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実施期間 ２０１８年１月１１日（木）　～　２０１８年２月１５日（木）

テーマ １．ふるさと納税について

２．下水道事業の認知度向上への取り組みについて

３．市議会の広報活動について

４．町田市イベント申込システム（通称：イベシス）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。

47.4%

52.6%

-

２０１７年度町田市市政モニター　第２回アンケート集計結果

人数 割合

男性

156

83.0%

188

女性

合計

74

82

156

人数 割合

２０歳代 20 12.8%

３０歳代 22 14.1%

４０歳代 33 21.2%

５０歳代 31 19.9%

６０歳代 20 12.8%

７０歳代 22 14.1%

８０歳以上 8 5.1%

合計 156 -

人数 割合

合計 156 -

郵送 101 64.7%

ＷＥＢ 55 35.3%

男性, 
47.4%

女性, 
52.6%

２０歳代, 
12.8%

３０歳代, 
14.1%

４０歳代, 21.2%
５０歳代, 

19.9%

６０歳代, 
12.8%

７０歳代, 
14.1%

８０歳以上, 5.1%

郵送, 64.7%

ＷＥＢ, 35.3%

1



１．ふるさと納税について

ふるさと納税は知っているが、町田市がふるさ
と納税による寄附を募集していることは知らな
かった

94 60.3%

ふるさと納税を知らなかった 3 1.9%

59.6%

ふるさと納税制度を知っている方で、町田市民が町田市にふるさと納税
による寄附ができることを知っている方は40．４％でした。

93

９８．１％の方がふるさと納税を知っていると回答しましたが、
町田市がふるさと納税による寄附を募集していることを知っている方は
全体の３7．8％でした

問２ 　問１で「ふるさと納税を知っており、町田市がふるさと納税による寄附を募集して
いることを知っている」もしくは「ふるさと納税は知っているが、町田市がふるさと
納税による寄附を募集していることは知らなかった」と答えたかたにお聞きします。
あなたは町田市民が町田市にふるさと納税できることを知っていますか。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）

回答内容 回答数 構成比

問１ 　あなたはふるさと納税を知っていますか。また、町田市がふるさと納税による寄附
を募集していることを知っていますか。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）

回答内容 回答数 構成比

ふるさと納税を知っており、町田市がふるさと
納税による寄附を募集していることを知ってい
る

59 37.8%

知っている 63 40.4%

知らなかった

…

…
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・ 町田市の税金の使い方に不満があり、可能な限り払いたくないから。

ふるさと納税をしたことはない 119 76.3%

町田市にふるさと納税したことがある 6 3.8%

町田市にふるさと納税をしたことはないが、町
田市以外の自治体にふるさと納税をしたことが
ある

31 19.9%

　あなたはふるさと納税を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。                                 　  　             　     （1つだけ選択してください）

回答内容 回答数 構成比

２３．７％の方がふるさと納税をしたことがあり、町田市にふるさと納
税をしたことがある方は３．８％という結果になりました。

問４ 　問３で「町田市にふるさと納税をしたことがある」もしくは「町田市にふるさと納
税をしたことはないが、町田市以外の自治体にふるさと納税をしたことがある」と答
えた方にお聞きします。ふるさと納税をした理由は次のうちどれですか。当てはまる
ものに○をつけてください。　　　　　　　　　              　　  　　（複数選択可）

問３

ふるさと納税をする理由の４１．０％は返礼品を貰うことができるから
という回答結果になりました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
上記内容のうち、１．返礼品、２．控除額（納税額）３．自治体事業が自分の希望に
近いものを（合致するもの）選んで寄附したいと思ったから。また、ゆかりのある地
方に活性してほしいという想いから。

41.0%

26.9%

16.7%

7.7%

5.1%

2.6%

0.0%

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

返礼品を貰うことができるから

寄附金控除を受けることができるから

ふるさと納税をした自治体を応援したいから

寄附金の使い道を指定できるから

ふるさと納税をした自治体の

事業を応援したいから

緑や公園など自然環境が良くないから

その他

…

…
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・ 返礼品目的の寄附に疑問を抱いている。居住する市町村に納税が基本である。

・
ふるさと納税をした場合としなかった場合を比較してふるさと納税をした事で、損を
することはないのか？不安があった。多く納税してしまうって事はないのか？

・
知らなかったですが、例え知っていても現状ではとても無理です。年金だけで生活は
できません。他に収入が有ったら、ふるさと納税だけでは無く、”子供食堂”が有っ
たらそちらに寄附します。

・
人から聞いてしてみたいとは思ってはいましたが、色々旅行して、その土地で美味し
い物を食べているので、品物に興味が無くなりました。

・

ふるさと納税をしたことがない理由の４２．８％が申し込み方法がよく
わからない、仕組みがよくわからないからという回答結果になりまし
た。

【その他のご意見（抜粋）】

・
制度には賛同しております。医療費等の支出が多く、余裕がないことから見合わせて
おります。税収のあり方市税の使い方見直しも必要ではありませんか。

・
年金収入であるが確定申告は不要とされた。所得税、住民税の支払はしているが、寄
附金控除の対象にはならないのでは？

文化施設やスポーツ施設が充実している 0.18919 4200.0%

その他 0 ######

　問３で「ふるさと納税をしたことはない」と答えたかたにお聞きします。ふるさと
納税をしたことがない理由は次のうちどれですか。当てはまるものに○をつけてくだ
さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （複数選択可）

問５

住宅ローン控除があるため、上限額が低く、大した返礼品を望めない。現在住んでい
る町田市に税金を払いたい。

…

23.9%

18.9%

16.7%

15.3%

9.0%

5.9%

4.5%

2.7%

2.3%

0.9%

0.0%

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

寄附の申し込み方法がよくわからないから

寄附金控除の仕組みがよくわからないから

確定申告等の税控除の手続きが面倒だから

寄附の申し込みの手続きが面倒だから

収入がなく、寄附金控除を受けることができないから

ふるさと納税制度に賛同できないから

魅力を感じる返礼品がないから

応援したい自治体がないから

賛同できる寄附金の使い道がないから

応援したい事業を実施している自治体がないから

その他
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・

【その他のご意見（抜粋）】

・
ふるさと納税の使い道がはっきりしていること。また、いままでに得た寄付金が具体
的にどのような使われ方をしたのか、なにが改善されたのかを知ること。

・
納税という文言がピッタリしない。寄付金等に変更した方が良いのではないか？確定
申告等に寄付金として明記し税額控除も可能にした方が手間もはぶけるのでは？（申
告書に限るが）

使途が分り、見えればいい。

・
寄附が出来れば、町田市に、他市は無い。返礼品は自体。使い道は左記に。無ければ
応援を必要としている子供に。

・
例えば１万円を寄付して、年間の収入が３００万円以下の給料所得の人の場合、どの
位の減税になるのかとか、自分で使い道を指定しなくても、私にも見えるような使い
道や適切に使われているのか、見えないものや知らない事があるから。

・
ふるさと納税をするなら、ほんとうは、都民への電力供給の犠牲になった福島県のよ
うな地方を応援すべきだとは思っています。でも、いざ実際に、ふるさと納税をする
となると、返礼品がある以上、それも気になってしまいます。

問６ 　あなたがふるさと納税をする際に、最も重視するのは次のうちどれですか。当ては
まるものに○をつけてください。また、ふるさと納税をしたことがない方は、もし自
分がふるさと納税をすることになったら、どの項目を重視しますか。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）

４７．８％の方が、ふるさと納税をする際は「返礼品が魅力的であるこ
と」を重視すると回答しました。

47.8%

14.6%

11.5%

8.9%

6.4%

4.5%

6.4%

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

返礼品が魅力的であること

自分が応援したい自治体であること

寄附金の使い道を自分でしていできること

自分が応援したい事業を実施している

自治体であること

ふるさと納税は行わない

わからない

その他（具体的にお書きください）

…
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・ ビール、エール

・
特別高級なものはいりません。お米やお酒、保存できるもの肉、魚など配達日の指定
ができれば考えられますが・・・。

・
自分で使い道が選べる”金券”がなんだかんだで一番役に立つピンポイントで欲しい
物を購入出来るため、その土地で使える金券が役にたつ。

・

農作物の返礼品の方が嬉しい。町田市内で肉はあるとしても、魚って良くわからな
い。名産品でもないのに返礼品になっていることがわからない。もしくはもっと町を
知る広報が必要だと思う。町田市をもっと知ってもらうことも必要ではないかと思い
ます。もっと市民にも還元されるようなお金の流れをみれると納税する気持ちになる
と思います。

・
小さい子供がいる家は、子供中心に決定される為、子供をターゲットにした返礼品が
あると魅力的と思います。（多摩市のピューロランドのように）

５３．８％の方が、ふるさと納税の返礼品は寄附した土地の名産品に魅
力を感じると回答しました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
返礼品でせっかくの寄付金を使う必要がない。納税者は品物を欲しくて寄付を行うの
ではなく、ふるさとを思う気持ちの表れであることを配慮すべきで、感謝の気持ちを
表す「ふるさと便り」などで良いのではないか。

問７ 　今後、あなたがふるさと納税をする際、どのような返礼品に魅力を感じますか。ま
た、ふるさと納税をしたことがない方は、もし自分がふるさと納税をすることになっ
たら、どのような返礼品に魅力を感じますか。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）

…

53.8%

16.7%

12.8%

5.1%

3.2%

1.9%

6.4%

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

寄附した土地の名産品

肉や魚、飲料等の返礼品

返礼品はいらない

わからない

田舎暮らし体験や農業体験等の体験型返礼品

家電製品や美容・ファッション用品

その他（具体的にお書きください）
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問８ 　同封したふるさと納税のパンフレットをご覧ください。こちらが、現在町田市で取
り扱っているふるさと納税の返礼品です。あなたは、どのページの返礼品に魅力を感
じますか。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）

４８．１％の方が、町田市で取り扱っているふるさと納税の返礼品の中
で「町田ならではの一品」に魅力を感じると回答しました。

48.1%

7.8%

6.5%

3.9%

3.9%

3.2%

0.0%

26.6%

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

町田ならではの一品

町田の魅力盛りだくさん！

「町田を知る」招待券

町田市立国際版画美術館に『歌麿』を呼ぼう！

町田市の絵本作家

中垣ゆたかさん 限定返礼品

新聞折り込み

トップスポーツを楽しめる環境をまちだに！

トップアスリートと子どもたちを

スポーツでつなぐ！

魅力を感じる返礼品はこの中にはない

…
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・

・

２９．５％の方が、ふるさと納税の使い道に「安心して生活できるまち
をつくる」を魅力に感じると回答しました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
６．のトップスポーツとは主に陸上とサッカーでしょうか、スポーツはいいですが、
種別に興味がないのでこのままだと自分には関係ないなと思いました。

・

町田市は、「子育て、教育の町」を目指してほしい。教育には、学校だけでなく、公
園や里山も含めた子育て、教育環境の整備、各種最先端の研究機関の誘致、そして、
それら機関を結ぶ交通網など、科学技術立国の中核としてその都市づくりを着実に進
めてほしい。

・
上のすべてに対してありだと思うが、町田市全域において３次救急がないので、３次
救急になりえるであろう病院に対しての補助金？としての活用もありだと思う。（今
は相模原の北里に頼っているので）

どこにも魅力を感じない。

農業振興につかう。

・
ふるさと納税の使い道「市長におまかせ！」では、議員は何もしないと同じではあり
ませんか。「特区」と同じようでは、税の無駄遣いで市民の税負担大となります。

問９ 　同封したふるさと納税のパンフレットの裏面をご覧ください。こちらが、現在、町
田市で取り扱っているふるさと納税の使い道です。あなたは、どの使い道に魅力を感
じますか。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）

…

29.5%

26.9%

25.0%

5.8%

3.8%

2.6%

1.3%

1.3%

3.8%

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

安心して生活できるまちをつくる

トップアスリートと子どもたちをスポーツでつなぐ！

将来を担う人が育つまちをつくる

賑わいのあるまちをつくる

特に使い道については問わない

町田市立国際版画美術館に『歌麿』を呼ぼう！

トップスポーツを楽しめる環境を町田に！

暮らしやすいまちをつくる

その他
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２．下水道事業の認知度向上への取り組みについて

・

・

・

・

・

・

散歩の際、目立つゴミを拾っている。

洗たくや食器洗いの際の洗剤の両量を最低限にする

節水型のトイレを利用

問１０

・
生ゴミの水気をしっかりしぼってからゴミとしてすてる。分別回収をしっかりする
（雑紙もしっかり区別する）

・

約３０年前、現在の自宅新築の際雨水枡（浸透ます）を考え市役所に相談したが、そ
の時は「町田市では認めていない」とのことであった。※大雨・集中豪雨の時の大量
の水を直接道路に排水することで、排水管径を太くすることには住宅地の拡大に対し
て限界がある筈である。

・
洗剤は環境にやさしい、植物性の水にすぐとけるものを使っている。あわがたたない
が、エコタワシを使っている。

台所の排水溝には必ずフィルターネットを設置して、毎日交換している。

環境にやさしい洗剤を使っている。

環境にやさしい洗剤を使う。重曹ややしのみ洗剤など。

水の無陀使いをしないように、水の水量を少な目にする・定期的に水回りの洗浄を行
う

・

　下水道に関係する環境対策等で、あなたが取り組んでいるものはどれですか。あて
はまるものに○をつけてください。　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

下水道の環境対策では「食用油や残飯を台所等の排水溝に流さない」を
実施している方が一番多いという結果になりました。

【その他のご意見（抜粋）】

水路の手入れを計画的に行い、水質向上に努めています。水路の草かり。泥あげ等
（洪水防止）

・

33.9%

13.0%

9.6%

3.2%

2.5%

2.2%

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

食用油や残飯を台所等の排水溝に流さない

道路側溝にゴミや落ち葉が溜まっていたら取り除く

洗車場以外の場所で洗剤を使った洗車はしない

雨水を溜めて植木の水やりなどに利用している

雨水浸透設備（浸透ますなど）を家庭に設置している

その他（具体的にお書きください）

…

9



2 1.3%

選択肢４・５の雨水の洪水対策などに関するものについては、認知度が
低いという結果になりました。

問１２ 　町田市では、市民の方々に下水道事業に興味をもっていただくために９月に「下水
道の日のイベント」、１０月に「町田エコフェスタでの出展」、３月に「成瀬クリー
ンセンターさくらまつり」を実施しています。これらのイベントを含む、下水道事業
に関するイベントに参加され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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1つだけ選択してください）

回答内容 回答数

町田市が実施している下水道事業のイベントに
参加したことがある

16 10.3%

町田市以外が実施している下水道事業のイベン
トに参加したことがある

下水道事業のイベントに参加したことがない 138 88.5%

１1．5％の方が下水道事業のイベントに参加したことがあると回答しま
した。

構成比

「１．食用油や残飯を台所等の排水溝に流さな
い」、「２．水に溶けないもの（ティッシュ
ペーパーや紙おむつなど）をトイレに流さな
い」

113 52.6%

「３．道路側溝にゴミや落ち葉が溜まっていた
ら取り除く」

43 20.0%

「４．雨水を溜めて植木の水やりなどに利用し
ている」、「５．雨水浸透設備（浸透ますな
ど）を家庭に設置している」

「６．洗車場以外の場所で洗剤を使った洗車を
しない」

35 16.3%

24 11.2%

問１１ 　問１０にある選択肢１～６は市民の方々へ普段の生活の中でご協力をお願いしてい
るものです。これらをお願いしている理由として、知っていたものに○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

…

…
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「下水道の仕組みや役割」、「災害時の下水道」に関心が高いという結
果になりました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
あちらこちらで調整池の空き地のような土地を見掛けるが、本当の使い道を知ってい
る方は少ない様なので、もう少し広報が力を入れて説明（ＰＲ）した方が良いように
思われます。（良くこれは何かしらと聞かれる方が居るので）

・
この近辺でも地震に強い水道管への敷設工事があり、だんだんその方向に善処して下
さる様子、大変心強く有難く存じております。

・
下水道事業関連のみならず一部国民の自己中の蔓延、モラルの低俗さは眼を覆うばか
りだ、幼児教育時から叩き直す必要性を痛感する。

・
恩田川などのきれいな川がこれからも鳥や魚など安全に生きていける環境が保たれる
様にするため市民はどのように気をつけていったらよいか

・
昨年秋町田市つくし野の福寿院脇～やなぎ通りの下水幹線工事を見学したことがあ
る。自治会の募集で都市づくり公社の案内であった。

・
水不足になった場合、下水の水を利用して飲料水など何か水を再利用ができないの
か？町の人の声や疑問・質問に答えて欲しい。

・
現在浄化槽でお世話になっているので下水道事業には関心を向けていませんでした。
申し訳なく思います。これからは関心を持ちたいと思います。

・
住宅地無いを流れる水路の点検等お願いします。その結果を自治会長へお話していた
だければ幸いです。住民の意識改善。

問１３ 　下水道事業について、今後PRイベントで取り上げて欲しいと思う内容はどのような
ことですか。当てはまるものに○をつけてください。　　　　　　　（複数選択可）

24.2%

22.9%

15.4%

14.4%

11.4%

6.4%

2.9%

2.4%

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

下水道の仕組みや役割

災害時の下水道

下水道料金の使い道

下水処理場の見学

下水道の事業計画・進捗状況

下水道工事の見学

下水道の歴史

その他（具体的にお書きください）

…
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「まちだ下水道通信」が発行されていることを
知らない

99 63.5%

３６．５％の方が「まちだ下水道通信」のことを知っているという結果
になりました。

読んだことがある 42 26.9%

「まちだ下水道通信」のことは知っているが、
読んだことはない

15 9.6%

８０．８％の方が、下水道事業のPRイベントに「興味がある」、「イベ
ント内容によっては、興味がある」と回答しました。

問１５ 　町田市では２０１５年度から9月10日の「下水道の日」に合わせて、下水道広報紙
「まちだ下水道通信」を発行し、下水道に関する情報や町田市が取り組んでいる事業
内容についてお知らせしています。新聞折り込みや町田市の公共施設等において配布
していますが、これまでに「まちだ下水道通信」を読んだことはありますか。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

イベント内容によっては、興味がある 107 68.6%

興味がない 30 19.2%

回答内容 回答数 構成比

興味がある 19 12.2%

問１４ 　今後の下水道事業のPRイベントへの参加に興味がありますか。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）

…

…
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どちらとも言えない 44 28.2%

そう思わない 1 0.6%

Ｆ　内容

回答内容 回答数 構成比

そう思う 111 71.2%

適当 119 76.3%

少ない 3 1.9%

E　イラスト

回答内容 回答数 構成比

多い 34 21.8%

適当 127 81.4%

少ない 3 1.9%

Ｄ　情報量

回答内容 回答数 構成比

多い 26 16.7%

適当 124 79.5%

小さい 17 10.9%

C　文字の大きさ

回答内容 回答数 構成比

大きい 15 9.6%

専門用語が多く難しい 5 3.2%

フリガナが少ない 0 0.0%

B　使われている言葉

回答内容 回答数 構成比

わかりやすい 151 96.8%

どちらとも言えない 33 21.2%

読みにくい 6 3.8%

A　読みやすさ

回答内容 回答数 構成比

読みやすい 117 75.0%

問１６ 　「まちだ下水道通信No.3」をご覧になり、どのように感じましたか。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。
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・

・

・

・

・

・

・

・

・ 上下水道の設備、配管等の老朽化は心配ないのでしょうか。

下水道計画について身近でわかりやすく提示していただけるとうれしいです。

クイズ形式で興味をひきやすく、また、理解しやすくよみやすかった。

イラストが多すぎると感じた。（レストランの看板、信号機、バス停等々）

今回初めて読みました。勉強になりました。

ひとりひとりの心がけを大切にしたいです。

・
新聞折り込み広告の場合、広告、チラシの少ない日、曜日を選んで配布すると良いと
思います。ハデなチラシに埋没されずに日を通し易くなります。

・
大雨時に道路に雨水がたまりやすく、車が速度を下げないで通行し、水をはね、歩道
までとぶが、最近、歩道と車道間にあった、木々スペースがけずられて車道を広げて
いるケースが多い。車両通行の改善が必要。通学路にも面している。

・
カラーになって、絵やイラストもあり、フリガナがふっているので子供でも本のよう
に読みやすいと思います。質問（クイズ）になっていて、興味がわきます。下水道通
信、次回も読みたくなる内容にになっていて楽しいです。

・
クイズがある事で一時的に考えるため、頭に入ってくる情報が納得して理解が深まる
ただ少し情報量が多く毎回パッと理解するには面倒と感じる人も多いと思う。

・

下水道のことは大事なことだと思いますが、自分なりに出来ることは注意しながら
やっておりますが、とりくみについては、特に関心をもっていません。今回はアン
ケートが来たので目を通しましたが、これが紙になって配られても読むかどうかは分
かりませんが、資源の無駄になるのも心配です。

・
各家庭でどうして欲しいのかの注意点を毎回大きく宣伝しないと多くの人はすぐ忘れ
ます。１年載せ続けるたとえば（油物は布で拭き取る）

クイズ形式になっているところがよかった。子供といっしょに（クイズを問いて）見
る事ができた。

・

G　その他（具体的にお書きください）【抜粋】

・
内容はきめこまかくていねいですが、一般的には一寸見てすぐ捨てられてしまう恐れ
があります。一般の商業広告を参考にうったえることを簡結に表した方が良いと思い
ます。

・
予算が少ないのだとは思いますが、区内に住んでいた時のものは、見学のレポートを
記事にしていました。タレント起用ではなくても地元の人のレポートとか、もっと面
白くすることはできるのではないでしょうか。

・
子どもにもわかりやすいクイズ形式で実際家族で問題を解きました。とてもよみやす
く興味を持てる通信だと思いました。

クイズ形式なので小学生の孫とも興味深く読むことが出来、勉強になりました。

子供向けですか？イラストやカラーでにぎやか過ぎです。

今回見てなかなか良いなと感じ今後は興味を持って見るようになるだろう

色が多くつかわれていて、目がチカチカする。イラストの中に文字が入っていると読
みにくい。

・
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・

・

・

・

・

・

・

・

普段どうしても意識がいきにくい分野ですのでこうした地道な広報活動が重要と思い
ます。

・

問題形式になっていたので、楽しんで読む事が出来ました。答がとても気になりまし
た。

・

色が多くてチカチカする。

・
小さい字は見えにくいので、ＡとＣの（どちらとも言えない、小さいに）〇を〇をつ
けました。ふつうの人にはちょうどよい大きさ、見やすい記事だったと思います

・
今回初めて知りましたが、とても読みやすい広報紙で、今まで知らなかったことが残
念です。子供も大人もためになる知識がわかりやすく、抵抗なく学べると思いまし
た。

・
五才の子どもと読みました。子は生物大好きですので、下水が正に処理できなかった
ときの生態への影響なども知りたいなと思いました。町田市、たくさんの自然もある
ので。

・
大変読みやすく、中身も市民が知っているべき内容が内容が入っていてとても良いと
思いました。（よく工夫されています。）

イラストが多すぎると感じた。（レストランの看板、信号機、バス停等々）

横浜スタジアムが遊水地であることは知らなかったので勉強になった。

読みやすくまとめられていると思います。

・
答えは裏にすると読みにくい。テストではないのだから、問題は左、答えは右みたい
にすれば読みやすいのに・・・

・
クイズ形式で掲載されているので、楽しく読めました。同時にとても勉強になりまし
た。これからも読んでいきたいと思いました。

・
下水道は住民生活にとって極めて重要な設備であることは分かっていたつもりでし
た。しかし、「まちだ下水道通信」を今まで読んだことはありませんでした。内容
は、よくまとまっていて、下水道の大切さを啓蒙する素材だと思います。

初めて読んでよい内容だと思った。

解説がわかりやすかったです。

興味をそそられる内容、色使い。

イラスト付きや文字の大きさ、子供にも分かりやすく読みやすいと思いました。
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・ 学校・幼稚園から個人配布のチラシはけっこう目を通します。

・
イベント当日にどこで何のイベントを何時から何時までやっていることを町田市役所
からのお知らせを一斉放送を何度か流してほしい。ペーパーやネットは毎日見てない
人もいるから。

・

役割を知ってもらうことは重要ですね。ＧＥＳＵＩＤＯ通信はネーミングもそのまま
でデザインも古臭いので、もっと今っぽくして興味をそそるようにしてはどうでしょ
う。子供向のように見えます。子供→親という情報の流れにあるとは思います
が・・・。イベントは自分は興味ないですが、発信力のある集客できる企画ならする
意味があると思います。祭にしてしまうとか、何か勢いのあることでも継続できるこ
とが大切かも。

・
町田市の掲示板や自治会などの町の掲示板にポスターを貼るとか、歩いている人が
パッと見えるようにバスの中などに貼るとか、何か工夫した方がいいのかと思いま
す。新聞も見ない人も多いし。

・
紙や電子媒体での広報は一部の方には有効的だと思うが、町田駅やデパートなどで”
生の声”を通して伝えるなどの方法も有効活用してほしいと思った。

問１７ 　下水道について興味・関心をもっていただき、その役割や町田市が取り組んでいる
事業について知っていただくために、既存の取り組み（イベント、広報紙の発行、下
水処理見学）のほか、どのようなものが効果的だと思いますか。当てはまるものに○
をつけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

下水道について興味・関心を持っていただくためには「学校教育の利
用」が効果的だという回答が３５．３％となりました。

【その他のご意見（抜粋）】

特に子供の頃の教育が必要だと思います。こどもの姿をみて大人が学ぶことが多いと
思います。

・

５．処理場の見学を体験していないので見直し？はよくわからないのですが、見学を
したいです。

・

35.3%

23.7%

12.3%

8.7%

6.3%

6.3%

6.0%

1.5%

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

学校教育の利用

町田市広報紙「広報まちだ」・

回覧板等による情報提供

インターネットやTwitterなどの

SNSを使った情報発信

ポスター、チラシ、冊子の作成

イベント回数を増やす

下水道広報紙「まちだ下水道通信」の

発行回数を増やす

下水処理場見学内容の見直し

その他（具体的にお書きください）

…
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・

・

・

・

インターネットは自分では行っていない。自治会からの呼びかけは私の場合一番身近
です。

・

各自治会を通してイベント（「下水処理場見学会」）の開催をしてはどうでしょうか？

下水処理のミニチュア実験。体感することがよいと思います。

各地域一斉側溝清掃をすすめてほしい。側溝のふたがはずれず掃除ができません。

・
ご指摘の通り、これまでは下水道についての関心が薄く、下水道の役割と、市民が
やってはいけないことの判断に町田いや認識違いが多かったと思います。役割とやっ
てはいけない事を明確に市民に伝わる様、ご検討頂きたいと思います。

・
下水道に関しては、子供よりも大人の方が意識をして取り組むべきことだと思うの
で、大人にも伝わるよう、伝える方法をもう少し検討したほうがよいと思います。
SNSなどやっても、フォローしたり、見るとは思えません

・
大人の社会科見学として参加者に町内会ごとに募り、下水道めぐりをしたり必要な情
報を伝える。（ゴミ処理の仕方など、もろもろ）

・
どのようなことをすれば、下水道にかかる経費を削減できるかを説明する。削減され
た場合の住民のメリットを説明する。

・

近い将来、地震があると予想されている現在。災害時どういうことが起こると予想さ
れるとか、未来への展開とかを地域のセンターなどの会場を借りてお勉強会（研修）
とか、講演会をやり始めたらどうでしょうか。最初は少人数でも口こみで広がってい
く可能性も有です。

・
新聞を購読していない世帯が多く（我が家も購読していない）広報を手に取れない。
広報や下水道通信など市からの情報にもっと触れられる機会を増やしたら良いと思
う。

・
下水道が生活にかかせないものであることを大人も今一度認識すべきと感じた。下水
道のあるところに目につくように役割や利用法などの看板等があったら立ち止まって
見る人もいるのではないでしょうか。

・
（幼児しかいないので分かりませんが）市内の小中学校の生徒を対象とした見学会が
定期的に行われていると良いと思います。

・
町田市のＴＶチャンネルを作る。ダメならＹｏｕｔｕｂｅ。「もにっち」の認知度を
上げるＰＲをする。もにっちに映像（ＴＶ、Ｙｏｕｔｕｂｅ）で色々紹介させる。

・
イベント当日にどこで何のイベントを何時から何時までやっていることを町田市役所
からのお知らせを一斉放送を何度か流してほしい。ペーパーやネットは毎日見てない
人もいるから。

・

家庭では、主婦は使用料金を少しでも節約しようと考えますが、企業など（施設・公
共の場）の水道というか水の使い過ぎというか無駄を見ることがあります。水道料金
や税金が使われるなら、もっと大切にしてくださいとアピールしながら結果まで観察
することろまでいたらないと効果はないと考えています。タダで使っている感覚をや
めてほしいと思います。

下水処理場見学を回覧でまわして地区ごとに見学出来るようにするとよい。
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３．市議会の広報活動について

・

・

高校生との意見交換会での成果等どのように生かされたのかを知りたい。

公共事業（公共スペースの整備など）

市議会でもっとも関心があることは、「本会議での審議について」が
もっとも多いという結果になりました。

【その他のご意見（抜粋）】

まあまあ関心がある　　　　　→問１９へ 64 41.3%

あまり関心がない　　　　　　→問２０へ 58 37.4%

問１８ 　あなたは市議会に関心がありますか。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）

回答内容 回答数

・

一般質問の回答や委員会の報告記事に目を通す。文章の表現が時に複雑でＹＥＳと
云っているのかＮＯと云っているのかわかりにくいことがある、しかし、正確に伝え
るためには、やむを得ぬことと理解して我慢している。賛否の分かれた議案について
会派、議員個人の結果は興味深い。

関心がない　　　　　　　　　→問２０へ 14 9.0%

５３．５％の方が「関心がある」もしくは「まあまあ関心がある」と回
答しました。

問１９ 　問１８で「関心がある」もしくは「まあまあ関心がある」と答えた方にお聞きしま
す。どのようなことに関心がありますか。当てはまるものに○をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

構成比

関心がある　　　　　　　　　→問１９へ 19 12.3%

21.9%

16.8%

16.1%

12.8%

12.0%

7.3%

6.2%

4.4%

1.8%

0.7%

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

本会議での審議について

各議員の一般質問について

議員個人の活動状況について

委員会（常任委員会・特別委員会等）での審査について

政務活動費について

委員会と市民団体等の懇談会、…

市議会各会派視察など会派の活動状況について

議長の交際費について

議場等の見学について

その他（具体的にお書きください）

…

…
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・

・

・

仕組みがわからない。必要性、役割、価値不明。

議員なんて結局、金

・
市議会だよりを読んでみて市議の人たちの考えが市に対して丸投げと感じた。市議が
いろいろこの市や県はこうしていて、こういう結果がでているが、こういう取り組み
をしてはどうかとかの話ではないかなと・・・

・
市議、そのものに腹が立つ事が多く、あきらめが先に立っているので、関心のない振
りをしています。

どれだけ現実になったのか、改善されて住み易くなってきたのかわからない。

問２０ 　問１８で「あまり関心がない」もしくは「関心がない」と答えた方にお聞きしま
す。関心がない理由は何ですか。当てはまるものに○をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

・
６２才の自分は生活に満足しており、趣味で楽しんでいるので新聞だけで他は最近あ
まり目を通していない。家にいる時間が長くなったらいろいろ読むようになるかと。

・
いけないことですが、どうしても国政に携わる国会議員と違い市会議員は身近なこと
ですが、あまり関心がありません。これを機会に自分の支持する政党がいなくても出
来るだけ自分の主義に近い候補者に投票したいと思います。

・

パラリン/オリンピック景気のおこぼれ期待とも邪推される「陸上競技場の大型カラー
スクリーン」、「玉川学園駅前高架橋建設」だの、予算の使い道に「町田の将来像」
が伺えない。場当たりの議論にとどまり、町田市２０年先のビジョンがないとしか思
えません。

「あまり関心がない」もしくは「関心がない」理由は「市議会でどのよ
うなことを行っているかわからないから」の割合が３９．４％でした。

【その他のご意見（抜粋）】

・
どこの街でも同じような取り組みで特別興味がある活動や議員が取り組んでいる内容
を理解する時間を取れないから。

・
議員さんをよく知らないので、関心がありませんが、選挙の時だけポスターに顔が
のって知るだけで１週間もすれば忘れてしまう。自分の生活周りをみて議員さんが
「○○」して良くしてくれたと感じることがない。

…

39.4%

31.2%

20.2%

9.2%

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

市議会でどのようなことを行っているかわからないから

支持する議員や政党がないから

どのような議員がいるかわからないから

その他（具体的にお書きください）
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いずれかの方法で市議会の会議をご覧になった方は１０名で、割合は
６．４％となりました。

問２２ 　議会ではさまざまな方法で市議会に関する情報の提供や、会議開催のお知らせを
行っていますが、ご覧になったことはありますか。下記の中から、当てはまるものに
○をつけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

市議会に関する情報を入手する手段としてもっとも多いものは「広報ま
ちだ」となりました。

問２１ 　あなたは市議会の会議をご覧になっ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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

…

…

3.2%

2.6%

2.6%

1.3%

93.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

録画中継を観たことがある

本会議を傍聴したことがある

インターネットで生中継を観たことがある

委員会を傍聴したことがある

ない

41.8%

32.2%

10.0%

4.6%

2.7%

2.7%

2.3%

0.8%

0.4%

0.0%

2.7%

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

広報まちだ

町田市議会だより

議員からの情報提供

町田市議会ホームページ

開催告知映像【まちビジョン】

開催告知チラシ

開催告知ポスター

市庁舎内の放送

町田市議会Twitter

開催告知映像【多言語対応案内パネル】

その他（具体的にお書きください）
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・

・

・

・

・

・

各議員にお願い、活動報告（冊子）を配布する等情報提供していただきたい。

市議会議員の選挙活動からの情報で取り組み内容を知る。

見たことがない。

興味がないので、余り気にしていません。

【その他のご意見（抜粋）】

・

今回はじめて読んだ。Twitterとかやっている人多いけどやってない人もいるし、やら
ない人もいる。自分の生活の中で、この事を知るためにホームページ見たりもしてい
ないし、情報誌をもらいに行ってもいない。市議選のために演説してる人の話をたま
に聞くけどどうしていこうかというのが見えないから興味がわかない。

・
興味を持ったことがないので見たことがない。もしくは目に入ったり、聞いたりして
いるのかもしれないが記憶にない。

3）広報まちだで、見かけたことはありますが、ちゃんと読んだことはありません

特に気にして見ていないので、あまり気付かない。
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【参考】問２２選択肢

１．町田市議会だより

２．町田市議会ホームページ

３．広報まちだ

 ４．町田市議会Twitter

５．開催告知映像【まちビジョン】（市庁舎１階、各市民センターに設置）

 ６．開催告知映像【多言語対応案内パネル】（市庁舎１階に設置）

　７．開催告知映像【電光掲示板】

（町田駅ペデストリアンデッキ、小田急町田駅北口に設置）

　８．開催告知チラシ（町内会・自治会掲示板）

　９．開催告知ポスター（市内路線バス等）

　１０．市庁舎内の放送（傍聴の呼びかけ）

　１１．議員からの情報提供

　１２．その他

問２３ 　問２２で行っている広報活動を見て、どのように思いますか。問２２の番号とその
感想をお書きください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自由記述）
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

３についてイラストが多すぎる１１について傍聴に行きたいけど時間がとれない

・
１．特にこれと言って評価できる内容は無い。ありきたりのことを言っているだけ。
もっと町田が手本となり、全国へ働きかける内容があってよい。最近開発ばかり行っ
ており、住みずらい街になった。２．近況が分かりよい

・
1番、市庁舎やバス、電光掲示板などどれも利用する機会がほとんどなく活動状況が把
握しにくいところもあるので一番情報を得やすい市議会だよりや広報のページ数を増
やすなどして提供してほしいです。

・

１．町田市議会だより初めててにとってみて内容の濃さに驚いた。今後は発行ごとに
読んでいこうと思う１１．議員からの情報提供議員個人の活動チラシがポストに入っ
ており、目にすることがある。町田市議会の情報はほとんど議員からのチラシで得て
いる。

・
議事録に思えました。その前の号を読んでいないため、わかりにくい内容、説明の無
い記事が多く共感がもてないものでした。

多くの市民と接する・話す・チャンスをもっと持つべき

３．私達市民に直接関わりがないようなもので関心が低いものがある。

イメージがわきづらい。

１　質疑応答をわかりやすく記載されています。

分りやすくて良い

広報活動をもう少し積極的にした方が良いと思います。

・
市政モニター等大変良いことと思います。このような方法で少しでも市と市民がコ
ミュニケーションを深めることが大切であると思います。

・
平成２９年度会計予算構成表を見て特別会計介護保険事業、後期高齢者医療費など身
につまされる額である。定期会議で可決した小学校通学路防犯カメラシステム購入の
件は賛同した。

・
なぜＳＮＳはTwitterだけなのでしょうか？他にFacebookやLine等もあり、Twitter
を利用していない人も情報を得られるようにするべきでは？

・
一つ一つの内容はわかるが予算全体に対してどの程度の予算をさいているのか年齢別
人口と合わせて教えてほしい、自動で計算することもあるが大変。

・
４．町田市議会Twitter町田市民全員（高齢者）がスマートフォンを持っているように
感じますか？スマートフォンを活用しなくても議会活動が市民に浸透する方策も必要
と思います。

・
こんなに街の中で情報提供されている事を知りませんでした。これからはもっと注意
していろいろな所で見ていこうと思いました。

わかりやすい。

・
議員さんの質問に対してそれぞれていねいに説明されている。議員さんは公約されて
いる事柄についてがんばっておられるのか伝わってくる。

【回答（抜粋）】

広報活動は充分に行っていると思います。
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「広報まちだ」にもっと要領よく、市民の関心ごとをとり上げて広報してくださるよ
う願います。

・

・
３　私の周りに広報まちだから町田市の活動の情報を得ている人が多いので、市議会
での議決結果なども盛り込んでいただけるとより市への理解が深まっていくのではな
いかと思います。

・
もう少し各検討議題に関して、メリハリのある内容がほしい。いつ何をやろうとして
いるのか？今どうなっているのか？

・

１．高校生と市議会議員の意見交換会のような活動はとても大切なことで、今後も順
次できれば市内の全高校を対象に行ってほしい。生産緑地、モノレール延伸、スポー
ツ大会活性化。駅前の整備などの身近な問題だけでなく、憲法九条の問題や原水爆禁
止、沖縄問題などの大きな問題についても議論を深めてもらいたい。２．マンネリ化
していて、いつも詳細に読むことをしていません。

・
③⑧⑪はどれも一応目を通し読みますが、サラット読むだけで、途中で終わる事もあ
り、余り記憶に無いです。

・

ポスターや紙によるものは、市民の税金でそれだけの価値があるのかが疑問に感じる
ことがある。議会を知ってもらうと、住民にとってうれしい事があるものがあるので
しょうか。という事があり、あまり意識した事がない。街の活性化のための活動だと
思うのでＰＲしなくても良いくらいのＯＵＴＰＵＴが住民に伝わる何かがあると良い
と思った。

・
１・町田と２３区の教育の面で差があることに出来るだけ２３区との温度差が出ない
ような活動をしている方々に頭が下がりました。もっと進めて下さい。３．年のいっ
た方々の健康作りのイベントをふやしてみたりはどうかな？

・
１．「注目議員以外の方がどのような事を質問しているか」が分かった。２．「公開
している会議・傍聴のご案内」

・
市議会の広報など（失礼）と云うものは本当に地道なものです。しかし、地方・地本
議会のありようと云うものは、本当は一番大切なことです。担当する方は時に「報わ
れること」の少なきに疲労感もあることでしょう。頑張ってください。

・

映像で流しているなら、町田がどう変わったのか？生まれ変わったのか？映像で説明
してほしい。広報活動の件数などグラフにしただけじゃ、わからない。小学生でも理
解できる内容で活動状況を市民に報告してほしい。実際にやった事、これからやる
事、問題点、すべてのかかわった人の意見とか。下水道通信のように文章も読みやす
くしてほしい。（イラストやカラーでポスターにするとか）

・

１、３共に各項目詳細に記述、報告されているが、細かすぎて「読み込む」意欲が欠
けてしまう・・・。より大まかな箇条書的なレジメが有れば、気になる情報、項目を
現行の冊子で確認すれば良いのではと思います。情報提供満載は良いかもですが、焦
点がボケて何をアピールしたいのかが判りにくいと感じています。

・
自分からの疑問とか意見はなかなか思いつかないが①③を見る事で町田市が何をやっ
ているのか、どうなるのか知る事ができている。
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

関心を持つ人が気軽に見る事ができるようになっていると思う。

・

１．一般質問の録画映像を視聴しました。このようなシステムがあるとしっていたら
もっと早くみてみたかった。関心をもち情報を収集しようとすることが大事だと思い
ました。中学校の全員給食が実現することを望みます。３．ここ数年は見ておりませ
ん。

・

・
議会開催のお知らせは、しっかりされてるのではないかと思いますが、敷居が高くて
観に行ったことがないです。もう少し気軽に観にいけたらいいと思います。

・
ツイッタ－による広報など工夫されているのがわかります。小中校の学校教育のひと
つとして議会見学・時間にゆとりのある高齢者の議会や委員会の見学の参加者を募る
ことが理解を得る近道ではありませんか。

・
(5)(6)(7)市役所内や駅周辺にパネルがあるのは知っていたが、開催告知映像を流して
いることは知らなかった。何気なく見て市議会の存在を知ってもらうことができると
思う。

(2)ホームページの見方をやさしく解説する必要がある。

・
１．議員さんを選んだのは私達ですけどほんとうに市民の為と思っている人は少ない
気がします。どうすれば町田市が元気で笑顔で安心して生活できる町づくりにしてほ
しい。

・
１，３．読もうという気持ちにならない２．ホームページは何度かみたことはあるが
わかりにくい。調べたいことになかなかたどりつかないことが多い。５、６、７．近
くにない。

・
１．市民の生活向上のためにそれぞれの議員さんがとても細かい要求をされています
が、それがいつ・どのように実現したのかが全くわからない。

１．市議会だより大変良くまとめられて見やすく気に入ってます。

「広報まちだ」で情報を得て生活は困ることなくできています。

１一般質問をみて、あまりにも知らないことが多いのに驚きました。

目には入っているが結果のみ分かれば良く、審議傍聴をしようと思ったことは無い。

読もうと思う気持ちになれない。

１．「町田市議会だより」は一般市民が知る情報としては十分だと思う。

３．あまりよくはわからないです。

１，３．目を通す程度だが、大筋はわかり、参考になる。

少しでも関心を持ってもらえるように頑張っていると思います。

議員のFACEBOOKやツイッターでの情報発信は参考になる。

３．広報活動は広報まちだ１本に絞った方が良いと思う。

１．目を通しても関心をもつほど記憶に残るものがなかった。９．バスの中でみたこ
とはあるが、関心もないので気にならなかった。関心がないという点では、１．９ど
ちらも共通です。生活の中に関わる問題だと認識しているが、良くなっているのが感
じられない。

・
１．議会でどのようなことが審議されているかがよくわかります。自分に直接関係の
あることには興味があります。２．広報誌全体の中であまり目がいかない。

分りやすくて良い
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・

・

・

・

・

・

・

・

あまり深く検討した事が無いが他地方議員の不正の横行ぶりから今後は注視して行き
たい

・

興味のある話題でなければ、読み飛ばしている。

どの広報も見ていないので感想なし。

特別、印象に残りませんでした。

（３）自分の居住地域がどの様に変わっていくか、便利になって行くか。

もっと、市民に活動内容を周知するために、工夫をこらしてほしい。

・
（１）の淡々と書かれた内容からは何が問題なのか具体的にはわかりにくく、（１
１）の議員さんが配布しているものが役立つが、中立な視点で書かれているかはよく
わからない。

・
(4)一般的にSNSの拡散効果は絶大ですが、私の両親も含め、市民に高齢者が多いと効
果が低いのでは？若い人がTwitterで市議会について意見するのは稀でしょうし。

・
１．「注目議員以外の方がどのような事を質問しているか」が分かった。２．「公開
している会議・傍聴のご案内」

No3 イベント情報は見るが議会は予算をみるぐらいかなあ

（３）広報町田　生活に関係する情報をわかりやすく提供して欲しい

・
11  町田市の発展に対してどのような取り組みが成されているかが、情報量としては
少ないが、知ることが出来ていると思います。市民税の使い道やどのような発展を考
えているか、もう少し知りたいと思っています。

・

１１．意識しないとなかなか身近に感じられない活動内容だと思います。普段の生活
で話題に上がりません。時々駅で活動報告を配っている議員さんからのチラシは、機
長な手段です。手にとるのでまずは読みます。片寄ってしまう（その議員さんに）気
はありますが、公正な目も必要と思っています。

・
全般的な話として、町田市としての優先課題を何と定義しているのか発信が弱く十分
に市民と共有されてないように感じる。課題定義の納得性が足りなければ、市政に対
する同委は得られにくいと思う。

・
1  市議会だよりは地味で見にくいが、誰がどのような意見をして何が決まったのか
ざっと見ている。もっと見やすく、興味のわく紙面にして欲しい。

・
スマートフォン等から閲覧する際に、より見やすく、分かり易ければより幅広い年齢
層からも受け入れられやすくなるように感じた。

22 広報は必ず目を通すので議会の様子が手軽に知ることが出来て良いと思います。

・
（5）（6）（7）をやっていることを知らなかったので驚きました。（4）気軽にＳ
ＮＳで情報が得られることも知りませんでした。これからはそういったものも活用し
て情報を知っていきたいと思いました。

・
11番　議会開催間際になると駅前で市議が演説をしている。その事でしか議会開催を
知る事が出来ない。不特定多数の人に無意識的に知らしめる方法を議会事務局として
考えるべき。

・
開催告知をしても興味を持たない人にとっては気がつきにくいと思うので、どんなこ
とが議論されているのか内容中心に市民に知らせるのが良いと思う。
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・

・

・

・

１．伝えたい内容から仕方がないのかも知れませんが、活字がびっしりでとっつきに
くいです。

・

個人的に幼稚園、保育園の数が足りない印象があるので、その解消に向けた努力をし
て欲しい。

・

・
3）新聞をとっていないし、回覧板が回る地域でもないので、広報を手に入れる機会は
ほとんどありません。興味のある方のみ、また限られた方にのみではなく、広く知っ
て欲しいと本当に思っているのなら、まだやれることはあると思います

・
一般質問のページはどんな議員がどのような質問をし、どんな回答がされているかな
ど身近に感じるので関心を持って見ている。

・

１．今まで目を通した事がなかったが、見てみると、気になっていた事への質問が
あったり、なるほどな！と思うような事が書いてあった。自分には関係ないと思って
いたが、また見てみようと思った。３．あまい詳しく見る事がなく、気になる所、興
味のある所しか見なかった。（今まで）細かく見ると参考になる部分が結構あった。

新聞の折込に入れる

・
９．バスはたまに乗るがポスターを見た覚えがない。もしかしたらはってあるのかも
しれないが、記憶にない。興味のない人に興味をもってもらえるようなもの、記憶に
のこるようなものでないと意味がない。

・
１．議員一人、１人が関心を持っている事、改革したいことがわかる。紙面全部を見
ることはないが読みやすくなっていると思います。

・

１、３．でおよその議事討論を理解し、日々の事象を解決していく上で必要な事とは
思いますが、私には町田市が将来どのようにして力ある街づくりをしていくのかが解
りにくいです。市民の意見を参考にしたり、他の市の考え方を参考として、我々にも
開示願いたいと思います。町田市には幸い大学も数校あり、高い教育、若い力と思考
力等活力ある街造りが出来ないでしょうか。大きな建物は当面不要です。内面充実で
いかがでしょうか。

・
市会議員（市役所職員を含め）は各省庁の発信する各種施策・方針に忠実なので個別
に活動報告を受けてもあまり興味等がわかない。

・
１、３．町田市は税金が高いと噂になっていましたが、他の自治体と比較した図表を
掲載したりして、町田市頑張っているなと思っています。

興味や関心のない人たちの目に触れる広報活動が必要だと思う。

・

子育て世代として、高校生みたいに意見交換をしたいと思った。議会で決定された事
が実際どう私たちの生活に影響されているかが見えにくい＝議会の働きがわからな
い。写真つきでこうなった！！という報告があるとよいなと思った。結果を感じられ
るともっと市政にも興味がわく。

・
若い人は政治に興味があまりないので若い人向けにＳＮＳを使ったりもう少し身近に
感じられると良い。

(9)：見学できるけど，何をしているんだろう。敷居が高い。

あまり目にする機会がないように感じる
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・

・ 広報まちだにもっと市議会の動きを載せてほしいです。

・

問２２－１と３新聞折込にて拝読。新聞を読むようにさっと読んだ。自分に関係のあ
りそうな部分はよく読むが、興味のない部分は飛ばすこともある。議会での議題等
「これがこうなった」というのがわかりやすくなっていると興味を引かれると思う
が、今のところはわかりにくく感じている。

・
広報まちだや市議会だより等を見る機会が（手にとる機会）が少ないので、ホーム
ページなどを見ない限り情報を知るチャンスがない。住居が賃貸だからか？見ないで
す。

・

１．市議会だよりで審議結果一覧表は良いが、議員提出議案は誰が提案したのか（ど
の会派か）◎などにして市民がわかるようにしてほしい。（選挙の際の重要な選択機
銃となるので）請願については、紹介議員がわかるようにしてほしい。（前の理由と
同じ）総務の企業等立地奨励事業のところで、どこの何にどこの社が決まったのかわ
からない。もっとわかりやすく知らせてほしい。以前、市有地をただで払い下げた議
案が賛成多数で可決されていたが、どこの土地をごの位払い下げたのかその理由も説
明されていず、わからなかった。いちいち問い合わせなくてもよいようにくわしく説
明を載せて欲しかった。（全般的に）２．町田市議会ホームページは録画や採決結果
（会議の年、月、日を入れてわかりやすくしてほしい）にすばやくたどりつけるよう
に工夫してほしい。

開催告知を様々な方法で行われていた事を今回はじめて知りました。
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・

・

・

議場に一般住民の意見を取り組む意見箱とその意見によって話し合った結果を報告し
てほしい。

・

無駄に税を使ってほしくないという思いはあります。しかし、市議会がある以上、市
民が町田市で安心して暮らせるように考え、実感できるような市・町になると良いと
思っております。子どもから成人、障がい者、老人、男女、全てに行きわたる住みや
すい町田市になるように努めてほしいと思っています。

・
小中学校で見学するなどして、選挙の大切さや議会で本当に市民の事を考えた議論が
行われているのか体験してほしい。

・
広報やSNS等、特定の人が意識して情報を取りに行く様な方法は駄目。不特定多数の
人に無意識に情報提供出来る方法（駅での放送，バス内への広告）

寝ている人のつるし上げ。

【その他のご意見（抜粋）】

・
町内を視察する議員の姿が少ない。積極的に街に出て市民と会話する等、実情を見届
け市政に生かしていただきたい。

・

市民と意見交換し、その時に出た問題や発言は積極的に実現してほしい。出来なかっ
た問題はあやふやにしないで、どうして実現できないのか？市民と意見交換の場で発
表してほしい。市民が望む事を町の声（街頭調査）を聞いて、市議会に取り上げてほ
しい。住む地域によって違うので、町田すみずみまで聞いてほしい。

子どもも興味をもてる様に見学等を充実してほしい。

中・高校生の授業で「市議会だより」を使用しての教育、広報活動。

　今後、市議会で積極的に取り組んで欲しい広報活動は何ですか。当てはまるもの
に○をつけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

市議会で積極的に取り組んで欲しい広報活動は「広報まちだ」と回答し
た方がもっとも多いという結果になりました。

問２４

・

29.0%

24.5%

12.8%

9.7%

8.6%

7.9%

3.8%

1.4%

2.4%

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

広報まちだ

町田市議会だより

議会報告会

町田市議会ホームページ

ポスターやチラシ

議場等の見学会

町田市議会Twitter

開催告知映像

その他（具体的にお書きください）

…
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・

・

・

・

・

・

できるだけ市民と密接も触れ合い情報を交換してゆくことが大切と思います。

問２５ 　今後、市議会の情報で充実してほしい内容は何ですか。当てはまるものに○をつけ
てください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

市議会の情報で充実してほしい内容として「本会議での審議について」
を挙げる方がもっとも多いという結果になりました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
議員さんが実施している公務について。何を活動しているのか？人数は適切なの
か・・・。などが分からないため、分かりやすく説明してほしい。

・
議員さんが市民の意見をよく理解し、解決に向けて論じて下されば、充実していると
考えられるので、お任せしたいと思っております。

市政の達成報告市政の達成目標市政の達成できなかったこと。

予算の重要案件と、１０年先までのプロジェクト計画。

議員給料、年金構造。あと処遇。お金に関係する全ての事情及び待遇。

アメリカ軍の飛行ルートの実体等（いつ落ちるか不安です）

企業、団体献金が誰にいくらされているのか公開して欲しい。

22.6%

16.2%

16.2%

12.6%

12.3%

7.9%

6.2%

5.4%

0.8%

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

本会議での審議について

議員個人の活動状況について

各議員の一般質問について

政務活動費について

委員会での審査について

市議会各会派視察など会派の

活動状況について

議長の交際費

委員会と市民団体等の懇談会、

委員会の行政視察など委員会の活動状況について

その他（具体的にお書きください）

…
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・

・

選挙期間中以外でも議員自身がどのような活動をしてるのか、積極的に報告して欲し
い。

・

・
市民の生活のこまかい処迄良く見て・考えて少しでも豊かな生活が実現できるよう。
党などにしばられずに！！

税金を有効に使ってほしい。

町田市に住んでいる市民に対して（若者も含めて）生活がより向上されるような活動
内容に期待します。

・

・
予算等を見ると希望しがたいが、小山ヶ丘地区自民党議員はもっとこの地区の事を考
えてほしい。人口も多い納税者も多い小山ヶ丘地区に小山ヶ丘センターを作り、みん
なが身近になる町田市にしてもらいたい。

・

たまたま、ある市議の広報？チラシのような活動報告がポストに入っていたので読ん
でみました。ＰＲ誌のようなものでしたが、１点気になったのが生活保護の不正受給
についてです。必要な人が受けるべきで不正受給は許されるものではないですが、書
かれている不正受給とは、日本国籍ではない人のことを指すらしい。町田市では日本
国籍以外の受給者が多いらしいですが、そればいいことではないでしょうか。むしろ
私は誇らしいと思う。町田市出身の議員さんのようですが、地元愛がイコール排他的
になっては危険です。それは純潔主義とか、偏ったナショナリズムですよね。風通し
の良いまちであることを願っています。

・
町田市が治安良く、市民が安心してくらしていける街にしてほしいです。環境も良
く、図書館や美術館なども充実していると良いです。

・
選挙公約を実行していただきたい。私の応援している議員さんはがんばっておられ
る。先日も街頭で５分間でしたが報告会を催してくださいました。

・

中学校給食を！とか一つ一つの内容ではなくてつかえる予算は限られているのだか
ら、どういうところにどの割合で予算をさくべきかをわかりやすくおしえてほしい。
みんな「お金がない」と困っている時代に「あなたを支援します！」では他の支援さ
れない人の不こう平感をあおると思う。市民も「何にお金を使い、何をがまんするべ
きか」考えられるような市議会になってほしい。

・
議員の皆様「座して待つ」のではなく、市内の隅々まで目配り活動に生かしていただ
きたい。人口減少、高齢者対策の万全を期していただきたい。

町田市民が安全で便利で快適な暮らしが出来る様に頑張って頂きたいです。

問２６ 　市議会や市議会議員に対して、どのようなことを期待していますか。ご自由にお書
きください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自由記述）

市民の声を直接くみとり、市民の生活向上に少しでも（ささいな事でも）実現して
いってほしいです。

・

人として正実であること町田市の発展のために尽くすこと議員として選ばれたことを
忘れないこと。

・

【回答（抜粋）】
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

市税の使い方、豊かな生活しやすい都市造り。

町田市を安心して生活出来るよう、暮しやすい街づくり目指す為に活動して頂き度い。　

安心した暮しができる事。

一般論はともかく具体的に書くことはむつかしい。

町田の充実さ、住みやすさ、環境（排ガス）、町田で働ける場所（雇用）

１．町田駅前の活性化２．町田駅のモノレール乗り入れ早期実現

・
戦争ほど悲惨でおろかな行為はありません。先の大戦で得た叡知を広く共有して戦争
のない世界を造るべく活動して下さいますよう心よりお願いいたします。あらゆる活
動の根底に置くべきもっとも重要な問題です。

・
すべての人にやさしいまちづくりをお願いします。いつも市民の声に耳をかたむけて
ください。市民（特に子どもたち）に知られて困る事はしないでください。どうか宜
しくお願いします。

・
街（町田市）に永住したいと思える街造りを希待しています。若い声はもちろん、
ずっと永い間住んでいる方の意見を尊重して活動してほしい。

・
1/22大雪になる前、外出を控えるようにや車の出かけは控えるようなど相模原の放送
はいっぱいながれていたのですが、町田からは少なかったように見えます。感想で
す。又、市議の方々も、もっと個人の活動をアピールしても良いと思う。

・
柿生～町田駅の開発特に鶴川駅を利用してますが、飛び地でもあり、積極的な開発が
南側は進んでいません。線路の上にかかる道路も古く、交通量を多いので、拡張、拡
幅など考えてほしいです。各地域の活性化対策も必要だと思います。

各議員諸氏の具体的政治活動を知りたいので広報紙を通じてＰＲを願いたい。

個人の仕事としてだけにとどまらず、町田市全体を見据えての活動を期待しています。

・
市議会議員の方が、実際に活躍している事を発して欲しい。選挙の前だけ行っている
ような感じがします。議員の方が所属している党主とのツーショット（写真）ポス
ターは控えてその方が一番訴えたい事を載せてほしいです。

・
ご縁が有って町田市民に成って良かったともっとたくさんの人々を誘えるような街作
りを特に若者が住み易い、良い町田にして頂ける様にご活動、ご尽力下さい。御願い
致します。

・
後援の遊具を増やしてほしい。このような場合、どこに言えばいいのかわからない。
近くに小さい公園しかなく、なかなか子供が公園に行きたがらない。

・

以前「赤ちゃんと高校生が触れ合う場」のイベント協力赤ちゃん募集のチラシを目に
しました。少子化の今、兄弟、いとこも少なく赤ちゃん触れあうことなく親になる人
はとても多い。高校生くらいの年齢で赤ちゃんと触れあうことは、「命」を宿すこと
育てることを感じ、考えるよい機会でありよい企画だと思いました。

・
政務活動費は税金によって交付されているということを自覚し使用してください。ム
ダを省いて残余金を「何が何でも」０にするような使い方はしないでください。

現状維持

地域の人々と意見を良く聞いてほしい。
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・

・

・

・

市民の代表として市民の立場に立った政務を行って欲しいと思う。

高齢化に伴う交通網の整備安心して将来にわたり生活出来る環境

身近な事柄にも対応・対処していってもらいたい。小さな声・意見を収集してほしい。

市民が暮らしやすくなるようにあらゆることに努力してほしい。

・
取り上げられた議案に対して反対ばかりでいざ選挙になると何の実績もないのにいか
にも自分の実績のように言う議員は必要ないと思う。

・
もっと市民の声を聞いて、受け入れてくれることを期待しています。ゴミ袋の無料化
（家族の人数に応じてゴミ袋支給など）鶴川駅周辺の車の渋滞緩和など。

・
生産年齢人口以外の高齢者の意見が反映されやすいと感じる。既得権益を守ったり、
利己主義的な発想ではなく、未来を担う子ども達の事を考えた議論等をして欲しい。
選挙権の上限年齢（生産年齢まで）を設けても良いのではないか。

・

１．町田市議会議員と高校生との意見交換会は良い企画だと思いますので同様企画の
実施を。たとえば、大学生（町田に住む、あるいは通う）、主婦など。主婦は、よい
意見を持っていると思います。（男性は、町田外に通勤する人が多いが、主婦は町田
内で生活する人が圧倒的に多いので）２．町田を全国に知ってもらう活動、全国旅行
をすると町田を知らない人が以外に多い。町田が東京都だと知っている人が少ない。

・
お金の使い道を明確にしてほしいです。徴収された税金が適正につかわれているか否
かに関心があります。専門家による会計監査の充実を希望します。

・
議員の活動内容をもっと知りたい。町田市中心のことばかりが話題（問題）になりが
ち子育ても大切とは思うが議員の人気取りの為の話題に感じる。関係ない人も多い。

・
市議会議員の方を知りませんので、住んでいる地域で気軽にお会いして知り合い、い
ろんなお話をして豊かな老後の生活ができましたら嬉しく思います。

・
党派や余計なしがらみを超えて市民が住み易い町田市をこれからも作っていけるよう
に活動する意識を最優先に持っていただきたいと思います。

・
「南町田を急行の停まる駅に」と言っていた議員だか議員候補が言っていたが、南町
田駅そばのクリニックビルは空室ばかり。そちらを早くなんとかすべきでは？と言い
たかった。Twitterはやりません。

・
議員のみなさんはそれぞれ個別に活動してりつと思いますが、市民の私達にすれば何
をしているかさっぱりわかりません。常日頃の活度が知りたい。選挙の時だけでな
く。

・
現在の所、市議会や市議会議員に対して興味を持っていないので期待することはな
い。しかし、今後は積極的に関心を持っていくつもりでいる。

・
多摩都市モノレール延伸事業を市長とともに積極的に推進していただき早期に実現し
ていただきたいと思います。

・

クリーンなものになっていれば、文句などでないと思います。生活が豊かになった
り、安心して暮らせる環境が目に見えるようになれば、町田市民で良かったと思える
ようになると思います。何より、将来の不安が大きいので、安心して暮らせる環境を
願います。
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・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

自治の観点から、徹底して市民本位の議会運営、市民参加がしやすい様に努力してほ
しい

・

各自公僕精神を弁えて欲しい

子供のいない夫婦などにもメリットのある施策を考えてほしい。

税金の使い道の透明性

大蔵町の鶴川街道、金井交差点の交通渋滞をいかに解決してくれるか。

財政改善。人件費、支払い費用、支出の圧縮

町田市で安心して代々一生過ごせる市民ファーストの都市にして欲しい。

・
世代別、地域によって異なる課題の調査と課題に対する優先度を明示してほしい。課
題の解決方法は、優先度が説明された後でよい。

市議会 の活動がよく分からないので、何を期待すべきか解りません。

議会中の有意義な時間活用

・
選挙中に市民に言った事は、実施して下さい。当選する為だけに、市民に美味しい事
を言うのは止めて。

・
自治体として高齢化への対策。無駄な公共施設への予算を削る（版画美術館やゼルビ
ア関連　競技場の過度な整備）

・
市議選の時だけでなく、各小さなコミュニテイーの集まりや町内会、自治会の総会等
に来てどんな問題があるか、そこの住民が今どんなことに困っているか、悩んでいる
か等々きめ細かくつかんでほしい。

不正をしない。業者と癒着しない。権利権益を考えない。

党利党略を離れ、町田市１０年先、２０年先のビジョンを議論してほしい。

町田に住んで良かったという人を増やすんだという気概を持って日々の充実を計って
下さい。

・

・
活動内容があまり見えてこない議員さんが多いように思う。市議会議員は身近な存在
のため、仕事をほとんどしていないのが、見えてくる。こんなに仕事をしない議員さ
んに高い税金が支給されているのかと思うと、やるせない。

・
町田市民がより住みやすくなる方策実現（駅前整備区画整理・急行停車など）・時代
とともに老朽化するインフラ・時代とともに機能しなくなる仕組みなどいち早く改定
する実行力を期待しています。

・

さまざまな物事をバランス良く行っていける町田を、これからも大事にして、さらな
る向上へと向かうように考えて市政してほしいと思います。これといった特徴のない
市だからこそゆりかごから墓場まで安心して暮らしていける町田になるようにして
いってほしいです。

政党にとらわれず、住民本位の活動をしてもらいたい。

市民に必要なことや要望に耳を傾けてもらいたい。

高齢者や大地主さんだけでなく、幅広い市民の意見を吸い上げてほしい。
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・

・

・

・

・

・

・

いろいろな不祥事があるので、政務活動費については是非クリーンであっていただき
たい。

・

人が住みやすい町づくり。

・

高齢者が安心して住める街づくり。先日テレビでやっていた、生活困窮者のお年寄り
の話です。長年住んでいたアパートを老朽化で建て替えの為、退去を迫られていまし
た。転居先を探しにいくつかの不動産やに行きましたが、独居死のリスクや保証人や
身寄りの方がいないという理由から断られ、最終的に区役所へ行き、都営団地への入
居を求めましたが、担当者から「あなたのような方は優先順位が高いのですが、他に
もそういった方がたくさんいるので」と断られてしまいました。そのお年寄りは途方
に暮れあの段階では、転居先はまだ決まっていないという番組の内容でした。この様
な事は、これからどんどん高齢者が増える中で自分にも誰にでも起こりえます。そう
した方々のサポートができる体制を市に整えてもらえるよう活動をお願いします。

・

私だけの考えではなく、みなさんからよく聞く事なのですが、町田市は身体障害者に
とてもやさしい町だが、高齢者にはそうでもないと言う事を聞きます。これから私も
どんどん年を取って行きます。身体障害者だけでなく高齢者にも良い町だという事を
もっとアピールし、実際に行っていって欲しいと思います。不安を感じています。

・
よりオープンでクリーンな組織、議員さんであって欲しい。TVなどで名の知れた議員
さんの残念なニュースを見聞きすることが多すぎて、正直なところ興味や関心を持つ
ことが怖いと感じてしまう。

・
認知症のお年寄りにとても迷惑をかけられた事があります。福祉の中にも増え行くお
年寄りとのトラブルを扱ってほしいです。家族と近隣住民とのつながりとか。

・
交通の改善（せまい道やパトロールなど）待機児童（保育園）女性が働きやすい環境
定収入の人への補助など

・
働きたいのに働けないママがたくさんいます。その辺をどうにかお願いします。学童
（１～３年）の充実も。

・
市議会議員の方が、実際に活躍している事を発して欲しい。選挙の前だけ行っている
ような感じがします。議員の方が所属している党主とのツーショット（写真）ポス
ターは控えてその方が一番訴えたい事を載せてほしいです。

・
住みやすく、魅力的な町にして欲しい。j1の誘致やリニアモーターカーとの接続など
も検討して欲しい。子供たちがスポーツや勉強に取り組みやすい環境作りを心掛けて
ほしい。

市政への牽制機能を強化し効率的な行政を目指していただきたい。

住み易い街づくり

このまま町田を住みやすい場所にし続けてほしい

議員はボランティア感覚で活動できる人が望ましい。

公約にどのような形で応えているのかアピール

他の市に敗けないでほしい。つまり他にも目を向けてほしい。
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・

・ 教育費、医療費の削減。

・

・

・
新しく移り住んでくる人だけでなく長年町田市にすんでいる人も住みやすい町づくり
をしていってほしいです。

・
税金から支払われる費用について、詳しく明記してほしい。政務活動費など。各個人
の収支報告一覧があった方が良いと思う。どういう活動して何にいくら使用したのか
がわかるような表にして発表した方がわかりやすいと思う。

・
町田市・市民のためにしっかり活動しているか。活動状況、経緯、結果、計画（予
定）など知りたい。又、何のために（目的）や期待する効果が伝われば可

・
市民の意見を反映させるよう①決めようとしている議案を詳しく知らせ、それにかか
る予算規模も含める。②それについて、広く意見を聞いて市政を進めて欲しい。現状
では市民が意見を出してもほとんど無視されている。

・
地域で困っていることを細かくすいあげてより良いくらしができるようにとりあげて
いくのが市議会です。政党を越えて取り組んでほしいです。

・
自分の納める税金の使い道について、わかりにくいことが多々あるが具体的に一般人
にもわかる言葉で示していってほしいと思う。生活の維持と住む街がより良くなって
いくことに税金を使ってほしい。

いろんな地域のいいところを見ていい町になるように活動してほしい。

・
広く、市民と関わることを希望します。特定の有力者との縁故関係で成り立つ市政が
続くようであれば、町田市を離れたいと思ってしいます

・

学校の行事等にあいさつに来てくださって「皆様に・・・」等、いろいろとお話をし
てくださるが、その後、何かが変わったという印象を受けないような気がする。市議
会議員のあいさつとなんとなく流れで聞いているような感じだが、やはりきいている
人はいると思うので、小さな事でもよくなったねという変化がほしい。言った事に対
しての責任をしっかり持ってほしい。

小山田にモノレールを・・・

無駄のない効率の良い運営
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４．町田市イベント申込システム（通称：イベシス）について

・

・

・

・

・

・

町田市内のNPOからの情報

得ていない。

町田市が行うイベントとは、何か、イメージできません

広報紙からイベント情報を得ている方がもっとも多いという結果になり
ました。

【その他のご意見（抜粋）】

ない

・
色々な情報を得るには、年寄りには広報まちだが一番なので、月２回から月３回に戻
してほしいです。

小学校からの手紙

歩いている時、偶然に。

興味がないのでどれも見ていない。

町田市が行うイベントに興味を持ったことがなかったので情報を欲しいと思ったこと
がなかった。

・

103 66.5%

３３．５％の方が町田市主催のイベントに参加申込をしたことがあると
回答しました。

問２８ 　あなたは町田市が行うイベント情報を何から得ていますか。当てはまるものに○を
つけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数回答可）

回答内容 回答者数 構成比

ある 52 33.5%

問２７ 　あなたは町田市主催のイベントに参加申込をしたことはありますか。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）

47.1%

19.0%

18.2%

12.4%

0.4%

2.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

広報紙

フリーペーパー

市内公共施設等に置いてある

チラシや提出されているポスター

町田市ホームページ

イベント申込システム

その他（具体的にお書きください）

…

…
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・

電話としても条件としては待ち時間は短く（繋がりやすく）、フリーダイヤルなどに
してほしい。

・

インターネット、ウェブなどを行っていない。

回答内容 回答者数 構成比

知っている 15 9.7%

知らない 140 90.3%

９．７％の方が町田市イベント申込システムを知っていると回答しまし
た。

問３０ 　あなたは、イベントへ参加申込する際、どのような方法で申込をしたいですか。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）

５１．０％の方がイベントの申し込みをする場合はウェブで申し込みた
いと回答しました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
どの方法でも良いと思いますが、それぞれ申し込みをする相手のことも考えてあげて
ほしいです。選択肢はそれぞれ暮らす環境が違うので様々にあっていいと思う。

・
ウェブまたは葉書、電話による抽選。先着順受付のイベントは必ずと言っていいほど
参加できない。（平日昼間の電話受付は働いている人には無理）

問２９ 　あなたは町田市イベント申込システム（通称：イベシス）を知っていますか。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）

…

51.0%

32.9%

6.5%

3.9%

5.8%

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

ウェブで申込

電話で申込

郵送（ハガキ）で申込

窓口で申込

その他（具体的にお書きください）

…
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・

・ 開催場所別に検索できる機能

・
ＰＣを利用していますが、高度な事はできません。しかしイベシスの画面をだしても
同封チラシの画像が出ません。もっと高齢者にも扱い易い画像処理が出来る様になら
ないでしょうか。ご検討ください。やはりＴＥＬが一番か？

・
魅力のあるイベントがない（少ない）場所が町田駅方面が多く行きづらい検索画面が
シンプルすぎる、つまらない。

・

シバヒロのイベント最初の頃は良く行っていたのですが、余りにも規模が小さくちゃ
ちな感じでがっかりする事が多くて行かなくなりました。土日に行けばもっと人出が
あって盛り上がった感じになるのでしょうか？私達夫婦は年ですので、土日を避ける
とさびしいイベントになっていますね。

他、購入できる機能（イベント・コンサートチケットなど）イベント内容を簡単に説
明、紹介などの機能

問３１ 　この設問については別紙の「イベシス検索画面」をご覧の上、お答えください。
　町田市イベント申込システム（通称：イベシス）に「あったらいいな」と思う機能
や情報はありますか。当てはまるものに○をつけてください。　　　（複数選択可）

あったらいいなと思う機能や情報に「種類別にイベントを検索できる機
能」を挙げる方がもっとも多いという結果になりました。

【その他のご意見（抜粋）】

・
検索しにくい。キーワードでの検索では行きたいイベントがさがしにくい。プルダウ
ンでメニューを選べるようにするなど見やすくしてほしい。

・

募集開始直後のものなどのトピックスの掲載

31.8%

21.0%

17.6%

16.1%

10.9%

2.6%

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

種類別にイベントを検索できる機能

月・曜日・時間帯別にイベントを検索できる機能

対象者別にイベントを検索できる機能

町田市の観光情報

特にない

その他（具体的にお書きください）

…
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