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は じ め に 

 

市は平成 23 年度まで、「げんきフォーラム」として市政に関わる様々なテー

マについて、市長ほか、パネリスト、会場の皆様とともに考える公開討論会を

開催してきました。 

平成 24 年度からは装いも新たに「市民フォーラム・未来を語る」と名称を改

め、開催しました。 

今回のテーマは、『歴史から学び、未来を描く』。現在の八王子のまちの原点

が築かれた近世（江戸時代）以降のまちの歴史を学び、これからのまちづくり

をパネリストの方々に語っていただきました。 

この冊子は、平成 25 年 1 月に開催しましたフォーラムで討論された内容をま

とめたものです。今後の参考にしていただければ幸いです。 

最後に、基調講演とパネリストをしていただきました藤田様、貴重な御意見

を発表していただきましたパネリストの内野様、保井様、またフォーラムのコ

ーディネーター役を務めていただいた松尾様、そして会場にお越しいただきま

した多くの皆様に心から感謝申しあげます。 

 

 

平成２５年７月 

 

八王子市 総合政策部 政策審議室（広聴担当） 



 

 

コーディネーター及びパネリストの紹介 

【コーディネーター】 

 
  松尾 正人 氏 まつお まさひと 

中央大学文学部教授、八王子市市史編さん審議会会長 

博士（史学） 中央大学文学部長、中央大学副学長を経て現職 

専攻は日本近代史 主な著書に「廃藩置県－近代統一国家への苦悶」「維新政権」「廃藩

置県の研究」「木戸孝允」「徳川慶喜 最後の将軍と明治維新」などがある 

 

 

【基調講演】【パネリスト】 
 
  藤田  覚 氏 ふじた さとる 

東京大学名誉教授、八王子市市史編集委員会委員長・近世部会部会長 

東京大学史料編纂所教授、東京大学文学部教授を経て現職 

専攻は日本近世史 主な著書に「天保の改革」「遠山金四郎の時代」「松平定信」「天皇

の歴史 06 江戸時代の天皇」「泰平のしくみ」などがある。 

 

  内野 秀重 氏 うちの ひでしげ 

   長池公園自然館副館長、八王子市市史編集専門部会自然部会専門調査員 

東京農業大学卒業 農学士 

主な著書に「はじめての里山歩き」「多摩丘陵<木の声・草の声>」  

平成 24 年２月に新種として発表された「ハチオウジアザミ」の発見者である。 

 

  保井 美樹 氏 やすい みき 

法政大学現代福祉学部准教授、八王子市外部評価委員会委員 

早稲田大学政治経済学部、ニューヨーク大学公共行政大学院都市計画専攻修了、工学博

士（東京大学）本市の市民参加のしくみづくり検討会・中心市街地等活性化検討委員会・

まちづくり交付金評価委員会等の委員を歴任している。 

 

  石森 孝志 いしもり たかゆき 

八王子市長 八王子市議会議員 3 期、東京都議会議員 2 期、平成 24 年１月から現職

（1 期目） 

平成25年度からの10年間の本市の市政運営の基本的指針となる「八王子市基本構想」

を策定。 

市民との協働によるまちづくりを推進するとともに、市政のあらゆる分野で活力ある魅

力あふれるまちづくりに取り組むなど、「真の中核都市八王子」の実現に向け、邁進中

である。 
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市 民 フ ォ ー ラ ム ・ 未 来 を 語 る 「 歴 史 か ら 学 び 、 未 来 を 描 く」 

  

市 長 挨 拶 

 

市     長 皆さん、こんにちは。御紹介いただきました八王子市長の石森孝

志でございます。 

平成 25 年の新しい年を迎えま

したが、もう１月もあと数日とな

りました。そういう中であります

けれども、本日は「市民フォーラ

ム・未来を語る」、会場いっぱい

の皆様方にお越しいただきまし

た。心から感謝を申しあげたいと

思います。 

昨年度までは、前市長がこちら

にいらっしゃいますけれども、げ

んきフォーラムという名称で開

催をしておりました。今回は装い

新たに「市民フォーラム・未来を

語る」に名称を変更しての開催となったところでございます。この

あと東大名誉教授の藤田先生より、近世、江戸時代におけるこの八

王子のまちづくり、基調講演をしていただくことになります。 

御案内の方もいらっしゃると思いますけれども、本市は大正６年

に市制施行いたしました。平成 28年度には 100 周年という大きな節

目の年を迎えることになります。そういう意味では、この三多摩に

おきましても も歴史のあるまちの一つでございます。この八王子

には多くの歴史、豊かな歴史、文化そして芸能等も含めて様々な魅

力がございます。そういった歴史、文化を今後いかにまちづくりに

採り入れていくか、これは非常に重要な面がございますし、個性あ

るまちづくりにもつながっていくだろうと、そのようにも思ってい

るところでもございます。 

是非きょうは改めてこの八王子の歴史を学んでいただいて、この

八王子の魅力を再確認していただく、そんなひとときにしていただ

ければありがたいというふうに思っております。 後までのおつき

あいをよろしくお願いさせていただきまして、一言御挨拶とさせて

いただきたいと思います。大変ありがとうございました。（拍手） 
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司     会 ありがとうございました。 

なお、市長はこの後、皆様とともに観客席にて講演内容を拝聴さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、基調講演を行っていただく講師に御入場いただきます。

皆様、大きな拍手でお出迎えください。（拍手） 

    講師の藤田覚様を御紹介させていただきます。藤田様は、日本近

世史を専攻され、東京大学史料編纂所教授、東京大学文学部教授を

経て、現在、東京大学名誉教授でいらっしゃいます。本市におきま

しては、市史編集委員会委員長・近世部会部会長をお願いしていま

す。 

それでは藤田様、よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

 

 

 

藤 田   覚 御紹介いただきました藤田と

申します。本日はよろしくお願

いいたします。私、八王子に住

んでもう 38年になりますので、

結構長くなりました。私は大学

ではずっと江戸時代の、特に政

治を中心とした江戸時代の歴史

を勉強してまいりまして、そう

いうものの研究とか教育とか、

そういうことに35年ですか従事

してまいりました。 

 私はそんな縁もあって、現在

は八王子市史の編集のお手伝い

をさせていただいております。現在進行中のことですけれども、そ

ういうものから得られました知見等もまじえまして、本日のテーマ

であります近世八王子町の発展ということをかいつまんで説明をし

たいと思っております。 

さて、八王子町の発展というんですが、どれくらい発展していた

のかということになります。配られておりますレジメ（※P.58～59

基調講演資料「近世八王子町の発展」）を御覧いただけると分かるの

ですけれども、 初に幕末の八王子の町が、全国は比べられないの

ですけれども、関東、江戸を除く関東でどんな位置にいるかという

第 １ 部  」基 調 講 演 「 近 世 八 王 子 町 の 発 展
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こと、それを通して説明をしたいと思います。 

１ 幕末八王子町の繁栄  

   これは配られておりますレジメの１にあたるのですけれども、当

時、江戸時代、特に江戸の人が好きなもので、何でも番付にすると

いう、これはもちろん元々は相撲の番付なんですが、それになぞら

えていろいろなものに序列を付ける、順番を付けるという、そうい

うのが非常に盛んに行われておりまして、何とかかんとか番付とか、

何とかかんとか競（くらべ）とかという名称でたくさんの刷り物が

つくられております。 

その中に一つは「関東市町定日案内（かんとういちまちていじつ

あんない）」という番付があります。そこには相撲の番付と同じよう

に大関から前頭までずうっと書かれておりますが、その中で大関とい

うのが一番トップなんですが、これが桐生、２番目である関脇が八王

子、３番目小結が宇都宮ということになっております。ですから関八

州、江戸を除く関東地方で八王子の市というのは２番目に繁栄してい

る市だということですね。 

その下は「関東自慢繁昌競（かんとうじまんはんじょうくらべ）」

というんですが、これは関東の町の繁昌の序列を付けた番付であり

ます。これを見ますと東と西に分かれていますが、東の大関は高崎、

関脇が川越、小結が八王子、東で第３番目の町であると。ちなみに

西側は大関が小田原、関脇が浦和、小結が本庄、このようになって

おります。東の大関をみますと高崎、高崎というのは８万数千石で

したか、の大名の城下であり、同時に中山道の宿場ですね。関脇の

川越、これは近い所なんですけれども、これは幕末は 大のときが

17 万石ぐらいあったそういう大きな大名の城下ということで、それ

が関脇ですね。それに次ぐのが八王子だと。 

八王子はあとにも出てまいりますが、大名の城下でもないしなん

でもないんですね。にもかかわらず高崎、川越、それに次ぐ八王子

という繁昌の度合いであったということです。これは正確な指標が

あって順番を付けているわけではないんだけれども、要するに江戸

の人達の間での評判なんですね、こういうことだということです。

これで幕末期の八王子の発展の程度と言いますか、繁栄の程度を推

測していただければと思います。 

２ 八王子町の成立  

で、このような八王子の町がどのようにして成立していったかと

いうのが２番目であります。もともとは元の八王子城の城下である

今言うところの元八王子、ここに町立てが 初行われます。これは
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八王子市の歴史を読みますと必ず出てまいりますが、天正18年（1590

年）、これは北条が豊臣に滅ぼされると。合戦があって、この八王子

城も６月に落城すると。その占領軍として入ってきました前田とい

う家が、長田作左衛門に対して元八王子に町を再興しろという命令

を出しております。ですから当初、八王子の町は現在のところでは

なくて、元八王子に再建しようとしたようですね。その責任者にな

ったのが長田作左衛門という人物だということです。 

しかし、これはそれから２年後、文禄元年の４月頃ではないかと

思いますが、大久保長安という幕府の代官頭、それだけにとどまり

ませんけれども、一応代官頭の配下が八王子にやってまいります。

そこで新たに町立てというのが始まります。この彼らが町立てをし

たのが、これが実は元八王子ではなくて現在の八王子の市街地にな

ります。その頃、八王子は町であったようですね。町と呼ばれてい

たようです。それは例えば大善寺のお寺の鐘の銘、そこに町奉行近

山与左衛門尉、町年寄の田中五郎右衛門・新野与五右衛門・佐藤三

郎右衛門というふうに彫られています。ですから町奉行がいて町年

寄がいると、こういう支配のラインがつくられていたようです。 

また同時に当宿、当宿というのは、これ厳密に言いますと元八王

子なんですが、「宿越之名前控（しゅくごしのなまえひかえ）」とい

うそういう資料がありまして、そのあとのほうにやはり町奉行内藤

安右衛門、そのあとが近山与兵衛、その次が近山与左衛門だとこう

書いてあります。町年寄は同じように横山が佐藤三郎右衛門、八日

市が新野与五右衛門、八幡宿が田中五郎右衛門であると、こういう

ふうに書かれています。ですから、町奉行がいて町年寄がいると、

そういう町の支配というのはこれ実は江戸時代の町の支配の仕組み

の基本です、これが。そういう基本的な仕組みがこの八王子の町に

あったということです。 

その中で、恐らく大久保長安の配下の代官がこの八王子の町立て、

町立てというのは町を新しくつくるという意味です。町割りという

のはそこを区画整理していくという、それを町割りと呼んでおりま

すが、これ、どういう町立てと町割りが行われたのかということは

当時のことはよく分かりませんが、1667 年（寛文７年）に検地帳が

つくられています。同じ年に、八王子の宿のこれが一番よく分かる

のは、各屋敷の間口がいくらかというのを調べたものがあります。

それを図にしたものも全部残っております。これはもともと、間口

改めというのは間口に応じて税をかける、税をかけるために間口を

調べるということになります。 
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それを見ますとだいたい間口は８間、14.4ｍですね。これを基準

とした両側町という江戸時代の町のつくり方なんですけれども、道

路を挟んで両側に家が並ぶと。その両側が一つの町になると。今風

ですとだいたい道路は片側しか、みな同じ町名とかになりますね。

ところがこの時代はそうではなくて、道を挟んで両側が一つの町に

なると。そういう両側町というつくり方をされております。 

そして個々の間口が８間を基本としてある。ですから、そのうち

分割して４間とか、あるいはもっと広げてしまって 16間とか、そう

いう分割が進んでいきます。しかし、どうも基本は８間だったとい

うふうに考えられます。８間というのは一般的かどうかちょっとま

だ比較してないので分かりませんが、先ほど名前が出てまいりまし

た桐生なんかは７間が基本だったとされております。それで間口は

だから広くても 14.4ｍ。ところが奥行はこれが 20 間とか 20 数間と

か、非常に奥行があるんですね。いわゆる鰻の寝床型と。そういう

つくりですね。 

これも実は江戸時代にはごく一般的な町のつくり方であります。

ですから大久保長安やその配下が、何か独特のあるいは個性的な町

立て・町割りをしたなどということは全くなくて、当時、一般に行

われていた町のつくり方が八王子でも行われたということでありま

す。 

恐らく、当初は元八王子にあって以来の横山と八日市それと八幡、

この三つで構成されていたというふうに考えられます。これが次第

に増えていくということですね。 

そして当初はこの八王子の町には数多くの代官が在陣しておりま

す。よく 18代官とかと言っていますが、18、いつも八王子の町にい

たかどうかはともかく、非常に数多くの代官が在陣しております。

さらに鷹匠（たかじょう）もいます。鷹部屋があったために鷹匠が

絶えず在住しております。さらに八王子千人頭とその同心たちです

ね。こういった武士身分の人々がかなりの数で在住しております。

こういったいわゆる武士身分、要するに大名の城下ではないんだけ

れども、そういう多数の代官とその配下の者及び千人頭と同心、こ

ういう人々の武家の需要を満たすためにも実は市が必要だったとい

うことで、もともと町の住民とか周辺の人々のためにだけあるので

はなくて、本来はそういう人たちの需要を満たすためにそういう市

がつくられて、同時に周辺住民もその需要を満たすということだっ

たと思います。 

しかし 17世紀の終わり頃、元禄時代、この時期に代官たちはみな
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八王子から去っております。一人も代官は町におりません、という

ことですね。ですからそれ以降は八王子の町には大名はもちろんの

こと、代官もいなければ鷹匠もいない。いわゆる武士身分というの

は町の中にはいなくなってしまいます。これが２ですね。 

３ 八王子宿の成立  

３番目が今度は八王子宿です。これ、いつできたのかということ

です。 

もともと甲州道中の宿駅としての八王子宿の成立は八王子の町の

成立よりも後になります。八王子宿、甲州道中宿駅としての八王子

宿の成立は、これよく分かりません。でも概ね寛永年間、1624 年～

44 年、これの後半頃ではないかというふうに考えられます。そもそ

も甲州道中自体もいつつくられたのか本当のことはよく分からない

ですね。例えば甲府に甲州道中の宿駅がつくられたのは大体この寛

永年間にできていますね。一番古いと言われているのは高井戸の宿

なんですが、高井戸の宿が慶長何年と言っていますが、これはいさ

さかよく分からないという数字であります。それでも恐らく寛永年

間の後半頃には八王子も宿駅として指定、設定されていったという

ふうに思われます。 

この中で横山宿と八日市宿、この二つの宿だけが実は伝馬役（て

んまやく）という役を負います。伝馬役というのは何かと言ったら、

幕府が課した人と物をただで運送することですね。人と馬を使って

無償で運ぶと。そういう役、これを伝馬役というふうに言っており

ます。この伝馬役自体はこの横山と八日市だけが負担をいたします。

よく八王子宿は 15 宿と言われますが、残りの 13 宿は何かと言わ

れますと、これは伝馬役は負担いたしませんし、旅人を宿泊させる

こともできない。要するに横山と八日市で何かあって、いっぱいで

泊められないというふうなことが起こった場合に、それを助けると

いう、加宿（かしゅく）と言っているんですがそういう宿でありま

す。ですから伝馬役は負わないし旅人も泊めることができない、そ

ういう宿であります。 

甲州道中というのは東海道とか中山道に比べますとかなり人の往

来の寂しい街道であります。それは参勤交代で甲州道中を使う大名

というのは 18世紀前半以降では３大名しかいないんですね。諏訪・

高遠・飯田、これともに３万石とか２万石の、江戸時代で言います

と小藩ですね、小大名が使うだけで、あとは甲府勤番という甲府城

を守った幕臣たちが往来をするというだけで、いわゆる武家の往来

の非常に少ないところであります。 
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４ 八王子町の発展  

さて、次は八王子の町の発展の過程を人口だけですが追ってみた

いと思います。それがレジメの４にあたります。 

今、八王子、私が町と言っておりますけれども、しかし本当は行

政区分としては横山村なんですね。あくまでも村です。ですから代

官が支配するんですね。代官支配になります。しかし八王子宿、甲

州道中の宿駅としての八王子宿は幕府の道中奉行というのが支配し

ます。ですから、そういう意味で言えば村としては代官の支配を受

け、宿としては道中奉行の支配を受けるという、二重の支配という

言い方はあまり正確ではないかと思いますが、八王子が負っていた

役割、機能ですね、機能という面で道中奉行の支配を受けたという

わけです。ですから住民は町人ではありません。これは百姓身分で

す。ですからすべての資料に百姓というふうに肩書が書かれており

ます。ですからこれは本来、村であり、そこに住んでいる者は百姓

身分であるということであります。 

初期のことは実はよく分かりませんが、どうも 17世紀の末頃、元

禄頃から八王子の町は町として発展を始め、19 世紀に入って恐らく

繁栄の一つのピークを迎えたのではないかというふうに推測できま

す。それを少し町の人口で追ってみたいと思います。これが②に書

いておきました。 

例えば元禄 15年です。1702 年の人口ですが、これは 734 軒・3,448

人というふうに書かれております。その内、農民ではないと、農業

民ではないといっているのが 364 人といいますが、これは 364 軒の

ことと同じなんです。そういう数字ですね。それからあまり経って

いませんが正徳５年、1715 年の人口が 946 軒、わずかな間にぐっと

増えていきますね。内訳はそんなような数字になっております。宝

暦 12年、1762 年の人口は 985軒で 3,872 人、こういうふうに見ます

と、どうも元禄頃に非常に人口が増えている。ということは町が発

展をして、しかしそのまま順調に発展していったのではなくて、い

わゆる18世紀という時期はそれほど人口が増えなかったのではない

か。町としての発展もある一定のところまで達したところで停滞を

したというふうに考えられます。 

これは飛躍的に、また再スタートというか発展し始めるのが恐ら

く 18 世紀の末から 19 世紀の初めだったろうと思います。その結果

だと思うのですけれども、1843 年、天保 14年という年にもう家数が

1,548 軒、人口も 6,062 人と。この約 80 年くらいの間にこれだけの

家数と人口が増加しています。さらに本当に幕末、文久２年の人口
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は 1,878 軒で 7,387 人、これだけの方が八王子 15市といわれる八王

子の町に住んでおります。 

このような繁栄の理由がどこにあったのかと考えますと、やはり

大きいのは流通の結節点だったろうということなんです。それがど

ういうことかと申しますと、八王子の市は御承知かと思いますが４

と８のつく日に行われていました。４が横山、８が八日市でありま

す。ですから毎月４日、８日、14、18、24、28 と合わせて６回市が

開かれております。この市には、周辺の村落から、そこでつくられ

たもちろん生糸とか織物とか、薪とか炭とか、そこで生産された物

をこの市に持ってきて売ります。 

これはもちろんその人たちは同時に市で買物をして、また周辺の

村に帰って行くというそういうものもあるんですが、しかし、この

市に参加している商人というのは決して八王子の町、周辺の地域で

完結するのではなくて、そこで集荷したものをさらに江戸へ運んで

いくと。そして江戸からよそへ運ぶこともありますし、江戸でそれ

が消費されると。中には直接、京都と取引をするような製作者もお

りましたので、すべてが八王子の市を通したわけではないんですけ

れども、やはり八王子の市が物の集まる結節点になっていると。そ

こから江戸へと、このように物の流通の結節点であったということ

が非常に大きかったろうと思われます。周辺と申しましたけれども、

かなり広範囲に、多摩地域の中心的な市として、その影響はかなり

広い範囲、現在の八王子の市域をはるかに超える地域と関わってい

たというふうに考えられます。 

さて、このように発展をしたと申したんですけれども、誰がこの

ような町をつくり上げていったのかということになります。 

先ほども申しましたとおり、八王子の市域には元禄の終わり頃か

ら、大名はもともといませんし旗本もいませんし、代官すらいなく

なってしまった。要するに、言ってみれば市役所がなくなった、い

ないということですね。ですから八王子の町を発展させよう、振興

させるということで彼らが、要するに代官等が何か手を打ったとい

うことは全くありません。ということはやはり住人達の努力、また

その周辺村落の人々の努力、そういうものが八王子の町の発展を生

み出したということになると思います。 

これが少し難しい話になると思うんですけれども、私は村とか町

とかと申しますが、それは確かに古代にも村とかありますね、町も

あります。中世にも村があり町があります。しかしそのような村や

町がその後ずうっと続いたのかと言いますと、その多くは生まれた
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りなくなったり、できたり消えたりということを繰り返していただ

ろうと思います。そこに住んでいる人々も村があるときはそこにい

るけれど、村がなくなればいなくなっていて、町も同様で、そうい

うものだったろうと思われます。 

ところが近世、江戸時代になりますと、その頃にできた村や町は

現代まで続いています。その中の全部のお宅とは言いませんが、そ

こに江戸時代の初めに住んだ家はそのまま、比較的 近までかなり

そのまま住んでいらっしゃった。こういう村とか家が何百年と続く

ようになったのは実は近世、江戸時代に入ってからのことなんです

ね。ですから私たちの先祖は、いくらたどったって江戸時代までし

かいかないんですね。その先のことはよく分からない。いろいろ系

図をつくれば言えるのかもしれませんが、いくら年寄りに聞いても

分かるのは元禄の頃とか、そのちょっと前くらいまでしか分からな

いのが普通だと思います。それはでもその頃から 300 年も 400 年も

続いていることですね。これは江戸時代の特徴です。これはそうい

うものが続くことができるだけのいろいろな条件が生み出されたと

いうことです。一般的な言葉でいうと生産力が発展したということ

になります。 

そのように村や町というのは、そこの村と町、そういう組織と住

人がずっと続くようになって、その中は彼らが自主的に運営してい

くと。家がなくなると村もなくなるし、村がなくなると家もなくな

る。だから彼らは協力して、ときには厳しい規制を受けながら村や

町そして家を持続させようとする努力をずうっとやってきたという

ことであります。 

結局、八王子の町を代官が支配したと言いますが、例えば有名な

江川代官、江川代官は韮山が本拠地ですね。伊豆の韮山です。そこ

に本拠があって、八王子の町を支配するたって、まあ年に１回か２

回、代官の手代が巡回してくるくらいで、あとは何もないですね。

ですから八王子の町や周辺の村はほとんど自主的に運営してきてい

たんだということです。 

ですから代官がやってくれるということではなく、用水をどうす

るかとか汚水をどうするか。用水路、汚水路を自らつくり、その掃

除をするということをやります。また時の鐘を自分たちの力でつく

りだすと。今でも念仏院ですか、念仏堂に時の鐘が残っています。

これも彼らが自主的につくったんですね。さらに消防です。よく町

火消なんていうのは江戸では有名ですけれども、実は八王子の町に

もそういう火消、消防組織がありまして、この八王子の町の住民が
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みなの消防に組織されていて、何かあったらといって役割分担を決

めてあっていると。出初式をやるという、ことを彼らが自主的にや

っています。決して代官に言われてやったわけではありません。 

５ 八王子生糸・織物の発展  

で、この繁栄を支えたもう一つの根源としては、やはり八王子の

生糸、織物の発展ということだと思います。江戸時代のかなり初め

から、かなりの規模で桑が栽培され養蚕が行われ、糸をつくり紬（つ

むぎ）を織るというようなことは非常に早い時期から行われており

ます。元禄頃になりますと上方のほうでも八王子の縞とかそういっ

た名称で名前が通っております。18 世紀の末頃には技術改良によっ

て品質の向上が図られるんですね。さらに粗悪品をつくることをい

かにして規制するかという努力を彼らがやっております。それは八

王子織物の評価を維持するため。八王子織物の評価というので当時

言われていたものを資料から抜いたのですが、何て読むんですかね、

「見分悪しく候えども徳用向きに相成る」。つまり見てくれはよくな

いけれど、非常に実用的な良い織物だと、こういう評判があった。

この評判を維持するために、この生産者である織屋（おりや）とそ

れを買い集める縞買いという商人達が自主規制を行って粗悪品の追

放に努力を重ねております。 

ですから幕府や旗本が生糸、織物を振興するという策を施した形

跡は全くありません。ということは結局、生産者や商人たちの主体

的な努力、それが八王子の織物、糸の生産、この発展を生み出した

ということだろうと思います。 

６ 八王子の町と市（いち）の特権のしくみ  

八王子の町、市、そういうものの発展を説明したんですけれども、

後に申しあげておきたいことは、実はこの時代の特徴なんですが、

特権というものがあります。権利というものがあります。例えば八

王子の市を開催する権利はどこにあったかといったら、これ横山と

八日市の二つの町だけが持っております。他はありません。ですか

ら市はその二つの町で開かれます。月６回ですね。 

何故それが権利として認められているのかというと、そのような

書いた、特権を与えるなどという文書が残っているわけではないの

ですけれども、その理由は、先ほど申しました伝馬役を負担してい

るからだと。つまり無償の人馬の提供を行って運送している。だか

らその見返りに市を開く特権を与えているんだと、こういうことで

す。ですから二つの町だけが持っていて、他の 13宿、13町は開く権

利がありません。横でこう指しゃぶりながら、ちょっと残念だなと
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いう顔をして眺めている。ときどき不正行為をやって市類似（いち

るいじ）のことをやると、この二つの町から大変怒られるというこ

とを繰り返しております。 

あと、市を開くのは八王子の町だけじゃないわけですね。例えば

府中もあります。府中は馬市で有名なんですけれども、この府中の

宿も町の振興を図るために市を始めたいということを幕府に願い出

ます。そうすると当時のやり方で幕府は八王子の町に、府中宿がこ

ういう願いを出しているけれども構わないか、支障はないかという

ふうに問い合わせてきます。そうしますと八王子の町は、府中宿に

対しては誠に申し訳ないんだけれども、もしもそんなことをしたら

八王子の市が衰えてしまうと。八王子の市が衰えるということは伝

馬役を負担できませんよというふうに幕府に言ってやるんですね。

だからそんなことを認めては困るということを言うんですね。そう

しますと幕府はもっともだと言って府中の宿には市を開くことを認

めなかったと。こういうことは二度も繰り返されております。 

このように八王子の町が繁栄した理由であります市の開催という

のは、結局、伝馬役を負担するという、その負担の見返りに江戸幕

府が付与した特権、権利、これがその繁栄を保証したものだという

ことです。 

このように江戸時代ってなんでもそうなんですけれども、何かを

負担しなければ権利は与えられない。権利のあるところ必ず何か負

担があるんですね。特権と負担が裏腹の関係にあるのがこの時代の

特徴であります。こんなこというとなんですが、百姓というのも実

は特権なんです。畑、田んぼを耕してそれで生活をしていって、百

姓という身分を得られるのは、これは特権なんです。その代り年貢

を払う。年貢とかその他の幾つかの役を果たすということですね。

これが彼らの特権なんですね。そういったような特権が付与されて

いて、それであることが、権利が保証されるという仕組みだったん

です。 

ですから江戸幕府がつぶれます。この特権の体系はすべてなくな

ってしまいます。そこからが恐らく新しい八王子の町の展開、これ

は要するに近代に入って以降の展開になっていくと思います。 

私の役割は江戸時代の八王子の町の発展の概略を語ることでした

ので、ここにとどめます。どうもありがとうございました。（拍手）
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司     会 藤田様、ありがとうございました。近世八王子町の発展について、

分かりやすい言葉で御講義いただいたと思います。 

    それではこれより会場設営の後、パネルディスカッションに入り

たいと思いますので、今しばらくお待ちください。 

・・・・・ 

お待たせいたしました。会場の準備が整いましたので、これより

パネルディスカッションに移ります。 

コーディネーターとパネリストに御着席をいただきます。会場の

皆様、拍手でお出迎えをお願いいたします。（拍手） 

    それでは、コーディネーターとパネリストの皆様を御紹介いたし

ます。 

まずはじめに、本日、コーディネーターをお願いしています松尾

正人様を御紹介させていただきます。 

松尾様は日本近代史を専攻され中央大学文学部長、中央大学副学

長を経て、現在、中央大学文学部教授の職にあり、本市におきまして

は市史編さん審議会会長をお願いしています。 

続きましてパネリストの皆様を御紹介いたします。舞台中央より、

先ほど御講演いただきました藤田覚様でございます。 

続きまして、内野秀重様でございます。内野様は東京農業大学を

御卒業され、現在は長池公園自然館副館長をお勤めでいらっしゃいま

す。本市におきましては、市史編集専門部会自然部会にて専門調査員

として御活躍をいただいています。 

続きまして、保井美樹様でございます。保井様は早稲田大学政治

経済学部を御卒業され、現在は法政大学現代福祉学部准教授の職に

あり、本市では市民参加のしくみづくり検討会をはじめとしました

様々な分野で御活躍をいただき、現在は市の外部評価委員会の委員

もお願いしているところでございます。 

後に、八王子市長、石森孝志でございます。 

     それでは、これよりコーディネーターの松尾様に司会進行をバト

ンタッチさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

松 尾 正 人 

 

 

 

皆さん、こんにちは。コーディネーターという大役を引き受けさ

せていただきました松尾と申します。 

先ほど御紹介いただきましたけれど、中央大学に勤務しておりま

第２部 パネルディスカッション「歴史から学び、未来を描く」
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して、八王子で勤めさせていただいているということになります。

中央大学では文学部の教員をしておりますけれど、先ほどのように

八王子の市史編さん室、市史編さんという事業がちょうど八王子が、

先ほど市長さんから

お話がありましたよ

うに、大正６年に市に

なって 100 年、これが

あと３年後、３年ちょ

っとですけれども、な

るかと思います。これ

にあわせて八王子市

史、これを先ほどの藤

に御協力いただきながら、

。その審議会、市民の皆さ

える、この審議会の責任者

なことから、きょう、この

だいたということになりま

せていただきたいと思いま

すけれど、まずきょうのパネリストの皆さん、それぞれ先ほどあり

ましたけれど、お一人ずつ、それぞれこれまでどのように八王子に

関わっていらしたか、そういうことを含めて、 初に八王子でお一

人ずつが感じた魅力といいましょうか、または厳しいお立場に立っ

た場合であれば印象、そういうふうなことを 初にお話していただ

いて、そして少し意見交換をさせていただきたい。時間が限られて

おりますので、後半のところでは少し突っ込んだ形で、八王子の今

後について、提言と言いましょうか、歴史から振り返ってみた、ま

たは様々な分野からみた提言をそれぞれお話いただく、さらにはフ

ロアの皆さんからも御意見をいただく、こんなふうな形で進めさせ

ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

   それでは、 初に石森市長に今お話したような八王子の魅力と言

いましょうか、市長さんから是非お話していただくということから

始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

田先生をはじめとして、全国の研究者の方

市史編さんの事業を進めてまいりました

んにも入っていただき、市長の諮問に応

を務めさせていただいております。そん

コーディネーターを引き受けさせていた

す。 

   私なりにお話することも少し後ほどさ

市     長 皆さん、改めましてこんにちは。それでは、私から口火を切らせ

ていただきたいと思います。 
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   藤田先生、短い時間でございましたけれど、大変ありがとうござ

いました。もう少し話を聞いていたかったなというふうに思ったと

ころでございますけれども、先ほどのお話を伺っていて、この江戸

時代の八王子の発展、繁栄というのは、交通の要所とか市の開催、

これがあったんでありますけれども、まさしく住民の大変な支えに

よって八王子が当時発展したんだなと改めて感じさせていただきま

した。 

   八王子の魅力の一つなんですけれど、市民力、地域力の高さ、こ

れは私、八王子の大きな魅力の一つだと思っていまして、そういう

意味では江戸時代からずうっと現代に至るまで、そういった力とい

うのが受け継がれてきたのかなと、そのように思っています。 

   私も市長就任いたしましてまもなく１年が経過いたしますけれど

も、本当に多くの市民の皆さんにお会いして、やはり八王子市政、

本当に市民の皆さん、住民の皆さんに支えられているというのは実

感しています。八王子にはＮＰＯ法人もたくさんありますし、ある

いは町会、自治会、本当に市民の皆さんが率先して市政に関わって

いただく。このことによって八王子というのは大きくこれからも発

展していくんだろうと、そのように思っています。 

   この八王子なんですけれども、皆様も御承知のように、昭和 30年、

これは昭和の大合併のときでありましたけれども、多くの周りの郊

外の村が八王子に編入されて今の八王子が形成されているんです

ね。そういう意味では、それぞれの地域が、少しずつ歴史文化が異

なっているというふうに思うんですね。それはまさしく地域特性、

これは八王子の魅力の一つだというふうに思っています。ですから

その地域特性をどうこれから活かしていくか。そのためには市民の

皆さんとの協働でこのまちづくりを進めていくこと、これは非常に

重要だと思っていまして、これからも引き続き市民の皆さんとでき

るだけ多くの対話等をしていきながら、八王子のまちづくりを進め

ていきたいと、そのように思っています。 

 

松 尾 正 人 市長さんからの熱い思いと言いましょうか、お話を伺いました。

   それでは、これからパネリストの皆さんにも同じように、それぞ

れ簡単な自己紹介、それから八王子の先ほどお話しました魅力なり

印象をお話いただく、ここから始めさせていただきたいと思います。

   それでは、先ほど報告いただきました藤田先生、補足も含めてで

結構ですから、よろしくお願いいたします。 
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藤 田   覚 藤田です。私、八王子に住みましたのが昭和 50年、1975 年という

年なんですが、その頃を思い出しますと、確かに駅はかなりぼろく

て、西八王子駅なんて

木造で２階もない本

当に田舎の駅だなと

いうふうに思いまし

た。しかし甲州街道沿

いの街並みというの

は全部アーケードが

ずうっと追分の方ま

で続いていて、非常に

店もたくさんあって、デパートも幾つかあって、何だか駅とまちが、

落差が大きいなと思っておりました。 

しかしそれから 38年経つと、アーケードは壊れてないし、まちは

ほとんど駐車場になるかマンションが建っているか、ほとんど店は

なくなっているという状態で、いやずいぶんこの 30数年で大きく変

わってしまったものだなという印象が非常に強いですね。 

江戸時代を見ますと、やはり 30数年前の光景のように街道に沿っ

て３キロ以上ずうっと家が続いていたというふうに書かれておりま

す。これちゃんとした資料ですから間違いないと思います。要する

に江戸時代以来、びしっと街道沿いに家が、商店が並んでいたと、

そういう光景を思い起こすと何となく今は非常に悲しいというか、

情けないなあという思いをいつもしております。 

あと、どこがいいかなという、私、歴史を勉強していたけれども、

先ほど申しましたとおり、江戸時代の政治の歴史をやっていたもの

ですから、あまり地域のこと実はよく知らなかった、ほとんど知り

ませんでした。今度、八王子市史に関わることによって初めて八王

子の町の歴史を考えてみたというような、そんなような状態だった

んですが、少しやってみて、実に個性的な、またそこの住民たちが

かなり活発に活き活きと暮らし、物をつくり、売り、しているなと

いう姿が多様な資料の中に現れてきて、こういうものを何とか、復

活させるということは難しいかもしれませんが、そういう歴史と言

いますか伝統を踏まえて何かできるといいなというふうに思ってお

ります。そのくらいです。 

 

松 尾 正 人 後ほどまたディスカッションさせていただきたいと思います。 

   それでは続けて、内野さん、よろしくお願いいたします。 
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内 野 秀 重 御紹介いただきました内野と申します。 

   東部地域にあります長池公園という20ヘクタールの公園の指定管

理で、そこの緑の管理をしておりますけれども、そこをメインに、

パルテノン多摩の植

物観察会ですとか、あ

るいはカルチャーセ

ンターなんかの皆さ

んが自然とふれあう

ウォーキングを今、要

望が強いんですけれ

ども、そういう講師を

して人々と自然等のふれあいをお手伝いするような仕事をしてまい

りました。 

きょう、このパネリストのお話をいただいたときに、私は自然の

ジャンルからのお話しかできないんですけれども、歴史を振り返っ

てお話をしてくださいということで、自然と歴史というのをつなげ

てみますと、そこに浮かんだのがナチュラルヒストリーという言葉

ですね。これは明治とか比較的新しく日本に入って来た言葉で、そ

れがあまり上手な和訳がないんですけれども、一般には博物学と訳

されて、動植物ですとか例えば鉱物みたいなものがどんなものがあ

るかというのを研究したものを筆記したりするのがナチュラルヒス

トリーとも言われますけれども、一方で自然史というふうに和訳さ

れて、自然の成り立ち、どんなふうにその自然がつくられてきたか

ということを研究したりする、記述したりするということもまた自

然史で、ちょっとそういう面からきょうはお話をしたいと思ってま

いりました。 

八王子の魅力なんですけれども、私も八王子に住んでまだ 15年ぐ

らいでひよこなんですけれども、先ほど市長さんが三多摩という言

葉を使っていましたけれども、あまり三多摩と 近言わなくなりま

したけれども、八王子はその中で南多摩というくくりに入るんです

ね。たぶんきょう皆さん、お越しの方は南多摩という言葉、すぐ分

かる方ばかりではないかと思うんですけれども、日野とか多摩、稲

城、町田辺り等含めて南多摩と呼ばれるわけですけれども、考えて

みますと、その中で山を持っているのは八王子だけなんですね 

昔、たぶん中学とかで必ず地理とかあるいは理科の授業で習うと

思うんですけれども、日本の国土の成り立ちというのはだいたい山

地、丘陵地、台地、低地というふうにほとんどその四つでくくれる
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んですね。その南多摩の八王子の中でその四つの地域の区分という

のを全部含んでいるのは八王子だけなんですね。それは面積が一番

広いということもありますけれども、例えば町田なんかは丘陵地ま

でしかないわけですね。日野は台地と丘陵地と低地からなっていま

す。八王子は、高尾山は気軽に行けるわけですけれども、醍醐丸な

んていう 900ｍもあるちょっと覚悟していかないといけないような

山から身近な川まであるということで、そういった地形の複雑な要

素が全部入っているのが八王子の自然の奥深い理由だと思っていま

す。 

私は実は植物が専門なものですから、その植物が根っこを伸ばし

て、それがどういう大地であるかということが必ず気になるわけな

んですけれども、さっき言った山とか丘陵地とか台地とか低地とか

って、実は成り立ちが異なっているわけですね、ただ形が違うだけ

ではなくて。よく高尾山なんかに登りますと、ちょっと黒っぽい岩

が露出しているわけですけれども、それがその山を形成している基

盤の岩なわけですけれども、それが実は中世代の白亜紀、１億４千

万年とかそのくらいの前にさかのぼるような古い、昔、海の底で堆

積したものが非常に強い力で圧縮されて山となっていますね。 

ところが、もうちょっと低い所になって丘陵地というのは標高が

200ｍぐらいまでの高さの起伏のある地形のことを言いますけれど

も、そこへいきますと 200 万年から数十万年ぐらいの古さの上総層

群という地質に裏付けられている。もっともっと低い所、例えば川

口川沿いの平らな所ですとか、ほとんど今住宅地になっちゃいまし

た小宮辺りも日野台地と呼ばれている所になりますと、もう少し新

しい数万年ぐらいの地質になっています。さらに中心市街地とかあ

るいは川沿いの所というのはもっと新しいところなんですね。 

ですから、そういうふうに１億年から数万年、数千年までの地表

に台地ができてからの時間というのは非常に異なっている。そうす

ると、そこを覆っている緑の質というのも当然違ってくるわけで、

それがバラエティーに富んだものが市内に広がっているので八王子

というのは自然が豊かな、複雑なということを、改めてそうやって

自分たちの住んでいるところの地盤を考えるというのは大事なんじ

ゃないかと思っています。 

もう一つついでに、私、植物やっているものですから八王子市内

の植物もいろいろ調査しますけれども、今回、新八王子市史の自然

編をつくるにあたっての２年間、他の先生方と一緒に市内をあっち

こっち植物を調査をしてまいりましたけれども、八王子に植物が何
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種あるかというのが、2,300 種類というすごい数が出ました。その数

字を聞いてもピンとこないと思いますけれども、東京全体で今 3500

種類ぐらいの植物があると言われていますけれども、その内のかな

りの部分を八王子が占めているんだということはいって間違いない

と思います。 

しかも、実は 2004 年にホシザクラという新種のサクラが南大沢で

発見されたのを御記憶の方もあるんじゃないかと思いますね。それ

からまたつい 近、2011 年ですが、私が住んでいるそばの残ってい

る田んぼの周辺に変わったアザミがありまして、それを国立科学博

物館の門田先生という

アザミの専門家に調べ

ていただきましたら、実

はそれもまた新種だっ

たということで、ついさ

きほどハチオウジアザ

ミという名前で、その先

生からきちんと発表し

ていただいたわけで、ハチオウジという名前が付いた植物が初めて

生まれたということで、大変喜ばしいことだと思っております。 

以上です、とりあえずそのくらいにしておきます。 

 

松 尾 正 人 はい、ありがとうございました。 

歴史から学び、未来を描くということですけれど、今お話があり

ましたように歴史だけじゃなくて自然の分野からもお話いただく

と、そういう幅広く皆さんにお話させていただいて 後にディスカ

ッション、そういうふうな方向でいきたいと思っていますが、もう

一人、都市の問題、八王子市にもいろいろ御協力をいただいている

保井さんから、お話をお願いしたいと思います。 

 

保 井 美 樹 法政大学からまいりました保井と申します。本日はありがとうご

ざいます。よろしくお願いします。 

私、今、法政大学の多摩キャンパス、ちょうど八王子の端の所に、

八王子と町田と相模原のちょうど境目の所にあるキャンパスの現代

福祉学部という学部で地域づくり、まちづくりを教えさせていただ

いています。もともとの専攻は都市計画でして、中心市街地を含む

少し課題を抱えたようなまちの再生をどういうふうに進めていくか

ということで、特にその仕組みであったり財源をどうするかだった
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り、それから官民、行政と民間がどういうふうに連携していくのか

とか、というようなところに関心を持って研究をさせていただいて

おります。 

紹介のときも出身の大学名を言ってくださったんですけれども、

初の学部のときは政治学科におりまして先ほどお話がございまし

たけれども、国の政治はいかにあるべきかみたいなことを勉強して

きたんですけれども、私自身もう少し住民生活の中から、まちや地

域をどういうふうに

変えていけるのか、あ

るいはどうするのか

というのを、私九州の

出身なんですけれど

も、そこで祖父がずっ

と小さな町の議員を

していて、そこに町の

人たちがいろいろ出入りをして、いろいろ夜な夜な相談をしたり、

どうしようかという話をしているのを見ながら過ごした、高度成長

期の頃だったんですけれども、そういうまちのまさに課題をどうい

うふうにみんなで整理して立ち向かっていくのかというようなこと

を調べたいと思ったときに、政治学よりももう少しコミュニティレ

ベルで考えられる学問はないだろうかと、いろいろ分からないなり

に試行錯誤して、たどり着いたのか実はアメリカの大学院の中の、

公共政策の中で都市計画を学べるところがあったんですね。 

日本で都市計画というとなんとなくハードで、まちをどうつくっ

ていくかというようなお話を想像されるんですけれども、なので私

はどちらかと言うと、そういうコミュニティの仕組みをどういうふ

うに構築していくかというようなことをみて、特に私に研究者とし

たのが、いわゆる本当

んですね。 

ません。いろんな移民

いうふうにまちをつく

どもいくらお金がかか

かとか。もう少し住民

わゆる自治会館ですよ

合ってつくったという

歴史はたぶん江戸や近世にたくさんあるんじゃないかと思うんです

けれども、そういうものをどういうふうに受益者負担でつくってい

てやっていこうというふうに考えさせてくれ

にアメリカの自助自立のまちづくりだった

日本と違うのは、それこそ歴史が逆にあり

がやって来て開拓していく中で、じゃあどう

ろうかと。例えばインフラが必要になるけれ

ると。じゃあどういうふうにそれを調達する

生活に身近なことになれば、例えば公共、い

ね。八王子でも自治会館、住民がお金を出し
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くのか。 

間口税の話もありましたけれども、まさに間口でやるとか、面積

でやるかとか、そういうことを喧々諤々やっていくのが今でもつな

がっていて、基本的に地域で何かやろうというときは、まずは受益

者負担、誰がじゃあそれを必要としているのか、誰がどういうふう

に恩恵を受けるのかということを整理して、そしてその事業、まち

づくりをどう進めるかというのを考えていくんですね。 

中心市街地の衰退というのは日本と同じようにアメリカにもあっ

たんですけれども、それを再生していく仕組みというのも、まさに

中心市街地の関係の地権者がお金を出し合って、ある仕組みをつく

って何をやるのかという事業計画をつくって、そして日本でいうＮ

ＰＯみたいなものをつくって事業を進めていくという仕組みがあり

ました。 

そういうのを実はいろいろ研究して、学位も取って、日本でいろ

んなところで研究をして、縁があって法政大学の現代福祉学部とい

うところにまいりまして、より福祉、住民生活の中でまちづくりを

どういうふうに進めていくのか。そのときの助け合い、共助という

のはどうあるべきなのかということを扱うようになって、やっぱり

私の中で良い地域というのは、先ほどまさに市長がおっしゃられた

ように市民力、市民がどれだけそのまちの課題に立ち向かっていけ

るのかというところではないかと思っています。 

法政に来て実はもう８年以上経つんですけれども、そのときに私

も、私は八王子市民じゃなくてそれはちょっと恐縮なんですが、多

摩地域の中に住むようになって、そして八王子市さんはじめ多摩地

域の自治体さんやいろんな団体さんといっぱいおつきあいするよう

になって、多摩地域の中で過ごす時間が増えています。この多摩地

域、特にまちの中でも八王子市の人材の豊かさですとか、それから

自然、繊維などの歴史的に産業が蓄積されている、皆さんがおっし

ゃるような強みというのは非常に感じているところなんですけれど

も、やはりその中で特に 近注目しているのが、きょう私も勉強さ

せていただきました藤田先生のお話にあったような歴史であって、

特にその中でも、住民がどういうふうにこの地域をつくって支えて

きたのかという仕組みについて、非常に関心を持つようになってい

ます。 

先ほど少しアメリカのお話をしましたけれども、日本も例外では

なくて、皆様も御承知のように、財政の厳しい国や自治体になんで

も頼れる時代でなくなっていると。魅力あるまちというのはどうい
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うふうにしているかというと、やはり市民や民間での努力がうまく

実を結んでいるところがやはり非常に大きな成果を上げつつある。

そういう中で時々ほかの事件を参考にするのが、やはりこの江戸か

ら近世にかけての住民の中の共助の仕組みなんですね。きょう、町

火消の話、消防の話とかありましたし、この辺も大学の近くを車で

回っていますと、今でも自治会等でたぶん管理されているんだと思

うんですけれど、いわゆる椀蔵（わんぐら）というやつですかね。

昔は町の中でそれこそ大きなお葬式や大きなイベントがあるときに

は、そんなお椀、年中使うものではないですから地域でそういうも

のを共有していた。そしてお葬式や結婚式などもみんなで支えて一

緒にやってきたと。そんなようなことがたくさんあるんだと思うん

ですね。 

それが私たち八王子市も含めてですけれど、多くのところで、お

葬式は葬儀社もあるし、あるいは昔はそうやって共有林とかそうい

うところもありましたけれども、いろんなインフラの整備なんかは

行政でやってくれるしというので、多くのものが市場サービスや行

政サービスのほうに分化していっていると思うんです。福祉や教育

もそうだと思うんです。 

そういうものの共助の歴史や基盤が、実は長くここで仕事させて

いただく中で、まだまだ八王子市、特に浅川の方ですとかいろんな

ところで残っているということを教えていただく機会が増えて、こ

れはすごく大きな資源だなというふうに思うようになりました。そ

ういうものを是非なくさないで、歴史はやはり時代に応じて私は変

えていくべきだという部分もあると思う。そういう培ってきたもの

を今でも活かせるようにするにはどうしたらいいのか。それはひょ

っとしたらまた今どきのＮＰＯみたいな形だったり、社会、企業と

かいろんな形と連携させていかないといけないのかもしれない。で

もやっぱりそういうものがあるというのは八王子のすごく大きな資

源だと思いますし、これからまちづくりに活かしていかなきゃいけ

ないことなのではないかなというふうに思っています。 

すいません、長くなりました。 

 

松 尾 正 人 はい、ありがとうございました。 

少しパネラーの中で意見交換と言いましょうか進めてみたいと思

いますけれど、藤田さんのお話は先ほどの講演にありましたように、

近世社会の中で役と結びついた権利と言いましょうか、そういうふ

うなものが存在していると。八王子が甲州街道の主要な拠点であっ
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たということが原点にあったと思います。また同時に住民による自

主活動、こういうふうなお話が出てきました。それは保井さんがさ

っきお話された市民力というものにつながってきているんじゃない

かと思いますね。 

そこでどうでしょうか、石森市長、今のパネラーから出た御意見

に対して、市長さんとして一言言っていただけるとありがたいと思

います。 

 

市     長 内野さんのお話、非常に興味深く聞かせていただきました。植物

の数が東京都内 3,500 種類あって、その内の 2,300 でしたか、この

八王子にあるというのは、その辺の歴史的な背景をちょっとお聞か

せいただければありがたいんですが。特に高尾山、高尾山は 599ｍと

いう非常に低い山なんですけれども、実は日本の山の中では も植

物の種類が多いと言われているんですね。どなたかに聞こう聞こう

と思って私聞けなかったものですから、是非この機会にその理由、

もし分かればお聞かせいただきたいなというふうに思います。 

 

松 尾 正 人 はい、よろしくお願いします。 

 

内 野 秀 重 これもかなり言われていることなんですね、高尾山、植物の種類

が多いというのは。周辺も含めて 1,500 種類ぐらいたぶんあると言

われています。 

その理由なんですけれども、実は八王子全体は気候帯の呼び名で

暖温帯という気候の範囲にあるんですけれども、高尾山辺りがちょ

うど気候帯の、要するに北側はそこから向こうは寒いエリアで、南

側は暖かいエリアというところの中間帯に高尾山があるんですね。

そうすると北側の斜面はブナだとかの林になって、南側は樫の常緑

の暖かい所のいわゆる照葉樹林という森ができて、ですから南側と

北側で暖かい所の植生と北側の寒い所の植生が両方見られるという

のがたぶん八王子高尾山が豊かな理由と、それから、古来から木を

切らずに禁伐林として修験道の山であったところからスタートし

て、幕府になってからも御料木と言うんですか、それで守られたと

いう手つかずの森として管理されてきた。全く手つかずではないの

で、天然林というふうに言われるんですけれども、そういった手厚

く保護されたということと、気候的に両面の所にちょうどその山が

あるというのが豊かな理由だと思います。 
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松 尾 正 人 はい、ありがとうございました。 

        ほかにどうでしょうか。市長、よろしくお願いします。 

          

市     長 保井先生にいろいろお話をいただきましたが、実は毎年、暮れに

も行ったんですけれども、学生とのふれあいトークというのがあり

まして、学生さんからいろんな提案を大学コンソーシアム八王子と

いう組織の中でのそういった行事ですが、いろんな提案をいただき

ます。特に法政大から昨年も大変多くの、３分の１ぐらい提案をし

ていただきました。たぶん保井先生が指導されたんですよね。 

   やっぱり若い方の意見というのは、我々にとっては大変重要と言

いますか、この間もいろんな提言をいただいて、やっぱり若くない

とこんな考え方は出ないなと、斬新なアイディアを出していただい

て、できる限り市政に反映できるものはしていこうというようなそ

んなお話をさせていただいたんですけれども、その辺の取組みです

ね、学生さんに対しての、先生がされているようでありますから、

是非その辺のところを少しお聞かせいただければありがたいと思い

ます。 

 

松 尾 正 人 そうですね。お願いいたします。 

         

保 井 美 樹 覚えておいていただきまして、どうもありがとうございます。 

   たぶん私じゃなくて責任者の先生がきょうは来てくださっている

と聞いているんですけれども、私も担当者の一人として参加させて

いただいた演習です。学生は八王子市民ばかりではないんですけれ

ども、全国各地から来て、八王子に縁あって住んでいる学生、それ

から首都圏、別の場所から通ってきている学生もそうですけれども、

このキャンパス近くのまちを見てみようと。せっかく提案制度があ

るからということで、演習の中で是非これに提案しなさいというこ

とで始めさせていただいたところです。 

   実は、せっかくの機会ですので、少し考えるところと言いますか、

皆さんもたぶんお聞きになったことはあると思いますけれども、ま

ちづくりで、「よそ者」、「若者」、「ばか者」という言葉があります。

先ほど私、それこそ住民が主体になってやるまちづくりが大事だと

いう話をしましたけれども、一方でそれが閉鎖的ではなくて、よそ

者、若者、ひいてはばか者まで一緒になってやっていく開放制とい

うか、そういうのも大事だと思っています。 

   そういう中で八王子は、たぶん素行が悪くて皆さん方にいっぱい
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御迷惑をかけていると思うんですけれども、そうではありつつも若

い人がたくさんいるんですね。あとで提案のときに少しお話しよう

かと思ったんですけれど、卒論をやっている学生が八王子の人口を

年齢ごとに調べてきたんですけれども、八王子で若者がいっぱいい

るはずだということで、確かにそうなんですけれども、やっぱり山

は 18 歳～22 歳なんです。23 歳で減るんですね。だからそういう意

味では、それは一つは課題でもあります。まさに減らないでそれ以

上、今度は働き始めた若い人たちが住めるようにするには、住みた

くなるにはどうしたらいいか、一つ課題ではあるんですが、もう一

つの見方をすると、それだけ学生 18歳～22歳の比較的時間も自由な

学生もたくさんいると。これをやっぱりうまく使わない手はないな

というふうに思っています。 

   実は全国各地を見ても、例えば他の地域の名前を出して恐縮です

けれども、鎌倉ですとか長野県の小布施ですとか、若者にまちづく

りの事業提案をさせるというコンペが結構増えていますね。市政提

案して、私もなかなか厳しいところなんですけれど、提案して終わ

りというのは学生にとっては楽かもしれないんですけれども、ある

いはイベントをする側としてもとりあえずそれで済むかもしれない

んですけれど、まちづくりを進めるという意味では、それがやはり

後につながっていくように是非したいし、そんな市に受け止めてい

ただかなくても、まさに市民力をお持ちの住民の方がたくさんおら

れるので、例えば今回学生達も発表するにあたって商店街の方です

とかいろんな方にお世話になって、いろんな方に現状をお聞きした

り、どんなことが必要か聞きに行っているんです。 

そこで一緒にやろうなんていう話も出てきたりなんかして、例え

ば住民グループと学生が一緒になって提案をして、何か事業を提案

するとか、あるいは本当に市で必要な政策に対して提案をしていく

とか、何かこう、やはりせっかくの機会なので継続的になるような

しかけを考えていただけるといいなと思いましたし、お手伝いがで

きることがあれば是非やっていきたいなというふうに思いました。

ただ、非常に可能性のある事業だと思いますので、是非今後とも何

らかの形でお願いします。 

 

松 尾 正 人 今のお話は、後ほど提言なんかのところでまださせていただきた

いと思います。ほかにどうでしょうか。 

   今、大学が出てきましたけれども、私の勤務している中央大学、

もう 35年前にこちらに移ってきたんですね。古い先生が悩む中央大
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学と言っていました。1978 年なんですね。だから 78で悩む中央大学

というふうに言っていました。しかし学生諸君、この八王子、毎年

入ってきた学生なんかは、やっぱり多摩は非常にいいと。八王子に

住んでいる学生も、少し遠いのは、これはやはり出てくるんですけ

れども、自然が豊かであって、学問、勉強もしやすい、そういう一

つの良さというのはつくづくと感じていると、そんなことが私なん

かも身近に接しているというふうな気がいたします。 

今後のあり方を考えたときに、八王子で学生の数は確か 11万ぐら

いと市長おっしゃっていましたね。短大なんかを合わせたりすると

13万と言いますよね。58万の人口のうちに 11万から 13万いるとい

う、これは他の市からみても大変うらやましいんじゃないでしょう

か。これだけ若い人がいるというのは、これは大事なことだと思い

ますね。ただ、先ほどもありましたように、学生ですから、限られ

た世代、限られた時期、こういう問題もあるかもしれませんね。 

さて、ほかにどうでしょうか。自然のお話も出ましたけれど、藤

田さんなんかの歴史の問題なんかいかがでしょうか。 

私からもう一言申しあげさせていただきます。 

きょうの藤田さんの基調講演、大変、近世の、江戸時代のこの八

王子の、いわば街道に面しているというそのメリットもあったと思

うんですけれど、なかなか城下町に比べて、きょうお話があったよ

うに、この八王子のアイデンティティと言いましょうか、権利とか

いろんなものが関わっている側面もありますけれど、よく発展して

きたな、そういうふうに思わざるを得ないという感じがいたしまし

た。大変勉強になりました。 

それからもう一つ考えてみると、私は近代史なものですから、そ

こから次に、今、58 万ですね。先ほど藤田さんの報告にありました

のでは、文久期で７千くらいだったでしょうか。そうすると次がや

っぱりすばらしかったんじゃないかなと思いますね。藤田さんのレ

ジメを拝見したときに、高崎、川越、出てまいりましたね。高崎、

川越も、桐生なんかもあったように思いますけれど、いずれも人口

としては 30 万ぐらいじゃないでしょうか、今は 30 万ちょっとです

ね。それに比べて八王子は東京に近いということもあるかと思いま

すけれど 58万、これは八王子のすばらしさと言いましょうか、努力、

これは高く注目していいんじゃないかなんて思いながら聞かせてい

ただきました。 

藤田さんから、何か補足ございますか。 
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藤 田   覚 補足と言いますか、江戸時代というのが先ほどもちょっとふれま

したけれども、町でも特に村というレベルでいいますと、やっぱり

住民の共同組織というのが基本のあり方なんですね。私たちの村、

共同体とかと呼ぶわけですけれども、これは要するに村というもの

が、入れ物があってそこに住民がいて、そして住民の個々の家が成

り立っていかないと村が成り立たないと。村が成り立たないと個々

の家も成り立たない。そういう関係にある共同組織であるために、

お互いに家を維持する。家も個人で努力する、家で努力するだけじ

ゃなくて村として努力して何とか続けさせようと。そうすることに

よって村が永続すると。で、個々の家もかなり持続すると。そうい

う関係にあって、だから住民間、いろいろ助け合うとかなんとかと

いうことがよく言われますが、それはそういったような事情で、要

するに村と家を維持するために共同、協力し合うというそういう関

係。 

これは、町はそういう点では変わらないんだけれども、やはり住

民の出入りが激しいという、江戸時代からあるんですね。そういう

こともあって、いささか村との差異があります。ただ、基本的には

同じだと思うんですけれどね。あと、やはり町場というのは村と違

って競争という原理が結構働くんですね。同業者が結構おりますの

で、その間で競争せざるを得ない。そういう競争原理が町の方には

結構強く働いてくるというところがありますね。 

その辺が現代はどうかというと、村とか町とかそういう区分がも

うほとんど取り払われたような、全体が町のような姿になっていて、

そこには個々の家を町として維持しようとか、個々の住民が協力し

合ってその町を維持していこうとか、そういう発想はやはり少なく

なって、弱くなってしまっているということなんだと思うんですね。

ちょっと話は飛びますけれども、一昨年の東日本大震災のときに、

東北、特に三陸のある漁村では、全く援助というか支援の手が届か

ない。だけれどちゃんと住民がお互いに協力し合ってずうっと生き

延びていたというとあれですが、行政に頼ることもなくその地域を

維持していたと。これは何か私は江戸時代の村のあり方を見るよう

な思いをしました。そういうものが要するに協働性ということなん

だ。そういうものが非常に痩せ細ってしまったのが現代。だからや

はり都会で大きな災害が起こったときにどういうことになるんだろ

うというのは非常に心配だなと。あまり関係ないんですけれども、

少し江戸時代の村とか町というものの本来のあり方を補足する意味

でちょっと説明いたしました。 
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松 尾 正 人 ありがとうございました。 

   藤田さんの報告は近世のこの八王子の場合の役というものが権利

につながって、しかし一方で自主的な活動といいましょうか、それ

がこの八王子を支えてきたと。意外に宿場とか町も盛衰が激しいん

だと、そういう背景も存在しているな、八王子はこういうふうな形

できたんだ、そういうお話に今プラスしていただきました。 

   それではどうでしょうか。またこの問題に戻るということもあり

ますけれど、２番目のステージといいましょうか、この八王子市の

今後に向けてといいましょうか、歴史から未来をということは大き

なテーマになっていますけれど、提言といいましょうか、今後どう

いうふうに考えられるのか、ここらのところをお一人ずつまた発言

していただいて、少しそちらで議論を移していきたいと思いますけ

れども、今度はどうでしょうか、保井さんから 初に言っていただ

いて、少し先ほど入られたような感じがしましたけれども、そこも

含めて。 

 

保 井 美 樹 今の藤田先生のお話、非常に関心深く聞かせていただいておりま

した。住民が成り立たないと村が成り立たないし、家が成り立たな

いと村が成り立たない。村がないと家が成り立たない。その話とい

うのは今大事だとおっしゃったんですけれども、まちづくりの中で

もまさに 近エリアマネジメントですとかコミュニティマネジメン

トですとか、そのような言葉で呼んでおりまして、非常にそういう

意味ではミクロなレベルでの地域の質の向上というのはすごく見直

されてきていると思っています。 

もちろん八王子市全体としての競争力をいかに高めるか、あるい

は多摩地域の競争力、東京都全体、首都圏のというレベルでももち

ろん大事ではあるんですけれども、結構、見回してみますと、今、

海外の都市と一緒に人口減少の都市でどんなことが起きているかと

いうことを共同研究しているんですが、その中で見えてくるのが、

自治体の中でもやっぱり問題を抱えていて、あるいはすごく質が高

いところというのは非常に局所的であるということなんですね。 

特にそういうのは海外旅行などされると非常に顕著に、たぶん皆

様も御覧になると思うんですけれども、同じ自治体、例えばロンド

ンなどに行きますと、同じ自治体の中には非常に裕福な高級住宅地

と言われるエリアもあれば、少し離れるといわゆる非常に貧しい、

スラムとまではいきませんけれども、非常に貧しくて犯罪率が高い

エリアもあったりする。そういうのを、イギリスは少し前に衰退指
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標みたいなのを、あちらは選挙区ごとに統計をとっていたりして、

そういうのが出てたりするんですけれども、そうやって出したりし

ているんですね。同じようなことが言えるのかなと思って、いろん

な指標をミクロに出してみますと、確かに日本でも諸外国ほどでは

ないですけれども、やはりすごくあそこはいいねと言われるところ

もそうですし、人口が減っているところも非常に局所的なんです。

そういう意味でいうと、まちづくりでこれから地域の質を上げてい

くというのは、もちろん行政の役割もありますけれども、まさに近

隣、御近所でいかに一緒にやっていけるかというところにかかって

いるとも言えると思うんですね。 

まちづくり、都市計画においては 近そういうものを踏まえて協

定制度とか提案制度というのが結構増えてきています。都市再生な

んかでもそれを推進法人という民間が事業を進めていくような、も

ちろん、それを認定されるための仕組みはあるんですけれども、そ

ういうものが増えてきていまして、例えば緑を増やすということに

関して、みんなが連携するとある地域だけではすばらしくお花が咲

いて、いい質のエリアができるかもしれない。そういう一緒にやっ

ていくまちづくりというのは、小さな話のようでまちを変える原動

力になっていくと思います。 

もう少しよろしければ、夏に学生を連れてヨーロッパで海外の福

祉とかまちづくりの研修をする 30 人も連れて行く機会がありまし

て、この間、フランスとドイツの辺りの環境先進都市を周ったんで

すけれども、その間にアルザスのワイン街道、一級の観光地をバス

で周ったんですね。あそこは国が、フランスが、日本でいう花いっ

ぱい運動ですね、を格付けを持っていまして、一つ花の村、二つ花

の村、三つ花の村というふうに決まっているんですね。それでバス

で通りますと町が変わるたびに、町の入口にここは何星、三つ星で

なく三つ花なんですね。花が幾つついているか書いてあるんです。

で、見ているとものすごくそれが顕著な差なんですね。一つ花の

村というのは基本的には役場とかいわゆる市役所です、公共空間に

花があるだけです。それは何故かというと税金でお花を植えている

んですね。それが二つ花、三つ花、四つ花になっていくと、 後の

四つ花なんていうのは立派なものです。どう考えても住民が競い合

って軒先に花を植えて、「どうぞ観光客も見ていってください、私の

家を」という雰囲気がもう非常に迫力が感じられるわけですね。や

はりそこまでのことができると町はものすごく変わります。 

なので、それはきょうのお話の江戸に学ぶ部分というのはすごく
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大きいなと。我々日本はすばらしい行政の仕組みと競争力は企業を

育んできましたけれども、その陰で市民社会を少し犠牲にと言いま

すか、してきたところもあります。特に多摩地域の、きょう男性も

多いですけれども、男性の皆さんもお仕事をされてベットタウンと

して帰ってきて、地域のことまで関わる余裕がなかったという方々、

しかしながらすばらしい能力を持っている方々がたくさんおられる

ので、やはりその才能を少し地域の共助のほうに今度は向けていた

だいて、まちの質を上げるというのをそうやって身近なレベルから

やっていけるので、そういうのをどんどん増やしていくというのは、

この八王子なら確実にできるんじゃないかなというふうに思ってい

ます。そういうのを官としても応援していただいて、官民挙げて地

域の質を上げていくようなことができるとすばらしいのではないか

なと思います。とりあえずここまで。 

 

松 尾 正 人 はい、ありがとうございました。 

   皆さんから、パネラーの提言については後でフロアからも御意見

いただいていきたいと思いますけれど、では内野さんから、自然の

分野から見ていかがでしょうか。 

 

内 野 秀 重 先ほど地面の下をもうちょっと考えてみましょうという話をして

終わったか思うんですけれども、山から低いところまで全部の地形

があるから八王子は豊かだというふうに言ったばかりなんですけれ

ども、実は丘陵地が一番大事なのかなと思っています。植物とか調

べると丘陵地には山の植物も生えているし、それから丘陵地には谷

戸と言いまして、そこが田んぼになって湿った所がありますね、水

が出ている。そういう所には平地の植物も入ってきています。です

から丘陵地があると一番複雑な自然が残されているというのがあり

ます。 

   実は八王子の中にたくさんの丘陵地があって、それぞれ実は名前

が付いているんですね。多摩丘陵とか加住丘陵なんていうのは皆さ

んも聞いたことがあるでしょうか。加住丘陵というのは北の端っこ

の方で滝山城址があるところですね。多摩丘陵は平山城址公園とか

長池公園なんかもそうですけれども、横浜までつながっている大き

な丘陵ですけれども、その二つだけではなくて、その真ん中の浅川

の支流域に恩方丘陵とか元八王子丘陵と舟田丘陵ですか、私も思い

出すのに時間がかかってしまうような名前が付いている丘陵がある

んですね。実はそういうところも土の中の地質みたいなのがちょっ
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とずつ違っていて、生えている植物も少し違うんです。 

じゃあ八王子の中で緑を残すときに多摩丘陵の緑だけ残せばいい

のかというと、そういうことではないと思うんですね。実は恩方丘

陵にもちょっとずつ違うものが生えている、加住丘陵と多摩丘陵で

も違うものが生えているということで、それぞれの丘陵での緑を残

すということは、今言われている生物多様性を地域で守るというこ

との、非常に大事なことだと思うんですね。 

そういう中で、八王子にも台地があるという、小宮のまわりとい

うのは台地なんですけれども、平らな所というのは八王子の中でも

今ほとんど宅地化されてしまったわけですね。そうすると昔どんな

雑木林だったのかというのがよく分からないんです。完全にある部

分、地形のまとまりが開発されてしまうと、新たにそこに緑をつく

ろうとしたときに設計図がつくれないんですね。昔どんな植生だっ

たのか記録がないと。それはやっぱり八王子の奥深い自然というの

を、これからずっと、その自然種を断ち切らないでまちづくりをし

ていくためにはまずいことだと思うので。八王子は今マスタープラ

ンで６地区、北部とか西部、西南部、東部、東南部、中央に分かれ

ていますけれども、その中でそれぞれその大事な緑を残さなきゃい

けないというふうに思います。市長さんに怒られちゃうんですけれ

ど、高尾山だけではないということを私は強く実は言いたいんです

ね。 

中央地域には市街地がほとんどですので、自然があまり残されて

いないんですけれども、実は暁町辺り非常に自然が残っています。

ただ、八王子の中でどんな所を残すべきかということがまだ十分調

べられてないと思うんですね。今回、市史編さんの調査で動植物を

調べているんですけれども、結局、生物多様性とかというのは実は

どんな動植物がどれくらい住んでいるかということしか評価ができ

ないので、それをきちんと調べるしかないんですね。そうすると初

めて違いが出てきて、犬目辺りにもここの公園にはとっても珍しい

ものがあるかと、石川町の湧水のある公園にはとても珍しい植物が

あるということが分かってきたんです。 

ですから、そういうところをきちんと押さえておけば、今マスタ

ープランなんかでよく言われる、八王子は 60％が緑地、緑で覆われ

ているというデータがあると思うんですけれども、実はその中には

もともとの雑木林だったり、つくられた公園だったり、農地とかも

入っているんですけれども、そういう中で本当に質の高い緑をどう

やって残すかというのは、そういった地道な調査の上でやっていく
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しか、それを明らかにしていくしかないと思うんですね。これから

は市街化区域だとか市街化調整区域だとかというのもあるでしょう

けれども、それに関わらず自然資源として八王子の中で大事なとこ

ろをもう一回洗い出す。たぶん洗い出されてないというふうに僕は

思いますので、それをやって、ここの拠点を残せば、面積はもちろ

ん、たくさん緑は残したほうがいいんですけれども、とにかくへそ

と言うか心臓部のようなところは八王子の各地域に残す必要がある

と思います。 

それをやるのは行政だけがやるのではなくて、先ほどから言って

いる市民力じゃないんですけれども、今、緑のボランティアみたい

なもの、あるいは公園アドプトなんていうのが八王子は非常に盛ん

になっていますので、専門家と市民が一緒になってもう一回自然を

調査するみたいなことというのをやるのは非常に意義があると思う

んですね。 

そういう中で、僕は八王子市内をあっちこっち歩くんですけれど

も、良い所がいっぱいあるんですよね、実は。だけどそれがうまく

つながっていないというのがあります。非常にこう街道で分断され

ていて歩けない。歩こうにも非常に車が怖くて歩けないという所が

結構あるんです。 

例えば中野山王の子安神社の湧水、東京都の名湧水にも入ってい

ます。巨木に囲まれた非常にすてきな場所があるんですけれども、

ほとんどの人、知らないと思うんですよね。近くに行ってもそれが

何処にあるかよく分からなかったりする。あるいは、せっかくいい

水がたくさん出ているんだけれども、何十メートルか下ですぐに暗

渠に消えてしまう。すごいもったいないなと思うんですね。だから

そういうのではなくて、市内にあっちこっちある湧水だとか、それ

から巨木が多いんですね八王子。幹回りが 200 センチ以上のものが

1,500 本ぐらいカウントされているんですね、10 年ぐらい前の調査

で。もっと太いのもいっぱいあるんですけれども。そういったもの

とか、あるいは今農地が減っていますけれども、これから農地、減

らすべきでないと思うので、地産地消型の社会にしていくためには

必要だと思いますので。 

それから里山と畑って結構セットで残すことに意味がありますの

で、ですから湧水スポット、雑木林、農地、あるいは古い町並み、

時間軸の異なるものを全部つないで、お散歩ができると言ったらお

かしいですけれども、そういったものをちょっと気軽にいいから歩

ける、そういうコースをいっぱいつくって、言ってみれば里山街道
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というんでしょうかね、生態回廊みたいなものをつくって、そこの

エリアの管理を新しい形の、高齢者がそこを頑張っていくみたいな

形をつくりあげると、里山も残せるし農地も残せるというような、

そんなまちづくりができないかなというふうに夢を描いておりま

す。以上です。 

 

松 尾 正 人 ありがとうございました。 

今お話があったような自然の残し方と言いましょうかね。 初に

市長から高尾山のお話があったように、八王子というと高尾山、皆

さんぱっと。八王子の象徴的な一つの自然であり、また神社仏閣で

もあり観光地でもあると。こういうふうなことであるわけですけれ

ど、自然の残し方の観点からいくと先ほどお話があったように南多

摩で山は八王子、それ以外は山と言えないんでしょうかね。しかし

一方で山だけじゃなくて丘陵とか谷戸とか、様々なものを面で残す

のではなくて質と言われましたかね。残し方をうまく考えていかな

ければいけない。こういうふうなお話もあったかと思います。これ

は我々これから考えていかなければいけないことかもしれません

ね。 

さて、それではどうでしょうか次に藤田さん、どうですか、歴史

のほうから見て少し御提言といいましょうか、市史編さんを今なさ

ったりしておりますけれども。よろしくお願いします。 

 

藤 田   覚 今、市史の編さんをしていて感じることなんですけれども、歴史

を振り返えるあるいは歴史に学ぶといっても、これはやはり歴史遺

産というか歴史の遺物ですね。私たちはどうも紙に書いた古文書と

いうのを主に使ってやるわけですが、これは現在、八王子市内、総

点数はちょっと分かりませんが、非常に膨大に残っております。中

心市街地は何度も火災がありますし、空襲も受けておりますので非

常に少ないんですけれども、その周辺の旧村の部分には非常に豊富

に残っております。これは大変ありがたいことで、このそういう紙

に書かれた文書類というのは貴重な文化遺産だということですね。

ところがこれは紙に書かれているものですから非常に燃えやす

い。要するに失われやすいんですね。今、膨大にと言いましたけれ

ども、本当は今残っているものの 10 倍とか 20 倍ぐらいあったはず

なんですね。それが結局長い年月の間に失われてしまって、現在あ

るものしか残っていないということになっていますね。 

そうしますと、こういうものをきちっとどうやって保存している
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のかということですね。歴史は物語じゃないものですから勝手につ

くるわけにいかない。必ずそういう資料、文書に基づいて組み立て

るしかないんですね。だからそのもとになるところの文書類、資料

類、後世にいかにして残していくかということは、もう個々人の所

蔵者の個人的な努力をもはや超えているんだと思うんですね。だか

らこれは公的に今後ずうっと、100 年でも 200 年でも、もっと 1,000

年でも後世に伝えるということがやっぱり必要だろうと。やはりこ

れは繰り返すようですが、個人の努力ではもう無理な段階にきてい

るし、やはりそういったものを保管すると言いますか、そういう施

設を是非つくっていただきたいというのが私の、本当に市史をやっ

ていて一番痛感することですね。 

あと、そういうものは、例えば江戸時代の八王子の歴史、実はそ

れほど研究があるわけではないんですね。ほかの地域より多いか、

かえって少ないのではないかと思うんですね。その理由は、例えば

今申しました歴史を勉強するときにまず使う文書ですね。これ見る

ことができないんですね。個人のお宅ですとなかなか御迷惑がかか

るから見ることができないし、じゃあ郷土資料館があるから郷土資

料館に行って見ようとしても、まぁめったやたら見ることはできな

い状況にある。要するに研究したくたって、あるのは分かっていて

も使えないという現状があります。こういう状況を放置しておけば、

やっぱり八王子の歴史を深く知るということは土台無理なことじゃ

ないか。やはりそういう条件を是非整備していただきたいというふ

うに思うんですね。 

あと、八王子の中心市街地は確かに旧甲州道中と今の甲州街道、

道が違いますから同じではないんだけれども、今の甲州街道の少し

北側に旧甲州道中があるわけなんですね。あの辺、その姿というの

は絵があるから、江戸幕府がつくった絵があるからなんとなく分か

るんですけれど、ものとしてはさっぱり分からないですね、私たち

ね。何かないのかなと思って見るんですけれど、ないんですね。し

ょっちゅうマンション工事で掘り返しているから、実は出ているん

だと思うんですね。だけれどそういうことについて一切関心を払わ

ないから、そういう八王子の宿の中央を通っていた汚水掘なんて、

これ両側、石で組んでいますから必ず出てくるはずなんですね。よ

そ、例えば厚木の宿なんかちゃんとそれが出てきておりますしね。

だから八王子の宿にもあるはずなんで、あれだけ掘り返しているん

だから本当はあったはずなんですね。しかしそういうことに一切何

の関心というか、注意を払わず放置したために全く残っていない。
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要するに、そういう八王子の宿のかつての姿、全体じゃない、ご

く一部でも、何かそういうことを知る手がかりというものを、やっ

ぱり全く伝えられていないということは残念だなというふうに思い

ます。 

あと、これ歴史とかあんまり関係ないですが、八王子のまちの店

が店を閉めてしまって、買物にそういうところで買うのはもうあま

り機会がないのじゃないかと思うですけれどね。私、暮れに二つ体

験したんですが、一つは風呂のイスを買おうと思って甲州街道沿い

の、名前を言うとあれですが、そういうお店に行ったんですね。そ

したらもちろんそこにあるのを知っていて買ったんですが、そうし

ますとこの上の腰かける板、これはヒノキでこれは木曽の天然木だ

と。しかし足は、これは植林でつくったヒノキだと。こういうこと

をきちっと説明してくれるんですね。こんな店ってほかに考えられ

ないですね。普通、そんなのどこにも売っていないから、そこぐら

いでしか買えないのかもしれませんが、これが他でもしもあって、

買っても説明なんかしてくれないと思うんですね。でも暮れの 29日

に行ったら、きょうは定休日と休んでいるんですね。仕方ないから

31日に行って買ったんですが、さすがに 31日は開いていましたね。

暮れの 29日でもやっぱり休んじゃうという、いいお店だなと。 

同じように、わりとその近くの、下駄を買おうと思って探したん

だけれど、ないんですね。靴と書いてある店にはないんですね。あ

っそうか履物だと思って履物と書いてあるお店に行きましたら、そ

うしたらもちろんありまして、そうしたらその場でおまえの足の大

きさは何だとか言って、その場で鼻緒を結ってくれるんですね。で、

この板はどこの産のものだとか、この鼻緒は何だとか、話をしなが

ら 20分ほどで鼻緒をすげてくれたんですね。 

こういうことも大変八王子のまちでいい店があるんだなとつくづ

く感心をいたしまして、こういうお店は大事にしてほしいなと。た

だ、デパートでは木のイスって風呂のですから、それほどの需要が

あるとは思いませんけれども、なかなか良い店が実はあるんですね、

と思いました。 

 

松 尾 正 人 はい、ありがとうございます。 

   ここまでお話させていただいたところで、市長さんには 後にま

たお話をしていただこうと思っているんですが、どうでしょうか、

フロアの皆さんから、少しここまで議論したことについて、私はこ

ういうふうに思っているんだとか、またはこんなことを聞きたいと、
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はい、ではお願いします。 

 

会 場 か ら 藤田先生の資料を見て、大関が桐生で関脇が八王子だという資料

がございますけれど、これを見て、大久保長安は 400 年前から生き

返って喜んでいるん

じゃないかと思って

おります。と申します

のは、桐生は大久保長

安の手代の大野八衛

門、この方は大國魂神

社に２メーター近く

の太刀を奉納してお

りますけれども、この方がつくっております。八王子は言うまでも

なく大久保長安がつくっておりますけれども、両藩に他に共通する

点は荒地を切り開いてつくったということで、桐生新町も荒地とい

うことで記述がありますし、八王子も浅川の河川敷であったものを、

八王子も一部南浅川が千人町から本郷町に流れていた南浅川を市役

所の方、西の方につけかえて八王子は新しいまちをつくったという

ことで、この八王子と桐生が番付のトップ、２番目にいるというの

は単に偶然ではなくて、やはり町をつくるときに、町をつくった人

がそれなりの立地を考えてつくったんだろうと思います。 

八王子の川の付け替えというのは江戸では利根の東遷とか荒川の

西遷【※注＝江戸時代の寛永６年（1629 年）に、洪水防御、新田開

発、舟運開発等を目的に、荒川から利根川を分離する付け替え工事

が行われた。後世「利根川の東遷、荒川の西遷」と呼ばれる河川改

修のこと。：国土交通省ホームページから】とかと言われていますけ

れども、住民が動員されてつくっているわけですね。先人たちの苦

労があると思うんですね。我々も含めて若い人、これからの子ども

たちに、今まであるインフラというかそういうのは、自然にできた

んじゃなくて先人たちの苦労があってできたということを、小学校

でも教えていると思うんですけれども、やはりもっと先人たちの苦

労を感謝して、我々はそれ以上というのはなかなか難しいかもしれ

ませんけれども、それに習って未来を切り開いていく必要があるん

じゃないかと思います。勝手に意見を言ってしまってすいません。

 

松 尾 正 人 ありがとうございました。先人たちの知識と言いましょうか、蓄

積でしょうか、そういうふうなものを確認して、さらに八王子の長
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所につなげていくと、これ大事なことだと思いますね。 

   ほかにどうでしょうか。 

 

会 場 か ら 藤田先生からお話がございましたけれども、私は甲斐の武田の残

党であるお姫さんの松姫さんが、こちらに逃げて来るときについて

きた人たちで千人町ができているというふうに聞いておりますけれ

ど、これは大変大事なことではないかと思っております。 

   それからもう一つは、滝山城の下に滝山街道がありますけれども、

あのところで横山村というのがあったのが今日の横山町の前身であ

るというふうに聞いておりまして、やっぱり滝山城というのは八王

子城とともに八王子ができる根本で、非常に大事なところではない

かと、こういうふうに思っております。 

   もう一つは織物、これは非常に大事なことであったと思うんです

ね。八王子にとって今

でもそうですけれど

も、実は私は 39 年に

東京に来たんですけ

れど、40 年に八王子

に事業所をつくった

ときに、上司の方か

ら、八王子で仕事をす

るならば昔の市長のところへ挨拶に行っておけと言われたんです。

それは何でですかと聞いたらば、東京府、昔は東京府だったんです

ね。23 区は東京府の下ですけれど、その東京府の商工課長をしてお

られるときに、その衣料切符を戦争中ですからつくるというときに、

八王子の市長が大反対をして東京府に出てきて商工課長に噛みつい

た。その商工課長がちょうど私の上司だったんですけれど、民間に

おられたときに、専務をしていた人だったんですけれど、八王子の

市長のところへ行って挨拶しとけよ。この市長はどえらい市長だか

らなと。俺はもう噛みつかれて往生したんだと、こういう話があり

ました。 

   それで、まさにそのときにありました南多摩建設事務所が今、保

健所の事務所になっておりますね、あそこの八王子駅から京王八王

子へ行く途中のあの事務所が建設事務所、そこの課長が、この辺は

今、無指定地域なんだけれども、準工業地帯にしていわゆるそこに

中小の仕事を集めるというようなことを話しておられて、そこで土

地を買いまして、それで事業所をつくったんですが、それが今大き
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くなって石川工業団地になっていますね。 

やっぱり内野さんがおっしゃったように、八王子の織物工業の今

度は内野さんも言いましたけれども、まちづくりの上で大学だけで

はなくて、やはり日本の国が世界と競合していくためにどういうふ

うな団地をつくっていったらいいかというその用途の見直しをちょ

っとこの際やって、特に自然の残すところ、これ浅川の奥の方の山

持ちなんかはもう弱っているそうで売りたいと。資産税を納めるだ

けで山の管理も大変だと。ところが今、中国人が山をどんどん、ど

んどん買っています。今僕は市会議員、今度、都会議員になった、

と聞いたけれど、それを制限することができないと言うんですね。

そうするとこれ、中国人に買われたりなんかするというと水の資源

が、中国人が押さえることになります。 

ですから市長さん、是非ともいろいろ地域をもう一回見直して、

そして今言うように自然を残すところ、それから工業団地をつくる

ところ、そういうところで用地を見直してもらっていただきたい。

それでそのときには是非とも、ほとんどきょう並んでいる先生方は

文系の先生ですけれども、理系、理工学系、こういう観点から、日

本人は世界の中では工業生産は非常にすぐれたものでありますか

ら、そういう視点をもっていわゆる八王子のこのまちづくりという

中で、理工系の視点をもっていわゆる地域の指定の見直し、それか

らさっき内野先生が言われた（「時間のことがありますから、簡潔に

お願いいたします」の声あり）是非お願いしたい、お願いします。

 

松 尾 正 人 はい、ありがとうございます。 

それでは後ほど合わせてお答えさせていただくことにしましょう。

   マスクをされている方、お願いします。 

 

会 場 か ら 先ほど藤田先生から、近世の八王子の織物の話がありました。現

在は御承知のように織物の産業は八王子では消えてはいないですけ

れども機の音も聞こ

えません。それから養

蚕にしても現在２戸

だけです。振り返って

みますと、昭和 30 年

ですか、1955 年、その

頃は町村合併もあっ

たんですけれども、八
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王子の養蚕農家は 650 戸ぐらいあったはずなんです。これは八王子

だけじゃなくて日本全体の問題なんですけれども、とにかく織物と

か絹が今、衰退の状況です。 

   ところが一方、それを別の面から評価して、自ら生活の中に取り

入れようとする人達もいるわけです。そういう人達は量は少ないで

すけれども、わざわざ養蚕農家のほうへボランティアで助っ人に行

くと、そういう方もいるわけです。 

ですから八王子の、これは市長にまたお願いになるわけですけれ

ども、いま少しそういう絹とか織物をソフト面からの評価をしてい

ただきたいと思うんですね。今までの評価というのはハード面から

の評価で、産業としてお金にならないとか、そういうことの評価が

強いじゃないかと思うんですね。今少し私たちの生活のソフト面と

言うか文化と言うか、そういうものの評価をしていただいて、郷土

資料館なんか今少し評価していただいて、緑の問題にも関わってき

ますので。当時は５万分の１の地図で見ますと御存知のようにＹの

字の桑畑ばかりですね。ところが現在桑畑はないわけですから。桑

畑の問題はまた緑の問題でもあるわけですから、両方の面から是非、

市長にも考えていただきたいと思います。 

   八王子は自主的に町をつくってきたと言われます。私もそうだと

思うんですけれども、自主的、自主的といっても、やはりこの現代

では、古文書の保存すら個人に任せておいたら消えてしまうんです

ね。やっぱりこの辺のところは行政の指導が大切だと思います。以

上です。 

 

松 尾 正 人 もう一人くらい、どなたか御質問がある方。 

 

会 場 か ら 私は地方から出てきて東京に住み始めて40年になるんですけれど

も、八王子に住まれている方は、私のような人も、地方から出てき

ている人も多いかな

と思います。それで、

今まであまり八王子

のことは長い間住ん

でいたんですけれど

も深く考えたことも

なかったんですけれ

ども、きょう、いろい

ろな八王子の歴史とか自然とかを学ばせていただきまして、八王子
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はこういうすばらしいところがあり、また、ちょっと不思議なまち

だなあと思ったりしました。不思議というのは、昔から代官様とか

そういうまとめる人が、統治する人がいなくても住民の互助でいろ

いろ頑張ってきたというかそういうことがある。それから、今も人

口は増えているんですけれども、まちはさびれていっている。そう

いう不思議なところもあるんだなと思いました。 

それで、自然とか歴史はすばらしいものがあるんですけれど、私

は耳が聞こえなくなって、少しずつ聞こえなくなってもう 40年近く

なるんですけれども、もう一つすばらしいことがあるというのを皆

さんに、市長さんにもお礼とか、ここで言わせていただきたいと思

いました。きょうもこういうふうに情報補助として手話通訳とかＯ

ＨＣをつけていただきました。そのおかげさまで私もきょう、八王

子のことを学ぶことができました。ということで去年、八王子では

「障害のある人もない人もともに暮らせる条例」というのが去年の

４月に施行されました。こういうのは区市レベルでも全国で初めて、

都道府県は今まであった、それも数は少ないですけれど幾つかはつ

くられましたけれども、区市レベルでは初めてなんですね。 

これは、やっぱりさっきお話がありました八王子というのは、お

互いに支え合って、それが基本になって地盤になっているというの

が、今になってもそれがずっと支えられてきたんではないかなと私

は感じて感動したんですけれども、これからも歴史、自然の素晴ら

しさと同時に福祉のほうも、これからも高齢者も増えてきますし、

障害者といって、高齢者も障害者もあまり違いはないと思うんです

ね、これからそういう人も増えてきますし、そういうことも一緒に

考えてくだされば、よりありがたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

松 尾 正 人 はい、それでは時間が限られてきていますので、まずパネラーの

方でお答えできることがあったら答えていただいて、 後に市長さ

んというふうにもっていきたいと思いますが、どうでしょうか、保

井さん、今のようなお話に何かございますか。 

 

保 井 美 樹 全体を通して重要な御指摘をたくさんいただいたなというふうに

思っています。たぶん市長がこれからの八王子、どういうふうにな

さるかということを 後に高らかにおっしゃると思うので。私はい

ろいろな委員とか、ここに住み働く者として感じているのは、やは

り八王子はきょうの話で感じたのは、やっぱり広い。地域によって
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やっぱり住み方、住まい方、発展の仕方も非常に多様だったわけで

す。だけども一つの行政単位、八王子市というのを我々はもって、

そしてここまで発展して、先ほど都市計画の話もありましたけれど

も三つの地域に分けて、そしていろんなインフラを整備してきて、

今それを皆さんの税金でまさに運営しているわけですよね。 

だからこれをどう組みなおして一番住み良い地域にしていくのか

というときに、先ほど出ていましたけれど、やはり高齢化も進む中

で、もちろん住み良いコミュニティ、その中に豊かな文化があるん

だと思うんですけれど、そういうものを地域にたくさんの方がこれ

から戻ってくる中で、歩きたい町、そして交通ですね。交通で分断

されたという話、実はすごく重要だと思っていて、 初の藤田先生

のお話の中でも昔の町は町の両側が一緒だったという話、これすご

く実は都市計画でも 近見直されているところなんですけれども、

車社会でやはり町を分断して、町を片側ずつにしちゃってきたんで

すよね。 

それがやっぱり歩きにくさにもつながっていますし、先ほどの湧

水ではないですけれども、重要な、とても私達が地域の中で大切に

していかなきゃいけないものも見失わせてきていると。そこを見直

そういう動きが出てきている中で、やっぱり町を歩きたくする、そ

してその中に市民が育んでいる文化があるというようなものをいか

に取り戻していくかというのは、やっぱり総力を挙げて考えていか

なきゃいけないなというふうに、いろいろな御意見をお聞きしなが

ら思いました。 

 

松 尾 正 人 はい、ありがとうございます。 

   ほかに、歴史の問題と言いましょうか、滝山のお話とか千人同心

とか、移って来た方とかちょっとございましたので、また織物の資

料の件がありましたので、藤田さんから、ちょっと補足していただ

けるとよろしいと思います。 

 

藤 田   覚 現在の市街地の八王子自体は先ほど申しましたように元八王子か

ら移転させて新たにつくった町でありまして、そのためのいわばイ

ンフラ整備みたいなことで一つは治水と交通、道路、これをつくっ

た。そしてそこに町を立てて割っていくという、町割りをしていく

ということをやったのは大久保長安とその配下の代官達がやった、

これはもう間違いないと思います。 

ただし、八王子に限ったことではなくて、こういうつくり方はご
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く一般的にどこでも行われていた、町をつくるときは。城下町もな

いですが、みなそういうふうに行われていたのであって、決して大

久保長安の独創性とかそういう問題ではないんだということだけは

押さえておいたほうが良いのではないかと思います。 

   千人同心、頭同心、これは旧武田の家臣達ですから、彼らが武田

主君というか主家がなくなりましたからみんな浪人しましたので、

それを徳川家康が活用したということだろうと思います。当初は現

在の元八王子の周辺に移って住まわせていたと、それがここにも書

きましたが、文禄元年に長安の配下達が入ってきて町立てをすると

ともに、現在の千人町にその千人同心達を移したということです。

   あと、横山という地名ですけれども、もともと横山党なんていう

横山という地名はあるわけですけれど、滝山城のところに要するに

横山とか八日市とか八幡という地名があって、そこに城下町として

宿をつくったんですね。滝山城から八王子城に移ったときにもやは

り八王子城の城下にこの三つの宿を移して、そこに横山、八日市と

いう地名があって、そしてそれをさらにまた現在のところ、江戸時

代につくられた八王子の町にそれもまた移したと。まあずいぶんと

移された歴史があるようですね。 

   あと、織物はとにかく非常に早い時期からつくられていた。桑は

家康が入って来た頃にもう既にかなりの規模の桑畑があって、養蚕

で紬が織られていた。これは間違いなくて、出発点からかなり盛ん

だったということは伺われますね。しかしそれがそのまんまうまく

いったわけではなくて、やはり 17 世紀から 18 世紀のあるところま

では、特に山梨県のいわゆる甲斐の絹、これが圧倒的に有名で、京、

大阪にも大変有名な織物で、八王子はとても太刀打ちできるような

ものではなかった。これは恐らくその後は代官領になりますが、そ

の前は谷村（やむら）の藩が、大名がいて、大名が領内の産業育成

ということで指導した、力を入れたということが大きな理由じゃな

いかと思いますが、八王子の織物自体は恐らく 18世紀の末に桐生か

ら自立移転して、それで結構良いものができるようになった。ただ、

見てくれは良くないけれども実用的だったという、大衆衣料に近い、

そういう織物として発展していったというふうに考えられますね。

   あと、八王子で今でも一生懸命織物をされている方がいるんです

よね。私もあるところへ行ったら、そういう織物をやっている方が

製品をそこで売っていまして、それで申し訳なかったですが 30分ぐ

らい話をいろいろ伺って、糸は八王子では今つくられないから八王

子の糸じゃないんだけれども、私たちは一生懸命織物を残すために
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頑張っているんですとか、これがそのとき買ったネクタイ。カラス

天狗の模様が入って、八王子らしい織物のネクタイでした。ちょっ

と高いです。付け加えておきます。 

 

松 尾 正 人 ありがとうございました。 

   時間が限られてきましたけれど、今までお話しいただいたこと含

めて、市長さんに少しまとめとしてお話いただけると幸いです。 

 

市     長 長時間にわたりまして大変ありがとうございました。それぞれ皆

さんからも御意見、御要望等もいただきました。 

まず、藤田先生から

もちょっとお話ござ

いましたけれども、八

王子の古文書を含む

資料、これ今、郷土資

料館がございますが、

御案内のようにもう

かなり老朽化してい

まして、既にあそこの場所には消防署の建設が決定しております。

これは平成 27年には消防署ができあがりまして、その後、31年頃ま

でにはすべて郷土資料館を更地にして、そこに消防署の宿泊施設を

つくるということになっておりますので、それまでにはどこかに移

転をして、新たな郷土資料館をつくらなければなりません。今、平

成 28年度の市制施行 100 周年に向けた八王子市史編さん事業、これ

を行っておりまして、そこには膨大な資料、非常に貴重な資料もご

ざいますが、所蔵されております。それらの行方もこれから検討し

なければいけないので、いずれにしても新たな郷土資料館、それと

また資料の保管所、これは新しく建設をいたします。まだ白紙です

けれども、いずれにしても平成 31年を目途に郷土資料館は開設をし

たいと、そのように思っています。 

あと、八王子でございますけれども、豊かな歴史があって、各地

域に歴史的な遺産というのが非常に残っていますね。歴史的遺産と

いうのはその背景には魅力的な物語がそれぞれあるんですよね。そ

ういった魅力、物語を市民の皆さんにできる限り発信していく、こ

れは非常に重要だと思っていまして、昨年は黒須前市長のところか

ら建設に入りましたけれども、八王子城跡のガイダンス施設、これ

は 10月に開設をいたしました。そこにはボランティアの皆さんも近
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くにいて、お越しになった方にはいろいろな説明をする、そんな施

設ができました。そしてまた駅前には観光インフォメーションセン

ター、これも同じく 10月でありますけれども開設をして、八王子の

魅力の発信、そしてまた当然、歴史等も含めて、そちらで多くの方

に今御利用をいただいております。 

そういったことを通じて、八王子の魅力、できる限り多くの方に

発信をして、多くの方が、市外から多くの方が八王子に訪れる、そ

んな施策展開をしていきたいと思っていまして、にぎわいを取り戻

す、これは私の大きな課題の一つでございますので、そういったも

のも取り上げていきたいと思います。 

八王子なんですけれ

ども、平成 25年度から

新たな基本構想・基本

計画のもとに市政運営

がスタートいたしま

す。この基本構想とい

うのは八王子のまちづ

くりの憲法とも言える

10年間の八王子の指針となります。この策定事業をしておりまして、

間もなく皆さん方にはお示しできると思いますが、その原案となる

のはやはり市民力で、市民の皆さんの様々な議論のもとに素案をつ

くっていただいたんですね。これこそまさしく市民力でできあがっ

た基本構想・基本計画になります。それをもとに、今度はそれぞれ

各分野にわたるマスタープランをつくります。先ほど都市計画のお

話もございました。八王子全体の見直しをして、しっかりとしたマ

スタープランをつくっていく、そんな計画にもなっています。 

あともう１点ですけれども、八王子では今、中核市の移行を目指し

ているんですね。中核市というのは大都市制度の一つなんですけれ

ども、東京都から様々な権限が八王子に下りてきます。その結果、

市民の皆さんには、分野は限られますけれども非常に市民サービス

の向上につながるわけでございますし、権限が委譲されることによ

ってこの八王子独自のまちづくりが可能になってくるんですね。今、

終的な議論をしておりまして、東京都との協議が済めば、順調に

いけば来年の４月１日、中核市に移行いたします。将来のまちづく

りにつきましても大変重要な大都市制度でございますから、それら

もこれからしっかりと進めていきたいと思っています。 

きょうはパネラーの皆さんにもいろいろな御意見をいただきまし
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た。できる限り市政に反映できるものは、しっかり取り組んでいき

たいと思いますし、また皆さん方からも今後様々な御意見等もいた

だきながら、皆さんとともに協働で八王子の良いまちをつくり上げ

ていきたい、そのように思っています。きょうはパネラーの先生方、

そしてまた多くの皆様方に御参加をいただきました。心から感謝を

申しあげまして締めの御挨拶とさせていただきたいと思います。大

変ありがとうございました。（拍手） 

 

松 尾 正 人 どうもありがとうございました。皆さんと「歴史から学び、未来

を描く」というそういうテーマでパネルディスカッションを始めさ

せていただきました。おかげさまで様々な分野からいわば現在のあ

り方、先の将来の八王子の歴史をつくっていくあり方、そういうと

ころまで議論が伸びていったかと思います。 

現在、先ほどお話したようですけれど市史編さんの事業、ちょう

ど八王子が市制 100 年、３年後になりますけれど、それを目指して

市史編さん事業というのが行われてまいりました。もう半分過ぎて

しまったわけですけれど、既に資料編、近現代の資料編が出版され

ております。また、古代中世の資料編ももうすぐできることになる

かと思います。さらには資料叢書のたぐいとか紀要などを出版して

おりますので、是非市民の皆さんもお手にとっていただいて、また

市史編さん室は稲荷山小学校でございます。そちらには資料を集め

て整理もしておりますので、見学にお出でいただくこともお願いし

たいと思っております。 

   司会のほうはなかなか不慣れで、十分な司会ができませんでした

けれど、フロアの皆さん、きょうはお忙しい中、 後までお付き合

いいただきましたことをお礼申しあげたいと思います。 

   それでは、これで終わりにさせていただきます。どうもありがと

うございました。（拍手） 

 

司     会 会場の皆様、限られた時間ではございましたけれども、八王子の

近世の歴史を学びながら、またそれぞれの様々な観点から、会場の

皆様とともに未来のまちづくりについて考えてまいりましたが、い

かがでしたでしょうか。 

   本日のこのフォーラムをきっかけにしまして、会場にお越しいた

だきましたお一人お一人が未来のまちづくりを考えていただく、そ

のようなきっかけにしていただければ幸いでございます。 

   本日、貴重な講演をしていただきました藤田様、そしてコーディ
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ネーターの大役を果たしていただきました松尾様、そして様々な分

野からの御意見をいただきましたパネリストの内野様、保井様、そ

して石森市長、ありがとうございました。（拍手） 

それではコーディネーターそしてパネリストの皆様が退場されま

す。皆様、盛大な拍手をもってお送り願います。（拍手） 

後になりましたが、本日は 238 名の皆様に御来場いただきまし

た。お帰りの際には出口でアンケート用紙と筆記具の回収をさせて

いただきますので、御協力をよろしくお願いいたします。お忘れ物

のないようにお願いいたします。 

   どうもありがとうございました。（拍手） 

 

 



 
 
 

会場でのアンケート結果（要旨） 

 
 
 
１．テーマ「歴史から学び、未来を描く」についての御意見・御提案 

 
（１）ありがとうございました。（60 代男性） 

（２）市民に広く自分の住む八王子の過去・現在・未来のつながりを知ってもらうのに

役立。（70 代以上男性） 

（３）八王子の歴史と未来ということで大変興味を持った。（70 代以上男性） 

（４）よかった。（70 代以上男性） 

（５）これからどうなるかのが多少わかるようになった。（60 代女性） 

（６）戦前・戦後の歴史的背景も同時に学びたかった。（70 代以上男性） 

（７）産業（商・工業）の視点が不足しているように感じました。（70 代以上男性） 

（８）八王子の都市文化伝承を含め今後の街づくり、核にし、さらなる広がりをもった

基本づくりに取り組む。現代版としてどう活用できるか、歩きたくなる街（散策

したくなる街）を目指した街づくり。（60 代男性） 

（９）歴史については触れる機会と成ったが今後のまちづくりについてはもう少し深堀

り検討すべきか！（60 代男性） 

（10）結果オーライの感じ。（70 代以上男性） 

（11）未来の方向性についてもうすこしききたい。（70 代以上男性） 

（12）これからのまちづくりについて考えるいい機会になった。（30 代男性） 

（13）歴史的な考えだけでは一寸無理かな？（70 代以上男性） 

（14）巾広いお話で参考になりました。歴史のお話をもっと聞きたかったです。（60 代） 

（15）今後の八王子市を目指す中核都市に期待したい。（60 代男性） 

（16）内野氏の話がとても良かった。（70 代以上男性） 

（17）テーマは良いがパネラーからの提言が具体性がとぼしかった。（60 代男性） 

（18）食文化・伝統文化の都市に重要であるので八王子の農業を如何にするか、歴史文

化の意義的取り組みが必要。（70 代以上男性） 

（19）「市民を囲む会」（市民センター中心で開催）的な質問が多いのが残念。（70 代以

上男性） 

（20）歴史を大事に残してほしい。マンションの大工事前に見なおすこと。若い人の意

見を聞く、発表してもらう。学生。（女性） 

（21）もう少し今後どう発展に結びつけていくのかを具体的につっこんでほしかった。

（70 代以上男性） 

（22）テーマは良かったけど過去を振り返る部分に対して、未来を描く部が無かったの

は残念。ここが一番大事なことなのに！！ パネルディスカッションもこの部分
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に重点を置いてケンケンガクガクを期待していた。（60 代男性） 

（23）「市」と言うものの内容に興味がわきました。活気のあるもの（町のエネルギー

源）だと思いますがくわしく聞きたかった。（50 代女性） 

（24）八王子で生活する人間は、市の発展を望むことが強い。生活がしやすく、住みや

すい 又 町の中心が魅力的になり周辺部から人が流れて来るような街づくり

を期待したい。（60 代男性） 

（25）近世以降、宿場町・商業都市として発展してきた八王子。今日では多摩の中心と

しての位置は立川に奪われた感がある。（デパートもない、ロードショーの観ら

れる映画館もないなど） 商業活性化を軸に元気な八王子を創って欲しい！！

（60 代男性） 

（26）京王・JR 八王子分断はとても不便です。（60 代男性） 

（27）郷土資料館の充実といいますか、歴史的遺産のちゃんとした保存はこれからの課

題だと思いました。（30 代女性） 

（28）市史編さんの現状についてもう少しインフォメーションがほしかった。（50 代男

性） 

（29）歴史～未来を描くというテーマでは広く、もう少ししぼった方が良い。（50 代男

性） 

（30）江戸の町の振興や発展が幕府や大名、代官ではなく住民の自主的な活動により、

つくり上げられてきたことの原点に誰もが立ち返ることで、今後の自助・共助の

まちづくりに展望がもてるのではと思った。（40 代女性） 

（31）歴史のとらえ方が広すぎた。ポイントをしぼって話を進めたら、まとまった議論

になったかもしれない。（40 代男性） 

（32）江戸時代、自主的に八王子の町をつくった先人達の精神を、ここで学ぶことがで

きた。もっと深く知りたい。（40 代男性） 

（33）また、この様なフォーラムを開いて下さい。勉強になりました。（70 代以上男性） 

（34）藤田先生の話は感心しました。現在の八王子の街が「さびしくすたれている」こ

とに皆が「どうかしなければ」と努力してることに拍手。（70 代以上男性） 

（35）パネラーをもっと多方面からならんで・・。（60 代男性） 

（36）テーマをもう少し狭くして欲しい。（50 代女性） 

（37）“未来を描く”部分が期待していたより内容に欠けていた。残念次回に是非！！

（40 代男性） 

（38）八王子のまちづくりの歴史がわかり大変ためになった。自主自立のまちづくりを

しかけていかければならないと思った。（40 代男性） 

（39）江戸の八王子で市民力が高かった事にほこりを感じました。（40 代男性） 

（40）大変よかったと思います。（40 代男性） 

（41）包括的なテーマとしての意義・意味のあるフォーラムでした。一方、テーマが絞

り切れない歯がゆさも感じました。是非、各論的なフォーラムを期待しておりま

す。（60 代男性） 
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（42）何に対する歴史からというのか、参加するまで分からなかった。（40 代男性） 

（43）歴史については大変に勉強になりました。（40 代男性） 

（44）石森さんは全くかみ合っていなかった。市長が考える未来像がわからなかった。

未来を描くフォーラムではないのか。（60 代男性） 

（45）未来を描くという面でもう少し議論があってもよかった。（50 代男性） 

（46）八王子の歴史について知見が高まりました。その歴史的特性を未来へどう活かす

のか議論（専門分野の話ばかりで串刺の議論が少なかった）がもっとあれば良か

ったです。（30 代男性） 

（47）歴史と考え、現在につなぎ将来を計画するのはむづかしい。（70 代以上男性） 

（48）もっと未来に向けた問題が聞きたかった。（60 代男性） 

（49）住民参加のテーマにつき、市長としての取組考え。（70 代以上） 

（50）八王子の未来に対する展望が欲しかった。（70 代以上男性） 

（51）よかった。（70 代以上女性） 

（52）若い人にもフィットし易いテーマを取り上げることも必要。初めて参加も高齢者

ばかりだった！（60 代男性） 

（53）藤田先生の話は特に良かった。（60 代男性） 

（54）マルベリシティを売り出せ。（70 代以上男性） 

（55）内容があり、勉強になった。（70 代以上男性） 

（56）とてもよかった。他分野からの見方でもお話を聞いてみたい。（20 代女性） 

（57）朝日新聞に八王子城からレースガラスの破片が出土したという記事をみて郷土資

料館へ見に行きましたが、老きゅう化がはげしく残念でした。新しくなると聞き

安心しました。（50 代女性） 

（58）本日の基調講演は分かりやすく、素晴しかったです。八王子の江戸時代の発展が

良くわかりました。パネルディスカッションはいろいろな分野の方の考え方や専

門的なお話が興味深く良かった。（70 代以上女性） 

（59）八王子の良い点は高尾山 城山 滝山城跡をもっと活用して行くことだと思う。

（60 代） 

（60）八王子の歴史が良く理解できた。（70 代以上男性） 

（61）八王子市の歴史の流れをあらゆる角度から知ることができ興味深かった。（70 代

以上） 

（62）市民も含めた自然の残し方などは、とても素晴しい。八王子は城跡等に代表され

たり修験神社等による都市イメージがあるが、市民力が強いパワーであったとい

う点はもっと活かすべきだが、それもやはり都市計画の青写真と一体的にやって

こそ周辺都市と差別化された街に再建されるのではないか。（60 代男性） 

（63）八王子に５０年以上住む地元住民…子供のころから八王子＝おりもののイメージ

でした。八王子の駅南口のロータリーに桑の木があった…大事ですよね！！（50

代女性） 

（64）よかったが、まとまりに欠けていた。（60 代男性） 
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（65）今日から明日へ向けてもっとも考えなければならないテーマだと思います。（50

代男性） 

（66）よかった。基調講演はそれ自体おもしろかった。他ではこのような切り口での歴

史の語りは聞けない。パネルディスカッションは低調だと思った。むりなこじつ

けが議論を深めないのだと思った。（70 代以上男性） 

（67）（結果）「商業中心」地だった思いますが、「若い学生」の街に生まれ変わってい

るのであれば、もっとファッション化した街に変わればと思います。しかし、商

工会議所の活動が見えません。伝統の上に若い子供達の知恵結集した、新しい産

業や製品を開発につとめてほしい。（70 代以上男性） 

（68）未来についての中味がバラバラ（行政、自然・・）の感があり、もう少し焦点を

しぼっていただけたらわかりやすいと思う。（女性） 

（69）もっとくわしく聞きたい。（70 代以上男性） 

（70）大変結構だと思いますが、こうしたテーマで学習して欲しいのは商工会青年部、

農協青年部、その他勤労青少年の方々ではないでしょうか。そういう方々が参加

する方策は講じていられるのでしょうか？（年寄と暇人（学者、学生 ets）がい

くら考えてもプロモーターにはなれませんね。せいぜいサポーターです）。（70

代以上女性） 

（71）歴史から見た場合（学んだ場合）八王子とっての改善、方向についてもっと突っ

込んだ議論が欲しかった（テーマを絞っても・・・）。（60 代男性） 

（72）（藤田先生）八王子の江戸時代から大名も代官もいない状況がわかった。それに

も拘らず町の維持発展は市民の力、いわゆるデモクラシーの原点の様な気がした。

（70 代以上男性） 

（73）（ｱﾝｹｰﾄ 3 と）同じ事を聞かないほうがよいのでは・・・。（60 代男性） 

（74）若いひとたちへの討議は。（60 代女性） 

（75）わが街の歴史の過程がよい勉強となった。（70 代以上男性） 

（76）（住）市民の協力はもちろん大切だが、行政のリーダーシップがあってこそであ

る事を忘れてはならない。（60 代男性） 

（77）テーマが難しいのかそれともパネラーの問題か。（60 代男性） 

（78）八王子城の滅亡以降の歴史がわからなくて、今回でどうなったか良くわかりまし

た。高尾山には小学校から登ってますが森林が多くてとてもいやされてます。（40

代女性） 

（79）八王子の歴史に興味がわきました。（40 代女性） 
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２．今後、取り上げてもらいたいテーマ等 

（１）観光都市としてのもっといろいろ考えたら、日の出や桧原への通り道になるので。

（50 代女性） 

（２）コンクリート VS 人。（60 代男性） 

（３）中国問題、領土問題。（70 代以上男性） 

（４）八王子の水と緑を活かす全体像について。（70 代以上男性） 

（５）八王子に住んで日が浅いので地域の歴史等学びたい。（70 代以上男性） 

（６）２年後に労政会館がなくなると聞きましたが、後に代わるものができるのでしょ   

う。（60 代女性） 

（７）自然と健康の観点から「ゆったりロード」の整備、完成を進めて欲しい。（70 代

以上男性） 

（８）「街を歩く」をテーマに街づくりを考える（自然、歴史、ショッピング etc）街

かどごとに競り合える街づくり。（60 代男性） 

（９）市街地中心部の再生。（60 代男性） 

（10）「八王子のまちづくりに貢献大」とされる大久保長安。「八王子と鉄道」の武蔵野

鉄道むかし話等（現在の交通体系と比較して）。（70 代以上男性） 

（11）市内に於ける動物の生態、市内に居るハクビシン、ノラ猫、犬、イタチ等。（70

代以上男性） 

（12）八王子人物歴史（活躍した人々等）の紹介などの連載。（60 代男性） 

（13）史跡をのこす。（60 代男性） 

（14）具体的な推進力が必要かと？（70 代以上男性） 

（15）自然を大切にしたまちづくりと共生を考える。（60 代男性） 

（16）八王子の地層は 1400 万年から数百万年の幅広い範囲の歴史がある。この件をと

りあげて講習会を持ってほしい。（60 代男性） 

（17）文化財の保護・管理の仕方の話もよかった。（70 代以上男性） 

（18）地域文化の主体性にかかわること。（70 代以上男性） 

（19）八日町、八幡町に限ってシャッター街をなくす手段について集中的に論議を。（70

代以上男性） 

（20）老後の生活、住みやすい八王子。（女性） 

（21）住民の出入りが多いなかでの地域力を保つためにどうすべきか。（70 代以上男性） 

（22）八王子城跡の御主殿、復現（元）について！（40 代男性） 

（23）八王子城の歴史やいいつたえ。（50 代女性） 

（24）10 万人以上の学生が通う八王子は、学生の街としての顔がある。京都も同じよ

うに学生の多い街である。若者に魅力のある卒業しても又戻って来たくなるよう

な街づくりとは？（60 代男性） 

（25）歴史伝統工芸が残せる／かたりべの風土づくり 
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八王子で買物がしたくなるような街づくり（立川や新宿では困る）。（60 代男性） 

（26）近代｣歴史についてもぜひ取り上げて頂きたいです。（30 代女性） 

（27）多摩ニュータウンの未来。（50 代男性） 

（28）明治時代から今日までの八王子。 

   ニュータウン開発について。（40 代男性） 

（29）町会を良くして行けば市も良くなります。地域づくりに手をかして下さい。（70

代男性） 

（30）参加者の層が年輩（配）者、やはり活成（性）化するなら若者の関心あるテーマ

主催者の発想も変えないと。（70 代以上男性） 

（31）八王子市に現存している「寺院、神社」と民衆の信仰心について（特に中世～戦

国～近世への変貌していく中で）。（60 代男性） 

（32）町会の実体とまちづくりに役立つ運営あり方。（60 代男性） 

（33）水、道（今後の自転車への対策なども含めて）、松姫、絹、城、地形との関係な

ど。（50 代女性） 

（34）八王子の成長をより詳しく検証し、多くの市民が参加できるテーマでもっと参加

を募ってほしい。（40 代男性） 

（35）八王子のまちづくり。（70 代以上男性） 

（36）高尾山の登山客を市街地に誘導する方法について。（40 代男性） 

（37）自然、観光面は市の資源として大切だと感じた。このテーマを掘り下げ、継続的

に拡大させていくようなテーマを望みたい。（60 代男性） 

（38）少子高齢化対策、若者の雇用対策。（40 代男性） 

（39）藤田先生のお話は分かりやすく、ポイントの絞った内容でした。できれば近世を

含めた八王子発展の講座をシリーズで聞いてみたい。（60 代男性） 

（39）古文書を取上げてほしい。（70 代以上男性） 

（40）年齢の高齢化に対応する市と地域との共助・協働の取り組み進め方について。（70

代以上男性） 

（41）活気あるまちづくり八王子！（60 代男性） 

（42）人々が歩ける街（車社会でなく）にするような問題の取り上げ。（70 代以上） 

（43）八王子の各地域の文化、今後の八王子についてのテーマ（行政、文教、生活他）。

（60 代男性） 

（44）古いものも大事ですが若い人から注目されているものにも注目してもらいたい、

萌え寺とか TV や映画の撮影場所とか。（50 代女性） 

（45）八王子市の今後について 具体的なこと 高齢化社会に向けての構想。（70 代以

上女性） 

（46）八王子の特産品を生かして PR。（70 代以上男性） 

（47）八王子のまちづくりなど。（60 代） 

（48）これからの八王子の街づくりについて、もう少し掘り下げが必要ではないでしょ

うか。（70 代以上男性） 
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（49）次回も同様なテーマでおねがいしたい。（70 代以上） 

（50）八王子は古い歴史があるので大変ですが、もっと知りたいですね。いろいろな文

化や人物・・・。（50 代女性） 

（51）もっと、焦点をしぼって話し合ってほしい。（60 代男性） 

（52）できましたら戦国時代より前の歴史を知りたい。高尾山にテーマを絞って歴史や

自然を議論してください。（50 代男性） 

（53）八王子の植物や野鳥などの自然との共生や保護。（つまらないこじつけやディス

カションは不要だと思う）。（70 代以上男性） 

（54）他の自治体と比較し、まちづくりにおいて（文化～自然・産業諸々）秀い出てい

る№1である点を挙げ、八王子プライドを自覚できる内容のディスカション。「あ

るのわかってて使えない八王子の財産、ポテンシャル」建設的・具体的な提言の

成果物の出るディスカション。ex 郷土資料館。（30 代男性） 

（55）地域にうずもれている人物について。（70 代以上男性） 

（56）歴史から学ぶ八王子市の防災計画・・とか。（60 代男性） 

（57）災害について、もう少し考えを教えてほしい。（60 代女性） 

（58）これからの八王子市の展望。（70 代以上男性） 

（59）八王子の未来のまちづくりについて 立川に追い越されている！！（60 代男性） 

（60）八王子城の歴史、千人同志、松姫様のことを知りたい。（40 代女性） 

（61）江戸期以外の歴史についても学びたいです。（40 代女性） 

 

 

 

 

 

３．スタッフの対応やフォーラムの進め方についての御意見 

（１）大変ていねいで手際がよいかと思いました。（50 代女性） 

（２）受付で記名するとき並び方の説明や案内をしてほしい。一瞬混みあう時に感じま

した。（50 代女性） 

（３）おつかれ様です。共にがんばりましょう？（60 代男性） 

（４）ありがとうございました。（70 代以上男性） 

（５）高齢で耳が遠くなりました。字でパネルに記していただいて大変助かりました。

有難うございました。（70 代以上男性） 

（６）全体的にはいいと思います。（60 代男性） 

（７）パネラーの意見は制約時分を明確（タイムリーにフォロー）にした上で進めるべ

き。（60 代男性） 

（８）市民力は他所者？が多い中で関心を高めるよう行政トップのリーダーシップ

を！！（70 代以上男性） 

（９）よかったです。ごくろうさまでした。（70 代以上男性） 

（10）市当局の具体的な考え方、進め方をはっきりして欲しい。100 年目への目標も必
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要か？（70 代以上男性） 

（11）きょう参加してよかった。245 人（？）の市民が来ているという感心の深さがあ

る。（60 代男性） 

（12）基調講演中に女性のシニアが大きな声でクレーム（よく聞こえないというクレー

ム）していたが見苦しい。難聴の方の特別席等が必要ではないか？（60 代男性） 

（13）コーディネーターの方御苦労様、もう少し聴衆に発言させてもよいのではない

か？（70 代以上男性） 

（14）あらかじめ大事な発言を（私的な話は困る）選定しておいた方が。（70 代以上男

性） 

（15）小さな冊子があればほしい。（60 代） 

（16）最前列に来た白髪の老女が（マイクがきこえない）と大声で（筆記担当）に二回

もくってかかり、藤田先生の講義が聞こえなくなってしまった。老人の横着さに

閉口してしまった。誰でも入場できるのも考えものである。（60 代女性） 

（17）小休止があったら良いと思います。（40 代男性） 

（18）席が少ないです。（50 代女性） 

（19）手話、筆記すばらしい！（60 代女性） 

（20）少々、会場が手狭に感じます。（30 代女性） 

（21）会場に入り切れない人が多くいた。（50 代男性） 

（22）盛況で良かったと思います。歴史に関心のある方が多くいることにおどろきまし

た。（40 代男性） 

（23）話し方がもっと判り易く、早口がないゆっくり要点だけ話して頂きたい。（70 代

以上男性） 

（24）親切な対応です。講演内容＆パネルディスカションの話をパネルに書いてくれる

ので、ポイントを筆記するのにとても良い。（60 代男性） 

（25）次回は今より内容を充実させて、多くの市民が参加できるよう工夫してほしい。

（例、パブリックビューイング）入口に 10 名位職員が待機していて暇そうだっ

た。（40 代男性） 

（26）大きな字で書いてくれてるのがよかった。（70 代以上女性） 

（27）おつかれ様でした。（40 代男性） 

（28）盛況でよかったと思います。（40 代男性） 

（29）手（手話）書（要約筆記）は非常によかったです。ありがとうございます。（40

代男性） 

（30）市長だけでなく、住民に関係する責任者も何らかの形で関与したら、もっと住民

とも近くなるのではと思います。（60 代男性） 

（31）意見を話す方の話の内容が良いとは感じられない。フロアに意見を出させるのは

やめるべき。（60 代男性） 

（32）耳が聞こえないと言うと受付の人がすぐに座席に案内してくださり有難く思いま

した。情報保障（手話と要約筆記）を付けてくださり有難うございました。（60
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代） 

（33）フロアからの質問に要領を得ないものが多かった。予め書面で提出させ内容を充

実したものに限定してほしい。（70 代以上男性） 

（34）2 時間半、休憩がないのはきつかったです。トイレの問題や椅子に座り放しにな

るので 5 分でも休憩が欲しかった。（40 代） 

（35）進め方は特に問題はありません。手話の方の起用は親切でした。（70 代以上女性） 

（36）八王子の特長を生かして若者が魅力的だと思われるまちづくりを考えてほしい。

（70 代以上男性） 

（37）手話、文章でおしらせいただき、かんしゃ。（70 代以上） 

（38）感謝いたします。（60 代男性） 

（39）とても良い運営だったと思います。手話や要約などもあり、とても感心しました。

（50 代男性） 

（40）よかった。ただし、パネルディスカションは時間の無駄。やめた方がよい。むり

にこじつけても本当の議論になされないと思う。（70 代以上男性） 

（41）自然を守り、楽しめる場を守ってほしい。 

   太陽光発電をぜひ街の資源にして設置し話題にして下さい。自然を守りながら。   

郷土資料館をぜひ新築して下さい。郷土資料館は小学生の大切な教育の場でもあ

り、資料も沢山ありますので早く良い場所に移築して下さい。観光スポットにな

るように。（70 代以上男性） 

（42）良いかんじでした。（70 代以上女性） 

（43）休憩がなかなか入らず疲れました。いすにすわりっぱなしなので大変でした。パ

ネルディスカションが長いのでは？（女性） 

（44）もう少しパネラー同士のやり取りがあってもよかったのでは？（30 代男性） 

（45）気になった etc。①いびき ②携帯音 ③せき ④クレーム声 

   「八王子には大物が育たない」と言われる悪口的な言葉だろう！しかし、本日の

藤田氏の講演を拝聴しそれでいいんだと納得した。自主的な活動や DNA だったの

だ、こんな土壌からは革命家は出てこない、それで OK。（70 代以上男性） 

（46）本日は会場が小さかった（参加者が多かった）。パネリストのマイクの使い方が

悪く、聴き取りにくい（口元からはなして使用してほしい）。（70 代以上男性） 

（47）八王子医師会「震災に備えて」が同日同時間帯にありました。何とか重ならない

ようにできないものでしょうか？（60 代男性） 

（48）スタッフの対応が良かった。（70 代以上男性） 

（49）とても良かった。（40 代女性） 



本日は、『市民フォーラム』にご参加いただきありがとうございました。お手数ですが、

以下のアンケートにご協力をお願いします。 

 アンケート用紙は、お帰りの際に受付カウンターにある回収箱へお入れください。 
 
１．あなたについてお聞かせください。 

  (1) 性 別   男（74.3％） ・ 女（16.7％）          無回答（9.0％） 

(2) 年 齢   ① 10 代（0.0％） ② 20 代（0.7％） ③ 30 代（4.9％） ④ 40 代（11.1％） 

⑤ 50 代（9.7％）⑥ 60 代（30.6％） ⑦ 70 代以上（40.3％） 

                         無回答（2.8％）   

２．『市民フォーラム』を何でお知りになりましたか。 

(1) 市広報（38.0％）(2) 市ホームページ（3.0％）(3) 市モバイルサイト（携帯電話版）

（0.6％）(4) ポスター・チラシ（31.9％）(5) 知人（3.6％）(6）その他（20.5％） 

  （                 ）            無回答（2.4％） 

３．今回のテーマはいかがでしたか。 

  (1) 良かった（62.6％）(2) まあまあ良かった（28.2％）(3) あまり良くなかった（3.1％） 

（具体的理由：              )            無回答（6.1％） 

４．『市民フォーラム』に参加して、八王子のまちづくりへの関心が高まりましたか。 

(1) 大変高まった（44.1％）(2) まあまあ高まった（37.2％）(3) かわらない（6.9％） 

（具体的理由：              ）            無回答（11.7％） 

５．今回のテーマについてのご意見・ご提案をお書きください。 

                                        

６．今後、取り上げてもらいたいテーマ等をお書きください。 

                                        

７．『市民フォーラム』に参加しやすい曜日・時間帯はいつですか。 

(1) 平日の夜間（9.0％）(2) 土曜日の午前（12.4％）(3) 土曜日の午後（56.5％）  

(4) 日曜日の午前（2.8％）(5) 日曜日の午後（11.3％）、無回答（7.9％） 他事記載（0.0％） 

８．スタッフの対応やフォーラムの進め方について、お気づきの点がありましたら、どんな

ことでも結構ですのでお書きください。 

                                        

※ ご協力ありがとうございました。 
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≪基調講演資料≫ 

近世八王子町の発展        藤田 覚 氏 
 

 

１ 幕末八王子町の繁栄 

 「関東市町定日案内」＝大関 桐生 関脇 八王子 小結 宇都宮 

「関東自慢繁昌競」 ＝東大関 高崎 関脇 川越 小結 八王子 前頭 熊谷 

            西大関 小田原 関脇 浦賀 小結 本庄 前頭 佐野 

 

 

２ 八王子町の成立 

 元八王子町の再興―天正 18 年（1590）７月 前田利家による長田作左衛門宛て元八王

子町立て命令 

 八王子町の建設―文禄元年（1592）４月(？)以降 大久保長安配下による八王子町立て  

①町の支配・行政 

ア「大善寺鐘銘」（寛永９年＜1628＞） 

町奉行近山与左衛門尉 町年寄田中五郎右衛門・新野与五右衛門・佐藤三郎右衛門 

イ「当宿え宿越之名前控」 

町奉行内藤安右衛門→近山与兵衛→近山与左衛門 

町年寄 横山佐藤三郎右衛門・八日市新野与五右衛門・八幡宿田中五郎右衛門 

 ⇒「町奉行―町年寄」による町支配＝江戸時代の都市支配の基本的な仕組み 

②町立て・町割り 

「寛文七年（1667）検地帳」・「寛文七年八王子宿屋敷間口改」・「寛文七年八日市宿

割図」―間口８間（14.4Ｍ）を基準とする両側町（道路を夾んで両側で一町）の

町立てと鰻の寝床型の町割り＝江戸時代の一般的な町立て・町割りのあり方 

  ③当初は元八王子以来の横山宿・八日市宿・八幡宿で構成か 

④数多くの代官・鷹匠の在陣と八王子千人頭・同心ら武士身分の居住→領主身分と周 

辺地域住民の需要を満たす市の必要性 

  ⑤17 世紀末（元禄期）に代官の在陣が終了 

 

 

３ 八王子宿の成立 

  ①甲州道中宿駅としての八王子宿の成立は、寛永年間（1624～44）後半か 

  ②横山宿と八日市宿が伝馬役（幕府が課した人と物の無償輸送）を負担→八王子宿は

15 宿で構成されるが、伝馬役負担は２宿のみで、他 13 宿は加宿。旅行者の宿泊も

２宿のみ。 

  ③参勤交代に甲州道中を利用する大名は 18 世紀前半以降、３大名（諏訪・高遠・飯

田藩主）のみ。甲府勤番頭と勤番士（幕臣）の往来。    
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≪基調講演資料≫ 
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４ 八王子町の発展 

  ①行政区分としては横山村で代官支配。八王子宿としては道中奉行の支配 

   住民の身分は百姓で代官支配 

②17 世紀末（元禄頃）から発展を始め、19 世紀に入り繁栄のひとつのピークか 

 元禄 15 年（1702）人口―734 軒・3448 人 内非農民 364 人（内千人同心 99 人）  

 正徳 5 年（1715）人口―946 軒（本百姓 489 軒・地借 13 軒・店借 55 軒・水呑 385

軒・裏屋４軒）・3880 人（内非農民 369 人） 

 宝暦 12 年（1762）人口―985 軒・3872 人 

天保 14 年（1843）人口―1548 軒・6062 人 

文久２年（1862）人口―1878 軒・7387 人  

③繁栄の理由は流通の結節点＝八王子市（４と８のつく日に開催・月６回）の存在   

周辺村落⇔八王子市⇔江戸（多摩郡の地域市場であり＜市⇔江戸＞を通じて全国市

場と結ぶ） 

④住民の手による町の発展 

   ア八王子市域に大名・旗本・代官は在住せず、八王子町振興のための施策もなし 

   イ村と町そして住民の家が持続するようになったのは江戸時代の重要な特徴。それ

を可能にした生産力の獲得（＝日本の歴史における近世の画期的な位置）→その

ような村と町に依拠・依存していたのが江戸時代の支配・行政 

   ウ用悪水・時の鐘・消防など住民の手による自主的活動 

 

 

５ 八王子生糸・織物の発展 ＝ 八王子の市と町が繁栄した根源 

  ①近世初期に、すでにかなりの規模の桑栽培と養蚕、そして真綿と若干の紬織り 

②元禄ころには、上方でもその名を知られるレベルに到達 

③18 世紀末には技術改良による品質の向上と粗製濫造の粗悪品（尺不足と粘入り）対

策←八王子織物の評価（「見分悪しく候えども徳用向きに相成る」）を維持するため

縞買仲間（織物を買い集める仲買商人）と織屋との自主的な取極 

  ④幕府や旗本が振興策に関与した形跡なし＝生産者・商人の主体的な努力 

 

 

６ 八王子の町と市の特権のしくみ 

  ①八王子市の開催は横山町と八日市町の特権―八幡宿他は開催の権利なし 

   理由は伝馬役の負担＝江戸幕府の基幹的交通体系維持への見返り 

  ②府中宿の新規の市開催に反対―幕府に認められる 

   理由は伝馬役の負担 

  ③八王子の町が繁栄した理由である市の開催は、伝馬役負担の見返りに江戸幕府が付

与した特権が保証＝江戸時代の支配の枠組み（負担＜役＞と権利＜特権＞の関係） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パネリストと市長とのパネルディスカッションを通して、来場された市民の皆さまとともに八王子のまち

づくりについて考える「市民フォーラム・未来を語る」。 

今回のテーマは『歴史から学び、未来を描く』。現在の八王子のまちの原点が築かれた近世（江戸

時代）以降のまちの歴史を学び、これからのまちづくりをパネリストの方々に語っていただきます。 

ご来場の皆さまとの意見交換も予定していますので、ぜひ、ご来場ください。 

公開討論会 市民フォーラム・未来を語る 

歴史から学び、未来を描く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入場無料、申込みは不要です。(定員１７０名・先着順) 

当日、直接会場へお越しください。 

■基調講演  『近世・八王子のまちの発展  江戸時代の住民主体のまちづくり』 

  開場：午後１時３０分  開演：午後２時 

会場 クリエイトホール ５階ホール 

（八王子市東町５－６ ☎648-2231） 

会場地図 

クリエイトホール 

日時 平成２５年１月２６日(土) 午後２時～４時３０分 

藤田  覚  氏  （東京大学名誉教授・八王子市市史編集委員会委員長） 

■パネルディスカッション 

コーディネーター 

松尾 正人 氏  （中央大学文学部教授・八王子市市史編さん審議会会長） 

パネリスト 

藤田  覚  氏 

内野 秀重 氏  （長池公園自然館副館長・八王子市市史編集専門部会自然部会専門調査員） 

保井 美樹 氏  (法政大学現代福祉学部准教授・八王子市外部評価委員会委員) 

石森 孝志     （八王子市長） 
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※手話通訳・要約筆記があります。 

１歳から就学前のお子さんをお預かりします。（事前申込みが必要です。） 

駐車場はありませんので、お車の方は市営駐車場等をご利用ください。 

 

≪問い合わせ≫  八王子市 総合政策部 政策審議室(広聴担当)（TEL 620-7411・FAX 620-7322） 

市史編さん室      （TEL 666-1511・FAX 666-1512） 

八王子市 ホームページアドレス  http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ 

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/


 

新八王子市史新八王子市史新八王子市史新八王子市史のののの刊行予定刊行予定刊行予定刊行予定（（（（全全全全１４１４１４１４巻巻巻巻））））    

内  容 刊 行 年 度 

１．原始・古代 平成２６年度  

２．中世 平成２７年度  

３．近世（上） 平成２８年度  

４．近世（下） 平成２８年度  

５．近現代（上） 平成２７年度  

６．近現代（下） 平成２８年度  

７．自然 平成２５年度  

本

 

編

 

８．民俗 平成２８年度  

９．原始・古代 平成２４年度 (刊行済) 

10．中世 平成２５年度  

11．近世１ 平成２４年度 (刊行済) 

12．近世２ 平成２６年度  

13．近現代１ 平成２３年度 (刊行済) 
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14．近現代２ 平成２５年度  
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