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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んにご報告するとともに、市政に対するご意見

やご評価をいただく、「東村山市版株主総会」を開催しています。 

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

ラムに位置づけられた No.4「財政状況についての認識の共有」、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 5 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 27 年 11 月 21 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

27 年 4 月 1 日現在）の市民 3,000 人を無作為抽出して

案内状を送付し、そのうち参加申し込みをされたかたにご

参加いただきました。 

事前申込者 87 名 

当日参加者 53 名 

（途中退席者 2 名含む） 

傍聴者 11 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 

 

本日は何かとお忙しい季節柄、特に 3 連

休というかたもいる中で、その初日にご家

族や大切なかたとのお時間を割いて、東村

山市版株主総会においでいただきましたこ

とに、心より厚く御礼申し上げます。また

市民の皆さんには、常日頃から市政推進に

あたり、ご理解・ご協力いただいているこ

とに、改めて深く感謝申し上げます。 

この会のご案内をお送りした時に、株主

総会とは何なのか、市役所でなぜこのよう

なことをしているのかと思われたかと思い

ます。平成 23 年の市長選挙で、私が公約

にこのような自治体版株主総会を開催する

ことを掲げ、それ以降毎年度開催しており、

今年で 5 年目、5 回目の開催となります。

本日お話しするのは、昨年度、つまり平成

26 年度に市がどのようなことに注力した

のか、当市の財政状況はどのようになって

いるのか、人事行政の運営状況として、市

の職員数や、市職員の給与水準と決め方な

どについてです。これらの情報を市民の皆

さんに提供することで、市の自治の中心、

オーナーである皆さんと市が置かれている

状況や問題意識を共有し、今後より良い東

村山を築くためにはどうすれば良いのかご

意見をいただくと共に、平成 26 年度の市

の取り組みについて評価していただきます。

このように民間企業の株主総会になぞらえ

て自治体版株主総会を開催しているのは、

全国でも当市だけであると思っています。 

なお、会の最後にいただく平成 26 年度

の市政への評価点があまりに低い場合には、

市長・副市長・教育長のボーナスを一部削

減する条例案を、市議会に提出する場合も

ありますので、我々としては真剣にご説明

し、市民の皆さんのご理解をいただければ

と思っています。 

本来、市のオーナーは 15 万市民全員で

すが、全員が一堂に会することはできない

ので、無作為で住民基本台帳から 18 歳以

上の市民のかた、平成 26 年度までは

2,000 人でしたが、参加者数の減少もあり、

今回から 3,000 人を抽出してご案内をお

送りし、その中から参加申し込みをしたか

たに来ていただいており、現在 50 名ほど

のかたがお見えになっていると思います。 

改めて、お忙しい中で時間を割いて市の

ために株主総会にご参加いただき、本当に

感謝申し上げます。 
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2） 平成 26 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 

 

市には様々な行政計画がありますが、そ

の中の最上位にあるのが総合計画です。今

の総合計画は第 4 次で、平成 23 年度から

10 年間の計画です。その計画期間を通し

て目標としているのは、目指すべきまちの

姿、将来都市像であり、市役所の封筒など

にも印刷している「人と人 人とみどりが響

きあい 笑顔あふれる 東村山」の実現で、

これに向けて毎年度事業を行っています。 

第 4 次総合計画では、基本目標を 4 つ掲

げています。1 つ目は「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」

で、これは子育てや福祉、健康といった分

野の目標です。2 つ目は「みんなが楽しく

学び、豊かな心を育むまち」で、これは教

育、文化、スポーツといった分野の目標で

す。3 つ目は「みんなでつくる、安全・安

心とうるおいを実感できるまち」で、これ

は安全・安心やみどり、環境、ごみ行政と

いった分野の目標です。4 つ目は「みんな

が快適に暮らせる、活力と魅力にあふれた

まち」で、これはハード整備、まち・道づ

くり、産業振興といった分野の目標です。 

これらの基本目標を踏まえ、将来都市像

実現のために計画期間 10 年を前半・後半

の 5 年ずつに分け、さらにその中で 3 年間

の実施計画を策定し、毎年度具体的に何を

行うか、という予算の編成方針を掲げ、予

算を組んでいます。 

 

平成 26 年度予算編成方針 

 

平成 26 年度の予算編成方針は、「自治

力・活力・魅力を高め、50 年の歩みを明

日の東村山へつなげる予算」としました。

平成 26 年度は、東村山が町から市になっ

て 50 年を迎えた節目の年であったことを

踏まえ、これからのまちづくりについて、

自治力や活力、魅力を高め、人口減少傾向

にある中でも明日の希望がある東村山へつ

なげる予算にしようという方針です。 
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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＞ 

 

全国的に少子高齢化が進んでいる中で、

市民の皆さんが安心して暮らせるまちを作

ることに重点を置いています。その中でも、

この間「子育てするなら東村山」というス

ローガンを掲げ、特に保育施設の整備など、

課題であった保育施設の待機児童対策に取

り組んできました。 

 

株主総会の初年度である平成 23 年度は、

待機児童が 222 人もいました。当時の保

育施設の定員数は 2,034 人でしたが、その

後保育施設の増設などにより 2,400 人ま

で増やした結果、平成 27 年 4 月の待機児

童は 32 人となり、平成 23 年 4 月と比較

して 190 人減らせました。なお平成 26

年度は、小規模保育施設を 3 つ増設し、定

員を 48 人増やしました。ただし、平成 27

年 4 月時点の待機児童は 32 人いますが、

保育施設の欠員や空き人数は 100 人を超

えていて、特に施設を選ばなければ、待機

児童は 0 人と言っても良い状況になってい

ますので、「子育てするなら東村山」という

スローガンの下に注力してきたことの成果

が、ようやく数字として表れたと思ってい

ます。ただし実際に待機児童が 0 人になっ

たわけではないので、今後も努力していき

たいと思います。 

子育て関係でもう 1 点、今後も子育てし

やすいまちづくりを進めるため、若干財政

的に余裕がある内に基金として積み立てて、

財源を安定させて持続的に子育て施策を行

っていくことを目的に、子育てするなら東

村山推進基金を創設しました。 

次に高齢者への取り組みとして、地域密

着型サービス事業所の整備を行いました。

当市では高齢者福祉の推進にあたり、市内

を 5 圏域に分け、各圏域に地域密着型のサ

ービス事業所を整備してきた中で、平成 26

年度は、南部地域である栄町の 1 丁目に、

認知症対応型グループホーム併設の地域密

着型サービス事業所「くめがわ翔裕園」を

開設しました。これにより、5 圏域全てに

地域密着型サービス事業所が整備されたこ

とになり、高齢者が身近な場所でサービス

を受けられるようになりました。今後もこ

うした施設を拠点として、地域包括ケアシ
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ステムを推進していきたいと思っています。 

また平成 26 年度は、新規の健康診断事

業として、眼科健診を行いました。定員数

は 500 人で、市から補助金を出して自己

負担 1,000 円で眼科健診を受けられる事

業です。近年、緑内障のかたが増えていま

すが、この病気はなかなか自覚症状が無く、

かなり進行してから罹患が判明するケース

があることから、医師会と協議し、市が補

助を行って眼科健診を推進しています。 

 

基本目標 2 

＜みんなが楽しく学び、 

豊かな心を育むまち＞ 

 

市内には小・中学校が計 22 校あります。

これまで重点的に推進してきた耐震補強は、

平成 24 年度に全校完了し、その後はトイ

レ 1 系統と外壁の改修を進めています。平

成 26 年度は、外壁改修工事を 12 校で、

トイレ改修工事を 8 校で行う予定でしたが、

近年建設関係の契約が不調になることが多

く、トイレ改修工事は 4 校に留まりました。

残りの 4 校については今年度工事をしてお

り、今年度をもって全 22 校の外壁改修及

びトイレ改修工事が終了する予定です。 

次に、子どもたちが学習において最もつ

まずきやすい算数について、基礎的な学習

ができるようにすることを目的に、市の教

育委員会と市立小・中学校の先生がたで、

東村山市版算数基礎ドリルを作成し、基礎

学力の向上を図りました。これまでも「四

則演算」や「量と測定」をテーマに作成し

ており、平成 26 年度は「図形編」「数量関

係編」をテーマに作成しました。 

次に、全国的にいじめが問題となってい

ることから、法の制定を受け、当市でも「東

村山市いじめ防止等のための基本的な方針」

を策定しました、これに基づいて、各学校

で「学校いじめ対策委員会」を設置し、市

の教育委員会と連携しながら、いじめの未

然防止、早期発見、早期対応、重大事態へ

の対処の 4 段階に応じて、極力いじめを防

止し、あった場合にも早期に発見して解決

を図る態勢を作りました。 

次に、特別支援教育専門家チーム事業、

教員サポーター派遣事業といって、特別な

支援が必要なお子さんに対し、教育現場で

チームを編成すると共に、各学校にサポー

ターを派遣して担任の指導の補助をする形

で、通常学級でも学習ができるようにする

支援体制・環境を整えてきました。 

その他、中央図書館ではインターネット

を活用して国会図書館の情報が閲覧できる

ようにする取り組みも行いました。 
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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 における最も大きな取り組み

は、公共施設再生計画の推進です。平成 26

年度は、全国的に課題となっている公共施

設の再生問題に向け計画を策定しました。

当市には、この市民センターのような公共

施設が 208 棟あり、その総床面積は 25.5

万㎡、これは東京ドーム約 5.4 個分になり

ます。これらの施設の多くが、昭和 40 年

代後半～50 年代初頭に作られ、現在、全

施設の約 64％が建設から 30 年以上経っ

ています。鉄筋コンクリートの建物でも、

概ね 30～35 年経つと大規模な補修が必

要と言われていますし、大規模改修・工事

をしても 55～60 年で寿命となり、建て替

えが必要と言われています。これを示した

のが、「公共施設再生に向けた概算」のグラ

フです。公共施設再生計画策定にあたり、

面積に単価を掛けただけの単純計算ではあ

りますが、今後 30 年間で大規模改修や修

繕を合わせ、約 905 億円掛かることがこ

のグラフから分かりました。30 年で 905

億円、つまり毎年約 30 億円必要となりま

すが、市で現在、財政的に施設に充てられ

る予算は毎年 20 億円が限界なので、単純

に毎年約 10 億円の差があります。当面、

寿命を迎える建物は無いため、建て替えは

まだ先の話なので、現在は学校施設をはじ

めとする耐震・外壁・トイレ改修や中央公

民館の耐震工事をしており、来年以降は市

役所本庁舎の耐震工事を行う予定です。し

かし、10～15 年後には学校をはじめとす

る様々な公共施設を建て替えなければいけ

ない時期が来ますが、費用と用意できる予

算に 10 億円も乖離があることから、全て

の公共施設を今のまま温存するのはかなり

厳しい状況にあります。このため建て替え

にあたっては、学校などの施設に地域の集

会施設などを一定集約し、サービス水準は

維持しながら、建物の総床面積や建物の数

自体を減らすことで維持・補修・管理の費

用を削減しようという考えの下、計画を策

定しました。まだ具体的ではありませんが、

今後市民のかたからもご意見をいただきな

がら、公共施設の再生を進めていきたいと

思っています。また建物だけではなく、道
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路や橋、下水道管といったものも今後補修

が必要となる時期が来るため、その際には

莫大な費用が掛かることもご理解ください。 

次に、平成 26 年度は秋津にある当市の

ごみ処理施設である秋水園で、リサイクル

センターが竣工しました。これに伴い、平

成 26 年 10 月から、全ての資源ごみの戸

別収集を開始しました。ビン・かんは、以

前はコンテナ回収でしたが、地域により回

収までコンテナが路上に 3 泊 4 日置かれる

場所があり、通行上支障となる、色々なご

みを捨てられてしまうといった課題があり

ました。また、高齢化に伴い古紙や古着を

集積所まで運ぶのが大変であるという市民

の声もあったため、戸建て住宅については、

全てのごみを戸別回収に切り替えました。 

次に、東日本大震災以降、安全・安心の

まちづくりが大きな課題になっています。

いざという時の市民の皆さんへの情報伝達

手段として、防災行政無線がありますが、

老朽化が進んでいたので、平成 24 年度か

ら 3 か年掛けて市内の全防災行政無線をデ

ジタル化し、スピーカーの向きや位置も変

えるなどして、聞こえづらいという市民の

声に応えてきました。またデジタル化によ

り、登録してもらえれば、音声で放送した

内容をメールで配信できるようになりまし

たので、放送が聞き取りづらい場合には、

そうした方法で情報をお知らせできるよう

になりました。 

次に、現在全国的に空き家が問題になっ

ているのはご案内の通りです。国の動きと

しても特別措置法ができるといった状況が

ありますが、当市でも一昨年、市内に空き

家がどれだけあるか目視で調査しました。

結果、600 戸弱の空き家があることが分か

り、うち 100 戸程度は適切に管理をされ

ておらず、近隣住民から苦情を受けている

ことが分かりました。平成 26 年度はその

調査の追跡調査を行い、空き家問題の解決

に向けた取り組みを始めました。 

その他、北山公園のエントランス部分の

整備や、多摩湖緑地の整備を行いました。 

 

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＞ 

 

まず東村山駅周辺連続立体交差事業につ

いてです。これは東京都が事業主体となり

ますが、今年の 1 月に着工式が行われ、今

後本格的に事業が進められることになりま

す。事業の概要は、東村山駅周辺約 4.5km

の区間の線路を高架化し、府中街道の市役

所脇、鷹の道、大踏切、化成小学校前、西

武園線のふるさと歴史館前の計 5 か所の踏

切を除却する、事業期間 10 年超にわたる、
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総事業費 700 億円弱の一大事業で、当市

でも約 100 億円費用負担するものです。

現在、踏切と鉄道でまちが大きく東西に分

断されていますが、線路が高架化されると

人も車も円滑に移動できるようになります

ので、まちの安全性や利便性が飛躍的に高

まるのではないかと期待して、市としても

推進しています。 

 

次に都市計画道路の整備についてです。

当市には計画路線が 28 本あり、計画総延

長は約 44km ありますが、そのうち完成し

ているのは府中街道の一部、野口橋の交差

点より南側と新青梅街道、さくら通りの東

村山駅東口から市民スポーツセンターまで

の区間、久米川駅からロンドの脇を通り恩

多町に伸びる 3・4・26 号線の一部などに

留まり、全体で約 8km、整備率としては約

18％です。東京都全体の整備率は約 62％

であるのに対し、当市の約 18％は東京都

内で最も低い数値であり、こうした都市の

骨格となる道路の整備が十分でないことに

より、生活道路に通過車両が非常に多く流

入して危険な状態になっています。加えて

府中街道のような幹線道路がいつも渋滞し

ていることもあり、安全性や利便性の欠如、

市内経済活動の沈滞化といった様々なこと

が道路整備の遅れにより起きているため、

現在市としても道路整備に注力しています。

現在当市として取り組んでいるのは、さく

ら通りの市民スポーツセンターの横から久

米川町 1 丁目の野行通りまでの区間と、恩

多町から東久留米市に抜ける 3・4・5 号

線の 2 路線です。また東京都で、連続立体

交差事業にあわせた府中街道の整備、3・

4・11 号線という東久留米市の市場から青

葉町の医療センターを抜け、所沢街道のバ

イパスとなる道路の整備をしてもらってい

ます。今後も連続立体交差事業にあわせて、

都市と都市を結ぶ幹線的な都市計画道路整

備を順次推進することで、まちづくりを進

めていきたいと思っています。 

次に駅エレベーターの設置についてです。

平成 26 年度は、多摩湖町の西武園駅にエ

レベーターを設置しました。当市には西武

鉄道とJRあわせて9つの駅がありますが、

これでこのうち 8 駅で一定のバリアフリー

化が図られたことになります。 

その他、土地区画整理事業の推進や東村

山 50 景の選定といった取り組みを行いま

したが、特にお知らせしたいのが、ハロー

ワーク情報室の誘致です。当市には職業安

定所の出先機関がありませんが、平成 26

年度、誘致運動に注力した結果、今年度末

にハローワークが当市に設置されることに

なりました。これにより、身近な場所で求

職活動などができるようになります。 
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＜自治力向上と行政経営の質を 

高める取り組み＞ 

 

平成 26 年度は、当市が町から市になっ

て 50 周年の年ということで、盛大にイベ

ントや式典を行いました。市民のかたにも

ご協力いただき、1 年を通じて取り組んだ

結果、延べ 31 万人以上のかたに様々な事

業に参加いただき、一緒に喜びを分かち合

うと共に、市の歴史を振り返りつつ、これ

からの市について皆さんと展望する貴重な

機会をいただきました。 

加えて平成 26 年度は、「東村山市みんな

で進めるまちづくり基本条例」を施行しま

した。また、東村山市第 4 次総合計画後期

基本計画策定に向けた取り組みとして、30

歳代までの市民のかたを募集し、集まって

意見を言っていただくワークショップなど

を行いました。その他、市民による事業評

価の開催や人権の森構想の推進、東村山市

版株主総会の開催といったことも行いまし

た。 

最後にお金の話ですが、様々な面で行財

政改革を行った結果、約 6.8 億円の効果額

を生み出しました。 

3） 財政状況 

＜平成 26 年度普通会計決算の収支状況＞ 

 

平成 26 年度の一般会計の決算は、歳入

が 556 億 7,000 万円、歳出が 546 億

9,000 万円で、形式収支は 9 億 8,000 万

円の黒字でした。ここから翌年度に繰り越

すべき財源を除いた実質収支は、9 億

4,000 万円の黒字でした。ここから平成

25 年度からの繰越金約 15 億円を引いた

単年度収支は、6 億 2,000 万円の赤字でし

た。ここから財政調整基金からの取り崩し

などを加味して算出される実質単年度収支

は、27 億 8,000 万円の赤字でした。ただ

し、財政調整基金から取り崩したお金は、

別の基金に積み替えたりしているだけなの

で、それを考慮すると実質的な財政収支は

2 億 3,000 万円の黒字となり、平成 26 年

度も引き続き黒字で終えることができたの

で、ご安心ください。 
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＜家計簿に例えると…＞ 

（普通会計の収入を 557 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） 

 

平成 19 年度までは、実質単年度収支と

実質的な財政収支いずれも赤字でした。し

かし平成 20 年度以降は、会計上の処理と

して実質単年度収支が赤字の年はあります

が、先ほどご説明したように財政調整基金

を取り崩して他の基金への積み替えたこと

が原因なので、実質的な財政収支は黒字基

調を維持しています。 
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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、どれだけ自由に使える

お金があるか、つまり政策的な経費として

使えるお金がどれだけあるかを示すもので、

100％に近いほど自由度が少ないことに

なります。平成 19 年度は 99.2％で、歳出

が人件費や借金の返済、法令に基づく生活

保護費の給付などの様々な福祉関連経費な

どで占められ、市長といえども自由に使え

るお金は殆どありませんでした。これが平

成 26 年度は 91.2％ということで、前年度

より少し悪化したものの、ピーク時よりは

自由に使えるお金の割合が増えたことにな

ります。本来は 85％以下が望ましいと言

われていますが、当市は後ほど説明します

通り財政的に厳しい状況にあるため、90％

以下を目指して行政運営をしています。 

 

 

 

 

 

＜市のローン残高はどのくらい？＞ 

（地方債等の残高） 

 

続いてストックの話として、まずは市の

借金についてです。内訳は諸々ありますが、

平成 26 年度末の借金残高は計 653 億円

となります。かなりの金額かと思われるか

もしれませんが、かつては 738 億円あり、

毎年度少しずつですが減らそうと取り組ん

できています。私が市長になった平成 19

年度当時の残高は 714 億円ありましたが、

平成 26 年度末では 653 億円ということ

で、この間で約 61 億円削減できました。 

 

＜市の貯金はどのくらい？＞ 

（基金残高） 

 

逆に市の貯金については、内訳はあるも
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のの、平成 26 年度末時点の残高は 93 億

円です。平成 17 年度以降、最も少ない時

は 30 億円まで減っていましたが、毎年度

実質的な財政収支で黒字基調を維持し、そ

の黒字分を少しずつ積み立てることで、将

来の財政需要や不測の事態に備えるための

財政基盤の強化を進めてきました。平成 18

年度は 33 億円でしたので、私が市長に就

任してから約 60 億円増やしたことになり

ます。借金が約 61 億円減、貯金が約 60

億円増なので、ストックとしてはこの 8 年

間で約 121 億円の財政効果を上げられま

した。 

 

＜市議会における平成 26 年度決算の 

審議結果＞ 

 

次に議会での決算の審議結果についてで

す。賛成・反対諸々のご意見はありました

が、一般会計及び全特別会計について認定

いただきました。詳しくは市議会だよりを

ご覧ください。 

 

 

 

4） 人事行政の運営状況 

＜市職員の給与の決め方＞ 

 

市職員の給与の決め方をご説明します。

民間企業であれば、業績に応じて毎年春闘

などにより見直されますが、公務員の世界

では、民間準拠という考え方があります。

国には人事院、都道府県や指定都市には人

事委員会という組織があり、行政区域内の

従業員 50 人以上の民間企業の賃金をピッ

クアップして調査し、民間企業の給与水準

を調査して公務員の給与との差である公民

較差を算出しています。この差を、東京都

人事委員会の場合は東京都知事に勧告し、

この勧告に基づいて給与を決定しています。

これを民間準拠と言います。しかし、当市

のように小規模の地方自治体は、実質的に

独自で人事委員会を持てないため、多摩地

域の殆どの自治体は、東京都の給与表に準

拠し、東京都人事委員会の勧告に基づいて

給与を決定しています。 
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＜平成 26 年度の当市の 

給与改定の概要・他市との比較＞ 

 

平成 26 年度は、民間企業の給与が若干

上がってきたことから、東京都人事委員会

から給与月額は 15 年ぶり、特別給、つま

りボーナスは 7 年ぶりに引き上げるという

勧告が出され、当市も本給を 0.13％、ボー

ナスを 0.25 月分引き上げました。その結

果、当市の職員給与は平均 37 万 3,562 円

となりました。多摩地域 26 市の平均は 38

万 7,838 円であり、当市はその中で 20 位

ということで、低い方となっています。 

 

＜職員数はどのくらい？＞ 

 

次に当市の職員数ですが、平成 18 年度

は 927 人いました。その後、仕事は減っ

ていないものの財政状況が厳しいことから、

職員は徐々に減っており、平成 27 年度当

初では 787 人ということで、この 10 年

間で 140 人減となっています。人数が減

った分の仕事をカバーするために、民間委

託や嘱託職員の増員などで対応しています。

職員数に対する市民数については、単純計

算ですが平成 27 年度は職員 1 人に対して

203 人の市民をお相手しています。かつて

はこれが 169 人といった時期もありまし

たが、今は 200 人を超えており、1 人ひ

とりの職員はその分大変になっていること

が分かると思います。 

 

＜人材育成と組織力強化＞ 

 

次に人材育成と組織力強化についてです。

日々仕事をしているのは職員なので、これ

は重要なことです。職員の対応などについ

て、市民のかたからご意見をいただくこと

もありますが、極力 1 人ひとりのスキルを

アップさせ、市民満足度の高い業務ができ

るように努めています。組織としては、平

成 26 年度に組織改正を行い、安全・安心

なまちづくりとして防災・防犯や交通安全、
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環境問題、空き家などの住宅環境問題につ

いて所掌する環境安全部を新設しました。

また、当市は平成 24 年度をピークに人口

減少局面を迎えていますが、今後極端に人

口を減らさないためにシティプロモーショ

ンを行う部署として、都市マーケティング

課も新設しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5） 各種統計調査 

＜定住意向＞ 

 

市では平成 23 年度から毎年度、18 歳

以上の市民 2,000 名を無作為抽出し、市民

意識調査を行っています。その中で、この

まま当市に住み続けたいかという設問を設

けています。この回答について、住み続け

たいという人が今年度の調査では 63％で、

前年度より若干割合が低くなりました。一

方で、移り住みたいという人は 11.8％で、

割合が若干増えました。しかし最も増えて

いるのはどちらともいえないとなっていま

す。周辺市では定住意向が 80％を超えて

いる市もある中で、当市としても「住み続

けたい」の割合を 70％以上とすることを

目標に、市政運営しています。 
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＜施策全般に関する満足度＞ 

 

また、市民意識調査では施策全体に対す

る満足度も調査しています。調査を開始し

た平成 23 年度は、「満足」「まあ満足」の

合計が約 17％で、「やや不満」「不満」の

合計の方が 20％以上と高い状況でした。

しかし平成 25 年度にこの状況は逆転し、

平成 27 年度は、「満足」「まあ満足」の合

計が約 35％で、「不満」「やや不満」の合

計は約 18％でした。これは市の取り組み

が一定ご理解いただけて来ているものによ

ることかと思っています。 

 

＜各種指標の多摩地域での比較＞ 

 

認知症高齢者グループホームについては、

平成 26 年度と今年度 1 か所ずつ開設して

おり、整備率は 0.33％ということで、多摩

地域での順位は 3 位とかなり高くなってい

ます。また、ごみのリサイクル率は皆さん

のご協力もあって 5 位となっています。 

逆に、市民 1 人あたりの市税額は 13 万

5,000 円で、多摩地域で 24 位となってい

ます。これは、当市内にはあまり大きな工

場や事業所が無いこともあり、1 人あたり

に換算すると税収が少なくなってしまうた

めです。また人口の増減数については、当

市は平成 24 年をピークに人口減少してお

り、平成 26 年は 792 人減で多摩地域最

下位となっています。都市計画道路整備率

も 18.3％で最下位となっており、福祉や環

境関係は上位ですが、お金や人口、ハード

整備関係は下位となっています。 

 

＜人口・世帯数の推移＞ 

 

当市の人口は、平成 24 年がピークで 15

万 3,337 人おり、世帯数は 6 万 9,523 世

帯でした。そこから徐々に減り、平成 27

年 1 月 1 日時点では 15 万 1,412 人で、

ピーク時より 2,000 人弱少なくなってい

ます。多摩地域 26 市の中でも、西多摩や
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いくつかのエリアで人口が減り始めていま

すが、当市の場合は減り方が他自治体より

激しい傾向があります。これは、転入・転

出者の年齢構成から理由が見て取れます。 

 

＜転入・転出者の年齢構成＞ 

 

当市の場合、転出人口が急に増えている

わけではなく、転入人口が近年鈍化してい

ることで、結果として人口減に繋がってお

り、転入・転出が最も多いのは 20～30 歳

代の若年層となっています。このままでは

都市として先細ってしまうため、今後当市

が極端に人口を減らさず、都市として生き

残るには、この 20～30 歳代に住んでもら

うことを大きな課題として捉えており、若

年層に魅力あるまちづくりを進めることで

活性化を図りたいと考えています。そのた

めに、総合計画の後期基本計画策定に向け

ては、20～30 歳代のかたにも多く参加し

ていただくイベントも開催しました。 

 

 

 

 

＜年齢構成の推移＞ 

 

当市の年齢構成の推移は、75 歳以上が

平成 23 年から全体の 10％を超え、今年

は 12.2％になっています。高齢者が増える

のは良いことですが、75 歳以上になると

病気や要介護になるかたも多いので、若い

世代を増やすと共に、高齢者がいつまでも

元気で長生きしてもらえるようなまちづく

りが重要であると考えています。 
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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．当市の人口が減少していると聞いてい

ます。また、少子高齢化が進んでいくこと

に対して、今後の課題・対策についてお聞

かせください。 

 

Ａ．当市の人口は、平成 24 年をピークに、

以降残念ながら若干減少しています。年齢

内訳を見ると、生産年齢人口である 15～

64 歳と、年少人口である 0～14 歳が微減

傾向であり、当市でも少子高齢化が徐々に

顕著になっています。これは日本全国同じ

ような傾向ですが、東京都、特に 23 区は

まだ 1 人勝ちで人口が増えており、一部エ

リアでは生産年齢人口が非常に増えている

区もあります。しかし、東京都としても

2020 年の東京オリンピック後あたりから

人口減少が始まると言われており、当市は

それを先取りしている形になっています。

今後あまり極端に人口減少しないような施

策として、20～30 歳代の若年層が、市内

での就職や子育てしやすいまちづくりを進

めるといったことが極めて重要です。高齢

者については、ずっと健康で元気に過ごし

てもらうため、社会的な居場所・役割を持

ってもらうまちづくりが必要と考えており、

そのための取り組みを展開しています。 

 

Ｑ．自治体によっては、保育園と他の高齢

者施設を一体化することも行っています。

今後の公共施設のあり方についての市長の

お考えをお聞かせください。 

 

Ａ．当市にも、民間の施設であるほんちょ

う保育園には高齢者施設が併設されていま

すが、公共施設の再生は今後大きな課題に

なります。利用される市民の利便性や財政

的なことなど総合的に勘案し、例えば小・

中学校の建て替えに合わせてそれらの施設

の中に保育施設や集会施設、高齢者施設な

どを併設することで、建物数は減らし、サ

ービスはより充実・維持させるこというよ

うな取り組みが必要です。立川市の小学校

の建て替えでは、近くにあった図書館が学

校施設の中に取り込まれるような形で再配

置されました。このように、これまでは 1

つの施設は 1 つの機能しか持たないのが基

本でしたが、これからは 1 つの建物が地域

密着多機能型になるような配置をする必要

があると考えています。 
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 以降は、会場で参加者の皆さんから直接

いただいた質問です。 

 

 

 

Ｑ．公共施設についての維持・改修につい

て、今後は年間 30 億円掛かるが、用意で

きるのは 20 億円ということで、大変な状

況であることがよく分かりました。その中

で、秋水園のリサイクルセンターは新たに

施設を作り、あわせて戸別収集を開始した

とのことですが、確かに戸別収集になった

ことで便利になったと実感しています。し

かしこれは、リサイクルセンターができた

から戸別収集が可能になったのか、そもそ

もリサイクルセンターは戸別収集を行うこ

とを目的に作られたのか、もしくは今の時

間では説明できなかった他の効果があるの

でしょうか。 

 

Ａ．リサイクルセンターの建設は、戸別収

集を目的にしたものではありません。かつ

てはリサイクル作業場というのが秋水園内

にありましたが、この作業場は密閉してい

ない開放型の施設で、音や臭いが全て外部

に漏れるような構造であったため、近隣住

民から苦情や、基準値を超えた騒音を出し

ている、老朽化しているなどの課題を抱え

ていたため、建て替えることにしました。

建て替えの決定にあたり、市としてお金の

無い時期に 12～3 億円も掛かるというこ

とでご意見もたくさんありましたが、せっ

かく建てるのであれば市民サービス向上に

繋がるよう、例えばコンテナ回収の場合、

廻田町では回収カゴが道路上に金曜日から

月曜日まで 3 泊 4 日も置きっぱなしという

ような状況もあり、これを解決するために

リサイクルセンター建設とあわせて戸別収

集に切り替えました。 

 

Ｑ．私はヘルプカードの制作委員をしてい

ます。ヘルプカードは、元々市の社会福祉

協議会で作っていたものですが、今制作委

員の立場としては、市にもっとお金を出し

て欲しいと思います。私はボランティアと

してやっていますが、カードを知ってもら

うためにはお金が必要です。また、要避難

者の名簿について、エリア別に書いてあり

ますが、例えば精神障害者で言うなら、障

害者手帳に、自宅で生活しているが非常時

に避難できないと書いてある場合もありま

す。しかし名簿は精神障害の重さを考えら

れていないので、地震などが起きた時、ど

うやってそのかたを避難所に連れて行ける

のでしょうか。そういった部分も含めて、

ヘルプカードの普及についての考えをお聞

かせください。 
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Ａ．ヘルプカードは、障害をお持ちのかた

が日常生活をする上で困ることがあった時

に、周りの人が気づいて支援するためのも

のですが、普及を図るのは大きな課題です。

お金をかけて普及させるというご意見につ

いては、検討が必要であると思います。ま

た、有事の際の高齢者や障害者の避難は、

要支援者の台帳を整備して、本人が許可し

た場合は地域の民生委員や福祉協力員、自

治会の人に開示し、地域の中でこうした人

がいるということを情報共有しています。

ただし地域の方々も、有事の際にその人を

連れて逃げられるかはなかなか厳しい部分

もありますが、日頃から接する中で地域の

どこにどういう人が住んでいるのか承知し

ていただき、一回避難してもあの人が来て

ないということがあれば、皆さんで助けに

行くといった仕組みが大切です。行政だけ

で大規模災害時に全ての障害者を助けに行

くことは到底無理なので、1 人ひとりの市

民が、ご自身の身の安全確保した上で、地

域の障害者や高齢者などを救援・支援して

いただくまちづくりを市から呼びかけ、

徐々に地域で取り組んでもらっています。

 

Ｑ．渋谷区や世田谷区などで同性パートナ

ーシップの証明書を発行していることが最

近話題になっていると思いますが、当市で

もこうしたものを発行する予定はあります

か。 

 

Ａ．LGBT などのいわゆる性的マイノリテ

ィのかたに対する一定の配慮については、

市としても行っていますが、一歩踏み込ん

で公的にパートナーとして認めるところま

では、当市に計画などは無く、議論もされ

ていない状況です。今後どのような自治体

が性的マイノリティのかたのパートナー認

証を行っていくのかという動向を見つつ、

また幅広く市民のかたの意見も頂戴しつつ

進めていく必要があるかと考えています。 

 

Ｑ．株主総会ということで、ローン残高の

表がありましたが、特例債の話がありませ

んでした。資料等を通して損益計算書的な

ことはよく分かりましたが、市の体力とし

て、いわゆるバランスシート的な観点をも

う少し教えて欲しいです。一般のローンで

ある地方債残高が 653 億円、それ以外に

249 億円の特例債があると思いますが、そ

の他にも債務があるのかがよく分かりませ

ん。また、単年度の収支はよく分かったも

のの、資産について、公共施設が 200 か

所くらいあるということですが、市の全体

像として資産と債務はどれだけ持っている

のか、その辺をもう少し教えて欲しいです。 
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Ａ．地方債残高については、特例債を含め

た総額でお示ししており、合算で 653 億

円です。その中の一般財源の地方債 424

億円のうち、249 億円が特例債ということ

です。 

借金、つまり地方債にも 2 種類あり、建

物や道路建設といった資産形成に係るもの

である建設債と、人件費などに充てられる

特例債、こちらは国で言う赤字国債と同じ

ものです。特例債残高がなぜ増えているか

というと、当市は国から地方交付税をもら

うことで、何とか全国レベルの行政水準を

保っていますが、国の財政も逼迫している

中で、地方交付税を満額現金で地方に交付

しなくなりました。これを受け、平成 13

年から地方交付税の一部を自治体が借金し

ても良いということで、地方交付税の代替

措置として、特例債である臨時財政対策債

が発行されるようになりました。これは当

市だけの問題ではなく、地方交付税を交付

されている自治体の多くで、特例債が増え

ています。 

建物関係の資産については、新公会計制

度ということで、建物についても減価償却

も考慮して資産評価し、どれだけの資産価

値があるのかを算出してバランスシートを

作成することを国から要請されており、こ

の新公会会計制度を平成 29 年度の決算か

ら適用するよう、地方公共団体では準備を

進めています。しかし、道路などは資産と

言っても売却できないため、こうしたもの

はどの程度公新会計制度により資産価値を

測るかが難しいですが、建物についてはそ

うした準備を進めています。現時点では質

問に対して明確な回答ができず、申し訳あ

りません。 
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２．参加者による意見交換・意見発表 

1） 意見交換・意見発表の進め方 

参加者の皆さんに 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していただきました。意見交換では、「意見シ

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

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

いただきました。 

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

協働等）」を加えた 5 つの分野としました。 

 使用した意見シートは、次のとおりです。 

 

 

 

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

として、その後の意見発表の際に使用しました。  

（出された意見は、37 ページ参照） 
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2） 各グループの発表 

意見が多岐に渡りましたが、具体的なこ

ととして挙がった言葉というのは大事であ

ると思うので、1 つずつ紹介します。自治

会の加入率をもう少しあげること、自治会

活動の充実、ごみのたい肥、地域のコミュ

ニティづくりを加えたごみ減量を目指す、

地域活動に出ていくことで生きがいを作る

ために生涯教育スポーツ等健康維持のため

の活動を重視するということが、具体的な

項目として出ました。 

結局皆さん通じているのが、子育ての場

を充実するということです。子どもの教育

の質が落ちると治安が悪くなり、そうする

と最近も事件として報道された、小・中学

生が老人を襲ったり、お金を盗ったり、そ

ういったことにも繋がりますし、老人だけ

の世帯が増えるという連鎖が生まれる可能

性があります。先ほどのお話でもありまし

たが、住んでいない住居が増えるなど、そ

ういう意味でも特に治安の悪化がこれから

先見られる高齢化社会の行く末のような感

じなので、そういった面の改善のためにも、

基礎的な道徳教育、健康教育の充実などで

市の高齢化社会を支えられる人の育成に繋

がるような、啓発や啓蒙的なことを主体的

にして欲しいです。 

また自治会についても、自治会だけに任

せるのではなく、地方自治体からの指導の

ようなものをある程度強制的に行ってもら

い、皆さんで地域を活性化するといったこ

とが必要かと思います。多岐に渡りました

が、特に上記 3 つの事柄が、皆さんが問題

意識を持っていることでした。 
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①については、歳をとっても安心して暮

らせるまちづくり、自治会が低迷している

のではないか、新しい人の名前が分からず

困っている、何とかしなくてはならない、

という話がありました。また、先ほどの市

政報告で市長が人口の話をしていましたが、

そこに着目して、20～30 歳代の人がいる

世帯が求めるものを中心にやってもらいた

いという意見がありました。 

③については、先日開催された市民産業

まつりがとても良かったが、一歩裏に入っ

たら真っ暗で、かなり心配・不安になった

ので、細かいところにも目を配って欲しい

という意見がありました。また、人口減少

対策に着目した意見が出ました。 

⑤については、私の意見ですが、行財政

改革を選びました。若年層をどう持続させ

るかということと、やはり自治会、自助、

公助をどうやって増やすのかということが

非常に気になっていることです。 
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①は、自分の子どもに障害がある親のか

たのご意見でした。障害を持っているとい

うことで保育園の定数があるらしいのです

が、そのために入れないとかわいそうとい

うか、健常者と一緒に暮らしてみるという

機会を、障害を持って生まれた子たち全員

に与えて欲しいという意見でした。 

他には、久米川町 2 丁目に関して、街灯

が暗く、数が少ない。道幅も狭く、夜に通

る際はちょっと怖いという意見が出ました。 

若いかたがまちから出て行くことについ

ては、もう少し魅力のあるまちづくり、若

いかたが住みたいと思うようなまちづくり

をして欲しい、若いかたの意見も積極的に

取り入れて欲しいという意見がありました。

もちろん、若いかたがこういう場に参加し

ないといけないとは思いますが、参加した

くなるような機会を作っていただいたらあ

りがたいと思います。 

また、お祭りに関して、市のお祭りがど

れくらいの規模で行われているかが分かり

ませんが、今までお祭りに対して、主催す

る立場で参加し、神輿を担いだり、お店を

やったりしていたものの、今は主催者側に

回るシステムがよく分からず、自分でお金

を払って食べ物を買ったり遊んだり、して

もらう立場だったので、主催できるような

環境を整えてもらい、もっと子どもにも祭

りの楽しみ方を味あわせたいという意見が

ありました。 
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今までのグループのかたとちょっと違っ

た配分で、④の意見が多くなりました。 

最初のかたは、介護ワークグループなど

の活性化というものを進めれば、暮らしや

すいまちになるのではないかということで

した。 

また、最近引っ越して来たかたらしいで

すが、教育をもう少し重視してもらい、も

っと住みやすいまち、また、自分たちが育

ってきたまちに誇りを持てるようなまちに

して欲しいというご意見がありました。 

その他は、交通や道路に関しての意見が

多く、例えば人口の減少を食い止めるため

には、都市部で働いているかたがもっと便

利なまちであれば通いやすくなるので、人

口も減っていかないのではないかというご

意見もありました。特に萩山町あたりは、

コミュニティバスがないので、その辺も充

実して欲しいという意見がありました。 
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E グループの中では、当市にどういう雰

囲気があるかというと、緑が多くて住みや

すいまちであるということが共通の意見で

出てきました。その中で、どういったこと

に力を入れていくべきか、ということにつ

いて話を聞くと、①では子育てや健康福祉、

②では教育、④では道路などの整備が必要

ではないかという話になりました。 

特に②の教育という部分では、子ども達

が健やかに過ごす、そういう環境を作るこ

とで、将来的にその子どもたちがまた 2 世

代、3 世代とこの土地で過ごしていけると

思うので、そうした環境を作ることがまず

大事なのではないかということでした。そ

の中で、不登校やいじめの問題などもやは

り解決できるようなシステムを作ってもら

うことと、子ども達が安全に学校に行ける

道路整備も当然必要になってくると思いま

す。 

もう一つ、中高生の居場所が無く、たむ

ろして防犯上まずいことになっていくとい

う状況もありますので、そういった部分で

も、教育に力を入れたまちづくりというの

が今後の当市が人口を増やす、維持するた

めの方策の 1 つではないかと考えています。 
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まずは①について、自治会活動への支援

をお願いしたいという意見が出ています。

マンションに住んでいるが、なかなか人と

の団結ができない、集まることができない

という問題を抱えています。また、老齢化

すると自分の健康に不安を持つようになる

ということが問題になっています。そのた

めに安心ネットの充実をお願いしたいとい

う意見です。また、コミュニティバスをも

う少し充実させて欲しいという意見が出て

います。 

③について、人口減に対する取り組みで

すが、最近は新築住宅も増えてきているよ

うな感じもします。転入者に当市に来た感

想をきちっと実態調査し、冊子を作るなり、

インターネット上で当市をＰＲするなり進

めて欲しいと思います。 

また、同じようなことで、見守り等のボ

ランティアについての意見や、地震の時の

防災対策についてもう少し充実させて欲し

いという意見が出ています。 

最後に、全てが大事で、東村山を住みや

すいまちにするということが一番大事では

ないかという意見が出ております。また、

企業の誘致をはかり、今後東村山がますま

す活発になるようにして、人を増やして欲

しいという意見が出ました。 
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基本的にこれまでのグループと同じよう

な感じで、地域のコミュニティがもっと活

性化したら良いという意見でした。働いて

いる人は、家と職場の往復で、地元が分か

りません。また、コミュニケーションが不

足しているので、隣にどういう人が住んで

いるか分からないと、災害の時にカバーが

しづらいという意見がありました。みんな

のコミュニケーションが深まるようなこと

は何か無いかという時に、地元の良いこと

をもっとアピールしていくことが必要なの

ではないかという意見が出ました。北山公

園の菖蒲まつりは、開催時期だけ人が来る

けれども、それが終わると誰も来なくなっ

てしまうので、整備して 1 年中楽しめるよ

うにするとか、あとはイベントです。市民

産業まつり、私は都合で行けませんでした

が、もっと色々な人が来やすいように、祭

りの存在を知らないと行かないので、情報

を発信していって欲しいです。土日である

と働いている人でも来やすいため、どうや

って来てもらうかという時に、道路の整備

もした方が来やすいです。それぞれの意見

は少し離れてはいますが、関連しています。 

高齢者と子どもが交流を持てるように、

古い世代から文化を伝えるためには、一緒

の施設が増えると、ベーゴマや命の大切さ

とかも教えられて良いのではという意見が

ありました。 

基本的にはコミュニケーションをもっと

深めることで、色々な潜在的な問題が解決

していくのではないかということでした。 

他には、バスについて、もう少し利便性

があると良いという意見もありました。 
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先に意見がたくさん出ていた④から説

明しますが、④の中でも大きく分けると 3

種類の意見が出ました。1 つ目は道路の問

題です。道幅が狭いところは歩道と車道の

区別が無い道路ですが、車の通行量が多く、

自転車に乗っていたり子どもを歩かせた

りすると危険を感じるという意見が共通

してありました。逆に車で運転していても、

自転車の人に対して危なく感じることが

あり、解決して欲しいということでした。 

2 つ目は、市の魅力をもっとうまい形で

発信してもらえると良いのではないかと

いう意見でした。若い女性からすると、友

達を当市に呼ぼうとした時に、こういう所

があるから遊びにおいでと言おうとして

も、なかなかどこに、という風に考えてし

まいます。実際に観光紹介のマップを見に

行っても、ここがそうなのかと、上手にア

ピールしきれていないのではないかとい

うことでした。ボランティア活動で案内の

活動をされているかたもいらっしゃるの

で、そういったかたの活動がもっと良い形

で活きればというような意見でした。 

3 つ目は企業誘致です。他のかたからも

意見がありましたが、企業が誘致されて、

働く場所や収入が増えることでたくさん

のことが実現できるのではないかという

意見がありした。 

あとは①について、道路が、特に商店街

がさびれてきたことで暗くなってきたよ

うに感じるという意見がありました。街灯

は必ずしも市で整備してもらうとは限ら

ないので、誰に言えば良いか分かりにくい

ということを含めて、道路が暗いという話

が出ていました。最後は保育園です。近い

保育園になるべく通えるようになれば良

いという話が出ていました。 
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まず①について、東村山は子育て支援セ

ンターなどが充実しており、子育ての環境

が充実している感じがしますが、子育て世

代が移り住むくらいに、地域からそれを全

面に押し出して盛り上げて欲しいという

ことでした。 

他にはほんちょう保育園の取り組みを

以前から良く思っていました。高齢者と幼

児達、どちらにとっても様々な恩恵がある

と思います。これは、健やかに暮らすには

心が健やかになることが重要であると思

うからです。このような保育園が増えて欲

しいです。皆さんがこういった良い取り組

みをしていることを他の地域に発信して、

子育て世代のかたが来るようになって欲

しいということでした。また、子どもたち

が安全に過ごせるよう、通学路の整備をお

願いしますということでした。 

③の防災関係ですが、地域の繋がりとい

うことで、地域の様々なことについて、情

報共有できるようになれば良いという意

見がありました。 

④については、都市計画道路整備率や人

口減少数が 26 市中最悪ということを聞

いて驚いたため、良い知恵を出して解決し

て欲しい、生産年齢人口を増やすことを特

に考えて欲しいということでした。やはり、

このことに関してはインフラの整備、道路

をしっかりすることで皆さんが集まって

住みたいまちになるのではないかという

ことでした。 

子育て世代のかたは、特に子育てを支援

して欲しいということでした。高齢者と子

どもたちが一緒にできるほんちょう保育

園を特に他の人たちに分かるようにアピ

ールして欲しいということでした。 

それから、子どもが安全に通学できるよ

うに、街路灯の整備をして欲しい、不要な

信号があるので取り外して欲しい、といっ

た意見がありました。 
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1 人目は、災害時に障害者・要支援者に

対してどう対応するのかという問題を挙げ

ていました。いざという時に、災害に強い

まちであると言えるのか、支援策が必要で

あるということでした。 

2 人目は、2 人の子どもを持つ母親のか

たで、市民意識調査のお話の中でありまし

たが、10 数％の人が他市に移り住みたい

という結果が出ている中で、逆に「子育て

するなら東村山」というキャッチフレーズ

で移り住んできたそうです。1 歳半、3 歳

の健診の時には、保健師のかたが丁寧に対

応してくれましたが、その後のフォローが

なく非常に悩んだそうです。これは自分に

限らず、周辺の母親たちに共通していると

いうことでした。なかなか市役所まで出て

くる機会はないので、地元で保育所が中心

になるなど、子育て世代への対応について、

地域でも取り組む必要はあると思いますが、

行政でも考えて欲しいということでした。 

道路の状況が悪いということもあります

が、自転車に接触されそうになり、あわや

大けがをするような事態に遭ったというか

たがいました。道路の整備事情が 26 市中

一番低いということもあり、その影響もあ

るのではないかと考えられるので、整備に

取り組んで欲しいとのことです。 

最後に私の意見で、2040 年くらいにな

れば、人口も 14 万人台になるのではない

かと考えられます。ここに集まった人も含

めて、市民がいかに健康で過ごせるか、と

いうことをきちんと対策の中に落とし込ん

で欲しいです。民間ではラジオ体操の推進

を行っており、市内では 10 数か所で行っ

ています。これを行政で支援をしていただ

き、健康づくりや、もし病気になって施設

が必要となれば、施設に入れるようにし、

地域の支えを必要とする人には、自治会が

きちんとサポートできるような仕組みを、

行政と自治会で作っていく必要があるので

はないでしょうか。健康寿命を延ばしてい

くということが市民に課せられている課題

であると考える一方、行政でも力を入れて

欲しいです。 
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3） 渡部市長よりコメント 

 発表者の皆さん、ありがとうございまし

た。また、短時間でありましたけれども、

今日初めてお会いになる方々が殆どである

と思いますが、色々な観点から議論いただ

き、また色々なご提案含めてご意見をいた

だき、感謝申し上げます。全グループ合計

すると、①に 19 件、②に 6 件、③に 12

件、④に 14 件、⑤に 1 件ということで、

バランスよくご意見があったかと思います。 

特に A・B・G・J グループから、これか

ら少子高齢化社会の中で、地域コミュニテ

ィを再活性化させることが大事なのではな

いかということご意見があり、私も正にそ

のとおりであると考えています。当市の自

治会加入率は、現在 50％ほどで多摩地域

では 7 位となっており、比較的当市は地域

コミュニティの核である自治会の加入率が、

26 市の中ではまだ高い方であると考えて

いますが、それでも地域において隣の住人

がどういうかたなのかよく分からないとい

ったことがあるようです。災害等の万が一

のことを考えても、地域の皆さんがある程

度顔見知りで、少なくとも挨拶が交わせる

ような状況を、市も率先して築いていくこ

とが、安全・安心や福祉、住み良いまちづ

くりを進めていく中で何事においても非常

に重要であると思いました。市としても、

自治会活動の支援や活性化ということで、

この間取り組んできましたが、更に進めて

いきたいと思います。 
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 人口減少問題に対しては、様々な提案を

いただきました。子育て支援や保育施設の

問題、道路や基盤整備により人口増につな

げる、あるいは企業誘致といった観点から

の提案もありました。実は今、国をあげて

地方創生ということで、各自治体でもどの

ようにまちの活性化を図り、人口をあまり

減らさず、どうしたら人口減少に歯止めを

かけ、増やしていくことができるかといっ

た、総合戦略の検討をしています。当市は、

ベッドタウン、住宅都市であるという状況

を考えると、子育てしやすいまち、若者の

結婚・出産・子育ての希望を叶えるといっ

たことにしっかり取り組むことが大きな柱

となると思いますし、企業誘致に関しても、

いきなり大きな企業を誘致するのは厳しい

ですが、近年の傾向ですと、当市内に地方

銀行が出店するということがあります。今

年は東村山駅東口に山梨中央銀行さんが出

店され、昨年は久米川駅北口に埼玉県に本

店のある武蔵野銀行さんが出店されるなど、

地方の金融機関や企業の東京進出の足掛か

りにされるケースがあり、そういったとこ

ろを掘り起こすことが、当市での企業誘致

活動に繋がるのではないかと考えています。

いずれにしても、20～30 歳代の若いかた

に色々な局面でご意見を聞き、ぜひ当市に

住み続ける、住みたいと思っていただける

ような取り組みがこれから重要になるであ

ろうと思っています。 

その他、教育を通して子どもたちの健全

な育成をすることで、将来大人になっても

東村山に住み続けてもらうような取り組み

が必要ではないかというご提案や、健康寿

命を延ばす取り組み、市が今後注力して取

り組まなければならないと考えていること

についても、様々な提案をいただきました。

そうしたご提案も踏まえ、また来年度以降

も当市の更なる活性化、発展をめざして頑

張って行きたいと思います。 

以上で講評というのもおこがましいです

が、全てについてコメントはできないもの

の、皆さんからのご意見に対する私のコメ

ントに代えさせていただきたいと思います。

本当にありがとうございました。 
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4） 意見交換で出された意見（原文掲載） 

①【基本目標 1  みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

（子育て、健康、福祉、地域コミュニティ）】 

1 
老々介護、一人暮らし、人口減、基礎学力の充実に力を入れて取り組んで欲しい。 

老齢化と教育不足は、治安を悪化させると思うので、4 分野のどれとは言えません。 

2 安心して年を取っても暮らせる街づくりを進めて欲しい。 

3 地域のコミニューティ自治会が低めいしている 新しい人の名前がわからない 

4 

人口を増やすためには暮らしやすい環境が重要だと思うので、20-30 代世帯が求める

ものは子育て・健康などの分野が充実してるといいのかな 

市が運営してる多目的施設があるとよい、市民会館ホールとか、成人式は市内でやりた

い（私立校の体育館とかでなく） 

5 
しょうがい児を育てる場がたりない環境にあると思う。 

しょうがいがあっても、希望する子は、保育園に入園させてほしい。 

6 
市内の介護ワークグループと情報交換しながら連絡を取り合い進めていく事が必要と

なると思います。 

7 
中高生のいばしょ 

子どもの貧こん 

8 
地域の施設の充実 

公民館や、図書館の利用面の充実、子ども、高齢者がもっと多機能的に利用出来る様 

9 
静かで、緑の多い特色を生かした、子供がのびのびと過ごせる町づくりを考える事が、

必要なのかと思います。安心・安全をテーマに取り組む。 

10 

・年をとって来ると、自分の健康に気をつけて地域の皆さんと仲良くしていく……と言

う事に気を付けている。 

・コミニティバスを通してほしい 

11 自治会活動への補助。地域でささえ合うように。 

12 

・地域のコミュニティと云っても… 

 どのようにまとまるかという事。 

・何が健康と云うか 

13 
・皆がなるべく平等に暮らせるような仕組みづくり 

（母子家庭、ＬＧＢＴ、障害者、高齢者、子どもへのサポート） 

14 道路等に明かりが少なく危ない。 

15 

保育園、おかげさまで入園させていただいておりますが、場所が遠い事だけが難点とな

っています。 

次世代以降、近い所に入園できると皆助かると思います。 

16 子ども達が安全に過ごせるよう。通学路（がいとなど）をせいびをお願いします。 

17 

ほんちょう保育園の取り組みを以前から良いと思っていました。高令者と幼児達、どち

らにとっても様々な恩恵があるかと思います。健やかに暮らすには心が健やかになる事

が重要だと思うからです。この様な保育園が増えて欲しいです。 



東村山市版株主総会 実施報告書 

38 

18 

東村山は子育て支援センターなどが充実していて、子育て環境は充実している感じがす

るが、それを全面におし出して盛り上げてほしい。他地域から子育て世代が移り住むく

らいに。 

19 
保けん師さん等とが、積極的に子育てしている家庭に歩みよって、ヒアリングやアドバ

イスをしにいってあげてほしい。 

20 

2040 年には、市の人口はどの位に減少するのか。20 代 30 代の転出・定住の返照、

高令者人口の増を考えたときに、何をなすべきか。第 4 次総合計画後期が来年度から始

まるが、より具体的な目標設定をし、ＰＤＣＡでまわしていってほしい。 

ビジョンをさらに、アクションプランにし、実践してほしい。 

健康タウン等の推進により、健康で毎日が送られるようにし、要支援者にはしっかりと

してサポートをし、施設で対応できない場合には、地域で対応していける町づくり、が

必要。 

 

②【基本目標 2 みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち 

（教育、文化、芸術、生涯学習、スポーツ、歴史、伝統）】 

1 

以前シニア学級に参加させていただきましたが最近はあまり回数も多くなく、残念に思

っています。以前の様にいろいろな生涯学習の場を用意して下さると、大変うれしく存

じます。現在は老人会に手の行事に参加致しております。 

2 生涯学習、スポーツ等、出来る事を学んで行き、ボケ防止のつもりです。 

3 

１つの分野を選ぶのが難しいですが、その中でもあえていうならば…「教育」はとても

大切だと考えます。これからの子供は礼儀はもちろん、日本人、東村山出身であるとい

うことを誇りに思えるような人になってほしい。同時にグローバル化に対応できるよ

う、英語（プラスもう１つの言語も可能ならば）ＰＣは使えるようになってほしい。そ

れを育成する『人材』選びに力を入れてほしいです。 

4 

小学校・中学校の教育現場における教師と生徒（児童）の関係。また教師と保護者との

関係を見ていて教育現場（学校内教室内）や各家庭との関係で教師の立場が低すぎる。

子供の権利があまりにも尊重され過ぎていると思われます。 

子供が過保護すぎるまま育っていくのはどうかと感じています。適正なバランスに調整

できないものでしょうか？ 

5 
新聞・テレビ等で学校でのいじめが伝えられるが、いじめは学校でも、地域社会でも絶

対にあってはいけないと思う。 

6 
◎生涯学習きらくに参加できるようになるに市報にかかげて下さい。※芸術もみんなが

表に出して下さるように 
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③【基本目標 3 みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

（防災、防犯、みどり、環境、ごみ、消費生活）】 

1 

１．自治会との連携を深めた防災、防犯組織の充実と対応策が今後必要性を増すのでは

ないかと考えられます。 

２．こどもの安全対策を考える上で、地域グルミの積極的な防犯、防災のあり方を考え、

実践していく必要があると思います。 

2 

身近な問題としていつも頭の中、又体にしみついています。ごみの減量化（夢ハウスで

堆肥作りに）堆肥作りをするために毎日出る生ゴミを細かく切って、糠と混ぜ、１ヶ月

に 3ｋｇ位の堆肥を作っています。家庭菜園の肥として活用し美味しい野菜が出来て、

家族の健康に役立っています。 

3 

先日村山市のお祭りを拝見いたしました。日中はとても明るく楽しいお祭りでしたが、

私用の為 7 時過ぎに裏道を通った折外燈がなくとてもくらくびっくりしました。何か起

きる前に外燈の設置明るい道にして頂きたい。 

4 

私は日ごろ地域ねこの活動をしており、市も地域ネコ対策の予算を組んで下さったこと

に感謝している。この対策に一層力を入れていただきたい。人口減少対策のひとつとし

て、公営住宅がペット可になるといいと思う。若い世代が沢山引越してくると思う。 

5 

昨年生まれた子供が安心して生活できる町になってもらいたい。私は子供の時団地住ま

いだったので同級生や知り合いも多く横のつながりが強かったと思うが、現在は戸建て

のため、近所のつながりが昔ほど強くないと感じます。 

6 

駅から遠い事と、夜になると人通りも少ない 

道も狭いので、こわいなと思います。 

店も少ないんので暗く感じます。 

7 
きれいな町づくりをお願いしたい。子供が安心して歩き、遊べる環境づくり。子供を祭

りに参加させてあげたかった。 

8 耕作放キ地の活用は 

9 

・自治会組織等近所つきあいが希薄になってきている様に思う。 

・見守り隊等、安全を確保するボランティア組織を使ってはどうか。 

・地震等災害時の訓練をもつと活発に行って欲しい。 

・東村山市は平地が多く、災害には無縁に思えるが、ただ、それだけに安心していて良

いか。問題の提起も必要では。 

・世代間の交流を図るイベントを計画して欲しい。 

10 

人口減少への取組について。 

最近、秋津町近所で１戸建の新築住宅も増加している。転入者より東村山に来た感想。

良い所、要望等を聞き、ＰＲ冊子を（インターネット含む）作成して東村山市をＰＲし

て欲しい。 

11 
最近は向う三軒両隣り的意識が薄いので、近所での助け合う精神を何とか持てるように

と思う。施策が何かあるか？ 

12 地域サロンのようなものを作り、情報を共有できるようになれば良いと思います。 
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13 
・ヘルプカードの普及を行うにあたり 

・行政が財政的な支援を行って下さい。 

 

④【基本目標 4 みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

（道路、交通、基盤整備、農業、商工業、観光、情報環境）】 

1 

１．基盤の整備（都心へのアクセス）通過車両が増えるので 

       （公園・商業） 

２．若い人をメインに（生産人口） 

３．老人の雇用（健康寿命を長く、ボランティアに近い市政への協力 

2 

人口構成からみると「子育て、健康康・福祉。地域コミュニティ」になると思うが、他

市から移ってきて様々な市への手続きの利便性を高め、地域の公園・自然・商店街がよ

り魅力的なものであるものになること、病院へのかかり易さ等も含め、「みんなが快適

に暮らせる・活力と魅力にあふれたまち」作り力を入れてほしい。 

おそらく他市区町村へ通勤されている方が多いと思うので。 

3 

・萩山町にバス便がないので、コミュニティバスを運行してほしい。 

特に南北に移動するのが不便なので恩多町や青葉町を通り、東久留米方面に行くバスを

考えてほしいです。 

・また、西武拝島線の利便性を向上してほしいです。 

4 

道路がせまい       ガードレール   がなお狭くしている 

             歩道 

久米川辻の交差点 等   災害時に不安 

5 道路の補修順位 

6 
すべて、大事で、一人口を増やすのが一番。人を呼べそうなので 4 を選んだ。 

具体的には、市に企業を誘致できれば、人が増えやすくなるのかなと。 

7 人が集まる環境を整えれば人口が増えると思います。 

8 

道路、交通の整備がされると、出かけやすくなる。 

農業 路店等、新鮮野菜がいつでも手に入れやすい 

観光、北山公園等、もっと整美して、一年中楽しめるようにしたらいいと思う。 

9 
子どもが安心して歩けるような道路の実現を（歩道はないが、車がビュンビュン通り、

横断歩道もないような道の解消）。 

10 

―市の収入面― 

市の財政が困難なのは、今回参加しないでもすでに知っている、感じている人が多い。 

まずは、収入がなければ暮らせません。 

家庭・企業・国、すべて同じです。 

結論：企業を誘致して市の収入を増やし活性化を計ることが必要と思います。 

    →若い人が増える。（生産年齢） 

11 

本日の話しで市の人口が減っているとの事で、もっと市の魅力を伝えるような取組みが

あったら良いかと。具体的には観光ＰＲを。又、企業が集まるような取組みがあると良

いか。 
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12 

①20～30 代に魅力があるまちにするために、農業・商工業・観光が必要。ブランド化

が必要ですが、何か具体的な取り組みをしているでしょうか？ 

②道路がせまいところが多く、快適でないと感じます。 

13 
・道路や人口減少が 26 市中最悪と聞き、ビックリ。良き智恵を出して改善して欲しい。 

・生産人口を増やすこと特に考えて… 

14 車、自転車、ルールを守り安心して歩く事が出来るように！！ 

 

⑤【その他（行財政改革、協働等）】 

1 
収入増：若年層戻入の施策（市も積極対策を） 

支出減：共助自助の推進施策（市もサポートを） 
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３．参加者による評価（投票） 

評価の方法 

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

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

記入していただきました。 

 各段階の配点は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 5 点･･･非常によくやっている 

 4 点･･･よくやっている 

 3 点･･･ふつう 

 2 点･･･物足りない 

 1 点･･･全く物足りない 

 

 

 

 

 

評価の考え方 

 評価の合計点を有効投票数で割った平均点を評価結果としました。 

 

評価結果、ご意見への対応 

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

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

いて判断し、決定することとします。 

 

 

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。 

 

 

評価理由（原文掲載） 

【5点 非常によくやっている】 

1 
渡辺市長の説明もわかりやすく大変参考になりました。今後の市制にかんしんを持ちた

いと思います。 

2 無記入 

3 無記入 

4 各項目を簡潔にわかりやすく説明されていた。 

5 
「子育て」等と魅力づくりに資する活動にとりくんでいる。課題をこのような形で得よ

うとして意欲を感じる。期待しています。 

6 
数字に表れているのはもちろんの事ですが、市長からのより良くしたいという説明や職

員の方達が発言に対して熱心にメモを取っている姿を見たからです。 

7 本日のような市民との意見交換会開催など、積極的な姿勢が伺えるため。 

8 
私のような者やじゃく者の方のいけんを聞いてくれまして、かんしゃします。これらを

少でいっょに市ちょや市民市の人々たちじつげんしましょう。 

9 無記入 

10 
市長、職員の市民の為の尽力、貢献が良く分かりました。今後も大いに頑張ってくださ

い。 

11 透明性があるので。 

合計点 有効投票数 平均点

193点 ÷ 51票 = 3.78点

票数 小計

5点 非常によくやっている 11票 55点

4点 よくやっている 23票 92点

3点 ふつう 12票 36点

2点 物足りない 5票 10点

1点 全く物足りない 0票 0点

0票 0点　白票・無効票

点数
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【4点 よくやっている】 

1 無記入 

2 
改善できているところが良くわかり、評価できます。この様な総会をすることがとても

評価できる。 

3 
・まあまあ、良いと云うことです。 

・本日は、大きく概要の話しなので、そのうちに深く知りたい。 

4 

今回参加してみて、割とよくやっていらっしゃることが知れました。ただ、まだ道路の

問題 その他課題があるので期待をこめて１ランク下げました。よろしくお願いしま

す。 

5 無記入 

6 各、経営指標（施策）に表れている。 

7 借金が減ることは、とても重要です。 

8 良くやっているが、結果が市民に分かりやすい状態にて、報告をして欲しい。 

9 新しいこころみに参加して大変なご苦労だと想います 

10 
市政全般について、真剣に取り組んでいるように感じられた。今後も、より一層よろく

お願いします。 

11 無記入 

12 市長の話が分かりやすかった。できる事と一生けんめいにやっていると思った。 

13 多摩地域全体としての順位などを知る事が出来て、取組みの成果が見えた。 

14 収支、待機児童数の減少等。 

15 以前の市政運営がひどかった。今後も是非頑張って。 

16 
報告にもあった通り、取り組んでいる施策に対して、ある程度数字をみる限り結果が出

ている為。 

17 無記入 

18 
市政の取組について、市報だけでしか情報を得ることができなかったですが、今回参加

してなんとなくですがわかっら気がしました。 

19 素人参加の総会は身近な問題にカンシンが集まるのはやむをえない。 

20 
このように市民の意見を直接聞く機会、市政を説明する場を設けるだけでもよくやって

いると思います。 

21 無記入 

22 今まで全々関心がなかったが出席していろいろわかったので 

23 
改善しようと話を聞いてくださり、可否の回答、理由も教えてくださる姿勢をみせてく

れ、行ってくれる為。 
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【3点 ふつう】 

1 

他市にくらべて進んでいる点と進んでいない点のばらつきが激しいので、市民の一部の

意見しかくんでもらえていないのではないかという印象を受けた。課題が多いので全て

を実現するのは不可能だと思うが、バランス良く意見をくめれば…。 

2 開かれた市政を感じた。 

3 
お金のかからない部分で、災害時の助け合いや地域コミニュテづぐり等、出来る部分が

あると思い、辛口ですが普通にしました。 

4 
26 市最下位が複数あるなら 26 市最上位が欲しい（一つでも）それが市の活性化にな

る。 

5 始めての参加の為 

6 
取り立てて素晴らしいと感じる政策が無かった。自宅近くの街灯は消えたまま。市役所

職員さんの対応が不親切・横柄な方がいらっしゃる。 

7 
今までこのような会に出たことがないので、比較して考えることができないので、"ふつ

う"にしました。 

8 
株主総会があることを通知により知りました。初めての参加であり、私自身が十分な理

解把握ができていないと思われるので。 

9 
どこまでいっても満足するものではないと思うので、常にどん欲に物事をかなえていっ

てほしい。 

10 良い処も多くあるが、財源のこともあるが物足りない現状がある。よってふつうとした。 

11 今回の参加だけでは、良くも悪くも言えません。 

12 十、一…〇だと思う。負債がなくなれば… 

 

【2 点 物足りない】 

1 数値目標が掲げられていないため達成率が十分に評価できない。 

2 目に見えて市の状況の改善がない。 

3 いろいろ意見が出たが要望部分が多い。つまり物足りないという事です。 

4 市民への目線が低すぎる。 

5 

問題が解決に向かっていると感じられない部分が多かったので。限界はあると思います

が、頑張って下さい。個人的には、子どもの為に、道路の改善（横断歩道等含めて）お

願いします。 

 

【1 点 全く物足りない】 

 なし  
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５．評価結果に対するコメント及び参加のお礼

このような高得点をいただき、ありがと

うございます。また、非常にプレッシャー

も感じています。もう少し頑張って欲しい

という意味合いも込めて、色々なことを市

もなかなか良くやっているという評価では

ないかと思います。ただ 5 名のかたは、や

はりまだ物足りない、もっと頑張って欲し

いということだと思います。 

先ほどご説明申し上げたように、これか

ら少子化、高齢化、人口減少が進む中で、

皆さんからのご意見、色々な課題・問題が

あるのですが、まずは地域の人同士が繋が

り、地域で顔が見える形で一緒に何かまち

を盛り上げるといったきっかけを、ぜひ市

が音頭をとってやって欲しい、といったご

意見が非常に多かったように思いました。

その中で、やはりこれから高齢者のかたに

は、ぜひお元気で健康で長生きしてもらう

ため、地域でも居場所・活躍の場があるこ

とが必要ですし、子育て中のかたにとって

は、やはり子育て支援を更に強化するとと

もに、結構市も良いことをやっているので、

それをもっと対外的にアピールしてはどう

かといったご指摘もありました。 

現在、市でも少しずつ対外的にシティプ

ロモーションという形で、当市の良さや魅

力を、市内外の多くの人に知ってもらうよ

うな取り組みを進めていこうと考えていま

すので、ぜひ市民の皆さんと力を合わせて、

これからも当市が更に良いまちになるよう

に努力をしていきたいと考えています。 

本日は、折角の機会ということでお越し

いただき、私どもの方から情報提供すると

共に、市民の皆さんから本当に色々な角度

から有益な指摘、意見をいただきました。

今後もこうした取り組みを通して、市民と

行政が正に一体となり良いまちづくりが進

められるように頑張っていきますので、今

後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

本当に本日は長時間に渡り、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 ページ以降参照） 

 

 

 

 

 

調査段階 回答者 配付時期 回収時期 

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

事後アンケート 参加者 
株主総会当日、受付にて

配付  
株主総会閉会後、会場内にて回収 

傍聴者用アンケート 傍聴者 
株主総会当日、受付にて

配付  
株主総会閉会後、会場内にて回収 
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男性

43.4%
女性

56.6%

回答者属性（事前アンケート） 

 

 住所・性別・年代 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

（事前アンケート設問１） 

 

1

17

20

15

0 5 10 15 20 25

10代・20代

30代・40代

50代・60代

70代以上

5.7%

5.7%

7.5%

17.0%

47.2%

50.9%

54.7%

0.0% 30.0% 60.0%

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

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 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

11 

0 5 10 15

野口町

諏訪町

恩多町

美住町

多摩湖町

青葉町

栄町

廻田町

本町

秋津町

富士見町

久米川町

萩山町

計53名

男性：23 名 

女性：30 名 

（人） （人） 

ｎ＝53 

複数回答計 100 
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市政に対する実感・市政との関わりを検証する設問 

 

 市政に対してどの程度関心がありますか。（事前アンケート設問 2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「全く関心がない」は 0％ 

 

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

（事前アンケート設問 3） 

 

3.8%

15.1%

3.8%

9.4%

15.1%

22.6%

28.3%

34.0%

41.5%

45.3%

54.7%

0.0% 30.0% 60.0%

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）

市長へのＥメール

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 

15.1％ 

ある程度関心がある 

67.9％ 

あまり 

関心がない 

13.2％ 

無回答 

3.8％ 
 「非常に関心がある」「ある程度関心があ

る」を合わせ、80％以上の参加者が市政に

関心を持っていたことが分かります。 

 事前アンケート設問 1 では、参加理由とし

て「市の施策や財政状況に興味があるから」

は 47.2％に留まっていましたが、実際には

多くの参加者が何らか市政に関心を持って

いることが伺えます。 

ｎ＝53 

複数回答計 145 
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 ＜事前アンケート設問 3 で「知らない」以外のいずれかを選択したかたのみ回答＞ 

市政に対して意見を提出する方法のうち、利用したことのある方法は何ですか。 

（複数回答可）（事前アンケート設問 4） 

 
 

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

 知られていた方法のうち、割合が高い順に「市長への手紙」から「市長への E メール」までは、

時期・時間を問わずいつでも利用できる方法ですが、一方で「計画（案）等への意見募集（パブ

リックコメント）「市民説明会・ワークショップ等への参加」という、利用できる期間や日時が

指定されているものは、認知度が比較的低い結果となりました。 

 いつでも利用可能な方法は一定知られていますが、そうでない方法についての周知方法について、

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、「議員・自治会を通しての要望」「タウンミーティング（市

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

比較的利用されていることが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

22.2%

60.0%

6.7%

0.0%

0.0%

0.0%

2.2%

8.9%

8.9%

11.1%

15.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

無回答

利用したことが無い

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

市長へのＥメール

市の窓口や電話

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

議員・自治会を通しての要望

ｎ＝45 

複数回答計 61 
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 市民の声は市政に反映されていると思いますか。 

（事前アンケート設問 5、事後アンケート設問 1） 

 
※ 事前・事後アンケート共に、「反映されていないと思う」は 0％ 

 

 「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 34.0％に対し、事後は

8.0％に減少しています。 

 「ある程度反映されていると思う」が、事前の 28.3％に対し、事後は 62.0％に増加していま

す。 

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

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

参加者の多くが、市政に対して何らかの印象を抱き、中でも「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。 

 過去 2 年間、「反映されていないと思う」「あまり反映されていないと思う」の合計について、

事前に対し事後はほぼ半減していましたが、今回はあまり割合が変わりませんでした。 

 更なる市民満足度の向上に向けて、様々な場面において、どのような点が反映されていないと思

うのかを探っていく必要があると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0%

反映されて

いると思う

5.7%

62.0%

ある程度

反映されて

いると思う

28.3%

20.0%

あまり

反映されて

いないと思う

24.5%

8.0%

わからない

（市政に対する

印象や評価を

持っていない）

34.0%

4.0%

無回答

7.5%

0% 100%

事後

アンケート

事前

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

（複数回答可）（事前アンケート設問 6、事後アンケート設問２） 

 

 

 過去 4 年間、必ず 1 つ以上の活動は事前に対し事後の割合が 10％以上増加していましたが、

今回はいずれの活動も事前と事後で大きく割合は変わりませんでした。 

 一方で、「特に参加したくない」は、事前の 5.7％に対し、事後は 2.0％に減少しています。 

 元々何らかの活動に参加したいと思っていた参加者は、株主総会を通しても意識は変わらず、引

き続き何らかの活動に参加したいと思ってくださっていることが伺えます。 

 一方で、元々は「特に参加したくない」と思っていたものの、同じ立場である市民同士での意見

交換や、他グループによる発表を聞くことで、何らかの活動に参加したいという意識になった参

加者の割合が増えたことが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

10.0%

2.0%

2.0%

12.0%

26.0%

36.0%

46.0%

42.0%

9.4%

5.7%

3.8%

13.2%

28.3%

34.0%

41.5%

43.4%

0.0% 25.0% 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

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＝53、複数回答計 95 

（事後アンケート） 

ｎ＝50、複数回答計 88 
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 市の財政状況について、どのように認識していますか。 

（事前アンケート設問 7、事後アンケート設問３） 

 
※ 事後アンケートの「余裕があると思う」「わからない」は 0％ 

 

 「わからない」が、事前の 20.8％に対し、事後は 0％に減少しています。 

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

た。（「無回答」を除く） 

 「厳しいと思う」「多少厳しいと思う」の合計が、事後で 84.0％となり、過去最高となりまし

た。 

 市政報告の中で、平成 26 年度は実質単年度収支が過去最大の赤字となったことと、実質的な財

政収支の黒字幅が前年度までに比べ大きく縮んだことを報告しました。 

実質単年度収支の赤字は、将来の財政需要を見込んで他の基金にお金を積み替えただけであるこ

と、地方債等の残高は引き続き減少し、基金残高は増加していることも説明しましたが、「過去

最大の赤字」という言葉や、実質的な財政収支の黒字幅の大幅な減少ということのインパクトが

大きく、「厳しいと思う」「多少厳しいと思う」という参加者の割合が過去最高となったことが伺

えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.0%

厳しいと思う

37.7%

42.0%

多少厳しいと

思う

20.8%

12.0%

2.0%

わからない

20.8%

2.0%

無回答

9.4%

0% 100%

事後

アンケート

事前

アンケート

普通であると思う 5.7%

多少の余裕があると思う 3.8％ 余裕があると思う 

1.9% 
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株主総会の内容、運営を検証する設問 

 

 市政運営について、知ることができましたか。（事後アンケート設問４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「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％ 

 

 

 市政に対する関心が高まりましたか。（事後アンケート設問 5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「あまり高まらなかった」「全く高まらなかった」は 0％ 

 

 

 

 

十分に知る 

ことができた 

22.0％ 

まあ知ることができた 

70.0％ 

非常に高まった 

40.0％ 

まあ高まった 

58.0％ 

無回答 

2.0％ 

 「十分に知ることができた」「まあ知ること

ができた」を合わせ、90％以上の参加者に

市政運営について知っていただくことがで

きました。 

 一方で「あまり知ることができなかった」

という参加者が 6.0％いたことから、説明

の仕方等について検証・改善する必要はあ

りますが、様々な市民に対し、市の取り組

みを知っていただく良い機会を提供できた

と考えます。 

 「非常に高まった」「まあ高まった」を合わ

せ、全て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。（「無回答」

を除く） 

 元々80％以上の参加者が市政に関心を持

っていた（事前アンケート設問 2 より）中

でこのような結果になったことから、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大きく寄与

する回であったと伺えます。 

あまり知ることが 

できなかった 

6.0％ 

無回答 

2.0％ 
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 より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（複数回答可）（事後アンケート設問 6） 

 

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

充実した説明や情報が求められています。 

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

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

できなかったことについても、様々な媒体や機会で周知する工夫が必要であると考えます。 

 

 

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

（事後アンケート設問 7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「全くできなかった」は 0％ 

10.0%

0.0%

8.0%

10.0%

26.0%

28.0%

38.0%

50.0%

56.0%

0.0% 30.0% 60.0%

無回答

特にない

その他

人事行政の運営状況

他市との比較、

各種ランキング

人口動態

市民意識調査の結果

施策・事業の実績

財政状況

十分にできた 

18.0％ 

少しできた 

68.0％ 

あまり 

できなかった 

8.0％ 

無回答 

6.0％ 

ｎ＝50 

複数回答 113 

 「十分にできた」「少しできた」を合わせ、

過去最高となる 86.0％の参加者に、何らか

意見を伝えることができたと思っていただ

けました。 

 「全くできなかった」が 0％となったのは、

これまでで初めてです。 

 一方で「あまりできなかった」という参加

者が 8.0％いたことから、より多くの参加

者に意見を伝えることができたと思ってい

ただけるよう、意見交換の進行方法等につ

いて工夫する必要があると考えます。 
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 参加者を無作為抽出ではなく公募や自由参加にした場合、参加しようと思いますか。 

（事後アンケート設問 8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 株主総会に参加して良かったと思いますか。（事後アンケート設問 9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「いいえ」は 0％ 

 

 

 

 

 

 

 

はい 

34.0％ 

どちらとも言えない 

54.0％ 

無回答 

8.0％ 

はい 

90.0％ 

どちらとも 

言えない 

4.0％ 

 事後アンケート設問 9（本ページ下部参照）

で、90.0％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 34.0％に留まっており、

これは過去最低の割合です。 

 事前アンケート設問 1 で参加理由として

「「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」が 50％以上であったことから、市から

個人レベルで直接声掛けされたから参加し

たいと思った参加者が多いことが伺えま

す。 

いいえ 

4.0％ 

無回答 

6.0％ 
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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。（事後アンケート設問 10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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。（複数回答可） 

（事後アンケート設問 11） 

 
 最も多い回答が、今回と同じ「土曜日の午後」で 66.0％であり、次いで「休日の午後」の 34.0％

となっています。 

 

 

6.0%

10.0%

0.0%

0.0%

4.0%

8.0%

10.0%

14.0%

20.0%

34.0%

66.0%

0.0% 35.0% 70.0%

無回答

特にない

休日の夜間

平日の午前

土曜日の夜間

平日の夜間

休日の午前

土曜日の午前

平日の午後

休日の午後

土曜日の午後

機会や予定が合えば参加したい 

74.0％ 

どちらとも 

言えない 

18.0％ 

ｎ＝50 

複数回答計 86 

 75％近くの参加者が、「機会や予定が合え

ば参加したい」と回答しています。 
参加したくない 

2.0％ 

無回答 

6.0％ 
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 事後アンケート設問 8～11 を総括すると、以下のことが言えます。 

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

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

と考えたためです。 

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

とした参加者は 47.2％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

（80％以上）は、元々市政に関心を持っていたことが分かりました。 

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

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

いという参加者は 34.0％に留まることが分かりました。 

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

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

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

作為抽出は有効であることが伺えます。 

 

 

 その他、会の運営や進行等に関してご意見がございましたらご記入ください。 

（事後アンケート設問 12） 

⇒ いただいたご意見については、80 ページ参照。 
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各アンケート用紙、単純集計結果 

 

   参加証 兼 事前アンケート

　　　　　　　　　　町 性　別 男　・　女

裏面へ続く

参加証

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

当日は、本参加証および同封の資料をお持ちください。

また、下記の事前アンケートにご協力くださいますよう、お願いいたします。

事前アンケート

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

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

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

 エ．計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

 オ．タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

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

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

 コ．知らない

住　所

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

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

２．市政に対してどの程度関心がありますか。（○は１つだけ）

 ア．非常に関心がある　　　　　　　　　　　　イ．ある程度関心がある

 ウ．あまり関心がない　　　　　　　　　　　　エ．全く関心がない

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

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

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

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。（簡潔に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
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　　　　　　　　　　町 性　別 男　・　女

裏面へ続く

１．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

事後アンケート

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

住　所

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

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

 ウ．あまり反映されていないと思う　　　　　エ．反映されていないと思う

 オ．わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

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

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

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

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

 キ．特に参加したくない

３．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

 ア．厳しいと思う　　　　　　　　　　　　　イ．多少厳しいと思う

 ウ．普通であると思う　　　　　　　　　　　エ．多少の余裕があると思う

 オ．余裕があると思う　　　　　　　　　　　カ．わからない

４．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

 ア．十分に知ることができた　　　　　　　　イ．まあ知ることができた

 ウ．あまり知ることができなかった

 エ．全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

５．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

 ア．非常に高まった　　　　　　　　　　　　イ．まあ高まった

 ウ．あまり高まらなかった　　　　　　　　　エ．全く高まらなかった
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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

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）

 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。
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市内（　　　　　　町）　・　市外（　　　　　　市） 性　別 男　・　女住　所

年　代

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

 ア．市の施策や財政状況に興味があるから

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

 ウ．親族、知人が無作為抽出で選ばれたから　　　　　エ．市長が説明するから

 オ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

傍聴者用アンケート

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

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

 ウ．あまり反映されていないと思う　　　　　　エ．反映されていないと思う

 オ．わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

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

６．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

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

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

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

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

 エ．計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

 オ．タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

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

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

 コ．知らない

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

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

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

 キ．特に参加したくない

　
 
     裏面へ続く

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

４．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

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

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

 エ．計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

 オ．タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

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

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

 コ．利用したことがない
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＜選んだ分野について、具体的に取り組むべきこと＞

８．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

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

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

 イ．みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち

　　　　　　　　　　　（教育、文化、芸術、生涯学習、スポーツ、歴史、伝統）

 ウ．みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち

　　　　　　　　　　　（防災、防犯、みどり、環境、ごみ、消費生活）

 エ．みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち

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

 オ．その他（行財政改革、協働等）

アンケート回収箱に入れてお帰りください。ご協力ありがとうございました。

10．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）

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

 エ．市民意識調査の結果　　　　オ．他市との比較、各種ランキング

 カ．人口動態　　　　　　　　　キ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 ク．特にない

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

 エ．全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

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

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

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

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

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

９．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

 ア．非常に高まった　　　　　　　　　　　　　イ．まあ高まった

 ウ．あまり高まらなかった　　　　　　　　　　エ．全く高まらなかった

12．株主総会を傍聴して良かったと思いますか。（○は１つだけ）

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

14．今回の株主総会は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）

 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 53 100.0 回答者数 53 100.0

本町 5 9.4 男 23 43.4

久米川町 6 11.3 女 30 56.6

秋津町 5 9.4 無回答 0 0.0

青葉町 4 7.5

恩多町 2 3.8

萩山町 11 20.8 年代 回答数 割合（％）

栄町 4 7.5 回答者数 53 100.0

富士見町 5 9.4 10代 0 0.0

美住町 3 5.7 20代 1 1.9

廻田町 4 7.5 30代 7 13.2

多摩湖町 3 5.7 40代 10 18.9

諏訪町 1 1.9 50代 9 17.0

野口町 0 0.0 60代 11 20.8

無回答 0 0.0 70代 10 18.9

80代以上 5 9.4

無回答 0 0.0

【住所】 【性別】

【年代】
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回答数 割合（％）

100 -

ア 25 47.2

イ 4 7.5

ウ 29 54.7

エ 27 50.9

オ 9 17.0

カ 3 5.7

3 5.7

カ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

3

回答数 割合（％）

53 100

ア 8 15.1

イ 36 67.9

ウ 7 13.2

エ 0 0.0

2 3.8

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

東村山市について知る良い機会と思ったので。

60代になったら地域活動にと考えていたから

弱者、とくにLGBTなどの人の権利向上に少しでも寄与できたらいいなと思います。

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＝53

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＝53

無回答



東村山市版株主総会 実施報告書 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 割合（％）

145 -

ア 29 54.7

イ 12 22.6

ウ 15 28.3

エ 8 15.1

オ 24 45.3

カ 5 9.4

キ 18 34.0

ク 22 41.5

ケ 2 3.8

コ 8 15.1

2 3.8

ケ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

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

行政担当窓口（担当者）を通しての意見要望

道路に関する要望書提出～所管課へ

市のホームページの意見記入欄

市長へのＥメール

回答者数＝53

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

市民説明会・ワークショップ等への参加

市長への手紙
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回答数 割合（％）

61 -

ア 4 8.9

イ 1 2.2

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

オ 5 11.1

カ 0 0.0

キ 7 15.6

ク 4 8.9

ケ 3 6.7

コ 27 60.0

10 22.2

ケ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

回答数 割合（％）

53 100

ア 3 5.7

イ 15 28.3

ウ 13 24.5

エ 0 0.0

オ 18 34.0

4 7.5

沿線住民の要望書提出

まだ市政を理解できていないので未利用

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

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＝53

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＝45

市の窓口や電話

無回答

利用したことがない

その他

５．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

市のホームページの意見記入欄

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）
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回答数 割合（％）

95 -

ア 7 13.2

イ 18 34.0

ウ 22 41.5

エ 15 28.3

オ 23 43.4

カ 2 3.8

キ 3 5.7

5 9.4

カ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

回答数 割合（％）

53 100

ア 20 37.7

イ 11 20.8

ウ 3 5.7

エ 2 3.8

オ 1 1.9

カ 11 20.8

5 9.4

分からない

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）

地域のボランティア活動等に参加する

その他

無回答

特に参加したくない

厳しいと思う

回答者数＝53

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

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

回答者数＝53

無回答

わからない

面白そうな活動であれば

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）
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（原文掲載）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

財政が厳しいと、思いますが、使い方を、もっともっと考えて下さい

東村山市では、マイナンバーカードを使い、市民にどのようなメリットを与えてもらえるの
か？

市の財政の状きょうを維持しながら、良い市政を望みます

少子現状を今後の課題として、考へるべきです。

株主総会というなら、PL表の特別会計も、又、BSも取り上げていただきたいが如何？

待機児童対策に力を入れてほしいと思います。

よさこい祭り、本年度どうだったのか？

P-18　貯金への積立て、取崩しを除かなければどうなる。

現在市が最もお金を投じて取り組んでいることは何ですか。

基本目標（１～４）の達成規準と達成のプロセスをどのようにお考えですか。

特例債の残高が年々増加していますが、健全財政にどう取組まれていますか。

小・中学生が心身共に元気に過ごせるように。いじめ防止対策

高齢者対策（特養ホーム待機者数etc）

東村山駅立体交差事業や道路の整備事業において、恩恵を受ける人と犠牲を強いられる人が
いますが、何が一番気を付けるべき事柄と思いますか。

東村山に昔から住んでいる人達は、穏健で互いに争わず思いやりのある気質だと思います。
その事をどの様に表現していくのが良いと思いますか。

防犯カメラ設置を多くしてほしい。

市立小学校への英語（ALT)、PC操作は何年生から？（できれば早めてほしい）

（４の設問に続き）それをどのように解決しようと考えているか。

現在の東村山市政で、一番の課題（短所）は。

市内に自転車専用レーンの設置予定は有るか？

市内企業を活用して欲しい。

印鑑証明等の証明書の申請・取得の手続の利便性の向上（手続時間の延長、機械化）
小平より越してきました。都区部に勤めておりますので20時頃まで、機械化されると助か
ります。

共助自助拡大に向けた取組について（他市比較、目標値有無）

東村山市のこれからの姿？緑多き町にして欲しいから。あっという間にアパートがたつ様子
を見て。

低所得者に対し市長・職員はどのくらい把握しているか知りたい。

調査結果について、何故「定住したくない」のか理由を知りたい。

資料では結果だけの表計であり、当初目標からみての達成率が不明確。

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）

東村山市の人口が減少している、又、少子高齢化が進んでいる対策は？

運動公園グランドの外まわりにある遊歩道にデコボコあり。雨の後水たまりがあり、歩けな
い　早急になおして頂きたい。

P-12　公共施設…H43-44、H51は何の費用か
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31

32

33

34

最近話題になってる、渋谷区と世田谷区で実施された、同性パートナーシップ証明書の発行
を東村山市でもやる予定はありますか？私はゼヒやっていただけたらいいと思います。私の
友達にもいますし、そういった人はおそらくどこにでもいます。今幸せな人のジャマをする
わけでなく、幸せな人を増やすことになると思います。
簡潔に書けてなかったので書き直しです。
②同性パートナーシップ証明書を東村山市でも発行することを検討していただけますか？

国有地の空屋、空地　市として買入し市施設として利用の考えはありませんか。

特にありません

小学校の空き教室が多いという話をきいたので、いろいろ活用できるといいですね。例え
ば、ご高齢の方のデイケアなど。あとは老人ホームと保育園の一体型のものを作ったりな
ど、ご高齢の方と子供たちが共に生き生きと生活できる環境作りをしていただけたらいいな
と思います。
簡潔に書けてなかったので書き直しです。
①ご高齢の方々と子供達のケアを一体型でやれるような仕組みがあるといいですね。（お互
いいきいき）
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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 50 100.0 回答者数 50 100.0

本町 5 10.0 男 21 42.0

久米川町 6 12.0 女 28 56.0

秋津町 4 8.0 無回答 1 2.0

青葉町 3 6.0

恩多町 2 4.0

萩山町 10 20.0 年代 回答数 割合（％）

栄町 4 8.0 回答者数 50 100.0

富士見町 5 10.0 10代 0 0.0

美住町 2 4.0 20代 0 0.0

廻田町 3 6.0 30代 7 14.0

多摩湖町 3 6.0 40代 10 20.0

諏訪町 1 2.0 50代 8 16.0

野口町 0 0.0 60代 11 22.0

無回答 2 4.0 70代 8 16.0

80代以上 5 10.0

無回答 1 2.0

【住所】 【性別】

【年代】
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回答数 割合（％）

50 100.0

ア 3 6.0

イ 31 62.0

ウ 10 20.0

エ 0 0.0

オ 4 8.0

2 4.0

回答数 割合（％）

88 -

ア 6 12.0

イ 18 36.0

ウ 23 46.0

エ 13 26.0

オ 21 42.0

カ 1 2.0

キ 1 2.0

5 10.0

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）

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

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

回答者数＝50

回答者数＝50

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

特に参加したくない

無回答

面白いものがあれば

市民公募の会議等の委員となる

タウンミーティングや説明会等に出席する

市と市民が協力して行う活動に参加する

アンケートやパブリックコメントを提出する

地域のボランティア活動等に参加する

その他
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回答数 割合（％）

50 100.0

ア 21 42.0

イ 21 42.0

ウ 6 12.0

エ 1 2.0

オ 0 0.0

カ 0 0.0

1 2.0

回答数 割合（％）

50 100.0

ア 11 22.0

イ 35 70.0

ウ 3 6.0

エ 0 0.0

1 2.0

回答数 割合（％）

50 100.0

ア 20 40.0

イ 29 58.0

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

1 2.0

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）

回答者数＝50

無回答

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）

回答者数＝50

十分に知ることができた

まあ知ることができた

厳しいと思う

多少厳しいと思う

普通であると思う

多少の余裕があると思う

余裕があると思う

わからない

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

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

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＝50
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回答数 割合（％）

113 -

ア 25 50.0

イ 28 56.0

ウ 5 10.0

エ 19 38.0

オ 13 26.0

カ 14 28.0

キ 4 8.0

ク 0 0.0

5 10.0

キ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

3

回答数 割合（％）

50 100.0

ア 9 18.0

イ 34 68.0

ウ 4 8.0

エ 0 0.0

3 6.0

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）

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

将来構想

回答者数＝50

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

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

収入の少ない東村山ですが、収入を増やす施策を知りたい。

何故その施策を選択し又止めたのか？
メリデメを知りたい。

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）

回答者数＝50

十分にできた
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回答数 割合（％）

50 100.0

ア 17 34.0

イ 27 54.0

ウ 2 4.0

4 8.0

回答数 割合（％）

50 100.0

ア 45 90.0

イ 2 4.0

ウ 0 0.0

3 6.0

回答数 割合（％）

50 100.0

ア 37 74.0

イ 9 18.0

ウ 1 2.0

3 6.0

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

回答者数＝50

はい

どちらとも言えない

いいえ

無回答

回答者数＝50

はい

どちらとも言えない

いいえ

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）

無回答

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）

回答者数＝50

機会や予定が合えば参加したい

どちらとも言えない

参加したくない
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回答数 割合（％）

86 -

ア 0 0.0

イ 10 20.0

ウ 4 8.0

エ 7 14.0

オ 33 66.0

カ 2 4.0

キ 5 10.0

ク 17 34.0

ケ 0 0.0

コ 5 10.0

3 6.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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）

回答者数＝50

平日の午前

平日の午後

休日の夜間

特にない

無回答

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。

（原文掲載）

・「意見シート」は予め記入してからグループになれば、ディベート時間が少し長くもてると思
う。
・グループになる時間を増やしてほしい（他町の方の意見も参考になったので）
・このような運営や会を行っていることを今回送付されて初めて知ったので、もっと開示してほし
い。（20～30代世代が多く参加されると活気が出てイイと思う）

平日の夜間

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

初めて参加してじっくりみなさんいろんな意見を聞かせてもらい勉強になこれからもいろいろな面
に参加して見たいと思い市封にも良く目を通すよにします。
市の行政にも関心を持ちたと思っております。

みんなが出やすい時間がいいです。

参加させていただきありがとうございました。意見表明も形が決まっていて進め方に安心感をもち
ました。

市の職員の方は、大変丁ねいにいつも対応してくれて、感謝しています。それが、運営や進行も丁
ねいに行われていて、良かったと思います。

市の実情が判る資料ありがとうございました。

参加して良かったと思います。
これからも続けて頂きたいと思います。

こういった機会を持って頂き、勉強になりました。
今日出た意見が1つでも多く、早く実現していって頂ければ幸いです。
評価については、こういった会に参加してくれた人達からは良い評価がもらえてしまうのではない
かと思いました。

本来は様々な世代が集まり（10代～30代）、双方に意見を交わせた方が良いと思う。18才から
選挙権を得る事にもなり、若い世代の子も参加したくなるのではないかと思います。
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

引越たての市役所の対応が冷たかったが、市の説明で努力がよくわかり、住み続けたいと思いまし
た。

あまり多くなかったけれど専門用語で分からない（理解出来ない）言葉があったので、出来たら考
慮して頂けると嬉しいです。
市長のお話しは分かりやすく、簡潔で良かったです。（声のトーンやテンポ等も）
偶然選ばれて参加し、市政にはあまり興味は持っていませんでしたが、お話しを聞けて良かったと
思っています。市の職員の方達も当然市長もお忙しいと思いますが、この様な機会が続いていって
くれたらなぁと願います。
お体に気を付けて頑張って下さい。陰ながら応援しています。

市政に関する理解が深まって良かったです。
市の財政状況と統計調査や人口の動きについての説明が興味深かったです。

丁寧な進行で助かりました。ありがとうございました。
いろんな方の意見が聞けて勉強になりました。
参加してよかったと思いました。お疲れ様でした。
今回出た意見をすべて実現するのは困難かもしれませんが、1つ1つ取り組んでいただけたらいい
なと思います。期待してます。がんばって下さい。私もがんばります。

ありがとうございました。とても勉強になりました。

①何をやったかではなく何故選択したかを重視した説明を
②テーブルが必要、マイクは小さい胸に付けるもので
③事前資料の充実を

全体に良かったと思います。
お疲れ様でした。

1．いずれ小さな行政体の東村山市だけでは財政運営がキツクなる。3市合併を！
2．ダサイ"東村山"の名称をもっと今風に変えるべき！

第4次総合計画の中で大きく未達なのは人口減少。（特に若い人）
何故若い人が減少してしまうのかをもっと掘り下げて分析し、行政に反映して欲しい。
若い人に魅力のある街づくりそして高齢者には健康で、行政にも参加する機会をつくる。（ボラン
ティア中心）

参加者による意見発表を聞く機会はそんなにないので、良かった。全体の時間が長くなるかもしれ
ないが、1人あたり5分ぐらいあっても、と思った。

・意見交換会は、まあ話し合ったと云うことかな
・題を決めて話し合へは良いかな
・議題は多いいので、まとめられないのではないか。発表も････
・今後もガンバって下さい。

18歳以上の市民を無作為抽出とのことですが、年齢層も平均的に抽出対象として含まれるので
しょうか？若い世代10－20代がほとんどいないように見受けられましたが、（結果として参加し
なかったのかもですけれども）もっと若い世代が参加すると違った意見や、結果が違ったと思いま
す。
どこかの発表であったように若い世代が参加したくなるような会になるといいです。

青葉小近くの公園は「か」が大量にいて、子供に安心して遊ばせられない。もう少し木の手入れを
して欲しい。
志木かいどうとむさしの線がまじわるところの公園は雑草が多く、公園が暗いのでもう少し色味を
つけてほしい。

適切であったと思います。
自治会長を含めますと、実態把握に有効であり、かつ広報活動に有効ではないかと思います。回覧
などの活用をしておりますので。市長や市職員の皆様の市民にためのご尽力に敬意を表しますとと
もに感謝申しあげます。

意見交換シートを5つにわけていたけれど、もう少し細く（）内をばらして選ぶようにして欲し
かった。おおまかで、ひとつ選ぶのがむつかしかったです。
市政の説明はとてもわかりやすかったし、グループ発表も市のことを考えている意見がたくさん出
て、勉強になりました。

意見交換・発表の時間をもう少し長くしてほしかった。
市議会の議員さんにも来てほしかった。
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25

26

27

皆様、御苦労様でした。又こういう機会があったら参加したい

事前のプリントの配布は良かつた。

もっと多くの市民が参加出来るしくみにして欲しい。



Ⅳ．付属資料 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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 2 100.0 回答者数 2 100.0

本町 0 0.0 男 2 100.0

久米川町 0 0.0 女 0 0.0

秋津町 0 0.0 無回答 0 0.0

青葉町 0 0.0

恩多町 0 0.0

萩山町 0 0.0 年代 回答数 割合（％）

栄町 0 0.0 回答者数 2 100.0

富士見町 0 0.0 10代 0 0.0

美住町 0 0.0 20代 0 0.0

廻田町 1 50.0 30代 0 0.0

多摩湖町 0 0.0 40代 0 0.0

諏訪町 0 0.0 50代 2 100.0

野口町 1 50.0 60代 0 0.0

町名無回答 0 0.0 70代 0 0.0

市内計 2 100.0 80代以上 0 0.0

市外計 0 0.0 無回答 0 0.0

無回答 0 0.0

【性別】

【年代】
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回答数 割合（％）

2 -

ア 0 0.0

イ 1 50.0

ウ 0 0.0

エ 1 50.0

オ 0 0.0

0 0.0

回答数 割合（％）

9 -

ア 1 50.0

イ 1 50.0

ウ 1 50.0

エ 1 50.0

オ 1 50.0

カ 1 50.0

キ 1 50.0

ク 1 50.0

ケ 0 0.0

コ 0 0.0

1 50.0

回答者数＝2

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

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）

市長への手紙

市長へのＥメール

市のホームページの意見記入欄

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

市民説明会・ワークショップ等への参加

市長が説明するから

その他

無回答

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

回答者数＝2

議員・自治会を通しての要望

市の窓口や電話

その他

知らない

無回答
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回答数 割合（％）

3 -

ア 0 0.0

イ 0 0.0

ウ 1 50.0

エ 1 50.0

オ 0 0.0

カ 0 0.0

キ 0 0.0

ク 0 0.0

ケ 0 0.0

コ 1 50.0

0 0.0

回答数 割合（％）

2 100.0

ア 1 50.0

イ 1 50.0

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

オ 0 0.0

0 0.0

回答者数＝2

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）

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）

無回答

４．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

回答者数＝2

反映されていると思う

ある程度反映されていると思う

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

利用したことがない

あまり反映されていないと思う

反映されていないと思う

わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

無回答



東村山市版株主総会 実施報告書 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 割合（％）

3 -

ア 0 0.0

イ 0 0.0

ウ 0 0.0

エ 1 50.0

オ 1 50.0

カ 0 0.0

キ 0 0.0

1 50.0

回答数 割合（％）

2 100.0

ア 0 0.0

イ 2 100.0

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

オ 0 0.0

カ 0 0.0

0 0.0

回答者数＝2

市民公募の会議等の委員となる

タウンミーティングや説明会等に出席する

市と市民が協力して行う活動に参加する

アンケートやパブリックコメントを提出する

地域のボランティア活動等に参加する

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）

厳しいと思う

多少厳しいと思う

普通であると思う

多少の余裕があると思う

余裕があると思う

わからない

その他

特に参加したくない

無回答

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＝2

無回答
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回答数 割合（％）

2 -

ア 0 0.0

イ 1 50.0

ウ 0 0.0

エ 1 50.0

オ 0 0.0

0 0.0

回答数 割合（％）

2 100.0

ア 1 50.0

イ 1 50.0

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

0 0.0

回答数 割合（％）

2 100.0

ア 1 50.0

イ 1 50.0

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

0 0.0

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

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。

回答者数＝2

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）

９．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

回答者数＝2

非常に高まった

まあ高まった

回答者数＝2

十分に知ることができた

まあ知ることができた

あまり知ることができなかった

全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

無回答

あまり高まらなかった

全く高まらなかった

無回答
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回答数 割合（％）

5 -

ア 1 50.0

イ 1 50.0

ウ 1 50.0

エ 1 50.0

オ 0 0.0

カ 1 50.0

キ 0 0.0

ク 0 0.0

0 0.0

回答数 割合（％）

2 100.0

ア 1 50.0

イ 1 50.0

ウ 0 0.0

0 0.0

回答数 割合（％）

2 100.0

ア 2 100.0

イ 0 0.0

ウ 0 0.0

0 0.0

回答者数＝2

施策・事業の実績

財政状況

人事行政の運営状況

市民意識調査の結果

他市との比較、各種ランキング

１０．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）

回答者数＝2

はい

どちらとも言えない

いいえ

無回答

人口動態

その他

特にない

無回答

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）

いいえ

無回答

１２．株主総会を傍聴して良かったと思いますか。（○は１つだけ）

回答者数＝2

はい

どちらとも言えない
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回答数 割合（％）

2 100.0

ア 2 100.0

イ 0 0.0

ウ 0 0.0

0 0.0

回答数 割合（％）

3 -

ア 0 0.0

イ 0 0.0

ウ 1 50.0

エ 0 0.0

オ 1 50.0

カ 0 0.0

キ 0 0.0

ク 1 50.0

ケ 0 0.0

コ 0 0.0

0 0.0

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＝2

回答者数＝2

平日の午前

平日の午後

平日の夜間

土曜日の午前

機会や予定が合えば参加したい

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）

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。

意見なし

土曜日の午後

土曜日の夜間

休日の午前

休日の午後

休日の夜間

特にない
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