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Ⅰ．東村山市版株主総会の概要 

 

 東村山市では、民間企業で実施されている株主総会になぞらえ、財政状況や人事行政の運営状

況、また施策の成果など、市政全般について市民の皆さまにご報告するとともに、市政に対する

ご意見やご評価をいただく、「東村山市版株主総会」を開催しています。 

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

ムに位置づけられたNo.4「財政状況についての認識の共有」、No.19「市の人事行政の運営等の

状況についての公表」にある市民説明会の実施、および市長マニフェストに掲げられた「東村山

版株主総会（自治体経営に関する市民集会）の定期開催」を具現化したもので、平成23年度より

開催しています。 

 今回の開催は3回目になります。 

 

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 

 

目的 

● 市民に東村山市のオーナーであるという意識を更に高めていただく 

● 自治体経営の質的向上を図る 

 

日時・場所 

 平成25年11月17日（日）午後1時30分から5時、市民センター第1～3会議室にて 

 

参加者 

 市民15万2千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25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。 

事前申し込み者 75人 

当日参加者   56人 

（途中退席者2人含む） 

傍聴者     16人 
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 本日は日曜日の午後ということで、おく

つろぎいただく時間、あるいは何かと忙し

い時間にもかかわらず、平成25年度東村山

市版株主総会に多くの市民の皆さまにご出

席、ご参加いただき、厚く感謝申し上げま

す。また、常日頃から市政運営に際し、市

民の皆さまには特段のご理解、ご協力をい

ただいておりますことに、この場をお借り

して感謝申し上げます。 

 株主総会の趣旨につきましては、ご案内

などでお示ししていますが、東村山市では

民間企業で行われている株主総会になぞら

え、市の財政状況や人事行政の運営状況、

各種施策の成果など、市政全般にわたり市

民の皆さまにご報告し、また、市政に対す

るご意見をいただく場として、平成23年度

より自治体版株主総会として開催していま

す。この取り組みを通じ、尐子高齢化、地

方分権が進み、地方自治体をめぐる様々な

環境の変化がある中で、市民の皆さまに対

して適切なサービスを実施していけるよ

う、自治体経営の質的向上を図ってまいり

ます。また、まちを作っておられるのは本

来市民の皆さま自身であることから、税金

を納め、まちづくりを担っていただいてい

る市民の皆さまに、更にオーナーであると

いう意識を高めていただくお手伝いの場と

して、東村山市版株主総会を位置づけてい

ます。 

 本来であれば、15万2千人の全市民のか

たをお招きするのが筊ですが、物理的な制

約などもあるため、市内にお住まいの18歳

以上のかたを無作為で2千名抽出し、ご案

内をお送り致しました。今回は75名のかた

から参加の申し込みをいただき、本日は50

名を超える方々にご出席いただいており、

まさに本日の株主総会は東村山市の縮図で

あると捉えています。この場でいただきま

した市政に対するご評価につきましては、

今後の行財政運営の1つの参考にさせてい

ただくとともに、施策等の充実に活かした

いと考えています。あわせて後ほど5段階

で市政に対するご評価をいただきますが、

これについては理事者の期末手当の支給水

準を検討する材料とする予定です。初めて

開催した平成23年度は、市民の皆さまが市

長のボーナスを査定するということで、マ

スコミに多く取り上げられ、センセーショ

ナルな報道もされましたが、本日の評価が

 

１．市政報告 渡部 尚市長 

１）本日の会議の趣旨説明 
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Ⅱ．当日の進行内容 

直接ボーナスに反映されるわけではありま

せん。理事者の給不やボーナスは議会の議

決を経て決定されるため、本日いただいた

評価があまりに低いものであれば、反省の

意味を込めて我々のボーナスの減額議案を

議会に上程したいと考えています。限られ

た時間で市政全般についてご説明するた

め、急ぎ足で進めることになってしまうと

思いますが、後ほど質問の時間もお取りす

る予定ですので、よろしくお願い致しま

す。  
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 当市はもちろん毎年度予算を組み、決算

をしていますが、毎年度の予算編成は10年

間に渡る東村山市第4次総合計画に基づい

て行っています。総合計画の根幹となるの

が、目指すべきまちの姿、将来都市像であ

る、「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あ

ふれる 東村山」です。これは15万2千人

の市民がいらっしゃる中で、1人ひとりの

市民の皆さまが尊重されるとともに繋が

り、音楽のようにハーモニーを奏で、また

人と自然が調和することで、笑顔溢れる安

全・安心で希望溢れるまちを作ろうという

ことを基本理念に、行政運営を進めていま

す。 

 この将来都市像を実現するために、基本

目標を4つ掲げており、基本目標1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」、基本目標2は「みんなが楽し

く学び、豊かな心を育むまち」、基本目標3

は「みんなでつくる安全・安心とうるおい

を実感できるまち」、基本目標4は「みんな

が快適に暮らせる、活力と魅力にあふれた

まち」としています。これらを踏まえて具

体的に事業を進めています。  

 

 平成24年度の予算編成方針は、将来都市

像や基本目標、現在の市の財政状況等を踏

まえつつ、「現状と将来を見据え、自治体と

しての自主・自立性を高めるとともに、市

民の安全と安心を高める予算」とし、この

方針に基づき予算を編成し、事業を実施し

ました。平成24年度予算は、一般会計と特

別会計あわせて834億円であり、平成23

年度より31億円の増となりました。一般会

計は、平成23年度と比べ5.5億円縮小した

ものの、介護保険事業特別会計、下水道事

業特別会計をはじめとする特別会計が平成

23年度比計36億8千万円ほど増となった

結果、全体としては前年度比31億円の増と

なりました。平成20年度から平成24年度

まで5年間活用を予定していた退職手当債

については、当初の予定を1年前倒しし、

平成24年度は発行しないこととしました。 

 平成24年度予算の大きな特徴としては、

東村山市版株主総会 実施報告書 

２）平成24年度の主な施策 
  の取り組み実績 

東村山市第4次総合計画 

平成24年度予算編成方針 
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Ⅱ．当日の進行内容 

東日本大震災の教訓に基づき、小中学校の

耐震化など安全・安心を高めるところに重

点的に予算配分したことが挙げられます。 

 

 基本目標1は、子育て、健康、福祉、地

域コミュニティがテーマです。昨年度特に

注力したのは、認可保育所およびその分

園、認証保育所の開設です。東村山市は多

くの待機児童がおり、平成21年度は定員数

1,572名に対し、待機児童は147名いまし

た。これが平成23年度には222名まで増

え、定員数を増やしても、それ以上に待機

児童が増える傾向が続き、多くの親御さん

に大変ご迷惑をおかけしました。市として

もこの状況を改善し、「子育てするなら東村

山」と言えるまちを作ろうということで、

昨年度は認可保育所2園、保育所分園1園、

認証保育所1園を開設しました。 

 このことで、平成24年度と平成25年度

を比較すると、定員数が1,721名から

1,949名となり、220名ほど増えた結果、

待機児童数は平成24年度195名であった

のに対し、平成25年4月1日には81名と

100名を切り、平成24年度から半減させ

られました。しかし、まだ今年度当初で81

名の待機児童がいるため、これをゼロにす

べく、今後も保育園の充実に努めることが

大きな課題であると認識しています。 

 もう1点、昨年度注力したこととして、

災害時等要援護者台帱の整備があります。

これは東日本大震災を受け、災害弱者と言

われる障害者や高齢者が多く犠牲になった

ことを踏まえたもので、災害時に援護が必

要となる方々の台帱を整備し、それを警察

や消防等の各関係機関にお渡しするととも

に、ご本人が開示を許可した場合について

は、台帱のお名前を地域の民生委員や自治

会長にお預けさせていただく事業です。日

頃から地域で高齢者や障害者の方々を見

守っていただき、万が一の大きな震災等が

発生した場合は、リストに載っておられる

方々が避難所に避難されているかを自治会

や民生委員の方々に確認していただき、万

が一避難なされていない場合に安否確認を

行っていただくための台帱の整備です。こ

基本目標１ 
＜みんなで支え助けあう、 
            健やかにいきいきと 
        暮らせるまち＞ 
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れに合わせ、現在地域の見守りに関する民

間事業者等との協定の締結ということで、

消防署や警察とも協定を結び、様々な機関

や団体、民間事業者、地域自治会などを含

め、地域の中で要援護者を見守る活動を開

始しています。 

 介護予防大作戦については、昨年度から

市内全13町で展開している、高齢者の介護

予防と健康増進を地域ぐるみで進める取り

組みです。今年度も継続しており、本日も

恩多町と諏訪町で実施しています。東村山

市の健康寿命は、残念ながら周辺市より若

干低い傾向があります。保健所の発表で

は、65歳以上の健康寿命は、男性が80.4

歳、女性が82.1歳で、東久留米市と比べる

と男女ともに1歳程度ずつ若く、介護を受

ける期間が長いという傾向が表れていま

す。介護期間が長いと、市は財政的にも圧

迫され、介護保険料引き上げの原因ともな

ることから、町ぐるみで介護予防や健康づ

くりを進めていきたいということで、昨年

度から展開しています。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基本目標2は、教育、文化、芸術、生涯

学習、スポーツ、歴史、伝統がテーマで

す。昨年度に注力したことは、震災を踏ま

え、日ごろ子どもたちが生活し、万が一の

時は地域の方々が避難する場所で被災をし

てしまっては意味が無いということで、各

小中学校の耐震補強を市の最重要課題と

し、財政的には厳しかったものの、市内全

22校の小中学校の耐震補強工事を完了させ

ました。あわせて小中学校の普通教室への

空調設備設置を行い、市内22校全ての普通

教室への設置も完了しました。教室にエア

コンなんて、という意見もあるかもしれま

せんが、近年の猛暑で7月と9月に教室内の

室温が40度近くまで上がってしまい、授業

中にお子さんたちが熱中症になりかねない

危険な状況があるということで、国や東京

都の補助金を活用し、設置しました。 

 中学校の活動支援事業は、尐額ながら補

助金制度を作り、部活動に際して楽器の購

入等に充てていただく予算を作りました。 

 今年度開催したスポーツ祭東京2013の

東村山市版株主総会 実施報告書 

基本目標２ 
＜みんなが楽しく学び、 
     豊かな心を育むまち＞ 
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準備にあたっても様々な事業を行い、市民

スポーツセンターの外壁改修工事も行いま

した。  

 

 基本目標3は、防災、防犯、みどり、環

境、ごみ、消費生活がテーマです。昨年度

最も注力したのは、公共施設白書の作成で

す。東村山市には公共施設が208棟あり、

床面積は約25万3千平方メートル、東京

ドーム5.4個分になります。中でも最も多

いのは学校教育施設ですが、昭和40～50

年代に建てられ、築30年以上経過した建物

が全体の60％を超える状況にあり、老朽化

しています。小中学校については耐震補強

工事が済んでいますが、市役所本庁舎や中

央図書館、中央公民館を含め、耐震化がさ

れていない施設も多くあります。今後市内

の公共施設を全て現状のまま維持・補完し

ようとすると、費用が30年間で900億円

を超えるとの試算が出ています。現在市で

公共施設の設備補完工事に充てられる金額

は、毎年度最大20億円程度であり、単純に

毎年度30億円を、施設の何らかの補修や建

て替えに使わなければ現状を維持できない

とすると、現在の市の財政力では、毎年度

10億円丌足することが、白書により明らか

になりました。今後老朽化している公共施

設をどうしていくかについて、現在、公共

施設再生計画の基本方針を策定しており、

それにあわせて平成24年度に公共施設等再

生基金を創設しました。緊急に施設整備が

必要となった場合には、当面この基金を取

り崩して対応していくこととしています。 

 その他、震災以降進めている防災行政無

線のデジタル化や、各小中学校避難所の運

営ガイドラインの作成、放射能対策事業と

して、小中学校や公立保育園の給食食材、

市民のかたがお持ち込みになるものについ

て放射能の測定を行うなどしています。現

在のところ、放射能測定でセシウム等が検

出されたことはありませんので、市内の給

食食材は安全なものと考えています。 

 ビン、缶等の処理を行うリサイクルセン

ターの建設工事については、昨年度議会で

賛否両論様々な議論がありましたが、最終

的には昨年度から建設に着手し、秋水園の

中で工事を進めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．当日の進行内容 

基本目標３ 
＜みんなでつくる安全・安心と 

   うるおいを実感できるまち＞ 
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 基本目標4は、道路、交通、基盤整備、

農業、商工業、観光、情報環境がテーマで

す。昨年度最大のトピックとしては、西武

新宿線の東村山駅付近約4.5kmについて連

続立体交差化するという都市計画の決定

が、東京都で行われたことが挙げられま

す。市としては、これにあわせて道路整備

を推進していきます。 

 現在の市内の都市計画道路の整備状況

は、新青梅街道や、府中街道の野口橋から

南のエリア、東村山駅東口から市民スポー

ツセンターまでのさくら通り、久米川駅北

口から恩多町までの区間の一部について完

成しています。現在市では、さくら通りは

市民スポーツセンターから久米川町1丁目

の野行通りまでの事業などを進めていま

す。また、所沢街道のバイパス路線となる

新所沢街道は、東久留米市にある市場から

多摩北部医療センターの中を通り、都道

226号線のところまで開通しましたが、東

京都がさらに北に向けての事業を推進して

います。都市計画道路3・4・5号線、恩多

町の運動公園付近から東久留米市の方へ延

びる道路は、新みちづくり・まちづくり

パートナー事業ということで、費用は東京

都が負担し、事業は市で展開しています。 

 連続立体交差事業については、西武新宿

線の府中街道と鷹の道の踏切、大踏切、化

成小学校の前の踏切と、西武園線のふるさ

と歴史館のところの踏切、計5か所の踏切

を除却するべく高架化するということで、

都市計画決定がされました。事業主体は東

京都ですが、市も財政的な負担をしたり、

事業にあわせて側道を設置したりする必要

があります。現在、東京都の計画では総額

610億円（平成24年10月都市計画決定時

点）かかる事業費の中で、市の負担は10数

パーセントの70数億円と見込んでいます。

今後12年間にわたって行われる一大事業に

なりますが、当市は駅が9つあり、鉄道の

便が良い一方、30か所ほどの踏切により鉄

道でまちが分断され、一体的な整備がなか

なか進みませんでしたが、東村山駅周辺が

高架化されることで、府中街道、鷹の道、

大踏切等が渋滞なく動けるようになるた

め、市内の活性化に資するように取り組ん

東村山市版株主総会 実施報告書 

基本目標４ 
＜みんなが快適に暮らせる、 
   活力と魅力にあふれたまち＞ 
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でいきたいと考えています。 

 あわせて、先ほど述べた公共施設の老朽

化と再生に関し、ライフラインである橋の

長寿命化計画の検討も始めています。昨年

末に笹子トンネルで崩落事敀が起きたよう

に公共施設が非常に老朽化しており、市内

にトンネルは無いものの、市で管理する橋

が104橋あるため、それらの安全性につい

て平成24年度は50橋調査をしました。今

後も安全確保に努めたいと考えています。 

 また、コミュニティバスのガイドライン

の策定や、久米川駅構内エレベーターの設

置も行いました。   

 

 直接的に物を作ったり、福祉的な事業と

いうわけでは無いですが、今後の自治体経

営にとって重要となる、自治力向上と行政

経営の質を高める取り組みとして、自治基

本条例の策定、株主総会の開催、および市

税等収納率向上対策の実施ということで、

税金を多額に滞納している市民のかたに対

して差押えを行うなどし、税金の収納率向

上を目指しています。 

 以上の総拢として、庁内の所管ごとに毎

年度目標を定め、どこまで達成できたかを

管理し、全体の進捗を評価する目標管理制

度において、平成24年度は全194頄目の

うち、平成25年7月1日時点で結果が分

かっている184頄目については、A評価が

69％、B評価が31％、C評価である手つか

ずのものは0％となりました。   

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．当日の進行内容 

自治力向上と行政経営の 
       質を高める取り組み  

平成24年度目標管理制度の結果  
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 平成24年度の普通会計決算の収支状況に

ついて、普通会計は一般会計と考えていた

だければと思いますが、これは特別会計を

除いた市の根幹となる会計です。歳入額は

507億5千万円、歳出額は497億4千万

円、実質収支は9億6千万円の黒字、単年度

収支はマイナス6億円、実質単年度収支は

マイナス18億3千万円、実質的な財政収支

は黒字の11億4千万円となっています。  

 

 なぜ実質収支は黒字で、単年度収支と実

質単年度収支は赤字、実質的な財政収支は

黒字なのかと言いますと、歳入から歳出を

引いた額が形式的な収支で、そこから翌年

度に繰越すべき額を差し引いた額が実質収

支となり、9億6千万円の黒字になります。

ここから前年度の実質収支を引いたものが

単年度収支であり、平成23年度は15億6

千万円の黒字が出ていたため、9億6千万円

東村山市版株主総会 実施報告書 

平成24年度普通会計決算の 
           収支状況 

決算収支のイメージ 

3）財政状況 
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から15億6千万円を差し引いた額である単

年度収支はマイナス6億円ということで、

赤字になっています。さらに、実質単年度

収支は単年度収支から財政調整基金という

貯金にいくら積み立て、いくら取り崩した

かを差し引きした額であり、平成24年度は

財政調整基金の取り崩し額が非常に大き

く、19億3千万円もあったため、18億3千

万円の赤字になります。ただし、取り崩し

た基金を使ったわけではなく、一般会計に

繰入れた後に公共施設等再生基金に10億

円、職員の退職手当に充てる職員退職手当

基金に9億円ほど積み立てるなど、他の特

定目的基金に21億4千万円積み立てを行っ

たため、財政調整基金以外の基金からの取

り崩しも1億7千万円ありましたが、決算剰

余金の積み立ても10億円あったことから、

これらを合計すると、平成24年度の実質的

な財政収支は11億4千万円の黒字になった

ということです。複雑で分かりづらいです

が、結果として黒字基調は維持していま

す。 

 

 下の表は、市の会計を家計簿に例えたも

のです。 

 

 

 

 

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 
     507万円とした場合） 
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 私が市長になった平成19年度までは、毎

年度実質単年度収支も実質的な財政収支も

赤字でした。赤字の要因は、国による三位

一体改革の影響が大きく、それまでいただ

いていた交付税がいただけなくなったこと

にありますが、そのまま赤字が続くと、財

政調整基金も底をつきそうなほど、平成19

年度は危機に瀕していました。その後何と

か行財政改革に取り組んだり、国も交付税

を減額しすぎたことで地方が疲弊したこと

に気付き、交付税を増額していただけるよ

うになったりした結果、平成20年度以降、

ともに黒字に転換できました。平成24年度

は、実質単年度収支は大幅な赤字ですが、

これは先ほど説明したとおり、実質的には

黒字となっています。 

 公共団体は黒字を目的としているわけで

はありませんが、毎年度赤字が続くと、い

ずれ財政破綻してしまいます。かつて北海

道夕張市が財政破綻し、その後の市民生活

に多大な影響を不えたのはご存じのとおり

です。今年度はアメリカのデトロイト市が

財政破綻をし、治安が非常に悪化している

という報道もあります。我々は民間企業と

違い、利益を出して黒字を出すこと自体を

目的とはしていませんが、健全な財政運営

を続けないと、最終的には市民の皆さまに

多大なご迷惑をおかけすると考えているた

め、財政の健全性を保ちつつ市民の皆さま

のご要望にお応えできるような行財政運営

に努めています。 

 上のグラフは、自治体がどれだけ自由に

使えるお金を持っているかを表し、100％

に近いほど財政が硬直化し、お金の使い道

が決まっていることになります。使い道が

決まっているものは、人件費や借金返済、

生活保護費等の扶助費などです。平成19年

度は99.2％で、0.8％しか市として自由に

なるお金が無い緊迫した状況でした。その

後改善されたものの、再び若干悪くなりつ

つあるため、注意したいと思っています。 

 

 

 

東村山市版株主総会 実施報告書 

1年間のやりくりの結果は？ 
（実質単年度収支・ 

 実質的な財政収支） 

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） 
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 市のローン残高は、平成15年度は合計

698億円ありましたが、平成24年度は未

だ巨額ではあるものの、631億円というこ

とで、総額は尐なくなってきています。し

かし、本来借金は建設債という形に残るも

のに対してしかできないことになっていま

すが、近年は国も大変な財政赤字であるた

め、地方交付税が満額現金で各地方公共団

体に配られなくなり、配られない部分は各

自治体がその分借金して良いという仕組み

になっております。その借金である特例債

が徐々に増えていることが気がかりではあ

ります。当市は交付税の交付団体であるた

め、特例債である臨時財政対策債を活用せ

ざるを得ませんが、何とか全体としては借

金を減らせるように努力を続けたいと考え

ています。  

 

 

 

 

 

 

 

 市の貯金は、平成20年度に計30億円ま

で減りましたが、平成24年度は財政調整基

金から一旦一般会計に繰入れたものを他の

基金へ積み立てた結果、計75億円となり、

平成20年度比で倍以上となりました。この

間の市民・職員の皆さまのご協力に、改め

て感謝申し上げます。 

 平成24年度の決算審議の結果は、市議会

だより11月15日号にもあるとおり、賛成

や反対の意見が出されましたが、全決算に

ついて議会で認定していただきました。  

 

Ⅱ．当日の進行内容 

市のローン残高はどのくらい？ 
（地方債残高） 

市の貯金はどのくらい？ 
（基金残高） 

市議会における平成24年度 
決算の審議結果 
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 市職員の給不は高いとよく言われます

が、公務員給不は民間準拠ということで、

国は人事院、地方自治体は人事委員会が民

間の給不実態を調査して決めています。し

かし、当市のようにあまり大きくない市

は、独自に人事委員会を設置できないた

め、東京都人事委員会の勧告に全て準拠し

ています。 

 

 平成21年、当市はそれまで独自の給不表

を用いていましたが、東京都の給不表に移

行するとともに、地域手当も14.5％から国

基準である10％に引き下げました。その結

果、給不は職員1人あたり平均して約7％下

がり、平成24年度の職員の給不実態は、多

摩地域全26市中23位となっています。 

 

 平成16年度に946名であった正職員数

は、現在789名で、職員1人あたりの市民

数は205人となっています。この数は概ね

200人を目標としてきており、職員数は多

すぎても尐なすぎても問題があるため、今

後はこの程度の数字を維持しながら、1人

ひとりの職員の資質を向上させ、市民の皆

さまに対応していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市版株主総会 実施報告書 

4）人事行政の運営状況 

市職員の給不の決めかた 

給不構造改革 

職員数はどのくらい？ 
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 人事面では、評価制度として自己目標の

設定と、その達成度合いに基づく業績評価

を始め、平成23年度から管理職のボーナス

等の支給に反映しています。今後は監督

職、最終的には一般職員についても同様の

システムを導入していきたいと考えていま

す。また、近年は市も専門性が高い人材が

要求されるようになってきたため、専門的

な人材については経験者を民間から採用す

るということで、平成24年度は土木と建築

分野で1名ずつ、平成25年度は土木分野で

係長職を3名採用しています。また、先日

も各新聞の多摩版で報道されたように、職

員の事務執行の誤りがあり、大変ご迷惑を

おかけしております。今後も職員の資質・

能力の向上を図り、公務員として丌祥事等

を起こさない、事務については適正に執行

できるよう、組織力強化をしていきたいと

考えています。 

 

 

 

 

 市が毎年行っている市民意識調査におい

て、今後東村山市に住み続けたいかという

質問に対し、平成24年度は65.5％、今年

度は66.1％が住み続けたいと回答してお

り、調査開始以来65～66％程度で推移し

ています。 

 本来は7割程度のかたに住み続けたいと

思っていただけるようにしなければいけな

いと考えていますが、市外に移り住みたい

というかたも、平成24年度は12.3％、今

年度は10.1％おり、10％前後のかたが市

外移転を希望しています。要因として交通

の丌便さを挙げるかたが多いものの、人口

減尐社会を迎える中で、現在住んでおられ

る市民の皆さまに末永く住み続けたいと

思っていただける割合を上げ、移り住みた

いというかたの割合を下げることが、我々

の最終目標であると考えています。 

 

 

 

 

Ⅱ．当日の進行内容 

人材育成と組織力強化 5）各種統計調査 

定住意向 
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 東洋経済新報社発行の、都市データパッ

クの住みよさランキングという、全国790

の自治体をいくつかの指標で分け、ランキ

ングをしたものでは、当市は247位となっ

ており、最も良かった平成22年度の119

位からランクを落としています。ただし、

周辺市の中で200位台に入っているのは当

市だけであり、小平市は478位、東久留米

市は575位、清瀬市が311位ということ

で、これは東洋経済新報社独自の指標で判

断しているため、住民のかたの実感どおり

では無いかもしれませんが、1つの目安と

して、当市は北多摩地域では上位にランク

インしていると言えます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 当市の人口は、平成24年度まで右肩上が

りで増え、平成24年度は15万3,337人を

擁していました。これは第4次総合計画策

定時の推計値を上回るスピードでの急増で

したが、残念ながら平成25年1月1日現在

では15万2,863人ということで、初めて減

尐となり、10月1日現在では15万2,296

人となっており、更に減尐しています。こ

れが一時的な現象なのか、恒久的な傾向な

のかは分かりませんが、今後調査をしてい

きたいと考えています。しかし社会増が鈍

化し、自然減が急増していることからも、

これも高齢化の影響の1つかとも考えてい

ます。 

 いずれにしても、今後都市近郊の住宅都

市である当市の人口がどう推移していくの

かは大きな問題になるため、注視して住み

続けたいまちだと思っていただけるように

努力をする必要があると考えています。 

 

 

   

  

東村山市版株主総会 実施報告書 

東洋経済新報社「都市データ 
パック」住みよさランキング 

人口の推移 
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 当市の特徴としては、尐子化と言いつつ

も、年尐人口の比率は13％台をキープして

いることがあります。一方、高齢者人口は

増えていますが、中でも75歳以上のかた

が、ついに平成23年度に全体の10％を超

え、当市は現在10人に1人以上が75歳以

上となっています。いかに高齢のかたが元

気で健康にお暮らしいただけるかが、今後

のまちづくりにおいて非常に重要であるた

め、これからも介護予防や健康づくりには

注力していきたいと考えています。 

Ⅱ．当日の進行内容 

年齢構成の推移 
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Q． 

A． 

 参加者に対して事前に送付したアンケー

トで、株主総会当日に市長に尋ねたいこと

を募集し、その中から2つについて、まず

職員が代表して市長に質問しました。 

 

  コミュニティバスの今後の拡充につい

て、何かお考えはありますか。    

 

  コミュニティバスについては、極めて

市民の皆さまのご要望が高い事業です。現

在3路線運行しており、当然運賃はいただ

きますが、民間事業者がやらないところの

ため、基本的には赤字路線で、年間約

4,500万円税金を使って運行しています。 

 平成24年度に、コミュニティバスの新規

導入並びに運行改善のガイドラインを策定

しました。どういう状況であれば、コミュ

ニティバスを走らせるのか、あまり財政負

担が過大になっても継続した運行はでき

ず、また、道路事情が良くないため、通れ

るところと通れないところがあるのも事実

です。そうしたことから、今後地域の皆さ

まと一緒にコミュニティバスの充実を図っ

ていこうということで、ガイドラインを策

定しました。以降、自分たちのまちでも走

らせたいので協議をしようというご要望が

いくつかあり、協議を始めています。既存

路線では久米川町循環路線について、平日

の本数を増やして欲しいというご要望があ

りましたが、全体としてはあまり財政負担

を増やすわけにはいかないので、土日の本

数を若干減らし、平日朝夕の時間帯の本数

を増やせないかという検討を進めておりま

す。いずれにしてもガイドラインに基づい

て一定の乗客数が確保できるかどうかを確

認し、それができるとなればテスト運行し

た後に正式に新規路線として位置付けてい

く予定でございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市版株主総会 実施報告書 

6）質疑応答 
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Q． 

A． 

  高齢化が進むにつれ、医療費の伸びが

予想されます。一方で税収も伸び悩むので

はないかと思われますが、今後どのような

財政運営で市を動かしていこうと考えてい

ますか。   

 

  やはり高齢化は進んでいます。現在75

歳以上のかたが10％台になっており、将来

予測では75歳以上のかたが14.8％、65歳

以上のかたを合わせると3割程度が65歳以

上という社会が到来するであろうと考えて

います。 

 ただし、当市の特徴としては極端に生産

年齢人口が減るわけではないので、心配は

していませんが、まず、病気になりやす

い、介護にかかりやすい年齢の方々に対し

て、できるだけ健康寿命を延ばす取り組み

をしたいと考えており、今日も恩多町と諏

訪町で介護予防大作戦等取り組んでいただ

いています。それで健康寿命がすぐ上がる

わけではありませんが、隣の東久留米市な

どと比べると、当市の65歳以上の健康寿命

が男女ともに１歳くらいずつ低いので、こ

れが何に起因しているのか分析しながら、

尐しでも長く健康を維持していただくこと

が重要ではないかと考え、対策、施策を展

開していきたいと思っています。 

 もう1つは、15歳から64歳の層の流入

を図ることが必要になります。私が市長に

なってから、「子育てするなら東村山」とい

うことを掲げています。立地状況や自然環

境等を考えると、東村山市は比較的子育て

しやすい環境にあると考えています。 

 ただし、子育て施策の1つの柱になる、

保育園の整備が非常に遅れており、待機児

が一時は222名も出るという状況でした。

これでは「子育てするなら東村山」とは決

して言える状況ではないので、何とか子育

て世代の満足度を上げるために、保育園の

充実を図ってきました。一番悪い時はそれ

ほど待機児がいましたが、現在は半分以上

削減してきているため、こうしたことに今

後も取り組みながら、東村山はみどりもあ

り、保育園も入りやすく、幼稚園も個性が

あり、なかなか子育てするには良いまちで

ある、また、小中学校も耐震化が済み、普

通教室も空調が入っているなど、こうした

ことをＰＲすることで、今後の東村山を

担っていただける、生産年齢人口、ファミ

Ⅱ．当日の進行内容 
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Q． 

A． リー世代の流入を促進することが、住宅都

市としては必要なことと考えています。 

 その他、なかなか難しいことではありま

すが、市内に大きな企業、工場、事業所が

無いので、地道にまちに合った企業の誘致

ということも続けていく必要があると考え

ています。  

 

 

 以降は、会場で参加者の皆さまから直接

いただいた質問です。 

 

 

  先ほど年齢構成の推移を拝見し、私も

子育てのまちというのはとても良い考え方

だと思っていますが、グラフで0歳から14

歳の層の割合が低くなっていくという予想

の考え方が間違っている気がします。 

 また、待機児童について、定員数が200

人ほど増えたのに対して、待機児が100人

ほどしか減っていないことも、何かおかし

いと思います。    

 

 

  年齢構成の推計値は、第4次総合計画

策定時に統計学的にシミュレーションした

もので、我々の努力、政策的な効果は、全

く加味されていません。そのため、当市は

周辺市の中では出生率が若干高いほうなの

で、我々としてはこれを上回るお子さんを

維持しながら、子どもを産み育てやすいま

ちだということで、0歳から14歳の割合に

ついて、何とか13％台をキープできないか

とは考えています。推計というのは、あく

まで統計的な数値であるとご認識いただけ

ればと考えています。 

 待機児童の定員数は220名ほど増えてい

ますが、待機児はそんなに減っていないと

いうことについて、結局年によって違いま

すが、希望されるかたが基本的に増えてい

るので、定員数を増やした以上に希望され

るかたが増えてくると、トータルとして待

機児が増えてしまうという状況がありま

す。 

 今年も保育園1園が移転し、定員を40名

ほど増やしていますので、単純計算すれば

来年は待機児が40人ほどになるのではない

かという見込みもたちます。しかし、イ

メージ先行で東村山市は待機児が解消でき

たようで、東村山市に行くと保育園に入れ

るというアナウンス効果があまり効きす

ぎ、これを遥かに超えて希望されるかたが

引越して来られたりすると、やはりミス

マッチで、待機児童がせっかく減ってもま

た増える可能性はあるかと思います。毎

年、需用と供給がどうなるのかは、ある程

度予測していますが、まだ生まれていない
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Q． 

A． 

お子さんが、来年、再来年何人になるとい

うのは予測できない部分もあるのと、保護

者のかたの意向で、当初は幼稚園に預ける

つもりであっても、保育園も大分充足した

ようなので、ご主人の給料が減ったことか

ら自分も働きたいとか、そうしたそれぞれ

のご家庭の事情によっても、希望されるか

たの数が変動しますので、単純に定員数を

増やせば、その分同じ数の待機児童が減る

わけではないということでご理解いただけ

ればと思います。   

 

 

  職員数について、正職員の数について

は説明がありましたが、臨時職員の数はど

のような変動をしていますか。  

 

  正職員は、確かに946名から毎年減

り、現在789名となっていますが、業務は

むしろ増えてきているのも事実です。他

に、60歳の定年後65歳までは、本人が希

望すれば再任用として、短時間あるいはフ

ルタイムで勤務できることになっていま

す。その再任用職員の数が、平成24年4月

では122名でした。その他、嘱託職員とい

う短時間勤務の職員が220名いるので、正

職員と再任用職員、嘱託職員を合わせる

と、1,150名ほどになるかと思います。 

 また、1年間通してではなく、繁忙期に

お手伝いをいただくというような臨時職員

というアルバイトのかたもおり、そうした

1か月、2か月働いていただくかたが、平成

24年4月1日時点で393名いましたが、1

年通じて働く人間は、合計1,100名から

1,200名ぐらいの間を推移しています。   

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．当日の進行内容 
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Q． 

A． 

  災害対策について、私は公園の近くに

住んでおり、保育園と公園が隣接している

のですが、落ち葉対策の人は確かに1人は

来るものの、落ち葉を7割ぐらいしか持っ

て行かず、道路の落ち葉は全然取っていな

いため、道路の排水溝が詰まり、冠水して

しまいます。公園などは水たまりができる

だけなので良いですが、道路は冠水すると

保育園に行く人も通れません。 

 去年も、地面が凍った後に凍った水が流

されず、坂道が凍っている状態が続き、事

敀も起きています。2年ほど前には、保育

園と公園の間の落ち葉への放火事件など、

3か所ほど放火がありました。 

 また、花が咲いた時も排水溝が詰まりま

す。雤が降ったり、雥が積もったりした時

に一番問題が起きるため、行政のかたがき

ちんと周りを掃除してもらうような、排水

溝のところに落ち葉がいかないような方法

を取ってもらいたいと思います。 

 トイレが詰まった時も、毎回掃除には来

ていますが、市役所に電話したら、掃除に

来る人は掃除の委託だから、公園内のトイ

レ詰まりへの対応は仕事ではないと職員に

言われました。それで直さないのかと思っ

たら、すぐに使用禁止にして直してくれま

したが、どうせやるならきちんとやらない

と、いろいろな災害対策など、計画をもっ

てやっていることがなかなか実行できなく

なるのではないかと危惧しています。  

    

 

  落ち葉の問題についてご指摘をいただ

きました。この時期になると市内各所から

お問い合わせやご指摘をいただいているの

は事実で、ご迷惑をおかけしている皆さま

には、お詫び申し上げたいと思います。 

 みどりは東村山の売りというかシンボル

でもあるため、極力みどりの保全について

は取り組んでいかなければならないと考え

ている一方、落ち葉が排水溝を詰まらせ、

そのあと雤が降ったりして水がうまく流れ

ず、今まで何度も周囲のお宅には雤水が公

園から流れ込み、ご迷惑をおかけしてきた

ことは十分承知しています。 

 なかなか予算もしっかりつけられていな

かったという部分もあるかと思いますが、

適宜適切に対応するよう、きちんと精査

し、実態に合わせ極力ご迷惑をかけないよ

う対応を充実させていきたいと思います。  
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 参加者の皆さまに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「選んだ分野について、具体的にどのよう

なことに取り組むべきだと思うか」をご記入いただき、それをもとに意見交換をしていただきま

した。 

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

等）」を加えた5つの分野としました。 

 使用した意見シートは、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

て、その後の意見発表の際に使用しました。  

（出された意見は、42ページ参照） 

２．参加者による意見交換・意見発表 
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 ①については、高齢者の予防接種の料金

が地域によって違うようで、東村山市は2

千円、あるところでは1千円ということ

で、東村山市はもう尐し援助をしても良い

のではないかという意見でした。 

 ②については、大変活発な意見が出され

ました。オリンピックを7年後に迎えると

いうことで、学生、今の若い子どもたちに

英語をよく教え、開催時におもてなしがで

きるような英語力を身につけてはいかがか

ということでした。その時に訪問先を見た

いというかたに、まちを案内できるよう、

よく勉強すると同時に、そうしたまちにつ

いても知識を広め、東村山市の伝統文化を

よく子どもたちに教え、外国人に案内でき

るような力をつけたら良いのではないかと

いう意見でした。 

 ③については、みんなでつくる安全・安

心の部分で、防災安全課は古い庁舎にあ

り、一番大切な防災が震災時に機能しなく

なると困るため、早くもう尐し安全なとこ

ろに移してはどうかという意見でした。 

 ④については、みんなが快適に暮らせる

という部分で、スポーツセンターをもう尐

し利用しやすくするということで、コミュ

ニティバスでスポーツセンターへ行けるよ

うなルートを作ってはどうでしょうか。富

士見町や美住町の人は東西方向に行くルー

トがありません。それを作れば、昼間にコ

ミュニティバスを使えるし、高齢者もス

ポーツができます。ブリヂストンやロンド

などのスポーツクラブには、高齢者が結構

行っていますが、市の施設を使えば100円

でできます。高齢者が昼間のバスを上手に

利用すれば、健康寿命を延ばせる、東村山

が楽しいまちになるのではないかという意

見でした。  

 

 

 

 

 

2）各グループの発表 

Ⅱ．当日の進行内容 
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 ①については、健康、福祉、地域コミュ

ニティに力を入れて欲しいということです

が、一方で財政を圧迫しないような方法

で、という意見でした。 

 ②については、笑顔が大事なので、笑顔

の東村山にしたいということを強調しま

す。皆さんが心豊かに過ごせるようなイベ

ントを実施して欲しいという意見でした。 

 ③については、防災・防犯がきちんとし

ていなければ、子育てなどとんでもないと

いうことがポイントです。犯罪が尐なく、

災害が無いことは、子育てのベースとなる

という意見でした。 

 ④については、やはり実施するにあた

り、費用がかかるとは思いますが、何かを

して欲しいです。また、道路をいろいろ

作っていただいていますが、あちこち分断

しているイメージがあるため、もう尐しき

れいにならないでしょうか。これは、今後

進めていけば防災防犯という観点にも繋が

るのではないかという意見もありました。 

 まとめると、票としては入っていません

が、企業誘致をして税収を増やし、地域を

整え、最後にはみんなが笑顔で過ごせるま

ちを作って欲しいという意見でした。  
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 子育てや生活等も大切であると思います

が、環境を生かした生活エリアの充実と、

人としての教育をできるようにして欲しい

です。次世代の人間を育て、住みやすい市

にして欲しいという意見がありました。子

どもの豊かな育ちを支えるため、プレイ

リーダーの養成や、子どもの居場所づく

り、学校とは異なる自由な遊び・学びの場

を創設、提供して欲しいです。民間だと費

用がかかるので、ボランティア活動も大切

ではないでしょうか。しかしボランティア

では給料が出ないので、実際には携わりた

くても携われない人もいるという意見もあ

りました。 

 ③については、お年を召されてくると、

他人の迷惑にならないようにという心遣い

があり、ごみの出し方などがよく分からな

いというようなことがあるため、こうした

点もはっきりと皆が分かるようにして欲し

いという意見がありました。 

 最後に、これらの意見に沿って進めてい

くと、やはり今回の議題である財政がとて

も大事だと思います。率直な意見では、そ

の他も大事ですが、財政を生かすには、無

駄の排除が必要ではないかということで

す。我々も何ということは言えないです

が、皆さんで見ていっていただき、1つひ

とつ詰めていけば、良い予算が生まれ、そ

の余裕から子育てのほうに予算を回せるの

ではないかということでした。 

 こうした意見を反映させていただければ

有り難いです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．当日の進行内容 
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 まずインフラ整備について、道路の側溝

の蓋の自宅側の段差が高いので、そこを低

くすれば道路側を有効に使えるのではない

でしょうか。ただし、質疑応答であったよ

うに、当然側溝も手入れをせず雤水が溜ま

るなどすれば、高さも役に立たないため、

そうしたことを含めてきちんと管理してい

ただければ、蓋をすることで道路の幅を有

効活用できるのではないでしょうか。 

 ③については、民のもの市のもの問わ

ず、大木は残すような方向でみどりを大切

にして欲しいです。みどりの東村山という

キャッチフレーズにあるとおり、いま、保

存指定などが無ければ、民は自分の敷地の

木は任意で切れると思いますが、ある程度

大きくなったらなるべく切らない、みどり

を残すような施策をして欲しいです。 

 ①については、先ほど待機児童の話があ

りましたが、今度は待機学童について、現

在は小学校3年生までが対象ですが、これ

を小学校6年生まで延長し、何とか面倒を

見てもらえないかという意見でした。 

 また、コミュニティバスについて、萩山

町は交通の便が悪いので、マイクロバスな

どの小さいバスで良いので、頻繁に走らせ

て欲しいという意見がありました。 

 ⑤については、市役所の正職員以外の形

態で、65歳から75歳までのかたを積極的

に活用できないかという意見でした。 
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 ①については、認可保育園などが増えて

いるという情報はありましたが、人材丌足

の解消という面が1つ課題としてあるので

はないかという意見がありました。また、

①のような施策のためには、どうしてもお

金が必要になることから、④に関係します

が、企業や大学の誘致を積極的に進めてい

くと、いろいろなことに効果があるのでは

ないかという意見がありました。  

 最後に、そのようなかたちで、現状、基

盤整備も進んでおり、今も実際に行財政改

革が進んでいますが、同時に収入をいかに

増やすかという検討をしていただく必要が

あると思います。そのためには、東村山市

の魅力をアピールしていくような活動が必

要ではないかという意見がありました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．当日の進行内容 
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 まず③のごみ問題について、市で運営す

る資源のリサイクル化を進めると、それが

財政面にも恩恵をもたらすのではないかと

いう意見がありました。また、ゴミ袋を無

料にして欲しいという要望が出ました。 

 同じく③について、災害や地震などが随

分心配になっていますが、家庭でも備える

が、やはり市が動いてくれなければ何もで

きません。避難所が学校になることが多い

ため、学校の耐震化が進んだことは良かっ

たです。しかし、この市民センターもです

が、公の建物が老朽化しているので、安全

なまちづくりや防災対策を充実して欲しい

という意見が出ました。 

 また、いま高齢化社会と言われています

が、逆に若い人がどんどん意見が言えて、

活躍してもらえるようなことが大事なので

はないか、そうすることで活気を持って働

けるまちづくりができるのではないかと思

います。市長も市民の声を聴くような行事

を組んでくださっており、若い人たちも意

見が言え、タウンミーティングにも出席で

き、もう尐し時間をかけて長い期間で募集

するようにして欲しいものの、パブリック

コメントも出せます。また、各種審議会に

女性がもっと参画できるような人数配置を

して欲しいです。 

 ④については、道路環境の問題が2つ出

ました。1つは、東村山市を通り抜けてい

く車が非常にスピードを出していて怖いと

いうことです。また、この頃障害者が車椅

子で外出している姿を良く見かけますが、

そのことは大変良いものの、道路がでこぼ

こしているなどして危ないし、自転車の事

敀などもたくさんあるので、生活道路を

もっと重視して欲しいです。さらに、コ

ミュニティバスなどを走らせて市民が相互

に交流できるようにして欲しいです。 

 また、武蔵野線の新秋津駅と新小平駅の

間が非常に離れているから、その間に新し

い駅ができないものかという意見も出まし

た。すると、武蔵野線ができるまでの歴史

的なことに詳しいかたから、昔は貨物のこ

とを想定していたが、時代が変わってきた
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 高齢者の場合、今は2人や数人で生活し

ていると思いますが、いずれは1人になっ

た場合に、地域の隣組といった方々との連

携が必要になってくるのではないかという

意見が大変多かったです。そうした意味で

は、地域コミュニティの形成が非常に重要

であるということで、今ある集会所を活用

するという思案など、集会所運営に関して

かなり意見が出ました。市の集会所を使う

と必ずお金を取られる、払わなければなら

ず使いづらいため、そうしたお金に絡まな

い、営利目的ではない会議は無料にした

り、使いやすくするということです。ま

た、そうした集会所はほとんどグループ単

位でしか使えないため、個人でも使えるよ

うにするなど、もう尐し使い勝手が良くな

ればという意見が出ました。 

 さらに、地域コミュニティを重視するこ

と、安全・安心ということで、具体的に

は、家の前を喫煙者が多く通り、たばこを

捨てていくなどされ、非常に危険であると

いうことで、そうした場合も上手に取り締

まれるような体制も良いのではないかとい

う意見も出ました。    

 

 

 

 

 

 

から、新駅というのもニーズかなといった

意見がありました。武蔵野線ができた時代

から随分変わったため、人を呼び込むにし

ても、住み良いまち、生活道路、住環境を

守っていくことを重視しつつ、そうした交

通のことなども、私たちが動きやすい、利

便性も重視していくことが、大変難しいけ

れども必要であるという意見が出ました。 
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 意見の中身としては、実際には②③につ

いてのことも出ていましたが、一番多いの

は、市政報告にもあった税収や高齢化のこ

とでした。 

 今後安定した税収を得るためには、企業

誘致や、若い世代の人たちに住んでもらえ

るまちといったことに力を注ぐ必要がある

のではないかという意見でした。いま、東

村山市に越してくる人は、住みたいという

より、たまたま条件が合って東村山市に来

たというような人が多いのかと思います。

住んでみたいと思わせるような情報の発信

といったものが必要ではないでしょうか。 

 昼間働いていると、地域のかたと交流す

る機会がなかなか無いということですが、

それでは住んでいるまちにあまり関心が持

てないため、こうした機会があると関心が

持てるようになるという意見がありまし

た。 

 また、防犯など互いに地域で連携できる

ような機会があると良い、あるいは第4次

総合計画の基本目標は全て大切だと思う

が、いずれにしても先立つものが大切で、

それが無ければ何のサービスもできないた

め、企業誘致や若い人たちに住んでもらい

たいといった話が主に出ていました。  
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 道路、交通と、①の子育て、健康がク

ローズアップされているように見えます

が、いずれも子どものために何ができるか

という観点の意見が出ました。 

 ①については、保育所の拡充、学童保育

の時間の延長という意見がありました。保

育所の拡充といっても、ただ作れば良いの

ではなく、ハードだけでなくソフトの面で

も、きちんと親の立場として安心して子ど

もを預けられる保育園の拡大をお願いした

いと思います。 

 ②については、例えば音楽やスポーツな

ど色々なサークル活動といったものを通じ

て、他人とのつながりを広げていけるよう

な活動を行なっていただければ良いのでは

ないかという意見がありました。 

 ④については、やはり通学路の安全面で

の問題が指摘されました。西宿通りは抜け

道になっているのか、車の往来も非常に多

い割に道が狭いため、たまにひやっとする

こともあります。 

 以上から、結局①から⑤は全てリンクし

ますが、いろいろな事業をやるにも、先立

つものが必要なので、税収アップのために

企業誘致を推進する、コミュニティバスを

拡充すると同時に、例えば早朝深夜帯に関

しては料金を上げるのもやむを得ない、人

口の流出を避けるため、もっと地域特性、

例えば東村山はトトロの里であるといった

ことをもっと前面にアピールし、人口の流

入を図るといった意見がありました。 

 また、高齢者が気楽に過ごせるまちとし

て、世帯ごとに緊急通報システムを入れた

り、大きな病院があると思いますので、そ

うしたところを中心とした医療ネットワー

クの拡充を図れば、安心して過ごせるので

はないかと思いました。  
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 ①については、保育園の開設、老人のた

めの施設、デイサービス等の充実を図って

欲しいという意見や、人と人との関わり、

コミュニティに重点をおいて欲しいという

意見が出ました。市長からは子育てに重点

をおいた話がありましたが、子育て終了後

も住み続けたいまちになるようにして欲し

く、そのための手伝いができる場があれば

何でもしたいと言うかたもいたため、市民

による市民のための活動ができる場を提供

してもらうというのが良いと思いました。 

 ③については、一番多かったのがごみ問

題です。丌法投棄というのか、粗大ごみな

どがよくデイキャンプ場に捨てられていま

す。確かに私も粗大ごみを捨てる時は平日

に休んで持っていかなければならず、結構

捨てづらいため、やむを得ず捨ててしまう

かたもいるのではないかと考えています。 

 また、空き家率が10パーセントと言われ

ているらしく、空き家は防犯上良くないた

め、それを若い人に貸すなどの工夫という

のができないかという意見がありました。 

 ④については、若い人の意見で、足をけ

がして自転車を使えずバスを使うように

なった時に、自分が住む場所が丌便である

と気づいたそうです。歩いて行くにも歩道

が狭く歩きづらいという話もあり、こうし

たことも整備して欲しいという意見です。    
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 まず、東村山市は非常にみどりが豊かで

子育てを重視しており、全国の市町村でも

住み良いまちの上位にランクされているこ

とを今回初めて知ったという意見や、新聞

などあまりしっかり読んでいないところが

ありますが、今回参加して、こうした素晴

らしいまちであると分かり、胸を張って東

村山市に住んでいると言えるような気持ち

になったという意見がありました。 

 このことから、つまり広報をもっと行え

ば良いのではないかということで、呼び込

むべきは税収が一番入る子育て世代だと思

います。子育て世代が入ると、意見が出さ

れなかった他の頄目の問題も自然に解決さ

れるのではないかという意見が出ました。

子育て世代の働き盛りのかたが入ってくる

と税収が増え、そうすると無理をせずとも

必然的に人が増え、やがてお店や企業が

入ってくるということです。それから活気

がついてくるということでした。 

 また、貴重な意見として、体調が悪く

なった時に人に助けてもらったというかた

から、良いことを行った時には、そのかた

を表彰できる、善良さが評価される、評価

しているまちであるということを市がしっ

かりとアピールし、表彰する仕組みがあっ

ても良いのではないかということです。 

 さらにこれは、萩山町の年配のかたから

の意見ですが、住宅の道路が狭く消防車も

入れないため、災害の時など非常に丌安で

あるということで、道路の問題を何とかし

て欲しいとのことです。お店も尐なく困っ

ているということでした。 

 もう1つ行政のかたにお願いがあり、自

分の担当の仕事などあると思いますが、そ

ちらに仕事が寄ってしまいがちなのではな

いかということです。そうではなく、隣の

かたのエリアなどに目を向けることで、自

分の利益ではなく、隣の人の利益を考える

ことで、自然と笑顔が出る、調和のとれた

市政ができるようになるということです。

そうしたことをすれば良いのではないかと

いうことで、政治的に見ても非常に大きな

改革となるのではないかと思います。     

Ⅱ．当日の進行内容 
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 ありがとうございました。今回で株主総

会は3回目ですが、いつも感じることがあ

ります。ほとんどのかたが、今日初めてお

会いになり、自分たちが住んでいる東村山

というまちについてお話をしてくださいと

いう中で、どこのグループも真剣に、かつ

結構お話が弾んでいる姿を拝見して、市民

の底力のようなものを感じました。熱心な

ご協議ありがとうございました。また、行

政に対する提案を含めて、いろんな視点で

お話をいただけたことも、大きな成果、収

穫ではないかと思います。 

 やはり子育て、高齢者のかたは健康や福

祉というのは大きな課題、テーマなので、

しっかりやっていかなければいけないと改

めて思っています。 

 子育て関係で言いますと、実は平成27年

度から国で「子ども・子育て支援新制度」

を導入するとなっています。今日は触れま

せんでしたが、何名かからお話があった児

童クラブについても、平成27年度からは、

基本的に小学校6年生までお預かりしなけ

ればならないことになっています。しか

し、今のスペースや人員体制、財政力でど

こまでできるかは、今後ニーズ調査などを

行いながらしっかりとしていく必要がある

だろうと思います。 

 先ほどからありますように、多くの市民

の皆さまからも、これからの東村山のまち

づくりの基本的な力点としては、財政や税

収を考えると、勤労世代、特に子育て世代

を上手に呼び込むような政策をきちんと

取ったほうが良いのではないかというご提

案をいただき、それは今我々が取り組んで

いる基本的な考え方と合致していると思っ

ています。次の時代を支える子育て世代の

基本目標1
みんなで支え助け合う、

健やかにいきいきと
暮らせるまち

東村山市版株主総会 実施報告書 
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皆さまにアピールできるような、保育園、

児童クラブ、小中学校の施設や、内容を含

めて整備をすることが、今後のまちづくり

には欠かせないことかと思います。 

 一方で高齢化が進むので、今は2人暮ら

しだが、いずれ1人になった時を考える

と、というお話もあったことからも、高齢

者の皆さまが安心して末永く、住み慣れた

地域で暮らし続けられ、1人になった時も

安心して住み続けられる近隣関係も含めて

考えていく必要があると思います。 

 市政報告等で述べた通り、昨年から各地

域で介護予防大作戦を、住民の皆さまが主

体となって進めていただいています。市民

の皆さまが活動されて、介護予防、健康づ

くりというテーマでお集まりいただくわけ

ですが、それをきっかけに、さらに地域の

皆さま同士の、顔と顔が見える関係や地域

コミュニティづくりのきっかけになれば、

とも願いつつ行っていますので、しっかり

やらなければならないと思っています。 

 

 

 

 ②については、しっかりと文化の香るま

ち、次代の子どもたちをしっかりと育成で

きるまちづくりということで、具体的にプ

レイリーダーの養成といったご提案をいた

だきましたので、これを踏まえ、できるこ

とから進めたいと思っています。 

 ③については、防犯、防災、安全・安心

がまちづくりの基礎であるという指摘もあ

り、まさしく私どももそのように考えてい

ます。特に震災以来、首都直下型の震災が

いつ起きてもおかしくないと言われている

ので、災害に強いまちづくりは最重要課題

であると受け止め、取り組んでいます。た

だし、行政の力だけでは減災や防災はでき

ないため、市民の皆さまと上手に連携を

とっていく必要があります。今日も、萩山

町で住民の皆さまに自主的に防災訓練を

行っていただき、そこに行政や警察、消防

も参加をさせていただいています。今日

は、避難所を開設する場合、地域の皆さま

がどのようなことをするかという視点での

防災訓練です。こうしたことも今後重要に

なります。もちろん市民の皆さまにお任せ

きりにするのではなく、行政も支援をしつ

基本目標3
みんなでつくる

安全・安心とうるおいを
実感できるまち

基本目標2 
みんなが楽しく学び、
豊かな心を育むまち

Ⅱ．当日の進行内容 
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つ、万が一に備えるまちづくりを進めてい

くことが重要かと思います。 

 また、みどり、環境、ごみについても疎

かにできません。ごみ減量、リサイクルを

進める点で、ごみ袋の無料化というご指摘

もありましたので、今後どのようにごみ減

量やリサイクルを更に進めていくかは、課

題としたいと思います。 

 みどりについては、質疑応答でも出され

た落ち葉の問題とあわせ、大木はできるだ

け市で、民地の木も残せるよう取り組み

を、というご提案もありましたので、いか

にみどりを残すかを、市民全体の課題とし

て、多くのかたにも考えていただき、一方

でみどりが迷惑施設のようになっている状

況もあることから、保全しつつ上手に地域

の皆さまと調和できるような仕組みづくり

を考えていかなければならないと思いまし

た。 

 ④については、数多くご意見をいただき

ました。 

 当市は、残念ながらあまり道路事情が良

くありません。歩車道が分離されていない

ところがかなり多く、昨年度当初に京都府

亀岡市で通学中の児童の列に車が突っ込

み、子どもや保護者のかたが死傷する事敀

があり、全国的に通学路の安全対策が求め

られました。このことから、昨年1年、警

察、各学校、学校の保護者やＰＴＡの皆さ

まと現場を点検し、すぐにできる対処はし

ました。実際に道路を拡幅して歩道をつけ

るとなると、お住まいのかたのご理解が必

要であるため、なかなか前進していない実

態がありますが、本当に危険なところは道

路をきちんと拡幅し、車道と歩道を分離す

るということも積極的に進めていきたいと

考えています。安心して歩ける道路づくり

が、当市にとってはハード面で一番大事な

課題ではないか、そのためには生活道路

と、都市間の道路ネットワーク上必要であ

りつつ、当市は整備率が極めて低い都市計

画道路を上手に組み合わせながら、道路の

快適かつ安全な整備に努めることが、まち

の価値向上につながるものと思います。 

 また、多くのかたから企業誘致に関する

意見をいただきました。当市にも企業誘致

係というのがありますが、本格的な企業誘

致は緒についたばかりで、成功事例はあま

りありません。今後市内にいらっしゃる事

業所、企業の皆さまを流出させず、また企

業にとっても東村山市に進出することがメ

リットになるという点をＰＲできるよう、

市民の皆さまのお力もいただきながら進

め、しっかりした財政基盤を確保しつつ、

安全・安心、子どもたちにとっては希望あ

る東村山を築ければと考えています。 

 さらに情報発信力、ＰＲ力が弱いという

こともお示しいただきました。我々もこれ

は弱点かと思っている部分がありますの

で、東村山の良さをできるだけ、市民の皆

さまにはもちろん、市外の皆さまにもしっ

基本目標4
みんなが快適に

暮らせる、活力と魅力に
あふれたまち
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かりアピールできるだけの力をつけていき

たいと考えました。 

 ご意見本当にありがとうございます。こ

れからの市政運営の参考にさせていただき

たいと思います。  

Ⅱ．当日の進行内容 
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 4）意見交換で出された意見 

東村山市版株主総会 実施報告書 

（原文掲載）

1

子育てする若い方達の力になるべき市長さんのお考えすばらしいですが、高令者には？と思えます。
（インフルエンザ補助）他市比較
（高齢者への予防接種の補助を）
他市は安い所もある（インフルエンザ）

2
高令化社会なので市民の皆さんが元気に長生きなさる、社会でありますよう、健康・福祉・地域コミュニ
ティ等に力をいれていただき、介護等で財政を圧迫しないような方向に力をいれていただきたい。

3

家庭によって（せめて義務教育の）学ぶことの差が出ないように（外国の方、一人親など）学校、地域で
サポートできると良いと思う。そのためには、人手もいりますが、教師の時間外の負担は尐なく、生徒に
向かう時間が多くとれるように地域、保護者の協力も必要だと思う。
介護、子育てをふくめ、「1人」「1家庭」でかかえこんでしまわないですむようになると良いと思う。

4

・子育て支援、保育園の充実と、民間企業、自宅保育の活用
・介護人材育成、資格取得への補助
・災害時等要援護者台帱を手上げ方式ではなく作成してほしい。
・スポーツの町なのに、健康寿命が短かいのは何敀なのか？
もっと福祉に力を入れるべきではないか。
・特別支援学級への空調整備設置

5

近隣の大学へ呼びかけて、若い世代を呼び込んでみたり、家族が過せる場として例えばバーベＱ場を市が
管理運営できないか等、人口増加を目指し、今まで市にない新しいコミュニティの場を作ってみてはどう
か。
東京都内のモデル市になるような街づくりを目指す。

6
健康寿命をたもつうえで認知症にならないかと心配になる事が有るので、それに関連した事を市で勉強会
みたいのをひらいてもらえたらと思います。

7
高齢化を迎えて、自立（経済的にも、身体的にも）した高齢者が理想。私たちの世代（60歳前後）は、若
い人に依存することなく、できることは自分でやっていきたいので介護予防大作戦に賛同します。

8
◎市の管理している集会所の利用を個人の営利目的でない限り無料にしてほしい。
自治会等の地域の話し合い、ささえ合い等高令者は家の近くだと参加出来る場合が多い。その為地域の集
会所利用は意義があることである。

9 ・高齢化して独りで生活することになっても地域のネットワークに容易に入りこめる環境づくり。

10
福祉→（寝たきり）自立心を持つ様に働きかけ（活動）が出来たら良いと思っています。
防犯、環境に互いに地イキで連けい出来ればと考え

11

・保育所の拡充
・学童保育時間の延長
・保育サービスへの高齢者の活用など、地域の力を利用した、財政負担がより尐ない形での保育サービス
が提供できる制度の検討

12

日本全体が尐子高齢化に向かっている中で、東村山だけは例外とはいかない。
そんな中でも安心して子育てできる老後を過ごせる町づくりをしてもらいたい。
・税収ＵＰ策として
①企業誘致活動
②コミュニティバス（早朝、深夜料金　倍）
③トトロの里アピール
・施策
①世帯（高齢）ごとに緊急通報システム、北部医療、新山手等をキーとした医療ネットワークの充実

13
保育園の開設
ゴミ問題
介護設備の開設

【① みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子育て、健康、福祉、地域コミュニティ）】
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Ⅱ．当日の進行内容 

14
人とのコミュニケーションを基本に、子育て、健康、福祉を優先に、取り組むことが、自の住む街の発展
につながるといいと思います。

15
市に長く住んでいて、税収減の話を耳にする。
子育て世代を市に呼び込むのが重要と考える。
子供が多い町は活気にあふれた明るい町になると思います。

16 良い事を行なった時に表彰等が出来る仕組みづくり。

17
東村山が、「緑が豊か」で「子育て」を重視していて、また、全国の市町村で、住みよい町の上の方にラ
ンクされていること、こう云った市の特長は今日初めて認識した。色々そう云うよい所を、上手に公報活
動で広めるとよい。

（原文掲載）

1

①東京オリンピック開催が決定しているので特に小・中・高校、大学生に頑張って英語で外国人の方に東
村山をPR、道案内ができるぐらい教育に力を入れて欲しいです。
②企業誘致が難しいのであれば観光地まではいかないにしても訪れてみたい街作りをして欲しいです。
③諸先輩方の残した東村山の食文化や伝統を若い人達にも伝え続けて欲しいです。
・学生への英語学習（オリンピック）
・訪れてみたいまちづくり
・伝統文化を守る

2

・最初に見た時にあえて一番項位の低かった分野を選びました。
「”笑顔”が日本中で一番の東村山市になったら良いなと思います。」
・市民の皆が”笑顔”で心が豊かになる様な、「ホッとするささやかなイベント」がたくさん開かれる様
な町づくりのお手伝いをしたいと思います。

3
子育て、生活等も大切と思うが、環境を生した、教育文化のじゅうじつをし人としての教育出来る様にし
てほしい。
次世代の人間を育て住みやすい市に。

4

子どもの豊かな育ちを支えるために。
プレイリーダーの養成や、子どもの居場所づくり、学校とは異なる自由な遊び、学びの場などの創設、提
供。
民間では費用がかかりすぎる。
継続的な　ボランティア、活動、
最終的には人が育たなければどんなよいとりくみもつながらないので。
創造性のある活動。
市だけで頑張らずに協働していけるとよりよい。

5 無記入

6
一般の市民の方が知人と組んで日々レッスンに激げんでいる人
楽器、コーラス、又は市民の方に声をかけて多数で行ってみたい方
たとえばリズム体操、野球など他人とつながりを持ちだれもがきがるに楽しめたらベストと思う。

【②みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育、文化、芸術、生涯学習、スポーツ、歴史、伝統）】
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東村山市版株主総会 実施報告書 

（原文掲載）

1
本庁舎の耐震が丌安なため、せめて防災課だけでも新しいいきいきプラザに移転するのが良いのではない
かと思います。
震災が起きてからでは遅いのでは…

2
生涯学習、スポーツ、消費生活、一人暮し
いろいろ利用させていただき、子供も小学校から東村山にお世話になり感謝しています。
今は年金生活です。人に迷惑（子供含む）かけずに生きてゆきたいと思います。

3
防災防犯がしっかりしていないと子そだてどころではなく安全、安心がまず優先で有ると考える。
河川の洪水対策、大地しん災の対応、対策

4 年令（とし）をとると他人の迷惑にならないようにとの思いはかりで…ごみの出し方・防犯

5
”みどりの市”とうたっている割に、我が家の回りの大木が次々と倒されています。木の命の長さを考え
ると、大きければ大きい程、大切に保護すべきと思います。木を切らないで！

6 老朽化しか市の施設の建替、統合を含めて、防災対策をより充実して頂きたい。

7 将来に希望の持てる市に。

8
・ごみ減量化とゴミ袋の無料化
・市が運営するリサイクル運動＋実践

9 ※煙草の喫煙は所定の処に厳定する。（歩行中は防災上禁止）

10
空家が1割以上ということを聞いたが安全面からも心配。若い年代の方々をうけ入れるために活用はでき
ないか。

11 丌法投棄のない町に。ゴミが捨てずらいためにおこる？

12
萩山町2丁目～１丁目は住宅道路が狭まい。
消防車も通れない所が多い。災害時にはどうすればよいか。

（原文掲載）

1

・65才以上が3割→健康寿命を延すべき
・その為に高令者のスポーツセンター活用を進めては
・富士見・美住町住人→市やスポーツセンター運動公園へ行き易い
・横断のバス運行を望む
・バス乗客が増え、収入確保も可
スポーツセンター利用のためコミュニティバスを！（健康寿命）

2
快適生活の原点諸政策実行には全て費用（原資）が必要と思います。
今後の課題は如何に収入増を具現化出来るかに掛っているかと考えます。
答えは出せても具体策は要検討です。

3
道路が途中で計画が止まっている所が多く見受けられるため。
計画があっても、土地の取得など難しい問題はあると思いますが、完成している道路が立派なだけに尐し
もったいないと思っています。

4 コミバス網の充実

5 車庫の乗入れ部を切下げ化して、ステップを無くし道路の有効幅を増やす。

【③みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（防災、防犯、みどり、環境、ごみ、消費生活）】

【④みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路、交通、基盤整備、農業、商工業、観光、情報環境）】
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Ⅱ．当日の進行内容 

6

東京都と埼玉県との境界に所在する当市ですが、元々地主さんが多くおられ、活力のための若い人の登用
ですとか、若い人の意見、市を訪れた人からのアンケート、声など私が居住する近くでは余り今迄感じら
れませんでした。しかし時代の流れと共に大型店や何処にもある様なお店（チェーン）で、この地の特色
を活かした、町おこしや当市の緑や環境のよいものを生かし、魅力ある、人の心にゆとりをもたらす町づ
くりを目指していただきたい。

7
渡辺市政6年目、かなり行財政改革を実行されたので、今後は企業誘致等開発等に　着手したらどうか。
道路の拡充、基盤整備を通じ、一般産業、流通産業等が進出し、物流等の拠点となって地元経済の活性化
を目指す取組み等が望まれます。

8
・収入を増やすために企業誘地が必要だと考えます。
・民間サービスがけっこうあると思うのでアウトソーシングするのも考えてみたらどうですか？
他市とのアライアンス（ていけい）とか

9

コミニティバスの実現、障害者も町で車椅子をみかけます。生き生きとすべての人が活動できるというこ
とが医療費の抑制にもつながると思います。介護保険、家族の負担もたいへんです。それを実現するため
には、やはり正規職員が必要と思われます。
男女が平等に安心してくらせる町
審議会の委員が

10
・幹線道路に狭在する抜け道が多く感じます。
・朝夕の交通量が多く、生活者に多大の迷惑をかけているように思います。
・解決策は課題・問題が多いかと思いますが、力を入れて行くべきと考えます。

11
若い人に選んでもらえるまちにすることが大切ではないか。（高齢化社会は必ず来るので）
「住んでみたらよいまちだった」のも重要だが「住んでみたい」と思ってもらえることも大事。

12
魅力ある町づくりのため、企業誘致を進めることで、生産年令人口の確保
税収の安定化を図る。

13
財政の豊かさが是非必要です。
市長が云われていた企業誘致、是非実現していただきたい。

14

たいしん青葉小できてる？
細い道や入りくんだ道が多いので事敀が多いと聞きます。
車通りが多い道は、歩道の整備を早急に進めて欲しい。
（青葉町あまいけ～ヨークマートが、歩道がなく、自転車、ベビーカー（徒歩）とても怖いです。）計画
決定となっていますが、いつ完成予定？

15
人が来たり、働くことで、税収や商店などの収入が上がり、活気が満ちてくるので、企業誘致や、農業を
発展させ、人が来て、住んで、お金を市内で使い、商店などが、うるおい、市全体が活気あるようにな
る。

16
バスの本数を増やしていただけるとありがたいです。足をケガしているときびしい。
あと、なかなか難しい所だけど、歩道を増やしてほしい。特に車通りの多い所。

（原文掲載）

1
無駄の排除。
・収入増は見込めない（説明から）
・余裕ができてから次に進めば良い（予算化はあとまわし）

2
65才～75才生きがいのある高齢者の活用雇用の確保。
市の正職員以外に

3
第4次総合計画の基本目標はすべて大切なものと思います。
これらのことを、実行するにあたっては、どうしても財務（資金）が必要であり、財務の健全化（均衡）
が大切と思います。家庭と同様、借金で破産しては元も子もなくなります。

【⑤その他（行財政改革、協働等）】
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 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  

 

 

 

 

 評価の合計点を有効投票数で割った平均点を評価結果としました。 

 

 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。 

 

 

 ３．参加者による評価（投票） 

評価結果については、48ページの「４．評価結果発表」をご覧ください。 

東村山市版株主総会 実施報告書 

評価の方法 

評価の考え方 

評価結果、ご意見への対応 
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Ⅱ．当日の進行内容 
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 参加者による評価（投票）の結果は、下記のとおりでした。 

 ４．評価結果発表 

合計点 有効投票数 平均点

194点 ÷ 54票 = 3.59点

点数 票数 小計

　5点　非常によくやっている 6票 30点

　4点　よくやっている 27票 108点

　3点　ふつう 14票 42点

　2点　物足りない 7票 14点

　1点　全く物足りない 0票 0点

　白票・無効票 0票 0点

東村山市版株主総会 実施報告書 

評価結果 
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 評価理由 

Ⅱ．当日の進行内容 

（原文掲載）

【5点　非常によくやっている】

1 無記入

2 市の行事、イベント、ボランティアに参加すれば真面目に取り組んでいることが理解出来るので

3
職員の方々の対応も素晴らしく、市政全般に関して、この様な対応がなされているのだろうと想像ができ
たから。

4 行財政改革の成果は著しい。今後とも、うまずたゆまず努力して下さい。

5 努力の跡が見られる。

6 時代に合った施政を行なって頂いております。

（原文掲載）

【4点　よくやっている】

1
現市長になってから、前年度のマイナスはあるが、財政的に改善されていることが、数値上からも理解で
きる。今後も厳しい状況の中市長中心として、頑張っていただきたい。

2
今日の会に参加して、限られた予算、人員のなかで市長をはじめ職員の皆さんが日常仕事に真剣に取り組
んでいる姿勢が伝わってきました。

3 無記入

4 住み良いまちづくりが見られる。

5 市政運営の基盤である財政収支が良好となっている。

6
厳しい財政の中で、多くのニーズに応えようとしている姿勢が見えたので。
”よくやっている”とは思うが、今後もより政策を練り、市民の意識調査などを大切に、市政を進めてほ
しいと思います。

7 多方面の資料、説明を聞いて。

8 これまでの実績については十分な評価ができる。今後の向上の為、4とした。

9 無記入

10 市政の内容がなんとなく理解できた。

11
市長の市の取り組みについては、よく発信されていると思う。
あとは魅力の情報発信の充実を。

12 政治というのは本当に難しいものだと思いました。

13 道路など目に見えて改善されている、が大変だと思う

14
子育ての東村山、と云った、税収、活性化につながるポイントをおさえた市政方針があり、実行に努めて
いるため。今後、更に実績を積んで、また、いやらしくない程度の広報活動により、子育て世代、店、企
業を集めてほしい。宜しくおねがいします！！

15
子育てから道路整備、ゴミ問題などいろいろな行なうべき問題があるが1つ1つにとり組んで下さっている
と思ったから。

16 運営への前向きの姿勢を感じた。全職員も同じ姿勢で取り組んでほしい。

17 本日の機会を実施することは、市政運営全般に努めていることが証明です。
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東村山市版株主総会 実施報告書 

18 本日のような市版株主総会を開催すること事体が、その証だと思います。

19 市政がよくわかった。

20
財政改善がみられる。市長の姿勢が前向きでよい。市運営のリサイクル事業を立上げてほしい。財政にも
役立つと思う。

21 問題についてよく答えていたと思う

22 東村山市の事に興味がなかったが市長さんのお話しでよくわかりました。

23 市長は大変よく勉強されている。市の幹部はどうなのか知りたい。

24 皆様ほんきで意見をのべてすばらしい。市長さんに期待致しております。

25
きっと、まだ途中のこともたくさんあり、これからもっと良くなるのではないか？と思います。希望をこ
めて！！

26
市民に対し、今回の様な情報公開、市民の声を聞く施策は他市に見なく評価できる。ただし、私自身もそ
うであったが、情報のPR等に改善の余地。検討を望む。

27 無記入

（原文掲載）

【3点　ふつう】

1 「特に他の自治体よりも優れている」と感じなかったので。今後に期待してキビシ目に。

2
対策をしている、考えている事は分かったが、これを実行できるか否かは、これから次第。今後に期待し
たいので、3、ふつうにさせて頂きます。

3
様々なニーズ、全てに応えることは丌可能だと思いますが、スピード感を持って課題解決に取り組んでほ
しい。

4
本日の総会のように評価できる所もあるが、全体的に物足りなさを感じる。思い切った施策を1つでもお
願いします！！

5
限られた財源の中でできる施策を進めている
中長期の計画において町が安定して住みよく魅力ある町となるよう企業誘致等を進めていただきたい

6 特に高い評価はできないが厳しい財政や状況の中では良くやっていると思う

7
ガイドラインや「予定」的な話はきけたがまだ結果が出ていない。出ている結果に関しても納得できたも
のではない。これからを期待したい。

8
市道の拡幅について。
※所沢市から通過する車輌について困っている。市内はせまい

9 無記入

10
市長の考え、取り組みは、とても良いと思います。しかし、参加している部長職の方の認識がイマイチの
方がいるように見えます。財政面の問題も残っているので、「ふつう」にさせて頂きます。

11 見えている部分と見えない部分がある。もう尐し見えるところのPRを

12 無記入

13

企画自体は大変に良いと思われるが、職員の方で非常に態度の悪い方がおられた。（ケータイ、足を投げ
出して…）
今後もよろしくお願いします
ドレスコードは？

14
株主総会をはじめ、取組は充分にされていますが単年での収支は赤字、一般企業でいえば営業赤字であり
前年度や今までの積立てた分で黒字を確保しておりもう尐し頑張って欲しいです。
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 本日は本当にお忙しい中、長時間にわた

りお付き合いをいただき、ありがとうござ

いました。評価結果は私どもの予想以上に

高く、驚いています。初年度が3.078点、

昨年度が3.28点、今回は3.59点というこ

とで、「非常によくやっている」とご評価

いただいたかたが6名もいらっしゃり、喜

んで良いものか、逆にプレッシャーを感じ

ています。 

 市民の皆さまに本日ご説明しましたが、

もちろんまだまだ足りないところはたくさ

んありますし、課題も数多くありますが、

私を先頭に職員一丸となり、市民の皆さま

の声に真摯に耳を傾けつつ、中長期的なビ

ジョンを持ちながら市政を進めていること

をご理解いただけたのではないかと考えて

います。今後も、総合計画の将来都市像

「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あ

ふれる 東村山」の実現に向け、何名かか

らも笑顔の東村山にして欲しいというお声

がありましたが、今日いただきましたご意

見や評価結果を真剣に受け止め、更に頑

張ってまいりたいと思っています。 

 15万2千人の市民の縮図として本日ご出

席いただき、生活していらっしゃる立場で

ご意見をいただくことができたことに感謝

を申し上げて、終わりにさせていただきた

いと思います。本当に長時間にわたりご参

加いただき、ありがとうございました。    

5．評価結果に対するコメント及び参加のお礼 

Ⅱ．当日の進行内容 

（原文掲載）

【2点　物足りない】

1 財政見通しが丌安。

2 市民からの意見や質問が出るのは、やっている事が伝わっていないから。やっていないのと同じ

3 多い課題に対して良くやっているとは思うが、的をしぼったら良いかとも思う。

4 自己PRが多く、内容は充実していない面が多い。施設利用料等が高く有料（他市より高い）である。

5 市民のために財政をもっとつかってほしい

6 財政とのかねあいがあるのでしかたがないか？

7 歳入を増やす施策の計画・実行を求めたい。
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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、事後アンケートを実施しました。（傍聴者に

ついては、傍聴者用アンケートを実施） 

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

す。 

 なお、本文、グラフ中の数字は、小数点以下第2位を四捨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、66ページ参照）  

調査段階 回答者 配付時期 回収時期 

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

事後アンケート 参加者 
株主総会当日、受付にて

配付  
株主総会閉会後、会場内にて回収  

傍聴者用アンケート 傍聴者 
株主総会当日、受付にて

配付  
株主総会閉会後、会場内にて回収  
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◇ 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 

◇ 「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） 

1.8 

10.7 

10.7 

21.4 

35.7 

46.4 

55.4 

0.0 50.0 100.0

無回答

その他

市政運営全般に対する評価を投票できるから

市長が説明するから

市の施策や財政状況に興味があるから

「東村山市版株主総会のご案内」を

見て興味が湧いたから

無作為抽出で選ばれたから

n=56 

複数回答計102 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

8 

0 5 10

野口町

廻田町

多摩湖町

諏訪町

富士見町

栄町

美住町

秋津町

久米川町

本町

青葉町

恩多町

萩山町

男性：36名 

女性：20名 

計56名 

17 

25 

13 

1 

0 10 20 30

70代以上

50代・60代

30代・40代

10代・20代

（名） （名） 

（％） 

女性 

35.7％ 

男性 

64.3％ 
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● 「非常に関心がある」と「ある程度関心

がある」を合わせ、80％を超える参加

者が、市政に関心を持っていました。 

● 「全く関心がない」は0％でした。 

⇒ このことから、市政に対して何らか興

味を持っているかたが、株主総会に参

加されていることが伺えます。 

市政に対する実感・市政との関わりを検証する設問 

0.0 

12.5 

0.0 

17.9 

23.2 

35.7 

41.1 

41.1 

42.9 

46.4 

66.1 

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）

市のホームページの意見記入欄

議員・自治会を通しての要望

市長へのＥメール

市の窓口や電話

タウンミーティング

（市民と市長の対話集会）への参加

市長への手紙

◇ 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）  

n=56 

複数回答計183 

東村山市版株主総会 実施報告書 

ある程度関心がある 

64.3％ 

非常に 

関心がある 

16.1% 

あまり 

関心がない 

17.9％ 

無回答 

1.8％ 

（％） 

※「全く関心がない」は0％。 
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6.1 

59.2 

0.0 

0.0 

2.0 

4.1 

6.1 

8.2 

8.2 

12.2 

20.4 

0.0 50.0 100.0

無回答

利用したことがない

その他

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）

市長へのＥメール

市長への手紙

議員・自治会を通しての要望

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

市の窓口や電話

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

市政に対して意見を提出する方法のうち、利用したことのある方法は何ですか。 

（○はいくつでも可）（事前アンケート設問4）  

● 市政に対して意見を提出する方法を知らない参加者は12.5％であり、「市長への手紙」の

66.1％を筆頭に、90％近くの参加者が、何らかの方法を知っていました。 

● その一方、実際に利用したことがある参加者は尐なく、特に「利用したことがない」は

59.2％であり、過半数の参加者は意見を提出したことがないことが分かりました。 

⇒ 「計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）」と「市民説明会・ワークショップ等へ

の参加」を知っている参加者が尐ないことから、これらに関する周知方法について、更に工夫

する必要があると考えます。 

⇒ 利用したことのある方法のうち、「市の電話や窓口」「タウンミーティング（市民と市長の対

話集会）への参加」が多かったことから、手紙やEメールといった文字・文書ではなく、直接

口頭で意見を伝える方法の方が利用しやすいことが伺えます。 

n=49 

複数回答計62 

（％） 

Ⅲ．アンケート結果 
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◇ 市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○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、事前の37.5％に対し、事後

は9.1%と減尐、「あまり反映されていないと思う」も、事前の25.0％に対し、事後は

12.7％と減尐しています。 

● 「ある程度反映されていると思う」が、事前の28.6％に対し、事後は65.5％と増加していま

す。 

⇒ 株主総会に参加し、市長からの市政報告を受けたり、意見交換をしたことで、多くの参加者が

何らかの印象や評価を持ち、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。 

東村山市版株主総会 実施報告書 

7.3%

3.6%

65.5%

28.6%

12.7%

25.0%

1.8%

1.8%

9.1%

37.5%

3.6%

3.6%

0% 100%

事後

アンケート

事前

アンケート

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 

反映されていると思う 無回答 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） 
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◇ 東村山市の課題の解決のために、あなた自身が参加したいと思う活動は何ですか。 

    （○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） 

● 株主総会に参加したことで、全体的に活動に参加したいと思った参加者が増えています。特に

「地域のボランティア活動等に参加する」と「タウンミーティングや説明会等に出席する」

は、事前に対し事後が10％以上増加しています。 

● 「特に参加したくない」が、事前の10.7％に対し、事後は5.5％と減尐しています。 

⇒ 意見交換は市民同士で行いました。様々な市民のかたのお話を聞いたことで、機会があれば何

らかの活動に参加したいと思うようになった参加者が増えたことが伺えます。 

1.8 

5.5 

1.8 

20.0 

34.5 

41.8 

45.5 

47.3 

8.9 

10.7 

5.4 

21.4 

32.1 

28.6 

30.4 

41.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

無回答

特に参加したくない

その他

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

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

市と市民が協力して行う活動に参加する

事前アンケート 事後アンケート

（事前アンケート）

n=56、複数回答計100 

 

（事後アンケート）

n=55、複数回答計109 

（％） 

Ⅲ．アンケート結果 
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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） 

 

● 「わからない」が、事前の21.4％に対し、事後は1.8％と減尐しています。 

● 「普通であると思う」と「多尐の余裕があると思う」の合計が、事前の8.9％に対し、事後は

25.5％と増加しています。  

⇒ 過去2回の開催と比較すると、「普通であると思う」と「多尐の余裕があると思う」の合計に

ついて、事前に対する事後の伸び率が高くなっています。今年度は初めて「実質的な財政収

支」について、および将来に備えて新たな基金を創設したことを説明しました。これらのこと

から、実質単年度収支は赤字であっても、将来を見据えた積み立てをしていることで、実質的

には黒字であることが分かり、「普通であると思う」または「多尐の余裕があると思う」とい

う参加者が増加したことが伺えます。 

東村山市版株主総会 実施報告書 

36.4%

41.1%

36.4%

25.0%

18.2%

7.1%

7.3%

1.8%

1.8%

21.4%

0.0%

3.6%

0% 100%

事後

アンケート

事前

アンケート

普通であると思う 

多尐の余裕があると思う 

厳しいと思う 多尐厳しいと思う わからない 

無回答 

※「余裕があると思う」は、事前、事後ともに0％。 
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株主総会の内容、運営を検証する設問 

◇ 市政運営について、知ることができましたか。（○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）  

● 「十分に知ることができた」と「まあ知

ることができた」を合わせ、90％を超

える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。 

⇒ 無作為抽出により選ばれて参加された、

様々な市民の方々に対し、市の取り組み

を知っていただく良い機会を提供するこ

とができたものと考えます。 
まあ知ることができた 

76.4％ 

十分に知る 

ことができた 

16.4％ 

※「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）」は0％。 

あまり知ることが 

できなかった 

3.6％ 

無回答 

3.6％ 

非常に高まった 

23.6％ 

まあ高まった 

70.9％ 

※「全く高まらなかった」は0％。 

● 「非常に高まった」と「まあ高まった」

を合わせ、90％を超える参加者に市政

に対する関心を高めていただくことがで

きました。 

⇒ 株主総会の目的である、「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」ための一助になったもの

と考えます。 

あまり 

高まらなかった 

1.8％ 

無回答 

3.6％ 

Ⅲ．アンケート結果 
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東村山市版株主総会 実施報告書 

5.5 

1.8 

0.0 

23.6 

25.5 

25.5 

45.5 

50.9 

56.4 

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

人口動態

他市との比較、各種ランキング

市民意識調査の結果

財政状況

施策・事業の実績

◇ 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） 

n=55 

複数回答計129 

（％） 

● 回答者数55人に対し、129件の回答があることから、平均1人2つ以上の内容について、より

詳しく知りたいと思っていることが伺え、より充実した説明や情報が求められています。 

● 中でも、「施策・事業の実績」と「財政状況」は、過半数の参加者がより詳しく知りたいと

思っています。 

⇒ 時間の都合により説明しきれなかった点は、様々な媒体で周知していく工夫が必要であると考

えます。 

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

（○は１つだけ）（事後アンケート設問7） 

● 「十分にできた」と「尐しできた」の合

計が、第1回の株主総会では63.5％、

第2回は76.6％であったのに対し、今

回は83.7％であり、意見を伝えること

ができたと感じていただけた参加者の割

合は、毎年度増加しています。 

⇒ 一方、「あまりできなかった」「全くで

きなかった」「無回答」という参加者も

いることから、参加者全員に満足してい

ただけるよう、意見交換の進行方法につ

いて検証する必要があると考えます。 

尐しできた 

67.3％ 

十分にできた 

16.4％ 

無回答 

7.3％ 

あまり 

できなかった 

7.3％ 

全くできなかった 

1.8％ 
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◇ 株主総会に参加して良かったと思いますか。（○は１つだけ） 

 （事後アンケート設問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）（事後アンケート設問8） 

はい 

43.6％ 

どちらとも 

言えない 

43.6％ 

いいえ 

10.9％ 

無回答 

1.8％ 

Ⅲ．アンケート結果 

● 事後アンケート設問9（本ページ下部参

照）で、90％以上の参加者が「株主総

会に参加して良かった」と回答している

一方、この設問では「はい」が43.6％

に留まっています。 

はい 

92.7％ 

どちらとも言えない 

1.8％ 

無回答 

5.5％ 

※「いいえ」は0％。 
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機会や予定が合えば参加したい 

83.6％ 

どちらとも 

言えない 

12.7％ 

※「参加したくない」は0％。 

● 80％以上の参加者が、「機会や予定が

合えば参加したい」と回答しています。 

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

  （事後アンケート設問10） 

無回答 

3.6％ 

1.8 

20.0 

3.6 

5.5 

5.5 

7.3 

9.1 

12.7 

18.2 

21.8 

52.7 

0.0 50.0 100.0

無回答

特にない

休日の夜間

土曜日の夜間

平日の午後

平日の夜間

平日の午前

土曜日の午前

休日の午前

土曜日の午後

休日の午後

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

すい曜日および時間帯があれば教えて下さい。（○はいくつでも可） 

  （事後アンケート設問11） 

（％） 

● 最も多い回答が「休日の午後」の52.7％、次に多いのが「土曜日の午後」の21.8％となって

います。 

東村山市版株主総会 実施報告書 

n=55 

複数回答計87 
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Ⅲ．アンケート結果 

● 事後アンケート設問8～11を総拢すると、以下のことが言えます。 

⇒ 株主総会は、全市民15万2千人の縮図となるよう、無作為で参加対象者を選び、参加者を募集

しました。これは、市民の皆さまに市政への関心を持っていただく機会を用意する必要がある

と考えたためです。その結果、事前アンケート設問1で、参加理由のうち「市の施策や財政状

況に興味があるから」は35.7％に留まりましたが、その一方で事前アンケート設問2から、参

加者の多くが市政に関心を持っていたことが分かりました。 

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

りましたが、無作為抽出ではなく公募や自由参加とした場合、参加を希望するかたは参加者の

43.6％に留まることが分かりました。 

⇒ こうした市のイベントには、土曜日と休日の午後が参加しやすいという結果もありますが、土

曜日や休日に開催するとしても、公募や自由参加の場合では参加を遠慮するというかたもいる

ため、そうした方々への配慮の観点から、市のイベントの参加者募集の方法として、無作為抽

出を実施することも必要であると考えます。 

 

 

 

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

（事後アンケート設問12） 

  ⇒いただいたご意見については、83ページ参照。 
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付 属 資 料 
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各アンケート用紙、単純集計結果 
   参加証 兼 事前アンケート

　　　　　　　　　　町 性　別 男　・　女

裏面へ続く

参加証

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

当日は、本参加証および同封の資料をお持ちください。

また、下記の事前アンケートにご協力くださいますよう、お願いいたします。

事前アンケート

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

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

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

 エ．計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

 オ．タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

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

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

 コ．知らない

住　所

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

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

２．市政に対してどの程度関心がありますか。（○は１つだけ）

 ア．非常に関心がある　　　　　　　　　　　　イ．ある程度関心がある

 ウ．あまり関心がない　　　　　　　　　　　　エ．全く関心がない

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

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

 オ．市長が説明するから　　カ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

東村山市版株主総会 実施報告書 
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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

８．株主総会当日、市長に質問したいことがございましたらご記入ください。

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

 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

事後アンケート

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

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

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
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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．人口動態　　　　　　　　　キ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 
 ク．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

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

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

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

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

9．株主総会に参加して良かったと思いますか。（○は１つだけ）

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

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

 ア．平日の午前　　　　　　イ．平日の午後　　　　　ウ．平日の夜間

 エ．土曜日の午前　　　　　オ．土曜日の午後　　　　カ．土曜日の夜間
　
 キ．休日の午前　　　　　　ク．休日の午後　　　　　ケ．休日の夜間　　　　　コ．特にない
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市内（　　　　　　町）　・　市外（　　　　　　市） 性　別 男　・　女住　所

年　代

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

 ア．市の施策や財政状況に興味があるから

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

 ウ．親族、知人が無作為抽出で選ばれたから　　　　　エ．市長が説明するから

 オ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

傍聴者用アンケート

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

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

 ウ．あまり反映されていないと思う　　　　　　エ．反映されていないと思う

 オ．わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

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

６．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

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

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

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

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

 エ．計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

 オ．タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

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

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

 コ．知らない

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

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

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

 キ．特に参加したくない

　
 
     裏面へ続く

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

４．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

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

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

 エ．計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

 オ．タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

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

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

 コ．利用したことがない
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＜選んだ分野について、具体的に取り組むべきこと＞

８．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

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

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

 イ．みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち

　　　　　　　　　　　（教育、文化、芸術、生涯学習、スポーツ、歴史、伝統）

 ウ．みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち

　　　　　　　　　　　（防災、防犯、みどり、環境、ごみ、消費生活）

 エ．みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち

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

 オ．その他（行財政改革、協働等）

アンケート回収箱に入れてお帰りください。ご協力ありがとうございました。

10．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）

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

 エ．市民意識調査の結果　　　　オ．他市との比較、各種ランキング

 カ．人口動態　　　　　　　　　キ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ク．特にない

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

 エ．全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

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

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

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

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

 ア．はい　　　　　　　　　　　イ．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

12．株主総会を傍聴して良かったと思いますか。（○は１つだけ）

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

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

 ア．平日の午前　　　　　　イ．平日の午後　　　　　　ウ．平日の夜間

 エ．土曜日の午前　　　　　オ．土曜日の午後　　　　　カ．土曜日の夜間

 キ．休日の午前　　　　　　ク．休日の午後　　　　　　ケ．休日の夜間　　　　　コ．特にない
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【事前アンケート】単純集計結果

住所 回答数 割合（％） 性別 回答数 割合（％）

回答者数 56 100.0 回答者数 56 100.0

本町 5 8.9 男 36 64.3

久米川町 5 8.9 女 20 35.7

秋津町 5 8.9 無回答 0 0.0

青葉町 6 10.7

恩多町 7 12.5

萩山町 8 14.3 年代 回答数 割合（％）

栄町 4 7.1 回答者数 56 100.0

富士見町 4 7.1 10代 1 1.8

美住町 5 8.9 20代 0 0.0

廻田町 1 1.8 30代 8 14.3

多摩湖町 2 3.6 40代 5 8.9

諏訪町 3 5.4 50代 9 16.1

野口町 1 1.8 60代 16 28.6

無回答 0 0.0 70代 14 25.0

80代以上 3 5.4

無回答 0 0.0

【住所】 【性別】

【年代】
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Ⅳ．付属資料 

回答数 割合（％）

102 -

ア 20 35.7

イ 6 10.7

ウ 26 46.4

エ 31 55.4

オ 12 21.4

カ 6 10.7

1 1.8

カ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

3

4

5

6

回答数 割合（％）

56 100

ア 9 16.1

イ 36 64.3

ウ 10 17.9

エ 0 0.0

1 1.8

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）

回答者数＝56

無回答

市長が説明するから

無作為抽出で選ばれたから

「東村山市版株主総会のご案内」を見て興味が湧いたから

市政運営全般に対する評価を投票できるから

市の施策や財政状況に興味があるから

回答者数＝56

今後市及び市民が何をのぞんでいるか知りたいため

今まで無関心過ぎたから

無回答

非常に関心がある

ある程度関心がある

あまり関心がない

全く関心がない

その他

市の施策、財政状況に程んど興味なかったので尐しは注意向けようと思ったので。

選ばれた時しか、参加できないことだから。

昨年新聞で、この会の記事を見て、感心と驚きを感じました。

市の対応に疑問を感じてたから
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回答数 割合（％）

183 -

ア 37 66.1

イ 23 41.1

ウ 20 35.7

エ 13 23.2

オ 26 46.4

カ 10 17.9

キ 23 41.1

ク 24 42.9

ケ 0 0.0

コ 7 12.5

0 0.0

回答数 割合（％）

62 -

ア 3 6.1

イ 2 4.1

ウ 0 0.0

エ 1 2.0

オ 6 12.2

カ 4 8.2

キ 4 8.2

ク 10 20.4

ケ 0 0.0

コ 29 59.2

3 6.1

市のホームページの意見記入欄

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

市民説明会・ワークショップ等への参加

市長へのＥメール

市長への手紙

回答者数＝56

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）

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

市民説明会・ワークショップ等への参加

議員・自治会を通しての要望

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

市長へのＥメール

市長への手紙

回答者数＝49

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

市の窓口や電話

無回答

利用したことがない

その他

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）
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回答数 割合（％）

56 100

ア 2 3.6

イ 16 28.6

ウ 14 25.0

エ 1 1.8

オ 21 37.5

2 3.6

回答数 割合（％）

100 -

ア 12 21.4

イ 16 28.6

ウ 23 41.1

エ 18 32.1

オ 17 30.4

カ 3 5.4

キ 6 10.7

5 8.9

カ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

3

回答者数＝56

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

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）

反映されていると思う

ある程度反映されていると思う

あまり反映されていないと思う

回答者数＝56

災害対策について

地域のボランティア活動等に参加する

その他

無回答

特に参加したくない

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

議員がいるのに質問の意味がわからない
上記⑤と関連

引越して3年目なので…慣れてきたら色々と参加してみたい

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）
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回答数 割合（％）

56 100

ア 23 41.1

イ 14 25.0

ウ 4 7.1

エ 1 1.8

オ 0 0.0

カ 12 21.4

2 3.6

（原文掲載）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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）

余裕があると思う

多尐の余裕があると思う

普通であると思う

多尐厳しいと思う

厳しいと思う

回答者数＝56

・好きな言葉は何かありますか？
・嫌いな言葉は何かありますか？

市職員による「丌適正事務処理」の懲戒処分を行いましたが、
１．処分内容（停職6ケ月）は適正と考えるか。（民間と比較して）
２．何敀6年もの期間発見できなかったか
３．丌適正事務処理のリスクヘッジはどのようにするか

もっとも、民主的方法で選ばれた市長が、全国でも例を見ない様な方法で、直接市民の評価
を問う事は、大変勇気の有る事だと思いますが、これからも在任中は御続けになるつもりで
すか。失礼ながら御質問させて頂きます。

学校の普通教室にはエアコンが設置されたと聞きましたが、専科教室にも設置して下さい。
最近の自然界は異常です。孫たちの為にもよろしくお願いします。

１　市の管理する集会所の利用について
個人の趣味や営利目的の利用は当然、有料であるべきだが、町会、自主防災組織利用等は無
料で運営してほしい。
２　生活保護の支給について
・丌正支給は無いか
・生保の支給額が国民年金額より高いことについて国との関係があるか、国民年金での生活
はどういうものか理解しているか？

・市の将来像（住みよい町づくり、活性ある町づくり）特性を生かした
・また来たくなる東村山（年間を通じた人が集まる）
真似ではないオリジナルの名産、キャラクター、イベント、飲食

厳しい時代で大変な責務がありますが、体調に気をつけて頑張って下さい。

無回答

わからない

萩友会役員の頃、大変お世話になりました。市民が希望を持って生活できる次世代に成るよ
う、一層の奮闘を。

①災害に対して意識が薄い

８．株主総会当日、市長に質問したいことがございましたらご記入ください。
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

・災害に対しての住民を守る観点から、どのような対策とシステム（情報伝達、避難所な
ど）になっているか
・コミュニティバスの要求が大へん強いが、今後どのように拡充していくのですか
・寄せられた意見をどのように生かしているのですか

１．建ペイ率40％を建ペイ率50％、容積率100％に引上げてほしい。
２．空堀川の沿道に100ｍごとの表示を設置してほしい。散歩、ジョギング等に利用してい
る人が多く、運動量の目安すとして有効と考える。

ゴミ減量化に対する市の長期的な施策が全く見えません。具体的（定量的）な目標と具体策
を提示して頂きたい。
他市の取組みも参考にして頂きたい。

・東村山駅から武蔵大和へのバス道路の整備・歩道の設置について
・ゴミに関する考え方（丌法投き等）

単年度実質収支は24年度を除き、項調な様ですが、今後、市民の年齢構成の高齢化に伴
い、医療費、学校等の校舎や市所有建造物etcのメンテナンス経費など、費用の増加が想定
されます。一方、収入は働く人達の減尐に伴い、収入は尐なくなると思われる。借金も、一
年の収入の65％もある。今後の財政健全化の取り組み、方策について説明願いたい。（多
分説明があると思いますが）

小・中学校の耐震補強工事や普通教室への空調設備設置が完了したことは大変よかったと思
います。外壁の塗り替え（あまりにきたない学校が多い）の計画はどのようになっているの
か。

①市の適正市民数②自給自足の農地（㎡）③税収確保のための施策④インフラ整備に対する
考え方⑤地産地消の考え方⑥一次産業、二次産業、三次産業、四次産業の市の按分割合（特
に市の面積に対する割合）⑥①～⑤は全て高齢者問題とのからみでの質問です。右方上がり
などはありえないとの前提に立っております。（高齢者が増えるため）

１．東村山市は一般会計が507億、特別会計が353億あり40％に当る。この40％の内
訳・問題点と対策の報告も株主として欲しい。
２．①介護予防大作戦2012に市は係っていたのか。②長期継続が必要なものに…年を付け
るのは無用③市が係るなら効果の測定法の提案が欲しい（医療費減、寿命の伸び、その他
etc）

・小学校、中学校の図書室に冷房がつかないのは？
・美住町にコミュニティバスが通らないのは？
・東村山市に大型ショッピングモールが無いのは？
お時間があれば、理由と今後改善されていくのか等うかがいたいと思います
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【事後アンケート】単純集計結果

住所 回答数 割合（％） 性別 回答数 割合（％）

回答者数 55 100.0 回答者数 55 100.0

本町 5 9.1 男 35 63.6

久米川町 5 9.1 女 19 34.5

秋津町 5 9.1 無回答 1 1.8

青葉町 6 10.9

恩多町 6 10.9

萩山町 7 12.7 年代 回答数 割合（％）

栄町 4 7.3 回答者数 55 100.0

富士見町 4 7.3 10代 1 1.8

美住町 5 9.1 20代 0 0.0

廻田町 1 1.8 30代 8 14.5

多摩湖町 2 3.6 40代 5 9.1

諏訪町 3 5.5 50代 9 16.4

野口町 1 1.8 60代 15 27.3

無回答 1 1.8 70代 14 25.5

80代以上 3 5.5

無回答 0 0.0

【住所】 【性別】

【年代】

東村山市版株主総会 実施報告書 
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回答数 割合（％）

55 100.0

ア 4 7.3

イ 36 65.5

ウ 7 12.7

エ 1 1.8

オ 5 9.1

2 3.6

回答数 割合（％）

109 -

ア 11 20.0

イ 23 41.8

ウ 26 47.3

エ 19 34.5

オ 25 45.5

カ 1 1.8

キ 3 5.5

1 1.8

カ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

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＝55

今は現職があるためリタイヤしたら全て参加したい

無回答

反映されていると思う

ある程度反映されていると思う

あまり反映されていないと思う

反映されていないと思う

わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

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

無回答

特に参加したくない

その他

地域のボランティア活動等に参加する

アンケートやパブリックコメントを提出する

市と市民が協力して行う活動に参加する

タウンミーティングや説明会等に出席する

市民公募の会議等の委員となる

回答者数＝55
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回答数 割合（％）

55 100.0

ア 20 36.4

イ 20 36.4

ウ 10 18.2

エ 4 7.3

オ 0 0.0

カ 1 1.8

0 0.0

回答数 割合（％）

55 100.0

ア 9 16.4

イ 42 76.4

ウ 2 3.6

エ 0 0.0

2 3.6

回答数 割合（％）

55 100.0

ア 13 23.6

イ 39 70.9

ウ 1 1.8

エ 0 0.0

2 3.6

４．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

無回答

全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

回答者数＝55

余裕があると思う

わからない

無回答

多尐の余裕があると思う

普通であると思う

多尐厳しいと思う

厳しいと思う

回答者数＝55

非常に高まった

まあ高まった

あまり高まらなかった

全く高まらなかった

無回答

５．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

回答者数＝55

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

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）
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回答数 割合（％）

129 -

ア 31 56.4

イ 28 50.9

ウ 13 23.6

エ 25 45.5

オ 14 25.5

カ 14 25.5

キ 0 0.0

ク 1 1.8

3 5.5

回答数 割合（％）

55 100.0

ア 9 16.4

イ 37 67.3

ウ 4 7.3

エ 1 1.8

4 7.3

回答数 割合（％）

55 100.0

ア 24 43.6

イ 6 10.9

ウ 24 43.6

1 1.8

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

回答者数＝55

無回答

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）

どちらとも言えない

いいえ

はい

回答者数＝55

尐しできた

あまりできなかった

全くできなかった

無回答

十分にできた

特にない

無回答

他市との比較、各種ランキング

人口動態

その他

市民意識調査の結果

人事行政の運営状況

６．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）

財政状況

施策・事業の実績

回答者数＝55
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回答数 割合（％）

55 100.0

ア 51 92.7

イ 0 0.0

ウ 1 1.8

3 5.5

回答数 割合（％）

55 100.0

ア 46 83.6

イ 0 0.0

ウ 7 12.7

2 3.6

回答数 割合（％）

87 -

ア 5 9.1

イ 3 5.5

ウ 4 7.3

エ 7 12.7

オ 12 21.8

カ 3 5.5

キ 10 18.2

ク 29 52.7

ケ 2 3.6

コ 11 20.0

1 1.8

平日の午後

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

平日の午前

回答者数＝55

いいえ

どちらとも言えない

無回答

回答者数＝55

はい

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

無回答

どちらとも言えない

参加したくない

機会や予定が合えば参加したい

回答者数＝55

無回答

特にない

休日の夜間

休日の午後

休日の午前

土曜日の夜間

土曜日の午後

土曜日の午前

平日の夜間

９．株主総会に参加して良かったと思いますか。（○は１つだけ）
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

基本目標－長すぎて焦点がぼやけているか。もっと短い言葉にまとめたら判りやすい
若い人の参加が尐ないのが残念でした。若い人の意見を聞いてみたいので。

「7」ですが時間が足りない位でした。有益でした。
職員にも色々な方がいられるのですね。こういう際の休日手当はどの位なのかナーと、思ったりし
ました。周りの方の（窓側に立っていられる方の）紹介もして欲しかったです。

今回は来てとても良かったと思います。ありがとうございました。

・このような会を開催するのは大変でしょうが、ぜひ続けて頂きたい。
・＜最初に選んだテーマ別＞町別や世代別でグループ形成することも一案だと思う。
・今回のような取組みを通じて、市民ニーズを的確に補足し、市政運営を行っていただきたい。

2000名の選出で70数名の参加返信しかなかったのは意外だと感じた。話す場をいただけたこと
は一方的にならず内容的にとても良かったと思う

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

とてもためになる総会でした。
また機会があったら是非出席したいと思いました。

・机が欲しい
・事前配布の資料をもっと詳しくして欲しい→市長の話を聞かなければ分からない
・市の職員のドレスコードはどうなっているのか（茶髪・ひげ等）
・受付開始も13時ジャストでしたが、もう尐し前から受付しても良いのでは…

市民の意見を聞く時間を設けてほしい。
防災に対する意識が薄い。
防災マップ一つもらうにも手間取った。
秋津地区は防災について十分に対策がなされていない。

１　株主総会にもっと多数の人が参加した方がよい
２　中央公民館のホールでもよいのではないか
３　70人/150,000×70％＝70人/100,000＝0.0007＝0.7％
４　例えば、半数は公募、半数は自由参加でどうか

（原文掲載）

1時半から5時までは「長いな」と思ったのですが、実際のところ短い時間でした。意見交換の時
間が短かったです。
小グループ（5人）で話すのは、よかったです。
みなさん、自分達の生活も含め、町が良くなるように真面目に真剣に考えていらっしゃるのだと思
いました。

変な批評や反対意見もなく、前向きな意見が多く、とても良い集りでした。

・初めての経験でしたが、参加して、これから市報を見る時、思い出して熱心に読むなと思いまし
た。
・無駄のない会のはこびだと思いました。

緑が多いのは良いと思うが雑木林の手入れが悪く、南側にあると日当りが悪くなって困っていま
す。粗大ゴミを捨てて行く人もいる。市で何とかしてほしい

もう尐し時間が有ったら良かった

出席者を希望者にしたらどうか？

・意見交換の時間が尐なかった（皆の意見が聞きたかった）
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

お願いがあります。東村山市にある小中学校に併設される給食室にも空調完備して下さい。教室だ
けでなく猛暑の中で食事を作る方も大変ですし、汗などが食に入ってしまうと衛生的にもよくない
と思います。ご検討下さい。
休日の中、市の方も市長さんも含め本当にありがとうございました。
OHPで筆記するのは大変だと思いますがわかりやすかったです。
企業誘致に時間がかかる為観光（訪れたい）街作りをして頂き外からの収入を得るような仕組みを
考えて下さい。
農家の後継者問題があります。他の県等の農業の株式会社化などの取組も必要だと思います。

集まった方の年齢層や性別の集計（？）が知りたかったです。
無作為抽出で2000名とのことでしたが、集まった方の年齢や町にかたよりがないのかなと、尐し
感じたもので。（若年の方はなかなか参加されないのですね…）
参加してみて、興味深く、面白かったです。
休日の中、職員の皆さまお疲れさまでした。ありがとうございました。

建ペイ率、容積率の拡大

このような制度は非常にいいと思います。

グループに付いた職員がとても好感の持てる方だった。

時間的に短いのでそのあたりの再考をお願いします

今後、今回の結果をどう生かすのか？

今後の財政見通しをもっと知りたい。（丌確定要因が多くて難しいとは思いますが、今の状態が続
けばどうなるか、知りたい。正直いって丌安に思っています。）

スムーズな進行でよかった。余計なあいさつがなく、時間いっぱい意見交換に使われてよかった。
普段あまり関心を寄せていなかった市政に目を向けるよい機会だった。

忠ならんと欲っすれば孝ならず孝ならんと欲すれば忠ならず
万民を満足させる事が如何に困難な事か思い知りました。とにかく頑張れ！市長さん、そして市役
所の皆様！

・出席してよかったです
・非常に上手にスムーズな進行でした。ただ、グループ意見交換の時間は短いのでは。60分程度
かけてもよいのではないか。
・8の自由参加にした場合、興味があっても、自主的に参加する人は尐ないか、特定の人になって
しまうと思うので、今の様に無作為抽出でよいと思う。
・受付で提出した意見要望に市長に答えてもらい、市政運営について、よく理解できたが、特に
ローン残高、特例債について最終的には国が出すべきと思うが、結果的にそうならないのではない
でしょうか。市としても、国としても行きつまり、国民の負担になるのではないか、と心配です。
⇒国の財政再建が喫緊の課題
・市報に決算を掲載する時に、「家計簿にたとえると」は掲載されていないと思いますので、掲載
したらいかがでしょうか。

出席させて頂きまして大変良かったです。

基本的には本日実施の方法が良いと考えます。

椅子だけでなく机もあれば、紙バサミよりも記録がしやすいと思いました。

4つの基本目標の中で1つにしぼっての話し合いに参加できればと感じた。前もって参加グループ
の希望を提出しておけばよいと思う。

楽しかった

意見は1つではなくせめて2つもうけてもらいたい。（自分はたくさんありました。）
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34

35

36

37

38

39
・年代別に曜日等を設定し行うと良い。各年代の要求は異なるので、今迄の様だと限られた意見に
なるのではないか。

他市に例を見ない市民株主総会に初参加いたし住民として市への関心が高まりました。市民の声を
聞くこの様な機会を継続いただき真に住みよい住みたい東村山市つくりに取組みいただきたい。

けっこう長い時間だと、来る前は思っていましたが、実際は時間はあっという間でした。市長さん
のお話を直接お聞きする機会はなかなかないので、とても新鮮でした。グループの話し合いでは、
いろいろな町、年齢の方のご意見が聞けて良かったです。
このように市民と市が一緒になって東村山市がもっと住みやすく、すてきな市となっていきますよ
うに！！みなさん、がんばってください！！

きちんと主旨を理解した小学生や中学生、高校生（もちろん地元の）も出席させてあげたいと思い
ました。もしくは、子ども達が主体となるような、このような会があると、貴重な意見が出るかも
しれません。地元愛を育てる上でも、ぜひ。

・行政の職務が幅広く、大変なことが尐し分かりました。良い意味で「市民の知識や知恵、技術、
潜在能力」を活用して下さい。
・市長への質問で、名前は言わないようにして頂きたいです。他の方と利害が対立することもある
ので。
・点の集計、計算のルールが悪→物足りないで2点、全く足りないで1点は変です

グループに別れての意見交換はそれぞれに進行担当して下さった市の方がいて下さったので時間内
に治まりごたつくことなくスムーズに意見だせてよかったと思う。1グループ人数も良いと思った
手話、板書で伝えて下さったのもおどろきました。気づかない部分でした。
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【傍聴者用アンケート】単純集計結果

住所 回答数 割合（％） 性別 回答数 割合（％）

回答者数 11 100.0 回答者数 11 100.0

本町 1 9.1 男 10 90.9

久米川町 1 9.1 女 1 9.1

秋津町 2 18.2 無回答 0 0.0

青葉町 0 0.0

恩多町 1 9.1

萩山町 1 9.1 年代 回答数 割合（％）

栄町 0 0.0 回答者数 11 100.0

富士見町 1 9.1 10代 0 0.0

美住町 0 0.0 20代 1 9.1

廻田町 0 0.0 30代 1 9.1

多摩湖町 0 0.0 40代 1 9.1

諏訪町 0 0.0 50代 4 36.4

野口町 1 9.1 60代 3 27.3

町名無回答 2 18.2 70代 1 9.1

君津市 1 9.1 80代以上 0 0.0

市内計 10 90.9 無回答 0 0.0

市外計 1 9.1

無回答 0 0.0

【性別】

【年代】
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回答数 割合（％）

16 ─

ア 7 63.6

イ 2 18.2

ウ 1 9.1

エ 3 27.3

オ 3 27.3

0 0.0

オ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

3

回答数 割合（％）

58 -

ア 7 63.6

イ 7 63.6

ウ 7 63.6

エ 5 45.5

オ 7 63.6

カ 3 27.3

キ 5 45.5

ク 6 54.5

ケ 10 90.9

コ 1 9.1

0 0.0

回答者数＝11

株主総会に出席する筈だったが、急に午前中休日出勤となり、帰宅が遅れた為

株主参加より傍聴に変更＝案内状をいただいて興味があったため

住民参加の先進地であることを東洋経済で拝見したから

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

市の施策や財政状況に興味があるから

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

親族、知人が無作為抽出で選ばれたから

市長が説明するから

その他

無回答

市長への手紙

市長へのＥメール

市のホームページの意見記入欄

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

回答者数＝11

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）

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

市民説明会・ワークショップ等への参加

議員・自治会を通しての要望

市の窓口や電話

その他

知らない

無回答

Ⅳ．付属資料 
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東村山市版株主総会 実施報告書 

回答数 割合（％）

20 -

ア 1 9.1

イ 0 0.0

ウ 1 9.1

エ 1 9.1

オ 4 36.4

カ 3 27.3

キ 1 9.1

ク 0 0.0

ケ 0 0.0

コ 7 63.6

2 18.2

回答数 割合（％）

11 100.0

ア 2 18.2

イ 6 54.5

ウ 0 0.0

エ 2 18.2

オ 1 9.1

0 0.0

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

回答者数＝11

回答者数＝11

４．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

無回答

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

市民説明会・ワークショップ等への参加

議員・自治会を通しての要望

市の窓口や電話

その他

利用したことがない

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）

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



 

89 

Ⅳ．付属資料 

回答数 割合（％）

21 -

ア 3 27.3

イ 7 63.6

ウ 3 27.3

エ 2 18.2

オ 6 54.5

カ 0 0.0

キ 0 0.0

0 0.0

回答数 割合（％）

11 100.0

ア 6 54.5

イ 4 36.4

ウ 0 0.0

エ 1 9.1

オ 0 0.0

カ 0 0.0

0 0.0

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

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

６．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

回答者数＝11

その他

特に参加したくない

無回答

アンケートやパブリックコメントを提出する

地域のボランティア活動等に参加する

厳しいと思う

多尐厳しいと思う

市民公募の会議等の委員となる

タウンミーティングや説明会等に出席する

市と市民が協力して行う活動に参加する

回答者数＝11
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東村山市版株主総会 実施報告書 

回答数 割合（％）

18 ─

ア 2 18.2

イ 2 18.2

ウ 3 27.3

エ 7 63.6

オ 2 18.2

2 18.2

（原文掲載）

ウ 1

1

2

3

4

オ 1

回答数 割合（％）

11 100.0

ア 2 18.2

イ 6 54.5

ウ 2 18.2

エ 0 0.0

1 9.1

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。

あまり知ることができなかった

全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

無回答

８．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

十分に知ることができた

まあ知ることができた

回答者数＝11

業務の高率化・合理化を進め、又、公共投資内容の見直しETCを行い、財政の適正化を行
う→次の世代に借金で負担させない。

まちづくりの基盤となる都市計画道路、連続立体交差に付随する道路整備を計画的に進め
る。

・道路の整備
・バス停の待つスペースの確保
・東村山市をPRできる様な広報活動（ゆるキャラの活用・SNSの活用など）

商工業を発展させることによって多くの人に住んでもらうよう図っていけばいい

都市計画道路の整備や鉄道の連続立体交差化事業、生活道路の安全向上をお願いします。

回答者数＝11

エ

各々の障害の特性を知り自治会にまかせない。自治会はあまり役にたたない。

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

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

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

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

その他（行財政改革、協働等）

無回答

＜選んだ分野について、具体的に取り組むべきこと＞への回答
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Ⅳ．付属資料 

回答数 割合（％）

11 100.0

ア 3 27.3

イ 7 63.6

ウ 0 0.0

エ 1 9.1

0 0.0

回答数 割合（％）

21 -

ア 3 27.3

イ 7 63.6

ウ 1 9.1

エ 1 9.1

オ 3 27.3

カ 3 27.3

キ 2 18.2

ク 0 0.0

1 9.1

キ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

９．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

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

回答者数＝11

全く高まらなかった

無回答

非常に高まった

まあ高まった

あまり高まらなかった

自分で調べる

経常収支の改善の方策について

他市との比較、各種ランキング

人口動態

その他

特にない

無回答

回答者数＝11

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）
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東村山市版株主総会 実施報告書 

回答数 割合（％）

11 100.0

ア 5 45.5

イ 0 0.0

ウ 6 54.5

0 0.0

回答数 割合（％）

11 100.0

ア 10 90.9

イ 0 0.0

ウ 1 9.1

0 0.0

回答数 割合（％）

11 100.0

ア 10 90.9

イ 0 0.0

ウ 1 9.1

0 0.0

参加したくない

どちらとも言えない

無回答

機会や予定が合えば参加したい

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

回答者数＝11

はい

いいえ

どちらとも言えない

無回答

回答者数＝11

どちらとも言えない

無回答

１２．株主総会を傍聴して良かったと思いますか。（○は１つだけ）

はい

いいえ

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＝11
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Ⅳ．付属資料 

回答数 割合（％）

20 -

ア 0 0.0

イ 1 9.1

ウ 3 27.3

エ 2 18.2

オ 3 27.3

カ 2 18.2

キ 3 27.3

ク 4 36.4

ケ 1 9.1

コ 1 9.1

0 0.0

（原文掲載）

1

2

3

4

市に50年住んでいますが、今まで高校、大学は都内へ、就職後も転勤、単身赴任などで中々市の
ことを考える時間がなかった。逆に転勤で暮らした都市などと比較でき、またこのような機会が
あれば参加したい。
※参加者の意見交換を聞き、皆さんの真剣さがわかり、参考になった。

もう尐し市民の方々からの質疑応答の時間を取ったほうがいいのではないかと思いました。

傍聴だけでも広くアピールしてもっと参加する方々を集めてもいいと思う。案内状で初めて知っ
た。

No.11について、参加者を無作為抽出でなく、自由参加にしたら片寄ってしまうのではないか。
（参加者を無作為抽出のほうが良いと思う）

休日の夜間

特にない

無回答

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

土曜日の午前

土曜日の午後

土曜日の夜間

休日の午前

休日の午後

平日の午前

平日の午後

平日の夜間

回答者数＝11

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



 

編集：東村山市経営政策部行政経営課 

TEL：042-393-5111（代表） 


