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○開催内容 

 

平成 19 年 10 月 20 日（土）秋水園ふれあいセンターで、市民の皆さんと地域の課題、

市政について市長と直接対話を行う「第1回タウンミーティング」を開催いたしました。 

 秋水園ふれあいセンター市民協議会の司会進行により、最初に同協議会会長と市長のトー

クタイムが行われ、続いて参加者からの様々な質問やご意見を伺い、後半 20 分間程は、意

見カードに記入されたご意見や質問の内容を中心に対話が進められました。開催時間の都合

により、回答できなかったご意見に対しては本記録集の中で報告させていただいきました。 

  

 

●会場アンケート結果（住所地・年齢・性別について） 

アンケート用紙は会場入り口で参加者に６８枚配布し、うち６４枚を回収しました。 

 

・参加者の住所地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

・年齢                 ・  性別   

年代 参加者数 

20代未満 ０ 

20代 ０ 

30代 ０ 

40代 ３ 

50代 １２ 

60代 ３２ 

70代 ８ 

80代以上 １ 

未記入 ８ 

未回収 ４ 

合計 ６８ 

本町 ０ 富士見町 １ 

久米川町 １ 美住町 ０ 

秋津町 ４６ 廻田町 ２ 

青葉町 ３ 多摩湖町 １ 

恩多町 ２ 諏訪町 １ 

萩山町 １ 野口町 ０ 

栄町 １ 未記入 ５ 

未回収 ４ 合計 ６８ 

男性 ２８ 

女性 ３１ 

未記入 ５ 

未回収 ４ 

合計 ６８ 
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○第 1回タウンミーティング記録（概要） 
  

【市長あいさつ】 

皆さんおはようございます。お忙しいところ第1回市民と市長の対話集会に、このように

たくさんの方にお集まりいただきまして、心から厚く御礼申し上げます。 

今日の会場準備と、当日の運営につきましては全て秋水園ふれあいセンター市民協議会会

長、事務局長はじめ役員の皆さんにお願いしております。改めて感謝申し上げる次第です。

ありがとうございます。 

私も4月に選挙で当選させて頂きまして、早５ヶ月がたっております。大変厳しい財政状

況の中で、難しい行政運営を強いられるだろうと覚悟はしておりましたが予想を上回るよう

な厳しさ、難しさを日々痛感しております。後ほどいろいろな話が出るとは思いますが、や

はり今の大きな流れ、地方分権という中で、地域をどう活性化して、自立した地域づくりま

ちづくりを進めていくかがどこの自治体も問われているところです。そういう意味では、市

長や職員だけがいくら頑張っても、なかなか良いまちにはなりません。やはり市民の皆さん

と一緒に力を合わせてやっていくことが大事だと考えております。 

ふれあいセンターは公設民営で、建物は市の税金を使って建てておりますが、管理運営は、

市民協議会の運営委員の皆さんにお願いしているところです。東村山の市民と行政のパート

ナーシップのあたらしいモデルのひとつであるのではないかと思っています。その会場をお

借りして、新米の市長と皆さんと意見交換をしまして、これからの東村山市はどうあるべき

かを共に考える場にしていきたいと思いますので、どうぞ、皆さんの忌憚のないご意見をど

しどしいただければと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 
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【トークタイム】 

 

◆意見◆秋水園周辺の環境について 

（秋水園ふれあいセンター市民協議会会長） 

 

私は33年ほど前に田無市（現在の西東京市）から引っ越してきました。その頃の秋

津町は緑が多く畑があって、近くには西武グラントﾞがあって私は大変良いところに来

たと思っていました。4 月 1 日の武蔵野線が開通した日でした。ところが近くにある

煙突から黒い煙がもくもくと出るんですね。曇った日には黒い煙がたなびきましてね、

入梅の時期には臭いがし、これは困ったと思っていました。その後は施設の改善でその

ようなことがなくなっています。でも、やはりまだ運搬車の激しい往来があります。そ

こで、環境整備、秋津周辺地域の対策について、どのように考えているのかお聞きしま

す。 

 

 

◎市長◎ 

環境整備の問題では、秋津町にごみの中間処理施設を置かせていただいているおかげで東

村山市民の生活があります。まずはそのことに感謝しております。 

もし秋水園がなかったら、明日から東村山に住む 14 万７千人の市民の生活に支障をきた

してしまいますので、今後とも周辺の皆さんにはご迷惑をおかけしないようにやっていきた

いと思います。 

秋水園は昭和56年にできた施設です。当時は煙や臭いがありましたが、平成12,13年に

炉の全面改修をし、今では黒い煙はほとんど出ていません。また様々なガスも国の基準の10

分の１程度で推移しています。しかし、色々な車が運搬のため通行するということは否めま

せんので、道路整備等は今後対応していきたいと考えています。 

また、近隣市から苦情が来ていたこともあり、秋水園の川岸の植栽手入れや塀の修復を今

年中に行う予定です。 

秋水園の再生整備の課題につきましては、検討会での検討結果を踏まえ、周辺市民のみな

さんの意見を伺いながらできるだけご迷惑をおかけしないよう進めてまいります。 
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◆意見◆秋津町地域の防犯対策について 

（秋水園ふれあいセンター市民協議会会長） 

 

秋津町は犯罪が多いと聞いています。東村山警察署の資料では今年1月から 8月ま

での累計で、侵入窃盗犯罪は１３町の中で 3 位、非侵入窃盗が２位、知能犯は１位で

す。これだけ犯罪が起こっていることに対し、どんな対策を立てているのでしょうか。 

 

 

◎市長◎ 

防犯治安はとても重要なテーマであると思っています。東村山駅がある本町地域、久米川

駅がある栄町地域、秋津駅がある秋津町地域は犯罪件数が多くなっています。警察にはパト

ロール強化をお願いしていますが、犯罪をどうすれば抑えられるのか、自治体レベルでは妙

案がないのが実態です。警察のパトロールだけでは限界がありますので、住民の皆さんも力

を合わせていただきたい。地域での地道な活動が成果を上げると考えますので、色々なチー

ムを作っていただければありがたいです。そこに行政がどうかかわるかがポイントになるで

しょう。 

小平市の例ですが、防犯目的で安全ボックス（簡易な警備小屋）を地域住民、周辺大学、

高校が協力して設置し、ボランティアでパトロールしていることも参考になります。 

 今後とも警察、防犯協会と連携しながら全市的に防犯活動をしていく必要があると思って

います。ふれあいセンターに登録されている団体は１２０団体以上とお聞きしましたが、こ

のような防犯対策があるのか地域の皆さまでぜひ議論いただければありがたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小平市の鷹の台周辺には教育機関が集まっており、それらの大学、高校が交通安全や防犯

を目的とし、共同で【仮称】安全ボックス（簡易な警備小屋）を設置。設置場所の占有許可

を小平市が出している。 

 

*参考：小平市 
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【会場でのご意見】 

＊以下は発言要旨を記録し、個人名は伏せさせていただきました。 

◆質問◆小・中学生までの子どもの医療費を無料化に 

                     （秋津町4丁目 Aさん） 

 

議会や、市長さんへの手紙などでいろいろな要望が出されていると思いますが、予算がな

いからを理由にお答えにならないようにお願いします。 

10月から、東京23区のほとんどの区で中学生までの医療費が無料になっています。東村

山市はいつごろ無料になるのでしょうか。 

 

 

◎市長◎ 

子どもの医療費に関しては、基本的には東京都の制度に則っていますが、都の制度という

のは０～６歳、つまり乳幼児については無料ですが、当市の場合は今年の 10 月１日から０

～３歳までは所得制限を撤廃いたしました。小・中学生については、これも東京都の制度に

基づき、3割負担のうちの1割は東京都と市が負担しており、財政力のある市は残りの２割

の部分についても負担し、無料にしています。当市では、まず、病気になりやすい乳幼児の

医療費の所得制限撤廃にむけて努力していきたい。ただ小・中学生すべての医療費を無料に

するのは、かなり膨大な費用がかかるので、限られた予算全体との兼ね合いの中で、何を優

先するのかの議論が必要と思います。 

 

◆質問◆国民健康保険の医療費通知を一括で発送できないでしょうか 

        （秋津町4丁目 Aさん） 

 

現在の国民健康保険でかかった医療費通知を、半年分全てまとめたものにして発送できない

でしょうか。自分の医療費を知ることで健康についても注意するとおもいます。 

 

◎市長◎ 

どこまでのデータが送れるのか詳しいことは分かりません。後日回答させていただきます。 

○市民部保険年金課より○ 

 現状、病気や怪我により病院などで受診された国民健康保険加入の方には医療費(保険診察)

に対する認識を深め、国保制度について理解していただくため、年 2 回(8 月及び 12 月)の

単月単位で医療費の額を通知しております。通知の対象となる診療(調剤)費用は、毎年 5 月

及び9月診療分、また、柔道整復師の施術に係る医療費は6月及び10月審査分となり、い

ずれも該当月の額が3,000円以下の場合は対象になりません。単月単位のため、ご要望の全

ての月の医療費は網羅できておりませんが、被保険者の方にとっては、お手元の領収書との

照合がより容易となり、不正請求等の防止を鑑みた場合の費用対効果は上がるものと認識し
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ておりますので、現行通知をご活用頂くようご理解ください。 

 

◆質問◆老朽化した秋津橋の改修について 

（秋津町3丁目 Kさん） 

 

西武グランド跡地に 220 戸以上も住宅が建ちますが、それによって秋津橋の交通量が増

えると考えられます。まず、老朽化している秋津橋に危険はないのでしょうか。また、渋滞

が起きるのではないでしょうか、居住者専用道路にもかかわらず交通量が多く、五差路にな

っていて車が来たときに自転車が避ける場所がありません。ぜひ現場を見て改修していただ

きたい。 

 

 

◎市長◎ 

橋の改修については、老朽化も進んでいて万が一落ちると大変なことになります。随時、

危険がないかどうか診断をして改修をするという形で進めておりますが、秋津橋が緊急性を

要するということであれば、すぐに対応しなければなりません。まずは一度現場を確認した

いと思います。 

○都市整備部より○ 

 橋の改修につきましては、耐震性、老朽度、危険度、利用頻度を調査し、総合的判断の上、

優先順位を定めて対応してまいります。 

 

◆質問◆グリーンバス路線を氷川神社か秋水園方面に延長してほしい 

                           （秋津町3丁目 Kさん） 

 

諏訪町、久米川町方面でグリーンバスの新路線を計画していると聞きました。それとは別

に既設の路線を氷川神社か秋水園のほうへ、通してほしい。既存のバス停までは車椅子で行

くと道が狭く本当にこわいです。住宅ができ利用者が増えることもあり、ぜひ路線の見直し

をしてほしいです。 

 

 

◎市長◎ 

来年の１，２月を目標に新路線の運行開始のために協議を進めています。久米川町のバス

は西武バスの路線廃止を受けたもので、その西武バスを秋津町の方も利用していらしたと思

います。そこで今度の久米川町の路線を活用していただきたいのですが、既存路線のほうは、

一度用意した路線を変えるというのは難しい問題があります。しかし、ご意見をいただいた

ことで検討はしてみたいと思います。 
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◆意見◆道路のバリアフリー化について 

（恩多町 Ｋさん） 

 

私は最近、車イス利用者になりました。以前は気づかなかったが、身体障害者にとって通

りづらい道が多いです。どこに行くにも命がけで行かなくてはなりません。 

道を選んだり時間を選んだりしております。歩道の整備等、バリアフリー化を進めてもら

いたいとお願いします。 

 

 

◎市長◎ 

歩道の傾斜やアップダウンは、車椅子にとっては移動困難な箇所です。命がけで外出する

というお話には私も胸が痛みます。当市は道路の幅員が狭いところが多く、その影響で歩道

がない、もしくは歩道があっても狭いところが多いと思います。一度に全部を直すというの

は難しいですが、ご指摘いただいたところも含め、東村山市全体のバリアフリー化を具体的

に進めていくにはどうするか、都の条例もありますので今後持ち帰って道路対策を練りたい

と思います。 

 

 

◆意見◆公民館の有料化について 

（秋津町3丁目 Ｏさん） 

 

公民館が有料化になり半年になりました。公民館は子ども関係の悩みとか、お母さん同士

の意見交換とか、また、地域の高齢者の方たちの健康促進のための活動の場に使われていま

すが、活動の内容が地域に貢献できるものであれば、公民館を無料で貸し出してもいいので

はないでしょうか。 

 

 

◎市長◎ 

議会でも議論されましたが、施設を利用した方に応分な負担をお願いせざるを得ないとい

う結論になりました。秋水園ふれあいセンター、多摩湖ふれあいセンターはそれぞれ秋津町、

多摩湖町の住民中心の団体については料金を免除しています。（※）。有料にしたことで市民

の利用が大幅に減ってしまうのでは、なんのための市の施設なのかということになります。

市民に使っていただいてこそ市の施設であります。だが、なんでも無料にすればいいのかと

いうことについてはそうではないと考えます。利用料には電気代や水道代など以外に建設費

のコストも含まれているので、施設によっては高いという声も聞いておりますが、そういっ

たすべての面を考慮し、内部で検討できるかどうか考えていきたい。 
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これからは、寝たきりにならないためストレッチなど高齢者の健康運動は今後の社会で必

ず必要ですが、公民館が使えるのかどうか、社会教育施設であることとの整合性をどう考え

るか、地域に貢献している団体を無料化ということについては、その団体をどう決めていけ

ばいいのか、それが問題となります。どのような形かはまた検討するが、ご意見は胸に留め

ておきたいと思います。 

 

＊秋水園、多摩湖の両ふれあいセンターがそれぞれ秋水園周辺対策基金、西武園競輪場周

辺対策基金を利用して建設、運営していることに基づく。 

 

◆意見◆タバコのポイ捨て禁止の条例をつくってほしい 

（青葉町 Aさん） 

 

今日は、ごみ拾いをしてきました。ぜひタバコの歩行喫煙、ポイ捨て禁止を条例化してほ

しい。駅前はすごいです。タバコのポイ捨てを禁止する条例を作って罰則処分してほしい。            

朝と夕方の1時間半くらいごみ拾いをしているが、とにかく吸殻が多いです。条例作成に予

算はかからないかと思うがいかがですか。 

 

 

◎市長◎ 

これまで市ではマナーアップキャンペーンを長年取り組み、個人のマナーに訴えてきまし

た。条例を作ることには予算はかかりません。ただそれをどう実効させるかです。某区では

グリーンベストを着た監視員を区が雇って違反者を注意をしたり、その場で罰金を回収した

りしています。条例をつくるのはお金がかからないのですが、条例にもとづいて罰則を設け

ればつまり監視員を用意しなくてはならない。しかしお金がないのでボランティアでやって

いただけるような方を求めていきたいです。せめて朝夕だけでも、取り締まりまでいかなく

とも、禁煙区域であることをアナウンスしていただけるような体制を整えたいと思います。

条例制定については前向きに取り組んでいきたいので、環境部と協議していきます。 
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◆意見◆人にやさしい町、歩きやすい道路整備をしてほしい 

（秋津町 Uさん） 

 

秋津町は、人にやさしい町になっているといえるのでしょうか？ 健常者であれば歩ける

町ではあります。でも、高齢者が健康増進のために散歩をするときには、道路に休める場所

がほしい。すべての道路の整備は難しいと思いますが、まずは、ベンチを道に置いてもらえ

ませんか。新しいものでなくてもいいのです。今日来ている方の中で、いらないベンチがあ

ればぜひ一つ提供していただきたいと思います。 

 

 

◎市長◎ 

東村山市では今年、65歳以上の人口が20％を突破しました。高齢化率は上がっているこ

とを受け、高齢者・障害者が健康に過ごせるよう、また気軽に外出できるよう行政として動

いています。ベンチを置くというご提案は受け入れたいが、置き場所の確保が問題になりま

す。既に狭い歩道がますます狭くなってしまいます。またグリーンバスの停留所をうちの前

に置かないでほしいという人もいます。市民から土地を提供してもらい、道のところどころ

にポケットパークのようなものができれば一番いいと思っていますが、市民のみなさんと協

力しないと町中に腰掛けるスペースを作るのは現実的には難しいと思います。 

 

◆意見◆ゴミの減量について 

（秋津町 Uさん） 

 

秋津町には秋水園があり、他の町に比べ空気が悪いと感じています。13 町分の空気をす

わされています。これを改善するため、市全体としてもっと生ごみを出さないようにして燃

やすごみを減らしてください。私は生ゴミの堆肥化をしています。生ゴミの量はおおよそ１

日 500g です。私は 1 年に 18kg、10 年で 180ｋｇのゴミを減量しています。どうにか

お金をかけずにすぐできることから始めて空気と町の雰囲気を変えてほしい。 

 

 

 

◎市長◎ 

循環型社会形成推進基本法に基づいて、市として住環境に負荷をかけないように努めてお

りますが、生ゴミの堆肥化、肥料化を今後も進めていく必要があると考えています。現行の

生ゴミ減量化処理機等の購入補助や集団資源回収に取り組む人・団体をもっと増やしていく

ことも大事です。 

 

 

～10分間休憩～   
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◆意見◆インディペンデンス市への派遣時期について 

（青葉町 Hさん） 

 

インディペンデンス市への訪問派遣については、費用が高い5月ではなく料金が安い秋に

実施すれば、もっと多くの市民が参加できるのではないでしょうか。派遣委員として団塊世

代の方をもっと活用されては如何か。 

 

 

◎市長◎ 

来年は姉妹都市のインディペンデンス市との交流 30 周年になります。派遣の時期につい

ては受け入れ先の相手のこともあり、協議されたと思いますが、私が市長になる前から決ま

っていました。派遣委員会の内部の問題については、自主的な会の活動ですのでコメントを

差し控えたいと考えます。 

 

 

 

◆意見◆柳瀬川沿いに桜を植樹できないか 

（秋津町 Wさん） 

 

要望ばかりではなく市民としてもボランティアなどでできることはたくさんあります。 

先ほど発言された方のベンチの件は早速提供したいです。そこで提案ですが、柳瀬川沿い

に桜の木を植え、憩いの場を作れないでしょうか。遊歩道のようなものをつくることはでき

ないでしょうか。 

 

 

◎市長◎ 

桜の植樹については場所さえ確保できればすぐに着手していきたい。実は市内に桜の木を

植えたいという団体が２つあり、団体から「桜を植えていい場所を見つけてくれ」と常に言

われています。河津桜と小彼岸桜だと思いますが、植えられる場所があるかどうか、その場

所を見て検討したい。 

 

○都市整備部より○ 

 河川区域内の植栽は、河川管理施設等構造令により困難ですので、植栽に適する区域につ

いては十分な選定が必要となります。 
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◆意見◆秋津町の魅力について 

（秋津町 Nさん） 

 

秋水園が秋津町にあることはもう稼動しているので、それはしょうがないです。ただ、ゴ

ミ処理場という迷惑施設はあるが、秋津町にはこんないいところもあるんだよ、というよう

なカバーするような計画があるのか。 

 

 

◎ 市長◎ 

まず秋水園はこれからも効率よく、地域住民の皆さんに迷惑のかからない形で稼動するよ

う努めていきます。秋津エリアは東村山市で唯一 JR 駅がある利便性の高い町です。秋津駅

は1日 7万2千人が利用しているにもかかわらず、駅前に広場がありません。 

まだ計画はないが、秋津・新秋津駅周辺は活性化する可能性が高い地域であり、今後そこを

活かしていきたい。また宮崎駿氏の団体からの寄付もあり、淵の森の公有地化も決定し、柳

瀬川沿いで唯一自然護岸が両岸に残る地域を確保できました。東村山にとって誇るべき緑で

あり、これからの可能性を秘めた秋津の良さを引き出して育てていきたい。 

 

※ 秋津駅1日の乗降人員72,252人（西武鉄道調べ。平成18年度） 

※ 新秋津駅1日の乗車人員35,405人（JR東日本調べ。平成18年度） 

 

 

◆意見◆建ぺい率・容積率の引き上げについて 

（秋津町 Sさん） 

 

建物に関する市長の公約で建坪（建築面積）５０の敷地面積が１００というものがあった

（建ぺい率を５０％に引き上げるというもの）。これを30年、50年続けるとどうなるのか

を市長は考えてのことなのか？ 

 

 

◎ 市長◎ 

東村山市内の家は大きくても40坪くらいの土地に建っていると思います。30、40坪で

は2世帯は難しい。すると世帯は変わらないままで高齢者が増えていくことになるのではな

いでしょうか。住宅政策として、建ぺい率、容積率を引き上げることで建て替えをして2世

帯、3世帯が住めるのではないかと考え、街に多世代の方が住めるようにするようにしたい。 

※ 建坪…その建物の水平投影面積（上から見た見附面積） 

※ 建ぺい率…敷地面積に対する建坪の割合。40坪の土地に建坪20坪の建物が建っている

場合には建蔽率は５０％となる。 
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【意見カードを使用した意見交換】 

◆健康・福祉関係◆ 

 

高齢化社会で医療費がかかる。国民健康保険料を条例で安くしてほしい。 

 

 

◎市長◎ 

来年 4 月から医療保険制度が大きく変わります。75 歳以上の方には後期高齢医療保険制

度が適用されます。すると保険料が高くなると同時に、各市拠出金の額も高くなる見通しで

す。さらに、7０歳から７４歳までの医療費が1割負担から2割負担へと変わります。当市

でも医療費がかさみ、保険料が上がらざるを得ません。みなさん一人ひとりが健康であるよ

う努めていただき、市もそのための施策を進めていきます。 

 

※７０歳から７４歳までの医療費自己負担増（１割→２割）は平成２０年４月から平成２１

年３月までは、１年間凍結されます。 

◆防犯問題◆ 

 

自治会を活用して防犯対策を強化してほしい。今までの一世帯 100 円の補助金を元に戻

して、自治会ともっと協力関係を結んだらどうか。 

 

 

◎市長◎ 

たしかに自治会に対し、一人あたり100円の補助を行なっていたものを見直しました。代

わりに掲示板設置の補助を30,000円を上限に行うようになりました。会員一人あたりいく

らという形から、事業に対して補助という形に見直し、今後、見回り活動、防犯活動をした

場合に、どういった形で補助を出せるかを考えています。 

 

 

◆環境問題◆ 

 

ゴミの分別が正しくできていない人がいる。 

 

 

◎市長◎ 

行政の努力もまだ足りないと思いますが、市民の皆さんのご協力をお願いします。 

生ゴミの堆肥化をお願いし、ゴミの減量化、資源化を進めていくつもりです。 
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◆施設関係◆ 

 

中央の方ばかりいろいろな施設を作っている。中央以外にも作ってほしい。 

 

 

◎市長◎ 

全体としてはバランスよく配置しているつもりですが、そう感じられるようであれば公平

にしていく必要があるでしょう。これからは新たな施設よりも、耐震性などの視点から学校

等の改修をすすめていく予定です。 

 

◆その他◆ 

 

市長就任後、初めてとなる来年度予算編成ですが、再建、課題はどうですか。 

 

 

◎市長◎ 

この3ヵ年で国と地方の税財源移譲が行なわれ、所得税が減税、住民税が引き上げられま

した。住民税については今までの定率減税が廃止になり、結果、税金が上がったと感じる方

が多いかと思います。国の説明では、国民の負担は減った分と増えた分で同じだといいます。

平成 19 年度予算では東村山市の市民税は 15 億円増えましたが、地方交付税、地方譲与税

等が減り、全体の歳入は減少しました。三位一体改革の結果、国からの交付税は平成 11 年

度が 51億円、平成 18年度が 26億円となるなど、影響額は15億 4千万円ほどになり、

私も憤りをもっております。東村山駅前、久米川駅前の再開発はもう進んでいますが、財源

を減らされた中でどう扱っていくかが正念場だと思っています。 

 

◆その他◆ 

 

市の委託事業にかかっている費用はどのくらいなのか。明細を確認し、無駄な委託事業が

ないようにしているのか。 

 

 

◎市長◎ 

いろいろな委託をしていますが、総額だと100億円弱になる（平成18年度）のではない

でしょうか。はっきりした数字ではありませんが。もしかすると知らないところで無駄な委

託があるかもしれないので、調べていきたいと思います。 
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○市長まとめ 
◎ 財政的には厳しいが、素晴らしい市民がいっぱいいるということを今日、再確認させてい

ただきました。これから地方分権の中で、どの様なまちづくりをしていくか、市民の一人

一人がビジョンを持っていただき、これからもこういう場を設けて意識の共有、共感そし

て対話が必要と考えています。 

 

 

●対 象 市民の方（在勤・在学の方含む） 

●申込み 申込みは不要です。当日、直接会場にお越しください。 

  （手話通訳者が必要な方は、開催日の2週間前までにご連絡ください） 

   連絡先：東村山市役所 企画政策課 電話/(393)5111  fax/(393)6846 

 

 開催日 会場 時間 

第1回 
終了しました 秋水園ふれあいセンター 

第2回 
平成 19年 11月 17日(土) 多摩湖ふれあいセンター 

第3回 
平成 19年 12月 15日(土) 恩多ふれあいセンター 

第4回 
平成 20年 1月 19日(土) 栄町ふれあいセンター 

第5回 
平成 20年 2月 16日(土) 久米川ふれあいセンター 

午前 

10:00 

～ 

12:00 

      

      

○開催情報 
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○参考 

●意見カードに記入された意見の系統別件数。 

 
系統 件数 

１．健康・福祉等 5件 

２．子ども・防犯等 5件 

３．緑・環境等 19件 

４．交通・都市整備等 18件 

５．施設関係 5件 

６．その他 13件 

合計 65件 

 

 

 

●平成１９年１０月１日現在の東村山市住民登録人口 

 人口総数は148,004人。（内、外国人登録者数は1,868人） 

 

 
                               （住民基本台帳に基づく） 
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