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八王子市中心市街地活性化協議会設立総会 議事録 
 

日 時：平成 29 年 4 月 11 日（火）13 時 30 分～14 時 20 分 
場 所：八王子商工会議所 4 階会議室 
出席者：八王子商工会議所 
      田辺 隆一郎（会頭）、町田 典子（副会頭）、清水 公男（常議員） 

宮瀬 睦夫（政策委員会委員長）、落合 隆（専務理事） 
    一般財団法人八王子市まちづくり公社 
      中山 恒夫（理事長）、田中 正雄（常務理事） 
    八王子市 
      駒沢 広行（副市長）、太田 國芳（拠点整備部中心市街地対策担当部長） 
      木内 基容子（産業振興部長）、中邑 仁志（都市計画部交通企画課長） 
      田中 勉（道路交通部管理課長） 
    西放射線通り商店街振興組合 
      前野 博（理事長）  
    八日町商店街振興組合 
      加藤 一詞（理事長） 
    JR 東京西駅ビル開発株式会社 セレオ八王子北館 
      田倉 哲男（営業部長） 
    株式会社東急モールズデベロップメント 八王子東急スクエア 
      池田 健介（総支配人） 
    京王電鉄株式会社 京王八王子ショッピングセンター 
      平松 愛久（支配人） 
    国土交通省相武国道事務所 
      市川 明広（副所長） 
    東京都南多摩西部建設事務所 
      片岡 正英（事務所長） 
    八王子警察署  
      山口 紀浩（署長） 
    JR 東日本旅客鉄道株式会社 
      加藤 明人（八王子駅長） 
    西東京バス株式会社 
      宮坂 周治（取締役社長） 
    八王子市タクシー合同営業運営委員会 
      下田 直啓（会長） 
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     公益社団法人八王子観光コンベンション協会 
       大野 彰（会長） 
     多摩信用金庫 
       石垣 圭一（専務理事） 
     西武信用金庫 
       落合 寛司（理事長） 
     一般社団法人八王子青年会議所 
       山田 恭之（理事長） 
     一般社団法人リノベーション住宅推進協議会 
       大島 芳彦（副会長） 
     事務局（八王子商工会議所） 
       細谷 幸男（理事・事務局長）、北島 剛（地域振興部部長） 
       秋山 尚子（地域振興部係長）、下里 直之（中小企業相談所係長） 
       麻島 孝之（地域振興部主任）、森下 将希（地域振興部） 
     八王子市 
       青木 和宏（拠点整備部中心市街地政策課課長） 
       和田 隆 （拠点整備部中心市街地推進課課長） 
       中山 卓巳（拠点整備部中心市街地政策課主査） 
       上奥 健二（拠点整備部中心市街地政策課主任） 
     一般社団法人八王子市まちづくり公社 
       岡田 勝美（事務局長）、橋本 茂（事業課主査）、細井 東（事業課主幹） 
資料：①八王子市中心市街地活性化協議会設立総会次第 
   ②八王子市中心市街地活性化協議会設立総会出席者名簿 
   ③八王子市中心市街地活性化協議会設立総会座席表 
   ④八王子市中心市街地活性化協議会委員名簿 
   ⑤八王子市中心市街地活性化協議会設立趣意書 
   ⑥八王子市中心市街地活性化協議会規約（案） 
 
1. 開会 
 
事務局 大変長らくお待たせいたしました。定刻になりましたので、只今より、八王子市 
   中心市街地活性化協議会設立総会を始めさせて頂きます。本日、司会をさせて頂き

ます、八王子商工会議所地域振興部の北島と申します。よろしくお願い致します。

はじめに議事次第に入る前に資料の確認をさせて頂きます。 
 

～資料確認、不足なし～ 
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    ここで、八王子市中心市街地活性化協議会準備会の会長であり、法定協議会の設

置者となります、八王子商工会議所、田辺会頭よりご挨拶を申し上げます。よろ

しくお願いいたします。 
 
2. 挨拶  八王子商工会議所 会頭 田辺 隆一郎 

 
田辺会頭 年度初めでお忙しい中、また今日は雨で足元の悪い中、八王子市中心市街地活

性化協議会設立総会にご出席頂きましたことを心から御礼申し上げます。今年は

八王子市が市制 100 周年という記念すべき年に八王子市中心市街地活性化協議会

がスタートするという事は誠に意義のあることだと思っております。この協議会

を発足に至るまで、懇談会、準備会、協議会、設置致しました。その間に、それ

ぞれの会に委員としてご協力を頂きました皆様方に心から御礼申し上げます。八

王子も振り返れば 7 年かかってここまできたと思っております。それぞれの地域

の中心市街地を活性化するという事は大変大きな事であると思っております。そ

れぞれの都市についても多くの問題について取り組みを一生懸命されたわけであ

りますが、その歩みというものを辿っていきますと、決してそれは上手くいって

きたかというとそうではないという風に考えております。当初の頃の考え方とい

うのは、どちらかと言いますと中心市街地活性化については中心市街地の消費者

を活性させる事という考え方が比較的強い状況でございました。私はその様な考

え方では上手くいかないのではという事を常々申し上げてきました。それらを踏

まえて町全体の中での中心市街地というのは、どうあるべきなのかという事を中

心とした中心市街地活性化でなければいけないのではないかという事を基本とし

て平成 18 年 8 月にまちづくり三法が改正されました。当然これからも促進をする

という意味ではこの三法の改正をすることに併せまして、言うならば内閣総理大

臣を本部長にする内閣府に本部が出来まして一定の条件を充たしていれば国がそ

れを認定し、そして認定されたところというのは、国からの色々な意味でのお力

を頂ける。もちろんその中には補助金等も入っているという様な形で促進をさせ

ようという事で努力をしたわけでございます。その様な事でございますので当然、

色々な都市が手を挙げて認定を受けた。何年かの間には 100 を超える都市が認定

を受けるという状況になっていたわけでございます。認定 1 号としては青森が認

定 1 号を受けました。それから色々な都市が認定を受けたわけでございますが、

果たして認定を受けたところが中心市街地の活性化が上手くいっているのかとい

う事になりますと、なかなかその様な状況にはないというのが現状でございまし

た。その中で中心市街地活性化というものを見直していかなければいけないとい

う事で、内閣府、経済産業省の中で委員会を設けて検討をして参りました。私は

日本商工会議所の立場で両方の委員会、委員に協力を致しまして、色々な方々の
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ご意見をお伺いして、また私自身も意見を申し上げてきたわけでございます。 
    決まりきったものではなくて、もう少し伸び伸びとそれぞれの都市が自分の持っ

ている都市の特色を生かした中心市街地を創っていくんだという風なものにして

いかないと国全体としての盛り上がりも欠け、また街そのものの成功にも繋がら

ないのではないかというのが大きく取り上げられている。そして平成 26 年 7 月に

中心市街地活性化法が改正されました。この改正によりまして、八王子市も十分

に認定を受けられる条件が整ったというところでございます。いよいよこれから

本格的に八王子も中心市街地活性化に取り組みますが、私は少し遅れたと思って

おりますが、逆にこの遅れたこと自体が八王子の街にとっては、むしろプラスに

なったのではないかと思っております。これからも中心市街地活性化協議会のあ

り方、考え方、進め方というものが八王子の街の活性化に大変大きな影響や役割

を及ぼすと私自身も自覚しているところでございます。是非、それぞれの立場に

おかれまして色々な意味でのご意見を頂戴頂きそれらを反映して、この街づくり

を進めていきたいなと考えております。大変お忙しい方々ばかりだと思っており

ますが、八王子の街の発展の為にお力を頂きますことを冒頭にお願い申し上げま

して私からのご挨拶とさせて頂きます。本日はありがとうございます。 
事務局  ありがとうございました。続きまして本日、ご出席頂いている委員の皆様を紹

介させて頂きます。皆様のお手元にあります、八王子市中心市街地活性化協議会

委員名簿に基づいてご紹介させて頂きますので、恐れ入りますがご紹介の際には、

ご起立をお願い致します。 
 
3. 委員の紹介 

～委員名簿に従い各委員を紹介～ 
 

4. 設立趣旨について 
 
事務局  続きまして本協議会の設立趣旨でございます。皆様方のお手元にあります趣旨

説明の設立趣意書がございます。事務局の方から朗読をさせて頂ければと思いま

すので、宜しくお願いいたします。 
    八王子市中心市街地活性化協議会設立趣意書でございます。 
    八王子市の中心市街地は、多様な都市機能が集積し、歴史、文化、伝統等を育 

んできた「街の顔」であります。しかし、モータリゼーションの進展、これに伴 

う郊外型大型店舗の進出、ネット販売の台頭、都市間競争の激化、市民のライフ 

スタイルの多様化等の社会経済情勢の著しい変化により、中心市街地の疲弊が懸 

念されています。 

国においても中心市街地の再生は、人口減少時代に対応していく必須の課題と 
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して捉えられ、平成１８年８月に中心市街地における都市機能の増進および経済

活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、いわゆる「まちづくり３法」の

「中心市街地活性化法」、「大規模小売店舗立地法」および「都市計画法」を改

正し、新たなまちづくりを目指すこととなりました。 

八王子市においては、この改正法の理念を踏まえ、少子高齢化の進展や社会経 

済情勢等の変化に対応するために、紆余曲折があったものの、平成２６年７月の

中心市街地活性化法の改正により、大きな課題の解決に目途が立ち、国の認定を

受けるべく、この度の中心市街地活性化基本計画（以下「基本計画」）を現在鋭

意作成中です。 

本基本計画は、幅広い意見を反映することが重要であることから、八王子商工 

会議所及び、中心市街地整備推進機構たる一般財団法人八王子市まちづくり公社

は、中心市街地活性化法に基づく「八王子市中心市街地活性化協議会」を共同で

設立することといたしました。 

本協議会は、八王子市が策定する基本計画及びその実施に関し意見を述べるな 

ど、地域関係者との協働による、中心市街地の活性化を総合的かつ一体的に推進

していく所存です。 

関係各位におかれましては、本協議会の趣旨にご賛同賜り、積極的なご参画を 

お願い申し上げます。平成２９年４月１１ 日、設立発起人 八王子商工会議所、

会 頭 田辺 隆一郎、 設立発起人 一般財団法人 八王子市まちづくり公社、理

事長 中山 恒夫 

      

5. 議事 

 

1号議案 八王子市中心市街地活性化協議会規約(案)承認の件 

2号議案 八王子中心市街地活性化協議会会長、副会長選任の件 

 

事務局 続きまして本日の議事になります。議事の進行につきましては、事務局を仰せつ

かっております八王子商工会議所の落合専務理事にお願い致します。 

落合専務理事 八王子商工会議所の落合でございます。本日の議事が1号議案が本協議会の

規約について、2号議案が会長、副会長の選任、そこまでを私たちが進行させて頂き

ますので宜しくお願い致します。それでは議事の1号議案でございます。八王子市中

心市街地活性化協議会規約案承認の件でございます。事務局から説明をお願いしま

す。 

事務局 （協議会の設置）第１条 八王子商工会議所及び一般財団法人八王子市まちづく

り公社は中心市街地の活性化に関する法律（以下、「法」という。）第１５条第１項

の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。 
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（名 称）第２条 本会は「八王子市中心市街地活性化協議会」（以下、「協議会」と

いう。）と称する。 
（事務所）第３条 協議会の事務所は八王子市大横町１１番地１号八王子商工会議所

内に置く。 
（目 的）第４条 協議会は､法第９条第１項の規定により八王子市が作成する中心市

街地活性化基本計画（以下、「基本計画」という。）、法第９条第１０項に規定する認

定基本計画（以下、「認定基本計画」という。）及びその実施に関し必要な事項、並

びにその他中心市街地の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議し、

また、関係主体が実施するまちづくり事業を横断的に調整することで、中心市街地

活性化に寄与することを目的とする。 
（活 動）第５条 協議会は、その目的を達成するために、次の活動を行う。 
（１）基本計画及び認定基本計画並びにその実施に関し、必要な事項についての協

議及び意見の提出 

（２）中心市街地の活性化に関する事業の総合調整 

（３）中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換 

（４）法第４２条第 1 項に規定する民間中心市街地商業活性化事業計画の作成に必

要な協議 

（５）法第４８条第１項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の作成に必

要な協議 

（６）法第５０条第１項に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の作

成に必要な協議 

（７）中心市街地活性化に寄与する調査研究の実施 

（８）中心市街地活性化のための勉強会、研修会の開催 

（９）協議会活動の情報発信 

（10）その他協議会の目的に沿った活動の企画及び実施 
（構成員）第６条 協議会は次の者をもって構成する。 

   （１）八王子商工会議所 
   （２）八王子市中心市街地整備推進機構（一般財団法人八王子市まちづくり公社） 
   （３）八王子市 
   （４）法第１５条第４項第１号及び第２号、第８項に規定する者 
   （５）前各号に揚げる者のほか、協議会において特に必要があると認める者 

（委 員）第７条 委員は、第６条各号に掲げる者が指名する者をもって充てる。 
（役 員）第８条 協議会に会長、副会長、監事を置き、会長、副会長は法第１５条

第１項に定める者から委員の互選によりこれを定め、監事は会長が委員のうち

から指名する。 
   ２ 会長は協議会を代表し、会務を総理する。 
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   ３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
４ 監事は、協議会の会計を監査し、その監査結果を協議会の会議（以下、「会議」

という）に報告する。 
（組 織）第９条  協議会は会長、副会長、監事及び委員をもって構成する。 
２ 会長、副会長、監事及び委員の任期は２年とする。但し、再任は妨げない。 

   ３ 前項に揚げる任期中に変更が生じた場合は、後任者の任期は前任者の残任期間

とする。 
（幹事会等の設置）第 10 条 協議会の目的を達成するために、幹事会及びワーキング

グループ等（以下、「幹事会等」という。）を設置することができる。 
   ２ 幹事会等は、協議会の活動方針に沿って活動する。 
   ３ 幹事会等は、その活動状況を協議会に報告する。 
   ４ その他必要な事は別に定める。 

（会 議）第 11 条 会議は会長が招集し、議長となる。 
   ２  会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
   ３ 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないとき、当該委員が委任す

る代理者を出席させることができる。 
   ４ 会議の議決は出席者の過半数を持ってこれを決し、可決同数のときは議長の決

するところによる。 
５  協議会の協議・検討に必要なことについて助言・意見を得るため、会議にオブ

ザーバーを置くことができる。 
（会 計）第 12 条 協議会の収入は、助成金、寄付金その他の収入による。 

   ２  協議会の支出は、会議費、調査費、通信費、事務費、その他運営に要する経費

とする。 
   ３ 協議会の会計年度は毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（協議結果の尊重） 第13条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項につ

いて、その協議結果を尊重しなければならない。 

（事務局）第 14 条 協議会の運営に関する事務は、八王子商工会議所が事務局として

処理する。 
（公 表）第 15 条 協議会の公表は、法の定めるところにより行う。 
（解 散）第 16 条 協議会を解散する場合は、構成員の３分の２以上の同意を得なけ

ればならない。 
２   協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、 

事務局が清算する。 

（補 足）第 17 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項

については会長が会議に諮って決める。 
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附 則  
   １ この規約は平成２９年４月１１日から施行する。 
  ２ 協議会設立時の委員の任期は、第９条第２項の規定にかかわらず平成３１年３

月３１日までとする。 
 事務局からの説明は以上でございます。 

落合専務理事 ありがとうございました。質問がございましたらここでお願い致します。

とくにご質問も無いようでございますので、お諮りいたします。八王子市中心市街

地活性化協議会規約につきまして、原案の通りご承認をいただけますでしょうか。 
 

（異議なし） 
 
    ありがとうございます。それでは、八王子市中心市街地活性化協議会規約につき

ましては原案の通り決定をさせて頂きます。 
    続きまして、第2号議案、八王子市中心市街地活性化協議会の会長、副会長の選任

につきまして、お諮りさせて頂きます。 

    只今ご承認を頂きました規約の第8条（役員）によりますと、協議会に会長、副会

長、監事を置き、会長、副会長は法（中心市街地活性化法）第15条第1項に定めるも

のから委員の互選によりこれを定め、監事は会長が委員のうちから指名するとなっ

ております。ここでいう、法第15条第1項に定めるものとは協議会委員名簿にござい

ます、根拠条文の法第15条1項の地域経済という区分で八王子商工会議所、同じく都

市機能という区分で一般財団法人まちづくり公社が対象となります。 

    事前にご協議をいただき、会長には八王子商工会議所の田辺会頭、副会頭には八

王子市まちづくり公社の中山理事長さんにお願いするということでございますので、

宜しくお願い致します。  

    本件につきまして、ご質問がございましたらお願い致します。ご質問も無いよう

でございますのでお諮りいたします。 

    八王子市中心市街地活性化協議会、会長には八王子商工会議所の田辺会頭、副会

長には八王子市まちづくり公社の中山理事長にご就任頂くことでご承認を頂けます

でしょうか。 

（異議なし） 

 

ご承認を頂きましてありがとうございます。なお、監事につきましては、後程、田辺

会長に指名して頂きますので、宜しくお願い致します。議事の進行にご協力頂きま

してありがとうございました。 

事務局 ありがとうございます。ここでご承認頂きました、会長、副会長よりご挨拶をお

願い致します。はじめに、田辺会長宜しくお願い致します。 
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田辺会長 会長という事でご承認頂きましてありがとうございました。中山副会長、委員

の皆様のご協力を頂いて立派な協議会というかたちで進めていきたいと思いますの

で宜しくお願い致します。ありがとうございます。 

事務局 ありがとうございます。続きまして中山副会長お願い致します。 

中山副会長 改めまして八王子市まちづくり公社、理事長を務めます中山と申します。本

日は八王子市中心市街地活性化協議会総会におきまして副会長という大役を任され、

その責任の重大性を改めて感じているとこでございます。八王子市の中心市街地活

性化に少しでも役に立てばという事で委員皆様のご支援とご協力を頂き、会の運営

に努力をして参りたいと考えておりますので、宜しくお願い致します。 

事務局 田辺会長、中山副会長ありがとうございました。ここからの議事進行は田辺会長

にお願い致します。田辺会長宜しくお願い致します。 

田辺会長 会長という事でここからの議事を進行させて頂きます。議事を進行するに当た

りまして、先程事務局から説明がございました、監事を会長が推薦をするという事

でございます。私の方から監事といたしまして、多摩信用金庫の石垣専務理事にお

願いしたいと思いますが、宜しくお願い致します。 

    続きまして次第6でございます。八王子中心市街地活性化について、八王子市より

説明を頂きます。八王子市拠点整備部中心市街地対策担当の太田部長、宜しくお願

い致します。 

 

6. 八王子市中心市街地活性化について 

 

八王子市 八王子市拠点整備部中心市街地対策担当部長の太田でございます。ご説明に先

立ちまして駒沢副市長からご挨拶をさせて頂きます。 

駒沢副市長 只今ご紹介頂きました八王子市副市長の駒沢でございます。本日、八王子商

工会議所、田辺会頭、ならびに八王子市まちづくり公社、中山理事長をはじめとす

る中心市街地活性化に関する多くの関係機関の代表の方々にご参加いただきました

こと市を代表して厚く御礼申し上げます。先程、会頭からご案内ありましたように

今年市制100周年を迎えます。これを機にさらに中心市街地に向けて活力と魅力ある

街づくりをしていきたいと考えておりますので宜しくお願い致します。 

八王子市 それではこれからの説明につきましては私が説明をさせて頂きます。資料は先

程お配りいたしました、A3で2枚ものの八王子市中心市街地活性化基本計画について

という資料でございます。本市では平成10年の中心市街地活性化法の制定を機に基

本計画を策定していこう、国の制度体制に対応をして３度計画を策定し中心市街地

活性化に取り組んでまいりました。平成26年に中心市街地活性化法の改正が有り、

衰退要件の緩和がおくられたことを併せて昨年度以降、国の認定を前提とした次期

基本計画の策定の準備を進めて参りました。現在、今年度の国の認定申請に向けて
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本協議会からの意見等も併せて基本計画の策定、国の認定を目指しているとこであ

ります。資料の左側をご覧ください。これまでの経過でございます。こちらにも載

っておりますように、基本計画につきましては先程、田辺会頭からもお話がありま

した様に、平成10年の時代からの動きをさせていただいております。平成10年には

八王子市中心市街地商業等活性化基本計画を策定いたしまして、主な事項といたし

ましては、八日町第2地区市街地再開発事業、FAM跡の有効活用等の事業掲載をやら

せて頂き、その中でまちづくりを担う組織としてTMOの設立支援を明記させて頂きま

した。平成12年には八王子TMO構想を策定し、平成14年度には八王子市中心市街地商

業等活性化基本計画を策定してございます。平成15年には八王子TMO構想の改定をい

たしまして、平成18年度は先程お話頂きましたまちづくり三法の改正に伴い、中心

市街地活性化協議会の設置を位置付けたところでございます。平成21年度には中心

市街地活性化基本計画策定委員会を設置し、まちづくり三法の改正を受けて、新た

な計画策定の検討を策定してございます。平成25年に八王子市中心市街地活性化基

本計画を策定し現在、マルベリーブリッジの延伸、中町地区まちづくりの推進等事

業掲載をさせて頂いているところでございます。平成26年には中心市街地活性化に

関する法律改正という事で、衰退要件等の緩和、民間事業への支援拡充などが位置

付けられた事により、平成27年度中心市街地まちづくり懇談会設置し、5回による意

見交換を行って参りました。八王子市中心市街地まちづくり方針を公式に市の方で

策定を致しまして、中心市街地の都市計画や市街地整備等の基本方針や具体的な整

備内容を盛り込んだところでございます。平成28年には中心市街地活性化協議会準

備会を10月に発足しまして、法定中心市街地活性化協議会の設立に向けた準備を行

ってきたところでございます。中心市街地整備推進機構の指定も同年の12月に行い、

現在の中心市街地活性化法に基づく八王子市まちづくり公社を当該機構として認定

をさせて頂きました。 

    続きまして右側の2番の上位計画をご覧ください。この上位計画ですが、市制運営

の基本的指針となる基本構想と構想を実現させるための基本計画、八王子ビジョン

2022が基本となっております。上位計画である基本構想、基本計画の例に基づきま

して本市の産業振興に向けた総合的かつ具体的な指針として産業振興マスタープラ

ンがございます。また、基本構想、基本計画の理念に基づきまして都市計画の基本

的方針、都市計画マスタープランが中心となっております。その両方の計画を基に

中心市街地基本計画が産業振興マスタープランに付けられた中心市街地活性化の推

進を実現する為に中心市街地まちづくり方針の市街地整備等を含め、具体的な活性

化事業を推進するための指針として創り上げていくものでございます。 

    現行計画でございますが、現行計画は平成25年7月から平成30年6月までの計画期

間として計画を進めております。テーマといたしましては、自然と歴史・伝統に育

まれ、人々がいきいきと暮らし、賑わいのあるまちでございます。目標としては、



11 
 

①賑わい再生と回遊性の向上、歩くのが楽しいまち②暮らしやすいまちの形成、離

れたくない居心地のいいまち③文化の継承と創造、伝統文化を守り、文化を発信す

るまちのこちらを目標として現在、計画を進行しているとこでございます。76の事

業掲載を行い、現在実施済みが54で71％の支持率を行っております。 

    続きまして2枚目の資料をご覧ください。次期計画でございます。計画予定期間は

平成30年4月から平成35年3月までの5年間を予定しております。範囲は左上の図の太

い線で囲われているエリアで115ヘクタールの範囲でございます。その下に示してあ

りますのが、方向性を表す図を掲載してございます。右下に産業交流拠点整備予定

と記載してありますが、ここには東京都多摩地域最大級の展示ホールと会議室を備

えた産業交流拠点を平成34年度に開設する予定となっております。 

   一方、甲州街道沿道でマンション建設が進み若い世代を中心に居住者の上昇傾向が

続くものと見込んでおります。今計画につきましては、その双方の様子を西放射線

ユーロードを中心とした商業エリアの活力向上に繋げていく為、ハード、ソフトの

活性化事業を国の支援の処置を活用して実現させていく為の計画として策定しよう

と考えております。 

    続きまして右側のページでございます。中心市街地活性化協議会の位置づけでご

ざいます。中心市街地活性化の基本計画は市が策定するものでございます。その計

画を地域ぐるみの取り組みとし実現させていく為、中心市街地活性化法において中

心市街地活性化協議会が位置づけられ商工会議所、まちづくり公社、地域住民、民

間事業者等の色々な形で中心市街地活性化に関わる団体等で構成して協議会を組織

しております。市が策定する基本計画へ意見を提出して頂くこととなります。基本

計画が国から認定されれば右下にあります様な、国の各省の補助金等の支援措置を

民間事業にも活用することが出来る様になりますので民間による活性化事業を積極

的に打ち出していく事も期待できるものと考えております。 

    最後になりますが今後のスケジュールでございます。現在、市において基本計画

の策定を準備しております。本協議会にご説明をして意見を頂きながら基本計画の

案の作成を進めて参りたいと考えております。今年7月に内閣府のヒアリングを受け

指摘等の調整を図りながら計画のブラッシュアップを行い、協議会からの意見を踏

まえて計画を取りまとめ、12月頃に国への認定申請を行う予定としております。順

調に進んだ場合、早くて来年の3月に国の認定がとれる事を目指しております。国の

認定がとれましたら、5年間の計画として国の支援処置を活用しながら活性化事業を

推進していこうと考えております。資料の説明は以上でございます。本市といたし

ましても全力で計画策定を進めておりますので、八王子の顔であります中心市街地

を元気にしていく為、それぞれのお立場からお力を頂けます様、今後とも宜しくお

願いしたいと思います。以上でございます。 

田辺会長 ありがとうございました。中心市街地活性化について八王子市拠点整備部中心
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市街地対策担当太田部長から説明を頂きました。本件についてご意見ご質問等がご

ざいましたら、お願い致します。 

 

～質疑応答なし～ 

 

田辺会長 無いようでございますので、本日の予定をしております議事につきましては終

了いたします。事務局から何かございましたらお願い致します。 

事務局 ありがとうございました。八王子市太田部長様から今後の中心市街地の基本計画

策定についてスケジュールの説明を頂きました。今後の協議開催につきましては現

在、策定中の計画書のスケジュールに合わせて、改めてご連絡させて頂きますので

宜しくお願い致します。なるべく早い段階でスケジュール調整をさせて頂きご案内

させて頂きますので宜しくお願い致します。以上でございます。 

田辺会長 それでは、進行を事務局に戻します。 

 

7. 閉会 

 

事務局 長時間にあたりご審議頂きありがとうございました。これをもちまして、八王子

市中心市街地活性化協議会設立総会を閉会致します。ありがとうございました。 

     

 

                                      以上 


