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「多様な人々が集い、暮らし、創造する中心市街地」をめざして

本市の中心市街地は、江戸時代初期に徳川家康の命を受けた大久保長安の町割り(現

在の都市計画)により、横山町、八日町、八幡町などの宿場を擁する甲州街道を軸に、織物

を中心とした交易や商業が集積した多摩地域の中心地が形成されました。

明治時代における2度の大火や八王子空襲により、中心市街地は甚大な被害を受けました

が、そのたびに力強く復興し、58万人の人口を擁する本市の “中心拠点"として発展を続けて

きました。

一方、周辺都市の発展や近年のモータリゼーションの進展などに伴う商業-業務機能の郊

外化なとやと¥¥った社会情勢により、中心市街地をめぐる経済的、社会的環境はかつての状況

から大きく変化しています。

このような現状から、歴史ある市街地の保全と適切な更新や、都市生活を楽しむことのでき

る空間の整備を皆様との協働により進めるため、「中心市街地まちづくり方針(市街地総合再

生基本計画)Jを策定いたしました。

本計画では、「多様な人 々が集い、暮らし、創造する中心市街地~わがまち八王子の再

生を目指して--vJをまちづくりの目標として掲げ、「集いと交流Ji回遊と滞留Ji暮らし」の場づくり

及び「まちのリノベーションJを、地域の皆様との「協定IJJにより実現して¥¥くこととしております。また、

旭町・明神町地区における拠点整備やペテゃストリアンデッキの延伸、西放射線ユーロードを中

心とした歩行空間の整備など、中心市街地のグランドデザインをお示し¥¥たしました。

本計画に掲げた様々な取り組みを着実に実現し、蔵造りの建築物や中町の黒塀などの地

域独自の歴史・文化資源、とあわせて、周辺都市にはない、地域の魅力や特色を活かした奥

の深いまちづくりを行う所存であります。

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議、ご検討¥¥ただきました検討委員会の皆様を

はじめ、地区別勉強会にこe参加いただいた地域住民の皆様、中心市街地のまちづ〈けりヘの熱

い思いをお寄せいたた

続きi、本市のまちづ〈切』りjにご理解とご協カを賜りますようお願い申し上げます。

平成 28年3月

八王子市長

たか ゆき





このたび、八王子市がまとめられた中心市街地のまちづくり方針の策定を手伝わ

せていただきました。八王子市は東京で一番古い市として長い間多摩地域の中心の

役割を果たしてきました。東京の市街地が拡大して¥，¥く中、近郊の都市は次々と巨大

な東京の市街地と一体化していきます。八王子も JR線や京王線の便により東京の

市街地の一部を担ってきた部分もあります。鉄道網の充実とともに自動車の利用環

境が改善され、東京圏においても自家用車が利用しやすい郊外部において、庖舗

や公共施設などが増え、鉄道駅を中心とする従来からの中心市街地は相対的に元

気がないとも言えます。

東京においても近い将来に人口減少が始まるといったことを考えますと、これまでの

ように新たな市街地を開発してL、くのではなく、すでにある街を再び元気にして、人口

減少に耐えうるまとまりの良い都市を作ってL、くことが重要です。今回のまちづくり方針

の策定にあたっては、東京の一部を担いつつも八王子は東京に一番近い独立した

都市であるとの認識のもと、歴史ある中心市街地が持つ多様な機能と魅力をきちん

と活かしながら、他のどの都市でも成しえない独自の魅力と活力を持つ街のあり方を

議論してきました。そしてその目標は高〈置こうと関係する人たちで確認してきました。

街の魅力は多くの人が集まり、さまざまなことが起き、それらが重なり合って快適な、

また楽い 1時間が過ごせることにあると思います。そのような観点から見ますと、八王

子の中心市街地には時間の積み重ねが作り出したさまざまな魅力要素が多〈存在し

ていることに気づきます。これを見つめ、次の時代の人々が魅力と感ずるよう育て、磨

L、て¥，¥くことが重要です。今回のまちづくり方針は、そのようなまちづくりの内容をとりまと

めたものと言えます。

このたびの方針は出発点です。中央線の駅を含む中心市街地において元気な街

を作り出していこうてへはありませんか。

八王子市中心市街地総合再生基本計画検討会座長

(法政大学教授)

JるA公雄

E 





1.計画の趣旨l

1 .計画の概要



iI計画の趣旨1

1 -1 計画の対象区域

本計画の対象となる八王子市の 「中山市街地」は、古くから、市および多摩地践の産業 ・経済 ・

行政の中山であった甲州街道の沿道と、新たな中山であるJR八王子駅・京王八王子駅をさむ約

115haの区域とレます。

。 北側境界:甲リ'1'1街道北側 100mに位置する道路(東側の高校敷地等を除く〉

~東側境界 :1かえで通りJ

~南側境界 :1子安公園通り」

+西側境界 :1国道 16号J及び 「市道八王子 380号線J

<本計画の対怠区爆>

2 



iI計画の趣旨1

1-2 計画の位置づけと狙い

本計画には以下に示す2つの役割が求められています。

~よ位計画である「都市づくりビジョン八王子 第2次八王子市都市計画マスタ一フランJ(平

成 27年 3月策定)の内容を踏まえて、中山市街地を対象とするより詳細な 「地域づくりの

方針」を示すもの

。本計画と同じく中山市街地を対象とする rJ ¥王子市中山市街地活性化基本計画J(平成 25年

6月〉の実現を推進するため、都市計画や市街地整備等の基本方針や具体的な整備内容を示す

ちの

そこで本計画では、基盤整備や再開発等のハード分野と中山市街地を再生するだめの仕組みづく

り等のソフト分野の両方の視点からまちづくりのグランドデザインをとりまとめます。

本計画は中山市街地に関わる住民や事業者、行政等が共有するまちづくりの羅針盤であり、個々

の事業やまちづくり活動を進める際の参考となるちのです。

<本計画の位置づ付>

基本構想・基本計画
r J ¥王子ビジョン2022J

八王子市産業振興
マスタープラン

都市づくりビジョン
八王子

第二次八王子市都市計
画マスタープラン

:‘... ... .. ... ... ..・・・・・・・・・H
• • 

反映 ・

3 

要京都の計画

|O東京の都市づくりビジョン(改定)I 
10都市計画区鼠の整備、開発及び保全.

の方針 〈都市計画区1或マスタ一フラン〉

O都市再開発の万針及び住宅市街地
の開発整備の方針

その他の分野別の計画
。八王子市環境基本計画

0八王子市地域防災計画

0八王子市交通マスタ一フラン

O八主子市住宅マスタ一フラン

O八王子市景観計画

V 
関連する個別計画

。八主子市安海パリ7フフリー基本
構想

問穴王子耐震改修促進計画

10八王子MICE都市推進センタ
一活動計画基本構想 (商工会議所
策定〉

関連する工リアの計画

|011町.~酔明捌豆周辺まちづくり荷額|

|OJ¥3:子量購日司3也茎まちづくり方針 |




