
























































 ６ 成果報告会 アンケート結果
 

 

アンケートの概要 
実施日  平成２１年５月３０日（土）成果報告会にて 
対 象  成果報告会に来場された方 
内 容  各団体の活動や成果報告会等に対するご意見・ご感想 
回答数  １２ 

 
 
 
 
 
 

（１）各団体へ寄せられた主なご意見・ご感想 

 
 
事業名 ・ 民間レベルの日中友好活動基礎作り大人と子どもが一緒に楽しく、元気パワー。こ

団体名 八王子市日本中国友好協会             事業成果報告の記載ページ   Ｐ６

・（コメントなし） 

 
事業名 パフォーマンスママ「レインボーズ」 

団体名 パフォーマンスママ「レインボーズ」        事業成果報告の記載ページ   Ｐ８

・ 子ども達との楽しいパフォーマンスありがとうございました。これからも子ども達やお年寄りに

楽しさを振りまいて下さい。（７０代男） 

・ 面白い活動である。（６０代男） 

 
事業名 発達障がいの子どもたちを地域で支援・育てる 

団体名 かたつむりの会                 事業成果報告の記載ページ   Ｐ１０

・ 障がいの子どもたちへの理解を普及し、自立を目指す活動、頑張ってほしいです。（６０代） 

・ 発達障害という理解しにくい子どもたちの行動をキャラバン隊の皆さんがいろいろ工夫して啓

蒙していらっしゃる様子がよくわかりました。頑張って下さい。（７０代男） 

 
事業名 紙芝居普及活動 

団体名 わくわく紙芝居サークル             事業成果報告の記載ページ   Ｐ１２

・ 日本古来の伝統文化の伝承を大切に、動画と違う良さ（言葉の表現）を伝えてください。（６０代） 

・ 紙芝居が一番心に残るのは小学校低学年の皆ではないかと思います。学童保育部・保育室等での

公演をお願いします。（７０代男） 

・ 面白い活動である。講座を行っているのも良い企画である。（６０代男） 

 
事業名 脳とくらしの活性化「脳がめざめるアート塾」 

団体名 ヒーリングアート・パステルカフェ        事業成果報告の記載ページ   Ｐ１４

・ 魅力的な活動だと思います。（５０代女） 
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事業名 音楽療法体験ワーク＆音楽療法講座 

団体名 豆の木音楽療法研究所               事業成果報告の記載ページ   Ｐ１６ 

・ 地道で難しい活動ですが、是非続けていく中で解決案を見つけて下さい。（７０代男） 

 

事業名 八王子-ケムニッツ 日独交流演奏会 

団体名 八王子フィルハーモニー合唱団           事業成果報告の記載ページ   Ｐ１８ 

・ 良い。１００万円はどうか。（７０代男） 

・ 八王子の文化の質の向上に寄与されている。（60代男） 

・ 地域の文化活動として、大いに期待する。私も今回初めて知り、是非次回は演奏会に行きたいと

思います。（５０代男） 

・ 補助がなければ、自立して活動できない感じ。（６０代男） 

 
事業名 親子ふれあいキャンプ２００８ 

団体名 はちおうじユースネットサービス          事業成果報告の記載ページ   Ｐ２０ 

・ 立派な企画内容で、親子に喜ばれたイベントであったと思います。特に、この予定で２泊３日は

スタッフの御苦労がしのばれます。（７０代男） 

・ 3 日間の様子がよくわかり、参加者の喜びが伝わってきました。親子の絆が薄れている最近です

が、是非今後とも親子のふれあい継続を希望します。（６０代） 

・ 親子のふれあいが少ない今、青少年の健全育成からも、重要性はますます増えると思う。（５０代男） 

・ 参加者が負担する費用に補助している感じがする。自立のための費用になっているか？（６０代男） 

 
事業名 市民参加型 援農活動による農業活性化－Ⅱ 

団体名 特定非営利活動法人 すずしろ２２         事業成果報告の記載ページ   Ｐ２２ 

・ 食物自給率４０％の今、このような活動が活発になる事を望む。（６０代男） 

・ 今日、農業の劣化は目をおおうばかりである。都市住民は土を通して作物を作りたいと考えてい

る。今日さらなる事業展開が望まれる。（５０代男） 

 
事業名 かんたん洋裁 易しい優しい洋裁仲間 

団体名 NPO 法人 八王子服飾センター           事業成果報告の記載ページ   Ｐ２４ 

・ 元気なシニアは、おしゃれ希望のシニアでもあります。是非、広く普及して下さって八王子のシ

ニア活性化の一翼となって下さい。（７０代男） 

 
事業名 子育てサポーターの街にしよう！「子育てしやすい街・八王子」 

団体名 保育サポーターはちっ子              事業成果報告の記載ページ   Ｐ２６ 

・ 子育ては次世代育成の為の、大事な仕事。そのサポーター育成は非常に大きい成果です。参加者

が大勢活動に参加していること、良かった。（７０代男） 

 
事業名 パン作りで心もからだもリフレッシュ 

団体名 ムッシュ手づくりパンの会             事業成果報告の記載ページ   Ｐ２８ 

・ 孤軍奮闘でうつの方々の支援活動をしている様子が、良く判りました。もっと PRが必要で
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すね。（７０代男） 

・ 精神障害者の社会復帰訓練（デイケア）事業として大切な事業である。市役所の側面協力が大い

に望まれる。（５０代男） 

 
事業名 子どもの虐待防止のための事業 

団体名 子どもの虐待防止市民ネットワーク多摩      事業成果報告の記載ページ   Ｐ３０

・ 子どもの生命を地域で守っていくことは、大事なことだと思った。（５０代女） 

・ 虐待はあってはならない事。家庭内の事でとても難しい事だ。（６０代男） 

地道な活動、よく頑張っている感じ！（６０代男） 

 
事業名 知って得する高尾駅周辺情報「高尾界隈」出版本 

団体名 特定非営利活動法人 著作権協会         事業成果報告の記載ページ   Ｐ３２

・ 地元の歴史を文書で残すことは、次世代へつなぐ大きな財産です。（７０代男） 

・ 八王子の文化の掘り起こしを契機にこの活動は大いに期待しています。文化のかおり高い行政の

援軍だと思う。（５０代男） 

・ 自立している団体で補助の必要あるのか。（６０代男） 

 
事業名 女性のための市民活動スタート応援事業 

団体名 特定非営利活動法人 エンツリー         事業成果報告の記載ページ   Ｐ３４

・ ハンドブックが中高年男性に評判が良かったというのは同感です。団体同士の懇親会が欲しいと

いう希望に共感しました。（７０代男） 

・ 本の中に校正で発見できないミスがあったのは残念。八王子の歩き方になっていた。発表うま

い。（６０代男） 

 
事業名 みんなで作る子育てマップ 

団体名 おおきに                    事業成果報告の記載ページ   Ｐ３６

・ 今までにないイイアイデアだと思う。（６０代男） 

・ 子育てママの真のニーズを把握してのMAP作り、頭が下がります。大勢の子育てママが見たい

と思います。是非HPで公開して下さい。（７０代男） 

 
事業名 こころのびのびコミュニケーション 

団体名 特定非営利活動法人 八王子子ども劇場      事業成果報告の記載ページ   Ｐ３８

・ 昔の家庭は、三世代同居、現代は若い母親と乳幼児ということで、いろいろ悩みの多いことと思

います。地道な活動ですが、若い母親を応援して下さい。（７０代男） 

・ 外部の講師の活動がメインで自分達の活動になっていない感じ。（６０代男） 

 
事業名 八王子学の体系化と八王子検定の仕組みづくり 

団体名 八王子学研究会                 事業成果報告の記載ページ   Ｐ４０

・ 八王子を子ども達に知ってもらうためにもやさしい検定テキストの作成、これの小中学校への普

及をお願いします。（７０代男） 

・ 私達の知らない八王子を学び、市民の大きな財産となる（私の祖先は 1600 年から八王子に住
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んでいる旧住民である）（５０代男） 

・ ＩＣＴをやっているわりには、スライドが見えない。検定が楽しみである。（６０代男） 

 
事業名 デイジー図書作製 

団体名 八王子朗読の会“灯”                事業成果報告の記載ページ   Ｐ４２

・ 図書館予算を多くして、市でのデイジー用機材をふやしていってほしいと思う。（５０代女） 

・ もっと機材購入等が必要ではないか。（７０代男） 

・ 視覚障害者の大事な情報源であると思った。（５０代女） 

・ デイジー図書機器が普及される事が望まれるが、公的補助も充実されるべきである。（６０代男） 

・ デイジー図書は全図書館、市民センターでの貸出しをすると良いと考える。（テクノロジーの進

歩に驚いた次第である）（５０代男） 

・ 補助が少ないのに、よく活動している。（６０代男） 

 
事業名 読書のまち八王子を活性化する学校図書館 

団体名 八王子に学校図書館を育てる会            事業成果報告の記載ページ   Ｐ４４

・ 学校図書館、take off の発行は良いアイディアであり、少ない補助金でよく頑張ったと思いま

す。（７０代男） 

・ 教育の充実のため、小中各校への司書の配置が大切かと思う。できれば、有償ボランティアによ

る人的配置が大切である。（５０代男） 

 
事業名 八王子大江戸舞祭２００８ 

団体名 八王子大江戸舞祭実行委員会               事業成果報告の記載ページ   Ｐ４６

・ ソーランのブームは良く知られているが、大江戸舞がもっと大勢の子どもたちに拡がることを期

待しています。（６０代） 

・ 子ども達に運営を手伝わせていることは大変良いことです。小中校長会との連絡も大事なこと、

続けて下さい。（７０代男） 

・ 北海道の「ソーラン踊り」より良いと思う。１つ驚いたことは、子どもが運営や片づけに協力的

であることを聞き、実行委員会の方針に感動した。（当区ではなかなか実行できない）（５０代男） 

 
事業名 夢あるまちづくり 

団体名 夢あるまちづくり協議会               事業成果報告の記載ページ   Ｐ４８

・ ２５万円は多い、もったいない。まちづくりにカラオケとか蛍を見る会無駄。（７０代男） 

・ このことは魅力ある八王子づくりの一助となり、市民団体の創意工夫に感動した。（５０代男） 

 
事業名 外国人のデジタルデバイド解消のためのパソコン相談会・学習会 

団体名 情報ボランティアの会（八王子）           事業成果報告の記載ページ   Ｐ５０

・ パソコンを使っての市内在住の外国人の方々に生活支援的なところまで、踏み込んでやっていら

れることに感心しました。留学先の協力は本当に大事ですね。（７０代男） 

・ ＩＴ社会の今日、こんな活動は軽費で多くの市民に利用できるので大切と思う。（５０代男） 

・ ＩＣＴをやっているのに、画面が分りにくい。成果はかなりありそう。（６０代男） 
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事業名 八王子周辺花めぐりマップ 

団体名 高尾の野花を見る会                    事業成果報告の記載ページ   Ｐ５２

・ 自然環境を守るために、楽しみながらの活動は効果的だと思った。（５０代女） 

・ 山を荒さない、花をつまない、の理念が高い。（60代男） 

 
事業名 ふるさとの食を拓く 

団体名 NPO・ふるさとの食を拓く会             事業成果報告の記載ページ   Ｐ５４

・（コメントなし） 

 
事業名 八王子子ども祭り 

団体名 八王子子ども祭り実行委員会           事業成果報告の記載ページ   Ｐ５６

・ ５００円玉一つで一日楽しく遊ぶという発想はすばらしい。遊びながら、社会的なしつけもして

くれるイベントだと思います。続けて下さい。（７０代男） 

 
事業名 高齢者の生きがいつくりと子ども支援、住みよい町つくり 

団体名 きよぴー                    事業成果報告の記載ページ   Ｐ５８

・ 民生委員の活動につながりそうで参考になりました。今後も継続してください。（６０代） 

・ 大勢のボランティアに支えられた活動。組織の維持と財政維持に御苦労されていることと存じま

すが、是非続けて下さい。（７０代男） 

・ ３年間補助しても自立していない感じ。（６０代男） 

 

 

（２）成果報告会についての主なご意見・ご感想 

 

・ ①しっかりと時間内に収められるようにしてほしい。質問時間等が短くなると思うので。②パワーポ

イントの電源は不使用の時、切れるようにしてはいかが。③マイクについて、ボリュームの調整をし

っかりやって下さい。声が大きすぎることが多かったです。司会者の声も大きすぎる（マイクのボリ

ューム大）と思います。常に聞きやすい状況での報告会をお願いします。④質問時間を区切るとよい。

（１人で全ての時間を使わないように）（５０代女） 

 

・ ①この制度の理解をより深めてもらうためにも、この報告会資料に要綱とか、制度の説明を入れた方

がよい。（２ページぐらいでよいので。）②できれば、成果報告会をテーマごとにグループ分けしてや

ってもらえると、もっとその分野に関心のある人を集めやすいのではないか。発表順があまりにもバ

ラバラで、ちょっとでも進行が変わったりすると、聞きたいものが聞けない。テーマが近いものをか

ためてもらえると人も聞きやすい。（年代未記入） 

 

・ 画面が小さくて見えない。（６０代男） 
 

・ 関係団体の人以外の市民に広く聞いていただきたい。（５０代女） 

 

・ 市民が行っている活動を、もっと広く知らせるためにも、このような成果報告会のアピールが必要。

関係者のみではなく、一般の方も参加できる工夫を望みます。（５０代女） 
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・ 全体を通して、私の経験から八王子市政をみると「当区」と違い次の点で大いに誇れる「市民企画事

業」に感心し、当区の行政に反映したい。特に、参加団体の会員が若いこと（愛着ある誇れる八王子

の歴史、風土、市民感覚）を聞き、市職員が「市民の目線」に立った行政が目に浮かんだ。今後、先

進行政である八王子行政を、一市民として「あつい期待」をしています。今日は、有意義な知識を与

えて下さり、ありがとうございました。（５０代男） 

 

・ 全体的に字が小さく分かりにくい。画面を大きくするか、字の大きさを教えた方が良い。せっかくの

発表なので！１問１答の質問にした方が良い。質問返答も長すぎる。質問、返答とも下手。（６０代

男） 

 

（３）市民企画事業補助金制度についてのご意見・ご感想 

 

・ ３年間いただける方向なのは嬉しいですが、２年次１/２、３年次１/３とならないようにはできない

ものでしょうか。（５０代女） 

 

・ ①是非、継続させたい事業には補助金制度も３年限度ではなく、さらに補助期間の延長ができないも

のか。②参加者の負担増や、事業の打ち切りが出てしまうのは、ちょっぴり寂しい気がします。参加

者が参加しやすい負担金で誰もが、参加できる機会を（６０代） 

 

・ 会場の入口に補助金団体のポスター掲示について、できる限り写真などで活動状況をPRすると良い

と思う。（ポスター掲示は少ない）（５０代男） 

 

・ 市民活動の域を越えたものも多く、行政や民間企業との連携の大事さを感じた。もっと広く市民に認

知させることが必要なのではないかと思う。（５０代女） 

 

・ 補助しても自立していない団体が多い感じである。２回目は自立の可能性を評価尺度にした方が良

い！（６０代男） 

 

・ 補助金を交通費に使用するのはおかしい。（６０代男） 

 

・ 私は、中野区で本年４月より「区民活動のための政策財産」を担当し、５団体７事業をしています。 

例えば、緑のカーテン、コンポスト（家庭ゴミより）、エコクッキング、廃油から石鹸作り、地域ね

こ活動。（NHKご近所の底力で放映されました）本日は、自己啓発として参加させていただきました。

（５０代男） 
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氏　名 住  所 電話番号

八王子市日本中国友好協会 夏　躍芳 夏　躍芳
八王子市横山町7-11
燕京ビル3F

042-648-3534

パフォーマンスママ「レインボーズ」宮城　朱史 立石　晴美 八王子市大谷町773-11 090-3594-7719

かたつむりの会 西村　南海子 西村　南海子 八王子市北野台1-34-6 042-635-8025

わくわく紙芝居サークル 鶴島　明子 鶴島　明子 八王子市子安町1-26-9-209 042-656-1086

ヒーリングアート・パステルカフェ 小野田　照代 小野田　照代
八王子市寺田町432
グリーンヒル寺田59-202

042-666-2102

豆の木音楽療法研究所 永井　美知 永井　美知 八王子市館町598 090-4248-8020

八王子フィルハーモニー合唱団 立川　冨美代 立川　冨美代
八王子市椚田町
1221-2-611

042-666-8550

はちおうじユースネットサービス 串田　明 大神田　良子 八王子市絹ヶ丘1-1-15 042-632-6262

特定非営利活動法人　すずしろ２２ 合津　秀雄 合津　秀雄 八王子市狭間町1994-383 042-665-7648

NPO法人　八王子服飾センター 瀬戸　貞子 佐藤　ますみ
八王子市横山町19-7
菊谷ビル3F

042-627-6653

保育サポーターはちっ子 小金沢　尚代 小金沢　尚代
八王子市並木町39-14
グランフラッツ並木町303

042-689-6780

ムッシュ手づくりパンの会 阿川　好夫 阿川　好夫 八王子市上野町15-4 042-627-5646

子どもの虐待防止市民ネットワーク
多摩

清水　白百合 清水　白百合 八王子市めじろ台1-23-5 042-664-0413

特定非営利活動法人　著作権協会 富樫　康明 富樫　康明 八王子市小比企町536-2 042-635-7023

特定非営利活動法人　エンツリー 吉田　恭子 吉田　恭子
八王子市南大沢3-2-6-103
（有）サンカント内

042-674-6704

おおきに 浅野　里恵子 浅野　里恵子 八王子市明神町4-13-10 070-5566-5272

特定非営利活動法人　八王子子ども
劇場

浅野　里恵子
岡田　清香
村上　ひろみ

八王子市明神町4-13-10 042-645-1739

八王子学研究会 炭谷　晃男 炭谷　晃男 八王子市別所1-43-11 042-674-0769

八王子朗読の会“灯” 小林　敦子 小林　敦子 八王子市散田町2-10-1 042-663-6257

八王子に学校図書館を育てる会 大橋　道代 篠原　由紀子 八王子市北野台3-46-8 042-635-7756

八王子大江戸舞祭実行委員会 奥村　忠男 奥村　忠男 八王子市大和田町6-24-50 042-642-9443

夢あるまちづくり協議会 沼澤　仁 沼澤　仁 八王子市松が谷54-2-501 042-675-5467

情報ボランティアの会（八王子） 千種　康民 千種　康民 八王子市山田町1956-4 080-5187-2220

高尾の野花を見る会 石田　英夫 石田　英夫 八王子市館町493-1-206 042-666-5769

NPO・ふるさとの食を拓く会 星野　厚子 山崎　進吾 八王子市横川町591-9 042-625-4626

八王子子ども祭り実行委員会 横山　敏郎 細井　佑子 八王子市館町263-8 042-666-1028

きよぴー 近藤　功 本間　重利 八王子市清川町1-4 042-623-8120
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