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Ⅴ．参加者アンケート結果 

質問１ 郵送された案内書以外で、今回の市民討議会の情報を何でご覧になりましたか？

（複数回答可）  

ア．市報                     

 イ．市のホームページ 

 ウ．回覧されたチラシ、ポスター 

エ．市民産業まつりの会場   

オ．人から聞いて  

カ．ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ  

キ．その他 

 内容：・読売新聞  

 ・市長のツイッター 

 ・秋津図書館のポスター 

                         

質問２ 今回の市民討議会に参加しようと思われた理由は何ですか？１つお選びくださ

い。 

ア．市政、まちづくりに関心があるから   

イ．面白そうだから 

ウ．無作為抽出で選ばれたから  

エ．謝礼が出るから 

オ．その他（内容をお書き下さい） 

内容： 

・暇だったから   

・色々聞かせてほしいと申し込みました   

・市民の義務と考えたから   

・聞きたい事が幾つかありましたので参加   

・主張したいことがあるから     

・一町民として意見を述べようして   

・定年を前に今後地域の役に立てることはないかと考えていた 

 

質問３ 参加者の皆さんを無作為抽出により選ばせて頂きましたが、 

この方法についてどう思いますか？      

 ア．良いと思う    イ．良いと思わない  

 ウ．どちらとも言えない 

 エ．その他（理由をお書き下さい） 

理由：参加しやすい。市民の生の声が聞ける。 
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・突然でびっくりしたが、封書なら必ず見ると思うので。 

・意識の高い人もいれば低い人もいると思うから 

 

質問４ 参加者の皆さんを無作為抽出ではなく公募や自由参加にした場合、参加しようと 

思いますか？            

 ア．はい                      

 イ．いいえ    

 ウ．どちらとも言えない      

 

 質問５ 今回の市民討議会に参加されて 

いかがでしたか？ 

 

         

                                               

ア．よかった     

 イ．よくなかった    

 ウ．どちらとも言えない 

 

                                                       

質問６ 今回の市民討議会は、参加される方への公平性と中立性を保つため、事前の情報

提供や資料配布をいたしませんでしたが、討議テーマについてはいかがでしたか？ 

 ア．わかりやすかった      

 イ．むずかしかった  

 ウ．どちらとも言えない 

 

質問７ また、今後このような市民討議会 

がありましたら、参加したいと思いますか？ 

 ア．機会や予定が合えば参加したい   

 イ．参加したくない   

 ウ．どちらとも言えない 

              

     

 

   

                 

  

               



東村山市民討議会  報告書 

 

- 48 - 

 

参加者の感想および意見 

 

性

別 

年

齢 

内         容 

女 16 話を聞いていると若い人間を稼ぎ手、悪く言うと金づるにしか見ていないように感じ

た。言い方の問題だろうとは思うけれど、もう少し「文化の担い手」とか表現を変え

た方が感じがよくなると思う。 

男 16 自分の意見が発表されてこの意見が通ったら本当にいい町になると思う。 

女 16 少し長すぎると思う。長くやるのなら人や時間をかえてやるか、1 日 1 コマ人をかえ

て 3日間とかのほうがいいと思う。 

女 18 

 

自分と違う年代の方の意見や同じ市の中でも知らない事がたくさん知ることができ

て良かった。テーマが難しかったけど、人数が多すぎなかったから思ったことが言い

やすかった。 

男 17 せっかくの試みなので今後も続けて欲しい。会議の仕方を改善すべきだと思う。この

日をムダにはしないでください。 

男 18 市について少し考えられるようになった。        

女 19 少しは考えることがあって参加したが、同じグループの人、発表の場での意見を聴き、

様々な視点での考えに触れ、東村山について自分自身あまり考えていなかったことに

気づきました。それと同時に自分が住んでいるということを深く再認識しました。ま

た、このような場があれば、市民の意見をきける何か場があれば良いと思います。 

女 20 2 ヶ月前くらいには封書の連絡をもらえるようにしてほしい。いろんな方の意見をき

ける機会をもててよかった。また、このような機会があったら、ぜひ参加したいです。 

 

男 20 今回討議会に参加し、地域の様々な方と年齢問わず議論（コミュニケーション）出来、

とてもよかったと思いました。これによりそれぞれどのような意見を持っているの

か、それぞれの考え方等がわかりそして楽しい交流になったと思います。また、多様

な意見が出てそれにより東村山がより良いまちになる手助けになれば幸いです。 

 

女 21 あまり強すぎる個人の意見をこの場で述べることはどうか・・・と思う。「背のびし

ない町・東村山」の今後に期待しています。 

男 21 他の年代の意見も聞き、自分にはない考え方があることが良くわかった。プレゼンの

発表の仕方がとても勉強になりました。具体的に早口になって発表してしまうこと、

例をあげて発表する、言い方にユーモアを含ませるなど。 
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女 21 ②の質問の内容は意図が不明確だった。市長が色々な手段で情報を発信していると言

っていたが、それを全て教えて欲しかった。（現状をしっかり伝えてくれないと対策

がたてづらい）そのような資料がほしい。討議の形式はとても良いと思った。 

男 23 ご年配の方がいると気をつかうので年代別にすればもっと面白い意見がでると思う。

無料はちと・・・きついかな？（今回は有料だったが）とても楽しかった。また、是

非来たいと思う。 

女 23 情報提供の件のお話を今回頂きましたが「財政が厳しいから全く対応する手立てが無

い」のような印象を少なからず受けました。やはり良くする為には「できる限りの中

で」「どれだけの内容で」「どれくらい早く」対応してくれるのか？だと思います。既

に諦めの気持ちで発信しない市民の方が多いと思いますが、それならば公の機会だけ

でなく、市内での市政についての報告を口頭で伝えても良いのではないでしょうか？

長々と書いてしまいましたが、問題意識を意識だけで終わらせないためにも、真剣に

書いてみました。今回の討議会、とても有意義で楽しかったです。このような機会を

設けて頂きありがとうございました。 

男 23 無作為に選ばれた市民にも関わらず、皆が皆少なからず問題意識を持っていた。参加

表明した 3000 人のうち 200 名以上が、聞かれればこたえられるレベルに、市政に対

する意見を持っていることは確かだと思う。人口の２％のそうしたエネルギーが集ま

れば市政がよくならないはずがないと感じた。討論の中では、市に言うのはお門違い

かと思われる意見もあるのだと思うが、そうしたものも清濁のみほしていただけば、

市民からの信頼をえられ、市民活動の活性化になると思う。初対面の方々であったが、

皆エネルギッシュで楽しく話ができた。 

女 26 この機会をもって自ら住むまちについて考えるきっかけが生まれただけでも大きな

収穫であったと思います。今回の意見が今後どのような道筋をたてて活きるのか、今

後が最も大切なプロセスだと思います。 

女 31 とても考えさせられました。やはり、何をするにしても「コミュニケーション」が重

要であると感じました。 

男 33 改めて感じましたが、東村山の「子育て」に対する補助は極端に少ないです。来年度

予算に補正でも組んで早急に対応してもらいたいと思います。→「東洋経済」11/27

号に名指しで記載されています。P６０参照 

女 33 世代を超え、普段生活している中では接することがないかもしれない人たちと色々デ

ィスカッションできてとてもよかった。今日参加したことによって、確実に市民とし

ての気持ちが変わりました。東村山をステキな町にしたいです。 

女 34 市政に興味はあるものの、市役所の窓口へ直接出向いて意見するほど自信は無いので

今回のような討議会はとても貴重な経験をさせていただき、また、今後積極的に市政

に参加する第一歩となりました。今回のみなさんの声が今後の市政に少しでも届くと

うれしいです。 
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男 35 市民の声を行動・実現する努力をしてほしい！！いろんな人の意見が聞けて良かっ

た。 

男 35 当日、参考資料（パンフレットで構わない）は欲しい。討議結果は Web で公開し、市

政への反映状況を教えていただきたい。 

男 37 今後もどんどん開催して欲しい。（年代別、男女別などで） 

女 39 最初は参加するかどうか迷いましたが、参加してみてよかったです。いろいろな人が

いろいろな意見を持っていること、自分が知らない事がたくさんあることが、わかり

ました。ありがとうございました。 

男 42 １日２コマにして欲しいです。 

女 42 貴重な体験をさせていただきました。普段なかなかお話できない方々の意見も伺え、

東村山市がよりよい市になるよう、できることから行いたいと考えました。ありがと

うございました。 

男 42 市職員の方々には右から左の事務的な仕事ではなく緊張感のある仕事をしてほしい。

自分の部署の仕事が終わっても他の部署の仕事も手伝い業務時間のムダを「ゼロ」に

するような気持ちが必要です。そこまでやらなければ財政改革はできません。 

男 42 今回の結果を何らかの形で公表していただければと思います。 

男 43 テーマが抽象的すぎて内容がぼやけた。何が問題で、その結果何が起こっている（起

こる）事に対して、どうすべきかを討議したら内容も充実していたのでは。 

 

男 43 テーマが抽象的で討議が難しかった。もう少し具体的なテーマが良いと思いました。 

女 43 ぜひ定例会として続けて欲しい。誰でも数年に１回は討議する機会が回ってくる、と

なればより市政への関心が高まると思う。また今回討議されたことが具体的にどう反

映されていくかをわかりやすい形で報告（アピール）すれば市民も参加してみたいと

思うだろう。市民の意識が高まれば謝礼金やお弁当等お金をかけなくてももっと簡易

に運営できると思う。 

 

男 44 無作為が良かった。もう少しグループ人数が多いと意見が活発になると思う。（4人で

した）（最低５人） 

男 47 全般的に今回の討議会については大成功だと思いました。通常、グループ討議会とい

うのは方向性を間違えるととんでもない事になるのですが、全体的に各グループの発

表を聞いているとそのような事はないと思いました。それだけ皆さまが市政にについ

て関心があるからです。今日は本当にありがとうございました。 
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女 48 市長へ。貴重な時間を使っての参加です。この集まりで話合った事がどのようになっ

たのか？あるいは改善されたのか？ぜひ後日市報などに載せて頂きたいと思います。

それをしなければただの市民昼食会でしかないし、今までと同じだと思います。それ

とグループでの自由討議の時、窓側のイスに座っていましたが、足を組んで聞いてい

たのはどうかと思います。常にみられているという緊張感をお持ち下さい。 

男 48 次回は地域の公民館で開催して欲しい。 

男 49 東村山に 2年前にやって来ましたが絶対に「志村けん記念館」があると思い探しまし

た。ネームバリューのある人の協力は観光収入に大きく影響すると思います。財源が

少ないのであれば人口を増やすか、観光収入を増やすしかないでしょう。 

女 49 色々な方と知り合いになれ、また色々な考え方に接することができて楽しかったで

す。 

男 50 当日欠席が結構いたのに驚いた。抽選の合否がもう少し早いほうが予定を入れやす

い。丁度、いろいろな世代の人と組み合わされたので視点が違って面白かったと思う。 

男 54 勇気ある前向きな試みと評価します。 

男 55 本日の成果をまとめて活用して下さい。職員の方は大変でしょうがよろしくお願いし

ます。 

女 55 牛山先生はじめ情報提供者の話は財政が危機的であるということで一致していたと

思う。それならば今回の市民討議会はそれを前提にどうしていくかを集中的に検討し

て市民の声とした方が、はっきりしていてよかったのではないかと思う。今日の話し

合いの取扱いについては、有意義に使ってもらいたいと願ってます。 

男 55 新しいことにチャレンジしてください。 

女 59 市内で仕事をつくり出すと税金が集まる。高齢でも障害があっても役に立ち、収入を

得ることは生きがいにつながります。東村山市に事業を起こすこと、コミュニティを

つくることが、街を豊かにする事だと思えました。疲れましたが、良い会だったと思

います。続けてください。 

男 59 事前にテーマを知らせて意見を出しやすくしたほうが良い。 

男 59 討議③の「情報提供」の部分とグループ討議をかみ合わせることは難しいと思う。（グ

ループの人たちも身近な市政のことで参加したので） 

男 59 やはり「自治基本条例」の内容は知りたいと思います。 
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男 61 財政難で、行政では対応できないサービスが東村山市でも発生するということをもっ

と説明してもらえれば、より緊張した討論ができたと思う。 

男 62 市政に対する自分の意識向上にずいぶん役立ちました。 

女 63 各グループにより、それぞれの意見が出され、とても貴重な話を聞くことができまし

た。参加させて頂きよかったです。財政難のなかの行政かと思いますが、事業仕分け

をして、少しは今迄通りの考え方を変えてみて下さい。例えば人員を減らすのはとも

かくとして、給料の見直し（子供が学齢期のお宅を除きある程度の年齢で生活も落ち

着いた役付きの方々対象）をして下さい。（減給は少しでいいのです。）次回もこのよ

うな会がありましたら参加したいです。 

男 64 関心を持っているとは限らない人を集めての討論は平均性や公平性には優れている

が、白熱した討論にはならないと思います。それゆえの開催なら意味があると思いま

す。ただ、それにしてはテーマが抽象的でみんなで話すのは難しかったです。一人の

話が長かったり、みんなで話せる内容を持ってなかったりでした。 

男 64 住民参加を皆前向きに考えている方が多く期待が持てる。今後もこのような機会を続

けられてはどうかと思います。 

女 65 大変有意義な討議会でした。 

女 66 とっかかりがむずかしく考えがまとまらなく苦労しました。慣れてくれば考えも出て

くると思いますが、何から考えれば良いかと。 

男 66 情報提供、市民の声を直接聞けるように自治会、学校の父母の集まり等を利用して頂

きたい。 

男 67 テーマを一つにしたら良いと思う。 

女 67 この町に４０年住みいろんなことがあり大切に思っているので、まだ何かと心配なこ

とを含めてよりよい町、市であってほしいと願っています。ありがとうございました。 

男 68 有意義な会議であった。 

女 70 公共の場に参加した事が無かったので日頃要望したいと思う事が言えました。 

女 70 大変勉強になりました。 

女 71 本日はありがとうございました。とても有意義でした。東村山についてもっと勉強し

たくなりました。 
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女 73 参加させて頂き有難うございました。討議会をこれからも続けてください。討議内容

を１～３ならそのうちの東村山市の街づくり等は分かっておればもう少し考えられ

たのではなかったと自分なりに反省しました。 

男 74 この会議にしても市長ＴＭにしても、そこで出された意見、提案が市庁内でどのよう

なルートで検討、議決、実行さるのだろうか。市の組織や市議会も市民生活に直結し

た企画、議論がなされるが、今回の会議の位置づけはどのように考えているのだろう

か。ご意見拝聴に終わらないように市政に有効に活かされることを望む。発表のとき

他グループの声が入る。仕切りなど工夫がいるのでは。当該グループも大きな声を出

せない。 

男 75 討議に当たって、「情報提供」についてお願いいたします。大学の先生ではなく、他

の機関の方が望ましい。大学のゼミナールのような内容になってしまい新鮮さに欠け

る。学生に話すような postureもよくない。また、市長は、行政の担当者である。客

観性をもって討議できるよう人選を行なうことが重要である。次回はご検討の上よろ

しくお願いいたします。 グループの討議内容を規制したりしない。（情報提供）「情

報提供」はなしで、もっと自由に討議できるようにすること。 

男 77 難しく良く理解できなかった。もっとズバリ！の方が良い。結果のまとめを必ずみた

いです。 

男 77 無作為抽出ではあったが予想以上に活発な意見交換がなされ、本企画は成功したと思

います。欠席者を補充しても良かったのではないかと思いました。 

女 78 だいぶ市政に対し見解できるようになり良かったと思います。 

女 82 皆様のお話を伺い勉強になりました。ありがとうございました。 

男 86 天下りを廃絶とし犯罪撲滅とする事を PRして下さい。 

男 99 年に一度は実施して下さい。 
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１．開催準備 

市民討議会は無作為抽出によって幅広く市民の方に参加していただく趣旨か

ら、市報やホームページに開催のおしらせを掲載したほか、自治会のご協力に

より自治会掲示板にポスターを掲示しチラシを回覧しました。 

（１）市報        

  11月 15日号市報に開催記事を掲載。 

（２）ホームページ  

    11月 11日より開催記事を掲載。 

（３）チラシ、ポスター配布 

     市内公共施設、東村山駅にポスターを掲示する以外に、市内 304自

治会の自治会長さんにポスターの掲示またはチラシ回覧のお願いを

しました。 

（４）市民サポーターの募集 

       若い世代の方が地域に関心を持っていただく機会として、市民討議

会の進行に協力いただける方を募集しました。 

募集ポスターは、中央大学・首都大学東京・杏林大学・武蔵野大学・

帝京大学・法政大学等に掲示をお願いしました。 

当日は、6人の方が討議会に参加され進行にご協力いただきました。 

 

（５）イベント会場でのチラシ配布とパネルアンケート 

     11月 13日、14日には市民産業祭りの会場で開催チラシの配布と同

時に「あなたとまちとのおつきあいアンケート」を実施して、延べ

507人の方にご協力いただきました。 

 

 

２．無作為抽出の方法 

（１）対象者： 

 平成 22年 10月末現在で、住民基本台帳に記載されている満 16歳以上の男女 

 を対象とて無作為に抽出しました。一部施設に入所されている方は除きまし

た。 

（２）無作為抽出の結果は以下のとおりでした。 

 男性：1,495人 女性：1,505人 合計 3,000人 

 

年齢 16歳～

19歳 

20歳～

29歳 

30歳～

39歳 

40歳～

49歳 

50歳～

59歳 

60歳～

69歳 

70歳～

79歳 

80歳 

以上 

人数 126人 345人 586人 527人 422人 452人 350人 192人 
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３．通知の発送と参加申込み 

（１）通知書の発送   ３，０００通を１１月１１日に発送しました。 

（２）参加の申し込み  （募集人数１００人、１１月２６日受付締め切り） 

            ２４５通 

（３）公開抽選      

   募集人数を大きく超えるご応募をいただきましたので、１１月３０日に

公開抽選で１２０人を決定しました。 

 

４．参加者情報 

 当日、参加された方の男女別、年齢別、住所別の内訳は次のとおりでした。 

男性       52人 女性      39人 合計      91人 

 

年代 

10代～20代 30代～40代 50代～60代 70代以上 合計 

22人 26人 29人 14人 91人 

 

住所別参加者数 

本町 久米川町 秋津町 青葉町 恩多町 萩山町 栄町 

11人 7人 12人 9人 6人 7人 3人 

 

富士見町 美住町 廻田町 多摩湖町 諏訪町 野口町 合計 

11人 8人 4人 3人 3人 7人 91人 

 

５．主な経費  

内  訳 金額（円）  

郵送料 292,000 ・参加案内書の発送、関係団体機関への通

知、参加応募受取人払分、結果通知書発送 

参加者傷害保険 8,000  

印刷代 266,000 ・ポスター、ちらし、封筒印刷 

謝礼 313,000 ・参加者、ｻﾎﾟｰﾀｰ、情報提供者   

食事代 49,000 ・参加者、ｻﾎﾟｰﾀｰ 

合      計           928,000        


