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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 

57 56 43 40 100 96 

性 

別 

男性 21 21 29 27 50 48 

女性 36 35 14 13 50 48 

年 

 

代 

１８歳～２９歳 6 6 4 3 10 9 

３０歳代 6 6 9 7 15 13 

４０歳代 9 9 12 12 21 21 

５０歳代 11 10 10 10 21 20 

６０歳～６４歳 7 7 3 3 10 10 

６５歳以上 18 18 5 5 23 23 

地 

 

区 

中 央 
13 12 9 9 22 21 

（本庁地区） 

西南部 
11 11 7 7 18 18 

（浅川･横山･館地区） 

東 部 
9 9 11 11 20 20 

（由木･由木東･南大沢地区） 

西 部 
8 8 6 4 14 12 

（元八王子･恩方･川口地区） 

東南部 
7 7 8 7 15 14 

（由井･北野地区） 

北 部 
9 9 2 2 11 11 

（加住･石川地区） 

（定員は 100 名。） 

※ アンケート実施期間：平成 2９年８月１４日から平成 2９年８月２８日まで 

※ 回収率： 96.0％（小数点第２位を四捨五入） 

※ 回答は各質問の回答者数(ｎ)を基数とした百分率（％）で表示した。（百分率は、小数点以下第２位を四

捨五入して算出してあるため、合計が 100％にならない場合がある。また、複数回答の場合は、回答比

率の合計が 100％を超える場合がある。） 

※ 割合の表現については、以下の表記を基本とする。 

 ＜例＞ 

表記 ４割 約４割 ４割強 ４割台半ば ５割近く ５割弱 

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

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

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

※ 自由記述の番号は、通し番号でありモニター番号ではない。 

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

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

拠が明確でないものなどは、一部削除・修正した。 
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モニター№ 

 

 

 

 

このたびは市政モニターをお引き受けいただきありがとうございます。 

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

い、市民と行政の協働によるまちづくりを進めていくための制度です。 

このアンケートの結果は、今後の市政運営の基礎資料として活用いたします。 

 

今回のテーマに関する質問の前に、八王子市民としてのあなた自身のことについてお聞

かせください。 

 

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

（n＝96） 

 
構成比(％) 

１年未満  0.0 

１～５年未満  5.2 

５～10年未満  7.3 

10～20年未満 24.0 

20～30年未満 17.7 

30年以上 45.8 

 

【問１で「１年未満」または「１～５年未満」とお答えの方に】 

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

             （自由記述） 

【理由】 

 ＜問１で「１～５年未満」＞ 

・ 八王子に親族が住んでいたから。 

・ 学校へのアクセスが良かったから。 

・ 近くに転職したため。 

・ 勤務地が近いから。 

・ 大学が八王子にあるから。 

 

【感想】 

 ＜問１で「１～５年未満」＞ 

・ 住みやすい。 

・ 電車の本数が多くてとても便利。 

・ 自然が豊かで、落ち着いて生活できる。近隣の方々も親切。 

・ 生活面で特に困ることはなく、不自由していない。 

・ 都会ではないけど、駅前に出れば一通り揃う。都心部までの交通も整っているので、住みやすい

場所だと思う。 

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

（n＝96） 

 
構成比(％) 

良かった 45.8 

どちらかと言えば良かった 39.6 

どちらとも言えない 10.4 

あまり良かったとは思わない  3.1 

良かったとは思わない  1.0 

 

 

問３ あなたは、この１年間のうち、市外の人に八王子の良さを伝える次のような行動をしたこと

がありますか。        （○はいくつでも） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

八王子のイベントやグルメ、お店やスポット（観光地、史跡、まちなみ、

施設、近所の公園など）について話した 
39.6 

八王子で暮らす快適さや楽しさなどについて話した（例：自然、住環境、

交通アクセス、利便性、まちや人の雰囲気、行政サービスなど） 
38.5 

八王子の物産を紹介したり、実際に手みやげとして持っていったり贈った

りした 
24.0 

おすすめのお店やスポットなどに案内したり、イベントに参加してもらっ

たりした 
11.5 

八王子のイベントやグルメ、お店やスポット、風景などについて、ＳＮＳ

（フェイスブック（※１）、ツイッター（※２）、インスタグラム（※３）

など）やブログ（※４）、掲示板（※５）に投稿した 

 9.4 

特にしたことはない 33.3 

 

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

上で交流することを目的としたサービスです。 

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

ことです。 

※３ インスタグラムとは、スマートフォンで、写真や動画を簡単に共有することができるア

プリやサービスのことです。 

※４ ブログとは、ホームページが簡単に作れるシステムで、日記公開や他からの意見の交流

に使うものです。 

※５ 掲示板とは、電子掲示板の略で、コンピュータネットワークを使用した環境で、記事を

書き込んだり、閲覧したり、コメントを付けられるようにした仕組みのことです。 
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問４ あなたは、これからも八王子市に住み続けたいと思いますか。   （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

ずっと住み続けたい 51.0 

当分は住み続けたい 41.7 

市外へ移りたい  7.3 

 

 

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

問４-１ 住み続けたい理由は何ですか。       （○は３つまで） 

（n＝89） 

 
構成比(％) 

緑が多く自然に恵まれている 73.0 

交通の便が良い 46.1 

買い物に便利 33.7 

地域住民の連帯感が強い 14.6 

街並み・景観が美しい 11.2 

公園などがよく整備されている 11.2 

古き良きものが多い 10.1 

教育環境が良い  9.0 

その他 18.0 

特に理由はない  6.7 

 

【その他】 

・ 家（持ち家）があるから。（３件） 

・ 職場がある（近い）から。（２件） 

・ 生まれ育ったまちだから。 

・ 八王子にずっと住み続けたいが、中心部の便利な場所やみなみ野のようなきれいな場所に引っ越

したい。 

・ 住みなれている。 

・ 福祉施設が充実している。 

・ 適度に田舎なので。 

・ 都心への通勤圏内であり、週末は郊外型の生活やアウトドアに適しているから。 

・ 今は八王子で仕事をしているので。もし、転職などしたら離れると思う。 

・ 先祖代々住み慣れた土地だから。 

・ 八王子市の他に住んだことがない。 

・ 生まれ育った家もあるため。 
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【問４で「市外へ移りたい」とお答えの方に】 

問４-２ 市外へ移りたい主な理由は何ですか。      （○は３つまで） 

（n＝7） 

 
構成比(％) 

交通の便が悪い 71.4 

買い物に不便 57.1 

まちの雰囲気が嫌い 42.9 

隣近所となじめない 14.3 

市外に住みたいまちがある 14.3 

自然環境が悪い  0.0 

住宅事情が悪い  0.0 

生活環境が悪い  0.0 

その他  0.0 

特に理由はない  0.0 
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環境部 環境保全課 

 

市では平成 22年に「みどりの基本計画」（※）を策定し、みどりに関する各種施策に取

り組んできました。策定から７年が経過し、計画の次期改定を見据え、「みどりの基本計画」

の目的である「みどり（※）を活かした豊かなまちづくりを推進する」ことについて、市

政モニターの皆様にご意見をお聞きします。 

 

 

※「みどりの基本計画」とは、都市緑地法に基づいて八王子市が策定する計画です。計画

では、市の公園・緑地の適正な配置と整備、自然環境保全、都市緑化の推進、緑化の体制

づくりなど、みどりに関する各種施策を総合的・体系的に取りまとめています。 

 

 

※ここでいう「みどり」とは、樹木や草花などを指すだけではなく、多様な意味を総合し

た、広義の「自然的空間」の意味で用いています。（①～⑤参照） 

 

  

テーマ１ 「みどりの現状と課題」について 

① 自然の動植物などのいきもの・まちにうるおいを与える木々や花など 

② いきもの相互あるいは地形・土壌・水・大気・気象・人為など周囲との関係の上

に成立している生態系 

③ 森林・農地・河川などの水面やオープンスペース・緑被地（※１）などの場所・

空間 

④ レクリエーション、防災、大気汚染や騒音の防止、水質の浄化、気象の緩和など

の機能を持つ空間 

⑤ 快適さ・美観・愛着・八王子らしさなどの人の意識や生活と関わる景観 

※１ 緑被地とは 

森林・樹林地のほか、草地や農地、公園や道路、学校などの公共公益施設のみどり、住宅、工場

などの民有地の「みどり」などのこと。 
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問１ お住まいの地域で「美しいみどり」といえば何を思いうかべますか。  （○は２つまで） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

雑木林、山林のみどり 63.5 

広場、遊び場、公園のみどり 42.7 

街路樹のみどり 39.6 

寺、神社の境内のみどり  9.4 

田畑のみどり  8.3 

生け垣のみどり  5.2 

学校のみどり  4.2 

その他  5.2 

特に思いうかばない  1.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 高尾山（２件） 

・ 浅川 

・ 都立長沼公園 

・ いちょう並木 

・ 多摩御陵 

・ 自宅の庭のみどり 

 

  

お住まいの地域で「美しいみどり」といえば何を思いうかべるか聞いたところ、「雑木林、

山林のみどり」が６割強（63.5%）と最も多く、次いで「広場、遊び場、公園のみどり」が

４割強（42.7%）であった。 
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問２ みどりには、いろいろな役割がありますが、あなたが特に大切だと思うものはどれですか。

           （○は３つまで） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

心に安らぎを与える 75.0 

季節感を与える 72.9 

美しいまちなみをつくる 43.8 

木かげの涼しさを与える 39.6 

二酸化炭素を吸収してくれる 22.9 

動植物とのふれあいが楽しめる 16.7 

歴史・文化の趣を感じる  6.3 

火災延焼防止や土砂災害防止など災害防止に役立つ  3.1 

その他  1.0 

わからない  0.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 自然保護（環境保全）。生き物など自然から学ぶことができる場所にはみどりが多く、子どもに

は大切な場所。 

 

 

問３ お住まいの周辺の樹木や草花のみどりは、５年くらい前に比べてどのようになっていると感

じていますか。         （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

増えていると思う  4.2 

やや増えていると思う  6.3 

変わらない 51.0 

やや減っていると思う 22.9 

減っていると思う 11.5 

わからない  4.2 

 

 

 

 

 

 

お住まい周辺の樹木や草花のみどりは、５年前と比べてどのようになっていると感じるか

聞いたところ、「変わらない」が５割強（51.0%）と最も多く、次いで「やや減っていると

思う」が２割強（22.9%）であった。 

みどりの役割について特に大切だと思うものはどれか聞いたところ、「心に安らぎを与え

る」が７割台半ば（75.0%）と最も多く、次いで「季節感を与える」が７割強（72.9%）で

あった。 
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問４ 市内にみどりを増やそうとする場合に、どの場所にみどりが多いと良いと思いますか。

           （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

街路樹 32.3 

公園 29.2 

学校、役所などの公共施設 14.6 

個人住宅の庭や生け垣  8.3 

工場、会社などの民間施設  8.3 

その他  7.3 

 

 

 

 

【その他】 

・ 十分に緑があると思う。 

・ 桜並木（河川敷）の名所がほしい。 

・ 駅前の道路やその周辺。 

・ 駅など集中して大勢人が集まる所。 

・ 里山を減らさないこと。 

・ 駅前広場 

・ 今後建設されるマンションやビル、商業施設の屋上緑化を義務付ければよいと思う。市役所の屋

上も庭園や農園として、一般市民も利用できれば嬉しい。 

 

  

どの場所にみどりが多いと良いと思うか聞いたところ、「街路樹」が３割強（32.3%）と

最も多く、次いで「公園」が３割弱（29.2%）であった。 
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問５ 身近でみどりを感じられる場所として公園がありますが、お住まいの周辺にはどのような公

園があれば良いと思いますか。       （○は３つまで） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

散策ができる 50.0 

子どもがのびのび遊べる 42.7 

みどりが豊かである 35.4 

多目的に使えるように広々としている 31.3 

自然と親しめる 27.1 

いこいの場がある 27.1 

水辺がある 21.9 

スポーツができる 16.7 

昆虫などの生育がみられる  9.4 

地域活動・交流ができる  8.3 

環境学習ができる  3.1 

その他  3.1 

特に希望することはない  1.0 

 

 

 

 

【その他】 

・ いろいろな遊具があり、草木がきれいに整備されている公園。（駐車場があると良い） 

・ 最低限の整備がされていて、ごみや伸びすぎた雑草がないこと。 

・ ペット連れで公園を利用する人が非常に多い。広さにもよるが、ドッグランを併設すれば、生け

垣や樹木を糞尿から防ぐことができ、気持ちよく利用できると思う。子どもやお年寄りや動物が、

のびのびと楽しく利用できる環境が理想的だと思う。 

 

  

お住まいの周辺にどのような公園があれば良いか聞いたところ、「散策ができる」が５割

（50.0%）と最も多く、次いで「子どもがのびのび遊べる」が４割強（42.7%）であった。 
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モニター№ 

問６ みどりを守り育てていくために、今後、どこの地域の保全・緑化を優先して推進するべきだ

と思いますか。          （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

中心市街地 33.3 

周辺市街地 29.2 

丘陵地（※） 25.0 

山地 12.5 

※丘陵地：なだらかな起伏、小山あるいは丘の続く地形のこと。 

 

 

 

 

 

 

問７ みどりを守り育てていくために、今後、市はどのようなことに力を入れるべきだと思います

か。          （○は２つまで） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

公園や緑地を整備する 43.8 

樹林、樹木を保全する 39.6 

街路樹、植え込みを充実する 37.5 

公共施設の緑化を進める 22.9 

学校などで緑化教育や実践教育を行う 16.7 

民有地の生け垣づくりに助成する  6.3 

緑地を買収する  5.2 

苗木、花などを配布する  5.2 

みどりを大切にするＰＲ活動をする  4.2 

その他  2.1 

わからない  2.1 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 私の住む家は庭付きで分譲しているが、その管理に悩む人が多いので、自治会単位で出張ガーデ

ニング教室などの実施助成があると良い。 

・ 丘陵地の確保や拡大。 

 

 

みどりを守り育てていくために、今後、どこの地域の保全・緑化を優先して推進するべき

か聞いたところ、「中心市街地」が３割強（33.3%）と最も多く、次いで「周辺市街地」が

３割弱（29.2%）であった。 

みどりを守り育てていくために、今後、市はどのようなことに力を入れるべきだと思うか

聞いたところ、「公園や緑地を整備する」が４割強（43.8%）と最も多く、次いで「樹林、

樹木を保全する」が４割弱（39.6%）であった。 
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モニター№ 

問８ みどりを保全するために、あなたはどのような取組みに参加できますか。（○はいくつでも） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

自宅の花壇や庭木などの手入れ 61.5 

自宅前道路の落ち葉掃き、草むしり 58.3 

町会や自治会等地域で行う公園や道路の清掃 49.0 

みどりの保全のための募金や寄付 29.2 

市や都が募集する各種ボランティア活動（雑木林の管理、河川の清掃など） 15.6 

市民活動団体が実施している各種ボランティア活動 10.4 

その他  3.1 

できるものはない  4.2 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ みどりの中でのレクレーション、企画など。 

・ 腐葉土の提供。 

・ 家庭菜園 

 

 

問９ 市街地部（※）においてみどりの「質が高い」とはどのようなことだと思いますか。 

          （○はいくつでも） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

下草刈りや枝打ち等、きちんと管理されていること 86.5 

きれいな木々や草花が植えられていること 71.9 

樹齢の長い大きな木があること 26.0 

たくさんの種類の生き物がいること 14.6 

自然にまかせ、人が手を入れないこと  2.1 

めずらしい生き物がいること  2.1 

その他  3.1 

※市街地部：家屋、商業施設や商店・商店街が密集した土地、区域をさす言葉。 

 

 

 

 

【その他】 

・ ごみ等の管理がずさんにならないこと。 

・ 植える木や草を計画的に考えて選ぶこと。 

みどりを保全するために、あなたはどのような取組みに参加できるか聞いたところ、「自

宅の花壇や庭木などの手入れ」が６割強（61.5%）と最も多く、次いで「自宅前道路の落ち

葉掃き、草むしり」が６割近く（58.3%）であった。 

市街地部において、みどりの「質が高い」とはどのようなことだと思うか聞いたところ、

「下草刈りや枝打ち等、きちんと管理されていること」が９割近く（86.5％）と最も多く、

次いで「きれいな木々や草花が植えられていること」が７割強（71.9％）であった。 
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モニター№ 

問 10 郊外部（※）においてみどりの「質が高い」とはどのようなことだと思いますか。 

          （○はいくつでも） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

下草刈りや枝打ち等、きちんと管理されていること 67.7 

たくさんの種類の生き物がいること 55.2 

樹齢の長い大きな木があること 51.0 

きれいな木々や草花が植えられていること 31.3 

自然にまかせ、人が手を入れないこと 18.8 

めずらしい生き物がいること  8.3 

その他  2.1 

※郊外部：建物の密集する市街地に隣接した（田園）地帯。 

 

 

 

 

 【その他】 

・ 屋久島のようなイメージ。 

・ まとまったみどりの中を散策できるよう整備されていること。 

 

 

問 11 市街地部においてみどりの「量が多い」とはどのようなことだと思いますか。 

          （○はいくつでも） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

身近なところにみどりがあること 77.1 

目に入るみどりが多いこと 59.4 

公園がたくさんあること 34.4 

木々が大きく育っていること 26.0 

森や林がたくさんあること 15.6 

生き物がたくさんいること 11.5 

その他  0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郊外部において、みどりの「質が高い」とはどのようなことだと思うか聞いたところ、「下

草刈りや枝打ち等、きちんと管理されていること」が７割近く（67.7％）と最も多く、次い

で「たくさんの種類の生き物がいること」が５割台半ば（55.2％）であった。 

 

市街地部において、みどりの「量が多い」とはどのようなことだと思うか聞いたところ、

「身近なところにみどりがあること」が８割近く（77.1％）と最も多く、次いで「目に入る

みどりが多いこと」が６割弱（59.4％）であった。 
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モニター№ 

問 12 郊外部においてみどりの「量が多い」とはどのようなことだと思いますか。  

          （○はいくつでも） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

森や林がたくさんあること 71.9 

木々が大きく育っていること 68.8 

生き物がたくさんいること 45.8 

目に入るみどりが多いこと 45.8 

身近なところにみどりがあること 40.6 

公園がたくさんあること 31.3 

その他  0.0 

 

 

 

 

 

 

問 13 今後、本市におけるみどりのあり方として、みどりの「質を高めること」と「量を増やす

こと」のどちらがより大切であると思いますか。市街地部と郊外部のそれぞれでお答えくださ

い。           （各項目で○は１つ） 

 

（１）市街地部 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

みどりの「質を高めること」 68.8 

みどりの「量を増やすこと」 31.3 

 

（２）郊外部 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

みどりの「質を高めること」 71.9 

みどりの「量を増やすこと」 28.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郊外部において、みどりの「量が多い」とはどのようなことだと思うか聞いたところ、「森

や林がたくさんあること」が７割強（71.9％）と最も多く、次いで「木々が大きく育ってい

ること」が７割近く（68.8％）であった。 

 

今後、本市におけるみどりのあり方として、みどりの「質を高めること」と「量を増やす

こと」のどちらがより大切であるか聞いたところ、みどりの「質を高めること」が大切であ

ると回答した方が、「市街地部」で７割近く（68.8％）、「郊外部」で７割強（71.9％）と

ともに多かった。 



  

  

15 

 

モニター№ 

問 14 みどりに関する意見や感想を記入してください。       （自由記述） 

 

管理が大切 

1 私の住んでいる地域では、街路樹の枝がのびっぱなしだったり、逆に切り株が多く見えたりして、

あまり手入れされているようには思えない。      （10 歳代 女 西南部） 

2 みどりが多いことが八王子の特徴であり、良いところだと思うので、しっかりみどりを管理し、

きれいな街並みをつくることで、より住みやくなると思う。  （20歳代 女 東部） 

3 郊外にある森や林を守り続ける。公園の木は防犯のため、定期的に剪定すると良い。 

         （40歳代 女 北部） 

4 暗い道や公園の木などはうっそうとしていて人の目が行き届かない所が多い。みどりは大切だが、

低くきちんとしてほしい。河川敷や川沿いの遊歩道の雑草や家の裏の用水路の草がひどく、害虫

も多い。        （40歳代 女 北部） 

5 草木の管理を徹底してほしい。草木の放置は、その地域の自治体の怠慢をさらけ出しているよう

に見てとれる。       （40歳代 女 東部） 

6 みどりを増やすことは良いことで、推進すべきだと思うが、一方で街路樹の剪定が行き届かず、

歩道に樹木が張り出していたり、歩道のスペースをつぶしていたりと手入れが足りない場面が見

られる。道路の緑化については手入れに重点を置いた対策が必要。 （40歳代 男 東部） 

7 人間が暮らす生活圏の中にあるみどりは人間が手を加え管理してこそ意味があると思う。少子高

齢化や人口減少で管理が行き届かなくなってしまうことが心配。    （40 歳代 女 東南部） 

8 「みどり」を増やすと鳥が集まりフンや鳴き声の問題が発生する。それなので、増やした後のこ

とを考えながら行動してほしい。芝生も公園等の「みどり」が増えることも賛成。 

（40歳代 男 西南部） 

9 私の住んでいる散田町は高尾山が見え、とても景色がきれい。でも秋になるといちょうの葉が落

葉となり、雨が降ると葉の表面の油と水ですべりやすくなり、けがをする人がたくさんいること

が残念。いちょうはきれいだから切ってほしくないので、落葉のことを考えてほしい。 

           （40 歳代 女 西南部） 

10 ごみのポイ捨て禁止や動物の糞の放置禁止を徹底しないと、いくらみどりが増えて質が高くなっ

ても楽しめない。         （50 歳代 男 西南部） 

11 私の自宅周辺はみどりがとても多く、朝歩いていると木々や葉などの間から木漏れ日が差し、す

ごくきれいで気持ちが良い。でも、手入れの間隔があいてしまうと、防犯上とてもこわい。この

地域に必要なことはみどりの「質を高める」ことだと思う。  （50歳代 女 北部） 

12 住んでいる場所はみどりがとても豊かだが、ここ数年、庭先にまでガビチョウが飛んで来てメジ

ロ等が減っている。またコガタスズメバチも飛んで来るようになり、近所の軒先にまで巣を作っ

ている。外来生物やキケン生物が増えてくるのも困る。みどりも適切な管理をしないと嫌われも

のになる。近くに公園が何ヶ所かあるが定期的に剪定管理されていてとても気持ちが良い。でも

排水溝の中に水がたまっている場所ではボウフラが沸いていて、やぶ蚊が発生している。今、周

りの道路の排水溝にはボウフラの薬を撒いているが、公園までは手が回らない。自治会で行うべ

きなのか？          （60 歳代 女 東南部） 

13 八王子は自然が豊かで、みどりの質・量とも良いと思うが、管理がまだ不足している。行政にま

かすだけでなく、個人的にも努力もしたい。    （60歳代 女 北部） 

14 木々が大きいだけでなく、きちんと管理して手入れをすること。  （60歳代 女 中央） 
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モニター№ 

15 みどりが多いことにこしたことはないが、増せば良いというものではない。管理されていること

が大事。          （60 歳代 男 西南部） 

16 お金をかけるのではなく、ボランティア等で自宅付近の道路の清掃、公園の清掃、除草等を行う

こと。          （60 歳代 男 東南部） 

17 街路樹の下や周りに生えてくる雑草が気になる。中には大きく育ち大木のようになっている。こ

れをこまめに取り除くことによって、街並みの風景がより良く見えると思う。地域の方たちの協

力やボランティアを考えてみてはどうか。    （60歳代 女 北部） 

 

18 公園や街路樹の枝打ちや草刈りなどが定期的に行なわれているため、気持ちの良い街並みになっ

ていると思う。       （60歳代 女 東部） 

 

みどりを増やす（緑地化） 

19 みどりを増やすことにより、ポイ捨てなどの行為が少なくなると思う。 （20歳代 女 中央） 

20 郊外部など、すでにみどりが多い場所では質が大切だと思う。市街地では街路樹がすぐに伐採さ

れているイメージ。昔はもっと大きかった気がする。   （20歳代 女 中央） 

21 みどりを身近に感じる環境にあると思う。（高尾山や浅川沿いなど多くの緑に触れる場所があるの

で。）しかし、その一方でアパート暮らしの単身者は日常生活においてみどりを感じる機会は少な

いと思う。駅や公共施設のみどりを充実させることでみどりを感じる環境づくりをもっと積極的

に行うと良い。       （30歳代 女 中央） 

22 コンクリートよりも草木がたくさんあったほうが落ち着く。都市の機能性を温存しつつ、緑地化

を進めていければ最高だと思う。     （30歳代 男 中央） 

23 昔、畑だった所やみどりがたくさんあった場所に今は建家がたくさん建ち並び、とてもみどりの

まち八王子とは思えない。そして空き家には雑草が生えていて、有効活用されてなく、見ている

と悲しくなる。家の庭にあるみどりだけでは人は生きていけないと思う。自然のみどりがたくさ

んあってこそ人は生きていけると思う。生態系がくずれているので、それを戻すためのみどりが

たくさん必要だと思う。      （40歳代 女 西部） 

24 数十分行った先にある「みどり」よりも、そこら中にある「みどり」が良い。市街化区域・調整

区域の区別を無くし、市内全域に、「20 階建てビルもあれば、100ha の公園もある。」「市道には

3m幅以上の緑地帯」というのが良いと思う。    （40歳代 男 東部） 

25 以前行っていた「たい肥」の配付など、個人宅の木や草、畑を増やすための支援を再開してほし

い。        （50歳代 男 東部） 

26 宅地化するよりは緑地化する方が良い。    （60歳代 男 中央） 

 

公園の整備 

27 郊外部には小さな公園ばかりあり、ほとんど管理されておらず、子どもの乗り物も壊れたままで

危険です。公園にもかかわらずほとんどみどりもなくて、サッカーや野球などのびのび子どもが

遊べない。それならばいくつかの公園を 1 つにまとめて、広さとみどりの量を確保してほしい。

合わせて市民の憩いの場として管理もしっかりしてほしい。  （30歳代 女 中央） 

28 春夏秋冬を感じられる木々が大きく育つ場所に、人が集まれるような広い空間（広場、公園）が

あると良い。桜、イチョウ、紅葉など。      （30 歳代 女 西南部）  
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モニター№ 

29 みどりの多い、子どもが安全で安心して遊べる公園がもっと増えたら良い。植物や生物に触れる

経験をさせてあげたいと思う。     （30歳代 男 北部） 

30 みどりの質、量は市街地においては整備されていると思う。公園や緑地帯等はみどりではなく雑

草が目立つ。公園においては子どもたちが遊べない状況。夏場においては蚊などの虫が気になる。

         （40歳代 女 中央） 

31 近所の公園が最近整備されて新しくなったが、多目的に使うことが優先されて、木がほとんどな

くなり木陰がなくなった。夏場遊んでいる子どもをほとんど見なくなった。公園には木が必要。

           （50 歳代 女 西南部） 

32 小金井公園や野川公園のような、地域のシンボルパーク的な公園が必要。 （50歳代 男 東部） 

33 草や木々の手入れだけではなく、公園のベンチ、沼地の環境、トイレ設備等、公園全体を調和の

とれた形で整備してほしい。      （60歳代 男 東部） 

34 市街地部の公園の量を増やし、質を高めると良いと思うが、特に使いやすい、きれいな公園とし

ての質を高めることで自然と集客が増えると考える。また郊外部については東京区部からの来訪

がある程度なので、もう少し散策路を含め、質を高めたほうが良いと思う。 

（60 歳代 男 東南部） 

 

維持・保全 

35 八王子はみどりも多く気持ちの良い環境が整っていると思う。これを維持していけたら良いと思

う。        （30歳代 女 東部） 

36 森林をなくして居住地を拡げすぎたと思う。    （30歳代 女 西部） 

37 質、量が抽象的でよくわかりません。今、残っている緑地の保全が第一。 （40歳代 男 中央） 

38 自然が残っている地域をむやみに開発しないこと。老朽化して無人のアパートを放置していなが

ら、雑木林をつぶして家を建てたりしない、させない施策を考えるべき。 （40歳代 男 北部） 

39 田畑の維持確保、森林、丘陵地の維持。      （50 歳代 男 東南部） 

40 住宅や工場、ショッピングモールなど開発を行った場所に対しての、みどりの保証を行政指導と

して行ってほしい。         （50 歳代 男 西南部） 

41 保全して行くことが大事。      （60歳代 男 中央） 

42 林や小山がいつの間にか開け、住宅がどんどんできていく様子は「仕方ないかなぁ・・・」と思

いつつも、自然が壊される淋しさを感じる。    （60歳代 女 西部） 

43 家の建て替えなどで、どんどん樹木がなくなっているように思う。必ず樹木を植えるよう指導し

てほしい。        （70歳代 女 中央） 

 

みどりについての感想 

44 みどりの量は今でもたくさんある。     （30歳代 男 中央） 

45 街路樹の下に花が咲いている。とても可愛い。      （60 歳代 女 東南部） 

46 私が住む団地は、色々な木々や草花が植えられていて四季を感じる。最近 1 年の早さを特に感じ

ている。          （70 歳代 女 西南部） 
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みどりの活用 

47 八王子市の良いところは、東京都の中でも自然が多いこと。この自然を教育現場で多く活用する

ことで、子どもたちの興味関心が膨らみ、体験型の学習をすることができると思う。 

         （20歳代 女 東部） 

48 みどりがある生活の良さを感じる機会をつくることが大切だと思う。自然を守る区域と、活用す

る区域を設定し、自然を活かしたスポーツ施設（市営のパークゴルフ場やマウンテンバイクやト

レイルラン、パラグライダーなど）や公園（ツリーハウスがある、滑り台がすごい、釣りや BBQ

ができる）を増やすべきだと思う。オレゴン州のポートランドは文化と自然が両立していてお手

本になる。また多少不便な山の中にあえて商店街をつくるなど、逆転の発想も面白いと思う。（ト

レッキングモール笑）      （40歳代 男 東部） 

49 子どもの頃からみどりに親しむ活動をしていくのが必要だと思う。清掃活動もその一環として、

積極的に取り組みたい。      （50歳代 女 西部） 

 

みどりについて周知する 

50 みどりに対する市民の考え方が決められていない。何でも自由は困る。ごみの問題。 

         （30歳代 男 中央） 

51 市の取り組みとして平成 22年度より緑化運動を掲げていたことを今回初めて知った。多摩地区の

中でも特にみどりが多い八王子市民としては、みどりと言われてもあまり心に響かずピンとこな

い。「東京都の中での八王子市の立ち位置や役割、今後何を理由に、いつまでを目標に、市民と共

にみどりで八王子をこうしよう！」という目的やスローガン、熱意が伝わってこない。漠然とし

ている。市が一人歩きしているのでは？生け垣に助成金が出ることも今回調べて初めて知った。

指定植物もとても多くて、美しい花が咲くトキワマンサク等も対象とのこと。情報が市報やホー

ムページだけではなかなか伝わらないのが現状。せっかくの良い情報をもっと上手にアナウンス

してほしい。       （40歳代 女 中央） 
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産業振興部 産業政策課 

 

少子高齢化の進行、人口減少社会の到来にあたり、まちににぎわいをもたらし、経済活

力を持続的に成長させていくために、市では、「MICE
マ イ ス

（※）都市戦略」や「地域課題の解

決に役立つビジネスの振興」などの取組みを進めようとしているところです。これらの取

組みを効果的に進めるため、市政モニターの皆様からご意見を伺い、参考にしたいと考え

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【MICE推進について】 

 

◆MICEは、多くの集客や交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称で、企業・産業活

動や研究・学会・競技活動と関連している場合が多く、人が集まることとそれに伴う様々

な効果が期待できます。 

たとえば、会議や大会の参加者の宿泊、飲食、観光など多様な消費活動のほか、開催に

あたり会場設営、警備、輸送・情報発信といった経済活動が行われます。 

また、企業や学会・競技団体の主要メンバーが集まるような会議では、そこからネット

ワークがつくられ、新しいビジネスなどの機会が生まれる可能性があります。 

さらに、国際的なイベントが開催されると、メディアに取り上げられることが考えられ

るほか、参加者の滞在期間が長いスポーツ大会などの場合は、歴史や文化に触れる機会を

提供して本市を知ってもらうことも考えられます。 

  

テーマ２「八王子市のこれからの産業振興」について 

※ ＭＩＣＥ（マイス）とは、 

  多くの集客交流が見込まれるビジネスイベント等の総称。 

 

 Meeting（ミーティング）・・・・・・・・ 企業等の会議 

 Incentive（インセンティブ）・・・・・・ 企業等の行う報奨・研修旅行 

 Convention（コンベンション）・・・・・・国際機関・団体、学会等が行う国際会議 

 Exhibition/Event（エキシビション/イベント）・・展示会・見本市、イベント 
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問１ これらを踏まえ、市では MICE 戦略を進めようとしています。あなたはこのことが、まちの

発展や活性化に役立つものとして期待しますか。     （○は１つだけ） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

期待する 35.4 

どちらかといえば期待する 45.8 

どちらかといえば期待しない  8.3 

期待しない  4.2 

わからない  6.3 

 

 

 

 

 

 

【問１で「期待する」または「どちらかといえば期待する」とお答えの方に】 

問１-１ 最も期待する点は何ですか。       （○は１つだけ） 

（n＝78） 

 
構成比(％) 

中心市街地に人を呼び込むことによる、にぎわいやまちの活力向上 26.9 

来街客（外国人含む）の増加による経済効果（宿泊、飲食、買い物など） 17.9 

会議、展示会、イベントなどがメディアに取り上げられることによる市の

知名度やイメージの向上 
17.9 

会議場やイベント施設の整備に伴うバリアフリー化や景観の美化 14.1 

企業や学会の主要メンバーが集うことによるビジネス機会の創出・拡大 11.5 

会議、展示会、イベントなどの開催による雇用機会の拡大  7.7 

その他  3.8 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 起業が行える環境づくり。 

・ 八王子市の認知度を上げる。（市の名前だけではなく。） 

 

 

 

 

MICE戦略が、まちの発展や活性化に役立つものとして期待するか聞いたところ、「期待す

る」（35.4％）と「どちらかといえば期待する」（45.8％）を合わせた『期待する』は８割

強（81.2％）と多くなっている。 

MICE 戦略に「期待する」または「どちらかといえば期待する」とお答えの方に最も期待

する点について聞いたところ、「中心市街地に人を呼び込むことによる、にぎわいやまちの

活力向上」が３割近く（26.9%）と最も多く、次いで「来街客（外国人含む）の増加による

経済効果（宿泊、飲食、買い物など）」と「会議、展示会、イベントなどがメディアに取り

上げられることによる市の知名度やイメージの向上」が２割近く（17.9%）であった。 
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【問１で「どちらかといえば期待しない」または「期待しない」とお答えの方に】 

問１-２ そのように考える理由を選び、どうしてそのように思ったのか具体的にお教えください。

           （○は１つだけ） 

（n＝12） 

 
構成比(％) 

効果があるとは思えない 83.3 

ほかの事業に力を入れるべきである 16.7 

その他  0.0 

 

 

 

 

 

【効果があるとは思えない】 

・ 八王子に需要があるか疑問。 

・ 都心から離れている。 

・ 問 1－1の 1～7の選択肢に期待する点を上げているが、あまりにありきたりの発想。時代の変

化を先取りした八王子らしさに特化すべきと思う。 

・ たとえば祭りのようにいろいろな人が参加できるものが少ない。 

・ 研修旅行→税金のムダ使い。 

・ イベントを開催して一時に人がきても、地域活性化するとはかぎらない。 

・ 近年イオンモール等多様化しているなかで、来客等は閑散化していると思う。MICEもごく一部

には効果があるかもしれないが、効果を得られるとは思えない。 

・ MICE戦略は、花火大会でしかない。たまにあるのには良い気がするが、後には“大量の燃えか

す”と“飲食のごみ”が残るだけ。ごみの片付けで、どんどん疲弊していく。継続的に、個人

と個人を結びつけていくことこそが重要。 

・ 東京、横浜、川崎に多くの施設が既にある。八王子地区にそれに対抗できるアドバンテージが

あるとは思えない。 

・ 新たに何かを始めるのではなく八王子市内で既にあるものをもっと上手に宣伝して、情報発信

してほしい。  

 

【ほかの事業に力を入れるべきである】 

・ 中心市街地の治安の悪さを助長する気がする。 

・ 駅周辺に力を入れて、立川みたいに駅前を活気づけてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

MICE戦略に「どちらかといえば期待しない」または「期待しない」とお答えの方にその理

由を聞いたところ、「効果があるとは思えない」が８割強（83.3%）、「ほかの事業に力を

入れるべきである」が２割近く（16.7%）であった。 
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問２ 本市では「フェスティバル・シティ」をコンセプトとして、「産業と観光の融合」、「地域資

源の再発見と発信」などをテーマにした今までになかった新しいイベントを展開しています。 

こうした取組みとして実施している以下のイベントを知っていますか。また、参加したことが

ありますか。       （各項目で○は１つ） 

また、記載されたイベント以外に知っている（参加した）イベントがありましたら、「その

他」欄に記入してください。 

（n＝96） 

イベント名 

知っている 

知らない 参加したこ

とがある 

参加したこと

はない 

八王子フードフェスティバル（※１） 9.4 33.3 57.3 

体験楽習フェスティバル八王子（※２） 4.2 27.1 68.8 

フォトロゲイニング（※３） 0.0 11.5 88.5 

HACHIDORI（ハチドリ）（※４） 1.0 15.6 83.3 

八・緑マウンテンウォーキング（※５） 0.0 15.6 84.4 

花と緑のまちづくりフェア（※６） 4.2 56.3 39.6 

八王子お店大賞（※７） 7.3 36.5 56.3 

その他 4.2  1.0 94.8 

      項目内での最高値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 南大沢フラワーフェスティバル 

・ 旧市民ホール跡地での苗木、樹木即売会。 

・ 南大沢文化会館合唱祭 

・ まちナビ 

・ いちょう祭り、梅祭り 

※１ 人気シェフと地元レストラン、生産者が集まり、八王子の美味しい料理を味わうことができる。 

   平成 28年 10月：八王子市保健所裏で開催。 

※２ 自然環境、歴史文化、美術・工芸、産業技術、サイエンスの 5つのテーマで編成し、「体験し、 

   学び、楽しむ」バラエティに富んだプログラムで、参加者に八王子の魅力を知ってもらおうとする 

   もの。平成 28年 9月：夕やけ小やけふれあいの里ほかで開催。 

※３ 地図をもとに、時間内にチェックポイントを回り、得点を集めるスポーツで、チームごとに作戦を 

   立てチェックポイントでは見本と同じ写真を撮影する。平成 29年 2月：加住地区で開催。 

※４ ロックサーキットイベント＝中心市街地 14会場を巡るロックコンサート。 

   平成 29年 3月：JR八王子駅周辺で開催。 

※５ 八王子市と相模原市緑区の市民・市民活動団体等の相互連携と交流を図ることを目的に、それぞれ 

   の地域が持つ自然・歴史・観光の見どころを見ながらウォーキングする。 

   平成 28年 12月：緑区藤野から上恩方町までウォーキング。 

※６ 八王子駅前の通りが手づくりの大きな花時計やコンテストで募集した花リースなどで飾られ、花で 

   いっぱいになる。平成 29年 4月：JR八王子駅北口で開催。 

※７ 「～地産・地消・地活 八王子力を使おう！～」をスローガンに、皆さんの投票で飲食店・小売店 

   を表彰するもの。平成 28年 10月～12月：投票での参加。 
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問３ 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を控え、今後、ますます外国人観光客の

増加が予想されます。外国人観光客に本市を訪れてもらうためにはどのような取組みが必要と

考えますか。         （○は３つまで） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

多言語による観光情報の発信 56.3 

多言語対応ボランティアの確保・育成 38.5 

多言語表記の道路標識や交通機関の案内 35.4 

Wi-Fi（※１）や情報環境の整備 35.4 

外国人向けの宿泊施設の拡大 21.9 

飲食店や商店での多言語表記 20.8 

プロの観光ガイドの確保・育成 14.6 

クレジットカードや電子マネーの利用可能店拡大 12.5 

レジャー施設、スポーツ施設の充実 12.5 

民泊（※２）の推進  3.1 

その他  7.3 

外国人観光客のための取組みは必要ない  5.2 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 高尾集辺の活用。 

・ 忍者屋敷をモチーフとする旅館などをつくれば外国人の方たちが来てくれそうだと思う。 

・ ディズニーに「ディズニーランド」と「ディズニーシー」の２つあるように、ピューロランドも

八王子市にもうひとつつくれば良いと思う。 

・ 市民向けに英語教室を開く。 

・ 八王子にしかない観光資源を大切にする。高尾山の保全。 

・ 高尾山口駅近くに多言語ガイドを置く。山から下りた時、見所を宣伝できると良い。 

・ 自分が海外に出たときに苦労したのは、インターネット情報を得たくても Wi-Fiが無い。もしく

は値段が高い。また地図が無く苦労することも多い。 

・ 交通の不便、難しさ、都心から遠い、交通費も高い。Wi-Fiも日本の国自体遅れている。 

・ オリンピック開催に反対。 

  

外国人観光客に本市を訪れてもらうためにはどのような取組みが必要か聞いたところ、

「多言語による観光情報の発信」が６割近く（56.3%）と最も多く、次いで「多言語対応ボ

ランティアの確保・育成」が４割近く（38.5%）であった。 

 

※１ Wi-Fi とは  インターネットに無線を利用して接続するもの。 

※２ 民泊とは   旅行者などが、一般の民家に宿泊すること。 
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【外国人観光客のための取組みは必要ない】 

・ 八王子では何の競技も行われないため。 

・ 今でも多いのにこれ以上増やす必要はない。 

・ 一概に外国人観光客と言っても千差万別。本市に外国人観光客を呼び込んだ場合のメリットもさ

ることながらデメリットも理解した上で対応すべき。  

・ 外国人観光客に来て貰おうとは思わない。 

・ 治安が悪くなる懸念があり、外国人には訪問してほしくない。 

 

 

【新たなビジネスについて】 

 

問４ 暮らしやすい地域をつくっていくためには、地域の特性に合った産業の振興、地域課題を解

決するためのビジネスの創出が必要と考えます。たとえば、すでに高齢者世帯向けの食事、日

用品などの宅配サービスや買い物代行、遊休農地を活用した農業体験などがあります。 

あなたが住む地域の課題解決につながるビジネス、あなたが「あったらいいな」と考えるサ

ービスは何ですか。        （自由記述） 

 

中央（本庁地区） 

1 高齢者向けには、互いに安否確認ができるようなコミュニティ作り。（例えば、週一回お茶会を開

く。子どもたちに昔遊びを教える機会を作る。）   （20歳代 女 中央） 

2 病児保育の利用のしやすさ。施設を増やしてほしい。利用料金を安くしてほしい。  

         （20歳代 男 中央） 

3 学生や一人暮らし向けに、ごみの分別の仕方や方法を教えると共に、作り置きできる料理教室を

開催するなど。       （20歳代 女 中央） 

4 高齢者が地域にも多いので、コミュニティバスが通ると良い。そうすればもっと駅まで出かける

機会が増える。       （30歳代 女 中央） 

5 老人や子どもが共に時間を過ごせるコミュニティカフェのような場所。有料のこども食堂の年齢

不問バージョン。学童＋老人会くらいの空間があったら良いと思う。 （30歳代 女 中央） 

6 農業体験は今後も特に力を入れるべきと考える。どのようなサポート体制があるのか知ってもら

いたい。        （30歳代 男 中央） 

7 外国人留学生が無料でくつろげる空間作り。仮眠所。格安で食材や生活用品が購入できる店舗。

日本語学校を多数設置し、外国人看護師や介護士、技術実習生を多く八王子市に呼び込めるよう

な取組み。        （30歳代 男 中央） 

8 タクシー等交通費を便利に安く使いやすくする。   （40歳代 女 中央） 

9 コミュニティバスの路線増加。広い八王子です、某区のように市の広範囲でレンタサイクルの利

用ができると良い。       （40歳代 女 中央） 

10 育成会（子ども会）の運営するビジネス。    （40歳代 女 中央） 

11 丘陵地へのはちバスの運行。      （60歳代 男 中央） 

12 八王子は盆地なので、坂の上に住んでいる人に対する買い物代行があると良いと思う。 

         （60歳代 女 中央） 

13 遊休農地の小区画貸出とそこでの野菜などの育成指導。   （60歳代 男 中央） 
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14 空き家を活用する施策。住宅及び、店舗の有効利用における活性策。 （60歳代 男 中央） 

 

西南部（浅川・横山・館地区） 

15 バスの増便。駅から遠い地域の人が、もっと気軽に出かけられるようにしてほしい。南浅川町の

人たちは車なしでは生活できない。       （30 歳代 女 西南部） 

16 子どもたちが校外学習できる場所。私の地元では市内の全ての小学生、中学生は、泊まりがけで

毎年必ず校外学習がある。（市内の同施設）学校の校舎の中では学べないことができることもある

が、それより様々な思い出が必ず残るので。      （30 歳代 女 西南部） 

17 高齢者にとって買い物は大変だが楽しみでもあると思う。目で見て買いたいと思うので、数名で

車に乗り、介助者も付き添い買い物に行くサービス。     （40 歳代 女 西南部） 

18 教科選択制の安価な学習塾・予備校。       （40 歳代 男 西南部） 

19 高尾駅北口の再開発（登山客でにぎわっているが電車の乗降にしか使われていない）。足湯施設を

作る。リニア駅が相模原市にできるのだから、横浜線、京王線との乗り替えのハブ駅として何か

できそう。          （40 歳代 男 西南部） 

20 八王子市民だけが入れて、八王子市民でないと入れないファンクラブを作る。（市民全員がファン

クラブ会員）         （40 歳代 女 西南部） 

21 高齢者が働ける環境作り。        （50 歳代 男 西南部） 

22 八王子でとれた野菜や果物を使う、市営のおしゃれなレストランやカフェを作って、市外の人に

もアピールする。         （50 歳代 女 西南部） 

23 ベッドタウンの性格も強いため、商店、行政機関窓口など生活に密着したサービスの営業・開設

時間帯の工夫。例えば、早朝や夜間への時間延長とそこで働く従業員の勤務のシフト化や雇用の

創出など。          （50 歳代 男 西南部） 

24 介護者が簡単に派遣できるビジネス会社。（組織）     （60 歳代 男 西南部） 

25 地域に高齢世帯が多いが、団地の中にデイサービスセンター、包活支援センターやスーパーもあ

るので、今の所必要ないと思う。       （70 歳代 女 西南部） 

 

東部（由木・由木東・南大沢地区） 

26 若い人たちも、ちょっとしたお出掛けをする人が増えるようにバスを使いやすくしてほしい。東

京都のシルバーパスの若者用をつくれば出掛ける人が増え、町も活気づくと思う。また、バス停

だけでなく、手を挙げるなどのサインを送ることでどこでも乗れるようにしたらバスを使う人が

増えると思う。       （20歳代 女 東部） 

27 子どもたちがやってみたいこと、学びたいことを教えたり、体験させたりするためのサポート。

子どもたち自身が主体となって運営するイベントの運営。  （20歳代 女 東部） 

28 中山地域ではバスの本数がとても少なくなっている。道も狭くバスが通るのも大変かと思うので、

コミュニティバスのような小さなバスが 1時間に 1本でも通ってくれると助かる。  

         （30歳代 女 東部） 

29 良いサービスがあったとしても、そのサービスを支える人が集まらなければ意味がない。労働者

に八王子で働きたいと思わせる何かを市が生み出していかなければならない。  

         （40歳代 男 東部） 
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30 みどりに触れ合う機会がある公園や山林の周辺は、父親や子どもたちは楽しいが、母親や祖父母

は待たされて気乗りしないことがある。あえて多少不便な山の中に小さな山小屋を作り、山小屋

ショッピングモールをつくるなど、自然であそび、自然で買い物ができたら逆転の発想で面白い。

また、日本では山遊びは登山が優先されるが、トレイルランやマウンテンバイクなど、海外で文

化となっているスポーツを積極展開すれば、カナダやオーストラリア、ニュージーランドのよう

な魅力が生まれると思う。      （40歳代 男 東部） 

31 日用品などの宅配サービス。同居の義母はよく利用している。「見て買う」楽しみは大切。 

         （50歳代 女 東部） 

32 高齢者の経験や知識を活用し、地域に貢献できるような場所や機会をもっと作る。  

         （50歳代 男 東部） 

33 利用者が少ない所へのバスの運行。     （60歳代 男 東部） 

34 介護、食事、買い物だけではなく、高齢者の日常生活全般を支えるサービスを充実させる。電気

製品の購入・設置のアドバイス、IT技術のサポート、住宅補修のサポート等。  

         （60歳代 男 東部） 

35 退職して時間がある人のために、小さくても良いので貸し農園があると良い。  

         （60歳代 女 東部） 

36 駅周辺での朝市（地元生産物）定期開催。（道の駅の様な内容を駅前で定期的に開催） 

         （60歳代 男 東部） 

 

西部（元八王子・恩方・川口地区） 

37 主婦が働きやすいように、できれば土日も見てくれる児童館の充実。 （30歳代 女 西部） 

（※広聴課注：児童館は土曜日も開館している。） 

38 空き家や高齢で体の不自由な一人暮し方の家は、庭の手入れがむずかしく、雑草がのびているの

で、その手入れを市で少しお金を出してビジネスとしてなんとかしてほしい。（外観も良くないし、

火事にもなりかねないと思う。）     （40歳代 女 西部） 

39 庭そうじの代行。       （50歳代 女 西部） 

40 未来を担う子どものために命を守ること。例えば、いじめで学校に行けなくなってしまった子ど

もが安心できる居場所の確保。親以外の大人が、その子の味方であると安心して大人を信頼でき

る環境づくり。必要とされることで安心できる、そして、その保護者も安心していられる場所作

り。また、学校に行けるようになった時に、学習面で遅れがないようにサポートできる場所。 

         （50歳代 女 西部） 

41 地域の課題解決につながるビジネスとして、大手企業の誘致・高尾駅及びその周辺の再整備が必

要と考える。       （50歳代 男 西部） 

 

東南部（由井・北野地区） 

42 私が住んでいる地域は急坂が多く、駅やバス停まで距離があるので、乗り合いタクシーのような

サービスがあると良い。        （40 歳代 女 東南部） 

43 高齢者向けの家事代行サービスや健康状態チェックできるようなサービス（特に独居老人向け）

           （40 歳代 女 東南部） 

44 高齢者の就職活動や雇用促進。       （50 歳代 男 東南部） 
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45 外泊した際の庭の鉢物等への水やりや降雪時、自宅前の道路の雪かき。高齢で独り暮しになった

時の定期的な相談員の派遣。        （60 歳代 女 東南部） 

46 情報のアクセシビリティを高めることで地域の産業、課題を共有できるようにすることが重要と

思う。市の広報だけでは情報量は少なく、リアルタイム性がないので、ケーブルテレビ（J-COM）

を利用しているがいまひとつ。八王子オリンパスホールや駅前広場の活用でできる情報発信や情

報収集の機会創出が望まれる。       （60 歳代 男 東南部） 

47 古くなり、メーカーに補修パーツが無くなった電化製品等を、直せるものは適正な価格で直して

くれるサービス。         （60 歳代 男 東南部） 

48 買い物を宅配する店があると便利。       （70 歳代 男 東南部） 

 

北部（加住・石川地区） 

49 問 5の“Any Times”のようなサービス。    （30歳代 男 北部） 

50 子どもも一緒に経験、体験ができるようなサービスが増えると嬉しい。 （30歳代 男 北部） 

51 土地活用。空き家をなくす。      （40歳代 男 北部） 

52 私の住む地域では、高齢者の方もとても元気ではつらつとしていて、とてもおしゃれ。元気で長

生きをしていただくために、若者向けのショッピングモールだけでなく、高齢者専用の商業施設

（レストラン、お買い物、ジム、映画館、高齢者あんしんセンター、クリニックなどが入った）

ができたら楽しく外出ができると思う。    （50歳代 女 北部） 

53 はちバスの運行。       （60歳代 女 北部） 

54 近くに公共の図書館がないので、地元の小学校又は中学校の図書室を一般の人たちにも開放して

ほしい。        （60歳代 女 北部） 

 

 

問５ 生活の空き時間や使われていない資産・資源（「サービス」や「モノ」）を交換・共有して、

「安価でのサービス利用」や「資産の有効活用」、「エコ」などに役立てようとする取組みが始

まっていますが、以下にあげるサービスを知っていますか。また、利用したことがありますか。

         （各項目で○は１つ） 

また、記載されたサービス以外に知っている（利用したことがある）サービスがありました

ら、「その他」欄に記入してください。 

（n＝96） 

サービス名 

知っている 

知らない 利用したこ

とがある 

利用したこ

とはない 

Airbnb（エア・ビー・アンド・ビー）（※１） 1.0 24.0 75.0 

カーシェアリング（※２） 0.0 79.2 20.8 

Uber（ウーバー）（※３） 1.0 32.3 66.7 

Any Times（エニィタイムス）（※４） 0.0 25.0 75.0 

その他 0.0  0.0 － 

      項目内での最高値 
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◆生産人口（15～64 歳）の減少により、将来的にあらゆる分野で人手不足となる可能性が出てき

ています。この課題解決の方策の１つとして、現在急速に進んでいる技術革新に期待が寄せられ

ているところですが、その一方で、技術革新の進行は仕事の質を変化させ、今ある仕事がなくな

ったり、新しい仕事が増えたりすることにつながる可能性があります。 

 

問６ このような変化に対応し、将来も安定した市民生活を継続していくため、以下の内容に対し

てあなたはどのように考えますか。  （項目ごとに、あなたの考えに近いものに○） 

（n＝96） 

内容 
そのよう

に考える 

そう考え

ることも

ある 

考えたこ

とはない 
無回答 

現在就いている職業の分野で、できる限り働き続け

たい。 
47.9 28.1 22.9 1.0 

現在の職業にこだわらず、将来成長する分野に転職

したい。 
12.5 45.8 40.6 1.0 

子育て中でも働き続けられるよう、子育て支援策を

もっと充実する必要がある。 
68.8 13.5 16.7 1.0 

病気になっても治療しながら働き続けられるよう、

支援制度を構築する必要がある。 
68.8 25.0  6.3 0.0 

社会の変化に対応するために、いつでも学びなおし

ができるような教育制度を構築する必要がある。 
51.0 33.3 14.6 1.0 

転職しても社会的に不利益にならない社会保障制

度を構築する必要がある。 
55.2 28.1 15.6 1.0 

      項目内での最高値 

 

  

※１ 空き部屋や不動産等を貸したい人と借りたい人を結びつけるサービス。 

※２ 会員が自動車を共同使用できるサービス。 

※３ 場所を移動したいと考える利用者とドライバーをマッチングさせ、配車するサービス。 

※４ 調理やハウスキーピングなどの家事代行からメイクレッスンやインテリア相談など、 

   さまざまな面で人手の貸し借りを行うサービス。 
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【商店街について】 

 

問７ あなたが普段利用している買い物の環境についてお伺いします。あなたは主に、どのように

して食料品や日常の生活用品を購入していますか。     （○は２つまで） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

自ら店舗を訪れて購入する 95.8 

インターネットの通信販売 33.3 

生協・スーパー・コンビニエンスストアなどの宅配サービス 31.3 

テレビ・雑誌などの通信販売  3.1 

訪問販売や移動販売  1.0 

その他  1.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ ネットスーパー。生協などと違い、当日配達されるので便利。 

 

  

主にどのようにして食料品や日常の生活用品を購入しているか聞いたところ、「自ら店舗

を訪れて購入する」が９割台半ば（95.8%）と最も多く、次いで「インターネットの通信販

売」が３割強（33.3%）であった。 
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問８ 市内にはたくさんの商店街があります。商店街は買い物の場としてだけではなく、地域コミ

ュニティの担い手として期待されているところですが、近年、後継者不足などにより空き店舗

が増加し、にぎわいが薄れてきています。たくさんの人が商店街に足を運ぶようになるために

は、商店街には主に、どのような機能強化が必要だと思いますか。    （○は２つまで） 

（n＝96） 

 
構成比(％) 

歩いて買い物を楽しめる商店街となるための街並みづくり・景観の整備（建

物のデザインの工夫・緑化など） 
57.3 

個々の商店が、もっと魅力的な場所となること 44.8 

周辺設備の充実（バリアフリー化、駐車場・自転車置き場、休憩場所、ト

イレ、ベンチなど） 
36.5 

家族や友人などと楽しめるコミュニティスペースの設置 11.5 

話題性のあるショップの誘致 10.4 

送り迎えをしてくれる商店街（商店街への送迎サービス） 10.4 

商店街から買い物客が指定する場所への宅配サービス  6.3 

レジャー・スポーツ施設の併設  5.2 

保育施設や福祉施設（デイサービスなど）、医療施設の併設  1.0 

その他 10.4 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・ 後継者不足の解消。特に八王子みなみ野駅よりグリーンヒル寺田間のバス便が 40 分に 1 本と少

なく、買い物、外出に不便を感じる。 

・ 京王線と JRの直結化の推進。 

・ 屋根があって雨でもぬれない。 

・ 定期的に商店街でイベントを実施する。 

・ 若者女子が来たいなと思う商店街作り。 

・ 駅前の大規模開発。 

・ 商店街に様々な店があること。 

・ 周辺設備の充実はあたりまえで、なにより入りやすい店づくりが大切だと思う。絶対買わないよ

うな高級な着物屋がフレンドリーだったら、行きやすい。 

・ 仕事帰りに寄るには、閉店時間が早いのがネック。 

・ 特に甲州街道の商店街はもはやマンションだらけで機能しておらず、残念ながら終焉を迎えたと

いう感が強い。「商店街」という考えの時代は終わったと、私個人では思う。決して時代のせい

では無く、時代の流れを読み、柔軟になる努力をせずに、保守的で古いしがらみを引きずった結

果。 

たくさんの人が商店街に足を運ぶようになるためには、商店街には主に、どのような機能

強化が必要だと思うか聞いたところ、「歩いて買い物を楽しめる商店街となるための街並み

づくり・景観の整備（建物のデザインの工夫・緑化など）」が６割近く（57.3%）と最も多

く、次いで「個々の商店が、もっと魅力的な場所となること」が４割台半ば（44.8%）であ

った。 
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【産業振興全般】 

 

問９ これからの八王子市の経済活性化や産業振興についてのご意見や提案 を自由にお書きく

ださい。         （自由記述） 

 

商店（街）の活性化 

1 大型のショッピングモールなどが新しくできても店舗に変わりばえがなく、目新しいものがない。

         （20歳代 女 中央） 

2 八王子の商店街に除々に新しいお店もできてきて少しずつ変わってきているように感じる。ここ

最近、八王子もメディアにとりあげられていて、改めて八王子の良さを実感することがある。八

日町の商店街もいろいろ工事しているので、これからどのように街並みが変わるのか楽しみ。今

まであった長いお店とこれからできる新しいお店が共存できる素敵な商店街ができると良いと思

う。        （30歳代 女 中央） 

3 八王子駅、高尾駅周辺にはお店が色々あるが、服などを買うには物足りなく、立川へ出かけるこ

とが多い。もう少し、八王子市内で買い物が完結できるようになると良いと思う。  

           （30 歳代 女 西南部） 

4 中心市街地が居酒屋や飲食店中心で構成されており、夜になると治安も悪く、イメージが良くな

い感じがする。近寄りにくい街になっているのではないか。商店街の活性化はどの地区でも問題

視されていることで、底上げは難しいと感じる。   （30歳代 男 中央） 

5 問屋街のような町作り。「○○と言えば△△町」だとか、「□□は××の聖地または激戦区」など、

マニアが遠方からも足を運んでくれそうな品揃え。大型店にまとめるのではなく、小さい店を巡

って掘り出し物を探す感じ。手書き風のマップを作り、その町の住人は道案内ができるようにし

ておく。大々的な宣伝はせず、ロコミで広まるのを待つ。  （50歳代 女 中央） 

6 大型ショッピングモールも言い換えれば商店街の一形態といえる。商店街を復活させる施策を打

ち出すことも、他の自治体で成功したことのない、最先端の地域経済政策となるのではないか。

ショッピングモールのように人を呼びこめる、呼び寄せる商店街にする斬新で徹底的なマーケテ

ィングはできないものか。           （50 歳代 男 西南部） 

7 今はないが、長崎屋は子どもからお年寄りまで気軽に買えるお店。とても残念です。 

           （60 歳代 女 東南部） 

8 甲州街道沿いの商店街が発展しないと八王子全体が活気付かない気がする。 (60歳代 女 西部） 

 

9 甲州街道沿いの商店のシャッターが降りているのが目立って気になる。子どもたちや若い人たち

に役だてることをしたい。        （70 歳代 女 西南部） 

 

八王子らしさの特徴 

10 自然を生かした、都心から近い、八王子らしい特長を持った施設やイベントがどんどんできると

良い。        （30歳代 男 北部） 

11 八王子は昔から栄えている街というイメージがある。すなわち古い街でもある。新しいことを始

めることも大事だが、八王子祭りのように、昔からの盛大で素敵なイベントもあるので、そのよ

うな市外からの集客チャンスに少し新しいイベントを組み込んでみたりしても良いのではと考え

る。古き良きを活かした新しさが八王子の魅力を活かせると考える。 （30歳代 女 東部） 
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12 江戸時代の街並みを再現したり、歴史を PRしたりできるような取り組みがほしい。 

         （30歳代 男 中央） 

13 八王子はエリアが広いので、特徴のある地区を作っていけると思う。 （60歳代 女 北部） 

14 その地域の特長を最大限に生かし、特定地区を集中して整備する。例えば、八王子駅前、南大沢

駅前等。（特徴ある魅力ある地区をいくつか造る）   （60歳代 男 東部） 

15 八王子でしか食べられない、美味しいアイデア料理を開発し、それをくつろげる空間で食べられ

れば、リピーターができるのではないか。    （60歳代 女 北部） 

16 八王子特産品のお店や、売り場を増やす。車で行かなくても良い道の駅のようなお店。 

         （60歳代 女 東部） 

17 八王子は歴史のある街でもあるので、八王子城をもっと整備して城のあることを強調できる場所

作りをする。       （60歳代 女 北部） 

18 最近立川に負けていると言われているが、立川や他の市町村の真似をするのではなく、八王子ら

しさ、八王子独自の政策を考えてほしい。      （70 歳代 男 東南部） 

 

八王子の魅力を PR（情報発信）する 

19 現代の人たちは貯蓄してしまいがちで、あまりお金を使わない人が多いので経済活性化は難しい

かと思うが、マスメディアを中心に八王子の良さをアピールすることで市外や外国人の方々を呼

び込み経済効果を上げることが大切だと思う。    （20歳代 女 東部） 

20 以前のファンキーモンキーベイビーズのように「八王子」をアピールする歌手やタレントに政策

をアピールしてもらうと興味をもってもらえると思う。   （50歳代 男 東部） 

21 長く続いている八王子の良さをもっと前面に出して PRしてほしい。観光大使をもっともっと活用

してもらいたい。例えば、昔からある蚕などを、もっと知らしめてもらいたい。美大とコラボし

て、自分たちで育て紡いだ絹糸でなにか作り出してみてほしい。今、注目を浴びているビブリオ

バトルを多くの場所でやり、読書の街八王子の名にふさわしい大会などを大々的にやってもらい

たい。        （50歳代 女 西部） 

22 イベントの開催を知ることができていない。100 周年のイベントの詳細が全世帯にいきわたって

いない。          （50 歳代 男 東南部） 

23 まずは八王子にどうしたら来てもらえるのかを考えるべき。きっかけはなんでも良いと思う。一

番早いのはアニメ・漫画・ドラマの聖地化。オタクは気に入ったものは熱心に応援する。 

         （50歳代 男 中央） 

24 八王子市には沢山の大学があるので、その卒業生が八王子市の企業に就職し、結婚して子育てし

たいと思うような良いイメージ街だとアピールしてほしい。子育てには良い環境の街だと思うが、

若者が就職したいと思う企業が少ないのかも知れない。こちらに越して来て感じたのは、学生と

老人が多いイメージだった。ある程度の施設はあるのだが、市の面積が広く、文化的充実感がな

い。以前府中市に住んでいたので、つい比べてしまう。     （60 歳代 女 東南部） 

25 八王子の特産品の PR。甲州街道へ京王線の新駅や路面電車等によるアクセスの推進により活性化。

           （60 歳代 男 西南部） 
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駅周辺の活性化 

26 立川、町田に比べて商業施設に華がない。映画館もない。イーアスも日の出のイオンモールの方

がテナントに華がある。何をとってもセレオにしても東急スクエアにしても中途半端。他の街に

出掛けないと満足（気持ちがワクワク）するような効果的な買い物ができない人が多いのではな

いか。かといって西荻窪や下北沢のように個性や独自性があるわけではないし。歴史がある街と

言われてもイメージしやすいものがない（日野市の新撰組のような）。何を押していきたいのかの

方向性すら伝わってこない印象がある。    （30歳代 女 中央） 

27 駅からバス乗場や、他の商業施設への行き方がとても不便に感じる。雨にぬれず直接行きたい。

三井住友銀行の前に、キャッチ防止の係の方がいるので安心。  （40歳代 女 北部） 

28 駅周辺の活性化と商業施設の充実化。     （40歳代 男 北部） 

29 高尾地区の経済活性化と産業振興を強化してもらいたい。高尾山をはじめ訪問者は多いが、“素通

り”の状況のため、高尾駅駅ビル（特に北口）の整備と駅周辺の再開発が急務。現状、計画の有

無も不明なため、ある場合は見える化（情報開示）を行ってほしい。北口のバス回転場を整備し

ているが計画性もなく、正直センスを疑うもので、八王子の活性化・将来の発展を全く考えてい

ないと言わざるを得ない。計画があるなら官民連携を強化してその内容を見直し、高尾地区の経

済活性化と産業振興を早期に計画化し、スピード感をもってより良い街づくりを実現させてほし

い。        （50歳代 男 西部） 

30 デパートがないのが不便です。立川や新宿まで行って買い物をしている。立川のように駅から直

結のデパート等買い物しやすい環境にしてほしい。   （60歳代 女 西部） 

31 デパート、商店、会社がなくなりマンションばかりできても、経済活性化、産業振興にはつなが

らない。        （60歳代 女 中央） 

32 立川のように駅ビルづくり。若者や女子が来る店づくり。駅前にスーパー等が入っているようで

は、八王子は栄えないと思う。       （60 歳代 女 西南部） 

 

魅力あるまちづくり 

33 市内で行われているイベントの出店者の顔ぶれは大体いつも同じであり新鮮味を感じられない。

かつての商店街やデパートが衰退した八王子は若者をつなぎ止める力がなくなってしまった。駅

近辺にはマンションばかりが乱立し始めて、大概の若い市民は市外へ出掛けて行く。今の八王子

は商業の発展に一番力を注ぐべきであると思う。八王子は他市に比べて店舗の家賃（敷金礼金）

が高すぎる。土地をもっている人が強気で家賃を吊り上げ過ぎである。若者の文化やお店は若い

人たちが創るもの。市内外の若い人たちがお店を持ちやすく、商売できる機会や環境を市が働き

かけ整えてほしい。今の八王子は何を目指しているのか？高尾山の観光ばかりが目立っているよ

うに感じるが、高尾山からの恩恵があるのは高尾山口周辺のごく一部に限られている。残念なが

ら高尾山の観光客は八王子駅には立ち寄らない。学園都市と言われていた頃から、若者は市外へ

買い物や遊びに出掛けて行った。八王子はなぜ立川市のように発展できなかったのか？人口ばか

りが増えても市外で消費してしまっては意味がない。人気のある大型店を誘致するようなプレゼ

ン力がないのか？古き良きものを大切にするのは大変よいことだが、このまま発展に背を向け続

け、お年寄りだらけの「東京の田舎八王子」を目指すのか？若者が胸を張って「八王子に住んで

います」と言えるような魅力ある八王子になってほしい。  （40歳代 女 中央）  
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34 「みどり」を中心にその自然環境と東京の西の玄関であることを意識した街づくりが大切に思う。

大垂水峠に続く道がラブホテルではなく、センスの良いお店や公園があったら、わくわくする。

         （40歳代 男 東部） 

35 20号沿いの商店街は駅からどんどん離れていくので歩きでは行きづらい。市外のひともそのよう

に思っているのでは。離れていっても立川のようにＩＫＥＡなど市外の人でも行こうと思える魅

力的な店がなく、八王子市在住でもわざわざ歩いて赴こうとは思わない。最近ではおしゃれな店

も何件か見かけるが、多くの人を呼び寄せるまでには行っていない気がする。人が多く訪れてお

金を落としていき、それが八王子市民の税金負担軽減につながればと思う反面、騒がしくない静

かな八王子市でもあってほしいと思う。    （40歳代 女 西部） 

36 イベント含む、集客スペースが狭い感じがある。都市計画における中長期的な計画立案について

市民参加が必要と考える。      （60歳代 男 中央） 

37 八王子市が広すぎるので、東西又は南北など動きやすい、活動しやすいなどを考えるべきではな

いか。        （70歳代 女 中央） 

38 八王子市は人口減少に入ったと聞きました。若い人、子育て世代に魅力あるまち作りをしてほし

い。          （70 歳代 男 東南部） 

 

多様な人が集まるイベントなどの開催 

39 八王子市は比較的幅広い年齢の人が住んでいるので、年齢の離れている人と協力した事業や、交

流が可能だと思うが、現状はあまり関わる機会が少ないと感じる。 （20歳代 女 東部） 

40 問２の設問で紹介されているイベントはニュータウン地区での開催が少ない。今後はエリアを広

げて展開してほしい。      （40歳代 男 東部） 

41 外国人観光客や子どもからお年寄りまで幅広い層の方々が参加できる体験学習会をたくさん設け

てほしい。        （40歳代 女 東部） 

42 学生と高齢者が共に、又はそれぞれ楽しめることや場所が増えると良い。知らないことも多いの

で、どう発信していくか、受け取る側もどう受け取るのか明確になると良いと思う。知らないこ

とが多すぎてびっくりした。      （50歳代 女 東部） 

43 新しいご当地メニューを開発したり、大きなフードフェスを開いたり今後も八王子を訪れる人が

増えるようなイベントを増やしてはどうかと思う。     （50 歳代 女 西南部） 

44 八王子には多くの大学があるので、産学協同をより進める。    （60 歳代 男 東南部） 

 

魅力ある企業を誘致する 

45 企業内保育園があるような企業を誘致する。もしくはその企業に対して補助があるなど、周りの

企業にも波及効果があれば良いと思う。      （30 歳代 女 西南部） 

46 大企業の誘致。工業団地を新たに作る。    （40歳代 女 西部） 

47 積極的な企業誘致。         （40 歳代 男 西南部） 

48 八王子市に大きな工場や先端技術の研究機関といったものを誘致する。八王子市がよき仕事場で

あり、生活の場所になると良い。     （60歳代 男 中央） 

49 新たな企業を誘致する取り組みが重要。特に八王子は中央高速と圏央道により流通の利便性が高

い。これを有効に生かした企業へのサポートで、市内へ定着する住民を増やす。  

         （60歳代 男 中央） 
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子育て世代への支援 

50 子育て中の家庭でも行きやすくなる、子連れでも過ごしやすいことを尊重してほしい。 

         （30歳代 男 北部） 

51 八王子に住んでいる人は八王子が好きな人が多く、一度市外に出ても八王子に戻り、二世帯など

で暮らす人も多い。子どもは二人以上が多いと聞く。高齢者を大事にすることも大切だが、未来

を作る子育て世代への援助が重要。共働きの家庭支援が一番必要だと思う。  

            （40歳代 女 西南部） 

52 八王子市の人口が増加しない限り、どれも上手くいかないと思うので、子どもを産み、育てやす

い環境をもっと整えてほしい。小学生の子どもがいるため、あまり混雑するイベントには参加で

きない。また、大人向けのものやお金が掛かるものにも参加することができない。  

            （40歳代 女 東南部） 

 

高齢者にも活躍できる場を 

53 若い世代の方々にもたくさん悩みはあると思うが、60才以上の方々もまだまだとても元気で、頼

りになる。その方々が「元気で長生き」ができるよう活躍できる場が増えると良いと思う。 

         （50歳代 女 北部） 

54 過去、大学などを多く誘致していたが、最近の大学は都心に戻りつつある。今後は高齢者が働け

る環境を整備して、高齢化に対応する必要があると思う。  （50歳代 男 東部） 

55 高齢者雇用、ある程度の年齢になり、諸事情のことを考えると市内での就業を考えたい。 

           （50 歳代 男 東南部） 

 

起業に対する支援 

56 自営業者への助成金や、税金の減額をし、幅広い業種で若い世代が開業できるようにしてほしい。

         （30歳代 女 西部） 

57 個人がリスクを負うことなく、起業できる支援制度を構築できると良い。 （60歳代 男 西部） 

58 若い人の起業のため、空き家の無償提供。税金の優遇。     （70 歳代 女 東南部） 

 

使いやすい施設 

59 駐輪場が駅前に多く欲しい。駅から遠い所は３時間まで無料が良いと思う。地下駐輪場は使いに

くい。（スロープが）駐輪場が使いやすいと人が多く集まると思う。 （40歳代 女 北部） 

60 大きな図書館を作ってほしい。本がたくさんあって、勉強するところもたくさんあり、その中に

は会議をする部屋もある。        （40 歳代 女 西南部） 

61 八王子は不便だと思う。JR八王子駅と京王八王子駅の不便。地下駐車場も不便。横山町の駐車場

も意味がないと思う。駅からお店へのアクセスも不便。例えば東急スクエア。商店街にも不便。

八王子祭りと花火大会がリンクしていない等．．．恩方町などに行くバス代が高すぎる。 

         （40歳代 女 中央） 

その他 

62 経済活性を行うと共に、治安維持も同時に行ってほしい。  （20歳代 女 中央） 

63 空き家、空き店舗の活用を進める。空き家、空き店舗がある状態では、新たな郊外の開発は STOP

する位の気がまえでやってほしい。     （40歳代 男 中央） 

64 ハウスメーカーの乱立が目立つ。     （60歳代 男 東部）  
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65 交通の便を改善してほしい。はちバスが２時間に１本（１日５本）では東京で最も悪い。府中は

１日 24本（30分に１本）。        （80 歳代 男 東南部） 

 

  



  

  

37 

 

モニター№ 

 

  



  

  

38 

 

モニター№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ****************************************************************************** 

平成 29年度市政モニター 第１回アンケート結果 

平成 29年 11月 

 

発行 八王子市総合経営部 広聴課 

八王子市元本郷町三丁目 24番 1号 

電話  042（620）7411（直通） 

ＦＡＸ 042（620）7322 

  ****************************************************************************** 


