
【まとめ意見】

①お知らせの仕方について

●インターネット詳細のみでなく印刷物で詳細が見れるところが必要

●駅や駅近の店、図書館等でお知らせが手に入るようにする。
●インターネットに書き込んだら、必ず返事が来るなら見る人が増える。

②意見を出すにあたって…「市長への手紙」の封筒を年に一度配る。
③子どものうちから自治についてもっと教育が必要

【残したい意見】

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいです
か。

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。

回覧板は市民全部に回っている
訳ではないということを留意して
下さい。

2A
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【まとめ意見】
①市報の紙面に魅力が無い。（パターン化、景品付）
②市報の配布方法に問題（メルマガや駅構内を活用）
③市民との対話の機会を増やす。（継続的に実施）

【残したい意見】

市報の内容に工夫が尐
ない
（パターン化しすぎる）

事業計画の進捗状況が
知らされていない。

魅力を感じない

市報の配布方法に工夫！
（駅構内の無料情報誌のよう
に、駅などに設置。※通勤時
間などに便利）

方法として「メルマガ」
商店街のクーポンを付けた
り、そうすれば、二重にウハ
ウハ？

駅の構内に市民の為の掲示
板が無い。

市長、議員などによる市政
の報告！
（選挙の時だけ？）

情報発信の方法を紙ベース
やHPだけでなく今回のよう
な討議会を増やす。（報告
会）

３ヶ月で正解の出るクイズな
ど（景品は地元の農産物な
ど）

今までの市政に絶望の為市
からの情報に興味なし。
日頃の市政に努力が必要。

討議テーマ
②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいです
か。3A



【まとめ意見】
①新しい提案を取り入れる。
②現状行っている事への改善策（主に市報）
③今現在の意見は様々（特に世代によって）

【残したい意見】

●世代や住まい構成、居住年によって様々な意見がある。
●それぞれの立場に立って対応することの大切さ。

●テレビ放送
ケーブルテレビ使用する。
ローカルテレビを使用する。

市議会議員をもっと活用す

る。（討議の場を市議員と

具体的に出来たら良いか

と思う）

市議主催の町民討議会が
出来るようにしたらどうか。

討議会・ミーティングでの
情報共有化。

新しく東村山に住む人々の

意見をもっと取り入れる方

法。

小学生にも子ども新聞のよう
に出したりして家庭で話題に
なれば市のことを分かってく
れる人が増えると思う。

【例】小学生が自分たちで市
政新聞を作る。

市報で情報を得るというこ
とで十分。

市民討議会が出来たこと
は良い。

若い世代は“市政”に興味
が無い。（勉強会など興味
が持てる方法はないか？）

“市政に意見を反映させ
る”と言うより“市がどのよ
うなことを考え、行動しよう
としているのか”が先にあ
るのではないかと思う。

討議テーマ
②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいです
か。4A
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【まとめ意見】
①市からの情報提供が基本的に一方通行。
市長に届いた意見をすべて他の市民にも公開して意見を求める。（タウンミーティングを含む）
②若者向けのツールを活用する。
画像を添付できる掲示板、ケータイサイト、ツイッターなど。
③情報共有という点について、市と市民がもっと対等な立場になる。

【残したい意見】

まだ市民が知らない制度がたくさ
んある。
Ex.市長に直接メール、FAX、手
紙など

市長に届いた意見を すべて 他

の市民にも公開して意見を求めた

らどうか。

インターネットで賛否を問える方
式を取って欲しい。

ケータイサイトやツイッターなど
の活用。
意見と同時に画像をアップでき
る掲示板を作ればたくさんの人
が現状を知ることが出来るはず。

掲示板を作って欲しい。
ホームページ
・見にくい。
・検索で必要なものが出ない。
・支出が「高い」「安い」が判断
出来る情報が無い。

税金など納める件に対しては
連絡が個人へ。
サービスは対象者に無し。

説明会
・何で必要なのか
・他に方法が無いのか
情報を出して欲しい

・時間を限らないで欲しい

今までの説明会やタウンミーティ

ングなどの制度は引き続き継続す

る。

ただし、そこで出た貴重な意見
の活用方法をもう一度検討する
必要がある。

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいです

か。5A



【まとめ意見】
①情報を分かりやすく発信する。
②子どもから大人まで関心を持てるように。
③市の姿勢を分かりやすくする。

【残したい意見】

年配者の方々へ
東村山チャンネルTVを利用
（病院、薬局、などに流すのは
どうか）

市のHP見づらい。

知りたい情報に辿り着かない。

HPの分類の仕方が分かりづ
らい。

インターネットの操作が出来
ず、HP見れない。

デジタル化。普及の一軒も漏
れが無いように。

情報の発信側と受け取り側
（HP見れない方もいる。関心
持てない）の都合でどこで折
り合いをつけるか？

通信、インターネットは高齢の
方は利用していない。そういう
方々にも伝えるには？
東村山チャンネルTVで？

市報
親が関心を持っていないと子
どもも関心を持てない。
子どもも分かりやすく知るに

広報
見て、分かりやすい。読みや
すい。（専門用語をあまりつ
かわず）

情報 報告
項序立てて解説して欲しい。

大人・子どもも読みやすい
（かわら版など）漫画など用
いて伝えれば読みやすくなる
のでは？

駅、ビル内の東村山市情報
提供の場をうまく使えない
か？生活スタイルに合わせ
て必要な情報を得られない
か？

情報が楽しく、分かりやすく読
みたくなるようにならないか。

東村山市のキャラクター？市
のマークとキャラクターを情報
誌に載せて、情報もキャラク
ターが伝えるのはどうか？

タウンミーティングを祭日や
土日などいろいろな形、時
間に設けて行って欲しい。
（一般市民の意見を言える
場を！）

東村山市が何をやっている
のかわからない。

東村山市内、点ではいろい
ろ行っているが全体で「何
がやりたいのか？」みえな
い町だと思う。

市政の姿勢が明確でない。
（道路、公共施設など整備）

市長への意見をもっと伝え
やすい方法はないか？

何の情報が欲しいのか？
自分の生活に関係する情報
のみ関心がある。

駅の改札口近くに情報を！
大きく、見やすく、分かりや
すい伝え方をして欲しい。

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいです

か。6B
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【まとめ意見】
①市から市民に対して伝達と市民から市に対しての声を受け手側が参加しやすくする。
②市報は字も大きく興味が持てる内容に変えてみる。QRコードなども付けてみる。
③市民から出された内容について回答して欲しい。

【残したい意見】

市報にQRコードを付けて
ケータイで閲覧、投稿が
出来るようにする。

高齢者はインターネットを
身近に思っていない。

市民が集う場所（病院、

駅）に市からの情報を提

供する。

広報誌はもう尐し見やすく
字も大きくレイアウトも考え
た方が良い。

市報はどこの市も同じよう
なので東村山は独自のもの
を作ったらどうか

財政白書は市報に入れると
良いのではないでしょうか。

市報の内容は、市民の声と
その対策が中心となるべき

市民が市長への手紙の
答えを明記すること

回覧板を町内で作り、読
んでもらう。町内会長さん。

市報などの情報提供だけ
でなく、本日開催の討議
会などを継続的に行い市
民の生の声を吸い上げる。

市政に反映するには財政
が必要。
抜本的な財政改革!!

市長への手紙をもう尐し
有効活用すると市民の声
も多くなるのでは。

市長の顔写真や名前から
市長へのメッセージの方
法など小中学校などの掲
示板へ設置する。

選挙用紙に市民の声を記
入できるものを同封して選
挙時にアンケートBOXとし
て投稿してもらう。

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいです

か。7B



【まとめ意見】
①市報から得られない情報をどこから得るか。 魅力ある情報…（ネット、メール、掲示板）
②要望を吸い上げてもらうにはどうしたらいいか？
③市民の行政に対する関心をどのように持たせるか？

【残したい意見】

ネットで興味のあるジャン
ル又は年代別に情報を
探せるようにすればいい
のでは。

自分が欲しい情報を絞っ
て登録し、その分野の情
報が市から配信されたら
いい。

希望者にはメールサービ
スをする。<市情報、地域
限定情報>

掲示板をもっと上手く活
用して欲しい。

もっと身近な興味の沸く
話題も盛り込んだ情報誌
ならいい。

ゴミ回収は税金で行わ
れていることをもっと自
覚してもらう。

市民の意識を変える。

興味の無い人をどのよう
に取り込むか。

そもそも自分は市からの
情報を必要としているの
か？

掲示板を増やす。

リサイクルについてもっ
とアピールする。

家の前の道路補修に電
話1本で市は対応してく
れた。

市民参加の敷居をどの
ように低くするのか。

市が流している情報を自
分は自分から探しに行っ
ているのか？

市庁舎内で障害者雇用
をする。（身体・知的・精
神）

障害者雇用業者の支援

声を上げるルートが分か
らない。

細かい事は何で伝えれ
ばいいのか？

やって欲しいことをどの
ように市に伝えたらよい
か。
そのルートが分からない。

地域に緑を守るチームを作り、
そこに補助金を出す。

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいです

か。8B
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【まとめ意見】
①市民が市政に興味を持ってもらう（HPお年寄りは見ない）
②市民の声にどのようなものがあるか公開する。
③市民討議会を定例化して市民に意見を出してもらう。

【残したい意見】

市民がもっと関心をもつ

市民の意見の公開をし
て欲しい

市民の声（市長への手
紙、タウンミーティング
内容）の公開

市民の声に対する行政
の動き、途中報告
一つの問題を公開し輪を
広げて欲しい。

民生委員の活用
市民の声の拾い上げ

都政に対して東村山の意
見を言えるようにして欲し
い。

図書館の新刊情報が欲し
い。

本物の職員と偽者の職員
の違い。
（そういう事件に関する情
報が欲しい）

交通の便（鉄道、踏み切
り）を良くして欲しい。

不審者が出たという情報
を市民全体に出して欲し
い。

財源に関する情報が欲し
い。

観光収入を確保して財源
に。

欲しい情報が良く分から
ない

市民が市政に興味をもっ
てもらえるようにする。

ホームページは見ない、
見れない。
（高齢者）違う媒体での
発信を

意見がちゃんと市長まで
行っているのか分からな
い

役所内の組織が良く分か
らない

市民討議会の定例会

他市との比較情報
良い所、悪い所

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいです

か。9B



【まとめ意見】
①手軽に意見が伝えられるように。
②高齢者の方でも意見が言いやすい様な仕組みづくり。
③市の施設に限らず投函場所を増やし、かつ分かりやすく。

【残したい意見】

アンケートの活用（手軽
さ）

市役所まで足を運ぶこ
となく提案意見を伝えら
れると良い。

市のHPを活用して、手軽に
（YesかNoを選ぶだけなど）意
見が伝えられると良い。その
結果を見れると尚可
（その意見に賛同した場合など
ワンクリックで票が入れられる
と○）

選択式で簡単に意見が言える
ように

市長への手紙などの投函場所
を分かりやすい所にして欲しい。
市の施設に限らず。コンビニな
ど。

匿名で意見が投稿でき
ると良い

高齢者の方（体が不自
由な方、寝たきりの方）
の意見も積極的に聞い
ていって欲しい。

企業誘致の必要

土地の活用

ローカルTV、ケーブ
ルTVを活用

携帯へのメーリング
リスト（情報の提供
の仕方を多様化す
る。選択できる。）

市報を目がひくよう
に工夫。（キーワード
を目立たせるなど）

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいで

すか。
C 10
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【まとめ意見】
①市民が行政の評価を付ける制度を導入する。ペナルティーありで。
②市報や白書など理解でき興味が持てる様工夫する。
③公務員的意識から市民サービス業への意識改革。

【残したい意見】

情報の作り方
市報ではくどくど書かれ
要点が把握し難い。
レポート形式で要点・説
明に分ける等の工夫。

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。

市財政の都市間の位置付け
26都市中25番目とは初めて
聞いた。（市税一人当たり）

情報の共有とは双方向のコ
ミュニケーションがあって成立
するものである。
現在は行政から一方向の事柄
が多い。又、市民から発信した
ものがあってもきちんと受け止
めている実感がない。

自治会を通して自治会から市
政に伝えてもらう。

政策の優先項位付け
市庁内での現場調査、意見集
約、市会議員の役割活動等市
政を担う者の役割り分担はどう
なっているのか。
…財政健全化に向けての基本
政策が見えない。

限られた財政の中での政策実
行のためには、プライオリティー
が必要だが、その理由が明確に
伝えられなくては納得できない
し、行政に対する信頼感も持て
ない。

市の担当部分と都の担当部分
の差があるのでは：市の施設貧
しい。都の施設（アパートなど）
は立派なようだ。都との話合い
は？

市の職員の人がもっと話しを
聞いてくれれば良いと思う。不
親切！！

市民からの問い合わせや要
望に必ず答えることはもちろ
んであるが、返答期限を決め
ることが必要である。

提供されたことについて細か
い回答をする。（返事が戻って
くるとうれしい）

市民参加型の市議会みたい
なのはどうか？（情報提供し
た人を呼んで）

特徴のある内容の物しか取り
上げられてない気がする。（障
害者や弱者の意見が優先され
る様な感じを受ける）

地域（町）別に話し合いの場を設け
る。定期的に。
（話が聞きたければ出向くべき）

非効率的な縦割り行政はやめ
る。

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいで

すか。
C 11



【まとめ意見】
①声を出さない人に声を出させるシステム作り
②分かりやすい情報提供
③市民が行政参加できる場を作る

【残したい意見】

自分の声を届ける場が分
からない。面倒だと届けよ
うと思わない。

声を出さない人に声を出さ
せるシステム作り

市が意見を言ってくれる協
力員を雇う。

コスト削減（議員）
やる気のあるブロックに予
算分配

双方向のある情報提供

住民が判断しやすいような
情報提供方法

高校の場でも市と関わる
環境を作るべき。（中学ま
では地元との関わり合い
があったけど、それ以降
関わりと関心がなくなっ
た）

「今月のテーマ」や課題
ごと等で意見を出す場を
作る。（※一般的なクレー
ムとは異なった形で）

抽象的な情報は住民の
生活とどう関わっている
かが分からない。情報を
出すときに「どう生活と関
わって、どう変わってしま
うか？」等添えるべき。

声を出した人にだけ、答え
を返すのではなく、（声を
出さない、心に疑問を持っ
ている人にも）その答えを
全ての人に公開する。要
望を束ねて市報をつくる。

発行物リスト

声が直接届くシステム
作り。（自治条例、住民
投票）一定以上のプロ
ジェクトは住民投票

市報がつまらない。
どうでもよい情報。

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいで

すか。
B 12
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【まとめ意見】
①今あるものの強化（ＨＰの見せ方、工夫、アイデア）（市報を魅力あるものに。広報の仕方の工夫、強化）
②新しく設置すると良いもの（情報発信の新しい場、市を利用する人の意見箱。市内外問わず）

↓
③討議会の継続（今回の意見の使われ方。結果の発表）

【残したい意見】

市議会議員を有効に使

う

町内にまで情報おろせる
ようにする。掲示板活用。

方針重要事頄は市民集
会を通して

希望者に詳しい内容を
記した物を毎月or毎年？
送る。

イベント時に発表したい
頄目のみ伝える。

市民分科会を催し意見
収集
→反映の仕方を具体的
に示すのが重要

気軽に相談できる窓口
（ＨＰ含む）をつくる。

広報車による宣伝

良い広報活動を公募し、
表彰等の目を引く広報を
する。発言が尐ない為。

役所だけではなく児童館
や図書館、学校、駅、病
院への目安箱の設置

市民が参加して意見が
言える場（今回のような）
を増やす。

これ一回きりではなく、今後も
この市民討議会を続けていく。

何よりも今日この日の市民の
意見を決してムダにしないこと。
「あたたかいご意見ありがとう
ございます」では済まさないこ
と

市民の声を受け取る姿勢。
意見を待つのではなく意見を
くださいという姿勢。

定期的に市民に議会で発表
の場を与え、発表した意見を
どう対応したかを公表する。

市ではこういう
情報提供して
いますという広
報の強化。

魅力ある市報
作りを！（ゴミ
箱直行しない）

ＨＰでの表示の

仕方を変える
（字ばかりで見
づらい）（文字
が小さいとお年
寄りなどは不
便）

ＨＰを見やすく

し、ＨＰを通して

（興味の持てる

ＨＰ）

税収が尐ない。
大口税収の確
保。

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいで

すか。
C 13



【まとめ意見】
①分かりやすい情報提供。
②市民参加の討議会の定例化。
③重要課題には住民投票。

【残したい意見】

重要課題には住民投票も必
要（但し、課題の内容をどう
選ぶかが問題）

全てを受け入れる
総合窓口を設置
最後まで面倒をみる。

議会の活用
議会の様子等、情報提供
放送、インターネット

市報等の情報提供をもっと
簡単で分かりやすく
沢山の人が関心持てるよう
に。関心を持ったら意見も持
てる。

市の公約（いつまでに何をす
る）を出させる。
出来ない場合はペナルティ

市民討議会の定例化もっと短時
間にする等運営に掛かる費用を
尐なくして回数を増やす。
普段市政に関心を向けない人た
ちの意見が聞けるというところに
意味があると思う。

言ってもどうせ実現しないだろうと
思って意見を持たなかったり、関
心を向けない人が多いのでは？
あなたの意見を聞く場があるとい
う討議会を増やして、多くの人に
意見を言う場を提供していく。

討議会での市民の意見で市が変
えたこと等アピールしていけば市
民も「言ったら市政が変わるか
も？」という意識になる。

コンピューターに疎いお年寄りに対して書類等
でアンケートを取ってみるのも良い方法かも？
双方向の情報のやりとり。
１日の及び15日の市報のいづれか

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいで

すか。
C 14
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【まとめ意見】
①市民１人１人が市政に興味を持ち、今回のような討議会（意見を言える場）を提供して欲しい。
②細かな対話作り、市対地区（地域ごと）行政から地域に出向いて欲しい。
③定期的にアンケートをとる。（駅前、人の集まる所…）

【残したい意見】

基本的には市政は責任を持って
地道にやって頂ければ良い。今の
「市報」の情報あるいはインター
ネットで足りる。

市から届いている点より、市政に
反映しているかどうかが不十分な
ので今日のような「討議会」を反映
させて頂きたい。

「討議会」「窓口」「タウンミーティン
グ」等の手立ては様々あって良い
が、実際に効果的に活用していく。

市のまちづくりを中心からではな
く（中心はいつも良い）周りからと
思う。

細かな対話作り
市と市民
市民が市に行くのではなく反対で
もよいのではないか。

市民討議会を１年に１回は開催
し、市民の声や意見を反映する
機会をつくる。

駅前などで定期的に簡単なアン
ケートをとる。

市政に興味を持つこと

行政はカリスマ的存在になること

難しく考えてしまう･･･
明確に分かりやすく知る事で考え
ることができ、深まるのでは？

古くからいる方と新しい住民とが
…意見を同等に言える（出せる）
のが良い

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよい

ですか。
C 15



【まとめ意見】
①市報の有効活用による情報伝達
②市民目線での情報発信
③身近な公共施設の活用

【残したい意見】

戸別に宅配された情報
しかない。

生活に直接影響がある
情報が尐ない。

市報の字が読みづらい

保育園（市報）の募集情
報

市民の声を汲み上げる

仕組みがよく分からな

い。

市議会議員を地元代表
として意見の反映。

ホームページが使いづ

らい

意見をどこに出せば良
いか分からない

市に期待しているものが
尐ない。

予算がないと要望が活
かされない

予算が掛からないもの
をしたいが

老人問題
生活を維持するために

図書館・体育館に掲示
してあると情報が伝わ
る。

図書館の充実は他市
と比べて見劣りする。

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいで

すか。

市の管理する土地に
ある木の落葉の処分
をしてもらえないか

D 16
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【まとめ意見】
①市民の興味を持たせる市からのアプローチが必要。
②行政の対応。
③意見を出せる場を設ける。

【残したい意見】

市民の興味を促す
ような市報でのPR

市民宛（個人向け）

に送られないと読ま

ない人もいるのでは

ないか？
→今回も一つの例で
は？？

メールマガジンを発行す
る（DM）

市長がツイッターをやる

市長一人だけが市民の
声を聞いているの？
→周辺の人の対応明確
化

インターネットの普及に対
して、アナログ世代に不
親切になりがち。
→必要性があれば紙を
使って発信して！

HP内での検索にうまくキーワー
ドが引っかかるように改善希望。

自治会に対しての市か
らのアプローチ。

市報を読まない世代に
対してのアプローチを考
えること

行政がどのような形で対
応してくれるのか？
どう動いてくれるのかが
分からない。

「すぐやる課」の設置
→どれだけ親身になって
くれるか

市民からの意見の情報発
信と情報を真摯に聞く姿
勢。

ご意見箱の設置（学校
や保育所、出張所、
“匿名”で意見を発信
できる場があると声が
沢山出てくるので
は？）

市から市民へ

意見に対して、どう対

応したのか分かるよう

にする。

意見を出せる場を設け

る。

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいで

すか。
D 17



【まとめ意見】
①欲しい情報をメールマガジン的に各家庭に発信する。
②市報の内容にアクセントをつける。
③市民活動等の場に、自治体や学校等を活かす。

【残したい意見】
●回覧板など、紙媒体ももっと活用すべき。
●支出の優先項位を決める。

↑
●議員が市民の情報を把握して動けるようにする。

↓
●市民から議員に働きかける。（情報を共有する）

メールマガジン的に
市から情報発信して
は？

欲しい情報を登録し
ておいて、必要な情
報が送られてくるとよ
い。

インターネットの情報
公開を知らなかった。
（アピール不足）

市民活動の活性化

勉強会をする
（各自治会ごとでもよ
い）

市民がアクセスしな
ければならない？

情報をよく伝えるには
自治体ももっと動くべ
き

情報のキャッチボー
ルが出来ていない

議員さんにどうやって
意見を伝えるのか？

支出の優先項位を決
める。（これが必要
だっていうアピール）

議会に反映されてい
るのかどうか

くじ付き市報

個別のテーマに興味
はあるけど、市報の
ような全体的なもの
は読まない。

「お客様の声」的な感
じで市民の声を公開
する

自治会から議会への
働きかけが出来たら
よい

発信しても伝わって
いない

情報入手の入口が必
要では

パソコン等を持ってい
ない人もいる。

市報にアクセントを！
（特に重要な箇所）

回覧板みたいなもの
で情報を市から発信
しては？

コンビ二などに情報を
貼る。

足元からの情報提供。 廻田図書館近くの信
号（事故が起こってか
ら行動が起きる）

市民への手紙
（市政の報告と意見
を返信できるようにす
る）

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいで

すか。
D 18
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【まとめ意見】
①「市報」「HP」ともに発信方法に工夫が欲しい。
②個別的に情報を収集、発信する。
③情報を「共有化」／要望を「共有化」

【残したい意見】

「市報」が月２回もある
とは思っていなかった。

鉄道の「駅」に市報が置
けないだろうか

ホームページの「階層」
が複雑だったことは改
善されたが更新が遅い。

地域FMなどのメディアに
市長が出演するのはど
うか？（さいたま市に例
があり）

「市報」の枠取りがあり、
すぐに載せてもらえない。

「市報」に興味のある話
題が尐ない。
→興味のある紙面づく
りを

頄目別に希望する情報を
メール配信して欲しい。

テーマを決めて「市民の声」
を募集する方が意見を集め
やすいのではないか

コミュニティバスの運行に
ついての希望があるが･･･
どうしたら良いのだろう

市民から出た要望や質問
を紹介して欲しい。（他の人
がどう思っているのか分か
ると安心）

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいで

すか。
D 19
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【まとめ意見】
①情報がもっと伝わり易くなる手段を作る（メディアの利用など）
②行政側が市民の声を聞ける所へ参加する（自治会などへ顔を出す等）
③市民にとって行政がより身近に感じる情報を発信して欲しい。

【残したい意見】

粗大ゴミの相談がたら
い回し。

回覧が用が終わってか
ら回ってくることもある

東村山市の冊子を見て
も、分からない情報が
ある（ゴミの細かい分別
など）

メディアを利用するなど
の情報発信

身近な存在となるような
情報を発信して欲しい

市民の本音と市からの

「情報」の中身にギャップ

がある。

自治会等に市の関係者も
出るようになれば良い。

市の具体的な対応
（事例）まで紹介してくれ
る情報

自分から情報を発信し
ていない

市政にまつわる話を
日頃していない。

自治会を通しても身近
な情報だけで市政に関
わる話題はでない。

市の情報共有の場、
知らなかった

市政に関心がない。

言ってもダメなら、言わ
ないでおくという雰囲
気。

サイトを開くのが面倒、見
やすくして欲しい。

市民の声がどこまで反
映されるのか疑問

自分から出向かないと
情報が取れない。

「来れば聞くよ」という
姿勢が終わっているの
では

市長への手紙の存在
知らなかった。

タウンミーティングなど
の存在も知らなかった。

苦情など、訴えたこと
がない。方法も知らな
かった。

財政白書？も難しい文書だとし
たら見たいと思わない。役所な
ど置けるところに置いているの
か？

福祉相談課へ行
くと親切に対応し
てくれる

市民みんなが楽しみな
がら参加される機会が
あれば良い。

「いい話（市役所
での対応）が伝
わらない」

温もりの情報を伝え
て欲しい

平日以外、土日
に市へアクセス
する手段がない

市への電話など固い
イメージがあり気軽
に連絡しづらい

窓口が狭い

どんな苦情があるの
か？Q＆Aを公開して
もいいのでは？

ご意見箱はあるのか？

討議テーマ

②あなたの声がもっと市政に活かされるには、どうしたらよいで

すか。
D 20


