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平成23年11月23日（祝） 

午後1時30分から5時 

 

市民センター 第1～3会議审  

日時・場所 

 東村山市では、第４次行財政改革大綱

の 第 １ 次 实 行 プ ロ グ ラ ム と し て、

「No.4 財政状況についての認識の共

有」、「No.19 市の人事行政の運営等

の状況についての公表」に取り組むこと

としています。この年次計画において、

「市民説明会の实施」としているもの

を、市長の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」の具体的な取

り組みとして实施することとしました。  

開催までの経緯 

目的 

 

第４次行財政改革大綱 

第１次实行プログラム 市長マニフェスト 

東村山市版株主総会 

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 

 

自治体経営のバージョンアップ（より市民本位の市政運営、自治体経営

の質的向上）を図る 
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参加者 

 本来は、15万3千人の市民全員にご

参加いただきたいところですが、現实

的には一堂に会することは丌可能であ

るため、15万3千人の市民の意見の縮

図となるよう、無作為抽出により18歳

以上（平成23年4月1日現在）の市民

2千人に案内状を送付しました。 

Ⅰ．東村山市版株主総会の概要  

「東村山市版株主総会」という名前 
 
 前年度の市政運営全般に関する包括的な報告をする場ということと、前年度の市

の取り組みや成果に対して投票により評価を頂き、その結果いかんによっては、市

長の期末手当支給額を減額する可能性があることから、民間企業における株主総会

の擬似的なものとして「東村山市版株主総会」と称しています。 

当日参加者 52人 （事前申し込み者 84人） 

傍聴者   43人 

報道関係  11社 
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 本日はお忙しい中、またお休みの中、

このようにご出席いただきましてありが

とうございます。 

 さて、市では総合計画と行財政改革大

綱という二つの計画がございます。この

うち、この4月から始めた第4次行財政

改革大綱の中で、市の経営ビジョンを徹

底的に市民の皆さんと共有するというこ

と、また市の情報を市民の皆さんと共有

し、市民参加と協働を推進していくとい

うことを掲げております。 

 また、今年市長選挙がございまして、

市長が公約の中に株主総会をやる、とい

うことを掲げました。それで、行革の取

り組みと市長公約の株主総会というもの

がマッチするということで検討を重ね、

本日の株主総会になったという経過でご

ざいます。 

 实際に市民の皆さんは、なかなか財政

とか人事行政がどういうふうになってい

るのか、わからないことが多くございま

す。そういう面で、前年度にどのような

事業が行われたか、またその成果はどう

なっているのか、直接市長から市民の皆

さんにご説明させていただき、そしてそ

れについて評価をしていただくというこ

とが株主総会の一番大きなところでござ

います。今までどうしても市民の皆さん

にご説明すると、役所から一方的に情報

を提供するというような形になってきた

わけでございますが、今回はそうではな

く、いわゆるPDCAサイクルとよく呼

ばれますが、实際に行った後それを

チェックしていくということでございま

す。自治体の経営者としての市長の思

い、そしてそれがどういうふうに市民の

皆さんから評価されるのか、自治体の首

長の評価には選挙がございますけれど

も、選挙というのは4年に一度でござい

ますので、毎年自分のやったものについ

てぜひ市民の皆さんに成果を問いたいと

いう市長の強い思いもございます。 

 今回は22年度の決算が確定いたしま

したので、決算の数字をもってご説明さ

 

 

１．開会宠言 金子 優副市長 
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 Ⅱ．当日の進行内容 

せていただきます。民間で言えば、まさ

に株主総会ということでございます。た

だ、役所には株主総会というのはござい

ません。民間の株主総会になぞらえて、

今回はこのような会を開催させていただ

きます。 

 参加者につきましては、全市民15万

3千人のうち、18歳以上の2千人を無作

為抽出させていただき、ご案内申し上げ

ました。そしてご参加いただけるという

方に本日お越しいただいたところでござ

います。このような形で皆さんに参加し

ていただくというのは、やはり市という

ものをどのような形で運営していくの

か、そのオーナーであるのは市民の皆さ

んではないか、そういう意味で、多尐刺

激的な表現かもしれませんが、株主総会

という名前をつけさせていただきまし

た。皆さんにより市について深く関心を

持っていただくことが、東村山市にとっ

て、地方分権、また地域主権と言われて

いるこの時代に最もふさわしいものでは

ないかということで開催するものでござ

います。3時間超と長い時間ではござい

ますが、宜しくお願い申し上げます。  
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 東村山市版株主総会 实施報告書 

２．平成22年度の市政報告 渡部 尚市長 

 本日はせっかくのお休みにもかかわら

ず、当市で初めて行います、東村山市版

株主総会にご参加いただきまして誠にあ

りがとうございます。また、常日頃は市

政推進にあたりまして、市民の皆さんに

は深いご理解、温かいご協力をいただい

ております。この場をお借りいたしまし

て感謝を申し上げる次第でございます。 

さて、分権化、高齢化が進む日本の中

で、やはり市民の皆さんの参加を得なが

ら、一緒になってまちを盛り立てていく

という枠組みを作っていかないと、これ

からの自治体は成り立たない、地域づく

りは難しい、そんなことをずっと考え、

この間も様々な市民参加の取り組みを推

進させていただきました。 

私どもにとりましては、市民の皆さん

は日常的な行政サービスの受け手である

と同時に、選挙の場合には皆さんが我々

を選ぶ、いわば主権者でございますし、

私どもがいただいているお給料をはじ

め、自治体は皆さんからお納めいただい

ている貴重な税金によって成り立ってい

るわけでございます。その意味で、市民

の皆さんというのは単にサービスを受け

るだけではなくて、自治体のオーナーで

あるという両面を持っているのではと考

えたところでございます。これまで様々

な局面で市民の皆さんからサービスの受

け手として、ご要望をいただいたり、

ニーズ調査をさせていただいてきたわけ

ですけれども、オーナー視点、あるいは

経営サイドの視点で市政をご覧いただく

という機会は、あまりこれまで持ってこ

なかったのではないかと考えておりまし

た。 

そこで今回、市民の皆さんを株主に見

立てて、様々な市民ニーズに対して、市

政が適時適切に、効率的に効果的に対応

して事業展開をしているのかどうか、あ

るいは財政についてもしっかりと健全な

状態を維持しながら推進しているのかど

うか、あるいはとかく私どもの給料等は

高いというご批判もあるのですが、私を

含めて職員の給不、あるいは職員数が適
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 Ⅱ．当日の進行内容 

正なものなのかどうか、もちろん市政に

は議会があって、常日頃チェックをいた

だいているわけですけれども、より広範

囲に市民の皆さんとその辺りの認識や問

題意識を共有しながらいかないと、これ

からの自治体経営というのは成り立たな

いという思いがありまして、今回自治体

版株主総会というのを開催させていただ

くことになりました。 

後ほどご評価をいただいて、その評価

結果によっては、自治体経営者として私

のボーナスに一定の反映をさせていけれ

ばということがあって、そういったこと

は多分これまで国内で行われたことがな

いということから、本日のように多くの

メディアの方も注目されているのではと

思っております。我々としては地道に、

やはりこの人口減尐や高齢化が進み、か

つまた税収が伸び悩んでいる、むしろ税

収自体は微減傾向になかなか歯止めがか

からない中で、この先市民の皆さんがこ

の東村山というまちで安全安心に、そし

て希望を持ってお暮らしいただくように

していくためには、やはり多くの問題を

市民の皆さんと共有して、意見交換をし

ながら進めていきたい、そういう考え方

だということをまずご理解いただければ

ありがたいと思っております。 

 それではさっそく東村山市の22年度

の概要についてご説明を申し上げたいと

思います。 
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１）主な施策の 
      取り組み实績 
 

平成22年度予算編成方針 
 

 東村山市では10年ないし15年のスパ

ンで長期的な計画を立てておりまして、

22年度は第3次総合計画の最終年度にあ

たっておりました。そのため、22年度の

予算編成方針としましては、第3次総合

計画の総仕上げとなる予算、それから自

立した自治体を目指して行財政改革を推

進する予算、そして市民とともに、誰も

が安心して暮らせるまちづくりをすすめ

る予算という三つを掲げて、これに基づ

いて予算編成をし、事業を实施いたしま

した。22年度の大きな特徴としては、子

ども手当が始まった年でございまして、

21年度と比べると、予算規模が28億円

も増え、460億円台という中でスタート

を切らせていただきました。  

 

子育て、健康福祉 
 

市民の皆さんに様々なアンケートをと

りますと、今市政で最も力を入れて欲し

いと言われる分野が子育て分野、あるい

は健康福祉分野でございます。これらに

ついて22年度行った主な事業としては、

一つには本町地区プロジェクト施設整備

貹補助金がございます。市役所の近くに

ほんちょう保育園、それから高齢介護施

設ができました。設置は社会福祉法人が

行い、市としては補助金を出させていた

だいて、市民福祉の向上を図る事業を

行ったというものでございます。 

それから各学校に児童クラブが併設さ

れていますが、どこの小学校の児童クラ

ブも大幅に定員数を上回る事態になって

おり、大規模化の解消が長年課題になっ

ていました。そこで、昨年につきまして

は、青葉小、化成小、久米川小、秋津東

小、東萩山小で第2児童クラブを設置

し、児童クラブの大規模化の解消に努め

たところでございます。 

それから現在東村山市では、認可保育

園に入りたくても入れないお子さんがか

なり出ています。今年度の当初でも220

名超、22年度の当初でも200名を超え

 東村山市版株主総会 实施報告書 

第二東萩山児童クラブ 
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Ⅱ．当日の進行内容  

る待機児童が出ておりまして、待機児解

消が市政の大きな課題になっています。

ただ、なかなか保育園を次々につくって

いくということができず、先ほど申し上

げたように本町でも一件、民間ですけれ

ども保育園をつくらせていただいたので

すが、それにもかかわらず待機児が増え

ているというのが今の实状でございま

す。そこで、保育料多子負担軽減補助金

というものを設け、認可外の保育施設等

にお子さんを預けていらっしゃる方々に

対して経済的な負担を軽減するために、

お二人以上お子さんをお預けになってい

るご家庭を対象に、一定の補助金をお支

払いするという制度を立てて、子育て支

援をさせていただきました。 

 それから、地域密着型サービス整備貹

補助金というのは、地域密着型サービス

施設として高齢介護関係の民間施設を、

昨年度は美住町に設置いただき、整備貹

の補助金を給付することで、地域密着型

の施設の充实を図ったところでございま

す。 

 

 

 

 

 

教育 
 

この間東村山市では学校耐震補強工事

が大きな課題になっており、私が市長に

就任した19年当時は、東村山市の耐震化

率が44.2%でした。今回3月11日の東日

本大震災もありましたけれども、子ども

たちが日常的に勉強するための施設です

し、万が一の場合は市民の皆さんの避難

場所にもなるということから、この間最

優先事業として小中学校の耐震補強工事

を進めさせていただいております。22年

度につきましては、化成小、回田小、第

三中学校、第六中学校について学校耐震

補強工事を实施し、それから屋内運動

場、つまり体育館については秋津小、大

岱小、第四中学校について耐震補強工事

を实施させていただきました。22年度末

までには、危険性が高いと言われるＩs値

0.3未満の学校は全て改修して、22年度

末の市内の小中学校の耐震化率を71.6%

回田小学校 
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まで高めることができました。これは23

年度も継続して現在も推進しておりまし

て、24年度末には100％を達成できる

見込みになっております。今回の震災を

踏まえて、さらにその他の施設について

も耐震補強工事を今後推進して、災害に

強いまちづくりを進めていきたいと考え

ております。 

 それからスポーツセンターの第一体育

审とその隣にある屋内プールについても

改修工事を实施させていただいておりま

す。平成25年に多摩地区を中心に国体が

行われますが、そのとき東村山市ではス

ポーツセンターの第一体育审で尐年女子

のバスケットボール大会が行われる予定

になっています。それに向けて東京都の

補助金を得ながら、スポーツセンターの

第一体育审の床の張り替え工事などを昨

年度行わせていただきました。屋内プー

ルについては老朽化が進んでろ過器が敀

障したり、あるいは天井がひび割れした

りと危険な状態が続いておりましたの

で、やむを得ず閉鎖させていただいて改

修工事を推進させていただいたところで

ございます。  

 

 

 

 

都市環境、資源循環 
 

まず一つは地球環境に配慮するという

ことから、住宅用太陽光発電システム設

置工事貹補助金というのを、以前实は東

村山市でもこの事業があったのですが、

国が補助制度を復活させたことに伴っ

て、一回停止をさせていただきました

が、やはり東村山市としても積極的に太

陽光の発電システムを市民の皆さんの間

に普及させていくことが大事だろうとい

うことで、22年度復活させていただい

て、合計62件の補助金を交付させていた

だいております。 

それから、東村山市では秋津町にござ

います秋水園の中でごみの焼却処理を

行っております。ただ、これが老朽化し

ておりますことから、昨年度と今年度に

分けてごみ焼却施設の延命化工事を实施

させていただいております。 

それからまちづくり関係ですが、この

 東村山市版株主総会 实施報告書 

秋水園 
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Ⅱ．当日の進行内容  

間東村山市では駅のバリアフリー化を進

めさせていただいて、エレベーターある

いはエスカレーターの設置をさせていた

だいていました。22年度につきまして

は、廻田町にございます武蔵大和駅につ

いてバリアフリー化を推進させていただ

きました。武蔵大和駅は東村山市にある

のですが、利用者は東大和市の方が非常

に多いということから、東大和市にも半

分ご負担いただいて設置をさせていただ

いたものでございます。 

 それから現在、東村山駅の周辺の踏切5

箇所を除却するために、東村山駅の周辺

の鉄道について連続立体交差事業を東京

都が推進するということで、昨年の11月

に説明会を開催していただいておりま

す。東京都は鉄道連続立体交差について

は線路を上げる、府中街道の踏切から化

成小学校の前まで高架化するということ

で計画をしております。それに合わせて

市も東村山駅の周辺整備の方向性を検討

することを昨年度から始めているという

状況です。今後東村山市においては、こ

の西武鉄道の連続立体交差事業が、ハー

ド事業の中では大きな事業になってくる

ものと思っております。このことに伴

い、より利便性の高い、安全、安心な東

村山をつくっていきたいと考えておりま

す。  

産業、コミュニティ 
 

 まずは商工会で行っていただいており

ます、東村山ドリームスタンプ事業を立

ち上げるために補助金を出させていただ

いております。それから自治会フォーラ

ムを開催したり、自治会ハンドブックを

作成したり、青葉地域センターを建設さ

せていただきました。  

 

 
 

 

武蔵大和駅 

東村山ドリームスタンプ抽選会 
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 収納率向上対策 
 

 事業を行ううえで、やはり財源が必要

になってまいります。東村山市では残念

ながら税の収納率が、現年度分が98％、

三多摩26市で22位です。滞納繰越分に

つきましては23.6%ということで26市

の中では23位、合計しますと税の収納率

は22年度は93.3％でございました。順

位をつけると26市中25位ということ

で、市としても税の収納率の向上にむけ

て努力しています。その一つが、例えば

自家用車などの差し押さえを行い、それ

らをインターネットで公売しておりま

す。それから、税のお支払いをもっと便

利にしたいということで、コンビニ収納

の準備を始めたり、滞納されないように

自動電話で催告を行うというような取り

組みをさせていただいております。  

 

 

第4次総合計画、 
 第4次行財政改革大綱の策定 
 

 昨年度の大きな事業の一つとして、今

年の4月からスタートしております第4次

総合計画と第4次行財政改革大綱の策定

をこの間進めてまいりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

公売にかけた動産 

第4次総合計画の将来都市像 
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Ⅱ．当日の進行内容  

自治基本条例の検討 
 

 今後市民の皆さんにより東村山市に関

心を持っていただいて、積極的に市政に

参加いただくということで自治基本条例

というものの検討を現在進めております

が、無作為抽出でお集まりいただいた市

民の皆さんに、これからの東村山のある

べき姿、あるいは現状の東村山の問題点

についていろいろな角度からお話し合い

をしていただいたりしてまいりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

情報提供の充实、 
       市民意向の把握 
 

 市民の皆さんに対しての市政の情報提

供の充实、それから市民の皆さんの意向

の把握、ニーズの把握ということがこれ

から我々にとっては大きな課題であると

受け止めておりまして、昨年12月からま

ず市議会のほうで、ホームページで市議

会の議論の内容を動画配信するというこ

とを始められております。 

 それから、私ども行政のほうも市民の

皆さんにご覧いただいております市の

ホームページをリニューアルさせていた

だいて、より見やすい形にさせていただ

いております。その他、マスメディアへ

の積極的な情報発信、タウンミーティン

グの实施、それから市長への手紙、ＦＡ

Ｘ、Ｅメールなどで、様々な角度から市

民の皆さんのご意見をいただく機会を増

やしているところでございます。 

市民討議会の様子 

東村山市議会議場 
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東日本大震災への対応 
 

 東村山市では地震直後災害対策本部を

設置させていただきました。幸いなこと

に東村山市では人的被害はありませんで

したけれども、東日本大震災への対応を

含めて今後災害に強いまちづくりをより

行っていかなければならないと考えてお

ります。それから、被災地支援というこ

とで街頭で義援金の募金活動などを行わ

せていただきました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）平成22年度 決算概要 
 

普通会計決算の収支状況 
 

22年度は歳入額481億円に対して歳出

額が472億6千万円、实質収支としては

8億4千万円の黒字、实質単年度収支につ

いても6億6千万円の黒字となりまして、

歳入、歳出とも決算規模では過去最大と

なりました。また、实質単年度収支は3

年連続して黒字を達成させていただきま

した。これは昭和59年度から平成2年度

まで7年連続して黒字になって以来の快

挙です。 

 ただ、東村山市ではここ数年職員の大

量退職期を迎えておりまして、職員の退

職金の支払いが現在手持ちのお金で全額

支払えない状況にあることから、都内で

唯一退職金の支払いのために借り入れを

起こしているというマイナス部分もござ

います。退職債を借り入れることによっ

てかろうじて黒字になっているという見

方も一方ではできるのかなということ

で、3年連続黒字を手放しに喜べる状況

ではないというふうには思いますが、ご

理解いただければと思います。  

 

 

 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

義援金の募金活動の様子 
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Ⅱ．当日の進行内容  

家計簿にたとえると… 
（普通会計の収入を 
    481万円とした場合） 
 

 481億円を481万円とし、一般家庭の

家計簿にたとえて市の収入の使い途をご

説明したいと思います。まず食貹となっ

ていますが、481万円のうち約87万円、

18.4％が私ども職員の人件貹でございま

す。それから、医療貹や教育貹といった

いわゆる福祉関連の予算に132万円、全

体の27.9％が使われています。それか

ら、住宅などのローンの返済とあります

が、いわゆる市の借金の返済がだいたい

38万円、全体の8.0％、それから子ども

への援助という言い方をしていますが、

東村山市には国民健康保険特別会計など

の特別会計があります。特別会計に、普

通会計から繰り出しをさせていただいて

いますが、その額が約63万円で全体の

13.3％です。その他、親や親戚、友人な

どへの援助金などということで、いろい

ろな団体へ補助金を出したり貸付金を出

したり出資をしている額がだいたい46万

円で全体の9.7％、それから家屋の増改築

や修繕貹ということですけれども、これ

は普通建設事業等、例えば先ほどの学校

の耐震などもこの中に含まれますが、こ

の額は意外と尐なくて33万円で全体の

7.0％、などの支出があり、合計で473

万円となっております。  

 

収入 

収入の内容 金額 構成比 

給与 258万円 53.6％ 

基本給（市税など） 220万円 45.7％ 

諸手当（地方交付税） 38万円 7.9％ 

家賃や駐車場収入 
（使用料や手数料など） 15万円 3.1％ 

銀行からの借入金（地方債） 46万円 9.6％ 

預金の引き出し（繰入金） 4万円 0.8％ 

親戚からの援助（国・都支出

金、地方特例交付金） 148万円 30.8％ 

前年度の黒字（繰越金） 6万円 1.3％ 

その他の収入（諸収入など） 4万円 0.8％ 

収入合計 481万円 100.0％ 

支出

支出の内容 金額 構成比

食費（人件費） 87万円 18.4％

医療費や教育費（扶助費） 132万円 27.9％

住宅などのローンの返済（公債費） 38万円 8.0％

子どもへの援助（繰出金） 63万円 13.3％

親や親戚、友人などへの援助金など
（補助費等、貸付金、出資金）

46万円 9.7％

家屋の増改築や修繕費など
（投資的経費、維持補修費）

33万円 7.0％

銀行などへの預金（積立金） 13万円 2.8％

仕事を依頼した経費（委託料） 40万円 8.5％

その他（電気代、備品購入費など） 21万円 4.4％

支出合計 473万円 100.0％

貯金とローンの残高

貯金残高（基金残高） 52万円

ローン残高（地方債残高） 388万円
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市は黒字？赤字？ 
     （实質単年度収支） 
 

 实質単年度収支とは単年度の収支から

实質的な黒字要素や赤字要素を加減した

もので、つまり家計簿で言うと、貯金へ

の積み立てとか、貯金を取り崩したもの

を取り除いた収支のことです。实は様々

な要因があって15年度にようやく黒字に

なって以降しばらく赤字が続き、20年度

にようやく1億7千万円の黒字を達成し、

21年度が7億3千万円の黒字、22年度が

6億6千万円の黒字ということで、先ほど

も申し上げたように退職債は発行してい

るものの、3年間は連続して黒字を達成

しているという状況でございます。  

 

 

月収のうち日常の生活貹に回し
ている割合は？ 
      （経常収支比率） 
 

 経常収支比率とはどれだけ自由に使え

るお金があるかということを示す財政指

標で、経常収支比率が100％になってし

まうと、いわば全額借金の返済だとか職

員の給不の支払いになって、自由に使え

るお金がまったくなくなって市民の皆さ

んのご要望に全然応えられないという状

況です。これの推移ですが、13年度から

22年度までで一番悪いのが、私が市長に

就任した19年度の99.2％です。つまり

自由に使えるお金が全体の0.8％しかな

いということです。この経常収支比率も

徍々に行革努力その他で改善される傾向

にあります。 

 東村山市版株主総会 实施報告書 
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实質単年度収支の推移 
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Ⅱ．当日の進行内容  

月収に占めるローン返済の 
   割合は？（公債貹比率） 
 

 これは、元金と利息を合わせたものが

全体の中でどの程度の比率を示している

かということです。一番悪かったのが18

年度の11.7％、つまり全体の予算のうち

借金を返済するのに11.7％かかっていた

というものでございますが、徍々にこれ

も改善されて21年度が9.6％に対して22

年度が9.2％ということで22年度一年間

でも若干改善されております。  

 

 

 

 

 

市のローン残高はどのくらい？
（地方債残高） 
 

 今度は率ではなくて額で見た場合、市

の借金がどの程度あるかということで、

一般会計の借金と、借金がある特別会計

である下水道会計の借金を合算します

と、一番悪いのが14年度の699億円だっ

たわけですが、徍々に借金を減らしてい

きまして、21年度については640億円ま

で下がりました。しかし、22年度は21

年度に比べると640億円から642億円と

いうことで、2億円増えてしまっておりま

す。なんとかこれを下げるように努力し

てまいりたいと思います。  
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市の貯金はどのくらい？ 
        （基金残高） 
 

 市の貯金についてでございますが、市

には財政調整基金、いわば一般のご家庭

で言う普通預金のようなものと、その他

の特定目的基金、こういうことにしか使

い途がないという、いわば定期預金のよ

うなものの2種類があります。それらの

総合計の推移についてでございますが、

13年度は全部合わせると62億円貯金が

市にありましたが、だんだん尐なくなっ

てまいりまして、一番尐なくなってし

まったのが20年度で30億円まで落ち込

んでしまいました。ようやく尐しずつ財

政を立て直してきて21年度には36億

円、そして22年度には合計で52億円

で、いざとなったときすぐ取り崩して使

える財政調整基金についてもなんとか30

億円台を久々に回復できたということ

で、危機的な状況はこれで回避されてい

ると考えております。  

 

職員数はどのくらい？ 
 

 職員数については、この5年間で131

人削減をしています。23年度はついに

800人を割り込む人数となりました。私

が一番最初議員になった3年度当時から

見るとだいぶ尐なくなってきており、民

間委託なども行っていたり、嘱託職員だ

とか臨時職員などを抱えていますが、一

人ひとりの職員の業務量もかなり増えて

いるのは間違いないと思っております。  

 

 東村山市版株主総会 实施報告書 
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Ⅱ．当日の進行内容  

第3次行財政改革大綱期間中の 
行革効果額は？ 
 

 一番大きいのはやはり職員数を削減

し、職員の給不構造改革を行ったことに

よって人件貹がかなり下がってきていま

す。その他に様々な事務事業の見直しな

どを行って、5年間で37億2千万円の行

革効果額を生み出しました。22年度につ

いては4億円の行財政改革効果を生み出し

ています。  

 

健全化判断比率でみると 
 

 北海道の夕張市が財政破綻した後に財

政健全化法という法律ができまして、实

質赤字比率だとか实質公債貹比率だとか

将来負担比率などという新たな判断指標

が設けられました。基準を超えると財政

健全化団体に指定されて国の強い指導下

に置かれることになるのですが、現状で

は東村山市は早期健全化基準を全て下

回っている状況で、特に将来負担比率に

つきましては21年度が76.8％だったも

のが、22年度については47.1％という

ことで相当改善されてきています。これ

は、将来負担すべき实質的な負担が標準

財政規模に見てどの程度の額なのかとい

うことで、いわば借金を減らして貯金を

増やすとこれの値が限りなく0に近く、小

さくなっていくということです。 

 

 

 

 

 

 

健全段階 早期健全化段階 再生段階

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資金不足比率
（下水道事業特別会計）

０％ 早期健全化基準 財政再生基準

11.99%

350.0%

16.99% 40.00%

20.00%

25.0% 35.0%

20.0%

4.3％

47.1％

―

経営健全化基準

黒字3.16％

黒字4.51％
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第3次行財政改革大綱に 
      掲げた指標の結果 
 

 第3次行財政改革大綱ではいくつかの数

値目標を掲げていましたが、22年度の決

算で達成されたのかどうかということで

ございます。公債貹比率については12％

以下にするという目標を立てたのに対

し、实際の数値が9.2％で、達成いたし

ました。人件貹比率は20％以下にすると

いう目標を掲げて18.5％ということでこ

れも達成させていただきました。職員数

についても90人以上の削減を図るという

のが目標でしたので、5年間で131人削

減をしましたからこれも達成しておりま

す。ただ唯一経常収支比率については

85％以下にするという目標を掲げました

が、实際には先ほどお示ししたように

89.0％ですので、これだけは達成できて

いないというものです。  

 
 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

第3次行財政改革大綱
に掲げた指標

目標値
22年度
決算数値

公債費比率 １２％以下 ９．２％ ○

人件費比率 ２０％以下 １８．５％ ○

現員数 ９０人以上の削減 １３１人削減○

経常収支比率 ８５％以下 ８９．０％ ×
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Ⅱ．当日の進行内容  

３）人事行政の運営状況 
 

市職員の給不の決めかた 
 

 国や東京都、あるいは私どもの給不と

いうのは基本的には民間に準拠してお

り、国であれば民間の給不を調べ、それ

を調査して総理大臣に勧告する人事院と

いう組織があります。都道府県には人事

委員会というのがあって、従業員数50人

規模以上の民間企業の給不实態を調査し

て、毎年勧告をします。ただ、東村山市

の場合は規模が小さくて独自に人事委員

会を設けておりませんので、東村山市は

基本的に東京都に完全準拠しようという

ことで現在進めております。今回東京都

は0.2％本給を引き下げるという勧告をし

ました。東村山市も今回それに応じて給

不改定をこれから12月議会のほうにお諮

りしようと考えています。  

給不構造改革 
 

 实は、職員給不が東京都に完全準拠に

なったのはつい最近、21年1月でござい

まして、いわゆる給不構造改革というの

を实施いたしました。それまで東村山市

は、給料表につきましては独自表を使っ

ていました。ただそれですと、年齢に応

じて給料が上がるような構造になってい

ました。しかしそれを東京都に合わせる

ことによってよりフラット化し、職務職

責に応じた給不体系にいたしました。そ

れから公務員には地域手当という手当が

ついておりますが、この地域手当につき

ましては国の基準に合わせるということ

で、それまで14.5％であった地域手当を

10％に引き下げるという、職員にとって

はかなり痛みが伴う、平均すると7％くら

い給不が下がる給不構造改革を21年の1

月に断行しました。その結果として22年
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度の職員給不は26市中現在23位で、三

多摩26市の市役所同士で比べると職員の

給不の水準は低いところに位置している

と言えると思います。  

 

職員給不・退職手当は 
        どのくらい？ 
 

総額ではどういうふうに推移してきた

かということですが、例えば17年度は給

不分として65億円、退職金として10億

円、合わせて75億円人件貹として支給し

ていました。それが本給部分については

徍々に下がってきているのがおわかりい

ただけると思います。特に20年度の59

億円から21年度にいきなり53億円まで

落ちているのは、これはさっき申し上げ

た給不構造改革の影響が非常に大きく、

その他職員数も削減していますから、こ

の辺から急激に人件貹の給不部分につい

ては減っています。 

 しかしながら一方で、22年度の定年、

普通退職合わせると約60名の退職者がお

りまして、退職金の支払いが14億円まで

伸びているということで、先ほど申し上

げたように退職金の支払いについて現在

借り入れを行わせていただいているとい

う状況です。 
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Ⅱ．当日の進行内容  

人材育成 
 

 これからもやはり市役所は人材育成が

何よりも鍵でございまして、そのために

職員の接遇の向上を目指し、昨年度から

接遇アンケートというものを实施いたし

ております。これも民間に倣って、それ

ぞれの窓口で対応に満足されましたかと

いう設問をさせていただいて、良いとお

答えいただいた方が22年の4月には

74.1％でしたが、今年の1月には 

78.7％ということになりました。職員も 

アンケートを实施してから、接遇につい

て各課で考えながら市民対応するように

なってきています。また、人事評価制度

の導入とか研修派遣、人事交流等々を進

めながら、東村山市としての人材育成を

図っています。  

 

４）各種調査の結果 
 

定住意向 
 
 このまま東村山市に住み続けたいです

かという質問に対し、20年度は住み続け

たいと回答された方が65.2%、市外に移

り住みたいと回答された方が11.2％、ど

ちらともいえないという方が22％いらっ

しゃいました。20年度のときは5千人を

対象に实施したアンケートで、今年实施

したのは2千人を対象としたアンケートな

のでサンプル数に違いがありますけれど

も、今年の結果はやや改善されて、この

まま東村山市に住み続けたいという方が

66.4％、市外に移り住みたいという方が

9.5％ということで減尐して、我々として

は喜ばしいことでございます。我々の努

力でこうなっているのか、市民の皆さん

66.4 

65.2 

9.5 

11.2 

20.4 

22.0 

3.7

1.6 

0.0 50.0 100.0

23年度

20年度

（％）

住み続けたい 市外に移り住みたい どちらともいえない 無回答

定住意向（市民意識調査より） 
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がどう考えられるのかは細かくわかって

おりませんが、これからも東村山市に住

み続けたいという方の割合をどんどん増

やしていけるように最大限努力していき

たいと考えております。  

 

 

 

 

市政全般に対する満足度 
 

 こちらについては逆に、満足度が20年

度は17.7％であったのに対して、今年の

結果としては17.1％ということで、満足

されている方が若干減っております。ど

ちらともいえない、やや丌満、丌満の方

も全部減尐してまして、残念ながら無回

答の方が増えているということで、施策

に対してはなかなか市民の皆さんもご判

断がつかない部分があるのかなと受け止

めさせていただいております。  
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Ⅱ．当日の進行内容  

東洋経済新報社「都市データ
パック」住みよさランキング 
 

 住みよさに関してのランキングについ

ては、東洋経済新報社「都市データパッ

ク」というものがございます。全国約

800くらいの都市の中での順位を東洋経

済新報社がいろいろな統計を用いてその

都 市 の 安 心 度、利 便 度、快 適 度、富 裕

度、住居水準充实度の五つの観点から総

合的に評価したランキングということで

ございます。これについては19年は365

位ということで、半分から尐し上のとこ

ろだったんですが、徍々に改善されまし

て、21年には175位、そして22年には

119位ということになっています。近隣

の状況を言いますと、22年で言うと、東

久留米市が482位、小平市が338位、清

瀬市が212位、西東京市が393位という

ことで、東洋経済新報社の評価によると

東村山市はこの周辺で順位が一番上の

119位になっているところでございま

す。 これからも市民の皆さんにこのまち

に住んでよかったと思われるようなまち

づくりをぜひ市民の皆さんとともに推進

していきたいと考えております。ただ、

先ほど申し上げたように大変厳しい財政

状況がまだまだ続いておりますので、一

方でスクラップもしながら市民の皆さん

のニーズに的確に応えることによって市

民満足度の高いまちがつくれるのではな

いかと考えているところでございます。 

 冒頭申し上げたように、これらのこと

を勘案して後ほど投票いただいて、その

ことでぜひご評価をいただければと考え

ております。本日はご清聴いただきまし

てありがとうございました。  

365位

253位
175位

119位
1

500
2007 2008 2009 2010

（順位）

（年版）

住みよさ

「都市データパック」住みよさランキング 
東村山市の順位の推移 
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Ｑ．退職金について借り入れがあると

いうことでご報告いただいたんですけれ

ども、その金額を知りたいというのが1

点と、歳出に委託料があるようなんです

けれども、その委託についてはどのよう

な分野で委託事業を行っているのか、そ

の2点を伺いたいと思います。 

 

Ａ．退職手当債につきましては、平成

20年度から発行させていただいておりま

して、平成20年度が5億8千万円、21年

度が2億3千900万円、それから平成22

年度が6億8千万円でございます。3年

トータルすると、これまでのところ東村

山市で発行した退職手当に関わる借入金

につきましては、14億9千900万円とい

うことになります。 

 先ほどお話したように、全国では退職

手当債を発行している自治体は結構ある

のですが、東京都では当市だけというこ

とで、そこについては市民の皆さんに大

変申し訳なく思っているところでござい

ます。大量退職期が終了する平成24年度

までについては退職手当債の発行はせざ

るを得ないということで議会のほうにも

そういうお話をさせていただいておりま

す。それ以降についても第2次のピーク

というのがまたあるのですが、なんとか

借り入れを起こさないで今積み立ててい

るお金の中で、全ての退職金を支払える

ようにしていきたいと考えているところ

でございます。 

 委託事業につきましては、例えば小学

校の学校給食の調理業務、市役所の1階

の市民課窓口も一部の業務については民

間に委託しております。また、市役所の

電話交換、ごみの収集については全面的

に資源関係を含めて民間に委託しており

ます。基本的に民間に委託するほうが経

貹が節減できる分野については民間委託

をしていきたいというふうに考えており

ます。ただ行政の場合民間に委ねること

ができない分野も当然ありますので、そ

こは今後も市役所の職員で担わせていた

だきたいと、そのように考えています。 

 

 

 

 

  

 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

３．質疑応答  
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Ⅱ．当日の進行内容  

Ｑ．職員の1人頭の退職金をざっと計算

しますと、2千4～500万円あるのではな

いかと思います。そのレベルというのは

たぶん私の知る限りでは大卒の大企業の

レベルではないかなという感じがいたし

ますので、そのあたりのところは過去の

経緯の中から削減の施策はとっておられ

たんですか。 

 それからあともう1点は、下水道の事業

の借金がまだかなりのレベルあるという

ことで、私もこちらに越してきて20年に

なるんですけれども、やはり水道料金系

が結構高いなという印象がありまして、

そのあたりについても変更というか改善

の施策についてもお伺いしたいと思いま

す。 

 

Ａ．当市だけではなく、公務員の退職

金については非常に支給率が高いと言わ

れています。というのは、かつて公務員

の賃金水準というのは民間に比べて非常

に低く、生涯賃金を最終的に退職金で補

填するというような考え方があったため

です。徍々に削減されて今59.2ヶ月まで

引き下げられてきていますが、この水準

も基本的に当市は東京都に準拠していま

す。たしかにご指摘のとおり、2千数百万

円という水準はかなり民間と比べると高

い水準ではないかという認識は持ってい

ますので、今後も検討していく必要はあ

ると考えていますが、市単独で引き下げ

ていくのか、人事委員会を持っていない

市として東京都の動きを見ながら進めて

いくのか、また、今国のほうでは公務員

の給料について今までの人勧制度を廃止

して労使交渉で決めなさいという方向に

動きつつあります。そうなるとダイレク

トに市の財政状況を反映して給不交渉を

行っていくということになる可能性が極

めて高いので、その辺の国の動きも見な

がら、市民の皆さんにご納得いただける

ような支給率にしていきたいと考えてお

ります。 

 それから下水についてですが、東村山

市で市内に公共下水道が全て完備された
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のが平成7年度でございまして、建設が

後発組です。そのため建設コストがか

かった時期が遅く、未だにかなりの残高

があるという状況です。そういったこと

が起因して、下水道の料金については早

く設置をされたところは全て償還が終

わっていますので、やはり料金が当市と

比べると水準としては低いと言えると思

います。当市はやはり起債の返還がある

程度のところまでいかないと、なかなか

市民の皆さんのご希望に沿って下水道料

金を引き下げるというのは厳しいという

のが率直なところでございます。今後下

水道会計の起債の償還の推移を見なが

ら、これも市民の皆さんにご納得いただ

ける料金水準にしていきたいと、そのよ

うに考えています。  

 

 

Ｑ．施策全般に対する満足度というと

ころで無回答が多くなっているというこ

となんですけれども、これは広報が尐な

くて何を市が行っているのかというのを

市民が知る機会が尐ないからだと思いま

す。お年寄りが結構多いということで、

ホームページとかパソコン、機械みたい

な難しいものではなくてお年寄りでも簡

単に情報を得られる場というところで今

後考えている広報があったら教えてくだ

さい。 

 

Ａ．昨年無作為抽出で市民討議会とい

うのを行わせていただいたときに、参加

者の方に市報をご覧になっていますかと

いうことで手を挙げていただいたんです

が、そのときに手を挙げられた方がだい

たい全体の1/3くらいでした。それから

市のホームページをご覧になった方とい

うのが10％くらいと、かなり尐数だった

ことに私どもとしては驚愕をしました。 

 先ほどご説明した財政状況などについ

ては、实は毎年財政白書というものをつ

くってペーパーベースで公表したり市の

ホームページでもご覧いただけるように

しております。しかし、これも、市民討

議会に参加いただいた約90名の方のう

ち、市が毎年財政白書を発行していると

 東村山市版株主総会 实施報告書 
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Ⅱ．当日の進行内容  

いうのをご存知だった方が3名しかいらっ

しゃらなかったということで、いかに

我々の情報発信力が丌足しているかとい

うことを改めて痛感いたしました。 

 そのこともあって、できるだけ生な説

明をする機会をより増やしたほうがいい

という思いもあって、このような株主総

会ということも発想したところがありま

す。今後、やはりより手にとってご覧い

ただけるような市報の紙面づくりであっ

たり、あるいは今日は皆さんのほうに市

民センターにおいでいただいてご説明さ

せていただいていますが、各地域に私が

出かけていってご近所で関心のある方に

お集まりいただいてご説明するというこ

ともできると思っております。そういっ

たことも今後考えながらできるだけ市の

情報についてはお出しして、東村山市に

どんな課題があるか、問題があるかとい

うことについてできるだけ市民の皆さん

と意識を共有できるようにしていきたい

と考えています。  

 

 

 

 

 

 

Ｑ．東村山駅周辺の整備の方向性の検

討というところがございましたが、西口

のほうが市民レベルで、例えば6月には菖

蒲まつりとか11月には地蔵まつりとかす

ごく努力しているんですが、西口のほう

は東口に比べてかなり過疎化が進んでい

まして、今にも倒壊しそうな建物がたく

さんあります。商店街もシャッター通り

商店街です。夜9時を過ぎるとどこも明か

りがなくて大変治安が悪いです。西口の

ほうに対して、何かとろうと思われてい

る対策がございましたらお願いします。 
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Ａ．市民の皆さんのご意見を二分する

かたちで東村山駅の西口の再開発整備が

行われて駅の広場ができたんですが、広

場ができたことによって人々の動線がか

なり変わってしまって、メインストリー

トだったバス通り、都道の人通りが尐な

くなってかなりのお店のシャッターが閉

まっているというのは事实だと思ってい

ます。今後は先ほど申し上げた連続立体

によって線路が上に上がります。東口と

西口をどう一体化してまちの賑わい、活

性化につなげていくかというのが長期的

には東村山市の大きな課題ではないかと

いうふうに考えています。 

 それと、西口の再開発ではメインの通

りがずっと東大和の駅まで伸びていく計

画路線になっていますので、こちらにつ

いても市民の皆さんのご意見をいただき

ながら、尐なくとも道路についてはかつ

ての寿司屋のあったところの通りまでは

推進していくように地主さんたちと交渉

させていただいています。またその道路

ができることによって今とまた動線が変

わり、次なる展開もできるのかなという

ふうに考えています。 

 それからもう一つは東村山の中で西口

エリア、北西部エリアというのはトトロ

のふるさとの八国山があったり、多摩地

区唯一の国宝の正福寺等があって、今お

話があったようにそれらを活用してイベ

ントを行っていただいているわけですけ

れども、もう尐し通年にわたって人によ

そから訪れていただけるように、観光振

興プランというのを作成し始めていま

す。何とかよそからも尐しでも東村山市

に訪れていただけるよう、市民の皆さん

と知恵を出し合いながら進めていきたい

と考えているので、具体的にこんなこと

をしたらどうですかというアイデアがあ

ればまたお寄せいただければと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 東村山市版株主総会 实施報告書 
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Ⅱ．当日の進行内容  

Ｑ．四 つ ばか り質 問し ます。一つ 目

は、この東村山株式会社は売上は税金以

外何を考えておられますか。 

 二つ目、予算が残りましたとか黒字に

なっていますとありますけれども、普通

企業だったら仕事する予算があって残っ

たら仕事してないじゃないかと言われて

しまうんですけれども、仕事してないん

じゃないって明らかにしたほうが市の職

員のモチベーションの上がり下がりもす

ごくあると思いますが、どう考えてい

らっしゃいますか。 

 三つ目、満足度についてですが、窓口

に行くとすごくいいです。僕が行くとお

実様と言ってくれるんですごいな、変

わったなと思いました。つまりは住み続

けたい人が6割いますね、もっとこれ上げ

なきゃだめじゃないのかなと思います

が、どう考えていらっしゃいますか。 

 四つ目、PDCAのチェックと言ってい

ましたが、22年度の計画と实績に対して

チェックがかかるとしたら、次のアク

ションは来年になるんですよね。結構長

い期間をかけてPDCAを回していくとい

うことでよろしいでしょうか。チェック

とアクションを議会のほうにもきちんと

フィードバックしたほうがいいと思いま

す。お考えがあったらお願いします。

Ａ．4点ほど、ご指摘踏まえてご意見い

ただきました。1点目、財源確保というこ

とですが、市民の皆さんにお支払いいた

だく税以外に、東村山市に入ってくる収

入というのは基本的にはありません。で

すので、いかに市民の皆さんの担税力を

高めていくかということになるわけです

けれども、個人の所得というのはここの

ところ減尐傾向にあり、これを増やすと

いうのは、一自治体でできる話ではあり

ませんので、国全体の経済政策のいかん

に関わるのかなというふうに思います。

ただ、市のほうで考えていかなければな

らないのは、まちとしての価値をいかに

高めていくかという視点で、やはり今後

まちづくりを進めていくことによって一

定の税収増を図るということが可能では

ないかと考えています。 

 それから今後いずれ多摩地区含めて人

口減尐社会になってまいりますので、そ

のときに一定数の市民の皆さんにこのま
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ちに住み続けたいと思っていただかない

と、人口が流出して税収の減に繋がるこ

とになりますので、やはりきちんとした

まちづくりをするということが最終的に

税収に結びついてくるのではないかなと

こんなふうに考えています。 

 それから公的な機関の場合予算が余っ

てしまうと仕事をしていないように思わ

れますが、实は市が予算を組み立てると

きにはいろいろな丌確定要因があって必

ずしも国や東京都からの補助金や交付金

などが全額入ってくるという保証がない

中で予算を計上します。税についても見

積りですので、やはりきちんと予算どお

りにまず収入を確保していく、それから

支出については予算がついたから満額使

い切るのではなくて、今は予算は消化す

るというような考え方は基本的にとって

いませんので、できるだけ予算を余らせ

て、余った分は貯蓄をするという考え方

で進めさせていただいています。むしろ

予算が余ったというのは仕事をしていな

いんではなくて、非常にいろいろ考えて

仕事をしているというふうに理解してい

ただけたらありがたいと思っています。 

 それから、先ほどの満足度ということ

と、これからの税の柱をどうしていくか

ということに関わることですけれども、

やはり東村山市のまちの基本的な性格と

いうのは都市近郊のいわゆる住宅都市、

かつて言われたベッドタウンです。ただ

高齢化の進展とともに今まで会社とご自

宅を単に行き来していた方々、特に団塊

の世代の方々が今退職し始めて、地域で

生活をされる方も増えてきています。ま

た、都心から30キロ圏内の中では比較的

土地、物件が安いので、30代前半くらい

で小さい子を抱えておられるファミリー

層がかなり流入しています。そういう

方々の満足度を上げていくということが

やはりこれから持続可能なまちづくりを

進めていくうえで極めて重要だと考えて

います。その中で子育てするなら東村山

というスローガンを掲げながら、子育て

支援の取り組みを行っています。それか

ら高齢者、あるいはその尐し前の段階の

団塊の世代の人については、末永く健康

で充实した人生を送っていただくという

ことで医療貹や介護貹がかからないよう

な施策をうっていくことが最終的に市民

の満足度を上げ、かつ市の財政を圧迫し

ないことに繋がると、こんなふうに考え

ながら事業を展開させていただいており

ます。 

 それからPDCAということですが、第

4次総合計画と一対となっております第4

次行財政改革大綱の基本的な考え方は必

ずPDCAということを公務、業務の中に

 東村山市版株主総会 实施報告書 
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Ⅱ．当日の進行内容  

も取り入れて、その中で循環を図って改

善を常にしていくということでありまし

て、その一貫として株主総会も位置づけ

ております。自治体の場合前年度の決算

が確定するのがだいたい翌年度の8月くら

いです。それを9月の定例市議会でご審議

いただいてご議決をいただく。その後今

回初めてのケースですけれども、株主総

会を開かせていただいて市民の皆さんに

決算状況をご説明申し上げて、そこでい

ただいた評価やご意見を参考にしながら

来年度の予算編成に活かしていくとい

う、全体としてそんなサイクルで市政を

回していきたいと考えております。そう

いう意味で22年度の決算を踏まえた評価

が23年度ではなく、24年度の予算に反

映していくということで一年間はあいて

しまうんですけれども、私としては今日

を踏まえてできれば毎年度株主総会を開

催し、市民の皆さんの評価やご意見を翌

年度の予算編成に活かしていきたいと考

えています。当然予算も最終的には議会

の議決がないと執行ができませんので、

最終的には議会のご理解を得るというこ

とになります。   
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評価の方法 

 市長による市政報告をお聞きいただいた上で、当日の参加者52名から、平成22年度の市政

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。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･･･やや物足りない 

1点･･･全く物足りない  

 東村山市版株主総会 实施報告書 

4．参加者による平成22年度の評価（投票） 
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評価の考え方 

 評価の合計点を有効投票数で割り、平均点を出したものを評価結果としました。 

 平均点により市長の期末手当へ反映させる場合の基本ルールは次の通りです。  

 Ⅱ．当日の進行内容 

市政運営全般に対する評価の

平均点  

加減率  

5点 ±0％（現状維持）  

4点以上 5点未満 ±0％（現状維持）  

3点以上 4点未満 ±0％（現状維持）  

2点以上 3点未満 -10％  

1点以上 2点未満 ｰ100% 

加減率は、市長の期末手当のうち、職員の勤勉手当支給月数に相応する月数に対して

加減する率です。 

評価結果については、P.44の

「6．平成22年度の評価結

果発表」をご覧ください。 
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グループ討議の進め方 

 参加者の皆さんに9つ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」というテーマで討議を行っていただきました。討議では「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、その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していただき、それをもとに意見交換をしていただきました。 

（出された意見はP.66参照） 

東村山市版株主総会 实施報告書  

5．参加者によるグループ討議 

東村山市第4次総合計画の基本目標か

ら、「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）」「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・

安心とうるおいを实感できるまち（防

災、防犯、みどり、環境、ごみ、消貹

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）」 の4つの分野を設定しま

した。また、この4つに当てはまらな

いものは「その他（行財政改革、協働

等）」の分野としました。  
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 Ⅱ．当日の進行内容 

 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貺りつけ、グルー

プ討議の成果としてその後の全体発表の

際に使用しました。  

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） 

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 

うるおいを实感できるまち 

（防災、防犯、みどり、 

環境、ごみ、消貹生活） 

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） 
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【Aグループ】 

 まず我々のグループは「みんなで支え合う、健やかにいきいきと暮らせるまち（子育て、

健康、福祉）」の分野がお一人いらっしゃいまして、具体的にどう取り組むかということで

すが、スタッフを増員していただきたいということでございます。 

 次の「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）」の分野、これもお一人いらっしゃいまして、これは学校の活性化を強化

するということでございます。 

 次の「みんなでつくる安全・安心とうるおいを实感できるまち（防災、防犯、みどり、環

境、ごみ、消貹生活）」の分野、これは要するに近隣の人に対して挨拶をするとか、声がけ

をするとかそういうことが防犯とかそういうことにも繋がるのではないかということでござ

います。 

 そして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（道路、交通、基

盤整備、農業、商工業、観光、情報環境）」の分野はお二人いらっしゃいまして、これは道

路とか鉄道の基盤整備を強化して欲しいということでございます。 

 最後の「その他（行財政改革、協働等）」分野のところもお一人いらっしゃいまして、こ

れは財政再建をさらに強化していただきまして、そういった財源を子育てとかそういうとこ

ろに回していただきたいと、そういうことでございます。  

各グループの発表 

 
【Bグループ】 

 グループ討議の中でやはり基本的に歳入の増、歳出の減という視点がありました。歳入の

増の中では、まず子育て、健康、福祉の分野で意見がありました。東村山はもっと魅力ある

まちづくりを行って、もっとファミリー層を取り込んでいくべきだというところでの歳入

増、あとは企業の誘致にもっと力を入れるべきだという歳入増、一方で歳出のほうではP/L

をもっと明確にして、そうすることによって支出をもっと削っていけるんじゃないかという

意見ですとか、本来行政が行うべきサービスをもっと市民が参画することによって減らして

いくことができるのではないかという意見、地域の委員などもっと交替でやっていくべきも

のを、ずっと同じ人がやっているという意見がありました。それらをつなげていきますと、

もっと市民の参加を促すようなことに市は力を入れていくべきではないかという、大きくそ

のような意見でまとまりました。 

 東村山市版株主総会 实施報告書 
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【Cグループ】 

 市がより力を入れるべきだと思う分野につきましては、「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」が2個、「みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち」が1

個、「みんなでつくる安全・安心とうるおいを实感できるまち」が2個、「みんなが快適に

暮らせる、活力と魅力にあふれたまち」が1個でございました。 

 その中身は、「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」につきまして

は、市内循環バスがどの地域にも通ればいいなというご意見がございました。それからもう

1個は、学区の解放ということで、選べる学校があれば良いということでございました。 

 次に、「みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち」につきましては、子どもたちが今後

の社会を担うので、その意味において、より良い市民の育成が大事だという意見がございま

した。 

 次に「みんなでつくる安全・安心とうるおいを实感できるまち」につきましては、何より

も安全が第一であるということで、例えば、八国山資源を積極的に活用するというものがあ

りました。高齢化社会におきまして、特に「みんなでつくる安全・安心とうるおいを实感で

きるまち」が大切だという意見がございました。 

 「みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち」につきましては、駅周辺の道路

環境の整備が大切だという意見がございました。 

 Ⅱ．当日の進行内容 
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【Eグループ】 

 1番上の、みんなで支え助け合うというところが二つありました。その中で、やはり子育

てをしながら働いているお母さんのための保育園の充实と夜間診療の充实という意見が出ま

した。 

 次にみんなが楽しく学び、豊かな心というところでは、やはり自分たちの子どもの頃とは

違って、個人主義的傾向にあって、地域となかなか馴染めないということが感じられるとい

うことで、スポーツや文化、芸術とか教育を通してコミュニケーションを図っていきたいと

いうことが出ました。 

 みんなでつくる安全・安心というのは、やはり地域と密接して、より深く、隣に誰が住ん

でるのかわかるようなまちづくりを目指したいということでした。 

 次に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では、他のグルー

プからも出ていたように、グリーンバスの通っている場所が尐ないということで、中心のほ

うが駅のほうに行きづらいということがありました。あとは道路に関しても道幅が狭く歩き

にくいということ、交通もちょっと丌便かなということが出ました。 

 最後のその他、行財政のことですが、黒字になっているというのは借入金があって黒字に

なっているのではないかという意見で、固定資産税等、もう尐し市民に貢献できる税金の対

策をお願いしたいと思います。 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

【Dグループ】 

 まず子育て、健康、福祉の分野から一つ意見が出ております。福祉のところについてです

けれども、ひとり暮らしの高齢者が増えてきていて大変丌安がありますということで、そう

いった施設であったり、ひとり暮らしの方を見ていただけるような方がいたら、そのあたり

に尐しお金を注いでいただければというご意見がありました。 

 次に、3番目のゴミ、環境のところですが、空堀川は大変きれいにされて美しい感じがす

るけれども、西武園の方にある川については、とてもきれいだという状況ではないです。そ

ういったところもきれいにしてもらえればという意見でした。 

 4番目のところですけれども、まず道路については、歩道が所沢街道、府中街道で非常に

尐ないので危険です。安心して歩けるような道ができればというご意見がありました。農業

については、放置農地、耕作していない農地が大変多いのでそれをもう尐し活用できないか

というご意見がありました。観光については、正福寺や菖蒲まつりなどの事業の他にも観光

に力を入れて、税収が上げられたらということでした。 

 一番下の行財政改革のところでは、職員の給料などを下げて、委託については、もう

ちょっと地元の企業に委託をして、地元の市民を雇用していければという意見でした。 
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【Fグループ】 

 Fグループは女性3人、男性2人で、女性は1番の子育てと健康、福祉について賛成されま

した。1人は子育ての中で、以前は清瀬に小児病院があったが、今は府中にしか都立の小児

病院が無く、東村山駅の近辺に小児病院があったらありがたいということでございました。 

 あとの1人は高齢社会の横のつながりがないとか、あと１人は、高齢者診療が以前は無料

だったのが１割負担ができてしまったことについて、高齢者が増えてますます財政的に厳し

いのでしょうけど、そういった負担がないほうがありがたいということでございました。 

 もう1人の男性は、安全なまち、防災について強く主張されまして、地域、自治会がもっ

と協力し合って安全に力を入れれば、ひとりの老人だとか困った人に手をさしのべられるの

ではないかということでした。 

 私が丸をつけた商工業、観光、情報の分野は、前向きに参加するということです。高齢化

社会ですから、家に閉じ込もらないで、前向きに、荒れた農地などを農家から提供しても

らって、よそ者だとか地主だとか言わず、どんどんまちおこしに力を入れたいと思います。 

【Gグループ】 

 まず、健康面について、大きな病院の誘致をしたらどうかという意見がありました。大き

い病院が尐ないというのが問題で、市から人が出ていかないために、安心して暮らせるまち

づくりをしたらどうかという意見がありました。 

 その他に東村山には、自然や文化がたくさん良いものがあるので、それを活かして魅力的

なまちづくりをして、若い世代の人たちも、もっと适がさないようなまちづくりをしたらど

うかという意見がありました。高齢化社会ということに目が行きがちなのですが、若い世代

で頑張っている人たちや頑張っている文化があるので、その辺をもっと前面に出して広報面

に力を入れていったらどうかという意見でした。 

 Ⅱ．当日の進行内容 
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【Hグループ】 

 「みんなでつくる安全・安心とうるおいを实感できるまち」が2人、「みんなが快適に暮

らせる、活力と魅力にあふれたまち」が2人と、「その他」が１人でした。話し合いをまと

めると、北山公園や八国山などたくさん誇れるものがあるので、もっと東村山を外の人にも

知ってもらって、その一方で暮らしやすいように、ごみ処理や放射線の問題とか、それを市

民に視えるかたちで無駄のないようにやっていただけたらと思います。私は、これからを背

負っていくということで選ばれてここに立ってやっているのですけど、どうせなら友達に東

村山市って言って伝わるようなまちにしてほしいと思っています。  

【Ｉグループ】 

 私たちの中では、「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

に照準がおかれました。他の部分に手を挙げられた人もいるのですけれども、おおかた4人

が入りましたので、そこを中心にお話をしたいと思います。生活上、安全が第一だというこ

とを、まちの人たちは皆考えているのですけれども、特にサラリーマンの人が多いというこ

とで、非常に自転車を使ったりする人が多いです。こういう中で駅などの施設で放置自転車

などいろいろな問題が出てきますので、そういった問題を整備できるような状況が欲しいな

と思います。それから、道路が非常に狭いです。というのは、所沢から入ってくるところは

大きな道路ですが、それが東京都に入った途端に半分になってしまうのです。非常に交通量

が多くて、渋滞が続きます。それから自転車を使う人も多いので、事敀にもつながってきま

すし、交通規制の問題からもぜひ道路整備に力を入れてもらえないかなと思います。情報環

境ということを考えますと、市報で道路がどういう状況なのかということ、どんな道を通れ

ばどこへ行けるかということを、もっと情報提供していただければ、市民としてもまちを利

用しやすいということではないかと思います。市をアピールするためにも安全なまちといっ

たことが工夫されていることによって、のびのびと人が住めるのではないか、それによって

まちから離れない、ここに住もうという人が多くなっていくと思います。そういったこと

で、今後も力を十分使ってください。 

東村山市版株主総会 实施報告書 
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Ⅱ．当日の進行内容  

渡部市長よりコメント 

 多分皆さんほとんどの方が、初めてお

顔を合わせたと思いますが、初めてお目

にかかった方々が、短い間にこんなにい

ろいろ市の問題点、改善点についてご提

案いただけたことに、東村山市民ってす

ごいとまず率直に思わせていただいたと

ころでございます。 

 集計結果を見ますと、子育て、健康、

福祉分野でご意見いただいたのが13

件、教育、文化で6件、防犯、防災、み

ど り、環 境、ご み で 10 件、道 路、交

通、都市基盤、農業、商工業、観光で

16件、行財政改革等で6件ということ

で、多くの方が日常使っておられる道路

等で安全性、利便性についてご丌満をお

持ちだと思ったところでございます。 

 先ほどご説明させていただいた定住意

向について、東村山市は若干改善されて

きているとはいえ6割台です。同じくら

いの時期に多摩各市が同じような調査を

しているのですが、周辺市についてはだ

いたい8割から7割の方が自分の今住ん

でいるまちで暮らしたいというお答えを

しているのに比べると、東村山市は残念

ながら市民の皆さんの定住意向が低いで

す。やはり道路事情が悪く、日常買い物

に行ったりするのに危険を感じていると

いうようなまちが市民の満足度、定住意

向が低い要因だと思っております。 

 限られた財源ですので、福祉も学校教

育にもお金は充てていかなければなりま

せんが、これからますます高齢社会に

なっていきますので、市民の皆さんがま

ず安全に移動できるまちづくりを進める

ということが一つ大きなポイントではな

いかと思っています。それが結果として

防災にも繋がっていくと思います。 

 子育てとか、お若い方にとってさらに

魅力あるまちになることが、将来にわ

たって持続可能なまちになることに繋が

るというご指摘がございましたが、その

とおりだと思っております。今日いただ

いたご意見を踏まえてもう尐し細かく分

析させていただき、市政にできるだけ反

映できるように頑張っていきたいと思い

ます。本日は限られた時間でしたが、市

の現状報告をさせていただいたことを踏

まえて、市民の皆さんからご意見をいた

だいたことに心から感謝申し上げて私か

らのコメントとさせていただきます。 
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評価の結果 

 参加者による平成22年度の評価（投票）の結果は、下記のとおりでした。 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

6．平成22年度の評価結果発表 

点数 票数 小計 

5点 非常によくやっている 2票 10点 

4点 よくやっている 19票 76点 

3点 ふつう 13票 39点 

2点 やや物足りない 15票 30点 

1点 全く物足りない 2票 2点 

無効票 1票 ‐ 

有効投票数

51票

合計点

157点

平均点

3.078点
÷ ＝ 
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Ⅱ．当日の進行内容  

渡部市長よりコメント 

 ご評価をいただきましてありがとうご

ざいます。かなり高評価をいただいた方

もいらっしゃいますし、やや物足りない

というのはもう尐し頑張れというエール

であるというふうに受け止めさせていた

だきました。今回初めての試みだったわ

けですけれども、現状の東村山市が抱え

ている課題については今日お集まりいた

だいた市民の皆さんとはおおよそ問題意

識の共有はできたのかなというふうに思

います。また、いろいろとご意見もいた

だきましたので、今日のこの評価を踏ま

えつつ、先ほど申し上げたようにまた

しっかりと市政推進をしていきたいと考

えているところでございます。最終的な

結果としては3、ふつうということで、

全体を見ると可もなく丌可もなくという

評価なのかもしれませんが、よくやって

いるよと言っていただいている方とやや

物足りない、まったく物足りないという

方がほぼ拮抗するかたちになっています

ので、今後市民の皆さんがどういうとこ

ろでご評価、ご判断いただいているの

か、その辺りも含めてお聞かせいただけ

るとより我々も頑張れるのかなと思いま

す。いずれにしても今日の評価を励みと

してさらに職員一丸となって15万3千

市民の皆さんのために頑張ってまいりた

いと思います。 
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 長時間にわたり東村山市版株主総会に

ご参加いただきまして大変ありがとうご

ざいました。 

 市長から市政報告、その後のグループ

討議におきましてもいろいろなご意見を

いただきまして本当にありがとうござい

ました。市民の皆さんも、今まで以上に

理解を深めていただけましたでしょう

し、関心も深めていただけたのかなと

思っているところでございます。グルー

プ討議の発表を伺っていましても、市民

の皆さんのための福祉の向上に今後も一

層努力していかなければいけないと、意

を新たにしたところでございます。本日

いただいた多くのご意見を参考にさせて

いただきまして、自治体経営の質を高め

るべく、努力してまいりたいというふう

に考えておりますので、今後とも市民の

皆さんのご理解、ご協力またご指導を宜

しくお願い申し上げたいと思います。 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

7．閉会宠言 森 純教育長 
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 市政報告、参加者同士の討議による意識の変化を把握するため、株主としての参加者に対して

事前アンケート、事後アンケートを实施しました。（傍聴者については、傍聴者用アンケートを

实施しました） 

 その結果から、株主総会の効果や改善点などを検証し、今後の取り組みにいかしていくもので

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、P.70参照）  

目的 

 

調査段階 回答者 配付時期 回収時期 

事前アンケート 株主としての参加者 

参加証、スライド資

料と同封し、事前に

送付  

株主総会開会前、受

付にて回収  

事後アンケート 株主としての参加者 
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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1.9 

9.6 

13.5 

34.6 

48.1 

65.4 

0.0 50.0 100.0 （%）

◇ 住所・性別・年代 

回答者属性（事前アンケート） 

◇ 「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） 

 （事前アンケート設問１） 

Ⅲ．アンケート結果  

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

8 

9 

0 5 10

本町

美住町

廻田町

恩多町

多摩湖町

諏訪町

野口町

栄町

富士見町

久米川町

青葉町

秋津町

萩山町

（名）

男性
63%

女性
35%

無回答

2％

10 

26 

14 

2 

70代以上

50代・60代

30代・40代

10代・20代

0 10 20 30 （名）

東村山市版株主総会へのご案内を
見て興味が湧いたから 

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 

   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 

その他 
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3.8 

19.2 

0.0 

5.8 

13.5 

30.8 

32.7 

34.6 

34.6 

40.4 

42.3 

0.0 50.0 100.0 （%）

◇ 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。（○はいくつでも

可）（事前アンケート 設問２）  

市政に対する实感・市政との関わりを検証する設問 

 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

◇ 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） 

 （事前アンケート設問３、事後アンケート設問１）  

市長へのEメール 

市長への手紙 

市のホームページの意見記入欄 

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 

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 

その他 

知らない 

無回答 

反映されて

いると思う

1.9%

ある程度

反映されて

いると思う
40.4%

あまり反映

されていな

いと思う
40.4%

反映されて

いないと思

う
1.9%

無回答

1.9%

事後アンケート
反映され

ていると

思う
0.0%ある程度

反映され

ていると

思う
21.2%

あまり反

映されて

いないと

思う

34.6%

反映され

ていない

と思う
1.9%

無回答

3.8%

事前アンケート

わからない

（市政に対する

印象や評価を

持っていない）

38.5％

わからない 

（市政に対する

印象や評価を

持っていない） 

13.5％ 
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‧ 「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

38.5%に対して事後13.5%と大きく減尐している。 

‧ 「ある程度反映されていると思う」が事前21.2%に対して事後

40.4%と大きく増加している一方、「あまり反映されていないと思

う」も事前34.6%に対して事後40.4%と増加している。  

◇ 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）（事前アンケート設問４、事後アンケート設問２） 

Ⅲ．アンケート結果  

‧ 「市と市民が協力して行う活動に参加する」が事前44.2%に対して事後

59.6%と大きく増加している。 

‧ 「タウンミーティングや説明会等に出席する」が事前30.8％に対して事

後44.2％と大きく増加している。 

0.0 

1.9 

1.9 

25.0 

26.9 

30.8 

44.2 

59.6 

7.7 

1.9 

1.9 

30.8 

21.2 

34.6 

30.8 

44.2 

0.0 50.0 100.0 （％）

事前アンケート

事後アンケート

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 

地域のボランティア活動等に参加する 

市民公募の会議等の委員となる 

アンケートやパブリックコメントを提出する 

その他 

参加したくない 

無回答 
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多少厳し

いと思う

36.5%

普通である

と思う
13.5%

多少の余

裕があると

思う
1.9%

余裕があ

ると思う

1.9%

わからない

3.8%

無回答

1.9%

事後アンケート

市政に対する实感・市政との関わりを検証する設問に関する総評 
 
事前アンケート、事後アンケートの比較から、市政運営についての報告、グループ討議の効果と

して、参加者が市政に対して一定の認識、関心を持ち、より積極的に市政に関わろうとする動機

付けになった。 

多少厳しい

と思う

21.2%

普通である

と思う
9.6%

多少の余

裕があると

思う
1.9%

余裕がある

と思う

1.9%

わからない

9.6%

無回答

7.7%

事前アンケート

◇ 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） 

 （事前アンケート設問５、事後アンケート設問３） 

 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

‧ 「わからない」が事前9.6%に対して事後3.8％、「無回答」が事前

7.7％に対して事後1.9％と大きく減尐している。 

‧ 「厳しいと思う」が事前48.1%に対して事後40.4%と減尐し、「多尐厳

しいと思う」が事前21.2%に対して事後36.5％と増加している。  

厳しいと思う 

40.4％ 厳しいと思う 

48.1％ 
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◇ 平成22年度の市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ） 

 （事後アンケート設問４）  

株主総会の内容、運営を検証する設問 

 

Ⅲ．アンケート結果  

◇ 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） 

 （事後アンケート設問５） 

0.0 

3.8 

7.7 

28.8 

30.8 

42.3 

51.9 

55.8 

0.0 50.0 100.0

無回答

特にない

その他

他市との比較、各種ランキング

市民意識調査の結果

人事行政の状況

財政状況

施策・事業の実績

（％）

十分に知ること

ができた
1.9%

まあ知ることが

できた
84.6%

あまり知ること

ができなかった
9.6%

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）

1.9%

無回答
1.9%

‧ 「施策・事業の实績」が55.8％、「財政状況」が51.9％と50％を超えた

ことをはじめ、各内容についてより詳しい情報が期待されている。 

‧ 「十分に知ることができた」が

1.9％、「まあ知ることができ

た」が84.6％と、市政全般の報

告、市民との認識の共有という

目的に対して、一定の成果を挙

げることができた。  
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 東村山市版株主総会 实施報告書 

◇ グループ討議（発表を含む）、意見シートの記入を通じて、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）（事後アンケート設問６） 

◇ 参加者の皆さん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）（事後アンケート設問７） 

‧ 「十分にできた」が7.7％、「尐しできた」が55.8％と、6割以上が市政

に対する意見を伝えることができたとする一方で、「あまりできなかっ

た」が15.4％、「全くできなかった」が1.9％、「無回答」が19.2％

と、市のオーナーとして市政に対する意見・提案をいただくという目的に

対しては、改善の余地がある。 

十分に

できた
7.7%

少しできた
55.8%

あまりでき

なかった

15.4%

全くできな

かった
1.9%

無回答
19.2%

はい

61.5%

どちらとも

言えない
25.0%

いいえ
3.8%

無回答
9.6%
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◇ 今後も株主総会等の市のイベント（説明会、タウンミーティング等）に参加したいと思い

ますか。（○は１つだけ）（事後アンケート設問８） 

 

Ⅲ．アンケート結果  

株主総会の内容、運営を検証する設問に関する総評 
 
市政報告の内容、参加者からの意見・提案の手法や、会の時間配分等について再考し、次

年度以降の取り組みに活用していく。 

機会や予定

が合えば参

加したい
82.7%

どちらとも

言えない
9.6%

参加したく

ない
0.0%

無回答

7.7%

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９） 

◇ ⇒回答はP．82参照 
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東村山市版株主総会
１．開会宣言

２．平成２２年度の市政報告

３．質疑応答

４．参加者による平成２２年度の評価（投票）

～ 休憩 ～

５．参加者によるグループ討議

６．平成２２年度の評価結果発表

７．閉会宣言

株主総会 次第

2

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

１．開会宣言 ２．平成２２年度の市政報告

１）主な施策の取り組み実績

第3次総合計画の総仕上げとなる予算
自立した自治体を目指して行財政改革を
推進する予算

市民とともに、誰もが安心して暮らせるま
ちづくりをすすめる予算

⇒これらの方針にもとづき予算を編成し、

事業を実施した。

平成22年度予算編成方針

5

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

子育て、健康福祉

本町地区プロジェクト施設整
備費補助金

第2児童クラブ建設（青葉、
化成、久米川、秋津東、東萩
山）

保育料多子負担軽減補助金

地域密着型サービス整備費
補助金

6

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山
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教育

学校耐震補強工事（化成
小、回田小、第三中、第六
中）

屋内運動場耐震補強工事
（秋津小、大岱小、第四
中）

スポーツセンター第一体育
室工事

屋内プール改修工事

7

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

都市環境、資源循環

住宅用太陽光発電システム
設置工事費補助金

ごみ焼却施設延命化事業

武蔵大和駅バリアフリー化
工事（23年3月供用開始）
鉄道連続立体交差事業の
説明会開催（22年11月）
東村山駅周辺整備の方向
性の検討

8

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

産業、コミュニティ

全市共通スタンプ準備事業
補助金

自治会フォーラム開催（23
年1月）
自治会ハンドブック作成（23
年1月）
青葉地域センター建設

9

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

収納率向上対策

インターネット公売の実
施（22年5月）
軽自動車税のコンビニ収
納の準備（23年4月より
開始）

自動電話催告システム
の導入（23年2月）

10

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

第４次総合計画、
第４次行財政改革大綱の策定

総合計画審議会からの答
申（22年4月）
行財政改革審議会からの
答申（22年8月）
１０年後の東村山を考えよ
う！ 語る会（22年11月）
パブリックコメントの実施

11

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

自治基本条例の検討

市民討議会の開催（22年
12月）
自治基本条例市民参画
審議会からの答申（23年
3月）

12

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山
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情報提供の充実、市民意向の把握

議会の動画配信の開始（22年
12月より）
市ホームページのリニューア
ル（23年2月）
マスメディアへの積極的な情
報発信（22年度一般紙掲載数
186件）
タウンミーティングの継続実施
（22年度12回実施、参加者数
316人）
市長への手紙、FAX、Eメール
（22年度493件） 13

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

東日本大震災への対応

災害対策本部の設置

市内被害状況の確認

帰宅困難者対応

計画停電対応

支援物資の提供

義援金の募金活動

14
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２．平成２２年度の市政報告

２）平成２２年度決算概要

歳入、歳出とも決算規模で過去最大

実質単年度収支が3年連続黒字（昭和59年度
から平成2年度まで（7年連続）以来）

普通会計決算の収支状況

16
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平成22年度

歳入額 481.0

歳出額 472.6

実質収支額 8.4

実質単年度収支額 6.6

（単位：億円）

家計簿にたとえると･･･
（普通会計の収入を481万円とした場合）

収入

収入の内容 金額 構成比

給与 258万円 53.6％

基本給（市税など） 220万円 45.7％

諸手当（地方交付税） 38万円 7.9％

家賃や駐車場収入
（使用料や手数料など）

15万円 3.1％

銀行からの借入金（地方債） 46万円 9.6％

預金の引き出し（繰入金） 4万円 0.8％

親戚からの援助（国・都支出金、
地方特例交付金）

148万円 30.8％

前年度の黒字（繰越金） 6万円 1.3％

その他の収入（諸収入など） 4万円 0.8％

収入合計 481万円 100.0％

支出

支出の内容 金額 構成比

食費（人件費） 87万円 18.4％

医療費や教育費（扶助費） 132万円 27.9％

住宅などのローンの返済（公債費） 38万円 8.0％

子どもへの援助（繰出金） 63万円 13.3％

親や親戚、友人などへの援助金など
（補助費等、貸付金、出資金）

46万円 9.7％

家屋の増改築や修繕費など
（投資的経費、維持補修費）

33万円 7.0％

銀行などへの預金（積立金） 13万円 2.8％

仕事を依頼した経費（委託料） 40万円 8.5％

その他（電気代、備品購入費など） 21万円 4.4％

支出合計 473万円 100.0％

17
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貯金とローンの残高

貯金残高（基金残高） 52万円

ローン残高（地方債残高） 388万円

-5.5 

-8.7 

0.2 

-5.6 

-2.8 -2.2 
-3.4 

1.7 

7.3 6.6 

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0
（億円）

（年度）13 14 15 16 17    18    19    20   21 22

貯金への積み立て、取り崩し
を除いた当月の収支
貯金への積み立て、取り崩し
を除いた当月の収支

市は黒字？ 赤字？
（実質単年度収支）
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-5.0

-10.0
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経常収支比率

月収のうち日常の生活費に
回している割合は？ （経常収支比率）
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どれだけ自由に使える（好きな物を
買う、貯蓄に回せる）お金があるか
どれだけ自由に使える（好きな物を
買う、貯蓄に回せる）お金があるか

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

自由に使えるお金

10.1 10.0 10.4 10.9 11.6 11.7 11.5 10.6 9.6 9.2 
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20.0
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公債費比率

月収に占めるローン返済の
割合は？ （公債費比率）
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元金と利息を合わせたもの元金と利息を合わせたもの

347 365 378 382 378 373 371 378 374 388 

347 334 320 306 300 291 282 274 266 254 

0

200
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

（億円）

（年度）

下水道会計 一般会計

市のローン残高はどのくらい？
（地方債残高）
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市の貯金はどのくらい？
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22

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

30
36

5249
44
38
33 32

55
62

職員数はどのくらい？
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※現員数･･･派遣職員等を除く職員数

第3次行財政
改革大綱期間
5年間で、131
人減

第3次行財政
改革大綱期間
5年間で、131
人減

8.6 
7.6 
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6.6 
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18 19 20 21 22

（億円）

（年度）

第3次行財政改革大綱
期間中の行革効果額は？
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５年間で
３７．２億円
５年間で
３７．２億円
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健全段階 早期健全化段階 再生段階

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

資金不足比率
（下水道事業特別会計）

健全化判断比率でみると

25
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０％ 早期健全化基準 財政再生基準

11.99%

350.0%

16.99% 40.00%

20.00%

25.0% 35.0%

20.0%

黒字3.16％

黒字4.51％

4.3％

47.1％

―

経営健全化基準

第3次行財政改革大綱
に掲げた指標

目標値
22年度
決算数値

公債費比率 １２％以下 ９．２％ ○

人件費比率 ２０％以下 １８．５％ ○

現員数 ９０人以上の削減 １３１人削減○

経常収支比率 ８５％以下 ８９．０％ ×

第3次行財政改革大綱
に掲げた指標の結果

26
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２．平成２２年度の市政報告

３）人事行政の運営状況

市職員の給与の決めかた

28
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改
定
）

都
表
に
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る
形
で
、
市

の
給
与
改
定

東 京 都 東村山市

給与構造改革

給
与
額

年齢

改革前

改革後

平成21年1月、給与構造
改革を実施

給与表を都表に合わせ、
昇給幅をフラット化

地域手当率の引き下げ
（14.5％→10％）
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平成22年度の職員給与
26市中23位

その結果

65 63 61 59 53 51

10 12 9 12
8 14

0

20

40

60

80

17 18 19 20 21 22

（億円）

（年度）

退職手当 職員給与

職員給与・退職手当はどのくらい？
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※職員給与･･･職員の給料と手当の合計（一般会計分）
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接遇の向上を目指して

接遇アンケートの実施

（「本日の窓口応対に満足されましたか」という設問に「良い」と答え
た割合 22年4月 74.1％ ⇒ 23年1月 78.7％）
接遇研修の実施

人事評価制度
業績・能力評価による処遇への反映（管理職）

研修派遣・人事交流
環境省への派遣1名（23年4月より）
東京都等への派遣10名

人権意識の啓発

新入職員へのハンセン病資料館視察

人材育成

31
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２．平成２２年度の市政報告

４）各種調査の結果

定住意向

33
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市民意識調査（20年11月、23年8月実施）

施策全般に対する満足度
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住みよさ

東洋経済新報社「都市データパック」
住みよさランキング
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住みよさランキングは、東洋経済が公的統計をもとに、現状の各市が持つ“都市
力”を、安心度、利便度、快適度、富裕度、住居水準充実度の5つの観点から総合
的に評価しランキングしたもの。

•2011年版のランキングは東日本大震災の
影響を考慮し、非掲載となっている。

•2010年版のランキングの対象は787市。

３．質疑応答
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４．参加者による
平成２２年度の評価（投票）

1人1枚の投票券に記入・投票
してください。

投票箱は株主席前方に1ヶ所、
後方に2ヶ所あります。
記入は明瞭にお願いします。不
明瞭なものは無効とします。

投票方法

38
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１ヶ所に○

《良い例》 《悪い例》

《良い例》 《悪い例》

職員 市長

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

6月 1.225 0.675 1.900 0.000

12月 1.375 0.675 2.050 0.000

合計 2.600 1.350 3.950 0.000

職員、市長の
期末勤勉手当の年間支給月数

39
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職員（管理職員）については、勤勉手当に対して人事評価の結果を反映している。
市長については、期末手当の支給月数3.95月分のうち1.35月分に対して評価結果
を反映する。

（単位：月分）

職員（管理職員） 市長

人事評価 加減率
市政運営全般に
対する評価

加減率

Ｓ ＋ ２０％ ５点
± ０％
（現状維持）

Ａ ＋ １０％ ４点以上 ５点未満

Ｂ ± ０％ ３点以上 ４点未満

Ｃ － １０％ ２点以上 ３点未満 － １０％

Ｄ －１００％ １点以上 ２点未満 －１００％

市長の期末手当への反映

40
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職員（管理職員）の加減率は、勤勉手当基礎額の100分の67.5に対する加減率。
市長の加減率は、期末手当のうち勤勉手当支給月数に相応する月分に対する加減率。

～ 休憩 ～ ５．グループ討議
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テーマ：「今後、市がどういうことに力を入れ

るべきか」

グループごとにテーマに関する意見を出し、
討議します。

グループ分け、詳しい要領説明は株主総会
当日に行います。

グループ討議の進め方

43
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６．投票結果発表

点数 票数 小計 合計

５

＿＿＿
４

３

２

１

投票結果
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＿＿＿点 ÷ ＿＿票 ＝ 点

７．閉会宣言

開催日：平成24年2月19日（日）

• 市民の視点から具体的な事業に対する評価
を行います。

• 現在、評価委員を募集中です。詳しくは市報
11月15日号または市ホームページの新着情
報をご覧ください。

応募締め切り：平成23年11月30日（水）
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【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）】分野について

の具体的な取り組み 

1 児童館、育成室スタッフの充実。人数の多さとスタッフの数が比例しているのではないか？

ハコを作るだけでなく、市政の場合は内容も問われると思う。 

2 ベッドタウンとしてのファミリー層の人口流入、増加を維持すべく街としての魅力度を高め

るような施策。更なる子育て支援。就学児童の支援。都心アクセスの利便性向上。市の統一

感。 

3 財政的にもっとひきしめをお願いします。 

保険推進の職員の冬場の集金について、1月の7時では職員のつかれを考えると5時頃にして

ください。 

4 補助金の充実。小中学区の解放。 

5 市内循環バスについて 

6 老人福祉に力を入れて欲しい。予算が取れにくいと思いますが老後安心して暮らせることを

期待しています。施設員の教育に力を入れて欲しい。 

7 ・「子育てするなら東村山」をもっと実現する。 

・待機児数を減らすために、こども園なども増やす。 

・リタイヤした人の人材活用方法の提案。 

・子育て中のママの働きやすい場、環境づくり。（経済面においても） 

8 ・夜間診療しているところがあると良い。子供が病気になった時、いつも小平まで行くので。

（あるのかもしれないが…） 

9 救急総合病院を東村山駅付近（駅から徒歩で行ける範囲にある）につくり、いつでもどんな

ときでも安心してかかれる態勢をつくってもらいたい。 

小児病院を探すのにも苦労しました。（清瀬の小児病院がなくなって） 

10 老齢のため皆で仲良く暮らせるようにしたいと思ってます。 

11 長寿社会に向って老人達とのむきあい方 

市の長寿に対してのお祝の仕方 

健康検診を昔のように無料の頄目をふやして下さい。 

12 高齢化に向けて安心できる医療体制が求められる。大きな病院が無く心細い思いをしていま

す。（現在西東京市の病院に通院している。） 

13 高れい化が進む中で一番大切なのは市民を大事にすることだと思います。高れい者の生活の

サポートに対する広報にもっと力を入れるべきだと考えます。 

グループ討議で出された意見 
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【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）】分野についての具体的な取り組み 

1 生活上、第一の安全を考えて決めました。その上で文化、スポーツなど豊かな生活をと思い

ます。 

2 近隣の人との挨拶、声がけ。 

3 防災：学校耐震補強 

防犯案、その他、みんなで安全、安心 

4 ・安全第一 

・八国山資源の積極的活用（都とのコラボレーション） 

5 無記入 

6 市、町、自治会等、世代を越えたコミュニティが持てる、行事やイベントを増やして頂きた

い。 

平成23年11月23日（水） 

午後1時「30分から4時50

分 

 

市民センター 

【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）】分野についての具体的な取り組み 

1 公園や児童クラブ、保育所の拡充等のハード的な部分についてはある程度の対応が見られる

が、教員の質の向上や各校の活性化等ソフト面の充実を望む。教育委員会は立場が異なると

は思いますが。 

2 子供達が今後の社会を担う。その意味においてもよりよい市民育成。 

3 自分の子供の頃と違い、個人主義的傾向にあり、地域社会のまとまりがなくなりつつある

為。 

4 気楽に楽しめる施設の充実 

5 生産性がない東村山は人口が財産！子どもから、高齢者、障害者等様々な年齢層を文化の力

でつなぐため、「文化連絡所」のような場があるとよい。市民団体をもつなげる。子ども、若

者、若いファミリーがふるさととして誇れるような魅力的な街づくりは文化の力で！ 

6 生活上、第一の安全を考えて決めました。その上で文化、スポーツなど豊かな生活をと思い

ます。 
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7 防災組織づくり、町会、自治会等で防災用具、食糧等の備蓄、高齢者、災害弱者に対する支

援策を確保する。（プライバシーとの関連で） 

8 教育、子供の安全、防災、防犯取くみ、道路交通安全、子供通りの安全 

9 ごみ問題 

・すてる場所無いからこれからどうするか。 

・放射能ゴミも出てくるがどう対応するか。 

10 うるおいを市政と伴に研鑽して東村山を発展に尽力して見たい。 

【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）】分野についての具体的な取り組み 

1 鉄道はかなり便利かと思いますが、道路についてはちょっと丌満かなあと。秋津駅‐新秋津

駅間は、早く何とかしてほしいです。 

2 ・西武遊園地駅の身体丌自由者への対応が皆無。（これからの老齢化社会） 

・東村山駅へのアクセスが丌自由。 

・宅部道の交通が多くキケン。 

・自転車での交通がキケン。 

3 持続的に歳入を増やして行く為、企業誘致等に心掛けるべき。（商工業について活動的でない

ように感じられる） 

4 ＪＲ武蔵野線の停車駅を久米川駅付近に設置する。併せて駅周辺の道路環境の整備。 

5 放置農地の活用 

6 ・所沢街道、府中街道など歩道が無い所がある。 

・市の仕事を民間へ依託との話を聞いたが、その会社は市内か？働いている人は市民か？税

収として市に入るようにしているか？ 

・企業誘致し、雇用を作り税収上げる！！ 

7 ・地元の特産物を生かしたイベント 

・しょうぶ祭りや地ぞう祭り等のイベントを通年通して行い、市民の税金だけにたよらず、

他市からの観行収入等もどんどん収入に入れていってよいと思う。 

・税入だけにたよらない市であって欲しい。 

8 市バスの増線。中心市役への丌便。道路せまい。 

9 1.農地の荒廃を有効利用 

2.市の行政の無駄を省く（議員数カット、職員カット） 

3.高齢者の元気な人々で盛り上げる 
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【その他（行財政改革、協働等）】分野についての具体的な取り組み 

1 市の財政を見直すべき。借金がある状態での給不水準、退職金水準は民間企業に勤める側か

ら見ると疑問。この水準を維持したいのであれば企業誘致などをして税収を増やすべき。 

→収入を増やすことで、子育て、福祉等にも回せればなお良い。 

2 今後の財政を考えると収入がへり、支出が増加する事がさけられないと思うので、ボラン

ティア等による行政サービスのにない手を育てていく事に力を入れていったら良いと思いま

す。 

3 市の魅力ＵＰと人口増で収入（税収）増と支出減（人件費含む）を前例にとらわれず行うこ

とで、早期に身軽になるべきである。財政状況の明確化の前にP／LとB／Sを明示してほし

い。地方債で入金した現金を収入に計上するのはおかしすぎる。一般職員の賞不評価がない

のもおかしい。 

4 給不、退職金を下げ、収納率を上げ、純黒字を増してほしい。そして、保育園、介護施設の

充実を図り、勤労率を上げてほしい。→税収が上がる。 

5 借入をなくし税収入を下げる様にすべき。実質的に税は上がっている。東村山だけではない

が。 

6 税金、予算は絶対に余らすべき。予算はつかい切る、丌足することはしてはいけない。 

10 歳出の削減も重要であるが、歳入をいかに増やしていくかを考えていくことが必要であるを

思う。特に法人税収入が非常に尐ない。知識集約型企業の誘致ｅｔｃの検討が必要と思う。 

老人ばかりの市になりさがりたくない。若者の働く場所を市内に提供して欲しい。 

11 正福寺や八国山などもっと外に見てもらいたい場所を発信して「東村山市」にあることを

知ってもらえるようにする。 

秋津・新秋津のかいはつ。 

12 北山公園を中心に、もっと街おこしをした方が良いと思う。 

13 スーパーマーケット、コンビニの駐車場等のゴミ× 

”みどりの町”であるが、手入れがされておらず× 

道路が狭い、歩道が整理されていない× 

自転車の交通規制が厳しくなっている。現代 

14 情報環境 

市報をもう尐し工夫し分かり易い簡易な情報を求む。 

15 外に向かって東村山市をもっとアピールができると良いのではないかと思う。 

人々が集まると活性できると思う。 

道路整備に力を入れてほしい。 

16 最近、久米川駅周辺（西友側）でかなり積極的に放置自転車の取り組みをされていることが

目に止まっています。（自宅が栄町のため）単なるいたちごっこにならない方向で（禁止ばか

りでなくとめられる場所のお知らせを含めて）、一般市民も参画して着実な方向にすすめてい

けたらと感じています。同時に、自転車通行（左側、歩道上のマナー）の指導面（警察）も

含めて、総合的に整備できたらと思います。 



参加証 兼 事前アンケート

　　　　　　　　　　町 性　別 男　・　女

裏面へ続く

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）

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

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）

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へ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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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、本参加証と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
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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。

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．参加したくない

４．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）

５．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

５．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）

ア．施策・事業の実績　　　イ．財政状況　　　ウ．人事行政の状況

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．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　　キ．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）

４．平成22年度の市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

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）

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

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いただけますようお願いいたします。

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）

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．参加したくない

住　所

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

６．グループ討議（発表を含む）、意見シートの記入を通じて、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）

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．今後も株主総会等の市のイベント（説明会、タウンミーティング等）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．参加したくない　　　ウ．どちらとも言えない

９．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。

７．参加者の皆さん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．いいえ　　　ウ．どちらとも言えない
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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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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．参加したくない

５．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

裏面へ続く

10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代・80代以上

３．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）

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いただけ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）

４．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）
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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。

８．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）

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．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　キ．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）

10．今後も株主総会等の市のイベント（説明会、タウンミーティング等）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．参加したくない　　　ウ．どちらとも言えない

11．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。

９．参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．いいえ　　　ウ．どちらとも言えない

選んだ分野について、具体的に取り組むべきこと

７．平成22年度の市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

６．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）
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）
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【事前アンケート】単純集計結果

【住所】

住所 回答者数 本町 久米川町 秋津町 青葉町 恩多町 萩山町 栄町

回答数 52 1 5 8 5 3 9 4

率 - 1.9 9.6 15.4 9.6 5.8 17.3 7.7

住所 富士見町 美住町 廻田町 多摩湖町 諏訪町 野口町 無回答

回答数 4 2 2 3 3 3 0

率 7.7 3.8 3.8 5.8 5.8 5.8 0.0

【性別】

性別 回答者数 男 女 無回答

回答数 52 33 18 1

率 - 63.5 34.6 1.9

【年代】

年代 回答者数 10代 ２0代 30代 40代 50代 60代

回答数 52 0 2 6 8 6 20

率 - 0.0 3.8 11.5 15.4 11.5 38.5

年代 70代 80代以上 無回答

回答数 9 1 0

率 17.3 1.9 0.0
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ア イ ウ エ オ カ

市の施策
や財政状
況に興味
があるか
ら

市政運営
全般に対
する評価
を投票で
きるから

東村山市
版株主総
会へのご
案内を見
て興味が
湧いたか
ら

無作為抽
出で選ば
れたから

市長が説
明するか
ら

その他 無回答

回答数 52 18 7 34 25 5 1 0

率 - 34.6 13.5 65.4 48.1 9.6 1.9 0.0

カ．その他の回答内容

ア イ ウ エ オ カ

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）

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

回答数 52 21 22 18 7 17 3

率 40.4 42.3 34.6 13.5 32.7 5.8

キ ク ケ コ

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

回答数 16 18 0 10 2

率 30.8 34.6 0.0 19.2 3.8

回答者数

回答者数

1.九州電力のようなやらせがないかどうかみてきたら、という家族のあとおしがあった。
2.市政にあまり関心がなかったので、この機会に自分がかわるかもしれないという好奇心から。

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）
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ア イ ウ エ オ

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）

無回答

回答数 52 0 11 18 1 20 2

率 - 0.0 21.2 34.6 1.9 38.5 3.8

ア イ ウ エ オ カ

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

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

その他

回答数 52 11 16 23 16 18 1

率 - 21.2 30.8 44.2 30.8 34.6 1.9

キ

参加したく
ない

無回答

回答数 1 4

率 1.9 7.7

カ．その他の回答内容

ア イ ウ エ オ カ

厳しいと思
う

多少厳し
いと思う

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

回答数 52 25 11 5 1 1 5 4

率 - 48.1 21.2 9.6 1.9 1.9 9.6 7.7

回答者数

回答者数

これまで市政にあまり関心をもってこなかったので、今の時点では具体的に描けない。

３．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）

４．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）

５．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）

回答者数
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【事後アンケート】単純集計結果

【住所】

住所 回答者数 本町 久米川町 秋津町 青葉町 恩多町 萩山町 栄町

回答数 52 1 5 8 5 3 9 4

率 - 1.9 9.6 15.4 9.6 5.8 17.3 7.7

住所 富士見町 美住町 廻田町 多摩湖町 諏訪町 野口町 無回答

回答数 2 2 2 3 3 3 2

率 3.8 3.8 3.8 5.8 5.8 5.8 3.8

【性別】

性別 回答者数 男 女 無回答

回答数 52 33 17 2

率 - 63.5 32.7 3.8

【年代】

年代 回答者数 10代 ２0代 30代 40代 50代 60代

回答数 52 0 2 6 8 6 18

率 - 0.0 3.8 11.5 15.4 11.5 34.6

年代 70代 80代以上 無回答

回答数 9 1 2

率 17.3 1.9 3.8

79



ア イ ウ エ オ

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）

無回答

回答数 52 1 21 21 1 7 1

率 - 1.9 40.4 40.4 1.9 13.5 1.9

ア イ ウ エ オ カ

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

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

その他

回答数 52 14 23 31 13 16 1

率 - 26.9 44.2 59.6 25.0 30.8 1.9

キ

参加したく
ない

無回答

回答数 1 0

率 1.9 0.0

ア イ ウ エ オ カ

厳しいと思
う

多少厳し
いと思う

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

回答数 52 21 19 7 1 1 2 1

率 - 40.4 36.5 13.5 1.9 1.9 3.8 1.9

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）

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）

回答者数

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）

回答者数
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ア イ ウ エ

十分に知
ることがで
きた

まあ知るこ
とができた

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

回答数 52 1 44 5 1 1

率 - 1.9 84.6 9.6 1.9 1.9

ア イ ウ エ オ カ

施策・事業
の実績

財政状況 人事行政
の状況

市民意識
調査の結
果

他市との
比較、各
種ランキン
グ

その他

回答数 52 29 27 22 16 15 4

率 - 55.8 51.9 42.3 30.8 28.8 7.7

キ

特にない 無回答

回答数 2 0

率 3.8 0.0

カ．その他の回答内容

５．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

道路行政

市在住の一般市民に市役所の仕事をやる機会を与える等考えてみては。

産業の開発及び補助など

40万という給与の額は、この時代にあって特異な額に受けとられてもしかたないと思います。家庭におきかえると給与
額が少ないのに借金までして見栄をはって生活しているような状況にもとれるように思えてしまいます。（納税者は厳
しい賃金で働いて納税している。）

回答者数

４．平成22年度の市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）
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ア イ ウ エ

十分にで
きた

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

回答数 52 4 29 8 1 10

率 - 7.7 55.8 15.4 1.9 19.2

ア イ ウ

はい いいえ どちらとも
言えない

無回答

回答数 52 32 2 13 5

率 - 61.5 3.8 25.0 9.6

ア イ ウ

機会や予
定が合え
ば参加し
たい

参加したく
ない

どちらとも
言えない

無回答

回答数 52 43 0 5 4

率 - 82.7 0.0 9.6 7.7

市長の説明はスライドを読んできているので長すぎるように感じた。
アピールポイントに絞ってお話し頂ければと思います。
資料からはわからない話が聞けたのは良かったと思います。
（設問7へのコメント）ただし、方式は無作為の方がいい。

良い企画なので、毎年実施し、予算に反映させていくといいと思います。
もっと質疑応答の時間があると皆さんの意見が聞けたと思います。
また参加したいです。ありがとうございました。

９．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。

回答者数

７．参加者の皆さん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

８．今後も株主総会等の市のイベント（説明会、タウンミーティング等）に参加したいと思います
か。（○は１つだけ）

回答者数

６．グループ討議（発表を含む）、意見シートの記入を通じて、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）
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市の発展の為に大変良いと思います。

・グループ討議の時間が短かい→グループごとに何日かに渡って討議して発表するべき
・何年か継続していただき、成果を出してほしい
・世代ごとの討議
・役所の職員がどのような仕事をしているのか説明してほしい

第一回としては充実していたと思います。参加人数がもう少し増やせるといいですね。学生の意見ももらいたい
です。ありがとうございました。

短時間の会の中で、効率的に進められてよかった。

次の回も参加してみないと、どれだけ今回のことが反

初めての株主総会ということで報道関係者のとうそつがとれていなかった。

最初のスライドを使っての説明（市長からの）が少し早足すぎたかなと感じました。
その他の面については、市民の声も十分に聞き入れてもらえた印象を受けました。
ぜひ継続していっていただきたいと思います。

・市長から直接声にして市政を説明してもらった方がレジュメを読んだだけよりもわかり易かった。こちらからも
直接聞いてみたいことがあったが、質問しにくく、出来なかった。
（代わりにこちらに記入します。）
市をよくしたい、よくして欲しいという思いはもちろん叶えて欲しいのですが、財源の確保の仕方が心配です。職
員の給与を下げ、事業に充てることも一つの方法ですが、採用試験の倍率、職員の質、若手のモチベーショ
ン、役員の活気は市長から見てどう変化しているのでしょうか？株主サイドとしては部下を大切にする会社、顧
客を大切にする会社であるために、自らが一番に生活水準を下げていく社長であって欲しいと思います。
「初めての試み」へのチャレンジ精神と、開催までの準備への尽力はとても素晴らしいと思います。職員の皆さ
ん大変お疲れさまでした。参加して良かったです！

・初めてとしてはよかったのではないかと思います。
・グループミーティングの意見シートは、予め参加者に配布し、意見を前もって用意させた方がいいのかなと思
いました。
・2回目以降も開催を期待しています。

資料には近隣市ではなく、人口、税収等の切り口で類似した市（ピアグループ）との比較を盛り込んでもらうと良
いと思う。
Q＆Aにもう少し時間が欲しい。
株主参加者に、飲み物くらいは用意してほしい。

グループ討議の時間が短かすぎる
討議内容を5に設定しているので、それなら個人別に1つ選んでいただき、集計のみにした方が良いと思う。

討議の所はもう少し工夫しよう。目的が最初判らなかった。

市政がわかる情報を研鑽したいと思慮しますので、今後も常に参加し自己能力を高めたい。ありがとうござい
ました。

外からも中からも魅力ある東村山市にムダなく進んで頂きたいと思います。
私はずっと東村山市に住んでいたいので、街おこしを市民によびかけて市民と力を合わせてやってください。
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・この様な会の継続を希望する
・テーマを絞って検討・討議するのが良いのでは？
・市役所内でこの様な運営組織を持つ事を希望する。

若い人のさそい、集ヤク。

グループ討議の時間が短かった。

初めて参加して色々の方の話が聞けて市の仕事が多いと思い自分の住んでいる町を少しはわかったかな。

・せっかくの機会なので質疑は時間で打ち切るべきではないと思います。グループ討議も時間が少なく討議ま
でいたらなかった。全体的に時間配分を変えた方が良いと思う。
・資料として、市の運営を評価するには情報が少なすぎる。前年比、計画比は当たり前で、逆に出来なかった
事、次年度に残した宿題なども説明すべき。
・総会という取り組み自体は、とても前向きで評価できるので、内容をレベルアップして頂きたい。（一緒にやっ
ていきたい。）
（設問1へのコメント）出来なかった事、優先順位が低かった事等も説明すべき。
（設問7へのコメント）内容によっては参加したい。

会の進行についてはてきぽきして良い。
グループで意見を話す時間を取って下さい。

本日はこのような場を設けていただいてありがとうございます。市長におかれましては、市民に対する市政の
じゅうなんさや、計画停電の際にはツイッターでどんどん情報を提供してくださった行動力に、いつも敬服し、感
謝しています。
ただ、本日の催しについては、ひとこと言わせてください。「株主総会」というネーミングには違和感があります。
一般の株主総会では株主の権限がもっと大きいものです。
本日の場合ですと、出た意見はすべてとりいれ、実行しないと市の執行部は厳しく突きあげられるでしょう。そこ
までの権限は我々にはあたえられていないので、次回からはネーミングは一考ねがいます。（キャッチ―なの
で耳目はあつめるのでしょうが）
（総会にしては支出の細かい数字も出ていない）「株主総会」とうたうより、はじめに市長がおっしゃられたように
小さな集会を開いてそこで説明されるとかの方がいいのでは？
黒字、黒字と強調されましたが、職員の給与だけでなく、市民が受けるべきサービスをけずって達成されたもの
でもあると思いますので、手放しで評価できません。
パフォーマンスの片棒をかつがされただけでは？という残念な気持ちもあります。
厳しいことを書きましたが、こうした場を設ける姿勢は持ち続けていただきたいと思います。よろしくお願いしま
す。

グループ討議の時間が短い。

初めてのこころみ、アイデア、良かったと思います。
皆さまの一生懸命さが伝わってまいりましたが、ザン新なことをする効果ばかりに目線がいかぬ様、今後とも気
をひきしめてお願いしたいとも思います。

意見シートを事前配布する。議論内容を事前に送付してもらえれば、ディスカッションがもう少し活性化できた
のでは。これでは議論ではなく、単に言ったきりになっている。10～15分という時間制限から同情の余地はあり
ますが…若干間延びの感あり、メリハリをつけた進行を。市政をアピールするチャンスなのだから、事前にコメ
ントをつのる等してより具体的な情報発信をすればいいのでは。何かハコ物の陳情の場になっているような気
がした。
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事前の資料が配付されており、同じ内容がスライドみれたのは、合理的でわかりやすかった。

企画も斬新で進行もスムーズでした。市長、市職員が努力されていることが理解できた。
退職手当債の位置付けが良くわからなかった。借金なので歳出分が増えるのではないか？
参加者が50人と少なすぎるように思います。

他市の広報を調査されたい。

・もっと多くの人に参加してもらう場所をお願いしたい。
・市長の話を用いての質問のたくさんあるので吸収していただきたい。

納税者（株主）の観点からの市政へのfeed inが少しでもできるのはよいことである。市からサービスをもらうだ
けで金をもらわない者の意見も是非取り込んでいってほしい。（議員も必ずしも意見を反映しているとは言い難
い）。いくつかテーマを分割してじっくり話し合うというのも今後はバリエーションとして考えてもよいのではない
か？

もう少し広い会議室はないのか？

すべてのことに初めて…
機会があれば以何、此の様な会合に参加して色々と勉強したく思いました。
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【傍聴者用アンケート】単純集計結果

【住所】

住所 回答者数 本町 久米川町 秋津町 青葉町 恩多町 萩山町 栄町

回答数 22 3 0 3 0 2 4 1

率 13.6 0.0 13.6 0.0 9.1 18.2 4.5

住所 富士見町 美住町 廻田町 多摩湖町 諏訪町 野口町

回答数 2 0 1 0 0 2

率 9.1 0.0 4.5 0.0 0.0 9.1

住所 羽村市 板橋区 小平市 無回答 市内計 市外計 無回答

回答数 1 1 1 1 18 3 1

率 4.5 4.5 4.5 4.5 81.8 13.6 4.5

【性別】

性別 回答者数 男 女 無回答

回答数 22 15 7 0

率 68.2 31.8 0.0

【年代】

年代 回答者数 10代 ２0代 30代 40代 50代 60代

回答数 22 0 3 2 5 5 3

率 0.0 13.6 9.1 22.7 22.7 13.6

年代 70代 80代以上 無回答

回答数 4 0 0

率 18.2 0.0 0.0
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ア イ ウ エ オ

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

市長が説
明するか
ら

その他 無回答

回答数 22 16 10 2 1 5 0

率 72.7 45.5 9.1 4.5 22.7 0.0

オ．その他の回答内容

ア イ ウ エ オ カ

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）

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

回答数 22 19 18 12 12 17 13

率 86.4 81.8 54.5 54.5 77.3 59.1

キ ク ケ コ

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

回答数 12 13 1 0 0

率 54.5 59.1 4.5 0.0 0.0

ケ．その他の回答内容

市政運営全般に対する評価を投票できるから。
東村山市版株主総会へのご案内を見て興味が湧いたから。
無作為抽出で選ばれたから。
転入して浅く、東村山市の事が良くわからないので勉強。

市民の方が市政に対しどのような考えをお持ちか知りたかった

過去に東村山駅西口関連の集会、タウンミーティングに参加してきたから。

ニュースを見て興味を持ったため

学校関係からの要望。陳情請願等。NPO（シルバーや社協）要望。

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）

回答者数

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）

回答者数
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ア イ ウ エ オ

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）

無回答

回答数 22 2 8 4 3 4 1

率 9.1 36.4 18.2 13.6 18.2 4.5

ア イ ウ エ オ カ

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

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

その他

回答数 22 9 14 10 9 10 4

率 40.9 63.6 45.5 40.9 45.5 18.2

キ

参加したく
ない

無回答

回答数 0 0

率 0.0 0.0

カ．その他の回答内容

コミュニティサイト…自由な参画の場ほしいです。
市民団体活動や協働参画（できる範囲と共同の立場が必要）

３．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）

回答者数

４．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）

回答者数
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ア イ ウ エ オ カ

厳しいと思
う

多尐厳し
いと思う

普通であ
ると思う

多尐の余
裕がある
と思う

余裕があ
ると思う

わからな
い

無回答

回答数 22 13 7 0 1 0 1 0

率 59.1 31.8 0.0 4.5 0.0 4.5 0.0

ア イ ウ エ オ

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）

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

回答数 22 4 4 3 7 3 1

率 18.2 18.2 13.6 31.8 13.6 4.5

市民の市が協働出来る形つくり。
市民意識の向上を計る。

「子育てなら東村山」にふさわしい保育・学校などの充実を期待します。

子供が生まれたときから、そして最低でもギム教育の間安心して全員が学校に通える環境の整備が必要。学
習支援、中学の完全給食、学習の定義など底辺層に厚い支援をしてほしい。

安全、安心は必須。ハードウェア（箱物）はキリがない。
精神面（心）の充実につながる施策を意識して取り組んでほしい。生涯学習・講演会・市民大学（3か月、半年、
1年のレンジ）

スポーツ都市宣言の理念に基づき、豊かなまちづくりを行う上での基礎として「スポーツ」を重視していただきた
い。

市民が一つになって取り組める何か（プロスポーツ等）があると良いと思います。

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）

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）

６．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。

回答者数

５．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）

回答者数
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オ．その他（行財政改革、協働等）

無回答

歩行者優先の街作り。震災以降街中が暗い。街灯照明を従来に戻し、無灯火自転車を撲滅する。

防災についての地域毎の具体的な説明と今後の施策

市政の透明化

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）

名産物を何か他につくったらいいと思う。森林木々を増やして自然な空気がほしいと思う。

・市内幹線道路の整備
・市職員のスキルアップ
・バス道路等生活道路の指定、歩道の整備
・子供達の教育水準アップ（多摩地区1位）、思いやりのある子供を育てる

尐子高齢社会が長く続き、市政や市民の活力低下を止めるためにも町の基盤整備が優先順位の1位と考えま
す。

都市計画道路の整備と、そのロードサイドの活性化（歩行者に優しく、防災機能も高まり、商業活性の契機とな
ることから。）

・道路の整備（車にとっても歩行者にとっても走りやすい、通りやすいものを）
・まちの活性化（農・商工・観光の連携により、活気あるまちに転換するためのしくみづくりを）

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）

企画立案から実施まで（PDC）市民とフィフティに行う施策を進める情報公開性のより推進。透明性があってこ
その市民協同参画といえる。あいまいな行政手段は公務員の改善すべき点

グループ討議に対する市長のコメントとして「道路」に対する重要性があげられた。しかし本当に必要な道路は
何かということをよく検討されたいと思います。

ア．特に福祉について。障害によって利益、不利益の不公平の差が生じるのを是正してほしい。
エ．道路。耐久性を失った橋を早急に補修してほしい。駅から公共性のある建物に誘導ブロックを

15万市民がより良い生活をおくるために、道路の補修、歩行者安全かくほのための道路拡幅、都市計画道路
の整備は、必要なところから着実にすすめてほしい

広報（紙面だけでなく）の充実、魅力を外にアピールする取りくみ
魅力の発掘に市外からの視点をとり入れる。学生（若者）の力を使う。
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ア イ ウ エ

十分に知
ることがで
きた

まあ知るこ
とができた

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

回答数 22 4 14 2 0 2

率 18.2 63.6 9.1 0.0 9.1

ア イ ウ エ オ カ

施策・事業
の実績

財政状況 人事行政
の状況

市民意識
調査の結
果

他市との
比較、各
種ランキン
グ

その他

回答数 22 12 9 5 8 5 2

率 54.5 40.9 22.7 36.4 22.7 9.1

キ

特にない 無回答

回答数 0 0

率 0.0 0.0

カ．その他の回答内容

借入金の状況

ネガティブファクターの開示

８．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

回答者数

７．平成22年度の市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

91



ア イ ウ

はい いいえ どちらとも
言えない

無回答

回答数 22 14 0 7 1

率 63.6 0.0 31.8 4.5

ア イ ウ

機会や予
定が合え
ば参加し
たい

参加したく
ない

どちらとも
言えない

無回答

回答数 22 20 0 1 1

率 90.9 0.0 4.5 4.5

グループ討議の時間は足りないようであった。
ファシリテーターの事前学習はあったのか、進行運営に差があるように見受けられた。
プレス関係者の会話は耳に入り、ちょっと…
（設問3へのコメント）市民の声が実行可能なものであるかわからない

今日は、東村山の行政の活気を感じた。（市長の気合いも）
市政の報告（特に定量化して達成度合を評価）がわかりやすかった。
ブータン国王夫妻が来日した。東村山も市民幸福度指数のようなものを設定して、皆が共通目標及び達成度
合を共有できればいいな。

筆談や手話があって良かったです。
年に一度株主総会を実施してほしいです。
東村山駅周辺整備の方向性についてもっと話を聞きたかった。
久米川駅から100円バスを出してほしい。
久米川駅にある交番の前で衝突事故が多いので、見晴らしをよくしてほしい。
（設問7へのコメント）聞こえなかった。説明するのが早くってわからない所があった。

突発事情で遅刻致しました。申し訳ありませんでした。
遅刻不可ならば案内状に書いて下さい。かけつけましたが参画不可。残念！
（株主総会では株主には委任という意思表示もあるのだから）
株主も傍聴も年齢層高い？　若者の参加率は？　傍聴拝見しましたが職員誘導面が多く名前こそ株主とつけ
ているが進行方法や内容は従来のものと変化はとぼしい。グループ討議の進行役が職員はおかしい。市民主
導にすべき。後は発行と評価なので結果はHPで見ます。

回答者数

１０．今後も株主総会等の市のイベント（説明会、タウンミーティング等）に参加したいと思います
か。（○は１つだけ）

回答者数

１１．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。

９．参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）
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若干、会場外がうるさく、市長の声が聞こえづらいことがありました。
もっと若い人も来て頂けるとよいかと思います。

・報道の方々に対するルールを明確に（参加者が委縮するのでは？）
・タイムキープを的確に（グループ討議の終了時間が分からなかった）
・傍聴と参加者の区別をどうするか（垣根を設けるかどうか）
・質疑のときに、傍聴者が手を挙げていた。傍聴のルールに発言できない旨を明記すべき

市長の説明だけでは、1面的になるのではないでしょうか。質問が出て、その答弁で、知らない側面もあること
が判りました。そこで市議会各会派代表の東村山市政についての各々の評価を短時間でも話してもらえると多
面的な角度から評価出来ると思います。

日本初のイベントとして各紙のPR記事が目立ちましたが、株主の欠席も散見され、かつ傍聴者の尐ないことに
落胆しました。
回を重ねる毎に会場が一杯になるよう広報関係者の諸活動策を期待します。
株主グループ討議会場の設営はややお粗末では。次回は会場を分けて充分に話し合われるよう配慮しては。

スタンドマイクのままで市長の声が聞きとれなかった。途中からは手持ちしてくれたので聞こえた。最初から配
慮を！

初の試み、限られた時間、スペースの中ではありましたが「株主総会」の目的が達成され、できる得る限りのこ
とは果たせたのではないかと思います。とても良かったです。市長をはじめ、職員の皆さん、たいへんお疲れ様
でした。
（P.S.今後のローリングや施策の展開に活かしていかないといけないですね…）

意見（市民）の時間を多くしていただきたい。
（設問4へのコメント）市政のチェックが必要

良い取組であると思う。

質疑時間がもう尐し長い方がよかったと思います。

障害者や高齢者の意見を聞く場もつくってほしい。（追）年令別も。

・市議の私語がうるさい。出入りも多い。席を別に設けてもらいたい。
・プレスも、カメラ、アナウンサーがうるさく話に集中できない。エリアを区切った方がいいと思います。

株主の意見をもっと多く聞くべきである。
市長の努力は多とするが、この程度の内容なら各町毎に集会を持って意見を聞けば充分である。

以前市報で告知があった時に参加しようと思っていたが忘れていた。昨日の日本テレビの夕刊紹介番組で思
い出した。告知した市報が10月15日号で、実施は11月中旪以降、11月1日、11月15日の市報にも掲載すべきだ
と思います。

普通会計の書式は一括方式でなく、通常（経常）収支、財務収支、特別収支に分けて計上すべき
・市のローン残高で22年に一般会計で14億円（返済含まず）増加した理由をコメントしてほしかった。
・職員数の変動と共に派遣の変動も併記して欲しい。
・下水道会計にメスを入れ、ムダが無いか検討要
・決算確定は8月とのことだが、大企業は海外があっても6月にする。のんびりしているのではないか

・要約の筆記や手話なども使っていたのが印象的でした。
・注目が高いためか報道関係の方がとても多くてびっくりしました。情報発信できるという面ではとても良いこと
だと思います。
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