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『中間報告』アンケートのまとめ 

 

●アンケート実施期間：平成２４年１１月１日（木）～平成２５年１月１０日(木) 

実施方法:ホームページからの市民アンケート、 

      出前アンケートおよび産業まつり会場での意見聴取、 

      市内公共施設内３０か所での意見回収を行いました。 

●アンケート提出件数：２６０件 

 問１、問２ 回答者の基本情報 

年齢 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80 歳

以上 

合計 

人数 4人 3人 26人 29人 38人 55人 85人 20人 260人 

 

 

性 

 

別 

 

男性 

 

76人   

在

住 

地 

市内 204人  市

と

の

関

わ

り 

在勤 7人 来訪 21人 

女性 

 

164人  市外 25人  在学 1人  他 5人 

未記入 

 

20人  未 記

入 

31人  活動 6人 未 記

入 

11人 

合 計 260人  合計 260人    合   計 51人 

             

●『中間報告』に対応する意見整理について 

 このアンケートのまとめは、『中間報告』をさらに検討しやすくするために、

それぞれのご意見を以下のようにまとめております。 

 

・「設問」は、アンケート問３～問７までの質問です。 

・「主な課題」は、アンケートで寄せられた意見を同様の意見ごとに大きく分類

し、共通課題と思われるテーマに分けたものです。（問３のみ） 

・「主な意見趣旨」は、アンケートで寄せられた意見で、共通する意見、或いは

『中間報告』にない意見趣旨をまとめたものです。 

 

 

 

 設 問 

主な課題 

主な意見趣旨 

問．東村山市の地域（まち）の課題は何だと思い

ますか？ 

◎産業振興に関すること 

■地域に根ざした産業の育成が大切だと思う。 

 

 

 

平成２５年１月３０日（水） 

色数字は第 16 回市民会議で報告後

に一部修正した箇所 
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問３．あなたは、東村山市で暮らす（働く・学ぶ・活動する・来訪する）中で、

地域（まち）の課題は何だと思いますか？   【回答数：１１８件】 

 

◎道路や施設のインフラ整備 

■道幅が狭く、一方通行もあるため不便である。道路の整備を進めてほしい。 

■整備途中の道路があるなど、道路網が構築されていない。 

■交通渋滞が課題である。 

■鉄道で道路が分断されているために移動がしづらいので、鉄道と道路の立体

化を進めてほしい。 

■歩道が整備されていなかったり、あっても狭いために、歩行者の安全性が確

保できていない。 

■歩道の路面の状況が悪く、点字ブロックや車いす移動に十分な広さが無い、

横断歩道や信号の整備が不十分など、子連れや障がい者にやさしくない。 

■バスなどの公共交通が整備されていない地域もあるので、グリーンバス路線

を充実させるなどの対策が必要ではないか。 

■老朽化した公民館や図書館が多いので、きれいにして内容も充実させてほし

い。 

 

 

◎自然や生活環境に関すること 

■自然を残すとともに活かしていきたい。 

■川が汚れているので、水をきれいにする必要があるのではないか。 

■現状の良好な環境を維持し、買い物や文化的な環境を享受できる住みやすく

楽しいまちを目指したい。 

■公害が無く、市民が公共のマナーが守ったきれいなまちになるとよい。 

■防災や防犯に力を入れ、安全安心に暮らせるまちになるとよい。 

 

 

◎産業振興に関すること 

■農地の活用や農業従事者の支援などにより、農業を次世代につなげたい。 

■商店街に活気がなく、小さな商店が今後更に減ってしまうのではないかと心

配だ。活性化のための施策を考えていく必要があると思う。 

■地域に根ざした産業の育成が大切だと思う。 
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◎福祉・教育・文化に関すること 

■現状でも比較的充実している福祉関連事業を更に充実させていく。 

■市民がいつでも学べる市民大学のような場ができると、地域の活性化やモラ

ル向上にもつながるのではないか。 

■公共交通の充実やシルバーセンターの設立など、高齢者にとって住みやすい

まちになるように、具体的な施策を検討してほしい。 

■子ども手当や補助の充実、世代間交流の推進などにより、子育て世代が安心

して育児ができ、暮らしたいと思えるまちを目指す。 

■文化活動を充実するための市の所管や施策が明確ではなく、推進が図れてい

ないので、文化振興条例などの制定を検討したらよいと思う。 

■自由に使える公園やアウトドア施設など、子どもも大人も楽しく活動できる

ような場が充実していないので、もっと整備されるとよい。 

 

 

◎市政運営に関すること 

■民営化が進み、採算を基準にすべてが動いているのではないか。 

■国に頼らず自ら検討、評価、判断することのできる体制の確立とその実施を

することが必要だと思う。 

■市の財政基盤が弱いことが課題だと思う。 

■中間報告にあるような市民の意見や要望を伝える仕組みを具体化すると共に、

市政に関する情報がより簡単に、わかりやすく入手できるような方法を考え

てほしい。 

 

 

◎市民意識について 

■市民一人ひとりが自分のまちに対する自覚と関心を持ち、市の情報を知ろう

とすることが大切だと思う。 

■市民間の横のつながりを増やし、地域で活動する機会を提供できる仕組みを

考え、閉鎖的ではなく、友好的に協力し合える環境を作れるとよい。 
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問４．あなたは、「東村山らしさ」（東村山の個性・良さ）は何だと思いますか？ 

                         【回答数：１５１件】 

 

■八国山や北山公園に代表される自然環境と、身近に残る緑地や畑に、東村山

らしい風景があること。 

■自然があり静かで住みよいまち。 

■東京郊外であり、田舎らしさが残るまち。 

■自然環境と歴史文化に育まれた人々に、優しさとあたたかさを感じるまち。 

■自然と歴史文化を活かしたまちづくりができるまち。 

■都内までの交通アクセスの良さ。 

■子育て施設の充実と地域の活動が活発であること。 

■市民の健康増進・福祉が充実しているまち。 

■市内の農産物と「うどん」などのおいしい食べものがある。 

■歴史と文化と農業のある暮らし（風景）のまち。 

■志村けんさんで有名となった、郷土愛と温かさのあるまち東村山。 

■住民の気質として素朴さ、ほのぼのさ、気さくさ、ゆったりさ、のどかさ、

親切な人が多い。 

■昔ながらの地域同士のつながりがある。 

■全生園があり、人権を守る自治体として誇りをもつべき。 

 

 

問５．『中間報告』では、東村山市の自治（まちづくり）で大事にすることとし

て、次のことを掲げています。（＊『中間報告』P3 ） 

あなたのご意見をお聞かせください。      【回答数：６９件】 

 

■文化遺跡の活用と、市民活動を活かしながら地域性豊かな生活によって多世

代が安心して暮せること。 

■地産品を販売して駅前を活性化させる。 

■福祉や医療、子育てや教育、高齢者、障がい者への配慮を持った財政支援を

行う。 

■「人、自然、文化、産業を大切にする」ことに相反する場合には、何を優先

させるかを決めることこそが政治であり自治であることを明確にすべき。 

■市長は「市民より市政を負託されて物としての責務を自覚する」ことを明記

すべき。             

■自治体として法の遵守が必要。 

■財政を健全化させるため、税の無駄使いがないかどうかを点検する。 

■議会では市民が本当に知りたい情報が載っていないことがあるので、様々な
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情報を提供してほしい。 

■市民は行政に頼りすぎることなく、できることは自分で自主的に行う意識と

姿勢が大事である。 

■市民としての自覚を促すよりも、まずはお互いに出会いと学び、支え合う関

係づくりが大切であり、その中で市民は自律し育まれ成長していくと思う。 

■市民とは、市内に在住する者だけである。 

■市内のボランティア活動や、イベントをネットワーク化して気軽に参加でき

る機会があるとよい。 

■自治会活動全般は、行政が主導しないと、活動が活発化できないこともある。 

■市民参加のまちづくりは、現実の市政運営や市民参加の課題分析を行いなが

ら、行政の責任を明確にすることが必要と思う。 

■小中学生にも市政や市議会の役割について、知る機会や興味を持たせる機会

があるとよい。 

■一般市民が持ち合わせる情報では市の実情や特徴を知るには限界があるので、

定例議会報告会（複数の議員参加による）の開催をしてほしい。 

■市民が市政に参加することと、市議会の役割についてもっと熟慮が必要であ

る。 

 

 

問６．東村山市の自治（まちづくり）の担い手に、特に期待すること（役割）

についてうかがいます。（＊『中間報告』P4～P6） 

 

① あなたが、市長・市役所、市議会に期待することはどんなことですか？ 

【回答数：９２件】 

 

■企業誘致や道路整備をはじめとするインフラ整備事業に期待。 

■市民が住みやすい安全な街づくりに期待。 

■子どもたちがのびのびと過ごせる環境整備に、力を入れることに期待する。 

■文化芸術への理解と、文化施設・スポーツ施設の充実を期待。 

■市民のために確実に責任と責務を誠実に果たすことを期待。 

■市長はまちづくりのビジョンを示し、議会は市民のニーズを把握すること。 

■市はしっかりとした中長期的なまちづくりのビジョンを作成するため、市民

の参加の機会をつくること。 

■市民目線で市政を行うこと。 

■現代社会のニーズに対応するために、先見性とスピード化が必要なので、実

現するために必要となる権利、義務についても触れることが必要。 

■税金の無駄遣いとならないよう、経費の削減と効率的な行政運営を行い、思
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い切った経済性の追求や優先順位を示す。 

■行政のしくみや現状について、分かり易い表現で説明を、人々が利用する場

所に掲示する。 

■市長のタウンミーティングでの要望の実現（実行）について報告する。 

■市民の声についてどのような議論や取り組みがされたのかを伝える。 

■市民的合意形成や委員会審議が十分でない場合は、市民の判断を求める積極

性が市長・議会にも必要であり、恒常的に住民投票が義務付けられることが

必要。 

■住民投票は、大変費用がかかり市民の負担が大きいので、伝家の宝刀である

べき。 

■議員の役割として、一部の支持者のためではなく、東村山市の発展のため、

市民の利益を最優先に活動してほしい。 

■市議会は行政のチェック機能を果たすとともに、議員による定期的活動報告、

市政説明会を行う。 

 

② あなたが、自治会や NPO・ボランティア団体、企業などに期待することは

何ですか？                   【回答数：８０件】 

 

■自治会は、地域の信頼される組織として、押し付けにならないよう住民同士

の交流を図り、若い人たちが参加した地域の顔が見える活動を期待する。 

■社会貢献されている市内の事業所や従業員を紹介すること。 

■団体の独自性や自主性を尊重しながらも、他の団体と同じ目的であれば協力

し合えることに期待。 

■市民向けに、各団体の宣伝、紹介などを行うイベントを期待。 

■自治会や NPO,ボランティア団体に依存し過ぎず、市民自らが協力しあえるよ

う、情報のネットワークがつながり広がることで、多くの市民が気楽に参加

できることに期待。 

■行政任せにさせないで、地域の力を引き出す人材、コーディネート力が求め

られる。 

■市民の声をさまざまなかたちで行政へ届ける役割にも期待。 

■柔軟な発想を持って、行政が行き届かない市民生活や地域の課題の解決に取

り組むことを期待。 

■行政の責任態勢を明確にして、都合のよいところだけの協働にならないよう、

市民と行政の関係性を明確化にすることは重要な課題である。 
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③ あなたは、東村山市の自治（まちづくり）にどのように関わっていきたい

ですか？                    【回答数：８０件】 

 

■自然環境を守り、安心安全な住環境が保たれるような活動へのかかわり。 

■高齢者を孤立化させず、地域の中での子育てを支援する活動へのかかわり。 

■子どもたちが文化芸術活動に触れられる環境つくりへのかかわり。 

■市からの情報に関心を持ち、協力できること、参加できることに関わって、

市民としてできることを楽しく続けることに関わる。 

■自治会などの地域活動や NPO、ボランティア団体の活動に協力しながら、ま

ちづくりやまちおこし、防災防犯等の活動に関わっていく。 

■市民の声が反映できるよう、いろいろな集会等に参加する。 

 

 

問７．あなたは、自治（まちづくり）に関わるうえで、どんな「しくみ」を充

実してほしいですか？（＊『中間報告』P7～P11） 【回答数：６３件】 

 

■市民が気軽に発言できる機会として、地域ごとのタウンミーティング、議題

を設定した市民集会などを開催して、小中学生、働き盛りの世代の意見も反

映できて、自分たちの町を自分たちで創っている実感が持てるようなしくみ。 

■市議会がより身近に感じるためのしくみとして、市議会議員との交流やミニ

議会を行うしくみ。 

■市役所の各部署の業務内容を市民に分かり易くして、縦割り行政でない手続

窓口をもっと効率よくするしくみ。 

■市民の活動が盛んになるような仕組みとして、行政との協力関係や支援策と

しての「基金」を設置したりして、色々なイベントがあること。 

■現行のしくみで充分だと思うが、むしろ運用面が重要ではないか。 

■自治会の充実を図るうえで、人と人の繋がりができるよう若い方の力を借り

ながら、自治会の横断的な連携をつくる。 

■小中学生の教育の中に、自治基本条例や市民活動の教育を取り入れる。 

■市政に関心が高い方、参加意欲がある方と子育て中や退職された方々とのコ

ラボレーションができる場が地域ごとにあること。 

■自治基本条例に住民投票を明記することで、市政への関心と意識を高めるこ

とができる。 

■市政情報を分かり易く知ることが出来るよう、正確な情報迅速に伝わるよう、

ホームページや市報を充実させたほうがよい。 

■小学生の教育に地域の大人が関われるような人材バンク制度のしくみ。 

■無作為抽出で市民参加を促せるしくみ。 


