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八 王 子 市  

 
古紙配合率 100％再生紙を使用しています 



 

は じ め に 

 

地方自治体を取り巻く厳しい財政環境の中、本市では、少子高齢社会に向け

た対応や多様化する市民ニーズなど様々な課題に対し、市民が将来にわたって

安心していきいきと生活できる、活力と魅力のある「元気なまち八王子」を目

指し日々取り組んでいます。 

また、多様な市民活動が活発化する兆しを背景として、行政に単に参加する

だけでなく、地域を愛する市民が主体となって、市民自身が関わり自ら自治を

担い、地域のなかで自治を創り上げていく、そのような市民参加によるまちづ

くりも始まっています。  

「元気なまち八王子」をつくるには、市民の皆様と市が知恵と力を出し合い、

互いに協働して取り組むことが必要です。そのため、本市では、広く市民の皆

様のご意見をお伺いするため、毎年、市政世論調査を実施しています。 

本年は、調査項目として「定住意向」「生活環境」「市政への要望」「八王子ゆ

めおりプランの施策指標の目標値に対する達成度」の継続項目に加え、「ごみ有

料化後のごみ減量意識について」「保健衛生行政の現状と新しい『八王子保健所

（仮称）』について」を設定しました。 

今後も、市政世論調査を通じてまちづくりに積極的に参加する市民と、開か

れた行政との協働によるまちづくりを、より一層推進していきたいと考えてい

ます。 

最後になりましたが、この調査にご協力いただきました市民の皆様に心から

御礼申しあげます。 

 
 

平成 18 年 9 月 

 

              八王子市長 黒須 隆一  
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