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《市政モニターの属性》 

                         （太枠内は今回の回収数） 

全 体 
一般 Ｅメール 合計 

54 53 45 44 99 97 

性 

別 

男性 23 23 26 26 49 49 

女性 31 30 19 18 50 48 

年 

 

代 

１８歳～２９歳 9 9 7 7 16 16 

３０歳代 8 8 10 10 18 18 

４０歳代 10 10 8 7 18 17 

５０歳代 8 8 9 9 17 17 

６０歳～６４歳 6 6 7 7 13 13 

６５歳以上 13 12 4 4 17 16 

地 

 

区 

中 央 
（本庁地区） 

13 13 6 6 19 19 

西南部 
（浅川･横山･館地区） 

7 7 9 9 16 16 

東 部 
（由木･由木東･南大沢地区） 

7 7 12 12 19 19 

西 部 
（元八王子･恩方･川口地区） 

9 9 6 6 15 15 

東南部 
（由井･北野地区） 

9 9 7 7 16 16 

北 部 
（加住･石川地区） 

9 8 5 4 14 12 

                       （市外転出者が１名生じたため、定員は 99 名。） 

 

 

※ 市政モニターは無作為抽出方式で 50 名、公募で 50 名を選出した。 

※ アンケート実施期間：平成 26 年 12 月 9 日から平成 26 年 12 月 24 日まで 

※ 回収率： 98.0％（小数点第２位を四捨五入） 

※ 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。） 

※ 割合の表現については、各値が、「0.0％」の場合は「○割」、「0.1～0.9％」の場合は「約○割」、「1.0

～3.9％」の場合は「○割強」、「4.0～5.9％」は「○割台半ば」、「6.0～8.9％」の場合は「○割近

く」、「9.0～9.9％」の場合は「○割弱」との表記を基本とする。 

※ 自由記述の番号は、通し番号でありモニター番号ではない。 

※ 自由記述の表現はできる限り原文のまま記載しているが、アンケート全体で統一するため、一部表現を修

正している。また、特定の個人、団体への誹謗中傷につながる内容や企業の営業活動に影響するもの、根

拠が明確でないもの等は、一部削除・修正した。 
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生涯学習スポーツ部 スポーツ振興課 

 

本市は、平成26年３月に「八王子市スポーツ推進計画」を策定し、スポーツ実施率の向

上と総合型地域スポーツクラブの設立を推進しています。 

本計画では、「スポーツ」の定義を“野球やサッカーのような勝敗を争う競技スポーツ

だけでなく、健康づくりのためのウォーキングや軽い体操、地域コミュニティにおける運

動会や、自然と親しむためのハイキングやキャンプなどの野外活動といったレクリエーシ

ョン活動を含めた、目的を持って取り組む身体活動全般”としています。 

 

そこで、スポーツについてお聞きし、今後のスポーツ施策に活用します。 

 

◆スポーツの実施状況について 

 

問１ あなたは、この 1年間にどのくらいスポーツを行いましたか。 （○は１つだけ） 

                                  （n＝97） 

 構成比（％） 

ほぼ毎日 11.3 

週に３～５回程度 16.5 

週に１～２回程度 22.7 

月に１～３回程度 22.7 

年に数回 12.4 

行わなかった 14.4 

 

 

 

   

  

この１年間にどのくらいスポーツを行ったか聞いたところ、「週に１～２回程度」と

「月に１～３回程度」が２割強（22.7%）と最も多く、次いで「週に３～５回程度」が２

割近く（16.5%）であった。 

テーマ１ 「スポーツ」について 

※スポーツには、野外活動（登山やハイキングなど）や健康の維持・増進のための徒歩・自転車

通勤、散歩（散策、ペットの散歩を含む）などで１日合計 30 分以上行うものも含めます。 
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【問１で 「行わなかった」以外の選択肢をお選びの方に】 

問１-１ あなたが、この 1年間に行ったスポーツの種類をお書きください。 

 （例：ジョギング、サッカー、散歩など）     （自由記述） 

・ 散歩 （28件） 

・ 登山、トレッキング （12 件） 

・ サイクリング、自転車 （12件） 

・ ウォーキング （11件） 

・ ジョギング、マラソン （11件） 

・ ハイキング （10件） 

・ ゴルフ （８件） 

・ サッカー、フットサル （８件） 

・ 徒歩、徒歩通勤 （７件） 

・ 水泳 （６件） 

・ ジム、マシン （５件） 

・ ペットの散歩 （４件） 

・ ストレッチ、体操 （４件） 

・ 自転車通勤 （３件） 

・ ボウリング （３件） 

・ 釣り （２件） 

・ バレーボール （２件） 

・ ソフトボール （２件） 

・ 野球 （２件） 

・ バドミントン （２件） 

その他 各１件 

 バスケットボール、モータースポーツ、水中歩行、プール、クロスバイク、輪投げ、エアロビ、太極

拳、バランスボール、スキンダイビング、チアリーディング、筋トレ、トレイルランニング、自宅での

トレーニング、柔道、合気道、室内エクスサイズ、スキー、運動会、ヨガ、卓球、キャンプ、買い物 
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年代別内訳（上位３位まで） 

年代 １位 ２位 ３位 

18 歳 

～29歳 
散歩（５件） 

サッカー、フットサル  

登山（各４件） 
自転車（３件） 

30代 
自転車、サイクリング 

散歩（各５件） 

ジョギング、マラソン 

登山・ハイキング（各３件） 

サッカー、フットサル 

徒歩通勤（各２件） 

40代 散歩（７件） ウォーキング・ジム（各３件） 
ジョギング 

ペットの散歩（各２件） 

50代 徒歩、徒歩通勤（４件） 
散歩・ウォーキング 

ジョギング（各３件） 

ハイキング・釣り 

自転車通勤（各２件） 

60 歳 

～64歳 
散歩（５件） ハイキング（４件） ゴルフ（３件） 

65歳以上 
自転車、サイクリング 

（４件） 
散歩・体操・ゴルフ（各３件） 

登山・水泳 

ウォーキング（各２件） 

 

【問１で 「行わなかった」以外の選択肢をお選びの方に】 

問１-２ あなたがスポーツを行った場所は、どこですか。  （○は３つまで） 

            （n＝83） 

 構成比（％） 

道路や遊歩道 63.9 

山・川・海 32.5 

民間のスポーツ施設 21.7 

公共のスポーツ施設 19.3 

広場や公園 19.3 

自宅  9.6 

学校の体育施設  8.4 

職場のスポーツ施設  1.2 

その他 10.8 

   

【その他】 

‧ ゴルフ場、ゴルフ練習場（同様４件） 

‧ 日本橋、谷根千など。 

‧ 団地の集会所 

‧ 河川の管理道 

‧ 自転車通勤や、駅まで自転車を利用。 

‧ ヨガスタジオ 

  

スポーツを行った場所はどこか聞いたところ、「道路や遊歩道」が６割強（63.9%）と

最も多く、次いで「山・川・海」が３割強（32.5%）であった。 
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【問１で 「行わなかった」とお答えの方に】 

問１-３ あなたがスポーツを行わなかった理由は、どれですか。 （○は３つまで） 

            （n＝14） 

 構成比（％） 

仕事や家事・育児が忙しくて時間がないから 50.0 

きっかけや機会がないから 28.6 

スポーツが好きではない、または興味がないから 21.4 

費用がかかるから 14.3 

ケガや病気のため 14.3 

特に理由はない 14.3 

場所や施設がないから  7.1 

一緒に行う仲間がいないから  7.1 

体力や健康に自信がないから  0.0 

教室や講習会などのプログラムがないから  0.0 

指導者がいないから  0.0 

その他 14.3 

無回答  7.1 

 

  
 

問２ あなたが今後行いたいと思うスポーツの種類をお書きください。     （自由記述） 

・ 水泳 （12件） 

・ ハイキング （11件） 

・ ジョギング、マラソン （10件） 

・ ウォーキング （９件） 

・ 登山、山歩き、トレッキング （９件） 

・ テニス （８件） 

・ サッカー、フットサル （８件） 

・ サイクリング （７件） 

・ ヨガ （６件） 

・ フィットネス、ジム、スポーツ施設でのトレーニング （６件） 

・ バドミントン （５件） 

・ 散歩 （４件） 

・ ゴルフ （３件） 

・ 卓球 （３件） 

・ 体操、トリム体操 （３件） 

・ バスケットボール （２件） 

 スポーツを行わなかった理由を聞いたところ、「仕事や家事・育児が忙しくて時間が

ないから」が５割（50.0%）と最も多く、次いで「きっかけや機会がないから」が３割近

く（28.6%）であった。 
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・ 釣り （２件） 

・ ソフトボール （２件） 

・ グランドゴルフ （２件） 

・ 水中エアロビ （２件） 

・ 水中歩行 （２件） 

・ バレーボール （２件） 

・ 野球 （２件） 

・ フラダンス （２件） 

その他 各１件 

 モータースポーツ、スノーボード、プール、エアロビ、マリンスポーツ、ノルディックウォーキング

（ポールウォーキング）、インディアカ、長距離、バレエ、武道、チアリーディング、ボクササイズ、

筋トレ、縄跳び、スカイダイビング、ボルダリング、リハビリ、スポッチャ、ダンス、スカッシュ、ス

ポーツクライミング、バッティング（バッティングセンター利用） 

・ 現在やっている以外は特にない。 

・ 現在行っているスポーツを継続する。 

・ スポーツというほどのことではないが、買物等に出たついでに、階段を使う、早歩きするなど、出

来るだけ歩きまわりたいと思う。 

・ 特別、行いたいとは思わない。 

・ 特にないが歩くことは大好き。 

・ 子どもと遊びで行うくらいで、それ以上はあまりスポーツは行わない。行うつもりもない。 

年代別内訳（上位３位まで） 

年代 １位 ２位 ３位 

18 歳 

～29歳 

サッカー、フットサル 

（３件） 

ジョギング・ハイキング 

ヨガ・サイクリング 

バドミントン（各２件） 

登山・卓球・長距離・バレエ 

ウォーキングなど 

（各１件 13項目） 

30代 

ジョギング、マラソン 

サッカー、フットボール 

テニス・水泳（各３件） 

登山・ウォーキング 

散歩・ヨガ（各２件） 

スノーボード・バドミントン 

釣り・スポーツクライミング 

野球など （各１件 10項目） 

40代 ジム（３件） 

水泳・テニス 

サッカー、フットボール 

ジョギング、マラソン 

ウォーキング（各２件） 

ソフトボール・ハイキング・エア

ロビ・ゴルフ・スカッシュなど 

（各１件 10項目） 

50代 水泳（４件） 

ウォーキング 

ジョギング、マラソン 

サイクリング（各３件） 

テニス・ハイキング（各２件） 

60 歳 

～64歳 

水中エアロビ 

ハイキング（各２件） 

スポーツジム・水中歩行・登山・ゴルフ・ノルディックウォー

キング（ポールウォーキング）など （各１件 12項目） 

65歳以上 ハイキング（３件） 
登山・グランドゴルフ 

サイクリング（各２件） 

水中歩行・プール 

ゴルフ・ウォーキング・ジムなど  

（各１件 10項目） 
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問３ あなたは、誰とスポーツを行いたいと思いますか。    （○は３つまで） 

               （n＝97） 

 構成比（％） 

仲間・友人と 58.8 

ひとりで 55.7 

家族と 51.5 

現在住んでいる地域の人々と 21.6 

職場の人々と  7.2 

行いたくない  1.0 

その他  0.0 

無回答  1.0 

   

 

 

◆総合型地域スポーツクラブについて 

「総合型地域スポーツクラブ」（以下「総合型クラブ」という。）とは、だれでも、い

つでも、どこでも、いつまでもスポーツを楽しむことができ、地域の日常的なスポーツ活

動の場として、子供から大人まで、また、高齢の方や障害を持った方を含めすべての人が

参加でき、地域住民自らが主体となって運営するスポーツクラブです。総合型クラブは、

学校施設や公共施設を活動場所として利用し、スポーツ・レクリエーションの大会や地区

運動会を行っています。 

本市は、「旧地区体力つくり推進協議会」から総合型クラブに移行し、都内随一となる

19団体が設立されています。 

本市の基本構想・基本計画「八王子ビジョン 2022」では、地域スポーツを推進していく

ために、今後 10年間で総合型クラブを 27団体にまで拡大することとしています。 

  

誰とスポーツを行いたいと思うか聞いたところ、「仲間・友人と」（58.8%）「ひとり

で」（55.7%）「家族と」（51.5%）が上位３位となった。 
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  【参考】 

総合型地域スポーツクラブの設立状況 

       平成 26年８月 22日現在 

№ クラブ名 地区名 活動場所 

1 浅川地区総合型地域スポーツクラブ 浅  川 浅川小・東浅川小・浅川中 

2 恩方夕やけスポーツクラブ 恩  方 
恩方第一小・恩方第二小 

元木小・恩方中 

3 中野地区地域総合型スポーツクラブ 中  野 中野北小・清水小 

4 横川総合型地域スポーツクラブ 元  八 横川小 

5 八王子市陶鎔地区スポーツクラブ 川  口 陶鎔小 

6 第三地区スポーツクラブ 第  三 第三小・第六中 

7 第八地区スポーツクラブ 第  八 
第八小・小宮小 

高倉小・宇津木台小 

8 横山南スポーツクラブ 横山南部 
横山第一小・椚田小 

館小・緑ヶ丘小 

9 子安地域総合スポーツクラブ 第  六 第六小 

10 多摩ニュータウンスポーツクラブ 多摩 NT 
松が谷小・鹿島小 

デジタルハリウッド大学ほか 

11 横山中部スポーツクラブ 横山中部 
山田小・散田小 

横山第二小 

12 九小・二中地区スポーツクラブ 第  九 第九小・第二中 

13 加住地区総合型スポーツクラブ 加  住 
加住小・加住中 

加住市民センター 

14 第四地区市民体力つくりの会 第  四 第四小・第五中 

15 
第２地区さわやか健康スポーツ推進連

絡会  
第  二 第二小 

16 
元八王子東小地区 

総合型地域スポーツクラブ 
元  八 

元八王子東小・元八王子小 

横川小 

17 第一地区スポーツクラブ 第  一 第一小 

18 
弐分方小地区 

総合型地域スポーツクラブ 
元  八 弐分方小 

19 ＮＰＯ法人はちきたＳＣ 

陶鎔小・松枝小・楢原中 

中野市民センター 

川口市民センター 
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問４ あなたは、総合型地域スポーツクラブを知っていますか。  （○は１つだけ） 

            （n＝97） 

 構成比(％) 

知らない 74.2 

聞いたことがある 15.5 

知っている  9.3 

無回答  1.0 

 

 

問５ あなたは、総合型地域スポーツクラブに加入していますか。  （○は１つだけ） 

            （n＝97） 

 構成比(％) 

加入していない 96.9 

既に加入している  2.1 

無回答  1.0 

 

    

【問５で「既に加入している」とお答えの方に】 

問５-１ あなたが総合型地域スポーツクラブに加入した動機は、何ですか。（○は３つまで） 

          （n＝2） 

 構成比（％） 

健康・体力つくりのため 100.0 

親睦のため（仲間ができるから） 100.0 

地域の人達と交流できるから  50.0 

親子や家族で参加できるから  50.0 

好きなスポーツ活動ができるから   0.0 

継続してできるから   0.0 

指導者がいるから   0.0 

場所が優先的に利用できるから   0.0 

技術を習得できるから   0.0 

施設用具などが完備しているから   0.0 

その他   0.0 

  

総合型地域スポーツクラブを知っているか聞いたところ、「知らない」が７割台半ば

（74.2%）と最も多く、次いで「聞いたことがある」が１割台半ば（15.5%）であった。 
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【問５で「加入していない」とお答えの方に】 

問５-２ 加入していない理由は何ですか。            （自由記述） 

知らなかった 

1 知らなかった。（40件）       

2 総合型地域スポーツクラブのことを初めて知った。加入している方は、どのように知ったのだろう

か。         （20 代 女性 西部） 

3 知らなかった。自宅近くにないため。     （20 代 男性 東部） 

4 情報がないことと、時間が合わない。     （30 代 女性 中央） 

5 活動自体知らなかった。総合型地域スポーツクラブの一覧を見ても、遠い所ばかりで、内容も分か

らないので。        （30 代 女性 東部） 

6 知らなかった。知っていても、具体的な活動内容がわからないと入りたいと思わないと思う。 

                 （30 代 女性 東南部） 

7 知らなかった。どんなスポーツができるのか、有料なのか、トランポリンなどできるのかなど、詳

しく知らなかった。       （30 代 女性 北部） 

8 知らなかった。情報がない。      （50 代 男性 西部） 

9 そのようなクラブ活動があることを知らなかった。（募集や案内は、いつどのように行われたのだ

ろうか？）          （50 代 男性 西南部） 

時間が取れない 

10 仕事や家事等で忙しく、余裕がない。（４件） 

11 時間が取れなかった。（２件） 

12 どこに、どのような施設があるのかを知らないのと、現在仕事が忙しい。 （50 代 男性 中央） 

13 活動時間が合わない。      （50 代 女性 中央） 

14 都合で出席できない場合に、なんだか申し訳なく思うので、加入するには決意が必要だから。 

         （50 代 女性 西部） 

15 仕事やその他のことで、なかなか時間がとれない。帰宅は夕方以降であり、疲れている時は体を休

めたい。        （50 代 女性 中央） 

16 今までの会社関連の仲間との付き合いが多く、地域での自由時間をあまり取れなかった。 

         （60 代 男性 西部） 

他のスポーツ施設に通っている・他のスポーツを行っている 

17 別のチームに所属している。      （10 代 男性 西部） 

18 学校の部活で満足していた。      （20 代 女性 中央） 

19 スポーツ少年団のボランティアをしている。仲間内でフットサルチームを作り活動している。

         （40 代 男性 東部） 

20 他でやっている。         （50 代 男性 東南部） 

21 スポーツクラブに通っていた。       （60 代 女性 東南部） 

22 プールに行っている。        （60 代 男性 東南部） 

23 他のクラブに参加している。      （70 代 女性 中央） 

24 体力、健康維持に、現在行っているスポーツで十分。   （70 代 男性 西部） 
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興味、きっかけがなかった 

25 どちらかというと、興味がなかった。今後は子どもの成長に合わせて、積極的に参加したいと思っ

ている。          （30 代 男性 西南部） 

26 自分自身としてはあまりスポーツを行おうとは思わない。 子どもが主体的に参加したいと言えば、

参加すればいいと思う。      （30 代 男性 北部） 

27 きっかけがなかった。      （40 代 女性 西部） 

28 特別な理由はない。興味はある。      （40 代 女性 中央） 

29 言われてみれば「聞いたことがある」程度しか知らず、もともと運動が苦手なこともあり、加入し

ていなかった。        （40 代 女性 中央） 

30 特に興味がない。         （50 代 男性 東南部） 

31 加入しようと思ったことがなかった。     （70 代 女性 東部） 

近くに施設がない 

32 近所にないから。（３件） 

33 身近（ロケ、時間）な場所にない。週末は他ロケに居ることが多く、参加のタイミングがない。 

           （40 代 男性 東南部） 

34 往復に時間がかかる。今はやりたいものがない。   （50 代 女性 西部） 

35 継続させるためにも、徒歩で行ける場所が良い。八王子市で行っている体操教室（介護予防教室）

は、徒歩で通えたので応募した。     （60 代 女性 東部） 

自分のペースに合わない 

36 仕事が不規則なので、１人でいつでも出来るジムなどが利用しやすい。地域のものは自分のペース

に合わないので。        （40 代 女性 西部） 

37 集団でスポーツをするのが苦手。        （40 代 男性 西南部） 

38 存在を知らなかった。知っていても自分に合っているか、そして昔の部活動のようなキツイ運動に

ならないか、またグループ閥が無いかを気遣う。   （60 代 男性 中央） 

39 旧体力作りの教室は知っていたが、今も続いているのは知らなかった。一部の人の集まりのようで、

入りにくい面があった。町内に指導員がいるなら、公園などでラジオ体操などを続ければよいと思

う。         （60 代 女性 中央） 

その他 

40 病気や体の障害がある。（２件） 

41 お年寄りが多そう。住んでいる地区から遠い。知らない。  （20 代 男性 東部） 

42 忙しい。小学生向けだと思っていた。      （20 代 男性 北部） 

43 なぜ加入しなければならないのか。時々運動すれば、なんでも良くなるというような、脳みそ筋肉

系の方の心無い言葉を頂くことがあるが、市がそういう考えを押し付けるのは問題だと思う。

             （40 代 女性 西南部） 

44 面倒。          （60 代 男性 西南部） 

45 １．お金がかかる。 ２．レイ・ブラッドベリの『華氏 451 度』にあるように、スポーツをやらせ

る必要がある。あれこそ、団体精神のあらわれであり、人生の興味の中心である。あれをやってい

れば、ものを考えることがなくなる。        （60 代 男性 西南部） 
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総務部 記念事業課 

 

八王子市は、大正６年（1917年）９月１日に市制を施行し、平成 29年（2017年）に 100

周年を迎えます。 

市では、市制 100周年という記念の節目を全市をあげて祝い、更なる市勢発展の契機と

するため、市制 100周年記念事業（以下、「記念事業」という。）を行います。平成 28年

度をプレ記念事業期間、平成 29年度を記念事業期間として、以下の基本理念・基本方針の

もと、市民協働により事業を推進していきたいと考えています。 

 

 そこで、八王子市市制 100周年記念事業についてお聞きし、今後の記念事業の推進に向

けた検討を行うための基礎資料として活用します。 

 

基本理念 

 

 

 

   

 

 

基本方針 

 

  

テーマ２ 「八王子市市制 100周年記念事業」について 

市制 100周年という記念の節目を全市をあげて祝い、本市を創り上げてきた先

人たちの功績をたたえる。あわせて、まちの魅力を再認識して次世代に伝え、活

かすことにより更なる市勢発展の契機とし、新たな 100年に向けた魅力あふれる

八王子を創造する。 

 

（１）市制 100周年を全市をあげて祝い、ふるさと八王子への愛着を深める。 

（２）八王子の魅力を再認識し、次世代へ継承するとともに、広く発信する。 

（３）八王子の豊富な地域資源をより一層活用して、人々が楽しみ、集い、わく

わくする、まちのにぎわいを創出する。 
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◆市制 100周年周知について 

問１ 八王子市が平成 29年に市制 100周年を迎えることを知っていますか。（○は１つだけ） 

             （n=97） 

 
構成比（％） 

知らない 67.0 

知っている 33.0 

   

 

【問１で「 知っている」とお答えの方に】 

問１-１ 市制 100周年について、何で知りましたか。        （○は１つだけ） 

             （n=32） 

 
構成比（％） 

広報はちおうじ 78.1 

八王子市ホームページ 12.5 

家族・友人・知人などから  3.1 

参加している市民活動団体やサークル等から  3.1 

新聞記事  0.0 

その他  3.1 

   

  

市制 100 周年について、何で知ったか聞いたところ、「広報はちおうじ」が８割近く

（78.1%）と最も多く、次いで「八王子市ホームページ」が１割強（12.5%）であった。 

八王子市が平成 29 年に市制 100 周年を迎えることを知っているか聞いたところ、「知

らない」が７割近く（67.0%）、「知っている」が３割強（33.0%）であった。 
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問２ 市制 100周年記念事業などの周知・宣伝方法として、有効だと思うものはどれですか。 

          （○は３つまで） 

                （n=97） 

 
構成比（％） 

広報はちおうじ 79.4 

八王子市ホームページ 43.3 

ポスター・チラシ 35.1 

町会・自治会の回覧板 35.1 

新聞・雑誌 33.0 

イベント会場での PR 21.6 

ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック等） 18.6 

参加している市民活動団体やサークル等から  2.1 

その他  4.1 

    

【その他】 

‧ ＴＶなどマスコミとコラボした企画をたてる｡ 

‧ 電車・バスのポスター。 

◆記念事業全般について 

問３ 市では、全市をあげて市制 100周年を祝う取り組みとして、記念事業の準備を進めています。

参加してみたい事業についてお答えください。     （○は３つまで） 

            （n=97） 

 
構成比（％） 

催事型（記念式典、花火大会、各種お祭り、物産展などへの来場） 78.4 

展示型（美術館・郷土資料館などの企画展の鑑賞） 32.0 

講演会型（講演会やトークショーなどへの参加） 28.9 

応募型（ロゴマーク、キャッチフレーズ、写真などの作品募集に対する応募） 23.7 

体験型（ウォーキングラリー、防災体験など） 22.7 

企画型（個人や団体などが自ら 100周年を記念する事業を行うなど） 18.6 

協賛型（ボランティアへの参加、周知ポスターなどの掲示、協賛金支援など）  6.2 

その他  5.2 

無回答  1.0 

    

     

参加してみたい記念事業について聞いたところ、「催事型（記念式典、花火大会、各

種お祭り、物産展などへの来場）」が８割近く（78.4%）と最も多く、次いで「展示型（美

術館・郷土資料館などの企画展の鑑賞）」が３割強（32.0%）であった。 

市制 100 周年記念事業などの周知・宣伝方法として、有効だと思うものについて聞い

たところ、「広報はちおうじ」が８割弱（79.4%）と最も多く、次いで「八王子市ホーム

ページ」が４割強（43.3%）であった。 
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【その他】 

‧ 自分の住んでいる市なので何かしたいと思う気持ちはあるが、正直、上記に書いてあることを読

んだだけでは、参加の意欲がわかない｡ 

‧ 駅での宣伝。 

‧ 駅前の横断幕。 

‧ 市民以外の人々も参加ができる、八王子に住みたいと思えるような催事。 

‧ 広い八王子の特徴を活かして、八王子マラソン大会、もしくは八王子駅伝大会。 

‧ 八王子市の特産品を主体とする、例えばＢ級グルメ大会など｡ 

‧ ライブ。この場合、八王子出身であるかは関係ない。 

 

問４ 記念事業を実施するうえで、市に期待することはどのようなことですか。 （自由記述） 

年代別意見 

10代の方の意見 

1 大々的に行ってほしい。         （男性 中央） 

20代の方の意見 

2 記念事業の売上金の有効活用。実施前の充分な宣伝。      （男性 東部） 

3 八王子市の存在を内外にアピールしてほしい。       （男性 東部） 

4 皆が楽しめることが良い。         （女性 西南部） 

5 老若男女を巻き込む企画を作ってほしい。       （女性 東部） 

6 市民全体への広報の充実を行ってほしい。       （男性 東部） 

7 八王子の特性を生かした、誰もが楽しめる会を開いてほしい。     （女性 中央） 

8 記念事業を通して、人口の増加と八王子で行う企業の増加につなげてほしい。 （男性 西南部） 

9 初めてのイベントなので、何をどう祝うのかよくわからないが、花火大会やお祭りのようなものが

あれば参加したい。八王子にゆかりのある有名人のコンサートがあったら、おもしろそう。 

            （女性 西部） 

10 市制 100周年記念事業について、ほとんど知らなかった。当該事業にも相応の予算がつけられるだ

ろう。市民が参加しやすいイベントを期待したい。      （男性 北部） 

11 老若男女、すべての人が楽しめて、参加できるものであること。     （女性 東南部） 

30代の方の意見 

12 八王子市をより発展させるため、市外への積極的なＰＲを行う。     （男性 東部） 

13 活動性のあるグループだけが主体にならず、市民一人ひとりに利益が行き渡るような事業。 

            （女性 中央） 

14 どの世代も楽しめるものが良い。       （女性 西南部） 

15 市民の血税なので、無駄な事業にならないようにお願いする。お金のかかる事も多いと思うが、市

内の業者さんで賄っていただきたい。        （女性 東部） 

16 地域のことを知る機会になれば、うれしい。       （女性 北部） 

17 八王子市が自己満足にひたる事業ではなく、八王子市民が楽しめて、お得な気分になれるような事

業を実施していただきたい。         （男性 東南部） 

18 八王子市出身の有名人をできたら複数呼ぶ。例えば、ヒロミさん、ファンキー加藤さん、長谷川博

己さんというように芸人・歌手・俳優とバラエティ豊かに豪華に。    （女性 東南部） 

19 中核市にもなるので、次の 100 年に向けての政策。目指すは政令指定都市。   （男性 東部）  
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20 八王子市以外の地区の方々が来たくなるようなイベントを企画してほしい。   （男性 中央） 

21 八王子市は広く、開催場所が遠いことが多いので、いろいろな地域の人に参加してもらえるように

開催場所をいろいろな場所に設けてほしい。       （女性 東部） 

22 市の歴史（市の拡大や統合等の経緯など）をわかりやすく説明する、展示やホームページなどを見

てみたい。 催事については１か所だけで１回きりで実施するのではなく、他のイベントと合同開

催など、より多くの人の目につく方法で開催してほしい。     （男性 北部） 

23 小さい子どもでも安全に安心して参加できる会場づくり。    （男性 西南部） 

24 子どもに様々なことを体験させてあげられるような事業を望む。     （女性 西部） 

25 子どもが参加して楽しいイベントを用意してくれること。無駄な経費は使わないこと（意味の無い

オブジェを作らない）。記念事業で終わりではなく、始まりとするように意義づけること。 

            （男性 中央） 

26 100 周年をきっかけに八王子の魅力を全国にアピールしてほしい。メディアに取り上げられるよう

な催事を期待する。          （女性 中央） 

40代の方の意見 

27 子どもが楽しめるイベントであってほしい。また、公共施設だけではなく駅前でイベントをするな

ど市外の方も参加できるような形が望ましい。       （男性 東部） 

28 予算をきちんと考えて行ってほしい。        （女性 西南部） 

29 オリンパスホールに、八王子に縁があるアーティストを招いて、市民のためのコンサートを開いて

ほしい。元ファンモン加藤さんは、よく“八王子のフェス”と言っていた。たくさんの八王子出身

のアーティストがいるのだから、ぜひ実現してほしい。      （女性 中央） 

30 市民はもちろんのこと、市民以外でも知ってもらった方がいいのではないかと思う。 

            （男性 西南部） 

31 お金をかけないでほしい。          （男性 東南部） 

32 記念グッズ売上の一部を、何かしらの寄附にあててほしい。     （女性 中央） 

33 市民の税金を無駄に使うことがないよう、ただのお祭り騒ぎに終わらせないようにしていただきた

い。記念事業を実施することにより、八王子の宣伝や特産物の販売を行い、利益を得るものにして

いただきたい。          （女性 北部） 

34 市民に浸透するＰＲと、記憶、思い出にも残るような行事を行ってほしい。   （女性 中央） 

35 市民の声を集めて、その中で多数決でなく、有意義であると思われるものを実施する。十分時間をか

けて実施。選挙等に関係なく（政治色はダメ）実施。ボランティア型での実施。  （男性 東部） 

36 市民としての記念事業で満足せず、周辺自治体など、全国へ発信するチャンスと捉えた企画・実行

をお願いしたい。          （男性 東南部） 

37 みんなが楽しく盛り上がれるような企画があってほしい。      （女性 西部） 

38 八王子は、年を迎えるごとにさみしい街になってきている。市制 100周年のタイミングで、明るい

街になってほしい。           （女性 西部） 

39 多くの市民が知って、多くの市民が参加できる、お祝いできる事業にしてほしい。 （男性 西南部） 
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50代の方の意見 

40 もっと柔軟な考えをもって、市民一人ひとりが参加したいと思える事業にしてほしい。おそらく担

当している方々は一生懸命やっていると思うが、残念ながら、実際には末端の市民一人ひとりには

伝わっていない。たくさんの方が参加でき、一人ひとりが協力して皆で行える達成感のある企画だ

とか、もっと民間のイベント（学園祭、コンサート、スポーツ大会、自動車レース等）を運営して

いる方たちの知恵を借りるのも良いかと思う。       （男性 西南部） 

41 特に思いつかないが、近くでの催しなら参加したいと思う。      （女性 西部） 

42 現在だけでなく、将来にも足跡を残すという意味で、百年史のような史料編さんを検討していただ

ければと思う。          （男性 東南部） 

43 市外に積極的にアピールしてもらいたい。       （男性 東南部） 

44 特定の人たちだけの関心事とならないよう、八王子の古き良い時代を知る織物事業に携わってきた

方々、古い商店街の方々にも八王子を大いに語っていただきたい。     （男性 中央） 

45 一過性のものではなく、100 年の区切りと新しい次の 100年に向けての出発となるような継続的な

事業を、初年度として始めてほしい。         （女性 北部） 

46 私の住む鹿島は多摩市のすぐ隣で、何かを実施するにしても市街近辺で、足を運ぶのも少々距離が

あり参加することが出来ない。お年寄りも増えているので、同時にいろいろな場所で楽しめるもの

が良いと思う。           （女性 東部） 

47 次の世代を育てる教育に力を入れてほしい。        （男性 西部） 

48 税金を使用するのだから、市民に還元されるイベントを考えてほしい。     （男性 西部） 

49 まさに温故知新、過去も思い、新しい八王子を考え、前進できるように。     （男性 東部） 

50 市民参加型のイベント内容を充実してほしい。        （女性 中央） 

51 余裕を持った周知。用事等を済ませたついでに、気軽に立ち寄れる敷居の低いものが良い。 

             （女性 東部） 

52 八王子市の歴史について、郷土資料館と図書館の施設と資料を充実させていただきたい。また、記

念事業は式典やお祭りを催すだけではなく、後世に残るような記念物（モニュメント）を構築した

いものである。できれば、小金井公園の江戸建物園のような、市民がいつでも歴史を感じることが

できる施設の充実もご検討していただきたい。       （男性 西南部） 

53 若い方たち（学生さんなど特に）の企画・運営参加型にしていただくと、楽しい、活気ある内容に

なると思う。八王子出身で、活躍なさっている方々のお知恵やお力を借りながら、企画・運営して

ほしい。とにかく『楽しい』ものにしてほしい。       （女性 西部） 

54 大人も子どもも楽しめて、かつ有意義な場。今までの歴史を振り返り、その歩みを通し学べること。

改善された点やすべき点を市民全体で考え、創り出していく場。パネルなどで町の移り変わりを紹

介する等。            （女性 中央） 

60代の方の意見 

55 大人も子どもも参加できるイベントを期待する。       （女性 東部） 

56 八王子の良い所をもっとＰＲした方が良い。八王子産のおいしい野菜等。平成 29年に 100周年を

迎えるお店等。          （男性 東南部） 

57 日本全国に八王子の素晴らしさをアピールできるような取組み。堅苦しい内容のものは極力少なく

して、子どもから大人、老人まで楽しめる企画を立案してほしい。夢のある魅力的な中核都市とし

ての八王子の将来の目指す姿（市内の地域環境のあり方など）を具体的に表現する。（例えば、パ

ンフレットに加えて外観パースやモデルなどの展示）       （男性 北部）  
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58 最近、災害が多発しているので、防災対策の説明会を主催してほしい。    （女性 西南部） 

59 市民であればだれでも知ることができ、希望があれば参加できるような催事を企画してほしい。 

            （女性 東南部） 

60 甲州街道をメインに飾り付けなどを行い、往年の宿場町として栄えた雰囲気を再現していただきた

い。今の八王子駅前から八日町、八幡町などは活気がない。      （男性 中央） 

61 規制緩和して自由な活動ができればいい。       （男性 西南部） 

62 目的別のコアとなる場所を造る。たとえばショッピングであれば立川に勝るデパート、ショッピン

グエリア等。スポーツであればプロが試合を開催できるスタジアムの建設とプロチームの誘致。子

どもたちが多く集まり、楽しめる参加型イベントの誘致。自然、歴史遺産の復活。  （男性 西部） 

63 あまり大袈裟にお祝いするのもいかがなものなのか。       （女性 北部） 

64 お金をかけないこと 。特養の方々も参加できること。      （男性 西南部） 

65 市の押し付けにならないように、できるだけ市民参加型にするための方策を考えてほしい。例えば

市民への参加無料チケット配布や、催事の無料チケット配布、 地元に近い有名人のコンサートや

サイン会など、それと抱き合わせの催し物を行う。       （男性 中央） 

66 八王子市をアピールできるような記念事業としてほしい。     （男性 東南部） 

67 記念といってもあまり派手なことはしないでほしい。（何と言っても税金を使うのだから）。 

            （女性 東南部） 

68 好天気率の高い月に実行する。７㎞ビックパレード。甲州道中グルメ、物産、芸能、民謡大会。小・

中学校を休校とする。市内大学を参加させる。天皇のご来場を依頼するなど、ハイクオリティーを

期待する。（びっくり、たまげた、さすが、最高と感じるように）      （男性 北部） 

69 誰もが参加できるようなイベントや、あまり高価でないけれど記念になる冊子などを発行してくれ

ると良いと思う。           （女性 中央） 

70 あまり派手にしないこと。         （男性 東南部） 

70代の方の意見 

71 予算をあまりかけないようにお願いする。       （男性 東南部） 

72 皆が楽しく、また、気楽に参加できる記念事業にしてほしい。      （女性 西部） 

73 単なるお祭りさわぎに終わるのではなく、この機会を利用して、現在市が抱える市政上の問題点、

懸案事項等を市民に広く知ってもらい、考えてもらうような催し（例えば、有識者を招いたパネル

ディスカッション的なものなど）を加えてはどうだろうか。       （男性 北部） 

74 単に記念事業というだけでなく、記憶に残り、八王子をアピールできるものにしていただきたい。

            （女性 西南部） 

75 幅広い年令層を対象とした方が良い。若者向けだけでは協力が得られない。   （女性 東部） 

76 八王子市の市外(他県を含む）での認知度は高いとは思えない。記念事業は市外への認知度を高め

るものであってほしい。          （男性 西部） 

77 新しい風土を創出してほしい。        （男性 東南部） 

78 広報はちおうじなどで、市民に問いかけ、希望を集計してみる。その上で検討する。 

            （女性 西南部） 
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問５ 記念事業では、市制 100周年という記念の節目を祝うとともに、新たな 100年に向けた魅力

あふれる八王子を創造することを理念にしています。 

  100年後の八王子に残したいものは何ですか。      （自由記述） 

自然・緑・河川  

1 自然 （25件） 

2 高尾山 （７件） 

3 子どもの頃には近所に桑畑や茶畑などの緑が近くにあった。今は駐車場や新築の家が建ってしまっ

た。自然を大切に、人工物だらけにならないでほしい。   （20 代 女性 西部） 

4 100 年後も変わらず愛される高尾山とその周辺の緑たち。   （30 代 男性 東部） 

5 自然をしっかり残したうえで、小さな川などに、子どもが安心して水遊びができるようにしたり、

犬との散歩などがしやすい遊歩道の整備、電柱を地中化したり、入り組んだ道路の拡張化など、魅

力的な街へ発展してほしい。      （40 代 女性 中央） 

6 豊かな自然の中で、便利かつ安全に暮らせる街。     （40 代 男性 西南部） 

7 緑や公園などの自然と、駅前開発などの利便性。   （40 代 女性 北部） 

8 街から面前に新緑の山々、輝く清流が見えるというのが八王子の良さだと思っている。開発と共に

100 年前の自然の再現を目指して、魅力ある都市開発を進めていただければと思う。 

         （50 代 男性 中央） 

9 やはり何といっても豊かな自然。壊すのは一瞬でできるが、自然保護することはなかなか大変。巨

大ビル乱立はどこにでもある。八王子ならではの山・川を大切にしてほしい。他市をただまねるの

ではなく、独自の在り方を考え、その地域にあったもの、住民がより暮しやすい状況、歴史ある建

造物は指定して残していく（富岡製糸工場のように）。   （50 代 女性 中央） 

10 桜並木。        （60 代 女性 東部） 

11 豊かな緑、清らかに澄んだ空気、美しい河川と川辺、自然と居住空間の美しさ。 

         （60 代 男性 北部） 

12 忘れかけている織物の町らしい桑並木や、甲州街道のイチョウ並木。  （60 代 女性 中央） 

13 中町あたりの雰囲気、浅川沿いの景色。      （70 代 女性 西南部） 

14 多摩御陵ほか自然を残した方が良い。     （70 代 女性 東部） 

15 高尾山、城、音楽会や催物ができる市民参加が気軽にできる場所、古い道など。 

           （70 代 女性 西南部） 

伝統・文化 

16 郷土資料物        （10 代 男性 西部） 

17 豊かな自然と文化、歴史。      （20 代 男性 東部） 

18 豊かな自然。毎年開かれる祭り(八王子まつり、イチョウ祭りなど)。 （20 代 女性 中央） 

19 八王子城跡。       （30 代 男性 東部） 

20 歴史的なもの。新しいものが多く増えすぎて、八王子にもともとある伝統的なもの（お祭りなど）

が、続いていくといい。      （30 代 女性 北部） 

21 古い物との融合というか、守っていくものもあると思うので、自然や文化は守りつつ、発展した街

にしてほしい。       （40 代 女性 中央） 

22 歴史的遺産と文化。         （40 代 男性 西南部） 

23 特産物である絹織物や絹の道。また、高尾山をはじめとする、森林。 （40 代 女性 北部） 

24 車人形という八王子の財産。緑の多い高尾山。    （40 代 女性 西部） 
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25 史跡を大事にしてほしい。また、ニュータウン地区の街並み。特に人口減少と高齢化が進むであろ

う南部ニュータウン地区を活性化させる取り組みを長期的に行って、その街並みや雰囲気を残して

ほしい。        （40 代 男性 東部） 

26 歴史、自然。       （50 代 男性 西部） 

27 史跡旧跡。        （50 代 男性 東部） 

28 緑豊かな自然と伝統工芸。      （50 代 女性 中央） 

29 緑の豊かな自然。地域ごとに伝わる伝統行事やお祭り。   （50 代 女性 東部） 

30 高尾山と周辺の自然。多摩丘陵の自然。八王子城跡、滝山城址、初沢城址、片倉城址など。浅川の

景観及びきれいな水、澄んだ空気、様々な生物（魚、鳥、草木など）。絹の道、古道（鎌倉街道な

ど）。古民家、旧家、千人同心の史跡。織物、染色などの歴史ある技術。戦争、災害の記録（八王

子大空襲など）。高尾駅舎。          （50 代 男性 西南部） 

31 美術館・郷土資料館などと自然。       （60 代 男性 東南部） 

32 具体的に何を残したいかまでは言えないが、緑豊かな自然、先人が守り、育てた伝統や文化は原則

として残すべきものと考える。     （70 代 男性 北部） 

暮らしやすい街 

33 住みやすい街（市民がゴミ出しをしやすいなど）。     （20 代 女性 西南部） 

34 活発な社会を残すべきだと思う。将来的に八王子市は人口が減ることが予想される。実際に裁判所

が立川に移転してしまった。企業を誘致しやすい環境づくり、若い世代の子育てしやすい環境づく

りを目指していくべきだと思う。     （20 代 男性 北部） 

35 人々が明るく温かな、暮らしやすい街。      （30 代 女性 西南部） 

36 豊かな自然。子育てしやすい環境。やさしい人がら、助け合いの地域社会。 （30代 女性 西部） 

37 学生の街、物価が安い街、方針を変えていってほしい。        （40 代 女性 西南部） 

38 八王子に限った話ではないが、治安のよい街、生活するのに便利な街であり続けてほしい。 

           （50 代 男性 東南部） 

39 活気あふれる街づくり。      （50 代 女性 北部） 

40 無災害都市。          （60代 女性 西南部） 

41 自然、学校、バランスのとれた住宅街。      （60 代 女性 東南部） 

42 暮しやすい、安全・安心・便利の街。もっと長くさせた（10㎞）イチョウ並木。清流。 

         （60 代 男性 北部） 

八王子市を愛する心 

43 八王子の自然、文化。市民が八王子を愛する心。     （20 代 女性 東南部） 

44 自然環境と八王子を愛する心。     （30 代 男性 北部） 

45 美しい山、美しい川、ゴミと落書きのない八王子を残したい。そして、それらを八王子市民全員で

残そうとする八王子市への思いを残したい。    （30 代 男性 中央） 

46 物や形も大事かもしれないが、市民一人ひとりが八王子という土地に愛着、愛情、誇りをもってい

るという市にすること。        （50 代 男性 西南部） 

市の名前 

47 「八王子」という名前。      （50 代 女性 西部） 

48 八王子の名前と都会の中の豊かな自然     （70 代 男性 西部）  
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その他 

49 首都大学東京の景観（名前は是非とも都立大に戻してほしい。）  （20 代 男性 東部） 

50 八王子市民そのもの。特に八王子生まれで、八王子育ちで八王子を創ってくれる、次の世代。新し

い八王子の文化として、個人的には 100周年記念を境に、オーナー制の自治体初の八王子ワイナリ

ーを設立して、八王子のテロワール（土壌・生育環境）を伝えていきたい。 （40代 男性 東南部） 

51 富士森公園と周辺の市営グランド、球場など。    （60 代 男性 中央） 

52 歴史的遺産と、子どもたちが集まることができる場所と永続的なイベント。地元が誇れるプロスポ

ーツチーム。       （60 代 男性 西部） 

53 流行に乗せられないインフラ事業（道路とか地区景観の保存）。  （60 代 男性 中央） 

54 住んでよかったと言える、たくさんのこと。      （70 代 男性 東南部） 

 

問６ 100年後の八王子は、どのような街であってほしいですか。    （自由記述） 

緑の多い街 

1 自然との共生が実現できている街。      （10 代 男性 中央） 

2 仙台メディアテークのような公共施設があり、緑が豊かな都市。  （20 代 男性 東部） 

3 自然に富んだ住みやすい地域。     （20 代 男性 東部） 

4 人口に見合った開発と今と変わらない緑。中学校での給食。  （30 代 男性 東部） 

5 自然が多く、子どもから老人までが安心して住める街。   （30 代 男性 東部） 

6 時代に合わせつつも、自然環境や風土を残した街。   （30 代 女性 中央） 

7 自然と共存している街。犯罪のない街。    （30 代 女性 東部） 

8 今よりも住みやすい（交通の便など）と良いが、山や川が今のように身近であってほしい。 

         （30 代 女性 北部） 

9 自然を残しながら、交通の便が良くなっている街であってほしい。   （30代 男性 東南部） 

10 今と変わらず、自然と共存する街。       （30 代 女性 東南部） 

11 自然豊かでありつつ、たくさんの人が集う街。子育てしやすく、子どもの多い街。 

         （30 代 女性 中央） 

12 緑があふれ、治安が良く、家族が住みやすい街。   （40 代 男性 東部） 

13 緑豊かな街。          （40 代 男性 西南部） 

14 自然が豊かで、暮らしやすい街。     （40 代 女性 西部） 

15 自然は残しつつ、便利で暮らしやすい街。      （50 代 女性 東南部） 

16 陣馬の夕焼け、高尾山、浅川河川敷などの自然。美しい道路（道路は、すぐには作れないので、計

画的に整備して残したい）。財政的に赤字がない街。   （50 代 女性 西部） 

17 緑の多い住みやすい環境、できればショッピングセンターなど複合施設の充実した街。 

         （50 代 男性 西部） 

18 自然豊かな落ち着きのある街。京都とまではいかなくても、自然はとにかく残してほしい。子ども

も大人も安心して住める町、また、落ち着きのある場所であってほしい。 （50 代 女性 中央） 

19 緑豊かな東京の田舎を感じさせるような街であってほしい。    （60 代 男性 東南部） 

20 緑の多い、安らげる街であってほしい。    （60 代 女性 北部） 

21 自然がたくさんあって、暮しやすい、今のよいところがそのまま残っているとよいと思う。 

         （60 代 女性 中央） 

22 自然の中で、汗をかかないで、ゆったりと暮らせる街。       （60 代 男性 西南部）  
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23 緑豊かな自然に囲まれた、治安の良い、できれば職住近接型で、かつ省資源型のエコタウン。少子

高齢化が収まっているか分からないが、お互いをいたわり、助け合えるような協同型ソサエティの

実現。        （70 代 男性 北部） 

安心・安全な街 

24 安全で安心して住める街。      （10 代 男性 西部） 

25 老人や子どもにとっても住みやすい街。（治安が良い、遊び場がある、気持を落ち着ける環境があ

る、情報がネットのみに流れず、様々な方法で受け取れるなど）        （20 代 女性 東南部） 

26 子孫が住みやすい安全な街。      （30 代 女性 東部） 

27 子育てしやすい街。高齢者も住みやすい街。安心して暮らせる街。   （30代 女性 西南部） 

28 低所得者層がこれ以上増えていくと破たんしてゆくのでは。安心して住める町になってほしい。 

           （40 代 女性 西南部） 

29 今と変わらず、安全・快適な街であってほしい。   （40 代 女性 中央） 

30 安全な街。          （40 代 男性 東南部） 

31 単身の高齢者でも住みよい街であってほしい。    （40 代 女性 中央） 

32 防災、防犯の強い街。自然と共存できる活気ある街であってほしい。 （40 代 女性 中央） 

33 犯罪のない、子どもからお年よりが安心して暮せる街。   （50 代 女性 中央） 

34 医療の充実と、安全で住みやすい街。     （50 代 女性 東部） 

35 犯罪の少ない、緑のあふれる街。     （60 代 女性 東部） 

36 安心・安全な街であってほしい。具体的には、街灯が行き届き、犯罪がなく、交通マナーが良く、

物価が高くない、暮らしやすい街。      （60 代 男性 北部） 

37 何しろ安全な街。八王子は物騒な事件がそれも記憶に残る忌々しい事件が多いし、保安が損なわれ

ている。八王子駅前の通りは駅のすぐそばなのに怪しい店が並んでいる。駅周辺は夜になると男で

も恐い雰囲気がある。ぜひ、健全・健康な街になってほしい。  （60 代 男性 中央） 

38 防犯、安全に気配りされたものが良い。    （70 代 女性 東部） 

活気のある街 

39 活気ある街。        （20 代 男性 西部） 

40 幸せな人がたくさん住んでいてほしい。      （20 代 女性 西南部） 

41 若い人もたくさんいて、活気のあふれる街。    （20 代 女性 東部） 

42 若い世代が増え、もっと明るい街になってもらいたい。   （30 代 女性 東部） 

43 昔からのものは残しつつも、八王子はさみしくなってきて、若い人たちも市外に出ていく人も多い

ので、少しでも戻ってきたいという気持ちになれる活気のある八王子。 （40 代 女性 西部） 

44 豊かな自然が残り、バリアフリーで交通弱者のいないスモールシティを中心に、活気あふれる商店

街もある住みやすい街。        （40 代 男性 西南部） 

45 少子高齢化が進んでいるとは思うが、元気な高齢者と若い世代が協力して、活気あふれる街であっ

てほしい。        （50 代 女性 東部） 

46 街が元気な源は子どもがいる街だと思うので、子供たちにとって住みやすい街。若い家族が住みや

すい街。        （60 代 男性 西部） 

47 若い人が大勢住んでいる街。活力がある街（やはり身近に働く場があると良い）。今の自然も残っ

ている。             （60代 女性 東南部） 

48 活気のある街であってほしい。     （70 代 女性 西部） 

49 すべての人がいきいきと生活している街。      （70 代 男性 東南部）  
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暮らしやすい街 

50 誰でも住みやすい、また、福祉が充実している街にしてほしい。    （20 代 男性 西南部） 

51 子育てしやすい街。       （30 代 男性 中央） 

52 基本的には今と変わらずに、より高齢者や子どもなど多様な人にやさしい街。 

         （30 代 男性 北部） 

53 助け合う地域社会であってほしい。お年寄り、障害を持った方、子どもたちが助け合い、支え合え

る社会。         （30 代 女性 西部） 

54 八王子全体がバランスのとれた街であってほしいと思う。誰でも住みやすい街（子ども、若い人と

人の生涯を通して）。       （50 代 男性 西部） 

55 若者と働く世代、人生を楽しむ世代に優しい街づくり。   （50 代 男性 東部） 

56 老後生活が安心して、むかえられる街。      （60 代 女性 西南部） 

57 不必要な近代化をすることなく、市民が人間的な生活ができること。  （60代 女性 東南部） 

58 住居地区、商業地区、保養地区などに分割され、人間らしい生活ができる街。 

           （60 代 男性 東南部） 

59 八王子に越して来た当時（昭和 50年代）、八王子は閉鎖的、排他的な街だとよく聞かされた。どん

どん変わっていく街を見ながら、開放された明るい街、人々の暮しであってほしい。 

           （70 代 女性 西南部） 

産業 

60 地の利を生かした産業や商業を発展させつつも、豊かな生活環境がある街。 

           （30 代 男性 西南部） 

61 老青壮がバランスよく協力して住める街。学術都市として世界に名だたる研究をしている街。平和

のシンボルとなる街。農業・工業・サービス業等の混在した活気ある街。 （40 代 男性 東部） 

62 想像がつかない。ひ孫、玄孫の時代になる。ドラえもんに出てくる未来都市になっているだろうか。

特に変化は求めないが、ハイテクの力で綺麗で住みやすい便利な八王子を望む。 

         （50 代 女性 西部） 

63 八王子に限らず多摩地域は、農山村から都市あるいはベッドタウンへと、この百年間で大きな変化

を遂げてきている。時代の流れに応じて、柔軟に変化しつつ廃れることなく繁栄を続けてほしい。

（例示するのは適切か分からないが、夕張やデトロイトのようにならないよう）。 

           （50 代 男性 東南部） 

64 かつて八王子は織物で栄えた街だった。豊富な地下水脈、川の水量がそれを支えた。再び、織物が

何らかの形で貴重な伝統として存続するようになって、大勢の職人の技術が、大量メイドインチャ

イナやインドネシアから「メイドインジャパン八王子」を誇れるようになったら良いと思う。

         （50 代 男性 中央） 

65 若い人たちが起業できる環境づくりと、市内にある大学の研究室と企業・個人との橋渡しをして、

新しい分野での産業化の育成及び補助をする。すなわち産学一体型の企業を育成する環境を創成す

ることで、新規雇用の伸長と税収増から育児支援、教育支援の充実を実施。 （50代 女性 北部） 
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自慢できる街 

66 第二の首都、八王子市とイメージされる街であってほしい。学生と年配の方が増えたとしても、そ

れぞれのやり方で八王子市の基盤を支えて、日々の生活が豊かであってほしい。オシャレな街では

なく、首都機能を持つ街を目指す。     （30 代 男性 中央） 

67 子ども、学生、子育て世代、高齢者、みんなが「八王子が好き」と言えるような街。 

         （40 代 女性 中央） 

68 胸を張って、日本で、世界で自慢できる街。      （50 代 男性 西南部） 

69 多摩地区で評判トップの街（今は立川だと思う）。    （60 代 男性 北部） 

70 世界に知られる街。       （70 代 男性 西部） 

交通 

71 交通の便が充実し、高齢な方でも住みやすい街。   （20 代 男性 東部） 

72 みんなが快適に過ごせる。 交通の便がもう少し良くなってほしい。 歩道を広くしてほしい。 

         （20 代 女性 中央） 

73 電車、自動車道路をはじめ、交通網の整備された、便の良い街。  （40 代 女性 北部） 

74 道路の整備やバリアフリー化など、弱者に優しい社会福祉が充実した街。 （50 代 女性 中央） 

75 甲州街道商店街の活性化。        （70 代 男性 東南部） 

今のままがいい 

76 変わらないでほしい。すたれてもほしくないし、都会的にもなってほしくない。子どもの多い街。 

         （20 代 女性 西部） 

77 中心部だけでなく、東・西・南・北部、それぞれ住みやすく、居心地の良い街だと良いと思う。 

         （40 代 女性 北部） 

78 今と変わらない街。       （60 代 男性 東部） 

79 あまり変化のしない（新しい道路）、昔ながらの場所は残してもらいたい。（70 代 女性 西南部） 

文化・歴史 

80 古い歴史、文化と、新しい歴史、文化が上手く融合した街。  （20 代 男性 東部） 

81 古い歴史建造物や魅力ある自然と近代建築物が調和して存在する街。文化と風土を重んじる日本的

で静かなたたずまいの街。新しいベンチャー事業を育て、歴史のある織物技術も残す街。 

           （50 代 男性 西南部） 

82 市郊外に住む人々や、近郊に住む地域外の人々が、ショッピング、スポーツ、観劇などで八王子中

心部に来るような街づくり。今の市民は、立川、吉祥寺、新宿等へ足を運び、旧市街地の魅力に欠

けているようだ。       （60 代 男性 中央） 

その他 

83 八王子市は約 186 ㎢と大変広い。そのため、将来的にはコンパクトシティを進めるべき。少子高齢

化で財政的に苦しくなる状況では、効率・能率性が行政に求められるからである。 

         （20 代 男性 北部） 
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◆記念事業の個別の取り組みについて 

 今後設置する記念事業の実行委員会では、ロゴマーク・キャッチフレーズを策定、それ

らを活用して市制 100周年記念グッズを作成するなど、広報・宣伝に役立てる予定です。

以下の質問は、これらの個別の取り組みの参考とするためお聞きします。 

 

問７ あなたにとって、八王子のイメージは何色ですか。（○は１つ） 

                 （n=97） 

色 

 

緑
色 

 

黄
色 

 

黄
緑
色 

 

（
だ
い
だ
い
い
ろ
） 

 

橙
色 

 

水
色 

 

茶
色 

 

青
色 

 

赤
色 

 
紫
色 

 

桃
色 

 

白
色 

 

黒
色 

 

そ
の
他 

構成比

（％） 
49.5 16.5 11.3 8.2 4.1 2.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 

 

    

 

【その他】 

‧ 空色 

‧ スカイブルー 

‧ プラチナ色 

‧ 斑模様 

‧ 四季を彩るいろいろな色のストライプ 

‧ 八王子を色にするのが難しい。 

‧ イメージする色はない。 

 

問７-１ 問７の色をイメージした理由を教えてください。    （自由記述） 

＜「緑色」と答えた方＞ 

‧ 緑が多いのでイメージした。（21 件） 

‧ 高尾山があるので。（11件） 

‧ 八王子のシンボルマークが緑色だった記憶、印象がある。ホームページも緑中心の配色だったよう

な…。また、自然も多く残っているため。       （20 代 女性 東南部） 

‧ 高尾山や豊かな自然からイメージした。     （30 代 女性 中央） 

‧ 少し歩くと畑があったり、森のようなところがあったり、都会のような、でもふっとまわりを見る

と大きい木があって、いやされるので。     （30 代 女性 北部） 

‧ 山に囲まれている所に住んでいて、朝起きると緑が印象づけられるため。 （30 代 男性 中央） 

‧ 高尾山などの自然が残っているから。また、それらを大切にしていってほしいという希望から「緑

色」を選んだ。        （40 代 女性 中央） 

‧ 高尾山などの自然から「緑」を大切にする街であってほしいから。 （40 代 女性 中央） 

‧ 自然の緑を大切にしたいから。      （50 代 女性 中央） 

 八王子のイメージは何色か聞いたところ、「緑色」が５割強（49.5％）と最も多く、

次いで「黄色」が２割台半ば（16.5％）であった。 
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‧ 駅から駅前通りの向こう側に緑に輝く、大谷の緑が見えるから。  （50 代 男性 中央） 

‧ 植物が身近にあるから。空地の雑草は気になるが…。      （60 代 女性 東南部） 

‧ 高尾山、多摩丘陵など、東京の静かな奥庭的な存在。    （60 代 男性 中央） 

‧ 平和、自然が感じられる。       （70 代 女性 東部） 

‧ 緑豊かな自然が、いついつまでも残ってほしいとの願いをこめて緑色を選んだ。 

         （70 代 男性 北部） 

＜「黄色」と答えた方＞ 

‧ イチョウ並木（14件） 

‧ 秋のいちょうのイメージ。でも自然豊かな所なので緑なのかな。   （40 代 女性 中央） 

‧ 晩秋、甲州街道を高尾に向って走っている晴れた日の午後、本当に素晴しい黄色が大好き。 

           （70 代 女性 西南部） 

＜「黄緑色」と答えた方＞ 

‧ 自然が多いイメージから。（４件） 

‧ 新緑、草や木の芽、出会い、交流。     （40 代 女性 中央） 

‧ 甲州街道のいちょうの葉や、山々の緑。    （40 代 女性 北部） 

‧ 自然。山や川だけでなく、畑とか周りの景色をイメージした色。  （50 代 男性 西部） 

‧ いちょう並木の黄色。四方の山々の緑。     （60 代 女性 中央） 

‧ いちょうまつりが年々盛んになっているので、そのイメージが強い。黄色か黄緑色。 

         （60 代 男性 西部） 

‧ 新緑をイメージした。         （60 代 女性 西南部） 

‧ 高尾山の若葉をイメージした。      （70 代 女性 西部） 

＜「橙色(だいだいいろ)」と答えた方＞ 

‧ 中央線の色から。（２件） 

‧ 明るく、元気なイメージだから。     （20 代 女性 中央） 

‧ ＪＲ中央線のテーマカラーと紅葉のイメージ。    （30 代 男性 北部） 

‧ 自然と人が調和する暖かいイメージ。     （30 代 男性 東部） 

‧ 夕やけ小やけの夕やけの色なので。      （40 代 女性 中央） 

‧ すばらしい夕焼けの輝くイメージ。いちょう並木の輝く色のイメージ。金色、ゴールド、明るいだ

いだい色。        （50 代 女性 西部） 

‧ 原色より中間色の方が落ちつくから。秋色の八王子の雰囲気に合う。暖色系の方が好きだから。 

           （60 代 男性 東南部） 

＜「水色」と答えた方＞ 

‧ 自然が多いので、緑（木々）か水色（空）で迷ったが、水色の気がした。 （30 代 女性 東部） 

‧ 空がきれいだと思ったので。      （50 代 女性 中央） 

‧ さわやかな色。緑もいいけど平凡すぎて個性がない。   （60 代 男性 中央） 

‧ 清いが印象に残らない。      （70 代 男性 西部） 
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＜「茶色」と答えた方＞ 

‧ 畑、山が多い。近隣の公園が暗い感じがする。    （50 代 女性 東部） 

‧ 甲州街道に代表される「舗装道路ばかり」から「土の道路」へ移行してほしい。 

           （60 代 男性 西南部） 

＜「青色」と答えた方＞ 

‧ いつでも青空のイメージ。        （60 代 男性 東南部） 

＜「その他」と答えた方＞ 

「空色」 

‧ 八王子はどこまでも広い空がイメージ。青でもいいし、赤でもいいし、空をイメージしている。 

           （40 代 男性 東南部） 

「スカイブルー」 

‧ 若者、子供が明るく育つ町。それに大人と共存していく姿。   （60 代 男性 西部） 

「プラチナ色」 

‧ 住環境に優れた憧れの街になってほしいとの願いから。    （60 代 男性 北部） 

「斑模様」 

‧ 人口だけ増えて特長の無い街の色合い。    （60 代 男性 東部） 

「四季を彩るいろいろな色のストライプ」 

‧ 自然の変化が多様で美しいから。       （70 代 男性 東南部） 

「八王子を色にするのが難しい」 

‧ 色にこだわらなくてもいいのでは。デザインとかをこだわったほうがいい。 （20代 女性 西部） 

「イメージする色はない」 

‧ この設問の意図が理解できない。自分が生活する街について、単調な色のイメージが全くわかない。

           （50 代 男性 東南部） 
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問８ 市制 100周年記念グッズが販売されるとしたら、購入したいと思いますか。購入したい場合、

いくらまでなら購入してもよいと思いますか。  （各項目ごとに 1つ○） 

            （n=97）  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は項目内での最高値 

 

問８-１ 問８の選択肢以外で、あったら購入したいと思う市制 100周年記念グッズは、どんなも

のですか。        （自由記述） 

食品 

1 お菓子（チョコレート、まんじゅう、クッキー、せんべい） （同様７件） 

2 八王子産ミネラルウォーター      （30 代 女性 東部） 

3 都まんじゅうに「八王子 100周年」とか書いてあると、友達の家に持って行って、今住んでいる所

の自慢できそう。       （30 代 女性 北部） 

4 市制 100周年で新発売される、肉まん、餃子、クレープやドーナッツなどの気軽く食べられる食品

だったら購入すると思う。       （30 代 男性 中央） 

歴史本、写真集 

5 八王子の歴史本など（４件） 

6 おしゃれな写真集       （20 代 男性 東部） 

7 たき坊の出自を記した本       （20 代 男性 北部） 

8 100 年史あるいは写真集など、歴史を記録として残す書籍（電子書籍含む）であればぜひ購入した

い。１万円程度までなら迷わず購入する。       （50 代 男性 東南部） 

9 写真集           （60 代 女性 西南部） 

 

 

 

購入する 

 

購
入
し
な
い 

 

無
回
答 

五
百
円
未
満 

千
円
未
満 

千
円
以
上 

シャープペン・ボールペン 42.3  4.1  0.0 52.6 1.0 

ノート 29.9  1.0  0.0 68.0 1.0 

便箋・ポストカード 40.2 10.3  2.1 47.4 0.0 

郵便切手 44.3 24.7  4.1 25.8 1.0 

携帯ストラップ・キーホルダー 28.9 16.5  0.0 53.6 1.0 

缶バッジ・ピンバッジ 20.6  6.2  0.0 72.2 1.0 

タオル 25.8 17.5  2.1 53.6 1.0 

ぬいぐるみ  7.2 13.4 10.3 68.0 1.0 

帽子  5.2  6.2  8.2 79.4 1.0 

Ｔシャツ  1.0 10.3 19.6 68.0 1.0 
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日用品 

10 エコバッグ (６件) 

11 カレンダー (４件) 

12 マグカップ (２件) 

13 スマートフォンカバー (２件) 

14 年配者が使えるもの（ルーペ、反射付きのもの）    （10 代 男性 西部） 

15 グラス（そんなに高くなくて、スタイリッシュなデザインの）、キッチンタイマー（ハッパキラキ

ラキーラキラの八王子音頭が鳴るとか）      （20 代 女性 西部） 

16 くし、カガミなど衛生用品。        （20 代 女性 東南部） 

17 何らかの登山グッズ（グローブとか、コンパス、携行食など、記念飲料など） 

       （30 代 男性 西南部） 

18 はし（マイ箸）       （40 代 男性 東部） 

19 湯飲み茶碗など、日用品がいいのでは。      （40 代 男性 西南部） 

20 クッション、お弁当箱、水筒。     （40 代 女性 中央） 

21 ステッカー        （50 代 男性 西部） 

22 ウインドヤッケ、 傘       （60 代 男性 中央） 

23 壁掛時計、置き時計（出来れば手巻式のもの）、20年後、50年後まで時を刻ませたい。  

     （60 代 男性 中央） 

文房具 

24 クリアファイル (２件) 

25 付箋紙、ハサミなど文房具。        （20 代 女性 東南部） 

26 文房具関連が良いと思う。上記以外だと、例えば、一筆箋、メモ帳、付箋、クリップ、シールとい

った実用的に使用し、そのまま人に渡せるもの。     （30 代 女性 東南部） 

その他 

27 記念硬貨 (４件) 

28 Suica・PASMO (２件) 

29 キティ (２件) 

30 記念の限定ナンバープレート。（車やバイク）    （20 代 男性 東部） 

31 安価で短期間で消耗してしまうものではなく、10年、20年と残るもの。例えば特定の木の苗木を

安く販売するなどして、100 周年の時に植えた木だと後世に語り継がれるようなものが良い。ボー

ルペンなど景品で配布されるようなものを改めて購入したいとは思わない。  （30代 男性 北部） 

32 八王子色豊かなすごろく・カルタ、作詞・作曲：ファンキー・モンキー・ベイビーズ、唄：北島三

郎の記念曲のＣＤ、「グッズ」ではないが、飲食店などで「市制 100周年限定メニュー」などがあ

ったら、買ってみたい。      （30 代 女性 東部） 

33 もちろん、ファンキー・モンキー・ベイビーズの一日復活と、その記念グッズ。 

       （40 代 男性 東南部） 

34 犬を飼っている人も多いので、リード（グッズつき）とか、意外に良いかもしれない。グッズは、

自分では身につけるのは嫌だが、ペットには可愛いと思う。  （40 代 女性 西部） 

35 「ポストカード」とかぶってしまうかもしれないが、100周年記念の年賀絵葉書（官製お年玉くじ

付ので）などが良いと思う。（市内の郵便局で買えると尚良し）。  （40 代 女性 中央）  
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36 問８の選択肢にあるものが無難だとは思うが、お金を出してまでほしいとは思わない。もし、記念

切手とか「52円・82 円」のままなら、買うかも…。市の歴史などがまとめられた、簡単な本があ

れば読んでみたい。おまんじゅうや瓦せんべいなど、八王子のお店に依頼して「祝・市制 100周年」

の印字されたものを限定品としてイベント会場やお土産屋さんなどで売り出す。八王子の杉花粉が

多いことを逆手にとって、杉の香りの入浴剤も面白いと思う。自分用よりも、お土産にできるもの

がほしい。        （40 代 女性 中央） 

37 グッズの種類や金額ではなく、記念になるというデザインや価値観だと思う。種類や金額で考えて

いたら購入数は限られると思う。       （50 代 男性 西南部） 

38 ユーミンに（八王子での）なつかしい時代の曲を作ってもらい（1 曲でもいいから）、世に発表し、

イメージの合う曲をチョイスし、それをメインとしてアルバムを作る。 （50 代 男性 中央） 

39 車用のお守りステッカー、太陽おどり？（ハッパキラキラ…）の記念ＣＤ。  （60代 男性 西部） 

40 地元のプロチーム（サッカー）関連グッズ。    （60 代 男性 西部） 

41 グッズではないが植木。（庭のすみに植えたい）。     （60 代 女性 東南部） 

42 ジャンバー        （60 代 男性 北部） 

いらない 

43 グッズは購入したいと思わない。       （30 代 男性 東南部） 

44 記念グッズはいらないと思う。ＰＲだけで勝負。   （30 代 男性 東部） 

45 市制 100 周年のロゴの入ったグッズで、買いたいと思えるデザインの商品ができるとは思えない。

文具ではせいぜい市役所の職員が仕事中に使うのが精いっぱい。作るなら食品。味が良ければ買う

と思う。        （30 代 男性 中央） 

46 持ち物にはこだわっているので、記念グッズをほしいと思わない。ゴミ出しが大変。 

       （40 代 女性 西南部） 

47 特になし。市内の小中学校の子どもに、ペン・ノートの配布はあってもいいと思う。ただ、お金を

出してまで買うかは…。ニーズがあるのかも疑問。   （40 代 女性 中央） 

48 100 周年としてのグッズは、必要なのか。目的は何なのか。   （50 代 男性 西部） 

49 数か月でゴミになるバラマキはやめましょう。    （60 代 男性 東部） 

50 必要ない。          （60 代 男性 西南部） 

問８-２ 市制 100周年記念グッズを市民が購入しやすい場所はどこだと思いますか。  

           （自由記述） 

‧ 駅、駅前、駅中 （44件） 

‧ 市役所、出張所、市民センター、いちょうホール （27件） 

‧ コンビニ （26 件） 

‧ スーパー （20 件） 

‧ 道の駅 （14件） 

‧ 郵便局 （９件） 

‧ イベント会場 （５件） 

‧ ネット、Amazon、Yahoo! （５件） 

‧ デパート （４件） 

‧ 書店 （２件） 

‧ 市民が日常利用している商店 （２件）  
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その他 各１件 

 お土産屋さん、お祭り、八王子伊勢屋、荒井呉服店、自治会、町会、図書館、ファーストフード、観

光案内所、アンテナショップ、金融機関 

その他 ご意見 

‧ 様々な業種の業者が各々自由な 100周年記念商品を作ることで、多くの市民が 100周年を実感でき

ると思う。        （30 代 男性 北部） 

‧ 市内の専門店ビル、ドンキホーテやヨーカドーが買いやすいし、目につくと思う。本当は商店街の

お店がいいけど、目につかないと意味がない。あとは高尾山や道の駅など。 

           （40 代 男性 西南部） 

‧ 自分用では買う人はあまりいないと思う。残るモノより、食べてなくなる、使ってなくなるモノの

方が買いやすいと思う。       （40 代 女性 中央） 

‧ 町会の回覧板にて、申し込みをとり、発送は個人宅あてに送料無料で届ける。（町会でまとめてや

るといいが、お金を扱うことになるので、負担をさけるため）。  （50 代 女性 西部） 

‧ 全市民のどれほどが記念グッズを 100 周年記念でほしいと思うのか。どこのどなたの発案なのか。

市税を使うのか。       （60 代 男性 東部） 

問９ 記念事業を盛り上げるため、市民として取り組めることのアイデアをお寄せください。 

（自由記述） 

情報拡散 

1 参加者を増やすために、声かけを行なう。       （20 代 女性 西南部） 

2 市内の医療機関の多くは待ち時間が長いので、待合室等にポスターを貼ったりし意見を募集したら

意見が集まりやすいのではないだろうか。      （20 代 女性 西南部） 

3 SNS による情報の拡散を行う。      （20 代 男性 東部） 

4 新聞の多摩地域ニュースの一面に載せたらどうか。     （20 代 男性 西南部） 

5 一つは、情報発信である。市民が知らなければ何の意味もなさないからである。新聞、SNSを重視

すべきだ。二つ目は、当該企画を価値あるものにすることだ。形式的で、こじんまりした事業では、

市民は価値を見出せず、参加しないと考えるからだ。特に、若者を重視すべきである。年寄りは宣

伝しなくとも来るが、若者は宣伝したからといって来るとは思われない。何かインセンティブが必

要ではないか。        （20 代 男性 北部） 

6 SNS などによる情報のシェア。         （30 代 男性 西南部） 

7 メディアを多く入れた方がいいのでは。       （40 代 男性 西南部） 

8 アイデア募集を各所で受け付ける。     （40 代 女性 西部） 

9 シールを配布（安く売る？）してもらえば、車に貼ったり、手紙に貼ったりしてＰＲできると思う。 

              （40 代 男性 西南部） 

10 100 周年の八王子市民バッジがあればバッグなどにつけて出掛ける。外へのＰＲになると思うが。 

         （50 代 女性 西部） 

11 記念事業関係の方は大変な年になるから、やはり市民が 100周年、記念の年だということを知らな

いと参加できないと思う。回覧やポスターなどで、イベントの呼びかけなどをすると良いと思う。

         （60 代 女性 中央）  
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著名人などを呼ぶ 

12 色々な地域で開催する。アイドルとかバンドを呼ぶ。個人的には DIMENSIONとかのフュージョンバ

ンドを呼びたい。        （20 代 男性 東部） 

13 近隣の大学からダンスやチア、ブラスバンドなどの団体を呼ぶ。  （20 代 女性 中央） 

14 スポーツの記念試合。本市ゆかりのスポーツ選手を集めて試合。  （30 代 男性 東部） 

15 ファンキー加藤さんのライブ、オリンパスホールでのクラシックコンサートなどの無料イベント。

（市民のみ参加可能）      （40 代 男性 東部） 

16 市制 100周年イベント（八王子祭りみたいな）を行い、その中に、八王子市内のサークルの出し物、

誘い、学校のブラスバンド、吹奏楽の演奏をお願いする等。  （40 代 女性 西部） 

17 小中学生が中心となった、吹奏楽の演奏、合唱、ダンスの発表、あるいは、高校生による演劇、大

学生による出し物。（模擬店・パフォーマンス等）。   （50 代 女性 東部） 

18 プレ年には、オリンパスホールでユーミンコンサートを開催して頂くと、市民は近いので参加でき、

多くのファンが集うと思う。この 100年間で活躍された八王子出身の方々に登場して頂いてトーク

ショー、音楽（亡くなっている方はその時の映像で紹介）などの催物に参加。100才の方、八王子

で生まれ、育ち、生きてこられた方々を広報などで紹介する。   （50 代 女性 西部） 

19 市民パレード、コンサートやトークショー、八王子出身の有名人や活躍中のビデオレターをカラオ

ケ館の上のモニターに映し出す。（出演交渉は難しいと思うので）。地元の学校、芸術系の大学の駅

前飾りつけ、ポスター、市民参加型、未来の八王子像のポスター（小・中・高生）の掲示、展覧会。 

         （50 代 女性 中央） 

20 昔の市民祭のように、中・高生のブラスバンドや、大学、消防、警察の音楽隊のパレードなどを行

う。        （60 代 男性 中央） 

参加しやすいイベントの開催 

21 ステップ１：市民にアイデアを公募 ステップ２：参加者を募る（参加希望者の多いものを採用） 

ステップ３：参加者+市が回数を踏んで企画 ステップ４：実行 ステップ５：打ち上げパーティ。

         （40 代 男性 東部） 

22 チーム（友人、家族、職場、学校など）で簡単に参加できるイベントを行い、広報、新聞、ＴＶな

どで紹介する。グッズは一部を八王子市内の企業や団体または個人等から企画から製造までを（場

合によっては販売も）公募するのも産業の発展や振興につながると思う。 （50代 男性 西南部） 

23 八王子を知ろうという目的で、誰でも参加できるウォーキングラリー。（ひとつのコースだけでな

く、工夫してコースを選んで参加できたりする）。    （50 代 男性 西部） 

24 趣味のサークルの人達の、デモンストレーションで盛り上げる。  （60 代 女性 東部） 

25 広い公園やグランドで、八王子音頭やぼくらの八王子を、みんなで踊るイベントを行う。 

           （60 代 男性 東南部） 

26 広い八王子の特徴を活かして、八王子マラソン大会、もしくは八王子駅伝大会。八王子市の特産品

を主体とする、例えばＢ級グルメ大会など。     （60 代 男性 北部） 

27 難しいことだが、市民にも関われる行事を望む。     （60 代 女性 東南部） 

28 農業の実体験や園芸の実体験。     （60 代 男性 中央） 

29 記念事業に市民の参加はもちろんだが、都内からも参加できるような魅力ある事業を望む。 

           （70 代 男性 東南部）  
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ボランティアを募る 

30 お祭り、ボランティアで植物を植える。      （30 代 女性 西南部） 

31 ボランティアとして参加すると、八王子市内のお店で使えるクーポンがもらえる。 

           （30 代 男性 東南部） 

32 催事のボランティア。       （30 代 女性 中央） 

33 裏方作業になりますが、ゴミひろいのボランティアなどなら参加しやすいと思う。記念事業もキレ

イな環境があってこそ、盛り上がるものなので！！    （40 代 女性 中央） 

34 啓蒙活動へのボランティア活動。     （50 代 女性 中央） 

35 全国レベルのスポーツ大会等の開催とシニア層のボランティアによる支援。シニア層は積極的に参

加するというより希望されればサポートするという方々も多いので、こうした方々を取り込みシニ

ア層のアイデアと力を活用する。     （60 代 男性 西部） 

36 記念事業に税金をあまり使ってほしくないので、９月１日にやっている清掃デーみたいのを…。八

王子をきれいにする（ボランティアで）団体で。     （60 代 女性 東南部） 

みんなでひとつのものをつくりあげる 

37 駅前などに設置したメッセージボードに、八王子について自由に書いてもらう。 

         （20 代 女性 東部） 

38 市民に「八王子と私」の写真を募って、その写真を使った壁画アートを作る。人通りがある駅周辺

に。自分の写真がオブジェとしてずっと残るので嬉しい。記念樹を植える。木の苗木を子どもと植

えて、大きくなるのを、住みながら見守りたい。タイムカプセルを埋める。次の 100年後に開ける

とか。         （20 代 女性 西部） 

39 八王子市内で撮った写真を集めて組み合わせ、１つの大きな絵をつくるなど、市民それぞれの力を

１つのものに結集できるものがあると、盛り上がるのではないか。   （20代 女性 東南部） 

40 各家庭に眠っている八王子の古き良き写真をシリーズで次々と発表し、感想を添えて新聞の中で発

表していく。当時の織物機を復活させ、実演および抽選で希望の着物、ネクタイなどをオリジナル

で製作する。当時（昔の）各事業者に当時を語っていただき、シリーズで発表する。 

         （50 代 男性 中央） 

41 各家庭にある古い写真などの寄贈。       （60 代 女性 西南部） 

42 八王子市に長く住んだ人の、過去の感想や良かったこと、反省すべきこと、また、将来 100年を見

通して期待したいことなどを書き残す。      （70 代 男性 東南部） 

参加することに特典をつける 

43 とにかく参加！ポイント制にする！？具体的なアイデアが思い付かない。 （30 代 女性 東部） 

44 記念事業で行われるイベントのスタンプラリーができると、子どもと一緒に行って楽しめそう。  

         （30 代 女性 北部） 

45 盛り上がりはどれだけ集客できたかなので、スタンプラリーのように各種イベントに全て参加した

ら本気で狙いたくなるような特典をつける。    （30 代 男性 中央） 

46 イベントに参加すること。      （30 代 女性 東部） 

47 行事への参加。       （40 代 女性 中央） 

48 記念事業のイベントへの参加。     （40 代 女性 北部） 
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参加しない・反対 

49 自分は八王子出身でもなく居住年数も短いので、八王子市に愛着はないから、このような事業に多

額の税金をつぎ込むのはやめてほしい。       （30 代 女性 東南部） 

50 記念事業は市民が求めていることなのだろうか、企画者の自己満足では。もっと必要なところにお

金を使うべき。         （40 代 女性 西南部） 

51 市役所の取り組み方針が、記念行事という一過性のお祭りを盛り上げる事を主眼としているように

感じてならない。コストと労力をかけるなら、お祭り騒ぎだけで終わらすべきではなく、将来への

布石となるような取り組みとすべき。個々の市民という立場では、自分の住む町の歴史・生い立ち

（ポジティブな事実もネガティブな事実も）を知り、現在の実情を知り、何をすべきか自ら考える

ということが普通にできるようになることが大切だと思う。大学をはじめ転入者が多いことを考え

ると、転入届時に配布しているゴミ収集カレンダーと一緒に、歴史と現状が分かるような資料を配

布しても良いのではないかと思う。         （50代 男性 東南部） 

52 市民としては特別何もしなくて良いのではと思う。   （50 代 男性 東部） 

53 粛々と市民会館に市職員と街の関係者が集まり祝うだけで十分と考える。 （60 代 男性 東部） 

54 中核市を含めて、100 周年記念行事を実施することに反対である。    （60 代 男性 西南部） 

飲食 

55 100 年を記念したイルミネーションで市も盛り上げるほかに、他の都市から集客し、記念事業（飲

食）を成功させる。       （20 代 男性 東部） 

56 市内の各地域から推薦された地元のお店による合同イベント。   （20 代 男性 東部） 

57 まずは、市民として、八王子市で消費することがすぐ実施できること。地産地消を可能な限りでき

ればと思う。        （30 代 男性 中央） 

58 夜店を出す。          （40 代 男性 東南部） 

59 八王子産のものを使ったアイデア料理の発掘（手軽に食べられる物）、郷土料理があれば紹介して

ほしい。         （60 代 男性 西部） 

意見の収集 

60 市民参加型の実行委員会を行う。     （30 代 女性 中央） 

61 詳細が決まってからお願いするようなトップダウン型ではなく、多くの市民（特に若い年代の人）

や、当市にキャンパスを持つ大学のサークルなどの意見を、企画段階から取り入れるようなボトム

アップ型で計画を練り上げていく仕組みが必要と考える。      （70代 男性 北部） 

62 市民モニターでのアンケートがよいと思う。           （70代 女性 西南部） 

記念品の配付 

63 八王子市全戸に記念品を贈る。      （30 代 女性 東部） 

64 公立小学校、中学校の生徒に記念に「祝・市制 100周年」の印刷されたノートを１冊ずつ配るとか、

市内で使える 100 周年記念金券、１世帯に 100円券を１枚配るのはどうだろうか。 

         （40 代 女性 中央） 

65 各世帯へお祝い金の支給。市民総出の市内清掃。      （60 代 男性 東南部）  
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まつり 

66 八王子祭りやいちょう祭りで盛り上げる。    （50 代 男性 西部） 

67 八王子の方は、お祭りが好きなので、お祭り形式がよいと思う。足を運ぶ人も多いと思う。 

           （70 代 男性 西南部） 

その他 

68 100 周年記念キャラクターをつくり、その権利を業者に開放して自由に商品を作れるようにしてほ

しい。        （30 代 男性 北部） 

69 子どもたちへ話す。       （30 代 女性 西部） 

70 健康を保つことから始める。      （40 代 女性 中央） 

71 もちろん、ファンキー・モンキー・ベイビーズの一日復活と、その記念グッズ。マルシェというの

をよく聞くかと思う。（勝沼朝市、太陽のマルシェなど）八王子駅北口・南口ともそれなりのスペ

ースがある。月１で朝市を開き、八王子産の野菜などなどをアピールする機会をまずは作るのはど

うだろうか。記念事業はマルシェを拡大して、朝は市場、昼間はランチ、夜は BARみたいな、一日

フェスティバルになるような、企画はいかがだろうか。     （40 代 男性 東南部） 

72 （１）街や公共施設の市民総出の清掃行事（２）街の美化（ペンキの塗り替えなど）（３）未使用、

不要な個人の土地や建物の市への寄贈（公園などに転用）（４）杉に代わる雑木の植樹（本来の自

然木の再生）＊緑と紅葉の栄える山づくり（５）桑を植え、養蚕文化の復活（６）千人同心や北条

氏照にまつわるお祭りの創作＆開催。          （50 代 男性 西南部） 

73 自治会組織で、市民１人１口 500 円からの協力金を集金する。   （60 代 男性 北部） 

74 姉妹都市間での紹介イベントはどうだろうか？    （70 代 男性 西部） 
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平成 26年度市政モニター 第２回アンケート結果 

平成 27年３月 
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