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支えあいと交流が街をつくる

第 7 回 共助のまちづくりシンポジウム
日 時：12 月 11 日(日) 午後 2 時から 5 時
会 場：八王子市学園都市センター 第 1 セミナー室
交流会：午後 5 時 15 分 参加費 1000 円
交流会場は学園都市センター・スカイラウンジクレア
毎年恒例の第 7 回高齢介護・共助
のまちづくりシンポジウムを開催し
ます。地域包括ケアシステムはどう
取り組まれているのか。介護保険制
度の給付縮小が第 7 期介護保険事業
計画にどう影響するのか、課題山積
です。今回は八王子市民活動協議会
との共催で、高齢介護にとどまらず、
子育てや障害者の社会参加など、互
いに理解し、支えあう街づくりにつ
いて議論します。市民活動、介護事
業者、行政、そしてなによりも当事
者や若者たちが、共助のまちづくり
に向けて語り合い、交流する場を持
つこととします。
交流会も含めて会員、非会員オー
プン参加でお待ちしております。

【問い合わせ】
八王子自治研センター℡626-7714、
または八王子市民活動協議会
℡646-1626 まで

神奈川大学法学部
幸田教授・ゼミ生、来所
地方創生を研究テーマに、神奈川
大学法学部・幸田教授のゼミ生 3 人
が八王子市都市戦略部と八王子自
治研究センターで研修視察し、感想
を寄せていただきました。
(3 ページ以降参照)
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市民史・行政史記録継承事業

「八王子市民史を記録する会」の取り組み
「八王子の宮大工・小町家の系譜と
番匠設計・小町和義の仕事展」開催
2014 年 11 月八王子自治研究センタ
ーは 30 周年を迎え、
「市民史・行政史
記録継承事業」を開始しました。この取
り組みは八王子市市史編纂事業と連携
し、市民史と行政史の相関性を次世代
に継承することを目的として取り組ん
でいます。
市民史に関しては、八王子自治研究
センターが事務局となり｢八王子市民
史を記録する会(略称「市民史の会」
、会
長：高澤壽民さん、川口町在住の郷土史
家)｣を設立しこれまで講演会、シンポ
ジウムなど開催してきました。
この市民史の会では、明年秋に「八王
子の宮大工・小町家の系譜と番匠設計・

小町和義の仕事展」の開催を企画して
います。江戸期から高尾山薬王院の宮
大工として八王子の歴史の一角を築き
上げてきた小町家の系譜をたどるとと
もに、現代も伝統建築と数寄屋造りの
建築設計を伝える番匠設計主宰の小町
和義さんの作品を紹介するものです。
都市の機能、暮らしと建築、都市のあり
方などを、歴史という時間軸をもって
見ていこうとするものです。
市民史の会では、この企画展の紹介
と賛同者の拡大に向けて、明年 1 月「八
王子の宮大工・小町家の系譜と番匠設
計・小町和義の仕事展」講演会と交流会
を下記のとおり開催いたします。

「八王子の宮大工・小町家の系譜と
番匠設計・小町和義の仕事展」講演会・交流会
日 時：2017 年 1 月 29 日(日)午後 1 時～3 時
会 場：八王子市学園都市センター11F・交流サロンクレア
会 費：2000 円(軽食を用意いたします)
お話し：番匠設計 小町和義さん
「宮大工小町家の系譜と作品」
津山正幹さん 八王子市文化財保護審議会委員
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神奈川大学法学部

幸田教授ゼミナール学生

八王子市の地方創生について調査
神奈川大学法学部の幸田雅治先
生は、総務省出身で神奈川大学教授
であるとともに弁護士としても活
動し、自治体政策について精通され、
日本弁護士連合会(日弁連)の自治体
等連携センター・条例部会長も務め
ています。
今回、幸田ゼミでは研究テーマと
して地方創生を取り上げ、本年 7 月
に八王子自治研究センター藤岡理
事長がゼミでレクチャーしました。
その後幸田ゼミのうち、3 人のゼミ
生が八王子市の取り組みを調査す
ることになり、市内各地の実地調査
と八王子市都市戦略部、八王子自治
研センターのヒアリングのため来
庁、来所しました。

研究報告書はすでにまとめられて
いるようですが、学生から寄せられ
た調査に関する感想が寄せられまし
たので全文を掲載します。
なお、幸田先生が中心となり取り
組まれている「条例研究会」には、
東京自治研究センター八王子自治研
究センターも参加しております。詳
しい内容は、東京自治研究センター
発行の「とうきょうの自治 102 号」
に掲載されておりますのでご参照く
ださい。
＊「とうきょうの自治」ご希望の
方は、八王子自治研究センターまた
は八王子市職員組合までお問い合わ
せください。

八王子自治研究センターでのヒアリング
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（小島僚太）

材料になるだけでなく、私たちも八王子

今回、2 回目の八王子市現地調査で八

市についてもっと知るために今後も八

王子市役所の都市戦略課の今井さんと

王子市に実際に足を運び、八王子市でし

渡邉さんから私たちが準備した八王子

か体験できない出来事や、雰囲気などを

に関する質問とその補足としての八王

たくさん収集し、私たちの研究に活用す

子市についての資料やお話をたくさん

るだけでなく、自分自身のこれからの人

いただきました。緊張している私たち一

生にも直結するような経験を積みたい

同に対して、優しく丁寧に、また、とて

と思いますので、これからも 3 人でしっ

も面白いお話などで緊張をほぐしてく

かり八王子市について全力で取り組み、

れたこともあり、私たちとしても八王子

将来につながる政策提言が出来ればと

市の良さを知れただけでなく市職員の

考えております。

お話から八王子市民の人柄の良さも肌
で感じられました。研究する前より八王

（鈴木脩平）

子についてより知れ、段々と興味も持つ
ようになってきました。

急な申し出にも関わらず、長い時間、
親切に対応してくださり、大変感謝して

また、前回のゼミナールで大学に来て

おります。今回の訪問で、今井様や藤岡

くださった藤岡さんが所属している八

様のお話を聴き、八王子の抱えている問

王子自治研究センターにも訪問し、ゼミ

題、八王子が新しく行おうとしている事

ナールの時に話せなかった内容や、八王

業を知ることができ、より八王子の奥深

子市についてさらに多くの資料をいた

さを知ることができました。

だき、前回よりも親睦を深めることがで

まず私たちは、八王子駅からバスに乗

きてとても嬉しく思います。今後また八

って、市役所に向かいました。駅を離れ

王子市について研究するときに、今井さ

た街並みとしては、歩道も広く、木も植

ん、渡邉さん、藤岡さんからいただいた

えられており、綺麗に整備されていた印

資料とアドバイスがさらに重要な研究

象でした。
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私たちのテーマとして、八王子の若者

この訪問で伺ったことを総合考慮し

の人口流出に関することを中心に、調べ

て、今後に生かしていきたいと思います。

てきましたが、今回一番印象に残ったこ

八王子の政策提言をしていくことは、大

とがあります。それは、若者に限らず、

変難しいことですが、時間をかけて良い

市に長く残って、愛着を持ってもらうた

提言ができるように頑張りたいと思い

めには、まずは市のことを知ってもらい、 ます。ありがとうございました。
人生の選択肢を増やしてもらうという
ことです。これは、大学に通っている私

（杉村佳音）

たちも、同じことが言えます。そこで今

平成 28 年 7 月 11 日月曜日、この日

まで気づくことのできなかった新しい

は二回目の八王子市訪問でしたが、前回

発見をすることができ、新しい問題意識

よりも多くのことを習得することがで

を持つことができました。地方創生にお

きました。前回は、八王子駅を下車して

いて、地域にどれだけ関わってもらえる

東急スクエア 11 階の学園都市センター

かという視点で見ることは、非常に重要

の大学コンソーシアムといちょう塾の

なことであることがわかりました。その

資料を頂きに行きました。また、同建物

ほか、市内の中学生を対象とした、子育

にある国際協会があり、そこで八王子市

て体験学習事業など、人生において切れ

に住む留学生の生活支援や交流活動を

目のない支援についても力を入れて取

している国際ボランティアの古川様の

り組んでいることも知りました。資料も

話を伺いました。そして午後からは、高

とても参考になりました。

尾山に登り観光をメインとし、八王子市

藤岡様のお話では、
「八王子区政化案」
についてお話頂き、八王子の地域６区分

はどのようなまちなのかを知ろうとい
うことが目的でした。

には、それぞれの特色があることを教え

今回の訪問は前回よりも掘り下げて

て頂きました。行政区を採用する横浜市

調査し、八王子市が若者に向けて取り組

に住んでいる身として、区政化は、これ

んでいる政策を事前に用意した質問を

までとは違う運営をすることができ、面

もとに話を伺いました。都市戦略課の今

白いと思うので、私は賛成しております。 井様の話の中で一番印象に残っている
また、印象に残ったことは、高尾山につ

ことは、「八王子市をたくさんの人に知

いてです。高尾山は、沢山の人に登られ

ってもらいたい」と何度も語られていた

ている山であることを改めて感じまし

ことです。

た。しかし高尾山は、登山が終わった人

私達の八王子市に対する課題は、市内

たちが市内にとどまることなく、そのま

に住んでいる若者の人口流出をどうし

ま帰ってしまうことがわかりました。

たら解決できるかということでした。し

「高尾山＝八王子」を定着させるには、

かし、今井様は、「あなた方は自分が通

やはり、高尾山だけでなく八王子市内の

っている大学のまちのことを知ってい

PR が必要であることを実感しました。

ますか。八王子市内の大学に通っている
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学生も同じように、八王子市がどのよう

かと藤岡様は考えていらっしゃいまし

な政策をしているのか、市がどんな活動

た。

を行っているのかを知らない学生が多

私は、みんなが同じである必要はなく、

いです。そして知らないまちに愛着を持

そのような世の中はつまらないと考え

てますか」との話でした。私はこの話を

ます。十人十色という言葉もあるように、

聞き、18 年間住んでいる自治体は好き

十人が違う色を持っているからこそ色

な場所が多く足を運んでいるため愛着

鮮やかでにぎやかな彩りになります。

を持っていますが、神奈川大学がある横

そんな、様々な色で輝く八王子市を見み

浜のことは興味が少ないので、正直に言

たいと感じました。

うとどんな政策を行っているのかは全

八王子市はその地域ごとの特色を活

く知りません。こうして自分自身に置き

かした、多種多様なまちづくりをするこ

換えてみると考えやすく、まずはそのま

とにより、八王子市の魅力が高まり、訪

ちがどんなところなのかを知るという

れる人が増え、さらに八王子市の認知度

ことが、すべての始まりであるのかなと

もあがるのではないかと考えます。

感じました。これは重要なことなので、

八王子市のことをよく知ることによ

私達の研究を進めるうえで八王子市の

り、自分の住むまちをより良いまちにす

まちなみに触れることや、八王子市がよ

るためにはどうしたらいいのだろうか

りよいまちにするための政策を今まで

と一人一人が考えることで、自分たちの

以上に調べなければならないと考えま

まちは自分たちで創っていくことが大

した。

切であると私は思います。

また、今回は八王子市の歴史について

最後に、私にとって今回の八王子市訪

も触れました。市役所訪問の後、市庁舎

問は、私の将来に近づけることができた

の向かいに設置されている八王子市自

大きな一歩でした。私は今住んでいるま

治研究センターへも訪問しました。そこ

ちが好きです。このまちのために働きた

では、理事長の藤岡様からお茶をご馳走

いです。そして、多くの人々に私の住む

になりながら話を伺いました。
「現在の

まちの魅力を知っていただき、遊びにき

八王子市というまちは、もうすぐ 100 年

て欲しいと思います。私は住んでいる自

を迎えます。元々6 つの町がありました

治体で公務員として働き、まちづくりに

が、徐々に合併し形成されていきました。 貢献したいと強く思いました。
6 つの町はそれぞれに個性が強いため、

このような機会を与えてくださった

今でもその特色がかなり残っている。
」

今井様及び藤岡様に感謝いたします。丁

とのことでした。このように、様々な色

寧な指導をいただき、とても貴重な体験

を持っている市は、市の中で「地域分権」

でした。この訪問で学んだことは、今後

というものをつくり、それぞれの地域に

の私たちの研究活動に活かしてまいり

権限を与えたほうが、その地域の特色を

ます。

いかしたまちづくりになるのではない
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【資料紹介】 各地に設立されている自治研究センターの地域情報・研究論文を収集公開
しています。
タイトル
自治研かごしま

発行者

特集記事

鹿児島県地方自治研究所

・自治体改革プロジェクト報告書 他

公益社団法人 地方自治総合 定価／

・ベルギーの連邦化と地域主義

研究所

－連邦・共同体・地域圏の並存と地方

別冊号（2016.9）
自治総研叢書 35

800 円

自治の変貌－
八障連通信 vol.316

八王子障害者団体連絡協議会

・2016 年障害者福祉課との懇談会報
告 他

自 治 研 ち ば Vol.21 一般社団法人 千葉県地方自 頒価／

・自治研センター講演会「地方創生」

（2016/10）

800 円

の正体 他

月刊

・成果主義・相対評価の問題点 他

治研究センター

フォーラムおおさか 大阪地方自治研究センター
№146（2016/10）

自 治 研 と や ま № 98 公益財団法人 富山県地方自 月刊／

・講演 富山県地方自治研究集会〈誰

（2016.10）

もが、住み慣れた家で地域で安心して

治研究センター

300 円

暮らし～〉他
自 治 研 究 ふ く し ま 自治労福島県本部・福島県地

・特集：第 17 回地方自治研究福島県

第 103 号（2016.10） 方自治研究所

大会 他

信 州 自 治 研 № 296 長野県地方自治研究センター

月刊／

・健康長寿発信都市「須坂 JAPAN」の

（2016/10）

500 円

取り組み 他

新 潟 自 治 69 号 公益財団法人新潟県自治研究 季刊／

・教訓を活かせるか…平成 28 年熊本

(2016/10 発行)

地震 他

センター

自治研月報かながわ 公益財団法人
№161(2016/10)

600 円
神奈川県自治 月刊／

研究センター

・沖縄から子どもの貧困を考える 他

500 円

北 海 道 自 治 研 究 公益社団法人 北海道地方自 月刊／

・<夕張市の財政再建を考えるシンポ

573（2016/10）

ジウム> 他

治研究所

500 円

みやざき研究所だよ 宮崎県地方自治問題研究所

・TTP と医療問題 他

り№84(2016/10)
自 治 研 か ご し ま 鹿児島県地方自治研究所

月刊／

№114（2016/10）

500 円

・特集：第 29 回自治研日置集会 他

自 治 総 研 Vol.42 公益社団法人 地方自治総合 月刊

・海士町における地域づくりの展開

（2016/10）

プロセス 他

研究所

ホームページアドレス：（http://www.8ken.or.jp/）または、一般社団法人八王子自治研究センターへ
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ささえ合いと交流が街をつくる
第 7 回共助のまちづくりシンポジウム
日 時：12 月 11 日(日)午後 2 時～5 時
会 場：八王子市学園都市センター
第 1 セミナー室(東急スクエアビル 12F)
交流会：午後 5 時 15 分～ 参加費 1000 円
会 場：同センター スカイラウンジ・クレア(東急スクエアビル 11F)
＜講演＞
和気純子さん（首都大学東京教授）
<パネルディスカッション>
市民活動団体 介護保険事業者 学生
八王子市 福祉関係団体 地域福祉研究者
<共催>
八王子市民活動協議会 八王子自治研究センター
<後援>
八王子市福祉部

みなみおおさまカフェ
が始まる
首都大学東京と地域で作る多世代交流プロジェクト
首都大学東京の和気教授(12 月 11 日開催

次回は 12 月 13 日(火)午前 10 時から 12 時

共助のまちづくりシンポジウム基調講演者)

まで、会場は首都大学東京 91 年館です。

や同大学学生、高齢者あんしん相談センター
南大沢や大勢の地域の皆さんが参加する多世
代交流が 12 月 13 日から始まります。
大学と地域の具体的な連携で、八王子市民
活動協議会、八王子自治研究センターにも案内
があり参加しました。学生と多世代交流は地
域包括ケアシステムにつながる取り組みです。
首都大学がある南大沢地域を中心に、大学キャ
ンパスで毎月開催されます。

中央マイク：首都大学東京大学院
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岸本尚大さん

