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≪ 市政モニターの属性 ≫ 

                           （太枠内は今回の回収数） 

 一般 E メール 合計 

全 体 39 39 60 56 99 95 

男 性 11 11 32 30 43 41 性 

別 女 性 28 28 28 26 56 54 

１０歳代 0 0 1 0 1 0 

２０歳代 0 0 7 6 7 6 

３０歳代 16 16 18 16 34 32 

４０歳代 5 5 7 7 12 12 

５０歳代 5 5 5 5 10 10 

６０歳代 9 9 20 20 29 29 

７０歳代 3 3 2 2 5 5 

年 

 

代 

８０歳代 1 1 0 0 1 1 

中 央 

（本庁地区） 8 8 14 12 22 20 

西南部 

（浅川･横山･館地区） 8 8 13 11 

 

21 19 

東 部 

（由木･由木東･南大沢地区） 6 6 15 15 

 

21 21 

西 部 

（元八王子･恩方･川口地区） 6 6 5 5 11 11 

東南部 

（由井･北野地区） 7 7 11 11 18 18 

北 部 

地 

 

区 

（加住･石川地区） 4 4 2 2 6 6 

※ アンケート実施期間：平成 21 年 12 月４日から平成 21 年 12 月 16 日まで  

※ 回収率：95．9％ 

※ 回答は各質問の回答者数(ｎ)を基数とした百分率（％）で表示した。（百分率は、小数点以下第

２位を四捨五入して算出してあるため、合計が 100％にならない場合がある。 また、複数回答

の場合は、回答比率の合計が 100％を超える場合がある。） 
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総合政策部政策審議室 

 

市は平成 20 年 10 月１日に『八王子市市民参加条例』を施行し、運用してきました。この

条例は、市民の皆さんの御意見や御要望を市政に反映するための基本的な手続きについて

定めたものです。 

市では引き続き、市民参加条例を効果的に運用することで、市民の皆さんの声を市政に

的確に反映して、市民との協働によるまちづくりを進めていきたいと考えています。 

そこで、この設問は「まちづくりの主役」である市民の皆さんが、より一層市政に参加

しやすい環境を整備するための基礎資料として、調査させていただくものです。 

※※※※    このこのこのこのアンケートアンケートアンケートアンケートでででで使使使使われているわれているわれているわれている市民参加手法市民参加手法市民参加手法市民参加手法のののの用語用語用語用語のののの説明説明説明説明をまとめましたをまとめましたをまとめましたをまとめました。。。。おおおお答答答答えにえにえにえに

なるなるなるなる際際際際にごにごにごにご参照参照参照参照くださいくださいくださいください。。。。またまたまたまた、、、、添付添付添付添付しておりますしておりますしておりますしております『『『『八王子市市民参加条例八王子市市民参加条例八王子市市民参加条例八王子市市民参加条例のののの概要概要概要概要』』』』

（（（（P20)P20)P20)P20)もももも、、、、あわせてごあわせてごあわせてごあわせてご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

用用用用語語語語    説明説明説明説明    開催回数開催回数開催回数開催回数などなどなどなど    

パブリッパブリッパブリッパブリックコメントクコメントクコメントクコメント    

手続手続手続手続    

 市が作成する重要な計画・条例案などに対して、意見や要望を提出する方法です。 

これにより、重要な政策を決定するまでの過程の透明性も高まります。また、検

討した結果やその内容は公開。さまざまな意見に対する市の考え方も確認できます。 

電子メールや手紙な

どで意見を提出でき、

提出期間は 30 日程度

です。 

審議会等審議会等審議会等審議会等    

市の政策を審議する審議会や委員会に出席して、市民委員として意見や要望など

を発言する手法です。これにより、政策などの策定段階から幅広く市民の皆さんか

らの意見を反映させることができます。 

市民会議市民会議市民会議市民会議    

 会議に直接加わって、参加する市民の皆さん自身で会議を運営し、報告書や市の

重要な計画書・条例の素案などを作成する手法です。これは市民の皆さん自らが課

題解決に向けて具体的に行動することが必要な施策を検討するときなどに、より多

くの市民の皆さんの参加を得ながら実施します。 

通例、数回から数十回

開催されます。 

ワークショップワークショップワークショップワークショップ    

 参加者同士が自由な議論や共同作業を行ったりして、互いに学びあいながら施策

などに意見を述べる手法です。参加する市民の皆さんが議論するだけでなく、体験

などを通じて互いの理解を深めることなども可能です。様々な経験を持つ方が参加

し、実施されるため、施策への理解を一層深めることができます。 

公聴会公聴会公聴会公聴会、、、、説明会説明会説明会説明会    

 公聴会などの公開の場で、意見を述べたり、交換したりすることができる手法で

す。内容によっては地域ごとに開催するなど、少しでも多くの方に参加していただ

き、意見を伺います。タウンミーティングはここに含めます。 

通例、1回から数回開

催されます。 

アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査などなどなどなど    

 無作為に抽出された市民の方が、市が行うアンケート調査などに回答する手法で

す。これは市民の皆さんの意識や実態を広く把握する必要があるときに実施します。

また、事業の内容によっては皆さんが活躍している場などに職員が直接出向き、聞

き取りを行うヒアリング調査も行います。電子メールや葉書による市政への提言や、

市政モニター制度はここに含めます。 

 

テーマテーマテーマテーマ１１１１    市民参加市民参加市民参加市民参加によるまちづくりのによるまちづくりのによるまちづくりのによるまちづくりの推進推進推進推進についてについてについてについて    
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問１ 『八王子市市民参加条例』を知っていますか。  （○は１つだけ） 

 （n=95） 

  構成比(％) 

知らない 42.1 

名前は聞いたことがある 34.7 

だいたい知っている 22.1 

内容までよく知っている 1.1 

 

 

  『八王子市市民参加条例』を知っているかきいたところ、「知らない」が４割強

（42.1％）で最も高かった。 

一方、「だいたい知っている」（22.1％）と「内容までよく知っている」（1.1％）

を合わせた“知っている”は、２割強の（23.2％）であった。 

 

 

 

 

問２ 現在、市政に市民の意見が十分取り入れられていると感じますか。 

（○は１つだけ） 

                        （n=95） 

  構成比(％) 

どちらかというとそう思わない 29.5 

わからない 27.4 

どちらかというとそう思う 25.3 

そう思わない 14.7 

そう思う 3.2 

 

 

   現在、市政に市民の意見が十分取り入れられていると感じるかきいたところ、「ど

ちらかというとそう思わない」（29.5％）と「そう思わない」（14.7％）を合わせた

「そう思わない」は４割強（44.2％）となっている。 

一方、「どちらかというとそう思う」（25.3％）と「そう思う」（3.2％）を合わせ

た“そう思う”は３割弱（28.5％）であった。 
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問３ 市民参加条例では、市民の皆さんに市の政策立案（計画策定や制度作りな

ど）や行政運営に主体的に参加していただくために様々な市民参加手法を設

けています。あなたが知っているものをお答えください。（○はいくつでも） 

                        （n=95） 

  構成比(％) 

アンケート調査など 77.9 

公聴会、説明会 67.4 

市民会議 24.2 

ワークショップ 24.2 

審議会等 20.0 

パブリックコメント手続 11.6 

無回答 6.3 

 

  市民参加手法について知っているものをきいたところ、「アンケート調査など」が 

８割弱（77.9％）と最も高く、ついで「公聴会、説明会」が７割弱（67.4％）で続い 

ている。 

 

 

 

問４ これまでにあなたが参加したことのある本市の市民参加手法をお答えく

ださい。なおなおなおなお、、、、市政市政市政市政モニターモニターモニターモニター制度制度制度制度もももも市民参加手法市民参加手法市民参加手法市民参加手法のひとつですがのひとつですがのひとつですがのひとつですが、、、、ここここここここ

ではではではでは含含含含めないこととしますめないこととしますめないこととしますめないこととします。。。。          （○はいくつでも） 

                        （n=95） 

  構成比(％) 

市民参加の経験がない 62.1 

市からのアンケート調査に協力したことがある 21.1 

市政に対して手紙やメールなどで意見を述べたこ

とがある 15.8 

公聴会や説明会に参加したことがある 12.6 

市民会議に参加したことがある 3.2 

ワークショップに参加したことがある 3.2 

審議会等の委員になったことがある 1.1 

パブリックコメント手続で意見を述べたことがあ

る 0.0 

無回答 1.1 

 

    これまでに参加したことのある本市の市民参加手法をきいたところ、「市民参

加の経験がない」が６割強（62.1％）と突出して高かった。ついで「市からのア

ンケート調査に協力したことがある」が２割強（21.1％）で続いている。 
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問４で「市民参加の経験がない」とお答えの方に） 

問４－１ 市民参加の経験がない理由は何ですか。  （○はいくつでも） 

                         （n=59） 

  構成比(％) 

市民参加そのものについて情報を知らなかったか

ら 64.4 

市民参加を行う時間がないから 33.9 

市政に関する情報が足りなかったから 18.6 

市民参加ができる場所が遠いから 13.6 

一緒に市民参加を行う仲間がいないから 10.2 

市民参加に対して関心や興味がもてないから 8.5 

その他 13.6 

無回答 1.7 

 

    問４で「市民参加の経験がない」とお答えの方に、市民参加の経験がない理由

をきいたところ、「市民参加そのものについて情報を知らなかったから」が６割

半ば（64.4％）と最も高く、ついで「市民参加を行う時間がないから」が３割強

（33.9％）で続いている。 

 

【その他】 

１ 今迄参加する機会を積極的に求めたことがない。 

２ 市民参加する機会がなかったから。 

３ 参加した記憶がないので、多分ないと思う。 

「市民活動通信」には目を通し、「子ども養育サポーター養成講座」には参加したこ

とはある。また、まだ子どもが小さく、自由時間がなかなかとれないため。ほっと

タイムサービスは、極力利用したくないので。 

４ 小さな子どもがいて一緒に参加しにくいから。 

５ 参加する時間がとれないため。 

６ 広報等で情報を得ても、市民参加条例の一環として捉えておらず、かつ、直接関わ

りをもっていない自分には参加する資格がないと感じていた。 

７ 市政に関心があるので、このように市政モニターをやっている。モニターで意見を

言っている（書いている）。 
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問５ 今よりも多くの方に市民参加をしてもらうために、効果的な方法は何だ

と思いますか。                  （○は３つまで） 

                        （n=95） 

  構成比(％) 

会場へ足を運ばなくても参加できる手法を重視す 

る（インターネット会議室の活用など） 47.4 

市民が市政に対して興味を持つような催しを開催

する 46.3 

市民参加自体についてもっと積極的にアピールす

る（市民参加に関するセミナーやシンポジウムの

開催など） 44.2 

市政に関する情報をより積極的に公表する（メー

ルマガジンの活用や、ホームページ、広報での市

政情報の拡充など） 42.1 

交通の便が良いところや近いところで開催するな

ど、場所を工夫する（事務所や市民センターなど） 35.8 

時間がとれない人でも参加しやすいよう、開催の

時間を工夫する（夜間や土日など） 24.2 

その他 5.3 

無回答 4.2 

 

    今よりも多くの方に市民参加をしてもらうために、効果的な方法は何かきいたと

ころ、「会場へ足を運ばなくても参加できる手法を重視する（インターネット会議室

の活用など）」が５割弱（47.4％）と最も高く、「市民が市政に対して興味を持つよ

うな催しを開催する」が 46.3％の僅差で続いた。 

 

【その他】 

１ 市民の声が反映された事例を積極的に公表する。 

２ それこそ市民が不満や疑問を持つ具体的問題（例：道路・鉄道網の遅れや立川、町

田より劣っている商業施設、福祉行政支援も近隣市町村に遅れをとっている等）に

ついて、その関係者や幅広い意見、サンプリング者へのアンケート、DM などで意見

を求めるほうがよい。幅広い広報は必要だが、それで募集しても誰でも自主参加す

る文化はまだ醸成されていない、また、町会自治会網の活用も一法と考える。 

３ 子どもをもつ母親なども参加しやすいように、学校などで父兄が集まったときに開

催する。 

４ 近くのスーパーや幼稚園など歩いて行ける場所で開催する。 

５ ただし、なりすましはよくないと思う。 

６ 選択項目、すべてよいものと思うが、非効率なものがあり、労多くして益があまり

期待できないものがあると思う。ＰＤＣＡサイクルをしっかりとして、まずはでき

るところから試行されたらいかがだろうか。 
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問６ 八王子の市政や市民参加に関する情報について、どのような媒体から受

け取りたいと思いますか。           （○はいくつでも） 

                        （n=95） 

  構成比(％) 

『広報はちおうじ』 91.6 

自治会や町内会の回覧物 44.2 

市役所ホームページでのお知らせ 41.1 

市施設に設置する掲示・チラシなど 33.7 

電子メール 28.4 

ケーブルテレビ（八王子テレメディア）を通じて 18.9 

その他 6.3 

 

    八王子の市政や市民参加に関する情報について、どのような媒体から受け取りた

いと思うかきいたところ、『広報はちおうじ』が９割強（91.6％）と突出して高かっ

た。 

 

【その他】 

１ Gｏｏｇｌｅのマイぺージの地域情報など 

２ 広報はすべての手段を活用するべき 

３ 大手スーパーなどへ掲示 

４ スーパー、コンビニでの掲示 

５ 駅やデパートの掲示板など、若い人も訪れるような場所への広告告知 

６ 子どもの幼稚園や学校を通じてのパンフレット等 

 

 

 

 

問７ 今後、市が何らかの計画を策定したり条例を制定したりするとき、あな

たはどのような手法なら参加してもよいと考えますか。（○はいくつでも） 

                        （n=95） 

  構成比(％) 

アンケート調査など 85.3 

公聴会、説明会 44.2 

ワークショップ 26.3 

パブリックコメント手続 25.3 

市民会議 25.3 

審議会等 13.7 

その他 6.3 

参加しない 0.0 
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    今後、市が何らかの計画を策定したり条例を制定したりするとき、どのような手

法なら参加してもよいと考えるかきいたところ、「アンケート調査など」が８割半ば

（85.3％）と最も高かった。一方、「参加しない」は 0.0％であった。 

 

【その他】 

１ 受けたアンケートなら何時でも参加するが、その他はテーマとタイミング次第 

２ インターネットによる書き込み 

３ 時間が取れない場合、インターネットやＥメールでの参加 

    

    

    

    

（問７で「参加しない」とお答えの方に） 

問７－１ 参加しないと考えた理由は何ですか。     （○はいくつでも） 

 

問７で「参加しない」を選択した市政モニターの方は 

いませんでした。 
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問８ 市民参加について「こうすればより多くの市民が参加できるのに」、「こ

のような制度にすれば良いのに」など思うことがあれば、また、計画策

定や条例制定に際しての市民参加手法に関する御意見などがあれば御記

入ください。                    （300 字以内） 

 

 

１ 条例について全く知らなかったので、広報など多くの人が目を通すものでどんどん

アピールしてほしい。また、「こういう案が出て、それに対してこんな対応をしてい

ます」といった具体的な事例も紹介してほしいと思う。 

２ 「八王子市市民参加条例」自体はよいことと思うが、大部分の社会人や会社員は今

の社会状況では自分の生活を守るのが精一杯で、市民参加の条例に参加する暇もな

く生活に追われているのが現状ではないだろうか。自分も会社員のときは仕事中心

で行政の事など考えたことはなかった。生活にゆとりがある一部の人達の意見で条

例が決まらないよう配慮が必要だと思う。 

３ 市民参加のテーマや時間、場所などの内容や条件でいろいろな問題が発生すると思

うが、まずは市民参加条例の対象が何であるかがわかるようにしてほしい。だれで

も生活しやすい場を求めていると思う。 

４ パブリックコメントが最も参加しやすい市民参加の手法と思う。ただし、市からの

回答が一方的にならないよう、双方向での意見交換が出来るような形態がよいと思

う。官庁が行うようなパブリックコメントは、一応意見をいう機会を与えたという

だけの単なる形式だけのものにしか思えない。 

５ 市民参加ということについて、多くの市民が参加するという意識を持たなければい

けないのだとは思うのだが、実際には、どのような意見をいえばよいのか見当がつ

かないといったところだと思う。皆が参加しやすい問題、答えやすい回答の引き出

し方等から入っていけばよいのではないか。 

６ 市民参加条例というものがどういうものなのかよくわからないでのアンケートだっ

た。長年住んでいるまちにこのような条例が出来たことを皆、知っているのだろう

か。この頃の住民で参加して活動しているのだろうくらいにしか思われていないの

ではないか。出前講座を行なっているとのことなので、ぜひ聞いてみたいがこのテ

ーマの出前講座を呼んでくれるようなところもなさそうなので、市でセンターなど

で出前講座を行なってくれれば多くの人に参加してもらえると思う。 

７ 市民参加の催しの公募、通知はその催しごとの単独でなされているのが通例で、こ

れだと自分に縁が薄いものに関しては敬遠しがちである。関心はあるが遠慮をして、

それがいずれは無関心に繋がっていくと思われる。字数の制限はあるだろうが「市

民参加の市政の一環でまったく無縁のものでも参加が出来る」くらいの強い参加の

呼びかけが必要。 
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８ 市民参加はしてみたいとは思うが、それに割く時間がとれないし、市民参加の気軽

さがなく、自分にはとても重いイメージがあり参加に踏み切れないところもある。 

   難しい内容のものはよくわからないため、もし参加を求めるのであるならば、より

分かりやすい言葉で説明した上で、意見を求めるような形式でないと難しいと思う。 

   生活に直接関わるような内容のものなど、わかりやすいものならば、自分も気軽に

参加してみたいと思う。 

９ 誰もが自分達が気に入って住んでいるまち、八王子を住みやすい場所にしたいと思

っていることだろう。しかし、以前にツインビル（旧丸井ビル）にゲームセンター

が入ることに反対して回覧板がまわり署名したが、叶わなかった例がある。 

   市民参加によるまちづくりの推進が推進のままで終わらぬよう、今回のテーマ２の

八王子駅北口駅前広場の長年の不満をぜひ、解消してもらえるようにしてほしい。 

   市民参加によって変わる事例があったなら、広報などで紹介してもらえれば、市民

の参加意欲も芽生えるのでは。 

１０ 「八王子市市民参加条例」を多くの市民は自分のものとして受け止めていないのが

実情かと思う。一方、市政まちづくりに自分の考えや意見を言いたいがその時期、

方法等がわからない人も多くいるはずである。 

   市民に認識してもらうには時間が少しかかるであろうが、市政参加の方法を度々Ｐ

Ｒし身近なものであることを知ってもらうことが必要だと思う。 

   まずは入りやすい比較的簡単な公聴会、説明会、アンケート調査などに参加させ、

その決定したものをフィードバックして知らせることから始めるべきだと思う。 

１１ 市民参加イコール中高年というようなイメージがあるので、もっと若い方にも参加

していただけるような提案があればと思う。 

１２ 敷居が高いのと、インターネットをどんどん利用するのと、目に見える参加方式、

駅などで開催とか、とにかく敷居が高すぎる。もっと抵抗なくできるようにした工

夫。図書館とか体育館とか、駅前とか、駅ビルとかそういうところで、何をやって

いるかを明示してフラッと入れるような環境づくり。 

１３ 様々なメディアを使って、不特定多数の人々に呼びかけるのは勿論よい方法だと思

っている。しかし、市内にある特定のグループ（例えば、《趣》を一にする趣味等の

グループ、活発に活動をしている町内会や消防団などのグループ…等）に呼びかけ

て、市民参加を確固たる制度化し、【官】から呼びかけるのではなく、【民】は【民】

同士、もう少し“柔らかい”イメージになればよいのにと思っている。 

１４ 八王子市活性化案等の提案を市民から募り、審査してそれを具体化していく等、こ

の提案は、例「予算 100 万でこんなに活性化する等」予算と効果を明確化して審査

し、市民参加で実行していく、これもシルバーを対象に一部ボランティア的な色合

いの提案を幾つも募り参加者を多くするなど、知恵を絞り行なったらいかがか。 

１５ 今回市政モニターになって市の広報に関心を持つようになった。よい経験と思って

いる。市民センターが近くにあるので、色々な意味で説明会を実施するのに適した

施設だと思うので、ここで色々と説明会等やってもらえれば参加しやすいと思う。 
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１６ 八王子市民の暮らしの豊かさを向上させるには、市民社会の地域力の醸成が重要で

ある。今後、緊縮財政が続くなかで市民生活の向上を図るためには行政と市民、企

業との協働の仕組みづくりが欠かせない。これまでのように「公共」サービスを行

政だけで担うのでなく、市民をはじめ企業を含めた多様な主体が行政との協働によ

り「公共」を支えることが大切であると考える。それは単に財政の逼迫状況を回避

するためでなく、市民のニーズにきめ細かく応えていくことで、市民の暮らしの豊

かさが向上していくものと信じているからである。 

１７ 八王子市は広いので、八王子市役所近辺で何かをやっていても、少しそこから離れ

た地域に暮らしていると、あまりピンとこなかったり、交通の便があまりよくない

（電車で直アクセスできない）と、とても遠い存在に感じる。地域事務所に近い駅

前などで広報活動があると目にとまりやすいと思う。わざわざ理由なく、ネットで

広報をチェックすることはあまりない。 

１８ 内容（審議・市民会議いずれにせよ）のＰＲを市民に伝える。（既に実施中ならすみ

ません） 

   話は変わり今度、知り合いが夕やけ小やけふれあいの里のおおるりの家を利用する

そうで、国保の人は申請をすると年３回までは割引料金で利用できる制度を知り、

喜んだのもつかの間で来年３月で廃止とのことで肩を落としていた。この廃止の際

も話し合いの場はあったか。市の仕分け事業の一環だろうか。これから、皆さんで

話し合えば改善の余地はあるだろうか。国保の人は海の家の利用と長野県の施設の

ほかに特典を受けられる箇所はあるのでしょうか。今不景気な時代なのでささやか

な楽しみと期待されている方も多いのではと思うのだが。話の焦点がずれて申し訳

ない。 

１９ 新聞や広報も読まない若者が多い一方で、電子メールや外出もままならない老人も

多い。また、何事もなければ本庁や出先の事務所へも行くこともない。市民が何を

考え、何を要望しているか。市ではいろいろな工夫がされているが、なかなか参加

しづらい。例えば、八王子駅前広場に市役所相談所（？）を設けるとか、広いまち

を走る市のＰＲバスを町会単位に訪れてくれるなど、待っているのではなく出向い

て説明してくれると市政に関心もわく。 

２０ 基本的には、良かれ悪しかれ選挙で選んだ人に委任し、その他は町会などを通して

意見を言う程度の参加で、大半の問題はよいと考えている（むしろ全ての問題で意

見を言いたい人は、民主主義を履き違えているし、50 万人超の都市運営に全員参加

は非効率すぎる）。しかし、その方式では他都市に比べて、明らかに劣る運営につい

てのみ。耳が痛い問題だろうが、経過を説明し参加者を募れば特に関係者は可能性

は高いだろう。そして、その参加者の満足度が高ければ、リピーターとなり市民も

徐々に成熟していくと思う。 

２１ 気軽に市民が日頃感じている事や要望、意見等を伝えられるような場があればよい。

町内会で出された意見が市に届くようなシステムがあればよいと思う。 

２２ 八王子市版「事業仕分け」を公開で行なうことにより、市民も身近に市政を感じる

ことができるのではないか。 
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２３ いろいろな参加方法があるにも関わらず、参加する人は限られているように感じる

し、また近くでそのような意見イベントに参加したという話を残念ながら聞いたこ

とがない。もっと気軽に参加でき、また多くの意見を取り入れるためにも学校への

父兄に対し、アンケートを配ったりして後日回収、もしくは郵送で回収したりなど

もよいのではないか。また選挙のときはたくさんの人が集まるので、投票の後、「お

時間のある人はこちらでアンケートお願いします」などとして簡単な短めのアンケ

ート＆自由記述などを求めてもよいかなと思う。 

２４ 今まで、市民参加の中に、ワークショップや市民会議といった手法があること自体

知らなかった。私見では、多くの市民が、まだまだ市政に対する理解が不足してい

る状況であると考えられる。市民が現況を１から理解し、問題点について意見が述

べられるところまでたどりつける機会をより多くつくってほしい。 

２５ 市民参加手法は条例等あるので要望を提出する方法、発言する手法等があるので、

いかにして反映させることが出来るか実施できるかである。また、ボランティアも

市民参加の重要な仕事である。 

２６ 市と市民が協力しあい活力のある市に推進していこうという前向きな条例は、とて

も素晴らしいことだと思う。例えば、公聴会、説明会などで意見交換することがで

きるとあったが、具体的に何についてどのような形式で、何人ぐらいで開催される

のか参加してみようかなと思っても、あまり関心ないテーマや知らないテーマだと、

意見交換どころではなく、ただ聞いているだけで終わってしまい、次回は参加した

くなくなってしまうと思う。各グループごとに、自由に意見交換し、最後に発表し

たり用紙にまとめたり、リラックスしながらの話し合いができたらと思う。 

２７ 堅苦しく難しいというイメージを払拭するため、戸外のイベント時などに便乗して

参加者に粗品などを配布するなどして興味をひくようにする。 

２８ 平成 20 年 10 月から施行された「八王子市市民参加条例」にみられるように、八王

子市の市民参加への取り組みシステムや取り組み姿勢は先進的であると評価してい

る。 

   この条例に定められたメニューを着実に実践することにより、市民との協働による

まちづくりは推進できるのではないだろうか。 

２９ 町内会単位での意見聴取をきちんと吸い上げられるしくみとその結果報告による納

得感。それをオープンにすることで、市が積極的に市民の声を反映するという姿勢

がないと誰も参加しない「言っても無駄」としか思われない。意見を言っても「で

きません」ばかりの回答やうまい具合に言い訳をするようでは誰も参加しないと思

う。 

３０ 今、一般的に以前にも増して時間がなくなっている。インターネットというその場

で自由に意見を述べられる媒体の活用が重要だと思う。インターネットのウィーク

ポイントである匿名性を排除するために、発言者には氏名および連絡先等を開示す

ることを条件に参加するようにすればいいかと思う。それを受け手側が確認し、発

言者責任の下でみんなで議論できるスペースをつくってほしい。 
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３１ メール参加が可能なら考えてみようかという人もいるのではないだろうか。時間帯

をずらす、会場を変更すれば市民参加する人が増えるか疑問がある。会場に行けな

い人への対応にテレビ電話を利用したインターネット会議の方法が載っているが、

私自身も以前、パソコンのテレビ電話を利用していたが、いまはサービスの提供（Ｎ

ＴＴ）が終了し「音声のみ」となり解約した。できないこともないと思う。市民が

費用負担してまでインターネット会議に参加する人はいるのか疑問が残る。 

３２ 現在、私は賃貸マンションに住んでいるので、自治会や町内会の回覧の情報が入ら

ない。そのため、新聞の広報はちおうじからの情報しか入っていかない。賃貸でも

市民参加できる環境にしてほしい。 

３３ 各地域ごと、町内のコミュニティをはかるためにも、各地域・町内の自治会組織の

充実が八王子全体の活性化にもつながると思う。市からこういうことを考えている

とか、あるいは自治会からの提案なども流通できるパイプラインがあってもよいの

ではないだろうか。でなければ、直接参加できるチャンスはなかなかないように思

う。 

３４ 町会と連絡をとり合い、回覧をまわして町会の会館で行なえば、出席しやすいので

はないだろうか。電車やバスに乗ってまで参加するほど、暇がない人が多いと思う

ので。 

３５ 八王子で 40年過ごしているが、市民参加させていただいたことがなかった。広報は

ちおうじは、自然と目に入るので見ている。その中にアンケートを記入できる部分

があれば、会社や家にいても参加出来ると思う。 

３６ わざわざ遠くに出かけなくてはならない、となると面倒に思う人も多いと思うので、

自治会の集まりや市民イベントの際に市の職員が出向いて意見を聞くのがよいと思

う。あくまでも、何かのついでという形にしないとなかなか多くの人の意見をきけ

ないのではと思う。また、市の政治がどのように運営されているのかあまり知る機

会がなく、よって興味を持たないので、何かのついでに知らせる機会をつくるべき

だと思う。 

３７ 市がまちなどの各地域に出向いて市政に対する意見等の公聴会を積極的に開催する。

町会・自治会等を通して公聴会を開くのも効果的ではなかろうか。市民活動の広報

をさらに積極的に行なう。 

３８ 以前、障害福祉の策定委員をしたことがあった。とても大切な問題で情報の共有と

いうものがなければ市内の状況というものが把握できない問題でもあったが、数字

的な情報はそれなりに出る中で、実際に市民の要望がどう望んでいくかや実際に市

の業務をされている職員が現状をどれだけ把握するかだが、指導的な立場になれな

いことを感じていた。 

３９ 市の行政を携わる色々な業務の専門性をもってもらう必要もあることを感じたこと

があった。また、地域で治水事業の面で市とのやり取りを今しているが、ここでも

治水や自然環境と治水事業の指導力を感じない中で、不安を感じることがあった。

市民との協働作業という面で職員の専門性を問われることを感じることがある。 

４０ 毎回決まりきった市民参加内容ではなく、若い人にも身近に感じられ、それに対し

て意見したくなるような内容を検討していってほしい。 
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４１ 市民会議など多くの人が集まる話し合いの場合、人前で話すことが得意な人もいれ

ば不得意な人もいる。不得意な人でもよい意見を持っているかもしれないのに、会

議に参加しないことでその意見が取り入れられない。 

   インターネットなどで意見を交換できるような場があれば、どんな人でも意見を交

せるようになり、市民参加が活発になると思う。 

４２ 市民参加について思うことは、情報が少ないということと、一部の町会に参加して

いる方、しかも町会役員も八王子に長い間住んでいる方で運営し、新しく転居して

きた者にとっては非常に入りにくいし、その窓口は狭く、新しい人を歓迎するとい

う機会があまりに少ないように思う。市民参加といっても、地域の身近なところか

ら「一緒に何かをしよう」という方法で、心が結ばれるところからはじめてほしい。

私も八王子に引っ越してきて３年、子どもも育っているため、なかなか近所の方と

も親しくなれない。地域の掃除も新しい人は、行けない雰囲気で誰も行っていない。

地方との違いを感じる。地域でご一緒にできることを考えてほしい。 

４３ インターネットやファックス、携帯電話を活用したアンケートも積極的に行なって

ほしい。より多くの人が参加しやすいように工夫してほしい。 

４４ 八王子市民であるのに、何も知らなかったことが恥ずかしい。我が家は新聞をとら

ないので、八王子市の広報が手に入らない。普段は仕事をしているため、広報が置

いてある場所や八王子市の拠点事務所に行くこともなく、市の様々な情報を入手す

ることができない。時間もないので自ら探すこともしない。その点、回覧などで情

報がまわってくれば、手に入れたいと思う。今の状態が続いたら、完全に市から取

り残される。私のような環境の人も多いのではないか。 

４５ 自分の生活に密着したことについては、意見を言う人が言うと思うので、意見が出

たとしても、そこに公平性があるのかを市役所側でコントロールしないといけない

と思う。そのうえで、アンケートのようなものだといいたいことをいえるので、集

めやすいと考える。実例として、どのような意見があり、どのように反映したのか

があるとよい。これだけ自由に活動できる時代となると、どこかに集めて何かをや

るというのは、やる側受ける側ともに効率的でないと思う。 

４６ 市役所や各事務所などには、市民参加を促すパンフレットとかは当然配布されてい

ると思うが、各センターなどや市民会館などの公的施設だけでなく、スーパー、コ

ンビニエンスストアなどにも市の広報ラックなどを設置できればよいのでは。また、

小中学校、高校に協力を求め、父兄への案内状などを配布する等が考えられる。開

催場所は、なるべく身近な施設で実施されれば参加者も増えると思う。 

４７ 駅や公共の場で市民参加によって実現した政策をポスターなどで見出しだけ掲示し、

詳細は広報やホームページに掲載するなど、とにかくきっかけを目に触れやすくす

るのは大事である。また、市民参加が政策に反映されていることが身近なことであ

ればあるほど、市民参加への興味も深くなることと思う。 

４８ 一度、市民参加の内容・現況について詳しく広報紙で特集を組んでほしい。 

４９ 広報などにアンケート用紙をつけて、市役所本庁舎や事務所に投函場所を設けてみ

たら、いろいろな意見が出ると思う。 
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５０ パソコンを持っている人が多いので、パソコンから参加できるような仕組みだとよ

い。私の知人を見ると、広報はちおうじをしっかり読んでいる人が多いので、広報

で「ホームページから参加できます」と案内するとか。パソコンを持たない人は、

携帯メールからも投稿できるようにするとか。それすらもっていない人は、電話や

はがきしかないと思う。「審議会」「会議」となると、ご意見番しか集まらず、意見

が偏りがちな面があるので（そういうのには、行かない人は絶対行かないので）。「い

つでも受付」にすれば、気軽に参加しやすいと思う。 

５１ 広報に市民への意見調査の依頼をして、はがきやファックスで返答できるようにす

る。市役所本庁舎や事務所、駅に意見箱を設置すると意見が取り入れやすく、市民

参加が高まると思う。 

５２ 正直、市政への関心を持つことは全然なかった。このモニターの募集を知ったのも

偶然以外のなにものでもない。市政等の情報を発信しているはずの広報はちおうじ

も新聞をとっていない家庭には配布されていない現状は、新聞をとらない家庭が増

えている時代にはそぐわないのではないか。まず、知ってもらうことが、市民の市

政への関心を促す一歩だと思う。 

５３ 交通の便がよいところで開催されるのと、人が集まりやすいところを開催場所にす

る。広報紙が活用されていないように感じる。 

５４ 広報に大きく参加募集する。 

５５ 制度のことを知っている市民はごく一部にしかすぎないと思う。現に私もモニター

になるまで市に対して関心がなかったので。市民がもっと市に対して関心を持てる

ように広報等で告知をすべきだと思う。 

５６ 自分の住むまちには、もちろん興味・関心があり、市政モニターに参加させていた

だいていますが、他にも市民会議やワークショップ、公聴会等あることは３年程前

に初めて知った。まちづくりに参加したいと考えている市民も少なくないと思うが、

子育てや介護、仕事の都合や自身の体調等でこれらの開催地まで足を運ぶのに躊躇

している方もおられると想像できるので、電子メールや手紙で意見を述べられるの

は非常によいことだと思う。 

ただ、このような制度があることを市政モニターになるまで知らなかったので、ホ

ームページや広報でもっとアピールしてはと感じている。 

５７ 広報はちおうじにアンケート用紙を添付してはどうか。市民会議など足を運ぶのを

ためらっている人が多いと思うので、気軽に参加できるアンケートを充実する方法

を増やすのが、より多くの市民の意見を集めることができると思う。 

５８ 市が何を目指しているのか、市民として自覚しなければならないのが義務・責務と

いわれれば一言もないが、情報が不足していて反応がない起きない場合が多々ある

と思う。また、疑問等が生じても、どこで、どうして、どのように解決したらいい

のかフローチャートのようなものを年に一度くらい、「広報はちおうじ」の特別号に

入れてほしい。成人式にも配布してほしい。 

 

 



 

 16 

５９ 託児つきイベントを企画すれば主婦層の参加も広がる。市内農産物を使ったお弁当、

食事つきの市民会議などを開催する。 

６０ 子育て中の母親は市民参加が難しい。幼稚園の集まり中に意見を聞いてもらうなど、

幼稚園や保育園などに協力してもらうのはどうだろうか。 

６１ 人々が集まる場所に出向き、アンケートを依頼する。たとえば、子ども家庭支援セ

ンター等は連日子ども連れの母親が集まる。そこにアンケートを置いておけば、子

育てしやすいまちづくりのよい意見が得られるのではないだろうか。 

６２ 昨年まで学生だった私は、ほとんど市民参加に関わることがなかった。理由は、情

報不足と時間不足からである。同じ様な理由で市民参加に関わらない学生の方は多

いと思う。そのため、若年層にも情報が行き渡るよう工夫することや、市民参加へ

時間をかけずとも気軽に参加できる工夫が必要だと考える。 

   一方、主婦となり、母親となってからは、市民参加へはかなり興味があるので、こ

れからも積極的に呼びかけていただき、今は子育てで忙しいが、時間をかけずとも

参加できるのであれば、積極的に参加したいと思う。 

６３ 未就学児を子育て中。子どもと一緒に外出する際、不便や不満に感じることがある

が、一人ではそれをわざわざ意見として市に伝えることはしないという母親は多い

と思う。でも、公園や支援センターで何人か集まり雑談の中からどんどん要望や意

見が出てくることがあるので、その場に市職員の方が来てくれると多くの方が参加

できると思う。書くということにも少々抵抗があり、直接気軽な気持ちで率直な意

見が言いやすいと思う。また、これまで市民の声で“こう変わった”と例がよく分

かると自分の意見も言いやすいのでは。東浅川交通公園の件など。支援センターで

行なう催しごとの中に“疑問質問ママに言わせて”のような子育てママの声を聞く

会があったら参加できるのでは。 

６４ 市民会議や審議会等は、平日昼間に開催されれば会社員等の働いている人や育児中

の人は参加できない。当然、参加出来る人は決まってくると思う。 

   もっと広い範囲で意見を集めたければ、参加しやすい「日程、時間、場所」を考え

るべきだと思う。八王子は広く、育児中の私には子連れで市役所に行くにもバスの

乗り継ぎに不便を感じたのだから。わざわざ市民会議等にバスを乗り継いでまで参

加したいと思わない。 

６５ 自分にとって、身近な問題についての情報はほしいと思う。私だけでなく、そう思

っている人は沢山いるはず。でも、出向いていくことはあまりないのではないか…

何故か。私は今、１歳児の子育てをしているが、小さい子を抱えて遠くまで情報を

もらいに行くのはしんどい。私が一番の情報源として頼りにしているのは広報はち

おうじだから、広報を通じて参加できる企画があればいいと思う。提示した問題に

対して、インターネットや郵送で意見を出す。それを広報に載せる。もしかしたら、

自分の意見がみんなの目に触れるかもと思ったり、自分の意見に対して、誰かがま

た違う意見を出したり。そういうのを楽しみに広報を見る人が増えるのもよいので

は。同時に市民参加したことになるのではないか。 
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６６ 乳幼児がいる家庭では、市民会議等に参加するのは非常に大変なので（「子連れで

参加してください」と言われても、子どもの面倒をみるのが精一杯で話し合いどこ

ろではない）、条例を制定する際などは、広報はちおうじに内容を掲載した上で意

見はがきを添付したらよいと思う。どうしても子育て世代の市民から意見を聞きた

い場合は、無料の託児サービスを行なうなど、市が市民に歩み寄れば参加しやすく

なると思う。 

６７ 市民参加について、どうすれば市政に参加できるのか方法が分からず関わってこな

かった市民が多いと思う。私は子どもが生まれて初めて市の児童館に行って、子育

てに関して不満に思うことを相談したところ、市役所ホームページで市長宛てのメ

ールが送れることを知った。もっと分かりやすく駅・デパートに市長宛て「目安箱」

を置くなど、幅広い年齢層が参加できる媒体を設けてほしい。 

６８ ３年ほど前になるが、市立小中学校の適正配置の審議会の委員募集に応募し決定し

たことがある。関心のある分野であったし、小学生の母親として現状への問題意識

もあったので、参加に意欲がわき申し込んだ。 

   決定の知らせを受けて、とても嬉しかったのだが、結局辞退することになった。な

ぜなら、肝心の審議会の開催時間が、小学生の子どもの帰宅時間までに終わらない

ことが判明したためである。事務局の方には、審議の開催を午前中にするなど、小

学生の帰宅時間を考慮した審議開催にできないか検討をお願いしたのだが、審議は

午後にしかできず（役所のお偉方の都合によるものだったそうだ）、小学生のわが子

を帰宅後留守番させるか、誰かに預けるなどしてほしいと逆に言われてしまい、市

は本気で審議委員を求めているのだろうかと疑問を感じ、残念な気持ちで辞退した。

小学生の母親として意見を求められての審議委員選出と思っていたが、小学生の帰

宅時間に審議が開催され、どうして参加できるだろうか。本気でよい審議にしたい

ならば、委員が参加しやすい日時場所を考えて審議を行なうべきである。審議の日

時や場所は、オブザーバーや市の関係機関の偉い方の都合で決まっているようでは、

本気で市民選出委員の意見を聞く気があるのかと疑われても仕方ないのでは。審議

の日時場所、審議委員の参加しやすい形での開催を本気で考えるべきである。 

６９ 市民参加についての前提として、まず市民にこのような条例があるということ、ま

た年間このような活動をしているというような情報を八王子だよりなどで伝えてほ

しい。そのうえで、「こういう活動がありますが参加しませんか」という情報を伝え

ていくことが大切と感じる。勉強不足のため、今回のモニターをさせていただいて

初めてこのような条例があると知った。知らない市民も多いと思う。 

   開催地については、市の中心ばかりでなくいろいろな地域で行なってほしい。八王

子は広いのだから。また、時間帯も可能なものであれば、土・日などに開催される

と会社員の方でも気軽に参加できるのではと思う。 

７０ 参加したいと思っても、仕事をしたり子どもがいたりすると決まった時間の会議な

どの参加が難しいので、メールや手紙など気軽に簡単に参加できる方法があればう

れしい。 
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７１ 一般のサラリーマンは、月曜日から金曜日は仕事が忙しいので、参加は難しい。 

   土曜日、日曜日であれば、参加が可能ではないかと思う。また、手紙やインターネ

ットであれば、出向かなくてもよいので参加がしやすいのではないかと思われる。

それから、説明の方法も市民に分かるように具体的に噛み砕いて説明することが大

切なことだと思う。 

７２ 南大沢在住だが、南大沢でのイベントはあまりなじみがない。防災訓練では柏木小

学校校庭で 10月にやった。市政に参加の催し、どのように参加していくかの具体的

なイメージが全く湧いてこない。中心市街地のみを対象にする話しが多くて、八王

子の端に位置する地区はあまり考慮されていないように常に思われる。 

７３ ニュータウン地域では団地が多く、かつ、居住者の高齢化が年々進んでおり、遠く

に外出することが億劫になられている方が多い。しかしながら、その方々も市政に

対する立派な考え方を持っておられるので、多少面倒ではあるが、団地の集会所な

どで公聴会を開くとか、ＬＡＮで結んだテレビ会議を開くなどしてはどうか。また、

その際、お年寄りの方は遠慮しがちなので、世代別の討論という形式を取れば、意

見が出やすいと考えられる。 

７４ やはり、広報かメールかで知らせるのがいいと思うが、年始めにその年のテーマを

掲げてほしい。いままで市民の意見がどのように反映されたのか知らせてほしい。 

７５ 過去の市民参加の実績や成果を示すとともに、具体的にわかりやすく市民参加の意

義を説明し、参加しやすい雰囲気をつくる。 

７６ （1）無料託児サービスの完備 

   （2）駅近くの車がなくても参加できるような場所設定 

   （3）市民の意見が実際に市政に反映されているということの提示（広報はちおうじ

などで市民の意見が活かされているならもっとアピールすべき。意見を言って

もどうせ無駄と思われないように）。 

７７ 将来を担う若い人が、生活の中心“八王子をどのように発展させるのか”を考える

ことが必要と思う。若年層が参加しやすい話題性のある提案募集企画はどうだろか。

学園都市なので、大学、高校、中学、専門学校単位での応募とし、賞金も１等、10

万円位～にし意欲をあおる。今までにない発想、立案が期待できると思う。入賞者

は団体名、参加者名等の告知をしてあげることも大切である。 

７８ 面白いイベント（映画上映、歌手による音楽会）と併用開催をする。３時間ぐらい

で前の１時間半を公聴会、説明会をして後の１時間半を娯楽に使う。 

７９ 以前、無作為に抽出された人に選ばれて、アンケートをしたことがあるが、質問の

量が非常に多く、時間がかかり、とても疲れてしまったことがあった。たぶん、私

と同じように思った人は、多かったのではないかと思う。あのような、アンケート

を１回経験した人は、おそらく、次はやりたくないと思ってしまってもおかしくな

いと思う。その際、ポケットティッシュのひとつでももらえれば、気持ちよくでき

たりするものだったりもする（この感覚は、人によるが）。 
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８０ 市民参加には、ある意味でボランティア精神が必要であり、実際日々の生活に追わ

れている低所得者等は、意見を持っていてもどうせリタイアした高所得者や市議会

の中で物事が動いてしまうのだろうという諦めの気持ちがある。40万もの人々から、

草の根までの意見をすくい取るには、例えば、ごほうびが必要かもしれない。人間

お得感には弱いので…。地産品がもらえるチケットがあるとか、そのような形もこ

の時勢必要かもしれない。また、市民センターが駅から遠いから行けない。駅すぐ

に中継地点をつくるといい。 
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市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんのさんのさんのさんの積極的積極的積極的積極的なななな参加参加参加参加でまちづくりをでまちづくりをでまちづくりをでまちづくりを 

八王子市八王子市八王子市八王子市    

市民参加条例市民参加条例市民参加条例市民参加条例のののの概要概要概要概要    
 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

八王子市八王子市八王子市八王子市はははは、、、、平成平成平成平成 20202020 年年年年 10101010 月月月月１１１１日日日日にににに市民参加条例市民参加条例市民参加条例市民参加条例をををを施行施行施行施行しますしますしますします。。。。これはこれはこれはこれは「「「「まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり

のののの主役主役主役主役」」」」であるであるであるである市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが、、、、よりよりよりより一層市政一層市政一層市政一層市政にににに参加参加参加参加しやすいしやすいしやすいしやすい環境環境環境環境をををを整備整備整備整備するためのもするためのもするためのもするためのも

のののの。。。。市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんとのさんとのさんとのさんとの協働協働協働協働によるまちづくりをによるまちづくりをによるまちづくりをによるまちづくりを、、、、さらにさらにさらにさらに進進進進めていきますめていきますめていきますめていきます。。。。    

このこのこのこのパンフレットパンフレットパンフレットパンフレットではではではでは、、、、条例条例条例条例のののの概要概要概要概要やややや条例条例条例条例でででで定定定定めるめるめるめる市民参加市民参加市民参加市民参加のののの方法方法方法方法ななななどをどをどをどを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします。。。。    

 

 市はこれまでも、公募市民の皆さんによる「ゆめおり市民会議」を設置し、市の基本構想・基本計画

を策定するなど、市民参加はさまざまな場で行われ、市民の皆さんの声を政策に反映してきました。今

後より一層、市民参加を基本とした市政運営を行うため、市民参加条例を制定しました。条例の策定に

あたっては、公募市民などで構成する「市民参加のしくみづくり検討委員会」を設置し、その提言を踏

まえ条例の素案を策定。その後、市民の皆さんからご意見を募集し、検討を重ねて作成しました。 

 条例では、市の重要な政策について、市民の皆さんのご意見やご要望を市政に反映するための基本的

な手続きを定めています。今後は、市民の皆さんと市がよりよいパートナーとして、お互いの知恵を出

し合いながら、まちづくりを行っていきます。 

    

    

    

おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ    八王子市総合政策部政策審議室八王子市総合政策部政策審議室八王子市総合政策部政策審議室八王子市総合政策部政策審議室    

電話電話電話電話：：：：042042042042----620620620620----7200720072007200    FAXFAXFAXFAX：：：：042042042042----627627627627----5939593959395939    

EEEE----mailmailmailmail：：：：b015000@city.hachioji.tokyo.jpb015000@city.hachioji.tokyo.jpb015000@city.hachioji.tokyo.jpb015000@city.hachioji.tokyo.jp    
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前文：前文の中では、市民参加条例の基本的な考え方として、以下の４つの原則を定めています。 

・「情報共有」：市と市民は、市政に関する情報を共有します。 

・「自発的・自主的」：市民が自発的・自主的に参加できることとします。 

・「市民の皆さんが参加」：市民の皆さんが自由に参加できるよう、可能な限り配慮します。 

・「信頼と共感」：市民参加を通じて市民と市、市民と市民の間に生まれる信頼と共感を大切にします。 

第１条 目的：市民参加に関する基本的な事項です。 

第２条 定義：条例中の用語を明らかにしています。 

第３条 市の責務：市の責務を定めています。 

・市民参加を基本とした市政運営 

・市民参加しやすい環境の整備 

・市政情報の公表または提供、説明責任 

第４条 市民の責務：市民の責務を定めています。 

・責任と自覚を持った市民参加 

・互いの立場の尊重 

第５条 市民参加の方法：市民参加の方法を以下の６つにまとめて定めています。 

（１）パブリックコメント手続 （２）審議会等 （３）市民会議 （４）ワークショップ （５）公聴会・説明会 

（６）アンケート調査など ※詳しくは、下記の第８条～第 10 条と、次のページをご覧下さい 

 

第６条 立案過程における市民参加・第７条 実施及び評価過程における市民参加 

：以下の４つのような計画、条例等の案の立案過程、実施や評価の過程で、第５条で定める市民参加の方法から、適切なものを効

果的に行うことを定めています。なお、市民参加の適用除外事項についてもここで定めています。 

（１）市の基本的な計画の策定・変更 （２）基本的、重要、市民の権利・義務に係る条例の制定・改廃 

（３）大規模な公共施設の設置に係る計画等の策定又は変更 （４）その他実施機関が必要と認めるもの 

 

第８条  

パブリックコメント手続：手続

について以下の点を定めています。 

・実施情報の公表 

・匿名の原則禁止 

・意見提出期間 

・提出意見の取扱 

第９条 審議会等：審議会等につい

て以下の点を定めています。 

・委員の公募 

・幅広い人材登用、透明性・信頼性確保 

・会議の原則公開 

・会議開催の事前公表 

・会議録の作成・閲覧 

第１０条 

その他の参加方法 

：新しい手法が、より効

果的と認められるとき

は、これを積極的に用い

るよう努めることを定

めています。 

第１１条 推進審議会の設置等：審議事項や組織などを定めています。 ※詳しくは次のページをご覧下さい 

第１２条 条例の見直し・第１３条 委任：より良い条例とするための見直しに関する規定などです。 

●●●●条例条例条例条例のののの概要概要概要概要～～～～「「「「情報共有情報共有情報共有情報共有」「」「」「」「自発的自発的自発的自発的・・・・自主的自主的自主的自主的」「」「」「」「市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが参加参加参加参加」「」「」「」「信頼信頼信頼信頼とととと共感共感共感共感」」」」がががが基本原則基本原則基本原則基本原則～～～～ 

 条例では、市民の皆さんと市が情報を共有したうえで、自発的・自主的に参加できることを規定。 

市民と市、または市民と市民のお互いが信頼し、共感することを基本原則としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

条例の理念や基本的な考え方 

市民参加の方法や参加の対象・適用除外事項について 

市民参加条例の適切な運用に向けたしくみ 

その他の手続きなど 
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パブリックコメント 

（意見公募制度） 

 市が作成する重要な計画・条

例案などに対して、意見や要望

を提出する方法です。 

これにより、重要な政策を決

定するまでの過程の透明性も

高まります。また、検討した結

果内容は公開。さまざまな意見

に対する市の考え方も確認で

きます。 

ワークショップ 

 参加者同士が自由な議論や

共同作業を行ったりして、互い

に学びあいながら施策などに

意見を述べる方法です。 

参加する市民の皆さんが議

論するだけでなく、体験などを

通じて互いの理解を深めるこ

となども可能です。様々な経験

を持つ方が参加し、実施される

ため、施策への理解を一層深め

ることができます。 

公聴会・説明会 

 公聴会などの公開の場で、意

見を述べたり、交換したりする

ことができる方法です。 

内容によっては地域ごとに

開催するなど、少しでも多くの

方に参加していただき、意見を

伺います。 

アンケート調査など 

 無作為に抽出された市民の

方が、市が行うアンケート調査

などに回答する方法です。これ

は市民の皆さんの意識や実態

を広く把握する必要があると

きに実施します。 

 また、事業の内容によっては

皆さんが活躍している場など

に職員が直接出向き、聞き取り

を行うヒアリング調査も行い

ます。 

審議会等 

 市の政策を審議する審議会

や委員会に出席して、市民委員

として意見や要望などを発言

する方法です。これにより、政

策などの策定段階から幅広く

市民の皆さんからの意見を反

映させることができます。 

市民会議市民会議市民会議市民会議    

 会議に直接加わって、参加す

る市民の皆さん自身で会議を

運営し、報告書や市の重要な計

画書・条例の素案などを作成す

る方法です。 

これは市民の皆さん自らが

課題解決に向けて具体的に行

動することが必要な施策を検

討するときなどに、より多くの

市民の皆さんの参加を得なが

ら実施します。 

●●●●「「「「市民参加推進審議会市民参加推進審議会市民参加推進審議会市民参加推進審議会」」」」についてについてについてについて 

 市民参加条例の適切な運用を図るために設置されるものです。推進審議会は、市長の諮問に応じ、以

下の事項についての審議を行います。委員は、公募による市民と学識経験者などで組織されます。 

 （１）市民参加条例の運用に関すること 

 （２）新たな市民参加の方法に関すること 

 （３）その他、市民参加の推進に関し必要な事項 

    

条例策定の考え方や、市民参加の方法などについて、より多くの皆

さんに知っていただこうと、「市民参加条例の概要と市民参加の方法

について」をテーマに、出前講座を行います。申込方法など、詳しく

は政策審議室までお問い合わせください。 

市民参加の方法 

※※※※実際実際実際実際のののの募集内容募集内容募集内容募集内容やややや実施時期実施時期実施時期実施時期なななな

どはどはどはどは、、、、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの事業事業事業事業をををを実施実施実施実施するするするする

●●●●市民参加市民参加市民参加市民参加のののの方法方法方法方法    

 市民参加条例では、市民の皆さんのご意見やご要望を反映するための方法を６つにまとめています。 

このほかにも効果的な方法がある場合には、市民参加推進審議会で検討し、積極的に取り入れていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●条例条例条例条例のののの出前講座出前講座出前講座出前講座をををを実施実施実施実施 
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八王子市市民参加条例  －全文－  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前項第１号の規定により市民参加の対象としなかったときは、その

理由を公表しなければならない。 

（実施及び評価過程における市民参加） 

第７条 実施機関は、前条第１項各号に掲げる計画、条例等が策定され

た後、その実施及び評価の過程においても、参加方法のうち、より適

切なものを効果的に行うものとする。 

（パブリックコメント手続） 

第８条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするとき

は、あらかじめ、対象とする事案その他別に定める事項を公表しなけ

ればならない。 

２ パブリックコメント手続により意見を提出する市民は、原則として

住所及び氏名を明らかにしなければならない。 

３ パブリックコメント手続における意見の提出期間は、30 日以上と

し、意見の提出を求める事案の内容に応じて適切に定めるものとす

る。ただし、緊急の必要がある場合その他やむを得ない理由により

30 日の期間を確保できない場合は、この限りでない。 

４ 実施機関は、前項ただし書の規定により意見の提出期間として 30

日を確保できない場合は、その理由を公表しなければならない。 

５ 実施機関は、提出された意見の検討を終えたときは、速やかに次の

事項を公開するものとする。 

(１) 提出された意見の内容 

(２) 提出された意見の検討結果及びその理由 

６ 前各項に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な

事項は別に定める。 

（審議会等） 

第９条 実施機関は、審議会等を設置する場合は、その設置趣旨及び審

議内容に応じ、原則として公募により選考された市民を審議会等の構

成員とするものとする。 

２ 実施機関は、審議会等の構成員について、幅広く人材を登用するよ

う努めるとともに、透明性及び信頼性の高い運営を行うよう努めるも

のとする。 

３ 実施機関は、審議会等の会議を公開しなければならない。ただし、

公開することにより支障が生じると認められる場合は、この限りでな

い。 

４ 実施機関は、審議会等の会議の開催に当たっては、開催日時、開催

場所、議題等を事前に公表しなければならない。ただし、緊急に会議

を開催する必要がある場合は、この限りでない。 

５ 実施機関は、審議会等の会議の記録を作成し、これを閲覧に供しな

ければならない。ただし、八王子市情報公開条例（平成 12 年八王子

市条例第 67 号）第８条各号に定める非公開情報が記録されていると

きは、当該情報が記録されている部分については、この限りでない。 

６ 前各項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は別に定める。 

（その他の参加方法） 

第 10 条 実施機関は、政策の立案、実施及び評価の一連の過程におい

て、第５条各号に定めるもののほか、より効果的と認められる参加方

法がある場合には、これを積極的に用いるよう努めるものとする。 

（推進審議会の設置等） 

第 11 条 市民参加条例の適切な運用を図るため、市長の附属機関とし

て、八王子市市民参加推進審議会（以下「推進審議会」という。）を

置く。 

２ 推進審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。 

(１) この条例の運用に関すること。 

(２) 新たな市民参加の方法に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関し必要な事項 

３ 推進審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員８人以

内をもって組織する。 

(１) 公募による市民 

(２) 学識経験者 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

４ 推進審議会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、

委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

５ 前各項に定めるもののほか、推進審議会の運営に関し必要な事項は

別に定める。 

（条例の見直し） 

第 12 条 市は、この条例の運用状況、効果等について継続的に検証し、

必要に応じ見直しを行うものとする。 

（委任） 

第 13 条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から起算して７月を超えない範囲内において市

規則で定める日から施行する。 

八王子市市民参加条例 

平成 20 年３月 28 日 

条例第９号 

私たちのまち八王子は、市民と市との協働により、活力にあふれた都

市の実現を目指している。 

これまでも、市政への市民参加は、様々な場で行われてきたところで

あるが、市民の多様な価値観を地域の特性として活かし、豊かな社会を

創造するためには、市民の意見が、市政に的確に反映される仕組みを構

築する必要がある。 

この仕組みは、市民と市が情報を共有して運用され、市民が自発的、

自主的に、かつ、自由に参加することができ、市民と市又は市民と市民

が互いに信頼し、共感することを基本原則としなくてはならない。 

ここに、市政への参加が市民の権利であり、市民自治の基本原理であ

ることを確認するとともに、市民参加をより一層確かなものとし、市民

との協働によるまちづくりを進めるため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、市民参加に関する基本的な事項を定めることによ

り、市民の市政への参加を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

(１) 市民 市内に在住、在勤又は在学する個人並びに市内に事務所

又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。 

(２) 市民参加 政策の立案、実施及び評価の一連の過程において、

市民が市政にかかわることをいう。 

(３) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、市民参加を基本とした市政運営を行うものとする。 

２ 市は、市民参加しやすい環境を整備するものとする。 

３ 市は、市政に関する情報を市民に分かりやすくかつ積極的に公表

し、又は提供するとともに、市民に対する説明責任を果たすものとす

る。 

（市民の責務） 

第４条 市民は、責任と自覚を持って市民参加するよう努めるものとす

る。 

２ 市民は、互いの立場を尊重し市民参加するよう努めるものとする。 

（市民参加の方法） 

第５条 この条例における市民参加の方法は、次のとおりとする。 

(１) パブリックコメント手続（政策の立案に当たり、実施機関が、

事前にその趣旨、内容その他必要な事項を公表し、市民に意見を求

め、政策を意思決定するとともに、提出された意見とそれに対する

市の考え方を公表する手続をいう。以下同じ。）の実施 

(２) 審議会等（法令、条例等に基づき設置された審議会、協議会等

をいう。以下同じ。）の開催 

(３) 市民会議（会議に参加した市民自身が会議を運営し、報告書、

計画書、条例素案等を作成するための会議をいう。）の開催 

(４) ワークショップ（市民と市又は市民と市民が、議論し、また、

実際に体験することで、互いの理解を深めるグループによる学びと

創造の方法をいう。）の実施 

(５) 公聴会、説明会の開催 

(６) アンケート調査、聞き取り調査その他の広聴活動 

（立案過程における市民参加） 

第６条 実施機関は、次の各号に掲げる計画、条例等の案の立案過程に

おいて、前条各号に定める市民参加の方法（以下「参加方法」という。）

のうち、より適切なものを効果的に行うものとする。 

(１) 市の基本構想、基本計画その他施策の基本的な事項を定める計

画の策定又は変更 

(２) 市政に関する基本方針を定め、市民の生活若しくは事業活動に

直接かつ重大な影響を与え、又は市民に義務を課し、若しくは市民

の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃 

(３) 大規模な公共施設の設置に係る計画等の策定又は変更 

(４) 前３号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、

市民参加を要しないものとする。 

(１) 緊急に行う必要があるもの 

(２) 法令の規定により実施の基準が定められており、当該基準に基

づき行うもの 

(３) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

(４) 実施機関内部の事務処理に関するもの 

(５) 軽易なもの 
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                                道路事業部管理課 

この設問は、市民の皆さんが利用している八王子駅北口駅前広場の使い勝手を把握し、

誰もが、安全でより使いやすい利用形態に改善するための参考とするものです。 

八王子駅北口周辺地図 

 

八王子駅北口駅前広場 現況写真   

※マルベリーブリッジ：八王子駅北口駅前広場を横断する橋 

 

問１ あなたは、八王子駅北口駅前広場をどの程度利用していますか。 

 （○は１つだけ） 

 （n=95） (n=56) (n=39) 

  合計(％) ﾒｰﾙ(％) 一般(％) 

 時々（年に数回程度） 35.8 39.3 30.8 

 月に１～２回 28.4 26.8 30.8 

 週に１～２回 18.9 16.1 23.1 

 週に３～４回 6.3 5.4 7.7 

 ほぼ毎日 5.3 3.6 7.7 

 利用したことがない⇒問２へ 5.3 8.9 0.0 

 

   八王子駅北口駅前広場をどの程度利用しているかきいたところ、「時々（年に数回程

度）が３割半ば（35.8％）で最も高かった。次に「月に１～２回」が３割弱（28.4％）

で続いた。一方、「利用したことがない」は 5.3％であった。 

 

 

 

テーマテーマテーマテーマ２２２２    誰誰誰誰もがもがもがもが使使使使いやすいいやすいいやすいいやすい八王子駅北口駅前広場八王子駅北口駅前広場八王子駅北口駅前広場八王子駅北口駅前広場をををを目指目指目指目指してしてしてして    

タクシータクシータクシータクシー乗乗乗乗りりりり場場場場    

東放射線東放射線東放射線東放射線    
西放射線西放射線西放射線西放射線    

至至至至    京王八王京王八王京王八王京王八王子駅子駅子駅子駅    

※※※※マルベリーブリッジマルベリーブリッジマルベリーブリッジマルベリーブリッジ    

バスバスバスバス乗乗乗乗りりりり場場場場    

エレベーターエレベーターエレベーターエレベーター    

階段階段階段階段    

階段階段階段階段    

地下地下地下地下とととと地上地上地上地上をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ    

階段階段階段階段、、、、エスカレーターエスカレーターエスカレーターエスカレーター    
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問１ あなたは、八王子駅北口駅前広場をどの程度利用していますか。 

（○は１つだけ） 

 （n=95） 

 構成比(％) 

時々（年に数回程度） 35.8 

月に１～２回 28.4 

週に１～２回 18.9 

週に３～４回 6.3 

ほぼ毎日 5.3 

利用したことがない⇒問２へ 5.3 

 

  八王子駅北口駅前広場をどの程度利用しているかきいたところ、「時々（年に数回

程度）」が３割半ば（35.8％）で最も高く、ついで「月に１～２回」が３割弱（28.4％）

で続いている。 

 

 

 

（問１で｢利用したことがない｣以外をお答えの方に） 

問１－１ 八王子駅北口駅前広場を利用した目的は何ですか。（○はいくつでも） 

                       （n=90） 

  構成比(％) 

買い物 76.7 

家族の送迎 14.4 

旅行・出張 11.1 

通勤・通学 8.9 

その他 35.6 

 

   問 1で八王子駅北口駅前広場を「利用したことがない」以外をお答えの方に、 

八王子駅北口駅前広場を利用した目的をきいたところ、「買い物」が７割半ば 

（76.7％）で最も高かった。 

 

【その他】 ※（ ）内は、同一意見数 

１ 公共施設での諸手続き、銀行の用事（７） 

２ クリエイトホール（５） 

３ 会合等（５） 

４ 仕事（３） 

５ 通院（３） 

６ 習い事（３） 

７ カルチャースクール（２） 

８ 友人、知人の送迎（２） 

９ 食事（２） 
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１０ 展示会へ行く 

１１ イベント 

１２ ボランティア 

１３ 待ち合わせ 

 

 

 

 

（問１で｢利用したことがない」以外をお答えの方に） 

問１－２ 八王子駅北口駅前広場までの交通手段は何でしたか。 

（○はいくつでも） 

                      （n=90） 

  構成比(％) 

自家用車 47.8 

バス 38.9 

徒歩 27.8 

自転車 10.0 

タクシー 1.1 

バイク 1.1 

その他 18.9 

 

   問１で八王子駅北口駅前広場を「利用したことがない」以外をお答えの方に、八 

王子駅北口駅前広場までの交通手段をきいたところ、「自家用車」が５割弱（47.8％） 

と最も高く、ついで「バス」が４割弱（38.9％）で続いている。 

    

【その他】 ※（ ）内は、同一意見数 

１ 電車（22） 

２ 南口までバスを利用、または京王八王子駅まで電車を利用 
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問２  八王子駅北口駅前広場を改善する場合に、あなたが特に力を入れて 

ほしいと思うものは何ですか。          （○は３つまで） 

                        （n=95） 

  構成比(％) 

地下広場と駅ビルの接続 37.9 

マルベリーブリッジの延伸（東・西放射線への延

伸） 35.8 

バリアフリーの充実 32.6 

バス乗り場の案内表示の充実 27.4 

バス・タクシーの使いやすさ 23.2 

いやしの空間の確保 17.9 

イベント空間の確保 15.8 

現状のままで改善の必要はない 5.3 

その他 10.5 

無回答 4.2 

 

   八王子駅北口駅前を改善する場合に、あなたが特に力を入れてほしいと思うもの 

をきいたところ、「地下広場と駅ビルの接続」が４割弱（37.9％）と最も高く、つ 

いで「マルベリーブリッジの延伸（東・西放射線への延伸）」が３割半ば（35.8％） 

で続いている。 

 

【その他】 ※（ ）内は、同一意見数 

１ 利用しないのでわからない。（３） 

２ 利用頻度が低いので、不便さをあまり感じていない。 

３ バイクの駐車場 

４ バイクで駐輪できるスペースを作ってほしい、しかも駐輪代を安くしてほしい。す

べて車優先の駐車場しか考えていないのは環境＝ＣＯ2 排出削減＝を考えても時代

に合っていない。これは現状の空きスペースを使えば出来る筈、同じく、自転車へ

の配慮も考えてしかるべき、駐輪場の設備が少なすぎる。 

５ 自転車置き場の充実 

６ 安い公共駐車場の設置 

７ 魅力のあるまちづくり 

８ 集客力のあるキーテナント：デパートか東急ハンズのような大型専門店誘致 

９ 待ち合わせ場所になるようなシンボルと屋根 

１０ 雨が降っても大丈夫 

１１ 東急スクエアへのブリッジの延伸、京王八王子駅への地下通路の新設 

１２ 京王八王子駅との直結 

１３ チラシ配布、ティッシュ配布等をなくすこと。 
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問３ あなたは、八王子駅北口のバス乗り場を利用したことがありますか。 

（n=95）    

  構成比(％) 

利用したことがある 76.8 

利用したことがない 23.2 

 

   八王子駅北口のバス乗り場を利用したことがあるかきいたところ、「利用したことが

ある」が７割半ば（76.8％）であった。 

 

 

 

 

 

（問３で｢利用したことがある｣と答えた方に） 

問３－１ 八王子駅北口のバス乗り場は利用しやすかったでしょうか。 

（○は１つだけ） 

                       （n=73） 

  構成比(％) 

利用しづらい 65.8 

どちらともいえない 21.9 

利用しやすい 12.3 

わからない 0.0 

 

   問３で「利用したことがある」とお答えの方に、八王子駅北口のバス乗り場は利用 

しやすかったかきいたところ、「利用しやすい」は１割強（12.3％）にとどまっている。

一方、「利用しづらい」は６割半ば（65.8％）を占めている。 
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（問３－１で｢利用しづらい｣とお答えの方に） 

問３－２ 八王子駅北口のバス乗り場が利用しづらい理由は何ですか。 

 （○はいくつでも） 

                        （n=48） 

  構成比(％) 

バス乗り場がわかりにくい 64.6 

階段などを使わないと乗り場に行けない 62.5 

階段、エレベーターが設置されている場所の通路

幅員が狭い 33.3 

その他 18.8 

 

   問３－１で八王子駅北口のバス乗り場が「利用しづらい」とお答えの方に、その 

  理由をきいたところ、「バス乗り場がわかりにくい」が６割半ば（64.6％）と最も 

高く、ついで「階段などを使わないと乗り場に行けない」が６割強（62.5％）で続 

いている。 

 

【その他】 

１ 電車のように次のバスの時刻が掲示されていると、上り下りの手間が省けるのにと

思うことがある。 

２ 階段を下りる前に、時刻表が確認できるとよい。 

３ 路線がわかりづらい。どこ行きかわからないことがある。 

４ 正直言って、八王子駅のバス乗り場は億劫。京王八王子駅の方が利用しやすい。理

由は階段、このひと言に尽きます。でも、我慢です。我慢しています！！ 

５ エレベーターの数が少なく、中が狭い。エスカレーターがない。 

６ 夜間、停留所が暗い。 

７ 日陰で暗くて寒いときがある。 

８ バスを待つ間に座るベンチがない。 

 

 

 

（問３で｢利用したことがある｣と答えた方に） 

問４ あなたは、バス乗り場を間違えるなど、駅ロータリーを横断した（しよ

うとした）ことはありますか。 

                          （n=73） 

  構成比(％) 

横断した（しようとした）ことがある 68.5 

横断した（しようとした）ことがない 31.5 

 

  問３で八王子駅北口のバス乗り場を「利用したことがある」と答えた方に、駅ロー

タリーを横断した（しようとした）ことがあるかきいたところ、「横断した（しよう

とした）ことがある」と答えた方は、７割弱（68.5％）であった。 
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（問４で｢横断した（しようとした）ことがある｣とお答えの方に） 

問４－１ 駅ロータリーを横断した（しようとした）理由は何ですか。  

（○はいくつでも） 

                      （n=50） 

  構成比(％) 

横断した方が近い（早い） 74.0 

階段やエレベーターを利用するのが面倒 64.0 

エレベーターがどこかわからなかった 20.0 

バス乗り場が狭く、混雑しているため 16.0 

その他 6.0 

無回答 2.0 

 

 問４で八王子駅北口のバス乗り場を「横断した（しようとした）ことがある」とお答 

えの方にその理由をきいたところ、「横断した方が近い（早い）」が７割半ば（74.0％） 

と最も高く、ついで「階段やエレベーターを利用するのが面倒」が６割半ば（64.0％） 

で続いている。 

 

【その他】 

１ バス乗り場と駅が直結していない。 

２ エレベーターが狭く、ベビーカーでは乗れなかった。 

３ 乗り場を間違え、バスが来ていた。 

４ バスの時間が迫っていたとき。 

 

 

 

 

 

 

問５ あなたは、八王子駅北口のタクシー乗り場を利用したことがありますか。 

                          （n=95） 

  構成比(％) 

利用したことがない 54.7 

利用したことがある 44.2 

無回答 1.1 

 

  八王子駅北口のタクシー乗り場を利用したことがあるかきいたところ、「利用した

ことがない」が５割半ば（54.7％）であった。 
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（問５で｢利用したことがある｣と答えた方に） 

問５－１ 八王子駅北口のタクシー乗り場は利用しやすかったでしょうか。  

（○は１つだけ） 

                         （n=42） 

  構成比(％) 

利用しやすい 47.6 

利用しづらい 31.0 

どちらともいえない 16.7 

わからない 4.8 

 

  問５で「利用したことがある」とお答えの方に、八王子駅北口のタクシー乗り場は

利用しやすかったかきいたところ、「利用しやすい」が５割弱（47.6％）と最も高か

った。一方、「利用しづらい」は３割強（31.0％）であった。 

 

 

 

 

 

（問５－１で｢利用しづらい｣と答えた方に） 

問５－２ 八王子駅北口のタクシー乗り場が利用しづらい理由は何ですか。 

（○はいくつでも） 

                          （n=13） 

  構成比(％) 

タクシーが４列並びのため、２列目以降のタクシー

に乗車する場合は車道部分を通行しなければ乗車

できない 76.9 

長い行列ができた場合、雨にぬれる 69.2 

その他 7.7 

無回答 15.4 

 

  問５－１で「利用しづらい」とお答えの方に、八王子駅北口のタクシー乗り場が利

用しづらい理由をきいたところ、「タクシーが４列並びのため、２列目以降のタクシ

ーに乗車する場合は車道部分を通行しなければ乗車できない」が７割半ば（76.9％）

で最も高く、ついで「長い行列ができた場合、雨にぬれる」が７割弱（69.2％）で 

 続いている。 
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問６  マルベリーブリッジは歩行者と車とを分離し、安全に駅とバス乗り場

と街とを結ぶ事を目的に造られています。あなたは、マルベリーブリ

ッジを利用したことがありますか。 

                       （n=95） 

  構成比(％) 

利用したことがある 87.4 

利用したことがない 10.5 

無回答 2.1 

 

   マルベリーブリッジを利用したことがあるかきいたところ、「利用したことが 

ある」が大多数の８割半ば（87.4％）を占め、「利用したことがない」は約１割

（10.5％）となっている。 

 

 

 

 

 

（問６で｢利用したことがある｣と答えた方に） 

問６－１ マルベリーブリッジは使いやすかったでしょうか。 （○は１つだけ） 

                         （n=83） 

  構成比(％) 

いいえ（使いにくい） 57.8 

どちらともいえない 19.3 

はい（使いやすい） 18.1 

わからない 0.0 

無回答 4.8 

 

 問６でマルベリーブリッジを「利用したことがある」とお答えの方に、使いやす

かったかきいたところ、「はい（使いやすい）」は２割弱（18.1％）に留まっている。 

一方、「いいえ（使いにくい)」は６割弱（57.8％）を占めている。 
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（問６－１で｢いいえ（使いにくい）｣と答えた方に） 

問６－２ マルベリーブリッジが使いにくい理由は何ですか。（○はいくつでも） 

                       （n=48） 

  構成比(％) 

東放射線（京王八王子駅含む）や西放射線に行けな

い 79.2 

駅周辺のビルと繋がっていない 79.2 

屋根がないため雨にぬれる 58.3 

その他 20.8 

無回答 4.2 

 

    問６－１で「いいえ（使いにくい）」とお答えの方に、その理由をきいたとこ

ろ、東放射線（京王八王子駅含む）や西放射線に行けない」と「駅周辺のビルと

繋がっていない」が８割弱（79.2％）の同数で最も高かった。 

 

【その他】 ※（ ）内は、同一意見数 

 １ エレベーターが狭くて遅い（４）、ベビーカーだと危険。 

 ２ 北側にある２基のエレベーターが狭い。１階出入口がバス停の近辺なので利用者数

はわりと多い。 

３ 段差があって歩きにくい、下りのエスカレーターがない。 

４ 初めて八王子北口に来た人は戸惑うと思う。 

５ 初めて利用したとき、駅とバス乗り場とまちを結ぶ目的でつくられていることを知

らなかったため、迷ったし無駄に労力と時間を使ってしまった。利用する必要がな

かったのに、わからずに利用してしまった（ただ階段を上り、反対側に行けないの

に気づき引き返したという感じ）。 

６ 行きたい場所の近くに降りることができない。 

７ 不便ですが、これらも我慢です！！ 

 

 

 

問７ あなたは、八王子駅北口に自家用車で送迎した（された）ことがありま

すか。 

                         （n=95） 

  構成比(％) 

ある 51.6 

ない 47.4 

無回答 1.1 

 

   八王子駅北口に自家用車で送迎した（された）ことがあるかきいたところ、 

 「ある」は５割強（51.6％）、一方、「ない」が５割弱（47.4％）となっている。 
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（問７で｢ある｣と答えた方に） 

問７－１ 八王子駅北口に自家用車で送迎する目的は何ですか。  （○はいくつでも） 

                        （n=49） 

  構成比(％) 

買い物などで外出する家族の送迎 65.3 

お客さまの送迎 44.9 

学習塾・習い事などの送迎 16.3 

通勤・通学の送迎 12.2 

その他 18.4 

 

    問７で八王子駅北口に自家用車で送迎した（された）ことが「ある」とお答え

の方に、その目的をきいたところ、「買い物などで外出する家族の送迎」が６割

半ば（65.3％）で最も高く、ついで「お客さまの送迎」が４割半ば（44.9％）で

続いている。 

 

【その他】 

１ 通院（２） 

２ 会合、催し物などの出席、送迎のため。 

３ 出張の送迎 

４ 旅行で電車の乗り継ぎ回数を減らすため。 

５ 友人についでに乗っけてもらった。 

６ 病院 

７ 飲み会に参加のため。 

８ 待ち合わせ 

 

 

 

 

（問７で｢ある｣と答えた方に） 

問７－２ 八王子駅北口に自家用車で送迎する（される）際、不便を感じたことは 

ありますか。 

（n=49） 

  構成比(％) 

ある 85.7 

ない 12.2 

無回答 2.0 

 

  問７で八王子駅北口に自家用車で送迎した（された）ことが「ある」とお答え

の方に、不便を感じたことがあるかきいたところ、「ある」は８割半ば（85.7％）、

一方、「ない」が１割強（12.2％）となっている。 
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問８ 誰もが使いやすい八王子駅前広場とするために、あなたの率直な意見や

充実させたい施設などを教えてください。       （300 字以内） 

 

 

１ そごうの駐車場を利用するので、ブリッジはあまり利用しない。ＪＲの駅とは直結

しているので、駅利用者には便利だとは思う。最近は南大沢に行くことが多くなっ

たので、八王子駅前に行くことが少なくなっている。また、バス（南大沢行き）が

南口から出ているので、北口バス乗り場に行くこともまれである。ほとんど利用し

ないが、ブリッジにより駅前の開放感や広がりが失われている。広場を利用したこ

とがない。今、南口の工事が行われているので、どのように変わるか期待している。 

２ マルベリーブリッジと名前は素敵な名前がついているが、ストリートミュージシャ

ンが歌っているくらいで活気がないので、もう少しイベントができるようなコーナ

ーを設けたら、もっと活気づくと思う。 

３ 駅広場利用のコンセプトがない、各機能の便利さをレベルアップするのか、活性化

の一環としてイベント広場の拡充をはかる必要があるのか等、曖昧のモニター調査。

建設したときは何も考えないで広場を建設したとしか考えられない。 

４ 一ついえるのは、八王子駅北口近辺に行くのは特別の用事があるときのみ。行くと

きはバイク（スクーター）で行くが、本当に駐輪場がないので困る。多摩センター

駅や永山駅にはバイク駐輪場があって便利であるが、八王子駅は全くその配慮がな

いようである。残念。クルマ優先の全く、古い概念から進歩がみられないまち。 

５ たとえば立川は陸橋が長いので便利だが、八王子は短いため少し不便。もう少し各

店にアクセスがいいと便利だ。車はかなり不便なので、改善の余地がある。地下が

少し暗くて怖い感じがする。 

６ 駅前広場を広くしてもらいたい。 

７ 八王子駅前は臭い、暗い。イメージが悪いだけでなく、本当に居心地が悪いと思う。

臭いなら掃除をしっかりすればよいし、暗いなら明るくすればいい。八王子の顔で

ある駅なのに、本当に毎回行くたびにがっかりする。広場や施設を充実させる前に、

きれいにしてほしい。 

８ 全国都市の駅前はよくも悪くもその地を代表する場所である。八王子のファースト

インプレッションはそこで決まる。55 万人を超える八王子の顔としては、特徴がな

いと感ずるのは私だけだろうか。無感動に近いつくりになっていると思う。一昔前

“織物のまち八王子”のタワーは存在感があり、今でも鮮明に覚えている。将来に

向け、若手を中心に人材を募集し、プロジェクトを立ち上げ、小手先の計画でなく

根本的な将来都市を模索してほしい。 

   玄関口なのに、ゴミやガムの黒ズミがとても気になる。高尾を持つ緑の多いまち、

さすがといえるよう街路樹のある駅前広場、通過点でなく市民が憩える広場を切に

望む。 
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９ 現在の八王子駅北口広場について、次の点を改善してもらいたい。 

   第一に、市民が希望するのは、人が使える広場がほしいことである。現状は、駅前

広場はバスとタクシーの交通広場になっていること。 

第二に、北口駅前に八王子市の歴史を感じさせられる広場がないこと。 

第三に、八王子市民が駅前広場の運営に関わっていないことで、行政と企業のみで

運営しているので、市民の声を反映できる広場づくりの場を設けてほしいこと。 

１０ 今、具体的な考えやアイディアが浮かばないが、現在は健康体なので、現状でこな

しているが、足腰が不自由になったり、車の運転が不可能になったりした時のこと

を考えると、年寄りや身体が不自由な人、障害を持つ人達にとって、分かりやすく、

スムーズな行動がとれる広場に工夫されると、すべての方が行動的になり、まちも

活性化していくのではないだろうか。 

１１ 使いやすい広場を目指すのもよいと思うが、その前に人々が集う“魅力あるまちづ

くり”も推進してほしいと思う。年々、駅周辺が寂しくなっている気がする。 

１２ 八王子駅は八王子の中心の駅のため、八王子市民をはじめ市外の方たちが多種多様

の目的で使用していると思う。健康な人たちは少し不便でも他に方法を考え行動す

ると思うので、お年寄りや体の不自由な人たちに便利なように、八王子駅前広場を

整備してほしいと思う。 

   自分も以前は車や自転車で八王子駅を利用していたが、今ではできるだけバスを利

用している。時代の流れにあった整備をお願いしたい。 

１３ 公共的広場はあくまでも人間優先であるべきなのに、北口広場は車優先で設計され

ているように感じる。北口広場が変更できないならば、街並みの案内表示板など工

夫して分かりやすくしてほしい。 

   また、駅前のイチョウの木はいつも素晴らしく、心癒される。もっと、木や花や自

然を感じられるものがたくさんあったらよいと思う。また、お昼時にはお弁当でも

食べられような、公園のような、そんな場所がほしいと。 

１４ 私は普段頻繁にバスターミナルを使うのですが、地下通路をあまり使ったことがな

い。なぜなら、一度地下に行ってから地上に戻ることが面倒だからである。また、

地下通路を利用されている方もあまり見かけない。地下通路に力を入れるより、で

きるだけ地上の通路に力を入れて整備をして、より使いやすいバスターミナルとな

ってほしい。 

１５ ショッピング施設を充実させてほしい。 

１６ 年に数回しか行かないので、もし違っていたらごめんなさい。 

   駅前の写真にある歩道だが、単なる歩道橋としての役割しかない（バス停への連絡

道や道路の横断にしか利用できない）、わざわざ降りないと周辺の店（東急スクエア

やヨドバシカメラなど）に行けず不便である。歩道橋から直接周辺の店に出入りで

きるようになると、車道の車を気にせず買い物ができるようになるので便利になる

と思う（例：立川駅前、町田駅前、多摩センター駅前など）。今の八王子駅前は新宿

駅西口バスターミナル付近と同じ様な環境で使い勝手が悪い。 
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１７ （1）とにかく道幅が狭い！ベビーカーでは通れない。雨天でも歩きやすい道幅の広

い歩道を確保してほしい。 

   （2）大人数が乗れる広いエレベーターの設置 

   （3）歩きタバコの禁止条例の徹底 

１８ 妊娠中、そして現在の子どものベビーカー生活と、バリアフリーの便利さを噛締め

ることが多々ある。それでも、北口駅前のエレベーターはお年寄りなどの利用者が

多く、一度に乗りきれず見送ったことも何度かある。なので、これからもエレベー

ターの数を増やすなど、バリアフリーを強化してほしい。ちなみに、余談だが北口

駅前のエレベーターで何度か若者の方と一緒になりそうになったことがあるだが、

その若者の方々は自分達が乗るのを諦めて譲ってくれたことがあった。きちんとエ

レベーターに乗る人の優先順位をわきまえていらっしゃるのだと、そこにも「八王

子人」としての素晴らしさを感じた。 

１９ 車の場合、どこを通ってよいのかわかりにくい。路上駐車が以前より減ったのはよ

いと思う。今後も取り締まりをしっかりしてほしい。 

２０ 最近利用をしていないのでよく覚えていないが、停車スペースの確保が少ない気が

する。立川のように立体的に活用すべきではないか。また、八王子の産業物の販売

スペースや大道芸人にアピールスペース等、市民が楽しめる空間を設けるべきでは

ないか。バスを利用する人のためにバス乗り場を充実させることも必要かもしれな

いが、それ以外の人に八王子駅に行ってみよう！！とさせるソフトが足りないと思

う。それはアミューズメントスペースであり、対話スペースの提供等と考えられる。 

２１ 駅前のお店の前に車をとめて買い物をしたいと思うときがある。路線バス・一般車

に迷惑がかかるのでやめている。いやできない。地下の駐車場を利用したことがあ

るが、パーキングスペースを見つけても、現在の位置がわからなくなり地上に出て

から店までを歩くのもいやで、結局近くの無料駐車場のあるスーパーで買い物して

いる。今の車社会は、お店の前に車をとめて買い物が出来ない時代です。有料パー

キングを利用して買い物することへの抵抗感、更に未曾有の不況、少しでも支出を

減らそうという気持ちが出る。今のマルベリーブリッジは、健康体の人には便利で

不満もないが、この先危険を感じる人が出てくると思う。 

２２ 各交通機関の集合点である駅前広場は各集合点が孤立し、広場というより通過点で

ある。ここを中心に、外に向かって放射線状に広がる道路を通って、外へ外へと散

って行き、先細りになっているのが現状である。八王子駅周辺の町全体を同一の空

間としてイメージさせる必要がある。ここで大切なことは、照明であるその一体が

同じ空間として浮かび上がるような明るさが必要である。第二は放射状に広がる道

を結ぶ環状帯（あえて道ではなく帯といわせてもらう）を形成することがポイント

である。４系列の電車、バス、自家用車、自転車、徒歩という交通機関により集め

られ、過ごす場所づくりが今後の課題である。 

２３ 私自身、あまり利用することがないので答えられないのだが、バス、タクシーを利

用する人、安全面から考えて車と距離をおきたい子育て世代の方々にとっては使い

やすく便利なのではないかと思う。 
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２４ （1）駅を出てすぐの印象が暗く感じる（地下へのエスカレーター部分）。 

   （2）狭く感じる。エレベーターの存在や行き先の説明もわかりにくい。 

   （3）中心にある店、東急スクエア、ヨドバシカメラ等にマルベリーブリッジで一直

線に行けるとうれしい。東急スクエア前の宝くじ売り場のエレベーターは喫煙

所と近く、ベビーカーで乗る際に不快に感じる。 

２５ 子どもを持つ親として、駅前の一番いい場所に目立つ場所に派手な娯楽施設がある

のが残念でならない。以前、丸井だった頃はよかった。交番があるのは大変よいの

だが、八王子は日野や立川に比べていろいろなことが遅れがちだと思う。その理由

の一つにモノレールの路線が来ていないことがあると思う。人の流れがパターン化

して、目新しいこともなく、遠くから人を呼ぶのが難しいと思う。モノレールが無

理なら、電車を乗り継いでも行ってみたいと思われるような駅づくりが必要ではな

いか。立川は、エキュートになった。いつも人でいっぱいである。 

２６ 全体的に明るさに欠けていて、表示なども夜になると見づらかったりする。もう少

し、照明が明るくなるといいと思う。駅前近くの駐車場が全体的に少ないと思う。

30 分位は無料になるようなパーキングがあれば、買い物客ももっと増えるのではな

いだろうか。 

２７ 中途半端にお洒落な構造にするのではなく、実質的に使い勝手がよい駅前広場を検

討することが必要だと思う。 

   路上駐車が増えてしまうのは問題だと思うが、八王子は市内の郊外からの車の乗り

入れが多いので、若干の停車スペースが確保できれば、より使いやすい駅になるの

ではないかと思う。 

２８ バリアフリーに関して、以前の駅前に比べるとだいぶ充実してきてはいるが、もっ

と増やすべきだと思う。場所により階段だけのところもあるので不便に感じる人も

いるはず。 

２９ 広場と感じられる程度に広くしてほしい。そして、簡易なコンサートなどができる

ようなスペースがあるといいなと思う。すでに議論・検討等は十分になされたこと

とは思うが、車は地下か３階にして駅周辺の１階部分は広場にしてほしい。 

３０ 京王プラザホテルとそごうの間の横断歩道に信号を設置してほしい。先日、お年寄

りが車にはねられそうになっていた。また、停車中のタクシーが多すぎると思う。

運転手がタクシーの外で立ち話をしているのは、見ていて気分のよいものではない。

ロータリーに入れるタクシーの数を制限してはどうか。その空いた空間を使用して、

バスの乗り場を集約してはどうか。 

   また、バス停からそごうの地下までを繋げてはどうか。そごうのエレベーターで地

下へ行き、バス停のエレベーターでバスに乗ることが出来ればバス利用者が増え、

環境にも優しくなるのではないか。由木東地区から八王子駅行きのバスも運行して

ほしい。 

３１ ＪＲ八王子駅からマルベリーブリッジを通り、地下街へ行くためのアクセスが悪い

ので、エスカレーターをもっと多方面につけてほしい。また、エレベーターもベビ

ーカーだと非常に狭く、使い勝手が悪いので台数を増やすか広くしてもらいたい（高

齢者は階段を使わないので、エレベーターがいつも混みあっている）。 
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３２ 北口から京王八王子駅へ向かう通り、京王プラザホテル前の横断歩道は車と人の接

触事故が起こりそうで怖いと感じる。左右から勢いよく飛び込んでくる車に注意が

必要で、歩行者も一時停止せず急いで車間を渡っていくなど、いつもヒヤヒヤする

ところなので信号があったほうがよいと思う。それから、マルベリーブリッジの北

側左のエレベーターの１階には近くにバスの停留所があり、お年寄りが列をつくっ

てエレベーターを待っている光景によく出くわす。ベビーカーや旅行バッグを持っ

ている人も乗れるように、エレベーターの容量を大きくするか、もう一基エレベー

ターを設置するべきだと思う。 

３３ 自家用車での送迎用に、一般車が通れる道をターミナルのところにほしい。橋本駅

のようになっているととても便利。また、京王プラザホテル前の横断歩道に信号を

つけてほしい。歩行者優先であるべきだが、ヒヤリとする場面に何度も出会う。横

浜駅のように地下街をつくってほしい。駅前の駐車場ができた時、当然地下街がで

きて京王八王子駅とつながると思っていた。北口商店街の活気が失われたが、そこ

の商店が地下街を経営するのはどうか。 

   そして、若者のビラ配りやティッシュ配りを禁止してほしい。イメージダウンにつ

ながる。また、カラオケ館の大きなモニターは、電気がチカチカして落ち着かない。

安っぽいまちのイメージがある。 

３４ よその市を羨むのではないのだが、立川の駅前はとても利用しやすい造りになって

いると思う。あそこまでするには、かなりお金もかかると思うので、今すぐという

わけにはいかないだろうが、最初に設計するときにどうして立川のように出来なか

ったか残念である。 

   私自身、足が痛むのでよくわかるが、階段を上がるのより、下るのがとても辛い。

現役の市政の方々はまだ若いので、その辛さはわからないと思うが、下るエスカレ

ーターを一緒に設置されることを、これからの設計では考えてほしい。 

３５ エレベーターやエスカレーターの設置が必要。妊娠中、子ども連れ、お年寄りには

階段は非常に大変である。ハトにエサをあげる人がいるのだが、ハトが急に飛んで

きたりして危険である。注意をお願いしたい。 

３６ マルベリーブリッジはエレベーターが設置されているが、エスカレーターがあると

もっと便利だと思う。エレベーターは閉塞感があり、知らない男性などと乗るとき、

怖い感じもある。なので、ついつい、ブリッジにあがらず地上を歩いている。 

３７ マルベリーにいくには階段を登るのが大変なので、エスカレーターが導入されると

よいと思う。そして屋根もほしい。 

３８ マルベリーブリッジにエスカレーターをつけてほしい。小さい子どもを連れて階段

を上るとき、雨が降っていて恐かった。エレベーターはいつも混んでいたし、中途

半端に不便だと思う。利用者数に対してエレベーター１つで、充分だと思って造っ

たのだろうか。もっと利用してほしいのであれば、年配の方や子ども連れ（ベビー

カー利用者）の人たちのことも考えてほしい。 
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３９ （1）エスカレーターの設置、特に放射線、ビルへのアクセス及び駅ビル前（１階）

からマルベリーブリッジへのエスカレーターの設置 

   （2）自家用車での送迎場所の確保 

   （3）バス停のベンチの設置 

４０ バスやタクシーが多く、行き先もわかりづらいうえ、ロータリーを横切る人も出て

くる始末。マルベリーブリッジは地下と同時に都市計画されていないと思うが、か

えって見通しの悪い、不便な建物になっているのが残念だ。名古屋のように、すっ

きりバス乗り場を整えたり、地下に全てバスを乗り入れて、地上の見晴らしをよく

しよう。黒須ロードでどうでしょうか！！あのあたりの汚い建物を一掃して真っす

ぐに道を通し、そこから放射状に広げる道。京王プラザホテルに行く道も危険でわ

かりづらいし、自家用車の動きも悪く危険。旧丸井のパチンコ屋を市で買い取って

しまってほしい。駅に市民の為のスペースが確保できるし、景観もよい。南口とつ

なげてビックな計画を。 

４１ 今は、駅前に車をとめる所がない。北口にしろ南口も買い物等で降りるのに遠くに

とめて歩いてもらうようである。駅前が渋滞する理由の一つである。駅までの送迎

も出来ない。地方は駅前が一周出来るように工夫されている。八王子はタクシーが

多すぎる。４列並びで 50m 以上。普通、一列並びでそれ以外は近くにストック出来

ていて無線で進むようになっている方法をとっている。ビルが出来ても、食堂等に

なってしまう。 

４２ 駅前広場をわかりやすくするために、まず京王線への客がスムーズに流れるよう一

日も早く地下道をつくってほしい。２回の道路横断は車と人が交差して非常に危険

です。バス停留所を入力すると乗り場案内が表示されるシステム等できると一段と

便利である。現在、市役所本庁へ行くのに市民でさえもわかりにくい。雨の日バス

待ちで濡れる。屋根を大きくしてほしい。中途半端な広さのブリッジで上り降りが

大変である。 

４３ 地下とマルベリーブリッジがあるが、全体的には利用しづらいイメージがある。バ

スを利用する際、特にそう思った。乗り場がわかりづらいし、もし間違えた場合に

は、また地下かマルベリーブリッジに行ってからでないといけないので、面倒であ

る。京王八王子駅と八王子駅を徒歩で移動する機会が多いのだが、その間が直結し

ているとより使用しやすいと思う。マルベリーブリッジの延長など検討してほしい。 

４４ 55 万都市の表玄関としては狭隘であり、相応しくない商店もあり、格調高い駅前づ

くりとはなっていない。時間をかけて改善を望むのは、 

   （1）現在の南北ブリッジを東西に１本設ける。 

   （2）現在の地下広場は、ほとんどデッドスペースになっている。明るくし、商店で

も入れて、人が行きたい気持ちにさせる必要あり。 

   （3）地下広場から各バス乗り場に行きやすくすれば、傘も要らず便利になる。 

   （4）現行のバス乗り場は幅が狭い。横を通るのがやっとである。 

   （5）ＪＲ八王子～京王八王子駅の往来が不便 

   この間を幹線地下道として、商店街を設ける等すべき。近くＪＲ南口が開発されれ

ば、なお一層必要となるはずである。 
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４５ 八王子駅北口は、近くのビルやショッピングセンターとつながっていないため、と

ても不便に感じる。町田や立川に比べると、歩きにくさも感じる。また、駅前広場

から京王八王子方面に、近道があったら便利だと思う。 

４６ 八王子自体の魅力が向上すると行きたいと思うが、八王子のはじっこに住んでいる

と、あえて行きたいと思えない。長くなるが、バス等公共交通がもっと遠くまであ

ると行ってみようかなと思う。他のまちに比べると八王子駅前は秩序が保たれてい

ると思うので、交通整理がうまく持続できればよいと思う。これからの時代は、お

年寄りにやさしいまちづくりにした方が、外に出てお金を使ってくれて、まちも活

性化すると思う。 

４７ 住んでいるところが堀之内で生活圏ではない八王子駅である。高校時代には駅前の

バス停を使っていたが、あの頃はバスが通過するところを横断しなければバスに乗

れなかったことで危険度はとても改善されたと思う。人の動線が集まる市内最大の

場所であることは間違いない。そのような公共の場所が、北口や今進められている

南口の開発されるところで市民の顔が見え、行動できる場があるといいなと感じる。

たとえば、日常ストリートミュージシャンの歌声が聞こえたり、なかなか売る場に

困っている福祉作業所の売り場などが、動線の集まる駅というところで活躍できる

ステージがあってもいいかなと感じる。それは八王子駅にとどまらず地域ごとの駅

にあってもいいかなと感じている。このような場所はかなりの制約があるのが現実

である。 

４８ 最寄り駅ではなく、利用率もとても低いのでわからない。 

４９ 多摩市に近い方に住んでいるため、ほぼ八王子駅は利用しないのでわからない。 

５０ 八王子に移り住み 10 年の月日が流れ、最初バス網の多さと乗りにくいのと料金が高

いと思ったことを記憶している。駅前北口を充実させるには機能的に明るい雰囲気

がほしい気もするが。今のままで不満はあるようなないような（どこの駅前も雑然

としているので）余り期待はしていない。人が多くて歩道もごちゃごちゃしている

ので歩きにくい。行くとそれなりに楽しい気もするのだが…。駅前広場もよいが、

北口はあのままで南口広場に期待したい。北はどうしても方角的にもああいう感じ

なのだろう。南口に近代的な明るい広場を期待している。 

５１ 八王子駅はごちゃごちゃしている感じがする。駅前は広い空間にし、ロータリーを

地下にし、その周りに計画的にファッションビルなどを建てるとすっきりきれいだ

と思う。商店街は商店街らしく、ファッションビルとは違うよい雰囲気をうまく残

していくといい。また、気になるのは、派手な看板が目につくことである。条例な

どで取り締まってはいかがだろうか。 

   また、八王子駅ばかり充実させるのではなく、若者が多く集まる南大沢などを、よ

り魅力的なまちにし、市外からも多くの人が集う八王子第２のまちとして力を入れ

てほしい。 

５２ 現在の状態だと車寄せなどがないため、八王子駅を待ち合わせにする場合、とても

不便。バスの案内も不明瞭で初めて乗る人には親切でない。駅前がごちゃごちゃし

ているので安全でなく、八王子駅及び八王子の玄関としての印象が悪く感じる。 
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５３ 通常、利用することがないだけに、たまに行くとごみごみしていてよくわからない

駅前だと感じる。 

５４ 八王子駅北口駅前に出ると交番はあるが、すぐ近くで客引きの光景を見かけたり、

とにかくごちゃごちゃしていて、歩いていて神経を使う。また、この秋に駅ビル内

でおにぎりを買い、街道市に行ったが、ちょっと腰を下ろしておにぎりやサンドイ

ッチを食べたりするベンチや場所がなく、駅ビル内の椅子もわずかで空きがなく、

しかも飲食禁止で、結局家に帰ってから遅い昼食をとった。飲食店に入らなければ

座って休憩する場所がない状態だと、これから更に高齢化が進むので不便を感じる

人が増えると想像できる。やはり、いかに治安と清潔感を保ち、利用しやすい工夫

をするかが、大事なポイントだと思う。 

５５ 広場というよりも通りであり、あまり人の佇める場所ではないような気がする。も

う少し広さも必要だろうが、屋根やベンチ等もあればよいかも。ただし、清掃を含

む管理をどうするか大きな課題が残る。 

５６ （1）雨に濡れない自家用車専用の降車レーンがほしい。そこから駅の改札までいけ

るエレベーターかエスカレーターがほしい。 

   （2）駅前から甲州街道まで歩道に屋根をつけてほしい（現在、雨の降っている日は

クリエイトホールに行くのに地下駐車場を通るのだが危険を感じることがあ

る）。 

５７ 駅へ車で迎えに行く場合、以前のように交番の前にとめられなくなり、不便になっ

たと思う。雨降りの時は、マルベリーブリッジは屋根がないため、地下道を利用す

れば甲州街道までは濡れずに来られ助かる。地下道が出来る前は京王八王子駅へも

つながる計画のように聞いたことがあるがそうではなかった。京王八王子駅へもつ

ながると便利だと思う。駅前で一番はやはりハト。“エサは食べないで”などと書い

たポスターをハトは読めない。エサをくれる老人をどうにかしてほしいと思う。フ

ンや羽が舞い上がって不衛生である。（エレベーターの上や丸い球のそばなど） 

５８ （1）バス乗り場が狭い。 

   （2）なかなか来ないバスを年寄りが長いこと立って待っているのは、きつい。ベン

チを増やしてほしい。 

５９ マルベリーブリッジに屋根を設けてほしい。また、北口を左に出たところは飲み屋

やパチンコ店が入っているが、映画館ができればよいと思う。駅から離れたところ

にしか映画館がないので、駅近くにできればより活気づくと思う。 

６０ 自家用車で年寄りを送迎するときに、駅の近くに乗り入れできないので不便である。

特にそのような空間をつくってほしい。地下の駐車場に行くところが、広い空間が

あり、ただ広いだけであり、何かイベントに利用するとか、お店に活用するとか、

潤いに欠けている感じがする。 

   マルベリーブリッジのところに、花を植えてあるので心が和む。これは継続してほ

しい。この場所に、できれば年寄りが少し腰かけるベンチがあるとよいなと思う。

このブリッジをもう少し深遠して、放射線通り、京王線方面通り等に行けるように

なると、もっと便利に使えるのではないかと思う。 
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６１ 毎日、通勤の送迎で北口駅を利用している。これだけ車の送迎が多いのにもかかわ

らず、来客がきても待ち合わせ場所がなく、大変危険な所に短い時間駐車し、車が

待っているところがないため、ぐるぐる車を動かしていないといけないという不便

をいつも感じている。車社会には、あまりに不親切なところだと思う。また、雨に

濡れる、買い物がしにくい等、南口に期待するしかないと思っていたが、このアン

ケートに期待しつつ、雨に濡れずに駅に行ける通路、買い物ができる通路、京王駅

に行ける通路を考えていただくと、北口が栄えると思う。南口が大きく繁栄し、北

口が暗いイメージにならないよう両方が八王子の明るい窓口になることを祈る。 

６２ 車で送迎できるようなスペースがほしい。今の北口は車をとめて送迎するのが危険

で怖い。また、南口側から北口にいけないので不便。 

６３ 自家用車で送迎する際の一時駐車可能なスペースの確保。 

６４ 北口にやむを得ず自家用車で送迎など利用することがあるが、タクシーが多く戸惑

う。一般車の出入りも考え、交通標識を整備してほしい。 

６５ 八王子駅北口に自家用車で送迎する（される）ことは、今まで一度もない。なぜな

ら、自家用車で送迎する（される）ことに危険を感じるからである。危険なくスム

ーズに送迎できるコーナーがあれば便利だとは思うが、今のままでも不自由ではな

いので税金を使って改善するまでの必要はないと思う。 

６６ （1）理想的には、京王線とＪＲの一体化。せめて、高架＆地下方式の接続。 

   （2）各商店街とも高架＆地下での連絡 

   （3）送迎一時停車場の確保（雨よけ必要） 

６７ 家族などの送迎に際し、自家用車で行くときがあるが、タクシー、バスが多すぎて

駅ビルに近づけない。バス、タクシー乗り場を分散させることはできないか。 

６８ 八王子の駅は正直まったく利用していない。現在住んでいるのは南大沢駅付近なの

で、八王子駅に出るには乗り換えもあり、また目的地となりうるものも今の私の生

活の中ではない。 

   駅前広場を使いやすくするにはまず、送迎の車などの駐車スペースなどが充実して

タクシー・バスと一般の自動車がスムーズに行き来できることが大切だと思う。施

設としては、やはり商業施設を充実また町並みの統一感があるととても魅力的に感

じる。 

６９ （1）せっかく設置された現在のマルベリーブリッジは、機能的に中途半端な感じが

するので、ぜひ延伸計画や問６－２で指摘されているような課題の解決に向け

て取り組み、より使いやすいものにしてほしい。 

（2）自家用車による来客の送迎などの場合、現在は駅に近寄れず不便、不評なため、

タクシー専用区域を減少させ、自家用車が進入・展開できる区域を新設してい

ただきたい。 

７０ 北口は不便を感じることなく利用している。欲をいえば、京王八王子駅まで地下通

路があればいいなと思うが。家族を八王子駅に送る際は南口を利用している。バス

も南口である。今回、八王子駅北口のことのアンケートであるが、南口を利用する

私は南口の不便さを感じている。工事中なのでよくなるのかも知れないが、バス乗

り場までが遠くなったこと、自家用車の送迎場所がないことが不便である。 
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７１ 問７での「あなたは、八王子駅北口に自家用車で送迎した（された）ことがありま

すか」に対して、私は『ない』と回答したが、それは送迎のできる場所がないから

である。そのため、送迎するときには自宅とは反対方向の南口にまわる。地下の駐

車場などを利用して送迎できるようになればいいと思う。また、地下通路は暗くて

寂しいのでそごうの地下とつながり、東急スクエアの地下に行くにも便利だと思う。

地下は横浜のダイヤモンド地下街に、地上は立川のブリッジがとても使いやすいと

感じた。 

７２ 歩いて移動する際も、上と下を何回も往復しなければならない点、車の送迎場所が

ないこと、車の駐車場代が高い点、バス代が高い点、駐輪場も少なくて入りきれな

い自転車であふれている点、ただ行くだけでお金がかかってしまう八王子駅前は、

誰もが使いやすいとは言えず、お金がかかってもよい人、行かねばならない人が行

くところだと思う。駅前は、スペース的にいっぱいいっぱいだと思うので、難しい

問題である。 

７３ マルベリーブリッジは周辺のビルと接続されておらず、エレベーターも狭いので、

子どもを連れているときは（特にベビーカー使用時）、なるべく通らないようにして

いる。週末は人も多く通行しにくいので、もっと広くて開放的、なおかつバリアフ

リーにも対応した広場に改善してもらいたいと思う。 

   また、車で送迎する際にバスロータリーに侵入できないので、駅前に送迎者用のス

ペースを確保し、ロータリー内も走行可能にしてもらいたいと思う。そうすれば、

使いやすくなるのではないだろうか。タクシー、バス乗り場については立川駅を見

習って改善するのがよいかと思う。 

７４ 家族の送迎のときは、いつもヨドバシカメラの前にしているが、駅から少し距離も

あり、雨のときなどは特に不便に感じる。なるべく、駅から近い場所に送迎用とし

ての一時停車ができる場所があるといいなと思う。 

７５ 車による駅北口へのアプローチができにくい。せめてどこか進入でき、人の乗降が

出来る場所があるとありがたい。 

７６ マルベリーブリッジのどこかに、バスの時刻を表示するボードを設置したほうがよ

いのでは…と思っている。同一の目的地に向かう場合で、乗り場が違うとき、見比

べて、どちらの乗り場から乗ればよいのかが判り易いと思う。マルベリーブリッジ

からバス乗り場に降りて行き、バスに間に合わなかったり、（そのバス乗り場から隣

のバス乗り場の時刻はわからないので）再度、隣のバス乗り場に向かうのは、時間

的にもロスが大きいと思う。欲を言えば、バス乗り場を直接に横断できればよいの

だろうが、それは危ないことである。 

７７ 混雑時、地下からバス乗り場に出た際は、マルベリーブリッジからバスを利用する

人が階段までつながっていると並び直さなければいけない。その際、最後尾に行く

までがとても不便である。この改善策をたててほしい。 

７８ バスを待つときの待ち時間の長さにイライラ、ウンザリを解消するために、バス待

ち時間の表示があればよいと思う。あるいは、今どのバス停を出たなどの表示を何

等かの方法で出すことが出来ないものだろうか。 
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７９ 八王子駅前広場といっても、正直なところ狭く、バス利用においては使いづらいと

思う。将来、マルベリーブリッジが京王八王子駅まで結ばれるというお話も聞いた

ことがあるが、もし実現すれば、大変便利になり、駅前広場も充実してくるように

思われる。春先などにはお花が植えられているが、四季折々、花が植えられていた

ら、通行中も少しでも癒されるように思われるが…。また、広場中央にバスの行き

先等をボタンを押すと、何番線から何時何分に発車するというように掲示されると

ありがたいと思う。 

８０ 近場では、立川駅を参考にされるとよいと思う。 

   （1）雨に濡れる。 

   （2）バス乗り場が分かり難い。間違えると上に戻らないといけない。 

   （3）近くのビルにいくのに階段を降りないといけない。例えば東急スクエアビル。 

   （4）マルベリーブリッジの真ん中に障害物がある。 

   （5）駅前に自家用車がつけられない。 

   （6）地下の道が分りづらい。 

   （7）マルベリーブリッジの階段が狭い。ヨドバシ方面。 

   （8）人の流れと関係ない設計になっている。（空いているところに道や階段を造っ

たように思える） 

   （9）ＪＲと京王八王子との連絡が悪い、道が狭い、信号が多い。 

８１ 立川駅前のブリッジは距離も長く、地上の信号に煩わされずよいと思う。八王子も

地下道は同様に信号に煩わされないのでよいと思う。ブリッジは東急スクエアと接

続してくれると利便性があがると考える。 

   また、バス乗り場の案内表示をもっともっと大きくしてほしい。何故、あんなに小

さいのか不思議でならない。遠くからでも一目で分かる表示案内にしてほしい。 

８２ 市政モニターを希望したのは、長年八王子駅北口のバス乗り場への不便を感じてい

たからである。どうして、目の前にバス停があるのに薄暗い地下にもぐり、また上

っていかなければならないのか。もしくは、エレベーターがあるといっても狭い道

を歩きわかりづらい。まだ歩ける年代ではあるが、階段を上り下りする煩わしさを

考えると、京王八王子駅で降車してから、駅まで歩くことの方が多い。 

   元々、この広場を考えた設計者達は、駅を利用してバスに乗らないで、車を使って

いる方達であろう。また、地元の店（駅前）に客が入らないからと、歩けるように

したのではとも言われている。１階から信号をつけてほしい。普通にバス停へ歩い

ていけますようにお願いしたい。 

８３ 北口のバス乗り場はあまり利用しないが、ごちゃごちゃというイメージがあった。

自分の乗りたい行き先のバスが、どこかわかりづらいところがある。そのため、タ

クシーを利用することが多くなる。 

８４ 車とぶつかる心配がないので便利といえば便利だが、東急スクエアとつながってい

なかったり、地下街がつながっていないなど、なんとなく中途半端。よって、つい

ついブリッジを敬遠してしまう。また、エレベーターが狭いのでベビーカーで入る

と他の人が乗れなくて、いやそうな顔をされたりする。バス乗り場の案内をもっと

わかりやすくしてくれると助かる。 
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８５ 八王子駅は最寄り駅で、よく利用させてもらっている。日頃、一番思うのは“マル

ベリーブリッジがせめて東急スクエアとつながっていればなぁ”である。私は小さ

な子どもがいるので、ベビーカーを使用しており、ちょっとしたときにもエレベー

ターでいちいち乗り降りするのは不便である。 

   バス乗り場も、案内図をみてもよく分からない方が多いらしく、何番はどこかと聞

かれたことは数え切れないし、真ん中のバス乗り場へ行く方法がわからない方を見

たことも数え切れないくらいある。 

８６ マルベリーブリッジが東急スクエアとつながっていないのが不便である。子どもを

連れて階段を降りたりしなくてはならないからである。つながれば、そごう・八王

子ＮＯＷ、そして東急スクエアの相乗効果があるのではないか。また、バス停も分

かりにくいので、分かりやすい表示をお願いしたい。 

８７ 自家用車の利用を減らし、できるだけ公共の交通機関を利用するほうが環境にいい

と思うので、自家用車に都合のいい駅前をつくる必要はないと思う。 

よく、立川駅周辺を引き合いに出されることがあるが、デパートや大型商業ビルへ

のアクセスがよくなることはありがたいとは思うが、地域の商店がなくなるような

開発は、消費者として選択がなくなることでもあるので避けたい。地域の商店街の

店先の整備で地域の統一感を出してもらいたい。 

８８ わたしの正直な気持ちとしては、今のままでこれ以上の施設はもったいないので、

いらないと思う。なるべく税金を減らしたい思いである。 

８９ 雨でも八王子駅と京王八王子駅が行き来できるように屋根を設置。八王子駅北口の

バス停の階段をなくし、１階から行けるようにする。また、周辺ビルへ行けるよう

になったら本当に夢のよう。特に東急スクエアビルへは。私の友人たちは、皆がそ

う言っているし、大抵の友人は、駅前は「そごう」と「東急スクエアビル」以外に

用はないようだ。しかし、以上のことは夢のような話なので、実現は難しい（不況

で、税収が少ないから）。 

   市民も、今は我慢の時。福祉が一番優先なので、税金は慎重に使うべきだと思う。 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


