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は じ め に 

 

市では毎年、市政に関わる様々なテーマについて、市長ほか、パネラー、会

場の皆様とともに考える「市民フォーラム・未来を語る」を開催しています。 

今年は、市制施行 100 周年という大きな節目を迎えました。記念の節目にあ

たり、改めて本市の歴史を振り返り、先人たちの功績を讃えるとともに、まち

の魅力を再認識し、その魅力を次世代に伝えていくことを基本理念とし、様々

な市制 100周年記念事業を行います。 

そこで、今回の「市民フォーラム・未来を語る」は、八王子の魅力を引き出

す８つのテーマで開催する「ビジョンフォーラム」のキックオフとして、『輝き

の 100 年に向け、活力ある魅力あふれるまちをめざして』をテーマに開催しま

した。 

本冊子は、フォーラムで討論された内容や、参加者のご意見をまとめたもの

です。ご一読いただき、これからの 100 年に想いをはせながら、市民の皆様が

次の 100 年のまちづくりへの期待や展望について考え、市制 100 周年の様々な

記念事業に参加していただくきっかけになれば幸いです。 

最後に、貴重なご意見を発表していただいた出演者の皆様、そして、会場に

お越しいただいた多くの皆様に心から感謝申しあげます。 

 

平成 29年３月 

 

八王子市 総合経営部 広聴課 
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基調講演講師・パネラー 

三島 由樹さん  
八王子市まちづくりアドバイザー、株式会社フォルク代表取締役 ランドスケープ・アーキテクト、デザイナー 

 
1979年八王子市生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。 
ハーバード大学大学院デザインスクール・ランドスケープアーキテクチャー学科修了（MLA）。 
マイケル・ヴァン・ヴァルケンバーグ・アソシエーツ（MVVA）ニューヨークオフィス、 
東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻助教を経て、2015年 (株)フォルクを設立。  
植栽デザインからパブリックスペースのデザイン、地域デザインなど、国内外における様々な領域・スケールのプ
ロジェクトに携わる。 
慶應義塾大学、千葉大学、東京大学、日本女子大学、前橋工科大学非常勤講師。 

 
モデレーター 

福井 昌平さん  
八王子市市制 100周年記念事業アドバイザー、株式会社コミュニケーション・デザイニング研究所 代表取締役社長 

 
1946年(昭和 21年)鳥取県生まれ。電気通信大学応用電子工学科中退。 
企業・都市・地域の、持続可能な発展に向けた経営戦略としての総合コミュニケーション計画の重要性を提
唱し、「Think タンク」と「Do タンク」を兼ねたトータル・プロデュース・サービスを提供。 
国鉄分割民営化後の共通呼称「JR」、全日空の「ANA」呼称と機体デザイン、「恵比寿ガーデンプレイス」
や「アークヒルズ」のネーミング開発とコミュニケーション戦略をプロデュース。ジャパンエキスポ「山陰・夢みなと博」
と「北九州博覧祭」の企画事業プロデューサー、「愛・地球博」、「平城遷都1300年記念祭」のチーフプロデ
ューサーを歴任。2015 年開催のミラノ万博では、日本政府出展事業の総合プロデューサーを務め、日本の
「食と農」の知恵と技を世界にアピールして金メダル獲得に貢献。 
昨年 5月、第 4回「全広連  日本宣伝賞・特別賞」を受賞。 
八王子商工会議所の特別政策委員と「ファッション都市協議会」特別委員、八王子市産業振興参与、台
湾行政院文化部国際諮問顧問、イベント学会副会長、日本デザインコンサルタント協会副代表 

 
コメンテーター 

青山 佾さん 
八王子 100年応援団、八王子学園都市大学学長、明治大学大学院教授 博士（政治学） 

 
1943年（昭和 18年）生まれ。1967年（昭和 42年）東京都経済局に入庁。 
中央市場・目黒区・政策室・衛生局・都立短大・都市計画局・生活文化局等を経て、高齢者福祉部長、
計画部長、政策報道室理事等を歴任。1999 年（平成 11 年）から 2003 年（平成 15 年）まで石
原慎太郎知事のもとで東京都副知事（危機管理、防災、都市構造、財政等を担当）。専門は、自治
体政策・都市政策・危機管理・日本史人物伝。 
〔主な著書〕「痛恨の江戸東京史」「東京都副知事ノート」「小説 後藤新平」「世界の街角から東京を考
える」「都市のガバナンス」など。 

 
パネラー 

篠崎 ひかるさん 
首都大学東京大学院人文科学研究科社会福祉学教室 修士課程 1年 

 
ゼミ活動の一環としてコミュニティカフェ「みなみおおさまカフェ」を開催。2016年 11月より、月に 1度大学構
内で活動している。 
現在、社会的孤立や貧困を背景とした高齢者による犯罪と社会復帰支援について研究中である。 
 
 
 
 

 

石森 孝志 
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（現在２期目） 
八王子を「活力ある魅力あふれるまち」にするため「攻めのまちづくり」を政治信条に、ソフト・ハードの両面か
ら積極的にまちづくりにまい進。 
平成 27 年４月に中核市移行を実現。2 期目を迎え、市民の皆様に「いつまでも八王子に住み続けたい」
と思っていただける「夢と希望が持てるまちづくり」に全力で取り組む。 



 

 

フォーラムの記録 



 



3 

 

「市民フォーラム・未来を語る」  

輝きの 100年に向け、活力ある魅力あふれるまちをめざして 

～ 開会 ～ 

市長あいさつ 

皆様、こんにちは。市長の石森でございます。本日は、日曜日の何かと

ご多用な中、多くの皆さんにお集まりいただき、ありがとうございます。心から

感謝を申しあげます。 

いよいよ今年は、市制施行 100 周年、本市にとって記念すべき年を迎

えました。100 周年記念事業では、基本理念を「記念の節目にあたり、改

めて本市の歴史を振り返り、先人たちの功績を讃えるとともに、まちの魅力

を再認識し、その魅力を次世代に伝えていく」としています。 

 

昨年は、プレ記念事業として、市民の皆さんとともに100にの

ぼるイベントを実施してまいりました。この中では、歴史を振り返

る取り組みのひとつとして、戦国時代の北条家をゆかりとし、神

奈川県小田原市、そして埼玉県寄居町との新たな姉妹都市

の盟約を締結いたしました。(図 1)そして、八王子まつりの民踊

流しにおけるギネス世界記録の達成は、まさに市民力の結集で 

あり、伝統あるまつりに新たな魅力を伝えていただきました。(図 2) 

そして、今日の市民フォーラムが実質的な、100 周年記念

事業のスタートとなります。今年は、100 プラスアルファとして、節

目の年に相応
ふ さ わ

しい、多彩な記念事業を、市民の皆様とともに、

展開していきたいと考えています。 

まずは、中心的事業である、国内最大規模の花とみどりの祭

典「全国都市緑化はちおうじフェア」です。(図 3)9月 16日から

10月 15日までの 30日間、合計 40万人の来場を見込むこ

の祭典は、富士森公園をメイン会場に、6 か所のサテライト会

場、市内各所のスポット会場など、市域全体での開催となり、

八王子の魅力を全国に発信する絶好の機会となります。 

次に記念事業では、市民・大学・企業など、さまざまな皆様

との協働を基本としており、これを具現化する 3 つの事業を取り

上げます。  
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はじめは、市民自らが提案し実施する、市民提案事業であり

ます。(図 4)歴史や文化、ものづくりなど、幅広い分野にわたる

23 のイベントにおいて、本市の誇る市民力や地域力を存分に

発揮していただきます。 

また、全国有数の学園都市であることも、本市の貴重な財産

でありますが、大学の持つ、優れた英知や技術を活かし、プロジ

ェクションマッピング事業を行います。(図 5) 

そして、8 月の夏休み期間１ヶ月にわたり、自然・芸術文化・

科学など、本市の豊富な地域資源を活かし、市内を巡り、さま

ざまな体験を通じて楽しみながら学ぶ「体験楽習フェスティバル」

など、本市の魅力を再認識していただけるようなプログラムを展開

してまいります。(図 6) 

また 100 周年では、世界に目を向けることも重要となります。

5 月にエスフォルタアリーナ八王子で開催される「ボルダリング・ワ

ールドカップ八王子 2017」は、そのひとつであります。(図 7)スポ

ーツクライミングが 2020 年の東京オリンピックの追加競技として

決定後、国内で初めて開催されるワールドカップであり、世界 20

か国から約 120 名の選手が参加いたします。世界規模の競技

を間近で見ることができるとともに、運営に携わるといった経験が

できるこの大会は、東京オリンピック・パラリンピックにつながる事業

として、大きな期待を寄せているところです。 

このように、さまざまな事業を展開する中で欠かせないのが、こ

れからの 100 年を牽引していく子どもたちであります。ぜひ多くの

プログラムに参加し、この 100周年をともに祝い、これからの八王

子の姿を考えていただきたいと思います。 

そのプログラムの一つが、本日の市民フォーラムをキックオフとす

る「ビジョンフォーラム」となります。八王子の魅力を引き出す 8 つ

のテーマのもと、あらかじめ子どもたちが、ワークショップを通じて出

た意見や提案を各フォーラムに投げかけます。(図 8)この意見を

大人がしっかりと聞き入れ、まちの未来につなげる提言を行ってい

くものであります。そして、ラストとなる「子どもミライフォーラム」では、

子どもが参加するまちづくりを考えたうえで、子どもたちが伝えたい

八王子の魅力を語り合い、結びといたします。 

ここからはじまる 100 周年記念事業。本日お越しいただいた

皆様をはじめ、多くの市民の皆様も、さまざまなかたちで記念事

業にご参加いただくことをお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただ

きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

※ 詳細は巻末資料をご覧ください。 



5 

 

オープニングセレモニー  

市立川口中学校 和太鼓部演奏 
 

 

♫ 演奏曲 

むげん 

天真爛漫 
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基調講演 「これからはじまる次の 100 年のまちづくり」 

講師 三島
み し ま

 由樹
よ し き

さん（八王子市まちづくりアドバイザー） 

 

皆さん、こんにちは。三島と申します。八王子市の市制 100 周年、

誠におめでとうございます。 

今日は、「これからはじまる次の 100 年のまちづくり」ということで、と

ても大きなタイトルではありますが、会場を見ると、ご年配の方から若い

方まで、色々な世代の方がお集まりいただいておりますので、これまで

私が取り組んできた仕事を通じて考えてきたことをわかりやすくお話しさ

せていただきます。 

まずは、簡単に自己紹介をいたします。私は八王子生まれ八王子

育ちです。生まれたのは上野町、八王子駅と西八王子駅の中間に

当たるところです。そこから、桑都保育園、本町幼稚園、第七小学校、第六中学校、八王子東高

校、慶應大学と、高校までは八王子で育ちました。 

その後、アメリカに留学する機会をいただき、向

こうで働いて帰ってきたのですが、２年前に、フォル

クという会社を立ち上げました。フォルクという会社

が何をやっているのかというと「ランドスケープデザイン」

です。この「ランドスケープデザイン」という言葉を聞

いたことがある方はどのくらいいらっしゃいますか。

（会場挙手） 

５％くらいはいますね。説明するのが難しい仕

事だと思うのですが、多様な領域にまたがった仕事

をしています。(図 1)まちづくりや、都市計画、ソー

シャルデザインなど、今とても社会に求められている

ような仕事に取り組ませていただいています。 

 

また、ランドスケープデザインという分野について、

どう説明するとわかりやすいか考えたのですが、これ

は将棋に例えるとわかりやすいかなと思っています。

(図 2) 

例えば、将棋をまちを構成するデザインの分野に

例えたときに、「建築」は「駒」と同じです。将棋に

色々な駒があるように色々な建築があります。「都

市計画」というのは、将棋の「ルール」、将棋の「マス」

と同じだと思っています。そして、ランドスケープデザイ

ンは一般的には、「緑」をまちに植えていくという仕

事だと思われていると思いますが、私としては、そうで

はなく「将棋盤」をつくるというイメージで仕事をしています。これは、都市が成立する「基盤」をつくると

いうイメージを持っていただければと良いと思います。  

■ランドスケープデザインとは 
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これをもう少し気楽に言うと、暮らしの「生地」をつくるイメージになるのかと思っています。生地という

のは、例えば、ピザの生地のイメージがあると思いますが、将棋の土台と同じように、色々なものを受け

とめる素材ということです。生地という言葉はすごく良い言葉だと思っていて、生きている地面を扱うとい

うことにもなります。したがって、生きている地面をどうデザインするのかということがランドスケープデザイン

であると私は考えています。 

■次の 100 年の生地づくりに向けた３つの考え方  

次の 100 年の生地づくりに向けた考え方という

ことで、今日は３つのお話をさせていただきます。１

つ目は、「ふるさと、あたらしさと」ということで、古いも

のと新しいものについてどう考えたらよいか。２つ目

は、「まちをひらき、みんなで考える」。まちづくりをこ

れから行っていくときに、どんな人たちとどんなことを

考えていったらよいかということです。そして、３つ目

にまちをつくっていく上で、どんな文化をつくり、どのよ

うにつないでいくかということをお話ししたいと思ってい

ます。(図 3) 

■ふるさ 

まず、「ふるさ」について。私はもう 10年以上前になりますが、アメリカのボストンに留学していました。

これ(図 4)は飛行機から見たボストンの街並みですが、新しいものと古いものがうまく混ざり合ったまち

です。このまちにあるハーバード大学大学院デザインスクールに通っていたのですが、ハーバード大学のキ

ャンパス自体は 400 年くらいの歴史があります。昔の建物などを大事にしながらも、施設としては最新

のものがあって、古いものと新しいものが共存していました。 

留学時代にまちについて印象に残ったことは、ボストンはまちの基盤がしっかりしているということでし

た。右下の写真(図 5)は、ボストンにある公園の写真ですが、これは 150年くらい前につくられたもので、

ずっと愛されていて、古いものとして廃れていくのではなく、常に新鮮なイメージでまちの人の生活を潤し

ている、そういったイメージを持ちました。  
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ボストンの公園に興味を持って、この公園は誰

がつくったのか調べたところ、フレデリック・ロー・オルム

ステッド（Frederick Law Olmsted）という方

に行き当たりました。(図 6)アメリカでは「公園の父」

みたいに言われている人です。この方が発明したも

ので皆さんご存じのものの一つに「セントラルパーク」

があります。これはニューヨークにある 380ヘクタール

くらいある大きな公園ですが、この方が若干 30 歳

くらいでデザインしてつくりました。 

 

 

この方のユニークなところは、ただ緑をつくろうと

思って公園をつくったわけではないということです。こ

の方の興味というのは、むしろ公園が必要とされた

社会背景にありました。当時のニューヨークの様子

ですが、見てわかるように人がごみごみしています。

(図 7)当時人口が爆発的に増大していた時代で

した。そして、基本的な環境インフラが整っていな

かったので、馬が路上で死んでいます。環境衛生

が非常に劣悪な時代で、ニューヨークで人が住み

続けるためには、何があったらよいのかということの

問題解決のアプローチとして公園があったということ

です。 

 

環境衛生問題のアプローチと同じように、オル

ムステッドが公園を通じて取り組んだことのもう一

つの課題が人種差別問題でした。これはオルムス

テッドが書いた本なのですが、アメリカ南部の奴隷

の問題について書いています。(図 8)なぜ奴隷と

公園が関係あるかということですが、公園は誰も

お金を払わずに、どんな人でも楽しめる施設であり、

そういった民主的な施設は今までなかったからです。

したがって、オルムステッドにとっては、環境衛生問

題の解決と、人種差別問題、この２つの問題へ

の回答として「公園」というものがあったということで

した。 
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■まちの骨格をつくる緑地、エメラルド・ネックレス  

 

セントラルパークをつくった後に、オルムステッドが

ボストンにつくった公園があります。それは「エメラル

ド・ネックレス」と呼ばれているものです。(図 9)これ

は今日の話に関係し、まちの骨格をつくる緑とな

っています。一つの公園ではなく、公園のネットワ

ークです。このエメラルド・ネックレスは 150 年経っ

た今でも、しっかりとまちの中に存在していて、つく

られた当時と同じように、また魅力を増しながら、

ボストンというまちの骨格をつくっています。 

 

 

■八王子の骨格  

ボストンが良いまちであるというのは、やはりエメラ

ルド・ネックレスが骨格として長い間機能していると

いうことが大きいと思います。翻って、八王子のまち

を見たときに、これからの 100 年のまちづくりを考え

ていく上で、大切にしなければいけない「八王子の

まちの骨格」とは何だろうと考えてみました。 

そして、難しいことを考える前に、私の好きな八

王子の風景から考えてみました。これらが私の好き

な八王子の風景です。４つの写真(図 10)ですが、

皆さんは何がポイントになっているかおわかりでしょう

か。私が大好きなのは八王子の道の向こうに見え

る山なのです。八王子は真っすぐな道が通っていて、その向こうに必ず山が見える。八王子から離れて

住んでいる今でも、この山を見ると、ああ、帰ってきたなと思います。これは、骨格を考える上でのヒント

になるのではないかと思っています。 

 

■当たり前のものを磨き続ける 

その骨格はどうやってつくられてきたかというと、や

はり歴史をひもとく必要があります。私も数年前ま

で知らなかったのですが、大久保長安（おおくぼ 

ながやす）さんの仕事が大きいと思っています。江

戸時代につくられた甲州街道と浅川との関係性

ですね。(図 11)この時代につくられた、およそ 400

年の歴史のあるまちの骨格を大事していく必要が

あるのではないかと思っています。 
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それだけではなく、もう一つ、近代でも八王子に

は大事な骨格があると思っています。それは、この

石川栄耀（いしかわ  えいよう）という方が戦災

復興でつくった都市計画です。(図 12)皆さんご存

じのユーロード、アイロード、とちの木通りですね。こ

れは都市計画的に見て、ものすごいレガシーなん

です。したがって、この甲州街道、江戸時代につく

られた骨格と近年につくられた骨格、これらを当た

り前のものとして見るのではなく、改めて磨き直して

いく必要があるのではないかと思っています。 

 

中心市街地の話をしましたが、八王子はとても

大きいまちであるため、八王子に共通する骨格と

は何かを考えるとき、河川網と、山々、丘陵という

ものが、みんなが同じ原風景として共感できる骨

格なのではないかと思っています。やはり八王子が

100 年を考えていく上で大事になるのは、こういっ

た自然や人々がつくり上げた計画の骨格というも

のなのではないかと思います。これは多摩丘陵部

における名所案内ですが、そういったものにも丘陵

部と川と軸線が明瞭に書かれています。(図 13) 

当たり前のものを磨き続ける。私も最近まで詳

しく大久保長安さんのことなどは知りませんでしたが、

当たり前にある歴史の遺産というものを、大事に

磨き続けるということが大事なのではないでしょう

か。 

 

■あたらしさ 

続きまして、「あたらしさ」についてです。古いものだけではなくて、まちには新しいものが必要です。私

は留学時代に、２年間、４つの設計課題に取り組みました。その４つの設計課題に共通してあった

テーマというものがあります。それは、もう使えなくなってしまったもの、この時代に合わなくなってしまったも

のをいかに再生するかということです。ボストン最古の下水処理場、ロードアイランドという地区にある地

区最大のごみ処理場、ワシントンＤＣにあるもうほとんど廃れてしまったウオーターフロントの商店街、そ

れと、ゴールドラッシュという言葉を聞いたことがあると思いますが、コロラド州にある金鉱山の廃山された

跡です。 
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私がニューヨークで働き出してからも同じようなテ

ーマで仕事をしていました。これは私が当時関わっ

ていた一番大きなプロジェクトである、ブルックリンブ

リッジパーク（Brooklyn Bridge Park）です。

ブルックリンにある使われなくなった工業用倉庫など

を公園につくりかえるというプロジェクトです。使われ

なくなってしまったものに、全く新しい、かつ社会に

必ず必要とされているものをつくるということが大事

なのではないでしょうか。これはオープンした 2012

年の様子です。今では本当に昔からあったように

皆さんに愛されて、これから 100 年くらいは続くよう

な、まちのインフラになっています。(図 14) 

 

日本に帰ってきてからは、未来について考える

機会や仕事が多くありました。これは実際に何かを

つくったプロジェクトではなく、造園学会といって、ラ

ンドスケープの学会で私が皆さんと取り組んだコン

テストです。造園学会の 90 周年コンテストで、

2105 年、「公園のない／ある未来」ということを

企画して、コンテストを実施しました。(図 15)これ

は、国際コンペにしたのですが、世界から 600 のエ

ントリーがあり、66 カ国、世界の大体３分の１くら

いの国の方々からの応募があったコンペでした。 

 

ここで扱ったテーマ、「公園のない／ある未来」

のきっかけになったのは井下清（いのした きよし）

さんという方です。(図 16)この方は井の頭公園を

つくった方としておなじみだと思うのですが、この方が

若いときに、「100 年後には公園はなくなる」という

文章を書いています。図書館で読んだときに、ラデ

ィカル（革新的）な格好いい文章だと思い、やは

り未来を考えるときには、今あるものを当たり前とし

ないで、100 年後どうなっていたらよいのだろうか、

100 年後の当たり前は何かということを発想する

ことが大事かと思いました。 
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■まちと文化と大地を耕す丘をつくる  

これは八王子のプロジェクトで、私が東京大学

の都市工学科で教員をしていたときに取り組んだ

演習です。これも未来のことを考える演習で、

2050 年の八王子駅前「自然と生きる都市」と

いうタイトルで、八王子の駅前について考えました。

(図 17) 

私は当時、八王子といったらどういったイメージ

なのかということが気になり、Google で「八王子」

と検索すると、駅前の昔のそごう、今はセレオの建

物がありますが、駅前の写真が多く出てきます。や

はり駅前は八王子の顔なんですね。その八王子

の駅前を根っこから新しくするデザインというのは何

なのかということを学生の皆さんと考えてみました。 

 

そこで、テーマとしたのが「まちと文化と大地を耕

す丘をつくる」です。これは学生さんが描いてくれた

ダイアグラム（図表）ですが、線路の上に大きな

丘をつくろうというプロジェクトです。当然、ビジネス

のことを考えなければいけないので、大きな建物を

建てるのですが、八王子の駅をおりると、まずそこ

が丘になっているという駅を考えました。(図 18) 

実現性は考えずに、ただ根っこから八王子の新

しい顔というものを考えると、どういうことが考えられ

るのだろうかという提案をしました。これを見てもらっ

たら八王子の方々はどう思うだろうと思い、現地

発表会も行いました。皆さん驚いていたと同時に、

こんなのできるはずないという批判も多くいただきま

したが、今まで考えたことがなかったことを一緒に考

えることが、やはり大事だと思いました。そういった

一つのいいきっかけになったかと思います。(図 19) 
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■まちをひらき、みんなで考える 

２番目のポイント、「まちをひらき、みんなで考え

る」です。未来を考えるときに、誰がどういう形で考

えていったらよいのかということです。 

私は今、ランドスケープデザインの仕事をしてい

ますが、一方で、まちづくりの仕事が増えてきていま

す。ただのまちづくりではなくて、石川県の袋板屋

（ふくろいたや）のプロジェクトと加賀市のプロジェ

クトです。(図 20)これらに共通するところは、学生

と一緒に考えるというところです。 

袋板屋は、私が昔住んでいた八王子市の上

野町みたいな感じで自治会から、一方で加賀市は、加賀市役所から仕事を頼まれています。一方

は自治会から、一方は自治体から頼まれた仕事ですが、両方とも同じアプローチで取り組んでいます。

自治会だけれども自治体のようなプランニングをしたり、自治体からの仕事だけれども、ローカルに根差

した自治会レベルの草の根の計画をするという、そういった自治会以上自治体未満のアプローチが大

事なのではないかと思っています。 

 

もう一つは、多地域、多世代の視点です。多地域というのは、この２つのプロジェクトは学生が集ま

って一緒に取り組んでいますが、例えば石川県であればそこの学生だけではなく、全国から学生を集め

ています。学生は交通費を自ら払って来てくれていて、小さな町のことを全国のみんなで考えるというこ

とが当たり前に、重要になってきている時代なのではないかと思っています。  

多世代というのは、今回のフォーラムの一つのテーマでもありますが、子どもから大人、年配の方まで

一緒に考えるということです。それをこの２地域のプロジェクトでは取り組んでいます。何を目指している

かというと、「新しい自治のかたちと未来を描く仕組みづくり」とは何かということを考えてプロジェクトをし

ています。 

コンパクトシティということばを聞いたことがある方

もいると思いますが、金沢市がコンパクトになってい

く端に袋板屋は位置しています。したがって、金

沢市は袋板屋の未来のことを考えてくれないので、

自分たちで未来のことを考えなければいけないとい

う背景があります。また、加賀市は、石川県のな

かでは一番人口減少のスピードが速いというデー

タが出ています。それぞれ課題は違いますが、こう

いったものを背景にプロジェクトをさせていただいて

います。(図 21)  



14 

学生の集め方についてですが、これは袋板屋のプロジェクトで関わってくれている慶應大学の学生が

描いてくれたチラシです。(図 22)こういったものを毎回つくって、フェイスブックや、SNS で発信して集めて

います。毎回イベントで大体 15 名くらいは来てくれています。また、これは加賀市のプロジェクトでつくっ

ているチラシです。(図 23)まだこれら２つのプロジェクトは始めて１年くらいですが、地域の新聞などでも

取り上げていただき、少しずつ成果を出しているところです。 

 

ここで映像を見てもらいたいと思います。 

（映像上映） 

これは袋板屋のプロジェクトの映像です。 

袋板屋のまちで使われなくなってしまった山道を学生と地域の皆さんの協働によるプロジェクトで、２

泊３日のワークショップで再生させたものです。学生は自分で交通費を払って来ます。来てからは地

域の方に宿とご飯を提供してもらい、地域と学生の皆さんが一緒になって２泊３日を過ごし、まちを

少しずつ変えていくという取り組みを行っています。そして、地域の子どもも一緒に入り、若い世代から

ご年配の方まで、みんなで手を貸してまちづくりをしています。 

また、映像記録もすごく大事だと思っていて、これはプロのカメラマンに撮ってもらっているのですが、撮

ってもらったものをYoutube
ユ ー チ ュ ー ブ

や SNS で流し、それを見て、また学生に来てもらうような仕組みづくりをし

ています。 

最近の学生は、初めて来た地域でもすぐ地元の方と仲よくなります。そして、学生が地域を助けて

はいるのですが、学生側はプロジェクトを通じて、大学よりも多くのことを学べると言ってくれています。 

袋板屋だけでも過去５回くらい大学生のイベントを実施しましたが、総勢 50 名くらいの学生が来

てくれています。東京大学、慶應大学、早稲田大学等、首都圏の学生が多く、地域づくりの実践の

舞台を求めた学生が来てくれています。 

（映像終了）  



15 

現在、そのままプロジェクトが続いており、例えば

本当であれば自治体が書いてくれるようなマスター

プラン的なものを自分たちで書いたり、ホームページ

をオープンさせたり、アクションプランをつくったり、小さ

なコミュニティですが、新しい自治の仕組み、みんな

で考えて自分たちのコミュニティを自分たちでつくる

というプロジェクトを進めています。(図 24) 

まとめとしては、「オープンな創造のプラットフォー

ムをつくる」ということと、「八王子をみんなの八王

子にしてしまう」ということが大事なのではないかと

思っています。 

私も八王子の人間なのでわかるんですが、八王子の人々は地元愛がものすごく強いんですね。ただ、

八王子もこれから人口減少の時代を必ず迎えます。そのときに、八王子の未来というものを、八王子

の人だけで考えるんじゃなくて、外の地域の人、それこそ海外の人も含めて、いろんな人を巻き込んで

考えていくということが大事なのではないかと思っています。 

 

■文化をつなぐ、文化でつなぐ 

最後のトピック「文化をつなぐ、文化でつなぐ」です。なぜ、文化というものが大事かと思ったきっかけ

ですが、私が仕事上頻繁に使う「自然」という言葉があります。皆さんは自然という言葉の対義語を

ご存じですか。私も全然知らなかったのですが、自然の対義語は「カルチャー」なんですね。私自身、

緑ばかりつくってもだめなんじゃないかと思っていたときにこの対義語の存在に出会い、自然だけではなく

て文化も一緒につくっていく必要があり、大事なの

ではないかと思いました。 

そして、自然と文化を掛け合わせた用語として、

何がキーワードとしてあるかと思ったときに見つけたの

がこの２つです。(図 25)皆さんも親しみがあると思

いますが、「園芸」という言葉、それからあまり親しみ

がないかもしれないですが「樹芸（じゅげい）」とい

う言葉です。人と自然の関係をつくる概念があるこ

とがわかります。 

私自身、自然と人の関係をどうつくっていくかと

いうことを、Tokyo Street Garden（トウキョウ 

ストリート ガーデン）というプロジェクトで進めており、

「江戸・東京の園芸文化を継承・発展させる」と

いうものです。 
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これ(図 26)は、私の現在の地元の谷中というところです。下町の風景から緑がなくなったらどう見え

るかということですが、こうなるんですね。(図 27)実際の緑をどかしてもらったわけではなく、コンピューター

で加工したんですけれども、ここで私が思ったのは、緑がなくなったことで人の気配が全くなくなってしまっ

たと思いました。それからまちの個性もです。したがって、緑というのは文化と結びついているすごく重要

なキーワードなのではないかと思っています。 

 

そこで今、まちにある植木鉢を借りて集めて、ギ

ャラリーで展示するというイベントを展開しています。

(図 28)これが意外に好評でして、当たり前のもの

をこういった角度で見ると、何でこんなに美しいんだ

というようなコメントをたくさんいただきました。そして、

これを見てくださった方から、今度は三越でやりま

せんかと言われ、三越で植木鉢展示ってどうなん

だろうと思ったのですが、求められているのであれば

やりましょうということでやってみました。 

 

このときも学生の皆さんなどと一緒に日本橋のまちを歩き、借りれたらよさそうな植木鉢を探して、

恐れ多くも三越の中に展示しました。(図 29、30)シャネルなどのブランド店が並んでいる中に植木鉢が

並んでいる今までとは違った光景ではありますが、こういった人と緑の関係づくりというのが求められてい

る時代なのだと思っています。  
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また、今現在進行しているプロジェクトとしては、実際に Tokyo Street Garden のガーデンをつ

くってみようということで、上野桜木に桜緑荘（おうえんそう）という築 100 年くらいの民家があるので

すが、今、空き家になっていて、ここの庭を Tokyo Street Garden の庭としてデザインしています。

(図 31、32)少しずつブロック塀を取って、生け垣にするところから始め、最終的にはこのようなみんなの

庭というものをつくろうと思っています。(図 33) 

 

ここで大事なのは、緑があるというだけでなく、

植木棚があるんですけども、ここに地域の人々に

植木鉢を持ってきてもらおうと思っています。みん

なが植木鉢を持ってきて、それぞれの植物の知

識や情報を持ち寄って、そこから園芸文化を新

しくつくっていくような、そういった取り組みをしよう

と思っています。 

 

 

 

次に、私の大好きなこの分野の先生である

進士五十八（しんじ いそや）先生という方の

言葉です。(図 34)「大切なのはありのままの自

然ではなく、自然を活かした生活を実現する人

間の創造力」であるとおっしゃっております。ここに

は、いかに緑とか物に対して手を加えるか、手間

をかけるか。つまり関係性をつくるかということがポ

イントなんだよと。これはすごく私も重要なことだと

思っています。 
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■まとめ 

最初にまちの骨格の話をしましたが、やはり八王子の未来を考える上で、まず大事になってくるのは、

まちの骨格とは何なのかということをみんなで考えるということだと思います。  

次に、この８つの丸は、ビジョンフォーラムのトピ

ックになっています。(図 35)それぞれを個別に考え

るのではなく、それらをつなぐ八王子独自の文化と

ともに考えていくというのが大事ではないかと思って

います。したがって、産業振興の八王子ならでは

の文化というのは何なのかというのを考えると同時

に、これらをつなぐ八王子ならではの文化ということ

は何なのかということを考えると良いのではないかと

思っています。 

 

最後に、まちの骨格と八王子がこれからやろうとしていく、つくっていこうとしている文化を、八王子の

中でとどめないで、外に開く。八王子のことを好きになってくれる人は世界に大勢いると思っています。そ

ういった方々と積極的に共有して、共感して、ともにつくっていく。そういった未来をこの次の 100 年で

皆さんと考えていけたら良いのではないかと思っています。ありがとうございました。 
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子ども絵画コンテスト  
登壇者  

横山第一小学校６年生  千賀
せ ん が

 香凛
か り ん

さん 

椚田小学校３年生  斧田
お の だ

 侑
ゆ う

隼
と

さん 

甲ノ原中学校２年生  齋藤
さ い と う

 彩
あ や

花
か

さん 

モデレーター 

市制 100 周年記念事業アドバイザー 福井  昌平さん 

 

【モデレーター 福井氏】 

皆さん、こんにちは。 

これからパネルディスカッションを始めたいと思います。最初に、先ほど三

島さんから、これからの地域づくりには、地域の多様性、それからいろんな

世代が一緒になって地域づくりを進めていかなければいけないのではないか

という提案がありました。また、市長からは、市制 100 周年記念事業の

中で、できるだけ次の世代の考え方を積極的に取り入れるというお話がご

ざいました。そういう意味では、市制 100 周年記念事業は、「次世代視

線」が大事なのではないかと思います。 

ふだんは、市の行政を俯瞰しようとか、あるいは住民の声を聞こうという形で、いろいろな活動がなさ

れていますが、次の 100 年を考えるという重要なタイミングですから、できるだけ次の時代を担う「次世

代視線」、「次世代目線」を大事にした事業にしていただきたいと、三島さんのお話を聞きながら思い

ました。 

 

市では昨年、市制 100 周年記念のプレ事業

として「子ども絵画コンテスト」を実施しました。テー

マは「大切にしたい八王子の今」、「20 年後の八

王子」とし、小学生、中学生からたくさんの応募を

いただきました。今日は３人の子どもたちに参加し

ていただき、描いた思いを伺いたいと思っています。

本当はもう一人中学生が参加する予定だったの

ですが、インフルエンザで来られないということで、後

ほど私から絵の紹介させていただきます。 

それでは、お名前を呼びますから、自分の絵が

映されたら、どんな思いで描いたのか説明していた

だきたいと思います。 
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【千賀香凛さん】 

私は、八王子まつりの山車を描きました。八王子の大好きなところです。迫力と活気があり、浴衣

の人々と笑顔がたくさんあふれているところだからです。 

【モデレーター 福井氏】 

ありがとうございました。八王子まつりの山車の絵で、ひょっとこやお面を持った人が踊ったり、山車だ

けが練り歩くという絵はよく見ますが、ここまで描かれているのは珍しいのではないでしょうか。やっぱり八

王子まつりが好きですか。 

【千賀香凛さん】 

はい。 

【モデレーター 福井氏】 

そうですか。どうもありがとうございました。 

では、続いて斧田侑隼さん、お願いします。 

  

じまんの八王子祭り 
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【斧田侑隼さん】  

僕は、20 年後の八王子をテーマにこの絵を描きました。僕は宇宙が大好きで、いつか宇宙に行け

たらいいなと思っています。しかも、自分の住む八王子の高尾山から家族みんなで宇宙旅行ができる

宇宙エレベーターがあったらいいなと思いました。そんな夢のあるまち、みんなで盛り上げるまちになったら、

とってもうれしいなと思います。また、高尾山のブナの木などすばらしい自然やムササビなどの生き物も大

切に残していけたらなと思い絵に描きました。 

【モデレーター 福井氏】 

20 年後にこれができたら、相模原にリニア新幹線の駅ができたとしても全然問題にならないくらい、

すごい感じになってしまうだろうと思いましたね。どうもありがとうございました。 

それでは、齋藤彩花さん、よろしくお願いします。  

家族で宇宙旅行  



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【齋藤彩花さん】 

 私は、八王子には自然があるところがすごく良いと思うので、自然をテーマに実際にある公園をもとに

してこの絵を描きました。 

【モデレーター 福井氏】 

これは恋人同士それとも親子ですか。 

【齋藤彩花さん】 

友達です。 

【モデレーター 福井氏】 

仲の良い友達同士なのですね、わかりました。どうもありがとうございました。 

それでは、もう一人、インフルエンザで来られなかった中山中学校２年の吉村修秀さんから手紙を

いただいていますので読み上げさせていただきます。 

  

八王子の自然  
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【吉村
よ し む ら

修
の ぶ

秀
ひ で

さんからの手紙】 

この絵の題名となった「絹の道」についてまず説明します。絹の道とは、絹を運ぶことに由来する道の

呼び方です。世界ではシルクロードとして、中国からの道が有名ですが、日本では生糸の輸出のため

に八王子市と横浜市を結んだ道を指します。八王子は関東の生糸が集まってくるところで、「桑の都」

と書いて「そうと」とも呼ばれていました。 

次に、この絹の道を私がなぜ描いたかを説明します。この絵は、大塚山公園道了堂跡付近で「絹

の道」という石碑が立っているところです。この場所が私の家の近くで、何度も行ったことのある身近な

場所なのです。絹の道は薄暗い道ですが、木々の間から木漏れ日が差し込み、美しいなと感じてい

ました。 

100 年以上前からこの道をたくさんの人々が生糸を運び、それが日本の発展につながりました。私

にとって身近で、歴史の深いこの道が、これからもずっと残ってほしいと思い、この絵を描きました。このこ

とで皆さんに絹の道を知っていただけたらうれしく思います。 

これで私の説明は終わります。インフルエンザにかかり、参加できず申しわけありません。  

【モデレーター 福井氏】 

心遣いがすごいですね。小学生、中学生に描いていただいた絵は、開演前や休憩時間にもスクリ

ーンに投影されていましたが、市長、市民の皆さんに見ていただく機会は進めていらっしゃるんですね。 

【石森市長】 

進めていると思います。 

【モデレーター 福井氏】 

ぜひ、今日お集まりの皆さんも、機会があれば絵を見ていただきたいと思います。 

それでは、会場の皆さん、参加していただいた子どもたちにあたたかい拍手をお願いします。どうもあり

がとうございました。 

絹の道・木漏れ日 
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パネルディスカッション  
モデレーター 

市制 100 周年記念事業アドバイザー 福井
ふ く い

 昌平
しょうへい

さん 

コメンテーター 

八王子 100 年応援団、八王子学園都市大学学長  青山
あ お や ま

 佾
やすし

さん 

パネラー 

八王子市まちづくりアドバイザー 三島
み し ま

 由樹
よ し き

さん 

首都大学東京大学院  修士課程 1 年  篠崎
し の ざ き

 ひかるさん 

八王子市長  石森
い し も り

 孝
た か

志
ゆ き

 

 

【モデレーター 福井氏】 

それでは、これからパネルディスカッションに入りたいと思います。パネラーは、先ほど基調講演していた

だいた三島由樹さんと、それから篠崎ひかるさんのお二人です。  

どちらも大学院生あるいは大学を出て社会に出られ、活躍されている若い世代です。実際に今、

八王子のまちの中で、具体的なプロジェクトを進めながら展開されています。規模の大小はあるかと思

いますが、八王子のまちに根づきながらどんな活動をしているのかということを軸に、これからの 100 年と

いうものについての視点を語っていただきたいと思います。 

先ほど三島さんが基調講演でお話しされたので、先に篠崎さんが取り組んでいる活動をベースにし

ながら、こんなまちになってもらいたいという提言をしていただこうと思います。 

では、篠崎さん、よろしくお願いします。 
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【パネラー 篠崎氏】 

皆さん、こんにちは。首都大学東京人文科学研究科修士１年の篠

崎ひかると申します。よろしくお願いいたします。まだ学生で、あまりこのよう

な場で発表したことがないので、本日は大変緊張しています。私は首都

大学東京で社会福祉を研究しており、特に高齢者福祉を研究するゼミ

に所属しています。 

その関係で、首都大学東京と、首都大学東京のある南大沢地域で、

さまざまな団体と協働で立ち上げた「みなみおおさまカフェ」というコミュニティ

カフェについて、本日はご報告をします。よろしくお願いいたします。 

 

■みなみおおさまカフェとは 

まず、みなみおおさまカフェという

のは、そもそもどういうカフェかについ

てですが、首都大学東京（旧都

立大学）の教職員、学生、地域

包括支援センター（高齢者あんし

ん相談センター）南大沢をはじめと

して、市の高齢者福祉課や、市民

活動協議会、民生・児童委員と

社会福祉協議会、保健福祉セン

ター、それから「南大沢を知ってほし

い会」という市民団体の代表の方など、さまざまな地域の団体が協働で立ち上げたコミュニティカフェの

プロジェクトになります。 

 

■コミュニティカフェとは 

先ほどから「コミュニティカフェ」と言っていますが、あまり耳なじみのない方もいらっしゃると思います。コミ

ュニティカフェとは、例えば、公益社団法人長寿社会文化協会による定義では、地域社会の「たまり

場」、また「居場所」などと定義されていますが、簡単に言うと、まちなかにある喫茶店やカフェとは違い

営利目的ではなく、カフェという場でお茶を飲むことを通して、地域住民の交流を図ったり、例えば子

育て支援や介護疲れの防止のためにご家族で話し合う場にしたりという課題解決の場であったり、地

域の仲間づくりであったり、そういった場として活用する地域資源としてのカフェのことを言います。  
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■みなみおおさまカフェ誕生のきっかけ 

それでは、なぜ南大沢地域でみなみおおさまカフェを開催するに至ったのかについてお話をしたいと思

います。 

まず、南大沢地域の特徴として、

駅前はアウトレットがあったり、新しく

開発されたような地域であり、逆に

鑓水などのエリアは昔ながらのカヤぶ

き屋根の小泉家屋敷があったりな

ど、新しい地域と旧地域が共存し

ているような地域であるということが

１点目。２点目に、例えば新地

域の課題としては、マンションがとて

も多く、南大沢が開発されたときに

一気に引っ越してこられたようなご家庭が多く、なかなか横同士の住民のつながりが築きづらいという課

題が挙げられます。３点目として、旧来の地域では昔ながらの住民同士のつながりはありますが、買い

物難民などの新たな課題が高齢化に伴って出てきています。また４点目として、現在、南大沢地域

は、高齢者あんしん相談センターがある日常生活圏域の中で一番高齢化率が低い地域にはなって

いますが、新しく引っ越してこられた世代の方がこれから定年を迎え、今後急速に高齢化すると予想

されている地域でもあります。こういった状況の中で、まず横のつながりをつくらなければいけないといった、

社会的孤立の防止が課題になっている地域です。 

 

このような経緯から、南大沢地

域の中に、誰でも気軽にお茶を飲

みながら話をして、ほっと一息つける

ような場所をつくったほうがいいので

はないか、そういう場としてコミュニテ

ィカフェというものが良い案なのでは

ないかという話が、私の指導教諭で

ある首都大学東京の高齢者福祉

を専門とされている和気純子（わ

けじゅんこ）先生と、高齢者あんし

ん相談センター南大沢との間で出

されました。 

カフェをつくるなら、南大沢地域の特徴的な地域資源として、皆さんがアクセスしやすい場所にある

首都大を活用し、学生にも参加してもらい、高齢者の方だけではなく、子育て世代や、先ほどの基

調講演の中でお話がありましたが、多世代交流を図れるような場所を大学の中につくっていこうという

ことで、行政や地域住民の方など、多くの方に企画会議から参加していただき、首都大の中でカフェ

がスタートすることになりました。 
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■開催までのあゆみ 

実際のカフェの様子をお話しする前

に、第１回目のカフェがどのように開催

されていったかというあゆみをご紹介し

たいと思います。 

昨年の４月から月に一度企画会

議を開催し、どういうカフェにしたいか、

カフェの名前はどうするか、飲み物は

何を出したいかなど、カフェの開催に向

けて学生を含め多くの方たちと話し合

いました。この会議の中で、「南大沢

を知ってほしい会」の「みなみおおさま」というゆるキャラがあるというのを知り、これをモチーフにして「みな

みおおさまカフェ」が良いのではないかということで、親しみやすいゆるキャラを使ったカフェをつくるということ

にしました。 

右の写真（上記スライド右）では、私の同級生が立って話をしていますが、学生だからといってよい

意味で遠慮しなくてもよい空気というか、本当にさまざまな世代の方がいらっしゃいますが、学生の意

見を尊重していただき、暖かい空気の中で、皆で自由に発想を出してカフェをつくっています。 

 

夏ごろには地域めぐりを行いました。私たちは南大沢以外の地域から通学している教職員や学生

がほとんどなので、南大沢とはどういうところなのか、駅前のアウトレットしか知らない状況であったので、

車で地域をいろいろ回り、こんな自然があるところもあるんだとか、そういった地域のイメージづくりをしま

した。 

また、宣伝ということで、市内の

さまざまな市民団体の方が出店

する「お父さんお帰りなさいパーティ

ー」、略して「おとパ」ＩＮ南大沢

で、宣伝も兼ねてプレオープンを行

いました。 

当日は高齢者あんしん相談セ

ンターや市の高齢者福祉課の相

談ブースも設置し、悩みを抱えて

いたり、サポートが必要と思われる

方はすぐ相談に行けるような環境

づくりも行いました。赤のエプロンと赤のバンダナというのが私たちスタッフの目印となっています。 
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■みなみおおさまカフェの様子  

実際のカフェの様子ですが、昨年の 11 月から毎月火曜日の午前中、10 時から 12 時に首都大

学東京の 91 年館で開催しています。本年度の開催は 91 年館で行いますが、４月以降の会場は

調整中です。 

カフェは参加費 100 円でおかわり自由です。飲み物は、日本茶・中国茶・コーヒー・ジュースなどを

提供しており、「いちょう公房ゆぎ」という障がい者の就労支援施設のお菓子も提供しています。内容

は、学生の部活動、例えば美術部の絵などを展示したり、手品サークルの方に来ていただいたり、また、

中国からの留学生が中国のお正月について紹介をしたり、そのようなイベントタイムを取り入れています。

それ以外の時間は、同じテーブルの中で学生とお話ししたり、ほかの参加者の方と自由にお話しする

ような時間を１時間とっています。イベントタイムも会場の方に好評をいただいていて、メモをとっている

方や、学生の発表に拍手がわき起こったりしています。参加者ですが今はシニアの方が中心ですが、

50 名から 70 名程度来ていただいて、毎月楽しみにされている方もいらっしゃいます。 

 

■コミュニティカフェの利点  

コミュニティカフェの利点として、

例えばサロン等とは違い、メンバー

の登録が要らないため、誰でも立ち

寄りたい日に気軽に立ち寄れると

いうこと、また、地域特性や参加者

の要望にあわせ、内容や運営形

態を決められるということが、今まで

の福祉サービスとは違った点になっ

ています。 

今までの既存のサービスを利用

している方だけではなく、例えば、福祉サービスに抵抗がある方や、ほかのサービスの網目から漏れてい

た方も利用しやすいというのがコミュニティカフェの「誰でも」というところの利点になります。  

参加者の中には、高齢者ばかりの場というのはあまり好きではないけれど、学生と話ができるなら地

域の中に出てもいいかなという方もいらっしゃったりなど、既存の資源とはまた違って、カフェをきっかけとし

て孤立していた方も地域に出てきてくださるという意味では、新しい可能性を秘めているものなのでは

ないかと思っています。 

 

また、参加者の中からは、例えばスマートフォンの使い方がわからないので学生に教えてもらえないか

などちょっとした困り事等を聞いて、翌月からは、スマートフォンでメールをどのように送ればよいのか、写

真はどう撮ればよいのか相談に乗ったり、らくらくスマホを買おうと思っているがどうかなど、私たち学生世

代は得意分野ですが、なかなか携帯ショップに聞くほどでもないというようなちょっと困ったことなどの相談

に乗ったりしています。 

このように、参加者から出た声を気軽に次の月の内容に反映できたり、学生側としては首都大の

中で活動できるので、別の場所にわざわざボランティアに行くよりすごく気軽で、交通費もかからず、授

業時間の合間で参加できたりといった利点があります。また、地域の方とどのように交流するかというき

っかけがなかなか学生もつかめないので、そういった中では、大学の中でボランティアできるというのが非

常に大きいのかと思います。 
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宣伝になりますが、今年度中は

２月と３月に開催を予定しており、

参加費は 100 円かかりますが、お

かわりが自由で、お菓子もちょっとつ

まめるので、ぜひ興味のある方はお

越しいただければと思います。高齢

の方だけではなく、子育て世代の

方や、私と同じくらいのほかの大学

の方も含めて、学生の世代の方な

ど、誰もが気軽に来ていただけるよ

うな場にしたいと考えておりますので、ぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。  

それでは、「みなみおおさまカフェ」でどのように取り組みをしているかという内容については以上になり

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す。最初に音声で聞いたときに「みなみおおさわ
・

カフェ」の間違いなのではないかと

思ったんですが、「みなみおおさま
・

カフェ」なんですね。そのキャラクターをもう一回紹介していただけます

か。 

【パネラー 篠崎氏】 

「みなみおおさま」というキャラクターは、「南大沢

を知ってほしい会」がもともと作っていたゆるキャラで、

「みなみおおさま」をカフェに使いたいというお話をし

ましたら、この会の方も、「みなみおおさまカフェに私

もメンバーとして加わりたいです」と快く言ってくださ

って、みなみおおさまカフェの服を着た「みなみおお

さま」をもう一回デザインしてくださったり、後ろに人

の絵を描いてくださったり、そのようにして地域の方

と一緒につくっています。 

 

【モデレーター 福井氏】 

大学のキャンパスを使うことについては、授業の一環と言ったらおかしいかもしれませんが、福祉学科

として一つのキャリアパス的な形を学校としても認めようという流れですか。 

【パネラー 篠崎氏】 

 今のところ検討中ですが、いずれは実習の授業や、社会福祉士の国家資格の実習、基礎実習の

ような授業の単位取得のための時間として充てることもできるようにしようと考えています。  

【モデレーター 福井氏】 

欧米の大学では、例えば理工学部の学生が科学館や博物館で子どもたちに教える時間を持って

いて、それが卒業の資格になっているということもありますが、そこも狙っているという流れがあるんです

か。  



30 

【パネラー 篠崎氏】 

そこまで厳密ではないですが、特に福祉の分野では、人同士でつながっていくというところが座学と

同じくらい大切なので、そういった意味で高齢者の方と触れ合うという経験を、学びと結びつけるという

ような狙いはあると思います。 

【モデレーター 福井氏】 

突然青山さんに振らせていただきますが、大学でも教えていらっしゃいますし、大学と学生とまちとの

関係というのは、いろいろ独特の問題があると思いますが、篠崎さんの話を聞いていて、どのように感じ

ますか。 

【コメンテーター 青山氏】 

その点だけについて言うと、大学とまちとの関係は、今までの 100 年とこ

れからの 100 年で相当違ってくると思います。特に最近変わってきたんで

すが、100 年前の大学は、かなり世間とは隔絶された社会という印象が

強かったと思います。しかしその後、専門職大学院ができたり、あるいは八

王子市役所のように、八王子学園都市大学というようなものをつくって、

八王子に 21 もの大学等が立地しているということを活かし、その中身を

市民に提供するという試みをしたりというような形で、大学とまちが、とても

近づいてきたということがあると思います。 

それは、ある意味、学問の世界に対してもとても良い影響を与えまして、学問ももちろん、基礎理

論も大切ですが、同時に応用もとても大切です。世間の実学から、また学問の世界にもフィードバック

されるということで、相互にとても良い影響を与えているので、コミュニティカフェのような試みは大学にとっ

ても刺激を与えるので良いことだと思います。 

【モデレーター 福井氏】 

それでは、市長にお伺いします。今、八王子市と大学との間で包括連携協定を結ぶことを熱心に

進めていらっしゃると思いますが、篠崎さんの話を聞かれて、どういう感想をお持ちですか。 

【石森市長】 

八王子に、大学コンソーシアム八王子という組織があります。八王子

市以外の大学も加盟してきて、現在 25 大学が加盟しています。先日も、

大学の理事長、学長との懇談会を開催しました。学校側も昔と違い、

地域に目を向けてきたというのを実感しています。昨年までに、10 大学と

包括連携協定を結び、できるだけ大学が持っている知的資源を、大いに

活用していきたいと思っています。また、大学には知的資源以外に、学生

も教職員もいて大きなマンパワーを持っていますので、学生の皆さんもでき

るだけ地域に出ていただいて活性化していく。青山先生から刺激という話がありましたが、学生が地域

に出ていくことによって、地域は非常に刺激を受けるんですね。我々も学生のアイデアなどをできるだけ

取り入れながら、まちづくりを進めていきたいです。 

また、４月に中央大学と包括連携協定を結びますが、様々な連携を図りながら、地域の発展を

目指していきたいと思っています。大学からすると、学生を育てたり、あるいは、今、少子化の時代でい

かに学生を集めていくか大事な時期なので、そういう意味で、大学側も地域に目を向けてきているとい

う強い印象は持っていますね。 
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【コメンテーター 青山氏】 

今、市長からお話があった、大学コンソーシアム八王子と八王子学園都市大学の行事で、市内

にある各大学の学生のゼミからの政策提案を市長が聞くという学生発表会があり、時々ですが、市

政に取り入れたりしているようです。 

【モデレーター 福井氏】 

これまでの八王子の大学は八王子に移ってきて、まちとの関係では、

消費生活の分野や住宅では関わりがあったかもしれませんが、それ以外

では、なかなか交流がなかったということですね。 

篠崎さんがおっしゃったこのカフェ、例えば、首都大学というレベルで見る

と、まちづくりということもあるでしょうし、デザインもあるでしょうし、それから福

祉だけではなくて、スポーツやいろいろなものがありますよね。そういう横の広

がりから、自分たちもコミュニティカフェみたいに何かやりたいねという学生た

ちも出てきてないですか。 

【パネラー 篠崎氏】 

今のところ初年度で、あまり学内に活動が浸透してないのが実情ですが、首都大にボランティアセン

ターというところがあり、ボランティアをしたい学生を学内で掌握しているので、ボランティアセンターを通じ

て、来年はもう少し全学に広げていくような取り組みをしたいと思っています。 

【モデレーター 福井氏】 

どうもありがとうございました。今あったコミュニティカフェだけではなく、民間企業の中で企業カフェという

のも発達してきています。特に Google やマイクロソフトなど、ICT（情報通信技術）の先端的な企

業。世界中から頭脳が集まってきて、その人たちが企業の１階にカフェを設け、社員同士がカフェで議

論している。２階に役員がいて、ちょっとこの問題あの部長を呼ばなきゃだめだとなったら、部長すぐ来

てくださいと言ったり。そのように、学びと同時に、働きの形態もカフェ型に変わってきているという話も聞

いたりしていますので、小さい動きかもしれないけれど、非常におもしろい動きだと思って聞いておりました。

また後でお話を聞きたいと思います。 

では、三島さん、プロジェクトを紹介していただきながら、お話をいただけますでしょうか。  
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【パネラー 三島氏】 

改めまして三島です。先ほどの講演の内容とは少し変えまして、このパネルディスカッションでは、今、

八王子で関わらさせていただいている、まちづくりのプロジェクト二つについて、ご紹介させていただきま

す。 

一つは、左側にある OTSU PROJECT。もう

一つは、AJIRO－CHAYA というプロジェクトです。

(図 1)この二つのプロジェクトは、全く性格の異なる

立地にあります。まず、OTSU PROJECT は、山

の中 、里山のエリアです。もう一 つ、 AJIRO－

CHAYA は、中心市街地です。この二つのプロジェ

クトに関わって、改めて八王子は本当に大きいまち

だと思いました。小津というまちは、正直なところ、プ

ロジェクトに関わるまで聞いたことも行ったこともない

ようなまちでしたが、そんなところにも、こんなすてきな

場所があるんだと、プロジェクトを通じて八王子の奥深さを感じています。 

 

■AJIRO－CHAYA まちの文化をつくる「ニワ」 

最初に、AJIRO－CHAYA という中心市街地のプロジェクトからご紹介します。このプロジェクトの

個人的なテーマなんですけれども、それは『まちの文化をつくる「ニワ」』というものです。 

 

まず位置についてですが、八王子駅があって、ユ

ーロードを進み、甲州街道との結節点の少し手前

に位置しています。(図 2)恐らく、この１年ぐらいず

っと工事中でしたので、ご覧になった方もいらっしゃ

るかと思います。ちょうどオープンしたのが、先月の半

ばぐらいになります。 

この AJIRO－CHAYA というプロジェクトは、もと

もと網代園（あじろえん）という 100 年以上の歴

史があるお茶屋さんの敷地を舞台にしています。 

これは、昔の網代園の写真です。(図 3 左)甲

州街道沿いで、昔からご商売をされていました。網

代園のおばあちゃんが私に見せてくれた、当時のお

庭の写真(図 3 右)ですけれども、甲州街道沿い

の短冊形の長細い敷地で、そこに住居と店舗、

従業員用の寮もつくりながら、長い間ご商売をされ

てきました。 
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これは改修前の網代園になります。(図 4)恐らくこの中にも立ち寄ったことがある方もたくさんいらっし

ゃると思います。特徴的なことは、建築がとてもしっかりしており、また、敷地の中には小さな蔵が一つで

はなく二つもあったことです。 

こちらはユーロード側のもともとの姿になります。(図 5)この３階建てのコンクリートの建物は、昔、東

北からお茶屋さんで働くために若い方が来て、ここで住み込みながら働いていた寮だったという建物で

す。近年まではここの１階部分にお店も入っていました。このユーロードは非常ににぎやかで私も大好

きな通りなのですが、コンクリート塀や、自動販売機、駐車場があり、そのユーロードに対して背を向け

ていたというのがもともとの姿でした。 

私がこのプロジェクトに関わり始めたのが、２年ぐ

らい前なのですが、最初に書いたスケッチがこれです。

(図 6)３階建ての建物を改装し、１階部分をカフ

ェのようなパブリックスペースにして、そのカフェの中だ

けではなく、ユーロードのほうににぎわいが浸透してい

くようなイメージの場所。かつ、ここに大きな木を植え

たり、八王子の自然の豊かさをまちの中で味わえる

ような、民間の力でつくる新しい形の公園のような

パブリックスペースを実現したいと当初思っていまし

た。 

これが、設計の過程で作った模型です。(図 7)小

さな蔵も、建物の整理の都合で移動する必要があ

りましたが、それをちゃんと活かして持ってくることにしま

した。ユーロード沿いのこのスペースは「ニワ」と名づけ、

それも人がどんどん入ってきたくなるような、そういった

ニワをつくろうと、当初考えていました。 

ここで見ていただきたいのは、ベンチです。ユーロー

ドを歩いていて思うのは、ちょっと人が座ったり、ほっと

できるようなスペースというのがなかなかありません。公

園はありますが、喫煙所みたいな使われ方が多く、ま

ちの中で腰をおろして世間話したり、まちの風景や人が過ぎ行くのを見ながら時間を過ごせるような場

所をつくりたいと思い、道沿いに誰でも座れるベンチを置こうと、最初から考えていました。   
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当初の姿がこちらになります。(図 8)網代園の敷地は、甲州街

道とユーロードに挟まれた立地ですが、この中に 100 年の歴史を

かけて、店舗、小さい蔵、大きい蔵、個人住居、庭、貸し店舗、

こういったさまざまな年代の建物が、一つの敷地にぎゅっと詰まって

いました。 

これを、今回の提案では、甲州街道沿いの店舗を新築にする。

僕と同世代の松葉邦彦（まつばくにひこ）さんという八王子出

身の建築家の方がデザインした店舗を甲州街道沿いにつくる。大

きい蔵と小さい蔵はそのまま残し、店舗やシェアスペースとして活用

する。個人住居もそのまま残し、こちらには網代園のおばあちゃん

が今でも暮らしています。コンクリートの建物は、貸店舗として活用

してくれる方を募り、再活用するという形になっています。南側には、

大きなニワのスペースをつくり、誰もがいろんな活動ができるような、

都市に開かれた文化をつくるニワを提案しました。 

 

八王子ならではのデザインも、結構取り入れてい

ます。私が八王子の中心市街地のことを勉強して、

おもしろいと思ったのは、昔は井戸がたくさんあったら

しいということです。ちょっと掘っただけで地下水がい

っぱい出てきたらしく、昔はたくさん井戸がありました

が、時代の生活スタイルの変化とともに、数が減っ

ていきました。このプロジェクトのクライアントである小

池さんに、ぜひ井戸の文化を残して敷地の中につく

りたいということで、新しく井戸を１個掘りました。

(図 9) 

 

また、古いものを新しい形で活かそうということで

取り組んだのは、このベンチです。(図 10)皆さん、こ

のベンチは何を活用しているかわかりますか。これは、

昔に使われていた井戸枠です。この二つは、昔、つ

ながって枠になっていましたが、半分に割って立てて

ベンチとして使っています。昔使われていたものを、

皆さんがくつろいでいただくようなスペースづくりに活か

しているというデザインです。 
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これはつくったニワの写真です。(図 11)地域の造

園屋さんにも手伝っていただきたいと思い、八王子

の藤橋造園さんに全面的に協力いただいて、ニワ

づくりをしました。これはアプローチにある鉄平石の舗

装です。(図 11左上)これも市販のすぐにできてしま

うような舗装でつくるのではなく、職人さんが一つ一

つ手づくりで置いていき、１カ月以上かけてつくりま

した。ニワも舗装をどうするか悩みましたが、最終的

には土間にすることにしました。(図 11 右上)なぜ土

間にしたかというと、雨水が浸透して植物に還元す

るというエコロジーの部分もありますが、「ニワ」という言葉の語源が「土間」であるからということもあります。

昔、庭の本来の姿というのは、日本庭園などではなく、いろんな人がいろんな目的で使えるような、多

目的スペースとしての土間でした。この土間が日本の庭の起源であったということが、昔勉強してわかっ

たときから、ぜひ土間の庭をつくりたいと思っていたので、土間の庭にしました。甲州街道とユーロードを

つなぐ路地もつくり、路地沿いにこういった植栽をしています。(図 11 左下)これはおばあちゃんのお庭で

す。(図 11 右下)もともとお庭はありましたが、蔵を移動させたため一回リセットして、昔あった木なども

活かしながら新しい庭をつくりました。こちらの庭はプライベートスペースなので入れませんが、外から楽し

めるようなデザインにしています。 

こちらが土間とテーブルと椅子です。(図 12)ここに

は、今、「珈琲や」というカフェが入っていますが、今

後は、この椅子とテーブル、土間のスペースには特に

お店を使わなくても誰でもここに来て家具を使えるよ

うな使い方をしていきたいと思っています。 

これは何の写真かといいますと、さきほどご説明し

た、ユーロード沿いに置かれている誰もが座れる大き

なベンチです。(図 13)このベンチも、市販のものを置

くのではつまらないと思い、どうしたらいいかと思ってい

たところ、宮大工の吉川さんと運命的な出会いをし

ました。どういう出会いだったかというと、この後ろに見

える蔵を移動させたのですが、そのときに蔵の基礎が

ほとんど腐ってしまっていて、その基礎を直していただ

いたのが吉川さんでした。八王子に宮大工さんがい

ることにすごく感心して世間話をしたところ、住んでい

るところは上野町だったんですね。私も地元が上野

町なので、これはご縁だと思い、ベンチをつくってくださ

いという話をしたところ快諾をいただきました。そして、

八王子の宮大工さんしかつくれないベンチがこちらで

す。どういうデザインかというと、金輪継という木と木をつなぎ合わせる技術を使ってベンチをつくってもらい

ました。写真から見えるベンチの左側は古材で、右側は新材です。網代園のプロジェクトのテーマであ

る、古い歴史の上に新しいスペースをつくるという、古いものと新しいものをつなぎ合わせるというコンセプ

トが、金輪継のベンチで表現できると思い、つくってもらいました。  
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今では、こういったスペースがユーロード沿いにできています。(図 14)今は冬なので、植物の葉が落

ちて寂しくはありますが、また春以降少しずつ手を入れながら、皆さんに使っていただきやすいスペースに

成長していけるよう関わっていきたいと思っています。こちらは夜の風景です。(図 15)以前は夜になると

真っ暗でしたが、今はこういった暖かい光が通りのほうにあふれています。暖かくなってきたら、夜もここで

人がたたずんでいるような風景ができてくると良いなと思っています。 

これが、甲州街道沿いにできた新しい店舗です。

(図 16)松葉さんという建築家は、斬新なデザイン

をするおもしろい建築家で、「家形」といって日本な

らではの三角屋根の形状を残しながらも、見たこと

のないような、奇抜かつおもしろいデザインを甲州街

道沿いにつくってくださいました。新しいものと古いも

のが良い意味でぶつかり合うような、緊張感のある

デザインです。 

 

 

ユーロード沿いに、民間の力で新しい公共スペースをつくりましたが、たまたま去年、ユーロード沿い

でオープンカフェの社会実験の仕事も手伝わせていただきました。そのプロジェクトの名前は、「Walk 

Talk Park」です。(図 17)ユーロード沿いに、ベンチやテーブル、植栽等を出して、キッチン感を出す。

ユーロードは、人の歩くスピードがものすごく速い通りだと常々思っていましたが、そうではなく、ちょっとスロ

ーダウンして人がそこにたたずめるような通りにしていこうじゃないかという社会実験のスタートを、お手伝

いさせていただきました。10 月の秋の気持ちいいシーズンに実施しました。最初は皆さん、なんだろうと

不思議がって見ていましたが、だんだん自然に座っていただいて、勉強会をしたり、お話をしたり、いろん

な使い方をしてくださっています。(図 18)  
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これは昔の甲州街道の歩行者天国の写真です。

(図 19)さきほどのユーロードのオープンカフェのプロジ

ェクトは、八王子市の公共のプロジェクトです。公

共のプロジェクトでつくるパブリックスペースと、網代

園のような民間の力でつくるパブリックスペース、やは

りどちらかだけではだめで、うまい形でミックスしていく

と良いなと思っています。 

昔の甲州街道の歩行者天国の写真を見たとき、

こんなにうまい使われ方をしていたのだと、これはすご

くヒントになるのではないかと驚きました。アーケードの

下に民間のお店があり、民間の力と公共の力、それらがうまく混ざっていて、とても活気のあるパブリック

スペースができている。こういったものを、ユーロードに網代園のプロジェクトを通じて少しずつ育てていけ

れば良いなと思っています。 

 

 

 

■OTSU PROJECT みんなの新しい里山をつくる 

続きまして、所変わって里山の中の OTSU 

PROJECT です。これは私がドローンで撮影した写

真ですが、自然が豊かな良いところです。(図 20)

私が東京大学のまちづくり大学院で、飯田晶子

（いいだあきこ）先生という助教の方と一緒に演

習を通じて関わり始めたのが２年前ですが、少しず

つまちづくりのプロジェクトを始めています。 

テーマは、「みんなの新しい里山をつくる」というも

のです。まちづくり大学院は社会人大学院なので、

主に社会人の方と一緒にプロジェクトを進めていま

す。年代だけ見れば、私も含め学生さんのほうが

年上で、どっちが先生だろうという感じですが、いろ

んな世代の、いろんな見方を通じてまちづくりをする

ような演習です。 

これが去年の小津のお祭りのとき、模型を持って

行ったときの写真です。(図 21)こういった成果を地

域の方にお見せして、東大側の提案と地域の方

のご意見をミックスさせながら、少しずつまちづくりを

進めています。  
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これが現地での最初の発表会の様子です。

(図 22)これから何を具体的に進めていくかというと、

町内にある空き家を改修して、新しい形のパブリッ

クスペースをみんなの力でつくっていこうということに

取り組んでいます。 

地域の方が大活躍して、この場所がどんどんス

ピード感のある形で変わっていっています。私と飯

田先生も本当に驚くぐらい、どんどん木を切り倒し

て、今まで木がたくさんあって暗くて見通しがきかな

かったような場所が、開けて広々としたスペースに

なってきています。(図 23) 

私と飯田先生だけではなく、地域外の方もかか

わってくださっています。つい先週行われたワークショ

ップでは、空き家の改修をどうするか、また、木を切

り倒してできた屋外のオープンスペースをどう使うか

ということを、地域の方と地域外の方と、他地域

連携で考えています。 

空き家の改修は、緑化フェアにあわせて完成さ

せる予定です。緑化フェアのときには、この地域に

訪れた方に使っていただけるようなパブリックスペー

スにしようと考えています。 

空き家の改修だけではなく、皆さん見ていただき

たいのですが、ここには大きな桜があるんです。(図

24)これは演習を通じて、私と飯田先生が本当に

驚いたのですが、樹齢 100 年を超す枝垂桜です。

この桜の下で、みんなでお花見をしようと考えてい

ます。お花見なので、時期はもうすぐ来ますが、そ

れまでに桜の木の下にデッキなどをつくり、みんなで

集うスペースを少しずつつくっていこうと取り組んでい

ます。私のほうからは以上です。 

 

【モデレーター 福井氏】 

ありがとうございます。僕のほうから、一つ質問があります。先ほどのユーロードのお茶屋さんのスペース

を活用して、確か市制 100 周年の市民提案をされていますね。 

【パネラー 三島氏】 

はい。 

【モデレーター 福井氏】 

これがおっしゃった「Walk Talk Park」ですか。 

【パネラー 三島氏】 

「Walk Talk Park」は市の事業です。  
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【モデレーター 福井氏】 

市の事業なんですね。 

【パネラー 三島氏】 

私が市制 100 周年の助成金に応募したのは、網代園のニワでいろんなイベントをやりたいというも

のです。中心市街地のいろんな方を巻き込み、例えば映画会や、夏にビールを飲んだりなど、網代園

のあのスペースを、中心市街地の皆さんに使っていただくきっかけになるようなイベントづくりを助成金を

通じて取り組もうとしています。 

【モデレーター 福井氏】 

民間が、ユーロードやアイロードなど公共的な通路に面した自分の土地をリデザインやリノベーション

をするというのは、今まで八王子にはあったのでしょうか。 

【パネラー 三島氏】 

そうですね、私も八王子にとても詳しいわけではないですが、珍しいと思

います。それはやはり、クライアントの方の意向がまれであるというのがあると

思います。甲州街道沿いは今、中高層マンションが多く建設されており、

マンションを建てずに蔵を残して、パブリックスペースをつくろうというのはなか

なか珍しいことであると思います。 

 

 

【モデレーター 福井氏】 

これはうまくいってほしいですね。こういう形で、人のにぎわいの場、交流や文化が生まれる場ができる

と、他の人たちの参考になると思います。そういう意味では、今までなかった例かと。 

【コメンテーター 青山氏】 

今のお話ですが、八王子というまちは、非常に長い歴史を持っているという特徴があります。5000

年ほど前には、海がこの近くまで来ていたので貝塚が出てきたところがあります。それから、郷土資料館

にたくさん展示してありますが、2000 年以上前の縄文の頃のものが今でも出土しているということで、

とても長い歴史を持っている。そういう歴史が尊重され、中世を経て八王子があります。八王子に住

んでいる人は、八王子の長い歴史を、どこか心の中に持っているので、それをどう活かしていくかというこ

とだと思うのです。 

これからの 100 年を考えると、歴史をどう活かしていくかということなので、三島さんのプロジェクトのよ

うに、形として歴史を活かしていくということが、八王子の市民の意識にぴったり合うのではないかと思い

ます。 

【モデレーター 福井氏】 

それから、この小津町の里山のリノベーションもすごいですね。 
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【コメンテーター 青山氏】 

同時に古いものを活かしていますが、今の人々の意識は、成熟社会を楽しむという面が強くなって

いるので、それに合っていると思います。経済成長時代の人々は、どう働いて、どう物を大量に生産す

るかという意識が強かった時代がありますが、今は生活を楽しむという意識が高くなっています。 

成熟社会というと、経済は低成長になり、少子高齢化が進み、人口が減少するということを議論

するケースが多いのですが、実は世界規模でみると成熟社会とは、経済の低成長と人口減少と少子

高齢化があるけれども、それでも人々は生活の質の向上を追求するということが定義としてあります。こ

れは篠崎さんの話とも共通していますが、一見、三島さんの話はまちづくりや家づくり、スペースをどうす

るかという話で、篠崎さんの話はコミュニティカフェで、そこに高齢者あんしん相談センターや民生・児童

委員などが加わるというお話で、それぞれハードとソフトのお話のようですが、成熟社会という意味では、

これからの八王子の 100 年をどうしていくかという議論の基礎になる話だと思うんですね。 

【モデレーター 福井氏】 

小さいけれど、何かイノベーションを感じますよね。今までの価値をきちんと押さえながらも、そこに発

想のイノベーションがあり、ちょっと楽しい感じがします。それが成熟社会に合っているのでしょうか。 

【コメンテーター 青山氏】 

そうだと思います。ですから、八王子に歴史がありますということをアピールするだけではなく、それをど

のように現代に活かしているかを発信していくと良い思います。 

私が長年勤務した東京都の立場から言うと、東京には 62 の区市町村があります。23 区以外は

全部市町村ですが、その市町村の中で八王子市は人口・経済規模・政治力ともに最大の市です。

都庁から見たら八王子は力を持っている最大最強の市なのです。しかも八王子市制 100 年、100

年の歴史を持っているということなので。 

【モデレーター 福井氏】 

次の立川市は 22 年後ですもんね。 

【コメンテーター 青山氏】 

そうです。したがって、八王子らしさをアピールしていくために、今日のお二

人のお話はどちらもとてもぴったりだと思います。 

もう一つ、お二人の話の共通点を申し上げます。コミュニティカフェというも

のについてですが、やはり人は、二人だと話が煮詰まってしまう場合がありま

す。ご夫婦でも恋人でもそうだと思いますが、３人になると社会になります。

英語の定義だとコミュニティというのは３人以上ですよね。そういう意味では、

コミュニティカフェという考え方は、成熟社会で人々がどのように社会を形成

していくかということにもつながります。それから、成熟社会というのは、同時に高度情報化社会です。

文化はフェイストゥフェイスでお互いに刺激し合うことで発展していくので、そういった意味でもコミュニティ

カフェは、実はそこでただゆったりするだけではなく、人々が情報交換をし、良い刺激を得て、いいビジネ

スにも結びつき、あるいは勉強している人は良い影響を受ける。さきほど市長からも、刺激を受けるとい

う話がありましたが、そういう意味があると思います。 

そしてもう一つ、スペースの話ですが、三島さんは基調講演でランドスケープデザインの話、それから

パネルディスカッションではパブリックデザインの話をしました。民間のスペースの中で、どのようにパブリック

なものをつくっていくか。実はこのことは、今後の 100 年を考えるととても大事な話です。世界的にもパ

ブリックデザインというものは、一つのキーワードです。それはどういうことかと言うと、外見だけではないとい

うことです。  
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外見が良いことも人々は気持ちが良いので大事ですが、同時に機能面、つまりいかに使い勝手が

良いかということも重視します。そういう意味で、ベンチを置くことはすごく大事なことです。座るところがあ

ることで人々は集まります。そして、人々が集まり交流することで、文化が栄えていきます。日本の商店

街は、伝統的に座るところをつくらなかった傾向があります。でも今は違って、座るところや手洗いなどを

設置しているところは、人々がそこでゆっくり過ごし、もう一度買い物をする元気も出てくるようになって

います。実はベンチをつくることは、無駄なようでいて、お客様を集めるという効果があります。まちが栄え

ることもとても大事なことなので、私は、今回のフォーラムは良い人選をなさったと思います。三島さんの

話と篠崎さんの話を総合化すると、これからの八王子の 100 年が、文化でもビジネスでも経済でも、

どう栄えていくかということにつながるのではないかと思いますね。 

【モデレーター 福井氏】 

しっかりと、まとめていただいたのではないかと思います。 

市長、さきほどの網代園の話等を含め、これから民間の動きが多く起きてくるかどうかはわからないで

すが、うまくいってほしいですね。黒塀があるようなまちや中町であるとか、そういうものが広がってくると八

王子は良いなという感じがもっと見えてくるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

【石森市長】 

先ほどからお話に出ているユーロードについて、我々はイベントロードとも

言っています。年間を通じて、いろいろな方がイベントをし、地域の活性化

につながっています。ただ、これまで道路でしたので、国の規制があり手をつ

けられなかった面がありましたが、少し緩和され、先ほど三島さんがお話にな

ったオープンカフェも試験的に行いました。そして、近くには横山町公園、中

町公園、三崎町公園があり、これから改修に入ります。あわせて、青山先

生からお話がありましたように、ベンチは人が集まる大事な面があるので、と

ころどころにベンチを置いたり、あるいは食事をしたりできるように、これからつく

っていきたいと思っています。ユーロードは大事な八王子の場所だと思っています。冒頭の基調講演で

もお話があったように、駅前は顔となる場所です。八王子に降り立ったときに、駅の雰囲気でそのまち

の全体像が見えてくるということを、常に私も感じています。ＪＲ八王子駅のあたりも、活気をつくって

いかなければならないと思いますし、基調講演ではアイストップで山というお話もありました。山があちこ

ちに見えることは、八王子の大きな魅力であり、特徴であると思っていますので、これからもしっかり守っ

ていきたいと思っています。 

【コメンテーター 青山氏】 

最初に、子どもたちの絵が紹介されましたが、今日紹介された４作品、香凛さんが八王子まつりで、

侑隼君が高尾山から宇宙エレベーターで、彩花さんが森林公園で友達の鳥を描いていて、修秀君

が絹の道と。実はこれ、ほとんど全部、東京全体から見る八王子を象徴しているものですね。八王子

は、関東平野から見るとどういう位置にあるかというと、交通の要衝にあります。皇居から 40 キロと、ほ

どよく都心から離れていて、山梨、神奈川、埼玉という中心地にあります。八王子の歴史は、関東平

野の中で、文化の交流の中心地にあり、結節点のような位置づけがあります。それで八王子が栄えて

きたという面があるので、ある意味、これからの 100 年に私はとても希望が持てると思います。子どもた

ちが八王子の特徴を実に正確に捉えているということだと思います。 
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【モデレーター 福井氏】 

そうですね。アーバン（都会的な）とルーラル（田舎らしさ）がクロスしているというところですね。そう

いうポテンシャルの高い八王子の話になったと思います。最後に、参加していただいた篠崎さんと三島

さんに、これから八王子とどういうふうに関わっていくかについて、パネルディスカッションでのやり取りを踏ま

えた形でお話ししていただけますか。 

【パネラー 篠崎氏】 

まず、カフェについては、今のところ月に１回同じ時間にしか開催していな

いので、頻度や時間帯を多様に取っていきたいということ。それから宣伝など

を行うことで、もっと多くの人に利用していただけるようにするということを今後

の課題として挙げています。それとは別に、さきほどもお話がありましたが、マン

パワーの確保が課題になってきています。八王子は学園都市と盛んに言わ

れていますが、実際に学生が地域に出ているかといったら、多分あまりそうで

はないという面もあると思います。潜在的にいるはずの学生と、実際に地域

でボランティアなどに取り組んでいる学生の数は、すごく差があると思います。学生の立場から言うと、ア

ルバイトや課題など、昔よりも経済的に厳しい学生が増えていたりなど、ボランティアをしたいと思っても

できない学生が増えてきていると思います。自分自身もそうですが、授業の一環として行えるようにする

など、学生に知ってもらいやすいきっかけづくりを自分の抱負というか、お願いしたいところかと思います。  

自分自身も九州から大学に入学すると同時に東京に出てきましたが、私も含めほとんどの学生に

とって、地域の顔見知りの人は、大家さんと自分が入った寮の管理人さんぐらいで、隣に誰が住んで

いるかも知らないし、その中で八王子市のため、地域のためといっても、正直ぴんとこないというところが

学生の本音だと思います。横同士のつながりというところで、私自身も大家さんに優しくしてもらったこと

から、今、みなみおおさまカフェで様々な人と出会い、こういう人たちが住んでいて、こういうことが求めら

れているんだというところを初めて知りましたので、身近なところの一歩一歩からできることというのも大き

いのはないかと思っています。 

【モデレーター 福井氏】 

地域づくりに、大学と行政、あるいは市民を含め、そのような共助のプロジェクトをつくっていくというこ

とがこれからの大きな流れですよね。そうすると、学生たちも自分自身のこととして、まちづくりやコミュニテ

ィに対して参加していけるという、今日のお話を通して、そのような方向が出てきたのではないかと思い

ます。それでは、青山さん、コメントいただけますか。 

【コメンテーター 青山氏】 

大学と世間との関係をさっきお話しましたが、さらに言うと、八王子市も実は、私が都庁で見ていた

感じだと、40 年ぐらい前には大学が来るのをあまりウエルカムではなかったようにも、感じられる雰囲気

があったような…。その後、時代が変わり、今はせっかく立地してきたこれだけの大学を活用しようという

ことになり、八王子学園都市大学や講座の提供など、大学コンソーシアムを通じて市長と交流すると

いうところまでは来ましたが、これからは、八王子のまちづくりに関して、または市民が、もっと大学と溶け

合うことも進めていくと良いと思います。それから、大学という組織だけではなく、三島さんのような色々

なことを地域に出せるようなビジネスが育ってきていると思いますので、そういう知的なビジネスや情報も

活用していくという仕組みを考えていくと良いと思います。 

【モデレーター 福井氏】 

では、三島さん、これからの自分の動きについてどうでしょうか。  
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【パネラー 三島氏】 

まず、先ほど紹介させていただいた網代園と小津のプロジェクトですが、

小津はまだまだこれからで、いかに継続的に関わっていくかということが大事

だと思っています。両方のプロジェクトは、開始して１、２年ですが、５年、

10 年経ったときに、初めて真価が問われると思います。そのときの風景を、

皆さんと想像しながら、関わっていきたいと思っています。それがまず一つ、

継続性の話です。 

もう一つは、この八王子のプロジェクト、網代園も小津のプロジェクトもで

すが、本当に冗談ではなくて、世界にアピールすべきプロジェクトだと思っていて、それをきちんと進めてい

きたいと思っています。八王子のことを好きになってくれる人は、日本でも、世界でもたくさんいると思い

ます。どのようにしたらその人たちが好きになってくれるかというと、やはり伝えるか伝えないかになってくるの

で、そこをちゃんと進めていきたいということがもう一つ。 

最後に、今回の基調講演を引き受けたこともそうですが、地元でお仕事をさせていただくことは、本

当に楽しく心温まることだと、この１、２年で思うところがあります。これからの時代、もっとランドスケープ

デザインというものがお役に立てることがあると思っているので、より八王子のことを、私自身も勉強をし

ながら、何かお役に立て続けられたらいいなと思っています。 

【モデレーター 福井氏】 

どうもありがとうございました。青山さん、最後になりますが、コメントをお願いします。 

【コメンテーター 青山氏】 

今の三島さんのお話ですが、三島さんが八王子で仕事を

することが気持ちよいというのだから、もっと関わってもらうと良

いと思います。それから、さらにいろいろな専門家を連れてき

てくれると良いと思います。 

それからもう一つは、皆さん市制 100 周年記念事業イ

ベントスケジュールをお持ちだと思いますが、この表紙の写真

（左図）がとても良いと思います。八王子は、さきほど三島

さんのお話にもありましたけれど、山が見える田園都市なの

です。これがある意味、東京のそれぞれのまちでも理想です。

日本の人口は 10 年前から減り始めていますが、東京都の

人口も 2025 年がピークでそれから減り始めることになってい

ます。今まで東京都は 2020年がピークと言っていましたが、

まだ人口が増え続けそうなので、2025 年がピークであると、

ハードルを後ろに下げました。実は本音を言うと、全国で都

市化が進んでいるので 2030 年ぐらいまで東京の人口は増

えるかもしれません。 

いずれにしろ人口は落ち着いてきているので、そういう中で、八王子の田園都市的な中でいかに快

適に過ごすかということを考えていく上で、コミュニティカフェやまちづくりの両方がお互いに関心を強く持っ

て、よいまちづくりをしていくということが、これからの 100 年ではとても大切だと思います。 
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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した。それでは今までのディスカッションを通して、市長からコメントをお願いしま

す。 

【石森市長】 

市制 100 周年というのは、八王子の魅力を発信する絶好の機会だと思います。この機会を通じ

て、できるだけ若い皆さんに八王子を知っていただき、関心を持っていただきたい。先ほどお話がありまし

たが、地元愛や地元意識をできるだけ持っていただくことによって、隣人の方や地域を大事にするという

ことにつながっていくと思います。したがって、この 100 周年を通じて、特に若い方にぜひいろいろな八王

子の魅力を感じ取っていただきたいと思っています。 

【モデレーター 福井氏】 

どうもありがとうございました。 

今日は、三島さんと篠崎さん、若い世代の小さいプロジェクトかもしれま

せんが、かなりイノベーティブなプロジェクトだと思います。特に、先ほど青山

さんからもお話がありましたが、八王子市は東京都の中で最大の市です。

昨年から中核市になったということで、自分で都市計画を進められるように

なったことは大きいですよね。都に伺いを立てなければいけなかった部分も、

自分で進めることができるようになり、それがちょうど市制 100 周年というタ

イミングとうまく重なっている。 

そのような流れの中で、冒頭申し上げましたが、「次世代視点」、「次世代目線」も取り入れる。例

えば高尾が大ブレークしたのはミシュランの三ツ星からです。これは、高尾山の生物多様性について、

海外の人たちが価値を評価していただいたことで、とてもブレークしています。地元の人たちが誇りや自

信を持つと同時に世界的な視点や東京都の中の位置づけ等を含め、大きなタイミングに来ていると

思います。イベントもこれから多く行われますが、多くの市民に参加していただいて、今日のように、でき

るだけ若い世代、次世代が 100 年後の夢を語れるような事業にしていただきたいと思います。 

今日がスタートということで、それぞれの具体的な活動について、会場の皆さんからご質問をいただこ

うかと思っていましたが、私の不手際でうまく聞けませんでした。イベントはこれからたくさんありますので、

ぜひ積極的にご参加いただき、共助、公助、そういう様々な場、まさにコミュニティカフェをいっぱいつくっ

ていただきたいと思います。 

それでは、時間がまいりましたので、この市民フォーラムを終わりたいと思います。  

三島さん、篠崎さんどうもありがとうございました。それからコメンテーターの青山さん、的確なご指摘

ありがとうございました。市長もどうもありがとうございました。ご来場の皆さんありがとうございました。 
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記 念 事 業 名 ・ 事 業 概 要 実 施 日 ・ 実 施 場 所 

市制100周年記念事業 

実施日 

場   所 

2/5（日） 

クリエイトホール 

 市民フォーラム・未来を語る 輝きの１００年に向け、活力ある魅力あふれるまちをめざして      

「輝きの100年」に向け、これからのまちづくりを市民の皆さんと考えるフォーラム 

実施日 

場   所 

2/6(月)～4/7(金） 

庁舎及び各事務所、道の駅八王子滝山など 
 八王子景観100選候補地パネル展 

八王子景観100選の候補地の写真パネル展示 

実施日 

場   所 

2/12（日） 

甲州街道など 
 第67回全関東八王子夢街道駅伝競走大会 

公道をコースとする大会では日本最大級の参加者数で関東地区屈指の駅伝大会 

実施日 

場   所 

2/25（土） 

クリエイトホール 

 第26回 女と男のいきいきフォーラム八王子 

講演会・分科会及び市民団体による講座の開催・展示等 

実施日 

場   所 

2/26（日） 

加住市民センター 

 八王子市制100周年記念 八王子フォトロゲイニング滝山 

加住地域の観光地を巡り、写真を撮影して得点を競い合うイベント 

実施日 

場   所 

3/5（日） 

あったかホール 

 こどもかんきょうまつり 

小・中学生が環境について学べる体験ブースや環境パネル展示等 

実施日 

場   所 

3/5（日） 

学園都市センター イベントホール 

 女性の健康週間講演会 本音で話そう、今さら聞けないこと 女性限定 

女優・原千晶さんによる講演及び女性特有の悩みなどをテーマにパネルディスカッション等 

実施日 

場   所 

3/5（日） 

いちょうホール  大ホール  
 第47回市民レクリエーション大会 

市民の皆さんのレクリエーション活動を披露 

実施日 

場   所 

3/11(土)～3/12(日） 

西浅川町／裏高尾町（高尾梅の郷まちの広場等） 

 高尾梅郷梅まつり 
旧甲州街道と小仏川沿いに咲く約1万本の梅を観賞できるイベント 

実施日 

場   所 

4/1（土)～5/31(水)  

郷土資料館 

 平成２９年度郷土資料館開館５０周年記念特別展「学芸員のおすすめ！蔵出し収蔵品展」 

常設展示されていない学芸員おすすめの品々を展示 

実施日 

場   所 

4/8（土） 

滝山城跡 

 滝山城址の歴史と緑豊かな自然環境を守り、地域力を結集し、魅力ある加住地区を次世代につなぐ事業 

滝山桜まつり、地域のお祭り、地域イベントを通じて、加住地域の活性化を図るイベント 

実施日 

場   所 

4/4(火)～4/5(水） 

いちょうホール 小ホール 
 子どもたちが創り演じる舞台劇 
「100年前の小学生」「100年後の小学生」を題材にした舞台劇を制作・披露 

実施日 

場   所 

4/8（土）・6/10（土）・9/9（土）・10/14（土） 

八王子綜合卸売センターなど 
 八王子の更なる100年への食の安全 

日本の食文化を後世に伝えていく事業。八王子さんま祭り（10/14）等を初開催 

実施日 

場   所 

4/21(金)～5/21(日) 

市内各所 

 八王子大音楽祭2017 
まちなかで市民の皆さんが気軽に鑑賞・参加できる音楽イベント 

実施日 

場   所 

4/22(土）～10/28(土） 

網代園パブリックスペース（中町） 

 中心市街地の歴史の継承と新しい賑わいの創出を目指すイベントシリーズ事業 
公益性の高いイベントを通じて、中心市街地の歴史と魅力を発信する事業 

実施日 

場   所 

4/29(土)～4/30(日) 

南大沢中郷公園/南大沢駅前遊歩道 

 フラワーフェスティバル由木 

ハンギングバスケット展、コンテナガーデンコンテスト、ステージイベント等 

実施日 

場   所 

4/29（土） 

恩方中学校周辺 

 八王子きらめ樹プロジェクト 

森を蘇らせる間伐方法として注目されている「きらめ樹」の実践と普及を行うプロジェクト 

ダイワハウススタジアム八王子（富士森公園野球場） 

実施日 

場   所 

4/29（土）ほか  八王子市民マラソン野球大会 八王子市市制100周年記念早朝野球プレミアムカップ争奪戦 

16時間に及ぶマラソン野球を開催 

実施日 

場   所 

5/6(土)～5/7(日) 

エスフォルタアリーナ八王子 

 IFSCボルダリングワールドカップ八王子2017 

2020年東京オリンピックの競技種目・ボルダリングの世界大会 

実施日 

場   所 

5/6（土） 

オリンパスホール八王子 

 八王子市市制100周年記念事業  オペラ「アイーダ」 
市民・学生・プロのアーティスト等の力を結集した手作りの市民参加型オペラ 

実施日 

場   所 

5/19(金)～5/20(土） 

いちょうホール 大ホール 

 「八王子をどり」市制100周年特別公演 

八王子芸妓衆による伝統芸能の披露や写真パネルの展示 

実施日 

場   所 

5/21（日） 

エスフォルタアリーナ八王子 

 健康フェスタ・食育フェスタ 
親子で学ぶ走り方教室、楽しく健康づくりや食を学べるイベント 

実施日 

場   所 

5/21（日） 
南大沢中郷公園～絹の道資料館～みなみ野丘の公園～エスフォルタアリーナ八王子 

 第30回ヘルシーウォーキング 
市内施設や自然が感じられる場所をコースとした約13キロのウォーキング大会 

平成29年は八王子市市制100周年の節目の年です。市制100周年の中心的事業として「第34回全国都市緑化はちおうじフェア」
をはじめ、未来への提言を行う「ビジョンフォーラム」など、さまざまなイベントを開催し、八王子の魅力を発信していきます。 

実施日 

場   所 

3/9（木） 

いちょうホール  小ホール  
 子ども・子育て支援フォーラム 
子ども・子育てを支援する市民団体・企業等の交流及び「まちなか活動・交流拠点」のPR 

 花と緑のまちづくりフェア2017 
 『街に窓辺に花と緑を』を目標に、花を活用した多彩なイベントを実施 

実施日 

場   所 

4/22(土)～ 4/23(日) 

JR八王子駅北口 西放射線ユーロード 

5/14（日） 

JR八王子駅北口 西放射線ユーロード 

  第12回★学生天国★ 

25の大学・短大・高専が一堂に集まる街なか合同学園祭 

実施日 

場   所 

実施日 

場   所 

5/27（土） 

JR八王子駅北口 西放射線ユーロードなど 
 「八王子NPOフェスティバル～協働のまち八王子を目指して」 

市内の市民活動団体による活動紹介やPRを行うフェスティバル 

実施日 

場   所 

5月～11月 
市役所本庁舎、八王子駅南口総合事務所/いちょうホール/オリンパスホール 

 ぼく・わたしたちの八王子子ども絵画コンテスト巡回展 
八王子の好きなところや20年後の八王子をテーマにした小・中学生による絵画作品を展示 

※内容は発行日現在（平成29年2月5日）の予定ですので、今後、変更になる場合があります。 

3 
 

月 

● 

2 
 

月 

4 
 

月 

5 
 

月 

場   所 

5/14（日） 

JR八王子駅北口 西放射線ユーロード 

 学園都市八王子の底力～学生の力、地域の力～ 

大学生の地域活動を紹介し、学園都市八王子の魅力を再発見できるイベント 

実施日 



記 念 事 業 名 ・ 事 業 概 要 実 施 日 ・ 実 施 場 所 

実施日 

場   所 

6/17(土)～6/18(日) 

生涯学習センター南大沢分館 
 第5回生涯学習の集い イン南大沢   

市民の皆さんの生涯学習活動の展示・発表会を開催 

実施日 

場   所 

6/17(土) 

いちょうホール 大ホール 

 『The 100th』八王子市市制100周年記念・通算100回演奏会（第56回定期演奏会） 

「八王子」や「祝祭」をコンセプトに吹奏楽の魅力を伝えるコンサートを開催 

実施日 

場   所 

6月下旬予定 

東京消防庁第九方面 消防救助機動部隊 隊舎敷地内 
 消防団消防操法大会 

消防団員が消防ポンプ車操法等、日頃の訓練の成果を競い合う 

実施日 

場   所 

6月～12月 

市内各地区 
 市内各地区防災訓練及び一斉クリーン活動 

防災訓練及び一斉クリーン活動等を実施 

7/8(土) 

戸吹クリーンセンター周辺/戸吹スポーツ公園 

 戸吹クリーンフェスタ 
企業・町会・行政が一体となった環境啓発及びスポーツイベントを開催 

実施日 

場   所 

実施日 

場   所 

7/2（日） 

学園都市センター イベントホール 
 健康福祉フォーラム 

健康づくりに関するフォーラムを開催 

実施日 

場   所 

7/8(土) 

いちょうホール 小ホール 
 はちおうじ福祉歌踊まつり 

地域の参加者がカラオケや踊り等を披露する歌踊まつりを開催 

実施日 

場   所 

7/1(土)～8/15(火) 

上川の特別緑地保全区など 

 ～緑の保全シンボルフラワー～市の花「山ゆりフェスティバル」 

市の花「ヤマユリ」の普及及び地元作詞家により制作された「山ゆりの里」の歌をPR 

実施日 

場   所 

7/21(金)～8/12(土） 

中央図書館 
 姉妹都市図書館交流展示 

姉妹都市の図書館と連携した図書展示及び観光資料を展示 

実施日 

場   所 

7月11日(火)～7月25日(火) 

八王子駅南口総合事務所 
 海外友好交流都市写真展 

海外友好交流都市の写真パネルを展示 

8/1(火)～8/31(木) 

市内各所 

 体験楽習フェスティバル八王子2017 

自然観察、クラフト制作等、さまざまな体験ができるフェスティバル 

実施日 

場   所 

実施日 

場   所 

7月～12月 

村内ファニチャーアクセスなど 
 八王子産材と八王子廃材を活用した木工体験ワークショップ 

八王子産材の木工商品が地域ブランド商品となることを目指して商品開発を行う 

実施日 

場   所 

8/4(金)～8/6(日) 

甲州街道、西放射線ユーロードなど 

 八王子まつり 

関東屈指の山車まつり。神輿渡御、獅子舞、居囃子、民踊流し、関東太鼓大合戦等 

実施日 

場   所 

8/18(金) 

クリエイトホールなど 
 第8回八王子市長杯こども将棋大会 

子どもたちに日本の伝統文化である「将棋」に親しんでもらうための将棋大会 

実施日 

場   所 

8/19(土) 

いちょうホール 大ホール 
 スポーツ推進フォーラム 

スポーツ推進に関するフォーラムを開催 

実施日 

場   所 

8/19(土)～8/23(水) 

学園都市センター ギャラリーホール 

 学園都市大学 市制100周年記念企画展 

市内大学の英知を活用し、未来を見据えた八王子の魅力を発信する企画展を開催 

実施日 

場   所 

8/20(日) 

学園都市センター イベントホール 
 生涯学習フォーラム 

生涯学習に関するフォーラムを開催 

実施日 

場   所 

8/22(火) 

オリンパスホール八王子 
 子ども体験塾 オーケストラ・ワンダーランドへようこそ！ 

東京交響楽団の演奏、みなみ野中学校との共演等 

実施日 

場   所 

8/26(土) 

エコフットサルパークなど 
 つながれ人の和！ 人も街もスポーツで元気に！ 

100チームによるフットサル戦を開催 

実施日 

場   所 

8月下旬～2月上旬予定 

学園都市センター（予定）/市役所市民ロビー 
 読書感想文コンクール/読書感想画コンクール 

小・中学生を対象に感想画・感想文を募集し、入賞作品を表彰・展示 

実施日 

場   所 

8月頃予定 

中央大学多摩キャンパス 

 水泳教室 

中央大学と連携し、オリンピアン・田中雅美さんによる水泳教室を開催 

実施日 

場   所 

8月予定 

市内施設 

 八王子ものづくりコンテスト/市制100周年記念「はちもん社会科見学」 

市民参加のものづくりコンテストを開催 

実施日 

場   所 

8/11(金・祝) 

東京工科大学 

 プロジェクションマッピング 
東京工科大学と協働でプロジェクションマッピングを制作し、上映会を開催 

実施日 

場   所 

5月～7月/9月～12月 

市内小学校 

 ～誰もが音楽を楽しめる街、八王子に～   アウトリーチコンサート 
市内小学校でチェロとピアノのコンサートを開催。チェロの演奏体験も行う 

実施日 

場   所 

6/3（土） 

八王子駅北口西放射線ユーロード/南口とちの木デッキ 

 2017八王子環境フェスティバル 

環境に関する各種展示やスタンプラリー、ステージイベント等 

実施日 

場   所 

7/29(土)～8/15(火)  

学園都市センター/八王子駅南口総合事務所/南大沢文化会館 八王子空襲に関する資料展示や戦争体験者の証言等 

平和展 

実施日 

場   所 

7/1(土)～ 7/2（日）  八王子夏の風物市（あさがお市） 

八王子産あさがおをはじめ、江戸風鈴や八王子の名産品等の販売を実施 JR八王子駅北口 西放射線ユーロード 

実施日 

場   所 

7/22 (土） 

ダイワハウススタジアム八王子/富士森公園陸上競技場 

八王子花火大会 
豪快な打ち上げ音とともに真夏の夜空を彩る花火大会 

実施日 

場   所 

7/22(土)～ 7/23(日)   

学園都市センター 八王子地域の大学等が行う、小学校高学年を対象とした夏休み講座 

夏休み子どもいちょう塾 

実施日 

場   所 

8/4(金) 

いちょうホール 小ホール 
  Tシャツデザイン画100選 

市繊維産業の振興を目的に、幅広い世代から応募のあった作品のうち、100選を表彰 

実施日 

場   所 

9/1(金)～9/30(土) 

未定 
調べる学習コンクールin八王子 

小・中学生による調べ学習のコンクールを開催し、入賞作品を表彰・展示 

実施日 

場   所 

9/2(土)～9/3(日) 

JR西八王子駅北口駅前広場/西八中通(東・西) 

 踊れ西八夏まつり 
阿波踊りとYOSAKOIソーランの各チームがパフォーマンスを披露 

5 

月 

6 
 

月 

7 
 

月 

8 
 

月 

月 

9 
 



記 念 事 業 名 ・ 事 業 概 要 実 施 日 ・ 実 施 場 所 

実施日 

場   所 

10/21(土)～10/22(日) 

片倉つどいの森公園 

 八王子流鏑馬武道と倭の文化披露      
 日本の文化・歴史である古武道・騎馬術の公開演武を披露 

実施日 

場   所 

9/24(日） 

クリエイトホール 
 第9回青年ライブステージ 
市内在住・在勤・在学の若者によるステージパフォーマンスの披露 

実施日 

場   所 

9月中旬発行予定 

なし 
 八王子市議会記念誌「市民とともに歩む」 

平成期の議会活動等をまとめた記念誌を発行 

実施日 

場   所 

9/30(土)～10/1(日) 

南大沢総合センター/南大沢中郷公園 
 南大沢総合センターまつり 

舞台発表や作品展示、読み聞かせ、模擬店の出店等 

実施日 

場   所 

実施日 

場   所 

9月または10月予定 

富士森公園 
 特別巡回ラジオ体操・みんなの体操会 

NHKラジオ第一放送で全国生放送されるラジオ体操のイベント 

実施日 

場   所 

9月予定 

中町公園 

 Dr.肥沼の偉業を後世に伝えましょう 

ドイツで伝染病治療にあたり、多くの命を救った八王子出身・肥沼医師の顕彰碑建立等 

実施日 

場   所 

10/1(日) 

オリンパスホール八王子 

 市制100周年記念式典 
市制100周年を記念した表彰やアトラクション等 

実施日 

場   所 

10/5(木) 

いちょうホール 小ホール 
 生活文化創造都市フォーラム 

産業振興に関するフォーラムを開催 

実施日 

場   所 

9/16(土)～9/18(月・祝) 

富士森公園 
 第５回八王子フードフェスティバル 

人気シェフや地元レストラン、生産者が集まり多彩な料理が味わえるフェスティバル 

実施日 

場   所 

10/9(月・祝) 

富士森体育館 
 八王子景観100選のシンポジウム 

八王子景観100選をテーマにしたシンポジウム 

実施日 

場   所 

10/9(月・祝） 

八王子城跡御主殿 

 市制100周年 八王子城 武者甲冑づくり 
甲冑作りを体験し、製作した甲冑を身に着け、製作発表まつりを開催 

実施日 

場   所 

10/15(日) 

いちょうホール 小ホール 
  文化芸術振興フォーラム 
文化芸術振興に関するフォーラムを開催 

実施日 

場   所 

10/21(土)～10/22(日) 

JR八王子駅北口西放射線ユーロード 

 わくわくフェア 
八王子の産業の魅力を展示するブースやステージイベント等 

実施日 

場   所 

10/21(土)～10/22(日) 
元八王子小学校/元八王子中学校/八王子城跡ガイダンス施設/高尾街道 

 元八王子北條氏照まつり 
武者行列のほか、音楽隊パレード、地元グループ・中学生によるライブステージ等 

実施日 

場   所 

10/28(土) 

クリエイトホール 

 第14回生涯学習フェスティバル 

日頃から生涯学習活動に取り組む市民団体による展示やステージ発表 

実施日 

場   所 

10/29(日) 

八王子駅南口広場 

 防犯防災フェア 
特殊詐欺の注意喚起及び災害の備えと防災行動力向上に向けた啓発 

実施日 

場   所 

10/29(日) 

オリンパスホール八王子 

 八王子フィルハーモニー管弦楽団 八王子市市制100周年記念演奏会 
八王子ゆかりの音楽家による演奏及び市内合唱団・演奏団体による大曲の演奏に挑戦 

実施日 

場   所 

10月下旬～11月上旬予定 

中央・生涯学習センター・南大沢・川口図書館 

 図書館まつり 
図書館ボランティアのワークショップ、図書リサイクル、講演会、朗読会等 

実施日 

場   所 

10月～11月予定 

滝山三城(滝山城・高月城・根小屋城) 

 八王子の中世との新たな対話 －今、よみがえる"滝山三城"－ 

滝山三城の散策用ガイドマップを作成し、「滝山三城、体感ツアー」を開催 

実施日 

場   所 

9/18(月・祝)、10/13(金)～11/18(土) 

オリンパスホール八王子など 
 八王子市民文化祭 

市民の皆さんによる文化芸術活動を披露（公演・展示・学芸） 

実施日 

場   所 

9/17(日) 

富士森体育館 

 みどりのまちづくりフォーラム 
全国都市緑化はちおうじフェア開催にあわせ自然環境に関するフォーラムを開催 

場   所 

9/16(土)～11/26(日) 

郷土資料館 
 平成29年度 市制100周年記念特別展「八王子百年の彩り」 

100年の八王子の歩みを振り返る展示や記念講演会を実施 

実施日 

実施日 

場   所 

9/3(日) 

富士森体育館 
 第71回八王子市民体育大会総合開会式 

実技スポーツに取り組む市民の皆さんを対象に、34種目のスポーツ大会を開催 

実施日 

場   所 

9/9(土)  交通安全八王子市民の集い 

交通安全教室や、さまざまなアトラクション等、楽しく交通安全を学ぶイベントを開催 

実施日 

場   所 

9/16(土)～10/15(日) 

富士森公園/八王子駅北口西放射線ユーロードなど 
 第34回全国都市緑化はちおうじフェア 

市制100周年の中心的事業で、全国規模の花とみどりの祭典 

実施日 

場   所 

9/9(土)～ 9/10(日)  伝承のたまてばこ～多摩伝統文化フェスティバル2017～ 

まちなかで、八王子・多摩地域の伝統文化に市民が気軽に接することができるイベント 八王子駅周辺 

実施日 

場   所 

9/11 (月)～ 9/14 (木) 

オリンパスホール八王子/南大沢文化会館 
 長寿を祝う会 

75歳以上の方を対象に、長寿を祝う式典・演芸等を実施 

実施日 

場   所 

9/16(土) 

JR八王子駅北口西放射線ユーロード 
 越中八尾おわら風の舞in八王子 

「越中おわら節」を演奏しながら、商店街を練り歩く「町流し」などを実施 

実施日 

場   所 

 全国大陶器市（八王子値切り市） 
全国の有名産地、窯元のやきもの約50万点が勢揃い 

10/6(金)～10/10(火) 

JR八王子駅北口西放射線ユーロード 

実施日 

場   所 

10/21(土)～10/22(日) 

JR八王子駅北口西放射線ユーロード 

 八王子メッセ街道市 
甲州街道沿道地域の特産品や地元の名産品が一堂に揃う 

実施日 

場   所 

11/3(金・祝) 
 八王子繊維貿易館 

 第46回歳末たすけあいバザー 
市民の皆さんから提供していただいた物品を販売し、純益金は募金とする 

いちょうホール  大ホール  

9 
 

月 

10 
 

月 

11 
 

月 

実施日 

場   所 

11/4(土) 

第四小学校（スタート・ゴール） 
フォトロゲイニング 
中心市街地を巡り、写真を撮影して得点を競い合うレクリエーション競技を開催 



記 念 事 業 名 ・ 事 業 概 要 実 施 日 ・ 実 施 場 所 

実施日 

場   所 

11/22(水)～11/28(火）【11/23(木)トークイベント】 

学園都市センター  

 写真が語る 八王子開市から未来へ 
八王子の自然、歴史、文化、産業等の過去・現在・未来を紹介する写真展 

実施日 

場   所 

11/23(祝・木) 

オリンパスホール八王子 

 みんなで えがこう 八王子の未来 
作文コンクール受賞作品の発表と表彰及び小・中学生による吹奏楽・合唱等、著名人による基調講演 

実施日 

場   所 

11/24(金) 

学園都市センター イベントホール 

 税の作文コンクール/税の絵はがきコンクール 

税に関する作文や絵はがきを公募し、優秀作品を顕彰 

実施日 

場   所 

11/25(土) 

クリエイトホール 

 歴史伝統フォーラム 
歴史伝統に関するフォーラムを開催 

実施日 

場   所 

11/25(土) 

いちょうホール 大ホール 

 みんなで歌おう八王子 
童謡「夕焼け小焼け」原詩の紹介や「ぼくらの八王子」作曲者・たにぞうさんによるステージ等 

実施日 

場   所 

12/3(日) 

エスフォルタアリーナ八王子 

 ロックンロールプロジェクト「八王子フェスタ」 

八王子観光PR特使であるロックバンド「ニューロティカ」等が出演するフェスティバル 

実施日 

場   所 

12/9(土) 

いちょうホール 大ホール 

 消防団音楽隊演奏会 
消防団音楽隊の演奏による消防団のPRや防火・防災の啓発活動 

実施日 

場   所 

12/17(日) 

オリンパスホール八王子 

 地球温暖化防止普及啓発イベント 
地球温暖化についての講演会等 

実施日 

場   所 

H30.1/8(祝・月) 

オリンパスホール八王子 
 平成30年 成人式 

式典及びアトラクションを行い、新しく成人となった若者を祝う 

実施日 

場   所 

H30.1/14(日) 

浅川河川敷広場 
 消防団出初式 

一斉放水や、はしご乗り等、日頃鍛えた技を披露 

実施日 

場   所 

H30.1/18(木)～1/22(月） 

エスフォルタアリーナ八王子 
 八王子市立小中学校合同作品展 第13回「おおるり展」 
小・中学生による図工・書写・家庭科・美術作品等を展示する合同作品展 

実施日 

場   所 

H30.1/27(土) 

エスフォルタアリーナ八王子 
 ふれあい運動会 

市内障害者施設に通所する方や障害者団体、市民の皆さんが参加する運動会 

実施日 

場   所 

H30.1/17(水）～1/21(月) 

学園都市センター 
 障害者文化展 

 障害者の方が作成した絵画や書等を募集・展示 

実施日 

場   所 

H30.2/3(土) 

クリエイトホール 
 消費生活フェスティバル 

消費生活に関する展示や情報交換等 

実施日 

場   所 

H29年度発行予定 

－ 

 八王子市戦後選挙の記録の作成 

戦後、八王子市で執行された各種選挙の記録 

－ 

実施日 

場   所 

H29年度実施  ダンボールコンポストたい肥の活用 

市民の皆さんが作ったたい肥を全国都市緑化はちおうじフェアで活用する事業 

11/18(土)～11/19(日) 

甲州街道追分交差点から裏高尾町周辺 

 八王子いちょう祭り      
関所オリエンテーリング、学生広場・ステージ、ふるさとバザール、物産展等 

実施日 

場   所 

実施日 

場   所 

11/18(土)～11/19(日） 

陵南公園/いちょう祭り会場 

 障害者差別禁止条例周知イベント 
手話・展示の体験やクイズ、パネル展示等のブース出展 

実施日 

場   所 

11/12(日) 

いちょうホール 大ホール 

 安全安心フォーラム 
防犯防災意識を高めるフォーラムを開催 

実施日 

場   所 

11/16(木)～11/21(火） 

学園都市センター ギャラリーホール 

八王子の宮大工小町家と番匠～小町和義の仕事展～ 
八王子の宮大工小町家の歴史や同家が手掛けた山車・神輿等の資料の展示など 

実施日 

場   所 

11/5(日) 

オリンパスホール八王子 

 第15回八王子車人形と民俗芸能の公演 
八王子市の伝統芸能である車人形・説経浄瑠璃・木遣・獅子舞の民俗芸能を公演 

実施日 

場   所 

11/11(土) 

クリエイトホール 

 介護の日事業 
介護の日に合わせて、講演会や各種情報提供を行う 

実施日 

場   所 

11/11(土)～12/14(木) 

夢美術館 

 夢美術館特別展「没後30年 銅版画家 清原啓子」 
八王子出身の銅版画家・清原啓子さんの回顧展 

実施日 

場   所 

11/12(日)、11/18(土)～11/19(日) 

八王子駅北口及び南口広場/市内各所/いちょう祭り会場 

 青少年健全育成キャンペーン 
標語の募集や街頭広報活動等を行う 

実施日 

場   所 

11/12(日) 

学園都市センター 
 八王子国際交流フェスティバル2017 

ステージパフォーマンスや展示等を行い、外国人と交流する 

実施日 

場   所 

H30.2/4(日) 

いちょうホール 大ホール 
 子どもミライフォーラム・明日へつなぐ  

次世代を担う子どもたちが、未来の八王子についての提言を発表するフォーラムを開催 

※ビジョン・フォーラムのグランドフィナーレ 

実施日 

場   所 

11/26(日) 

いちょうホール 

 宇宙飛行士講演会 
宇宙をテーマとした子ども科学への関心を高める講演会を開催 

実施日 

場   所 

12/9(土)～12/10(日) 

学園都市センター 

 学生発表会 
学生が幅広い分野の研究成果やアイデアを市民の皆さんや市長、企業に向けて発表 

そ 

の 

他 

フラワーフェスティバル由木 八王子まつり 踊れ西八夏まつり 八王子いちょう祭り 

11 
 

月 

12 
 

月 

1 
 

月 

2 
 

月 



市制100周年記念事業の基幹事業としてビジョンフォーラ
ムを開催します。 
8つのテーマで実施するシンポジウムは、これまでの100
年の成果を「まなび（振り返り）」、次の100年の発展に
向けたビジョンを「むすび（共有）」、次世代に八王子の
夢と希望を「つなぐ（継承）」をコンセプトに総合的な提
言として100年後の未来につないでいきます。 

●ビジョンフォーラムの概要 

 健康福祉フォーラム 

7/2（日）14:00～16:00 学園都市センター イベントホール 

健康づくりに関するフォーラムを開催 概 要 

開催日時 会 場 

 スポーツ推進フォーラム 

8/19（土）13:30～15:30 いちょうホール 大ホール 

スポーツ推進に関するフォーラムを開催 

開催日時 会 場 

 生涯学習フォーラム 

8/20（日）13:00～16:00 学園都市センター イベントホール 

生涯学習に関するフォーラムを開催 概 要 

開催日時 会 場 

 みどりのまちづくりフォーラム 

9/17（日）14:00～15:30 富士森体育館 

全国都市緑化はちおうじフェア開催にあわせ自然環境に関するフォーラムを開催 概 要 

開催日時 会 場 

 生活文化創造都市フォーラム 

10/5（木）15:00～18:00 いちょうホール 大ホール 

産業振興に関するフォーラムを開催 概 要 

開催日時 会 場 

 文化芸術振興フォーラム 

10/15（日）18:00～20:00 いちょうホール 小ホール 

文化芸術振興に関するフォーラムを開催   概 要 

開催日時 

 安全安心フォーラム 

11/12（日）13:30～15:30 いちょうホール 大ホール 

防犯防災意識を高めるフォーラムを開催 概 要 

開催日時 

 歴史伝統フォーラム 

11/25（土）14:00～17:00 クリエイトホール 

歴史伝統に関するフォーラムを開催 概 要 

開催日時 

 子どもミライフォーラム・明日へつなぐ 

平成30年 2/4（日)13:00～16:00 いちょうホール 大ホール 

次世代を担う子どもたちが、未来の八王子についての提言を発表するフォーラムを開催 
ビジョンフォーラムのグランドフィナーレとする 

概 要 

開催日時 

市制100周年記念の中心的事業として開催します。花と

みどりの中で、さまざまな楽しみや学びが体験できる参

加体験型のフェアです。ぜひお越しください。 

●メイン会場：富士森公園 

●サテライト会場： 

  中央エリア 西放射線ユーロード 

  北エリア  道の駅八王子滝山 

  西エリア  夕やけ小やけふれあいの里 

  西南エリア 南浅川・高尾登山電鉄清滝駅前 

  東南エリア 片倉つどいの森公園 

  東エリア  南大沢駅前・由木地区 

●主催：八王子市／公益財団法人都市緑化機構 

公式ホームページ  みどリ～ツイッター 

第34回全国都市緑化はちおうじフェア実行委員会事務局 

TEL：042‐620‐7253 FAX：042‐626‐3170 

第34回全国都市緑化はちおうじフェア実行委員会事務局 

TEL：042‐620‐7253 FAX：042‐626‐3170 

概 要 

Vision Forum 

ビジョンフォーラム 

Facebook 

ビジョンフォーラム 

八王子の魅力を引き出す8テーマの提言を未来につなぐ 

芸術文化×八王子 

産業振興×八王子 自然環境×八王子 

生涯学習×八王子 

健康福祉×八王子 

歴史伝統×八王子 

安全安心×八王子 

スポレク×八王子 

    八王子市 市制100周年記念事業推進室  
 

    ☎ 042-620-7348   FAX 042-621-1298  
        E-mail b580000@city.hachioji.tokyo.jp  

まちの歩みを振り返る「八王子
版 今日は何の日」や各種イベ
ントなど、最新情報をフェイス
ブックで配中！ 

市制100周年記念事業に関する情報は市
ホームページでもお知らせしています。 

八王子市100周年 

発 

行 

会 場 

会 場 

会 場 

会 場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

会場では手話通訳・要約筆記を行います。 

＜問い合わせ＞ 八王子市 総合経営部広聴課  ☎ 042-620-7411 FAX 042-620-7322 

市制 100 周年記念事業推進室 ☎ 042-620-7348   

 

基調講演 講師：三島
み し ま

 由樹
よ し き

 さん（八王子市まちづくりアドバイザー） 

「これからはじまる次の 100年のまちづくり」 

パネルディスカッション 

モデレーター:福井
ふ く い

 昌平
しょうへい

 さん  コメンテーター:青山
あおやま

 佾
やすし

 さん 

パネラー :三島
み し ま

 由樹
よ し き
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子ども絵画コンテスト作品紹介 

子どもたちが描いた「大切にしたい八王子の今」「20年後の八王子」 

オープニングセレモニー 

八王子市立川口中学校 和太鼓部演奏 

 

次の 100 年のまちづくりについて考える、市民フォーラム。 

市制 100 周年記念事業として８つのテーマで行う「ビジョンフォーラム」

のキックオフイベントとして開催します。 

 

資料２：開催告知ポスター



 

 

 

 

本日は、『市民フォーラム・未来を語る』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。（該当するものに○をつけてください） 

１．あなたご自身についてお聞かせください。 

性 別 男 (69.0%) 女 (23.0%) 未記入 (8.0%) 

年 齢 
20歳未満 (0.0%)         20代 (12.0%)      30代 (6.0%) 40代 (13.0%) 

50代 (26.0%) 60代 (20.0%) 70代 (15.0%) 80歳以上 (8.0%) 

お住まい 市内 (81.0%) 市外 (11.0%) 未記入 (8.0%) 

職業等 
自営業 (9.0%) 会社員 (12.0%) 公務員（市職員 (19.0%)・その他 (7.0%)） 

大学生・専門学校生(10.0%) 小・中・高校生 (0.0%) その他 (34.0%) 未記入 (9.0％) 

 

◆市民フォーラムについて 
１．『市民フォーラム・未来を語る』を何でお知りになりましたか。 

(1) 広報はちおうじ (37.0%) (2) 市ホームページ (19.0%) (3) ツイッター (0.0%) 

(4) フェイスブック (2.0%) (5) ポスター・チラシ (28.0%) (6) 友人・知人の紹介 (9.0%) 

(7) 新聞 (1.0%) (8) その他 (25.0%)  未記入 (3.0%) 

２．本日のフォーラムは、いかがでしたか。 

(1) 良かった (63.0%) (2) まあまあ良かった （24.0%) (3) あまり良くなかった (3.0%) 

(4) 良くなかった (0.0%)  未記入 （10.0%) 

（テーマについて（自由記述）：運営について（自由記述）） 

３．本日の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) とても高まった (51.0%) (2) やや高まった (30.0%) (3) 変わらない (4.0%) 未記入 (15.0%) 

４．これからの 100 年のまちづくりについて、ご意見やご提案などをご自由にお書きください。

（自由記述） 

 

◆市制100周年記念事業について 
１．あなたは、今年（平成29年）、本市が市制100周年であること、また全国都市緑化はちおう

じフェアが開催されることを知っていましたか。 

(1) 両方知っていた (80.0%) (2) 
市制100周年であることを 

知っていた       (16.0%) 
(3) 

全国都市緑化はちおうじフェアを 

知っていた             (0.0%) 

(4) 両方知らなかった (2.0%)  未記入 (2.0%)   

（上記１の質問で（１）・（２）・（３）とお答えの方に）何で知りましたか。 

(1) 広報はちおうじ (64.6%) (2) 市ホームページ (27.1%) (3) フェイスブック (1.0%) 

(4) ポスター・チラシ (27.1%) (5) 友人・知人から (5.2%) (6) 新聞 (3.1%) 

(7) その他 (19.8%)  未記入 (8.3%)   

２．次の100年に向け、八王子に残したいものは何ですか。（自由記述）  

「市民フォーラム・未来を語る」参加者アンケート 

資料３：会場でのアンケート結果 



 

 

自由記述抜粋 

 

 

テーマについて 

1. 非常にわかりやすく、また考え方が参考になった。    （20代 男性） 

2. 建築や自然の面からまちづくりを聞けて興味深かった。    （20代 女性） 

3. 新たな視点を提供していただいた。     （20代 男性） 

4. 100年先の八王子のことを見ていて将来像がはっきりして良かった。  （20代 男性） 

5. この先どうしていこうと考えられているかわかった。    （20代 女性） 

6. 「まちづくり」は「こうしたい」という想いありき。非常に有意義だった。  （20代 男性） 

7. パネルディスカッションが良かった。（将来の八王子が見えてきた）  （30代 男性） 

8. 三島氏の基調講演はとても興味深かった。     （30代 男性） 

9. 基調講演での他自治体でのまちづくり事例など。    （30代 男性） 

10. 夢があって良かった。       （40代 男性） 

11. 青山先生のお話がとても良かった。わかりやすかった。もう少し青山先生のお話を伺いたかった。 

（40代 女性） 

12. 話が長すぎ。「レガシー」とかはやり言葉を使ったり不快。きれいごとばかり。プロジェクターの字が細かすぎ 

て見えなかった時もある。      （40代 女性） 

13. 表題をインパクトあるものにした方が関心が集まると思う。   （40代 男性） 

14. 100周年記念としてふさわしいと思った。     （40代 男性） 

15. キックオフとしては良かった。      （40代 男性） 

16. 地域の担い手にフォーカスしたテーマが良かった。    （50代 男性） 

17. 大変良いテーマだと思う。      （50代 女性） 

18. 50年後、100年後の確かな未来が少し見えた気がする。       （50代 未記入） 

19. まちづくり、地域づくり（ソフト）の両面から見ることができた。   （50代 男性） 

20. 三島氏の話は良かった。      （60代 女性） 

21. オープニングフォーラムとしてぴったりだった。          （60代 未記入） 

22. まちの基礎について。公園の重要性が良くわかった。    （60代 男性） 

23. まあまあ良かった。       （60代 男性） 

24. みなみおおさまカフェ       （60代 女性） 

25. 10年先のビジョンが見える。      （60代 男性） 

26. これからの 100年に向けて、三島氏にエール、応援します。   （60代 女性） 

27. とても良かった。       （60代 女性） 

28. 三島氏の「まちの骨格」について、八王子出身者としての考えが良かった。  （60代 男性） 

29. まちづくりの視点での展望が紹介されず残念。    （60代 男性） 

30. グローバルで素晴らしい。      （60代 女性） 

フォーラムのテーマや運営についてのご意見 

資料３：会場でのアンケート結果 



 

 

31. 誰でも立ち止まれる楽しめるスペース。     （70代 男性） 

32. 基調講演が良かった。       （70代 男性） 

33. これからも多くの機会にこのような会をもっていただきたい。   （70代 男性） 

34. 篠崎さんの話は大変参考になった。     （70代 男性） 

35. 難しかった。           （80歳以上 男性） 

36. 100周年オープニングイベントとしてふさわしい。       （80歳以上 男性） 

運営について 

1. 小中学生からも登場があって、和やかになったかと思う。   （20代 女性） 

2. 地元の子どもたちが参加するもので良かった。    （20代 女性） 

3. 手話や要約筆記等、色々な人への配慮があり良かった。   （20代 男性） 

4. 情報保障について。早期の電子化を求める。（パソコンによる入力）  （30代 男性） 

5. 子どもたちの発表が微笑ましかった。     （40代 男性） 

6. 素晴らしい発表が聞けて良かった。     （40代 女性） 

7. 出だしから不備があり、準備不足を感じた。会場が狭い。トイレに行くにも出入り口少なすぎ。 

（40代 女性） 

8. パワポの配布資料があると良かった。     （40代 男性） 

9. 進行が悪い。リハーサルをもっとしてほしい。     （40代 男性） 

10. あたたかみがあり良かった。      （50代 男性） 

11. まとまっていたと思う。中学生の和太鼓の演奏とても良かった。   （50代 女性） 

12. 丁寧で良かった。            （50代 未記入） 

13. 基調講演の講師は良かった。八王子に多様な人材がいることは素晴らしいと思った。パネルディスカッショ 

ンの時間がもう少しあると良いと思った。     （50代 男性） 

14. 青山氏の発言が少なかった。もっと聞きたかった。    （60代 女性） 

15. あまり良くなかった。       （60代 男性） 

16. 自分の住んでいる地域にもそんなカフェがあれば良いなという思いで同志の方がいらっしゃればお話しして 

みたい。        （60代 女性） 

17. ふれあいサロン程度ではだめだ。      （60代 男性） 

18. 自然＝生活の中の心豊かにする自然作りに共感した。具体的には公園。ベンチも賛成。 

（60代 女性） 

19. とても良かった。       （60代 女性） 

20. Good        （60代 女性） 

21. 子どもの作品紹介は良かったが、成年の意見発表も取り上げてほしい。  （60代 男性） 

22. ＯＫ        （70代 男性） 

23. ＰＲ不足と感じる。       （70代 男性） 

  



 

 

 

 

1. 今ある使われなくなったモノを、いかに新しく手を加えて現代の需要に沿うようにするか、という考えが素敵

だと思った。実際に実現していければ良いと思う。また、もっと八王子らしさをアピールしていくために、自分

にできること（イベントの参加など）をしていきたいと思った。オープンカフェはもっと早く知りたかった。 

（20代 女性） 

2. 学生や若い世代のような多世代の考え方をもっともっと反映してほしい。  （20代 男性） 

3. 幅広い年齢層の人がまちづくりに関わり、それを実感できるような取り組みを増やすことが必要だと考える。  

（20代 男性） 

4. 未来を考えるときに 100年後の当たり前を考えるというお話があったので、そのようにして計画される事業

に期待を抱いた。       （20代 女性） 

5. これからの市政に必要とされているのは、やはり行政と市民の協働。市は民間にどれだけ働きかけるかにか

かっていると考えられる。民間のマンパワーを最大限に引き出せるか。より積極的な事業の実施を期待し

たい。        （20代 男性） 

6. ぜひ、市民・学生の声を大切にしていただきたい。    （30代 男性） 

7. これまでに経験したことのない速さで社会経済状況が変化しているが、時間が経過しても変わらないもの

（変えてはいけないもの、うまく書けないが）と変えるべきものを調和させていければ良いのではと思ってい

る。        （30代 男性） 

8. 市民参加で協働の中に、八王子でのメリットであるコンソーシアムとの連携による学生参加の機会を増や

せないかなどのヒントを頂いた。      （30代 男性） 

9. さらに市職員が地域活動に参加するべき。（市外在住の職員にも）  （40代 男性） 

10. 病院と、子どもがボール遊びやアスレチックができる公園がほしい。   （40代 女性） 

11. 中心市街地と各地域拠点を結ぶ軸（ネットワーク）の強化。   （40代 男性） 

12. 八王子の魅力を市民ももっと理解し、大切にしたいと思った。三島先生のお話にあった「他の方（八王

子市民以外の方）も一緒に」まちづくりをすることが大切だと思った。  （40代 女性） 

13. 「まちづくり」なんだと言いながら、結局は八王子の中心部や有名地のみを対象としているんだと感じ、八

王子の隅に住む人間にはあまり関係ないと思った。端っこの過疎化している地域にももっと目を向けてほし

い。        （40代 女性） 

14. 子育て中だが、子育てに必要なものが手に入りにくいという印象がある。子育てしやすいまちにしてほしい。 

         （40代 男性） 

15. 市民と専門家の交流を。八王子以外の地域との交流を。市内の地域の技術を活かす。 

（50代 男性） 

16. 市民企画事業（ＮＰＯフェスティバル）を担当しているので、意識づけになった。 （50代 男性） 

17. まずこれからの 100年という視点に感銘を受けた。子どもたちの「20年後の八王子」の絵がとてもよいメッ

セージだと思う。首都大学東京での「みなみおおさまカフェ」を作ったところ、高齢者のみならず、多種多様

な人が気兼ねなく触れ合う場、特に大学においた点が着目すべきだった。  （50代 女性） 

18. 歴史を大切に継承しつつ新しいことが息づくまちにしていきたい。誰もが大切にされるまち。 

（50代 女性） 

これからの 100 年のまちづくりについて、ご意見やご提案 



 

 

19. 多世代の方が助け合える地域コミュニティづくりに期待する。       （50代 未記入） 

20. 学校（教育活動）をその地域の中心として建物（場所）としても、文化、スポーツ、生涯教育の中心

としても残すよう、改革していただきたい、もちろんビジョンと予算が必要と思う。 （50代 女性） 

21. 昨年の学生発表会を見ている。その時は行政からのコメントを聞き、市の運営の難しさを認識した。今日

は行政からまちの運営のプロとして具体的で夢のある、実現性のある計画・想いを詳しくわかりやすくプレ

ゼンしてほしかった。勉強になった。ありがとうございました。        （50代 未記入） 

22. 次世代が八王子を誇れるように。夢を見られるように。    （50代 男性） 

23. 子どもにやさしいまちの実現とＳＤＧｓへの取り組み。    （50代 男性） 

広聴課注：ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）持続可能な開発目標。地球環境や経済活動、

人々の暮らしなどを持続可能とするために、すべての国連加盟国が 2030年までに取り組む行動計画。 

24. 三島先生のおっしゃる古いものと新しいものを大事にして八王子らしさを全国に発信できればと思う。 

         （50代 女性） 

25. コミュニティカフェの支援を公共的にしていくこともやってほしいと思う。  （50代 男性） 

26. 元気な高齢者が活躍している八王子！のイメージが強く、若者は学校授業が終わると八王子にいなくな

るイメージが強い。今日の参加者も年寄りが多かった。    （60代 女性） 

27. 人口減少現象から空き家率が上昇してくるのは確か。空き家をいかに活用するか。（市で買い取り、貸

し出し方法もあるか？）           （60代 未記入） 

28. 住み続ける人の意見を優先すべき。短期に住む人より重要。他へ行ってしまう人の意見に従ったらどうな

るかわかりますね。       （60代 男性） 

29. 新しい世代や人口増が見込めるまちづくり。子どもを大切にできる保育制度。職住の一体化。研究所、

事務所の誘致。       （60代 男性） 

30. 八王子商店街の方々に頑張ってほしい。昔のような元気のあるまちにしてほしい。他のまちで買い物をし

ないで地元のお店で買い物をしたい。     （60代 女性） 

31. ユーロードの公園で屋台を。オープンカフェの「昭和版」は屋台でしょう。以前は屋台があったが今はさみし

い。        （60代 男性） 

32. ①甲州街道があまりにさびれている現況、活性化を図るべき。②「ＪＲの高架」が八王子発展に急務で

ある。        （60代 男性） 

33. 心を豊かに、お互いが人間らしく生きていくうえで、大切な役割、水・緑であったり、花、住宅であったり、

人は環境でつくられると強く感じる。のんびり寝転べて、空が見上げられる公園がほしい。 

（60代 女性） 

34. 何に取り組むにしろ、永続性のあるもの。地域・行政で協働していくことが大事。 （60代 男性） 

35. 長い八王子の歴史を残したまちづくりを！     （60代 女性） 

36. 日本の中での八王子ではなく、世界の八王子として、グローバルなまちを目指したい。 （60代 女性） 

37. 八王子だけでなく、外部の人々を取り込んでまちづくりをしていくとの提案があったが、小さな町会単位でも

その通りだと思った。            （60代 未記入） 

38. 多世代間の交流を活性化することが大事。特に地域の拠点の小・中の施設活用が重要なポイントであ

る。施設休暇はもったいないので無駄にしないでほしい。   （60代 男性） 

  



 

 

39. 「誰でも立ち止まれて楽しめる場所」を基本のスポットスペースとして、長期：周辺（山地区）を含めて、

道路計画をする。短期：使いやすい「成年後見制度」のネットワークと市民後見人の育成。 

（70代 男性） 

40. 今日からスタート。市民の多くに意見を聞いてください。    （70代 男性） 

41. 子どもからお年寄りまでみんなにやさしいまち。    （70代 男性） 

42. 文化、芸術の振興に市民の力を使って実施する。税金ではなく市民から用途を限定した寄付を集めて

文化的事業を振興する。      （70代 男性） 

43. 中高生への徹底をはかってほしい。     （70代 男性） 

44. 100年も大事だが、５～10年のスパンで考えることが現実的。このような視点を考えていただきたい。 

（70代 男性） 

45. 家庭菜園の高利を期待したい。      （70代 男性） 

46. 歴史、文化の伝統を維持してきた八王子は、先の大戦で戦禍を受け壊滅状態から立ち上がった。次の

100年は景観・環境都市づくりを目指してもらいたい。市民の意見をもっと聞くべき。 （70代 男性） 

47. ①広報全面横組化。②国史跡。日本百名城（五大山岳城）八王子城主北条陸奥守氏照公祭。

御主殿から武者行列化実現してほしい。旗（寄贈者名入）増設。元八王子→八王子市全体のまつ

り（時代）にしてください。      （70代 男性） 

48. 「向う三軒両隣」町会・自治会に全員参加のまちづくり。居場所（防災上の頑丈な建物）がまちに完

備される。           （80歳以上 男性） 

49. 自然と歴史を踏まえたまちづくりが絶対必要であると思う。      （80歳以上 男性） 

50. 都の中で唯一、山を抱えているので、他の都市に比べ良いまちでありたい。自然を活かしたまちづくりは素

晴らしい。緑化フェアの後はオリンピックが近づくので、富士森のグリーンを世に伝えるために一部（植木）

を鉢植えとしてオリンピック会場に提供したら…。       （80歳以上 男性） 

51. 学生世代の活躍に期待。         （80歳以上 男性） 

52. 私は八王子に住んで30年、薬剤師として仕事をしています。八王子は高いビルもあまりなく、空が広く星

が見えます。そして高尾山があり自然あふれるまちに住んで、私は満足していますが、一つ残念なことがあ

ります。日常、薬局の調剤に携わっておりますと、１月後半からスギ花粉に悩まされ、幼児、学生、高齢

者の患者様が多くいらっしゃいます。そこで私は提言します。高尾山の杉林をきちんと手入れし、伐採した

木材は家具や建材、また市内にあるベンチなど木材を利用するようにしたら雇用もうまれますし、１年中

安心して高尾山のハイキングが楽しめると思います。「魅力あふれる 100年に向けて」高尾山の整備はぜ

ひ必要です。杉のお風呂の香りなど未来の子どもたちに体験する機会を与え、自然を大切にする心を養

ってもいただきたいと思います。そして、緑豊かな樹木のまち、八王子のシンボル「高尾山」をもっと前面に

宣伝していっては、いかがでしょうか。     （不明 女性） 

  



 

 

 

 

1. 一番は緑。東京都の中でここまで緑が残っている土地は非常に重要だと思う。緑を活かした改革をしていっ

てほしい。        （20代 女性） 

2. 緑、自然。         （20代 男性） 

3. 歴史と自然。若い人たちに八王子にいてもらいたい。    （20代 女性） 

4. 八王子市は自然豊かなので残してほしい。     （20代 男性） 

5. 八王子の自然と文化       （20代 男性） 

6. 豊かな緑！！        （20代 女性） 

7. 緑、祭、人のにぎわい。       （20代 男性） 

8. ①学生がいきいきと活動できる開かれた市の雰囲気。②自然と共生できる環境。③「何かやろう」という動

機が生まれる土壌。       （20代 男性） 

9. 郷土愛、文化・伝統と自然との調和（バランス）のあるまち。   （30代 男性） 

10. 八王子らしさ。八王子駅玄関に人が滞留する流れ作りを。田舎と都会、両方が融合するまちであってほし

い。豊かな自然。       （30代 男性） 

11. 伝統技術、多摩織、捺染、藍染、自然、小仏川の蛍。    （30代 女性） 

12. 八王子の自然・伝統。       （30代 男性） 

13. 八王子市の地形を活かした特性と文化の継続と発展。    （30代 男性） 

14. 自然、ニュータウンのまちなみ、公園。     （40代 男性） 

15. 郷土愛を持つ市民。       （40代 女性） 

16. 豊かな自然とあたたかい人間関係が築かれた地域。    （40代 女性） 

17. 歴史ある建物。自然。高尾駅移築？古い駅舎取り壊しというとても残念なことが起こってほしくない。 

（40代 女性） 

18. 人と自然の調和した景観。      （40代 男性） 

19. 緑と水。畑。人のつながり。      （50代 男性） 

20. 多様性と一体感。       （50代 男性） 

21. 20以上の大学がある八王子。これは財産だと思う。桜の美しい名所が八王子にはたくさんある。自然を活

かしたコミュニティ広場賛成。      （50代 女性） 

22. 豊かな自然。             （50代 未記入） 

23. 豊かな緑と郷土愛。       （50代 女性） 

24. 人と人とのつながり。       （50代 女性） 

25. 歴史、交通のインフラ、学生と市民のシナジー効果。既得権益にしがみつかず、将来の発展を願い実現し

ていく。             （50代 未記入） 

26. ふるさと        （50代 男性） 

27. 子どもたちの笑顔       （50代 男性） 

28. 自然・伝統文化。八王子っ子。八王子で生まれ育ち郷土愛を持っている子ども・大人。（50代 女性） 

29. 緑と文化と人の交流。       （50代 男性） 

30. 高尾山の自然を大切にしたい。      （60代 女性） 

次の 100 年に向け、八王子に残したいもの 



 

 

31. 文化、芸能、芸術分野は特に残したい。高尾山をはじめ、自然を大切にしながら箱物施設に手を付ける

べき。             （60代 未記入） 

32. 自然、文化、歴史、伝統。緑化も必要があることがよくわかった。   （60代 女性） 

33. 歴史、自然、人材、子ども。           （60代 未記入） 

34. 植物園が必要。自然と緑を八王子に拡大させるため。    （60代 男性） 

35. 豊かな自然、八王子の伝統文化・人情、甲州街道のいちょう並木、八日町のアーケード商店街（昔は賑

やかで楽しかった）、きれいな浅川。     （60代 女性） 

36. 大久保長安の銅像、小学校の郷土の歴史で長安を。    （60代 男性） 

37. 史跡紹介に力を入れる。子どもが戻れる八王子でなければ次世代につながらない。思い出づくり→郷土愛。 

         （60代 男性） 

38. 八王子の緑と自然（浅川・高尾）他を大切に残したい。住宅・マンション（高層にする）が立ち並ぶ前に、

住む人間の心を育てることを、建物で埋められないようにしてほしい。八王子市の今までの自然を大切にし

たうえで学生・若い人も共存できるまちにしていってください。（高齢者も住みやすいまちに） 

（60代 女性） 

39. 豊かな自然と文化。       （60代 男性） 

40. 自然・文化。        （60代 女性） 

41. 緑とまちの景観を融合させていってほしい。潜在パワーの学生の活用が、地域再生のカギとなる。 

（60代 男性） 

42. 高尾山等、自然、文化。       （60代 女性） 

43. 緑と花の咲いている公園で自然（里山）を身近にした地域を作る。  （70代 男性） 

44. 自然（山、川）、織物業、大学。      （70代 男性） 

45. 自然、伝統文化。       （70代 男性） 

46. 伝統的文化・芸術や文化を大切にする社会。    （70代 男性） 

47. 歴史に裏打ちされた中核都市。政令指定都市を目指す。   （70代 男性） 

48. 絹の道、緑大いに残してほしい。      （70代 女性） 

49. 若い人達の生活の中で協力がしやすい社会を作っていくことが大事と思う。  （70代 男性） 

50. 菜園のできる土地、農地。      （70代 男性） 

51. 自然環境と高尾山の生態系。      （70代 男性） 

52. 郷土史        （70代 男性） 

53. 山と川と緑。           （80歳以上 男性） 

54. 自然（美しい自然）をこれから 100年のまちづくりのなかでぜひ残してほしい。   （80歳以上 男性） 

55. 本日のお話の中で改めて緑化が大切に思う。また、気持ちが和らぐのは緑であり、名所は緑化があってよい

のではないか。           （80歳以上 男性） 

56. 本日のお話、ものすごく感じるものがありました。八王子に経験豊富な方、若い学生さんが考えを話してくれ

るうれしさを感じた。高齢者はともかくこの八王子で仕事（はば広く）ができるように機会をどしどしつくってく

ださることがこのまちが参加型生活になる。よろしく。       （80歳以上 男性） 

57. 自然、歴史、文化。          （80歳以上 男性） 
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