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会場 多摩湖ふれあいセンター 
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○開催内容 

 

平成 19 年１１月１７日（土）多摩湖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２回タウンミーティング」を開催いたしました。 

 寒い中、会場には約 60 名ほどの参加者があり、様々な分野にわたるご意見ご提案につい

て渡部市長との対話集会が行われました。そして休憩をはさみ、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進められました。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きました。 

 

●会場アンケート結果（回答者住所地・年齢・性別について） 

アンケート用紙は会場入り口で配布し、うち５３枚を回収しました。 

 

住所地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

年齢                    性別   

年代 参加者数 

20 代未満 ０ 

20 代 ０ 

30 代 ２ 

40 代 ３ 

50 代 ６ 

60 代 ２４ 

70 代 １２ 

80 代以上 ０ 

未記入 ６ 

合計 ５３ 

  

本町 ０ 富士見町 ０ 

久米川町 ０ 美住町 １ 

秋津町 ０ 廻田町 ６ 

青葉町 ０ 多摩湖町 ３２ 

恩多町 ２ 諏訪町 ０ 

萩山町 ０ 野口町 ５ 

栄町 ０ 未記入 ６ 

市外 １ 合計 ５３ 

男性 ２６ 

女性 ２１ 

未記入 ６ 

合計 ５３ 

  



 

○第２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。本日は、「第２回市民と市長の対話集会」を開催するにあたり、

多摩湖ふれあいセンター市民協議会の皆さんに大変お世話になりまして、この会場をお借り

し開催いたしましたところ、早朝のお忙しい中、このようにたくさんの方にお集まりいただ

き、心から厚く御礼申し上げます。 

この対話集会は、今年の 4 月の選挙で公約にさせていただいたもので、公約の中でも一番

お金がかからない事業をすぐ始めようと、先月より秋津町にあります秋水園ふれあいセンタ

ーを皮切りに始めさせていただいたところです。市内 5 ヶ所のふれあいセンター市民協議会

の皆さまのご協力によって、今年度は開催していく予定です。国のようにお金をかけており

ませんし、やらせもございませんので、よろしくお願い致します。 

市民の皆さんのご意見を直接いただく機会というのは、市の制度では市長への手紙、E メ

ール、ファックスなどがありますが、できるだけ、市内各所に出かけまして、市民の皆さん

と顔を合わせ、対面しながら意見交換させていただく機会を作っていきたいと思っていると

ころです。 

市の台所事情は大変厳しいものがあり、市長就任前も相当覚悟はしておりましたが、想像

以上に大変厳しい、難しい市政運営を迫られているのが実態でございます。毎日、難しい判

断、難しい交渉を迫られ、緊張の日々を送らせていただいております。 

しかし、就任以来、議会の指導、市民の皆さんのご理解、ご協力を頂いて今のところ大過

なく運営をしております。今後も 14 万 8 千の市民の皆さんと力を合わせて、東村山市をも

っと住みよいまちにすべく全力をあげてまいります。本日も、皆さんの生の声を聞かせてい

ただき、できる限りお答えし、有意義な時間にしていきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願い致します。 

 

   



 

【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。 

 

◆意見◆市長に就任し、職責の重さをどのように実感しているか 

（多摩湖町 O さん） 

 

市長に就任されて半年過ぎたが、前職の議員と、市長になってからの職責の重さについ

て、どのように実感されているかお伺いします。 

 

 

◎市長◎ 

議会は自治体の意思を決める議決機関、市長はそれを執行する機関であります。議員の皆

さんも一人ひとり重い責任を負いますが、その決定は合議として議会で行うのに対し、市長

は全責任を一人で負わなくてはならない為、その重みは大変痛感しております。私の判断が

間違ったために、１４万８千人の市民の皆さんに大変な迷惑がかかるわけですので、そうな

らないよう頑張っております。 

 

 

◆意見◆市長のマニフェストである「八国山からの新たな風」 

とはなにか 

（多摩湖町 O さん） 

 

マニフェストの「八国山からの新たな風」、八国山でなければできない「新たな風」と

は、具体的に何のことでしょうか。 

 

 

 

◎市長◎ 

「八国山からの新たな風」は理念であり、考え方です。「八国山」に象徴される東村山の自

然を大事にして、自然と共生していきたいと考えております。八国山は映画「となりのトト

ロ」のモデルとなっており、観光資源として、まちの活性化の材料となりうるのではないか

と考えています。アニメでは家族愛、それと地域の皆さんの支えあい助け合いなどが強く描

かれています。昔はどこにでもあったが、今は失われつつある、家族愛、地域での助け合い

を理念に行政運営をしてまいります。 

 



 

 

◆意見◆「サツキとメイの家」を再度誘致する予定はないか 

（多摩湖町 O さん） 

 

映画「となりのトトロ」で有名になった「サツキとメイの家」は、愛知万博の目玉商品とな

り、その舞台となった東村山市はじめ多くの市が招致合戦をしたが、その後どうなったのか。 

市内の遺跡、文化財、公園などと併せて東村山市の PR、観光資源に役立てられないか。 

 

 

◎市長◎ 

当時は３万を超える多くの方から署名をいただき、「サツキとメイの家」を招致しようとし

たところ、所沢市、三鷹市はじめ全国の自治体から招致依頼があり、結局は博覧会協会が維

持管理を行うことになりました。 

先日、報道でご存知かと思いますが、秋津町にあります「淵の森緑地」の公有地化を通じ、

宮崎駿監督と一定の関係が出来ましたので、東村山市の活性化に繋がるご協力をお願いでき

ないかと考えているところです。 

 

 

 

 

 

◆意見◆東村山消防署本町出張所の移転について 

（多摩湖町 O さん） 

 

はしご車が導入された当時、本町の建物では入らないため、美住町に消防署を作ったと聞い

ている。本町出張所を建て替える話があるようだが、どうなるのでしょうか。 

 

 

◎市長◎ 

市役所の向かいにある本町出張所の建て替えの際には、都営住宅跡の更地になっている場

所に、東京都と市が一緒に新しい施設を作れないか協議をしております。また、消防署は市

の中心部に作ることが望ましいと思っており、引き続き東京都と協議をしてまいりたいと思

います。 

 

「サツキとメイの家」は平成 18 年に博覧会協議会から愛知県へ無償譲渡され、現在は

愛知県が管理・運営を行っている。 

 

*参考 



 

◆意見◆狭山公園に駐在所ができないか 

（多摩湖町 O さん） 

 

以前、狭山公園に警察の派出所を造るという話があった。警視庁が、人員の削減をしたこと

が関係しているのか、造る計画がなくなったようだが是非、造っていただきたい。 

 

 

◎市長◎ 

市内には駐在所が、廻田駐在所、久米川駐在所、青葉駐在所、萩山駐在所があり、交番が

秋津三丁目交番、東村山駅前交番、久米川駅前交番、八坂交番があると思います。東京都民

の要望で一番多いのが治安対策、防犯対策と言われています。都知事もその要望を受け、人

員増強等も図っているとのことです。今後も、派出所、駐在所について、東京都に設置を要

望していきたいと思います。 

 

◆意見◆学校施設の耐震工事の進み具合 

                      （多摩湖町 Y さん） 

 

直接、市長と対話できることを、大変うれしく思っています。今後も続けて欲しいです。 

ところで、学校施設の耐震工事が出来なくなったと聞きましたが、体育館などの耐震診断が

どこまで進んでいるのか知りたい。また、他の自治体は既に耐震工事が終わっていると聞い

たが、市内の小中学校で耐震診断、補強工事が出来ているのはどこでしょうか。 

 

 

◎市長◎ 

 耐震診断は、市内の小中学校すべて終わっております。現在行っている耐震補強工事は昭

和５６年以前に建築された建物の耐震基準が変更になったことから、それ以前に建てられた

校舎、体育館を対象に随時行っています。他の自治体は終わっているのではないか、とのご

意見でしたが、23 区内は終わっているかもしれませんが、多摩地域の自治体では耐震工事

が完了する市も出ておりますが、一部は当市と同様な状況であると思います。多摩湖町周辺

の小中学校では、北山小学校はまだ工事はしていませんが、今後の計画の中で行っていきた

いと思います。回田小学校の体育館はおととし完了しておりますが、校舎はまだ完了してお

りません。第四中学校についても、まだ完了しておりません。昭和 5７年以降に建てられた

富士見小学校、第七中学校は耐震基準をクリアーしております。体育館については化成小学

校、萩山小学校、回田小学校は建て替え工事が済んでおります。阪神淡路大震災の際、昭和

４０年代のシルバークール工法で建てたものが震災に最も弱いとされており、この工法によ

る建物の建て替えを進めてまいりました。久米川小学校、東萩山小学校、第二中学校は終了

しております。今年は、八坂小学校、第一中学校の校舎耐震補強工事を予定していましたが、

公的機関での評定をうけるため、この機関に対し、各自治体から申し込みが殺到し、本来は



 

18 年度内に評定を頂くものが、19 年４月になりました。評定が受けられてから入札をした

ところ、工期が夏休み限定工事であり、どこの業者も準備が間に合わないため、入札に応じ

なかったのが八坂小学校の事例です。第一中学校は落札されたので、南校舎については耐震

補強工事を進めておりますが、全体の工事終了は次年度以降になると思います。厳しい財政

状況ではありますが、子どもの命と安全を守るため、校舎等の耐震補強工事は計画的に順次

進めてまいります。 

 

 

◆意見◆公民館の使用料を免除してほしい 

                       （多摩湖町 Y さん）（野口町 I さん） 

 

施設を利用する際、市の免除がなくなったので、サークルの活動費を上げたり、活動回数を

減らしたり、他市の施設を利用しにいったりしているので、無料に戻してほしい。 

また、中央と地区館との利用料金差を見直してほしい。 

 

 

◎市長◎ 

基本的な考え方は、施設を利用した方に一定のご負担をいただくのは当然ではないかと考

えています。税金で賄っているので、使う方と使わない方との負担の公平性を考えると、施

設を使用すると電気代や水道代などをはじめ一定の経費は必要となり、その費用については、

一定のご負担を頂くべきと考えます。しかしながら、あまりにも料金が高すぎるため、市民

の皆さんが公民館を使わないとなると、何のために公民館を建てたのかということにもなり

かねませんので、今後の利用状況、推移を見ながら研究検討していきたいと思います。 

  

 

◆意見◆野口町に集会施設を 

（野口町 I さん） 

 

多摩湖ふれあいセンターもよい施設ですが、野口町には公共施設がありません。野口町の健

康広場に集会施設を作ってほしい。 

 

 

◎市長◎ 

野口町の集会施設、ふれあいセンター構想ですが、野口町の方からはこれまでも強く要望

が出されております。現在は八坂神社の参集殿、猿田彦神社の社務所を集会施設としてご利

用になっていると思います。市ではふれあいセンター構想の中で、青葉町、野口町にそれぞ

れ設置をしていく方向性は持っておりますが、大変厳しい財政状況もあるので、その点も勘

案しながら前向きに取り組んでいきたいと思います。 



 

◆意見◆コミュニティバス路線を多摩湖町、廻田町、野口町方面へ 

                                （野口町 I 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。多摩湖町、廻

田町、野口町方面には北山公園もありますので、路線バスを通してほしい。 

 

 

◎市長◎ 

今年度は久米川町４，５丁目あたりを経路とする久米川町循環と、諏訪町循環の二路線が

開通予定です。21 年度を目途に市の北西部、野口町、多摩湖町を通るような路線を検討さ

せていただいております。しかし、現状運行している路線、東村山駅～多摩医療センターを

経由し秋津駅までの路線バスはかなりご利用いただいておりますが、毎年 2 千万ほど税金を

かけて運行しております。久米川町循環、諏訪町循環がどれほどの利用があり、どれほど税

金で負担するのか充分な検討が必要です。また、なぜ市の北西部の交通が遅れているかとい

うと、東村山駅の西口にバスを駐車する十分なスペースがないことが最大の問題ですので、

西口の広場を作ったあかつきに考えてまいりたいと思っております。 

 

◆意見◆骨密度測定器を貸し出し用に購入して欲しい 

（多摩湖町 H さん） 

 

保健推進員をしておりますが、骨密度測定器が「健康のつどい」で非常に多くの方が使用さ

れたので、ぜひ当市でも骨密度測定器を購入して貸し出してほしい。 

 

 

◎市長◎ 

 市民産業祭と同時に開催されました｢健康のつどい｣には多くの方が参加し、自身の健康チ

ェックをされました。保健推進員の皆さんには、ご協力いただき大変感謝しております。 

この日、私も初めて当市に骨密度測定器がないことを知りました。担当課長もぜひ欲しいと

希望しておりました。値段のこと、予算のことなどがありますのですぐに購入できるとはい

えませんが、所管課とも十分に協議をしていきたいと考えております。 

 

◆意見◆(仮称)縄文体験館の運営について 

（野口町 U さん） 

 

縄文体験館の工事が始まりました。そこで、縄文体験館の今後の運営方法について知りたい。 

 

 



 

◎市長◎ 

教育委員会から具体的には、聞いていませんが、市民の皆さんの協力を頂くことになると

思いますので、その折には、よろしくお願いします。 

 

○ふるさと歴史館より○ 

（仮称）縄文体験館には市内遺跡から発掘された出土品が収蔵され、これらを後世に守り

伝えていくための適切な保管と整理、公開をするために、専門的知識や技術が必要との観点

から、当面はふるさと歴史館が担当所管として運営ならびに施設管理をおこなう予定です。

しかし、（仮称）縄文体験館の運営の主軸となる各種体験学習やガイド等の事業につきまし

ては、市民の方々による主体的、積極的なボランティア活動が中心となるような事業運営体

制を検討しております。 

 

 

◆意見◆タバコの歩行喫煙禁止、ポイ捨て禁止の条例をつくってほしい 

（野口町 Ｕさん） 

 

西口広場が出来ることを機に、タバコのポイ捨て禁止と罰則を。毎朝、家の前を掃除してい

ると必ず吸殻がある。マナーの問題かと思うが八国山もあるので、火災防止の上からも是非、

お願いしたい。 

 

 

◎市長◎ 

三多摩各市でもタバコ歩行喫煙禁止条例を設けていますが、なかなか実効性がありません。

千代田区では区が委託した巡回員が注意をし、また、罰金をもらうことを実際に行っている

ようですが、三多摩各市では罰金の定めはあるものの、そこまでやっていないのが現状です。

実行すると人の手配にお金がかかりますし、また、法的な権限等の問題もあります。当市で

も現在、制定に向けて整理、検討しており、出来るだけ早く条例化をし、実があがるように、

取り組んでまいりたいと思います。毎朝お掃除ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「路上禁煙地区」での喫煙や吸殻のポイ捨てをした場合や、「環境美化・浄化推進モデ

ル地区」で路上障害物により明らかな通行の障害や危険がある場合、空き缶などのごみ

を捨て、著しく生活環境を害している場合などには、２万円以下の過料（当面は２千円）

を罰則として適用している。罰則はあくまで人々のマナー・モラルの向上を呼び起こす

「手段」であり、それにより、安全で快適なまちを築いていくのが本来の「目的」とし

ている。また、休日や夜間を含み毎日巡回パトロールを行っている。 

 

*参考*千代田区「生活環境条例」あらまし 



 

◆意見◆国保財政の赤字について 

（多摩湖町 U さん） 

 

高齢化が進み、国保医療の赤字が続いています。黒字になることは無いと思うが、この問題

に対して対策はありますか。 

 

 

◎市長◎ 

国保財政は、どこの自治体でも高齢化とともに国保加入者が増え、保険料の支払よりも保

険給付として出て行くほうが非常に多く、赤字になっているのが実態です。当市も 18 年度

の国保財政は、赤字で決算報告いたしました。平成 20 年度には大きな医療制度改革が行わ

れるため、各自治体でも今それに向けて準備しているところです。来年からは 75 歳以上の

方を対象とする新しい医療制度として後期高齢医療制度が発足します。今まで保険料の支払

が基本的に無かった方に対しても、75 歳以上のすべての皆さんに保険料をお支払いただく

ことになります。保険料は、全体で平均すると、大体７万円（＊厚生労働省調べ 全国平均

約 7 万２千円）くらいであり、東京都では 10 万円近くになってしまいます。説明をすると

長くなってしまいますが、国は東京都民の所得が高いので、満額調整交付金を出さないとし

たため、東京都と幾つかの自治体の保険料が高くなっている問題が生じています。先日も、

私を含め東京都内の市町村長が、厚生労働省舛添大臣に是正の申し入れを行い、また、都に

対しても要望を出したところです。国保財政をどのように立て直すのかには、妙案はありま

せんが、できるだけ市民の皆さんに病気にならないでいただくことが重要です。国もその意

味で、特定健診・特定指導という動きを示しています。市では、健康を維持してもらうよう、

予防面を重視し、健康づくりに力を入れ、国保財政の健全化を目指していきたいと考えてお

ります。 

 

◆意見◆市財政基盤をどうしたら強くできるか 

 

 

市財政基盤が弱い。これからどうするのか。 

 

 

◎市長◎ 

東村山市は三多摩 26 市中、市民一人当たりの市税収入は下から２、３番目くらいです。

東村山市の特徴は工場、事業所、企業が少なく、そのうえに浄水場等の国・都の施設が多い

のが実態です。この実態の中で、どのように市税を上げていくか、まずは、一定の都市基盤

の整備を行い、東村山市の価値を上げていく必要があるのではないかと考えます。また、ま

ちづくりがここまで進んでいると、企業誘致はなかなか難しい問題があるので、市内の産業

育成と活性化に努めてまいりたいと思います。 



 

 

               ～休憩１０分～ 

   

◆意見◆前川の溢水対策について 

（野口町 Ｍさん） 

 

シチズングランド付近は雨が降ると冠水がひどいです。何度か市とも話し合いをしており、

緊急的な対策として、前川の土石を処理してもらっています。 しかし、解決には工事費が

1 千万円かかり、難しいといわれていますが根本的に解決をしてほしい。 

 

 

◎市長◎ 

根本的な解決はご指摘のようになかなか難しいが、なんとか解決に向かって努力をしてい

きたいと考えております。緊急的な対策としては、たまった泥を取り除く浚渫*という事にな

るが、それについては所管と協議してまいりたいと思っております。 

  しゅんせつ 

＊浚渫…港湾・河川などの水深を深くするため、水底をさらって土砂などを取り除くこと。 

 

◆意見◆市民農園を増やす計画はあるのか 

（多摩湖町 S さん） 

 

市民農園の利用者です。農園は区画整理用のロープが切れていて、杭が劣化していて、農具

が半分しか実際にありません。昨年 10 月から、何とかしてほしいと所管にお願いしている

が、いつ整備をしてもらえるのか。また、高齢者の健康のためにも市民農園の役割が大きい

し、ニーズが多く申し込みしてもなかなか当選しないが、今後、市民農園を増やす計画はあ

るのか。 

 

 

◎市長◎ 

市民農園の区画ロープ、備品整備についてご迷惑をおかけし申し訳ありません。担当所管

課と調整していきたいと考えます。市民農園の増設予定はあるかとのことですが、市民農園

は税法上の問題があり、相続の問題が発生しますと、生産緑地であり、自己で耕作していな

いため、市に買い取り申し出が出来ないデメリットがあります。そのため、農家の方のご協

力がいただけないのが実状です。今、市が進めているのは体験農園です。農家の方と市民の

方が一緒に栽培した生産物が、今年の産業まつりでも展示されておりました。市としては体

験農園を増やし、市民農園については現段階ではこれ以上増やさない方針です。 

 



 

◆意見◆市の情報公開について 

（廻田町 S さん） 

 

市の情報公開の姿勢についてお尋ねします。行政の持っている情報を市民に対し開示してい

くことは、どこの自治体でも行われておりますが、東村山市は有料になっています。以前、

市の借金がこれからどれだけ減っていくのかをメールにて問い合わせた所、回答をもらいま

した。しかし、回答の最後に“今後は市の情報公開制度を利用してください”とありました。

市民が、市の情報を得ることは、本当に受益者負担になるのでしょうか。 

 

 

◎市長◎ 

市の根幹にかかる情報は市のホームページでむしろ積極的に公開すべきと考えております

し、今後も積極的に公開していきたい。個別の情報公開については、当市の場合、情報請求

がいついつの情報というように、かなり詳細な情報公開を求められ、請求者が個別的に利用

されているケースも多く見受けられるので、その点については基本的な考え方に変わりはあ

りません。 

 

◆意見◆行政視察のありかた 

（廻田町 S さん） 

 

行政視察で、遠方まで行く必要があるのでしょうか。厳しい財政事情であるなら当市と人口

規模が同様な近隣自治体で日帰りでもよいのではないでしょうか。去年までのやり方を前例

主義で実施していないでしょうか。 

 

 

◎市長◎ 

行政視察のあり方については、議会の問題であり、私のほうからのコメントは差し控えさ

せて頂きます。 

 

◆意見◆資金を稼ぐ方法 

（廻田町 S さん） 

 

このような機会を作ってもらいありがたい。お金がかかる話が多かったので、今度は稼ぐこ

とを考えてはどうか。例えば、「淵の森」を活用したり、写真クラブで絵葉書を作成してはど

うか。また、「江戸しぐさ」の普及をしてはどうか。 

 

 



 

 

 

◎市長◎ 

宮崎駿氏がかかわっている、狭山丘陵でナショナルトラスト運動をされている「トトロの

ふるさと財団」があります。こちらの財団は、宮崎氏の許可を得てグッズを販売し、基金に

していると聞いています。当市で、そのようなことがご協力いただけるのかどうか分かりま

せん。お目にかかった折に、お願いしてみようと思います。 

自転車のマナーも含めて、「江戸しぐさ」を復活させるというのはユニークな提案です。江

戸は当時でも世界的な大都市で、人々が密集する中で、衝突を回避する為に自然に身につい

たしぐさが「江戸しぐさ」で、トラブルが無かったと聞いております。最近では、些細なこ

とがきっかけで大きなトラブルに発展している事件を思うと、「江戸しぐさ」が広まっていけ

ばと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆意見◆生活保護の基準は 

（廻田町） 

 

福祉が充実しているというが、生活保護や、障害者手帳の受給の基準はどうなっているのか。

また、議員さんの口利きがあったため、受給が早く受けられた人がいると聞いたが。 

 

 

◎市長◎ 

生活保護、障害者手帳の受給は、国の示している基準に則り、職員が対応しております。

よって、申請に議員がかかわると早いということはありません。今後も誤解を生まないよう

に、公平に進めていきたいと思います。 

 

 

江戸しぐさは、商人しぐさ、繁盛しぐさといわれていました。具体的には、江戸企業

家同士および、お客に対する挨拶や、付き合いの仕方であり、常に人への配慮など人

間関係を良好に保つための知恵でした。 

主な江戸しぐさ 

・傘かしげ･･･狭い路地などで傘をさした人同士がすれ違う際に、互いの傘がぶつから

ないように自分の傘を外側に避けるしぐさのことであり、相手を思いやるしぐさ。 

・肩引き、逆らいしぐさ、喫煙しぐさ、こぶし腰浮かせ・・・など 

*参考* 江戸しぐさについて 



 

【意見カードを使用した意見交換】 

 

◆健康・福祉関係◆ 

 

介護保険料が高い。国保料が高い。何とか下げてもらえないだろうか。年金生活者にとっ

ては、とても負担が重過ぎる。 

 

◎市長◎ 

介護保険料については、３年毎に見直しがなされ、最近では１８年度に大幅に制度が変わ

りました。当市は三多摩全体でみるとそれほど高くありません。高い市は、平均で 4000 円

以上だと思うが、当市はそこまでいっていません。確かに、年金生活の方にとっては介護保

険料、国保料が重い負担になっていると思います。しかし、高齢化が進んでいる中、現役世

代の負担が増えており、年金生活の方にも一定のご負担をお願いをせざるを得ないところで

す。今後も、できる限り、介護料金、国保料金が上がらないように努力してまいります。 

 

◆防犯問題◆ 

 児童や一人暮らしの防犯対策を考えてほしい。 

 

 

◎市長◎ 

前回の対話集会でもご意見がありました。通常の警察の対応だけでは難しいところがあり、

防犯についてアオパトによるパトロールを始めさせて頂きました。 

やはり、住民の皆さんが取り組みをしていただくのが重要ではないかと思います。北山小の

子ども達の下校時に、大勢の地域の方が見守りパトロールしていただいており、頭が下がる

思いです。 

 

                                         

  
  

民間の防犯活動及び防犯意識の向上のため、

平成１６年１２月から「防犯パトロール車に

青色回転灯の装備を認める仕組み」が運用に

なり、自治体、ＮＰＯ法人、住民組織などが

防犯活動に使うパトロール車輌に青色回転

灯を装備することが可能になりました。 

 

*参考* 青色パトカーについて 



 

◆都市整備◆  

 

道路工事終了後の跡地の活用。植込み（花壇）にして。現状はゴミ捨て場にされる。 

 

 

◎市長◎ 

具体的にはどこでしょうか。 

現場の状態を見ないと分かりませんので、個別については所管課にお問合わせ願います。 

 

 

◆交通◆ 

 

東村山駅西口開発後の多摩湖地区へのバス等（道路）アクセスの改善策を聞きたい。 

＊西口から多摩湖町までの道路については直線道路ができないか。 

 

 

◎市長◎ 

西口開発後には、北西部エリアの交通不便地域にコミュニティバスを走らせていきたいが、

どこを通るかは、西武園駅までの路線を検討させていたただいています。 都市計画道路３・

４・９号線は、東村山駅西口から廻田町を抜け、武蔵大和駅への道で、できるだけ計画実施

に向け検討していきたいと考えております。 

 

 

◆緑◆ 

 

東村山の豊かな緑を守ってください。 

 

 

◎市長◎ 

「緑あふれくらし輝くまち東村山」を目指しておりますので、緑については今後も精力的

に頑張って守っていきたいと考えております。市内で緑地保護区域に指定されている民有地

が 12 万㎡（＊平成 19 年 9 月現在、約１３．６万㎡），公有化しようとすると㎡単価 10 万

円としても１００億以上かかりますので、どこを優先するかということになると思います。

北西部については、北山公園内に民有地がありますので、そこの購入を進めていきたいと考

えています。また、前川の対岸の屋敷林につきましても、せせらぎの道の区域、回田小の真

北も市が精力的に公有地化を進めてきております。  

 



 

 

 

◆その他◆ 

                               （廻田町 Ｏさん） 

 

市長は今、何が課題と思っていらっしゃいますか。 

 

 

◎市長◎ 

やはり、市の財政をなんとか立て直していきたいと思います。先ほどもお話しましたが、

東村山市は大きな工場や、事業所がないので、三多摩の中でも元々財政力が脆弱です。国か

ら交付税を頂いており、一番多いときは５１億円でしたが、地方分権によって、地方が自立

しなさいということで三位一体改革が行われて、今までの所得税が一部地方に入りました。

その代わり、国からの交付税が半減しており、税源移譲で１０億ちょっと伸びてはいますが、

差引しますと１５億円ほどのマイナス影響となっています。市の無駄な部分があれば削り、

適正にしていかなくてはなりません。財政の問題はある意味、東村山市の永遠の課題であり

ますので、市民の皆さんとも知恵を出し合いながら何とか分権社会の中で、東村山市が持続

可能な自治体になるように、今後も取り組んでまいりたいと思っております。 

 

 

○市長まとめ 
 

あっという間の２時間で、皆さんの中には、もっと話を聞いてほしいという方や、消化不

良と思われた方がいらっしゃるかもしれません。限られた時間のなかで、様々なご意見を伺

えたかと思います。今後も様々な声を聞かせて頂きながら、東村山の市政を誤らないように

これからも頑張っていきたいと思っております。 

タウンミーティングは、引き続き市内各所で開催させて頂きますので、このように直接声

を聞かせていただければと考えております。どうぞよろしくお願いします。今日は有難うご

ざいました。 

 

 

 

 



 

 

 

●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(内 2215) 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 終了しました 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 

～ 

正午 

      

 

      

 

○開催情報 



 

○参考 

●意見カードの意見内容件数。 

 
内容 件数 

１．健康・福祉など ６件 

２．子ども・防犯など ２件 

３．緑・環境など ５件 

４．交通・都市整備など １１件 

５．施設関係 ６件 

６．その他 ６件 

合計 ３６件 

 

 

 

●平成１９年１１月１日現在の東村山市住民登録人口 

 人口総数は 148,085 人。（内、外国人登録者数は 1,846 人） 
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