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は じ め に 

 

本市では毎年、市政に関わる様々なテーマについて、市長ほか３名のパネリ

ストによる公開討論をとおし、市民の皆さんとともに考える「げんきフォーラ

ム」を開催しています。 

本年は、高尾山をはじめとした本市の観光資源の魅力の再認識を促し、自分

たちの住むまちの魅力を市内外の観光客はもとより、外国人観光客に伝えるた

めにはどうしたらよいか、（外国人）観光客をおもてなしの心で迎え入れるため

には何が必要か、また、これからの八王子市としての観光行政のあり方を考え

ていただく機会とするため、「魅力ある観光都市をめざして～高尾に外国人観光

客を～」をテーマにフォーラムを開催しました。 

この冊子は、平成２０年２月に開催しましたフォーラムで討論された内容を

まとめたものです。今後の参考にしていただければ幸いです。また、情報量の

増加にともない、印刷物を中心とした公表方法では対応が困難となってきたこ

とから、市ホームページでの公表による情報提供を中心に行っていくこととし

ています。 

最後に、貴重な御意見を発表していただきましたパネリストの小澤様、新井

様、藤嶋様、また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

岡本様、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２０年７月 

 

八王子市 総合政策部 広聴広報室 
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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】 
岡本 伸之 氏（帝京大学経済学部観光経営学科教授） 

1941（昭和16）年8月 30日 66歳。1981年 立教大学社会学部観光学科教授となり、1998年には

立教大学観光学部長に就任。現職は、帝京大学経済学部観光経営学科教授、立教大学名誉教授、立教大学大学院

ビジネスデザイン研究科兼任講師。主な社会的活動として、東京都観光事業審議会会長（２００１～０７年）、

（財）東京観光財団「東京シティガイド」検定委員会委員長（2002年～現在）、東京都東京オリンピック基本

構想懇談会座長（2005年度）などを歴任。また、『観光学入門』（編著、有斐閣、2001年）、『観光実務ハ

ンドブック』（共編著、丸善、2007年）など多数の著書を執筆。 
 
【パネリスト】 

小澤 眞行 氏（財団法人東京観光財団常務理事） 

東京で育ち、東京のまちが大好き。東京がより一層、住みやすく、美しく、楽しいまちであって欲しいという

思いで1973年に東京都庁に就職。34年間に、総務局、衛生局、清掃局、生活文化局、福祉局、産業労働局な

ど７つの局で、22 の職務を経験。特別な経験としては、生活文化局パリ事務所長として赴任し、パリの都市計

画、景観規制、文化観光政策を実体験として学ぶ。帰任後の報告書などがきっかけとなり、観光振興、産業振興、

まちづくり関係の職務も担当。現在は、東京観光財団で、外国人観光客の誘致、国際会議や展示会などのコンベ

ンション誘致とともに、あらためて観光の視点からの地域振興に力を入れたいと取り組みを始めている。 
 

新井 文子 氏（株式会社角川クロスメディア マーケティング事業部メディア開発部タイアップ制作グルー

プ長・前「八王子Walker」編集長） 

角川書店にて横浜、千葉、北海道Walker など各地の創刊準備号をたちあげ、その他「ハワイWalker」「イタ

リア Walker」「ソウル Walker」など海外情報の増刊誌編集長も歴任。その後、Ｈ18 年春、狭域エリアに特化

させた街角Walker シリーズとしてムック＆サイトにて「八王子Walker」を発行し、各地域Walker シリーズの

さらなる開拓に従事。現在、ホールディングス化による分社化で社名変更した“角川書店ウォーカー事業部”改

め“角川クロスメディア”マーケティング事業部メディア開発部タイアップグループにて、「わんにゃんWalker」

などペットコンテンツを始めとする新たな事業展開を推進中。 
 

藤嶋 健太郎 氏（公募市民・大学生） 
現在、杏林大学外国語学部外国語学科国際観光専攻４年次。３年次より観光開発を専門とする教員のゼミナー

ルに所属。また、昨年度・今年度と「That s 八王子学～学生が提言するまちづくりとは～」に参加し、八王子

市の観光振興および若者が楽しめるまちづくりに関して調査を行ってきた。また、昨年度、「かつしか観光プラン」

（葛飾区産業振興課）における学生プロジェクトの一員となり調査・提案を行った。 
 

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、2000 年より現職（３期目）。市民の視点で夢のある街づくり

を進め、都市経営の視点から「八王子元気計画」を掲げ、あらゆる改革に取り組んでいる。現在、市民との協働

によるまちづくりの推進など、魅力あるまちづくりに向け邁進中である。 

 

（裏面はメモ紙としてお使いください。） 
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げんきフォーラム 魅力ある観光都市をめざして ～高尾に外国人観光客を～ 

 

 司    会 皆様、こんにちは。お待たせをいたしました。本日はお足元の悪い中、多く

の皆様に御来場いただきましてまことにありがとうございます。今回初めての

試みで、フォーラム開始前のひととき、ミニコンサートをお楽しみいただきま

したがいかがでしたでしょうか。はい、ありがとうございます。 

それでは、ただ今から「げんきフォーラム」を開催いたします。今回のテー

マは「魅力ある観光都市をめざして～高尾に外国人観光客を～」と題しまして

市長をはじめ、４名のパネリストの方々によりますパネルディスカッションを

通して、会場の皆様とともに本市の魅力ある観光都市像、何度でも訪れたい観

光都市づくりについて考えてまいります。なお、私は司会を務めさせていただ

きます広聴広報室の山下です。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) 

それでは、最初に主催者を代表いたしまして、三期目の就任をいたしました

八王子市長、黒須隆一より御挨拶を申し上げます。(拍手) 

 

市      長 皆さんこんにちは。御紹介いただきました市長の黒須隆一でございます。先

日の市長選では、皆様方の負託をいただきまして、引き続き市長の職を続けさ

せていただくことになりました。八王子の魅力を活かしたまちづくりに全力を

挙げて取り組みたい、こんな思いでございますので今後ともどうぞよろしくお

願い申し上げます。(拍手) 

今日は第８回目ということになりますけれども、「げんきフォーラム」御出

席をいただきましてありがとうございます。土曜日のくつろぎの時間でもござ

いますし、また、今日は雪が降っ

てまいりまして、今、私も歩いて

きたんですけれども横殴りの冷た

い雪でございました。暖かい雪っ

ていうのはないんですけれども。

そんな中で、大変大勢の皆様方に

御出席をいただきましたことをま

ず、心から感謝を申し上げたいと

思います。 

今のミニコンサート、いかがでご

ざいましたでしょうか。一昨年で

すね、皆さんの御協力をいただき

まして、ガスパール・カサド国際

チェロ・コンクール IN 八王子を開催させていただきました。おかげさまで成

功裡に終了したわけでございますけれども。これを契機に八王子を「チェロの
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まち」として、「音楽のまち」ですね、「音楽のまち」として売り出そうじゃな

いか、こんな、今、関係者の皆さんと試みを進めているわけでございまして。

前回のチェロ・コンクール、大変高い評価をいただいたんですけれども、やは

り回数を重ねることで初めて国際的な評価もいただけるということで。３年に

一遍開催をしようということでございまして。次は来年ということになるわけ

でございますけれども、来年の秋から、11 月から 12 月にかけて、ここで日程

も決まったようでございますので、ぜひ盛り上げていきたいというふうに思っ

ております。いろんな機会に、小さなコンサートを開催すると思いますけれど

も、ぜひこれからもよろしくお願い申し上げたいと思います。 

この「げんきフォーラム」、スタートの時点では「ふれあいフォーラム」と

いう名称でございましたけれども、就任以来、折々のテーマを掲げまして、パ

ネリストの皆さんやあるいは御来場の皆さんと共々、そのテーマで八王子のま

ちを少しでも良くしたい、元気にしたい、こんな思いで今取り組ませていただ

いておるわけでございます。今日のテーマは「観光」ということでございます

けれども。実は私、今度の選挙で八王子のまちをあらためて見て回って、そし

て、私八王子っ子ですから、八王子のことは十分によく承知をしているつもり

だったんですけれども、八王子のまちが変わってるなっていうことと変わって

きてるなっていうことと、それからあらためて八王子の魅力ってほんとに多様

だなっていうことを実は感じたところでございます。まず、広いですよね。ほ

んとに面積だけじゃなくしてですね、いろんな顔を持っているということ。特

に面積的にも、私南大沢から上恩方の方へ行ったことがあるので、移動したこ

とがあるんですけれども、この間だけで 25.8 キロありました。市内の移動で

ですね。ですから、ほんとに面積が広いんだなということも思いましたし。そ

れからまた、今の南大沢の方はアウトレットがあったり、あるいは「首都大学

東京」があったり、まったく新しいまちづくりを進めておりますし。また、少

し中央へ戻りますと歴史ある商店街、伝統ある商店街というものがございます

し。また、途中には大学も 21 大学あるということ。この大学はもう至るとこ

ろに存在をしているわけですから。あるいはまた、産業もですね、ものづくり

の企業が集積をしている。特に先端技術系の企業が200社もあるというような。

これも八王子ならではというふうに思いますし。西の方へ行きますと、私驚い

たんですけれども、ヤマメの養殖をしているっていうのは承知していたんです

けれども、虹鱒の養殖も東京一だって言われましてですね、ここも八王子なん

だなって。その周辺は猪が毎年 200 頭ぐらい取れるんですよ。今取っているん

です。200頭近い猪を取っているって。そういうところもございますし。また、

八王子城を中心としたですね、歴史のターニングポイントになっているよう

な、そういう城もあったり。最近は、滝山城が土の城としては日本の最高傑作

という高い評価をいただいている、こういうところもございます。また、極め
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つけは言うまでもなく、高尾山を中心とした豊かな自然、緑でございまして、

これだけ多様な魅力に富んだまちというのは私はそう多くないんじゃなかろ

うかって、そんな思いでございます。これらの極めて貴重な、それぞれの資源

を活かしたまちづくりをしていけば、私は八王子はもっといいまちになる、も

っと元気なまちになる、このことを実は確信をさせていただいたところでござ

います。 

今日はテーマとして、先ほどもお話ございましたけれども、「魅力ある観光

都市をめざして～高尾に外国人観光客を～」、高尾山がミシュランの三ツ星を

いただいた、こういうこともあるわけでございまして、これからさらに、今 250

万人の人が来られておりますけれども、これをさらに魅力ある山にしていこう

じゃないか、観光地にしていこうじゃないか。そんな思いで今日は、帝京大学

の岡本伸之先生をコーディネーターにお迎えしてパネリストの皆さん、そして

会場の皆さんと共々、これからの八王子のまち、高尾山を考えていきたい、こ

のように思っております。どうぞ、今日は有意義な集いになりますように、皆

様方の御協力を心からお願い申し上げまして御挨拶いたします。どうも本日は

ありがとうございます。(拍手)  

 

 司    会  ありがとうございました。それでは、ここでコーディネーター及びパネリス

トの皆様が御入場されますので、大きな拍手でお迎えください。(拍手) 

ではまずはじめに、本日のコーディネーターをお願いいたしました岡本伸之

様を御紹介させていただきます。 

岡本様は、立教

大学教授、立教大

学観光学部長と

歴任をされ、現在

帝京大学経済学

部観光経営学科

教授をなされて

おられます。ま

た、東京都の観光

にも深く関わり

をお持ちで、『観

光学入門』等著書も多数著すなど、御活躍をされておられます。 

続きまして、パネリストの皆様を御紹介いたします。舞台中央より小澤眞行

様でございます。(拍手) 小澤様は東京が大好きとの思いから東京都庁に奉職

され、在職 34年間で 7局 22の職務を経験されました。中でも、生活文化局で

はフランスのパリ事務所長として赴任をされ、パリ市の文化観光政策等を実体
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験として学ばれ、現在は東京観光財団常務理事として御活躍でございます。 

続きまして、新井文子様です。(拍手) 新井様は、角川クロスメディアマー

ケティング事業部メディア開発部タイアップ制作グループ長として御活躍で

ございます。昨年３月に発行されました地域情報誌『八王子ウォーカー』の編

集長として八王子の魅力を様々な角度から発信していただきました。 

続きまして、藤嶋健太郎様です。(拍手) 藤嶋様は、今回パネリストの市民

公募に御応募いただきました方でございます。現在、杏林大学外国語学部外国

語学科で国際観光を専攻され、18、19 年度と学生と市長とのふれあいトーク「ザ

ッツ八王子学～学生が提言するまちづくりとは～」に参加されるなど、本市の

観光事業等に熱心に参画をいただいております。 

最後に、三期目に突入いたしました八王子市長、黒須隆一でございます。(拍

手) それから、本日の手話通訳の御三方でございます。どうぞ、こちらへ。

この３名の方にお願いしております。(拍手)どうぞよろしくお願いいたしま

す。なお、本日の模様は、ケーブルテレビあるいは市のホームページ等に広く

市民の皆様にお知らせする予定ですので、あらかじめ御承知おきをいただきた

いと思います。 

それでは、これからパネルディスカッションに入らせていただきます。コー

ディネーターの岡本様、どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) 

 

岡本  伸之 

 

「魅力ある観光都市をめざして」というテーマで４時までお付き合いをお願

いします。最初に、自己紹介を兼ねてということでございますので、２、３申

し上げます。 

観光振興にはですね、観光客のまなざしというのが非常に重要だなというふ

うに思います。先ほど市長のお話にもございましたように、ミシュランで高尾

山がですね、三ツ星にラ

ンクされたというお話

がございましたけれど

も、ミシュランで三ツ星

っていうことになれば

ですね、ほかに三ツ星っ

ていうと富士山とかい

ろいろあるんですけれ

ども、まずは地元の方が

ですね、富士山と同じく

らいに魅力があるのかということでびっくりしますですよね。これが観光客の

まなざしでございます。それがなぜ重要かと言いますと、そういう観光客のま

なざしを通してですね、気付きがあるって言いましょうかね、八王子の方が高
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尾山っていうのはそんなに国際的に、前からいいところだとは思ったけれど

も、国際的にもそんなに評価が高いのかということで、あらためて八王子の魅

力を見直しますですよね。それを契機にして、ますます磨きをかけようかとい

うことになりますし。それから大事なことは、観光っていうのは交流でござい

ますので、観光客自身もですね、八王子の皆さんと交流することによって高尾

山を訪れることによってですね、あ、こういう美しい自然もあるのかというこ

とで、自分のうちに自分の国にですね、その土産話を持って帰って吹聴すると

いうことになりますね。そうすると、自分たちの国もですね、高尾山で学んだ

ことを活かしてですね、もっと良くしていこうということになりますね。です

から観光っていうのは、今申し上げたいことは、観光客と地元の方とが相互に

交流することによってですね、お互いに気付きを得て、お互いが成長するとい

うのが観光でございます。そういう、非常に深い観光の振興についてですね、

今回この「げんきフォーラム」で取り上げてくださったことを観光に関心を持

っている人間としてですね、大変うれしく思っておりますし。今日は限られた

時間４時までですが、精一杯コーディネーターのですね、大役を務めさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

進め方でございますが、まず御案内しますと、３つのテーマについてですね、

パネリストお一方それぞれですね、５分ずつお話をいただきたいと思っており

ます。お一人でですね、20 分、30 分っていいますと、お聞きになる方も大変

でございますので、お一人は５分ということで、３つのテーマについてお一人

５分でお話をいただくことにしております。３つのテーマっていうのをあらか

じめ申し上げますと、まず最初に八王子の観光に携わる取り組みですね。八王

子の観光に対する取り組みについてですね、お話をいただくということです

ね。５分ずつですね。新井さんからあと、お話をいただくわけですけれども。

それが第一のテーマでございます。それから、それで 20 分経過しますけれど

も、その次の 20 分はですね、外国人にとって魅力的な観光地とはと、どうい

うふうにお考えですかというお話をいただくことにしております。外国人にと

って魅力的な観光地とはですね。それから３番目はですね、魅力ある観光都市

像及び何度でも訪れたい観光都市の実現というテーマでお話を５分ずつ、また

いただきます。ですから、お一人のですね、パネリストからですね、３回出番

がございまして、５分ずつお話をいただくということになっておりますです

ね。そして、３時ですね、50分に、そうですね、３時 30分ですね、３時 30分

になりますとですね、会場から御意見を承る予定にしております。お一人です

ね、３分の予定をいたしておりますので、皆さん御協力をいただきたいと思い

ます。５人ぐらいの方からですね、御意見をいただければというふうに思って

おります。 

そんな進め方で進めてまいりますけれども、よろしゅうございますでしょう
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か。最後に、私がですね、多少まとめの話をさせていただきまして、今日のデ

ィスカッションにしたいというふうに思っております。 

それでは最初にですね、先ほど新井さんって申し上げましたけれどもちょっ

と順番でですね、小澤さんからでございますけれども、小澤さんからですね、

お一人５分、先ほどの繰り返しになりますが、八王子の観光についての取り組

みですね、この辺お話をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。                               

 

 小澤 眞行  東京観光財団の小澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こんな

素敵なフォーラムにお招きいただきまして、とてもうれしく思っております。

 私自身のことから御紹介

ということなので、話させて

いただきますが。今や珍しく

なった江戸っ子の一人でご

ざいます。東京で育ち、そし

て東京のまちが大好きです。

東京がより一層住みやすく

美しく、そして楽しいまちで

あってほしいと、そういう思

いで 1973 年ですけれども都

庁に入らせていただきまし

た。今までいろんな仕事をさせていただきましたけれども、思い出深い特別な

経験としましては、先ほど御紹介にございましたように、パリの東京事務所長

ということをさせていただいたことです。それに関連したお話を多少させてい

ただくことになるかと思います。 

 パリの当時ですね、赴任しましたら、パリってやっぱりすごいなって思いま

した。それは実体験としてパリの都市計画とか景観規制とか、文化観光政策と

かそういうものを体験するということで学んだという気がいたします。帰任後

の報告書とか新聞に、コラムにいろいろ書かせていただいたんですけれども、

そういうことが基になって観光関係の職務も担当するというようなことにも

なってまいりました。 

 東京観光財団の方には一昨年の７月に常務理事というかたちでまいってお

るんですけれども。東京観光財団のミッションというのが、外国人観光客の誘

致、それから国際会議や展示会などコンベンションとよく言っていますけれど

も、誘致を大きなミッションということにいたしております。ただ、あらため

て観光の視点から、私がなりましてからですね、あらためて観光の視点から地

域振興に力を入れていきたいと、そういう考え方を取り始めております。現在
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も各観光協会の方々が取り組まれておられます新しい行事とか記念行事など

に対して、限度はございますけれども補助金などという支援や、それから後援

名義など含めまして、支援をさせていただいているところです。ただもう一歩

進めて、いわば県レベルの観光協会として広域的な視点から市区町村の観光協

会の活動と連携して何らかの展開をしていきたいと、このように望んでおりま

す。 

 八王子市と私との関係というので思い出がありますのは、仕事上の経験とし

まして６年ぐらい前ですけれども、市内の通勤時の交通渋滞対策というので、

自家用車からバスへの乗り換え実験というのをしたことがございます。御関係

になられた方いらっしゃるかも知れませんけれども、関東運輸局と一緒になっ

てですね、そういう実験をさせていただきました。そのときに八王子を隅々回

らせていただきました。その八王子市の市域の広さ、それから地域的な多様性、

そして伝統ある歴史というのもそのときに学ばせていただいた記憶がござい

ます。 

 もう一度個人的な紹介に戻らせていただきますけれども。ずいぶん遠い昔の

話になるんですけれども。実は妻にプロポーズするときにですね、夏だったん

ですけれども、冬に高尾山に登ると雪が降ったらとってもきれいなので一緒に

登りませんかって言いました。妻はとっても変わった人間だなと思ったそうで

す。ただ、今思うとですね、ミシュランよりもずいぶん先んじてたんじゃない

かなと、こう勝手に自負しているところですが。今日ちょっとたまたま持って

きておりますけれども、ミシュランの旅行ガイドブックっていうのはいくつか

種類がございまして、有名なのがレストラン、ホテルのガイドブックが赤本と

よく言われております。これがパリ版なんですけれども。これが先日出た東京

版ですね。こういうのがあります。それから緑版というので、まさに旅行のガ

イドブックというのがございます。あと、今回高尾山が有名になりましたボワ

イヤジェプラティックという新シリーズのものが出ているわけなんですけれ

ども。八王子は都市圏から１時間以内の近さに屋敷とか住宅地とか、あるいは

ビジネス街、商店街、あるいは産業地等がございます。長い歴史と豊かな自然

を有する中核的な都市だと思っております。その魅力をいかに見せていくか、

選択と集中がポイントではないかなと、このように思っております。以上です。

                                   

 岡本 伸之  はい、ありがとうございました。それでは、同じように自己紹介を兼ねてで

すね、新井さん、お願いします。 

 

 新 井 文 子  こんにちは。はじめまして、新井と申します。本日は何卒よろしくお願いい

たします。 
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 まずですね、私の過去の仕事についてちょっと御説明させていただきます。

古くは角川クロスメディア、旧角川書店ウォーカー事業部って言うんですけ

ど、こちらの方で「横浜ウォーカー」であるとかですね、「千葉ウォーカー」「北

海道ウォーカー」という地方誌のいわゆる観光誌があるんですけれども、こち

らの創刊準備号をやらせていただいて。その後「ハワイウォーカー」であると

か「イタリアウォーカー」であるとか「ソウルウォーカー」等々ですね、海外

の増刊誌などもやらせていただきました。その後ですね、おととし角川の方で

ですね、狭域エリアに特化させた「街角ウォーカーシリーズ」というのがござ

いまして、こちらの方

で、今まで「東京ウォー

カー」ということで一括

りで東京で御紹介して

いたところをですね、区

であるとか市で細かく

切ったウォーカーのム

ックをですね、ウェブサ

イトと紙の方でやらせ

ていただくという取り

組みがございまして、こ

ちらの方で昨年の春ですね、『八王子ウォーカー』をやらせていただきました。

私そのときもう既に、いろいろな区であるとか市の方の行政、観光課の方です

ね、皆様に御挨拶を各エリア各エリアさせていただいていたんですけれども、

八王子の市の方はですね、断トツに皆さん団結力があって、アットホームで、

とにかく八王子のまちが大好きな方々が多くてですね、本当に数ある街角ウォ

ーカーの中でこんなにやり易いというかですね、楽しくできたムックはなかっ

たというところでございます。おかげさまで皆様のおかげで好評を博したおか

げもございまして、来月、ちょっとターミナルエリア以外では珍しいんですけ

れども、２年連続で来月の３月７日にもですね、また、今出ておりますが、『八

王子ウォーカー』第２弾をやらせていただきますので、ぜひよろしくお願い申

し上げます。 

                                   

 岡本 伸之  はい、どうもありがとうございました。それでは次に藤嶋様、お願いします。

 

 藤 嶋 健 太 郎  皆様はじめまして。よろしくお願いいたします。杏林大学外国語学部外国語

学科国際観光を専攻しております藤嶋健太郎と申します。私は現在、大学４年

生です。今、観光開発がテーマのゼミナールに大学にて所属しております。 
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 私はあきる野市生まれなので、大学に入学してから八王子の観光に関するイ

ベントに出席するようになりました。今現在大学で学んでいることは、観光開

発が一応ゼミナールのテーマになっているんですが、専門的に一つのことを学

んでいる訳ではなく、その時々に合わせた活動を行っております。私の主な活

動実績としましては、葛飾区観光プランの学生プロジェクトメンバーになり、

昭和レトロをテーマとした提案を行いました。また、八王子市の方では、八王

子市主催の市長とのふれあいトーク「ザッツ八王子学～学生が提言するまちづ

くりとは～」に参加させていただきました。こちら、２回ほど参加させていた

だいたんですけれども、昨

年度は「八王子観光資源の

再構築」というテーマで研

究・発表を行わせていただ

きました。また、今年度は

八王子市を若者が集うま

ちにするために、デートの

視点からというテーマで

研究・発表を行いました。

これは、若者に好まれるよ

うなデートスポットとなる場所を調査し、またルート化し、最終的にアンケー

トなどを行い、八王子市が若者にとって魅力的なまちとなるための方策につい

て研究を行いました。ちなみに、このアンケート調査の結果では、八王子駅周

辺の散歩デートが一番人気でした。しかし、散歩デートが一番人気、断トツの

一番人気ではなくてですね、ほかにも６つぐらいデートコースを提案したんで

すけれども、どれもある程度の票が入ったので、八王子市には知られていない

が、魅力的なデートコースがたくさんあることがわかりました。また、この２

つの研究から八王子市には魅力的な観光資源が多くあり、特にショッピング、

食、自然の観光資源はとても魅力だということがわかりました。以上です。 

 

 岡 本 伸 之 

  

はい、どうもありがとうございました。それでは続いて市長、よろしくお願

いします。 

 

 市    長  市長の黒須隆一です。本市の行政としての観光に携わる取り組みについて、

ちょっと御紹介させていただきたいと思います。 

 私、就任をしまして、多様な観光資源というものを活かしたまちづくり、す

なわち観光を産業として位置づけられるんじゃないか。そんなことからです

ね、そんな思いから、当時商工観光課ということだったんですけれども、観光

課を独立をさせました。そして観光というものに特化をして、そして観光資源



  

12

を活かそうと、こんな取り組みを今させていただいているわけでございます。

平成 15 年には「八王子市観光産業振興プラン」というものを策定をいたしま

した。今までに 67 事業を計画いたしましたけれども、現在ではそのほとんど

が事業完了あるいはまた現在進行中ということでございます。今年度ですけれ

ども、19年度、この観光産業振興プランの見直しを今行っているところでござ

いまして。今後３年間の新規の取り組み事業といたしまして、外国人観光客の

誘致ですね。それが今日のテーマになっている訳です。それから併せて高尾の

里拠点整備。それから３つ目に景観の保全活用した観光まちづくりというこ

と。それから４点目に、観光地というのはどこでもやはり、食というのは無関

係ではないと思うんですね。ですから八王子、食のブランド作り、これを考え

てみようじゃないか。この４点を新たな取り組みとして今掲げているところで

ございます。 

最近の観光に関連する話題と言いますか、これをちょっと御紹介させていた

だきたいと思うんですけれども。「道の駅八王子滝山」というのを御存知だと

思いますけれども、これは都内初の道の駅でございますけれども、昨年の４月

の１日にオープンをいたしまして、大好評でございましておかげさまで 12 月

の 16 日、来場者 100 万人を超えました。売り上げの方もですね、大変予定の

３倍の売り上げを示しておりまして、たぶん食と言いますか、今、食の安全と

いうものが最大のテーマでございますので、そういう視点からも注目をされて

るんじゃないかな、そんな感じがいたしておる訳でございます。また、高尾山

がですね、御承知のとおり、ミシュランの三ツ星認定をされたということもご

ざいますので、高尾山への付加価値というものを単に高尾山だけでは無くし

て、高尾山へ来られた方への付加価値を高めていきたい、こんな思いで今、高

尾の里拠点施設の基本計画っていうのをやっております。これから３年ばかり

で高尾山のちょうど端の左側ですね、今まで自然科学博物館があった所です

ね。あそこを今、市の方で取得をいたしましたので、あそこを少し整備をした

い。それから薬王院からも土地を少しお借りして。こんなことを今進めており

ます。 

それから、海外の有効交流都市というのを一昨年になりますけれども三都市

と、中国と韓国と台湾と、この３つの国の三都市と交流協定を締結いたしまし

たので、外国人の観光客誘致施策を展開しようということで。今月、私来週台

湾の高雄市ですね、これも高尾山と読みが同じだということで御縁があって交

流をすることになったんですけれども、ここにお邪魔をさせていただいて、そ

してぜひ台湾から八王子へも来ていただきたい。今、東京へ台湾から年間 30

万人ばかり来ているそうですから、そのうちの１割でもですね、ツアーを組ん

で八王子へ来ていただくような仕組みを作っていけば、たぶん国際的にもさら

に賑わうんじゃないかなというふうに思っておりまして。またそれも契機に、
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今、受付のところに置かせていただきましたけれども、ガイドブックをですね、

八王子のガイドブック、これ４か国語で４種類のガイドブックを作らせていた

だきました。これは英語とそれからハングルと、それから中国語の２か国語で

すね、本土の方とそれから香港とか台湾の言葉がまったく違いますので、そん

な４か国語の４種類を作らせていただいた。それからですね、国土交通省が「外

国人で賑わうまち」っていうのを全国で 36 箇所指定をいたしました。その中

に高尾山も都心から気軽に行ける自然の景勝地ということで選ばれたわけで

ございまして、36か所の中に九州から北海道までの中の一つの都市で選ばれま

した。ですから、これはやはり外国人にとって魅力ある資源があり、そしてま

たその魅力を活かす何らかの取り組みが行われ、かつ外国人が多く訪れている

地域ということで指定をされたわけでございます。ほかには北海道のニセコと

か、栃木県の日光市、あるいは京都市などが選定され、その中に高尾山が入っ

ているということ、これは素晴らしいことだというふうに思っております。客

観的に観光地として高い評価を得たわけでございますので、特に都心から近い

という地の利を活かした観光都市としてのまちづくりに取り組みたい、こうい

う思いでございます。 

 

 岡 本 伸 之  どうもありがとうございました。１回ずつ御発言をいただいたところで、次

の２番目のテーマまでに多少時間もございますので、私から感想も含めてです

ね、少しお話をしたいと思います。 

 市長さんのお話を伺っておりましてですね、急に思い出したんですけれど

も、観光っていうのは産業なんだということをおっしゃられてですね。観光課

を産業課の中に、部でございますか、位置付けたんだというお話でございまし

た。そのときに思い出したのが、私どもの分野で非常に観光振興の先進地とし

て有名な場所がございまして、それは長野県の小布施というまちですけれど

も、そこの唐沢っていう町長さんだったと思いますけれども、独自産業という

ことをおっしゃいましたですね。私は非常に巧みな表現だと思って感心したん

ですけれども、それどういうことかっていうと、一次産業と二次産業と三次産

業掛け合わせると六次になるでしょうということで。つまり観光っていうの

は、別に観光産業っていうのが単独であるわけじゃなくてですね、農業だとか

先ほど市長の話にもございましたし、ものすごい数の先進、最先端の工場まで

このまちにはあるんだと。今、産業観光というのがひとつの大きなブームでご

ざいますが、そういうものも含めてですね、一次産業、二次産業、三次産業が

ですね、相乗効果を生むというのが観光産業でございますですね。ですからぜ

ひ、そういう目でですね、一次を活かす、二次と三次産業と繋げていくという

ような発想がこれから大事なんだろうなというふうに、先ほどの黒須市長のお

話を伺いながら感じておりました。 
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それから、もう一つですね、新井さんのお話に関連してですね、『八王子ウ

ォーカー』という本をですね、お出しになって。これはすごく大事なことでご

ざいまして。私何年か前にですね、やはりここにもございますが、「るるぶ」

でも取り上げたんだそうですが、「るるぶ練馬」っていうのが出ましてですね、

びっくりしましたですね。「るるぶ練馬」って、練馬区になんか観光対象があ

ったのかなと思ってですね。しかし読んでみますとですね、なかなか練馬区の

魅力がですね、抽出されて、よかったと思いますが。「るるぶ練馬区」を一番

お買いになったのはですね、練馬区の区民だそうでございましてですね。やは

り皆さん、我がまちに対するですね、アイデンティティと申しましょうか、自

分たちのまちの魅力がどのへんにあるのかということに大いに関心を持って

おられる。そういうものがガイドブックになるとですね、やはり気持ちがいい

ですよね。高尾がミシュランに載ると、三ツ星だと。やっぱり気持ちがいいし。

ですからそういうことが観光振興の非常に大きな意義でございますし、『八王

子ウォーカー』ですとか『るるぶ八王子』っていうのは非常に大事にしなきゃ

いかんし。しかもそれが続いて続刊が出るっていうことですから、それだけ八

王子に魅力があるんだろうと思いますですね。非常に大事なところだと思いま

す。先ほどの黒須市長のお話を伺っていて、食の八王子、そしてこれもですね、

『八王子ウォーカー』とそれから『るるぶ八王子』、これ見ますとですね、と

にかく美味しそうなところがいっぱいあるんですね。八王子になぜこういう美

味しいお店があるのかっていうのが私の素朴な疑問でございましてですね、な

かなか答えが見当たりませんですけど。何か素材的にですね、いいものがとれ

るとか。あるいは水がいいとかですね。八王子っていうのは後ろが山でござい

まして、扇状地だそうでございますが、あまり土地もですね、そんなに肥えた

土地もないはずですし。なぜ食がですね、そんなに食の文化が発達したのかと

いうのが、私のようにあまり八王子に来てですね、間がない人間にとっては疑

問でございますけれども。あとでフロアからですね、それは君ね、こういう理

由なんだよというふうにおっしゃっていただければ、教えていただければ大変

ありがたいというふうに思っております。 

 さて、続けてまいりましょう。２番目のテーマはですね、「外国人にとって

魅力的な観光地とは」というテーマで、小テーマで、また５分ずつですね、お

話をいただければと思います。では新井さんからお願いします。 

 

 新 井 文 子  まず、外国人にとって魅力的な観光地とはというお話なんですけれども。ち

ょっとこれ、調べてみましたところですね、旅行会社のＪＴＢが 2008 年訪日

外国人を調べましたところ、おととし 830万人の方々がですね、2008 年は 900

万人訪れてると。日本政府の方はもう何とですね、2010 年までに 1,000 万人い

くだろうと、目標にしているということで言っているんですね。先ほど市長の
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方からも 30 万人の台湾の方が来ていらっしゃるとか、あと４か国語の八王子

のガイドを出してらっしゃるということもお話ありましたけれども。ほんとに

今、各国から日本に訪れてくれている観光客の方が多いと。具体的に 900万人

の内訳を調べてみたところですね、１位が韓国、２位が台湾、３位がほとんど

同時でアメリカと中国、４位が香港と。アジアの方がやはり地の利を活かして

ということですかね、たくさん訪れているという感じらしいですね。先ほどち

ょっと、私の話の中でもお話させていただいたんですけれども「イタリアウォ

ーカー」とか「ソウルウォーカー」とかですね、いろいろやらせていただいて

いる中で、今回こういう場をいただけるということで各国にいるスタッフにで

すね、外国人の人の好きな観光地って日本では何なのって聞いたところ、いろ

いろな意見が出てくる中で、やっぱり昔からの日本のイメージ、富士山である

とか京都であるとか東京タワー、こういうものはもちろん好きであると。ちな

みにイタリア人の方はアメリカが嫌いなので、ほかの国では出てきたディズニ

ーランドは行かないとはっきり言っていましたけれども。基本は昔からの日本

のイメージ、それから自分の国にないような場所、体験できないような場所と

いうところで、温泉地であるとかですね。あとやっぱり、都会からもう本当に、

先ほどから何度も皆さんがおっしゃられている高尾山のように、都心から１時

間ぐらいでこんなに豊かな自然のある高尾山みたいなところもほんとに皆さ

んお好きで。高尾山なんかは一説によるとスピリチュアルポイント、とっても

いい気があるっていうところでですね。これ噂なんですけれども、高尾山のあ

る場所から見る富士山を見るためにアメリカのハリウッドスターがですね、来

てる。意外に都心では会えないような有名人に高尾山の上で会ったことがある

という人がいるぐらい、結構自分の国にないような景色とか体験を求めてやっ

て来る方も多いみたいです。 

あともう一つ、ちょっと面白かったのは、特にアジアの方、韓国とか中国と

か香港の方なんですけど、日本のテレビドラマの影響を受けた場所っていうの

が結構人気だよっていうお話だったんですね。そうすると、昨年のでもちょっ

と御紹介させていただいて、『八王子ウォーカー』でも取材させていただいた

んですけれども、「八王子フィルムコミッション」という市の方でやってらっ

しゃる取り組みがあると思うんですけれども、やっぱりこういうような取り組

みが今後も続くとですね、意外に冬ソナの逆バージョンというかたちだと思う

んですけれども、日本のテレビドラマの場所っていうのを行く方々も多いとい

うお話でした。それ以外はやはり、旅行代金が安いところであるとか先ほどか

ら出ている食べ物の美味しいところ等々この辺のお話は出てきていたんです

けれども、やはり個性的で他にはないまちを求める。最近一説によると築地市

場にですね、まぐろの競りを見に行く外国人がふえているっていうお話も聞い

てますけれども。八王子にもそういったかたちでの他エリアにはないですね、
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個性的なコンテンツというか場所がですね、とてもたくさんある。これがどん

どん皆さんにまた今後も育てていただいて、楽しみにしたいところだと思って

おります。 

 

 岡 本 伸 之  はい、ありがとうございました。それでは藤嶋さん、お願いします。 

 

藤嶋健太郎  私は、その観光地にあるオリジナルが魅力に繋がっていくと思います。その

オリジナルの集合こそが日本らしさだと思っています。外国から来た方々は少

なからず日本らしさを感じたいと思っているのではないでしょうか。京都や奈

良が人気なのはそういった理由からだと思います。また、京都や奈良は外国人

向けの案内がしっかりしている点も観光客に好まれる要因だと考えます。案内

がしっかりしていると、観光していて外国の方も理解がしやすく、意外な発見

があり、興味がより広がると言えます。 

また、私は高尾山も魅力的な観光地のひとつであると思います。それは、交

通の便がよく、新宿から１時間ぐらいで到着できますし、また麓には食事する

場所もたくさんありますので。また、気軽に登山をしながら自然観光、自然景

観ですね、を楽しむことができるといったことが挙げられます。しかし、高尾

山が広く外国の方々に知られていないことは私非常に残念だと思います。やは

りまず、高尾山を知ってもらうＰＲすることから始めてもらい、次に魅力を持

っていただくことで外国の方の観光客を増やすことに繋がっていくと思いま

す。以上です。 

 

 岡 本 伸 之 はい、ありがとうございました。では黒須市長、お願いします。 

 

 市 長 私、3 点あると思うんですけどね。一つは、何を売り物にするかということ

だろうと思うんですね。高尾山は御承知のとおり、今までも 250万人の人が毎

年登られていると。これは世界一だそうでございまして。これだけほとんどが

日本人の方だったわけですけれども、外国人の方が大変多くなった。これは外

国人だけじゃなくて、今まであんまり高尾山に来られないような若いカップル

の人たちも最近来るようになった。これはやっぱりミシュラン効果だと思うん

ですね。ミシュランの三ツ星になった、認定をされた魅力っていいますか、理

由といいますか、それを見てみますと、ごみが無い美しい山だと。これが一つ

ですね。それから交通アクセスが良いということ。これは今もお話がありまし

たけれども、都心から１時間で来られるっていう。そして電車一本で登山口ま

でアクセスができる。山へ登るにしても、これは歩いてももちろん登れる訳で

すけれども、ケーブルカーやリフトも選べる。こういう非常に利便性に富んで

いる。それから、先ほど新井さんからのお話にもありましたけれども、高尾山
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から見る富士山っていうですね。これは『関東の富士見百景』というようなも

のに選ばれておりますけれども、これもまた素晴らしいっていうふうに言われ

ておりまして。ここら辺がやっぱり高尾山の売り物、売りどころじゃないかな、

そんな思いでございます。 

それから、観光資源としての差別化っていうものが必要なんだろうと思うん

ですね。それは温泉とか景勝地っていうのは全国どこにでもあるわけですよ

ね。そういう中で、八王子の高尾山に来ていただくっていうこと、これは何を

売りにするか。これは歴史を売りにするとか、あるいは豊かな緑を売りにする

って、これは少し遠方まで行けばいくらでもある、至るところにあるわけです

けれども。日本一外国人が来られるのが多いのが東京ですから。ですから東京

から１時間っていうところでこれだけの豊かな緑や歴史に会えるっていうこ

と、触れることができるっていうこと、これは圧倒的な魅力だっていうふうに

思うんですね。ですからこれをさらにＰＲをしていくっていうことが大事なこ

となんじゃないか。 

そして同時に、今ＰＲっていうふうに言いましたけれども、いかに上手に宣

伝をするか。これが大事なことなんじゃないかなっていうふうに思っておりま

す。ですから、海外の有力メディア等にですね、ここにいろんな機会に宣伝を

してもらう、取り上げてもらうっていうこと、これは大変大きな効果があるん

じゃないかと思っております。私、先日、高雄市、台湾の高雄市との交流協定

をしたときに、大使館代表部ですね、事実上大使館ですけど、その方々とお会

いをしてお話をしたんですけれども、全員の方が高尾山へ登ったことがあるっ

て言ってました。それで、中にはですね、今の家内と、今の家内とっていうの

はあとで聞いたんですけど、高尾山でデートをしたことがあるんだって、何回

もデートをしたって。そこで私が、今の奥様ですかって小声で聞いたらそうだ

って良かったんですけどね、そんなこともありましたけれども。やっぱり意外

と都心の人たちにとっては外国人も含めて高尾山が極めて身近な存在である

ということ、これをしっかりですね、宣伝をしていくっていうこと、このこと

は大事なことなんじゃないかなって、あらためてそんなふうに思ってます。 

 

 岡 本 伸 之  はい、ありがとうございました。小澤さん、お願いします。 

 

 小 澤 眞 行  まさか外国の方が高尾山でデートするっていうのが、私とは別にですね、あ

るんだというふうには思ってもなかったので。そのぐらい魅力的なスピリチュ

アルな場所であり景色のいいところだと、こういうふうに思っております。 

 外国の方がどういうふうに観光地を見るかっていうときに、伝統とか最先端

の魅力とか、いろんなものにアクセスしたいっていうふうに思っていると思い

ます。八王子市が持っているものっていうのが何なのかっていうことをやはり
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アプローチするということがとても大切なことだと思いますけれども。特に観

光客として見たときに、観光スポットとかそういうものがどのように関連付け

られているか、あるいは交通機関のアクセスがどのように良いか、こういうあ

たりはとても大切なことだと思います。 

そしてもう一つ大切なのは、どのようにお迎えするかということだと思うん

ですね。実は、先日雪が降ったときに高尾山が、確認のために行っている人な

んですけれども。駅を出ますと大きな看板がありました。だけど、実を言うと

案内所はありません。実は今、ここにお示ししているのは、パリのですね、案

内所です。シャンゼリゼ通りに面してこんな大きな案内所がございます。しか

も凱旋門のすぐそばです。外国の方だけではなくて、フランスの方々が来られ

たときにここに終日ですね、集まっていろんなところを探したり聞いたりして

おられました。やっぱりそういう、システムっていいますか、ソフトがあると

いうことがとても大切なことではないかな。要するに受け入れる方が優しく皆

様をお迎えしているんですよ、それが表れのひとつとしてこういう案内所とい

うものがとても大事ではないかなというふうに思います。 

もうひとつはホスピタリティなんですけれども、地元の方々がまちの歴史と

か観光スポット、あるいはまち自身の佇まいというものに対してこれはいい

よ、これは宣伝したいよというぐらいに思っていただくこと、それを楽しむた

めに何か皆さんで工夫をすること、そういうことが訪れる方々にとってとても

楽しみなのではないかというふうに思ってます。 

実はこういう、これはですね、実はパリの夜景なんですけれども、今頃こん

な感じなんです。12月から１月、２月ぐらいまで夜景がこんな感じです。これ

はクリスチャンディオールの建物ですけれども、これはお金をとてもかけてい

ます。ただ、どのビルもですね、ライトアップをしておりますし、１階はこの

ように明るいです。新しいウインドウ、新しいまちを伺ったときにですね、ウ

インドウが暗くてまちを歩くのがとても寂しいというのではなくて、ウインド

ウショッピングっていいますけどウインドウウォッチングといいますかね、閉

まっていてもシャッターが閉まっているんではないんです。鉄格子なんです

ね。そして中がウインドウが明るく照らされていて、中の装飾も非常に工夫さ

れてます。いわば競い合っているような状態ですね。そういうような状態です

と、まちを歩きたくなってきて皆さん出て来ております。そういうようなウイ

ンドウ装飾コンテストみたいなものも、ひとつのきっかけになるのではないか

なというふうに思うものです。ですけれども、実はパリ自身が危機感を持って

います。「あなたのパリ」っていうイメージキャンペーンを去年始めたんです

ね。世界の 60都市、大きな 60都市、観光都市の中でもっとも多く観光客を集

めているのがパリです。ですけれども、その中でホスピタリティという視点で

見たときに、ランク付けをしてみたら 52 位だったと。低いほうである。観光
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が重要な産業だということであるならば、もっときちんとしたアピールをして

いかなきゃいけない、お迎えをしなきゃいけないというようなことで新たなパ

リというイメージキャンペーンを始めているところです。パリでさえそういう

ところだということを、私たちは認識しながら進めていく必要があるじゃない

かと思っています。 

 

 岡 本 伸 之  どうもありがとうございました。大変重要な点を４方共通して御指摘になっ

たように思います。それは宣伝ということでございますね。 

私、もう随分前ですけれども、観光振興の大変な先達がおられまして、これ

は宮崎県の宮崎交通の創業経営者で岩切章太郎という人でございますが、ある

講演録を読んでおりましたらですね、観光振興の基本原理に触れたところでこ

ういうふうにおっしゃったんですね。「知らせて、見せて、また来たいと思わ

せる」と。これに尽きるんだよ君っていうような、そういうお話でございまし

た。なるほどですね、知らせなければ何も起こらないですよね。そして、かた

ちあるもので見せることができなかったら、ごみ一つ落ちてない美しい自然を

見せることができなかったら、誰も関心はないでしょうし。そして今、小澤さ

んからホスピタリティというお話がございました。ホスピタリティっていうの

はよそ者に対する思いやりのことだと思いますね。そういう思いやりをかけて

また来たいと思うと、思わせるというのが観光振興のコツだろうという、基本

原理だろうと思いますが。 

それぞれのパネリストが御指摘になったこれが重要だよという点に照らし

てですね、八王子の現状を見ますとですね、必ずしも十分ではないように思い

ます。私も今朝は早くから来ましてですね、だいたい改札口を出たら案内所が

あるっていうのは世界の常識なんですね。しかし、京王線のところも殺風景で

ございますしね。それからＪＲの駅っていうのどこへ行ったって案内所ないで

すよね。改札口出ると切符売り場があるだけでですね、あとはなんかコーヒー

屋さんとか物を売るところばっかりでですね。そうすると、何か八王子でです

ね、２時間いい時間過ごしたいなと思って何か訪ねようと思ってもですね、訪

ねるところがないですよ。ですから初手からですね、知らせて見せてっていう

知らせるところからですね、あかんという感じですね。ですから『八王子ウォ

ーカー』とかですね、こういうものが出て大変結構ですけれども。例えば私も

今日この仕事させていただくということで、八王子のウェブサイトも何度も覗

きましたですけれども、まぁ、観光情報も殺風景なものでございましてですね、

大体モデルコースなんていうのがあってですね、こういうルートがきっと面白

いよとかですね、いいものが出るよとかっていうのがあるんですけど、そうい

うものがあるわけでもなしですね。まだまだこれから観光振興の課題はです

ね、多いというふうに感じました。外国語のパンフレットができたっていうこ
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とは素晴らしいことでございますけれども、ウェブサイトにいけばですね、そ

ういう外国語で説明があるっていうのがこれからの対応の基本だろうと思い

ますし、そういう意味では東京都のウェブサイトもですね、ニューヨークなん

かと比べるとすごく見劣りするんですね。ニューヨークのウェブサイトいきま

すとね、見ている人が誰なのかっていう意識がありますですね。観光客ですか

と。だったらこのタブをクリックしてくださいと。あなたジャーナリストです

かと。何か埋め合わせの記事が欲しいんですかと。だったらこのタグをクリッ

クしてくださいと。そうするといま、ニューヨークで何が起きているかという

ね、情報差し上げますよと。写真もこれ大いに使ってくださいと。あるいはあ

なたは会議をしようと思っているんですかと。だったらここクリックしてくだ

さい、そのための情報をどっと出しますよと。そういうですね、見る人が一体

誰なんだという意識がありますですよ。東京都のウェブサイトを見ますとね、

そういう意識ないですよね。ただ東京都の説明があるというだけですね。です

から、「知らせて、見せて、また来たいと思わせる」というその最初の段階で

ですね、どうもまだまだやれることは多いというような感じがいたしますです

けどね。 

 さて、３番目の小テーマにまいりましょう。「魅力ある観光都市像及び何度

でも訪れたい観光都市の実現に向けて」というテーマで、それぞれまた三度で

ございますけれども、５分ずつお話を賜りたいと思います。それでは今度は藤

嶋さんからですかね。 

 

 藤嶋健太郎  先ほども言ったんですけれども、京都のようにその観光地を広く外国の人々

に知ってもらうことや、外国の方向けの案内を充実させることが重要だと思い

ます。せっかく興味を持ってその観光地に来てくださったのに、案内がなくた

だ見て感じてくださいというだけでは、リピーター獲得の面からも不十分だと

思います。案内があることによって、その観光地のことをより深く知ってもら

うことができます。案内は看板などでもよいのですが、やはり外国の方向けの

インフォメーションサービスが望ましいと思います。看板だと限られた情報し

か提供できませんが、インフォメーションでは様々な対応ができると思いま

す。 

また、八王子市の現状として考えると、やはり八王子市の観光都市としての

魅力と八王子市のブランド力のイメージが一致していないことが問題だと考

えます。八王子市には、若者や外国人が魅力を感じるような施設、観光スポッ

トがあります。しかし、八王子市の観光都市の魅力と実際のイメージが一致し

ていないので、観光都市としての魅力を十分に活かし切れていない現状があり

ます。なので、まずより広く様々な人たちに八王子市の観光都市としての魅力

を知らせることがまず重要になると思います。 
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今回のテーマは、外国の方を高尾に呼ぶというテーマなので、留学生の旅行

業企業という案を考えました。なぜ留学生かというと、八王子市には周辺にも

高等教育機関、こちら多数あるのでそこに在籍している留学生、いわば一番身

近な外国からのお客様ということで考えました。具体的な例になるんですけれ

ども、まずは留学生を通じ高尾山を知ってもらうことから始める方法で、口コ

ミがキーポイントとなります。八王子市には 20 以上の高等教育機関があるの

で、そこに通っている留学生の方々向けに高尾山に登り、お寺の見学や食事を

楽しんでもらうモニターツアーを実施します。このツアーをすることにより留

学生の友達、家族、親戚が八王子に来た際に案内しやすくなります。またこの

ツアーを行うことにより、高尾山にさらに興味を持った学生には高尾山の麓あ

たりに外国人向けの案内所を設置し、アルバイトのようなかたちで係やツアー

コンダクターになっていただきます。この方法を使うことにより、実際に高尾

山に来ていただいた留学生や留学生の家族、友人等が自分の国へ帰った際の周

りの方々への口コミ効果も期待できると考えます。以上です。 

 

 岡 本 伸 之 では小澤さん、お願いします。 

 

 小 澤 眞 行  今、ここに出ているのはパリのまち並みです。一見して何をお感じになるで

しょうか。まち並みが、高さが揃っている美しさっていうのを感じていただき

たくてこれを出したんですけれども。それとランプですね。割合低い位置にあ

ります。まちをそれなりにロマンチックに映し出す、そのランプの位置、こう

いうものを見ていただきたいなと思って出したのがこれなんですけれども。そ

れと、これ見るとですね、ちょっと不思議なものを感じると思います。緑があ

りません。どこかなっていうと、上から見た写真を次に用意してあるんですけ

れども。次の写真出していただけますか。これが上から見た写真です。外から

見るとビル街のように見えるんですけれども、実は中庭があって、パリの上か

ら見るとですね、すごく緑豊かなまちなんですね。実はこのまちの中庭という

のの中に入ってみると、ちょっと私が出てきてしまうんですけれども、もう一

枚、こんな感じです。プライベートガーデンといいますかね、秘密の花園のよ

うな雰囲気でとてもきれいな中庭がある。いわばそういう、何といいますか、

隠された秘密の、何ていいますかね、魅力というものを讃えたまちというふう

に思えます。まちが美しいということはとてもきれいなことですから、魅力だ

と思いますけれども、それがただ単に美しくて余所行きだと、近づきがたいと

いうのではだめで、やっぱりそこの中に入り込めて、人と人との交流ができる

文化、自然、そういうものが何か得るものがあるという面白さっていうのがと

てもまちに親しみを感じて、また来てみようかなって思うんだろうと思うんで

す。 
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先ほど岡本先生からちょっといろいろ言われましたけれども、東京都のホー

ムページ、すごく味気ないです。実は２つありまして、東京都が作っている『東

京の観光』というウェブサイトと、それから東京観光財団が作っています『ら

っしゃい東京』というウェブサイトと２つあるんですが、今『東京の観光』の

方のウェブサイトは内容のリニューアルを、リニューアルといいますか、デー

タのアップデートをしています。それから『らっしゃい東京』の方は先ほど先

生がまさにおっしゃったんですけど、私たち議論しているんですが、誰が見る

のか、何のために見るのか、何に使いたくて見るのか、そういう視点で作り直

そうじゃないかという議論をしているところです。まちを訪れたときに２時間

あるいは半日あったときに、何に使って見させてもらえるのかというのを、実

は私はパリ時代にどのくらい時間ある？って聞くわけです。そうすると、ルー

ブルで２時間ぐらいで観たい。ルーブルで２時間っていうとミロのビーナスと

何とかと何とかとって考えて３か所か４か所観ると。半日っていったらもう少

し観るっていうのをですね、作ってました。まさにそういうようなものが、最

初に駅降りたときにメニューが、その方の希望とですね、そういうものにあっ

たマッチングしたものが紹介できると、こんなに素敵なことはないというふう

に思います。そしてまちを歩いたときに、まちの方々が仮に言葉が通じなくて

もいいんです。ニコッて笑って、そしてユーモアに溢れ、そしてこのまちにい

るとすごく楽しいところなんだなっていうのが感じるだけでも、そのまちに対

する親しみというものがふえていくと思います。パリは決してよそゆきの顔は

してなかったと私は思っています。そこかしこに小さな、ほんとに先ほどのよ

うなですね、小さな喜びといいますか、発見というのを見出すことができまし

たし、例えばドアを開けて建物の中に入るときに、必ず後ろを見ます。後ろを

見て、人が近づいてくるのを見ると、ずっと押さえておいてあげてくれる。そ

してその方が「ありがとう」って言ってまた次の後ろの方を見て押さえていて

あげるというようなことをやっていました。実は今朝、私も早く来て歩いてい

たんですけれども、東急センターのところですね、後ろから来られた女性の方

のために開けてたんですね。その方は私の背中をすり抜けていらっしゃいまし

た。「ありがとう」という言葉はもちろんありませんでしたし、その次の方の

ために開けてあげるということはなさらなかったですね。そういう思いやりが

あると、とっても魅力的なまちになるんじゃないかなというふうに私は思って

ます。 

 

 岡 本 伸 之 ありがとうございました。では新井さん、お願いします。 

 

 新 井 文 子 仕事柄様々な「ウォーカー」という情報誌をやらせていただいて思うんです

けれども。何十万人というですね、多くの方が集まるエリアであればあるほど、
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他のまちをみるとですね、やはりチェーン展開のお店、いわゆるどこのまちに

もあるようなお店が結構多くなる傾向にあるように思うんですね。八王子もも

ちろんそういうチェーン展開のお店も多くあるんですけれども、それに加えて

やはり、すごく八王子に住んでらっしゃる皆さんから発信されてる個性的なお

店がすごく多い。例えば食スポットだけとってみてもですね、八王子グルメっ

て言われる八王子ラーメン、100 円ラーメンとかですね、ワンコイン定食みた

いなリーズナブルなものであるとか、あと自然を活かした自家栽培の食材を使

った食べ物等々、とにかく有力的な食文化を持っている。さらにその辺のいい

ものをですね、新たなオリジナリティの強いショップや活動にしてる人たちっ

ていうのは、何と、三十代、四十代、五十代の、六十代の方もいるんですけれ

ども、地元愛の強い二十代、三十代、二十代ですね、の子からすごく発信され

てるっていうところも、ちょっとほかのエリアとは違うのかなと。温故知新っ

ていう言葉もありますけど、古くから培われて皆様が築いたその歴史を踏まえ

てですね、横にもいる藤嶋さんたちのような若い方の力っていうのがですね、

結構このまちはあるのかな。取材したときにもひとつ知り合った男の子で、八

王子の駅前の古着屋さんの男の子だったんですけど、どう見ても何だか昼間、

朝行くとまず店に誰もいないみたいな子なんですけどもね。そういう子がです

ね、八王子のまちを紹介するフリーペーパーを、フリーマガジンを自分たちで

発行してたりするんですよ。そこには何か八王子に住むすごく八王子が好きな

んだっていう男の子や女の子の若い子たちの顔がいっぱい出てる。こういう発

信基地を持っている八王子っていうのは期待できるなと。やっぱり多くの大学

を有する八王子だからこそ、かなり未来があるというかですね。やはり昔のも

のも大事にしながらそれをバージョンアップさせていく若い力があるという

ところに、すごく私は今後に期待する。その辺のところをですね、うまく個性

的なまちとしてフューチャーできれば観光都市としてもですね、さらにバージ

ョンアップすることができるんじゃないかなと思ったりしました。 

 

 岡 本 伸 之  ありがとうございました。市長、お願いします。 

 

 市 長 やっぱり日本人もそうですけど、外国人の方も話題性のある観光地っていう

のは好きだと思うんですね。今回ミシュランの三ツ星ということで。最初は一

部の人しか知らなかったわけですよ。報道も極めて限られておりましたから。

それから京王電鉄やあるいは地元の商店街の人たちがＰＲをして。そしてその

次に、今度ミシュランのレストランガイドができましたね。それが非常に話題

になって、それで相乗効果みたいなのが出て、非常にまたいろんな雑誌にも新

聞にも何度も取り上げられるようになった。私、こういう相乗効果で高尾山な

んていうようなものが多くの人にさらに知られるようになったっていうふう
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に思うんですけれども。ただ先ほど、岡本先生や小澤さんからのお話、大変耳

が痛いっていうより、まだ私当然じゃないかなっていうふうに思っていたんで

お聞きしたんですけれども。やっぱりまだ観光地としては洗練はまだされてな

いといいますかですね、観光地としての自覚っていうのはまだ足りないんじゃ

ないか。山へは 250万人の方が登られるということはハイカーの方は多いわけ

ですけれども、八王子として八王子が観光地なんだっていう意識っていうのは

まだ十分じゃないんじゃないかな。ですから、「知らせて、見せて、また来て

みたい」って、そういうふうな思いをさせるっていう、それはまだ十分じゃな

いと思うんですね。ですからそういうことをお聞きをすると、やっぱりお客様

の立場で工夫することって、これ大事なことだと思って。やることはいっぱい

あるんじゃないかなって私あらためて今感じました。 

それとですね、やっぱり話題性という点からいくと、例えば今、高尾山はご

みの持ち帰り運動を日本でも最初にやった山として、そして今、山があれだけ

の人が登られるのに非常に清潔だということも、ミシュランの三ツ星になった

理由の一つになっているというふうに聞きましたけれども。やっぱり外国人の

方にもその運動を徹底して協力をしてもらうということ、このことは大事なこ

とだと思います。それがまた話題性を呼ぶんじゃないかな、そういう気もしま

すし。何よりもやっぱり一番大事なことっていうのは、ホスピタリティですね。

私はまだ、高尾山の支援のお客さんをお迎えする皆さんのホスピタリティって

いうのは率直に言ってまだ十分じゃない、私はそう感じています。これはお叱

りを受けるかもわからないですけれども、ちょっと厳しいかもわからないけ

ど、私はそう感じておりますから。やっぱりお客さん、おもてなしの心を持っ

て、そしてお客様をお迎えをするという気持ち、これが何度でも来てみたくな

る観光地のキーポイントなんじゃないかな。そういう点で我々はまだまだ努力

をしなきゃいけないんじゃないかって、そんな思いでございます。 

 

 岡 本 伸 之  はい、ありがとうございました。 

 先ほど小澤さんからですね、パリのまちの写真が出まして、ふっとまた思っ

たんですけれども。冒頭でですね、観光客のまなざしが大事なんだと。高尾っ

ていうのは素晴らしいねという、その一声でですね、高尾をもっと大事にしな

きゃいかんと、もっと洗練された観光大使にしていかなきゃいかんというよう

な気になりますですよね。ですから、観光によってですね、地域住民の気付き

があるというですね、それが刺激されると。これが観光振興の効果でございま

すが。実はですね、高尾に来る外国人もですね、いろんなことを学んで帰るん

ですよ。先ほど小澤さん、パリの街角の写真をお出しになりましたですけれど

も、そのときにふっと思ったんですけれども。小布施の話をしました。しかし、

今、小布施はですね、年間 100万人を超える、人口２、３万人のまちにですね、
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100 万人の観光客が来てると。ところが、それが始まったのがつい四半世紀前

の話です。日本で今一番有名な、若い人なら誰でも行きたいと思っている観光

地ってどこでしょうか。湯布院ですよね。湯布院だってですね、今から 30 年

前はですね、ただの別府だけが栄えてですね、鄙びた温泉場だったんですよ。

それがですね、湯布院がなぜ変わったか。小布施がなぜ変わったか。そのきっ

かけはですね、地元の人が観光旅行したからなんですよ。だから湯布院の人が

ですね、ヨーロッパに行って温泉場を見て歩いた。２ヶ月間見て歩いたそうで

す。３人で。市長からお金借りて行ったそうですけどね。クアオルトっていう

ヨーロッパの温泉場を見てですね、自分たちはこういうまちにしたいと思って

帰ったんですね。それを実行したところが今の湯布院になったと。例えば小布

施の場合で言いますとね、小布施の奥様方がヨーロッパ観光旅行に行ったんで

すね。ガーデニングを見て歩いたんです、ガーデニング。イギリスに行ってで

すね、これ素晴らしいと。自分たちも小布施に帰ったらそれやろうということ

で、今、小布施へ行くとですね、地元の人がみんなガーデニングやってですね。

何か入り口にですね、こんな小さな看板がありまして、どうぞ私んちの庭見て

ってくださいって書いてあるんですよ。だから観光客自身がですね、気づくん

です、成長するんですね。ですから八王子の皆さんもですね、ぜひ国内、海外

旅行されてですね、あらゆる、先ほど市長から「観光は産業」だと御指摘ござ

いましたけれども、産業発展のですね、一国の経済、企業、産業、発展の原動

力は何かっていいますとですね、一つは新機軸ですね。誰もやらなかったこと

をやると。これが一つ。もう一つはですね、そんなことね、誰もやらなかった

ことをやるなんてことは難しいですよ。ですから、実際問題としては何が大事

かっていうと、真似ることです。イミテーションです。模倣するってことです。

よその国の、先ほどのガーデニングだとか、ヨーロッパの古くからの温泉場だ

とか、それを真似するということが大事ですね。それをぜひ、八王子でもです

ね、実行する。先ほどですね、私つい岩切章太郎の話をしましてですね、「知

らせて、見せて、また来たいと思わせる」っていうのが観光振興の基本原理だ

っていいましたけれども、実はですね、その前にそれが１、２、３だとします

とね、０番というのがありまして、どんなまちにしたいんだというその仕上が

り像をですね、地元の方が持つっていうことが大事なんですよ。湯布院の溝口

薫平だとか何人かのですね、まちづくりの、今、観光課にお世話になっている

人たちは、自分たちの理想的なまちっていうものを持ったと。そこへ向けてで

すね、一歩一歩努力をされたということだろうと思いますね。 

 私はですね、八王子でですね、もっとも可能性を持ってるのはどこか。それ

はですね、藤嶋さんがおっしゃった若い大学生ですね。八王子というところで

後期青年期のですね、一番多感な大事な４年間を過ごす若い人たちにですね、

若い人たちの感性を何か引き出せないものかなというふうに思いますね。藤嶋



  

26

さんの提案にもございました留学生を動員してっていうのはブリリアントな

アイディアですね。ぜひですね、21も大学があるんですから、まずは手近なと

ころから。アメリカの大学なんか行きますとですね、必ずキャンパスツアーっ

ていうのがありますよ。学生がね、おらが大学の自慢するんですね。そして客

人にですね、案内するんですよ。八王子っていうのが首都圏の中でね、特色が

あるっていうと何が特色かっていうとですね、大学がこんなにたくさん集まっ

てるということですよ。こんなまち、首都圏にないですよ。だったらそれ、活

かさなかったら。ですから各大学に、例えば市長がですね、予算つけてコンテ

ストやろうと。キャンパスツアーのですね、どこがトップかっていうのを今年

コンテストやるぞというようなことをぜひおっしゃって。何か、この『八王子

ウォーカー』が雑誌の中に、私たちの自慢のキャンパスっていう記事があって、

私読みましたですけどね、21大学みんなそれをやらせたらいいと思いますね。

今、大学は必死ですから。あと５年たったらそのうちの半分はですね、もうお

客さんいなくなるんですよ、少子化で。それはもうみんな必死ですから。自分

たちの大学がいかにですね、素晴らしい大学かっていうことをですね、宣伝し

たいはずなので、この話には乗ってくるはずだと思いますね。今日は藤嶋さん、

こうやってパネリストの席にお座りになったので、ぜひ杏林大学のですね、藤

嶋さんのゼミでそういうのを大いに今後続けていかれたらよろしいんじゃな

いかと思いますけどね。 

さて、今イノベーションということを申しましたけれどもね。イミテーショ

ンも大事なんですけれどもね、イミテーションって模倣だけじゃだめなんです

よ。観光も産業だという話ですけれども、やはり観光というものが飛躍的に伸

びるのはね、新機軸なんです。新機軸です。誰もやらなかったことをやると。

ひとつの新機軸はですね 

、これはやはり今ＩＴ革命ですから、ＩＴ革命の成果をですね、活かさなかっ

たら嘘ですね。今たまたまですけれども、東京都の事業でですね、銀座で東大

の坂村先生、トロンを開発した方ですね。ものすごい方ですね。ビル・ゲイツ

と同じぐらい立派な方だと思いますけれども、その坂村さんが開発されたです

ね、トロンのＯＳを使ったＩＣタグを使ったですね、観光情報システムってい

うのを今、銀座で実証実験しています。それはどういうものかというとですね、

こういう携帯電話みたいなものをこうやってかざすとですね、そこから画面に

どんどん情報が出てくると。それが６か国語ぐらいで出てくるということです

ね。もう自動本屋なんて時間の問題だと思いますけれども。今はですね、例え

ば八王子の駅のですね、駅に行くとこういうのを貸し出すところがあって外国

人がお見えになったらですね、どうぞこれを持って八王子行ってくださいよ

と。そうするとＧＰＳがついていて、あんた今ここにいますと。ここで２時間

ですかと、２時間でどこか見所ないかと入れるとですね、ここ行きなさいよと。
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飯食いたいんだって言うとですね、いや、美味しいところありますよというの

だって出てくると。こういうものはですね、もう今はそれ実現してるところは

いくらもありますけれども。そういうものをですね、大いに先取りしてやるっ

ていうことはですね、非常に重要だと思いますですね。 

先ほどですね、市長からお話ございましたように、いろんなことをやるより

はですね、どこかに力を注いでですね、やらなきゃならんという話がございま

して。私は高尾というものを非常に重視するということはですね、重要だと思

いますし。それから今、会議に出てきた大学っていうものをですね、重視する

ということは重要だと思いますし。何でもですね、最初から全部やろうったっ

て難しゅうございますから。どれか力線を入れてですね、努力をされるってい

うことがよろしいんじゃないかと思います。 

ちょっと私、今これ時間調整しているつもりでございましてですね、話をし

ておりますんですが。もう一つだけ新井さんからもお話がございましたので申

し上げましょう。実はですね、観光研究している方でお役人ですけれども室谷

さんという方がおられましてですね、表題にございますが魅力あるという観光

地の魅力っていうのはいったい何なんだということを研究したんですね。その

結果ですね、魅力が 10 だとしますね。そうするとですね、そのうちの少しは

ですね、彼は自然資源ですね、歴史とか自然ですね。それから何かいろんな活

動ができるというようなことをね。それから宿泊施設でいいものがあるとか。

いろいろ要素がですね、観光地の魅力なんだそうですよ。ところがですね、何

と 10で魅力のすべてが説明できるとすると、そのうちのですね、4.7の重みを

持って重要な魅力っていうのは何かっていうと、彼の言葉によるとね、空間快

適性って言うんですよ。空間快適性。これは何かっていうと、もっと別の言葉

で言えばですね、まちを歩いたときのですね、居心地の良さ。ブラブラまちを

歩いたときにですね、ウォーカーって言うぐらいですから。ブラブラまちを歩

いた時にですね、居心地がいいと。そして目に入る景色がですね、最初に市長

が景観のことをお話になりましたが、目に入る景色がですね、何とも魅力的だ

と。歴史もある、個性もある、景色っていうのはですね、その地域が何を考え

て住んでるかっていうことの表彰ですから。それをかたちにしたものが景色な

んですから。景観ですからね。ですから景観が良くないようなまちはですね、

観光地じゃありません。ですから、皆さんも御存知のように、今いろんな観光

地がまち並みっていうものを整備していますよ。八王子でもですね、それ全部

やるわけにはいきません。盛り場八丁って言いますから。やっぱり歩ける範囲

は八丁ぐらいで。そうすると、そのぐらいの空間をね、まずはきれいにしてき

れいにしてね。これが八王子のひとつの顔ですよっていうようなね、そういう

ものをぜひ、既にあるのかも知れませんが、作っていただければと思います。

それでは時間になりました。いよいよ今日この寒い中をお集まりいただいた
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皆さんの中でですね、ぜひ御意見を賜りたいと思います。どうぞ御遠慮なく。

どうぞ。 

 

榎本  八王子おこしの榎本と申します。「八王子是（おこし）市民の会」を代表し

ております榎本と申します。今日は本当に岡本先生をはじめ、黒須市長さん、

皆さん、大変貴重なお話ありがとうございます。 

 私はですね、子どもが商事会社におりまして、外国の、結構有名な方も皆さ

ん来ますと必ず高尾にはお連れします。非常に素晴らしいということで。我々

が見まして、八王子は、何か高尾が一人歩きをしているような感じもするわけ

ですね。八王子は高尾があるから。先ほど先生がおっしゃられた、八王子駅を

降りて何だと。まず入口としては私は、ＪＲの八王子駅っていうのはね、やっ

ぱり中心市街地と八王子、高尾との繋がりがね、もうちょっとあっていいんじ

ゃないかなというような気がします。今、我々が考えていますのは、八王子に

は立派な浅川がありまして、あそこをもっときれいに、ハイキングコースにで

きないかなということで今、中学校の卒業記念にね、あそこに桜の木を植えよ

うということで、まちの方に今、許可をいただきまして今、進めております。

それを記念しまして、今年の４月6日に市役所のところでさくら祭り、第１回

を開催いたします。それも桜の下でお酒を飲むだけじゃなくて、八王子で育っ

た、世界一になった、日本一になったって、そういう方にも集まってもらって。

八王子にはこんな素晴らしい人が育ったんだぞと。それから八王子にはプロの

歌手が 100人ぐらいいらっしゃるんですね。中にはテレビに出ているお医者さ

んでドクターで歌手という方もいらっしゃるんです。いろんな方がね、無料で

いいから出ると。それからソーランの方だとか、それから陶芸家の方だとか、

それから市の職員の方、皆さんが賛同しまして、さくら祭りにね、企画で今、

動いております。 

そういう中で我々の感じますのは、まちの中に八王子って素晴らしいところ

なんていっぱいあるわけですね。名所ももちろんあります。それから食べると

ころも非常にいいところがあります。そういうのはもうちょっと、点じゃなく

て全体が総括できて、お客さんがそういうところゆっくりこうね、見られるよ

うな感じにできたらいいなと。ですから高尾山見てそういうところの開示をで

きるような、そういうようなまちづくりにしたらいいんじゃないかなと。 

 

 岡 本 伸 之  市長、何かコメントなさいますか。 

 

 市 長  榎本さんはよく、浅川をね、中心に大変幅広い活動をされておられて、私、

尊敬しておりますけれども。 

 確かにおっしゃるとおりで、今あるものを大切にすることも大事にすること
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も大事なことですけど、必要なことですけれども、また新しい魅力を作ってい

くっていうことも大事なことだと思うんですね。ですから、桜を植樹をしたり、

あるいはまた浅川をハイキングコースとして新たな視点から見る。浅川も最

近、水がずいぶんきれいになりましたからね。先日、由木の方にうれしいこと

言われたんですけれども。下水道を早くやってくれたから、おかげで鮎釣りが

浅川でできるようになったって言って。そう言われましてね。多摩川から遡上

してくる鮎が浅川との合流点で、浅川の方が水がきれいなんだそうですよ。で

すから浅川へ上がってくるのが多くて、そして柚木では鮎釣りができるように

なったっていう、非常にうれしいお話をいただいたんですけどね。そういうこ

とも新しい八王子の魅力、環境とあるいはまた観光、これにやっぱりリンクを

した新しい魅力になるんじゃないかなって。いろいろまた知恵を貸してくださ

い。 

 

 岡 本 伸 之  ありがとうございました。ほかの先生方、どうですか。コメントなさいます

か。特にいいですか。 

 では次の方、お願いしましょう。 

 

加藤 私は今、多摩軽費老人ホームの施設生活を７年目を迎えております加藤と申

します。非常に高尾山は私の心に残る山として、年４回行っております。まず

春の芽吹きの頃。それから新緑に入ってほととぎすの渡る頃にセッコクの花の

見学。それからさらにイワタバコの咲く時期。これをあわせて高尾の猿園の下

に行けば植物園もありまして、あそこは植物園完成の暁に高尾動物園と改名を

したわけです。それで、上に行きますと、あの頂上が周りの木が成長に伴って

非常に視界を遮っております。いわゆる八王子随一の観光である山として、私

が思うに離れ小島という感が非常に強いわけであります。どうかあの頂上に、

木の背丈をカットすることが難しいような状況でありましたらば、展望台を設

立をするという、これが私の心境であります。どうかひとつ、黒須市長さんに

はこの三期突入というこの気迫を持って、何とかそういうひとつの大事なこと

と思います、大変なことと思いますけれども、実現という方向に歩まれたらば

と願っております。以上です。 

 

 岡 本 伸 之 はい、ありがとうございました。では御要望ということで、承っておくこと

にいたしましょうか。次の方、どうぞ。 

 

小山 私は大和田町に住む小山と言います。実は生まれは旧浅川町なんです。高尾山

は子どもの頃から庭のような感じで行っていました。実はですね、高尾山のケ

ーブルの上の駅のすぐ近くに、北原白秋の歌碑があるんです。歌の碑がね。石
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碑なんですけれども、小さいです。それでそれが草むらに埋もれているので、

この中に行って見たという方がいらっしゃれば幸せなんですけど、おそらくな

いと思います。ちょっと歌詞、申し上げます。私 50 年前に覚えたのでそれか

ら歌詞を見に行っていませんから、正しいかどうかわかりませんけど、間違っ

ていたら行った方が確かめてみてください。ちょっと申し上げます。 

 「我が精神 こもる高尾は 夏雲の 下谷うずみ 波となづさふ」たぶん大

正か昭和の初めに北原白秋が高尾山に登って詠んだ歌だと思います。そういう

文学の碑もあるんですけども、おそらく浅川町に今住んでる人も知らないで

す。たまたま高尾山ケーブルの専務をやっていますクボタさんが、私の同級で

すので話しましたら、確かにありますと言ってくれましたのでね。皆さんもぜ

ひ行って、八王子にあの有名な文学者が来て高尾がこういうところだっていう

ことを歌に明確に詠んでいるんですね。それであの頃は、多摩丘陵はじめほと

んど家がありませんから、まるで海の波のようだっていうような感じで詠んだ

と思います。 

 それからもうひとつ文学者で言いますと、「大菩薩峠」を書きました方がで

すね、高尾で３分の１書いたんですね。そのことを知っているのは高尾山麓に

もおりません。高尾山口から入った琵琶滝に近いところの佐藤家の同じ屋敷内

のところに小さな庵があったんですけど、そこで中里介山という小説家があそ

こに約数年住んでまして、３分の１書いてたということなんですけども、私を

含めてもう数名しかわかっていません。ですから、まだほかにですね、八王子

市内にそういう有名な文学者が来て足跡を残したところがたくさんあるはず

なんです。ですからそれを市民が総力を挙げて調べ上げて、それもいろいろ観

光とか文学を、八王子で文学者が来て自然を楽しんだということをね、知らせ

ていくことが必要だと思います。特に、今日藤嶋さんも見えていますから、外

国の学生さんが、文学を専攻している学生さんもおると思いますから、そうい

う学生さんを中心にしてそこの歌碑のところに行って、日本の有名な文学者が

この高尾山に遠い昔に来て、こういうふうな歌を詠んだんだということを紹介

してもらったらどうかと思います。以上です。 

 

 岡 本 伸 之 ありがとうございました。大変重要な御指摘をいただいたと思います。 

実は観光っていうのはですね、最初に観光客がいて地元の方がいてと、ホス

トとゲストがいるというわけでございますが、ホストとゲストの交流と。そし

て交流することを通してですね、お互いに気付きを得てお互いが成長するとい

うのが観光の意義でございますが。実はもう一人ですね、関係者がいるんです

ね。ホストとゲスト、その間にですね、いろんな呼び名がございますけれども

エコツーリズムなどではインタープリター、通訳者っていうような言い方をい

たしますが。あるいは普通の観光地ではボランティアガイドというような言い
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方をいたします。つまりですね、ただ今の御説明のように北原白秋だとか大菩

薩峠の話をですね、伝えてくれなかったらですね、教えてくれなければですね、

なかなかわからないわけですよね。ですからそういうですね、説明をしてくれ

る方をですね、介在させるっていうのがですね、先ほど各先生方おっしゃった

「また来たいと思わせる」というホスピタリティに繋がっていくひとつの重要

な要素でございますですね。そういうものもちろん、八王子にもですね、ボラ

ンティアガイドの組織がもうおありなんだろうと思いますけれども、それをで

すね、ぜひお考えいただければと思います。 

では最後のお一人だそうでございまして、どうぞ。 

 

 遠藤  大変熱心な御論議をですね、ありがとうございます。私は松が谷に住んでい

る遠藤という者です。高尾山にはですね、年間 25 回以上訪れてですね、高尾

山を訪れる観光客の皆さん 250万人以上と言われますけども、観光客の皆さん

と一緒にやはり、高尾山のかけがえのない自然をですね、共有する活動を私し

ております。 

今日、市長もですね、ミシュラン三ツ星にですね、認定された意義について

指摘されましたけども、市長、わかってらっしゃると思うんですけどね、もう

ひとつ、認定された大きな意義というのは、高尾山の植物の種類が 1,321 種類。

これはですね、日本でミシュラン三ツ星に認定された山というのは岡本さんが

支持されている富士山とですね、高尾山だけです。富士山よりもですね、高尾

山の植物の種類が多い。これは日本一ですね。これはもう専門家も指摘してい

るとおりです。そういう意味でですね、年間 250万人以上の観光客の方が訪れ

るのに、富士山よりも多いね、1,321 種類の植物の種類が残されてる。海抜 800

メートル以上でなければ存在しない本ブナがですね、本ブナが100本近くある。

これは東京学芸大学のですね、小泉先生がですね、発見されておりますね、90

本はあると。そういう意味でもこれ、日本では高尾山だけなんですね。それで

植物の種類がひとつの山として 1,321 種類というのはですね、東京学芸大学の

小泉先生の御指摘では世界でも現在確認されてるのは高尾山しかない。これは

意外にみんな知らないんですね。だからこれをですね、みんなで確かめ合えば、

市長おっしゃったよりですね、ほかにはない差別性なんですよね。ただ問題は

ですね、この類い稀な、類いなきですね、類いなき自然をどうやってキープし

ていくかというのがですね、岡本先生が指摘された新機軸とイミテーションだ

と思うんですね。東京学芸大学の小泉先生はですね、2003 年にですね、日本で

世界遺産にですね、世界遺産候補を決める委員会、７人の委員の一人として出

席されまして、高尾山を当然のことながら推薦されてます。そういう意味で高

尾山は世界自然遺産候補としてはですね、植物の種類だとかですね、通常存在

しない本ブナがですね、599 メートルの山に存在するというその中身からいっ
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たら当然世界自然遺産に匹敵するんですけれども、面積が足りないと。そうい

う理由でですね、世界自然遺産候補から漏れたんだそうです、2003 年ね。しか

し、逆に小泉先生はこういうふうにおっしゃっています。逆に、599 メートル

の小さな山にですね、富士山よりも多い 1,321 種類の植物がある。これ自体が

まさに奇跡の山なんだと。これ自体がもう世界遺産に匹敵するというふうにお

っしゃっています。もうひとつは、744 年にですね、大化の改新の前の年に開

山されてるわけですね。行基菩薩さんがね。それ以来、民衆、庶民が訪れてい

るわけですよね。庶民が訪れて、これだけ植物の種類が残されているというこ

とは、日本のですね、庶民、民衆がいかに意識が高いかということの表れなん

ですね。みんなで自然を大事にしてきた。みんなで自然を大事にしてきたその

教えというのがですね、薬王院がありますけれども、殺生禁断の教えなんです

ね。生きとし生けるものみんな大事にしよう。これみんなで共有してきたから

こそですね、250 万人の人が訪れても日本一、いや現時点では世界一でいいか

もしれない、ひとつの山としてはね。その自然が残されている。これをやっぱ

り、みんなでさらに市としてもですね、意外に世界遺産に匹敵するっていうの

はね、知る人ぞ知るで市民みんな知らないんですよね。ですから、ぜひ市長に

ですね、世界遺産に登録するアクションを興してください。既に富士山はです

ね、山梨県と静岡県が世界遺産に登録する取り組みを始めております。ぜひ黒

須市長、その音頭を取ってですね、東京都とあわせて世界遺産登録の取り組み

をしていただきたいと思います。以上です。 

 

 岡 本 伸 之  あとでですね、市長にまとめをしていただきますので、そのときに触れてい

ただきましょう。 

 それでちょっとね、もう時間がないんですが、ちょっと私の権限でね。さっ

きからずっと手を挙げておられた方、お一方おりますのでね。手短にひとつお

願いします。 

 

 細谷  私は八王子生まれの八王子育ちで、ちょうど 80 歳になりますが。黒須市長

も御存知だと思いますが、八王子は観光都市もさることながら、八王子はお祭

りというのがだいぶ全国でも有名な祭りをやっておりますので、これをドッキ

ングしてですね、高尾山へ来た帰りにちょうど夏祭りのときには寄っていただ

いて、夜景のお祭りを見てもらうと、そういったバスを高尾の麓から市街地の

方へ出すとかですね。また川越がやっているように、パンフレットを作って観

光バスが夜間八王子から川越へ行って夜祭りをして帰ると。ですから東京都の

子どもさんたちも夏休み、海外へ行けない子が結構いますので、東京都民の中

のお子さんが各町会と八王子と東京23区もしくは26市５町８村の子ども会を

通して。今、八王子はシツがないんです、子どもさんが少なくて。ですから、
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各町会と各連合会がタイアップして夏休みどこにも行けない子を八王子が誘

致して、夏祭りを過ごさせてやりたいと。こういうような催しをすれば高尾と

お祭りをドッキングさせてですね、やれば、八王子のイメージも上がるし、ま

た子どもさんも喜ぶし、また、高尾に行った、高尾に行った外国人帰るときに、

上がってすぐ下りてしまうので、どこへも行くところないんですから、夏はそ

ういった方法を取ったら観光としては面白い方向にいけるんじゃないかと思

います。 

 

 岡 本 伸 之 ありがとうございました。それでは、時間の関係がございますので、ここで

最後に市長にですね、まとめのお話を賜りたいと思います。 

 

 市 長 今日はありがとうございました。非常に貴重な意見もいただきましたし、私

大変有意義な会だったなというふうに思って、感謝をいたしております。 

実は私も、外国大好き人間でございましてね、趣味は？って聞かれますと、

まず最初に挙げるのが海外旅行なんですよ。最近は、市長職が当然のことなが

ら超多忙でございますので時間的な余裕がありませんので、あまり長期の旅行

もできませんし遠くへも行けないんですけれども。私もちょっとこの前勘定し

ましたらですね、41か国行きました。それは、例えばひとつの都市っていいま

すか、代表的な都市に２泊しただけだとか、例えばヨーロッパなんかの場合に

はいくつもの国回れますからね。ですからそういうこともカウントしてなんで

すけれども、41か国今まで回りました。若いうちは安いチケットを買って、そ

してバッグ一つ持ってっていう、そういう旅行に飛び出して行ったこともちょ

いちょいあったんですね。変わったところだと、例えば北朝鮮であるとか、あ

るいは黒海沿岸の旧ソ連邦のグルジアとかアブアジアとか、ああいうところを

ずっと回ってみたりとか、いろんなところを回ってみたんですけど、その中で

私印象に残ってるのがいくつかあるんですけれども。例えばオーストラリアで

すね、オーストラリアも 30 数年前に最初に行って、そのときはまだオースト

ラリアドルっていうのが１ドル 400 円だったんです。米ドルが 360円の固定性

のときで。オーストラリアドルが 400円って、米ドルより高かったんですね。

外貨は十分に持ち出しできなかったんですけど、そこへ行っていっぺんにオー

ストラリアが好きになっちゃって。というのはやっぱり、国が広い人が少ない

っていうこともあって、たぶんそういうこともあるんでしょうけど大らかです

よね。行かれた方は大勢おられると思いますけども、非常に大らかですし明る

いですし、人懐こいっていいますかですね、フレンドリーっていいますかです

ね。ああいうところがすごく私は良くって、それからずっと 30 数年親戚づき

あいしているオーストラリア人もいるんですよそういうことを考えると、やっ

ぱり人っていうのは大事ですね。人っていうのは大事だと思います。ですから、
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お客様で八王子へ来られても、先ほどから出ているようないい感じを与えるっ

ていうおもてなしの心っていうことが再三出ていますけど、そういうことって

いうのはやっぱり、いい印象を与えてそしてリピーターになっていただくこと

には非常に大事なことなんじゃないかなというふうに思いますしそれからま

た、もうひとつ私が好きなところのひとつで、実は近いところでは香港がある

んですよ。香港は非常に近いものですから時々行くんですけれども。人はすご

く東京以上に多いですよね。人が。東京と何ら変わらないじゃないかっていう

んですけれども、でも知ってる人にはまったく会わないし。非常に日常的であ

りながら非日常が味わえるっていう、そういうところもやっぱり、自分にとっ

てはすごくいいところなんですね。ですから、都心に近いっていうこと、これ

は非常に私はそういう意味ではあらためて売りだなというふうに思ってるん

です。都心にいる外国人の方々が都心に来られる外国人の方々が、１時間ぐら

いで世界を代表する大都市である都心から約１時間かければもうまったく、非

日常的なところに来られるっていう、これはやっぱり私はまさに売りである

し、これをＰＲしていかない手はないなというふうにあらためて実は思ってい

るわけで。しっかりこれからＰＲをしてですね、多くの外国人に来ていただく

ような努力をしていきたいというふうに思いますし。先ほどもちょっとお話し

ましたけれども、まだ観光地としての宣伝の度合いっていうのは十分じゃな

い。これはもう認めざるを得ないというふうに思います。ですから、勝手にお

客さん来てくれるからいいんだっていう、成り立ってるんだっていうだけじゃ

なくて、積極的にお客さんをお迎えをし、そして観光地であるっていうことを

胸張って言えるようなですね、そういう意識をあらためるっていうこと、この

ことは大事なことなんじゃないかな。そのことによって、おもてなしの心とか、

そういう心が醸成できるのかなって、私そんなふうに実は思ったところでもご

ざいます。特に、高尾山にはミシュランの三ツ星に選ばれたときにも書いてあ

りましたけれども、「うかい鳥山」が出ていましたよね。やっぱり日本食を代

表する高尾のとろろ蕎麦とかですね、それからやっぱり、食べるっていうこと

は観光には大事だと思うんですね。「食」っていうのは欠かせないことだとい

うふうに思いますから、そういったものを同時に売っていくっていうこと、こ

れはやっぱり観光地として成り立っていくには大事なことなんじゃないかな

ということも再確認をさせていただきました。 

それからまた、高尾山の美味しさとともにですね、例えば冒頭触れましたけ

ども、八王子城であるとか多摩森林科学園とかですね、あるいは御陵なんかも

ですね、いいですよね。外国の方によっては御陵というのはちょっとまずいと

ころ、国の方もあられるんでしょうけれども。でもやはり、たぶん森閑とした

雰囲気っていうのは私は非常にいいんじゃないかなというふうに思いますし。

そういうことを考えると、それをうまくこういうふうに連携をさせてですね、
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コーディネートすることによってより多くのお客様をお迎えできるんじゃな

いかなと、そんな感じもいたしました。 

それから、さっき藤嶋さんがおっしゃっていただきましたけれども、留学生

ですね。留学生が八王子、今 3,400 人かな、おられるんですよね。これはやっ

ぱり、家族の方が来られたりとかあるいは友人の方が来られたりっていう。そ

れからまた国へ帰ってＰＲをしていただく、ほとんどが東南アジアからの留学

生の方が多いわけですから。やっぱり日本へ来るお客様っていうのも東南アジ

アの方が多いわけですから、そういう点ではうまくここでいけるんじゃないか

な、こういうこともあらためて感じさせていただきました。 

非常に今日はそれぞれのお立場からお話をいただいて、有意義なことばっか

りだった私は感謝をしているわけですけれども、これを活かしてですね、皆さ

んとしっかり力をあわせて観光都市八王子として実施できるように、私ども努

力をしていきたい、こんな決意をさせていただいたところでございますほんと

にありがとうございました。(拍手) 

 

 岡 本 伸 之  どうもありがとうございました。シナリオに、コーディネーターとしてのま

とめをする

ようにとい

うふうに書

いてござい

ますので、

１、２分申し

上げたいと

思います。 

一つは今、

市長のお話

にもござい

ましたけれ

ども、旅行に

出かける場合にですね、知った人が誰もいないところに行くのもそれはいいん

ですけれども、誰か知った人がいてですね、あの人が待っててくれているんだ、

という感覚が持てるときっていうのはね、やっぱり旅行は楽しいだろうと思い

ますね。ですからそういう出会いの必然化っていうか、必ず人間と人間との交

流が実際に起こるような仕組みを作るということがすごく大事だと思います

し、今、市長がおっしゃった留学生ですね。後期青年期の４年間という貴重な

時間を過ごしたところへですね、八王子がいいところがあれば必ず帰ってきま

すよ。必ず帰ってきます。ですから市民との交流を増やしてですね、また二度
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三度と帰ってきてくれるように、まずは留学生あたりからですね、対応を考え

るというのは非常にいいアイディアだなというふうに思いました。 

二番目でございますが、私はですね、昭和 35 年でございますから山口県の

下関から上京してまいりましてですね、もう 50 年近くになるんだろうと思い

ますが、高尾に行かないとですね、東京に住んだことにならないんじゃないか

という、そういうですね、それくらい高尾っていうのは特別な存在だというふ

うにずっと思い続けていました。それで、高尾についに行ったんですけれども、

それくらいですね、高尾っていうのはやはり気持ちの上でもですね、首都圏の

人間にとって上京してきた人間にとってもですね、貴重な存在だということで

ございますので、ぜひ今後とも高尾をですね、大切にしていただきたいという

ふうに思います。 

それから最後でございますけれども、私が今日申し上げたことの中で一つだ

け御記憶いただきたいのはですね、観光振興、見違えるような観光地になるの

にですね、10年あれば十分です。その気になればですね、非常に短い時間に、

何も施設を建てたりなんかすることはないんですから。気持ちの持ちようです

から。あっという間にすぐできるんだということでですね、大いに自信を持っ

てやっていただきたいというふうに思います。 

本日は黒須市長、藤嶋さん、新井さん、小澤さん、貴重な御意見をどうもあ

りがとうございました。心から御礼を申し上げたいと思います。 

それから最後になりましたが、今日はお寒い中をお越しいただきまして、お

聞きいただきましてほんとにありがとうございました。(拍手) 
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 司    会 ありがとうございました。２時間という限られた時間ではございましたが、

本市のめざす魅力ある観光都市につきまして、皆様とともに考えてまいりまし

た。いかがでしたでしょうか。パネリストの方々、また会場の皆様からの御意

見御提案を通しまして、お一人お一人が行政と共同で自分たちのまちを考える

第一歩となれば幸いです。また、本日のコーディネーターとして大役を果たし

ていただきました岡本様、そしてパネリストの小澤様、新井様、藤嶋様、そし

て黒須市長、大変ありがとうございました。(拍手) 

それではコーディネーター、パネリストの皆様が退場されます。盛大な拍手

をお願いいたします。(拍手) 

 最後になりましたが、本日は大勢の皆様に御参加をいただきましてありがと

うございました。これをもちまして、閉会とさせていただきます。お帰りの際

に出口でアンケートを回収させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。本日はありがとうございました。 
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（１）コーディネーターとパネリストの選出が良かった。内容の大変充実したフォーラムであっ

た。特に印象に残ったのは岡本氏の司会が上手であった。コーディネーターとパネリストが

各自建設的な意見や提案が大変に参考になった。市長が参加したことは大変意義のあるフォ

ーラムであった。（60 代男性） 

（２）今回フォーラムの副題「高尾に外国人観光客を」に深く的を絞った話はなかった。国外か

らの旅行者の意見や、都心での観光案内やホテルでの対応がどのような状況なのか現状知り

たかった。（60 代男性） 
（３）異なる視点・分野からの参加者となっていて、議論が深まったと思う。ただ、パネリスト

同士の議論が欲しかった。（50 代男性） 
（４）時間的に短い。（70 代男性） 
（５）高尾山以外の観光スポットの告知例えば飲食店情報…（50 代男性） 
（６）大変よかった。（70 代男性） 
（７）外国人観光客をどのようにお迎えするかやさしくお迎えするという心がまえが八王子には

出来てないと感じた。このことはすぐにでも取り掛かることができると思います。（60 代男

性） 
（８）解り易く良かった。（60 代男性） 
（９）参考になる話が少ないようだ。（70 代男性） 
（10）パネリストの方がわかりやすく内容等が良く大変参考になりました。（70 代男性） 

（11）一人が終ったらその話を聞いた時点で質問を参加者と対話を持ってもらいたい。（70 代男

性） 
（12）はじめてこういうフォーラムに参加したのでよかったと思う。（60 代男性） 
（13）外国からお客様を迎える側の気持ちがたいせつであると感じました。（50 代男性） 
（14）例えば「ノーマライゼーションの進む街」も魅力的な資源となる。（60 代男性） 
（15）どのようにするのかより具体的になっていなかった。（30 代男性） 
（16）高尾山と八王子との連携に付いて。（70 代男性） 
（17）パネラーの先生方を委員に迎えて行政に生かすべきだ。知らない能力が無いものが行政す

ることは罪だ。（70 代男性） 
（18）理解しやすく有効でした。(70 代男性) 
（19）高尾の魅力を改めて認識した。観光都市としての八王子の可能性を感じた。（40 代男性） 
（20）今回八王子に住む外国人の方が参加（聴講）されていないのが残念でした。（実際に外国か

らこられてどう感じたか聞きたかった。）(60 代男性) 
（21）順番に話をするだけでディスカッションになっていない。（60 代男性） 
（22）大変活発なディスカッションが出来たと思います。（50 代男性） 
（23）高尾に外国人観光客を！という具体的コメントがなかった。(40 代男性) 

１．パネルディスカッションの内容等についての感想 

会場でのアンケート結果（要 旨） 
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（24）良かったが、もう少し具体的な事例をあげて欲しかった。（50 代男性） 
（25）八王子は観光のまちであることが良く分かった。（観光資源が豊富）（40 代男性） 
（26）もっと歩いている人を、実践している人の声を（50 代男性） 
（27）新たな知識を得ることが出来、とても良かった。(40 代男性) 
（28）市の具体的施策について今やっている事、これからの計画についてもっと具体的に説明し

てほしかった。（40 代男性） 
（29）岡本先生のコーディネートが良かった。（40 代男性） 
（30）実例を上げての発表のいろいろ説得力抜群でした。（70 代男性） 
（31）素晴らしいパネルディスカッションであった。（70 代男性） 
（32）知らしめることがキー（50 代男性） 
（33）色々な意見が出て、有意義であった。ただしパネリストの意見が市長を除き中々類型的で

あったのは残念。特に高尾山の自然保護と観光開発をどう両立させるかの意見がなかったの

は非常に残念であった。（60 代男性） 
（34）学生が提案した「留学生の協力」ぜひ実施してほしい。若い人の発想が、まちづくりを進

める 1 番の原動力ではないかと感じた。（50 代男性） 
（35）充実していた。（70 代男性） 
（36）良かった。（70 代男性） 
（37）我々八王子市民が気が付かない様子が判った。各パネラーの講師の発言大変意義が深かっ

た。（70 代男性） 
（38）ホストの立場に立つとき、「知らせて見せてまた来てみたいと思わせる」というホスピタリ

ティの心が大事だと気づかされた。（60 代男性） 
（39）自分では考えられない事が多く出されているのでこれを参考に観光地として発展してほし

い。（知らせて、見せてまた来たい）（60 代男性） 
（40）種々の性別、年代のパネリストの組み合わせは良かった。(50 代男性) 
（41）大学生の意見がわかりやすかった。（50 代男性） 
（42）各界の著名人の知識を広めてくれ、よかった。（50 代男性） 
（43）コーディネーター岡本さん「エー」「アー」が多く時間のロス、聞きにくかった。もっと具

体的な提案を聞きたかった。あまりにも一般論的でもの足りなかった。（70 代男性） 
（44）会場からの発言を受けての討論が足りなかった。会場からの質問を受けてから討論を進め

るべきであった。（60 代男性） 
（45）これまでに知らなかった、高尾山の話を聞くことができてよかった。（30 代男性） 
（46）今後の業務に活用できる有意義な話が聞けてよかった。（30 代男性） 
（47）形式が少しかたい。(70 代女性) 
（48）大学のコンテスト等に予算を使うより、これ以上八王子の自然が破壊されないようにして

ほしい。（緑地を買いあげて保護する等）観光とたくさん人を呼び込みすぎる必要はないと思

う。市民が主人公なのです。高尾の醜いビルは景観破壊。（60 代女性） 
（49）とてもわかりやすい内容でした。皆さんとても勉強されていて、とてもすばらしい案等々

聞かせていただきました。若い方々の考え等々楽しみです。（50 代女性） 
（50）大学を生かしていこうことに賛成です。若い方の街への関心暮らし方、マナーの向上それ

らが八王子のイメージにつながっていくと思う。（50 代女性） 
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（51）高尾山の魅力オンパレードでした。八王子の人たちは高尾山を愛し大切に守ってこられた

と感心しました。私も 5 年前、都会的でもあり魅力的な高尾山、甲州街道のいちょう並木、

若い人がいっぱいで活気がある街として八王子を選びました。黒須市長も高尾の魅力を認め

ておられます。ミシュランの三ツ星に輝いた富士山に穴を掘ると計画が浮上したらみんな中

止を訴えるでしょう。高尾山も同じです。どうか考え直してくださいませ。黒須市長貴方に

期待します。（70 代女性） 
（52）私ははじめて来たのですが良かったです。(70 代女性) 
（53）パリの街並を見せてもらい案内所の説明があったり、日本、八王子では、都などの話をま

じえて大都市のこの大きな八王子が大好きなのでなにげなく八王子ではという感じで聞いて

いた。（40 代女性） 
（54）観光客として八王子に来る人の中から一人、パネラーで参加していると、又、生きた内容

があったのでは。（50 代女性) 
（55）オープンガーデンの町の話しはよかった。（60 代女性） 
（56）もう少しパネラーの方々の話をききたかった。（40 代女性） 
（57）スクリーンに写真が多く含まれていて見やすく、耳からも視覚からも分かってよかった。

入口近かったためか少し寒かった。（30 代女性） 
（58）市民の方々の発言がとても良かったです。（60 代女性） 
（59）本題に入る前の前ぶれが長すぎ。パネリストのプロフィールは読めばわかります。 

（60 代女性） 
（60）岡本先生の話の中に一番ひかれました。駅前案内所がないのははずかしい事と思っていた

し、ミシュラン高尾山にかけるだけでは八王子観光とはならない。（60 代女性） 
（61）観光の目的は何でしょうか？経済効果ばかり求めないで下さい（市長さんに言いたいです）

（60 代女性） 
（62）観光業をプロモートするためのもっと具体的な提案がほしかったように思います。例えば

具体的なイベントの提案 Volunteer を活用してのチーム作り等。通訳ガイド有資格者として

活躍できる場を提示していただけるとありがたいと思います。（50 代女性） 
（63）時間の少ない話し合い「元気な源は、緑の多い観光の町」皆良く話しが出来た。（60 代女

性） 
（64）色々な話がうかがえてよかった。「長野県小布施」に学んだらどうかというのは私も同感。

前に行ったことがあって感動した。小さいエリアでいいのでとり入れたい。（30 代女性） 
（65）高慢であった。（不明） 
（66）商工費予算 41,990,000 観光協会の補助金にあるがこのうち人件費が 28,448,000 で事業   

費が 8,792,000 である。花火大会でさえ 4,750,000 で予算代をもっと増やし観光に力を入れ

なくてはならない。（70 代） 
（67）様々な提案がいろいろあって参考になった。（50 代） 
（68）大変有意義でした。（60 代） 
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（１）今回のフォーラムで感じたことは八王子市の現状の問題点が明確になったこと、そして、

その対策として何をすべきかが提言された。これをもとにポイントを絞って実行することが

重要である。また今回のフォーラムの内容について要点を集約し、市民に公開して、市民の

参画意識を図って欲しい。①八王子観光の取組み②外国人にとって魅力的な観光③魅力ある

観光都市像そして岡本氏の上記に対するコメントと最後のまとめ。（60 代男性） 
（２）高尾に絞れば都心からの地の利と景観につきる。亡霊と化した森林遺産とその際まで開発

された墓地群を客は未だ知らない。でも人々がこれで良しとするなら、せめて八王子市・西

部公園緑地事務所管轄トイレは毎日掃除を！（60 代男性） 
（３）京王、薬王院とタイアップした市観光課を中心に、大がかりな宣伝と積極的な行動が必要

（70 代男性） 
（４）有識者の意見尊重し、新しい着想でもって推進願いたい。八王子は閉鎖的なところがまだ

多い。改善の余地がある。観光産業として発展期待します。（70 代男性） 
（５）Information Counter の設置必要。京王高尾山口駅前、外国人向け Volunteer。（70 代男

性） 
（６）外国人だけでなく、日本人に対しても同じように迎えるための案内所をもっとケーブル駅

の近くに作るべきだ。推薦コースを決めて高尾山を案内すべきだ！（60 代男性） 
（７）観光も産業なのだという意識の啓発（60 代男性） 
（８）市民の対応がない様ではだめだ（70 代男性） 
（９）住民の人が他町の知人等を八王子の名所等の案内 PR をする。（70 代男性） 
（10）高尾山頂上見はらしに展望台設置が必要と思う。（70 代男性） 
（11）まずは市民が高尾山に登って高尾山の魅力をはだで感じることが重要であると思います。    

（50 代男性） 
（12）観光を通して学習するという今後の流れから見れば市長の「高尾はゴミがない」との発言

のように自然＋ハードに加えソフト＝市民の態度、行動つまり日常生活そのものが大切な要

素と思う。（60 代男性） 
（13）活発にすべきだ。（30 代男性） 
（14）観光地造りはアイデアが沢山有る（70 代男性） 
（15）JR の放送の「たかお」のアクセントがちがうことが多い。正しいアクセントで「高尾」と

言わせてほしい。（50 代男性） 
（16）市内にある観光箇所をルート化し整備したい。高尾山だけでなく市内全体で観光化したい。

（70 代男性） 
（17）ホスピタリティが重要。ホスピタリティをもてる市民が育つには、市民がほこりをもてる

まちづくりがされてなければならない。（40 代男性） 
（18）JR と京王二駅があるのに、駅前はどこにでもある町並みで人がどこに流れてゆけばいいの

か方向性がない。（駅からどこに行けばいいのか判らない）（60 代男性） 
（19）相模湖、御岳山などと連なった回遊性が必要と思います。（60 代男性） 
（20）駅と現地に案内所がないのはおかしい。－すぐ作ったら！町の広さは自転車を活用したら！

２．「魅力ある観光都市をめざして」についてのご意見・ご提案 
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高尾山の道標がないところ多い。６号路→いなり山で道なりだと下山してしまう。道標に時

間入っていない。（60 代男性） 
（21）もっとそれぞれの人々がおもてなしの心を大事にして観光都市をめざしたいと思いました。

（50 代男性） 
（22）高尾に温泉を！（40 代男性） 
（23）若い人の力、地元の人に対する広報活動も重要である。市民の多数が魅力ある観光都市を

目ざす事が必要（50 代男性） 
（24）観光地としてのホスピタリティ向上が急務であることを感じた。（40 代男性） 
（25）もっと企画をして欲しい（50 代男性） 
（26）事あることの PR 活動が必要であり、お金をかけていくことが大切である。（40 代男性） 
（27）市が中心となって、できる事をはやく実行しなければ変わらないと思う。駅の案内所、Web

サイトの更新、パンフレットの作成はすぐできると思うのでいち早く実行してほしい。また

大学等の交流の橋渡しを早くやってほしい。音楽の町についても早く具体化してほしい。3
年に 1 度では少なすぎるし効果も薄いと思う。毎年やるべき。（40 代男性） 

（28）１．宮崎県では宮崎観光文化検定を実施します。八王子でも八王子高尾山観光文化検定を

実施して下さい。２．上記合格者で MPO 八王子観光ガイド協会を結成して下さい。（70 代

男性） 
（29）「知らせて、見せてまた来たい」の言葉が素晴らしかった。（40 代男性） 
（30）お客さんには思いやり親切さを忘れないよう（70 代男性） 
（31）①案内所の開設②観光庁開設に合わせ、市も観光課を観光部へ→ヒト、カネの付与 
（32）高尾山だけでなく色々な観光スポットがある。特に歴史的な史跡、寺院等もっと取上げる

必要がある。市内在住の外国人から、八王子の魅力を海外に発信してもらうこと、外国人の

観光大使も考えたらどうか。（60 代男性） 
（33）１．野外円形劇場を造る。ジャズフェス、オペラ等を開催する。室内の劇場は都心にあり

余り意味がない。場所は滝山城跡から多摩川にかけてのガケを利用する。２．当市と縁のあ

る小田原北原、甲府武田、米沢上杉の時代祭りを開催する。３．八王子城跡、滝山城跡を利

用して薪能を開催する。（60 代男性） 
（34）今後の課題は多いと感じた。（70 代男性） 
（35）市 HP に対するコーディネーターの意見に感銘した。（50 代男性） 
（36）高尾山口駅前に案内所は是非必要！（50 代男性） 
（37）先ず、水、空気をきれいに、清潔な環境、カジカの声のきこえる川。道標（案内）の整備、

英語以外の外国語での道標等も整備 親切な対応商業主義に偏り過ぎない。交通の利便性向

上（70 代男性） 
（38）実行あるのみ。特にインフォメーションセンターの実現を。（70 代男性） 
（39）特に玄関口である八王子駅、京王八王子駅に観光の窓口が絶対必要（70 代男性） 
（40）５と共通するが、市民が全ホストとしての心をもって、何か新しいもてなしを探し、リピ

ーターを費やすことが大切。（60 代男性） 
（41）地元の人が観光地を自覚して協力する事、自分には何が出きるかを考え協力して行きたい。

観光地高尾の案内所を設けてほしい。（60 代男性） 
（42）美しい魅力ある都市になるためにも清潔で犯罪等のない都市になるべき措置、政策等がよ
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り重要。（50 代男性） 
（43）安価な観光旅行者のための宿泊施設（5,000 円以下１泊 11 人）が必要。観光案内所（通訳

含め）が必要（60 代男性） 
（44）地域住民とのコラボを生かして活動を進めて下さい。（50 代男性） 
（45）最も大事な観光資源である高尾山の自然を保全していくことを何よりも優先すべきである。

（60 代男性） 
（46）岡本先生が言うように、観光の活性については地元の人々の意識を高めて方向を定めるこ

とが大切であると考えている。（30 代男性） 
（47）案内所の設置は是非お願いしたい。（30 代男性） 
（48）保全の事が必要だし市民にできることは何か（70 代女性） 
（49）高尾山を世界遺産にする運動を市が率先してやってほしい。圏央道のトンネルのせいで、

高尾山の自然をめちゃくちゃにさせないでほしい。ジャンクション・インターチェンジで痛

めつけないでほしい。（60 代女性） 
（50）知らせて、見せて、又、来たい町（50 代女性） 
（51）高尾山に頼るのではなくやはり駅周辺を中心に絹の道方面、恩方方面、高尾方面にひとつ

のテーマをたどりながら散策したり行きたいと思うような物語仕立てて観光できたら良いと

思う。歴史や昔話がたくさんあるので。きれいな健康な街づくりをしたい。八王子に呼ぶだ

け迎える側の資質を高めることが大事。（50 代女性） 
（52）最近私の不安に思うこと。混雑した八王子駅で、もし地震になったらどこへ避難すればよ

いのか恐ろしくなりました。北口は建物がいっぱい、南口の開発場所が公園になったらどん

なにいいだろうと考えました。魅力ある観光都市づくりは安全で安心できる街がいちばんで

す。（70 代女性） 
（53）先日高尾山へ行った時、入口のおみやげ屋さんに入ったところ、ビデオカメラをもち撮影

をしているのですが、女の子、女の人の下半身にカメラをむけているのです。みんなは買物

に夢中で気づかずにしていました。安全面を、特にお願いしたいです。（40 代女性） 
（54）伝統があり、高尾山を始め、城あとや大学などこの大都市の八王子のたまに出かける娯楽

には神社仏かくに行ったり高尾山のようにケーブルカーに乗って薬王院まで歩いてとハイキ

ングのように日本を感じ野鳥ともあえたりして宣伝してほしいと思った。（40 代女性） 
（55）市民意識の向上（魅力ある八王子を語れるような）市民観光 PR の充実（又、訪れたいと

思う様な親切、ていねいな街づくり）※案内、食、交通などの 
（56）おむかえする心が大切といいことをきいた。インフォメーションも大切、きれいな町並み

も大切。（60 代女性） 
（57）改札口でてからのインフォメーションセンターは、小さくてもいいので必要だと思う。各

種パンフレットや、おすすめコースの案内など。山の案内図、標識の多言語化。住民登録に

来た方への高尾山 PR 掲示板など。（30 代女性） 
（58）高尾山の登山口か駅に農産物販売所を作ってみては？英語での（ボランティア）ガイドが

常駐していると便利。山登りが好きで、英語を話すシニアは多いと思うので。（60 代女性） 
（59）高尾山は充分 PR ができているから、ミシュランにも選出されたと思う。観光高尾山では、

本来の八王子がすたれてしまう。外国人をよぶにしてもかなりの案内などと思います。 
（60 代女性） 
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（60）人も資源です。私達一人々の意識の向上が大切と思います。今現在の高尾山を守りたいと

思います。客がくるだけが良いと思いません。（60 代女性） 
（61）岡本先生がおっしゃっていましたが、今一番、情報を得るツールとして利用されているの

はインターネット Web サイト、ホームページです。ホームページの充実は早急に取りくんで

ほしいと考えます。外国人観光客の数を増やすには外国語のホームページの充実を是非行な

っていただきたいと思います。（50 代女性） 
（62）250 万人の観光地元協同話し合いを良く聞いてもらいたい。外に行って聞くと観光地とし

て皆自分の家の廻りからきれいに（60 代女性） 
（63）JR 八王子と高尾が離れているので難しいところがあるが週末必ず何かのツアーがあるとか

（駅からハイキングみたいな）高尾山とつなげられたらよい。（30 代女性） 
（64）住んでいる人々が豊かになれる＝住んでいて心地良い、川がきれい、自然や街がきれいで

交通のアクセスも良い等住人が誇りに思える都市にすることゴミの浅川ではみっともない

（南浅川、北浅川）河川内の掃除をして下さい、その上での観光都市です。（60 代） 
（65）外国人を対象とした案内板を作ること。（60 代） 
 
 
 
 
 
（1）「八王子市が考える低炭素社会とは？」「八王子市民は何を望み将来何を期待し住み続けてい

るのか？」（60 代男性） 
（2）八王子商店街の再生を（70 代男性） 
（3）将来を見すえてのまちづくり（60 代男性） 
（4）主として駅付近の町の活性化をめざして（70 代男性） 
（5）市政報告（税金都市）について（70 代男性） 
（6）地域特性を生かした（首都のふところ）都市づくり。（60 代男性） 
（7）八王子市全体像（30 代男性） 
（8）浅川について（70 代男性） 
（9）八王子にも文学者は多い。（小説家、詩人）（50 代男性） 
（10）大学、短大生の活用（70 代男性） 
（11）公共施設と利用方法、八王子のお祭り（60 代男性） 
（12）若い人が参加できるテーマと場作り必要（60 代男性） 
（13）地域の活性化（40 代男性） 
（14）南口再開発及び将来の方向性について（40 代男性） 
（15）八王子の文化名碑を調べて下さい。（観光協会は何もしないので）（例、高尾山に北原白秋

の歌碑があります。）（70 代男性） 
（16）自然界をもう一度見直して気付かなかった史実を再発見発展させましょう（70 代男性） 
（17）「八王子のゴミ問題を考える－ゴミ減量を目ざして」「八王子市の財政問題を考える。－ゆ

とりある八王子市を作ろう」（60 代男性） 
（18）八王子の商店街の活性化をテーマにしてほしいです。（20 代男性） 
（19）観光、文化交流（対アセアン）の促進具体策（70 代男性） 

３．今後、取り上げてもらいたいテーマ等 
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（20）八王子の歴史（50 代男性） 
（21）元気高齢者の活用（70 代男性） 
（22）観光都市としての市の重点事項として更に深めて行くべきであると思う（70 代男性） 
（23）「犯罪のない都市をめざして」（50 代男性） 
（24）セカンドライフ（50 代男性） 
（25）高尾山周辺のインフラをもっと充実せよ。例、山塵周辺のトイレ等（70 代男性） 
（26）高尾山の世界遺産への登録（60 代男性） 
（27）本テーマの第２弾など（30 代男性） 
（28）市民参加のまちづくり（70 代女性） 
（29）同じように Walker の事や広報でも催しがあるとうれしく八王子の発展と活性になるなら

楽しむのは好きなので観光都市として中心都市として宣伝してほしい。（40 代女性） 
（30）八王子市内の活力が今一つなので、どのような取り組みが必要と思われるかのフォーラム

を一度ではなく各テーマに分けて（50 代女性） 
（31）八王子駅前の商店、駅ビル等魅力的な買物ができるよう立川にまけない収容力ある駅前に

してもらいたい（60 代女性） 
（32）八王子名物（30 代女性） 
（33）大きな市のわりには、何かイベント時には、人が集まっても通常の街が生きているとは思

えません。“八王子”と他市の人がおいでになった際、メインのものがほしいと思います。例、

市民会館あとに山車とかみこしをかざり太鼓とかまつり会館などをつくってもらいたい。す

でにお考えとは思いますが。（60 代女性） 
（34）健康が一番、市の病院に一番早く作り病院をかよわず楽しみの町に（60 代女性） 
（35）ユニバーサルデザインの街（30 代女性） 
（36）八王子文化・歴史・産業（60 代） 
（37）里山復活、八王子の自然と公園八王子の河川、森は守られているか（60 代） 
（38）医療費を減らすためには。病気にならないために。（60 代） 
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http://www.city.hachioji.tokyo.jp/
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市は毎年、市政に関わる様々なテーマについて、市長ほか３名のパネリストによる公開討

論をとおし、市民の皆さんとともに考える「げんきフォーラム」を開催しています。 
 今回は、高尾地域をはじめとした本市の観光資源の魅力を再認識し、国際観光都市として

認知され始めた八王子における、これからの魅力ある観光都市実現のために何が必要かを考

えます。 
ご来場の皆さんとの意見交換も予定していますので、ぜひご参加ください。 
なお、「音楽のまち八王子」として、より多くの市民の皆さんが音楽に親しんでいただけま

すよう、今回は、公開討論開始前に≪ミニコンサート≫を開催します。 

【日 時】 平成 20 年２月９日（土）午後１時 45 分～４時 

【会 場】 クリエイトホール ５階ホール 
                                   （八王子市東町５-６  ℡ 648-2231） 

      ☆参加費無料・申込不要（先着順・定員 170 名）、直接会場へお越しください。 
 

コーディネーター 岡本 伸之 氏 【帝京大学経済学部観光経営学科教授、立教大学  
               名誉教授、同大学院ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ研究科兼任講師】  
パ ネ リ ス ト 小澤 眞行 氏 【財団法人東京観光財団常務理事。東京都生活文化局パリ 

事務所長、観光ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ課長などを歴任】 
新井 文子 氏 【株式会社角川ｸ ﾛ ｽ ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｱ  ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ事業部ﾒﾃﾞｨｱ開発部 

ﾀｲｱｯﾌﾟ制作ｸﾞﾙｰﾌﾟ長  前「八王子 Walker」編集長】 
藤嶋 健太郎 氏 【公募市民（大学生）】 
八 王 子 市 長 

  

 
                                                    ＜ミニコンサート＞ 

音楽大学学生による チェロ 演 奏 

演奏時間：午後 1 時 45 分～２時 

             協力：ｶﾞｽﾊﾟｰﾙ･ｶｻﾄﾞ国際ﾁｪﾛ･ｺﾝｸｰﾙ 

実行委員会 

                
※  手 話 通 訳 が あ り ま す 。 

※１歳から就学前のお子さんをお預かりします。ご希望の方は事前に下記までお申し出ください。 

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

八王子市 産業振興部 観光課（TEL 620-7378・FAX 627-5951） 

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

 

 

クリエイトホール 

北口

魅魅力力ああるる観観光光都都市市ををめめざざししてて 
～ 高 尾 に 外 国 人 観 光 客 を ～
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本日は、『げんきフォーラム』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 代以上   

２．『げんきフォーラム』を何でお知りになりましたか。 

(1) 市広報 (2) 市ホームページ (3) ポスター・チラシ (4)  知人  

(5) その他（                      ） 

３．今回のテーマはいかがでしたか。 

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

（(3)の理由：                           ) 

４．『げんきフォーラム』に参加して、これからの観光施策への関心が高まりましたか。 

(1) 大変高まった  (2) まあまあ高まった  (3) かわらない 

（(3)の理由：                           ） 

５．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。 

                                        

                                        

                                        

６．「魅力ある観光都市をめざして」についてのご意見・ご提案をお書きください。 

                                        

                                        

                                        

７．今後、取り上げてもらいたいテーマ等をお書きください。 

                                        

                                        

８．最後に、『げんきフォーラム』に参加しやすい曜日・時間帯はいつですか。 

(1) 平日の夜間    (2) 土曜日の午前    (3) 土曜日の午後  

(4) 日曜日の午前   (5) 日曜日の午後 

※ ご協力ありがとうございました。



 

 

 



 

 

 




