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○開催内容 

 

平成２１年３月２１日（土）午前１０時から恩多ふれあいセンターにおきまして、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１８回タウンミーティング」

を開催いたしました。 

 約４５名の方に参加をしていただき、市政課題、恩多町地域の課題について熱心なご意見

が出されました。休憩をはさみ後半は、意見カードに記入されたご意見や質問の内容につい

て対話が行われました。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す。 

 

  

●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配付し、うち２５枚を回収しました。 

 

・参加者の住所地 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

  ・年齢                ・性別   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町 １ 富士見町 １ 

久米川町 ２ 美住町 ０ 

秋津町 ０ 廻田町 ０ 

青葉町 ６ 多摩湖町 ０ 

恩多町 １３ 諏訪町 ０ 

萩山町 １ 野口町 ０ 

栄町 １ 未記入 ０ 

市外 ０ 合計 ２５ 

男性 １９ 

女性 ６ 

未記入 ０ 

合計     ２５ 

  

年代 参加者数 

20代未満 0 

20代 ２ 

30代 １ 

40代 ０ 

50代 ０ 

60代 １４ 

70代 ６ 

80代以上 ２ 

未記入 0 

合計 ２５ 
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○第１８回タウンミーティング記録（概要） 
  

 

【市長あいさつ】 

みなさんおはようございます。連休の中日、お彼岸にも関わらず、早朝より多くの市民の方にご参加いただき

心より厚く御礼申し上げます。また、常日頃より市政推進にあたり大変なご理解、ご協力いただき、この場をお

借りして感謝を申しあげる次第であります。 

市長に就任させていただき、選挙公約だったタウンミーティングを始めさせていただいたのは１９年１０月か

らで、今回で１８回目となりました。恩多町では、前回１９年１２月にこの恩多ふれあいセンターで開催させて

いただきました。その後、いただいた課題について前進した部分もあれば、なかなか進んでいない部分もあるか

と思います。後ほどご質問・ご指摘あれば、順次お答えさせていただきたいと思います。 

現在、市では市議会３月定例会が開催中で、ことに２１年度予算は予算特別委員会でのご審査をいただき、ご

可決をいただきました。既にご案内かと思いますが、東村山市は大変厳しい財政状況に追い込まれています。端

的にいえば国と地方の税財源移譲、三位一体改革の影響が極めて大きく、加えて、昭和４０年代に市が急激に人

口増加した時に大量採用した職員が、順次退職を迎える時期にさしかかっております。その退職者のため、退職

手当基金を積んでいたのですが、実は東村山市は既に一度、３０名程度ずつ退職された大量退職の波があり、そ

の時に基金を相当取り崩していました。取り崩した分について、三位一体の改革の影響で積みなおす余力がなか

ったため、退職金を払うために退職債という借金をしなくてはならないのが現状です。ただ、やみくもに借金を

して職員の退職金を払うのではなく、昨年１２月に議会で承認いただき、職員の給与構造改革をかなり大規模に

進めました。平均して６．７％の給与ダウンとなり、最も影響を受ける職員では、年収ベースで１４０万円程度

削減されました。後ほどご質問いただけければ、詳しく説明させていただきたいと思います。 

それから、連日テレビ等報道のありました定額給付金についてです。一部自治体では既に給付が始まっており

ますが、東村山市は人口が１５万人という事で、すぐに皆さまに現金をお配りするのはなかなか難しく、現在今

月中に皆さまに申請書類を各お宅に送付するべく、準備作業を進めています。４月末くらいから、指定された口

座に振り込みさせていただきたいと考えております。詳しいご案内は、４月１日号の市報と一緒にチラシを市民

の皆さんの全戸にご配送させていただきたいと思っています。また、定額給付金を当て込んで振り込め詐欺があ

るのではと心配もされています。市役所から電話で皆さまの所にＡＴＭを操作して下さいと言うことは一切あり

ません。あくまでも文書でのやり取りですので、お間違えのないようしていただければと思います。 

                            

                                 

本日、外は大変いいお天気ですが、生憎私

は花粉症でして、このような私の鼻の詰ま

った声をお聞かせするのは心苦しい限り

ですが、限られた時間ではありますので、

有意義に意見交換ができればと思ってお

ります。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 
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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。 

 

◆意見◆ 

（恩多町 Ｈさん） 

 

各行政の方々は、個別には非常に一所懸命に仕事をしているのは、ひしひしと感じて

いる。ただ懸念するのは防災関係で、各行政がどのような仕事をし、行政間でどういう

連携をとるのか。聞いてみると災害が起きた時に市長から指示があり、その中で連携を

とる、という話ししかない。災害が起きた時に一番大切なのは各行政の連携であるので、

私達に見えるようにしてもらえれば、非常に安心できる。 

 

 

◎ 市長◎ 

  ご指摘のように、大災害が起きた場合は、市役所の中に災害対策本部が設置され、市長が

本部長を務める事になります。本部長の指揮命令のもとに、消防署・消防団、あるいは市役

所組織が動きます。直接的な指揮命令系統ではありませんが、連携という形で警察署、それ

から非常に大規模な災害になった場合には、自衛隊の出動要請を対策本部長の市長が行う事

となります。 

市では防災会議を設けており、年に１回程度ではありますが、防災を管轄をする各官公庁、

ライフラインを担う東京電力さん、東京ガスさん、ＮＴＴさん等も含めて会議を持っており

ます。また、年に１度震災訓練を行い、その際にはその関係各機関にご出動いただき、一緒

に訓練する事などを通じて連携を図る取り組みをしております。もちろんご指摘を踏まえて、

更なる行政間の連携がとれるよう努めてまいりたいと思います。消防署とは通常の消防活動、

火災等にあたって、必ず市側も出動しますし、市の消防団も一緒に消火活動にあたっており

ますので、そういう意味では日常的に連携が図られていると思っています。 

 

◆意見◆ 

（青葉町 Ｏさん） 

 

来年度から義務化される火災警報器の設置について、新聞を見ると様々な自治体で何

らかの補助制度に取り組んでおり、６５歳以上の家庭、要支援・要介護の家庭、障害者

の家庭に補助する自治体もある。年金生活で、各種保険料を天引きされると手元にほと

んどお金が残らない。この機会に高齢者、障害者のいる家庭には何らかの配慮が欲しい。 
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◎市長◎ 

火災警報器の補助制度については、議会からもご意見をいただいております。昨年、東村

山市内で起きた火災により亡くなられた方もおり、残念ながら全て高齢者の方でした。消防

署から報告いただいた時に、警報器があれば亡くならずに済んだのではないかとご指摘いた

だき、そういう意味では高齢化が進んでいる中で警報器の設置というのは非常に大きな課題

であると受け止めております。 

消防署側でも、義務化はされても罰則規定がないので、どこまで普及が進むのか危惧され

ており、市でも協力をということで、市報等に掲載させていただきました。もっと踏み込ん

で普及を図るためには、補助制度が重要であるとは認識しておりますが、現在の財政状況で

は厳しいというのが、今の段階での率直な考えであります。ただ今年度の予算の中で、直接、

警報器ではありませんが、２つほど新しい防災関係の補助事業を進めさせていただきます。 

１つは、各住宅の耐震診断で上限４万円の補助金を出させていただきます。市内の耐震診

断・耐震補強の推進を後押ししたいと事業を立ち上げました。もう１つは、これも阪神淡路

大震災で指摘された事ですが、家が潰れて亡くなる、家具が倒れて亡くなる方が多かったの

で、転倒家具の防止器具を１軒当り1万５千円を上限に補助を行い、高齢者・障害者等で取

付困難な場合には、取付料6,000円についても補助します。３年間の時限措置ですが、近々、

市報に掲載して申込み受付けさせていただくよう検討しております。警報器も今後の課題と

して受け止めさせていただきます。財政的に裕福な所が、補助制度を設けている事は私も承

知しておりますので、お金をどう確保するかを考えながら、研究していきたいと思います。 

 

〇防災安全課より〇 

障害者の火災警報器の補助につきましては、日常生活用具の給付として行っております。

補助基準は、①身体障害者手帳の交付を受けた者（児）で、その障害の程度が１級又は２級

のもの ②知的障害者（児）で、障害の程度が最重度又は重度のもの（①・②のいずれも、

火災発生の感知及び非難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。） 
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◆意見◆ 

（恩多町 Ｅさん） 

 

３月議会で、公民館条例の一部改正があり、使用料が平均３０％減額になるとの事で

関心も持ち、生活文教委員会を傍聴した。 

公民館使用料は原則有料だが、社会教育法２０条に適合する団体、つまり市民の社会

教育団体は無料、高齢者や子どもの団体の使用料免除が何１０年も続いてきた。2年前

に有料になり、５館ある公民館の利用率減少が平均１１．８％になったため、その利用

の促進を図るため、今回の２年に１度の見直しで、減額する事としたと解釈した。受益

者負担、使う人が有料でないと使わない人に不公平だという理論で有料にしたが、どう

しても納得いかないという部分があり、２０条団体の適用で免除を願っている。ただ、

今回の条例改正では富士見のフラットルームが半額くらいになり、中間の団体は助かる

と思う。究極の願いはあるが、２年間の状況を見て利用減退を食い止めるという事は、

一部評価したいと思う。 

 

 

◎市長◎ 

使用料の問題については、市長に就任してタウンミーティングを始めさせていただいてか

ら、ほぼ毎回、元に戻して欲しいというお話をいただいてきました。 

従来私が申し上げてきましたのは、館が主催する事業は、材料費等の実費をお願いする事

もありますが、当然使用料は無料で、市民の皆さんに引き続き学習の機会を提供しておりま

す。ただ、いわゆる貸館については一定の光熱水費等、費用がかかりますので、そのかかる

分を結果として使わない市民も含めた税金で全て賄う事については如何なものかという思い

を持っている事を、再三にわたって申し上げてまいりました。 

しかしながらご指摘のように、今まで無料だったものが有料化され、しかも建設費の一部

も使用料の中に組み込んでいましたので、後からできた施設は減価償却が済んでいないとい

う事で非常に高くなっていました。廻田公民館、富士見公民館、秋津公民館については高く

なり、極端に利用率が落ちてしまいました。これらの事を踏まえて、部屋をお貸しするのは、

古い・新しいはあるにしろ、どこを使用しても㎡当りの単価は同じにすべきとの考えで積算

させていただきました。金額的には、以前に比べれば廻田公民館、富士見公民館等について

はかなり下がりますので、使いやすくなるのではないかと思います。 

確かに、無料に戻すという事からすれば、一定の使用料を取る事に対してはいかがかと思

う面もあるかもしれませんが、やはり、ふれあいセンターにしても他の施設にしても、利用

する方に一定の負担をお願いしておりますので、そういう意味で貸館にてご利用いただく場

合、一定の負担をお願いいたしたいと思います。今後より多くの市民の皆さんにお使いいた

だけるように、その他を含めて努力していく必要があると思いますので、ご理解いただけれ

ばと思います。 
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◆意見◆ 

（青葉町 Ｋさん） 

 

青葉小学校の正門前に信号機を設置して欲しいと、東村山市や警察に要請してきた

が、まだ設置されない。市長さんから、警察の管轄なので、市としては警察にお願いし

ているという報告は受けているが、狭いわりに通勤の時間帯は交通量が多い。警察の回

答は、道路の幅の関係かもしれないが設置が困難とのことだが、見回りの人も一所懸命

やっている。ぜひ信号機を設置して命を守って欲しい。 

もう１点は、青葉町3丁目の所沢街道の歩道橋は、自転車や車椅子、お年寄りの方は

渡れない。交通量が多く、何年も前から活動し、２千人以上の近隣の人の声を集め、ぜ

ひ信号機を、と署名を警視庁に提出したが、まだ実現していない。同じ道路上でも、1

丁目の外れはすぐに設置された。現状を見ていただいて、認識していただきたい。 

 

 

 

◎市長◎ 

以前から、地域の方々からいただいている要望・要請で、市としてもこの間、何とか設置

できないかと警察と協議してきました。 

まず青葉小学校の正門については、信号機をつけた場合、横断歩道の手前で歩行者が溜ま

れる場所が一定程度確保されなければ、かえって危険であるというのが警察の今の見解で、

なかなかその先が進まない状況です。最終的には警察の判断になりますので、私どもとして

は現状の道路の形態のままでは厳しいという認識で、今後どうすれば設置できるのか研究し

ていきたいと考えます。 

所沢街道の所については、永年要望していて何故つかないのかという事ですが、結果とし

て言いますと、所沢街道の歩道橋を解消しないと信号機を設置できないというのが警察、東

京都の見解でして、歩道橋がついたがゆえに、なかなか信号機をつけていただけないという

事になります。市としては地域の住民の皆さんのご要請をいただいて歩道橋を落橋し、横断

歩道をつけて欲しいと要請しております。あくまでも感触ですが、東京都も少し前向きに考

えていただけるようになってきたかと思います。我々も頑張ってご意向に添えるように進め

ていきたいと考えております。 
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◆意見◆ 

（青葉町 Ｕさん） 

 

３・４・１１号線の道路は、市の要望で推進しているという。必要だという事だが、

最後には、東久留米や西東京からの延長線で、他の市から来ているのだから俺のせいで

はない、というのが市長の本音ではないか。市のお金かからなくても道路ができるとい

うのも１つの口実になっていると思う。 

やはり今の時代だからこそ、市長は緑や命をちゃんと守る柔軟な姿勢を見せてほし

い。市長は、道路ができる場合、木や緑を守ると提起されて建設局に言うとの事だった

が、昨年秋に建設局に意見を言いに行ったが、市から特別な接点はありません、特別な

要望もありませんとの事。タウンミーティングで先ほどから、要望を出すとか言ってい

るが、実際に本当に現場を見て、内容をきちんと伝える姿勢がなければ、市民が市政に

信頼が持てない。３・４・１１号線は再度検討し直していただきたいという思いを表明

させていただく。 

 

 

◎市長◎ 

昨年こちらで行った時も３・４・１１号線のお話を随分いただいたと思います。その時に

私の考えは述べたとおりですが、誤解のないようにお願いしたいのは、私は私のせいではな

い、と言ったつもりはありません。私自身はあくまで必要な道路だと認識しております。 

ご案内のとおり、府中街道沿いのニチレイの所までつながっていくと、先ほど話題になっ

た青葉通りの交通量もかなり減少するのではないかと考えております。 

それから今、道路予定地の樹木を移植するという計画で進めていただいております。それ

については今回、むさしの園の跡地については正直言って東京都は全くの白紙だと言ってお

りますので、今後の推移を見守りたいと思いますが、そちらの方に移植をする方向で建設局

は進めていると聞いています。建設局が何故、そのような見解を言っているのかわかりませ

んが、緑の総量はできるだけ守っていただく事で、同じキャンパスの中で移植をするので、

そこはご理解いただきたいと思います。 

市民の声を聞く姿勢がないのではないかとの事ですが、私としては月１回ですが、こうい

う機会を開かせていただき、直に市民の皆さんの声を聞かせていただいているつもりですし、

賛成・反対は当然あるにしても、真剣に取り組みさせていただいているつもりですので、ぜ

ひご理解いただきたいと思います。 
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◆意見◆ 

（青葉町 Ｔさん） 

 

公民館に通うのに、グリーンバスが夜７時半くらいで終わってしまい、夜、参加して

も帰りはタクシーか歩くか自転車かしかない。歳をとると自転車も夜は危ないので、時

間延長を市は考えているのか、お尋ねしたい。 

 

 

◎ 市長◎ 

グリーンバスの時間延長を求める市民の声はあります。ただ延長となれば費用もかなり発生

します。現状では非常に厳しい、という事で、今の段階では申し訳ありませんが、時間の延

長は考えておりません。 

 

◆意見◆ 

（恩多町 Ｋさん） 

 

まず、橋ができまして、ありがとうございました。私が提案して要望書を書いてから、

できるまで約１０年とちょっと長くかかった。いろいろ事情はあるかと思うが、難点を

言えばもう少し木を大切にして欲しかった。 

また、工業団地の裏方、柳泉園に接する所で、運送業者の１０ｔ車やトレーラーが私

道まで入り込んできて非常に困っている。そして道路も傷んできており、大きな穴が開

かないうちに補修をすれば、安くあがるのではないかと思うので補修してほしい。 

もう一つ、タバコの喫煙について、駅周辺が路上喫煙禁止になったが、さらに１歩も

２歩も進めて欲しい。東村山のフレーズ、安心・安全なまちづくりのためには、税収も

あるかと思うが、それ以上に大切なのは健康であると思う。環境問題を特にやっていた

だきたい。 

 

 

 

◎ 市長◎ 

市に要望してもなかなかやってもらえず１０年かかったという事で、申し訳なく思います。

人道橋については現在工事させていただいておりますが、工事を始める段階で東京都と協議

し、だいぶ川上に移ってしまい、私も木をあまり切りたくはありませんでしたが、やむを得

ずあのような形になりました。道路の傷み等については、現場を確認して、対応できる所は

対応したいと思います。 

タバコの問題は、率直に申し上げて、市・行政の取り組みだけで禁煙を勧めるというのは

なかなか難しいものがあります。ただ、できるだけ路上で歩行しながらタバコを吸うのは止



                   - 9 -         第１8回タウンミーティング 

めていただくという事で条例を作らせていただき、一定の成果は上がっていると考えていま

す。もっと踏み込んで神奈川県のようにお店での喫煙も全て取締りをする様にと言ったご指

摘と思いますが、これは非常に難しい問題が多く、研究させていただきたいと思います。 

ちなみに、市のタバコの税収は 18 年度には８億円ほどありましたが、やはり禁煙で喫煙

される方が少なくなった事で、19年度決算では7億2千万円と落ちてきています。ご指摘

のようにタバコを吸う事でかえって医療費がかかるよりも、できるだけ健康を維持していた

だいた方が、結果として市の財政は助かると考えておりますので、今後も啓発活動に取り組

んでいきたいと思います。 

 

〇道路・交通課より〇 

工業団地の裏方、柳泉園に接する公道につきましては、現在調査をさせていただいており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～休憩～ 
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【意見カードで複数のご意見を頂いたテーマに関する対話】 

 

◆ 空堀川の周辺環境整備について◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（恩多町 Ｓさん） 

◎ 市長◎ 

前回を踏まえ、また議会でも空堀川の歩道の道路に接する部分で交通量の多い部分につい

ては、横断歩道と信号機の設置をして欲しいというお話は出ました。市としても警察と協議

した経過はあります。 

確かに、鷹の道の所、あるいは所沢街道について、現状では設置がなされておりません。

その理由を明確にとの事ですが、私も今は何故つけられないのかを申し上げられるものを持

っておりません。設置者は警察ですので、間違った事を申し上げるといけませんから、もう

一度きちんと理由を明確にしてお知らせさせていただきたいと思います。 

それから空堀川の街路灯については、ご指摘のとおり、畑のある所で街路灯のついている

所もあるのはおっしゃられるとおりかと思います。私としてはなかなか全てつけきるには、

むしろ財政的な理由として厳しいと思います。多くの方が散策され、夜も通行量があります

ので、一度に何箇所も設置するのは難しいにしても、一度現場を見させていただいて前進で

きるようにしたいと思います。 

 

〇道路補修課より〇 

空堀川側道の街路灯設置に関しましては、河川管理者の東京都の指導により、河川の管理面

や安全上、基本的には電線類は地中化にするよう求められており本区間設置に向けた課題と

しては、財政的なことや照明影響による農作物の成長被害等がありますのが、営農者等の理

解を得ながら、設置灯数を増やすべく努力していきたいと考えております。 

 

 

空堀川の歩道に街路灯をつけて欲しいと、去年もお願いしたが、その後全く進展

していない。久米川町では畑の脇にも立派な街路灯が立っている。何故できないの

か理由を教えて欲しい。お金は多少かかるでしょうが、市民側から見れば西口の立

派なビルに比べればほんのわずかと思う。 

それから、遊歩道で一般道を横切る場所がたくさんあるので、所沢街道に出る所

に信号をつけて欲しい。 

もう一つ、鷹の道の所も横断歩道はできないという話だが、ならば何故信号機が

できないのか。達磨坂橋の所には立派な横断歩道があるし、天王橋まで行けばある

が、その間はない。その理由を市の所管の人に聞いてもわからない。市のスタンス

を知りたい。担当しているのは警察かとは思うが、聞かせてほしい。 
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 （恩多町 Ｄさん） 

 

 

◎市長◎ 

歩道と道路の段差は確かに、ご高齢、車椅子の方にはご不便をおかけしていると思います。

個々の現場を見させていただきたいと思います。 

 

 

〇道路・交通課より〇 

空堀川石橋の歩道段差につきましては、空堀皮管理用通路への車乗り入れ部のため、一般

的な歩行者横断部の構造になっておりません。今後、車椅子対応等の街きょについて研究し

てまいりたいと考えております。 

次に鷹の道の歩道につきましては、具体的な場所をご指示いただければ、修繕等対応させて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（恩多町 Ｏさん） 

 

 

 

空堀川の歩道を身障者の散歩道に使用しているが、石橋の両側の３～４センチの

段差は電動車椅子では乗り越えられず、遠回りしているので、どうにかしてほしい。 

それから、青葉町の鷹の道の歩道がえぐれていて、車輪が車道にこぼれてしまう

ので使えない。生活道路なので困っている。身障者として自分が体験した事を市長

さんに直接お願いした方がいいと思い伺った。 

５０年東村山に住んでいて、身障者になったが、お年寄りも、子どもも、身障者

でも、東村山に住んでいて良かった、助かったと思えるまちにしていただきたい。

誰でなりたくてなるわけではありません。目が不自由になれば目を、手が不自由に

なれば手を貸していただければ生きていけるので、散歩道の事をお願いしたい。 

 

 

 

遊歩道を歩くと、必ず市道、車の通る道に出る。そこには、必ず段差がある。

道路と歩道の間の段差をなくしていただきたい。側壁を作って段差を作らなくて

も、斜めにするとかすれば、車椅子の人も通れるので、ぜひお願いしたい。 
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◎市長◎ 

先日、視覚障害者の方に一緒に東村山駅周辺をアイマスクして歩いてほしいと言われて、

歩いてみました。その時には逆に、段差がないと目が見えない方はどこにいるのかわからず、

障害の種別によって全く違うのだとつくづく実感させていただきました。どういう障害をお

持ちだろうと、できるだけ安全に、安心して歩ける町・道づくりをする事が大事だと思って

います。ただ一度に全てをやれる事ではありませんので、とりあえず具体的にご指摘いただ

いた箇所についてできるだけ改善を計りたいと思いますので、ご理解いただけたらと思いま

す。 

 

◆ 子育て支援◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（青葉町 Fさん） 

◎市長◎ 

親子リズムとは、どのような事をなさっているのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（青葉町 Fさん） 

 

◎市長◎ 

子育てに限らず、先ほど公民館の有料化の話がありましたが、市の後援事業については免

除される規定がありますので、もしよろしければ所管と協議していただき、後援を取得して

いただければ免除は可能だと思います。 

 

 

 

 

 

子育て支援として、具体的に援助いただきたい。現在、恩多ふれあいセンターを利用し

て、０から３歳児の親子リズムを行っているが、その利用料が１回につき１２００円、

４回で４８００円、この負担は若いお母さんにはとても重い。どうにか軽減していただ

く事はできないか。 

 

 

週１回、０歳から３歳までの親子がリズムに合わせて体を動かしており、その

活動をサポートしている。 
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（恩多町 Tさん） 

 

◎市長◎ 

ふれあいセンター市民協議会の皆さんは本当によく管理していただき、また綺麗に使って

いただき感謝しております。ふれあいセンターを拠点とした子育て支援活動についても、先

ほど申し上げたように、全体的には市の館については市の後援等がありますし、あるいは社

会福祉協議会の事業として行った場合には減免・免除の規定があります。一律に全て免除し

ますとは今の段階では申し上げられませんので、個別にお話を聞いていただくようお願いい

たします。 

 

 

 

◆ 西口開発◆ 

 

 

 

 

 

（青葉町 Ｆさん） 

◎市長◎ 

広場については、現在は半分ほどできあがっています。地下駐輪場も、躯体はできあがっ

て、内部の備品の取り付け等の工事を行っている段階です。再開発ビルの躯体工事は全て終

わり、内装工事に入っております。今年の６月には完成し、それから約１ヶ月くらい検査を

受ける事になります。再開発ビルのオープン自体は９月できます。市の２階部分の公益施設、

窓口等業務は９月１日にオープンする予定です。健康増進施設は、運動器具の取り付け・調

整がありますので、１０月のオープン予定で進めさせていただいております。広場の地下駐

輪場も９月オープンで進めさせていただいております。 

 

 

 

西口開発はどこまで進みましたか。 

 

恩多ふれあいセンターの利用料金は、ほとんど維持管理に充てている。最近も空

調機を補修し、オーバーホールをした。今までは温度を上げても２６度くらいに設

定しなくてはならなかったのが、今は２０度でも十分温かい。このように利用料金

は有意義に使わせていただいています。他の公民館等にも広げていただければ、皆

さんが楽しく使えると思う。 
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【意見カードを使用した意見交換】 

 

◆ 議会◆ 

（恩多町 Ｔさん） 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

法律上難しい言葉でいうと、市と市議会は行政機関・執行機関と議決機関という事で、そ

もそもの役割が違います。我々が何か仕事をしようとする時の歳入・歳出の予算、それから

条例を作ってそれに基づいて仕事をするわけですが、予算や条例の制定は全て、最終的には

議会の議決がなくてはできません。 

そういう事で、執行機関と立法機関としての役割があります。今、議会は地方分権の時代

の中で２６名の議員さんが直接市民の皆さんから選挙で選ばれ、日々いろいろな市民の皆さ

んの声を踏まえて、限られた財源の中で最大限の効果をどう発揮するか、ご議論をいただき

決定していただくわけです。我々はその市議会から様々なご意見・ご提案・ご指導いただき

ます。できるだけ議員の皆さんの声を反映するように努力するのが、基本的なスタンスです。

申し訳ありませんが、おっしゃっている「協働ワーク」の意味が、イメージとしてよくわか

りませんが、申し上げたような関係で行政と議会は仕事をしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

議会からも現状の財政状況を踏まえて、できるだけ無駄を省くように歳出削減の取り組み、

いわば行革、こういう事は止めたらどうか、内部努力としてもっとこういうところを頑張れ

とも言われております。 

 

市と市議会の協働ワークはどうやっているのか。市議会は要望だけでなく、具体的な提案・実

行があるのか。 

 

 

〇再度質問〇 

議員さんは市民の代表で、市・行政に対していろいろ要望しているが、ただ言うだ

けで、市としては「金がない」と相反する事ばかり。ならばどう打開するのかという

所を、行政と市会議員がうまく調整して、お金の問題もあるし優先順位があるかと思

うので、協働ワークで市民に知らせるという仕事も市議会議員にはあると思う。 

今も市民の力を用いて財政難を克服しようとしている。そういうところから、市全

体でどうにかできないのか、どうなっているのか、という質問です。 
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市の税収をどうすれば上げられるのかについては、議員さんからもご提案いただいており

ます。行政側もそれを踏まえ、少しでも市にお金が落ちるよう、観光事業に取り組もうと思

っています。これは商工会ともタイアップしながら、都内唯一の国宝である正福寺やトトロ

の森で有名な八国山、その手前には菖蒲の北山公園、あるいは野火止用水や先ほどの空堀川

の緑道等、いろいろ磨けば他市からも人が来ていただけるような自然、あるいは社会的な資

源、文化遺産がありますので、そういった所について議員の皆さんからもご提案いただき、

行政側もそれに基づき取り組みさせていただいているところです。 

 

◆学童保育◆ 

（久米川町 Ｕさん） 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

学童保育の待機児童につきましては、その半分、４０人くらいございました。今年の待機

も同じくらい出てしまうのではと、市としては考えており、大規模学童の解消と待機児童が

出ないようにと、現在、８０人以上入所している学童については、第二学童を造っていく取

り組みをしています。２１年度については萩山学童クラブの建替え工事、青葉学童の建替え

に向けての設計費を計上させていただき、鋭意、取り組みを進めていきたいと考えています。 

地域としては野火止小学校や、この地元の希望者が非常に多い状況です。現在の不況等を

踏まえて、今まで仕事をしていなかった専業主婦の方が子どもを保育園、あるいは学校の終

わった後の学童保育に預けて仕事に行くという傾向が非常に強くなっており、希望者が激増

しており、そこになかなか追い付いていかない状況です。一気に解決とはなかなかいきませ

んが、先ほど申し上げたように第二学童の建設を進め、希望するお子さんを保育できるよう

努力していきたいと思います。 

 

 ◆若者の市民参加◆ 

  （恩多町 Ｈさん） 

 

 

 

 

 

 

 

若者達の参加が少ない。何か対策を検討して欲しい。老人の意見だけではなく、若い人の意見

が必要だと思う。 

 

学童保育の希望者全てを受け入れられるよう、施設の拡充等をお願いしたい。去年は８０人余

りが入れなかった。こんな状態を続けてはいけない。 
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◎市長◎ 

ご指摘の通りで、当初からの課題であります。本日、意見カードをめくっていただいてい

るKさんは以前から何度も、場所が変わっても参加いただいており、若い人に参加していた

だくには何が必要か、逆にこちらからお尋ねして、知恵を絞っていただいております。 

本日はおりませんが、何度か市の保育士を連れて、乳幼児連れでも参加できる対策を取っ

た時もありましたが、このところそういう方の参加がなく、本日は用意していませんでした。 

現在、市で進めております第４次総合計画作りでは、市民参加方式で広報しましたところ、

７２名の市民の方がワークショップに参加いただいております。そちらには２名の高校生を

含め、１０代から８０代までの方の参加をいただき、比較的、年齢構成でバランスが取れて

いるかと思っています。確かに、このタウンミーティングについては、３０代、４０代、あ

るいはもっとお若い１０代、２０代の方の参加が、少ないことが課題だと思っております。

今後どのようにすればいいのか、引き続き知恵を絞って努力していきたいと思います。 

 

 ◆教育◆ 

  （恩多町 Ｏさん） 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

子ども育成に関わる予算は毎年、非常に増加しています。本日、教育費を含めた詳しいデ

ータが手元にありませんが、扶助費でみますと、保育園・学童クラブ、児童館等に関する児

童福祉費は、平成１０年は年間予算１７億円でしたが、平成１９年は倍の３８億円の予算を

確保し、子育て環境の充実に努めております。 

学校関係はハード面になりますが、各小中学校の耐震補強工事、まず校舎・体育館が地震

で潰れてしまったら子どもの安全の確保ができませんから、これは市の最優先の事業の一つ

として取り組みさせていただいております。２１年度については小中学校合わせて６校の校

舎・体育館の耐震補強工事を進める予定です。そういう意味でも、次世代を担う子ども達の

ための、学校教育予算、児童福祉予算につきましては、大変厳しい財政環境ですが最大限予

算を確保し、充実に努めておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育費（含、子どもの育成）に関わる、予算についてはぜひとも確保し、支障のないよう

にしていただきたい。 



                   - 17 -         第１8回タウンミーティング 

◆グリーンバス◆ 

  （萩山町 Ａさん） 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

現在、市内でのグリーンバスは３路線で走らせていただいておりますが、各町各地区で非

常に多くのご要望いただいておりますし、先ほどのお話のように、もっと早朝・夜間、ある

いは待ち時間を短く１時間に３本ではなく４本５本にして欲しいといったご要望もいただい

ております。しかしながら、今後グリーンバスを全市的に拡大し、さらに市民の皆さんの足

としてサービス向上に努めていくにはどうしたらいいのか、もう一度検討をきちんとしてい

かなくては、このままでは財源確保が非常に厳しくなっているというのが率直な感想になっ

てしまいます。 

高齢化がいっそう進んでおり、市民の皆さんの身近な足として、これからどう充実を図っ

ていくのか、一部民間事業者が新路線を開拓していただき、非常にありがたいと思っており

ますが、なかなか経営的には厳しいとも聞いております。官民合わせて、できるだけ市内の

交通利便を図っていくには、一定程度、公費の投入も必要ではありますが、それに向けて民

間事業者とどのような連携ができるのかも含め、２１年度、所管には検討するよう指示して

おります。本日の段階では、きちんとご回答ができませんが、課題として受け止めさせてい

ただきます。 

 

◆地上デジタル◆ 

  （恩多町 Ｈさん） 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

地デジの問題も、行政にとっては頭の痛い問題です。ご案内のとおり、東村山市内には都

営住宅が非常に多く、高層化に伴い電波障害地域について、集合アンテナから各家庭に配信

することが非常に多くなっています。現在、東京都では今の放送状況では都営住宅が建った

事により電波障害になった事には、都に一定の責任があるので、電波障害解消のために共同

アンテナで対応してきましたが、地デジが始ると、周りが高層ビルだろうと電波は受信でき

るので、東京都としての責任はもうない、というのが見解で、東京都では共同アンテナでこ

 

グリーンバスを通勤・通学の手段とするために、市内各駅と住宅区域を循環するルートに変更

していただきたい。 

 

恩多町２丁目のテレビアンテナは都営アパートの集合アンテナを使用している。都営住宅のア

ンテナは地デジ化が完了しているが、恩多地区の地デジ化は検討中といわれている。ぜひ、現在

の集合アンテナを使わせていただきたい。 
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れまでのように電波障害地域に地デジの電波を有線で配信する計画は持っていないという事

です。 

その事についていくつか市にもご意見いただいておりますので、市民の皆さんの声を踏ま

えて東京都に求めていくという事で考えたいと思います。大変恐縮ですが、今の段階で地デ

ジについての関係は申し上げられないので、ご理解いただければと思います。  

 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

本日のご意見を踏まえて、市として何ができるのか、研究をさせていただきたいと思いま

す。ただ法的な事を申し上げますと、一義的には電波障害が発生していた、発生元が対応し

ていただかなくてはならない問題だと、現状では市としては考えております。引き続き電障

の発生元に対して共同アンテナで地デジを受信し、これまで電波障害地域に配信していたよ

うに継続して取り組みしてもらいたいと、市として求めていく必要はあるかと思っておりま

す。 

しかし、一番最初の段階で行政が関わっていた問題ではないので、どうしたらいいのか、

正直なところ頭を痛めております。本日このようなご意見をいただきましたので、これから

研究させていただきたいと思います。 

 

 

○市長まとめ 
長時間にわたり熱心にご意見いただき、ありがとうございました。市に言ってもなかなかやってく

れない、やるのに時間がかかるなど、本当に切実なご要望・ご要請をいただいて、なかなか具体な解

決に結びついていない事は、大変心苦しく思っております。しかしながら、先ほどから申し上げてい

るように法的な関係、警察署、東京都等、他の行政機関との問題もございます。あるいは市の財政が

非常に厳しいという問題等もありまして、特にお答えできない場面もあります。しかし何故それがで

きないのか、行政が説明していく責任があるかと思い、それが今まで達してなかったかと、皆さんの

お話を聞かせていただいたところです。 

冒頭申し上げたように連休の中日、お彼岸にも関わらず大勢の方にご出席いただき、少しでも東村

山市を良くしたい、良くして欲しいという思いを聞かせていただき、ありがたく思いました。花粉症

で、頭はボーッとしてあまりいいお答えができなくて本当に申し訳ないと思いつつも、精一杯に努め

させていただいたつもりです。本日のご意見を踏まえ、できる事はできるだけ早く、すぐにはできな

い場合は何故それができないのか、説明を今後していきたいと思います。 

今後とも市政に関心を持っていただいて、ご指導いただきますようお願い申し上げ、本日の司会者

の方に感謝を申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。 

 

〇再度質問〇 

お金をかけず、知恵を出すだけで市民サービスにつながると思う。もう少し知恵を

働かせて、お金のかからない市民サービスを考えていただけたらありがたい。 
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○開催情報 

●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1７回 
終了しました 久米川ふれあいセンター 

第1８回 
終了しました 恩多ふれあいセンター 

午前

10:00～

正午 

第 1９回 
平成 21年 4月 1８日(土) 萩山憩いの家 

午後6:30 

～8:30 

第 20回 
平成 21年 5月 16日(土) 廻田集会所 

午前10時 

～正午 

第 21回 
平成 21年 6月 21日(日) 南台小学校 

昼1:30 

～3:30 
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○参考 

 

●意見カードに記入された意見の分野別件数。 

 
分野 件数 

１．健康・福祉等 ０件 

２．子ども・防犯等 ２件 

３．緑・環境等 １件 

４．交通・都市整備等 ８件 

５．施設関係 １件 

６．政策・財政等 ０件 

７．その他 ０件 

合計 １２件 

 

 

 

●平成２１年３月１日現在の東村山市住民登録人口 

 人口総数は1５０,380人。（内、外国人登録者数は2,133人） 

                               （住民基本台帳に基づく） 

 

人口数（平成2１年3月1日現在）

9 ,085

5 ,096

5,703

6 ,493

9 ,904

15,529

13 ,757
13 ,573

14 ,984

11 ,708

15 ,659

14,863

11 ,893
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本町 久米川町 秋津町 青葉町 恩多町 萩山町 栄町 富士見町 美住町 廻田町 多摩湖町 諏訪町 野口町
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