
14 

 

               リレートーク                  

 ～100 周年記念事業への期待と関わり～  

 

【池田氏】 

皆様、こんばんは。ただ今、ご紹介にあずか

りました池田です。 

 

私は八王子市内で、節句人形やデザイン関係

の会社を経営する傍ら、イラストレーターと

しての仕事や、画家として作品を発表し、国

内外で芸術活動を行っています。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 

 100周年記念事業実行委員会の市民委員として  

私は、市制 100周年記念事業実行委員会に、市民委員の一人として参加しています。 

いよいよ、４月１日から 100周年記念のプレ記念事業期間が始まり、続々と記念イベントが

スタートします。100周年の記念イベントは、市民総参加によってこそ、意味のあるものだ

と考えています。是非とも、市民の皆様にはお誘い合わせのうえ、積極的に参加していただ

きたいと思います。 

 

さて、記念事業実行委員会には、100周年記念事業を成功させるための、それぞれの役割

を担った３つの専門委員会があります。私はその中の一つ、シンボル事業委員会に所属し、

100周年記念のシンボルとなるイベント

の企画を、委員の皆様と意見を出し合い、

真剣に話し合っています。今回、事務局か

ら企画構想の苦労などを語ってほしいと

言われたのですが、正直、苦労はあまりな

く、ワクワクしながら企画を考えさせてい

ただいています。というのは、八王子は私

が大好きなとても魅力的なまちなので、

色々なアイデアが浮かんでしまうからで

す。強いて言えば、企画はアイデアだけで

なく、コスト面や安全面にも十分に配慮しなければなりません。制約も多くあります。その

点は苦労というか工夫が必要なところだと考えています。 

 

企画構想で一番大事なことは、記念事業のイベントの主役は市民の皆様でなければならな

いということです。記念イベントは市民総参加によって成功するものと考えています。市民

の皆様に進んで参加していただけるイベントになるよう、委員会では努力して話し合いを行
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っています。 

 

 100周年記念事業シンボル事業イベント  

最初のシンボル事業イベントは、八王子市内を巡回する写真展、パネルキャラバンです。

「未来に伝えたい 八王子のあしあと ～八王子と私の思い出～」をテーマに、市の保有す

る写真のほか、市民の皆様からも八王子にまつわる思い出の写真を募集して展示します。現

在、８月の開催に向けて、３月１日の市の

広報でお知らせをし、写真の募集を開始し

ます。募集期間は、３月１日から４月 15

日となっていますので、もし、皆様のお宅

に秘蔵の写真がありましたら、是非ともお

貸しいただきたいと思います。 

 

そのほか、４月から、八王子を見て、知

って、感じるということで、八王子の魅力

を再発見していただくきっかけとなる

100のプレイベントが次々にスタートします。 

イベントの内容は、市民の皆様に行き渡るようイベントカレンダーが配布されます。また、

フェイスブックなどでも案内される予定です。ぜひ、ご興味のあるイベントを見つけていた

だき、市民の皆様全員が何らかのイベントに参加していただきたいと願っています。市民総

参加の楽しい記念事業になりますよう、積極的なご参加をお願いします。 

 

 郷土愛や地元愛への「気づき」  

さて、私がなぜ市民委員にエントリーをしたのかというお話しをさせていただきます。そ

れは、一言で言えば、わがまち八王子への郷土愛や地元愛への「気づき」があったからです。

自分を育んでくれた、郷土・八王子の市制 100周年記念事業に積極的に参加し、一市民とし

て八王子への関心をさらに深めたいと思ったからです。 

 

また、私は、八王子商工会議所所属の八

王子のご当地キャラ「松姫マッピー」の作

者として八王子を盛り上げるお手伝いをし

ています。「松姫マッピー」は八王子織物の

礎を築いた武田信玄公のご息女松姫様の愛

を受け継いだ妖精です。「八王子からハッピ

ーを広げよう！」をモットーに活動してい

ます。マッピーは丁寧に織り上げた本物の

八王子織物の衣装を着ています。衣装の柄

は八王子の花であるヤマユリです。八王子



16 

 

の魅力にこだわり、造形、織物、衣装の縫製など、たくさんのスタッフが苦労して製作しま

した。勿論、スタッフは全員八王子在住のメンバーです。マッピーの出演活動も八王子のボ

ランティアの皆さんで行っています。マッピーは八王子への郷土愛や地元愛があればこそ、

誕生しました。 

 

先日２月 24日に、松姫マッピーは八王子 PR特使に任命されました。大変な大役ですが、

八王子の魅力を内外にどんどん PRしていきたいと思います。マッピーも 100周年の記念イ

ベントに参加させていただき、皆様と一緒に盛り上げてまいります。 

100年に一度の八王子の栄えある刻を、八王子市民の皆様全員と喜びを分かち合いながら

過ごしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

【モデレーター 福井氏】 

池田さんありがとうございました。郷土愛ですね。八王子は多様な地域が一緒になり八王

子市になりましたが、実は私の名づけ親は由木村にあるお寺の娘で、個人的な縁もあります。

故郷といいますか、縁（えにし）を大事にして八王子を盛り上げていこうという池田さんの

心意気にじんときました。 

 

それでは次に、国土交通省、緑地環境室長の町田さんにお話しをしていただこうと思いま

す。町田さんよろしくお願いします。 

 

【町田氏】 

国土交通省、緑地環境室長の町田でございます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

このたび八王子市が 100 周年ということで、その 100 周

年記念事業の一つの核となる事業として、この全国都市緑化

フェアを使っていただいたこと、本当にありがたいと思って

います。皆様には、「全国都市緑化フェアって一体何だろう」

というお気持ちもあると思いますので、そのお話をしながら、

現在作られている基本構想や基本計画の中で、私が期待して

いることもお話したいと思います。 

 

 

 全国都市緑化フェアとは  

スライドは全国都市緑化フェアの説明になります。緑化フェアは 1983年（昭和 58年）か

ら始めています。この都市緑化という言葉は、今さらながらというような言葉で、特にこの

八王子ですと、高尾山がありますし、自然が豊かなところですから、「あらためて都市に緑が

なくても」というお気持ちがあるかもしれません。ただ、この昭和 58 年からこのような事

業を始めたというのは、元々昭和 30年代・40年代、今は「環境」という言葉で語られます

が、まだ「公害」という言葉があった時代を想像すると理解しやすいです。その頃、都市環
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境を一番良くしていく機能を持っているのは

緑だろうということで、昭和 40年代頃からこ

の都市緑化という言葉が使われ始めています。

50 年頃になりますと、この緑化ということが

さらによく言われるようになりまして、昭和

58 年に当時建設省（現・国土交通省）がこの

都市緑化フェアの取組みを提唱して全国の自

治体の持ち回りで毎年開催してきていただい

たということです。一言で言うと、「花と緑の

まちづくりを推進するための普及啓発イベン

ト」ということになります。 

 

 今までの全国都市緑化フェア  

この写真は、平成 24年に東京で行われた全国都市緑化フェアの写真です。たまたま私は、

その時にこの都市緑化フェアをやれということで東京都に行かせていただいて、この事業を

やりました。それでは、昭和 58 年からどのような形で緑化フェアを開催したのかをご紹介

します。創生期にあたる第１回と第２回、58年と 59年、大阪と東京ですね。この頃はまだ

花を植えて、いろいろとちょっとした展示をし

ていたというような状況です。予算もあまりか

けずにやっていたような時期ですね。その次は

いきなり博覧会という言葉を使っていますけ

れども、熊本のフェアで昭和 61 年。61 年は

札幌でもやっています。 

この頃になると 10 数億から 20 億円くらい

の予算を使っていました。「博覧会型」とある

ように、パビリオンなどを造ったりして遊園地

みたいなものも造りました。これが平成元年頃

まで続きました。ご記憶にある方もいらっしゃると思いますが、平成２年に大阪で花と緑の

国際博覧会がありました。そういうこともあって、博覧会スタイルの勢いがあったのですね。

名古屋のフェア、仙台のフェア、それから大阪の平成２年の後に続きますのが北九州のフェ

アです。それから神奈川県、これは相模原市で行いましたけども、かなり総合的な祭典と言

われるような取り組みになっています。この頃は結構予算も多く使っていまして 30 億円台

くらいです。もう博覧会会場と言ってもおかしくないくらいです。都市公園を整備促進する

のも一つの大きな目的であったと言うようなことですね。それから京都で行いました梅小路

公園という、京都駅に非常に近いところで梅小路機関区と言う機関庫がありますが、その横

で公園を一つ新しく作ったフェアですとか、広島では、広島大学の旧跡地ですね、ここでフ

ェアをやりました。それから地域資源との連携の時代になります。それぞれの地域で固有の

資源を活かしながら、「緑化フェア」を使ってもらったというような傾向がございます。石川

のフェアは、石川城址公園です。金沢城復元はちょうどこのころから始めているんですね。
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金沢大学を移転して金沢城の復元がまだ続いていますけれども、このように観光客の誘致の

ようなことにも使われてきたということです。 

 

それから山形の、寒河江というサクランボの産地や、大分県の大分スポーツ公園でも開催

されています。国や地方自治体も財政事情が厳しくなってきた中で、多様な事業との連携や

工夫をしてきています。既存の公園を使いな

がら、というようなスタイルに徐々になって

きています。これは大阪城公園です。現在、

大阪城公園では、活発な民間活力を活用した

公園の利用が進んでいますけれども、その大

阪城公園もフェアの会場になっています。次

が中核市でこれまで唯一開催した船橋市のフ

ェアです。アンデルセン公園を会場にして、

期間は短かったですけれども、それなりに効

果を上げています。今やアンデルセン公園は、

公園の満足度、レジャー施設の満足度でいうと、東京ディズニーランドが１番で、ディズニ

ーシーが２番、３番目が全国の中でこのアンデルセン公園なんです。意外なのですが、USJ

よりも上に行っている。公園のＰＲの１つの起爆剤としても使ってもらっています。それか

ら群馬の前橋・高崎で開催したり、岡山のフェアもちょうど、政令指定都市への移行に合わ

せて開催しています。そして、観光と産業振興ということでも行われています。奈良のフェ

アは、平城遷都 1300 年事業として福井先生がプロデユースされていましたけれども、その

時に、この緑化フェアが開催されています。鹿児島は、新幹線が鹿児島まで到達したので、

大変多くのお客様にお越しいただいています。東京のフェアは平成 24 年です。井の頭公園

の１番南側に、あらためて土地を取得して、

新たな公園区域を造るというこの西園と呼ば

れる所で、仮設的な整備をしました。近所の

方々の評判が良く、これを壊すのはもったい

ないと、随分いろいろな声が寄せられました。

その翌年は鳥取でフェアが開催されています。

それから、静岡と愛知が続き、2004年に、浜

名湖で国際園芸博覧会がありました。その 10

周年事業というスキームが登場します。イベ

ントの継承とありますけれども、環境や花と

緑の理念を継承するために、10年経ってもう１回やりましょうという取り組みです。愛知の

フェアは福井さんもそうですが、私も仕事をさせていただいた、2005 年の愛・地球博の会

場の 10周年目というようなことです。 

 

 都市緑化フェア開催の目的  

このようにそれぞれに、開催していただく必然性があって、その地域の課題を、緑化フェ
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アを通じて、一つの起爆剤として使っていただいています。 

もちろん、テーマとしては花と緑のまちづくりを進めていくことで、都市環境あるいは新

しいライフスタイルを作り出すということですね。スライドにはフェアの開催についていろ

いろ目的が映し出されています。これは古め

かしい言葉ですね。都市緑化意識の高揚だと

か、知識の普及だとか、昭和 58年頃の言葉だ

から仕方がないなと思いますけど、開催の基

本方針というのは、都市の緑と人間のコミュ

ニケ―ションというような話であったり、子

どもたちを中心とした環境教育の場であった

り、あるいは市民参加、今は当たり前ですけ

れども、58年頃から市民参加でとにかくイベ

ントをやるんだということですね。一人ひと

りが参加していただいて、街に花や緑を増やすと。要は公園だけじゃ駄目で、公園は、ほぼ

役所の仕事で完結していますから、役所が作るそういう中核の緑ではなくて、一人ひとりの

市民の方々あるいは企業の皆様が身近なところで花や緑を増やしていただきたい、そういう

契機にしてもらいたいということですね。こんな基本方針を掲げていました。 

２年前ぐらいに、都市緑化フェアをもう一回、考え直そうかということで、イベントの専

門家や緑の専門家に集まっていただいて、検討した時がありました。その委員会の中で出て

きた言葉の中で、印象深く残っているものを申しあげます。 

一つは、この緑化フェアの現状に対して、テーマの訴求力、あるいは波及効果が本当にあ

るのか、ということですね。ひとつの会場の中で完結したのでは駄目で、広く地域のコミュ

ニティにおける取組みと強い連携を持たなくちゃいけませんと。 

それと訴求点についての表現力。表現力をもっと高めていかなくてはいけないということ

です。それから、公共施設である新しい公園、その経営手法ということも、このような場で

試験的にやっていかなくてはいけないのではないかということです。みんなが使いたくなる

ような、もっと利用される公園を目指すという話です。 

それから、「食育」という言葉がありますが、「緑育」。環境教育のようなもので、この緑と

共に育っていくというような感覚ですね。このようなセンスで、このイベントに取り組み、

それから、花とか緑とか環境について知識を有しているということ自体が格好いいことなん

だと。みんなからそう思われるような、そのような風潮を作り上げていくことも必要なので

はないかということでした。 

そして、わがまちへの愛着を高めるきっかけにしなくてはいけません。個人や家庭、市民

グループ、民間企業、一緒にとにかく作り上げていく体制を構築しながら、この緑化フェア

をやっていただくということ、そして様々な主体が参加し、地域全体に展開することをめざ

していくというようなことです。 

公園には規制が多いと言われていますが、そんなことはありません。都市公園は大変大き

な可能性を秘めています。規制緩和や積極的な公園再生などの社会実験も取り組んでいただ

きたいと思います。 
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 八王子の都市緑化フェアに期待すること  

最後に、先ほど市長さんから紹介があった八王子の都市緑化フェアのメイン会場である富

士森公園の構想図を背景に、都市緑化フェアに期待することをキーワードにまとめました。 

 

・『感動』や『おどろき』が会場の中に多くあ

って、テーマの訴求力・波及効果を高めても

らいたい。 

・規制緩和や公園再生を積極的に取り組んで

もらいたい。 

・公園を中心とした新しいライフスタイルの

提案をしてもらいたい。 

・個人や企業、市民やグループなど、皆さん

で取り組んでもらいたい。 

・シードマネーという手法にぜひチャレンジ

してもらいたい。これはより多くの人たちと一緒に仕事をしていくという手法。 

・会場にとどまらず広く地域へ展開してもらいたい。 

・『みどり』はいろんな問題を解決するツール。さまざまな場面で活用してもらいたい。 

・環境に対して親和性の高い心を持っているということは、格好いいことなんだ、という

ことが定着してほしい。 

 

私自身も一所懸命がんばりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

【モデレーター 福井氏】 

町田さんどうもありがとうございました。全国都市緑化フェアの流れ、今までの歴史を紐

解いていただきました。多様な市民参加と多様な公園の活用、多様なライフスタイルをそこ

に表現するといいますか、そういうことがこれからの全国都市緑化フェアの大きな流れであ

り、それは言ってしまえば、我々の日常の地域が持っている課題解決にもつながってくると

いうお話しではなかったかと思います。かなり計画が進んできているわけですが、ぜひ、そ

れを実現していただきたいと思います。 

 

 

それでは、３人目の岩坂さんにお願いします。岩坂さんは八王子の MICE 都市推進会議の

委員を務めていらっしゃる京王電鉄の社員の方で、グループ営業推進課長でいらっしゃいま

す。MICE はなかなか分かりにくい部分があると思いますが、いろいろと関わってこられた

ことを深めて、どういう方向に進めようとしているのか、個人の意見も入れてお話ししてい

ただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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【岩坂氏】 

八王子のMICE都市推進会議委員を昨年度から務めさせてい

ただいています、岩坂と申します。拙い話ですが、よろしく

お願いします。 

 

全国都市緑化フェアは、当然大型で都市型、しかも郊外型

という全方位的なMICEであると私は認識しています。私は、

MICE という活動が都市にどのような影響を与えるのか、過

去、札幌市に出向していましたので、その経験からお話させ

ていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 MICE とは？  

市長のスライドにもございましたが、MICE は、単なる観光だけではなく「明確な目的を

持った」多くの人々が集まった交流を持てるビジネスイベントの総称です。MICEとは M、I、

C、E。Meeting、Incentive Travel、Convention、

Exhibition各々の頭文字を取った概念です。ビ

ジネスイベントに期待される経済効果、その地

を開催地に選んでもらえる都市のブランド力、

そういったものも重要な要素ですので、当然、

八王子に寄与する影響は大きいと思います。 

 

それでは、「具体的に MICE って何？」という

ことですが、（表示したスライドの）上から３

つめに「スポーツイベント」があります。小さ

なものでは例えば、スポーツ観戦を目的として、バーやレストランに集い、好きなチームに

声援を上げるパブリックビューイング、こういったものも、小さくても MICEです。さらに、

2020 年の東京で開催されるスポーツ大会、超大型のスポーツ大会、こちらも大型の MICE

です。この、東京で開催されるスポーツイベントにつきましては、「事前キャンプ候補地」と

いう昨年書いたエッセイがあり、お手元にお配りしていますので、ご覧ください。 

それから現在、中国・上海で行われている G20会合、国同士の対話から始まる会合、その

後には重要な条約や約束事を決めるということで、小さな MICE から大きな MICE に移動し

て、集客イベントが成熟する可能性のあるイベント、ととらえることができます。 

 

例えば、八王子では「ものづくり」が盛んですので、工場見学を付けたビジネストリップ、

それから何らかの価値、優秀な成績を収めた人だけを招待する「優績者表彰」なども具体的

な MICEに挙げられるかと思います。  
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実は、MICE の起源は意外に古いもので、国内では 2010 年に観光庁が日本の MICE 元年

として「Japan Mice Year」としました。海外では 1960 年代、シンガポールが国の施策と

してハブ空港とか大型会議誘致施設を造成しています。そして、1990年代になると、MICE

の国際的な起源として、シンガポールもしくはオーストラリアが提唱したものである、とい

うことが言われています。MICEビジネスは、日本では 1990年代頃から展開されています。 

 

 MICEの取組 ～札幌コンベンションセンターの事例～  

私の札幌での活動ですが、札幌コンベンションセンターという施設があります。これは

2,600㎡の大ホール、それから 700㎡の特別会議場、500㎡の中ホールと小ホール、その他

18の会議場を持つ大型会議展示会施設です。ここでは、私は行政各所と連携し、館の予約業

務やテーブルレイアウトの作成など、様々な業務を行ってまいりました。 

 

具体的な営業先としては、各大学の研究室を訪問して、先生に会議や大会の誘致の有無をヒ

アリングすることから始めました。また、病院など臨床の最前線の医局や図書館、カンファ

レンスルームなども営業先となっています。

その他、市内ホテルや旅行代理店の営業担当

者との情報交換も大変重要な事項です。 

 

次に施設を使う主催者様からどのようなリ

クエストがくるか、ということですが、一番

重要なのは、主催者は最高のおもてなしをし

たいと考える方々を呼ぶということです。大

変お世話になった大学教授ですとか、その時

しか会えない海外からのお客様に、一番良い

おもてなしをしたいということで必死になると思います。そうした中で私たちは、例えば、

センターは札幌市の中でも郊外の方にありますので、ホテルからの足がないということで、

私がバス会社やタクシー会社との打合せをしたりしました。それから、期間が長いものです

から、毎回同じ食事では嫌だということで、初日はお弁当にして２日目のお昼はサンドウィ

ッチにするなど、そういうようなことでいろいろな会社の方々とお付き合いをすることにな

りました。それから、例えば朝から夕方まで続く会議の場合、お土産を買いに行く時間がな

いので、センターの中にお土産屋さんを作ってほしいというリクエストがあったり、看護系

のイベントでは女性に人気のスイーツコーナーを作ってほしいといった内容もありました。

また、主催者の代理店業務をやっている方々からのリクエストで、スクリーンやプロジェク

ターを地元の業者に発注したいということで、そのような会社とのお付き合いもあります。

それから、懇親会で珍しい場所で立食パーティをしたいということで、札幌に大倉山シャン

ツェというジャンプで有名な場所の麓で、ジャンプ選手の練習を見ながらパーティを行うと

いう提案をしたこともあります。このようなことには、行政との連携がとても重要なことに

なってまいります。 
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このようなリクエストへの対応を経験値として体系化して、簡単に提案できるものは何か

ないかと考え、でき上がったのがコンベンション札幌ネットワークです。 

 

コンベンション札幌ネットワークの目的は非常に明確でした。お客様や代理店のリクエス

トにお応えし、コンベンション開催をより簡単に、間違いなく運営するために、地場の各々

のプロ集団を紹介するワンストップサービスの場所を作りました。この会議体は、主催者や

代理店の方に非常に人気がありました。このようなものも、八王子で具体的に作っていきた

いと私は心の中で思っています。 

 

それから、札幌市の概念として「３C」ということがあります。国際国流とコンベンション、

（スライドの）中央は「MICE」と読みかえていただいても良いのですが、市民が参加すると、

その中で地場の企業も含めた広範な市民参加で推進することで、国際都市に相応しいまちづ

くりを進めようということで、これが基本的に MICE を誘致するための概念ということにな

っています。 

 

 八王子のMICEの取組  

八王子 MICE都市推進会議ですが、昨年から

いろいろな方々にもお話しをさせていただい

ています。八王子ならではの MICEの構築のた

めに、一体私には何ができるか、ということを

考えています。具体的には都市緑化フェアにど

のように関わっていくかということもありま

すし、どのようなご意見を皆様からいただくか

ということもあります。これについては、後半

にお話しさせていただきたいと思います。 

 

【モデレーター 福井氏】 

岩坂さん、ありがとうございました。 

MICEというのは、ご説明いただきましたが、世界的にはオリンピックが世界最大の MICE

だと言われています。ところが日本はどちらかというと、競技大会だけがクローズアップさ

れています。実はそれを支えるための専門家の会議や、国際的なリーダーの会議、あるいは

新しいオリンピックの競技を小さい子どもたちや、それから知らない人たちがエントリーす

るための、エントリープログラムみたいなものなど、非常にたくさんのイベントと言うか

MICE事業が用意されるんですね。 

それから、オリンピック開催の３年くらい前から、国際オリンピック委員会に所属してい

る 90くらいの公認競技の関係者が全部視察に来るんですね。「自分たちの選手団をどのよう

にするのか」「自分たちの競技大会が本当にうまくできるのか」、実は大変な事業が数多くあ

るわけですね。このように、MICE というのはある面では、交流人口を戦略的に創出してい

くという、非常に重要な都市の戦略施策ということになると思います。 
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その意味で岩坂さんには、これから八王子の MICE のプレーヤーとしても頑張っていただ

きたいと思います。 

先ほど、市長から八王子の持つ多様なポテンシャルのお話が出てきました。それから昨日、

朝日新聞でも八王子は学園都市でもあり、研究都市でもあると、要するに企業の「グローバ

ル・イノベーション・センター」にどんどん変わりつつあるということを報道していました。

確か日本水産さん、日清食品さん、オリンパスさん、コニカミノルタさんが工場からイノベ

ーションセンターに切り替えていく。工場はアジアの方に造っていくということなんですけ

ども、かなり八王子の持つ、この首都圏における、あるいは東京のプレーヤーの中のプレー

ヤーとしての位置付けについて、かなり詳しい特集をしてくれていましたね。その辺も含め

て、物流拠点の話もありますし、３人のパネラーのお話を聞いて市長はどのように思われま

したか。 

 

【石森市長】 

福井先生から、昨日の朝日新聞の話題が出ました。本市は「学研都市」ということで、学

園都市ではなく学校の「学」と、研究の「研」の都市だ、そんな報道がございました。 

まさしく八王子のポテンシャルの高さを裏付ける内容でした。現在、良い形で企業誘致が

進んでいるということだろうと思います。 

パネラーの皆さんのお話を聞かせていただいて、都市緑化フェアも年代とともに、だいぶ

移り変わってきているということを知りました。 

全国都市緑化はちおうじフェアは 100 周年

のメイン事業となります。メイン会場は富士

森公園、サテライトあるいはスポット、それ

ぞれ小中学校とか公共施設がスポット会場に

なりますが、とにかく多くの市民の皆様に共

に事業に関わっていただいて、だんだんと盛

り上げて、平成 29年度の本番を迎えたいと思

います。 

100 のプレ記念事業がありますが、100 年

というこんな節目の年はめったにないという

か、めったに味わうことができないものですから、ぜひ多くの市民の皆様に、できるだけ関

わっていただきたい。これが大きな願いでもございます。また、八王子を PR できる絶好の

機会です。都市緑化フェアにも、１か月間で 40万人の人出を予想しています。 

多くの方が八王子にお越しになりますので、その機会をとらえて八王子の様々な魅力の発

信をできる限り進めていきたいと思います。当然、100 周年のいろいろな事業を展開するわ

けですが、これはオリンピックのように、やはりレガシーとして、いかに次に残していくこ

とができるか、これは同時に並行して考えていかなければいけないと感じています。 

いずれにしましても、絶好の機会ですので、市民の皆様も、我々行政も、できるかぎり、

いろいろな事業を通じて 100周年を祝っていきたいと思います。 
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【モデレーター 福井氏】 

どうもありがとうございます。100周年事業を「次の 100年のためのレガシーにしなけれ

ばならない」、ということだと思います。そこで、第２巡目はこのことについて、パネラーの

皆さんに、リレートークしてもらおうと思います。100 周年記念事業を踏み台にして、次の

100 年に向けてどのように踏み出していくのか、大切な一歩を皆さんがどのようなイメージ

で考えてらっしゃるのかお聞きしたいと思います。これも、池田さんからお願いします。 

 

 

 ～これからの 100 年に向かって、未来への一歩～  

 

【池田氏】 

 市民一人一人が八王子の魅力を発信  

私もいろいろ考えました。次の 100年に向けた大切な一歩とは何か。 

それは持続可能な次の 100年を考えることだと言われています。これは福井先生から教え

ていただきました。よくわからないながら、私も一生懸命考えました。そして、何か気がつ

いてきました。一生懸命考えましたが、100年後がどうなっているのか、誰もが想像もつか

ないことだと思います。けれど、私たちは考えなければならないと思います。だから、一緒

に考えてみましょう。 

 

100年先に八王子に何を残したいのか。100年後まで続いてほしいものは何なのか。これ

から八王子でどのような暮しがしたいのか。子供や孫にどのような環境を残してあげたらい

いのか。誰もが安心して夢を持って暮らせるまちにするためにはどうしたらいいのか。この

100周年記念の節目に、市民の皆様が一緒に考えていくことこそが、次の 100年への一歩に

なると思います。 

 

そして私は、この 100周年記念を機会

に、市民の皆様の八王子への郷土愛や地元

愛がさらに深まることを期待しています。

なぜなら、八王子を大好きだという市民の

皆様がもっと増えれば、持続可能な次の

100年のために、市民一体となって取り組

んでいけるのではないかと考えているか

らです。勿論、八王子愛のあふれる市民の

方はとても多いと思います。特に本日、会

場にいらっしゃる皆様は、八王子が大好き

な、郷土愛にあふれた方々ばかりだと思います。会場の皆様には、次の 100 年への一歩を、

是非一緒に踏みだしていただきたいと思います。 
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郷土愛は、地域のイベントに参加し、様々な体験をしながら、地域の人々とふれあうことに

よって育つと言われています。なによりも、体験をすることが大事だと言われています。で

すから、４月からスタートする 100年周年記念事業のイベントにはどんどん参加してほしい

と思います。特に、次の 100年を担う子ども達には、様々なイベントを通して、たくさんの

良い体験をしてほしいと思っています。 

 

ここで、私の郷土愛の「気づき」について少しお話しさせてください。私は、これまでも、

郷土・八王子への愛着は漠然とはありましたが、なんだかモヤモヤしたもので、とくに意識

をしていませんでした。余りに身近なことなので、特に意識をする必要がなかったのではな

いかと思います。 

 

私は高尾から恩方にかけての四季折々の風景が大好きで、毎日見ても飽きることはありま

せん。愛着のあるその風景からインスピレーションを感じ、自分の作品作りに活かしていま

す。特に、春の山の色は毎日微妙に変化して本当に美しく大好きな風景です。これは郷土愛、

地元愛に通じる感覚なのではないかと思います。 

 

私が、八王子への地元愛、郷土愛への「気づき」を特に感じたのは、４年ほど前に海外で

作品を発表するようになってからです。海外での日本文化への人気ぶりは、皆様もご存知の

ことと思います。海外へ行くと日本や東京のこと、また、私の生まれ育った町の事をよく質

問されます。海外では特に、相手に自信を持って話をしないと信頼を得ることは出来ません。

私はアーティストとして正確に答えられなかったこともあり、あらためて日本の文化や歴史

に関心を持つようになりました。そして、自分の国のことはもちろんですが、生まれ育った

自分のまち、八王子のことを愛情と誇りを持ってきちんと話ができるようになりたいと思う

ようになりました。つまり、郷土愛や地元愛は、決してローカルな狭い世界観ではなく、世

界に接して活動していくためにはとても重要なことだと気がついたのです。これから、ます

ますグローバル化が進み、誰もが、八王子の魅力を世界に向けて発信する機会がますます増

えると思います。 

 

私の「気づき」はこのようなきっかけで

したが、市民の皆様がそれぞれ活躍してい

る分野で八王子を再発見していただき、そ

して、出会った方やお越しになった方にお

もてなしをするために、お一人おひとりそ

れぞれが、八王子の魅力を発信していくこ

とこそが、次の 100 年に向けた大切な一

歩になると感じています。 

 

【モデレーター 福井氏】 

はい、どうもありがとうございました。100 年後の姿を想像するのは誰でも難しい。本当

にそうですよね。３年後、４年後であってもなかなか難しい、そういう時代ですから。しか
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し、持続可能な八王子を考えるのは非常に重要で、それにはやはり、故郷を愛すると言いま

すか、郷土が持つ良さ、こういうものを世界と比べながら、考えていくということの中から

生まれてくるのではないか。そんな池田さんの郷土愛のお話でした。 

ぜひ、頑張っていただきたいと思います。それでは岩坂さん、どうでしょうか。 

 

【岩坂氏】 

 八王子のMICE に向けて  

私からは先ほど、札幌の MICE についてお話しさせていただきました。ここからは、八王

子の MICE、私は「八王子 MICE」と表現させていただいているのですけれども、ここに課せ

られるテーマは何なのかということを考えていきます。 

 

札幌の話で恐縮ですけれども、平成 27年度上期に札幌を訪れた観光客は 855万 8千人で

した。前年度同期の 845 万人と比較すると 1.3％の増加になっています。一方、高尾山を中

心とする「明治の森」の利用者数は昭和 46 年には 133 万人でした。平成 19 年にはそれが

２倍になって、260 万人になっています。さらに、ミシュランガイド（ミシュラン・グリー

ンガイド・ジャポン）に掲載されたことにより、今後ますます、八王子に来るお客様は増え

ると考えています。 

 

この、増えるお客様に対してどのように対応していくのか、というのが、MICE を成功に

導く事例だと私は思います。高尾山という、八王子ならではの観光歴史スポットにさらに磨

きをかけて、高尾山に来る方のニーズを正確に

表現できる素材を作り、訴求できたら良いので

はないかと思っています。これにより 300 万

人のマーケットの囲い込みと、さらなる集客力

などがアップできるのではないかと思います。 

 

八王子に関わるキーワードですが、八王子市

民が見る八王子と、外から見た八王子というの

は、たぶんキーワードが違うのではないかと思

います。私も札幌に５年間いましたけれども、

だいぶ違うニュアンスで考えています。そのような違いを MICE と関連付けてお客様の誘致

をするべきではないかと思います。そのための準備には何が必要かということで、札幌市で

誘致のために使ったＤＶＤを持ってまいりましたので、営業ツールとして見ていただければ

と思っています。ご覧いただくのは、２分バージョンのものです。 

 

＜DVD上映＞ 

 

これは２分バージョンですけれども、６分とか 12分バージョンなどもあります。また、「食」

に特化したもの、「自然」に特化したもの、「祭り」に特化したものなど、いろいろなバージ
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ョンがあります。これらを市内のホテルマンや旅行代理店の方に持ってもらい、都市の営業

を行うということをよく行っています。 

八王子市でも、東京都が取り組む産業交流拠点が整備されれば、同様のことができると思

います。これによって八王子の資源と魅力のアピールができるのではないかと思います。 

 

少し小さな話ですが、札幌に時計台という施設があります。ここに「シャッターマン」とい

う市民ボランティアの方がいまして、観光のお客様に写真を撮ってさしあげる。そして SNS、

フェイスブックや LINE にどんどん挙げてくださいね、と言います。そうすることによって

札幌市の観光地としての意味合いがまたさらに上がっていくということで、小さな話なので

すけれども、かなりこのようなイメージが蓄積されています。 

 

全国都市緑化フェアについては、先ほども申しあげましたとおり、屋外型、大型の MICE の

誘致の成功例であると思います。ここに市制 100周年と、フェア成功までのロードマップを

作成して経験値を積み上げていくということがたいへん重要なことであると思いますし、非

常に良い機会だと思います。 

 

札幌で、コンベンション札幌ネットワークが、MICE 誘致開催におけるワンストップサー

ビスであることは先ほどお話ししたとおりで

す。 各々の業種の垣根を越えた連携スタイル

が主催者や代理店に安心感を与え、八王子で開

催しよう、という機運の上昇につながると思い

ます。すでに八王子には、八王子フードフェス

ティバルや、体験型学習フェスティバル、地元

密着型のイベントが多数存在しており、イベン

トの運営ノウハウはお持ちであると考えてい

ますので、誘致に関してベクトル合わせを行う

だけで強力な営業体制が出来上がると思いま

す。 

こうした「八王子MICE YEAR」に、私もお手伝いできれば考えています。またご指導を

お願いします。 

 

【モデレーター 福井氏】 

はい、どうもありがとうございました。岩坂さんのお話にもあったように、高尾に 300万

人くらい人が来ているのに中心市街地に人が来ないじゃないか、中心市街地に引っ張ってく

るような方策はないのか、という考え方が八王子の市民の皆様からも、結構あると聞いてい

ます。 

ところで、八王子の中心市街地が MICE の機能を持つことによって、逆に高尾の持ってい

る広域の魅力がより磨き上げられていく。そういう相関関係の新しいダイナミックさを作っ

ていくのが MICEなのではないかと思います。そのためには、現在のホテルの数でいいのか、

市内を循環する交通体系がこれでいいのか、海外から来られる方をもっと受け入れることは



29 

 

できないか、それからこれだけ大学があるので先生方も学会をやろうかと思うけれども、つ

いつい新宿や渋谷の方でやってしまうとか、そのような、今まで少し見逃していたことをも

う少し丁寧に組み立てていくことによって新しい都市の活力が生まれてくるのではないか、

そんなお話だったと思います。 

それでは次に町田さんよろしくお願いいたします。 

 

【町田氏】 

 「公園を使い倒す」  

この全国都市緑化フェアや、市制 100周年記念事業の何が遺産となっていくのか。私は国

土交通省の都市局の人間ですから、やはりどうしてもいかに美しく元気で、ゆとりのある都

市空間とか、それからいきいきとした生活やライフスタイルを残していけるのか、そういう

ことに尽きると思っています。キーワードとして私がよく使うのが「美しく元気」。そういう

都市を目指してもらいたいと思います。今スライドに公園という言葉が出ています。私は公

園が専門で、変わった職種の人だと思われますが、国土交通省はいろいろなことをやってい

ます。私は公園や緑のことだけほぼ 34年間や

ってきています。そしてこの「公園を使い倒す」

という言葉もよく使っていますが、海外だとい

ろいろと魅力的な広場があって、そこに市場や

カフェがあって、大変その都市に魅力を与えて

いるわけです。１万キロくらい飛行機に乗って、

このような広場に行きたくて海外旅行に行く。

そのような魅力を作っている。だから日本の中

にもこのような空間があってもらいたいと思

うのですけれども、「公園」というものの中か

らを「広場」というものを切り出す。こういう取組をしたらどうか。最近は「人がいない公

園」とも批判的に言われたりすることがありますが、広場的な空間に衣替えしていったらど

うか、という気持ちがあります。 

難しい文字がたくさん並んでいますが、「公園」という言葉はいつ頃から使われてきた言葉

でしょうか。明治６年に太政官布達という非常に大きな権力、今でいう外務省や法務省、内

務省もすべて入ったような機関である太政官から、各府県令に対して、「公園という制度を作

るため、幕府の庇護の下にあった土地、税金を取り上げていないところを公園として指定し

て良いので大蔵省に届け出なさい。大蔵省の国の土地はただで貸してあげます。」という御触

れが出ました。ただで貸されて大蔵省は楽になるのですが、府県令のほうは公園を管理する

お金がないのです。お金がなく、今まで公園なんてやったことがないのにどうしたらいいの

か、当時の商工会議所に相談したところ、中で料亭を建てさせてくれたら、その収益で公園

管理をしたらどうか、という返事がありました。そのため上野公園には明治８年頃からの料

亭があるわけです。要は最初から都市公園は民間の活力と一緒にあったということです。公

園行政は、もともとそのようなものと一緒にありました。 

これは最近の例ですが、河川空間の中にカフェが建てられる時代になったわけです。平成
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23年に河川敷地占用許可準則が規制緩和されました。公園はこれらと比べると規制緩和が進

んでいないのではないか、と言われることも多いです。しかし、実情をいうと、これは上野

公園ですが、西郷隆盛の像とさくらテラスあ

たりはもともと戦後の闇市を収容した古い建

物がありました。その土地の使い方が適正で

はないと監査で指摘され、公園法の中で全て

公園施設にしてしまったというくらい、公園

施設というものは柔らかく、包容力の大きな

概念です。だからいろいろなことができる。

そういう公園を使った、公園を舞台にした新

しい取組み、ライフスタイルを模索していた

だきたいと思います。東京で全国都市緑化フ

ェアをやった時に店舗併設型ガーデン、あるいはガーデン併設型店舗と言った方が良いかも

しれませんが、公園はやはりこのような空間を目指すべきと思うのです。多くのショップの

色々な事業者に声をかけたのですが、たくさん断られました。最後は３軒のお店だけが、本

気で取り組んでいただいて、そのイベント期間中はこんなに良い空間ができました。これは

緑の話ですが、街路樹問題ですとか、街路樹の管理、都市の緑を見直していくきっかけとか、

公園だけではなく、ガーデニングや園芸、盆栽などいろいろなものが一緒になってライフス

タイルを豊かなものにしていく、といった取組みを進めていただきたいと思います。 

 

【モデレーター 福井氏】 

どうもありがとうございました。「公園を使い倒す」とは、すごいキャッチフレーズだな、

と思いました。美しく元気な都市を作ろうというのが全国都市緑化フェアの考え方というこ

とで、そういう意味では、富士森公園がメイン会場となりますが、いわば、公園のレガシー

みたいなものですね、我々の生活の中、あるいはまちのデザインの中に積極的に取り入れて

いく。あるいはいろいろなプロジェクトの中に活かしていくというのが、これから自由な発

想で大いにチャレンジしていって良いのではと思いました。そういう意味では面白いと思い

ます。 

それでは、時間の関係もありますので進めさせていただきます。会場の中からもお話しを

伺いたいと思います。100 周年の市史編さんの編集専門部会をやっていらっしゃるようです

が、その自然部会で専門調査員をされているフュージョン長池の副園長の小林さんいらっし

ゃいますか。 

小林さん、先ほど公園の話、使い倒せという町田さんのテーマが出ましたが、どうでしょ

う。今どのような感じで進めていらっしゃいますか。 

 

【小林氏】 

 新八王子市史の編さんと活用  

八王子市長池公園から参りました、副園長の小林と申します。よろしくお願いします。 
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先ほども「スポット会場」ということで長池公園を紹介していただきましたけれども、今

回、新八王子市史というものを編さんしています。私は「自然編」の担当を約６年間務めて

きています。新八王子市史編さん事業の進捗状況について、簡単にご説明させていただきた

いと思います。 

 

冒頭の石森市長の講演にもありましたとおり、八王子市では市制 100周年に向けた事業の

一環として、新八王子市史の編さんを進めて

います。新八王子市史は、八王子の歴史や民

俗、自然などあらゆる分野の知見、研究成果

をまとめたもので、本編８冊、資料編６冊の

全 14 冊にまとめて刊行する計画です。市史

の刊行というのは、1960年代に市制 40周年

記念事業として刊行されて以来ですので、実

に 60年ぶりということになります。 

 

実際にページを開いてみますと、60年前の市史は白黒で文章が中心だったのですけれども、

今回の市史はカラー写真があったり、専門用語が極力簡潔な表記に書き換えられたりという

ことで、専門家でなくても、どなたでも読みやすいようになっています。 

 

現在、自然編に続き「八王子市動植物目録」というものが、まさに完成しようというとこ

ろにあります。こちらは、八王子で記録された動植物すべてをリストアップし、植物だけで

も 2,500 種類あまりありましたので、かなりのボリュームになりますが、それらのリスト、

その根拠となるデータを一覧にした内容となっています。完成しましたら、ぜひお手にとっ

てご覧いただいて、八王子の自然がいかに豊かであるかということを実感していただければ

と思います。 

 

最後に、市史編さん事業。これは市史が完成して終わりということではなくて、未来に向

けて話をさせていただきたいと思います。そこで、私から新八王子市史の活用ということで

２つ提案させていただければと思います。 

 

やはり、次の 100年間の主役は誰かというと、子どもたちではないかと私は思います。次

の 100年間、子どもたち、これから産まれてくる子どもたちが、この八王子で産まれて良か

った、八王子で育って本当に誇りに思っている、そういう子どもたちを育てていきたいと考

えていまして、そのために教育機関で市史を活用していただければと思います。 

今、公立の小中学校には寄贈されているのですが、校長室や図書館に置いておくだけでは

死蔵になってしまいますので、市民一人ひとりが市史を読み込んでいただく。私は八王子市

史を、子どもでも読み解ける内容のスライドを作っています。明後日も中学校で講演させて

いただくことになっていますけれども、そのように具体的に行動していくということが大事

だと思います。 
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もうひとつは、全国都市緑化フェアでこの八王子市史を活用いただけないかという提案で

す。八王子の「緑」というのは、今まで高尾山などはよく調べられてきているのですけれど

も、多摩丘陵や川口丘陵が広がっているところの里地里山ですとか、都市公園といったとこ

ろでは、しっかりとした詳細の調査が入ったのは、この市史編さん事業が初めてと言っても

過言ではありません。そういうところにも、本当に質の高い自然というものが残っていて、

八王子ならではの良さを活かした都市緑化フェアというものをお考えいただけたら、と思い

ます。八王子市史「自然編」には、どのようなコースを歩いていただくと緑を楽しめるのか、

八王子の里地里山にはどのような特徴があるのか、八王子にしかない植物にはどんなものが

あるのか、ということも記載していますので、ぜひ、市史を活用いただければと提案させて

いただきます。 

 

次の 100年をさらに輝きあるものにするには、皆様一人ひとりの行動が大事なのではない

かと思いますので、ご提案させていただきました。ご清聴ありがとうございました。 

 

 

【福井氏】 

はい、どうもありがとうございました。これは八王子市の市史編さん事業の中に、八王子

の持っている花と緑、生物多様性といったものをしっかりと編さんして、次の 100年に活か

そうということなのですけれども、町田さん、これは緑化フェアの中に取り入れても面白い

ですよね。 

 

【町田氏】 

緑とか自然というのは、やっぱり表面だけ見ているのではなくて、深く知ってもらうという

ことが、接するときの気持ちとしてずいぶん変わってくると思うんですよね。貴重な資料が

あるのでしたら、ぜひ使っていってもらいたいと思います。 

 

【モデレーター 福井氏】 

きっと、都市緑化フェアの計画をしている人も聞いていると思いますので、非常にユニーク

な提案だったと思います。 

 

もうひとり、実は八王子の青年会議所 50 周年が市制 100 周年と重なるそうなのですね。会

場に、青年会議所（JC）の菊島さんはいらっしゃいますか。 

菊島さん、JCもいろいろと活動を進めていらっしゃると思うのですけれども、いかがでしょ

うか。 

 

【菊島氏】 

 青年会議所の創立 50周年と市制 100周年  

私、八王子青年会議所の創立 50周年実行委員会委員長を務めています、菊島と申します。

本日はこのようなフォーラムをお聞かせいただき、とても参考になりました。ありがとうご
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ざいました。 

 

私ども八王子青年会議所も、本年度創立 50周年を迎えまして、９月に記念事業を、10月

に記念式典を行う予定でいます。今、私も市

制 100 周年の広報委員会にも出向させてい

ただき、日々勉強しており、市制 100周年の

動きも参考にしながら、私どもの創立 50 周

年に向けてしっかりとやっていきたいと思

います。私どもが１年間、しっかり一致団結

して取り組んだその翌年に市制 100 周年が

ありますので、私どもができることがありま

したら、ぜひご協力させていただきたいと思

っています。我々も考えながら 100 周年について一緒に協力していきたいと思いますので、

ぜひ、よろしくお願いします。 

ありがとうございました。 

 

 

【モデレーター  福井氏】 

ありがとうございました。 

会場から、本当はもっとたくさんの方に発言していただきたいのですけれども、時間の関係

で本日はリレートークを進めてきました。市長、最後にひと言、ありますか。 

 

【石森市長】 

さきほど、フュージョン長池の小林さんからお話がありました市史編さんは、委員の方に

膨大な資料を熱心にまとめていただいています。小林さんが言われるように、難しい本ばか

りなので作ってそのまま終わってしまうということがないように、その中から噛み砕いて、

子どもたちにも中身を知ってもらえるような、そういう取り組みは非常に重要ですので、検

討していきたいと思います。 

 

【モデレーター 福井氏】 

 まとめ  

市長、ありがとうございました。 

本日は、短い時間の中でギュッと濃縮した形でリレートークをやらせていただいたのです

が、時間がきてしまいました。私、本日モデレーターをやらせていただいたのですが、あら

ためて八王子の魅力って何だろうと思いますと、それは「多様性」ではないかと思うんです

ね。 

これは、地域が持っている多様性。市長からもお話がありましたけれども、いろいろな合

併があって、地域の多様性をどうやって持続的に将来に向けて進めていけるのか。 

それから先ほどお話に出た生物の多様性ですね。ご存知のように、高尾山というのは広葉



34 

 

樹、針葉樹、照葉樹を含めて植生の多様性では世界級です。そして、里山里地、森、川、そ

れらを含めた生物の多様性がある。それから歴史文化、ライフスタイル。要するにニュータ

ウンのような新しい文化もあれば、歴史的な文化を保存し持続的に展開されている方々もい

る。そのような意味での文化の多様性。それから、先ほど出ました「学研」ですよね。大学

も多様な大学がありますが、併せて産業活動も多様です。そういうものがこれからの新しい

100年に向かってどうやって持続していくか、というところを進めていくためには、「市民参

加」ということが非常に重要だと思います。市民参加の流れの中でも、八王子の持っている

魅力をできるだけ 100周年を通じて「見える化」をして、それを市民一人ひとりが自分の誇

りにする、「我が事化（わがことか）」をしながら、多くの人たちと交流しながらつながって

いく。そのようなダイナミズムが 100周年という場で産まれてくると良いのではないかと思

います。そういう意味で、この 100 のイベントをいろいろな場面で、（表示したスライドに

ある）８つのテーマで八王子の持続性を考える、これからの 100年の新しい持続的な魅力を

作っていくという、そういう場にしていく必要があるんじゃないかと思います。池田さんか

ら「みんなで参加しようよ」という呼びかけがありました。 

町田さんから「公園をどんどん使い倒そう」という激励もいただきました。それから、岩

坂さんのように戦略的な交流人口を作るしくみを都市の機能やビジネス開発の中に発想とし

て持ち込もうという提案もありました。これらをぜひ皆様に活かしていただき、100 周年の

場がこれからの八王子の活力を作りあげていく非常に重要なステージになるように、頑張っ

ていただきたいと思います。本日、この檀上にいる方々は、皆、何らかの形で皆様と働いて

いこうという方々ですので、どうぞ、またよろしくお願いします。 

一緒にがんばっていきましょう。 

 

それでは、このリレートークはここで終わりにさせていただきたいと思います。どうも、

ありがとうございました。パネラーの皆さんに拍手をお願いします。 

 

～ 閉会 ～ 

 


