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《市政モニターの属性（テーマ１～３）》 

                         （太枠内は今回の回収数） 

全 体 
郵送 Ｅメール 合計 

57 54 43 32 100 86 

性 

別 

男性 21 20 29 21 50 41 

女性 36 34 14 11 50 45 

年 

 

代 

１８歳～２９歳 6 6 4 2 10 8 

３０歳代 6 5 9 6 15 11 

４０歳代 9 8 12 9 21 17 

５０歳代 11 11 10 9 21 20 

６０歳～６４歳 7 7 3 3 10 10 

６５歳以上 18 17 5 3 23 20 

地 

 

区 

中 央 
13 12 9 9 22 21 

（本庁地区） 

西南部 
11 9 7 6 18 15 

（浅川･横山･館地区） 

東 部 
9 9 11 9 20 18 

（由木･由木東･南大沢地区） 

西 部 
8 8 6 1 14 9 

（元八王子･恩方･川口地区） 

東南部 
7 7 8 6 15 13 

（由井･北野地区） 

北 部 
9 9 2 1 11 10 

（加住･石川地区） 

（定員は 100 名） 

※ アンケート実施期間：平成 2９年 11 月 17 日から平成 2９年 12 月 4 日まで 

※ 回収率： 86.0％（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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《市政モニターの属性（テーマ４）》 

                         （太枠内は今回の回収数） 

全 体 
郵送 Ｅメール 合計 

56 53 43 33 99 86 

性 

別 

男性 21 20 29 21 50 41 

女性 35 33 14 12 49 45 

年 

 

代 

１８歳～２９歳 6 6 4 2 10 8 

３０歳代 6 5 9 7 15 12 

４０歳代 9 8 12 9 21 17 

５０歳代 11 10 10 9 21 19 

６０歳～６４歳 7 7 3 3 10 10 

６５歳以上 17 17 5 3 22 20 

地 

 

区 

中 央 
13 11 9 8 22 19 

（本庁地区） 

西南部 
10 9 7 6 17 15 

（浅川･横山･館地区） 

東 部 
9 9 11 10 20 19 

（由木･由木東･南大沢地区） 

西 部 
8 8 6 1 14 9 

（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 1 11 10 

（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 2９年 12 月 12 日から平成 2９年 12 月２6 日まで 

※ 回収率： 86.9％（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。） 
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都市戦略部都市戦略課 

 

市では、八王子市の魅力を市民や市外の方に伝え、新たな魅力を創造・発見していくこと

で、将来にわたって活力あるまちを実現する「シティプロモーション」に取り組んでいます。 

今後の取り組みに活用するため、市民の皆様の考えをお聞きします。 

 

問１ あなたは、自分のまちの魅力（※）を、家族・友人・知人にどの程度すすめたいと思います

か。最も強い気持ちを 10点、まったくない場合を０点とし、あなたの気持ちを点数で表わして

ください。         （該当する数字１つに○） 

 

非推奨者      中立者      推奨者 

 

◆推奨意欲スコア 

推奨者（55.8） － 非推奨者（5.8） ＝ 推奨意欲スコア（50） 

 

  

テーマ１ 「シティプロモーション」について 

 

※ ここでいう「まちの魅力」とは・・・ 

・住みやすさ、働きやすさ、子育てしやすさ、交通や買い物の便利さ 

・学習環境、スポーツ環境 

・自然、まちなみ、まちの雰囲気 

・お店、グルメ、特産品、農産物  

・イベントやお祭り 

・歴史・文化 

・高尾山などの観光スポット 

・人物・企業・団体  

など、どのようなものでも構いません。 

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 ８点 ９点 10点 

構成比 0.0% 0.0% 3.5% 2.3% 4.7% 16.3% 17.4% 19.8% 26.7% 3.5% 5.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

魅力をすすめたい気持ち 
（n＝86） 
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問２ 問１でその点数を選んだ理由をお答えください。     （自由記述） 

 

＜推奨者（７～10点をつけた人）の理由＞ 

1 横浜や新宿などにアクセスが良い。八王子駅周辺で生活を充実させることができる。＜８点＞

         （20 歳代 女性 中央） 

2 とても住みやすいと思う。＜７点＞     （20 歳代 男性 東部） 

3 自然が豊かで、都会すぎず田舎すぎず過ごしやすい。人も温かく、おおらかな方が多いのも好き。最

近は子連れで参加できるお祭りやイベントが多く、いちょう祭りは大好きで毎年家族で参加している。

＜７点＞        （30 歳代 女性 中央） 

4 都心にもアクセスが良い。緑が多く住みやすい。商業施設やスポーツ施設などが充実している。ごち

ゃごちゃしていないで、空間的に余裕のあるところが良い。＜８点＞  （30 歳代 女性 東南部） 

5 落ちついて生活しやすい。自然が多い。＜７点＞   （30 歳代 男性 北部） 

6 住みやすいが、都心から少し遠い。＜７点＞      （30 歳代 女性 西南部） 

7 まずは、自然が豊かなこと。野生の蛍が見られる場所や、ハイキングができる場所などがたくさんあ

る。買い物などをするには物足りないが、都心へのアクセスも電車などでスムーズに行けるので、不

便は感じない。＜10点＞        （30 歳代 女性 西南部） 

8 少し離れれば程よく田舎なので、両親などにすすめたい。＜８点＞ （30 歳代 男性 中央） 

9 大学が多く、若者で活気がある。店も多く、買い物や食事に不自由しない。自然環境も良い。＜８点

＞         （30 歳代 男性 東部） 

10 住みやすい。＜８点＞      （40 歳代 女性 北部） 

11 １番の理由は、プロバスケットチーム「東京八王子トレインズ」を応援していて、市が連携協定の締

結をすることを願っていたら、それが叶ったから。私自身が心の病になり、何をしてもつらい日々が

続いて体力も落ちてしまった時に、八王子にプロバスケットチームができたことを知り、観戦したら

いつのまにか夢中になっていた。まだ病は治っていないが、少し気持ちが変わり、心の支えになって

いる。あとは病をかかえていても受け入れてくれる会社が増えると良いと思う。＜８点＞ 

         （40 歳代 女性 西部） 

12 ずっと住んでいるので、愛着があり住みやすい。町内会の夏祭りで、子どもたちがおひろめする昔か

らの踊りのお手伝いをした時は、とても感動したことを覚えている。＜７点＞  

         （40 歳代 女性 北部） 

13 子育ての際、地域の方が見守ってくれた。生活に必要なお店や医療に困ることもなく過せた。自然も

多い。＜７点＞         （40 歳代 女性 西南部） 

14 自然が豊か。＜７点＞        （40 歳代 男性 西南部） 

15 都会と田舎の中間のようなところが好き。＜８点＞     （40 歳代 男性 西南部） 

16 東京都内で最大面積の八王子市であり、交通や買い物が便利なまちにも関わらず、自然も豊かで、住

生活・子育て・教育・スポーツの環境も充実している。＜８点＞  （40 歳代 女性 東部） 

17 子どもがいる時には住みやすい環境だが、高齢になったら買い物など不便な所がある。＜８点＞

         （50 歳代 女性 北部） 

18 住みやすさ。まちの雰囲気。自然。イベントやお祭りなど。＜８点＞ （50 歳代 男性 北部） 

19 緑も多く、なごむ。また、ゴミ出しが戸別収集で楽。プラスチックは袋を買わなくても良いし、迷っ

た時には可燃物に出すことができる。＜７点＞    （50 歳代 女性 東部） 

20 高尾山をはじめ、自然の魅力がいっぱい。＜７点＞   （50 歳代 女性 西部） 
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21 交通の便利さ、買い物の便利さなどに地域差はあるが、私のまちはとても便利。都内に住んでいる子

どもの地域よりも便利で環境も良いし、自然が豊かなところを強くすすめたい。＜７点＞ 

           （50 歳代 女性 西南部） 

22 住みやすさ。まちの雰囲気が良い。高尾山。＜10点＞   （50 歳代 女性 西部） 

23 自然が豊かで、心が落ち着く。買い物、交通が便利。病院等も近くて安心。＜９点＞ 

           （50 歳代 女性 西南部） 

24 このまちに住んでもらいたい。＜10点＞    （50 歳代 男性 東部） 

25 田舎過ぎず都会過ぎない所。＜８点＞     （50 歳代 男性 東部） 

26 みなみ野在住で、街並みはすすめることができると思う。＜７点＞   （50 歳代 女性 東南部） 

27 自分自身はある程度満足しているが、人に勧めるほどの魅力があるかというと、そうでもない気がす

る。＜７点＞       （50 歳代 女性 中央） 

28 住みやすさ。交通の便が良く、買い物も便利。自然が豊か。＜９点＞ （50 歳代 男性 中央） 

29 自然が多く、四季の豊かさを身近に感じられるのがとても良い。ただ、近所の公園にコンクリートで

つくられたオブジェが多く、それで遊ぶこともできるが、なんだか味気なく感じる。＜８点＞ 

         （50 歳代 女性 西部） 

30 都心から１時間程度の距離は離れているが、交通の便、日常生活に必要な施設・サービスが整ってお

り、また、適度に自然が残され、保護されている。＜８点＞    （50 歳代 男性 西南部） 

31 交通の不便さ。＜７点＞      （60 歳代 男性 東部） 

32 駅周辺を含みまちの環境が良い。南大沢は緑が多い。＜10点＞  （60 歳代 男性 東部） 

33 自然、高尾山の観光スポット。＜８点＞    （60 歳代 女性 中央） 

34 住みやすさや高尾山等の観光スポットがあること。＜７点＞    （60 歳代 男性 西南部） 

35 昔からの歴史があり、都会にも比較的近く、便利なので。＜８点＞   （60 歳代 男性 東南部） 

36 家族、親戚、友人等多く住んでいる。穏やかな日々を過せていて、近所づき合いも良好なので、これ

からも八王子に住みたいと思う。＜10点＞    （60 歳代 女性 西部） 

37 歴史的なものがあり、それを他の人にも楽しんでほしい。＜７点＞ （60 歳代 女性 北部） 

38 八王子市は、豊かな自然が沢山あって、身近に四季を感じられる。また、大型の商業施設、スポーツ

などの住環境の良さを伝えたい。＜７点＞    （60 歳代 女性 東部） 

39 四季の移り変わりがわかりやすい、自然が豊かな環境は自慢すべきものと思う。しかし、買い物が市

内では間に合わない、医療関係が不便なのではと感じる。＜７点＞ （60 歳代 女性 西部） 

40 自然や企業など、人に紹介したい魅力がある。＜８点＞     （60 歳代 男性 東南部） 

41 八王子市は高尾山、八王子祭り、農業祭などがあり、住みやすいまちだと思う。一方で、八王子市の

小学校は障害者支援や学校内のいじめ対応は不十分で、質の悪い先生がいるように感じられ、学習環

境は改善すべきと思う。＜８点＞     （60 歳代 男性 中央） 

42 自然環境と交通の便の良さ。圏央道やＪＲ、京王線の便利な点。＜９点＞ （60歳代 男性 中央） 

43 高尾山のあるまちということだけではなく、自然環境や住みやすさを伝えたい。＜８点＞ 

           （60 歳代 男性 西南部） 

44 災害もなく、とても住みやすい。周囲に山なみがあり、心が落ち着く。＜８点＞  

           （70 歳代 女性 東南部） 

45 自然、イベント、お祭り、高尾山＜８点＞    （70 歳代 男性 西部） 

46 緑豊かな環境。保育園、小中、高、大学揃っている。又病院も揃っている。２路線利用出来る。（京

王線、小田急線）＜８点＞      （70 歳代 女性 東部） 
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＜中立者（４～６点をつけた人）の理由＞ 

47 住みやすさ。＜５点＞      （20 歳代 男性 中央） 

48 魅力は知ってもらいたいが、積極的な行動を起こすまでにはなれない。＜５点＞  

         （20 歳代 男性 東部） 

49 自然が豊かで、他の地域に比べて子どもが多い方だと思う。＜６点＞ （20 歳代 女性 東部） 

50 自然に囲まれていて、日常生活のストレスを緩和できる環境がある。その一方で、これというものを

買い物するには、少し遠出をしなければならない不便さがあると感じる。＜６点＞  

         （30 歳代 女性 中央） 

51 自然環境は良いが、駅周辺の治安が悪くなっている。＜５点＞  （30 歳代 男性 中央） 

52 地域が広いので全てとは言えないが、子育てのしやすいまちだと思う。駅の近くに行けば栄えていて、

車で数十分走れば自然が多い地域にも行けるので、子どもには色々な経験をさせることができる。子

育て中の知人には八王子市は勧めたいと思う。＜６点＞   （30 歳代 男性 北部） 

53 友人にあえて聞かれればすすめる程度。＜５点＞   （40 歳代 女性 中央） 

54 親の都合で転居が多かったため、郊外型の生活が身についている自分にとっては南大沢が暮らしやす

いが、八王子市全体を考えたときは、公共サービスに少し物足りなさを感じる。＜４点＞ 

         （40 歳代 男性 東部） 

55 交通や買い物の便利さを感じない。モノレールとか利便性のあるものがあれば、点数を上げられる。

＜６点＞        （40 歳代 女性 中央） 

56 ニュータウン地区は八王子市といっても、様々な活動から取り残されている感じがある。＜６点＞

         （40 歳代 男性 東部） 

57 自然環境の良さはすすめたいが、都内ほど栄えていないので、不便なところもある。＜６点＞ 

           （40 歳代 女性 東南部） 

58 自分にとっては良くても、他の人は受け取り方が様々なので。私の友人は、「学校給食が小学校のみ

だから八王子には移住したくない。」と言っていた。＜６点＞    （50 歳代 男性 西南部） 

59 住みやすいとは思うが、子育て（保育園）や交通（車がないと難しいアクセス）のこともあり、特に

強くすすめたいとは思わない。＜６点＞    （50 歳代 女性 中央） 

60 自然が多く環境としては良いと思うが、住みやすさ（交通や買い物）の点では不便が多いので、強く

はすすめにくい。＜４点＞      （50 歳代 男性 東部） 

61 交通の便が地域で偏っているように思う。また、市内の商店街が 30年前と比べるとさびれてきた。

まち全体が高齢化している。＜５点＞       （50 歳代 男性 東南部） 

62 自然環境は素晴らしいが、交通の便が悪く、高齢者にとってはイベントへの参加、買い物等に不便を

感じる。＜５点＞         （60 歳代 女性 東南部） 

63 交通の便や住みやすさ、自然が多い点から。＜６点＞   （60 歳代 男性 中央） 

64 長年住んでいて、他へ行きたいと思わない。＜６点＞   （60 歳代 女性 北部） 

65 住みやすさはすすめたいと思うが、バリアフリーが足りない。＜６点＞ （60 歳代 女性 北部） 

66 住みやすさ、交通の便については良い。余暇における、文化、スポーツ等の環境づくりが遅れている

と感じる。＜６点＞       （60 歳代 男性 中央） 

67 自分が魅力として強いインパクトを感じられない。従ってあまり積極的にはなれない。＜４点＞

         （60 歳代 男性 西部） 

68 高尾は交通の便が良いと思う。都心に行くにも座って行けるし、ある程度の買い物もできるし、ごみ

ごみしない点が良いと思う。＜５点＞       （60 歳代 女性 西南部） 
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69 八王子駅前にデパートがない。＜５点＞      （60 歳代 女性 東南部） 

70 特に良くも悪くもない。＜５点＞     （60 歳代 男性 東部） 

71 強くすすめることができれば、非常に良いことだと思うが、身近にそれだけの魅力を見つけだせない。

これからは魅力さがしをしてみようと思う。＜５点＞     （70 歳代 男性 東南部） 

72 弟が都内（足立区）に住んでいて、散歩とかあまりしないようなので、八王子なら交通の危険がなく、

空気も良いと言っている。＜５点＞       （70 歳代 女性 西南部） 

73 商店街に魅力がない（元気がない）。新興住宅地の住民が高齢化して空き家が増えてきた。商工会議

所、町自連、市役所、関連部門に活発化する意志が感じられない。立川に追い越された。＜５点＞ 

           （80 歳代 男性 東南部） 

 

＜非推奨者（０～３点をつけた人）の理由＞ 

74 あまり八王子市の魅力を知らない。＜２点＞      （10 歳代 女性 西南部） 

75 土地が安く、空気がきれいなだけ。＜２点＞    （30 歳代 女性 西部） 

76 市の外れに住んでいるので、日野市の方に愛着を感じる。＜３点＞ （40 歳代 男性 北部） 

77 コンビニ・スーパーが近所にあったり、交通網が充実していたりなど、不動産会社が「売り」にして

いそうな魅力は否定できないが、周囲とのつながりが面倒。＜２点＞ （40 歳代 男性 東部） 

78 お祭りや高尾はかなり有名でおすすめポイントだが、お店、グルメ、特産品など、思い当たるものが

ない。大学も撤退しつつある。＜３点＞    （40 歳代 女性 中央） 
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問３ あなたは、自分のまちをよくしたり、おもしろくしたりするために活動（※）したいという

気持ちをお持ちですか。最も強い気持ちを 10点、まったくない場合を０点とし、あなたの気持

ちを点数で表わしてください。      （該当する数字１つに○） 

 

活動意欲低位     中立者     活動意欲高位 

 

◆活動意欲スコア 

活動意欲高位（30.3） － 活動意欲低位（22.1） ＝ 活動意欲スコア（8.2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※ここでいう「活動」とは・・・ 

・地域のおもしろい情報や役に立つ情報の発信 

・お祭りや文化活動の担い手としての活動 

・イベントの企画・運営やサポート 

・公園、道路、河川などの維持活動（清掃や除草など） 

・町会・自治会、子ども会などへの参加 

・ボランティアやＮＰＯ活動 

・市政への意見表明や市の審議会などへの参加  

などを幅広く含みます。身近なもの、個人的なものでも構いません。 

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 ８点 ９点 10点 

構成比 2.3% 7.0% 2.3% 10.5% 2.3% 27.9% 17.4% 8.1% 10.5% 4.7% 7.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

まちのために活動したい気持ち 
（n＝86） 
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推奨・活動意欲スコアとは・・・ 

企業・商品などのブランド価値評価に用いられる「NPS（ネット・プロモーター・スコア）」を

参考にした指標で、以下のとおり算出しています。 

 

 まちに対する「居住」「来訪」等を推奨する気持ちや、地域活動への意欲を０～10 の 11 段階

で測定。 

 ①「推奨者／活動意欲高位」（７～10 点を付けた人）、②「中立者」（４～６点を付けた人）、

③「非推奨者／活動意欲低位」（０～３点を付けた人）に区分して、「①の割合－③の割合」

を計算。 

 最低ポイント-100（全員が非推奨者／活動意欲低位）から最高ポイント 100（全員が推奨者／

活動意欲高位）までで評価。 
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モニター№ 

 

 

 

税務部税制課 

 

市では、コンビニエンスストア窓口での市税の納付（以下、「コンビニ納付」という。）に

ついて、これまで軽自動車税を対象に実施していましたが、市民サービスの更なる向上を図

るため、平成 29年度課税分から個人市・都民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険

税についても実施し、コンビニ納付で取り扱う税の種類を拡大しました。 

また、窓口に出向くことなく納付書に印刷されたコンビニ納付用バーコードをスマートフ

ォンなどのカメラで撮影して読み取り、インターネットバンキング（※）を利用して納付す

ることができる「モバイルレジ」を合わせて導入しました。 

さらに市では、新たな納付方法としてクレジットカードによる納付（以下、「クレジット

納付」という。）についても調査しているところです。 

そこで、市民の皆様からコンビニ納付やモバイルレジについての利用状況をお伺いすると

ともに、クレジット納付についてのご意見をお聞きし、納付機会の拡大を図っていきたいと

考えています。 

 

 

 

 

 

 

問１ 以下の市税が「コンビニ納付」できることを知っていますか。 （税の種類ごとに○は１つ） 

（n＝86） 

税の種類 
構成比(％) 

知っている 知らない 

個人市・都民税（普通徴収） 40.7 59.3 

固定資産税・都市計画税 33.7 66.3 

軽自動車税 50.0 50.0 

国民健康保険税 30.2 69.8 

 

 

 

  

テーマ２ 「市税のコンビニエンスストア等での納付」について 

※ インターネットバンキングとは、 

銀行口座の残高照会・入出金照会・振込・振替・各種決裁などのサービスを、インターネ

ットを通じて受けられるシステム、またはそのサービスを利用すること。 
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問２ 市税の「コンビニ納付」を利用していますか。 （○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

利用している（→問２-１へ） 11.6 

たまに利用している（→問２-１へ） 15.1 

ほとんど利用していない（→問２-２へ）  5.8 

利用したことがない（→問２-２へ） 67.4 

 

 

 

 

 

 

 

【問２で「利用している」または「たまに利用している」とお答えの方に】 

問２-１ 利用している税の種類をお答えください。    （○はいくつでも） 

（n＝23） 

 
構成比(％) 

個人市・都民税（普通徴収） 39.1 

固定資産税・都市計画税 43.5 

軽自動車税 47.8 

国民健康保険税 26.1 

 

 

 

 

 

 

  

市税の「コンビニ納付」を利用しているか聞いたところ、「利用したことがない」が７割

近く（67.4％）と最も多く、次いで「たまに利用している」が１割台半ば（15.1％）であっ

た。 

市税の「コンビニ納付」を「利用している」または「たまに利用している」とお答えの方

に、利用している税の種類を聞いたところ、「軽自動車税」が５割近く（47.8％）で最も多

く、次いで「固定資産税・都市計画税」が４割強（43.5％）であった。 
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【問２で「ほとんど利用していない」または「利用したことがない」とお答えの方に】 

問２-２ 今後「コンビニ納付」を利用したいと思いますか。    （○は１つだけ） 

（n＝63） 

 
構成比(％) 

利用したい（→問３へ） 12.7 

必要に応じて利用したい（→問３へ） 28.6 

あまり利用しようとは思わない（→問２-２-１へ） 19.0 

利用しない（→問２-２-１へ） 39.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問２-２で「あまり利用しようとは思わない」または「利用しない」とお答えの方に】 

問２-２-１ その理由をお答えください。       （○は１つだけ） 

（n＝37） 

 
構成比(％) 

口座振替を利用しているから 70.3 

市役所本庁舎・市内各事務所・金融機関窓口を利用しているから 29.7 

利用したい税の種類がないから 13.5 

コンビニエンスストアが近くにないから  2.7 

その他 10.8 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

 コンビニエンスストアは閉店したり、又開店したりと確実性がないので、郵便局へ行く。 

 事務所が近いから。 

 給与天引きなので。 

 

  

市税の「コンビニ納付」を「ほとんど利用していない」または「利用したことがない」

とお答えの方に、今後「コンビニ納付」を利用したいか聞いたところ、「利用しない」が

４割弱（39.7％）で最も多く、次いで「必要に応じて利用したい」が３割近く（28.6％）

であった。 

今後「コンビニ納付」を「あまり利用しようとは思わない」または「利用しない」とお答

えの方にその理由を聞いたところ、「口座振替を利用しているから」が約７割（70.3％）で

最も多く、次いで「市役所本庁舎・市内各事務所・金融機関窓口を利用しているから」が３

割弱（29.7％）であった。 
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問３ 現在「コンビニ納付」できる市税の他に、利用したいものはありますか。（○はいくつでも） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

介護保険料  5.8 

後期高齢者医療保険料  5.8 

学童保育所保育料  5.8 

保育利用者負担額（保育園等の保育料）  4.7 

市営住宅家賃及び共益費  4.7 

その他  2.3 

特になし 86.0 

無回答  1.2 

 

 

 

 

【その他】 

 他市町村の上下水道料金など。（単身赴任しているため帰省の際に済ませたい。） 

 自身は現状で満足しているが、高齢者や子どもを預けて働く親にこそ、「コンビニ納付」が必

要になると思う。 

 

 

問４ 「モバイルレジ」（※）をご存知ですか。 （○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

知っている  9.3 

聞いたことはある 23.3 

知らない 67.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在「コンビニ納付」できる市税の他に利用したいものがあるか聞いたところ、「特にな

し」が９割近く（86.0％）で最も多かった。 

「モバイルレジ」について知っているか聞いたところ、「知らない」が７割近く（67.4％）

で最も多く、次いで「聞いたことはある」が２割強（23.3％）であった。 

※ モバイルレジとは、 

納付書に印刷されたコンビニ納付用バーコードをスマートフォンなどのカメラで撮影し

て読み取り、インターネットバンキングを利用して納付ができるサービス（領収書は発行

されません） 

＜モバイルレジでの納付方法＞ 

（１）ご利用になる金融機関にインターネットバンキングの利用申込みをします。 

（２）スマートフォンなどにアプリをインストールします。 

（３）納付書に印刷されているバーコードをスマートフォンなどのカメラで撮影して読み

取り、インターネットバンキングで納付します。 
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問５ 市税を納付する際、「モバイルレジ」を利用したことがありますか。 （○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

利用している（→問５-１へ）  1.2 

たまに利用している（→問５-１へ）  0.0 

ほとんど利用していない（→問５-２へ）  4.7 

利用したことがない（→問５-２へ） 94.2 

 

 

 

 

 

 

【問５「利用している」または「たまに利用している」とお答えの方に】 

問５-１ 利用している税の種類をお答えください。       （○はいくつでも） 

（n＝1） 

 
構成比(％) 

個人市・都民税（普通徴収） 100.0 

固定資産税・都市計画税 100.0 

軽自動車税   0.0 

国民健康保険税 100.0 

 

 

 

 

 

 

  

「モバイルレジ」について利用したことがあるか聞いたところ、「利用したことがない」

が９割台半ば（94.2％）で最も多かった。 

「モバイルレジ」を「利用している」とお答えの方に、利用している税の種類を聞いたと

ころ、「個人市・都民税（普通徴収）」「固定資産税・都市計画税」「国民健康保険税」で

あった。 
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【問５「ほとんど利用していない」または「利用したことがない」とお答えの方に】 

問５-２ その理由をお答えください。         （○はいくつでも） 

（n＝85） 

 
構成比(％) 

他の納付方法を利用しているから 49.4 

モバイルレジというサービス自体知らなかったから 48.2 

インターネットバンキングを利用していないから 35.3 

その他 12.9 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

 安全性が心配（ほか３件） 

 スマートフォン、インターネット決済は嫌い。 

 インターネットバンキングはフィッシング詐欺があり、確実性に欠ける。（夫はインターネッ

トバンキングを利用しているが、いつも不安だ。） 

 年金から差し引かれている。散歩を兼ねて事務所に行く。 

 間違いがあったり、他人に内容を知られたりしたくない。 

 Pay-easyならすぐに利用する。 

 まだ、学生なので。 

 普段の生活でインターネットバンキング利用しているが、「コンビニ納付」に慣れているので、

今後も「コンビニ納付」を利用すると思う。 

 

  

「モバイルレジ」を「ほとんど利用していない」または「利用したことがない」とお答え

の方に、その理由を聞いたところ、「他の納付方法を利用しているから」が５割弱（49.4％）

で最も多く、次いで「モバイルレジというサービス自体知らなかったから」が５割近く

（48.2％）であった。 
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問６ 市では現在、クレジットカードによる市税の納付について調査をしていますが、導入した場

合ご利用したいと思いますか。 

なお、クレジットカードによる市税の納付の場合、ご利用になる方にカード使用の決済手数

料（※）をご負担していただく必要があります。     （○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

手数料を負担するなら利用したくない 38.4 

市税の納付にクレジットカードを利用したくない 37.2 

どちらともいえない 18.6 

手数料を負担しても利用したい  4.7 

その他  1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

 クレジットカードを持っていない。 

 

  

市税の納付にクレジットカードを導入した場合、利用したいと思うか聞いたところ、「手

数料を負担するなら利用したくない」が４割近く（38.4％）と最も多く、次いで「市税の納

付にクレジットカードを利用したくない」が４割近く（37.2％）であった。 

※ カード使用の決済手数料の例 

納付金額 10,000円につき 100円程度 

（例）50,000円の場合、決済手数料は 500円程度 
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モニター№ 

問７ クレジットカード納付の他に、市税の新たな納付方法として導入してほしいものはあります

か。         （○はいくつでも） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

電子マネー（※１） 23.3 

マルチペイメント（※２） 10.5 

その他（具体的に）  0.0 

特にない 68.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クレジットカード納付の他に、市税の新たな納付方法として導入してほしいものがあるか

聞いたところ、「特にない」が７割近く（68.6％）と最も多く、次いで「電子マネー」が２

割強（23.3％）であった。 

※１ 電子マネーとは、 

電子的なデータのやりとりによって決済を行う決済サービスの一種。代表的な電子マネー

として、Edy（エディ）、Suica（スイカ）、QUICPay（クイックペイ）、nanaco（ナナコ）、

WAON（ワオン）などがある。 

※２ マルチペイメントとは、 

収納機関と金融機関との間をネットワークで結ぶことにより、利用者が料金・税金等を金

融機関等の窓口のほか、ATM、電話、パソコン等を利用して支払うことができる収納サービ

ス。 

この「マルチペイメントネットワーク」を活用して実現されているサービスを Pay-easy（ペ

イジー）と呼んでいます。 
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モニター№ 

問８ その他、コンビニエンスストア、モバイルレジ、クレジットカードなどによる市税の納付方

法についてご意見がありましたら、ご記入ください。    （自由記述） 

 

いろいろな納付方法があると便利 

1 最近では、コンビニエンスストアが様々な場所にあるので、コンビニエンスストアで市税を納付でき

ると便利だと思う。特に共働きの家庭などは、市役所まで行く時間がなかなかとれなかったり、市役

所が空いている時間内に行くことができなかったりすると思う。また、体が不自由な方なども、近く

のコンビニで納付できると助かるのではないか。   （20 歳代 女性 東部）  

2 働いていると銀行などの振込みや支払いなど行きにくい。コンビニ納付の方が良いが、そのためだけ

に行くことを考えると、インターネットやスマホから“いつでもどこでも”支払いのできる媒体の方

が利用しやすい。         （30 歳代 女性 東南部） 

3 「コンビニ納付」等の新たな納付方法は大変便利だと思う。少しでも手間が省けるのは良いこと。た

だ、便利さに潜む欠陥などがあると思うので、そういう場合も想定して、市民のみなさんが安心安全

に利用できるようお願いしたい。     （40 歳代 女性 東部） 

4 今後とも積極的に様々な手段を増やしてほしい。   （40 歳代 男性 東部） 

5 口座振替を利用しているので、どれも必要性を感じていないが、若い世代の人たちには、納付方法に

選択肢が多くあることは良いことと思う。      （40 歳代 女性 東南部） 

6 普段の生活で利用している「ＩＤ」や「Ｅｄｙ」など電子マネー、クレジットカードの活用は大いに

賛成。特に若年層に支持されて納付が進むのでは。市役所の窓口負担を減らす効果もあると思う。 

         （40 歳代 女性 中央） 

7 若い人など、日中働いていて金融機関に行けない人にとっては「コンビニ納付」等の納付方法はあっ

ても良い。市税納付欄に希望の納付方法を選べるようにしたらどうか。 （50 歳代 男性 西南部） 

8 多様な支払い方法を使えるように、いろいろな方法を用意してほしい。ただし手数料などを支払うこ

とには抵抗があるので、手数料は無料が望ましい。   （50 歳代 男性 東部） 

9 住んでいる近くに郵便局、銀行がなかったら便利かもしれない。又、夫婦共働き世帯には良い方法だ

と思う。当方はリタイア世代なので体が動く限りは自身で郵便局へ出かけて支払いたい。口座振替も

勧められるが、通帳が一杯になってくると通帳更新のためにわざわざ出かけなくてはならなかったり、

二度引きのトラブルにあったりしたことがあるので止めている。    （60 歳代 女性 東南部） 

10 多彩な支払方法を充実してほしい。     （60 歳代 男性 中央） 

11 当初より口座振替を利用しており不便はない。直接納入している方には選択肢が増えて便利になるの

では。          （60 歳代 男性 西南部） 

 

個人情報の取り扱い等が心配 

12 クレジットカードの利用は個人情報保護（流出の危険性）の点から望ましくないと思う。 

         （30 歳代 女性 中央） 

13 市税の納付は金融機関で直接払うか、または口座振替納付でないと色々な面で信用できない。 

         （50 歳代 女性 北部） 

14 「コンビニ納付」について、個人情報の取り扱い方法が気になる。買い物等の支払いと違って市税は

その人の収入基準が分かってしまう。もう少し検討する必要があるのではないか。  

           （50 歳代 女性 西南部） 

15 個人情報の扱いについての不安がある。    （50 歳代 女性 西部） 
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モニター№ 

16 金融機関からの引き落とし、コンビニ、電子マネーまでは、納付方法として受け入れられるが、クレ

ジットカードに関しては、公共料金の支払いに適さない（二次的な事故発生の懸念が大きい）のでは

ないかと感じる。         （50歳代 男性 西南部） 

 

高齢者が安心して利用できる納付方法を 

17 納付方法はいくつあっても良いが、高齢者が対応できる方法を考えてほしい。 （60歳代 男性 西部） 

18 自分の知らない所でお金のやりとりをされるのは怖い。口座振替も、税の種類が多くなると、何が引

き落とされているのかわからない。できるだけシンプルが良い。特に高齢者には、介護保険、後期高

齢など個人に対し納付書１枚に全て集約して、いくら払っているかがわかると良いと思う。 

           （60歳代 男性 東南部） 

19 納付方法をいろいろ増やすのは結構であるが、高齢者詐欺等に使われる恐れがないか最大限の注意が

必要。           （60歳代 男性 東部） 

20 支払い方法が多種あると、年寄りは、分かりづらい。     （70歳代 女性 東南部） 

 

口座振替で十分 

21 口座振替が全てにおいてできるならそれで十分。   （50 歳代 女性 中央） 

22 現在の納付方法（口座振替）で特に不便は感じない。     （50歳代 女性 西南部） 

23 口座振替を利用しているので、このままで良い。   （60 歳代 女性 中央） 

 

手数料がかからないと良い 

24 クレジットカードが使えるならすごくありがたいし利用したいと思うが、記載されている手数料では

正直利用しない。無料でなくても、もう少し低い手数料が良いと思う。 （30 歳代 男性 北部） 

25 税金は必要な出費だが、額が大きいのでクレジットカードがつかえてポイントがたまるのはうれしい。

ただ、手数料がかかるのでは意味がない。    （30 歳代 男性 中央） 

26 手数料がかからないこと。金額等に相違いがある場合の対応が明確になっていること。 

           （60歳代 男性 西南部） 

 

その他 

27 公共料金のように紙媒体で送ることが、スマートフォンやパソコンが使用できない人にとって良心的

だと思う。        （30 歳代 男性 中央） 

28 「コンビニ納付」だけで十分良い。     （40 歳代 女性 北部） 

29 色々増やすのは投資の無駄ではないか。会社を手数料でもうけさせるだけ。（40歳代 男性 中央） 

30 実際コンビニ決済なら、ナナコが使えたと思う。   （40 歳代 男性 東部） 

31 コンビニエンスストアでの手続きに要する時間の短縮化。（店員が手続き処理をしている間に買物客

が待たされ、列になってしまう。）     （60 歳代 男性 東部） 

32 年齢と共に、メカにだんだん対応できなくなっている。窓口で対話による納付が安心。 

         （60 歳代 女性 東部） 

33 コンビニが家の前にできたが、今のところまだ歩けるので、事務所まで納付に行きたいと思う。 

           （70歳代 女性 西南部） 

34 職員は仕事が楽になるかもしれないが、クレジットカード等に残金がなく、取り損ねたらどうするの

か。        （70 歳代 女性 中央）  
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モニター№ 

 

 

 

福祉部高齢者福祉課 

 

市では高齢者の皆様が住みなれた地域で安心して生活できるよう、必要な支援や情報提供

を行う相談窓口として「高齢者あんしん相談センター」（※）を設置しています。 

そこで、市民の皆様に「高齢者あんしん相談センター」の現状についてご意見を伺い、今

後のセンター運営等に活用していきます。 

 

※ 八王子市では、地域包括支援センターを「高齢者あんしん相談センター」と呼んで

います。 

  

 

問１ あなたは、高齢者のことで困ったことがある場合、どこ（どなた）に相談しようと思います

か。         （○はいくつでも） 

（n＝86） 

 構成比(％) 

家族・親類などの身内 62.8 

市役所・保健福祉センターなどの公共機関 48.8 

友人・知人・近所の人 32.6 

かかりつけ医院、病院などの医療機関 26.7 

高齢者あんしん相談センター 22.1 

介護保険サービスの事業者 17.4 

どこに相談すればよいかわからない・相談できる人がいない  8.1 

民生委員  5.8 

その他  2.3 

高齢者との関わりがない  7.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

 ケアマネジャー 

 弁護士、市役所の法律相談。 

  

テーマ３「高齢者あんしん相談センター」について 

高齢者のことで困ったことがある場合、どこ（どなた）に相談しようと思うか聞いたとこ

ろ、「家族・親類などの身内」が６割強（62.8％）と最も多く、次いで「市役所・保健福祉

センターなどの公共機関」が５割近く（48.8％）であった。 
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モニター№ 

問２ あなたは、高齢者あんしん相談センターを知っていますか。    （○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

知っている（→問２-１、問２-２、問２-３、問２-４へ） 25.6 

知らない（→問３へ） 74.4 

 

 

 

 

 

【問２で「知っている」とお答えの方に】 

問２-１ 高齢者あんしん相談センターについて何で知りましたか。   （○は１つだけ） 

（n＝22） 

 
構成比(％) 

広報はちおうじ 36.4 

友人・知人からの紹介 13.6 

市ホームページ  4.5 

その他 45.5 

 

 

 

 

 

【その他】 

 家族・親類などの身内が利用していた。（２件） 

 自分や家族等が福祉関係の仕事をしているので。（２件） 

 自分が利用している。 

 以前ネットで調べた。 

 介護施設で聞いた。 

 市役所福祉関係の課からの紹介。 

 近所にある。 

 介護保険の制度として地域包括支援センターが置かれていることは知識として知っている。 

 

  

高齢者あんしん相談センターを知っているか聞いたところ、「知っている」が２割台半ば

（25.6％）、「知らない」が７割台半ば（74.4％）であった。 

高齢者あんしん相談センターを「知っている」とお答えの方に、何で知ったか聞いたとこ

ろ、「その他」が４割台半ば（45.5％）で最も多く、次いで「広報はちおうじ」が４割近く

（36.4％）であった。 
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【問２で「知っている」とお答えの方に】 

問２-２ あなたのお住まいの地域を担当する高齢者あんしん相談センターの場所を知っています

か。          （○は１つだけ） 

（n＝22） 

 
構成比(％) 

知っている 63.6 

知らない 36.4 

 

 

 

 

 

 

 

【問２で「知っている」とお答えの方に】 

問２-３ 以下の業務を行っていることを知っていますか。   （取扱業務ごとに○は１つ） 

（n＝22） 

取扱業務名 
構成比(％) 

知っている 知らない 

介護保険の申請 54.5 45.5 

高齢者の生活全般についての相談 86.4 13.6 

介護を行うことについての相談 77.3 22.7 

高齢者の各種講座等 36.4 63.6 

介護保険以外の高齢者サービスの申込み 63.6 36.4 

 

 

【問２で「知っている」とお答えの方に】 

問２-４ 高齢者あんしん相談センターをあなたもしくはあなたのご家族が利用したことがありま

すか。          （○は１つだけ） 

（n＝22） 

 
構成比(％) 

利用したことがある（→問２-４-１へ） 27.3 

利用したことがない（→問２-４-２へ） 72.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者あんしん相談センターを「知っている」とお答えの方に、お住まいの地域を担当す

る高齢者あんしん相談センターの場所を知っているか聞いたところ、「知っている」が６割

強（63.6％）、「知らない」が４割近く（36.4％）であった。 

高齢者あんしん相談センターを「知っている」とお答えの方に、あなたもしくはあなたの

ご家族が利用したことがあるか聞いたところ、「利用したことがある」が３割近く（27.3％）、

「利用したことがない」が７割強（72.7％）であった。 
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【【問２-４で「利用したことがある」とお答えの方に】 

問２-４-１ どのようなことで利用されましたか。    （○はいくつでも） 

（n＝6） 

 
構成比(％) 

介護保険の申請 66.7 

介護保険以外の高齢者サービスの申込み 66.7 

高齢者の生活全般についての相談 50.0 

高齢者の各種講座等 16.7 

介護を行うことについての相談  0.0 

その他 16.7 

 

 

 

 

 

【その他】 

 介護施設を利用するため。 

 

 

【問２-４で「利用したことがない」とお答えの方に】 

問２-４-２ 利用したことがない理由は何ですか。    （○はいくつでも） 

（n＝16） 

 
構成比(％) 

利用する必要がなかった 100.0 

どのようなことを相談できるのか知らなかった  12.5 

高齢者あんしん相談センターがどこにあるかわからない  12.5 

他の施設（市役所・介護事業者等）を利用した   6.3 

高齢者あんしん相談センターの場所が不便   0.0 

その他   6.3 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

 相談するにしても、詳細が良くわからない。 

 

 

  

高齢者あんしん相談センターを「利用したことがある」とお答えの方に、どのようなこと

で利用されたか聞いたところ、「介護保険の申請」「介護保険以外の高齢者サービスの申込

み」が７割近く（66.7％）であった。 

高齢者あんしん相談センターを「利用したことがない」とお答えの方に、利用したことが

ない理由を聞いたところ、「利用する必要がなかった」が 10割（100.0％）で最も多く、次

いで「どのようなことを相談できるのか知らなかった」「高齢者あんしん相談センターがど

こにあるかわからない」が１割強（12.5％）であった。 
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問３ 高齢者あんしん相談センターの周知方法として有効だと思うものはどれですか。 

（○は３つまで） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

広報はちおうじ 82.6 

町会・自治会の回覧板 53.5 

市ホームページ 46.5 

市施設でのポスター掲示 26.7 

フェイスブックやツイッターなどの SNS 17.4 

その他  7.0 

 

 

 

 

 

【その他】 

 保存版の小冊子を作って各戸に配布する。 

 シニアクラブの会合などで説明する。 

 マスメディアを利用する。 

 病院や医療機関にポスターやパンフレットを置く。 

 年代別のサービスをまとめた冊子があると、よりわかりやすい。 

 広報や市の施設、ホームページへ掲載するのは当然と思う。市民が利用する駅やバス、市内の

スーパーや病院に協力してもらいポスター掲示。駅前でボランティアによるチラシ配布。 

 

  

高齢者あんしん相談センターの周知方法として有効だと思うものはどれか聞いたとこ

ろ、「広報はちおうじ」が８割強（82.6％）と最も多く、次いで「町会・自治会の回覧板」

が５割強（53.5％）であった。 
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問４ あなたは、高齢者あんしん相談センターにどのようなことを希望しますか。 

（○はいくつでも） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

どのような介護サービスが受けられるか教えてほしい 77.9 

高齢者の生活全般の相談にのってほしい 58.1 

介護保険制度について教えてほしい 52.3 

実際の介護についてアドバイスしてほしい 40.7 

高齢者について各種の講座等を開催してほしい 15.1 

介護者同士が話し合えるような場を設定してほしい 12.8 

介護予防教室などの自主的な運営手法について相談にのってほしい  5.8 

その他  5.8 

特に希望しない  5.8 

 

 

 

 

 

【その他】 

 認知症になった場合の財産管理など。 

 介護予防教室（特に運動）を町会ごとに定期的（毎週）に行ってほしい。 

 ケアマネジャーの紹介やデイサービスの情報提供など。 

 相談しやすい雰囲気づくり。 

 

 

問５ あなたの世帯全員の年齢構成は以下のどれにあてはまりますか。 （○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

世帯全員が 64歳以下（→問６へ） 57.0 

64歳以下の人と 65歳以上の人がいる（→問６へ） 30.2 

世帯全員が 65歳以上（→問５-１へ） 12.8 

 

 

【問５で「世帯全員が 65歳以上」とお答えの方に】 

問５-１ あなたの世帯の人数は以下のどちらにあてはまりますか。 （○は１つだけ） 

（n＝11） 

 
構成比(％) 

１人  9.1 

２人以上 90.9 

 

 

高齢者あんしん相談センターにどのようなことを希望するか聞いたところ、「どのような

介護サービスが受けられるか教えてほしい」が８割近く（77.9％）と最も多く、次いで「高

齢者の生活全般の相談にのってほしい」が６割近く（58.1％）であった。 
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問６ その他、高齢者あんしん相談センターについてご意見がありましたら、ご記入ください。 

           （自由記述） 

 

もっと周知してほしい 

1 家族に高齢者がいないのでなかなか難しい問題だが、相談できる家族や友人がいない方もいると思う

ので、もっと市の相談センターが広まり、誰でも頼れる状態になると良いと思う。  

         （30 歳代 男性 北部） 

2 「高齢者あんしん相談センター」の存在さえも知らなかったので、もっとＰＲしてほしい。 

         （40 歳代 女性 西部） 

3 介護に関わっていなかったり、直面していなかったりする世代にも、どんなところなのか知れる機会

をもっと作ってほしい。        （40 歳代 女性 東南部） 

4 どこの窓口に行けば相談を受けてくれるのか、そこをしっかりとＰＲしてほしい。  

           （50 歳代 男性 西南部） 

5 ポスティングで「こういうところがあるよ」とお知らせいただくと、高齢者の方も見ると思う。別に

住んでいる両親は、紙媒体しかほぼ見ない。    （50 歳代 女性 中央） 

6 はじめて利用する方にも具体的にわかりやすいのが良いと思う。  （50 歳代 女性 西部） 

7 対応している項目、内容を確認したいと思う。今後必要になってくるため。（60歳代 男性 東部） 

8 呼称について初めて知った。全国的な呼称に統一するか、周知方法及び、周知頻度を多くするべき。

         （60 歳代 男性 中央） 

9 センターの場所や業務内容等がわかる通知を、60 歳になったら市から送ってもらえれば、センター

について知ることができ、活用しようと思うのでは。   （60 歳代 女性 北部） 

10 外で「地域包括支援センター」の文字を目にすることが時々あるが、ピンときません。高齢者グルー

プ等にＰＲが必要だと思う。        （70 歳代 女性 東南部） 

11 もっと、積極的にＰＲすべき。     （70 歳代 女性 中央） 

 

利用しやすい環境の整備 

12 家族が突然麻痺などになった場合、センターなどを探して相談しようとまで考えられる人は少ないと

思う。医療機関のソーシャルワーカーなどと連携して、ご家族がより良い選択をできるようにサポー

トできる環境を整えてほしい。     （30 歳代 女性 中央） 

13 今はまだ親が元気なので実感がないが、縁がない今から気軽に行くことができたら良いと思う。例え

ば安くてヘルシーなレストランが併設されていたら立ち寄りやすい。 （40 歳代 男性 東部） 

14 まだ健康で元気なため、今すぐに利用することはないが、いずれ自身もお世話になる時がくるので、

今からできる「介護生活への備え」のような講演をやってほしい。 （60 歳代 女性 東部） 

15 現在、特に不安が無いが、多分近い将来色々と相談したいことが出てくる。家族で解決できないよう

な問題についてのサービス充実をお願いしたい。   （60 歳代 男性 中央） 

  



  

  

27 

 

モニター№ 

交流、情報交換の場が必要 

16 独り暮らしの高齢者の方々は、出かけるのが大変なこともあり、家の中にこもりきりになりがちな人

も多いと思う。そんな方々がいろんな人と交流できるような機会を増やしてほしい。そうすることで、

孤独死などの問題も解決しやすくなるし、無理のない範囲で体を動かすことで、運動不足の解消にも

なると思う。高齢者の方々が心身ともに健康であるために相談センターで何か工夫ができたら良いと

思う。        （20 歳代 女性 東部） 

17 センターの職員の方の構成がよくわからないが、幅広い年代のボランティアを募集、かつ活用して、

もっと何かできると思う。私も高齢の父がいるし、友人には介護で悩む人もいる。高齢者もそのご家

族も気軽に集えて情報交換できる場所が必要だと思う。私も余暇があれば協力したい。 

         （40 歳代 女性 中央） 

18 元気な高齢者が自由に集えるような場所を増やしてほしい。今は図書館、福祉センターくらいしかな

い。        （60 歳代 男性 中央） 

 

必要になったら相談、利用する 

19 今のところ介護者がいないのでわからないが、この先、親の介護が必要になった時に介護制度につい

て相談する。       （40 歳代 女性 北部） 

20 必要になれば「高齢者あんしん相談センター」を利用したいと思う。  （50 歳代 女性 西南部） 

21 特に意見はないが、私（67 歳）は自宅で最期を迎えられるようバリアフリー化した住宅に建て替え

た。自分の自宅介護についてもいずれ相談しようと思う。  （60 歳代 男性 西部） 

 

その他 

22 自分が高齢者になったことを自覚して、興味を持っていこうと思った。 （60 歳代 女性 北部） 

23 前に訪問していたご利用者様たちは、デイケアーに通った次の日私が訪問すると、昨日の出来事を「何

が楽しかった」、「何がおいしかった」ととても嬉しそうに色々話してくれた。何年もしない内に私も

お世話になるのだろう。        （70 歳代 女性 西南部） 
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健康部生活衛生課 

 

世界各国で展開されている「民泊」（※１）は、日本でも海外からの観光客の増加に伴い、

急速に普及しています。このような社会情勢の中、観光客の宿泊に対する需要に的確に対応

するとともに、公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止、更に犯罪利用の抑制を図る

ため、平成 30年６月に「住宅宿泊事業法」（※２）が施行されることになりました。 

これに合わせ、本市においても、「住宅宿泊事業」の適正な運営を確保するため、本市の

実情に合わせた条例の制定を進めています。 

つきましては、市政モニターの皆様に「民泊」及び「住宅宿泊事業」についてのご意見を

お伺いし、条例制定のための参考とさせていただきます。 

 

  

テーマ４ 「民泊」について 

 

※１ 民泊とは 

一般的に個人が「住宅（戸建住宅、共同住宅等）」の全部又は一部を活用して宿泊サー

ビスを提供する行為全般をいう。現行法令では旅館業の許可が必要であるが、要件を満た

さない場合が多く、無許可営業が増加している。 

 

※２ 「住宅宿泊事業法」とは 

  従来の旅館業法にあてはまらない「住宅宿泊事業」に関して規定する法律。（平成 29年

６月公布、平成 30年６月施行予定。）住宅宿泊事業とは、年間 180日を超えない範囲で、

宿泊料を受け住宅に人を宿泊させる事業。この法律が施行されると、旅館業の許可を受け

ずに届出だけで「民泊」ができるようになる。 

また、旅館業は建築基準法に規定のある実施区域の制限（住居専用地域など）があるが、

住宅宿泊事業法にはない。ただし、合理性があれば自治体の条例で制限できることになっ

ている。 
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問１ あなたは市内で「民泊」が行われることについてどのように考えますか。 

（○はいくつでも） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

騒音やごみ捨てのマナーなど、生活環境が悪くなる 67.4 

利用されていない空き部屋を活用することができる 51.2 

観光客が増えることによる経済効果が期待できる 45.3 

見知らぬ人が近隣に泊まっていることが不安 40.7 

犯罪の温床になりかねない 36.0 

外国人宿泊者が増えることにより、日本語が通じないなどの不便さや生活

習慣の違いによる不安感がある 
29.1 

まちが賑やかになるなど活気がでる 22.1 

外国の文化に触れる機会ができる 20.9 

その他  2.3 

無回答  1.2 

 

 

 

 

 

【その他】 

 自分は大家だが、宿泊者に対して管理責任を負う自信がない。場所（部屋）だけ提供して、他

の一切の責任を行政などが請け負ってくれるなら、協力しても良い。  

 絶対にやめた方が良い。 

 

 

問２ ご近所に「民泊」をしていると思われる住宅がありますか。      （○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

ある（→問２-１へ）  2.3 

ない（→問３へ） 96.5 

無回答  1.2 

 

 

 

 

市内で「民泊」が行われることについてどのように考えるか聞いたところ、「騒音やごみ

捨てのマナーなど、生活環境が悪くなる」が７割近く（67.4％）と最も多く、次いで「利用

されていない空き部屋を活用することができる」が５割強（51.2％）であった。 

ご近所に「民泊」をしていると思われる住宅があるか聞いたところ、「ない」が 10割近く

（96.5％）であった。 
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【問２で「ある」とお答えの方に】 

問２-１ ご近所の「民泊」をしていると思われる住宅について、感じたことがあればお書きくださ

い。         （自由記述） 

 

1 特に何も感じていない。        （70 歳代 女性 東南部） 

 

 

 

問３ 「民泊」に対する規制は必要と思いますか。     （○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

一定の規制は必要 64.0 

厳しい規制が必要 30.2 

規制は不要  2.3 

わからない  3.5 

 

 

 

 

 

 

問４ 「民泊」は、ホテル・旅館に比べて、設備は十分ではないかもしれませんが、安価に宿泊で

きる、住民と交流できるなどのメリットも考えられます。あなたは観光地などで宿泊する場合、

「民泊」を利用したいと思いますか。       （○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

利用したい（→問５へ）  7.0 

どちらかというと利用したい（→問５へ） 15.1 

どちらかというと利用したくない（→問４-１へ） 45.3 

利用したくない（→問４-１へ） 32.6 

 

 

 

 

 

 

 

  

「民泊」に対する規制は必要と思うか聞いたところ、「一定の規制は必要」が６割台半ば

（64.0％）と最も多く、次いで「厳しい規制が必要」が約３割（30.2％）であった。 

観光地などで宿泊する場合、「民泊」を利用したいと思うか聞いたところ、「どちらかと

いうと利用したくない」（45.3％）と「利用したくない」（32.6％）を合わせた『利用した

くない』は８割近く（77.9％）と多くなっている。 
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【問４で「どちらかというと利用したくない」または「利用したくない」とお答えの方に】 

問４-１ その理由をお聞かせください。       （自由記述） 

 

施設の安全面など不安である 

1 知人の家なら利用しても良いが、何かトラブルが起きそうで不安。 （20 歳代 女性 東部） 

2 見知らぬ人が泊まっているのが不安。     （20 歳代 男性 東部） 

3 他人の集まり。置き引きや金銭トラブルが予測される。   （30 歳代 男性 中央） 

4 安全面で保証がないので、自分の場合は利用を控えたいと思う。  （30 歳代 女性 東部） 

5 安心感がない。       （30 歳代 女性 西部） 

6 鍵や管理、セキュリティ面で、責任等がしっかりとしているのか不安がある。  

           （40 歳代 女性 西南部） 

7 泊める側がプロではない以上，犯罪に巻き込まれるなどの不安が大きい。 （40 歳代 男性 東部） 

8 治安の面、衛生面から利用をしたくない。    （40 歳代 男性 東部） 

9 衛生面、防犯面が不安。何かあった時にすぐに対処してもらえない。  （40 歳代 女性 東南部） 

10 治安やセキュリティに不安を感じる。何か起きた時に、どこに頼れば良いのか何も分からない観光地

では、利用したくないと思った。       （40 歳代 女性 東南部） 

11 安全性を考えると、少々高額になっても、旅館やホテルに宿泊する方が良い。  

           （50 歳代 男性 西南部） 

12 今、色々な事件などがあって、民泊させてくれる人のことが少し信じられない所がある。不安の方が

大きくて民泊にふみ出せない。     （50 歳代 女性 北部） 

13 安全性          （50 歳代 女性 東南部） 

14 防犯面が心配。       （50 歳代 女性 西部） 

15 旅慣れていないので心配。      （50 歳代 女性 東部） 

16 高齢になると不測の事態が発生するかも知れないので、設備の充分に整った場所に泊まりたい。安価

だけでは安全が買えないと思う。       （60 歳代 女性 東南部） 

17 ホテル・旅館は安全性が高く、設備が充実している。   （60 歳代 男性 中央） 

18 充分、安全が確保されているとは限らないから。     （60 歳代 男性 西南部） 

19 プライバシーの確保、設備等が十分ではないから。   （60 歳代 女性 北部） 

20 民泊のメリットは、安価だということしか感じない。安心して楽しい旅をしたいと思うと、見ず知ら

ずの人は不安。       （60 歳代 女性 西部） 

21 サービスが不安。衛生状態が不安。法令とそれに基づく管理・監督が整備不足でトラブル時が不安。

               （60 歳代 男性 東部） 

22 とても不安である。         （60 歳代 女性 東南部） 

23 安心、安全への不安がある。      （60 歳代 男性 中央） 

24 安全なのか不安がある。衛生管理が心配。    （70 歳代 女性 東部） 

25 サ－ビス及びセキュリティが問題。       （70 歳代 男性 西南部） 

26 民泊を利用するのは外国の方が多いので、生活習慣の違いなどから不安がある。  

           （80 歳代 男性 東南部） 
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より良いサービスを利用したい 

27 観光地に行ってまで普通の家に泊まろうとは思わない。     （10 歳代 女性 西南部） 

28 短期間の観光であれば、宿泊も観光の一つであるため、民泊は利用しないと思う。  

         （20 歳代 女性 中央） 

29 お金を使ってでも快適さや安全性を求めたいから。   （30 歳代 男性 北部） 

30 旅行に行くなら、色々な設備やサービスが整っているところを利用したい。なぜなら、旅行はごほう

びのような意味合いがあるから。       （30 歳代 女性 西南部） 

31 ホテル・旅館事業者の方が、設備や食事の安全性、サービスの信用が高い。（30歳代 男性 東部） 

32 多少お金がかかっても、それ相応な施設に宿泊したい。   （40 歳代 男性 北部） 

33 観光地では、その場所のおいしい食べ物を味わったり、お部屋がきれいだったりするとリフレッシュ

できる。それと、人見知りなので、住民との交流をメリットと考えるならもっと時間が必要だと思う。

         （40 歳代 女性 西部） 

34 旅行に行くときは、ホテルや旅館で過ごすのを楽しみにしている。セキュリティなどの問題でも民泊

は利用したくない。       （40 歳代 女性 北部） 

35 宿泊代金を支払うのなら、旅館やホテルのようなサービスが受けられる施設を利用したい。 

         （40 歳代 女性 東部） 

36 私個人では、プロのホテル業というものを大変に尊敬しており、旅行先の様々なホテルを愉しむのが

醍醐味とも感じている。これと同じように、一般の家庭を介してその国を体験したい方々の思いも良

く理解できる。       （40 歳代 女性 中央） 

37 きちんとしたサービスを受けたいので、旅館やホテルを利用したい。 （50 歳代 男性 北部） 

38 観光地へ行ったら贅沢な感じを味わいたい。    （50 歳代 女性 西部） 

39 年に１～２回の観光の場合、安価な宿泊より、レベルの高いサービスを希望するから。ただし、度々

旅行ができるなら、安価な宿泊も検討するようになると思う。    （50 歳代 女性 西南部） 

40 観光地などでは食事やサービスを重視したいと思う。     （50 歳代 女性 西南部） 

41 しっかりしたサービスを利用したい。     （50 歳代 男性 中央） 

42 ホテルの方が、利便性が良い。     （50 歳代 男性 東部） 

43 ホテル、旅館が提供する一流のサービスや雰囲気を求めて宿泊先を決めるため。  

         （60 歳代 男性 東部） 

44 設備やサービスが十分でないため。たまに行く旅行はしっかりしたホテルや旅館で楽しみたい。 

         （60 歳代 女性 東部） 

45 民宿も含め、既存の宿泊施設を優先する。今後とも利用はしない。   （60 歳代 男性 西南部） 

 

気を使いたくない 

46 民泊は安いかもしれないが、旅行の際は泊まる場所でもリラックスしたり、いつもと違うことをした

りしたい。どんな人が泊まっているか分からない。   （20 歳代 男性 中央） 

47 住民との交流が窮屈。      （20 歳代 女性 中央） 

48 知らない人とやりとりをしなければいけない不安がある。旅館なら安心感がある。  

           （30 歳代 女性 西南部） 

49 観光地で宿泊するのであれば、お金がかかっても旅館やホテルを利用した方が気を使わないし楽だと

思う。        （30 歳代 男性 北部） 

 



  

  

33 

 

モニター№ 

50 お金を出してサービスを受けられる施設とは違い、気を使わないといけないと思う。受け入れる方は

気持ちが楽だと思う。      （40 歳代 女性 中央） 

51 余計なしがらみを増やしたくない。     （50 歳代 女性 中央） 

52 ホテルと違い個人のプライバシーが守られない印象がある。また、食事も贅沢ができない印象もある。

         （50 歳代 男性 中央） 

53 居住者及び近隣の方に気を使うから。また、プライバシー侵害など問題が出そう。  

              （50歳代 男性 東南部） 

54 自らの経験からも、その土地の住民と深くかかわることはできるが、一方で文化の違いから気を休め

ることが難しい。特に、観光での訪問であれば、多くの人の共通概念で支えられている「ホテル」の

ルールの中でプライベートを確保した方が、泊まる側と泊める側ともに余計な気を使わなくて済む。

              （50 歳代 男性 西南部） 

55 リラックスできないような気がする。       （50 歳代 男性 東南部） 

56 旅行先では家事などしないでゆっくりしたい。    （60 歳代 女性 北部） 

57 衛生面に対する不安と宿泊先が民家であるため、家族への気使いが出てくる。（60歳代 男性 西部） 

58 外国語が不十分なので、意志が通じず気を使ってしまう。    （60 歳代 男性 東南部） 

59 ホテルや旅館の方が気を使わずに済む。非日常を求めて旅をしたいので、民泊はしたくない。 

         （60 歳代 女性 西部） 

60 観光地に行って、わざわざ民泊する必要はない。息抜きに行くので、きちんとした旅館やホテルに泊

まる。          （60 歳代 女性 西南部） 

61 費用や衛生面、近所の人との関係が不安。建物の主人との関係、言葉の違い、道案内等できるのかな

ども不安。        （70 歳代 女性 中央） 

 

民泊に対する抵抗がある 

62 公共の場ではなく、知らない人のパーソナル（個人的）な領域で泊まることに抵抗がある。 

         （30 歳代 男性 中央） 

63 例えば農業体験など目的がしっかり定まっていて民泊を利用するなら良いと思うが、安価で気軽に宿

泊できるといった点だけで利用するなら、様々な問題が生じてくるので、どちらかというと利用した

くない。観光で利用するなら駅周辺のホテルで十分だと思う。市内で民泊を始める前に、駅周辺のホ

テルの稼働率を上げていくよう取り組んだ方が良いと思う。  （30 歳代 女性 中央） 

64 民泊には１対９の割合くらいで、多くのデメリットを感じる。  （40 歳代 男性 東部） 

65 宿泊以外にも自己負担（食事ほか）が増え、メリットがない。  （60 歳代 男性 中央） 

66 10年位前に民泊に泊ったことがあるが、寝具が汚れていて気持が悪かった。（海辺だったから食事は

おいしかったけど）でも、今は検査が行き届いていると思う。    （70 歳代 女性 西南部） 

67 食事などが不便だから。        （70 歳代 男性 東南部） 
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問５ 新しい「住宅宿泊事業法」では、実施区域の制限がありません。あなたは住居専用地域など

住居が密集する場所での「民泊」をどう思いますか。     （○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

問題はないと思う  5.8 

どちらかというと問題はないと思う 22.1 

どちらかというと問題はあると思う 41.9 

問題はあると思う 30.2 

 

 

 

 

 

 

 

問６ 「民泊」を管理する方法として、家主が居住する「家主居住型」と、家主が居住せず、管理

を管理業者に委託する「家主不在型」がありますが、管理形態については、どちらが望ましい

と思いますか。         （○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

家主居住型の方が望ましい（→問６-１へ） 33.7 

家主居住型の方がどちらかというと望ましい（→問６-１へ） 23.3 

家主不在型の方がどちらかというと望ましい（→問６-１へ） 10.5 

家主不在型の方が望ましい（→問６-１へ）  7.0 

どちらも変わらない（→問６-１へ） 12.8 

わからない（→問７へ） 12.8 

 

 

 

 

 

 

  

住居専用地域など住居が密集する場所での「民泊」をどう思うか聞いたところ、「どちら

かというと問題はあると思う」（41.9％）と「問題はあると思う」（30.2％）を合わせた『問

題はあると思う』は７割強（72.1％）と多くなっている。 

 

「民泊」を管理する形態について望ましいと思うものを聞いたところ、「家主居住型の方

が望ましい」（33.7％）と「家主居住型の方がどちらかというと望ましい」（23.3％）を合

わせた『家主居住型の方が望ましい』は６割近く（57.0％）と多くなっている。 
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【問６で「わからない」以外をお答えの方に】 

問６-１ 選んだ理由をお聞かせください。      （自由記述） 

 

＜家主居住型の方が望ましい・どちらかというと望ましい＞ 

1 家主がいない場合、騒音やゴミ出し等により、近隣住民とのトラブルが起こりやすい。また、家主が

いれば、外国人が利用するときに異文化に触れる機会が増えて良い。 （20 歳代 女性 東部） 

2 居住することにより、安全やマナーに対する意識が違ってくる。  （20 歳代 女性 中央） 

3 家主がいた方が利用者の把握ができ、不法滞在や犯罪などに利用されるリスクが少なくて済む。外国

人が利用した場合、日本人を身近に感じてもらう機会になる。  （30 歳代 女性 中央） 

4 家主が不在のところでは、実際何が行われているのか把握できず、様々な事件が起こりそうで怖い。

管理業者が管理するには限界がある。民泊ではないが、家主不在の借家でルームシェアをしていて、

実際に近所で殺人事件も起こり、治安も悪くなった。   （30 歳代 女性 中央） 

5 住民と交流できることが民泊の大きなメリットだと思う。家主不在型では“ただの安価なホテル”に

なるだけ。また、家主不在型では近隣とのトラブル（騒音など）になった場合、問題をすぐに解決し

にくい。          （30 歳代 女性 東南部） 

6 家主不在では、騒音、ゴミ捨てなどマナーが悪くなる。   （40 歳代 女性 北部） 

7 管理者がいれば、近所の人と何かあった時相談しやすい。  （40 歳代 女性 中央） 

8 宿泊者に対して家主が監督責任を持つべき。    （40 歳代 男性 北部） 

9 最近はちょっとしたことでも事件になったりするので、何かあった場合、家主さんにすぐに連絡でき

た方が安心。今の世の中は助け合ったりしないで、自分さえ良ければという考えの人が多いからなの

か、事件が多すぎる。家主さんがそばにいた方が良い。   （40 歳代 女性 西部） 

10 管理者がすぐに対応でき、状況を把握することができる。    （40 歳代 女性 西南部） 

11 安心感がある。         （40 歳代 男性 西南部） 

12 基本的に「民泊」はダメ。無管理だとさらにひどくなる。  （40 歳代 男性 中央） 

13 家主不在だと宿泊者の気が緩んだり、犯罪に繋がったりすることが起こりそうで不安。 

         （40 歳代 女性 東部） 

14 知人の近所に管理業者に委託している民泊施設があり、宿泊している外国人たちが度々迷惑行為を起

こすので管理業者に連絡するが、すぐには来ないため非常に迷惑していると聞いた。家主でも管理者

でも宿泊者と居住して責任をもってもらわないと困る。     （40 歳代 女性 東南部） 

15 何か起きたときに対処できる人がいることは、近所の人たちも利用者も安心できると思う。 

           （40 歳代 女性 東南部） 

16 家主にもそれだけの自覚と覚悟を持って臨んでもらわないと、近隣住民間のトラブルを防げないと感

じる。        （40 歳代 女性 中央） 

17 家主不在では民泊の意味がない。民泊の良さは住民との交流にあり、不在ではそれができなくなる。

            （50 歳代 男性 東部） 

18 家主が常に使用状況を管理すべき。     （50 歳代 男性 北部） 

19 家主不在だと犯罪が心配。      （50 歳代 女性 東部） 

20 民泊の形態がまだ確立していない中での実施は、管理体制がきちんとしていないと問題が多くなって、

定着しづらくなると思う。        （50歳代 女性 西南部） 

21 管理しやすい。          （50歳代 女性 西部） 
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22 外国からの観光客などは生活習慣なども違うので、家主や担当者から直接注意事項を伝える方がトラ

ブルにならない。         （50歳代 女性 西南部） 

23 民泊利用者の管理ができる。         （50歳代 男性 東部） 

24 管理が厳しくなる。         （50 歳代 女性 東南部） 

25 室内でのトラブルだけでなく、近隣とのトラブルが発生した時に、家主がすぐに対応できるほうが良

い。          （50歳代 男性 西南部） 

26 民泊の理念に合っている気がする。       （50歳代 男性 東南部） 

27 家主がきちんとマナーやルールを教えて、隣近所に迷惑をかけないようにしてほしい。 

           （60歳代 女性 東南部） 

28 防犯対策のため。       （60 歳代 男性 中央）  

29 様子が見える。       （60 歳代 女性 北部） 

30 家を提供する人が責任を持って対処できる。    （60 歳代 女性 北部） 

31 騒音、ごみ等の管理をすることが重要。    （60 歳代 男性 中央） 

32 トラブル解消には、家主居住型の方が良い。    （60 歳代 女性 中央） 

33 国際交流のためにもなると思う。       （60 歳代 男性 西南部） 

34 管理がしっかりできると思う。問題が起きたときもすぐに対応できる。 （60 歳代 女性 東部） 

35 家主側から見ると自身の目が届く方が安心だし、サービスも行いやすいと思う。  

         （60 歳代 女性 西部） 

36 交流と同時に家主も責任を持つ必要がある。      （60 歳代 男性 東南部） 

37 管理者不在では責任の所在がなくなり、何か問題が発生した場合の対処方法がわからない。 

         （60 歳代 男性 中央） 

38 業者委託も含め、管理者を置くことが提供者、利用者共により良い環境づくりができると思う。 

           （60 歳代 男性 西南部） 

39 宿泊客に対しても、地域住民に対しても、親身な気配りができる。   （70 歳代 男性 東南部） 

40 何かあった時、すぐに対応できる。       （70 歳代 女性 東南部） 

41 宿泊者に家主の目が行き届き、掃除や周りに気を配ってくれたりすると思う。（トラブルが少ないと

思う。）          （70 歳代 女性 西南部） 

42 ある程度の管理ができる。      （70 歳代 女性 東部） 

43 「民泊」を実行するのであれば、昼、夜いつでも対応できることが望まれる。（70歳代 女性 中央） 

44 理由は特にない。         （70 歳代 男性 西南部） 

45 外国人だけの場合、マナーが心配。       （70 歳代 男性 東南部） 

46 民泊を利用するのは外国の方が多く、生活習慣の違いからルールを守らないなどのことがあるので、

その時に注意できるように家主が居住している方が良い。    （80 歳代 男性 東南部） 
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＜家主不在型の方が望ましい・どちらかというと望ましい＞ 

47 家主が一緒にいると、家主との間でトラブルになりやすく、家主の価値観で判断されたり、何かトラ

ブルがあった際にうやむやにされたりすると思う。管理業者に委託した方が客観的に判断できる。 

         （20 歳代 女性 東部） 

48 家主不在型の方がホテルに近い感覚で泊まれる。     （30 歳代 女性 西南部） 

49 管理業者がいた方が安心で、トラブルも避けられそう。   （30 歳代 男性 北部） 

50 専門の方に任せした方が安心。        （30 歳代 女性 東部） 

51 専門の業者に任せる方がサービスの提供やトラブルの防止等で安心できる。 （30歳代 男性 東部） 

52 家主が襲われたりするリスクがあると思う。      （40 歳代 男性 西南部） 

53 管理業者の方が、何かあった時の対応が良い。    （50 歳代 女性 西部） 

54 お互いに気を使わなくて良い。     （50 歳代 男性 東部） 

55 管理責任を負う自信がない。      （50 歳代 女性 中央） 

56 管理がしっかりとできると思う。     （50 歳代 男性 中央） 

57 設備の破損など補償の問題が起こったとき、第三者が間に入れば、貸す側、借りる側が直接顔を合わ

せることなく解決できる。        （50 歳代 男性 東南部） 

58 管理業者が管理することにより、一定の管理状態にあるため、いろいろな面でトラブルや不満が少な

くなると思う。       （60 歳代 男性 西部） 

59 管理業者に、責任を持ってもらうため。例えば家を汚されたり、壊されたりした責任。 

           （60 歳代 男性 東南部） 

60 家主不在の方が、宿泊者は気兼ねせずに自由に過ごせる。  （70 歳代 男性 西部） 

 

＜どちらも変わらない＞ 

61 どちらでも問題があった際は変わらない。    （20 歳代 男性 中央） 

62 どちらも良いところ、悪いところがあり、利用する人によって感じ方が違う。(20歳代 男性 東部） 

63 民間がやる以上、管理するといってもそれは人それぞれになり、家主がいても管理会社が管理しても

同じ状況になる。         （30 歳代 女性 西南部） 

64 どちらにしても犯罪の温床になる可能性が少しでもあるので、やるべきではない。  

         （40 歳代 女性 北部） 

65 悪用を考えればどちらも同じ。     （40 歳代 男性 東部） 

66 各家庭の諸事情によると思う。     （40 歳代 女性 中央） 

67 家主が居ても適切な管理を怠れば同じこと。    （40 歳代 男性 東部） 

68 民泊に反対。       （40 歳代 男性 東部） 

69 民泊自体あまり良い印象がないので、管理方法を変えても規制法がないと意味を成さない。 

         （50 歳代 女性 西部） 

70 「家主居住型」でも「家主不在型」でも管理責任者が特定されている。（トラブル対応時を想定に） 

         （60 歳代 男性 東部） 

71 家主にしろ、管理会社にしろ、きちんと管理することが必要。法律、条令に基づき国や都道府県、市

区町村が厳しく監督することが全て。     （60 歳代 男性 東部） 
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問７ あなたの自宅は、次のうちどれですか。      （○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

戸建住宅（自分又は家族の所有） 59.3 

戸建住宅（借家）  0.0 

アパート、マンションなどの集合住宅（自分又は家族の所有） 25.6 

アパート、マンションなどの集合住宅（賃貸） 15.1 

その他  0.0 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 仮にあなたが所有する自宅、又は自宅以外に所有する住宅やマンションなどに空き部屋があ

った場合、年間 180日以内の営業に制限されている「住宅宿泊事業」をやりたいと思いますか。 

（○は１つだけ） 

（n＝86） 

 
構成比(％) 

自宅に空き部屋があった場合にやってみたい  7.0 

自宅以外に所有する住宅やマンションなどに空き部屋があったらやってみ

たい 
22.1 

どちらの場合もやってみたい  1.2 

すでにやっている  0.0 

どちらの場合もやらない 69.8 

 

 

 

 

 

 

  

居住形態を聞いたところ、「戸建住宅（自分又は家族の所有）」が６割弱（59.3％）と最

も多く、次いで「アパート、マンションなどの集合住宅（自分又は家族の所有）」が２割台

半ば（25.6％）であった。 

あなたが所有する自宅、又は自宅以外に所有する住宅やマンションなどに空き部屋があっ

た場合、「住宅宿泊事業」をやりたいと思うか聞いたところ、「どちらの場合もやらない」

が７割弱（69.8％）と最も多く、次いで「自宅以外に所有する住宅やマンションなどに空き

部屋があったらやってみたい」が２割強（22.1％）であった。 
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問９ 「民泊」や「住宅宿泊事業」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） 

 

規定を定めるべき 

1 環境的には民泊の方がより文化を知ることができるため、推奨することにも納得だが、民泊をするに

あたっては、安全基準が確立していればやってみたいと思う。  （30 歳代 女性 東部） 

2 民泊を行っているかどうかを外からわかるようにした方が良いと思う。 （30 歳代 男性 中央） 

3 空いている部屋を有効活用することは良い。日本は海外に比べてきれいで安全なまちが多いので、規

制は必要だと思う。         （40 歳代 男性 西南部） 

4 宿泊者の身元がしっかり確認取れないと貸すことができない。また宿泊前後で破損や盗難のチェック

が必要。システムがしっかり構築されれば貸しても良いと思う。現状は借りてみたいだけ。 

           （40 歳代 男性 西南部） 

5 新しい法律の詳細はわからないが，営業する側に簡単でも良いから審査や監査があるべきだと思う。

            （40 歳代 男性 東部） 

6 市として実施を制限する方向で規制すべきと考える。もし実施するとしたら、管理者が適切に管理し、

適切な管理をしない管理者には罰則を設けるなどの厳しい措置が必要。民泊は一部の人の金にはなる

と思うが、周辺の大多数の人は迷惑、混乱、場合によっては命の危険さえ与える非常に危険な行為と

考える。        （40 歳代 男性 東部） 

7 日本が国際化に向かう昨今において、外国の方々の受け入れは基本的には大賛成。実現に向けた規定

づくりを期待する。八王子は広いので、他市とは違う基準を設けて、外国人が大勢訪れる八王子にし

てみても良いのでは。      （40 歳代 女性 中央） 

8 それなりの設備投資および破損等が生じた場合の保証や補助金などの設定があれば考える。 

           （50 歳代 男性 東南部） 

9 民泊については、半ばボランティアのつもりで取り組まなければ、長続きしないと思う。収益目的で

行うならば、専業にしたほうが良い。安易な参入を防ぐためにも、厳しいと受け止められる条例の制

定を望む。          （50 歳代 男性 西南部） 

10 共有部分、共有責任があるアパート、マンションは住宅宿泊事業を制限すべき。又、ゴミ出し、周囲

清掃、静寂保持、看板、煙、におい、のぼり等、戸建住宅であっても共有の環境を保持するために規

定が必要。        （60 歳代 男性 東部） 

11 管理体制、エリア限定であればと考える。    （60 歳代 男性 中央） 

12 観光客が増加するとともに、騒音、マナー、生活環境が悪くならないようにしっかりとした規制がで

きれば良いと思う。       （60 歳代 女性 中央） 

13 ゴミ出しや、夜中に騒いだり、夜中に人の出入りなどがあったり、住居者に問題を発生させないよう

にルールを作って運営する。      （60 歳代 女性 東部） 

14 民泊をやる方がしっかりと管理して、まわりの方に迷惑がかからないようにしてほしい。 

           （60歳代 女性 西南部） 

15 分譲マンションは禁止すべき。自分のマンションではすでに管理規約に民泊禁止の規定を入れている。

すでに規定を入れているマンション、これから規定を入れるマンションも含め、禁止が主流になると

思う。法令や条例で禁止するだけでなく、それに違反する民泊を取り締まる実働部隊を整備すべきで、

それができなければ解禁すべきではない。    （60 歳代 男性 東部） 
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モニター№ 

宿泊者・近隣等とのトラブルが不安 

16 自分が生活している部屋で、他の人と生活することには抵抗がある。もしも自宅以外で自分が所有し

ている物件があり、使い道がない場合には民泊用として使ってみたいとは思う。しかし、相手との連

絡や契約などを自分でやるとなると、負担になるし、トラブルになるのが怖いとも感じる。 

         （20 歳代 女性 東部） 

17 賛成するが、犯罪の温床にならないことを願う。   （30 歳代 男性 中央） 

18 空き部屋を埋めるのは必要なことだと思うが、家に宿泊するだけの事業はトラブルなどもありそうで、

少し怖い気がする。       （30 歳代 男性 北部） 

19 外国人の犯罪やトラブルの不安が大きいので、民泊は望ましくない。 （30 歳代 男性 東部） 

20 もちろん全てが犯罪の温床になるとは思わないが、そのリスクを負ってまでやる意味がわからない。

何か起きてからではおそいと思う。もし近所で民泊が行われるとしたら、その期間は十分気をつけな

くてはと思ってしまう。      （40 歳代 女性 北部） 

21 我が家にはペットがいるので、アレルギーやトラブルが心配。  （40 歳代 女性 中央） 

22 ゴミ出し、言葉や習慣、宗教の違い、それらをトラブルなく対処できるのか不安。規制を設けても、

管理者がどこまで守れるのか不安はつきない。      （50 歳代 男性 西南部） 

23 東京オリンピックのことなどを考えると民泊の必要性は良くわかる。でも私自身はゴミの問題や近所

の顔見知りでない人たちが、この住宅街に入って来て、自国の文化や常識で行動されると、今の平和

で安定的な生活がどうなってしまうのかと不安の方が大きく、民泊の件を前向きにとらえることがで

きない。でも民泊とは違うが、息子がホームスティでロサンゼルスに行き、とても良い経験をしたこ

とを考えると、何か良いかたちで八王子市でも始められると良いと思う。 （50歳代 女性 北部） 

24 一戸建ての住宅は、近所のこともあるので難しいと思う。  （50 歳代 女性 西部） 

25 決して外国人観光客が嫌なわけではないが、自分の物件に泊まると思うと抵抗がある。以前何度か貸

物件の入居者として、外国人（アジア系）を受け入れたことがあったが、他の入居者とトラブルを起

こしたり、言葉が通じないことを逆手に取ったりして結構苦労した記憶があるので、あまり良い印象

を持てない。       （50 歳代 女性 中央） 

26 300坪位の敷地のある田舎の一軒家だと、民泊も地域活性化になるかもしれないが、50～60坪の首都

圏の住宅だと近所迷惑になると思う。犯罪の多い都会では、見知らぬ人に対してつい警戒してしまう。

           （60 歳代 女性 東南部） 

27 民泊の管理を管理業者に委託するのは、ホテル業に近いので良くないし、民泊というのはおかしい。

民泊は家主が直接対応することで、利用者が安心し、不審者なども防ぐ。（70 歳代 女性 東南部） 
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八王子の特色や民泊の有効性を活かすための検討を 

28 「住宅宿泊事業法」では実施区域の制限はないということだが、八王子で民泊をするなら、まずは外

国人観光客の多い高尾山周辺でテストを実施してみてはいかがか。高尾周辺は宿泊施設もないので。

         （30 歳代 女性 中央） 

29 八王子市は、世界一の登山人口という高尾山があり、観光地としてすでに知られているから、地の利

を生かして、高尾山周辺に自然を生かした施設と宿泊施設（民泊含む）を市が中心になって誘致して、

八王子市は面積が広いから、西側は観光、東側は教育関係、商業施設等、南側は高級分譲地、北側は

物流施設といった色分けをして、それぞれの特徴を活かしたらどうか。 （50 歳代 女性 西南部） 

30 良い面ばかりピックアップして進めず、もっと悪いケースをきちんと精査してから始めるべきだと思

う。        （50 歳代 女性 西部） 

31 まちの活性化につながる活動としてやっていくのは良いことだと思う。ボランティアを活かして、市

が積極的に指導してほしい。      （60 歳代 女性 北部） 

32 仕事が大変だと思うので、ある程度若い世帯が取り組むには良いと思う。いづれにしても、これから

「民泊」も人手不足の解決になるかも知れないので、進めてみても良いと思う。  

           （60 歳代 男性 西南部） 

33 いろいろな問題があると思う。専門の人たちも含めて、十分に話し合った上で決めるべきだと思う。

         （60 歳代 女性 北部） 

34 簡単な考えではできないことと思う。様々な、入念な準備が必要だと思う。（60歳代 女性 西部） 

35 一般的には、民泊は悪くないと思う。八王子でも試みると良いと思う。 （70 歳代 男性 東南部） 

 

民泊に関する周知や運営についての講習開催が必要 

36 家族以外で長期間一緒に住んだことがないので、不安な面がまだ大きい。また、私自身「民泊」につ

いてしっかり理解していない部分があるので、これを機にもっと考えていきたい。  

         （20 歳代 女性 東部） 

37 利用者と事前のコンタクトを細かく行っていないと、事件に巻き込まれる危険性がある。災害時の対

応など、経営ノウハウやリスクマネージメントの知識がない人が軽はずみに行うのは望ましくないと

思う。市で講習会や勉強会などを開くなど、受け入れ側の体制を整える必要がある。受け入れる側と

しての責任を持ってやるべきだと思う。    （30 歳代 女性 中央） 

38 個人的には民泊という言葉のみの認識で、それに伴うルールなどが全くわからない。 

           （30 歳代 女性 西南部） 

39 民泊に興味はあるが、実行するには知らないことが多く、不安が多い。市などでセミナーを開くなど、

家主が何に注意してやれば良いのか広く知らせる必要があると思う。 （50 歳代 男性 東部） 

40 外国人を宿泊させる場合は、文化の違い、宗教の違いなどから何かとトラブルが予測できる。家主に

対する講習、許可制度等がないとトラブルの原因になりかねない。 （60 歳代 男性 西部） 

41 海外の民泊についての情報、成功例などを知りたい。     （60 歳代 男性 東南部） 
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民泊に反対・疑問 

42 民泊を利用したいとも思わないし、民泊が広がるのも嫌だ。住宅は本来住居であるべきだと思う。 

         （40 歳代 女性 東部） 

43 民泊に反対。       （40 歳代 男性 東部） 

44 民泊、大反対。外国人が火事や犯罪を起こしたときに、誰がどれだけ補償してくれるのか。簡単に手

を出す事業ではないと思う。少なくとも住宅地には絶対許可しないでほしい。  

           （40 歳代 女性 東南部） 

45 あまり好きではない。        （60 歳代 女性 東南部） 

46 市としては宿泊を伴う観光客を増やしたい意向だと思うが、市内のみで数日間の滞在型観光に魅力の

あるところではないと思う。既存のホテル等も多く、宿泊施設が不足しているとは思えない。法的に

整備されておらず、トラブルも多いと思う。      （60 歳代 男性 西南部） 
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