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実施期間 ２０２２年８月１日（月）　～　２０２２年８月２６日（金）

テーマ １．あなたと町田市について

２．公共施設の再編・学校跡地の活用等について

３．食育月間における食育推進事業について

４．市議会の広報活動について

アンケート対象 ２０２２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

回答なし 0 0.0%

※ 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、ご本人の意思を尊重し、文体・表現はそのままといたしました。

合計 178 -

人数 割合

７０歳代 21 11.8%

８０歳以上 3

※ 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 178 -

郵送 88 49.4%

ＷＥＢ 90 50.6%

1.7%

５０歳代 42 23.6%

６０歳代 26 14.6%

３０歳代 36 20.2%

４０歳代 31 17.4%

人数 割合

２０歳代 19 10.7%

42.1%

57.9%

-

２０２２年度町田市市政モニター　第１回アンケート集計結果

人数 割合

男性

178

89.9%

198

女性

合計

75

103

178

男性, 42.1%

女性, 57.9%

２０歳代, 10.7%

３０歳代, 
20.2%

４０歳代, 17.4%
５０歳代, 

23.6%

６０歳代, 
14.6%

７０歳代, 
11.8%

８０歳以上, 1.7%

郵送, 49.4%
ＷＥＢ, 50.6%
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１．あなたと町田市について

どちらかといえばある 87 48.9%

どちらとも言えない 22 12.4%

あまりない 10 5.6%

全体の８０．３％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。

10年～30年未満 80 44.9%

30年以上 63 35.4%

無回答 0

まったくない 1 0.6%

無回答 2 1.1%

56 31.5%

回答内容 回答数 構成比

1年未満 6 3.4%

1年～5年未満 16 9.0%

5年～10年未満 13 7.3%

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
つけてください。　　　　　　　　　　　　　　　（１つだけ選択してください）

0.0%

全体の８０．３％の方が１０年以上町田市に住んでいると回答しました。

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）

回答内容 回答数 構成比

とてもある

……

…
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利便性も良く、買い物も便利。住宅街は静かで全てのバランスがとれている。

成瀬のけやき並木や恩田川沿いの春の桜が素敵だから。

社会福祉行政が充実している。

　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、当てはまるもの全てに○をつけてください
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

【その他のご意見】（抜粋）　

問３

１４３名中１０５名が、「緑や公園など自然環境が良いから」と回答しまし
た。

生まれも育ちも町田市であるため、幼馴染や保育園・小学校での仲間、また地
域活動などで世代間の交流やお隣さんなど付き合いも多く、安心して生活でき
ている。また都内へのアクセスも程よく、地元として大変気に入っている。

都会と田舎の良いところが共存していて、アクセスしやすい環境が整備されて
いるところ。

つるみ川、境川沿いの遊歩道が整備されているから。散歩やランニングされて
いる方が沢山います。

子どもを育てやすい環境にあるから（習い事の施設や保育園・小学校が安心し
たら通える）

73.4%

46.2%

37.1%

36.4%

33.6%

17.5%

16.8%

15.4%

9.8%

4.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

緑や公園など自然環境が良いから

公共交通機関の利便性が良いから

お住まいの地域の住民との関係が良いから

繁華街の賑わいや活気があるから

幼少期の頃から住んでいるから

治安が良いから

体育館や運動場など

スポーツ施設が充実しているから

その他

博物館や美術館など

文化施設が充実しているから

文化的遺産や観光名所が豊かだから

…
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他の地域に対して誇れるものがないから。住みやすさを実感できないから。

まだ住んで半年しか経っていないため。

つかみ所がなく特に誇れる物もうまく活用できていないように感じる。町田市
を全体で考えて整備・運用・収益につながるものがあるのか？将来のあり方は
どうなのか？何かの災害等があった時の町田市だけで回せる全体の流れは出来
ているのか心配。

障がい者には、他に比べるといい町のようですが、一般的にはあまりいいとは
いえないと思います。公共のものにしても使いやすいとはいえない気がしま
す。

東京都でありながら、都心と比べ、教育や行政、交通網、市民サービスなど、
遅れていると感じている。

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、当てはまるもの全てに○をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

１１名中５名が、「繁華街のイメージが悪いから」と回答しました。

【その他のご意見】

45.5%

45.5%

36.4%

27.3%

18.2%

18.2%

9.1%

0.0%

0.0%

0.0%

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

繁華街のイメージが悪いから

その他

生まれ故郷や以前住んでいた地域に

愛着があるから

公共交通機関が整備されていないから

治安が悪いから

文化的遺産や観光名所が乏しいから

博物館や美術館など文化施設が乏しい

から

緑や公園など自然環境が良くないから

地域（近隣）とのつながりがないから

体育館や運動場など

スポーツ施設が乏しいから

…

7



全体の３８．８％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」と回答しました。

無回答 9

子育てがしやすい 13 7.3%

文化施設やスポーツ施設が充実している

5.1%

1.7%

買い物などに便利で住みやすい 53 29.8%

緑や公園など自然環境に恵まれている 69 38.8%

【その他のご意見】

22 12.4%

町田市は田舎でもなく、都会でもない。このような環境が住みやすい町でもあ
る。

とくに自慢しない。交通の便が良いところに住んでいれば生活しやすいかもし
れないけど、少し街から離れると、車がない人は、不便。買い物や、病院、銀
行にすら簡単に行けない。

問５

3.4%

交通の便がよい、アクセスがよい

回答内容 回答数 構成比

3

　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）

その他

3 1.7%

福祉・医療が充実している 6

……
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２．公共施設の再編・学校跡地の活用等について

無回答 0 0.0%

全体の４７．２％の方が、「知らない」と回答しました。

新たな学校づくりの目的は知らなかったが、取り
組みは知っている

49 27.5%

知らない 84 47.2%

全体の３９．３％の方が、「課題を抱えていることは知っているが、取り組
みは知らない」と回答しました。

問７ 　未来の子どもたちにより良い教育環境をつくるために、新たな学校づくりの取り
組みがあることを知っていますか。当てはまるものに〇をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１つだけ選択してください）

回答内容 回答数 構成比

新たな学校づくりの目的やそれに対する取り組み
を知っている

45 25.3%

課題を抱えていることは知っているが、取り組み
は知らない

70 39.3%

知らない 61 34.3%

無回答 0 0.0%

　町田市の公共施設の半数以上が築30年を超え、維持管理費が増え続けています。一
方、財政状況が厳しさを増す中でも、必要な公共サービスを維持・向上させていくことが
求められています。
　そこで、町田市では、公共施設の再編を新たな価値創造のチャンスと捉え、健全に維持
管理できる総量まで建物を減らしながらも、まちの魅力をさらに向上し、新たな価値を生
み出す「公共施設・公共空間のより良いかたち」の実現を目指し、公共施設の再編に取り
組んでいます。
　また、少子化によりクラス替えができない学校がでてきていることや、深刻な学校施設
の老朽化などの課題に対応するため、学校統合を含む通学区域の見直しを契機として、よ
り良い教育環境を目指す「まちだの新たな学校づくり」に取り組んでいます。これに伴う
学校跡地の活用について、今後検討していきます。

問６ 　将来を見据えて公共施設を再編していく町田市の取り組みがあることを知ってい
ますか。当てはまるものに〇をつけてください。（１つだけ選択してください）

回答内容 回答数 構成比

課題やそれに対する取り組みも知っている 47 26.4%

……

……
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子どもが通っている小学校からのお便り。

近隣に住む子どもたちから

小中学校からいただく資料より

小学校の未来の学校計画の資料を見て知った。

職場の人たちとの情報交換にて得ることが多い。

以前行われていた芹が谷公園でのエコバッグ作りに参加して

自分の子どもたちが通う小学校が統合する予定だから知っている。

市議のSNS

ポスティングされたある政党のチラシにより分かった。

自分の子どもたちが通う小学校が統合する予定だから知っている。

市議会議員選挙立候補者の政策ちらし等で学校の統廃合などのことが書いてあ
り、正直そこで統廃合のことだけですが、初めて知ったところ。教育広報紙
「まちだの教育」等の広報紙は、できるだけ目を通すように心がけています
が、掲載されていたことも含めてなにも覚えていません。

９４名中４７名が、「広報まちだ」と回答しました。

【その他のご意見】（抜粋）　

問８ 　問７で「新たな学校づくりの目的やそれに対する取り組みを知っている」もしく
は「新たな学校づくりの目的は知らなかったが、取り組みは知っている」と答えた
方にお聞きします。どのようにして目的や取り組みを知りましたか。当てはまるも
の全てに○をつけてください。　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

50.0%

40.4%

27.7%

18.1%

10.6%

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

「広報まちだ」

まちだの新たな学校づくりパンフレット

教育広報紙「まちだの教育」

その他

町田市ホームページ

…
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回答数 構成比

知っている 124 69.7%

知らない

回答内容

48

問９ 　今後、新たな学校づくりに伴う学校統合により、市内の小・中学校の一部が閉校
となることを知っていますか。当てはまるものに〇をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１つだけ選択してください）

問１０ 　町田市ではこれまでも、学校跡地等の様々な活用を図ってきました。このことを
知っていますか。当てはまるものに〇をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１つだけ選択してください）

回答内容

全体の５２．２％の方が、「知らない」と回答しました。

無回答 5 2.8%

80 44.9%

知らない 93 52.2%

構成比

知っている

27.0%

無回答 6 3.4%

全体の６９．７％の方が、「知っている」と回答しました。

回答数

……

……
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5 2.8%

1.1%

【その他のご意見】（抜粋）　

避難所としての機能の部分で、広いところをどのように通路を作り、どの順序
で（年寄、子供、赤ちゃん）場所を提供するのか、マニュアル作成も必要と思
います。車での避難の場合の駐車の仕方等を周知したらいいと思う。トイレの
場所も人の流れを作れるやり方を考えて欲しい。体育館等のクーラー、暖房
（床暖はどうかな？）も必要かと。

学童の減少など状況の変化に柔軟に対応し、資産の有効活用を図ることに賛成
します。

子どもの数の減少かつ建物の老朽化ゆえに学校を統廃合せざるを得ない現状が
ある事情はよくわかる。跡地を何らかの形で活用していく必要も理解できる
し、できれば賛同したい。が、それでは町田はこのまま衰退していくのではな
いかという危機感がある。将来を考えた時に本当にそれでいいのか、例えば流
山市は子育て世帯の政策を充実することで移住者を増やし、町が活気づいてい
るという話を聞く。町田市も何とか子どもを増やし、活気ある街づくりの方向
にできないか。建物の老朽化は別の問題だと考える。また、クラス替えが出来
ないことを重大問題のように言うのは賛同できない。クラス替えがないこと＝
デメリットととらえ、子どもたちにそういう考え方を植え付けるのは短絡的で
あり、色々な教育環境があることを知る方がダイバーシティが叫ばれる今後に
とって良いのではないか。

民間事業者への貸付・売却が行われる場合、その選定基準を公開したり、市や
近隣住民の環境にプラスとなるものであってほしい。また、売却により得た資
金をどのように使用するかなども公開してほしい。

2.8%

無回答 2

全体の６４．０％の方が、「おおむね理解・賛同できる」と回答しました。

その他

5

問１１ 　「学校跡地の活用に関する基本的な考え方」では、避難所等の必要な機能は残し
つつも、これまでの活用事例と同じように、民間とのコラボレーションを含む様々
な活用を検討することとしています。この考え方について、あなたの考えに最も近
いものに○をつけてください。　　　　　　（１つだけ選択してください）

理解・賛同できない 0 0.0%

おおむね理解・賛同できる 114 64.0%

どちらかといえば理解・賛同できない

52 29.2%

回答内容 回答数 構成比

理解・賛同できる

……
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市民として、純粋にどう活用されるのかは見守っていきたい。

ネットアンケートにて回答。

ツィッター等での意見募集等あれば参加しやすい。

会議に継続的には、難しいが話は聞いてみたい。

問１３ 　あなたが町田市の学校跡地の活用の検討に関わる場合、次のどの方法であれば関
わることができますか。当てはまるもの全てに〇をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

１７７名中１５５名が、「アンケートに回答する」と回答しました。

【その他のご意見】（抜粋）　

自分の意見や提案を積極的に発信する場を、インターネット等を使って作って
もらえたら、そういう場で投書してみたい。

関心がある 52 29.2%

無回答 0 0.0%

全体の５６．７％の方が、「どちらかといえば関心がある」と回答しまし
た。

少子化で仕方ないのだろが、小学校が減る事で通学距離が長くなる事を考える
とかわいそう。事故やトラブルにも会い易くなると思う。又、避難所として考
えると数が減ると不便だし密になるのは困る。

【その他のご意見】

56.7%

どちらかといえば関心がない 21

回答内容 回答数 構成比

11.8%

関心がない 2

どちらかといえば関心がある 101

　あなたは、町田市の学校跡地の活用について、関心がありますか。当てはまるも
のに〇をつけてください。　　　　　　           （１つだけ選択してください）

問１２

1.1%

その他 2 1.1%

…

87.6%

27.1%

5.6%

3.4%

6.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

アンケートに回答する

勉強会・ワークショップなどのイベントに参加する

活用検討会などの会議に継続的に参加する

どのような方法でも関わることは難しい

その他

…
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公共施設再編や跡地活用に多大な経費をかけないで頂きたい。経費を使ったこ
とで、何かをやった証とする考えはやめて頂きたい。数年後、数十年後に有効
な再編なのか、跡地の活用なのかは、充分に議論を交わして頂きたい。何が望
まれているのかを周りの人達から時間をかけて聞き取り、その後にご判断頂き
たい。また、市民では気付かない再編の仕方や新しい跡地活用もあろうかと思
いますが、その節は時間をかけてその有効性を説き、充分賛同を得てから実行
に移してください。公益の使途内容については公組織の責任があるという事で
す。

駅周辺であれば、駐車場への転用や、企業への貸し出しの利用もあり。（その
際、労働時間をフリータイムにして、働いた分だけ収入をもらえる様にすれ
ば、若い主婦～年配の人まで少額でも助かるのでは？このような考えに乗って
くれる企業であれば、土地、建物を安い利用料で使ってもらえれば相手企業も
OKだと思います。

震災などが起こった時の為に、避難場所として広い土地は必要だと思います。
テント張りやトイレ・シャワーなどすぐに設置できるように準備、学校跡地は
そのために残しておくと良いと思います。

駐車場（台数が多い）をそなえた、芝生と遊具が充実した公園、または子育て
施設をつくってほしい。町田は周辺の市に比べて、公園の遊具があまり良くな
いし、駐車場が少ない（芹が谷公園やまあち）

・公園ではボールを使う遊びが禁止されている為、そういう遊びが出来るグラ
ンドが欲しい。（サッカー、ドッチボール、野球など）・体育館のような室内
公共施設（総合体育館、旭町とは違ってもっと気軽に利用出来るところ）→大
人、小人も利用可能

学校等が使用する自習室スペースが少なかったり、リモートワークの社会人が
使用できるスペースがほとんどないので、そういった目的に利用できる空間が
設けられらいいなと思います。他にも、子どもたちがボール遊びをする場が少
ないのでそういう場を作ったり、体育館で教室が開かれているニュースポーツ
を楽しめる場所になったり、万が一の時には避難場所としても活用できるよう
な施設ができたらいいなと思います。

学校跡地を利用して、カフェをオープンするというのもありかなと思います。
大人は懐かしい学校の雰囲気を味わえ、子どももカフェでくつろげる、楽しそ
うで良いと思いました。

　町田市の公共施設の再編や、学校跡地の活用について、ご意見があればお書きく
ださい。（抜粋）

問１４

・道の駅のような地元の野菜等の販売所・お体の不自由な方やお年寄り中心の
食堂運営・犬のドッグランなどへの活用・お年寄りの集まれる様な場所

学校跡地の利用について：市民のみなさんの憩いの場になるように、道の場み
たいに町田で作った食べ物や作品や野菜を売るのとその野菜を使った料理の提
供。週に何回か夜の映画上映！！校庭や体育館など！！宿泊も出来るようにな
ると楽しいです！！

これまでに複合化や官民連携コラボレーション等取組みについては、非常に良
い事だと思います。現在「少子高齢化」が問題ですが、公共施設の再編や学校
跡地の活用に是非とも「若者、高齢者がWin-Winになるような仕組みを作り上
げてもらいたい。若者が町田市の増えてもらわないと町も発展しません。高齢
者も住みやすい町にして町田市も盛り上げる。
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高齢者が活用できる場を作ってほしいです。

市民全体が利用できるような活用にしてほしい。

誰でも利用できるよう、設計の段階で障がい者や外国人など、様々な立場の方
の意見を取り入れていただきたいです

集合住宅や団地などの高齢化にともなう対策が各地域で検討されています。元
気な高齢者も急に体調が悪くなる状況に対応するため、「域別ＩＣＴ化」を進
め、その拠点として複合的な機能を有する施設を希望します。

無料のリサイクルコーナーが身近にあると利用しやすい。例）故障していな
い、特に汚れが少なくすぐ使える物など、出せるものをある程度厳選した出品
項目にしばりがあってもいいと思う。（ジモティーみたいな品）

市民の声を聴くことが第一です、その為の広報活動に重点を置くべきです。住
民がどのような町づくりを希望しているのか、アンケートや説明会等で知恵を
出してもらう。一部の知識人や民間に任せる事にならないようにすべきです。

公社などの建物は原則として取り壊しとありますが、老朽化等で取り壊さなけ
ればならない校舎以外は、うまく活用してほしいと思います。音楽室や家庭科
室、美術室、体育館は、子供から大人まで利用できる有効な施設です。欧米等
では、地域の住民が、自由に図書館として利用しています。色々な音楽教室、
各国の料理を教えてくれる教室、陶芸等、地域のコミュニティとしても活躍で
きるのではないでしょうか。他の地域では、コワーキングスペースや合宿所、
研修センターの様な使用の仕方をしているようです。

・子供達のために未来を見据えた取り組みを・高齢者が明るくなれるコミュニ
ティ参加型の場所・働いている方々が子供と一緒に遊べるような運動施設

学校跡地を利用し、子供たちが勉強できるような空間を作ってもらいたい。テ
スト前に利用できる自習スペースのような場所。

・近隣住民の幅広い年代の人々の気軽な交流の場として提供する。・夢のある
誰もが足を運びたくなるような楽しい空間を創造する。

再編・活用については賛同ですが、公共施設の集約により逆に利用しづらくな
る（自宅から遠くなる）など起き得ると思います。特に私は町田の中心地から
遠いので、その点も今後のご検討の内に入れていただきたいです。

老齢化や少子化などで学校の見直しについて、身内が学び卒業した思い出のあ
る場所をなくしてしまうのは正直に心苦しいです。維持していくのも問題があ
ることも理解しなければならない。新たな理由があれば少しでも役に立てれば
と思う。この町田市は、スポーツや福祉に力を入れているが、美術館や科学、
情報といった別の分野にも目を向けてもらいたい。子供たちがいろいろな分野
を学ぶ場を作って欲しい。元に戻るが、身内が卒業した学校が廃校になるので
あれば、何かしらの形で存在していた何かを残してあげて欲しい。

幼少期より町田に住んでいるので、母校の閉校は寂しい思いです。学校の跡地
は多くの人が納得し、また災害時にも利用できるように使われていってほしい
と思います。

本町田中、本町田西小の跡地のように民間に貸出しを行い、町田市の収入が増
えるようにする。
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時間貸で、体育館をバレーボールやバスケットボールなどやりたい人が借りれ
るようになればいいと思う。

町田の市営プールは他の市区町村に比べて、施設に面白みがない多摩市のアク
アブルーのようにもっと施設を充実させ、集客できるようにすればいいと思う

学校には人が集まり、活気があるため、地域の治安にも繋がっていると思うの
で、跡地の活用には、地域の人にとって、今よりも生活の質が良くなるような
活用をしてほしい。

近隣のこども達のものが閉鎖されると学童保育などで困る方もいらっしゃると
思うので、そうした方のための施設を跡地の一部に活用できればいいのではな
いかと思います。

時代の移り変わりに合わせて、その時一番必要とされているものに活用し続け
ることが出来れば、今よりもっと町田を活気づけられると思う。それ為には多
くの人の意見やアイディアが必要だと考える。

政府から補助金が出ていたはずなので、公共施設の再編で建物を建て替える際
には、国産材を使用してほしい。コンクリートより木で作った方が、温かみが
あると思うからだ。また、体育館はできるだけ残し、町田市の施設として開放
し、暑い夏場などで自由にスポーツができる地区センターのような場所にし
て、子どもから、高齢者までが利用できるようにできたら理想ではないか。ま
た、民間での利用者が現れなかったときには、広い敷地では、太陽光パネルを
設置するなどすると、これから再生可能エネルギーが普及するのは必然であ
り、非常に評価されると思う。

公共施設は、利用者の少ない施設は売却等を行うとか、用地を別の用途に転換
する等で、有効活用していけばよいと思います。学校跡地は、野球の練習場、
テニスコート、ゲートボール、サッカーとかに有償で解放していくのがよいの
ではないでしょうか。特にテニスコートは、非常に取りにくいので、テニス
コートを他のスポーツで利用することも多いようななので、広いグランドがあ
る、学校跡地を多目的に利用できるとよいと思います。

大変難しい検討となるかとは思いますが、安心安全に地域に必要な機能が利用
できる形にしつつも、コスト面においても、持続可能な再編、活用が行われて
いくことを望みます

世代間交流、教育・文化・地域経済の活性化を図れる場をハードとソフトの面
で提供して欲しい。例えば、図書館を中心に、公園や商業施設等と融合した施
設など。多目的施設を併設して、イベントや市の啓蒙活動に利用するなど、教
育と文化の中心になる施設があればと思います。

町田市は地理的に広いので町田市役所の取り組みのように、そこに行けば手続
きなどが一ケ所で済ませられるのは助かります。今後の取り組みも集約、複合
化、一体的整備するという進め方は住民にとってとても良いと思います。取り
壊し跡地に避難所となる緑地にする所があると思いますが老人運動の為の遊具
など揃えベンチなど多くして、おとしよりが集える場を作っていただけるとう
れしいです。

行政の効率化や財政健全化等の目的からそれらの政策については基本的に賛成
です。ただし行政施設や学校へのアクセスのしやすさはある程度維持されるべ
きで、たとえば施設の統廃合を行うのであれば新施設までの交通支援(バス事業
者と連携した増便や運賃補助等の施策等)を期待します。
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中学校の給食センターを作ってほしいです。

スポーツ・文化・芸術など幅広い教育に役立つように活用してほしい

しばひろのような街中に、ほっとできるスペースをつくってほしい。

塾、民間事業への貸し出しなど有効利用できると良いと思います。

部活動の練習場所などに使えると良い

発電、蓄エネ等のエネルギー拠点とする。

学校の統合で子供達の通学距離が遠くなる事、通学時間がかかる事、防犯対策
等が気になります。

いろんな世代の人が集まりやすい、場所。塾にかよえない子どもに、勉強を教
えてくれたりとか、

中高年の方の学び直しやスポーツ等、新たな情報交換の場として、学校やコ
ミュニティーが出来たら良いと思います。

近隣のこども達のものが閉鎖されると学童保育などで困る方もいらっしゃると
思うので、そうした方のための施設を跡地の一部に活用できればいいのではな
いかと思います。

跡地の活用については、子育て世代が交流できるスペースや貧困家庭の子ども
の食事・補足教育の提供スペース、高齢者の集いの場所の拡充や多世代交流の
場、高齢者施設などへの活用などがあげられると思います。

大学病院など診療科の多い病院を誘致してほしい。町田市は病院が少なく、大
きな病気になると他県に行くケースが多い。

どんな施設やグラウンドができても、ぜひ駐車場の確保を大きく取って欲し
い。それを見込んでの計画にして欲しい。年々減るバスの運行。公的機関をで
きるだけと言われても、こうも減少したら、車を使うしかない。

将来を見据えた街づくり、エネルギーを含めた地産地消の街づくり、子どもも
老人も生活しやすい教育、自然環境を重視した街づくり、スマートシティー等
の検討。

防災機能を備えつつ、カルチャーセンターなど、地域の人が利用できる施設
で、維持しやすいものがよいと思う。例えば、大人も子ども利用できる習い事
の教室としての利用や、ワークショップやマルシェなどのイベント、貸出会議
室など、常に安心して地域の人が集まる場所があれば良いと思う。

町田駅周辺はいろいろ公共施設学校があり、再編も必要かもしれませんが、私
の住んでいる相原には公共施設、学校は少なくそれがなくなることは反対で
す。

学校跡地については、民間へ売却される場合でも例えば図書館や体育館等の、
希望する市民が自由に利用できる公共施設の新設に活用していただきたいと思
います。その際、子育て世代の利用を中心とした施設がもっと増えてくれば、
少子高齢化の時代においても子育て世代の町田市への流入が期待できるのでは
と思います。

犬を飼っていて、なかなか他の犬との交流がないので広いドッグランや犬のイ
ベントが出来るような場所を作ってほしいです。
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３．食育月間における食育推進事業について

問１６ 　町田市内の公共施設や商業施設等において展示イベントやポスター掲示を行いま
した。見たことがあるもの全てに〇をつけてください。　　　　　（複数選択可）

１７６名中１２２名が、「どれも見たことがない」と回答しました。

言葉は知っているが、意味は知らない 75 42.1%

無回答 1 0.6%

全体の４２．１％の方が、「言葉は知っているが、意味は知らない」と回答
しました。

言葉も聞いたことがなく、意味も知らない 49 27.5%

回答内容 回答数 構成比

言葉も意味も知っている 53 29.8%

　町田市では、国が定めた６月の食育月間に合わせ、全ての年代の市民の皆様が食育に関
心を持つきっかけを作り、自身で食生活、食習慣を見直し、健康な生活を送れるよう、食
育イベントの開催やチラシ等の配布による普及啓発を行っています。食に関する情報や体
験の場をより良いものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。

問１５ 　あなたは「食育月間」という言葉やその意味を知っていますか。当てはまるもの
に〇をつけてください。 　　　　　 　　　　　（１つだけ選択してください）

……

69.3%

14.8%

10.8%

10.2%

9.7%

4.0%

3.4%

1.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

どれも見たことがない

市内スーパーや市役所、市民センター等で

配布しているレシピ集「野菜限界突破レシピ」

町田マルイ出入口付近デジタルサイネージ及び町田

モディ入口ビジョン「かけるよりつける」減塩動画

市庁舎１階イベントスタジオ内の展示

「食育月間＆歯と口の健康週間」

神奈中バス車内デジタル広告

「かけるよりつける」減塩動画

市庁舎２階食堂内の展示

「野菜摂取」「栄養バランスを整えよう」

中央図書館の児童書コーナーにおける、

食に関する絵本の紹介

市内バスのまちっこ、小山田桜台小型バス車内広告

「朝ごはんに関するポスター」

…
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５４名中１４名が、「市内スーパーや市役所、市民センター等で配布している
レシピ集「野菜限界突破レシピ」」と回答しました。

問１７ 　問１６で見たことがあるものをお答えいただいた方にお聞きします。印象に残っ
ているものはありますか。当てはまるもの全てに〇をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

問１８ 　問１６で見たことがあるものをお答えいただいた方にお聞きします。展示イベン
トやポスター掲示等を見て、その内容を実践しようと思いましたか。当てはまるも
のに〇をつけてください。　　　　　　　　　（1つだけ選択してください）

回答内容 回答数 構成比

強く思った 4 7.4%

少し思った 33 61.1%

20.4%

無回答 6 11.1%

全体の６１．１％の方が、「少し思った」と回答しました。

まったく思わなかった 0 0.0%

あまり思わなかった 11

…

25.9%

20.4%

18.5%

16.7%

14.8%

5.6%

5.6%

3.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

市内スーパーや市役所、市民センター等で

配布しているレシピ集「野菜限界突破レシピ」

神奈中バス車内デジタル広告

「かけるよりつける」減塩動画

市庁舎１階イベントスタジオ内の展示

「食育月間＆歯と口の健康週間」

特になし

町田マルイ出入口付近デジタルサイネージ及び町田

モディ入口ビジョン「かけるよりつける」減塩動画

市庁舎２階食堂内の展示

「野菜摂取」「栄養バランスを整えよう」

中央図書館の児童書コーナーにおける、

食に関する絵本の紹介

市内バスのまちっこ、小山田桜台小型バス車内広告

「朝ごはんに関するポスター」

……
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　町田市では、Twitter（ツイッター）及びInstagram（インスタグラム）にて
「まちだの食のわ」という名称で食育に関する情報を発信しています。そのこと
を、あなたは知っていますか。当てはまるものに〇をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1つだけ選択してください）

回答内容 回答数 構成比

11

0.6%
Twitter（ツイッター）とInstagram（インスタ
グラム）を知っていて、どちらか一方でもフォ
ローしている

Twitter（ツイッター）とInstagram（インスタ
グラム）を知っているが、フォローしていない

1

問１９

全体の６７．４％の方が、「知らない」と回答しました。

知らない 120 67.4%

6.2%

Twitter（ツイッター）及びInstagram（インス
タグラム）をやっていない

45 25.3%

問２０ 　あなたは食に関する情報で、どのような情報に興味がありますか。当てはまるも
の全てに〇をつけてください。　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

0.6%無回答 1

１７８名中１０９名が、「旬の野菜、調理に関すること」と回答しました。

……

61.2%

53.4%

52.8%

51.1%

48.9%

42.1%

24.2%

9.0%

8.4%

7.3%

0.0%

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

旬の野菜、調理に関すること

町田産の農産物や、町田産の農産物を

使用した飲食店

食の安全性に関すること

食品ロス削減に関すること

災害時の食に関すること

行事食、伝統食（地域や集団の中で古くから受け継

がれてきた食べ物）に関すること

栄養成分表示に関すること

栄養成分表示を行っている飲食店の情報等

その他

講習会や講座、イベントに関すること

特になし

…
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時短レシピ

健康と食について。積極的に摂った方がいい食材やレシピなど。

生産者がどのようなことにこだわっているのか。

町田市で作られた農作物を購入したいです。

腸内フローラを整える食材についての情報。

食品の正しい保管方法

健康の維持、増進に関すること。

生産者がどのようなことにこだわっているのか。

血糖値が高いのでそうした関連の情報には興味があります。

食せる野草

離乳食や幼児食のレシピ健康や美容のレシピなど

【その他のご意見】（抜粋）　
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有名なお店の有名なシェフのデモンストレーション。

学校の給食のメニュー、町田でとれる野菜を使ったレシピや料理教室

腸活をテーマにした腸に良い食材や調理方法についての情報。

・食品の正しい保管方法・効率的な栄養摂取（食べ合わせ）

健康の維持、増進に関すること。

町田市の特産品など。

野菜の無人販売場情報があれば見てみたいです。

町田地元産農産物を使って、創作料理の講習会をやってほしい。

町田は野菜がとてもおいしいので、野津田にある古民家のような場所で野菜も
売って、カフェもして、のような場所が南地域にあればなと思います。いちご
狩り、桃狩り、ブドウ狩りなどもできたら最高だなと思いますが･･･町田の地産
地消をやっているお店（レストラン）をいくつか知っていますが、そういった
場所の分かりやすいマークとか、。ステッカーとかあればいいなと思います
（もうやっていたらすみません）。子どもの小学校で終業式の日に、すべて町
田の野菜で給食を作ってくださるため、栄養士さん奮闘してくださいました。
給食でどんな取組みをなさっているか知りたいです。また、町田の伝統食も是
非知りたいです。（昔の人は何を食べていたんだろう･･･）

問２１

食育月間についてはほとんど内容を知りませんでした。市役所などでの展示だ
けでなく、例えば新聞の折り込みを利用するなどもう少し普及の工夫があると
思います。

町田市内で収穫された農作物のみを売るスーパーや飲食店があれば、その情報
がほしいです。

・地元で採れた野菜等を使っているレストランＯＲカフェ
・体に優しい（添加物使用してない）レストランＯＲカフェ
・安くておいしく食べられるレストランＯＲカフェ

身近なところで給食やホーム等のメニュー等知りたい。写真付きが良い。私た
ちの平日食ではなく、子供・老人はどんな食生活を送っているのか。栄養士さ
んはどんな献立を考えているのか、参考にしたい。

子供達に農業にかかわる体験、将来は日本が海外に頼ることなく自給できる社
会になって欲しい。スマホに慣れている若い人たちにユーチューブ配信で先生
になってもらう

糖尿病食、腎臓病食等の講習会をできるだけ多数の会場でやってほしいと思い
ます。（以前に一度参加したことがあります）

介護をしているので少量でも栄養価の高いものややわらかくて食べやすいもの
などの情報が欲しい。

　食に関する「こんな情報がほしい」「こんな講習会をやってほしい」などのご意
見やご提案があればお書きください。（抜粋）
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食品ロスについて

メタボリックシンドロームの人のための食事療法の情報が欲しいです。

旬の素材を使った簡単なレシピなど。

地域の伝統食について詳しく学べるような講習会、実食会をやってほしい。

町田市の特産品や調理法など。

組み合わせや旬の簡単レシピ。無人野菜売り場など

地酒にマッチする食の講習会などがあると良いかと思います。

子供や、年配者むけの料理講習会など楽しそうだと思います。

男性向けの料理スクール

農家さんとの交流会、農家さん直伝レシピなどを知りたい

旬の野菜の販売やレシピなど知りたい。

食品の保存方法、ごみの削減方法など

町田市食育推進についてはいろいろ活動しているようですが認知度が低いよう
です。老人会や子供会など小単位でも講習会などやっていって欲しいです。

町田市のチェーンではないユニークな飲食店を紹介してほしい。「デカ盛り」
であったり地域の特産品を使ったメニューであったり何かテーマを設定してそ
れに協賛する飲食店がメニュー開発をするといった流れがあるが、町田でもそ
のような取り組みがあると面白い。

自宅で親子でできる、こどもと学べる食育にまつわる体験（コロナが流行って
いてもできるよう、リーフレットかなにかがスマホで手軽に見られるように
なっていると体験しやすいと考えております）

町田の本が売られてはいますが町田の特産品や飲食店などの紹介を増やして欲
しい。

食の安全性に関すること。国産と輸入食品の農薬や添加物の違い。町田産の野
菜を給食に優先して使用する。子供達に食卓にのるまでの過程や食事が体をど
のようにつくって行くのか、体験を通して学習出来るように取り組んでいただ
きたいです。

町田市で作られている農産物を何処へ行けば購入できるかを、神奈中バス車内
デジタル広告動画又はデジタルサイネージビジョンで流して欲しい。

災害時の食事作り(最低限必要な栄養を得るためのもの、非常時でも希望を持て
るようなもの)などの講習会などが学校や保育所などであるといいなと思いま
す。

町田の名産品（食品・伝統品など）などを試食したり体験したりする会がある
と面白いと考える。というのも、町田市に10年以上住んでいるが、名産品を詳
しく知らない。そのため、上記のような会があれば、是非参加したい。

これらの情報についてTwitterやInstagramに発信されていることを知らなかっ
た。食に限らず市の広報活動を網羅したガイドを配布してほしい。
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男向けの料理教室、簡単レスピ、魚のさばき方

しっかり栄養が取れ、ダイエットにもつながる調理法や食材などの紹介

町田市内の農家のマップ

離乳食や幼児食のレシピ健康や美容のレシピなど

町田特産物の買える場所、調理法など。

健康や美容のため、食べた方が良いとされる食品や料理、またはお店の紹介が
あると良い。

生産者の方がどんな思いで何を重視して生産しているのか知りたい（安全、肥
料、旨味）

毎日の献立に頭を悩ませています。地域のみなさんとレシピを共有できると嬉
しいです。他のご家庭がどんな夕飯を食べているのか、同じように夕飯作りで
悩んでいる人たちと共有できる場があればいいと思います。

面倒くさがりの人でもできる、生ごみの減らし方、もしくは無駄にしない食材
の使い方。
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４．市議会の広報活動について

全体の４５．５％の方が、「あまり関心がない」と回答しました。

まあまあ関心がある 58 32.6%

9.6%

問２２ 　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 構成比

問２３ 　問２２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。当てはまるもの全てに○をつけてくださ
い。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

関心がある

関心がない 21 11.8%

17

無回答 1 0.6%

あまり関心がない 81 45.5%

７５名中４５名が、「本会議での審議について」と回答しました。

　市民の皆様に議会の活動を知っていただくために、年４回開かれる定例会（３月、６
月、９月、１２月）について、さまざまな方法で傍聴を呼びかけ、議会情報をお伝えして
います。今後の議会情報の広報活動の参考にさせていただくため、皆様のご意見をお聞か
せください。

……

60.0%

52.0%

36.0%

30.7%

29.3%

26.7%

24.0%

16.0%

13.3%

6.7%

6.7%

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

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

市議会各会派視察など会派の

活動状況について

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

政務活動費について

議長の交際費について

議場等の見学について

高校生との意見交換会について

その他

…
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子育て事業についての議論や決定、計画

市議会に対して余り期待を持てないから。

興味を持っている政党の議員さんの情報は入ってくるので、その機関紙を読ん
で理解している。

問２４ 　問２２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。関心がない理由はなぜですか。当てはまるもの全てに○をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

【その他のご意見】（抜粋）　

市議会の質疑応答は、市の広報（市議会だより等）である程度、知ることはで
きますが、何に取り組んでいてその進捗はどうなっているのかなど、市全体で
取組んでいる或いは取り組もうとしている事業等についての進捗情報の報告が
必要に思う。また、年度始めに市の各部署の長が、目標を述べていますが、最
後の結果の評価は当然ながら、途中での定期的な進捗（取組み状況）をも知ら
せること（報告）があった方が良いと思います。

問題提起するばかりで、議論している気がしない。可決についても、全員一致
か賛成多数で可決されていますが、なあなあ感あり、誰が議員をやっても同じ
結果なのだろうと思っているため。

市議会だよりが難しいから。子供でも読みたくなるような分かりやすい誌面で
ないから。

検討しなければならないことが多岐にわたり複雑そうで、選ばれた議員の方々
なら市民のために考えてくださると信じているので

信頼できると思う方を選挙で選んでいるので、後はその方にお任せするのが筋
かと思うから。

１０２名中６３名が、「市議会でどのようなことを行っているか分からないか
ら」と回答しました。

【その他のご意見】（抜粋）　

61.8%

43.1%

34.3%

16.7%

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

市議会でどのようなことを行っているか分からないから

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分からないから

その他

…
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団地の掲示板

１７４名中１６６名が、「見たことがない」と回答しました。

問２５ 　あなたは市議会（本会議、委員会）を見たことがありますか。当てはまるもの全
てに○をつけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

１７７名中１１０名が、「広報まちだ」と回答しました。

【その他のご意見】（抜粋）　

問２６ 　市議会では、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。ご覧になったことがあるもの全てに○をつけてください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

95.4%

3.4%

0.6%

0.6%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

見たことがない

インターネットで録画配信を見たことがある

本会議を傍聴したことがある

委員会を傍聴したことがある

インターネットで生中継を見たことがある

…

62.1%

45.8%

22.0%

11.3%

10.2%

6.8%

2.8%

2.3%

1.7%

1.7%

1.1%

0.6%

0.6%

0.0%

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

広報まちだ

町田市議会だより

どれも見たことがない

議員からの情報提供

町田市議会ホームページ

開催告知チラシ（町内会・自治会掲示板）

開催告知ポスター（市内路線バス等）

開催告知映像【まちビジョン】

町田市議会Twitter（ツイッター）

その他

タクシー車内広告

開催告知映像【多言語対応案内パネル】

開催告知映像【電光掲示板】

市庁舎内の放送（傍聴の呼びかけ）

…
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3．広報まちだ

1．町田市議会だより

要点がまとまっているのでとてもわかりやすい。カラー版なので見やすい。

3．広報まちだ、8．開催告知チラシ（町内会・自治会掲示板）

1．町田市議会だより

町田市議会だより町内会の回覧板で、時々見るがざっと目を通すくらい。

3．広報まちだ

3．広報まちだ

１．町田市議会だより

３．広報まちだ

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）

2．町田市議会ホームページ

2．町田市議会ホームページ、3．広報まちだ

新たなまちづくりが進められて、町田がとても魅力的なまちになってきている
と思います。

高い頻度でお知らせを更新しており、細かく様々な様子が見ることができて、
とても分かりやすいです。また「一般質問」「意見書」「決議」等では年度ご
とに話し合った内容をきちんとまとめられていて、大人でも子供でも分かりや
すく見ることができるので、ありがたいです。

がんばって若者向けに分かりやすく、キャッチーでカラフルな紙面になさって
いるなと思いました。ですが、紙だけだとやはりもったいないなと思いますの
で、紙面そのままインスタグラムやツィッター、フェイスブックなどに載れば
いいなと思いました。コンテンツがいいのに、発信能力が低いのですごくもっ
たいないなって思います。そして、それがとても町田っぽい。

まちだ未来プラン、見やすく解りやすかった。財政見通しもあったので、なお
良かった。

町田の市街地には用事がないかぎり出かけない為、市庁舎や町田駅ペデストリ
アンデッキ等での広報活動に関しては見たことがありません。町田市議会だよ
りや広報まちだでは、文章のみの場合が多く、伝わりにくいこともあります。

一般質問の内容に少しがっかりすることもあるが、議案結果一覧表などがあっ
てわかりやすい。

活動状況などが掲載されていたと思うが、他の記事を主に見てしまうのであま
り印象がない。

市役所利用時の待ち時間に目にすることが多いのであまり印象がないが、設置
してあることは良いと思う。

問２７ 　問２６で行っている広報活動を見て、どのように思いますか。問２６で○をつけ
た番号とその感想をお書きください。　（抜粋）

広報まちだ新聞購読を辞めてから見ない。たまに図書館利用時にもらうくら
い。
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3．広報まちだ

ちょっと固くるしいので、もっとラフな感じの方が見やすい！！

3．広報まちだ

見やすい、色々なところに置いてあってよい。

12．議員からの情報提供

市政の為にがんばっていると思う。

13．どれも見たことがない

興味がないわけではないが、見ることがない。

3．広報まちだ

1．町田市議会だより

市議会の活動状況がわかりやすく見やすい。

3．広報まちだ

1．町田市議会だより

市議会員の人たちが、どのような仕事に取り組んでいるのかよく分かります。

3．広報まちだ

町田の今のことがよく分かります。

1．町田市議会だより、3．広報まちだ

1．町田市議会だより

1．町田市議会だより

1．町田市議会だより、3．広報まちだ

ひととおり目を通すくらいで、内容に興味がわかない。

表紙（当初予算のあらまし）・・・数字の羅列で全く見る気がしない。何にど
う使おうとして議論しているのか判らない。一般質問・・・質問している項目
はわかりますが、回答が全般に“----しております”といった風で具体性がな
いのが残念！！

内容がどうしても普通になってしまうので、読んでも気にとめずにいることが
多いです。

報道していただくのも良いのですが、テーマを決めて、事細かくお知らせいた
だければ尚良いと思います。

どうしても新聞のように難しく感じられて、見る・読むが大変。たまに一つ掲
げてポスター（子供作）等に「今はコレ」みたいな絵で見れるような物をバス
等にあれば見やすいし分かりやすいのでは。

市議会だよりの内容を読むと議員の方々がどんなことを議論しているのか、町
田の抱えている問題がどんなことなのかが解るので市民として必要な事だと思
うのですが、新聞をとっていないため、議会の情報や市議会だよりを読む機会
がありません。私の周りにも新聞をとっていない人が多く、かといってHPを見
る程、高い関心があるわけでもなく、町田市民であるにも関わらず議会がいつ
行われているのか、何の議論をしているのかわからないのが現状です。市議会
だよりもショッパーの様に各家庭に配って頂けるともう少し議会に関心をもて
るのかなと思います。
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1．町田市議会だより

1．町田市議会だより

1．町田市議会だより、3．広報まちだ

1．町田市議会だより、3．広報まちだ

ざっくりと市議会の様子を見ることは出来ている。

1．町田市議会だより

自宅などでゆっくり内容を見ることができるので良いと思います。

3．広報まちだ

読みづらい（文字の大きさなのかスペースの問題なのかはわからないが･･･）

1．町田市議会だより

もっと簡潔にしてほしい。

1．町田市議会だより、3．広報まちだ

1．町田市議会だより

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

12．議員からの情報提供

議員個人の視点に偏るところと、自分の業績アピールが多いように思える。

13．どれも見たことがない

関心がなかった。今後、積極的に関心を持とうと思う

コンパクトにまとまっていて分かりやすい。一方、関心がない人には堅苦しく
感じる。

紙があれば目を通すが、あえて見に行くという事をしていないことに気付い
た。市民が関心を持つような広報活動をして頂きたい。

一般質問を見ると、町田も様々な要望や課題があることが分かります。今後も
市議会だよりに載せて欲しいです。

今までは何となく読んでいただけですが、これからはしっかりと読んでいこう
と思いました。

市議会だよりより広報まちだに目を通すことが多いです。広報の方が他の情報
もあり読むことが多いので広報に市議会の活動をわかりやすく書いていただけ
るともっと関心がもてると思います。

納税者なので、市政のアウトラインぐらいは知ることができて良いと思う。年
に２、３回、議員さんの提案と結果を一人ずつ一面利用で拝見したいと思って
います。

毎回、一通り目を通してはいるが、実際それぞれの政策や公約が現実化してい
るのか、具体的によく分からない。
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4．町田市議会Twitter（ツイッター）

8．開催告知チラシ（町内会・自治会掲示板）

3．広報まちだ

もっと読みたくなるような工夫が欲しい

3．広報まちだ

3．広報まちだ

1．町田市議会だより

特に印象がないくらい斜め読みだった

1．町田市議会だより

個々の議員の質問内容を知ることができて興味深い。

3．広報まちだ、8．開催告知チラシ（町内会・自治会掲示板）

1．町田市議会だより、3．広報まちだ

3．広報まちだ

全体的に読む気が起きない。文面、レイアウト込みで。

若者にとってTwitterというツールは身近であり、市政に関心のない人でも手軽
に触れられるという点において良い手段であると感じた。

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、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）、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）

・議会活動の全体を把握出来る。・イベント情報等の入手及び申込に利用して
いる。・広報内容を電子データで入手し、マンション住民へ情報発信出来るシ
ステムを立上げて、町田市に住んでいなくても情報が入手出来るしくみを作り
今年から活動しています。市議会活動も同様に伝える予定です。

情報を自分から取りに行く方法もしらず、機会もなかったので、回覧板などで
回ってくると、ありがたい。

子どもが小さい時はたまに見ていたが、最近はメールやLINEで必要な情報は得
られるので、ほとんど手に取らない。

どんなことが記載されていたか覚えていなかったので、インターネットで再度
閲読してみた。すると、町田市のことが、色々記載されていて興味深かった。
このような記事から、町田市をもっと知りたいと考えた。

広報町田は身近に活用できるお知らせ等があるので、さらっと目を通しており
ます。開催告知は、家の横の遊歩道に貼られているのは、見ております。

小学生や中高校生にも分かりやすい構成でれば、自身の子どもにも読ませたい
と思います。子供向けに視覚化された、目を引く内容ページであれば、他の一
般市民も市政の状況を把握しやすいのではないかと思います。
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1．町田市議会だより

3．広報まちだ、12．議員からの情報提供

1．町田市議会だより、3．広報まちだ

1．町田市議会だより

議決内容をもう少しわかりやすく書いて欲しい。

2．町田市議会ホームページ

2．町田市議会ホームページ、3．広報まちだ

常にSNSなどで知ることができているのはいいことだと感じている

1．町田市議会だより、3．広報まちだ

3．広報まちだ

1．町田市議会だより、3．広報まちだ

様々な活動や取り組みなどの情報を知ることが出来る

2．町田市議会ホームページ

1．町田市議会だより

どこからの問題意識で質問しているのかコメントがあると良い

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）、12．議員からの情報提供

目にしたことはあるが、興味を引かれたことがないので具体的な内容に踏み込
もうと思えない。

カラフルで、読みやすい印象だった。写真が大きく掲載されていて興味をそそ
る。

行政のHPはどこの町のものを見てもなぜこうも魅力がないのか、固いのか。正
直見づらい。

とにかく、読みたいという雰囲気のない誌面。又、新聞を取らない人が大幅に
増えた。役所に行かない限り広報まちだ、市議会だよりを手にすることはな
い。高齢者どれだけの人がパソコンを使用できているのか。若い人も、パソコ
ンを開いて(スマホ)わざわざ見るだろうか。

各政党で様々な問題や解決済みの情報を見ることができてわかりやすいけど、
ちゃんとみんなが仕事しているのかなと思ってしまう。

選挙前に個人の実績として並べているに過ぎず、あまり興味がなかったという
のが正直なところ。興味を持って見ると言う事ではなかった。

情報がばらばらなので、目的のものは結局検索して探しています。トピックス
毎に情報がまとまっていたり、時系列がわかりやすいといいなと思います。ま
た、情報が視覚的にわかりやすいものであったり、重要な項目は動画やスライ
ドなどで紹介されていると子どもも大人も情報を得ようと思える気がします。

ホームページは、幅が広すぎて、必要な情報にたどり着くのが大変。企業の
ホームページのような工夫が必要に感じる。
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3．広報まちだ

1．町田市議会だより

どこからの問題意識で質問しているのかコメントがあると良い

1．町田市議会だより

1．町田市議会だより

1．町田市議会だより

13．どれも見たことがない

議員の質問に対する市側の回答などを読ませてもらっています。自分の興味の
ある事項に限りますが、その事項が現状どのように進捗しているかなどを少し
は知ることができます。

市議会の質疑応答は、市の広報（市議会だより等）である程度、知ることはで
きますが、何に取り組んでいてその進捗はどうなっているのかなど、市全体で
取組んでいる或いは取り組もうとしている事業等についての進捗情報の報告が
必要に思う。また、年度始めに市の各部署の長が、目標を述べていますが、最
後の結果の評価は当然ながら、途中での定期的な進捗（取組み状況）をも知ら
せること（報告）があった方が良いと思います。

新聞を取らないので町田広報に触れる機会はございません。わざわざ市役所等
まで取りに行く気もしないですし、WEB版見ずらい為論外です。紙媒体が近く
に手軽取得出来ればと良く考えています。

PDF版しか見たことがないが、毎月ちょっと楽しみに見ている。今月はどんな
ことが書いてあるのか、あまり自分の生活に関係ないことが多いが、それでも
小さな楽しみの一つ。ただ、PDF版はやはりちょっと見づらい。地元では各家
庭に紙版で配られていた。そっちの方が絶対に見やすいが、ペーパーレスを考
えると、また必要ない人にとってはただのごみになってしまうことを考える
と、見づらくてもPDFの方がいいかと思う。

いろいろな事を考え議論していただいていると思いますが、何が重要な議題で
どれを優先的に取り組んでいるのか
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ＷＥＢ、メタバースでの議会見学の実施

取組みより良くなった実感を感じるようにして欲しいです。

意見がＳＮＳ等で届くしくみ。

市民が参加できるという企画を多く作る。参加者には、市役所の食事券、飲み
物券などの割引チケットの特典をつける。

ポスターやチラシ等に費用対効果に見合わなさそうなものに安易にお金をかけ
ないで頂きたいです。肝心なのは情報を求める人を増やす事であると思いま
す。上記の質問などにある議題も普通に働いてる人間に知られていない事にス
ポット当てて頂ければと思います。大きな議題を優先的に町田市民に認知して
もらい多くの意見を集まる事を望んでおります。

問２８ 　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
全てに○をつけてください。    　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

１７７名中８８名が、「広報まちだ」と回答しました。

【その他のご意見】（抜粋）　

市議会よりも国会の方が自分の生活に密着している気がする。テレビ、新聞で
毎日目にするからだと思う。町田市議会だよりも議会用語は使わないようにお
願いします。

新聞を購読していないと、広報まちだも町田市議会だよりも配布されていない
ので、配布方法を検討してほしい。

49.7%
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広報まちだ

町田市議会だより

町田市議会ホームページ

Twitter（ツイッター）以外のＳＮＳ

町田市議会Twitter（ツイッター）

ポスターやチラシ

議会報告会（市民と意見交換できる場を含む）

議場等の見学会

その他

開催告知映像

…
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市長の町田市に対しての今後の方向性

意見交換のあとの行動の報告。

市議会に興味を持たなくても市民が市議会での活動がわかるようにする

議決に関し、賛成した議員名と反対した議員名を知りたいと思う。

選挙には行くが正直議員が何をしているのかどんなことをしているのか興味が
持てない、人間性がわかる発信をまずはしてほしい。きれいごと並べている選
挙文句に興味はない。何をしてきたのか何を目指しているのか、そのために何
をしていくのか、　小学校でも学期ごとに成績がわかるようになっているので
節目ごとに目に見える評価があってもいいと思う。

「議長の交際費について」、「政務活動費について」の正しい情報、我々の税
金です、正確な情報が欲しいです。

正直なところ、内容に興味があまりない。興味がない人にも目に止まるような
キャッチーな見出しやSNSを使い、積極的な発信も大切かと思う。

議員活動において目標に対してどのような活動（努力）をしたのか、進捗状況
又は達成率なども示して欲しい。

「議員個人の活動状況について」に含まれると思いますが、各議員の公約の進
捗報告について

【その他のご意見】（抜粋）　

問２９ 　今後、市議会の情報で充実して欲しい内容は何ですか。当てはまるもの全てに○
をつけてください。　　　　　　　　　　　　　　　　　（複数選択可）

１７５名中７４名が、「本会議での審議について」と回答しました。
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40.0%

34.9%
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23.4%
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0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

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（常任委員会・特別委員会等）での審査について

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

市議会各会派視察など会派の活動状況について

高校生との意見交換会など

議長の交際費について

その他

…
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