
5．「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

5－1　市民協働の推進状況
◇『そラ思う』ぱgj訝穿

市が市民協働のまちを進めていると感じるかどうか聞いたところ、「そう思う」は5．3％にとどまり、

「どちらかといえばそう思う」（13．5％）と合わせた『そう思う』は2割弱（18．8％）となっている。

一方、「あまりそう思えない」（31．8％）と「思えない」（11．8％）を合わせた『思えない』は4割強

（43．6％）となっている。（図5－1－1）

図5－1－2　市民協働の推進状況一性別・年齢別

どちらかといえば　　あまりそう

そう思う　そう思う

全　体　　（1，801）

男性（計）　（806）

女性（計）　（978）

20歳代　（155）

30歳代　（262）

40歳代　（274）

50歳代　（365）

60～64歳　（216）

65歳以上　（518）

思えない　　　　　　わからない

性別にみると、「思えない」は男性のほうが4．5ポイント高く、「わからない」は女性のほうが10．0

ポイント高い。

年齢別にみると、『そう思う』は60歳以上で2割を超え、高くなっている。（図5－1－2）
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図5－1－3　市民協働の推進状況一居住地域別

全　体

本庁管内（中央地域）

元八王子・恩方・川口

（西部地域）

（1，801）

浅川・横山・館
（西南部地域）（350）

加住・石川
（北部地域）（142）

由井・北野　　　　　　　　　㌍
（東南部地域）（257）勲

由木・由木東・南大沢
（東部地域）（322）
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居住地域別にみると、『そう思う』は本庁管内（中央地域）で2割強（23．6％）と最も高く、由井・

北野（東南部地域）で1割台半ば（15．6％）と最も低くなっている。（図5－1－3）
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5－2　現在の市政情報入手方法の満足度
◇尻窟屁針が与劃労

市政情報の入手方法の満足度について聞いたところ、「ほぼ満足している」は4割強（42．0％）と最

も高く、「満足している」（6．2％）と合わせた『満足』は5割弱（48．2％）となっている。一方、「あま

り満足していない」（24．5％）と「満足していない」（7．2％）を合わせた『満足していない』は、3割

強（31．7％）となっている。（図5－2－1）

図5－2－2　現在の市政情報入手方法の満足度一性別・年齢別

満足している

全　体　　　（1β01）

男性（計）　（806）

女性（計）　（978）

20歳代　　（155）

30歳代　　（262）

40歳代　　（274）

50歳代　　（365）

60～64歳　　（216）

65歳以上　（518）

あまり満足

していない
満足

していないわからない　無回答

性別にみると、『満足』は女性のほうが7．7ポイント高い。

年齢別にみると、『満足』は60歳以上で5割強と高くなっている。（図5－2－2）
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図5－2－3　現在の市政情報入手方法の満足度一居住地域別

ほぼ
満足している　　　満足している

全　体 （1，801）

本庁管内（中央地域）（361）

元八王子・恩方・川口
（西部地域）

浅川・横山・館
（西南部地域）（350）

加住・石川
（北部地域）（142）

由井・北野
（東南部地域）（257）

由木・由木東・南大沢
（東部地域）（322）

あまり満足　　満足
していない　していないわからない無回答

ヽヽヽ“＼ヽ“ヽ＼＼ヽヽヽ＼ヽヽヽヽヽ＼ヽヽヽ＼＼＼ヽ

ごごここ21．7ニニニニ 1．9

居住地域別にみると、由木・由木東・南大沢（東部地域）で『満足』が4割弱（38．6％）と他の地

域に比べ低くなっている。（図5－2－3）
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5－3　市の窓口の利用の有無
◇剤眉したことが√あるノ入射多数のβ紺

問21あなたは、この1年間に市役所、事務所、図書館、体育館、保健センターなど、市の窓

口を利用したことはありますか。（○は1つだけ）

図6－3－1

無回答

呈　‾2了

∩＝1，801

この1年間に市役所、事務所、図書館、体育館、保健センターなど、市の窓口を利用したことがあ

るか聞いたところ、「ある」が大多数の8割強（82．1％）を占め、「ない」は2割弱（16．7％）となって

いる。（図5－3－1）

図5－3－2　市の窓口の利用の有無一性別・年齢別

ある

全　体　　　（1，801）

男性（計）　（806）

女性（計）　（978）

20歳代　　（155）

30歳代　　（262）

40歳代　　（274）

50歳代　　（365）

60～64歳　　（216）

65歳以上　（518）

性別には大きな差はみられない。

年齢別にみると、「ある」は20歳代と50歳代を除き、8割を超えている。（図5－3－2）
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図5－3－3　市の窓口の利用の有無一居住地域別

ある

全体 （1，801）

本庁管内（中央地域）（361）

元八王子・恩方・川口
（西部地域）

浅川・横山・館
（西南部地域）（350）

加住・石川
（北部地域）（142）

由井・北野
（東南部地域）（257）

由木・由木東・南大沢
（東部地域）（322）

ない　無回答

居住地域別にみると、「ある」はすべての地域で8割を超えている。（図5－3－3）
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5－4　市の窓口サービスの満足度
◇脚が7船を占める

この一年間で市の窓口の利用が「ある」（1，478人）と答えた人に、市の窓口サービスの満足度につ

いて聞いたところ、「ほぼ満足している」が5割台半ば（55．7％）と最も高く、「満足している」

（16．6％）と合わせた『満足』は7割強（72．3％）となっている。「あまり満足していない」（18．9％）

と「満足していない」（5．1％）を合わせた『満足していない』は2割強（24．0％）となっている。

（図5－4－1）

図5－4－2　市の窓口サービスの満足慶一性別・年齢別

満足している

全　体　　（1，478）

男性（計）　（655）

女性（計）　（811）

20歳代　（112）

30歳代　（234）

40歳代　（237）

50歳代　（284）

60～64歳　（177）

65歳以上　（426）

答

性別には大きな差はみられない。

年齢別にみると、年齢が高くなるほど『満足』の割合が高くなる傾向がみられる。（図5－4－2）
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図5－4－3　市の窓口サービスの満足度一居住地域別

わからない

全　体

本庁管内（中央地域）（298）

元八王子・恩方・川口
（西部地域）

浅川・横山・館
（西南部地域）（282）

加住・石川
（北部地域）（117）

由井・北野
（東南部地域）（209）

由木・由木東・南大沢
（東部地域）（276）

居住地域別にみると、『満足』は由井・北野（東南部地域）で8割弱（79．4％）と最も高く、加住・

石川（北部地域）で6割台半ば（65．8％）と最も低くなっている。（図5－4－3）

81



5－5　この1年間の地域行事への参加
◇働したことがある針が盲劃瀞

問22　あなたは、この1年間に公園清掃などのボランティア活動や盆踊りなど地域行事に参加

したことがありますか。（○は1つだけ）

図5－5－1

ボランティアにも

地域行事にも参加
したことがある

12．6％

ボランティアには
参加したことがあj

5．6％

地域行事には
√参加したことがある

34．5％

n＝1，801

この1年間に公園清掃などのボランティア活動や盆踊りなどの地域行事に参加したことがあるか聞

いたところ、「地域行事には参加したことがある」は3割台半ば（34．5％）、「ボランティアにも地域行

事にも参加したことがある」（12．6％）、「ボランティアには参加したことがある」（5．6％）と続き、3

項目を合わせた『参加したことがある』は5割強（52．7％）となっている。一方、「どちらにも参加し

たことがない」は4割台半ば（45．7％）となっている。（図5－5－1）

図5－5－2　この1年間の地域行事への参加一性別・年齢別

ボランティアにも

地域行事にも参加　ボランティアには　　地域行事には

したことがある　参加したことがある　参加したことがある

全　体　　　（1β01）

男性（計）　（806）

女性（計）　（978）

20歳代　　（155）

30歳代　　（262）

40歳代　　（274）

50歳代　　（365）

60～64歳　　（216）

65歳以上　（518）

どちらにも参加し

たことがない 無回答

性別には大きな差はみられない。

年齢別にみると、『参加したことがある』では20歳代（26．5％）が極端に低く、それ以外では概ね年齢

が上がるほど割合が高くなる傾向がみられ、60歳以上では6割前後となっている。（図5－5－2）
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全　体

図5－5－3　この1年間の地域行事への参加一居住地域別

ボランティアにも

地域行事にも参加　ボランティアには

したことがある　参加したことがある

（1．801）

本庁管内（中央地域）（361）

元八王子・恩方・川口
（西部地域）

浅川・横山・館
（西南部地域）（350）

加住・石川
（北部地域）（142）

由井・北野
（東南部地域）（257）

由木・由木東・南大沢
（東部地域）（322）

地域行事には　　　どちらにも参加し

参加したことがある　　　たことがない　　　　　無回答

居住地域別にみると、『参加したことがある』は元八王子・恩方・川口（西部地域）で6割強

（61．8％）と最も高く、浅川・横山・館（西南部地域）と由木・由木東・南大沢（東部地域）で5割

弱（いずれも同率の49．4％）と最も低くなっている。（図5－5－3）
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5－6　日常生活環境の安全度
◇／普盾であるノが4身窟

住まいの地域が安全であると感じるかどうか聞いたところ、「普通である」が4割強（43．8％）と最

も高く、「安全である」（4．9％）と「おおむね安全である」（29．4％）を合わせた『安全である』は3割

台半ば（34．3％）となっている。一方、「やや危険である」（15．1％）と「危険である」（5．4％）を合わ

せた『危険である』は約2割（20．5％）となっている。（図5－6－1）

図5－6－2　日常生活環境の安全度一性別・年齢別

おおむね

安全である　　安全である

全　体　　　（1，801）

男性（計）　（806）

女性（計）　（978）

20歳代　　（155）

30歳代　　（262）

40歳代　　（274）

50歳代　　（365）

60～64歳　　（216）

65歳以上　（518）

普通である
やや危険　危険
である　である　無回答

性別にみると、『安全である』は男性のほうが6．0ポイント高くなっている。

年齢別にみると、『危険である』割合が30歳代（30．5％）、40歳代（28．1％）、20歳代（25．8％）は高く、

40歳代を含めて年齢が低くなるほど『危険である』割合が増加する傾向がみられる。（図5－6－2）
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図5－6－3　日常生活環境の安全度一居住地域別

おおむね

安全である　　安全である 普通である
やや危険　危険
である　である　無回答

全　体 （1．801）

本庁管内（中央地域）（361）

元八王子・恩方・川口
（西部地域）

浅川・横山・館
（西南部地域）（350）

加住・石川
（北部地域）（142）

由井・北野
（東南部地域）（257）

由木・由木東・南大沢
（東部地域）（322）

居住地域別にみると、『安全である』は由井・北野（東南部地域）で4割弱（38．1％）と最も高く、

加住・石川（北部地域）で2割強（23．9％）と最も低くなっている。（図5－6－3）
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5－7　市の相談窓口の充実度
◇放穿Lrいる』がβ紺

問24　市では、様々な相談を行っていますが、あなたは、市の相談窓口が充実していると思い

ますか。（○は1つだけ）

図5－7－1

無回答
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わからない
49．4％

充実している
／　　　　3．7％

■一一　－

’＼

＼

1

へ

＼
・

√

／

＼

1

パ

パ

おおむね

充実している
28．9％

あまり
充実していない

11．4％

／」
■

■■■　　■■■　■

充実していない
4．1％

n＝1，801

市の相談窓口が充実しているかどうか聞いたところ、「おおむね充実している」（28．9％）と「充実

している」（3．7％）を合わせた『充実している』は3割強（32．6％）となっている。一方、「あまり充

実していない」（11．4％）と「充実していない」（4．1％）を合わせた『充実していない』は1割台半ば

（15．5％）となっている。（図5－7－1）

図5－7－2　市の相談窓口の充実度一性別・年齢別

充実している

n

全　体　　　（1．801）

男性（計）　（806）週正二

女性（計）（978）閥㌃
■　　　　　■＼

20歳代　　（155）

30歳代　　（262）

40歳代　　（274）

50歳代　　（365）

60～64歳　　（216）

65歳以上　（518）

おおむね

充実している

㌻⊥二・：・：28．9・：・：

あまり充実　充実

していないしていない　　　わからない　　　　　無回答

ここここここここここここここここ50．1ここごここここここここここミニ針1．5

苧㌍ラゝ止山、、……、、、…、、………、、‾、……、…、、…………‥■i示忘Wふゝ‾ゝ‾ゝ‾ゝ上土吐ゝ…、、、、uケ

3．3

0．6

0．0

0．4

2．7

3．7

性別には大きな差はみられない。

年齢別にみると、『充実している』は20歳代と50歳代を除き、3割台となっている。

（図5－7－2）
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図5－7－3　市の相談窓口の充実度一居住地域別

おおむね

充実している　充実している

全　体 （1，801）と3．71　　　　28．9

本庁管内（中央地域）（361）

元八王子・恩方・川口
（西部地域）

あまり充実　充実
していないしていない　　　　わからない 無回答

∠　　L t（，

浅川’横1品部地域，（350）軒‾㌻千品

加住・石川
（北部地域）（142）

由井・北野
（東南部地域）（257）

由木・由木東・南大沢
（東部地域）（322）

チ逼こここここここここここここここここここここここ49・1こここここここここここここここここここここここここここ三

＼“ヽ“ヽ「．・

、・∴

ヽヽヽ＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼＼ヽヽ＼＼＼＼＼ヽヾ

19　　　　　　　33．5

2．6

ミミミミミミミミミミ‡ミミ≡ミミミミミ≡ミミ≡禦ミミミ≡SSミミミミミミミミミミミミミミ≡　3・1

居住地域別にみると、『充実している』は本庁管内（中央地域）で3割台半ば（36．6％）と最も高く

なっている。（図5－7－3）

87



5－8　市の相談窓口の利用の有無
◇朋したことが「あるノ人ば2紺にとど吉名

市の相談窓口を利用したことがあるか聞いたところ、「ない」が大多数の7割台半ば（74．8％）を占

め、一方、「ある」は2割強（23．7％）となっている。（図5－8－1）

図5－8－2　市の相談窓口の利用の有無一性別・年齢別

全　体　　　（1，801）

男性（計）　（806）

女性（計）　（978）

20歳代　　（155）

30歳代　　（262）

40歳代　　（274）

50歳代　　（365）

60～64歳　　（216）

65歳以上　（518）

無回答

性別に大きな差はみられない。

年齢別にみると、年齢が高くなるほど「ある」の割合が増加する傾向がみられる。
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全　体

図5－8－3　市の相談窓口の利用の有無一居住地域別

（1，801）

本庁管内（中央地域）（361）

元八王子・恩方川l口

（西部地域）

浅川・横山・館
（西南部地域）（350）

加住・石川
（北部地域）（142）

由井・北野
（東南部地域）（257）

由木・由木東・南大沢
（東部地域）（322）

居住地域別にみると、「ある」は本庁管内（中央地域）で3割弱（27．4％）と最も高く、一方、

由井・北野（東南部地域）で2割弱（19．1％）と最も低くなっている。（図5－8－3）
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5－9　相談窓口の満足度
◇備居した』が5厨倉半ば

市の相談窓口の利用で「ある」と答えた人（426人）に、市の相談窓口を利用してどう感じたか聞いたと

ころ、「ほぼ満足した」が4割強（43．4％）と最も高く、「満足した」（11．7％）と合わせた『満足した』は5

割台半ば（55．1％）となっている。一方、「あまり満足できなかった」（29．6％）と「満足できなかった」

（12．4％）を合わせた『満足できなかった』は4割強（42．0％）となっている。（図5－9－1）

全　体　　　（426）

男性（計）　（196）

女性（計）　（223）

20歳代　　　く19）

30歳代　　（52）

40歳代　　（59）

50歳代　　（82）

60～64歳　　（54）

65歳以上　（154） 481　　　　　　221　壷11菰

性別にみると、男性のほうが『満足した』が8．5ポイント高くなっている。

年齢別にみると、『満足した』割合は、65歳以上（65．0％）が特に高くなっている。
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全　体 （426）

本庁管内（中央地域）（99）

元八王子・恩方・川口

（西部地域）

浅川・横山・館
（西南部地域）（86）

加住・石川
（北部地域）（31）

由井・北野
（東南部地域）（49）

由木・由木東・南大沢
（東部地域）（62）

図5－9－3　相談窓口の満足度一居住地域別

あまり満足　　満足　その他
満足した　　　　　　ほぼ満足した

居住地域別にみると、『満足した』は本庁管内（中央地域）で7割弱（68．6％）と最も高く、一方、

由井・北野（東南部地域）で4割台半ば（46．9％）と最も低くなっている。（図5－9－3）
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5－10　現在の生きがい
◇「宏彦とのふわあいノが5厨倉半ば

問26　あなたの現在の生きがいはどのようなことですか。（○はいくつでも）

図5－10－1

n＝1，801

家族とのふれあい

趣味

友人との交際

旅行

仕事

スポーツやレクリエーション

映画や演劇などの鑑賞

近所付き合い

学習や習い事

ボランティア活動

0　　　10　　　　20　　　　30　　　　40　　　　50　　　　60（％）

その他　日2．6

特にない

こ：・：

無回答　※1．1
LLl

（複数回答）

現在の生きがいについて聞いたところ、「家族とのふれあい」が5割台半ば（55．5％）と最も高く、

ついで「趣味」（47．6％）、「友人との交際」（42．1％）、「旅行」（36．6％）、「仕事」（27．5％）の順で続い

ている。（図5－10－1）
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全　休　　　（1．801）

男性（計）　　（806）

女性（計）　　（978）

男性20歳代　　（61）

30歳代　（118）

40歳代　（115）

50歳代　（155）

60～64歳　　（95）

65歳以上　（261）

女性20歳代　　（94）

30歳代　（143）

40歳代　（158）

50歳代　（210）

60～64歳　（120）

65歳以上　（250）

全　体　　　（1801）

男性（計）　　（806）

女性（計）　　（978）

男性20歳代　　（61）

30歳代　（118）

40歳代　（115）

50歳代　（155）

60～64歳　　（95）

65歳以上　（261）

女性20歳代　　（94）

30歳代　（143）

40歳代　（158）

50歳代　（210）

60～64歳　（120）

65歳以上　（250）

図5－10－2　現在の生きがい一性別・年齢別（上位10項目）

家族とのふれあい　　　趣味　　　　　　　　　友人との交際　　　　　旅行 仕事

0　　　40　　　80（％）0　　　40　　　80（％）0　　　40　　　80（％）0　　　40　　　80（％）0　　　40

スポーツや

レクリエーション

映画や演劇などの
鑑賞

80（％）

近所付き合い　　　　　学習や習い事　　　　　ボランティア活動

0　　　40　　　80（％）0　　　40　　　80（％）0　　　40　　　80（％）0　　　　40　　　80（％）0　　　40

21．3　　　　　　　　；！1．6

霊
。
・
3
1
6
．

8
1
6
．

9
㍍
霊
2
1
2
6

6．2

…8．2

4．6

4．9

1．7

4．3

6．5

苧ヨ
；！13．7

；三三：

：；：12．6

2．1

l．4

5．1

3．8

3．3

享8．4

性別にみると、「友人との交際」は女性のほうが19．4ポイント高く、「スポーツやレクリエーショ

ン」は男性のほうが10．5ポイント高くなっている。

性・年齢別にみると、「家族とのふれあい」は、女性の30歳代・40歳代で7割以上と高く、「趣味」

は男性のすべての年齢層と女性の60～64歳で高く、5割を超えている。「友人との交際」は男性と女

性の20歳代で6割台と高く、「旅行」は女性の60～64歳で5割を超え、「仕事」は男性の50歳代で4割

台半ばと最も高い。「スポーツやレクリエーション」は男性の30歳代・50歳代・60～64歳で3割前後

と高く、「映画や演劇などの鑑賞」は女性の60～64歳で3割弱と最も高い。「近所付き合い」は女性の

60歳以上で2割以上と高く、「学習や習い事」は女性の20歳代で3割弱と最も高くなっている。

（図5－10－2）
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5－11市の子育て支援施策の満足度
◇「ぼ鰯Lrいるノが7都合半ば

市の子育て支援施策についてどのように感じているかについて聞いたところ、「満足している」

（1．7％）と「ほぼ満足している」（16．7％）を合わせた『満足』は2割弱（18．4％）となっている。一

方、「あまり満足していない」（8．2％）と「満足していない」（4．4％）を合わせた『満足していない』

（12．6％）は1割強となっている。（図5－11－1）

図5－11－2　市の子育て支援施策の満足度－ライフステージ別

満足して　ほぼ満足あまり満足満足して

いる

家族形成期　（978）

家族成長前期（155）

家族成長後期（262）

家族成熟期　（274）

老齢期　　　（365）

している　していない　いないその他　　　　　わからない

L」」¶

無回答

その他　　　（216）；J：鯉む隻‥土黒

ライフステージ別にみると、家族形成期では『満足していない』が『満足』を上回っている。家族

形成期、家族成長前期以外のステージは「わからない」が過半数を占めている。（図5－11－2）
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図5－11－3　市の子育て支援施策の満足度一性別・年齢別

満足してほぼ満足　あまり満足　満足して
いる　している　していない

全　体

男性（計）　（806）

女性（計）　（978）

男性20歳代　（61）

30歳代　（118）

40歳代　（115）

50歳代　（155）

60～64歳　（95）

65歳以上　（261）

女性20歳代　（94）

30歳代　（143）

40歳代　（158）

いないその他 わからない

5臓代（210）毎吏頭重攣12・4′／　レf r

65歳以上（25。湛宣打適志≠照付Ⅱ済琶済叩畑科料貯戸誌十
㌔

性別にみると、女性のほうが『満足していない』が2．5ポイント高くなっている。

性・年齢別にみると、『満足していない』は女性の30歳代（36．4％）と40歳代（24．0％）で高くなっ

ている。（図5－11－3）
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図5－11－4　市の子育て支援施策の満足度一居住地域別

満足　ほぼ満足　あまり満足　満足

している　している　していないしていないその他 わからない 無回答

全　体

。＼「」＿＿●一一

（1，801）邑1．7　16．7

本庁管内（中央地域）（361）軒章17．7

元八王子・恩方・川口
（西部地域）

浅川・横山・館
（西南部地域）（350）

加住’石J●ヱ北部地域，（142）㌃‾‾手霜

由井・北野
（東南部地域）（257）

由木・由木東・南大沢
（東部地域）（322）

居住地域別にみると、『満足』は由井・北野（東南部地域）で2割弱（19．9％）と最も高くなってい

る。（図5－11－4）
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