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は じ め に 

 

 

今や、産業経済の再生は国民的課題となっており、この基礎を担う地域経済の振興は地域

経営の最重要課題と言っても過言ではありません。 

こうした中、八王子には、これまで培ってきた多くの製造業や商業に加え、都内随一の産

出額を誇る農業や、高尾山に代表される豊かな自然や伝統文化を活かした観光産業など、多

様な産業が存在しています。加えて、交通の要衝としての利便性のほか、多くの大学・研究

開発型企業の立地や多様な人材の集積など恵まれた産業資源を有しています。 

そこで、今回のフォーラムは、“ 光り輝く産業都市をめざして ～ 活かそう！八王子の魅

力 ～ ”をテーマに、八王子の活性化に向け、ものづくり・商業・物流・農業・観光などの

視点から、本市が有する地域の産業資源をどのように活かしていくかを討論しました。 

各パネリストやご来場の市民の方々から貴重なご意見やご提言をいただくとともに、こう

した恵まれた地域の特性を最大限に活かす産業の振興が、市民の生活の向上と地域の活性化

に寄与することを再認識する場となりました。 

 ここに、当日の様子を「ふれあいフォーラム記録集」としてまとめましたので、ひとりで

も多くの方にご高覧いただき、市民生活と産業とが調和する都市の実現に向けた一助になれ

ば幸いです。 

 最後に、貴重なご意見を発表していただきましたパネリストの甲谷様、青木様、金子様、

フォーラムを進行していただきましたコーディネーター役の石坂様、そして会場にお越しい

ただきました多くの市民の皆様に心から感謝申しあげます。 

 

 平成１６年４月 

 

八王子市 総合政策部 広聴広報室  
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第４回「ふれあいフォーラム」 

光り輝く産業都市をめざして 

         ～ 活かそう！ 八王子の魅力 ～ 

 

司 会   大変長らくお待たせいたしました。本日は、このように大勢の皆様にお越しいただきまして、

誠にありがとうございます。ただいまから八王子市主催の「ふれあいフォーラム」を開催しま

す。 

本日のフォーラムでは、「光り輝く産業都市をめざして～活かそう！八王子の魅力」をテーマ

に、市長をはじめ４名のパネリストの皆様により、八王子のさまざまな地域資源を活かしたま

ちづくりや地域開発についてのパネルディスカッションを始めてまいります。 

申し遅れましたが、本日の総合司会をさせていただきます広聴広報室の深須と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

ここで、皆様方に何点かお願いがございます。最初に、携帯電話をお持ちの方にお願いしま

すが、どうぞ、会場内ではスイッチをお切りいただくか、マナーモードにしていただくよう、

お願いいたします。それから、会場内には八王子テレメディアのカメラが入っております。ま

た、市の広報担当のほうで取材をさせていただきますので、ご承知おき願います。それから、

本日の様子は、広く市民の皆様に情報公開してまいりますので、合わせてご了解いただきたい

と思います。最後になりますが、受け付けでお配りいたしましたアンケート用紙がございます

が、お帰りまでにぜひご記入いただきまして、ご提出いただきますよう、よろしくお願いいた

します。 

それでは、最初に、黒須市長のほうから、ご挨拶申しあげます。 

市長、よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

市 長   皆様、こんにちは。ご紹介いただきました八王子市長の黒須隆一でございます。先日の市長選

で再選を果たさせていただきました。引き続き４年間お世話になりますけれども、どうぞ、よろ

しくお願いいたします。今日は、日曜日にもかかわりませず、大変大勢の皆様方に平成15年度

のふれあいフォーラムにご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。 

      今日のテーマは、今お話がありましたように「光り輝く産業都市をめざして」、八王子の魅力

を引き出して、そして八王子の産業の活性化に努めようじゃないかと、こういう趣旨でございま

す。私のモットーのひとつでもございますけれども、なんとか八王子を元気にしたい、元気なま

ち八王子をつくりたい、これが大きな目標でございます。当然のことながら、まちが元気になる

ということは、お住まいになっておられます市民の皆さん一人ひとりが健康で、そして将来に夢
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や希望が持てて、そして毎日生きがいを持ってがんばっておられる。これは、最もベースになる

大事なことだろうと思っております。 

やはり、八王子の元気ということを考えた時には、八王子の産業が幅広く活発に活動していた

だける、このことは欠かすことができ

ないことでございまして、ご承知のと

おり、わがまちの産業というのは、大

変幅広いというふうに思っています。

工業、商業、農業あるいはサービス業、

それぞれ幅広くがんばっていただいて

いるわけでございます。また、私は、

八王子の産業のポテンシャルの高さと

いうのは、余所のまちに比べても絶対に負けない、負けないどころか余所のまちよりも優れてい

る、非常に高いものがあるのではないかと、いつも感じているところでございます。例えば、製

造業等でもハイテク関連の中小企業、八王子には２千社を超えると言われています。これは、余

所のまちにはあまり見られないこと、大きな特色の１つだろうと思います。 

また農業、今日はテーマのひとつにもなりますけれども、八王子の農業は東京でも１位であり

ます。これは、出荷量、それから農業に従事をしている方々も数の上でも東京の１割、そして１

位ということでもございます。 

また、観光というのも、新たに産業として取り組むべきものではなかろうか、と思っておりま

して、例えば、高尾山には、１年間に250万人の人が登られる。これは、まさに世界一だそうで

す。われわれは、あまり身近なところにありますから、気がついておりませんけれども、高尾山

というのは、それだけの求心力を持っているわけです。ですから、高尾山ばかりではなくして、

八王子の豊かな自然というのは、まさに八王子の売りでありまして、これらをどう活かしたまち

づくりをしていくのか、これも、私は、非常に大事なことだと思っております。 

また、ご承知のとおり、伝統産業としては織物があるわけでございまして、特に織りのネクタ

イというのは、全国でも有数の生産地になっております。先ほど、伝統工芸師の澤井さんとお会

いする機会がございましたけれども、多摩織りは、100年の伝統を有するということでございま

して、そういうことを考えますと、八王子は、本当に幅広く多くの産業ががんばっておられる。

そこで、われわれは、さらにその従事者の皆さん、あるいは経営者の皆さんが、将来夢を持って

がんばっていただくためには、何をしなければいけないのか。これがやはり大きなテーマだと思

っているところでございます。 

私、４年前に就任をいたしまして、最初にやったことのひとつが地域産業振興会議をつくった
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ことです。それぞれの産業に従事をしておられる方、あるいは専門的に学問として取り組んでお

られる大学の先生方、あるいは一般の市民の皆さんにも参画していただいて、幅広く八王子の産

業の振興策についてご提言をいただきました。そのなかから「首都圏情報産業特区・八王子」構

想推進協議会というのも生まれたわけでございまして、今日は、協議会の会長をお務めいただい

ております甲谷さんも出席をいただいておりますけれども、こういった八王子のそれぞれの資源

というものを、これからどう活かしていくか。私は、行政の長を務めさせていただく立場といた

しまして、今日は、非常に皆さんのご意見、お話に関心を持たせていただいておりますので、ど

うぞ、実りあるフォーラムになりますように、ご協力をよろしくお願い申しあげまして、ご挨拶

にさせていただきます。 

どうぞ、よろしくお願いします。（拍手） 

 

司 会   どうもありがとうございました。 

それでは、コーディネーターおよびパネリストの皆様が入場いたしますので、拍手でお迎えい

ただきたいと思います。 

          〔コーディネーターおよびパネリスト登場（拍手）〕 

司 会   どうもありがとうございました。 

それでは、皆様のご紹介をいたします。詳しくは、お手元の資料をご覧いただきたいと思いま

すが、まず、本日のコーディネーターを務めていただきます法政大学社会学部教授の石坂悦男様

でございます（拍手）。 

続きまして、パネリストの皆様をご紹介させていただきます。舞台中央寄りから「首都圏情報

産業特区・八王子」構想推進協議会会長の甲谷勝人様でございます（拍手）。 

次に農産物流通コンサルタントでございます青木隆夫様でございます（拍手）。 

続きまして、市民パネリストの金子久実子様でございます（拍手）。 

最後に、黒須隆一市長でございます（拍手）。 

本日のフォーラムには、大勢の市民の皆様においでいただいておりますので、パネルディスカ

ッションの途中で、皆様からのご意見、ご提案等もいただきたいと思っておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

それから、ご紹介が遅れましたが、舞台にいらっしゃいます手話通訳の方をご紹介いたします。 

西沢和子様でございます（拍手）。 

中澤幸子様でございます（拍手）。 

石田正美様でございます（拍手）。 

以上、お三方に、手話通訳をしていただきますので、よろしくお願いいたします。 
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それでは、パネルディスカッションを始めてまいります。コーディネーターの石坂様、よろし

くお願いいたします。 

 

石 坂   皆様、こんにちは。今日は、毎年

実施しておりますふれあいフォーラ

ム、今年は「光り輝く産業都市をめ

ざして～活かそう！八王子の魅力」

というテーマで開催の運びとなりま

した。 

ご存じのように、地域経済、地域

社会においては、いろいろな課題が

たくさんあります。しかし、八王子

のこれまでの財産であります魅力、それから歴史的なさまざまな力、こういうものをあらためて

見直しまして、今もう一息で低迷から脱出するような時期でありますけれども、多くの製造業や

商業に加えて、都内随一の産出額、農業とか高尾山に代表される観光資源とか、あるいはさまざ

まな伝統文化とか、そういう資源が八王子にはたくさんございます。そういった多様な資源を活

かしながら、地域の活性化、再生、そういうものにこれから大いに取り組んで飛躍していきたい、

というふうに考えて、今日の市長を含めた３人のパネリストを招きまして、皆様と一緒に、この

タイトルにありますように、光り輝く産業都市八王子、そういうものを目指すさまざまな智恵を

パネリストの皆さんとフロアにおります市民の皆さんとのいろいろな思いを語り合って、目的を

果たしていきたいと思っております。どうぞ、よろしくご協力願いたいと思います。 

      それでは、早速ですけれども、パネリストの自己紹介を簡単にしていただいて、続けて、それ

ぞれの方から、八王子の持っている地域的な特性といいますか、魅力、こういうものをご自身ど

ういうふうに受け止めておられるのかと、そういうことを少し話していただいて、議論のとっか

かりにしたいと思います。 

      それでは、甲谷さんから、お願いいたします。 

 

甲 谷   甲谷でございます。よろしくお願いします。「首都圏情報産業特区・八王子」構想推進協議会

の会長ということで、大変長い名前ですが、実は、私がこのお役目をお引き受けしました時に、

既に名前が決まっておりました。言いにくくて、書きにくくて、大変困るので、みんなでひとつ

愛称を考えようやということになりました。実は、愛称として「サイバーシルクロード八王子」

という愛称を使っております。最近では、サイバー、サイバーと皆さんから呼ばれておりますが、
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実は、そういう経緯があったということでございます。 

      このサイバーシルクロード八王子という名前につきましては、ご承知のように、絹織物の収産

地であった、シルクロードもまだ残っておる。そういうこともありますし、ぜひ、再び八王子を

そういった物、人、情報、技術、こういったもののクロスする重要な拠点に

復活をさせたい。こんな願いを込めまして、こういう愛称をつけました。ホ

ームページがございますが、これはヤフーの検索ページから「サイバーシル

クロード八王子」と検索しますと、すぐ繋がりますので、ぜひご覧をいただ

ければと思っております。 

私自身のことについて、ちょっとご紹介させていただきますが、私は、八

王子の高倉町にもう40年近く住んでおりまして、子どもは男の子３人、八

小、一中でお世話になりました。もう巣立っておりますが、北八王子駅の前

にございます外資系の計測器、あるいはコンピュータ、このメーカーに40年ばかり勤めており

まして、2001年に一応卒業させていただきました。その直後、こちらのお仕事の手伝いをする。

こういうことになったわけでございます。お役目としましては、産業活性化ということが焦点な

わけですけれども、実は、八王子の産業ということにつきましては、大変申しわけないのですが、

私、全く知りませんでした。と申しますのは、仕事がら視線が他のほうに向いておりました。こ

のお役目を引き受けるにあたって、いろいろ現状把握をさせていただいて、統計を見たり、実際

に歩き回りました。今でも歩き回っておりますけれども、それで、感じましたことは、これはす

ごいところだな、ということを痛切に感じたわけです。 

何がすごいかということなのですけれども、この私、初めて知ったのですが、この八王子を中

心としまして、北は埼玉県、それから南は神奈川県の真ん中ぐらいまで、それから、都心の方へ

向かっては三鷹、武蔵野あたり、いわゆる広域ＴＡＭＡという地域、この辺のＧＤＰ、総生産額

というのは、有名なアメリカのカリフォルニアのシリコンバレーの倍ぐらいあるんだと、初めて

この事実を知り、びっくりいたしました。しかも、この八王子の工業出荷高というものを見ます

と、その約半分ぐらい。これが、電子工業、それから 30％ぐらいが精密工業、こういった形に

なっている。伝統的な繊維工業というのは、今のところ１桁ぐらいに出荷高としては落ちている

のですが、こういったことでものづくりの集積がすごく厚い。実際に足を棒にして歩きまして、

中小企業の皆さん方とお目にかかってお話を聞くと、皆さん、すごい技術をお持ちになっていら

っしゃる。なんで、これで八王子は元気がないと言われるのかなと、はなはだ不思議に思ったの

ですが、いろいろまだまだ足りないところがあるな、ということを実感してまいりました。 

実は、このお仕事を引き受けるにあたりまして、三鷹あるいは札幌に参りまして、それぞれ地

域おこしは何をやっていらっしゃるのかということを調べてまいりました。三鷹に行きました時
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に、まちづくり三鷹という株式会社になっておりますが、行政の方が中心になって、そちらへ移

られて、まちおこしをやっていらっしゃる。その方に会いましたら、うーん、八王子、いよいよ

動きますか、眠れる獅子がいよいよ起きますか、もっと寝ていてくれればいいのにと、こうおっ

しゃるのです。冗談じゃない、そろそろ起こさせていただきます、という話をしてきたのですけ

れども、そういうふうに外からは見られている。これが実態だろうと思います。しかし、リソー

スとしては、ものすごいリソースがある。今言ったように、すごく最先端の技術をお持ちの中小

企業さんがたくさんいらっしゃる。それから大企業さんもいらっしゃる。さらに、ものすごく層

の厚い、市民の方がいらっしゃる。 

後ほど、これもご紹介する機会があると思いますけれども、私どもには「ビジネスお助け隊」

という組織をおこしていますが、これはボランティアとして、この地域にいらっしゃいます大企

業を卒業された皆さん方が、いわゆる中小企業さんやベンチャーさんのお手伝いをするというこ

とを、自発的に組織をつくって動いていただいている。大変熱心です、頭が下がります。こうい

った素晴らしい市民の方がいらっしゃる。このいわゆる資源、これを先ほど市長が言われました

ように、なんとかもっと上手く活かせないか、こんなことを考えまして、後ほどご紹介したいと

思いますけれども、いろんな仕組みをつくりまして、一歩一歩前へ進みたい。こんな努力をして

おります。 

そういったことで、私は、この八王子というのは、大変な資源がある、いわゆる産業という面

から見ても、まだまだ素晴らしいこれからの発展が遂げられる、新しい魅力が出せる、こういう

資源に恵まれたところである、というふうに考えております。 

以上でございます。 

 

石 坂   ありがとうございました。 

それでは、続きまして、青木さんに、同じように自己紹介と八王子の魅力ということを、どう

受け止められているか、お話しいただきたいと思います。 

 

青 木   こんにちは。青木です。私は、八王子の生まれで、今中野上町に住んでおります。小学校は八

王子市立第九小学校、中学校は八王子市立第二中学校、高校は都立富士森高校と、ずっとそこま

で八王子で、歩き、もしくは自転車で済んでいる範囲で暮らしておりました。今現在、農業とか

地域づくりに関する本の出版社を経営しております。それとともに、地域づくりのコンサルタン

ト、そういったような仕事をしております。 



 - 8 -

初めに申しますと、なんで私が農業をやっているのかと言うと、やはり農家の生まれであった

ということもあります。農業というのは、その昔は、食料をつくる産業だと言われていたのです。

土・光・水を使って食べ物を作る、お百姓さんは偉いと言われるような産業だったのです。尊い

仕事だと言われていたのですけれども、ところが、ものをつくるということ

に集中するあまり、農薬とか化学肥料を使って、今度は環境を壊す加害者の

仕事をしていたのです。それは、もう50年も前からそういったことをやっ

ていたのです。水俣病とか農薬を作る工場が出した汚水が魚を汚染したり、

そういったことがずっと起こっていたのです。それがいけないとは分かって

いたのだけれども、なかなかそういったものをどうにかしようという気には

ならなかったのです。 

ところが、この20年くらい前から、世界的にも、なんとかこれではいけ

ないというムードが出てきました。現実に、日本でも1998年に、新しい食

料・農業基本法ができて、農業というものは、ものをつくるだけではなくて、環境を守り、それ

から市民に癒しの場所を提供する。そういった産業だということを国のほうでも推進しはじめた

わけです。しかし、最近の、今日もテレビでやっておりましたＢＳＥの問題、それから毎日のよ

うに放送されている鳥インフルエンザの問題。なんか食料というのは、ちっとも安全じゃないじ

ゃないか。問題というのは、まだまだ、いつも起こっているのだということで、一体どうなって

いるのだろうなという不安が、皆さんのなかですごく起こっていると思うのです。私は、こうい

った不安は、一体何をもとにして起こっているのかと言うと、やはり作っている人の顔が見えな

い。一体誰がものを作っているのだろうか分からない。分からないから解決できないのではない

か。そういう不安が、食料に関しての一番の問題ではなかろうかと思っているわけです。 

というわけで、私は、作る人と、食べる人のコミュケーションをどうとろうか、どういうふう

な上手い仕組みができるだろうか、そういったことを考えているわけです。結果としてどんなこ

とをやっているかと言うと、例えば、農産物直売所で生産者が直接商品を売ったり、それから産

地直送というような形で直接小売店に生産者が持ち込んだり、少しでも流通の経路を短くして、

農業への理解を深めよう。そういったような仕事を今しているわけです。 

それで、八王子についてですけれども、私は、八王子にずっと長く住んでおりましたが、就職

するととともに、就職したのは今から25年ぐらい前ですが、埼玉県に移り住んだのです。10年

ばかり、埼玉の鳩山町、坂戸市、そっちの方に住んでおりました。12 年ぐらい前に帰ってきた

のですけれども、八王子は自然が非常にいいですよね。高尾山もある、浅川もある、とてもきれ

いです。それから、私、農業関係の仕事をしていますから、やはり農業のことが気になるのです。

全国を回って、こういう仕事をしていますと、必ず講演会なんかでは八王子市出身ですというこ
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とから入るのです。 

そうすると、青森県の常盤村なんかに去年行った時には、お婆さんから、私は毎年１回八王子

へ行って、有機栽培のお米を売っているのですよ、八王子の農業祭りに私たちも出ています。そ

んなことを聞きました。それから、長野県のリンゴの農家、三水村という所なのですけれど、そ

こでは、いつも八王子の消費者の方が来てくれて、リンゴを買ってくれます。そういったことを

聞いております。そういう意味で、今日は、八王子の活性化について、八王子は元気がないので

はないかということで、このパネルディスカッションが開催されると聞いて、待てよ、私はもっ

と元気なものだと思っていたなと、そんなようなことを考えていました。 

では、時間がないようですので、私の話は、これで終わります。 

 

石 坂   それでは、後ほど、ただ今のお話し足りないところは、伺わせていただくことにいたまして、

次に、金子さん、お願いいたします。 

 

金 子   皆さん、こんにちは。法政大学経済学部の今年３月で卒業見込みの金子久実子と申します。本

日は、このような場所に立たせていただきまして、大変恐縮しているのですけれども、一大学生

としての意見を恐縮ながら述べさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

私は、３年半八王子に住んでいて、今は就職の関係で横浜の方に引っ越し

たのですけれども、八王子に居るあいだに、八王子でボランティア活動を学

生でしようということで、八王子駅前のクリーンアップ作戦というのを、今

も月に１度ほど続けているのですけれども、そのクリーンアップ作戦を学生

のあいだで始めた時に、市の方と知り合いになりました。その後、八王子市

で新しい試みとして実施された市民企画事業の補助金制度というのがあり

まして、そちらの審査員をさせていただいているあいだに、こちらにも声が

かかって、来させていただいたという経緯です。 

私は、この前、卒論でまちづくりについて書いたのですけれども、そのな

かで、一番まちづくりに必要なのは、人、人材ではないかな、ということを考えておりました。

八王子には、その人という魅力が一番あると、私は思っています。八王子の市民企画事業の補助

金制度の審査員をさせていただいていても、市民の方が八王子でこういう企画をやりたいという、

すごい熱い方たちの意見がたくさん聞けたり、21 大学という大学生がすごく多いまちなので、

それと、いろいろなことをやられている方がたくさんいるという、本当に人材は豊富なまちだと

思っています。 

皆さんにとって、学生というのは、ちょっと遠い存在かもしれませんし、何をしているか分か



 - 10 -

らないといった存在かもしれません。でも、学生なりに、いろいろなボランティアをしている人

や、すごくいろんなことに興味を持って、いろいろやりたいと思っている学生もたくさんいます。

私の大学は、八王子市と町田市の間にあるのですけれども、自分が大学で学んでいるテーマに沿

って、その周辺地域の農業をやられている方たちと一緒に有機栽培をやっている学生もいたりし

て、学生も、地域の人と関わって、そこからいろいろ学びたいと思っている学生もたくさんいま

す。そういう人の魅力がたくさんあると思いますので、その魅力については、またあとで話させ

ていただきたいと思います。 

 

石 坂   ありがとうございました。 

      それでは、黒須市長、お願いいたします。 

 

市 長   私は、八王子の魅力、特性は、なんと言っても豊富な資源だと思います。幅広い豊富な資源、

これは八王子の最大の魅力だろうと思っています。例えば、今、大学の話がありましたけれど、

大学が21、教授陣が５千人と言われています。大学生は11万４千人の方が八王子に通って来ら

れている。これは、余所のまちにはないわけです。政令市以外では、こういうまちというのは全

くありません。石坂先生がおられて大変失礼なのですけれども、まさに、これは本市の知的資源、

財産だろうというふうに思っています。ですから、これは、やはりまち

づくりに幅広く協力をいただいて、私どもの立場から言わせると、ぜひ

活用させていただいて、まちづくりに貢献をしていきたい。 

あるいは、八王子の長い歴史、伝統という八王子固有の文化というの

もあるわけで、歴史があるということは、時には、マイナスの部分とい

うか足枷になる部分もあろうかと思いますけれども、でも、やはり基本

的には、大きな魅力のひとつだろうというふうに思っております。 

あるいは、面積が広大だ、大変多くの人口を保有する、あるいは、交

通の要衝だということもあります。これは、八王子市内に駅だけでも 21

あるわけです。あるいは、道路を見ても、中央自動車道、それから圏央道ができますと、インタ

ーチェンジが３つになるわけです。これはまさに交通の要衝であるわけですから、これも、大き

な八王子の特徴のひとつだろうと。 

それと、やはり豊かな自然、自然環境が素晴らしい。これは、私どもは極めて身近に感じてお

りますから、あまり八王子の特徴だというふうには感じませんけれども、実際に市政世論調査の

結果をみますと、これはおかげさまで 90％近い市民の皆さんが、これからも引き続き八王子に

住んでいたい、住み続けたい、こういう意向を示していただけるようになりました。そのなかで、
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最大の理由は、約 60％近い皆さんが、この八王子の緑豊かな自然、これが最大の魅力だと、こ

うおっしゃっていただいているのです。ですから、これは、私は大事にしなければいけないなと、

そんなふうに思います。 

それから、一昨年になりますか、ベンチャーの経営者の皆さんと懇談をしたことがあるのです

けれども、当然ベンチャーの皆さんは若い人たちですから、非常に意欲的でありました。そのな

かで、そういう皆さんに、どうして本拠地として八王子を選んだのですかと伺ったのです。そう

しましたら、今私が八王子の特色というふうに申しあげましたけれども、これをひとつずつお話

しされました。やはりベンチャーの皆さん、若い経営者ですから、お子さんもまだ小さいわけで

す。ですから、教育環境というのは非常に大事だというお話もされました。それから、自然環境

が非常にいいということ、今お話したとおりです。それから、都心へ当然行かなければいけない

わけですけれども、都心へ行く時の交通のアクセスがいい。それから、大学の頭脳というのが、

極めて身近なところにある。これが、八王子を選んだ理由ですと、こうおっしゃっていただけま

した。 

八王子の大学を出て、そして、その八王子の大学を出た卒業生が八王子でベンチャーをおこし

て、発展をしていただければ、これは、私の大きな夢でありますし、そういう環境をつくってい

くということが大事なのだろうと、また行政として、できるだけそういった環境づくりのお手伝

いをさせていただきたいという思いがございまして、この辺が、八王子の言うならば魅力、特性

なのだろうと。 

こういったベースがあるわけですから、八王子の市民の皆さんが、よく余所のまちとの比較を

言われますけれども、私は、もっと自分のまちに自信と誇りを持つということも大事なのではな

いかと、そんなふうなことを実はいつも感じているひとりでございます。ありがとうございます。 

 

石 坂   今それぞれの方から、八王子の魅力、特性というのをどのように受け止めているかという話を

自己紹介と一緒に話していただきました。４人のパネリストの方が話したことは、私は、全くそ

れぞれ同感だと思っております。私も、20 年前から八王子のキャンパスに

通い始めまして、八王子の皆さんといろんな形でお会いする機会もありまし

て、このまちに愛着を持っているわけであります。 

ひとつは、このクリエイトホールの向かいに学園都市センターをちょうど

作る時でありまして、先ほどから人的資源の宝庫だという魅力があると話さ

れております。こういった基盤は、かなり作られてきておりまして、21 大

学だとか、あるいは11万数千人の学生がいるとか、こういうことは潜在的
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な財産といいますか、資源になっているのだけれども、そういうものがもう少し実を結んでいく

といいますか、発展していくには、どうしたらいいかということで、特に私は、大学で多摩地域

社会研究センターを作りまして、講座では、ゲストスピーカーとして、八王子の商工会議所の方

や市役所の方から実際の八王子の姿を学生に話していただいて、そこからどういう問題が感じと

れるか、自分なりにどういうふうにそれを考えるかということを、学生にも、多摩地域形成論と

いう科目をひとつ立てまして、全学部の共通科目という形でやっております。 

そういうことで、八王子の中心市街地、商業的な発展と農業・産業の発展、それから大学、そ

ういうものをひとつの都市ですから、商業的な発展、人の生活、楽しみながら消費するというこ

とが、どういう形でそこに結実していくかということを考えておりまして、いろいろなディスカ

ッションなどで商工会議所の樫崎会頭とも話す機会を何回もつくっていただいたりしたわけで

す。私は、いろいろ地域が拡がって、核がたくさんあるのですけれども、八王子の中心市街地の

発展ということを、そこを元気にするといいのではないかと、そんなふうに考えているわけです。 

そこで、そういうことも含めまして、先ほどのパネリストの方々に八王子市の特性・魅力とい

うことを話していただきましたので、それに続いて、眠れる獅子がようやく起きたので、もう少

し眠っていてほしいという三鷹のほうのお話も紹介されましたし、青木さんのほうから元気がな

いというのは、実際は元気があるじゃないかという話も出されたわけですが、さらに発展してい

くためには、どういうところが問題なのか突っ込んだ話をそれぞれのパネリストの皆さんから伺

いたいと思います。魅力とそれからさらにそれを活性化していく、元気づけていく、そのうえで

何が問題なのかというところに論点を絞りまして、また皆さんのご意見を伺いたいと思います。 

      それでは、今度は青木さんからいかがでしょうか。 

 

青 木   今市長さんのほうから、住環境、八王子は大学が多くあって、大変人材も豊富だ、本来だった

らば、その人が八王子に住んで新しい産業をおこして、今は地方にいても、東京にいても、同じ

ような産業ができるような環境にありますよね、そういうふうなものをおこすべきだというのは、

私も、そのとおりでもっともだと思うし、そういったものを作るうえで、住まいの環境、それか

ら景観、心地よい環境、そういったものを作る意味で農村の役割というのは、八王子の農家って

少ないですよね、わずか600ヘクタール、農家戸数で1500戸、少ないですけれども、その人た

ちの持つ役割というのは、これからまたさらに大きくなるような気がいたします。 

さて、それで肝心な話なのですけれども、実は、今は八王子の道の駅、そこの農産物直売所を

作ろうという話が進んでおりまして、そこのアドバイザースタッフをやっております。作る場所

は、八王子インターチェンジに近いひよどり山のトンネルを越えた出口のあたり、今草が刈って

あります。谷地川に沿った約１ヘクタールぐらいの場所です。そこに、農産物直売所を作ろう、
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そして、そこで農産物を売って農家の人が元気になるようにしよう。それから、新鮮で美味しい

ものを売れば、市民の人たちもどんどん集まってくるのではないか、というような目的で、今仕

事をしているのです。それで、私、全国でいろんなそういった直売所とかそういったマーケット

を作った経験があるのですけれども、八王子の約53万の都市で、そういったマーケットを作れ

ば、きっと市民の人たちにすごく喜んでもらえると思うのです。本当に新鮮で、八王子で採れた

てのもの、安全なもの、そういったものが提供できると思います。 

ただ、それを作るために商業のほう、それから農家同士でいろいろ話し合っているのですけれ

ども、何が問題かというと、全体に協力体制というのがあまりできていない。八王子の農業、商

業もそうなのですけれども、案外本当は貧乏じゃないのです。みんな深刻ではない。思ったより

資産もある。そうすると、これはやらなければ生きていけないという必死なところが見られない。

ですから、そういった意味で、本当に必死になれば、私はみんなが協力すると思うのです。そう

いったみんなが協力するなかで、私は、活気というものが出てくると思う。隣の家に蔵が建てば

腹が立つ、これは百姓根性と言われますけれども、それは、百姓だけではなくて、誰でもそうい

った根性があると思うのです。私は、そういった根性を捨てて、みんなで一緒になって、このい

いまちをつくろう。それから、ひとつの道の駅という、小さな場所ですけれども、そういった所

にマーケットを作ろう。そういった気持ちが固まってくれば、私は、元気というのは本当に出て

くるのではないのかなと思っております。 

現実に、今一緒にやっている30代から40代の農業後継者の方たち、本当に素晴らしい人たち

が多いのです。アイガモで作った有機の米を作れる、それから美味しい卵ができる、トマト、キ

ュウリ、みんな立派な農産物ができる人。東京エックスという大変珍しい豚もいる。非常に幅の

広い農産物を持っています。そういったマーケットを作って、協力をして、みんなでがんばって

やれば、必ずいいものができると思いますけれども、今のところはもっと協力することが必要か

なと、そんなことを考えております。 

 

石 坂   どうもありがとうございました。 

      それでは、次に、金子さん、お願いします。 

 

金 子   元気がないと言われている八王子で、私も、なぜそれが言われてしまうのかなと思っていたひ

とりなのです。私は、いろいろなことをやっている方たちに八王子でたくさん出会っていたので、

八王子には、すごく魅力があると思っていたのですけれども、市民企画事業などをやっている方

たちはたくさんいるのに、そういうやっている人たちがあまり表面化されないというか、あまり

一般市民に知れ渡っていないというところで、はたから見て元気がないと言われてしまうのでは
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ないかなと思っています。 

周りの人がどんなことをしているか知らないというのは、学生のなかでもすごく、大学のなか

でもすごく思えるのですけれども、いろいろな人と深くしゃべってみたら、いろんなボランティ

アしているのだとか、こういうことに興味を持っていて、こういうことをやっているのだという

ことがすごくあるのです。でも、話さなければ話さないで終わってしまうという関係がありまし

て、情報が目に届かないというところで、八王子の情報と

いうのは、大学にいて、注意しないと、とれないような状

況なので、何かもっと情報が公開されているほうだと思う

のですけれども、もっと皆さんの目につくような形で、い

ろいろな企画ができていったらいいのではないかなと思い

ます。 

それと、学生がもっと八王子のまちにあふれていたら、元気があるように見えるのではないか

なと思うのです。学生がどうしても都心の方に遊びに行ってしまう、買い物に行ってしまう。そ

ういう現状もありますし、学生を巻き込んで、いろんな事業をやってほしいといいますか、学生

としても、それをやりたいと思っていましても、学生というのは、大体４年間という時間しかな

くて、そういう限られたなかでやっていくという問題もありまして、それを学生のなかで、八王

子の市民の方と交流が持てたということを、自分が卒業してからも継続していけるような、そう

いう継続性を持ったことが学生もできていかないと、市民の皆さんと本当にふれあっていくこと

ができないと思います。 

 

石 坂   市長、お願いします。 

 

市 長   私は、八王子のまちで、自分自身が八王子元気計画ということを標榜して、今幅広く取り組ん

でいるわけですけれども、これは、元気がないというよりも、もっと元気を出そうと、こういう

趣旨なのです。市長の立場になってからは、八王子は元気がないねと言われると、ちょっと寂し

いのです。納得しないようなところもあるのです。しかし、冷静に考えてみますと、八王子の元

気ということで、一番分かりやすいのは、先ほど中心市街地、いわゆる商業ということをおっし

ゃっておられましたけれども、確かにそうだと思うのです。やはり商業というのは、まちの顔で

すから、商業に元気がないと、これは、やはり八王子のまちは元気がないと、そういうふうに感

じられるのだろうなというふうに思うのです。 

確かに商業の分野というのは、私は、若干問題があるというふうに思っています。特にこの前

の選挙なんかでも、女性の方々、ご夫人の方々に、市長、立川に負けないようにやってよねと、
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よく言われました。確かに、残念ながらデパートでは負けていると思います。しかし、産業の幅

の広さと奥の深さといったら、私は、八王子は立川の問題じゃないと思います。絶対負けません

よ、これ。ですから、さっきも申しあげましたように、自信を持たなきゃいけないなというふう

に思うのです。そして、立川の商業に携わっておられる皆さんのほうが八王子よりも危機感を持

っているのではないかと、私そう思います。 

少し前の話になりますけれども、都議会にいた時に、立川から出た都議会議員さんが、本会議

の席上で、よく自分のまちのことを取り上げて、ＴＴＴ計画という言葉を使っていたのです。立

川のＴ、それできちっとやりとりができているのです。なんだろうなと思ったのです。そうしま

したら、多摩都心立川計画というのです。それが、きちんと都政の場でその当時通用していまし

た。認知をされていました。これは、やはりそれだけ非常に危機感を持っていました。具体的に

立川の議員さんと話をしてみて、確かにデパートでは人が集められるけれども、それを地元の商

店に拡げていくというまでに至っていない。それが一番大きな課題だというふうに言っていまし

た。では、八王子はどうかというと、歴史・伝統というようなもの、これがわざわいしている部

分もあるのではないかなと、私はそんなふうな感じがしているのです。確かに長い歴史を持って

いるお店はたくさんあります。でも、今の社会のニーズ、顧客満足度という言葉がありますけれ

ども、お客様にいかに満足していただけるかという体制をつくっていく。これが大事なことなの

ではないかなと思います。 

デパートにこだわらなくても、私はいいと思うのです。余所のまちを参考にすることはいいこ

とだけれども、何も余所のまちを追っかけること、余所のまちを真似することは必要ないのでは

ないか。八王子らしい、八王子の特性を活かしたまちをつくっていくということが、私は大事な

ことなのではないかと思っているのです。例えば、デパートがなくたって、若い人たちに話を聞

くと、原宿だとか下北沢だとか自由が丘だとか、挙げればきりがないでしょうけれども、いろい

ろ魅力的なまちがありますけれども、デパートで成り立っているのではなくて、お店がそれぞれ

努力をしている。こういうことだろうと思うのです、個性のある店が。そういうことで、お客さ

んというのはいくらでも引っ張れると思うし、固有名詞を挙げてはなんですけれども、村内家具

さんとか、家具は村内八王子ということでがんばっておられますし、電気さんもそうですし、セ

キドさんとか、浦島屋さんとか、いろんな分野でがんばっておられる店がたくさんあるじゃない

ですか。やはりお客さんのニーズにどう答えていくかということを主眼に努力をしていけば、私

は、必ず八王子のまちはもっとよくなるのではないかなと思いますし、元気になるのではないか

なと。 

松本の例をよく話をしたことがあるのですけれど、松本へ行くと、すごくいいお店があります

し、まちなみそのものがいいですね。私、好きなところのひとつなのです。特徴として八王子と
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違うところというのは、ガードレールがない、電線電柱がない、アーケードがない、非常にまち

がすっきりしています。ああいうところをもっと参考にして、われわれはもっと市民の皆さんの

協力もいただきながら、まちづくりをする必要があるのだろうなと、そんなふうに思っています。 

 

石 坂   ありがとうございました。 

      それでは、甲谷さん、お願いいたします。 

 

甲 谷   先ほど、産業面から見ても、経営資源が非常に豊富だというお話を申しあげたのですが、何が

問題かと言いますと、私が思いますのに、いろんなプランであるとか、提言であるとか、考え方

であるとか、こういうことは八王子には山ほどある。だけれども、実行面で極めて遅れている。

実行のためのリーダーシップが足りないという気がいたします。ですから、あえて申しあげたい

のは、ノーモアプラン、ノーモア提言、ジャスト・ドゥ・イットということで、あとは徹底的に

実行だと。いろんなアイデアを早く実行していかなくていけない。精神訓話をしていてもしよう

がない。できるところから手をつけていく。これが一番大事だと思います。われわれサイバーは、

最初からそれに徹しようということで、皆さんから同意を得ました。われわれはもうレポートを

書かない。ともかく実行する。何を実行するのかと。 

今産学連携ということが、非常に全国で言われています。この八王子を中心にしても、ＴＡＭ

Ａ－ＴＬＯ、それからＴＡＭＡ産業活性化協会というのがあって、いいお仕事をなさってらっし

ゃる。ただ、産学連携というのは、かなり時間がかかりますね。学が持ってらっしゃるシーズを

実際のビジネスに展開していくのは。これはこれで、オールジャパンとしてもぜひやらなければ

ならないことなのですけれども、われわれサイバーは、産産連携をしていこう。先ほど申しあげ

ましたが、非常に優れた中小企業さん、大企業さんがいらっしゃる。回ってみますと、実は、こ

の横のつながりが非常に少ない。これを横につなぐことによって、そこから新しい技術が生まれ

得るし、新しいビジネスが生まれ得る。ですから、われわれは当面ともかく徹底的に産産連携を

追いかけようということで、これを行動のフォーカスにしている。 

産産連携と口で言っても、じゃ、どうするのということなのですが、これは、仕掛けをつくろ

う。そのために、われわれが今やっておりますのは、テクニカルカンファレンスというのを既に

これまで６回開きました。これは、何かと言いますと、いわゆる日本が絶対に世界でもリードが

とれる、最先端の技術、この技術をテーマにしてカンファレンスを開こう。そこに、その技術に

関心をお持ちの方に集まってきていただく。そして、できればそのあとそこでもって終わりにし

ないで、研究会を立てていただいて、具体的なビジネスにつないでいっていただく。こういうこ

とをやる。これを後押しする、仕掛けをするのがわれわれサイバーだというふうに思っているわ
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けです。 

一番初めにやりましたのは、去年の６月ですが、超微細加工の最前線というテーマでもって、

八王子ならびにその周辺の非常に優れた、そういった技術をお持ちの中小企業さんにスピーカー

になっていただき、都立大学の先生にもスピーカーになっていただいて、カンファレンスを開い

た。そのあと、実は、何社かの皆さん、２０社ぐらいの方が最初に集まられましたが、絞り絞っ

て、最終的には５社の中小企業さんがチームを組まれた。実は、お互いに名前は知っていた。だ

けれども、本当にそれぞれがどんな技術を持っていらっしゃるのか、という手の内をお互いに見

せ合ったことがなかった。ところがその手の内を見せたら、これはすごい、うちではとてもでき

ないと思っていたことが、あなたのところは簡単にできるのだねと、こういう話がぽんぽん出て

くる。そういった話を中心にして、何かすごく新しい技術に挑戦をしてみよう。その結果、ナノ

の世界の製品をつくるための超微細の金型、これをひとつ作ってみようということで活動を始め

た。 

そうやっていきますと、今度はかなり高いレベルの技術に挑戦しなければならない。そうなる

と、民間だけではきついから、学の力を借りよう、それから、官のいろんな研究所の力を借りよ

うということで、ＴＡＭＡ－ＴＬＯさんに相談をした。ＴＡＭＡ産業活性化協会さんにもご協力

をお願いして、先生方を紹介していただく。そして、新しいコンソーシアムができました。これ

は、民間企業が５社、それから学校、それから研究所、そういったところが６～７箇所集まって、

コンソーシアムを組んで、昨年、中小企業総合事業団から、年間約１億弱の研究委託、３年間３

億弱ですが、この委託をいただいて、今猛烈な勢いでその金型づくりをスタートしている。これ

は、非常にいいビジネスに展開し得ると思っています。こういったことを続けている。 

このあともやりまして、あと２つばかり、研究会がスタートをしております。そのうちの１つ

は、中小企業さんが集まって、いわゆるコンピュータグラフィックス、あるいはＣＡＤ／ＣＡＭ

（コンピュータ支援設計・製作）、この世界、これを両方つないでやってみよう。コンピュータ

をかなり使う。コンピュータは各中小企業さんが持っていらっしゃるコンピュータだけのパワー

では足りないから、これを全部ネットワークでつないで、今いろいろ先端的な技術として議論さ

れておりますグリッド・コンピューティング、いわゆるスーパーコンピュータ並みの力を出し得

る技術があるのですが、それを採り入れて、実証実験をやってみようではないかと、こういう話

しが今進んでいるのです。これも上手くいくと、非常に大きなビジネスに繋がり得る。 

こういったことをわれわれは具体的にどんどんお手伝いをしていこうということで進めてい

ます。そのためには、われわれはやはりこの地元の中小企業さん、大企業さん、まめに歩いて、

どこがどういう技術をお持ちになっていらっしゃるか、どういう経営者の方が、どういう考えで

仕事をしようとなさっていらっしゃるか、そういう情報をためておきませんと、つなぎ役はでき



 - 18 -

ない。したがって、私も含めて、今スタッフ専任が２名、市のほうから来ていただいております。

その他市のほうの産業振興部から２名、さらに商工会議所で２名の方が、パートタイムでお手伝

いをいただいておりますが、非常に精力的に動いていただいている。今や私なんかとてもこのス

ピードにはついていけないぐらい、若手ががんばってくれている。ですから、非常に私としては、

将来これは望み大いにありだということで、産産連携、それをスタートにして、産学、産官学に

つないでいくという、これが一番具体的な成果をあげ得るやり方ではないかな、というふうに思

っています。 

ですから、まちづくりの分野でも、農業の分野でも、いろいろお話ございましたけれども、や

らなきゃならないことはともかくやることです。実行すること。もう議論している、その段階で

はない。どんどん実行する。ゆめおり会議のなかを見ますと、大変な多くの提言がなされている。

素晴らしい提言が出されている。これを誰が中心になって実行するのか。やはり誰かが本当に汗

をかいて、何と言われようと、おれが引っ張ってやるというぐらいの気概を持ってやっていく人

が出てこないと、このまちはよくならないというふうに思います。これは、市民の皆さんの協力

がぜひ必要だというふうに、考えております。（拍手） 

 

石 坂   ありがとうございました。 

ここで、八王子の魅力あるいは特性、これをどういうふうに考えているか、あるいは、一部に

八王子は元気がないというふうに言われている、そのことに対して、何が問題だと感じているか

ということを、今パネリストの皆さんにご発言いただきましたが、同じ問題について感じている

ことを会場の皆さんのなかから、お２人か３人ほどから、ご発言を求めたいと思います。どなた

でもけっこうです。八王子の魅力、特性とは何かということ、自分はこう考えている。あるいは、

さらに発展させていく、活性化していくには、何が問題なのかと、こういう点に絞って、ご発言

したい方は、手を挙げていただきたいと思います。 

最初に挙げました、この通りの方。 

 

田 倉   八王子に生まれて、八王子に間もなく66年居住している者でございます。就職先も八王子で

ございました。私は、もう既に今から30年ぐらい前から、八王子は駄目だ

よと言っていました。どうして駄目なのかと言いますと、たまたま先ほど青

木先生がおっしゃってくださったのですけれども、八王子の特に商店、物販

業業の人たちがやる気がないのです。なぜやる気がないかと言いますと、こ

れも先ほど青木先生がおっしゃっていましたけれども、すべてではありませ
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んけれども、大方の昔からの少なくとも戦前からの商店主の方は、そこそこの財産を持っている

のです。その財産で、今の商店を一生懸命やらなくても、自分が食べて、なおかつ数人の子弟を

大学まで卒業させるぐらいの収入があるのです。だから、自分の商売を目の色変えてやらなくて

も食っていけて、子育てができれば、人間、そんなに働かないでしょう。そういう方が多いので

す。 

何もこれは、八王子だけではございません。私は、以前、日野のＪＣのメンバーと会うことが

ありまして、ＪＲの日野駅からの東への階段がございますね、あの階段の古い商店街も同じよう

な状態だということを日野のＪＣの方がおっしゃっていました。ですから、私も、今このアンケ

ートに書いたのですけれども、八王子の活性化は、少なくとも物販業に限定させていただくと、

もうちょっと物販業を担当している方たちのものの考え方が変わらないと、これは駄目だと、私

はそう思います。それでは、それをどうやって変えるのかということになりますと、これは、他

人事で申しわけございませんけれども、市長をはじめ八王子の為政者の方々に、大いに力を発揮

していただいて、われわれもちろん市民の協力できることがあれば、協力しなければいけません。

何も吉祥寺、新宿まで電車賃をかけて行くことはないと思うのです。そういう協力をしなきゃい

けないと思いますけれども、今言ったようなことで、ものの考え方を変えていただかないと、残

念ながら八王子の活性化ということは、私はあり得ないと、極論かもしれませんけれども、そう

思います。 

以上です。 

 

石 坂   ありがとうございました。 

その他に、はい、この通りの方、どうぞ。よろしければ、どんなお仕事をされているかをちょ

っと。 

 

両 角   私は、清川町自治会の会長をやっております両角と申します。私は、

自治会の会長をやりたいわけではないのですけれども、やらされるこ

とになりまして、八王子市のことを少しでも勉強しなければいけない

と思いました。私は、都心から30年前に引っ越してきました。その時

の八王子市は確かに活性化していました。しかし、住んでいるうちに

だんだん駄目になってきました。それで、商業の問題のところで先ほ

どの方が、お店の方のやる気がないということをおっしゃっておられましたけれども、私が、一

番感じたのは、商店で物を売っている人たちの態度が非常に悪い。これは私を訪ねてきた友人が、

皆申しております。私のところに遊びに来る時にお土産を買ってきますと、デパートから商店か



 - 20 -

ら皆態度が悪いと言っています。それで、デパートでお釣りを投げ出すような店員がいることを

現実に、私は目で見てしまったわけです。これは八王子って、いったい何を……。 

それから、市長さんにですが、市長さんのほうから送られてくる封筒に親切宣言都市という言

葉が書いてあります。私は、いいかげんにやめてもらいたいと思います。これは、すごく恥ずか

しいことですよ。親切だということを公言しているようなものじゃないですか。 

それからコーディネーターの方にちょっとお伺いしたいんですけれども、八王子市が発展する

のはやはり南大沢にいろいろな施設を作ったり、いろいろしておりますね。すると、八王子市が

駅前のデパートならデパートを中心とした核がある他に、多数の核を作った場合に、八王子は発

展するのでしょうかということを、私はずっと前から疑問を感じているわけです。分散すれば分

散するほど、必ずしも発展するわけではありませんね。私、地方都市へ行って、岐阜市とか秋田

なんか見ますと、岐阜なんか行くと惨憺たるものです。郊外に大きな商店を作りますと、中心部

はますます駄目になっていくわけです。 

      今日は、せっかくこういう会ですから、ぜひ教えをいただきたいと思います。 

 

石 坂   その論点について、これからまた議論を続けていくことにして、もうお１人、どんなふうにお

感じになっているかということを。 

 

姥 貝   姥貝と申します。私は、八王子の生まれ、八王子の育ちなので

すが、市役所に約 30 年おりました。定年前に飛び出しました。

やはりこのまちを変えていくのは、役所の中にいたのでは、なか

なかできないなと思いまして、１年半ほど前、定年前に辞めまし

て、中野上町で法務事務所を開いております。八王子の歴史を辿

ってきますと、今、平成の大合併が全国で行われているのですが、

昭和の大合併がまさに八王子の歴史なのです。村や町が一気に市になってしまったのです。その

結果、何がおこったかというと、八王子市役所は、とても行政基盤が耐えられなかったのです。

で、今ばたばたしているわけです。 

それをやはりもう一回見直していくと、地域、地域で皆さん方、53 万人が生活しているわけ

ですが、市役所へ集めようとか、どこどこへ集めようという考え方は、地方分権の時代には、と

ても無理ですね。ですから、やはり分散していかなければいけないだろうと、逆に今の方の発言

には、ちょっと違う面もあるかもしれません。大学も周辺部に、市が誘致したわけではありませ

ん。勝手に来たわけです。やはり都市計画も、まだまだ八王子も行われていません。再開発がや

っと手についた、区画整理がやっといくつかの場所でできあがってきた。こういうところです。 
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ですから、都市基盤の整備ということだけを考えても、やはりまだまだ……都下で一番人口は

多いのですが、本当に何から手をつけたらいいか分からないというのが、八王子の実態だと思う

のです。ですから、逆にいろんな要望があった時に、八王子の市役所はそれに耐えられるかとい

うことが、今までの歴史なのです。もう一回自分たちのまちをどうしていくのかという、自分の

生活しているところから、皆さんが声をあげていかないといけないのではないか。浅川の北側に

はまだ下水も入っていない中野上町です。私はそこに事務所を構えています。そんなような現実

がこの大きなまちにあるわけです。 

以上です。 

 

石 坂   はい、ありがとうございました。 

それでは、時間の関係で、もうお１人、ご発言願いましょうか。 

 

田 中   田中と申します。私も、八王子生まれです。今現在は、まちづくりで

全国を歩いています。このまちに久しぶりに戻って来て、気がついたの

は、確かに甲谷先生がおっしゃったような実行力のない頭でっかちの方

ばっかりで、何もやっていない。やはり動かないと何もできないです。

まちづくりの現場を見ていると、一番大きいことは、皆さんがイベント

屋さんになっていて、人を集めることだけに一生懸命になっている。現

実は、そうではなくて、そこに集まった人たちに何を売るかということ

を店がきちっとやらないと、どんなに人が集まってもイベントに来るだ

けで、店は力がつかないし、お客さんにもなりません。そういう現実がここにあります。いろい

ろなことで、市役所のほうにも出入りさせていただいていますけれども、やはり実行していく力

がどこにも存在しないのが、このまちの弱点です。 

それから、産業のほうで甲谷さんがやられているようなサイバーシルクロード、これはなかな

か上手くいっているなと思います。私も、筑波大のほうのコンソーシアムが立ち上がった時に参

加させていただいたのですが、その時でも議論はいっぱいできるのですが、実は、日本の産業構

造の問題で、もともとの下請け制度のなかで、自分の手の内を開けないという問題があって、横

になかなかつながらなくて、筑波では失敗しました。それを上手くやってらっしゃる。それは、

時代が下請け制度からそれぞれのパワーアップというところに変わってきたから、だから、今は

できる。東京大学が先日出しました「動け！日本」というのがあります。これは、大学の研究室

が何をやっているかということを全部公開したものです。それをもって、自分たちをもっと活用

してほしい、何もアメリカに頼ることはないぞ、日本にもこれだけ技術があるのだ、というよう
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なことも動いています。 

こういうものの全体を見ていて、やはりどこかが動かないと、何もできない。頭ではなく実行

することだと、こういう組織をちゃんとつくってやっていかないと、まちにしても、産業にして

も、たぶん駄目になっていくと思います。 

以上です。 

 

石 坂   比較的同世代のご発言が多かったのですが、若い方とか、女性の方とか、特にご発言いただけ

る方、いらっしゃいますでしょうか。 

それでは、またあとにその機会をつくることにしまして、ここで続きまして、先ほど会場から

もいろいろご指摘がありましたし、パネリストの方からもいろいろご発言がありました、八王子

の持っている魅力あるいは資源、特性、こういったものをこれからどのように活用していけば、

あるいは、どんな方法をとれば、さらに活性化、発展につながっていくかという方法論も含めて、

そんなところに話を進めていきたいと思います。今会場の方からいろいろ指摘されたようなこと

も受け止めて、ご発言いただければと思います。 

それでは、金子さんから、いかがでしょう。 

 

金 子   八王子の持っている魅力をどのように活用するかということなのですけれども、一番初めに私

が話したように、八王子というのは、やはり人というのがすごく魅力だと思っています。しかし、

そのいろいろな方たちが点在していても、そこで新しいものは生まれないと思っていまして、例

えば、行政と市民であったり、行政と企業であったり、そのまちの方、行政も、学生も、いろい

ろなところに連携してこそ、元気が出てくると思います。 

私からは、学生と一緒にまちを活性化していこうということをお話したいと思うのです。学生

と一括りにしましても、いろいろな学生がいまして、一学生からの提案ということなのですけれ

ども、さっきも元気がない、八王子の何が問題なのかというところでも話させていただいたので

すが、学生としては、やはり買い物に、遊びに行くに、どうしても都心に出てしまう。そこには

大型店舗があり、いろいろな商品が並んでいて、流行を追いかけることができて、若者としては、

どうしてもそういうほうに魅力を感じてしまうところがあります。でも、夏に近くなると、高尾

山のビアマウントにビールを飲みに行こうよというところで、みんなで行こうねと言って行った

りとか。 

あとは、八王子の農家を知ってもらおうという会が、昨年度ありまして、私はたまたまその情

報を仕入れて、八王子に農家があるのだということを知って、ぜひ見に行きたいなということで、

その会に参加させていただいたのです。そこで、八王子で農家をやっている方とか、そこで、つ
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くられているものを買っている消費者の方、子どもたちとふれあいまして、八王子というまちが

また好きになったり、身近に感じたり、そういうところで、八王子というまちがどんどん好きに

なって、また、八王子のために何かしたいと思ったりしてきました。 

高尾山のビアマウントにしても、自分が八王子を好きと思えることから、まちづくりというの

は始まっていくと思いまして、そういう市民や学生に対して、八王子の魅力を広く皆さんに知っ

ていただけるような企画をたくさんやっていくことが、人というものを最大限に活用できていく

活性化の方法になるのではないかと思います。 

 

石 坂   先に、甲谷さん、どうでしょうか。会場からの問題点の指摘というようなことも、もし、よろ

しければ言及していただければと思います。 

 

甲 谷   先ほど申しあげましたように、鍵はやはり実行力だと、それしかないと確言してもいいかと思

います。それで、われわれももちろん体を張って動き回りますし、実行に絞りますけれども、特

に、行政にお願いしたいのですが、今までいろんなプランを作られたり、施策を作られたり、い

ろいろされて、そういったものは一応整ったのではないかと思うのです。これからは、もっとも

っと現場に出ていただきたい。私ども、一緒にスタッフとして動いていただいています市から来

ていらっしゃる方、あるいは商工会議所の若い方、皆さん、非常に動いていただいている。いろ

いろお話聞きますと、こうやって現場を、いわゆる中小企業さんに行ったのは初めてだとおっし

ゃるのです。こういう機会があってよかったなと思いますが、考えてみりゃ、なんで今まで行け

なかったのかと思うのです。若い方たちは、今そういう形でかなりモチベーションが上がってき

たなという気がするのです。 

例えば、市の管理職の皆さん方、どれだけ現場を回っていらっ

しゃるか。例えば、産業振興部のマネージメントの方、私は、も

っともっと現場を、泥にまみれていいから回っていただきたい。

どんどん経営者の方と話していただきたい。そうすると、私は、

民間企業で現役をやっていたころからの信条なのですが、現場は

宝の山です。現場を回れば回るほど、何をすればいいかという智

恵が出てくるのです。それでこうつないでみようということが出てくる。だから、現場を知らな

かったら、偉そうなこと言えません。そこから、やはり実行力というのは生まれてくる。だから、

ぜひ行政はそういうふうに動いていただきたい。 

それから、先ほどイベント屋になっているという話がありましたが、私も、全く同感でござい

ました。商工会議所の会頭がおみえになっていますが、商工会議所にもお願いしたいのですが、
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イベントもけっこうなのですが、そのイベントは、一体何のためにやるのか。イベントが成功し

たか成功しないかというのは、そこに人が何人集まったかじゃない。例えば、今日、このフォー

ラムも満席で、皆さん、非常に関心を持ってやっていただいて、とてもうれしい。だけど、そこ

から何が生まれたか。例えば、異業種交流会というのをよくやられるのです。お互い集まってい

る会社の何がどういうことをやっているというペーパーをぱっと回して、それで、あと名刺交換

して、一杯飲んで、はい、さよなら。今日、今回は何人集まった、万歳。これじゃ駄目なのです。

そのあと、そこから何を生ませようと意図して、この異業種交流会をやったか、イベントをやっ

たか、なんのイベントでもいいです、そのあとですよ。何を期待しているのか、そこまで主催者

は突っ込まなきゃいけない。追いかけなきゃいけない。これが、実行力だということだと思うの

です。 

そして、具体的な成果をそこから生んでいく。これは、市の組織のいろんな方がいろんなお仕

事を熱心にやっていらっしゃいますが、ひとつそういう目でぜひ見ていただきたいし、とにかく

現場に出ていただきたい。商工会議所さんも、そういう形で動いていただきたい。これは、私が

今関わっております、いわゆる産業の活性化にはもろにつながってくる。 

それから、最新の日経ビジネスを見ておりましたら、丸井さんが今度八王子から撤退されまし

た。今度、５店、店を閉まわれた。北千住に非常に大きな店を張られて、面積からいうと、同じ

くらい新しい所が向こうに増えた。八王子、黒字だったのだそうです。閉めた５店は全部黒字。

だけれども、なぜ八王子から撤退したか。八王子は商業地としての旬を過ぎたという判断を経営

者がした。立川に既に店を張っている。先ほどから立川の話もでました。悔しいじゃないですか。

旬を過ぎたなんて言われたら。 

どういう形でもう一回今後盛り返すか。私は、まちづくりのほうはノータッチですから、あま

り言えませんけれども、はたから見ていますと、どうも総論賛成、各論反対が非常に多い。みん

なやはり自分のところのことだけしか考えない。やはり、私が思いますに、立川と同じことをや

ろうと言ったって、それはもうやらないほうがいい。八王子は歴史と伝統のあるまちです。高尾

山があって、高尾山には年間250万の人が来ている。ところが、あの人たちはまちの中を通らな

いで帰っちゃうのです。どうやったら引っ張ってこられるか。八王子の魅力って、どうやって作

るのか。これは、伝統と歴史、それから繊維のまち、絹のまち、今繊維産業は少なくなったと言

いますけれども、やっていらっしゃる気鋭の経営者さん方、素晴らしいです。いろんなアイデア

を持って一生懸命やっておられる。こういうものをもう一回何か中心にして、まちおこしができ

ないのかなと、私は関わっていないのですが、そんなことを今思います。ですから、やりように

よっては、できる。 

ちょっと長くなって申しわけないですが、大分県に豊後高田という町があります。これは、本
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当に過疎の町として、どうにもならないと言われていた。ところが、今はものすごい観光バスが

連ねて、何万人というお客さんがみえる。なぜか。あれは昭和の町と言われる。昭和30年代の

まちづくりというのをやったのです。これをやったリーダーは誰か。あのなかの商店街の比較的

若い方、この方が立ち上がって、みんなから最初はこてんぱんに言われながらも一生懸命がんば

った。みんなを説き伏せて、そういうまちづくりをやった。そこにまた玩具グッズか何か持って

きたのです。そしたら、それがものの見事にあたって、今は本当に観光バスがあとからあとから

やって来る。私の会社の仲間で、豊後高田の出身者がいまして、おまえさん、知っているかと言

うと、いやあ、あの町はどうにもなりませんよと、だけど最近すごいぜ、という話をしたのです

が、そういうことなのです。 

ですから、やはり実行力、何かそうやって中心になって動く方、ぜひいろんな分野で出ていた

だきたいと思うし、それから、行政あるいは商工会議所は、どんどん現場を知っていただきたい。

現場に問題は山積み。そこは宝の山です。どうかひとつその辺を皆さんにご協力いただけたら、

というふうに思います。 

 

石 坂   ありがとうございました。 

      続きまして、青木さん、お願いします。 

 

青 木   私も、皆さんと同じような意見で、今物販に元気がない、変わら

ない。会場の方から行政はなんとかしろという声がありましたけれ

ども、私は、行政はなんにもしないほうがいいと思っています。は

っきり言って、商業活動とか、こういった新しいものをクリエイト

する時に、行政というものは、今までの経験とかそういったものを

もとに仕事をする癖がついていますから、新しいものというのはなかなか創造できないのです。

ですから、私はもう、これは自分たちでお金もうけしようとする人が、自分たちの身銭を切って、

そして協力してやらないと、できてこないと思う。そして、じゃ、行政は何をすればいいのか。

どうせ儲かったら、税金取るのだろう、ということになるのでしょう。ですから、行政は、今言

われたように、現場に出て、汗を流してもらいたい。 

例えば、今道の駅を立ち上げるのに、生産者は夜集まってくるのです。農家の人は昼間仕事だ

から、７時から話が始まるのです。そこに、行政の方もいらっしゃるのですけれども、これは、

皆さん、ボランティアというか、これからお金もうけしようという相談にくるのです。なんとか

みんなで活気をつけて、もうけてやろうよ、という感じで来るのです。そういったなかで、行政

は何してくれるのだ、農協は何してくれるのだという声があるのです。私は、それは違うと思う
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のです。やはり利益をきちんと取る人たちが自分たちの身銭を切って、自分たちの方向を出さな

いと、本当のいい方向というのは出てこないと思います。というわけで、商店も本当に真剣に問

題意識があれば、自分たちで考えると思います。いかに行政を使ったらいいか、それも自分たち

で考えるべきことなのかと考えます。 

そこで、行政というのは、何をしたらいいかと言うと、もっと大きなビジョン、進むべき方向、

そういったものをきちんと出すほうが、10年、20年先のビジョンを出すようなこと、大変なこ

とですけれども、そちらのほうにやはり頭を使わなきゃいけないのかな、というような感じがし

ます。 

 

石 坂   ありがとうございました。 

      それでは、黒須市長、お願いします。 

 

市 長   いろいろ会場からも、貴重な意見をいただきました。私、全く

共感することが多いです。やはり今までこれだけ多くの資源があ

りながら、なぜ、八王子は元気がなくなってきたのか、なぜ発展

ができないのか。これは、ある意味で、この資源を活かすコーデ

ィネーター役が不足していたのかな、そういう意識を持たれる方

というのは不足していたのかな、というふうに思います。それと、やはり、これは実行ですよね。

確かにそれぞれお話がありましたように、現場に出て、現場をよく見て、そしてしっかりした実

行力を養う。これは、大事なことだろうと思います。これは、公務員にも言えることだろうと思

います、当然のことながら。公務員も現場に出て、そして市民の皆さんと同じベクトルでものを

考え、そして動ける。こういうことじゃなかったら、やはり駄目だと思うのです。乖離があった

のでは駄目だと思うのです。そういう意味で、社会に出ていただいている、勉強していただいて

いる、これは、積極的に今やっていますけれども、まだまだ十分じゃないと思うのです。ですか

ら、もっといろんな機会に市民の皆さんと交流をし、そして実態というものを自分の肌でつかん

で、そして、自分で努力をしながら、経験を活かしていくことは大事なことだろうなと、あらた

めて実は感じました。 

確かに、私も就任してから５年目になるわけですけれども、例えば、中心市街地の活性化とい

うことで調査をしたこと、プランを立てたことというのは、たくさんあるのです。お金を出して、

いろんなところに調査を依頼する。しかし、それをどう活かすかということのほうが問題なのに、

その調査をしたことによって、それでひとつピリオドが打たれるということは多いのです、率直

に言って。それではなんにもならないわけで、そういったものを自分たちで種々選択をして、そ
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れをどう活かしていくか。それを活かせるかどうかというのは、やはり現場をよく知らなくては

駄目だ。こういうことだろうと思いますから、これは、今われわれ行政が進むべき道であると思

います。 

そしてまた、市民の皆さんとの協働と最近よく言います。これはキーワードだと思っているの

ですけれども、市民参加を積極的にお願いして、そして、市民の皆さんと一緒に智恵を出し合っ

て、一定の責任も担っていただきながら、一緒にまちづくりをしていく。この姿勢がこれからは

大事なことなのではないかと実は感じていました。 

それから、物販に対して、非常に厳しいご意見をいただいたわけでございますけれども、私、

先ほどふれましたけれども、歴史伝統があるということよって八王子は非常に排他的だというこ

とも、よく言われるわけですけれども、マイナスの部分ではあるのでしょうね。それを乗り越え

ていかなければいけないのではないかと、私はそう思います。もうちょっと視野を広くして、そ

して、余所のまちとの比較や、あるいは余所のまちとの競争にどうやって打ち勝っていけばいい

のかと、これをもうちょっと商業者の皆さんもそうですけれども、みんなで考える必要があるの

ではないか。そんなふうに思いました。 

 それから、先ほど清川の町会長さんから、親切宣言都市の封筒をやめてくれというお話があり

ましたけれども、これもいろいろ意見があるのではないかと思うのです。これも、ちょっとマン

ネリ化しているよな、と私も率直に思っています。今新しい工夫としては、封筒にいろいろ広告

をいただいたりして、新しい試みもしているのですけれども、親切宣言都市、あるいは平和宣言

都市というのもあるのです。例えば、平和宣言都市というのも、私もあえて取り上げなくたって

いいじゃないかと、平和を望まない人なんていないのだからと言うのですけれども、やはり平和

という字が抜けているということに対して批判をする方もいらっしゃいますし、この親切宣言都

市の点については、ちょっと考えさせてください。 

どうもありがとうございます。 

 

石 坂   どうもありがとうございました。 

      先ほど、八王子は生活圏が分散しているという話で、コアといいますか、市の中心になるよう

な場所がそれぞれ分散していることと、中心市街地の問題、ネットワークというのをどのように

考えるかというご質問がありました。それで、直接の答えにはならないと思うのですが、考え方

としては、私が、常々八王子について考えていること、コーディネーターの立場で恐縮なのです

けれども、ご質問がありましたので、提示してみたいと思います。 

私も、どの都市も、非常にコンパクトなひとつの都市の性格が機能的に単純に１つとか２つと

かに限定されているまちは別として、かなり広域的に生活圏が拡がっているところは、どうして
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も機能別に、核は、どこの都市でも商業地区、ゴールドタウンとか、新しい開発地区は住宅地と

か、機能的に分散していることは、八王子だけではなく、これはたくさんあると思います。それ

は一般的かもしれません。非常に機能が１つか２つに特化されている都市は別にしてですね。こ

の八王子のようなケースの時に何が問題かと言いますと、いろんな機能別の生活の中心のものが

相互に、どういうふうにネットワークで結ばれるかということと、ただ、地域的に交通基盤を整

備して人が流れやすいようにするとか、そういうこともあるのですが、もうひとつは、地域的な

ネットワークだけではなくて、業種別の連携ということ。資源相互のネットワーク、例えば、先

ほど話にありましたように、新しいＩＴ産業のようなところ、メーカーが集まっているところ、

あるいは商業、あるいは農業、こういう業種別あるいは資源別の相互のネットワークが、市のな

かで展開されるということが非常に大事だと思います。 

農業は、こちらのほうを向いて外だけに出荷しているとか、いろいろなメーカーも、そこで生

産しているけれども、落とすのは全く違う土地のほうに向いているとか、そういうようなことで

はなくて、市のなかでネットワークが非常に密になっていく。その例として言っているのですが、

学生が11万４千人いる、職員もいる。ところが、大学の11万４千人の学生が八王子になかなか

定着しないことを考えてみますと、学生の場合も、いくつかの消費者としての側面もあるし、勉

強をするという立場もあるし、技術を身につけるという面もあるし、遊ぶという面もあるし、ア

ルバイトするという面もあります。勉強するのはキャンパスで周辺部分にいても、あと消費活動

をするとか、遊ぶとか、それからアルバイトする。つまり学・遊・労・住まい、こういうことを

相互に、アパート提供、マンション提供者、あるいはアルバイトの機会を提供する商業、あるい

は勉強するところ、１人の学生も24時間のなかで多角的に住んでいるわけです。 

よく言うのは、八王子の中心市街地で、もうあまり商業もやらなくていいというテナントで住

まいをさせるということであれば、税制の面や何かでイニシャルコストをいろいろ便宜を図って、

下はいろいろ店をやって、上のほうは住まわせるという。とにかく学生も中心市街地に住むよう

な、そこで住んで、遊んで、それからまたアルバイトの機会もあるというふうな多角的なものを

結んでいくという手立てが、まさに必要ではないかと。 

学ぶについても、例えば、私がよく言っているデザイン、古い繊維産業ということで考えると

いけないのですが、織りと染めという技術、この高い技術が産業空洞化ということで外に流れて

いる。若い人が継承していくということについては、今の学生はそういう技術的な、高度なもの

を身につける、技術的な価値があったり、工芸的な価値があったり……ただ本を読んで知識を詰

め込むというのは受験勉強で飽きていますから、そういう手仕事で覚えていくということに対し

ては、大変興味があるのです。 

ですから、学園都市センターのようなところで、どこの大学でもやっていなければ、大学共同
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体のような形で、織りと染めに関わる技術、知識というものを、各大学の単位になるような形で、

ここでも勉強できる。そして、空いている工場や何かがあったら、そこをいわゆるインターンシ

ップのような形で、あるいは実習先として、そういうところでも協力してもらうとか、こういう

ものを組み合わせていく必要がある。できたら、もう店はやらないといえば、マンションに学生

を住まわせる。そこで学生はそのセンタービルでそういう勉強をしながら、自分の大学の単位を

とるのですが、そこで、アルバイトの機会も作ってもらえれば、非常に定着する。 

つまり産業間の、資源間相互のネットワークとその集積効果というものを……。みんなここに

ある時間帯にはいるのだけれども、それ以外の生活はみんな八王子の市外で展開するということ

でないようにする。こういうことを、まさにリーダーシップと言いますか、コーディネートの役

割をするのが行政の、行政といっても、いろんな組み合わせ、市役所の方だけではなくて、例え

ば、問題によっては、市とプラス青木さんとか、市とプラス甲谷さんとか、こういう組み合わせ

で、リーダーの部分のヘッドクォーターのところをジョイントでやっていく。行政の持っている

ノウハウもあるし、それから、現場の持っているノウハウもあるから、ここもやはりネットワー

ク、異なる人的資源のネットワーク。こういうもので、とにかく集積効果を持たせるということ

は、必ずしも分散ということではなくて、分散しながら、それをまた収斂させていくということ

が、業種間、あるいは資源間、あるいは人的相互の形でやれば、いろいろと非常に考えられる。 

そういう例は、たくさんありまして、例えば、富山県なんかでガラス細工、ボヘミアングラス、

チェコから優秀な技術者を呼んで、そこで学生がガラス細工の工芸の勉強をする。卒業しても、

その地元で生産活動できる、自分のデザインと自分なりの製品を作る。そういうことを卒業後も

富山で定着しながら生産活動できるという工房を、市が家賃などを提供して、そこでせっかく大

学で勉強したものを、今度は社会人として生産者としての活動を地元で定着させる。もちろん学

生は、いろんな府県から来ていますけれども、身につけたものをそこで展開していく。こういう

ことをやっていました。でき上がった製品を流通に乗せていくのは、市もお手伝いをする。非常

に個性のある作品を作り出すのに、力を定着させている。これも、非常に参考になり、こういう

例はたくさんあります。 

それから、さっき大型店、丸井が撤退しても、これは、いわゆる70年代、80年代までの大型

店的な商業経営というものの行き詰まりなのです。イタリアが今非常に元気なのは、なぜかと言

うと、大型店でアメリカ型、郊外型の大型ショッピングセンターというのは、画一的な商品が値

段だけ安いということで並んでいるというのではなくて、なんでも大量生産ではなくて、多品

種・少生産で魅力あるもの、これを限られても、お客さんが来たら、これだけ作ったもの、これ

だけ売れたら、あとはないという形にする。店でもレストランでもなんでも、そういうことをし

て、小規模の魅力ある店、個性のある、それから非常にクリエイティブなもの、そういうものを
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たくさんまち全体として、種類が多い、数が多ければ、これは非常に魅力があるので、もう大型

店指向というのは消費者のほうも離れてしまったし、ダイエーなんかも見ても、そういう大型店

の全国展開のチェーンストア的なものは、もうあまりこれから消費者のニーズに応えられなくな

っている。非常に個性的で、創造的なもの、これも数少なくていいのです。 

そういうものがたくさんまた若い人にも、デザイナーなんかの要請とパイロットショップとい

いますか、ウィンドウショップを作るとか、そういうようなことをして話題になる。八王子ブラ

ンドというものをなんらかの形で、八王子って、どういうまち？ と言ったら、あ、これだと。

先ほど、アイガモの有機農業という話がひとつ話題になっていましたけれども、何かそういった

こと、特にやはり若い人たちがそこで育っていきながら力を発揮できるような、そういう場を、

先ほど言った資源間の、あるいは人的資源間の相互のネットワーク、集積効果というものを狙っ

てやっていく必要があるのではないか、と思っております。 

少し長くなって恐縮なのですが、いろいろな国のケースとか、日本の国内地域とか、いろいろ

見てきておりますので、別の機会に述べたいと思いますが、中心がたくさんあるような都市でど

うしたらいいか、という話に関係して、話してみました。 

それでは、八王子の魅力・特性・資源、こういったものをパネリストの方から、いろいろ問題

点、こうすれば発展につながるというご意見が出たのですが、同じような論点から、会場の方か

ら、パネリストの方が話されたことへの質問でもけっこうですし、自分の意見の展開でもけっこ

うですので、ご自由にご発言いただきたいと思います。ただ、ご発言する時、どこにお住まいか、

自己紹介の時に冒頭お話いただければありがたいと思います。 

それでは。 

 

森 下   絹ヶ丘に住んでおります森下でございます。今地域社会活動につきまして、いろいろと参画さ

せていただいております。私、もともとは都心からこちらへ移り住んできた者でございます。そ

ういう立場で、八王子の感想を述べますと、端的にいえばダサイです。八王子は

ダサイ。この一言に尽きるのが、私の感想でした。例えば、車のナンバーにして

も、横浜はいい、品川はいい、八王子はダサイ、埼玉はダサイ、そういうイメー

ジづくりが今まで今日の歴史がさせたということは、非常に私は情けないと思い

ます。なぜかと言うと、やはり八王子が都心から離れた地域性がそうしたのかな

と思いますが、それは過去の問題といたしましても、現実に、そのダサイの払拭

をするためには、相当な努力がいると思います。ただ、机上のプランでああだ、

こうだと言っても、なかなか浸透しにくい面があろうと思います。 

ひとつは、八王子は二面性があります。いわゆる地元、旧来からの地元がいらっしゃいます。
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それから、われわれのように新しく都市開発で移り住んだ方、その２つが大きく隔たりを得ると

思います。地元の方は個々の意識が強すぎます。先ほどの商店のように、おれのところはそれで

いいのだと、こういう方々が多いと思います。私ども、入って来た者は、新しい生活環境のなか

で育った人間が多いものですから、意識は新しいと思います。しかし、残念ながら私どもはここ

に住めばいいという考えの方が多いと思います。非常に住みやすいです。だから、住むだけでい

い。しかし、この市をいかに活性化するかの意識は少ないと思います。私、自治会の、地域社会

の皆さんのご意見を聞きましても、全然そういう意識はありません。誰かやるでしょう。自分は

楽しく住めればいいと、そういう方々が多いように、私は受け止めます。 

したがって、ここにお越しいただいている皆さんは、前向きなお考えの方が集まっていると思

いますが、パネリストの皆さんには、非常にご努力いただくことについては、感謝を申しあげた

いと思います。しかし、それを具体的に進めるためにはどうするかということは、これから住民

のわれわれが意識を持たなくてはいけない。したがって、こうやってイベントをやるのも、そう

したステップアップ、ステップということでは、非常に大切なこと。これ一回やったからどうな

るものではない。これを積み重ねることが、ベクトルとしてそちらの方向に向かうというように、

長い目でわれわれは考えていかなければいけないと思います。先ほど言われました八王子の親切

宣言、私はあるべきだと思います。今われわれは原点を忘れかけています。自由をあまりにも使

い過ぎて、自由奔放。だから、平和、親切、昔の道徳はいっさいなくなっています。言葉として、

やはり意識改革を、リマインドと言いますか、そういうものは、言葉で大いにやっていただけれ

ば、私はよろしいかと思います。 

産業につきましては、一言申しあげます。八王子市は、大学を誘致されました。しかし、それ

にともなってのデメリット・メリット、これは、次に申しあげますけれども、まずは、企業誘致

があるべきだと、私は思っておりました。企業誘致あればこそ、財政が豊かになり、それをもっ

てまた市のいろんな投資ができていく、というものが、私は常に感じておりました。しかし、現

実は大学が誘致されました。しかし、学生がそれに対して、いっぱい増えますけれども、投資効

果はどうあるべきか。今申しあげたように、学生は全部都心に向かっています。指向はみんな都

心です。地元に定着の意識はありません。しからば金は落ちません。ただ、住んでいるというだ

けです。その辺のこともわれわれは考えながら、産業も考えていかなくていけないと思います。 

農業につきましては、特産物をあまり知りません。八王子は何を作っているの？ 野菜？ こ

れはどこでも作っているのではないのと。特化されたものがあまり印象づけられておりません。

したがって、農業も、先ほど申しあげたように、個々です。自分の農業だけ自分でやっていれば

いいやと、連帯感がないとおっしゃいました。しからば、どうするか。共同生産体制という観点

で、もう少し広域的にそういうものをまずベースに考えて、農業開発をしていかないと、ただ個々
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にやれ、やれと言っても、地元の方はなかなか意識が古いです。それを結びつけるのは大変な苦

労だと思います。 

商業につきましては、工場誘致がないということでは、私は、大きなネックになっておると思

います。 

文化なのですけれども、地元の伝統文化、これをもう少し継承する方法、そういうものも考え

なければいけないと思います。それから、もう一歩、近代文化、これはファッションです。ファ

ッションについては、学生は非常に敏感です。ここは、非常にダサイということでは、ファッシ

ョンは全くありません。全部都心のほうに向かいます。そういうものをもう少し考えれば購買力

は上がってくると思います。生産と購買・消費、この二面をいかに結びつけて、いかに有効にす

るか。これが私は基本だと思います。先ほどもおっしゃいました行政の方の現物主義が足りない

と。でも、市長は今までおっしゃっておられました。職員は全部民間に派遣して、現場の意識を

高めるのだと、非常にいい施策だと思っております。でも、それはすぐにはできないと思います

が、そういうことで、皆さんの意識を民間ベースに、サービス面においてやっていただければと

いうことを、私は期待しております。今すぐ完全にしていただきたいとは思っておりません。徐々

にそういう方向でやっていただきたいと思っております。 

以上です。 

 

石 坂   ありがとうございました。 

      ただ今の発言で、パネリストの方、何か一言ありましたら。 

 

市 長   今、森下さんから、八王子はダサイと言われましたけれども、私は、ダサイことが必ずしも悪

いことではないと思うのです。確かに、都心から八王子の新しく開発された住宅地へ来られた

方々にとって、都心から見るとダサイ面もあるのではないかと思います。だけど、田舎には田舎

のよさもあるのです。ですから、私は、全面的に否定するものでもないと思うのです。 

八王子のこの豊かな自然環境、あるいは人情味豊かな人間性、こういったものというのは、私

は、やはり八王子の特性といいますか、地方だからこそ、いいところでもあるのではないでしょ

うか。新しい市民の皆さんにも、できるだけ早く市民意識を持っていただいて、まちづくりに協

力をしてもらいたいと、確かに森下さんは、そうして出て来ていただいているわけですけれども、

あまりそういう協力体制というのはないのです。個々には、いろいろお話はされますけれども。

まちをよくするには、みんなで力を合わせるということは必要だと思いますから、八王子を卑下

したりケチをつけたりしても、誰も褒めてくれるものでもありませんし、同情してくれるもので

もないわけですから、八王子のいいところを活かしたまちづくりをするというのは、市民と行政
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が一緒になってやらなければいけないことのひとつなのだろうなと思います。 

      いろいろお話いただいたことは、大変貴重なご意見だと思います。ありがとうございます。 

 

石 坂   それでは、会場の皆さん、他にいかがでしょうか。 

 

川久保   私、八王子の一番隅っこにあります高月町の町会長を主人がやっておりますので、ここに出席

させていただきました。私は、青梅から八王子に嫁ぎまして、青梅のほうでは青少年委員だのな

んだのって動いておりましたけれども、こちらに来て、まず驚いたことが、お

嫁に来てすぐに、生ごみをどこへ捨てたらいいですかって、となりの奥さんに

聞いたら、あの川の土手へ捨てておいでと言われまして、びっくりしまして、

すぐ市役所へ電話しました。そしたら、市役所で、高月町でしょうか、八王子

に高月という町会はありません、と言われまして、ふざけんじゃないって、私、

市役所の方に怒鳴りつけました。市役所の職員だったから、市の中の町名ぐら

いは覚えておけって怒ったことがあります。（笑）近所の奥さんたちとみんな

で、これではいけないからと言って、ごみの収集をお願いしまして、今はごみ

の収集もちゃんと来てくださるようになっています。 

先ほど、市長さんから、八王子は悪いところばかりじゃないのだよ、ということを言わなくて

はいけないというご意見もありました。でも、私から言わせると、このパネリストの先生方、す

ごく不満です。私たち加住に住んでいる、一番八王子の隅っこに住んでいる人間だって、八王子

の市民なのです。それを忘れているのです、皆さん。八王子の真ん中だけが八王子市なんじゃな

いのです。逆に、私たちのほうが車は１人１台なくては居られないところで、青木先生がおっし

ゃいましたように、道の駅ができるのも加住町です。ですけど、そこまで行くのに足がないので

す。ここまで来るのにタクシー代が3000円かかります。何か催し物があっても、出てくるのに

バスがないのです。だから、私たちは福生か拝島にバスで出て、それから青梅線か五日市線で立

川に出て、立川から中央線で八王子の駅へ来て、それから病院へ行くにもバスで行くという形を

とらないと行けないのです。 

はっきり言って、コンビニがないのは高月だけじゃないのでしょうか。コンビニもありません。

郵便局もありません。それから病院もありません、高月整形外科だけです。脳外科があったので

すけれど、潰れてしまいました。そのあとに入る病院やお医者さんはいらっしゃいません。本当

の過疎地です。でも、そこも八王子なのです。税金も一緒に払っているのです。そういうところ

をもうちょっと見直していただきたいです。この前の市長さんの選挙の時に、私、市長さんの選

挙に加わらせていただきました、隅っこでも。その時に、八王子には千人隊という歴史があると
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おっしゃっていました。八王子には千人隊だけじゃないのです、加住にだって北条の歴史がある

のです。高月城をはじめとして滝山城、それから八王子城に移った北条もあるのです。滝山城で

何か催し物をしなければいけないといった時に、滝山観光協会という協会があります。それでも、

夕方になると道がストップされてしまいます、上まで上がれません。桜の花だって、３千本から

の桜があります。４月に入りまして、桜まつりもあります。でも、それに来てくださる方が、あ

まりにもいらっしゃいません。本当の加住のなかだけで動いている状態なのです。もっと隅っこ

にいても、八王子市民だということを忘れないで、皆さん、もっと注目していただきたいと思い

ます。（拍手） 

 

石 坂   ありがとうございました。 

      それでは、会場から引き続き、どなたかご発言ありますか。 

 

吉 永   元本郷町に住んでおります。八王子市市民活動支援センターに勤めております吉永でございま

す。今日は、行政に対しては何も申しません。１年前に、ここに参加しまして、１年前と比べて、

それなりの再生の兆しが見えてきたと、私は分析させていただきたいと思います。

それは、どういうことかと言うと、市民活動支援センターというところは、市民

活動の活性化ということで、横つなぎ、人と人、人と団体、団体と団体、横つな

ぎをしているところです。ボランティアをやりたいという人が大勢来て、それを

コーディネートするところでございます。目的は、やはり一人ひとりがいきいき

生きるということだと思っています。そういう見方でまちを見ますと、私も、現

場第一主義です、企業出身ですので。現場が本当に大事だということで、現場に

いろいろ行ってみますと、楽しい暮らし方というのはたくさん転がっています。

人の役に立つような、実行してもらいたいということはたくさん転がっている。 

それで、現実にどういうことか言いますと、今、センターをオープンして７か月しか経ってい

ませんけれども、市内のいろんな方々が実行、おれにも実行させろということで、やってこられ

ます。例えば、中学生、特に六中が多かったのですが、いろいろなところにボランティアに行き

たいから紹介しろと。それから大学生、これもすごくうれしいことです。どんどん入ってきてや

ってくれます。今学校の現場に行くと、総合学習の時間に、体験談が欲しいという注文がありま

す。それを大学生に言うわけです。そうすると、大学生でカンボジアに行った人、インドに行っ

た人たちが、じゃ、おれたちがということで、来週もある中学校に行って、３団体の学生に話を

してもらいますけれども、そういうふうにつながっていきます。 

それから、リタイアした人たち、この人たちの相談が非常に多い。これはたくさんあります。
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環境問題が一番多いです、それからパソコンも多いです。それから話し相手ボランティア、そう

いうもの。それから、来週の２月21日「お父さん、お帰りなさいパーティ」をやりますが、こ

れは、リタイア人たちの地域参加のきっかけづくりです。これも、非常に大勢の人が真剣に、お

れにやれることはないかということで、やってくれます。 

      また、女性は相変わらずパワーがすごいですね。国際協力、福祉、いろんな方々がやっている。 

実際に、そういうように自分自身で何をかやれないかと言って実行しようとしている人が大変

増えている。この７か月で、私、それを見ていますから、八王子も大変よくなっていくのだと思

います。大切なのは、行政が何をやってくれるかではなくて、一人ひとりが何をやれるかという

ことだと思います。ちょこっとしたことでいい。 

今、子どもの育ちと子育て、これは大変な問題を抱えています。この問題だけでも、おばあち

ゃんたちもやれることがたくさんあるし、そういうのに結びつけようとしているのですけれども、

小さな子のお守りなど、いろいろやることはあります。子どもをきちんと育てる、自分がこの世

を楽しむだけではなくて、次世代のために何ができるかということで考えていけば、たくさんや

れることがある。 

そういうことをやりたいという人がセンターに集まって来て、やってくださっているところを

見ると、これがどんどん拡がっていけば、元気に、まちに元気がなくても、私は一人ひとりがハ

ッピーになればいいと思っています。そういうまちになるのではないかなと思っています。 

      以上でございます。 

 

石 坂   ありがとうございました。 

      それでは引き続き、はい、その前の方。 

 

堀 江   狭間町に住んでいる60歳の男性、堀江と申しますけれども、ちょっと部外というか、関西の

地からこちらへ、学校を卒業して、それで青梅線沿いの会社に勤めていたの

ですが、どこに住もうかといって、いろいろ立川、町田と、見渡したところ、

その当時八王子が一番まちらしいまちで、ここに住処を見つけて、結局終の

棲家になりそうです。当時40年ぐらい前ですから、立川だとか町田をご存

じの方がいると思いますけれども、まあ、まちじゃないなと、八王子が本当

にまちらしいまちでした。ところが、この40年間経ってみますと、あ、町

田いいなあ、立川いいなあ、という思いです。それは、簡単なことなのです

が、町田に関していえば、ちょっと名前を挙げて失礼なのですけれど、東急

ハンズができた。あ、行かなくちゃいけない、あそこにしかないなあ。それから立川、あ、中華
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街ができた、美味しいものを食べるなら立川だなと、こんな具合なのです。 

じゃ、今、八王子、なんだろうと、ここへ来る機会が見つからないのです、はっきり言って。

結局、住処が八王子だと言う時には高尾山があるな、という思いはしっかり根付いています。学

生のまちなのですけれど、学生といえども、結局、自分の住処の周りに、これも名前を挙げて悪

いのですけれど、セブンイレブンでもあれば、十分住めるのです。もうセブンイレブンですべて

事が足りる。何が言いたいかと言うと、八王子に私が住んでいてコアにしたいのは高尾山、それ

を含む里山、森林、こういうのを皆さんの意識に、世界遺産まではいきませんが、こういうもの

を大切にして、皆さんの意識統一というか、統一しなくていいのですけれども、好き勝手ですか

ら、そういうような思いはしています。というのが、私、こういうところへ来て思ったしだいで

す。 

      以上です。 

 

石 坂   それでは、時間の関係で、会場からあとお１人、ご発言を。 

 

田 中   めじろ台から参りました田中と申します。八王子

はどうも歴史と伝統のうえに胡座をかいていて、み

んな元気がない。それで活性化されていかないので

はないか。話をいろいろ出されましたので、私は、

ちょっと将来的な話になると思いますが、資源につ

いて、話してみたいと思います。 

ある科学者に聞いた話ですが、高尾山の地下には膨大な水量と非常にいい水質を有している、

これを開発して、上下水道を整備し、あるいは水資源を活用して、産業をおこしていったらどう

か。それとまた、いざという時に、４市を十分まかなうだけの良質な水量があるということを聞

いているのですが、そういった構想をお考えになられるか、あるいは、お持ちでしょうか。その

辺、ちょっとお伺いしたいのですが。 

 

石 坂   どなたにしましょうか。 

 

市 長   では、私のほうから。これは、具体的に調査したことはないのですけれども、高尾山の地下に、

山中にといいますか、良質な大量の水があるという、これは、私は具体的に聞いたことはないで

す。たぶん水はあると思いますけれども、膨大な４市をまかなえるような、あるいはまたその水

を産業に活かせるような水があるということは、私は、ちょっと承知しておりません。申しわけ
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なく思っておりますが。 

 

田 中   〔聴取不能〕 

 

石 坂   それでは、実際どうなのかということを市長さんのほうに宿題ということにさせていただきま

す。 

それでは、時間も押し迫ってまいりました。パネリストの方で、ご発言の足りないことが多々

あると思いますが、最後に３～４分で、一番大事なことで、まだ話し忘れていることがありまし

たら、甲谷さんからお願いいたします。 

 

甲 谷   いろいろお話のなかで、フロアの方からも出たことなのですけれど

も、やはり人のネットワークというのが、ものすごく大切だという気

がいたします。われわれサイバーも、人の輪をつくろう、知識の輪を

つなごう、そして新しい産業を、新しいまちづくりを、これをスロー

ガンにしているのです。いろんな産業活性化という切り口から見た場

合、世界中、日本もそうなのですが、いろんなところの成功している事例というのを見ますと、

やはりその地域、地域でネットワークが非常に上手くできている、横につなげる。横のつながり

で新しく活性化をしている。 

それと、もうひとつ大事なことは、インターネットがものすごく発達して、非常に便利になり

ました。だけれども、やはり基本はフェース・ツー・フェースだ、面と向かって、顔と顔を合わ

せて話をする。そこでコミュニケートする。そこから新しいいろんなことが生まれてくる。やは

り成功している事例というのは、例えば、アメリカのシリコンバレーなんかそうですね、あの地

域でもフェース・ツー・フェースで、いろんなことを話しながら、ああいういろんな事業がおき

てきている。この大切さというのは、確かに今日お話がありまして、180平方キロですか、八王

子はあるので、先ほど高月のお話もありまして、本当に大変だなと思ったのですけれども、やは

り、そういうフェース・ツー・フェースで、いろいろコミュニケーションする場というのをつく

って、そこから新しいものを産み出していくという努力をしていかなければいけないし、われわ

れサイバーシルクロードは、ささやかでありますが、産業活性化という切り口から、そういった

ところを大事にしながら、これからも皆様のご協力を得ながら、いろいろ事業を進めていきたい

というふうに思っております。 

      ありがとうございました。 
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石 坂   青木さん、お願いします。 

 

青 木   私は農業ということから見れば、資源は確かに土地もあるし自然もあるけれども、やはり担い

手、人じゃないのかなと思います。そして、そのなかでまた働いていない人がたくさんいる。働

いていないという言い方はよくないな、有効に利用されていない人がたくさんいるような感じが

します。女性であれ、老人であれ、素晴らしい資源がまだまだ隠されているような感じがします。 

それと、道の駅というマーケットをこれから立ち上げようとしているわけですけれども、その

時は、農業関係者だけではなく、行政関係者だけではなくて、私は、市民の方と一緒にコミュケ

ーションをとりながら、まだ２年近い時間がありますので、コミュニケーションをとりながら、

一緒にやっていけば、必ず市民の皆さんの役に立ち、そして住みやすいまちをつくるようないい

マーケットができるのではないかなと思っております。 

 

石 坂   金子さん、お願いいたします。 

 

金 子   私は、ちょっと感想のようになってしまうのですけれども、今

日、ここに来てみて、やはり八王子の人に対する魅力をまたすご

く感じまして、今日、こういう会を開かれて市民と交流を持とう

という市に対しても、とても魅力的だと思いますし、ここに来ら

れている皆さんに対しても、すごく魅力的だと思いますし、そう

いうところにもっと学生も来て、みんなで交流していけるような場になっていったら、もっとい

いのではないかと思いました。学生が例えば４年間しかいないまちであったとしても、そこに根

付くような、もっと八王子を愛せるようなまちづくりといいますか、企画といいますか、そうい

うまちになっていったらいいのではないかなと思います。 

 

石 坂   それでは、最後になりました。市長さんの立場から、今日、フロアの皆さんのご発言などを踏

まえて、感想でもけっこうですし、最後にまとめとしてご自身のこれからの市政に対しての決意

をお話いただいてもけっこうです。よろしくお願いいたします。 

 

市 長   今日は、どうもありがとうございました。まず、こんなに大勢の皆さんにご参加いただけたと

いうことを、私、大変うれしく思っております。 

まちづくりというのは、行政だけがやるものではありませんし、皆さんと、先ほどからお話し

ているように、協働という言葉、これは、まさに21世紀のまちづくりのキーワードだろうと思
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っておりますけれども、皆さんのお智恵もお借りしながら、一緒になってまちづくりをしていく。

この姿勢は、非常に大事にしていきたい、こう思っておりますので、また心強く思いました。本

当にありがとうございました。 

また、いろいろお話伺いまして、八王子って、あらためていろんな顔があるなと、今、高月の

お話されましたけれども、高月ばっかりじゃないのです。恩方の奥のほう、東西だけでも 23ｋ

ｍを超えるのですから、八王子というのは。恩方へ行きますと、もちろん交通の利便性とかそう

いう問題があるのですけれども、まさに自然そのもので、ヤマメとかイワナの養殖をやっている

のです。そういう場所もあるのです。これも八王子なのです。東のほうに行きますと、南大沢に

はアウトレットもあり、これもやはり八王子なのです。 

確かに問題はありますけれども、中心市街地がちょっとさびれていますよね。これは、八王子

だけじゃないのですけれど、歴史のあるまちの中心市街地というのは、どこも同じような状況に

あるのですけれども、でも、余所のまちがそうだからそれでいいのだというふうにはならないと

思いますから。われわれは、しっかり工夫をして、そして、地域の皆さんにも、やはり汗をかい

てもらうということも大事なことだと思うのです。そういう課題もあらためて感じさせていただ

きました。 

そして、やはり実行だということ、これは、皆さんからも、またパネリストの方々からもお話

が出ましたけれども、やはり実行ですね。確かに行動に移さなければいけない時期だということ

は、私もよく承知をしておりますから、これは、私も肝に命じて、これからがんばっていきたい

と思います。 

それから、最後ですけれども、八王子の資源のひとつに、豊かな自然環境があるというお話を

しましたけれども、先ほど高尾の話もいただきました。いい環境をつくっていくということは、

経済的にもその地域の活性化にもつながるのだという例を、ちょっとお話したいと思います。 

昨年暮れに終わりましたけれども、「ハコイリムスメ」というテレビドラマがありました。ご

覧になった方もあろうかと思いますけれども、高尾山頂の十一丁目茶屋が舞台になったわけです

けれども、なぜ、あそこが舞台に選ばれたかと言いますと、聞いた話なのですけれども、あのド

ラマの脚本家の中園ミホさんという方が、たまたま高尾山へ来たのだそうです。そうしましたら、

ものすごい人がいっぱい来ているのにごみが全く落ちていない。きれいだ。それで、非常に気に

入って、なんでこんなにきれいなのか、汚れてないのかという話を聞いたら、そしたら、地域の

方々、あるいは森林パトロールという青年会議所でやっていますけれども、そういった若い人た

ちが清掃活動をやっている。あるいは、地域の皆さんも一緒になって山をきれいにしている。そ

れで、こんなにいいところなのだなということで、あそこを舞台に選んだそうです。放映されま

した。昨年秋の高尾山の紅葉まつりには、それだけＰＲされましたから、取り上げられましたか
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ら、お客さんが３割も増えたのだそうです。これは、まさに環境と経済というものが大きな関係

にあるということの証だと思うのです。ひとつのお手本だと思うのです。 

今、環境省のなかに「環境と経済の好循環専門委員会」という専門委員会がありまして、私は

行政の長として、その一員になっておりまして、いろいろ意見を述べさせていただいているので

すが、その時に、地元の高尾山の話をさせていただきました。やはり、これだけの豊かな自然と

いう資源があるわけですから、これをみんなで大切にしていく、守っていく。このことは、経済

的にも大きな効果があるということを、ぜひ皆さんも知っていただいて、そして、一緒にこの環

境を大切にしていきたい。こんな思いでございます。 

ぜひ皆さんには、これからもお智恵をお借りさせていただいて、そして、元気なまちづくり、

積極的なまちづくりに、これからも取り組んでいきたいと、このような思いでございますので、

どうぞ今後ともよろしくお願い申しあげたいと思います。 

今日は、ありがとうございました。（拍手） 

 

石 坂   それでは、時間もまいりましたので、これでフォーラムを閉じたいと思うのですけれども、今

日の話で、さまざまなご発言がありました。やはり八王子の持っている潜在的なところも含めて、

八王子の魅力を活かしながら、その特性を発展させるということをてこにして、

今言われているオンリーワンのまちづくり、このスローガンというのは言い得

て、いいなと思っているのですが、やはり八王子の固有のまちづくりといいま

すか、八王子というのはこういうまちだというオンリーワンのまちづくり、こ

のスローガンに収斂していくような形で魅力あるいは特性を活かしながら、こ

れからもやる。これも行政だけではなくて、一人ひとりがこういう問題をどう

いうふうに住民として対応していくかという力の集積ということも、非常にひとつの力になって

いくだろうと思います。 

今日は、パネリストの方からも、それぞれのご専門の領域からいろんな方法についてのご指摘

や提言もありました。これをそれぞれのところで受け止めていただいて、魅力を活かす、特性を

伸ばす、こういうことを通じてオンリーワンのまちづくりというものに、進んでいってもらえれ

ば、このフォーラムもいささか役に立つかなと思っております。これからも、こういう市民が中

心の、住んで楽しい、住んでみたいまち、住み続けていたいまち、それからまた移っていきたい

まちと、こういうようなことが人々の俎上に上がるようなオンリーワンのまちづくりを進めてい

けばよろしいかと、そういうふうに司会者としても、今日の皆さんのご意見をたまわって感じた

しだいであります。 

つたない司会でしたけれども、まだ、フロアからたくさんご意見がありました。時間の関係で
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十分機会をつくれませんでした。次の機会にぜひご意見をいただければありがたいと思っていま

す。 

      どうも、今日は、ありがとうございました。（拍手） 

 

司 会   どうもありがとうございました。２時間にわたり、地域資源を活かしたさまざまな視点からお

話をいただきました。いかがでしたでしょうか。各パネリストの皆様のご意見に共感できる部分

もあれば、私はこう思う、などさまざまなご感想をお持ちのことと思います。本日のフォーラム

をこれからお１人お１人の身近な取り組みとして活かしていただければ、というふうに思います。 

      コーディネーターの大役を果たしていただきました石坂様、それからパネリストの甲谷様、青

木様、金子様、それから黒須市長に盛大な拍手をお願いしたいと思います。（拍手） 

      どうもありがとうございました。 

それでは、コーディネーターおよびパネリストの皆様が退場いたしますので、拍手でお送りい

ただきたいと思います。（拍手） 

      はい、ありがとうございました。 

本日は、大変大勢の皆様にご参加いただきまして、誠にありがとうございました。大変盛会の

うちに閉会を迎えることができることができました。皆様方のご協力に心から感謝いたします。

これをもちまして、閉会といたします。 
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（1）初めて来たが非常に勉強になった。もっと回数を増やしてもらいたい。（50 代・男） 
（2）非常に参考になった。（70 代・男） 
（3）石坂先生はすばらしかった。聞きやすいし、進行も上手でした。大学生の金子さんは、今回

は向きが違うように思った。（70 代・女） 
（4）実行力と声高に叫ぶが、プランに夢があれば人は自ずと動き出す。案を練り、仕組みを作る

ことが最重要。パッション、インセンティブを文章に含ませる。（50 代・男） 
（5）人材、市民ボランティア、行政、農業、学生、工業、市内の協調体制を。行政がまとめ役と

なるべきである。言葉のみでなく、行動あるのみ。現場には問題がたくさんある。種をまい

てこなかったことである。（60 代・男） 
（6）おおいにやるべし。市民との意見交換もよい。事前に質問や提言をやってもよいのでは。 

（50 代・男） 
（7）一丸となって、産業、商業の発展を願う人間関係から、活気が出るし、人と人との和や魅力

も出るし、協力体制ができてくる。観光地として商工業の発展を図っていくべきだ。 
（70 代・男） 

（8）数々の問題点が取りあげられ、それぞれに適した対応する意識を住民個々に持つ必要性があ

ることを改めて認識した。（60 代・男） 
（9）大変よかった。（70 代・女） 
（10）普段あまり考えていなかった八王子の特性や活性化の問題点などがよく分かり、勉強にな

った。（60 代・女） 
（11）人のネットワークが大切。現場を知ること。フェイス to フェイスが基本。（40 代・女） 
（12）八王子の現状がよく分かった。（50 代・男） 
（13）問題提起のほかに具体的解決策の提示がほしかった。（70 代・男） 
（14）物足りなかった。（50 代・男） 
（15）八王子市は具体的にどのようなことをやっているのか、もう少し説明がほしかった。行政

の行動力の無さを再認識した。（50 代・男） 
（16）会場の参加者の層が偏っていたのではないか。主催者の努力不足。（50 代・男） 
（17）今日のテーマに対するパネリストの熱意は、それぞれの立場で市の魅力をいかに活かそう

と実践されている方々だと内容を聞き感じたが、ジャスト・ドゥ・イット市長の意欲をどう

盛り上げるか。（70 代・男） 
（18）パネリストの方々のお話しでも、提言は多く出ているとのこと。工業については、今後の

進展を楽しみにしている。（70 代・男） 
（19）様々な意見が出て刺激的だった。（50 代・男） 
（20）問題点の共通化の意見あり。実施の検討化を期待。（50 代・男） 

会場でのアンケート結果（要 旨）

１．パネルディスカッションの内容等についての感想 
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（21）今ひとつ喰い足りなかった感じがしている。サイバーシルクロードも掛け声だけで、実行

力が伴って来ない。パネリストは、力んでも空しい気がした。（70 代・男） 
（22）大変、率直な意見が出されてよかった。特に実行力のこと、協力関係の乏しさ、個性のあ

る物販店の経営を、あるいはサービスの悪さなど同感することが多かった。（70 代・男） 
（23）甲谷先生の発言は、アクティブでよかった。全体的にパネリストのバランスが取れていて

面白かった。大学生（金子さん）の感度のよさが光る。やはり、八王子には“学生”がいる！ 
（60 代・男） 

（24）フロアからの発言が批判ばかりで「このまちを自分がよくしたい」という思いがなかった

のは、市民自体にも多くの問題があると感じた。（60 代・男） 
（25）コーディネーターのやる気のなさに不満を覚える。テーマに沿ってコーディネートをして

ほしかったし、発言も愚痴訴え型にならずに進んだと思う。（60 代・女） 
（26）甲谷氏のプレゼンがよかった。同氏の今後の活躍に期待したい。（50 代・男） 
（27）残念ながら八王子の魅力が出てこなかった。総論的な提案になっている。（50 代・男） 
（28）パネリストの厳しい提言を直ちに活用してほしい。例えば、シニアの人的資源の活用。 

（60 代・男） 
（29）非常に参考になった。なにしろ現場主義の行動が大事。（60 代・男） 

パネリストだけでなく、市民の声を多く聞いたことがよかった。また、パネリストと市民の

意見交換があったこともよかった。（40 代） 
（30）店の接客態度が悪い→学習の機会、仕組みがない。実行計画体制が必要。イベント屋では

ダメに賛成。（70 代・男） 
（31）身近な課題であった。市長は立候補したときに立派なことを言っている。その夢を実現せ

よ。（60 代・男） 
（32）プランをいかに実行に移すかが、課題であると感じた。（50 代・男） 
（33）論議ばかりで実行力がないことには同感。（70 代・男） 
（34）「八王子ブランド」いい言葉ですね。（50 代・男） 
（35）子どもも先生や親に勉強しなさい、がんばりなさいと言われても、自分のやりたいこと、

夢が見つかるまで実行しないのと同様に、商業主、農家の方々が本当に儲けたい、楽しい人

生を送りたいと思わなければ、よくならないと思う。（30 代・女） 
（36）各層の意見や会場の意見が聞かれてよかった。ただし、この論議の前提としての“活性化”

の必要性は、八王子市として何か、それが本当に必要なのかが空しい。（60 代・男） 
（37）初めて参加したが、八王子市に 40 年間住んで、やはり魅力のないまちになったのはどう

してだろうと自分の中で考えさせられた。（60 代・女） 
（38）自然環境、里山を守っている人はだれか。単にそこにあるのではない。（40 代・男） 
（39）八王子の魅力は何であろう。学園都市としての魅力をもっと活かしていこう。（50 代・男） 
（40）非常によい話で、年に２回ぐらい行ってほしい。（60 代・男） 
（41）一般市民の方々の発言がよかった。八王子を愛している人たちがたくさんいるのだと思っ

た。（60 代・男） 
（42）学生が地元をもっと活用してもらいたい。（70 代・男） 
（43）副題の活かそう！八王子の魅力に興味を持った。生まれて、育って、生活しているまちの
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魅力を再確認したくて参加した。（40 代・女） 
（44）それぞれの立場からいろいろな意見があったが、大学がありながら若い人があまり街中に

見られない、魅力がないということ、そんなところにカギがあるのではと思った。人材ネッ

トワーク、産産学の連携などは大事なことと思った。（60 代・女） 
（45）久しぶりにまちづくりに参加したような気がした。ありがとうございました。（50 代・女） 
（46）勉強になった。（60 代・男） 
（47）甲谷氏の現場に知恵あり、との意見に賛成。行政の人は、是非現場に出て人の声に耳を傾

けてほしい。（50 代・女） 
（48）「光り輝く」というような実現できないような言葉を使わないで、本当に実現する内容にし

てほしい。言葉に酔っている。また、市長の協働という言葉は行政のおごりだ。市民を助け

る役で、協ではない。（50 代・男） 
（49）八王子の活性についての甲谷氏の提言は、もっともだと思った。（60 代・女） 
（50）八王子市は施策についてのＰＲがまずいので、市民がよく分からないことが原因と思う。

市民の前向きの行動が大切。（60 代・男） 
（51）このような会を数多く行って、目的に向かって行動していくように進めてほしい。 

（60 代・女） 
（52）多くの問題が提起されて考えさせられた。殊に商業地域の活性化の進め方に興味を持って

いる。（70 代・男） 
（53）行動あるのみ、実行が大切ということ、基本だということが結論づけられて非常に有意義

だった。（60 代・男） 
（54）元気があるというのと、全くないという両面性が見えて考えさせられた。ただ、どうする

かという具体性のある話にもう少し踏み込んでほしかった。次の機会にも来るので企画を。 
（60 代・男） 

（55）商業の活性化は中心がお客であることを認識すべき。「道の駅」の発想の中に生産者の名前

をはっきり出すのはよい。この発想は至る所で必要。（60 代・男） 
（56）今日のこの内容は、八王子市役所全職員に聞いてほしかった。青木先生がおっしゃったよ

うにゼロからの企画はできないのだから、現場へ出向いて、現実を見て、市民の力を知るべ

きだと思う。（40 代・女） 
（57）テーマはよいが、どう実行するか何も決まらない。提案がなかった。コーディネーターは、

現場出身の人でなければ、実際に結びつかない。今回はそれ程ではないが、一般的に学者は

不要。（60 代・男） 
（58）10 年後の社会構造を考えた場合、物質から精神面に価値観等が大きくシフトすると予想さ

れる。ビジネスも、環境・福祉・観光等が比重を高めよう。議論のもとが、従来型の高度成

長・就労重視型の範囲を出ていなかった。（20 代・女） 
（59）八王子という都市の全体像の話としては悪くないが、もう少しテーマを絞った方が、具体

的な話になったかもしれない。会場の意見を多く聞くのもよいが、逆にコーディネーターが

まとめきれなくなっている。（40 代・男） 
（60）パネリスト、また会場の方々から様々な意見を聞くことができ、参考になった。 

（40 代・男） 
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（61）地場産業の代表も加わっていると、もっとよかったと思う。会場の意見の半分は、ただ自

分の意見を言いたくて来ている。（50 代・男） 
（62）市民と一緒になって考えよう。（60 代・男） 
（63）時間が短すぎる。役所は、産産連携、産学連携を進めてほしい。実行にあたっては、テー

マ毎に小グループをつくり、進めてほしい。（60 代・男） 
（64）市街地の営業者（商店主）の再教育（70 代・男） 
（65）八王子の活性化について考えるトリガーとして、パネリストのプレゼンテーションはよか

った。“実行”を訴えたパネリストの意見に共鳴。具体化をどう考えるか？（60 代・男） 
（66）元気計画に対しての考え方がよく分かった。（70 代・男） 
（67）内容は核心を突いていてよかったが、出席者に高齢者が多いことが気になる。実際に中心

になっている年代を含めた論議が必要。（50 代・男） 
（68）青木さんの発言に同感。青木さんの発言の中に、行政を頼らずと言っていたが、ではなぜ

税金を払っているのか。（60 代・女） 
（69）パネリストそれぞれの方が非常によい意見を持ち、実行に向けて努力しているようだが、

市民及び事業主等に浸透させていくか、行政が問題を解決する必要がある。（市の職員は仕事

をしない。まだ、人が多すぎる。）（60 代・男） 
（70）パネリストの方々の考え方と私の考え方にそれほど差のなかったことを安心していいのか

どうか、今後考えていきたい。(60 代・男) 
（71）具体的な提言等あり、有意義であった。参加者からの意見も真剣で、八王子の活性化のた

めにという意識が強く感じられた。（60 代・男） 
（72）パネリストと質問者からの意見のとおり、「実行」することの重要性について同感した。 

（60 代・男） 
（73）八王子の商業気質や行政の役割など、熱意ある意見に共感した。（50 代・男） 
（74）「行動」が大切だという結論が出たので、大変よかったと思う。（50 代・男） 
（75）実行の必要（50 代・男） 
（76）甲谷会長の独り勝ち。パネリストの専門性とテーマにギャップあり。（40 代・男） 
（77）特に産業・工業の「活性化」は、東京都、国との連携のもとで、大きな、また中規模・小

規模の具体性を持った戦略を明確に打ち出すことが、絶対に必要。（50 代・男） 
（78）限られた時間の中で、産業全般について語るのは難しいように思えた。ものづくりか、商

業か、農業か、観光について掘り下げた意見のやり取りがあれば、より楽しめた。商業者に

対する批判が強く、刺激があった。（30 代・男） 
（79）八王子の現状を知って驚いた。（70 代・男） 
（80）パネリスト、コーディネーターの意見がおもしろかった。（70 代・男） 
（81）いろいろの問題が提出されたが、もっと時間をかけて、年に何回も行ってほしい。 

（70 代・男） 
（82）事前にアンケートがあった方が、方向的参考になるのでは。各界のパネリストを出席させ

て実施を。（60 代・男） 
（83）議題をもっと具体的に分けてディスカッションした方がよい。パネリストが同じようなこ

との繰り返しでわかりにくい。（60 代・男） 
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（84）八王子の産業活性化について、多くの方の話を聞くことができてよかった。（50 代・男） 
（85）テーマも興味あるものであり、八王子の持つ問題点も分かったが、それに対する解決策の

部分がやや抽象的に感じた。（40 代・男） 
（86）自己紹介、経歴の話が長い（資料で充分）・市長「元気を出そう」、金子「情報が少ない」、

甲谷「実行力がない」→推進してもらいたい。市民の集う場所、施設があれば元気が出る。

時間が少ない。（70 代・男） 
（87）論点をもう少し、絞った方がよいのでは。（50 代・男） 
（88）八王子の資源（ＩＴや超精密加工）につき、認識を新たにした。全体として極めて有意義。 

（70 代・男） 
（89）「論議の時ではなく、実行するときである」には共感を持った。（50 代・男） 
（90）資源はある。その資源を組み合わせ、オリジナリティーの発掘をどうするか。都市発展の

ための八王子の魅力は何なのか。（30 代・男） 
（91）今後も続けてほしい。よかった。（60 代・男） 
（92）人的資源の分散がある。これを集約しなくてはならない。地元で集約、流通させることが

発展につながる。（60 代・男） 
（93）パネリストは学生を抜いてよかったと思う。八王子の学校へ来たら、八王子に残る希望の

学生を。（70 代・女） 
（94）甲谷さん、青木さんなど、まちづくりの先端で活躍されている方が参加され、おもしろい

話が聞けた。また、大学生の方もパネルに出席していたが、こういう大胆な人選はよかった。 
（40 代・男） 

（95）多種多様の意見が出され、大変興味を持てた。フォーラムの参加者の多いことは、それだ

け市民の関心の高さを示すこと。「市民パワー」の利用を図ることが大切。（70 代・男） 
（96）出席者の商業、市に対する苦情が多かったが、パネリストの一方的な報告に終わってしま

っていた。会場とのやり取りが欠けていた。（60 代・男） 
（97）具体的内容に乏しい。（60 代） 
（98）それぞれの思いが深く、身にしみる意見を伺った。「実行あるのみ」も同感。まちづくりの

今後に期待したい。参画意識を更に高め、よくしなくてはと思う。（70 代） 
（99）産学連携のアイディアは充分にできた。問題は実行力の不足。自分のまちでも、アイディ

アを積極的に活用していく努力が不足していると思う。今後充分考えていきたい。（70 代・

男） 
（100）多方面の話を聞けて大変おもしろかった。（50 代・男） 
（101）いろいろな分野で努力していることを知った。「道の駅」ができるようだが、車がないと

行けない所では行く人が限られる。地下駐車場の辺りに出店できないか。（60 代・女） 
（102）課題を絞った方がよい。焦点がボケている。パネリスト（青木・金子氏）の発言に深さが

ない。（60 代・男） 
（103）提言、計画から実行の時期であると強く感じた。（50 代・男） 
（104）テーマが大変身近であり、強い関心を持って参加した。最終的に“市が進むべき方向”よ

り“行政に求めること”が優先付けられたように思えた。“誰が‥”ではなく“何を、どのよ

うに‥”するのか、ということではないかと感じた。（30 代・男） 
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（105）もっと討論がほしい。（60 代・男） 
（106）「実行力」がすぐにでも必要な時期であると感じた。（50 代・男） 
（107）実行力あるのみとあらためて感じた。（60 代・男） 
（108）会場からの意見も多岐にわたり、もう少し論点を整理し、深堀りができるように。 

（60 代・男） 
（109）市民の意見は、暗い希望のないあきらめムードがあった。（60 代・男） 
（110）建設的な意見が多く出され、大変有意義であった。学生をパネリストに選んだのもよかっ

た。（60 代・男） 
（111）市に対する危機感が、自分の思ったより以上であったことに驚いた。（50 代・男） 
（112）具体案を紹介してほしかった。（50 代・女） 
（113）今回この「ふれあいフォーラム」初めて参加したが、非常によいと思った。これからも続

けてほしい。（70 代・男） 
（114）参考にはなったが、人の考え方を変えるのは大変なことだと思う。八王子にも優れたもの

があることを再認識した。（60 代・男） 
（115）まあまあです。司会者の話が長すぎた。（50 代・女） 
（116）「中心市街地活性化」等計画はできているか、これを如何に実行するのか。地元商店、商

工会議所、行政が、当事者として自分自ら実行するのかを考え、行動に移すべき。 
（50 代・男） 

（117）農業と都市と自然をどう共生させていくか。市民がいろいろな行事に参加してこない。こ

れが元気のない原因ではないだろうか。（70 代・男） 
（118）皆さん、怖いくらいにまじめに考えていて、失礼だが集まった方々の年代を見て、まちに

帰ってくる力→リタイアした人を有効に活用して‥という感想を持った。（30 代・男） 
 
 
 
 
 
（1）まちづくりを考えてもらいたい。もっとアンテナを張って広くアイディアを求める。 

（50 代・男） 
（2）八王子駅南口の高層ビルの促進と圏央道の開通促進をされたい。商店のサービス向上。 

（70 代・男） 
（3）商店は、なお努力して流行物を考え、若い方を離さぬように勉強してもらいたい。「道の駅」

も是非がんばってほしい。（70 代・女） 
（4）京都の大学を卒業し、八王子に住み 40 年。当時、多摩で一番住むのに適したまちは八王子

だったが、町田（東急ハンズ）、立川（中華街）と行きたいモチベーションのコアとなる店が

でき、八王子のまちに出かけることは減った。コアとなる専門店を八王子に！高尾を世界遺

産にまで高める気概を。（50 代・男） 
（5）歴史、文化がわざわいして商店の活気がないという市長の話があったが、この考えは間違い

である。絹のまちの復活、ネクタイの生産が日本一であれば、もう少し歴史、文化の復活を

２．八王子の活性化についての提案 
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ねらい、金融、商業、行政は連携し、原点に立つべきである。（60 代・男） 
（6）市民の活用を多面的なレベルで、目的別や地域別などを固有のものを活かしながらネットワ

ークが必要。（50 代・男） 
（7）よいことを多く引き出す。商業者の活気を出させる。若者の集客を主に、ファッション等セ

ンスの切り替えを考える。遠慮し、あきらめをなくすこと。市長を中心に市民と行政職員が

一体となってがんばろう。（70 代・男） 
（8）多岐にわたる問題を抱えており、市民として、行政として何から手をつけるべきか、慎重に

考慮し、波及効果の出せるような施策が大切と思う。（60 代・男） 
（9）もっとまちを活性化してください。（70 代・女） 
（10）「道の駅」は活性化につながると思う。商店主の視野を広げてほしい。（60 代・女） 
（11）実行する力を持つ。まちづくりは、マルチユース開発でなく、ミックスドユースの開発を。

小さな開発を続けて大きな開発に（個店パワーアップ）（50 代・男） 
（12）先ず実行するという甲谷氏の意見に賛同。（70 代・男） 
（13）高尾山・浅川・陣馬山・八王子の歴史の活かせる形。分かっていることの中から‥‥。 

（50 代・男） 
（14）今日の意見の中に多くあった行動力の無さをすぐに改善してほしい。多摩地区の中心都市

としての意識が弱いので、市の職員の行動力を活発にしてほしい。（50 代・男） 
（15）提案より実行（50 代・男） 
（16）行政の提案は、市民を理解したうえで（市民の要求実態を把握する行動、市民の中へ具体

的に入っていく）細かい点から企画を立ててもらいたい。（70 代・男） 
（17）提言を実行できない、現在の商業。買い物をした人が、いかに長い時間留まっていてくれ

るには、歩いていて喫茶店のようにゆっくりできるものもない。楽しく買い物ができない。

こんな所で買い物をするわけがない。（70 代・男） 
（18）各行事はあり、その時人は集まるが、まちの中に集まるポイントが乏しい。スポーツ、娯

楽（例）富士森球場のプロ１軍の試合、中を多目的に使用等（50 代・男） 
（19）今年、八王子でシルクサミットを開催しようとしている。全国の人が集まってくるので、

八王子市に率先して協力してくれることを希望する。（60 代・男） 
（20）まちづくりをその地域の特性実態を把握して共通の理解のもとに進めていく地道な努力が、

今こそ必要なのではないか。（70 代・男） 
（21）広域都市で特色の違うところが多い中、それぞれに工夫と努力があってよい。現代風のア

イディアと楽しさのある、また伝統を活かした地場産業のある地域と混在してよい。ただし、

交通関係については、行政として努力を一層続けてほしい。八王子の宣伝、情報の発信をも

っとするとよい。（70 代・男） 
（22）新しいキャッチフレーズを募集するとよい。約 20 年前、“好きなんです八王子！”につら

れて大丸、西武、丸井、そごうが来たが、“旬”が過ぎてその役目を終えた。今、ヨドバシ、

マツモトキヨシ、京王グループ（ホテル・テナント等）、東急スクエアが来て元気を取り戻し

つつあり、そごうががんばっている。（60 代・男） 
（23）中心市街地をＪＲ八王子駅～西八王子まで広げて指定していることに問題がある。広大な

市域には、ひとつの中心はありえないと思う。（60 代・男） 
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（24）どのような都市にするか全く構想ができていない。従来の商業、産業のみにこだわってい

る。近隣都市と異なった、そして伝統文化（車人形、千人隊、城下町）、観光都市等、特有の

構想を持つことが、活性化につながっていくのではないか。（60 代・女） 
（25）教育組織及び教育活動（特に数多くある大学を中心に）が八王子のひとつの資源。これを

活かせ。（50 代・男） 
（26）なかなか難しい。高尾山をどう活かすか。特に商業、産業にこだわる必要はない。住みよ

いまちを目指すことが必要。（50 代・男） 
（27）交通網を至急整備すること。南北ルートが必要。（60 代・男） 
（28）商店の活性化。買い物をしたくなる店並み。（40 代） 
（29）市民の根拠がない。裁判所もない。何でこんなまちになったのか。（60 代・男） 
（30）一点突破（中心市街地であれば、夢美術館、いちょうホール周辺をロケーション等で有名

にする）で何かきっかけをつくる。（50 代・男） 
（31）民間業者に依頼して大型企業を積極的に誘致する。政治力がどうしても必要である。京王

電鉄、東京競馬、サクラフィルム、日野自動車等、有力地元企業に有力企業誘致を強力に働

きかけてほしい。（70 代・男） 
（32）石坂先生の提言、ネットワークづくりに関しては、興味あり。是非、具体的な提案と推進

を。（70 代・男） 
（33）現状でも八王子は充分に活性化されていると考える。今後、更に住みやすいまちづくりを

目指してほしい。（50 代・男） 
（34）たくさんすぎる目標は必要ないと思う。税金を使って、まちをダメにしている例が多いの

では。人間を大切に思い、このまちに住めば、安全、楽しい、気持ちがいい気分にするのは、

福祉の充実が一番では。弱者に優しいまちに徹していれば何かが見えてくるのでは。 
（30 代・女） 

（35）静かで住みよい（便利で生活するに足りるまち）環境を望む。あまり有名になり、人が多

く集まるようなまちは望まない。（60 代・男） 
（36）自分で何ができるかを考えないといけないと思った。八王子市に出るには、やはり足とし

て車を使うので、市の駐車場代はもう少し安くなればと考えている。（60 代・女） 
（37）企業間の親密な連携とオーガナイズ。無犯罪都市化№１→イメージアップ、良民移入 

（60 代・男） 
（38）旧市街地の旧態的な店舗がよくないのなら追い出すことも。（40 代・男） 
（39）市内商店の営業時間の延長無くして発展なし。帰路の買い物ができないので、他市へ行っ

てしまう。（60 代・男） 
（40）学生が姿を見せない、見られない、学生にとって魅力があるまちづくりをしたらどうか。

店舗もしかり、それ以外のこともしかり。（50 代・男） 
（41）八王子農業の活性化を考えてほしい。（60 代・男） 
（42）元気がなくなってきたように見えるのは、人のほしがる物、サービスが急に大きく変わっ

てきて、それに対して何をどのようにしてよいのか分からない。また、明確に解決方法を提

言できる人もいない。生活が恵まれすぎていることが不活発の原因という声もあったが、表

面的で本質ではないと思う。（60 代・男） 
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（43）地元商店をもっと活性化するように対策を立ててもらいたい。核をばらばらにしないでま

とめてもらいたい。（70 代・男） 
（44）学生からの意見だったが、自分の周囲の人たちが何を考え、何を求め、何をしたいのか、

それを積極的に知ること、そんなことが、まちが元気になる源になるかもしれないと思った。 
（40 代・女） 

（45）八王子には、文化、歴史があり、それがまた災いとなっていると市長は言っていた。確か

に、商業地を見ると、そういう感じもする。しかし、それだからといって、文化関係の市の

予算を削減してほしくないと思う。大きな、活性化したまちにするためには、郷土の歴史、

成り立ちを知ること、先人の熱い息遣いを市民が知ることも大事だと思う。（60 代・女） 
（46）「ジャスト・ドゥ・イット」まさしくこの一言に尽きると思う。（50 代・女） 
（47）都市計画整備が遅い。車社会の中、道路整備が悪く、朝夕のラッシュは何とかならないか。

バイパスの無料化。（60 代・男） 
（48）長期的な展望をもって若年者への投資的な予算配分をしてほしい。「道の駅」を市民以外の

人にも興味のある存在にするため、皆さんの意見を広く求めてはいかがか。（例えば、多摩織

りの実演コーナーをつくって即売する等）（50 代・女） 
（49）駅前のひどさにあきれる。その原因は、変な歩道橋にある。全面的にペデストリアンデッ

キにし、どこでも行けるようにしないと、また丸井のようなテナントがでる。特にバス乗り

場の不便さは、住民の意見を聞いているのか。八王子市のまちづくりの本質に疑問を持つ。 
（50 代・男） 

（50）人材の資質を高めることから‥‥商業店舗での気持ちよいサービスを期待している。 
（60 代・女） 

（51）八王子独自の活性化策を考えるべきである。立川を真似てもダメである。八王子らしいま

ちづくりをすべきである。（50 代・男） 
（52）市が活性をなくしている原因の一つに古くからの団体がある。挨拶がないとか、古い体質

の団体を大切にしている。もう少し、市民の方を向いた対策が必要。市民の声が届いていな

いことが多い。（60 代・男） 
（53）商店主たちも子孫の時代のことも考えながら、商店のまとまりをもっと強く発展的な考え

を持ち、行動していってほしい。（60 代・女） 
（54）活性化を阻んできた元凶は、古くから住んでいる排他性と考えられる。どう変えていける

かに活性化がかかっている。（70 代・男） 
（55）市民・行政、一人ひとりが、目的、目標を持って行動しよう。（60 代・男） 
（56）八王子駅南口に何十階などいらないが、ヴァージンシネマ南大沢のような映画観街をつく

り、西から立川への流れをくい止める。狭山丘陵で右に曲がって切れているモノレールを八

王子北西部から高尾まで延ばす。その時、発展の邪魔になる霊園はもう増やさない。浅川堤

防内側に歩行・自転車道を取り付け、一周できるようにしてほしい。（60 代・男） 
（57）簡単なところから手がけていく。市民の不安の解消（防犯ブザーを配ったことはよかった）。

放射線通りの通りにくさの解消（夕方からひどい）。図書館の充実。子どものための施設の充

実開放。（60 代・男） 
（58）市民をもっと信じること。新しいことをするときに、バックアップをすることに否定的で
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なく、市役所職員が協働の姿勢を表すこと。（「市民との協働」ではなく「行政との協働」、市

民が主体！）能力、実行力、活力が、市民の方が上回っていることを職員が認識すること。

八王子市役所職員の意識改革、大改革をお願いしたい。古い概念から抜け出して、市民のパ

ワーを尊重して実行する。53 万市民の力を発揮すれば、八王子市はすごい“まち”になると

思う。（40 代・女） 
（59）八王子市のロゴに“夢”という文字が入っているが、（夢街道、夢五房等）夢ははかなく消

える。もっと具体的な努力目標を出すべきと思考する。八王子市に元気がないとは、甲州街

道、横山町の商店街の淋しさを見て言っているのだろう。石川地区工業団地では、オリンパ

ス、カシオ、三省堂等、次々と増築して元気が溢れている。商業は、立川、町田のように集

中していながら、消費は他所に行ってしまう。せっかく出店した伊勢丹、大丸、西武等、地

域的に離れていて、ダメになった理由を調査したのか。八王子には、昔からの「やくざ」の

潜在力が、各所に影響力を及ぼしていると聞く。本当か？（80 以上・男） 
（60）超大型の「道の駅」を設置（生産者直売）・場外馬券場（60 代・男） 
（61）役所・団体のリーダーに現場を知っている人を採用してほしい。各種団体が多すぎる。年

老いて活動できない人が、いつもトップにいる。ボランティアリーダーも 75 歳以上は、会長

をやめてもらいたい。同一職は、10 年以上継続させない。マンネリ化、人材偏る。 
（60 代・男） 

（62）地域別によるターゲットの特化・自然資源を活かした観光産業への重点化・高齢者、専業

主婦層対象の雇用拡大・ＮＰＯ、有償ボランティアの活用による自己実現型就労への支援 
（20 代・女） 

（63）八王子駅を中心とした“中心市街地”の役割の再確認の上でのまちづくり。生活者の実感

できる活性化の中身のコンセンサス形成が第一歩か。（40 代・男） 
（64）様々な立場で活性化の議論がされているが、如何に実行するかが大事である。提案は出尽

くしている。指導者を、リーダーとなる人を求めている。（60 代・男） 
（65）地域の活性化は、地域の住民が自ら主体的にかかわり実行していくことが大切。そのため

にも、人と人のネットワークをもっと広げていくべきだと思った。（40 代・男） 
（66）ベッドタウンとしての八王子を推進してほしい。もっと東京～八王子の時間を短くしてほ

しい。そうすれば、自然にまちは発展するのでは。（50 代・男） 
（67）商工会の活性、（ＪＣ）青年商工会議所役員共々考えが甘い。その中に各企業の社員を入れ

て話す。ＪＣにまかすな。歴史、伝統を持ち過ぎている。（60 代・男） 
（68）中心市街地の再開発（70 代・男） 
（69）八王子の魅力を掘り起こし、そこから次のステップにつなげるために当事者を活性化する。

方策を考え直す。八王子駅周辺はマイナスイメージ。都、ＪＲを含め、魅力あるプランを構

築するべきだ。資本の流入する魅力あるプランを作り上げる。（60 代・男） 
（70）八日町周辺の商店をもっと活気のあるようにして、八王子市以外へ買い物等に行かないよ

う努力してほしい。（70 代・男） 
（71）学生の活用をうまく行う。学生が卒業した後、八王子で職を求められる環境をつくる。 

（50 代・男） 
（72）私は八王子に 30 年いる。かつては甲州街道がにぎやかだった。月に幾度か道路を通行止



- 52 - 

めにし、楽しいまちだった。それが今は、八王子はつまらないまちになってしまった。 
（60 代・女） 

（73）観光問題を例にとれば、天皇の御陵が２代にわたって祀られているのに、なぜ観光化しな

いのか。例）長房方面の道路は別に造り、浅川の橋より先は参道とし、人道のみとする。グ

ラウンドは観光等の駐車場とし、警察車等は参道を通らず、駐車場より警備に入る。参道の

両側は、地場産業の土産売り場とする。（60 代・男） 
（74）市の資源は、工業、商業、農業、教育（大学他）、自然といずれも豊富である。正しく今日

のフォーラムのタイトルのとおり、この資源を如何に活かすかである。今まで数多くの提言

なりがなされてきたと思うが、パネリストが指摘しているように、これらをどう実行するか

にかかっていると思う。（60 代・男） 
（75）甲州街道というメイン道路の商店が、次から次と閉店をし、そこにマンションがどんどん

できていることは、居住者は増えるが、消費者の日常利用すべき商店の閉店によるアンバラ

ンス等、検討・指導すべきだと思う。（60 代・男） 
（76）ともかく実行に移す「人材」の確保を先ず行うこと。人材を探し、人材を大切にすること。 

（60 代・男） 
（77）甲州街道を活かした、特色ある商店街づくり・情報を発信、共有できるシステムづくり 

（50 代・男） 
（78）ともかく一人ひとりが動き出すこと。行政と住民のかかわり方を見直すこと。行政から与

えられるものではなく、自分のできることを探して、動いていくこと。このような意識づけ

を広げてほしい。（50 代・男） 
（79）高尾山に年間 250 万人が来ている。その人たちをどう八王子に立ち寄らせるかを考えたら

いい。学生が八王子に 11 万人いる。その学生を活用すること。集積効果をあげること。 
（50 代・男） 

（80）活性化とは直接関連しないが、ごみ有料化に関して議会で決定する前に種々検討すべきだ

と思う。10 月をこだわることなく、市民の納得いく実施を望む。地裁が八王子から立川に移

転するというが、現在の場所でも高層化をすることで解消できると思う。我々が耳にした時

は、決定している。決定の前に努力すべきではないか。丸井等も同じ、跡地の検討。 
（70 代・男） 

（81）「行動あるのみ」に同感。甲谷氏には、どのような組織と人間（人材）が必要か、何らかの

機会に市を通じて広告してほしい。（50 代・男） 
（82）商業については、行政が先導することは難しく、自助努力にかかっている。パネリストの

意見でもあったが、「金」が動いて活性化であると私は考えているので、プランやイベントの

先にある収益要素を明確にして実施すべき。（30 代・男） 
（83）南大沢に住んでいるが、「八王子の離島」に住んでいるような感じである。交通機関の整備

が必要ではないか。（70 代・男） 
（84）産業都市としての進捗については、甲谷氏のサイバーシルクロードの方策・遂行について

賛成であり、期待する。八王子に住む先の郷土意識を育てるような文化的施策及びゆっくり

でも充実していくことが大切である。（70 代・男） 
（85）八王子駅南口再開発が早くできるように。（70 代・男） 
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（86）年度毎の重点テーマを決めて、市民が見える形で‥。プロモーターをはっきり決めて実行

すべき。（60 代・男） 
（87）農業、工業、観光、学校の本柱を中心に考える。（60 代・男） 
（88）市内産業の様子が見えない。産業と市民とのつながりを深め、更に商業との連携を深めて、

まちの活性化に繋げてもらいたい。（50 代・男） 
（89）ドイツやオランダの都市を参考に自転車交通をメインにしたまちづくりをしてはどうか。 

（40 代・男） 
（90）広報紙、新聞等を用いて広報が必要である。（現況において、多摩地域内においても八王子

市のことについての広報記事が少ない。）（70 代・男） 
（91）これからの学園都市として、知識集積をすること。（70 代・男） 
（92）近在の森林資源の開発活用。産業、保養、健康づくりの拠点を各所につくる。温泉源を発

掘。（70 代・男） 
（93）産業構想に沿って実行する体制づくりができれば、活性化可能と考える。（50 代・男） 
（94）人任せでなく、自ら動けるようにする。人材育成。独自性の発信。行動の時期であるが、

どのように行動すべきか。多心的なまちづくりをするにあたっては、各拠点でのそれぞれの

発展とともに、共通したテーマや発展していくための課題が必要。（30 代・男） 
（95）八王子ブランドを作成する。個性ある商品、商店をつくる。（60 代・男） 
（96）八日町商店の活性化をお願いしたい。地元の声を聞いてやってほしい。（70 代・女） 
（97）フィルムコミッションを材料に観光、学校、商店など、参加ネットワークをつくること。

そういう契機をつくるものを一つひとつみつけ、実現してはどうか。（40 代・男） 
（98）八王子の多種多様の資源を如何に活かすかが大切。八王子の魅力は、今後利用可能な資源

の多いこと。工業、農業、商業、観光等を総合した施策が重要。（70 代・男） 
（99）各自の努力（60 代・女） 
（100）交通アクセスの整備（東西・南北の交通網）。市の核は分散型がよいと思う。ベンチャー

企業への市の優遇のあり方を前向きにする。商工会議所の活性化が必要。（60 代・男） 
（101）都市計画を含めた話がほしい。（60 代） 
（102）知的資源のフル活用（70 代） 
（103）八王子の里山を元気な形にしていく。自然を活性化するため、下草を刈り、清流をよみが

えらせるために多くのボランティアを募り、その作業を進め、結果として木の芽をつませる

などの活性化を希望。（70 代・男） 
（104）活性化＝まちづくり。人の賑わいをつくる仕掛けが必要。時間とお金を持っている元気な

高齢者をターゲットにする。（50 代・男） 
（105）ＪＲ八王子駅前から国道 20 号までの地下駐車場が暗くて、不安な気持ちで通る。せめて、

老若男女が楽しめるような小さな店があればと思う。（60 代・女） 
（106）市内に住んでいて、市の特性が一口で述べられない。市の発展を阻害しているのは、過去

の栄光を引きずっていること。市としての大きな課題が見えるようにしたらどうか。 
（60 代・男） 

（107）“元気がない”のは人だけでなく、車など交通手段の動きに滞りがあることも原因の一つ

では？交通整備が著しく遅れている、または未着手な印象がある。人や車などがスムーズに
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流れるよう留意することが先決ではないかと思う。（30 代・男） 
（108）三極（南大沢、椚田めじろ台、旧市内）となり、なお一層競争が激しくなった。今の方法

では、何ら結果を期待できない。広大な土地があり、それを具体化、計画化して将来へ繋げ

る。（60 代・男） 
（109）誰かがやってくれるだろうではなく、自分のことは自分で解決する。（60 代・男） 
（110）しっかりした学生がいるものだ。このパワーを使うべきだ。（50 代・男） 
（111）日本のハイデルベルクにしよう。市民一人ひとりが胸を開く。（60 代・男） 
（112）実際には、市内にいろいろなユニークな活動をしている人たちがいる。そういう情報がも

っと多くの市民に知られるようになれば、活性化につながるのではないか。（40 代・女） 
（113）基本は、住民、行政、企業等々の意識。自分のまちとして、協力し合う姿勢がすべて。 

（60 代・男） 
（114）商店の店員の態度の悪さが目に付く。（こういう店には、消費者は行かない）教育が行き

届いている店は、お客が大勢入っている。店員の教育をもっときんとすることで、活性化に

つながると思う。（60 代） 
（115）商店の売り子の態度が極めて悪い。（商店主のハングリー精神が欠如）小さい行政がよい。

20 年、30 年先をにらんだ企画、ビジョンづくりが必要。行政はもっと現場に行く。 
（60 代・男） 

（116）有望事業への支援、育成・ごみ収集の民営化（60 代・男） 
（117）提言、計画よりも実行、正にそのとおりである。あらゆる面での活性化を図るためには、

各々の課題を解決すべき。主体を明確にすることが必要。つまり、行政、市民、企業との役

割分担が必要である。（50 代・男） 
（118）商店街（物販業）の人たちが、自分たちで考えてほしい。やはり、産業は産業、地域は地

域で考えることだと思う。（50 代・女） 
（119）現黒須市長の方針どおり進めてほしい。（元気八王子の活性化等）（70 代・男） 
（120）根本的に市民、特に製造、物販業の担当者の考え方が変わらない限り、活性化はないと思

う。農林業が都１位は、八王子の面積から見て当然、努力して１位になった訳ではない。八

王子の横山町、八日町、八幡町の古くからの商店街の衰退の原因は、商店主のやる気のなさ

であると思う。やる気のないのは、現在のままでも喰っていけるし、所有不動産からの収入

で数人の子どもを大学生にすることも可能であるからだろう。だから、失敗するかもしれな

い物販業のために、借入金をして店舗を改修しようとする気などあまりない。子どもが後継

ぎをしないのも大きな問題ではある。（60 代・男） 
（121）「ふれあいフォーラム」といえば、全体の市民として障害者の団体も含めてほしい。 

（50 代・女） 
（122）①企業誘致、②ベンチャー企業の育成、③空き店舗を活用し、活性化をしていく。当初は

助成していく。④大学を活用する。古い伝統や歴史の上にあぐらをかいて、若い人も高齢者

も元気がない。全国にいろいろな事例がある。参考にしたらどうか。（70 代・男） 
（123）「実行」するパワーは、ここだ（リタイアした人の活用）と思った。まち中の商店主に文

句を言わせないような「実行」、「行動」が、できると思う。（30 代・男） 
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（1）八王子のまちの悪口ではなく、もっと明るいテーマにしてほしい。次回も参加したい。期待

している。（70 代・女） 
（2）高尾を背景に森林の活用。多摩川、浅川上流域の意識の向上。学生をどうするか！八王子を

どのようなまちにするのか？（50 代・男） 
（3）市民と市の協働（新たな市民参加による市政運営）（50 代・男） 
（4）市民の意識改革と行政職員の一人ひとりが誠意を持ってまじめに働く。特に下級職員は態度

が悪い。言葉使いも悪い。再教育をしっかりと。特に、人が少ない、金が少ないと言うこと

はやめること。（70 代・男） 
（5）ごみ問題。有料化は、目先にとらわれ過ぎ、リバウンド現象を見逃してはいけない。先ず市

民のごみ分別の意識高揚を図るための行政指導と実施が最優先であるべき。（60 代・男） 
（6）甲州街道の活性化（70 代・女） 
（7）ネットワークの集積化（40 代・女） 
（8）産学公民協働の具体例（70 代・男） 
（9）宿場町・桑の都・最先端技術（50 代・男） 
（10）八王子の観光案内、ＪＲ八王子駅～京王八王子駅地下通路（50 代・男） 
（11）今日のテーマの具体案を示してパネルディスカッションをしてほしい。南口の再開発を期

待したい。（60 代・男） 
（12）市民が休日に多く集まるフォーラムは、市民が自らのまちを知りたいのでは、と感じた。

テーマは、それぞれ時節にあったものでよいと思う。（60 代・男） 
（13）もっと内容のあるフォーラムにすべき。行政の活性化が最も必要。（60 代・女） 
（14）八王子の資源循環（エコシステム）（50 代・男） 
（15）ふれあいフォーラムを毎月定例会として開く。（60 代・男） 
（16）活気ある都市（60 代・男） 
（17）市民と行政の協働について～自治会・町会、ＮＰＯ、大学（学生）、企業との連携～ 

（50 代・男） 
（18）産学協力の具体的な行動と取り組み方について（70 代・男） 
（19）無駄な公共施設、本当に必要な公共施設とは。（30 代・女） 
（20）この会を続けてほしい。（60 代・男） 
（21）商店街復興策について（40 代・男） 
（22）自然保護について（60 代・男） 
（23）農地法について（60 代・男） 
（24）区画整理をばらばらにしないで、系統だって行うアイディアを出してほしい。八王子の交

通のまとめ方（市内、南大沢、みなみ野）（70 代・男） 
（25）人づくりをどう考えるか？子育て、学生を育てる、地域づくりの人材‥etc.（40 代・女） 
（26）八王子の文化行政（60 代・女） 

３．今後、取り上げてほしいテーマ等 
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（27）商業の活性化（50 代・女） 
（28）環境問題について・ごみの有料化について（60 代・男） 
（29）商店主たちの意識を聞きたい。本当に八王子のまちなみに手助けをしたいと思っているの

か、起業家たちの意見発表を。（50 代・男） 
（30）健康・福祉関係（50 代・男） 
（31）市を活性化するためには、市民に何をしてもらいたいのかを具体的に提案していくＰＲの

方法。（60 代・男） 
（32）「産業都市をめざして」を次回どのように行動していったらよいかと具体的に取り組む方法

を。（60 代・女） 
（33）子ども受難、非行の低年齢化をテーマに。（70 代・男） 
（34）業種別、資源別の具体的情報交流と意見交換ができるとよい。（60 代・男） 
（35）浅川を今のような魚も住めない川から魚礁もある、ところどころ水深のある川にするには

どうすればよいか。これだけ多くの学生が、八王子に定住したくなるようにするには‥。 
（60 代・男） 

（36）ＪＲ八王子駅～京王八王子駅を結ぶ地下商店街の建設（60 代・男） 
（37）産業の展開（八王子市内に職場を）・まちづくり（現場に即して）・八王子まつりのあり方

について市民アンケートを取ってほしい。（60 代・男） 
（38）市町村合併や政令指定都市の話（20 代・女） 
（39）ベッドタウンとしての八王子をつきとめることも発展につながる。（50 代・男） 
（40）八王子の商業、市街地の発展について（60 代・男） 
（41）このような計画を皆に説く企画がほしい。（70 代・男） 
（42）北浅川の河川内に子どもたちの運動場をつくってほしい。（70 代・男） 
（43）商店や農業の後継者を含めた論議。彼らがどのように考えているのかについて聞きたい。 

（50 代・男） 
（44）八王子市は歴史のあるまちだと思う。その点を重要視してほしい。（60 代・女） 
（45）観光資源と歴史、地場産業をどう結びつけるか。（60 代・男） 
（46）里山の維持、改善・高尾連山をはじめとする観光資源の活用策について（60 代・男） 
（47）中心市街地の活性化について（60 代・男） 
（48）環境と共存できる市民のためのまちづくり（50 代・男） 
（49）老人、シニアをまちづくりにどう活用していけるか。（50 代・男） 
（50）一般市民だけでなく、商店、産業、農業等々、関係団体の役員を対象にして、ふれあいフ

ォーラムが必要。（50 代・男） 
（51）産産連携の具体的進行中プロジェクトを広報してほしい。（50 代・男） 
（52）世界一の山「高尾山」のブランド化や収益事業への展開について←観光都市への展望につ

いて（30 代・男） 
（53）ごみの不法投棄対策について 
（54）八王子の歴史ある文化遺産に対し、市民の意識改革を図れるようなフォーラム（70 代・男） 
（55）商業、工業、農業、不動産等、各分野からもっと大勢の方の参加を願う。（70 代・男） 
（56）防災の現状と今後の課題・八王子の悪い点の他市との比較（60 代・男） 
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（57）合併も見据えた中核市、政令指定都市への移行について（40 代・男） 
（58）市、町、商店等の活性化について（70 代・男） 
（59）これからの学園都市について（70 代・男） 
（60）農業について（八王子の農業はよく分からない）（60 代・男） 
（61）また、この続きをしてほしい。（70 代・女） 
（62）八王子の観光＋フィルムコミッション（40 代・男） 
（63）「市民パワー」を地域の活性化に如何に活かすか。（70 代・男） 
（64）環境問題（60 代・女） 
（65）個々に分散したテーマで細かく開催してほしい。（60 代・男） 
（66）中心市街地について（60 代） 
（67）八王子の歴史、文化、観光対策について。商業の発展プランについて（70 代） 
（68）里山の自然が荒れていて淋しい。これをボランティアの力を利用して、すばらしい景観を

つくってほしい。（70 代・男） 
（69）大きな集合住宅ができて、住民同士の交流ができなくなった。地域を通じて、八王子市民

の交流ができるようになってほしい。（60 代・女） 
（70）福祉の課題。農業（環境問題）。まちづくりの将来展望。参加者（市民）のフォーラム馴れ

していない。（60 代・男） 
（71）“観光”の振興について（観光都市に向けての内容をメインにしたもの）（30 代・男） 
（72）行政のあるべき姿（市民が求める行政）は何か！（60 代・男） 
（73）実行力を高めるためには？（60 代・男） 
（74）まちづくりをブレークダウンする。（60 代・男） 
（75）今回は総論的なテーマだったが、観光、人、企業の誘致など、具体的テーマを設定する。 

（60 代・男） 
（76）市民と行政の役割分担について（分権型社会をめざして）（50 代・男） 
（77）八王子市の南北の交通機関としてモノレール等を考えてほしい。（70 代・男） 
（78）八高線と横浜線の相互乗り入れにより、交通の要衝機能を高める。（60 代・男） 
（79）①観光産業の整備、②観光ルート及びガイドブックの整備、発行（高齢者向けも）。歴史、

史跡、旧跡等を開発し、観光物件の発掘、ＰＲ、③高尾山の地下の水資源開発。いざという

時、４市を賄う良質な水が膨大にある。科学者に詳細を調査してもらうとよい。 
（70 代・男） 

（80）中心市街地の活性化について（30 代・男） 
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市は毎年、市長ほか３名のパネリストによる討論を通して、市民の皆さんとともにまち

づくりなどについて考える「ふれあいフォーラム」を開催しています。 
今回のフォーラムは、八王子の活性化に向け、ものづくり・商業・物流・農業・観光な

どの視点から、本市が有する地域の産業資源をどのように活かしていくかを討論します。 
八王子には、他の地域にはない、オンリーワンといえる多くの魅力（資源）があること

を皆さんに知っていただく絶好の機会と考えています。また、ご来場の皆さんとの意見交

換の場も予定していますので、多くの方のご参加をお待ちしています。 
 

【日 時】 ２月１５日（日） 

           午後２時 00 分～午後４時 00 分 

【会 場】 クリエイトホール 
５階ホール  

                  （東町５－６  ℡ 48‐2231） 

コーディネーター  石坂悦男 氏 （法政大学社会学部教授） 

パ ネ リ ス ト 甲谷勝人 氏 （「首都圏情報産業特区・八王子」構想推進協議会 会長） 

青木隆夫 氏 （農産物流通コンサルタント） 

金子久実子 氏 （大学生） 

黒須隆一   （八王子市長） 

※ 入場無料・申し込み不要、直接会場へお越しください。  

   ≪問い合わせ≫ 八王子市 総合政策部 広聴広報室（℡ 20‐7411） 

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

「ふれあいフォーラム」開催のご案内
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コーディネーター及びパネリストの紹介 

 
 
 
 
 
 
 
 
【コーディネーター】 
石坂 悦男 氏 （法政大学社会学部教授） 

法政大学助教授、カリフォルニア大学（バークレー校）客員研究員を経て、1982 年法政大学社会学部教授

に就任し、現在に至る。この間、法政大学社会学部長（1991～93）、法政大学理事・常務理事（93～99）、法

政大学多摩地域社会研究センター創設・室長（96～01）、日本マス・コミュニケーション学会理事、八王子市

基本構想審議会会長（98）、ミシガン州立大学公共政策・社会調査研究所客員研究員（01）。 
現在は、法政大学出版局理事、地域公共政策学会理事、法政大学ラグビー部長、社会学部にて講義『多摩地

域形成論』を担当。また、交通政策やマス・メディアに関する著書も多数出版している。 
 
【パネリスト】 
甲谷 勝人 氏 （「首都圏情報産業特区・八王子」構想推進協議会会長） 

1957 年慶応義塾大学経済学部卒。日本ヒューレット・パッカード（株）、アジレント・テクノロジー（株）

の代表取締役を歴任し、現在、後社相談役。また 2001 年から「首都圏情報産業特区・八王子」構想推進協議

会会長に就任し、八王子のものづくり企業を中心に現場を回り、企業間連携の促進など、本市の活性化に向け

て精力的に活動を展開している。 
また、『世界の恵まれない人々に健康を』を基本理念に、世界で様々な医療支援活動を行っている国際医療

支援機関 （認定ＮＰＯ法人〔日本認定第１号〕）特定非営利活動法人プロジェクトＨＯＰＥジャパンの理事長

としても活躍している。 
 
青木 隆夫 氏 （農産物流通コンサルタント） 

（有）ベネット代表取締役。1976 年東京農工大学農学部卒。同年（株）埼玉種畜牧場に入社。全国の優れ

た農産物を委託販売する「楽農ひろば」を新設し、大繁盛に導く。2001 年 10 月に（有）ベネットを設立。出

版・コンサルティング・畜産物の販売プロモーションを手がけ、日本各地の農業直売所の建設や直売所等の立

て直しに成功を収めている。本市農産物直売所建設プロジェクトにアドバイザーとして参画している。 
著書には『農産物直売所 成功の秘訣』『直売所マニュアル運営入門編』などがある。（財）都市農村漁村交

流活性化機構販売アドバイザースタッフ、農政ジャーナリストの会会員。 
 
金子 久実子 氏 （大学生） 

法政大学経済学部４年生。本年度からの本市の新しい取り組みとして、市民企画を公募により市民活動に補

助金を交付することになったが、その交付のための審査を行う、市民企画事業補助金審査会委員を務める。同

審査会では、大きな視野での発言で活躍中である。 
また、同氏はボランティアで八王子駅前の掃除を行っている学生団体に所属しているとともに、ＮＰＯ法人

『カンボジアの教育を支える会』にも所属するなど、社会活動に積極的に参加している。 
 
黒須 隆一 （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１２年より現職（２期目）。政治信条は、「夢と説得力」。 
 都市経営の視点から「八王子元気計画」を掲げて、あらゆる改革に取り組んでいる。中心市街地の活性化を

始め、品格のあるまちづくりに向け邁進中である。 
 

八王子市ホームページアドレス http://www.city.hachioji.tokyo.jp/ 
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本日は、『ふれあいフォーラム』にご参加いただきありがとうござい

ました。お手数ですが、以下のアンケートにご協力をお願いします。 
アンケート用紙は、お帰りの際に回収箱にお入れください。 

 

１．あなたについてお聞かせください。 

 (1) 性 別   男 ・ 女 

 (2) 年 齢   ① 10 代   ② 20 代   ③ 30 代   ④ 40 代 

⑤ 50 代   ⑥ 60 代   ⑦ 70 代   ⑧ 80 代～ 

２．『ふれあいフォーラム』を何でお知りになりましたか。 

(1) 市広報   (2) ポスター・チラシ  (3) 知人 

 (4) その他（             ） 

３．パネルディスカッションの内容等について感想をお書きください。

                                

                                

                                

４．八王子の活性化についてのご提案をお書きください。 

                                

                                

                                

                                

５．今後、取り上げてもらいたいテーマ等をお書きください。 

                                

                                

※ ご協力ありがとうございました。


