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Ⅰ．東村山市版株主総会の概要 

 

東村山市では、民間企業で実施されている株主総会になぞらえ、財政状況や主要な施策の成果な

ど、市政全般について市民の皆さんにご報告するとともに、市政に対するご意見やご評価をいただ

く、「東村山市版株主総会」を開催しています。 

 この取り組みは、平成 23 年 3月に策定した第 4次東村山市行財政改革大綱 第 1次実行プログ

ラムに位置づけられたNo.4「財政状況についての認識の共有」、および市長マニフェストに掲げら

れた「東村山版株主総会（自治体経営に関する市民集会）の定期開催」を具現化したもので、平成

23 年度より開催しています。 

 今回の開催は７回目になります。 

 

内容 

 市の財政状況や主要な施策の成果など、市政全般につい

て市民に分かりやすく報告する 

 市政に対する意見や評価をいただく 

 

目的 

 市民に東村山市のオーナーであるという意識を更に高めていただく 

 自治体経営の質的向上を図る 

 

日時・場所 

 平成 2９年 11月２３日（祝）13時０0分～1６時４５分、市民センター第 1～3会議室にて 

 

参加者 

15万市民の縮図として捉えるために、18歳以上（平成

2９年 4月 1日現在）の市民 3,000人を無作為抽出して

案内状を送付し、そのうち参加申し込みをされたかたにご

参加いただきました。 

事前申込者 79 名 

当日参加者 57 名 

（途中退席者 2 名含む） 

傍聴者 41 名 
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Ⅱ．当日の進行内容 

１．市政報告 渡部 尚市長 

１）本日の会議の趣旨説明 

 

皆さん、こんにちは。東村山市長の渡部

尚でございます。本日、勤労感謝の日とい

うことで、お休みのところ、また何かとお

忙しいところにも関わらず、このように６

０名近い市民の皆さんに今年は株主として

ご参加いただきました。ご参加いただきま

したこと、心より厚く御礼感謝を申し上げ

る次第でございます。 

毎年１回、住民基本台帳から１８歳以上

の市民3千人を無作為に抽出をさせていた

だいて、こういうことをやりますというご

案内を差し上げて、ご希望いただいた方に

今日来ていただいたということで、市民の

皆さんの一種の縮図として、私どもとして

はこの株主総会を捉えさせていただいて、

市の現状や課題、そして今、市が進めてい

る重点政策等をご説明させていただいた後、

皆さんに市がこれからどんな取り組みをし

たらいいのか、初対面の方々同士で恐縮で

すけれども東村山市民というお立場でお話

し合いを後ほどしていただいて、最後に昨

年度の市の取り組みについて５段階でご評

価いただく、こんな取り組みをさせていた

だいて今回で７回目になりました。株主総

会でいただいた評価は、市政への評価のひ

とつと捉え、行財政の状況をはじめとする

市を取り巻く状況も踏まえた上で、今後の

施策・事業に活かしていくとともに、市長・

副市長・教育長の期末手当の支給水準を検

討する材料とします。こんな取り組みをし

ているのは、全国１７００以上の自治体が

ありますけれども東村山市だけということ

で、全国各地から実はこの株主総会につい

て行政あるいは議会のご視察をいただいて

いるところでございます。 

今日はせっかく無作為で選ばれた皆さん

でありますので、ぜひ最後までお付き合い

いただいて、前半は私の方から説明をさせ

ていただいて、後半はそれを踏まえて皆さ

ん同士でこれからの東村山について語り合

っていただいて、後ほどグループの代表の

方に意見発表をしていただければとそのよ

うに思っております。 
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２）東村山市の課題 

 

 まず、東村山市の課題について、皆さん

と共有をしたいと思います。一つは少子高

齢化、もう一つは人口減少、そして公共施

設の再生、それから市民の皆さんの住民満

足度の向上、大きく言うと４つが今東村山

市を取り巻く課題です。 

 

１．少子高齢化 

 

少子高齢化のところを見てください。平

成２９年は、１０年前の平成２０年と比べ

ますと、１５歳から６４歳のいわゆる生産

年齢人口というのは、１０年前６５．６％

だったのが現在６１．６％ということで、

全体の比率としては約４％くらい減ってい

ます。０歳から１４歳までの子ども達も 

１３．３％だったのが１２．３％というこ

とで、１０年間で１％くらい減っています。

ではその分どこが増えているかというと、

６５歳以上のいわゆる老齢人口と言われて

いる部分で、平成２０年に１１．９％だっ

た６５歳から７４歳までの方が、今はだい

たい全体の１２．８％。それから７５歳以

上の方が９．２％だったのが平成２９年は

１３．２％ということで、実は０歳から１

４歳までの子ども達の比率より、今７５歳

以上の方が多くなっているという状況でご

ざいます。それだけ子どもの数が減って、

市民の皆さんの高齢化が進んでいるという

ことであります。 

市民の皆さんの長寿化が進んでいるとい

うことは本当に喜ばしいことではあるんで

すけれども、一方でやはり高齢化が進むと

どうしても特に７５歳以上の方は病気がち

になったり、介護を必要とするような状況

になって、社会保障費が年々増加傾向にあ

るということ。一方で働いていただいて、

税金を納めていただく比率が若干減ってき

ているということは今、市として非常に大

きな課題であります。 
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２．人口減少 

 

高齢化とともに、実は平成２４年をピー

クに東村山市でも若干人口が減っています。

ピーク時に１５３，３３７人だったのが、

平成２９年では１５０，７３９人というこ

とで、ピーク時に比べますと３千人弱くら

い人口が減っているという状況がございま

す。これがどこまでずっと減っていくのか、

途中で減るカーブがなだらかになるのか、

もっと人口が減ってしまうのか、これがも

う一つの大きな課題と言えると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．公共施設の再生 

 

東村山市の公共施設、それからインフラ

がございますが、これを見ていただくと、

ここがいつ造ったかということで一つの大

きな山が昭和４４年です。 

それからもう一つの山が昭和５１年で、

だいたい東村山市の公共施設やインフラは、

人口が急増した昭和４０年代から５０年代

にかけて多くが建設されています。それが

今、だいたい造られて４５年とか５０年近

い年数に達していて、これをこれからどの

ように更新していくかが大きな課題になっ

ており、今後３０年間で施設を全て維持管

理していこうとすると、約１，４３７億円

費用がかかるということで、道路があちこ

ち傷んでいたり、施設も老朽化して傷んで

いるんですけれど、同時期に多くのものを

設置した関係で、それらを建て直したり、

造り替えたりする時期も一気にここで押し

寄せてきていて、非常にお金がかかるとい

うことで我々にとっても頭の痛い課題にな

っております。 

 

 



Ⅱ．当日の進行内容 

5 

４．住民満足度の向上 

 

 最後は住民満足度の向上ということで、

毎年市では、皆さんと同じように無作為で

２千名の方にアンケートをとらせていただ

いていて、この東村山にずっと住み続けた

いですか、という設問をさせていただいて

います。その中で、東村山市にこのままず

っと住み続けたいという方が、６０％台の

後半でずっと推移しているのが現状です。 

 他市では若干設問が違うのですが、概ね

７割から８割の方がそのままその町で住み

続けたいとお答えになるのに比べると、う

ちの市の場合は、５％くらい市民の皆さん

がこの町に住み続けたいという意向が薄い、

弱い。逆に返すと、住民の方が東村山市に

住んでいることで満足をされていない部分

が結構あるなというのが課題だと思ってい

ます。 

 特に満足度が低い部分というのは、これ

もアンケートの結果ですが、国民健康保険

だとか後期高齢者医療、それから介護保険、

社会保障制度の運営について満足度が低い

状況になっています。おそらくこれは、サ

ービスを受けてというところと、保険料率

が高いということが起因しているためと私

どもとしては考えています。高齢化がどん

どん進んでまいりますと、当然税金を投入

する部分もあるんですけれど、皆さんから

いただく保険料もどうしてもそれにつられ

て上がっていく傾向があることから、この

辺が大きな課題かと思います。 

 それから、にぎわいと利便性の向上のた

めの駅周辺の整備、幹線道路の整備、生活

道路の整備といった基盤整備、道路関係を

中心とした部分について満足度が非常に低

い。やはり市内の道路事情が極めて市民の

皆さんから見ると不便であったり、安全性

に乏しいという課題が浮かび上がってきま

す。利用しやすく安全な交通環境の整備は、

多分コミュニティバスだとか公共交通の問

題が満足度が低いのかなという結果が出て

いて、この軸を重要度、この軸を満足度で

とっている表になります。重要だと思いな

がらも満足度が低い部分がこういうところ

に集中しているということで、この辺を改

善して市民の皆さんの満足度を上げていか

ないと、ますます人口減少に拍車がかかっ

てしまうと私どもとしては受け止めている

ところでございます。 
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３） 平成 28 年度の主な施策の取り組

み実績 

東村山市第４次総合計画 

 

 今、大きな意味での市を取りまく現状・

課題についてご説明申し上げましたが、次

から、ではそれに対して２８年度どんなこ

とをやったのかということについてご説明

申し上げたいと思います。 

 市では、やみくもに何かをやっていると

いうわけではなくて、ほぼ１０年毎に大き

な計画を作っています。現在動いている計

画が、第４次総合計画という計画で、平成

２３年度から３２年度まで、２０２０年オ

リンピックの年までの１０年間の計画で、

将来都市像としては、下に掲げてあります

ように、「人と人 人とみどりが響きあい 

笑顔あふれる 東村山」というのをビジョ

ンとして、基本目標を４つ掲げています。

「みんなで支え助け合う、健やかにいきい

きと暮らせるまち」を目指しましょう。そ

れから目標２では「みんなが楽しく学び、

豊かな心を育むまち」、これはだいたい教育

関係になります。それから基本目標３は「み

んなでつくる安全・安心とうるおいを実感

できるまち」、そして基本目標４は「みんな

が快適に暮らせる、活力と魅力にあふれた

まち」。これを目標としながら、個別具体的

な施策展開をしています。毎年この総合計

画等に基づきながら、予算編成をさせてい

ただいております。 

 

予算編成方針 

 

 平成２８年度、昨年度の予算編成方針で

すけれども、先ほどご説明しました「第４

次総合計画」を前期と後期の５か年に分け

まして、平成２８年度は、第四次総合計画

後期基本計画のスタートの年でございまし

た。折から、国の方で地方創生というよう

なことを言っていましたけれども、人口減

少問題を克服しながら、これから東村山市

に住みたい、住み続けたいという方を増や

す、そうした魅力や活力ある東村山づくり

を進めていこうということで、東村山創生

を進める予算というふうに位置づけさせて

予算編成をさせていただいたところでござ

います。 

 予算規模としては総額で、一般会計です

けれども５４０億１千１３０万円の予算で
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２８年度は市政運営をさせていただいてい

ます。 

 基本目標に沿ってどのような事業を行っ

たかを、かいつまんでになりますが報告し

ます。 

基本目標 1 

＜みんなで支え助け合う、健やかに 

いきいきと暮らせるまち＞ 

 

基本目標１「みんなで支え助け合う、健

やかにいきいきと暮らせるまち」、これは主

に子育て、健康、福祉、地域コミュニティ

分野です。昨年度初めて行ったものとして

は、ゆりかご・ひがしむらやま事業という

のがございます。これまで、子育て支援と

いうのは、子どもを出産した後から行政が

支援をするということだったんですが、ゆ

りかご・ひがしむらやまは、妊娠がわかっ

て、市役所に母子健康手帳を取りに来られ

たときから、専門家である保健師がそれぞ

れの妊婦さんと面談をして、その方の状況

を把握しながら、リスクがある方について

はプランを作って出産前から支援をする、

そういう取り組みをさせていただきました。 

その他、私立幼稚園預かり保育補助事業

だとか妊婦健康診査の充実、妊婦歯科健康

診査の個別化、これは今まで集団で健診を

受けていただいていたのを、受診率が１

０％と非常に低迷しておりましたので、妊

婦さんが普段かかっている歯医者さんでも

健診を受けられるようにしたところ、３

０％程に上がったというものであります。  

それから、障害者就労支援事業だとか生

活困窮者及び被保護者就労支援事業という

ことで、生活保護を受けていらっしゃる方

で、健康状態が働ける方については是非就

労していただこう、ということで就労支援

をさせていただきました。これまで、リー

マンショック以降、東村山市では毎年１０

０世帯ずつ生活保護世帯が増えていたんで

すけれども、就労環境が良くなったという

こともありますし、こうした事業を進めて

生活保護を受けていただいたり、生活保護

に陥りそうな方を、その前でセーフティネ

ットで就労に結びつけるような支援をした

ところ、平成２８年では、１年で生活保護

を受けた方が増えたのは６件ということで、

今まで１００件ずつ毎年ずっとうなぎのぼ

りで増えていたのが、こうした事業をする

ことで、今はほぼ横ばいくらいの状況にな

っております。 

それから胃がんハイリスク検診だとか、

そういったことを２８年度は始めさせてい

ただきました。 
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 これは保育園のいわゆる待機児童の問題

と保育園の定数がどういうふうに変化して

いるかを示したグラフです。子育て支援と

いうと保育園の問題だけではもちろんない

んですけれど、よく待機児の数が問題にさ

れるので、あえて出させていただいており

ます。２８年度から２９年度については、

２，４５３人から２，５３９人に受け入れ

する数を８０人程度増やさせていただいて

おりまして、そのことで待機児が７６人か

ら６４人ということで若干ですけれども減

らすことができました。今後も待機児０に

向けて努力をしていきたいと考えておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 2 

＜みんなが楽しく学び、 

         豊かな心を育むまち＞ 

 

 目標２「みんなが楽しく学び、豊かな心

を育むまち」、教育関係になります。子ども

の安全ということで、通学路防犯カメラ設

置事業というのをやらせていただいて、小

学校１校について、通学路に防犯カメラを

３台、警察と協議をしながら設置をするこ

とで、子ども達が犯罪に巻き込まれない抑

止力を高める事業を進めております。 

 それから、小中学校の特別教室、普通教

室にはすでに空調が設置されていますが、

音楽室をはじめとする特別教室についても

空調を入れようということで、昨年度中学

校には全て入れさせていただき、小学校に

ついてもこれから順次入れさせていただく

ところです。 

 それから、不登校対策事業ということで、

東村山市は若干周辺市に比べると中学校の

不登校生徒の数が多いので、なんとか中１

ギャップを解消すべく、スクールソーシャ

ルワーカー制度を導入して不登校対策に努

めております。 
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 それから、２０２０年のオリンピックに

向けて気運醸成というようなことをやらせ

ていただきました。 

 

基本目標 3 

＜みんなでつくる安全・安心と 

      うるおいを実感できるまち＞ 

 

目標３「みんなでつくる安全・安心とう

るおいを実感できるまち」ということで、

これはまちづくり、防災・防犯、みどり・

環境、ごみ問題というようなことでありま

す。今、市が力を入れているのが、北山公

園の動植物の調査と保全でありまして、北

山公園は菖蒲で有名ですけれど実は、環境

省のレッドリストに載るような希少生物が

結構いまして、そのモニタリング調査をし

たり、その希少種を食べてしまう例えばブ

ラックバスのような外来動物等の駆除をす

るための活動をして、後世まで東村山市が

誇る豊かな自然、生物多様性を保全する取

組に力を入れさせていただいております。 

それから２８年度は、ごみ分別アプリの

導入ということで、スマートフォンで、そ

れぞれの皆さんに「今日はどういうゴミを

集める日ですよ」というようなアプリを開

発して導入させていただきました。特に東

村山市の場合、英語・中国語・韓国語の外

国語版を導入しまして、外国籍の方にも分

かりやすいゴミの分別の仕方だとか出し方

などについても広報をさせていただいてお

ります。 

その他、今工事しておりますが、本庁舎

の耐震補強工事等を行ったところでござい

ます。 

 

基本目標 4 

＜みんなが快適に暮らせる、 

      活力と魅力にあふれたまち＞ 

 

最後、基本目標４「みんなが快適に暮ら

せる、活力と魅力にあふれたまち」。これは、

道路、交通、基盤整備、農業、工業、商業。

いわゆる基盤整備と東村山の産業の政策と

いうことになります。ご案内の通り、今東

村山市では、中心駅のひとつであります西

武新宿線の東村山駅周辺の連続立体交差事

業を推進させていただいております。これ

はイメージで、同じ西武線の池袋線、石神

井公園駅で連続立体になって、ここが今ま
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で通れなかったところが、駅の下を皆さん

が通行できるようになるというイメージで

すが、こういうかたちになるように今順次

進めております。それから、連立にあわせ

て鉄道沿いの道路の整備、それから公共交

通の充実ということで、平成２８年度９月

から東村山駅と久米川駅をつなぐ、富士見

町・美住町を通るグリーンバスのルートを

新規導入したところでございます。 

その他、市内産業を充実させようという

ことで、農産物のブランド化事業というこ

とで、皆さんも多摩湖なしは一度は召し上

がったことがあろうかと思いますが、多摩

湖なしがだいぶ老木化してきたことで、こ

れを植え替えるための補助を創設しており

ます。 

それから東村山市で新たに起業、創業さ

れる方の支援を行っております。 

その他、シティプロモーションというこ

とで、多くの方に東村山の魅力を知って、

このまちで暮らしてみようか、そんなふう

に思っていただけるようなシティプロモー

ションをしておりまして、昨年については、

多摩屈指のパワースポット巡りということ

で、約７００人強の方に参加していただき、

市外からも大勢訪れていただいた、こんな

取り組みをしています。 

 

 

 

 

 

＜都市計画道路等の整備状況＞ 

 

先ほど申し上げたように、市民の皆さん

の満足度が低いのが基盤整備、特に道路事

情です。東村山市の場合は、昭和３７年に

決定した都市計画道路の整備が全体でまだ

５０数年経過して１８％くらいしか整備が

されていません。残念ながら、東京２３区、

２６市の中で都市計画道路の整備率が最も

遅れている、そのことが生活道路に通過車

両が流入したりするというような問題を招

いておりまして、今後市としては着実に都

市計画道路の整備を進めることで、道路の

交通アクセスを良くするとともに市民の皆

さんの交通安全や、高規格の道路ができる

ことによって大災害時もここで延焼が遮断

するというような効果も得られることから、

都市基盤整備の大きな柱として今後も道路

整備を進めていくところでございます。 

現在道路事業を進めているのが赤い点々

で示したところで、これがいわゆる府中街

道のバイパスになります。それからこれが、

西武新宿線、国分寺線それから西武園線、

三本の路線の連続立体交差事業で、だいた

い西武新宿線で言いますと、新青梅街道の
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陸橋をくぐったあとから徐々に上がって、

久米川町のあたりで徐々に下りてくるとい

うようなかたちで連続立体交差事業が今進

められています。 

その他、東村山駅の東口からスポーツセ

ンターで止まっている通りがありますが、

さくら通りですけれども、これを秋津方面

に抜こうということで、今まで用地交渉が

まとまらなかったんですけれども、９月に

ようやくご理解いただいて、契約締結され

まして、来年度中には東村山駅の東口から

スポーツセンターを経由して久米川町１丁

目の野行通りまでは道路が貫通するところ

まできました。そうしますと、これはこの

ままいくと秋津駅の方までつながる計画に

なっているんですが、とりあえずここまで

できますと、武蔵野線の側道を通って新秋

津の駅までには、東村山駅と新秋津駅が直

線的につながるようなかたちになります。

だいぶ市内の道路事情も良くなるのではな

いかと期待しているところであります。 

それからあと、府中街道と並んで、東京

都の事業として進められていますが、所沢

街道のバイパスです。多摩北部医療センタ

ーのところを抜けて、最終的には府中街道

とドッキングするようなかたちで今工事が

進められています。それから恩多町では、

隣の東久留米市とつなぐこの通りが今事業

中ということで、今後事業化する予定とし

ては、黄色で書かれていますが、スポーツ

センターのところまで今恩多町で建設され

ている道路が今後つながる予定になってい

ます。それから、府中街道から連続立体交

差事業、高架化の事業にあわせて、今度北

西部の方に、この辺に正福寺があるんです

けれども、こういうかたちで道路整備をし

て、今のところ、駅の西側の方で都市計画

道路の整備が行われていませんが、今後は

ここを起点としながら、北西部エリアにつ

いても道路整備を行っていく予定にしてお

ります。 

 

2） 財政状況 

 

次に、こういう事業をやっていろいろ成

果も上がってはいますが、実際、財政状況

はどうなのか、ということについてご説明

させていただきたいと思います。 

これが、平成２８年度の普通会計決算の

状況になります。単位としては億になりま

す。歳入は５４３億８千万、歳出としては

５２８億７千万ということになります。 

歳入の主な柱は、皆さんからお預かりを

させていただいている税金が全体の約４割

くらい、その他国や東京都からの補助金等

で積み上げると、５４３億円ということに

なります。歳出は、先ほど申し上げたよう
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な様々な事業をこれを原資として行わせて

いただいた結果、使ったお金が５２８億７

千万で、差し引きした形式的な収支として

は、１５億１千万の黒字であります。翌年

度に事業を繰り越して、翌年度まで回すお

金を差し引くと、実質収支としては１３．

２億円ということになりますが、単年度収

支というのはこれから前年度から繰り越し

たお金を差し引いたお金を見ると、実はマ

イナス２．４億円。それから、実質単年度

収支というのは、さらにここから、市の貯

金であります財政調整基金から取り崩して

歳入に充てた額を差し引くと、マイナス１

０．３億円の実質単年度収支になります。

実質的な財政収支というのは、実質単年度

収支から今度は基金に積んだお金、貯金を

したお金をプラスしていくと、マイナス０．

９億円、９千万円の実質的な赤字がありま

した、ということで、ほぼ２８年度につい

ていいますと、収支としてはとんとんくら

いの状況でやらせていただいたかなと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１年間のやりくりの結果は？＞ 

 

これはここ１０年くらいの市のフローで

ありまして、この緑色で記載されているの

が、実質単年度収支です。実質単年度収支

というのは、形式的な収支から前年度から

の繰越金を差し引き、基金からの繰入金を

差し引いたものが実質単年度収支になりま

すが、さらに基金に逆に積み上げている部

分もありまして、それを足しこんだ実質的

な財政収支を我々としては目安として考え

ております。 

私が市長に就任したのは実は平成１９年

からなんですが、平成１９年が一番当市で

は財政状況がひっ迫しておりまして、実質

単年度収支も実質的な収支も両方とも赤字

でありました。その後はなんとか、いろい

ろな行財政改革をやったりしながら、実質

単年度収支も実質的な収支もほぼ毎年黒字

で推移をしているところでございますが、

先ほど申し上げたように残念ながら平成２

８年度は、実質単年度収支も実質的な収支

も若干赤字という状況でございまして、こ

ういうことがずっと続くと本当に財政破綻

になってしまうということになりますが、
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これは一時的な事だと私どもとしては受け

止めておりまして、今後は赤字の年もあっ

て、黒字の年もあってというようなことを

繰り返しながら、トータルとしては厳しい

ながらもなんとか財政破綻というようなこ

とがないように、財政運営ができるのでは

ないかというように考えております。 

 

＜市のローン残高はどのくらい？＞ 

（地方債等の残高） 

 

 今のがフローでございますが、今度はい

わゆる市の貯蓄だとか借金と言われるスト

ックの部分についてお話します。 

 平成１９年に私が市長に就任した時に、

市の全ての借金をトータルすると６８５億

円ございました。それから若干増えた年も

ありますが、現状では基本的には、返す額

以上に新たな借金はしないという、単純と

言えば単純なことですが、そういうことを

基本方針として、返す以上に新たな借り入

れを行わないことによりまして、この１０

数年で６８５億から、平成２８年度につい

ては６１２億ということで、約７０億円ほ

ど借金の総額を減らしてまいりました。今

後も多少、事業によってどうしても起債を

起こさないとできない大型事業等もありま

すので、増える年も当然出てきますけれど

も、できるだけ先ほど申し上げた、借金を

しないということはできませんけれども、

返す額を超えて借入をできるだけしないと

いうことを基本原則にしながら、借金で首

が回らなくなるようなことがないように今

後も財政運営をしていきたいと考えており

ます。 

 

＜市の貯金はどのくらい？＞ 

（基金残高） 

 

今度は貯金の方がどのくらいあるかとい

う図になります。財政調整基金はいわば、

お金が足りない時に取り崩して、何にでも

充てられる基金、貯金とお考えいただけれ

ばと思います。その他の積立基金は、使う

用途が条例で明確にされていて、たとえば

公共施設を修理するときにしか使えない基

金だとか、あるいは新たに公共施設を建設

する時にしか使えない基金だとか、そうい

うのもあって、その総額を表したものでご

ざいます。平成１９年には、市の貯金総額
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では３２億円でございましたが、現在では

平成２８年度では９５億円ということで、

貯金の額は約３倍まで増えています。議会

では、市長はお金を貯めすぎだ、もっと使

えという声も一方ではありますが、標準財

政規模からみた基金総額は東村山市は必ず

しも多くない、だいたい三多摩の平均くら

いの貯蓄率というふうに考えておりまして、

今後も安定して財政運営をしていくために

は、一定の貯金はやはり必ず用意をしてお

かないと、万が一の時に備えることができ

ませんので、一定額は常に積ませていただ

きながら、緊急な課題については適時適切、

事業を行ってお金を使わせていただく、そ

んなことで考えております。 

 

＜市議会における平成 28年度決算の 

審議結果＞ 

 

 これが９月に行われた市議会での平成２

８年度の決算の賛否の状況でございます。

一般会計については、議員のうち１８名が

賛成、反対は５名でした。特別会計は４つ

ございます。国民健康保険事業特別会計、

後期高齢者医療特別会計、介護保険事業特

別会計、下水道事業特別会計、いずれも賛

成多数で、決算については議会ではご認定

をいただけたということで、ほっとしてい

るところでございます。 

 

 以上で、非常に今回駆け足でご説明をさ

せていただきました。実は去年まで、私の

説明時間があと２０分くらいあったんです

けれど、参加された市民の皆さんから、市

長の話が長すぎて、自分たちのもっと話し

合ったり、発表をする時間が欲しいという

ことで、今回私の発表時間は２０分程度削

られてしまいましたので、ちょっと何を言

っているのかよくわからないといったとこ

ろも多分にあったかもしれませんが、以上

で私からの説明については終わらせていた

だいて、もしお時間があれば後ほどご質問

等を受け付けさせていただきたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。ご清聴

ありがとうございました。 
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４）質疑応答 

参加申し込み用はがきにて、株主総会当

日に市長に尋ねたいことを募集し、市長が

回答しました。 

 

 

Ｑ．東村山市の借金があるとするならば今

後の対策をどのようにお考えなのか確認し

たい。 

 

Ａ．東村山市は財政が厳しいという話は多

分市民の方であればどなたも一度は聞かれ

たことがあるかと思います。多摩地域全体

で見ると、ご案内の通り東村山市内には大

きな工場だとか企業が少なくて、法人市民

税の収入が非常に乏しいです。実は東村山

市の法人市民税というのは、だいたい７億

円あまりで、たばこ税の方が市の収入とし

ては多いということで、たとえばお隣の小

平市には日本最大のタイヤメーカーの大き

な工場があると、非常にそれだけで大きな

収入がありますが、残念ながら東村山市で

はそういうものがなくて、たとえば東村山

市で事業所として一番大きいのは、東京都

の浄水場なんですが、公の施設ですからそ

こから税金を取るということはできません。

結局そうなりますとなかなか厳しい財政状

況があるということで、たとえば連続立体

交差事業であるとか、あるいは大きな施設

を建てるというような場合については、自

前のキャッシュだけでは到底建てたり事業

をすることはできませんので、借金をして

事業をするということになります。 

 ただ、先ほどご説明申し上げたように、

劇的に少なくなっているわけではありませ

んけれど、この１０年ちょっとの間を見て

いただけると、約７０億くらい借金は減っ

てきています。とはいえ、６１２億ですか

ら、市民今１５万８百人ほどいらっしゃい

まして、赤ちゃんからご高齢の方、平均一

人当たりに直してしまえば、４０万円くら

い市民の皆さんが借金を抱えているという

ことになりますので、市としてはできるだ

けこれを圧縮すべく、なんとか借金を減ら

す努力をしているところです。借金を減ら

すためにはどうすればいいかというと、事

業をまったくやらないということはできま

せんけれど、できるだけ毎年借金をお返し

していますので、そのお返しする額以上に

借金を極力しないということで、毎年少し

ずつ減らすということを進めているところ

であります。でもどうしても、たとえば今

年のように台風等で道路が壊れたりとかい

ろいろなことがありますので、そういう場

合については借金をしたり、あるいは貯金

を取り崩して緊急で対応しなければならな

いということもありますので、全く０にす
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る、借金をしないで市で事業をするという

ことは不可能ですけれども、今後も少しず

つでも借金を減らして財政の悪化を招かな

いようにしていきたいというふうに考えて

おります。 

 

Ｑ．子育ての環境整備の現状と今後の目標

についてお聞きしたい。 

 

Ａ．先ほどもご説明しましたけれども、今

東村山市は少子高齢化、それから人口減少

という大きな課題を抱えている中で、今後

も持続可能な都市を作っていくためには、

やはり若い方に住んでいただく、若い方に

住んでいただくということはこのまちでた

とえば子育てをしたいなと思っていただけ

ることが重要なことで、今東村山では、子

育てするなら東村山をキャッチフレーズに、

子育て施策の充実にかなり力を入れて進め

ています。 

 昨年度について申し上げますと、妊婦さ

んの支援ということで、ゆりかご東村山事

業をさせていただいています。それから保

育園の待機児童の問題もあるんですけれど

も、一方で市内の１１園の幼稚園では預か

り保育をかなり充実してくださっていて、

預かり保育を利用するとほぼ保育園と同じ

くらいの期間あるいは時間預かってくださ

る幼稚園も出てきていまして、そこには市

としても財政的な支援をさせていただいて、

より幼稚園でもほぼ保育並みの保育サービ

スを受けられるような仕組みを整えたりし

ています。 

 それからあと、公立保育園の民間移管を

する、第２と第６の二つの保育園を、公務

員ではなく民間の保育園に運営をしていた

だくことによって、より保育サービスを充

実させたり、預かる子どもの人数を増やす、

そんな取り組みもさせていただいています。

先ほどの保育園の図を見ていただいて、平

成２５年には市内の保育園の定数というの

は２，３１５人だったんですが、今年の当

初では２，５３９ということで、この数年

間、５年間ほどの間に受入れするお子さん

の数がだいたい２００人ちょっと増えてい

ます。ただ、保育園に入れたいという方も

どんどん増えていますので、なかなか待機

児を０にはできませんが、我々としては幼

稚園とも連携しながら、なんとか待機児を

最終的には０にしていく。それから、児童

クラブについても今、待機児が出ているよ

うな状況なんですけれども、そうした数を

まず減らすということを考えています。 

 ただ、一方で、こうした施設的な支援の

他に、今年の８月には市内の空堀川の河川

に赤ちゃんが生き埋めにされるというすご

く悲しい事件がありまして、なかなか我々

行政では目が届かないところで、経済的に

困窮されていたり、様々な課題を抱えてい

らっしゃる方もいらっしゃるので、よりき

め細かくそうした状況を把握しながら、や

はり東村山で子どもを産み、育てやすい、

そうした状況を作ることでこれから東村山

市の人口減少問題の克服につなげていきた
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いというふうに考えております。 

 

Ｑ．東村山市役所の職員の給与は都内でも

高い方だと聞いたことがあるが、他市役所

と比べてどうなのか知りたい。 

 

Ａ．実はかつて、私が市長になる以前の話

ですけれども、東村山市の給与水準を表す

国の指標でラスパイレス指数というのがあ

るんですが、ラスパイレス指数が日本一に

なってしまったことがあります。 

 その当時は、東村山市の職員の給与は独

自の給料表を使っていました。しかし、私

が市長に就任して平成２０年度に給与構造

改革というのをやらせていただいて、今、

職員の基本給については東京都の給料表に

準拠しています。東京都の表になぜ準拠し

たかというと、公務員の給与というのは、

あくまでも民間に準拠しなさいということ

で、給与水準を東京都や国は毎年調査して、

それで人事院の勧告とか、人勧という言葉

をお聞きになったことがあるかと思います

が、そうした民間の給与水準の実態を調査

することによって給与を上げたり下げたり

といった勧告を出してやっている。客観的

な根拠に基づいて給与改定が行われている

ということで、平成２０年度から東村山市

では東京都の給料表に基本的には準拠する

かたちになっています。 

 それから、公務員には地域手当という独

自の手当があるんですが、これについては

エリアによって上限が国で定められていま

す。これも地域ごとの給与水準に合わせて

出されているもので、今は国が東村山市内

の事業所の給与実態を調査したものに基づ

いた地域手当まで下げてしまっていますの

で、２３区の区の職員と給料表はそのもの

は同じですけれど、地域手当で約５％の差

があって、同じ公務員で同じ仕事をしてい

るんですが、残念ながら東村山市の職員は

２３区の職員と比べると約５％くらい総体

としては低いという状況です。 

 今、東村山市は２６市、多摩地域の中で

も、これは職員の平均年齢にもよるんです

が、２８年度は職員の平均年齢が４１．３

歳ということで、東村山市の職員の平均給

与額が３７万７千１８０円です。民間と比

べて高いか安いかということはいろいろご

意見があろうかと思いますが、２６市の職

員の平均給与額が３７万７千１７２円とい

うことで、ほとんど２６市の、多摩地域の

平均給与額に落ち着いているところで、順

位としましても２６市中１４位というとこ

ろでございますので、市としては今の給与

水準は特段低くもありませんが高くもない。

ほぼ、公務員としては適正な額になってい

るのかなと考えております。 

 

Ｑ．団塊世代の方々にどの様な形の貢献を

期待していますか？具体的なプランはあり

ますでしょうか？ 

 

Ａ．最初に人口の比率のスライドを見てい

ただきましたが、これは少子高齢化を表し
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ているものになります。直近ではいわゆる

年少人口が１２.３％、それから１５歳から

６４歳、いわゆる生産年齢人口といわれる

人達の率が６１.６％、それから６５歳から

７４歳、前期高齢者と言われる方の比率が

１２.８％、それから７５歳以上の方が１３．

２％ということで、上の方々の比率がだん

だん増えていますということをご説明申し

上げました。 

 特に人口が多い団塊世代の方が上の方に

移行することになります。そうなりますと、

医療費、それから介護給付費といった社会

保障費が増大する可能性があるので、まず

今団塊世代の方いらっしゃるかと思います

がお願いしたいのは、末永く健康でお元気

でいていただきたい、ということをいの一

番にお願いしたい。そのために今市では、

健康寿命を伸ばしましょう、介護予防しま

しょうということで、いろんな地域で老人

クラブの皆さん、保健推進員の皆さんと協

働しながら、元気アップ事業というのをや

らせていただいております。これは、体操

をしたり歌を歌ったりということだったり、

あるいは時々市の方から保健師だとか栄養

士を派遣して講座を受けていただいたり、

そういうような取組みでございますが、そ

うしたことを行わせていただいて、できる

だけ末永く、団塊世代の方のみならず市民

の皆さまには健康でいつまでもお元気でい

ていただきたいという施策を進めています。 

 それとともに、生産年齢人口がこれから

日本全体で減ってきます。人生１００年時

代、国も一億総活躍社会ということで、ご

高齢の方についても、意欲があって健康状

態が働ける方については、７０歳、８０歳

まで働いてもらおうじゃないかという方向

に徐々にシフトしています。今市でも、シ

ルバー人材センターと連携をしながら、年

齢の高い方の就労ということでやっていま

すが、今実は、大手の人材派遣会社のパー

ソルテンプスタッフと先日、包括連携協定

を結ばせていただいて、いわゆる働いてい

ない女性、あるいはご高齢の方の就労をど

うやって進めていくか、そんな共同研究を

させていただいておりまして、できるだけ

ご高齢の方が働いて社会の担い手になって

いただくことが、その方にとっても生きが

いになったり、所得を得ることにもなりま

すし、健康寿命を伸ばすことにもつながる

ということで、これからできるだけ、元気

なシルバー世代の方と連携しながら、そう

した方々が働いたり地域で社会貢献をして

いただくような仕組みをこれから作ってい

きたいと思いますし、団塊世代の皆さん発

信力あるので、そういう活動をぜひしてい

ただきたいと考えております。 

 

Ｑ．東村山版株主総会、このようなおもし

ろそうなことをはじめようと考えられたき

っかけはなんですか？ 

 

Ａ．そもそも市というのは何のためにある

かといったら、市民の皆さんの生活を支え

て、皆さんの生活を良くするために、市長
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以下市役所があってやらせていただいてい

るわけですけれども、具体的に市がどんな

ことをやっているのか、どんな課題がある

のか、あるいはお金の面、先ほど我々の給

与の話もありましたが、そういったことに

ついて、市民の方がどれだけ知っていただ

いているんだろうか、というのがそもそも

私の中にありました。本当は１５万の市民

の方に直接いろいろお話してご意見をいた

だくのが筋ではありますが、物理的にはで

きませんし、それを代替措置しての選挙が

あって議員さんがいらしたり、私もみなさ

んから選挙で選ばれている立場です。そう

は言っても、全て議員や市長、市役所の人

間におまかせしているからということでは

なくて、サービスの受け手であると同時に、

企業で言えば株主である市民の皆さんにも

市の経営情報を共有しながらこれからどん

なまちにしていったら、より自分の生活が

良くなるのか、自分の子ども達の生活が良

くなるのかということも皆さんにも当事者

の一人としてお考えいただく、そのきっか

けを作りたいなと考え、こういうことを始

めさせていただきました。 

 今日初めてこういうところに出てきて、

そんなこと今まで考えたこともなかったな

という方も大勢いらっしゃるかと思います

が、せっかく東村山にお住まいいただいて

いるわけなので、面倒くさいことだけれど、

市役所任せではなくて、市のことをある程

度皆さんにも知っていただいて、言うべき

ことも言うし、市民としてやるべきことは

我々もやりますよ、ぜひそうしたかたちを

とれると、より東村山市は良いまちになる

んじゃないかと私は思っています。 

 そんなきっかけづくりをするためにこれ

を始めさせていただきましたので、後ほど

皆さんで、今日初めて顔を合わせる方同士

ですけれども、同じ東村山市民というお立

場でこんなことをしたらもっと良いまちに

なるんじゃないかということをお話合いし

ていただいて、これから東村山市を良くす

るために皆さまお一人お一人がどんなこと

をできるのかぜひお考えいただければ有難

いと思っております。 
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２．参加者による意見交換・意見発表 

1） 意見交換・意見発表の進め方 

参加者の皆さんに６人程度のグループに分かれていただき、「今後、市がどういうことに

力を入れるべきか」というテーマで意見交換していただきました。意見交換では、「意見シ

ート」に「今後、市が特に力を入れるべきだと思う分野」と「選んだ分野について、具体

的にどのようなことに取り組むべきだと思うか」を記入の上、それを基に意見交換をして

いただきました。 

 分野の設定は、東村山市第 4次総合計画の 4つの基本目標に、「その他（行財政改革、

協働等）」を加えた 5つの分野としました。 

 使用した意見シートは、次のとおりです。 

 

 

 

記入していただいた意見シートは、グループごとに模造紙に貼りつけ、意見交換の成果

として、その後の意見発表の際に使用しました。  

（出された意見は、３４ページ参照） 
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2） 各グループの発表 

Ａグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａグループは「みんなが支え助け合う、

健やかにいきいきと暮らせるまち」につい

てが１票、「みんなが楽しく学び、豊かな心

を育むまち」ついてが１票、「みんなが快適

に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち」

についてが１票、その他行財政改革等に関

する意見が３票でした。 

A グループでは、市営住宅で、学生さん

どうぞいらっしゃい、こんなに便利ですよ、

こんな値段で住めますよ、というような企

画を施すことによって、若い世代を呼び込

むことはできないか、こんなことが議論さ

れました。それから財政基盤の強化という

部分で、ふるさと納税の考え方をもう少し

うまく活用できないか。要するに、たとえ

ば東村山のこんな名物がありますよ、とい

うのはひとつふるさと納税の典型的なあれ

でしょうけれども、東村山で納税すると、

これだけのどこでも使える、買い物でもな

んでも使える金券を差し上げますというよ

うなかたちで活用したら。そういうような

とこで、時間がなく申し訳ないですが、こ

こまでとさせていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東村山市版株主総会 実施報告書 

22 

Ｂグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここにありましたタイトルに対してです

ね、あまりにも広い色々な話が出てまいり

まして、大変楽しくおもしろく議論をさせ

ていただきました。この一番最初のタイト

ルですね、「市が」ということは「行政が」

というふうに理解して、そのためにこうや

って市長がやられたんだと思いますから、

行政が特に力を入れるべきだと思う意見を

くださいという話だったんですが、話があ

まりにも広く展開しまして、ひとつのまと

まった意見としてこれといった話にはまと

まりませんでした、私たちは。その中でい

くつか話が出てきたんですが、道路の話も

出てきました。東村山駅に大きなマンショ

ンがあるのは皆さんご存知だと思うんです

が、やはりあれは景観上よろしくないね、

というお話もあるし、いやあれはランドマ

ークなので、あそこが東村山なんだという

いろんな意見があるんですけれども、その

中で何でも物事には、一つ何かやれば、良

い面と、いやそれは困ったなという両面が

必ず出てくると思うんですね。それで、あ

そこに上がって周りを見渡すと、ここはど

こなんだろうというくらい、予想した風景

と違う、素晴らしい風景が見ることができ

るんです。あれがあるが故に不愉快な思い

をしているという方も多分たくさんいるな

と推測がされるので、一つの非常に短絡的

なアイディアなんですが、一年間とは言い

ませんが日によっては、あそこの屋上から、

せめて眺めるくらいのことはさせてもらえ

ないかという話がありました。それが一つ。

それからやはり一番大事なことは、市民の

関心、気持ちの問題ですね。これが市に向

いていないという、特に若い方に多いと思

います。そこで大事なのは、どこでもやっ

ていることですがお祭りが大事だろうと

我々は思っていまして、そういうお祭りを

したらどうかと。名前を、今「産業まつり」

とかいう名前でやっていますけれども、「里

に八国まつり」とか、里に八国という言葉

を、あるいは他にもっといいアイディアが

あれば。言葉ありきの世界なので、そうい

う市民の気持ちを束ねるコンセプト、ワー

ドを探したらどうかというのが私たちの意

見です。ありがとうございました。 
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Ｃグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃグループの発表でございます。まず１

番のみんなで支え助け合う、これに２つ、

それと最後の、みんなが快適に暮らせる、

活力と魅力にあふれたまちというところに

３つ、というかたちになりました。それぞ

れ意見を発表します。 

１番の方はですね、高齢者の健康、気楽

に運動ができる公園の設備という意見と、

空いてる時間を提供するために、市内での

コーディネート、つまり人材部分でのコー

ディネートが欲しい。子育て、保育園の数

も大切だが内容の充実が大切ではないか、

という意見が出ております。この中には、

高齢者がひきこもりにならないように、い

かにして外に出られるようにするかという

環境の整備が大切だということでした。 

道路の方ですけれども、道路交通の整備、

バス停やルートの整備が一番大切である。

人口減少の対策のためにも、道路整備を行

い、人が住みやすいまちにしていこう。市

の目玉になるような大きな祭りを開催し、

イベントを定着させていく。あと、地域に

よっては防災上の問題から消防車の入れな

いような地域も依然ある。交通のアクセス 

 

 

 

を確保することが非常に大切だということ

も出ておりました。この問題に関して言う

と、富士見地区とかでは今、大きなマンシ

ョンが建ち始めています。１棟、２棟、３

棟と、すでに１９０何世帯とか、２００世

帯とか来年から入ってこられる、と。する

と当然、ここには人・モノ・カネと言いま

すか、人も来られて、道路も必要になり、

車も入ってくる。こういうことに対する対

策をどういうかたちでしていただくかとい

うのも我々としてもぜひともお願いしたい

と思っている次第です。やはり我々が住ん

でる東村山を少しでも良い地域、一人でも

多くの方が住んで良かったと思える地域に

するために何が必要かを考えていただきた

い。以上です。 
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Ｄグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄグループでは子育て関係が４つと、道

路関係の話が２つ出ました。 

子育て支援としては、安心して共働きを

して、子どもを預けられて、子育てができ

るようなまちにしたいということで、ベッ

ドタウンとして子育てを他市に比べて優れ

ているよということをＰＲすることで、子

育て世代を周りから引き込んでくる。それ

によって税収が増えて、高齢者の方にもメ

リットがありますよということが話で出ま

した。あとは、十分な数の保育園や幼稚園

を用意するのは、財政の健全化が必要です

が、お金をかけないで預けられるアイディ

アとして、住民参加型保育として、高齢者

のボランティアの方や地域のコミュニティ

で、たとえば学童保育とかで時間が終わっ

たりそれから２０～３０分、１時間預かっ

てもらえるようなところを登録して預かっ

てもらうなどすれば、お金をかけずに安心

して子どもを預けられんじゃないかという

意見が出ました。 

あとは、道路関係なんですけれども、さ

くら通りの自転車レーン、きれいに整備さ

れていますけれども、ああいったきれいな

自転車レーンがあっても、車が通ってる中、

子どもが走ったり子育ての赤ちゃんを連れ

たお母さんが走るのは不安があるので、あ

あいったものを物理的に縁石などで保護し

てあげた方がいいのではないかという意見

が出ました。また、東村山は幹線道路と生

活道路などで非常に差があって、幹線道路

から車が多く入ってくるということで、住

民以外通行禁止の道路を作って、子どもが

安心して遊べるような道路を作ってあげる

と良いのではないかということが決まりま

した。また、中学生の遊び場がないなどの

話が出まして、昔はお寺の集会所がありま

したけれども今はもうなくなってしまった

ということで、中学生がボランティアで小

学生を見守ったり、イベントの主催、運営

をして、お祭りや出店などをやるようなイ

ベントをやれば活躍できるのではないかと

いうような話も出ました。以上です。 
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Ｅグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｅグループの発表です。今回この５つの

中から、テーマに挙げさせていただいたの

は、大きく分けて２つになります。全国で

言われていますように、大きくポイントを

分けますと、少子、高齢化という、二つに

大きく分けて議論させていただきました。

まずは少子化問題なんですけれど、特に少

子化というよりも、子育てしやすい環境を

まず作ろうじゃないかという意見が多く出

されました。その中では、コミュニティを

使ったり、あるいは高齢者の手を借りよう

とかいう意見がありながら、スペース問題

に関しては、今少子化で空いている空き教

室とか、そういうスペースを利用しながら

有効にそういったものを活用していこうと

いうことで、あとは、はっきりした明確な

ビジョンを立てて、たとえばさっきの待機

児童であれば、これはもう来年は０にする

というように予算の付け方を明確にして、

その保育士やワーカーの方々の給料も含め

て雇用条件も含めて明確な市の指導に基づ

いて、一気に解決してしまってはどうかと

いう意見も同時にありました。あわせて、

そういった環境を整えるという意味では、

病院とか産院も含めて整えていくという 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことが大きい意見としてありました。２つ

目の方は、大きく分けてここも２つありま

す。交通問題と産業活性化問題。市民の方々

はそれぞれ安全に、しかも活性化した生活

をして楽しく暮らすということがベースに

なるので、まず道路環境なんですけれども、

非常に今いろいろ整備されていますので、

そういったところをやっていただくのと同

時に、高齢者でも安心して移動できる、歩

けるようなものもさらに他の地域とは違っ

て特性があるという東村山にしたらどうか。

特に今、歩きづらいとか移動しにくいとい

うことがありますので、整備もそうですけ

れども、同時に我々住民そのものが高齢者

を見守ってサポートするということも、明

日からできるポイントかもしれないので、

他の地域から見て明らかに高齢者が安全に

移動出来てるねというまちにしたらどうか

という意見。それから東村山には、産業、

特産物がこれだけあるので、それをもっと

もっと打ち出していって、産業自体も活性

化して、収入源も増やして、高齢者が安全

に移動出来て、子育てしやすいまちという

ことで東村山を印象付けていったらどうだ

ろうという意見が出ました。 



東村山市版株主総会 実施報告書 

26 

Ｆグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ｆグループの発表をしたいと思います。

まず、この市の人口構造が１０年間でずい

ぶん高齢者が増えたというお話がございま

した。それは当然のことだと思います。し

かし、この高齢者の中には、いわゆる社会

年齢からすれば、自分の健康のためにいろ

んなことができるご老人というのは大勢い

らっしゃるのだから、その活用というか、

大変申し訳ないんだけれども、何かそうい

う方々に向く仕事をまちとしては考えてい

ただかなきゃいけないだろうと思います。  

 それから、人口構造の話しが出ましたけ

れども、２３年から２５年にかけてものす

ごく人口が増えている。これはなぜそうい

うふうになったのか、その分析をして、お

そらく、そのへんにたくさんのアパートが

できた、マンションができた、そういうこ

とだったんじゃないかと思います。そこま

でいって今度は、若い人がどんどん２３区

の方に出ていってしまって、後に残された

のはご老人が多いというのが高齢化の問題

になっていると分析をしております。さて、

市を活性化するために若い人をどんどん呼

び込まなきゃいけない、そのためにはどう

したらいいかということを市としては真剣 

 

 

 

に考えていかなきゃいけない。それは、大

きな会社を誘致するとか、あるいはマンシ

ョンを建てるとか、いろんな方法で若い

方々を呼び込んでいく、そうすると今度は

どういうことになるかというと、ここは本

当に住みやすいまちにしなくちゃいけない。

住みやすいまちの中にはどういうことがあ

るのかと言いますと、道路を整備するとい

うこと、秋津の方には真っ暗な街灯もない

ようなところがたくさんあるんですね。そ

ういう暗いまち、これは環境的に住むよう

なまちではない。こういう点も十分考えて、

明るく、しかも危険のない、老人の方々が

安心して歩けるようなバリアフリーだとか。

特に私が気になっているのは、萩山の西武

園に行くサイクリングロード、これがもの

すごい勢いで自転車が通る。言いたいこと

はいっぱいあるんですが、福祉と高齢、教

育。これは是非力を入れてやっていただき

たいなと思います。 
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Ｇグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｇグループでは、１、４、５というのが、

主に討論されました。１から申し上げると、

実際に子育て、保育園の方に入れなくて、

仕事ができなかったという方もいらっしゃ

ったりして、それをいかに充実させるかに

よって市の税収もかなりアップしてくるだ

ろうということでございます。それから、

学童とか保育園に関して、高齢者の方で空

いてらっしゃる方いらっしゃるので、お元

気な方もいらっしゃいますので、その方々

をたとえば学童保育のアシスタントにする

とかという意見もございます。それから二

番目として、中学校の給食を作って欲しい

という意見もありました。これは忙しいお

母様達にとっては、中学校で給食が出ると

いうことは負担が少なくなり働ける。働け

る＝市の税収の増加になるということです。

それから、介護保険と健康保険に関しても

意見がありました。介護保険と健康保険を

今、ダブルで払っているんですけれども、

それをたとえば一本化して、元気な人の保

険料と寝たきりの人の保険料とものすごく

違ってくるはずですので、このあたりをな

んとかできないものか、もし国の仕組みで

あれば、それを国に対して申し上げること

はできないかという意見がございます。 

 それから産業に関してですが、産業まつ

りというのを今東村山でもやっていますが、

これをたとえば近隣の市と合同でもっと大

きくして、たくさん人を集める。そしてそ

れをまた同時に観光を、東村山にはいっぱ

いいいところもございますので、観光のま

ちというものを、たとえばボランティアの

方々を募ってガイドさんつきの観光ツアー

を、お天気がいいので菖蒲園観光めぐりと

かをやるということも考えてもよろしいの

ではないかと思います。 

 それから増税の環境を作るということで

すが、これは非常に難しい問題もあると思

いますので、これは市長さんの役割だと思

います。簡単には我々が存じ上げることが

できない、現段階では市民税を上げるくら

いしかないだろうということでございます。 

 それから最後に少子化に伴ってこれから

移民の方が増えてくると思うんですが、移

民の方が増えることによる、生活保護費や

そのあたりのことはきちんとクリアしてい

かなければいけない問題であると思います

ので、これは市の方にきちんと対応を考え

ていただきたいと思います。 
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 最後に、我々の結論としましては、今ま

でに６回やったこの取り組みに関しても、

成果がどういった面で表れているかという

のをきちんと広報していただきたいと思っ

ております。あともう一つは、議員さんを

使ってよい政治にするようにお願いいたし

ます。ありがとうございました。 
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Ｈグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈグループの発表をいたします。１番は

３名の方がいらっしゃいました。１、医療

機関が少ないので増やして欲しい。２、子

どもを出産できるように、産院を増やして

欲しい。３、子育てに対するサポート体制

の整備。２番はどなたもいらっしゃいませ

んでしたが、文化的な施設等の整備、合唱

コンクール等が市内でできる場所がない

というのが皆さんの意見の中で出てきた

ものです。 

３番、１名いらっしゃいました。１、道

路事情が悪いので整備してほしい。子ども

が危なくないように。２、グリーンバスの

増設をしてほしい。３、緑や自然を大切に

してほしい。４、自然をいかすとともに安

心・安全なまちづくりをしてほしい。 

４番は、１名いらっしゃいました。農家

をいかす。１、ミニ農園の整備を。体験農

業で生産緑地を増やす。２、道の駅を作る。

３、他の地域から人を呼び込む施設を作っ

て欲しい４、商業施設を作り、同時にアク

セスの良い道路整備を。５、その他。１名

いらっしゃいました。他の市町村との情報

交換が必要ではないのか。２、市民税など

の納付書の様式が、古い形式でやっている 

 

のをなんとか新しくならないか。３、図書 

館のシステムをもう少し変更できないか。

４、人口減少対策を。５、東村山市のメリ

ットを示す。何か特徴を出す。平均的でな

くともよい。６、高齢者が自分の能力を活

かせるような仕事を紹介して欲しい。７、

西武線の特急が停まるようになったので、

何か活かせないか。８、ひがっしーのＰＲ

を。９、たのしむらやまＰＲを。１０、市

民からいろいろな意見を聞く機関を作っ

てほしい。１１、アンケートを取る時、各

世代に均等に意見を聞いてほしい。１２、

企業が撤退しないように対策を。１３、市

で一生の出来事が完結できるような、まち

づくりをして欲しい。以上でございます。

最後に、なんかこの発表の仕方が、自分の

個人の意見を言われる方が多数いらっし

ゃると思うので、発表の仕方を考えてほし

いと思いますし、この方たちが二人持って

るだけの話なので、発表の仕方がおかしい

と思います。以上でございます。 
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Ｉグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｉグループの発表をします。よろしくお

願いします。出た意見ですが、単身者が住

みやすいまちにしてほしい。コミュニケー

ションの高いまちにしてほしい。また、そ

れに対しての市のサポートをしてほしい。

コミュニケーション能力の高い人間を増

やす人づくりを推進して欲しい。税収を増

やす努力をしてほしい。第一次産業におい

てのブランド品作りを頑張って欲しい。市

は一企業として、人以外からの収入づくり

を考えて欲しい。幼児預かりだけでなく、

小学生の身を寄せられる場所を、学校体育

館などの開放などを考えてほしい、という

ような意見がありました。意見をまとめて、

市はベッドタウンとしてだけの役割では

なく、駅前とかに企業のサテライトオフィ

ス化などの提案など、他の市町村がやって

いないようなことを、東村山市が最初に行

えるようなそういったアイデアを実践し

て欲しいということがありました。市全体

ではなくて、各まちごとの特性・特徴、そ

ういった情報を提示することにより、新規

で入ってくる入居者、住民の方に対しての、

住みやすくなるための手助けをしてほし  

 

 

い、こういった意見がありました。以上で

す。 
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Ｊグループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J グループの発表をします。今回、この

ような機会をいただいて、私自身、自分た

ちの住む地域について考える大変良い機

会となりました。皆さんからの意見を紹介

します。意見が出たのは、自転車用の道路

が少ない、また、バスと鉄道の接続が悪い。

このような、交通の不便に関する意見が大

変多く聞かれました。そして、少し気にな

ったのは、地域に活気が足りない。これは、

企業誘致、大学誘致をするべきだ。獣医学

部を誘致してはどうか。このような意見も

聞かれました。 

皆さんからの意見が圧倒的に集中した

のは、４番目の「みんなが快適に暮らせる

活力と魅力にあふれたまち」についての意

見でした。この交通の不便に対しては、ほ

ぼ皆さん感じていらっしゃるようです。し

かし、市の財政そしてマンパワーには限界

があります。我々は、市民サービスを受け

るだけでなく、積極的に地域行事への参加、

そして子育て支援、あるいは 

見守り、このような、行政に期待するだけ

ではなく、我々も地域一丸となって取り組

むべき問題なのではないかと思います。 

 

そして東村山は自然が豊かで子育てには 

非常に良い環境です。このような、地域が

すでに持っている財産を行政の皆さんに

発信していただくのはもちろんですが、

我々自身も発信者としてＰＲしていくこ

とが大事なのではないかと思います。住み

たいまち・魅力あるまちナンバー１へ！ナ

ンバー１は吉祥寺にお譲りして、ナンバー

２東村山へ！以上、発表を終わります。 
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3)渡部市長よりコメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、グループ討議ならびに意見発表、

大変お疲れさまでございました。今回、グ

ループ討議については１時間以上とれた

んですけれど、さきほどＨグループの方で

したか、発表の時間が少ない、あるいは発

表の仕方がもう少し考えた方がいいんじ

ゃないかというご提案がありましたけれ

ども、たしかに１時間討議して１グループ

あたり３分の発表しかないとなると、時間

が足らなかったかなと思います。ただ、本

当に短時間にいろいろな意見発表いただ

いたことに感謝を申し上げたいと思いま

す。皆さんが日々感じていらっしゃること

と、私の方から説明をさせていただいた市

の現状や課題を踏まえて、こんなことをす

ればもう少し住みよいまちになるんじゃ

ないか、いろいろな新たなご提案をいただ

くことができまして、本当に感謝に絶えな

いところでございます。一部、ご提案いた

だいた中にはすでに市でやっていること

も実はありましたが、ということは逆に言

うと、やっていることを広く市民の皆さん

にＰＲが足りていないということも言え

るのかなということで、Ｉグループの方が

コミュニケーションのことをおっしゃっ

ていましたけれども、市民の皆さんと私た

ち行政のコミュニケーションがまだまだ

足りていないところがいっぱいあるのか

なと思ったところです。 

こういう株主総会のような機会や、あと

私は毎月１回だいたいそれぞれのまちに

お邪魔させていただいて、タウンミーティ

ングとかをやらせていただいているんで

すけれども、より市民の皆さんと積極的に

コミュニケ―ションをとりながら、非常に

難しい局面に置かれている今の東村山、こ

れからどう進んでいったらいいのか、市民

の皆さんと思いを共有しながら、これから

市政運営をしていくことが大事だと思っ

たところです。 

特に、多くいただいたご意見としては、

子育てしやすいまちを作っていく。そのこ

とが逆に人口増になったり、高齢者の皆さ

んにとっても住みよいまちになる。特にハ

ード面でいうと道路の問題というのがか

なりうちのウィークポイントだというこ
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とがあらためて痛感させていただき、ご説

明申し上げたようなかたちで今、基盤整備

を進めておりますので、今後もいただいた

ご意見を踏まえながら、着実に住みよいま

ち、そして市外の方も住んでみたいと思っ

ていただけるようなまちを目指して頑張

っていきたいと思います。市では、だいた

い１０年ごとに総合計画というものを作

らせていただいていて、今、第４次総合計

画の後期、残り３年という時期になってお

ります。今の第４次総合計画が２０２０年

で終了するということで、来年度から実は

また新たな計画づくりをする予定にして

います。とりあえず初年度は基礎的ないろ

いろな統計データを取りまとめたりしな

がら、今までいただいてきた株主総会やタ

ウンミーティングでの市民の意見を集約

したり分析しながらということになりま

すが、おそらく再来年度以降は、こういう

無作為の方で来ていただくのか、いわゆる

希望制になるのかわかりませんけれど、今

後さらに２０２０年から１０年間の計画

を作るにあたっては、いろいろなかたちで

市民の皆さんにご参加いただいてご意見

を頂戴する場をいっぱい作っていく予定

にしておりますので、またこうした株主総

会でご意見やご提案をいただければ有難

いと、そんな風に思っております。いただ

いたご意見、個々にコメントすると時間が

無くなってしまいますので、今日はこの程

度にさせていただいて。いただいた意見、

１番と４番が一番多い。やはり、子育て・

福祉と基盤整備、それからまちの活性化、

産業というところに市民の皆さんが相当

ここは力を入れるべきだと思っていただ

いているということが私としても今日十

分理解できましたので、それを踏まえてこ

れから頑張ってまいりたいと思います。本

当に今日は長時間にわたりまして、まだこ

れから評価をしていただきますけれども、

初めて会った方々同士がこんなに掘り下

げた議論をしていただけて、私としても東

村山の市民の皆さんの持っている力とい

うのはすごいなとあらためて実感させて

いただきました。この市民力をこれからみ

なさんと力を合わせて良いまちを作って

いきたいと思っております。本日はありが

とうございました。 
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４） 意見交換で出された意見（原文掲載） 

①【基本目標 1  みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

（子育て、健康、福祉、地域コミュニティ）】 

1 
・多様な子育て支援方法を用意して欲しい。 

・市として子育て世代（家族）が引っ越して来てくれるような RRを→人口減対策 

2 

・将来子供が暮しやすい東村山市を作る 

・保育園幼稚園を増やす。全員入園出来る様にする 

・財政の改善の推進を合わせて実施することで子供の時代には改善する（終了出来る様

に） 

・住民参加型の市の運営 

3 

・学童クラブのあずかり時間の延長など子育て世代のサポートをお願いしたいと思いま

す。現在は 17時 45分まで。 

・保育園の待機児童（3才，１才）の問題の解消 

・他の自治体との差別化を図る 

4 

安心して産み育てられる（保育園安くすぐ入れる，学童保育，安心できる公立学校） 

地域に愛着を（見守り，祭，地域活動） 

マイノリティにやさしい街（そうたい的貧困，LGBT，障がい者） 

5 

・介護保険料（６５才以上）が高額である。介護を受けている人と受けていない人で差

が有っても良いのではないか。 

・寝たきりにならないような健康な身体作り 

6 

１．学校環境の整備 教室外グランド，校舎等 

２．萩山駅北口遊歩道と車道の整備 

３．若い人を呼び込む施策 

４．社会的弱者活用施策 

7 

人口減少に歯止めをかけることが必要。魅力ある町にするために子育てに特化すること

は可能では。財政的に厳しい状況は簡単には避けられそうにない。あまりお金をかけず

にできることが子育て，福祉かと思う。 

8 
・若者が住みやすい環境を整える。保育園→０才からの，医療ヒ 

・人口増加を考える 

9 

・孫が小四と高一ですのでこれからが心配です。 

・高令になるので家族に手をわずらわせるのが心配です。 

・地域のボランティアをして居りますので今は楽しくやって居ります。 

10 

最大の課題は少子化対策にあると思います。 

現在色々と施策が進められていますが何か総括的な感じを受けます。 

待機児童対策にしてもまだ解消されておらず将来の児童数を推計して余裕をもった受

け入れ体制を早期に考える等国の施策を待つのではなく手本となるような独自の対策

も進めるべきだと考えます。 

11 
・町内での交流を密にしてコミュニティーの場の充実をはかったら良いのでは？ 

・子育てにしても健康にしてもまず近場の町内からだと思います。 
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12 高齢者（経験者）を待機児童の減少のため参加 

13 

①末永く健康でいていただきたい。 

②元気であれば 70～80歳まで働いてほしい 

①②を具体的にすぐとなると，高齢者が気軽に運動できる用具を公園など身近な所に設

置する（集まるコミュニティーになる） 

２．あいてる時間を，市にいただけませんか？等のキャッチフレーズでとくいな分野で

活躍していただく。 

市のテーマ，”人と人とのみどりが響きあい笑顔あふれる東村山“テーマにそって 

14 
バリアフリー，学生の保護に力を入れる。 

歩道の断差（２センチ以上の）を無くす。飲食店の階段に手摺り設置に補助をつける。 

15 

・子育て：保育園の数の充実は大切だが，内容も重要→保育時間，休日，病児 

     東村山市の場合，都心への勤務をしていることも多いと思う。通勤を考える

と長時間みてもらえる方が大切 

・健康福祉：健康寿命を意識してほしい。高齢者が家へひきこもることは健康面で負の

連鎖となるため外にでていきやすい環境をととのえる 

16 

市からのサービスを受けるだけでなく，市民自らが地域で取組みを広げる 

・高齢者の見守り 

・地域の行事 

・子どもの支援（学習，食事） 

17 
単身者も利用しやすい福祉サービスをお願いしたい（例えば介護士さんが積極的に声か

けしてくれるとか） 

18 

地域コミュニティ活動にどういったものがあり，どうやって参加するのかがわかりやす

いといいと思った。 

例えばお祭りにしても，準備の段階から参加したいと思うが，どうやって参加できるの

かもわからない。昔から住んでいる人と新しく住み始めた人がもっと交流できるような

方法を考えたい。回覧板は一軒家のみ？どこに情報を取りに行けばよいのか情報は欲し

い。 

19 

・コミュニケーション能力を高めて，お互いに助け合う意識をもっともってもらうこと

をまず進めるべき。 

・自助，共助の意識を高める仕組み，しかけを考え，人材を育てるようにして欲しい。 

・特に子育て，福祉分野について審議会以上株主総会未満ぐらいは意見交換の場をつく

るべき。 

20 

私の孫のことですが，産院が秋津町（市になく）東所沢にて出産します。市の医院がた

しか桜通りにできると聞いていたのですが，ぜひ医療機かんをお願いしたい。私達夫婦

も高令者になり健康が気になり病院が必要です。 

21 

子育て健康は枠ぐみをはずし，タテ，横，ナナメで取り組んで欲しいです。 

例えば，子育て⇔福祉 待機児童数の変化はあるが，健常児ばかりではなく… 

地域コミュニティ⇔健康 
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22 

暮らしやすい市でありつづけるためにはバランスの良い人口構成（子育て世代の住みや

すい，移り住みたいと思える街にすることにより）への取り組みに注力する必要がある

と思う。あわせて高齢世代（自分たちの年代も含めて）そこに関わっていくしくみづく

り（市長のお話にもありました）の具体策を早急に打ち出していっていただきたい。 

23 
・子育てや介護などケアの部分と仕事が両立できるための支援策に取り組むべき 

・市民の力を活用できる協働のしくみを作ってほしい 

24 

・仕事を増やしたい。子供が安全に放課後すごせるようにして頂きたい。仕事，子育て

の両立 

・団塊の方々，シルバーの方々の知恵や知識を聞ける所，学べる所がほしい。 

・中学校の給食を出してほしい。 

25 
子育てに関して，待機児童は減少している様ですが，実際働こうと思ったら学童に預け

られる保障がないので働く事が難しかった。 

 

②【基本目標 2 みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち 

（教育、文化、芸術、生涯学習、スポーツ、歴史、伝統）】 

1 
運動公園の整備を行ってほしい 

・サッカー，ラグビーができるグラウンドの整備 

2 

人口増によって財政収支良化及び町のにぎわい，活性化を図る。 

この事で，老齢化対策，インフラ再整備を。 

その為には若い世代が住みやすくする為にも教育レベルの向上，教育格差解消による貧

困化防止。 

 

③【基本目標 3 みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

（防災、防犯、みどり、環境、ごみ、消費生活）】 

1 
外燈が暗いのでもう少し低くできたらと思う 

電柱の標示が読みにくいので大文字にしてほしい 

2 
豊かな自然を生かした環境等本当の意味 

郊外都市であるべきだと思います 

3 

自然環境，緑地，農地の保ぜん 

・富士山の見える環境を残してほしい。そのための建築物の高さ制限など。 

・空堀川沿いに水辺の散歩道の整備 

・市民農園を増やしてほしい 
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④【基本目標 4 みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

（道路、交通、基盤整備、農業、商工業、観光、情報環境）】 

1 

自転車専用レーンと自動車の区分を色分けではなく，縁石で分ける等の工夫を！路中の

場合危い。 

市道で事業中の部分で一部立ち退き待ちの部分の完成を待つのではなく，開発部分のみ

共用開始を！ 

2 

・西口バス通りの道路拡張（歩道の確保） 

・コミュニティバスのルート拡大（例：東村山駅～西武園 or 武蔵大和 etc） 

・踏切の歩道拡張 

3 

生きがいや楽しく生活するとなると，収入の活力が不可欠。大企業がない東村山市では

一人ひとりが豊かになる事が重要。そうなれば健康や文化，安全等も良い影響が出ると

思うから。IT化は先進的に取り入れた方が良い！ 

4 
商店が無くなると夜が暗くなり外灯が無く足もとはあぶない。外出が出来なくなり淋し

い 

5 

・道路，交通が整備されれば新たなる住宅環境に関わり，住みたい町東村山により多く

の人口増につながる 

・新しい道路の整備開通を望みます（１部分開通されていない） 

・交通網も（バス便）つくられるのでは 

6 
人口減少対策の為にも，交通基盤整備が大切な政策だと考えます。人が住みやすい町に

しなければ人口増加は達成出来ないと考えます。 

7 

特に財政的に危急にこまっている訳ではなく，これからの市政の中で作り上げていく時

だと思う。この界わいで一番の大きな祭りをやっていけば。特に東村山市は目立つ事が

必要だと思う。 

8 

産業を盛んにして雇用を増し，税収を上げる 

交通の便を良くし，行動範囲を広げる 

私立学校を誘致し，活気づける 

西武鉄道の踏切を立体にする 

生活道路が狭く歩行者は危険である 

9 

・野菜のブランド化 

・自然とのふれあい 

東村山市は自然に気軽に触れ合えるといった特色ある地域です。都心から比較的近く。 

市民のみなさんをはじめとしてもっとたくさんの方々に訪れてほしいです。 

10 

・市の魅力度をアップする広報，PR 

・     〃     市の特産品開発，農業の活用，観光 PR 

交通の利便性を上げるコミュニティバスの増設，駅前整備，西武線との協働，鉄道とバ

スの連携 

・都心部からの住み替え世帯を取り込める施策，住宅地の魅力度アップ 
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11 

道路交通法の変更で自転車が車道を通るようになりました。非常に車との間隔が狭く，

危険な状況です。子供，高齢者の安全，安心な町としては不十分です。 

・自転車道路と車道を分けて欲しい 

・計画決定道路を具体化して欲しい 

12 
税収を増やすため，企業の誘致等観光，住民増加 

使えるお金をアップさせ，使える用途を増やし，豊かな市を目指す 

13 市民と財政が特に力を入れるべきだと思います 

14 

幹線道路の整備→公共交通機関の充実→通勤便利！ 

道の駅など，他市からも来たくなる様な直売所を作り，市をアピールする 

↓ 

住みたい！と思わせる街づくり 

15 
遅れている公共事業を進め，法人税の歳入が少ないとの事なので，得意そうな農業等で

事業法人の受け入れ等に助せい金を出す等して，働く人口を増やして税収入を得る。 

16 

・住みやすい町であれば人も集まりそれによって活気が出ていきいきと生活できる町に

なると思う 

・財力のある町になればそれに合わせて協力しようと思う気持ちもうまれ安全な町とな

っていくのではないか？ 

17 

計画だけでなく，いつまでに実行するのか明確にしてほしい。 

LED照明は防犯にもつながるので，どんどん設置すべき。 

武蔵野線通りが暗すぎる。→中学生の下校時見えない。 

18 

東村山市を日本へ世界へ発信できる取り組み 

・ソースもOK。農作物 

・観光に来ていただけるよう名所の掘りおこし 

・フェイスブック等の活用 

・一方通行の道路の見直し（野火止用水には一方通行がぶつかりあう交差点がある） 

19  
道路を含む市全体のバリアフリーをすすめ，すべての市民が移動や買い物などに不便を

感じず安心して生活できるようにすること。 

20 行政でしか出来ない事。４テーマ総て大事。プライオリティ順で 

21 

・西武線が充実しており会社勤めの人も多いと思うので，道路整備がしっかりできたら

車勤務の人が増えて世帯が増えるかも。 

・小～中学校，また電車通いの学生も多いと思うので，道や通学路が整備されたら暮ら

しやすいと思う（踏切など） 

22 

・東村山市は公園等の緑が多く，正福寺の歴史的建造物もあり，観光に活用（商工業も

含む） 

・市内はまだ畑も多く，地産地消の活用 

・他から住宅を充実させ住民を呼び込み人口増を計る 
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⑤【その他（行財政改革、協働等）】 

1 
できるだけ市が収入を得られる努力をする。総会をうたう以上企業として考えもうける

仕組みをつくらなければならない。 

２ 

他の市区町村等と積極的に情報交換をするべきである。 

１．2012 年頃まで職務で行っていたが，「市民税の納付書」が唯一東村山市だけ手書

きであり恥ずかしい思いをした。 

２．月数回図書館へ通っている。小平市では，読書テーブルを確保する場合必ず読書カ

ードを預ける必要がある。つまり入館書でも積認ある行動「監視の目」を意識させる方

向にすべきだ。ちなみに東村山市中央図書館ではフリーパス。危まった個人情報保護な

のでないのか。 

３ 

支出の適切化だけではじり貧と考える。そのためにも収入増に向けた施策が必要。 

→労働・精算人口増に向けた対策（人口減というが世帯数増の理由は？） 

子どもたちは他の自治体に比べ定着しているのか？（比較的公共交通状況は良いと思

われるが） 

4 日曜日に役所の業務を行って欲しい 

5 

・少子化高齢化に伴い 

・外国人の居住者が全国的にも増加している（移民政策） 

・そういう中北朝鮮の危機等もあり，今後，移民，難民に関して市はどういう取組をす

るのか？ 

・例えば，住民投票，生活保護費の例など具体的な方策はあるのかどうか？ 

・市民の定義をどこまで拡大するのか？自治基本条例，住民投票条例などの条例の見直

し等も考えられるか？ 

6 
個人的には地域コミュニティバス等中心地への足の増便を希望 

多くの声がある事は現実 

7 

・市歳入UPをはかる方法の検討 

ふるさと納税，見返りは市内での買い物になんでも使える金券 

・退職者等元気な高齢者の know howの有効活用 

・学生のよびこみ 
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３．参加者による評価（投票） 

評価の方法 

市長による市政報告と意見交換・意見発表を通し、当日の参加者から、市政運営全般に

対して、投票により 5 段階で評価していただきました。また、評価理由についても任意で

記入していただきました。 

 各段階の配点は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 5点･･･非常によくやっている 

 4点･･･よくやっている 

 3点･･･ふつう 

 2点･･･物足りない 

 1点･･･全く物足りない 

 

 

 

 

 

評価の考え方 

 評価の合計点を有効投票数で割った平均点を評価結果としました。 

 

評価結果、ご意見への対応 

 株主総会でいただいた評価結果やご意見、その他行財政の状況等を踏まえた上で、市長・

副市長・教育長の期末手当の支給水準を下げるための条例を議会に提出するかどうかにつ

いて判断し、決定することとします。 
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４．評価結果発表 

評価結果 

 参加者による評価（投票）の結果は、下記のとおりでした。 

 

合計点 
 

÷ 
 

有効投票数 
 

＝ 
 

平均点 

２０５点 ５５票 ３．７３点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価理由（原文掲載） 

【5点 非常によくやっている】 

1 市を身近な所と感じました。ありがとうございました。 

2 

市政をとり巻く状況は明るくない中で頑張っていただけていると思います。株主総会を

通じて、市政と市民、また市民同士コミュニケーションが大切であると感じました。今

後もこのような機会を数多く行って下さい。 

3 
東村山市の財政の事が良くわかりました。住んでいて道路整備、子育て（未就学児）が

整っている事も実感します。要望もありますが住みやすいと思っております。 

4 情報公開を今後も判りやすく示して欲しいと思いました。 

5 
タウンミーティングや株主総会など市民の意見を聞くのは、たいへん良いことだと思い

ます。 

6 その割に市民意識が足りないと思った。 

点数 票数 小計 

 5点 非常によくやっている 10票 50点 

4点 よくやっている 27票 108点 

3点 ふつう 12票 36点 

2点 物足りない 5票 10点 

 1点 全く物足りない 1票 1点 

白票・無効票 ０票 ０点 
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7 
タウンミーティングや今回の総会など、市民の声を聞こうとする姿勢が大切であると思

います。市長のおっしゃった市民のための行政のあり方が大切だと思います。 

8 市民の意見を直に聞く、頑張っているので良いと思います。 

9 今後の期待も含めて５にしました。 

10 

参加者は皆東村山愛がすごい。基本的に市政は頑張っている結果だと思います。もっと

良くしたい意見ばかりでした。緑が多く、ゴミのないキレイな町の実現を例に少子化、

高齢化も解決できそう。 

 

【4点 よくやっている】 

1 
株主総会という市民と東村山市とのコミニュケ―ションツールは大事なものであると

思います。今後も続けていき行政に反映させて下さい。 

2 
市長の話も良く分かりましたし、財政問題も分かりました。今後、取組んで頂けるとい

う事で、頑張って下さい。 

3 今回のような会議を開催出来る意識レベルを評価します。 

4 
市長が色々な活動をしているのがフェイスブック等で見られるのでよい。借金を減らす

努力をしているのがよくわかった。 

5 現在の税収で、市民満足度向上につながる事業を展開しているから。 

6 市長の講演等を聴いて判断した。 

7 

こういった機会を設けてもらう事で、より住民の思いや声を吸い上げてもらっているよ

うに思います。東村山に住んで本当によかったなと思えるようによりよい町づくりに協

力出来ればと思います。 

8 よくやっていると思います。次の１０年間の計画に反映されれば嬉しいですね。 

9 市の負債を減らしてきている実績を評価して。 

10 
市長が市民の声を聞こうとする姿勢はすばらしいと思うが今日の説明だけで評価する

のは難しいと感じる。 

11 
よくやっていると思える。「やっていますよォー」感がなくもないが、休日出勤御苦労

様でしたと言えると思います。 

12 

市長が自らの言葉で市政について語り、またタウンミーティングなども積極的に行うな

ど、前面に出て市を良くしようとする姿勢を前向きにとらえたい。５点でないのは、子

育て環境の整備をよりいっそう進めていただきたいため。 

13 
タウンミーティングよく続いています。若い人の話し合いをするように。人口減につな

がります。 

14 市の財政問題を休みの日にもかかわらず出て来て解決に向けている様に思えた。 

15 市長が当選以来財政を健全化している。 

16 

不足は無いと思うが、さらに魅力や希望を感じさせていただける部分にものたりなさを

感じる。株主総会実施を考案されるぐらい先見性アイディアをお持ちの市長にさらに期

待しております。 
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17 
ここ数年市内が発展していると思います。（その結果が表われている。充分ではないか

も） 

18 この様なことは大変だと思う 良い発想だ 市民が参加出来る。 

19 

今回の株主総会をはじめ市民の声をひろおうと努力されていることがわかった。市長の

はじめの話に、議論がひっぱられる（促される）可能性はすこしあると思った。でも、

市政に興味がもててよかったです。 

20 市長就任依頼貯金等の赤字が減っている。評価できます。道路状況が緩和されそうです。 

21 
初めての事でよく解らないけどこうシステムがあるという事を知り得たという事が一

番だと思っています。 

22 おもしろい、会だと思いますが・・・！ 

23 

市政運営が大変難しいものであることがわかりました。国政、都政は、スポットライト

が当たりやすいですが、市政に関しては日かげになりがちです。わたなべ市長はうまい

と思いました。 

24 市民の意見をとり入れようとする考え方。→良いと思います。 

25 
全般的に良くやっている今後もお願いしたい初めての機会をいただきましたが楽しか

った（グループの仲間） 

26 
市民の意見を知る機会を積極的につくっていることで、市がすすめようとしている施策

と市民が望んでいる内容（道路について等）が一致している点が多い。 

27 市長の９年の御努力に感心致しました。 

 

【3点 ふつう】 

1 
他の市に比してこれが東村山だというユニーク性が不足している、並み、という事。も

う少し頑張りましょう 

2 
改善すべき所はまだまだある中、大きな部分としてはしているかと思うけど、細かい所

やもう少し市民の考えを考えた上で更に運営してもらえたらと思います。 

3 
市民と積極的に交流する姿勢については非常に高く評価できる。しかし、現実的には不

可避な市民要望と行政の限界の差について説明が不足していると感じた。 

4 
東村山ならでは、というような政策がなかったから。どこの市でも直面しているような

課題と、それに対する政策に特別な姿勢は見えないような気がした。 

5 
色々と多方面にわたる施策を進められそれなりの成果がでていると思いますが（総合計

画）住民満足度等の調査で明確な変化が現われるところまでに至っていない 

6 

本当は３．５ですが…渡部市長になられてから住みやすい町・街になっていると思いま

す。ですが、スピードのある市政運営をお願いします。対策されても受けられる年代で

なくなってしまったりすることも… 

7 意欲は認めるが、成果が伴っていない 

8 
まだ改善すべき点もあると思うので。よくやっているとは思うのですが少しきびしくし

ました。 

9 同じ市内でも格差があると思うので。 

10 株主総会をおこなって出た市としての Action がまったく見えない。 
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11 （無記入） 

12 （無記入） 

 

【2点 物足りない】 

1 

普通に近い２で付けさせていただきました。財政的に厳しいことは充分に承知しており

ますので、メリハリを付けて工夫とＰＲ活動に力を入れていってください。期待を込め

た２です。 

2 もうひとつよくわからない 活力がみられない 

3 
市長より市の直面する課題の説明は詳細にあるもののそれへの具体的有効な対策につ

いての説明・実績証明が不十分であった。 

4 財政状況の改善不足。 

5 
本当に仕事をしたい人が誰でも安心して子供を預けられて、子育てしやすい街にしてほ

しいと切に願います。 

 

【1点 全く物足りない】 

1 
株主総会自体は評価出来るが、市政報告については、自己満足の評価の様な気がする。

マイナス面（悪化、未達成等）についても説明が欲しい。 
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５．評価結果に対するコメント及び参加のお礼

 

皆さん、ご投票ありがとうございました。

今回、率直に言って、非常に高い得点を入

れてくださった方が多かったので、ちょっ

とびっくりしています。もちろん、「全く物

足りない」という方が１人、「物足りない」

と感じてらっしゃる方が５人いらっしゃる

んですけれども、市役所、市長はじめ職員

が概ね良くやっているんじゃないかという

ふうに思っていただいた方が、５５人のう

ち２７人ということなので、ほぼ半分くら

いの方が、市役所頑張っているねと思って

いただけているということは本当にありが

たく、我々それから職員にとっても励みに

なることだと思います。もちろん、様々な

課題がありますし、市民の皆さんも暮らし

ておられる面で、いろんなご不満、あるい

はここはちょっとなと思われることは多々

あるかとは思います。ただ、我々も市民の

皆さんの声に真摯に耳を傾けながら、一つ

一つ丁寧に問題解決し、少子高齢化、人口

減少、それからこれから施設の再生という

ような大きな課題があったり、市民の満足

度がなかなか高くないところもありますけ

れども、そうした課題をひとつひとつ乗り

越えながら、市民の皆さんに、何人かの方

が発表の中で言っていただきましたけれど

も、これからも住みたい、住み続けたい、

そして今、市外にお暮しの市民の皆さんに

とっても、このまちはいいまちなんだなと、 

 

 

 

そんなアピールが我々としてももできるよ

うにこれからまた頑張らせていただきたい

と思っております。 

 今回の評価で、率直に申し上げて、私ど

ものボーナスを下げる議案を議会に出さな

くてすみましたので本当にありがたく思っ

ておりますが、これに甘んじることなく、

さらに誠心誠意東村山市民の皆さまのため

に我々市役所一丸となってこれからも働か

せていただく所存でございますので、引き

続き、第５次の総合計画等の策定にあたっ

ては皆さんにご意見、お知恵をいただく場

面もあろうかと思いますので、引き続きご

指導とご協力をお願い申し上げて、最後の

お礼のご挨拶に代えさせて頂きたいと思い

ます。本日は長時間にわたりまして皆さん

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     



東村山市版株主総会 実施報告書  

46 

Ⅲ．アンケート結果 

 

市政報告や意見交換・意見発表等、株主総会の取り組みによる参加者のオーナー意識の

変化等を把握するため、参加者に対して事前アンケート、事後アンケートを実施しました。

（傍聴者については、傍聴者用アンケートを実施） 

この結果は、株主総会の効果や改善点等を検証し、今後の取り組みに活かしていくこと

とします。 

なお、本文、グラフ中の数字は、小数点以下第 2位を四捨五入して端数処理を行ってい

るため、各回答の割合の合計が 100%にならない場合があります。また、複数回答の設問

では、各回答の割合の合計が 100%にならない場合があります。 

（各アンケート用紙、単純集計結果は、５９ページ以降参照） 

 

 

 

 

 

調査段階 回答者 配付時期 回収時期 

事前アンケート 参加者 株主総会一週間前に送付 株主総会開会前、受付にて回収  

事後アンケート 参加者 
株主総会当日、受付にて

配付  
株主総会閉会後、会場内にて回収  

傍聴者用アンケート 傍聴者 
株主総会当日、受付にて

配付  
株主総会閉会後、会場内にて回収  
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男性

54.4%

女性

43.9%

無回答

1.8%

回答者属性（事前アンケート） 

 

 住所・性別・年代 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「東村山市版株主総会」に参加しようと思った理由は何ですか。（複数回答可） 

（事前アンケート設問１） 

 

1

16

24

15

1

0 5 10 15 20 25

10代・20代

30代・40代

50代・60代

70代以上

無回答

0.0%

3.5%

7.0%

17.5%

28.1%

38.6%

70.2%

0.0% 30.0% 60.0% 90.0%

無回答

その他

市政運営全般に対する評価を投票できるから

市長が説明するから

無作為抽出で選ばれたから

市の施策や財政状況に興味があるから

「東村山市版株主総会のご案内」を見て

興味が湧いたから

ｎ＝57 

複数回答計 94 

0 

1 

2 

2 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

7 

11 

0 5 10 15

多摩湖町

廻田町

本町

諏訪町

萩山町

栄町

野口町

秋津町

恩多町

青葉町

富士見町

美住町

久米川町

計57名

男性：31名 

女性：25名 

無回答：1名 

（人） （人） 
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市政に対する実感・市政との関わりを検証する設問 

 

 市政に対してどの程度関心がありますか。（事前アンケート設問 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「全く関心がない」「無回答」は 0％ 

 

 市政に対して意見を提出する方法のうち、知っている方法は何ですか。（複数回答可） 

（事前アンケート設問 3） 

 

0.0%

1.8%

12.3%

14.0%

22.8%

26.3%

35.1%

36.8%

45.6%

45.6%

52.6%

0.0% 30.0% 60.0%

無回答

その他

知らない

市民説明会・

ワークショップ等への参加

計画（案）等への意見募集

（パブリックコメント）

議員・自治会を通しての要望

市長へのＥメール

市の窓口や電話

市のホームページの意見記入欄

市長への手紙

タウンミーティング

（市民と市長の対話集会）への参加

非常に

関心がある

15.8%

ある程度

関心がある

75.4%

あまり

関心が

ない

8.8%

 「非常に関心がある」「ある程度関心があ

る」を合わせ、90％以上の参加者が市政に

関心を持っていたことが分かります。 

 事前アンケート設問 1では、参加理由とし

て「市の施策や財政状況に興味があるから」

は 38.6％に留まっていましたが、実際には

多くの参加者が何らか市政に関心を持って

いることが伺えます。 

ｎ＝57 

複数回答計 167 
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 ＜事前アンケート設問 3 で「知らない」以外のいずれかを選択したかたのみ回答＞ 

市政に対して意見を提出する方法のうち、利用したことのある方法は何ですか。 

（複数回答可）（事前アンケート設問 4） 

 
 

 80％以上の参加者が、市政に対して意見を提出する方法を何らか知っていました。 

 知られていた方法のうち、「市長への手紙」や「市のホームページの意見記入欄」などについて

は、認知度が高い一方で、「計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）「市民説明会・ワ

ークショップ等への参加」という、市が積極的に意見を募集するものについては、認知度が比較

的低い結果となりました。 

 市が積極的に意見を募集するものについて、今後周知の工夫が必要と考えます。 

 利用したことのある方法については、「議員・自治会を通しての要望」「タウンミーティング（市

民と市長の対話集会）への参加」といった、身近な場所（地元）で、直接口頭で伝える方法が、

比較的利用されていることが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.0%

2.0%

4.0%

4.0%

6.0%

6.0%

6.0%

8.0%

10.0%

18.0%

68.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

無回答

市のホームページの意見記入欄

市長へのＥメール

計画（案）等への意見募集

（パブリックコメント）

その他

市長への手紙

市民説明会・

ワークショップ等への参加

市の窓口や電話

タウンミーティング

（市民と市長の対話集会）への参加

議員・自治会を通しての要望

利用したことが無い

ｎ＝50 

複数回答計 73 
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 市民の声は市政に反映されていると思いますか。 

（事前アンケート設問 5、事後アンケート設問 1） 

 
 

 「わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）」が、事前の 42.1％に対し、事後は

14.5％に減少しています。 

 「反映されていると思う」「ある程度反映されていると思う」の合計が、事前の 36.8％に対し、

事後は 69.1％に増加しています。 

 株主総会に参加し、市長からの市政報告を受けたことや、参加者同士の意見交換を行ったことに

より、事前アンケートで「わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）」としていた

参加者の多くが、市政に対して何らかの印象を抱き、中でも「反映されていると思う」「ある程

度反映されていると思う」という印象になった参加者が多いことが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3%

反映されていると思う

0.0%

61.8%

ある程度

反映されていると思う

36.8%

12.7%

あまり

反映されてい

ないと思う

19.3%

1.8%

反映されて

いないと思う, 0.0%

14.5%

わからない

（市政に対する印象や評

価を持っていない）

42.1%

1.8%

無回答

1.8%

0% 100%

事後

アンケート

事前

アンケート
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 東村山市の課題の解決のために、あなた自身が参加したいと思う活動は何ですか。 

（複数回答可）（事前アンケート設問 6、事後アンケート設問２） 

 

 

 事前に対し事後の割合が増加した活動が４つあり、ほとんど全ての活動において参加したいと思

う割合が増えました。 

 株主総会を通して意識が変わり、何らかの活動に参加したいと思ってくださった方が多くいたこ

とが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8%

1.8%

0.0%

20.0%

41.8%

32.7%

52.7%

52.7%

0.0%

7.0%

8.8%

19.3%

33.3%

35.1%

35.1%

42.1%

0.0% 25.0% 50.0% 75.0%

無回答

その他

特に参加したくない

市民公募の会議等の

委員となる

地域のボランティア

活動等に参加する

アンケートやパブリック

コメントを提出する

市と市民が協力して

行う活動に参加する

タウンミーティングや

説明会等に出席する

事前アンケート 事後アンケート

（事前アンケート） 

ｎ＝57、複数回答計103 

（事後アンケート） 

ｎ＝55、複数回答計112 
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 市の財政状況について、どのように認識していますか。 

（事前アンケート設問 7、事後アンケート設問３） 

 
※ 事前アンケートの「余裕があると思う」「無回答」、事後アンケートの「余裕があると思う」「わから

ない」「無回答」は 0％ 

 

 「わからない」が、事前の 14.0％に対し、事後は 0％に減少しています。 

 市政報告を通して、多くの参加者に何らか財政状況に対する認識を持ってもらうことができまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

43.6%

厳しいと思う, 40.4%

40.0%

多少厳しいと思う, 
28.1%

10.9%

普通である

と思う, 
8.8%

5.5%

多少の余裕があると思う, 
8.8%

わからない, 
14.0%

0% 100%

事後

アンケート

事前

アンケート
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株主総会の内容、運営を検証する設問 

 

 市政運営について、知ることができましたか。（事後アンケート設問４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「無回答」は 0％ 

 

 市政に対する関心が高まりましたか。（事後アンケート設問 5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「あまり高まらなかった」「全く高まらなかった」「無回答」は 0％ 

 

 

 

十分に知ること

ができた, 

20.0%

まあ知ることが

できた, 72.7%

あまり知る

ことができ

なかった, 

3.6%

全く知ることができなかった

（期待した内容ではなかった）, 

3.6%

 「十分に知ることができた」「まあ知ること

ができた」を合わせ、90％以上の参加者に

市政運営について知っていただくことがで

きました。 

 一方で「あまり知ることができなかった」

という参加者が 3.6％いたことから、説明

の仕方等について検証・改善する必要はあ

りますが、様々な市民に対し、市の取り組

みを知っていただく良い機会を提供できた

と考えます。 

非常に高まっ

た, 45.5%
まあ高まった, 

54.5%

 「非常に高まった」「まあ高まった」の合計

が、100.0％となりました。 

 今回の株主総会が、「市民に東村山市のオー

ナーであるという意識を高めていただく」

という株主総会の目的達成のために寄与し

たものと言えます。 
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 より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（複数回答可）（事後アンケート設問 6） 

 

 平均して 1人 2つ程度の内容をより詳しく知りたいと思っていることが伺えることから、より

充実した説明や情報が求められています。 

 中でも、「施策・事業の実績」は 50％以上であるため、より分かりやすく充実した説明・情報

提供方法の検討が必要であると考えます。その他、時間等の都合により十分な説明ができなかっ

たことについても、様々な媒体や機会で周知する工夫が必要であると考えます。 

 

 意見交換・意見発表を通じて、今後の市政に対する意見を伝えることができましたか。 

（事後アンケート設問 7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「全くできなかった」は 0％ 

9.1%

0.0%

1.8%

18.2%

20.0%

21.8%

30.9%

49.1%

52.7%

0.0% 30.0% 60.0%

無回答

特にない

その他

人事行政の運営状況

人口動態

他市との比較、

各種ランキング

市民意識調査の結果

財政状況

施策・事業の実績

十分に

できた

25.5%

少しできた

54.5%

あまりでき

なかった

12.7%

無回答7.3%  「十分にできた」「少しできた」を合わせ、

80.0％の参加者に、何らか意見を伝えるこ

とができたと思っていただけました。 

 一方で「あまりできなかった」という参加

者が 12.7％いたことから、より多くの参加

者に意見を伝えることができたと思ってい

ただけるよう、意見交換の進行方法等につ

いて工夫する必要があると考えます。 

ｎ＝55 

複数回答計112 
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はい

54.5%

どちら

とも言

えない

32.7%

いいえ

5.5%

無回答7.3%

 参加者を無作為抽出ではなく公募や自由参加にした場合、参加しようと思いますか。 

（事後アンケート設問 8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 株主総会に参加して良かったと思いますか。（事後アンケート設問 9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「いいえ」は 0％ 

 

 

 

 

 

 

 

はい

90.9%

どちら

とも言

えない

1.8%

無回答

7.3%

 事後アンケート設問 9（本ページ下部参照）

で、90％以上の参加者が「株主総会に参加

して良かった」と回答している一方、この

設問では「はい」が 54.5.％に留まってい

ます。 



東村山市版株主総会 実施報告書 

56 

 今後も株主総会等の市のイベントに参加したいと思いますか。（事後アンケート設問 10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「参加したくない」は 0％ 

 

 今回の株主総会は休日の午後に開催しましたが、今後このような市のイベントに参加し

やすい曜日および時間帯があれば教えて下さい。（複数回答可） 

（事後アンケート設問 11） 

 
 最も多い回答が、今回と同じ「休日の午後」で 54.0％であり、次いで「休日の午前」の 34.0％

となっています。 

 

 

8.0%

6.0%

6.0%

8.0%

10.0%

10.0%

14.0%

26.0%

32.0%

34.0%

54.0%

0.0% 35.0% 70.0%

無回答

平日の午前

土曜日の夜間

休日の夜間

平日の午後

平日の夜間

特にない

土曜日の午前

土曜日の午後

休日の午前

休日の午後

回答割合

機会や予定が合

えば参加したい

87.3%

どちら

とも言

えない

5.5%
無回答

7.3%

ｎ＝55 

複数回答計 104 

 80％の参加者が、「機会や予定が合えば参

加したい」と回答しています。 
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 事後アンケート設問 8～11を総括すると、以下のことが言えます。 

 株主総会は、15万市民の縮図となるよう、参加対象者を無作為抽出で選び、参加者を募集しま

した。これは、幅広い市民の皆さんに市政への関心を持っていただく機会を用意する必要がある

と考えたためです。 

その結果、事前アンケート設問１で、参加理由のうち「市の施策や財政状況に興味があるから」

とした参加者は 38.6％に留まりましたが、一方で事前アンケート設問 2から、参加者の多く

（90％以上）は、元々市政に関心を持っていたことが分かりました。 

 また、参加者の多くは、機会や予定が合えば市のイベントに参加したいと思っていることが分か

りましたが、参加者募集の方法を無作為抽出ではなく公募や自由参加とした場合には、参加した

いという参加者は 54.5％に留まることが分かりました。 

 株主総会のような市のイベントには、土曜日・休日の午後に参加しやすいという結果があること

から、そうした日程で開催すると多くのかたにご参加いただけることが伺えます。しかし、その

場合でも公募や自由参加では参加を遠慮するというかたも多いため、参加者募集の方法として無

作為抽出は有効であることが伺えます。 

 

 

 その他、会の運営や進行等に関してご意見がございましたらご記入ください。 

（事後アンケート設問 12） 

⇒ いただいたご意見については、8０ページ参照。 
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参加申し込みハガキ 
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各アンケート用紙、単純集計結果 

 

   参加証 兼 事前アンケート

　　　　　　　　　　町 性　別 男　・　女

裏面へ続く

参加証

この度は、東村山市版株主総会に参加申し込みいただき、誠にありがとうございます。

当日は、本参加証および同封の資料をお持ちください。

また、下記の事前アンケートにご協力くださいますよう、お願いいたします。

事前アンケート

このアンケートは、株主総会参加前の参加者の意識を調査するものです。
お手数ですが、事前にご記入くださいますよう、お願いいたします。

３．市政に対して意見を提出する方法のうち、知っている方法は何ですか。
　　（○はいくつでも可）

 ア．市長への手紙　　　　イ．市長へのＥメール　　　　ウ．市のホームページの意見記入欄

 エ．計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

 オ．タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

 カ．市民説明会・ワークショップ等への参加　　　　　　キ．議員・自治会を通しての要望

 ク．市の窓口や電話　　　ケ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 コ．知らない

住　所

年　代 10代　　20代　　30代　　40代　　50代　　60代　　70代　　80代以上

１．「東村山市版株主総会」に参加しようと思った理由は何ですか。（○はいくつでも可）

２．市政に対してどの程度関心がありますか。（○は１つだけ）

 ア．非常に関心がある　　　　　　　　　　　　イ．ある程度関心がある

 ウ．あまり関心がない　　　　　　　　　　　　エ．全く関心がない

 ア．市の施策や財政状況に興味があるから　　イ．市政運営全般に対する評価を投票できるから

 ウ．「東村山市版株主総会のご案内」を見て興味が湧いたから　　エ．無作為抽出で選ばれたから

 オ．市長が説明するから　　カ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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 ア．市長への手紙　　　　イ．市長へのＥメール　　　　ウ．市のホームページの意見記入欄

 エ．計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

 オ．タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

 カ．市民説明会・ワークショップ等への参加　　　　　　キ．議員・自治会を通しての要望

 ク．市の窓口や電話　　　ケ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 コ．利用したことがない

４．３．でア～ケのいずれかを選択したかたのみに伺います。市政に対して意見を提出する
　　方法のうち、利用したことのある方法は何ですか。（○はいくつでも可）

株主総会当日、受付にてご提出ください。ご協力ありがとうございます。

５．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

 ア．反映されていると思う　　　　　　　　　　イ．ある程度反映されていると思う

 ウ．あまり反映されていないと思う　　　　　　エ．反映されていないと思う

 オ．わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

 ア．市民公募の会議等の委員となる　　　　　　イ．タウンミーティングや説明会等に出席する

 ウ．市と市民が協力して行う活動に参加する　　エ．アンケートやパブリックコメントを提出する

 オ．地域のボランティア活動等に参加する　　　カ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

 キ．特に参加したくない

６．東村山市の課題の解決のために、あなた自身が参加したいと思う活動は何ですか。
　　（○はいくつでも可）

７．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

 ア．厳しいと思う　　　　　　　　　　　　　　イ．多少厳しいと思う

 ウ．普通であると思う　　　　　　　　　　　　エ．多少の余裕があると思う

 オ．余裕があると思う　　　　　　　　　　　　カ．わからない
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　　　　　　　　　　町 性　別 男　・　女

裏面へ続く

１．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

事後アンケート

本日は、東村山市版株主総会にご参加くださいまして、ありがとうございました。
お疲れのところ恐縮ですが、事後アンケートにご協力くださいますよう、お願いいたします。

住　所

年　代 10代　　20代　　30代　　40代　　50代　　60代　　70代　　80代以上

 ア．反映されていると思う　　　　　　　　　イ．ある程度反映されていると思う

 ウ．あまり反映されていないと思う　　　　　エ．反映されていないと思う

 オ．わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

２．東村山市の課題の解決のために、あなた自身が参加したいと思う活動は何ですか。
　　（○はいくつでも可）

 ア．市民公募の会議等の委員となる　　　　　イ．タウンミーティングや説明会等に出席する

 ウ．市と市民が協力して行う活動に参加する　エ．アンケートやパブリックコメントを提出する

 オ．地域のボランティア活動等に参加する　　カ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

 キ．特に参加したくない

３．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

 ア．厳しいと思う　　　　　　　　　　　　　イ．多少厳しいと思う

 ウ．普通であると思う　　　　　　　　　　　エ．多少の余裕があると思う

 オ．余裕があると思う　　　　　　　　　　　カ．わからない

４．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

 ア．十分に知ることができた　　　　　　　　イ．まあ知ることができた

 ウ．あまり知ることができなかった

 エ．全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

５．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

 ア．非常に高まった　　　　　　　　　　　　イ．まあ高まった

 ウ．あまり高まらなかった　　　　　　　　　エ．全く高まらなかった
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アンケート回収箱に入れてお帰りください。ご協力ありがとうございました。

 ア．十分にできた　　　　　　　　　　　　　イ．少しできた
　
 ウ．あまりできなかった　　　　　　　　　　エ．全くできなかった

８．参加者を無作為抽出ではなく公募や自由参加にした場合、参加しようと思いますか。
　　（○は１つだけ）

 ア．はい　　　　　　　　　　　イ．どちらとも言えない　　　　ウ．いいえ

9．株主総会に参加して良かったと思いますか。（○は１つだけ）

 ア．はい　　　　　　　　　　　イ．どちらとも言えない　　　　ウ．いいえ

10．今後も株主総会等の市のイベントに参加したいと思いますか。（○は１つだけ）

 ア．機会や予定が合えば参加したい　　　イ．どちらとも言えない　　　ウ．参加したくない

11．今回の株主総会は休日の午後に開催しましたが、今後このような市のイベントに参加
      しやすい曜日および時間帯があれば教えて下さい。（○はいくつでも可）

 ア．平日の午前　　　　　　イ．平日の午後　　　　　ウ．平日の夜間

 エ．土曜日の午前　　　　　オ．土曜日の午後　　　　カ．土曜日の夜間
　
 キ．休日の午前　　　　　　ク．休日の午後　　　　　ケ．休日の夜間　　　　　コ．特にない

12．その他、会の運営や進行等に関してご意見がございましたらご記入ください。

７．意見交換・意見発表を通じて、今後の市政に対する意見を伝えることができましたか。
　　（○は１つだけ）

６．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）

 ア．施策・事業の実績　　　　　イ．財政状況　　　　　　　　　ウ．人事行政の運営状況

 エ．市民意識調査の結果　　　　オ．他市との比較、各種ランキング
 
 カ．人口動態　　　　　　　　　キ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 
 ク．特にない
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市内（　　　　　　町）　・　市外（　　　　　　市） 性　別 男　・　女住　所

年　代

１．「東村山市版株主総会」を傍聴しようと思った理由は何ですか。（○はいくつでも可）

 ア．市の施策や財政状況に興味があるから

 イ．東村山市版株主総会の広報（市報、市ホームページ、ポスター等）を見て興味が湧いたから

 ウ．親族、知人が無作為抽出で選ばれたから　　　　　エ．市長が説明するから

 オ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

傍聴者用アンケート

本日は、東村山市版株主総会にご参加くださいまして、ありがとうございました。
お疲れのところ恐縮ですが、アンケートにご協力くださいますよう、お願いいたします。

 ア．反映されていると思う　　　　　　　　　　イ．ある程度反映されていると思う

 ウ．あまり反映されていないと思う　　　　　　エ．反映されていないと思う

 オ．わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

５．東村山市の課題の解決のために、あなた自身が参加したいと思う活動は何ですか。
　　（○はいくつでも可）

６．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

 ア．厳しいと思う　　　　　　　イ．多少厳しいと思う　　　　　ウ．普通であると思う

 エ．多少の余裕があると思う　　オ．余裕があると思う　　　　　カ．わからない

２．市政に対して意見を提出する方法のうち、知っている方法は何ですか。（○はいくつでも可）

 ア．市長への手紙　　　　イ．市長へのＥメール　　　ウ．市のホームページの意見記入欄

 エ．計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

 オ．タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

 カ．市民説明会・ワークショップ等への参加　　　　　キ．議員・自治会を通しての要望

 ク．市の窓口や電話　　　ケ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 コ．知らない

 ア．市民公募の会議等の委員となる　　　　　　イ．タウンミーティングや説明会等に出席する

 ウ．市と市民が協力して行う活動に参加する　　エ．アンケートやパブリックコメントを提出する

 オ．地域のボランティア活動等に参加する　　　カ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

 キ．特に参加したくない

　
 
     裏面へ続く

10代　　20代　　30代　　40代　　50代　　60代　　70代　　80代以上

４．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

３．２．でア～ケのいずれかを選択したかたのみに伺います。市政に対して意見を提出する方法
　　のうち、利用したことのある方法は何ですか。（○はいくつでも可）

 ア．市長への手紙　　　　イ．市長へのＥメール　　　ウ．市のホームページの意見記入欄

 エ．計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

 オ．タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

 カ．市民説明会・ワークショップ等への参加　　　　　キ．議員・自治会を通しての要望

 ク．市の窓口や電話　　　ケ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 コ．利用したことがない
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＜選んだ分野について、具体的に取り組むべきこと＞

８．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

７．今後、市が特に力を入れるべきだと思う分野はどの分野ですか。（○は１つだけ）
　　また、選んだ分野について、具体的にどのようなことに取り組むべきだと思いますか。

 ア．みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち
　　　　　　　　　　　（子育て、健康、福祉、地域コミュニティ）

 イ．みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち

　　　　　　　　　　　（教育、文化、芸術、生涯学習、スポーツ、歴史、伝統）

 ウ．みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち

　　　　　　　　　　　（防災、防犯、みどり、環境、ごみ、消費生活）

 エ．みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち

　　　　　　　　　　　（道路、交通、基盤整備、農業、商工業、観光、情報環境）

 オ．その他（行財政改革、協働等）

アンケート回収箱に入れてお帰りください。ご協力ありがとうございました。

10．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）

 ア．施策・事業の実績　　　　　イ．財政状況　　　　　　　　　ウ．人事行政の運営状況

 エ．市民意識調査の結果　　　　オ．他市との比較、各種ランキング

 カ．人口動態　　　　　　　　　キ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ク．特にない

 ア．十分に知ることができた　　イ．まあ知ることができた　　　ウ．あまり知ることができなかった

 エ．全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

13．今後も株主総会等の市のイベントに参加したいと思いますか。（○は１つだけ）

 ア．機会や予定が合えば参加したい　　　　イ．どちらとも言えない　　　　ウ．参加したくない

15．その他、会の運営や進行等に関してご意見がございましたらご記入ください。

11．参加者を無作為抽出ではなく公募や自由参加にした場合、参加しようと思いますか。
　　（○は１つだけ）

 ア．はい　　　　　　　　　　　イ．どちらとも言えない　　　　　　　　　　ウ．いいえ

９．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

 ア．非常に高まった　　　　　　　　　　　　　イ．まあ高まった

 ウ．あまり高まらなかった　　　　　　　　　　エ．全く高まらなかった

12．株主総会を傍聴して良かったと思いますか。（○は１つだけ）

 ア．はい　　　　　　　　　　　イ．どちらとも言えない　　　　　　　　　　ウ．いいえ

14．今回の株主総会は休日の午後に開催しましたが、今後このような市のイベントに参加しやすい
　　 曜日および時間帯があれば教えて下さい。（○はいくつでも可）

 ア．平日の午前　　　　　　イ．平日の午後　　　　　　ウ．平日の夜間

 エ．土曜日の午前　　　　　オ．土曜日の午後　　　　　カ．土曜日の夜間

 キ．休日の午前　　　　　　ク．休日の午後　　　　　　ケ．休日の夜間　　　　　コ．特にない
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 【参加申込みハガキ】 

 株主総会当日、市長にご質問やご意見がございましたらご記入ください。 

                                   （原文掲載） 

1 ・面白そうな取り組みなので、一度どんなものか見させて頂きたいと思います。 

2 ・興味深い取り組みに参加できること、とても楽しみにしております。 

3 ・市民が子育てを楽しむことができ、「子育てするなら東村山」と自信を持って言え

る東村山市をつくって下さい。 

・舗装状態や自転車レーンの確保など、交通弱者が安心して通行できる道路環境をつ

くって下さい。 

4 ・東村山駅高架にともなう再開発について 

5 質問①：市内の小学校の運動会の開催日を統一できないか？ 

（ママ友の中に、下の子の保育園と上の子の小学校の運動会の日が重なり、当日、園

と学校を行き来している姿が見られました。我が家も歳の離れた兄弟がいるため、い

つかそんな日が来るのでは、と不安です。） 

質問②：日・祝日でも、保育園や学童を開設してもらえないでしょうか？ 集約でも

いいので。 

6 ・秋津駅南口の開発について。平成 28 年以降進めているはずなのに、進んでいない。 

・東村山駅と新秋津駅を結ぶ道路の開通について。家がまだ建っているようだけどい

つ開通するのか。 

・武蔵野線通りの街灯について。LED にして欲しい。中学生の下校時不審者が多発

しているので。 

7 ・日本国民の多くにとって、東村山市といえば「志村けん」のイメージがとても強い

ですが、より魅力的な街作りを目指す上で、どんな街にしたいか、またどんなイメー

ジアップを図るのか教えて下さい。 

8 ・祝日や休日の子どもの預かり施設及びシステムについて 

9 税金、借金をどのように進めるか 

（税の使途、借金を減らすのか否か） 

人口構成の今後の見通しとそれに対応した施策について示して欲しい。 

10 私は地域で高齢者や子供たちを支えていく仕組みが大切だと考えています。これまで

のシステムに加え、新たに市民と東村山市が協力して高齢者や子供たちを支える取組

がありましたら教えてください。 

11 自然環境を大切に保ぜんして欲しいです。 

例えば、 

１．富士山の見える環境 

２．からぼり川に水を流して、水辺の公園を整備する 

３．市で農地を買いとり、市民農園にする 
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12 ・市の将来の為、福祉社会の為、財政について 

13 ・長年市内に住んでいても「東村山市」に対して知らなかったところが沢山あります。

今回をきっかけにもっと知る事ができれば幸いです。 

14 ・歩きたばこ禁止地域の拡大 

・市内各駅、各改札口に喫煙所の設置 

・歩きたばこ禁止地域としない喫煙所をマップにして市民に配布 

※「たばこは喫煙所で」というマナーを徹底させることが、結果として歩きたばこ防

止につながると思います。 

15 ・東村山市役所の職員の給与は都内でも高い方だと聞いたことあるが、他市役所と比

べてどうなのか知りたい。 

16 ・参加してみたいと思います。 

17 ・東村山には小さな公園がたくさんあります。小平市に比べると、その整備具合が違

います。劣っています。ボランティアの力を借りて、公園を復活させる方法を検討し

ていただきたい（予算に限りがあるのは十分理解しています） 

18 ・東村山市内の道路整備計画（いつまでに何を実行するのか？） 

19 ・東村山駅から府中街道まで延びる予定の桜通りについて。一部立ち退きが遅れてい

る区間がある為、一部不通となっているがシマホ近くの完成している部分を開通させ

るべきでは？ 

20 ・運動会内容見直し。①市内高齢者参加できない。②子供集めるの現場大変。 

→高齢者参加可能な個人種目及び市の表彰 

→高齢者鍛錬マインド向上し健康寿命延びる。 

→医療・福祉財政負担減 

・防災強い町づくり 

→前川対策 

・高齢者職業体験講演を小、中、高で実施 

→勉強動機づけ、及び就活マインド向上 

→教師目指す。 

21 ・グローカルインタビューを拝見させていただきました。団塊世代の方々にどの様な形の貢

献を期待していますか？具体的なプランはありますでしょうか？又市報に載っている講座や

教室等は平日参加の企画が多く、勤めている方は参加できない現状にあると思いますが… 

22 ・財政的な問題はあると思うが、近隣自治体との差を感じることが多い。東村山市に住んで

いることが誇れるような施策を望みます。図書館、コミュニティバス、子供の医療費負担、

障害者施設、公会堂、ホールなど 

・市の財政状態、会計報告等をわかりやすく公開して欲しい。 

23 ・渡部市長の人となりを直接会話をする事により感じたい。 
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24 ・財政状況と今後の予測 

・子育の環境整備の現状と今後の目標 

・都市計画の今後の目標 

25 ・現役時代、市民税の納付書がかなり長い間東村山市だけ「手書き」であった。他の二十三

区市部はすべてＣＰ処理用の用紙になっていたので、とても恥ずかしい思いをした。税の使

い方が少し変では。他の区や市の様子を調べて最低限の統一はするべきである。 

26 今は特になし 

27 １．東村山市における農業のあり方についてお伺いできれば幸いです。 

28 ・総合計画に基づき様々な改善、改革に取り組まれていますが、これらの成果、効果につい

て出来るだけ定量的にかつ他市との比較も含めて説明いただけると幸いです。 

29 ・西口開発に続き、東口開発に取り組むことは、東村山の市の将来を見据えた上で、非常に

心強く思う限りです。その上で市の総合計画には「都市基盤整備」以降５つの Keyword を

掲げていますが、「文化」という言葉が見当たりません。市民の中には文化に多大な関心を

持つ人材や芸術家もいます。しかしこれらの人材を有効的に開発し、その力を顕在化すると

いう姿勢が感じられません。お金はかけずとも行政がそういう人材を発掘し、活躍する場を

精神的にでも支援する環境作りが必要と思いますが、いかかでしょうか。 

30 ・新しく市民になりました。良い町に住めるよう、いろいろ考えていきたいと思います。 

31 ・市収益向上策取り組み内容と実績 

・市経費削減策取り組み内容と実績 

・当市発展の目玉に何をするか？又、その理由は？ 

32 巷（街）興し全般 

33 ・今日までこのような会に出席したことがなく、出席して市長様の市政報告をお聴きして色々

と考えたい思います。ただ一つ確認したいことがあります。東村山市の借金があるとするな

らば今後の対策をどのようにお考えなのか確認したい。 

34 ・住んでいる場所が地域的な関係からか市政があまり身近に感じられない感があります。 

35 ・数年前からくらべれば市内の整備、取り組みなど、その成果は充分評価されると思います。 

・東村山駅周辺の開発はタワーマンション（サンパルネ）のみで、思ったより市民の活用度

は少ないと思う。今後の開発が気になります。 

・高齢者がますます増える今後、各町内にもっと自由に使用出来る集会所などが必要かと思

います。 

・タウンミーティングはすばらしいアイディアだと思いますし、市長さんとの会話も大切に

していきたいと思います。 
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36 ・少子高齢化問題 

・教育費用無料 

・介護＆高齢化問題 

・東村山市の未来 

37 ①教育環境の整備について 

②萩山駅北口遊歩道の整備について 
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【事前アンケート】単純集計結果

住所 回答数 割合（％） 性別 回答数 割合（％）

回答者数 57 100.0 回答者数 57 100.0

本町 2 3.5 男 31 54.4

久米川町 11 19.3 女 25 43.9

秋津町 5 8.8 無回答 1 1.8

青葉町 6 10.5

恩多町 5 8.8

萩山町 4 7.0 年代 回答数 割合（％）

栄町 4 7.0 回答者数 57 100.0

富士見町 6 10.5 10代 0 0.0

美住町 7 12.3 20代 1 1.8

廻田町 1 1.8 30代 6 10.5

多摩湖町 0 0.0 40代 10 17.5

諏訪町 2 3.5 50代 13 22.8

野口町 4 7.0 60代 11 19.3

無回答 0 0.0 70代 12 21.1

80代以上 3 5.3

無回答 1 1.8

【住所】 【性別】

【年代】



東村山市版株主総会 実施報告書  Ⅳ．付属資料 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

57 94 -

ア 22 38.6

イ 4 7.0

ウ 40 70.2

エ 16 28.1

オ 10 17.5

カ 2 3.5

0 0.0

カ その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

3

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

57 57 100

ア 9 15.8

イ 43 75.4

ウ 5 8.8

エ 0 0.0

0 0.0

「東村山市版株主総会のご案内」を見て興味が湧いたから

市政運営全般に対する評価を投票できるから

市長の人となりを感じたいので。

クレーマーではなく協力株主になりたいと考えた為。

２．市政に対してどの程度関心がありますか。（○は1つだけ）

無回答

回答者数

非常に関心がある

ある程度関心がある

あまり関心がない

全く関心がない

その他

１．「東村山市版株主総会」に参加しようと思った理由は何ですか。（○はいくつでも可）

市長が説明するから

無作為抽出で選ばれたから

無回答

回答者数

市の施策や財政状況に興味があるから

６０才の誕生日の日だったので記念に。



東村山市版株主総会 実施報告書                         Ⅳ．付属資料 

72 

 
 

 

 

 

 

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

57 167 -

ア 26 45.6

イ 20 35.1

ウ 26 45.6

エ 13 22.8

オ 30 52.6

カ 8 14.0

キ 15 26.3

ク 21 36.8

ケ 1 1.8

コ 7 12.3

0 0.0

ケ その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

質問・設問がおかしい。正しくはア～クの方法がありますが、意見を提出したことはあ
りますか？

意見の提出方法はわかっていますが、提出された意見の行方はわからない？

市長へのＥメール

３．市政に対して意見を提出する方法のうち、知っている方法は何ですか。
　　（○はいくつでも可）

市の窓口や電話

その他

知らない

無回答

回答者数

議員・自治会を通しての要望

市のホームページの意見記入欄

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

市民説明会・ワークショップ等への参加

市長への手紙
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

50 73 -

ア 3 6.0

イ 2 4.0

ウ 1 2.0

エ 2 4.0

オ 5 10.0

カ 3 6.0

キ 9 18.0

ク 4 8.0

ケ 3 6.0

コ 34 68.0

7 14.0

ク その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

3

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

57 57 100

ア 0 0.0

イ 21 36.8

ウ 11 19.3

エ 0 0.0

オ 24 42.1

1 1.8

回答者数

利用したことがない

その他

５．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

市のホームページの意見記入欄

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

反映されていると思う

ある程度反映されていると思う

あまり反映されていないと思う

回答者数

ＦＡＸ

７年半前に「子育て総合支援センター」運営協議会委員に募集した事がある。

直接窓口に意見提出した。

議員・自治会を通しての要望

４．３．でア～ケのいずれかを選択したかたのみに伺います。市政に対して意見を提出
　　する方法のうち、利用したことのある方法は何ですか。（○はいくつでも可）

市の窓口や電話

無回答

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

市民説明会・ワークショップ等への参加

市長へのＥメール

市長への手紙

反映されていないと思う

わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

無回答
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

57 103 -

ア 11 19.3

イ 24 42.1

ウ 20 35.1

エ 20 35.1

オ 19 33.3

カ 4 7.0

キ 5 8.8

0 0.0

カ．その他の回答内容

1

2

3

4

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

57 57 100

ア 23 40.4

イ 16 28.1

ウ 5 8.8

エ 5 8.8

オ 0 0.0

カ 8 14.0

0 0.0

回答者数

回答者数

余裕があると思う

多少の余裕があると思う

普通であると思う

多少厳しいと思う

無回答

わからない

平日仕事をしていますので行事等の参加は中々難しい。しかし市役所の方々の見えない
ご苦労を考えると市民として協力出来る事で参加したい。

わからない。

機会が有れば考えてみたいと思います。

ＳＮＳ

７．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

市と市民が協力して行う活動に参加する

アンケートやパブリックコメントを提出する

６．東村山市の課題の解決のために、あなた自身が参加したいと思う活動は何ですか。
　　（○はいくつでも可）

地域のボランティア活動等に参加する

その他

無回答

特に参加したくない

厳しいと思う

（原文掲載）

タウンミーティングや説明会等に出席する

市民公募の会議等の委員となる
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【事後アンケート】単純集計結果

住所 回答数 割合（％） 性別 回答数 割合（％）

回答者数 55 100.0 回答者数 55 100.0

本町 2 3.6 男 29 52.7

久米川町 11 20.0 女 25 45.5

秋津町 5 9.1 無回答 1 1.8

青葉町 6 10.9

恩多町 5 9.1

萩山町 3 5.5 年代 回答数 割合（％）

栄町 4 7.3 回答者数 55 100.0

富士見町 6 10.9 10代 0 0.0

美住町 7 12.7 20代 1 1.8

廻田町 1 1.8 30代 6 10.9

多摩湖町 0 0.0 40代 10 18.2

諏訪町 1 1.8 50代 13 23.6

野口町 4 7.3 60代 9 16.4

無回答 0 0.0 70代 12 21.8

80代以上 1 1.8

無回答 3 5.5

【住所】 【性別】

【年代】



東村山市版株主総会 実施報告書                         Ⅳ．付属資料 

76 

 
 

 

 

 

 

 

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

55 55 100.0

ア 4 7.3

イ 34 61.8

ウ 7 12.7

エ 1 1.8

オ 8 14.5

1 1.8

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

55 112 -

ア 11 20.0

イ 29 52.7

ウ 29 52.7

エ 18 32.7

オ 23 41.8

カ 1 1.8

キ 0 0.0

1 1.8

カ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

回答者数

現職の為時間が無い。

回答者数

２．東村山市の課題の解決のために、あなた自身が参加したいと思う活動は何ですか。
　　（○はいくつでも可）

無回答

特に参加したくない

１．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

無回答

反映されていると思う

ある程度反映されていると思う

あまり反映されていないと思う

反映されていないと思う

わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

アンケートやパブリックコメントを提出する

市と市民が協力して行う活動に参加する

タウンミーティングや説明会等に出席する

市民公募の会議等の委員となる

その他

地域のボランティア活動等に参加する
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回答数
回答者数に対

する割合
（％）

55 55 100.0

ア 24 43.6

イ 22 40.0

ウ 6 10.9

エ 3 5.5

オ 0 0.0

カ 0 0.0

0 0.0

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

55 55 100.0

ア 11 20.0

イ 40 72.7

ウ 2 3.6

エ 2 3.6

0 0.0

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

55 55 100.0

ア 25 45.5

イ 30 54.5

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

0 0.0

余裕があると思う

わからない

無回答

多少の余裕があると思う

普通であると思う

多少厳しいと思う

厳しいと思う

回答者数

回答者数

回答者数

４．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

無回答

全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

あまり知ることができなかった

非常に高まった

まあ高まった

あまり高まらなかった

全く高まらなかった

無回答

５．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

３．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

十分に知ることができた

まあ知ることができた



東村山市版株主総会 実施報告書                         Ⅳ．付属資料 

78 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

55 112 -

ア 29 52.7

イ 27 49.1

ウ 10 18.2

エ 17 30.9

オ 12 21.8

カ 11 20.0

キ 1 1.8

ク 0 0.0

5 9.1

キ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

55 55 100.0

ア 14 25.5

イ 30 54.5

ウ 7 12.7

エ 0 0.0

4 7.3

７．意見交換・意見発表を通じて、今後の市政に対する意見を伝えることができましたか。
　　（○は１つだけ）

回答者数

行政コンセプト

少しできた

あまりできなかった

全くできなかった

無回答

十分にできた

特にない

無回答

他市との比較、各種ランキング

人口動態

その他

市民意識調査の結果

人事行政の運営状況

６．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）

財政状況

施策・事業の実績

回答者数
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回答数
回答者数に対

する割合
（％）

55 55 100.0

ア 30 54.5

イ 18 32.7

ウ 3 5.5

4 7.3

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

55 55 100.0

ア 50 90.9

イ 1 1.8

ウ 0 0.0

4 7.3

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

55 55 100.0

ア 48 87.3

イ 3 5.5

ウ 0 0.0

4 7.3

無回答

回答者数

回答者数

回答者数

９．株主総会に参加して良かったと思いますか。（○は１つだけ）

８．参加者を無作為抽出ではなく公募や自由参加にした場合、参加しようと思いますか。
　　（○は１つだけ）

いいえ

どちらとも言えない

はい

どちらとも言えない

いいえ

無回答

はい

１０．今後も株主総会等の市のイベントに参加したいと思いますか。（○は１つだけ）

無回答

参加したくない

どちらとも言えない

機会や予定が合えば参加したい
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回答数
回答者数に対

する割合
（％）

55 104 -

ア 3 5.5

イ 5 9.1

ウ 5 9.1

エ 13 23.6

オ 16 29.1

カ 3 5.5

キ 17 30.9

ク 27 49.1

ケ 4 7.3

コ 7 12.7

4 7.3

1

2

3

4

5

6

7

8
東村山行政の限界　or　あと何があれば何が解決できるかといった今後につながる話がもっと含ま
れると良いと感じた。

配付された資料やスライドが少し見にくいと思った。グラフは白黒の場合、あみかけの方がよいと
思います。

意見交換後の発表時間が３分は短い・・・

ＳＮＳツールなどを活用して、より広く声を集める仕組みを利用してもよいと思う。

１２．その他、会の運営や進行等に関してご意見がございましたらご記入ください。

この様な会に参加でき、また自分自身知らなかった内容や問題など意見交換ができて良かったと思
います。今後も続けていただき、市民の声に対して運営していただけたらと思いました。

他の方からも指摘がありましたが、意見交換の時間は十分な時間がありましたが、発表時間が短く
感じました。サポートの職員の方は大変よくしてくれました。大変おもしろい活動なので今後もが
んばってください。

市の人口比に合わせたサンプリングを努力してほしい。

株主総会を行っている事は市民にとってもほこらしい事です。今後も市民が市政に関心を持てる場
を続けていって下さい。

（原文掲載）

回答者数

無回答

平日の夜間

平日の午後

１１．今回の株主総会は土曜日の午後に開催しましたが、今後このような市のイベントに
　　　参加しやすい曜日および時間帯があれば教えて下さい。（○はいくつでも可）

平日の午前

特にない

休日の夜間

休日の午後

休日の午前

土曜日の夜間

土曜日の午後

土曜日の午前
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

東村山市の事が良くわかった。大変参考になりました。

・短時間でしたが市民の方と意見交換できて考えを広げることができた。私は日中、仕事で地域に
はいませんが、高齢者の方が不便に感じることを知ることができた。
・市民と向き合うこの様な会を継続してください。

時間配分、司会進行とても良かったと思います。

初めての方々と話し合えたことは、非常に学びとなりました。人と人とのつながりの場にもなった
と思います。又、市が身近な所となりました。このような機会をいただきありがとうございまし
た。

いそぐ事なく、テーマを絞って進んで欲しい。

どうしても個人的な意見が先行してしまうので、発表を誰にでもできるように、リーダーのまとめ
た意見を代読する方法にしたらどうか。席からまったく読むことができない補助員は必要なのか。
５００円程度の謝礼があってもいいのでは？個人差のある市政運営全般に対する評価発表は必要な
のか。この場所で・・・。ストラップも全く必要ないと思う。

提示された資料、それに伴う市長の報告が物足りない。近隣自治体との比較が無く、市の現状レベ
ルが理解しづらい。中長期計画の達成度合いが示されていない。施策の紹介が総花的で何に重点が
置かれているか不明。このような催しは初めての参加で、面白く参加させていただきました。機会
が有れば、又参加させていただきます。

とても良く市の事がわかりました。東村山が子育て、（未就学児）や道路整備も整ってきている事
を実感しています。東村山市は住みやすいと思います。本日は参加をして市の方や市長さんの意見
をもっとききたいと思いました。また、私に何ができるのかを考えていきたく思いました。

発表時間は５分欲しい。

会場での質疑が出来なかった。（評価にも影響する）

今回通りで良いのでは。

すばらしい取組と思います。多種多様な意見があり、面白く興味深い時間でした。自治体のことに
もっと国民の目が向くよう市としても頑張って頂きたいと思いました。もちろん市民の協力も必要
ですね。

財政状況　時系列的な収支表の作成、将来に対する財政健全化対策と見込

１日４時間は大変。もう少し短く。

若い方の意見がまじめで良く考えている事に感心致しました。このような集まりは何度か実施した
らもっと良い意見が出ると思います。

知らない事を認識出来ました。不開通道路の進行状況がわかり安心しました。

数千、数万、数十万の規模でのオンライン会議で「価値観の創出」、「新しいアイディア創出」や
「未来の予知」を議論しながらまとめていく手法（Jam）が存在します。使わない手はないと思い
ます。

よく準備されていると感じた。

「株主総会」とてもよい企画だと思います。

市民の方がいろいろな意見や提案を持たれている事は東村山に希望を持っているからだと思いま
す。市は謙虚に受けとめ、今後の市政に生かして頂きたいと切望します。

本日はお招き頂きありがとうございました。これからも市の問題を市民一人一人が当事者意識を
持って一緒に考えていけるような、今回の様にイベントが開かれたら良いなと思います。
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30

31

32

33

34

35

・市政報告については、プラス面の強調しているが、マイナス面についての説明も行って欲しい。
・部門毎（財政・道路etc.)の公聴会や、意見交換会等の開催を！
・東村山市以外の市民との意見交換会を開けないか？

「株主総会」魅力的なネーミングです。市政について知る良い機会となりました。無作為抽出は良
い手法です。ぜひ続けてください。参加された方は、個人的な要望を抑えて、市の将来の発展を考
えた前向きな意見が多かったと思います。休日出勤された職員の方々もお疲れさまでした。

寒かった。グループの男女比にもう少し工夫を。（女性は１人だと発言しにくくなる傾向があるか
ら）

今まであまり関心を持っていなかったが、参加して、行政のとりくみについて聞け、他の住民の
方々とお話ができてとても有意義でした。公募や自由参加だったら参加することはなかったと思う
ので、今のやり方が良いと思う。討議の発表より、討議をふまえて持った意見や希望を後日参加者
から提出してもらったほうが、意見の吸い上げに役立つと思う。発表や市職員さんのメモにも重要
だと思われた内容がもれていたので。参加させていただきありがとうございました。

もっと多くの参加者、特に若い方の参加が出来る様、年４回の開催にしても良いと思いました。
（これは良いです。）

今日集まった市民の年齢にかたよりが見られた評価であったのではないかと思います。
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【傍聴者用アンケート】単純集計結果

住所 回答数 割合（％） 性別 回答数 割合（％）

回答者数 11 100.0 回答者数 11 100.0

本町 0 0.0 男 7 63.6

久米川町 1 9.1 女 4 36.4

秋津町 1 9.1 無回答 0 0.0

青葉町 0 0.0

恩多町 0 0.0

萩山町 2 18.2 年代 回答数 割合（％）

栄町 2 18.2 回答者数 11 100.0

富士見町 1 9.1 10代 1 9.1

美住町 0 0.0 20代 1 9.1

廻田町 1 9.1 30代 2 18.2

多摩湖町 0 0.0 40代 1 9.1

諏訪町 0 0.0 50代 1 9.1

野口町 1 9.1 60代 4 36.4

町名無回答 0 0.0 70代 1 9.1

小金井市 1 9.1 80代以上 0 0.0

立川市 1 9.1 無回答 0 0.0

0.0

0.0

市内計 9 81.8

市外計 2 18.2

無回答 0 0.0

【性別】

【年代】
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 15 -

ア 9 81.8

イ 4 36.4

ウ 0 0.0

エ 1 9.1

オ 1 9.1

0 0.0

オ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 62 -

ア 10 90.9

イ 7 63.6

ウ 7 63.6

エ 9 81.8

オ 9 81.8

カ 6 54.5

キ 8 72.7

ク 6 54.5

ケ 0 0.0

コ 0 0.0

0 0.0

総会があることは知っていたが、実際どんなものか知りたかった。

回答者数

回答者数

市長が説明するから

その他

無回答

市長への手紙

市長へのＥメール

市のホームページの意見記入欄

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

２．市政に対して意見を提出する方法のうち、知っている方法は何ですか。
　　（○はいくつでも可）

１．「東村山市版株主総会」を傍聴しようと思った理由は何ですか。（○はいくつでも可）

市の施策や財政状況に興味があるから

東村山市版株主総会の広報（市報、市ホームページ、ポスター等）を見
て興味が湧いたから

親族、知人が無作為抽出で選ばれたから

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

市民説明会・ワークショップ等への参加

議員・自治会を通しての要望

市の窓口や電話

その他

知らない

無回答
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 19 -

ア 1 9.1

イ 1 9.1

ウ 1 9.1

エ 4 36.4

オ 3 27.3

カ 2 18.2

キ 1 9.1

ク 1 9.1

ケ 0 0.0

コ 5 45.5

0 0.0

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 11 100.0

ア 0 0.0

イ 8 72.7

ウ 1 9.1

エ 0 0.0

オ 1 9.1

1 9.1

回答者数

回答者数

反映されていると思う

ある程度反映されていると思う

市民説明会・ワークショップ等への参加

議員・自治会を通しての要望

市の窓口や電話

その他

利用したことがない

市長への手紙

３．２．でア～ケのいずれかを選択したかたのみに伺います。市政に対して意見を提出する
　　方法のうち、利用したことのある方法は何ですか。（○はいくつでも可）

あまり反映されていないと思う

反映されていないと思う

市長へのＥメール

市のホームページの意見記入欄

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

４．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

無回答

わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

無回答
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 27 -

ア 6 54.5

イ 5 45.5

ウ 5 45.5

エ 5 45.5

オ 6 54.5

カ 0 0.0

キ 0 0.0

0 0.0

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 11 100.0

ア 3 27.3

イ 6 54.5

ウ 0 0.0

エ 1 9.1

オ 0 0.0

カ 1 9.1

0 0.0

回答者数

回答者数

５．東村山市の課題の解決のために、あなた自身が参加したいと思う活動は何ですか。
　　（○はいくつでも可）

６．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

その他

特に参加したくない

無回答

アンケートやパブリックコメントを提出する

地域のボランティア活動等に参加する

厳しいと思う

多少厳しいと思う

市民公募の会議等の委員となる

タウンミーティングや説明会等に出席する

市と市民が協力して行う活動に参加する

普通であると思う

多少の余裕があると思う

余裕があると思う

わからない

無回答
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 11 -

ア 4 36.4

イ 1 9.1

ウ 0 0.0

エ 5 45.5

オ 1 9.1

0 0.0

（原文掲載）

1

2

3

イ 1

1

2

3

オ 1

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 11 100.0

ア 5 45.5

イ 5 45.5

ウ 1 9.1

エ 0 0.0

0 0.0

近隣との繋がりをうまくとれるようなシステムがあると良いのでは。

官・学・民の連携による事業の創出（社団法人→加計が例）

回答者数

回答者数

７．今後、市が特に力を入れるべきだと思う分野はどの分野ですか。（○は１つだけ）
　　また、選んだ分野について、具体的にどのようなことに取り組むべきだと思いますか。

みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち
　　（子育て、健康、福祉、地域コミュニティ）

みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち
　　（教育、文化、芸術、生涯学習、スポーツ、歴史、伝統）

みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち
　　（防災、防犯、みどり、環境、ごみ、消費生活）

みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち
　　（道路、交通、基盤整備、農業、商工業、観光、情報環境）

その他（行財政改革、協働等）

無回答

＜選んだ分野について、具体的に取り組むべきこと＞への回答

あまり知ることができなかった

全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

無回答

８．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

十分に知ることができた

まあ知ることができた

ア
役員、主体者側の人が少なすぎる、なり手がいない。

少子高齢化の課題解決のために、福祉予算の中で子育て関連予算を増やし（高齢者を減ら
してでも）、当市に移り住みたいと思う子育て世代を増やすべき。

少子高齢化の課題解決のために、福祉予算の中で子育て関連予算を増やし（高齢者を減ら
してでも）、当市に移り住みたいと思う子育て世代を増やすべき。

安心して歩ける道路整備

インフラ整備は高齢者の日常生活における基盤となる。特に気になるのが、商店街の維持
をどうするか？交通機関の活用が増えてくると思う。閉店などにより、より遠くへ買いに
行かなくてはいけなくなる。りゅうまち等をかかえる人にはきびしくなる。少額のもの
が、プラス交通費となり、市民への負担にならないようにしなければならない。障害者と
しての認定基準等の見直しによる、補助金との兼ね合いにどう向き合うか？

ガス、水道等との事業者がバラバラに掘り直すので、道路の「つぎ目」ができてしまう。

エ



東村山市版株主総会 実施報告書                         Ⅳ．付属資料 

88 

 

 

 

 

 

 

 

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 11 100.0

ア 7 63.6

イ 4 36.4

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

0 0.0

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 20 -

ア 5 45.5

イ 4 36.4

ウ 2 18.2

エ 4 36.4

オ 3 27.3

カ 1 9.1

キ 1 9.1

ク 0 0.0

0 0.0

キ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

市議会だよりをみ、ほとんど×印の議員２名がいる。今、この時、決算審議結果の反対理
由に、確かな根拠があるのか？是非公表して欲しい。×印を付している●●、●●議員の
両名です。このような申し出があったこと通知のこと。
※個人が特定される情報は「●●」表記しています。

いろいろな進捗状況をわかりやすい普段の言葉使いで知らせる。

市民意識調査の結果

他市との比較、各種ランキング

人口動態

その他

特にない

無回答

１０．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）

回答者数

施策・事業の実績

財政状況

人事行政の運営状況

非常に高まった

まあ高まった

あまり高まらなかった

全く高まらなかった

無回答

９．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

回答者数
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 11 100.0

ア 6 54.5

イ 5 45.5

ウ 0 0.0

0 0.0

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 11 100.0

ア 9 81.8

イ 1 9.1

ウ 0 0.0

1 9.1

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 11 100.0

ア 11 100.0

イ 0 0.0

ウ 0 0.0

0 0.0

いいえ

無回答

１２．株主総会を傍聴して良かったと思いますか。（○は１つだけ）

はい

どちらとも言えない

１１．参加者を無作為抽出ではなく公募や自由参加にした場合、参加しようと思いますか。
　　　（○は１つだけ）

回答者数

回答者数

機会や予定が合えば参加したい

１３．今後も株主総会等の市のイベントに参加したいと思いますか。（○は１つだけ）

はい

どちらとも言えない

いいえ

無回答

回答者数

どちらとも言えない

参加したくない

無回答
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

11 19 -

ア 0 0.0

イ 1 9.1

ウ 1 9.1

エ 1 9.1

オ 3 27.3

カ 0 0.0

キ 6 54.5

ク 4 36.4

ケ 0 0.0

コ 2 18.2

1 9.1

（原文掲載）

1

2

3

4

5

平日の午前

平日の午後

平日の夜間

１４．今回の株主総会は土曜日の午後に開催しましたが、今後このような市のイベントに参加
　　　しやすい曜日および時間帯があれば教えて下さい。（○はいくつでも可）

回答者数

昨年、一昨年より、「株主」の高齢化がすすんでいるように思った。

東村山市には、都や国営の施設があり、そこからの税収は得られないとのことであったが、その
施設運営の為の交通機関や道路等のインフラ設備をうまく国又は都へどのように負担をお願いす
るか？市負担とのバランスを考えてできるだけ市の財源を減らさない施策を続けていってほし
い。都に対しての協力援助を働きかけて緊急時に対応できる事前と事後の財源の余力を確保して
ほしい。

休日の夜間

特にない

無回答

１５．その他、会の運営や進行等に関してご意見がございましたらご記入ください。

土曜日の午前

土曜日の午後

土曜日の夜間

休日の午前

休日の午後

グループ発表や投票結果のチャートが見えないので工夫を。

私もいろいろボランティアをして職員の方々と話をすることから反対者の意見、グループの方の
多様性の考え方をしっかり把握することの重要性を感じています。それらを正確にまとめる困難
さも承知しています。問題解決と意見収集は衆知理解のステップと思います。

開催日について現代は様々な勤務パターン（就労パターン）があるので開催もいろいろな日・時
間帯にしてみてはどうでしょう
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