
平成 15 年策定の「都市計画マスタープラン」では、「土地利用」「交通」「みどり」「市街地整備」「都
市環境」「都市景観」「都市防災」の 7分野で「都市づくりの方針」を定めて都市づくりを進めてきま
した。
ここでは、10 年間の「都市づくりの成果」と今後の施策展開について示します。

土地利用

平成 16 年の用途地域の全体見直しの実施や、
平成 23 年の「八王子市市街化調整区域基本方針」
策定など、自然環境と共生する市街地形成を進め
てきました。また、新住宅市街地開発事業（多摩
ニュータウン）や土地区画整理事業（平成 26 年
度末時点完了 40 地区 / 施行中：6地区）、地区計
画（平成 26 年度末時点 109 地区）など、土地利
用の計画的な配置に努めるとともに、平成 18 年
に「八王子市地区まちづくり推進条例」を制定
し、市民ニーズを踏まえた都市づくりの促進を図ってきました。
今後は、人口減少・超高齢社会に対応した、中核都市にふさわしい誰もが暮らしやすい市街地づく
りを目指します。

交通

道路ネットワークでは、圏央道（八王子西 IC・
高尾山 IC）や新滝山街道などの都市計画道路が整
備され、交通環境の改善では JR 中央線との立体
交差化（桜横町立体）や交差点すいすいプラン事
業を進めるとともに、歩道のバリアフリー化や電
線類地中化、浅川ゆったりロード整備事業など、
人にやさしいみちづくりを進めてきました。ま
た、公共交通では、西八王子駅北口の環境整備に
よりバス路線の分散を図るとともに、交通空白地
域への地域循環バス「はちバス」の導入など、公共交通の充実に努めてきました。
今後は、都市基盤ストックを活かしながら道路ネットワークと交通環境の充実を引き続き進め、す
べての人が移動しやすい公共交通への取り組みを進めます。

都市づくりの成果

中央地域の土地利用

新滝山街道
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みどり

「八王子市みどりの基本計画」に基づく都市計
画公園の整備や中心市街地の緑化の推進、みどり
のカーテンの普及・促進や生垣造成費補助等の推
進、「八王子市水循環計画」による「八王子湧水
ネックレス構想」など、水とみどりを活かした都
市づくりと身近なみどりの整備を進めてきまし
た。また、市街化調整区域における市街化の抑制
と自然環境の保全をはじめとして、「八王子市緑
化条例」や「市街地内丘陵地のみどりの保全に関
する条例」に基づく緑地や斜面緑地の保護ととも
に、里山体験活動や遊休農地の活用支援など、自
然緑地の保全と活用に努めてきました。
今後は、水とみどりの多面的な機能を効果的に発揮するために、引き続き関連計画と連携を図りな
がら、生活の様々な場面で水とみどりを活かす都市づくりを目指します。

市街地整備

中心市街地の再生に向けた八王子駅南口再開
発事業や、良質な住宅供給に向けた多摩ニュータ
ウンや八王子ニュータウンの開発事業など、都市
の活性化に資する市街地整備を進めてきました。
また、土地区画整理事業による住工混在市街地の
整序化を進めるとともに、「八王子市宅地開発指
導要綱」「八王子市集合住宅等建築指導要綱」に
よる指導、木造住宅耐震診断や住宅の耐震改修に
よる税制優遇など、安全で快適に暮らせる市街地
整備に努めてきました。
今後は、都市が成長から成熟へ転換する中で、
生活利便性の向上や拠点のにぎわいに資する魅力ある市街地整備と、安心して快適に暮らせる住環境
づくりを引き続き進めます。

栃谷戸公園

八王子駅南口再開発事業
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都市環境

下水道の整備完了により市内河川の水質
（BOD）が改善するとともに、ごみ収集の有料化
や戸別収集、資源化施設の整備による資源循環を
進めてきました。また、水資源の保全や水辺環境
の整備など水循環機能回復の取り組みや「八王子
市地球温暖化対策地域推進計画」による地球環境
問題への対応など、総合的な環境施策を進めてい
ます。
今後は、これらの取り組みを継続するとともに
都市の低炭素化に向けた総合的な施策展開を目
指します。

都市景観

豊かな自然・歴史・文化や、多様な地域性の魅
力や個性を活かした都市景観を創造するため「八
王子市景観計画」を策定して、甲州街道沿道や中
心市街地、高尾山参道など 6地区を重点地区に指
定し、また、JR 八王子駅・京王八王子駅周辺を
都市の拠点として、高尾駅、南大沢駅、八王子み
なみ野駅などの周辺を地域・交流の拠点として位
置づけ、市民や事業者などと協働で持続的な景観
づくりを進めています。
今後は、魅力ある都市空間の創出と住環境のさ
らなる質の向上に向けて多様な地域資源を活か
し、つなげる、八王子らしい景観づくりを目指します。

都市防災

緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業などによる地震災害に強い都市づくりとともに、急傾斜地
崩壊対策事業や浸水対策重点整備事業、洪水ハザードマップの整備などを進めて、風水害等に強い都
市づくりに努めてきました。
今後は、大規模災害への対応力をこれまで以上に高めるため、事前復興などの考え方に基づき地震
や風水害等の被害を最小化する減災都市づくりを進め、災害履歴やリスクを踏まえた土地利用や施設
整備とともに、交通や市街地整備、みどりなど、多分野にわたる政策連携により災害対応力の強化に
努めます。

甲州街道

浅川
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目指すべき「20 年後の都市ビジョン」を示すにあたり、国や東京都が示す考え方とともに、都市づ
くりの転換に対する社会的要請と「都市の現状」を踏まえ、本市における「都市づくりの潮流」を示
します。

（1）国と東京都が示す考え方

平成 26 年 3月に国土交通省が策定した「新たな『国土のグランドデザイン』（骨子）」では、今後の
国土・地域づくりの基本戦略を掲げています。

また、平成 21 年 7月に東京都が策定した「東京の都市づくりビジョン（改定）」では、東京圏全体
の都市構造として、広域的には「環状メガロポリス構造」の実現とともに、身近な圏域では、駅など
を中心に「コンパクトな市街地への再編」を目指しています。

環状メガロポリス構造

環状メガロポリス構造は、東京圏の交通ネットワーク、とりわけ国際的な交通アクセスに不可欠な
空港・港湾や環状方向の広域交通基盤を強化して、圏域の活発な交流を実現するとともに、業務、居
住、産業、物流、防災、文化など多様な機能を地域や拠点が分担し、広域連携により東京圏全域の一
体的な機能発揮を図る都市構造です。同時に、東京圏の丘陵、山地、河川、海岸などの自然資源と、道
路沿いの緑や公園などの都市の環境資源が一体となって、水と緑の骨格をなし、環境との共生をめざ
す都市構造です。

都市づくりの潮流

（1）コンパクトな拠点とネットワークの構築
（2）移動と交流・連携の促進
（3）地域経済を支える産業の活性化
（4）災害に強い国土へのリノベーション

（5）美しい国土を守り、育てる
（6）エネルギー制約・環境問題への対応
（7）インフラを賢く、長く使う　

など

図　環状メガロポリス構造

図　環状メガロポリス構造のゾーン区分
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コンパクトな市街地への再編

身近な圏域においては、社会経済の長期的な展望を踏まえ、充実した鉄道網など既存の都市インフ
ラを活かしつつ、駅などを中心に都市機能を一層集約し、高齢者をはじめとして誰もが暮らしやすい、
コンパクトな市街地への再編を進めるものです。	

（2）本市における都市づくりの潮流

潮流 1：活力と魅力に満ちた「中核都市」

▼	首都圏西部の中核都市にふさわしい都市づくりと、都市の顔となる拠点形成を図ります。
▼		中央道や圏央道、新滝山街道などの広域的な交通ネットワークを活かし、産業拠点の整備など企業
が経済活動を行いやすい環境づくりによる先端技術の集積地としてさらなる発展を目指します。

▼		リニア中央新幹線新駅の開業や横田基地の軍民共用化など、機会を捉え、地域特性や地域資源を活
かした魅力ある観光や交流の活性化を図ります。

潮流 2：超高齢社会を支える「定住都市」

▼		本市は都心部や他県への交通ネットワークが発達しており、都市機能と自然環境のバランスが取れ
た暮らしやすい環境を強みとして活かします。

▼		本市を含む首都圏の郊外都市では、高度経済成長期に大量供給された住宅団地などを中心に、高齢
化が急速に進むと予測されており、高齢者をはじめとして誰もが暮らしやすい市街地への再編を進
めます。

▼		住宅需要の低下や高齢化の進展などを見据え、豊かな住生活を支える生活環境を構築し、変化する
世帯構成やライフスタイルに対応した定住都市を目指します。

潮流 3：持続可能な「自立都市」

▼		深刻化する地球温暖化問題やエネルギー問題などを背景に、低炭素都市づくりの推進や、エネルギー
の地産地消を進めます。

▼		災害時の都市機能・ライフラインの維持に向け、都市基盤等の計画的かつ効率的な維持・更新やバッ
クアップ機能の強化を図ります。

▼		厳しい財政環境が予想される中、安定的で質の高い行政サービスを提供するため、市民と行政の役
割分担、多様な主体との協働、効率的・効果的な行政サービスのあり方などについて新たな合意形
成を図ります。
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「都市の現状」と「都市づくりの潮流」から、次代にふさわしい都市づくりを進めるにあたり、市民
の皆さんが概ね 20 年後の都市の姿をイメージできるよう、「20 年後の都市ビジョン」を示します。
この「20 年後の都市ビジョン」を実現するには、次のような課題に取り組む必要があります。

ビジョン１
広域的な交通利便性のポテンシャルを
活かした交通体系の整備により、人とものを
惹きつけ、地域経済が活性化している。

都市づくりの潮流 ２０年後の都市ビジョン 主要課題

課題１
交通結節点としての
機能を高める交通
体系の充実

ビジョン２
都市機能の集積や公共交通等の充実により、
暮らしやすいまちが実現している。潮流１

活力と魅力に満ちた
「中核都市」

潮流 2

超高齢社会を支える
「定住都市」

潮流３

持続可能な
「自立都市」

課題２
人口減少・超高齢社
会に対応した市街地
の再編

ビジョン３
中心拠点は人でにぎわい、
地域拠点は魅力が高まっている。

課題３
中核都市に
ふさわしい
都市拠点の活性化

ビジョン４
まちと自然とのつながりが深まり、
生活の様々な場面でみどりが活かされている。

課題４
みどりや水辺を
活かした魅力づくり

ビジョン５
環境負荷の低い低炭素なまちづくりが進み、
都市の自立性が高まっている。

課題５
環境負荷の少ない
都市づくり

ビジョン６
歴史・文化・自然・まちなみを活かし、
訪れたいまちが実現している。

課題６
八王子の多様な
地域資源の活用

ビジョン 7
災害への強さを活かし、
住み続けられるまちが実現している。

課題７
災害時でも持続する
都市機能の構築

20 年後の都市ビジョンと都市づくりの主要課題
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ビジョン 1  広域的な交通利便性のポテンシャルを活かした交通体系の整備により、 
人とものを惹きつけ、地域経済が活性化している。

 地域経済の活性化  
▼		広域的な交通ネットワークの発展により、物流が効率化されるなど、圏央道八王子西 IC 周辺の
産業拠点などでは企業立地が進み、中心市街地ではにぎわいが創出され地域経済が活性化して
いる。
 交流人口の拡大 

▼		八王子南バイパスや北西部幹線道路などが新たな都市の骨格となり、地域内の道路ネットワー
クが強化され、産業や商業などの様々な機能集積が進み、交流人口が拡大している。
 すべての人が移動しやすい交通環境 

▼		路線バスの利便性向上や多様な交通手段の展開、安全で快適な生活道路づくりなどにより、す
べての人が移動しやすい交通環境が実現し
ている。
 道路ネットワークを活かした広域防災 

▼		大規模災害時の活動を支援する拠点や災害
拠点病院などが主要な幹線道路で結ばれ、
広域的な防災機能が強化されている。

産業拠点：	地域経済の持続的発展に向けて産業機能を導入・
育成する、中央道八王子 IC 周辺、圏央道八王子
西 IC 周辺、北八王子駅周辺

大規模災害	時の活動を支援する拠点：各拠点が持つ多面的な
機能や位置づけと一体となった市域を超えた広
域的な機能強化を図る、圏央道八王子西 IC 周辺、
中央道八王子 IC 北地区、八王子医療刑務所移転
後用地、多摩NT鑓水周辺

東京方面

新宿・東京方面

新宿方面

中央道

中央本線

京王線

京王
相模原線

八高線

高崎方面

横浜線相模線

新横浜・横浜方面
東名高速・新東名

リニア中央新幹線

東関東道
常磐道

東北道

関越道

圏央道

山梨・名古屋方面

甲府・松本方面

名古屋方面
　（大阪）

新滝山街道

北西部幹線道路

八王子南バイパス

八王子駅
周辺

八王子市内

品川方面

広域的な交通利便性（ポテンシャル）のイメージ

 道路ネットワークの充実 
▼		圏央道の整備による首都圏環状方向との連携
強化をはじめ、他都市や市内の地域間を結ぶ
広域的な避難路ともなる道路ネットワークの
充実が課題です。

▼		市内では依然として交通渋滞が生じている箇
所があり、引き続き、交差点改良や道路拡幅
整備が課題です。
 すべての人が移動しやすい交通環境 

▼		人口減少や高齢化により、路線バスをはじめ
とした移動手段の確保が困難な地域があり、
公共交通が不便な地域の解消に向けて、地域
特性に応じた交通手段の確保が課題です。

▼		相模原市内にリニア中央新幹線新駅の設置が
予定されており、多くの利用者が見込まれる
ことから、公共交通の輸送力の強化などによ
り、本市へ新たな人の流れを創り出すことが
求められています。
 安全で快適な生活道路づくり 

▼		通学路をはじめとして、歩行者や自転車が安
全で快適に通行できる地域特性に応じた生活
道路の整備が課題です。

課題 1：交通結節点としての機能を高める交通体系の充実
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ビジョン 2 都市機能の集積や公共交通等の充実により、暮らしやすいまちが実現している。

 拠点へのアクセス 
▼		中心拠点では都市機能が強化され、地域拠点や生活拠点では生活利便性が高まり、自家用車を
利用できない高齢者や子育て世帯などの外出のために様々な移動手段で結ばれている。
 身近な生活圏 

▼		身近な生活圏では、買い物を中心とした日常生活に必要な機能・サービスが立地し、歩いて暮
らせる住宅地が実現している。
 空き家への対応 

▼		地域が主体となったコミュニティにより、空き家や空き地の適正な管理と活用が図られるなど、
住宅地の魅力づくりが進められている。

 誰もが暮らしやすい市街地への再編 
▼		駅などを中心に都市機能を高めるとともに、
すべての人が移動しやすい交通環境を整え、
地域包括ケアシステムの推進など、高齢者を
はじめとして誰もが暮らしやすい市街地への
再編が求められています。

▼		日常生活に必要な買い物を中心として、交流、
福祉、子育て支援などを支える機能・サービ
スを身近な生活圏に誘導するなど、歩いて暮
らせる住環境づくりが課題です。

 多様な世代が住み続けられる都市づくり 
▼		本格的な人口減少・超高齢社会を見据え、市
民のライフスタイルの変化に対応し、多様な
世代が住み続けられる都市づくりが求められ
ています。
 空き家への対応 

▼		適正な管理を前提として、地域が主体となっ
た空き家・空き地の利活用が地域づくりの課
題です。

課題 2：人口減少・超高齢社会に対応した市街地の再編

暮らしやすいまちのイメージ

居住居住

商店商店 ATM等ATM等

居住居住

居住居住居住居住

クリニッククリニック

自然自然

徒歩圏徒歩圏

居住居住

自然自然

自然自然

商業・
  業務
商業・
  業務

保育所保育所

病院病院

生活
支援
生活
支援公園公園

交流
施設
交流
施設

都心居住都心居住

都心居住都心居住

中心商業・業務複合地中心商業・業務複合地

交流
施設
交流
施設公園公園

産業交流産業交流

文化文化

教育・文化教育・文化

交通空白地域交通空白地域

交通空白地域交通空白地域

駅駅

駅駅

駅・バス停駅・バス停バス停バス停

多様な交通手段多様な交通手段

観光・交流エリア観光・交流エリア

〔身近な生活圏〕〔身近な生活圏〕 〔地域拠点・生活拠点〕〔地域拠点・生活拠点〕 〔中心拠点〕〔中心拠点〕

福祉福祉

中心拠点：	多様な都市機能の集積と魅力ある都市環境の形成を図る八王子駅から西八王子駅周辺
地域拠点：	中心拠点の機能と連携し、商業、業務、生活支援サービスなどの都市機能の集積を図る地域における交流や日常生活

を支える拠点
生活拠点：	日常生活の買い物を中心とした機能・サービスの集積を図る地域拠点の機能・サービスを補完する拠点
身近な生活圏：	バス停等を中心とした徒歩圏に生活に必要な施設・サービスの立地誘導を図るエリア
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ビジョン 3 中心拠点は人でにぎわい、地域拠点は魅力が高まっている。

 中心拠点のにぎわい 
▼		中心拠点では、市民発意によるまちづくりや民間投資、大学や企業などとの連携による新たな
魅力とにぎわいづくりとともに、人を中心とした交通環境づくりにより回遊性が向上し、来街
者が増えている。
 地域拠点の魅力 

▼		地域拠点では、日常生活や交流を支える機能・サービスの集積とともに、公共交通の乗り継ぎ
利便性の向上や安全に歩いて回遊できるなど、拠点の魅力が高まっている。
 産業拠点の機能 

▼		産業拠点では、広域的な交通ネットワークを活かした新たな産業の誘致により、地域経済の活
性化に寄与している。

 中心拠点の新たなにぎわいづくり 
▼		八王子駅から西八王子駅周辺に至る中心拠点
は、中核都市としての魅力と活力を高め、新
たなにぎわいを創出する都市機能の集積が課
題です。
 地域拠点の魅力づくり 

▼		地域拠点や生活拠点は、地域特性に応じた日
常生活を支える都市機能の集積を図るととも
に、空き店舗の活用など活力ある地域づくり
や拠点間の連携強化による利便性の向上など
拠点の魅力づくりが課題です。

 都市拠点の交通環境の充実 
▼		中心拠点では歩行者の回遊性向上によるにぎ
わいづくり、地域拠点では交通結節機能の強
化など、交通環境の充実が求められています。
 新たな産業の受け皿づくり 

▼		職住近接と地域経済の持続的発展に向けて、
新たな産業を誘致・育成するための受け皿づ
くりが求められています。

課題 3：中核都市にふさわしい都市拠点の活性化

産業拠点：	地域経済の持続的発展に向けて産業機能を導入・育成する、中央道八王子 IC 周辺、圏央道八王子西 IC 周辺、北八王
子駅周辺

中心拠点のイメージ 地域拠点のイメージ
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ビジョン 4　 まちと自然とのつながりが深まり、生活の様々な場面でみどりが活かされている。

 自然環境を活かした魅力づくり 
▼		まちと自然が重なり合う地形的・流域的特性を活かし、丘陵地や谷戸、河川などの地形や自然
環境を活かした魅力づくりが進んでいる。

▼		自然環境や地域資源の特性を活かしたメリハリある活用と保全が図られ、バランスのとれた自
然環境の保全と市街地整備が戦略的に実現している。
 水とみどりのネットワーク 

▼		生物多様性への配慮や都市の潤いづくりの観点から水とみどりのネットワークが形成されている。
 身近なみどり 

▼		市民が気軽に憩い、安らげる場としての公園や身近なオープンスペースが増えている。
▼		日常生活の場と地域の身近な自然環境や景観資源などへのアクセスが容易になり、まちと自然
とのつながりが深まっている。

 自然環境を活かした都市の魅力づくり 
▼		都市部と近接しながらも、水とみどりに恵まれ
た自然環境は、八王子らしさの源泉であり、こ
れらを活かした都市の魅力づくりが課題です。

▼		河川の緑化や街路樹と民有地のみどりのつな
がりなど、水とみどりのネットワークづくり
が課題です。
 秩序ある土地利用 

▼		樹林地や農地などの自然的土地利用は減少傾
向にあるため、宅地などの都市的土地利用と
の適切なバランスによる秩序ある土地利用が
求められています。

 積極的な緑化・自然環境の保全 
▼		市街化区域では、みどり豊かな市街地を形成
していくため、限られた空間を有効に使いみ
どりの質を高めるなど、民有地も合わせた積
極的な緑化が課題です。

▼		市街化調整区域については、引き続き、自然
環境の保全、農地の保全と活用が課題です。
 生物多様性への配慮 

▼		生物多様性に配慮したみどりや水辺の保全・
活用の仕組みづくりが課題です。

課題 4：みどりや水辺を活かした魅力づくり

自然環境を活かした都市の魅力づくりのイメージ
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ビジョン 5 環境負荷の低い低炭素なまちづくりが進み、都市の自立性が高まっている。

 都市の低炭素化 
▼		エネルギーの面的利用や建築物等の効率的なエネルギー利用が進むとともに、公共交通の充実
をはじめとした多様な交通手段が導入され、都市の低炭素化が進んでいる。
 都市の自立性 

▼		再生可能エネルギーなどの多様なエネルギーの利用、省エネルギー化や高効率機器の導入が進
み、都市の自立性が高まっている。

 低炭素都市づくり 
▼		温室効果ガスである CO2 の排出削減に向け
て、エネルギー効率の高い市街地形成や、公
共交通をできるだけ利用する交通環境の整備
など、低炭素都市づくりが課題です。
 再生可能エネルギーの利用促進 

▼		東日本大震災における計画停電などの経験か
ら、豊かな自然環境を活かした再生可能エネ
ルギーの活用など、エネルギーの地産地消が
求められています。

 市民・事業者・行政が一体となった地球温暖化対策 
▼		ライフスタイルの転換など、市民・事業者・
行政が一体となって地球温暖化対策に取り組
むことが必要です。

課題 5：環境負荷の少ない都市づくり

低炭素なまちづくりのイメージ
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ビジョン 6 歴史・文化・自然・まちなみを活かし、訪れたいまちが実現している。

 八王子らしさの発展的継承 
▼		魅力豊かな地域資源（歴史、文化、自然、農産物、祭り、まちなみなど）は、地域が主体となっ
て発展的に継承され、地域の魅力づくりにより来街者が増加し、訪れたいまちが実現している。
 地域資源を活かした魅力づくり 

▼		市街地の背景となる山並みや里山、市民の潤いとなる水辺空間など、自然環境や景観に配慮し
た地域の魅力づくりが進んでいる。

▼		身近なみどりと豊かな自然環境に包まれ、都心へのアクセスにも優れたゆとりある新しいライ
フスタイルとして、住み続けたいまちが実現している。

 地域の魅力を活かした景観づくり 
▼		歴史、文化、自然、まちなみといった地域の
魅力を活かし、それらをつなげ、人々を惹き
つける景観形成が課題です。
 観光・レクリエーション資源の活用による地域活性化 

▼		豊かな自然環境や歴史・文化などの観光・レ
クリエーション資源を活用し、回遊性の向上
と合わせた地域活性化が課題です。特に、高
尾山を起点とした広がりのある観光の魅力づ
くりが求められています。

 地産地消の推進 
▼		農産物の地産地消による都市型農業を進め
て、八王子ブランドのアピールとともに新しい
ライフスタイルにつなげることが課題です。
 多様な人材を担い手とした地域づくり 

▼		産業都市、学園都市として、多様なポテンシャ
ルを有する人材を担い手とした地域づくりが
求められています。

課題 6：八王子の多様な地域資源の活用

地域資源を活かしたまちづくりのイメージ
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ビジョン 7 災害への強さを活かし、住み続けられるまちが実現している。

 減災都市づくり 
▼		市域を超えた広域的な防災機能の強化とともに、地震災害に強い都市づくりが進み、被害を最
小化して、しなやかに対応できる減災都市づくりが進んでいる。
 災害履歴やリスクの考慮 

▼		近年、多発傾向にある局地的な大雨や大雪、大型化する台風などへの対応では、災害履歴やリ
スクを踏まえた土地利用や施設整備が進み、風水雪害に強い都市づくりが進んでいる。
 地域の安全・安心 

▼		地域の自助・共助の強化や犯罪を未然に防ぐ取り組みなど、住民主体による地域の活力向上と
防災・防犯力の強化が進んでいる。

 政策連携による広域的な都市防災 
▼		土地利用、交通、市街地整備、みどりなど、
多分野にわたる政策連携により、首都直下地
震への対応など、広域的な視点から大災害で
も持続する都市機能の構築が課題です。
 災害に強い都市機能 

▼		災害時の救援活動などの大動脈として機能す
る幹線道路ネットワークとともに、災害時の
活動を支援する拠点の整備や災害拠点病院等
へのアクセスの強化が課題です。

▼		高度経済成長期に整備された道路や橋梁など
の都市基盤の多くが更新時期を迎えることか
ら、計画的かつ効率的な維持管理が課題です。

 災害に強い市街地づくり 
▼		火災や震災の被害を最小化するために、道路
や河川などの水とみどりの多面的機能を活か
した延焼遮断機能の強化や建築物の耐震化な
どによる災害に強い市街地づくりが課題です。
 風水雪害への対応 

▼		豪雨時の河川の氾濫や土砂災害など、近年の
気候変動により生じる風水雪害への対応が引
き続き課題です。
 住民による主体的な防災・防犯活動 

▼		住民による主体的な防災・防犯活動により、
自助・共助の体制づくりや、高齢者や障害者
などの地域からの孤立を防ぐコミュニティづ
くりが求められています。

課題 7：災害時でも持続する都市機能の構築

広域的な防災機能のイメージ

災害拠点病院

特定緊急輸送道路

広域避難場所救援物資
配送拠点

ネットワーク
ネットワーク

ネットワークネットワークネットワーク

ネットワーク

ネットワーク

八王子市内

市域外への支援
活動支援
　拠点
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