
【まとめ意見】 
①そもそもボランティアやNPO活動をしている人を知らない！知られていない！ここに光をあてる 
②ボランティアやNPO活動は全くの無償では続かない。活動しやすい環境を整えていく。 
 また、行政の下請けにならないことも大事なこと。 
③障害児を訓練するために色々の手助け、手立てを考え実行されても良い取り組みだと思います。
前は東村山は日本一！だった… 

【残したい意見】 
 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、どうし
たらよいですか。 
 

近年のボランティアやNPO
活動への関心の高まり 
 
自分達ならどんなサポート
があれば積極的になれる
のか 

障害児を訓練するために、
色々の手助け、手立てを
考え、実行されて良い取り
組みだと思います。 

自分たちがNPOに参加するの
が難しいのであれば、NPOが
活動しやすい環境を整えてい
くことも大切 

自治の基本に地域経済ではな
く、住民の福祉なのだから、
NPOやボランティアに肩代わり
させてサービスをカットするよう
な件についてはNPOやボラン
ティアも見極めて手を出すべき
ではない。 
 協働の在り様で、市民サイド
（NPOやボランティアサークル
やネットワーク）が自律的に展
開しているものを行政が後押し
する形で展開して行くのが良い
と思う。何故なら、市民サイドは
日々、存続の必要性を問われ、
試されているのだから。 

地域で活動すること 
全くの無償では続かない
のでは 

子どもたちが市政のみな
らず政治（大きく言えば国
際問題）について、意見、
考えを述べられる機会が
あれば良いと思う。 

子ども達は大切にされて
いて問題は無いですか。 

市役所の職員の数を減ら
して、その減らした分の労
働力を市民の中から公募
で集める。 

2 A 
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【まとめ意見】 
①財政面の改善（市民に理解が得られる抜本的改善） 
②行政と市民の協議の場を増やす（行政から一方通行ダメ！） 
③行政と市民が共有できる中・長期のテーマ（ビジョン）を設定 
 

【残したい意見】 
 

財政面での見直しを図る。 
（配分方法） 
支出面での優先順位を確
立する。 
事業の見直し。 

「ただ」では何も出来ない
ので、「お金」作りから始め
るべきではないか！ 
企業招致、事業仕分け（市
民参加型）などをもっと積
極的に！ 

定期的に自治会と行政と
のコミュニケーションの場
を持つ。 

地域住民とのコミュニケー
ションの場を多く設ける。
（イベント他） 

イベントを多く持つ 

市民参加を増やす 
（テーマ毎に） 

信頼も大事！ 
定員を設けて、議会見学な
どの透明性！ 
       ↓ 
ボランティアなどの意識も
高まる？ 

テーマを市報で出しそれに
よって応募し、参加する。
その中で決め事を作り上
げて行く。 

市のリーダー（市長）が東
村山の今後（１０年）のビ
ジョンを明確化する。（目標
を設定） 

市民憲章の実現を目指す
為にどの様な方策を実施
しているか（具体的に） 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、どうし
たらよいですか。 
 3 A 

D 19 



【まとめ意見】 
①地域のつながり、手法・方法を考える場を設ける。 
②景観（まちづくり）計画を見直す指針を作る。 
③一人一人の行動が活きる市政。 
 

【残したい意見】 
 

地域のつながり 
手法・方法を考える場を設
ける。 
現状把握 
 ↓ 
地域で考える 

人がたくさん集まって活気
があふれる街にしたいから、
例えば、地元の野菜などを
使ってB級グルメを作るとか
東村山市出身の芸能人を
招いてイベントを行うなど 

食べ物・人・スポーツなど
色々な人が興味のある
テーマをもっと充実させる
と人が集まって楽しいので
はないか。 

地域の活性化 
・祭事 
・町内運動会 

街並みに対してきちんとし
た魅力的な市独自の指針
をつくる。 

西口再開発による地域衰
退を何とかする方法を考え、
実行する。 

秋津～新秋津間の商店街
の活性化。（たくさん人が
通る） 

より個別的な討議の機会
を設ける 

自分たちでやりたいと思う
ことを自分たちで（市民自
ら）主体となって出来るよう
に行政がサポートする。 

ペットボトルのフタをワクチ
ンに変えるだけでなく例え
ば、小学校だったらボール
をあげるなどしたら良いと
思う。 

これからのまちを改め 
これからの日本として東村山の討議会
からの発信が日本を救い、それがこれ
からのまちにつながる。 
“天下り”廃語 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、どうし
たらよいですか。 4 A 
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【まとめ意見】 
①背伸びしない町、東村山を目指す。（派手なハコモノで人を呼ぶのではなく、自然を売り物にしたら
どうか） 
②何事もやはり財源が必要なので、思い切って決断力を持つことも必要。（ex.事業仕分け） 
③街おこしのイベントを開催して市外の人々を呼び込み、新たな財源にする。（ex.B級グルメ選手権） 

【残したい意見】 
 

行政でやりきれないサービスは
民間に任せる。か思い切って
廃止。 
  ↓ 
地域の若い人に雇用が増える。 

雇用の提供 
（市職員は市内に住んでいる
人を採用する） 

子供の頃からの教
育に良い町作りへ
の時間を 

自治会にコミュニケーションの
為の補助金が欲しい。 

自治会の問題に対する指針が
欲しい。 
問題 
⇒動物（猫・犬）、タバコ、ゴミ集
積所 

思い切った決断力を持つ！！ 
ときには切ることも必要。 

財源を確保。 
観光、ガイド等 

B級グルメ選手権のような
イベントを開催して地域
外の人々を呼び込む。 

東村山独自のカラーを大切に
し、背伸びをしない町へ 

派手にいろんな施設を作って
人を呼び込むのではなく、落ち
着ける町（都会のオアシス的な
感じで）を目指すという方向性
も必要。 

これからの時代はハコモノでは
なく中身で勝負していく時代で
はないだろうか。 
年配の方の知恵を若者に伝え
る。 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、どうし
たらよいですか。 
 

自治会の総会（年に２回ある）に市
の担当者が来たことが無い。 

5 A 

D 20 



【まとめ意見】 
①市民一人一人の意識の向上。 
②市の施設を使いやすく。 
③市の新しい町づくり。 
 

【残したい意見】 
 

市民ひとりひとりが意
識を持つ。家庭で話し
合える。 

お互いに人見知りしな
い町にするため、イベ
ントが沢山ある町にす
る。 

町にゴミ一つない綺麗
な場所にする。（特に
駅） 
⇒清潔意識の共有 

各家庭がもっと心の
ゆとりが持てるような
何かがしたいと思って
います。 

東村山市をもっと品の
良い活発な市にする
ようにあらゆる面で協
力したい。 

シルバー人材セン
ターの活用、支所を増
やす。 

元気な老人が沢山お
ります。是非利用して
下さい。 

高齢者、シルバーセ
ンターの枠組みを閉じ
られた状態から開か
れた状態へ見直して
欲しい。 

小学校の教育から興
味、関心を持ってもら
えるようにする。 

市のセンター空スペース
を委託事業し、有効に利
用し、市にとっても市民、
利用者にとってもいい場
にする。 

市民の方の（それぞれで
きること、社会貢献活
動）をできる分だけ、ボラ
ンティアを気軽に参加で
きる場の提供が欲しい。 

市民センターの空間を
市民の皆様に（社会貢
献活動の為）利用しや
すく、ルールを考えな
おして欲しい。 

地域の市民センター
は入りにくい。利用し
にくい。 

公民館、会議室の使
用料の廃止。 

２代、３代と継続できる
町、東村山市の姿を明
確に。福祉？老人？防
災都市？ 

水害、災害の非難場所
の整備を。 
市、町、全体の長期的
な考えを持って整備を
して欲しい。 

正福寺、北山公園を
活用。 

東村山を立川のよう
なキレイな町にしたい。 

人に優しい町。町並
みも東村山ならでは
のよさを活かし美しい
町に。 

武蔵野線駅を作り、地下
商店街＋防災施設・備
蓄 

図書館＋電子書籍＋新
刉書店併設 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、どうし
たらよいですか。 
 6 B 
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【まとめ意見】 
①幼尐からボランティアや地域活動にふれ合う。 
②民間と協力しての事業開発（道の駅など） 
③行政状況を市民に伝えること（本音） 
 

【残したい意見】 
 

ペットボトルキャップなど
の回収を学校内でも積極
的に行なう活動を行う。 

幼稚園、小学校の行事の
中に地域活動を取り入れ
て幼尐の頃から関心を持
たせる。 

若い人がボランティアに
参加しやすい環境を作る。 
ボランティアを広める。 

高齢者が多くなるので、イ
キイキと過ごせるために
はボランティア活動にもっ
と参加できるよう、企業か
ら補助を受けて活動費を
出させる。 

「食べていける」委託事業
「道の駅」などはどうでしょう
か。当市は果物農園が多い。
畑作物もあちこちで野菜ス
タンドもあるのでそれらを集
めて売る方法。 

民間の活力を共同で利用
する。 

学校の登下校の時の交
通安全指導員？さんなど
地域の子どもたちと密接
に関わっているので無償
ではなくて、賃金払いをす
ることでもっと積極的に関
われるのではないか。 

市民に協力してもらう事
は「もらう」とハッキリ伝え
ること。※協力し合うこと
が重要。 

市長が財政状況も踏まえ
本音で市民に伝えること。
（市報） 

行政の市民への責任を明
確にする。 
例えば、将来は高齢者が
多くなる。それを支える納
税者の負担が大きくなる。
それならば、出産、育児、
教育にどれだけ市は積極
的に取り組んでいるか。 

人の集まりやすい場所 
●年齢も赤ちゃんから高
齢者全ての年齢層 
●アクセスも考えて 

各自それぞれに持ってい
るものが何か一つはある
と思うのでそれらを集めて
そこから広げていってみ
てはどうか。 

市の財政状況などの無駄
を第３者機関（NPOなど）
がチェックをして無駄を無
くすこと。 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、どうし
たらよいですか。 
 7 B 



【まとめ意見】 
①お金の集まる魅力あるまちにする。 
②市民が自らサービスを提供できるまち。 
③安全で健康なまちづくり。 
 

【残したい意見】 
 

良い市である為の一条
件は、お金が市にある事。 
お金のある市にする（そ
の為にどうするか？） 

八国山、北山公園、多
摩湖。他市からもっと人
が集まる市にならない
か。 

目標とするビジョン 
（良い町の具体的なイ
メージ） 

お金がある 

市が縮小する事業に
対し市民ボランティア
（有償）で募集を掛け
る。 

市で有償ボランティア
を募り、そこに障害が
ある方をやとう。 

コミュニティ（有償）をつ
くることにより、顔見知
りをつくる⇒声を掛け
やすくなる。 

緑を守るチームを地域
市民でつくり、そこに、経
費などの補助をする。 

有償ボランティアだと、
責任と質の向上がある。 

時間と手を出すことで
お金の掛からないサー
ビスを、それを必要とす
る人に提供する。 

幼い頃から地域活動の
必要性を教える。 

老人ホームと幼稚園を
隣り合わせにして、相
乗効果。 

魅力。緑の多い。 

小麦粉を利用する。 

地産地消 

コミュニケーション 

安全・健康に住め

る 

例 水を守る安全な
石鹸を使っている町。 

お年寄りと子どもが関われ
る場として、お年寄りが昔
の遊びなどを教えたり、作
る講座や教室があればい
いと思う。 
学校の放課後とか。 

今回の様な募集の仕
方で、市民の啓発をす
る（地域ごとのブロック
でも良い） 

今回の討議会を続け
る。 
（参加することによって
意識が変わる機会に
なる） 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、どうし
たらよいですか。 
 8 B 
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【まとめ意見】 
①市民と市が互いに現状を知る 
②挨拶の励行 
③草の根イベントで関心を持ってもらう 
 

【残したい意見】 
 

無関心な人が多すぎ
る。 

関心を持つ 

現状を知る。 
財政、尐子高齢化な
ど 

何をして欲しい、何
が出来るかを市民と
市が互いに知る。 

関心を持つ 

⇒状況を知る。 

【負担を伴う（財政、

老後、高齢化、尐子

化、年金、安全、安心、

福祉、教育、子育て、

医療、保健、体力測

定）】 
⇒草の根イベント 

良い意味での競争意
識。 
他市との比較 

郷土愛、日本人であ
ること。気持ちを高め
る活動。 

ネームバリューのあ
る人の協力。 

隣町同士で協力し合

う。 

市が廃止するサービスにつ
いてのやり方や利益の出し
方、提供する側へのパイプ
をつなげたりしてから、NPO
組織や民間に委託すれば
いい。 

廃止するものについ
て市民に聞き廃止す
るべきか決める。 

近所どうしの仲を良く
する。 

基本的には地域密
着から輪が広がって
いくのが良いと思わ
れます。(協力) 

リーダーのリーダー
によるリーダシップ 
あいさつ等 

他からきた人とも仲
良くする。 

挨拶の励行 
市民広報を出す度一
面に上段に大きく「お
はようございます」や
「今日も一日ご苦労
様です」の文句 

ボランティアを頑張った人には市か
ら感謝状を出したり、ボランティアに
対する報酬（金銭以外） 
例えば、表彰状、活動報告（市が紹
介） 

自然を大事に美化を進めて
いく。 

催し事の積極参加 
市が町別にて市民集会を
開催。 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、どうし
たらよいですか。 
 9 B 



【まとめ意見】 
①コンサートやマジックがボランティアで開催できる機会をつくる⇒それにより人が集まる。 
②高齢者も楽しめる街づくり。 
③行政と市民が協力し、民主的な市民と市民が声を掛け合える街づくり。 
 

【残したい意見】 
 

コミュニティバスの
活性化 

駅前(ロータリー等)を
明るく楽しく。 
「ようこそ東村山へ」
の看板。 

ホームページのイメ
チェン 
例：ポップなつくり、子
供向けサイト 

市民が団結できるまち。
それの為には地域交流
のイベント等を開催、年
齢問わず、市民どうしが
交流できるようなまちづく
り。 

コンサートやマジックな
どがボランティアで開催
できる機会をつくる。そ
れにより人が集まる。 

皆さんが思っている以上
に美住町地区は、90歳超
えの超高齢者が多いので、
一人暮らしの人を優先的
にメンタルな意味での楽し
みを持てる会話をする場
所が無いのか？ 

余裕があれば、文化、
芸術方面への市の後
援でイベント収入を得
て、それが逆に財政
支援になるやり方は
ないのか。 

市の財政や事業など
を分かりやすく情報
公開し、市民と共に
進めていくまちづくり
を行う。 

市民の意見要望を積
極的に取り入れ、それ
を“まちづくり”に反映
させてゆく“民主的な”
システムの確立。 

文化活動の充実 

小地域活動の組
織化 

「行政」という枠にとら
われない明るい楽し
いまちづくり、堅苦しく
ないイメージ。 

やらせる課≠すぐやる課 

行政と市民が協力
（意見を出す⇒反映
する姿勢） 

東村山の住民になっ
て良かったなあと思
えるように。 

人が集まる仕組み 
企業が集まる仕組み 

東村山ファミリー 
明るさと暖かさを持
つ 

声を掛け合えるまち
づくり 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるに
は、どうしたらよいですか。 C 10 
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【まとめ意見】 
①皆で盛り上がる大きなイベント（市民まつり、夜桜まつり、ボーリング大会、カラオケ大会等）を検
討する。 
②既存のイベントの強化とリピーターの拡大。 
③立ち寄ってみたくなる街づくり。東村山駅周辺の再開発（ショッピングモール、娯楽施設、アウト
レット、うどん博物館など） 目玉産業がない。 

【残したい意見】 
 

例：夏にしもやけべ遺跡で草刈を
していたら都営アパートの住民か
ら「うるさい」と歴史館にクレーム。
館から私に“朝の草刈は止めて”
と言われた。暑い夏は涼しい時の
草刈がベスト。昼には暑くて出来
ない。地域活動をサポートする気
持ちが館にはない。 
低コストで市民を利用するときに
はそれなりの配慮が要る。善意を
無にしないこと。 
低コスト維持のための意識改革
を 

市民の生活レベルは様々 
八方美人的決断をしていたら
口の強い人が利することにな
る。財政難なら対応や方法、考
え方を変えるべき。 
一部の特定の人の意見が反
映されやすい。これの是正を。 

市民の声が反映される仕組み
づくり。アンケート調査等、市民
の声を収集する。その為に 
１．行政から議題を提案 
２．市民から議題を募る 

基本的に「市民」と「行政」の
「協働」は必要である。 
しかし、市民やボランティアに
依存する前に市職員の人員配
置等にムダは無いのか？一人
一人、1日の時間管理までムダ
の見直しはしたのか？市役所
業はサービス業であるべき。 

観光施設（当市固有の）･･･正福
寺祭、北山公園etcの集客強化
策。 

大きなイベントを作りみんなで
盛り上がる。 

市民参加型の市民祭りや夜桜
祭りを行ってみるのはどうで
しょう。 
東口の道路を交通規制して、
出店も出して。 

魅力ある街づくり（周辺からも
人が集まってくる） 
・計画性 
・連続性 
・美的要素 
・企業誘致 

女の子だけになってしまいますが、子宮頸
がんに対する予防注射、3回のうち1回を市
で負担する。 
男の子はＡＥＤを使えるように健康面に目を
向ける。 

子どもの虐待などについては、周りの人
（近くに住んでいる人）のつながりなどに
よって防ぐことが出来ると思うので地域
全体で何かを行ったりする。 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、どう

したらよいですか。 

 
東村山駅周辺の再開発の促
進･･･人が集まる街作り。 
立ち寄ってみたくなる街作り。 

C 11 



【まとめ意見】 
①町のシンボルを作る（観光・グルメ・イベント等） 
②住民が協力し合える仕組みを作る（市の仕事等を担う） 
③次世代のための住みやすい環境を作る 
 

【残したい意見】 
 

観光など新しい産業
を興して活性化させ
る。 

緑を残して環境の良い
街にする。 

共通の課題を明らかに
する。（メリット、デメリッ
トの共有） 

スポーツ大会や祭りな
どのイベントを行い、
その過程で絆や交流
を深め、まちを盛り上
げる。 

民間に移行する部分
の優遇政策。 
‐税金 
‐補助金 
‐権限委譲 

高齢者が住民サー
ビスの担い手になる
ような仕組みをつくる 

無駄なサービスの完
全廃止。財政難の情
報完全開示。廃止事
業を高齢者が有料
肩代わり 

住民参加型の仕分け作
業 
・市の理念になっている
か？ 
・代替手段はあるか？ 
・民間に移行可能か→
ＮＰＯ等の設立など 

シルバー人材、雇用
対策 
ボランティアをより起
用する（コスト削減、
人とのつながり） 

有るべき姿の“ものさ
し”を示す 

“子育て”等住みやすい基盤
が確立していない東村山。高
齢者のためよりも次世代のた
めの住みやすさ(育てやすさ)
を作る。 

市が保育園・幼稚園・小中
学校・高校・大学全ての教
育の場と接点を持ち続ける 

定住できる環境をつくる 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、ど
うしたらよいですか。 B 12 

 

‐
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【まとめ意見】 
①市民参加型の集会（気軽に・開かれた・興味の持てる・市民同士の） 
②ボランティア活動（市主催、学生以外の活動） 
③街興し（市の目玉作り／全国区、活動のアピール、市のサポート） 
 

【残したい意見】 
 

気軽に参加出来る集
会を作る 

開かれた議会（市民
も参加できる、聞ける
場としてでも） 

昔からの東村山市民 
新しい東村山市民 
それぞれが持つ意見 
捨てさるもの。新しく受け
入れられるもの。それを
見定めていく。 

まず、市民が興味を
持てる分科会作り 

東村山市民であることを
誇れる市にする。 
志村けんだけじゃなく 

町おこしというわけではないが、
何か東村山＝○○○というも
のを今ある東村山のモノの中
から見つけ出し、それを各町の
商店街などでアピールする。 

東村山市内で活動する
様々な団体を積極的に取
り上げ、アピールする。 

町内会などで行われる小規
模のイベント（例：美住っ子
祭、空掘り川祭り、子供大
会等）にも市がサポートで加
わる。 

市が行う（関わっている）
ボランティアの情報提供 

学校などだけでなく、もっ
と広い所からのボラン
ティア、奉仕活動の募集 

箱物を造るなら市営斉
場の設置を。ゆりかご～
墓場までのうち最後が
ない 

町営住宅跡に企業誘致
を 

活動して納得出来る目
に見える結果が必要 公平な行政活動 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、ど
うしたらよいですか。 
 

C 13 



【まとめ意見】 
①ＮＰＯ法人・ボランティア活動への積極的な支援 
②地域別、世代別意見の集約（安全と福祉） 
③支援して欲しいこと（人）、支援できること（人）の情報収集とコーディネートする機関の充実 
 

【残したい意見】 
 

ＮＰＯ法人、ボランティア活動への
積極的な財・人の支援（行政から
も） 

地域別、世代別意見の集
約 

小グループを色々な所につ
くって議員の方も交えて話
合いの場作ったらどうか？ 

今住んでいる人々とのコミュ
ニケーションと行政の後押し 

支援して欲しいこと（人） 
支援できること（人）の情報
を収集しコーディネートする
機関の充実。 

就職支援の為に民間で出来
ることは民間に任せる。 
その結果無駄を減らせる。 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、どう
したらよいですか。 
 

C 14 
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【まとめ意見】 
①身近な地域の結束力を強める（町内会、自治会を充実させる）（挨拶運動） 
②文化、芸術の面に力を入れて欲しい。（映画鑑賞など） 
③誰もが健やかに暮らせる温かい町作り（小さい道路の尐ない街灯を増やす）車椅子対策 
 

【残したい意見】 
 

市の目標や宣言はあるが「文化
施設」の面において不十分であ
る。 
例えば「中央公民館」は交通の
便がよく人の集まる所だが、催
しや駐車場等の課題がある。 

道路整備、大きな道路に目を
向けるのではなく、各地域の
小さな道路の整備の充実。 
→誰もが健やかに暮らせる温
かいまち 

無理なサービスのやりすぎ 
人間やってくださる事には何も
言わない。やりすぎるから問
題になる。 

感謝（ありがとう）の気持ち
を持つことがあるのか、そ
れによって変わる。 

身近な人から挨拶運
動を行っていく。 

先輩方の力、若い人の力を
互いに尊重し生かしていく。 

市民の意見を大切にし積極
的に交流していく。 

自然（森・川）を綺麗（増や
す）にしていく。 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、ど
うしたらよいですか。 C 15 



【まとめ意見】 
①地域での子育て声掛け 
②東村山らしさとは？ 
③イベントの開催と参加の仕方 
 

【残したい意見】 
 

声を掛け合う運動 

小さな子供達への声掛け 
挨拶等を大人の方からし
たらと思う 

地域での子育て、声掛け 

子供と老人のふれあいの
場 
・保育園と老人ホーム 
・いきいきとしたまちに 

これが東村山市という
ものが欲しい（共有で
きるもの） 

隣接した市との協業 

いろんなイベントをした
方がいいと思います。 

みんなで掃除をしたい
です 

具体的な行動をするま

ち 

ボランティアサー
クルの紹介 

同じ境遇の人を集め情
報交換の場をつくる。
（他市、他県勤務など） 

近い所へは自転車より
も歩くこと。 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、どう
したらよいですか。 
 

D 16 
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【まとめ意見】 
①市民からの働きかけ 
②行政が市民の声を聴く姿勢 
③魅力のある町づくり 
 

【残したい意見】 
 

市民の声を大きくす
る 

市民団体のネット
ワーク 

行政から市民への
広い意見の呼びか
け 

１人１人の行政・町
に対しての意識が
必要 

自治会ごとまたはグループ
ごと、町内ごとに１ヶ月に１
度話合いの場を作り、良い
こと悪いこと、市の行政に
持っていく。 

市長も入り、１ヶ月ごとに話
合い、市の情報もこのとき
に流すようにする。 

町内会と行政の協力 

安心して子育て、
介護ができる町。 

魅力のある町づ
くり 

住みたい、住み
やすい町 

地域活性 

商店街を守るた
めの施策 

人が立ち寄れる
店などをつくる 

市内のイベント 

市内におけるお金の循環を良くする事か
ら 
→財政改善になる？ 
→規模小さくても良いフリーマーケット等 

安全な道路 

介護と業者、行政の間の
当事者の精神的ケアも必
要になるのでは？‐地域カ
ウンセラーのような‐ 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、ど
うしたらよいですか。 
 

D 17 



【まとめ意見】 
①自治会や学校などの公共の場でも討議会を行ってみる。 
②本日の様な討議会の定期的な開催。（年齢別、地域別、男女問わず） 
③行政サービスの変動費化、並びに財政の建て直しのロードマップ化 
 

【残したい意見】 
 
●子供が楽しく暮らせるような市政作り。 
 
●次回開催では男女別定員を決めてみる。 

自治会でも討議会
をやって意見を拾
う 

自治会を活用するこ
とで情報提供し、市
民の声を聞いて行
政に活かす。 

保育園、学校等の父兄
参観日を利用、情報提
供。市民の声を聞いて
行政に活かす。（子育
て問題等） 

自治会などの地域活動
を強化する 

行政サービスの変動
費化 
（アルバイト、パート
化の推進） 

行政が施策を出すにあ
たって、市民に意見を求
める場を作り、決まった
方針について市民に広く
知らせ、各々が生きたも
のとなるようにする。 

自治体や個々の人たち
が能動的に動く 

本日のような討議会
の定期的な開催 
（多層な意見の集約） 

市民が市政に参加出
来るような仕組み作り
（意見が言い易いよう
に） 

討議会を定期的に開
いて市民の声を聴いて
欲しい。結果は報告し
て欲しい。 

県（国）との融合？ 
合併？ 

財政の建て直しの
ロードマップ化（子供
達世代の負担増を食
い止める） 

市民や議会の意見を
照らし合わせて納得
できるようにする 

言いたいことは包み
隠さず言う 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、ど
うしたらよいですか。 
 

D 18 
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【まとめ意見】 
①情報の共有化 
②人材とネットワーク 
③行政のコーディネーション 
 

【残したい意見】 
 

何を協力すれば良いの
か？情報の共有が必要。 

市民と行政の温度差
をなくす。 

人材の掘り起こし 
協力、支援したい人を種
目別に募って「ボランティ
ア人材バンク」をつくって
いく。 

助け合ってボラン
ティアに参加した
いです。 

ボランティアセンター つながりを大切に 

ボランティアネット
ワークを作る 

イベント事業の発起人を募る。 
①「～をやりたい人は」 
②「自分は～をやってみたい」 

親子で参加できるボランティ
アがあったら良いのではな
いか 

市民の活動をサポートす
る行政 

イベントをボランティアに
丸投げしない行政 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、ど
うしたらよいですか。 
 

D 19 
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【まとめ意見】 
①東村山と言えば…「助け合いの市」等、町のスローガンを掲げる。 
②より多くの人が参加できるボランティアを盛んにする。 
③学校や市のイベント等を通じてボランティア活動への参加を呼びかける。 
 

【残したい意見】 
 
（見返りを有効に利用し、若い人にもPRする） 
人とのコミュニケーションの基本となる「挨拶」を大切にしよう！ 

互いに皆が助け合って
ご近所付き合いや地
域活動の機会を増や
す 

ボランティアの活動（ゴ
ミ拾い） 
お礼にジュース 

ボランティアなどを各
自治体で行う 

バザー等で地域コミュ
ニケーションを作る 

市民どうしの交流が大
事だと思います。 

学校、団体を通じてボラ
ンティア活動のPR。やっ
た見返りがあることを説
明するのが大切。 

近所の方とのコミュニ
ケーションを積極的に
取る 

自分だけではなく、自分
達がより良い社会にして
いく為に必要なことを皆
で考える機会をつくる。 

休耕農園のボランティア 
（有機野菜がもらえる） 

想いのある人が気軽に
市民活動に参加できる
きっかけをつくる。 
Ex：「こんな活動をしてい
ます」駅に貼る。 

産業祭などに若い人がボ
ランティア参加できるよう
に（手伝った人にお土産
を） 
・学園祭の雰囲気 

地域内の学校と協力して
高齢者（介護施設）への
ボランティアを普及させる。 

市民の日常のボランティ
ア活動を宣伝する。 
(駅などで掲示) 

お友達とお茶を飲む場所 

「年寄りと若い人とのつ
ながり」をつくるネット
ワーク 

「安心して子育てできる
街」 
「お年寄りが安心して住
める街」をアピールする
為に何をするか。 

「フラストレーションを発
散できる場所」がない。 

一人で問題を抱えない

街 

討議テーマ 
③みんなで協力し合ってよいまち（東村山）をつくるには、ど
うしたらよいですか。 
 

D 20 


