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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 

74 71 23 18 97 89 

性 

別 

男性 30 28 11 8 41 36 

女性 44 43 12 10 56 53 

年 

 

代 

１８歳～２９歳 8 7 4 2 12 9 

３０歳代 13 13 1 1 14 14 

４０歳代 15 14 5 4 20 18 

５０歳代 12 11 9 8 21 19 

６０歳～６４歳 13 13 4 3 17 16 

６５歳以上 13 13 0 0 13 13 

地 

 

区 

中 央 
20 19 2 1 22 20 

（本庁地区） 

西南部 
7 7 5 3 12 10 

（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 12 5 5 18 17 

（元八王子･恩方･川口地区） 

東南部 
14 13 6 4 20 17 

（由井･北野地区） 

北 部 
8 8 2 2 10 10 

（加住･石川地区） 

                             （辞退者が３名生じたため、定員は 97 名。） 

※ アンケート実施期間：平成 2７年 12 月４日から平成 2７年 12 月 22 日まで 

※ 回収率： 91.8％（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などは、一部削除・修正した。 
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都市戦略部 広報課 

 

市政モニター第１回アンケート調査では、「市政情報の入手」についてお聞きし、情報の

入手方法、市が強化すべき広報手段ともに広報「はちおうじ」が上位でした。市では、広

報「はちおうじ」の発行のほかにも、インターネットやケーブルテレビなど様々な媒体を

活用して広報活動を行っています。 

今回のアンケート調査では、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、「広報媒体の周知度」や「市の提供する情報への満足度」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、次の広報媒体について知っていますか。知っている場合、市の提供する情報への

満足度はどのくらいですか。      （各項目○は１つだけ） 

       （n＝89） 

 知っている 

知らない 無回答 
満足 

ほぼ 

満足 
普通 

やや 

不満 
不満 

利用した 

ことはない 

広報「はちおうじ」 15.7 37.1 39.3 2.2 0.0  4.5  0.0 1.1 

市ホームページ 9.0 11.2 42.7 9.0 2.2 21.3  3.4 1.1 

ツイッター  1.1  1.1  4.5 1.1 0.0 37.1 53.9 1.1 

フェイスブック  0.0  0.0  2.2 1.1 0.0 40.4 55.1 1.1 

メール配信サービス 

（防災メールなど） 
 4.5  5.6 11.2 1.1 0.0 41.6 34.8 1.1 

ケーブルテレビ番組  3.4  2.2 15.7 6.7 2.2 31.5 37.1 1.1 

市制作の動画 

（You Tube） 
 0.0  0.0  4.5 0.0 0.0 28.1 65.2 2.2 

自治会・町会の回覧板  3.4  9.0 40.4 3.4 5.6 14.6 22.5 1.1 

ポスターやチラシ  2.2  7.9 47.2 4.5 2.2  7.9 27.0 1.1 

 

は項目内での最高値 

 

 

 

  

テーマ１ 「広報活動の満足度」について 
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問２ 市ホームページやツイッター、フェイスブックなど、広報「はちおうじ」以外の広報活動に

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） 

ツイッター、フェイスブックの活用を 

1 フェイスブックを初めて見たが、イベントや八王子の情報が結構載っていたことに驚き、すかさず

フォローした。「八王子市広報」という名前が少し堅い気がするので、もっとやわらかいイメージ

で、かつわかりやすい名前にしてはどうかと思う。     （20 代 女性 東南部） 

2 まず、市ホームページはデザイン的に見づらい印象を受ける。また、八王子は高齢の方が多いので、

広報「はちおうじ」は有効な手段であるとは思うが、ツイッターなどのＳＮＳは拡散力も高く、持

ち運びの面でも便利なのでどんどん活用してほしい。     （20 代 女性 西南部） 

3 機会がなく見たことがなかったが、動画や画像も見やすくて良いと思う。イベントや行事はたくさ

ん更新されると良い。        （30 代 男性 東南部） 

4 ツイッターもフェイスブックもコンパクトに必要な情報を含めて良くまとまっていると思う。私は

紙媒体で見ているが、スマホで情報を得る若い人には有効な手段だと思う。 （50代 女性 東部） 

こんな情報が知りたい 

5 みんながシェアするような内容になるともっと周知度が上がると思う。 （20代 女性 中央） 

6 都市計画図などを見られるようにしてほしい。    （30代 男性 中央） 

7 市内において交通事故発生の多いところや犯罪発生率の高いところを、市ホームページなどで大ま

かに地図検索できるようにしてほしい。市議会議員の政務活動費の詳細を市ホームページで公開し

てほしい。        （50代 男性 西部） 

8 意見を出す場の情報が周知されていない。例えば、医療刑務所跡地利用についての意見交換会につ

いて。        （60代 女性 中央） 

市ホームページを見やすくしてほしい 

9 私はツイッター、フェイスブックをやっていないので、市ホームページで情報収集する。私みたい

な方も多いと思うので公平に情報発信してほしい。   （40代 女性 北部） 

10 市ホームページは見づらいページがある。階層を深くしないでほしい。ツイッターやフェイスブッ

クは利用したことはない。      （40代 女性 西部） 

11 先日行われた「土砂災害に関する説明会」に参加する前に情報を見ようと思ったが、中々見つから

ず、結局は東京都のホームページまで見に行くことになった。また、当日も都のホームページにあ

る説明資料を抜粋してスクリーンに表示して説明するだけだった。年配者が多いのは事実だし、全

員に印刷して配るのもコストが掛かるのも確かだが、せめて都のホームページに資料があることを

市のホームページで知らせた方が良い。      （50 代 男性 東南部） 

テレビでＰＲする 

12 地上波テレビで放送する。        （60 代 女性 西南部） 

13 高尾山、八王子まつりなど、民放テレビで八王子市のＰＲ活動をしてほしい。（60代 男性 中央） 

紙媒体を拡充してほしい 

14 広報「はちおうじ」で十分役立っている。    （30代 女性 中央） 

15 パソコンなどを利用しない年配者のために、広報「はちおうじ」の文字を大きくしたり、見やすい

ように工夫してもらいたい。      （60代 女性 東部） 
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16 ＩＴに慣れていないので、広報の充実をお願いしたい。   （60代 女性 西部） 

17 ホームページはパソコンで見るが、ツイッターやフェイスブックは登録していない。年齢的にどう

やって使うのかわからないし、使うこともないので 広報活動は紙ベースを主としてほしい。 

（60代 女性 北部） 

18 どこにでも情報を持ち出して、必要な時に自由に見ることができるなど、紙面はやはり便利。 

（60代 男性 東部） 

19 若い人向けに、ホームページやツイッターなどの充実は良いと思うが、利用しない人向けには広報

を拡充（増ページ）していただきたい。    （70代 男性 中央） 

ツイッター、フェイスブックを利用していない 

20 利用していないので、わからない。     （30代 女性 中央） 

21 ツイッターやフェイスブックなど、高齢者にはほとんど不明と思う。高齢者の住まいなど、市と通

じているタブレットみたいな物があると良いのではないか。  （40代 男性 北部） 

22 見たことがない。まず存在すること、何の役に立つのかを知りたい。 （50代 男性 東部） 

23 自分にとって身近に感じない。     （50代 男性 中央） 

24 パソコンは時々調べ物をする時に使う。携帯はガラケーなのでツイッター、フェイスブックの使い

方もわからない。         （60 代 女性 東南部） 

その他 

25 たくさんの情報があふれている最近では、自ら情報を求めにいかないと入ってこないと思う。困っ

た時や迷った時にしか調べない。     （50代 女性 東部） 

26 パソコンなどを使わない年代の人の方が多いのではないか。どちらかと言えば私もそうである。イ

ベントなどを各地で開催したり、広報内容によって年齢別に講演など見てもらうという考えから、

見せていく・アピールしていく・聞かせていくという積極的な広報を！ （50代 女性 西部） 

27 気象の注意報や警報など防災関連の情報では、多摩市役所からの情報が早く届くことが多い。 

（60代 男性 中央） 

28 バス停、病院、道の駅などに、市関係のポスターを貼ると情報提供に役立つと思う。 

（60代 女性 西部） 
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健康部 健康政策課 

 

私たちにとって、「食」は生涯を通じて、健康で活き活きと暮らすために欠かせない大

切なものです。 

市ではこれまで、市民の皆さんが健全な心身を保ち、豊かな人間性を育むことができる

よう「八王子市食育推進計画」を策定し、『食育（※）』を総合的かつ計画的に推進して

きました。計画期間の終了年となる本年度は、現在の計画の評価を行うとともに、食をめ

ぐる新たな現状や課題に対して、第２期計画を策定し、さらなる食育の推進に取り組んで

いきたいと考えています。 

市民の皆さんの食育についての関心や、日ごろの食生活などについてお聞きし、本市の

食育に関する施策や事業を推進する際の資料として活用します。 

 

 

  

テーマ２ 「食育」について 

※ 『食育』とは… 

 食は生きるうえで欠かせないものです。食育は、様々な経験を通じて「食」を選択す

る力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることとされています。 

食育は、知育、徳育及び体育の基礎となるもので、概念は以下のとおりです。 

  （１）食に関する基礎の習得 

     ・マナー（姿勢、食べる順序 配膳 箸） 

・食前食後の挨拶習慣 

 ・食を通じたコミュニケーション 等 

  （２）食に関する基礎の理解 

     ・自然の恩恵、感謝   

・食文化    

・食料事情 等 

  （３）食に関する知識と選択力の習得、健全な食生活の実践 

     ・食の安全性 

     ・食生活、栄養バランス  

     ・規則正しい生活リズム 等  
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問１ 以下の食に関するテーマ・問題等について、どの程度関心がありますか。 

   （各項目○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
とても関心 

がある 
関心が 
ある 

あまり関心 
がない 

関心が 
ない 

 子どもの心身の健全な発育・維持 48.3 33.7 10.1 7.9 

 食生活の乱れ 41.6 52.8  4.5 1.1 

 働き盛り世代の肥満 29.2 46.1 21.3 3.4 

 若者の過剰なダイエット 25.8 36.0 29.2 9.0 

 生活習慣病（糖尿病や高血圧など）の増加 48.3 37.1 12.4 2.2 

 食品の安全性 62.9 34.8  2.2 0.0 

 和食や伝統食・行事食の伝承 32.6 51.7 12.4 3.4 

 地産地消 36.0 44.9 18.0 1.1 

 食べ残しなど大量の食品廃棄物について 38.2 50.6 11.2 0.0 

 自然の恩恵や食に対する感謝の念 30.3 49.4 20.2 0.0 

  

は項目内での最高値 

 

問２ 食事の時、以下の項目についてどの程度実行していますか。  （各項目○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
いつも 

している 
時々 

している 
ほとんど 

していない 
していない 無回答 

 食事のあいさつをする 
（いただきます・ごちそうさま） 

61.8 29.2  1.1 7.9 0.0 

 主食・主菜・副菜をそろえてとる 57.3 31.5 9.0 1.1 1.1 

 腹八分目を心がける 30.3 43.8 20.2 5.6 0.0 

 野菜類を十分にとる 47.2 40.4 11.2 1.1 0.0 

 偏食をしないようにする 37.1 47.2 14.6 1.1 0.0 

 脂質をとりすぎないようにする 34.8 40.4 22.5 2.2 0.0 

 塩分をとりすぎないようにする 39.3 33.7 23.6 3.4 0.0 

 間食のとりかたに注意する 25.8 43.8 23.6 6.7 0.0 

 

は項目内での最高値 
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問３ 外食をするとき、飲食店を選ぶ以下の選択基準についてどの程度重要視していますか。

                              （各項目○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
とても重要視
している 

重要視 
している 

あまり重要視
していない 

重要視 
していない 

評判（SNSなどからの情報）  6.7 41.6 41.6 10.1 

野菜が多いメニュー 13.5 31.5 43.8 11.2 

カロリー控えめや減塩などに配慮したメニュー 12.4 25.8 47.2 14.6 

栄養バランスのとれたメニューがある 10.1 36.0 41.6 12.4 

分煙・禁煙対策 53.9 24.7 16.9  4.5 

価格 36.0 47.2 13.5  3.4 

清潔さ 53.9 42.7  3.4  0.0 

接客態度 37.1 52.8 10.1  0.0 

 

は項目内での最高値 

 

問４ 健康のために、1 日に必要な野菜摂取量は 350g以上（成人の場合）ということを知ってい

ますか。                            （○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

知っている 56.2 

知らない 43.8 

 

 

 

 

 

  

健康のために、１日に必要な野菜摂取量は 350g 以上（成人の場合）ということを知って

いるか聞いたところ、「知っている」が６割近く（56.2%）、「知らない」が４割強（43.8%）

であった。 
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問４－１ 「第２期八王子市食育推進計画策定」に伴い、子どもを含む市民を対象にアンケート調

査を行ったところ、「野菜を苦手とする子どもが多い」「野菜を意識して食べている 30～

50歳代男性が少ない」、という結果がでています。 

市民の皆さんが今よりも野菜を食べるようになるには、どのような取組やきっかけが必

要だと思いますか。                     （自由記述） 

 

食べ方を工夫する 

1 アレンジ料理を食べる。私は野菜ジュースで苦手意識を克服した。 （10代 女性 中央） 

2 野菜を摂るためには、まずおいしいと思ってもらう必要があると思う。味付けを工夫する。今の子

たちは、ドレッシングなどで野菜がおいしいと感じる子がいるようなので、まず食べておいしいと

思えるきっかけを探すことも大事かなと思う。    （20代 女性 中央） 

3 野菜ジュースを飲むことを推進して、野菜を食べるきっかけになれば良いと思う。 

（30代 男性 西部） 

4 ドレッシングの種類を増やしてほしい。    （30代 男性 中央） 

5 野菜の味が出ないように調理すれば良いと思う。   （30代 女性 中央） 

6 苦手な野菜を混ぜ込む調理法などを工夫して、子どもの苦手な野菜を減らしていく。 

（40代 男性 東部） 

7 おいしく食べられる料理の仕方の研究。手軽につくれるもの。     （40代 女性 東南部） 

8 お肉と一緒に料理して、野菜を絡めてしまう。      （50 代 女性 東南部） 

9 食べやすい料理レシピの工夫。        （50代 男性 西南部） 

10 野菜の調理法を工夫し、本来のうまみ、香りなどを引き出す。見た目の彩りなど。 

（50代 男性 西部） 

11 料理の仕方の工夫で、苦手だった野菜は食べられると思う。  （50代 男性 東部） 

12 「嫌いだ」と言っている方に無理に食べてさせる必要はないのでは。子どもの場合も、大人になる

につれいろいろな体験やきっかけで食べられるようになるもの。今は野菜ジュースやスムージー、

サプリメントなどもある。気楽に対応したら良いと思う。  （50代 女性 東部） 

13 子どもの場合は野菜（ピーマン、にんじん）独特のにおいなどから苦手意識を持つ場合が多いので

は。形、においを隠しながら食物に入れておく、または逆に野菜独特の栄養についてしっかり理解

させていく。男性は外食で偏りがちになってしまう。おいしく食べる調理方法を知らない男性のた

めの野菜を使った料理教室を開くとか。    （50代 女性 西部） 

14 生食ではなく、ゆでて食べる。旬の野菜、地場野菜といったおいしい野菜を食べる。 

（50代 女性 西南部） 

15 ファストフードなどの外食を避け、家で野菜の料理を工夫する。    （60 代 女性 西南部） 

16 野菜から食べると血糖値の上昇をおさえるので、野菜を食べよう。   （60代 女性 西南部） 

17 食事にあたって、最初に野菜を摂ることを家族で申し合わせておき、一家みんなで揃って食べるよ

うにする。個人の食事でも最初に野菜類を摂ることを決めて実行する。  （60 代 男性 東部） 

18 偏食の激しい私の考え。偏食は、味覚や臭覚より「視覚」で判断してしまう。「食べず嫌い」という

言葉もある。したがって「理屈」ではなく、視覚で判断出来ないくらいに細かく切り刻んで、少量

ずつ他の食材と混ぜて食べさせる他に方法はない。偏食を克服した体験談を募り、特に若い母親対

象の料理教室や講座の際に啓発する。リーフレットなどの作成も行う。 （70代 男性 東南部） 
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野菜の大切さを伝える 

19 なぜ野菜を摂らないといけないのかなどを説明する。   （20代 男性 中央） 

20 野菜を食べないとこんな病気になる、またはこの野菜を食べるとこんな効能があるなど、お知らせ

ポスターを貼る。         （30 代 女性 西南部） 

21 野菜を摂ることによって、体調がどのように変わるかを数値などで表すと大人は考えるかもしれな

い。        （40代 男性 北部） 

22 野菜を摂らないと病気になるなどのアピール。人気メニューに野菜をたくさん入れる工夫をする。 

（40代 女性 東南部） 

23 健康維持や病気予防に野菜が重要であることをもっとわかりやすく伝える。飲食店でもっと野菜料

理を増やしていく。       （40代 女性 北部） 

24 野菜を摂らない結果がどうなるのかを、イメージできるような情報を知らせる。 

（50代 女性 中央） 

25 野菜を意識して食べていない 30～50 歳代男性にむけては、毎年健康診断を受診し、各数値の推移

を本人だけではなく、奥さんにも知らせる。５年毎か 10年毎に人間ドックを受診する。過去デー

タからの推移を見られるようにする。このまま放置すると将来こうなりますよ」という予測があれ

ばなお良い。         （50 代 男性 東南部） 

26 野菜の身体への影響を正しく理解する。    （50代 男性 西部） 

27 料理を作ってくれる母親から、野菜を食べる大切さを意識してもらい、子どもにもわかってもらう

ようにする。       （50代 男性 中央） 

子どもの頃からの体験・教育が大事 

28 子どもの頃からの教育が大事。     （30代 男性 中央） 

29 小さい時から野菜を食べる習慣をつける。野菜を作ったり、調理をしたりして野菜に楽しく触れる

機会を増やす。自分が作った野菜は喜んで食べる。     （30 代 女性 東南部） 

30 学校などで食育に関する授業の拡大を行う。    （30代 女性 西部） 

31 子育てを保育園任せにしないで、家庭や家族で楽しく食事をすれば良いと思う。家庭菜園などで、

自分で野菜を育てて食べることも子どもの野菜への興味につながるのではないか。 

（40代 女性 西南部） 

32 野菜を苦手とする子どもにむけては、甘い味付けやバターを使用することにより「おいしくない感」

をなくす。親が積極的に野菜を摂取し、目の前でおいしそうに食べる。 （50代 男性 東南部） 

33 食物の好き嫌いは幼少の頃からの食の体験からだと思う。できるだけ幼児期からいろいろな野菜を

食べる機会を与えたい。野菜を中心にした料理教室を、小さな子どもを持つ若い母親に向けて開催

したい。          （60 代 女性 東南部） 

34 子どもの時からの「食育」がとても大切。親が愛情をもって、野菜を多く取り入れた手作りの料理

を食べさせること。ファストフード好きにならないように。  （60代 女性 北部） 

35 年月はかかっても地道に野菜の必要性を説く。具体的には幼少子育て家庭への教育。小学校での教

育。        （60代 男性 中央） 

36 苦手とする子どもが多いのは幼少期から食べさせていないから。親がその気になれば子どもは変わ

るが親（20～40 代）を変えることは難しい。学校給食のメニューが大事、また、季節毎に野菜を使

った料理を広報などでＰＲする。     （70代 男性 中央） 
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店舗で野菜メニューを展開する 

37 調理方法や味付けで予想外のおいしさになることが多いので、おすすめのレシピなどを公開したり、

「八王子ラーメン」や「八王子ナポリタン」のように飲食店で野菜メニューの展開をしたりするの

も意識づけになると思う。        （30 代 男性 東南部） 

38 野菜を使ったメニューを、販売店で紹介すると良いのではないか。   （30代 女性 東南部） 

39 コンビニでバランス食（八王子食）のお弁当を売る。     （30 代 女性 西南部） 

40 飲食店で野菜を「350ｇ」摂れるメニューなどがあるが、そのようなメニューがあるお店がもう少

し増えると良いきっかけになるのではと思う。    （30代 女性 西部） 

41 はちおうじヘルシーメニュー登録店のようなお店がもっと増えたら良いと思う。現在登録されてい

るお店も知りたい。       （40代 女性 東部） 

42 コンビニのお弁当、ファミレスなどでもっと野菜を増やすべきだと思う。 （40代 女性 東南部） 

43 サラダや野菜の煮物などを、給食・レストランの副菜として安価で多くとり入れる。 

（50代 男性 東部） 

44 肉、魚などのメイン料理に必ず野菜料理を盛り合わせる。一皿盛り（ワンプレート）にして、外食

店などで出す。       （60代 女性 北部） 

45 外食で手軽に野菜を食べられる環境をつくる。例えば、おかず中心の定食屋など。今、外食をする

人は多いが、外食の食品別だと、炭水化物→脂質・タンパク質→野菜類（特に緑黄色）の順に奥ま

っている。それを売りにしている食堂もある。炭水化物が食べ放題で、野菜が摂れないところもあ

るが、良い店もある。昔に比べ、外食する機会は増えたが、テレビ、ネットの話題性で食事を選び、

地味なおかず屋定食がぐっと減った。     （60代 男性 北部） 

野菜の大切さを広報する 

46 メールなどで野菜の大切さについて送信する。イベントなどを開催して、野菜を食べてもらう。回

覧などでわかりやすく野菜の良さを教える。（月ごとに特集などを組む（年間 12品目）） 

（40代 男性 北部） 

47 外食の機会の多い 30～50歳代男性は、レストランや定食屋などに、野菜の大切さを知ることがで

きるポスターや表などを貼ってもらうと良いと思う。（野菜と健康の関係がわかるものが良い） 

（40代 女性 東南部） 

48 積極的に効用効果を広報する。      （50代 男性 西部） 

49 野菜食をアピールした大きなポスターを駅、地域掲示板などに貼る。 （50代 女性 中央） 

50 市内の飲食店にも、野菜が採れるメニューを入れて「はっちくんのマーク」を付けたりしているよ

うだが、現在約 50店舗が登録では少なすぎる。私は見たことがない。店内に「はっちくんのマー

ク」のポスターを貼るなどもっと宣伝しないと普及しないと思う。広報などでも、お店紹介をした

りもっとＰＲしないと増えていかないと思う。子どもには幼稚園や小学校の給食メニューを工夫す

る。その給食を食べる前に野菜の栄養や栽培について絵やイラストなどで説明し、子どもが野菜に

興味を持つようにする。      （50代 女性 東部） 

51 今までの保健所の看板による啓蒙はもちろん、ヘルシーメニュー店への登録促進を、広報に写真入

りで紹介しても良いと思う。      （60代 女性 中央） 

52 30～50 代会社員には、社員食堂の協力をあおぐ。社内報を利用しての周知など。 

（60代 男性 中央） 
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53 病院、医院に栄養士を常駐し指導する。保健所での指導、どの野菜をどれくらい摂れば良いかのわ

かりやすい表やチェック表を配布する。    （60代 女性 中央） 

54 市、企業、団体などの側面的な指導協力と推進。   （60代 男性 東部） 

地元野菜をアピールする 

55 地産地消のイベントやキャンペーンを行うと良いのではないか。市内の飲食店と協力して「八王子

市の〇〇さんが育てた野菜」のような感じで売り出して提供するなど。 （20代 女性 西南部） 

56 ＪＡやスーパーで八王子産の野菜をよく見かけるが、もっと数を増やして身近に安く手に入るとみ

んなよく食べるようになると思う。     （40代 女性 北部） 

57 地元・農家の行商。市が推進していることが伝わるような定期販売を行う。（50代 女性 東南部） 

58 地元野菜を積極的にアピールすることから始めたらいかがか。例えば、さくら祭り、いちょう祭り

などで販売することにより、農業支援と市民の健康増進を図る。  （60代 女性 西部） 

59 八王子はラーメン屋が多いので楽しい。八王子ラーメンと八王子産の野菜を盛り沢山入れたラーメ

ンを考えてほしい。       （60代 男性 中央） 

60 八王子産の野菜が手に入りやすいようにする。家庭菜園を増やす。   （60代 女性 東南部） 

61 公立学校に通っている子どもたちは、給食でかなり多くの野菜を使った料理を食べていると思う。

ただ、食事を提供する保護者の意識改革を行うには野菜類、特に地元野菜類を簡単に手に入れる場

所（店、庭先販売）を多くする。子ども会で廃品回収をやっているように、地元農家の協力をいた

だき、収穫・種まき、その他畑の手入れなどに参加させ、食へのつながりを持たせる。 

（60代 女性 中央） 

62 スーパーにおいしい地場野菜コーナーを設けて市民にアピールし、購入してもらうようにする。市

内のスーパーでは、恵泉女学院で栽培しているきのこを宣伝販売している。（学生が売り場に立っ

ている日もある）そういえば八王子の野菜コーナーもあった。良いことだと思う。 

（70代 男性 東部） 

農業を体験する 

63 市民が気軽に農作業を体験できる機会があれば良いと思う。自分が子どものころ、幼稚園で市内の

サツマイモ畑に収穫体験をしたことや、田舎で農作業を手伝った経験が野菜を身近に感じるきっか

けになったので。         （20 代 女性 西南部） 

64 小学校などの教育の一環で農業体験を授業に取り入れる。    （30 代 女性 西南部） 

65 子どもたちには、学校などで市場やスーパーマーケットなど野菜を扱う身近な場所に見学へ行き、

その場所で食育を行うような活動ができると良いと思う。    （40 代 女性 東南部） 

66 子どもは畑で野菜をとり、そのままとった野菜を食べておいしいと思わせれば食べるようになるの

では。        （40代 男性 北部） 

67 地区ごとに分けて、芋掘りなどを行い野菜とふれあう。土地を貸し出して自ら野菜を作る。 

（40代 男性 北部） 

68 課外事業などで農業体験などを行い、興味を持たせることが必要と思う。 （50 代 男性 西部） 

69 子どもたちは、自分で野菜を育てる経験や収穫を手伝う体験をすると、野菜に興味が湧くと思う。 

（60代 男性 中央） 

70 学校教育の中で保健教育、給食調理実習また理科教育の中で野菜を育て、調理実習や給食はそれを

材料とすることで、系統立ててどの学年でも食につなげるようにする。それを家庭に持ち帰り、話

題にしたり料理を再現してもらうようになれば良いと思う。  （60代 女性 中央） 
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野菜を買いやすくする 

71 野菜の価格を下げる。食べたくても高すぎてそこまで気を使えるほどではなく、野菜の購入が難し

い。        （20代 女性 東部） 

72 野菜が高いので、安く買えればもっと積極的に食べるようになると思う。旬の野菜を使ったメニュ

ーなどを（八王子産だともっと素敵）ＳＮＳに上げると、野菜に対する関心が湧くと思う。 

（20代 女性 中央） 

73 一人暮らし用のプチ野菜セットをスーパーで販売する。例えば…玉ねぎ１/２、人参１/３、ほうれ

ん草２束、じゃがいも１個、しいたけ２個、ミニトマト３個を「１日に１袋食べよう！セット」な

どとして。          （30 代 女性 西南部） 

74 スーパーの野菜の価格をおさえる。野菜を使った料理のフードフェスをやる。（30代 女性 北部） 

75 安くておいしい野菜の供給を行う。スーパーの野菜は高くて不味く野菜が嫌いになる。 

         （50代 男性 東部） 

76 野菜を安くする。補助金（寄付）などで野菜デイを月に数回設ける。 （50代 男性 西部） 

77 少人数の家庭でも買いやすいように、いろいろな種類の野菜をパック詰めにして、売り出す。八王

子産の野菜や果物をミックスジュースとして売り出す。   （60代 女性 西部） 

78 野菜の安定した価格。簡単な料理法。     （60代 男性 西部） 

レシピを作成する 

79 野菜を使った料理のレシピを公開する。野菜の価格、野菜のスーパーでの売り方（彩りとか）、野

菜の良さを知るセミナー、地産地消で新鮮で身近で安全で生産者との距離が近いと信頼感も上がっ

て楽しい。          （20 代 女性 東南部） 

80 手軽に野菜が沢山摂れるようなレシピの考察、紹介。   （30代 女性 中央） 

81 嫌いな野菜のアンケートを行い、ワースト 10の野菜が食べやすくなるレシピを配付する。 

（30代 女性 西南部） 

82 手軽においしく食べられる料理方法を周知する。   （40代 女性 西部） 

83 年齢や家族構成に合わせた料理本を作成して、各家庭に配布してはいかがか。（60代 女性 西部） 

食のイベントを行う 

84 公園や八王子駅前など、人の集まりやすい所で新鮮な野菜を販売するイベントを定期的に行う。価

格は安めで。（マルシェなどおしゃれな感じで）      （30 代 女性 東南部） 

85 市主催のイベントなどで、おいしく食べられる野菜の調理方法などを教えたり、実際に試食などで

食べられたり出来れば良いと思う。     （40代 男性 西部） 

86 市で収穫された野菜などの試食イベントや料理教室などがあると良いかも。 （60代 女性 東部） 

給食の献立にする 

87 「給食がおいしいまち！八王子」のキャッチコピーで今以上に食が楽しくなるメニューを給食で出

す。          （30 代 女性 西南部） 

88 子どもに対しては、中学校も給食にする。    （40代 女性 東部） 
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問５ 市には、様々な郷土食（※）があります。食育の視点から郷土食を広く伝えていくために、

どんな方法や催し物があれば良いと思いますか。               （自由記述） 

 

※ 八王子の代表的な郷土食 

・ 糅飯（かてめし）…大勢の人が集まった時に振る舞われたまぜごはん 

・ やきごめ…大豆が入ったおこわ 

・ 煮だんご…小麦粉を水でこねた団子を入れたすいとんのようなもの 

・ たらし焼き…小麦粉を水で溶いて焼いたもの ※醤油をつけて食べる 

イベントでアピールする 

1 屋台のようなお店があったら良いと思う。    （10代 女性 中央） 

2 お祭りやイベント、道の駅などで無料配布する。   （30代 男性 西部） 

3 市の郷土食は認知されているだろうか。日常的に食べるようにならないと広まらないと思うので、

イベント時に振る舞ったり、レシピの公開が必要。     （30 代 男性 東南部） 

4 ゆるキャラを呼んで、子どもが興味を持つイベントにすると人は集まる。 （30 代 女性 中央） 

5 八王子の郷土食を初めて知った。周知度が低いと思う。駅前で試食会とか、お祭りでの試食会。 

（40代 女性 東南部） 

6 催し物がある時にもっとアピールする。      （40 代 女性 東南部） 

7 郷土食を伝えていくための催しではなく、「全国都市緑化はちおうじフェア」などの催し物の時に

振る舞えば良いのではないか。       （40 代 女性 西南部） 

8 炊き出しのような感じで、イベント時などに無料で配布する。    （40 代 女性 東南部） 

9 郷土食の存在自体を知らない。学校の文化祭などで供給するブースを出す。 （50代 男性 東部） 

10 イベントなどの開催時に市のブースを作り、郷土食の試食をすすめる。  （50 代 男性 西部） 

11 人が多く集まる場所で試食会をやってみる。    （50代 男性 東部） 

12 各イベントで紹介するしかないと思う。調理方法を見せていくことが大事。私自身も 50 年近く八

王子に住んでいるが知らない。     （50代 女性 西部） 

13 市で催し物がある時にコーナーを作って郷土食の試食をしてもらう。市で主催して料理教室を開く。 

（60代 女性 東南部） 

14 四季の行事などで試食コーナーを作り、食べていただいたらいかがか。私は郷土食があることを知

らなかった。       （60代 男性 中央） 

15 八王子のイベント時には、それぞれ出店して広く味わってもらう。やはり人出が見込まれる桜の季

節に郷土食を味わってもらうイベントは楽しそう。   （70代 男性 東部） 

郷土食イベントを開催する 

16 フェスなどで大きく見せていく。フェイスブックやツイッターなどで広めて若者に身近に感じて知

ってもらうことが大事だと思う。       （20 代 女性 東南部） 

17 食育フェスタなどをアクセスの良い駅前や人の多い場所で行う。市内のイベントに郷土のブースを

出す。        （20代 女性 東部） 

18 Ｂ級グルメならぬ郷土グルメのイベント。      （30 代 女性 西南部） 

19 食育フェスタで郷土料理の試食コーナーがあれば利用したい。  （40代 女性 北部） 
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20 イベントなどで振る舞う。八王子だけではなく周辺の郷土食を集めたグルメのイベントを行う。 

（30代 女性 東南部） 

21 Ｂ級グルメ大会を広場で行い、みんなに食べてもらう。   （50代 男性 中央） 

22 郷土食まつりなど、食を中心としたイベントを四季折々に行う。    （50 代 女性 西南部） 

23 私自身も八王子の郷土食は知らなかったので、市内の公園などで、Ｂ級グルメや食フェスのような

イベントを年 1回だけでなくもっと開催する機会を増やす。場所も富士森公園だけでなく、何か所

か分散して開催してほしい。学校の運動会などで、子どもと親がいっしょに郷土食を作って食べる

機会を設ける。       （50代 女性 東部） 

広報等で周知を行う 

24 知らない方が多いと思うので、まずは広報などでもう少しアピールして「知ってもらう」ことが大

切ではと思う。（八王子ラーメンなどのように）    （30代 女性 西部） 

25 広報「はちおうじ」などで、郷土食を作るイベントなどの開催・宣伝。 （30代 女性 中央） 

26 メディアなど効果の高いプレゼンを行う。    （40代 男性 東部） 

27 レシピを市役所のＨＰで公開      （50代 女性 中央） 

28 広報「はちおうじ」で地元の農業の方の野菜を紹介したり、野菜中心のメニューをお知らせしたり

する。        （60代 女性 東部） 

29 八王子出身者ではないので、たらし焼き以外は知らなかった。市広報などで作り方を紹介したら良

いと思う。        （60代 女性 西部） 

30 広報などに郷土食の作り方＆食べられるお店を何回か繰り返し紹介する。 （60代 女性 西部） 

郷土食を作る体験 

31 学校の調理実習などで作る。（２件） 

32 小学校の授業で、地域の高齢者の方を呼んでみんなで調理実習を行う。 （20代 女性 西南部） 

33 市運営のクッキング体験（イベント時？）で郷土料理の作り方や食べ方を教えたら良いと思う。 

（30代 女性 西南部） 

34 郷土食の作り方講習会の開催。     （50代 女性 中央） 

35 郷土食を作るイベントを開催する。     （50代 女性 中央） 

36 郷土食を作れる人に学校に来てもらい、子どもと一緒に作る。学校公開時に開催し、父母に参加し

てもらえば良いと思う。      （60代 女性 中央） 

37 体験できる機会づくり。      （60代 男性 東部） 

お祭りで振る舞う 

38 八王子まつりなどで配る。      （30代 女性 北部） 

39 やはり、郷土食に親しむ機会が必要。八王子まつりなどの大きなイベントの中に郷土食を食べるこ

とのできる場やブースなどを組み込むことが効果的ではないか。    （40代 女性 東南部） 

40 芋煮会のように大規模に行う。いちょう祭りなどでブースを設けて安く提供する。 

（50代 男性 西部） 

41 東北地方のいも煮会のように、八王子まつりなどの時に集まった人たちに振る舞うようなことをす

れば良い。        （60代 女性 北部） 

42 梅まつり、お花見、初詣などの催しの際に「郷土食」と広報して提供してはどうか。八王子に住ん

で 20年以上になるが、これらの郷土食を知らなかった。   （60代 男性 中央） 
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43 八王子まつりや、いちょう祭りなどで、市出店のスペースを取り、郷土食などを実演販売してみた

らどうか。        （60代 女性 西部） 

44 いちょう祭りやさくら祭りなどに出店し、ＰＲする。   （70代 男性 中央） 

交通要所で周知する 

45 ＣＭ、ポスター、駅前での販売。     （30代 男性 中央） 

46 道の駅などで販売する。      （40代 女性 東部） 

47 駅などでイベントを行う。      （40代 女性 北部） 

48 道の駅などでもっと大きくアピールする。ＪＲ、京王の駅などで屋台で販売する。 

（40代 男性 北部） 

49 中央自動車石川ＰＡ、道の駅八王子滝山、高尾山口および八王子まつりで販売する。レシピをクッ

クパッドなどに載せる。        （50 代 男性 東南部） 

50 ターミナルなどでのイベント紹介。     （60代 男性 東部） 

スーパーやコンビニで提供する 

51 カップラーメンの「八王子ラーメン」のように、スーパーやコンビニなどで提供する。 

（30代 女性 西部） 

52 八王子（食育）記念日に八王子市内のコンビニで売る。この日しか売らない（年に一度）ことにし

て注目度を集中させる。      （50代 女性 東部） 

53 スーパーや市のイベントでデモンストレーションを行う。市広報などに掲載する。 

（50代 男性 東部） 

54 地元スーパーなどで郷土食を紹介、あるいは陳列、販売について協力をお願いする。 

（60代 男性 東部） 

55 お正月にスーパー店頭などでイベントがある。そんな時に、食べる機会があると良いと思う。 

（60代 女性 東部） 

地域でイベントを行う 

56 公民館などで地域の人を集めて振る舞う。老人や子どもがふれあえる良い機会になると思う。 

（20代 女性 中央） 

57 郷土食にこのようなものがあったことすら知らなかった。市・町主催の会などで試食でもあれば良

いと思う。        （40代 男性 北部） 

58 自治会イベントで訴求する。        （50 代 男性 西南部） 

59 町会などの小さな単位で市民センターを使って、昔から住んでいる地域の方から料理を教えていた

だくなどの催し物があれば良い。     （60代 女性 北部） 

飲食店で振る舞う 

60 ファミレスなどでの外食が目立つため、郷土食や野菜が多くとれる、外食が出来るとうれしい。 

（40代 女性 東部） 

61 八王子市内の飲食店にも協力してもらい、お店で出してもらう。直売店のような物を作る。 

（40代 男性 北部） 

62 飲食店のメニューに加える。      （50代 女性 中央） 
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63 例に挙げられた郷土食全てに出会ったことがない。家庭用のレシピを作成し配布するか、市内の個

人飲食店がメニューとして提供出来るように指導するなど、提携して広める。 

（70代 男性 東南部） 

給食で提供する 

64 給食で提供する。（11件） 

65 私は八王子に約 20年住んでいるが、これらの郷土食は一つも知らなかった。小学校の給食などで出

されていたら、少なくとも八王子で育った人には浸透していたと思う。 （20代 女性 西南部） 

66 給食の献立に取り入れる。または、市のイベントなど、食べる機会を多く知ることが必要。 

（50代 男性 西部） 

郷土食を知らなった 

67 郷土食を知らなかった。（３件） 

68 これらの郷土食を全て知らなかったので、まずは知ってもらうところからなのでは。 

（20代 女性 中央） 

69 成人後に八王子に住んだので、郷土食を食べたことがない。おいしいものであればみなさん食べる

だろう。今の時代に合うおいしい郷土食を創ることでは。  （50代 男性 西部） 

その他 

70 郷土食といっても、地域の独自性も乏しく、一般的な昔の料理のようなので、食文化として継承し

ていく程の物とは思えない。なので、「広く伝えていく」必要性があるのか疑問。 

（50代 男性 北部） 

71 野外での食事関係には、興味がない。デパートなどで食べてみたいものの試食はするが。 

（50代 女性 東南部） 

72 先日鹿児島へ旅行中、電車下車改札口に地元の女子高生たちがボランティアで地元のお茶を振る舞

い、地元の元高校生がデザインした商品の販売をしていた。お茶と黒糖を無料で頂き、良心の呵責

から殆どの人たちが学生たちが売る商品（タオルや耳かき、ボールペンなど）を買ってあげた。参

考までに。          （50 代 女性 東南部） 
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※ ①野菜３５０（さんごーまる）キャンペーンとは… 

市民の皆さんに野菜摂取の向上を図ることを目的として、６月「食育月間」や９月「食生活改

善普及運動月間」にあわせてＪＲ八王子駅などで実施している街頭キャンペーン。野菜クイズや

アンケート、パンフレット配布などを行い、野菜摂取の大切さを伝えています。 

※ ②はちおうじヘルシーメニュー登録店とは… 

外食や中食（惣菜など）でも、健康に配慮したメニューを自由に選択できる環境を整えるため、

「野菜をたくさん使い、かつカロリーに配慮したメニューを提供しているお店」として市が登録

した飲食店などのこと。現在約 50店舗が登録されています。 

※ ③はっちくん（食育キャラクター）とは… 

市民の皆さんに食育に親しみを持っていただくため、公募により選ばれた 

ご当地キャラクター。様々な食育事業に登場し、八王子の食育を盛り上げています。 

※ ④八王子市食育推進計画とは… 

八王子の地域に根ざした食育を市民に広く普及し、食育への理解を深めることを目的として策

定。「食を大切にする人々を育むまち」を将来像として、市民や団体、民間、行政が協働して取

り組みます。 

※ ⑤はちおうじ食育サポーターとは… 

市で登録している市民ボランティアで、市や地域の食育活動をサポートします。主な活動とし

ては市民食育講座、食育フェスタの運営補助、料理教室の調理補助などがあります。 

※ ⑥はちおうじ食育ネット（食育専用ホームページ）とは… 

平成 24 年度より公開している八王子の食育を紹介する情報サイト。市の食育事業をはじめ、

地域の活動団体の紹介やイベント・講座情報などを掲載しています。 

 

 

問６ 市で行っている以下の食育の取組で、知っているものはありますか。（○はいくつでも） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

はちおうじ食育フェスタ（富士森公園で毎年 11月に開催） 16.9 

野菜３５０（さんごーまる）キャンペーン（※①） 10.1 

はちおうじヘルシーメニュー登録店（※②）  9.0 

はっちくん（食育キャラクター）（※③）  7.9 

八王子市食育推進計画（※④）  2.2 

はちおうじ食育サポーター（※⑤）  1.1 

はちおうじ食育ネット（食育専用ホームページ）（※⑥）  1.1 

知っているものはない 68.5 

 

 

 

 

 

 

 

  

《はっちくん》 

市で行っている食育の取組で知っているものはあるか聞いたところ、「知っているものは

ない」が７割近く（68.5%）と最も多く、次いで「はちおうじ食育フェスタ」が２割近く（16.9%）

であった。 
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問７ 学校や地域など様々な場面で食育の推進が求められており、現在、国をあげて取り組んでい

るところです。さらに食育を広げていくために、個人や家庭でどのようなことができるか、考

えをお書きください。                        （自由記述） 

子どもの頃からの教育が大事 

1 親が子どもに食のありがたみを教える。残さず食べること、いただきます・ごちそうさまを言うな

ど基本を教える。育つ環境が一番大切であると思う。     （20 代 女性 西南部） 

2 食事の際に「野菜を食べると元気になる」ということを子どもに伝えるように声をかけるようにす

る。そして、野菜を食べることを習慣化するような食生活を身につけさせたいと考えている。 

（30代 女性 東南部） 

3 １つ１つの具（ごはん→炭水化物→エネルギー）の栄養素を説明している。米ができるまで→作っ

てくれている人に感謝の心→だから残さない。伝統食、行事食を子どもに伝えている。 

（30代 女性 西部） 

4 子どもには、小さい頃からなるべく野菜を多く食べさせるようにする。 （30代 女性 中央） 

5 私たちの子どもの頃にはなかったような食育の機会が、今の子どもたちには沢山与えられていると、

自分の子どもを見ていて思う。保育園で教えてもらった三大栄養素の話を娘はしっかり覚えていて、

今でも「今日のご飯は野菜が足りないね」などと言う。やはり小さい頃から繰り返し食育の機会を

持つことによって、意識は変わっていくと思う。     （40 代 女性 東南部） 

6 子どもたちに、健康に良いバランスの取れた食事は、なぜ必要なのか教えて、家庭内でも意識する

よう心掛ける。       （40代 男性 西部） 

7 子どもを持つ親にはまず理解してもらう。町会などでイベントを開き野菜を食べる。 

（40代 男性 北部） 

8 あいさつ、感謝の気持ちを、食事中に子どもたちに話す。食べ物 1つ 1つがここに来るまでどのよ

うにしてできあがり、今目の前にあるのか考えさせる。   （40代 男性 北部） 

9 子どもたちに、おいしいものが食べられることを当たり前と思わせないよう、もう少し給食や家庭

での食事などの調理に触れさせたら興味が出るのではと思う。    （40 代 女性 東南部） 

10 子どもと、家・学校などで食品・野菜を毎日どのくらい食べているか話し合う。毎日食べた野菜を

表にしていく。       （50代 女性 中央） 

11 食事の時に献立を工夫することはもちろん、使っている素材の栄養など、子どもとの食卓の話題に

する。        （50代 女性 東部） 

12 食べることが生きる基本であるということを幼い頃から体験できるように、周りにいる大人が気を

つけてあげたい。       （50代 女性 東部） 

13 お母さんがしっかりと料理を作り、家庭で楽しく作り方や材料・栄養などについて話すとおいしく

食事もできるかも。手作り料理が少なくなっているのでは。  （50代 女性 西部） 

14 やはり、親が家庭で食事の時に心がけるのが一番だと思うが、働いて忙しい親の場合は学校の給食、

保育所での給食に食育を心掛けた食事をこしらえていくしかないと思う。とにかく市や国が健全な

子どもを作っていくのは大事。       （60 代 女性 東南部） 

15 子どもがなるべく小さい時から、買い物、料理に限らず、出来ることから家のお手伝いをさせる。

親と接する機会を多く持つことが大事だと思う。その中で食べ物のことをいろいろ教えていくこと

で自然に知っていくことになると思う。    （60代 女性 中央） 
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16 各家庭で料理の手伝いをさせて、家の料理や味など大切さを伝えていったらどうか。 

（60代 女性 西部） 

17 食材はスーパーマーケットから来るのでなく、田んぼ、畑、養豚場、養鶏場、港などから来ること

を子どもの頃から見る機会をつくる。家族で一緒に調理するなど、食材に触れる場をつくる。楽し

く食べる工夫をするなど。      （60代 男性 中央） 

家庭での心がけ 

18 家族みんなで食事をする習慣をつければ、食事前後のあいさつや、偏食、食べ残しは減ると思う。 

          （20代 女性 中央） 

19 母と一緒に料理をしていると、自分の気づかなかったところで栄養バランスなどを考えているのだ

と知る機会が多い。親と一緒に料理をする機会を大切にしたいと思う。 （20代 女性 西南部） 

20 自炊をする時間の確保。家族がそろって食事をする。   （20代 女性 東部） 

21 おいしいご飯を食べられることに感謝して食べる。     （30 代 女性 西南部） 

22 一人ひとりが家族の健康に対して気を配ること。   （30代 男性 中央） 

23 昔より家で全てを作り食べることが減っている。お店で惣菜を買う家族が増えているので、そこか

ら見直す必要があるように思う。     （40代 女性 西部） 

24 学校給食がバランス良いと思うので、家庭でも真似して作りたい。   （40代 女性 東南部） 

25 健康は食生活が基本だということを家族に伝えたい。     （40 代 女性 東南部） 

26 家族団らん、食卓を囲む。        （50 代 男性 西南部） 

27 食事を一緒に摂る。週に一回は、健康や食材の効用などを話題に話し合う。 （50代 男性 西部） 

28 手間をかけて作ること。売っているものを食卓に並べるのが主流の時代になってしまう背景を考え

ないと真因はみえず、解決策もだせない。食育のためには、まず食事を作る時間の確保。 

（50代 男性 西部） 

29 毎日の食事に工夫し、家族が楽しみながら食に興味を示すように努める。 （60代 女性 東部） 

30 月に数回、家庭内で「食育の日」を設け、カレンダーなどにマークをつけ食育への関心を促し、互

いに実行するように努める。      （60代 男性 東部） 

31 家族で買い物に行き、一緒に食材を選んでみんなで料理をして食べることが大切だと思う。 

（60代 女性 東部） 

32 外食を少なくする。         （60 代 女性 西南部） 

33 家族がなるべく時間を合わせ、会話を広げながら食事できるよう、各家庭の環境づくり。 

（70代 男性 東部） 

食の大切さを伝える 

34 今食べているものの影響が、将来どのように出てくるのかを知る。   （20代 女性 東南部） 

35 栄養の再認識をしてもらう。      （30代 男性 中央） 

36 摂取する食材によって体組織を造り、体を造り、体調を整え、微妙な化学反応によって生命を維持

していることを説いていく。      （50代 男性 西部） 

37 いかに野菜が体に良いか、食育が自分に大切か、若い人気芸能人などに宣伝してもらう。 

（50代 男性 中央） 

38 日本の自給率などについて話し合い、農業への関心を高める。    （50 代 女性 西南部） 

39 健康は食にあるという基本を知って、難しい調理をしなくても、切る、蒸す、焼く程度でもおいし

く野菜が食べられることを教える。     （60代 女性 北部） 
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40 体は、話題性、ファッション性とかでは、成り立たないことを指導する。 （60代 男性 北部） 

41 時間はかかるかもしれないが、定着するまで、繰り返すことしかないと思う。（60代 男性 東部） 

42 野菜、魚、肉など、命を頂くこと、作る人の苦労、命をかけて出漁する人たちなど、全てに感謝し

一粒の米をも大切にする必要性を教えていくように心がけている。 （70代 男性 中央） 

手軽なレシピやパンフレットの配付 

43 レシピを作って配る。食材を配る。     （30代 女性 北部） 

44 マナーブックを作り配布してそれを参考に家庭で教えていく。     （30 代 女性 東南部） 

45 家でも作れるような料理を紹介していく。      （40 代 女性 東南部） 

46 食事をバランス良く摂るには、ある程度知識がないと難しいと思う。主食・主菜・副菜をそろえる

ことの大切さを伝え、実際に実践していけるようパンフレットなどを作ってみても良いと思う。 

（40代 女性 北部） 

47 広報で配布されるミニポスターを掲示する。    （50代 男性 西部） 

48 どの野菜をどれくらいとれば良いかなどをわかりやすくした表を市で配布し、家庭でチェックする。

食育を実践した結果が血液検査などによって、目に見える形で実証され、その結果によって、良い

場合、商品券がもらえるなど、さらに意欲をもって、取り組めるようにする。（60代 女性 中央） 

49 子どもを育てている親世代への野菜を多く使った料理レシピの配付などを行う。市ホームページな

どを毎日チェックする人は少ないので。    （60代 女性 北部） 

50 クリエイトホールの図書館に通い、北野市民センター内図書館にも度々訪れているが、食育に関す

るポスターやチラシを目にしたことがない。ＰＲ不足と思う。生涯学習講座の他に市の健康に関す

る講座を受講する機会は多いが、「食育」に関する講座が市広報に掲載されているのを見たことが

ない。「食育とは…」のパンフレットの作成、講座の開催。市広報にシリーズで掲載するなど、市

民の啓発活動が基礎となる。広報、啓発活動が決定的に不足している。 （70代 男性 東南部） 

野菜を摂る 

51 積極的に意識して野菜を摂るようにする。（一人一人の努力）  （20代 女性 中央） 

52 鍋など楽しく家族で食べる料理に野菜を多くとり入れる。  （50代 男性 東部） 

53 旬の野菜を摂る。          （50代 女性 西南部） 

54 旬の野菜はとてもおいしいので、野菜中心で考えてメニューを決める。 （60代 女性 西南部） 

55 １日１食は必ず煮物か、サラダを取り入れるようにできたら良いと思う。 （60 代 女性 東部） 

農業を体験する 

56 自分たちで野菜を育てると良いと思う。    （10代 女性 中央） 

57 家庭菜園で育てる楽しみや収穫の楽しみを感じる。     （30 代 女性 東南部） 

58 広い庭がなくとも、プランターで育てられる野菜もたくさんある。トマト 1つでも家庭で育てた野

菜が食卓にのれば食への関心も自然と湧いてくると思う。  （40代 女性 西部） 

食事を摂るとき心がける 

59 外食してもバランスよく食事をする。     （30代 男性 西部） 

60 消費者は、機能食品やサプリメントに頼ったり、過信しない。 行政は、機能食品やサプリメント

の効果を過信させないように広報する。      （50 代 男性 東南部） 

61 外食で、おかず屋を探す。      （60代 男性 北部） 
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食のイベントを行う 

62 特に野菜などの販売店に協力してもらい、食べ方や食べ合わせの提案をしていくことや、食育に取

り組んだらこうなった、などのように事例の紹介も良いと思う。    （30 代 男性 東南部） 

63 栄養士による、家庭で簡単にできる野菜を沢山使ったメニューを一週間単位で作ってほしい。八王

子主催の家庭料理コンテストを実施してほしい。   （60代 男性 中央） 

64 町内会行事などでアンケートを取ったり、夏祭りなどで作り、振る舞ってみては。販売しても良い

と思う。        （60代 女性 西部） 

地元の野菜を手に入りやすくする 

65 最近は、八王子野菜などもスーパーで手に入れやすくなっているので、そういうコーナーをもっと

広げて興味をもってもらう機会を増やす。    （30代 女性 西部） 

66 地元の野菜などを手に入りやすいようにしてほしい。スーパーにあまりないし、道の駅にも行きた

いが 1つしかない。         （30 代 女性 東南部） 

その他 

67 市の食育の取組みを知らなかったため、今回をきっかけに参考にしたい。 （40代 女性 東部） 

68 アンケートに書いてある「食育」の概念は、以前は全て家庭でしつけられていたことである。「時

代が違う」と言われそう。そんな中で何をしても上辺だけな気がする。 （40代 女性 西南部） 

69 我が家にも肥満児が居る。食事は 30 品目以上あるが、なかなか痩せられず、どうしたら良いのか

教えてほしい。         （50 代 女性 東南部） 

70 個人事だが次男は農業を志し各地で修業中。いずれは八王子でと考えているようだ。若者への農業

支援をお願いします。           （50代 女性 西南部） 
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拠点整備部 中心市街地政策課 

市では、ＪＲ八王子駅周辺、京王八王子駅周辺と甲州街道沿道地区（横山町～八幡町の

一部）の地域を「中心市街地」と位置付けています。現在、市の「顔」とも言えるこの地

域の活性化に向けて、にぎわいや魅力の創出につながるような様々な施策に取り組んでい

るところです。そこで、皆さんに中心市街地のまちづくりについての考えなどをお聞きし、

今後の中心市街地活性化の取組の参考として活用します。 

なお、回答にあたっては、同封した中心市街地の地図資料を参照してください。 

（※巻末に掲載） 

 

 

問１ 中心市街地には、普段どのくらいの頻度で訪れますか。（※ 買い物、通勤、通学を含む。） 

               （○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

週に６～７回  4.5 

週に４～５回  7.9 

週に２～３回 14.6 

週に１回 19.1 

１～２か月に１回程度 31.5 

３か月に１回程度  5.6 

年に１～２回程度 10.1 

訪れない  6.7 

 

  

テーマ３「中心市街地」について 

中心市街地には、普段どのくらいの頻度で訪れるか聞いたところ、「１～２か月に１回程

度」が３割強（31.5%）と最も多く、次いで「週に１回」が２割弱（19.1%）であった。 
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問２ あなたが思う魅力的なまちとはどのようなまちですか。      （○はいくつでも） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

治安が良いまち 80.9 

買い物に便利なまち 76.4 

街並みが美しいまち 65.2 

家族で歩いて楽しめるまち 51.7 

医療・介護施設が充実したまち 50.6 

上品で清潔なまち 47.2 

花や緑と調和したまち 41.6 

大人が歩いて楽しめるまち 36.0 

芸術的・文化的なまち 32.6 

活気がある若者向けのまち 15.7 

観光資源が豊富なまち 13.5 

恋人と来たくなるまち  9.0 

日々イベントでにぎわうまち  9.0 

国際的なまち  6.7 

その他  3.4 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 障害者や高齢者に優しいまち（市街地のあちこちに休憩できるベンチを配置するなど） 

・ 犯罪が少ないまち 

・ 客引きがいないまち 

  

魅力的なまちとは、どのようなまちか聞いたところ、「治安が良いまち」が約８割（80.9%）

と最も多く、次いで「買い物に便利なまち」が８割近く（76.4%）であった。 



  

  

24 
 

 

問３ 中心市街地に限らず、普段買い物をする場所は、どのようなことを重視して選んでいますか。

                      （○は３つまで） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

商品の品揃え 57.3 

価格帯 52.8 

交通の便が良い 46.1 

商品の品質・デザイン・色・サイズ 42.7 

店員の接客態度やアドバイス 21.3 

買い回りのしやすさ 15.7 

新しさ・流行 12.4 

バーゲン商品の品質や値引率 11.2 

お店のレイアウト・飾りつけ  6.7 

開店・閉店の時間  6.7 

店舗の規模  5.6 

催し物やイベントの回数・内容  2.2 

商品の配達やアフターサービス  1.1 

その他  2.2 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 駐車場がたくさんあること 

・ お客さんに活気がある店 

 

 

 

 

  

中心市街地に限らず、普段買い物をする場所は、どのようなことを重視して選ぶか聞いた

ところ、「商品の品揃え」が６割近く（57.3%）と最も多く、次いで「価格帯」が５割強（52.8%）

であった。 
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問４ 中心市街地に限らず、買い物や食事などを伴う外出で、1回に使う平均金額はどのくらいで

すか。                        （○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

3,000 円未満 12.4 

3,000～5,000 円未満 30.3 

5,000～10,000円未満 47.2 

10,000～30,000円未満 10.1 

30,000 円以上  0.0 

 

 

 

 

 

 

問５ 近年、道路の新しい活用が広まっており、本市でも西放射線ユーロードの新たな活用方法を

検討しているところです。あなたは、どのような使い方が適していると思いますか。           

                                （○はいくつでも） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

気軽に立ち寄れるオープンカフェの実施 52.8 

様々なイベントの開催 51.7 

休憩できるベンチの設置 48.3 

買い物に利用できる駐輪スペースの設置 33.7 

自然を感じる植栽や花壇の設置 32.6 

店舗前の路上を利用したワゴンセールの実施 15.7 

彫刻などの芸術品の展示  1.1 

その他  5.6 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ アーケードの設置。 

・ 八王子の中心は八王子駅周辺らしいが、残念ながらどこのことなのかわからない。 

・ 自転車と歩行者が安全に通れる工夫。子どもも楽しめるイベントの実施。 

・ イルミネーションをきれいに設置する。 

・ 催しがあっても駐車場がないと絶対行かないので、まず無料の駐車スペースをつくる。 

  

中心市街地に限らず、買い物や食事などを伴う外出で、１回に使う平均金額はどのくらい

か聞いたところ、「5,000～10,000円未満」が５割近く（47.2%）と最も多く、次いで「3,000

～5,000 円未満」が約３割（30.3%）であった。 

西放射線ユーロードの新たな活用方法を聞いたところ、「気軽に立ち寄れるオープンカ

フェの実施」（52.8%）、「様々なイベントの開催」（51.7%）がともに５割強であった。 
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問６ 以下の選択肢は、現在、中心市街地に既にあるものや設置されているものです。この中で、

今後も必要だと特に思うもの、不要だと感じているものを、それぞれ１つだけ選び番号を記入

してください。  

 必要だと思うもの                   （○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

トイレ 33.7 

イベント 22.5 

ベンチ 22.5 

植栽 14.6 

彫刻  1.1 

電柱  0.0 

その他  5.6 

【その他】 

・ 夜一人で歩いても怖くないように街灯をできるだけ多く設置する。 

・ 立川、人が集まる店。 

・ 魅力あるお店を出店する。 

・ 50cc以上のバイク駐車場 

・ 無料の駐車スペース 

  

 不要だと感じるもの         （○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

電柱 53.9 

彫刻 34.8 

トイレ  3.4 

植栽  2.2 

イベント  1.1 

ベンチ  1.1 

その他  3.4 

【その他】 

・ 不要だと感じるものがない（２件） 

・ チラシ、ティッシュ配り 

  

現在、中心市街地に既にあるものや設置されているもので、今後も必要だと特に思うもの、

不要だと感じているものを聞いたところ、今後も必要だと特に思うものは「トイレ」が３割

強（33.7%）と最も多く、不要だと感じているものは「電柱」が５割強（53.9%）と最も多か

った。 
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※ Ｗｉ
ワ イ

－Ｆｉ
フ ァ イ

環境（無線ＬＡＮ通信環境）とは… 

パソコンやスマートフォンなどを、無線でインターネットに繋げることができる環境のこと。 

問７ 近年、様々な都市で Wi(ワイ)-Fi(ファイ)環境（無線 LAN通信環境）（※）の整備が進んで

います。本市でも、中心市街地の屋外での Wi-Fi環境の整備を検討しているところですが、ど

のような場所であれば利用しますか。     （○はいくつでも） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

八王子駅北口周辺 56.2 

八王子駅南口周辺 51.7 

西放射線ユーロード 31.5 

東放射線アイロード 25.8 

甲州街道周辺（横山町から八幡町の一部）  9.0 

利用しない  3.4 

その他 34.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 駅（ＪＲ、京王線） 

・ 店 

・ 屋内のベンチがあるところ 

 

問８ 中心市街地にレンタサイクルまたはシェアサイクルなど、一定の料金で利用できる自転車が

あれば使いますか。         （○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

使う（問８－１へ） 15.7 

電動式なら使う（問８－１へ）  9.0 

使わない 75.3 

 

 

 

 

 

  

市では、中心市街地の屋外での Wi-Fi 環境の整備を検討しているが、どのような場所で

あれば利用するか聞いたところ、「八王子駅北口周辺」が６割近く（56.2%）と最も多く、

次いで「八王子駅南口周辺」が５割強（51.7%）であった。 

中心市街地にレンタサイクルまたはシェアサイクルなど、一定の料金で利用できる自転車

があれば使うか聞いたところ、「使わない」が７割台半ば（75.3%）と最も多く、次いで「使

う」が１割台半ば（15.7%）であった。 
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【問８で「１ 使う」または「２ 電動式なら使う」とお答えの方に】 

問８－１ どのようなことに使いますか。              （○はいくつでも） 

（n＝22） 

 
構成比（％） 

中心市街地での買い回りに使う 68.2 

浅川沿いのゆったりロードや高尾方面などの観光スポットへの 

サイクリングに使う 
45.5 

図書館や美術館などの公共施設に行く際に使う 27.3 

通勤に使う  4.5 

通学に使う  0.0 

その他  9.1 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ バスなどでの交通の便が悪い場所にある病院に行くために利用したい。 

・ 市役所に行くために利用する。 

 

問９ 中心市街地の活性化について、ご意見があればご記入ください。     （自由記述） 

魅力的な店を増やしてほしい 

1 映画館があればいいと思う。      （20代 男性 中央） 

2 おしゃれなカフェなど話題性のあるお店があると良いと思う。    （20 代 女性 東南部） 

3 ルミネ、映画館。          （30代 女性 西南部） 

4 百貨店などを増やしてほしい。立川、町田に負けた原因を解明してほしい。 （30代 男性 中央） 

5 やはり閑散としている場所は寂しくなって、行かなくなる。適度に人が集まる場所を確保するのが

大切では。          （40 代 女性 東南部） 

6 織物のまちという割に、八王子中心街を歩いていても八王子の特色を感じない。もう少し織物、布

地に関したお店があっても良いと思う。    （40代 女性 西部） 

7 デパートの復活を願う。デパートがなくなり不便。八王子が住みづらくなり、立川や聖蹟桜ヶ丘ま

で行っている。八王子市は貧乏人が多いからデパートがいらないとまで、他の市民から言われた。 

（50代 女性 東南部） 

8 駅から徒歩で７～８分範囲にシネコンや客を呼ぶ環境をつくる。  （50代 男性 西部） 

9 八王子ラーメン横丁、名物鍋の考案、吉本劇場の誘致、甲州街道のアーケードを特徴があるデザイ

ンに変更する。          （50代 男性 東南部） 

10 オープンカフェ、素敵なお店、植栽、ベンチなどみんなが楽しめる場所があれば良い。 

（60代 女性 東部） 

 

レンタサイクルまたはシェアサイクルなど、一定の料金で利用できる自転車があれば、ど

のようなことに使うか聞いたところ、「中心市街地での買い回りに使う」が７割近く（68.2%）

と最も多く、次いで「浅川沿いのゆったりロードや高尾方面などの観光スポットへのサイク

リングに使う」が４割台半ば（45.5%）であった。 
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11 多くの世代が入りたくなる店。文化的にレベルの高い美術館。オリンパスホールの内容の充実が必

要。買い物は多くの人が立川へ行く。美術・音楽など、鑑賞したくなるものが少なく都心へ行く。 

（60代 女性 中央） 

12 八王子は、大学は多いが中心市街地には学生は少ない。買い物や遊べるまちにする。 

（60代 女性 西南部） 

13 市の経営で「食育」のモデル店を開く。市役所の食堂メニューと同一で適当なテナントで。 

（60代 男性 中央） 

きれいで安全な場所になってほしい 

14 まちが汚いので、まずはその改善からすべき。廃れた印象をかなり受ける。 

（20代 女性 西南部） 

15 近年、立川にどんどん負けている。もっと駅前を整備するべき、治安も八王子駅周辺はあまり良い

とは感じない。       （20代 女性 東部） 

16 ティッシュ配りや店舗（居酒屋など）の声掛け、スカウトは、歩きづらく、治安が悪く感じる。 

（30代 女性 西部） 

17 路上の客引きやビラ配りが今でも多く見られるので、もっと規制して通行しやすいようにした方が

活性化にもつながると思う。      （30代 男性 西部） 

18 公衆トイレの故障が直らない、不衛生。障害者スペースの拡充。子育て支援の拡充（施設の割引・

無料化など）         （30 代 女性 東南部） 

19 夜の車、人のマナーが悪い。バスのマナーも悪い（かなりダメ）。  （40代 男性 北部） 

20 客引き撲滅、特に夜間の三崎町、そこら中にうようよいて不快。一本裏道に入ると歩道が狭く危険、

かつ清潔感がなく汚い、魅力的な店舗が少ない。   （50代 男性 西部） 

イベントを行ってほしい 

21 エリアごとのイベントはたくさんあるので、もう少し規模の大きなイベントをやっても良いと思う。

ユーロードとアイロードで同時開催など。      （30 代 男性 東南部） 

22 高齢者ターゲットのイベントもあると良いと思う。   （40代 男性 北部） 

23 それぞれの場所にあったイベントがあると良いと思う。みんなきれいなまちは好きなので清掃デー

など。小、中、高、大学生の参加が良いかも。    （60代 女性 東部） 

24 コインパーキングの増加が目立つが、かわりに広場などを作り、学校やサークルの発表の場にする。

音楽、ダンス、芸術、パフォーマンスなど。    （60代 男性 中央） 

25 駅周辺または甲州街道の駅近の所で車輌通行禁止にし、フリーマーケットや出店・催し物などを市

民に定期的に開催したら良い。        （60代 女性 東南部） 

中心市街地へ行かない 

26 中心市街地に行く理由があまりない。有名百貨店があったときには百貨店まわりなどもしたが、現

在は、立川へ出る。日常の生活は、車にて動き近場で済んでいる。車が停めにくい、地下の駐車場

は一度も利用したことがない。歩く距離が長すぎる。各店にも興味が湧かない、おしゃれでない。

甲州街道に沿ってマンションばかり建っていくので歩かなくなった。 （50代 女性 西部） 

27 駅までが遠いので、やはり移動は車が中心になる。      （50代 男性 西南部） 

28 中心街地まで遠いためほとんど行かない。    （60代 女性 東部） 

29 私も娘も勤務地が都心のため、中心市街地へは、生活の中でほとんど行く用事がない。 

（60代 男性 東部） 
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駐車場・駐輪場を増やしてほしい 

30 駐車場が少ない。少し疲れた時に休む場所があまりない。カフェやベンチを増やしてほしい。 

（30代 女性 東南部） 

31 駐輪場や駐車場をもっと安く利用しやすくしてほしい。   （40代 女性 北部） 

32 駐輪スペースが少ないと思う。ユーロード催事の時は道路が歩きづらく、なかなか参加しようと思

えない。        （50代 女性 中央） 

アクセスを良くする 

33 中心市街地は買い物の際によく利用している。洋服などを買う際にセレオ・東急スクエア・京王八

王子のいずれかのお店を利用することが多いのだが、３つのアクセスが悪いのが不便だと感じる。 

           （20 代 女性 西南部） 

34 ＪＲ八王子駅に京王八王子駅が乗り入れ出来れば、八王子が便利になり、活性化につながる。（町

田駅（ＪＲと小田急を参考に）     （60代 女性 西部） 

35 ＪＲ八王子駅から京王八王子駅までの経路について、①地下通路②アーケード通路、いずれか計画

しているのか。       （60代 男性 西部） 

空き店舗の活用 

36 空いた店の活用。例えばダイエーの跡地利用など。空いた店があると活力が失われる。 

（60代 男性 西部） 

37 空テナントが多いことが気にかかる。常設の全国各産地の観光コーナー、物産店、気楽にお茶でも

飲めるコーナーを設置すれば地方出身の方、八王子出身の方との交流の場になると思う。 

（60代 男性 中央） 

その他 

38 地味に必要なものは八王子でもそろうが、立川のように華がないのでこれから何かして活性化する

のか疑問。        （20代 女性 中央） 

39 立川を見習う。       （30代 女性 北部） 

40 活性化とは、立川市のようなことを指すと思う。長い間住んでいるが、年々活性化から遠ざかって

いるように感じる。       （30代 男性 中央） 

41 商店街がもう廃れており、もっとまちとしてどうすべきか考えることが必要だと思う。デパートも

なくなり、どんどん立川に差をつけられ、人の流れが八王子から立川へ移ってしまった。 

（40代 女性 西部） 

42 花街などリバイバルプランは良いと思う。    （40代 男性 東部） 

43 話題性などがあれば、興味が湧くが、南大沢の方が目立っている印象。 （40代 女性 東部） 

44 商店街の活性化は難しい。どうしても駅中心のまちになる。個人の商店主にやる気を求めても無理。

         （50代 男性 中央） 

45 西放射線ユーロードに彫刻のモニュメントが設置してあるが、鋭く尖った部分があり子どもたちに

は危険。設置場所の移動や展示方法の変更はできないか。  （60代 男性 東部） 

46 マンションばかりが増えているので…。    （60代 女性 北部） 

47 「中心市街地」の“中心”の意味がわからない。“中心”の割にエリアが広すぎる。昔のように、

駅から八幡町まで歩いて行く人はいない。モデル地区を設定し、個人商店の共同化やアーケードと

ベンチの設置など、“やさしいまちづくり”をモチーフに取り組む。   （70代 男性 東南部） 
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福祉部  福祉政策課 

市では平成25年度の地域福祉計画策定に伴い「地震や災害があったときの対応について」

の市民アンケートを実施しました。その調査項目では、「大規模災害などの備えとして、

地域で支え合う仕組みは必要だと思いますか。」との問いについて、およそ93％の市民が

「必要である」と回答しており、地域での支え合いの重要性が認識されています。 

市では災害が発生したときに、高齢者、要介護者、障害者などで助けが必要な場合、避

難する際の支援対策の仕組みとして町会・自治会、自主防災組織、民生委員を中心とした

共助の組織である「地域支援組織（※）」の結成を進めています。 

また、あわせて、地域支援組織が結成されていない地域での災害時における高齢者、要

介護者、障害者などの避難が必要な人への避難場所までの移動手段に対する避難支援につ

いて、どのような取組が効果的であるか、検討しています。 

今回のアンケートは今後、市が進めていく施策の基礎資料として活用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ 地域支援組織とは… 

町会・自治会、自主防災組織、民生委員を中心とした共助の組織を言います。災害が発生した際に、

地域に住む高齢者、要介護者、障害者などで助けが必要な人の個人情報をあらかじめ本人の同意のもと

に把握していますが、避難支援に対応できる地域支援組織は 12の団体にとどまっています。 

テーマ４ 「災害時における高齢者、要介護者、 

障害者などの避難支援対策」について 
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※「自助」「共助」「公助」とは… 

 「自助」とは家庭で日頃から災害に備えたり、災害時には事前に避難したりするなど、自らの安全を自

分で守ること。 

 「共助」とは近隣地域でともに生活する人が、地域の方々と消火活動を行うなど、周りの人たちと助け

合うこと。高齢者、要介護者、障害者の避難に協力することも共助の一つです。 

 「公助」とは、市役所や消防・警察による救助活動や支援物資の提供など、公的支援のこと。 

【避難行動要支援者避難支援のための地域支援対策について】 

問１ 災害が発生した時に人的被害を軽減するために取る対応として、自ら身を守る「自助」、地

域の住民などによる「共助」、国、都又は市による「公助」（※）とがあります。災害発生時

に取るべき対応として、ふさわしいと思うものはどれですか。   （○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

自助、共助、公助のバランスが取れた対応 59.6 

共助に重点を置いた対応 20.2 

自助に重点を置いた対応 14.6 

公助に重点を置いた対応  4.5 

その他  1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ 災害時の市による活動のほかに、地域の活動において一翼となることが期待される組織はど

れであると思いますか。             （○はいくつでも） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

町会・自治会 74.2 

ボランティア組織 37.1 

企業等による自主組織 22.5 

学校のＰＴＡ組織 12.4 

わからない 14.6 

その他  5.6 

 

 

 

 

 

 

災害発生時に取るべき対応として、ふさわしいと思うものを聞いたところ、「自助、共助、

公助のバランスが取れた対応」が６割弱（59.6%）と最も多く、次いで「共助に重点を置い

た対応」が約２割（20.2%）であった。 

災害時の市による活動のほかに、地域の活動において一翼となることが期待される組織に

ついて聞いたところ、「町会・自治会」が７割台半ば（74.2%）と最も多く、次いで「ボラ

ンティア組織」が４割近く（37.1%）であった。 
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※ 避難行動要支援者とは… 

 災害が発生した際に避難場所などへ移動が必要な場合、高齢者、要介護者、障害者などのうち、人

の助けがないと移動することが困難な人のこと。 

 

【その他】 

・ マンション管理組合 

・ 広域災害時のために遠方の自治体との相互支援協定締結 

・ 隣近所 

・ 消防署、都、国、自衛隊 

・ 組織を特定する必要はないと思う。ポイントはその組織が持つ統率力、判断力、実行力。その

準備なしに、どの組織かと聞かれて判断できるものなのか。 

問３ あなたが加入し活動に参加しているものを選んでください。  （○はいくつでも） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

町会・自治会 49.4 

企業等による自主組織  9.0 

学校のＰＴＡ組織  7.9 

ボランティア組織  4.5 

加入している組織はない 38.2 

その他  3.4 

 

 

 

【その他】 

・ マンション管理組合（２件） 

・ ＰＴＡではないが学校 

問４ 災害が発生した時に人的被害を軽減するため、市では共助の仕組みとして町会・自治会、自

主防災会、民生委員を中心とした地域支援組織の結成を促し、避難行動要支援者（※）への災

害発生前からの支援対策を進めています。 

あなたはこうした組織が必要だと思いますか。        （○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

必要（問４－１へ） 80.9 

必要ない（問４－２へ）  1.1 

どちらともいえない（問４－３へ） 18.0 

 

 

 

 

 

 

参加している地域の活動について聞いたところ、「町会・自治会」が５割弱（49.4%）と最

も多く、次いで「加入している組織はない」が４割近く（38.2%）であった。 

避難行動要支援者への災害発生前からの支援のため、地域支援組織が必要だと思うか聞い

たところ、「必要」が約８割（80.9%）と最も多く、次いで「どちらともいえない」が２割

近く（18.0%）であった。 
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【問４で「１ 必要」とお答えの方に】 

問４－１ 理由は何ですか。      （○はいくつでも） 

（n＝72） 

 
構成比（％） 

共助で対応すべきと思うから 77.8 

住んでいる地域（または近所）に避難行動要支援者と思われる方がいるから 33.3 

災害時に被害の発生が想定される地域に住んでいるから  8.3 

その他  2.8 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 高齢世帯、歩行不自由者の現状把握と支援提供者を定める。 

・ １人１人が助け合うことが重要である。 

【問４で「２ 必要ない」とお答えの方に】 

問４－２ 理由は何ですか。      （○はいくつでも） 

（n＝1） 

 
構成比（％） 

自助で対応すべきと思うから 100.0 

公助で対応すべきと思うから 100.0 

住んでいる地域（または近所）に避難行動要支援者と思われる方がいるか

どうかわからないから 
 0.0 

災害時に被害の発生が想定されていない地域に住んでいるから  0.0 

その他  0.0 

【問４で「３ どちらともいえない」とお答えの方に】 

問４－３ 理由は何ですか。      （○はいくつでも） 

（n＝16） 

 
構成比（％） 

住んでいる地域の取組状況がわからないから 68.8 

近所づきあいや地域とのつながりがないから 56.3 

その他 12.5 

 

 

 

 

 

地域支援組織が必要だと思う理由を聞いたところ、「共助で対応すべきと思うから」が８

割近く（77.8%）と最も多く、次いで「住んでいる地域（または近所）に避難行動要支援者

と思われる方がいるから」が３割強（33.3%）であった。 

地域支援組織が必要であるか、どちらともいえないと思う理由を聞いたところ、「住んで

いる地域の取組状況がわからないから」が７割近く（68.8%）と最も多く、次いで「近所づ

きあいや地域とのつながりがないから」が６割近く（56.3%）であった。 
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【その他】 

・ 長年住んでいないのでよくわからない。 

・ 今の人は周りが見えていないし助け合いの心がない。 

問５ あなた自身が一人で移動することが困難な方であると仮定します。このような組織が結成

されたら、避難行動要支援者として登録しますか。       （○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

登録する（問５－１へ） 78.7 

登録しない（問５－２へ）  4.5 

どちらともいえない（問５－３へ） 16.9 

 

 

 

 

【問５で「１ 登録する」とお答えの方に】 

問５－１ 理由は何ですか。      （○はいくつでも） 

（n＝70） 

 
構成比（％） 

自助が困難だから 82.9 

近所に家族や親しい人がいないから 20.0 

一人暮らしだから 18.6 

住んでいる地域の取組状況を知っているから 10.0 

災害時に被害の発生が想定されている地域に住んでいるから  1.4 

その他  8.6 

 

 

 

【その他】 

・ 登録しておくと安心だから。 

・ 避難者名簿に載り、遠方の親類が安否確認しやすくなるから。 

・ 同居の家族が常に一緒にいるとは限らないから 

・ 仮定だが、一人にもなるかもしれないし、自助が困難になるかもしれない。 

・ 助かりたいから。 

・ 人の手助けが必要なため。 

  

地域支援組織が結成されたら、避難行動要支援者として登録するか聞いたところ、「登録

する」が８割近く（78.7%）と最も多く、次いで「どちらともいえない」が２割近く（16.9%）

であった。 

避難行動要支援者として登録する理由を聞いたところ、「自助が困難だから」が８割強（82.9%）

と最も多く、次いで「近所に家族や親しい人がいないから」が２割（20.0%）であった。 
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【問５で「２ 登録しない」とお答えの方に】 

問５－２ 理由は何ですか。      （○はいくつでも） 

（n＝4） 

 
構成比（％） 

同居の家族がいるから 75.0 

住んでいる地域の取組状況がわからないから 75.0 

自助で何とかするから 25.0 

災害時に被害の発生が想定されていない地域に住んでいるから 25.0 

近所に家族や親しい人がいるから  0.0 

その他 25.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 大きな災害で避難せざるを得ないのであれば、家族だけ避難して助かってくれれば良いと思っ

ている。 

 

【問５で「３ どちらともいえない」とお答えの方に】 

問５－３ 理由は何ですか。      （○はいくつでも） 

（n＝15） 

 
構成比（％） 

住んでいる地域の取組状況がわからないから 53.3 

近所づきあいや地域とのつながりがないから 40.0 

その他 26.7 

 

 

  

 

 

【その他】 

・ 隣近所と仲良しのため、何かと助け合っている。 

・ 家族が必ずいるから。 

・ 他人の世話になるのを遠慮するかもしれない。 

・ その時の状況に依存するが、みなさんがたいへんな時に足手まといになりたくない。 

  

避難行動要支援者として登録しない理由を聞いたところ、「同居の家族がいるから」

（75.0%）、「住んでいる地域の取組状況がわからないから」（75.0%）がともに７割台半ば

であった。 

避難行動要支援者として登録するかどちらともいえない理由を聞いたところ、「住んでい

る地域の取組状況がわからないから」が５割強（53.3%）と最も多く、次いで「近所づきあ

いや地域とのつながりがないから」が４割（40.0%）であった。 
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【地域支援組織が結成されていない地域での避難行動要支援者避難支援について】 

問６ あなたは地域支援組織が結成されていない地域にお住まいで、一人で移動することが困難な

方であると仮定します。災害が発生した場合に誰と避難所まで行きますか。 （○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

家族と一緒に 53.9 

どうにかして自分で 22.5 

友人や近所の人など家族以外に支援してもらって 18.0 

その他  5.6 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 自宅にいる。（２件） 

・ あきらめる。 

・ 同居はしていないが、近くに住んでいる子ども。 

・ 避難しない。助からなければそれも運命と思う。 

問７ 地域支援組織は、地域に居住する避難行動要支援者のために、住所、氏名、電話番号、家族

構成などの個人情報を災害発生前から共有することになります。個人情報を共有することは必

要だと思いますか。        （○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

必要 62.9 

必要ない  2.2 

どちらともいえない 34.8 

 

 

 

 

  

地域支援組織が結成されていない地域にお住まいで、一人で移動するのが困難な方である

と仮定し、災害発生時に誰と避難所まで行くか聞いたところ、「家族と一緒に」が５割強

（53.9%）と最も多く、次いで「どうにかして自分で」が２割強（22.5%）であった。 

避難行動要支援者のために、住所、氏名、電話番号、家族構成などの個人情報を災害発生

前から共有することが必要だと思うか聞いたところ、「必要」が６割強（62.9%）と最も多

く、次いで「どちらともいえない」が３割台半ば（34.8%）であった。 
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※ 避難行動要支援者を支援する「支援者」とは… 

避難行動要支援者と同じ地域に住み、高齢者などに日常的に声掛けのできる方。さらに、

いざという時に駆けつけられる方。 

問８ あなたは、地域支援組織が結成されたら、避難行動要支援者を支援する「支援者」として登

録しますか。        （○は１つだけ） 

（n＝89） 

 
構成比（％） 

登録する（問８－１へ） 33.7 

登録しない（問８－２へ） 18.0 

どちらともいえない（問８－３へ） 48.3 

 

 

 

 

 

 

 

【問８で「１ 登録する」とお答えの方に】 

問８－１ 理由は何ですか。      （○はいくつでも） 

（n＝30） 

 
構成比（％） 

共助で対応すべきと思うから 93.3 

住んでいる地域（または近所）に避難行動要支援者と思われる方がいるから 33.3 

住んでいる地域の取組状況を知っているから 13.3 

災害時に被害の発生が想定される地域に住んでいるから  0.0 

その他  6.7 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 自分ができることはしたい。 

・ 自分はＵＲの集合住宅に独居であり、隣に住んでいる人の顔すら知らない状況。管理組合など

もないし、以前から不安を感じていた。 

  

地域支援組織が結成されたら、「支援者」として登録するか聞いたところ、「どちらとも

いえない」が５割近く（48.3%）と最も多く、次いで「登録する」が３割強（33.7%）であっ

た。 

地域支援組織が結成されたら、避難行動要支援者を支援する「支援者」として登録する理

由を聞いたところ、「共助で対応すべきと思うから」が９割強（93.3%）と最も多く、次い

で「住んでいる地域（または近所）に避難行動要支援者と思われる方がいるから」が３割強

（33.3%）であった。 
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【問８で「２ 登録しない」とお答えの方に】 

問８－２ 理由は何ですか。      （○はいくつでも） 

（n＝16） 

 
構成比（％） 

日常的な支援はできないから 50.0 

登録はしないが、災害発生時には協力するから 43.8 

近所づきあいや地域との関わりがないから 18.8 

住んでいる地域の取組状況がわからないから 18.8 

自助で対応すべきと思うから  6.3 

公助で対応すべきと思うから  6.3 

その他 37.5 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 高齢者であるから。 

・ 育児中のため支援できる余裕がないため。 

・ 自分に子どもがいて、その子たちを守らないといけないので。 

・ 一人で動けない家族がいるから。 

・ 自分の体力に自信がないから。 

・ 職場の対応に追われるため。 

  

地域支援組織が結成されたら、避難行動要支援者を支援する「支援者」として登録しない

理由を聞いたところ、「日常的な支援はできないから」が５割（50.0%）と最も多く、次い

で「登録はしないが、災害発生時には協力するから」が４割強（43.8%）であった。 
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【問８で「３ どちらともいえない」とお答えの方に】 

問８－３ 理由は何ですか。      （○はいくつでも） 

（n＝43） 

 
構成比（％） 

住んでいる地域の取組状況がわからないから 60.5 

近所づきあいや地域とのつながりがないから 27.9 

その他 34.9 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 職場が八王子ではないから。（３件） 

・ 仕事のためすぐに駆けつけることができないかもしれないから（２件） 

・ 夫と２人で、まだ頑張れると思うから。 

・ 介護が必要な自分の親のところに駆けつけたいから。 

・ 助ける余裕がない状況の場合、責任を感じてしまうから。 

・ その時の自分の状況による。まずは家族、親戚を優先して動きたいので。  

・ 家族が優先だから。 

・ 自身も高齢になってきており、まずは自分のことから。 

・ 普段仕事で外出が多く、近所のお付き合いが少ない。  

・ 協力はしたいが、日常的に自宅や市内にいる時間が短いから  

・ 子どもが小さいので。 

 

 

 

  

地域支援組織が結成されたら、避難行動要支援者を支援する「支援者」として登録するか

どちらともいえない理由を聞いたところ、「住んでいる地域の取組状況がわからないから」

が約６割（60.5%）と最も多く、次いで「その他」が３割台半ば（34.9%）であった。 
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問９ 阪神・淡路大震災、東日本大震災の発生時には、公的支援（市役所や消防、警察による救助

活動や支援物資の提供）が十分に機能するまでに３日程度要したといわれています。災害発生

時には、まず「自助」、そして居住する地域住民を中心とした「共助」が重要です。 

地域支援組織が結成されていない地域での、避難行動要支援者の安否確認や避難所までの

移動支援方法について、どのような仕組みをつくり対応していくことが望ましいと思いますか。

          （自由記述） 

町会や地域等の共助で対応する 

1 普段から、隣近所との交流をみんなが行う。（10件） 

2 地区ごとに対応していく。      （20代 女性 中央） 

3 地域のコミュニティの充実。      （30代 女性 中央） 

4 両隣の家の安否確認を防災訓練で取り入れる。地域での防災訓練を実施し、どこに、誰が住んでい

るのか把握する機会を持つ。顔を合わせることで、顔の認識につながると思う。 

（30代 女性 西南部） 

5 現在の場所に引っ越してきて、町会などで近所づきあいが始まった。大雪の雪かきや、困った時な

どに、近所の方の存在はとてもありがたい。やはり一人の力ではどうにもならない時に、すぐそば

に助け合える人がいることが大切だと思うので、町会など地域で共助していくシステムが必要。町

会内での連絡網や、年に何度か一緒に活動する機会を作るなど。    （40 代 女性 東南部） 

6 もっと細かく地域を分けておき、定期的にその代表が集まることにすれば、もっと、１人１人が顔

を知ることとなるはず。      （40代 男性 北部） 

7 町会や民生委員を中心に、支援の必要な方への対応を決めておくことが大事かと思う。 

（40代 女性 東南部） 

8 町会・自治会、自主防災会、民生委員を中心に災害発生時に３日程度の「共助」ができるマニュア

ルを作成、年１回シミュレーションを行う。    （50代 男性 西部） 

9 町内会単位、共同住宅単位でリストを作る。役割分担をそれぞれの単位で行い、公共機関への連絡、

救護などを行う。       （50代 男性 東部） 

10 町内会や団地、マンションなど小規模のグループで助け合う組織づくりが重要だと思う。 

（50代 男性 東部） 

11 防災訓練に何度か参加したが、毎回、同じ内容しかできていない。訓練時に声をかけあうことや、

災害訓練などもとり入れられないだろうか。近隣同士が声をかけあうことが大事だと思うが、日頃

からご近所同士のおつきあいが薄くなってきているのを感じているから。 （50 代 女性 西部） 

12 公助支援が稼働するまでの期間、助け合えるような体制を整える。   （50代 女性 西南部） 

13 地域支援組織のような仕組みを作ることも大切かとは思うが、実際に災害が発生した時にうまく機

能するのか、ちょっと不安。（すると良いなとは思うが）理想を言えば、近所の人と普段から交流

できていれば良いのだが、なかなか難しい。外部から八王子に、それも古い地域に流入した者にと

っては、強固なコミュニティの中に入るのは難しい。お祭りの町くくりの絆の中には入っていけな

い。        （50代 女性 中央） 

14 自治会長、町内会長を通した教育を行う。    （60代 男性 東部） 

15 自治会など支援者の人数を把握し、ことが起こった時は、役員会などがリーダーとなり取り組む。 

         （60代 女性 北部） 

16 組織がない地域には八王子全体をブロック割りし、フリーの支援組織を作り対応できるようにした

らどうか。        （60代 男性 中央） 
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17 町会に加入しているからこそ、回覧板の回る範囲の方々の様子がわかる。だが、それ以外の方々と

なると、距離的に近くても顔や名前がわからない。目の前のアパートに住んでいる方々すら、特に

入れ替わる学生さんらとは、会話の機会もなく、難しい。自分が避難する予定の避難所（学校・市

民センターなど）に集まり、地理的に近い人たちのグループを作って、茶話会、防災教室などで親

睦を深めては。       （60代 男性 中央） 

18 近隣との関係及び、定期的な訓練などを行うこと。   （60代 女性 東部） 

19 ひとり暮らしの高齢者の把握。個人情報保護のもと、他人のことを気にかけない人が増えているよ

うな気がする。災害時のみならず普段からのお付き合いが大事と思う。 （60代 女性 東南部） 

20 自治会と連合して近隣の小中学校の場をお借りして住民と話し合う機会を作っていく。 

（70代 男性 東部） 

21 ５～６軒の小グループを作り、普段から顔を合わせ自主的に助け合うようにする。（人の心を大切

に）グループが大きくなると把握できない。    （70代 男性 中央） 

避難行動要支援者の情報を共有する 

22 要支援者の把握。近所や周りの人が要支援者を把握すること。また、どの程度の支援を要支援者本

人が望んでいるか。       （20代 女性 東部） 

23 その地域に避難行動要支援者がいるということがわかるようにする。 （30代 男性 西部） 

24 住んでいる地域の取組状況がわからないので、みんなで共有できる情報がほしい。 

（40代 女性 北部） 

25 名簿の作成、定期的な会合を行う。     （40代 男性 東部） 

26 地域支援組織が結成されていない地域では、やはり警察や消防に頼るしかないと思うが大規模な災

害時には、どうしても時間がかかるので、どの地域でも地域支援組織が結成されているという取り

組みが必要だと思う。      （40代 男性 西部） 

27 あまり個人情報と騒ぎ立てず、地域でどこに誰が住んでいるなどはみんなで共有した方が良いので

は。        （40代 男性 北部） 

28 マンションに住んでいるが、避難行動要支援者が、どこに住んでいるかわからない。助けようと思

ってもその情報がないと助けられないが、本人の希望、了承が必要。その辺りのつなぎをしていた

だけば良いと思う。       （50代 女性 東部） 

29 個人情報は縦割りをなくし、全組織、自治会、ボランティアなどで共有する。 

（60代 女性 西南部） 

30 「要支援者」を登録した人に、担当の「支援者」を定め、お互いに面接と交流の機会をつくる。 

（70代 男性 東南部） 

公助で対応する 

31 公的機関が、災害時の対策マニュアルを作成し、支援が必要な方のリストを共有できるようにして

おく。           （20代 男性 東南部） 

32 非常時でも安否確認や連絡がとれる環境を整える。   （50代 男性 西部） 

33 市や警察署で日頃から避難行動要支援者の有無を確認しておき、災害発生時は優先的に救助出来る

ように準備しておく。 避難行動要支援者には携帯電話を持たせ、ＧＰＳ機能により発見しやすく

する。          （50 代 男性 東南部）  
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34 市が組織をつくる支援をすべきと思うが、自助とはどういうことすれば良いかわからない人もいる

と思う。災害時の自助はどのようなことなのか、また、どのようなことを準備すべきか個々にあっ

た具体的なマニュアルを作り、知ってもらうようにすることが先のような気がする。その上でその

地域にあった安否確認・移動支援を考えていくのが良いと思う。安否確認で電話回線を使わない衛

星電話などの利用も考えられると思う。    （60代 女性 中央） 

自助・家族で対応する 

35 家族や知人にどういう場所に行くなどの決めごとをしていく。  （20代 男性 中央） 

36 自宅からの集合場所の再確認や、あと何年位で大地震があるか説明し、各自意識してもらう。 

（50代 男性 中央） 

37 その時、自分はどう行動するかを意識、準備しておくこと。大規模災害、緊急事態で個が自立して

いなければ、どうやって立ち直るのか。日本人のＤＮＡに依存体質なんてあったのか。 

（50代 男性 西部） 

38 トイレや食料・飲料水の３日間セットの定期的な斡旋販売。  （60代 女性 西部） 

39 個人で２、３日分対応済み。町会で毎年、避難訓練に参加している。 （60代 男性 西部） 

大きい音で知らせる 

40 スピーカーで呼びかける。（２件） 

41 市放送で情報の提供。支援者の把握（近所づきあいと声掛け）  （30代 女性 西部） 

42 ヘリコプターなどで、情報を発信する。聞きとりにくい時もあるが…。 （50代 女性 中央） 

避難所までの経路をわかりやすくする 

43 避難所までの道に色を付ける。     （30代 男性 中央） 

44 避難マップを作る。       （30代 女性 北部） 

その他 

45 災害発生時の対処法がそもそもよくわかってない。自分で興味を持たない限り情報が届かない。 

（20代 女性 中央） 

46 備えるということが大切だと思うが、どこまでやって良いのかわからない部分もある。 

（30代 男性 東南部） 

47 現在、ＵＲの集合住宅に 20 年間独居であり、隣に住んでいる人の顔すら知らない状況。管理組合

などもなく、以前から不安を感じているが、具体的にどうしたら良いかわからない。 

（50代 女性 東部） 

48 各地域の公園で、炊き出しが出来る設備が必要。公助支援まで、共助にて避難場所で、積極的に活

動出来るよう、雨しのぎ出来る公園もなく、残念である。  （60代 女性 西部） 

49 今後ますます高齢者が多くなるので自助では難しい。共助をプラスして避難所まで移動できるよう

地域支援組織を作り、住民に広報する。    （60代 女性 北部） 

50 ＵＲ住宅に居住しているので、ＵＲが中心となった支援組織の結成が望まれる。 

（60代 男性 東部） 
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テーマ３「中心市街地」について 資料 
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