、開業医の先生方との連携をきちんと取

るようにするほうが、市民のためにもプラ

スになると確信している。 

健康福祉部

16 【地域の特区構想について】 

八王子市は市長の発案で、国の施策の中

の特区で教育特区を取った。逆に市から地

域に、例えば、何々地区のウォーキング特

区など、特区構想を提案させたらどうか。

そうすれば地域の連帯の中から、地域にあ

った一つの構想が出てくると思う。市も、

地域に合わせた取り組みができると思う。

（佐々木 武麿）

地域で特徴的なことをやっているので、こ

れをよその地域でもやったらどうか。八王

子市内で、そういうＰＲをどういうふうに

していくかと受け止めた。地域の特性とい

うものは、やっぱり生かすべきだと思う。

これだけ広い八王子なので、それぞれの地

域の特色を出していくということでいい

のではないか。 

総合政策部
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【西南部地域】                  平成 18 年 5 月 20 日（東浅川保健福祉センター） 

発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

17 【浅川地区社協について】 

福祉の拠点というのは、やっぱり住民た

ちが作っていく。地区社協は、そういう福

祉活動の拠点であるべきだと思う。10 年

経っても地区社協ができないのは、地域の

問題があるんだろうと思う。各町会単位で

考えず、ブロック的な考え方の中から地区

社協的な発想をとった上で、子どもから老

人まで、そういう健康を考える拠点として

考えたらどうか。    

（佐々木 武麿）

地区の社会福祉協議会は、他の地区には

できていない。この地区社協というのも、

本来だったらもっと広がらなくてはいけ

ないというのは、課題としては受け止めて

いる。でも、なかなかこれそういう空気に

はならない。雰囲気はできない。浅川地区

は素晴らしいと思うので、充実させてくだ

さい。 

健康福祉部

18 【長房地区の高齢化対策について】 

長房地区は、非常に高齢化が進んでお

り、高齢化に対する特別なこれからの対応

が必要になるのではないか。我々も地域の

人といろいろやってはいるが、それだけで

はもう間に合わない。２人に１人が 65 歳

になると、老々介護で大変な状況になるの

で、早めに手を打って、長房地区を特別な

地域として見ていただきたい。 

（森 秀三）

いわゆる高齢化が進んでいる地域に対

して、高齢者に対する施策というのは、元

気な高齢者をつくることなど、いろいろ考

えていかなくてはいけないと思う。しか

し、高齢化を防いだり鈍化させたりするこ

とは、なかなか難しいと思う。 
健康福祉部
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【東部地域】                    平成 18 年 5 月 27 日（由木中央市民センター） 

発言

番号                地域活動報告             （発言者） 担当所管 

19 【散策・グランドゴルフ・輪投げについて】 
散策を、新緑の美しい時季に行っている。住んでいる丘陵地帯を 15 人から 20 人ぐ

らいのグループを作って、年輪を重ねた樹木、また素朴な草木の名前を覚えながら歩

く。また、生活に潤いを与えてくれる身近な緑で、森林浴を楽しんでいる。グランド

ゴルフは、全体をやさしいコースにして、体の不自由な人も一緒にプレーをして楽し

んでいる。輪投げは初めてやるスポーツなので、手軽にできるなと思っている。全員

で一生懸命練習をして、大会で優勝できるように頑張ってやりたいと思っている。 
                                （池田 登） 

生涯学習

スポーツ部 
 
健康福祉部 
 
産業振興部 

 

発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

20 【地域住民が利用しやすい市民センター

について】 
近くの市民センターは、他地域の人、そ

れから大学生が体育室の全面使用をする

ことが非常に多く、地域住民が使いにくく

なっている。仕事を持っていたりすると、

どうしても土曜日、日曜日に使いたい。学

生も、よその地域の人も、そういう日に使

いたいため重なることがあるので、当該地

域の住民が使えることを優先的に考える

対策をお願いしたい。    
 （林 道男）

差をつけて申し込みをさせることは、現

実には難しいと思う。基本的には住民協議

会の皆さんに自主的に、地域性を十分勘案

をしていただき、責任持った運営をしてい

ただくということが基本になっているの

で、十分に協議をしていただき、何かいい

方法があるならば検討していただくとい

うことも、方法の一つではないか思う。 

市民活動 
推進部 

21 【子どもたちの居場所の確保について】 
中学生、高校生ぐらいまでを含めた児童 

の居る場所を確保してあげたい。例えば、

小学校の空き教室。児童館で対応ができる

ようになったが、それともう一つ同じよう

な教室を設置したらどうか。その高学年の

子たちが自由に遊べる場として、ある程度

の運用基準を設け、自分たちの範囲の中で

その空き教室を運用していく。子どもたち

の健全育成に役立てるような、空き教室の

利用も考えていただきたい。  
（林 道男）

子どもたちの居場所づくり、これは確か

に大事なことだと思う。児童館を今年の４

月から、ゼロ歳から 18 歳まで使えるよう

にし、開館時間の延長も含めて使い方の改

善をした。やはり、子どもたちの居場所と

いうのは、一定の必要性というのを感じて

いる。児童館の活用の状況というようなも

のも検証しながら、これからどういう方法

がいいのか、考えていかなければいけない

と思っている。 

こども家

庭部  
 
学校教育部
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【東部地域】                    平成 18 年 5 月 27 日（由木中央市民センター） 

発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

22 【市民を活用する行政について】 
市民を活用するような行政であってほ

しい。また、財政難とかの問題ではなく、

市民がどう動けるか、行政がどうフォロー

するかという部分、それをしてほしいなと

いうふうに思う。障害福祉に関わっている

が、健康的に活動するのにお金はかからな

いと思う。         （鈴木 亨）

これからのまちづくりは、いろんな面で

市民の皆さんと行政との協働というのが、

もうこれは主流にならなくてはいけない

というふうに思っている。市民の皆さんの

知恵というものをどう生かすかというの

は、これから大事なことだと思う。それぞ

れの分野でご活動いただいている皆さん

のお力を、これからもお貸しいただいて、

一緒になって頑張っていきたいと思って

いる。 

総合政策部 
 
健康福祉部

23 【職員の情報活用について】 
行政というのは、はっきりどこも縦割り

である。例えば福祉と環境保全、農林、こ

れらが手を結んだらいろんなことができ

ると思う。財政の問題じゃない。また、市

の職員の情報量が少なすぎる。情報をいっ

ぱい持っているのは市役所であり、それを

どう活用するかというところを、職員の人

たちに考えてほしい。     
（鈴木 亨）

縦割りは、役所の一番悪いところ。それ

は一番の課題だと思っている。情報を共有

できる体制を、どう作っていくかがこれか

らの役所のあり方だと思う。組織を作るに

しても、意識改革を進めているし、関連の

ある部署というのは、みんなが関心を持つ

ように、これからも努力をしていきたい。 

行政経営部 
 
総務部 

24 【小学校の環境整備について】  
由木西小の隣のグランドでサッカーを

するが、学校との間が夜間真っ暗。市街地

の学校ではないので、安全対策上、照明設

置をお願いしたい。また、フェンスは破損

し、大きな穴が開いており改善してほし

い。里山もあり、大切な市の財産だと思う

ので、市民のため子どもたちのため安全対

策をしてほしい。       
（木下 操）

暗くて見えないようなことがあれば、市

として考えなければならないと思う。トイ

レを開放しているのであれば、安全に使え

なければならないと思うので、実態を調査

し対応する。フェンスは、古い学校では施

設が十分でないところもあると思う。危険

性があるならば、優先して対応しなければ

ならない。それぞれの具体例で解決するよ

う努力する。 

学校教育部
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【東部地域】                    平成 18 年 5 月 27 日（由木中央市民センター） 

発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

25 【中学校給食について】 
 今、スクールランチの利用率が余り高く

ない。１食 400 円ということだが、これだ

と利用率が少なく買わないのではないか。

スクールランチのメニューを見ると、すご

くバランスよく取れているものがある。市

の負担が増えると思うが、利用率を上げる

ため 250 円程度にし、スクールランチが給

食というのは可能ではないか。      

（白水 嘉奈子） 

スクールランチは、内容はいいと思うが

喫食率は落ちている。ただ、わざわざお弁

当をやめさせて、スクールランチを食べな

さいと言う必要もないと思う。問題は、家

庭でお弁当を持って来られない事情のあ

る人を、どうカバーをしていくかというこ

と。お話はよく理解できるので、研究課題

になると思う。 

学校教育部 

26 【八王子かるたについて】 
八王子かるたをサタデースクールで去

年やったが、とてもおもしろいと言われ

た。まだ皆さんご存知ではないのかなとい

うことなので、かるた大会とか催し、その

目標に向ってこれを広めていただきたい。

声を出しての暗唱は、腹筋とか鍛えられ

る。健康にこれでつなげていきたいと思

う。          （白水 嘉奈子） 

八王子かるたは、八王子の歴史とか文化

とかというようなものが、非常に上手に歌

い込まれている。子どもたちに自分のふる

さとをよく知っていただくということは、

大事なことだと思う。そういう一つの手段

としても、このかるたはいいと思うので、

機会を見て普及に努めていきたい。 

生涯学習

スポーツ部 

27 【手話通訳派遣の費用負担について】 
手話通訳派遣、養成にかかわる費用を各 
地で見直している。聴覚障害者自身が手話

通訳に係る費用を払わなくてはいけない

という状況が各地で出ている。聴覚障害者

高齢者のサービス、どうなるのか非常に不

安な状態である。引き続き通訳保障をして

いただきたい。      （宮本 一郎） 

障害者にも自立を促し、それを支援して

いくという趣旨で、障害者自立支援法とい

うのができた。皆さんのお気持ちはよくわ

かる。原則１割の定率負担とするというふ

うに法律で定められ、これを無視するとい

うわけにはいかないが、原則を踏まえなが

ら、今後、検討してきたいと思う。 

健康福祉部

28 

 

【手話通訳養成事業について】 
手話講習会が始まって以来、25 年経ち、

延べ 10 万人以上になっている。その数字

は、市民と聴覚障害者のコミュニケーショ

ン、心が開かれたというバロメーターにな

っていると思う。手話通訳をできるという

だけではなく、聴覚障害者を理解してもら

う意味においても、この普及を続けていた

だきたい。        （宮本 一郎） 

手話通訳者養成講座については、大変重

要なことだと思っている。障害者同士のコ

ミュニケーション、障害者と健常者とのコ

ミュニケーションというものを向上させ

るためには、これは非常に大事なことだと

いうふうに思っている。責任を持って引き

続き継続をしていきたい。 

健康福祉部 
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【東部地域】                   平成 18 年 5 月 27 日（由木中央市民センター） 

発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

29 【大横福祉センターの利用について】 
 運動の一つの拠点として、市から大横町 
の福祉センターの場所を借りている。問題 
は、その事務所には利用時間の制限があ

る。そのため、なかなか活動がスムースに 
いかない。制限をはずし、もっと時間的に 
開放していただけないか。 （宮本 一郎）

大横福祉センターには、地域医療推進課

が入っている。個人情報が保管されている

ということもあり、慎重にしなくてはいけ

ない。しかし、皆さんの活動の場、交流の

場というのが必要なことも承知をしてい

るので、土曜日の使用を前提として検討を

する。 

健康福祉部

30 【ボランティアセンターの改善について】 
非常にお世話になっているボランティ

アセンターが、プレハブ住宅の状態であ

る。足を踏むと、音が大きく響いているの

がよくわかる。何とか鉄筋の建物にならな

いか。健康的な楽しい活動ができるよう、

ぜひお願いしたい。    （宮本 一郎）

ボランティアセンターの鉄筋化につい

ては、今お返事はできない。今後もう少し

高い次元から全体の施設計画というのを

考え、そのときに、どういうところを使っ

ていただくか検討していく。 

健康福祉部

31 

 

【多摩ニュータウン内の公共料金の統一 
について】 
 多摩のプールに行っている。以前、市長 
がニュータウン計画の中で、公共料金は大 
体一律にするというような話になってい

た。もう３年経っているが、まだ一向に実 
現されていない。     （小林 啓一）

原則的には、広域行政ということを前提

にして、お互いに多少の負担増というのが

場合によっては出てくるかもわからない

が、できるだけ話し合いをして、市境があ

るから、そこに近い人は不利だとか有利だ

とかないように努力する。 

総合政策部

32 【交差点の排水について】 
 越野の都道と市道の交差点の排水が悪

い。水が溜まって流れない。法律や規則ど

おりになっていない。コンクリートにはな

っているが、ぐちゃぐちゃである。 
（小林 啓一）

早速現場を担当に見させて、都道でも市

道でも解決するよう努力する。 

道路事業部

33 【子どものための放送について】 
低学年が帰るときに無線で放送してい

たが、苦情があってやめたと聞いた。地元

では、放送があったら外へ出て、子どもの

顔を見て次のところに送るというような 
方法を取っている。今後も続けてほしい。 

（小林 啓一） 

毎回放送でやらなければだめというの

は、かえってマイナスの部分が出てくる。

毎回、それをやったらうるさいと言う人も

出てくる。慣れもある。子どもの安全は、

地域でも努力していただきたい。今、音楽

を流しているが、できることはみんなで努

力をしていきたい。 

学校教育部 
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【東部地域】                    平成 18 年 5 月 27 日（由木中央市民センター） 

発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

34 【上柚木公園にプールと体育館を造って】 
上柚木公園にプールと体育館を造ってほ

しい。学生は、本当に運動する場がなく市

民センターを使用している。このニュータ

ウンでは由木の人は犠牲を払っており、そ

の犠牲に対して市の答えは今のところな

い。体育館を、上柚木公園に建てるのは市

の義務だと思う。     （伊東 瑛）

地形的に見て、あの場所に体育施設を造

ると、多大なお金がかかるとの財政的な理

由と、当時は土地の問題等があり難しいと

いうことだった。これは地域の皆さんのご

要望でもあると思うので、ぜひ前向きな検

討課題にさせていただきたい。 

生涯学習

スポーツ部 

35 【大塚公園のプールについて】 
大塚公園にプールがあり毎年行くが、歩 

くところのタイルが剥げてしまい、焼けた

石がくっついて熱い。財源がなくてと言わ

れるが、歩くところなので直していただき

たい。          （澤井 金作）

すぐ見て、夏のプールのシーズンに間に

合うように必ず補修をする。 

生涯学習

スポーツ部 

36 

 

 

 

 

 

 

【活動の実践について】 
 毎日ウォーキングをしている。体力をつ

くるには、やっぱり毎日の積み重ねが大

切。私は、歴史とか虫とか動物とか、草の

ことでもいろいろ勉強している。先日講演

したらお客さんがすごく喜んだ。他にも勉

強している人がいると思うので、ＰＲをし

たり、地域で先頭に立ったりしてほしい。

（澤井 金作）

特技を生かして世に尽くそうというの

は、素晴らしいと思う。蓄積された知識を

生かして広く市民のために頑張ってほし

い。市も、ときにはお手伝いをいただくよ

うなことを考えておく。サタデースクール

等で、そういうお話をしていただくと喜ん

でいただけると思う。 

生涯学習

スポーツ部 

37 【事務所の拠点化計画について】 
由木東事務所の規模を縮小して、南大沢 

に拠点を移すということの計画が進んで

いると聞いた。市からは検討中であり、サ

ービスは低下させないという返事をいた

だいたが、どんな計画になっているのか。 
（鈴木 敏男）

これはたたき台として、これからより良

い方法を検討していく。実態として、交通

のアクセスとか、単に地図の上だけでここ

ならいいだろうとか、これはなくしてもい

いだろうと簡単にはいかない。地域住民の

皆さんに不満や、あるいは不安を感じさせ

ないように、これは慎重に検討していく。 

総合政策部 
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【西部地域】                    平成 18 年 6 月 3 日（元八王子市民センター） 

発言

番号                地域活動報告             （発言者） 担当所管 

38 【トリム健康体操について】 
 トリム健康体操を始め、今年で 18 年目に入る。月曜日、金曜日とやっており、40

代から最高齢は 80 歳の方がみえている。この体操は、宿題もなく落ちこぼれもない。

それぞれの体調、病気あがりの場合でも、自分にあわせた取り組みができる。当初、

50 名ぐらいの会員だったが、今は二つの会で 200 名近く来ている。こういう会を持続

していくということは、同じ曜日、時間帯、会場というのが条件ではないかと思う。 

（大嶋 道子） 

生涯学習

スポーツ部

39 【食を通じた健康について】 
できるだけ日本人にあった食事を広めていきたいと思っている。具体的な方法とし

て、クリエイトホールの調理室で沖縄料理などの体験実習を行っている。日本人が築

いてきた調理の知恵を、何とか一人からでも増やしていきたい。命の源は食べ物であ

り、地元で新鮮な旬の野菜を身近で入手できないか模索している。旬の野菜を、これ

からの世代の方に食べてもらい、どういうふうにできあがるのか、農家と一体となっ

てそういう場にも出て行きたいと考えている。           （佐藤 大八） 

市民活動 
推進部 
 
産業振興部

 
発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

40 

 

【産廃処理施設について】 
 居住地の近くに、産廃処理施設があり、

秋川街道の方を歩いていると悪臭がする。

緑豊かな八王子というのには相当ずれが

あると思うが、実態について市ではどう把

握されているか。既に周りはほとんどが住

宅地になっている中で、移転を指導してい

ただけないか。      
 （斎藤 道彦）

ご指摘の場所は、準工業地帯で工場も建

てられる地域であり、工場と住宅が混在し

ている。そのため、住宅は建ぺい率等優遇

されている。産廃処理施設の移転指導につ

いては、その工場が、はっきり公害を発生

しているというようなことがあれば、対応

しなければならないが、第一義的には無

理。悪臭についての苦情は、全然ない。 

環境部 

41 【道路の拡幅について】 
八王子が発展するためには、地域によっ 
ては多少違いがあると思うが、道路が狭

い。昔の農道がそのまま住宅地に変わった

という感じがある。しっかりとした都市計

画をつくって道路を拡幅するなどしない

と、発展はないのではないかと考えるが、

市の計画を伺いたい。    
（斎藤 道彦）

狭いところでも、建築基準法の 42 条２

項道路、みなし道路というので、今までそ

こに人が生活をしているという実績があ

るならば、念書をいただき家を造らせてい

た。それで家が建ってしまっているので、

なかなかこれは難しい。道路を造るとして

も、一番大変なのは用地の確保。八王子の

都市計画道路の整備率は 66％で、多摩地
域の平均よりいいが、まだ十分ではないと

いうことは承知している。そういう難しい

事情があるということも、ぜひご理解いた

だきたい。 

まちづくり

計画部  
 
道路事業部
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【西部地域】                    平成 18 年 6 月 3 日（元八王子市民センター） 

発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

42 【散歩道の整備について】 
 散歩をしたいと思っても、泉町周辺は 
余りいい散歩道がない。それで浅川の河川

敷の整備をお願いしたい。大和田の方はか

なりよくできているが、泉町のあたりはま

だ放置されたままのような感じがする。計

画があれば伺いたい。    
（斎藤 道彦）

浅川の松枝橋周辺のところは、河川の中

に民有地がたくさんあり、堤防そのものも

なかなかできにくいなど、まだ用地の整理

ができていない。一級河川でもあり、そう

いう難しい問題もある。必要性はよく承知

をしているので、これから努力をしてい

く。 

まちなみ

整備部 
 
道路事業部

43 【屋上緑化について】 
陸屋根の家屋の場合、その屋上の緑化 
とか、あるいは太陽光発電に対する補助を

行っている自治体があると思うが、八王子

ではやっていないと聞いた。これからの環

境対策とかということを考えた上で、ぜひ

積極的に取り組んでいただきたい。    

（斎藤 道彦）

陸屋根の屋上緑化、あるいは太陽光発電

への市独自の補助はしていない。豊かな自

然があるということも基本にあると思う

が、国や都の補助等もあるので、使えると

ころは使っていただきたい。八王子は八王

子なりの取り組みをしているところもあ

り、今のところは考えていない。 

環境部 

44 【喫煙の規制等について】 
 健康増進法が制定され、各施設の管理 
者の管理責任というものが法的に決まっ

ている。八王子の場合、例えば飲食店に入

ると、ほとんど喫煙が制約されてない。駅

前やその他道路での歩きたばこも非常に

多い。千代田区その他では対策を取ってお

り、この点についての指導をお願いした

い。            
 （斎藤 道彦）

レストランなど、実際に喫煙の席を分煙

で設け対応しているところもあると思う。

歩きたばこは、マナー向上のキャンペーン

を行い４割減った。これ以上これを向上さ

せるには、罰則規定まではなかなか難しい

と思うが、条例でも作らないといけないの

かなと思う。どれだけ実効性が上がるかわ

からないが、条例の制定を検討している。 

環境部  
 
健康福祉部

45 【喫煙のステッカーを貼ったらどうか】 
 駅周辺とか目抜き通りに、歩きたばこ 
は迷惑行為ですよというようなステッカ 
ーを貼ったらどうか。そんなにお金もか 
からなくて済むと思う。    

（斎藤 道彦）

看板を立てることで、モラルが向上する

とは思っていない。大勢の皆さんの協力を

いただいて、定期的にキャンペーンをやっ

ており、携帯用の吸殻入れをお配りするな

どこまめにやっている。やっていて、実際

に集めてみると 40％はその成果が出てい

るということだが、その辺が限界かなとい

う思いもある。より具体的なことを考えて

いきたい。 

環境部 
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【西部地域】                    平成 18 年 6 月 3 日（元八王子市民センター） 

発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

46 【道の駅の周知について】 
道の駅がどこにできるかということが、

よくわかっていない方が全体で多い。八王

子駅前の大きな市のテレビに、地図などで

も書いていただくとか、道の駅は来年こう

いうふうにできるというのを言っていた

だくなど、ＰＲをしてほしい。今年中に、

大きなイベントでも実施したらどうか。 
（松木 英子）

造成工事が終わったということで、ま

だ、何も形が見えてない。工事は７月着工

するが、着工して一応目途がついてきた

ら、ＰＲをまめにやりたい。いろいろ考え

てみたい。 
まちづくり 
計画部 

47 【ネオテニスの普及について】 
 八王子が作ったニュースポーツのネオ

テニスを、35 歳から 78 歳まで約 25 名の

サークル的なクラブを作って活動してい

る。そのネオテニスについて、多摩国体に

向けて、もっと市民にＰＲしていただけな

いか。          （中村 正一） 

普及活動には、是非努力をしていただき

たい。国体競技は、競技人口を増やすとい

うことが先。楽しまれている方は、その楽

しみを分かち合うように、ぜひ広めていた

だくような努力をしていただくというこ

とが先決なのかなという感じがする。せっ

かく八王子発のスポーツなので、私どもも

バックアップしていく。 

生 涯 学 習 
スポーツ部 

48 【市の指導力について】 
どこの地区も総合型地域スポーツクラ 
ブの立ち上げに大変苦労し、ボランティア

で動いている。クラブを各地区に作れとい

う号令や説明会をやるだけでなく、どうす

ればよりいいか、こういう動き方ができた

よとか、そういう指導力を発揮していただ

きたい。もう一つは、ＰＲをしていただき

たいと思います。     （中村 正一） 

総合型地域スポーツクラブへの移行と

いうことで、市がもうちょっと指導力を発

揮してもらいたいという、これは全くその

とおりだろうと思う。担当者、責任者にそ

の意を伝えてある。担当者がしっかりと勉

強をし、夜、皆さんにお時間をいただき膝

を交え、そして理解をしていただくよう努

力をする。 

生 涯 学 習 
スポーツ部 

49 【スケートボード場の設置について】 
 八王子では、若い人たちの広場というの

がなかなかない。八王子駅南口でスケート

ボードを楽しそうにやっていた。府中に

は、府中の森の中にそういう場所がある。

若い人たちにそういう場所を与えてあげ

たらいいのではないかなと思う。  
（岩間 加津枝） 

スケートボードの場所はなかなかない

が、今度、戸吹の最終処分場跡地にスケー

トボードができる場所を造る。そこで、ス

ケートボードの大会もできるように考え

ている。そういう場を提供しようと、これ

はやっていきたいと思う。 

生 涯 学 習 
スポーツ部 
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【西部地域】                    平成 18 年 6 月 3 日（元八王子市民センター） 

発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

50 【音楽活動の場所について】 
 立川あたりでも、音楽活動で若い人たち

が駅のところで演奏している。八王子の場

合、甲州街道あたりのシャッターの閉まっ

ているお店の前で演奏させたらどうか。若

い人たちに場所を与えてあげれば、もっと

明るくなると思う。   
 （岩間 加津枝） 

ストリートミュージシャンのコンクー

ルができるようなところを、八王子駅南口

の整備をしたときに、南口の広場にそうい

う場を造る。それとは別に、ストリートミ

ュージシャンのほかにも、何かパフォーマ

ンスができるようなそういう場所を造り

たい。 

まちなみ 
整備部 

51 

 

 

【横川住宅横の道路について】 
横川住宅の横の道路が、長い間行き止ま

りになっている。あの場所は、橋ができる

のか伺いたい。      
（岩間 加津枝） 

橋の計画はあるが、優先順位をつけて一

つずつ解決をしていかないと、予算、財源

の面でも、それから地元の皆さんのご協力

をいただくという面でも、なかなか難しい

ものがある。そう遠くない時期に何とかし

たいが、今、利用度の高いだろうというも

のを優先して取り組んでおり、もう少しお

待ちいただきたい。 

道路事業部 

52 

 

【保護司の活動場所について】      

八王子保護司会が活動しようと思って 
も、相談所も会議所も何もない。他市など

に聞いてみると、市役所の中に場所や係

や、そういう人がいると聞く。今後、保護

観察所、裁判所が立川の方へ移転してしま

い、ますます居場所がなくなる。会議場や

相談所をどこかに設けるなど、もう少し何

かしていただけないか。  
 （森原 崇生） 

場の提供の話は、一度も聞いたことがな

かったが、必要があれば私どもも対応す

る。皆さんが十分な活動ができるような環

境を作るというのは、我々の責務だと思

う。保護司の場合は保護司会というのがあ

り、民生・児童委員の協議会というのもあ

るので、組織としてお話をしてほしい。必

要なことであれば、きちんと対応しなけれ

ばいけないと思う。 

健康福祉部 

53 【パチンコ店駐車場への指導について】 
 パチンコ屋へ行って、駐車場に５時間子

どもを放置したという記事があった。八王

子は、パチンコ企業がものすごく多い。市

も、事故防止のために、条例まではいかな

いまでも、駐車場を見回っていただくと

か、看板を出して子どもを車の中に置き去

りにしないようにするなどできないか。 
（中川 順子） 

パチンコ屋に規制をしたり、市が条例を

作って規制をするという問題ではないと

思う。これはまさに自己責任の問題。これ

は時間がかかるけれども、そういう親をき

ちんと教育をしていく、そういう親になら

ないような子どもの教育をきちんとして

いく、そこからだと思う。時間がかかると

思うが、しっかり我々も頑張っていきた

い。 

産業振興部 
 
こども家

庭部 



  22

【東南部地域】                     平成 18 年 6 月 24 日（由井市民センター） 

発言

番号                  地域活動報告           （発言者） 担当所管 

54 

 

【体力づくりについて】 
市民健康づくりという目的で、体力づくり運動が始まって 30 年余り経った。由井西

部地区でも、スポーツ教室やスポーツ大会を行っている。学校開放の協力もいただき、

バドミントン、卓球など様々なスポーツを実施している。スポーツを通じ友人も増え、

つき合いも広がり、生きがいにもつながってきている。体を動かすことにより体力も

つき、動く意欲にもつながり、心身ともに健康な日々を過ごせると信じている。寝た

きりになる日を、一日でも先延ばしできるよう頑張っていきたい。 （川幡 ミチ子） 

生 涯 学 習 
スポーツ部

55 【子どもたちとの交流について】 
小学校から、昔の遊びについて教えてほしいという話があり、子どもたちに姉さん

人形作りを教えた。元気な子どもたち、真剣に取り組む子どもたちの姿を見ていると、

あっという間に時間は過ぎて行き、作品も何とかでき上がった。私はそれを見て、よ

くできたねと褒めてあげ、一緒に喜んだ。その後、教室で子どもたちと給食を食べな

がら色々な話をし、楽しい時間を過ごした。また、子どもたちからはお礼の手紙をも

らい、とても嬉しく思った。今でも老人会で続けており、子どもたちと触れ合うこと

はよき思い出となり、心と体の健康に役立っている。          （早川 秋） 

学校教育部

56 【食生活と健康について】 
八王子管理栄養士会は、八王子保健所の呼びかけにより、管理栄養士の資格を持つ

者が集まり、６年ほど前から生活習慣病が気になる方の食教室というテーマで講習会

を行っている。現在、テレビとかマスコミなどで毎日のように取り上げられ、健康と

か食生活の知識は豊富だと思うが、ちょっと極端な知識とか、一部の偏った知識とか

をお持ちの方が多い。高齢化社会に向け、食生活は健康長寿という意味では、とても

大切な役割を果たしていると思う。                  
（岩瀬 政子） 

健康福祉部 

 
発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

57 【グループホームについて】 
八王子にある障害のある人たちのグル

ープホームは、まだ 21 ぐらいで、大体 100

名ぐらいの利用の方がいる。重度の方た

ち、中軽度の方たちのもう１寮を作ってい

ただけると大変ありがたい。知的な障害の

方、身体的な障害の方、精神的な障害の方

も、八王子の中で生きていけるようにご尽

力いただきたい。     

（矢代 美知子）

障害者自立支援法が施行されたが、その

趣旨は、障害を持っておられる方が、住み

慣れた地域で生活ができるように、自立が

できるように支援をしようということ。私

どももきちんと受け止めさせていただく。

今、八王子には知的障害者のグループホー

ムは 22 施設だが、まだ十分でないことは

よく承知をしている。これは精一杯努力を

する。少し時間をください。 

健康福祉部
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58 【プレイパークについて】 

冒険遊び場プレイパークを、八王子に作

りたいと思っている。プレイパークは、子

どもが好きなときに遊びに行け、自分で考

え自分で行い、いろんなことに挑戦できる

場所。東京だけでも 100 カ所、全国で言う

と 200 カ所ぐらいできている。プレイパー

クでは、たくさんの人に会え、子どもも何

歳までとかの境目もない。子どもにはけが

をする権利だってある、ということを私た

ちは考える。お母さんの危ないが、一番危

ないといういう考えもある。 

（石川 ゆかり）

プレイパークでの原則というのは、自由

に遊んでいいけれども、事故の責任は自分

で持つということ、これがいいところ。こ

ういうことをきちんと理解をし、泥まみれ

になって、いろんな冒険したり遊んだりす

る場所を作ることは、必要なことだと思

う。ただ、八王子は自然が豊かで、ごろご

ろ転がれるようなところは幾らでもある。

そういう適切で利用しやすいような場所

が見つかれば、前向きに考えたいと思って

いる。 

まちなみ

整備部 

 

59 【公立病院の必要性について】 
中核病院として大学病院が使われてい

るということに、私は大きな疑問を持って

いる。大学病院というのは、いろんな問題

点を抱えていると思うが、市民の健康を守

る市として、その辺をどういうふうに考え

ているか。また、公立病院の必要性がある

と思う。都の医療の担当部署あたりとも十

分協議をされて、必ずしも市の市立病院で

なくても、都と共同で作っても結構だと思

うので検討いただきたい。  
（川井 順） 

大学病院がすべての面で優れていると

は思っていないし、市立病院が、すべての

面で大学病院より優れているとも思って

いない。市立病院を今作るというところは

ない。地域医療は、非常に重要な問題とし

て今まで取り組んできた。地域の診療所、

開業医の方々、中規模の病院、二つの大学

病院との連携というルートも作った。与え

られている状況の中で最善を尽くすこと

が、大事なことと思っており、医療に対す

る不安、不満というものをお持ちにならな

いよう努力をしていきたい。 

健康福祉部 

60 【近隣の迷惑行為について】 

隣の家から、煙とか蒸気とか臭気が毎日

出て困っている。朝からずっと煙が出てい

るし、臭いもずっと出ている。蒸気という

のは雨戸や、ガラス戸、障子を閉めていて

も家の中に入ってきて、押入れとか AたんE

・・
EAAすE

・

EAの中にまで入る。どこの場所に行っても苦

しい。これを何とかしてほしい。     

（東 和子）

現地には、今までも所管課が数回伺って

いるが、全くわからないそうだ。現地をも

う一度見させて、確認させる。 

環境部 
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61 

 

【傍聴人の質問について】 
市の委員会などを傍聴に行くが、そのと

きに傍聴人からの質問を許していただけ

るような形にしていただけないか。もっと

本当の意味の市民参加という形の市政に

なるかなという感じがする。傍聴人は、た

だ聞いていればそれでいい、発言はしても

らっては困る、そういう形では本当の市民

参加の形にはならないと思う。 
（山田 徹）

市民の代表の方が議会で発言をされて

いる。また、委員会や審議会には、必ず一

般市民の皆さんも入っていただくよう募

集をし、大変大勢の方に手を挙げていただ

き、そういう中で参加をしていただいてい

る。傍聴に来て、委員と同じように参加を

することが、それが市民参加だというわけ

にはいかない。 

総合政策部

62 

 

【郷土資料館の建替えについて】 
他市の郷土資料博物館を見学した。比べ

てみると、八王子市の郷土資料館は、建築

年数が大分経っており、場所も狭いという

ことを痛感した。他市に負けない歴史を持

つ八王子市であるので、郷土資料館を充実

させて改築するとか、そういう文化都市八

王子を目指していただきたい。 

（山田 徹）

新しくできた施設は、みんな良くできて

いる。八王子の郷土資料館も、今度造ると

きには、多摩でも有数なものを造りたい。

ただ、優先順位があり、いっぺんにできな

い。一つひとつ着実に事業や施設整備をし

ていかなくてはいけないというのもある

ので、その点はぜひご理解をいただきた

い。 

生 涯 学 習

スポーツ部

63 【ポイ捨て防止の教育について】 
多摩ニュータウンは大きなきれいな建

物ができているが、下を見ると紙くずがポ

イ捨てで散らかっている。この頃は少しよ

くなってきているが、そういうのは小学校

とか幼稚園のときに徹底的に教育したほ

うがいいのではないか。その前に母親がす

るべきと思うが、教育の方でも取り上げて

ほしい。          
（井上 光子）

今は、躾をできない親が増えていて、家

庭でやるべきことをみんな持ち込まれ学

校が悲鳴を上げている。モラルの低下とい

うのは、いろんな分野である。たばこのポ

イ捨ては、マナーの向上が本来だろうとキ

ャンペーンをやり努力をしてきたが、今は

条例をつくってPRをする以外にないと考
えている。地域の皆さんが学校をよくする

こと、子どもたちをどう教育するかという

のは、家庭もそうだが、地域の地域力の影

響が大きい。地域の皆さんが子どもをいろ

んな角度から見守っていただき、そして育

てていただくというのは大事なことだと

思う。 

学校教育部 
 
環境部 
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64 【自助努力について】 
市に要望をする方は新しく来た方がほ

とんどで、前から代々住んでいる方は道路

の整備や草むしりなど、自助努力が当たり

前という感覚を持っていた。それがコミュ

ニティや子どもの育成にもつながったと

思う。お互いに努力しなければいけないと

ころは努力してもらい、すばらしい施設を

造ってもらうのも大事だが、八王子市民が

平等に最低の権利は行政の方でやってい

ただきたい。       （浦辺 博）

古い方から見ると、新しい方への不満と

いうのもあったり、新しい方はよそから来

られるから、八王子はやっていないじゃな

いか、ということが往々にしてある。まち

というのは、みんな知恵を出し合ってい

る。古き良きものと、新しい知恵が一つに

なれば、八王子はもっといいまちになる、

そう思っている。 

総合政策部

65 【青少年対策委員への報奨金について】 
公園アドプト制度は、歳出削減や市民参

加の意味から無償で行っている。しかし、

平成４年度に制定された青少年育成指導

員は、見直しがされずにそのまま存続を

し、年間三千数万円支払われている。何故、

そういうところに目を向けないのか。公平

な対応をしてほしい。一方では切って、一

方ではそのままというのは不公平ではな

いか。         （守下 鉄夫） 

青少年育成指導員の報酬の問題につい

ては、議論されるときがあるが、今のとこ

ろ現状のとおりである。問題提起として内

部でも検討してみる。 
こども家

庭部 

66 【公園のボール禁止について】 
公園でボール遊びの禁止という看板が

ある。ボール遊びをすると怒られてしまう

ということもあるみたいで、子どもたちは

公園でゲームをして遊んでいる。そのこと

に関してどういうふうに思われているか。 
            （村松 千枝） 

小さな公園では、そのような禁止事項が

あるかもしれないが、大きな公園に行けば

ボール遊びは可能ではないか。公園アドプ

ト制度に参加してもらい、その中で、公園

のルールについても皆さんで決めていっ

てもらいたい。 

まちなみ

整備部 

67 【みなみ野に図書館を設置して】 
八王子市は、子どもたちで図書館に行け

る距離には図書館がない。学校の図書室と

図書館を融合させた形で、一般の方も来ら

れて学校の児童も使えるような、リクエス

トを主に受けて本の冊数は少なくても地

域の方が交流できるような、そういう場が

あればいいなと感じている。 
           （村松 千枝） 

みなみ野は、従前から住んでいる方々が

リーダーシップをとって、イニシチアブを

取りながら、新しい人たちとの交流の機会

を多く作っており、いいまちづくりをして

いると思っている。そう簡単にすべての施

設を揃え、はいどうぞというわけには、ま

ちづくりはいかない。市内には、まだ下水

道の恩恵に浴さない地域もある。少し時間

をいただき、少しずつ整備をしていく。 

生 涯 学 習 
スポーツ部 
 
まちづくり

計画部 
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68 【第八地区スポーツクラブについて】 

第八地区の体力づくりは昭和 48 年から 32 年間にわたり、だれでもいつでもどこで

もスポーツができるということで実施してきたが、平成 18 年の４月より、発展的に解

消し、スポーツクラブと名称を変えた。基本的な考え方は、体力を維持増進し、コミ

ュニティ活動での仲間とふれあい、心身健康で元気に暮らせるということ。今まで体

力づくりは、働いている人たちや家庭婦人など、大人が対象だった。今度は子どもか

ら高齢者までということになる。また、自分たちで受益者負担という形で、少しでも

お金を持ってもらう。地域に四つの学校があり、学校ごとにもっとミニにして地域と

協調しあうという形で、ふれあいスポーツ教室など実施していくので、一緒にやって

いこうという人がいたら、どんどん入っていただきたい。      （福島 忠治） 

生 涯 学 習 
スポーツ部 
 

 
発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

69 【学校開放について】 
学校開放については、要するにはっきり

とした方針が今のところ出ていない。やは

り、学校開放で継続的にこれが進められな

ければ、スポーツクラブの活動はできない

ということがあると思うので、基本的な見

解を聞かせていただきたい。 
（福島 忠治）

スポーツクラブの主たる会場は、学校に

なる。学校の開放は、継続的に保障をする。

学校を十分に活用していただかなければ、

この活動というのは、浸透するということ

は難しいと思っている。主たる会場として

ぜひご利用いただき、何か不都合があれば

それは改めていく。 

生 涯 学 習 
スポーツ部 
 
学校教育部

70 【学校警備について】 
学校開放の中で夜間利用することが多

いが、無人化の学校があると警備上など問

題があると思う。今後の進め方を聞かせて

いただきたい。 
（福島 忠治）

夜間利用している学校については、管理

体制が不十分ではないように、不合理のな

いように調整をする。 
学校教育部

71 【身近な健歩道について】 
自然の中で、ある程度走ったり歩いたり

できる健歩道を作ったらどうか。健康とい

うことになると、歩くのが一番簡単で入り

やすい。できれば、ある程度険しい道、平

らな道、楽なところ、体力に合わせて歩け

るような道を作ったらどうか。八王子を一

周できるような、そういう健歩道を作り、

四つくらいに分けて、春夏秋冬にそこでラ

リーをやるなどすれば、皆さん参加できる

のではないか。     （中島 利美） 

八王子は山坂、丘陵があり、改めて作ら

なくてもコースはたくさんある。ヘルシー

ウォーキングは、毎年コースを変え、老若

男女たくさんの方に楽しまれ、歩きながら

八王子の歴史とか、文化というものを再確

認するというような、そういういい機会に

もなっている。歩くコースは、八王子はた

くさんあるので、ぜひ少し工夫をしていた

だければと思う。 

生 涯 学 習 
スポーツ部 
 
健康福祉部 
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72 【あったかホールのプール無料開放日に 

ついて】 

あったかホールの温水プールで、水中ウ

ォーキングをしている。高齢者には特に変

形性膝関節症などで悩む人が多い。そうい

う人たちのために、現在の木曜日だけでは

なくて、無料開放日をなんとか増やしてい

ただけないか。無料開放日でない日にも行

ったが、１日２時間で 400 円の費用がかか

る。        （小板橋 稔市良）

あったかホールは、これは高齢者専用の

施設ではなく、無料開放日を増やすという

のは、検討はするが難しいと思う。これは

すぐにどうこうというわけにはいかない。

東浅川に、高齢者を対象にした東浅川保健

福祉センターがある。そこはプールも大き

く、そういった活用が十分にできるような

配慮をされた施設なので、ちょっと足を延

ばしていただければと思う。できるだけ多

くの市民に、幅広く活用していただきたい

と思う。 

環境部 

73 【はちバス路線について】 
はちバスは、丸山町や久保山町の下のほ

うの宇津木台までは来ているので、何とか

丸山町や平町まで運行していただけない

か。丸山町からあったかホールに行くこと

ができたら、たいへん有り難い。 

（小板橋 稔市良）

はちバスは、そういうご要望が非常に多

いが、要望にはお応えしきれない。コース

を決めるときには、専門家などに入ってい

ただき委員会を作り、コースを決めたとい

う経緯がある。それを簡単にあっちの路

地、こっちの路地というわけにもいかな

い。今後の取り組みの課題とさせていただ

きたい。 

道路事業部

74 【はちバスの運行について】 
以前から、はちバスをひよどり山にも運

行してほしいということで何度もお願い

はしている。その後の考え方はどうか。 
         （伊藤 満）

こっちも入れてくれ、あっちも入れてく

れで、はちバスのコミュニティバスとして

の機能というものを損ねるようなことに

なっては、何もならなくなってしまうと思

う。これはこれからの課題の一つとして受

け止めさせていただきたい。これはそう簡

単な問題ではないと思うので、少し時間が

必要になると思う。 

道路事業部

75 【地域住民の赤道確保について】 

中央道に第二ひよどり橋という橋がか

かっているが、ここに隣接する道がなくこ

の橋が全然使われていない。赤道があるの

で、平成 16 年からいろいろお願いしてお

り、開発業者とも折衝し、工事が終わった

らこの橋を渡って 16 号線のバス停に、自

分たちで歩いていこうと考えている。この

赤道の確保をぜひお願いしたい。  

（伊藤 満）

これは使えるようにしたいと思う。業者

のほうにも話をしているので、造成工事の

目途がついたら、道路の整備をして通行が

できるようにしたいと思っている。 

道路事業部
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76 【JICA八王子国際センター閉館について】

八王子研修センターが閉館されるが、跡

地を市が国のほうからぜひ受け継いでい

ただき、近隣の自治会が会合をできるよう

な場所をぜひ確保してほしい。現在総会と

か会合は、研修センターの会議室を借りて

おり、閉館されると自治会の運営が困って

しまう。          （伊藤 満）

今、無償で譲渡しないかと JICA のほう

に話をしている。引き取ると、それを活用

するということが条件になる。国でやって

もできないものを地方自治体が引き取っ

て、それを十分に黒字が出るような活用す

るというのは、これはどこのまちでも難し

い。引き取ると維持費もかかるようにな

る。単純に引き取るということも、難しい

かなと思う。 

市民活動

推進部 

77 【道路の渋滞について】 
 バスがラッシュ時につながってしまっ

た場合、全く動かない。一般の車が多いと

いうことも一つ原因に挙げられると思う

が、八王子市はどれだけ道路の状況に関し

て取り組みをしてきたのか。一般の道路を

一般の車が走るのは当たり前、バスの専用

道路をつくる、そういう計画もあってもい

いのではないか。     （奥田 真吾） 

東京都と協力をしながら道路の拡幅を

進めてきが、人口の増加のほうが早く、朝

晩の渋滞というのは避けられない状況。道

路の新設や拡幅は地権者の協力がないと

できず、道路用地の確保が一番難しい。交

差点のところだけ四隅を拡げるすいすい

プランを、都の予算で整備を進めている。

それにより随分流れがよくなった交差点

がたくさんある。これからも着実に道路整

備を進めていく。 

道路事業部 
 
まちづくり

計画部  

78 【プール利用者の水着について】 

非常に見苦しい格好でプールに入る人

がいる。ポケットが四つも五つもあるよう

なニッカズボンみたいな姿や、パーティに

でも行くような、裾の長いドレスで入って

いる。非常に不衛生・非常に不健康である。

プールに入るには、プールに入るような

TPO があるはず。ぜひ改善していただきた

い。          （近内 英輔）

そういう話を今まで耳にしたことがな

かったが、これは、管理者のほうに厳重に

注意をする。不衛生ということは、一番の

問題。不快感を感じるような、そういう服

装でプールを使っていただきたくない。全

く同感であり、十分注意をしていく。 

生涯学習 
スポーツ部 

79 【バス停について】 

国道 16 号線の拡幅が、2010 年に終了す

ると聞いた。現在、稲荷坂バス停と手前の

川口川橋のバス停は非常に近いが、稲荷坂

のバス停から 16 号の坂を登って、馬場谷

戸の停留所までは遠い。拡幅ができたとき

には、ひよどり山の入り口のあたりに、バ

ス停ができるようにしていただきたい。ま

た、横断歩道も設置してほしい。     

（荒 安子）

国道 16 号は拡幅を今急いでいる。拡幅

ができた時点で、バス停はどこの場所が一

番適切なのか、バス会社とも相談をしなが

ら検討していきたい。横断歩道は、事故が

起きたら責任の問題もある。事情はよく理

解できるが、道路管理者・交通管理者とも

相談をしながら善処したいと思う。 

まちづくり

計画部 
 
道路事業部 
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80 

 

【健康体操について】 
他市では転ばないような体操をする教

室があり、会場に行って受けるようにとい

うの葉書が来ると聞いた。転んだら骨折に

結びつくような人が多いので、そういうこ

とも考えていただきたい。   
（荒 安子）

まちによって、それぞれ特色のある施策

をやっている。高齢者への施策というのも

八王子も始終やっており、広報をご覧いた

だければプラスになる点がたくさんある

と思う。高齢化施策というのは大事なこと

で、市独自の対策といったことも考えてい

かなくてはいけないし、いい取り組みをし

ているなと言っていただけるようなこと

を考えていきたい。 

健康福祉部

81 【小学校のトイレの改修について】 
加住小学校のトイレは、非常に不衛生だ

と聞いた。というのは管理の面で不衛生と

いうことでなく、施設的に老朽化して、子

どもが入るのに嫌悪を感じるようなので、

健康な子どもを育てるために改善するよ

うお願いしたい。      
（西山 富保）

年次計画を立て、トイレの改修に取り組

んでいるので、少し時間をいただきたい。

古い学校のトイレは、ほとんど和式で、余

りなじめないというのもある。その改善を

するなど、今いろいろ進めているが、いっ

ぺんにはなかなかできない。古くて、すぐ

に直さなくてはいけないところから改善

をしていく。 

学校教育部 
 

 

 



 30

６．過去の提案等取り組み状況 

平成１７年度“タウンミーティング「市長と語る」”提案等取り組み状況 

テ ー マ  みんなでつくる安全・安心なまち ～育てよう地域の防災力～ 

各会場の実績 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

開 催 日 会 場 地 域 地 区
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

浅 川

横 山

館

由 井

北 野

由 木

由 木 東

南 大 沢

７月 ２３日 市 役 所 本 庁 舎 中 央 本 庁 103 1 2 1 7

合 計 604 5 7 9 1

５月 ２９日 恩 方 市 民 セ ン タ ー 西 部 95

６月 ４日 横 山 事 務 所 西 南 部 103

７月 １６日 由 木 東 市 民 セ ン ター 東 部 103

７月 ９日 北 野 事 務 所 東 南 部 117

５月 ２１日 加 住 市 民 セ ン タ ー 北 部 83 11

1 2

1 7

1 5

1 3

1 7

1 0

8

8

8

市政への要望項目別件数

その他

2件（2%）
福祉･医療･子育て

０件（0%）教育･文化

7件（8%）

街づくり･交通

14件（16%）

暮らし･安全

60件（66%）

環境・ごみ・リサイク

ル　７件（8%）
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ご意見・ご提案をいただいたその後の取り組み状況の一例をご報告すると‥‥ 
 
 
平成１７年５月２１日・加住市民センター【北部地域】 

 

 
＜意見＞ 防災パンフレットなどを保存版の一冊の本のような形にして、各戸に配付し、これを見

て食料はなぜ３日間ぐらい確保しておかなくてはいけないのか、一時避難場所はどこか等

をきちんと皆さんに伝え、市民の防災意識の向上を図っておく必要があると思う。 

（三枝 眞明 様） 
 
 
≪市長≫ 来年度予算で防災マップを全戸配布する予定なので、何を家庭で保管しなければならな

いか等の必要事項を書き加えて配布したい。 
 
【対応】 防災マップについては、普段の心構えや非常持出品、避難場所情報及び災害発生時の対

応などを掲載し市民の防災意識の向上を図りたい。作成配布時期は、平成１８年１０月を

目途に全戸配布することとしている。 

      

 

 

＜意見＞ 宮下町には、老人ホームや病院等で患者等４００人ほどいる。災害時には衣食住は足り

ると思うが、薬・薬局が必要になると思う。宮下・加住地区には、そういった施設がない

ので、市として何かできないか。  
（三橋 道子 様） 

 
 
≪市長≫ 市で薬局をというのは現実的ではない。市は薬剤師協会と協定しており、協力をいただ

くことになっている。また、老人施設で災害時最低限必要な救急医薬品等をそろえている

のかどうか確認してみたい。 
 
【対応】 市では災害対策用医薬品７点セット（500 人用）２組、簡易セット（50 人用）72 組を保

健センターや独立防災倉庫に備蓄しており、災害時には応急救護所へ搬送することになっ

ている。 

また、不足する場合には、東京都薬剤師会八王子支部に供給協力を要請することができ

る協定を締結している。なお、宮下町で外来の診療所を併設している老人ホームでは、通

常の医薬品の在庫があると聞いている。行政（公助）の遅れ・限界の点で地域住民と共存

共栄するため、町会・自治会との協働関係の構築をすすめていきたい。 
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平成１７年５月２９日・恩方市民センター【西部地域】 

 

 
＜意見＞ 私たち消防庁の災害時支援ボランティアは、八王子消防署に２００余名登録され、常々、

救命・消火訓練等に参加しているが、防災組織が立ち上がっていない地域の高齢者等への

対応はどう考えているか。また、市民防災を考えるフォーラムの立ち上げについて、市は

承知しているか。                        （細田 浩三 様） 
 
 
≪市長≫ いろいろな面で、ご尽力いただき、大変ありがたい。高齢者、障害者への対応について

も、適切な支援ができるようにしたい。家具転倒防止金具の配布も行っている。フォーラ

ムについてはまだ市では把握していない。 
 
【対応】 一昨年から、町会自治会・管理組合を基本に自主防災組織の結成を重点事業とし、団体

の役員会等で説明を重ね、１６年度は２３団体（２３町会自治会、管理組合）、１７年度

３７団体（５４町会自治会、管理組合）が結成された。お住まいの地区でも自主防結成検

討を積極的に進めていると聞いているが、災害時の高齢者等の支援は、行政と町会・自主

防や地域の民生委員、消防署、消防団、包括支援センター等が連携・協力し安否確認や援

護に努めていく。 
     また、高齢者等の事前支援として、６５歳以上のひとり暮らし高齢者や７０歳以上の高

齢者のみ世帯に家具転倒防止金具を希望者に配布や取り付けも行っている。なお、自立の

精神を原則に社会貢献活動を行っている特定非営利活動法人・市民活動協議会が昨年６月

２５日、地域防災を考えるフォーラムを開催し多くの市民の方や市職員も意見交換を行っ

た。 

 

 
＜意見＞ 防災倉庫の鍵の管理は、限られた人が行っている。しかし、災害の際には、その鍵の管

理者が出てこられない場合も想定できる。ついては、災害時等非常時には、近くの人が開

けられるようにしてもらうことはできないか。また、鍵がなくても、非常時には開けられ

るような工夫ができないか。    

                                   （金井 雅城 様） 
 
 
≪市長≫ 校門と防災倉庫の鍵の連動も考えながら改善を検討する。地域の皆さんのご協力もいた

だきたい。 
 
【対応】 災害時に避難が必要な場合、一時避難場所として指定している小中学校の校庭へは、学

校周辺の方が一番早く避難することができる。しかし、土日・夜間、校門は施錠しており

避難に支障を及ぼすため、鍵の管理を学校周辺の自主防災組織や町会等にお願いすること

を検討しており、関係団体のご協力とご理解をお願いしたい。なお、学校内の防災倉庫の
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鍵については、市職員等が校舎等の安全を確認した後、関係団体の協力をいただき避難所

として管理運営していくのでご理解願いたい。 
 

 

平成１７年６月４日・横山事務所【西南部地域】 

 

 
＜意見＞ 建物耐震補強化支援（最大の予防策）として、地元建設業者、設計事務所、NPO、ボ

ランティアを組織化して①低価格での建物診断制度の実施（市の補助金も拡大）②家計予

算に応じる段階別見積書の作成など行ったらどうか。 
                                   （古田 清司 様） 
 
 
≪市長≫ 木造住宅の耐震診断助成制度を設け一定の補助をしている。また、（社）東京都建築士

事務所協会八王子支部に協力をいただいている。 
また、診断の話し合いの中で予算に応じて、まずやらなければならない部分、次の段

階を見積もりしている。 
 
【対応】 昭和５６年５月以前に建築された在来工法による木造１戸建ての専用住宅の所有者に対

して「木造住宅耐震診断補助制度」を実施し、平成１７年度は４１件の耐震診断補助を実

施した。平成１８年度においても、補助金の拡大はできないが、４０件の補助を見込んで

いる。また、家計予算については、耐震補強の効果を基本に診断相談の中で業者の方と具

体的な相談ができるのでお願いしたい。 
 

 

 
＜意見＞ 大地震の時、下敷きになった人達を、その場ですぐ救助可能とするため、交番や駐在所、

警察、消防、町内の会館、病院、他適当な所に道具を置いてはどうか。また、道具の使い

方及び家の構造などよく知っている建設業者に、事前からお願いしてはどうか。救助の機

械だけをあてにせず、道具の置き場所と道具を増やすべきだと思う。 
                                   （米田 信三 様） 
 
≪市長≫ 自主防災組織の備蓄倉庫に基本的な救出用具の 5点セット（バール、ハンマー、とび口、

スコップ、ツルハシ）を揃えていきたい。ジャッキやチェーンソーも可能な限り備えてい

きたい。町会の会館にも保管していただいているところもある。定期的に広報で、どこに

それらが備えられているかお知らせしなければならないと考えている。 

 
【対応】 救助用具については、自主防災組織の隔年助成制度の中で救出用具５点セット（バール、

ハンマー、とび口、スコップ、ツルハシ）として助成しているほか、本庁舎及び１４事務

所にチェーンソー、エンジンカッター、油圧ジャッキ、投光機、発電機を各２台配備した。
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これらの備蓄・配備状況については、手段・内容は検討中だが、本庁・事務所単位程度で

周知していきたい。 
 

 

平成１７年７月９日・北野事務所【東南部地域】 

 

 

＜意見＞ 避難所となる学校の耐震補強工事は、どの程度終わっているのか教えてほしい。 
                                 （菅原 孝子 様） 

 

 
≪市長≫ 学校の耐震対策については、前倒ししているが、全校完了予定は平成２９年度。校舎に

ついては、全１０６校中、調査は全校完了。対応済が５８校。体育館については、２９校

が対応済。可能な限り期間を短縮して対応したい。 
 

【対応】 校舎の耐震補強工事は、小学校については、今年度中に完了予定。中学校については、

平成２０年度までに、完了予定である。 
改築対象の学校については、平成２９年度までに完了予定だが、耐震補強工事との併用

により、さらに前倒しを検討する。体育館については、早期に耐震診断等を実施し、可能

な限り期間を短縮できるよう対応する。 
 
 
＜意見＞ 災害等のことを考え、自治会内でアンケートを取りながら、立ち上げの要請をしてい

こうと考えている。協働の精神で、もっとみんなが取り組みやすいものを、一緒に考え

てみたい。ハード的な問題は、即対応するにはお金がかかるが、ソフトの問題について

は、お互いに知恵を出し合って体制づくりをしていけば、自主防災組織の結成も増えて

くるのではないかと考える。 
                                   （阿部 義雄 様） 
 
 
≪市長≫ 自主防災組織を既に検討したり、作った地域から必要性を書いたひな型などをいただい

て、どうすれば理解していただきやすいか一緒に考え、組織率を高める努力をしたい。地

域へ行き説明もしたい。 
 
【対応】 自主防災組織づくりは、大災害になるほど行政の対応（公助）に支障が生じることから、

自分達の街は自分達で守る考えから、消防署や自主防災団体連絡協議会役員と共に町会・

自治会、管理組合等に説明に出向き、平成１７年度は、３７団体（５４町会・自治会・管

理組合）の結成があった。これにより、平成１７年度末現在２３１団体（２５３町会・自

治会・管理組合）になり、全町会等に対する結成率は約４７％になっている。 
 



 35

平成１７年７月１６日・由木東市民センター【東部地域】 

 

 

＜意見＞ 地震の際は、水道配管は破壊され、飲料水は供給できなくなる。飲料水確保対策として、

地域に手動汲み上げ方式の井戸を掘ることを提案したい。具体的には、私が住む堀之内三

丁目において、番場公園（市立）に井戸を設置してほしい。 
（塩谷 暢生 様） 

 
≪市長≫ 八王子には井戸はたくさんあるが、飲料水に適する水質の井戸はほとんど無い。3日間

分を各家庭で備えていただければ、由木地区には貯水槽も 3つあり、すべての小中学校の
プールにはろ過機があるのでご理解いただきたい。 

 
【対応】 災害時の飲料水対策として、現在、南大沢給水所、鑓水小山給水所など１８箇所の拠点

及び１，５００ｔ貯水槽など２０箇所で給水活動を行う計画である。また、小中学校のプ

ールの水をろ過し飲料水とする計画もあるが、飲料水確保は、食糧と同様、個人・家庭で

の備蓄も重ねてお願いしている（一人１日３㍑の家族数の３日分）。したがって、井戸の

設置については、大腸菌、重金属などの問題から飲料水には適さないと考え、前述の計画、

考え方で対応していくことでご理解願いたい。 
 

 
＜意見＞ 災害時にはトイレが大変重要だと思う。エコトイレやバイオトイレなどを準備しておい

たらよいと思うがどうか。 
                                  （白水 嘉奈子 様） 
 

 
≪市長≫ 中越地震の例を見ても、トイレは大事なことだと思う。下水のマンホールの蓋を外して

取り付ける簡易トイレというのも良い方法である。災害用仮設トイレは 400基整備する。 
 
【対応】 新潟県中越地震の１つの教訓として、本市のトイレ備蓄が不十分であったことから、下

水道直結型と汲み取り型を兼ねた簡易トイレを、平成１７年度から２１年度までに小中学

校の防災倉庫等に順次備蓄をはじめた。既備蓄１６４基に、平成１７年度８２基購入し３

８校ほか防災倉庫で備蓄している。今後も、平成２１年度まで毎年８０基購入し、全体で

５６４基の備蓄予定である。 
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平成１７年７月２３日・市役所本庁舎【中央地域】 

 

 

＜意見＞ 住民に避難勧告が出されると同時に、聴覚障害者に対しては、ファックスや携帯電話の

メールによる緊急連絡が一斉に流されるような緊急連絡体制を備えてほしい。最近ほかの

地域ではいろいろ体制も整っているようだ。 

       （青田 一良 様） 
 
. 

≪市長≫ 登録制で市民へのメールによる緊急連絡を今検討しているので、少し時間をいただきた

い。 
 
【対応】 地震情報や避難勧告、指示等の情報は、主に防災行政無線や広報車で行う計画であった

が、平成１８年度から防災情報や防犯情報、市長メールマガジンのメール配信を始めた。 
  これに伴い、地域防災計画等の見直しやメール配信の啓発に努めていきたい。なお、防

災情報については、現在２，２３３件の登録があるが、引き続き関係団体等へメール配信

登録の啓発をしていく考えである。 
 
 
 
＜意見＞ 小物の備蓄品について、乾パン等のほかにミルク・お粥・生理用品等の備蓄が必要と考

えるが、市の考えは。                        
（秋間 利久 様） 

 

 

≪市長≫ 小物の備蓄については、十分でないが、市として防災倉庫に備蓄を進めている。ミルク

は長く保存できないため、大手スーパーと提携を結び、提供していただく体制はできてい

る。 

 
【対応】 備蓄品は、主なものとして乾パン、アルファー化米、毛布、マット等である。これ以外

の小物については、お粥７，８００食、生理用品５，５００袋、紙おむつ８０，０００枚、

トイレットペーパー４９，０００巻など備蓄をしている。ミルク、哺乳瓶は、備蓄してい

るが、公助の部分で十分な備蓄は限界がある。乳幼児のいる家庭ではミルク等の備蓄、高

齢者がいる家庭ではやわらかい食糧の備蓄等、家庭にあった自助としての対策もお願いす

ると共に、市としては、スーパーや大型百貨店と協定を締結しこれら物資の安定した供給

を図っていきたい。 
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７．会場配布資料 

平成１８年度“タウンミーティング「市長と語る」”資料 

 

平成１８年度の本市の予算について 
 市は、皆さんがいきいき暮らしていけるまちの実現に向けて、さまざまな施策を展開していま

す。市が目標とするまちづくりの具体的な事業を、市の予算に表しています。 

 今年度の予算編成では、財政再建を図りつつ４つの重点項目を掲げ、「元気なまち八王子」を実

現するために事業を厳選しました。 
◆ 安全・安心な暮らしの確保 

多発する災害や子どもを狙った事件に対する備えを緊急･重点課題とし、予算に盛り込

みました。 

◆ 子育て子育ちの支援 

   子育てしやすいまち“ナンバーワン”達成のための事業を予算に盛り込みました。 

◆ 都市の再生 

 まちの活力や賑わいを創出する「八王子駅南口地区市街地再開発」をはじめとする都

市基盤整備について、積極的に予算配分をしました。 

◆ 教育環境の充実 

   学校教育の充実や児童･生徒の安全･不登校対策、老朽化した校舎の改築などソフト･

ハード両面からバランスよく予算配分しました。 

１８年度予算の概要 
 平成１８年度予算総額は、一般会計で１，５９６億円。前年度に比べ３．５％、５４億円の増

となりました。これは、歳入面では税制改正に伴う定率減税の縮減などによる市税の増、歳出面

では、児童手当の拡大など民生費の増と小学校用地取得による教育費の増などによります。 
 また、国民健康保険事業など 8 つの特別会計は、前年度に比べて全体で１．９％、３０億６，

３００万円増の１，６４９億４，０００万円となりました。 
 一般会計及び各特別会計を合わせた平成１８年度の予算総額は、前年度に比べ２．７％、８４

億６，３００万円増の３，２４５億４，０００万円となりました。 
 
 
 
 
 

 税源移譲をはじめ、地方分権の流れは本格化しつつあります。市は今後、多摩地区最大の中核

都市として自立していく施策を積極的に展開し、「最少の経費で最大の効果を果たす」という原点

に立ち返りながら、基本計画・基本構想「八王子ゆめおりプラン」を着実に推進し、プランに掲

げられた６つの都市像を具体化していきます。 

ここでは、「ゆめおりプラン」の都市像に沿って設定した、平成１８年度の主な事業を紹介しま

す。 

(◎は新規事業、◇はレベルアップなどを図る事業です。) 

主な事業 
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◎  地域サービスのあり方検討                         59万円 

  これからの地域サービスのあり方について、市民の皆さんを交えた検討会を設置し提言  
を受けます。                  

◇  窓口受付システムの構築                            242万円 
      市民課窓口に、呼出番号や待ち人数などを表示できる受付番号発券機を設置。待ち時間 
  を分かりやすくするとともに、聴覚に障害のある方にも配慮します。 

 
その他の事業 
◇市ホームページの再構築…2,300万円 など 
 

 
 

 
◇  生活安全対策                              5,760万円 

防犯･防災情報のメール配信、安全パトロールの強化などを行います。 
 ◇  地域子ども家庭支援センターの開設                   5,956万円 
      地域子ども家庭支援センターを館事務所２階と石川事務所２階に開設し、予定の５館が

すべて完成します。 
◇  児童館管理運営                             7,913万円 
    対象年齢の拡大や開館時間の延長などを行うとともに、中学･高校生向けの居場所づくり
などの事業を展開します。 

◇  学童保育所・自主学童クラブ管理運営               14億 7,699万円 
18 年度の施設整備により、「１小学校区１学童保育所」を達成します。また、保育時間
については、利用料金制度により延長保育を実施します。 

 
その他の事業 
◇ 重度知的障害者グループホームの拡充…1,281 万円  
◎ 保健所政令市移行準備…152万円 など 
 

 
 

 
◎  市費による統括指導主事の配置                       990万円 

指導主事を一人増員し学校教育の充実を図るとともに、指導主事の活動を強化します。 
 ◎ 登校支援センター                            480万円 
     不登校対策として予防機能を重視したシステムづくりを行い、高尾山学園・適応指導教

室などとの連携を図ります。 

１．新しい時代にふさわしい創意にみちた協働のまち 

２．一人ひとりが大切にされ共助で築くふれあいのまち 

３．だれもがいつでも多様に学び豊かな文化を育むまち 
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◎ 戸吹総合スポーツ施設整備                   1億 7,270万円 
戸吹最終処分場跡地にグラウンドゴルフやテニス、サッカー、ラグビーなどができる施

設を３年間かけて整備し、市民の皆さんの健康増進に役立てます。 
  
◇ 国際化の推進                            2,311万円 

    外国人市民からの市政に対する意見を聴く「外国人市民会議」を開催します。また、外

国人留学生の一般家庭における交流も行い、異文化交流を深めます。 
 
その他の事業  
◇ こどもの安全対策…865万円  
◇ メンタルサポーター派遣…958万円 など 
 

 
 
  
◎  片倉つどいの森公園整備                          10億円 

八王子ニュータウン内の良好な緑地を保全し、既存の地形を利用した自然に親しめる公

園を整備します。また、広域的な防災拠点としても活用します。 
◎  防災マップ・洪水ハザードマップ作成                   1,482万円 

改定済みの地域防災計画の内容を反映した防災マップと、洪水時の浸水想定区域や避難

場所をお知らせする洪水ハザードマップを新たに作成･配布します。 
 ◇ 八王子駅南口地区市街地再開発                 ６億 3,442万円 
    八王子駅南口地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図り、まちの活力や賑わ

いを創出するため、組合施行による市街地再開発事業を行います。 
 ◇  浅川サイクルロードの整備                         7,700万円 
      長沼橋下流から南浅川合流までの整備を完了させるとともに、鶴巻橋から陵北大橋まで

の河川沿いの一部をサイクルロードとして整備します。 
 
その他の事業 
◇ 高尾駅北口駅前広場及び南北自由通路等の整備…2億 9,651万円 

   ◎ 西八王子駅北口の交通環境改善及び中央線連続立体交差化調査…300万円 など 
 
 

 
 
◇  起業家養成･育成                                913万円 

学生などを含む起業希望者に対し、創業に関するノウハウを講義するとともに、事業の

成功率を高めるための一貫した支援を行います。 
 ◇  道の駅整備                               5億 8,479万円 

地場産の農産物直売所を核とした地域振興施設を併設する、道の駅「八王子滝山」のオ

４．安全で快適に暮らせる心やすらぐまち 

５．魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち 
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ープンに向け、建設工事や周辺道路整備などを行います。 
 
その他の事業 
◎援農ボランティア制度の創設…28万円 など  

 

 

 

 
◇  ごみ減量の推進                           3億 8,625万円 

ごみ減量をさらに推進するため、発生抑制協力店制度の展開や、マイバック運動の普及

促進などを行います。また、事業系ごみの減量対策や不法投棄対策にも取り組んでいきま

す。 
◇  ごみ収集車排出ガス対策                         1億 6,581万円 
   ごみ収集車の排出ガスによる大気汚染を軽減するため、天然ガス車や LPG車への更新を
行います。 

 
その他の事業 
◎ 環境活動優良事業者支援…45万円  
◎ 自治体向け環境管理システムの導入…105万円 など 

 
 
 
 

今年は市制施行９０周年の節目の年にあたり、次の８つの記念事業を実施します。 
 
 ★市制９０周年記念式典                  614 万円 

 ★市勢要覧・市勢映像の作成               1,377 万円 

 ★市制９０周年記念八王子まつり              440 万円 

 ★「ガスパール・カサド国際チェロコンクールｉｎ八王子」 

  の開催支援                       600 万円             

 ★夢美術館市制９０周年記念特別展            1,538 万円 

 ★海外友好都市交流                    597 万円 

 ★市制９０周年・郷土資料館開館４０周年記念特別展     294 万円 

 ★市制９０周年記念ＮＨＫ夏季巡回ラジオ体操誘致       80 万円 

 

 

・・・・広報３月１日号より 

６．水とみどりを慈しむ地球環境にやさしいまち 

市制９０周年記念事業一覧 



お わ り に 
 

 今回の“タウンミーティング「市長と語る」”では、６会場で８１名の方々か

ら直接ご提案等をいただきました。また、予定時間を超過した会場もあるなど、

各会場とも市民の皆さんからご熱心にお話をいただき、大変感謝申し上げます。 

 ここでは、市民の皆さんからいただいたご提案等の中から､施策や事業等に反

映できたものを少し紹介したいと思います。 

 東浅川保健福祉センターでは、「ゆっくりと安心して歩ける道路を」とのご提

案を受け、浅川沿いのサイクリングロードについて広報で愛称募集を行い、「浅

川ゆったりロード」と決定しました。元八王子市民センターでは、「歩きたばこ

の対策を」とのご意見を受け、条例化の検討を始めました。また、各会場から

「総合型地域スポーツクラブの創設について市の応援を」とのご提案を受け、

職員を地域に派遣するなどの仕組みづくりも進めています。 

なお、今回のテーマに関した「スポーツを通じた健康」や「食事を通じた健

康」など、健康に関する様々なご提案の他にも、道路整備や緑の保全などまち

づくりに関するご提案も多数いただきました。市では、いただいた皆さんのご

提案等を真摯に受け止め、今後の施策への反映に努めていきます。 

今後も、市民の皆さんと一緒にまちづくりを考える“タウンミーティング「市

長と語る」”を積極的に展開しながら、地域の中で多くの市民の皆さんと交流し、

ご意見等いただきたいと考えています。お近くの会場で開催した際には、ぜひ

ご参加いただければ幸いです。  
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