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「見守り・検証会議検証シート」記載内容及び発言内容まとめ 

 

１ みんまち条例検証 5年の総括 

・よく取り組めており、今後も継続して進めるべきと思われること 

要旨 1. みんまち条例検証５年の総括として、市がみんまち条例の重要性をよく認識しており、庁内ル

ールの整備や職員への意識付けなど、みんまち条例に基づくまちづくりを推進するためによく取り組

んでいると評価する。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・市民も東村山市も、着実に条例の位置づけと重要性を意識されてきたと感じる。 

・これまで積み重ねてきた、「情報共有」・「市民参加」・「協働」・「公民連携」への実績

は評価できる。 

・「市政の評価」については、個人的には、市はよくやっていると評価できる。 

・職員の方々も工夫をしており、今後も継続が必要。 

・全体的には、市が本気で良く取り組んでいると感じる。 

要旨 2. 定住意向についての市民意識調査結果において、「住み続けたい」と回答した人の割合が増加

していることは、市の取組に対する市民の満足度の表れの一つであると言える。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・2020 年度アンケート住み続けたいまちの単純集計の％が UP している。理由の検

証は必要だが、一つの指標として「みんまち条例」が市民のためになっていると考える。

住民の声が届いて、職員が市民のニーズを把握している。 

・東村山株主総会の開催、ホームページの充実、パブリックコメントの実施、タウンミ

ーティングの開催、自治会フォーラム開催等の中で、東村山市みんなで進めるまちづく

り基本条例の意識づけ、PR をされた結果が示されてきたと思う。 

要旨 3. みんなで進めるまちづくり基本条例の見守り・検証を継続的に実施することで、みんなで進め

るまちづくりが着実に進んでいるかを確認できる。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・条例制定前と条例制定後の比較と成果についてのモニタリングについては、継続的に

実施することで、行政と市民が一体となった政策になっているかの確認ができる。 

要旨 4. 新たな方法による情報発信に取り組み、情報共有を図っている。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・『情報共有』については、あらゆる方法で発信して頂いていると思います。 

要旨 5. 市民参加を推進するため、各町に出向いてのタウンミーティング開催や、無作為抽出による株

主総会への参加案内送付などの取組が評価できる。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・『市民参加』の推進においては、各町に出向いてのタウンミーティングや無作為抽出

による株主総会など、様々な形で取り組んでいることが評価できる。 

要旨 6. ともにまちづくりする協働のパートナーとして、市は市民の働きかけに対して柔軟に対応でき
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ている。また、公民連携の取組みを通じて協働のパートナーを拡大していることも評価できる。今後も

目指すべき方向を同じくして取組みを進めてほしい。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・ともにまちづくりする協働のパートナーを拡大し、みんまち条例に基づくまちづくり

が進んでいるかについて、今後も進めてほしい。 

・『協働』について、市の重点施策と市民意識調査による要望が一致しているという説

明がありましたように目標は共有できていると思う。 

・『公民連携』について、市民団体や市内外の民間事業者との協働を推進されているこ

とが評価できる。 

要旨 7. 市自ら及び市民によって市政の効果が評価され、その結果を踏まえて第５次総合計画が策定さ

れている。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・『市制の評価』についても、これまでの評価、検証が第５次総合計画にもしっかりと

反映されていると思いますので問題ない。 

・第４次総合計画の実施とレビューが確実に実施されており、その結果を踏まえて、第

５次総合計画が策定されている。 

（市民への要望） 

・中心にあるべき市民がもっと関わって頂きたい（市民参加を評価することの難しさもある）と感じて

いる。 

（感想） 

・その中でいろいろな人と知り合い、市政にも興味を持った。それまで家以外では地元でコミュニケー

ションをほとんどとってこなかった人間としては、非常に新鮮で、かつ面倒くさいこともわかってき

たというのが正直な感想である。 

・「市民参加」については、コロナ禍ということもあり、参加という部分では限られてしまうところが

ある。市が頑張りすぎて、市民がまだついていけていない部分もあると感じている。 

 

 

・さらなる推進のために、今後改善や工夫が必要と思われること 

要旨 1. 市職員のみんまち条例に対する意識は着実に向上しているが、市民活動に関わっていない市民

の方の意識向上については、市民のアイデアを取り入れながら、さらなる取組みが必要。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・市の職員の認識は、着実にアップしていると感じている。ただ市民の意識は、確かに

高まってきていると感じるが、それはご自分から積極的に、意識して市民活動に関わっ

ている方々から感じる感想である。それ以外の市民が、果たしてどれだけ「情報共有」・

「市民参加」・「協働」・「市政の評価」・「公民連携」意識しておられるのかが、未知数と

思っている。 

・これからは、さらに市民の意識向上に、どのような、方法、手段が考えられるか、市

民の知恵を募集してはどうか。例えば「市民のみんまち条例認識アップについてアイデ

ア募集」等のキャンペーンを実施する。少しでも多くの市民に知ってもらう努力は、継

続するべきと考える。 
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要旨 2. 媒体によって、情報を受け取りやすい対象が異なるため、新たな方法と従前の方法を併用しな

がら、情報が届きにくい人が出ないように配慮する必要がある一方、情報を整理することで届きやす

くなることもある。丁寧な情報提供ができるホームページや、タイムリーな情報提供ができる SNSな

ど、それぞれの良さを活かせるよう、発信したい内容によって使い分けながらも、複数の方法で発信し

ていくと良い。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・どうしてもアプリや SNSが前面に出てしまいますが、昔ながらの市報、防災無線、

消防団や清掃車の広報、自治会回覧板などの良さも大事にしつつ情報の交通整理が必要

かもしれません。ただ、共有出来ているかという部分では、評価自体が難しいが更なる

取り組みが必要。 

・情報共有については、市民への情報提供は、紙面的には、ホームぺージが一番丁寧だ

と思う。自治会への回覧は、一部しか提供されていない。このコロナ禍で回覧にも触り

たくないという意見もある。 

・また掲示板の役割も、若い世代には否定的な意見が多い。掲示場所やその機会におい

てタイムリーではなく、さらに見ないとの評価である。 

・情報共有について、フェイスブックやツイッター、インスタグラムなど、用途の違う

さまざまなものがあり過ぎて、何を見ればよいのかわからないので整理してほしい。 

・情報が市民に届いているか（ツールやタイミング、わかりやすさなど）について、情

報弱者と情報強者の存在。Peatix 問題。必要な情報は、人それぞれ。 

・市と市民が問題意識を共有できるようになっているかについて、声なき声を吸い上げ

る仕組みが必要。 

・市民等に有益な情報が提供されているかについて、今、何が必要かを吸い上げる仕組

みが必要。本町都営殺人犯のその後について。 

・情報共有については、現状を見える化し改善につなげる。 

・若い人の評価が 10ポイント程上がったのは、コロナ禍において地域にいることが多

くなったからであるとするならば、情報共有、情報発信についてはもう少し工夫した方

が良いかもしれない。 

・コロナ禍により情報共有のあり方（ロウ・ハイテクの有効な活用）ハイテクは難しい

からとロウにばかり頼らず、ハイテク利用者も視野に入れ情報共有をしていく。原始的

ではあるが、掲示などは無くさない方が良い。 

・連絡手段が多様化しており、人によって使える連絡手段も様々である中、何が残って、

何がなくなるのか模索しないといけないところにきている。 

要旨 3. 市民参加することにより、市民の意見が市政に反映されたことが見える仕組みがあると、市政

への関心につながる。また、パブリックコメント実施については、さらなる周知が必要。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・市への意見がきちんと受け止められ、より良い政策となるよう参考とする機会となっ

ているかについては、たとえば災害備蓄品の生理用品の種類等についてや、生理の貧困

問題に対する市の取組みなど、市民意見が十分反映されていないものがある。 
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・市民参加の機会が、市民が市政に関心がもてるような機会となっているかについて、

市政の変化の見える化が必要。 

・パブリックコメント募集の PRは少し弱い感じがする。 

要旨 4. 市民活動の場の提供や、組織の活性化などを支援することで、活動しやすい環境が整う。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・自治会やＮＰＯ、ボランティアなどが活動しやすい環境は整ってきたかについて、市

民が参加しやすい場所の提供、市民が参加しやすい組織とすること、組織の長の長期化

の解消、市の補助金は税金の認識が必要。 

要旨 5. 公民連携については、消防団協力事業所、自治会や商工会など地域団体への加盟、地域でのボ

ランティア活動に対する評価などを加えることで、市内事業者の活用を推進しつつ、市外事業者が参

加した場合でも地域貢献に巻き込む仕組みを作ることができる。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・『公民連携』について、中小零細の多い市内業者が参画しづらい面があるのかと感じ

ている。消防団協力事業所、自治会や商工会など地域団体への加盟、地域でのボランテ

ィア活動に対する評価などを加えることで、市内業者の活用を推進しつつ、市外業者が

参加した場合でも地域貢献に巻き込む仕組みを作れるのではないかと思う。 

要旨 6. 市政の評価にあたっては、必ずしも数値化する必要がない項目もある一方、さまざまな角度か

ら検証できるよう改善と工夫が必要。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・市民からの評価について、市の広聴は十分かについて、市の広報は不十分。 

・取り組みの評価方法は改善と工夫を重ねてもいいと思う。評価を数値化することが難

しい項目については、無理に数値化しなくてもいいと思う。市の取り組みとは関係のな

い要因で変化したことも、目に見える数値をしてしまうことで評価がずれてしまうこと

もある。 

・住みやすさの変化のグラフについて、住み続けたい市民の割合が変化したことは、コ

ロナによる都心からの回帰の影響も大きいように感じる。市政に対する関心度を顕著に

表すのは選挙の投票率だったりするので、一つではなく様々な角度から検証できるよう

にするといいと思う。 

（個別事業への評価） 

・総合計画の施策と個々の活動とのリンク。実際の施策の中に総合計画に関連する要素が充分組込ま

れているかの検証とレビューが必要である。 

公立保育園の民営化への進め方について、東村山市第５次総合計画にある「施策４ 道路の整備・維持

管理」を紐づけて、横断歩道をより安全にわたれるスクランブル交差等の対策に取組んで頂きたい。道

路整備については、利便性と安全性のバランスが重要である。利便性による交通量の増加が想定され

る。 

・萩山駅の小平市と接続の横断歩道橋の撤去。地震などによって、走行中の車または歩行者の頭上に落

ちてくる危険性がある。 

・道路に面した空き家の雑草放置。（空き家対策が必要） 

・横断歩道の立体交差化。 

 



5 

 

・さらなる推進のために、今後新たに取り組んだ方がよいと思われること 

要旨 1. 市のリーダーシップのもと、自治会への意識向上につながる取組みが必要。また、地元の民間

事業者の渉外担当者に加入してもらうなど、自治会を盛り上げる取組みができると良い。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・自身の活動から（自治会長・自治会活性化委員会他）市民の意識が向上しているか、

具体的には多少疑問がある。次年度に向けて、当該東萩山町会では、役員会・理事会・

総会と、昨年できなかった運営プロセスを踏んでいるが、議案提案の中では、外灯に関

係すること、公民館利用に関わることが市との接点である。防災、高齢者見守りは当然

のことだが、「情報共有」・「市民参加」・「協働」・「市政の評価」・「公民連携」に関して、

議論されることはなかなか厳しい。 

・一番生活に密着している自治会への意識向上アプローチを提案するのはどうか。これ

は市のリーダーシップが、必須と考える。 

・コロナ後の社会を見据えた取り組みを考える必要がある。自治会も今年度に関しては

ほぼ活動できていないと思われる。自治会費すら集められないし、自治会加入率も 5割

程度という状況である。お金と人員の支援が必要ということだとそこで話が止まってし

まうので、なんとか自治会を盛り上げていく取組みが必要である。 

・地元の民間事業者はある意味で商売もあるので、自治会活動には機会があれば参加し

やすいと思う。渉外担当者などもいると思うので、そういう方も入っていただくと良い

のではないか。 

要旨 2. 市民参加については、どのような仕組みや機会があり、どう市政に反映されているかの現状を

見える化したうえで、市民参加によって得られる市民の視点や知恵を共有する仕組みが必要。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・市民参加の機会が十分設けられており、いつでも気軽に市に意見を言える仕組みが整

っているかについて、パブリックコメントとは別の仕組みが必要。 

・市への意見がきちんと受け止められ、より良い政策となるよう参考とする機会となっ

ているかについて、市に足りない知恵の共有の仕組みが必要。 

・市民参加の機会が、市民が市政に関心がもてるような機会となっているかについて、

生活へのフィードバックが必要。 

・市民参加についての評価は、現状を見える化し、知恵の共有を図る。 

要旨 3. 協働を進めるためには、活動内容を見える化したうえで整理し、事業の継続性を共有できる仕

組みをつくる。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・市と市民、または市民同士が、同じ目標に向けてともにまちづくりができているかに

ついては、事業の継続性を共有できる仕組みが必要。 

・協働についての評価は、現状の活動を見える化し整理する必要がある。 

要旨 4. 市政評価を見える化することにより、監査機能の強化を図る。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・市自ら及び市民によって市政の効果が評価され、その結果が市政に反映されるとい

う、ＰＤＣＡのうちのＣＡが機能しているかについては、監査機能強化が図れる仕組み

づくりが必要。 
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・市政評価についての評価は、市政評価の見える化が必要。 

要旨 5. これからを担う小・中学生にターゲットを絞った出前講座などによりみんまちの教育をするこ

とで、将来の定住意向の向上につながる可能性がある。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・幅広い年齢層へのアプローチは重要だが、これからを担う小・中学生にターゲットを

絞った出前講座なども考えると良い。 

要旨 6. みんまち条例を制定して終わるだけではなく、みんまち見守り・検証会議の取組みがこの条例

を実効性のあるものとしている。この検証の取組みのさらなる周知に努め、まちづくりの主体として

の意識向上を図る。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・みんまちでの検証作業、取り組みをもっとアピールした方が良いと思う。自治基本条

例を制定して終わりではなく、市政に反映し運用できている自治体がそれほど多くない

と感じているが、検証作業まで行っているのはかなりレアなケースだと思う。それだけ、

当市が市民とともに作ったこの条例を大切にしている表れだと思うので、もっとＰＲを

して欲しい。 

（個別事業への評価） 

・空き家対策 

・公共施設の老朽化への対策と行政の変化に関連して、商業施設への移行や老人介護施設の充実化。 

・都市基盤の変化と自然災害の懸念への対策として、相続人の入居優遇措置、空き家賃貸の斡旋、道路

に面した空き家の雑草除去。 

・公民連携の評価について、監査機能強化が図れる仕組みづくり。 

 

 

２ 新しい日常における市民参加のあり方について 

・グループ、団体としての活動  

地域コミュニティ（自治会など）、NPO、ボランティア活動への協力や参加について 

要旨 1. 楽しくて笑える活動であることが前提であり、そうすることで継続した活動となる。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・新しい日常においては、距離的な感覚がないので、参加したいという意識にするため

には従来よりももっと楽しくて笑えるグループ活動でないと続かない。 

・協働を進めるための支援のしくみは充実したか、さらにどのような支援が必要かにつ

いては、楽しく協働できるシステム作りが必要。 

要旨 2. 個人の時間や金銭の負担を出来るだけ小さくし、気軽に参加できる活動にする。参加すること

で、人とのつながりや、自分の意見がまちづくりに活かされているということを、楽しみややりがいと

いうメリットとして感じてもらえるような伝え方を工夫する。また、その働きかけの方法についても、

対象に応じて工夫する。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・今もこれからもそうだと思うが、入り口の敷居を下げること、つまり、個人の時間や

金銭の負担を出来るだけ小さくし気軽に参加できること。参加するメリットがあるこ

と。これは金銭的なものではなくても良いのだが、『つながり』がメリットであること
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を初めての人に理解してもらうのは難しいと思う。でも入ってさえもらえば、そこで化

ける人は多いと思う。 

・市民全員が参加するには、仕組みだけでなく市民意識へのアプローチの方法を対象に

応じて工夫してはどうか。 

要旨 3. 各自治会にいる社会人経験を積まれた方など、隠れた人材の掘り起こしに力を入れて自治会活

動の活性化を図る必要がある。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・自治会などの市民活動で知り合った優秀な方の接点というのは財産になっている。市

のイベントにしても、たくさんの優秀な市民がすでに携わっているが、そういう人たち

は優秀であるがゆえにみんな兼務している。そういう関わり方は仕事を抱えている若い

人には無理があり、活動できるのは引退した高齢者ばかりになってしまうという実態が

ある。 

・自治会長 3 期目といっても、自治会ではまだ初心者である。先輩方はすでに高齢で、

とてもイベントに出るという気持ちはないものの、発想や助言は大変適切だと感じてい

る。企業や役所勤めを経験された方というのは貴重な人材だと思う。各自治会にいる、

そうした優秀な埋もれた人材をうまく掘り起こせないかと思う。市全体で、人材掘り起

こしというのはもう少し力を入れた方が良い。 

・隠れた人材は、町の自治会におられるのではと考えている。コミュニケーションに気

を使う世界の上、外部との接触を避けたいと考えて行動される世界のため、なかなか外

部への展開は厳しいが、自治会活動活性化なくして市の発展は厳しいと思う。 

要旨 4. 新しい日常においては、行動が制限されることを前提として活動するという共通認識を持つ必

要がある。そのためには、対面でなくてもできる活動も考えながら、団体活動の場をなくすことなく継

続していくことが重要。オンライン会議の機会も増えつつあるが、セキュリティ上の対策を実施する

ことや、参加者による録音録画のルールについての注意喚起が必要となってくる。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・新しい日常では、自ずと行動が制限されるので、その制約を前提として活動すること 

をグループで共有することが必要となる。 

只、その制約の受け止め方も、人によってかなり差があるので、グループ活動に弊害が

でてくる場合もある。 

・行動制限について市側が、曖昧な指針を示すと、それを盾にグループ活動を活発化す

るメンバーがでてきて私は困っている。 

・他のグループ活動については、緊急事態宣言下は、活動の自粛をしている。 

・対面でなくてもできる活動も考えていく。そのためにも、今は中止となっているイベ

ントなどが何とか開催できるようになり、幅広い世代間での交流が出来るようになれば

良いと思う。私の業界の関係で行くと、リサイクル関連のイベントが各地で相次いで中

止になる中、東村山市では、パネル展示という形であったが、コロナ禍でも開催できる

方法を模索した。団体の活躍の場という意味でも、何とかイベントを開催するというこ

とに大きな意味を感じた。 

・団体同士のリモートによる交流会なども、やってみる価値はあるかもしれない。 
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・協働を統括するための組織体系は必要であるが、運営費の会員制については、新規加

入者にとって敷居が高くなる可能性がある。市営の会議室、設備機材等の使用は、市が

負担することも検討の余地がある。Zoom などによる会議は、セキュリティ上の対策を

実施することや、参加者による録音録画のルールについての注意喚起が必要である。 

 

 

・個人単位の活動  

自らできることへの参加について 

要旨 1. 楽しくて笑える活動であることが前提であり、そうすることで継続した活動となる。（再掲） 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・楽しい活動であることが大前提である。そうでなければ動かない。楽という意味では

なく、参加することによって楽しくなるということ。 

要旨 2. オンラインによる市民活動のためには通信環境の整備を進める必要があるが、好きな時間、好

きな場所で参加できるという利点があり、多様な人が関わることのできる新たなコミュニティ形成の

可能性がある。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・地域コミュニティの形成と多様性の尊重という意味では、コミュニケーションの方

法、情報伝達のためのインフラ整備、SNS を活用した支援のための情報配信などを進

めてほしい。 

・新しい日常における個人活動も自己のできる範囲で行う。その場合、オンラインでの

活動もあるので、通信環境の整備が必要となる。オンラインでは、広範囲での活動が出

来るのがメリットかもしれない。 

・東村山市版株主総会の YouTube配信は、繰り返し視聴することができたので、内容

が漏れなく伝わり理解につながったと思う。 

要旨 3. 社会福祉協議会と協働して、さらなる取組みを進めてほしい。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・社会福祉協議会とのコラボによる活動を意識している。特に、障害者支援、包括支援

活動、自治会活動は、専門的なオペレーション機能もあり、評価している。市との活動

でもまだ、効率的な協働方法があるのではと思う。 

要旨 4. 新たな人材として、テレワークにより地域で過ごすことが多くなった若い人を巻き込む取組み

が期待される。民業圧迫とならないような配慮は必要だが、リモートワーク用に市の施設を開放でき

れば、利用者に市の情報を発信する機会にもなる。身近な東村山の良さを発見してもらいたい。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・人材に関しては、若い人であればテレワークの人を取り込むと良い。地域コミュニテ

ィのNPOやボランティア活動は、もともと基本的には対面を想定した活動や行動であ

る。それをどうアレンジして継続していくかは各団体として課題として考える必要があ

る。テレワークが今後も継続されることが予想される。今まで日中市内で生活をしてい

なかった人たちを巻き込むきっかけ作りを考えてはどうか。 

・テレワークになり昼夜間人口はどのように変化したかがわかるとターゲットを絞り

やすいのではないか。  
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・リモートワークなどで、普段は都心に通っている方々が東村山にいる機会が増えてい

ると思う。そういう方々に身近な東村山の良さを発見してもらいたい。民間のコワーキ

ングスペースなどもあるので、民業を圧迫しないようにすることが大前提だが、リモー

トワーク用に市の施設を開放するようなことも出来ると、利用者に市の情報を発信する

機会にもなり良いと思う。 

・コロナ禍によるテレワークの推進で、都心から離れて生活する人たちが増えてきてい

るので、この機会に比較的に交通機関に恵まれている東村山のアピールを強化すること

で 30代、40代の人口を増やすことが望まれる。 

要旨５. SNS 発信している個人を東村山括りでつなげる場を設けて活性化するなど、個人から団体へ

つなげる取組みができると良い。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・個人で SNS などによる発信を行っている人は多いと思うので、そういった市民に『♯

ひがしむらやま』を必ずつけてつぶやいてもらうとか、個人の SNSユーザーをつなぐ

場（グループなどですでにあると思いますが）を活性化していく。その中から、インフ

ルエンサーとなる方が一人でも二人でもいると東村山がバズるきっかけになるのでは

ないかと思う。 

要旨６. 情報共有の手段として多くの市民がスマホを活用できるようになることによる効果は大変大

きい。スマホに慣れない世代の方がきちんと市の情報を共有できるように、この操作だけすれば簡単

に繋がれるということを市報等で毎回スペースを割いて丁寧に広報すると良い。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・スマホの活用は有効だと思う。ご高齢の方でお持ちでない方もいるが、この操作だけ

すれば簡単に繋がれるということを市報等で毎回スペースを割いて丁寧に広報すると、

かなり変わると思うので検討いただければと思う。 

 

 

・自由意見、みんまち見守り・検証会議に携わってみて感じたことなど 

要旨 1. みんまち条例に実効性を持たせるみんまち見守り・検証会議の取組みを通じ、市がどのような

まちづくりを目指しているのかがよく分かった。このような取組みが他自治体にも広がると良い。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・これまでの検証会議を通して感じたことは、市政としての取組みは、かなり早い段階

で準備できていた印象がある。その土台がしっかりしているので、ぶれることなく、み

んまち条例が制定されており、それを基準として策定された総合計画の「施策がめざす

姿」にはっきりと反映されている。これらがどのように実施されているか検証すること

は、改善点や効率性のレビューができる良い機会であると思う。 

・この取り組みを、他の基礎自治体へも広がると良いと思った。 

・みんまち検証会議に携わって、市に対する新しい視点を得たと感じている。今までと

は違う見方を手に入れて、視野が広がっている。 

・市長はじめ職員の方たちが「みんまち条例」を主軸としてより良い市民生活を目指し

ているのが良く分かった。実際、自治基本条例は流行として多く作られたが「絵に描い

た餅」的になっているところも多いと感じている。 
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・２０１０年に自治基本条例市民参画推進審議会に入れて頂いてから、かれこれ１１年

目になった。この審議会に関わったことで、東村山市の市政や方向性が本当によく見え

たと思う。判定をしなくてはならないのが本当に毎度心苦しいのだが、市長始め市のト

ップの方々を前に言いたいことを言わせて頂ける機会は他になく、大変貴重な経験をさ

せていただいた。ありがとうございました。 

要旨 2. 市民活動やボランティア活動をするときに、みんまち条例の考え方に基づいた活動となってい

るかを自己検証しながら取り組んでいるが、所属団体全員がみんまち条例の考え方を理解して、共通

認識のもと活動するまでには至っていない。コロナ禍において市民活動を継続するためには、IT の活

用を推進したいが、ネットのリスクや、ITに馴染みのない高齢者への対応の困難さなど、課題が多い。

勉強会の開催などの地道な取組みを積み重ねながら進めていきたい。 

検証シート

及び発言ま

とめ 

・市民活動、ボランティア活動を行っていくにあたり、活動の自己検証をしていくこと

の拠り所となっているのが、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例と意識してい

る。しかし、自治会でもその他、ボランティア活動でも、基本条例を、表に出しての議

論には至っていないのが現状である。理屈っぽくなってしまい、面倒な状況が目に浮か

ぶ。その点が、今後の課題と考えている。  

・ IT の活用を、推進していきたいが、ネットの利便性とそのリスク、また高齢者の対

応の困難さを考慮すると、自治会への展開はまだまだ問題が多い。実態との乖離の調整

がこれからの課題である。 

・コロナ禍の中で、いやおうなくリモート活用でのコミュニュケーションは、必須とな

ってきた。テクニカルな面での、勉強会開催などで、時間をかけて指導する機会をもっ

て、地道に積み重ねて拡げていきたいと考えている。 

・いろいろな方の意見を聞いて、特に住民参加できている方は市への思いがとても強い

と実感している。  


