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「市民フォーラム・未来を語る」 百年の彩りを次の 100年の輝きへ 

～100周年から始まる未来への一歩～ 

～ 開会 ～ 

【モデレーター 福井氏】 

 皆様、こんばんは。本日は私がモデレーターを務めさせて

いただきます。モデレーターとは司会進行役です。あるとこ

ろでは厳しいタイムキーパーをやるという役割です。今日は

このようなメンバーでリレートークを進めさせていただき

たいと思います。 

 

 私は八王子市とは 20 年ほど、お付き合いをしています。

最初は八王子商工会議所の 100周年記念事業で、当時の通産

省（現・経済産業省）と国土庁（現・国土交通省）や自治省

（現・総務省）が「ファッションタウン推進運動」を全国で

呼びかけて、そのうちのひとつに八王子が選ばれました。こ

の「ファッションタウン」プロジェクトは、産業振興とまち

づくり、ひとづくりを一体で進めようという運動で、八王子の担当になれと言われ、このま

ちに派遣された、というかコーディネーターとしてやってきたのが最初です。 

 

 その後、2000年（平成 12年）には、「甲州街道 400年」という事業が必要ではないかと

提案させていただいて、これも官民一体で、ここにいらっしゃる町田さんの国土交通省、関

東地方整備局と相武国道事務所の皆さんと、沿道の自治体および、商工会議所と一緒になっ

て、甲州街道 400年という事業をやらせていただきました。 

 

 その後、愛知万博とか、平城遷都 1300 年の記念事業をやれということで、国や他県の皆

様と一生懸命事業をやっていましたので八王子のことは少し疎かになっていたのですが、八

王子の産業振興、あるいは中心市街地の活性化など、いろいろ関わることになり、このたび

市制 100周年記念事業のアドバイザーをやらせていただいてるところです。 

 

 さて、市制 100 周年と言いますが、東京都の中では八王子の市制施行は２番目なのです。

会場の皆様は、１番目はどこだと思いますか？ 

 「東京市」（―会場より―） 

 そう、東京市ですね。東京市が最初に市制を施行したのですが、東京市はその後東京府に

なり東京都になったものですから、市制 100周年を迎えるのは、実は八王子が１番目という

ことになります。その意味では、八王子の市制 100周年というのは、この地域の、三多摩地

区のコア（核）として非常に重要な位置を占めているわけです。 

では、都内で２番目、八王子の次に市制 100周年を迎えるのはどこだと思いますか？ 

 「立川市」（―会場より―） 

 そう立川、よくご存知ですね。立川がその次、実質２番目ということなのですが、それは
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八王子市の 22 年後なのですよ。ですから、地方自治のあり方、市民参画のあり方、こうい

うことを考えていきますと、八王子の市制 100周年というのは非常に重要な位置を占めてい

るのではないかと思います。私もアドバイザーをやれと言われて、荷が重いかなとも思いま

したが、一生懸命お手伝いをしなければいけないと思い、今、皆様のお役に立つように頑張

っているところです。 

 

 さて、皆様のお手元には市制 100周年記念事業推進計画の資料が配られていると思います

が、市制 100周年でどのようなことをやるんだということを、市長からプレゼンテーション

していただくのが一番わかりやすいと思いますので、この後、市長からキックオフトークを

していただきます。 

 

 それに引き続いて、３人のパネラーの皆さんにリレートークをしていただきます。 

それぞれのお立場で、市制 100周年を契機に八王子をどのように考えているのかというこ

とをお話ししていただく。本日はそのような流れで進めてまいります。 

冒頭、私がタイムキーパーの役割も、と申しましたとおり、限られた時間で次から次へと、

プレゼンテーションを行っていただきます。時間管理が大事なので、それぞれの持ち時間の

３分前に、「チン」とベルを鳴らします。残り１分には２回鳴らしますので、次の方に譲って

いくという、リレーの流れになります。これから 90 分ほど、皆様にお付き合いいただきた

いと思います。 

 

 まず最初は、八王子市長のキックオフトークです。一体、100 周年をどのように設計され

ているのか、計画されているのかということを、石森市長から、ぜひ、お話をしていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 
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               キックオフトーク                

 

【石森市長】 

１．イントロダクション  

皆様、こんばんは。週末、夜分にもかかわ

らず、大変多くの方に市民フォーラムにご来

場いただきました。ありがとうございます。

また、日頃から皆様方には、八王子市政全般

にわたりまして多大なご理解、ご協力をいた

だいています。この場をお借りして厚くお礼

を申しあげます。 

 

 平成 28 年が幕を明けたと思ったら、もう

既に２月も余すところわずかでございますが、先般、市長選挙では大変多くの皆様方にご信

任をいただき、再び市政の舵取りを担うことになりました。引き続き、市民の皆様との協働、

これを大きな柱としまして、できる限りスピード感のある施策展開を図っていきたい、その

ように考えているところでございます。 

 

 同時に、次なる４年間は、今日の大きなテーマでもございます、市制施行 100周年という

大きな節目を迎えることになります。ぜひ、市民の皆様とともに、この 100年という大きな

節目を祝いながら、次なる 100年に向けてさらに八王子を発展させる、そんな契機にしてい

きたいと考えているところでございます。 

それではスライドを用意させていただきましたので、スライドに沿って、100 周年記念事

業を中心に、私からお話をさせていただきます。 

 

 

２．八王子市の誕生  

あらためて「八王子」という地名について

紐解いていきますと、10世紀初めに、現在の

元八王子の城山のふもとに牛頭天皇と８人の

王子が祀られ、八王子権現と称したのが起こ

りという伝説がございます。そして、戦国時

代の終わり頃、滝山城主の北条氏照がこの山

に城を移し、守護神として八王子権現を祀り、

城を八王子城と呼んだのが、八王子という地

名の由来であると言われています。 

現在、ＮＨＫの大河ドラマ「真田丸」が大

人気でございますけれども、今、天正 10年（1582年）の、本能寺の変あたりが放映されて

おり、八王子城が落城するのが、その８年後ということになります。現在、八王子城跡では

曳橋の工事をしています。ようやくここで工事が完了しまして、３月 26 日に開通式を行い



6 

 

ます。ぜひ、皆様方も、八王子城跡に足を運んでいただければありがたいと思います。 

 

その八王子城が落城後、徳川家康の支配下に入り、城下にあった横山、八日町、八幡の三

宿を移転して、代官の大久保長安がまちづくりを行いまして、今日の中心市街地の基礎がで

きたところでございます。八王子千人同心の話にも触れなければいけないところですが、市

制施行前に持ち時間がなくなってしまいますので、先に進んでまいります。 

 

一気に話しは飛びますけれども、1917 年、

大正６年９月１日に市制を施行し、八王子市が

誕生しました。さきほどお話がございましたよ

うに、当時は「東京府」の時代でしたが、「東

京市」に次ぐ２番目の市制施行ということにな

ります。 

 

市制施行時の八王子の人口は、約４万２千人、

世帯数約７千。現在の八王子市域にあたる、当

時はまだ合併前だった９つの村を全部合わせ

ますと約８万３千人、１万３千５百世帯になります。昨年実施された国勢調査の人口速報値

が公表され、本市の人口は 57万 6,526人となりましたので、この 100年間の間に約７倍に

なったということです。 

 

明治期、八王子商工会議所の創立が 1894年（明治 27年）、八王子織物工業組合の創立が

1899年（明治 32年）ですので、その当時既にこの両団体が地域経済や基幹産業を支える存

在であり、八王子が関東の経済的な拠点として繁栄してきたまちであることを裏付けている

と思われます。 

 

 

３．市の変遷と周年事業  

その後、昭和 16 年に小宮町、昭和 30 年に

横山・元八王子・恩方・川口・加住・由井の６

か村、昭和 34 年に浅川町、昭和 39 年に由木

村と合併しまして、今日の八王子市の姿となり

ました。 

 

この間、昭和 11 年（1936 年）の市制 20

周年の時に市歌が制定され、昭和 51年（1976

年）の市制 60周年では市の木イチョウ、市の

花ヤマユリが選定され、平成 3 年（1991 年）

の市制 75 周年で市の鳥オオルリが選定されました。いずれも今では市のシンボルとしてし

っかり定着しています。 
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平成 18年の市制 90周年記念では、台湾の高雄市、韓国の始興市、中国の泰安市の３市と

海外友好交流都市となりました。中でも高雄市とは、私自身も先週のランタン祭りに行って

まいりまして、市民も含めて非常に活発な交

流が行われています。 

また、現在進めている市史編さん事業も、

市制 90 周年を契機に市制 100 周年記念事業

第１号の位置付けでスタートしました。平成

29 年までに全 14 巻の『新八王子市史』の刊

行を完了する予定です。そして平成 27年、本

市が東京都初の中核市となったことは、皆様

ご承知のとおりです。 

 

 

４．私の市制 100周年への想い  

さて、ご覧いただきましたように、現在の八王子市はいくつもの町や村を合併して形成さ

れており、多様な地域性を持っています。 

高尾山に代表される豊かなみどりや、市内すべての一級河川の水源を市域内に持つ水環境、

長い歴史に育まれ各地域で継承されている伝統文化、交通の要衝としての地理的好条件や繊

維産業に培われたものづくり産業の集積、首都圏の発展とともに形成された学園都市として

の顔など、実に多彩な魅力に恵まれています。 

 

先人たちの努力により受け継がれてきた、これらの豊富な地域資源を活かしてまちを活性

化し、将来世代にしっかりと引き継いでいくことが、今を生きる私たち世代の務めです。 

 

市制 100周年のロゴマークですが、色で「空

と山並み」、「夕日とまちのにぎわい」、「水と

緑」を表しています。また、キャッチフレー

ズは「百年の彩りを次の 100 年の輝きへ」で

す。公募で選ばれたもので、まさに八王子の

100 周年に相応しい、良いものができたと考

えています。 

 

このロゴマークとキャッチフレーズを市民

の皆様と共有し、多くの市民、団体、事業者、

それぞれが八王子の未来を思い描きながら 100周年を盛り上げ、まちの活性化、未来へ継承

するレガシーとなるような活動を、世代を超えて展開していただくことを期待しています。 

 

 

５．次の 100年に向けた２つのプロジェクト  

では、100周年記念事業計画の説明に入る前に、私が 100年後のわがまち八王子に大きな
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影響を与えると信じて、これから取り組もうとしている２つの重要プロジェクトについて、

先にお話ししておきたいと思います。 

 

① 八王子駅周辺整備 

まず、一つ目は、まちの顔である八王子駅の周辺整備です。 

マルベリーブリッジの延伸、旭町・明神町地区周辺まちづくり事業、八王子駅南口の医療

刑務所移転後用地活用などが、これから本格的に動き始めます。 

 

旭町・明神町地区では、東京都が産業交流拠

点の整備を進めており、多摩地区最大のコンベ

ンションホールを持つこの複合施設内のワン

フロアに、本市の保健所も移設する予定となっ

ています。 

 

 医療刑務所につきましては、昨年末に活用計

画素案のパブリックコメントを実施したとこ

ろ、100 名以上の方から意見が寄せられ、市

民の強い関心と期待の大きさを感じたところ

です。だれもが気軽に立ち寄れる交流と憩いの場として整備してまいります。 

 

② 川口物流拠点整備 

もう一つは、川口地区に物流拠点を整備する土地区画整理事業です。 

 圏央道をはじめとする首都圏の環状道路網の整備が進み、広域自動車交通網が大きく変わ

っています。圏央道八王子西インターチェンジも現在工事が進んでおり、当初はスマートイ

ンターを予定していましたが、関係者のご努力もあり、ＥＴＣを搭載していない車両も通行

できるフルインターチェンジとして、いよいよ本年 12月の供用開始が予定されています。 

 

新滝山街道が開通し、また、広域的な機能強化の必要性が認められた北西部幹線道路も東

京都の都市計画道路の整備方針に位置付けが予定され、本市の北西部地域の首都圏における

防災・流通産業上の拠点性が高まっています。グローバル化が進み、ICT技術が発達する中、

今後ますます物流拠点の重要性が高まってまいりますので、川口地区土地区画整理及び周辺

整備事業を着実に進め、企業誘致にも努めてまいります。 

 

これらの事業は、目先のことにとらわれず、中長期的なビジョンと厳しい覚悟を持って取

り組まなければならない事業であると考えています。 

 

私がそう考える理由は二つあります。 

一つは、市民の日常生活を支え、安定した行政運営を維持していくために、働く場や活動

する場を確保し、交流人口を増やし、地域経済に好循環をもたらすことが不可欠であるとい

うことです。 
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もう一つは、交通結節点としての地理的な優位性に恵まれた本市は、広域多摩における最

大都市に相応しいまちづくりを進めていく役割と責任を担っているということです。 

 

人口減少、少子高齢化が進んでいくこれからの社会で市民の皆様と行政が協働しながら、

「子育てしやすいまち」、そして「地域で支えあう安心して暮らせるまち」を実現するための

施策を展開していくことは、自治体として当然のことです。しかしながら、それはベースと

なる堅実な市税収入の確保があってこそ、安定的な質の維持が可能になります。 

市民生活や地域経済・産業を支える基盤や環境の整備は、行政が長期的な視野を持って関

係機関と連携し、計画的に着実に進めていかなければ、良い形で実現することはできません。

これらは、まさに八王子における「百年の計」というべき取組みです。 

その実現の先に、多摩のリーディングシティ、首都圏西部の一大拠点都市八王子としての

未来があると確信しています。 

 

 

６．市制 100周年記念事業について  

それでは、その未来への第一歩となる市制 100周年事業について、ご説明します。 

 

まず、実施体制です。記念事業は２つの組織

による両輪体制で実施します。 

一つは、記念事業を市民協働で実施するため、

市内各種団体の代表者と市民委員で構成する

「市制 100 周年記念事業実行委員会」です。

もう一つは、市が実施する事業の企画や、実行

委員会との総合調整を行う市役所内の組織で

ある「市制 100 周年記念事業実施本部」とな

ります。事務局は、今年１月に設置しました市

制 100周年記念事業推進室となります。 

 

２月 22日に実行委員会総会が開催され、「市制 100周年記念事業推進計画」が承認されま

した。この計画に基づき、いよいよ今年４月から２年間にわたる記念事業がスタートするこ

とになります。 

 

それでは、決定したばかりの推進計画をご紹介いたします。 

本日お配りしている資料は、推進計画の一部をまとめたものですので、そちらも併せてご

覧いただければと思います。 

 

① ４つのステージとコンセプト 

記念事業は、28年度をプレ事業期間、29年度を記念事業期間として、それぞれ２つずつ、

４つのステージを設定し、２か年に渡って展開します。 
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第１ステージは、平成 28年４月から 12月

まで、「彩りの百年」です。これまでの 100年

を振り返るとともに、八王子を「見て」「知っ

て」「感じる」ことで、八王子の魅力を再認識

していただく機会としています。 

 

第２ステージは、平成 29年１月から３月ま

で、「彩りから輝きへ」です。次世代への継承・

転換を見据え、過去から未来へたすきをつな

ぐ機会とします。 

 

第３ステージは、平成 29年４月から 12月まで、「輝きの 100年」です。全市を挙げて市

制 100周年を祝い、次の 100年に光をあて、未来を見つめ、語る機会としてまいります。 

 

最後の第４ステージは、平成 30年１月から３月まで、「未来への一歩」です。新たな 100

年につなげるため、記念事業を総括し、前進する機会とします。 

 

② ８つのテーマと 100のイベント 

100 周年事業は、八王子の魅力を引き出す

８つのテーマと、その８つのテーマをつなぐ

中心的事業で構成し、展開していきます。ご

覧いただいたとおりの８つのテーマ設定のも

と、今年度のプレ事業期間には、100 周年に

相応しく、100 のプレ記念事業を展開してい

きます。 

 

平成 29 年度に展開する記念事業につきま

しては、平成 28年 12月に実施計画を策定し、

事業内容を公表する予定となっています。 

 

③ 全国都市緑化はちおうじフェア 

以上が 100周年事業全体の進め方ですが、記念事業の核となるメイン事業として位置付け

ているのが、平成 29 年９月から 10 月にかけて開催する「全国都市緑化はちおうじフェア」

です。 

 

「全国都市緑化フェア」は、国土交通大臣の同意を得て、毎年度開催されている全国規模

の花と緑の祭典です。本市は 100 周年に当たる平成 29 年度の開催地として誘致活動を進め

ていたところ、平成 27年７月に正式に八王子市での第 34回フェアの開催を承認していただ

きました。 
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富士森公園をメイン会場に、市内各地にサ

テライト会場やスポット会場を設けて、それ

ぞれの地域の皆様にも積極的に関わっていた

だいて、１か月間のフェアを開催します。期

間中には、皇族の方々をお招きして記念植樹

を行う「全国都市緑化祭」も行われます。 

 

ではなぜ、本市でこの緑化フェアを誘致し

たのかということです。 

国際的な視野で今後の産業振興を展望した

時に、極めて重要になってくるのが観光分野です。高尾山への外国人観光客も、ミシュラン

効果もありまして、非常に増えています。そこで、「八王子観光産業振興会議」を立ち上げ議

論していただく中で、国際会議や見本市など大規模なイベントを誘致して、市外から多くの

方々にお越しいただいて八王子の活性化を進めていこうという、「MICE都市構想」が提案さ

れました。先ほどお話しした重要なプロジェクトも、この MICE 構想を成功に導くカギとな

るものです。 

 

その「観光産業振興会議」から、MICE 都市実現への第一弾として、100 周年という機会

に、豊かな緑に恵まれたこの八王子に相応しいイベントとして都市緑化フェアを誘致したら

どうかというご提案を受け、市の内部でも記念事業をどのように進めていくかを検討してい

る中で、メイン事業として誘致することを決定しました。中核市としての開催は、平成 19

年の船橋市に次いで２番目になります。大規模な会場で開催されている従来のフェアとは異

なる、身近な公園や浅川などを活かした、八王子ならではの個性あるフェアを成功させたい

と思っています。 

 

本日は、国土交通省から、この都市緑化フェアのご担当である緑地環境室長の町田様と、八

王子 MICE 都市推進会議委員の岩坂様をパネリストとしてお招きしていますので、後ほど、

詳しくお話しいただけると思います。 

 

 

７．市制 100周年関連事業  

このほか、100周年関連事業として 28年度予算に計上した事業を３つご紹介します。 

 

① 市史編さん事業と新郷土資料館整備 

まず、『新八王子市史』編さん事業については、３年前に市史編さんをテーマに市民フォー

ラムを開催（注：平成 25年１月「歴史から学び、未来を描く」）した際、市史編さんで収集

された資料を将来にわたって大切に保存し、市民が活用できるようにしていくことをお約束

しました。また、上野町の郷土資料館は、市制 100 周年の年に開館 50 周年を迎えます。老

朽化し、手狭にもなっており、医療刑務所移転後用地活用計画の中で、この機能を移転させ

て全く新しい「歴史・郷土ミュージアム」を整備することとしています。 
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この整備と市史編さん事業のレガシー継承について、28 年度・29 年度の２か年をかけて

検討します。 

 

② こども科学館リニューアルと周辺一体整備 

それから、こども科学館のリニューアルで

す。こども科学館は既に展示物の全面更新を

含めた工事を進めており、29年７月にはリニ

ューアルオープンを予定しています。 

これに合わせて、隣接する大横保健福祉セ

ンター、大横町公園とその周辺道路を一体的

に整備します。 

宇宙をテーマにしたこども科学館のイメー

ジを活かして、多世代が交流できる新たな交

流空間として整備する考えです。 

 

③ 富士森公園の整備 

最後に、富士森公園のリニューアル整備です。 

緑化フェアのメイン会場となる富士森公園は、今年がちょうど開園 120年に当たります。 

フェア誘致前から再整備計画を検討していましたが、フェアに間に合うように一部前倒し

して整備工事を進め、フェア終了後には陸上競技場や園路の整備を行い、利便性と安全性を

高めて、より快適な使いやすい公園としていく予定です。 

 

 

８．まとめ：多くの市民の参加を～市民と行政が手を携えて記念事業を展開  

以上、４月から始まる 100周年記念事業について、説明させていただきました。 

既に、市民の皆様方も、いろいろな形で 100周年ということも見据えながら、自分たちで

具体的に活動されています。冒頭触れました、八王子のまちの基礎を作った大久保長安の業

績を顕彰する活動、あるいは、八王子出身の医師で、ドイツで伝染病治療に力を尽くした肥

沼信次医師の偉業を讃え、後世に伝えようという活動など、最近、新聞などでも大きく取り

上げられているところです。 

 

八王子には 572の町会・自治会、290のＮＰＯに象徴されるように、自ら住みよいまちづ

くりに日頃から汗を流してくださっている多くの方がいらっしゃいます。この豊かな市民

力・地域力こそ、100年後まで継承していきたい何よりも大切な財産だと思っています。 

100 周年記念事業実行委員会には、そのような方々を代表する 20 を超える団体に結集し

ていただいています。市議会からも、全議員の皆様に参与となっていただいています。多く

の市民の皆様にご参加いただけるよう、多彩な事業を、市民の皆様と行政が手を携えて展開

してまいります。 

 



13 

 

本日、会場にお越しいただきました皆様方に

も、ぜひ、一緒に、そして、特に多くの若い世

代の方々に関わっていただけるようなご配慮

をいただきながら、八王子の未来のためにご尽

力を賜りますよう、心からお願い申しあげます。 

 

そろそろ、100 周年事業に関わっていただ

いているパネリストの皆さんに語っていただ

くリレートークへとバトンタッチしたいと思

います。私も加わることになりますが、会場の

皆様方も、お聞きいただきながら、お一人おひとりが 100周年に想いをはせていただければ

と思います。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

【モデレーター福井氏】 

 

市長ありがとうございました。 

大正 6年（1917年）に八王子の市制がスタートして来年 100年になるわけですが、現在、

様々な視野からハードとソフトを含めて計画されている、この八王子の将来ビジョンといい

ますか、いろいろな計画があるわけですけれども、来年の 100周年が、それを皆で確認しあ

いながら次にどの一歩を踏み出していくか、そのような流れをこの実行委員会、市の皆さん

も含めてこの 100周年事業として考えていらっしゃるということだと思います。 

 

ここから先はリレートークという形で、この 100周年記念事業に関わっている３名の方に

ご登壇いただきまして、お話を伺いたいと思います。 

第一巡と第二巡まで、お話を回していきたいと思うのですが、まず初めに、「100周年記念

事業への期待と、各自がどのように関わっているか」ということをトークしていただき、第

二巡目は、これからその 100周年に向かって、「未来への第一歩をこの 100周年記念事業で

どのように踏み出せばいいのか」ということについて、それぞれのお立場でお話しをいただ

こうと思います。 

それではトップバッター、記念事業実行委員会市民委員の池田ヒロミさんからお話をして

いただこうと思います。池田さんはシンボル事業委員会の委員として、記念事業の市民参加

のあり方について、いろいろ議論をしていただいています。その辺の経緯も含めての 100周

年事業への関わりについて、お話をいただけるとうれしいのですが、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 


