
 

 

 

 

東村山市わたしたちのＳＤＧｓ推進都市宣言（案）に関する意見募集（パブリックコメント）の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お寄せいただいたご意見の中に複数にわたる内容が記載されている場合は、項目ごとに分割するなど、整理して記載しています。 

また、明らかな誤字・脱字等の修正を除き、可能な限り原文のまま掲載しています。 

 

１．案件名 東村山市わたしたちのＳＤＧｓ推進都市宣言（案） 

２．担当所管 

（１）名称 東村山市経営政策部企画政策課 

（２）所在地 〒189-8501 東村山市本町 1-2-3 本庁舎 3階 

（３）電話番号 042-393-5111（代表）内線 3001 

３．概要 

（１）意見募集期間 令和 4年 12月 1日（木）～令和 4年 12月 20日（火） 

（２）周知方法 東村山市ホームページ、市報ひがしむらやま令和 4年 12月 1日号、資料設置場所

へのポスター掲示、社会福祉協議会・憩いの家・地域包括センターにおけるチラシ

の配布、「れんらくアプリ」を通じたアンケート配信 

（３）資料等の設置場所 市役所本庁舎 1階情報コーナー、いきいきプラザ 1階総合相談窓口、各公民館、 

中央図書館、富士見図書館、ふるさと歴史館、市民スポーツセンター、各ふれあい

センター、青葉地域センター、美住リサイクルショップ、社会福祉センター、サン

パルネ内「地域サービス窓口」（ワンズタワー2階）、子育て総合支援センター「こ

ろころの森」、社会福祉協議会、憩いの家、地域包括センター 

４．ご意見をお寄せいただいた人数 
計 28名（内訳：各施設での提出 3名、郵送での提出 0名、ファクシミリでの提出

1名、メールでの提出 1名、WEBフォームでの提出 23名） 

５．お寄せいただいたご意見の数 41件 

６．お寄せいただいたご意見の内容と市の考え方 別紙のとおり 



No. 寄せられたご意見 ご意見に対する市の考え方

1

個人的にはSDGs自体が、当たり前のことを難しく言っているように思えて、お恥ずかしなが

ら中々頭に入ってこない状態です。子ども向けにはもっとシンプルに、みんなで助け合い、

人間も動物も地球も大切にしようというようなシンプルなメッセージの方が理解しやすいか

と思います。

2

全体構成について 変更 を希望します。ＳＤＧｓに倣うのであればこのような宣言文も 未来

的思考 で表現する方が良いと思います。

１、わたしたちはどのような未来を描いているのか

２、ＳＤＧｓとは

３、世界・世の中の状況、現状、問題提議

４、東村山市の状況、現状、問題提議

５、東村山市にはこのような課題を解決していく

みんなで行動を起こしましょう

3

誰向けなのか。現状表現は、基本情報を集めれば完成する文章である。と感じます。

東村山市「らしさ」の表現は どこにあるのかわかりません。

誰目線で、誰向け。なのか。 情報の整理をお願いします。

本宣言は、東村山市に関わる全ての人に向けた宣言とするため、SDGsを知らない人にも分か

りやすいよう、SDGsに関する基本情報から記載することとしました。また、「笑顔つながる

東村山」というビジョンは、市民の皆さんの意見をもとに作り上げた2030年度にめざす将来都

市像「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる東村山」と同様の表現であり、東村

山らしさと分かりやすさを備えた表現として追加いたしました。

4
SDGsでは環境問題、差別や不平等、貧困など、それぞれに関連し合う多面的な目標がありま

すが、宣言の文面は環境問題に偏重しているように感じます。

SDGsの目標は経済、社会、環境の3つの階層に分けることができ、社会や経済を支えるために

も、その土台となる環境問題の解決は重要と考えております。東村山市においても豊かなみど

りを守りつつ、人権の歴史を大切に、様々な地域課題を克服し、「だれ一人取り残さない」持

続可能なまちづくりに取り組んでまいります。

5

＜第一段落＞

「わたしたちの地球」の「わたしたちの」を取り、「人類をはじめとする」を「人類を含

む」にしてはどうかと思います。前者は所有を、後者は人類の優位性を含意しているように

も読めます（もちろん、そのような文意ではないことは理解しています）。

ご意見を踏まえ、「無限の大宇宙に青く輝くわたしたちの地球。人類をはじめとする 多種多様

な生き物」を「無限の大宇宙に青く輝く地球。人類を含む多種多様な生き物」に修正いたしま

す。

6

＜第二～四段落＞

「多くの人々や生き物が生存を脅かされ、」の点は、生存の危機にはなくても不公平で困難

な状況に置かれている人々がいることが大きな問題だと思いますし、第三段落で資源の過剰

消費とその自覚の重要性を指摘し、第四段落で「こうした自覚と反省のもと」としてSDGsの

説明に続くと、環境問題のみをフィーチャーしているようで若干ミスリードな印象を受けま

す。

環境問題は初めてSDGsを知るかたにもイメージしやすいこと、また社会や経済を支える土台

として重要であることから、数ある課題の一つとして例示しております。ご指摘のとおり

SDGsには様々な課題がありますので、SDGsの趣旨に基づき東村山市における課題解決に向け

て引き続き取り組んでまいります。

ご意見を踏まえ、「笑顔つながる東村山」というビジョンを冒頭に追加しました。本宣言を

きっかけに多くの方にSDGsを知っていただけるよう、周知方法を工夫してまいります。



No. 寄せられたご意見 ご意見に対する市の考え方

7

市の人口減少や高齢化の進行とともに、現在の社会の在り方では不便を感じる人が増えてく

ることが考えられます。そのほかにも障がい児・者、困窮状態にある人々、子育てをしてい

る人々、女性、性的マイノリティー、外国にルーツを持つ人々など、あらゆる人々にとって

生きやすい社会を目指すことが重要だと思いますので、「誰一人取り残さない」の概念をも

う少し強調してはどうでしょうか？

SDGsにおける「誰一人取り残さない」という概念の重要性は認識しており、宣言文でも「多

様性が認められ誰もが社会に参画できる持続可能な世界をつくるために」と表現しているほ

か、「子どもから高齢者まで」「みんなで」といったSDGsを初めて知る方にも分かりやすい

表現を使用し、その趣旨を伝えることとしました。今後も個別の取組を通じてあらゆる人々に

とって生きやすい社会の実現を図ってまいります。

8

＜第五段落＞

２行目「後世に伝え残さなければならない数多くの財産があります」から３行目「大好きな

東村山を引き継ぐため」の部分が、これまでに培ったものを守ることに力点が置かれている

ようにも読めます。それはもちろん重要なことですが、これから新たに作らなければならな

いことや変化が必要なこともあると思いますので、より暮らしやすい街を作っていく心構え

である旨の表現を加えてはいかがでしょうか？

いただいたご意見を踏まえ、「大好きな東村山を引き継ぐため」を「大好きな東村山を引き継

ぎ、より良くするため」に修正いたします。

9

７行目「子どもから高齢者まで～みんなで協力しながらSDGsを推進する」が、個人の取り組

みのみ指しているように見えますので、行政、事業者や各種機関、市民（個人も団体も）が

それぞれの役割を持って連携して推進すると明記してはどうかと思います。

10

①組織の関われる可能性の記述

「子どもから高齢者までが、自分のできることから始め、みんなで協力しながらSDGsを推

進」この辺りの文面に地元企業やNPO、行政、教育機関、社協などの組織的な参加も促すた

めに「産官学民福」を表現するような言葉を追加すると、SDGs推進を目指す企業の参加や依

頼などがしやすくなるかと思いました。組織も推進の対象としておくことで、今後、地域で

の活動を個人から団体へと発展させたいときに、「NPOと企業の協働」や「産官連携」「産

官学民連携」「産福連携」など組むための大義名分になるかと思われます。　ご検討いただ

けると幸いです。

11

②サステナビリティなどの長期的なキーワードの記述

SDGs推進都市としての宣言ですので、「SDGS」がキーワードになるかと思いますが、国内

の認知度が８６％を超える今、特に新しいことではなく、誤解を恐れずにお伝えするのであ

れば、これから挑むには少し後発というイメージがあるのではと感じています。2030年に向

けて既に様々な活動されている都市がありますので、後発ならではの利点として、2030年後

にも継続して取り組んでいくようなニュアンスを持たせるために文面の中に「サステナブ

ル」「サステナビリティ」などのキーワードを入れても良いのではないかと感じました。

市では第5次総合計画の策定時に2050年のまちの姿を予測し、30年先を見据えたうえで、2030

年に向けてSDGsの趣旨を踏まえた持続可能なまちづくりを進めることとしました。そのた

め、取組の進捗状況によっては、2030年以降も継続して取り組むべきものと考えております

が、まずは2030年の達成に向けて取り組むことが重要と考えております。

いただいたご意見を踏まえ、「子どもから高齢者までが、自分のできることから始め、みんな

で協力しながらSDGsを推進する」を「子どもから高齢者までが、個人としても組織として

も、自分のできることから始め、みんなで協力しながらSDGsを推進する」に修正いたしま

す。



No. 寄せられたご意見 ご意見に対する市の考え方

12

①人類の歴史と地球への影響を宣言するうえで、「新型コロナウィルス感染症など」という

出来事は「など」をつけたとしても大きな出来事ではない。ペストとかならまだわかります

が、将来このウィルスへの正しい判断が下されてからでないとはじをかく。

いただいたご意見を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症などの世界的流行」を「感染症の世

界的流行」に修正いたします。

13

②「資源を過剰に消費している」の反省が「地球を守り」につながるのはわかりますが、東

村山市に置き換えたときに「北山公園」がそれに当たらないこともないけど、人権の歴史に

なったほうがわかりやすいです。「北山公園」は弱すぎです。

北山公園には市民の皆さんと共にみどりを守り育ててきた歴史があり、多磨全生園と同様に市

民の皆さんにとって身近な未来に引き継ぐべき財産であると認識しております。

14
文中に西暦で「2030年」とあるので、左下の宣言年月日の表記についても西暦を加え、「令

和５年(2023年) ●月●日」としたほうが時間の流れを感じやすいと思います。
ご意見を踏まえ、西暦と併記いたします。

15
文中の「持続可能生」について、意図的に「性」ではなく「生」としたのでしょうか。少し

分かりにくいと思います。。。

ご意見提出フォーム掲載の際に、誤記が生じておりました。申し訳ございません。正しくは

「持続可能性」でございます。

16
「SDGs」の読み方も載せた方がいいのでは。わたしは初めて「SDGs」を見たとき、正しい

読み方が全く分かりませんでした。
ふりがなをつけるなど、宣言文が誰にでも読め、伝わるよう工夫してまいります。

17
ふりがながふってあり、子供も読めるようになっているが、理解しにくい単語は注釈がある

といいなと思います。または子供向けの文章があるといいなと思いました。

18

所見ですが、まだまだＳＤＧｓが浸透しきれない社会のなかで表現が固く、分かりにくいで

す。行動を起こしている方は、話が分かりますが、これから行動を起こしていく方に向けて

は、やわらかい表現が良いと思います。現状の構成は変更した方が良いと思います。

本宣言をきっかけに多くの方にSDGsを知っていただけるよう、理解しにくい表現に注釈を入

れるなど周知方法を工夫してまいります。



No. 寄せられたご意見 ご意見に対する市の考え方

19

とても良いメッセージです。未来の世代にこの大切な地球と大好きな東村山を引き継ぐ、と

の思いに大変共感します。

自分でも何か地球環境や東村山の共生社会へ貢献できることはないかと考え、プラスチック

問題などの地球環境を考えることを広めたいと、容器を持参いただいて量り売りするお店を

今年立ち上げました。

市内には、東村山をより良い街にしようと色々なアイデアを持っている仲間がたくさんいま

す。ぜひ、そういった志ある市内の方々を重要な資産と捉えていただき、また可能な範囲で

サポートいただけると有難いです。

市ではSDGsに興味を持つ人が自由に集まれる「わたしたちのSDGsオープンラボ」を定期的に

開催し、SDGsを通じてまちを良くするためのアイデア募集やその実現に向けた取組を進めて

います。今後も市民の皆様をはじめ多くの方と協力し、取り組めるよう進めてまいります。

20
宣言は、言葉書面のみの発行ですか？

何かビジュアル的にも表現されることは無いのでしょうか？？

ご意見を踏まえ、SDGsのロゴを市のSDGs推進アイコンとあわせて掲載するよう修正いたしま

す。

21

SDGsに当てはまるかどうか分かりませんが、以前ニュースである地区がその地区全体のスー

パー、コンビニなどの袋を各サイズその地区のゴミ分別ごとに各種あり、それも一見指定ご

み袋らしくなくデザインも可愛くなっており、とても地区の人々から好評でした。持って

帰ってそのままゴミ袋に使え手間もはぶけてデザインも良くはずかしくなく持ち帰れるとの

ことでした。見ていてとてもいいなと感じました。東村山ひいては日本中世界中がそうなれ

ばよいのにと思っていました。

プラスチック袋を削減する取組は、身近なSDGsの取組として効果的であり、ご提案いただい

た具体的な取組は、今後の施策を検討する参考とさせていただきます。

22

近い将来100億人に達すると云われる現況、人々の生命維持の本来的基本は食料の安定供給で

す。しかし世界には貧困・食糧不足等の窮状が多く、国際的な問題となっています。この事

からSDGsの提唱にはその本質的な目的の裏付けが必要です。（例：世界中の飢餓を救い子供

達に夢をもたせよう。）そして市が中心で寄付を募るべきでしょう。また食糧の大切さを自

覚した市民活動に空家の活用を提案します。それは空家は大きな温室。風雨に弱い野菜等の

栽培場として活用する事です。それは子供達の情操教育や市民菜園として活用し、自給自足

的農業を体験して貰う事です。

食料の安定供給につきましては、重要な課題と認識しており、市も地産地消の推進に向けて取

組を進めています。ご提案いただいた具体的な取組は、今後の施策を検討する参考とさせてい

ただきます。



No. 寄せられたご意見 ご意見に対する市の考え方

23

絶対に、中学生の給食化が必要だと思います。これをしないと東村山市のSDGsは、やってる

と言えない！！都内でも給食化していないのは、少数です。親子方式や様々な方策がある中

でやらない理由は？。昔の考え方や取り決めではなく、今の時代に合わせた考え方をもっ

て、対応した方が良いと思います。

なぜ、東村山市は、給食化にしないのですか？！昔の取り決めとかではなく、今の考え方に

基づいて教えて、考えてください。

中学校給食は、家庭からの弁当を持参するか、調理業務委託によるスクールランチのいずれか

を選択できる「弁当併用外注方式」を実施しております。実際にスクールランチを食べている

生徒の声を聞く機会もあり、毎年中学生対象に実施しているスクールランチについてのアン

ケートでは、現在の方式のままで良いという意見が９０％以上得られており、このことを踏ま

え現状の対応を図っているところでございます。

今後も保護者をはじめ当事者である生徒たちの声についてもアンケートなどで、ご意見をいた

だきながら、中学校の給食提供方法を検討してまいります。

24

・犬・ネコの殺処分をなくす

・税金で犬・ネコの救急隊のようなサービス（オランダモデル）があると良いなと思います

弱い存在を大切に出来る社会はどんなヒトでも大切に尊重できる文化が育まれると思います

いただいたご意見を踏まえ、誰一人取り残さない持続可能なまちづくりを進めてまいります。

また、ご提案いただいた具体的な取組は、今後の施策を検討する参考とさせていただきます。

25

東村山が持つ土地、森などは売らずに人々が使い、市も人々も利益を得る事に活かすのが大

事だと思います。　実際に東村山市が土地を売った事で、綺麗な木は伐採され、川はコンク

リートで埋まりました。今は駐車場になりました。

東村山の豊かなみどりを未来の世代に引き継げるよう、引き続き持続可能で多様性のあるまち

づくりを進めてまいります。

26

東村山市が地球に優しい環境作りを行ってくれることを切に願います。コンクリートを減ら

して、夏の照り返しを減らしたり、見通しのいい高さの植物を使った道路の整備など。駅開

発もありますし、新しくかっこいいだけを求めるのではなく、自然を想う街作りで、後世に

繋いでいって欲しいです。

東村山の豊かなみどりを未来の世代に引き継げるよう、引き続き持続可能で多様性のあるまち

づくりを進めてまいります。

27

家庭では子供達に安心安全な食生活を提供したいという気持ちから、食べるものからエコを

伝えています。何がどれくらいエコなのか、「MYエコものさし」というアプリを使いクイズ

や例え話で日常的に会話に織り交ぜ、実際に食卓にはエコな食材を並べるように心がけてい

ます。このアプリを使っている会社の取締役が富士見小出身と伺ってからさらに子供たちも

熱心になったように感じています。まずは子どもたちが興味を持ってくれることが未来につ

ながるのではと思います。

28
長すぎです。

ただ、取り組みがわかって、自分も頑張ろうと思った。

ご意見ありがとうございます。今後も市民の皆さまを含め、様々な方と共にSDGsの推進に努

めていきます。



No. 寄せられたご意見 ご意見に対する市の考え方

29
東村山市がSDGsに関する宣言を作成すること、またその作成にあたってワークショップ等を

通して市民の意見を取り入れてこられたことに敬意を表します。

30
動物や植物、人を大切にする人が作ったもの

SDGsを、もっと頑張ろうと思った

31

SDGsが大切なことは少しずつわかってきました。僕は目標を達成するために、色々取り組ん

でいるけれど、成果が出ているのか気になりました。

悲しいニュースを見るたびに僕は幸せなんだなーと思って、これからも自分ができることを

続けていこうと思いました。

32 良いと思います。

33

SDGsのメッセージをよんであらためてSDGsが、たいせつだと思いました。

これからわたしたちがごみをたくさんへらすことや平和と公正などまだまだ課題は、のこっ

ているので、かいけつしなければいけないから、わたしもSDGsの目標をいしきして生活しよ

うと思いました。

34
未来の地球を想像し、楽しみながら取り組みたい

こらからの活動が未来の結果につながることを期待して行動を起こしていきたい

35
ぼくは、いじめられていたのでSGDsがあったおかげで、いじめを止められることができたの

で、僕は、とても嬉しいです。

36
皆が平等に教育を受けることがまだまだだと思います。

私達にも何ができるか考えていきたいです。

37

とても大切なことを教えてくれてありがとうございます。子育てに追われ大事なことを大事

にできず、ただ毎日が過ぎています。身近なことから何かやれることをしようと思いまし

た。

38
人と物を大切にする心を私達大人が子ども達にどう残すか。それを一人ひとりが考えるこ

と、そしてやることが大切です。

ご意見ありがとうございます。今後も市民の皆さまを含め、様々な方と共にSDGsの推進に努

めていきます。



No. 寄せられたご意見 ご意見に対する市の考え方

39 色んな人が苦しんでいるということから､SDGsは今の自分達に必須だと思いました。

40
私は豊かな環境で生活しているけれど、貧困に苦しんでいる人もいるので、苦しい人がいな

くなる世界になるようにしたいと思います。

41

小さな取り組みで良いからまず始めること。地球の主人公は人間だけではない事を心に刻ん

で生きて行かなくてはいけないと、強く思いました。これ以上地球を痛めつけることはもう

辞めなくては。貪欲を改め、少ないものをシェアしても幸せでいられる精神を養って行かな

くてはと思います。この点は幼少期からの教育が大切になると考えます。

ご意見ありがとうございます。今後も市民の皆さまを含め、様々な方と共にSDGsの推進に努

めていきます。


