
本日は、『市民フォーラム・未来を語る』にご参加いただきありがとうございました。お手数ですが、以下のアンケ

ートにご協力をお願いします。（該当するものに○をつけてください） 

１．あなたについてお聞かせください。 

(1) 性 別   男（72.6％）・ 女（22.1％）  未記入（5.3％） 

(2) 年 齢   ① 20歳未満（0.0％） ② 20代（9.5％） ③ 30代（3.2％） 

④ 40代（14.7％）⑤ 50代（27.4％） ⑥ 60代（21.1％）  

⑦ 70代（21.1％）⑧ 80歳以上（3.2％）  

(3) お住まい 市内（80.0％）・ 市外（9.5％）  未記入（10.5％） 

(4) 職業等 自営業（14.7％）・会社員（11.6％）・公務員（市職員（22.1％）・その他（7.4％））・学生（3.2％）・

その他（29.5％）  未記入（11.6％） 

◆市制100周年記念事業について 

１．あなたは、本市が平成29年に市制100周年を迎えることを知っていましたか。 

(1) 知っていた（94.7％）  (2)知らなかった（4.2％）  未記入（1.1％） 

（上記１の質問で「知っていた」とお答えの方に）市制100周年について、何で知りましたか。 

(1) 広報はちおうじ（60.0％）(2) 市ホームページ（29.5％）(3) ツイッター（1.1％） 

(4) フェイスブック（2.1％）(5) ポスター・チラシ（18.9％） (6)友人・知人の紹介（10.5％）  

(7) 新聞（7.4％） (8) その他（18.9％）  未記入（5.3％） 

２．プレ記念事業について 

配布資料『市制100周年記念事業』の中に記載のある「平成28年度イベントスケジュール（ダイジェスト版）」

に参加したいイベントはありますか。 

(1) ある（70.5％）  (2) ない（9.5％）  未記入（20.0％） 

（上記２の質問で「ある」とお答えの方に）どのイベントに参加したいですか。（複数記入可） 

３．記念事業について、あなたの感想や期待などをお書きください。 

◆全国都市緑化はちおうじフェアの開催について 

１．本市が平成29年に全国都市緑化はちおうじフェアを開催することを知っていましたか。 

(1) 知っていた（73.7％）  (2)知らなかった（15.8％）  未記入（10.5％） 

（上記１の質問で「知っていた」とお答えの方に）フェアの開催について、何で知りましたか。 

(1) 広報はちおうじ（36.8％）(2) 市ホームページ（18.9％）(3) ツイッター（1.1％） 

(4) フェイスブック（2.1％）(5) ポスター・チラシ（14.7％）(6)友人・知人の紹介（12.6％） 

(7) 新聞（3.2％）(8)その他（18.9％）  未記入（28.4％） 

２．フェアは市民の皆さんと協働して各種事業を運営します。どのようなことに参加したいですか。 

(1) フェアの運営全般にわたるボランティア活動（30.5％）(2) メイン会場での花壇づくり（4.2％）(3) サテライ

ト会場、スポット会場での花壇づくり（18.9％）(4) まちをきれいにするための清掃活動（23.2％）(5) 会場やまち

の案内といったコンシェルジェ活動（12.6％）(6) 花に関する講座の講師（3.2％）(7) 市の「みどりの保全基金」

への寄附（5.3％）(8) その他（6.3％）  未記入（31.6％） 

３．フェアについて、あなたの感想や期待などをお書きください。 

◆市民フォーラムについて 

１．『市民フォーラム・未来を語る』を何でお知りになりましたか。 

(1) 広報はちおうじ（37.9％）(2) 市ホームページ（21.1％）(3) ツイッター（1.1％） 

(4) フェイスブック（2.1％）(5) ポスター・チラシ（25.3％）(6)友人・知人の紹介（10.5％） 

(7) 新聞（5.3％）(8)その他（13.7％）  未記入（14.7％） 

２．今回のテーマ「百年の彩りを次の100年の輝きへ～100周年から始まる、未来への一歩～」は、いかがでしたか。 

(1) 良かった（45.3％）(2) まあまあ良かった（31.6％）(3) あまり良くなかった（2.1％） 

(4) 良くなかった（1.1％）  未記入（20.0％） 

（具体的理由：                                    ） 

３．本日のフォーラムに参加して、八王子のまちづくりへの関心が高まりましたか。 

(1) とても高まった（47.4％）(2) やや高まった（28.4％）(3) 変わらない（3.2％） 

未記入（21.1％） 

４．今回のテーマに関連して、ご意見やご提案などをご自由にお書きください。 

※ ご協力ありがとうございました。お帰りの際に受付カウンターにある回収箱へお入れください。 

「市民フォーラム・未来を語る」参加者アンケート 
資料５：会場でのアンケート結果 



 

 

自由記述抜粋 

 

 

1. 記念事業の一環として行われるイベントや計画の話ばかりで、これまでの 100 年

をどう捉えるか、これからの 100 年をどう考えていくかというビジョンが足りて

ないように感じた。見かけの良いイベントに中身はあるのか、本当に八王子のこと

を考えるきっかけになるのか、市民の生活にどのような利益をもたらすのか市民参

加が意味することは何か。（20 代女性） 

2. 若い人も八王子への愛着を持てるよう、住んでいても知らない「市について」や「新

しい知識」を広めるイベント等を、皆さんが通りやすい駅前やアクセスが良く交通

量の多い場所で行っていただきたい。（偶然通りかかった若年層が SNS で写真や話

題をあげたり・・・・）体験型のイベントが訪日外国人の間で流行している。（20

代女性） 

3. 各種記念事業が終わった後に自主的に課題解決できる市民をレガシーとして残す

こと。問題が起こると市に助けを求める受け身的な人間ではなく、地域の身近な問

題を近隣住民同士が交流しながら解決できるようになるべきと思う。（20 代女性） 

4. 公園を使うというのは知見である。協働できるように私も一市民として行動したい

と思う。（20 代男性） 

5. イベントがたくさんあって良いと思う。八王子に関心をもってもらい、いずれはボ

ランティアなどでまちづくりに参加してほしい自分たちのまちは自分たちでつく

るということを目指してほしい（20 代男性） 

6. 記念事業を中心とし、各スポット会場だけでなく八王子全体の活性化につながれば

と思う。（20 代男性） 

7. 平成 28 年度イベントスケジュール（ダイジェスト版）を拝見する限りでは、例年

開催されているイベントと殆ど変らないのではないか。プレ記念事業としてのそれ

ぞれのイベントは例年とどういう違いがあるのかがわからない。記念事業は歴史の

大きなスパンで捉えると一時のものであるが、市史は後世まで長く伝えていくもの

であるため、その編さん事業は期限を決めず十分な史料の収集と調査研究に基いて

編さんすべきではないのか。（20 代男性） 

8. 100 周年というのは、なかなかないものであり、八王子を PR するのに絶好な機会

だと思う。八王子は良いものがとても多く外に発信していけば、より良い都市とな

っていくし、市民にも愛着をもってもらえるのではないかと思う。市全体での機運

を高めるのに、市民をどうしたら巻き込めるかが大事なのではと思う。（20 代男性） 

9. 介護施設や障害関係施設も多いので、福祉関係のイベントも記念事業として、多く

取り入れてほしい。認知症の方、みんなにやさしいまち八王子イベントも検討して

ほしい。（40 代女性） 

10. 「次の 100 年に残したいこと」、そのために、今できること・伝えたいことをみん

なで考える機会になることが楽しみ。（40 代女性） 

11. 皆が参加できるものにしてほしい。（40 代男性） 

１．100周年記念事業についての感想や期待 
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12. がんばります。（40 代未記入） 

13. 「次の 100 年の輝き」へ向けて、八王子医療刑務所跡地の計画についても精査を

お願いします。「八王子ＭＩＣＥ＋スポーツイベント」が大きな経済効果を生み出

すのだと、本日の話を聞いて再認識した。（50 代男性） 

14. ワンパターンではないように。（50 代女性） 

15. 外に出ることのできない特別養護老人ホーム等の社会福祉施設に入所している

方々にも 100 周年を実感してもらえるよう、各施設においても自主的に 100 周年

を祝う掲示やイベントなどをしていただけたらいいと思う。どんな小さなことでも

良いので、100 周年を意識した取り組みが、それぞれの市民から自主的にでてくる

ような気運の高まりがあってほしい。（50 代未記入） 

16. 若者に発信する仕組みが重要。（50 代男性） 

17. 100 周年ということを市民に広めるために西東京バスにペイントをするとか、街の

中、街灯にペナントを付けるなど誰もが目にするようアピールが必要だと思う。ど

こを見ても「100 周年八王子」が目に入るように。イベントも楽しみにしている。

（50 代女性） 

18. 多くの市民、企業、大学などの皆さんが企画参加する記念事業がめじろ押し！！と

いうイメージ。市外に八王子のポテンシャルの高さをアピールできる絶好の機会。

（50 代女性） 

19. 100 年後に八王子の伝統文化が継承されるよう期待している。八王子が東京市に続

いて 2 番目の市制であり、立川市（3 番目）より 20 年も前に市制施行されたとい

うことを伺い、素晴らしいと思った。（50 代女性） 

20. ユーロードをオープンカフェロードに（通年）（60 代男性） 

21. 全国都市緑化はちおうじフェアサテライト、スポーツ、各会場事業（回遊のしくみ

構築など）に期待している。一緒に頑張っていきましょう。（60 代未記入） 

22. よく考えられていて感心しました。（60 代男性） 

23. いつもと一味違うイベントにして下さい。（60 代女性） 

24. ヘルシーウォーキングコースに小宮公園周囲の遺跡めぐりを加えたらいかがか？

（北大谷古墳や方形周溝墓など）（60 代男性） 

25. 毎年行っているみんなの町の清掃デーには毎年参加している。まちがきれいになる

のは気持ち良い。八王子まつりも毎年楽しみにしており、友達を案内している。い

つも、すごい人出で、びっくりしている。（60 代男性） 

26. 健康増進、環境保全、改善につながることに参加したい。（60 代男性） 

27. 八王子市ならではの事業、記憶に残る事業を期待する。（60 代男性） 

28. 市の中央を流れる浅川を会場にした河川公園での行事。（70 代男性） 

29. 都立公園の中で滝山城跡の開発を進めたいが、遺跡が発掘調査されていないため、

全く手をつけることができない。東京都がもっと積極的に調査を進めてもらえば、

更に大きな MICE につながっていく。（70 代男性） 

30. 市史ダイジェストの活用。（70 代男性） 

31. 出来るだけ多くの人に参加してもらいたい。（70 代男性） 

32. 100 周年記念事業で色々なイベントを実施することはよくわかるが、主テーマがど
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こにあるのか、焦点は何かが理解しにくかった。その考えから、八王子 MICＥの話

は興味深かった。（70 代男性） 

33. 100 周年という目的に向かって、市民が協力出来る各イベントに参加することが、

高齢である自分自身の生きがいになれると思い近隣の友人と共に、その日を楽しみ

にしている。健康であり感動を得られるように心の準備をする。（80 代女性） 

 

 

 

1. ただ単に緑化運動と聞くと「八王子はいらなそうだ」と市民に思われてしまうので、

今日の町田さんのコンセプトを手短に広報などで、市民に呼びかけると、更に認識

が深まり、市民の参加率が上がると思う（20 代女性） 

2. フェアに伴って、段ボールコンポストを広めるべきだと思う。残飯で使った土を利

用してフェアの緑化活動を行うべきである。普段土いじりをしない人もコンポスト

を使って環境を意識してもらう機会である。多くの人に土を介してのイベントの参

加、環境意識を促すことができる。（20 代女性） 

3. 市民委員として運営等に尽力させていただければと思う。八王子の活性化に尽力し

たい。（20 代男性） 

4. 富士森公園内にある歴史的建造物も活用する形でフェアを開催してほしい。（20 代

男性） 

5. 映像記録は残さないのだろうか 40 代男性） 

6. 高尾山を筆頭に緑多い八王子をアピールに集客をねらってほしい。（40 代女性） 

7. 町田さんの話をきいてイメージがかなりつかめた、開催の意義も伝わり、とても良

かった。（40 代女性） 

8. がんばります。（40 代未記入）  

9. 富士森公園を整備し、フェア開催後は市民が集うスポーツ公園として活用してほし

いと思う。（50 代男性） 

10. 実行委員会の立ち上げを早急にしてほしい。（50 代男性） 

11. 同じ年に春に横浜市、秋に本市と続けて開催という特異なフェアになり、全国から

のお客様と較べられてしまう。力量と「開催中の天候」が気になる。（50 代男性） 

12. 自然に恵まれた緑あふれる美しいまち八王子をアピールしてほしい（50 代女性） 

13. とても良かった（50 代男性） 

14. 「公園を使い倒す」ような、美しく元気な人が集える空間の創出に期待する。店舗

型ガーデンなどの規制緩和。公園施設としての様々な活用を！！次の 100 年の財

産にできればいいと思う。（50 代未記入） 

15. 富士森公園までの交通や駐車場などは大丈夫なのか（50 代女性） 

16. 楽しみな 100 周年記念事業になることを祈願する。（60 代未記入） 

17. ワクワク感をもって楽しみにしている。（60 代男性） 

18. 市民提案事業に期待。（60 代未記入） 

19. 八王子は緑化フェアの精神を実現するのにふさわしい都市だと思う。（60 代男性） 

20. 東京都は世界一の環境都市宣言をした（Ｈ28.2）八王子もこれを機会に日本一の環

２．緑化フェアについての感想や期待 
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境都市を目指して緑化フェアに取り組んだらどうかと考える。（60 代男性） 

21. 市外の人々が多く参加するようなイベントにしてほしい。（60 代女性） 

22. 13～4 年前にＥａｒｔｈ ｄａｙ記念植樹に参加した。その後の状況を見てみたい

ものである。小林さん、市史の利用活用には賛同する。立派な資料だ。（60 代男性） 

23. 八王子は緑の多い所だが、そこへお花がたくさんプラスされたら心がなごむ。ごみ

のポイ捨ても無くなると思う。フェアの期間が終わった後も、市民の手で緑を守り、

お花を育てていった方が良いと思う。その時だけのイベントではなく、常に市民の

憩いの場になるようにしていただきたい。これからは高齢者が多くなるので、憩え

る場にしてほしい。（60 代男性） 

24. 八王子の特徴のあるところ、山、川、緑地、高尾山、森林科学園、多摩御陵、いち

ょう並木などを全面に出して、全国に向けて PR し、多くのお客様に来ていただく。

（60 代男性） 

25. 多くの市民が参加出来る内容にする。八王子の自然を知ってもらえる展示説明。八

王子の魅力を知ってもらえる展示説明。（70 代男性） 

26. 北部地区の道の駅を中心とした、地域の発展につながるような進展が望まれる。（70

代男性） 

27. 楽しみにしている。（70 代男性） 

28. 交通関係を十分に検討してほしい。（70 代男性） 

29. 知らなかったので見学してみたい。（70 代男性） 

30. 多くの市民が「参加したい」「参加しなければ」と思えるように、様々な機会で PR

活動を大声で発信していきながらフェアの内容を知らせてほしい。市民が動くこと

で各地域へも波が広がると思う。（80 代女性） 

 

 

 

1. 100 周年で具体的にやろうとしていることがわかって良かった。市民参加を目的と

したイベントを数多くやろうとしているのならば、今回のフォーラムも聞き手と話

し手の双方向のコミュニケーションがとれたら良かったと思う。事前に決められた

人によるものでなく、一般参加者による質疑応答や提案ができた方が良い。（20 代

女性） 

2. 行政のリソースが限られる中、フォーラム中でも話題になった市民、企業との協働

というものが重要になると思う。参加したくなる舞台を作ることが必要と考える。

（20 代男性） 

3. 今後も市民参加を積極的に取り入れてもらいたい。（20 代男性） 

4. 今回使用したスライドは、全て印刷して配布してほしかった。（20 代男性） 

5. もっと多くの、特に若い人達に参加していただきたいと思う。（50 代男性） 

6. 大変参考になった。（50 代男性） 

7. 「これからの 100 年」を用意した原稿で話しても判らなかった。（もちろん、誰も

推測さえも出来る訳ではないが・・・）“持続可能な八王子”策とは？（50 代男性） 

8. 町田さんの「公園」（広場）の話に興味がある。外国の「広場」といわれる所の良

３．今回のテーマに関連したご意見・ご提案 
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い所を真似てみても良いかと思う。（50 代女性） 

9. 学園都市の面を生かして、生涯学習モデル都市をめざすような施策がほしい。（60

代男性） 

10. 有意義だった。（60 代未記入） 

11. こういう機会を継続してほしい。（60 代男性） 

12. 国指定史跡（八王子には５ヶ所）は八王子の歴史である。「自然歴史」の重要視が

不十分。観光資産として活用するべき。新しい「物作り」が重視されすぎ、歴史遺

産の価値を高める必要があるのではないか。政策が内向きで観光視点、外向きが弱

い。（60 代男性） 

13. ＤＶＤには字幕を付けてほしい。私は耳が不自由である。手話通訳・要約筆記の情

報保障ありがたかった。（60 代女性） 

14. どんなことをやろうとしているかを知るには良い機会だった。今回は attention ま

で。これからは、impression（印象づけ）、desire（参加、参画意識）をもっと高

めていく必要がある。最後には action をとらせるまでいかないといけない。（60

代男性） 

15. 全国都市緑化はちおうじフェアはとても良いと思う。しかし、もう他の都市でやっ

ていることを真似するだけでなく、どこの都市もやっていないようなこと、八王子

の特長を活かしたこと、八王子ならではのことを発信してもらいたい。そしてぜひ

八王子に住みたいと思う人を増やしてほしい。大学は多くても就職後は八王子から

出て行く人ばかり。大学を八王子で過ごし、就職後も住み続けてもらえるまちにし

てほしい。そのためには大企業の誘致や婚活イベント子育て応援が必要。高尾山に

登ってもらうだけでなく、住んでもらえるよう導く必要があると思う。（60 代男性） 

16. 次の 100 年の輝きについて、市民の提案を聞く機会をもう一度開いてほしい。（70

代男性） 

17. 必須事項は交通整備。高尾山からすぐ帰ってしまう（高尾から市街を抜けるには不

便、バス代が高い）（70 代女性） 

18. 100 周年のこの年に生きていることで、体験出来る喜びは大きな財産となった。市

民の一人として、温もりのあるイベントの成功を祈る。（80 代女性） 

資料５：会場でのアンケート結果 
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