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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 

67 61 32 30 99 91 

性 

別 

男性 28 27 18 17 46 44 

女性 39 34 14 13 53 47 

年 

 

代 

１８歳～２９歳 14 12 7 5 21 17 

３０歳代 10 9 9 9 19 18 

４０歳代 9 8 4 4 13 12 

５０歳代 7 7 5 5 12 12 

６０歳～６４歳 4 4 0 0 4 4 

６５歳以上 23 21 7 7 30 28 

地 

 

区 

中 央 
21 20 8 8 29 28 

（本庁地区） 

西南部 
8 7 2 2 10 9 

（浅川･横山･館地区） 

東 部 
11 10 9 8 20 18 

（由木･由木東･南大沢地区） 

西 部 
16 14 6 6 22 20 

（元八王子･恩方･川口地区） 

東南部 
7 7 4 3 11 10 

（由井･北野地区） 

北 部 
4 3 3 3 7 6 

（加住･石川地区） 

                             （辞退者が 1名生じたため、定員は 99名。） 

※ アンケート実施期間：平成 28 年 12 月７日から 12 月 21 日まで 

※ 回収率： 91.9％（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 都市戦略課 

いよいよ 4年後に「東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会」が開催されます。

市では、大会開催をきっかけに、市民生活の向上や地域の活性化につなげたいと考えてい

ます。 

そこで、市民の皆さんの「オリンピック・パラリンピック」への関心や、「大会を契機

としたまちづくり」への考えについてお聞きします。 

なお、回答にあたっては、同封した資料を参考にしてください。（巻末に掲載） 

 

≪参考資料≫ 

「八王子市東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取り組み方針  

 ‐ＨＡＣＨＩＯＪＩ ＬＥＧＡＣＹ ＰＬＡＮ‐」（以下、「取組方針」という。） 

 

問１ 今夏開催されたリオデジャネイロ 2016オリンピック・パラリンピック競技大会について、

どの程度関心がありましたか。        （各項目で○は１つだけ） 

＜オリンピック＞         （n＝91） 

 
構成比(％) 

あった 57.1 

ややあった 30.8 

あまりなかった  9.9 

なかった  2.2 

 

 

 

 

 

＜パラリンピック＞         （n＝91） 

 
構成比(％) 

あった 18.7 

ややあった 31.9 

あまりなかった 40.7 

なかった  8.8 

 

 

  

テーマ１ 「東京 2020オリンピック・パラリンピック 

競技大会」について 

 

 

リオデジャネイロパラリンピックに関心があったか聞いたところ、「あった」（18.7%）

と「ややあった」（31.9%）を合わせた『あった』は約５割（50.6%）となっている。 

リオデジャネイロオリンピックに関心があったか聞いたところ、「あった」（57.1%）と

「ややあった」（30.8%）を合わせた『あった』は９割近く（87.9%）となっている。 
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【問１で「あった」「ややあった」「あまりなかった」とお答えの方に】 

問１-１ 競技を観戦しましたか。         （該当するものに○を） 

＜オリンピック＞         （n＝90） 

 
構成比(％) 

現地へ行った  4.4 

テレビ等で観た 88.9 

観ていない  6.7 

 

 

 

 

 

＜パラリンピック＞         （n＝90） 

 
構成比(％) 

現地へ行った  2.2 

テレビ等で観た 53.3 

観ていない 43.3 

無回答  1.1 

 

 

 

 

 

 

【問１で「あった」「ややあった」「あまりなかった」とお答えの方に】 

問１-２ 関心があったことはどのようなことですか。      （○はいくつでも） 

（n＝90） 

 
構成比(％) 

日本人選手の活躍 86.7 

好きな競技の観戦 70.0 

ふだん目にすることのない競技の観戦 43.3 

開閉会式等での日本文化の発信 30.0 

ブラジルの情報（文化・来国者の受け入れ体制等） 13.3 

その他  3.3 

 

 

 

 

  

リオデジャネイロパラリンピックを観戦したか聞いたところ、「テレビ等で観た」が５割

強（53.3%）と最も多く、次いで「観ていない」が４割強（43.3%）であった。 

どのようなことに関心があったか聞いたところ、「日本人選手の活躍」が９割近く（86.7%）

と最も多く、次いで「好きな競技の観戦」が７割（70.0%）であった。 

リオデジャネイロオリンピックを観戦したか聞いたところ、「テレビ等で観た」が９割近

く（88.9%）と最も多く、次いで「観ていない」が１割近く（6.7%）であった。 
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※パブリックビューイング 

特設会場に設置された大型スクリーンで、別の会場で行われているスポーツの試合を観戦するこ

と。本市では、浅川市民センターなどで実施しました。 

【その他】 

・ 治安など。 

・ 小池百合子知事の旗ふり。 

・ 選手の活躍やふるまい。 

 

 

【問１で「あった」「ややあった」「あまりなかった」とお答えの方に】 

問１-３ 大会を契機に、あなた自身の行動に変化はありましたか。    （○はいくつでも） 

（n＝90） 

 
構成比(％) 

スポーツに関わる機会が増えた（観る、支える等） 21.1 

日本の文化を見直す機会が増えた 13.3 

ブラジルの文化に触れる機会が増えた（調べる、料理を食べる等）  6.7 

運動する機会が増えた  5.6 

その他  0.0 

特に変化はない 71.1 

無回答  1.1 

 

 

 

 

 

 

 

【問１で「あった」「ややあった」「あまりなかった」とお答えの方に】 

問１-４ 大会開催中に実施した以下の市の取り組みで、知っていることはありますか。 

（○はいくつでも） 

（n＝90） 

 
構成比(％) 

市ゆかりの選手を応援する懸垂幕・横断幕の掲示 48.9 

広報はちおうじ８月１日号の特集記事 24.4 

市ゆかりの選手が出場する柔道のパブリックビューイング（※）の開催  7.8 

八王子駅南口総合事務所でのパネル展の開催  4.4 

小中学校でのブラジル料理給食の実施  1.1 

知っていることはない 41.1 

  

大会を契機に自身の行動に変化があったか聞いたところ、「特に変化はない」が７割強

（71.1%）と最も多く、次いで「スポーツに関わる機会が増えた（観る、支える等）」が２

割強（21.1%）であった。 
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問２ 東京 2020大会について、どのように関わりたいですか。     （○はいくつでも） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

テレビで観戦したい 83.5 

競技場で観戦したい 53.8 

日本の文化を海外に発信したい 16.5 

ボランティア（大会運営・観光案内）として参加したい  8.8 

身近にいる選手やジュニアアスリートの育成を支援したい  8.8 

選手として出場したい  0.0 

その他  4.4 

関わりたくない  5.5 

 

 

 

 

【その他】 

・ 日本人、外国人関係なく、困っている方がいたらできる範囲で助けようと思う。（道案内等） 

・ 開幕式、閉会式のパフォーマンスに参加したい。 

・ 自分の子どもをボランティアとして参加させたい。 

・ 法曹（仕事）として関わりたい。 

 

 

【問２で「関わりたくない」以外を選んだ方に】 

問２-１ 東京 2020大会に関わるにあたって、必要な情報や身につけたいスキルがありますか。 

（自由記述） 

＜必要な情報＞ 

日程等の大会情報や入場券の入手方法を知りたい 

1  無料（フリー）で観戦できる競技を知りたい。      （30代 男性 西南部） 

2  交通規制や渋滞情報。      （30代 男性 中央） 

3  開会式と閉会式が見たいので、どうやってチケットを取るのか知りたい。 （30代 女性 中央） 

4  外国人観戦客が多く来日するため、英語などの語学や、注意する点等を情報収集すること。 

（30代 女性 中央） 

5  どこで、どんな競技が行われているのか、その競技が行われる日程はいつなのか。 

（40代 男性 中央） 

6  競技場で観戦するチケットの入手方法を知りたい。   （40代 女性 中央） 

大会開催中に実施した市の取り組みについて知っていることがあるか聞いたところ、「市

ゆかりの選手を応援する懸垂幕・横断幕の掲示」が５割近く（48.9%）と最も多く、次いで

「知っていることはない」が４割強（41.1%）であった。 

東京 2020 大会への関わり方について聞いたところ、「テレビで観戦したい」が８割強

（83.5%）と最も多く、次いで「競技場で観戦したい」が５割強（53.8%）であった。 
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7  チケット情報。       （40代 女性 西部） 

8  東京オリンピックはぜひ競技場で観戦したいと思っている。どのようにチケットを取るかなど、

まだよくわからないので、そのような情報をきちんと収集したい。 （40代 女性 中央） 

9  大会スケジュールや交通機関の情報など。    （50代 女性 西部） 

10  インターネットで開催競技の確認をするなど。    （50代 男性 西部） 

11  地元の選手は応援したいと思っているので、前もって日程情報を提供してほしい。（スーパーなど

の掲示板は主婦が目に留める。）     （50代 女性 西部） 

12  入場券の入手方法。       （60代 女性 中央） 

13  入場券の状況。会場へのルートと混雑状況。各国選手団の特長。  （60代 男性 中央） 

14  全種目の競技開催場所、詳細日程、チケット購入方法の情報は早めに必要。（60代 男性 西南部） 

 

競技のルールや選手情報を知りたい 

15  競技のルールや注目選手など。       （20代 男性 西南部） 

16  競技の内容をもっと深く知りたい。       （20代 女性 東南部） 

17  各競技の主なルールや見どころなど。     （20代 男性 北部） 

18  地元出身選手の情報。マイナースポーツのルール。   （30代 男性 中央） 

19  英語、日本文化・マナー、各競技のルール、選手を知ること。  （30代 女性 中央） 

20  日本人選手の名前。       （40代 男性 中央） 

21  各々の競技に参加する選手（チーム）の実績や、競技のルール等について知りたい。 

（60代 男性 東部） 

22  オリンピック競技についても関心があるが、パラリンピック競技について良く知りたい。 

（70代 男性 中央） 

 

テレビ等で観戦する 

23  観戦が主になると思うので、特にスキルにはこだわらない。  （60代 男性 西部） 

24  オリンピック期間中は混雑するので、観戦は体力的には厳しい。開催前にいくつかの会場に足を

運び、テレビ観戦を楽しみたい。       （60代 女性 東南部） 

25  スポーツ観戦はテレビがほとんど。スポーツは好きなので、ルールは大体だが知っている。 

（60代 女性 東南部） 

 

会場で観戦する 

26  スポーツクライミングが正式種目となり、来年にはエスフォルタアリーナでワールドカップも観

られるようなので、ぜひ有名な選手の活躍を実際見るという体験をしてみたい。 

（30代 女性 中央） 

27  自転車競技を生で見たい。      （70代 男性 中央） 
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＜身につけたいスキル＞ 

外国語（英語等）が話せるようになりたい 

28  英語が話せるようになりたい。 10件 

29  英語運用能力。日本を胸張ってアピールできる知識。   （10代 女性 東部） 

30  英会話が少々できる。        （20代 女性 東南部） 

31  国際交流を深めるために英会話を身につけたい。     （30代 女性 西南部） 

32  海外の方とコミュニケーションが取れるように英語力を身につけたい。   （30代 女性 中央） 

33  本大会も含め、外国とのつながりが増えていくため、英語によるコミュニケーション能力が必要

と感じた。          （30代 男性 東南部） 

34  特にないが、英語がもう少しわかるようになれば良いと思う。  （40代 女性 中央） 

35  外国の方と接する機会もあると思うので、自分の英語力を向上したい。 （40代 女性 東部） 

36  英語。日本文化について見識を深めたい。    （50代 女性 北部） 

37  簡単な英語のほか、他国語の参考になる、手引きのようなものがあれば良いと思う。 

（60代 女性 西南部） 

38  まちを歩いていて会場を聞かれたら、場所、交通機関、道の案内など簡単で良いから教えてあげ

られるようになりたい。簡単な英会話を身につけたい。   （60代 女性 東部） 

39  英会話能力に磨きをかけたい。       （60代 男性 西南部） 

 

ボランティアとして参加したい 

40  日本の歴史や文化を英語で説明できるようになりたい。     （30代 女性 西南部） 

41  英語が話せたらボランティアとして参加してみたい。   （40代 女性 西部） 

42  英語をもう一度勉強しなおして、観光ボランティアをやってみたい。 （60代 女性 東部） 

43  ボランティアに参加したいが、日本語しか話せないし、年齢的にも不安。 （70代 女性 西部） 

44  ボランティアとして手伝いたいので、パラリンピックの競技種目やそのルール等を知り、参加選

手のサポートをすることができるようにしたい。   （70代 男性 中央） 

 

日本文化を発信したい 

45  日本の文化を世界に発信する機会でもあるので、日本人として誇れるオリンピックにするために、

観戦以外にも何か関わりが持てると嬉しい。    （40代 女性 中央） 

46  語学・日本の文化・歴史      （50代 男性 東部） 

47  歴史や伝統文化。       （60代 女性 東部） 

 

直接競技に関わりたい 

48  水泳の指導員になりたい。水泳競技にかかわってみたい。手紙などで、オリンピック（東京 2020）

の情報を教えてほしい。      （20代 男性 東部） 

 

その他 

49  観戦したりするために必要なスキルという質問の意図がよくわからない。 （30代 男性 東部） 

50  心では関わりたいと思っているが、年齢的なこともあり、体がついていけない。 

（70代 女性 西部） 

51  東京大会開催まで、元気で頑張りたいと思う。    （70代 男性 中央）  
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【問２で「関わりたくない」を選んだ方に】 

問２-２ その理由は何ですか。         （自由記述） 

 

忙しいため 

1  障害ある家族の介助が忙しく、オリンピック・パラリンピックを観ているどころではない。 

（40代 男性 西部） 

2  身の回りのことで、スケジュール調整が困難と思われる。  （50代 男性 中央） 

 

関心がないため 

3  直接関わりたいと思えるほど関心がない。    （20代 男性 東部） 

 

その他 

4  一見華やかに見えるオリンピックやパラリンピックも、一皮むけば利権にまみれた非常に醜いも

の。将来を見れば、借金のみが残るのは誰の目に見ても明らかなのに、なぜオリンピック・パラ

リンピックという「劇薬」を皆は渇望するのか不思議でしかたがない。 （20代 男性 東南部） 

5  良い部分だけではなく、光あれば闇もあるということをもっともっと考えるべき。 

（30代 女性 中央） 

 

 

問３ 市では、東京 2020大会に向けて 10のアクションを推進しています。この中で期待すること

はありますか。（※10のアクションの詳細は巻末資料を参照）   （○は３つまで） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

「観る」スポーツ（スポーツ観戦・アスリートとの触れあい等）の環境づくり 39.6 

すべての人（外国人・高齢者・障害者等）が安心して心地よく過ごせるまちづくり 38.5 

障害のある人もない人もスポーツに親しめる環境づくり 33.0 

次世代（子ども）のスポーツ・文化芸術活動の振興 33.0 

「する」スポーツ（日常生活での健康づくり・アスリートの育成等）の環境づくり 27.5 

アクセシビリティ（駅周辺環境・自転車利用環境の整備）の強化 26.4 

グローバル化に対応した魅力ある観光都市づくり 25.3 

文化芸術の魅力の発信 18.7 

「支える」スポーツ（スポーツボランティアの育成等）の環境づくり 12.1 

オリンピック・パラリンピック教育の推進  6.6 

その他  3.3 

特に期待することはない  4.4 

 

 

 

 

 

  

東京 2020大会に向けて市が推進している 10のアクションのうち、期待することについて

聞いたところ、『「観る」スポーツ（スポーツ観戦・アスリートとの触れあい等）の環境づ

くり』が４割弱（39.6%）と最も多く、次いで「すべての人（外国人・高齢者・障害者等）

が安心して心地よく過ごせるまちづくり」が４割近く（38.5%）であった。 
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【その他】 

・ 運動能力の個人差に応じて、指導できる人を養成する。 

・ 自動車運転のマナーが悪くなっている。その教育の推進。 

・ 市内全域のバリアフリー化と障害者用トイレの充実。 

 

 

問４ 東京 2020大会に向けて、活用したい、市外に発信したい八王子の特色や資源はありますか。

（※地域資源の例については巻末資料を参照）       （自由記述） 

自然資源 

1  高尾山 ６件 

2  高尾山を含めた自然。 ７件 

3  高尾山をはじめとした緑いっぱいな所を活用してほしい。    （20代 男性 西南部） 

4  八王子市は、自然に恵まれているので利用すれば良いと思う。    （20代 女性 東南部） 

5  自然資源を市外に発信したい。環境問題が話題になっているからこそ、八王子が自然豊かで、住

みやすい場所だと知ってほしい。     （20代 男性 東部） 

6  高尾山をはじめとする八王子市ならではの自然と歴史。   （20代 男性 東部） 

7  八王子は高尾山があるので、その魅力を伝えたい。また、外国のお客様も増えると思うので、マ

ナー等の問題も準備してほしい。     （30代 女性 中央） 

8  豊かな自然資源を活かしてほしい。     （40代 女性 中央） 

9  八王子市の魅力は、自然豊かな環境なので、自然資源の活用や市制 100周年のＰＲも良いと思う。 

（40代 女性 中央） 

10  自然資源。特に高尾山をもっとアピールしてほしい。それに伴い、トイレ等の充実をはかってほ

しい。        （50代 女性 北部） 

11  ミシュランガイド三ツ星の高尾山。（自然資源）    （60代 女性 東部） 

12  高尾山などの森林や恩方などの里山。       （60代 女性 東南部） 

13  高尾山を利用して何か八王子をＰＲできないか。山のまわりの道を走り、高尾山の頂上がゴール

となるマラソンとかができないものか。    （70代 女性 中央） 

14  高尾山から陣馬山に続く尾根歩き。高尾山だけでなく周辺の山々。 （70代 女性 中央） 

15  高尾山はじめ自然豊かな八王子に大会見物者や関係者を招きたい。 （70代 男性 中央） 

16  人口の４分の１は 65歳以上と聞いている。そこで、八王子は自然に近く、お金もそんなにかから

ない自然が多くあるので、もっとＰＲしたらと考える。   （70代 男性 中央） 

 

文化資源 

①伝統文化・歴史・史跡等 

17  文化 ２件 

18  八王子固有の伝統文化の発信などの活用。    （60代 男性 西部） 

19  本市固有の伝統文化。（車人形・八王子まつり）    （60代 女性 東部） 

20  車人形。八王子まつりは地域に根差した伝統文化であり、絵にかいたもちでなく実効性がある。 

（60代 女性 東南部） 

21  車人形          （60代 女性 東南部） 

22  歴史・伝統文化       （60代 女性 東部） 



  

  

10 

 

モニター№ 

23  八王子城跡関連の歴史遺産。        （60代 男性 西南部） 

24  織物のまちが育んだおもてなし文化。     （60代 女性 東部） 

25  絹の道や八王子城など、歴史に関わるポイントの紹介。   （70代 女性 中央） 

26  文化資源を充実することにより、八王子がより多くの外国人（留学生）から興味を示してもらえ

ば、おのずから多文化共生に関わる資源も出てくると思う。  （70代 男性 西部） 

27  伝統芸能（文化財など）の紹介。     （70代 男性 西部） 

 

②学園都市 

28  大学がいっぱいあり、若い人がたくさんいるので、大学と力を組めば様々な催しもできる。若い

人の力で活性化できると思う。     （10代 女性 東部） 

29  学園都市なので、大学生中心となった企画やアイデアを活用してほしい。（20代 男性 西南部） 

30  八王子にある大学の施設の活用。学生との交流。   （50代 女性 北部） 

31  学園都市の特性をアピールする機会が乏しい。産官学が一体となった発信を期待したい。 

（60代 女性 東南部） 

32  大学が多いので、若い力の活用。     （70代 女性 中央） 

 

産業・観光資源 

33  八王子の絹の魅力をもう一度伝える。     （10代 男性 西部） 

34  八王子特産の品物や農野菜など。     （20代 男性 北部） 

35  高尾山や八王子まつりをたくさんの人たちに知ってもらいたい。    （30代 男性 東南部） 

36  織物産業          （30代 女性 西南部） 

37  八王子ラーメン       （30代 男性 中央） 

38  夕やけ小やけふれあいの里など、身近で自然に触れあえる場所を知っていただきたい。 

（30代 男性 東部） 

39  高尾山・織物         （30代 女性 西南部） 

40  絹         （30代 男性 北部） 

41  高尾山とその周囲の観光地。      （30代 女性 中央） 

42  高尾山や八王子織物の紹介。八王子織物の展示と即売所を八王子駅前に開設する。八王子まつり

の観光客の誘致。       （60代 女性 中央） 

43  都心に隣接した市で、観光地という利点を大々的に発信する必要があると思う。都心の人々は八

王子が田舎というイメージが強い。     （70代 男性 中央） 

44  観光地の紹介。       （70代 男性 西部） 

45  高尾山等の観光資源。      （70代 男性 西部） 
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福祉に関わる資源 

46  「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」。 （10代 女性 西部） 

47  福祉などに幅広い所を知ってもらう。       （20代 女性 東南部） 

48  福祉に関わる資源。     （30代 女性 中央） 

49  都内初「障害のある人もない人も共に安心して暮らせる八王子づくり条例」を制定。 

（40代 女性 西南部） 

50  福祉に関わる資源。障害のある人もない人ももっと一緒に活躍できる、自信をもっていろんなこ

とに参加できるまちづくりにしたい。     （50代 男性 中央） 

51  福祉に関わる資源を出してほしい。       （60代 女性 西南部） 

52  高齢化の中で福祉面での特徴を作り出すことが大切。     （60代 男性 西南部） 

 

スポーツ資源 

53  スポーツ資源         （50代 男性 東南部） 

54  「千人同心」にからめ、オリンピックを支える千人(1000人)のボランティア。 

（60代 男性 中央） 

55  代表選手の招待。キャンプの誘致。     （70代 男性 中央） 

56  八王子市体育協会や学園都市として、大会をサポートし、障害者スポーツ大会等、パラリンピッ

クのサポートもする。     （70代 男性 中央） 

57  オリンピック・パラリンピックに出る外国選手の事前練習場として、大学の運動場や体育館、市

の運動施設の活用。       （70代 男性 西部） 

 

都市環境 

58  都市環境        （30代 女性 中央） 

59  都心と比較して自然が残っており、大きな公園もあるため、公園を活用したイベント等を発信し

ても良いと思う。         （30代 男性 東南部） 

60  全国都市緑化はちおうじフェアに向けて、八王子といえば自然の豊かさだが、市街地は緑が少な

く美しいとはいえない。公園もイマイチ。計画的な緑の配置をもう少しすすめてほしい。 

（40代 女性 中央） 

61  市外に発信する前に、現状の改革、まちづくりをするべきだと思う。   （60代 男性 西南部） 

62  観光都市づくりには、まちの中のトイレを多数作る。駐車場を作る。 （70代 女性 西部） 

 

次世代育成に関わる資源 

63  小・中学校でのオリンピック・パラリンピック教育。実際に選手の話や、触れあいを体験した子

どもたちは誇らし気に話して聞かせてくれる。良い経験ができると思う。各地で実施してもらい

たい。        （40代 女性 西部） 

64  次世代育成に関わる資源。        （50代 男性 東南部） 

 

多文化共生に関わる資源 

65  21大学を有する学園都市、留学生の数などを柱にまちづくりをするべきだと思う。 

（60代 男性 西南部） 
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※アールブリュットとは 

フランス語で「生
き

の芸術」の意。フランスの画家ジャン・デュビュッフェにより提唱された「美術教育

を受けていない人などが、既成の表現法にとらわれず自由に制作した作品」をいいます。狭義には、

障害者の作品や芸術文化をさします。 

 都では、アールブリュットの普及推進など、パラリンピック開催を通じた共生社会づくりと連動し、文

化の面でも世界で最もバリアフリーな都市として認められるよう取組を推進しています。 

その他 

66  そもそも八王子をＰＲして何になるのかわからない。20 年以上住んでいてもいまだに八王子の魅

力が不明だし、あるとは思えない。市外に発信できるものは一切ありません。 

（20代 男性 東南部） 

67  まちづくり資源はまだまだ八王子も不便な所が多いので、特に発信したいことはない。 

     （40代 女性 西部） 

68  東京都のような無理をしないこと。身の丈に合わせた活動をしてください。大きく費用を使うこ

とはよく考えて。       （40代 男性 東部） 

69  この辺りは道幅も狭く、近所付き合いはほとんどなくてさみしいが、回覧板は自治会に入ってい

ると回ってくる。その程度なので発信したいとは思わない。  （70代 女性 西部） 

 

 

問５ 東京 2020大会に向けて、参加したいイベントはありますか。     （○は３つまで） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

市の伝統文化を発信するイベント 37.4 

オリンピック・パラリンピック出場選手による講演会 31.9 

オリンピック・パラリンピック出場選手によるスポーツ教室 23.1 

障害者スポーツの啓発（専用器具の体験・展示等） 18.7 

アールブリュット（※）の啓発 16.5 

その他  0.0 

特に参加したいイベントはない 38.5 

 

 

 

 

  

東京 2020 大会に向けて、参加したいイベントがあるか聞いたところ、「特に参加したい

イベントはない」が４割近く（38.5%）と最も多く、次いで「市の伝統文化を発信するイベ

ント」が４割近く（37.4%）であった。 
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※事前キャンプとは 

大会に参加する選手たちが、日本の気候等に適応するため事前トレーニング地として２～３週間

滞在し、市内のスポーツ施設で練習すること。 

問６ 各国・競技団体が市内で事前キャンプ（※）をする場合、どのようなことに期待しますか。 

（○は３つまで） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

練習の見学 58.2 

相手国の文化や風習の学習（関係者による講演、自主学習等） 38.5 

市外・国外へ八王子市の魅力をＰＲすることによる、来訪者の増加 35.2 

選手やコーチとの文化的な交流（市内のイベントへの参加等） 29.7 

選手やコーチとのスポーツ交流（指導を受ける、交流試合等） 25.3 

その他  0.0 

特に期待することはない  8.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 東京 2020大会に期待すること、大会終了後に残したい有形無形のレガシー（未来への遺産）

などはありますか。          （自由記述） 

 

＜東京 2020大会に期待すること＞ 

大会の観戦 

1  世界トップレベルのパフォーマンスが、海外でなく日本で見られることが嬉しい。 

（10代 女性 西部） 

2  世の中の人々が選手の方々をみて、私たちも頑張ろうと勇気づけられたらと思う。 

（20代 女性 東南部） 

3  オリンピック・パラリンピックどちらも楽しめるような大会になることを期待する。 

（20代 男性 東部） 

4  競技会場で選手を応援したり、感動を一緒に味わったりしてみたい。 （40代 女性 東部） 

5  世界のトップレベルの競技を観戦したい。      （40代 女性 東南部） 

6  将来を担う若者（中学生から大学生くらい）がオリンピックを契機に人生観を変えるような何か

（もの、行為、感動等）をつかんでほしい。      （60代 男性 西南部） 

7  何となくオリンピックを見たい、参加したい期待感はありますが、具体的には何もない。 

（60代 女性 東部） 

8  この辺ではないが、東北などで復興応援などの名目で試合をしてほしい。 （70代 女性 西部） 

  

各国・競技団体が市内で事前キャンプ（※）をする場合に期待することについて聞いたと

ころ、「練習の見学」が６割近く（58.2%）と最も多く、次いで「相手国の文化や風習の学

習（関係者による講演、自主学習等）」が４割近く（38.5%）であった。 
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日本の良さの発信 

9  東京の良さを、日本の良さを海外の人々に知ってほしい。  （20代 男性 東部） 

10  安全な国をアピールし、海外からの旅行者を増やす。     （30代 男性 西南部） 

11  東京大会に訪れた外国人に日本の良さを知ってもらい、少しでもお互いに交流ができれば良いと

思う。          （30代 男性 東南部） 

12  日本人らしい思いやりと相手の立場に立って行動するおもてなしの心を持って、クリーンで平和、

安全で誰もが純粋に楽しめる大会として成功させること。それ自体が最大のレガシーとなると思

う。        （30代 女性 中央） 

13  日本の良い文化を海外へ発信し、知ってもらうこと。   （30代 女性 中央） 

14  日本の伝統文化や魂が伝わるようなオリンピックを期待する。また、世界の人が東京オリンピッ

クを観たことで日本に興味を持ち、文化交流の深まりや観光業の発展につなげてもらいたい。 

（40代 女性 中央）  

15  東京でオリンピックができて良かったと言われるようになりたい。皆がおもてなしできるように。 

（60代 女性 東部） 

 

環境づくり 

16  事前キャンプがある場合、選手の方たちが「八王子に来て良かった」と思える環境づくり、おも

てなしを期待。         （20代 男性 西南部） 

17  風情・環境・景色         （30代 女性 西南部） 

18  ４年後なので何とも言えないが、今以上に住みやすくなれば良いと思う。特に高齢者など。 

（40代 女性 西部） 

19  八王子も駅周辺や高尾山などの観光地を整備（宿泊や飲食など）してほしい。（40代 女性 西部） 

20  富士森公園周辺の整備。医療刑務所跡地を整備し、利用する。    （60代 男性 東南部） 

21  スリムな大会に期待する。 交通機関の充実。    （60代 女性 東部） 

22  八王子にも大きな公園がほしい。例えば秋留台公園（あきる野市）のような所があれば、いろい

ろなイベントにも使用でき、まちの中も明るくなると思う。  （70代 女性 西部） 

 

選手との交流 

23  選手との交流が多くもてたら良いと思う。    （40代 女性 中央） 

24  八王子市が大会参加国に事前キャンプ地として招き、市民との交流をする。（70代 男性 中央） 

 

日本経済への影響 

25  諸外国に楽しんでもらえる大会にすること、オリンピックにより日本経済が活性化すること、大

会終了後は負の遺産を残さないことを第一に考えるべきだと思う。 （30代 女性 中央） 

26  日本経済に見合った東京 2020大会にすれば良い。（青天井にならないように。） 

（70代 女性 西部） 

 

期待できない 

27  現状の東京開催について、良い印象がないため期待できることがない。 （30代 男性 東南部） 

28  私たちの地域では特に期待することはない。    （70代 女性 西部） 
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その他 

29  八王子を会場とする競技があると良い。    （70代 女性 中央） 

 

＜大会終了後に残したい有形無形のレガシー＞ 

競技施設の有効活用 

30  2020大会で素晴らしい建物をつくるのは良いが、負の遺産にならないようにしてほしい。 

（20代 女性 東部） 

31  施設の長期的な有効活用と安全面での整備を期待する。   （20代 女性 中央） 

32  市民が日常的に運動できる施設や設備。運動習慣の形成（高齢者の介護予防を含む）。 

（30代 男性 中央） 

33  お金がかかるので、国立競技場だけで良いと思う。   （30代 男性 中央） 

34  建物を改装するなら、その後使えることを考えてほしい。  （30代 女性 東部） 

35  税金の無駄遣いをせず、オリンピック後も市民や多くのスポーツ選手が活用できる施設づくりを

してほしい。       （30代 女性 中央） 

36  東京オリンピックを契機に作られた施設を幅広く開放することで、スポーツ競技のすそ野を広げ

ることができるのではないかと思う。     （40代 男性 中央） 

37  市民が気軽にスポーツ施設を使用できるようにしてほしい。テニスコートは平日予約できても休

日はなかなか予約できない。体育館も休日は気軽に予約ができない等、改善してほしい。 

（40代 男性 中央） 

38  海の森競技場を淡水化し、通年使用できたら良いと思う。  （40代 男性 西部） 

39  投資の額にこだわることなく、未来に誇れるような施設（競技場、周辺施設等）をレガシーとし

ての文化財として、価値を引き継いでほしい。    （60代 男性 西部） 

40  スポーツ選手の育成と無料のスポーツ施設の充実。   （60代 女性 中央） 

41  人口規模に比べて、スポーツ施設（体育館・球場・サッカー場・プールなど）、文化施設（オリン

パスホール・図書館・美術館など）が乏しい。上記有形レガシーを期待したい。 

（60代 女性 東南部） 

42  大会に向け大きな建物がつくられるが、終了後に多くの人が活用できるようにしてほしい。 

（60代 女性 東南部） 

43  各競技への理解を深めること。競技場の保存、利用。   （70代 男性 中央） 

44  アスリートたちが東京大会に準じた施設で、いつでも練習できる理想的な設備の構築。 

（70代 男性 西部） 
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大会の記念となるもの 

45  八王子市民と参加選手共同で残す有形のものなど。   （20代 男性 北部） 

46  札幌冬季五輪のようなオリンピックのテーマ曲を小中高の音楽の時間に歌ったり、教科書に載せ

たりすること。オリンピック記念館といった過去から現在にいたるオリンピック選手を称える施

設の建設。          （30代 女性 西南部） 

47  国と都で会場建設費の問題、レガシーとして残すかどうかでもめていたが、元は税金が使われる

ので、お金をかけてまでレガシーは必要ないと思う。それよりも、オリンピック・パラリンピッ

クに関わった選手など全員の健闘をたたえる碑や記念館などを作った方が良いと思う。（もっとお

金の使い道があると思う。）      （50代 男性 中央） 

48  記念碑など。       （50代 男性 西部） 

49  パネル展など。       （50代 女性 西部） 

 

次世代選手の育成 

50  オリンピックを観て「自分も金メダルをとりたい」と思う子どもたちが、公平にそれを目指せる

環境づくり。         （20代 男性 西南部） 

51  子どもたちがオリンピック・パラリンピックを身近に感じ、スポーツへの意欲が増していると思

うが、2020 年を過ぎても継続してスポーツに取り組めると良い。柔道部のある中学がほとんどな

い。指導できる教員、部活の充実に期待したい。部活の指導を学校の教員に任せるのではなく、

専門家に依頼するようなシステムになると、より身近にスポーツと関わり、アスリート育成につ

ながると思う。       （40代 女性 西部） 

52  オリンピック選手がこれからの未来のために、また次に飛躍できるようになってもらいたい。 

（60代 女性 東部） 

53  次世代（子ども）のスポーツ・文化芸術活動の振興、施設の充実、日本伝統の武道精神の再起育

成。        （70代 男性 西部） 

 

スポーツや健康づくりに取り組む意識 

54  残したいレガシーは幅広い年齢の人が楽しめ、八王子市で学ぶ子どもがスポーツを楽しめる風潮

や考え方にする。       （20代 男性 東部） 

55  この大会を通じて一般市民の中で運動する習慣を持つ人が増えれば大きな遺産になると思う。 

（60代 男性 東部） 

56  大会後に多くの人がスポーツをしたい気持ちになれば、体力向上につながると思う。市もそれな

りに取り組んでもらう。      （70代 男性 西部） 
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負のレガシーは必要ない 

57  二度とオリンピック・パラリンピックを日本で行うことのないということを未来への負の遺産と

して語り継いでいきたい。オリンピック・パラリンピックはもはや「平和の祭典」という役割を

終えた。今のオリンピック・パラリンピックは資本家の資本家による資本家のためのものに成り

下がった。          （20代 男性 東南部） 

58  オリンピックで何を得るのか考えたほうが良い。長野冬季五輪の費用はいまだに払い続けている。

特に作った建物は利用頻度が低く再活用も不向き。それでも威信で進めるのは未来に負債を残す

だけとなる。八王子が関わるなら選手の受け入れ程度にすべき。それでも警備費用やスタッフ移

動コストは非常にかかる。負のレガシーなら関わらないほうが賢明。 （40代 男性 東部） 

59  お祭り騒ぎを増長させるような環境作りには反対。より純粋なスポーツ祭典的である方が良いと

思う。オリンピックからレガシーを残す必要はない。     （60代 男性 西南部） 

60  遺産とはいえ、負の遺産はＮＧ。維持管理が収益を上回っては市民や都民の負担になる。キャン

プ期間を含んでも、１・２か月です。「レガシー」が流行語みたいで引いてしまう。 

（70代 男性 北部） 

参加国との交流 

61  箱物は不要。八王子市と事前キャンプなどで滞在した国（市）とのスポーツによる姉妹都市関係。 

（50代 男性 東部） 

62  事前キャンプをした国との姉妹都市。（その国の代表的なまちや環境・人口などが良く似たまち。） 

（60代 男性 中央） 

63  オリンピックイヤーだけでなく、その後も続く外国との交流ができると良い。（70代 女性 中央） 

 

その他 

64  よくわからない。         （20代 女性 東南部） 

65  教訓。学び。良い部分だけ見すぎないこと。    （30代 女性 中央） 

66  組織委員会と都議会の動きを見ていると、東京大会への希望はどんどん失望に変わっている。未

来のためにと考えると、このような利権主義の連中を色々な分野から一掃することが未来への遺

産だと思う。若い方々のためにも、美しい東京にしてあげたいと思う。 （40代 女性 中央） 

67  福祉関連をつないでいきたい。       （60代 女性 西南部） 

  



  

  

18 

 

モニター№ 

 

 

資源循環部 ごみ減量対策課 

市では、平成25年３月に八王子市ごみ処理基本計画「循環型都市八王子プラン」を10年

間の計画期間として策定し、市民の皆様や事業者との協働によりさらなるごみの減量・資

源化に取り組んでいます。平成29年度に中間目標年度を迎えることから、今後見直しを行

う予定です。 

そこで、市民の皆さんから「ごみの減量・資源化」の現状についてご意見を伺い、計画

の見直しに活用していきます。 

 

 

問１ あなたのお住まいは次のうちどちらですか。       （○は１つだけ） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

戸建住宅 62.6 

集合住宅（アパートやマンションなど） 37.4 

 

 

 

 

 

 

問２ 平成 22年 10月からプラスチック製品やゴム・革製品の分別が可燃ごみに変わったことによ

り、不燃ごみとなるものが大幅に減りました。現在の不燃ごみの排出回数はどのくらいですか。 

              （○は１つだけ） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

ほぼ毎回（２週間に１回）出している 20.9 

月１回程度出している 31.9 

２～４か月に１回程度出している 26.4 

半年に１回程度出している 16.5 

ほとんど出ない  4.4 

 

 

 

 

 

 

  

テーマ２「ごみ減量に向けた取り組み」について 

居住形態を聞いたところ、「戸建住宅」が６割強（62.6%）、「集合住宅」が４割近く（37.4%）

であった。 

不燃ごみの排出回数について聞いたところ、「月１回程度出している」が３割強（31.9%）

と最も多く、次いで「２～４か月に１回程度出している」が３割近く（26.4%）であった。 
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問３ あなたが普段の生活の中で、ごみの減量や資源化推進などのために実践していることは何で

すか。        （各項目で○は１つだけ） 

また、記載された項目以外で実践しているものがあれば、「その他」にその内容を記入して

ください。 

（n＝91） 

 している 

どちらかと

いえば 

している 

どちらかと

いえば 

していない 

していない 

ごみを分別し、市の資源物回収に出している 91.2  7.7  1.1  0.0 

買い物袋を持参し、レジ袋をもらわないようにしている 50.5 26.4 14.3  8.8 

必要以上の包装は断っている 50.5 39.6  4.4  5.5 

長期に使える製品を選ぶようにしている 46.2 33.0 14.3  6.6 

詰め替えや繰り返し利用できる製品を選ぶようにしている 73.6 19.8  3.3  3.3 

スーパーマーケットなどでの店頭回収（ペットボト

ル、トレーなど）を利用している 
19.8 13.2 18.7 48.4 

マイ箸やマイボトルを使っている 30.8 27.5 11.0 30.8 

フリーマーケットやリサイクルショップ等を利用している  7.7 20.9 17.6 53.8 

ものを大切に長く使うようにしている 58.2 35.2  4.4  2.2 

地域の資源集団回収に参加（利用）している 29.7 13.2 13.2 44.0 

「みんなの町の清掃デー」などの地域の清掃に参加している 20.9 14.3 12.1 52.7 

その他 7.7 

項目内での最高値 

 

【その他】 

・ 物を増やさないようにしている。 

・ 決められたスペースに入るだけの備蓄。（食品等のムダをなくす。） 

・ 地域の少人数でごみ拾い活動など。 

・ 小さな紙きれでも市の回収に出している。 

・ 生ごみはコンポストを利用。 

・ 生ごみ処理機器を使っている。 

・ リサイクルを推進している業者から物を購入する。（生活協同組合） 
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※１ 自宅で継続的に使用できる方を対象に、市が購入費の一部を補助しています。 

※２ 収集後に処理施設では、異物・不適物を除去するため人の手による分別作業を実施していま

す。しかし、家庭から出されるものの中に注射針などが誤って混入しているため、作業員がけ

がをする事故が起きています。 

※３ もみ殻くん炭（土壌改良資材）などの基材を入れたダンボール箱に生ごみを入れてかき混ぜ、

微生物の力で分解し、たい肥化するもの。 

※４ 引き取ったたい肥は、平成 29年度に開催する全国都市緑化フェア等で使用します。 

※５ あったかホール（北野町 596-3）内にある環境学習室。 

※６ 小型家電リサイクル法に基づく認定事業者。平成 27 年 12月より市と協定を締結し、パソコン

の新たな回収方法として宅配便による無料回収を行っています。 

※７ 環境省発表、平成 26年度実績（人口 50万人以上の都市） 

問４ 市で行っている以下のごみ・資源物に関する取り組みや実施について、知っているものはあ

りますか。           （○はいくつでも） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

家庭用生ごみ処理機器などの購入費補助金制度（※１） 46.2 

収集した容器包装プラスチックの手選別による仕分け（※２） 26.4 

ダンボールコンポスト（※３）でできた、たい肥と基材の無料交換（※４） 19.8 

収集した不燃ごみの手選別による仕分け（※２） 19.8 

エコひろば（※５）や市役所売店でのダンボールコンポストの販売 14.3 

収集したペットボトルの手選別による仕分け（※２） 13.2 

リネットジャパン（株）によるパソコンの無料回収（※６）  6.6 

八王子市の１人１日あたりのごみ・資源物の排出量が全国で２番目に少ないこと（※７）  2.2 

八王子市のリサイクル率が全国４位であること（※７）  1.1 

特にない 36.3 

無回答  1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が行っているごみ・資源物に関する取り組みや実施について知っているものがあるか聞

いたところ、「家庭用生ごみ処理機器などの購入費補助金制度」が５割近く（46.2%）と最

も多く、次いで「特にない」が４割近く（36.3%）であった。 
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問５ 庭の樹木や生垣から出る「枝・草葉」は、現在、可燃ごみと一緒に収集し、清掃工場で焼却

処理しています。この「枝・草葉」を資源として活用するためには、可燃ごみとは別に収集し、

収集回数を現在の週２回から、隔週（２週間に１回）に変更する可能性があります。 

この場合、家庭での保管に協力できますか。    （○は１つだけ） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

できる 54.9 

できない  8.8 

樹木の枝・草葉が出ない（庭がない、集合住宅に住んでいるなど） 28.6 

その他  7.7 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 置いておいた場合、動物にくずされたり、いたずらされたりしないか不安。 

・ 週１回なら良い。 

・ 時期によっては保管しきれない可能性がある。 

・ １週間に１回とし、曜日を決める。２週間に１回だと生の草葉が腐り、いやな臭いを出す。 

・ 時に量が多く、長期保管は難しい。（庭木の剪定時には約 20袋。） 

・ 保管は可能だが、町内で数年前に庭に置いた物への放火事件があり、心配なので、できれば置いて

おきたくない。 

・ 夏は週２回でないと困る。保管は協力したいが、臭わない、カラスに襲われない密閉バケツの購入

補助をしてほしい。今あるゴミストッカーは、紙ごみや段ボールを保管するのでいっぱいで、これ

以上は厳しい。 

  

「枝・草葉」を資源として活用するため可燃ごみとは別に収集することにより、収集回数

が減った場合に家庭での保管に協力できるか聞いたところ、「できる」が５割台半ば（54.9%）

と最も多く、次いで「樹木の枝・草葉が出ない（庭がない、集合住宅に住んでいるなど）」

が３割近く（28.6%）であった。 
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◆下記の家庭系可燃ごみ組成（内容物）のグラフを見ると、生ごみの割合が高いことがわかり、「生

ごみの減量・資源化への取り組み」を進めることが必要となっています。そこで、生ごみの減量、

資源化についてお尋ねします。 

 
 

問６ あなたの家庭では、食品を生ごみにしないために実践していることがありますか。 

（○はいくつでも） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

必要な量だけ買うようにしている 71.4 

外食時に食べきれる量を注文するようにしている 68.1 

買い物前に冷蔵庫の中身チェックをしている 54.9 

皮のむきすぎなど、食べられる部分を捨てすぎないようにしている 47.3 

食材にあった保存方法を工夫している 46.2 

野菜の皮や芯などもなるべく捨てずに調理するようにしている 31.9 

その他  6.6 

特にしていない  2.2 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 学校で飼育しているウサギや家で飼育しているモルモットに皮や芯を与える。 

・ レシートで、使った食材をチェックしている。 

・ 食べきれる量の食事をつくっている。 

・ 防災時の食品も順次入れ替え、無駄にしない。収納スペースを決め、入る量のみ購入。 

・ 生ごみ処理機器を使っている。 

・ 下ごしらえ済みの食材を購入し、生ごみを減らしている。 

  

厨芥類 

（生ごみ） 

 46% 

紙類 

(資源化不可能) 

20% 
紙類 

(資源化可能) 

 8% 

プラスチック 

(資源化不可能) 

 10% 

プラスチック 

(資源化可能) 

 3% 

繊維類4% 

木類2% 

靴・ベルト・

鞄 1% 

その他 

可燃ごみ 

5% 

不燃ごみ 

1% 

食品を生ごみにしないために実践していることを聞いたところ、「必要な量だけ買うよう

にしている」が７割強（71.4%）と最も多く、次いで「外食時に食べきれる量を注文するよ

うにしている」が７割近く（68.1%）であった。 
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問７ 次のうち生ごみを発生させないために最も
．．

効果的な取り組みはどれだと思いますか。 

（○は１つだけ） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

買い方の工夫（買い物前の冷蔵庫チェック、必要な量だけ買うなど） 52.7 

保存の工夫（保存の方法、賞味・消費期限表示の正しい理解、冷蔵庫の整理など） 27.5 

調理の工夫（野菜の皮や芯を使った調理をするなど） 11.0 

外食時の工夫（食べ切れる量を注文する、飲食店等での啓発など）  6.6 

その他  2.2 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 余分に買わず、余分に食べない。 

・ 小売店が需要に合うだけの商品を発注する。 

 

 

問８ 生ごみの約８割は水分であり、水切りを行うことでかなりの重量を減らすことができます。

あなたの家庭では発生した生ごみの水切りをしていますか。   （○は１つだけ） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

はい（→問８-１へ） 74.7 

いいえ（→問８-２へ） 19.8 

生ごみがほとんど出ない（→問 10へ）  5.5 

 

 

 

 

  

生ごみを発生させないための最も効果的な取り組みについて聞いたところ、「買い方の工

夫（買い物前の冷蔵庫チェック、必要な量だけ買うなど）」が５割強（52.7%）と最も多く、

次いで「保存の工夫（保存の方法、賞味・消費期限表示の正しい理解、冷蔵庫の整理など）」

が３割近く（27.5%）であった。 

生ごみの水切りをしているか聞いたところ、「はい」が７割台半ば（74.7%）、「いいえ」

が２割弱（19.8%）であった。 
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【問８で「はい」とお答えの方に】 

問８-１ 家庭で実践している水切り方法は何ですか。          （○はいくつでも） 

（n＝68） 

 
構成比(％) 

水切りネットを使って切っている 60.3 

三角コーナーに入れて水気を切っている 47.1 

ひとしぼりして水気を切っている 33.8 

干して乾燥させている  1.5 

その他  1.5 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 広告紙を折ってつくった袋に入れて水切りをしている。 

 

 

【問８で「いいえ」とお答えの方に】 

問８-２ 水切りをしていない理由は何ですか。             （○はいくつでも） 

（n＝18） 

 
構成比(％) 

面倒だから 61.1 

水切りの効果を知らなかったから 50.0 

生ごみを触りたくないから 27.8 

やり方がわからないから 16.7 

水切りが必要ではないから  5.6 

その他  5.6 

 

 

 

 

【その他】 

・ コンポストに入れている。 

  

水切りを実践している人にその方法を聞いたところ、「水切りネットを使って切っている」

が約６割（60.3%）と最も多く、次いで「三角コーナーに入れて水気を切っている」が５割

近く（47.1%）であった。 

水切りを実践していない人にその理由を聞いたところ、「面倒だから」が６割強（61.1%）

と最も多く、次いで「水切りの効果を知らなかったから」が５割（50.0%）であった。 
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※１ 設置型コンポスター 

庭や畑などに直接埋めて使う、プラスチック製の生ごみ処理容器。落ち葉や雑草などと一緒に生

ごみを入れて、地中の微生物の力で分解し、たい肥化するもの。 

※２ 電気式生ごみ処理機 

電気を使って生ごみを温風乾燥や微生物分解（バイオ式）させるなどの方法により、生ごみを減量

化し、たい肥としても利用できるようにする装置。 

問９ あなたの家庭では、発生した生ごみのたい肥化に取り組んでいますか。（○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

はい（→問９-１へ） 10.5 

いいえ（→問９-２へ） 89.5 

 

 

 

 

 

 

【問９で「はい」とお答えの方に】 

問９-１ あなたの家庭で取り組んでいる生ごみのたい肥化の方法は何ですか。（○はいくつでも） 

（n＝9） 

 
構成比(％) 

庭や畑に埋めている 44.4 

設置型コンポスター（※１） 33.3 

ダンボールコンポスト 11.1 

電気式生ごみ処理機（※２） 11.1 

その他 11.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

（記載なし） 

  

生ごみのたい肥化に取り組んでいるか聞いたところ、「はい」が約１割（10.5%）、「い

いえ」が９割弱（89.5%）であった。 

生ごみのたい肥化に取り組んでいる人にその方法を聞いたところ、「庭や畑に埋めている」

が４割台半ば（44.4%）と最も多く、次いで「設置型コンポスター」が３割強（33.3%）であ

った。 
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【問９で「２ いいえ」とお答えの方に】 

問９-２ 生ごみのたい肥化に取り組んでいない理由は何ですか。     （○はいくつでも） 

（n＝77） 

 
構成比(％) 

場所がないから 36.4 

やり方がわからないから 35.1 

たい肥の使い道がないから 35.1 

においや虫が気になるから 31.2 

面倒だから 18.2 

お金がかかるから 14.3 

その他  6.5 

考えたことがない 16.9 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 近隣に猫を飼っている家があり、庭に入ることもあるため。 

・ 二人だから、買い物はごみを出すのを最小限にと考えている。 

・ コンポストの形状が庭にそぐわないと思う。 

・ 集合住宅なので無理である。 

・ 賃貸なので設置できない。できたとしても管理する時間がない。 

 

  

生ごみのたい肥化に取り組んでいない人にその理由を聞いたところ、「場所がないから」

が４割近く（36.4%）と最も多く、次いで「やり方がわからないから」、「たい肥の使い道

がないから」が３割台半ば（35.1%）であった。 
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問 10 八王子市ごみ処理基本計画「循環型都市八王子プラン」の中で、重点目標として以下の５

項目を掲げています。あなたが八王子市にとって最も重要だと思う項目はどれですか。 

（○は１つだけ） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

ごみ・資源物の１人１日あたりの総排出量の削減 37.4 

リサイクル率の向上 29.7 

ごみの処理で発生するＣＯ２（二酸化炭素）排出量の削減 17.6 

埋立処分量をゼロにする  7.7 

ごみ・資源物処理経費の削減  6.6 

無回答  1.1 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 今後、ごみの減量・資源化のために、あなた自身が取り組みたいことや、市に取り組んで

ほしいことについて、ご記入ください。       （自由記述） 

 

＜あなた自身が取り組みたいこと＞ 

不要なものを買わない 

1  食材を無駄にしない。      （10代 女性 西部） 

2  食料を必要な分だけ購入する。     （20代 男性 東部） 

3  生ごみが最も多いのは意外だった。食品の消費期限などに気をつけて買いたいと思う。 

（30代 男性 北部） 

4  分別はきちんと冊子を確認し、資源として再活用に尽力するのと同時に、余分な買い物を減らす。 

（30代 女性 中央） 

5  不要なものは買わないようにする。       （40代 女性 西南部） 

6  食材の無駄が出ないように、今まで以上に消費期限をチェックしていく。買い過ぎないようにす

る。        （40代 女性 東部） 

7  リサイクルの徹底や、物を大切にして、不要なものは買い過ぎないようにしていきたい。 

（40代 女性 中央） 

8  無駄を少しでも減らしていく。     （50代 男性 西部） 

9  家族の人数に応じて、買い物時、できるだけごみをださない工夫をする。（例）大根や人参等皮を

むかないでそのまま料理をする。     （50代 女性 西部） 

10  買い過ぎに注意をしたい。良い物を選び、長く使っていきたい。  （50代 女性 北部） 

11  不必要なものを買わない。今まで買いためたものを有効利用する。 （60代 女性 中央） 

12  なるべく必要でないものは購入しないことがごみの減量につながると思う。（我が家を見ると不必

要なものであふれている）      （60代 女性 東部） 

八王子市ごみ処理基本計画「循環型都市八王子プラン」の重点目標のうち、最も重要だと

思う項目について聞いたところ、「ごみ・資源物の１人１日あたりの総排出量の削減」が４

割近く（37.4%）と最も多く、次いで「リサイクル率の向上」が３割弱（29.7%）であった。 
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13  できるだけ無駄をなくすこと。現在必要最低限の物だけにする。  （70代 男性 中央） 

 

減量 

14  生ごみの水切りをすることで、重量を減らせることを知ったので、やってみようと思う。 

（20代 男性 東部） 

15  ごみの圧縮。（30代 男性 中央） 

16  マイバックを持っていくのを徹底していきたいと思う。基本的にはレジ袋を有料にしても良いと

思う。        （40代 女性 西部） 

17  私自身としてはごみの発生を更に減らすこと。    （60代 男性 東部） 

18  生ごみをできるだけ出さないようにジュース状にして食している。 （70代 男性 西部） 

19  ごみの量ではないが、かさを減らす工夫をしている。特にプラスチックごみはハサミでカットし

てつぶしたり、袋類は細かくたたんで結ぶなど。また、生ごみは水分を徹底的に絞って小さくし

たり、紙や紙箱なども完全につぶしたり、たたんだりする。チラシを再利用する。生ごみ処理や、

メモ用紙など。       （70代 女性 中央） 

 

分別 

20  これからもごみの分別をしていきたい。    （30代 女性 中央） 

21  ごみの分別の知識の向上。      （30代 女性 中央） 

22  現在集合住宅に住んでいる。ここではごみの仕分けが色々な形である。生ごみ、ペットボトルの

本体とキャップ、不燃物、プラスチック（すべて洗ってから出す）、カン（アルミとそうでないも

の）、ビン、乾電池など。やはり細かく出すことによってごみの減量につながるのではないか。 

（60代 女性 東部） 

23  分別を正確にやりたい。      （60代 女性 東部） 

24  日々の生活の中でしっかり仕分けする。樹木などの資源化。  （60代 女性 東部） 

25  分別（ごみなど）をしっかりしていきたいと思う。   （70代 女性 西部） 

 

生ごみのたい肥化 

26  生ごみのたい肥化を試してみたい。     （50代 女性 西部） 

27  ごみの減量については、今後も生ごみをたい肥化して活用していきたい。 （60代 男性 西部） 

28  生ごみのたい肥化に取り組み、循環型社会を担いたい。   （60代 女性 中央） 

 

リサイクル 

29  リサイクルする。 ３件 

 

サービスの有効活用 

30  市として各種ごみのリサイクルに積極的に取り組んでいることをこのアンケートで知ったので、

そういったサービスも有効活用していきたい。    （20代 女性 中央） 
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その他 

31  不要品は回収業者に引き取ってもらうことが多い。鍋等の金属類も不燃ごみに出しているが、分

別のときに金属を分けて再利用するのか気になった。     （30代 男性 東南部） 

 

（広聴課注：不燃ごみは収集後、手選別にて分別し、金属類はほぼ資源化しています。） 

 

＜市に取り組んでほしいこと＞ 

市民への周知 

32  特に食料廃棄物に関して、日本では多くの食品を捨てているが、世界には飢えに苦しむ人々もい

る。自分では捨てるのが申し訳ないと思って残さないが、特に影響を受けやすい子どもなどの意

識につなげてほしい。海外への働きかけは期待できなくても、大人たちにも意識させる表示など

をしてほしい。       （10代 女性 東部） 

33  ダンボールコンポストやエコひろばを活用したいと感じたが、その存在が市民に伝わりきれてい

ない。市からのチラシやはがきなどで宣伝活動を行った方が良いと思う。 （20代 男性 北部） 

34  リサイクルや補助金制度の告知を広めてほしい。生ごみ処理機によるたい肥の回収（回収ボック

スの設置等）。         （30代 男性 東南部） 

35  不要な買い物を極力なくすことでごみの発生を少なくする。そのためには、ふだんの心がけが大

事だと思う。市にはそのあたりの周知を重点的に行ってほしい。  （40代 男性 中央） 

36  ごみの減量・資源化への取り組みについて、市民にアピールしてほしい。（十分に、市民に伝わっ

ているとは思えない。）        （50代 男性 東南部） 

37  市は、市民へ減量の呼びかけと資源化の有効性を更にアピールしてほしい。（60代 男性 西部） 

38  市にしてほしいことは、現在実施している取り組みをわかりやすくＰＲすること。 

（60代 男性 東部） 

39  必要以上の包装は断るようにしている。外国のように、市、国レベルでも簡素を心がけるよう、

呼びかけてほしい。         （60代 女性 東南部） 

40  市民全員へのより深い啓発が必要だと思う。最近庭の古い栗の木、梅の木を自分で伐採したが（成

長しすぎて処理が必要だったので）、その後の幹、切株の処分に非常に苦労した。素人でも簡単に

処分できるような対応を考えていただきたい。      （60代 男性 西南部） 

41  市に取り組んでほしいことは、祭りなどでＰＲを行い、市民または町会等に処理施設の見学及び

真剣に取り組んでいる姿を見てもらう。    （70代 男性 西部） 

42  専門的な知識がないので、簡単にできることから広報などによる「啓蒙活動」をお願いしたい。 

（70代 男性 北部） 

 

リサイクル 

43  収集カレンダーの日にちの下にある「ハガキはリサイクルできます」や「７・８・９月は毎週ペ

ットボトル回収」など、わかりやすくて良い。ただ、スーパーのプラスチックトレーなどは、店

頭回収にした方が良いのかわからない。プラスチックやペットボトルなどが、その後どのように

利用されているか目につくととても良い。      （20代 男性 西南部） 

44  市には、フリーマーケットを開催してほしい。リサイクルや水切りの仕方など、ごみ削減の方法

をパンフレットにしてほしい。     （20代 男性 東部） 
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45  単に洋服をリサイクルするというだけでなく、子供服は市内で金銭的に援助が必要で、かつ希望

する方に届けるなど困っている方に渡してほしい。市として何か考えていただきたい。 

（30代 男性 東部） 

46  以前に住んでいた千葉県銚子市では「あげます譲ります、売ります買いますコーナー」が市役所

内にあり、粗大ごみに出す前に、そこに写真などを掲示して、市民間で受け渡しをしてリユース

（再使用）していた。八王子はあったかホールで修理した不用品の販売もしているが、市民を直

接つなぐリユースシステムもぜひ検討してほしい。   （40代 男性 西部） 

47  家庭で余っている物を捨てるのではなく、足りないところへ持っていける整備ができると良いと

思う。        （50代 女性 北部） 

48  リサイクルを浸透させてほしい。       （60代 女性 西南部） 

49  リサイクル率の向上が一番。      （70代 男性 中央） 

 

分別 

50  市外から転居してきた方たちは、プラスチックも紙ごみも、ほとんど分別していない。全て可燃

ごみで出している。だから毎回大きい可燃ごみの袋を出す方が多い。覚えてしまえば簡単なのに

と思うが、口出しすることではないので、もっと周知すれば、リサイクル率を上げられると思う。

例えば、子どもでも理解できるような、マンガ方式やクイズ方式で、市の広報に入れて伝えてみ

る。        （30代 女性 東部） 

51  公共の場のごみ箱をもっと分別して捨てられるようになると良い。 （40代 女性 中央） 

52  老人と同居していますが、まだまだごみの分別が理解できないようです。洗えば資源ごみになる

発泡スチロール系の入れ物などを可燃ごみとして入れてしまうので、（私が最終チェックをしてい

るが）老人でもわかるような、再度の分別の仕方を提供していただきたい。（50代 女性 西部） 

53  食品以外の衣類、書籍などの減量（シンプルで快適に）。あったかホールが魅力に乏しいので、全

市にアピールできる魅力ある施設活用をしてほしい。     （60代 女性 東南部） 

 

減量 

54  ごみの減量を行わないとどのようなデメリットが発生するのか、減らすためにできる簡単な方法

を周知してほしい。       （20代 男性 東部） 

55  市が作成しているごみカレンダーなどわかりやすくて参考になる。八王子市はリサイクル率が高

く、１人あたりのごみ、資源物の排出量が少ないことを市民に周知すれば、さらに意識が高まる

と思う。        （30代 男性 中央） 

56  もっと危機感をもって、ごみの減量の大切さを広げて伝えるべき。 （30代 女性 中央） 

 

生ごみのたい肥化 

57  八王子は、お店の外などでリサイクル活動を行っている所が多く、私も自ら取り組んでいる。生

ごみをたい肥化する機械を置いてほしい。      （20代 女性 東南部） 

58  飲食店の生ごみ回収とたい肥化のシステムづくりができたら良いと思う。 （30代 女性 中央） 

59  生ごみのたい肥化ができる共同の場所が市民センター、学校、スーパーなどにあれば持っていく

ことはできる。または、収集時に生ごみを別のふた付容器で収集する。生ごみの量が 46％を占め

ているので減らす改革が必要になる。     （40代 女性 西部） 
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60  八王子は農家が多いので、ＪＡ（広聴課注：農業協同組合の略）と協力して生ごみのたい肥化事

業ができないか。（たい肥を農家に無料で提供する。）   （60代 男性 中央） 

 

店舗に対する指導 

61  なるべく出さないようにしているが、売る側も包み紙（包装）をたくさん巻いてあったりするの

で、それだけでもごみが出る。     （40代 女性 西部） 

62  家庭での分別はできるだけ細かくしているつもり。これ以上になるなら、外食の店などにも、も

っと出さない取り組みを指導してほしい。    （40代 女性 中央） 

63  店での過剰包装はいらない。すでにラップ等に包まれているものをトレーにのせて売られたり、

紙に包んでくれたりするので、包まないでくれと言う。市からもごみ減量のために店などに働き

かけてほしい。       （70代 女性 中央） 

64  スーパーへ連絡し、発泡スチロールから石油（何枚で、どのくらいの量になるのか見せる）、プラ

スチックからＹシャツ１枚ができる量を見せることにより、みんなの関心がわき、減量、資源化

になると思う。       （70代 男性 西部） 

 

ごみ袋の値段を変える 

65  有料ごみ袋の値段を安くしてほしい。町田市や多摩市などに比べて高い。（20代 女性 東南部） 

66  ごみの無料化。         （20代 男性 東南部） 

67  現在のごみ袋の価格を２倍以上に値上げする。    （20代 女性 東部） 

68  ごみを減らすことを条件にして、条件をクリアした家庭はごみ袋を安く購入できる。 

（30代 女性 西南部） 

 

補助金・助成金 

69  多くのスーパーマーケットなどでペットボトルやトレーの回収にポイント制を導入すれば、もっ

と多くの人がリサイクルへ関心を示すと思う。現在ポイント制を設けている店はあるが、あまり

知られていなく、ポイント率も悪いので、その部分で市に助成してほしい。（30代 女性 西南部） 

70  八王子市はごみ袋の料金は近隣の市並みだが、家庭用生ごみ処理機器などの購入費補助金制度の

補助率が低い。生ごみ対策が重点なら補助率等の見直しも検討すべき。 （50代 男性 東部） 

 

その他 

71  ごみ、資源物処理経費を削減して、子育てや教育、文化に予算を使ってほしい。 

（60代 女性 中央） 

72  他の国でやっている良い所を取り入れ、実行してほしい。  （70代 女性 西部） 

73  ごみの量は経済活動とリンクしていて、景気が良くなれば購買・消費量が増えごみも増え、景気

が悪くなれば購買・消費量は減りごみも減ることになる。多くの人は景気が良くなり、生活が豊

かになることを望んでいるので、ごみの量は必然的に増えることになる。そうなるといかにごみ

のリサイクル・資源化を充実するかであり、八王子は大学が多いので、ごみの資源化の研究開発

を大学とタイアップして行う。      （70 代 男性 西部） 

74  市の減量・資源化については良くなっている。回収日数を多くしてほしい。（70代 男性 中央） 
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※多文化共生とは 

国籍、民族などの異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域

社会の構成員として共に生きていくことをいいます。 

 

 

 

 

 

市民活動推進部 多文化共生推進課 

市は平成25年３月に「八王子市多文化共生推進プラン」を策定し、八王子国際協会など

市民ボランティアの方々と協働して、外国人市民にとっても、日本人市民にとっても暮ら

しやすいまちづくりを推進しています。 

市では外国人市民の方々が持つ多様性をまちづくりに生かしていけるよう、多文化共生

（※）施策をより一層推進していく必要があると考えています。 

プラン策定からすでに４年近くが経過し、本市の外国人市民は平成28年10月末に１万１

千人を突破し、全人口に占める割合は約1.98％で、プラン策定時と比べ約２割増と、今後

も増加していくことが見込まれています。 

こうした外国人市民を取り巻く環境の変化に応じ、日本人市民、外国人市民それぞれの

意識を改めて調査して、プランの見直しに反映したいと考えました。 

そこで、市政モニターの皆さんに外国人市民を受け入れる日本人としての意識調査とい

う視点で、多文化共生施策に関するアンケートにご協力をお願いします。 

 

 

問１ あなたは「多文化共生」という言葉を知っていましたか。   （○は１つだけ） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

よく知っている 11.0 

だいたい知っている 19.8 

聞いたことはある 41.8 

知らない 27.5 

 

 

 

 

 

  

テーマ３「多文化共生に関する意識」について 

「多文化共生」という言葉を知っているか聞いたところ、「聞いたことはある」が４割強

（41.8%）と最も多く、次いで「知らない」が３割近く（27.5%）であった。 
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問２ 市では「外国人市民も安心して暮らせるまちの実現」を基本目標の一つとして掲げ、外国人

に対するコミュニケーション支援や生活支援の充実を推進しています。あなたは、八王子市が

外国人も安心して暮らせるまちだと思いますか。    （○は１つだけ） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

そう思う 13.2 

どちらかといえばそう思う 44.0 

どちらかといえばそうは思わない 14.3 

そうは思わない  6.6 

わからない 22.0 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 市では、「国際感覚豊かな市民を育むまちの実現」を基本目標の一つに掲げ、多文化共生意

識の啓発や国際理解・国際交流を推進していますが、あなたは以前に比べて国際感覚が豊か

になったと感じますか。       （○は１つだけ） 

（n＝91） 

 
構成比（％） 

以前から豊かである  5.5 

豊かになった  9.9 

どちらかといえば豊かになった 16.5 

ほとんど変わらない 36.3 

全く変わらない 14.3 

以前の方が豊かだった  1.1 

わからない 16.5 

 

 

 

 

 

 

  

八王子市は外国人が安心して暮らせるまちだと思うか聞いたところ、「そう思う」（13.2%）

と「どちらかといえばそう思う」（44.0%）を合わせた『そう思う』は６割近く（57.2%）と

なっている。 

市が推進している多文化共生意識の啓発等により、あなたの国際感覚は以前と比べて豊か

になったと感じるか聞いたところ、「ほとんど変わらない」が４割近く（36.3%）と最も多

く、次いで「どちらかといえば豊かになった」、「わからない」が２割近く（16.5%）であ

った。 
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問４ 市民団体「八王子国際協会」は、多文化共生社会の実現に向け、市と協働してさまざまな外

国人支援事業や交流イベントを実施していますが、あなたはそのことを知っていましたか。 

（○は１つだけ） 

（n＝91） 

 
構成比（％） 

会員やボランティアとして参加したことがある  0.0 

イベントや講座に行ったことがある  1.1 

活動内容について知っている  2.2 

名前を聞いたことがある 25.3 

知らない 71.4 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 外国人市民は今後さらに増えていくことが見込まれますが、市内に外国人が増えていくこと

について、あなたはどのように考えますか。       （○はいくつでも） 

（n＝91） 

 
構成比（％） 

生活習慣（ごみの出し方やマナーなど）の違いにより、生活環境が悪くならないか心配 59.3 

外国の文化にふれる機会が増える 38.5 

外国人の知人・友人ができる 34.1 

まちが賑やかになるなど活気がでる 31.9 

外国人が増えること自体、なんとなく不安に思う 30.8 

外国語を学べる機会が増える 19.8 

日本語が通じない人が増えることで、不便、不安に思う 14.3 

日本の習慣や街並みなどの景観から日本らしさが失われる  7.7 

その他  5.5 

特にない  1.1 

 

 

 

 

 

  

市と市民団体「八王子国際協会」が協働して外国人支援事業等を行っていることを知って

いるか聞いたところ、「知らない」が７割強（71.4%）と最も多く、次いで「名前を聞いた

ことがある」が２割台半ば（25.3%）であった。 

市内に外国人市民が増えていくことについてどのように考えるか聞いたところ、「生活習

慣（ごみの出し方やマナーなど）の違いにより、生活環境が悪くならないか心配」が６割弱

（59.3%）と最も多く、次いで「外国の文化にふれる機会が増える」が４割近く（38.5%）で

あった。 
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【その他】 

・ 考え方が違い、驚くことがある。 

・ 郷に入っては郷に従えという言葉が外国人には通用しないので、勝手気ままにふるまう外国人もい

るので困る。 

・ 良い面もあるだろうが悪い面の方が大きいと感じる。 

・ その外国人が偏った考えを持っていないか、境遇に対する恨みなどないか、一人ひとりをしっかり

見てほしい。外国人が危ないとは思ってはいないので、増えることには何も思わないが、リスクを

減らしてほしい。 

 

 

問６ あなたは今までに、外国人に関連して困った経験がありますか。    （○は１つだけ） 

（n＝91） 

 
構成比（％） 

ある（→問６-１へ） 29.7 

ない（→問７へ） 70.3 

 

 

 

 

 

 

【問６で「ある」とお答えの方に】 

問６-１ 困ったことはどのようなことですか。       （○はいくつでも） 

（n＝27） 

 
構成比（％） 

日本語が通じない 59.3 

ごみの出し方など基本ルールを理解していない 29.6 

日本の習慣を理解してもらえない 22.2 

外国人の考え方が理解できない 22.2 

部屋からの声や物音、臭いなど 22.2 

どのように接したらいいのかわからない 11.1 

町会・自治会活動などに参加してくれない  3.7 

その他 14.8 

無回答  3.7 

 

 

 

 

  

外国人に関連して困った経験がある方にその理由を聞いたところ、「日本語が通じない」

が６割弱（59.3%）と最も多く、次いで「ごみの出し方など基本ルールを理解していない」

が３割弱（29.6%）であった。 

外国人に関連して困った経験があるか聞いたところ、「ある」が３割弱（29.7%）、「な

い」が約７割（70.3%）であった。 
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【その他】 

・ コミュニケーションが難しい。 

・ すれちがった時などにすごい臭いの人がいる。 

・ 語学が得手でないため、相手の求めていることはわかるが、適切な説明ができなかった。 

・ 日本語で話そうとはしていないので、聞かれていることを英語で理解できても、伝えることができ

ずに、もどかしい思いをした。英語を話せるようになりたい。 

 

 

問７ 外国人市民と協力しあえるようになるために、あなたには何ができると思いますか。 

（○はいくつでも） 

（n＝91） 

 
構成比（％） 

あいさつなど気軽に話かける 59.3 

日常の簡単な相談に応じるなど、可能な範囲で支援する 37.4 

外国語や外国の文化を学ぶ 27.5 

外国人が地域の行事に参加するよう声掛けする 24.2 

町会自治会活動への参加を勧める 24.2 

国際交流イベントに参加する 24.2 

外国人を支援する活動に参加する 12.1 

その他  4.4 

特にない  8.8 

無回答  2.2 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 日常生活では外国人との接点がない。 

・ 近隣に交流している外国人がいない。 

・ 他国の人にあった時、まず自分も外国人であることを話し、日本の文化（自身でわかる範囲）を教

える。 

・ まずは世界の共通語である英語を話せるようになりたい。勉強している。交流会などに是非参加し

たい。近くで、土日祝にやって欲しい。 

  

外国人市民と協力しあえるようになるために何ができるか聞いたところ、「あいさつなど

気軽に話かける」が６割弱（59.3%）と最も多く、次いで「日常の簡単な相談に応じるなど、

可能な範囲で支援する」が４割近く（37.4%）であった。 
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問８ 「多文化共生のまちづくり」を進めるためには、市はどのようなことに力を入れるべきと思

いますか。           （○はいくつでも） 

（n＝91） 

 
構成比（％） 

日本の文化や生活情報を外国語で知らせる 52.7 

日本人と外国人の交流イベントを開催する 42.9 

外国人の子どもや留学生への支援 39.6 

外国人への偏見・差別をなくすための努力 38.5 

日本人と外国人が意見を交換できる機会をもうける 34.1 

日本人と一緒に地域活動に参加する外国人の育成 28.6 

外国人が意見や提案をしやすくする 24.2 

外国の文化や生活情報を紹介する 22.0 

ＮＰＯやボランティアの育成と支援 22.0 

その他  5.5 

特にない  4.4 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 日本語教育や日本の習慣を教える。 

・ 手軽に通訳を頼める環境。 

・ 本質的に外国人は好きではない。 

・ 我々も海外で経験したように、外国人の方にも、郷に入っては郷に従え精神が必要。基本的にそれ

しかない。 

・ そもそも「多文化共生のまちづくり」進める必要がない。 

 

 

問９ 本市は、平成 18 年に中国・泰安市、台湾・高雄市、韓国・始興市との間で海外友好交流都

市協定を締結して、スポーツや文化交流などさまざまな交流事業を実施しています。平成 29

年には市制 100周年を迎えるにあたり、新たに本市中町出身の医師・肥沼信次博士（※）ゆか

りのドイツ・ヴリーツェン市との間に、海外友好交流都市として協定締結を目指しています。 

あなたはドイツ・ヴリーツェン市を知っていましたか。   （○は１つだけ） 

（n＝91） 

 
構成比(％) 

以前から知っている  1.1 

最近知った 11.0 

名前は聞いたことがある 11.0 

知らない 76.9 

「多文化共生のまちづくり」を進めるために、市はどのようなことに力を入れるべきか聞

いたところ、「日本の文化や生活情報を外国語で知らせる」が５割強（52.7%）と最も多く、

次いで「日本人と外国人の交流イベントを開催する」が４割強（42.9%）であった。 
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※肥沼信次博士とは 

第二次大戦終戦直後のヴリーツェン市で、昼夜を分かたず伝染病治療にあたり、多くのドイツ人

の命を救った八王子市の誇れる偉人です。伝染病により 37歳の若さで亡くなりましたが、現地では

名誉市民として今でも広く尊敬されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 10 あなたは、海外友好交流都市（候補都市であるヴリーツェン市を含む）と、どのような交

流をしていきたいと思いますか。該当する項目を選んで、交流内容を具体的に記入してくだ

さい。           （○はいくつでも） 

（n＝91） 

 
構成比（％） 

観光、市民交流 34.1 

青少年交流 26.4 

文化交流 23.1 

スポーツ交流 13.2 

産業、経済交流 13.2 

その他  3.3 

特に思わない 30.8 

 

 

 

 

＜交流内容＞ 

【観光、市民交流】 

・ 特産品の物産展などがあると交流しやすいと思う。 

・ 閉鎖的でない視野の拡大。 

・ ヴリーツェン市の観光紹介をする。 

・ 小さな親切を心がけたい。 

・ いけ花や茶道、着つけ。（着物文化） 

・ ヴリーツェン市の人たちが八王子に来たり、八王子からも行けたら良いと思う。 

・ 協定を結んでいる国には、安く行けるようにして、観光を促す。 

・ 両都市の様子を広く伝えることで訪れるきっかけとなるような施策を図る。 

・ 料理教室（お互いの国の料理を教え合う。） 

・ 観光パンフレット配付。 

・ オクトーバーフェストのようなドイツの物が食べられるような催しは盛り上がると思う。 

ドイツ・ヴリーツェン市を知っていたか聞いたところ、「知らない」が８割近く（76.9%）

と最も多く、次いで「最近知った」、「名前は聞いたことがある」が１割強（11.0%）であ

った。 

海外友好交流都市とどのような交流をしていきたいか聞いたところ、「観光、市民交流」

が３割台半ば（34.1%）と最も多く、次いで「特に思わない」が約３割（30.8%）であった。 
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・ 乾物や缶詰、瓶詰など購入したいと思う。 

・ その国との市民交流で、お互いの風習、文化を理解して、郷土料理で深まると良いと思う。 

・ 日本の観光のＰＲはすごいが、海外ではどのようになっているのか聞いてみたい。 

・ 八王子まつりに海外の青少年及びその都市の祭主宰者及び何かの名工等を招待し、まつりに参加し

てもらい交流を深める。 

・ 観光で良いところを教え合う。 

・ 民家を宿泊施設として提供する。 

・ 現地への観光ツアー。 

・ お互い市民を誘致し合い、文化を相互で学ぶ。 

・ 名産品の紹介や交流国間は特別プラン価格によるツアーの開催等。 

・ 八王子まつりに来てもらったり、あちらのクリスマスマーケットに行ってみたり、お互いの伝統的

なイベントをシェアする。 

 

【青少年交流】 

・ 交換留学（４件） 

・ ホームステイ（３件） 

・ 将来に向けた必然性としての交流。 

・ 招待して教え、教わる。 

・ 青少年親善大使を作る。 

・ インターネット、ＴＶ電話などで学校間の交流イベント。 

・ 外国語を知るには、色々な外国の人たちと触れ合うことが一番だと思う。 

・ 夏休み等の訪問。 

・ 現地の学校と姉妹校となり、交流を深める。 

・ 留学、数日の研修などがあれば是非参加したい。 

・ 中高大学生らによる相互交流。（自身の体験による八王子のＰＲ。） 

・ 若い人の心の持ち方。 

・ 学校等に外国の方を招き、交流する。 

・ 毎年小学生何人かとの交換留学をする。（短期でも。） 

・ 文化やスポーツを通じての交流。 

 

【文化交流】 

・ お互いの伝統文化を紹介し、発展させる。（２件） 

・ 高校生、大学生を派遣して文化交流をする。 

・ 過去にとらわれると難しいことはあると思うので、今現在の文化を双方が発信することで、市民に

広く伝える。 

・ お互いの文化を少しでも理解できるようにする。 

・ 八王子まつりでの民族衣装やその都市の代表料理の出店。 

・ 芸術の誘致。 

・ それぞれの市の文化の共有や交流。 

・ 小中高生の作品の展覧会。 

・ ドイツ料理と日本料理教室や、ビール飲み比べなど。 
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・ 八王子まつりなど伝統文化の紹介と交流。（ヴリーツェン市でイベント開催など。）ヴリーツェン市

にも同様の伝統文化があると思うので、市内のイベントへ招待する。武道等日本らしさの文化の紹

介と交流。 

・ お互いの都市への訪問。 

 

【スポーツ交流】 

・ 招待して、お互いに教え、教わる。 

・ 互いのスポーツを共有する。 

・ 野球、サッカーなどを一緒に行う。 

・ 何のスポーツが盛んか聞いてみる。 

・ スポーツ留学 

・ サッカー交流 

・ サッカーが強いので小学生の親善試合などができたら面白そう。 

 

【産業、経済交流】 

・ 日本人技士、職人による技術力の提供。 

・ ドイツの就労に関して。 

・ 輸出入で経済を活性化する。 

・ 物産展の実施。 

・ アンテナショップなどを作ってほしい。 

・ 国民の生活がどのようにして成り立っているのか。 

・ 八王子市にある会社の製品などを現地へ紹介する。 

・ 地元企業の現地支社、支店の設立などによる産業的な交流。 

 

【その他】 

・ どんな物をどのように調理して食べているのか、ふだんの生活そのものを知りたい。 

・ 保健、医療分野の交流。 

・ ヴリーツェン市がわからないので、どうすればよいかわからない。 
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問 11 その他、多文化共生に関するご意見がありましたら、ご記入ください。  （自由記述） 

 

外国人が住みやすい環境づくり 

1  公共の建物で外国語表記（英語、中国語、韓国語など）を積極的に行っていくと良いと思う。 

（10代 女性 西部） 

2  私の居住する近くにも海外の方が増えた。イスラム教の“ハラル”（広聴課注：イスラム法で許さ

れた項目をいう。端的にはイスラム法上で食べることが許されている食材や料理を指す。）の表示

がないことに困っている方をスーパーで見かけたことがあり、かたことの英語で説明したことが

ある。“豚肉とお酒”がだめと言っていた。      （20代 女性 東南部） 

3  外国人の方々から見て外国語表記の少なさや外国物産を販売する場所などの少なさなどから、暮

らしにくいのではないか。またそういったことが、我々日本人が外国に接する機会の減少につな

がってしまうのではないか。      （20代 男性 北部） 

4  八王子市に無料の Wi-Fi（広聴課注：パソコン等の機器を、無線（ワイヤレス）でネットワークに

接続する技術。）を設置して、外国の方が居やすいようにする。  （20代 男性 東部） 

5  日本で生活する外国人の多くは、お子様の教育について悩んでいると思う。（インターナショナル

スクールに入らない限り日本語で授業を受けることになるが、日本語を話せないご両親の場合、

お子様は授業についていけず、周りの友達とも交流できずに辛い思いをする。）そういったところ

を迅速に市としても学校としてもサポートしてあげてほしい。  （20代 女性 中央） 

6  病院に勤めている。言葉が通じないと困ることがある。外国の方は何を言っても「はい、はい」

と答えるが、理解していないことも度々。通訳を頼みやすい環境が必要だと思う。 

（40代 女性 西南部） 

7  外国から来たお子さんのいる方が、幼稚園、小学校、中学校などで孤立しないように、行政やま

わりの方たちからの温かい支援が必要だと思う。   （40代 女性 東部） 

8  外国語のあいさつ等のパンフレットを配布し、市民が気おくれせず外国人と接することができる

ようになると良いと思う。        （60代 女性 西南部） 

 

お互いを理解し合う 

9  それぞれの強みを活かし、文化をとりいれる。      （30代 女性 西南部） 

10  外国人も、日本の文化を学びたいと思って来日していると思うので、歴史的なスポット（復元建

築物とか）が市内に増えると良いと思う。    （30代 男性 北部） 

11  言葉の壁はあると思うので、どれだけ相手を理解し、わかりあえるかが重要だと思う。 

（40代 男性 中央） 

12  外国の方を思いやる心が大切だと思う。相手の方を大切に思いながら、多文化共生をしていくこ

とが大事だと思う。       （50代 女性 北部） 

13  風習、文化はその国など地方によってもぜんぜん違うと思う。一番通じあえるのは郷土料理で、

地方（国）のことが一番理解できると思う。    （50代 女性 西部） 

14  今後は、よりグローバルに世界と向き合う必要があり、民族を超え、お互いを尊重し、他の国々

の文化を受け入れ、自国の誇りを発信していく必要があると思う。 （60代 男性 西部） 

15  文化は各国いろいろあると思う。そこで、あまり干渉しないで良いのではないかと思う。 

（70代 男性 中央） 
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交流をもつ 

16  人々との話し合いを通して、関わりや交流をしていくことが大切だと思う。（20代 女性 東南部） 

17  歴史的にも、地理的状況（日本は他の国と接していない）から考えても、日本人は外国人との接

し方が下手だし、受け入れたくないという人が多いと思う。私の時代と違って、今の若い人々は

外国人との交流が多くなってきており、これから少しずつではあるが、外国人に対する偏見が少

なくなり、いろんな国の人々と共生していけるのではないかと思う。 （50代 男性 中央） 

18  八王子は大学が多くある。若い方たちの協力を得て、もっと交流ができると良い思う。やはり言

葉がしゃべれなくては意志もなかなか伝わりにくいので、言葉（外国語）の話せるボランティア

の方々を多くした方が良いと思う。     （60代 女性 東部） 

19  日常の中で、同じ人間としてどんな相手にも敬意を持って接すること。それは個人の努力だけで

なく、小さな頃から教育などを通じて、多文化交流をしていくことが大事だと思う。 

（60代 女性 東南部） 

20  外国人だからといってあまり意識せず、なるべく普通に付き合い、共存するのが良い。日本人は

外国人を意識しすぎていると思う。       （60代 男性 西南部） 

21  八王子市役所横河川敷にアメリカ・日本・ドイツ（ヴリーツェン市）・ロシア等、各国の人が店（屋

台）を出し、積極的に話し掛けてもらい、食事、ゲーム等をしながら市民交流をする。（桜の季節、

夏の季節）        （70代 男性 西部） 

 

多文化共生について学ぶ 

22  私自身、なんとなく外国の方に偏見を持ってしまうので、学校でそれをなくす取り組みがあれば

良かったのにと思う。        （20代 男性 西南部） 

23  外国の文化や偏見をなくすための情報を共有し、受け入れやすくすることが重要と思う。「とりあ

えずやってみる」ではなく正しい情報の上で進めたほうが良いと思う。 （30代 男性 東南部） 

24  外国人に対して、拒否感や嫌悪感を持たないように、幼いころからの教育も大事だと考える。子

どもは遊びを通して仲良くなるので、外国人ママと日本人ママが子どもとともに遊べる場所も増

えると良い。       （40代 女性 中央） 

25  ダイバーシティをいろんな教育現場で教えてほしい。（子どもの頃から教育）（60代 男性 中央） 

 

共生の難しさ、時間が必要 

26  多文化共生を進める必要はない。文化交流は良いことだと思うが、共生はしなくて良い。外国人

が日本で生活するために必要なことは、日本社会が外国人に合わせることではなく、外国人が日

本社会に合わせることだ。      （20代 男性 東部） 

27  多文化共生は良いことだと思う。ただ、市民すべてが諸手を挙げて賛成しているとも思えない。

こういうことに適応性の高い人・そうでない人様々だと思うので、性急に進めるのは避けてほし

い。特に、市内に○○○タウンとかリトル△△△のようなものができてしまい、市民と交流しな

い異国が出現しては意味がない。ヨーロッパを見ていると、そういう所がテロリストの隠れ家に

なっているように思える。      （60代 男性 東部） 

28  多文化共生の言葉のひびきは良いが、現実の社会は厳しい。たとえば宗教に対する意識や考え方。 

（70代 女性 西部） 

29  短期的に共生はできても、持続可能な関係にまで融合するには世代交代など、長い時間が必要だ

と感じた。        （70代 男性 北部） 
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相談窓口やルール周知などの環境づくり 

30  日本人が外国に行ったら、外国のルールに従う。外国の方も日本に来たら日本のルールに従って

もらわないと困る。でもルールを知らなければ従うことができないので、“日本では、こうですよ”

と教えたり、相談できたりする気軽な窓口があればと思う。  （40代 女性 中央） 

31  外国人が困った時に相談できる場所を周知する。   （60代 女性 中央） 

32  ごみ減量に向け分別をしているが、外国人には理解が難しいと思う。不動産業者も、入居時に説

明しているか疑問。日本語学校で、喫煙のルールをコンビニの前で説明しているのを見かけたが、

日常生活のルールも教えてほしい。日本語学校の学生以外でも、何らかの形で周知する必要があ

る。        （70代 女性 中央） 

 

その他 

33  そもそも多文化共生がなぜ、外国に関することだけなのか。国内での異文化ですらすぐに排除す

るような国に、外国の異文化を受け入れ、共生することができるようになるとは到底思えない。

まずは国内での様々な意見に耳を傾けるような体制を整えることをしなければ、何も変わらない

と自覚すべき。         （20代 男性 東南部） 

34  自治会、子ども会、シニアクラブなど日本人であっても組織率が低下している。多文化共生は無

論であるが、地域の再構築、異世代交流の面からも取り組みが急がれると考える。 

（60代 女性 東南部） 

35  相手がわからず、都市もわからず、それでは何もわからない。年をとるとわからないことばかり。

今更ダメ。        （60代 女性 東部） 

36  多文化共生を良いと思う人もいるが、私のようにあまり気の進まない人も多いと思う。 

（70代 女性 西部） 

37  息子が海外（ハノイ・バンコク）で生活させてもらっている（15 年ほどになります）ので、困っ

ていればお手伝いしたいと思うが、なかなか機会がない。外国の人を見れば、息子もこんな生活

をしているのかと思う。外国の人を見かけると、幸福に生活してほしいと祈っている。 

（70代 女性 中央） 

38  会社員の時代には仕事上、外国人と関係することが多少はあったが、退職後は全くない。自分の

まちには外国人はいない。      （80代 男性 中央） 
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八王子市東京 2020 オリンピック・ 

パラリンピック競技大会に向けた 

取り組み方針 

 

2016 

▼ 

2020 

▼ 

▼ 

▼ 

 

 



1 

 

 

Ⅰ 策定にあたって 

 

 

 

 

 

１ 策定の目的 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 32 年（2020 年）に、世界最大のスポーツと文化の祭典である東京 2020 オリンピ

ック・パラリンピック競技大会（以下、「東京 2020 大会」という。）が開催されます。 

東京 2020 大会の開催は、あらゆる世代がスポーツに親しむきっかけとなり、スポーツ

振興や健康づくりに大きく寄与することが期待されます。また、世界中から日本への関心

が高まるとともに、多くのアスリートや観光客などが訪れ、スポーツのみならず、文化芸

術や教育、観光、国際交流など様々な分野における発展の好機となります。 

そこで本市は、東京 2020 大会の成功を支え、感動を市民と共有するとともに、大会後

に本市の財産となるレガシー（未来への遺産）を見すえて、市民生活の向上や地域の活性

化につながる取り組みを着実に推進していくため、取り組みの基本的な考え方やアクショ

ンを示す「八王子市東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取り組み

方針」（以下、「方針」という。）を策定しました。 

 

 

２ 位置づけ 

 

 

   本市では、平成 25 年 9 月に東京 2020 大会開催が決定したことを受け、「八王子ビジョ

ン 2022」（基本構想・基本計画）の分野別計画として当時策定を進めていた「八王子市ス

ポーツ推進計画」（平成 26 年 3 月）に、基本施策のひとつとして東京 2020 大会に向けた

取り組みを位置づけました。 

   本方針は、これを踏まえ、さらに福祉・健康・文化芸術・教育・観光・産業・まちづく

りなど関連する各分野別計画の施策とあわせて、相互に連携しながらより効果的に取り組

みを展開するため、その全体像を全庁で共有するとともに、市民に明らかにするものです。 

なお、大会に関する最新状況を反映するため、必要に応じて内容を更新します。 

 

  

方針を共有し 
多くの市民とともに 
アクション 
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３ オリンピック・パラリンピックレガシーにつながる本市の地域資源 

 

 

本市は、自然とまちが調和する緑豊かな都市として発展してきました。そこで育まれた

歴史や伝統文化、産業といった地域資源が、八王子らしいライフスタイルやまちの個性を

形成しています。 

東京 2020 大会を契機に、様々な地域資源を連携させ、相乗効果を生み出す取り組みを

進めることで、本市独自のレガシーを創出し、魅力と活力にあふれ、住む人・訪れる人に

愛される持続可能なまちを実現します。 

 

 

 

スポーツ資源  

市民のスポーツ実施率 64.1% 
市民体育大会参加者数 約 19,000 人 
八王子市体育協会・地域スポーツクラブ 20 団体 
・スポーツ推進委員などの担い手 

 本市ゆかりのオリンピアン  
多摩地区最大の総合体育館 
プロスポーツチーム 
多数のスポーツ大会開催 
市内大学などのスポーツ活動・施設 

  

文化資源 

本市固有の伝統文化 
（車人形・八王子まつりなど） 
多彩なアーティスト 
市内 21 大学などを擁する学園都市 
大学コンソーシアム八王子 
文化施設 
史跡・文化財 
 

次世代育成に関わる資源 

小・中学校でのオリンピック・パラリンピック教育   
保育園・幼稚園 
市民活動団体・子育て応援企業 
 

福祉に関わる資源 

都内初、「障害のある人もない人も共に 
安心して暮らせる八王子づくり条例」を制定 

 障害者ふれあい運動会の開催 
障害者文化展や障害者支援機関などによる 
障害者アートの普及 
特別支援学校 

 

人的資源 

町会・自治会、市民活動団体などの市民力 
市内 21 大学などの教員数 約 8,400 人 

 多文化共生に関わる資源 

留学生の数 約 3,400 人  
市内在住の外国人数 約 10,600 人  

海外友好交流都市（泰安市・高雄市・始興市） 
八王子国際協会  

 

産業・観光資源 

企業数約 19,000 社 
ヘルスケア産業   

織物産業    
織物のまちが育んだおもてなし文化 

増加する外国人観光客 
本市の地域資源を活かした MICE 戦略  

 都内農業産出額 第 1 位 
直売所など地産地消の取り組み 

食文化  
 

自然資源 

ミシュランガイド三ツ星・高尾山 
豊かな森林と河川 

里山   
アウトドアスポーツ資源  
（ゴルフ場・釣り場） 

トレイルランニングなどのイベント 
  

都市環境 

市外との良好なアクセス  
便利・豊かな商業集積  

都市公園の面積 11.59 ㎡／人  
 

まちづくり資源 

市制 100 周年記念事業 
全国都市緑化はちおうじフェア 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

魅力と活力にあふれ、住む人・訪れる人に愛される 

持続可能なまちの実現 
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Ⅱ ビジョン＆アクション       

  

オリンピック憲章に基づく「スポーツ」「文化及び教育」に「まちづくり」の視点を加えて、

八王子の未来像を描く３つのビジョンを設定しました。これに基づいて１０のアクションを

推進し、多彩なレガシーを創出していきます。 

 

 

ビジョン アクション 
重
点 

 主な取り組み例    

スポーツが日常に溶け込み

心身ともに健康で暮らせる 

元気なまちを実現します 

１ 「観る」スポーツの創出  
スポーツを観て体験
したり、アスリート
とふれあう機会の創出 

パブリックビューイ
ングなどの実施 

スポーツツーリズム
の推進 

２ 「する」スポーツの創出  
スポーツを始めるき
っかけづくりや、継
続のための支援 

アスリートの発掘・ 
育成・支援など、活
躍できる環境の整備 

地域でスポーツを支
える指導者や支援者
の育成支援 

３ 「支える」スポーツの創出 ① 
オリンピック事前キ
ャンプの誘致・受入
環境の整備 

スポーツボランティ
アの育成支援  

４ 
障害のある人もない人も 
スポーツに親 しめる環 境の創 出 

② 障害者スポーツの 
魅力発信 

障害者スポーツの機
会創出と環境の充実 

地域で障害者スポー
ツを支える指導者や
支援者の育成支援 

 

        

 

文化芸術が豊かな 

心を育むとともに、 

次世代が未来にはばたく 

まちを実現します 

５ 文化芸術の魅力の発信 ③ 多彩な文化プログラ
ムの展開 

八王子固有の伝統文
化の魅力発信 

アール・ブリュット 
（障害の有無などに 
関わらない創作活
動）などの普及啓発 

６ 
オリンピック・パラリンピック 
教育の推進 

④ 
オリンピック・パラ
リンピック精神の学
習を推進 

スポーツ学習 
（オリンピック競技・ 
パラリンピック競技、
障害者スポーツ）の推進 

 
文化理解（日本文化、 
国際理解・交流）の 
推進 
 

７ 
次世代のスポーツ・ 
文化芸術活動の振興 

 幼少期からの子ども
の運動習慣の確立 

地域と連携した、子
どもの競技力の向上
や次世代アスリート
の育成 

子どもが文化芸術に 
親しみ、創作・発表 
する機会の創出 

          

すべての人に愛される 

「三ツ星のまち」 

を実現します 

８ 
グローバル化に対応した 
魅力ある観光都市の創出 

⑤ 
観光振興の取り組み 
強化（観光資源やル
ート開発） 

外国人おもてなし語
学ボランティアの育
成や観光案内の充実 

多言語化・ICT 化 
による観光情報イン
フラの整備 

９ 
すべての人が安心して 
心地よく過ごせるまちづくり 

 
外国人が参加・活躍
できる多文化共生社
会の推進 

すべての人にやさし
い福祉のまちづくり
の推進 

緑に親しみ、うるお
いを感じるまちなか
緑化の推進 

10 アクセシビリティの強化   八王子駅周辺環境整備 自転車利用環境の整備 宿泊施設や大型バス 
駐車場の確保 

 
 
 
 

市民力が活き、世界とつながる 

プロモーションを展開します  

市民と創りあげる 
多彩なプログラムの展開 

市民参加・企業参加 
による大会開催気運
の醸成 

スポーツ団体や障害
者団体、アーティスト
と連携した大会開催
気運の醸成 

オリンピックを契機
とした学園都市づく
りの推進 

魅力発信プロモーションの展開 
シティプロモーション
の展開 

海外プロモーション 
の展開 MICE の推進 

 

 

Ｖ
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Ｎ
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また、アクションを相互に連携させて推し進めていくエンジンとして、本市の市民力が活き

る多様な主体の参画や、積極的な魅力の発信といったプロモーション活動を展開していきます。 

 

 

 

 レガシーが息づく大会後の未来像 

  
●スポーツが日常生活に溶
け込み、高齢者から子ども
までいきいき元気に暮ら
しています。 

 
●地域でスポーツを支える
人材が活躍し、身近にスポ
ーツや健康づくりが行わ
れています。 

 
●スポーツを通じた地域資
源のコーディネートによ
り、新たな本市の魅力づく
りにつながり、地域が活性
化しています。 

●外国人選手との交流によ
り、多様な文化にふれ、平
和・人権などの地球的課題
について考える市民が育
っています。 

 
●障害のある人もない人も、
等しくスポーツに親しん
でいるとともに、障害のあ
る人がその能力を発揮し
やすい環境ができていま
す。 

 
●心のバリアフリーが定着
し、誰もが暮らしやすいま
ちになっています。 

 

家庭や職場、地域な
ど、日常生活における
健康づくりの推進 

 

  

障害のある人とない
人のスポーツを通じ
た交流の創出 

 

     

市ゆかりのアーティ
ストや大学などとの
連携による文化芸術
活動の展開 

 

●文化芸術が日常生活に溶
け込み、日本文化やアー
ト、本市の伝統文化に魅力
を感じる機会が増え、豊か
な心が育まれています。 

 
●市民の間で多様な文化交
流が広がっています。 

 
●担い手の育成により、文化
芸術が次世代へと継承さ
れています。 

●子どもたちがオリンピッ
ク・パラリンピックの理念
に触れることで、多様な価
値観を持つ人々と協働し、
課題を解決していくグロ
ーバルな人に育っています。  

 
●アスリートの生きた言葉
や競技を身近に感じる体
験や文化芸術との出会い
により、子どもたちの成長
の糧となる感動が育まれ
ています。 

 

 
環境学習の推進 
 

障害者理解の促進 

子どもが障害者スポ
ーツやアール・ブリュ
ットにふれる機会の
創出 

  

     

外国人観光客の誘致
を推進 

日本遺産への登録に 
よる世界への魅力発信 ●「ミシュランガイド」三ツ

星の高尾山を中心に、本市
の魅力が世界中に伝わっ
ています。 

 
●来訪する多くの外国人な
どが、おもてなし文化によ
り、本市のファンやリピー
ターとなっています。 

●国籍などに関わらず、多様
な存在を認めあい、互いに
支えあいながら暮らして
います。 

 
●市民が、豊かな自然に癒さ
れながら、安全に安心して
暮らしています。 

 
●このまちを訪れるすべて
の人が、快適に、心地よく
過ごしています。 

 

安全・安心な 
まちづくりの推進  

   

 
 
 
 

市民ボランティアの 
育成支援 

 

●市民と連携・協力したムー
ブメントの中で、人が育
ち、新たなコミュニティが
生まれ、郷土愛が育まれて
います。 

●大会を支え、訪れる人をも
てなすボランティア活動
を通じて、ボランティア文
化が定着しています。 

●本市独自の魅力が世界に
発信されることで、本市の
ファンやリピーターが増
え、地域が活性化していま
す。   

 

 

 

まちも元気！ 

ひとも元気！ 
みんなちがって 

みんないい 

日常がたのしい 

八王子ラブ ❤ 

来て満足・住んで満足 

未来がたのしみ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCA9VXQYJXUTsAi1OU3uV7/SIG=12m0knhgi/EXP=1468240599/**https:/www.photolibrary.jp/mhd2/img362/s-20140930162316115778.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCAwxiQ4JXSHQAlQaU3uV7/SIG=12crqbdnm/EXP=1468241122/**http:/img01.gatag.net/201508/02wodid/gatag-00012917.png
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１ 重点的に取り組む５つのアクション 

  
   

本市として、特に重点的に取り組む５つのアクションを次のとおり定めました。東京

2020 大会に向けて、積極的に推進していきます。 
 

① 「支える」スポーツの創出   
障害のある人もない人も 

スポーツに親しめる環境の創出 

 
市内スポーツ施設を活用し、東京 2020 大会の事前
キャンプ誘致に取り組むとともに、外国人選手に配
慮した受入環境の整備に努めます。 
円滑な大会運営に協力するため、国際交流やスポー
ツに関わる地域団体と連携し、ボランティアの体制
づくりを進めます。 
 

  
障害者スポーツの普及を通じて、障害のある人がス
ポーツの楽しさを味わい、心身ともに元気な生活を
送れるための環境整備に取り組みます。 
パラリンピック競技のおもしろさや感動を身近な
ものにする取り組みを行うことで、心のバリアフリ
ーを進めます。 
 

 

主な取り組み 
 
・オリンピック事前キャンプの誘致・受入環境の

整備 

・スポーツボランティアの育成支援 

 
 

主な取り組み 
 
・障害者スポーツの魅力発信 

・障害者スポーツの機会創出と環境の充実 

・地域でスポーツを支える指導者や支援者の育成

支援 

・障害のある人とない人のスポーツを通じた交流の創出  

 

③ 文化芸術の魅力の発信  
オリンピック・パラリンピック教育の 

推進 
 
文化の祭典でもある東京 2020 大会を機に、あら
ゆる人が、日本文化やアート、本市の伝統文化に
親しみ、楽しさ、感動、うるおいを感じる機会の
充実を図ります。 

  
子どもたちがオリンピック・パラリンピックの理念
にふれ、スポーツや文化芸術に感動する体験を通じ
て、主体的に人生を生き、平和でよりよい世界の発
展に貢献できる人材を育みます。 
 

 

主な取り組み 
 
・多彩な文化プログラムの展開 

・八王子固有の伝統文化の魅力発信 

・アール・ブリュットなどの普及啓発 

・市ゆかりのアーティストや大学などとの 

連携による文化芸術活動の展開 

 
 

主な取り組み 
 
・オリンピック・パラリンピック精神の学習を推進  

・スポーツ学習（オリンピック競技・パラリンピック

競技、障害者スポーツ）の推進 

・文化理解（日本文化、国際理解・交流）の推進 

・環境学習の推進 

・障害者理解の促進 

 

グローバル化に対応した 

魅力ある観光都市の創出 
  

 
東京 2020 大会にさきがけ、2019 年にラグビーワ
ールドカップが日本で開催されることからも、多
くの外国人が本市を訪れると考えられます。 
来てみたい、また訪れたいと思ってもらえるよ
う、観光の魅力を高めるための取り組みやおもて
なしの環境を整えます。 

 

  

 

主な取り組み 
 
・観光振興の取り組み強化（観光資源やルート開発）  

・外国人おもてなし語学ボランティアの育成や

観光案内の充実 

・多言語化・ＩＣＴ化による観光情報インフラの整備  

・外国人観光客の誘致を推進 

・日本遺産への登録による世界への魅力発信 

  

 

② 

④ 

⑤ 
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ＨＩＳＴＯＲＹ           1964 東京大会のレガシー 

 

さかのぼること 52 年前。1964 年に東京で初めて開催されたオリンピックにお

いて、本市の招致活動が実り、自転車競技のトラックレース・ロードレースが本

市を会場として開催され、多くの市民が協力してその成功を支えました。 

オリンピックの成功を願う市民の熱意により、募金活動の展開や、訪れる人を

たくさんの花で迎える「花いっぱい運動」、八王子織物ファッションショーの開催

などの様々な歓迎行事が行われ、市民ぐるみで外国人選手や来街者をもてなしま

した。 

競技の当日は、八王子競技場（現・陵南グランド）や市内レース会場にて、市

民の熱い声援がこだまする中、世界各国の選手による熱戦が繰り広げられました。 
  

「オリンピックを迎えるために」を合言葉に進められた環境美化運動や「親切

運動」は、その後全国初の「親切都市宣言」につながり、精神は今もなお、地域

での清掃活動などの様々な場面に受け継がれています。 

また、陵南公園や「オリンピック道路」の愛称で親しまれる高尾街道など、今

も残る有形のレガシーとともに、子ども時代にオリンピックの感動を家族と共有

した思い出は、無形のレガシーとなって、多くの人の心に残っています。 
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Ⅲ 推進に向けて 

           

 

 

 

 

 

 

１ 推進体制 

  

 

●庁内推進体制 

 この方針を実現するためには、幅広い分野の施策を総合的に推進していく必要があり

ます。「（仮称）八王子市東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取

り組み方針推進会議」による全庁的な体制のもと、３つのビジョンに基づく分科会を設

置し、着実な推進を図ります。 

 

●連携による推進 

 開催都市・東京の一員として、東京 2020 大会の成功に向けて、関係都市と連携・協

力を図るとともに、産学民の参加による連携組織の設置により、多様な発想から様々な

プロジェクトを生み出していきます。 

 

 

 

２ 主なスケジュール  
  

  

  2016 年度 2017 

    

大会の気運醸成   

重
点
的
に
取
り
組
む 

５
つ
の
ア
ク
シ
ョ
ン 

「支える」スポーツの創出   

障害のある人もない人もスポーツに親しめる環境の創出    

文化芸術の魅力の発信   

オリンピック・パラリンピック教育の推進   

グローバル化に対応した魅力ある観光都市の創出   

プロモーション   

 

リオ大会 平昌大会 

リオ大会気運醸成 

事前キャンプ誘致 

支援者の育成 

オリンピック・パラリンピック教育の推進 

 

文化プログラムの展開 

平昌大会気運醸成 

障害者スポーツ魅力発信 

MIICE の推進などによる本市の魅力発信 

 

市制 100 周年 

外国人おもてなし語学ボランティアの育成・ＩＣＴ化 

8-9 月 2-3 月 
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スポーツには世界と未来を変える力がある。 
 

全員が自己ベスト 

多様性と調和 

未来への継承 

 

●オリンピック競技大会 
 

正 式 名 称 第 32 回オリンピック競技大会 

開 催 期 間 2020 年 7 月 24 日（金）～8 月 9 日（日） 

競 技 数 28 競技 ※追加種目は 2016 年 8 月の IOC 総会にて決定。 

 

●パラリンピック競技大会 
 

正 式 名 称 東京 2020 パラリンピック競技大会 

開 催 期 間 2020 年 8 月 25 日（火）～9 月 6 日（日） 

競 技 数 22 競技 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 

 
  

   

   

   

   

   

   

   

ラグビー 
ワールド 
カップ 

東京 2020 大会気運醸成 

 

 

 

の推進 
 

受入環境整備  東京 2020 大会ボランティアの育成              

環境整備 

東京
2020 
大会 

▼
 

▼
 

▼
 

 

東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会 

東京 2020 大会 基本情報 

7-9 月 9-10 月 
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オリンピズムは肉体と意志と

精神のすべての資質を高め、バ
ランスよく結合させる生き方
の哲学である 

オリンピズムは、スポーツを文
化、教育と融合させ、生き方の
創造を探求するものである 

 

オリンピズムの目的は、人間の
尊厳の保持に重きを置く平和

な社会を奨励することを目指
し、スポーツを人類の調和の 
取れた発展に役立てることに 

ある 

オリンピック憲章 2015 年版  オリンピズムの根本原則より 

スポーツをすることは人権の

１つである  
すべての個人はいかなる種類の
差別も受けることなく、オリン 

ピック精神に基づき、スポーツ 
をする機会を与えられなければ
ならない 

オリンピック精神においては友
情、連帯、フェアプレーの精神 
とともに相互理解が求められる 

 

オリンピック憲章の定める権
利および自由は人種、肌の色、

性別、性的指向、言語、宗教、
政治的またはその他の意見、国
あるいは社会のルーツ、財産、

出自やその他の身分などの理
由による、いかなる種類の差別
も受けることなく、確実に享受

されなければならない 

 

八王子市東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた取り組み方針 

平成 28 年 7 月 

 

発 行 八王子市都市戦略部都市戦略課 

〒192-8501 八王子市元本郷町 3 丁目 24 番地 1 号 

  電話 042-620-7335 FAX 042-627-5939 

  E-mail b400100@city.hachioji.tokyo.jp 
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