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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 4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 26 年 11月 15日（土） 13時 30分～17 時、市民センター第 1～3会議室にて 

 

参加者 

15万市民の縮図として捉えるために、18歳以上（平成

26年 4月 1日現在）の市民 2千人を無作為抽出して案内

状を送付し、そのうち参加申し込みをされた方にご参加い

ただきました。 

事前申込者 57名 

当日参加者 42名 

（途中退席者 3名含む） 

傍聴者 21名 
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Ⅱ．当日の進行内容 

１．市政報告 渡部 尚市長 

1） 本日の会議の趣旨説明 

 今日は大変お忙しいところ、また非常に

良い天気にも関わらず多くの市民の皆さま

にご参加いただき、誠にありがとうござい

ます。また、常日頃市民の皆さまには市政

推進にあたりご理解・ご協力いただいてお

りますことに、改めて心より感謝申し上げ

ます。 

 さて、東村山市は今年市制施行 50 周年

という記念すべき節目の年を迎えました。

10 月 26 日に市民スポーツセンターとそ

の周辺の道路を会場とし、50 周年の記念

式典・記念事業を行いましたが、その際に

も多くの市民の皆さまにご参加いただきま

した。本日ご出席の皆さまの中にも、ご参

加いただいた方もおられるかと思いますが、

改めて感謝を申し上げます。おかげさまで

50 年間、当市は大きな災害等に見舞われ

ることなく、緑豊かな暮らしやすい生活都

市として発展してきました。50 年前、東

京オリンピックが行われた年に当市は市に

なりました。当時は正に日本も高度経済成

長期の真っただ中ということで、オリンピ

ックを目前に控えて日本中が希望と活力に

満ちていた時代でした。しかし今日は、少

子化、高齢化、あるいは人口減少、更には

大災害の脅威、経済のグローバル化により

地域経済も停滞気味という状況で、中々50

年前と比べるとバラ色の未来を展望すると

いうわけにもいかないのかと思っておりま

すが、やはりこうした時代だからこそ、市

民の皆さまと行政が力を合わせて、良いま

ちをつくっていくことが大事ではないかと

考えています。その一環として、耳慣れな

い言葉ではありますが、東村山市版株主総

会を平成 23年度から始めました。これは、

平成 23 年 4 月に行われた市長選の中で、

私が公約のひとつとして掲げたもので、政

治家は大抵選挙の時だけ良いことを言うと

いったことをよく言われますが、そうでは

なく、毎年緊張感を持って市政運営にあた

りたいという考えのもと、市は前年度どう

いったことを行ってきたのかを、市民の皆

さまにより知っていただき、改善等のご意

見をいただくことで、市の経営をより良く

するとともに、市民の皆さまにも市政につ

いて関心・理解を深めていただく中で、市

のオーナーであるという意識を高めていた

だきたいという趣旨で行っています。これ

から私が、皆さまからお預かりしている税
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金を使って平成 25 年度にどういった成果

を上げてきたのか、あるいは市役所の職員

の人事行政等がどのように行われているの

かご説明申し上げ、その後皆さまに、今後

市がどういったことに重点的に取り組んで

いくと良いのかというお話をしていただき

たいと思います。更にその後、平成 25 年

度の市政運営について、5 段階で評価して

いただきます。評価が悪い場合は、私・副

市長・教育長のボーナスを下げる条例を、

市議会に提案をすることお約束としていま

す。これは、民間企業では毎年血の滲むよ

うな努力をして利益を上げ、株主の皆さま

に還元をしていることから、市役所もその

くらいの意気込みを持つべきであり、そう

した時代を迎えているのではないかと思い、

お約束としているものです。 

普段生活している上で、様々な困りごと

や不便、あるいは改善して欲しい点などあ

ろうかと思いますが、今日はまず市の事業

の説明をお聞きいただいた上で、ご意見を

いただければと思っています。限られた時

間ですが、宜しくお願いします。 
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2） 平成 25 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 

 

市では、平成 23～32 年度を計画期間と

する第 4次総合計画に基づき、毎年度の仕

事を計画的に行っています。本総合計画で

は基本目標を 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、これらを達成する

ことで、目指すべきまちの姿、つまり将来

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」を実現しよ

うと努めています。 

 

 

 

 

 

 

平成 25年度予算編成方針 

 

平成 25年度の予算編成方針は、「市民の

笑顔を支えるため、財政の健全性を保ちな

がら、魅力あるまちづくりをすすめる予算」

とし、予算を編成しました。予算規模は、

一般会計が約 488 億 4 千万円、特別会計

が 4 つ合計で約 347 億 5 千万円、総額

836億円弱でした。 

 

基本目標 1 

＜みんなで支え助け合う、健やかに 

いきいきと暮らせるまち＞ 

 

基本目標 1は、子育て、健康、福祉、地

域コミュニティ分野です。現在市で特に注

力しているのが、保育施設の整備、待機児

童対策の実施です。これは、「子育てするな
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ら東村山」という政策のひとつの柱の下、

子育て世代の方に是非お住まいになってい

ただこうと進めています。

 

保育所の定員数と待機児童数の推移につ

いて、市内にある公立・民間を合わせた保

育園の定員数が、平成 21年度は 1,860人

であったのに対し、保育園に入りたくても

入れないお子さんが 147人いました。実

は平成 21～23年度は待機児童が非常に

増え、最も多い時は 222人いました。市

としても、何とか全員入れるよう、この間

保育園の新設や、定員数の増を図り、平成

26年度では定員数2,352人ということで、

5年前と比べ約 500 人増やしました。 

それに伴い、待機児童の数もピーク時に

比べると半分以下まで減ってきており、平

成 25年度は 81人で、前年度比 100人

以上減となりました。しかし、定員数は増

やしたものの、入所希望者も増えたことか

ら、平成 26年度では再び少し増となって

いる実情がありますが、極力待機児をゼロ

にする方向で現在取り組んでいます。 

また、この分野で平成 25年度に行った

主な事業として、お子さんが病気になった

り、あるいは病気が治ってもまだ保育園等

に行けるような状態でない場合でも、どう

しても保育所に預けて仕事に行かれたり、

親御さんの介護にあたらなければならない

という方々に対して、病児・病後児保育施

設の整備がこの間課題になっていましたが、

平成 25年 11月に、多摩北部医療センタ

ー内に「森の病児保育室“たまほく”」を開

設し、現在定員数 4名で、生後 6ヶ月から

小学校3年生までのお子さんをお預かりで

きる体制を整えました。 

続いて、地域密着型サービスというのは、

高齢者関係の福祉施策ですが、平成 25年

度に東部圏域、市の東の方に「小規模多機

能型居宅介護」と「認知症グループホーム」

の整備を行いました。 

スライドの写真は、上が平成 25年度に

開設した、民間の保育園で多摩湖町にある

「東たいてん保育園」の移転後の園舎です。

移転に伴い建替えおよび規模拡大を図り、

定員数を増やしていただきました。下の写

真は先ほどご説明した「森の病児保育室“た

まほく”」です。 
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基本目標 2 

＜みんなが楽しく学び、 

豊かな心を育むまち＞ 

 

基本目標 2は、教育、文化、芸術、生涯

学習等の分野です。平成 25年度最大の事

業は、当市を含め東京都全域、特に多摩地

域を中心に、東京で 54年ぶりに開催され

たスポーツ祭東京 2013の準備・運営です。

 この写真はいずれもその様子で、右上と

左下は市民スポーツセンターを会場とし、

高校生女子のバスケットボール競技を一回

戦から決勝まで行った時のものです。それ

に併せ、デモンストレーション競技として

一般市民、特に小中学生にご参加いただい

たティーボール大会や、大会の PRでティ

ッシュを配るといった取り組みを行いまし

た。本大会では 4日間に渡り熱戦が繰り広

げられ、市民スポーツセンターには全国か

ら約2万人のかたにご来場いただきました。 

その他、この分野では小中学校の耐震工

事は平成 24年度までに終了しましたが、

平成 25年度から小中学校の外壁・トイレ 

・屋内運動場の非構造部材の改修工事を進

めています。スライドの上の写真が、耐震

工事後に外壁・トイレ改修を行ったところ

の写真です。 

 更に、基礎学力の向上として、「東村山市

版小学校算数基礎ドリル」という短時間で

繰り返し行うドリルを開発しました。これ

は、現場の先生方が、子ども達がどういっ

たところでつまずくのか今までの資料から

見つけ、その部分で極力つまずかないよう

にするために開発しました。これは全国的

に注目を浴び、当市が開発したものを基に、

今年度東京都でも同じようなものを作成し

ており、東京都に先んじて当市の方が基礎

ドリルを開発したということになります。 
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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 3は、防災、防犯、みどり、環

境、ごみ、消費生活の分野です。平成 25

年度には、「公共施設再生計画基本方針」を

策定しました。

 当市には、市民センターや市役所本庁舎

を含め、208の公共施設があり、延床面積

では約 25万㎡になります。これらの施設

の約 64％は、既に建築後 30年以上経過

しております。今後、これは当市だけの問

題ではないですが、公共施設の再生が大き

な問題になってきます。建物だけでなく、

道路や橋、それから上水は東京都で、下水

道は市で整備していますが、そうしたライ

フラインも適正に更新していかなければい

けません。数年前に、中央自動車道の笹子

トンネルで天井板が落下して何人も亡くな

るということがありましたが、そういった

ことのないよう、安全に建物を管理する、

あるいはライフラインを適切に更新してい

くことが、今後市政にとって大きな課題で

す。しかし、一昨年度コンサルタント業者

に委託して調査した結果、今後 30年間で、

現在市で保有する建築物を全て維持管理し

ようとすると、約 905億円という莫大な

お金が掛かるという試算になりました。こ

れは、大規模修繕や建替えをしていった場

合、今後 30年間、1 年で平均約 30億円

かかってしまうということですが、現状市

で公共施設に充てられる財源は、年間約20

億円しかないため、差額の 10億円を毎年

度どう埋めていくのか、そのために公共施

設の再生については一定の整理も必要では

ないかということで、「公共施設再生計画基

本方針」を定め、それに基づき現在計画を

策定しています。 

 その他、この分野では秋水園のリサイク

ルセンターの建設を行いました。今年 10

月から、皆さまのご協力をいただき、びん・

かんの収集形態を大きく変更しましたが、

リサイクルセンターが完成したことにより、

これまでのコンテナ収集から、びん・かん、

古紙・古着についても戸別収集ができるよ

うになりました。 

 また、現在全国で空き家等が問題になっ

ています。皆さまの家の周りにも空き家が
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あるという方もおられるかと思いますが、

当市でも近年の傾向を考え、昨年度初めて

空き家の実態調査を行いました。これは外

からの目視による調査のため、本当に空き

家なのか完全には把握されていませんが、

561件あることが分かりました。そのうち

適正管理がされていない、近隣の方々とト

ラブルになっているといったものが 126

件あるということで、今後の人口減少と併

せ、今後きちんと対応しないと大変な問題

であると捉え、まず基礎調査を行いました。 

災害の関係については、防災行政無線の

デジタル化や、避難所運営連絡会の設置な

どを行いました。 

 

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＞ 

 

基本目標 4 は、道路、交通、基盤整備、

農業、商工業、観光、情報環境の分野です。 

昨年度は、まず東村山駅付近の連続立体

交差事業と関連する道路の整備を開始しま

した。スライドの上の写真は、小平市内の

府中街道と西武拝島線の交差部ですが、将

来東村山駅周辺もこのように線路が高架と

なり、道路と鉄道が立体交差することで、

踏切による渋滞が解消されます。連続立体

交差事業自体は東京都の事業ですが、それ

に併せて当市も、市の中心部である東村山

駅周辺の道路整備を進めていこうと考えて

います。

 

また、都市計画道路の整備について、こ

のスライドの地図が現在の東村山市内の都

市計画道路の全体の姿で、計画道路と完成

済みの道路、現在事業推進中の道路を示し

ています。府中街道と新青梅街道が、当市

にとって大動脈になりますが、現在市で進

めているのは、東村山駅前から市民スポー

ツセンター横で止まっているさくら通りの

秋津方面への更なる延伸、東久留米市の市

場から多摩北部医療センターの真ん中を通

っている通りの久米川町の方向への更なる

延伸、東久留米市の方から恩多町に至る

3・4・5号線と府中街道の 4路線です。

これらが完成すると、市内の道路ネットワ

ークが大分整備されます。現在広域的な道

路ネットワークがあまり整備されていない

ことで、当市ではいわゆる生活道路に多く
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の通過車両が流入する傾向があるので、や

はり基盤整備はしっかり行っていくことが

大切ではないかと考えています。 

 その他、市制施行 50周年に合わせて産

業振興とまちの活性化に役立てようという

ことで、市のキャラクターである「ひがっ

しー」が誕生しました。 

 

＜自治力向上と行政経営の質を 

高める取り組み＞ 

 

「東村山みんなで進めるまちづくり基本

条例」の制定や、「第 4次行財政改革大綱

第 2次実行プログラム」の策定など行いま

した。「東村山みんなで進めるまちづくり基

本条例」とは、市民、議会、行政というま

ちづくりに関わる主体のそれぞれの役割や

責任を明確にしつつ、どのように協力して

今後の東村山市をつくっていくかの基本的

なルールを定めたもので、今年度の 4月 1

日に施行されました。スライドの上段の写

真は、本条例の策定にあたり、多くの市民

の皆さまに参加いただいた会議の様子です。 

 また、多磨全生園を将来に渡り人権の森

として残す構想がありますが、その一環と

して、例えば市民の皆さまにもご参加いた

だき、多磨全生園の清掃作業等をいました。 

 

＜平成 23～25年度 行革効果額＞ 

 

行財政改革の取り組みの結果、どれだけ

の効果を生み出したかという行革効果額に

ついて、平成 25年度は単年度で約 10億

9千万円生み出しました。これは、歳入の

確保や歳出を削減などの取り組みによるも

ので、平成 23～25 年度の 3ヶ年では、

合計約 28億 2千万円の効果を生み出しま

した。 

 

＜平成 25年度目標管理制度の結果＞ 

 

年度ごとに事業の目標を定め、それをど

こまで達成できたかを振り返る、目標管理
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の結果について、平成 25年度は 75.2%の

項目で水準を達成しました。逆に水準未達

成の項目は 24.8％、4分の 1程度ありま

した。未達成項目は、例えば数値目標を掲

げているものでは、窓口での接遇アンケー

ト、これは市民の皆さまが窓口を訪れた際

に、対応等の良し悪しを記入していただく

アンケートですが、平成 25年度は総合満

足度「良い」の割合を 75.2％以上とする目

標でしたが、残念ながら 75％という結果

でした。こうした項目が全体の 4分の 1程

度ありますが、今後も極力 B評価を減らし

A評価にしていくことが、我々の課題かと

考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3） 財政状況 

＜平成 25年度普通会計決算の収支状況＞ 

 

平成 25年度の普通会計決算の収支状況

ですが、歳入は 513 億 7千万円、歳出は

497億 1千万円で、歳入と歳出の単純な

差し引きでは 16億 6 千万円の黒字、そこ

から翌年度に繰り越す額を引いた実質収支

は、15億 6千万円の黒字となりました。

歳入額は決算規模で過去最大、歳出額は過

去 2番目、実質収支額の 15億 6千万円の

黒字は過去最大となりました。 

我々は民間企業ではないため、黒字にす

ること自体が目標ではないですが、赤字が

続くと財政破綻してしまうため、やはり多

少は毎年度黒字になることが望ましいと考

えています。もちろん掲げた事業をきちん

と行うことが前提ですが、議会ではこの実

質収支の黒字額 15億円余というのは、当

市の予算規模からすると大きすぎるのでは

ないかというご議論もいただきました。 
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＜家計簿に例えると…＞ 

（普通会計の収入を 514万円とした場合） 

 

＜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） 

 

先ほど実質収支についてご説明しました

が、その中で貯金への積み立てや貯金から

の取り崩しを除いた1年間の収支を実質単

年度収支と言い、平成 16～19年度はこれ

が軒並み毎年度赤字でした。赤字を続ける

と、それまでの貯金を取り崩して赤字分を 

 

 

 

補填しないといけないため、どんどん貯金

がなくなっていき、その上でなお赤字が続

くと、財政破綻してしまいます。そのため、

赤字は続けられない状況になってきたので、

黒字に転換しようと色々な行財政改革を行

い、平成 20年度以降は黒字化しています。 

平成 24年度は実質単年度収支が大幅な

赤字になっていますが、これは財政調整基

金という貯金を取り崩し、別の貯金に積み

替えたためで、実質的な財政収支としては、

別の貯金に積み替えただけですから、11

億 4千万円の黒字となっています。平成

25年度も実質単年度収支は9億5千万円、

実質的な財政収支も黒字ということで、こ

こまでとは様相が大分変わってきました。 
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＜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） 

 

経常収支比率は、年収のうち日常の生活

費に回している割合を示す指標で、どれだ

け自由に使えるお金があるかを示している

と言って良いと思います。全体が 100あ

れば、平成 19年度は 99.2％のお金は使い

道が決まってしまっていて、自由に使える

お金はわずか 0.8％しか無かったという意

味です。使い道が決まっているというのは、

職員への給与等の人件費、借金の返済、市

民の皆さまへの福祉関係の手当、これらは

先に毎年度の支出額が決まってしまいます

ので、それ以外の政策的な経費に充てられ

る自由なお金がどれだけあるかを表します。 

先ほど述べた平成 18～19年度ごろが

最も財政的に厳しかったですが、それが平

成 25年度は 89.7％となり、10％程度は、

政策的な経費や、市民の皆さまからご要望

に対する取り組みに充てられるようになり

ました。 

 

 

＜市のローン残高はどのくらい？＞ 

（地方債等の残高） 

 

市のローン残高、つまり地方債等の残高

について、グラフでは市の全借金を載せて

おり、一般会計で借りている部分、下水道

会計で借りている部分、それから土地開発

公社の部分に分けて載せています。一般会

計の太枠の部分は、特例債という、いわゆ

る建設等に充てる借金ではなく、経常的な

経費に充てるための借金で、この伸びが若

干増えているのが近年の傾向です。 

平成 16年度は 749億円あった借金も、

平成 25年度では 666億円となりました。

私が市長に就任したのが平成 19年度です

が、その前年まで 714億円借金があった

め、私が市長に就任してから昨年度までに、

借金を 48億円圧縮してきましたことにな

ります。 
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＜市の貯金はどのくらい？＞ 

（基金残高） 

 

逆に市の貯金について、先ほど申し上げ

たように平成 19年度くらいまでは毎年度

赤字で、貯金を取り崩して補填してきまし

た。そのため、ずっと貯金が減ってしまい、

最も少ない時は 30 億円まで減りましたが、

その後様々な行財政改革等に取り組んでき

たとともに、国の政策も少し変わり、地方

交付税等が若干増えたりした関係もあり、

ようやく少しずつ基金が貯まり、平成 25

年度は残高が約 85億円になりました。 

私が市長になった平成 19年度から、52

億円貯金が増え、借金は 48億円減ったと

いうことで、この間我々の取り組みで約

100億円の財務体質の改善が図られたと

言えると考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

＜市議会における平成 25年度決算の 

審議結果＞ 

 

市議会での平成 25年度決算の審議結果

については、一応全ての会計について賛成

多数で認定いただきました。 

いただいた主なご意見は市議会だよりの

とおりですが、自民党からは行財政改革に

取り組んでその結果黒字になったことを評

価する、それから待機児の解消や都市計画

道路、連続立体交差事業などを進めたこと

を評価する、公明党からもほぼ同じような

ことで評価をいただきました。 

逆に反対の意見として、共産党からは先

ほど申し上げたように、15億円余の実質

収支額となったのは、市民福祉の増進を図

らなかったためであること、また東村山を

良くする会からも、多摩地域で 4番目に多

い臨時財政対策債を借りているというよう

なご意見等がありました。 
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4） 人事行政の運営状況 

＜市職員の給与の決め方＞ 

 

よく市役所の職員は給与が高いといった

ことを言われますが、市の職員の給与がど

のように決められているのかを簡単にお話

しします。現在、当市の職員の給与体系は、

基本的に東京都の給与体系に準拠していま

す。公務員は、人事院や人事委員会が民間

の給与を調査して公民較差を算出し、それ

に基づく勧告によって給与を改定すること

になっています。当市のように小規模な自

治体では、独自に人事委員会を持てないた

め、東京都の人事委員会の勧告に合わせて

給与を決めています。大体、民間調査をす

る場合は、従業員数 50人以上の企業、東

京都内では 1万 688 事業所あるそうです

が、そのうち 1,221事業所を無作為抽出し

て給与実態を出し、基本的に民間に準拠す

るのが人事委員会勧告の考え方です。それ

に基づいて当市の職員の給与も改定してい

るのが、現在のスタイルです。 

 

 

 

＜給与構造改革＞ 

 

当市では、平成 21年に給与構造改革を

実施し、それまで独自の給与表を使ってい

ましたが、やはり何らか客観的な根拠を持

つ必要があるということで、東京都に合わ

せ、今の給与体系になっています。 

改革前の給与体系のイメージは、給与が

年齢とともに上がっていくような形であっ

たものを、ある程度までは上がっても、そ

の後は横に推移するような給与表に改め、

現在は職務や職責に応じて給与を出すこと

になっています。また、公務員には独特の

手当である地域手当というものがあります

が、かつて 14.5％であったものを、国が定

める基準まで引き下げた結果、平成 25年

度の職員給与は、東京都内 26市中 22位

となり、当市の給与は 26市の中で低い方

に位置しています。 
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＜職員数はどのくらい？＞ 

 

職員数は、平成 17年度には 945人で

したが、平成26年4月1日時点では786

人で、800人を切っており、かなり削減し

てきています。 

スライドの棒グラフは、職員 1人あたり

の市民の人口で、かつて職員 1人あたり人

口は 167人でしたが、徐々に職員数を削

減し、平成 25年度は 205人となりまし

た。平成 26年度は、実は職員数は 789

人から 786人に減っていますが、現在当

市も人口が減少に転じており、職員数の減

少を上回って人口が減っているため、職員

1人あたりの人口数で言うと、204人に減

ってしまっています。しかし、東京都内 26

市の平均が、平成 25 年度は 197人に対

して、当市は 205人であり、少数精鋭で

頑張っていると言えると思います。 

 

 

 

 

 

 

＜人材育成と組織力強化＞ 

 

市役所は、基本的に市民の皆さまに対し

て人的サービスを行うことが非常に多く、

人材育成と組織力強化というのは永遠の課

題です。そうした意味で、毎年度組織改正

をしている他、平成 25年度は定員管理計

画の策定や、人材育成ビジョンの改訂など

を行い、より人材育成や組織力強化に努め

ています。特に、市民の皆さまと直に接す

る窓口部門では、毎年度 4回窓口で接遇ア

ンケートを行っており、市民の皆さまから

接遇態度の評価をいただき、業務の改善に

努めています。 

かつて市役所はサービスが悪いと言われ

ましたが、現在は徐々に、民間のように市

民の皆さまにできるだけ寄りそう形で接せ

られるような指導方針で、職員の育成に努

めています。 
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5） 各種統計調査 

＜定住意向＞ 

 

平成 23年度から、市民の方 2,000名に

対して市民意識調査を毎年度行っており、

市政運営の質を上げるために活用していま

す。その中で、「今後も東村山市に住み続け

たいですか」という設問があり、平成 26

年度は住み続けたいとお答えになった方が

67.5％となり、前年度比で若干下がってし

まっています。一方、市外に引っ越したい、

移り住みたいという方も、前年度の 11.9％

に対して、平成 26年度は 11.5％であり、

こちらも下がっています。また、どちらで

もない、わからないとお答えになった方が

若干増えています。 

質問の仕方によっても変わりますが、今

後も住み続けたいとお答えになっている方

の割合が、周辺市に比べると若干低いこと

が気になる点です。例えば東久留米市は「住

み続けたいと思う」「どちらかと言えば住み

続けたいと思う」とお答えになった方の合

計が 83.4％と、定住意向が非常に高いです。

逆に、「住み続けたいと思わない」「どちら

かと言えば住み続けたいと思わない」とい

う方の合計は 14.6％で、どちらも当市を上

回っていますが、当市の特徴として住み続

けたいか、移り住みたいかと単刀直入に伺

っているので、こういった結果になってい

るのかと思います。いずれにしても当市と

しては、この定住意向の比率をより高め、

移り住みたいと思う方の比率を下げること

が非常に大切なことと考えています。 

 

＜施策全般に関する満足度＞ 

 

市民意識調査では、あわせて市の施策全

般に関する満足度をお訊きしています。本

調査を始めた平成 23 年度は、「満足」が

0.7％、「まあ満足」が 17.1％で、合計し

ても約 18％しかありませんでした。一方、

「やや不満」が 19.3％、「不満」が 3.2％、

合計約 22％になり、本調査開始年度は、

市の施策に関して不満に思っている人の方

が多かったと言えます。この原因は我々も

きちんと分析できていませんが、平成 25

年度以降、「満足」「まあ満足」と肯定的に

評価してくださる方の比率が非常に増え、

平成 26年度では「満足」が 2.7％、「まあ

満足」が 36.8％と、現在では 4割近い方
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から市の施策について肯定的な評価をいた

だいています。一方、否定的な評価につい

ては約 16％となり、以前に比べると市の

施策についての評価が大分上がり、不満と

感じるかたが減ったということから、我々

としては、これまでの努力がある程度市民

の皆さまに一定の評価をしていただけるよ

うになってきたのかと考えています。しか

しこれは立場によってはどうなるかという

ことはありますので、後ほど皆さまのご意

見もお聞かせいただければと思っています。 

 

＜東洋経済新報社「都市データパック」 

住みよさランキング＞ 

 

東洋経済新報社が、毎年「都市データパ

ック」という本を出しており、その中で「住

みよさランキング」というものを、安心度、

利便度、快適度、富裕度、住居水準充実度

の観点から作成しています。安心度は、例

えばその自治体に病床数がどの程度あるか、

保育所の待機児童がどのくらいか等、利便

度は、小売業の年間商品販売額等、快適度

は、都市公園の市民 1人あたりの面積等と

いうように、客観的なデータに基づきラン

キングをつけています。 

2010年には全国で 119位までいきま

したが、残念ながら今年は 430位まで落

ちています。この一番の原因は、保育園の

待機児に2年前のデータが用いられており、

これは当市で待機児が特に多かった時であ

ることから、そうしたものが響いて順位が

落ちたのではないかと考えています。

 ちなみに周辺市は、東久留米市が 520

位、小平市が 429 位、清瀬市が 426 位、

東大和市が 553位と、概ね近隣市は同じ

ような順位で、多摩地区で特に順位が高い

のは、非常に財政力のある武蔵野市と、商

業集積している立川市です。 

これはあくまで、先ほど申し上げたよう

な幾つかの指標を切り口として見ているた

め、これが全てとは思いませんが、今後も

こうしたランキングで少しでも上位になる

よう、努力していく必要があると考えてい

ます。 
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＜人口の推移＞ 

 

当市は平成 24年をピークに、人口の減

少傾向が続いています。日本全国で人口減

少局面に入っているのはご案内のとおりで

すが、多摩地区の自治体でもそうした局面

に入っているところが増えてきています。

特に都心から遠い西多摩の方では、平成14

年くらいから人口減少局面に入っている自

治体があります。当市でも、東日本大震災

以降、大型の開発やマンション建設等が止

まっており、そうしたことが影響している

のかと考えていますが、今後当市も住み続

けたい、あるいは住みたいまちとして選ば

れるような、魅力あるまちづくりを進めて

いくことが、市の存続に関わることではな

いかと考えています。推計値については、

平成 21年当時のトレンドに基づくと、平

成 32年までに 15万 5千人まで増えると

予測しており、最初は推計より実数が伸び

ていたものの、徐々に推計値より減る傾向

になっているため、市として人口減少の細

かな調査、分析や、人口減少への対処のた

め、今年度の組織改正で都市マーケティン

グ課を設け、それらの調査を進めています。 

＜年齢構成の推移＞ 

 

年齢構成、つまりいわゆる年少人口、生

産年齢人口と言われる 15歳から 64歳、

高齢者と言われる 65歳以上の方、特に 75

歳以上の方の推移については、生産年齢人

口と年少人口が減り、いわゆる高齢者の人

口が増える、特に 75 歳以上の方の人口が

今後ますます増えると予測されています。 

平成 25年では、年少人口が 13％、生

産年齢人口が 63.8％、65歳以上の人口が

23％程ですが、そのうち 75歳以上の方の

人口が徐々に増えてきており、現在の推計

では、平成 32年には 75歳以上の方の割

合が 15％くらいまで上がるのではないか

ということで、今後市にとっては、人口減

少といわゆる超高齢化にどのように対処し、

市民の皆さまがお元気で安全に、また安心

して暮らせるようなまちをつくるかという

ことが課題だと受け止めています。 
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6） 質疑応答 

 

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点について、まず

職員が代表して市長に質問しました。 

 

Ｑ．市内を結ぶ交通網の不便性解消へどう

取り組んでいますか。 

 

Ａ．各種の市民の皆さまへの調査で、いつ

も多く指摘をいただくのが道路の問題です。

特に生活道路と広域的な道路ネットワーク

網が整備されていないことについて、やは

り安全・安心な歩行や、自転車・車での通

行がしづらいことが、当市の大きな課題で

はないかということを指摘されています。 

 また、先ほど申し上げたように、広域的

な道路ネットワーク網について言えば、当

市では大幹線道路は新青梅街道と府中街道

ということになります。新青梅街道は、都

道ということで東京都が整備し、府中街道

も都道なので東京都が順次整備をしていま

すが、府中街道の野口橋以北について整備

をする過程で、NTTの脇の踏切が大きな交

通渋滞のボトルネックになっていることか

ら、ここをどうするかを東京都と当市でず

っと協議をしてきまして、当市としてはこ

こだけ単独で立体交差にするのではなく、

鷹の道、大踏切含めて連続立体交差として

ほしいと長年要望してきた結果、一昨年連

続立体交差化の都市計画決定がされ、昨年

事業認可を取得し、今年度から本格的に事

業が開始されるという状況になっています。 

現在、道路については府中街道、さくら

通りの延長、新所沢街道と言っている 3・

4・11号線、東久留米市と東村山市の恩多

町のほうをつなぐ 3・4・5号線の計 4路

線を、都市計画道路としては事業を進めて

います。ただし、東村山駅の西側がまだほ

とんど未着手で、東大和市のほうもだいぶ

道路ができてきているため、今後当市とし

てもそのあたりの道路ネットワークをどう

していくかが課題だと考えています。 
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Ｑ．誰もが住んでみたいと思えるような東

村山市の魅力、メリット、自慢について、

そして今後どのような東村山市にしたいと

考えているか教えて下さい。 

 

Ａ．当市の魅力としては、緑が多いという

のが多くの市民の皆さまからも言われてい

ますし、私もその通りだと思います。やは

り今ある緑を極力きちんと残しつつ、不便、

危険と言われている道路を整備をしていく

ことが、ハード面では必要だと思います。

それとともに、これからを担う若い人たち

に東村山市に住んでいただかないと、まち

が世代的に繋がっていかないので、現在市

が掲げているのは、子育て世代にアピール

できるように、「子育てするなら東村山」と

いうことで、保育園の待機児解消や幼稚園

に入園される方に対しての補助金の創設、

あるいは小中学校の教育環境の整備などを

進めています。また、市の北西部にはトト

ロの森と言われる八国山、菖蒲の北山公園、

東京にふたつしかない国宝のひとつである

正福寺地蔵堂等、磨けば光る地域資源、観

光資源もありますので、そういったものを

有機的につなぎ、ちょっと東村山市に行っ

てみようかと思われるような観光開発も必

要ではないか、そうすることで、それほど

急激に大きな開発ができるわけではないで

すが、東村山市が何か面白そうなまち、住

んで良いまちと思っていただけるようにし

ていくことが大切だと考え、まちづくりを

これからも進めていきたいと考えています。 

 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。 

 

Ｑ．私は昨年の 4月に主人の実家である東

村山市に、幼稚園児と 2歳になる子と一緒

に越してきました。当初は全く分からず、

子どもを連れて外に出ることも難しくて東

村山市の良さが中々分かりませんでした。

以前住んでいたところでも、主人の実家が

あるというだけで、東村山市の良さが中々

分かりませんでしたが、一年半住んでみて

中々良いところがたくさんあるのではない

かと少しずつ思い始めています。ただ、そ

の良さが外に伝わっていないと思います。

観光資源のお話もありましたが、外部に対

してどのように今後アピールしていったら

良いのか、市長がどうお考えかお聞きでき

ればと思います。 

 

Ａ．同じようなご意見を色々なところでい

ただきます。それというのも、平成 27年

度に現在の総合計画の前期基本計画期間が

終了することから、後期基本計画の策定に

向け、このように市民の皆さまにお集まり

いただき、ご意見をいただくという会とし

て、これまで「東村山まちづくり会議」と、

特に若い方にフォーカスして「東村山ワカ

モノ会議 ムラカイ」を開催し、その時も

今のようなご意見をいただきました。 

結構良いところがあるにも関わらず、住

んでいる人自身もあまり知らないというこ

とで、そのあたりの情報発信力が弱いと考
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えており、極力市民の皆さまと色々な情報

を共有できるように進めたいということで、

この間市報や市ホームページのリニューア

ルなどを行ってきました。しかし、市外向

けにはまだ戦略的な取り組みはしておらず、

先ほど申し上げたように人口減少という問

題を踏まえ、都市マーケティング課を今年

4月に設立し、現在何故当市が人口減少と

なっているのか、どういった年齢層の方が

流出超過になっているのかという調査をし

ています。その中でも、20～30代の方は

引っ越してこられる方も、市外に出ていく

方も多いです。引越しは、ライフイベント

で結婚や出産、子育てといったきっかけで

行う方が多いのではないかと思うため、そ

うした意味では、やはり就職、結婚、出産

というライフイベントがあるのが 20～30

代なので、この世代の転出入が多いのだと

思います。そうした方に、ある程度戦略的

なアピールをしていくことが必要ではない

かということで、現在検討中です。 

自治体のシティプロモーションで一番有

名で成功した事例としては、千葉県流山市

の、「母になるなら流山市」「都心から一番

近い森のまち」といったものがありますが、

イメージ戦略も含め、極力当市の良さ、地

域資源を色々な形で外部の方にも見えるよ

うにしたり、あるいは住み替えを考えてい

る時に、一番情報源となるのは不動産関係

の情報誌やホームページであったりします

が、そういったところに対してきちんと市

の情報を提供してアピールしていくことが、

これから必要ではないかと思います。野口

町にある「ころころの森」は、市外の方も

良いところであるということで、市外から

もお客さんがお見えになるようになってお

り、その点では東村山市の子育て施策も一

定程度評価いただけるようになってきたと

考えています。これができるだけ定住人口

に結びつくように、我々も努力していきた

いと考えています。 

 

 

Ｑ．今都営住宅に住んでいますが、都営住

宅の入居者がどんどん減っています。入り

たいけど中々募集がないと聞きますが、東

村山市の場合は結構空いています。うちの

棟も 1、2、3とありますが、今のところ 3

号棟で 6ヵ所、1号棟もそのくらいで結構

空いています。空いていると、自治会費を

いただいていますが、それが中々今までど

おりに入ってこないので、自治会の方たち

も困っているということがあるのですが、

やはりお部屋が空く、空き家があるという

ことは本当に危ないです。本町のほうも空

いているということがありますので、どの

ように市の方として対応していただけるの

か、お話をお聞きしたいと思います。 

 

Ａ．都営住宅については東京都が管理運営

している住宅になります。いわゆる住宅政

策として、戦後の住宅不足の時に住宅困窮

の方を救済するセーフティネットとしての

役割を果たしてきました。当市は昭和 30
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年代から非常に多くの都営住宅が建設され、

まちづくりの一翼を担い、都営住宅にお住

まいの市民の方にも色々な形で市のまちづ

くりにご協力いただいてきました。 

近年、当初入所された方が丸ごと 70～

80代になっているという傾向があるため、

市としては色々な世代の方が住んでいただ

くことが必要ということを、常々東京都の

ほうには申し伝えています。空き家が多い

というのは、現在東京都がどのように考え、

新規募集を慎重になっているのか、我々も

十分に承知してはいませんが、あまり空き

室だらけというのは防犯・防災上も好まし

くないため、今日いただいたご意見を踏ま

えて、東京都に確認し、より若い人にも住

宅供給できるようにお願いしたいと考えて

います。 

 

 

Ｑ．市政報告の中で、スライド資料 11ペ

ージの1年間のやりくりの結果はというと

ころで、実質収支 15億 6千万円という金

額の主な要因は何なのでしょうか。 

 

Ａ．単純に言うと、当初予算計上した時以

上に収入があり、当初予算計上した時に見

積もりしたほど、費用がかからず事業が行

えた結果、その差額としてそうなったとい

うことで、お金を貯めるために事業を減ら

したとか、そうしたことはありません。 

一番大きい要因としては、歳入だと税外

収入と言いますが、税以外の収入が結構増

え、市税でも平成 25 年度は法人市民税が

見積もりより伸びたといったことがありま

した。歳出については、効率化を進めたこ

とで、当初の見積もりより比較的安価に事

業が行えたということが言えるのではない

かと思っています。 

 

 

 

Ｑ．東村山市として、いわゆる事業所誘致

ということ、空き地等も結構あるので、そ

ういったことに対して新しい人口増のビジ

ョンということがあるかないかということ

についてお聞きしたいです。 

 

Ａ．具体的な企業誘致について、どこか引

き合いがあるかというと、残念ながら今の

ところ当市に来たいという企業はいません。

ただし、当市としても中長期的には働く場

の確保、あるいは市税収入の増に資するよ

うにできるだけ事業所を誘致したいという

考え方は持っています。残念ながら当市は、

これまで市内に国や東京都の公共施設、浄

水場や病院といった、市では税金がかけら

れないものが多く、それが原因で他市と比
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べて財政基盤が非常に脆弱となっています。

ただし、企業を誘致するにあたってのネッ

クは、ひとつは先ほど申し上げたように道

路網がどこまでできているかということで

す。やはり一定の基盤整備を進めていかな

いと、中々厳しいのかというところもあり

ます。今後、先ほど申し上げたように西武

線の連続立体交差化事業や、それに付随し

て東京都でも府中街道や新所沢街道の整備

を行っていただいているので、まとまった

良い土地があれば、そうしたところに企業

を誘致できるよう、我々としてもこれから

努力をしていきたいと考えています。しか

し一方で、当市の良さのひとつは緑や、ま 

だ農地があり農業が結構行われているとい

うこともあるため、それらと上手くバラン

スを取っていくことが大事ではないかと考

えております。先ほど申し上げた都市マー

ケティング課では、単に人口の問題だけで

はなく、雇用や、税収を上げるための企業

の誘致ということも、今後検討していきた

いと考えています。 

金融機関としては、今年久米川駅周辺に

銀行が一店出店し、来年は東村山駅周辺に

も一店出店する予定と伺っています。銀行

が出店するということは、それなりにまち

のポテンシャルが高いと認識いただいてい

るのではないかと考えています。 
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２．参加者による意見交換・意見発表 

1） 意見交換・意見発表の進め方 

参加者の皆さまに 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、39 ページ参照） 
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2） 各グループの発表 

ほとんどのメンバーがおっしゃっていた

のが、道が狭くて安全に生活ができない、

特に歩道が歩けなくて車道に下りてしまう、

放置自転車がある、そもそも歩道がないと

いったことでした。それから、いま自転車

は車道を走るように言われていますが、車

道も狭くて後ろから車が来ると歩道を走ら

ざるを得ない、しかし歩道には歩行者がい

るということで、やはりまず安全に暮らせ

るようなまちづくりが非常に重要というこ

とから、道路の整備についても今後も東村

山市においてはとても重要であると皆さん

感じているようでした。 

また、道路のことに繋がりますが、今作

られている四つの新道に、必ずグリーンバ

スを通していただきたいという案がありま

した。高齢になってくると、歩くことも車

の運転もだんだんままならなくなってきて、

当然自転車にも中々乗れないことから、バ

スの需要が非常に高まってくるため、こう

したことについても、運用も含めて是非検

討していただきたいと我々は思っています。 

もうひとつ①について、市のアピールが

中々足りないのではないかと思います。も

ちろん子育てについてもそうですし、それ

以外にも観光資源や、魅力的なところが

中々市内だけでなく他市に対してもコマー

シャルができていません。例えば、青梅市

であれば市民マラソンが有名ということで、

東村山市と言えば何といったイメージを、

是非市のほうで意見を取り入れつつ、先行

して全国にアピールしていただいて注目し

てもらった上で、このまちは住んでみたら

どんなまちなのかと考えられるように、人

口の流入につながるような施策につなげて

いっていただけたら良いのではないかとい

う話がありました。 
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多岐にわたって話し合いをすることがで

きました。私が選んだのは、生涯学習とい

うテーマです。若い人たちがこの市にたく

さんいてくださると、本当に未来が拓ける、

市が活性化するので、大賛成です。それか

ら市長が待機児童ゼロを目指すとおっしゃ

いましたが、これもすごく大事なことだと

思いました。更にもうひとつ、話には出ま

せんでしたが、誮しも歳をとることから、

老後についてやはり心配です。いきいきと

安心して暮らせるためにどうなるのか、一

方で年齢がいっても皆さん市のために、皆

のために役に立ちたいという思いは変わり

ません。健康でいきいきとするには、どう

すれば自分は幸せに一生を送ることができ

るかということを考えるには、やはり学習

が必要です。それも、皆さんとコミュニケ

ーションを取ることによって、あの方は元

気なのだ、こういうことをやっているから

元気なのだ、この人はこんなことを人のた

めにやっている、だからあの人はいきいき

として生活しているのだ、そして、私は孫

が 6 人おり、毎日通ったりしていますが、

そうして皆の力は皆のために活かされる政

策、こんなに素晴らしいものはないと思い

ます。そして、グループの中の 1 人の方が

言われました。他の市よりも東村山市は絶

対に魅力があって素晴らしい市である、そ

う言える市に、是非していただきたいとい

う思いでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ．当日の進行内容 

  29 

グループ内の女性が 2 人とも①を選びま

した。意見としては、一人暮らしの高齢者

のサポートに貢献することを何とかできな

いか、それから若い人たちが安心して子育

てできるまちにどうしたらできるかという

ほうで貢献したいといったご意見がありま

した。特に前のグループからもありました

が、若い人と高齢者がどのように交流する

のか、交流の仕方について色々ご意見が出

ており、地域の人材、地域の場所の活用を

したら良いのではないかというものもあり

ました。特に、東村山市の有名人を含めた

先生になりうる人材がたくさんいるではな

いかということで、そうした人たちに自薦

他薦でまず集まっていただき、例えば放誯

後の小学校、中学校に招いて学習会をやる、

あるいは楽しい集まりをやる、そういった

ことを企画したら、結果として東村山市の

魅力アップにつながるのではないかといっ

たご意見がありました。これが何とか実現

できれば、一石三鳥の、空き家問題も一部

解消できるのではないか、そういった場所

も集会所として提供していただいて、市の

方からは例えばおやつを提供していただく

などして、子どもたちを守りながら育てな

がら魅力あるまちづくりをすることでアピ

ールをし、新しい人たちを招きたいといっ

たご意見でした。 
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他のグループ同様、多岐にわたって意見

が出されました。まず意見が多かった③に

ついては、最近ある想定外の、例えば豪雤

の際にそのあたりの川で防災の面から丌安

があるので、例えば川の整備に注力してい

ただいて、災害が少ないまちづくりをして

もらいたいというような意見がありました。 

 また、他のグループと同様ですけれども、

やはり道路の問題が出て、整備していただ

きたいという話がありました。また、それ

には当然財政のこともあるということで、

そのあたりも引き続きお願いしたいと、そ

のような意見もありました。 

②については、先ほどの話にもあったと

おり国体の成功もありましたので、例えば

2020 年の東京オリンピックで各スポーツ

団体の合宿所の誘致などをすれば、外への

アピール等にもなりますので、そうすれば

東村山市はどういうところであるというこ

とも取り上げていただけるのではないかと

思います。また、スポーツの力について、

バスケットボールを実は私も観に行き、非

常に盛り上がっているところも見ておりま

すので、何かスポーツだけでも、やはり人

がたくさん集まって活力あるまちにもなる

のではないか、多くの人に来ていただける

のではないかということも、話題になりま

した。 
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①では、具体的にはまず子育て支援につ

いて、待機児童減少への取り組みが重視さ

れる傾向にあると感じていますが、「子育て

するなら東村山」ということの中では、両

親が乳幼児を自分の手・目・心で、子ども

に寄り沿っていける手助けが最も大切だと

思うので、待機児童減少の取り組みが労働

力確保のためでなく、真の子どもの育成に

寄不するのか、子どもの立場になり、今後

も取り組んでいただき、お母さんが子育て

に喜びを感じ、輝きを増やせるようもっと

援助をしてほしいという意見がありました。 

地域コミュニティの活性化については、

やはり最初の一歩を踏み出すことが難しい

ため、踏み出すための行政からの手助けを

お願いできればという意見がありました。 

 また、やはり高齢化が進んでいるので、

その中で皆が本当に安心して暮らせるため

に、子育て支援で若者が多く集まることに

より、支えてくれる人たちがたくさん増え、

安心して高齢者も暮らせるようなまちにな

ればという意見がありました。 

 ③については、ひとつは防犯のため、毎

週月曜日夜 8 時より 30 分から 1 時間くら

い巡回しているという話がありましたが、

その中で楽しいまちをつくることによって

子どもたちを危険から守るという意見があ

りました。もうひとつは、まず高齢者が多

くなっていく中で、防災・防犯に気をつけ

ているというお話と、ごみの出し方が新し

く変わりましたが、それがまだ伝わりきれ

ていないのではないかということで、こち

らをもう少し分かりやすく皆さんに伝えて

いってほしいという意見が出されていまし

たので、お願いします。 

 それと、これは皆さんから言ってほしい

と言われたことですが、今ひがっしーが元

気に活躍しておりますけれども、ひがっし

ーがもう少し軽やかに動けるようになると

良い、今のままではもったいないのではな

いかという意見がありました。 
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①が男性 2 名と女性 1 人、④が男女 1

人ずつでした。①を男性 2 人が選んだこと

について、私もそうですが、東村山市は女

性が生活しやすい、仕事がしやすいまちと

市長もおっしゃっていましたけれども、「子

育てするなら東村山」というようなまちに

なっていただきたいなと思っています。い

ま企業では、女性の活躍を必須と言います

か、女性が活躍できなければ生き残れない

ようになっています。私の会社でも、ダイ

バーシティ推進室というのが作られて 5～

6 年ですが、メインの仕事のひとつが女性

の活躍です。その中で女性の声を吸い上げ

ることで、管理職以上にも数値目標を持っ

てやっていこうとしています。しかし残念

ながら、まだ女性の役員はいません。 

今日の資料を読むと、特に保育所定員数

が 2,300 人くらいまで増やされています

が、まだ 100 人弱待機児童がいることか

ら、これをゼロにすることと、そしてその

ためのひとつとして、790 名弱の職員がい

らっしゃる中で、女性が何人いるかは分か

りませんが、管理職 30%等の目標を持って

女性の声を市政にもっと取り上げていただ

きたいです。そして学童保育の実施、小一

の壁を打破し、働きやすい東村山、住むな

ら東村山、子育てするなら東村山というよ

うなまちになっていけたら良いのではない

かという声がありました。 
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①の 2 件は現状に困っていて出された意

見で、③④⑤は市をこうしていこう、とい

う発展的な意見でした。 

①について、ひとつは実質的な財政収支

の黒字 15 億円を、少しでも認可外保育所

への補助の拡充に充てていただければ、待

機児童はすぐにゼロになるという提案があ

りました。また、障害者への支援として障

害者福祉センターの創設、もしくは精神障

害のある方が市内に集まれる場所が少ない

ということですが、窓口にお願いしても聞

き入れてもらえなかったということで、い

ま他県に頼っている現状があるという報告

がありましたので、そういった居場所的な

施設を作って欲しいという話がありました。 

 ③については、この方は働きたい人を増

やすという、雇用をテーマにこのカテゴリ

ーを選ばれました。人口が増えると、税収

が増えて雇用が生まれ。これが安全・安心

につながるからという理由でした。また、

ごみの問題についてリサイクルを推進して

欲しい、ごみの減量や環境を良くすれば、

まちがきれいになるということも言ってい

ました。 

 ④と⑤はほぼ同じ意見で、若い女性と男

性からの意見でした。⑤は、市のことに若

い人の関心が薄いということで、今日この

場に来ても若い人は殆どいないではないか

ということで、どのようにして若い人を取

り込んでいくかということをすごく心配し

ているという意見です。④は、若者が盛り

上がっていないので、東村山市の良いとこ

ろをどんどん知っていっていきたい。アイ

デアとしては、東村山サポーターズや、

SNS・ブログ・ツイッターを使うなどして、

街コンのようなことを行い、商店街やレス

トランを周遊することでまちを盛り上げて

いきたいという意見でした。また、議論の

中で外国人旅行客が多いので、そうした方

を呼び込む、中学生・高校生・大学生が少

し地元に帰ってきた時に寄れる店といった、

魅力ある店があるともっとまちが盛り上が

るのではないかという提案もありました。
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①については、住みやすいまちをつくっ

て欲しいということで、特に老人が増えて

いますが、老人が 1 人にならないよう、一

方、子育てで苦労している若いお母さんが

いるので、そうした人たちがうまく助け合

いができるように、孤独にならないような

雰囲気、もしくはコミュニティがつくれる

と良いという意見でした。元気なお年寄り

も、まだまだ子育てに力が注げるのではな

いか、またもっと年を取り弱ってきた方も

一人寂しくということではなく、みんなで

支えられるようなシステムづくりが考えら

れると良い、最後まで自宅で暮らせると良

いということです。それについて施設を作

ることには問題があるということが、他の

人からも意見があります。 

 ②については、生涯教育という観点から

意見が出ました。市民スポーツセンターを

使っているが、いま市民スポーツセンター

は利用が盛んになったということで、施設

を拡充するのは大変だけれども、別の余っ

ている施設、学校の開放というような有効

利用はできないか、あるいは使われていな

い施設の統廃合のようなことも視野に入れ

て考えて欲しいということです。 

 ⑤については、新しい施設を作るといっ

た、市民に負担を強いるような方向はあま

り良くないという意見でした。就職を機に

東村山市に来て、まだ馴染みがあまり無く、

その時に住所移転で市役所に来たくらいで

あまり馴染みが無いということでした。 

 ④は道路、歩道についての意見でしたが、

省略します。 

 ③については、みんなでつくる安全とい

うところで、これは環境の視点で女性の意

見でしたが、自然エネルギーを利用できな

いか、地産地消という観点でできないか、

あと水場などもありますが、そういったも

のも発電に用いるというような形で考えら

れないかということでした。 
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3） 渡部市長よりコメント 

 熱心な意見交換、また発表ありがとうご

ざいました。これはいつも思うことで、今

日初めてお会いになる方が殆どであると思

いますが、共通点は東村山市内に住んでい

るということだけで、年齢や性別も色々な

方がいらっしゃるのに、ちゃんと皆さまが

真剣に人の話を聞きながらも、自分の考え

を述べて意見交換されている姿を見て、本

当に東村山市の市民の方は凄いと率直に思

います。そして今、各グループまとめて短

時間の間に様々なご提言をいただき、なる

ほどと全体的に思いました。 

全グループのご意見をまとめると、やは

り①が最多で、次いで④という傾向があっ

たと思います。やはりこれからの子育て、

高齢社会の中で安心して住み続けられる地

域を、いかに作っていくか、それから何人

かからも出ましたが、まずは安全に歩ける

まちにして欲しい、これは色々なアンケー

トや市民の皆さまが参加される会議でも最

も多くいただくご意見になってきています。 

先ほどからお話していますが、当市は現

在「子育てするなら東村山」をキャッチフ

レーズに、できるだけ人口減少社会の中で

子育て世代の方に魅力を感じてもらえるよ

うな施策を展開するということで、保育園

の待機児童解消、認可外保育施設等の利用

者や幼稚園に通園しているお子さんへの経

済支援の充実を図ってきました。しかし、

中々他市に比べて飛びぬけて凄いことをま

だ行えているわけではないので、アピール

ポイントとしてはまだできていません。そ

のあたりは、今日いただいたご意見を踏ま

えつつ、今後も「子育てするなら東村山」
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と名実ともに言える、言っていただけるま

ちづくりを進めていきたいと思いますし、

いくつかのグループからご指摘がありまし

たが、子育て世代と高齢者が上手に交流し、

互いに支え合えるようなまちづくりをすべ

きという大変素晴らしいご意見をいただき

ました。そのことが高齢者の方の生きがい

づくり、更に健康で長生きするきっかけに

もなるということで、先ほどもまちの役に

立ちたいと強くご提言いただきましたが、

本当にありがたい限りです。できるだけ、

今でもそれぞれの地域で自主的に子育てサ

ークルや、それらの支援に高齢者の方も加

わっている事例もありますので、そうした

ことを参考にしつつ、身近な地域の中で子

育てをされる世代の方が孤立しないように、

また高齢者の方もそのことを通じて東村山

市のまちづくりに貢献いただくというきっ

かけを作れるように、これから検討したい

と考えています。若い方が逆に一人暮らし

の高齢者の見守りやサポートするという、

相互支援をすることで安心できるまちを築

いていけるのではないかと思いました。 

また、そのきっかけとして学習も大切で

はないかというご意見、それから D グルー

プからは、最近は想定外の豪雤、今年は 2

月に大雥も降りましたし、6 月には東村山

市では近年では一番多い雤が降りまして、

空堀川は大丈夫だったのですが、前川は箇

所によっては湓水をしまして、住民の方に

ご心配やご迷惑をおかけすることがありま

した。そうしたことに備え、河川の整備や、

中々すぐに決めてできるものではないです

が、雤水を一旦貯留するような施策といっ

たことも、少しずつは行っていますので、

それを継続して更にまちの安全度を高めて

いきたいと思っています。また、オリンピ

ックを絡めてまちのスポーツを通じての活
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性化を図るべきというご提言もいただきま

した。これは議会でも度々ご指摘をいただ

いており、市としても 2020 年のオリンピ

ック、パラリンピックに向けて、何らかの

練習場、あるいは合宿場等で東村山市にど

こかの国の選手団の人たちに来ていただけ

ないか、検討しています。市が現在保有し

ているスポーツ施設等で、どの程度のこと

ができるか分かりませんが、やはり同じ東

京で開催されるオリンピックですので、東

村山市の市民の皆さまにもオリンピックに

何らかの形で関わっていただくような機会

を是非作りたいと考えていますので、宜し

くお願いします。 

 C グループからは、有名人の活用という

面白いご提言をいただきました。しかも場

所として空き家を活用し、そこで学習会や

交流するといった楽しい企画を考えてみて

はどうかという、我々では思いつかないよ

うな斬新なアイデアで、空き家の有効活用

というのも今後大きな誯題になってきます。

その中で、志村けんさんクラスになると、

中々来ていただくのは難しいですが、当市

出身や関わりのある方ということで、今回

の市制施行 50 周年記念式典にも竹下景子

さんに来ていただいたと共に、当市でこれ

から映画を制作されようとしている河瀬直

美さんにトークショーをしていただくとい

うこともありました。また、先の市民産業

まつりでは、市内に住んでおられる日本エ

レキテル連合さんや、少年時代を当市でお

過ごしになられたユージさんにも来ていた

だき、それなりのイベントごとには今後も

当市に所縁のある有名人の方に来ていただ

き、市民の方と交流していただけるような

機会もできればと思っています。 

 E グループの意見については、先ほどお

話したとおり、ごみの出し方が 10 月 1 日

から変わり、まだ多少戸惑われている市民

の皆さまも確かにいらっしゃると思います

ので、新しい収集体系に移行するにあたり、

市でもかなり丁寧に進めてきたつもりで、

全体で 80 回ほど、町会・自治会単位で説

明会も行いましたが、また改めてごみ見聞

録や市報等を通じて、周知していきたいと

思います。また、ひがっしーをもっと軽や

かに動かせられないかというご指摘は、議

員からもそうした話をいただいているので、

今後少し考えたいと思いますし、作者の方

と十分うまく協議しないと、こちらで勝手

にはいじれない部分もありますが、確かに

ふなっしーやくまモンと比べると手もあま

り動かないものですから、もう少し工夫を

したいと思います。 

 F グループについては、女性が働きやす

いまちというのは今後必須で、そのために

子育て支援等の充実、あるいは市役所も事

業所として女性管理職の目標を掲げてもっ

と増やす努力をし、女性が働きやすいまち

であるということでイメージアップを図っ

てはいかがかというご提言をいただき、な

るほどと思いました。現在市役所の女性管

理職は、全管理職員 80 人中 4 人しかおら

ず非常に少ないので、私としてはできるだ
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け女性管理職を増やしていきたいと考えて

いますが、歴史的な経過であまり女性管理

職がおらず、優秀でも尻込みされている方

もいるので、そのあたりの環境づくりを努

めていきたいと思いますし、市民の皆さま

が子育てしながらでも働けるという環境を

設けていくというのは非常に大事なテーマ

であると考えています。 

 G グループの、認可外保育所の補助率を

上げればすぐに待機児童を解消できるので

はないかという意見は、確かにご指摘のと

おりかもしれないと思っております。今年

については、認可外保育施設等に通われて

いるお子さんの補助金を増額しましたが、

確かに区部ではもっと手厚く補助をしてい

て、認可・認可外を含めて待機児童を解消

する施策展開をしているところもあります

ので、そうしたところも参考にしながら、

今後考えていきたいと思います。また、精

神障害者の居場所づくりというのは、当市

に全く無いわけではないですが、そうした

精神障害の方もいらっしゃる中なので、こ

うしたところにも目を向けていく必要があ

ると考えております。それから若い人の関

心が低いということで、我々もそれは非常

に大事なテーマと思い、先ほど申し上げた

ように後期基本計画を作るにあたり、若い

方だけを集めたこうした市民会議のような

ことを行うなどして、色々ご意見をいただ

いています。その中で、やはり SNS を活

用した広報活動や、若い人ももう少し参加

してみようと思えるような少し柔らかいと

いうか、楽しそうと思えるようなイベント

作りということも大事かと考え、これから

努力をしていきたいと思っております。 

 H グループの意見については、施設の有

効活用は我々も当然のことと思っています。

今後市の公共施設の再生をしていく中で、

全ての施設をそのまま活用していくのは実

際には中々難しく、施設によっては集約

化・統廃合するといったことも検討せざる

を得ないと考えております。その中で、実

際に使っている市民の皆さまとも意見交換

しつつ、より良い施設のあり方、活用の仕

方を考えていきたいと思いますし、そのこ

とであまり市民の皆さまにご負担にならな

いように努めていくのは当然のことと考え

ています。 

 いずれにしても、いただいたご意見につ

いては、今後の計画づくりや毎年度の事業

の中に少しでも反映できるよう、これから

吟味しながら参考にさせていただきたいと

思います。本当に長時間の意見交換と発表、

ありがとうございました。 
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4） 意見交換で出された意見

 

（原文掲載）

1

・ファミリーサポート事業を高齢者にも拡大して、住みやすい町づくり→（地域コミュニティの拡充につ
なげられないか、防犯・防災
・20・30代の転居されてきた方をつなぎとめる魅力あるものごとが必要（保育施設だけでなく、幼稚園
補助金up（他市より少ない）←外からくる人にはめにつきやすい
児童公園の整備（あんしんしてあそべるかんきょう）
市の相談施設が市北部にもほしい。
・育児フェアとか、保育園だけでなく、八国山や観光施設もつかってアピール。

2

年令に依って、とても差がありますが、先づ道路が4本出来たら、グリーンバスを全部に行けるようにし
てほしい（80になると車もだめ、歩くのもだめですので
緑と農地が沢山ある東村山なので、温泉を掘り、有名になったら最高、例えばむさし村山のかたくりの湯
のように。

3
地域の行事に参加しやすいよう呼びかけや広報
特に町内運動会等スポーツを通して親睦をはかりやすい。子育て、健康にも役立つのでは。

4

子育てを安心してできるよう、保育園、幼稚園、小・中学校、学童保育、児童館などの施設を充実させて
ほしい。
また、通学路の安全を確保してほしい。
乳幼児健診や、スポーツセンターへ行く公共交通機関が丌便なので、コミュニティーバスがほしいです。
（子育て世代や高齢者に必要）

5
高齢者と若い人の交流
見守り（独居者）

6
市の人口が減少化傾向にあることが心配
若い人々が安心して子育て出来る市になってほしいと思う。
子育て経験者が、子育中の若い方々を支援するサークルの育成等があるといいと思う。

7 地域コミュニティーの活性化。最初の一歩が難しい。これを手助けする行政のバックアップ。

8
今後、高令者が増加する社会において、若い人達（支える人）も増加する必要があると感じます。
又、年令に関係なく、健康に生活していく（自助）ためのまちづくりも必要と感じます。

9

子育て支援というと、待機児減少への取り組みが重視される傾向にあると感じています。
”子育てするなら東村山”という中には、両親（特に母親）が、乳幼児を自分の手で目で心で、子どもに
寄り沿っていける手助けが最も大切だと思います。
待機児取り組みが労働力確保のためでなく、真の子どもの育ちになるのか、子どもの立場になって今後も
取り組んでいただき、専業主婦として子育てをしているお母さんが子育てを喜びとし輝きを増せるよう
もっともっと援助してほしいです。

10
・大勢の人が今後とも住み生活して行くためには
A子育てが出来やすくするための制度（保証・福祉等々）
B病院は充実していると思ふがいかがでしょうか。

11 子育てしやすい町づくりに。

12

・女性が働きやすい街づくり
　・子育て支援
　・待機児童の更なる減少
　・学童保育の充実（小学生）
　・市職員の女性の増加（比率30%）
　・市・管理職の女性比率目標の設定　　　女性が生活しやすい子育てしやすい
　・市議会議員の女性比率、倍増　　　　　女性の意見をもっと出してもらう

13
保育充実。認可外への差額補助で待機児童実質0へ
障がいがあっても住み易い街へ。地域に密着した障害者福祉センターのような市の機関が必要

14
・丌登行、ひきこもり、精神障害者等弱者に対しての制度が他地域に較べて遅れていると思う。
・自転車駐輪場が廃止になったことに困っている。

【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）】



東村山市版株主総会 実施報告書 

40 

 

15

・人が生きていくことをバランスよく支えられるシステム作りを考えてもらいたい。青葉町は老人・障害
者・病院の多い町です。又近辺にも高齢者増の中に子育てをしている方がチラホラ。まだ力のある高齢者
が子育てを助けられ互いに生きいきと暮らせるシステム作り。昔のお互い様の様な。
・最後まで自宅の様な場でくらしていける場作り。施設作りはお金もかかる。もっと地域で助け合える様
な場作り。

（原文掲載）

1
若い方達が増加すると市が活性化し未来が開けていく反面、老後に希望がもて生き生と安心して生活でき
る、生涯、前向きに老若男女が助け合い協力しあい認めあえるような政策を求めます。

2
・自宅用学習にタブレット活用は？
・東村山市版小学校算数ドリルの活用は？

3

市在住の才能豊かな人材と市民との接触交流を！！
（例）（囲碁 工藤紀夫九段　将棋 清水市代女流六段）小・中学生や高齢の方などと
教育 小・中学生部活動（スポーツ、文化）活発へ、教育の自由度、教師の能力を活かす工夫・援助を。尾
木ママ等の講演を。

4

・2020年東京オリンピック各国各スポーツの合宿地の誘致
　・対外的アピール（東村山の良さを伝えられる）
　・スポーツの振興（大人、子供も含め数多くの人へ）
　・都内からのアクセスが良い

5
スポーツセンターの利用状況など、現況は一杯でもあり、生涯教育の観点から（1）スポーツセンターの
拡充　（2）学校施設開放の2点を計画的にすすめて頂きたい。

（原文掲載）

1
1）農地（田畑）の土ぼこり対策＜家の汚れ、薬害＞→散布告知
交通2）自転車運転のルールマナー＜人身事敀防止＞→人を立てる、忠告する

2 ①防災・防犯環境を整備して明るく楽しさをわかちあえる防災に強い街づくりお願いしたい。

3
私は北川の遊歩道の近くに住んでいます。現在北川の川の中は半分位い草がはえています。大雤降ったら
水があふれないか心配です。北川の川の中の土を取ったら良いと思う。よろしくお願いします

4
只今栄町2丁目では防犯の為（3～6人）毎週月曜日夜8時より30～1時間くらい巡回しています。（おま
わりさんも御都合のつく限り参加いただいてます
楽しい町作りとして！子ども達のきけん

5

◎高齢者が多くなってきています。日頃の防災、防犯にはいつも気をつけておりますが、市ではどの様に
進めているのでしょうか。
◎ゴミの問題ですが、出し方が新しくなってまだまだわかってない出し方が多く見られますので、もう少
し市の方でくりかえし出し方をパンフレットを（字を少し大きくして）出して戴けないでしょうか。

6

東村山で働きたい→人は増加？
・雇用ないと→安全、安心
　　　　  　　　→丌安→病気　　　安全、安心につながる
・ちあんが悪くなる
・リサイクル推進　少しでも収入になるように
―きれいな町づくり
―ゴミとしてスてない
ゴミの減量（洋服、着物等―まだ使える物）
丌法投キのサクゲンにも、防犯上も必要→町がきれいになる

7

2016年の「家庭の電力自由化」を視野に自然エネルギーの地産地消（市民協働で地元での雇用促進も兹
ねて）―「ご当地電力」事業の可能性
・野火止用水、浄水場周辺等を活用して小水力発電
・公共施設（学校住宅etcをふくむ）などでの太陽光発電
・企業と協力してエコタウン広げる

【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）】

【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）】
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（原文掲載）

1

道路状況　歩道が狭い（特に駅前）
自転車マナーが良くない為、歩行していても丌安がある
今後高齢化（車イス）（お子様連れ）で安心して誮れでも歩けるようにして欲しい
久米川駅付近の歩道橋整備
工事情報も事前に提示するようにしてもらいたい
駅前の治安があまり良くないのも整備が良くない事もあると思う
呼び込みやあやしい人が多い感がする。からまれて交番、#110かけても相手にされない
非常ベルが鳴りつづけている住宅有

2
・自転車放置…久米川駅前北口はすっきりした。が、南口は道路がせまいのもありますが、車道を歩かな
ければならない事もあります。駐輪場の整備が必要だと思います。

3
ハード面だけの整備ではなく、イベント、ボランティア、企業のサポート等における総合的に活力を不え
る活動

4
東村山市に転入して3年、よくウォーキングで市内を回っていますが、個々の道路が狭い上に自転車利用
者が多く、危険な経験をした。
歩道の整備もしくは自転車通行帯の整備を考える必要があると思う。

5 道路整備を充実してほしい。街（特に秋津町駅前）を何とかしてほしい。

6
活力ある町づくりを目ひょうに市民がたがいに力を入れて取組むことを目標にしていく！
また市財せいの安定化に協力していく！

7 現在進行中の基盤整備事業を確実に実行し、その上で税基盤となる企業のゆう地。

8

・観光について、市のおもな観光を駅前等にけい示し行先等の道案内をところどころに示しては。しょう
ぶ園の開催時は市民バス等を活用しては。
・商工
　市の特産品、市民の手作品を集め、道の駅のようなものを作って市民の感心度を高めていってほしい。

9

”東村山”という出身、居住を言うだけで、何となく周りの方々が知っている街。
だからこそ東村山を盛り上げるべく、また住民数が減少傾向にある中、若者から東村山の魅力を発信する
べく何か取り組みをしていきたい。
例）年に1回のイベント（街コンなど）
　　SNSを使ったブログやツイッターの発信（何名かの若者による団体をつくり、そこから発信など？）
　　東村山サポーターズ的な。
　　女性に好まれるスイーツなどの開発？

10

道路の整備が近隣市より遅れているようだ。cf.小平、東久留米
東村山駅まわりの自転車通行は命の危険を感じる。府中街道のじゅうたいも、市の経済活動を低下しるの
ではないか？
・東3・4・5の工事加速
・都道の歩道分断を補強（全せい園→久米川駅）
・たかの道の税務所北付近、他
☆子育て、防災も重要と思う

（原文掲載）

1
・国内でよりよい一番の市にするため、多くの面で改革の努力が必要（弱い所又強い所をわけて見たら如
何だろうか。―プロ、市による解析）
行政改革でしぼるべし

2
市に対する若い人の関心、知しきが低い。→いい所に気づかない。改善しようではなく他に行こうになる
のでは？

3
今後、市の施設等について大幅な修繕や建て替えが必要になり、莫大な費用が必要になるが、住民の負担
をこれ以上増やすことない施策をお願いしたい。
（もし、負担増となれば、単身層は引越も視野に入れる可能性もあると思います）

【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）】

【⑤その他（行財政改革、協働等）】
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３．参加者による評価（投票） 

評価の方法 

市長による市政報告をお聞きいただき、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 

 

 

 

 

 

評価の考え方 

 評価の合計点を有効投票数で割った平均点を評価結果としました。 

 

評価結果、ご意見への対応 

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

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

いて判断し、決定することとします。 

 

 

評価結果については、44 ページの「４．評価結果発表」をご覧ください。 
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４．評価結果発表 

評価結果 

 参加者による評価（投票）の結果は、下記のとおりでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計点 有効投票数 平均点

145点 ÷ 39票 = 3.72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 21票 84点

　3点　ふつう 8票 24点

　2点　物足りない 3票 6点

　1点　全く物足りない 1票 1点

　白票・無効票 0票 0点
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評価理由 

 

（原文掲載）

【5点　非常によくやっている】

1 今のところ丌自由を感じる事なく生活していけるありがたさを感じています。

2 市長の説明・資料により⑤を選択。今後に期待します。

3 計画未達もあるようだが、市長の市政全般への目くばりに参意を感じる。

4
今回の株主総会に出席して今迄無関心であった事を反省しました。此れを機会に私で出来る事に参加した
いです。

5 市長の説明責任をしっかりはたされている姿勢がよく伝わった。

6 特段の収入源や、特長のない中、丌満の少い町づくりをやっている

（原文掲載）

【4点　よくやっている】

1 無記入

2 今後もきたいしてもっともっと住みやすくしてほしい。

3 発表後、市長さんからのフィードバックもあり良かったと思います。今後期待していきます。

4
財政健全化等は確実に結果を出している反面、将来に対する政策や市のアピール活動に丌足を感じる部分
があるのがもったいない。

5 市報で見る事はありましたが、市長様より具体的な話を聞けたのでよかったです。

6
今日もわかりやすかったのです。条件あると思いますがより前向きに将来のビジョンの具体化をすすめて
下さい。

7 財政の改善や今回のような市民との対話の場があことはとても評価しています。

8
市政については全くわからなかったが出席して市長さんの説明を聞いて良くわかった。今回は私に番が
回って来たが皆さんにこのような機会を不えて下さい。

9
総会の会議録を見ると、前市長時代よりもいろいろな面で改善されていると思う。これからもより良いせ
い策を。

10
・保育所定員を5年で500人増
・市財政の黒字化。渡部市長―48億の借金圧縮

11 中・長期ビジョンを上げたうえでそれに対しての問題点をしめしたこと

12
この東村山市版株主総会のように、市民の声を聞くということでの取り組みは良いと思う。身近にも感じ
る。

13
市長の取りくみが様々な面で数字で表われているので。これからも頑張ってください！市長の取りくみを
皆で共有し市民皆で東村山を盛り上げていきたいです。

14 始めて参加したのですが、聞いて内ようが良くりかい出来ました。

15 スタッフが熱心に取組まれている！

16 直接市民の意見を吸上げる努力を評価する。

17 財政的には苦しいと思われる中、できるだけ必要なことをやろうとしている。

18 今できる事を確実に行っていると思います。
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５．評価結果に対するコメント及び参加のお礼

皆さまありがとうございました。これま

でも申し上げているように、株主総会は今

回で 4 回目ですが、評価点数として平均点

3.72 というのは過去最高ではないかと思

います。色々ご説明させていただいてきた

ことについて、市民の皆さまから一定のご

評価がいただけたのかと思っております。

しかしそうは言いつつも、我々も手放しで

喜ぶことはできないと思っております。1

点と 2 点をつけられている方もいらっしゃ

19
新しい情報が多く出され市の努力、方向性がわかった。
今後への期待大である

20 もう少し努力していただきたく思います。

21
よりよい東村山市にと努力されているのが、この会に出席してよくわかりました。
アピールの仕方がよくなればもっと成長できると思えました。

（原文掲載）

【3点　ふつう】

1
計画がなかなか実現しない。
市の目玉が少く、友達にアピール出来ない。

2 他市とそれほど特筆すべき施策があったとは思えなかった。

3
市政に関心をもっていない人をもっとふりむかせるような活動を行なっていただきたい。
辛口ですが、期待をこめた評価にさせて下さい。

4 まだまだして欲しいことがたくさんあるから。

5
他市よりひかくする。もっと努力をお願いしたい。
市長の推進力に安心をいたしました。部長、誯長のふんきを期待しています。
ご苦労様でした。

6 無記入

7
最近、市報がリニューアルされ以前より見やすくなった点は評価しています。
※しかし「びっくりするような」施策が見られない点が残念で「3」

8 初めての参加なのでよく解らないから。今後に期待します

（原文掲載）

【2点　物足りない】

1
ベッドタウンとして住んでいるだけだが市が何をしているかよく分からないし、単身世帯への独自施策が
あれば住みつづけたいと思うし、そうでなければ数年後には引越しているかもしれない

2
グラフはほとんど良い方に向いてるがはっきりした良い運営があれば良い
よくやったというような

3 出問の時間少ない

（原文掲載）

【1点　全く物足りない】

1 無記入
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ることから、努力してはいるが、やはり現

実として道路を歩くと危ない、待機児童も

いるといったことであろうと思っています。

今日いただいたご指摘を踏まえ、今後も各

方面に渡り少しでも、私を先頭に市役所の

職員が力を合わせて、また頑張っていきた

いと思っています。 

今年は 2 回、海外のお客さんが東村山市

をご視察に来られました。JICA という外

務省の外郭団体の、日本の地方自治・地方

行政を学ぶプログラムで、アフリカのコー

トジボワールの方とベトナムの方が視察に

来た際に、自治体版株主総会のことをお話

しすると、一番びっくりされます。もしそ

んなことをして、点数が低かったらどうす

るのか、ボーナスを下げられて良いのかと

いうことを言われます。逆に、点数が良か

ったら上がらないのかということも言われ

ますが、それはないですと申し上げました。

いずれにしてもこの株主総会は、15 万人

の市民の方一人一人のご意見を聞くという

のは物理的には難しいので、今日は全市民

の縮図として 15 万人の中から選ばれて今

日おいでいただいた皆さまのご意見を、こ

れからも是非活かしてより良い東村山市に

なるよう努力する機会としたいと思ってい

ますので、今後も何かの機会に、折に触れ

て是非市政にも関心を持っていただき、最

近は議会でも、会期ごとに議会報告会とい

うのを開催されていて、議会として丸ごと

市民のご意見を聞こうという形になってお

ります。私も、私を含めた市役所全体、行

政が市民の皆さまとの距離を少しでも縮め

ていきたいということでやっております。

いま東村山市は、そういった形で行政も議

会も動いておりますので、是非市民の皆さ

まも機会があれば、またこういうところに

参加して積極的にご発言いただく、あるい

は地域で、ご自身が今すぐにでもできるよ

うなことが、市・地域・社会福祉協議会等

いろいろな場面ですでに行われています。

是非少しでもまちのために役立ちたいと思

っていただいておられる多くの市民がいら

っしゃることが、当市にとっては最大の財

産であると思っていますので、今後とも是

非お力をいただきますよう宜しくお願い申

し上げます。 

最後に、今日お集まりいただいた皆さま

の長時間にわたる熱心な意見交換に心より

敬意と感謝申し上げ、ご挨拶とします。本

日は誠にありがとうございました。 
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Ⅲ．アンケート結果 

 

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

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

（傍聴者については、傍聴者用アンケートを実施） 

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

とします。 

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

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

では、各回答の割合の合計が 100%にならない場合があります。 

（各アンケート用紙、単純集計結果は、62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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男性 

50.0% 

女性 

50.0% 

回答者属性（事前アンケート） 

 

 住所・性別・年代 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

（事前アンケート設問１） 

 

16  

18  

6  

2  

0 10 20

70代以上 

50代・60代 

30代・40代 

10代・20代 

0.0  

4.8  

7.1  

14.3  

38.1  

47.6  

57.1  

0.0 50.0 100.0

無回答 

市政運営全般に対する評価を投票できるから 

その他 

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 

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 

0  

0  

1  

1  

2  

2  

3  

3  

4  

5  

5  

7  

9  

0 5 10

多摩湖町 

萩山町 

廻田町 

美住町 

諏訪町 

秋津町 

野口町 

青葉町 

久米川町 

富士見町 

本町 

恩多町 

栄町 

計42名 

男性：21名 

女性：21名 

（人） （人） 

（％） 

ｎ＝42 

複数回答計 71 
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市政に対する実感・市政との関わりを検証する設問 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「無回答」は 0％ 

 

 市政に対して意見を提出する方法のうち、知っている方法は何ですか。 

（○はいくつでも可）（事前アンケート設問 3） 

 

0.0  

19.0  

7.1  

19.0  

19.0  

23.8  

26.2  

28.6  

45.2  

45.2  

54.8  

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 

非常に 

関心がある 

23.8％ 

ある程度関心がある 

64.3％ 

あまり 

関心がない 

9.5％ 

全く関心が無い 

2.4％ 
 「非常に関心がある」「ある程度関心があ

る」を合わせ、85％以上の参加者が市政に

関心を持っていたことが分かります。 

 一方で、「全く関心が無い」という参加者も

いました。 

 このことから、市政に対して何らか関心を

持っている方が多い一方、全く関心が無く

てもご参加いただける方もいることが伺え

ます。 

ｎ＝42 

複数回答計 121 

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

市政に対して意見を提出する方法のうち、利用したことのある方法は何ですか。 

（○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 19.0％であり、80％以上の参加者が、

何らかの方法を知っていました。 

 しかし、「市長への手紙」「タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加」「市の窓口

や電話」以外の方法は、知っている参加者が 30％以下に留まっていることから、周知の方法を

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については、「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」など、手紙や Eメールといった文字・文書ではなく、直接口頭で伝える方

法の方が、比較的利用しやすいことが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  

47.6  

7.1  

0.0  

0.0  

2.4  

2.4  

9.5  

11.9  

14.3  

14.3  

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） 

市のホームページの意見記入欄 

市長へのＥメール 

市長への手紙 

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 

タウンミーティング 

（市民と市長の対話集会）への参加 

ｎ＝42 

複数回答計 47 

（％） 
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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 33.3％に対し、事後は

13.5％に減少、「あまり反映されていないと思う」が、事前の 26.2％に対し、事後は約半分の

13.5％に減少しています。 

 「反映されていると思う」「ある程度反映されていると思う」の合計について、事前の 38.1％

に対して事後は 62.2％に増加しています。 

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

より、多くの参加者が市政に対して何らかの印象を抱き、中でも「反映されていると思う」「あ

る程度反映されていると思う」という印象になった参加者が多いことが伺えます。 

 一方で、事前に「わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）」とした参加者が 30％

以上いたことから、日ごろから市政の情報を市民に周知する方法について、より工夫する必要が

あると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4% 

反映されて 

いると思う 

0.0% 

 

 

 

62.2% 

ある程度反映 

されていると思う 

38.1% 

13.5% 

あまり反映されて 

いないと思う 

26.2% 

 

 

2.7% 

2.4% 

13.5% 

33.3% 

 

 

2.7% 

 

無回答 

0.0% 

0% 100%

事後 

アンケート 

事前 

アンケート 

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 

評価をもっていない） 
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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） 

 

 

 殆どの活動について、株主総会への参加を通じて参加したいと思った参加者が増加しています。

中でも、「市と市民が協力して行う活動に参加する」は、20％以上増加しています。 

 参加者による意見交換は、同じ立場である市民同士で行いました。その中で、また他グループに

よる発表の中で、他の市民の方のお話を聞いたことで、多くの活動に対して参加したいと思うよ

うになった参加者が増加したことが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0  

2.7  

5.4  

18.9  

43.2  

43.2  

54.1  

51.4  

2.4  

2.4  

2.4  

19.0  

31.0  

31.0  

35.7  

42.9  

0.0 20.0 40.0 60.0

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 

市と市民が協力して行う活動に参加する 

地域のボランティア活動等に参加する 

事前アンケート 事後アンケート 

（事前アンケート） 

ｎ＝42、複数回答計 70 

（事後アンケート） 

ｎ＝37、複数回答計 81 

（％） 



東村山市版株主総会 実施報告書 

54 

 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 31.0％に対し、事後は 8.1％に減少しています。 

 「普通であると思う」が、事前の 7.1％に対し、事後は 27.0％に増加、「多少の余裕があると

思う」が、事前の 7.1％に対し、事後は 18.9％に増加し、これまでの開催と比較すると、いず

れも事前に対する事後の伸び率が最も大きくなりました。 

 市政報告の中で、平成 25年度は実質収支が過去最大となり、基金の積立額も平成 20年度以降

毎年度増加していることを説明しました。このことから、年度単位でも、将来を見据えた中でも

以前とは異なる状況になっていることが分かり、「普通であると思う」または「多少の余裕があ

ると思う」という参加者が、大きく増加したことが伺えます。 

 一方で、事前に「わからない」とした参加者は年々増加しており、今回は 30％以上に達してい

ることから、日ごろから財政状況を市民に周知する方法について、より工夫する必要があると考

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2% 

厳しいと思う 

23.8% 

24.3% 

多少厳しいと思う 

31.0% 

27.0% 

7.1% 

18.9% 

7.1% 

2.7% 

 

 

 

 

0.0% 

8.1% 

わからない 

31.0% 

 

 

2.7% 

無回答 

0.0% 

0% 100%

事後 

アンケート 

事前 

アンケート 

普通であると思う 
多少の余裕があると思う 

余裕があると思う 
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「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」は 0％。 

 

 

 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「全く高まらなかった」「無回答」は 0％。 

 

 

 

 

十分に知る 

ことができた 

16.2％ 

まあ知ることができた 

83.8％ 

非常に高まった 

43.2％ 

まあ高まった 

54.1％ 

あまり高まらなかった 

2.7％ 

 「十分に知ることができた」「まあ知ること

ができた」を合わせ、全ての参加者に市政

運営について知っていただくことができま

した。 

 「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）」が 0％なのは、これまでの開催

の中で、今回が初めてでした。 

 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

できたと考えます。 

 「非常に高まった」「まあ高まった」を合わ

せ、95％以上の参加者に、市政に対する関

心を高めていただくことができました。 

 この質問を設定した平成 24年度以降、「非

常に高まった」という参加者の割合が最も

高くなりました。 

 今回の株主総会が、「市民に東村山市のオー

ナーであるという意識を高めていただく」

という株主総会の目的達成のために特に寄

与する回であったと伺えます。 
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 より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可） 

（事後アンケート設問 6） 

 

 

 より詳しく知りたい内容は、概ね均等に分散していますが、中でも「施策・事業の実績」は、半

数以上の参加者がより詳しく知りたいと回答していることから、より充実した説明や情報が求め

られています。 

 時間等の都合により、十分な説明ができなかったことについては、様々な媒体や機会で周知して

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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  

2.7  

8.1  

10.8  

32.4  

32.4  

32.4  

37.8  

56.8  

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 

財政状況 

市民意識調査の結果 

施策・事業の実績 

十分にできた 

16.2％ 

少しできた 

56.8％ 

あまり 

できなかった 

18.9％ 

無回答 

5.4％ 

全く 

できなかった 

2.7％ 

ｎ＝37 

複数回答計 80 

 「十分にできた」「少しできた」を合わせ、

70％以上の参加者に何らか意見を伝える

ことができたと思っていただけました。 

 一方で、「全くできなかった」「あまりでき

なかった」の合計は 21.6％であり、昨年度

の 9.1％より増加しました。 

 より多くの参加者に意見を伝えることがで

きたと思っていただけるよう、意見交換の

進行方法等について改めて検証する必要が

あると考えます。 

（％） 



Ⅲ．アンケート結果 

57 

 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「無回答」は 0％。 

 

 

 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「いいえ」「無回答」は 0％。 

 

 

 

 

 

はい 

35.1％ 

どちらとも言えない 

62.2％ 

いいえ 

2.7％ 

はい 

91.9％ 

どちらとも 

言えない 

8.1％ 

 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 35.1％に留まっており、

これは昨年度の 43.6％より減少していま

す。 

 一方で、「いいえ」も昨年度の 10.9％より

減少しています。 
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 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「参加したくない」「無回答」は 0％。 

 

 

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

しやすい曜日および時間帯があれば教えて下さい。（○はいくつでも可） 

（事後アンケート設問 11） 

 
 

 最も多い回答が「土曜日の午後」の 48.6％、次に多いのが「土曜日の午前」の 24.3％、続い

て僅差で「休日の午後」となっています。 

2.7  

16.2  

0.0  

2.7  

2.7  

2.7  

8.1  

13.5  

21.6  

24.3  

48.6  

0.0 50.0

無回答 

特にない 

休日の夜間 

土曜日の夜間 

平日の夜間 

平日の午前 

平日の午後 

休日の午前 

休日の午後 

土曜日の午前 

土曜日の午後 

機会や予定が合えば参加したい 

86.5％ 

どちらとも 

言えない 

13.5％ 

ｎ＝37 

複数回答計 53 

 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。 

（％） 
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 事後アンケート設問 8～11を総括すると、以下のことが言えます。 

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

した。これは、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」

とした参加者は 38.1％に留まりましたが、一方で事前アンケート設問 2から、参加者の多くは

元々市政に関心を持っていたことが分かりました。 

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

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

いという参加者は 35.1％に留まることが分かりました。 

 株主総会のような市のイベントには、土曜日の午後を筆頭に、土曜日の午前中や休日の午後に参

加しやすいという結果があることから、そうした日程で開催すると多くの方にご参加いただける

ことが伺えます。しかし、その場合でも公募や自由参加では参加を遠慮するという方も多いため、

参加者募集の方法として無作為抽出は有効であることが伺えます。 

 

 

 その他、会の運営や進行等に関してご意見がございましたらご記入ください。 

（事後アンケート設問 12） 

⇒ いただいたご意見については、80ページ参照。 
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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

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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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
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②

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。（2問まで）
　　（参加者の皆さまからいただいた質問の中から多かった質問を数問、市長による市政報告後の
　　質疑応答の時間の最初に、職員が代表して市長に質問します）

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

①

株主総会当日、受付にてご提出ください。ご協力ありがとうございます。

５．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

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

 ウ．あまり反映されていないと思う　　　　　　エ．反映されていないと思う

 オ．わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

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

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

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

 キ．特に参加したくない

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

７．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

 ア．厳しいと思う　　　　　　　　　　　　　　イ．多少厳しいと思う

 ウ．普通であると思う　　　　　　　　　　　　エ．多少の余裕があると思う

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

裏面へ続く

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

 ウ．あまり反映されていないと思う　　　　　エ．反映されていないと思う

 オ．わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

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

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

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

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

 キ．特に参加したくない

３．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

 ア．厳しいと思う　　　　　　　　　　　　　イ．多少厳しいと思う

 ウ．普通であると思う　　　　　　　　　　　エ．多少の余裕があると思う

 オ．余裕があると思う　　　　　　　　　　　カ．わからない

４．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

 ア．十分に知ることができた　　　　　　　　イ．まあ知ることができた

 ウ．あまり知ることができなかった

 エ．全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

５．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

 ア．非常に高まった　　　　　　　　　　　　イ．まあ高まった

 ウ．あまり高まらなかった　　　　　　　　　エ．全く高まらなかった

１．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

事後アンケート

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

住　所

年　代 10代　　20代　　30代　　40代　　50代　　60代　　70代　　80代以上
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アンケート回収箱に入れてお帰りください。ご協力ありがとうございました。

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

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

 ア．はい　　　　　　　　　　　イ．どちらとも言えない　　　　ウ．いいえ

9．株主総会に参加して良かったと思いますか。（○は１つだけ）

 ア．はい　　　　　　　　　　　イ．どちらとも言えない　　　　ウ．いいえ

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

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

11．今回の株主総会は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

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

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

６．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）

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

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

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

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（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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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。

10．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）

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

 エ．市民意識調査の結果　　　　オ．他市との比較、各種ランキング

 カ．人口動態　　　　　　　　　キ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ク．特にない

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

 エ．全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

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

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

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

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

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

９．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

 ア．非常に高まった　　　　　　　　　　　　　イ．まあ高まった

 ウ．あまり高まらなかった　　　　　　　　　　エ．全く高まらなかった

12．株主総会を傍聴して良かったと思いますか。（○は１つだけ）

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

14．今回の株主総会は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

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）
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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 42 100.0 回答者数 42 100.0

本町 5 11.9 男 21 50.0

久米川町 4 9.5 女 21 50.0

秋津町 2 4.8 無回答 0 0.0

青葉町 3 7.1

恩多町 7 16.7

萩山町 0 0.0 年代 回答数 割合（％）

栄町 9 21.4 回答者数 42 100.0

富士見町 5 11.9 10代 0 0.0

美住町 1 2.4 20代 2 4.8

廻田町 1 2.4 30代 2 4.8

多摩湖町 0 0.0 40代 4 9.5

諏訪町 2 4.8 50代 9 21.4

野口町 3 7.1 60代 9 21.4

無回答 0 0.0 70代 13 31.0

80代以上 3 7.1

無回答 0 0.0

【住所】 【性別】

【年代】
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回答数 割合（％）

71 -

ア 16 38.1

イ 2 4.8

ウ 24 57.1

エ 20 47.6

オ 6 14.3

カ 3 7.1

0 0.0

カ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

3

回答数 割合（％）

42 100

ア 10 23.8

イ 27 64.3

ウ 4 9.5

エ 1 2.4

0 0.0

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

他市から越してきて、町のことを知りたいから。

市民のニーズに応えた行政を進めているか確認したい。

市民に貢献できる事柄さがし

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＝42

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＝42

無回答
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回答数 割合（％）

121 -

ア 23 54.8

イ 12 28.6

ウ 10 23.8

エ 8 19.0

オ 19 45.2

カ 8 19.0

キ 11 26.2

ク 19 45.2

ケ 3 7.1

コ 8 19.0

0 0.0

ケ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

3

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

回答者数＝42

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）

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

PTAを通しての要望

課長部長に提案しても、提案事項が解決されていない。何のための部長職がいるのか
わからない。
他の行政機関より進行が非常に遅い。危機感がない。

みどり課へ用事があった。ボランテアで遊歩道草取り、落葉の整理している

市長への手紙
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回答数 割合（％）

47 -

ア 1 2.4

イ 1 2.4

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

オ 6 14.3

カ 4 9.5

キ 5 11.9

ク 6 14.3

ケ 3 7.1

コ 20 47.6

1 2.4

ケ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

3

PTAを通しての要望

担当職の部、課長に相談しているが先が全々見えないうちに人事異動で変わる。

みどり課への用事

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＝42

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）



東村山市版株主総会 実施報告書 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 割合（％）

42 100

ア 0 0.0

イ 16 38.1

ウ 11 26.2

エ 1 2.4

オ 14 33.3

0 0.0

回答数 割合（％）

70 -

ア 8 19.0

イ 13 31.0

ウ 15 35.7

エ 13 31.0

オ 18 42.9

カ 1 2.4

キ 1 2.4

1 2.4

カ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

回答者数＝42

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＝42

体調が悪い時には動くこともままならないので定期的活動はむりです。

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

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（％）

42 100

ア 10 23.8

イ 13 31.0

ウ 3 7.1

エ 3 7.1

オ 0 0.0

カ 13 31.0

0 0.0

（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

多少の余裕があると思う

普通であると思う

多少厳しいと思う

厳しいと思う

回答者数＝42

①私は北川の山下橋の近くに住んでいます　北川の川の中を見ると半分位い草がはえていま
す　川の中の土を取ったら良いと思う
②北川の遊歩道の樹木（花ミズキでない樹木です）のえだ降しを1年に1度位いお願します

市職員のEV利用に改善を！
省エネ・コストと時間の有効性から通常会社ではスタッフのEV利用は4階以上（ただし体調
悪い時・重い物を運ぶ時は別）の所が多数の中、よく1FでEVをただ待っている職員を見ま
す。税金で動くEVと給不だとの認識がうすいと思う。職員教育をお願いしたい。

民生委員の選出、委員の活動が機能していない。当該地域の委員との面接が8ヶ月経過して
も訪問等がない。

オレオレサギに対する意見あり

①東村山市役所からの経緯
②市民への希望

①総会形式の企画はわかり易く、良いと思うが、「就業人口比率」（自営、会社員、農家、
他）の資料がないのは丌自然に感じる
②スポーツセンターの利用状況が、施設・駐車場とも満杯になっている。床を使用するス
ポーツも、団体が増えているので、学校の体育館開放などを市として計画的・組織的に実行
して欲しい。

①東村山市の雇用を増やす為の施策
②一人暮らしの高齢者の問題点と対策
よろしくお願い致します。

無回答

わからない

①保育園・学童保育待機児減少への取り組みは、どのように進んでいますか。
②市内を結ぶ交通網の丌便性解消へどう取り組んでいますか。市役所周辺へのアクセスをし
やすくしてほしいです。

①誰もが住んでみたいと思えるような東村山市の魅力、メリット、自慢をそして今後どのよ
うな東村山にしたいと考えられていること等をうかがいたいです。
②地震等の防災について、避難場所が個々あっていない場所であったり、実際に起きた時、
どのような手段で迅速に対応されるのか、備蓄等々うかがいたいです。

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。
　　（2問まで）
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

大規模災害時の広域停電時、市として提供できる非常用電源が設置されている避難所の数
と、電源（気）が保たれる日数は？

①災害時の為にも平時の官民協力が重要である。地域の民力活用の為に官が金だけでなく民
力をまとめ引出させる施策を考え、実行してもらいたいが如何。
②民力の一つの柱、商店街が中小企業が元気がない。中小企業活性化のアイデア（他都市の
例）を調べ施策を実行してもらいたい。

高架についてどこ迄を考えておられるのか。

東村山3・4・5道路の着工・完成時期はいつでしょうか？（東久留米市側は来年には完成の
ようですが）

①都営住宅の空いてる部屋が多くなってきているので、自治会として会費が入らないのに電
気代、水道代等が高くなってきている。住んでる方々の負担になっているので市としても都
営の入居を進める様考えてもらいたい。
②都営入居者が高齢になって一人住しが多くなってきているが、表札も出てない、TELも教
えてくれないでは災害の時助けることが出来ません。出入りがわかるシステムがあると聞き
ました。お金が個人負担でかかるとのことですが市で少し出せることも考えて見当してみて
いただけないでしょうか。

3・3・8号線の説明会がありました。5～6年後には立退きを要請されるそうです。住み慣
れ気に入っている東村山市に住み続けられるようにできないものでしょうか。

①最近市議会議員の政務活動費に関する丌祥事が相次いでいますが、東村山市では如何で
しょうか？
②市で保有している施設等について老朽化による修理等による歳出の増加により市民の負担
が今後増える見通し如何。

①市職員の給不は全国で相当上位であると聞きましたが本当でしょうか？何番目ぐらいで
しょうか？
②市のお仕事を業者に任かせてしまって、市職員自身は余り働いていないというのは本当で
しょうか？

市の予算の中で民生費が予算の半分以上しめているのですがその内訳はどのようになってい
るのか知りたいと思います

住みよさランキングが'14年430位まで急落した要素は何ですか。

①東村山市の良い所、魅力は何だと思いますか？
②ファーストフード店やファミリーレストランで食事をすることはありますか？

行政改革について（P.8）
現在進行、又将来を見すえて計画されている課題についてお教え下さい。

消費者行政についてはどのようにお考えでしょうか。

①兼業農家（ほとんどは趣味レベル）の所有地（畑の土）が近隣住民家屋に飛散し迷惑※
※薬剤たっぷりの土が侵入し汚いし危険
※他県では事前通知ルール有り
②自転車運転ルールが乱れており人身事敀多発が懸念される。
（具体的な対策が①②共見られない―いずれも市民の＜安全対策＞）
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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 37 100.0 回答者数 37 100.0

本町 4 10.8 男 18 48.6

久米川町 4 10.8 女 19 51.4

秋津町 2 5.4 無回答 0 0.0

青葉町 3 8.1

恩多町 7 18.9

萩山町 0 0.0 年代 回答数 割合（％）

栄町 6 16.2 回答者数 37 100.0

富士見町 5 13.5 10代 0 0.0

美住町 1 2.7 20代 2 5.4

廻田町 0 0.0 30代 2 5.4

多摩湖町 0 0.0 40代 4 10.8

諏訪町 2 5.4 50代 9 24.3

野口町 3 8.1 60代 8 21.6

無回答 0 0.0 70代 10 27.0

80代以上 2 5.4

無回答 0 0.0

【住所】 【性別】

【年代】
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回答数 割合（％）

37 100.0

ア 2 5.4

イ 23 62.2

ウ 5 13.5

エ 1 2.7

オ 5 13.5

1 2.7

回答数 割合（％）

81 -

ア 7 18.9

イ 16 43.2

ウ 20 54.1

エ 16 43.2

オ 19 51.4

カ 2 5.4

キ 1 2.7

0 0.0

カ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

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＝37

子育て支援NPO検討

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）

スポーツイベント（マラソン大会とか）

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＝37
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回答数 割合（％）

37 100.0

ア 6 16.2

イ 9 24.3

ウ 10 27.0

エ 7 18.9

オ 1 2.7

カ 3 8.1

1 2.7

回答数 割合（％）

37 100.0

ア 6 16.2

イ 31 83.8

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

0 0.0

回答数 割合（％）

37 100.0

ア 16 43.2

イ 20 54.1

ウ 1 2.7

エ 0 0.0

0 0.0

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）

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＝37

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

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＝37

余裕があると思う

わからない

無回答

多少の余裕があると思う

普通であると思う

多少厳しいと思う

厳しいと思う

回答者数＝37
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回答数 割合（％）

80 -

ア 21 56.8

イ 12 32.4

ウ 4 10.8

エ 14 37.8

オ 12 32.4

カ 12 32.4

キ 3 8.1

ク 1 2.7

1 2.7

キ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

3

回答数 割合（％）

37 100.0

ア 6 16.2

イ 21 56.8

ウ 7 18.9

エ 1 2.7

2 5.4

就業人口と比率

市役所の部署名一覧

施策、事業の予定
後期計画の内容

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＝37

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＝37

少しできた

あまりできなかった

全くできなかった

無回答

十分にできた
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回答数 割合（％）

37 100.0

ア 13 35.1

イ 23 62.2

ウ 1 2.7

0 0.0

回答数 割合（％）

37 100.0

ア 34 91.9

イ 3 8.1

ウ 0 0.0

0 0.0

回答数 割合（％）

37 100.0

ア 32 86.5

イ 5 13.5

ウ 0 0.0

0 0.0

どちらとも言えない

いいえ

無回答

回答者数＝37

はい

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

無回答

参加したくない

どちらとも言えない

機会や予定が合えば参加したい

回答者数＝37

無回答

９．株主総会に参加して良かったと思いますか。（○は１つだけ）

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

いいえ

どちらとも言えない

はい

回答者数＝37
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回答数 割合（％）

53 -

ア 1 2.7

イ 3 8.1

ウ 1 2.7

エ 9 24.3

オ 18 48.6

カ 1 2.7

キ 5 13.5

ク 8 21.6

ケ 0 0.0

コ 6 16.2

1 2.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

土曜日の夜間

土曜日の午後

土曜日の午前

平日の夜間

平日の午後

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

平日の午前

回答者数＝37

多くの方に出席してもらう良いと思いました。

（原文掲載）

無回答

特にない

休日の夜間

休日の午後

休日の午前

住みやすい活気のある街になるように願っています。
できることからと思いますのでよろしくお願いいたします。
お疲れさまでした。ありがとうございました。

会の運営はとても良かった。限りある時間を今後も有効に使ってほしいと思いました。今後はお互
の意見を話い合う時間をもう少し取ってほしいと思いました。

＊株主の一人に選んでいただき感謝します！！
＊同じチームで話し合えた方々にも感謝。

意見交換や質問の時間をもう少し確保してほしいです。
それと、机がほしいです。

年令に依って考え方が種々なので、せめて20～40と20年毎に別けると良いのではないでしょう
か

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。

色々市政について教えて頂き有難うございました。
平成元年に住み青葉町・秋津・恩多町とすでに26年になります。大変住み安い所だと今は思って
います。今後共少しでもなにかのお役に立てるものがあれば積極的に参加したい。

会場設営の問題もあるが、資料も多く記載事項もあるので机を不えてほしいです。

時間配分は良った。
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
・ご列席された市の幹部の方全員が男性であることに驚きと同時に違和感を感じた。
”子育てするなら東村山”を掲げるなら、市役所自ら女性幹部職員の登用、女性の声を市の行政に
もっと吸い上げる体制・仕組みから取り組んでほしいと思う。民間企業では既にやっています。

・机へでのイスが良いと思う
・出問の時間少ない。出問出来なった

初めて参加させて頂きました。
今までは何となく住んでいるだけでしたが（市が何をしているかをあまり深く知らず）このような
機会があって初めて市の取り組みについて学ぶことが出来て感謝しております。
また何かありましたら参加したいです。我々世代東村山が好きなので。

市政報告の時間が長すぎる為、意見交換・意見発表がはしょられた感がある。
参加者の年齢層が高齢の方に片寄っている気がする。

・グループ毎の代表による発表の際、代表者が勘違いし、私の意見と全く逆のことを述べてしまっ
た。市長あいさつの前に、他の意見等の時間がほしかった。
「Eグループ」の待機児についての発表であるが、待機児0への取り組みが「子育てするなら東村
山」であるとは思っていない。乳幼児を保育所に預け就労することに手助けするよりも、子どもの
より豊かな育ちのために、専業主婦のお母さんが子どもの成長に喜びを感じ、子育てを楽しめるよ
うな支援が最も大切と思います。

・おおまかに市政の具体的な内容や目ざしている方向が解かり参加して良かったと思います。又グ
ループでの話合いは1人1人が自分の我が市に向けた希望を話すことは市で住み続けたい…につな
がると感じ市政から目を離さず情報をしっかりキャッチしていこうと感じました。
市民の意見をすぐ上げようとする市長の考えと実行力が今後も続くことを望みます。又市長の考え
を実行する市職員全員の意識高上を願うところです。

最後の投票において時間とシゲンのムダが多い。集計ぐらいはペーパーレスにしてみては。

よくやってる。

①各種統計調査について
・定住意向はこの表だけでは、例えば世帯をもっている人はプラス回答を、単身世帯はマイナス回
答をするといった傾向が全く分からないため、少なくとも年齢や世帯構成とのクロスが必要
②待機児童数について公表する時は”待機児童”の定義を明確にしないと意味がない（行政の都合
のいい条件と思われる危険性があります。）

内容が濃いので、集中力を続かせるのが大変では。（休けいも少なかったこともあり）でも、これ
以上長時間だと参加しにくい。
発表する機会があるのが事前にわかると参加者は減るかも。どちらがいいかはわからないが。（事
前告知と丌告知と）。
投票集計の発表こそプロジェクターで行なったらどうか。

さいごの評価で数字カード貼るの、もたついていました。
マーカーで書いた方がスムーズでは。

スライドスクリーンの正面に職員の方が座っていたので、下の方が見えにくかったです。プロジェ
クターのみ中央に置いた方がよいと思いました。
意見交換は必要なのか疑問に思っていましたが、やってみたら様々な意見を聞けて、東村山市に対
する関心が深まりました。
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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 13 100.0 回答者数 13 100.0

本町 0 0.0 男 9 69.2

久米川町 1 7.7 女 3 23.1

秋津町 2 15.4 無回答 1 7.7

青葉町 1 7.7

恩多町 0 0.0

萩山町 0 0.0 年代 回答数 割合（％）

栄町 2 15.4 回答者数 13 100.0

富士見町 0 0.0 10代 0 0.0

美住町 1 7.7 20代 6 46.2

廻田町 0 0.0 30代 0 0.0

多摩湖町 0 0.0 40代 0 0.0

諏訪町 1 7.7 50代 0 0.0

野口町 1 7.7 60代 2 15.4

町名無回答 0 0.0 70代 5 38.5

羽村市 1 7.7 80代以上 0 0.0

清瀬市 1 7.7 無回答 0 0.0

練馬区 1 7.7

日野市 1 7.7

市内計 9 69.2

市外計 4 30.8

無回答 0 0.0

【性別】

【年代】
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回答数 割合（％）

20 -

ア 9 69.2

イ 4 30.8

ウ 1 7.7

エ 4 30.8

オ 1 7.7

1 7.7

オ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

回答数 割合（％）

58 -

ア 10 76.9

イ 6 46.2

ウ 6 46.2

エ 7 53.8

オ 12 92.3

カ 4 30.8

キ 5 38.5

ク 8 61.5

ケ 0 0.0

コ 0 0.0

0 0.0

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

回答者数＝13

参加する市民の声が聞きたかったから。職員の方の対応を見たかったから

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＝13

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

18 -

ア 2 15.4

イ 0 0.0

ウ 0 0.0

エ 1 7.7

オ 6 46.2

カ 3 23.1

キ 1 7.7

ク 1 7.7

ケ 0 0.0

コ 3 23.1

1 7.7

回答数 割合（％）

13 100.0

ア 2 15.4

イ 4 30.8

ウ 4 30.8

エ 0 0.0

オ 3 23.1

0 0.0

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

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＝13

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

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）

反映されていると思う

回答者数＝13

わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

無回答
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回答数 割合（％）

29 -

ア 3 23.1

イ 9 69.2

ウ 6 46.2

エ 5 38.5

オ 6 46.2

カ 0 0.0

キ 0 0.0

0 0.0

回答数 割合（％）

13 100.0

ア 7 53.8

イ 3 23.1

ウ 2 15.4

エ 1 7.7

オ 0 0.0

カ 0 0.0

0 0.0

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

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＝13

その他

特に参加したくない

無回答

アンケートやパブリックコメントを提出する

地域のボランティア活動等に参加する

厳しいと思う

多少厳しいと思う

市民公募の会議等の委員となる

タウンミーティングや説明会等に出席する

市と市民が協力して行う活動に参加する

回答者数＝13



東村山市版株主総会 実施報告書 

86 

 
 

 

 

 

回答数 割合（％）

15 -

ア 7 53.8

イ 1 7.7

ウ 3 23.1

エ 3 23.1

オ 0 0.0

1 7.7

（原文掲載）

1

2

3

ウ 1

1

2

回答数 割合（％）

13 100.0

ア 3 23.1

イ 7 53.8

ウ 1 7.7

エ 0 0.0

2 15.4

歩道や自転車での通交の安全が目に見えて年ごとによくなれば、防犯、買い物や観光の面
でもプラスになり、大きく変わる

エ

情報発信の強化

自助の大切さを、市民により理解して頂くことが必要では。

回答者数＝13

保育所を増やすだけでなく、子供が成長していく環境がどういった感じなのかイメージが
わくようにPRすべき。さらに、出生率を上げる政策もうたなければ、今あるパイをうばう
だけで日本全体として全く意味ない。

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

保育の充実、待機児童の解消、子育てしやすいかんきょうづくり、学童保育

市民の方からも多く意見のあった、子育て世代と高齢者の支え合いは、現在の高齢化人口
減少時代にかなり期待できる案であると思います。そのためのきっかけを市がつくり、市
民が支え合うという構図をぜひ実現してほしいです。

ア

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＝13

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。
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回答数 割合（％）

13 100.0

ア 6 46.2

イ 5 38.5

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

2 15.4

回答数 割合（％）

26 -

ア 7 53.8

イ 3 23.1

ウ 2 15.4

エ 7 53.8

オ 1 7.7

カ 2 15.4

キ 1 7.7

ク 0 0.0

3 23.1

キ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

回答数 割合（％）

13 100.0

ア 6 46.2

イ 5 38.5

ウ 0 0.0

2 15.4

回答者数＝13

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）

いいえ

無回答

はい

どちらとも言えない

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

回答者数＝13

統計の報告だけでなく、理由も話してほしい

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

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＝13

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

９．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）
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回答数 割合（％）

13 100.0

ア 9 69.2

イ 1 7.7

ウ 0 0.0

3 23.1

回答数 割合（％）

13 100.0

ア 9 69.2

イ 1 7.7

ウ 0 0.0

3 23.1

回答数 割合（％）

21 -

ア 0 0.0

イ 0 0.0

ウ 1 7.7

エ 5 38.5

オ 6 46.2

カ 1 7.7

キ 2 15.4

ク 3 23.1

ケ 0 0.0

コ 2 15.4

1 7.7

休日の夜間

特にない

無回答

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＝13

どちらとも言えない

参加したくない

無回答

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

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＝13

はい

どちらとも言えない

いいえ

無回答

回答者数＝13

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）
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（原文掲載）

1

2

3

4

5 20人以上欠席するとは1/3でこれで全体とは意見の偉いでは無いか。39枚。

非常にきょうみ

資料p.17の「施策全般に関する満足度」において、H25年度から満足度が上がっている。この
理由を市長は”まだわかっていない”とおっしゃられたが、どういうことでしょうか？しっかり
とした分析をして欲しいです。

この制度が行われていることを周知する事がさらに必要だと思いました。

各課の主な現在の活動内容を資料に入れてほしかった。（説明はなくて良いので）

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。
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