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実施期間 ２０１７年８月２８日（月）　～　２０１７年９月２５日（月）

テーマ １．あなたと町田市について

２．「広報まちだ」について

３．市民協働フェスティバルについて

アンケート対象 ２０１７年度町田市市政モニター

対象者数 人

回答者数 人

回答率

回答者の属性

（１）性別

（２）年代

（３）回答方法

※ 回答が択一または１つのみ選択の場合は「構成比」を、複数選択の場合は「回答比」を表示します。

※ 原則として自由記述部分は、ご本人の意を尊重し、文体・表現はそのままといたしました。

※ 割合の表示は、小数点以下２位を四捨五入している為、合計が100％にならない場合があります。

合計 167 -

郵送 104 62.3%

ＷＥＢ 63 37.7%

合計 167 -

人数 割合

７０歳代 22 13.2%

８０歳以上 10 6.0%

５０歳代 33 19.8%

６０歳代 21 12.6%

３０歳代 24 14.4%

４０歳代 35 21.0%

人数 割合

２０歳代 22 13.2%

45.5%

54.5%

-
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１．あなたと町田市について

問１ 　あなたは町田市に住み始めて、どれくらい経ちましたか。当てはまるものに○を付
けてください。 （１つだけ選択してください）

回答内容 回答数 構成比

1年未満 5 3.0%

問２ 　あなたは町田市に愛着がありますか。当てはまるものに○をつけてください。
（１つだけ選択してください）

10年～30年未満 70 41.9%

30年以上 58 34.7%

1年～5年未満 19 11.4%

5年～10年未満 14 8.4%

回答内容 回答数 構成比

とてもある 59 35.3%

無回答 1 0.6%

全体の７6．6％の方が１０年以上町田市に住んでいると回答しました。

あまりない 7 4.2%

まったくない 0 0.0%

どちらかといえばある 82 49.1%

どちらとも言えない 19 11.4%

全体の８４．4％の方が、町田市に愛着が「とてもある」または「どち
らかといえばある」と回答しました。

…

…

…

…
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・ 小・中・高と子育てをしたところだから

・ 元市長と近隣付き合い・義兄の出生地・息子３人を町田で育てた

・ 繁華街が充実しているので、都心に出る必要がなく、助かっています。

・

「博物館や美術館など文化施設が充実しているから」について、△　充実している
とまで思わないですが、当分は住むことになると思うので、文化的にもっと充実し
たらいいなと思っています。若い人のカルチャーが横浜よりばかりのように感じる
のでもっと文化ぽい場所、店が増えたらいいなと思う。東急沿線のほうがギャラ
リー、カフェなど多い。小田急線は下北沢近辺の音楽、劇団系以外は広がっていな
い気がします。日常の買い物をする場ではそれなり水準が高いのに、つまらないな
あと。・・・うまく説明できずすみません。

・

実家（南町田（約２８年住）も町田にあり境川やグランベリーモール（今はこわし
て２年後に再び大規模なショッピング施設）があったり、私の住む成瀬も１～２分
で恩田川に出られ、一時町田駅の裏の方は治安が悪いといわれていましたが今はそ
んなことも無いようで駅前もすべての買い物が揃うほど充実していてとても便利で
す。神社の打ち上げ花火が見られたり、又、すぐ隣が青葉区なのでそちらを利用す
ることも多いので場所的にも気に入っています。

問３ 　問２で「とてもある」もしくは「どちらかといえばある」と答えた方にお聞きしま
す。愛着がある理由を下記の中から、当てはまるものに○をつけてください

（複数選択可）

愛着がある理由として問２で「とてもある」もしくは「どちらかといえ
ばある」と答えた方141名中95名が「緑や公園など自然環境が良いか
ら」を挙げました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
地域によるのかもしれないが、転勤族で他府県を転々とした後、町田に定住し環境
の良さに居心地の良さを感じている。
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・ 子供の医療費の助成が近隣市町村より良いから。

・ 駅周辺の施設が充実している。（具体的：鶴川駅、町田駅）

・ 都心に近いから。

・ 商業施設が充実している。

・ ほどほど都会で、ほどほど田舎でバランスがよい

・ 地産の農作物を買うのが好きだから（安い、新鮮）

・ 住んでいる人のモラルがある程度保たれているから

・
以前の住まいが町田市と隣接をしておりました。偶然にも転居となり町田住民とな
り、４年程になります。住民としての手続きも近くで早々出来ております。又、文
化的なコンサートも気軽に参加出来、うれしく楽しませて頂いております。

・
町田市というよりは、自分の住んでいる地域の治安、環境の良さに、安心感があ
り、愛着があるのだと思う。

・
偶々町田に土地家屋を持って住むようになり、30年以上も経ると多少の愛着がわ
いてきているので

・

「地域（近隣）との関係がよいから」については、声かけをして、バーベキュー旅
行などして親睦をはかり男の人も参加出来るようにした。　●相原は相模原に近い
ので、相模原の体育館を利用している。（相模原住民でなくてはいけないと言うき
まりがないので便利。）図書館も両方利用できる。　●相原駅はやっとターミナル
が出来、夜遅くなった時にタクシーを利用しやすくなった。バスは２１時台をもう
少し本数を出してもらいたい。（橋本駅から大戸行だから無理なお願いですね。）

・
●長く住んでいるので、なんとなく愛着がある。●中心街からは離れており町田市
の外れでなんとなく取り残されたイメージがある。●相模原、八王子に隣接してお
り便利な場所である。

・
都心に近く、又、となりの神奈川県と生活と文化、レジャーのバランスがあると思
います。・両親、知人などが生まれた街でホットする空気感。

・
自転車、車で行けるスーパー（大型）やホームセンターがある。神奈川県相模原、
橋本、八王子など

・
新宿・渋谷・江の島・横浜等、どこに行くにもちょうど良い距離にあり、普段の生
活で必要な事柄が町田だけで事足りる。

・
繁華街と静かな住宅街のバランスが良い。ロマンスカー１駅で新宿駅に行ける。県
ではなく、東京都であるのも魅力的(生まれてからずーと東京なんで、東京には非
常に愛着がある)。子供が多い。街に活気を感じる。

・
設問外となりますが、芹が谷公園に隣接している国際版画館、最近あまり目立つ展
示がないように思いますが、やはり予算の関係でしょうか。寂しいですね。

・
町田市に住む以前は相模原市在住だったが、買い物や通勤で町田駅周辺をよく利用
していた為、町田市在住になってからも愛着があります。

・
都心に住む息子宅より電車に乗って帰り、つくし野駅に着き広場に出た時空気がき
れいなと感じています。
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・ 比較的駅前に商業施設があり、図書館も充実している点がよい。

・ 商業施設が充実しており、遊べるところもあるので暮らしやすい。

・ 長年住んでいるから。

・ 学生時代、町田市にある私立中学高校に通っていたから。

・ 育ったのは相模原市だが、買い物など常に身近な市だったから。

・ 買物に便利だから

・ ずっと相模原市内にすんでいて、買い物、遊びは町田なので愛着がある。

・
子供の頃は、海老名市に住んでいたがそこから身近にいける都会のイメージがあっ
た駅前の道も慣れているので町田に引っ越しても昔から住んでいたような気がして
いる

・
町田駅周辺の商業施設の充実と、一駅離れた成瀬近辺の住宅地の落ち着きのバラン
スがよい。

・
問題はないわけではないが、ゴミゴミしたこともなく、けたたましい騒音があるわ
けでもなく、生活に不便でもなく、総じて落ち着いた町の雰囲気に慣れ親しんでき
たため。

・

働き盛りの頃は転勤が多く、従って社宅住まいが多かった。転勤族の子供はいじめ
に合うことがあり、私の娘もその一人でした。町田に自宅を持ち、市内の小、中、
高学校に行くようになってからはいじめの心配もなくなり、私の勤め先には時間が
かかったが家族が安心して暮らせるよい町です。

・
農業が豊かに営まれている地域が多いから。人間の生存に欠くことのできない農業
を都市と共存して振興して行くことができるから。地産地消、こどもの農業教育可
能だから。

・
都心や横浜からのほど近さや駅前の利便性もありながら、自然があり、また歴史的
なお祭りやイベントなど、落ち着きや楽しみがたくさんあり、愛着が強い。

・
知名度が高い。市内で何でも揃うので市外へ出る必要がない。町田をネタに出来る
話が豊富。

・
小田急線とＪＲと2線の利用で都心、横浜方面及び箱根、湘南へも至極便利。市内
にデパート、スーパー等充実しており又図書館、市民ホール等文化面も充実、日常
生活至便。

・
戸建ての低層住宅の規制のため、町なみが落ち着いている。幹線道路からはずれる
と、静かである。

・
必要な機能が市街地にコンパクトにまとまっており便利である。長く住んでおり、
町田在住の友人も多い。
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問４ 　問２で「あまりない」もしくは「まったくない」と答えた方にお聞きします。愛着
がない理由を下記の中から、当てはまるものに○をつけてください。

（複数選択可）

愛着がない理由として問２で「あまりない」もしくは「まったくない」
と答えた方7名中4名が「地域（近隣）とのつながりがないから」を挙げ
ました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
引っこしてまだ１年程。出産を期に住み始めた為忙しく、愛着を感じる機会が少な
い。また、保育園には入れず苦労している為。

・
町田市小山ヶ丘はマンションの町である。私共のマンションは古くても１３年であ
る。人口が多いのに公共施設がない。自治会に入っているがあまり趣味を持たな
い。（小山町）バスで便利な橋本の公共施設を利用。

・
私の住んでいる所は町田市のはずれにあり、又、坂の上なので年齢と共に動きずら
い面があります。まちっこ等の運行方法等一考を要すると思います。
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・ 都心へのアクセスが良い

・ 都会でもないが、生活環境として住みやすい。

・ ●図書館内全てが充実している。●医療（特に急病の時）

・ 治安が良い

・ 子育てと、自然と便利さのバランスが良いところ

・ 北部丘陵をふくめ農のある街に発展させることができる事

・ 都会の喧騒もなく、かといって田舎の不便さもない、丁度良い町。

・ 周りの人がいい人ばかり

回答内容 回答数 構成比

緑や公園など自然環境に恵まれている 50 34.0%

問５ 　市外に住む知人とお互いが住んでいる街の良さについて会話をしている場面を想像
してください。あなたは知人に対して、どのような町田の良さを伝えたいと思います
か。当てはまるものに○をつけてください。　　　（１つだけ選択してください）

福祉・医療が充実している 4 2.7%

子育てがしやすい 5 3.4%

買い物などに便利で住みやすい 44 29.9%

交通の便がよい、アクセスがよい 7 4.8%

全体の３4．0％の方が、伝えたい町田の良さとして「緑や公園など自然
環境に恵まれている」を挙げていました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
今、住んでいる地域では、スーパーもすぐ近くにあるし、病院も近くにあるので、
生活するのに便利。

・
私が住むマンションの裏は小さな林である夏は涼しく、小鳥がさえずり、虫の音が
聞こえる八王子との境である。小山内裏公園で近くである。

文化施設やスポーツ施設が充実している 22 15.0%

その他 15 10.2%

・

年間２００日以上体育館を利用しているので、自分個人としては施設の充実が有難
い、ただ昨年逝去した義母はスムースにデイサービス・ショートステイ・特別養護
老人ホームのお世話をうけることが出来た。家人（妻・長女）としては福祉、医療
充実が一番となろう。

・
２３区内に比べ緑が多い。私の場合、関西に移動する機会が多いため、新幹線への
アクセスもよく便利である。

・
●高尾山に近いこと　●境川沿いを散歩しやすくなりました（草刈りができてい
る）　●まだまだ緑がある（神奈川にも近い）　●新幹線も４０分で利用出来る
●圏央道も出来、とても便利で早くなった。

…
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２．「広報まちだ」について

　広報紙「広報まちだ」は２０１６年１１月１日号から全面的な改定を行いました。改定後の
広報紙へのご意見を伺い、よりよい広報紙作成の参考にさせていただくため、皆様のご意見を
おきかせください。

問６ 　あなたは、町田市の市政情報をどのような方法で入手していますか。当てはまるも
のに○をつけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

167名中116名が市政情報を「広報まちだ」で入手しているという結果
になりました。
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学校の人との会話、口コミ

広報ＴＶ「まちテレ」

地域の掲示板や回覧板

新聞

ポスター・チラシ

町田市メール配信サービス

町田市ツイッター

特に入手していない

町田市ホームページの

携帯電話（モバイル）版

わたしの便利帳

町田市フェイスブック

市役所や公共施設等に

出向く・電話する

広報誌「広報まちだ」以外の

市の発行する新聞・雑誌など

市議会議員や政党等の

政治活動や広報活動

市政情報モニター「まちビジョン」

その他（具体的にお書きください）

…

19.4%

12.5%

7.8%

6.8%

6.8%

6.5%

6.5%

4.0%

3.7%

3.5%

3.5%

3.3%

2.8%

2.8%

2.5%

2.3%

2.2%

2.2%

0.0%

0.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

広報誌「広報まちだ」

町田市ホームページ

町田市ホームページの

スマートフォン版

ラジオ広報番組

「東京町田インフォメーション」

家族・友人・地域の住民・職場や

学校の人との会話、口コミ

広報ＴＶ「まちテレ」

地域の掲示板や回覧板

新聞

ポスター・チラシ

町田市メール配信サービス

町田市ツイッター

特に入手していない

町田市ホームページの

携帯電話（モバイル）版

わたしの便利帳

町田市フェイスブック

市役所や公共施設等に

出向く・電話する

広報誌「広報まちだ」以外の

市の発行する新聞・雑誌など

市議会議員や政党等の

政治活動や広報活動

市政情報モニター「まちビジョン」

その他（具体的にお書きください）

…
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・ 子供の市民プールの募集があるときホームページで見る。

・ 市長選などの選挙活動での演説（街頭演説など）

・ Google、 Yahoo!等のインターネット検索を活用。

・ 知人から

　あなたは、広報紙「広報まちだ」を読んでいますか。当てはまるものに○をつけて
ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1つだけ選択してください）

問７

【その他のご意見（抜粋）】

よく読んでいる →問８へ 50 29.9%

時々読んでいる →問８へ 50 29.9%

回答内容 回答数 構成比

あまり読んでいない　　→問９・１０へ 35 21.0%

まったく読んでいない　→問９・１０へ 31 18.6%

・
総合体育館の利用が多いのでそこでポスターを目にしたり、チラシ、パンフなどを
見ることが多い。※体育館のエレベーター内に貼られるポスターは非常に身近かに
思える。

・
市政情報の入手方法とは違うのですが「広報まちだ」はどのように入手するのです
か？地元だと家一件一件に配られていただので・・・。ほしいです。

・
６２歳の自分には、子育ても終わり健康面は主人の会社の人間ドックですませてい
るので、今はさっと見ている。自分自身健康でスポーツに忙しくしている。（健康
作りの為にも）都民半額劇場は利用しています。

無回答 1 0.6%

59.6％の方が、「よく読んでいる」、「時々読んでいる」のいずれかを
回答しました。

…
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問９ 　問７で「あまり読んでいない」、「まったく読んでいない」と回答した方にお聞き
します。あまり読んでいない、全く読んでいない理由を教えてください。当てはまる
ものに○をつけてください。　　　　　　　　　　（1つだけ選択してください）

問８ 　問７で「よく読んでいる」、「時々読んでいる」のいずれかに回答された方にお聞
きします。「広報まちだ」をどのように入手されていますか。当てはまるものに○を
つけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　（1つだけ選択してください）

問7で「よく読んでいる」、「時々読んでいる」と答えた方100名中の
内71名の方が新聞折り込みで入手していると回答しました。

「あまり読んでいない」、「まったく読んでいない」と回答した方の66
名中25名が広報紙を読まない理由は手に入らないからと回答しました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
同じ町田市内に住む親の家への新聞折り込みをされているものを実家へ行った際に
読んでいます。

39.1%

12.5%

12.5%

9.4%

7.8%

6.3%

3.1%

1.6%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

広報誌「広報まちだ」が手に入らない

広報誌「広報まちだ」を知らなかった

読む時間がない

読むのが面倒

ほかの方法（町田市ホームページ、

町田市メール配信サービス等で情報を得て…

市政に関心がない

必要としている情報が掲載されていない

役に立つ記事がない

小さい字が読みづらい

73.2%

16.5%

4.1%

3.1%

1.0%

0.0%

0.0%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

新聞折り込み

公共施設や駅、農協、

銀行、郵便局等の拠点

ポスティング（無料）

町田市ホームページ

行政情報アプリ「マチイロ」

コンビニエンスストア

（町田市内のファミリーマート）

電子書籍ポータルサイト

「たまイーブックス」

その他（具体的にお書きください）

…

…

73.2%

16.5%

4.1%

3.1%

1.0%

0.0%

0.0%

2.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

新聞折り込み

公共施設や駅、農協、

銀行、郵便局等の拠点

ポスティング（無料）

町田市ホームページ

行政情報アプリ「マチイロ」

コンビニエンスストア

（町田市内のファミリーマート）

電子書籍ポータルサイト

「たまイーブックス」

その他（具体的にお書きください）

…

39.1%

12.5%

12.5%

9.4%

7.8%

6.3%

3.1%

1.6%

0.0%

7.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

広報誌「広報まちだ」が手に入らない

広報誌「広報まちだ」を知らなかった

読む時間がない

読むのが面倒

ほかの方法（町田市ホームページ、

町田市メール配信サービス等で情報を得ている）

市政に関心がない

必要としている情報が掲載されていない

役に立つ記事がない

小さい字が読みづらい

その他

…
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・ どこで手に入るかわからないから。

・ 若者向けのコラムや特集などが少ないため

・ 駅に行った時くらいしか手に入らないので

・ どこに置いてあるのかよく知りません。

・ 必要な情報はホームページを参照するから。

【その他のご意見（抜粋）】

・
仕事や家事をする事に追われて、いろんな物に目を通す余裕がないのと、あまり市
政を意識していなかったため。

・
家にはきてるか、誰かが持って帰ってるかもしれませんが、私の手には届きませ
ん。

・
昨年から勤務地が変わり、電車を利用しなくなったため、町田駅改札口や中央図書
館で「広報まちだ」が入手できなくなった。現在は、他の図書館等で見かけたとき
はなるべくもらい、読んでいます。

・
市政の情報も大切ですが、地域に密着した情報（ごみ、防犯、防災、オレオレ詐
欺、他の自治会が実施している事）を多く掲載してほしい。

・
実家も市内にあるので、実家に帰ったときや、町田駅に配架されているのを見つけ
た時は読んでいる。通勤経路に拠点配布場所がない。

・

自治会役員に従事していた間は、市民協働推進課、公園緑地課、防災安全課などの
市政に強く関心を持ち、ホームページを詳細に見ていたが、正直、役員を離れた後
は、せいぜい、利用する公園や運動施設、そして美術館の有り様に愚痴る程度で止
まっている。
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問１０ 　問７で「あまり読んでいない」、「まったく読んでいない」と回答した方にお聞き
します。ごのような方法で提供されれば読みたいと思いますか。当てはまるものに○
をつけてください。 （複数選択可）

とても読みやすい　　→問１２へ 19 11.5%

読みやすい →問１２へ 117 71.5%

「あまり読んでいない」、「まったく読んでいない」と回答した66名中
28名がポスティングで提供してほしいと回答しました。

問１１ 　同封した「広報まちだ」２０１７年６月１５日号をご覧になり、読みやすさについ
てどのように感じましたか。当てはまるものに○をつけてください。

（１つだけ選択してください）

回答内容 回答数 構成比

無回答 3 1.8%

ご覧になった方の83.0％が「とても読みやすい」もしくは「読みやす
い」と回答しました。

読みにくい →問１３へ 25 15.2%

とても読みにくい　　→問１３へ 3 1.8%

28.3%

15.2%

11.1%

11.1%

6.1%

6.1%

5.1%

4.0%

3.0%

3.0%

7.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

ポスティング

町田市ホームページ

町田市ホームページのスマートフォン版

町田市メール配信サービス

町田市フェイスブック

拠点配布

町田市ツイッター

電子書籍

町田市ホームページの

携帯電話（モバイル）版

どのような方法で提供されても読まない

その他

…

…

28.3%

15.2%

11.1%

11.1%

6.1%

6.1%

5.1%

4.0%

3.0%

3.0%

7.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

ポスティング

町田市ホームページ

町田市ホームページのスマートフォン版

町田市メール配信サービス

町田市フェイスブック

拠点配布

町田市ツイッター

電子書籍

町田市ホームページの

携帯電話（モバイル）版

どのような方法で提供されても読まない

その他

…

…
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・ はじめて読んだが、いろんな事が書かれていて、いいと思った。

・ 新鮮な感じである

・ 文字だけの頁は読みにくいです。細かい文字も読みにくいです。

問１２ 　問１１で「とても読みやすい」または「読みやすい」と答えた方にお聞きします。
その理由を教えてください。当てはまるものに○をつけてください。

（複数選択可）

「とても読みやすい」、「読みやすい」と回答した136名中72名が
「写真やイラストが使われているから」と回答しました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
紙の質がめくりやすくてやわらかい（指への当たりが良い）のに破れにくくて良
い。

・
簡潔なイラストによって、一瞥して町田市が「今」抱える基本的な問題を知ること
ができる。しかし、「町田市の将来」がどこにも描かれていないのは残念だ。

21.8%

17.8%

17.2%

14.2%

12.7%

8.8%

6.9%

0.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

写真やイラストが使われているから

文字の大きさがちょうどよいから

見出しや文章が読みやすいから

情報量がちょうどよいから

色合いがよいから

市の施策や計画などの

ニュースがわかりやすいから

横書きで読みやすいから

その他（具体的にお書きください）

…

21.8%

17.8%

17.2%

14.2%

12.7%

8.8%

6.9%

0.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

写真やイラストが使われているから

文字の大きさがちょうどよいから

見出しや文章が読みやすいから

情報量がちょうどよいから

色合いがよいから

市の施策や計画などの

ニュースがわかりやすいから

横書きで読みやすいから

その他（具体的にお書きください）

…
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・ 私が求める情報が無く、市政の取り組みがわかりづらい。

・ 紙面がびっしりつまり過ぎていて、目がちらちらし、読む気がしなくなる。

・ ＰＤＦをネットで見るのは見にくい

・ 昔の紙面の方が読みやすかった

問１３ 　問１１で「読みにくい」または「とても読みにくい」と回答した方にお聞きしま
す。その理由を教えてください。当てはまるものに○をつけてください。

（複数選択可）

「読みにくい」、「とても読みにくい」と回答した28名中11名が「市
の施策や計画などのニュースがわかりにくいから」と回答しました。

【その他のご意見（抜粋）】

・

多分、慣れてくれば、読み易くなるのかもしれませんが、前の広報ですと、どこを
あければこれが書いてあるとわかっていたので、今はまだ漠然と読んでいるだけで
す。年寄は、慣れるのにもう少し時間がかかりそうです。色分けはとても見易いと
思います。

・
市政の主人公である市民にわかりやすくて、市政に参加を促進する事を基本に編集
する視点が弱いように感じる。市民に意見を公募する際は、誘導型はやめるべきで
ある。こうほうにはお金をかけるべき。

・
以前の広報に慣れていて、新しいものになじめていない。お知らせや催し・講座
等、「子育て」などの項目を分けて載せてもらえると、ほしい情報に早くたどりつ
ける。

・
新聞を読み慣れているので、目の動き（動作）が鈍く、聞いた時に一瞬で読めな
い。

・

☆記事のレイアウトがページをまたぐ箇所があり、類似した内容を繰り返している
のか区分別けが分かり難くかんじた、「催し口座」、「イベントカレンダー」など
が類似しており、区分別けが分かり難い。　☆新聞の内容にオリジナリティーを感
じず地方紙ならではのインパクトや地域特集などを盛り込んでほしい（ニッチな情
報がほしい）

20.8%

15.1%

13.2%

9.4%

5.7%

5.7%

5.7%

5.7%

1.9%

17.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

市の施策や計画などの

ニュースがわかりにくいから

情報量が多すぎるから

見出しや文章がわかりにくいから

文字が小さいから

色合いがよくないから

写真やイラストが多いから

横書きで見づらいから

情報量が少なすぎるから

写真やイラストが少ないから

その他（具体的にお書きください）

…

20.8%

15.1%

13.2%

9.4%

5.7%

5.7%

5.7%

5.7%

1.9%

17.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

市の施策や計画などの

ニュースがわかりにくいから

情報量が多すぎるから

見出しや文章がわかりにくいから

文字が小さいから

色合いがよくないから

写真やイラストが多いから

横書きで見づらいから

情報量が少なすぎるから

写真やイラストが少ないから

その他（具体的にお書きください）

…

14



・ 情報の羅列で読みにくい。パッと見のインパクトが薄い。

・

以前縦書きだった広報を見なれていたせいか見にくく感じます。　「急病のとき」
は前と比べてスペースがせまくてさがしにくいし、親切ではないように思います。
前は３回配布だったので、文字も大きくて見やすかったのでしょう。節約も大切で
すが、老人にはちょっと読みづらいように思います。

・

もっと紙面に余ゆうと工夫が必要。ゴチャゴチャしすぎ。キャッチワード簡単に工
夫。各部長の「仕事目標」は役所的で意気込み、町田市の意気込み、町田市の意気
込み、意志がみえてこない。逆にどんな町にしたいの？おもしろさがない。これか
らの自治って何なの？住民目線で意見言える体質が必要。相模原市役所の方、何だ
か頑張ってますよ。・・・が町田の職員の方知らないのかな？もっと姿正を示して
伝えてもいいのでは。

問１４ 　同封の「広報まちだ６月１５日号」で関心のある記事に○をつけてください。
（３つまで回答可）

・
読みにくいのではなく、慣れない（年を取って、世の中の流れについていけなく
て）せいかもしれません。若い方は、今のままでよいと言われるかなと思います。

・

市のことでなく市民が得られる利益を先に書いてくれると嬉しい。新聞雑誌などと
同じで目にはいりやし物を先に書いて欲しい。ピロリ菌の検査が無償とか、児童合
宿開催とか。見た人が見たくなると嬉しい。見てると市の事情が先に来て抵抗あり
ます。それは後でも良いと思います。

・
以前のものと変化が大きくて、読みなれない他のフリーペーパーと差が無いように
感じて、読む気になれない

　関心のある記事は、「健康案内・募集・お知らせ・催し・講座」、
「公共空間を地域の魅力空間に変える」、「急病の時は」の順となりま
した。

19.3%

18.2%

14.1%

10.8%

8.1%

8.1%

5.4%

5.0%

4.1%

3.5%

3.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

健康案内・募集・お知らせ

催し・講座

ニュース：公共空間を地域の

魅力空間に変える

急病の時は

イベントカレンダー

情報コーナー

サブニュース

特集：2017年度

部長の「仕事目標」

子どものイベントカレンダー

特集・東京都議会議員選挙

市民の広場

カワセミ通信

…

19.3%

18.2%

14.1%

10.8%

8.1%

8.1%

5.4%

5.0%

4.1%

3.5%

3.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

健康案内・募集・お知らせ

催し・講座

ニュース：公共空間を地域の

魅力空間に変える

急病の時は

イベントカレンダー

情報コーナー

サブニュース

特集：2017年度

部長の「仕事目標」

子どものイベントカレンダー

特集・東京都議会議員選挙

市民の広場

カワセミ通信

…
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【利用しない理由（抜粋）】

・ 広報まちだをあまり読んでいないため

・ やり方がよく判らない。日頃からその習慣がない。

・ 自分に必要な、欲しい情報がない。欲しい情報はＨＰで調べているから。

・ 広報町田、市役所出向き情報収集している

・ 利用してみよう！とまでは思わない

・ 広報まちだを読んでいるので十分情報は得られていると思っているので

・ ネット関係の装置をもっていない（ネット難民？です）

・ ＱＲコードを余り使わないので。スマホで検索をほとんど利用しない

・ ケイタイ、スマートフォンを持っていない

【利用した記事名（抜粋）】

・ 東京都議会議員選挙の期日前投票

・ 施設情報など

・ イベントカレンダー

・ 子育てカレンダー

・ 街づくり関係の記事

・ 市立総合体育館

・ 利用した事はないが、必要な際には便利と思うのであると良いと思います

・ まだ、利用はしていないが利用はしてみたいと思っている

利用したことはない・利用しようと思わない 131 78.4%

利用したことがある・利用したいと思う 28 16.8%

問１５ 　「広報まちだ」では、必要に応じて関連情報のQRコードや検索キーワーを掲載し、
ホームページの詳細情報をご案内しています。これらの利用状況についてお聞きしま
す。当てはまるものに○をつけてください。　　　　（一つだけ選択してください）

回答内容 回答数 構成比

78.4％の方が「利用したことはない・利用しようと思わない」と回答し
ました。

・

【その他のご意見（抜粋）】

・

利用した記事名：急病のときは近隣の市町村の医療機関の案内も欲しい（相模原、
八王子、多摩市など）

携帯電話・スマートフォン・パソコン・インターネット等を行っていない。（持っ
ていない）

その他 8 4.8%

無回答 0 0.0%

……
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・ 駅（町田駅、成瀬駅・・・など）の町田内駅や、交通機関（媒体）でアナウンス。

・ 気軽に歩ける散歩。ハイキングコースの紹介

・ 住民のみなさんの声

・ 今後もインターネット検索で情報が掲載されている情報サイトを利用する。

・

・

町田市のホームページはもっと操作性を改善し、誰でもかんたんにアクセス出来る
ように改善すべき。

高齢のせいかフェイスブックやツイッターは未利用又ラジオも日常的には使ってな
いので矢張り紙に依る媒体を希望。

問１６ 　今後、市政情報をどのような媒体で入手したいですか。当てはまるものに○をつけ
てください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

167名中133名が市政情報を「広報まちだ」で入手したいと回答しまし
た。

【その他のご意見（抜粋）】

・
ＴＶ「まちテレ」やラジオ広報があることを初めて知りました。できれば利用して
みたいと思います。

…

30.8%

16.7%

14.8%

6.7%

5.8%

5.3%

5.1%

4.2%

3.9%

2.3%

1.4%

1.4%

0.7%

0.0%

0.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

広報紙「広報まちだ」

町田市ホームページ

町田市ホームページの

スマートフォン版

地域の掲示板や回覧板

ポスター・チラシ

町田市メール配信サービス

町田市ホームページの

携帯電話（モバイル）版

広報紙「広報まちだ」以外の

市の発行する新聞・雑誌など

わたしの便利帳

町田市ツイッター

広報ＴＶ「まちテレ」

町田市フェイスブック

テレビ広報番組

「東京町田インフォメーション」

市政情報モニター「まちビジョン」

その他

…

30.8%

16.7%

14.8%

6.7%

5.8%

5.3%

5.1%

4.2%

3.9%

2.3%

1.4%

1.4%

0.7%

0.0%

0.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

広報紙「広報まちだ」

町田市ホームページ

町田市ホームページの

スマートフォン版

地域の掲示板や回覧板

ポスター・チラシ

町田市メール配信サービス

町田市ホームページの

携帯電話（モバイル）版

広報紙「広報まちだ」以外の

市の発行する新聞・雑誌など

わたしの便利帳

町田市ツイッター

広報ＴＶ「まちテレ」

町田市フェイスブック

テレビ広報番組

「東京町田インフォメーション」

市政情報モニター「まちビジョン」

その他
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・ 地域のニュース、イベント情報があると良いかと思います。

・ 保育園の待機者数特養の待機者数予算の全体像をわかりやすく

・ 市の再開発について（モノレールなど）

・ 公共交通機関の拡充、小山田等辺境の地の救済

・ 演劇・音楽・美術展らん会等の文化・芸能関係のニュース

問１７ 　今後、「広報まちだ」で記事として取り上げて欲しいテーマ等がありましたら、具
体的にお書きください。

・
従来どおりのテーマでよいど思う。テーマとしてではないが、市議会議員が市のた
めにどの様な活動をしているのか知りたい。市議広報もあるがもっとみじかに感じ
るのでは。

・

公共空間の利用については継続してレポートしてもらいたいです。市役所の上まで
（展望スペースのあるところ）登りましたが部屋が沢山あるけど使っていなくて勿
体ないなーと思ったことがあるので。ぽっぽもたまに寄りますがもったいない。町
田市の野菜が手に入る場所がわかりません。マーケット（朝市）を定期的にひらい
ては？→オーガニックに関心のある若い人が集まると思います。私も行きたいで
す。

・
町田市のもつ課題・問題点・町田市のめざす未来の姿→この町に住んでることで期
待を持てるような話題

・
サッカー　町田ゼルビアのコーナーを・・・小田急線鶴川駅の通路にはってあるポ
スターでしか結果がわかりません。

・
町田薬師池公園四季彩の社を中心とした「薬師池西公園」「北公園（薬師池ふるさ
との森）」等の整備計画その動向は・・・・・

・
市内の名所などをＭＡＰにして季節ごとに紹介してほしいです。イベントや講座な
どの様子を写真も入れて。

町田市の福祉状況・多摩モノレールの延長計画・町田市の税金問題・住んでいての
メリットなど（高齢化社会に伴う若者の減少による住む場所の自由選択化に対し
て、どのように確保していくのか・・・）

・

散歩時に楽しみになる情報が有ると嬉しいです。数年前に町田に転入した際、近く
の恩田川でカワセミを見かけ驚いたのをおぼえています。それから良く散歩をする
ようになり、散歩をする方が多いことに気付きました。野鳥のちょっとした情報、
季節の川の状況、市民の撮影した写真等の記事。

・
今も載せてもらっていますが、催し、イベント、情報などをさらに充実させていた
だけたらと思います。

・

町田市も、高齢者が増えてきているので、ボケない為の講座をどんどん増やしてほ
しいと思います。例えば、脳トレーニング講座、ボイストレーニング講座等。友人
が三鷹市に住んでいますが、毎日出掛けられる程の年寄りの為の講座がたくさんあ
るそうです。うらやましいです。

・
子育て支援の情報。ホームページを必ず見るわけではないので定期的に特集してほ
しい。

・
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・ 町田市出身の方の情報を多く載せていただけると嬉しくなります。

・ 町田市のハザードマップ

・ 町田市の未来計画・街の老朽化対策・近隣地域との取り組み

・ 健康、医療

・ 財政と福祉、高齢者問題等　相反する課題について

・ 多摩都市モノレール町田延伸について　状況および予定

・ 病気にならないような食事or体操を広報でお知えてほしい！

・ 精神病の病まいをもつ、当事者ならびにその家族のための支援活動情報。

・ 市内の公共施設の整備状況、進捗、検討状況

・ 市民間の交流施設や交流行事の情報

・ ●保育園の空き情報●子どもの遊び場●町田でのイベント情報●ダイエット情報

・ 現状の構成で良いと思う。

・ ●町田市の観光スポット（写真付き）●町田市民の掲示板コーナー

・ ☆グルメ特集

・

２０２０年のオリンピックパラリンピックに向けて参加できるボランティアについ
て。早目に知りたいと思います。どんなことがあるのか、たくさん種類が知りたい
です。小さなことでも、ちょっとした事でもオリンピックパラリンピックが始まる
前のボランティア、始まってからのボランティア、子どもにでもできるボランティ
アなど、細かい情報が知りたいです。

・
ローカル点（ラーメン、飲食店、ジム）の紹介や、地域住民へのクーポン券や、他
地域にあるゴルフ場や町で同じ趣味の人々が集える場所やイベントを提供してほし
い。

・
安全、防災などの特集に興味がある。転入して２年でまだ町田の地理に不慣れなの
で、いざというときの対応についてまとめて頂きたい。

・
まちだや隣りの市のイベント情報（映画やコンサートなど、お祭りも）料理教室や
趣味などの習い事を増やしてほしい。該当が切れている時など（病院以外困った
時）連絡先などのせてほしい。

・
スポーツサークルなど。体育館できいても個人情報だからと教えてもらえなかっ
た。理由はわかるがメンバー募集しているところもあるだろうし、教えてもいいグ
ループが掲示できる場所あってもよいと思った。

・
町田街道、大戸踏み切りなど今どれくらい進んでいるのか、いつごろ完成になるの
か知りたい。

・
煙草の害について（歩き煙草、町中の灰皿の設置、吸いたくない人の健康につい
て）

・

地域でおこなう防災活動のこと。※友人の町会では頻繁に防災訓練を行っており、
参加者も多い（成瀬台のほうの友人）がつくし野地区ではそれほどでもない。自治
会の役員は一生懸命知恵を絞っていると思うがそれを（自治会役員を）後押しする
行政側からの呼びかけをしていただければ・・・。
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・ 町田市内の幼稚園、保育園、小中高学校の行事など

・ ●動物愛護　●地域の高齢者との日常の関わり　●治安状況

・ 地産地消の為にも、地の野菜をどこで売っているかもっと知りたい。（保存版）で

・ ホームタウンチームの結果

・ 支援級について

市内の小さなイベント（フリーマーケットやお祭り）の予定表

・ イベント　公園情報　ペットも一緒に楽しめる情報がほしい

・ 福祉作業所の運営状況。どの様な作業をしているのか知りたい。

・
市議会議員の公平な目で見た具体的な活動報告、議会での質問事項ではなく本当の
活動。

・
市議会での審議・予算の内容、支出の具体的な内訳等、市政状況を把握できるよう
な内容の記事。

・
公園の木々や草花の手入れをどのように行っているのか。近隣住民は手入れされて
いない公園の木々をどのように思っているのか。また、どうしたらもっとキレイに
なるのか市民の方から提案したり、参加したりできないかなと思う。

・
多摩都市モノレールの進捗状況（経路、駅の場所など）を月１回位でよいので広報
にてご報告いただければと思います。

・
イベントカレンダー体育館の各教室すべてのせてほしい　代表の１つしか掲載され
ず他の教室に気付かなかった。

・

ウォーキングは医療費、介護保費の抑制に効果が在る事がわかっています。残念な
がら町田市は経費削減で「広報まちだ」の発行を減らした結果、ウォーキング例会
告知が出来なくなり、参加者が大幅に減っています。市長、市職員のウォーキング
に対する認識の低は、町田市民にとって不幸な事です。横浜市、相模原市を少しは
見習って欲しいものです。せめて市庁舎・支所に例会のシオリを置いてください。
「広報まちだ」に例会の告知を

・
催し・講座に関心があります。参加をしたいと考えたことがありますが、仕事をし
ている為、もう少し日程の発表がある良いなと思っていました。

・

育児情報の充実、「広報まちだ」同封されているものを始めて知りました。是非と
も定期的に入手したいのですが、どうすれポスティングいただけるのでしょうか？
新しい地域なのでくばられていないのですか？すばらしい内容ですので楽しみに待
ちたく思います。

・

①９月１日号１２ページの「元気なものづくり産業を応援」の考え方を拡大し、農
産物等にも適用したらどうか。②町田市にどの様な企業・工場があるのか知らな
い。（9/1号にある様な）その様な企業（大小関係なく）紹介して欲しい。ベン
チャー企業・農業団体も含め。

・
町田市をどういう町にしたいのか？ポリシィーが見えてこない。福祉・教育・子
供・大人・住みよい”町づくり”市民にもっと声がけ必要なのでは？町田市民は答
えられると思いますよ。
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・ 息子が障がい者になってしまったので今後の対策としての情報が欲しい。

・ 子ども関連。イベント情報

・ 町田の歴史

・ 災害対策、特に震災関係

・ 各地区のイベントや予定をさらに詳しく取り上げて欲しい。

・ 子育て情報がほしいです。保育園の特色など。

・ 町田市の歴史。時期的に注意が必要な病気等の予防法。

・ 一目で分かる公共交通機関地図。

・ 各種手続きのマニュアル集。

・ 高齢者向け住宅について

・ 市議会の活動、市会議員の活動等。本当に市政を良くしようとしているのか否か。

・
人生100年時代　・年寄りに事はもちろんですが、若い方にも読んでいただけるよ
うな工夫をして　・一度だけでなくシリーズ物で

・
市の財政について詳しく。例えば教育費だったら更に項目を分けて。市の文化施設
（版画美術館、文学館など）の利用者人数

・

町田市の「グランドデザイン」。１０年後、１００年後、どんな町にしようとして
いるのか。パラパラと点在する小さな公園緑地や美術館をどのように整備していく
のか。隣の八王子市や相模原市のそれと比べて、やや貧相な感はないだろうか？廃
校を新興産業育成にもっと積極的に利用できないか？町田街道の渋滞を解消する交
通網は？交通網をもっと整備して町田市の独自の「道の駅」は如何？陸上交通に便
利な「市場」を作ったってよくはないか？等々。

・
町田の街拡大計画、緑化計画　治安対策への取り組み等のより良い街づくりへの計
画記事

・
人口減少社会に進む中で、他市よりも魅力的な街づくりにする為に行っている具体
的内容や、子育て世代が住みやすく、生産年齢に達した子供たちが残ってもらえる
施策があれば取り上げて欲しい。

・

取り上げてほしいテーマは、こうすることで老朽化した公共施設を更新すると財政
に負担がかからないといった問題点も図示してもらえれば部長の仕事目標の理解も
より深まると思います。簡単に表現できない足かせもあるでしょうが問題点や実行
にむけての課題も理解したいと思います。

・
町田の農業の大切な役割と振興施策の内容。開発型施策への財政投資の状況、負債
の現状。部長の仕事などは記載不要。カワセミ通信も再考願いたい。

・

子供たちが剣道をやっているので、そういった情報を載せてほしい。子供の通って
いる中学校では部活に入らない子が増えてきて部活動に活気がなくなってきてい
る。町田市全体で武道やスポーツをもっと推奨してスポーツを通しての人間育成等
に取り組んでもらいたい。

・

●町田市の緑の環境をどう残し豊かにしていくか。●市民の老齢化、免許証変換に
伴うのりあいバスや公共タクシーなどの市民の足をどう充実していくか。●お金の
使い方を市民のくらしにどう生かすか。わかりやすく財政の状況（大型公共事業に
いくら使っているか知らせてほしい）がわかるように。
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・ 長期の都市開発計画など

・ 町田市のゴミのリサイクルについて（特にプラスチックゴミ・粗大ゴミについて）

・ ゴミ問題・独居老人

・ 町田、ハイキング散策コース。博物館の有効利用。

・
公的な情報としては採用し難いかとは思うが、週刊誌等々では医療関連、サプリメ
ント等の不必要な投薬、多重摂取の記事が非常に多い。適切な医療、投薬関連の記
事を希望。

・

地域のお祭りなども載せて欲しいですせっかく、町田に住んでいるけれど行ってみ
たことが無い場所があります近くても、少し遠い場所などなかなか、何かないと行
くキッカケがつかめないことが多いですし地域のお祭りなどは、一緒に盛り上げた
り楽しみたいなと思ってもネット検索では、思うように情報が得られないのでそう
いうことを載せて欲しいと思います

・
以前テレビ番組に出ていた町田で栽培しているシルクメロンが気になっています。
糖度が高く美味しいそうですが、余り知られていないので、栽培している様子や購
入場所など知りたいと思います。

・
映画の上映やイベントを行っているのに、その情報を得られる機会が少なくもった
いなく感じる。それらの情報の特集などがあると、イベントなどをもっと多くの人
が知ることができるのではないかと思う。

・
行政側からの一方的な情報提供ではなく、町田市民の声を取り上げて、その声に対
する行政の取り組み事例をわかりやすく掲載いただくと市の取り組みが身近に感じ
られてよいのではないか。

・
現在の市の問題とそれをどのような解決したか、記事として取り上げてほしい。
（例えば、事故が多発している地点などを紹介し、それをどのように改善したかな
どを記事にするなど）

・
今後の未来像など、どのように開発が進められていくのか、今、活動している内容
など。隣県との取り組みなど。

・
子育てや子供と楽しく遊べる情報がもっとしりたいです。子供が野球を始めるので
チームや地域で、もっと活発な活動をしていきたい。

・

町田市全体としての防災への取り組み、また自分の住んでいる地域の防災への取り
組みの最新情報を取り上げていただきたいです。町田市はとても広いので、防災に
関してはより身近な情報が欲しい。自分の身は自分で守る、自分で備える意識はあ
るけれど、いざという時に住んでいる地域には何があるのかを知っておきたい。
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３．市民協働フェスティバルについて

行っている →問２０へ 19 11.4%

興味はあるが、行っていない　→問１９へ 36 21.6%

　市民活動とは、住民の生活向上や地域全体のため、営利を目的とせず行われる活動のこと
で、その活動内容は多岐にわたっています。主にＮＰＯ法人や市民活動団体、町内会・自治会
などの活動が、そのように呼ばれています。社会が抱える課題やニーズが多様化・複雑化する
中で市民活動の存在意義は、ますます大きくなっています。
　町田市では、市民活動をより促進させることで、地域の活性化や協働の推進を図ることを目
的に様々な事業を行っています。よりよい事業を展開していくため、以下の設問について、皆
様のご意見をお聞かせください。

問１８ 　あなたは現在、市民活動を行っていますか。当てはまるものに○をつけてくださ
い。

回答内容 回答数 構成比

87.5％の方が市民活動を「行っていない」、「興味はあるが、行ってい
ない」のいずれかを回答しました。

問１９ 　問１８で「興味はあるが、行っていない」「行っていない」と答えた方にお聞きし
ます。市民活動を行っていない理由を教えてください。当てはまるものに○をつけて
ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

問１８で「興味はあるが、行っていない」「行っていない」と答えた方
146名中81名が「仕事などで忙しく、活動に参加できないから」と回
答しました。

行っていない →問１９ 110 65.9%

無回答 2 1.2%

38.2%

22.6%

17.5%

12.3%

2.4%

1.9%

5.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

仕事などで忙しく、

活動に参加できないから

特に理由はない

どうやって活動を

始めればいいか分からないから

自分の興味がある活動が見つからないから

活動するための場所がないから

活動するための資金がないから

その他

…

…

38.2%

22.6%

17.5%

12.3%

2.4%

1.9%

5.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

仕事などで忙しく、

活動に参加できないから

特に理由はない

どうやって活動を

始めればいいか分からないから

自分の興味がある活動が見つからないから

活動するための場所がないから

活動するための資金がないから

その他

…

…
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問２０ 　問１８で「行っている」と答えた方にお聞きします。市民協働フェスティバルは、
町田市で活動しているＮＰＯ法人や市民活動団体、町内会・自治会などが活動発表や
ワークショップ通じて交流を深めるイベントです。

なお、２０１７年度は１２月３日（日）に、第１１回市民協働フェスティバル「ま
ちカフェ！」を市庁舎にて開催する予定です。あなたは市民協働フェスティバルを
知っていますか。当てはまるものに○をつけてください。

知っているが、参加・来場したことがない
→問２４へ

8 42.1%

知らない
→問２５へ

5 26.3%

回答内容 回答数 構成比

知っており、参加・来場したことがある
→問２１へ

6 31.6%

１回 1 16.7%

２～３回 5 83.3%

市民活動を行っている方１９名中６名が市民協働フェスティバルを
「知っており、参加・来場したことがある」と回答しました。

問２１ 　問２０で「知っており、参加したことがある」と答えた方にお聞きします。市民協
働フェスティバルは２００７年度から行っています。あなたはこれまでに何回、市民
協働フェスティバルに参加・来場したことがありますか。当てはまるものに○をつけ
てください。

回答内容 回答者数 構成比

問２０で「１．知っており、参加したことがある」と回答した方6名中5
名が市民協働フェスティバルに参加・来場した回数は「２～３回」と回
答しました。

４～６回 0 0.0%

７回以上 0 0.0%

…

…

…

…
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問２２ 　問２０で「知っており、参加・来場したことがある」と答えた方にお聞きします。
いつごろから市民協働フェスティバルに参加・来場していますか。当てはまるものに
○をつけてください。

回答内容 回答者数 構成比

第６回～第７回　　会場：市庁舎
２０１２年度～２０１３年度

1 16.7%

第８回～第１０回　会場：市庁舎
２０１４年度～２０１６年度

3 50.0%

第１回～第２回　　会場：町田市民ホール
２００７年度～２００８年度

0 0.0%

第３回～第５回　　会場：町田市民フォーラム
２００９年度～２０１１年度

2 33.3%

問２０で「知っており、参加・来場したことがある」と答えた方6名中3
名が「第８回～第１０回」に参加・来場したと回答しました。

問２３
　問２０で「知っており、参加・来場したことがある」と答えた方にお聞きします。
市民協働フェスティバルに参加・来場した理由を教えてください。当てはまるものに
○をつけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

問２０で「知っており、参加・来場したことがある」が回答した方の6
人中3人が参加・来場した理由は、「活動内容を周知したいから」、
「イベント内容に興味を持ったから」と回答しました。

33.3%

33.3%

22.2%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

地域活動・市民活動を行っており、

団体の活動内容を周知したいから

チラシ等を見てイベント内容に

興味を持ったから

家族・友人が参加していたから

子どもと来場できる

イベント内容に興味を持ったから

会場が近かったから

その他

…

…

33.3%

33.3%

22.2%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

地域活動・市民活動を行っており、

団体の活動内容を周知したいから

チラシ等を見てイベント内容に

興味を持ったから

家族・友人が参加していたから

子どもと来場できる

イベント内容に興味を持ったから

会場が近かったから

その他

…

…
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問２４

・ 昨年孫と行ってみたいと思いましたが駐車場などの関係で結局いけませんでした。

問２０で「知っているが、参加・来場したことがない」と答えた方9名
中5名が「予定が合わないから」と回答しました。

会場に行くのに不便である（町田に住んで１３年になるが車も昨年からないため公共
施設に行くのに不便である）

・
質問の云う「協働フェスティバル」の具体的内容がわからない。フリーマーケットと
かは自分で出店する考えはない。つくし野駅前フェスティバルなどは立寄る程度でそ
れ以上積極的にかかわろうと云う興味はない。

・
自治会当番が15年単位の順番のため当番の一年間は情報も入ってくるが過ぎてしまう
と疎くなる。

・
今迄仕事の関係で時間的に困難であったが、定年退職致しましたので、今後は参加し
たいと思います。

【その他のご意見（抜粋）】

・
住んでいる所が、交通の不便なところであるため、坂が急なことも１因です。（バ
ス）１時間に１本か２本です。

・
「薬師池北ふるさとの森」守る会として登録、活動しております。登録名称　薬師池
北緑地を守る会　制定　平成１８年５月２２日今年活動は１２年目となり、市民の憩
いの場所として住みやすい環境づくりに協力しております。

・

　問２０で「知っているが、参加・来場したことがない」と答えた方にお聞きしま
す。市民協働フェスティバルに参加・来場しない理由を教えてください。当てはま
るものに○をつけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

55.6%

11.1%

11.1%

11.1%

0.0%

11.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

予定が合わないから

自分が地域活動を行っていないから

参加する必要性を感じないから

会場が遠いから

イベント内容に興味がないから

その他

…
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予定が合わないから

自分が地域活動を行っていないから

参加する必要性を感じないから

会場が遠いから

イベント内容に興味がないから

その他

…
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そう思う 117 70.1%

どちらとも言えない 38 22.8%

問２５ 　市民協働フェスティバルでは、地域で活動する団体の活動発表や交流を通じて、市
民活動について知ってもらうきっかけづくりを行っています。あなたはどのような内
容であれば、市民協働フェスティバルに参加・来場したいと思いますか。あなたの考
えに近いものをそれぞれ１つずつ選び、当てはまるものに○をつけてください。

Ａ　自分が住んでいる地域の情報を知ることができる。

回答内容 回答数 構成比

Ｂ　興味のある内容について学ぶことができる。

回答内容 回答数 構成比

そう思う 136 81.4%

そう思わない 10 6.0%

無回答 2 1.2%

無回答 2 1.8%

Ｃ　子どもと一緒に楽しむことができる。

回答内容 回答数 構成比

どちらとも言えない 26 15.6%

そう思わない 3 1.8%

そう思わない 23 13.8%

無回答 2 1.2%

そう思う 86 51.5%

どちらとも言えない 56 33.5%

どちらとも言えない 68 40.7%

そう思わない 19 11.4%

Ｄ　参加型のワークショップが多い。

回答内容 回答数 構成比

そう思う 78 46.7%

無回答 2 1.2%
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・ 次回開催には積極的に来場し、参加者のみなさんと交流したい。

・ 会場が近いこと。

・ 開催の日時を広く宣伝する。（特に今回はこのような所が力を入れています等）

・ 参加したことがないのでイメージできない

そう思う 69 41.3%

どちらとも言えない 74 44.3%

Ｅ　参加団体と交流することができる。

回答内容 回答数 構成比

Ｆ　自分の仲間づくりができる。

回答内容 回答数 構成比

そう思う 82 49.1%

そう思わない 22 13.2%

無回答 2 1.2%

無回答 2 1.2%

Ｇ　自分の活動のヒントが見つかる。

回答内容 回答数 構成比

どちらとも言えない 66 39.5%

そう思わない 17 10.2%

そう思わない 20 12.0%

無回答 2 1.2%

そう思う 91 54.5%

どちらとも言えない 54 32.3%

・
生活にメリットがある情報またはクーポンなどが得られるのであれば参加したいと思
う。

・
☆会場まで行きやすい。交通の便がよく、わかりやすい。送迎がある。☆費用がかか
らない。又は、あまりかからない。

Ｈ．その他（具体的にお書きください）【抜粋】

・
ネーミングを変えてはどうでしょうか？全く知りませんでしたが、「市民協働」はか
たくて、めんどくさいイメージです・・・それに印象に残らない。

・
まだ予定や駐車場などの件で参加できていませんが、一度どんな雰囲気のところか興
味はあるのでいってみたいです。

・
甘えすぎかもしれませんが、近くで一緒に参加しようと声を掛けて下さる方が居れ
ば、参加しやすいかなと思います。
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・ 妻と成人した娘の３人家族で協働活動は自ら限定となる

・ 精神の病いを持つ当事者グループと交流を行いたい。

・ 自分に興味があることであれば参加したいと思う。

・ 活動に参加し自分に自身がつく（多少は役に立っているかな）

・ 食、福祉、町田市の歴史について

・ 自分がやってみたい活動の場があったら参加したいと思います

・ 経済町田市がどのように予算を決定しているのか

・
今の仕事や生活環境以外で交流を広めようと思うことがない。数年前に隣人が変わっ
たが、挨拶以外は交流がなく、今はそういう時代なのかなと思っている。

・
小学校児童等の健全な発育事業のお手伝い等ができないか。但し私自身の体力との限
界にも関係しますが。

・
（１．環境かな？）町田は緑が多くてとても良いのですが、公共施設の雑草が放置さ
れたままになっているのが、気になります。方法はわかりませんが、この場所に何
月、何日草取りします。集え！みたいなことはできないかなとふと思いました。

・
財政問題、経済問題追伸「子育て」に興味がないわけではない。孫がいるので将来安
心して暮らしていけるか等未来展望の具現化

問２６ 　あなた自身が、興味を持っている分野は何ですか。当てはまるものに○をつけてく
ださい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

モニターの方が興味を持っている分野は、「環境」、「文化」、「福
祉」の順という回答結果になりました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
ポプリホールでの音楽の催しには積極的に参加している。市民講座も期待している。
防災無線の放送が聞きとれません。
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4.8%
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…
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・ 自然、生活両方の面でさらなる向上に向けて市政で行って欲しい。

・ 映画上映などのイベント

・ 歴史 ・ 教育 ・ サークル ・ ペット ・ 健康、老人問題

・ 健康麻雀 ・ 健康維持、ぼけ防止 ・ 都市と農業の共存

・ 産業（ものづくり） ・ 自然保護、農業

・
ボランティア活動に興味がある。大学時代は市の祭りのスタッフをボランティアで
行っていたので、そういう機会が得られたら良いなと思う。

・

温泉とかがある地域であれば、環境とか興味があるが・・・町田市の分野について
は、現時点で何にどのような比重でどのような活動をしてもらっているのか不明であ
る。文化といっても・・・町田市の文化とは何になるのかも不明であるので、私自身
もアンテナを高くしないと情報を得られないので、本当に興味がある！といった状況
ではないのかもしれない・・・

・
●その時期の観光場所　●旬の野菜は一年を通して一番栄養価が高い。旬の野菜が出
回った時、栄養価を書くとか、むずかしく書かない。　栄養価、煮る、蒸す、炒める
など簡単に

・
市民協働フェスティバルの具体的なイメージがなかなかつかめない。従って回答がむ
つかしい。（責任が持てない）

・
・医療と今後医療費が高くなる事が心配・老人の一人暮らしについて、どこまで市が
協力してくれるのか？→具体的に知りたい。

・
町田には世界に誇れる「時計コレクション」があります（米原徹夫コレクション、町
田市立博物館）時計に関心を持つ人は全国に多勢います。町田を「時計」をキーワー
ドにした街おこし（特色のある街づくり）をしていってはいかがでしょうか。

・
町田市の「グランドデザイン」。公園、道路、施設。さらには、企業誘致の目論見、
財源の確保の目論見、等々。

・
ヨガを通して動物と共生する場の提供こどもは命を学び、高齢者は命を感じる場を作
りたいと思っているのですが具体的に動けていません

・

ただ発展した町、サラリーマンの街、これから若い人が”みりょく”ある街。市役所
より市民文化センター”ひん弱”文化センターは使い方でインパクト大きい。・国際
会議・学術会議。コンサート等出来る施設必要では。※久留米市コミュニティセン
ター（九州の中核都市への意気込みポリシィー）

・

平和問題　近隣市ではジェット機が落ちた事故の像が立てられているのに町田市では
ジェット機墜落事故の像が立てられていないことは恥ずかしいことだと思います。人
も亡くなっているので、ぜひ市民の目にふれるところに建て記憶の風化を防いでくだ
さい。
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・ 入手していない。

・ 新聞をとっていない。町内会・自治会に未加入のため入手する方法がない。

・ 特になし。引っ越してきたばかりなのであまりまだわからない。

・ 情報を入手しようと能動的に動いたことがありません。

・ ｗｅｂでの検索により情報を得ている。

・ 興味のあるワードをネットで検索する。

・ 大手紙

・ 市民センターの掲示板

・ 能動的には入手していない。

・ あまり情報収集はしてこなかった。

・ 必要時に、インターネット検索により情報サイトを探し、情報を入手している。

・ 市議会議員さんの広報から

・ 地域の掲示板に貼られているポスター

問２７ 　町田市では、市庁舎２階や市民フォーラムに情報コーナーを設け、市民活動団体や
地域に関する情報発信をおこなっています。あなたは市民活動団体や地域に関する情
報をどのような方法で入手していますか。当てはまるものに○をつけてください。

（複数回答可）

167名中104名が市民活動団体や地域に関する情報を「広報まちだ」で
入手したいと回答しました。

【その他のご意見（抜粋）】
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・

「メールマガジンなど情報を受け取りやすい仕組み」について必要な情報にすぐアク
セスできない。知っている人しか登録しないのではないか「定期的なイベント・講座
の開催」について窓口があると知る機会にはなるが、情報がほしい！と思うタイミン
グでないと目に入らない。活動をする方法がわからない。ふつうに生活しているとそ
ういう活動をしようと思うことがないので仕組みがよくわからないが、書類やしんさ
の難しさが１つのハードルになっていると思う。

・

駅までの道の途中の掲示板は時々見るようにしています。自治会に入っていないの
で、それくらいしか見る機会がないです。メルマガはジャマで見ないし、ＨＰもあま
り見ないと思いますが、ツイッターと連動してあれば見る？かな？ＳＮＳではツイッ
ターを一番利用しています。ＦＢ派とか好みがありますが意識しなくても時折目に入
るものであれば。

・

市民活動サポート窓口があるのもしりませんでした。いろいろな会に所属して活動し
たいものの、自由をそこなわれるというか、所属した以上はしっかりやらなくてはい
けないし、そこを考えるとフリーでいた方が良いのかと考えてしますので、もう少し
出入り自由の仕組みがあるといいなあと思います。

問２８ 　町田市では、市民活動全般の相談受付を行う「市民活動サポート窓口」を設置して
います。今後、ＮＰＯ法人や市民活動団体、町内会・自治会などの活動をより促進し
ていくためには、どのような仕組があるといいと思いますか。当てはまるものに○を
つけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

活動を促進するために仕組としては167名中81名が「情報が入手しや
すいホームページの開設」、「定期的なイベント・講座の開設」を挙げ
ました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
市民活動に参加すれば、人との繋がりもでき、心身が健康になることは自覚していま
すが、なかなか一歩を踏み出せません。

・

数年前町内会の「班長」を担当しました。共稼ぎや高齢化を理由に「会長」や役員を
決めるのに難航しました。自営業の方が引き受けて戴きましたが、年間の活動頻度も
不明で、「定年後」や「自営」でないと、簡単に引き受けることは難しいのでは？
「班長」でさえ、若い人、新住民は敬遠し、町内会への加入しない現状があります。
班長を経験し、祭りの準備や片付けで地域の方と交流できて楽しいこともありまし
た。町内会、自治会＝ウルサイ年寄りの集まりのイメージを払拭するＰＲが必要で
す。防災上も有益ですよ～等。
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・
地域の高齢化、人口の過疎化に伴いさびしい町になりつつある為、これを食い止める
政策を打ち出してほしい。

・
団体が個々に活動するのではなく、市がバックアップして統率を図ったり、小・中学
校の義務教育期間内（道徳・総合学習の時間を活用）に市民活動として具体的に団体
や活動内容を知るきっかけ作りが必要だと思います。

・
私なら興味があるなら直接話で伺いたいので、広報まちだに毎回「市民活動サポート
窓口」の電話番号を載せ、詳しい話は窓口で相談にのってもらうように促すと良い。

・

家の近くに公園があります。ゲートボールやグランドゴルフ、家族づれの姿もよく見
うけます。少年たちのサッカー遊び等子どもからお老よりまで楽しんでいます。花だ
んもみごとで、水場もあり、散歩の途中や仕事の行きかえりひと息ついている人もい
ます。以前は公園を意識したことはあまりなかったのですが・・・２～３年前から
か、近くに住む方が朝夕、整備し水まき等すべて自発的に公園をもりたてています。
どんな施設もそこを大事にし、手をかけて育ててこそ目的をはたせるように思いま
す。　町内会、老人会の定期的な草とり、その他にも道具のある方が草刈りをしてく
ださっていました。　町内会の盆おどり、冬のどんど焼き防災訓練とこの公園あって
こそです。地区のまとまりの中心で通るたびに「きれいだな」と思います。先日、お
父さんと小学生のお子さん三人でサッカーを楽しんだあと、ちゃんと後始末、整備を
していました。

・

自治会に関しては、町田市へ転入時に転入者にはどの自治会でなるべく加入するよう
呼びかけ、自治会側には転入されたので加入するように声かけしに行くように橋渡し
をする。ただ、我が家も途中で退会したが、若い世代ほど加入メリットが感じられず
且つ仕事や子育てで忙しい世代に年寄り世代が役員を自分たちは何回ももうやってい
るからと押し付けてくる。自分達が第2の人生世代になったら地域貢献しようかと思っ
たいたがその前に自治会から離れざるを得なかったので、そうならないような自治会
活動の仕組を作って欲しい。

・

市民活動、町内会・自治会などの活動を進める上で、情報入手や手続きを、メイルや
ホームページ画面でのやりとりができるような仕組みがあるといいと思う。いちい
ち、書類を整え、細かい審査条件（例えば、花壇の面積）などで突き返されるような
仕組みはごめんだ。

・
市民活動というと、すぐに反対運動がうかんでしまう。イデオロギー的な活動でな
く、あくまで地域に役立つ活動を期待している。

・
経験者（現在具体的なテーマで活動している方）によるアドバイスを受けることがで
きる仕組み。

・
問１８以降、何についてのアンケートなのか全く分かりませんでした。初めて聞いた
活動でしたので、更なる公報を頂ければと思います。子育てに活かせる活動であれば
興味を持って参加検討します。

・
促進だけではなく評価の公表も必要では？各団体等、積極的に受身ではなく、声を聞
くことで町田らしさとは何か考えてほしい。

・
障害福祉相談センターが近くにできたので身近に相談に行ける場所として多いに利用
させていただきます。

・
ＮＰＯ町田ウォーキング協会　資金不足で困った時、役員に八王子在住者がいたの
で、八王子市市民活動支援協会の紹介を受け、生協、西部信金から寄付を受ける事が
出来ました。親身になって相談に乗ってもらい今でも感謝しています。
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