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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 
郵送 Ｅメール 合計 

75 75 23 21 98 96 

性 

別 

男性 31 31 11 10 42 41 

女性 44 44 12 11 56 55 

年 

 

代 

１８歳～２９歳 8 8 4 3 12 11 

３０歳代 13 13 1 1 14 14 

４０歳代 15 15 5 4 20 19 

５０歳代 13 13 9 9 22 22 

６０歳～６４歳 13 13 4 4 17 17 

６５歳以上 13 13 0 0 13 13 

地 

 

区 

中 央 
20 20 2 1 22 21 

（本庁地区） 

西南部 
8 8 5 4 13 12 

（浅川･横山･館地区） 

東 部 
12 12 3 3 15 15 

（由木･由木東･南大沢地区） 

西 部 
13 13 5 5 18 18 

（元八王子･恩方･川口地区） 

東南部 
14 14 6 6 20 20 

（由井･北野地区） 

北 部 
8 8 2 2 10 10 

（加住･石川地区） 

                             （辞退者が 2名生じたため、定員は 98名。） 

※ アンケート実施期間：平成 2７年８月 2７日から平成 2７年９月１４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、以下の表記を基本とする。 

 ＜例＞ 

表記 ４割 約４割 ４割強 ４割台半ば ５割近く ５割弱 

割合 40.0% 40.1～40.9% 41.0～43.9% 44.0～45.9% 46.0～48.9% 49.0～49.9% 

  また、質問における選択肢を統合し、『 』を用いて記述している場合がある。 

 ＜例＞「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」を統合して『そう思う』。 

※ 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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このたびは市政モニターをお引き受けいただきありがとうございます。 

市政モニター制度は、市政に関するアンケート調査を通じて、市民の皆さんのご意見を

伺い、市民と行政の協働によるまちづくりを進めていくための制度です。 

このアンケートの結果は、市民の皆さんの思いを統計的にとらえるとともに、自由記述

についても分析し、今後の市政運営の基礎資料として活用いたします。 

 

 

問１ あなたは、八王子市に住んで何年になりますか。    （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

１年未満  2.1 

１～５年未満  6.3 

５～10年未満 11.5 

10～20年未満 19.8 

20～30年未満 14.6 

30年以上 44.8 

無回答  1.0 

 

 

 

 

 

 

【問１で「１年未満」または「１～５年未満」とお答えの方に】 

問１-１ 居住地に八王子を選んだ理由と、お住まいになっての感想をお聞かせください。 

（自由記述） 

理由 

＜問１で「１年未満」の回答者＞ 

・ 夫の転勤による。 

・ 昨年６月、70歳を目前に自営を廃業した。申し込んでいた八王子の団地に入居できることにな

ったため引っ越した。 

 

＜問１で「１～５年未満」の回答者＞ 

・ 通勤、通学のため。（４件） 

・ 夫の実家があったので。 

・ 結婚して、主人が住んでいた八王子に引っ越してきた。 

八王子市に住んで何年になるか聞いたところ、「30 年以上」が４割台半ば（44.8%）と最

も多く、「10～20年未満」「20～30年未満」「30年以上」を合わせた『10年以上』の居住

者が８割弱（79.2%）であった。 

あなたご自身について 
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・ 夫の転勤で関西から引っ越してきた。 

・ 新しく開発された場所（みなみ野）があると知り、気に入った。 

     

感想 

＜問１で「１年未満」の回答者＞ 

・ ほどよいにぎわいで住みやすい。 

 

＜問１で「１～５年未満」の回答者＞ 

・ 都会すぎず田舎すぎず満足。 

・ 不審者の情報などをよく聞くので少し怖い。 

・ 都会的ではないが、緑も多く物も何でも揃うため、住みやすい。 

・ 子どもが遊べる自然が多く子育てしやすい。 

・ 子どもがいるが、緑が多く子育て向きだと思う。公園はたくさんあるが駐車場が少ない。子育

て支援をもっとしてほしい。 

・ 高層ビルがないため、空が広く、低く感じる。夕日が綺麗。アップダウンが激しく移動するの

に苦労する。何をするにも遠い。バスの本数が少ない。迂回しないといけない場所が多い。 

 

問２ あなたは、八王子市に住んで良かったと思いますか。   （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

良かった 46.9 

どちらかと言えば良かった 30.2 

どちらとも言えない 17.7 

あまり良かったとは思わない  2.1 

良かったとは思わない  2.1 

無回答  1.0 

 

 

 

 

 

  

八王子市に住んで良かったと思うか聞いたところ、「良かった」（46.9%）と「どちらかと

言えば良かった」（30.2%）を合わせた『良かった』は８割近く（77.1%）となっている。 



  

  

4 

 

モニター№ 

※ フェイスブックとは、現実にいる知り合い同士が実名を前提に、インターネット上で交流

することを目的としたサービスです。 

いずれも、パソコンやスマートフォン、携帯電話などインターネットを利用できる環境

にあれば、無料で閲覧できます。 

※ ツイッターとは、ツイートと呼ばれる 140文字以内の情報を投稿・閲覧するサービスのこ

とです。 

 

八王子の魅力を紹介する行動をしたことがあるか聞いたところ、「市外の人に八王子のお

すすめのお店やスポットの情報を伝えた」が６割弱（59.4%）と最も多く、次いで「市外の

人に八王子の物産を贈答品として贈ったり、手みやげに持って行ったりした」が５割強

（51.0%）であった。 

これからも八王子市に住み続けたいと思うか聞いたところ、「ずっと住み続けたい」

（36.5%）と「当分は住み続けたい」（57.3%）を合わせた『住み続けたい』は９割強（93.8%）

と多くなっている。一方、「市外へ移りたい」は１割近く（6.3%）となっている。 

問３ あなたは、次のような行動をしたことがありますか。  （○はいくつでも） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

市外の人に八王子のおすすめのお店やスポットの情報を伝えた 59.4 

市外の人に八王子の物産を贈答品として贈ったり、手みやげに持って行っ

たりした 
51.0 

八王子のおすすめのお店やスポットの情報について、ブログやＳＮＳ 

（フェイスブック(※)、ツイッター(※)等）などで情報発信した 
11.5 

市外の人に八王子に住むことをすすめた 10.4 

特にしたことはない 20.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問４ あなたは、これからも八王子市に住み続けたいと思いますか。   （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

ずっと住み続けたい 36.5 

当分は住み続けたい 57.3 

市外へ移りたい  6.3 
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『住み続けたい』と答えた方に、住み続けたい理由を聞いたところ、「緑が多く自然に恵

まれている」が８割近く（76.7%）と最も多く、次いで「交通の便が良い」が４割強（42.2%）

であった。 

【問４で「ずっと住み続けたい」または「当分は住み続けたい」とお答えの方に】 

問４-１ 住み続けたい理由は何ですか。     （○は３つまで） 

（n＝90） 

 
構成比(％) 

緑が多く自然に恵まれている 76.7 

交通の便が良い 42.2 

買い物に便利 21.1 

古き良きものが多い 15.6 

公園などがよく整備されている 15.6 

街並み・景観が美しい 12.2 

地域住民の連帯感が強い  6.7 

教育環境が良い  6.7 

その他 17.8 

特に理由はない  3.3 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 持ち家を購入したため。（４件） 

・ 高齢であり、終の住処と決めている。 

・ 両親が住んでいるから。 

・ 家賃が安い。都営アパート在住。 

・ 生まれたから。 

・ 両実家が八王子市内なので。 

・ なんとなく居心地が良いから。 

・ 引っ越しはお金もかかり、面倒だから。 

・ 地盤がしっかりしているから。 

・ 私たち夫婦のライフスタイルに適しているから。 

・ 治安が良く、安心して暮らせるから。 

・ 洪水等の自然災害にあいにくいから。 

・ 子どもの転校に影響を与えないため。 
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【問４で「市外へ移りたい」とお答えの方に】 

問４-２ 市外へ移りたい主な理由は何ですか。    （○は３つまで） 

（n＝6） 

 
構成比(％) 

交通の便が悪い 66.7 

買い物に不便 66.7 

市外に住みたいまちがある 66.7 

生活環境が悪い 16.7 

まちの雰囲気が嫌い 16.7 

自然環境が悪い  0.0 

隣近所となじめない  0.0 

住宅事情が悪い  0.0 

その他 33.3 

特に理由はない 16.7 

 

【その他】 

・ 住民税が高いから。 

・ デパートが無くなったから。 

問５ あなたは、市の基本構想・基本計画「八王子ビジョン 2022」を知っていますか。   

（○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

内容まで知っている  1.0 

名前だけ知っている 24.0 

知らない 74.0 

無回答  1.0 

 

 

 

 

 

  

※市の基本構想・基本計画「八王子ビジョン 2022」とは… 

 2022年までの市の進むべき方向を定めた八王子市の基本構想・基本計画。 

184名の市民で構成された市民会議の素案を受け、平成 25年 3月に策定。構想・計画の大きな

柱は「人とひととの支えあい、つながり」と市民・行政の互いの役割と責任ある行動による「協働」。 

市では、市民の皆さんとの協働により、人々が集い、憩い、学び、働き、安心して暮らしていける

「活力ある魅力あふれるまち」の実現に取り組んでいます。 

市の基本構想・基本計画「八王子ビジョン 2022」を知っているか聞いたところ、「知ら

ない」が７割台半ば（74.0%）と最も多かった。「内容まで知っている」（1.0%）と「名前

だけ知っている」（24.0%）を合わせた『知っている』は２割台半ば（25.0%）であった。 
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① 「市政情報の入手」について 

都市戦略部 広報課 

 

市は、「広報はちおうじ」の発行のほか、様々な形で市政情報を発信しています。 

より市民の皆さんの要望に沿った情報発信を行っていくために、「市政情報の入手方法」

や「必要とする市政情報」についてお聞きし、今後の広報活動に活用します。 

 

 

問１ あなたは、市に関する情報を何から得ていますか。    （○はいくつでも） 

   （n＝96） 

 構成比（％） 

広報はちおうじ 89.6 

自治会・町内会の回覧板など 43.8 

市ホームページ 35.4 

新聞 16.7 

テレビ番組（ケーブルなど） 10.4 

メール配信サービス  5.2 

ツイッター  4.2 

フェイスブック  0.0 

その他  7.3 

得ていない  3.1 

 

 

 

 

【その他】 

・ 家族から聞く。（２件） 

・ 知人、友人 

・ 公共施設のポスター、印刷物 

・ 選挙時の演説等。 

・ ホームページ以外のインターネット。 

・ まちかどｂｂｓ（広聴課注：地域情報掲示版「まちｂｂｓ」のことと思われる。） 

  

テーマ１ 「市政情報」について 

市に関する情報を何から得ているか聞いたところ、「広報はちおうじ」が９割弱（89.6%）

と最も多く、次いで「自治会・町内会の回覧板など」が４割強（43.8%）であった。 
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問２ 今後、市に関する情報を発信する上で、市が強化すべきであると考える手段は何だと思いま

すか。         （○はいくつでも） 

 （n＝96） 

 構成比（％） 

広報はちおうじ 75.0 

市ホームページ 43.8 

自治会・町内会の回覧板など 27.1 

メール配信サービス 16.7 

テレビ番組（ケーブルなど） 15.6 

新聞 14.6 

フェイスブック 11.5 

ツイッター  8.3 

その他  6.3 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 誰でも参加しやすい市政の報告会等をくり返し行う。 

・ 市のお祭り等を行う際にブースを設ける。 

・ イベント等 

・ メディアは選択肢のどれでもよく、また、新たなメディア手段も出現するだろう。考えるべき

はそこで伝える内容とその質だと思う。 

 

  

市に関する情報を発信する上で、市が強化すべきであると考える手段は何か聞いたとこ

ろ、「広報はちおうじ」が７割台半ば（75.0%）と最も多く、次いで「市ホームページ」が

４割強（43.8%）であった。 
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モニター№ 

問３ 市に関する情報の中で、あなたが必要とする情報はどれですか。  （○はいくつでも） 

 （n＝96） 

 構成比（％） 

防災・防犯情報 69.8 

健康・福祉に関する情報 60.4 

まちの話題・お店等の情報 53.1 

イベント・講座情報 52.1 

最新の市政情報 47.9 

各種申請・手続き等に関する情報（住民票・証明書の交付など） 45.8 

子育て情報 19.8 

歴史や文化に関する情報 18.8 

就職活動・企業等に関する情報 18.8 

その他  3.1 

 

 

 

 

【その他】 

・ 補助金、免除されることなどの情報。 

・ 他市と比べ、山林以外に八王子市の方が優遇されている部分について知りたい。 

・ 観光情報、旬の花の開花情報など。 

 

問４ 「広報はちおうじ」について、ご意見がありましたら、ご自由にお書きください。 

（自由記述） 

広報をいつも読んでいる 

1 イベント情報を良くチェックしている。これからの時期はウォーキングイベントを確認しようと思

う。        （30代 女性 中央） 

2 以前の広報に比べたら、とても内容が充実しており、なによりも見やすくなっていると思う。 

         （50代 女性 西部） 

3 若い人は新聞を取らない人も多いので、新聞折り込みから、各家庭にポスティングするスタイルに

なって良かったと思う。内容は市政全般、イベント、地域のサークル活動などまんべんなく、情報

が載っていて良い。ホームページやＳＮＳだと自分の興味のある情報しか見ないので、広報紙は大

事だと思う。                          （50代 女性 東部） 

4 とても読みごたえがある。                      （60代 女性 東部） 

5 情報発信する手段は色々あるが、「広報はちおうじ」はお金がかかっても、やめないでほしい。 

         （60代 女性 西部） 

6 読みやすい広報である。歴史や文化に関する情報を、新住民にもわかるようにしてほしい。 

         （60代 男性 中央） 

 

  

市に関する情報の中で、必要とする情報は何か聞いたところ、「防災・防犯情報」が７割

弱（69.8%）と最も多く、「健康・福祉に関する情報」が約６割（60.4%）であった。 
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モニター№ 

掲載情報について 

7 若年層はあまり読まないのではないかと思う。内容が年配の方向けに感じる。 

            （20代 女性 西南部） 

8 政治的な話題より、もっとそこに住む住人のための有意義な情報を増やしてほしい。 

           （20代 女性 東部） 

9 もう少し読みやすく。若者の興味をひく話題もほしい。       （20代 男性 東南部） 

10 ページを増やして、情報を多くしてもらえたらと思う。   （30代 男性 西部） 

11 いろいろなイベント情報をたくさん出してほしい。           （40代 男性 北部） 

12 高齢者が増えてきている今、ショートステイ等の情報をもっと増やした方が良いと思う。 

         （40代 女性 中央） 

13 子育て年代 20～40代、教育 50～60代、高齢者世代 65歳～、などの世代別に関心事項が大きく変

わるので、記事の内容を検討してほしい。毎月発行しているものを、世代別に３か月に１回とか回

数及びわかりやすい表現等を検討してはいかがだろうか。年寄りの中にはＯＡに弱い、字が小さい

と面倒で読まない等があるので、ご配慮願いたい。         （60代 女性 西部） 

14 交通安全運動等で、八王子市の実態を知りたい。前年度の交通事故数等。 （60代 女性 西部） 

15 イベントや講座情報を必ずチェックするが、曜日が記入されていないものがあり、カレンダーを確

認することになる。八王子はとても広いので、○○公園、○○会館、○○センターなどと書いてあ

っても、どこ？最寄の駅は？とわからない。広報の後部に地図または交通手段が書いてあると助か

る。         （60代 女性 東部） 

16 月に一回で良いので内容を充実してほしい。               （60代 女性 東南部） 

 

ＷＥＢの活用について 

17 紙はあまり見ないので、インターネットでの情報を充実させてほしい。  （30代 女性 東南部） 

18 防災・防犯情報を明瞭に載せる。（事故の起きやすい交差点、犯罪の率の高い地域等。）ホームペー

ジもしくはメール、ＳＮＳでも可。     （50代 男性 西部） 

19 もう少し簡素化して、わかりやすくしてほしい。「詳しくはＷＥＢで」みたいな書き方で良いので

あまり盛り込まない。        （50代 男性 西南部） 

デザインについて 

20 デザインがお役所っぽい。それが公式らしくて良い気もするが、もう少しやわらかい感じでも良い。

         （50代 男性 東部） 

21 項目別に紙面を分けてほしい。                     （60代 男性 東部） 

興味がない 

22 毎回似たような内容という印象。                    （40代 女性 東南部） 

23 言われてみれば、「そんなものがあったなー」程度の認識しかなかった。 ゆえに、意見を出したく

てもでてこない。            （60代 男性 西南部） 

 

その他 

24 知人宅には配布されていないようである。    （40代 女性 東部） 

25 ホームページよりも広報八王子の方が読みやすかった。         （50代 女性 東南部） 

26 「くらしの便利帳」は利用しにくい。編集に一考を願いたい。    （70代 男性 東南部） 
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モニター№ 

市ホームページを利用する頻度はどの程度か聞いたところ、「ほとんど利用しない（数年

に１回程度）」が約３割（30.2%）と最も多く、次いで「年に数回程度」が３割近く（26.0%）

であった。 

② 「八王子市公式ホームページ」について 

行財政改革部 情報管理課 

 

市は、平成９年にホームページを開設し、「分かりやすく見やすい、必要とする情報を

探しやすい」ホームページを目指して、積極的な行政情報の発信やサービスの提供に努め

てきました。 

これまで平成 18年度と 23年度の２回、ホームページのリニューアルを行い、改善を図

ってきましたが、スマートフォンやタブレットなどの情報端末の普及など、ホームページ

を取り巻く環境の変化に対応するため、平成 29年の市制 100周年を迎えるにあたり、平成

28年度に全面リニューアルを行います。 

そこで、誰もが利用しやすいホームページとなるよう、市民の皆さんのご意見をお伺い

します。 

 

 

問１ 市ホームページを利用する頻度はどの程度ですか。        （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 構成比(％) 

ほぼ毎日   0.0 

週に数回程度   0.0 

週に１回程度  2.1 

月に数回程度  18.8 

年に数回程度 26.0 

ほとんど利用しない（数年に１回程度） 30.2 

まったく利用したことがない 21.9 

無回答  1.0 
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モニター№ 

市ホームページを利用するとき主にどの機器を使うか聞いたところ、「パソコン」が７割

強（71.7%）と最も多く、次いで「スマートフォン」が２割強（21.7%）であった。 

ホームページを利用しない理由を聞いたところ、「市のホームページを見る必要がないか

ら」が４割（40.0%）と最も多く、次いで「広報など、他の方法で市政情報を得ているから」

が３割強（32.0%）であった。 

【問１で「ほとんど利用しない（数年に１回程度）」または「まったく利用したことがない」と 

お答えの方に】 

問１-１ 利用しない理由は何ですか。       （○は１つだけ） 

（n＝50） 

 
構成比(％) 

市のホームページを見る必要がないから 40.0 

広報など、他の方法で市政情報を得ているから 32.0 

インターネット自体を利用しないから 14.0 

市のホームページはわかりにくい（使いにくい）から   2.0 

インターネットが利用できる環境ではないから  0.0 

その他 12.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ インターネットを利用できる機器を持っていない。（２件） 

・ わざわざ見る必要がない。（２件） 

・ 必要な情報がない。 

・ パソコンは持っているが、ゆっくり見る時間がない。 

【問１で「ほとんど利用しない（数年に１回程度）」または「まったく利用したことがない」と 

お答えの方に】 

 ◆インターネットが利用できる方は、この機会に市ホームページをご覧いただいたうえで、問６

から回答してください。 （市ホームページＵＲＬ http://www.city.hachioji.tokyo.jp/） 

◆インターネットが利用できない方は、問８へお進みください。 

問２ 市ホームページを利用するときは主にどの機器を使いますか。   （○は１つだけ） 

（n＝46） 

 
構成比(％) 

パソコン 71.7 

スマートフォン 21.7 

タブレット  2.2 

フィーチャーフォン（携帯電話）  0.0 

その他  0.0 

無回答  4.3 
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モニター№ 

市ホームページを利用するのは、主にどの場所か聞いたところ、「自宅」が約８割（80.4%）

と最も多く、次いで「職場」（8.7%）、「移動中」（6.5%）がそれぞれ１割近くであった。 

問３ 市ホームページを利用するのは、主にどの場所ですか。   （○は１つだけ） 

（n＝46） 

 
構成比(％) 

自宅 80.4 

職場  8.7 

移動中  6.5 

学校  0.0 

その他  0.0 

無回答  4.3 

 

 

 

 

 

問４ 市ホームページを利用する目的は何ですか。   （○はいくつでも） 

（n＝46） 

 構成比(％) 

証明書の交付など各種手続きについて調べるため 69.6 

イベント・観光情報を調べるため 47.8 

市政情報について調べるため 28.3 

子育て情報について調べるため 21.7 

入札・契約情報を調べるため  0.0 

その他 23.9 

無回答  4.3 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 市施設の情報、予約、利用法 等（５件） 

・ 粗大ごみ、ごみの分別について調べるため。（２件） 

・ 休日診療の病院を調べるため。（２件） 

・ はちバスの時刻表を調べるため。 

・ どのような疾病が流行しているか、小児感染症発生状況をよく見る。 

・ 介護の申請の仕方 等 

・ 図書館の本の在庫検索と貸出の予約をするため。 

  

市ホームページを利用する目的は何か聞いたところ、「証明書の交付など各種手続きにつ

いて調べるため」が７割弱（69.6%）と最も多く、次いで「イベント・観光情報を調べるため」

が５割近く（47.8%）であった。 
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モニター№ 

問５ 以下は、市ホームページのトップページの分類です。あなたはこの中で、どのような分野の

情報を利用しますか。        （○は３つまで） 

（n＝46） 

 構成比（％）  構成比（％） 

施設案内  45.7 戸籍・住民登録 6.5 

イベント情報  37.0 税金 4.3 

ごみ・リサイクル 34.8 生活・環境・交通・住宅 4.3 

もしものときのために 

（救急診療・防災・防犯） 
26.1 国保・年金 4.3 

教育・生涯学習 19.6 事業者の方へ 2.2 

高齢・介護・障害・生活福祉 19.6 産業・仕事 2.2 

子どもとその家庭 17.4 オープンデータ 0.0 

観光・文化 13.0 
ご意見・ご提案（市政への提

言・パブリックコメント） 
0.0 

保健衛生・医療 13.0 その他 0.0 

市政情報  6.5 無回答 2.2 

市民活動・学園都市 

多文化共生・男女共同参画     
 6.5  

 

 

 

 

 

 

問６ 市ホームページの情報は探しやすいですか。    （○は１つだけ） 

       （n＝84） 

 構成比(％) 

探しやすい 22.6 

どちらかというと探しやすい 59.5 

どちらかというと探しにくい 15.5 

探しにくい  2.4 

 

 

 

 

 

 

  

市ホームページの中で、どのような分野の情報を利用するか聞いたところ、「施設案内」が４割

台半ば（45.7%）と最も多く、次いで「イベント情報」が４割近く（37.0%）であった。 

市ホームページの情報は探しやすいか聞いたところ、「探しやすい」（22.6%）と「どち

らかというと探しやすい」（59.5%）を合わせた『探しやすい』は８割強（82.1%）であっ

た。一方、「どちらかというと探しにくい」（15.5%）と「探しにくい」（2.4%）を合わせ

た『探しにくい』は２割近く（17.9%）であった。 
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モニター№ 

【問６で「どちらかというと探しにくい」または「探しにくい」とお答えの方に】 

問６-１ 情報を探しにくい理由は何ですか。      （○は１つだけ） 

  （n＝15） 

 構成比(％) 

どのページに情報があるかわかりにくい 53.3 

ページの分類がわかりにくい 13.3 

ページ検索で探したいページが見つからない 13.3 

その他 20.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ デザイン見た目。 

・ ホームページの設計に設計思想が欠けている。従来の情報内容、取り扱い、利用方法では最新

技術が活かされないので、八王子の広報はどうあるべきかのビジョン、何を目標にするかを決

め、その実現のために必要な人、モノ、カネをいかに揃え、実施するためのひとつひとつの計

画を練らないと。 

・ ページを開いたときに目に入る文字量が多すぎて、その中から目的のものを探すのが面倒。 

 

問６-２ 探しにくかった、あるいは見つけることができなかった情報は何ですか。（自由記述） 

1 小学校の情報。管轄が教育委員会だからか大変見づらい。           （40代 女性 西部） 

2 救急診療について。ごみ、リサイクルについて。      （40代 女性 東南部） 

3 体育館の予約。                            （50代 男性 中央） 

4 トップページを開いても文字ばかりなので、そもそも何が掲載されているのかわからない。探すも

のがはっきりしていれば、何とか探せるが、情報サイトの役割は探すものが無い状態でも楽しめる

というものが必要。                                     （50代 男性 西南部） 

5 経営に関すること。助成金などがわかりにくかった。      （50代 女性 東南部） 

＜今回はじめてホームページを利用した方のご意見＞ 

1 リサイクル費用について。                      （50代 男性 東部） 

2 土地の地目変更をしたい場合、どのような手続きをすれば良いのかを知りたかったが、トップペー

ジの分類で該当する箇所がわからず、検索ワード“地目変更”を入れても的外れのページに行って

しまう。                                             （50代 女性 中央） 

 

  

情報を探しにくい理由は何か聞いたところ、「どのページに情報があるかわかりにくい」

が５割強（53.3%）と最も多く、「ページの分類がわかりにくい」、「ページ検索で探したい

ページが見つからない」が、それぞれ１割強（13.3%）であった。 
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モニター№ 

問７ 各ページの情報はわかりやすいですか。      （○は１つだけ） 

  （n＝84） 

 構成比(％) 

わかりやすい 26.2 

どちらかというとわかりやすい 54.8 

どちらかというとわかりにくい 17.9 

わかりにくい  0.0 

無回答  1.2 

 

 

 

 

 

 

 

【問７で「どちらかというとわかりにくい」または「わかりにくい」とお答えの方に】 

問７-１ 情報がわかりにくい理由は何ですか。     （○はいくつでも） 

（n＝15） 

 構成比(％) 

説明が不足している 46.7 

文章がわかりにくい 26.7 

専門用語が多い 20.0 

その他 33.3 

無回答  6.7 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 何となく読むのが疲れる。 

・ トップページが淡々としている。 

・ 富士森の体育館の利用可能日に関する情報が探せなかった。 

・ デザインの問題かと思う。 

・ デザイン、画像情報 

  

各ページの情報はわかりやすいか聞いたところ、「わかりやすい」（26.2%）と「どちら

かというとわかりやすい」（54.8%）を合わせた『わかりやすい』は８割強（81.0%）であっ

た。一方、「どちらかというとわかりにくい」（17.9%）と「わかりにくい」（0.0%）を合

わせた『わかりにくい』は２割近く（17.9%）であった。 

情報がわかりにくい理由は何か聞いたところ、「説明が不足している」が５割近く（46.7%）

と最も多く、次いで「文章がわかりにくい」が３割近く（26.7%）であった。 
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モニター№ 

問７-２ わかりにくかったページは何についてのページですか。   （自由記述） 

 

1 小学校の情報について。                        （40代 女性 西部） 

2 「トップ」→「マイナンバー」→「マイナンバーよくある質問」→「個人番号カードの交付を受け

る際の本人確認はどのように行うのか」について。このページの回答では、何か持参すべき物があ

るかどうかわからない。ホームページを見ても結局、平日の昼間に電話で問い合わせることになる。

他にも同様なＱ＆Ａが多い。            （40代 女性 西南部） 

3 各事務所で手続きが完了するのか、本庁に行かなければならないのかを表で明記した方が良い。 

           （50代 男性 東南部） 

4 文字ばっかり！                          （50代 男性 西南部） 

5 富士森の体育館の利用可能日。いつからいつまで工事中でいつから使用できるか。わかりやすいが、

内容が記載されていない。                  （60代 男性 西部） 

＜今回はじめてホームページを利用した方のご意見＞ 

1 トップページは大事だと思うので、もっと感覚的にクリックしやすい図形を使った方が見やすいと

思う。          （20代 女性 東南部） 

2 全体的にわかりにくい。                      （20代 女性 西南部） 

3 扶養家族の認定について。                     （50代 男性 西部） 

4 次に次にとクリックして進み、最後に聞きたい情報が無いとがっかりする。 母子家庭のことなど。

            （50代 女性 東南部） 

 

問８ 市のホームページ全般についてご意見がありましたらご自由にお書きください。 

（自由記述） 

見やすい 

1 細かく分類されているので探しやすい。                             （30代 女性 西部） 

2 トップページの「生活場面から探す」の表示はアイコン表示なので直感的で探しやすい。 

   （50代 女性 東部） 

3 以前より写真が増え、明るく見やすくなった。                       （60代 男性 中央） 

4 情報量も多く、見やすいと思う。                 （70代 男性 東南部） 

 

わかりにくい 

5 八王子まつりのページもわかりづらかった。ホームページを見ているのは公務員ではない。広報は

ちおうじを読まない私のような人が、必要に迫られて調べる手段だと思う。結局、電話か…と思う

ような説明では困る。                           （40代 女性 西南部） 

6 文字ばかりで嫌になる。                                         （50代 男性 西南部） 

 

提案 

7 観光案内の情報を、より多く紹介してほしい。                      （30代 女性 中央） 

8 市で行っているイベントのページを充実させてほしい。（子どもを連れていけるもの。） 

         （40代 女性 西部） 

9 全体的に字をもう少し大きくしてほしい。                           （40代 男性 北部） 
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10 防災、防犯情報を載せてほしい。（事故の起きやすい交差点、犯罪の率の高い地域等。） 

          （50代 男性 西部） 

11 各種手続きを行う場合のフローチャートがあるとわかりやすい。（手続き時期、手続き場所、必要

書類等も含めて。）                                              （50代 男性 東南部） 

その他 

12 楽しく明るいホームページ。                                       （50代 男性 中央） 

13 項目の文字に下線が引いてあるのは何か意味があるのか。私にとっては読みにくいのだが。                               

         （60代 女性 中央） 

14 特に富士森の体育館の利用可能日について。                       （60代 男性 西部） 

＜今回はじめてホームページを利用した方のご意見＞ 

1 色分けとかができたら、もう少しわかりやすいかと思う。        （10代 女性 中央） 

2 もう少し行間を広く、文字サイズを大きく。      （20代 男性 東南部） 

3 観光のページはもっと写真を多くして、魅力が伝わりやすいようにした方が良い。地図や外部リン

クがあるのはとても良いと思う。                       （20代 女性 東部） 

4 有能なＷＥＢデザイナーに依頼し、もう少しデザインに注力した方が良いと思う。簡素でありきた

り故、最低限ほしい情報のみを得ようとしてしまうのではないか。   （20代 女性 西南部） 

5 ４コマ漫画や市長のつぶやきコーナー等。娯楽ページで若者に疑問や問題を考えさせるようなペー

ジがあっても良いと思う。                                       （30代 女性 西南部） 

6 イメージよりも親しみやすいというか、いざアクセスしてみれば、内容を見てみようかなという気

持ちになった。ただ、必要がない限り、やはり八王子市のホームページを開いてみようとはあまり

思わないので、パート情報など、短い期間で情報が更新されるものを載せると、定期的に訪問する

かもしれない。                      （40代 女性 東南部） 

7 私は普段ほとんど市ホームページを利用することがないので、実際調べたいことがないと意見する

のは難しいが、主人からは調べたいことが見つけにくいと聞いている。  （40代 女性 西部） 

8 文章で理解しにくかったり、本当に知りたい情報等についてわからなかったりした場合、結局は市

役所に直接電話して聞いている。                           （50 代 女性 東南部） 

9 自分の求める情報を的確に表現できるような人は良いのだろうが、漠然としか表現できない場合、

探しにくいような印象を受けた。                     （50代 女性 中央） 

＜インターネットを普段利用しない方のご意見＞ 

1 教わってホームページを開いてみたが、自力で探せなかった。この機に利用してみようと思う。 

            （50代 女性 東南部） 

2 インターネット自体利用しないので、広報はちおうじが、市の情報を知る手段。  

         （60代 女性 西部） 

3 調べごとをする時は、主人または子どもにお願いしているので、自分でホームページを見ることは

無い。                                                      （60代 女性 西部） 

4 情報については、広報を流し読み程度で、主人が情報源となっている。ホームページを活用する方

も多いと思うが、広報同様、高齢者視点での記載をお願いできればと思う。 （60代 女性 西部） 

5 広報で情報を見ている。今のところ困ることはない。     （60代 女性 西南部） 

6 パソコンを利用しないのでよくわからないが、若い方が多く利用すると思うので、子育てや若い方

が感心を持つ情報を流してほしい。                    （60代 女性 東部）  
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都市緑化フェア準備室 

 

市では、平成 29年９月 16日から 10月 15日まで、市制 100周年記念事業の中心的事業

のひとつとして全国都市緑化フェアを開催します。全国都市緑化フェアは、毎年度、日本

各地で 30日以上にわたって開催されている、歴史と伝統ある国内最大級の「花とみどりの

祭典」です。 

メイン会場を富士森公園とし、市内各地にも拠点を設け、各地域の特性を生かした様々

な行事や、皇室をお迎えしての式典等も開催します。全国から多くの方の来訪が期待され

るため、八王子のにぎわいの創出につながります。また、環境の視点から、八王子のみど

り豊かな自然環境の保全や活用について、市民の皆さんに関心をもっていただく契機と位

置付け、市民と行政が協働して、花とみどりを育み、八王子の魅力を発信するイベントに

したいと考えています。 

 そこで、フェアを開催するにあたり、花のあるまちづくりや、フェアの運営等について

お聞きします。 

なお、回答にあたっては、同封した「全国都市緑化はちおうじフェア基本構想」を参照

してください。（※巻末に掲載） 

 

【全国都市緑化フェアの開催について】 

問１ 全国都市緑化フェアが平成 29年度に八王子市で開催されることを知っていますか。 

（○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比（％） 

知っている 20.8 

知らない 79.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーマ２ 「全国都市緑化はちおうじフェア」について 

全国都市緑化フェアが平成 29 年度に八王子市で開催されることを知っているか聞いたと

ころ、「知っている」が約２割（20.8%）、「知らない」が８割弱（79.2%）であった。 



  

  

20 

 

モニター№ 

【問１で「知っている」とお答えの方に】 

問１-１ 何で知りましたか。      （○は１つだけ） 

（n＝20） 

 構成比(％) 

広報はちおうじ 60.0 

市ホームページ 15.0 

家族・友人・知人などから 15.0 

ポスター・チラシ 10.0 

ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック 等）  0.0 

その他  0.0 

 

 

 

 

 

【花のあるまちづくりについて】 

問２ “まちが花でいっぱい”と感じるためには、どのようなところに花があることが望ましいと

思いますか。                           （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比（％） 

道路沿い 67.7 

民家の玄関先やベランダ 14.6 

商店街  7.3 

公園  7.3 

公共施設  2.1 

小中学校  0.0 

その他  1.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ いちょうまつり、さくらまつりの開催場所（南浅川）。 

  

“まちが花でいっぱい”と感じるためには、どのようなところに花があることが望ましい

と思うか聞いたところ、「道路沿い」が７割近く（67.7%）と最も多く、次いで「民家の玄関

先やベランダ」が１割台半ば（14.6%）であった。 

全国都市緑化フェアが開催されることを何で知ったか聞いたところ、「広報はちおうじ」

が６割（60.0%）と最も多く、次いで「市ホームページ」、「家族・友人・知人などから」が、

それぞれ１割台半ば（15.0%）であった。 
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問３ 市内で花の観賞ができるような場所をご存知でしたら、具体的な場所をお教えください。 

（自由記述） 

市内公園 

・富士森公園（７件）（うち公園内の桜 １件を含む）  

・片倉城跡公園（５件）（うち公園内のカタクリ ２件を含む） 

・小宮公園 （２件） 

・陵南公園 （２件） 

・多摩森林科学園（桜保存林） （２件） 

その他市内公園 各１件 

 小山内裏公園、横川下原公園、殿入中央公園、清水公園、蓮正寺公園、長池公園、高尾駒木野庭園、

長沼公園、元横山公園の藤棚、万葉公園、宇津貫公園の桜や紫陽花。 

 

住宅近辺 

・ホーメストタウンの桜並木。             （40代 女性 西部） 

・みなみ野近辺の個人宅の庭のバラ。         （50代 女性 東南部） 

・自宅を含む様々な家庭の庭。                                         （50代 男性 中央） 

・南高尾町、うかい鳥山近くにある個人宅のカタクリが素晴らしい。  （60代 男性 中央） 

 

駅 

・駅周辺 （３件） 

その他駅 各１件 

 八王子駅の歩道橋の上の花壇、マルベリーデッキの花壇、京王線南大沢駅                        

その他 ご意見 

・南大沢の駅前（首都大学に行くまでの道）に、たくさんの大きなプランターがあり、いつも花が咲い

ている。                                                    （60代 女性 東部） 

 

大学 

・法政大学多摩キャンパス                      （50代 男性 西部） 

・首都大学前の遊歩道の桜、上柚木中学校のあじさいがきれい。       （60代 女性 東部） 

 

その他 各１件 

 大栗川、大田川周辺、高尾山、東京サマーランド あじさい園（広聴課注：あきる野市）、南大沢ア

ウトレットパーク、夕やけ小やけふれあいの里、多摩御陵、恩方バラ園、蓮正寺公園の山ゆり、今熊

山のミツバツツジ、恩方駒木野バス停前のハンカチの花、川口町先のつつじ、日影沢キャンプ場先の

群生するツリフネ草 

その他 ご意見 

・恩方周辺の道路沿いに立つ木々。紅葉や桜を感じてとてもすてきだと感じる。（30代 女性 西部） 

・各団地内、公園内。南大沢周辺が近くで、桜の下を通ることができ、最高。 （50代 男性 東部） 

・市内に「花」をモチーフとした公園が全く無いのが大不満。（推奨する場所があるなら大々的に広報

してほしい。）                      （70代 男性 東南部） 
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【フェアの運営等について】 

＜会場展示＞ 

問４ メイン会場の富士森公園では、園内を花で修景（※①）しますが、どのような展示を期待し

ますか。         （○は２つまで） 

（n＝96） 

 
構成比（％） 

ガーデニングの展示 44.8 

最新の環境技術を用いた展示（例：壁面緑化、屋上緑化 等） 36.5 

花とみどりのアート作品の展示 35.4 

コンテナガーデン（※②）の展示 31.3 

ハンギングバスケット（※③）の展示 17.7 

切り花や盆栽の展示  6.3 

その他  5.2 

 

 

 

※ ② コンテナガーデンとは… 

コンテナを庭に見立てた花づくり。 

植木鉢やプランター等のコンテナ

（容器）に、草花や植木、観葉植物

を植え、ベランダや玄関まわりなど

を飾るものです。 

 

※ ③ ハンギングバスケットとは… 

草花を植えた吊り鉢のことでコンテ

ナガーデンの一種。思い思いの草花

をアレンジしてつくられ、玄関や壁

面を飾るものです。 

 

 

 

 

※ ① 修景とは… 

  ここでは、自然に配慮して景観を美しく整えることを指します。 
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【その他】 

・ 一過性のものはお金を掛けるだけで無意義である。将来も市民が楽しめるように本物の花を通

路以外のスペース全面に植える。 

・ 花時計 

・ 自然優先で、西洋の花ではなく日本の花を植えてほしい。 

・ ラベンダー畑、芝桜、ネモフィラみたいな花畑が出来たら良いと思う。 

・ 参加できるもの。花を摘めたり、花びらで絵を描けたり、ハーブティやアイスなど。 

 

 

＜イベント＞ 

問５ メイン会場の富士森公園では、開会式や閉会式、皇室をお迎えしての式典等を開催します。

このほか、どのようなイベントを期待しますか。            （○は２つまで） 

（n＝96） 

 
構成比（％） 

食のイベント 35.4 

花や苗木の配布 32.3 

子どもが楽しめるイベント 28.1 

音楽のイベント 24.0 

各種体験教室の開催（例：フラワーアレンジメント（※） 等） 19.8 

八王子の在来種の紹介（例：タカオスミレ、ハチオウジアザミ 等） 19.8 

富士森公園内を巡るスタンプラリー 11.5 

講演会やシンポジウム  6.3 

写真撮影のイベント  6.3 

その他  5.2 

 

※ フラワーアレンジメントとは… 

洋風に装飾として飾られる生け花

のことです。 

 

園内を花で修景するには、どのような展示を期待するか聞いたところ、「ガーデニングの

展示」が４割台半ば（44.8%）と最も多く、次いで「最新の環境技術を用いた展示（例：壁面

緑化、屋上緑化 等）」が４割近く（36.5%）であった。 
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より多くの方へフェアの周知を図るためにはどのような手法が有効だと思うか聞いたと

ころ、「新聞、テレビ等のメディアを活用した周知」が６割強（62.5%）と最も多く、次い

で「八王子にゆかりのある人物やタレントを活用した周知」が４割台半ば（45.8%）であっ

た。 

開会式や閉会式、皇室をお迎えしての式典等のほか、どのようなイベントを期待するか聞

いたところ、「食のイベント」が３割台半ば（35.4%）と最も多く、次いで「花や苗木の配布」

が３割強（32.3%）であった。 

 

【その他】 

・ 花とみどりに関する市内風景の絵画、写真展。 

・ 展示されている場所で、紹介の音声を流す。 

・ 「八王子市の花」の発表をする。 

・ 外国人学生による各国料理フェアや八王子農産物販売 等。 

・ ＮＨＫ「趣味の園芸」開催、有名園芸研究家の講演 等。 

・ 花や苗木の販売とガーデニングアレンジ。 

問６ フェアは、全国からの来場が期待されますが、より多くの方への周知を図るためにはどのよ

うな手法が有効だと思いますか。       （○は２つまで） 

（n＝96） 

 
構成比（％） 

新聞、テレビ等のメディアを活用した周知 62.5 

八王子にゆかりのある人物やタレントを活用した周知 45.8 

インターネットを活用した周知（ツイッター、フェイスブック 等） 40.6 

ラッピングバスや電車による周知 29.2 

口コミによる周知  3.1 

アニメや漫画を活用した周知  2.1 

その他  5.2 

 

 

【その他】 

・ 広報を活用する。（２件） 

・ 駅貼りポスター 

・ 周知の内容による。八王子に来ていただく動機をつくることができなければ、周知の結果はゼ

ロである。どこの誰に来ていただきたいかでアプローチも違う。富士森公園に他道府県の方が

来るモチベーションって何？中国とか東南アジアの都市整備に関わる人にアプローチしてツア

ーを組んでもらうとか。 

・ ラジオをよく聞くので、ラジオで情報を流したら良いと思う。 
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問７ フェアへは、若年層の来場や参加を促したいと考えています。どのようにすれば若者の来場

や参加が得られると思いますか。（例：若年層が参画したイベントを行う 等） 

（自由記述） 

若年層を対象にした働きかけを行う 

1 学童、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学で周知活動を行う。（５件） 

2 若年層（市内の中学校、高校、大学の学生）が参画したイベントを行う。（３件） 

3 長い話を聞いたり、地味な情報だと興味がわかない。パフォーマンスなど、大学生など若い人から

若い人への発信の方が良いのかもしれない。                      （20代 女性 中央） 

4 若年層に人気があるアーティストを呼んだり、アニメや音楽などを使ったイベントを行う。若年層

が主体となるイベントを行う。                             （40 代 女性 東南部） 

5 テレビでの周知の場合、平日の昼間に放送しても若年層の目には触れないので休日や夜の方が良い

だろう。大学がたくさんあるのだから学生ボランティアを募るとか、学校への周知を強化するとか。 

        （40代 女性 西南部） 

6 市内小中学校でのふるさと行事の紹介。    （60代 男性 東部） 

7 若者の集まる店に協力してもらう。アイドル、コスプレなんでもあり。年齢別「花の女王」等の若

者の参加しそうなイベント。（商品あり）若者限定の無料券等の配布。市内の高校部活からの強制

動員。           （60代 男性 西南部） 

8 大学生や高校生等に聞く。                              （60 代 男性 西部） 

9 飲食のイベント、ショッピング（もちろん花にちなんだ）。八王子は大学が多いので、高校生や大

学生に花をテーマにした出し物を発表してもらう。（歌→作詞・作曲などやダンス、お菓子作り） 

     （60代 女性 東部） 

10 学生ボランティアの募集。学生サークルの参加イベント等。              （60代 女性 東部） 

11 ボーイスカウト、ガールスカウトなど団体や、小・中・高・大生などのグループを立ち上げて、ガ

ーデニングの展示の場所を提供して、ステキなガーデンを花や緑で飾っていただけたらと思う。 

     （60代 女性 西部） 

12 学園都市を活かし、学校に案内を送り、参加（イベント等）を受け入れる。参加者（学校側）のイ

ベント内容を聞くことが必要。                                    （60代 女性 西部） 

13 開催までに時間があるので、市内の大学とコンタクトし、若者から直接意見を聞くことを検討して

ほしい。                                      （70代 男性 東南部） 

 

他のイベントと同時開催する 

14 音楽のイベント（10件） 

15 食のイベント（５件） 

16 漫画やアニメ・ゲームとのコラボイベントの開催。来場者特典としてコラボ作品と緑化フェアオリ

ジナル品を作成し配布。ゲームのシリアルコードの配布。花火大会の開催。 

       （20代 男性 東南部） 

17 八王子Ｂ級グルメや八王子特産市等。（野菜、苗等）参加型のイベントが多いと良いと思う。学生

の参加を学校に求める。例えば、吹奏楽による演奏やダンス部による演技などに参加してもらうこ

と。                                                      （30代 女性 西南部） 

18 「緑化」がテーマだと難しいと思うが、野菜や果物等にも広げて食イベントも併設したら参加が得

られやすいと思う。                     （30代 男性 東南部） 
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19 八王子のおいしいお店の出店。                   （40代 女性 西部） 

20 若年層の来場を促すなら、ライブ等、若い方が好むイベントが良いと思う。Ｂ１グルメ等も良いの

ではないでしょうか。      （40代 女性 中央） 

21 緑と花＋食のイベントなどを同時開催していく。若い人にとっては、正直、観賞だけではなく、食

べるものに対しての興味の方が大きいと思う。夜の時間にライトアップするのも良いかも？ 

     （50代 女性 西部） 

22 都内からの電車の往復割引切符の発売、レジャー施設とのコラボ、宿泊施設とのコラボ、無料駐車

場の設営。                                                     （50代 男性 東南部） 

23 アニメや漫画とのコラボ。         （50代 男性 西南部） 

 

著名人などを呼ぶ 

24 若年層に人気のある芸能人（歌手、芸人）を招待し、イベントを行う。（９件） 

25 八王子市にゆかりのあるタレントを呼ぶ。（３件） 

26 元ファンモンの加藤さんを呼んで音楽かトークショーを行ったらかなりの人が見込まれる。ただし

会場がごった返すかもしれないが。                          （30代 女性 中央） 

27 八王子出身のアーティストのイベントやライブ。おいしいものを集めてグルメイベント。ネットや

情報番組での周知。                                         （30代 女性 東南部） 

28 芸能人を呼んでみる。小さい子どもと一緒に行って楽しめるイベントを開催する。 

     （40代 男性 北部） 

29 有名人招待          （50代 女性 東南部） 

30 佳子様などの若手皇族の方々にもお越しいただく。                   （50代 女性 西南部） 

31 ガーデニング好きのタレントなど呼び、園芸講座を開く。お笑い芸人も招待する。 

     （60代 女性 北部） 

 

花とみどりに関するイベントを行う 

32 真面目に『緑化!!』を推すより、公園でこんなイベントをやります！たまにはカフェより芝生での

んびり！等、フェスっぽさを出す。市は違うが、立川の記念公園でよく行っているイベントのよう

に、緑化！よりも、これを機に公園を楽しんでみない？花や緑って良いよ？みたいに押しつけ感が

ない方が来場しやすいかなと思う。           （20代 女性 東部） 

33 子育て世帯の参加は大きいと思うので、子どもが楽しめるイベントの取入れや視覚から入るインパ

クトの利用。（花のじゅうたん等）                  （30代 女性 西部） 

34 ・子どもが参加できるイベントや教室を行う。 

・市内の子どもを対象にした、花に関するコンテストのようなものを行う。 

・夜に花のライトアップ等をしてイベントを行う。 

・秩父の羊山（ひつじやま）公園の芝桜のような規模の花畑をつくる。 （30代 女性 東南部） 

35 花をプレゼントし合うイベントを行う。フラワーアレンジメントを作ってカップルでお互いに花を

贈りあうとか、ミニポットの花を贈りあうなど。花言葉の書かれている花のカードを配る。 

                           （50 代 女性 東部） 

36 元観光大使として八王子の知名度を高めたファンキーモンキーベイビーズの「八王子純愛物語」に

でてくる店名、松姫、千人同心、鶴巻橋、織物会社等を回るスタンプラリーを「花とみどりの祭典」

に絡めて行うイベントはいかがか。                （60代 男性 中央） 



  

  

27 

 

モニター№ 

37 若者が参画したイベントを行うことが効果的だと思う。（学校や大学の文化祭や他行事とも重なり

やすい時期だが。）若者向け（山ガール含む）アウトドア講習、森林セラピー、草木染めの素材を

使った、あるいは花をイメージしたファッションショー、木や花の香りのアロマセラピー、エディ

ブルフラワーを使った（桑や茶葉なども）スイーツコンテスト、緑と花にちなんだ書物のビブリオ

バトルなど。                         （60 代 男性 中央） 

38 緑、花、植物で心がなごやかになった経験を文章化したり、弁論大会等で発表する。八王子の在来

種を大きく取り上げる。以前、緑化フェアを実施した土地に住んだ経験から、「未来を受け継ぐ子

どもたち」保育園、幼稚園、小学校、中学校に、プランター、一鉢栽培等で参加を。職員が忙しく、

子どもたちに十分指導ができなかった。高齢者は時間もたっぷりあり、活動する場を与えられると

会話する場が増え、家から出る機会もできるので、容易ではないが学校より高齢者の参加を多く。 

         （60代 女性 中央） 

39 若年層の人で園芸を楽しんでやる人は少ないので、家族で楽しめるような催しが必要では？ 

                          （70代 男性 中央） 

 

メディアを活用する 

40 ＳＮＳを活用して呼びかける。                                       （20代 男性 東南部） 

41 思わず写真を撮りたくなるようなイベントや飾りをして、ツイッターやフェイスブックなどのＳＮ

Ｓにあげるような企画をする。今の若者は、自撮りを撮ってＳＮＳにアップするのが好きだから。 

     （20代 女性 中央） 

42 若い人は写真を撮ってＳＮＳにおしゃれな写真をＵＰすることが好きなので、フォトブースをおし

ゃれにするとか、食事のイベントなどでひきつけられると思う。あとは八王子の遊び場のクーポン

（サマーランドの割引券とか）の配布も良いと思う。     （20代 女性 東南部） 

43 ヤフーのトップページ。                                           （50 代 男性 東部） 

44 大学が多いので、大学生が新しい斬新な企画を作って、ツイッターやブログ・フェイスブック、

YouTubeで拡散する。（京都大学で発注した 3,000個のプリンのように）今はこれが一番の良い方法

だと思う。年齢の高い人用には新聞、駅の広告など。         （50 代 女性 東南部） 

45 若い方たちによるイベント企画の創作が前提になると思う。そのイベントを友達の輪ではないが、

ツイッターやフェイスブックなどで広めていければ良いのでは。  （60代 女性 西部） 

46 スマホに小さな広告を出す。                                      （60代 男性 北部） 

 

体験教室を行う 

47 何か作って持って帰れるような物があれば良いと思う。      （10代 女性 中央） 

48 押花を使ったしおり、ストラップ作りなどをするコーナーをつくったら、親子で参加、楽しめるの

ではないか。（無料ではなく、材料費くらいは徴収すると、本当にやりたい人がやるので良いと思

う。）             （60代 女性 東南部） 

49 高校の生花の部活動での作品展示。（高校に限らず）プリザーブドフラワーの作品を作る。花でア

クセサリーを作る（生花でもドライフラワーでも）。          （60代 女性 中央） 

 

ダンスイベントを行う 

50 地元のダンスチームを集めてコンテストを行う。出演者の友だちや知り合いなどが集まってくれる

のではと思う。          （40代 女性 東南部） 
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51 ダンスをステージで行う。                                   （50 代 男性 中央） 

52 ダンス音楽イベントなど、若年が興味のあるイベントを行う。  （50代 男性 東部） 

 

来ないと思う 

53 若者とはどの位の年代を指すのかわからないが、そもそも高校生、大学生あたりは来るとはあまり

思えない。子どもができると来る可能性はあると思うが。  （40代 女性 西部） 
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メイン会場とサテライト会場を結ぶには、どのような手段が有効だと思うか聞いたとこ

ろ、「シャトルバスの運行」が８割近く（76.0%）と最も多く、次いで「バス・電車共通の

一日乗車券の設定」が４割台半ば（45.8%）であった。 

＜交通輸送＞ 

問８ メイン会場の富士森公園のほか、市内各地域にサテライト会場を設けます。メイン会場とサ

テライト会場を結ぶには、どのような手段が有効だと思いますか。   （○は２つまで） 

（n＝96） 

 
構成比（％） 

シャトルバスの運行 76.0 

バス・電車共通の一日乗車券の設定 45.8 

ウォーキングコースの設定 39.6 

自転車の活用 13.5 

その他  4.2 

無回答  1.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 駐車場の充実（２件） 

・ ベビーカーや車いすで行ける手段。 

・ 会場が分散しすぎ。マイカーに期待する。（駐車スペースに配慮） 

 

＜協働事業＞ 

問９ フェアでは市民の皆さんと協働して各種事業を運営したいと考えていますが、どのようなこ

とに参加したいですか。        （○は２つまで） 

（n＝96） 

 
構成比（％） 

まちをきれいにするための清掃活動 32.3 

フェアの運営全般にわたるボランティア活動 24.0 

サテライト会場、スポット会場での花壇づくり 20.8 

メイン会場での花壇づくり 19.8 

市の「みどりの保全基金」への寄附 18.8 

会場やまちの案内といったコンシェルジュ活動 12.5 

花に関する講座の講師  2.1 

その他  6.3 

特に参加したくない 19.8 

無回答  1.0 
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フェアを今後のまちづくりにつなげていくには、どのようなものが残るとよいと思うか

聞いたところ、「地域の花壇」が５割近く（46.9%）と最も多く、次いで「花時計等のモニ

ュメント」が２割強（22.9%）であった。 

 

 

【その他】 

・ 自宅周辺で、自分で出来ることに参加したい。 

・ 花の切手の展示。 

・ 今まで作ったことのないような素敵なアート作品を、一般の人が簡単に１時間位で作れる講座

など。 

・ 昔の風習の復活。昭和 40年代、祖母や母、ご近所の女性は家の前を毎朝掃いていた。個々人が

家の周りをきれいにし、その集合体でまちは整理整頓されていた。こんな風習、生活文化があ

れば、それを学びに来てくれるのではないか。日本の美徳復活に金をかけねばならないのは本

末転倒だが。 

・ 個人的な理由で参加できない。（２件） 

 

＜その他＞ 

問 10 フェアを一過性のイベントにするのではなく、フェアの取組を活かし、レガシー（遺産）

として今後のまちづくりにつなげていきたいと考えています。どのようなものが残るとよい

と思いますか。         （○は２つまで） 

（n=96） 

 
構成比（％） 

地域の花壇 46.9 

花時計等のモニュメント 22.9 

花づくりのボランティア活動 20.8 

花づくりを行う人材 18.8 

みどりの都市宣言 17.7 

フェアを記念としたイベント 14.6 

市民による記念植樹 10.4 

市内公園へ樹名板の設置  6.3 

市民の自宅を開放したオープンガーデン  6.3 

花づくりの相談所  4.2 

その他  8.3 

 

 

 

 

 

  

どのような事業運営に参加したいか聞いたところ、「まちをきれいにするための清掃

活動」が３割強（32.3%）と最も多く、次いで「フェアの運営全般にわたるボランティア

活動」が２割台半ば（24.0%）であった。 
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【その他】 

・ 花の名所公園の整備。 

・ 道路沿いの木々に樹名板をつける。 

・ 花づくりより普段の植え込み等の雑草処理の継続。 

・ テレビや雑誌などで取材として取り上げられるようなことでないとダメ。選択肢にあるイベン

トは考えが硬すぎて平凡過ぎる。 

・ 一軒だけとか特定の公園とかだけじゃダメ。地域全体を巻き込んだガーデンづくり。 

・ クリスマスのイルミネーションを競っている地域があるが、そのようなものであれば遠方から

でも見に来る。 

・ 日本の風習、生活文化。 

・ 一言で花と言っても、美しく保つのは本当に大変である。美しく手入れが行き届いていない花

は、逆に心が荒む。大々的に花を増やすのではなく、まずは小さなところから始めることが良

いのではないか。 

 

問 11 花壇づくりが行える地域の公園や市民活動の拠点となる市民センター等を、スポット会場

として検討しています。どのような場所がスポット会場になることが望ましいと思いますか。 

（自由記述） 

公園 

場所 理由 

小宮公園（２件） 広いし、何か花のスポットが作れるのでは。   （40代 男性 北部） 

緑が多く、広く、自然で良い。    （40代 女性 中央） 

陵南公園（２件） イベント会場に近いから。         （60代 女性 西南部） 

景観が良く、場所も広い。        （60代 男性 中央） 

長池公園（２件） 南大沢駅、堀之内駅からバスで行ける。広さが十分にあり自然体験が

できる。景観が良く、地域の住民も増加し、来場者が多くなりそう。  

                      （60代 女性 東部） 

緑が多く、きれいな池もあり、公園は土・日曜日は家族がいっぱい集

まる。                   （60代 女性 東部） 

公園 昭和記念公園のように。           （30代 女性 北部） 

小宮公園、道の駅（八王子） 八王子住民以外の方も立ち寄るところだから。 （40代 女性 北部） 

少し大きめの駐車場のある

公園 

私の近所でいえば、例えば宇津貫公園などは広くてきれいで、近隣の

人達の憩いの場になっていると感じるから。 （40代 女性 東南部） 

みなみ野付近の憩いの○○

公園（広聴課注：片倉つど

いの森公園と思われる。） 

せっかく広いのに、活用されていない。手を入れていないところほど

アレンジがしやすい。           （50代 女性 東南部） 

富士森公園 市役所に近いから。             （50代 女性 東部） 

片倉城址公園 京王線、横浜線２沿線あるため。      （50代 女性 東南部） 

３つの都立公園（滝山公園、

長沼公園、陵南公園） 

緑が豊かで、草花やバードウォッチングもできて自然を満喫できるか

ら。                   （50代 男性 東南部） 

大栗川公園 今まで会場となったことがないため。     （50代 男性 東部） 

中田遺跡公園 地域にある一番大きな公園に思えるので。   （60代 男性 中央） 
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場所 理由 

陵南公園＆浅川を利用した

エリア、陵南公園から高尾

山へのルートエリアなど点

ではなく、線で楽しめるエ

リアを作ろう。 

高齢者のウォーキングや若い方たち家族の１日中楽しめるコースづく

り。                    （60代 女性 西部） 

市内の大規模公園（サテラ

イト会場の６地域に各１か

所選定） 

北野台４丁目の中央公園 

市民の身近な公園で行うと参加しやすい。（記念に残るようなものを

含めて企画する。）            （70代 男性 東南部） 

駅 

場所 理由 

駅前、八王子駅南口の 

ロータリー（４件） 

普段生活していて社会人だと意外と公共施設に行く機会は少ないの

で、もっと普段の生活の身近な所の方が目に付きやすい。 

          （20代 女性 東部） 

場所は狭いが、人の目に付く良い場所だと思う。（30代 女性 中央） 

人が集まり目に付きやすい。        （30代 男性 東南部） 

八王子に訪れた人の目にすぐ止まる場所がわかりやすいので。 

                   （40代 女性 西部） 

南大沢駅周辺（２件） 住居などが他の場所より多く、小さい子どもが参加しやすいような気

がするため。                （20代 男性 中央） 

若い人が集まるので。            （50代 男性 東部） 

駅から近い広い場所か甲州

街道沿い（ならば歩ける？） 

バスの移動は本数もあまりなく、一度に人を運べない。時間が読めな

いので、電車で移動できることが望ましい。  （40代 女性 西部） 

駅の近くなど、外部の方も

見やすく行きやすいとこ

ろ。アウトレットなど商業

施設。 

イベント目的で八王子に来た方でない方もついでに見る、参加できる

ようにした方が良い！            （50代 男性 東部） 

駅コンコース。駅ホーム、

ホテル前の空きスペース。 

多くの人の行き交う場所に花一杯のコンテナを置く。 

                      （60代 女性 北部） 

交通の要所（駅など）にス

ポット花壇を作る（高尾山

口など） 

不特定多数（市外の人も含め）の周知効果がある。 

                      （60代 男性 北部） 
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交通要所 

場所 理由 

西放射線ユーロード（２件） 八王子の駅から近いので。         （60代 女性 西南部） 

市外の人への、市のＰＲの効果が大きいので。 （60代 男性 西部） 

遠くても良いので、何かし

ら公共交通機関が通ってい

る所 

そうでないと行けないし、行かないと思うので。 

                     （20代 女性 東南部） 

道路沿い 車移動の多い八王子。車窓から美しい花々を愛でるのも気持ちが良い

し、散歩やジョギング、仕事、通学時に花を見て心が和むので、公園

とかではなく、日常で鑑賞できるところに花があると良いと思う。散

歩は健康にも良い。一石二鳥！       （30代 女性 西南部） 

わざわざ出向いていくので

はなく、何かのついでに、

人がたくさん集まっている

から行ってみようか、とい

う感じで行けるような場所

が良い。 

若い人は特に、市主催の都市緑化はちおうじ、などというイベントに

わざわざ出向いていく人は少ないと思う。買い物や、何かのイベント

等のついでに寄れる場所が一番良いと思う。 （40代 女性 東南部） 

西放射線ユーロード 、道の

駅八王子滝山 、夕やけ小や

けふれあいの里 、高尾登山

電鉄清滝駅前 、片倉つどい

の森 、 南大沢駅前 

自然とまちと人の調和を一体的に表現するため。（50代 男性 西部） 

甲州街道 等 目立つ場所なので。             （60代 男性 西部） 

学校 

場所 理由 

小学校、中学校の 

花壇、校庭（３件） 

それによって子どもたちとの交流などが図れると思うので。 

                    （30代 女性 西部） 

広くて行きやすい。          （50代 男性 中央） 

近くにあって誰もが行ける。学校教育の１つとして花づくりをする。

                                   （60代 女性 中央） 

各大学、専門学校 若者の関心を引く１つのきっかけになる。また、各校の文化祭などと

合わせて行うことができると良いと思う。  （20代 男性 東南部） 

各学校など 若年層を取り込むため。           （40代 男性 北部） 

大通りに面した所に門のあ

る学校の門の所、駅の入り

口 

多数の人が見て楽しめる所なので。     （60代 女性 東南部） 
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市民センター・市施設 

場所 理由 

市民センター （３件） 市民センターは地域活動の拠点なので、今まで訪れたことのない人に

近くの拠点を知ってもらうためにも良いと思う。（50代 女性 東部） 

 地区の公共施設だから。           （60代 女性 西部） 

 市民全体参加意識を持たせることにより、理解させる。市民センター

が無い地域は集会場にも手を伸ばし、参加させる。（60代 女性 西

部） 

台町市民センター 記載なし                 （20代 女性 西南部） 

南大沢文化会館 庭も広く、駅からも近いこと。また、南大沢は花に関するイベントも

行っていて、イメージが重ねやすいため。  （40代 女性 東南部） 

市役所近辺（浅川の河川敷

等を花でいっぱいに） 

桜の時期、市役所の周辺は花見を楽しむ人が多くいる。集客が望める

し、イベントの開催も可能！        （50代 女性 西部） 

高尾山 

場所 理由 

高尾山周辺（２件） たまたま山登りに来た人を囲い込めるから。 （20代 女性 西南部） 

一番有名だから。        （30代 女性 東南部） 

高尾山をつなぐ道路沿い。 

甲州街道や高尾街道 

三ツ星となっている高尾山を目的に観光に来る人が多いが、その高尾

山をつなぐ道路を花やみどり豊かにしたらすてきだと思うし、観光者

は途中で足を止め、観光者が増える気がする。 （30代 女性 西部） 

その他 

場所 理由 

医療刑務所跡地 駅に近く、広いから。            （60代 女性 中央） 

小中学校や百貨店の屋上な

ど 

小中学校は子どもやその家族が参加しやすく、その後も子どもが学習

のひとつとして維持していけるのではと思う。百貨店の屋上は、買い

物客など広く色々な人に見てもらえると思う。（30代 女性 東南部） 

河原 多くの人の目にふれやすいので。       （40代 男性 東部） 

自治会や地域。スポットで

いうと駅とかコンビニとか

人が多く集まるところ。 

地域の公園はもともと緑化されているし、市民センターは市民活動の

拠点とは言えない。            （50代 男性 西南部） 

花に全く興味がない。 見当がつかない。             （60代 男性 西南部） 

道の駅八王子滝山から滝山

城跡 

記載なし                  （60代 男性 中央） 

白山神社町の広場 景観形成に向いているのでは？と思う。   （60代 女性 東南部） 

各公共施設・学校・駅前広

場・里山・高尾山 

八王子は広く、自然も豊かで、多くの人たちが参加できるようにあら

ゆる場所で開催してほしい。         （60代 女性 東部） 

記載なし ボランティア活動で長い年月継続することは難しいので、地域でそれ

ができるかどうかが重要だと思う。      （70代 男性 中央） 

八王子市別所、見附橋周辺

の広場 

見附橋周辺の一帯が公園で緑地が広く、多くの人が集まりやすい。 

                      （60代 男性 東部） 
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問 12 フェアの開催には、どのようなことを期待しますか。ご意見をお聞かせください。 

（自由記述） 

様々な年代が楽しめるものに 

1 年齢に関係なく、交流でき、楽しめる。緑や色とりどりの花がたくさんあって、きれいな景色。 

     （20代 女性 中央） 

2 地域のおじいちゃん、おばあちゃんなどと一緒に作業ができる環境。 （20代 男性 中央） 

3 住民みんなが何らかの形で参加できるようなフェアにしてほしい。   （40代 女性 北部） 

4 ペット（犬）と一緒に見に行ける対応にしていただけると嬉しい。  （40 代 女性 西部） 

5 大人も子どもも興味の持てるものにしてほしい。               （40代 女性 西部） 

6 親子で楽しめるような企画をしてほしい。小学生や小さな子どもも花について知り、親しむことが

できるようにすることによって、未来につなげていけるように思う。  （40代 女性 東南部） 

7 小さな子どもたちが楽しめるような馬や犬、猫、ヤギ他、小動物とふれ合えるコーナーがあればと

思う。みどりと動物はとてもよくマッチすると思う。花や木、森などと動物をテーマにした絵本を

販売してもすてき。                      （50 代 女性 西南部） 

8 高齢者の活躍、人材、能力を活かすこと。                          （60代 女性 中央） 

9 全ての年代の方々が集まり楽しめるように、開催前に交通利便性も考えた市民への周知徹底を図る。 

     （60代 女性 北部） 

10 これを機会に、花とみどりの名前をたくさん覚えたい。若者の参加を期待する。 

     （60代 女性 東部） 

11 花とみどりの下での地域コミュニケーション。      （60代 女性 東南部） 

12 多くの市民が花栽培の楽しさを実感できるように。（狭いスペースでもできること。） 

     （70代 男性 中央） 

きれいなまちになること 

13 会場周辺に捨てられていくごみの問題を解決されることを期待する。ごみを捨てている多くは若者

であり、参加を促すのであれば相応の対策が必要であると考える。   （20代 男性 東南部） 

14 住みやすいまちになりますように。                                 （30代 女性 西南部） 

15 花とみどりにあふれ、きれいなまちなみになること。                 （30代 女性 中央） 

16 市民一人ひとりが緑を大切にして、ごみが落ちていない都市になってほしい。（40代 男性 北部） 

17 市全体の緑化の進展。                                              （40代 男性 東部） 

18 お花がたくさんになるイメージで、とても素敵だと思う。前段階として、ゴミがないことを期待す

る。（以前、ゴミ拾いに参加し、非常に多くびっくりした。）    （40 代 女

性 東部） 

19 川沿いに季節の花を植え、ポイ捨てのないきれいなまち並みにしてほしい。 （50代 男性 東部） 

20 花とみどりで豊かなまちづくりをめざし、暮らしに息づく自然（人工的に造らないで）調和都市に

してほしい。                                             （60代 女性 西部） 

21 街路樹が雑草に覆われていたり、中にごみがポイ捨てされていたり。身近な緑を見直し、地元に関

心を持つきっかけになると良い。                        （60代 男性 中央） 

集客 

22 市外から来た来場者が、八王子の魅力を知ることができるようなイベントにしてほしい。（３件） 

23 多くの人が参加できるフェアになることを期待している。        （30 代 男性 東南部） 
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24 八王子にたくさん人が集まってより活性化すること。              （30代 女性 東南部） 

25 もっとこのフェアのことが多くの人に知ってもらえて八王子のまち全体が明るく、元気に活性化し

ていくと良いと思う。                             （30 代 女性 西部） 

26 最近の八王子はちょっと元気がないと感じていたので、これを機にたくさんの人達が八王子に足を

運んでくれると良いと思う。八王子の自然と緑を生かしたフェアになることを期待する。  

       （40代 女性 東南部） 

27 集客                                                               （60代 男性 西部） 

28 八王子市以外の地域から来た人、外人観光客も会場を見て回ることによって八王子のまちも知って

ほしい。                                                       （60代 女性 東南部） 

29 全国から東京八王子に、自然と緑と花を求めて来ていただけるよう、素晴らしいイベントを期待し

ている。八王子が大好き！と言えるようになりたい。        （60代 女性 東部） 

未来に残るものを 

30 最近の緑化は、元からあった樹木を切り、少しばかりの花を植え「緑化しました！」という本末転

倒感があるので、せっかく自然の多い八王子市が、そうならないよう、緑化というより、いかに今

ある物を残せるか、それがいかに大事かが伝わるフェアになれば良い。 （20代 女性 東部） 

31 一過性でなく続けられることをしてもらいたい。                     （50代 男性 中央） 

32 一過性のものではなく、継続して行えるイメージアップにつながること。ファッションのまちと謳

っていてもなんか古臭い感じがする。        50代 女性 東南部） 

33 八王子駅近くに大きな公園もない（作らない）市に、あまり期待もしていない。人の多く集まると

ころにこそ、緑と花が必要なのではないかと思う。一度限りのイベントに終わらず、これからのま

ちづくりを意識した起爆剤となってほしい。                （60代 男性 西南部） 

34 開催時だけではなく、継続して意識して緑化ができる仕組みづくり。   （60 代 男性 東部） 

35 一過性で終わらせず、それぞれの場所に行けば特定の花が楽しめるような花作りの里が生まれれば

良いと思う。                                                     （60代 女性 北部） 

36 フェアが終了した後に継続して、花や緑を手入れして、毎年、楽しめるようになる体制をつくる。

市の組織の中にその部門をつくる。                          （60代 女性 中央） 

37 一過性のものにお金を掛けず、モニュメントとなる「花の名所づくり」をしてほしい。（町田市の

薬師池公園、府中市の郷土の森公園のようなもの）片倉つどいの森公園などは花の名所に整備可能。

他の公園も検討。                                  （70代 男性 東南部） 

市の魅力をアピール 

38 八王子市の活性化・市外の人間の集客。                              （20代 女性 西南部） 

39 まずは告知が重要だと思うので、駅のロータリー、コンコース、セレオ内など人通りの多いところ

に告知することが必要であり、何か無料でもらえる券を各世帯に配布して、足を運んでもらうこと

が大切だと思う。                                 （30代 女性 中央） 

40 八王子の良さをアピールできるようにしてほしい。                  （30代 女性 東南部） 

41 八王子市は緑豊か、空気が美味しく、小鳥の鳴き声がさえずり、都内には無い自然を第一にアピー

ルでき、市民が増えていけば良い。                 （50代 女性 東南部） 

42 「花とみどり」によるにぎわいをつくりだし、『みどりの環境調和都市』として、市制 100 周年を

迎えた八王子の魅力を発信してもらいたい。                      （50代 男性 西部） 

43 学園都市として歴史史跡などの総合的なＰＲが出来ればと思う。   （60 代 女性 西部） 
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44 環境、特に自然に恵まれた八王子の地に、多くの若い世代の人に移り住んでもらうためのＰＲとな

るように。                                                      （70代 男性 東部） 

まちを花でいっぱいにする 

45 花やみどりは人間の心を豊かにし、治安維持も図れると思う。          （30 代 女性 西部） 

46 ○○の巾着田とか○○の芝桜のように、群生していると花はとてもきれい。毎年、八王子の○○に

行くと、○○の花がきれいだよと、後も全国に名の知られるようなフェアになると最高!! 

（広聴課注：○○は本人表記のとおり。）              （50代 女性 西部） 

47 現在の街路樹はイチョウを始めとして花を観賞できるものが少ない。また、道路の拡張に伴い小中

学校の桜の木が伐採されている所もある。新しく造成される住宅地や道路の街路樹には、将来桜な

どの花を観賞できるように植樹してほしい。また、公園や川沿いが桜や藤、アジサイなどの名所と

なるように植樹を行い、市外から多くの人が訪れるようにしてほしい。国道 16 号バイパスなどの

中央分離帯の植え込みは投げ捨てられたゴミで見苦しいので、花を植えて美しくしてゴミ捨てを抑

制してほしい。                                               （50代 男性 東南部） 

48 花壇・ガーデニングは何処にでもあるので、余程の規模でもない限りわざわざ見に来る人はいない

と思う。また、人口的な物なので一過性の印象も強い。むしろ市内に自生する山野草をアピールし

てこそ、八王子のオリジナリティーが出せるし、リピーターも期待できると思う。瑞穂町運営の「耕

心館」には野草の庭があり、小さな庭にもかかわらずに多くの人が訪れている。「耕心館」のよう

な、山まで足を運べない人などが、身近に山野草を楽しめるような施設・取り組みがあればと思う。 

     （50代 男性 北部） 

49 まず公共の施設が、季節を問わず花で一杯になると素晴らしい。   （60 代 男性 東部） 

50 カラフルな色合い。                                                （60代 男性 西部） 

他のイベントと同時開催する 

51 ガーデニングに役立つ知識を得られたり、食べたり飲んだりしながら、にぎやかに楽しめたら良い

と思う。                                                      （50代 女性 東部） 

52 観賞する花そのものはもちろん、花にまつわる本、映像、まんが、料理など花にちなむさまざまな

文化的テーマ・エンタメ的要素を加えた展示、催事の実施。       （50代 男性 東部） 

53 フェアを見に行って、たくさんのお花が見られたり、軽食を食べたり、催し物があったりで、家族

で１日いても飽きないような、楽しいフェアだったら良い。      （60代 女性 東部） 

54 八王子で採れるもので、特に美味しいものの紹介。      （60代 女性 西南部） 

55 食のイベント、音楽、大道芸、その他等を多く入れて、期間中飽きがこないこと。 

                                  （60代 男性 中央） 

税金を有効に使って 

56 押し売りにならないこと。                                        （40 代 女性 東南部） 

57 税金を有効に活用するように。一部の人たちだけのイベントにならないように。 

          （50代 男性 西南部） 

58 箱物をつくらないまちづくり。                                     （60代 女性 西南部） 
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広い地域で 

59 メイン会場だけのイベントではなく、八王子市全域で行うようにしてほしい。（50代 男性 東部） 

60 最寄駅は南大沢である。南大沢から富士森公園までのシャトルバスが運行されると便利。 

     （50代 女性 東部） 

その他 

61 それまでにもお花などに興味を持てることがあって、フェアを迎えられたら良いと思う。 

       （10代 女性 中央） 

62 八王子に限ってことではないが、高齢者が増えていく中で、安全で安心して暮らせるまちづくりに

つながっていくことを期待する。                         （50代 男性 西部） 

63 八王子の花、ヤマユリを変えるのか。変えないとしたら、この機会に市民の目に残る場所に多く植

えるべきである。現在、市の花を見ることが出来ない。           （60代 女性 西部） 
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全国都市緑化フェアは、毎年度、日本各地で 30 日以上にわたって開催され、新たな緑化施策の発信が期待

される歴史と伝統ある国内最大級の「花とみどりの祭典」です。 

 

１．開催のねらい 

（1）八王子市制１００周年（平成 29 年）記念事業の中心的事業 

市制 100 周年記念事業は、自然・環境、芸術・文化などの８つの分野で構成され、 

フェアは、その中の中心的な事業です。 

「花とみどり」によるにぎわいをつくりだし、『みどりの環境調和都市』として、市 

制 100 周年を迎えた八王子の魅力を発信するイベントとします。 

（2）「まちづくりの基本理念」（八王子ビジョン 2022）の具現化 

  みどりを身近に感じられ、快適に暮らすことができる環境や景観づくりに寄与するイベントとします。 

（3）市民協働による「花とみどり」の拠点の創出 

  多様な主体が協働し、身近なみどりを育み、学ぶことで市民の緑化意識を高めるイベントとします。 

２．開催テーマ 

（1）【全国都市緑化フェア統一開催テーマ】 

「緑豊かなまちづくり」  ～窓辺に花を・くらしに緑を・街に緑を・明日の緑をいまつくろう～ 

（2）【はちおうじフェア開催テーマ】 

自然とまちと人を結ぶ『みどりの環境調和都市』 

       花とみどりでめぐる「彩り」と「輝き」 … 見て、学んで、感じよう、はちおうじ … 

３．はちおうじフェアの基本理念・基本方針 

 【基本理念】 

八王子は、高尾山をはじめとする多くの山々に囲まれ、豊かなみどりと清らかな水が流れる潤いのある都市

です。まちの東西を貫く甲州街道など古くから交通の要衝として、織物のまち、学園都市として発展し、現在、

人口 58 万人の東京の中核的都市へと変遷しています。そして平成 29 年には市制 100 周年を迎えます。 

市制を施行した大正 6 年、人口は 4 万人ほどで、まちには里山や農地も多く、人と自然が共生した暮らしが

ありました。現在は近代的ビルが立ち並ぶ中にも、まちの周囲には豊かなみどりや水辺のやすらぎが残ってい

ます。このみどりという財産を大切に後世に引き継ぐことは、まちの魅力を引き出すだけでなく、まちの発展

や郷土愛を育むことにも繋がります。 

そこで、今回全国都市緑化フェアを開催するにあたり、都市における｢人｣と｢自然｣の新たな調和のあり方を

提案し、八王子ならではの｢みどりの環境都市｣を全国に発信します。 

【基本方針】 

（１）｢花とみどり｣の学びの場づくり 

市民・事業者など多様な主体が花とみどりに親しみ、緑化意識を高めるため、多世代にわたる学びの場を設

けます。 

（2）｢花とみどり｣によるにぎわいの創出 

市民、事業者など多様な主体が協働し、訪れる人たちとのふれあい、おもてなし、そしてにぎわいを創出し

ます。 

（3）｢花とみどり｣の景観形成 

市民・事業者など多様な主体が花とみどりに持続的に関わり合い、｢まちなかのみどり｣と｢自然のみどり｣を

保全・創出し、良好な都市景観を次世代に継承します。  

■全国都市緑化はちおうじフェア基本構想■ 
資料 
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４．はちおうじフェアの基本的事項 

（1）名 称  第 34 回 全国都市緑化はちおうじフェア 

（2）愛 称  公募 

（3）会 期  平成 29 年 9 月 16 日（土）～10 月 15 日（日） 30 日間 

（4）主 催 者 等  主催者：八王子市、公益財団法人都市緑化機構  提唱：国土交通省 

（5）実 行 組 織  第 34 回 全国都市緑化はちおうじフェア実行委員会 

（6）入 場 料  会場等は無料を基本 

（7）想定入場者数  今後、基本計画策定時に決定 

（8）シンボルマーク  市制 100 周年記念事業ロゴマークを活用 

（9）事 業 費  今後、基本計画策定時に設定 

５．主要行事 

皇室をお迎えしての｢全国都市緑化祭｣、開・閉会式等 

  

 

 

６．市民連携等の推進 

○市民連携：市民との協働による「花とみどり」をテーマとしたイベントを、各フェア会場に加えて

駅周辺や商店街等においても開催するとともに、体験楽習
がくしゅう

の取組を推進します。 

○企業連携：市内企業等との協賛・連携による「花とみどり」等の保全創造事業を推進するとともに、

八王子の魅力を活かした取組を推進します。 

○学術連携：市内大学等との連携による「花とみどり」の多面的効果を学ぶ機会を設けるとともに、

アートや暮らしに息づくまちのあり方を発信します。 

７．運営計画 

  基本計画策定後、個別にフェアの目的、理念を踏まえた「会場計画」、「広報宣伝計画」「会場運営計画」

「植物調達計画」「交通輸送計画」等の実施計画を策定、展開します。 

８．事業スケジュール 

 

 

 

 

 

 

  

全国都市緑化祭のご様子 式典・会場視察 

（浜名湖花博 2014 第 31 回しずおかフェア） 
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９．会場構成・会場展開イメージ 

会場構成は、メイン会場、サテライト会場、スポット会場の３構成とします。メイン会場は、多様な

主体が参加し、八王子の魅力をＰＲするフェアの中心的会場。サテライト会場は、市内 6 地域ごとに設

け、各地域の特徴を生かした会場。また、スポット会場は、多様な主体がそれぞれに活動する会場です。

また、各会場をつなぐことで、自然とまちと人の調和を一体的に表現します。 

名称・地域 場   所 会場コンセプト 

メイン会場 富士森公園 みどりの輝きエリア 

サテライト 

会場 

中央地域 西放射線ユーロード みどりのにぎわいエリア 

北部地域 道の駅八王子滝山 みどりと食の体験エリア 

西部地域 夕やけ小やけふれあいの里 みどりの健康体験エリア 

西南部地域 
高尾登山電鉄清滝駅前等 

南浅川 
みどりと自然の楽習

がくしゅう

エリア  

東南部地域 片倉つどいの森公園 みどりのコミュニティエリア  

東部地域 南大沢駅前 みどりの景観創造エリア 

スポット会場 
自然体験楽習

がくしゅう

、まちかど花壇、公共施設花壇、小中高大学等花壇、企業施設花壇等での

新たな花の名所づくり       ※具体的な場所等についてはフェア開催までに調整する。  

  

サテライト会場 

スポット会場 

メイン会場 

西南部地域 

東部地域 

北部地域 

東南部地域 

中央地域 

西部地域 

多摩川 

浅川 

八王子市全域での展開イメージ 

 

八王子の里山で「学び」 

の体験ができるｽﾎﾟｯﾄ会場 
「花とみどり」によりにぎわいを創出するｻﾃﾗｲﾄ会場  
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