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一般社団法人八王子自治研究センターの課題
基本構想・基本計画、
中核市移行の核心は自治体の自立

た。法人の設立目的は、「地方自治に関する調査

八王子市の10年単位の街づくり指針となる基本

はもちろん、公益性のある非営利団体として八王

構想・基本計画「八王子ビジョン2022」は、２年

子をベースとしつつも地方自治全般に問題意識を

目を迎えようとしている。波多野市政時の「21プ

持ち、情報を収集し、比較分析し、調査や研究活

ラン」、黒須市政時の「ゆめおりプラン」とどう

動について発信することとなる。

研究を行い、自治の確立と発展に寄与する」であ
る。これまでの研究活動に踏まえ、会員サービス

違うのか、あるいは違わないのか、およそ30年の

市町村という基礎自治体における自治、あるい

社会、経済、地域の変化を見据えた中での検証が

は自治体の自立は極めて具体的である。抽象概念

必要である。本紙で連載中の「八王子の財政と分

では説明がつかない。本紙インタビューで八王子

権」もその作業の一部である。

商工会議所田辺会頭は「行政の計画やプランにつ

また2015年４月には中核市移行が決まってい

いて、実感できる、目に見えるものでなければ分

る。中核市制度は地域の中心的な都市に都道府県

からない｣と語っている。当センターの「子ど

の一定の権限を移譲し、地域の核となることを目

も・子育て」「高齢介護」「環境・エネルギー」

的として1994年に設けられた。しかしその後の見

「働き方」の４研究会は当事者の参画を前提とし

直しで人口要件のみの制度となり、また第30次地

ている。当事者が情報を持ち寄り、検討し、実践

方制度調査会では1999年に設置された特例市と合

することが研究活動の基本であり、その先に自治

せて、人口20万以上で保健所を設置すれば中核市

体の自立への道が見えてくるはずである。

とする答申がされた。つまり中核市制度は人口規
模20万人を超える自治体への権限移譲制度という

（一般社団法人八王子自治研究センター理事長
藤岡 一昭）

ことになる。とはいえ、中核市移行にともなう、
子育てや高齢者福祉、環境や都市計画など権限移
譲による政策展開は可能である。
いずれにしても八王子ビジョン2020、中核市の
根底に問われるものは自治体の自立である。

《今号の内容》
１面
２〜８面

当事者が参画する政策活動を

９〜11面

八王子自治研究センターは今年設立30周年を迎
え、一般社団法人八王子自治研究センターとなっ
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12面

八王子自治研究センターの課題
インタビュー

田辺 隆一郎 さん

八王子の財政と分権（第３回）
資料紹介
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インタビュー 〜Interview〜
八王子商工会議所

田辺 隆一郎 会頭
■聞き手

一般社団法人八王子自治研究センター
理事長

藤岡

一昭

田辺 隆一郎 会頭

今回のインタビューは、八王子商工会議所・田辺会頭です。
八王子の経済界を代表するとともに、これまで学園都市づくり、道の駅など八王子の街づくり
に向けて積極的な活動を続けられています。なお田辺会頭は八王子商工会議所会頭を２期・６年
務められ、現在３期目を迎えられています。また昭和８年創業の地元八王子のたなべ物産株式会
社・第二代社長を平成19年11月まで務め、現在は同社会長に就任されています。
■聞き手（藤岡理事長）

は私ども八王子商工会議所は今年設立120周年を

本日はよろしくお願いします。

迎えます。会議所として大きな節目の年となる訳

田辺会頭は歴史ある八王子商工会議所の第18代

で、会員はもとより、地域社会にとっても商工会

会頭として、昨年11月の議員総会で再選され現在

議所の存在意義を理解していただけるような記念

（注=会頭任期は１期
３期目を務められております。

事業を成功させたいと考えております。
もう一つは、そのことに関連しますが、120年

３年）

年が明けて、会頭として７回目の新年を迎えら

前つまり明治27年（1894年）設立とい意味ですが、

れた訳ですが、新しい年を迎えられた感想、また

その時代に商工会議所があるということは、当時

抱負などをお聞かせください。

から八王子は大きな経済産業都市であった訳で

『

す。関東でも６番目の設立になります。そうした

設立120周年を迎える
八王子商工会議所

◆田辺会頭

』

そうですね。率直に言って、久しぶりに明るい
年明けのように感じています。

歴史に思いを寄せてみますと、経済界としてはも
う一度産業都市八王子という具体像を考えていき
たい。産業都市八王子としてのポテンシャルがあ
る訳ですから、その具体像をまとめることによっ
て、経済活動はもちろんですが八王子の街づくり
そのものにつながればと考えております。

その理由は、やはり政治の安定ということです

三点目は、八王子の中心核、八王子の顔と言え

ね。加えて、アベノミクスと言われていますが従

るかも知れませんが、JR八王子駅と京王八王子駅

来にない経済政策が効果を上げてきたのではない

を結ぶ区域のいわゆる旭・明神町再開発事業につ

かとも感じています。もう一つは昨年の９月に東

いて、八王子市と東京都の協議で基本的な考え方

京オリンピック、パラリンピックの開催が決まり、

が今年まとまると聞いています。この再開発事業

2020年に向けて一つの大きな期待感といったもの

は数年前から議論になっておりますが、商工会議

が広がってきているように感じます。

所としても八王子市に「絶対に失敗できない事業」

そのうえで、いくつか抱負ということでは、実

として申し入れておりまして、きちっと意見を言
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いながら八王子市民や事業者の皆さんに「良かっ

という面からも「激動期」といって差し支えない

た」と言われるように全力投球で取り組んでいき

ように思います。こうした状況の中で、会頭とし

たいと考えています。

て御尽力されてきた訳ですが、これまでを振り返
り率直な感想はいかがでしょうか。
◆田辺会頭

【八王子商工会議所の設立】

そうですね、戦後の昭和を一言でいえば「輝け
る日本」であったとすれば、ラフな言い方かも知

▶1885年（明治18年）
主要都市に設立、32会議所となる。

れませんが平成にはいって「沈みゆく日本」とい
った感があります。最初に「久しぶりに明るい」

▶1892年（明治25年）
全国商業会議所連合会が結成される。

と言いましたが、つけ加えれば「20年ぶりに明る
い」ということのようにも感じます。その中で、

▶1894年（明治27年）
八王子商工会議所が設立される。
（関東で６番目の設立）

この５、６年がその極みといった事が次々と起き
たということです。
■聞き手（藤岡理事長）

▶1917年（大正６年）
八王子市施行（全国23番目）

会頭就任と同時に、経済界だけでなく日本社会
全体を激震させる状況に直面した訳ですね。
◆田辺会頭
経済でいえばリーマンショックに端を発した世

■聞き手（藤岡理事長）

界同時不況です。これは日本の経済、産業をもう

それぞれ期待感を感じるまた大切な課題なので

一度考え直さなければならないといった大きなダ

もっとお話をお聞きしたいのですが、「実感でき

メージでした。とくに中小企業は不安感の中に追

るかたちで、八王子は動きだした」というふうに

いやられ、商工会議所も何とかしなければという

なってほしいですね。

ことでで、一番配慮し、私も各方面に働きかけた

◆田辺会頭

のは中小企業金融でした。

おっしゃるとおりですね。「実感できる」とい

政権交代についても、本来ならいい意味での政

ことはすごく大切なことです。行政もいろいろな

治の刺激になるはずですが、日本の場合は単なる

計画やプランを作りますが、具体的に実感する、

不安定で何も進まないという政治状況を作り出し

見えてくるということでなければ市民の側もよく

ました。そのことで経済も一層低迷するというこ

分からないまま終わってしまうことになります。

とになった訳です。また、政権交代前から、総理

商工会議所としても重要な課題なので、今後具体
像を示して行きたいと思います。

『 会頭就任と同時に

社会は激動期に

■聞き手（藤岡理事長）

』

さて平成26年となり、「平成の時代」も４半世
紀の時を刻みました。「平成」も一つの歴史にな
りつつあるということだと思います。その中でも
田辺会頭が就任された平成19年（2007年）以降は、
日本の経済、社会、政治、また八王子の街づくり
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▲藤岡理事長（左）と 田辺会頭（右）
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が一年ごとに変わるといった安定しない状況があ

そして長い歴史、そこに育まれた伝統文化、その

り、政治が不安定で混迷すればするほど、経済の

うえに学園都市という他の都市にはない顔を持っ

活力が奪われ、低迷を余儀なくされるということ

ている。それに合わせて八王子を振り返って考え

になります。

たとき、八王子は商業だけでない、企業城下町で

そして東日本大震災という大災害が起き、落ち

もない、ひとつの産業都市として歩んできたとと

込んできた日本社会に想像を超える試練を与えま

もにこれからも進んでいく、そうした環境にある

した。被災された方々はもちろんですが、地域の

ように思います。そして道路や鉄道など流通、交

経済界、中小企業も強い不安心理、動揺が走りま

通の要衝であることなど、いろいろな要素をつな

した。とくに計画停電の時は、電力がいつ止まる

ぎ合わせることで八王子の大きなポテンシャルに

か分からないというような状況の中で、地場の中

なっていくと思いますね。

小経営者は「明日どうなるのか」といった不安が

■聞き手（藤岡理事長）

拡大しましたね。手の打ちようがない訳です。商

街づくりという面から振り返ると、行政も人口

工会議所としても関係機関に申し入れをしたり、

が増えるに従って毎日の仕事に追われ、学校や保

経営者の不安を取り除くために相談を受けたり大

育園、児童館、高齢者支援、保健医療や環境、都

変な状況が続きました。

市計画など目の前の課題をとにかくこなしてい

『 八王子のポテンシャルと

求められるコーディネイト力

■聞き手（藤岡理事長）

く、その連続でこれまできたように思います。し

』

かし、この時代に問われていることは、そうした
一つ一つの行政ニーズの重なり合う部分を見つ
け、縦割りの発想ではなくつなぎ合わせて八王子
の街づくりを進めていく、つまりコーディネイト

ご苦労されたと思います。

する力が行政に求められているように思います。

ところで会頭は日頃より八王子の持っているポ

◆田辺会頭

テンシャルについて、積極的に発信しているよう

そういうことなんです。ですから八王子には豊

に思います。抽象的ですが、会頭が描く八王子の

かな緑があって住みやすい街ですよ、歴史もあり

魅力、潜在力、持続的な価値とはどのようなもの

他にはない伝統文化が息づいていますよ、大学も

でしょうか？

多いですよ、といったことをそれぞれで伸ばそう

◆田辺会頭

としているだけではだめなんです。そうした要素

八王子のポテンシャルといってもごくありふれ

をつなぎ合わせ、そしてまとめていくような街づ

たことだと思っておりますが、まずは豊かな自然、

くりの考え方、都市政策が必要だと思います。こ
れからの課題でしょう。

『 歴史ある八王子商工会議所 』
■聞き手（藤岡理事長）
東京は特別区と多摩地域の市町村、島嶼部とな
りますが、多摩地域の中で八王子商工会議所は最
も歴史ある会議所と思います。八王子の市政施行
よりも前に商工会議所は設立されています。多摩
地域あるいは近隣都市の中で、大都市八王子の商
工会議所としての立ち居地、役割りをどのように
▲藤岡理事長

感じられてきましたか？
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◆田辺会頭
多摩地域には７つの商工会議所がありますが、
その中でも八王子は古い歴史があり、最大規模の

『 持続性のある産業都市、

地産・地消・地活の八王子

都市であると同時に大きな産業経済力を持ってい
る。そうした中で、八王子商工会議所の責任、影

■聞き手（藤岡理事長）

響力というのは、現実に強く感じています。多摩

』

高度成長から成熟社会、端的に言えば人口減少、

地域は人口も400万人を超えているわけで商業都

高齢化、少子化といった先進国大都市に共通する

市として発展している街もありますが、多摩地域

課題に八王子も直面しています。地域経済の活性

のリーダーとして八王子商工会議所への期待も大

化、持続性といった面から、また産業都市八王子

きく責任も感じております。その意味で、八王子

という意味から商工会議所としての課題をお話し

がより強い産業力を持つ事が多摩地域全体の発展

いただきたいのですが。

につながるし、いい影響が出でくると考えていま

◆田辺会頭

す。また、日本商工会議所でも八王子の存在感は

産業都市八王子ということで何を具体的な産業

大きく、多摩地区を代表するような形でいろいろ

として考えているのかと問われた時、高度成長時

な役割を担っています。これもいずれは多摩地域

代ではない、人口減少社会である、また少子高齢

の発展につながると考えています。

化が急速に進んでいる、そういう中で敢えて産業
都市といった場合何か矛盾するような感じがする

【多摩地域の商工会議所】
八王子商工会議所（以下略）
、武蔵野、青
梅、立川、むさし府中、町田、多摩の７会
議所

と思われるかもしれません。そこで産業都市とし
ての具体的な内容を考えてみると、やはり「もの
づくり」ということがあると思います。八王子は
企業城下町ではありませんので、小さくても先端
技術を持った企業が多く存在します。つまり独自
の自立した先端技術が集積しているのです。

【多摩地域の商工会】
三鷹商工会（以下略）
、国分寺市、日野市、
清瀬、小平、小金井市、西東京、狛江市、
調布市、福生市、東久留米市、東村山市、
国立市、あきる野、東大和市、武蔵村山市、
稲城市、羽村市、瑞穂町、昭島市、日の出
町の21会

さらに八王子は歴史的に流通、物流の拠点とし
ての都市なんです。ものづくりと流通・物流が二
つの柱となって産業都市を形成するのだと思いま
す。
そして八王子は幅広い産業があって、他の都市
とは違うといわれてきましたが、それだけではだ

【表１】産業別事業所数、従事者数
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めで中核的な産業をどうするのか、それが具体化
されてくると産業都市八王子という姿が見えてく
ると思います。商工会議所としては、できるだけ
具体的にそれを示していきたい、そんな風に考え
ています。
それから、持続性ということを考えた時、とく
にリーマンショックに襲われた時期ですが、地
産・地消・地活という考え方にこだわりました。
地産・地消だけではなく地活、つまり地域の力を

▲八王子道の駅

活用しようということですが、これは人口58万の
八王子だからこそ可能なことだと思います。八王

済が発展してきた構図でした。ところが、バブル

子にはいいもの、いい店がたくさんあります。そ

崩壊後、またグローバル化という中で、人口減少、

れを知ってもらう。つまり中核的な産業と流通・

少子高齢化社会を迎えこの構図ではうまくいかな

物流の拠点であり、活発な商業活動を縦軸とすれ

いだろうと思っています。アベノミクスについて

ば、58万都市という広い裾野の中には八王子の良

も、本当にうまくいくのかどうか、少なくとも１

さがたくさんある、八王子市民が八王子の良さを

年程度は経なければ分からないだろうと思いま

もっと知り、大切に育てていく、八王子の地産・

す。

地消・地活といういわば横軸がかみ合ってほしい

たとえば、この業種が伸びる、あの業種が伸び

と思います。例えば私も関わらしてもらいました

るということで、そこに力を入れるためシフトす

が、道の駅なども都市農業を活用した八王子なら

る、というように今までは「縦」で物事を考えて

ではのもので、いまや八王子市民だけではなく市

きた。ダメな業種は捨てる。場合によっては海外

外からも人が集まるようになっています。こうし

に出る。伸びそうな業種には大企業があって中小

た広がりが、経済・産業の持続性を生み出すので

企業が続き小規模事業者がつながっていく…、こ

はないかと考えています。

れまではこういう考え方だったんです。しかし日
本のこれからの発展や経済を考えた時これだけで

『 行政の役割と課題 』

いいのだろうかと思います。

『 社会を支える地域産業 』

■聞き手（藤岡理事長）
お話を伺うと八王子の持続的な街づくりにとっ
ても産業都市としての実態が欠かせない、そうし

これだけではなく、横の地方軸、あるいは地域

た意味では58万八王子市民も協働作業者として考

軸というものに力を入れないと全体がよくならな

えていきたいと思います。

い。たしかに大企業が成長すれば法人税は増える

さて、自由競争が経済活動の原則ですが、これ

かもしれません。しかし日本の現実の雇用はよく

からの地域経済の発展を考えた時、行政はどうあ

ならない。小泉政権の2002年から2007年まで、い

るべき（関るべき）でしょうか？

ざなぎ景気を超える成長を遂げましたが、地域は

◆田辺会頭

ちっともよくならない。大企業は成長して全体の

時代とともに産業経済構造は明らかに変わって

経済は大きくなったのかもしれませんが、中小、

きたと思います。私の考えていることが本当に、

零細企業はよくなっていない。この時期がどうも

理論的にも正しいのかどうか分かりませんが、こ

境目ではないかなと思います。

れまでは大企業が成長し栄えれば、多少の時間差

その意味で、地域をどう活性化させるのか、そ

をおいて中小企業が栄えていくというのが日本経

れは地域のためだけではなく日本の経済、社会全
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体を考えた時にバランスのとれた社会構造、経済

だという考え方にたつべきです。自分の思いが無

構造になるために大切なことだと思います。

い中で、結果的にはコンサルが描いた絵で審議会

地域経済を活性化させる、それがまた地域をよ

や委員会を通そうとする訳ですね。道の駅の委員

くする訳で、そう考えると行政そのものの役割が

会のときも同じで、最初からコンサルが作ったシ

そこにあるように思います。行政は他人事ではな

ナリオがあるような運営でしたので一度白紙に戻

い、行政そのものの仕事あるいは責任として受け

してやり直した経過もあります。

止めて、地域活性化、地域経済というものを考え
なければならないと思いますね。

しかし、最近はいろいろな意見を聞くようにな
ってきたようにも感じております。困難な課題ば

産業都市八王子の具体像はひとまず商工会議所
が先行して考えたいと思いますが、行政も一緒に
何をなすべきか考えて欲しいと思いますね。その
意味での協働作業者であるべきと思います。実は
こうした考え方は日本商工会議所の中でもありま

かりかもしれませんが、協働作業者としての信頼
関係の中で汗をかいていきたいですね。

『 歴史、文化と調和する産業都市 』
■聞き手（藤岡理事長）

すし、私も発言してきました。

私もかつて当事者の一人でしたので、会頭のご

『 コンサル頼みはダメ 』

指摘は痛いほどよく分かります。それは乗り越え
ていかなければならない、行政自身の課題ですね。

■聞き手（藤岡理事長）

さて、産業都市八王子ということは実は八王子の

産業都市八王子という意味は経済界だけのこと

街づくりそのものなんだ、という事がひとつの結

ではなく、八王子の地場の企業、中小事業者が活

論かと思いますが、八王子はしばしば歴史のある

性化し、地域そのものが活性化することを目指し

街といわれます。歴史や文化と地域経済の関係に

ている。そしてそこには八王子58万の市民が暮ら

ついて、会頭はどのようにお考えですか？

し生活しているわけで巨大なマーケットでもあ

◆田辺会頭

る。そう考えると産業都市八王子という意味は、

産業都市と言ったとき、私は殺伐としたところ

まさに街づくりそのものだということになります

に産業は栄えないと思ってます。八王子のように

ね。

豊かな自然で暮らしやすい街、長い歴史とそれに

◆田辺会頭

育まれた文化がある、そうした心が落ち着くよう

まさにおっしゃるとおりですよ。

な街だからこそ産業都市として根づくのではない

■聞き手（藤岡理事長）

か。

ところでそう考えたとき、商工会議所側から見

これまではどちらかというと産業は産業、文化

て八王子市役所は街づくりの協働作業者として、

は文化といった別々のコンセプトのように考えて

いいパートナーといえるでしょうか？（笑い）

いたかもしれませんが、そうではないと思います。

率直にご意見をいただきたいのですが。

この街で仕事をしたい、この街で暮らしたい、そ

◆田辺会頭

うした落ち着きのある中で産業が栄えることが理

一言で申し上げるとこれまでは「物足りない」

想的な産業都市だと思います。

という印象ですね。それは、今私が言った様なこ

人が大勢いてギラギラしている商業集積都市も

とを自ら考えてこなかったのではないか。分かり

あります。それはそれでいいですが、産業があり、

易い例で言うと、あまりにもいろいろなことをコ

暮らしがあり、人の往来があればそこに商業やサ

ンサルに頼りすぎている。頼り過ぎと同時に、コ

ービス業が生み出される。落ち着いた自然と歴史

ンサルの選び方が下手です。基本的には自ら考え

の中で産業が栄える可能性がある数少ない都市が

るべきでそれをフォローするのがコンサルの役割

八王子だと思います。
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■聞き手（藤岡理事長）
冒頭に会頭としての抱負をお聞きしましたが、
最後に一経済人、一市民としての田辺様の夢を語
っていただきたいのですが。
◆田辺会頭
今お話したことと重なりますが、八王子が豊か
な自然の中で心が癒される、街を歩くだけでそう
した気持ちになれるような街であってほしい。し

▲設立100周年の
石碑

かし、そこには産業もありすぐれた都市機能も有
している。仕事があり、暮らしが営まれ、歩くだ
けでも楽しくまた癒される、そんな八王子ができ
たらいいなと思っています。
■聞き手（藤岡理事長）
▲八王子商工会議所（外観）

今日は長時間ありがとうございました。

【表２】都内市区別工業の状況（従業者４人以上の事業所）2010年12月31日現在（単位、万円）
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第３回

八王子の財政と分権
─ 東京都への依存と財政 ─

八王子自治研究センター
担（補助裏）」がありますが、そこには一般財源

１ 見えない特定財源

が使われます。本来は自由に使えるはずの一般財

前回の分析で見てきたように、八王子市は多摩

源ですが、これは「見えない特定財源」と言える

地域の同一類型の自治体、類似都市、首都圏の中

でしょう。特に都市計画・土木事業など、実施に

核市などと比べると財源の依存率が最も高い自治

長期間を要する事業の場合は長期的な財政の制約

体です。もともと東京都内の基礎自治体の国・都

要因になります。これは八王子市の財政白書でも

（県）支出金を、他の中核市や首都圏の同類型の

指摘されています。

都市と比較すると、県部の自治体に比べて都支出
金は約２倍の比率で、多摩地域の市は他県に比べ

２ 依存財源の課題 ─ 財政白書から

て東京都への依存度が高いことが解ります（表
１）。国支出金の比率は首都圏のほぼ同一規模の

主な依存財源に対し、八王子市財政白書によれ

自治体と変わりませんが、他の県に比べて東京都

ば「地方交付税は、使途が限定されない一般財源

は市町村への支出が多い、言い換えれば都への依

ですが、毎年度全国の地方自治体が算出する基礎

存体質が高いのが多摩の自治体の特徴で、その中

数値に国が定めた単位費用や補正係数を乗じて、

で最も依存率が高いのが八王子市です。

国が算定し額を決定します。年度により額が変動

財源の依存という意味では国・都支出金で行う

するため、安定した財源とは言えません。」と説

事業の多くには市の負担があり、事業予算は確保

明されています。財政当局の説明によれば、今後

できても財政上の柔軟性が損なわれることが指摘

中核市になることによって地方交付税額が増える

されています。補助事業を行う場合、必ず「市負

ことが予想されていて、不安定であると認めてい

【表１】自治体歳入に占める地方交付税、国・都県支出金
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る財源にますます依存することになります。

対的に大きいためです。豊かな東京都に属してい

一般的に自主財源の多少は、現行の地方財政制

ることのメリットと言えるかもしれません。この

度では地方交付税や国庫支出金が自主財源の補完

間の歳出の動き全体を時系列でみると八王子市の

的要素を有していることや、大きな投資（起債）

市民一人当たりの支出は平成12年から20年までは

などの要因により見かけ上の比率が大きく変動す

ほぼ横ばいですが、平成21年頃から現在まで増加

ることがあることから、この比率が低いことが必

傾向にあります。減税や不況などにより税収が伸

ずしも財政運営の安定性を損ねているとは限らな

びない中での歳出増加分の財源は都支出金、地方

いといわれています。しかし、財政規模の拡大や

交付税、臨時財政対策債などの依存財源であるこ

中核市への「昇格」など、八王子の財政政策は依

とが分かります（表３）
。

存財源を増やすことに方向にシフトしていること
は間違いありません。

４ 上下水道の東京都への一元化
八王子市はこの十数年にわたって水道、下水道、

３ 自主財源と支出

都市整備などについて東京都への移管や委託を進

平成23年度決算からみると代表的な自主財源で

めてきました。これは都市経営からみれば効率的

ある市税額を中核市や千葉、神奈川の類似都市と

であり、人員削減などには効果的でしたが、この

各市の人口一人当たりで比較すると３位ですが、

間に分権の推進を言いながらも実際には東京都へ

市民一人当たりの歳出では１位になります。また、

の依存を強めてきた、といってよいでしょう。

多摩地域の不交付団体が財政的に豊かなことが分

例えば水道事業は武蔵野、昭島、羽村を除く市

かりますが、交付団体でもその支出額はより税収

では東京都に一元化（委託ではなく）されていま

が多い他県の自治体を上回っています（表２）
。

す。事業は地味ですが、地域の負担が大きい部分

このように、歳入と歳出の差に注目すると、八

を東京都に依存し、市民に身近なインフラについ

王子市は、県部に比べて市民一人当たりの税収に

て多摩の大部分の自治体は権限を『逆移譲』して

比べて支出が多いのです。これは、県支出金と東

きました。現在の八王子市は、
『「自らのまちのこ

京都支出金の差により、八王子市の財政規模が相

とは自ら決める」という地方分権の考えにもとづ

【表２】平成23年度

市民一人当たりの地方税額と歳出決算額
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き、さらなる権限移譲を求め、中核市移行を決定

ずです。また、多摩地域の自治体は稲城市を除く

し準備を進めています。』と述べていますが実際

とかなり早い段階（八王子は昭和35年に東京都へ

には手放したものも多いのです。本来は基礎自治

一元化）から消防事業を行っていません。これも

体が実施しているこれらインフラに関わる基幹的

自治体消防が当たり前な全国の自治体の中で見る

業務を実施していないことが、八王子市の職員数

と特異です。

の少なさは（（表４）類似自治体で３位、県部の

このように他県の自治体に比べて多摩地域は東

自治体に比べると東京都の自治体は相対的に少な

京都の影響が大きいのです。その中でどのように

いことが分かる）人件費率の低さの大きな理由の

中核市として主体性を発揮していくのか、移管さ

一つと思われます。

れる事務だけでなく地方自治の全体を見据えた検

おそらく平成26年度以降、日本中で上水道事業

討が必要なのではないでしょうか。

を持っていない唯一の中核市に八王子市はなるは

【表３】八王子市の税収と歳出の推移

【表４】職員一人当たりの人口
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