
東村山市政（公助） 市長（市役所） 市議会

●年齢に関係なく、安全で安

心で住みやすい環境の街

づくりを見直してゆくシ

ステム

●あらゆる階層が住み易い

●市民のもとめているもの

であること、メニューの見

直し

●他の市長とのコンベンシ

ョン

●専門的知識の保有者であ

る

●第三者委員会（専門家団

体）に依頼する

東村山市民 地縁団体 事業者

●先ず市民としての責任を

果たす

●住民投票

●公正な意見の反映

●参加しやすい

●情報共有

●防災対策

●緊急時の連絡体制

●納税額の拡大による財政

のたてなおし

●企業を誘致

条例の柱となる考え＝理念・原則

★年齢に関係なくあらゆる階層が住みやすい

★専門

ワークシート① 条例の柱となる考え＝理念・原則

Ａ班－１



Ａ班－２

東村山市政（公助） 東村山市民

●地味な市政運営（駅前ビル

等の大型ビルはやめ、福祉

教育に回してほしい）

●初期情報の公開と情報の

共有

●公平 信頼 お互いにコ

ミュニケーションをはか

ることが出来るように

●信頼関係の育成 市民全

体の意識のこと

●市民の気持をひとつにす

る

●乳児から高齢者まで住み

やすいまちづくり

●あいさつの出来る明るい

まちづくり

●互助

●「市民が中心の自治」とい

われても、不特定多数の人

が相手であり、漠然として

いるがどうなんだろう？

条例の柱となる考え＝理念・原則

★堅実な市政運営

★初期情報の公開と共有

★信頼関係をつくり気持をひとつにする

★住みやすいまちづくり（互助、あいさつ）



Ｂ班－１

『全員』 『平等』 『理念・原則』

●市民の方から意見を出す

（促されなくても自ら…）

●意見はだれでも！ 決定は

責任ある所で

●市民の自発的な意見は苦

情ではない。「提言」にし

ましょう

●全員参加

●「対等」

●平等（全員の考えや扱い）

●市民・住民（市民の権利や

サービスを受けること）

●情報の共有

●自分達が作る⇔参加しな

いのも権利

●教育理念 市民の意見が

反映される市であるとい

うことをしらしめていく

●理念 個人を尊重 自主

独立

●原則 他のテリトリー等

にまたがる（利害がかかわ

る）事柄にはふみ込まな

い。例えば、状況が 2つの

市にまたがる場合は都等

条例の柱となる考え＝理念・原則

★全員

★平等

★理念・原則



Ｂ班－２

全体 『情報の共有』 『安全 市民生活』

●市民 情報 公平 安全 ●情報の共有

●正直、正確、秘密の排除

●情報操作のない開示 正

確に！ 隠さない！

●父母に幸に兄弟に友に夫

婦和し市民相信じ

●市民としての権利と義務、

協働の場

●好奇心の維持

●健康な町づくり

●市民が楽しく安全に生活

できる

●安全で美しい街づくり

●子どもが生き生きのびの

びと育つ町

●子育てしやすい町

条例 『公平 平等』

●専門用語を可能な限り平

易な語で！

●基本理念を共有し条例を

作成する

●条例は用語も理解できな

い面もあるので理解し易

い用語の表現が必要

●市民老若男女平等

●公平性（協）

●皆、平等

条例の柱となる考え＝理念・原則

★情報の共有

★公平 平等

★安全 市民生活



Ｃ班－１

全体 市長（市役所） 市議会

●市民が中心とは→家族が
幸せに暮らせる町づくり
→子供の将来を希望ある
ものにする町に！

●あくまでも町づくりが第
一ですので、市と市民のつ
ながりを大事に進行して
いく事が適切

●市政には政党は要らない

東村山市民

●人にたよるだけではなく、
自己で何ができるかを考
えられる人材の育成→市
民

●市にたよるだけでなく、何
を市に返せるかを考えて
いく人材の育成

●個人は義務を果たし、権利
はその結果

●各世代が生きがいを持て
る市の将来像、目標を皆で
考える

●将来の課題をもち目的・目
標をたてる

●自助努力が足りない
●市民の自立

●裁定は公平公正に迅速的
確に進める

●市民自身が責任を持った
市民行動・活動をしていく

●自治会の高齢化が積極性
を失わせているが、体力・
能力に応じた参加をいつ
までも

条例の柱となる考え＝理念・原則

★市民の自立（自助努力をする）

★市民は責任を持って参画する

★人にたよる（市にたよる）だけでなく自己確立を目ざし将来の目標・目的を果たすために

努力することをベースとする



Ｃ班－２

『参加』 『情報共有 受発信』 『対等』

●一人一人が関心をもって

参加すること

●市民が共有 みんながわ

かること

●市政決定の経過について

情報の公開

●情報公開方法 情報を受

ける側も考えること

●元気で長生きのための活

動を広める

●意見の出易い場所

●意見を言う！！

●発言の意図を押さえつけ

ない

●三年前に美住町に移転し

てきましたが、ご近所とつ

きあいが無く災害の時不

安です

●平等 性別、年令、地域、

疾病、障害などの差にかか

わらず

条例の柱となる考え＝理念・原則

★参加

★情報共有 受発信

★対等



Ｄ班－１

東村山市政（公助） 市議会

●積極参加
●幅広い市民（自治に興味が
ある人だけでなく）の意見
を吸い上げること

●健康的な明るい市政にす
るための市民参加

●市民として意見が自由に
言えるしくみ

●特定の人だけでなく全体
の市民の意見が表明でき
る機会（参加）の必要性

●市民の生活が円滑になる
ような活動

●市民誰でもが広く幸せに
暮らせるよう

●市民が自治の中心である
●義務を果たし権利を主張
する

●個人情報を尊重する

●監視体制
●決議は全員一致が望まし
い

●反対意見を大切にする

他自治体

●調和融合

東村山市民

●市民が自由に気軽に公
助・共助と意見交換できる
こと

地縁団体 NPO・ボランティア団体 事業者

●積極参加 ●積極参加 ●保護育成 将来の経営安定
→納税確保のための助成

条例の柱となる考え＝理念・原則

★全員参加

★調和融合

★市民の福祉を大切に



Ｄ班－２

『人を大事にする』 『情報開示する』 『市民が一体になる』

●市民＝「人」を大事にする

●個人、個人を大事にする理

念

●市民が健康に暮らせる街

●市民が安全に暮らせる街

●市民が安心して暮らせる

●自然豊か

●厳正な情報開示

●シビル・サーバントとして

の意識

●平等、公平

●市民全体が一体化してと

りくめるものをかかげて

意識を高めて、市と市民が

交流できることを望む。

防災意識とかゴミ問題と

か

●地域同士の繋がりを造る

●全員参加

条例の柱となる考え＝理念・原則

★人を大事にする 健康 安全 安心 自然

★情報開示する

★市民が一体になる



ワークシート② 意見出しの補足

Ａ班－１

追加したい「主体の役割」 追加したい「しくみ」

●市民の責務

●事業者の提供

●投票も含めたインターネットの活用

●ネット化された情報共有

●福祉の為の利益の追求し、市民へかんげん

する

●利益誘導困難の意見にかたよらない住民

意見を吸い上げるしくみ

●判断基準又は判定基準

●温暖化対策（緑化）

よりふさわしい言葉 定義が必要な言葉

●市民（国籍）

●市民との合意



Ａ班－２

追加したい「主体の役割」 追加したい「しくみ」

●ボランティアの充実→ポイント制の導入

よりふさわしい言葉 定義が必要な言葉

●地縁団体→自治会

●事業者 万人によりわかり易い言葉？

例．企業家、会社経営者

●市民

●市民、住民

●地縁団体

●市民等



Ｂ班－１

追加したい「主体の役割」 追加したい「しくみ」

●意見を出すのは市民に限定しない

●関心を抱かせる（条例について）

●「教育」参加できることを知らしめる

●議会への提言

●意見を集約せずに公表するしくみ

よりふさわしい言葉 定義が必要な言葉

●「提言」 「苦情」×

市民が主体的（自主的）に出す意見

●・・・します。

●ふりがなが欲しいです

●市民

●住民

●協働



Ｂ班－２

追加したい「主体の役割」 追加したい「しくみ」

●主体は市民で義務と責任を共有する

●権利と義務

●自発性、関心の維持

●市民の権利

●派出所を取り込んだしくみ（治安の面）

●市民活動しやすい場所の提供

●周囲の団体への協力

よりふさわしい言葉 定義が必要な言葉

●地縁団体→わかり易い名前

●判り易く適格な言葉

●解り易い用語で表現する

●わかり易い用語の使用

●通常使いなれた言葉で表現する

●情報（操作しない正確な）

●市民 ※旅人、他地区民

●個人、集団、団体、市民

●事業者



Ｃ班－１

追加したい「主体の役割」 追加したい「しくみ」

●役所は役にたつ所、役人は役に立つ人、市
民の立場にたって

●受動的ではなく能動的な老人意識を持っ
てまち（町、街、市）を見つめ行動する

●健康安全の重視、個性尊重
●市民－市長、市議との会合の場を作ったら
いいのではないですか

●世代毎の部署をまとめて各世代に希望と
目標を

●費用にかかわる（予算）部分について明確
な目標使途を発信する

●自然環境の保全、市の将来像の展望、向上
発展のしくみ

●意外性、奇跡を探るしくみの追及
●近隣自治体との連携とは何？ 小平市、東
大和市、所沢市

●市民には責任感がない!!

よりふさわしい言葉 定義が必要な言葉

●漢語熟語ではなく、平明で分り易い言葉を ●当事者の都合で解釈が多様化できない言
葉を使うべき 明解たること

●市民投票制度に係る資格・年令
●市民の定義 住民票、働く人、税金を払う
人



Ｃ班－２

追加したい「主体の役割」 追加したい「しくみ」

●助け合いの精神を主に
●高齢者に役割を積極的に!!
●「自分勝手」ではない「相手の立場」に立
つ考え方

●市民（住民）としての責任を明確に

●「『自治会』に加入したらどんなメリット
が？」と言われてしまった・・・

●「トントントンからり」と隣り組かつてあ
りました（参加）

●多くのNPO等をわかりやすくするためのし
くみ

●東村山周辺地域との関わり
●住民ではない「市内就労者」を市の活動に
取り込むしくみ

よりふさわしい言葉 定義が必要な言葉

●情報共有
●すべての人間 対等
●権利と責任

●高齢者とは
●「住民」と「市民」 「市内労働者」？
●市とは？ 市役所？ 市民？ 場所？
●環境 自然環境 人的環境 人工環境
など

●福祉の中味 高齢者？障がい者？児童？



Ｄ班－１

追加したい「主体の役割」 追加したい「しくみ」

●市議会 少数意見の十分な検討 ●住環境の整備

●想定外の災害対応のしくみ

よりふさわしい言葉 定義が必要な言葉

●安穏（調和）

●福祉、自治→より親しみやすい表現はない

か？

●ボランティア

●事業者

●地縁団体

●各主体（市民、地縁団体など）

●参加 協働

●市民としての自助とは

●事業者（社）

●まちづくりとは具体的に何？



Ｄ班－２

追加したい「主体の役割」 追加したい「しくみ」

●市役所→CS 意識

●市で働く人 市のために働く人 都議会

議員 国会議員 市外の公務員

●他自治体との関係＝共助

●国・都との関係＝公助

よりふさわしい言葉 定義が必要な言葉

●難しい文章ではなく誰でも判る言葉でほ

しい

●事業者→事業法人等

●各主体

●市民と住民の違い


