別紙

検証経過等について
平成２７年７月１日、同８月２６日及び同１１月４日に開催された会議に
おいて行った検証作業の概要はつぎのとおりである。
１ 検証の方法について
平成２６年度に市が実施した事業における「情報共有」
「市民参加」
「協働」
の３原則に基づく取り組みについては、第１回会議において実施状況を確認
したが、事業数、分野等が膨大かつ多岐にわたること（参考資料参照）から、
すべての事業を対象とすることができないため、事業を抽出して検証するこ
ととし、個別の事業評価ではなく、あくまで３原則に基づく取り組みが適切
であったか否かに焦点を絞ることとした。
対象事業については、事務局から事業概要及び３原則の反映状況等を聴取
し、各委員がそれぞれ「検証シート」で５段階評価の判定を行ったうえで議
論を行い、答申案を取りまとめることとなった。
なお、選択した事業は、３原則の内「情報共有」に関する手法が多数を占
めたため、今年度においては「情報共有」についての検証を行うことで意見
がまとまった。
２ 対象事業について
次の特色の異なる３事業とした。
（１）例年開催される市最大規模のイベント「市民産業まつり」
（２）市民生活に密着した内容であり、ごみの収集形態を大幅に変更した経
緯が特徴的な「ごみの出し方変更」
（３）市制施行５０周年の節目として大規模な展開を行った「市制施行５０
周年記念式典・記念行事」
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事業毎の検証結果

○

市民産業まつり

（１）基本情報
事業名

市民産業まつり

年度

平成 26 年度

所管部課

市民部

種別

新規 ・ 継続

事業の背景

産業振興課

昭和 39 年の市制施行以前から開催を続けてきた、当市最大規模のイベントである。
昭和 37 年の第 1 回開催以来、平成 26 年度に第 53 回を数えた。元々のまつりの趣旨
は、収穫祭としての意味合いが強く、当時は行政・農協・各農家からなる「共振会」と
いう組織が運営していた。現在は、各部門（農畜産、商工業、文化、福祉、公共事業、
祭ばやし）から推薦された代表者によって構成される「東村山市民産業まつり実行委員
会」を組織し、まつりの運営にあたっている。事務局は市の産業振興課におかれ、他に、
農協や商工会の職員も各部門の事務を担うために振り分けられている。
開催以来、農業と商工業の PR の場として発展を続け、今日に至る。

事業内容

・市内六社による、山車・神輿・大太鼓の競演
・ステージ及びストリートライブ
・各部門(農畜産、商工業、文化、福祉、公共事業)による展示・物販、姉妹都市・交流
団体展、東日本大震災被災地支援コーナー

事
業
の
経
過

平成 22 年度

第 49 回 上記と同内容（東日本大震災被災地支援コーナー除く）

平成 23 年度

第 50 回 上記と同内容に加え、第 50 回記念ゲストとして、当市出身のお笑いタレント、
カラテカの矢部太郎さん及び東京消防庁音楽隊を招いた。

平成 24 年度

第 51 回

上記と同内容に加え、当市出身のお笑いタレント、エスパー伊東さんを招い

た他、市内園児による「ゆりーとダンス」を披露した。
平成 25 年度

第 52 回 上記と同内容に加え、ご当地アイドル及び警視庁音楽隊を招いた。

平成 26 年度

第 53 回 上記と同内容に加え、市制施行 50 周年記念として、当市出身のタレント、ユ
ージさん及び、当市在住のお笑いタレント、日本エレキテル連合さんが出演し、例年を
上回る賑わいを見せた。

事業の主な実績・効
果

平成 26 年 11 月 8 日(土)～9 日(日)開催
・来場者数(2 日間)延べ 11 万人。
近隣市でも「市民まつり」や「産業祭」等の同趣旨のイベントは多数行われているが、
当市の「市民産業まつり」はその歴史や規模からも特筆すべきものがある。収穫祭が起
源となる市民向けのイベントであり、まつり自体の知名度や注目度も高く、例年の実施
を心待ちにしている市民も多い。そのため、イベント自体の宣伝よりも日時の告知が重
要であり、情報量を抑えた、目に飛び込んできやすいキャッチ―なポスター等のデザイ
ンを心掛けている。特に市外に向けた集客の取り組みは行っていないものの、西武鉄道
のご好意で管区内へのポスター掲示などの協力をいただいている。市外向けの呼び込み
イベントには「東村山菖蒲祭り」やご当地グルメイベント「さと八だョ！ 全員集合！！」
があり、それらのパンフレットも、市民産業まつり会場で配布することで、相乗効果を
図っている。
他に毎年恒例の取り組みでご好評をいただいているものとして、まつり前日の金曜午
後から実施する農産物の品評会や、縁起物の宝船(市内農産物で製作)と宝分け(宝船の
農産物等を詰め込み、1 袋 200 円で来場者に販売)がある他、東村山市商工会が実施して
いるドリームスタンプ現金抽選会が行われている。
市内の農業及び商工業の格好の PR の場である当まつりの終了後には、各店舗等への
商品の問い合せも多く、地域の産業振興に大きく寄与している。
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（２）情報共有の手法及び判定
手法

実績・効果

市報

判定（※）

・11 月 1 日号 1 面で特集記事を掲載。

概ね適切である（2.20）
【補足意見】
・綺麗な作りで良い。
・市報に掲載されている写真に市民の顔が
写っておらず、寂しい印象を受ける。個人
情報に配慮したためと思われるが、市民の
了承を得た上で顔を写させてもらうこと
も検討の余地はあるものと考える。

ホームペー
ジ

・実施時期

概ね適切である（2.10）

開催 1 ヶ月前より
・市 TOP ページのブランディングエリアより、

【補足意見】

開催案内ページへリンク

・スムーズに目的のページを見つけられ

・同時期に商工会議所 HP でも「市民産業まつり」 る。
の特設ページを作成し公開。
ポスター

・配布開始時期

概ね適切である（1.96）

10 月 10 日～
・製作数 700 枚
プログラム

・配布開始時期

概ね適切である（2.24）

10 月 20 日～
・製作数 6,500 部

【補足意見】
・優先的に配布する場所の見直しや市報で
配布場所を示すなど情報発信を相互連携
させることで、より詳細に知りたい人の要
望についても満たしていくことが求めら
れる。そのような意味では、新たに参加さ
れた市民への対応と、積極的にイベントに
参加し詳細な情報を得たいという市民へ
の対応など、広く行き渡らせることと、深
く浸透させることのバランスをどうとる
かが重要である。

庁内放送

・放送時期

概ね適切である（2.10）

10 月 31 日(金)～11 月 7 日(金)
・放送回数 1 日 2 回
（午前 10 時、午後 3 時）
判定：１．適切である(1.0 以上 1.5 未満) ２．概ね適切である(1.5 以上 2.5 未満)
３．どちらともいえない(2.5 以上 3.5 未満) ４．あまり適切でない(3.5 以上 4.5 未満)
５．適切でない(4.5 以上 5.0 以下)
※（

）内数値は、各委員から提出された「検証」シートの判定点数を平均したもの。

（３）検証結果
概ね適切(事業平均 2.12)であると認められる。
３
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ごみの出し方の変更

（１）基本情報
事業名

ごみの出し方変更

年度

平成 26 年度

所管部課

資源循環部 管理課

種別

新規 ・ 継続

事業内容

秋水園リサイクルセンターの建設に合わせて、ごみ・資源物の出し方を変えることで、
これまでの課題を解決し、市民サービスの向上を図る。
＜変更の内容＞
ごみの種類

場

有害物

かん

容器包装プラ
スチック

収集日

透明・半透明袋

びん・かん、

(びん・かんはまとめて

有害物の日

週1回

入れられます)
自
宅
前

容器包装プラス

透明・半透明袋

チックとペット
ボトルの日

指定収集袋
縛る・まとめるなど

古紙・古着

収集回数

透明・半透明袋

びん

ペットボトル

出し方

所

古紙・古着の日

週1回

月2回

(古着は透明・半透明の
袋でも可)

※集合住宅は専用の集積所等へ。
※燃やせるごみ、燃やせないごみの出し方には変更無。

事
業
の
経
過

平成 22 年度

・東村山市のごみ処理に関する意見交換会開催（平成 22 年 1 月～3 月）
・一般廃棄物処理基本計画（素案）についての意見募集（パブリックコメント）
・東村山市一般廃棄物処理基本計画策定

平成 23 年度

―

平成 24 年度

・部内及び収集業者との協議

平成 25 年度

・費用等の試算

平成 26 年度

・ごみの出し方変更実施（10 月～）

事業の主な実績

基本的にすべてのごみ・資源物が自宅前に出せるようになり、市民サービスが格段に向

・効果

上した。
・ペットボトルが容器包装プラスチックとともに委託処理業者へ直接搬入にされること
で、秋水園への搬入台数が減り、近隣住民への負担が軽減された。
・集積所等が廃止されたため、ごみが集積所外へ溢れ出す事態や、コンテナへの不法投
棄が無くなり、衛生環境と美観が保たれるようになった。
・ペットボトルの収集回数が月 2 回から週 1 回になった。
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（２）情報共有の手法及び判定
手法
説明会

実績・効果

判定（※）

市民向け

適切である（1.40）

10 月からの変更を鑑み、8 月 16 日～9 月 14 日の
短期集中で全 88 回実施。資源循環部内で 5 班体制

【補足意見】

を組み説明会を行った。

・非常に丁寧に事業を進めており評価でき

・日程及び時間帯

る。

○8 月 市内各小学校（15 校）
平日 10:00～ 各校 1 回 全 15 回
19:00～ 各校 2 回 全 30 回
土曜 10:00～または 14:00～
各校 1 回 全 15 回
日曜 10:00～または 14:00～
各校 1 回 全 15 回
〇9 月 各町（13 町）
土日 10:00～または 11:00～
各町 1 回 全 13 回
・所要時間 30 分～1 時間程度
・開催場所 小学校(15 校)、公民館(4 館)、ふれ
あいセンター(5 ヶ所)、青葉地域センター、美住
リサイクルショップ、ふるさと歴史館、サンパル
ネ
・参加者数 1,369 人
・視覚障がい者のために点字資料も作成した。
・聴覚障がい者のために、中央公民館及びサンパ
ルネでは手話と要約筆記を行った。
廃棄物減量等推進員向け
・開催日 8 月 5 日(火) 午前
・廃棄物減量等推進員を対象に、収集形態変更の
説明とリサイクルセンター見学会を行った。
出前講座
大型スーパーや市公共施設においての「ごみ」に
関しての出張説明会(通称：出前講座)を行った。
店舗等の出入口付近に職員が立ち、説明・質疑等
を受け付ける。平成 26 年度は、例年実施している
出前講座に加え、
「ごみの出し方変更」に特化した
出前講座を 25 回分増設し、周知に当たった。
・日程及び時間帯
8 月 18 日～10 月 17 日
※時間帯及び所要時間は会場によって異なる
・実施場所

大型スーパー等市内主要店舗(10 ヶ

所)、公共施設(9 ヶ所)、自治会等(6 ヶ所)
市報・啓発紙

市報

概ね適切である（1.70）

6 月 15 日号、7 月 15 日号、
8 月 15 日号、10 月 1 日号で PR

【補足意見】

・全戸配布

・詳しく書かれている。

５
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ごみ見聞録
8 月 1 日臨時号、10 月 1 日号発行
・全戸配布
パンフレット

9 月中旬

概ね適切である（1.67）

(ごみカレン

・全戸配布

ダー、ごみの

（点字・市 HP による音声読み上げ対応有）

【補足意見】

分け方・出し

・よく目にしてきたことから市の努力を感

方)

じている。

ホームページ

6 月 11 日より関連記事 UP

概ね適切である（2.27）
【補足意見】
・目的のページまで多少の時間はかかるも
のの情報量が多いことは評価できる。

ポスター

・発行時期 8 月 1 日～9 月 30 日

概ね適切である（1.78）

・掲示場所等 指定取集袋取扱店、市内 9 駅、
公共施設(A3 サイズ)、グリーンバス(中吊り広
告)、ごみ収集車(マグネットシート) 等
チラシ

コンテナ用

概ね適切である（1.68）

・実施時期 9 月末
・集積所及び、びん・かんステーションに配付す

【補足意見】

るコンテナに 10 月 1 日から排出場所が変更になる ・発信した情報がいかに相手に伝わり、行
ことを周知したチラシを貼付した。

動変容を起こすかが重要であるが、当該事

・配布・貼付にあたっては、各町で活動する廃棄

業においては、情報発信後、行動変容が見

物減量等推進員(※市長が委嘱)へ依頼し、協働し

られない場合には、更に追加発信をして促

て実施した。

していくということがなされており、評価

ポスティング用

は高い。

・10 月のごみの出し方変更後、ごみの出し方のル
ールを守っていない方の自宅ポストへ投函し、ル
ールの周知徹底と啓発を図った。
自治会回覧・

・自治会数 309 ヶ所

概ね適切である（1.80）

掲示板

・配布時期 8 月 25 日～30 日までに届くよう郵送

ごみ収集車広

ごみ収集車広報

報、庁内放送

・放送時期 9 月 1 日～10 月 31 日

概ね適切である（1.75）

・放送時間 収集時間内
・放送範囲 市内全域
庁内放送
・放送時期 9 月 1 日～9 月 29 日
・放送回数 1 日 2 回（午前 10 時、午後 3 時）
判定：１．適切である(1.0 以上 1.5 未満) ２．概ね適切である(1.5 以上 2.5 未満)
３．どちらともいえない(2.5 以上 3.5 未満) ４．あまり適切でない(3.5 以上 4.5 未満)
５．適切でない(4.5 以上 5.0 以下)
※（

）内数値は、各委員から提出された「検証」シートの判定点数を平均したもの。

（３）検証結果
概ね適切(事業平均 1.75)であると認められる。
６
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○

市制施行 50 周年記念式典･記念行事

（１）基本情報
事業名

市制施行 50 周年記念式典･記念行事

年度

平成 26 年度

所管部課

経営政策部 企画政策課

種別

新規 ・ 継続

事業の背景

平成 26 年 4 月 1 日に市制施行 50 周年を迎えたことを記念して、10 月 26 日(日)に市
民スポーツセンターにて記念式典及び記念行事を実施した。当日は約 36,000 人を超え
る来場者があり「50 周年」という記念すべき年を飾るに相応しい、大イベントとなっ
た。実施にあたっては、事務局を市の企画政策課に置き、関係団体等の代表者で構成さ
れた東村山市市制施行 50 周年記念事業実行委員会を組織し、各部会（50 周年記念写真
展、子ども遊びと世代間交流会、山車・神輿・大太鼓、オープニングパレード・沿道パ
フォーマンス、八国山芸術祭、東村山特産市、道路・交通・警備、清掃・美化、市民公
募事業部会）に分かれ、各事業の実施・運営にあたった。

事業内容

平成 26 年 10 月 26 日(日) 午前 9 時 30 分～午後 4 時迄
【市民スポーツセンター内にて実施】
・市制施行 50 周年記念式典(第一部)
・中学生による合唱（東村山第二・第五・第七中学校）
・市制施行 50 周年記念トークショー～ふるさとへの想い、明日をひらく力～(第二部)
・市制施行 50 周年記念写真展
・子ども遊びと世代間交流会
・ぼくたちわたしたちの大好きな東村山～私立保育園作品展～
・東村山特産市～グルメ＆マルシェ～
【さくら通りにて実施】
・オープニングパレード
(警視庁音楽隊カラーガード、私立幼稚園 9 園、六社山車・神輿・大太鼓)
・オープニングパフォーマンス（私立幼稚園 2 園）
・沿道・ステージパフォーマンス(公立保育園、久米川・大岱・久米川東小学校)
・大太鼓を叩いてみよう！～お祭りキッズ体験～
・六社山車・神輿・大太鼓の競演

事

平成 24 年度

業

実施本部」を発足し、50 周年記念事業の基本コンセプトを定めた。

の

・若手職員を中心メンバーとした「東村山市市制施行 50 周年記念事業推進部会」を発

経
過

・市長を本部長とし、各部長で構成する庁内組織「東村山市市制施行 50 周年記念事業

足し、事業計画案の作成、広報・PR 戦略の検討を行った。
平成 25 年度

・50 周年を契機に当市の公式キャラクターを制作するため、ご当地キャラクターのデ
ザイン案募集を行った。市内小中学校・一般から応募のあった 1,650 作品の中から、
最終候補作品として選ばれた 7 作品について「ご当地キャラクター選手権（6 月 17
日～23 日）
」
と題した人気投票を行った結果、
得票総数 17,887 票の内最多得票数 5,085
票を獲得した「ひがっしー」が当市公式キャラクターに決定した。
・事業計画案完成(8 月 27 日、推進部会はこれをもって解散)
・当市公式キャラクター「ひがっしー」が誕生したことを記念して「みんな大好きひが
っしーお土産品アイディアコンテスト（3 月 8 日）
」を実施した。金賞受賞作「ひが
っしーふわふわペンケース」は東村山市商工会によって商品化された。

平成 26 年度

・10 月 26 日の記念式典・記念行事を中心とした 50 周年記念事業の実施・運営を行う
ため「東村山市市制施行 50 周年記念事業実行委員会」を発足した。
・東村山市市制施行 50 周年記念式典・記念行事を実施した。
・実行委員会主催事業の他にも、市主催の「50 周年」の冠を付した各所管事業や等、
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年間を通して様々な記念事業を実施した。
事業の主な実績

「50 周年」という記念すべき年を飾る一大イベントとして、平成 24 年度から準備を進

・効果

めてきた事業である。計画当初から、行政主導ではなく、市民と行政が一体となった事
業運営・実施を行うことを目指してきた。「人と緑と笑顔とともに～これまでも

これ

からも 東村山～」と定めた 50 周年記念事業全体テーマの元、記念式典・記念行事で
は、山車・神輿等の伝統芸能に象徴される「これまで」の 50 年を担ってきた大人たち
から、合唱や躍動感溢れるパフォーマンスを見せてくれた「これから」の 50 年を担う
子どもたちへ、絆を繋ぎ、未来のバトンを渡すことを意識した内容になっている。市民
及び関係各所から大変なご好評をいただき、来場者数は約 36,000 人を超えた。
また、さくら通りを交通規制及び通行止めにして行ったオープニングパレード及び沿
道パフォーマンスは、市と警察署、安協、幼稚園、祭囃子保存連合協議会等が連携して
行った、当市では前例のない大規模な取り組みであった。
更に、50 周年記念トークショー～ふるさとへの想い、明日をひらく力～と題し、渡
部市長をコーディネーターに、東村山しあわせ大使を務める女優、竹下景子さんと、当
時、当市の多磨全生園を題材とした映画「あん」を撮影中であった世界的な映画監督、
河瀨直美さんをゲストにお迎えした記念式典第二部は、開催前から問い合わせも多く、
800 席用意していた観客席がほぼ満席となった。
＜来場者数等実績＞
来場者数
事業名

開催場所

市制施行 50 周年記念式典

市民スポーツセンター第一

市制施行 50 周年記念トークショー

体育室

来場者数(人)
2,630

市民スポーツセンター
子ども遊びと世代間交流会

卓球室、レクリエーション

2,021

室
東村山特産市

市民スポーツセンター

～グルメ＆マルシェ～

第一駐車場

屋外イベント

さくら通り

17,866
14,000
計

36,517

出演者数
内容

参加団体

記念式典 中学生合唱

東村山第二、第五、第七中

出演者数(人)
324

秋津、麻の実、久米川、暁
星、しらぎく、東村山むさ

オープニングパレード(幼稚園)

しの、まりあ、美住、南台

683

幼稚園
警視庁音楽隊カラーガー
オープニングパレード団体等

ド、祭囃子保存連合協議会、

795

野口雅楽振興会
沿道・ステージパフォーマンス

多摩みどり、精心幼稚園、
久米川、大岱、久米川東小

８
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屋外イベント 公立保育園合唱

第一～七保育園

130

年長児クラス有志
計

2,313

従事者数
内容

従事団体

従事者数(人)

警察、消防、安協、子ども

団体等

140

遊びと世代間交流会部会

市職員

367
計
合計

９
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（２）情報共有の手法及び判定
手法
市報

実績・効果

判定（※）

4 月 1 日号(1 面)、

概ね適切である（2.10）

10 月 1 日号(1・2 面)で、
記念式典について PR

【補足意見】
・市制施行の年に生まれ、市内で働いてい
る人などの喜びのコメントを市報に掲載
するなどの取り組みも、公共性・公平性の
課題はあるものの市民が自治の中心とい
う観点では検討の余地があるものと考え
る。

ホームページ

平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日までの

概ね適切である（2.40）

一年間、TOP ページのブランディングエリアか
ら、特設ページへリンク。
ポスター

50 周年記念式典・記念行事の PR ポスター

概ね適切である（1.88）

・掲示期間
10 月 1 日～10 月 26 日
チラシ

【補足意見】

・製作数 320 枚

・練りに練った内容である。

50 周年記念式典・記念行事の PR チラシ

概ね適切である（1.96）

・配布開始時期 10 月 1 日～10 月 26 日
・製作数 20,000 枚
近隣住民への通行止等協力依頼チラシ
・配布時期 9 月 11～12 日
・製作数 1,105 枚
パンフレット

50 周年記念式典第一部・二部の会場配布用パン

概ね適切である（1.97）

フレット
・製作数 1,000 部
PR 等制作物

50 周年記念式典・記念行事の PR 等を狙いとした
制作物（年間通じての PR）
のぼり旗
・4 月 1 日から 3 月 31 日まで市内公共施設等で
掲示。
製作数 200 枚
懸垂幕
・4 月 1 日から 3 月 31 日まで市役所本庁舎に掲
示。
横断幕
・4 月 1 日から 3 月 31 日まで市役所北庁舎に掲
示。
・式典当日はパレード先頭で市長以下 5 名で掲
揚。
マグネットシート
・4 月 1 日から 3 月 31 日まで庁用車・ごみ収集
車に掲示。
・製作数 300 枚
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概ね適切である（1.90）
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街路灯用フラッグ（オレンジ・青の 2 種）
・4 月 1 日から 3 月 31 日まで、さくら通りに掲
示。
・製作数 56 枚
通行止め案内看板
・10 月 1 日～10 月 26 日まで 50 周年記念式典・
記念行事開催に伴う通行止め案内看板をさくら
通り・さくら通りへ繋がる道路脇に設置。
・製作数 120 枚
屋外看板
・東村山駅東口噴水内の屋外看板（国体制作のも
のを再利用）を 50 周年仕様に貼替。
記者会見用バックパネル
・ひがっしーを模した記者会見用バックパネル。
50 周年以後も使用できるように、普遍的なデザ
インとした。記念式典の際には、屋外ステージの
背景として使用。
記念グッズ

50 周年記念式典・記念行事の来場者・出演者・

概ね適切である（2.10）

招待客等に配付することを目的とした記念グッ
ズ

【補足意見】

（製作数は年間で使用するための数）

情報発信が足りなかった印象を受ける。

ひがっしーうちわ
・オープニングパレード来場者先着 1,000 名に配
付した記念グッズ。
・製作数 1,000 枚
ひがっしー木製クリップ
・記念式典第二部トークショー来場者先着 200
名に配付した記念グッズ。
・製作数 230 個
ひがっしー紙バッグ
・記念式典招待客等へ配付する記念グッズを収め
る紙バッグ。
・製作数 3,000 枚
ひがっしーシール（5 種）
・記念式典招待客へ配付した記念グッズ
・製作数 14,000 枚
ひがっしー缶バッヂ（5 種）
・記念式典招待客・記念行事(子ども遊びと世代
間交流会)参加者へ配付した記念グッズ
・製作数 5,000 個
ひがっしークリアファイル
・記念式典招待客へ配付した記念グッズ
・製作数 15,000 枚
50 周年記念映像 DVD
・記念式典招待客へ配付した記念グッズ
・製作数 1,000 枚
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ひがっしースポーツタオル
・記念行事出演者に参加賞として配付した記念グ
ッズ。
・製作数 1,000 枚
ひがっしーストラップ
・記念行事出演者に参加賞として配付した記念グ
ッズ。東村山市商工会が制作・販売。
・購入数 800 個
ひがっしーふわふわペンケース
・記念行事出演者に参加賞として配付した記念グ
ッズ。平成 26 年 3 月 8 日に市が開催した「みん
な大好きひがっしーお土産品アイディアコンテ
スト」にて金賞を受賞した作品を、東村山市商工
会が商品化した。
・購入数 550 個
SNS

「ひがっしー」のツイートとして、式典開催一週

概ね適切である（1.67）

間前～式典迄の期間限定で実施
・ツイート数 120 回
・実施期間 10 月 17 日～10 月 26 日
その他

－

【補足意見】
・情報共有の観点としては、学校単位で参
加することで子どもから親へ確実に家庭
内の口コミが広まるため、大きな情報発信
ができている。
・情報を広く発信することは大切だが、周
知範囲の奥行についても工夫することで
より効果的な情報発信ができるため、今後
の事業に活かされたい。

判定：１．適切である(1.0 以上 1.5 未満) ２．概ね適切である(1.5 以上 2.5 未満)
３．どちらともいえない(2.5 以上 3.5 未満) ４．あまり適切でない(3.5 以上 4.5 未満)
５．適切でない(4.5 以上 5.0 以下)

※（

）内数値は、各委員から提出された「検証」シートの判定点数を平均したもの。

（３）検証結果
概ね適切(事業平均 1.99)であると認められる。
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４ 今後の課題について
当会議における検証については今回が初年度であり、いくつかの課題が明ら
かになったため、以下に示す。
（１）手法の検証について
手法の目的やねらいを判断するには、その手法を活用した事業につい
ての、一定の基礎的な知識が必要となる。講じた手法ごとの役割や相関
関係も知りたい。
（２）検証対象の選定基準について
検証を行う上で、市で実施する全事業を対象とすることは出来ないた
め、例えば市民を巻き込みながらきめ細かく政策立案している計画等に
絞るなど、検証対象の選定基準について今後検討が必要である。
（３）検証対象に関する意識の把握について
今回検証した事業はあくまでも全体から見れば一部であることから、
市民や職員の意識などを調査し、それらについても当会議で検証を行う
ことも必要である。
（４）次年度の進め方について
今年度議論できなかった市民参加と協働についてどのように検証して
いくかについては、今年度の進め方をもとに、今後当会議として議論を
行い、方向性を決めていくことが必要である。

今後の当会議における検証のあり方等について、以上の意見を添えて答申と
する。
以上
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参考資料
平成２６年度東村山市
「情報共有「市民参加」「協働」のための手法（取り組み）実施状況
情報共有のための主な手法（取り組み）実績
手法の種類

実績

市報

発行回数 24 回、発行部数 1,708,947 部、総記事数 1,328 件

ホームページ

トップページアクセス数 496,894 件、
総ページレビュー数 34,867,043 件

東村山市版株主総会

開催回数 1 回 参加人数 42 人

タウンミーティング

開催回数 12 回、参加人数 162 人

チラシ

発行種類数 81 種、発行枚数 524,133 枚

ポスター

発行種類数 71 種、発行枚数 13,015 枚、掲示箇所数 636 箇所

パンフレット

発行種類数 18 種、発行枚数 114,472 枚

啓発紙

発行種類数 44 種、発行枚数 469,444 枚

PR グッズ

制作種類数 30 種、制作数 46,559 個

説明会

種類数 28 種、開催回数 162 回

E メール(送信)

送信案件 6 件、送信数 131 件

SNS

50TH ツイッター ツイート 120 回、フォロワー186 人
市公式ツイッター ツイート 777 回、フォロワー3,070 人

その他

手法数 22

※実績数値はいずれも、実態把握ができる範囲のものです。
市民参加のための主な手法（取り組み）実績
手法の種類

実績

附属機関・協議会等

種類数 63 種、開催回数 527 回

東村山市版株主総会

開催回数 1 回 参加人数 42 人

ワークショップ

種類数 4 種、開催回数 83 回

パブリックコメント

種類数 18 種、実施日数 382 日、意見数 159 件

アンケート

種類数 19 種、実施回数 27 回、
対象者数 13,138 人、回答数 4,763 人

フォーラム

種類数 3 種、開催回数 3 回、参加者数 304 人

パネルディスカッシ

種類数 2 種、開催回数 2 回

ョン

(いずれもフォーラム内プログラム)

市長への手紙等

郵送 161 通、FAX15 通、E メール 203 通 計 379 通

その他

手法数 4

※実績数値はいずれも、実態把握ができる範囲のものです。
協働のための主な手法（取り組み）実績
手法の種類
協働事業

実績
事業数 42 事業
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