目

次

I.東村山市版株主総会の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

II.当 日 の 進 行 内 容 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 2
１．市政報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
１）本日の会議の趣旨説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
２）東村山市の課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
３）平成２９年度の主な施策の取り組み実績・・・・・・・・・・・・・・・6
４）質疑応答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
２．参加者による意見交換・意見発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
１）意見交換・意見発表の進め方・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
２）各グループの発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
３）渡部市長よりコメント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
４）意見交換で出された意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
３．参加者による評価（投票）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
４．評価結果発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
５．評価結果に対するコメント及び参加のお礼・・・・・・・・・・・・・・48

III.アンケート結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49

IV.付属資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
参加申込みハガキ、各アンケート用紙、単純集計結果・・・・・・・・・・・62

Ⅰ．東村山市版株主総会の概要

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、財政状況や主要な施策の成果な
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」、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８回目になります。

内容
 市の財政状況や主要な施策の成果など、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３０年 11 月１７日（土）13 時０0 分～1６時４５分、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
３０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

当日参加者４０名
傍聴者
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51 名

４０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

わりが無かったという方だとか、いろいろ
な方がいらっしゃっるのが事実でございま
す。ただ、後ほどお話させていただきます
が、少子高齢化、人口減少を迎えて、行政
だけでまちづくりを進めていくということ
が非常に難しい時代になってまいりまして、
やはり主権者であります市民の皆さまに、
市の現状・課題・問題意識を共有していた
だきながら、市政の進むべき方向について

皆さまこんにちは。東村山市長の渡辺尚

ご議論いただく機会を設けて、我々にご提

でございます。本日は、土曜日の昼下がり、

言やご意見をいただく機会を作っていく必

何かとお忙しい中、また、ご家族とお過ご

要性を感じまして、平成２３年度からこう

しになろうかと思っておられた方も大勢い

した取り組みを始めさせていただいており

らっしゃるかと思いますが、今年度の東村

ます。前半の４０分～４５分くらいお時間

山市版株主総会にようこそお越しいただき

いただいて、私の方から昨年度の市の取組

ました。心より感謝申し上げます。また、

み状況や課題等についてご報告をさせてい

市民の皆さまには日頃より、市政推進にあ

ただき、それを踏まえて、今日は皆さま同

たり、ご理解とご協力をいただいておりま

じテーブルの方で、今後市が取り組むべき

すことに心より感謝申し上げたいと思って

政策・施策についてグループワークをして

おります。この株主総会、名前がなんで役

いただこうと考えております。最後にご評

所なのに株主総会だということで、いろい

価をいただくことになるのですが、最初は

ろとご意見をいただくこともあるのですが、 私の方から東村山市の現状や課題について
東村山は今１５万１千人ちょっとの市民の

お知らせをさせていただきたいと考えてお

方がお住まいになっておられますが、非常

りますので、スライドを用いて報告させて

に市政に関心のある方、実際にご自身も地

いただきたいと思います。よろしくお願い

域でいろいろな活動をされている方もいら

します。今申し上げたように、今日は市政

っしゃれば、今まで仕事メインで生活をし

報告ということで、前半お時間をいただい

ていて、住んではいるけれどもあまり行政

て私の方から東村山市の課題、それから平

と関わりがなかったり、地域ともあまり関

成２９年度の主な施策の取り組みと実績、
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そしてそれを支える財政状況がどういうふ

生活サービスの低下のようないろいろな問

うになっているのか、そして今年度から第

題を引き起こす可能性がありますので、人

５次総合計画等の策定作業を始めておりま

口減少問題は自治体にとってはかなり深刻

すので、それについてもご報告をさせてい

な課題と受け止めています。三点目の大き

ただきたいと思います。

な課題としましては、公共施設の再生とい
うことで、東村山市が保有するいわゆるハ

２）東村山市の課題

コモノと呼ばれる、市役所だとかこの市民
センター、あるいは各小中学校などの建物、
それから道路等のインフラ施設が老朽化を
迎えて、あちらこちらで不具合を生じてお
ります。市民の皆さまからもいろいろとご
指摘をいただいて市としても対応している
部分もありますが、なかなかすべてに対応
しきれません。ますます老朽化・劣化が進
んでいるという状況が少し見受けられてお

最初に、東村山市の課題ということで挙

りまして、今後、インフラを含めたこうし

げさせていただいております。これは全国

た公共施設の維持・更新をどのように進め

共通の部分も結構多いのですが、４つ挙げ

ていくか、これはかなりのお金がかかるこ

させていただいております。まずひとつは

とから、大きな課題でございます。そして、

少子高齢化です。ご案内のとおり、子ども

人口減少と一体の問題として、やはり東村

さんが減って、市民の方の高齢化が進んで

山市が住みたいまち、住み続けたいまちと

います。高齢化自体が悪いわけでは決して

して市民の皆さまに満足していただかない

ないのですが、やはり社会保障費の増大と

と、だんだん、あのまちに住んでもな、と

生産年齢人口が減少していくという課題が

いうことで人口が加速的に減ってしまいか

発生しております。それから後ほど詳しく

ねないので、やはり市民の皆さまの満足度

説明させていただきますが、すでに日本は

を上げていくことが我々として重要な使命

人口減少時代を迎えております。東京都全

だと感じております。

体としては、まだ人口増加が続いています

それでは、この４項目についてざっと中

が、東村山市も残念ながら平成２４年度を

身に触れさせていただきたいと思います。

ピークに人口が減少局面に入っています。
このことで、将来どんなことがもたらされ
るかというと、地域経済の縮小による社会
3
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１．少子高齢化

７５歳以上の方が０歳から１４歳よりも多
い構成比を占めているというのが、今の東
村山市の年齢構成の実情でございます。

２．人口減少

これは、平成２１年度から平成３０年度
まで、この１０年間の人口の構成です。一
番下が０歳から１４歳、いわゆる年少人口
といわれるところ。それから、この黄緑の
部分が１５歳から６４歳、いわゆる生産年

人口減少についても先ほど若干触れさせ

齢人口といわれているところです。それか

ていただきましたが、平成２４年の１５万

ら、薄緑になっているところがいわゆる老

３千３３７名をピークに、その後ずっと減

齢人口、６５歳以上なのですが、そこを６

ってきている傾向があります。平成２９年

５歳から７４歳までと７５歳以上として、

と平成３０年を比べますと、若干ですけれ

分けて表記させていただいております。こ

ど増えてはおりますが、やはり微減傾向が

れはあくまでも構成比だけの比べ方で、人

ずっと続いている状況で、このままどう人

口自体が増えている、減っているというこ

口が推移するのかというのは大変気になる

とは加味されておりませんが、これでみる

ところでございます。しかしながら一方で、

と１０年前の平成２１年は、年少人口が１

人口は減少傾向が続いていますが、世帯数

３.３％だったのに対して、現在平成３０年

はまだ一貫して伸びています。１０年前が

度は１２．１％。そして、生産年齢人口が

６万６千９７５世帯だったのが、平成３０

６５．２％から６１．６％ということで、

年現在７万２千２２２世帯ということで、

４ポイントくらい下がっています。逆に高

人口が減っているにも関わらず世帯数は伸

齢人口が２１．５％から２６．３％という

び続けているということで、やはり一人暮

ことで、着実に高齢化が進んで、特に今、

らしの方が増えているということが明確に

７５歳以上の方の人口の構成比がどんどん

見えると思っています。

伸びている。１０年前は９．６％だったの
が今は１３．７％ということで、実際には
4
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３．公共施設の再生

４．住民満足度の向上

先ほどの課題で挙げました公共施設の再

最終的にやはり、東村山市に住みたい、

生ということでございます。これは少しわ

住み続けたいと思っていただける市民の方

かりづらい表かもしれませんが、その年度、

がどれぐらいいらっしゃるかということに

年度のうちに、公共施設を更新、いわゆる

なります。毎年意向調査をやらせていただ

大規模改修したり、あるいは建替えたりを

いていますが、市民の皆さまがこれは重要

２５年とか４０年とかいうサイクルで行っ

だと考えつつ、満足度が低いというのは、

ていった場合に、今後３０年間でどれぐら

たとえば賑わいと利便性向上のための駅周

いお金がかかるかというのをざっと試算し

辺の整備、それから幹線道路の整備、生活

たもので、３０年間で約１千４３７億円と

道路の整備、利用しやすく安全な交通環境

いう、かなり巨額な費用がかかってまいり

の整備といったところが、これがマトリッ

ます。後ほど説明させていただきますが、

クスの表になっているのですが、重要度が

今東村山市の一般会計予算が約５００億ち

高いと考えながら満足度が低い分野です。

ょっとですので、三か年分くらいの予算規

こうしたいわゆる駅前の賑わいの形成や基

模ということで、相当公共施設の再生には

盤整備などハード面において極めて顕著に

莫大な費用がかかるということがいえると

市民の皆さまが満足度が低いという傾向が

思います。

あらわれておりまして、やはり市としては
こうしたアンケート結果を踏まえて基盤整
備をこれからも力を入れて進めていく必要
があると認識しております。以上、この間
の東村山市の中長期的な課題を説明させて
いただきました。
昨年度一年間、市役所がどんなことに力
を入れて、どれだけお金を使わせていただ
5
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いたかということで、主な施策の取り組み

ういうかたちで目標に定めています。目標

実績についてご報告したいと思います。

２としては、
「みんなが楽しく学び、豊かな
心を育むまち」ということで、主に言えば

３） 平成 29 年度の主な施策の取り組

教育分野。目標３としては、
「みんなでつく

み実績

る安全・安心とうるおいを実感できるまち」

東村山市第４次総合計画

ということで、安全・安心ということで防
犯や防災、あるいはうるおいということで
環境をテーマとした政策の体系がこれにぶ
らさがるようなかたちになっております。
最後に基本目標４としては、
「みんなが快適
に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち」
ということで、基盤整備、ハード面でのま
ちづくりを掲げています。
予算編成方針

市では毎年度の行財政運営を、単年度だ
けで行っているわけではなく、だいたい１
０年ぐらいにわたって期間を定めた総合計
画というものを作って、これにより毎年度、
この年度にはこういうことをやる、次の年
度でこういうことをやるということを大ま
かに定めております。この総合計画の一番
肝になるところが、将来都市像といわれる
もので、どういうまちを目指していくかと

それでは今度、目標ごとにどんなことを

いうことで、今の第４次総合計画では「人

行ったか進めてまいりたいと思います。先

と人

笑顔あふれ

ほどの１０年間の計画ですが、それに基づ

る東村山」という将来都市像を掲げさせて

いて各年度ごとで予算編成方針というもの

いただいて、この将来都市像、こういうビ

を定めておりまして、平成２９年度の予算

ジョンに近づくためにどういう目標を掲げ

を編成した際の方針は、
「住みたい・住み続

ているかというと、基本目標１としては、

けたいまちの実現に向けて、まちづくりの

「みんなで支え助け合う、健やかにいきい

好循環を加速化する予算」というふうに定

きと暮らせるまち」ということで、主に福

め、この方針に基づき予算を編成し、各事

祉・介護・子育てといった分野の政策をこ

業を実施してまいりました。

人とみどりが響きあい

6
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基本目標 1

て欲しい、あるいは夏休み、冬休みといっ

＜みんなで支え助け合う、健やかに

たときも預かってほしいというニーズもあ

いきいきと暮らせるまち＞

りまして、そういった事業を展開する幼稚
園については市で補助金をお出しして、幼
稚園でも保育園並みの時間をお預かりいた
だけるような対応を進めさせていただいて
おります。その他、公立保育所の民間移管
による保育所整備事業だとか、認可外いわ
ゆる無認可と言われる保育施設の保育料の
補助金を保護者の方にお出しする事業を行
わせていただいております。その他、障害

では、目標ごとの施策について簡単に触

者の方の就労支援、それから生活困窮をさ

れさせて頂きます。
「みんなで支え助け合う、 れていたり生活保護を受けていらっしゃる
健やかにいきいきと暮らせるまち」という

方に対して、健康状態や意欲があれば、で

ことで福祉分野でございますが、やはり少

きるだけ就労につなげるような支援を行っ

子化と高齢化ということで、市としては今

たところでございます。その他、健康面と

一番力を入れている分野のひとつとなりま

してはがん予防対策事業ということで、昨

す。ゆりかご・ひがしむらやま事業という

年度はがん検診の受診者を増やすように郵

のは、妊娠から出産、子育て期まで切れ目

送で個別勧奨を行い、そのことによってが

のないサポートを行うため、母子の健康や

ん検診の受診率が向上しているところでご

育児に関する様々な相談事業を行って、平

ざいます。今後も市民の皆さまの健康を守

成 29 年度につきましては、新たに産前産

るために早期発見、早期治療ができるよう

後サポート事業ということで、支援が必要

な保健事業を推進していきたいと思います。

なご家庭に助産師さんを派遣して、赤ちゃ

こちらの写真ががんの予防対策事業の写真

んの沐浴の仕方だとか授乳の仕方などにつ

になります。

いてアドバイスする母子支援事業を行って
いるところでございます。それから二番目
は、私立幼稚園の預かり保育補助事業とい
うことで、一方で保育園の待機児の解消も
ある中で、幼稚園については各園ともかな
りお子さんが減少してしまっている傾向が
あります。預かっていただく時間を延長し
7
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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＞

これが保育園の待機児童数の推移という
ことでございます。こちらが保育園の定員
数がどれだけ増えているか。５年前の平成
２６年度と比較しますと、２，６０８名で

目標２「みんなが楽しく学び、豊かな心

すので、この間で約２５０名くらい定員数

を育むまち」ということで、教育分野です。

が増えています。待機児については、年に

継続事業になりますが、この間市では子ど

よって増えたり減ったりという傾向でござ

もたちの安全・安心を確保するために、各

いますが、平成３０年度の４月１日時点で

小学校の通学路に防犯カメラを設置する取

の待機児童数は５名ということになってお

組みを進めさせていただいております。そ

ります。ただこれは、厚生労働省が定めた

の他、今年も非常に暑かったですけれども、

待機児童のカウントの仕方なので、実情を

小中学校の全ての普通教室には空調が整備

そのまま表しているものではないと指摘さ

されまして、現在は小学校の特別教室に空

れる方もいます。必ずしも希望した保育園

調設備を設置する取組みをさせていただい

に入れなくて、他の幼児施設にお入りにな

ております。その他不登校対策、それから

ったお子さんは待機児からのカウントから

２年後に迫りました東京２０２０オリンピ

除かれますし、たとえばＡ園で定員に空き

ック・パラリンピックに向けた交流事業、

があっても、そこを希望しない方がいらっ

特に東村山市は友好交流関係にあります中

しゃった場合は、待機児のカウントから除

国蘇州市との関係を重視しまして、オリン

かれてしまうということがあるので、市と

ピックに向けては昨年中国のホストタウン

しては厚労省の定めた数では減っておりま

に政府に認証いただきまして、昨年度につ

すけれども、今後も一定の待機児童対策を

いては蘇州市の少年サッカーチームを招い

継続していく必要性はあると認識しており

て、久米川東小学校で東村山市の子どもた

ます。

ちとサッカー交流を行うなどの事業を進め
たところでございます。今後も２０２０年
8
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のオリンピック・パラリンピックについて

また今年度も行わせていただいております。

は、東村山市としても国際理解教育、ある

今後も北山公園の貴重な緑を守るとともに、

いは市民スポーツの振興等のレガシーを作

固有種である希少な動植物を守るために、

れればと事業を進めさせていただいており

外来種の駆除作業等を行って、保全作業を

ます。

進めてまいりたいと考えております。その
他、おかげさまで今年の８月いっぱいで工
事が完了いたしましたけれども、昨年度は

基本目標 3

本庁舎の耐震補強工事を行わせていただい

＜みんなでつくる安全・安心と

ております。それから安全・安心のまちづ

うるおいを実感できるまち＞

くり推進事業、これも自治会等が自分たち
の地域の安全を確保するために、防犯カメ
ラ等を設置する場合において市の補助金を
出させていただくという取組みで、昨年度
は市内に２２台の防犯カメラが自治会さん
によって設置されたところでございます。

基本目標 4
目標３「みんなでつくる安全・安心とう

＜みんなが快適に暮らせる、

るおいを実感できるまち」ということで、

活力と魅力にあふれたまち＞

これはまちづくり、防災・防犯、みどり・
環境、ごみ、消費生活ということですが、
昨年度行った事業としては、自治会の防犯
街路灯のＬＥＤ化ということで、自治会の
方で設置していただくわけですが、東京都
から補助金を出させていただくことで、Ｌ
ＥＤ化を早期に進めるという取組みをさせ
ていただいております。それから防災備蓄
の充実、それからこの写真がそうですが、

最後になりますが、基本目標４「みんな

北山公園の生物調査・保全推進事業という

が快適に暮らせる、活力と魅力にあふれた

ことで、外来生物・外来植物の駆除作業を

まち」ということで、基盤整備、農業・商

市民の皆さまにご参加いただいて、昨年度、

工業といった産業振興、それからシティプ
9
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ロモーションといった事業を進めさせてい

野行通りまで抜くということで、ちょっと

ただいております。一番大きいのはやはり、

一軒だけなかなかご理解をいただけなかっ

東村山駅周辺の連続立体交差事業の推進で、 たのですが、ようやくここでご理解いただ
これは事業主体は東京都になりますが、市

きました。今、お宅を取り壊ししていただ

も総額でいうと約１００億円近いお金を拠

いて、１１月中には引き渡ししていただけ

出して東村山駅周辺、延長でいうと約４.５

るのではないかと考えておりまして、来年

キロ程度の区間を高架化して５つの踏切を

の夏ぐらいまでにはここまで道路が完成す

除却し、これまで鉄道で東西に分断されて

る予定です。それとあわせて、恩多町の運

いた東村山駅周辺を一体的に整備するもの

動公園の方から東久留米に延びる道路につ

でございます。

いては、この先を今後事業化して、さくら

次が都市計画道路整備事業の推進という

通りから秋津方面、それからさくら通りか

ことですが、具体的に都市計画像をお示し

ら恩多、久留米方面に抜けるようなかたち

します。

になる予定です。それからこれは東京都が
進めていますが、府中街道のバイパス整備
が進んでおります。それから青葉町方面で

＜都市計画道路等の整備状況＞

は、多摩北部医療センターの脇から久米川
町、最終的には府中街道と交わるところま
での整備を行っております。今後ですが、
見ていただくと赤い線があるのがどうして
も鉄道から全部こちらの東側に集中してし
まっていて、こちらの方面を市は何もしな
いのかというお叱りを結構いただいており
ますが、今後この府中街道から高架下を通
って野口町に抜ける道路を整備します。ち

これが東村山市の都市計画道路の整備状

ょうどこのへんが千体地蔵のある正福寺さ

況ということになります。今私たちがいる

んのあたりまで府中街道を抜いて、バス通

のは本町のこのへんになろうかと思います

りを抜くという事業計画を立てているとこ

が、赤線で引かれているところが東京都な

ろで、今後ここについても進めていきます。

らびに東村山市で行っている事業中の都市

それからまだ黄色になっていませんが、駅

計画道路でございます。一番目にするとこ

の西口で止まっている区画道路についても、

ろとしては、さくら通りからスポーツセン

地権者のご理解をいただいて測量作業も始

ターで止まっている先を久米川町１丁目の

めさせていただいておりますので、将来的
10
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には武蔵大和駅まで抜いていこうと考えて

ございます。以上が、昨年度の取組みとい

おります。そんなことで今、都市計画道路

うことです。

の整備をさせていただいております。
それから昨年度、公共交通ということで、
グリーンバスを東村山駅から廻田町、美住

＜シティプロモーション動画の放映＞
シティプロモーションの動画を流します。

町等を通って久米川駅南口に乗りいれる路

作ったのはプロですが、職員が頑張って、

線を新設させていただいたところでござい

こういう企画で作ったというのをどうして

ます。結構多くの市民の皆さまにご利用い

もお見せしたいということなので、お時間

ただいて、収支率も４０％を超えています

をいただきます。

ので、継続して運行させていただきたいと

（動画）

考えております。その他、産業面では昨年

と、いうものです。最後に出てきたの

度、農産物ブランド化推進事業ということ

は、実は元市役所の職員で、志村けんさん

で、市内の果樹農家さんの支援をさせてい

の実のお兄さんにご協力いただいたもので

ただいたり、あるいは市内事業者の販路拡

ございます。インパクト重視で、映画の予

大事業ということで、市内の酒造メーカー、

告編みたいな作りにさせていただいて、新

あるいはソースメーカーさん等にコンサル

宿アルタの他でも、映画館でコマーシャル

を派遣して販路拡大する支援を行わせてい

の時間に少し放映をさせていただいたとこ

ただいております。それから、今年の２月

ろでございます。今後も、多くの方にまず

から住民票をコンビニエンスストアで交付

東村山市の存在、名前を知っていただいて、

する事業を進めさせていただいております。 関心を持っていただくことが重要と考えて
それから人口減少ということで、やはり多

おりまして、今後も市民の皆さまと力を合

くの人に東村山市の存在を知っていただき

わせて東村山ファンを増やしていきたいと

たい。まず知っていただいて、なんとか一

考えております。

回来ていただいて、さらには住んでいただ
く、そういう取組みを実はしておりまして、
その一環として昨年はシティプロモーショ
ンの動画を作成させていただきました。新
宿アルタのオーロラビジョンというのでし
ょうか、そこで流させていただいたりしま
した。まださほどの反響はありませんが、
少しずつでも東村山市を多くの人に認知し
ていただくところから進めているところで
11
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2） 財政状況

＜１年間のやりくりの結果は？＞

それでは財政状況の報告をさせていただ

そのうちいわゆる歳入、収入というのは

きたいと思います。平成２９年度について

どういう構成になっているのかということ

は、さきほど申し上げたような事業を展開

でございます。５４７億６千万の内訳です

しつつ、最終的には黒字で終えることがで

が、皆さまからいただく税金がそのうちの

きたということでございます。そういうこ

２０９億３千万円、全体の３８.２％です。

とで、ちょっと単年度収支の説明をすると

それから国や東京都からいただく支出金、

こんがらがってしまうので、市民の皆さま

補助金等になりますが、１８１億８千万円、

には２９年度は実質的には黒字だったとい

全体の３３.２％。その他、地方交付税が４

うことをご理解いただければと思います。

１億、７.５％。その他、毎年やはり、市が
大きな事業をする場合には市債、借金をし
て事業をおこしていますので、２９年度に
は新たに３４億３千万円ほど借金をしてい
る。こういうことで、かつては市民の皆さ
まからいただく税金が、歳入、収入の約半
分くらいを占めていたのですが、だんだん
その比率が低くなってきていまして、国や
東京都からの補助金を活用しながら財政運
営をしているというのが実態と言えると思
っております。

12
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で４５億８千万。土木費、これは先ほど申
し上げた道路を作ったり、あるいは直した
りというお金ももちろん入ってまいります
が、４２億２千万。衛生費、これは保健事
業だとか予防接種、それからごみ処理のお
金ですけれども３４億８千万、全体の６.
６％。やはり最大のものは扶助費が１７３
億で全体の３３％くらいを占めているわけ
これが歳出、支出で、どういうことにお

ですが、それとそれに関わる職員の人件費

金を使っているかというものでございます

も加味したものがこの民生費ということに

が、二つご用意しております。一つは性質

なります。福祉、介護、子育てに関わるお

別で、どういう種類のお金の使い方をして

金ということになりますが、実に２８８億

いるか。たとえば職員の給与等の人件費、

１千万円、全体の支出の５４.８％、実は東

私の給与も含めてですが、７６億９千万、

村山市の予算の半分以上が福祉関連のお金

全体の１４.６％を占めています。それから

に使われているということで、少子化、高

扶助費。扶助費と言うのはわかりづらいか

齢化という課題に対して積極的に予算を投

もしれませんが、福祉に関わる、給付され

入して、その解決を目指しているというこ

るお金、福祉に使われるお金とご理解いた

とをご理解いただければと思っております。

だければと思います。これがだいたい１７
３億円、全体の３２.９％。それから公債費、
これは先ほどあった市債の逆で、借金を返

＜市のローン残高はどのくらい？＞

すお金が２９年度では４１億１千万、全体

（地方債等の残高）

の７.８％は、以前お借りしたお金をお返し
しているというもので、その他物件費、繰
出金、補助費、それから投資的経費という
ことで、これがいわゆる普通建設事業と言
われる、道路を作ったり駅前を整備したり
というお金が２９年度は３５億２千万円、
全体の６.７％であったという内容でござ
います。こちらは、どういう目的に使った
かという、目的ごとに見たもので、教育費、

今申し上げたのはフローの部分になりま

これは学校教育だとか社会教育に使うお金

すが、今度はストックの部分で、今市の借
13
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金がどの程度あるかです。先ほど申し上げ

て恐縮ですが北海道の夕張市のようになっ

たように、単年度では４０億円くらい返し

てしまうと、住民の方に多大なご迷惑をお

たりということでありますが、一方でまた

かけすることになりますので、やはりあま

新たに借金をしたりしています。これは平

り借金を増やさない、いろいろな場面を想

成２０年度からの市の地方債残高の推移を

定して、少しずつでも貯金を増やして、で

描いたものになりますが、１０数年前には

きれば毎年黒字基調を維持するということ

６８３億円だった地方債残高が、平成２９

が、財政運営上は必要なことだと考えてお

年度末では６００億ということで、着実に

ります。

市の借金、地方債の残高は減少傾向にある
と思っていただいて結構でございます。
＜憩いの家運営業務委託について＞

＜市の貯金はどのくらい？＞
（基金残高）

９月定例会で、決算のご審議をいただき
審議結果については後ほどご報告しますが、
実は３０年３月市議会で、憩いの家運営業
しからば、市の貯金がどうなっているか

務委託について、仕様書の内容で一部満た

というのを表したものでございます。平成

していなかった事実が明らかになりました。

２０年度は総額で３０億の基金残高、貯金

内容としては、管理運営月報等の報告書が

があったわけですが、平成２９年度には９

未提出であったり、これが一番問題なので

８億ということで、多少貯金も増えている

すが、防火管理者が設置されていなかった

ということでございます。市は営利企業で

憩いの家等があったことがわかりました。

はないので、必ずしも黒字を出したり、貯

原因については後ほどお目通しいただきた

金を増やすことを目的として活動している

いのですが、市としてもこのことを重く受

わけではありませんが、財政状況が悪化し

け止めまして、９月定例会で私や副市長の

て、仮に破たんしてしまうと、名前を出し

給料を１ケ月１０％減給するということに
14

Ⅱ．当日の進行内容

いたしまして、関係、担当した職員に対し

＜第５次総合計画等の策定＞

ては訓告の措置を行いました。また、受託
者に対しては指名停止措置を行っていると
ころでございます。今後こういったことの
ないように、委託業者に対してもきちんと
管理・点検ができるように、今、再発防止
策を講じているところでございます。

＜市議会における平成 29 年度決算の

最後に、第５次総合計画の策定について

審議結果＞

少し触れさせていただきます。先ほど申し
上げましたように、市は概ね１０年毎に総
合計画を立てておりまして、現在の第４次
総合計画も２０２０年まで、平成３２年度
いっぱいで終了ということで、今年から第
５次総合計画の策定作業を開始いたしてお
ります。総合計画だけでなく、他にも都市
計画マスタープラン、人口ビジョン・創生
総合戦略、公共施設等総合管理計画、市セ

こうした問題があったわけですが、その

ンター地区整備構想。これだけ言っても、

結果、市議会では一般会計、それから四つ

説明するだけで２０～３０分時間が必要に

の特別会計で賛否がこういうかたちで分か

なってしまうので中身は割愛させていただ

れましたけれども、基本的には全てご賛成

きますが、これからの市にとって非常に重

いただいて、決算については議会ではご認

要な長中期の計画が、ちょうど同じ時期に

定をいただけたという内容です。以上が昨

改定を迎えることから、今般、この第５次

年度の状況、それから今年の９月定例会で

総合計画と合わせて５つの計画を一体的に

の審議結果のご報告になります。

策定することとしたところでございます。
今後この策定作業については、市民の皆さ
まのご意見をいただいて、市民参加のもと
で、これからの１０年、２０年先を展望し
て計画をきちんと作っていきたいと考えて
おりますので、策定過程については市報や
15
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４）質疑応答

市ホームページでお知らせをしますし、ま
たこういう機会に今後１０年間、あるいは

参加申し込み用はがきにて、株主総会当

２０年間どういうことに取り組むべきかと

日に市長に尋ねたいことを募集し、市長が

いうご意見を市民の皆さまからいただきた

回答しました。

いと考えておりますので、また機会があり
ましたらぜひご参加いただいて、人口減少、
高齢化が進む中で持続可能なまちをどのよ
うに作っていくか、東村山らしいまちづく
りをどう進めていくかということについて、
また皆さまのご意見をいただけたらと思っ
ております。以上、少し長くなりましたが、
私からの市政報告になります。どうぞよろ
しくお願いいたします。ありがとうござい

Ｑ．
「東村山駅東口のさくら通り、都市計画

ました。

道路３・４・２７号線でございますが、さ
くら通りの整備事業はいつ終わるのでしょ
うか。また、東村山駅周辺の開発が目につ
きますが、秋津地域の開発についてどのよ
うにお考えでしょうか。」

Ａ．先ほども都市計画道路の整備状況につ
いては触れさせていただきました。完成し
ているのは東口からスポーツセンターの所
までで、今事業を行っているのはスポーツ
センターから久米川町１丁目の野行通りま
でです。先ほど申し上げたように、一軒だ
けなかなかご理解いただけなかったのです
が、ようやくここでご理解をいただき、今
月いっぱいで立ち退いていただける運びと
なりました。今後、公共事業の場合、遺跡
調査とかいろいろやらなければなりません。
その調査をして、そのうえで電気、上下水
16

Ⅱ．当日の進行内容

道の工事等を進めていくと、多分来年の夏

うな大きな工場があったりするのですが、

くらいには野行通りまでは開通することに

東村山市は残念ながらそういう大きな企業、

なります。秋津町については、東村山市は

工場がないことから、地方交付税を国から

この東村山駅周辺と久米川駅周辺、そして

いただいて財政運営をしているまちのひと

秋津・新秋津駅周辺を市内三極と位置付け

つです。多摩地域では、地方交付税をもら

て、この三極を中心に活力あるまちづくり

っていない自治体、つまり自前の税収だけ

を進めていくというようにしておりまして、 でまちの運営ができている自治体が２６市
連立事業と同時並行でなかなかすんなりと

のうち約半分ほどあるのですが、東村山市

はいきませんが、ここまできますと今度所

はたとえば一番市の事業所の中で大きいの

沢街道から武蔵野線の側道を通って新秋津

は東京都の浄水場だと思うのですが、あそ

の駅前までほぼ真っ直ぐ行けるようなかた

こからは法人税だとか固定資産税だとかは

ちになります。こういったことも、周辺の

入ってきませんので、そういったことが起

道路の整備状況からみて、いよいよ秋津駅

因して東村山市の財政は脆弱だということ

の周りをどうするか。朝夕はものすごく混

はございます。今後、持続可能なまちづく

雑して救急車も入れないような状況になっ

りを進めていくためには、今市内で操業さ

ておりますので、今後地元の皆さまといろ

れている各企業さんには継続して東村山市

いろと協議しながら、秋津・新秋津が安全・

で操業していただくとともに、売り上げを

安心でなおかつ活力・魅力あるまちづくり

なんとか伸ばして、少しでも税として納め

をどう進めていくか議論を進めていきたい

ていただく額を増やしていただくというこ

と考えているところですので、ご理解いた

とがひとつ方向性としてあると思いますし、

だければと思っております。

もう一つとしては、今ご質問にありました
企業誘致ということになりますが、東村山

Ｑ．
「市内には、企業がどのくらいあるので

市は市域のかなりの部分が開発されて住宅

しょうか。税収向上のために、産業振興、

等が建っているので、私どもとしても大規

企業誘致など、どのような策をとっている

模な企業誘致というのはなかなか現実的で

のでしょうか。」

はないと思っています。とはいえ、これか
らこうした基盤整備を進めるにあわせて、

Ａ．企業数は周辺市に比べて極端に少ない

東村山市の都心に出るのにも電車で３０分

ということはないのですが、やはり規模の

とか１時間足らずで行ける立地だとか、そ

大小で言いますと、当市には大きな企業、

れから同じ首都圏の３０キロ圏の中では比

工場が周辺市と比べても少ないです。たと

較的地価や家賃が安い部類に入りますので、

えば小平市さんであればブリヂストンのよ

少しでもそういった優位性をＰＲしながら
17
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企業誘致につなげられればと考えておりま

ていると伺っていて、元気で働く意欲のあ

す。実は今年１０月に、市民センターの１

る方には、身近な市内で働ける場をどんど

階にパーソルテンプスタッフのジョブシェ

ん作っていくということが、これからの超

アセンターというものがオープンしました。 高齢社会、人生１００年時代といわれる時
パーソルテンプスタッフというのは人材派

代に必要なのではないかと考えています。

遣をしている会社なのですが、そこがジョ

年金もだんだん目減りして、年金だけでは

ブシェアセンターを公共施設内で作ること

生活が厳しいという声もよく聞きます。も

ができないかということで、この間東村山

ちろん一週間のうち五日間フルタイムで働

市とパーソルテンプスタッフで話し合いを

くということはなかなか大変なことです。

重ねてまいりまして、市民の皆さまの就労

でも週に数日、数時間なら働いてもいいと

の場が増えることは市にとっても公益性の

いうシニア世代の方もいらっしゃるので、

あることだということで、もちろん家賃は

その方に応じて働く場を作る、就労を支援

いただいているのですが、ジョブシェアセ

していく、そういうことがこれから非常に

ンターの誘致をさせていただきました。す

大事なのではないかと思っておりますので、

ぐに莫大な法人税が入るわけでは決してあ

シニア世代の方でもし働く意欲のある方に

りませんが、こうした細かい企業誘致を積

ついては是非これからも継続してお働きい

み重ねながら、市民の皆さまの就労の場、

ただけるように考えていきたいと思います。

税収のアップにつなげられればとも考えて

まずは、何よりも健康でいていただくだけ

いるところでございます。

で、医療費や介護給付費に影響しますので、
是非元気でいていただいて、そのためには

Ｑ．
「これから増加が予想される、シニア人

栄養やスポーツということがあるのですが、

材の活用について具体案があれば教えて下

やはり一番大事なのは社会参加だと言われ

さい。」

ておりますので、これまで猛烈サラリーマ
ンとして働くだけで、東村山には寝に帰る

Ａ．シニア人材については、先ほど申し上

だけだったかもしれませんが、たとえばこ

げたジョブシェアセンターでも今回、結

の株主総会を契機に、少し地域のことに関

婚・出産・子育てで一度お仕事から離れて

心を持ってもらい、たとえば子どもたちの

しまった方の就労を支援するということを

見守り活動に自分も参加してみようだとか、

念頭において誘致したものなのですが、そ

仕事ではなくてもいろいろなボランティア

の他にやはり、企業にお勤めだった方がリ

活動をしていただいて、地域を盛り上げて

タイアされてまだ仕事がしたい、自分の能

いただくようなことをしていただくことを

力を活かしたいというような方も応募され

是非お願いしたいと考えております。
18
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Ｑ．
「防災無線を使った防災対策がゆき届い

ールの登録を市民の皆さまに呼びかけをし

ていないように感じます。住んでいる地域

ているところでございますので、ぜひご活

が市境にある場合、近隣市と連携した、避

用いただきたいと思います。それと今般、

難所を利用するといったことができないで

ケーブルテレビの J：COM と協定を結ばせ

しょうか。」

ていただきまして、J：COM で簡易放送の
機材、それは各ご家庭で契約をしていただ

Ａ．緊急時の場合、住んでおられる場所に

かなければならないのですが、ちょっとし

よっては、必ずしも市内の避難所に避難し

た四角い箱みたいな放送機ですけれども、

ていただかなくても結構です。たとえば秋

その放送機に防災無線で流した音声がその

津町の一部の地域は、柳瀬川の北側に東村

まま流れるような協定を結ばせていただい

山の市域があったり、柳瀬川の南に所沢の

ていますので、これはお金がかかってしま

市域が一部入り組んでいたりするところが

うのでそれぞれの皆さまのご判断になりま

あって、そういうところは、わざわざ川を

すが、ご興味のある方はお調べいただけれ

渡ってこちらに来ていただく、あるいは所

ばと思っております。

沢の方が向こうに行っていただかないで、
むしろ最寄りの公共施設等に避難していた
だくということで進めていった方が安全性
が高いということで、そういったことは周
辺市とともに進めているところであります。
ただ、防災行政無線については、たしかに
いろいろ課題があって、今年も台風の際に
防災無線を流させていただきましたが、雨
や風が強くて窓を閉め切ってしまうと家の
中では聞き取れないということで、いろい
ろ苦情をいただいているところではござい
ますが、正直なかなか抜本的な解決はでき
ないところがあって、現状では東村山市の
防災無線はデジタル化されていますので、
市の防犯メールに登録いただければ、放送
した内容が音声ではありませんが文字情報
として、登録していただいた方のメールに
配信される仕組みになっています。防災メ
19
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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６人程度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、３9 ページ参照）

20
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2） 各グループの発表
Ａグループ

Ａグループで出た意見の中で一番多かっ

ろなことがやれるのではないかという意見

たカテゴリーは、「みんなで支え助け合う、

が出ました。あと、道路だとか交通関係の

健やかにいきいきと暮らせるまち」です。

問題ですが、自転車がすごく危ないという

高齢の方の薬袋の無駄遣いという意見、要

意見。歩行者のことも考えて道路関係を整

は税金の使い道だと思います。あとはお子

備するべきだという意見が出ました。あと

さんに関して、保育園だとか学童保育だと

はそれに関連して、駐輪場がもう少しなん

かいろいろな問題があるという意見。あと

とかならないかということと、駐車場につ

は障害をお持ちのお子さんについて、普通

いても、北山公園の駐車場があればもう少

の学校に行けるような制度をなんとか作れ

し人が観光に来れるのではないかという意

ないか。先生だけでは対応しきれないので、

見が出ました。最後に、こういった場は素

応援者が必要ではないかという意見が出ま

晴らしい場所だと思うのですが、こういっ

した。最終的には、みんなが仲良く協力で

た会に集まれるのは、高齢化社会だと思い

きるまちが作れれば、全部解決できる問題

ますが、やはり４０～７０代の方が中心に

なのではないかということでまとまりまし

なってくると思います。２０代、３０代の

た。次に出たのは防犯関係です。防犯カメ

方にもこういった場に参加していただける

ラをもっとアピールした方がいいという意

ように、無作為の年代に声をかけるのでは

見。あとは学校でのコミュニティや保護者

なく、年代別に公平に声がかけられないの

のつながり。防犯に関してもやはりみなさ

かなと思いました。ありがとうございまし

んと協力して、市民が中心となっていろい

た。
21
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Ｂグループ

Ｂグループの発表です。まず、育児と水

うようなかたちで進めるべきではないかと

害、防災対策の意見が出ました。それに関

いう意見も出ました。以上です。

連して、シルバーバスはみなさんご存じだ
と思いますが、マタニティバスという育児
中の人が気軽にバスを利用できるような乗
車券のようなものもあっていいのではない
かということでした。あと、台風の話が出
まして、川の護岸工事の遅れがあるのでは
ないかという意見も出ました。それに関連
して、インフラ、マタニティバスというの
も出ましたがそれ以外の道路や鉄道の計画
の話も出ました。これから人口減少社会に
なるに伴って、外国人に対して行政の情報
を適切に提供することが必要ではないかと
いう意見も出ました。それ以外だと、財政
の話も少し出まして、資料にあるような歳
入・歳出の書き方ではなくて、財務諸表と
いうかたちで明確にすべきで、予算の配分
の見直しが必要ではないかという意見。コ
ンパクトシティと言うそうですが、そうい
22
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Ｃグループ

Ｃグループの発表をしたいと思います。

して欲しいという話が出ました。二番目は、

私どものチームでは、ご覧のように一番目

教育・文化・芸術、このへんのサークル作

で２件、二番目で２件、三番目で１件、そ

りについての意見、東村山にはたくさんあ

の他で１件、合計６件のアイデアが出まし

るのでしょうが、それをもっとアピールし

た。簡単にご紹介しますと、一番目では、

て、今まで東村山に寝に帰っているだけの

医療関係とか福祉関係で話がありまして、

人たちも参加出来る、あるいは知ることが

終末医療を扱うような病院やホスピスが東

できるようなものをやってほしいというの

村山にはない、あるいは少ないという観点

が一点。それからもう一つは、寝に帰るよ

です。そのへんを安心して暮らせるように

うな人でも東村山には文化的施設のような

手当をして欲しい。それから私どものグル

ものが少ないという意見。たとえば映画館

ープには８０代以上の一人暮らしの方が２

がないとか、美術館みたいなものがないと

名いたので、一人暮らしの世帯との関わり

か、図書館はある程度ありますが、本屋さ

方についての意見。家の中に閉じこもらな

んもなくなってきている。そういう普通の

いようになんとか外へ出て、ボランティア

文化的生活が東村山ではなかなか享受でき

活動でもいいですし、サークル活動でもい

ないので、どうしても都心に行かなければ

いですけれども、そういったようなことに

ならないということがありますので、その

ついて積極的にみんなが声をかけていただ

へんをなんとかしてほしい。たとえば今あ

くような環境にしてほしい。もちろん本人

る公民館とかのハコモノは、新たに作れと

が自分から飛び込んでいくという意識が必

いうことではなくて、それを使うようなか

要だとはわかるんですけれども、背中を押

たちでしたい。三番目のところではごみ問
23
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題。無料化にならないかという意見があり
ましたが、無料化にするとどうしてもごみ
は増えてしまうのだという意見も出まして、
東村山では全国で５０万人以下の都市で、
１０番目くらいに優良な分別化の都市らし
いという話があり、ごみが少ない。少なく
なるから税金が少なくなるのではないかと
いう話が出ました。ただ、ゴミ袋が近くで
手に入らないので、手に入る場所をもっと
増やして欲しいという話も出ました。最後
にその他のところですが、この上のものは
どのようにお金を使うかという話ですが、
そうではなくてお金をどのように増やすか
という話も議論したい。それ以外に、ふる
さと納税とか東村山市の住民のほとんどは
東村山に払うべき税金を外に出している人
が多いのではないか、東村山に入ってくる
ふるさと納税の収入はすごく少ないのでは
ないか。そうするともっと魅力的なものを、
たとえばホームページにしろ、何かやった
方がいいのではないかという話です。それ
から東村山の観光協会の話も出ました。あ
りがとうございました。

24
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Ｄグループ

Ｄグループです。まず意見として出たの

て道路ですが、秋津に限らず東村山全体と

は、ほとんどが交通や道路に関してで、あ

して、どうしても道路が整備されていない

とは「みんなが楽しく学び、豊かな心を育

ところがありまして、道路が整備されない

むまち」に１件でした。これらの意見を６

と危ないどころか、グリーンバスやコミュ

つにまとめますと、まず道路の整備、そし

タクなども作ることができないという意見

て新秋津から秋津間のアーケードや直結通

でした。どうしてもグリーンバスだと路地

路などの整備、そして道路の整備などに引

に入ることが出来ず、路線バスと競合して

き続きましてグリーンバスやコミュタクの

しまう可能性があるので、路地にも入れる

整備、そして若い方だけでなくお年寄りの

ようなコミュタクを作る必要があるという

ケアを充実化させることによって、若い方

意見が出ました。最後になりますけれども、

を逆の発想から取り込むという意見。メイ

ＰＶのことに関して出た意見なのですが、

ンとなる交通なのですが、私のチームは秋

ＰＶがダサいという意見が出ました。そこ

津の方が多くて、新秋津から秋津がどうし

で我々が提案することは、コンペを行って

ても不便で、朝は混むし、デメリットが多

はいかかがだろうということです。このＰ

いとのことで、せめてアーケードを早く作

Ｖの流れを汲んだコンペを行い、市民で動

って欲しいという意見が出ました。理想と

画を作れる人とかと協力して作ってはいか

しては、新秋津から秋津間を直結させて駅

がかということです。もう取り壊されてし

ナカを作り、商店街の方々を駅ナカとかで

まったのですが、どうにか樹木希林さん出

存続させることによってどうにか妥協を得

演の映画「あん」のセットを復活できない

られないかという意見がありました。そし

かという、無理なお願いにはなってしまい
25
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ますが、そういう思いです。そしてこれで
本当に最後になりますけれども、我々２０
代とか大学生の方から言わせてもらうとど
うしても、東村山って飲み屋しかないや、
という意見があるので、高架化等で東村山
駅にエミオを作るとかで発展させられない
かと思っております。長くなりましたが、
以上です。
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Ｅグループ

Ｅグループの発表をさせていただきます。 い意見です。最近、地震や自然災害が猛威
を振るう年でもあったのですが、そういう
私たちＥグループは４名のグループだった
のですが、ご覧のように４人の意見が５つ

防災対策の整備が一番の関心事になってお

の分野それぞれで違うところに出されるか

りまして、ハコモノを含め、道路、上下水

たちになりました。まず、一番上の福祉の

道などの整備がしっかりされていないと、

分野なのですが、意見が出ましたのは、シ

ハコモノに関しては小中学校や市役所とか、

ルバー世代が今後増えていくということを

そのうち避難所として私たちが生活するこ

踏まえまして、シルバー人材をもっともっ

とになるであろうものが何かあっては困る

と広く活用できないかという意見でした。

という意見です。それと、一番下の道路の

子どもたちの見守りですとか、現状ですと

方では、駅周辺の開発がだいぶ進んでいま

恐らく、各学校のＰＴＡの方が係で行って

すけれども、そこに行くまでの生活道路や

いるところも多いかと思いますが、そうい

バス通りが整備が出来ていないのではない

うところをリタイアされた方とか警察や消

かという意見です。たしかに、雨が降った

防のＯＢの方を広く募ってできないかとい

後、ボコボコしたところに水たまりができ

う話でした。もっと多くの世代の方が、憩

やすいところが増えて危ない。あと、高齢

いの家という場所も含め、外に出てくるこ

の方もなかなか出づらいので、歩きやすい

とができれば活性化できるのではないかと

道づくりをしてもらいたいということです。

いうことです。３番目の防災・防犯分野な

その他の意見では、見守り活動をされてい

のですが、これは私の意見のところなので

る方から。自転車が非常に多くて、歩行者

すが、一番下の道路や交通のハード面に近

が危ない目に遭うことが多い。それなので
27
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道路の整備ですとか、草木が生い茂ってい
る所の整備もさせてもらいたいという話で
した。創造性豊かなまちづくりをしてもら
いたい。市の総合窓口に、ペッパー君みた
いなものを置いても面白いのではないかと
いう意見も出ました。以上です。
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Ⅱ．当日の進行内容

Ｆグループ

Ｆグループです。４番目の「みんなが快

の先が全くできていないという話です。あ

適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち」

と、道路に関係するのですが、今回高架化

に意見が集中しているように出ているので

するということですが、東村山の東西をつ

すが、実際には、１番目の子育てやコミュ

なげられないかという話が出ました。秋津

ニティ、あるいは２番目、３番目の防災な

駅と新秋津駅を一体化できないかという話

どの部分が解決されれば自ずと解決するで

が出ています。たとえば、商店街の方であ

しょうというのが、皆さんの頭の中で共通

れば、駅ビル等を作ってその中に入ってい

した意見ではないかと思っています。その

ただくとかしないと、道路に車と人が混在

中で、一番最初に４番で出たのが交通と道

していて非常に危ない、通りづらい、時間

路ということで、市内の道路が狭いという

がかかるという話がありました。続きまし

意見です。主要道路のつながりの整備をも

て、グリーンバスについて、グリーンバス

っと進めていただきたい。そのときに出た

を使いたい意向はあるのですが、百円が値

話の中で、歩行者に対して非常に不親切な

上がりして料金が高いのではないかという

道路が多いという意見が出ました。ベビー

話が出ています。停留所も近くにないし本

カーや車いすがなかなか通行しづらいとい

数も少ないので、もっと増やせれば使える

うことで、使いづらい。あるいは、自転車

のではないかという話と、あと東村山駅周

ですれ違うにも、歩行者がいたら車道を行

辺からなのですが、もう少し遅い時間まで

くというのもあるので、非常に走りづらい

走らせてもらえるといいという話が出てお

し、危ないという話が出ました。特に、駅

りました。続いて観光について、東村山の

前はそこそこ整備されているのですが、そ

観光として代表的なのは八国山かなという
29
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話が出まして、八国山まで観光に来られた
方を誘導できるように、道に誘導していく
カードをつけたり、あるいはそういう表示
が出来て辿って行けば、そこに着けるとい
うものがあればいいという話が出ました。
また、駅周辺の駐輪スペースだけではなく
て、観光所の入口にも駐輪場があると外部
の方が来られるという話がありました。ま
た東村山市民の方は、自転車で気軽に集ま
れれば、たとえば今はないですがバーベキ
ュースペースがあればそこで楽しめたりだ
とか、そういう使い方もできるのではない
かという話がありました。あと戻ってしま
いますが、駅周辺にタクシーがいないケー
スが多い。タクシーを気軽に呼べる方法は
ないか。たとえば電話番号があるとか、呼
び出しボタンがあるとかするといいという
話がありました。最後は防災に関する話な
のですが、防災無線が聞きづらいという話
もあったのですが、道路が渋滞していると
いうことで、何かあった場合、東村山に物
資が届かないのではないかという話があが
っています。それと、市内に商店街が大き
いもの、小さいものを含めて少ない気がし
ます。たとえば、防災時に物資が届かなく
ても、商店街があれば、そこに物資がある
のと同様なので、そういったものがもう少
し整備されていると良いという話がありま
した。以上です。ありがとうございました。
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Ⅱ．当日の進行内容

Ｇグループ

Ｇグループです。私たちは、結論から言

していいねという話でした。最後のところ

いますと、市の活性化で増収・増益につな

ですが、インフラのところで、用途地域の

げることが一番大事なのではないかという

見直し。制限があって、なかなか企業を誘

ところに至りました。ではどんなアイデア

致できない部分が多いようなので、もう少

が出たかというと、まず一つ目は表で二番

し企業がこちらに来やすい対策が必要では

目のところですが、誰でも参加できて、一

ないかという意見でした。あと、近隣他市

人でも参加しやすいイベントがあったらい

との連携になりますが、西武線の相互乗り

いということでした。さっきの市長の話で

入れ。都心に出たり、都心からこちらに来

も出ましたが、単身世帯が増えたので、一

るときに、たとえば東村山から高田馬場ま

人だと参加しづらいところもあるかもしれ

で地下鉄に乗り換えるときに、乗り換え、

ないので、情報を多く発信してどんどんイ

乗り換えになってしまったりするので、直

ベントに来てもらい、健康を増進してもら

接どこか都内に行けるといいというのと、

う。それに伴って、市でポイントカードと

武蔵野線の新駅の設置。新秋津から新小平

かを作って、参加するだけ、寄るだけでも

の間の距離が長いので、たとえばどこか五

ポイントが加算されるようなものがあって

中あたりに駅が出来たらおもしろいという

もおもしろいという話でした。次のところ

話でした。あと、人を呼ぶにあたって、外

では、畑などがどんどん住宅になって子ど

国人観光客が今話題になっていますが、来

も達の遊び場が減ってしまっているので、

てもらって、東村山で働いてもらう。もし

そういう場を確保して、子ども達が安心し

くは住んでもらって、家族もこちらに呼ぶ

て遊べる場ができたら、わいわいがやがや

ことができれば、日本人はあまりお金がな
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いという話だったので、家族の方にいっぱ
い使ってもらう。そういうことをすれば、
増収・増益につながるのではないかという
話でした。以上です。

32

Ⅱ．当日の進行内容

Ｈグループ

Ｈグループでは、教育・福祉関係と住み

がうちのグループでは話が大きくなった

やすく暮らせるまちづくりというところ

ところだったのですが、まず東村山市全体

の二点で話がありました。まず下の方のま

として、情報発信が少ないのではないかと

ちづくりについてお話させていただきま

いうところから話が始まりました。いろい

す。東村山市の方で、これから観光とかを

ろな取組みをしているとは思うのですが、

やっていくにあたって、多摩湖と狭山公園

実際本当にやっているのか、足りないのか、

のあたりをもう少しＰＲして遊園地と含

やってないのかがわからない。今日のよう

めて観光地化して、もう少し観光客を呼び

な株主総会でも、知っている方、知らない

込めるといいという話がありました。駅周

方が市内で多いのではないか。やはり取組

辺の住宅が高齢化しているのでそのへん

みとして、今話が大きくあがったのは、小

の整備も含めてやっていけるといいので

学校の不登校の問題について、どういった

はないかというお話がありました。それと、

取組みをしているのかということです。現

西口の開発ですが、昔は商店街があったの

場の先生たちはよくやってくれているけ

ですが、今は再開発があって駅前だけはな

れど、市役所に相談にいくと、次の会議ま

んとかあったのですが、そのへんがまだ置

で待たねばならず、そういった子たちが青

き去りにされているということで、今後は

空学級に入るまでに時間がかかるだとか、

道路の開発だったり駅前を再開発して商

現場と市役所とのギャップというかタイ

店街とかを復活出来たらいいのではない

ムラグがある。そうすると実際の子たちは

かというお話がありました。上の方の子育

辛いのではないかというような話から、ど

て・福祉と教育のところです。こちらの方

ういう活動ができるのか、やっているのか、
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そういったことも含めて知らないことが
多い。最終的に情報発信のことになってし
まったのですが、こういったことをまとま
って話せる場があった方がいいのではな
いかという話もありました。今日の午前中
に子育て世代のお話をやってたはずなの
ですが、そういうのも知らない方も多いし、
情報発信を含めてやっていくことで、いろ
いろな問題が解決されるのではないかと
いうことでした。以上です。
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Ⅱ．当日の進行内容

Ｉグループ

Ｉグループです。Ｉグループは、萩山、青

います。総合的に税収アップ、市の魅力感、

葉、久米川、市内全般的に行き渡った意見

いろいろ出てくると思っています。過去、

交換ができましたのでその経過を報告し

市の向上のためにいろいろ考慮されたり

ます。全般的に住みやすさというところで

動かれたと思うのですが、時代も変わって

言いますと、半分、市の職員さんにクレー

きて、市としては岐路に立たされていると

ムでもあるのですが、自治会に依存し過ぎ

ころがあります。少し話は戻りますが、先

ではないかということがありました。もう

ほどの税収アップというところでいいま

少し市の職員さんに動いてもらえると助

すと、具体的にどうすればいいかというと、

かるのではないかという話がありました。

企業誘致だと思っています。昔は準工業地

たとえば、東村山市に住んでいる市の職員

帯をやっていたけれどもやめている。では

の方を活用すると、地元に接した市のサー

どうするかといえば、半分本気なのですが、

ビス、そして総合的に良いところ・悪いと

ＩＴ企業だったり、ソフト企業、つまり吉

ころが見えてきて、防犯の向上にもなるの

本とかのお笑いとか、魅力あるまちづくり

ではないかという話がでました。この表で

を市長さんはじめ、いろいろ考えてもらい

言いますと、１番と２番、この意見を総じ

たいと思います。今後入ってくる市の職員

て話をしました。まずこれが大きいところ

さんには、よりよいまちづくりということ

です。続いてインフラ、道路整備をぜひ進

で頑張ってもらいたいと思っています。最

めていただきたいという話がありました。

後に、言い方がきついかもしれませんが、

なぜこれが重要かというと、道路は渋滞に

固定資産の話がありましたが、浄水場だっ

よる経済ロスや、その他もろもろあると思

たり、私は知りませんでしたが小平の墓地
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も東村山市の土地が一部あるそうです。そ
ういうものの税収を、東村山は人がいいの
か知りませんが、都と話をしてもらい、そ
こから税収がもらえるはずだと思ってい
ます。大変かもしれませんが、市長さんに
は都と闘ってもらって、税収アップ、そし
てより良いまちづくりをしていただきた
いと思っています。以上です。
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Ⅱ．当日の進行内容

3)渡部市長よりコメント

熱心なグループ討議、それからそれぞれ

だき、ちょっと細かな話ですが、市がよか

のグループの皆さまから発表いただきま

れと思ってしたことが、たとえばＡグルー

して、言い方は悪いですが、非常におもし

プで出たご意見で、市では丸薬バッグを一

ろく聞かせていただきました。今回は、数

定年齢の方にお配りしたのですが、それが、

にすると、「みんなが快適に暮らせる活力

余った薬や飲み忘れた薬が結構医療費を

と魅力にあふれたまち」ということで、道

押しあげている部分があるので、市として

路関係についてかなりご意見・ご要望があ

はそれを薬局に持っていっていただいて、

ったなという印象を持たせていただきま

その分は新たに薬をいただかないように

した。それに次いでやはり子育てや福祉関

していただくことで、医療費の軽減を図ろ

係ということで、市民の皆さんが日頃生活

うと思ったのですが、逆にちゃんと飲んで

をされていて最も身近な公共施設という

いる方にとっては、こんなのごみみたいな

のは道路ですから、道路事情で不便を感じ

もので必要ないという厳しいご意見をい

たり危険を感じたり、そして今後魅力と活

ただきました。やはりそれぞれの市民の皆

力のあるまちを作っていくためには、やは

さんに応じて対応しないとなかなかうま

り一定の基盤整備をきちんと進めていき

く伝わらないと思いました。それから、総

なさいということが、市民の皆さまのご意

じていうと、我々は努力しているつもりで

見だったのではないかとお受け止めさせ

すが、情報の伝達が足りていない部分がか

ていただきました。その他、回らせていた

なりあるという思いをさせていただきま
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したので、今後はこういう場を通じて市民
の皆さんとできるだけコミュニケーショ
ンを図り、我々も伝えきれていない部分を
きちんとお伝えする、あるいは市民の皆さ
んのいろいろなニーズやご意見を常に把
握する努力をしていく必要があるとあら
ためて思った次第です。今後、先ほど市政
報告で申し上げましたが、次なる 10 年間、
20 年間を見据えてこれからまた計画作
りを進めていきますので、その際にも今日
いただいたご意見等も踏まえつつ、より良
いものを作って着実に市民の皆さんにと
って住みよいまちになるように努力して
いきたいと思ったところです。グループ討
議、長時間本当にありがとうございました。
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Ⅱ．当日の進行内容

４）

意見交換で出された意見（原則として原文で掲載しています。）

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
2
3
4

・向う三ゲン両どなり まず近くの方から仲良くして笑顔を伝えあえたらきっと子育て
も健康もコミュニティもよくなるのではないかしら…
・複数の子どもが保育園を希望する際、同じ保育園に入れないという話をききます。保
護者の負担を減らす為に同一の保育園に通えるようにしていただきたいです。
・薬袋が配布されましたが必要ありましたか。無駄使いなような気がします。
・東京都こども医療費 高校生・中学生の子供がいるが、子供のマル子の医療費上限２
００円というのが高校生までとか拡大できないか。

5

・学童保育にも目を向けるべき（定員数の増加・帰宅時の安全確保）

6

・身体障害者が小中学校の普通学級に通学出来るよう応援施策を作ってほしい。

７
８

・この様な会を開催するにあたり、若年層にも意見を述べる場を作るため、無作為に選
出するのではなく、年代別に均等に選出すべき。
・待機児童の解消の為もっと保育園とか増やして欲しい。
・ゆりかご、ひがしむらやま事業のサービスをもう少し良くしてほしい。
・終末医療の場所を設置又はそれに適したＤｒ．を増やしてほしいこと

９

・老人がシルバーセンターよりあんちょくに利用出来る人材の大学病院の附属の様な場
所をつくってほしい。 例

久米川駅近くのビルの様な物

・高齢の独りぐらしとしては、地域・ご近所様との交流、コミュニティとの接触機会が、
10

大変重要と考えます。（安全、安心、互助

目的として）具体的には、自ら動き働きか

けることから始まるのではないでしょうか。
・増える老人の活用、地域の見廻り
・憩の家などシルバーセンター活用してアルバイトでやってもらっても良いのでは。特
11

に消防、警察ＯＢなど特に良い。
・私は現在、久米川東小学校で昔遊び講師をしておりますが、もっともっと広めたい。
・憩の家の活動状況を宣伝する

12

・情報発信
・子育てしやすいまちづくりを望みます。そのためには何が必要か先進市が取組んでい

13

ることを教えて頂きたい。
・近隣に長期にわたり不登校の小学生がいます。現状と対策をお聞きしたい。

14
15

・子育てしづらい→図書館を充実化
・市民の声のとらえかた。
・自治会の参加者減少なのに配布等なんでも自治会にたのむ。
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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
2

・一般的な学問に限らず、地域・行政への理解を深めること、道徳・倫理を含む教育を
進めることが、豊かな心を持つ人を育て、豊かなまちをつくる基礎になると考えます。
・施設・環境整備
・サークル、チーム、グループづくり
・東村山には、市民が個人で楽しむ文化的施設が少ない。例えば、映画館、美術館、本

３

屋さん等です。
「快適に暮らせる街」は、インフラだけでなく、その上層レベルの文化
的生活を楽しめる街作りを望みます。
・若者にとってこれからのキャンパスライフや職場への通勤の利便性、子育てのため、
又は心を癒してくれる住環境を整えることでこれから住みたいと思う魅力ある東村山

４

になれば人口増がもたらす財政上の効果も出るのではないかと思います
単なる電車の乗換だけの通過地だけないネットで評判になるような店と施設建設に力
を入れるべきと思います
・一人暮らしの人が多くなってきている。
誰でも参加でき、１人でも参加しやすいイベント実施。

５

例）歩け歩け運動会＋みかん狩り
それに伴う細やかな情報発信（一人の人でも気軽に参加できるように）
・自然が多いので、ウォーキングコースの開発。安全でみりょく的なコース

６

・いじめ、不登校問題を真剣に取組んでもらいたい。教育現場と市行政との考え方の違
いが見受けられる。

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）】

・安心して暮らせることが大事。
1

・災害時、特に水害対策が遅れている。抜本的な対策を進めてほしい。昨年の台風の被
害により、床上浸水となり、多額の費用をかけて、なんとかリニューアルをしました。
それなりに、対策をたてたが、安心して暮らせるには抜本的な対策が必要。

2

・ゴミ袋をできれば無料にしてほしい。
・なんの袋を使ってもいいようにしてほしい。
・地震も含め自然災害が猛威を振るう昨今、防災対策の整備が関心事になっています。
ハコモノの老朽化対策、道路、上下水道の整備も何かあった時の避難所ともなることか

3

ら安心できる生活基盤がしっかりしていて欲しいと望みます。
・子育て・福祉に力を入れていることがよくわかりました。今後もさらに取り組んで欲
しいです。
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・特に今年は、天災が多かった為、考えさせられた。
４

・防災、防犯を考えることは、地域コミュニティ、交通などの他のテーマにもかかわる
ことになる。
・他市から新たに東村山市に来て、ゴミの分別、収集の仕方がよいと思う。
・自然・緑をもっと守ってほしい。子ども達の遊びの場の充実。木登り、ボール投げ、

５

サッカーなど安心して出来る場所、プレーパークなど。土地をどんどん宅地にしないで
活用してほしい。

６

・具体的に防災に対した取組み

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）】

・外国人に対する配慮。性的少数者への対策。
1

・空き家の活用、空き地の有効活用。
・鉄道、バス路線の拡充（市役所に来にくい） 道路の入り組み方。
・武蔵野線の駅が東村山市にもう一つにあっていいと思う。
・市役所へのアクセスが良くない → グリーンバスかコミタクを。

2

・プロモーションに力を。（セット等の後活が出来ると良い）

→

もう少しＰＶとか

がどうにか深められないか（ありきたり感がある）
・道路の整備
3

・抜け道になっている区間が危険なので改善してほしい。
・遊んでいる畑部分の砂ぼこりがひどい。
・ハガキにも書いた内容と同様に秋津駅周辺の道路整備について。車が通るにあたりギ
リギリの幅で危険な所が沢山あって非常に恐怖を感じる。

4

・その駅に向かうまでの危険と、アクセスの不便さ。バスにのるにまで時間がかかり、
バスも少なく、コミュニティバスなどほとんど使用出来ず。秋津に住居して○十年、全
く交通の点は変化がないのには呆れてしまう。
・上記選択項目の達成により、市の人口増にもつながり、他の項目の基礎・基盤になる
のでは…と思います。

5

・少子高齢化もあるため、歩道の段差を限りなく無くす。
・歩道幅の確保。
（ベビーカー、キャリーバック等への考慮）
・農業・商工業にたずさわる方がよりよく働けるような環境作り、意見を聞く機会を設
ける。
・朝・夕など通勤・退勤の時間帯の主要幹線道路の混雑緩和。
・歩車分離式の交差点増加し事故減少へ。

6

・駅までの道路整備→段差解消やバス通りの増加
・車道などの凹凸、陥没、水はけの解消
・外国人観光客の増加に向けた市のＰＲ活動

7

・道路せまい
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・歩行者の歩きやすい道→住みやすい
8

・商店がない
・通過車両が多く、出づらい
・市民バス料金が高い。もう少し下げてほしい。高くなってから乗った事がありません。

9

・夜遅くなった時、バスを遠回りでもいいので走らせて下さい。何時位迄なら検討頂け
ますか？
Ａ：外国人観光客に来てもらう
そのためには
①ＪＳＴＯの講習会をする
②黒やきそばをテーマにイベントをする
③市のプロモーションフィルムをアニメバイリンガルにする

10

Ｂ：外国人労働者に来てもらう
プロモーション内容
①家賃が安い
②物価安い
③安全
日本人労働者のベッドタウンだったことをアピール
１.用途地域の見直し
・企業誘致、ロードサイド店等の出店可。税収ＵＰにつながる。

11

２.西武線の相互乗りいれ
・人口増につなげる
３.武蔵野線の新駅設置
・ＪＲと打合せ
・交通…多摩湖線を利用しているがこの二、三年トラブルが多かった。遊園地駅は階段
が１００段あり高齢者は困っている。西武鉄道にエレベーター設置と日頃の線路の点検

12

を申し入れて欲しい。
・観光…多摩湖及び狭山公園の美景をＰＲして観光客を呼びこむ努力が欲しい。公園の
中に湖と富士山を眺められるレストランが欲しい。
・図書館について
・東村山駅周辺連続立体交差事業に伴う西口再開発事業の推進

13

１０年来西口再開発が進んでおらず、駅周辺の衰退がみられる。周辺道路の整備より駅
の中心に整備してもらいたい。

14 ・東村山はベッドタウンになっているので、市内が元気になるように考えてもらいたい。
・道路の整備は隣接する市との関連のため、歩調を合わせて進めるべきです。東村山市
15

の整備の遅れのため、他市に迷惑をかけているように思う。商工業の発展にも関係する
のでは？

16

・道路のインフラ整備
・企業ゆうちのそくしん、税収アップ策
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⑤【その他（行財政改革、協働等）】
1
２

・コンパクト・シティーの推進と思う。
・支出ではなく収入を増す策をもっと考えてほしい。例えば、企業誘ち策、ふるさと納
税の収入増（現在は支出の方が多いと思われる）の為の策を進めて欲しい。
・上記４点のみならず（どれも政策として大事と考える）、これからの東村山を考えた
場合（今後１０年間の東村山のあり方）、創造性も必要ではないのかと思うのでその他

３

の意見とさせていただきます。
・☆（東村山の名を社会に知らしめるために、映画「あん」の効果は大だったのではな
いかと思いますので…）
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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。
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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

129 点

平均点

有効投票数

÷

40 票

点数

＝

３．23 点

票数

5点

非常によくやっている

4点

よくやっている

3点

小計

3票

15 点

17 票

68 点

ふつう

9票

27 点

2点

物足りない

8票

16 点

1点

全く物足りない

3票

3点

０票

０点

白票・無効票

評価理由（原則として原文で掲載しています。）
【5 点
1
2
3

【4 点

非常によくやっている】
市長の考え方を直接聞く事ができ今日は非常に有意義であった。
子育て 介護 福祉分野に力を入れながら、結果として黒字にしている現状はとても良
いと思います。今後もさらによい街づくりをお願いします。
何も知らない状態で参加したが、色々考えて運営してもらっていることが知れた。黒字
であることも良かった。

よくやっている】

1

少ない税収入でよくやっている

2

これからに期待します。

3

財政事情は厳しいと思うが、２０年先には健全になるようお願いします。

4
5

初めての参加なので、まあよくやってると思うがこれからもっともっとよくやって下さ
い。
このように市民参加の場を設けていることは評価します。
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6

本当であれば、3.5＋くらい。問題はタタある。

7

情報発信が不十分なため、住民に内容が伝わらない。

8

理由 特にないが、市側の説明から判断しました。

9

税収増の策をもっと考えて頂きたい。そうすれば“５”になります。

10
11

株主総会という機会を作って市政を説明するだけでも意義がある。
市長が直接市民の意見を聞くことは極めて重要であり、この機会を活かして市政を運営
して欲しい。

12

市民の苦情に対応する姿勢がいろんな場面でみられて、良いのではないかと思います。

13

市民の声をよく聞くようだからこれから少しずつ良くなるだろう。

14

グリーンバスなどのコミュニティな交通機関の充実が望まれるから。
市民が住みやすくなるように努力されているため

15

しかし、主要な所の整備・調整で細部までいき届いていないため、４としました
今後もがんばってください

16

無記入

17

無記入

【3 点
1
2

ふつう】
厳しい意見も多々出ていたと思うが、さくら通りにつながる道路について開通が決定し
たその１点を高く評価したい。
要望がどのようになるのか不明
一部では力を入れて運営していることがわかるも、必ずしも市民が必要性を感じている

3

分野ではなかったり、足りなかったりということが今回参加し意見交換をすることで露
呈した為。

4

やるべき事をやっていると思う。

5

よくやっていると思うが、これ位で満足しないで欲しいと願って③にしました。

6
7

アカウンタビリティーの良さは伝わってきた。但し、株主総会の重きがどの程度のもの
か、分からない。
比較対象が無いので評価がむずかしいが、こういった施策は好意的に受けとめていま
す。

８

無記入

９

無記入
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【2 点

物足りない】
ＰＤＣＡ

1

計画…Ｐの目標がなされていない
Ｄ…実行日期不明
Ｃ、Ａ…説明ない

2

憩いの家の事故に対する責任を考えてのこと。

3

コストへの意識向上をもっとすすめて欲しい。すみやすい市運営を！

4

意見交換、意見発表ともに時間が圧倒的に足りなかった。

5
６

自分の年齢にとって市から何を得るということがない。全体に感じ得る何かを行って欲
しい。
市政に対してもっと具体的に話してほしかった。また、それについての改善的、方向性
などももっと示してほしい。物足りない。

7

無記入

8

無記入

【1 点
1

全く物足りない】
去年の株主総会で出た意見をこの１年間で、改善、解決できたのかのフィードバックが
ない。

2

無記入

3

無記入
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５．評価結果に対するコメント及び参加のお礼
本日は長時間にわたりまして、株主総会

いたり、来年度以降市政全体に対していた

ということで 40 名の市民の皆さまに最後

だいたご意見ご指導と捉えさせていただい

までお付き合いいただきまして誠にありが

て、いただいたご意見に沿って改善できる

とうございました。評価については今お示

ものについてはできるだけ速やかに改善を

しさせていただいた通りで、3.23 点という

進めてまいりたいと考えている次第でござ

ことでした。普通をやや超えたということ

いますので、引き続き、今日ご参加いただ

でございます。今回、非常によくやってい

いた市民の皆様には、市政や地域のことに

ると言っていただいた方が 3 名、よくやっ

ついて当事者として関心を持っていただい

ているというかたが 17 名、まあ普通だよ

て、なにかあればまたこういった機会にご

ねというかたが９名、逆に物足りないと感

参加いただいたり、先ほどもあるグループ

じていらっしゃる方が 8 名、全く物足りな

のご意見にありましたけれども、地域で

いという方が 3 名いらっしゃっておりまし

様々な活動を展開していただきたいと考え

て、けっこう例年ですと、普通というとこ

ています。本当に今日は長時間ご出席をい

ろに票が集まるのですけれど、今回はそう

ただきましたことに心から感謝を申し上げ

いう意味では評価がばらけたという印象で、 て、閉会、御礼のご挨拶にかえさせていた
まあよくやっていると言っていただけてい

だきたいと思います。本当に今日はお世話

る反面、ちょっと物足りない、全く物足り

になりました。ありがとうございました。

ないという市民の方もけっこうな数いらっ
しゃるということでありますので、私ども
もしっかりまた来年度に向けてまちづくり
を進めて、しっかり成果を出して住みよい
東村山、住み続けたいと思っていただける
ような東村山づくりに邁進してまいりたい
と考えている次第でございます。なお、繰
り返しになりますが、今日いただいたさま
ざまなご意見やアイデアにつきましては、
今後第 5 次総合計画にも活用させていただ
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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、61 ページ以降参照）

調査段階

回答者

事前アンケート

参加者

事後アンケート

参加者

傍聴者用アンケート

傍聴者

配付時期

回収時期

株主総会一週間前に送付 株主総会開会前、受付にて回収

株主総会当日、受付にて
配付
株主総会当日、受付にて
配付
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回答者属性（事前アンケート）
 住所・性別・年代
久米川町

7

美住町

2

富士見町

5

青葉町

女性
42.5%

2

恩多町

5

秋津町

5

男性
57.5%
男性：23 名

野口町

2

栄町

女性：17 名
無回答：0 名

0

萩山町

6
無回答

諏訪町

1

本町

70代以上
2

廻田町

計40名

15

30代・40代

3
0

10

50代・60代

0

多摩湖町

0

10

10代・20代
5

5
0

10

5

10

15

20

25
（人）

（人）

 「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）
「東村山市版株主総会のご案内」を見て
興味が湧いたから

47.5%

市の施策や財政状況に興味があるから

35.0%

無作為抽出で選ばれたから

45.0%

市長が説明するから

5.0%

市政運営全般に対する評価を投票できるから

10.0%

その他

ｎ＝40

5.0%

複数回答計 59
無回答

0.0%

0.0%
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30.0%

60.0%

Ⅲ．アンケート結果

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）
あまり
関心が
非常に
ない
関心がある
10.0%
15.0%

 「非常に関心がある」「ある程度関心があ
る」を合わせ、90％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 3５％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

ある程度
関心がある
75.0%

いることが伺えます。

※ 「全く関心がない」
「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。（複数回答可）
（事前アンケート設問 3）
タウンミーティング
（市民と市長の対話集会）への参加

60.0%

市長への手紙

52.5%

市のホームページの意見記入欄

30.0%

市の窓口や電話

47.5%

市長へのＥメール

35.0%

議員・自治会を通しての要望

42.5%

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

25.0%
20.0%

知らない

12.5%

その他

0.0%

ｎ＝４０

無回答

0.0%

複数回答計 1３０

0.0%

30.0%
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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）
利用したことが無い

50.0%

議員・自治会を通しての要望

12.5%

タウンミーティング
（市民と市長の対話集会）への参加

7.5%

市の窓口や電話

10.0%

市民説明会・
ワークショップ等への参加

5.0%

市長への手紙

5.0%

その他

0.0%

計画（案）等への意見募集
（パブリックコメント）

0.0%

市長へのＥメール

0.0%

市のホームページの意見記入欄

ｎ＝40
複数回答計 46

2.5%

無回答
0.0%

22.5%
20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

 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。
 知っている方法のうち、
「タウンミーティングへの参加」
「市長への手紙」などについては、認知
度が高い一方で、
「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」は、認知度が比較的低い結果となりました。
 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、
「議員・自治会を通しての要望」
「市の窓口や電話」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。

52

Ⅲ．アンケート結果

 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）
反映されて

反映されていると思う
2.5%

事前
アンケート

ある程度

いないと思う, 5.0%
あまり
反映されてい

わからない
（市政に対する印象や評

ないと思う
15.0%

価を持っていない）
35.0%

反映されていると思う
27.5%

事後
2.5%
アンケート

50.0%

22.5%

12.5%

無回答
15.0%

12.5%

0.0%

0%

100%

 「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 35.0％に対し、事後は
12.5％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」の合計が、事前の 30.0％に対し、
事後は 52.5％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。
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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）
事前アンケート

事後アンケート

タウンミーティングや
説明会等に出席する

32.5%
30.0%

市と市民が協力して
行う活動に参加する

30.0%
37.5%

アンケートやパブリック
コメントを提出する

22.5%
25.0%

地域のボランティア
活動等に参加する

45.0%
42.5%

市民公募の会議等の
委員となる

15.0%
27.5%
7.5%
7.5%

特に参加したくない

その他

（事前アンケート）

5.0%

ｎ＝40、複数回答計 70

12.5%

（事後アンケート）
無回答

17.5%
2.5%

0.0%

ｎ＝40、複数回答計 74

25.0%

50.0%

 「市民公募の会議等の委員となる」は事前に対し事後が 10％以上増加しているものの、それ以
外の活動では事前と事後で大きく割合の変化はありませんでした。
 「特に参加したくない」は事前と事後で割合の変化はありませんでした。
 元々、何らかの活動に参加したいと思っていた参加者が、株主総会を通して他の活動にも参加し
たいと思ってくださったことがうかがえます。
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Ⅲ．アンケート結果

 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）
余裕があると思う,
0.0%

事前
厳しいと思う,
アンケート

事後
アンケート

17.5%

17.5%

多少厳しいと思う,
25.0%

普通である 多少の余
裕がある
と思う,
と思う,
7.5%
12.5%

25.0%

30.0%

わからない,
22.5%

15.0%

0%

無回答,
15.0%

5.0% 7.5% 0.0%

100%

※ 事前アンケートの「余裕があると思う」、事後アンケートの「無回答」は 0％

 「わからない」が、事前の 22.5％に対し、事後は 7.5％に減少しています。
 市政報告を通して、多く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。
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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）

あまり知る
ことができ
なかった,
7.5%

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）,
5.0%

 「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、85％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。

十分に知ること
ができた, 2.5%

 一方で「全く知ることができなかった」
「あ
まり知ることができなかった」という参加
者が 12.5％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
まあ知ることが
できた, 85.0%

いただく良い機会を提供できたと考えま
す。

※ 「無回答」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）

 「非常に高まった」
「まあ高まった」の合計
が、87.5％となりました。

あまり高まら
なかった,
12.5%

 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」
非常に高まっ
た, 37.5%

という株主総会の目的達成のために寄与し
たものと言えます。

まあ高まった,
50.0%

※ 「全く高まらなかった」
「無回答」は 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）
55.0%

施策・事業の実績
財政状況

32.5%

市民意識調査の結果

30.0%
12.5%

人口動態
その他

17.5%

特にない

2.5%
ｎ＝40

無回答

複数回答計 60

0.0%

0.0%

30.0%

60.0%

 「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）
 「十分にできた」
「少しできた」を合わせ、
92.5％の参加者に、何らか意見を伝えるこ
あまりでき
なかった
7.5%

とができたと思っていただけました。

十分に
できた
22.5%

 一方で「あまりできなかった」という参加
者も 7.5％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。

少しできた
70.0%

※「全くできなかった」
「無回答」は 0％
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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）
いいえ
7.5%

 事後アンケート設問 9（本ページ下部参照）

無回答2.5%

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 45.0.％に留まってい
はい
45.0%

ます。

どちら
とも言
えない
45.0%

 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）

どちら
とも言
えない
7.5%

はい
92.5%

※ 「いいえ」
「無回答」は 0％
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Ⅲ．アンケート結果

 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）

どちらとも
言えない
7.5%

 80％の参加者が、「機会や予定が合えば参

無回答
2.5%

参加し
たくな
い…

加したい」と回答しています。

機会や予定が合
えば参加したい
87.5%

 今回の株主総会は休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）

回答割合
休日の午後

17.5%

休日の午前

15.0%

土曜日の午後

37.5%

土曜日の午前

20.0%
37.5%

特にない
平日の夜間

5.0%

平日の午後

5.0%

休日の夜間

5.0%

土曜日の夜間

7.5%

平日の午前

0.0%

無回答

0.0%

0.0%

ｎ＝40
複数回答計 60
35.0%

70.0%

 最も多い回答が、
「特にない」と今回と同じ「土曜日の午後」で 37.5％であり、次いで「土曜
日の午前」の 20.0％となっています。
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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、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 35.0％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
（90％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 45.0％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、82 ページ参照。
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参加申し込みハガキ
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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

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。
住

所

年

代

町
10代

20代

性

30代

40代

別

男

50代

60代

70代

・

女

80代以上

１．「東村山市版株主総会」に参加しようと思った理由は何ですか。（○はいくつでも可）
ア．市の施策や財政状況に興味があるから

イ．市政運営全般に対する評価を投票できるから

ウ．「東村山市版株主総会のご案内」を見て興味が湧いたから
オ．市長が説明するから

エ．無作為抽出で選ばれたから

カ．その他（

）

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

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
ク．市の窓口や電話

キ．議員・自治会を通しての要望

ケ．その他（

）

コ．知らない

裏面へ続く
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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
ク．市の窓口や電話

キ．議員・自治会を通しての要望

ケ．その他（

）

コ．利用したことがない

５．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）
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）

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）
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

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

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。
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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

町
10代

20代

性

30代

40代

別
50代

男
60代

70代

・

女

80代以上

１．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）
ア．反映されていると思う

イ．ある程度反映されていると思う

ウ．あまり反映されていないと思う

エ．反映されていないと思う

オ．わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

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

裏面へ続く
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６．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）
ア．施策・事業の実績

イ．財政状況

ウ．人事行政の運営状況

エ．市民意識調査の結果

オ．他市との比較、各種ランキング

カ．人口動態

キ．その他（

）

ク．特にない

７．意見交換・意見発表を通じて、今後の市政に対する意見を伝えることができましたか。
（○は１つだけ）
ア．十分にできた

イ．少しできた

ウ．あまりできなかった

エ．全くできなかった

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．今回の株主総会は休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。

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。
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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。
住

所

年

代

市内（

町）
10代

20代

・

市外（

30代

40代

市）
50代

60代

性

男

別

70代

80代以上

１．「東村山市版株主総会」を傍聴しようと思った理由は何ですか。（○はいくつでも可）
ア．市の施策や財政状況に興味があるから
イ．東村山市版株主総会の広報（市報、市ホームページ、ポスター等）を見て興味が湧いたから
ウ．親族、知人が無作為抽出で選ばれたから

エ．市長が説明するから

オ．その他（

）

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

イ．市長へのＥメール

ウ．市のホームページの意見記入欄

エ．計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）
オ．タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加
カ．市民説明会・ワークショップ等への参加
ク．市の窓口や電話

キ．議員・自治会を通しての要望

ケ．その他（

）

コ．知らない

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

キ．議員・自治会を通しての要望

ケ．その他（

）

コ．利用したことがない

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）
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）
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．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
エ．多少の余裕があると思う

イ．多少厳しいと思う
オ．余裕があると思う

ウ．普通であると思う
カ．わからない

裏面へ続く
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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）
ア．十分に知ることができた
イ．まあ知ることができた
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）

ウ．あまり知ることができなかった

９．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）
ア．非常に高まった
ウ．あまり高まらなかった

イ．まあ高まった
エ．全く高まらなかった

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

エ．人口動態

オ．その他（

ウ．市民意識調査の結果
）

カ．特にない

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）
ア．はい

イ．どちらとも言えない

ウ．いいえ

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

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

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

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。

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。
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【参加申込みハガキ】
株主総会当日、市長にご質問やご意見がございましたらご記入ください。
（原文掲載）
1

このまま東村山市長でいて下さい。

2

市民になってまだ３ケ月ですが、このような機会をいただいたので、新人の立場で参
加させていただけたらと思って応募致します。

3

市のテーマが知りたい。

4

２４号台風時の避難所開設の素早さはとても良かったと思います。高齢者が増えたの
で安心して何かを頼める“お助け隊”の設置、ボランティア、自宅で終末期を迎えら
れる様に専門の Dr.が川崎市のようにいて下さると良いのですが・・・？自然を整備
これらを利用したイベントを考えてみては如何ですか。

5

市の年度施策の実施達成率と未実施項目

6

東村山市は、防災無線を使った防災対策がゆき届いていないと思います。市内の火災
や不明者、地震等放送すべきと思いますし、スピーカーも少なすぎると思います。

7

３年前から東村山市に住み始めましたが、住んで良かったと思う事が全くありませ
ん。魅力とかってあるんですか？

8

・市内に企業がどのくらいあるのでしょう
・働く人口は、市内で何％ぐらいでしょう。住居の提供等々、他市と比べていかがで
しょうか。
・将来の人口の伸び率が市の財政等にひびいてくるのでは。市民として何もわかって
いない私です。でも長年、住んでいて良い市だと思っています。

9

東村山市内には大きな商店街がなく市民の多くが他の市の店に行ってしまうと思っ
ています。市民が楽しめる商店街があると良い。例えば駅～市役所の道に集まるなど、
市役所周辺の駐車場～駅まで徒歩が楽しいと良い。

10 初めて参加したいと思いました。高齢となりこの先東村山市がどのような方向に進む
か知りたいと思います。
11 東村山市にとって、大きな存在である、全生園の跡地利用について検討する必要があ
ると思う。市長のお考えを伺いたい。
12 世田谷区の取組みを参考に、東村山市でも反映できることがないか、共に考えたいと
思います。東村山市に留まらず、多摩六都で取り組めることもあると考えます。
13 市を今後どの様にしていくのか。子育て支援
策。

市民の高齢化、介護

市の財政改善施

14 特になし。
15 ・税収向上策として、産業振興、ふるさと納税（プラスとマイナスの実態）はどのよ
うな策をとっているか？―企業誘致の為の支援スキームを 2016 年度に完成予定し
ていたものの結果をしりたい。
・９駅を活かした文化レベルの向上を実施しているか？例えば、図書館、映画館、美
術館、本屋、公衆トイレの充実 etc.
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16 これから増えることが予想されるシニア人材の活用の具体案があれば教えて下さい。
（現在久米川町老人会でパソコンクラブに参加していますが、元気で積極的な老人を
多く見ています。このようなシニアパワーを引出し市の活動に生かせればと思いま
す）
17 自転車保険導入について
18 都市計画道路３・４・２７号線整備事業はいつ終わるのでしょうか。市内アクセス改
善に非常に大きな意味をもつ計画だと思いますが、全面開通しないことには意味があ
りません。
19 読書が好きで、よく図書館へ行くのですが、蔵書数が少ないのが残念です。施設も古
くて狭いため、是非、予算をつけて施設の拡大と併せて蔵書数も増やしていただける
と嬉しいです。
20 現在の小・中学校の教育について今年度の市政として特に力を入れたこと。
21

市内の各地域の均等な発展のための施策が目に見える形で感じられるようなものにと願って
います。市政報告に期待しています。東村山周辺の開発が目につき自分たちの町はどんな形
でされているのかが知りたい。

22

１．さくら通りの全線開通遅延で、沿線の固定資産税等の減収額は？又その責任は？
２．栄町１丁目交差点が渋滞してるが、その解決策は？

23

スポーツセンターの使用について黒字か赤字か実たいについての上で市民が安心して使用出
来るようにしてほしいです。エアコン、クーラーを付ってほしいです。夏（３５℃）窓から
風も入ってこない。

24

市政、財政のことは詳しく知らないのですが、これを機に身近に感じられたら、と思います。
宜しくお願いします。

25

駅、周辺に雨傘、自転車のシェアがあると便利。家庭で余っているのを寄附して戴く。財源
確保の為ふるさと納税に魅力あるものにする。

26

私は高齢者。年金も安い。家賃が高い。市民税を安くして下さい。パートはしてますが、そ
のお金は実家に送金。私が使ってる訳ではないので、何とかならないかといつも思ってます。
とても苦しいです。

27

・図書館全般について
・西武遊園地駅への要望
・多摩湖町から市の中心部へ行くためのバス運行の要望

28

憲法第 92 条「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法
律でこれを定める」とあります。市長と議員を住民自体が選んで、自ら住民自治で自治体を
進めていく、これが中身と思います。憲法を生かして欲しい。国も自治体も、住民の福祉国
民の福祉が中心にあるべきと思います。国の、都の下部組織ではないと思いますが、本来は
住民の自治的な組織と思います。
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秋津駅周辺の道路、通行事情をどう考えておられるのか。東村山駅はようやく整備されてき
たように果てしなく長い時間が経過しないと改善されないのか。ものすごく危険と不便を考
えて頂けるとありがたいです。

30

人口の減少をくい止めるための子育て支援策についてお聞きしたい。

31

オスプレイに対する不安は住民にとって重大なのに自治体として何もしていない。

32

・中学校の昼食の時間が１０分しかなく、子供たちだけでなく若い女性の先生も食べるのが
大変で、残さいも多いとのこと。時間を長くとることは不可能なのか？
・スポセンから秋津に抜ける新しい道路、１軒だけ残っているために開通せず、無駄な費用
がかかっているのではないか。どうなっているのか？早急に取り組んでほしい。

33

多摩北部医療センター（多摩老も）の件で。近くに住んで居ますので、折角の大きな病院で
ありながら遠くの病院を利用しなければならない現状です。もっと近くの人達がだんだん年
とともにお世話になると思いますので市の方でもお力が欲しいと思います。どういう仕組み
か知りたいです。

34

グローカルインタビューで「保育園の待機児童解消は当たり前」と書いてあるが、待機児童
の定義と入所待ちの人数についてどう考えているか。考えを聞いてみたい。

35

・税収入増の施策→予算が少ないとお聞きしたことあり、職員のモチベーションがない。大
学、会社、大商業施設など誘致、産業まつり的なものを増やすなど、工夫して税収増につな
げるべき。
・市役所付近が、恩恵受けすぎ。各種施設、道路幅・様式、交通網など。郊外（秋津、廻田
など）は生活しづらい。
・「子育てするなら東村山」とスローガンにあるが、子育てしにくい。保育園、学童利用し
づらい。幼稚園補助少ない。一時保育予約とれない。緊急時の預け先困っている。一時保育
も朝７時～夜７時まで、学童の一時預かりもすべき。こうえんのくさかり回数、児童館・子
育て広場少ない。放課後教室が４校しか実施されてなく、教育機会不平等。

36

私の住んでいる所は、東村山市、小平市、東大和市のさかい目です。災害が起きた際、市の
避難場所よりも小平市の小学校の方が近いです。そういう場合は３市とかで連携してそこを
利用できるのでしょうか
市のさかいと道路事情で近くにコミュニティバスがなく、お年寄りには買い物や病院へ行く
のに不便です
ワゴン車の様な車を考えていただきたい
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【事前アンケート】単純集計結果
【住所】
住所
回答者数

回答数

【性別】
割合（％）

40

100.0

本町

2

久米川町

性別

回答数

割合（％）

回答者数

40

100.0

5.0

男

23

57.5

7

17.5

女

17

42.5

秋津町

5

12.5

無回答

0

0.0

青葉町

2

5.0

恩多町

5

12.5

萩山町

6

15.0

栄町

0

0.0

富士見町

5

12.5

美住町

2

廻田町

【年代】
年代
回答者数

回答数

割合（％）

40

100.0

10代

0

0.0

5.0

20代

5

12.5

0

0.0

30代

4

10.0

多摩湖町

3

7.5

40代

6

15.0

諏訪町

1

2.5

50代

7

17.5

野口町

2

5.0

60代

8

20.0

無回答

0

0.0

70代

7

17.5

80代以上

3

7.5

無回答

0

0.0
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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）
回答数
回答者数 40
ア 市の施策や財政状況に興味があるから

59

回答者数に
対する割合
（％）
-

14

35.0

4

10.0

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

19

47.5

エ 無作為抽出で選ばれたから

18

45.0

オ 市長が説明するから

2

5.0

カ その他

2

5.0

無回答

0

0.0

イ 市政運営全般に対する評価を投票できるから

カ

その他の回答内容

（原文掲載）

1

今迄機会がなくて知らなかったから

2

今迄市に対して関心がなかった

２．市政に対してどの程度関心がありますか。（○は1つだけ）
回答数
回答者数 40

回答者数に
対する割合
（％）

40

100

6

15.0

30

75.0

ウ あまり関心がない

4

10.0

エ 全く関心がない

0

0.0

0

0.0

ア 非常に関心がある
イ ある程度関心がある

無回答
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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）
回答数
回答者数 40

130

回答者数に
対する割合
（％）
-

ア 市長への手紙

21

52.5

イ 市長へのＥメール

14

35.0

ウ 市のホームページの意見記入欄

12

30.0

エ 計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

10

25.0

オ タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

24

60.0

8

20.0

キ 議員・自治会を通しての要望

17

42.5

ク 市の窓口や電話

19

47.5

ケ その他

0

0.0

コ 知らない

5

12.5

0

0.0

カ 市民説明会・ワークショップ等への参加

無回答
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４．３．でア～ケのいずれかを選択したかたのみに伺います。市政に対して意見を提出
する方法のうち、利用したことのある方法は何ですか。（○はいくつでも可）
回答数
回答者数 40

46

回答者数に
対する割合
（％）
-

ア 市長への手紙

2

5.0

イ 市長へのＥメール

0

0.0

ウ 市のホームページの意見記入欄

1

2.5

エ 計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

0

0.0

オ タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

3

7.5

カ 市民説明会・ワークショップ等への参加

2

5.0

キ 議員・自治会を通しての要望

5

12.5

ク 市の窓口や電話

4

10.0

ケ その他

0

0.0

20

50.0

9

22.5

コ 利用したことがない
無回答

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）
回答数
回答者数 40

回答者数に
対する割合
（％）

40

100

1

2.5

イ ある程度反映されていると思う

11

27.5

ウ あまり反映されていないと思う

6

15.0

エ 反映されていないと思う

2

5.0

14

35.0

6

15.0

ア 反映されていると思う

オ わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）
無回答
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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）
回答数
回答者数 40

70

ア 市民公募の会議等の委員となる

回答者数に
対する割合
（％）
-

6

15.0

イ タウンミーティングや説明会等に出席する

13

32.5

ウ 市と市民が協力して行う活動に参加する

12

30.0

9

22.5

18

45.0

カ その他

2

5.0

キ 特に参加したくない

3

7.5

7

17.5

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

無回答
カ．その他の回答内容

（原文掲載）

1

特に無し

2

テーマによりその都度可能なものだけ参加できるなら

７．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）
回答数
回答者数 40

回答者数に
対する割合
（％）

40

100

7

17.5

イ 多少厳しいと思う

10

25.0

ウ 普通であると思う

3

7.5

エ 多少の余裕があると思う

5

12.5

オ 余裕があると思う

0

0.0

カ わからない

9

22.5

無回答

6

15.0

ア 厳しいと思う
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【事後アンケート】単純集計結果
【住所】
住所
回答者数

回答数

【性別】
割合（％）

40

100.0

本町

2

久米川町

性別

回答数

割合（％）

回答者数

40

100.0

5.0

男

23

57.5

7

17.5

女

17

42.5

秋津町

5

12.5

無回答

0

0.0

青葉町

2

5.0

恩多町

5

12.5

萩山町

6

15.0

栄町

0

0.0

富士見町

5

12.5

美住町

2

廻田町

【年代】
年代
回答者数

回答数

割合（％）

40

100.0

10代

0

0.0

5.0

20代

7

17.5

0

0.0

30代

3

7.5

多摩湖町

3

7.5

40代

7

17.5

諏訪町

1

2.5

50代

7

17.5

野口町

2

5.0

60代

6

15.0

無回答

0

0.0

70代

6

15.0

80代以上

4

10.0

無回答

0

0.0
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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）
回答数
回答者数 40

回答者数に対
する割合
（％）

40

100.0

1

2.5

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

20

50.0

ウ

あまり反映されていないと思う

9

22.5

エ

反映されていないと思う

5

12.5

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

12.5

無回答

0

0.0

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）
回答数
回答者数 40

74

回答者数に対
する割合
（％）
-

ア

市民公募の会議等の委員となる

11

27.5

イ

タウンミーティングや説明会等に出席する

12

30.0

ウ

市と市民が協力して行う活動に参加する

15

37.5

エ

アンケートやパブリックコメントを提出する

10

25.0

オ

地域のボランティア活動等に参加する

17

42.5

カ

その他

5

12.5

キ

特に参加したくない

3

7.5

無回答

1

2.5

カ．その他の回答内容

1

議会の傍聴

2

現職の為時間が無い。

3

プロモーション

4

今は手一杯です

5

要請があれば

（原文掲載）
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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）
回答数
回答者数 40

回答者数に対
する割合
（％）

40

100.0

7

17.5

ア

厳しいと思う

イ

多少厳しいと思う

10

25.0

ウ

普通であると思う

12

30.0

エ

多少の余裕があると思う

6

15.0

オ

余裕があると思う

2

5.0

カ

わからない

3

7.5

無回答

0

0.0

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）
回答数
回答者数 40

回答者数に対
する割合
（％）

40

100.0

1

2.5

34

85.0

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

3

7.5

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）

2

5.0

無回答

0

0.0

５．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）
回答数
回答者数 40

回答者数に対
する割合
（％）

40

100.0

ア

非常に高まった

15

37.5

イ

まあ高まった

20

50.0

ウ

あまり高まらなかった

5

12.5

エ

全く高まらなかった

0

0.0

無回答

0

0.0
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６．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）
回答数
回答者数 40

60

回答者数に対
する割合
（％）
-

ア

施策・事業の実績

22

55.0

イ

財政状況

13

32.5

ウ

市民意識調査の結果

12

30.0

エ

人口動態

5

12.5

オ

その他

7

17.5

カ

特にない

1

2.5

無回答

0

0.0

オ．その他の回答内容

（原文掲載）

1

市民税等

2

実績だけでなく他分野の今後の取り組み方や課題について、どのように考えているかなど

3

将来像

4

子育て支援の詳細

5

行政コンセプト

6

増収プラン

7

他市との比較がない。資料不足。

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）

回答数
回答者数 40

回答者数に対
する割合
（％）

40

100.0

9

22.5

28

70.0

ア

十分にできた

イ

少しできた

ウ

あまりできなかった

3

7.5

エ

全くできなかった

0

0.0

無回答

0

0.0
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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）
回答数
回答者数 40

回答者数に対
する割合
（％）

40

100.0

ア

はい

18

45.0

イ

どちらとも言えない

18

45.0

ウ

いいえ

3

7.5

無回答

1

2.5

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）
回答数
回答者数 40

回答者数に対
する割合
（％）

40

100.0

37

92.5

ア

はい

イ

どちらとも言えない

3

7.5

ウ

いいえ

0

0.0

無回答

0

0.0

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）
回答数
回答者数 40

回答者数に対
する割合
（％）

40

100.0

35

87.5

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

3

7.5

ウ

参加したくない

1

2.5

無回答

1

2.5
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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）
回答者数に対
する割合
（％）

回答数
回答者数 40

60

-

ア

平日の午前

0

0.0

イ

平日の午後

2

5.0

ウ

平日の夜間

2

5.0

エ

土曜日の午前

8

20.0

オ

土曜日の午後

15

37.5

カ

土曜日の夜間

3

7.5

キ

休日の午前

6

15.0

ク

休日の午後

7

17.5

ケ

休日の夜間

2

5.0

コ

特にない

15

37.5

0

0.0

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）
1

プロモーションの動画を流した点については「こういうものがあったのか」程度ではあるが良かっ
た。

2

初めてこういう場に参加しました。とても良かったと思います。機会があったら出来るだけ参加し
ます。トトロの森をもっと活用して下さい。

3

資料を読みあげるだけならいらない。スクリーンに出したものは後ろの人には見えなかったので
は？リハちゃんとされてますか？

4

市長と職員さんには、議会と同じかそれ以上に重要な期間として認識してほしいと思います。市議
との話をしたかったです。東村山市議会議員の出席をすべきと思います。職員さんたちの努力はと
てもよく伝わってきました。お疲れさまです。つづけてほしい企画です。

5

同じような機会を増やしてはいかがでしょうか！

6

子育て環境、防災
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7

フェイスブックなどＳＮＳがＨＰ以外に情報を知るための場として知っているが、若者世代は他の
情報に流されてしまうこと、高齢の方ではそもそも調べる手段がないことも考えられます。そのた
め、データでの情報だけでなく様々な場所に掲示板等を設置、もしくは既存のものを利用するこ
と、また市の情報や特色等を広めるために駅やバス、電車、タクシーなどに協力を願い出てポス
ターなどの設置も良いと思います。運営に関しては司会や進行等しっかり準備されており、スムー
ズな進行だと思いました。お疲れ様でした。
会議中の足組みはひかえた方がいいと思われます。

8

長時間でしたが、目的に合った内容、開催形態でよかったと思います。東村山について知ることが
できたし、市長さんたちも熱心にメモをとってくださっていたり、机についてくださった職員のか
たも、丁寧に対応してもらえ、とても印象が良かったです！東村山のＰＶも私は良いと思います！
ぜひ今後とも継続していただき、東村山が良くなることを楽しみにしています！！

9

事前の質問に対して回答を含め資料があると良かった。質疑応答の時間があるとよかった。私の質
問はどうすれば良いのでしょうか？

10

子育て人口増につなげるため市営住宅の活用法を検討したらどうか。優先入居（結婚したて）特定
年数家賃の補助等。

11 けっこう時間がかかるので夜間は無理では
12 なし
13

初めての株主総会参加でしたが、市民としても大変有意義であったと思います。休日出勤となる職
員の多さにも市全体としての総会への取組みの熱意を感じられます。

市民の方と市政について話をしたり聞いたりする機会がないので新鮮でした。いろんな考え方を
もって生活されていることに感心しました。市長さんから市政・財政に関する説明も自らしていた
14
だいて関心を持つことが出来ました。今後、東村山がよりよい市となり住みやすい街となるよう、
関心を持って見守り、活動していきたいと思います。ありがとうございます。

15 やや冗長であるので時間を短くしてほしい。
16 より多くの情報を発信をお願いしたいと思います。
・スライド資料に見にくいところがあった。特に図表中の文字サイズ。
・プロジェクターで発言内容を表示しているところにあった「全国標準略号・略語」な何でしょ
う？特に説明もなかったようですし。
・全体的に昨日参加した「議会報告会」より運営、グループについた職員の方の対応等うまくでき
17
ていたかと思います。
・市政報告はどうしてもわかりにくい所もあるので（池上彰さんのような）第３者の解説者を起用
するのもありかと。
・最後の開票が大げさすぎ。

18 秋津から市民センターへのアクセスが厄介でした。
会の運営や進行に関しては特に意見はありません。すみません、１つ言うとすればやはり若年層の

19 参加が少ないと思います。無作為とはいえ参加者の年齢層が偏らないようにすることで、より幅広
い意見の交換につながると思います。
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・ユーチューブでの配信。

20 ・情報の公示方法の改善。
・無駄なコストをかけない。⇒初めの案内状⇒外注必要？
グループでの話し合い、そして発表により、それぞれの分野の情報を得ることが出来たのでこのよ

21 うな市民の情報交換の場を株主総会のみならず、拡大することによって市民の市政への感心が深ま
るのではと思います。（回数を増す）

22 今回の株主総会は良い企画と思います。是非、継続・拡大発展させて下さい。
市長への質疑応答が事前に質問あったものへの回答で残念だった。新しい試みや開かれた行政など

23 色々工夫が見られるのでこれからもどんどん住みやすく住み続けたい町にしてほしいと思います。
市民の関心事はバラバラと思うので、分科会形式の方が良いと思う。テーブル毎にテーマを決め、

24 事前申し込みでどのグループに参加したいか、きいておくとか。外国人労働者増加をふまえて東村
山在住の外国人からも意見きいてみたらいかがでしょうか。
グループ毎に市の職員の方がついたのは良かったと思います。スムーズに進行することが出来たの

25 ではないかと思います。

26 せっかく設けた場なのでもう少し時間があればと思います。
・財政は他市との比較が必要と思われる。その資料を出して下さい。
・評価をするにしても基準がない。
27 ・色々な人の意見が聞けて楽しかった。
・次期計画は、若手（20～30代）に参画させるべきである。50才以上はオフとしたら。

28 今回参加して他の世代の方と意見交換ができたのは良かったと思う。
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【傍聴者用アンケート】単純集計結果
【性別】
住所

回答数

割合（％）

回答者数

8

100.0

本町

0

久米川町

性別

回答数

割合（％）

回答者数

8

100.0

0.0

男

8

100.0

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

2

25.0

栄町

0

0.0

富士見町

2

美住町

【年代】
年代

回答数

割合（％）

回答者数

8

100.0

25.0

10代

0

0.0

2

25.0

20代

1

12.5

廻田町

0

0.0

30代

2

25.0

多摩湖町

0

0.0

40代

0

0.0

諏訪町

0

0.0

50代

1

12.5

野口町

0

0.0

60代

1

12.5

町名無回答

1

12.5

70代

3

37.5

練馬区

1

12.5

80代以上

0

0.0

市内計

6

75.0

無回答

0

0.0

市外計

2

25.0

無回答

0

0.0
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１．「東村山市版株主総会」を傍聴しようと思った理由は何ですか。（○はいくつでも可）
回答数
回答者数 8

12

回答者数に
対する割合
（％）
-

ア

市の施策や財政状況に興味があるから

6

75.0

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

3

37.5

ウ

親族、知人が無作為抽出で選ばれたから

1

12.5

エ

市長が説明するから

2

25.0

オ

その他

0

0.0

無回答

0

0.0

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）
回答数
回答者数 8

40

回答者数に
対する割合
（％）
-

ア

市長への手紙

7

87.5

イ

市長へのＥメール

7

87.5

ウ

市のホームページの意見記入欄

4

50.0

エ

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

4

50.0

オ

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

6

75.0

カ

市民説明会・ワークショップ等への参加

3

37.5

キ

議員・自治会を通しての要望

4

50.0

ク

市の窓口や電話

5

62.5

ケ

その他

0

0.0

コ

知らない

0

0.0

無回答

0

0.0
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３．２．でア～ケのいずれかを選択したかたのみに伺います。市政に対して意見を提出する
方法のうち、利用したことのある方法は何ですか。（○はいくつでも可）
回答数
回答者数 8

15

回答者数に
対する割合
（％）
-

ア

市長への手紙

2

25.0

イ

市長へのＥメール

0

0.0

ウ

市のホームページの意見記入欄

1

12.5

エ

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

0

0.0

オ

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

4

50.0

カ

市民説明会・ワークショップ等への参加

2

25.0

キ

議員・自治会を通しての要望

1

12.5

ク

市の窓口や電話

1

12.5

ケ

その他

1

12.5

コ

利用したことがない

3

37.5

無回答

0

0.0

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）
回答数
回答者数 8

回答者数に
対する割合
（％）

8

100.0

ア

反映されていると思う

1

12.5

イ

ある程度反映されていると思う

7

87.5

ウ

あまり反映されていないと思う

0

0.0

エ

反映されていないと思う

0

0.0

オ

わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

0

0.0

無回答

0

0.0
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５．東村山市の課題の解決のために、あなた自身が参加したいと思う活動は何ですか。
（○はいくつでも可）
回答数
回答者数 8

19

回答者数に
対する割合
（％）
-

ア

市民公募の会議等の委員となる

4

50.0

イ

タウンミーティングや説明会等に出席する

6

75.0

ウ

市と市民が協力して行う活動に参加する

3

37.5

エ

アンケートやパブリックコメントを提出する

3

37.5

オ

地域のボランティア活動等に参加する

3

37.5

カ

その他

0

0.0

キ

特に参加したくない

0

0.0

無回答

0

0.0

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）
回答数
回答者数 8

回答者数に
対する割合
（％）

8

100.0

ア

厳しいと思う

3

37.5

イ

多少厳しいと思う

4

50.0

ウ

普通であると思う

1

12.5

エ

多少の余裕があると思う

0

0.0

オ

余裕があると思う

0

0.0

カ

わからない

0

0.0

無回答

0

0.0
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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。
回答数
回答者数 8

8

回答者数に
対する割合
（％）
-

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）

0

0.0

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）

1

12.5

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）

1

12.5

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）

4

50.0

オ

その他（行財政改革、協働等）

0

0.0

無回答

2

25.0

＜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

（原文掲載）

イ

1

未記入

ウ

1

空家、空地の管理、空家の防火対策、道路に面した空地の雑草や植木がはみ出して通行の
妨げになる。車と人の接触の原因になる。都心に比べて夏の気温が低いので過ごしやす
い。水がうまい。維持することが必要と思われる。

1

通年で外部から（他市）観光や見学で来訪魅力のある観光資源の整備と発掘をコンサルタ
ント等活用して迅速に行うこと。（例）冬の花火大会、温泉の発掘など

2

道路整備。穴あき補修。

3

市は情報発信、市民の為の施策・実行への努力はされていると思いますが、まだまだ不十
分だと思っている人が多いことがわかった。さらに工夫と努力に期待します。

4

未記入

エ

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）
回答数
回答者数 8

回答者数に
対する割合
（％）

8

100.0

ア

十分に知ることができた

3

37.5

イ

まあ知ることができた

2

25.0

ウ

あまり知ることができなかった

0

0.0

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）

0

0.0

無回答

3

37.5
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９．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）
回答数
回答者数 8

回答者数に
対する割合
（％）

8

100.0

ア

非常に高まった

5

62.5

イ

まあ高まった

0

0.0

ウ

あまり高まらなかった

0

0.0

エ

全く高まらなかった

0

0.0

無回答

3

37.5

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）
回答数
回答者数 8

17

回答者数に
対する割合
（％）
-

ア

施策・事業の実績

5

62.5

イ

財政状況

5

62.5

ウ

人事行政の運営状況

3

37.5

エ

市民意識調査の結果

2

25.0

オ

他市との比較、各種ランキング

0

0.0

カ

人口動態

0

0.0

キ

その他

0

0.0

ク

特にない

0

0.0

無回答

2

25.0
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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）
回答数
回答者数 8

回答者数に
対する割合
（％）

8

100.0

ア

はい

4

50.0

イ

どちらとも言えない

2

25.0

ウ

いいえ

0

0.0

無回答

2

25.0

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）
回答数
回答者数 8

回答者数に
対する割合
（％）

8

100.0

ア

はい

5

62.5

イ

どちらとも言えない

0

0.0

ウ

いいえ

0

0.0

無回答

3

37.5

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）
回答数
回答者数 8

回答者数に
対する割合
（％）

8

100.0

ア

機会や予定が合えば参加したい

6

75.0

イ

どちらとも言えない

0

0.0

ウ

参加したくない

0

0.0

無回答

2

25.0
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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）
回答数
回答者数 8

回答者数に
対する割合
（％）

17

-

ア

平日の午前

0

0.0

イ

平日の午後

0

0.0

ウ

平日の夜間

0

0.0

エ

土曜日の午前

4

50.0

オ

土曜日の午後

4

50.0

カ

土曜日の夜間

0

0.0

キ

休日の午前

2

25.0

ク

休日の午後

3

37.5

ケ

休日の夜間

1

12.5

コ

特にない

1

12.5

無回答

2

25.0

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。

（原文掲載）

1

市政や市の発展、地域社会に関心を持つ市民を急増させるよう取組む仕組を作るべき時期です。
他市の活動に遅れないように。

2

株主総会で上映したプロモーションビデオをYou Tubeに載せてみてもよいと思います。

3

参加者から年代別選定があっても良かったという意見があったが、その意見も良いと思う。又、
若い市役所職員が傍聴されていたが、実際にグループに加わり意見を言う機会があっても良いか
なと思った。
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