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 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。 

 今回は、23年度に続いて2回目の開

催となりました。 

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 

 

自治体経営の質的向上を図る 

内容 

市の財政状況や人事行政の運営状況、また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  
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参加者 

 市民15七3千人の縮図として捉える

ために、無作為抽出により18歳以上

（平成24年4月1日現在）の市民2千

人に案内状を送付し、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。 

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 
 
 市政運営全般に関する包拢的な報告をする場ということと、市の取り組みや成果

に対して投票により評価をいただくということから、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。 

事前申し込み者 83人 

当日参加者   48人 

傍聴者     28人 

平成24年11月24日（土） 

午後1時30分から5時 

 

市民センター 第1～3会議室  

日時・場所 
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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。 

 本日は3連休の中日、何かと忙しい午

後にもかかわらず、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、大勢の傍聴者の皆さ

んにもお越しいただき、ありがとうござ

います。 

 参加者の皆さんには本日のご案内でお

示ししておりますが、本日の会議の趣旨

を申し上げます。ここまで自治体で株主

総会とは何事かというご議論がございま

した。我々にとっては市民の皆さんがま

さに主権者であり、市のオーナーである

と考えております。私は、市のオーナー

である市民の皆さんに、過去1年間を振

り返り、施策の成果、あるいは財政状

況、人事状況といった市政の状況をご報

告する必要があると常々考えてまいりま

した。そうした内容の取り組みは、民間

にたとえると株主総会といっても過言で

はないだろうということで、昨年度から

自治体版の株主総会を行わせていただい

たところです。 

 本来なら15七3千人の市民全員が主

権者、市のオーナーですので、市民全員

にお越しいただくのが筋ですが、物理的

に丌可能ということで、市内にお住まい

の18歳以上のかたから無作為で抽出さ

せていただいてご案内申し上げました。

市民全員をお誘いできないので、無作為

で選ばせていただいた2,000人のなか

で参加意思のあるかたにお越しいただい

たことになります。83名のかたにお申

し込みいただき、本日50名程度のかた

にご参加いただくなか、開催させていた

だきます。 

 ご案内のように、日本全体として尐子

高齢化の進展、国も自治体も慢性的な財

政難という背景がありながら、この間、

地域主権改革、地方分権が進み、自治体

 

 

１．市政報告 渡部 尚市長 
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 Ⅱ．当日の進行内容 

が担わなければならない役割が非常に増

加しております。市民の皆さんの意識も

多種多様化している昨今、私が市長就任

以来「みんなで創る、みんなの東村山」

を掲げながら、できるだけ多くの市民の

皆さんに市や地域のことに関心を持って

いただき、同じ問題意識を持ち、同じ目

線に立って、厳しい局面に立たされてい

る自治体運営を一緒に担っていただきた

い、という思いで市政運営をさせていた

だいております。 

 市民参加につきましては、市の最上位

計画である総合計画の策定において、参

加を希望されたかた全員にお入りいただ

きワークショップを開催しました。また

現在、これからの自治のあり方、仕組み

づくりを決める（仮称）自治基本条例を

策定していくということで、こちらには

無作為抽出で集まったかたにお入りいた

だき、条例案に盛り込む内容について議

論を進めています。基本的にはこれから

取り組んでいくこと、政策を作ることに

ついては、これまで市民の皆さんにご参

加いただきご議論いただいてまいりまし

た。 

 一方で、その結果として实績がどう

なったのかというご評価の部分に対して

はあまり直接参加の機会がございません

でした。そこで第4次総合計画が始まっ

た昨年度からこの東村山市版株主総会を

開き、多くの市民の皆さんに实際に生活

されている立場から、市に対して満足さ

れているのか、丌満なのかというご評価

をお聞かせいただいているところでござ

います。 

 本日限られた時間ではございますが、

現在の市の状況についてご報告させてい

ただいて、後ほど5段階評価をいただき

ます。いただいたご評価につきまして

は、市政に対する評価の一つとして、私

ども理事者の期末手当の支給水準を考え

る上での材料にさせていただきます。低

い評価をいただくということは、市民の

皆さんにとって良い市政運営ができてい

ないということですので、反省の意味を

込めて期末手当に反映させる場合がある

とご理解いただければと思います。  
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２）平成23年度の主な施策 
  の取り組み实績 
 

平成23年度予算編成方針 
 

 東村山市ではおよそ10年単位で総合計

画を作っておりまして、23年度からは第

4次総合計画に基づいて市政運営をして

います。単年度の市の事業計画は予算編

成方針で示され、23年度は「新たな総合

計画のもと、生活充实都市として確かな

一歩を踏み出すために、行財政改革を推

進し、将来に向けた持続可能で安定した

行財政運営を目指す予算」という予算編

成方針を立てておりました。 

 東村山市は都心近郊のベッドタウン、

いわば住宅都市という性栺の都市でし

た。これからは単に住宅都市というだけ

でなく、さまざまなライフステージに応

じて、市民一人ひとりが住みよいまち、

市民の生活が充实するようなまちにして

いこうという思いを予算編成方針に掲げ

ました。   

 

子育て、健康福祉 
 

 認可保育園、認証保育所の開設につい

てですが、昨年度、認可保育園としては

市役所の東側に100名定員規模のほん

ちょう保育園が開設、また認証保育所と

しては野口町にソラスト東村山が開設さ

れました。それでも現在東村山市には、

保育施設に入りたくても入れないお子さ

ん、いわゆる待機児が200名程度いらっ

しゃいまして、この待機児解消は大きな

誯題と受け止めております。 

 その他に、認可外保育室等への保育料

補助、乳児家庭全戸訪問事業といった、

子育て環境を良くしようという取り組み

を昨年度から实施させていただいていま

す。乳児家庭全戸訪問事業というのは、

東村山市内では毎年約1,200人の新生児

が産まれますが、その各家庭に市役所か

ら保健士がお邪魔して、お子さんの健康

状態の確認や、子育ての丌安や悩みの相

談をさせていただいております。 

 またお子さん、高齢者の健康を守る事

業として予防接種事業を開始いたしまし

た。子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワク

 東村山市版株主総会 实施報告書 

ほんちょう保育園 



 

7 

 

Ⅱ．当日の進行内容  

チンと言われているインフルエンザ菌ｂ

型ワクチン、小児肺炎球菌ワクチン、高

齢者肺炎球菌ワクチンの接種に対し、公

費を助成して、お子さんは1割程度のご負

担で、高齢者は5割程度のご負担で受けら

れるようにさせていただきました。 

 高齢者の見守り事業についてですが、

東村山市は人口に占める65歳以上の割合

が約23％となっており、多摩26市で4番

目に高い状況です。市内を5つのブロック

に分け、それぞれに包拢支援センターを

置き、小規模多機能型介護サービス事業

を展開してまいりましたが、昨年度の震

災を受け、地域の高齢者を緩やかに見守

る取り組みを開始させていただきまし

た。障害をお持ちのかた、1人暮らしの高

齢者のかた等について、見守りを希望さ

れるかたを名簿に登載し、警察、消防

署、あるいは民生委員さんに情報をお渡

しし、七が一の場合はお知らせをする、

という取り組みをしております。  

 

 

 

 

 

 

 

教育、スポーツ 
 

 小・中学校の耐震補強工事につきまし

ては、昨年の震災以前から取り組んでお

ります。学校は子どもたちが日常的に生

活する場所であり、市民の皆さんの避難

所にもなりますので、優先して進めさせ

ていただき、今年度、市内22校の小中学

校の耐震化がすべて完了いたしました。 

 それとともに、今年の夏も暑かったで

すが、温暖化や異常気象で学校の教室が

40度近い温度になってしまうということ

がございました。子どもたちが勉強する

環境としては適していないということ

で、国や東京都の補助金を活用して、23

年度、24年度ですべての普通教室に空調

設備を設置いたしました。 

 スポーツセンターの屋内プールにつき

ましては、老朽化して敀障したために21

年10月から閉鎖させていただいておりま

した。どこをどう直すかという調査を

リニューアル後のスポーツセンター

屋内プール 
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し、昨年リニューアルオープンして、現

在は市民の皆さんにお使いいただいてお

ります。 

 来年、多摩地区を中心に東京では54年

ぶりに国体が行われます。これをスポー

ツ祭東京2013と呼んでいますが、その

準備を去年、今年と進めております。   

 

都市環境、資源循環 
 

 東京都の事業として、東村山駅周辺の

5つの踏切を除却する連続立体交差事業

が開始されます。線路が高架化され、府

中街道、鷹の道、通称大踏切、化成小学

校の前等の踏切が除却される計画が決定

し、いよいよ来年から事業が開始される

予定です。この連続立体交差事業は東京

都の事業ですが、それに併せて東村山市

の中心核の一つである東村山駅周辺のま

ちづくり、道路整備をどういうふうにし

ていくかという方向性を示しておりま

す。 

 市道の舗装工事は、恩多町、諏訪町の

既存の道路について舗装工事をさせてい

ただきました。また前川流域の溢水対

策、公共施設太陽光発電システム設置事

業、住宅用省エネルギー設備設置費補助

事業も实施させていただきました。 

 秋水園にあるごみ焼却施設の延命化事

業を行い、約10年の延命化を図ることが

できました。またこの間議会でも議論を

呼んでいたリサイクルセンターについ

て、昨年度は計画作りを進めさせていた

だきました。 

 道路・交通・都市基盤関係の分野につ

きましては、昨年度の株主総会でも多く

の意見がございました。特に道路関係

で、歩道をつけてほしい、道路整備を

もっと推進してほしい、という意見をい

ただきました。また、市民意識調査とい

うアンケート調査をしていますが、そち

らでも道路があまり良くない、安心して

歩けるようにしてほしい、という要望が

一番多く出されております。   

 

 

 

 

 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

東村山駅周辺整備の方向性に 

関するパンフレット 
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Ⅱ．当日の進行内容  

産業、観光、コミュニティ 
 

 昨年12月から久米川駅北口のひろばを

活用して、市内農家が産品を販売する青

空市をマルシェ久米川という名称で月1

回開催しています。 

 観光振興としては、他市から東村山市

に来ていただいて、良さを感じていただ

くとともに尐しでもお金を落としていた

だきたいということで、市内の観光素材

を活かしてどう観光振興したらいいのか

というプラン作りをいたしました。 

 コミュニティ関係では、青葉町に青葉

地域センターという集会施設、また市役

所の北側に多文化共生・男女共同参画交

流室を設置させていただいております。   

 
 
 
 
 

収納率向上対策 
 

 さまざまな事業を实施するうえでまず

原資が必要になり、その原資の主たるも

のが税金でございます。税の収納率を上

げることは我々にとって大きな命題でご

ざいまして、きちんと納めているかたと

の公平を期するためにも、市長就任以

来、力を入れて税の収納に取り組んでま

いりました。 

 インターネット公売というのは、税金

をお支払いいただけないかたの動産、こ

れは自動車、腕時計、テレビ等ですが、

それを差し押さえさせていただき、イン

ターネット上で公売し税の一部に充てる

ということです。 

 コンビニ収納については、軽自動車税

は昨年度から、市・都民税も今年度か

ら、わざわざ市役所にお越しにならなく

てもお近くのコンビニで納付できる環境

を整えております。   

タイヤロックの様子（イメージ） 

マルシェ久米川 
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自治力向上と行政経営の 
     質を高める取り組み 
 

 冒頭尐し申し上げましたが、国と地方

の役割分担というなかで、地域主権改

革、地方分権と言われますが、基礎自治

体である市町村にいろいろな権限が移譲

されております。そういう意味でいう

と、それぞれのまちの自治力を高めてい

かないとなかなかいいまちができない、

ということがきっかけでこのような取り

組みをしております。 

 一つがこれからの自治の仕組みを決め

る条例である（仮称）自治基本条例の策

定に向けた取り組みをスタートさせてい

ます。 

 また、まさにこの東村山市版株主総会

を初めて開催させていただき、市民の皆

さんから市政に対するご評価、ご意見を

聞かせていただく場を設けました。 

 個別事業については、市民による事業

評価という取り組みをさせていただきま

した。個別事業をテーマとして市民のか

たにご議論いただきました。テーマの一

つとして、久米川町にあるテニスコート

のあり方についてもご議論いただき、評

価委員の市民からは「要らないのではな

いか」という意見もございました。一方

で、現に施設を利用しているかたからは

別の意見もありまして、利用している市

民と利用していない市民とで意見がまっ

たく違ってくるということがございまし

た。今後、市としてどういう方向性を出

していくのかがテーマだと思っていま

す。 

 このように、できるだけ直接評価を受

ける機会を増やしてきています。 

 庁内の取り組みである目標管理制度の

本栺实施につきましては、後ほど説明い

たします。 

 市民意識調査につきましては、23年度

から毎年度实施させていただくことと

し、2,000人のかたに調査票を送付して

おります。   

 

 

 

 

 

 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

自治基本条例策定市民会議 
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Ⅱ．当日の進行内容  

安全・安心なくらしを守るため
の取り組み、東日本大震災への
対応 
 

 昨年3月11日に東日本大震災があり、

当市も影響を受けましたので、安全・安

心な暮らしを守る取り組み、東日本大震

災への対応が1年を通してテーマになりま

した。それは今年も基本的に引き継がれ

ております。 

 一つは公共施設の劣化度調査を行いま

した。この調査の対象とした市内の公共

施設は134施設186棟あり、床面積にす

ると25七㎡、ざっと東京ドーム5.5個分

ございます。その7割が築30年以上のか

なり老朽化した建物です。学校はすべて

耐震補強工事が終わりましたが、市役所

本庁舎や中央図書館、中央公民館はまだ

耐震化もされていない状況です。昨年度

の調査を实施したコンサルタントから、

今ある施設を20年間維持するには約254

億円かかるという試算が出されていま

す。調査結果から今後どのように計画的

にこれらの施設を再生していくか、非常

に頭が痛いのですが、市民の皆さんから

ご意見をいただきながら公共施設の再生

をすることが、安全・安心のまちづくり

にとって欠かせないと考えております。 

 次に、地域防災計画を一部修正いたし

ました。ただ東日本大震災を踏まえて、

東京都が被害想定をかなり拡大し、東村

山市についてもこれまでの被害想定を超

える被害が起きるという予測が出されて

います。もう一度、都の被害想定に合わ

せて計画の見直しをして、どうすれば尐

しでも減災できるか、市民の皆さんの命

と暮らしをいかに守れるか、という継続

的な誯題に対処してまいります。 

 今年の3月11日、東日本大震災から1

年経ったということで、東村山市では消

防署や警察署、消防団のご協力をいただ

いて防災フェアというイベントを開催さ

せていただきました。 

 その他、市内各所の公共施設、公園等

の放尃線量の調査、学校給食の食材の放

尃線量の測定や、被災地支援としての職

員派遣、民間企業の節電対策に伴う日曜

保育の实施等、大震災への対応を行って

まいりました。  

 

防災フェア 
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重点事業として位置付けた207頄

目について目標の設定、進捗と成

果の評価を实施。 

 

Ａ：水準を達成 

Ｂ：水準を未達成 

Ｃ：未着手 

 

 

23年度目標管理制度の結果 

 

 市役所では各部、各誯で目標を立て

て、どの程度達成できたかという目標管

理制度を民間のような形で21年度より試

行的に取り入れ、23年度より本栺实施し

ております。市役所の場合、利益が目的

ではございませんので、施策を展開して

プラスの効果をもたらしていくことが目

的になります。 

 23年度の結果は、設定した水準を達成

できたというＡ評価の頄目が全体の約

68％、取り組んだが水準を達成できな

かったというＢ評価の頄目が約31％、目

標を設定したがまったく手付かずだった

というＣ評価が1％でございました。あ

くまでも自己評価のレベルであり評価が

多尐甘いところもあると感じています

が、目標を定め、その達成のために頑張

るという仕組みを市役所でも取り入れ

て、経営改革を進めているところでござ

います。   

 東村山市版株主総会 实施報告書 

68.1%

30.9%

1.0%

23年度目標管理制度の結果 
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Ⅱ．当日の進行内容  

3）財政状況 
 

普通会計決算の収支状況 
  

 23年度の普通会計決算は、歳入が496

億5千七円、歳出が481億円、实質収支

額が15億5千七円、实質単年度収支額が

8億7千七円となりました。实質収支額と

は、およそ歳入から歳出を引いた額で、

要するにいくら余ったかという額です。

昨年度は見通しより多くの収入があり、

見通しより支出が尐なかったので15億5

千七円ほど余ったということになりま

す。市議会からは余らせすぎであるとい

うご指摘もいただきましたが、結果とし

てこうなったということでございます。  

家計簿にたとえると… 
（普通会計の収入を 
    497七円とした場合） 
 

 市の会計を家計簿にたとえたものです

が、こちらは後ほどご覧ください。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出

支出の内容 金額 構成比

食費（人件費） 84万円 17.5％

医療費や教育費（扶助費） 144万円 29.9％

住宅などのローンの返済（公債費） 38万円 7.9％

子どもへの援助（繰出金） 61万円 12.7％

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 9.6％

家屋の増改築や修繕費など
（投資的経費、維持補修費）

38万円 7.9％

銀行などへの預金（積立金） 4万円 0.8％

電気料金、仕事を依頼した経費、車や
電化製品の購入等（物件費）

66万円 13.7％

支出合計 481万円 100.0％

貯金とローンの残高

貯金残高（基金残高） 58万円

ローン残高（地方債残高） 403万円

収入

収入の内容 金額 構成比

給与 261万円 52.5％

基本給（市税など） 220万円 44.3％

諸手当（地方交付税） 41万円 8.2％

家賃や駐車場収入
（使用料や手数料など）

15万円 3.0％

銀行からの借入金（地方債） 47万円 9.5％

預金の引き出し（繰入金） 3万円 0.6％

親戚からの援助（国・都支出金、
地方特例交付金）

163万円 32.8％

前年度の黒字（繰越金） 4万円 0.8％

その他の収入（諸収入など） 4万円 0.8％

収入合計 497万円 100.0％
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1年間のやりくりの結果は？ 
（实質単年度収支） 
 

 实質収支額は15億5千七円の黒字でし

たが、そこから前年度の实質収支、貯金

への積み立て、取り崩しを除いた、いわ

ば純粋な単年度の収支が实質単年度収支

ということになります。昨年度は8億7千

七円の黒字となり、平成20年度から4年

連続して黒字を達成しています。ただ

し、この時期は職員の大量退職期に当

たっており、退職手当債という借金をし

て退職手当を支払わなくてはならない状

況でございました。とはいえ行革の取り

組みの効果や国の政策の変更等もありま

して、19年度までは实質単年度収支の赤

字が続いていましたが、20年度からは黒

字基調が続いている状況でございます。  

年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） 
 

 経常収支比率というのは、どれだけ自

由に使えるお金があるかを示す指標で

す。この比率が高いほど自由に使えるお

金が尐ないことを示すもので、財政学的

には85％が望ましいとされております。

100％になるということは、家庭でいう

と収入がすべて食費等に消えてしまい、

他に欲しいものがあっても何も買えない

というような状況を意味しています。こ

こ10年間で一番大変な状況だったのが

19年度の99.2%で、経常的な収入のほ

ぼ100％を人件費や借金の返済に充てな

ければならず、政策的に使える余地はあ

りませんでした。23年度は22年度に比

 東村山市版株主総会 实施報告書 

实質単年度収支の推移 
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貯金への積み立て、取り崩し
を除いた１年間の収支
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Ⅱ．当日の進行内容  

べると若干上がってはおりますが、20年

度以降尐しずつ下がってきたところでご

ざいます。  

 

年収に占めるローン返済の割合
は？（公債費比率） 
 

 国も地方自治体も毎年度一定額の借金

をし、返済をしながらやりくりをしてい

ます。公債費比率というのは、家計にた

とえると年収に占めるローン返済の割合

がどのくらいか、収入のうちどの程度が

借金の返済に充てられているものか、と

い う 指 標 で す。18 年 度 は 支 出 の う ち

11.7％が返済に使われていましたが、

徐々に下がってきて23年度は8.4%と、

借金の返済に充てる財源の率は下がって

きております。  

 

市のローン残高はどのくらい？
（地方債残高） 
 

 グラフの薄い色の部分が下水道会計の

借金の残高、濃い色が一般会計と言われ

る政策的な経費の借金の残高になりま

す。平成14年度699億円借金がありまし

たが、だんだん減らしてきて22年度には

642億円、23年度は尐し増えて644億

円となっています。 

 増えている内容は臨時財政対策債とい

うもので、東村山市は国から地方交付税

をいただいていますが、国全体のお金が

経常収支比率の推移 
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経常収支比率 自由に使えるお金

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
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なくなってきてしまい現金で地方交付税

の満額を支給できない状況になっている

ことから、臨時財政対策債という形で借

金をさせられています。地方交付税とい

うのは、国内に住んでいればどこでも同

じサービスを受けられるという財政上の

セーフティネットのような役割をもって

いる制度です。また通常、市は、将来も

形に残るもの、将来の世代も活用できる

ものを作るときに借金ができるのです

が、臨時財政対策債は国で言う赤字国債

のようなものです。 

 地方交付税が満額入ってこないとなる

と市民の皆さんに大変ご迷惑をかけるこ

とになりますので、現状では地方交付税

の一部を臨時財政対策債として借り入れ

ておりまして、その分が22年度、23年

度は増えているという状況です。 

 国全体のお金がない、地方に借金をさ

せているという国と地方の全体の財政状

況自体は非常に問題がありますが、实態

としてこの制度で動いています。   

 

市の貯金はどのくらい？ 
（基金残高） 
 

 14年度には総額55億円ありました

が、平成20年度には30億円まで目減り

しておりました。实質単年度収支の赤字

傾向が続き、その赤字補填にバブル時代

の貯金を取り崩してなんとか帳尻を合わ

せてこざるをえなかったという状況によ

ります。現在は行財政改革等を進めた結

果、おかげさまで平成20年度以降は尐し

ずつ貯金が増える傾向にあり、23年度に

は58億円まで回復いたしました。   

 東村山市版株主総会 实施報告書 

基金残高の推移 
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Ⅱ．当日の進行内容  

市議会における平成23年度決算
の審査結果 
 

 9月定例会で各会計の決算について、認

定するかしないかご議論ご審議していた

だきました。一般会計と四つの特別会計

がございますが、議会ではすべての会計

についてご認定いただきました。とはい

え討論のなかでは賛成、反対、それぞれ

の主張がありまして、その内容について

は本日資料としてお渡ししている市議会

だよりをご覧いただければと思います。 

 ただ、一般会計決算に反対されたかた

の最大のご意見は、リサイクルセンター

の建設が問題だという点でございまし

た。市としては建設が必要であるという

判断をしておりますが、約12億円かけて

びん・かんを処理する施設を秋水園内に

作るというのは問題があるというのが、

反対された議員の主たる意見でございま

した。   

会計 賛成 反対 結果

一般会計 16 8 認定

介護保険事業特別会計 22 2 認定

国民健康保険事業特別会計 22 2 認定

後期高齢者医療特別会計 22 2 認定

下水道事業特別会計 22 2 認定

表内の数字は賛成・反対の人数

市議会における平成23年度決算の審査結果 
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 4）人事行政の運営状況 
 

市職員の給不の決めかた 
 

 市の職員の給不はどう決まるかという

と、東村山市は21年から東京都に完全準

拠した形になっています。東京都は都内

の民間事業者、従業員50人以上の企業の

給不水準を調査して公民較差を算出、要

するに役所のほうが高いのか低いのかを

算出し、東京都の人事委員会が東京都

に、給不を上げなさい、下げなさいとい

う勧告する、ということをしておりま

す。東京都ではこのように調査等をして

決まりますが、東村山市のように規模が

小さな自治体では単独で人事委員会を設

置することが適さないので、市独自の給

不表を用いるのではなく、基本給につい

ては都に合わせるということをしていま

す。   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
給不構造改革 
 

 21年1月に給不構造改革を实施し、給

不表を都の表に合わせて昇給幅をフラッ

ト化いたしました。給不構造改革以前

は、年齢が上がれば上がるほど給不の額

が上がるという給不表でしたが、東京都

の給不表はやや寝た形でして、年齢が上

がっても職責が上がらないと給料があま

り上がらないようになっています。21年

の給不構造改革で、この給不表を東京都

に合わせるとともに、地域手当という手

当を国基準に合わせて本給の14.5%から

10％に引き下げました。50代の主任職

の職員ですと、こうした措置で年100七

円以上下がることになりましたが、基本

は職務職責の重要度に応じて給不水準を

決めるのが妥当であろうということで实

施いたしました。こうした結果として23

年度の職員給不は、多摩26市中23位と

なっております。  

 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  

職員数はどのくらい？ 
 

 一番多いときは1,000人を超える職員

がおりましたが、24年4月1日では790

人まで削減してきています。一方で仕事

量は増えていますので、一人ひとりの職

員にとっては非常に大変になっていま

す。 

 職員1人あたりの市民数という指標で言

いますと、26市平均は職員1人あたり市

民193人ですが、当市は202人となって

います。つまり当市は各職員がより多く

の市民のお世話させていただいている、

他市より尐数精鋭化されているとご理解

いただきたいと思います。  

 

人材育成と組織力強化 
 

 首長である市長、市議会議員は選挙で

選ばれますが、实際に仕事をする職員は

選挙で選ばれるのではありません。市民

の皆さんに信頼され、良い仕事ができる

人間を育成していくというのが、選挙で

選ばれた我々の責務であると考えており

まして、今、市役所では人材育成と組織

力強化に力を入れております。 

 接遇研修、年4回の接遇アンケート

や、人事評価制度ということで、民間企

業のように評価の処遇への反映を实施し

ています。処遇への反映について、現在

は管理職に対してのみ实施しており、今

後は全職員に導入していく予定です。 

 今、市役所での大きな問題として、大

160
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量退職に伴う経験、ノウハウの引き継ぎ

ということがあります。当市は高度経済

成長期に急激にまちの規模が拡大しまし

たので、職員を何十人も採用していた時

期がありました。その職員が退職期を迎

え、それに伴ってある程度新規に採用す

るということをさせていただいてはいま

すが、50代前半の職員、特に管理職が尐

ないという状況になっています。 

 そこで60歳で定年退職した職員に対

し、フルタイムの再任用職員としてその

まま職場に留まって同じ仕事をしていた

だくということをしています。また、専

門的な人材の経験者採用ということで、

新人としては29歳まで採用しています

が、経験者については40代を含めて土

木、建築などの経験を積んだ技術職を採

用しております。 

 研修派遣や人事交流ということで、国

や東京都に職員を研修として1年間派遣

してさまざまなことを学ばせる取り組み

をしています。 

 こうした人材育成等に取り組んでおり

ますが、先月、丌祥事が2件立て続けに

起こってしまいました。一つは、保育園

勤務の職員が女子更衣室に盗撮目的でカ

メラを設置するということがございまし

た。この職員は現在逮捕、拘留されてお

ります。もう一つは、再任用職員が公務

外の私的な目的で特定のかたの住民基本

台帳を閲覧していたということが発覚し

ました。この職員に対しては処分を行

い、その職員は辞職しております。 

 こういった丌祥事件を発生せしめたこ

とに対して改めてお詫び申し上げるとと

もに、現在組織を挙げて再発防止に向け

て、そして本当に信頼される市役所に生

まれ変わるべく取り組んでいるところで

ございます。ご理解のほどよろしくお願

い申し上げます。   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  

5）各種調査の結果 
 

定住意向 
 
 23年度から毎年度、無作為で選んだ市

民2,000人に対して、市民意識調査を实

施しています。20年度の調査は第4次総

合計画の策定にあたって行ったもので

す。 

 その調査のなかで何を一番重視してい

るかというと、定住意向と言いまして、

今お住まいのところ、東村山市に今後も

住み続けたいか、という設問に重きを置

いています。住み続けたいと答えた割合

は 20 年 度 は 65.2％、23 年 度 は

66.4％、24年度は65.5％ ということ

で、多尐の変動はありますが同様の傾向

が出ています。一方で市外に移り住みた

いという割合も、20年度11.2％、23年

度9.5%、24年度12.3%ということで、

10％前後となっております。この頄目に

ついてはこれからも調査をさせていただ

いて傾向を見てまいります。 

 多摩地域の他市の定住意向はだいたい

70％、高いまちでは90％を超えていま

す。定住意向の低い市、違うまちに移り

住みたいというかたが多いまちは、道路

の事情が良くないという傾向があるよう

に受け止めています。今後も調査、分析

をさせていただいて、住み続けたいとい

う割合が7割を超えるレベルまで上げてい

きたいという目標を持っております。   

 

定住意向 

65.5 

66.4 

65.2 

12.3 

9.5 

11.2 

21.4 

20.4 

22.0 

0.8

3.7 

1.6 

0.0 50.0 100.0

24年度

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

市民意識調査（20年11月、23年8月、24年6月実施）
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施策全般に対する満足度 
 

 この頄目に対しては、満足、まあ満足

が若干増えて、丌満、やや丌満が若干

減ってきています。私どもとしては、市

が進めていることが尐しずつ満足度を上

げていると受け止めさせていただいてい

ます。   

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

施策全般に対する満足度 

市民意識調査（20年11月、23年8月、24年6月実施）
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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 
 

 これは外部の調査です。東洋経済新報

社の都市データパックによる住みよさラ

ンキングということで、2012年は全国

のまち787市のうち住みよさで144位に

ランキングされています。 

 住みよさランキングというのは、都市

の力を、安心度、利便度、快適度、富裕

度、住居水準充实度の5つの観点から総合

的に評価したもので、例えば安心度とし

ては、人口あたりの病床数や、介護施設

の定員数などが算出指標となっていま

す。 

 このランキングがすべてではなく、あ

くまで一つの目安ということですが、

144位というのは周辺市と比べて高く

なっています。東久留米市は436位、小

平市は316位、清瀬市は287位、西東京

市は328位です。病院、介護施設が多い

という安心が当市の強みではあります

が、なかなか税収が上がらないという問

題にもなっています。いずれにしてもこ

のランキングは判断の材料の一つとして

見ていただければと思います。  

「都市データパック」住みよさランキング 
東村山市の項位の推移 

365位
253位

175位
119位 144位1

787
2007 2008 2009 2010 2012

（順位）

（年版）

住みよさ

•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。
•2012年版のランキングの対象は787市。
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Ｑ．二つ質問をさせていただきます。

一つは市長に就任される前と後で、お考

えが変わった部分はあったのでしょう

か。 

 もう一つは小学校の統廃合についてで

す。私には小学生の子どもがいるのです

が、富士見小学校、南台小学校の児童数

は減っていて、八坂小学校の児童数は増

えていると聞いています。この先の統廃

合をどのようにお考えでしょうか。  

 

Ａ．ご質問いただきありがとうござい

ます。 

 市長になる前と後でどう考えが変わっ

たかということですが、私は長いこと市

議会議員をさせていただいていましたの

で、市の厳しい財政状況は認識していた

つもりでした。 

 市長になった平成19年度は財政が一番

ピンチのときでした。小泉政権時に三位

一体改革というものがありました。これ

は地方に税源は移譲し、その代わり国庫

補助金や地方交付税を減らすというもの

です。税源移譲で国税から地方税に3兆

円が移動しましたが、補助金、地方交付

税は9兆円以上減らされてしまいました

ので、地方自治体は差引すると6兆円を

超える減という形になってしまいまし

た。 

 当市が国からいただいている地方交付

税は、24年度の予算ベースでいうと40

億円ほどですが、これが19億円以上の減

額となり、国庫補助負担金改革、税源移

譲と合わせた三位一体改革の影響として

は15億円ほど減らされてしまいました。

16、17、18年度というのはきわめて厳

しい状況が続きまして、私が就任した19

年度には、貯金も底を突くような状況、

かつ経常収支比率が100％近い、つまり

自由に使えるお金がほとんどない状態で

ございました。このままでは市の財政が

破綻してしまうということで、強い危機

感を持って望みました。 

 その一つが給不構造改革や職員数の削

減ということで、労働組合とかなり激し

くやりあい、最終的には職員の皆さんに

も市の窮状をわかっていただきました。

 東村山市版株主総会 实施報告書 

質疑応答  
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Ⅱ．当日の進行内容  

給不については単純に下げるということ

ではなく、実観的な根拠として、東京都

に水準を合わせるというきちんとした物

差しを持って給不水準を決めるのがいい

だろうということで、職員団体も納得

し、改革をいたしました。併せて職員数

もかなり削減いたしました。 

 小泉政権以降、全国の自治体が疲弊し

たこともありまして、国も地方の声に耳

を傾けていただきました。その結果、地

方交付税が従前の水準に戻りつつあるこ

とにも助けられながら、財政が尐しずつ

上向くというか立ち直りつつあるという

状況でございます。 

 市長になってこの間何が一番苦労した

かと申しますと、市民の皆さん、議会か

らいろいろとご要望いただくのですが、

なかなかその通りにできない、その原資

がやりくりしてもひねり出せないという

ことです。市長になる前と後では、こん

なにも首長というのは辛いものかと感じ

ました。 

 小学校の統廃合の関係ですが、今後長

期的にどう見ていくかという問題があり

ます。 

 東村山市の人口は昨年の7月には15七

3,500人を超えていましたが、今は15七

2,900人ほどで、人口が減尐していま

す。東村山市は自然増、自然減、つまり

出生数と亡くなるかたの数を比べると、

自然減のまちです。それを社会増、つま

り引っ越してくるかたの数が上回ってい

たので、昨年までは人口増になっていま

した。現在は社会増が横ばいとなり、自

然減が続いているため人口が減尐する傾

向にあります。 

 お子さんの数は他市に比べて多く、地

域的なバランスはありますが、微増とい

う状況が続いています。35人学級等の問

題も含めて考えていかないと単純に数の

問題だけとは言えないと思っています。 

 教育委員会では通学区域の弾力化とい

うことで、中学校については第二中が誯

題校でしたので、二中と亓中のどっちに

行ってもいいというエリアを増やしまし

た。四中と丂中もそういうエリアを作っ

ています。八坂小も通学区域内にマン

ションができた影響で子どもの数が増え

ていますが、富士見小、南台小に通うに

は距離がありますので、教育委員会も頭
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を悩ませているところです。 

 いずれにしても東村山市の場合は、統

廃合を具体的な検討誯題に入れるのはま

だ早いという状況です。35人学級の対応

も考えるとむしろ教室数が足りなくなる

学校も出てくる可能性がありますので、

これからの学校エリアの再編成が、市長

というよりは教育委員会でお考えいただ

く誯題でございます。  

 

Ｑ．わかりやすい説明ありがとうござ

いました。4点質問させていただきま

す。 

 1点目は税収のアップについてです。

収納率の向上としてコンビニ収納等の説

明がありましたが、税収全体のボリュー

ムを拡大するために、高額所得者に入っ

てきてもらうとか、法人税を増やすと

か、そういった方向の取り組みはされて

いるのでしょうか。 

 2点目として、近隣市は東村山市に対

して別会社と位置付けられると思いま

す。そことの競争、特色の違いをもう尐

し打ち出す必要があるかと思いますが、

市長としては何を重点として東村山市の

魅力を創出しようと考えているのでしょ

うか。 

 3点目は道路事情の件です。市民アン

ケートでも道路に対する要望があるとい

うことでした。にもかかわらず維持管理

費、投資的な経費の金額のウェイトが低

いと思われましたが、そのあたりはどの

ように対応するのでしょうか。 

 4点目は、職員は皆さん頑張っている

と思いますが、組織にはいろいろな人材

がいます。優秀なかたをもっと評価す

る、活用することで、組織の活性化、東

村山市の運営という意味ではメリットが

出てくると思います。公務員という型が

あるので難しいかもしれませんが、優秀

な人材を必要な役職に柔軟に持ってきて

活用するということを考えられないで

しょうか。 

  

 

 

 

 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  

Ａ．4点ご質問をいただきました。 

 まず税収の問題ですが、これは持続可

能な都市づくりを考えると安定的な税収

が上がってくるまちづくりをする必要が

あると考えています。 

 収納率を上げていくというのは、現状

で賦誯させていただいた誯税に対して集

金をさせていただくということです。そ

れに加えてどれだけ税金を納めていただ

く力があるか、我々の業界用語で担税力

と言っていますが、担税力を高めていく

ことがこれからのまちにとっては必要な

ことです。 

 2点目にもつながりますが、北多摩北部

地域、西武線沿線エリアは、どこのまち

もというと語弊がありますが、あまり財

政的に豊かでないまちが多いです。他市

との競争もさることながら、連携もし

て、北多摩北部エリアのイメージづくり

を考える必要があります。また自治体だ

けでなく、西武鉄道さんがこのエリアの

重要なファクターですから、鉄道事業者

とも連携しながら、イメージアップ、利

便性の向上を考える必要があります。 

 具体的に持続可能ということを考える

と、当市は高齢化率が極めて高いまちで

すので、なんとか生産年齢人口を増や

す、そのためには子育て中のファミリー

層に魅力的な施策を打つ必要があると考

えています。そこで「子育てするなら東

村山」と掲げ、保育園の待機児を解消す

るまでには至っていませんが、乳児の全

戸訪問事業や、主に家庭で子育てをして

いるかた向けに、保健所跡地にころころ

の森というひろば事業を展開していま

す。また幼稚園に通うお子さんのいるご

家庭に対しても経済的な支援を開始して

います。そういうことをさせていただい

て、子育て世代にアピールできるように

政策の組み立てをさせていただいていま

す。 

 担税力を上げるための誯題として、道

路事情が悪いこともあります。道路事業

がよくないまちは定住意向が低いという

分析をしていますが、東村山市は都市計

画道路の整備率が残念ながら低いです。

生活道路に歩道をつけることも大事です

が、まずは生活道路に通過車両を流入さ

せない、そのために都市間の道路ネット

ワーク網をしっかり整備していくという

ことが大事です。 

 この道路整備を東京都にしてもらおう

ということで、連続立体交差事業に併せ

て府中街道の整備を進めます。また青葉

町では所沢街道のバイパスとして、東久

留米の市場のほうから多摩北部医療セン

ターを通過する新しい道路が開通してい
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ますが、最終的には府中街道に接続する

ような形状になる予定です。 

 通過車両ができるだけまちの細かい道

路に入らないようにしていくことで、人

も車もよどみなく安全に流れる、そうい

うまちを作ることがハード的には税収を

上げるために必要となります。 

 道路基盤がしっかりしていないと、企

業誘致をしようにも企業が張り付いてこ

ないのが实情です。残すみどりは残しつ

つ、一定の道路ネットワークの整備を連

続立体交差事業と併せて進めていくこと

が税収を上げる大きな力になると考えて

います。 

 2点目として同じ西武線沿線同士の競

争、どう差別化を図っていくのかという

ご質問をいただきました。小平市、清瀬

市、東久留米市、東大和市、所沢市と、

明確にここが違うとはなかなか特色とし

て打ち出しづらいことは事实です。ただ

そのなかで、多くの市民のかたが当市の

魅力と感じてらっしゃるのがみどりで

す。これをどれだけ周辺市よりきちんと

保全できるかが重要だと思っています。 

 当市には、全国に13ヶ所しかないハン

セン病療養施設である全生園がありま

す。先日も全生園内に保育園ができ、報

道がされました。今、全生園は「人権の

森」という構想を持って動いています

が、こうしたことが当市の大きなコンテ

ンツとして他市と差別化を図れる要素と

考えています。 

 3点目の道路事情についてですが、最

終的にはどうお金を捻り出すのかだと思

います。 

 第4次総合計画ができてから、歳入、

歳出の見通しを毎年度見直して、自由に

使えるお金がどれだけあるかを見ながら

毎年度ローリングによる实施計画の策定

をさせていただいています。このことが

財政の健全性を維持しながら将来にわ

たってのまちづくりを行える手法だと考

えているところです。維持補修含めて道

路事業は、我々としては優先項位をかな

り高くしておりますので、すぐに予算を

動かすということはなかなか難しいので

すが、道路事業については毎年度予算を

確保して着实に推進していきたいと考え

ております。 

 最後に人材の活用の問題です。現在、

昭和40年代後半、50年代前半に入庁し

たベテラン職員が項次退職を迎えていま

す。これらの職員が今まで培ったノウハ

ウや市民との関係性をどう伝えるか、引

き継ぐかが重要なテーマになっていま

す。 

 若手職員を上位の職に抜擢するための

ルートは作っていまして、係長、誯長補

 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  

佐までは試験制度、そして誯長補佐で一

定の年限頑張れば次のステップに上がれ

るようになっています。そこでステップ

アップにチャレンジするように発破をか

けているのですが、最近の若い人はス

テップアップに躊躇する向きがあるよう

に思います。そこを意識改革していくこ

とが大事と考えています。当市の職員は

チャンスを不えられれば、押し並べて他

市に負けないだけの潜在的な力を持って

います。できるだけ若い職員にチャンス

を不えて、ステップアップできる雰囲気

を作ってまいります。   
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意見交換・意見発表の進め方 

 参加者の皆さんに4～5人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を行っていただきました。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、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.76参照） 

東村山市版株主総会 实施報告書  

２．参加者による意見交換・意見発表 

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、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・安心とうるおいを实

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）」 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。  

分野別の意見数（全グループ合計） 
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【Aグループ】 

 皆さんから出た意見としては、「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3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2票入っていま

す。5人で話し合っているうちに意見が収束しましたので、それについて話をします。 

 良い点としては、市役所のサービスが丁寧で速い、それからスポーツ施設が非常に充实し

ているなというふうに思いました。ただ市に対して悪い印象のほうがちょっと多く、要する

に「うるさい、汚い、危ない」ということです。 

 「うるさい」というのは入間等の飛行機の往来が激しく、上空を飛び交うために非常にう

るさいということです。これはちゃんと交渉してもらいたいです。工場の騒音なども結構

あって、うるさいと感じます。 

 それから「汚い」というのは飼い犬のマナーについてです。朝夕に散歩させる際に、後始

末をしていかない人がいます。マナーが非常に悪いです。ゴミ出しについても同じで、個別

回収ということになっていますが、他人の家の前に置いて行ってしまう人がいます。ごみの

種類ごとに曜日が指定されているわけですが、全部無視して出してしまう人がいて、それを

全部片づけなければならないのです。犬に関しては、犬税をかけて、マナーを向上するよう

にしてはどうでしょうか。 

 「危ない」というのは、犯罪が非常に多いのと、自転車のマナーが悪いということです。

非常に危険なので、自転車のナンバー制を導入して税金を取るというふうにして、マナーの

向上を強制的にやってほしいと思います。学校、あるいは市を通じてマナーの向上に努めて

いってほしいという意見でした。   

各グループの発表 

 東村山市版株主総会 实施報告書 
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【Bグループ】 

 Bグループでは意見が概ね二つに分かれました。一つ目は、「みんなが楽しく学び、豊か

な心を育むまち」で、2票入っています。東村山市の特長というのは、緑が多いということ

だと思います。そこを活かして、今後プロモーション等を行っていってもらいたいです。そ

れと、住んでいる人が気持ちよく、楽しくなければいけないといった意見が出ています。高

齢化に向かっていても、気持ちよく住み、健康に注意すれば社会保障費とかも尐なくて済

み、財政の健全化にもつながります。やはり市の一番の特徴である緑とか文化とか、一番力

を入れるのはそこではないかということでした。 

 「その他」に3票入っております。東村山市だけでなく、日本中で財政が厳しいというこ

となので、更に財政には力を入れて取り組むべきであると思います。それには新しい基礎の

確立ということで、例えば、財政は単年度予算というものではなく、余った財源は次の年度

に使えるとか、今までの市の枠組みを超えた新しい取り組みが必要です。市町村の役割では

ないと言われても、そういった声を上げていくことは大事なのではないかという意見が出て

います。それと、財政の健全化にも力を入れてほしいです。市の財政が良くないと、東村山

市自体も次の世代にいかないし、例えば都とか他の市町村に飲み込まれてしまうので、やは

り財政をきちんとやっていってほしいということでありました。 

 もう一つ、東村山市でも高齢化が始まっておりまして、民生委員の方が非常に尐ないとい

うことがありました。高齢者に対する支援のあり方というものも、もっと考えていただきた

いという意見がございました。  

 Ⅱ．当日の進行内容 
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 東村山市版株主総会 实施報告書 

【Cグループ】 

 Cグループは5人いたのですが、2枚意見を書かれるかたもいて、「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2票ありました。やはり東村山市をいかに魅力の

ある都市にしていったらよいかということで、若いかたが、お子さんを産んで、安心して育

てやすいようなまちにしていきたい、そうしたほうが、新しい人も移り住んで来るのではな

いかという意見がありました。そのために、保育所だとか女性のかたが働きながら暮らせる

ような施設なりシステムなりをもっと作ってもらいたいという意見でした。 

 2番目、「みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち」のところでは、市の産業まつりか

ら緑の祭典までいろいろなイベントがあると思うのですが、そのなかで、もっと一般の人が

ボランティアとして中心になって集まりを催し、市は本当にサポートというかたちで、もっ

とボランティアによる文化の交流とか、趣味の拡大ということを盛んにしていただきたいと

いう意見がありました。 

 それから一番下の、「みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち」には意見が

いっぱいあったのですが、東村山市にどのようなことが丌足しているのかというところで、

主要幹線道路を早急に通していただきたいです。安全面だけでなく、交通の便が良くなると

土地の価栺を上げていくことにもつながりますので、主要幹線道路だけは先に通してもらい

たいという意見がありました。 

 あと、イベントなどについて広報が丌十分ではないかという意見がありました。周りの人

たちは盛り上がっていても、外れのほうには伝わってこないということがあります。 

 あとは、自治会の育成をもう尐ししてもらいたいという意見がありました。  
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【Dグループ】 

 Dグループでは、いろいろな意見が出ました。要約しますと、やはり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」を作ろうというところに集約されてきまし

た。意見としては、「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」にも、

「みんなでつくる安全・安心とうるおいを实感できるまち」にもございました。 

 具体的に申しますと、まず東村山市は近隣の市と比較しても自然環境が非常に円満という

ことです。その資源を有効に使って、観光とかまちおこしとか、そういうものに使うことが

できるのではないかという意見がありました。特に国宝の正福寺などがありますが、そう

いったもののPRも非常に下手です。もっと有効に活用するために予算を割いても良いので

はないでしょうか。 

 それらをやっていく上でネックとなるのは道路です。菖蒲まつりの時なども、車が錯綜し

ていたり、歩いてでないと行けなかったりすることもあり、非常に丌便で危険です。意見の

中では、道路の狭さの他に、商店街の尐なさも挙げられました。需要がないから商店がない

わけですが、需要を喚起するためにどうしたらよいのかというのは大変な問題だと思いま

す。 

 それから、子育ての問題もありました。ストーカーだとか、いじめだとか、そういった対

応は警察任せで、市はほとんど関係ないとしています。ですが、本当は、警察に持っていく

前に、市が、直接できなければNPO法人でも立ち上げて、そういう問題を広く受け入れて

解決できるような方法を考えていくと、これが市民に優しい行政だろうと私は思います。  

 Ⅱ．当日の進行内容 
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 東村山市版株主総会 实施報告書 

【Eグループ】 

 私たちのグループは5人でしたが、「みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたま

ち」が4票、1票は私が、「みんなでつくる安全・安心とうるおいを实感できるまち」とし

ました。 

 私の意見から言いますと、震災があったときに、とても丌安になったので、耐震工事と

か、学校のそういったものも大事ですが、起きてしまった後の、今どうなっているのかとい

う情報の伝達方法とか、備蓄の問題とかそういったものを教えていただけると安心して住め

ると思います。 

 皆さんのほとんどの意見は、快適に暮らせて活力と魅力にあふれたまちづくり、安心して

子育てしながら暮らせる魅力あるまちづくりをしていってほしいということでした。せっか

く北山公園やトトロのモデルとなった森など魅力のあるものがあるのに、そういうところに

行きにくかったり、PRが尐なかったり、駐車場がなかったりします。そういうところで市

外の人に来ていただければ、活性化して、お金も市に入ってくると思います。高齢者のかた

も多くて、出生数が尐ないということになれば、そういったところから財源を増やしていか

ないと、道路の整備といったことも難しいかと思いますので、魅力あるまちづくりに取り組

んでいただきたいと思います。 

 線路の高架化に伴う再開発にしても、今所沢駅や田無駅のほうが、魅力があって買い物す

るところがたくさんあるので、皆さんそちらのほうに行って消費してしまう傾向があると思

います。もっと市内の駅で、たくさん買い物ができるようになれば良いという意見が出まし

た。  
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【Fグループ】 

 「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2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1票、「その他」に1票となりましたが、实は最

初の議論のときに、市が特に力を入れるべき政策は一つだけ選ぶものではなく、やはり全部

に力を入れてほしいという意見がありました。そこで、何とか特に一つだけ書き、全部に力

を入れてほしいというものは「その他」のところに集約しています。 

 市の長期計画とか、財政配分とかビジョンを見せてくれという意見があり、これは何年先

にこういうことをやりますということがわかっていれば、市民も理解できるということでし

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」の二つですが、地域コミュ

ニティということで、高齢化社会においては、道路を整備し、住んでいる人がきちんと住み

続けられるようにしてもらいたいということでした。若い人たちに来てもらうためには仕事

場とかそういうものを作らなければいけないとか、地域の商圏をつくるとか、そういった

きっかけ作りが市の役割で、そこから先は自分たちでやるべきものではないかという意見が

ありました。言いたいことはたくさんありましたが、このように集約しました。 

 票の入っていない、「みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち」と「みんなでつくる安

全・安心とうるおいを实感できるまち」のところについては、よくやっているのではないか

という意見もありました。 

 今日は10代20代のかたがあまり見当たらなかったので、そういったかたがたにも参加し

てもらえるような会があったら良いと思います。  

 Ⅱ．当日の進行内容 
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 東村山市版株主総会 实施報告書 

【Gグループ】 

 Gグループは5名で、「みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち」に1票、「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2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2票となりましたが、基本的にはどれも大事であり、どれも関連

しているという意見がありました。 

 特に「みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち」の文化、芸術面に対して、もっと予算

を割いてもよいのではないかという意見がありました。それによって若い人たちも含めて、

市の魅力がもっと高まるだろうということでした。 

 その他、安全・安心な住環境を守りたいという意見、それから移動が困難な地域も市内に

はまだあるので、道路問題もあるのでしょうが、そのあたりの環境を改善して移動手段を確

保してもらいたいという意見がありました。 

 個別具体的な案件に対してもっときめ細やかに対応していただく、あるいは意見を言える

ようにしてもらいたいという意見がありました。具体的には、全生園のみどりの守り方など

も、皆さんアイデアは持っているけれども、それをどう伝えたら良いのかわからないという

ことでした。 

 「みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち」ですが、とにかく投資をしてま

ちを元気にして、それによって税収を上げることを考えないと、緊縮財政だけを続けていて

もだめだという意見がありました。その具体策としては、これは全員の考えですが、シル

バー事業を積極的に誘致して、それによって法人からの税収を増やすという方法や、みどり

が豊かな環境を活かして裕福な高齢者のかたに来てもらって税収を上げるという方法がある

と思います。 

 このような意見がありましたが、最終的にこれが大事というよりも、全部関連していると

いう話になりました。それと、他に皆さんから出た意見で、先ほど市長から市政報告があり

ましたが、もう尐し具体的な話をしていただかないと、全体に耳触りの良い話が並んでい

て、問題点が見えてこないです。問題点がないということはないはずなので、もう尐し具体

的な数字を挙げていただくようなこともお願いしたいという話もありました。あと、市への

要望で、Eメールや手紙は皆さんご存知だと思いますが、もう尐し簡単に伝えられるような

方法はないだろうかという要望もありました。  
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【Hグループ】 

 Hグループは「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3票、「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2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1票でした。 

 子育ての話が出ていました。学童保育にうちの子どもが行っているのですが、預かりの時

間が午後5時45分までとなっています。以前に保育園に通っていたときは午後7時まででし

た。この時間の兹ね合いがうまくいかないので、そこを改善していただきたいという要望が

あります。 

 それから、道路情勢のことですが、参加者の方から青葉町のほうで歩道に新しく道路標識

ができてしまい、車椅子などが通行しにくくなったという話がありました。 

 あと、市内の雇用の問題ですが、なかなか市内の雇用に魅力的なものがないという話が多

く出まして、大手の企業、また魅力のある企業の誘致ができれば良いと思います。  

 Ⅱ．当日の進行内容 
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 東村山市版株主総会 实施報告書 

【Iグループ】 

 Iグループは4名でしたが、意見がとても活発に出て、このようなたくさんの意見が出てい

ます。 

 一つ目の「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」は、子育てに関し

て、待機児の問題は働いている人だけではなく、これから働きたい人も子どもを保育施設に

預けられるようにしてほしいということと、夜間の空きスペースを利用してもう尐し子育て

関連のことができないかという意見がありました。障害児支援では、例えば移動支援とか

で、東村山市は他市に比べて劣っているという意見が出ています。あとは、東村山市も孤独

死という現实があるのですが、そこにも力を入れていただきたいと思います。 

 二つ目の「みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち」は、豊かに安心して暮らしたいと

いうことで、学校などの施設の改善、テニスコートの充实という意見が出ています。 

 三つ目の「みんなでつくる安全・安心とうるおいを实感できるまち」は、防災意識をもっ

と高めてほしいということで、防災マップを転入者にしか配っていないということなので、

全戸配布をして、備蓄がどこにどれくらいあるのかなど、私たちにもっとわかるようにして

ほしい、知らせてほしいという意見が出ています。あとはゴミ袋の件で、レジ袋でよいので

はないか、ゴミ袋は高すぎるという意見が出ています。 

 四つ目の「みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち」は、銀河鉄道、グリー

ンバスのルートがかぶっている一方で、全く走っていない丌便なところもありますので、そ

ういうところも見直してほしいです。 

 亓つ目の「その他」は、借金が多すぎるという意見がありました。収入が497億円に対し

て、地方債の残高が644億円ということで、夕張市の二の舞にならないようにしてほしいと

いう意見が出ています。  
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Ⅱ．当日の進行内容  

【Jグループ】 

 Jグループも4人のグループで、「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」の意見は、東村山市には子どもを産める産院が尐ないということです。それを増やし

ていただきたいです。そこで子どもを出産するかたが増えれば、自然増にもつながります

し、税収もそのうち増えるのではないかということで、他のすべてにかかることです。 

 それから、二つの票が入っているのが、「みんなでつくる安全・安心とうるおいを实感で

きるまち」で、一番話が盛り上がっていましたので後で触れたいと思います。 

 「その他」は、とにかく財政状況をどうにかしてほしいということでした。先ほどの子ど

もを増やすということもそうですし、交通ですとか道路、鉄道などをちゃんと整備するとい

うこともあります。細かいところでは、都の給不水準は高いのであるからそれに合わせてい

いのかということや、地域手当というものは何であるのかという話とか、そんな話も出てい

ました。 

 「みんなでつくる安全・安心とうるおいを实感できるまち」のところはいろいろ意見があ

りまして、例えば監視カメラがあったほうがよいという意見もありましたが、一番気になっ

たのは災害時の話です。实際に災害があった時に我々が知りたいことはどこで知ることがで

きるのか、あるいは实際にどういう行動をするべきなのか、わかるようにしてほしいという

意見がありました。我々も考える機会を持たなければと思いますが、例えば備蓄倉庫も誮が

いつ開けてくれるのかがわかりにくいので、そういうものを書いておいたらどうかという話

がありました。また、拡声器の放送が聞きとりにくいので、メールサービスをしてもらえな

いかとか、情報の伝え方に工夫がほしいという話があります。 

 コミュニティバスの路線については、自転車を使えなくなったらやはりコミュニティバス

がほしいので、路線を考え直してほしいという意見があり、週に1回でも定期的に来ていた

だくとか、いろいろ工夫をしていただきたいという話がありました。いずれにしてもすべて

関連する話だと思いますので、どれも大事にしていただきたいと思います。  
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渡部市長よりコメント 

 皆さん大変ご苦労さまでした。ありが

とうございます。おそらく皆さん、今日

初めて会われたかただと思うのですが、

いきなりこういうテーマでお話ししてく

ださい、と言われて、まず会議が成立し

て、しかも時間が足りなくなるくらい活

発に意見交換がされる、東村山市民は何

てすごいのだろうと、まず感心いたしま

した。本当にご苦労さまでした。 

 非常に多くのかたから、市の財政状況

のことを心配しつつ、しかしながら、生

活環境としてこのまちに対して、こうい

う丌備があるのではないか、こういうと

ころに力を入れるべきではないか、それ

から、もっと市の税収を伸ばすにはこう

いうアイデアもあるよ、こういうやり方

でまちづくりを進めていったほうがよい

のではないかなど、かなり具体的なお話

をいただきました。大変ありがとうござ

いました。すべての点について、お答え

はできないのですが、いくつかのポイン

トについて、お話をさせていただきたい

と思います。 

 Aグループのかたからのご意見で、

我々ちょっとそこまで気が回っていな

かったなというのが確かにあるのが、飛

行機の騒音問題です。最近あまり飛行機

の騒音で、ご意見をいただくことがな

かったので、改めて感じたところでござ

います。総じて犬の問題やビン・カンの

収集、あるいは自転車等で、市民の皆さ

んのマナーがあまりよろしくないのでは

ないか、このマナーを上げていくために

市役所として知恵を絞ってほしいという

ご意見もございました。これは結構難し

いことだと思っています。議会でもこう

したご意見は数多くいただいています

が、マナー向上に対して行政機関として

市民の皆さんにどういう働きかけをして

いったらよいのか、もう尐し具体的に考

えてまいりたいと思っております。 

 Bグループのかたからは、財政につい

て新しい基準を作って財政の健全性を維

持する努力をしなさいとか、多摩湖等の

地域資源、自然の遺産等を十分活用し

て、これからのまちづくりを進めなさい

というご指摘をいただきました。新しい

基準については、いくつかの財政指標に

ついて、借金がどのくらいあるとか、自

由に使えるお金がどのくらいあるとか、

こういったことについては、第4次の行

財政改革大綱の中で、一定の目標をもっ

て対応しています。それらについては、

今日細かくはお話できませんでしたが、

行財政改革大綱にお示ししておりますの

で、機会があればご覧いただきたいと思

います。また、年に数回、市報で財政状

 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  

況についてはお知らせをさせていただ

き、行財政改革大綱に定められた目標に

対しての進捗についても掲載しておりま

すので、ご覧いただけると有り難いで

す。 

 Cグループのかたからは、活力と魅力あ

るまちということで、主要幹線道路を早

期に通すべきだというご意見をいただき

ました。府中街道等の市の幹線道路は歩

道が非常に狭く、朝夕は渋滞していま

す。府中街道は都道ですので、西武新宿

線の高架化と併せて、東京都に早期に解

決していただくようにお願いしていま

す。市としては、東村山駅の東口からス

ポーツセンターまでで止まってしまって

いる道路を何とか久米川町1丁目の野行通

りまで延ばしていきたいと考えておりま

す。これが開通しますと、青葉町地域の

住宅地内に流入している車を尐し減らす

ことができると考えております。他にも

いくつか道路については誯題があります

ので、そういったところについても頑

張っていきたいと思います。 

 それから子育ての問題について、他の

グループのかたも含め、いくつかご意見

をいただきました。保育施設の待機児解

消、また、家庭で子育てをされるかたに

ついては、孤立しない、させないように

地域で支援する子育てひろば事業の拡充

を今後も進めてまいります。やはり子育

てしやすいまちというのは東村山市の一

つの売りになりますので、若い人たち

に、他市と比べて東村山市はやっぱり子

育てしやすい、東村山市で子どもを育て

ていきたいと魅力を感じていただけるよ

う、乳幼児だけでなく、その後の小中学

校の教育施設や教育内容も含め、力を入

れていきたいと考えております。 

 Dグループのかたからは、結構観光資

源があるのに、PRが下手だと厳しいご指

摘をいただきました。情報発信力をつけ

て、多くの市民の皆さん、市外の皆さん

に対してPRできるように頑張っていけれ

ば と 思 い ま す。そ れ か ら、い じ め、ス

トーカーの問題ということですが、いじ

め問題について警察任せにしているつも

りはありません。各学校で子どもたちに

アンケートを取るなど、精力的に状況の

把握に努めています。ストーカーの問題

については、今の法体系ではDVの問題は

市役所でも相談窓口がありますけれど

も、ストーカーについてはそういったこ

とをしておりません。今後の誯題と受け

止めさせていただきました。 

 Eグループのかたから、市内で買い物し

たくても魅力ある商店が尐ない、市内で

も楽しく買い物して、是非市内にお金を

落としたいというご意見をいただきまし
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た。所沢や田無に行かなくても済むよう

に、商工会の皆さんや、JAの皆さんとも

知恵を絞っていきたいと思います。15七

3千人も市民がいらっしゃって消費が市

外に流出しているというのは大変もった

いないことですので、何とか市民のかた

に市内でお金を使ってもらえるようにし

たいと思います。人を他から呼び込まな

くても、それだけでもだいぶ経済効果が

出てくるのではないかと考えます。 

 Fグループのかたで、長期的なビジョン

を示すことで市民の皆さんももう尐し納

得されたり理解されたりするのではない

かというご意見がありました。このあた

りも我々の広報が足りていないのかなと

思います。申し上げているように、総合

計画と行財政改革大綱に基づいて自治体

経営をさせていただいて、かなり細かな

数字を含めて市民の皆さんにはご提供し

ているつもりではあります。市のホーム

ページ等をご覧いただきますと、当市の

ほうが他市よりも、そういった経営状況

については充实している面があると自負

しているのですが、市民の皆さんにそこ

が伝わっていないところがありますの

で、もう尐し工夫をさせていただきたい

と思っております。 

 Gグループのかたからも、どれも大事

ですべて関連しているというご意見があ

りました。具体的な提案として、シル

バー関係の事業を誘致できるのではない

か、ということがございました。そうな

ると、高齢者のかたの中には富裕なかた

もいらっしゃいますので、市の財政に貢

献されるということで、若い人たちばか

りではなくて、高齢者をむしろ呼び込む

くらいのまちづくりをされたらどうで

しょうかというご提案でございます。こ

れは非常に参考になるご意見かなと受け

止めさせていただきました。 

 Hグループのかたからは、市内の雇用

があまり魅力的なものがないということ

や、具体的に保育の時間について、保育

園は午後7時までで、学童保育が午後5時

45分までだという問題をご指摘いただき

ました。市民の皆さんの雇用の場という

のは、市内経済を活性化する企業誘致と

いうことになろうかと思います。いくつ

か関連して基盤整備をする、そこに良い

かたちで企業を誘致して市内の雇用を増

やしていくといった作戦を重層的に積み

重ねていかないと、なかなか企業誘致と

いっても簡単にできないと思っていま

す。長期的な戦略に基づいて、まちづく

りを考える必要があると思います。 

 Iグループのかたからもいくつもご意見

をいただきましたが、ハザードマップが

転居されてきた方にしか渡されていない

 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  

というご意見がございましたが、2年ほど

前にハザードマップを全戸配布させてい

ただいています。もしお持ちでなけれ

ば、若干在庫があるということなので、

防災安全誯のほうにお問い合わせいただ

けるとありがたいと思います。ただ、や

はり我々としては情報発信しているつも

りでも、皆さんに伝わっていないところ

が多々あるなということで反省をしてお

ります。 

 Jグループのかたからも、いろいろとご

意見をいただきました。市内で子どもを

産み、育てるにしても、産科がほとんど

ないというご指摘をいただきましたが、

産科の医者というのはどこのまちでも厳

しい状況で、誯題となっております。当

市では、産科の医院ではなくて助産医院

が1件で頑張っていただいている状況で

す。産科の医者を増やす取り組みを、一

自治体だけではなかなか厳しい面があり

ますので、せめて東京都レベルでやって

いかないと厳しいというのが率直なとこ

ろです。グリーンバスについても、場所

によっては週に1回でもよいから通してほ

しいという切实なお話をいただきまし

た。今後の高齢化の進展を考えると移動

支援はかなり大事になってきます。グ

リーンバスについては現在、市で公共交

通会議を設置して、新規に通す場合、今

走っている路線を変更する場合、料金を

改定する場合などの基準作りに着手をさ

せていただいています。年間約5千七円弱

の税金が使われていますが、市のほうも

非常にお金がない中でどこまでバス事業

にお金をかけていけるか、逆に多くの方

に利用していただくことで、市の持ち出

しを減らしていくためにはどうすればよ

いか検討しております。今日いただいた

ご意見も参考にさせていただきたいと

思っています。 

 以上、いただいたご意見について簡単

にですがコメントさせていただきまし

た。 

 これから皆さんに市政運営全般に対し

て5段階で評価をしていただくことになり

ます。いただいた評価結果は市政に対す

る評価の一つと捉え、行財政の状況をは

じめとする市を取り巻く状況を総合的に

勘案したなかで、最終的には理事者の期

末手当の支給水準へ反映するかどうかの

判断をしていきたいと思います。また、

反映する場合は、議会の議決が必要とな

りますので、今日いただいた評価は、議

会に提案するかどうかの判断の材料とさ

せていただきたいと考えております。  
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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き、意見交換・意見発表を行っていただいた上で、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  

 東村山市版株主総会 实施報告書 

３．参加者による評価（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。 

 Ⅱ．当日の進行内容 

評価結果については、次ページ

の「４．評価結果発表」を

ご覧ください。 

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、理事者の期

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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平均点 

3.28点 

有効投票数 

46票 

合計点 

151点 

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。 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

４．評価結果発表 

÷ ＝ 

点数 票数 小計 

 5点 非常によくやっている 3票 15点 

 4点 よくやっている 16票 64点 

 3点 ふつう 18票 54点 

 2点 物足りない 9票 18点 

 1点 全く物足りない 0票 0点 

 白票・無効票 0票 0点 
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Ⅱ．当日の進行内容  

評価理由 

【5点 非常によくやっている】 

1 無記入 

2 市民参加を充分に考慮されて市政をやって居られる。今後も宜しくお願いしま

す。 

3 財政収支の黒字に5と評価します 

【4点 よくやっている】 

1 皆様色々がんばっていらっしゃることがよくわかりました。もっともっと住み

よい町にして下さい。 

2 無記入 

3 無記入 

4 ・株主総会も含め、市民に耳をかたむける様子を評価している。 

・型だけのものではないという希望も含め、前向な評価ととらえてほしい 

5 無記入 

6 無記入 

7 よくやっている…が…まだまだ行革出来る。 

8 評価する域が大きいので大変です 

9 財政の丌足するなか、最大限の努力を払っている。もう尐し努力の余地はある

と思うが、それほど多くの余地はないと思う。 
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10 結果が出ていないものもあり誯題はいっぱいだが、この株主総会もそうだが、

市民の声も入れてがんばろうとしていただいているので、これからの期待も込

めて！！ 

11 今回のイベントを含め、いろいろな活動を行っている点が評価できる。財政健

全化はもとより、今後とも東村山の特徴を生かした町づくりを希望します。 

12 無記入 

13 今日、市長さんからのお話、コメントを受けて厳しいながらも努力されている

と思いました。今後も見つめていきたいと思います。 

14 財政再建への努力がなされている。財政再建にさらに工夫ができないか（サー

ビスを全くなくさずにどうできるか。市民をどうまきこむか。（気持ちよく、1

人に負担がかからずに））と考えるので4。 

15 市窓口の対応が他に比べて良い 

16 無記入 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

【3点 ふつう】 

1 まだまだ足りない部分が多々ありますが。今後よりよい市政の為にもガンバッテ

ほしいです。 

2 今日参加して「よくやっている」とは思いましたが实績がともなっているとは思

えなかった。よって「ふつう」と評価いたします。 

3 無記入 

4 大へん良くやっていますが市民の要求量が多いため目立たぬ様に思えます 

5 頑張っている様子なので 

6 もっと努力するべき事が有ると思う 
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Ⅱ．当日の進行内容  

7 市の公報等からのデーターしか持合せがなく、他の市等との比較が十分出来ない

ので3とした。 

8 無記入 

9 本日の提案について、具体的にいつまでに提案について、検討するとか、○○年

度までには实施できる方向性を示すなど具体案が示される気がした。 

10 具体的に何をどうしていくのか、詳しく説明されていない 

11 よくやっている面も今までよりわかった気がします。しかし市議会などで問題に

なっている件、特に秋水園に関する尐数意見などにも触れてほしかったです。 

12 無記入 

13 無記入 

14 限られた財源で良く健闘されているがまだまだ市民レベルで見ると丌十分であ

る。もっともっと創意工夫で改善出来ることが沢山有ると思う。 

15 これからも、もっと達成意識をもって、ガンガンやってほしい。 

16 無記入 

17 無記入 

18 「よくやっている」に投票したかったがシャンシャン総会にしないようにという

意見に対するコメントがなかったのでマイナス1として「ふつう」としました。 
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 東村山市版株主総会 实施報告書 

【2点 物足りない】 

1 表面的にしか理解出来なかった。 

2 今回2回目ならば同じ意見があったはず。去年の意見の発表がない中、どのよう

な成果があったのか具体的な結果が見えてこない。丌満があるのだから、成果が

今一つと思う。 

3 全体的に市長・職員が現状維持を基本にしているように感じる。もっと改革して

欲しい 

4 色々の良き意見勉強に成りました 

5 具体性にとぼしいとしか言いようがない。説明丌足である。誯題がわからない。 

6 何となくだけど、独りよがりの部分が感じさせられます。3でも良かったけど、

もう一歩努力してほしいということで－1します。 

7 国内事情・将来予測、それに基づいた市政運営の長期ビジョン短期ビジョンの表

現が弱い。 

8 上べだけで本当の事が見えないし、給料の件も都が基準だと、民間に比べ良いは

ずです。東村山には手もりと言うことがあると言う事も聞いている。 

9 無記入 
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Ⅱ．当日の進行内容  
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 長時間にわたりまして、本日は東村山

市版株主総会にご参加いただきありがと

うございました。また、皆さんがお話し

合いいただいたことを発表いただくとと

もに、現状の市政に対して皆さんが率直

にどのような印象をお持ちなのかという

ご評価をいただき、ありがとうございま

す。 

 結果としては3.28ということで、普

通くらいのレベルかな、というのが今日

ご参加いただいた皆さんのご評価という

ふうに受け止めております。昨年度は

3.0台でしたので、今回ご参加いただい

たかたからはいろいろなことを大目に見

ていただけたのかなと思っています。 

 目標としてはいつか5点満点を取りた

いと思いながら日々仕事をさせていただ

いています。しかしながらこれは永遠の

目標にならざるを得ないだろうとも思っ

ております。すべてのかたにご満足いた

だける市政は難しいかもしれませんが、

我々は市の現状についてご報告、ご説明

をさせていただくとともに、市民の皆さ

んから率直に、こういうふうにしたらど

うなのだろう、もっとよくなるのではな

いかというご提案、ご要望をいただき、

市民と行政がお互いにキャッチボールを

しながら、いいまちを目指すことが大事

だと考えています。 

 結果として3.28という点をいただき

ました。これに甘んじることなくさらに

上を目指して、今日、意見交換でいただ

いたご意見につきましては、真摯に受け

止め、市政に反映すべく全力を挙げてま

いります。 

 月に1回、各町でもタウンミーティン

グという形で市民の生の声をいただく場

を設けています。まだまだ市長に言い足

りないというかたは、毎月市報に開催日

時、開催場所の掲載がございますので、

ぜひそちらにも足をお運びいただければ

ありがたいです。 

 それと来年、54年ぶりに東京で国体

が行われます。東村山市では来年10月

4日から7日に尐年女子（高校生の女

 東村山市版株主総会 实施報告書 

5．評価結果に対するコメント及び参加のお礼 
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子）のバスケットボール競技大会が行わ

れる予定になっています。次に東京都で

国体が開催されるのは数十年先になりま

す。日本のトップアスリートたちが頑張

る姿を間近に見ることのできるチャンス

ですので、市民の皆さんにご協力いただ

いて、みんなで国体を盛り上げていきた

いと思っております。 

 2014年度、平成26年度は、東村山市

の市制施行50周年、そして東村山という

名前のまちができて125周年になりま

す。今50周年に向けて記念イベント、新

しい事業等を検討しています。こちらに

もできるだけ多くの市民の参加とご協力

をいただきたいと考えていまして、市報

や市ホームページなどで呼びかけさせて

いただく予定ですので、機会があればご

参加いただけるとありがたいです。 

 いずれにしても、市の育成について真

摯にお考えいただき、ご討議いただき、

ご意見をいただきありがとうございまし

た。これを活かせるように最大限頑張っ

てまいりますので、ご指導ご協力よろし

くお願い申し上げて、御礼のごあいさつ

とさせていただきます。本日は誠にあり

がとうございました。  

Ⅱ．当日の進行内容  
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 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） 

 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位を四捨亓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.82参照）  

目的 

 

調査段階 回答者 配付時期 回収時期 

事前アンケート 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 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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◇ 住所・性別・年代 

回答者属性（事前アンケート） 

Ⅲ．アンケート結果  

0 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

7 

0 5 10

多摩湖町

諏訪町

廻田町

本町

萩山町

野口町

富士見町

青葉町

秋津町

久米川町

栄町

恩多町

美住町

（名）

男性
63.8

%

女性
36.2

%

12 

26 

9 

0 

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」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） 

4.3 

8.5 

17.0 

38.3 

46.8 

53.2 

0.0 50.0 100.0

その他

市長が説明するから

市政運営全般に対する評価を

投票できるから

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へのご案内を

見て興味が湧いたから

（%）

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 

市の施策や財政状況に興味があるから 

無作為抽出で選ばれたから 

市政運営全般に対する評価を投票できるから 

市長が説明するから 

その他 

n=47 

複数回答計79 
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‧ 「非 常 に 関 心 が あ る」が

23.4%、「ある程度関心が

ある」が63.8%と、9割近

くの参加者が市政に興味を

持っていました。 

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 

非常に関心

がある
23.4%

ある程度関

心がある
63.8%

あまり関心

がない
10.6%

全く関心が

ない
0.0%

無回答
2.1%

◇ 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3）  

◇ 市政に対してどの程度関心がありますか。（○は1つだけ）（事前アンケート設問2）  

2.1 

12.8 

2.1 

10.6 

10.6 

38.3 

40.4 

42.6 

44.7 

44.7 

46.8 

0.0 50.0 100.0

無回答

知らない

その他

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）

市の窓口や電話

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…

市のホームページの意見記入欄

市長への手紙

市長へのＥメール

（％）

n=47 

複数回答計139 

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 

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 

市の窓口や電話 

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 
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‧ 「市長へのＥメール」や「市長への手紙」をはじめ、9割近くの参加

者が、市政に対して意見を提出する方法を知っていました。一方で、

そのうちいずれの方法も「利用したことがない」と回答した参加者の

割合は37.5%でした。 

Ⅲ．アンケート結果  

◇ ＜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。 

（○はいくつでも可）（事前アンケート設問4）  

12.5 

37.5 

2.5 

2.5 

2.5 

5.0 

5.0 

7.5 

10.0 

17.5 

22.5 

0.0 50.0 100.0

無回答

利用したことがない

その他

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

市長へのＥメール

市民説明会・ワークショップ等への参加

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

市のホームページの意見記入欄

市長への手紙

市の窓口や電話

議員・自治会を通しての要望

（％）

議員・自治会を通しての要望 

市の窓口や電話 

市長への手紙 

市のホームページの意見記入欄 

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 

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント） 

その他 

利用したことがない 

無回答 

n=40 

複数回答計50 
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 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

31.9%に対して、事後8.5%と大きく減尐しています。 

‧ 「ある程度反映されていると思う」が事前 27.7%に対して事後

48.9%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27.7%に対して事後29.8%と増加しています。 

‧ これらのことから、市政報告や意見交換等を通じて、市民の声が市政

に反映されているかについて、より多くの参加者が何らかの印象や評

価を持つようになり、中でも、市民の声が市政にある程度反映されて

いると評価する参加者が増加したことが伺えます。 

反映されて

いると思う
4.3%

ある程度反

映されてい

ると思う

27.7%

あまり反映

されていな

いと思う

27.7%

反映されて

いないと思

う

4.3%

わからない

（市政に対

する印象や

評価を持っ

ていない）
31.9%

無回答
4.3%

事前アンケート
反映されてい

ると思う
4.3%

ある程度反映

されていると

思う

48.9%

あまり反映さ

れていないと

思う

29.8%

反映されてい

ないと思う
4.3%

わからない

（市政に対す

る印象や評価

を持っていな

い）
8.5%

無回答
4.3%

事後アンケート
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◇ 東村山市の誯題の解決のために、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6、事後アンケート設問２） 

Ⅲ．アンケート結果  

‧ 「タウンミーティングや説明会等に出席する」が事前27.7％に対して事

後36.2％、「市と市民が協力して行う活動に参加する」が事前21.3%に

対して事後31.9%と増加しています。 

‧ 「地域のボランティア活動等に参加する」が事前29.8%に対して事後

21.3%と減尐しています。 

反映されてい

ると思う
4.3%

ある程度反映

されていると

思う

48.9%

あまり反映さ

れていないと

思う

29.8%

反映されてい

ないと思う
4.3%

わからない

（市政に対す

る印象や評価

を持っていな

い）
8.5%

無回答
4.3%

事後アンケート

8.5 

6.4 

2.1 

21.3 

27.7 

31.9 

36.2 

38.3 

10.6 

4.3 

8.5 

29.8 

23.4 

21.3 

27.7 

38.3 

0.0 50.0 100.0

無回答

特に参加したくない

その他

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

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

アンケートやパブリックコメントを提出する

（％）

事前アンケート

事後アンケート

（事前アンケート）

n=47、複数回答計77 

 

（事後アンケート）

n=47、複数回答計81 
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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。（○は１つだけ） 

 （事前アンケート設問7、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12.8%に対して事後2.1％、「無回答」が事前

6.4％に対して事後4.3％と減尐しています。 

‧ 「普通であると思う」、「多尐の余裕があると思う」の合計が事前6.4%

に対して事後21.3%と増加しています。  

‧ これらのことから、市政報告や意見交換等を通じて、より多くの参加者

が市の財政状況に対して何らかの認識を持つようになり、中でも、普

通、または多尐の余裕があるという認識を持つ参加者が増加したことが

うかがえます。 

厳しいと思う
40.4%

多少厳しいと

思う
34.0%

普通であると

思う
6.4%

多少の余裕が

あると思う
0.0%

余裕があると

思う
0.0%

わからない
12.8%

無回答
6.4%

事前アンケート

厳しいと思う
40.4%

多少厳しいと

思う
31.9%

普通であると

思う
14.9%

多少の余裕が

あると思う
6.4%

余裕があると

思う
0.0%

わからない
2.1%

無回答
4.3%

事後アンケート
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十分に知ることが

できた

14.9%

まあ知ることがで

きた

66.0%

あまり知ることが

できなかった

10.6%

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）
2.1%

無回答
6.4%

‧ 「十分に知ることができ

た」が14.9%、「まあ知

る こ と が で き た」が

66.0%となっており、多

く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。 

厳しいと思う
40.4%

多少厳しいと

思う
31.9%

普通であると

思う
14.9%

多少の余裕が

あると思う
6.4%

余裕があると

思う
0.0%

わからない
2.1%

無回答
4.3%

事後アンケート

株主総会の内容、運営を検証する設問 

 

Ⅲ．アンケート結果  

‧ 「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。 

◇ 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）  

◇ 市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）（事後アンケート設問5）  

非常に高まった
36.2%

まあ高まった
55.3%

あまり高まらな

かった

4.3%

全く高まらなかっ

た

0.0%
無回答

4.3%

‧ 「非 常 に 高 ま っ た」が

36.2%、「ま あ 高 ま っ

た」が55.3%となってお

り、多くの参加者に市政

に対する関心を高めてい

ただくこと ができまし

た。 
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‧ 「十分にできた」と「尐

しできた」の合計が昨年

度63.5%であったのに対

し、今年度76.6%と増加

しており、より多くの参

加者に意見を伝えること

ができたと感じていただ

くことができました。 

 

 東村山市版株主総会 实施報告書 

十分にでき

た

2.1%

少しできた
74.5%

あまりできな

かった

10.6%

全くできな

かった

2.1% 無回答
10.6%

◇ 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） 

 （事後アンケート設問6） 

4.3 

4.3 

0.0 

12.8 

23.4 

31.9 

42.6 

68.1 

0.0 50.0 100.0

無回答

特にない

その他

人事行政の運営状況

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

（％）

n=47 

複数回答計88 

‧ 「施策・事業の实績」は昨年度 55.8%であったのに対し、今年度

68.1%と増加しており、より詳しい説明・情報を求められています。  

‧ 一方で、「人事行政の運営状況」は昨年度42.3%であったのに対し、

今年度12.8%と減尐しており、参加者が求める情報を的確に伝えるこ

とができたことが伺えます。 

◇ 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。 

（○は１つだけ）（事後アンケート設問7） 
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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9） 

Ⅲ．アンケート結果  

◇ 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）（事後アンケート設問8） 

はい
44.7%

どちらとも

言えない

31.9%

いいえ
14.9%

無回答
8.5%

機会や予定

が合えば参

加したい

78.7%

どちらとも言

えない

14.9%

参加したくな

い

0.0%

無回答
6.4%

◇ 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10） 

  ↔回答はP．95参照 
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付 属 資 料 

 



スライド資料

68

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

東村山市版株主総会 １．市政報告

～ 休憩 ～

２．参加者による意見交換・意見発表

３．参加者による評価（投票）

４．評価結果発表

５．評価結果に対するコメント及び参加のお礼

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

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

１．市政報告

１）本日の会議の趣旨説明
２）平成２３年度の主な施策の取り組み実績

３）財政状況

４）人事行政の運営状況

５）各種調査の結果

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

１．市政報告

１）本日の会議の趣旨説明

２）平成２３年度の主な施策の取り組み実績
３）財政状況

４）人事行政の運営状況

５）各種調査の結果

新たな総合計画のもと、生活充実都市
として確かな一歩を踏み出すために、
行財政改革を推進し、将来に向けた持
続可能で安定した行財政運営を目指す
予算

⇒この方針にもとづき予算を編成し、事
業を実施した。

平成23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

認可保育園・認証保育所開
設

認可外保育室等保育料補助

乳児家庭全戸訪問（こんに
ちは赤ちゃん）事業

予防接種事業（子宮頸がん、
インフルエンザ菌ｂ型、小児
肺炎球菌、高齢者肺炎球
菌）

高齢者見守り事業 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、スポーツ

小・中学校耐震補強工事

小・中学校普通教室への空
調設備設置

屋内プールリニューアル
オープン（23年11月）
スポーツ祭東京2013準備

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

東村山駅周辺整備の方向性
策定

市道の舗装工事

前川流域溢水対策

公共施設太陽光発電システ
ム設置事業

住宅用省エネルギー設備設
置費補助

ごみ焼却施設延命化事業

リサイクルセンター着手 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、観光、コミュニティ

マルシェ久米川の定期開催
（23年12月～）
観光振興プラン策定

青葉地域センター開設（23
年6月）
多文化共生・男女共同参画
交流室の開設準備（24年4
月開設）

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

軽自動車税のコンビニ収納
開始（23年4月より）
市・都民税及び固定資産税・
都市計画税のコンビニ収納
の準備（24年度より開始）

10

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

自治力向上と
行政経営の質を高める取り組み

（仮称）自治基本条例の策定
に向けた取り組みスタート

東村山市版株主総会の開催

市民による事業評価の実施

目標管理制度の本格実施

市民意識調査の実施

11

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

安全・安心なくらしを守るための
取り組み、東日本大震災への対応

公共施設の劣化度調査

地域防災計画の修正

防災フェアの実施

放射線量の調査、公表

被災地への職員派遣

民間企業の節電対策に伴う
日曜保育の実施

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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23年度目標管理制度の結果

13

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

重点事業として位置付け
た207項目について目標
の設定、進捗と成果の評
価を実施。

Ａ：水準を達成

Ｂ：水準を未達成

Ｃ：未着手68.1%

30.9%
1.0%

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

１．市政報告

１）本日の会議の趣旨説明

２）平成２３年度の主な施策の取り組み実績

３）財政状況
４）人事行政の運営状況

５）各種調査の結果

歳入、歳出とも決算規模で過去最大

実質単年度収支が4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

15

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

平成23年度

歳入額 496.5

歳出額 481.0

実質収支額 15.5

実質単年度収支額 8.7

（単位：億円）

家計簿にたとえると･･･
（普通会計の収入を497万円とした場合）

収入

収入の内容 金額 構成比

給与 261万円 52.5％

基本給（市税など） 220万円 44.3％

諸手当（地方交付税） 41万円 8.2％

家賃や駐車場収入
（使用料や手数料など）

15万円 3.0％

銀行からの借入金（地方債） 47万円 9.5％

預金の引き出し（繰入金） 3万円 0.6％

親戚からの援助（国・都支出金、
地方特例交付金）

163万円 32.8％

前年度の黒字（繰越金） 4万円 0.8％

その他の収入（諸収入など） 4万円 0.8％

収入合計 497万円 100.0％

支出

支出の内容 金額 構成比

食費（人件費） 84万円 17.5％

医療費や教育費（扶助費） 144万円 29.9％

住宅などのローンの返済（公債費） 38万円 7.9％

子どもへの援助（繰出金） 61万円 12.7％

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 9.6％

家屋の増改築や修繕費など
（投資的経費、維持補修費）

38万円 7.9％

銀行などへの預金（積立金） 4万円 0.8％

電気料金、仕事を依頼した経費、車や
電化製品の購入等（物件費）

66万円 13.7％

支出合計 481万円 100.0％

16

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

貯金とローンの残高

貯金残高（基金残高） 58万円

ローン残高（地方債残高） 403万円

-8.7 

0.2 

-5.6 

-2.8 -2.2 
-3.4 

1.7 

7.3 6.6 
8.7 

-10.0

-5.0
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5.0

10.0
（億円）

（年度）14 15 16 17   18    19    20   21 22 23

貯金への積み立て、取り崩し
を除いた１年間の収支
貯金への積み立て、取り崩し
を除いた１年間の収支

1年間のやりくりの結果は？
（実質単年度収支）
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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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89.0 89.5 
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95.0
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（％）

（年度）

経常収支比率

年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）

18

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
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20.0
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（年度）

公債費比率

年収に占めるローン返済の
割合は？ （公債費比率）

19

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

元金と利息を合わせたもの元金と利息を合わせたもの

365 378 382 378 373 371 378 374 388 403 

334 320 306 300 291 282 274 266 254 241 

0

200
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

（億円）

（年度）

一般会計 下水道会計

市のローン残高はどのくらい？
（地方債残高）

20

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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人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

36

52
58

44
38
33 32 30

49
55

市議会における平成23年度決算の
審査結果

22

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

会計 賛成 反対 結果

一般会計 16 8 認定

介護保険事業特別会計 22 2 認定

国民健康保険事業特別会計 22 2 認定

後期高齢者医療特別会計 22 2 認定

下水道事業特別会計 22 2 認定

表内の数字は賛成・反対の人数

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

１．市政報告

１）本日の会議の趣旨説明

２）平成２３年度の主な施策の取り組み実績

３）財政状況

４）人事行政の運営状況
５）各種調査の結果

市職員の給与の決めかた

24

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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東 京 都 東村山市
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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％）

25

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

平成23年度の職員給与
26市中23位

その結果

職員数はどのくらい？

160

176

193
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171
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964 946 945 927 913 888 840 824 802 790

0

500

1000

150

200

250
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26市平均 東村山市 職員数（4月1日時点）

26

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

職員1人あたり市民数

接遇アンケート、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）

フルタイム再任用制度の導入

専門的な人材の経験者採用

23年度2名、24年度2名を土木、建築分野で採用

研修派遣・人事交流

人材育成と組織力強化

27

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

１．市政報告

１）本日の会議の趣旨説明

２）平成２３年度の主な施策の取り組み実績

３）財政状況

４）人事行政の運営状況

５）各種調査の結果

定住意向

29

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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市民意識調査（20年11月、23年8月、24年6月実施）

施策全般に対する満足度

30

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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市民意識調査（20年11月、23年8月、24年6月実施）
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365位
253位

175位 119位 144位1

787
2007 2008 2009 2010 2012

（順位）

（年版）

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

31

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

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。

•2012年版のランキングの対象は787市。

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

質疑応答

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

～ 休憩 ～

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

２．参加者による意見交換・
意見発表

テーマ：「今後、市がどういうことに力を入れ

るべきか」

グループに分かれ、テーマに関する意見交
換を行います。

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。

意見交換・意見発表の進め方

35

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

３．参加者による評価（投票）
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1人1枚の投票券に記入・投票し
てください。

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。

詳しい要領説明は、株主総会当
日に行います。

投票方法

37

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

１ヶ所
に○ 《良い例》 《悪い例》

《良い例》 《悪い例》

見本

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

４．評価結果発表

人と人 人とみどりが響きあい
笑顔あふれる 東村山

５．評価結果に対するコメント
及び参加のお礼
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 東村山市版株主総会 实施報告書 

意見交換で出された意見 

【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 ・安心して子育てが出来る町。 

・高齢者との関わり（コミュニケーション）がとれる。 

・通学路の安全確保。 

2 子供をこの町で育てやすいように。 

3 ・弱者にやさしい町作り。 

・高齢者・障害者支援の一層の充实。 

・”子育てするなら…”と市長の報告にありましたが、女性の就労をサポート

する支援事業の充实をお願いしたい。 

・地域の声を誮でも気軽に、市政に届けられるような方法。きょうの様な企

画、増やして下さい。 

4 高齢化社会に向け、まず道路整備をお願いします。 

5 地域コミュニティの拡充。住宅地の消防車両の通行可能な整備。 

6 最近、子供の数が尐ない。このままでは将来のことが心配と言われますが、今

は女性もともに働く人が多いので、子供を育てやすい社会になること、又、老

人が多い社会となると、福祉もしっかりしてほしいと思います。 

7 共働きの家庭ですが、市の保育園に10年間お世話になりました。小学校入学後

の学童保育の時間が、最高で、5：45になってますが、時間延長の改正余地は

ないでしょうか？他市は夜7時までやっていると聞いてます。 

8 みんなでつくる安全・安心があるから健やかにいきいきと暮らせるまちで合っ

て欲しい。その為に住みやすい住環境の整備→地域コミュニティにつながるよ

うに。ここから自然と福祉、子育てにつながれば。 

9 子育ての場として、公共の場の夜間の開放を望みたい。 

10 待機児対策（誮もが入れるようにしてほしい） 

障がい児支援（移動支援の時間拡大） 

孤独死のないようなみんなで支え合う町 
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11 民生委員さんの補充をすぐにお願いしたい。 

12 産科の病院を増やし、出産するなら東村山市と云われる様な施策をすることに

より、今後の人口の自然増がみれる。 

【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 高齢化が進展しているなかで、寝たきりの方ばかりになってしまっては困るの

で。 

2 自然の多い東村山市の一番の特徴だと思います。その特徴を生かす事で、他市

との差別化を計り、住民にやさしい町作りができたらと考えます。（東京は大都

市で、商業で頑張るのは難しいと思います。） 

3 市としての魅力は、他から認められること。文化的な特長を出して、外にア

ピールする。例えば、他市のあわ踊りとか（高円寺）、ファッション大賞（東京

都）、ティーンズロック、ロックフェス（ひたちなか市）のような。 

東村山市の特徴的文化、行事イベントを市民の手で企画し、毎年毎年もり上げ

てゆく。 

4 道路整備、耐震対策、老朽化した公共施設の再生など、ハード面の充实を図る

話が優先になるのは、理解出来るが、東村山市の魅力として文化面（文化、芸

術、歴史面、スポーツ、伝統）の充实も考えるべき。 

5 定住意向の視点から、小さい頃から、老人になるまで、豊かになる暮らせる環

境作りをお願いしたい。この市に住めば、安心で、楽しいということが大切。 

テニスコートの充实、学校の施設の改善など日々の豊かな暮らしのための充

实。 
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 東村山市版株主総会 实施報告書 

【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、消費生活）】 

1 ・市の印象：うるさい、きたない、あぶない 

・入間の航空機のそう音、工場のそうおん 

・犬、ゴミのあとしまつが丌十分など→犬条例の制定 

・放火犯罪の多発、自転車のマナーの悪さ→道の悪さ、自転車のナンバー制の

導入 

（よい点）・市役所のサービスが早い。 

・スポーツの施設が充实している。 

2 公園などのマナーが悪い 

3 防災に関し各分野に於いて具体的にPRして欲しい。（詳細に） 

・避難場所、備蓄品（毛布、水、食料）、簡易トイレ等 

・代行要因（ボランティア）→事前に決めておく。 

4 防災、村山本庁舎耐震化を強め、災害時の被災者支援、市民サービス及び復

旧、復興の拠点としての役割を発揮する場所との態勢をお願いしたい。併せて

水資源の確保を願います。（例）庁舎内、学校、病院等 

5 あらゆる年代の人が、（子供も、働いている人も、リタイアして老後を過ごす人

も）安全に安心に暮らせるようにしてほしい。 

災害が起こった時の対策も具体案を示してほしい。 

6 現在子供が自主的に参加している（防犯、防災）。正式な会員ではないのでくわ

しい事はわからないが、市で決まっている事があるのなら、書類を読んでみた

いと思います。まずは自分から、他人をたよりすぎでは困まる。 

みどりのことも全生園の広い林の中を都や市のボランティアが草刈り等をやっ

ているが、もっと木々の事を考えて切ったりするべきだと思っている。 

7 住環境を守る。 

安心してくらせる街にしてほしい。 

移動手段を確保してほしい。 

8 無記入  

9 ・災害（地震など）の発生時の自治会、ボランティア、市などとの連携体制づ

くり。①家族②となり③自治会④市（ボランティア） 

・商店街の活性化 

10 ゴミ袋無料に、レジ袋で対応して！ 
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11 カメラ設置、パトロール、防災備蓄の充实 

12 災害時の行動計画を具体的に決めていくこと。例えば、小学校では未だに、校

庭に並んで保護者の迎えをもって、家に帰す訓練をしています。本当に大きな

地震があったとき、家への帰路は危険です。そういう想像力を働かせたプラン

を決めていっていただきたいです。+家には高齢者もいて、それもとても心配で

す。（ただ、安全のためには道路整備も重要ですが） 

【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 ・商業集約による税収の確保。 

・インフラ整備による、定住率の向上 

2 東村山駅西口がシャッター通りになっているが、道路整備、及びコミュニ

ティーバス等の環境を整えた方がよいと思う。照明等が尐ないので防犯の面が

心配である。 

3 ・市債についてくわしく知りたい。 

・道路の設備を整えてもらいたい。東村山の道路は良くない。 

4 収入源の丌足との事ですが、それには先ず、定住者と云いますか、市内の居住

環境を評価して頂き（内容的には市長の話の様に住宅道路を先ず整備して）住

環境が良いと云う、世の中に評価をされる。 

5 主要道路の整備→①生活道路の安全性が保たれる。②新しい発展が見込まれ

る。 

6 選んだ理由 

①道路、自宅前（私道）が通学路にもかかわらず、ぬけ道となり、たいへんキ

ケンである。どこにどういう対処をしてもらうのか、働きかけもせず過ごして

きましたが、この機会に意見を申し上げたい。 

農産物等（ぶどう、なし）、自満できる街だと思います。野火止用水等も美しい

し、活用すべき観光材料が多々あると思います。 

水車小屋とうも生かされていない…（町おこし） 

7 当市は先ず暮らし易さをほこれる町にすべきである。それには今ある資源を有

効に使うことである。指摘した頄目には、道路を除けば全て他市を上まわる環

境がある。知恵と工夫で自然を生かすべきである。 

8 道路は他市にくらべて悪い。特に自転車と車道の通行に非常に困難する場合が

多いです。商店が尐ない。買物するにも数軒しか行かれず主婦等は他市を羨し

がる。自然は一番美しい。 
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9 駅前、道路の整備を進め、活力のあふれた街を作ることにより、「こんな街に住

みたいな！」という街価値を高めれば、東村山市の成長戦略となり、みんなが

快適に暮らせる都市になると考える。 

10 所沢が駅舎改造で大きく変化、又、清瀬・田無方面の商店に人が流れ、東村

山、久米川とも今一つ活性化がない。このままでは商店がすたり、人も金も地

元から放れていく。このままでは東村山の将来が心配。 

大きなホールもない。 

11 東村山市にお金を落してもらう（市民の話しにもあったと思います）。 

・北山公園 

・正福寺 

・アニメでとなりのトトロがあったと思いますが。八国山は東村山市と思いま

すが？→利用、遊園地、お子様の誘実 

12 他にも関心あるものはありますが、今自分が日常生活で最も思っていることと

しては秋津駅と新秋津駅の連絡道路の整備を是非何とかしてほしい。（既に計画

は出ていますが） 

住民にとっては勿論、他市からの利用者（通勤・通学）にも安心・安全・便利

さを提供すれば東村山市の発展や人気度につながると思います。 

13 若年層への雇用拡大。地域商圏の確立。（久米川駅周辺はまだマシですが） 

起業支援 

江戸街道の国分寺線踏切‐府中街道の改善 

14 30年後の減尐した人口環境への対応を見据えながら、当面の高齢化を活用して

裕福な高年齢層の他市からの流入をはかる。 

ゆとりある介護の町へ、事業者の誘致・補助政策。 

15 ここ数年、街の活気が極端になくなってきているように感じます。駅前も人通

りが尐なく、商店も元気がありません。市でできることは、限られていると思

いますが、公共事業や市主導で雇用の積極的な増進等は、むしろ財政税収の増

大につながり、街に若者をよび入れ、活気ある東村山の再生になると考えま

す。 

収支の改善は、公共事業を減らした結果なのでしょうか？ 

16 市が力を入れる分野として上げられている事柄はすべて市の財政が豊かでなけ

ればできない事だと思います。ではどうすれば財政が豊かになるにはどうすれ

ば良いか考えた時、一番力を入れるべき事は、働く場所の確保ではないかと思

います。若い人たちが地元に残って暮らして行くために一番力を入れて欲しい

ところです。商業が活発になり、また観光等が活発になれば、他市からの定住

希望者が増え、若い世代が増え、全世代が満足して暮らせるようになると思い

ます。 

 東村山市版株主総会 实施報告書 
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17 グリーンバスの中での高齢者の方々の会話から所沢までのシャトルバスがある

と便利との話ですが、市内に大きなショッピングモールとかができれば近隣か

らの集実もあり、東村山のイメージも今よりは上がってくるかなとも思います

し、市内での買い物を勧めていけば市の収入もUPされるかと…緑を残しなが

ら、その為にも道路を整備していくことかとも思えます。 

廻田方面等の検討と重複路線の検討 

【その他（行財政改革、協働等）】 

1 厳しい経済の下で、黒字財政を維持していくのは大変な努力を推察していま

す。当分の間、経済の安定は望めず担税力の強化を計ってはと考えます。上記

の各頄目は全て必要事頄で項位はつけない。 

2 次世代につながる行財政改革に取り組むべき今までにない新しい基礎の確立。 

3 民生員の3年もいない。市内で一番高齢数の多い。 

4 市の長期計画と財政配分 

5 ・ローン残高644億‐多すぎる 

・歳入額497億‐↑ 

・歳出額481億‐↓ 

財政改革を是非とも進めること 

6 他の分野は良い市だと思う。財政状況だけが心配です。 



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

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。

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

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）

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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　　　　　　　　　　町 性　別 男　・　女

裏面へ続く

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）

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．特に参加したくない

住　所

年　代 10代・20代・30代・40代・50代・60代・70代・80代以上

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。

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．その他（　　　　　　　　　　　　　　　）　　　キ．特にない

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）

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

９．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

10．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。

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．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

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）

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）

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．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

86



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）
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）

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

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．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）

12．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

13．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．いいえ　　　ウ．どちらとも言えない

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
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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 47 2 5 4 4 6 3 6

率 - 4.3 10.6 8.5 8.5 12.8 6.4 12.8

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 7 1 0 1 4 0

率 8.5 14.9 2.1 0.0 2.1 8.5 0.0

【性別】

性別 回答者数 男 女 無回答

回答数 47 30 17 0

率 - 63.8 36.2 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 47 0 0 2 7 13 13

率 - 0.0 0.0 4.3 14.9 27.7 27.7

年代 70代 80代以上 無回答

回答数 7 5 0

率 14.9 10.6 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 47 22 8 25 18 4 2 0

率 - 46.8 17.0 53.2 38.3 8.5 4.3 0.0

カ．その他の回答内容

ア イ ウ エ

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

無回答

回答数 47 11 30 5 0 1

率 - 23.4 63.8 10.6 0.0 2.1

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 47 21 22 21 5 20 5

率 44.7 46.8 44.7 10.6 42.6 10.6

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 19 18 1 6 1

率 40.4 38.3 2.1 12.8 2.1

回答者数

回答者数

市民として要望があるから

東村山市のことがよくわからないので

２．市政に対してどの程度関心がありますか。（○は1つだけ）

回答者数

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）

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）
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ケ．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 40 4 1 3 1 2 2

率 10.0 2.5 7.5 2.5 5.0 5.0

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 利用したこ
とがない

無回答

回答数 9 7 1 15 5

率 22.5 17.5 2.5 37.5 12.5

ケ．その他の回答内容

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 47 2 13 13 2 15 2

率 - 4.3 27.7 27.7 4.3 31.9 4.3

回答者数

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）

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）

回答者数

保育園や学童クラブの連合会等からの要望

保育園や学童クラブの連合会等からの要望
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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 47 11 13 10 18 14 4

率 - 23.4 27.7 21.3 38.3 29.8 8.5

キ

特に参加
したくない

無回答

回答数 2 5

率 4.3 10.6

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 47 19 16 3 0 0 6 3

率 - 40.4 34.0 6.4 0.0 0.0 12.8 6.4

回答者数

署名をする

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）

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）

回答者数

市長や議員が来る行事に行き遠くから、それぞれの行動等を見ることも。その人の参加している気持ちを
知ることができるが、選挙のことが見えかくれすることが多いのが残念です。

本当に市民参加の意見が通るなら議員はいらないでしょう？課題の内容に応じて参加したい。
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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 47 2 4 4 4 5 4 6

率 - 4.3 8.5 8.5 8.5 10.6 8.5 12.8

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 7 1 0 1 4 1

率 8.5 14.9 2.1 0.0 2.1 8.5 2.1

【性別】

性別 回答者数 男 女 無回答

回答数 47 29 18 0

率 - 61.7 38.3 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 47 0 0 1 7 13 12

率 - 0.0 0.0 2.1 14.9 27.7 25.5

年代 70代 80代以上 無回答

回答数 6 6 2

率 12.8 12.8 4.3
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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 47 2 23 14 2 4 2

率 - 4.3 48.9 29.8 4.3 8.5 4.3

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 47 13 17 15 18 10 1

率 - 27.7 36.2 31.9 38.3 21.3 2.1

キ

特に参加
したくない

無回答

回答数 3 4

率 6.4 8.5

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 47 19 15 7 3 0 1 2

率 - 40.4 31.9 14.9 6.4 0.0 2.1 4.3

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 47 7 31 5 1 3

率 - 14.9 66.0 10.6 2.1 6.4

ア イ ウ エ

非常に高
まった

まあ高まっ
た

あまり高ま
らまかった

全く高まら
なかった

無回答

回答数 47 17 26 2 0 2

率 - 36.2 55.3 4.3 0.0 4.3

ア イ ウ エ オ カ

施策・事業
の実績

財政状況 人事行政
の運営状
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 47 32 20 6 15 11 0

率 - 68.1 42.6 12.8 31.9 23.4 0.0

キ

特にない 無回答

回答数 2 2

率 4.3 4.3

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 47 1 35 5 1 5

率 - 2.1 74.5 10.6 2.1 10.6

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）

５．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

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）

回答者数

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）
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ア イ ウ

はい いいえ どちらとも
言えない

無回答

回答数 47 21 7 15 4

率 - 44.7 14.9 31.9 8.5

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 47 37 0 7 3

率 - 78.7 0.0 14.9 6.4

回答者数

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）

回答者数

９．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）

・司会進行が良かった。
・市長の話もていねいで理解できた。

相当の労力を必要としています。結果の活用法をよろしく検討下されたく。

・御案内をいただくときに、座席が指定であることをお知らせいただければと思います。そうであれば、もう
少しゆっくりめに来ればよかったと思いました。
・市報・市議会だよりをA4サイズにしませんか。今日の資料としても、よみにくいです。基本的に市報、HP
はよまない人の方が多いです。いろいろ目につくところにはりだして下さい。（大きな字で！）ハザードマッ
プも、掲示しましょう、いっそ…。
交通機関の充実には、ぜひ鉄道も視野に入れて下さい。
・市政について、学校等の議論のネタにして、その件について、家族やご近所の方と話し合ってきて、その
成果を発表する、といったことをしてみてはどうでしょうか。（高齢者を招いて、小中学校で議論する、という
のもよいのでは。）
・本日は、こういう機会に参加させていただきありがとうございます。来年も続けて下さい。

市長への質疑応答の時間をもっと充実させて下さい。

なるべく若い世代に参加してもらえる方法を考えたらどうでしょうか？（無作為抽出で参加率の低い世代に
ついては厚めに送るなど）
あとは、事前にコメントが出せる（参加しない人）方法があってもいいと思います。

もう少し、簡素化出来る会運営が望ましいと思いました。

１０．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。

良くできました。

本総会を始め、様々な機会に色々な手段で市民の声を集め、それを市政に反映させようという取り組み
は評価するが、いずれもルールに基づいた活動ではないと理解しており、キツイ言い方になるが「思いつ
きで実施している」に過ぎない。そこで、どのような場合に（たとえば、予算規模がいくら以上の場合には）、
どのような方法で、意見を聴取し、それをどのように施策に反映させるのか、といった最低限のルールを制
定するべきなのではないか。

運営はスムーズでした。
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市の自転車放置対策として、久米川駅周辺など、シルバー人材の方がいらっしゃるが、財源の事を考えて
も、もうよろしいのではないか。いつも監理されていないと美しくないというだけでなく、老人の方が寒々し
い中でいつも厳しい顔で、自転車放置をみつめている姿にあわれを感じます。

リサイクルセンター建設計画の経いについて、再任用職員が元職にとどまっていることについて、聞きた
かった。残念です。

・観光PRに関しては役所内だけではなく、プロジェクトチーム発足等で実現してほしい。
・株主はひじょうに良い企画だと思う。来るのがめんどうであったが来て良かったと思っている。今日の
数々の意見は一度に解決できる事ではないと思うがムダにせず活かしてほしい。

日頃思っている事を伝える場としては、きょうは参加してよかったと思いますが…きょう出された意見はど
こまで市政に反映されるのでしょうか。「市民の意見・希望をきいている」という事実も大切と思いますが、
「聞いただけ…」にせず、必ず生かしていただきたい。そのための場であるならば、この様な会の開催は数
多く必要と思います。

・休憩時間が短い。
・自動販売機が並んで大変。お茶の用意などはムリ？
・会の進め方、意見交換の仕方など事前配布の際にアナウンスしておくともっとスムーズかも…。（時間短
縮につながる？）

もう少し具体的な案件で当局を含め色々な人、立場の違う人と議論が出来れば…

もっと結果について知りたかった。

もっとこう言う機会を増やして欲しい。

・スライドにはもう少し具体的な数値（データー）などを示して欲しい。抽象的な説明であり理解も様々。
・市政方針が余り具体的でない様です。生活充実都市とは何か。確かな一歩とは…。
・焼却炉建設の話しは市長さんからの説明で「後ほど触れる…」と言われたがなく、最後は「時間がないの
で…」と言われました。少しは説明があっても良い様に思います。

学校の子供達の接して人間関係を知らせる事。

単純に考えてのことですが、この会に携っている職員の方々の数がとても多いです。民間の人員の厳しさ
に比較すると、市民へのサービスには良くても、社会がもっと公平であればと感じました。それを是非心に
とめて一層働いて下さいませ。

・市と住民との直接係り合う最小単位は「となり」「近所」だと思う。その方法としては自治会を充実させるこ
とが一番の近道だと思う。市は自治会をもっと後押しすべき。
・他の人の意見→市の財政を助けるため、東村山市民に市債を買ってもらへばよい。

昨年に続き参加させて頂きましたが昨年同様市長さんの説明は、くわしく言えば良い所は説明しないて、
サラリと流している。リサイクルセンターの件でも、金額12億と言われたが、確か市報か何かでは15億と
なっていた。3億の違いは、大きいのではないかと思っています。

普段何も知らずに生活していたので、話を聞きたいと思い参加しました。皆さんが関心が高いのでびっくり
しました。給与から差し引きで税金を払っているだけで市とはあまり接点がない気がしていました。市民全
員に公平感のある税金の使い方をして下さい。

せっかくの抽出に応えようと参加させていただきましたが、とても市の状況を学ばせていただくことができ
ました。スタッフの方は。とても親切で気持良く会に参加できました。参加者の皆さんは本当に市の事を考
えていますね。有意義な時間を過ごせました。今後の市の発展を期待します。益々の市長さんのガンバリ
に期待！！
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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 14 0 0 0 3 3 2 2

率 0.0 0.0 0.0 21.4 21.4 14.3 14.3

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 0 0 0 0 0 2

率 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3

住所 世田谷区 市内計 市外計 無回答

回答数 1 12 1 1

率 7.1 85.7 7.1 7.1

【性別】

性別 回答者数 男 女 無回答

回答数 14 12 1 1

率 85.7 7.1 7.1

【年代】

年代 回答者数 10代 ２0代 30代 40代 50代 60代

回答数 14 0 1 0 4 1 3

率 0.0 7.1 0.0 28.6 7.1 21.4

年代 70代 80代以上 無回答

回答数 3 0 2

率 21.4 0.0 14.3
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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 14 10 1 1 5 2 1

率 71.4 7.1 7.1 35.7 14.3 7.1

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 14 13 10 10 9 12 10

率 92.9 71.4 71.4 64.3 85.7 71.4

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 6 8 0 0 1

率 42.9 57.1 0.0 0.0 7.1

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

去年も傍聴したので

試みが良いと思ったから。
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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 14 4 0 1 1 3 2

率 28.6 0.0 7.1 7.1 21.4 14.3

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 利用したこ
とがない

無回答

回答数 1 1 0 6 2

率 7.1 7.1 0.0 42.9 14.3

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 14 2 7 2 2 0 1

率 14.3 50.0 14.3 14.3 0.0 7.1

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）

回答者数

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）

回答者数
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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 14 6 6 9 6 7 1

率 42.9 42.9 64.3 42.9 50.0 7.1

キ

特に参加
したくない

無回答

回答数 0 1

率 0.0 7.1

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 14 11 2 0 0 0 0 1

率 78.6 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1

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、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

回答数 14 1 2 2 8 0 2

率 7.1 14.3 14.3 57.1 0.0 14.3

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）

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。

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）

回答者数
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無回答

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 14 7 5 0 1 1

率 50.0 35.7 0.0 7.1 7.1

①生活道路の歩道整備
②交差点での右折車「ゆずり合い」キャンペーンの実施（本当は右折レーンが欲しいところだが…）→当面は金
を使わず頭を使う。

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）

東村山駅周辺の道路整備を進める。電車から見える駅前のイメージはとても大切。活気あるロータリーになら
ないものか。特産品（果物、うどん、ソース…ｅｔｃ）、農家の直売店等、お得な情報をもっと住民に伝える手段
を。それがやがては口こみとなり広がる。市の宣伝にもっとアイデアを取り入れるべき。

・バス通り等の重要な生活道路の歩道整備。
・市政について市民からのフィードバックの仕組み

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）

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

来てよし、住んでよしのまち東村山」を実感できるような施策を実施する。東村山の魅力を市民一人一人が言
葉にできるよう参加できる協議体をもうけることから。

図書館の建て替え

若者を増やしたいですね。子育てファミリー+学校誘致（高校や大学など）都心からのアクセス（新宿、渋谷）か
ら近いので

・バス通り等の重要な生活道路の歩道整備。
・市政について市民からのフィードバックの仕組み

安全安心して生活ができれば、他はできるだけ民カンにまかせることができる。
公共施設の耐震化、特に市役所、秋水園

回答者数

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）
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ア イ ウ エ

非常に高
まった

まあ高まっ
た

あまり高ま
らまかった

全く高まら
なかった

無回答

回答数 14 8 5 0 0 1

率 57.1 35.7 0.0 0.0 7.1

ア イ ウ エ オ カ

施策・事業
の実績

財政状況 人事行政
の運営状
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 14 6 4 2 4 4 1

率 42.9 28.6 14.3 28.6 28.6 7.1

キ

特にない 無回答

回答数 1 1

率 7.1 7.1

カ．その他の回答内容

ア イ ウ

はい いいえ どちらとも
言えない

無回答

回答数 14 8 1 4 1

率 57.1 7.1 28.6 7.1

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

市民の責任の認識、積極的な参画意識

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）

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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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 14 12 0 1 1

率 85.7 0.0 7.1 7.1

１３．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。

①何事にも共通することですが、市政が経営ならマーケティングが大事。マーケティングは「知らせる」がポイン
ト。※どんなに良い事でも、市民が知らなければ、やらないよりもっと悪い。
②市のローン残高は減少していません。→この場合は下水道を除いて指標を見て対策を！！

市は、いろいろな場面で、市民の意見を聞くため、いろいろと活動（タウンミーティング等）、イベントを行ってい
る。しかし、その活動、イベントを行うにあたり、気づかい、心づかいが足りないと感じる。
お母さんが、活動、イベントに参加したいと思っても、子連れでは参加できない。保育士さん等に協力頂き、子
供を一時的にあずかってくれる等、気づかい、心づかいが大切だと考える。そうでないと、高齢者ばかりの話し
合いで終ってしまう。もっと考えて行政を行って欲しい。

・分かり易い、資料説明
・進行などとても良かった。
・意見交換の時、傍聴人にも飽きさせないプログラムがあれば良いと思った。東村山紹介（スライド、ビデオ）、
特産紹介など

・グループごとの意見交換について、初対面の参加者が特定の事案について話し合い、発表するという取り組
みは「自己啓発」という点では有意義だと思います。しかしながら、市政全般について考えると、何か意味があ
るのか疑問？
※指摘された問題には、確りと対応願いたいものです。

私し共の代表者市議会議員の無知について、もう少し勉強し市民の役に立つ様努力されたい。

全希望者の中から抽選にして欲しい。

１２．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
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編集：東村山市経営政策部行政経営課 

TEL：042-393-5111（代表） 


