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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９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 

 令和元年 11 月１６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

３１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 ６６名 

当日参加者 ５３名 

  （途中退席２名） 

 傍聴者  ３４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 

 

皆さま、こんにちは。東村山市長の渡部

尚でございます。本日は、秋の紅葉真っ盛

り良き日に、このように大勢の皆さまに株

主総会にお集まりいただきまして誠にあり

がとうございます。前年度の市の取り組み、

また財政状況等について市民の皆さんと情

報共有を図って、市民の皆さんからご意見

をいただき、次年度の市政運営に活かさせ

ていただこうという趣旨で始めさせていた

だきました。本来であれば１５万市民の皆

さま全員お集まりいただいて市政報告する

ことが必要かなと思うんですが、現実的に

は１５万人の方一度に会することは、土台

無理な話しでございまして、毎年住民基本

台帳からコンピュータで無作為で１８歳以

上の方３０００名抽出させていただいて、

株主総会やりますというご案内を差し上げ

て、出席いただいているところでございま

す。今回申込みいただいた方が６６名いら

っしゃったのですが、現時点でご出席いた

だいている方は、５０名でございます。中

には市政に対して関心の高い方、市報を

隅々まで読んだり、議会傍聴されたり、さ

まざまに地域で活動をされてる方もいらっ

しゃれば、都心に勤めていて東村山には寝

に帰るだけだったけれども、たまたま今回

案内をもらったので、市がどんなことを今

やっているのか聞くつもりで来ましたとい

う方もいらっしゃるかと思います。いろい

ろなお立場の方がいらっしゃると思います。

市が市政報告をしなさいというのは、法律

でやりなさいと決まっているわけではござ

いません。私が市長になってから市の置か

れている現状や課題、そして市が進もうと

している方向については、広く市民の皆さ

んと認識を共有する、情報を共有すること

が市政運営上大事だということから、平成

２３年に第１回目を行わせていただいて、

毎年行わせていただいているところでござ

います。東村山版株主総会と銘打たせてい

ただいたところは、最終的に参加した皆さ

んに５段階で評価をいただいて、点数が悪

かった場合には、私のボーナスを引き下げ

る条例を議会に提出するということで、初

年度はセンセーションを巻き起こしまして、

ＮＨＫの９時のニュースにも登場したとい

うことで、もしかしたら、こういう取り組

みが全国に広がるんじゃないかと思ったの
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ですが、９年目を迎えても東村山以外でや

っているのは、どこにもないのですが、私

の信念として市民の皆さんに情報共有する

ことが必要だし、評価について言えば、最

大の評価は政治家にとっては４年に１度の

選挙でございますが、私だけではなくて市

役所がまあ良くやっているのか、それとも

市民の皆さんから見て、どうなの？もう少

し頑張って欲しいなという声を率直に聞く

場を設けることは、必要なことではないか。

民間企業の場合は業績悪ければ、社長以下

株主総会で首を切られることもあるわけで、

そうした民間の厳しさを市長以下自治体職

員も覚悟しながら、仕事に邁進することが

大事だということから、行わせていただい

たところでございます。これから４０分間

ほど市政報告で、東村山市の課題、３０年

度の主な施策の取り組み実績、今一番進め

ております公民連携の取り組み、財政状況、

そして令和３年度からスタートします第５

次総合計画等の策定について、ご説明を申

し上げたいと考えております。 

 

２）東村山市の課題 

 

 まず、東村山市の課題について簡単に説

明させていただきます。日本全国ここにあ

る課題がほとんど当市にも当てはまってい

ます。ひとつは少子高齢化ということで、

子ども、そして生産年齢人口がどんどん減

っている状況、当市の場合も人口減少がす

でに始まりつつある。平成２４年度から微

減傾向が続いていてということがございま

す。それから公共施設の再生ということで、

今日ご到着した時に図書館工事しているん

だなということがお分かりになったと思い

ますが、東村山市の公共施設や道路等が高

度経済成長期の昭和４０年代から５０年代

に造られたものがほとんどで、それから４

０年５０年近く経っていて、どう維持・更

新するかが大きな課題となっています。そ

れから住民の皆さんの満足度をその中でど

う高めていくかが大きな課題となっている

ところであります。 

個別にお話しをさせていただきたいと思

います。 
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１．少子高齢化 

 

少子高齢化については、結果としては社

会保障費の増大と生産年齢人口、いわゆる

税金を払っていただける方が少なくなると

いうことでございます。今から１０年前の

平成２２年には、高齢者人口が６５歳以上

の方 21.8％でございましたが、今年平成３

１年（令和元年）の時点では 26.6％という

ことで、この間で 4.8％増えているところ

でございます。特に７５歳以上の方の比率

が１０年前は 10％いなかったのですが、

現在では 14.1％ということで、子どもの人

口比０歳から１４歳が今年は約 12％でご

ざいますが、それを上回る７５歳以上の方

が 14.1％ということであります。高齢化自

体が悪いわけではありません、長生きをす

るのはいいことですが、問題は働き手の方、

支え手の方、これから将来を担う子どもた

ちの数が、どんどん減少している。この先、

高齢者の方々をいかに少ない人数で支えて

いくかという構造がございます。 

２．人口減少 

 

人口減少でございます。当市は平成２４

年度、１５万３千３３７名の人口がおりま

したが、今年の当初では人口１５万７８９

名ということで、７年間の間に２５４８人、

人口が減少しています。１回急激に落ち込

んで、また持ち直して、年によって多少変

動していますが、大きいトレンドとしては

人口が減っているということでございます。

しかしながら一番人口が多かった平成２４

年の世帯数、折れ線グラフが世帯数ですが

６万９千５２３世帯だったのが、今年は７

万２千６７６世帯ということで、人口が２

５４８人減っているにも関わらず世帯数は

３１５３世帯増えているということで、こ

れは何を意味するかというと１世帯あたり

のご家族の人数が減っているということで

あります。かつては１世帯あたりの人数が

３人、４人いたわけですが、ピーク時には

1 世帯あたり 2.21 人だったのが、直近の

世帯人数は 2.07 人ということで、ますま

す１世帯あたりの人口が減っている。それ

だけ一人暮らしの方が増えているというこ

とが言えるかと思います。もしかするとこ
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の先、人口がさらに減って世帯数が伸びて

いくと、１世帯あたりの人口が２を切るか

たちになると、行政が標準世帯モデルと言

っているご主人、奥さん、お子さん２人を

モデルとして政策を考えるというのが今ま

でのパターンだったのですが、そういうこ

とが通用しない。これからは単身者が増え

てくるということが世の中の大きなトレン

ドになっているのかなと思っています。 

 

３．公共施設の再生 

 

どの時期にどれだけ公共施設にお金を投

じなければならないのか。道路下水道等す

べてのインフラを含めたもので、ざっと試

算すると今後３０年間に約１千４３７億円、

今持っている東村山市の学校、公民館、道

路等、公共施設を維持するのに、これくら

いかかると見込まれています。これを３０

年間で割りかえしますと１年間で約４８億

円必要となりますが、現状で東村山市が施

設の維持管理に投じられるマックスの財源

が２０億から２５億くらいということです

ので、毎年きちんとした維持改修ができて

いない。そこが日常生活で市民の皆さんか

ら、お困りごととして、家の前の道路に穴

が開いている、車が通るたび振動するとい

うようなクレーム等をいただくことが多い

のですが、なかなか老朽化に更新が追い付

いていかない。最終的にはこの財源の問題

が背景にあるということでございます。後

ほど詳しく説明させていただきたいと思い

ます。 

 

４．住民満足度の向上 

 

 最後に住民の満足度がどうなっているか

ということで、東村山市は毎年、2000 名

を無作為抽出して、市民意向調査、アンケ

ートを行わせていただいて、どういう施策

が市民の皆さんとして重要と考えています

か、それらに対してどう満足していますか、

と聞いています。そういうかたちで見ます

と多少散らばっていて、市民の皆さんが重

要だと思いながらも満足度が低い、この辺

が優先的に改善しなければならない課題だ

と市役所としては考えています。ここにど

ういうものがマッピングされているかとい

うと、賑わいと利便性向上のための駅周辺

の整備、幹線道路の整備、生活道路の整備、
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利用しやすく安全な交通環境の整備。どち

らかというと道路、交通関係が市民の皆さ

んが重要だと考えながら満足度が低いとい

うことが、我々も承知していて、この辺を

優先的に解決していかなければならないと

考えているところであります。こうした課

題の中で３０年度どのような施策を行って

きたかについて申し上げたいと思います。 

 

 

３）平成３０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 

 

 東村山市では１０年ごとに総合計画とい

うのを作って、将来都市像、今は「人と人 

人とみどりが響きあい 笑顔あふれる東村

山」というビジョンとして描きながら、こ

れを達成するために、基本目標を４つ掲げ

ています。基本目標ごとに取り組みを説明

したいと思います。 

 

 

 

 

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＞ 

 

これは子育て、健康福祉、地域コミュニ

ティでございます。平成３０年度の取り組

みとして、公立保育園の民間移管による保

育所整備事業ということで、公立保育園の

第２、第 6 保育園を民間移管しました。こ

れは萩山に新しくできた、まるやま保育園

というところですが、民間移管するにあた

り定員数を増やしていただいたことで、保

育園全体で昨年は５８名の定員増を図るこ

とができました。公立で直営運営していた

第２、第６保育園を民間移管することによ

って、そこに従事していた保育士が違う仕

事ができるようになりまして、今年度から

地域担当を創設し新生児訪問事業を行って、

リスクがありそうなご家庭を訪問して相談

をする。それにより母子ともに健康でいて

いただいたり、何か課題があった場合には

支援することで、例えば虐待の予防防止を

図るということを取り組ませていただきま

した。それから生活保護者及び被保護者の

就労支援事業ということで、これは平成２
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７年から行っている事業でございますが、

生活保護を受けられている方に対して就労

支援を展開することにより、昨年度１１２

名の方が生活保護から就労に結びついたと

いうことで、支援の結果、生活保護費を５

２，７８４千円削減することができ、かつ

生活保護を受けていた方が経済的にも自立

ができるようになったということがござい

ます。児童クラブの整備についてですが、

昨年、野火止第 2 児童クラブを民間移管し

まして、そのことによって延長保育や専用

スタッフによる子どもたちへの体力指導等、

新たなサービス展開を図れるようになって

きたということがございます。 

 

基本目標 2 

＜みんなが楽しく学び、 

         豊かな心を育むまち＞ 

 

 これは教育、文化、芸術、生涯学習、ス

ポーツ、歴史、伝統といった取り組みでご

ざいます。ひとつは、来年に迫った東京２

０２０オリンピック・パラリンピックを契

機として国際スポーツ交流事業をしようと

いうことで、東村山市は中国のホストタウ

ンになっておりまして、今年１月に中国に

お邪魔しまして、中国の国家体育総局の高

志丹副局長と中国の卓球代表チームとサッ

カー代表チームの事前キャンプ開催につい

ての覚書を締結させていただきました。今

年の１１月６日からＩＴＴＦ卓球ワールド

カップ団体戦が東京で開かれたのですが、

その際に中国代表チームの８名の方が東村

山市を訪問して市民交流をしていただいた

ところでございます。教育の関係で子供た

ちの安心安全を図るということで、通学路

に防犯カメラ設置事業を行ってきましたが、

萩山、南台、東萩山、野火止、小学校の通

学路に１校３台ずつ防犯カメラを設置する

ことで、市内全ての小学校に 3 台ずつ防犯

カメラを設置完了したところでございます。

教育環境の整備ということで、市内の小中

学校の全ての普通教室にはエアコン設置し

たところでございますが、その後、特別教

室についてもエアコン設置を行ってまいり

まして、小学校７校の特別教室にエアコン

設置し、これで市内小中学校の普通教室、

特別教室のエアコン設置はすべて完了し、

一定の子どもたちの教育環境の改善を図る

ことができたと考えています。 
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基本目標 3 

＜みんなでつくる安全・安心と 

      うるおいを実感できるまち＞ 

 

これは防災・防犯、みどり・環境、ごみ、

消費生活分野ということになります。今年

も台風がまいりまして、市内でも被害が出

たところでございますが、いつも大雨で増

水し、今年も台風の際に越水してしまった

前川に水位計を昨年度設置しました。これ

までは雨が降るたびに職員が現場確認し目

視で溢れそうだという連絡を市役所へして、

市民の皆さまに避難をお願いするというこ

とを行ってまいりましたが、現在では市の

ホームページ、防災 navi という新しい防災

用アプリを今年6月から稼働させていただ

いていますが、そちらから前川の状況がリ

アルタイムに市民の皆さまにも確認でき、

一定の防災の強化につながったと思ってい

ます。みどり関係ですが、秋津にございま

す淵の森対岸緑地、通称八郎山と言われて

いるところの周辺部について、ここは道路

付けがなかったという課題があったのです

が、八郎山と市道の間の民有地を昨年度取

得させていただくことができました。そこ

についても淵の森の会会長の宮崎駿さんと

協定を結ばせていただいて、今後広くなっ

た八郎山全体を淵の森の会の皆さんと協働

してみどりを守っていく取り組みさせてい

ただいたところでございます。本庁舎の耐

震補強工事、これは 3 年間かかったのです

が、ようやく昨年 8 月に完了しました。熊

本地震の際に市役所が倒壊してしまって災

害対策本部が設置できずに初動が遅れた自

治体がありましたが、東村山市でそんなこ

とがあってはならないということで、東日

本大震災があった平成２３年度に耐震診断

を行ったわけですが、業務をしながらどう

やって耐震補強工事をやるかということで、

検討研究してまいりましたが、２８年から

３０年足掛け３年掛けて工事をさせていた

だいて、Iｓ値 0.75 以上の耐震性を保持す

ることができたところであります。本庁舎

については、照明を LED に切り替えるとと

もに、今回の台風で千葉県が長期に渡り停

電被害受けていましたが、市では非常用電

源について、これまで約 5 時間しか稼働時

間がなかったところを今回の対応で約 25

時間連続運転が可能な状態に非常用電源を

強化させていただいたところでございます。 
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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＞ 

 

これは基盤整備、農業、商工業といった

分野です。東村山市では都市基盤整備事業

行われています。連続立体交差事業につい

て言いますと令和６年度までが予定期間と

いうことで、６年後には全て高架ができる

という状況でございます。今年の１１月３

０日に高架工事の一環で、今の駅舎を取り

壊し改札口を地下に切り替える予定になっ

ておりまして、工事期間中ご迷惑お掛けし

ますがご理解いただきたいと思っています。

東村山市の人口が減少している中で認知度

を少しでも上げていこうとシティプロモー

ションということで、新宿アルタや立川で

プロモーション動画の放映を行っています。

市民センター1 階に昨年１０月にジョブシ

ェアセンター東村山を開設させていただき

ました。これは人材派遣会社のパーソルテ

ンプスタッフとの公民連携事業で、郊外型

で多様な働き方ができる新しいタイプのジ

ョブシェアセンターということで現在３０

人の方が働いておられて、都心まで行かな

くても地元の東村山で多様な働き方ができ

る、そういう場所を作ることができたとこ

ろでございます。 

 

都市計画道路等の整備状況 

 

先ほど都市計画道路の話しをしましたが、

こちらが東村山駅、久米川駅、秋津・新秋

津駅となりますが、この 3 駅を市内３極と

位置付けてこの周辺から、少しずつハード

整備を拡充させていこうと進めています。

今までスポーツセンターのところで道路が

止まっていたのが、今年７月に通るように

なってきています。東京都の事業ですが、

府中街道の整備を行わせていただいたり、

新所沢街道の整備を行っています。市の事

業としては今後、久米川町４丁目から高架

下を通って北西部の野口町に至る道路につ

いても着手予定でございます。実際、東村

山市は都市計画道路整備率が 20％程度と

いうことで、残念ながら都内で最も低いと

ころになっています。これは昭和４０年代

に本来道路整備を進めなければならない時

期に人口が急増してしまって、まずは学校

を建てなければならないということがあり
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ましたことから、道路整備が遅れてしまっ

ています。結果として生活道路に通過車両

が流入するような道路ネットワーク網にな

ってしまっていて、道路が傷んでいたり歩

道の無い生活道路に交通量が多くて危険だ

ということになっています。そのため市で

は府中街道、新所沢街道といった東京都の

道路整備に合わせて、市の骨格であるさく

ら通りの整備、北西部が手つかずになって

いますので府中街道から高架下を通って野

口町に至るこうした道路、そして将来的に

は東村山駅西口から東大和市武蔵大和駅ま

で３・４・９号線、こういった都市と都市

をつなぐ道路だけでもきちんと整備し、生

活道路にあまり通過車両が流入しない、そ

うした都市軸をきちんと整備していきたい

と考えて取り組みをしているところでござ

います。 

 

 

４）公民連携の取り組み 

公民連携とは…？ 

 

公民連携の取り組みについて説明したい

と思います。公民連携という言葉を初めて

聞くという方もいらっしゃると思います。

今までは行政が全てまちづくりを担うとい

うことだったわけですが、限られた財源、

限られた人手で行政が全てやるというのは

なかなか難しい。逆に専門の事業者、民間

と連携した方がそれぞれの強みを発揮する

と最適な公共サービスの提供をして、地域

の価値や市民満足度、住民満足度を上げて

いくことが可能になるということで、今で

は公民連携が非常に行われるようになって

きています。これまで給食調理の民間委託

だとか、施設の指定管理が主だったわけで

すが、東村山市では平成３０年度から包括

施設管理委託というのを行ったところでご

ざいます。 

 

包括施設管理委託 導入前のイメージ 

 

これは何かというと、東村山市では市役

所庁舎、この市民センター、市内に２２校

ある小中学校、児童館、児童クラブ、市立

保育園、公民館、その他いろいろな施設が

あり、それぞれについて所管課あって、そ

れに対して色んな業務、例えば本庁舎であ

ればビルの管理、お掃除、エレベータ管理、
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おトイレ掃除等、細かい業務ごとに全て 1

件1件契約を事業者と結ぶということが行

われてきました。施設の老朽化が進んで不

具合が発生していると、管理している事業

者によって、ばらつきがどうしても出てき

てしまう。それぞれ施設を管理している所

管にも全ての所管に建物管理等の専門的な

知識を持った職員を配置することが困難、

それから膨大な施設に対して細かい業務単

位で契約を結ぶ事務量もばかにならないと

いうことが課題としてございました。 

 

包括施設管理委託 導入後のイメージ 

 

こうした課題を解決するために東村山市

では東京都内で初めて昨年度、包括施設管

理委託というのを行わせていただきまして、

市が保有している８５の施設で、細かい業

務６３８業務を一括して資産マネジメント

課というところが取りまとめて、まとめて

選定された事業者である大和リースグルー

プと一括で契約を取り結んだということで

ございます。大和リースグループが専門業

者として責任を持って各協力会社さんと協

力をしながら、それぞれの施設を適切に管

理するという業務スタイルでございます。

これまで８５の施設で６３８の業務、契約

数６３８の契約を1本ですることができる

ということで事務量が減るということと、

専門事業者である大和リースが基本的には

各施設が適正に管理されているかどうかチ

ェックを入れることと、資産マネジメント

課と各担当所管が、さらにチェックをする

ということでチェック体制が二重三重なる

ことによって、施設が老朽化した中でも安

全に市民の皆さんにご利用いただけるよう

にすることで結果として市民サービスの向

上につながる、こういうことを取り組みさ

せていただいたところでございます。その

ほか付加価値サービスとして wi-fi を市役

所に設置してもらったりしています。こう

した公民連携の取り組みを進めながら、市

役所として市民サービスの向上や今後の新

たな市民の皆さんの満足度を高める取り組

みを進めていきたいと考えています。 

 

５）財政状況 

＜平成３０年度普通会計決算の収支状況＞ 

 

財政状況でございます。昨年度の普通会



東村山市版株主総会 実施報告書 

12 

計の決算でございます。歳入額５６０億に

対して歳出額５３７億、差し引きで２２．

５億が形式収支でございます。このうち次

年度に繰り越さなければならない金額を差

し引いた実質収支が１８．４億ということ

で、おかげさまで黒字決算をむかえさせて

いただきました。ここから前年度からの繰

越額を差し引いた単年度の収支は２．６億

ということで、実質収支から見ると実際の

単年度の収支は２．６億でございます。さ

らにそこから基金からの取り崩したものを

差し引くと実は、単年度で見るとマイナス

６億でございますが、決算剰余金から財政

調整基金に積立てたことにより実質的な収

支については、逆に７千万円の実質的な黒

字になったところでございます。最終的に

は実質的な収支で黒字になっていればいい

なということで今までのところ財政運営さ

せていただいて、平成３０年度も黒字で決

算を終わらせていただきました。もとより

黒字にすることが目的ではないですけれど

も、赤字を続けますと財政が破たんしてし

まいますので、このくらいの額で黒字にな

るというのが理想かなと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜１年間のやりくりの結果は？＞ 

 

歳入の内訳でございます。５６０億その

うち、約 37％にあたる２０９億が市民の

皆さんからいただいている税金で、その他

が国や東京都からの支出金、地方交付税。

あと借金が約３６．９億円。こんな内訳に

なっております。 

 

＜歳出決算額（性質別・目的別）＞ 

 

実際にどういうことに使っているかとい

うことで、こちらが目的別といわれる内容

で総務費が５０億、9.5％。一番やはり大き

いのが民生費、これは保育園や高齢者福祉

であったり、障害者福祉であったり、いわ

ゆる福祉関連予算が、市の支出の半分以上

を 53.3％で総額として２８６．６億円を占
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めています。土木関係が全体の中では４４．

７億円、8.3％、教育費が５０．５億円、

9.4％ということで、もう少し道路事情良く

したい、教育を良くしたいところではあり

ますが、高齢化少子化に伴って民生費の比

率が年々増えている状況でございます。性

質別で見ても、トータル市役所の職員の人

件費が全体でどのくらいかかっているかと

いうと、７７．８億円、全体では 14.5％で

ございます。やはり大きいのが扶助費、こ

れが民生費のもとになるものでございます

が、１７１億、全体で 31.9％でございます。

ざっくりした説明で恐縮ですが、こういっ

たことに使わせていただいております。 

 

＜市のローン残高はどのくらい？＞ 

（地方債等の残高） 

 

 次は市の借金がどのくらいあるかという

ことでございます。平成３０年度の決算で

は５８５億円でございます。ここの欄にあ

る中では一番大きいところで６８７億とい

うことで、ピーク時からすると１０２億円

ほど減っているということで出来るだけ借

金を増やさないように、少しでも将来にツ

ケを回さないようにということで借金につ

いては抑制しながら市政運営をさせていた

だいているところでございます。 

 

＜市の貯金はどのくらい？＞ 

（基金残高） 

 

逆に市の貯金がどうかということでござ

います。この表で言うとトータル３６億円

しか貯金がなかった時期があったわけです

が、平成３０年度には９６億円ということ

で、ここ数年は９０億円のちょっと上を推

移している状況でございます。お金を貯め

るために行政運営しているわけではないの

で、いくらあればいいかという目安という

のはないですが、標準財政規模に対する割

合を財政調整基金について 10％程度は常

に保持しておかないと何かあった場合に対

応できないだろうということで多少お金を

プールさせていただいています。議会等で

は市長はお金貯め過ぎだと、もっと使えと

いう声もないわけではないですが、２６市

全体で見るとうちの基金の額が大きいわけ

ではありません。一番貯金をしている自治

体は、財政力のある武蔵野市さんで市の人
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口は同じくらいで貯金総額は４３２億円と

いうことで、うちの４倍以上あるという状

況であります。あればいいというものでも

ありませんが、なくなってしまうと災害等

でダメージ受けた場合の対応がきかない、

やはり一定のお金は常にプールさせていた

だきたいと考えています。 

 

＜市議会における平成３０年度決算の 

審議結果＞ 

 

市議会における３０年度の決算審議内容

ということで、今日議会だよりをお配りし

ているので詳細についてはお読みいただけ

ればと思いますが、決算についてはすべて

賛成多数でご認定をいただいたところでご

ざいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）第５次総合計画等の策定 

 

最後に現在進めております第５次総合計

画の策定についてご説明を申し上げたいと

思います。先ほど申し上げましたように市

では１０年ごとに大きな計画を作って、そ

の１０年間でどういうことをしなければな

らないか目標を定めて毎年度の予算を編成

することで市政運営しているわけでござい

ます。現在の第４次総合計画ついては来年

度いっぱいで終了することから、次の第５

次の期間について、少子化、高齢化、人口

減少、施設の老朽化等、さまざまな課題が

ある中で、この１０年間どういうことをす

ることによって市民の皆さんが住み続けた

い住みたいと思っていただける東村山にな

るかを考えながら計画を策定中であります。

合わせて他にも大きな計画であります都市

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

ンター地区整備構想という大きな計画４つ

を一挙に策定作業を進めているところでご

ざいます。 
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＜計画策定に向けた基本的な考え方＞ 

 

策定についてはできるだけ情報の共有、

市民の参加、協働を重視して将来の環境変

化を見据えた計画策定をしようということ

で、これまでは現状の課題を整理して、そ

れをどうやって解決する視点が主で計画を

作っていましたが、今回の計画では３０年

くらい先を見据えて、将来こうなりそうな

ので現時点でこうしようというようなバッ

クキャストと言われる手法で計画を策定し

ています。先日の総合計画審議会でも今回

の第 5 次計画は、人口減少、少子高齢化、

地球規模での環境問題等ということから、

国連が推奨している SDＧs 持続可能な開

発目標といった SDＧs を意識して計画策

定する。東村山市も持続可能なまちづくり

を進めるとともに地球の持続可能性に貢献

できる東村山にしようということで第5次

総合計画の副題は「私たちの SDＧs」と付

けさせていただくことを先日の総合計画審

議会でご了解いただいたところでございま

す。今日も皆さまからのご意見、ご指摘を

いただいて少しでも総合計画その他5つの

大きい計画の中に反映し、将来に渡って東

村山が持続可能で住みたい住み続けたいま

ちとなるように今後も全力で取り組んでま

いりたいと考えておりますので、皆さまの

ご理解ご協力をいただきますよう宜しくお

願い申し上げて、予定時間を超えてしまっ

て申し訳ございませんでしたが、私からの

市政報告とさせていただきます。長時間ご

清聴誠にありがとうございました。 

 

 

７）質疑応答 

参加申し込み用はがきにて、株主総会当

日に市長に尋ねたいことを募集し、市長が

回答しました。 

 

Ｑ．「生活道路対策について、今後の道路整

備の考えについてお聞かせ下さい。」 

 

Ａ．先ほども触れさせていただきましたが、

都市計画道路の整備率 20％程度というこ

とで低い。このことが結果として生活道路

への流入を招いていますので、市の中心部

から他の自治体につながるような広域的な

道路ネットワーク網は、この１０年２０年

の間、東京都が府中街道や新所沢街道整備

を行っている間に行っていきたいというこ

とで現状、さくら通り、さくら通りから恩

多町を抜けて東久留米に行く道路、北西部

の方に道路整備が進んでいない関係があり

ますが、今回の連続立体交差事業に合わせ

て府中街道から高架下を通って野口町に至

る道路を今後事業化して進めていきたいと
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思っています。将来的には西口の幹線道路

３・４・９号線の整備をやらせていただき

たいと考えています。本当は南の方も手を

付けなければならないのですが、あっちも

こっちも全部とはいきませんので段階を追

って、これから都市計画道路整備を行わせ

ていただきたい。生活道路についていいま

すと劣化度に合わせて、また交通量の多い

ところから、なんとか予算を確保して整備

を行っていきたいと考えています。昨年度

の当市の道路橋梁費は８億１４６万８千円

で、全体の予算で 1.4％です。近隣市と比

べてみますと比率の高いところで東久留米

市さんが 2.1％、８億８千 9 百万。小平市

さんが8億９千万で額はうちより大きいで

すが、予算規模からすると 1.3％というこ

とで、それほど他市と全体の予算規模から

見ると生活道路に投じている予算規模が少

ないわけではないですが延長２８０キロあ

って、なかなか全てに行き渡らない。当市

の特徴としては、市が管理している橋の数

がものすごく多くて橋の維持管理にもお金

を使わなければならない事情があることが、

市民の皆さんからみると、うちの前の道路

は言ってもなかなか直してもらえないとい

うようなことにつながっているのかなと思

います。道路は市民の皆さんの生活に直結

しますし、安心、安全にも関わることから、

今回 9 月補正で約 1 億９千 3 百万の補正

予算を組ませていただいて、危険と思われ

る箇所、振動が大きく何とかして欲しいと

いう意見を多数いただいている道路から予

算の範囲内でできるところから整備すると

させていただきました。今後も都市計画道

路の整備を進めるとともに最大限予算を確

保しながら生活道路の安全確保や整備を進

めるように取り組んでいきたいと考えてい

ます。 

 

Ｑ．「大きな台風がありましたが、ハザード

マップ等、防災対策の周知については、ど

のようにお考えでしょうか。」 

 

Ａ．先日の台風１９号では市内で１２日だ

けで３００ミリ以上の雨量がございまして、

一番多い時で時間当たり４２ミリ降りまし

た。市内では市が管理している前川と東京

都が管理している柳瀬川で水が溢れてしま

って、柳瀬川沿いで３件床上浸水がござい

ましたし、柳瀬川、前川合わせて床下浸水

が９件、床上床下合わせて１２件ございま

した。なかなか台風の時に市のホームペー

ジにアクセスしづらいという声も多数いた

だいておりまして、これについても今後改

善しなければならないと考えております。

今回、東京都が雨量がさらに降る予測のも

とに、東京都全体で洪水のハザードマップ

見直しを計っておりますことから、市とし

ましても東京都の最大雨量の見直しに伴っ

て、もう一度市内のハザードマップを改訂

する必要があると考えております。その際

には改めて市内の全戸配付させていただい

て、市民の皆さんに洪水のハザードマップ

や避難経路等について周知を図っていきた
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いと考えております。 

 

Ｑ．「少子化による人口減少、商圏の減退等

対外的要因による税収の減少に対し、少子

化による人口減少を見据えた今後の長期計

画策定についてお考えをお聞かせ願いた

い。」 

 

Ａ．先ほど申し上げたように東村山市では

次の第5次総合計画の見直し作業を進めて

おりまして、その中でキーワードとなるの

が持続可能性ということで、国連サミット

で採択された SDＧs と同じような課題を

抱えていると考えているところでございま

す。これらについては今進めているまちづ

くりと大きく違うことを考えているわけで

はありませんが、東京都が中心となって連

続立体交差事業、それに付属して都市計画

道路の整備を行わせていただいております

ので、こうした基盤整備をしっかり行うこ

とで地域経済の活性化につながるハード整

備を行っていくことが大事だと思います。

公民連携で1階にジョブシェアセンターの

誘致をした話しをさせていただきましたが、

市内に働く場所を作っていく、そのために

は市内の既存の事業者さんが稼ぐ力を高め

ていけるような支援、産業振興をはかって

いく、そして雇用の場所をつくり出すとい

うことで少子化、人口減少の中で東村山市

には働く場所があるということになれば、

引き続き住んでいただけると考えていると

ころでございます。次の視点として大事な

のは次世代、特に子育て世代や子どもたち

が、このまち住みよいまちだ、子どもたち

にとっても安心安全に成長できるまちであ

る、これまでも子育てするなら東村山とい

うことで進めてきましたが、そうした子育

て支援を拡充することによって、次世代の

子どもたち、子育て中の方々にとっても魅

力あるまちづくりを進めていくということ

が重要かなと思っています。そして東村山

市の売りであります、みどりを大切にしな

がら住環境としてもいいまちだということ、

それから高齢化の中でも市民の皆さんがい

つまでもお元気で健康でいただける仕組み

づくりを整えて、お子さんから高齢の方ま

で、一人ひとりが自分らしく、このまちで

いきいきと暮らせる、そういうことが実感

できる東村山市になれば人口減少の中でも

生き残っていけるのではないか、そんな希

望を持ちながら第５次の計画策定を進めて

いるところでございます。後ほどグループ

ワークで話し合いしていただきながら、ご

意見ご提言あれば、お受けさせいただいて、

より魅力活力溢れる東村山づくりになるよ

うに進めていければなと、そのように考え

ておりますので宜しくお願いします。 
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２．参加者による意見交換・意見発表 

1） 意見交換・意見発表の進め方 

参加者の皆さんに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、３７ページ参照） 
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2） 各グループの発表 

Ａグループ 

 

一番上の「みんなで支え助け合う」では、

ここは福祉の話題が出ました。少子高齢化

は避けられないということで、在宅介護、

介護に関する家族の問題、また介護予防の

取り組みの強化ということで話し合いが

行われました。また住んでいる地域によっ

ても高齢者の分布が異なるのではないか、

それによって、様々なまちづくりができる

のはないでしょうか。どんな世代も満足で

きるまちづくりをお願いしたいというこ

とで、高齢者にとっては弱者に寄り添う行

政を期待したいという意見が出ました。２

番目はないので、３番目の「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、この中では、みどりが話題に出ました。

道路整備によって、まちが利便性良くなっ

ていくのは、すごくありがたいことなんで

すが、それに伴うみどりを増やせるように

という意見が出ました。昔は田畑があって、

みどりが多かった、そういうところが武蔵

野の大地の魅力ではないかと思いますの

で、みどりとのバランスというご意見がご

ざいました。４番目「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、具体的に言いますと武蔵野線と久

米川駅の接続という要望が強くございま

した。これはもう何十年も前からの話しの

経過があると思うのですが、この経過が新

しく来た方にあまり伝わってない。その後、

地道な活動を続けているという情報が不

足しているのではないかという意見が出

ました。高齢世代だけでなく、みんなが住

める魅力あるまちづくりを考えれば、通勤

や通学の利便性の向上、またコミュニティ

バスの充実ということで、これまた期待を

したいという意見がありました。働く世代



東村山市版株主総会 実施報告書 

20 

の交通の利便性ということです。最後に歳

出の努力されているのは良く分かりまし

た。歳入について、これからもどうやって

いくかということで、中長期的に、また総

合的に展望に立っての未来のまちづくり

としての委員会を発足したらどうかとい

う意見が出ました。今日みたいな市民ディ

スカッション、あるいは有識者に入ってい

ただきながら、という意見がございました。

以上でございます。 
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Ｂグループ 

 

Ｂグループの方では、２番、３番、４番

が２票ずつ入りまして、皆さん似たような

考えの中、ちょっとずつ違う考え方だと認

識することができました。２番ですが、図

書館をもっと活用しやすくして欲しいとい

う話しがありまして、図書館がいつ何をや

っていて、どんな本があるのかが分かりに

くい。近くに電車図書館があるのですが、

映画の舞台にもなって素晴らしい場所で、

子どもも大好きなのですが、残念なことに

週 2日しか開いていないので、もう少し遊

べる時間が増えればなと。週７日とは言わ

ないが３日くらい開けられるシステムが取

れればありがたいなと考えております。全

生園について、もっとアピールして欲しい

ということです。こちらも映画の舞台にも

なり、悲しい歴史もありますが、みどりも

素敵な素晴らしい場所で、野球大会なども

開かれていますし、中にあるレストランも

大変美味しいです。結構知らない方も多い

ので、全生園はこういう歴史もあります、

みんなで考えなくてはいけない歴史ですよ

と、ともにせっかくのみどりを愛でるいい

場所にしていければといいのではと考えて

おります。八国山緑地も、トトロの里と呼

ばれている場所ですので、対外的にも活用

したら良いのではと思っております。次に

みんなでつくる安全に対してですね、自然

をアピールするといいということです。多

摩湖を含め東村山は、新宿から３０分とい

う立地に比べても、自然もとても多いです。

自然と都会が共存できる素晴らしいまちだ

と思っております。その中でも、みどりが

多いよということを対外的にもアピールし

ていった方がいいのではないか。治安も大

変良いです、反面世帯数が多くなったとい

うことで、知らない人の顔も増えました。

そういった部分で、挨拶を交わせるくらい
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のレベルになれるようなコミュニティを地

域で考えていく、お祭りなど楽しんでいく、

お互いが誘いやすくするようなシステムを

考えていければいいのではと思っておりま

す。ハザードマップに関してですが、ここ

は危ないですよ、ここは大丈夫ですよ、と

いった漠然としたものではなく、ここは何

かあったらこうして下さい、何ミリの雨が

降ったらこうした方がいいですよと、具体

的な避難方法を示してくれていると良いと

思います。最後に快適に暮らすまちづくり、

何をするにもお金が掛かります。税金を皆

さんが負担なく、どうやって多く集めるか

が必要なことだと思います。それには企業

誘致があると思います。これから新しく仕

事をするスタートアップ企業に対して、例

えば1年2年の減税措置等をしていただい

て、会社を創りやすくして欲しい、会社が

増えれば人も増える、法人税も入る。北風

と太陽で言ったら、太陽政策的なものを少

し考えていただけければありがたいと思い

ました。以上でございます。
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Ｃグループ 

 

 最初の投票状況ですが、１番の分野が 2

人、２番が１人、３番は 0、４番が２人、

5 番が１人でございましたが、最終的には

全員 5番となっています。せっかくですの

で、生の声をお伝えしたいと思います。１

番の分野では、共働きが増えている中で市

が保育園を作るべきだと。民間委託するの

は、市の責任逃れではないかとちょっと厳

しいご意見ですが、率直なご意見が出てお

りました。すくすく育つ子どもにとっても、

心配なくのびのびと生活できる社会にして

欲しい。健康長寿ということですけども、

長寿を目的に周りの人が見てあげられる市

になってほしいというご意見がありました。

２番目の分野ですが、母の介護をしていて

広い公園がなくて困ったと。他の人の動き

や木やいい空気を感じることで心も豊かに

なるんではないか、そういった公園がない

のではないか。中央公園もあるんですが、

そうした公園の紹介がなくて困ったという

ご意見がありました。そういったご意見の

中で久米川町にも公園が欲しい。浄水場は

昔、開放されていたのに最近開放されてな

いから開放して欲しいというご意見ありま

した。４番の分野ですが、秋津駅周辺にお

住まいの方から、道路が狭い上に曲ってい

るので歩きにくい、古い橋が多くて非常に

心配だというご意見がありました。道路の

関係では、郵便局の横の通りのことですが、

道路の脇がブロック状になっていて、でこ

ぼこしていて転んだことがある、ろっ骨を

折ってしまった。そういったことがあって、

道路整備をなんとかして欲しい。それは下

水道が整備してないんじゃないかというご

意見だったのですが、市の方から下水道整

備はしています、ということでありました。

道路のことは、もう少し何とかして欲しい

ということで、車いすやベビーカーが通れ
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る道路を作って欲しいというご意見ござい

ました。熊野公園は非常にいい公園なので、

ぜひ皆さんに来てほしいというご意見あり

ました。色んなご意見の中で、最後にはお

金がないとできない話しということでした

ので、ぜひ歳入を増やすような努力をして

ほしいというご意見がありました。そのた

めには府中街道拡幅に伴った再開発とか、

スポーツ施設を作ることで、色んなところ

から人が集まる。集まるためには道路が必

要だということで、そういったことも必要

ではないかとご意見がありました。以上で

ございます。 
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Ｄグループ 

 

Ｄグループの方では、１番３人、３番２

人、４番１人で、ばらけております。１番

の子育て健康福祉のところですね、そこで

は住みやすいまちという保証があまりない

のではないか、何かあった時の地域の大切

さ、災害や犯罪も含めて、もっと密にして

欲しいところと、子育て世代が安心して暮

らせるような地域をということです。生の

声では、子育て世代の人がベビーカーや自

転車で安心して行き来できる環境作り、地

域の中で取り組んでいること、行っている

ことをオープンに、もっと風通し良くして

欲しいということでございます。久米川の

駅周辺の菩提樹にお年寄りの方が集ってい

るスペースがあるのですが、高齢化は否め

ないんだなという意見も出ましたので、も

っと若い方に頑張っていただきたいなとい

うのがありました。ベッドタウンとしての

東村山のイメージをおっしゃっている方が

いまして、所沢までの通過点というそんな

イメージもありますが、ベッドタウンだか

らこそ住みやすいまちということで、人口

が増えるような魅力あるまちづくりですね、

そこにつながってくるものとして観光事業

の拡大でございます。皆さんご存知でしょ

うか、正福寺というお寺が国宝であるので

すが、そこをもっとアピールしていったら

良いではないかという意見が活発に出まし

て、皆さんを呼び込める、誘致できるイベ

ントを増やす、そこにお金を掛けることに

なるのですが、そうすると人口が増えるこ

とにもつながっていくのではないかという

ところです。大企業が他の市に比べて少な

いのではないかということで、会社を呼べ

ば人も増えますので、そこがうるおいにな

るということでございます。以上です、あ

りがとうございます。 
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Ｅグループ 

 

我々のグループは、１番が２人、２番が

１人、3 番が１人、4 番が１人、5 番が１

人で、まんべんなく意見が出ました。１番

については福祉や地域コミュニティの話し

が出まして、福祉が果たして今現状行き届

いているかどうか疑問である、災害に追い

付けない人がいるんじゃないかという意見

がありました。時代の流れでしょうけど、

地域のコミュニティが薄らいでいるという

ことで、顔を合わせる必要がなくなってい

る状況なので、そういうところに施策を打

ってほしいという話しが出ました。２番に

ついては学校教育の話しが出まして、少子

化による子どもの減少は避けられませんが、

次世代を担っていく子どもたちのために多

言語教育やＩＣＴ等、子どもたちの育成に

関して予算をさいていただきたいという話

しが出ました。３つ目は環境、防災、防犯

ですね、太陽光等を活用した施策を打って

いただいて、それを収入に入れて、福祉に

回してはいかがですかという話しがありま

した。全体的に市役所職員については、親

身な対応を引き続きお願いしたいという意

見がありました。４番目は商工業、観光の

話しですね、観光の充実、魅力あるまちと

いうことで、市内に在住していても、隣の

まちのことはよく知らないことがよくあり

ます。そういう方たちにも市内のまちを回

っていただくとともに、歩きやすい道路の

整備をしていただきたいという話しが出ま

した。商工業で産業まつりの話しが出まし

て、始める前はＰＲをホームページ等で見

るのですが、終わった後どうだったかとい

う成果が見えにくいのではないかという意

見が出まして、それに対してフィードバッ

クをお願いしたいという意見がありました。

５番目、最後にその他ですが、包括施設管

理委託の話しの点で、市民サービスの向上
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ということで一定の理解はできるけれど、

市の職員が行うべきところは行っていただ

きたいということと、国や東京都が難しく

市町村しかできないことがある、そういう

ところを中心にやっていただければという

意見でした。ありがとうございました。
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Ｆグループ 

 

Ｆグループでは、大まかに子育てと防犯、

交通、自転車の話しが出たので、私からは

子育てについて話したいと思います。極論

では生まれてから死ぬまで東村山に住める

ところになればいいという話しだったので

すが、働いている世代には東村山で働き、

高齢者にはケア施設の充実が必要という意

見が出ました。主に子育てに関してですが、

妊娠している時に保育園、幼稚園、学童の

情報が欲しいというのがありました。私の

話しですが、学童には働いてないと入れな

いということを最近知ったので、今後の見

通しを妊娠中から知れるといいと思いまし

た。ころころの森や児童館等、乳幼児の遊

び場は充実してありがたいと思っています

が、小学生がサッカーする場所等の小学生

の遊び場が足りないのではないかという意

見がありました。子どもセンターというか

複合施設みたいな遊び場と勉強する場、子

ども食堂が一体化する施設が必要じゃない

かという話しがありました。行政が保育園、

幼稚園とやってくれる一方で、親の責任が

薄れていくことがあるのではないかという

話しがありました。子ども施設とは別に大

型商業施設等、そこに行けば何でも揃うと

いった複合施設があれば、引っ越してきた

ばかりの人や子育て世代、高齢者も便利で

はないかというのがありました。続きまし

て３番４番ですが、夜間に泥棒らしきもの

が入ってきて眠れない、そういう苦情があ

りまして、対策としては自治会で見回りを

していただければありがたいという意見が

ありました。４番の道路交通ですが、東村

山市地域全体で歩車分離の交差点にしてい

ただきたいと。渋谷のスクランブル交差点

のような、人は人、車は車と分かれてやっ

ていただければ、交通事故が減るのではな

いかと。市全体でやっていただければ道路
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交通に関しては、すごく安全という売りに

なりますので、特化していただいて人を集

めると。また自転車の運転ですが、地方出

身ですが小学５年生ごろに地元警察の人が

来て、校庭に白線引いて交差点を作って、

そこで講習をやって、うまくいくと免許が

もらえて、それがないと自転車乗れないん

だよと言っていたのですが、そういったも

のをやっていただければ自転車安全運転に

なる。それを毎年やっていただければいい

かなと思います。以上です。
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Ｇグループ 

 

Ｇグループは子育て世代から８０代まで

全体的に網羅できる方々がメンバーでした。

一番多かったのは１番のみんなで支え助け

合うで、特に東村山の未来を託す子育て支

援を重点にやって欲しいということが強く

出されました。子育て世代のお母さんは保

育園入れなくて他市に引っ越しも考えてい

るということで、一気に緊張感が走りまし

た。そういう子育てについて、どういうふ

うな力を持っていくかで、後の議論が進み

ました。次のみんなでつくる安全・安心と

いうことで、新築の家が増えていて、そう

いう方々が、なかなか自治会に入れなくて、

お祭りも従来通りの地域のイベントができ

なくなっている。そのことが地域の安心安

全にとっても不安感を増しているというこ

とで、ここをなんとかしてもらいたい、非

常に不安に思いながら生活しているという

お話しも紹介されて、この評価です。こち

らの意見では東村山は昔は、志村けんさん

で全国的に知れ渡っていたけど、今は目玉

として自慢していくというか、自分たちの

誇りにしていくものが感じられなくなって

いるということで、そこを観光であるとか、

商業的な活性化ということで取り組んでい

く、強めていく必要があるのではないかと

いうのがありました。議論の中で地域のコ

ミュニティが弱くなっているということは、

潜在的に地域にたくさんの力を持った方々

が住んでいて、そういう方々が若い世代を

大いに支援していけるけれど、地域コミュ

ニティの弱体化が若い世代や高齢者が孤立

のままになっているということで、そうい

うコミュニティ作りについても行政として

ぜひ支援いただきたいし、高齢世代は若い

世代の役にも立っていって、東村山の次の

世代を育てていくために力を合わせていき

たいという意見で盛り上がりました。
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Ｈグループ 

 

H グループでは見ての通りこんな感じ

ですが、大きく３つに分けまして１つ目が

道路整備、２つ目が特産物の強化、３つ目

が教育についてです。まず道路ですが整備

されてないところが散見される。本当にこ

こ通れるの？というところが矢印ついて

いて開いていると。あぜ道じゃないかとい

うところもあって、お年寄りやベビーカー

が通るのは危険ですよね。そういうところ

を少しずつ直していただければ、いいのか

なと思うのですが、今回の計画において重

点的なところまでやって、そこに沿って道

路整備進めていただければ、見た目にも分

かりやすく伝わりやすくなるのではない

かと思います。２つ目は特産物の強化です

けれども、東村山の特産物といえば志村け

んさんになっちゃうわけですよね。僕の友

人に志村けんさんを持って来るわけには

いかないので、これは東村山の特産物なん

だよと言えるものが欲しいなと思うわけ

です。黒焼きそばが、それにあたるみたい

ですが、あまり周知はされていない。同じ

ようなもので富士宮焼きそばがあります

が、あれは５０年位前に駄菓子屋で出てい

て、それを食べて育って、それを復興させ

たいというストーリーあって、富士宮焼き

そばの協会ができて、そこから発展してき

たという、いきさつがあるので、東村山市

の中でもこれを伝えたいんだというもの

があれば、特産物につながっていくと思い

ますので、そういうところを広めていって

いただければと思います。最後に教育につ

いてですが、うちの子が年長さんですが、

習い事するのに国分寺に出ています、東村

山来ないです、何もないですよね。こっち

の方でも事業者が使いやすいテナント等、

例えば安く営業するとかあれば、こちらに

来れます。あとは小中学校教育ですね、例
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えば麹町中学校という有名な学校が公立

であります。そこを目的に引っ越してくる

人もいると思います、僕も行きたいなと思

うくらいです。そういった特色がある公立

教育、例えば土曜授業やってくれるだとか

あれば、子育て世代がやってきます。子育

て世代が来れば最低でも 3 人増えるので

大きいですよね。そういったところをやっ

ていただければいいなと思いました。以上

が H グループの意見となります。ありが

とうございました。
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Ｉグループ 

 

うちのグループは５人で一番票が集ま

ったのが、４番目の道路で３人になりまし

た。ここを中心に1番と3番の話しにも、

つながってきますので４番の道路の話し

からさせていただきたいと思っています。

この中で具体的に出た話しとしましては、

歩道橋の撤去ということが昔から決まっ

ていながらも対応が遅かったのがありま

す。また道路整備率が低いというのも、本

日の前半でお話しあったかと思います。道

路に関係してくると思いますが、空き家が

多い中で新築が増えているところも道路

につながっているんじゃないかという話

しです。全般的に車でスムーズに南北東西

をつないでいる道路が完成していません

ので、そこが大きな課題になっているので

はないのかというのがグループで話した

話しになります。その中で車、人と自転車、

色々な乗り物がそれぞれ動いているもの

になっています。東にある道路に関しては

歩道が広いですので自転車と人が行き来

できるのですが、府中街道は歩道が非常に

狭くて行き来がまったくできないので、こ

れから整備していく中では歩道で人、自転

車、シルバーカーが行き来できるようなか

たちで整備していただきたいなというの

が話しの中にありました。3番目の防犯の

ところですが、ここもまちの行き来で道が

狭いところを含めて安心じゃない、警察を

呼んでもすぐに来てくれないというのが

課題としてあるというのが具体的な内容

でした。ここからゴミの話しもしたのです

が、ごみ収集は南の方は遅い時間がありま

して、まちのかたちを聞きますと一方通行

が非常に多い。ゴミ収集が北に集ることに

関しても、道路が南北につながってないこ

とがサービス低下につながっていますの

で、府中街道拡大は３５年前から話しがあ
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ったとありましたが、スピード感持って進

めていただきたいというのがＩグループ

の意見となります。以上です。 
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3)渡部市長よりコメント 

 

 

長時間に渡りまして熱心にグループ討

議をしていただき、発表いただきまして誠

にありがとうございます。我々にとっては

若干耳の痛いお話しも含めて、今回具体的

な提案や提言もいただけて大変感謝させ

ていただきたいと思います。すべてに渡っ

てコメントすると時間が無くなってしま

うので私が感じた点だけ申し上げたいと

思います。最後のグループの皆さんも含め

て、大きく言うと道路を含めた基盤整備の

遅れのご指摘、それに伴う交通不便性、そ

れが市民生活に大きな影響をもたらした

り、地域経済の沈滞化といいますか、他市

に比べてにぎわいが失われているという

ご指摘について、何グループかからご意見

をいただいたところでございます。先ほど

も申し上げたように東京都事業でありま

すが連続立体交差事業と合わせて、府中街

道、市の方もさくら通りや 3・4・10 号

線という府中街道から西に向かっていく、

いくつかの道路については今、着手させて

いただいています。遅れているのは、いか

んともしがたいのですが、何とか５年１０

年の間にこの遅れをしっかり取り戻しな

がら、安心安全で歩行者も車の方も自転車

の方も市内を安全に通行できるようにす

ることが我々にとっては大きな命題だと

思います。それなりに大きな道路ネットワ

ークが形成されると、大型ショッピングモ

ールを誘致するというのは東村山の場合、

種地があまりないので難しいとこがあり

ますが、これから考えていく上で重要なの

は市内の既存の事業者の活性化とともに、

いかに民間企業を呼び込むか、民間投資を
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呼び込んで東村山市の地域経済活性化し

て税収をアップしていけるか、そこが大き

な柱だと感じています。その中で１つは東

村山駅周辺の連続立体交差事業というの

が、我々にとっては大きな意味合いがあり

ますので高架下の活用含めて、いくつかの

具体的な提案、例えばスポーツ施設、ある

いは商業施設を誘致して人が集まるよう

な、にぎわいを形成するような市内拠点を

設けてはどうかというのは、まさに我々が

思い描いているところに重なるところが

ありますので、市内のこれから進めている

都市基盤整備と合わせて市内外から商業

業務系集客施設等を誘致できれば、そこに

働く場所も増えてまいりますので市内の

経済をできるだけ活性化して、これからの

少子高齢人口減少の中で持続可能な財政

基盤を合わせて少しずつ整備していくこ

とが改めて大事なことだなと思いました。

もう一方で次に同点で出ていますが、子育

てや福祉、地域コミュ二ティについても皆

さんが肌感覚で感じてらっしゃる、いくつ

かのご指摘がありました。市としてもこの

間、子育てするなら東村山ということで施

策展開してきていますが残念ながら待機

児が全て解消できているわけではありま

せん。今年の 10月から幼児保育の無償化

が始まって、今後さらなる保育園入所希望

者が増える見込みがありますので、今後も

待機児童の解消と合わせて地域全体で子

育てをする方々を、どこかのグループの方

が高齢者が子育て世代を支援するような

地域の仕組み作りみたいなものを行政が

少し主導して考えてはどうだろうかとい

う、ご指摘もありましたので、そういった

ことを含めて東村山全体が行政サービス

だけでなくて地域全体が子育てをする世

帯、子どもたちに優しい、そういう気運や

環境を作っていく。そのことが逆に高齢者

にとっては地域に貢献できる居場所があ

るということで健康寿命延伸にもつなが

るような一挙両得的なことをこれから考

えていくことが大事だなと改めて感じた

ところでございます。今日いただいたご意

見を細かく分析をさせていただきながら、

多くの方に東村山市に訪れていただいた

り、企業等を呼び込めるような、そんなこ

とで少しずつ活力を出しながら、子育て世

代の方にとっても高齢者の方にとっても

住みよい地域づくりを進めて行くことは、

今後もゆるぎなく着実に進めていかなけ

ればならない。改めて皆さんのご意見、各

グループのご意見をいただいて思ったと

ころでございます。短時間の間に今日初め

て出合った方々が東村山の将来を色々と

考えていただき、肌感覚で日頃感じていら

っしゃることを含めて貴重なご提言いた

だいたことに改めて心から感謝、御礼申し

上げて、私からの講評というか、感想くら

いでございますが、お話しとさせていただ

きたいと思います。皆さん、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 

・高れい者、要介護者や家族等の支えん受け皿を強化 

・直接的、間接的、相談支えん、公民連けいによる推進強化を望みたい。 

・地域ホウカツセンターなど 

2 

・高齢者の健康長寿への取組強化。在宅介ゴへの支援強化、フレイル予防策など。 

・子育てしやすい町づくり。幼保、教育環境の整備 

・全世代の交流促進 

3 

・市と市民で楽しく見守り子育てを行う。 

・もっと市が保育園をつくるべき。 

・民間へは市の責任のがれではないか。共働きがふえ 

4 

・すくすく育つ子供 子供にとっても心配なくのびのびと生活出来る社会 交通事故 

ぎゃくたい等ない社会に！福祉 健康長寿をめざす 自分の事は自分で出来るまわり

の介護者が気をつける 

・長寿を目的にまわりの人が見てあげられる市にしてほしい 

5 
・子育て世代の人がベビーカーや自転車で安心して行き来できる環境づくり 

・地域の中でとりくんでいること、行っていることが風通しよくなってほしい 

6 

・住みたい街として、強い特徴、個性をアピールするべきだと思います。例えば都心か

らわずか 28分（久米川駅）、志村けんさんの出身地等、これから考える（作り出す）

必要があるかと思います。 

・久米川の駅を見ていても、老人が目につき、もう少し財政が苦しいと思っていたので

すが、そうでもなさそうなので、老人、医療、子供の教育等に特徴を出すべき。 

７ ・家族に障害者がいる為、駐停場所を含め利用しにくさが未だある。 

８ 
・都営に住んでいます、となり近所の行き来があまりない今日 あいさつしても返事が

ない様な人もいて、少々心ぼそい今日 災害、病気になった時どうするのか？ 

９ 
・豊かな生活と楽しく暮らせる町ずくり 

・太陽光を利用する福祉事業 

10 

・人口減少に備える対策（各年代ごとに） 

①若年層…安心して子供が生め、育てられる環境。（ハード面、経済サポート） 

②壮年層…雇用創出 

③高齢層…施設などの充実 

全世代共通で、住みたい、住み続けたくなる魅力づくり 

11 ・地域コミュニティーでここに何があるとか具体的に分かるように。 

12 

・少子化をくい止めないと未来はないと思います。２人子どもがいますが、子育てしや

すいかというと疑問はあります。（ころころの森と児童館はすばらしいです、いつも助

かってます）保育園にも入れない、学童には幼児期に働いてないと入れない、見通し

をもって生活ができません 働いていないと学童に申し込めないという情報は妊娠中

に知りたかった 人口を増やしたいのなら流山のように革新的なとりくみが必要 
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13 

・東村山市の未来を託すには、子育て支援を全世代で行う、市としても重点にして今後

の強化が必要だと思います。そのためには、地域コミュニティーを支援して、特に高

齢の方々の潜在力を活かす工夫を行政と共に行っていきたいと考えます。 

14 ・若い方達の意見 ①子育ての件②教育③商工業 

15 

・保育園の全入、待機児童 0をめざす 

・それにつれて若い世代子育て世代が増え人口増加、税収増加につながると思う。基礎

を作る。 

・公園が荒れている。遊具がボロボロ。 

・若い人達が増えれば地域も活性化し防災・防犯などの活動につながると思う 

16 
・気がるにだれでもいつでも行って皆と話せる場所作り この頃はだいぶ ふえては来

てるがもっと近くに空家などを利用 

17 ・高齢者多く成りました その為に福祉の充分な方向に力を入れて欲しい 

 

 

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 
・福祉、子育ても大事ですが、スポーツ、芸術、教育等、市内全体が楽しくなる様な街

作りにしたいと思っています。 

2 
・子供の教育－図書館の充実 本だけでなく学習スペース等 

・スポーツ－気軽に参加できるきっかけ作り 本格的な施設（1スポーツだけでも） 

３ 

・母の介ごしていて、広い公園がなく、他の人の動きや木、いい空気を感じることがで

きない。 

・公園、施設の紹介がない、20年住んでて 

４ 
・学校教育の充実（小中学校）「次世代の子供の育成に向けて」 

①ＩＣＴ教育 ②多言語活動（国際化） ③各校による独自の特色ある教育活動の充実 

５ 
・子供達が道路で遊んでいる 

・野球場はあるがサッカーの練習場所がない 場所を作ってあげてほしい 

６ 

・子供に対する教育の強化（習い事をする場の提供、小・中の土曜学校など）こうじ町

中学校 

・今の若い人は感度が高い。家賃も安い（小平、国分寺より） 

・人口増加につながるのでは 
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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 

・地球環境を考えるにあたり、将来の子供達のために健全なる地球を渡すことが出来る

ように出来ればと思います。 

・これ以上、緑をなくさない！緑の多い東村山になればと思います。緑をふやしましょ

う！ 

2 
・安全である 地盤の中心地（関東ローム） にげ水 野火止用水 水害良いイメージ

地元を大切にしたい文化 歴史山道 安全であるがゆえの企業イメージ UP 

3 

・防災 具体的な対策 

・防犯 シルバー人材を活用 

・その他 広報（環境・ごみ） 

４ 

・防災はもちろんだが、環境や防犯においては毎日の暮らしの中で重要な点です。一歩

外に出れば、自分の身は自分で守らねばなりません。人とのコミュニケーションによ

り環境は守られるので、まずは人口の増加につながる魅力ある街づくりにしてほしい

です。（具体的にはファミリー層を増やすための子育て事業の充実、未来ある子どもた

ちの見守りサービス。など） 

５ 

・ベッドタウンとしての機能がメイン 都心に勤める人が居住するために魅力的と利便

性感じる環境を整備する 

・教育（学校、保育園）、子育てに良い、災害に強い、税金が安い、自然環境が豊か、

買物便利、介護がしやすい、病院の整備 

６ 

・警察署、市役所等の親身な対応 

・3R推進 

・環境（道路、交通等含む）インフラ整備、保全 

７ 
・防災、防犯の向上には、地いきのつながりが重要である。その為に人は 1人では生き

られない、人に助けてもらうという、意識改かくが必要である 

８ ・住み良い街にはまず、道（市道含む）をよくして歩き良い事が大事と思います 

9 ・無記入 

 

 

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 
・久米川、萩山駅周辺にて西武・JR線の接続 全く話題にもでなくてとても残念 

・ドッグラン 

2 
・（高齢化が進む中での）公共交通の確保 

・上記整備による、働く世代への付加価値の向上 

3 

・歩道の整備（歩きやすい、車イス、ベビーカー、自転車） 

・商店がまとまっているとよい 

・ナナメの道路が多く、見えづらいカーブミラー 
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4 

・新規企業等への減税措置（2年くらいの） 

・企業があれば人もくる、結果増税？！若い経営者にやさしく！ 

・人を呼ぶ…スポーツ大会（マラソン大会とかしてみる…）多摩湖マラソン大会 なぜ

大和がしてる？東村山もやるべきでは？！ 

・中央公園の商業利用（出店とか…BBQ広場作るとか…） 

5 

・秋津駅を周辺の道路は、垂直の幅が狭い所が多く、交通量は少ないが安全性に欠ける、

車幅の拡張、道路の改良が必要と考える。また空堀川の橋も近い将来に更新が必要で

ある。 

・せまい上に曲っているので歩きにくい、古い橋が多い、基盤整備に力を入れてほしい 

6 

・下水道の整備がなされているのか？ 

・郵便局よこ等の道は特に歩きにくい。 

・野口町、本町 

7 

・東村山市には、多摩湖、しょうぶ園、寺、神社（歴史的なもの）等、多々存在する、

これらを中心に観光事業に力を入れ、活力と魅力あふれるまちづくりを行うべきであ

る。 

8 

・東村山市がこれからも持続し発展していくように 

観光→市内外の人々が市内を歩いて東村山の魅力を感じるような町の雰囲気 

交通→市内を歩いて観光するには歩道がせまい→歩きやすく 

9 
・市内全域を歩車分り交差点にする。交通安全に特化した町づくり、教育をする。 

・子どもセンターの設立（ゲーセン、じゅく、食事） 

10 

・産業、商業に特色をもたせた町おこし 

・東村山を有名にする 

・イベントホールつくる 

11 ・とにかく東村山に人が来てほしい。全く魅力がない。 

12 

・生活道路の整備（至、所沢、東大和の道路が特に） 

・駅前（東口、西口）の整備や商業施設の充実 

・若い人があつまろうと思えるスポットづくり（公園、八国山等） 

・地元の特産品のアピール（今は何が有名なのか） 

・バス路線、充実（小回りがきくといい） 

13 
・グリーンバスをほしい 

・庭の草取りしてほしい 

14 
・東村山に住み 40年以上になるが道路整備が遅い、一方通行、行き止まり等、通りに

くい道路が多い。 

15 
・社会インフラを整備、充実させることが、魅力的なまち造りの基本。自分に身近なと

ころでは、歩道橋の早急な再建、空き家対策に何らかの指針を。 

16 

・道路交通整備 

・市内のサービスがよくなるような道路交通網 

・市内の企業が働きやすい、周囲と連携できる環境（整備率 20％で都内で最も低い） 
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17 

・道路を整備して、東西南北行き来しやすくする 

・企業を誘致して雇用を産みだす 

・田舎っぽさも大切にしたい かぶと虫もとれるように！ 

 

 

⑤【その他（行財政改革、協働等）】 

1 

・住民に平等なサービス提供において財源と機能が確保される必要がある 

・自治体が課せられるサービス執行に対して経済的基盤の保証が重要となるが、その基

盤確保に向けた財源確保への取組を行う 

２ 

・歳入の増、歳出の節約によって、余裕を産むことが SDGｓの基本 

・世界規模のことよりまずは足元の経営の安定を望む そのことが多様な施策推進の基

礎となる。特に高齢化施策、生活道路整備 

３ 

・包括的施設管理委託導入で事務を削減人件費削減で、財政等が豊かになる。これに対

しての私の考えは、市の業者を全て委託するのはどうなのか。また、窓口対応で非正

規の方がおられるようですが、正規職員で対応した方がよい。 
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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 
 

÷ 
 

有効投票数 
 

＝ 
 

平均点 

179点 51票 ３．51点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価理由（原則として原文で掲載しています。） 

【5点 非常によくやっている】 

1 山積され多きにわたる案件を良く分析され、実行、推進されています。 

2 現代的で良いと思います、タウンミーティングを行い、参加したいと思います 

3 
この取組自体、素晴らしいと思いますし、それが市政に反映されるよう、今後とも頑張

って下さい。 

4 株主総会を開いてまで市民の声を聞きたいという思いが伝わってきたから 

5 市長として責任もって良くやっていると思う 

6 
道路拡幅の要望があるが、住宅やビルがすでに建ってしまっている状況ではかんたんに

は解決不可であり縮小社会へ向かっているのでかんたんには決められない 

7 無記入 

 

 

点数 票数 小計 

5点 非常によくやっている ７票 35点 

4点 よくやっている ２２票 88点 

3点 ふつう １２票 36点 

2点 物足りない １０票 20点 

1点 全く物足りない ０票 0点 

白票・無効票 ０票 0点 
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【4点 よくやっている】 

1 市政に真面目に取組む姿勢が感じられる。 

2 
具体的に説明して頂いた、但し、出来ない想定していない事は、ハッキリ言った方が良

い、あいまいになっていた様に伝わった。 

3 
いろいろ問題もありますが東村山は住みやすいです、人も環境も良く、市政も悪くない

…と思います 

4 この総会に出席して、市の方針が読めてきた。 

5 
財政規模に合わせた投資としてはうまくやっていると感じる、しかし、今後の基盤整備

に向けて、より収入向上を目指して欲しい。 

6 財政状況が厳しい中でも頑張っていると思います。 

7 
財源が少ないのに上手に運営していると思う、現場の意見を生かして、これからもヨロ

シク、小さな事しか協力できないが応援します！ 

8 改善すべき点は、多数残ってる印象です。 

9 
道路整備の件については、着手が遅いなど、厳しい意見もあるようだが昔からの農道だ

けの場所がここまで整備されていってるのは、素直に評価したい。 

10 スライド説明で良くわかりました、良くやってると思います 

11 細かい事は良くわからないが良いと思います。 

12 
市役所の皆さん、とても良くがんばっている印象があります、今日の市政報告の中でも

よくやっていると思います 

13 
福祉、教育に関する、熱意はあまり、感じなかったが、市政に対する、姿勢とか意見を

まとめる、態度は評価できます。 

14 もう一歩、積極的に踏みこんだ施策がほしい 

15 
こういうきかいに恵まれて常日頃東村山市の為に色々と思って動いてくれている事に

感謝 

16 市民に対する態度が親切である 言葉づかいも大変よい 

17 この会を評価する もっとガンバって 希望。 

18 これからも頑張って下さい。 

19 無記入 

20 無記入 

21 無記入 

22 無記入 

 

【3点 ふつう】 

1 業績、成果がよくわからない（他の市と比較できない）ので ふつうにしました。 

2 どこの自治体も努力している。特に抜きに出た取り組が見られない。 

3 
「よくやっている」以上なのかも知れないが PR度が足りないのかも、肌で感じる部分

＝実感として 
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4 

①特筆すべき成果は無かった様に思う 

②株主総会の開催は全国唯一とのことなので、これは素晴らしいと思う。 

①が 1 ②が 5なので、平均で 3となる 

5 よくやっていること（財政等）あるが、残念なこともまだ少なくない。（色々） 

6 
目線がすべて大人目線・子そだては、子ども目線・交通は歩行者目線・高れい者は老人

目線 行政は歩いてナンボ 

7 収出についての努力は、理解出来るが収入における施策が見えなかったため 

8 他の市に比べ、特に優れている実績ではない。 

9 
目下の問題に着実に取り組み、それを株主総会で報告する姿勢は評価できる 

今日の意見は議会にも持ち込んでほしい 

10 

財政が黒字なのは評価できるけど、全体的なサービスは低下している印象があります。 

もっと、内・外に東村山をアピールできるよう、がんばってください。一市民として、

協力いたします。 

11 無記入 

12 無記入 

 

【2点 物足りない】 

1 JRと西武線の接続に対して全く検討する気配なし 

2 
財政に余裕をもたせなければならない。しかし、基金が多すぎるのはいかがか、という

姿勢では、今後の安定経営に不安を感じる。 

3 市政を会社立てにしたことに疑問を感じる。 

4 

現状維持で精一杯のように感じる、新しい風をおくりこめるようになればいい政策等た

くさん行っている事は分かったが見やすい分かりやすいアピールが少ないので増やし

ていくべきと感じた 

5 今日意見に上ったものが市政に反映されていてもおかしくない事柄です。 

６ スピードが足りないと思う。総会 9年前に開始のような、先行を期待する 

7 
自分の狭い世界の中では 4だが、道路や商工業・観光・企業誘致のことを聞くとまだま

だ足りないと感じた。 

8 
情報共有、市民参加、協働について、大切だと思います。具体的に理解、納得した行政

となっているか、やや物足りなく感じました。 

9 
担当部署が細かく分かれすぎて、責任感がうすれているように感じる。色々な事案に対

して連けいし、フレキシブルに対応できるように仲良く建設的に仕事をしてほしい 

10 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

ありがとうございます。昨年度の市の取

組みについて、及第点をいただけたという

ことで、ほっと胸をなでおろしております。

とはいえ物足りないという方が１０名ほど

いらっしゃいますし、非常によくやってい

る、よくやっていると評価をしてくださっ

た方も当然、この辺もう少し頑張って欲し

いなという思いを込めて、叱咤、激励を含

めて５点、４点を入れていただけたのでは

ないかと思います。課題は山積しておりま

すが、私どもとしては先ほどよりご説明申

し上げているような方向でなんとか東村山

市が、これからも市民の皆さんが安心して、

そして希望をもって暮らせるようなまちに

なるよう精一杯努力をしてまいりたいと考

えているところでございます。今日こうし

た機会を設けて、皆さまに東村山市の将来

について熱く語り合っていただいたという

ことは、これからの市政にとっても非常に

大きな意味を持つものと考えているところ

でございます。今日ここにご参加いただい

た皆さんの思いをしっかりと受け止めさせ

ていただいて、東村山市の発展、市民福祉

の向上のために、私先頭に職員一丸となっ

て頑張ってまいる所存でございますので、

引き続き皆さまのご理解とご協力そして、

ご指導、叱咤、激励を賜りますようお願い

し、最後にご参加いただいた皆さまの限り

ないお幸せご健勝とご活躍そして、ご協力

いただいた手話通訳の方、要約筆記の方に

感謝申し上げて、私からの御礼の閉会のご

挨拶にかえさせていただきたいと思います。

本日は大変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、５９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

60.4%

女性

35.8%

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） 

 

5

7

21

19

1

0 5 10 15 20 25

10代・20代

30代・40代

50代・60代

70代以上

無回答

3.8%

3.8%

15.1%

18.9%

34.0%

41.5%

54.7%

0.0% 30.0% 60.0%

無回答

その他

市長が説明するから

市政運営全般に対する評価を投票できるから

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

ｎ＝53 

複数回答計 91 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

7 

7 

0 5 10

廻田町

諏訪町

秋津町

本町

青葉町

美住町

野口町

富士見町

多摩湖町

久米川町

栄町

萩山町

恩多町

計53名

男性：32 名 

女性：19 名 

無回答：2 名 

（人） （人） 
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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」「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） 

 

1.9%

7.5%

17.0%

17.0%

37.7%

37.7%

41.5%

45.3%

49.1%

50.9%

0.0% 30.0% 60.0%

無回答

知らない

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

市の窓口や電話

議員・自治会を通しての要望

タウンミーティング

（市民と市長の対話集会）への参加

市長への手紙

非常に

関心がある

22.6%

ある程度

関心がある

66.0%

あまり

関心が

ない

11.3%

 「非常に関心がある」「ある程度関心があ

る」を合わせ、90％近くの参加者が市政に

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 3４％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 162 
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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） 

 
 

 90％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、「市長への手紙」「タウンミーティングへの参加」「議員・自治会を通し

ての要望」「市の窓口や電話」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」「タウンミーティング（市

民と市長の対話集会）への参加」「市の窓口や電話」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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4%

2.0%

2.0%

2.0%

4.1%

4.1%

4.1%

12.2%

14.3%

20.4%

44.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

無回答

市長へのＥメール

その他

市民説明会・

ワークショップ等への参加

市のホームページの意見記入欄

計画（案）等への意見募集

（パブリックコメント）

市長への手紙

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

議員・自治会を通しての要望

利用したことが無い

ｎ＝49 

複数回答計 63 



Ⅲ．アンケート結果 

51 

 

 

 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） 

 
 

 「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 24.5％に対し、事後は

7.8％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 34.0％に対し、

事後は 62.8％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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8%

反映されていると思う

3.8%

51.0%

ある程度

反映されていると思う

30.2%

21.6%

あまり

反映されてい

ないと思う

28.3%

5.9%

反映されて

いないと思う 3.8%

7.8%

わからない

（市政に対する印象や評

価を持っていない）

24.5%

2.0%

無回答

9.4%

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） 

 

 

 「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」

は事前に対し事後が 10％以上増加していました。 

 一方で「特に参加したくない」は、事前の 9.4％に対し、事後は 3.9％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伺えます。 

 一方で、元々「特に参加したくない」と思っていたものの、株主総会を通して、何らかの活動に

参加したいと思ってくださった参加者の割合が増えたことが伺えます。 

 

 

 

 

 

3.9%

2.0%

3.9%

7.8%

37.3%

29.4%

43.1%

41.2%

11.3%

3.8%

9.4%

11.3%

26.4%

28.3%

30.2%

34.0%

0.0% 25.0% 50.0%

無回答

その他

特に参加したくない

市民公募の会議等の

委員となる

タウンミーティングや

説明会等に出席する

地域のボランティア

活動等に参加する

アンケートやパブリック

コメントを提出する

市と市民が協力して

行う活動に参加する

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 8２ 

（事後アンケート） 

ｎ＝51、複数回答計 86 



Ⅲ．アンケート結果 

53 

 

 

 

 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） 

 
※ 事前アンケートの「多少の余裕があると思う」「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 20.8％に対し、事後は 3.9％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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17.6%

厳しいと思う, 28.3%

37.3%

多少厳しいと思う, 
28.3%

29.4%

普通である

と思う, 
13.2%

7.8%

多少の余裕があると思う, 0.0%

3.9%

余裕があると思う, 

0.0%

3.9%

わからない, 

20.8%

0.0%

無回答, 

9.4%

0% 100%

事後

アンケート

事前

アンケート
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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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, 

15.7%

まあ知ることが

できた, 72.5%

あまり知

ることが

できな

かった, 

7.8%

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）, 

2.0% 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、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。 

 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 9.8％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, 27.5%

まあ高まった, 

68.6%

無回答, 3.9%

 「非常に高まった」「まあ高まった」の合計

が、96.1％となりました。 

 今回の株主総会が、「市民に東村山市のオー

ナーであるという意識を高めていただく」

という株主総会の目的達成のために寄与し

たものと言えます。 
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 より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（複数回答可）（事後アンケート設問 6） 

 

 「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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「全くできなかった」は 0％ 

 

 

3.9%

2.0%

9.8%

15.7%

29.4%

37.3%

56.9%

0.0% 30.0% 60.0%

無回答

特にない

その他

人口動態

財政状況

市民意識調査の結果

施策・事業の実績

十分に

できた

15.7%

少しできた

68.6%

あまりでき

なかった

11.8%

無回答

3.9%

 「十分にできた」「少しできた」を合わせ、

84.3％の参加者に、何らか意見を伝えるこ

とができたと思っていただけました。 

 一方で「あまりできなかった」という参加

者も 11.8％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。 

ｎ＝51 

複数回答計 79 
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はい

37.3%

どちら

とも言

えない

43.1%

いいえ

17.6%

無回答2.0%

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

94.1%

どちらとも言えない

3.9%

無回答 2.0%

 事後アンケート設問 9（本ページ下部参照）

で、90％以上の参加者が「株主総会に参加

して良かった」と回答している一方、この

設問では「はい」が 37.3％に留まっていま

す。 



Ⅲ．アンケート結果 

57 

 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「参加したくない」は 0％ 

 

 

 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） 

 
 最も多い回答が、今回と同じ「土曜日の午後」で 62.7％であり、次いで「休日の午後」「土曜

日の午前」「特にない」の 19.6％となっています。 

 

3.9%

2.0%

3.9%

5.9%

7.8%

7.8%

15.7%

19.6%

19.6%

19.6%

62.7%

0.0% 35.0% 70.0%

無回答

休日の夜間

平日の午前

土曜日の夜間

平日の午後

平日の夜間

休日の午前

特にない

土曜日の午前

休日の午後

土曜日の午後

回答割合

機会や予定が合

えば参加したい

84.3%

どちらとも

言えない

11.8%

無回答

3.9%

ｎ＝51 

複数回答計 86 

 84.3％の参加者が、「機会や予定が合えば

参加したい」と回答しています。 
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 事後アンケート設問 8～11 を総括すると、以下のことが言えます。 

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

した。これは、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 34.0％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％近く）は、元々市政に関心を持っていたことが分かりました。 

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

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

いという参加者は 37.3％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、７９ページ参照。 
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参加申し込みハガキ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東村山市版株主総会 実施報告書  Ⅳ．付属資料 

61 

各アンケート用紙、単純集計結果 

 

   参加証 兼 事前アンケート

　　　　　　　　　　町 性　別 男　・　女

裏面へ続く

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

２．市政に対してどの程度関心がありますか。（○は１つだけ）

 ア．非常に関心がある　　　　　　　　　　　　イ．ある程度関心がある

 ウ．あまり関心がない　　　　　　　　　　　　エ．全く関心がない

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

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

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

参加証

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

当日は、本参加証および同封の資料をお持ちください。

また、下記の事前アンケートにご協力くださいますよう、お願いいたします。

事前アンケート

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

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

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

 エ．計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

 オ．タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

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

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

 コ．知らない

住　所

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

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）

株主総会当日、受付にてご提出ください。ご協力ありがとうございます。

５．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

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

 ウ．あまり反映されていないと思う　　　　　　エ．反映されていないと思う

 オ．わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

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

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

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

 キ．特に参加したくない

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

７．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

 ア．厳しいと思う　　　　　　　　　　　　　　イ．多少厳しいと思う

 ウ．普通であると思う　　　　　　　　　　　　エ．多少の余裕があると思う

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

裏面へ続く

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

 ウ．あまり反映されていないと思う　　　　　エ．反映されていないと思う

 オ．わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

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

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

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

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

 キ．特に参加したくない

３．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

 ア．厳しいと思う　　　　　　　　　　　　　イ．多少厳しいと思う

 ウ．普通であると思う　　　　　　　　　　　エ．多少の余裕があると思う

 オ．余裕があると思う　　　　　　　　　　　カ．わからない

４．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

 ア．十分に知ることができた　　　　　　　　イ．まあ知ることができた

 ウ．あまり知ることができなかった

 エ．全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

５．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

 ア．非常に高まった　　　　　　　　　　　　イ．まあ高まった

 ウ．あまり高まらなかった　　　　　　　　　エ．全く高まらなかった

１．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

事後アンケート

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

住　所

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



東村山市版株主総会 実施報告書                         Ⅳ．付属資料 

64 

 

 

 
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。

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

６．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）

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

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

 エ．人口動態　　　　         オ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　   ）

 カ．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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 【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 東村山はベッドタウンなので公の人間が地域の住民として責任もってお金を落とさ

ないと東村山は衰退します。 

2 定住外国人はどの位？1 年前、5 年前 

3 ・通行危険な道路について対策を取ってほしいです。見通しの悪い所にミラーの設

置・通学路に歩道整備・時間帯により自動車の通行禁止、他県から朝抜け道に住宅

地へ流れてくる自動車の制限 

・市民参加の盛り上がるイベント 

4 ・教育・保育の充実を図ることにより、市民が明るくなり、市民も増えることになる

と思います。 

・待機児をなくし、いじめのない学力の付く明るい学校をつくることを重点化する。 

・行政への市民参加・事業の市民委託などを大胆に進める。 

5 ・西武線との連携・企業誘致（産業振興）・隣接市との連携 

6 ・久米川駅前広場について 

・恩多交番前のフミキリについて 

7 2020 のオリパラで市としての対応やイベントなどを聞きたい。 

8 ・人口増加策について 

・都市計画事業及び活性化方策について 

9 西武鉄道㈱は、2020 年に開業 70 周年を迎える「西武ゆうえんち」をリニューアル

することを決定した。開業 70 周年の 2020 年から順次改修を進め、2021 年にリ

ニューアルオープンする。西武鉄道は西武沿線の再開発に取り組み、地域全体の魅力

向上を狙っている。東村山市も所沢市の一連の開発に協力・連携できないか？これら

を通じて東村山市の創生（※ヒューチャーデザインを作る必要がある）、活性化に貢

献できると思う。 

10 小・中学校における「教育環境の充実」について市長のお考えをお伺いしたい。 

11 電話で問い合わせたのですが、子連れでの受け入れを頂き、ありがとうございます。 

12 始めての参加になります。これからの市政の内容を確認したいです。 

13 当日までに考えます 

14 ・運動公園のランニングロード直してほしい 

・ＳＬが解体されましたがもっと早くに修理をしてＳＬとして残すと良かったと思う 

・水車も同じで水車を利用して発電するとかＳＬの二の舞にならない様考えてみては 

・公園などのトイレも洋式にしてほしい 高齢者がふえ足腰が弱り和式の方は使えず

困ります 

15 ネコ問題について！ その他いろいろと 

16 道路の計画についてききたいです 

17 ・自治会、町会の活用は財政の節約の為、重要と考えるが、有効に活用されていない。

どうお考えか。 
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・ごみの処理はサーマルリサイクルで活用し、財政的負担を軽減すべきと考えるが、

如何か。 

18 大きな企業もなく納税額も少ない中、お疲れ様です。 

19 財政の改善へ一番のポイントは？少子高齢化への対応で最重要の施策は？ 

それぞれ市の取り組みとして。 

20 ・市主催のスポーツイベントをもっと増やしてほしい。（マラソン大会など市外の参

加者も呼びこめるようなもの） 

・久米川工場団地のような施設をもっと充実させてほしい。（新規企業誘致の推進の

ため） 

・中央公園内に売店等の商業施設を作ってほしい（土日のみや花見シーズンのみなど

期間限定でも可） 

21 防災対策（前川について） 

22 教育計画、方針、施設や機会を増やす予定 

23 小さな福祉を将来に期待 

24 ・先日の台風の際、感じたのですが、今一度ハザードマップや避難経路の確認など市

民にもっと広めた方がよいと思いました。 

・50 代会社員のため定年後、再雇用を希望するかどうか迷っています、市周辺の中

高年の就労について現状をうかがいたいです。 

25 ・新青梅街道栄町 1 丁目交差点より 1 つ清瀬寄りの交差点が大型車が曲り切れなく

対向車も危険と思えるが改良の見込みは有りますか？ 

・敬老の日のおもてなしについて 

26 少子化による人口減少、商圏の減退等外的要因による税収の減少に対し、未来的思考

の観点から、どの様に取組む市政計画をお考えか。 

また、地域循環共生圏など地産地消を含めた取組について、市長のお考えは如何か。 

27 住宅戸数の増加のため、諏訪町周辺のグリーンバスの増設をお願いします。 

28 ご案内、ありがとうございました。これまで市政への関心は遠いものでしたが、この

機会に市政全般について、市長のお考えをうかがいたいと思います。特に子育て世代

支援と高齢者力活用が大切だと考えています。 

29 ・来年度、第２保育園跡地はどうする（どう活用）予定ですか？ 

・市役所業務に横のつながりを持つようにしていただきたいです。同じような書類を

別の課へ提出しなくてはいけないのは効率が悪いです。 

30 まちジャム「後援」の詳細について等 

31 下水道について 

32 行財政改革に対する自己評価は 100 点満点で何点くらいですか？ 
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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 3 5.7 男 32 60.4

久米川町 5 9.4 女 19 35.8

秋津町 2 3.8 無回答 2 3.8

青葉町 3 5.7

恩多町 7 13.2

萩山町 7 13.2 年代 回答数 割合（％）

栄町 6 11.3 回答者数 53 100.0

富士見町 4 7.5 10代 2 3.8

美住町 3 5.7 20代 3 5.7

廻田町 2 3.8 30代 1 1.9

多摩湖町 5 9.4 40代 6 11.3

諏訪町 2 3.8 50代 10 18.9

野口町 4 7.5 60代 11 20.8

無回答 0 0.0 70代 9 17.0

80代以上 10 18.9

無回答 1 1.9

【住所】 【性別】

【年代】
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

53 91 -

ア 18 34.0

イ 10 18.9

ウ 29 54.7

エ 22 41.5

オ 8 15.1

カ 2 3.8

2 3.8

カ その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

53 53 100

ア 12 22.6

イ 35 66.0

ウ 6 11.3

エ 0 0.0

0 0.0

「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

東村山市の将来に懸念があるので

２．市政に対してどの程度関心がありますか。（○は1つだけ）

無回答

回答者数

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

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）

市長が説明するから

無作為抽出で選ばれたから

無回答

回答者数

市の施策や財政状況に興味があるから

防災対策
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

53 162 -

ア 27 50.9

イ 20 37.7

ウ 20 37.7

エ 9 17.0

オ 26 49.1

カ 9 17.0

キ 24 45.3

ク 22 41.5

ケ 0 0.0

コ 4 7.5

1 1.9

市長へのＥメール

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）

市の窓口や電話

その他

知らない

無回答

回答者数

議員・自治会を通しての要望

市のホームページの意見記入欄

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

市民説明会・ワークショップ等への参加

市長への手紙
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

49 64 -

ア 2 4.1

イ 1 2.0

ウ 2 4.1

エ 2 4.1

オ 7 14.3

カ 1 2.0

キ 10 20.4

ク 6 12.2

ケ 1 2.0

コ 22 44.9

10 20.4

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

53 53 100

ア 2 3.8

イ 16 30.2

ウ 15 28.3

エ 2 3.8

オ 13 24.5

5 9.4

回答者数

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）

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

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）

市の窓口や電話

無回答

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

市民説明会・ワークショップ等への参加

市長へのＥメール

市長への手紙

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
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

53 82 -

ア 6 11.3

イ 14 26.4

ウ 18 34.0

エ 16 30.2

オ 15 28.3

カ 2 3.8

キ 5 9.4

6 11.3

カ．その他の回答内容

1

2 町会を通した市政への参加

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

53 53 100

ア 15 28.3

イ 15 28.3

ウ 7 13.2

エ 0 0.0

オ 0 0.0

カ 11 20.8

5 9.4

回答者数

無回答

わからない

日時のタイミングがあわない

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）

回答者数

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

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

（原文掲載）

タウンミーティングや説明会等に出席する

市民公募の会議等の委員となる
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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 51 100.0 回答者数 51 100.0

本町 3 5.9 男 30 58.8

久米川町 5 9.8 女 20 39.2

秋津町 1 2.0 無回答 1 2.0

青葉町 2 3.9

恩多町 7 13.7

萩山町 7 13.7 年代 回答数 割合（％）

栄町 5 9.8 回答者数 51 100.0

富士見町 4 7.8 10代 1 2.0

美住町 2 3.9 20代 3 5.9

廻田町 2 3.9 30代 1 2.0

多摩湖町 5 9.8 40代 6 11.8

諏訪町 1 2.0 50代 11 21.6

野口町 4 7.8 60代 11 21.6

無回答 3 5.9 70代 10 19.6

80代以上 8 15.7

無回答 0 0.0

【住所】 【性別】

【年代】
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回答数
回答者数に対

する割合
（％）

51 51 100.0

ア 6 11.8

イ 26 51.0

ウ 11 21.6

エ 3 5.9

オ 4 7.8

1 2.0

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

51 86 -

ア 4 7.8

イ 19 37.3

ウ 21 41.2

エ 22 43.1

オ 15 29.4

カ 1 2.0

キ 2 3.9

2 3.9

カ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

回答者数

分野を細分化した場合、防災、防犯、環境など

回答者数

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

無回答

特に参加したくない

その他

地域のボランティア活動等に参加する

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）

無回答

反映されていると思う

ある程度反映されていると思う

あまり反映されていないと思う

反映されていないと思う

わからない（市政に対する印象や評価を持っていない）

アンケートやパブリックコメントを提出する

市と市民が協力して行う活動に参加する

タウンミーティングや説明会等に出席する

市民公募の会議等の委員となる
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回答数
回答者数に対

する割合
（％）

51 51 100.0

ア 9 17.6

イ 19 37.3

ウ 15 29.4

エ 4 7.8

オ 2 3.9

カ 2 3.9

0 0.0

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

51 51 100.0

ア 8 15.7

イ 37 72.5

ウ 4 7.8

エ 1 2.0

1 2.0

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

51 51 100.0

ア 14 27.5

イ 35 68.6

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

2 3.9

余裕があると思う

わからない

無回答

多少の余裕があると思う

普通であると思う

多少厳しいと思う

厳しいと思う

回答者数

回答者数

回答者数

４．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

無回答

全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

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

非常に高まった

まあ高まった

あまり高まらなかった

全く高まらなかった

無回答

５．市政に対する関心が高まりましたか。（○は１つだけ）

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

する割合
（％）

51 79 -

ア 29 56.9

イ 15 29.4

ウ 19 37.3

エ 8 15.7

オ 5 9.8

カ 1 2.0

2 3.9

オ．その他の回答内容 （原文掲載）

1

2

3

4

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

51 51 100.0

ア 8 15.7

イ 35 68.6

ウ 6 11.8

エ 0 0.0

2 3.9

回答者数

官民連けいの計画

無回答

その他

特にない

人口動態

市民意識調査の結果

６．より詳しく知りたいと思った内容は何ですか。（○はいくつでも可）

財政状況

施策・事業の実績

施策の計画、マイルストーン

なぜ本日、市議が市民の意見を聴きにこないのか？

事業内容－施策になる？

少しできた

あまりできなかった

全くできなかった

無回答

十分にできた

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
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回答数
回答者数に対

する割合
（％）

51 51 100.0

ア 19 37.3

イ 22 43.1

ウ 9 17.6

1 2.0

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

51 51 100.0

ア 48 94.1

イ 2 3.9

ウ 0 0.0

1 2.0

回答数
回答者数に対

する割合
（％）

51 51 100.0

ア 43 84.3

イ 6 11.8

ウ 0 0.0

2 3.9

どちらとも言えない

いいえ

無回答

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

いいえ

どちらとも言えない

はい

回答者数

回答者数

回答者数

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）

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

無回答

参加したくない

どちらとも言えない

機会や予定が合えば参加したい

はい

無回答
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回答数
回答者数に対

する割合
（％）

51 86 -

ア 2 3.9

イ 4 7.8

ウ 4 7.8

エ 10 19.6

オ 32 62.7

カ 3 5.9

キ 8 15.7

ク 10 19.6

ケ 1 2.0

コ 10 19.6

2 3.9

1

2

3

4

5

6

7

（原文掲載）

無回答

平日の夜間

平日の午後

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

平日の午前

特にない

休日の夜間

休日の午後

休日の午前

初めて総会に出席しました。市政に参加したように思います。勉強になりました。又、出席したい
と思います。

グループメンバーの世代に差があったが、時間、市の職員がいて結果的に色々と話ができ、東村山
をより知ることができた。

会場からの質疑もあるべき、説明を聞いた上での質問もある。事前質問だけではなれあいの総会に
なってしまう。

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

今後とも市政に関心をもっていきたいと思います。

意見交換は比較的楽しく出来た様に思う。初めて参加して良かったと思います。

良い意見者と反対意見者をそれぞれ別々に特別総会をやってみては？

特になし

回答者数

土曜日の夜間

土曜日の午後

土曜日の午前
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

数人での話合いも含め、コミュニケーションの一環として良いものと思うので継続を希望する。

グループ討議、発表について、話題、内容等が分散されてしまい、適切な討議ができない状態で
あった。（時間不足、準備の要あり）

良かったと思いました。今後もよろしくお願いします。

とても貴重な体験となりました。

プレゼン時間を、あと2分ほしい。

筆記要約はワープロ打ちの方が正確で見やすく、人手も少なくて済むと感じた、発表時間は5分く
らい必要と考える。

意見交換の内容が事前にわかっていれば、もっと詳細に書いてこれた。

良い意見が沢山出ましたが、これらは市政に上げられるのでしょうが出来れば議員さん（各政党か
ら1名）が参加し、聞いて下さると良いと思います。議会に取り入れなければ意味がない。良い意
見だで終わらせないで！

グループ討議に市の職員の方が上手にサポートいただきスムーズな議論ができました。ありがとう
ございました。市政について大変勉強になりました。ソフトよりハード重視の印象で少し残念。若
い世代支援を宜しく。

式次第におおよその時間目安が欲しい。

市長の思いが良く伝わってきた。今日の内容が市報だけでなく広いバイタイで発表されてほしい。
ＳＮＳの活用。

空ぼり川の緑地の活用　例　サッカーができる空間

目的をしぼったほうが良い。
何事もワンストップで手続き出来るようにして頂きたい。

自分が思っている意見はやはり他の人も同じことを考えているとわかった。他の地域の人と話す機
会があって良かった。土よう日ですが運営して下さった市役所の職員の方にも感謝です。

今回、娘（19才）に手紙が届いたが都合が合わず母が参加。参加者には若い方がおらず、若い方
が参加しやすい工夫が必要と思います。仕事で日中市外のため、市内の状況にあまり関心がなかっ
たが、これを機に関心を持って行きたい。

参加者の年代のバランスがもっととれるとよい、若い人の参加がもっとほしい。

他ではやっていない「株主総会」スタイルで市政と市民が寄りそって意見交換や報告ができる場
は、非常に良いと思う。今回で9回目と知り、大変驚いているが、いろいろな「生の声」が聞け
て、充実した時間でした。ありがとうございました。

50年後、100年後の市を教える委員会の設置。例にフィンランド未来委員会　国会議員によって
構成される。未来の政策を実現するために未来に係る業務の組織と議論を行う。
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26

27

28

3歳と7ヶ月の子どもの保育を受け入れて頂きありがとうございました。グループの発表よりもグ
ループ内のディスカッションがもう少しできると良かったと思いました。話し合いをまとめること
に時間がさかれてしまったので、まとまらなくてもいいので、もっと話し合いをしたかった。市長
の説明でよく他市と比較してという言葉がありましたが、他市と同じようなことをしても市に人は
集まりません。他市にないもの（スクランブル交差点、流山市のような子育て整備等）をやらなけ
れば未来はないと思います。

運営はていねいで良かったです。市民対象の世論調査はできないものか。

市長、職員のみなさんのご苦労がうかがえて良かったです。この取り組みはひじょうに良い企画と
思います。市民として、行政、市政を知る事ができ、距離感がちぢまりました。市長にポインター
を使わせてあげて下さい。評価を市民にしてもらう事はたいへん勇気のいる事と思います。行政に
しんしに取り組んでいる現れと思います。意義ある会合に感謝します。



東村山市版株主総会 実施報告書                         Ⅳ．付属資料 

82 

 

【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 12 100.0 回答者数 12 100.0

本町 0 0.0 男 10 83.3

久米川町 1 8.3 女 1 8.3

秋津町 1 8.3 無回答 1 8.3

青葉町 0 0.0

恩多町 0 0.0

萩山町 1 8.3 年代 回答数 割合（％）

栄町 0 0.0 回答者数 12 100.0

富士見町 1 8.3 10代 0 0.0

美住町 2 16.7 20代 3 25.0

廻田町 0 0.0 30代 4 33.3

多摩湖町 0 0.0 40代 0 0.0

諏訪町 0 0.0 50代 2 16.7

野口町 2 16.7 60代 1 8.3

町名無回答 1 8.3 70代 1 8.3

小平市 1 8.3 80代以上 0 0.0

西東京市 1 8.3 無回答 1 8.3

所沢市 1 8.3

市内計 8 66.7

市外計 3 25.0

無回答 1 8.3

【性別】

【年代】
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 17 -

ア 9 75.0

イ 4 33.3

ウ 0 0.0

エ 2 16.7

オ 1 8.3

1 8.3

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 67 -

ア 11 91.7

イ 9 75.0

ウ 9 75.0

エ 8 66.7

オ 11 91.7

カ 6 50.0

キ 4 33.3

ク 9 75.0

ケ 0 0.0

コ 0 0.0

0 0.0

市民説明会・ワークショップ等への参加

議員・自治会を通しての要望

市の窓口や電話

その他

知らない

無回答

タウンミーティング（市民と市長の対話集会）への参加

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

市の施策や財政状況に興味があるから

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

親族、知人が無作為抽出で選ばれたから

回答者数

市長が説明するから

その他

無回答

市長への手紙

市長へのＥメール

市のホームページの意見記入欄

計画（案）等への意見募集（パブリックコメント）

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
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 15 -

ア 0 0.0

イ 0 0.0

ウ 1 8.3

エ 0 0.0

オ 2 16.7

カ 2 16.7

キ 1 8.3

ク 1 8.3

ケ 0 0.0

コ 8 66.7

0 0.0

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 12 100.0

ア 0 0.0

イ 7 58.3

ウ 1 8.3

エ 0 0.0

オ 4 33.3

0 0.0

反映されていると思う

ある程度反映されていると思う

市民説明会・ワークショップ等への参加

議員・自治会を通しての要望

市の窓口や電話

その他

利用したことがない

市長への手紙

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）

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

４．市民の声は市政に反映されていると思いますか。（○は１つだけ）

無回答

回答者数

回答者数

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
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 29 -

ア 5 41.7

イ 6 50.0

ウ 5 41.7

エ 6 50.0

オ 5 41.7

カ 0 0.0

キ 2 16.7

0 0.0

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 12 100.0

ア 5 41.7

イ 3 25.0

ウ 3 25.0

エ 0 0.0

オ 0 0.0

カ 1 8.3

0 0.0

多少の余裕があると思う

回答者数

回答者数

余裕があると思う

わからない

無回答

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

６．市の財政状況について、どのように認識していますか。（○は１つだけ）

その他

特に参加したくない

無回答

アンケートやパブリックコメントを提出する

地域のボランティア活動等に参加する

厳しいと思う

多少厳しいと思う

市民公募の会議等の委員となる

タウンミーティングや説明会等に出席する

市と市民が協力して行う活動に参加する

普通であると思う
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 12 -

ア 2 16.7

イ 1 8.3

ウ 3 25.0

エ 3 25.0

オ 2 16.7

1 8.3

（原文掲載）

1

2

イ 1

1

2

3

1

2

3

1

2

安心・安全がベースになければ、市民もイキイキと暮らせないため

未記入

ウ

未記入

ア

未記入

エ

無回答

＜選んだ分野について、具体的に取り組むべきこと＞への回答

マーケットニーズの面から考えると下記を進捗します。少子高齢化は、日本全国共通の課
題であり、認知症は、これからの社会がかかえる重大な課題となってくると思います。個
人の資産がどのように守られるか？社会の仕組み作りを明確にして、安全・安心なまちづ
くりをすすめる必要があると思います。（※個人の資産とは、生命、健康、金額、土地な
どを含む）

道路の補修等

未記入

各町内や各種シニア同好会、ラジオ体操会などで、忬情歌（演歌ではなく）や懐メロを中
心とした合唱や斉唱を楽しみシニアの健康向上をはかっているコミュニティが多いと聞
く。詩人草野心平の長期生活（終の住処）した東村山市の新しい文化創出策として市民シ
ニア合唱祭の新設を願う（夏の一夜、北山公園や全生園などで開催する）
草野心平シニア音楽祭の新設を！！心平文学賞の新設（いわき市と重複しない型で）

未記入

行財政改革として「税収入をどう増やすか」を考えるのであれば、まずは子育てを軸とし
て東村山市特有の公共教育を施行－例えば地域史教育や生涯学習性の高い、いわゆるリベ
ラルアーツを上手く落としこんだ授業を実施－などすれば、それらに価値を見出した小さ
い子供の親達が外部から移住したがるのではないだろうかと考える。

結婚支援、婚活支援

オ

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）

回答者数

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

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）
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 12 100.0

ア 5 41.7

イ 6 50.0

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

1 8.3

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 12 100.0

ア 8 66.7

イ 3 25.0

ウ 0 0.0

エ 0 0.0

1 8.3

全く高まらなかった

無回答

非常に高まった

まあ高まった

あまり高まらなかった

回答者数

回答者数

あまり知ることができなかった

全く知ることができなかった（期待した内容ではなかった）

無回答

８．市政運営について、知ることができましたか。（○は１つだけ）

十分に知ることができた

まあ知ることができた

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

（％）

12 26 -

ア 11 91.7

イ 5 41.7

ウ 4 33.3

エ 4 33.3

オ 0 0.0

カ 0 0.0

キ 1 8.3

ク 0 0.0

1 8.3

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 12 100.0

ア 5 41.7

イ 6 50.0

ウ 0 0.0

1 8.3

はい

どちらとも言えない

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

回答者数

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

いいえ

無回答

人事行政の運営状況

市民意識調査の結果

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）

財政状況

施策・事業の実績

回答者数
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 12 100.0

ア 11 91.7

イ 0 0.0

ウ 0 0.0

1 8.3

回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 12 100.0

ア 10 83.3

イ 1 8.3

ウ 0 0.0

1 8.3

どちらとも言えない

参加したくない

無回答

機会や予定が合えば参加したい

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

はい

どちらとも言えない

いいえ

無回答

回答者数

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
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回答数
回答者数に
対する割合

（％）

12 23 -

ア 0 0.0

イ 1 8.3

ウ 2 16.7

エ 5 41.7

オ 4 33.3

カ 3 25.0

キ 1 8.3

ク 2 16.7

ケ 2 16.7

コ 2 16.7

1 8.3

（原文掲載）

1

2

3

4

平日の午後

平日の夜間

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）

回答者数

手話通訳さんがいるのに暗くて見ることができず、たいへん残念だった。（要約筆記があるのは
良かった）手話通訳の口を見たかった。

休日の夜間

特にない

無回答

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

土曜日の午前

土曜日の午後

土曜日の夜間

休日の午前

休日の午後

この株主総会においてもより周知させて頂きたく、また他の市民参加型の会合に関しても公募、
自由参加枠の増加を望みます。また、各会合のよりミクロなスケール（区分化）による実施も望
ましく思います。

①翌年に入所予定者の傍聴策は最良の企画といえる。傍聴だけでなく感想文等提出や東村山市の
歴史など調べる事前学習など　次につながる入所前研修プログラムが組まれていることを念じて
います。
②株主総会のプログラム進行途中に軽運動を組み込むと後半の積極参加度が高まると思われま
す。
③傍聴者のアンケート記載に資するよう「バインダー」を貸出しすることを一考しては。現状は
実に書き難い！！

参加する度に問題点や課題の焦点が明確になってきているので、何から手を付けてすすめていっ
てられるのかが、目標をどこまでにしているのかが、よくわかる内容になってきている。これま
での統計の掲示だけではなく、問題点の抽出と方向性がわかりやすかった。

平日の午前



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集：東村山市経営政策部企画政策課 

 

TEL：042-393-5111（代表） 

   内線 2212・2213 


