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は じ め には じ め には じ め には じ め に                                            

 

市長が各地域に出向いて、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“タウンミーティング「市長と語る」”も、今年で 11 年

目を迎えました。 

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

様からいただいたご意見、ご提案に直接回答するなど、市民と行政が手を携え

てまちづくりを考える大切な機会として、「市民が主役」のミーティングを展開

しています。 

今回は「子どもの笑顔は地域の笑顔！～みんなで支える子育て・子育ち～」

をテーマに開催し、地域の市民力をまちづくりにいかす、皆様のアイディアを

市長に御提案いただきました。 

また、今年は八王子の子ども達のためのダンスソング「ぼくらの八王子」を

会場で流して御来場の皆様に御紹介しました。 
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１．テーマ　　子どもの笑顔は地域の笑顔
～みんなで支える子育て・子育ち～

２．要望等項目別件数

開催日 会 場 地 域 地 区

福
祉
・
医
療
・

子

育

て

暮
ら
し
・
安
全

環
境
・
ご
み
・

リ

サ

イ

ク

ル

ま
ち
づ
く
り
・

交

通

教

育

・

文

化

そ

の

他

合

計

由 木

由 木 東

南 大 沢

由 井

北 野

浅 川

横 山

館

元八王子

恩 方

川 口

加 住

石 川

合 計 22 3 0 17 16 4 62

4

2

0 0

1

2

2 8

0

６月２６日 石 川 市 民 セ ン タ ー 北 部 3 72 0

2

1

15

11

10

1 11

0

1

2

3 5

4

5

0

2

0

0

45

1 0

0

0

本 庁

0

0

6

0

4

西 部

中 央

由 井 市 民 セ ン タ ー

東 部

東南部

南 大 沢 中 学 校

子 安 市 民 セ ン タ ー

西南部６月１２日 横山南市民セン ター

川 口 市 民 セ ン タ ー

５月１５日

６月１９日

５月２９日

６月５日

市政への要望項目別件数

その他
4件（6.5%）

教育・文化
16件（25.8%）

まちづくり・交
通
17件（27.4%）

環境・ごみ・リ
サイル
0件（0%）

暮らし・安全
３件（4.8%）

福祉・医療・
子育て
22件（35.5%）
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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）

由 木

由 木東

南 大沢

由 井

北 野

浅 川

横 山

館

元八王子

恩 方

川 口

加 住

石 川

合 計 627 48 62

４．所管別内容

（１）所管別件数一覧表

部 名 件  数 件  数

総 合 政 策 部 3 2

市 民 活 動 推 進 部 4 8

総 務 部 1 3

生 活 安 全 部 5 2

市 民 部 1 5

健 康 福 祉 部 6 17

こ ど も 家 庭 部 23 5

85

8

部　　　　　名

合　　　　計

学校教育部

5 799

6

8

11

15

11

10

9

9

11

５月１５日 子 安 市 民 セ ン タ ー 中 央 94本 庁

６月１２日 横山南市民センター 西 南 部 109

５月２９日 南 大 沢 中 学 校東 部 112

６月５日 由 井 市 民 セ ン タ ー 東 南 部 119

６月１９日 川 口 市 民 セ ン タ ー 西 部 94

６月２６日 石 川 市 民 セ ン タ ー 北 部

生涯学習スポーツ部

産業振興部

まちづくり計画部

まちなみ整備部

南口再開発推進室

道路事業部

2



（２）所管別件名一覧表

3件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

16 タウンミーティングの時間について 5月29日

52 冒頭で市長が話した市政の現状報告を活字にしてほしい 6月19日

53 指定管理者制度について 6月19日

4件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

20 障害有無、日本人・外国人らが「共存できる」社会をつくるための「子育て」について 5月29日

29 みなみ野地区におけるコミュニティ施設（由井市民センターみなみ野分館）の開設について 6月5日

30 大学間の連携について 6月5日

45 子どもと地域との接点が必要 6月12日

1件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

23 障害者（新卒）の雇用について 6月5日

5件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

22 知的や発達障害児者の緊急時の対応のために理解を（愛の手帳のもつ意味など） 6月5日

37 「互いに声かけ、元気な笑顔」～地域住民として信頼感、人間の絆（きずな）を取り戻す～ 6月12日

50 活動報告「防犯パトロール」 6月19日

58 駐在所の存在について 6月26日

60 駐在所について（58番の発言に関連して） 6月26日

1件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

4
北口周辺の環境並びに利便性について③駅前事務所の南口移転、八王子駅南口総合事務
所

5月15日

6件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

1 発達障害系病院（成人クラス）設置について 5月15日

20 障害有無、日本人・外国人らが「共存できる」社会をつくるための「子育て」について 5月29日

22 知的や発達障害児者の緊急時の対応のために理解を（愛の手帳のもつ意味など） 6月5日

23 障害者（新卒）の雇用について 6月5日

32 愛の手帳を広報で紹介することについて 6月5日

49 ホーメストタウン内　墓地造成について 6月19日

市民部

総合政策部

生活安全部

総務部

市民活動推進部

健康福祉部
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23件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

6 幼児教育について 5月15日

9 子ども手当て、少子化対策について 5月15日

10 待機児童、幼稚園と保育園一元化について 5月15日

11 多摩ニュータウンが故郷として思える町にするために 5月29日

13 保育所待機児童の解消についての提案について 5月29日

15 子育てサークルへの助成金について 5月29日

17 小学校のサタデースクールにH17～21携わって 5月29日

18 青少対活動への取り組みについて報告とお願い①中郷公園壁面ペイントについて 5月29日

19 青少対活動への取り組みについて報告とお願い②小中学校適正配置について 5月29日

24 青少年育成指導員活動について〈報告①〉 6月5日

27 青少年育成指導員活動について〈報告②〉健全育成指導員について 6月5日

33 出生率を増加させるための施策について 6月5日

36 親子が集える場所の建設について 6月5日

37 「互いに声かけ、元気な笑顔」～地域住民として信頼感、人間の絆（きずな）を取り戻す～ 6月12日

39 各学校に特別支援学級を 6月12日

41 保育園の数について 6月12日

43 児童相談所の対応と一時保護所の不足について 6月12日

44 学童保育年齢の延長について 6月12日

45 子どもと地域との接点が必要 6月12日

51 地域青少対の健全育成活動、上川美山地区の小学校統廃合問題について 6月19日

57 子ども家庭支援センターの拡充について 6月26日

59 子ども家庭支援センターの専門職員配置について（57番の発言に関連して） 6月26日

62 子供会の現状と支援について 6月26日

2件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

7 目減りする通貨について 5月15日

35 目減りする通貨について 6月5日

8件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

3 北口周辺の環境並びに利便性について①北口の景観②道路の補修について 5月15日

8 医療刑務所跡地について 5月15日

11 多摩ニュータウンが故郷として思える町にするために 5月29日

18 青少対活動への取り組みについて報告とお願い①中郷公園壁面ペイントについて 5月29日

25 八王子南バイパス建設の進捗状況を教えて欲しい 6月5日

47 圏央道の裏高尾地区の環境・景観問題について 6月12日

48 圏央道上川橋高架橋下の地元利用について 6月19日

49 ホーメストタウン内　墓地造成について 6月19日

3件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

18 青少対活動への取り組みについて報告とお願い①中郷公園壁面ペイントについて 5月29日

40 子ども、お年寄りが憩える公園がないことについて 6月12日

42 公団住宅の賃貸の空家問題について 6月12日

こども家庭部

産業振興部

まちづくり計画部

まちなみ整備部

4



2件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

26 八王子駅南口の一般車乗降エリア設置要望について 6月5日

38 無料やそれに近い金額で過ごせる場所を若者に与えるべきでは 6月12日

5件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

3 北口周辺の環境並びに利便性について①北口の景観②道路の補修について 5月15日

5 八王子駅北口の駅前通りの清掃について 5月15日

26 八王子駅南口の一般車乗降エリア設置要望について 6月5日

28 青少年育成指導員活動について〈報告③〉看板、ピンクチラシの撤去活動について 6月5日

34 兵衛中央造形大入口の交差点への右折車線設置について 6月5日

17件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

2 子どもの読書について①「読書の町八王子」②ブックスタート③司書教諭について 5月15日

11 多摩ニュータウンが故郷として思える町にするために 5月29日

12
学校を地域に一層、開いていく為の施策１、教育委員の公募制度制度化２、民間校長公募推
進３、放課後等に個々の生徒に授業の分からないところを教える等、地域人材の活用につい
て

5月29日

14 小学校卒業から中学校入学時の支援シートの導入の要望について 5月29日

19 青少対活動への取り組みについて報告とお願い②小中学校適正配置について 5月29日

20 障害有無、日本人・外国人らが「共存できる」社会をつくるための「子育て」について 5月29日

21 八王子における今後の学校での食育について 5月29日

23 障害者（新卒）の雇用について 6月5日

31 都立片倉高校の部活動遠征費の支援について 6月5日

37 「互いに声かけ、元気な笑顔」～地域住民として信頼感、人間の絆（きずな）を取り戻す～ 6月12日

39 各学校に特別支援学級を 6月12日

45 子どもと地域との接点が必要 6月12日

46 発達におくれのある子の就学相談システムについて 6月12日

51 地域青少対の健全育成活動、上川美山地区の小学校統廃合問題について 6月19日

55 芝生化の予定について 6月19日

56 放課後や休日の学校のグランドの使用について 6月26日

61 ①不登校、高尾山学園について②35人学級化等、一般の子どもの環境改善について 6月26日

5件

発言番号 　　　　　　　　　　発　　言　　項　　目 開催日

2 子どもの読書について①「読書の町八王子」②ブックスタート③司書教諭について 5月15日

17 小学校のサタデースクールにH17～21携わって 5月29日

20 障害有無、日本人・外国人らが「共存できる」社会をつくるための「子育て」について 5月29日

54 小学校校庭の夜間開放時の子どもの立ち入り禁止について 6月19日

56 放課後や休日の学校のグランドの使用について 6月26日

生涯学習スポーツ部

学校教育部

道路事業部

南口再開発推進室

5
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５５５５．．．．要望要望要望要望、、、、市長答弁要旨及市長答弁要旨及市長答弁要旨及市長答弁要旨及びびびび担当所管担当所管担当所管担当所管                                                    （発言者敬称略）    

【【【【中央地区中央地区中央地区中央地区】】】】                      平成 22年 5 月 15日（子安市民センター） 

発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

１ 【発達障害系病院（成人クラス）設置につ

いて】 

アスペルガー症候群の成人を診療する

病院を八王子に限らず、多摩地域に設置さ

れることを望みたい。アスペルガー症候群

の診療は多摩地域では小児科に限られて

おり、都心でも昭和大学のほかに東大と日

本橋のランディックという病院まで行か

なければならないのが現状。小児障害メデ

ィカルセンターでは、成人レベルのアスペ

ルガーでも診療できるのか。 

 （八木下 雅夫） 

アスペルガー症候群の症状は、人や社会

とのコミュニケーションを持つことに支

障をきたすもの。成人の場合多くないた

め、専門医や診療機関が不足していること

は事実。多摩地域には専門の病院が一つも

ない。八王子では、恩方病院にアスペルガ

ー症候群に適切かよく分からないが、成人

の方の発達障害に対応できる専門医がい

るというようなことは聞いている。小児病

院の跡地に、来年４月には小児・障害メデ

ィカルセンターをオープンし、障害をお持

ちの、あるいは一般のお子さんの外来の診

療もする。しかし申し訳ないが、成人の発

達障害には適応できないと思う。 

健康福祉部 

２ 【子どもの読書について①「読書の町八王

子」②ブックスタート③司書教諭につい

て】 

①「読書のまち八王子」は二期目に入った

計画と聞くが、広く市民に浸透していな

い。もっとみんなに知らせてほしい。 

②現在、ブックスタートのボランティアを

している。生後３、４カ月、色々なことが

わかり始めたその時期に、子ども達と心の

つながりを持ってほしい。その一つとして

ブックスタートがある。参加された保護者

に大変喜ばれて効果を上げている。 

 わらべ歌や子守唄のDVDは八王子の図

書館の売りだと思う。予算的に本当に大変

なのはわかるが、ぜひ続けてほしい。 

③幼児期は比較的絵本に接する機会があ

るが、学校ではどうかというと、学校図書

館法で司書教諭を置くことになっている

が、残念ながら八王子では設置されていな

いと思う。どんな形でもいいでので司書教

諭をおくことを考えてほしい。 

（山田 久代） 

 

①「読書のまち八王子」の PRが少し足り

ないことは、率直に反省し、今度は第二期

に入るので、しっかり PRしていきたい。 

②ブックスタートは、３、４カ月の検診の

ときに、お母さんが読み聞かせるような本

や、DVD、赤ちゃんが喜ぶふれあい遊び

などが掲載されている本を一式差し上げ

ている。今年で 3年目になるが、これまで

8,200名を越える方々に配付した。財政は

厳しいが続けるので、これからもボランテ

ィアの御協力をよろしくお願いしたい。 

③学校に司書を置かなければいけないと

いう法律は守っている。いま小学校は全校

司書教諭を配置しているが、実は専任の方

が少ない。専任の司書教諭を配置すること

は、私も取り組みたい課題だと思ってい

る。ただ、人件費はすべて市の負担になる

ので、今の財政状況の中では専任の司書を

置くこと、拡大をすることは、無理だが、

このことはしっかり頭には入れておき、財

政状況を見ながら取り組みたいので時間

をいただきたい。 

生涯学習スポーツ部 

学校教育部 

 

 

 

 

 

 



  7 

発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

３ 

 

【北口周辺の環境並びに利便性について

①北口の景観②道路の補修について】 

①北口のまちなみ、景観を良くしてほし

い。歩道橋、マルベリーブリッジ上の照明

がすごく暗い。 

②三和会商店街の道路、歩道の整備を徹底

してほしい。多少は修理されているが、す

ごくデコボコしていてほんとうに危ない。

結構みんな転んだり、いろいろしている。 

（柴田 紗世子） 

①30 年来の課題であった南口の整備が本

年 11 月に完成、竣工する。これからは、

いろいろ御意見等も伺いながら、どのよう

にすれば利便性が向上し、文字通り八王子

の北の玄関口にふさわしい北口整備がで

きるかということに取り組みたい。 

マルベリーブリッジの照明が暗いとい

うお話をいただいたが、今日初めて聞いた

ので、もう一度確認をしてみたい。 

②三和会通りの石畳の道路の路面は、今日

も、見てきた。こまめに修理をしていきた

い。予算が無いというのは、言い訳ではな

い。実際に、国の方ではいま新しい政権に

なり、道路予算は２割カットだが、その影

響で現実に地方自治体では、８割カットと

なる。しかし、細かい手入れについては、

可能な限り取り組んでいきたい。 

まちづくり計画部 

道路事業部 

４ 【北口周辺の環境並びに利便性について

③駅前事務所の南口移転、八王子駅南口総

合事務所】 

クリエイトホールの八王子駅前事務所

が南口に移行するのは、地元住民に全然説

明もなく、説明不足だと思う。皆さんから、

南口へ行くと不便だ等の声がある。歩道橋

を通れば駅へすぐ行けるが、足腰が弱い人

はやはり、北口にも少し残してほしい。便

利にもなるだろうが、南大沢等と一緒にな

ると、なお混雑するのではないか。 

私達だけではなく、明神町全体、あの辺

のクリエイトを活用していた人達は、なぜ

全部が南口へ行くのか、少し大事なものだ

けでも残せないのかと思っている。 

（柴田 紗世子） 

北口の駅前事務所の南口への移行は、２

月 15日の広報できちんとお知らせした。

これは北口にお住まいの皆さんのためだ

けの事務所ではない。今の場所の 10倍以

上の広さになり、そこで扱う種類も多くな

り、利便性は非常に高まると思う。北口の

今の駅前事務所の跡地には、現在八幡町に

ある消費者センターを移転させる準備を

進めている。したがって、東町のクリエイ

トホールから南口へ行って不便になると

いうのは、私も明神町に住んでおり、色々

な機会に市民の皆さんに会合等でもお会

いするが、そういう声は初めてお聞きし

た。北口から南口へ行っても、駅に隣接し

ており、利便性は内容的にも大変向上する

ので、必ず喜んでいただけると思う。 

市 民 部 

 

５ 【八王子駅北口の駅前通りの清掃につい

て】 

北口の駅前通りが都道から市道になっ

てから、以前は月に１回は清掃車が来て、

お掃除してくれていたのが、今は無い。う

ちの周りは皆掃除をしているが、ビルの周

りは全然掃除されず草が生えている。北口

駅前通りは市が東京都から引き取り市

道になった。八王子の北口の玄関口にふさ

わしいように十分注意したい。自分も気が

付いたことは、担当に伝えて、そしてすぐ

対応している。また職員も、担当以外でも、

町を歩くときに気がついたところは連絡

をするという体制でやっている。また何か

道路事業部 
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発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

の玄関口なのでよろしくお願いする。 

（園 智代子） 

あったら、是非御連絡いただきたい。 

６ 

 

【幼児教育について】 

 今、山田さんの御発言がすごく重要なこ

とだと思う。 

幼児教育は生後４カ月ぐらいから始め

なければならない。 

（内藤 晃一） 

御意見をいただき、ありがたい。 こども家庭部 

 

７ 【目減りする通貨について】 

赤字国債の発行は停止するべきだ。ま

た、アメリカの金融機関が赤字国債の先物

に空売りを仕掛けてきたら日本の経済は

破壊されるので、先物の空売りは禁止する

べきだ。その代わりに、定額で目減りする

通貨を発行することを提案する。これは、

財源がなくてできて、新しい財源が生まれ

る。それで借金が残らない。特に八王子市、

市長が参加すると一番効果があると思う。 

（内藤 晃一） 

御提言をいただき、ありがたい。 産業振興部 

 

 

 

 

 

８ 【医療刑務所跡地について】 

八王子駅南口再開発に関連して、八王子

医療刑務所の跡地がどうなるのか、ぜひ教

えていただきたい。 

（眞船 雍夫） 

八王子医療刑務所が昭島と立川の境目

の基地跡地に移るということは間違いな

い。裁判所と検察庁が既に移り、業務を開

始している。裁判所、検察庁の跡地には、

法務局、税務署、労働基準監督署等、国の

機関の出先をまとめたいと思い取り組ん

でいる。裁判所と検察庁の移転に伴い、医

療刑務所や、中野町の東京婦人補導院、八

王子少年鑑別所等も移ることになってい

るが、時期はまだ明確になっていない。国

は用途廃止をしたら売ると思う。莫大な金

額になると思うが、基本的には手に入れた

い。南口の再開発事業に伴い、まちづくり

をしっかりしていく。まだそういう段階で

はないが、私の希望は、あの医療刑務所跡

地辺りは緑で残したい。今後、国の動向に、

注目をして適切な対応をしていきたい。 

まちづくり計画部 

 

９ 【子ども手当て、少子化対策について】 

少子化の問題は子ども手当を出すこと

で解消されることではないと思っている。

お母さん方が、子どもが２歳になって、職

子ども手当については、国の予算で、そ

れが市の予算に組み入れられている。た

だ、国の負担であっても、いま財政危機の

中で、こういう使い方というのは適切では

こども 家庭 部 
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発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

場復帰できる環境をつくること等が、必要

だと思っている。 

私も仕事をしながら４人の子どもを育

ててきた。子育て支援や少子化対策の企画

等で、子育てをしてきた経験から、何かお

手伝いさせていただきたい。 

（楠田 周良） 

ないと、私だけではなくて多くの皆さんか

らもそういう声が寄せられている。もっ

と、子育てしやすい環境を充実させること

にお金を使うことによって、少子化を克服

できるものは、考えればいろいろあるので

はないか。ただお金をばらまけば、子ども

が増えるとは思っていない。また、色々お

手伝いください。 

10 【待機児童、幼稚園と保育園一元化につい

て】 

私自身にも２歳の子どもがいて、先程市

長が言った待機児童。待機児童の解消をす

るために、ニュースで、国としては、いま

幼稚園と保育園を一本化して、幼稚園も保

育体制を徐々に保育園に近づくような形

になっていくと言っていた。ただ、実施さ

れるのが５年後とのことなので、今の私の

状況ではあまり関係なくなる。市は「子育

てしやすいナンバーワン」のまちを掲げる

のならば、もっと前倒しして、対策をもう

少し具体的にできないのかと思うが、その

点で何か考えていることはないか。 

（宮本 明里） 

待機児を抱えておられることは、申し訳

なく思う。市は毎年取り組んでいるが、新

園をつくっても１園つくると、その周辺で

需要を喚起するので実際に待機児の解消

につながるのは半分以下でなかなか減ら

ない。私も幼稚園と保育園の一元化はやら

なければだめだと思う。長妻大臣にも直接

お話をし、強く要望した。それができれば、

待機児はゼロになる。なぜ簡単にできない

のかというと、幼稚園は文部科学省の所管

で、保育園は厚生労働省であるため、時間

がかかる。できるだけ早い機会にそうなる

ように、我々も国に働きかけていきたい。

それから、八王子は八王子としてしっかり

充実をさせるための努力をしていく。 

こども 家庭 部 
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【【【【東東東東部地域部地域部地域部地域】】】】                       平成 22年 5 月 29 日（南大沢中学校） 

発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

11 【多摩ニュータウンが故郷として思える

町にするために】 

多摩ニュータウンには、新住宅市街地開

発法により農地がない。その中の 19 住区

の未開発部分に、自分が関わっている堀之

内寺沢里山公園がある。東京都の里山地域

指定の２例目で７haの指定地域になった。

その中で、子ども達に土に馴染み山で自然

を味わってもらったり、地域のリーダーや

高齢の人達のなかで、子ども達と一緒に畑

を手がけたりしていきたい。 

また、「社会福祉法人由木かたくりの会」

という知的障害者の施設がある。由木地域

の中で、地域就労の中核施設になると思っ

ている。里山の風景の中で、本当に皆が障

害者と共に暮らせるような仕組み、ネット

ワークを作っていきたい。 

（鈴木 亨） 

鈴木さんは、里山活動、寺沢里山公園ア

ドプトのメンバーや、かたくりの家の土地

所有もなさり、大変御活躍を期待してい

る。色々な面で情報交換しながら、私共も

できることはバックアップをさせていた

だき、子ども達のふるさと作り、是非これ

からも取り組みたいと思っている。 

元々このニュータウン地区、由木地区の

公園面積は八王子全体の公園面積の一人

当たりのほぼ倍あるが、ニュータウン作り

も、最初からずいぶん変わり 19住区は４

割近くが緑地や公園等として残るという

話も聞いている。里山づくりやその環境の

中で子どもさんを育てるということ、これ

も全力で頑張っていきたいので、今後とも

よろしくお願いしたい。 

こ ど も 家 庭 部  

学校教育部 

まちづくり計画部 

12 【学校を地域に一層、開いていく為の施

策】 

昨今の子どもや保護者の状況は、非常に

多様化していて、学校の先生が非常に困る

ことがかなりあると思う。テーマにある

「みんなで支える」というのは、学校の先

生達をもっと、応援するという意味だと理

解している。これからは学校の先生だけで

はなく、地域全体で、教育をやっていくと

いうことではないか。 

１．教育委員の公募制度制度化について 

いま公募の教育委員は一人だけだが、今

後はもう少し公募を取り入れた方がいい。 

２．民間校長公募推進について 

いま全国で 10人程いるようだ。八王子

でも取り入れたらどうか。 

３．放課後等に個々の生徒に授業の分から

ないところを教える等、地域人材の活用

について 

学校を地域に開いて、教科の補佐、サポ

ートを保護者や地域の方でやってみたら

いま、教育委員は教育長も含めて５名と

なっている。そのうち、１名が公募。要綱、

要件があり、これを増やすことは難しい。

東京都でも公募制を取り入れているのは、

中野区と八王子も含めた４市だけ。課題も

あるが公募はこれからも続けていきたい。

教育の向上のために、色々な経験者などバ

ランスよく適材適所で選びたい。 

民間校長は私もいいと思う。マネージメ

ントというのは大事だ。民間で手を挙げて

いただける方を実は八王子も募集したが、

現実には、例えば職場復帰の問題、身分保

証の問題などがあり、結局実現しなかっ

た。しかし、今後も取り組んでいきたい。 

地域の人材の活用については、ＰＲがま

だよくないのかもしれないが、結構おこな

っている。教育センターの人材バンクに登

録をしている方や市内の各小中学校に独

自に登録しているボランティアの方が大

勢いる。教科指導や、総合的な学習の時間

のお手伝いや、サタデースクール等のとき

学校教育部 
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発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

どうか。 

（下垣 明） 

にやっていただいている。今後も、お手伝

いいただける方は、ぜひ活用させていただ

きたい。教育活動全般にわたって、是非人

材の支援を、今後もお願いしていきたい。 

13 【保育所待機児童の解消についての提案

について】 

待機児童が解消しない理由は保育園認

可に対する自治体のやる気不足だと思う。 

小学校の活用を提案する。小学校に保育

学級を作り、学童保育も小学校でやる。保

育士は公務員と民間を２対８ぐらいの割

合で配置。学童保育は、小学校の先生も活

用。財源の問題は、公務員の地域手当を保

育へ転換し解決する。そうすれば今年の待

機児童 496人分の予算を上回る額になる。 

自治体のやる気について、国や予算のせ

いにして、本気を出していないと思う。地

域手当を廃止する痛みを職員が感じれば、

色々な案が出るはずだ。但し、市民へ押し

付ける案は御免だ。 

民間の保育園と公立保育園で給料や質

が違うのではないか。雑誌等でしか見てい

ないが、公立が約倍近い。給与を平均でも

いいし、年齢で区切って比較しているか。 

（桑田 浩二） 

やる気は十分ある。ただ、保育所の仕組

みは国の制度として基準が定められてい

るので、勝手にできない。保育士も今どこ

でも不足しつつある。特に、待機児が多い

ゼロ歳から２歳。先ほども言ったが、長妻

厚生大臣に幼保一元化をすれば、解消する

と強く提案した。幼稚園はどんどん減少し

ており、廃業するところがある。保育園は

逆に足りない。だから一元化をすれば、一

度に解決されることだ。この問題につい

て、やる気がない自治体などまずない。も

しそういうふうに見えたとしても、それは

誤解だ。 

また、地域手当については、給与制度に

含まれているので、地域手当が余計だと言

われるのは公務員も納得しないと思う。 

それからもう一つは、公立の保育園のほ

うが給与が高く質もよいと言われたが、民

間保育園のほうが人気は高く、給与も平均

年齢が違うので事実誤認だ。いま数字は持

っていないが、比較は常時やっている。 

こども家庭部 

 

14 【小学校卒業から中学校入学時の支援シ

ートの導入の要望について】 

１番上の子が幼稚園の時の発達障害と

の診断をきっかけに、親の会を作った。 

３年前に幼稚園・保育園から小学校に上

がる時に、支援シートというものを市が作

り、親の会でも、非常に使われている。中

学校に入って、通級利用する子が非常に少

ないと聞いているが、発達障害の特性によ

るものもあると思う。小学校高学年、中学

生ぐらいになると表には見えにくくなり、

潜んでくる傾向がある。中学校へ進んだ時

をきっかけに突然不登校や引き籠りにな

ってしまうこともある。後手後手の対処で

はなく、早急に小学校から中学校へ行く時

事前に現状を調べてみたところ、小学校

へ上がるときには保育園あるいは幼稚園

と保護者の方の連携の中で、この支援シー

トというのを作っており、十分に小学校で

は役に立っている。しかし、それが中学校

へスムーズにつながっていかない。これは

課題だと思っている。中には親御さんの意

識っていうのが十分でなく、なかなか保護

者の同意が得られないというケースもあ

るようだ。そこら辺のところも課題だ。親

御さん同士の連携というのも、大変大事な

ことだということもよく理解できる。 

完全な小中一貫校ももうできた。そうい

う流れの中にあり、そこら辺のところも円

滑な継続ができるように、これから検討を

学校教育部 
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発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

の支援シートの対応をお願いしたい。 

（匿名者） 

きちんとさせる。 

15 【子育てサークルへの助成金について】 

別所地域は、大型のマンションができる

と同時に、そこで子ども達がどんどん生ま

れ、子どもがとても多い地域。核家族化し

て、横の連携が少ないので、地域の子育て

サークルをずっと続けてきた。どうしても

お金が少しかかり、スタッフが少しずつ負

担をしたりしているので、高齢者のサロン

活動の助成金制度のようなものが多額で

なくても、子育てサークル等にもあれば嬉

しい。 

そういうサークルをしっかりネットし

て、代表の方々だけでも連携しながら、市

の情報も含めておろしたり、相互の話し合

いができるような仕組みができれば、もっ

と市が身近になると思うので検討を願う。 

（遠藤 優子） 

年代的にも、子育てで大変な御苦労をさ

れている年代で、今日はよく出てきていた

だいた。 

助成金の問題ですが、市としては、これ

らの団体に助成金をというのを今は考え

ていない。そういうグループをつくること

に対する支援は、社会福祉協議会が上限３

万円で行っている。年間の運営費について

も、わずかだが、最初の５年間上限２万円

でおこなっている。 

広報を月２回発行している。全家庭にと

いうことでやっているので、広報もぜひ、

お忙しいでしょうけれども見ていただき

たい。 

こども家庭部 

 

16 【タウンミーティングの時間について】 

タウンミーティングの時間帯が夜とい

うことで、なかなか子どもがいる人は出ら

れないのが現状で、今回どの時間だったら

出られるかというアンケートがあってあ

りがたいと思った。 

子どもが小さかったら、午前中というふ

うに言うが、皆さんは逆に出ていらっしゃ

れないので、ある意味、分けて考えて、タ

ウンミーティングという大きな単位では

なく、例えば市長とお話をさせていただく

ような場を考えてもらえないかと思う。 

（遠藤 優子） 

タウンミーティングの時間帯は、４年間

参加者へアンケートをしてきたが、土曜日

の夜が一番出やすいという回答が約半数。

保育園に預けて仕事をしている若いお母

さん方も、非常に多くなっており、仕事を

置いて出られないのではないか。最大公約

数的に、この時間を選んだ。お母さん方だ

けの問題ではなく、地域で子育てをしなけ

ればいけないということを考えると、是非

大勢の皆さんが出られるこの時間になっ

てしまった。 

タウンミーティングだけでなく、皆さん

の声を市が率直に聞かせていただく仕組

みも考えてみたいと思う。 

総合政策部 

 

17 【小学校のサタデースクールに H17～21

携わって】 

サタデースクールに携わり５年過ぎた。

私達の学校はＰＴＡでサタデースクール

部を作って任せられて、色々なことを試行

錯誤してきた。去年大成功したのは餅つき

だった。保護者の中に去年はオーストラリ

いつもありがとうございます。 

サタデースクールは、地域の皆さんの協

力なくしてはできない。地域の皆さんのお

力添えで、地域の地理的なものや歴史を勉

強したり、色々な勉強ができる。そういう

面で大変大事な授業の一つだと思う。子ど

も達が餅つきをやったのも、非常にいい経

生涯学習スポーツ部 

こども家庭部 
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発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

ア人の方がいたので、お願いして英語教室

をやった。青少対の方等色々な先輩方が長

年やっていて、よく続くと思うが、やって

みると、今日運動会の時も、ちょっと困っ

たことがあると私の顔を見て、誰々ちゃん

のお母さんはいないかと聞かれるのが嬉

しい。そんなことで皆さん、是非そういう

ものに参加してみてください。 

（白水 嘉奈子） 

験だ。 

八王子の誇るべきものの一つが地域力

だと思う。分かり易い例から言うと、例え

ば町会自治会等が 560 もある。そして自

主防災組織もその中で 70％もできてい

る。こういう地域は他にない。あるいは消

防団員が八王子には 1,500 人もいる。ま

た、交通安全協会の指導員が 3,100 人い

る。それから保護士や、民生委員等、皆、

町会や自治会等をベースにそれらが成り

立っている。お互いに助け合って地域をよ

くしていくということがなかったら、いい

生活を送れないし、万一災害、大きな災害

があったときには、地域の連携が一番大事

ではないか。今後も積極的に続けてほし

い。  

18 【青少対活動への取り組みについて報告

とお願い①中郷公園壁面ペイントについ

て】 

この地域で 25年過ぎ、ずっと子ども達

と関わりを持つ活動をしてきた。八王子市

の子ども体験塾事業も助成をいただき３

年間地域の子ども達に体験活動をするこ

とができた。今日は地元の青少対の活動を

通じての報告をする。 

中郷公園の壁の部分が少し黒ずんでき

て汚いので、まずはきれいにすることから

始めて、子ども達がまちづくりに参加する

機会を作ってもらいたいと思い、公園課に

お願いした。指定管理者の方とも連携をと

って一緒に話を進めることができ、それが

実現しそうだ。活動が始まりつつあるので

楽しみにしてほしい。きっと何かいい壁

画・ペイントができると思う。 

（小倉 艶子） 

子ども体験塾助成事業、どんぐり分校な

どにも取り組んでいただき、大変ありがた

い。地域の皆さんが子ども達のことを考え

て、バックアップをしていただける。この

ことは大変心強いし、そのことなくして、

地域の青少年の健全育成はできないと思

う。そういう点で本当にありがたい。 

中郷公園のペンキ塗りを子ども達と一

緒に、とのこと。子ども達が自分達で使う

公園を自分達で考えて作ったという、そう

いう意識の一端を持てる。このことはすご

く意義があると思う。公園を大事にするこ

とにもなる。こういう提案はどんどん、受

け入れていきたい。また、そのお話があっ

た時に、職員がそれをすぐ受け入れて適切

な対応をしてよかったと思っている。是

非、これからも気がついたことがあったら

どんどん提言してほしい。 

まちなみ整備部 

まちづくり計画部 

こども家庭部 

19 【青少対活動への取り組みについて報告

とお願い②小中学校適正配置について】 

南大沢中学校は 27年目。マンモス校の

時を経て、いまは小規模校のリストに上が

るような状況になった。 

子ども達にとって教育環境がどうある

べきか、地域に合わせて、ベストな環境を

どう築いていくのか、みんなで考えなけれ

ばいけない非常に重要なことだ。 

南大沢は、昔は超マンモス校だったが、

学校教育部 

こども家庭部 



  14 

発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

適正配置の計画について、青少対で教育

委員会から説明も聞き、勉強もした。その

結果、22 年度は青少対の中で地域の重要

な問題と捉え、今後はこのことについて学

校だけではなく、色々な視点から話を聞

き、市とも連携を深めながら取り組むとい

う確認が取れている。 

八王子の教育の全体的な方針。地域運営

学校であったり、小中一貫校であったり、

また選択性っていうのもある。それが、

別々ではなく共通のものと思っているの

で、市の目指す教育環境はどういうもの

か、お聞きしたい。もう一つ、私達もこの

ことに取り組む。まだわからないがその成

果を教育行政に是非活かせるよう、考えて

いただければと思う。 

（小倉 艶子） 

今は小学校が 228 人。８クラスで１クラ

ス 30人いない。私は文部科学省の諮問機

関の中央教育審議会の委員をしており、適

正規模について取り組んでいる。実際、八

王子でもマンモス校はまだみなみ野等一

部にはある。しかし、平均で小学校は約

31人、中学校は 34～35人。 

加住地区では中学校があまりにも少な

くなったため今年４月１日から９年制の

完全な小中一貫校がスタートした。学校の

あり方というのも、義務教育でも６年制、

３年制に分けてやるのはいいのかどうか、

考える時期だと思う。一定規模がなけれ

ば、学校や子ども達にとってよくないと思

う。切磋琢磨をするためには一定規模が必

要だ。従って一遍に結論は出ないが、小中

一貫教育はこれからは必要だろうと思う。

皆さんの色々な意見や提言も聞きながら、

一つ一つ取り組んでいきたいと思ってい

る。 

20 【障害有無、日本人・外国人らが「共存で

きる」社会をつくるための「子育て」につ

いて】 

 最近は少子化、経営のグローバル化が進

み、子ども達も外国語の習得が必要にな

り、また、外国人だけではなく、障害のあ

る子どもがいることを教えることも大切

になる。学校だけではなく、サタデースク

ールのような場で、是非、障害の有無、国

籍、誰でも関係なく子ども達が集まり交流

できる場を、立ち上げるといいと考える。 

今、八王子のろう協が協力して、中央図

書館で、１年間に３回か４回ぐらい、「手

話によるおはなし会」を開いている。そこ

では、聞こえる子どもも、手話が全く分か

らない子ども達も参加している。そういう

拠点を作れば、将来子どもが大きくなった

時に、色々な人がいるということが理解で

き、心の優しい温かい八王子市民になれる

と思う。もっと規模が拡大できるように、

八王子も国際都市になってきた。今、外

国人の方が、国籍で言うと約 95カ国、外

国人登録をしている方だけでも 9,360人。

従って、いまお話があったようなニーズも

高くなっているであろう。図書館でのお子

さんへの読み聞かせは、立川のろう学校の

幼稚部に通うお子さんの親御さんから御

提案いただき、そして職員の中にも聴覚障

害者がおり、19 年頃から始めた。４回行

い大変好評だった。今年はまだ計画がない

が、より積極的に取り組みたい。 

グローバル化については、いろんな面で

外国との交流ができるように、努力をして

いきたいと思う。 

子ども達の交流の点でお話があったが、

この図書館での読み聞かせも、ひとつの大

変有効な手段だと思うので、御提言どおり

拡充をしていく努力をする。 

障害のある方でなければ分からない視

点は沢山あるので、十分参考にさせていた

生涯学習スポーツ部 

市民活動推進部 

健康福祉部 

学校教育部 
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発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

ぜひ市にも考えていただきたいと思う。 

（宮本 一郎） 

だいて、まちづくりに生かしていきたい。 

21 【八王子における今後の学校での食育に

ついて】 

子ども達の食環境の悪化によって随分

色々、子ども達の健康が害されている。食

育基本法が作られたが、学校における食

育、それが一番重要だと思う。 

学校給食による食育を市長はどう考え

ているか。八王子っ子に、八王子の特色を

生かした地産地消で統一して、新鮮で安全

な、安心できる地場の野菜を給食に使うと

いう方向性は目指さないのか。 

（山本 智恵子） 

確かに、いま食育は大事なテーマで、大

変重要な課題だ。幅広く取り組んでいかな

ければいけないと思っている。 

学校給食の食育、八王子の特色を生かし

た地産地消については、食育基本計画をい

ま作っており、取り組みができる学校につ

いては、取り組みを進めている。しかし、

すべての学校が地場の野菜で統一できる

かと言うと、現実の問題としては、一定量

の確保と、供給側の問題もあり、なかなか

難しい条件、環境にあるということも、御

理解いただきたい。 

学校教育部 
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22 【知的や発達障害児者の緊急時の対応

のために理解を（愛の手帳のもつ意味な

ど）】 

 知的障害や発達障害の子ども達が事故

に合ったとき、特性を配慮した適切な対

応が必要である。緊急時、愛の手帳の所

持者は適切な対応を受けられるよう対策

されている。周知、理解されていないこ

とで、緊急対応が困難になるときがある。

愛の手帳の意味や所持者への対応法を周

知し、認識や知識を持ってほしい。同時

に、一般市民への周知、認知もお願いし

たい。 

（田沢 穂） 

私が非常に嬉しいのは、学生さんが、

こういう機会に参加していただいたこ

と、感激している。 

消防署、警察署に確認したところ、承

知をしている人としていない人がおり、

十分ではないということがよくわかっ

た。徹底するようにということを話した。

万が一のときに愛の手帳を持っていると

わかれば、きちんとした対応ができる。

これは間違いないことであるから、その

ことを徹底するようにとお願いをした。 

これからも継続していくよう、きちん

とやります。 

健康福祉部 

生活安全部 

 

23 【障害者（新卒）の雇用について】 

障害者、特に知的障害者の就職は、厳し

いものになっている。私の子どもは特別

支援学校に通っている。一般就労を考え

てはいるが、厳しい状況である。学校に、

市の雇用について質問を投げかけたとこ

ろ、市では募集をしていないとのことだ

った。障害者自立支援法も変化している。

市の取り組みの一つとして障害者（新卒）

の雇用を考えてもらえないか。 

 （菅野 光子） 

市では今年は募集していない。現在、市

には障害のある職員は嘱託も含めて 55 人

いる。障害者自立支援法の法定雇用率法

を上回っている人数である。 

庁内で知的障害者、精神障害者の方にも

できるような仕事内容で、各部で募集を

したりしている。ただ、正規の職員・嘱

託ということではない。 

ＮＰＯ法人の八王子ワークセンタ－で、

障害者が市の仕事を請け負う機会をつく

っている。そのような努力はしている。

ぜひ、御理解いただきたい。 

総 務 部 

健康福祉部 

学校教育部指

 

24 【青少対育成指導員活動について 

＜報告①＞】 

 由井西地区の青少対育成指導活動を５

名で担当している。学校・ＰＴＡ・学童

青少対の方々と連携して、地域の清浄化、

ごみを拾ったり等々しながら、子どもの

情操教育の一端となればということで、

活動している。市長の御感想などお聞き

したい。 

（田代 光治） 

長い間、健全育成指導員として地域で御

尽力をいただいていること、承知をして

いる。子育て、子育ちが地域で、を我々

今標榜し、色々な機会にお願いしている。

その一面を実践していただいているわけ

で、あらためて御礼を申し上げたい。 

 

こど も 家 庭 部 

 



  17 

発言

番号 
      要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

25 【八王子南バイパス建設の進捗状況を教

えてほしい】 

八王子南バイパス建設の進行状況が、

今後どうなるかということを教えていた

だきたい。 

（田代 光治） 

 来月（７月）に、国道 20 号八王子南バ

イパスの一部区間である、町田街道の医

療センター付近から甲州街道の圏央道の

仮称南インターまでのトンネルがオープ

ンする。甲州街道の渋滞が多少改善でき

ると思っている。延長については、計画

では進めてはいるが、国の管轄であり、

政権が変わり予算が減るなどしたが、根

気よく交渉をしていきたい。 

まちづくり計画部 

 

26 【八王子駅南口の一般車乗降エリア設置

要望について】 

駅が非常に整備されて、大変嬉しく思っ

ている。反面、送迎の際に一般の車が接

続できるようなエリアがない。一般車乗

降エリア設置の改善が、今後出されるか

どうかお聞きしたい。 

（田代 光治） 

いま、南口の整備が進んでいる。一般

車両の車寄せを考慮している。北口の整

備の実態の反省の上に立って、南口は設

置を進める。スクールバスのバスベイを

用意し、公共交通だけではなく、自家用

車での送迎用ブースも、一定程度確保す

ることで進めている。 

南 口再 開 発 推 進 室 

道路事業部 

27 【青少対育成指導員活動について＜報告

②＞健全育成指導員について】 

健全育成の活動の一環として、町内に

ある店舗・スーパー等 20 店に、健全育成

指導員の要綱を配布した。 

また、年に１回テーマを決め、大会を

開いている。昨今、内容が硬すぎるとい

うこともあり、参加者が非常に少ない。

今後、どう改善したらいいか検討中であ

る。良い知恵があったら教えていただき

たい。         （浜坂 和弘） 

健全育成協力店は、現在市内全体では、

694 店にお願いをしている。大会の内容に

ついては、役所がつくるものはちょっと

硬い。それは我々も認識をしている。改

善点があれば、ぜひ知恵をお貸しいただ

ければと思う。 

こど も 家 庭 部 

 

28 【青少対育成指導員活動について＜報告

③＞看板、ピンクチラシの撤去活動につ

いて】 

 看板撤去活動は、環境浄化活動の一環

として、地区内を循環して不健全広告物

の監視や、撤去活動を行っている。最近

は罰則が強化され、撤去数は一段と少な

くなった。我々指導員だけでは、なかな

か目が行き届かないところもある。これ

からも皆さんの御協力をいただき、更に

活動を続けていきたいと思っている。 

（市川 和雄） 

捨て看板に対し、市が独自に法律の枠

を超えた条例を作った。屋外広告物法を

全国に先駆けて八王子市がつくった条例

に沿った形で、国が法律を変えたという

こと。最近は捨て看板は、八王子市だけ

ではなく、どこでも見当たらなくなった。 

貼り紙については、まだ見かける。撤

去活動をこれからも根気よくお願いした

い。 

皆さんの活動が地域において青少年の

健全育成に大きな役割を果たしている。 

道路事業部 
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29 【みなみ野地区におけるコミュニティ施

設（由井市民センターみなみ野分館）の

開設について】 

長い間の懸案だった、みなみ野地区に

コミュニティ施設が開設した。市長をは

じめ、関係者皆様のおかげをもち、11 月

に開設という運びになった。御礼申し上

げたい。また、他の 17館と異なる点が１

つある。市でお認めいただき、「ふるさと

資料館」を確保できた。他の地域に負け

ない立派な分館を作るため頑張りたい。 

（糠信 富雄） 

市民センターは年間約 200 万人を超え

る方に利用されている。コミュニティ活

動の拠点として十分に活用していただき

たい。 

みなみ野分館は、片柳学園から一部を

お借りする形で整備をした。少子化を見

込み、将来的には、この地区の３つの小

学校のうち１校を閉校し、地域の皆さん

に利用していただくことも想定しなが

ら、みなみ野分館を設計した。11 月にオ

ープンする。資料室も地域の変遷を学ん

で地域を愛していただくことにつなが

る。大賛成です。 

市民活動推進部  

30 【大学間の連携について】 

 市内の専門学校や大学で、ボランティア

活動をやっているグループ・団体がある

のではないか。そういう大学間の連携を

とっていただき、地域活動に参加してい

ただきたい。市のほうも連携し、何か支

援していただけたらと思う。 

 （田中 泰慶） 

学園都市づくりに取り組んでから、

色々な角度から学校との連携をとってい

る。産業界との連携、地域との連携、あ

るいは行政との連携と、幅広く取り組ん

でいる。 

学生委員会・大学コンソーシアム等の

活動、連携を、これからもっと進化でき

るよう、努力をしていく。 

市 民 活 動 推 進 部 

31 【都立片倉高校の部活動遠征費の支援に

ついて】 

 都立片倉高校は、部活動に大変熱心に取

り組んでおり、良い成績を収めている。

全国大会へ行く際の遠征費の支援は、都

からの１泊分のみで、あとは実費である。

八王子市で頑張っている学校なので、部

員の負担、家庭の負担を減らすべく、遠

征費の支援に配慮いただけたらと思う。 

 （楠田 周良） 

片倉高校が頑張っておられることは素

晴らしいが、結論から言うと、遠征費の

補助は難しい。一自治体で支援をすると

いうのは、予算があるないの問題以上に

難しい。やはり保護者の皆さんが後援会

をつくるのが良いのではないか。全国大

会出場は、我々にとっても大変勇気づけ

られるし、誇りになる。ぜひ応援してや

ってほしい。 

学校教育部 

32 【愛の手帳を広報で紹介することについ

て】 

 愛の手帳について初めて知った。愛の手

帳を知らない方が多いと思う。できたら、

「広報はちおうじ」に愛の手帳を写真入

りで紹介していただければ、私達市民も

理解でき、何か事故があったとき応援で

きると思う。 

 （楠田 周良） 

折を見てＰＲをしているが、まだまだ

御存知ない方もおられるということもよ

くわかる。機会を見てＰＲをさせていた

だく。 

健康福祉部 
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番号 
      要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

33 【出生率を増加させるための施策につい

て】 

 少子高齢化で、子どもの数が少なくなっ

ている。具体的に子どもの数を増やす施

策は、いかがお考えか。 

 （江頭 和昭） 

市の施策ということではなく、国が率

先して取り組むということが大事だと思

う。育児休暇後、躊躇なく職場に復帰で

きるような制度を、早く定着をさせるべ

きだと思う。国がリーダーシップを取っ

てやるべき。目先の政策ではなく、長期

的な展望を持つべきだと思う。 

こど も 家 庭 部  

 

34 【兵衛中央造形大入口の交差点への右折

車線設置について】 

 兵衛中央造形大入口という信号機があ

る。兵衛川の真上なので、ちょうど橋の

上で交差点になっており、右折ラインが

ない。朝晩、渋滞が起きている。改善を

以前からお願いしている。その進捗をお

聞かせいただきたい。 

 （江頭 和昭） 

既に要望を、警察を通じて東京都公安

委員会に伝えている。向こうで専門的な

視点から検討するということである。予

算はどうなのか、いつごろ信号がつくの

かということは、まだわからないのが現

状。確認はしてみる。 

道路事業部 

35 【目減り通貨について】 

 全国に先駆けて国のお手本になるよう

に、市で目減りする通貨を導入してもら

いたい。必ずこれはうまくいくと思う。 

 （内藤 晃一） 

現実的に、実現不可能な持論だと私は

思っている。 

産業振興部 

36 【親子が集える場所の建設について】 

 北野台は高齢者のまちになりつつある。

自治会で、市の協働推進課、子どものし

あわせ課に相談し、小さな子ども達や母

親達が自由に集える場所を建設する運び

となった。子どもの安全の保証も検討し

ながら進めたい。また、市や都から補助

金をいただけることになった。引き続き、

市の御支援をお願いする。 

 （杦野 信一） 

確かに、若いお母さんたちが集う場所、

情報交換の場所は必要。核家族化が進ん

で地域のコミュニケーションが十分でな

くなった。この辺に問題がある。市でも、

地域子ども家庭支援センター、親子集い

の広場の整備を進めている。 

多くの若い母親達が利用し、その地域

に定着するということの要因になるなら

ば、これはいいことだろうと思う。 

こど も 家 庭 部  
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【【【【西南部地域西南部地域西南部地域西南部地域】】】】                    平成 22 年６月 12 日（横山南市民センター） 

発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

37 【「互いに声かけ、元気な笑顔」～地域住民

として信頼感、人間の絆（きずな）を取り

戻す～】 

「互いに声かけ元気な笑顔」、その趣旨

は、地域住民としての信頼感、人間の絆を

取り戻すということが必要であると考えて

いる。最近は子ども達から天真爛漫な笑顔

が消えたように感じる。あいさつを励行実

行すること「一語一声」「ひとことひとこえ」

を根気よく続けることが必要であろうと思

う。 

（横沢 勝弥） 

あいさつ・声かけ運動。やっぱり基本

だと思う。あいさつ運動というものが定

着をしない、これはやはり地域での親と

子どもの信頼関係というのが損なわれて

いるからであろう。継続してあいさつを

地域で、特に大人のほうから、声をかけ

合うということ。これをぜひ互いにやり

ましょう。皆さんにもよろしくお願いし

たい。 

こども家庭 部 

生活安全部 

学校教育部 

38 【無料やそれに近い金額で過ごせる場所を

若者に与えるべきでは】 

①若者が歌ったり、踊ったりできる場所

を与えてあげてほしい。お金を使わな

くても楽しめる場所を提供すること

は、若者や子ども達の学習に役立ち、

非行防止にも役立つと思う。 

②クリエイトホール・市民センターに若

者が好む漫画や雑誌、ＣＤなど置いて

はどうか。インターネットで、どこも

同じ方法で目的にあった施設を予約で

きるシステムを導入してほしい。市の

ホームページも非常に利用しにくく、

わかりにくい。 

③生涯学習は、講座時間と内容の工夫を

してほしい。講座が平日に集中してい

て若者が利用することは考えられてい

ない。 

④八王子医療刑務所を移転してもらえる

よう交渉してほしい。跡地に井の頭公

園のような公園を作ったらどうか。 

 

若者、生涯学習も含めて、シャッター街

と化しつつある八王子の復活を願う。 

（成沢 裕一郎） 

 

 ①南口に、若者等が利用できるような、

ちょっとした舞台が設置される。い

ままでよりも画期的になるように思

う。 

②クリエイトホールの利用度合いは、

大変多い。若者の利用度については

把握していない。漫画を置く等の蔵

書内容ついては内部で相談をしてみ

る。 

市民センター等の予約システムが統

一されてない、ホームページの内容

がわかりにくい、検索しにくい。こ

れはどうすれば使いやすくなるかと

いうことについて、取り組みを進め

ているので、もう少し待っていただ

きたい。 

③生涯学習については、多くの講座が

ある。もし欠けている点があるなら

ば、補填をするよう努力をしていき

たい。 

④刑務所は、いずれ 25年までには移転

の決定をするということになってい

る。跡地については、市民の皆さん

からもいろいろ御意見も伺いなが

ら、できれば公園的なものにしたい

と思っている。 

南口再開発推進室 

生涯学習スポーツ部  

産業振興部 
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発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

39 【各学校に特別支援学級を】 

私の孫は特別支援学級に通っている。本

来通うべき学校に支援学級がないため、遠

くまで車で送迎し、通っている。 

それぞれの学校に特別支援学級があるな

ら、先生同士の情報の共有にもなるのでは、

また発達障害の理解にもつながるのではな

いかと思う。働く保護者のため学校の中に、

または近くに学童保育があるように、まだ

特別支援学級がない学校に特別支援学級の

設置を心からお願いしたい。 

   （佐藤 ヤス子） 

各学校に特別支援学級があるのが理想

だと思うが、なかなか理想が簡単に実現

しないというのが現実の問題。これは八

王子市だけではなく、全国的な課題であ

る。市全体のバランスを見ながら、毎年

特別支援学級の増設に取り組んでいる。

一生懸命これから整備をしていくので、

少し時間をいただきたいと思う。 

学校教育部 

こども家庭部 

 

40 【子ども、お年寄りが憩える公園がないこ

とについて】 

「寺田さわやか公園」をよく利用するが、

この公園には子どもやお年寄りが憩えるよ

うな木陰が全くない。四季を通して涼を求

めることができない。市として公園事業に

対しての考え方、取り組み方、位置付けに

ついて教えてほしい。 

（坂亀 美智子） 

市には公園と名の付くものは大小 900

近くある。それぞれ地域性というものも

あり、規模によって利用の仕方も様々で

ある。「寺田さわやか公園」は、公園アド

プト制度ということで、地域の皆さんの

身近な公園を、地域の皆さんが守ってい

る。「寺田さわやか公園」については、確

かに木陰がない。藤棚があるが成長して

いない。地域の皆さんとも相談し、今後

のことについて考えたい。ただ、寺田地

区には 4つの公園がある。他の公園には

木陰もたくさんある。是非その点も理解

願いたい。 

まちなみ 整備 部 

41 【保育園の数について】 

保育園の数の問題。経済的に生活が大変

で、仕事に就きたくても仕事をしていない

と預けられない、預けたくても預けられな

い、働きたくても働けない。いまのこうい

うシステムが変だと考える。 

（坂亀 美智子） 

いま、子どもを預かってくれれば仕事

に就きたいという意識の方も多い。社会

構造が変わってきたのだと思う。近所に

新しい保育園ができると、100 人定員だ

としても、その地域の利用者は 40 人から

50 人位。なかなか全体的な待機児童の解

消には結びついていない。幼稚園と保育

園の一元化もいまの時代の要請だと思っ

ている。いずれにしても、待機児童解消

のためにこれからも地道な努力をしてい

くことが大事である。 

こども家庭 部 

42 【公団住宅の賃貸の空家問題について】 

最近、都市整備公団の賃貸の空き室が目

立つ。若い子育て世代に、市として何か有

市の公団住宅の空家数は、公団が公表

していないため、わからない。公団住宅

は、いまの人達のニーズには合わないの

まちなみ整備部 
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番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

効な活用ができないか。地域の活性化や防

犯面からも、管轄違いは別として、市とし

ての取り組みは何かできないのか。 

（坂亀 美智子） 

だと思う。我々の意見を申し述べながら

相談・協議をし、リニューアルに努める

努力をしていきたいと思っている。 

43 【児童相談所の対応と一時保護所の不足に

ついて】 

児童相談所では、児童福祉士１人当たり

10 万人の対応ということで、非常に大変な

状況と伺った。 

どうか児童相談所の設置市の審査請求を

都に行っていただき、東京都八王子児相を

八王子市児相としていただきたい、ようす

るに市でもっていただきたい。一時保護所

についても、市の子どもが別の保護所では

なく、八王子市の施設で更生できるよう、

施設をつくっていただきたい。 

（森 秀三） 

かなり深刻な問題だということは、私

もよく承知をしている。ただ、児童福祉

士を育てるのには、５年～10 年経験が必

要だという。実際、市のみで取り組むと

いうのは難しいと思う。一時保護所も含

め、整備の拡充、施設の拡充を要請して

いくことが一番現実的だと思い、積極的

に努力をしている。東京都が責任持って

やらなければいけないこと。これからも

東京都に拡充のための要請を強くしてい

きたい。 

こども家庭部 

 

44 【学童保育年齢の延長について】 

学童保育は小学３年生までと聞いてい

る。４年生からは１人で帰宅させなければ

ならず、夏休み・冬休みなど長期の休みに

は、朝から１人で家にいなければならない。

10歳の子どもをそのような目に合わせるの

は、私自身も不憫である。不安で仕事もし

ていられない。そういう実状があるという

ことをわかっていただきたい。小学６年生

までの学童保育の延長をお願いしたい。 

      （大石 祐美子） 

全小学校区に学童保育をつくろうと、

70 の小学校全部に作った。これはたぶ

ん、東京都 23 区も含めて、八王子が一番

多い。それでも待機児童が出ている。４

年生以上の子どもを預かる余地はいまの

ところない。「児童館」や「放課後子ども

教室」の試みも利用していただきたい。 

将来、６年生までお預かりできるとい

うふうな口約束はできない。これから努

力はしていきたい。 

こども家庭 部 
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45 【子どもと地域との接点が必要】 

子ども達と地域との関係が希薄になって

いると切実に感じている。 

そこで、カブト虫の飼育を子どもと地域

をつなぐ絆として活用してほしいと思って

いる。せっかく八王子で育ったカブト虫、

八王子の子ども達により多く触れてほし

い。例えば学童保育所を活用し、地域との

設定窓口をつくり、カブト虫の飼育を通し

て、子ども達が地域住民と関われるような

場所をつくっていただけたらと思う。 

（吉澤 雅之） 

 カブト虫を通じて、生きる力というか、

生きるということに対する学びの場とな

ることも考えられる。ただ受け入れは、

学校の考え方、あるいは施設の考え方に

もよる。まず、具体的に学校・施設と信

頼関係をつくるということが大事なこと

だと思う。前向きに良いことを提案して

いただき、そして地域のために汗を流し

ていただくという、その心が理解をされ

れば、ぜひ協力をと話が進んでいくので

はないか。 

こ ど も 家 庭 部 

市民活動推進部 

学校教育部

46 【発達におくれのある子の就学相談システ

ムについて】 

発達に遅れのある子の就学相談システム

についてお願いしたい。教育センターで行

われる就学相談をお願いすると、教育委員

会としてそのお子さんに勧める教育の場が

提示されるが、その提示が保護者の希望と

異なる場合、検討委員会でどのような話し

合い・流れで提示されたのかが知りたい。

保護者に丁寧に説明できるシステムづくり

を希望する。 

（坂上 孝子） 

結論に至る経過というものが、どうい

うことだったのかが分からないのはまず

いと思う。どういう教育的な見地から見

て、どういう状況なのかを知りたいとい

うのは、私は当然だと思う。経過という

ものを、説明申し上げないというのは、

不親切だと思う。教育委員会の事務方が

きちんと説明をして、理解をしていただ

く、これが欠けている。これはきちんと

責任を持って直させる。 

学校教育部 

47 【圏央道の裏高尾地区の環境・景観問題に

ついて】 

① 圏央道の環境測定箇所は１箇所でな

く、５箇所で測定をお願いしたい 

② 大気の測定につき、浮遊粒子状物質

ＳＰＭ、ＰＭ２.５を追加願う。 

③ 高尾山トンネルの北側に位置してお

り、騒音の発生が心配。騒音問題に

ついても対応していただきたい。 

④ 環境測定結果は、６か月以上経った

いまでも公表されていない。時間が

長すぎる。 

⑤ 圏央道裏高尾地区の景観について多

くの人が違和感を抱いている。構造

① 開通したら、３箇所でまずやってみ

たい。検討中なので理解いただきた

い。 

② ③④環境測定の結果が遅いというこ

とについて、現在協議中であり、結

果には６月30日に報告をさせていた

だく。 

⑤ いままでの景観をまったく壊すこと

になっている。これは可能な限り、

景観の修復というか、修景のために

努力をしなくてはいけないと思う。

できるだけ迷惑をおかけしないよ

う、精一杯努力をしていきたい。 

  

まちづくり計画部  
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番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

物、特に橋脚の色がその場所に合っ

ていない。コンクリート色は、裏高

尾地区では容認できるものではな

く、何らかの方法で隠すことは可能

だと思う。八王子の景観づくりを検

討しているいまこそ、仕方ないと考

えたくない。 

（水野 康直） 
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【【【【西部地域西部地域西部地域西部地域】】】】                   平成 22年６月 19 日（川口市民センター） 

発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

48 【圏央道上川橋高架橋下の地元利用につ

いて】 

 子ども達に広場を与えてあげたいと前

から思っていた。圏央道上川橋高架下を広

場として使えるよう整備してほしいとい

う要望書を提出した。町民祭や運動会、祭

り等にも利用し、地域管理も含めた形での

活用ができればと思っている。 

 と同時に、圏央道上川橋のバス停をつく

っていただいた。西部地区は高齢者が多い

い。北の根から出ているはちバスを今熊発

で  走らせてもらいたい。 

      （石橋 亨） 

圏央道上川橋高架下の広場については、

今年度整備を始める。広場として使えるよ

うトイレや駐輪場の設置も行う。 

バス停については、今後も交渉を重ね

て、続けていきたいと思っている。 

はちバスのコースについての要望は大

変多い。運営協議会にてコースを検討して

いるが、全体の路線を念頭におくと、大変

難しい。ただ、西部地区の過疎化・高齢化

については、よく承知をしている。これに

対して今後どういう公共交通を確保して

いくかは、西部地区の大きな課題であり、

いま検討を重ねているところである。 

まちづくり計画部  

49 【ホーメストタウン内 墓地造成につい

て】 

ホーメストタウン内に墓地ができる計

画が出ている。この住宅地は子どもを持つ

家庭が非常に多く、これから活気に溢れて

いく地域になると思っている。住民は静か

な怒りを持って、反対運動を始めている。 

スーパーなど住民が利用でき、コミュニ

ケーションが生まれるような使われ方を

望んでいる。 

市にも協力をいただき、より良いまちづ

くりを目指していきたい。 

（西田 順也） 

私はあそこに墓地はまったくそぐわな

いと思っている。墓地ではなくして、どう

いう使い方がいいのかということを、ぜひ

地域の皆さんでお考えいただきたい。 

市もしっかり、皆さんとも協議をしてバ

ックアップしていきたいと思っている。 

そのことが一番の解決策だというふうに

思う。 

健康福祉部 

まちづくり計画部 

50 【活動報告「防犯パトロール」】 

楢原地区の犯罪が増える傾向にあると

いうデータを警察の方から見せられた。そ

んなことから、町の中から危険な芽を摘

み、犯罪や災害を未然に防止することと、

町会の役員や部員の連携を図るというこ

とを目的に防犯パトロールを始めた。町の

スローガン「私のまちはみんなの手で」を

合言葉に、各種活動を進めていきたいと思

っている。        

（柳下 新三） 

大変熱心に地域の安全・安心のために取

り組んでいるお話を伺い、心から敬意を表

したい。各地での活発な防犯活動の結果だ

と思うが、八王子では犯罪件数が年々減っ

ている。犯罪の抑止、犯罪者の検挙という

ことでは、主体となるのは警察であること

は言うまでもないが、地域の目によって犯

罪が常に起きないような環境をつくって

いく。そういうことが大事である。ぜひ、

この楢原西部の活動をこれからも広げて

いただければありがたい。 

 

 

生活安全部 
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発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

51 【地域青少対の健全育成活動、上川美山地

区の小学校統廃合問題について】 

この地域の青少体では、健全育成活動と

いう同じ目的を持つ団体は、みんなで連携

を取ろうと、ＰＴＡ、子ども、青少年育成

指導員、児童館、町会の各機関、団体と連

携を取り、共同主催でやっていくことを進

めている。 

また、上川美山地区の子どもの数が非常

に少ない。小学校統廃合問題で保護者や小

さい子どもを持っている人、これから持つ

であろう若い人達が、非常に不安な状態に

ある。地域の声を聞いていただくよう、市

長からも進言してほしい。 

（原島 元義） 

各地域の関係する団体と連携をとると

いうことは大事なこと。感謝を申し上げた

い。 

上川美山は、子どもが少なくなってきて

いるが、決して統廃合ありきということは

ない。やはり地域の皆さんの声を聞いて、

どういう形態が一番いいのか、これを一緒

に考えたいと思う。子ども達のためにも地

域のためにも、プラスになる方向を見出す

べきだろうと思っている。 

こども家庭部 

学校教育部 

52 【冒頭で市長が話した市政の現状報告を

活字にしてほしい】 

市長が冒頭で話した市政の現状報告を、

活字にしていただければありがたい。内容

が素晴らしいものだと思って聞いていた。

配布していただければ、市の現状等わかる

と思う。 

（田中 好雄） 

 そんなこともできたら考えてみたいと

思う。また、そういう機会をつくっていた

だけるならば、どこへでも行って話をさせ

ていただきたい。実際にお話をさせていた

だいたり、色々な注文をいただけるという

ことも、私にとっては非常に貴重な機会で

ある。 

総合政策部 

53 【指定管理者制度について】 

指定管理者制度で市も財政的にも、また

利用者のためにも非常に貢献をしている

と思う。担当者が苦労をして、制度の改正

もしたようである。ぜひ我々も勉強をしな

がら、市の担当者との話し合いをしていき

たい。         

（田中 好雄） 

指定管理者とは、これから十分に意見交

換をしていかなければいけないと思って

いる。ここら辺で見直しというか、内容を

詰めていく時期に入っていると思う。指定

管理者の問題に対する皆さんの意見を謙

虚に受け取らせていただき、改善の方向を

見出していきたいと思う。 

総合政策部 

54 【小学校校庭の夜間開放時の子どもの立

ち入り禁止について】 

社会人を対象とした夜間の学校開放を

利用した。自分の子どもを連れてきたが、

子どもはだめということだった。自分の子

どもが一緒に練習するのはいいという気

もするが。だめな理由があるのだろうか。 

（浜中 賢司） 

夜間子どもに貸すことはできないとい

う規則に一応なっているのだと思う。「私

が責任を持ちますので。」と言えば、理解

されたのではと思う。怪我等の事故があっ

た場合、モンスターペアレントといわれる

ような保護者が、学校に責任追及をすると

いう背景がある。自分達が責任を持つと言

えば、理解を得られると私は思う。 

生涯学習スポーツ部  
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発言

番号        要望要旨   （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

55 【芝生化の予定について】 

校庭の芝生化を一部の学校でやってい

るが、芝生の校庭というのは素晴らしい。

予算がないのはわかるが、もっとやってい

ただけるのかどうか、予定があれば話して

いただきたい。 

（浜中 賢司） 

今年は六小の校庭を芝生化する。芝生化

の問題は、維持・管理が大変なことである。

地域の皆さんの協力をいただかないとで

きないことである。 

学校教育部 
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【【【【北部地域北部地域北部地域北部地域】】】】                      平成 22 年６月 26日（石川市民センター） 

発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

56 【放課後や休日の学校グランドの使用に

ついて】 

団地の自治会長をしているが、子ども達

の遊び場が少なく、特にボールを使う遊び

には苦情が多く寄せられて、非常に困って

いる。近くの学校のグランドを、土・日の

半日でもよいので、開放してほしい。安全

上の問題があることも承知しているが、学

校の先生には絶対負担のかからないよう

に、また、警備の問題や学校近隣の住民に

迷惑のかからないように、関係者の御協力

をお願いしたい。 

（望月 和雄） 

基本的には全学校のグラウンド・体育

館を開放している。貸出し方法は学校ご

とに違い、子ども達が自由にいつでも遊

べるという形にはなっていない。問題は、

不審者侵入等の事件が起きたとき、怪我

等の事故があったときに、学校に責任追

及する保護者が少なからずいる。それを

恐れ、開放しないという学校もある。こ

れは学校の判断に任せている。学校開放

についての責任は、地域というかたちの

ところもある。学校は子どもにとって安

全な場所で、開放することを原則に進め

てほしいと思う。地域からも子どもの安

全問題について提案をしていけば、良い

方向に進むと思う。 

学校教育部 

生涯学習スポーツ部  

 

57 【子ども家庭支援センターの拡充につい

て】 

保護者の養育放棄、間違った養育など多

様な原因による子どもの困難事例がある。

それらの事例に児童委員として対応する

ときに、東京都児童相談所と子ども家庭支

援センターの存在がなくてはならない。し

かし、その規模や陣容はまだまだ十分とは

言えない。特に、子ども家庭支援センター

は職員数、職員のスキル、施設規模など、

将来的に拡充となるよう検討をお願いい

たしたい。 

       （山中 廣司） 

子育てしやすいまちナンバーワンを目

指す手立ての一つとして、市としてはい

ち早く子ども家庭支援センターを作っ

た。利用者が１箇所でも延べ１万人を超

え、親子つどいの広場、夢きっず等の利

用者も多く、どんどん拡充している。こ

の需要・ニーズが高いということは、そ

の必要性があるということである。将来

的にも、この施設規模というものを拡充

していきたい。 

安心して子育てができるような環境の

充実をしていきたいと思っている。 

こども家庭部 

58 【駐在所の存在について】 

居住して感じることの一つに、比較的、

安心・安全な生活ができることである。地

域の駐在所の存在が大きい。地域住民と一

緒になって防犯や安全に取り組んでいる。

その駐在所が財政的や希望者の問題で廃

止にならないよう、都、警察庁へ働きかけ

をお願いしたい。 

（山中 廣司） 

三警察署、交通安全協会、防犯協会、

それぞれの関係団体と連携しながら、地

域の皆さんにもお力添えいただき、犯罪

も着実に減少している。 

駐在所・交番がなくなる、特に駐在が

なくなるという話は全く聞いていない。 

安全・安心というのは、世論調査の中

でも要望が非常に高く、これからも充実

していくための努力をしていきたい。 

 

 

生活安全部 
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発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

59 【子ども家庭支援センターの専門職員配

置について（57 番の発言に関連して）】 

子ども家庭支援センターのニーズが最

近多いわりには、あまりにも専門職員が少

ない。パート勤務のカウンセラーばかりで

は、すぐに対処できる状態ではない。やは

り各施設で人が常に常駐されるような状

態にしていただきたい。 

（永井 洋子） 

いま子ども家庭支援センターのクリエ

イトホールには 11 名おり、ブランチのほ

うは５名ということになっている。 

更に内容的にも充実させるよう、実態

をよく確認をして、充実の必要があるな

らば充実をさせたい。 

職員はパートばかりではないのだが、

児童福祉司任用資格者、保健士、社会福

祉士、保育士、社会福祉主事、臨床心理

士、それぞれ違った専門分野において、

可能な限り、即お役に立てる体制という

ようなものをつくれるように心がけてい

きたい。 

こども家庭部 

60 【不登校、高尾山学園について】 

 不登校の子どものための高尾山学園は、

先生・カウンセラーの数にも非常に恵まれ

ている。だが、入学は年間４回と、限られ

たときしか受け付けない。また、非行的な

子をなかなか通わせてくれない。非行的な

要素があって不登校になってしまってい

る子どものケアができる場所が何もない。

例えば、そういう不登校の子が、登校して

みようという気持ちになったとき、次の受

付期間まで待てない。子どもにとって、そ

の時期その時期が一番のチャンスである。          

あれだけの施設があるのだから、もっと多

くの子が入れるようにしてほしい。 

（大矢 久美子） 

不登校児対応の学校といっても、全て

の不登校児に対応できるわけではない。

入学の受付が年４回というのは、当初１

回だったのを現在４回に徐々に増やし

た。学校側の立場では、常時いつでも入

学可能というわけにはいかない。 

この中で救える子ども達が必ずいるは

ずだ、そういう思いで高尾山学園を作っ

た。いま果たしている役割は大きいと思

う。不登校児は一括りには絶対できない。

その子どもに合った対応をすることが大

事なことだと思う。その点はぜひ理解し

てほしい。 

学校教育部 

61 【35 人学級化等、一般の子どもの環境改

善について】 

小学校の学校公開に行ったところ、40

人学級で保護者も中に入れず、暑い中、あ

まりいい環境ではないところで勉強して

いた。 

市は、ちゃんとした教育ができるようお

金もかけてほしい。不登校やいろいろ問題

を抱えた子ども達にも当然だが、やはり一

般の子ども達の教育現場も改善してほし

い。例えば 35 人学級にするだけでもだい

ぶ違うと思う。 

市全体の小学校の１クラス平均人数は

31 人である。40 人というのは、市内では

極めて稀な例。 

市が独自に 35 人学級にしたら、小中学

校で約 150 人の教員が必要になる。全国

では約３万人教員を増やさなければなら

ない。これは予算的には大変なこと。そ

れを皆さんの税金で負担しなくてはなら

ないことになる。これは、どこの自治体

でも大変難しい。ですから、これから国

や都にしっかりと働きかけをして、どこ

の府県よりも東京都が１日も早く 35人学

学校教育部 
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発言

番号       要望要旨    （発言者） 市長答弁要旨 担当所管 

（大矢 久美子） 級を完実施できるように、全力で努力を

していきたいと思う。 

62 【子ども会の現状と支援について】 

子ども会は、大変素晴らしいものである

のに、現在の状況は少子化、親の都合で子

ども会に入らない、やめてしまう等、会員

の数が減少している。 

そんな中、この地域で新しい子ども会が

今年度から生まれた。 

このような活動を市内各地域で実施す

ることで、市の子ども会の活性化になれば

いいと思い、地道なる努力を続けている。 

これからも子ども会の実施に対して、引

き続き支援・協力をお願いしたい。 

（岡本 夢乃） 

 地域の子ども達のために皆さんが汗を

流しているということに、感謝をしてい

る。ただやはり、少子化や時代の変化を

私も感じている。 

 なかなか難しい問題であるが、その必

要性、意義というのはよく承知をしてい

る。私もできるだけバックアップをして、

皆さんが十分に活動しやすいようお手伝

いさせていただく。 

こども家庭部 
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６６６６．．．．過去過去過去過去のののの提案等取提案等取提案等取提案等取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況    
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各会場の実績 

 

 

市政への要望項目別件数 

開 催 日 会 場 地 域 地 区

福
祉
・
医
療
・

子

育

て

暮
ら
し
・
安
全

環
境
・
ご
み
・

リ

サ

イ

ク

ル

ま
ち
づ
く
り
・

交

通

教

育

・

文

化

そ

の

他

合

計

由 木

由 木 東

南 大 沢

由 井

北 野

浅 川

横 山

館

元八王子

恩 方

川 口

加 住

石 川

合 計 10 6 4 30 3 14 67

６月１３日 浅 川 市 民 セ ン タ ー

元八王子市民センター

５月１６日

６月２０日

５月２３日

５月３０日

西 部

中 央

北 野 事 務 所

東 部

東南部

由木中央市民センター

台 町 市 民 セ ン タ ー

西南部

本 庁

2

3

0

1

0

0 0

2

1

3 0

10

3

0

2

1

0

14

1

9

16

13

4 13

3

2

0

8

1

６月２７日 加 住 市 民 セ ン タ ー北 部 1 80 0

4

7

0

3 3

3

1

1

市政への要望項目別件数

その他

14件（21%）

教育・文化

3件（4%）

まちづくり・交通

30件（45%）

環境・ごみ・リサイク

ル

4件（6%）

暮らし・安全

6件（9%）

福祉・医療・子育て

10件（15%）
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ごごごご意見意見意見意見・・・・ごごごご提案提案提案提案をいただいたそのをいただいたそのをいただいたそのをいただいたその後後後後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況のののの一例一例一例一例をごをごをごをご報告報告報告報告するとするとするとすると‥‥‥‥‥‥‥‥    
    

    

平成 21 年５月 16 日・台町市民センター【中央地域】 
 

 

＜意見＞《上野町第二地区の区画整理について》 

上野町第ニ地区の区画整理はいつごろに完了する予定か。 

（田倉 栄一 様） 

 

 

≪市長≫上野町第ニ地区の区画整理については、移転が 95.1％済んだ。23年で全部完了する。 

 

【対応】厳しい財政状況の中で、平成 23年度事業収束に向けて努力してる。 

 

 

＜意見＞《町会管理の防犯灯から市管理の街路灯への切替等について》 

街灯について。現在長房町の船田町会の街灯のうち町会が設置しているものが多すぎて、町

会費と市の補助だけでは維持が相当厳しい。しかし、防犯上の点からも減らすわけにはいかな

いので、市所有の街灯等を増やして欲しい。 

（早川 満 様） 

 

 

≪市長≫ 市の補助金は２分の１ということで皆さんにご理解いただいている。町会自治会にみな

さんがぜひ入っていただいて、みなさんで支えあっていって欲しいと思っている。その辺

りは、申し訳ないがよろしくお願いする。 

 

【対応】 公衆街路等の設置にかかる補助率については、１／２での設定に変更はないが、町会・

自治会の維持管理の負担軽減及び環境面への配慮から、ランプ寿命が大幅に長く、かつ消

費電力が低い LED 型の積極的な導入が図れるよう、補助要綱を見直し、新たに補助基準を

設けるところ。（平成 22年 4月 1日施行） 

道路照明灯については、夜間における車両交通の安全円滑をはかることを目的とし、交

通安全上必要な個所には、町会や自治会と協議して設置しており、現行対応している。 

 

 

平成 21 年５月 23 日・由木中央市民センター【東部地域】 
 

 

＜意見＞《FM由木（南八王子）の開設について》 

「ふれあい」に関して、ラジオのＦＭ放送、ＦＭ由木(南八王子)の開設をお願いしたい。住

民の情報交換媒体として地域限定型の弱い出力のＦＭ放送開設を市が主導となって検討を進

めていただきたい。ＦＭ多摩のような既存の標準放送プログラムをベースに、地域限定の情報

をところどころに入れて地域のコミュニケーションを図っていただきたい。運営は、マスコミ

に勤めたいという学生に依頼して運営費の削減を図ればよいと思う。 

                                 （中村 史朗 様） 
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≪市長≫ 大変面白いと思うけれども、実現するのは難しいと思う。経営的にはものすごく厳しい。

また、学生中心で運営すると、オープンする日にちや時間が決まってしまう。また、運営

する学生が卒業していって変わっても思いが伝わるかどうか等、問題点がある。基本的に

は民間の方々が、実際じゃあ少しずつでも出し合ってやろうじゃないかというような、気

運が盛り上がれば、市としては積極的に応援をさせていただきたい。 

 

【対応】 今後、民間等で立ち上げるなら、支援は積極的に行いたい。なお、ＦＭ多摩は経営上の

問題から 2010 年 3月 31 日をもって、放送を終了している。 
 

 

＜意見＞《里山の保全について》 

「堀之内寺沢里山公園」が東京都環境局により里山保全地域指定という形で地域指定を受

けた。私も農業者として計画に参画して UR に助言したりもしてきた。市にも行政としてこ

ういう地域環境保全活動の後ろ盾となって欲しい。 

（鈴木 亨 様） 

 

≪市長≫ 里山保全を中心に八王子の環境を大事にしようというようなお話、そのことは大切なこ

とだと思う。地元の方たちと協力して、積極的に取り組んでいきたいと思う。実は、定額

給付金が要らないという人は、是非、緑地の保全をするための基金に寄付してほしいとい

うお願いもしている。19住区の東山地区については、私共も、このまま自然を最大限残す

ようがんばってきた。一緒に皆さんとですね、力を、知恵を出し合っていい環境のまちづ

くりを進めていきたいと思っている。 

 

【対応】 里山の保全について、地域との協働により指定された「八王子堀之内里山保全地域」は、

東京都と密に連携をとり、土地所有者の協力を得ながら、指定することができた。指定後

も里山の重要性や保全の必要性について、理解を深めてもらう啓発事業として、八王子市

が主催で地元 NPO 団体の協力により、親子里山体験講座を開催した。 

    

    

    

平成 21 年５月 30 日・北野事務所【東南部地域】 
 

 

＜意見＞《障害者の防災訓練参加について》 

去年と今年、防災訓練に参加した。大変勉強になった。特に、昨年、課題別訓練。長房町会の方

たちと一緒に訓練をした。見るだけでなく障害を持っている者が健常な方と一緒にコミュニケーシ

ョンしながら訓練できるような企画をつくってもらえれば大変ありがたかった。外国の方も参加す

るような訓練の方法をやってもらえると、ありがたい。地震の多いアジアの地域の行政の方たちを

招いて、自分の地域の市民は自分たちで守るという方法を学びあう、啓発のための勉強ができるよ

うに、八王子がまずリーダーシップを取っていただければ大変喜ばしい。 

                                   （宮本 一郎 様） 



34 

 

≪市長≫ 今年は総合防災訓練を、８月 30日に予定している。ぜひ多くの要援護者の方に参加を

していただき、経験を積んでいただくことが大事なことだと思う。それぞれの地域で地域

の活動に参加され、そして一緒にそういった経験を積まれることが大事なことだと思う。

市の防災課にお問い合わせいただければ、一緒に参加して、より大きな効果が出せるよう

に、我々も取り計らいたいと思っている。八王子がモデルケースとなって、アジアの国々

にも発信ができるようにという、大変前向きなお話。私どもも、目標にしていくべきだろ

うとは思っている。そのためには、いろんな経験を我々もして、そして積み重ねる、自助、

共助が大事なことだろう。 

 

【対応】 10 月 18 日に総合防災訓練を実施し、聴覚障害者協会の方々にも参加いただいたが、訓

練を延期した関係でふれあい運動会と重なってしまったことから、提案者の意図する内容

の訓練まではできなかった。今後も訓練を継続していく中で、共に検討させていただきな

がら充実を図っていきたいと考えている。 

なお、本年２月にスタートした第３期目の「外国人市民会議」では、外国人の「就労」

と「防災」をテーマに取り組みを行っている。 
 

 

＜意見＞《災害時一人も見逃さない運動とマップの保管場所》 

八王子全体で「災害時一人も見逃さない運動」をやっていて、民生委員も一端を担っており、

マップづくりをしている。マンション、アパートが非常に多い関係で、調査するというのは非

常に困難だ。無理やりに、調査をするわけにいかないので、マップから漏れてる方が非常に多

く、問題ではと思う。障害をお持ちの方がいられるお宅や、高齢者だけでお住いになってるお

宅も、調査の対象にしたほうがいいのではないか。また、マップの保管場所を、どこにしたら

良いかが非常に問題だ。例えば、町会の自主防災会のほうに、お預けできたらいいんじゃない

か。 

（阿久津 稔 様） 

 

 

≪市長≫ 災害時なんかに一人暮らしの方とか、あるいは障害のある方が、どこの御家庭におられ

るというようなことが、少なくとも民生児童委員の皆さんが承知をしておられるというこ

とは、すごく大事なことだろうと思っている。マップづくりも 18年から御協力いただい

て、ここで出来上がる。それを有効に活用していただくということは、大事なことだが、

どう保管するか。確かにお話があったように、難しい問題だ。マップが作られても、必要

な人の手に入らないようじゃ意味がない。よく考えて作ったものが、十分に活用されるよ

うに、体制を整えたいと思う。 
 

【対応】 現在取組みを検討している災害時要援護者避難支援対策においては、民生・児童委員の

日頃の活動により得た情報は非常に貴重なものと考えているが、個人情報保護の観点から、

その情報をそのまま地域の組織に公開することはできない。今後、避難支援対策の検討の

中で一定の手続きや対応を経ることで効果的な活用を図っていきたいと考えている。 
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平成 21 年６月 13 日・浅川市民センター【西南部地域】 
 

 

＜意見＞《不法投棄 管理カメラ作動中の看板設置》 

裏高尾地区は行き止まりの道路で、昔から泥棒のプロは入ってこないと言われてきた。しか

し最近は、高尾山の観光客が増加し、ごみの不法投棄など多くの心配がある。そのため、地元

消防団、高尾警察、市役所など多くの方に夜間もパトロールを実施していただいている。裏高

尾地区全体の防犯のため入口の駒木野地区または駐在所の近くに、｢この先不法投棄監視カメ

ラ作動中｣の看板、また監視カメラの設置を提案する。 

（峯尾 丈士 様） 

 
 

≪市長≫ 地域の皆さんにも御協力いただいて、青パトのパトカー走らせていただいている。この

台数はもう 100 台を超えた。これは警視庁管内で一番だ。それだけ地域の皆さんが、防犯

活動に熱心に取り組んでいただいてる。安全・安心のため、御努力をいただいてることで

あり、大変素晴らしいことだし、その効果は確実に出ている。大変ありがたい。不法投棄

の監視カメラ、これは確かに効果がある。ですから地域で、こことここにというようなお

話をいただければ、私どもも協議させていただき、やります。 
 

【対応】 町会・自治会が実施している。地域における自主的な防犯活動への支援（青色回転灯等

のパトロール用品の無償貸与及びボランティア保険の加入など）は継続して行っている。 

看板や監視カメラについては、タウンミーティング後に、摺指町会長・荒井町会長・小

仏町会長と調整。複数個所に設置済みである。 

 
 

＜意見＞《路線バス運行要望》 

南浅川町会は、路線バスの運行を要望したい。３年ほど前までは、京王バスが６時台、７時

台、８時台と走っていた。現在では、神奈中さんのバスが、９時発だけということになってい

る。そのため、学童は親御さんたちが自家用車で高尾山口駅まで来る、あるいは学校まで送る

というのが現在そのようなかたち。何としても町を残していくためには、少なくとも老人用の

医者に行くバスと、その時間に間に合う、８時台の時間帯で 1便だけでもいいから、何とか路

線バスの増便を認めて欲しい。 

（髙橋 保 様) 

 

 

≪市長≫ 増便というのは難しいと思う。ただ、神奈中に増便をしろと言っても、まず不可能だと

思う。ほかの地区でも一番頭の痛い問題の一つ。同じように人口減少地域がある。地域で

半分お金を出し、市でも半分出すとか、コミュニティバスみたいなもの、あるいは定時で

走るタクシーとかを代替に使うとか、いまいろいろテストをやっている。規制緩和が行わ

れた結果、バス路線を廃止する場合、通告だけでできる。そういうふうに制度が変わった。

これは全国的な問題。国でも、公共交通の確保のためにどう支援をできるか、いま検討し

てくれている。いま市内他地域でも試みをしているので、ぜひ相談しましょう。まず、地

域をまとめてください。 
 

【対応】 路線バスを運行している神奈川中央交通㈱に状況を確認したところ、現状維持するのも

かなり厳しい状況であり、増便は考えられないとの回答あり。 
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路線バスを増便することは難しく、他の運行方法として、現在、恩方地域の小津地区や

醍醐・降宿地区で、市と地域で費用を負担し、貸切バス・乗用タクシーによる試行運行を

行っている。 

今後、高齢化が進み、他の地区においても高齢者の足の確保の問題が考えられており、

地域がまとまり相談をいただけたら、その地域に適した乗物について協議していきたい。 

南浅川町から浅川小学校へ通学する児童に対し、この地域のみ特例的に保護者の自家用

車による送迎の場合、自動車送迎のガソリン代相当分を教育委員会が補助を継続している。 

 

 

 

平成 21 年６月 20 日・元八王子市民センター【西部地域】 
 

 

＜意見＞《松枝橋の改良工事について》 

松枝橋から四谷の交差点にかけての渋滞が非常に激しい。橋の改良工事がいつごろできるの

か、またどの程度のものができるのか、尋ねたい。 

（浦野 節郎 様) 

 

 

≪市長≫ 松枝橋の架け替え、拡幅。いま東京都が、鋭意努力している。工事の内容は、現在の車

道６メートルが、車道は両側で、幅員 20メートルになる。それから、歩道も当然のこと

ながら広く取る。完成目途は、工事が渇水時期しかできないこともあり、５年から７年後

ということになっている。 
 

【対応】 全体の工期は平成 19年から 26年度の予定。 

 平成２１年度については河川内用地取得及び新橋の設計変更をおこなった。平成２２年

から仮橋架設工事を行い、平成 24年から新橋架設工事を行う予定。 

 ひきつづき早期整備について、事業者である東京都南多摩西部建設事務所に要望してい

く。 
 

 

 

＜意見＞《高尾駅の南北通路について》 

高尾駅の南北通路はできるできるという話は以前から聞いているが、どの程度のものがどの

ようにしてできるのか。当然、伴う高尾駅前の改良工事についても含めて説明を聞きたい。駅

舎は、ある程度の文化財みたいな形になっているのか。 

（浦野 節郎 様) 

 

 

≪市長≫ 結局、駅舎の改良、駅前広場の拡張、これも含めてセットでやろうということになった。

駅のほうは、調査委託をＪＲに出しており、ＪＲ東日本から、近いうちにその結果が出て

くると思う。それにより、来年度以降、着工となる。したがって、今、何年かかるという

ことを申し上げる段階ではない。南北自由通路で、お困りになってる高齢者の方もおられ

るので、ＪＲのほうで、例えば南北を自由に行き来できる定期券のようなものを出しても

えないか、交渉も進めている。半分ちょっとぐらい市で負担、利用者の方にも、負担して

いただくことを前提で、話を進めている。駅舎を、何らかのかたちで、活用しようという

ことも、検討している。 
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【対応】 平成 21 年度は、橋上駅化を含む自由通路の基本的な構造や概略の工事費及び工期等を

検討する調査設計を JR 東日本へ委託し、実施した。今後は、今回の調査設計を基に、自

由通路建設に向けた基本協定を鉄道事業者側と締結する予定である。 

南北の行き来についての対策としては、平成 22 年１月から６月までを試行期間とし、

高尾駅を通り抜ける際に必要な入場券及び定期入場券の購入費用について、65歳以上また

は障害のある方を対象に、１カ月 2,000 円（こどもは 1,000 円）を上限とした補助事業を

実施している。登録期間（平成 21 年 12 月 15 日～平成 22 年 1 月 15 日）における登録者

数は 355 名であるが、その後の問い合わせが多いことから、平成 22 年 3 月 25 日～4 月 7

日に追加登録の募集を行う。 

 駅舎については、活用に向けた構造的な基礎調査を平成 21 年度に行っており、この調

査において明らかになった構造的な課題も含めて、現在、引き続きなるべく高尾駅周辺で

活用できるような方策を検討している。 

 

 

平成 21 年６月 27 日・加住市民センター【北部地域】 
 

 

＜意見＞《パソコントレード等の公的講習が受けられる場を》 

パソコンを使って株式などの投資をやるには、パソコンを勉強する必要がある。残念ながら、

市内には、安く使えるパソコンを備えた場所がない。ぜひ八王子の駅の近く、公共的な場で、

パソコンを 10 台ぐらい揃えて使えるような施設を、つくってもらえないか。パソコン教室を

証券会社が、使いたいという話については、使用を認める余地があるんではないか。また、い

ろんな応用講座を、駅の近くで勉強する機会がほしい。 

（納土 伸男 様) 

 

 

≪市長≫ オンライントレード講習を、行政がやるということは考えていない。パソコンの講習教

室は八王子でもやっている。今年 25講座、延べ約 60回開催を予定している。生涯学習セ

ンターではサークル活動等で使用するパソコンも、12台あり、無償で館内で使用できる。 

 講習会も、積極的に開催している。それを、しっかりＰＲもしていきたい。営利を目的

として施設は使えないが、個人あるいは団体が借りて、講師を呼んで勉強するのなら使え

る。パソコンの講習会も、こども科学館でも、駅前の生涯学習センターでもやっているの

で、御活用いただけると思う。 
 

【対応】 各施設が設置目的に合わせて、パソコン教室を実施している。また、これらのＰＲも引

き続き行っていく。 

オンライントレードの講習は行政が実施するものではないと考える。 

こども科学館では、引き続き初心者向けやこども向けのパソコン教室を、５講座延べ１

３回開催している。 

生涯学習センターでは、平成 21年度にパソコンの講座は 16講座、延べ 82回開催した。

サークル活動等で使用できるパソコンも、12台あり、無償で館内貸し出しを行った。今後

も、継続してパソコン講座及びパソコンの貸し出しを実施していく。 

   
 

＜意見＞《市管理職による地域サポーター制度を提案》 

市の職員、主に管理職の方の、地域の担当者制度を是非、作って欲しい。自治会と市のパイ

プ役として、自治会の要望を市に伝えたり、連絡事項を住民に伝えたり、具体的に自治会の会

合に出席し、住民から出されている苦情、問題等現状を、市のラインに乗せて市役所と住民の
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距離を縮め、無駄のない行政を作って欲しい。 

（名児耶 博 様) 

 

 

≪市長≫ 現実的には厳しいと思う。八王子には、557 の町会自治会がある。管理職が 170 名。

全部に張り付けると一人の管理職が、３から５町会担当することになる。うちの職員は、

非常に積極的に地域活動に参加している。８割を超える職員が、町会自治会、ＰＴＡ、

消防団や子供会育成会で活動をしている。（地域担当者制度を行っている）自治体もあり、

調べてみた。そこでは職員に、手当を出している。八王子で行うと１年に 10時間として、

2,000万ぐらいかかる。費用対効果も考えたり、積極的に地域の皆さんと一緒に活動して

いるという実態から考えると、その必要性はないと思っている。担当の協働推進課も、

何か問題等あったら御一報いただければ対応ができるようになっており、ぜひそれは御

活用いただければと思う。 
 

【対応】 市長答弁のとおり、多数の町会自治会を抱える本市において地域担当制を敷くことは、

担当する数や費用対効果を考えると、現実的には厳しい状況にある。 

しかしながら、市職員が、市民の目線で行政運営を進めることは、非常に大切であり、

今後も、引続き、職員が、地域活動や市民活動に積極的に参加するよう研修などを通じ働

きかけていく。 
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平成 22年度“タウンミーティング「市長と語る」”資料 

    

平成平成平成平成 22222222年度年度年度年度のののの本市本市本市本市のののの予算予算予算予算についてについてについてについて    

 市は、皆さんが元気にいきいきと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。 

 本年度の予算は、厳しい経済状況の中で限られた財源を有効に活用して、まちに元気や活力を

与える事業を着実に実現できるように「八王子元気計画実現予算」としました。 

具体的には、５つの重点項目（「魅力あふれる都市の創造」、「健康・医療、福祉施策の充実」、

「環境に配慮したまちづくり」、「子育て支援と教育環境の充実」、「安全・安心な暮らしの確保」）

を予算の柱とし、基本構想・基本計画「ゆめおりプラン」に掲げられた６つの都市像（『新しい時

代にふさわしい創意にみちた協働のまち』『一人ひとりが大切にされ共助で築くふれあいのまち』

『だれもがいつでも多様に学び豊かな文化を育むまち』『安全で快適に暮らせる心やすらぐまち』

『魅力あふれる産業でにぎわう活力あるまち』『水とみどりを慈しむ地球環境にやさしいまち』）

を具体化する施策を着実に推進します。 

 

    

重点重点重点重点５５５５項目項目項目項目    

◆ 魅力魅力魅力魅力あふれるあふれるあふれるあふれる都市都市都市都市のののの創造創造創造創造    

道路や施設などの都市基盤を整備するために 

●八王子駅南口地区市街地再開発事業を推進 

●八王子駅周辺の交通環境を改善 

●地域循環バス「はちバス」の運行ルート拡大 など 

◆ 健康健康健康健康・・・・医療医療医療医療、、、、福祉施策福祉施策福祉施策福祉施策のののの充実充実充実充実    

いきいきと健やかな暮らしを実現するために 

●（仮称）八王子市小児・障害メディカルセンターを整備 

●夜間救急診療所・休日歯科応急診療所の充実 

●障害者支援の充実 など 

◆ 環境環境環境環境にににに配慮配慮配慮配慮したまちづくりしたまちづくりしたまちづくりしたまちづくり    

環境に配慮した住みよいまちづくりのために 

●太陽光発電の普及を促進 

●プラスチック資源化センターを建設 

●すべての資源物の戸別回収 など 

◆ 子育子育子育子育てのてのてのての支援支援支援支援とととと教育環境教育環境教育環境教育環境のののの充実充実充実充実    

子育てしやすいまちの実現と学校教育の充実のために 

●民間保育所や認証保育所、認定こども園の開設補助 

●学校サポートセンターの創設 

●子ども手当を支給 など 

◆ 安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの確保確保確保確保    

災害や犯罪に対する備えを強固にするために 

●夏休み期間中の子どもの見守り体制を強化 



 

 40 

●八王子駅周辺で駅前滞留者対策訓練を実施 

●家具転倒防止器具の助成 など 

 

22222222 年度予算年度予算年度予算年度予算のののの概要概要概要概要    

平成 22 年度の予算総額は、前年度に比べて 2・7 パーセント増の 3 千 404 億円となりました。

そのうち一般会計の予算額は、1 千 939億円で、前年度と比べ 5・6パーセント増。これは主に子

ども手当など国の政策による拡大です。 

歳入は非常に厳しい状況にあります。特に市税は、急激な景気後退の影響で 42億 6 千万円の大

幅な減収。深刻な財源不足となりますが、各事業を着実に実現するため、基金からの繰入金の増

額や臨時財政対策債の借り入れにより税収の不足分を補います。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年度に取り組む事業や施策は、市の基本構想・基本計画「ゆめおりプラン」に掲げた 6

つの都市像の実現に向けて実行されます。ここでは、その主なものを紹介します。 

((((◎◎◎◎はははは新規事業新規事業新規事業新規事業、、、、●●●●ははははレベルアップレベルアップレベルアップレベルアップなどをなどをなどをなどを図図図図るるるる事業事業事業事業ですですですです。。。。))))    

 

    

 

 

●都市政策研究所の設立                          922922922922 万円万円万円万円 

地方分権の進展や社会情勢の急激な変化に、より的確に対応するため、研究体制を強化し、

都市政策研究所を設立します。 

●公衆街路灯設置の補助                         1,8001,8001,8001,800 万円万円万円万円 

町会・自治会が設置する公衆街路灯について、防犯力の強化と維持管理費用の削減を図る

ため、消費電力の低い LED タイプに新たな補助基準を設け、普及を促進します。 

 

その他の事業 

◎新たな総合計画の策定･･･455455455455 万円万円万円万円 

●（仮称）中央地域総合事務所を整備･･･2222 億億億億 5,2935,2935,2935,293 万円万円万円万円 

●市役所本庁舎の改修･･･22222222 億億億億 7,6797,6797,6797,679 万円万円万円万円 

●広報紙の各戸配布の試行･･･3,4983,4983,4983,498 万円万円万円万円    など 

 

 

 

 

●八王子小児病院の移転にかかわる地域医療体制の整備         14141414 億億億億 1,7141,7141,7141,714 万円万円万円万円 

主主主主なななな事業事業事業事業    

１１１１．．．．新新新新しいしいしいしい時代時代時代時代にふさわしいにふさわしいにふさわしいにふさわしい創意創意創意創意にみちたにみちたにみちたにみちた協働協働協働協働のまちのまちのまちのまち    

２２２２．．．．一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが大切大切大切大切にされにされにされにされ共助共助共助共助でででで築築築築くふれあいのまちくふれあいのまちくふれあいのまちくふれあいのまち    
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八王子小児病院の跡地・施設を活用して（仮称）八王子市小児・障害メディカルセンター

を開設するとともに、中核病院などに対する小児病床運営費の補助や夜間救急診療所・休日

歯科応急診療所の充実などを進めます。 

◎由井市民センターみなみ野分館の整備                   3,6973,6973,6973,697 万円万円万円万円 

みなみ野地区に、地域コミュニティの拠点として由井市民センターの分館を整備します。 

 

その他の事業 

●民間保育所新設などの補助…6666 億億億億 8,2208,2208,2208,220 万円万円万円万円 

●セーフティーネット支援対策…2222 億億億億 6,9146,9146,9146,914 万円万円万円万円 

◎子ども手当の支給…101101101101 億億億億 7,5107,5107,5107,510 万円万円万円万円 など 

 

 

 

 

◎学校サポートセンター                         9,9869,9869,9869,986 万円万円万円万円 

学校図書館サポートセンターの設置やスクールソーシャルワーカーの配置などの支援事業

を行います。 

●校庭の芝生化                             9,9009,9009,9009,900 万円万円万円万円 

ヒートアイランド対策や緑化対策、環境学習などのため、第六小学校の校庭を全面芝生化

します。 

 

その他の事業 

●新市民会館の整備…35353535 億億億億 7,7007,7007,7007,700 万円万円万円万円 

●小・中学校地震防災対策…17171717 億億億億 5,4015,4015,4015,401 万円万円万円万円 

●戸吹総合スポーツ施設整備…7777 億億億億 2,2302,2302,2302,230 万円万円万円万円 

●読書のまち八王子推進…1,8161,8161,8161,816 万円万円万円万円 など 

 

 

 

 

●八王子駅南口地区市街地再開発                     21212121 億億億億 56565656 万円万円万円万円 

八王子駅南口に、公共施設や商業施設などからなる再開発ビル「サザンスカイタワー八王

子」と駅前広場を整備し、市の新しいランドマークに。今秋「まちびらき」を行います。 

●地域循環バス「はちバス」の運行                     9,4229,4229,4229,422 万円万円万円万円 

「はちバス」の新たなルートでの運行を開始するほか、車両の追加や IC カード対応機器の

設置により利用者の利便性の向上を図ります。 

 

その他の事業 

◎圏央道高架下などの整備…1,3101,3101,3101,310 万円万円万円万円 

●家具転倒防止器具助成…1111 億億億億 6,6286,6286,6286,628 万円万円万円万円 

●八王子駅周辺で駅前滞留者対策訓練を実施…1,0001,0001,0001,000 万円万円万円万円 など    

３３３３．．．．だれもがいつでもだれもがいつでもだれもがいつでもだれもがいつでも多様多様多様多様にににに学学学学びびびび豊豊豊豊かなかなかなかな文化文化文化文化をををを育育育育むまちむまちむまちむまち    

４４４４．．．．安全安全安全安全でででで快適快適快適快適にににに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる心心心心やすらぐまちやすらぐまちやすらぐまちやすらぐまち    
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●雇用対策                              7777 億億億億 9,0009,0009,0009,000 万円万円万円万円 

中小企業の資金不足を救うため、短期間の融資を迅速に行う「緊急つなぎ融資資金」を新

設し、利子の一部を補助します。また、就職面接会などの就労支援や、都の補助金を活用し

た中心市街地歩行量調査などの雇用創出事業を行います。 

◎魅力ある都市農業育成対策                       3,0003,0003,0003,000 万円万円万円万円 

農産物直売所に出荷する農家が行うパイプハウスなどの栽培施設整備費を補助し、農業経

営の安定と消費者ニーズの充足を図ります。 

 

その他の事業 

◎林道沿いの渓流の美化…3,3763,3763,3763,376 万円万円万円万円 など 

 

 

 

◎太陽光発電の普及促進                         1,0001,0001,0001,000 万円万円万円万円 

家庭での太陽光エネルギーの利用を促進するため、太陽光発電装置のモニターへの助成を

行います。 

●プラスチックの資源化拡大・資源物の戸別回収            10101010 億億億億 3,7083,7083,7083,708 万円万円万円万円 

10 月からプラスチック資源化センターを稼動し、プラスチックの資源化を拡大するととも

に、すべての資源物の戸別回収を行います。 

 

その他の事業 

●雨水浸透施設などの設置促進…1,3431,3431,3431,343 万万万万円円円円 

◎身近な水辺の復活 10年プロジェクト…630630630630 万円万円万円万円 

●路上喫煙対策…2,5992,5992,5992,599 万円万円万円万円 

●廃食用油の資源化…632632632632 万円万円万円万円 など 

５５５５．．．．魅力魅力魅力魅力あふれるあふれるあふれるあふれる産業産業産業産業でにぎわうでにぎわうでにぎわうでにぎわう活力活力活力活力あるまちあるまちあるまちあるまち    

６６６６．．．．水水水水とみどりをとみどりをとみどりをとみどりを慈慈慈慈しむしむしむしむ地地地地球環境球環境球環境球環境にやさしいまちにやさしいまちにやさしいまちにやさしいまち    
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８．開催案内チラシ 

44 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    地域地域地域地域のののの市民力市民力市民力市民力をまちづくりにをまちづくりにをまちづくりにをまちづくりに活活活活かすかすかすかすアイデアアイデアアイデアアイデアをををを    

直接直接直接直接、、、、市長市長市長市長にごにごにごにご提案提案提案提案くださいくださいくださいください。。。。    

    

    

≪≪≪≪開催開催開催開催日程日程日程日程≫≫≫≫    

開 催 日 会 場    時 間 

５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（土土土土））））    子 安 市 民 セ ン タ ー    

５５５５月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（土土土土））））    市 立 南 大 沢 中 学 校    

６６６６月月月月    ５５５５日日日日（（（（土土土土））））    由 井 市 民 セ ン タ ー    

６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（土土土土））））    横山南市民センター    

６６６６月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（土土土土））））    川 口 市 民 セ ン タ ー    

６６６６月月月月２６２６２６２６日日日日（（（（土土土土））））    石 川 市 民 セ ン タ ー    

午後７時～９時 

（全会場共通） 

午後午後午後午後６６６６時時時時 40404040 分分分分～～～～７７７７時時時時はははは、、、、    

八王子八王子八王子八王子のののの子子子子どもどもどもども達達達達のためののためののためののためのダンダンダンダン

スソングスソングスソングスソング「「「「ぼくらのぼくらのぼくらのぼくらの八王子八王子八王子八王子」」」」をををを

流流流流してしてしてしておおおお待待待待ちしてちしてちしてちしておりますおりますおりますおります。。。。 

    

※※※※    発言発言発言発言をををを希望希望希望希望されるされるされるされる方方方方やややや手話通訳手話通訳手話通訳手話通訳をををを必要必要必要必要とされるとされるとされるとされる方方方方はははは、、、、    

開催日開催日開催日開催日のののの１１１１週間前週間前週間前週間前までにおまでにおまでにおまでにお申申申申しししし出出出出くださいくださいくださいください。。。。    
【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】八王子市八王子市八王子市八王子市    総合政策部総合政策部総合政策部総合政策部    広聴広報室広聴広報室広聴広報室広聴広報室（（（（広聴担当広聴担当広聴担当広聴担当））））電話電話電話電話：：：：620620620620－－－－7411741174117411    （（（（直通直通直通直通））））ＦＡＦＡＦＡＦＡＸＸＸＸ：：：：620620620620－－－－7322732273227322    

市市市市ホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス http://www.city.hachioji.tokyo.jp http://www.city.hachioji.tokyo.jp http://www.city.hachioji.tokyo.jp http://www.city.hachioji.tokyo.jp//// 

タウンタウンタウンタウンミーティングミーティングミーティングミーティング    

「市長と語る」 

おおおお誘誘誘誘いいいい合合合合わせのわせのわせのわせの上上上上、、、、おおおお近近近近くのくのくのくの会場会場会場会場へへへへ
直接直接直接直接おおおお越越越越しくださいしくださいしくださいしください。。。。 



おおおお    わわわわ    りりりり    にににに    

 

 今回の“タウンミーティング「市長と語る」”では、参加者 627 名、６会場で

48 名の方々から直接ご提案等をいただきました。また、各会場とも市民の皆様

からご熱心にお話をいただき、大変感謝申し上げます。 

市では、いただいた皆様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、市民の皆様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様と交流し、

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。  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



  

 

 


