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【まとめ意見】
①自閉症の大人の方への対応（仕事）が無いこと。専用の窓口を作って下さい。
②図書館の閉館時間の延長。学校の修繕をなんとかして下さい。
③川沿いの草むしりをする人がいない。

【残したい意見】

自閉症の方に仕事を与えて欲し
い。

対応できる窓口を作って下さい。

障害認定の手帳がないため対
応出来ない。

図書館が５時で閉館してしまうのは
寂しいです。
せめて、土日は７時までとかやって
いると助かります。

学校戸締りの点でせめて、１階、２
階の不具合を修繕して欲しい。

学生は税金を払っている訳でもな
いので、若い人はあまり自治に関
わる機会はない。
学生向けの市報が欲しい。

毎日、空掘川の周りを歩いていま
すが、橋や道路その他の草を整
備出来ていないので。

大きなものを作っ
て収益を上げた
らという考えとラ
ンニングコストが
掛かるから一概
には言えないと
いう意見があっ
た。

普段ほとんどの時間、東村
山にいない。

西口再開発で駅を出た所か
ら200～300mもガードレール
を切れ目無く作られてとても
不便になった。エスカレー
ターを降りたところで切って
欲しい。

●自閉症に対する対応
・他の障害と比べると対策が
遅れている。
・子どもの時の対応はあるが
大人に対する対策が無い。(訓
練すれば何でも出来る)

市の窓口の人に自閉症に対

する基礎的な知識が足りなく

感じる。話は聞いてくれるの

だが、どう対応したら良いか

戸惑いが見えた。
市の人が掛け合ってくれて多
摩みどり幼稚園に入れてもら
えた事が嬉しかった。

仕事が出来るようになれ

たらが一番の希望。

市の福祉の方で対応する
ところが出来たと聞いて
行ってみたが、役に立た
なかったので今は行って
いない。(自閉症は障害者
として認められていない
為、対応が難しい。就労
枠が無い)

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのようなと

きで、それについて日頃どう感じていますか。2A
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インターネットに頼りすぎ
ると、ネット環境に恵まれ
ていない人や不得意な人
が情報を得られない。
デジタルデバイドの典型
例。
図書館とか駅等利用。

HPに書き込んだら全てに
返事が来るとみんなが
もっと見るようになりそう。

駅の建物に出張所みたい
なものが出来て、出勤の
時に書類が貰えて凄い助
かっている。
他の駅や近くの店とか図
書館にも利用して下さい。

タウンミーティングには出
席したいと思っても思うよ
うになりません。テーマや
人数に制限があるため。

市長への手紙というのは
市長宛の封筒とかどこか
にあるのでしょうか。各自
の私信でしょうか。

年に一度は市報と一緒に
「市長への手紙」の封筒を
配布してはどうか。

大人になってからいきなり
地方自治だ何だと言われ
ても何をしたらよいか分か
らないので、若いうちから
何か事前知識を提供して
欲しい。

【まとめ意見】
①施設
②コミュニケーション （市と住民、住民と住民、自治会）
③住み良い街作りの為には？

【残したい意見】

サッカー専用グランドが欲
しい。

北山公園、水が１年中流
れるようにして欲しい。

児童館（折り紙）

コミュニティセンターの設
置。

市報により行政のあり方を
知る程度（住民に対する声
掛けを勧める）記載内容

事業組合を通じて住民との
コミュニケーションを取って
いる。

野良猫に無責任に餌をや
る。今では２匹だったのが
５匹に増え庭にフンをした
り所構わず不衛生。

若い年代に人気のある
街（子ども環境）

ごみの処理方法
（ゴミ袋）

議員の大幅CUT！
（金が無いなら）

民生委員（高齢者に対す
る）活動不明

討議テーマ
①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのようなとき
で、それについて日頃どう感じていますか。3A



討議テーマ
①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのようなと
きで、それについて日頃どう感じていますか。

【まとめ意見】
①市に対する改善して欲しいことや要望について様々な意見がある。
②情報提供をより充実して欲しい。
③市の特徴やお祭り、産業をもっとアピール出来たら良い。

【残したい意見】

行政のつながり市報を見る
ときが多い、見ないで捨て
る方も多いと思う。市報以
外でも市のサービスを知る
事が出来ると良いので
は？

図書館・公民館での情報提
供の役割は大きいと思う。

どうしてお金が必要なの？
ごみ袋の料金についてど
のような内訳があるのか。
（ごみの有料化についての
情報をもっと教えて欲しい）

野球のグランドはたくさんあ
り、自由に使えるのにサッ
カー専用の自由に使えるグ
ランドがもっと欲しい。

東村山オーケストラと市民
合唱団の合同演奏会を再
現して欲しい。
（以前ありました）

交番があるけど不在の時が
多い。
（何かあっても頼りづらい）

市役所に行った時の対応
がまちまち。

●国宝（正福寺）
●志村けん 市の特徴
●農協

お祭。産業祭り。
→活性化して欲しい。

全国に発信した自転車の
左側通行。全部左側通行。

どうしてお金が必要なの？
ごみ袋の料金についてどのような
内訳があるのか。
（ごみの有料化についての情報を
もっと教えて欲しい）

A 4
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【まとめ意見】
①街おこしに関して引き続き頑張って欲しい。（東村山黒焼きそばなど）
②ゴミの出し方が複雑なのでもう尐し簡略化できないか。
③地域、親子間が希薄になってきている。

【残したい意見】

小学校の教育
子どもを遊ばせること
親の教育（勉強ばかりさせ
ている）

地域の学校に通った経験が無
い。
↓

地元に友達がいない。
↓

地域に対して関心がわかない。

コミュニティーが成り立っ
ていない。
・無関心
・嫌がる
・個人情報

街おこしをしようと頑張って
いるような気はする…。

Ｅｘ.東村山黒焼きそば
商工会のパンフレット

自治会で問題があっても行政が
やってくれない（指針を示してく
れない）と意気がとれない。

Eｘ.犬、猫のフン、動物の飼い方
タバコのゴミ

・ゴミ
出し方が複雑過ぎる
燃えないゴミは出す頻度が尐ない

行政が良好と思っています。

介護判定のときに行政と
の関わりを実感

駐輪場の無料
の場所を多く設
けては。

最近、河川の草刈回
数が尐ない。
防災上？

北山公園は昔の風景の方が良かった。
手を入れすぎ。

税金が変わらない？（固定資産）
高いのでは。

税金→高い
・低く出来ないか？
（無駄遣いは？給与が高すぎる？
サービスが過剰？）

ペーパーレス化（市報など）

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのようなと
きで、それについて日頃どう感じていますか。A 5



【まとめ意見】
①老若男女が互いに生かし合う場を提供する。
②市民が参加できやすくする。
③キレイで安全な町。

【残したい意見】

若い方はどんどん活躍し
高齢の方、年配の方が支
え、支え合うことが大切。
そういう社会、地域に出来
たらいいと思う。

こういう討議に年配の方が

多いように思う。

健常者から障害を持った方

まで、また、子育てのお母さ

んももっと参加出来たらい

いと思う。

小さいお子さんがいる若い
お母さんが通える趣味の場
でお子さんを預かってくれる
（安く、200、300円）保育して
下さる場があって欲しい。

老人も経験を生かした場で
仕事をして尐しでも収入を
得られたら生き甲斐が持て
る。

社会の明るさが失われて
しまった…
個々になり、閉鎖的に…
縦のつながりが無くなって
しまったことが関係してい
ると思う。

保育園に預けらないから

働けない。

人生経験のあるご年配の

方がそういう保育に関われ

たら、お互いに支えあえる

子ども達も自由に遊べる
公園が尐ない。
不審者が多いので子ども
を安心して遊ばせられない。
心配である。

市民が参加できる場があ
ればいい。働いている方
の為、夜も市民参加の場
があればいいと思う。

尐子化で兄弟がいないた
め、親が子をみていないと
遊べないようになった。

むかしは…
小学校などに土俵があっ
た。ひとつのルールの中
で１対１で体を通じて痛み
を知る。相手を思う気持ち
を育むのにいいと思う。

富山では幼児、高齢者、
障害者、みな同じ学び、生
かし合う場があり、東村山
もそのような場があったら
いいと思う。

老人が多い。老人の社会
参加（店でお弁当、お茶を
買っている様子をみかけ
る）
今までの経験を生かす場
を設けて欲しい。

町に若い方が尐ない。

活気が尐ない。若い方は

町に寝に帰るだけのように

思う。

府中街道
トラックが、自転車が
通る道を。親子、年配
の方皆危ない。
歩道と、車道の関係
見直し。トラックなど規
制して欲しい。

公園の施設などのト
イレなども汚いので散
歩にも躊躇してしまう。

子どもたちが、自分で
遊びを創造できるよう
な遊び場があればい
いと思う。（砂場もブラ
ンコも尐なくなってし
まった…）

大きい公園、大きい
病院がないので、他
の市に引越ししてし
まった。自然を生かし
そういう場を設けて欲
しい。

様々な年配の方や健常
者から、障害を持った方
まで生かし合える場を設
け、元気をもらいあう。

若い方は、老人を利用
するとでしゃばっている
のでは？と遠慮してしま
う。

高齢の方
自分の出来ることを生かし、教え
あう場があれば、生き甲斐が得ら
れるのでは。

富山では自然を復活させて生かして

いる。

東村山も恵まれた自然を生かした方

正福寺、北山公園のよ

さを伝える。

広報をもっと工夫して欲

しい。

水道道路の桜並木など

も。市民の方も地域の

方も来てくれるようにし

若い方が経験豊かな老人
を利用して欲しい。

討議テーマ
①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのようなと
きで、それについて日頃どう感じていますか。B 6
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【まとめ意見】
①市役所の窓口の対応は良い時、悪い時はあるがサービスと考え、利用者にはよくして欲しい。
役所の業務を市民に理解を広めるよう努力して欲しい。（何でも市役所に相談）
②ゴミの収集について、回数を増やすように考えて欲しい。燃えるゴミ袋は高すぎる。
③道路は大雨が降った時の対応を早急に状況の回答をはっきりする。（いつするのか、しない理由）

【残したい意見】

先日、床下にネズミが出
たのでとりあえず市役所
にTELし、業者を教えて頂
きとてもスムーズにネズミ
駆除が終わった。

高齢者又は子育てなどで
お困りの際はとりあえず
市役所へTELする。（必ず
相談にのってくれます。そ
の為の行政機関です。）

年に一度市役所に行くだ
け。

市役所の窓口
態度の悪さ

個人情報うんぬんと言
われる事があまりにも
多すぎて近隣の問題な
どでも連絡の取りようが
ないのではないか。

ゴミの収集の回数が尐な
い。燃えないゴミは月１
回というのは特に尐ない。

大雨が降った時の道と川
の対策

道路工事。歩道が狭い。

東村山は大きな企業も無く、

他の人から東村山は埼玉県

（？）と勘違いされた時、“東

京都だ”とムキになる。

市役所から税金のお知らせ
がきた時。

西口（東村山駅）の開発はし
たけど今ひとつ集人効果が
無いように見える。

薬科大は東村山？清瀬？
と思うが。
東村山には大学もない。

今日の会は市議会の仕事
である。

地域行事、幼稚園運動会など
市長の挨拶
⇒選挙目当てとしかみえない

討議テーマ
①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのようなと
きで、それについて日頃どう感じていますか。B 7



【まとめ意見】
①学校と子どもでつながっている以外の人のつながりの場や情報の場（掲示板など）の必要。
②緑の保護。My水筒など環境に配慮。
③誰でも（障害がある方や高齢の方でも）ポジティブに関われる環境。

【残したい意見】

相手のプライバシーを考え
ると中々話すことが出来な
い。

子どものつながりがなけれ
ばなかなか地域に馴染む
ことが出来ない。

小学校の課外活動で知り
合いになった祭の仲間

近所の方に会った時のあい
さつ

長い間サラリーマンをやっ
ていて東村山市には夜
帰って来るだけだったので、
つながりほとんどなし
⇒何か出来ることがあれ
ばやりたい。

小中学校の集まり

自治会の集まり

学童は入れない

東村山のお祭りや地元の
夏祭り。こんなに自分の町
に人がいたのかと驚きま
す。

ペットボトル回収費用を
市民が負担するのはお
かしい。業者に担当させ
る条例を作る。

市内の緑が減っている。
残して欲しい。

ゴミ袋を買う時に燃える
ゴミ袋は大45ℓ750円は
高いなあと思う。小平は
タダ。

ボランティア
普段会わない人と会え
る機会。

障害者就労支援セン
ター
利用者として不安不満
がある。

障害者雇用業者への支
援がない。

図書館
公民館の掲示板を見たりしま
す。レポートの為に本を借りた
りもしますが、本はあまり充実
しているとは思えません。

コミュニティの場
が近所に欲しい。

市庁舎内の障害者雇用が
出ていない。
関連業者にも雇用義務付
けをしてもらいたい。

別の市でですが、母が介護
を受けていて、民生委員さ
んには随分助けてもらいま
した。
⇒大変ありがたかった。

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのようなと

きで、それについて日頃どう感じていますか。B 8
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【まとめ意見】
①運動会や夏祭りでつながりを感じる。
②行政によるイベント以外ではあまりつながりを感じない。
③

【残したい意見】

運動会

子どもの参加が尐ない

教育の変化

先生と生徒の関係

教師の毅然とした態度

夏祭り

子どもを通じたコミュニ
ティ活用

市民と行政の温度差

核家族化

つながりを戻したい

回覧がない？

つながりを求めてない人も
いる。（増えてきた）

つながりを感じない

世の中がつながりについて考
えてない

ラジオ体操や花火大会などの
苦情

東村山のいいところをアピー
ル

この会を始めたことは進歩だ
と思う。

運動公園のグランド
をちゃんとして欲し
い。

浄水場のグランド
を貸して欲しい。

歩道や街灯を付けて
欲しい。

ゴミ袋の料金の使い道
は？

ゴミ収集業者に感
謝。

役所対応。
説明不十分による二度手間、三
度手間。

市報でゴミの出し方を
住民に呼びかけて欲し
い。

全生園の花火大会の費
用は国で出費しているの
か。市も負担しているの
か？

討議テーマ
①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのようなと
きで、それについて日頃どう感じていますか。B 9



【まとめ意見】
①イベントを開催することによる地域の活性化。
②シルバー人材の雇用。
③医療体制の充実。

【残したい意見】

ゴミ袋の無料化出来
ないか。

<各論>
住宅の平均年齢高
齢化
循環バス主要道路に
通じて欲しい。

市報の他にもメーリ
ングリストがあると良
い。
（清瀬市内の幼稚園
で実施されている）

道が狭く、歩道も狭
い。補装されていな
い道も多く、何とかな
らないだろうか。

地域とのつながり
マイナス面として、事故、
事件、虐待などを防ぐ
為には？

秋津に出張所があると
便利である。

財政に余裕が出来たら
文化などへの支援を望
む。

シルバー人材の雇用。
定年を迎えた方など、
まだまだ働ける方を雇
用していったら市が活
性化するのでは。

秋津駅と新秋津の駅間が
不便。その間の商店街が
閑散としている。

<総論>
橋下市長
河村市長
国の財政援助がないと導入
出来ない。

自治基本条例の内容が分か
らない。

医療
地域の中核になる病院
があると心強い。
東村山駅近くの建設中
の病院に期待。

東村山市役所窓口
40年前は人が沢山いて
も話をしていたり、何を
しているのか？と思うこ
とも多々あったが、今は
一人の人が窓口を掛け
持ちしたり、しっかり仕
事しているのは伺える。

自己紹介の時「東村山
はどんな所？」と聞かれ
たとき、自然（八国山な
ど）志村けんさん以外に
も沢山いえるようになれ
たら良い。イベントとして
目玉がない。

討議テーマ
①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのような
ときで、それについて日頃どう感じていますか。C 10
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【まとめ意見】
①色々と意見を出し合っても持っていく場所、時間が無いし分からない。
提供した問題に対しての明確な回答がない。
②日々の生活の中で行政、地域とのつながりが感じられない。
③行政の活動内容、指針が分からない。伝わってこない。

【残したい意見】

40代男性
日頃は仕事で通勤のため
市（行政）とのつながりは
尐ない。又、つながりも持
ちにくい。（土）（日）の窓
口業務があると便利。

下宅部遺跡で清掃ボラン
ティア
市は（この施設を作り、記
念としての価値はあるが）
今後の運営、整備をどの
ように考えるか。施設を作
れば必ず運営費用が生
ずる。

東村山駅西口の階段、
エスカレーターの屋根
はなぜないのか。

東村山西口
自家用車の一時停車が
不便タクシーの待合広
場は広いが。

多摩湖町4丁目やけべ
橋？付近川岸の柵、
道路の柵が近接無駄。
川の担当と道の担当
で話合うべき

魅力ある街づくり
・企業誘致による税収
アップ

・タバコのポイ捨て（路

上喫煙）
・ゴミの投棄

24時間対応できる子
育て支援設備、医療
相談の検討。

救急車の有料化
本当に必要な時に使
えない時がある。

70歳代
医療費が一定以上に
なると通知が来る。節
減のために必要だが、
医師の実力情報提供
も要る。

高齢者のことについて
は、ある程度の年齢を
過ぎたら(110歳以上)
役所等が訪問し所在
を確認すべきと思う。

高齢者のことについて
交通が不便なことが多
く、住みづらいなどの
問題が出ている。

道路の老朽化が尐し
酷いかと感じる。

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのような

ときで、それについて日頃どう感じていますか。
11C



市報の中身を読んで楽し
いものにする。読むのに
もう尐し絵を取り入れる
など。

【まとめ意見】
①市の職員のきめ細かいサービス。
②生活インフラの不満解消の必要。
③情報ネットワークの充実。

【残したい意見】

市役所職員にサービス精神
がない。

市役所
問い合わせにきちんと答え
ない。
Ex：ごみ（よく基準が分から
ない）

道路
・駅は沢山あっていいけど、道路
の整備がされていない。
・歩道の幅がない→建築確認が
行われていない？

保育園
入れない。パートにいけない。

市の利用施設
・駅前のスポーツジム
・託児所
→あることは知っているけど、
結局利用していない。（車を使う
人にもっと考慮を）

駅
・同じ東村山に住む人でも利用す
る駅が違う。
Ex:東村山駅前にいろいろできても、
秋津の人は使ったことがない。

各駅に市役所の詳細な広報を出
す。

図書館
市のパンフレットを見ることができ
る。
もっといろんな所に置くべきでは。

インターネット（ＨＰ）
・ＨＰが充実してる（若者は自らＨＰ
を見ようとは思わないので、メール
など発信する行動をするべき）
→ＨＰを作ることだけに満足してい
ないか。

病院を調べようとしたら充実してな
かった。

自治会
・ＨＰにも載っている。
・役職に就けない（古く
からのしがらみがあっ
て関与できない）

小学校
・変質者、ボランティア
の警備。
・学校の周りが寂しい
（子どもに安全がない）

買い物
東村山市内の店で買
わない。（買いたいもの
が市内にない）

ゴミ袋の有料化
・清掃された分別意識
・自己責任

図書館
インターネットで本の予約
が出来るのがうれしい

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのような

ときで、それについて日頃どう感じていますか。
12B

‐
1
5‐



【まとめ意見】
①生活周り＜広報不足、定期的な見直し（道路）、市のHPの充実＞
②市民活動（市の関わりを持つ。市民だけの活動になっている。市民に投げっぱなし）
③福祉（市のサポート不足）

【残したい意見】

市民運動会などイベント
連絡等説明がなく、チラシが1枚
ポストに入るのみなのでよく分
からない。

エイサーの団体で市の祭りやイ
ベントに参加した時の担当者の
対応の仕方

学校の部活動でその年の費用
の計算をした時

自治会との関わり

自治会
順番なのでやるが積極的では
ない。

情報不足

ボランティア活動に参加
した時

福祉の問題

ゴミ回収

缶、ビンの場所などルー

ルがハッキリしていない。

聞ける人がいない。誰に

聞いていいか分からない。

ゴミ収集
身近な問題

図書館
市民の福利厚生充実要。
蔵書不足。

図書館利用

商店街
市全体での目玉
がない。

スポーツ施設
数尐なく、不便

保育所
絶対数足りない？ 市のＨＰ見づらい

道路整備
定期的見直し
生活に必要すぐ整備必要

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのような

ときで、それについて日頃どう感じていますか。
13C



【まとめ意見】
①困った時、問い合わせ先が分からない。明確でない。対応が不十分のことが多い。
②行政のサービス（住みやすさ）を受ける時、物足りなさを感じることが多い。
③市政よりも身近な自治会の力（主に高齢の方）は大切でもある反面、新しい人が入りにくい雰囲
気もある。

【残したい意見】

情報が尐ない。良い情報
が入らない。

4年に一度の選挙くらいで
しか感じられない。日頃会
社に行っている人間には
無理。

空き家がある。管理出来な
い（木、野良猫、チラシ）市
の対応不十分だ。

困ったことがあったとき行
政のどこに連絡したら良い
かよく分からない。明確で
ない。

市の木の管理をお願いし
ても対応して貰えなかった。

何事か起きないと行政が動
いて下さらない。
ＴＥＬなどの願い事はおざな
りになっている。

市の住民票を取りに行ったと
き時間外（5時以降）
対応して貰えず困った。

不妊治療の助成（他市はある
が）

富士見町の方にもバス（100
円）を通して貰いたい。

保育園の待機児童ってどのく
らいいるのかな？
子育てしやすいことが、住みた
い市の条件だと思う。

図書館を利用したくても５時以
降やっていないことが多いの
で中々利用できない。

福祉センターの道が歩道が無
く、車椅子が通れないくらいの
白線しかない。

自治会
新しい人が入りにくい雰囲気もあ
る。自治会に参加出来ない人もい
るだろうから自治会の力だけに頼
るのはどうか。

朝、自治会？シルバー人材？小
学生の安全をみてくれているの
が助かる挨拶してくれる。
もっとシルバーの方のすごい力を
活用できるのでは。

引っ越してきて自治会に入った。
面倒臭いと思ったけど、近所の人
と関わる機会が出来た。
自治会、ゴミなど地域の問題に対
応してくれる。

市政というと大きくて遠い存在に感
じるけど自治会は身近。自治会が
元気になると（昔のおせっかいの
近所の人が増えると）地域が元気
になる。

この市民討議会の市民の意見を
聞こうという姿勢が良い。

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのような

ときで、それについて日頃どう感じていますか。
14C

‐
16‐



【まとめ意見】
①町内会、自治会の活動で市の様子が分かる（回覧板など）
②市の行事（産業祭、夏祭り、阿波踊り等）の工夫。年毎にor何年かに一度、場所を変えたり内容を
変えたりとやるなら派手に！！
③買い物は市内でする。地元産のものを大切にしたい。

【残したい意見】

町内会の回覧や活動でつ
ながりを持っている。

地域のつながりを求めてい
ない人もいる･･･寂しいと思
うこともある。

市内で行われているスポー
ツ団体で活動している時。

・行政全てに関してつながりを
持つようなことはない。
・住民どうしは古くから住んでい
ても流れの中の人と感じる。

・市としても声を出す。地区の住

民に耳を貸す。
・市と市の境というか、発展性
がない。ただ、歩道の駐輪は無
くなった。

ゴミ出しのルールを守る。

暮らしていて「緑があってい
いな」とか「これは、不便だ
な」とか思ったりして、地域と
のつながりを感じる。

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのような

ときで、それについて日頃どう感じていますか。
15C



【まとめ意見】
①地域交流
②行政サービス
③住居表示

【残したい意見】

自治会がない。

自治会が無くなった

ラジオ体操を夏休みに実
施している主体は？

子供の関係でしか地域と
のつながりがない。

地域の年齢構成がいび
つになる。

将来の生活に不安

旧市民（地主）と新市民
の交流がない

市報の情報しか入ってこな
い

市の行政サービスの差が
ある

秋津町は東村山のサービ
ス（コミュニティバス）が受け
られない。

新型インフルエンザの料金
が行政区により差がある。
東村山は高いのでは？
運動公園付近だと交通が
不便。

青葉３丁目の道路が狭い。

住居表示が尐ないのでもう
尐し増やせないか。

住居表示が尐ないのでは
ないか。道に迷ってしまう。

市が発展段階？
畑が住宅になりつつある。

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのような

ときで、それについて日頃どう感じていますか。
16Ｄ
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【まとめ意見】
①手続きの時しか行政のつながりがない。
②子供を通じてはある。
③地域活動はあるが連携が足りない。

【残したい意見】

④医療強化

パスポート

年金や個人データの管
理について話す機会有。

住民票

児童館の利用

保育所への入園

子供の予防接種

孫の中学校の学区につ
いての相談

自治会の仕事

自治会によるサービ
スの違い

自治会の運動会

祭り

地域の歴史研究会

医療保険の自己負
担額について

所得による医療費
について 健康診断

問題が起こった時に動き
が鈍い

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのような

ときで、それについて日頃どう感じていますか。
17Ｄ



【まとめ意見】
①市報を有効に活かす。
②予算の使い方を分かりやすく知らせる。
③子育て。

【残したい意見】

１、地域とのつながりが難しい。

２、住みたい市にして欲しい。

３、お役所仕事の緩和。

市報

・見ることは尐ない。見ても分からな

い。

・保育園が尐ない（他の市に比べ）

・子供手当て等の制度関係に必要

保育園の条件付け＝厳しい

・率先して動かしていく。
・市が何をすべきか。

住みたい市？

・高齢化
・尐子化

子供に対する援助→尐な
い
例：江戸川区

援助額情報

○回覧板
・町内会
・自治会

各種証明書を取りに行く
のが大変。(窓口の時間)

地域とのつながりを意識
することはあまりない

どう使われているか
（Budget）

お役所仕事

欲しい情報はホーム
ページを見ている

ホームページ

行政とお金
One's Tower
=APPeal

予算の使われ方 予算→ビル建設
↓
公開

・教育費
・住宅費

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのような

ときで、それについて日頃どう感じていますか。
18Ｄ
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【まとめ意見】
①子どもが地域をつなげる。
②どうしたら行政と関われるのか。
③本当は地域と関わりたい。

【残したい意見】

子供が地域をつなげる

自治会など地域のつな
がりがある一方、変化も
ある。

地域に知人が多いと楽
しい。

小中学校に子供がいる。

市に対応してもらいたい
こと（違法駐車etc）があ
るが、どうしたらいいの
か？

行政が意見を聞いて
くれる。保育園関連。

地域と関わりたいがきっ
かけがつかめない

地域とのつながりを持つ
時の時間設定の都合が
合わない。

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのような

ときで、それについて日頃どう感じていますか。
19Ｄ
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【まとめ意見】
①地域情報を得る＆伝える手段が乏しく感じる。
②若者達が集まれる場所やイベントが尐ない。
③東村山市の対応の遅さを感じる。（公共機関、助成金などの充実）

【残したい意見】

地域のお祭りとかある
ところが良い。

子供が大きくなると祭
りも行かない。

地域の輪が薄い
挨拶が尐ない

東村山文化センター
に役所の分所がある
ので助かっている。

市から情報を伝える
手段がない

東村山駅のアクセス
が便利になれば、駅
前に買い物をするよう
になる。

ワクチン
助成金など他では
あっても東村山市は
遅い

市報等の情報
表現が難しい

回覧板を見ずに回してしま
うので、地域情報を得られ
にくい。（得る努力を怠って
しまっている）

日常は地域の情報は届かない
が、図書館、文化センター等に
行けば情報が得られる。

ショッピングモールがない
スーパー、薬局が多いだけ

民生委員があまりこない

ラジオ（地方局）もある様だ
が、何で情報を得たらいい
か？分からない。

他の地域と差別化出
来る何か

八国山にアスレチッ
クセンターを

中高生など若者世代
が集まる場所が欲し
い。

八国山などのシンボル、
人が集まる場所が必要。
（菖蒲園）

税金が高い

東村山市は都会に比
べて治安が良い気が
する。

老人ホーム、保育園
の計画から実行へ
の対応が遅い。

市営バスが助かる
のだが時間がない
（朝遅く、夜早い）の
が困る。

グリーンバスもっと
便利にして欲しい。

イベントだけでなく人
が集まるきっかけが
欲しい。

・お年寄りに優しい町である
・祭りがある
・東村山文化センターが便利

※他地域との差別化
自然を活かした何か
（八国山）

討議テーマ

①あなたと行政、あなたと地域がつながりを持つのはどのようなと

きで、それについて日頃どう感じていますか。
20Ｄ


