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第 2 回八王子市中心市街地活性化協議会 議事録 
 

日 時：平成 29 年 6 月 2 日（金）10 時 30 分～11 時 40 分 
場 所：西武信用金庫八王子支店 会議室 
出席者：八王子商工会議所 
      田辺 隆一郎（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 
      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）、守屋 和洋（都市計画部長） 
      岸本 正彦（道路交通部長） 
    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  
      松崎 充博（生活安全課長） 
    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） 
     公益社団法人八王子観光コンベンション協会 
      田口 秀夫（事務局長） 
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    八王子市町会自治会連合会 
      山崎 勲介（監事）、河西 萬智朗（常任理事） 

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） 
      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）、細井 東（事業課主幹） 
    オブザーバー他 
    京王電鉄株式会社 
      足立 智彦（開発企画部） 
    国土交通省相武国道事務所 
     丸尾 卓史（計画課） 
   西東京バス株式会社 
     寺尾 一彦（取締役営業部長）     
 
1. 開会 

 
事務局： 第 2 回の八王子中心市街地活性化協議会に朝早くからお集まり頂きありがとう

ございます。早速でございますが、八王子商工会議所、田辺隆一郎会頭よりご挨

拶を頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 
田辺会長： 皆さん、おはようございます。本日はお忙しい中、午前中というご多忙の時

間に八王子中心市街地活性化協議会を開催いたしました。その様な中でご出席頂

いたことを深く御礼申し上げます。また、会場が商工会議所がとれなく西武信用
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金庫八王子支店さんの会場をお貸し頂きありがとうございます。本日はお集まり

いただきまして第 2 回八王子中心市街地活性化協議会はお手元の資料にございま

すけども、八王子市が策定を致します、中心市街地活性化の基本計画についてご

説明申し上げ、ご理解を頂戴頂ければと思います。八王子市中心市街地活性化は

国の認定を受けるという事を前提にしてスタートを致しました。この認定を受け

るのは八王子市、行政が受けるのが基本でございます。八王子市が内閣府と色々

な調整をしているところでございます。その様な経緯についてもご説明頂ければ

なと思っております。この国の認定という事になりまして本活性化協議会を設立

にある要件の一つでございますし、併せて実際の事業を行っていく組織という事

で、ある所ではまちづくり会社というものを作っていくわけでございますが、八

王子の場合には、整備推進機構という事で、まちづくり公社に依頼という事で、

一言で申し上げますと八王子市とまちづくり公社、商工会議所が中心となって中

心市街地活性化を図るというスキームで行います。国の認定というのは平成 18 年

にまちづくり三法が改正をされた時に国が地域の活性化をすることはこれから非

常に大事だと、特にその中で街の中心核というものをしっかりしていかないとい

けないという事で国の認定制度というものを作りました。従いましてこの認定を

するのは誰かといいますと内閣総理大臣が行うという事になります。当然それに

伴って認定を受けられるとすれば事業に対しての補助金等を含めて色々な事業を

支援頂けるという事で利点があるという事であるわけでございます。認定に基づ

く第一号というのが富山県富山市と青森県青森市ですが、認定 1 号という事で新

聞にも載りましたので有名になりました。私の日本商工会議所の立場上色々なと

ころ、そちらにも当然行っているわけでございますが、現在の段階で、この 5 月

の段階で国の認定を受けたところが 141 都市というのが今の現状であります。認

定を受けたから上手くいっているかという事になりますと決してそのような事で

はないという状況が現実であります。私も率直に申し上げれば認定を受けた中で

も 3 割いくか、いかないかというのがこれで良いのかなというところにあるのが

現実の実情でございます。今の人口減少含めた地方の状態を見ればやむを得ない

なということもあるわけでございますが、それくらい難しいと私は思っておりま

す。我々が取り組まなければいけないものは難しく重要だなと思っております。

そして、もう一つ申しあげるならば私の私見という事にはなりますが、当然立地

している住適な要件、条件が大きいわけでございますが、それを少し考えてみま

すと、青森の場合というのは商業者の活性化に趣をおきすぎていると私は思って

おります。それに対して富山市の場合は街全体に対しての中心市街地の果たす機

能はなんなのか、役割はどうなのかという事に基づいたコンセプトだという様に

私は思っております。八王子市にしましても中心の核、顔というのをここでしっ

かりと作りあげていくというのが大事かなと考えております。それをベースにし
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ていき、その結果多くの人たちにあそこの場所に来て頂く、街の中を歩いていた

だく事によって商業が栄えるという形に八王子がなっていく事が望ましいと思い

ます。これからご説明申し上げますので色々なご意見を頂戴頂きます様お願いを

申し上げまして私からのご挨拶とさせて頂きます。本日は宜しくお願い致します。 
事務局：田辺会長ありがとうございました。それでは議事等に入らせて頂く前に、本日皆

様のお手元に第 2 回の資料をお配りさせて頂いております。ご確認をお願い致し

ます。 
～資料確認終了～ 

     
続きまして、第 1 回の設立総会に出席出来ませんでした委員の方、本日出席頂

いております。事務局からご紹介させて頂きます。まず本日の出席者名簿の上か

ら 3 番目になります、八王子商工会議所常議員、清水委員でございます。 
清水委員：清水です。宜しくお願い致します。 
事務局：続きまして、下から 6 番目になります、八王子市町会自治会連合会、監事を務め

頂いております山崎委員でございます。 
山崎委員：山崎と申します。宜しくお願い致します。 
事務局：続きまして、八王子市町会自治会連合会常任理事、河西委員でございます。 
河西委員：河西でございます。宜しくお願い致します。 
事務局：以上、ご紹介をさせて頂きました。続きまして、次第に基づきまして進行させて

頂ければと思います。まず、議事に入る前に 3 の報告事項がございます。こちら

は事務局からご説明させて頂きます。 
    まず資料 1 番で皆様方にご案内申し上げております。 
    平成 29 年度中心市街地商業活性化診断サポート事業募集要項があります。中小企

業基盤整備機構様の方で中心市街地活性化を目的とした様々な事業がございます。

その事業の中で中心市街地活性化の事業をよりスムーズに進めるためにこの様な

事業を用意しております。その中で八王子市も、先程田辺会長からもお話があり

ました通り、平成 30 年 3 月を目途に認定を目指したいという事で今回、機構様で

用意をしております。このサポート事業を活用し個別の案件に対して事業の内容

の整理をしていきたいという様に考えております。そこで支援メニューにつきま

しては、中心市街地サポートマネージャーのコーディネート、企画また立案とい

うものの機構様の方でしておりました。今回、八王子の協議会といたしましては、

プロジェクト型というものを活用させて頂きまして、中心市街地活性化の内容の

整理をしていきたいと考えております。2 枚めくって頂きますと、プロジェクト型

の申し込みという形の資料がございます。実は本来であればこの協議会の皆様方

にこの案件についてお諮りをしご承認を頂きたいところではございましたが、ス

ケジュール的にもタイトという事もございまして田辺会長には事務局の方からご
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相談申し上げ会長にご承諾を頂き、申し込みをさせて頂いたという内容でござい

ます。まず、内容でございますが、サポート事業プロジェクト型申込書となって

おります。対象事業名としては中町民間遊休地活用事業という事で、ある程度中

身、目的をはっきりさせた様な事業名にさせて頂いております。具体的に場所を

申し上げますと、西放射線ユーロードから中町の花街の中にあります遊休地、駐

車場についての内容の検討という事が大きな目的となってございます。希望実施

機関としては平成 29 年 6 月から 8 月となっております。まずはこの事業を 3 か月

間、月に 1 回という形にはなりますが 3 ヵ月間の検討を重ね、また再審査の中で

もう 3 ヵ月間継続が出来るという事ですので再審査も踏まえますと６回、6 ヵ月間

の診断を受ける事が出来る事になります。その中で中心市街地活性化における申

し込み内容の位置付けという様に書いてございます。こちらは、もともと中町が

持ちます伝統的な文化、また遊休地、駐車場等ございます。その中についての中

心市街地活性化の事業の主たる内容としての検討を進めて参りたいという内容で

ございます。1 ページおめくり頂きますと対象事業の内容という様に書いてござい

ます。こちらも先程申し上げた内容でございます。その中で調査をしながら中町

の活性化事業に取り組んだ際に周辺に及ぼす活性化の影響、またはそれに対して

の効果等の最終的な分析をするという事が大きな目的となっております。最後に

こちらを協議会から機構様に申し込みを行う際、八王子市様の方からの推薦とい

いますか、取り組む現状の説明書という資料もお付して申し込みはさせて頂きま

した。結果、審査の方を機構様の方で行うわけでございますが、6 月から 3 ヵ月間

この事業をスタートしていいよというご承諾を頂いていますこともご報告申し上

げたいと思います。事務局からは以上でございます。 
田辺会長：今事務局から説明をさせて頂きました事について何かご質問やご意見はござい

ますでしょうか。 
    事務局から中小企業基盤整備機構について説明をして頂きたいと思います。 
事務局：中小企業基盤整備機構様の説明につきましては、中小企業を運営する組織となっ

てございまして、中小企業の支援をする為の団体として位置づけられております。

その中で中小企業基盤整備機構様が中心市街地が活性化をするための 1 つのセク

ションを設けておりまして、中心市街地の活性化を目的とする事業に対して様々

な支援を行っている組織でございます。その中の一つとしては専門家派遣という

形で登録をされた専門的なコーディネーターの方々を各地域に派遣をして、その

中で各地域の様々な問題に対しての課題を解決するための専門の先生方の派遣を

するという事が、1 つの事業としてございます。もう一つが中心市街地の場所をあ

る程度限定した  に対して、この様な手続きを踏まえたうえで診断士と専門家

の派遣をしながら地域のコンセンサスをとるという様な制度を持っている組織で

ございます。 
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田辺会長：この事業の準備をする段階から色々な検討が行われておりますが、その段階で

中小企業基盤整備機構が支援をして頂く状況でございます。その様な中で専門家

としてチェックした中で今後中心市街地の中での中町の所を盛り上げて街づくり

をしていけば大変有意義になるのではないかというご指導があったという事で私

も同じような考え方を持っておりまして、その様な取り組みをこれから更に深め

ていく為のお願いをしていくという様な事だと良いのではないなと                   

思います。 
    その他何かございますでしょうか。 
    無いようですので、また後程、総合的に色々な中でのご意見を頂戴頂ければと思

います。それでは議事に入ります。 
事務局：報告事業の方は以下の内容でございますので宜しくお願い申し上げます。それで

は 4 番の議事でございます。規約の中で第 11 条会議は会長が議長となりますとい

う事になっておりますので田辺会長、議長を宜しくお願い致します。 
田辺会長：それでは議事に入らせて頂きます。 
    まず、1 号議案の八王子市中心市街地活性化基本計画の骨子について八王子市の太

田部長から説明をお願い致します。 
太田委員：おはようございます。八王子市拠点整備部中心市街地対策担当部長、太田でご

ざいます。宜しくお願い致します。説明は着座にて説明をさせて頂きます。まず

初めに本日の資料につきまして本来であれば事前に皆様にご送付するべきところ

ではありますが、この間に国との調整を連日にわたり行われていた関係上、当日

配布になってしまった事をお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。そ

れでは説明に先立ちまして、先程会頭のご挨拶にもございましたが今の内閣府と

の交渉状況、この認定に当たっての交渉業況及び認定の意義につきましてご説明、

ご報告をさせて頂きたいと思います。現在、内閣府とは先程も申し上げました様

に連日連夜にわたって私どもの担当課で調整をさせて頂いております。状況的に

はかなり八王子市の現状も踏まえたうえでやり取りをさせて頂いておりますが、

まだ合意に至る様な内容には至っていません。それが率直なところでございます。

のちにデータを踏まえてご説明をさせて頂きたいと思いますが、中心市街地につ

いては人口が増えおります。更に歩行者の交通量についても増えております。こ

の様な部分につきましては八王子市自体が衰退をしていない、その様な要点の中

で、どの様な意味合いの活性化を展開していくのかという事が今回の認定を取る

うえでの大きな重要なポイントとなります。そこのところが内閣府と連日調整を

させて頂いているところでございます。突き詰めた中で後にご説明をさせて頂き

ますが、八王子市においては増えている要件があるにも関わらず市民も含めてな

んとなく閉塞感を感じている。その閉塞感が経済の活性化にどうも繋がってない

のではないかというところでございます。今回は、基本計画の骨子にあたる部分
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については経済活動の活性化も含めた今後の展開をしていきたいというところを

内閣府と詰めてございます。それを踏まえて今回の活性化基本計画の認定を積極

的に取りに行くと、本市においても取り組んでいるところでございます。しかし

ながら先程の会頭からのお話にもありました様に既に去年度で中心市街地活性化

基本計画を挙げたところは目標達成までに至っていないというところも踏まえる

と、非常に審査は厳しいものであるだろうというところが現在言われているとこ

ろでございます。ただしこの基本計画を通らないと、ここからは意義になります

が、この八王子市の慢性的な閉塞感を打開する事には繋がらない。その意味では、

どうしても今回の中心市街地活性化計画のポイントになるところは民間活力、民

間の事業の掘り起し、更には民間の事業が活性化に向けて動き出す。それに対し

て国が支援をする。国が支援をすることによって更に民間の事業がおこる。それ

を起こしたい。その為にもこの中心市街地の認定を取らなければいけない。その

様な中で我々も全力で取り組んでおります。時間もないところではございますが、

この計画を今年度中に申請をして認定までに至るという想いで、やらせて頂きま

すので、どうぞ皆様のご協力のほう宜しくお願いしたいと思います。 
それでは説明に入らせて頂きます。私からの説明は資料 2、資料 3、資料 4 とい

う形でのご説明になります。 
まず初めに八王子市中心市街地活性化基本計画の概要でございます。現在、市

では基本計画の申請に向けて調整を行っておりますが、まだ本という形にはなっ

ておりません。本日、基本的な事項につきましてご説明させて頂き、今後協議会

から意見を頂いて、それを踏まえた 策定し、秋にパブリックコメントを行って、

12 月に国の申請を行っていくという予定で考えております。中心市街地の市外地

像でございますが、世代をつなぎ、輝き続けるにぎわいの街と謳わせて頂きまし

た。副題としましては、来心地（きごこち）と居心地（いごこち）の良さの両立

を目指してという形にしてございます。八王子に来られる方々が街を漫ろ歩きし

て、ショッピングや飲食で楽しんでいただく来心地、交流人口を増やしていきた

いという事でのフレーズになります。続いて中心市街地、先程も言いました様に

交流人口が増え続けております。その方々が住み続けたいと思って頂けるような

居心地の良さを目指していきたいなという様な意味合いでタイトルになっている

市街地像は世代をつなぎ、輝き続けるにぎわいのまち。来心地と居心地の良さの

両立を目指してという形で今調整をさせて頂いております。 
     計画期間でございます。平成 30 年 4 月から平成 35 年 3 月までの予定でござい

ます。 
     現在の中心市街地をめぐる状況でございますが、集合住宅の建設が続き人口が

増えております。都市間競争や郊外型大型店進出、消費の多様化などの影響から、

小売業の商業集積や販売額が減少している。人口が増加しているにも関わらず駅
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周辺以外の歩行量は減少傾向にございます。アンケートの調査の結果から市民ニ

ーズとして広場・ベンチ等休憩施設、滞留施設や娯楽施設、専門店等の購買施設、

駐車場、駐輪場といった来街手段に関する施設等がアンケートの中では上位に挙

げられているのが現状でございます。 
     続いて中心市街地におけるデータについて詳しくご説明をさせて頂きます。こ

ちらの説明につきましては課長の青木から説明させて頂きます。 
八王子市青木課長：中心市街地政策課青木と申します。宜しくお願い致します。資料 3 の

中心市街地の現状に関するデータについて私からご説明をさせて頂きます。資料 3
をご覧いただきたいと思います。 

     まず 1 ページでございますが中心市街地の範囲でございます。図の太線で囲っ

てあります。115ha ございます。北は甲州街道北側 100ｍに位置する道路。東はか

えで通り。南は子安公園通り。西は国道 16 号、甲州街道においては八幡町堺に囲

まれた範囲でございます。 
     2 ページをご覧ください。人口の推移でございます。上の表をご覧いただきます

通り、八王子市全体の人口につきましては平成 24 年をピークに、わずかではござ

いますが減少傾向にございます。一方、中心市街地でございますが平成 6 年以降、

一貫して増加しております。市全体に占める割合も高まっているという状況でご

ざいます。 
     3 ページの年齢別人口構成をご覧いただきたいと思います。色の薄い棒グラフが

中心市街地でございますが、市全域と比べまして 20 代から 40 代が多く、とりわ

け 25 歳から 30 代にかけてのファミリー層にあたる世代が非常に多いという事が

特色といえると思われます。 
     次に 4 ページのグラフをご覧いただきたいと思います。中心市街地の 1 世帯当

たりの人口でございますが、市全体平均に比べて一貫して割合が低く、これは中

心市街地が学生を含め、単身世帯比率が市全域に比べて高いという事であると考

えております。 
     5 ページの下のグラフをご覧ください。昼と夜間人口の推移でございますが、右

のグラフの市全体では昼と夜ではほぼ同じですが、左のグラフの中心市街地では

昼間人口が夜間人口の約 2 倍となっております。 
     続きまして 6 ページをご覧いただきたいと思います。こちらは経済活力に関す

るデータを載せております。下の円グラフでございますが、中心市街地の事業所

数の業種別割合となっております。中心市街地では卸売業、小売業が約 25％。宿

泊業、飲食サービス業が約 24％。生活関連サービ業、娯楽業が約 10％と大きな割

合を占めてございます。 
     次に 7 ページをご覧いただきたいと思います。まず、小売業販売額でございま

すが、これは国の商業統計調査からデータを取っております。市全体で減少傾向
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が見受けられますが、中心市街地におきましても減少傾向にございます。平成 19
年から平成 26 年の 8 年間で約 15 億円減少している状況でございます。続いて下

の事業所数では 24.7%の減少でございます。小売業従業員数では 17.6%の減少。

売場面積では 24.7%の減少と経済活力に関するデータではいずれも減少傾向にご

ざいます。 
     続きまして 12 ページをご覧いただきたいと思います。ここには主な公共施設 

の利用者数を掲載しております。6 つの公共施設の各年の利用者数を掲載しており

ますが、ご覧の様にオリンパスホールをはじめとした公共施設に平成 27 年度では

年間、約 188 万人が訪れているという状況でございます。これに八王子祭りをは

じめとするイベントにも訪れる人を加えれば高尾山の観光客に匹敵する該当者が

あるのではないかと思われます。 
 13 ページをご覧ください。上が中心市街地内鉄道駅の 1 日平均乗車人数です。

下が市内バス路線の推移でございます。いずれも上昇傾向にあるという状況でご

ざいます。 
 続きまして 15 ページをご覧いただきたいと思います。歩行量の推移でございま

す。中心市街地全体では平成 27 年度には上昇傾向にございましたが、平成 28 年

には例年に比べて若干 2％ほど減少傾向しております。下のグラフをご覧いただき

たいかと思いますが、駅周辺の中心市街地のエリアで歩行量を取っていますと、

平成 27 年度以前から減少傾向が続いているという状況でございます。 
 続いて 17 ページをご覧いただきたいと思います。17 ページ以降は昨年 12 月か

ら今年の 1 月にかけまして市でオンラインによるアンケート調査を行った中心市

街地への利用状況等についての詳細でございます。周辺都市も含めて 2，552 名の

方に回答を頂いております。見にくくて申し訳ございませんが、買い物や食事な

どで一番利用する場所が八王子市民の方は圧倒的に八王子駅北口周辺をしている

という状況でございます。他の市民の方については立川駅周辺などのデータが出

てございます。 
 18 ページをご覧ください。中心市街地のイメージでございます。八王子市民の

方は普段づかいというイメージが一番多く 39％。一方、他市から見た八王子のイ

メージは、普段づかい、若者が楽しめるが同じくらいで 26％。また、特にイメー

ジがないという回答も 19％あったという状況でございます。その他のアンケート

結果を載せておりますが詳細は省略をさせて頂きまして、21 ページの各項目別平

均というものを中央に載せております。利用者の各項目の数字でございますが、

来外頻度が役 2.3 回。滞在時間が 2.1 時間、一回当たりの支出金額が 5，687 円と

いう数字が出ております。 
    私からの説明は以上でございます。 
太田委員：引き続きまして資料 2 の表に戻りまして、引き続き私から説明をさせて頂きま
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す。今、データの説明を聞いて頂いたことを踏まえて、指標という設定で表して

ございます。この部分が今回内閣府さんと毎日連日やっているところでございま

す。今回目標の 1 つめといたしましては、買い回りしやすい商業環境づくりとい

う事で設定いたしました。この指標は小売業年間商品販売額として平成 26 年の商

業統計では 993 億円であるところ、先程見て頂いたデータにおける、予測して何

も手をうたないと 830 億円と推定できるだろう。それを踏まえて基本計画で取り

組む事業によって平成 26年度を上回る 995億円に仕上げるという状況設定と現在

の所はしております。 
     次に目標の 2 つ目といたしまして、魅力ある店舗の集積という事で設定をして

ございます。指標を空き店舗数として平成 28 年の調査では 123 店舗であったとこ

ろ、34 年には予測で 138 店舗と推定してございます。それによって今回、基本計

画で取り組む事業によって 103 店舗まで引き下げようというのが目標設定でござ

います。 
     目標の 3 つ目でございます。滞在したくなるまちづくりと設定を致しました。

滞在時間をより多くして経済活動に繋げるという事でございます。その部分の指

標は歩行量及び通行量にしてございます。ただし JR と京王八王子駅前を除いたエ

リアの歩行量といたしました。平成 28年の調査では 12万 4千人であったところ、

34 年で予測をすると 11 万 3 千人に落ちるだろうという推定から今回は 12 万 7 千

人まで引き上げるという目標設定にしてございます。次のページをご覧ください。 
     これらを実現させる為の取り組みでございます。その取り組みの方向性とそれ

を実現させるための主な事業を挙げてございます。買い回りしやすい商業環境づ

くりでは取り組みの方向性といたしまして、買い回りしやすくする仕組みの構築、

移動しやすい交通環境の整備、イベント等まちなかでの活動支援など、それを実

現させるための事業といたしましては、マルベリーブリッジの西側延伸、西放射

線ユーロード周辺の整備、魅力づくり・にぎわい創出支援事業及び共通駐車券普

及促進事業等を載せさせて頂いております。しかしながら、こちらにつきまして

も内閣府からは民間事業が少ない、民間事業として取り組む事業をしっかりと挙

げて頂きたいという言われ方をしてございます。 
     次に魅力ある店舗の集積でございますが、こちらの取り組みの方向性といたし

ましては老舗や特賞ある店舗の維持、既存建物のリノベーション等有効活用、魅

力ある店舗や必要な業種の誘致、特色ある商業エリアの形成等を挙げ、それらを

実現させるための事業といたしまして、中町周辺エリア活性化事業、空き店舗改

修・リノベーション補助事業、魅力づくり・にぎわい創出支援事業、夢五房の運

営、また今後建設が予定されている民間商業施設等を掲載してございます。こち

らにつきましては先程課長からもお話がありました、目玉になるのが中町周辺の

活性化事業、こちらが民間の方の目玉になると我々は汲んでおります。しかしな
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がら、さらにこれについても数を増やしてほしいという言われ方も内閣府からの

ご指導を頂いております。最後になりますが滞在したくなるまちづくりに関しま

しては、取り組みの方向性といたしまして、八王子らしさのあるまちなみの形成、

滞留拠点の整備、来街者を誘導する歩行空間の整備、民間主体のまちづくりに関

わる各種規制等の見直しなどを挙げ、それを実現する事業といたしまして、西放

射線ユーロード周辺の整備、魅力づくり・にぎわい創出支援事業、民間共同住宅

建設事業、オープンカフェの実施等を掲載させて頂いております。こちらにつき

ましても、内閣府からは民間の事業、民間の取り組みをしっかりと謳い込んでほ

しいとご指導、ご指摘を受けているところでございます。 
     続きまして資料 4 になります。事業の箇所図をご覧ください。図の右側、JR 八

王子駅と京王八王子駅間のエリアでは旭町、明神町地区の開発が既に予定され東

京都が多摩地域最大級の産業交流拠点を平成 34年に開設する予定となっておりま

す。過日、5 月 25 日には地元の説明会が行われた状況でございます。景観では、

その周辺の道路の電線の支柱からの基盤整備も予定してございます。また駅をは

さんだ東西の立体的なまちづくりのためマルベリーブリッジを西側へ延伸させ八

王子スクエアビルとの接続をしてユーロードへの導線の整備事業を掲載してあり

ます。今回の活性化計画では 34 年に開設いたします産業交流拠点以後、歩行量は

東側に伸びていくだろうと推定してございます。逆にその場合に西側のエリアは

非常に危機的な状況になるという予想の中、今回西側に力を入れた事業をより多

く入れていきたいという様に考えております。中心市街地の核となる西放射線ユ

ーロードの周辺整備を行い、更に勧誘性の向上を図っていく計画は西放射線   

ユーロード周辺の中町エリアにおきましてまちづくりを進めていきたいと思いま

す。更に伝統と文化を活かしたまちづくりが現在、民間事業として目玉として検

討されております。中心市街地の新しい拠点づくりといたしまして計画にそれは

盛り込む予定でございます。限られた時間で全てを説明は出来ませんが、その他

にもハード、ソフト様々な事業を、既に民間で取り組んでいただいているイベン

ト等も含めて盛り込んでいく予定でございます。ただし、行政で行う道路等の整

備事業だけで街のにぎわい、商店街の活力向上をするものではございません。い

かに町で日々事業を行っている方々が元気になっていくか、それが中心市街地の

活性化といえるのではないかと我々は考えております。その為にも今回、民間の

事業をより多く載せることが認定に向けた最大のポイントになるという事が我々

が今、取り組んでいる、直面しているところでございます。大変雑駁な説明でご

ざいました。皆さんからご意見を頂いて現状の認識、目標の設定、取り組み等の

方向性を色々議論頂いたのち、市の中でまとめ、さらにパブリックコメントを経

て内閣府への申請の手続きを踏んで参ります。その為にも民間に取り込んでいた

だく活性化事業をより多く皆様方のお力をもちまして我々にお力添えを与えてく
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れればと思います。本当に雑駁なご説明で恐縮ではございますが説明のほうは以

上とさせて頂きます。 
田辺会長：ありがとうございました。八王子市の方から基本計画の説明をして頂きました。

大事な基本計画でありますので、是非ご意見がありましたら宜しくお願い致しま

す。分かりにくい箇所の質問でも結構でございます。無いようですので 2 号議案

にうつりたいと思います。八王子市中心市街地商業調査実施案について事務局か

ら宜しくお願いします。 
事務局： それでは資料 5 になります。只今、八王子市様の資料 3 の中にありました、中

心市街地 115ha のエリアの中に商店街が十数店ございます。その方々に対して会

員数が 1500 程の商店街の数になりますが、1500 の店舗の方々に対しまして八王

子市中心市街地商業調査というものを実施させて頂ければと思っております。こ

の調査につきましては今後の中心市街地活性化計画の 1 つの資料として、また内

閣府等々に提出をする 1 つの参考資料となる内容での調査と考えております。幾

つかの設問に対しての答えを頂く内容でございますが、一般的に売り上げであり、

営業状況等につきましても調査をさせて頂く内容でございます。返信につきまし

ては各店舗の方々からファックスにてのご返信を頂き、最終的に頂いた情報を全

て分析をしたうえで、協議会の方にかけさせて頂ければと思っておりますので宜

しくお願い致します。以上でございます。 
田辺会長：これにつきましては何かご質問はございますでしょうか。無いようでございま

すのでこの様な形で調査の方は進めて参りたいと思います。それではその他に入

りますが、事務局からお願いします。 
落合（隆）委員：商工会議所の落合と申します。先程、第 1 号議案で太田部長から内閣府

との経過についてご報告を頂いたわけでございますが、その中で内閣府としては

民間事業の掘り起しが必要であるというご説明を頂きました。これについては先

程もご説明を頂いた中でテーマが出ている訳でございますが、これにつきまして

それぞれの関係の方々、あるいは委員の皆様方等々による、規約の中にも監事会、

プロジェクトチームと組成が出来ると思いますので、それについて初めていく側

としてご検討させて頂ければと思います。これを組まないとなかなか民間のプロ

ジェクト事業に掘り起こせないかなと思いますので。その辺はいかがでしょうか。 
田辺会長：事務局のご提案についていかがでしょうか。ご質問、ご意見がございましたら

宜しくお願い致します。 
太田委員：今のご提案ありがとうございます。私どもといたしましても 7 月 13 日に参事官

への説明という事で、これは内閣府への最後のジャッジに当たる部分になります。

かなり時間がない中で事業を掘り起こしていくという事になると今の事務局さん

のご提案に沿って、会をつくって頂いて進めていければと思います。 
田辺会長：ありがとうございます。その他ありますでしょうか。今事務局から発言があり
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ました様に組織の中に設置をしていきたいと思います。それ以外は何かあります

か。 
 

（意見無し） 
 


