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○開催内容 

 

平成２１年６月２１日（日）午後１時 30 分から南台小学校におきまして、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２１回タウンミーティング」を開催

いたしました。 

 約３０名の方に参加をしていただき、市政課題、富士見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２３枚を回収しました。 

 

・参加者の住所地 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

  ・年齢                ・性別   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町 0 富士見町 １９ 

久米川町 １ 美住町 １ 

秋津町 ０ 廻田町 ０ 

青葉町 ０ 多摩湖町 ０ 

恩多町 １ 諏訪町 ０ 

萩山町 １ 野口町 ０ 

栄町 ０ 未記入 ０ 

市外 ０ 合計 ２３ 

男性 １６ 

女性 ７ 

未記入 ０ 

合計     ２３ 

  

年代 参加者数 

20代未満 ０ 

20代 ０ 

30代 １ 

40代 ０ 

50代 ７ 

60代 ６ 

70代 ７ 

80代以上 ２ 

未記入 ０ 

合計 ２３ 
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○第２１回タウンミーティング記録（概要） 
 

【市長あいさつ】 

みなさんこんにちは。せっかくの日曜日お休みのところ、また雨が降る足元の悪い中、このように多くの市民

の皆様にご出席いただき、心より厚く御礼申し上げます。また常日頃は市政推進にあたり市民の皆様には深いご

理解・暖かいご協力をいただき、重ねて感謝を申し上げるところであります。 

このタウンミーティングは平成１９年４月に行われました市長選挙で、私が公約として掲げさせていただいた

ものの一つで、あまりお金がかからずにすぐに出来る事から、その年の１０月から市内１３の町それぞれで月に

一度開かせていただき、本日で２１回目を数えるに至りました。富士見町で行うのは今回で２回目となります。

本日は地域の身近な問題から、市の財政問題等、忌憚のないご意見をいただけたらありがたいと思います。 

話の材料として、富士見町で行わせていただいている市の事業をご報告させていただきます。まず一つ、この

会場に入る時にお気づきだったかもしれませんが、南台小学校の体育館の建替え工事を今年 4 月末から開始して

おります。現在、市は市内小中学校の耐震化を最優先課題に位置づけておりまして、今年、南台小学校を合わせ

て５つの小中学校で校舎・体育館の耐震化事業を行っております。もう一つ富士見町にある第一中学校は今年で

工事３年目を迎えて、今年度で完了の予定です。南台小学校の校舎は既に耐震化済ですが、体育館はシルバーク

ールという工法で建てられて、その工法で建てられた建物は屋根が非常に重いために地震に弱いとされ、耐震補

強ではなく、そっくり建替えをした方がいいという判断から、今回、建替え工事をさせていただいているところ

です。期間中、児童の皆さんや地域の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、そういう理由で行っているという事

で、ご理解いただければありがたいと思います。 

それから今後、大きく注目しなければならない事で、富士見町１丁目、および若干２丁目にもありますが、国

の住宅、それからかなり大きい公務員住宅があります。国はこれを今後数年の間に売却処分していく方針を立て

ておりまして、富士見町の江戸街道から南の地域がかなり大きく変わる可能性を秘めております。市としてもそ

こは注視し､出来るだけ市民の皆さんのご意向を汲んだ中で、国に対して市の考えに基づいて町づくりを進めてい

ただきたいという内容のお願いをしているところであります。 

今後、ＵＲ、南台団地を含めて、いろいろな動きが出てまいりますので、それについてはこういう機会に市民

の皆さんのご意見を伺いながら、市としての考えをまとめて国やＵＲに伝えていきたいと考えております。 

本日は限られた時間ではありますが、どんな内容でも結構ですので、日頃お感じになっている事も含めて、ご

意見をいただきたいと思います。私も精一杯お答えさせていただきます。内容によってはすぐには出来ない事の

方が多いのですが、このタウンミーティングを通して既に実施させていただいている事もいくつかありますので、

出来るだけ市民の皆さんの声が反映される市政を作る一助となるように、ぜひご指導・ご協力をいただきますよ

うお願い申し上げて、冒頭のご挨拶とさせていただきます。 
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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◆市の財政状況について 

（富士見町 Ｔさん） 

市の財政状況が悪いと聞いているので、その辺りを教えていただきたい。 

 

◎ 市 長 ◎ 

冒頭から難しいテーマのお話をいただきました。 

「市長は口を開く度に『財政が厳しい、財政が厳しい』と言う」、とご批判もいただいていますが、

現実問題として厳しいところがあります。端的に申し上げますと、東村山市は税収だけで基礎的

なサービスを全て展開できないという事から、国から地方交付税をいただき、全国水準の行政サ

ービスを提供しているという、もともと財政基盤が脆弱な町です。 

東京の多摩２６市で、交付税をいただいているのは現在、１０市あります。それはだいたい北

多摩の北部地域に固まっており、西東京、東久留米、清瀬、東村山、東大和、武蔵村山など、交

付団体といわれる、自前の税収だけでは自立するのが困難なところです。 

隣の小平は不交付団体で、国から交付税をもらわなくてもやっています。どこが一番交付団体

と不交付団体で違うかというと、見比べていただければ一目瞭然ですが、小平市は比較的大きな

工場があり、企業からの税収が入ってきます。それに対して東村山市はもともとあまり市内に大

きな工場・企業が少なく、代わりに国や東京都の施設、つまり税金がかけられない施設が非常に

多いという事で、もともとの財政基盤が脆弱でした。 

そのために国からの地方交付税をいただいていましたが、平成１６年度から三位一体改革、い

わゆる小泉構造改革の一つの大きな柱で、国も非常に巨額の財政赤字を抱えている中で、地方は

できるだけ自立し、体力のない所は合併して基礎体力をつけて頑張ってくださいという地方分権

改革の流れで、今まで交付税をもらっていた所に対しては、総体として交付税は減らし、代わり

に税源移譲し、今まで国税だった所得税の一部が平成１９年度から地方税に振り替わりました。 

皆さんご記憶にあるかと思いますが、その時には所得税が下がり、地方税が上がりました。 

なぜ市・都民税がこんなに上がるのかというご指摘をあの時にいただきましたが、そういう大

きな制度移行がありました。 

ただ、総額で三位一体改革は約３兆円規模の地方と国の税源移譲はありましたが、かわりに国

庫補助金と地方交付税が９．８兆円削られ、実際には、地方は約６．８兆円損をしている状況で

す。東村山市で考えますと、税源移譲されて税収は確かに上がりましたが、今までいただいてい

た地方交付税、その他諸々の補助金等が大きく削減されてしまい、１９年度から年間１５～１６

億円くらい収入が減ってしまったのが、現在の東村山市の財政状況を厳しくしている最大の要因

です。 
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それに加えて、住民の皆さんの高齢化が進み、医療・介護にかかる経費が増えてきております。

今年の国民健康保険の特別会計、一般会計から繰り出しているお金が２０億を超えている状態 

です。毎年、高齢化の進展に伴い、医療関係・福祉関係に係る経費が２～３億のペースで膨らん

でいる実情があります。収入も税財源移譲・三位一体改革で約１５億少なくなり、それに伴って

出る方も減らせられればいいのですが、なかなかそうはならない、むしろ毎年増えている、そう

いう状態で市は現在、大変厳しい状況になっているという事でございます。ただこれは東村山市

だけの問題ではなく、全ての自治体が同じような悩みを抱えています。不交付の団体はもともと

全部自分の所で賄っていたので、三位一体改革の影響はほとんどなく、むしろプラスに働いてい

ました。ただ昨年秋以降の経済不況で、これまで税収が伸びていた市も急にガクンと落ちてしま

いました。例えばトヨタ本社のある豊田市は４００億税収が落ちたそうで、４００億といえば東

村山市の１年間の一般会計予算総額くらいですから、豊田市は規模も大きいですが、毎年入って

きていたそれだけのお金がドカンと落ちてしまったというわけで、これまで景気の良かった町も

この経済不況の影響で打撃を受けています。 

もともと財政基盤が脆弱な町はなおさら苦しんでいるのですが、現在、市は私が市長に就任し

てから２つの事を掲げて市政運営をしております。一つは身の丈に合った行財政運営をしよう、

と。収入がこれしかないならば、それに合わせて身の丈を若干縮めざるを得ない、そういう事で

市民の皆さんにも恐縮ですが、一部事業の見直しを行い、それまで行っていた事をやめたり縮小

したり、補助金についても廃止したり縮小したりさせていただいております。 

それからもう一つは市役所の中の内部努力で、昨年は労働組合と交渉を続け、給与構造改革を

させていただき、基本的に職員の給与は６．７％程度今年の１月からダウンしております。 

私は職員よりもダウンさせていただいておりますが、そのように職員の給与水準を下げるとか、

職員定数を削減し、昨年に比べ、定年退職が増えている事もあって約５０人職員が減っておりま

す。そのように何とか経費全体を圧縮し、２１年度予算ではトータルの経常経費で昨年比１０億

円程度削減できました。これが身の丈に合わせるという事で、これからもまさに爪に火を灯すよ

うな思いをしながら、市役所も真剣に無駄を省いていく努力を続けていきます。 

しかし身の丈に合わせるだけではなかなか元気が出ない、希望が見えない、という事で、少し

は身の丈を伸ばす、どうやって収入を増やすか、税収を上げていくかを、現在、基盤整備に力を

入れてまちづくりを進めさせていただいております。 

東村山市は人口急増した昭和３０、４０、５０年代は学校づくりに追われて、駅前広場や基幹

的な道路整備がほとんど立ち遅れております。都市計画道路の整備率は三多摩で最下位ですが、

そういう事も住宅都市としての価値をあまり上げる効果になっていませんので、少しでもそうい

う基盤整備をしていく努力をしていこうとしております。 

いろいろ議論はありましたが、久米川駅北口、東村山駅西口については今年度で工事が完了し、

供用開始となります。それに付随していくつかの幹線道路を整備して賑わいを形成し、市外に買

い物に行かなくても市内でお金を落としていただく、あるいは市外からも人が来てもらえるよう

なまちづくりをして、少しでも税収を上げる努力をしていかなくてはならないという事で進めて

おります。いいアイデア・お知恵がありましたら授けていただければありがたいと思います。 
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◆意見◆市の総合計画について 

（富士見町 Ｓさん） 

 

東村山市の総合計画のあらましで、その計画案に沿ってどれくらい完成したのか、ある

いはどの程度まで進んでいるのか、教えてほしい。 

 

◎ 市 長 ◎ 

総合計画について、ご存じない方もいらっしゃるかと思いますので、かいつまんで説明させて

いただきます。 

市が行政を進めていく上で、中・長期的な計画を立て、それに基づいて毎年度仕事をさせてい

ただいております。その一番の上位計画になるものが「総合計画」です。ご質問にありましたと

おり、現在は平成７年に策定した「第３次総合計画」の最終実施期間で、第３次総合計画を前期・

中期・後期にそれぞれ３分割して、現在は後期の第６次実施計画の経過期間中です。 

「第３次総合計画」は平成８年度から１５年間、平成２２年度までの計画で、今は正にその総

仕上げの時期です。第３次総合計画で掲げた将来都市像は「緑あふれ、暮らし輝く都市・東村山」

です。東村山の恵まれた緑・自然を守り育てながら、市民の皆さんがいきいきと輝くように生活

できる町を目指していこうという事で作らせていただいた内容です。 

私もつぶさに全ての事業がどの程度進捗しているか、ここではお答えできませんが、第３次総

合計画で大きな課題となっていました、中心核、東村山駅・久米川駅の駅前整備をこの１５年間

でやっていこうと掲げられていましたが、それは今年度終了の目途が立ちました。 

それからゴミの中間処理をしていた秋水園が、第３次総合計画を作った時にはかなり老朽化し

ていて、その後どうするか検討しながら、建替えないし更新していこうという事が大きな課題で

した。それは平成１２、１３年に大規模改造工事とダイオキシン対策工事に約３０億円をかけて

実施し、一応、一定の区切りをつけました。しかしそれからもう１０年経ってしまっているので、

今後の秋水園のリニューアルの問題が喫緊の課題となっている状況です。 

もう一つの大きな流れは、今後の超・高齢化社会を支える社会基盤をどう作っていくかが大き

な課題でしたが、平成１２年度から介護保険制度が立ち上がり、これに基づいて日々の介護の基

盤整備は一定程度成し遂げられたかと思います。 

しかし残念ながら、「緑あふれ」の緑の部分、農地も緑地も、平成７年当時に比べてかなり減っ

ているのも事実です。今はデータを持ってきておりませんが、先日、農家の集まりで聞いたので

すが、平成５年と２０年の農地を比べると、その１５年間で約６６ｈａくらいの農地が宅地化さ

れたそうです。その分、逆にいえば人口が増えているわけですが、農地が減っているのが実態で

すし、農地の他にも屋敷林や平地山林がかなり減少しているのが実態でしょう。市としても、公

有地化するべきところは少しずつ公有地化しておりますが、それを上回って相続が発生すると緑

地がなくなってしまう状況です。 

教育関係では、平成７年は阪神・淡路大震災が発生し、その後学校の施設整備、耐震化しなく

てはならないというのが大きな課題でした。実際問題としてはなかなか、この１５年間で進んだ
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スピードとしては遅かったと反省しております。昨年より国の補助制度も少し嵩上げされる事に

なったため現在はスピード感をもって進めさせていただいております。現在の東村山市の小中学

校の耐震化率は５０％強ですが、一中や南台が終わり、Ｉｓ値という耐震性能が低い０．３未満

の小中学校の校舎・体育館ついては平成２２年度までには補強工事をやろうと、優先的に１年間

に5校という数でやっております。これをやって２２年度が終了すれば当市の耐震化率も７０％

を超える数までいくかと思います。 

 

◆意見◆南台団地の縮小によるゴミ収集について 

（富士見町 Ｎさん） 

 

２年前に南台団地を更地売却しないで欲しいと、市長さん、市議会にも意見書を関係機

関に出し、おかげさまで更地売却はなくなった。 

目前で切実なゴミの問題で、移転をするとなると、特に不燃ゴミを置いたまま、すごい

ゴミの山になってしまった。実際に３年後、団地内で移動する際には、ＵＲもそれなりの

ゴミ置き場等の対処をすると言っているが、現時点ではゴミがあふれて、ゴミがゴミを呼

び南台団地のゴミ集積場は道路に囲まれているためか、他の方も捨てに来る。 

不潔で不衛生で見栄えも悪く、今住んでいる者は大変困っている。包装容器・プラスチ

ック収集は毎週あるが、不燃物は月１回の収集。なんとか、月２回にできないか。 

 

 

◎ 市 長 ◎ 

議会でも市民の皆さんの声を踏まえて、いろいろな議員さんから月１回の収集を２回にできな

いかというご指導はいただいております。ただお金の話を申し上げて恐縮ですが、市内全域で月

１回を２回にする事で、経費的には年間１千５００万から2000万円の増になるという事から踏

み出しきれないというところがあります。また容器プラスチック収集をする時にも、容器包装リ

サイクル法に則らない“不燃ゴミ”をどうするか、だいぶ議論になりました。 

当時のゴミの組成分析をすると、容器包装ゴミとして収集を毎週１回やると、月１回くらいの

ペースで、それまで不燃としてまとめて出していたゴミは、ほとんど容器包装プラスチックゴミ

で、それ以外の不燃ゴミは月１回のペースで収まると、計算上ではなっていたため、そういう形

で始めさせていただきました。 

これはもう少しお時間をいただき、検討課題とさせていただきたいと思いますが、個別な課題

として、南台団地の再生に伴って引っ越す方が大量にゴミを置いていかれるが故に、団地全体が

ゴミ捨て場のようになってしまうという状況は、対策を考えなくてはならないかと思います。 

今、市役所の北東側には戸建の住宅地ができ、“武蔵野ｉタウン”という名前の住宅群になりま

したが、かつてはあそこも都営の住宅地で、あそこが除却される時も、本当にこれでもか、とい

うほどのゴミの山になり、市としても大変対応に苦慮した事があります。住民の方、ＵＲとも協

議して、何とかそういう状況を打開できないか、検討させていただきたいと思います。 
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（富士見町 Ｉさん） 

 

南台団地は今ゴミだらけの状況ですが、これは２～3 年で建替えるので、その間だけと

りあえず、月１回を２回にしてもらうという事はできないか。  

 

 

◎ 市 長 ◎ 

再生計画が終了するまでの間だけでも南台団地の中は月２回に、という趣旨ですよね。それも

含めて、検討させていただけないかと思います。この場で即答するほどの材料を私も持っていま

せんので。 

ご提案も含めて、お時間をいただきたいと思います。現場の状況を私も十分に把握しているわ

けではありませんので、それらを踏まえてどういう対応がいいのか、住民の方、ＵＲも含めて協

議・検討させていただきたいと思います。 

             

               

 

 

◆意見◆東村山駅周辺の連続立体交差化について 

（富士見町 Ｎさん） 

 

新聞に出ている立体交差、5ヶ所という事だが、その詳細や段取りを教えていただき

たい。実際に出来上がるのはまだまだ先の事なのか？ 

 

 

◎ 市 長 ◎ 

西武新宿線の、東村山駅周辺の連続立体交差化事業については、先日の市報で若干、触れさせ

ていただきました。 今年の４月１日に国、国土交通省の着工準備箇所に、全国３ヶ所のうちの

１ヶ所として採択されました。まず一つ申し上げたいのは、鉄道の連続立体交差事業の、事業主

体は市ではなく東京都であるという事です。 

市がこれまで東京都に対して、どういう形のお願い・働きかけをしてきたかといいますと、府

中街道は東村山市にとって南北では一番の幹線道路で、野口橋から「九道の辻」手前までは拡幅

整備がされていますが、野口橋から北は未着工・未整備ですので、早期に進めていただきたい。 
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 交通渋滞の一番の要因になっている西武新宿線の踏切について、当初は道路を下に潜らせると

か上に上げるなど、いろいろな案が出ました。しかしそうすると新青梅街道で2ヶ所も陸橋にな

って町が大きく道路によって分断されて、一体的な町づくりができませんので、もう道路を上げ

るのはやめて、できれば鉄道を上げてもらいたいというお願いをずっとしてきました。 

富士見町地域の方は直接お通りになった事はないかもしれませんが、東村山郵便局本局の所の

「鷹の道」の踏切、それから駅の向こうの「大踏切」という、踏切りの中に交差点のある所があ

り、ここが非常に渋滞・交通安全の問題となっているので、できればこの最低３ヶ所は連続的に

立体交差にして欲しいと東京都にお願いしてきました。 

東京都も西武鉄道と協議をしていまして、府中街道については多摩地域でも基幹的な南北道路

なので、早期に整備を進めていこう、ついてはボトルネックになっている新宿線の踏切は連続立

体にする。併せて東村山市も東村山駅西口、久米川駅北口等の整備を進めてまちづくりの熟度が

上がっているという事で、先ほど申し上げた３ヶ所に加えて、化成小学校前の踏切、それから同

じく諏訪町で、これは新宿線ではなく西武園に行く線ですが、ふるさと歴史館の所の踏切、計 5

ヶ所を連続立体にするという方針を東京都が固めて、国に申し出たという内容です。 

国も、多摩地域で重要性があるという事で、今回の着工準備採択に至ったものです。距離にし

て約４．３km、国の言っている総事業費は５８０億円です。これは用地費、建設費諸々を含めて

だと思います。地元市の負担は総事業費の１３．５％という事ですので、約８０億円くらいの負

担しなければならず、大変巨額な事業となります。これから国、東京都と十分協議をしながら、

市の今の体力でやれるような財政的な枠組みを考えていただいて進めていきたいと考えておりま

す。 

併せて、正式に高架にするとか地下にすると決定しているわけではありませんが、全国で国の

着工準備採択されている所は６４ヶ所あるそうです。 

事業費は、地下化する場合、高架化の数倍かかってしまうという事で、基本的には高架にする

という事です。西武新宿線で連続立体事業が採択されたのは、中野区に次いで2番目です。 

中央線については現在、三鷹～立川間が連続立体事業の工事をしていて、片側が高架になって、

それだけでも随分、踏切の待ち時間が違うと聞いております。それから同じ西武線でも、池袋線

の練馬駅周辺の連続立体整備が終了し、非常に激しかった交通渋滞が緩和されたという事、また

駅周辺の高架下をうまく利用して駐車場・駐輪場、保育園を作ったり、大型の商業施設、スーパ

ーなどが入って町の活性化に一役買っているという事です。 

市としてもこれまでお願いしてきた経過がありますので、東京都がやる気になっている今、進

めていきたいと思いますが、何分、先ほど申し上げたように非常にお金のかかる事業ですから、

十分慎重に調整しながら、東京都と事業を進めていきたいと思います。 

早速、東京都では地盤の調査を始めていまして、市役所の駐車場でもボーリング調査を今週一

杯くらいやる予定になっています。その他の詳細については、まだ何も示されておりませんので、

今お話した事が全てとご理解いただきたいと思います。 

 これから都市計画決定をしたり、環境アセスをしたりという事で、それからまた用地買収をし

たりという話になりますので、実際具体にいつできるかとなると、１０年以内に完成とは申し上

げられない、かなり時間をいただくと思います、ただ先行してせめて府中街道の所だけでもやっ

てもらうとか、方法はあるかなと思ってます。 
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（富士見町 Ｎさん） 

 

小平（八坂交番の先）では やっているがあれはどういう経過でやっているのか。 

 

◎ 市 長 ◎ 

あれは連続立体ではなく単独立体といって、そこの部分だけを上げるもので、府中街道の拡幅

整備、「九道の辻」から先をやるのに併せて、病院の用地の一部を東京都が取得して、都道の拡幅

に併せてやるので、全て都費でやるそうです。ああいう形で先行してやっていただけないか、い

ろいろ考え方はあると思うので、少しでもボトルネックを解消できるよう、できる所は早期にや

ってもらいたいと思います。 

 

◆意見◆タウンミーティングや要約筆記制度の PRを 

（恩多町 Sさん） 

 

市長がタウンミーティングやられた記録を全て読ませていただいた。日曜日にやられ

るのは今日が始めてで、よくこれだけ続けられたと思う。しかし、どれくらい皆さんが

ご存じかというと、あまり知られていないようだ。もっとPRをしなくてはと思う。 

特に若い人たちに声をかけて、市長に自分の声を聞いてもらうというのは大切だと思

う。 

要約筆記制度が昨年４月から制度化されたが、聞こえない方々に書いてお知らせする

制度があるという事をもっと知ってもらいたいと思う。市報には出たが、自治会とか町

内会の看板などでPRできないか。 

 

 

◎ 市 長 ◎ 

お褒めの言葉も含めて、もっとこのタウンミーティングの PR をという事で、ありがとうござ

います。私どもとしては、いろいろな情報を市報、ホームページなどを通じてお知らせしている

つもりではあります。このタウンミーティングについては地域の自治会の皆さんのご協力をいた

だき、チラシの配布、掲示をさせていただいております。会場の制約はありますが、できるだけ

大勢の方に来ていただきたいと思いますし、特に若い方に来ていただければと思います。 どう

やって若い方にご参加いただくか、知恵を絞っていきたいと思います。 

要約筆記、手話通訳については、先日の市議会でもある議員の方から、毎回、要約筆記や手話

通訳を配備しないのはおかしいのではないかとのご指摘いただきました。ただ、市としては事前

にお申込みいただければ対応させていただくという事で、ご理解いただいたところです。 

要約筆記も今後、市で行っている事を意外に市民の皆さんがご存じないので、全体としてどの

ようにお知らせしていくのがいいのかは、これからの市政にとっての課題と考えております。 

特に要約筆記については必要な方々にできるだけ PR するように検討していきたいと思います。

本日はいいご指摘をいただき、ありがとうございました。 
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 ～休憩～ 

 

＊要要要約約約筆筆筆記記記とととははは、、、手手手話話話ををを取取取得得得しししててていいいななないいい中中中途途途失失失聴聴聴・・・難難難聴聴聴者者者のののかかかたたた向向向けけけののの情情情報報報保保保障障障手手手段段段ででで、、、   

内内内容容容ををを要要要約約約ししし文文文字字字とととしししててて伝伝伝えええるるるここことととをををいいいいいいままますすす。。。 

 

対象となるかた 

１． 障害者手帳（聴覚、言語機能又は音声機能）をお持ちの市民のかた  

２． 聴覚障害者を主たる構成員とする市内の団体 

３． 診断書により、要約筆記者派遣が必要とみとめられるかた 

登録手続が必要です 

障害支援課窓口に、以下のものを持参のうえ、お手続ください。 

①身体障害者手帳 ②印鑑  

 ＊身体障害者手帳をお持ちでない方は診断書（市指定様式）が必要です。 

利用料 

原則として、費用の１０％が自己負担となります。 

下記の利用はできません 

１． 政治活動を目的とした利用  

２． 宗教活動を目的とした利用  

３． 営利活動を目的とした利用 

４．  手話通訳者派遣事業との同時利用 

 

    対対対象象象とととなななるるる方方方、、、登登登録録録手手手続続続、、、利利利用用用料料料なななどどど詳詳詳しししいいいおおお手手手続続続きききややや制制制度度度内内内容容容にににつつつきききままましししてててははは、、、   

いいいきききいいいきききプププラララザザザ１１１FFF 障障障害害害支支支援援援課課課   事事事業業業係係係      FFFAAAXXX０００４４４２２２－－－３３３９９９５５５－－－２２２１１１３３３１１１      

                        上上上記記記窓窓窓口口口でででごごご説説説明明明しししててておおおりりりままますすす。。。      

 

 

 

 

 



                   - 11 -         第２１回タウンミーティング 

【意見カードで複数のご意見を頂いたテーマについて】 

 

◆ コミュニティバス◆ 

 

 

 

 

（富士見町 Uさん） 

 

◎ 市 長 ◎ 

グリーンバスについては、市内各所からご要望いただいています。市の、コミュニティバス事

業を始めた元々の考え方ですが、基本的には交通不便地域の解消をしたいというものです。 

駅、バス停から５００m以上離れている地域を中心にバス路線を考えていこうというもので、

現在市内では３路線、東村山駅から新秋津、久米川町循環、それから諏訪町循環です。 

そういう考え方ですと、残念ながら富士見町は交通不便にはほとんどの地域が該当しません。

江戸街道、東京街道をバスが走っているという事、それからこれはまだ数ヶ月先の話になるよう

ですが、東大和のバスが一部、東村山市との境界の道路を走るとの事で、路線が延びるというお

話をいただいています。それから、南台小学校と明法高校の通りを、小川駅、最終的には新小平

まで行く民間バスが走っています。午前中は１本だけなので、あまり利便性は高くないのですが、

そういう形で、富士見町地域はバスの路線はあると思います。 

ただ、今後のミニバスのあり方を整備しなくてはならないだろうという事はあります。それは、

現在３路線をやっていますが、皆さんの税金で賄っているのが年間５千万円を超える額になって

います。朝何時から夜何時までの、どういう刻みで運行するかにもよりますが、新たに１路線引

くには1千５００万～２千万くらい税金を投入しないと、維持ができない状況が一方にあります。

そうなると多くの方にご利用いただいて交通不便地域を解消するには、もう一度コミバス事業と

路線の再検討をしようと、今年度中に庁内的にプロジェクトを立ち上げて検討を始めさせていた

だいたところです。その中で今後、既存の民間路線が走っている地域もどう考えていくのかの方

富士見町はコミュニティバスの恩恵を全く受けていない。４～５年前に署名活動

をして要望したが、民間バスが江戸街道を走っているからか、答えはNOだった。

しかし市役所、中央公民館、市の体育施設には直接行く事ができない。富士見町も

高齢化が進み、自転車に乗れる人が減って公的機関のバスに頼らざるを得ない。老

人会などでもバスを通して欲しいという話をよく聞くので、市長のお考えを聞かせ

ていただきたい。 
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針を一定程度出させていただきたいと考えております。 

現段階で富士見町にコミバスを走らせるのは、今までの考え方では難しいというお答えをせざ

るを得ませんが、全体的に今後のコミバス事業をどう進めていくのか、今年度再検討している、

その中で富士見町地域についてもどうするのか、再度検討させていただきたいと思います。 

 

 

 

（富士見町 Uさん） 

◎ 市 長 ◎ 

いいアイデアだと思います。市としてバス会社に働きかけられるならばやります。 

それから、銀河鉄道が当初路線を引く時にあった話は、西口広場ができれば、将来的には富士見

町３丁目から美住町を通り、東村山駅西口まで路線を延ばしたい、というお話はありました。実

現するように働きかけしていきたいと思います。 

 

◆ 高齢者問題◆ 

 

 

 

（富士見町 Nさん） 

 

 

 

 

 

（富士見町 Hさん） 

◎ 市 長 ◎ 

全体的に民生委員さんの数が足りていないのは事実です。どこの地域に欠員がいるのか今はつ

ぶさには承知しておりません。富士見町でも一部の地域、各丁目に２、３人いらっしゃると思い

ますので、南台団地を担当されている方がいらっしゃらないのかもしれません。民生委員のなり

手がいないという問題は全国的にあります。ただ民生委員さんにだけ、全てをお任せするわけに

はいかないので、市としても特にお一人暮らしの高齢者が増えている中で、どのようにサポート

していくかは、大きな課題だと思います。 

富士見町が交通不便地域とは思いませんが、市役所や中央公民館に行く場合が非

常に不便です。久米川駅に行くバスが市役所を通って東村山駅まで行くような事

を、バス会社にお願いしていただきたい。 

 

高齢者の一人住まいで、認知症が進行していると思われる方が増えている。包括

支援センターもよく対処していただいているが、１丁目には民生委員もいないので

大変心配である。 

高齢者の一人住まいが増えているが、来年から火災警報器の設置義務化が始ま

る。市の助成制度などはどのように考えているか。 
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通常の、介護保険のサービスを受けている方は、比較的目が届くのですが、そうでない方、ご

指摘のように認知症が進んでご自宅で一人暮らししていらっしゃる方については、これから非常

に難しい問題があると認識しています。市もこれまでは社協との連携で、電話訪問や民生委員に

乳酸飲料を配ってもらう中で安否確認していただいていましたが、これは本当に、今後の東村

山市を考える上できちんとした政策的な位置づけをしながら考えていかないと思います。 

現在の高齢化率は２２％くらいですが、第４次総合計画を作っていまして、この１０年先を考

えると、30％位になるだろうという予測を立てています。７５歳以上の高齢者の数もこれから非

常に増え、一人暮らしになる方もかなり増えるだろうと予測しています。 

介護保険外の、日常の生活支援、先ほどのコミュニティバスもある意味では生活支援と捉えら

れるかと思いますが、お金のない中でどう展開するか、中長期的なビジョンを持って検討し、し

っかりしたものにしなくては、付け焼刃的なものではいけないだろうと思っています。大きな課

題と受け止めているとご理解いただきたいと思います。 

それから住宅用火災警報器設置の義務化ですが、先日の６月議会で、高齢者・お一人暮らしの

方について、何らかの助成制度を設けるべきと強く言われたところです。三多摩でも何市かが、

独居や一定の所得制限の中で、助成制度をしています。 

東村山市は昨年、２０年度に火災で亡くなった方のほとんどが高齢者、独居の方でした。 

ストーブなどをつけたままお酒を飲んで、そのまま寝てしまって亡くなられたというケースが多

く、警報器があれば、もしかしたら助かったのかもしれないというケースもありました。 

何とかしなくてはいけない課題の一つと市でも考えており、他市の事例も参考にしながら検討を

始めたところです。 

今の段階でいつからやれる・やれないとは申し上げられませんが、本日もこういうご意見をい

ただいた事を踏まえて、早急に方向性を出していきたいと思います。 

 

 

 

◆ 安全な道路◆ 

 

 

 

 

 

（富士見町 Oさん） 

 

 

 

 

 

（富士見町 I さん） 

 

安心の町、安全な道路、夢ある町になると良いと思う。自転車が安全に通れ

る道路を全国一にという努力をするのはいかがか。 

 

江戸街道から府中街道に出る、スーパーの駐車場の交差点が狭く、非常に危険。

雨の日は傘もさせない。 
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◎ 市 長 ◎ 

歩行者も車も、安全に通行できる道路を作らなければならないという考え方に立っていますが、

一度に全ての道路を良くするのは、できる話ではありません。 

市として現在考えているのは、まず広域的な交通ネットワーク、幹線道路を優先的に整備する、

あるいは都道の場合は早期にやるよう都に働きかけていくという事になります。これは先ほど申

し上げた府中街道の関係になります。 

もう一つは、危険な所に歩道を設置する、あるいはバス路線ではバスベイ（バス専用停車スペ

ース）を造る、という事を何ヶ所か市内でもやらせていただいておりますので、そういう形で進

めさせていただきたいと思います。 

富士見町の江戸街道は狭いながらも両サイドに歩道がありますが、ご指摘の踏切を渡った先の

府中街道までの両サイドの歩道が未整備で、八坂駅やスーパー方面に行くのが危険という事です

が、これは長年の課題で、市としても何とかしなければならない箇所の一つです。 

先ほど申し上げたとおり、「九道の辻」の所を今後東京都が整備するので、それに併せて何らか

の対応ができないか、検討させていただいて、対応を考えていきたいと思います。 

あそこは私も車や自転車で通りますが、大変危険な所だと認識し、お時間をいただくことにな

りますが、検討させていただきたいと思います。 

 

 

◆ 公共施設◆ 

 

 

 

 

（富士見町 Sさん） 

 

 

 

 

 

（富士見町 Tさん） 

◎ 市 長 ◎ 

確かに小平の駅前に「ルネ小平」という１千名くらいのホールがありますし、東大和は「ハミ

ングホール」で７００名くらいのホールがあります。 

当市は、中央公民館ができたのは周辺では早かったのですが、広さは５００名弱で、誇る機能

としては十分ではないと、ご指摘のとおりと思います。ただ、大変恐縮ですが、現在の市の財政

的な力を考えますと、ホールを造っても維持管理ができるかな、というのが率直な思いです。 

確かに身近な所にあれば、生の演奏が聴けたり、演劇などの文化活動に接する機会も増えます

し、市の行事もいろいろな点で、例えば成人式などは未だに高校のホールをお借りしている状態

で、大きいのがあれば自前で成人式もできるかという思いもあります。 

当市には、大ホールがなく、公民館でも４５０名くらいで、１千名以上の大ホー

ルの計画はいかがか。 

富士見町の国有地が売却されるが、その跡地は文化センターを設けてもらいたい。 
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しかし現段階では計画もありませんし、ホールを造ろうという考えも、残念ながら今の段階で

は持っておりませんので、申し訳ないと思います。 

国有地に文化センターをという事でしたが、基本的に国有地の売却は競売にかけられますので、

どこの業者が買うか、まだ全くわかっておりません。民間企業が所有する事になれば、当然、そ

の会社にとって最も有利な土地利用をしていくと思います。 

市としては厳しい財政状態でありますので、少しでも税収が上がるものにしていただきたい。

あるいは住宅であっても、できればそういうものにして欲しいと願っております。そこに文化セ

ンターを位置づけるとなると、当然、市が一部を買って持たなければならず、富士見町には既に、

富士見文化センターがありますので、同じ町の中に２ヶ所の文化センターを設けるのは、厳しい

と思います。 

市内１３町の中で、富士見町には文化センターがあり、その中に公民館機能、老人憩の家、児

童館があります。また個別に第一、第二の集会所、図書館もあります。他の町に比べると、ある

程度公共施設については充実している町です。限られた財政で１５万市民が暮らす中で、どうし

ても地域バランスを見ながら、適正に配置できるようにしたいと考えております。 

 

 

 

◆ 老人ホーム◆ 

 

 

 

 

 

 

（富士見町 Hさん） 

◎ 市 長 ◎ 

介護保険制度が始まって、市が直接措置する時代から、個別契約の時代になってしまったので、

実際に何人の方が待機されているのか、正確には把握していません。およそこれくらいだろうと

いうのは、各ホームからの報告で把握している状態です。 

当市は多摩地域では比較的特養のベッド数が多いです。これは介護保険制度が始まる前は、い

わゆるベッド買いを各自治体がやっていました。特養ホームを造るので、市民枠として例えば１

０床買うから、建設費を一部負担する、１床いくらという形で自治体が補助金を出して、１００

床あるうち当市は１０床、といった形で造ってきたのが、自治体と、特養ホームを運営する社会

福祉法人との関係でした。なので、市内にある社会福祉法人の特養ホームも、設立当時はおそら

くいろいろな自治体の補助を受けて設立された、その名残が今もあって、そこの住民の方を受け

入れざるを得ないのではないかと思います。 

介護保険制度ができあがってからは、基本的には当該居住者を優先するとなっていますから、

できるだけ今後、市内の特養については市民の方を優先して受け入れていただくよう努力してい

きたいと思います。 ただ、特養の方も待機者がいるといっても、タイミングや時期の問題で、

富士見町には特養老人ホーム施設が２ヶ所あり入所待機老人が３００～５００

名に及ぶと聞く。富士見町１丁目２丁目、青葉住宅、公務員住宅などに市民が

利用できる特養ホームの設立を望む。 
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ベッドが数週間、数ヶ月空いてしまう事があるようです。そういう場合はやはり、前から希望さ

れている市外の方を入れる事はあり得る事で、民間経営上、東村山市の住民を入れるために空き

にしておくわけにいかない事情もあるようです。市としてもできるだけ市内の特養に希望される

方がお入りいただけるよう努力していきたいと思います。 

新設につきましては、確かに特養の希望者が多いのは承知しておりますが、イニシャルコスト、

ランニングコストを考えると当市の体力で現状の特養が限界であろうと思います。これ以上の誘

致・招致は慎重にならざるを得ません。むしろ現在市が進めているのは、認知症を含む方のグル

ープホーム、そういうものを一体としての小規模・多機能型のサービスを提供していただけるよ

うなものについては、市内に不足しているエリアもありますので、通所のサービス展開をしてい

ただけるグループホームのようなものはこれからも誘致していきたいと考えています。しかし特

養を誘致するにはかなり巨額のイニシャルコスト、ランニングコストの支援をしなくてはならな

いので、大変恐縮ですが今の段階ではこれ以上の誘致は考えておりませんので、ご理解いただけ

ればと思います。 

 

 

◆ 路上喫煙の禁止◆ 

 

 

 

 

 

 

（萩山町 Aさん） 

◎ 市 長 ◎ 

定期的にゴミ拾いをしていただいているとの事、ありがとうございます。 

このタウンミーティングをやった成果の一つが、路上喫煙等の防止に関する条例です。 

１９年１０月に第１回、秋津で行った時に秋津～新秋津駅の乗り換えの方が大勢いらして、歩

きながら煙草を吸われて危険だとのお話をいただきました。また駅前・路上に吸殻が大変散乱し

ているという事で、そのお話を踏まえて対策を講じなければならないと所管とも協議し、東村山

市でも路上喫煙等の防止に関する条例を作らせていただき、昨年６月に施行しました。 

しかしこれは全市に亘る禁止ではなく、久米川駅周辺、東村山駅周辺、秋津・新秋津駅間を防

止、禁止とさせていただきました。そこには市の方で喫煙場所を設けて、年に５度、短い期間で

すがシルバー人材センターにお願いしてキャンペーンをして、つい先日は久米川駅で行い、「ここ

は路上喫煙等防止推進地区です」というプラカードのようなものを首から下げていただき、朝、

駅前に立っていただきました。 

年に５回ですがそのように行い、市民の皆さんのご理解をいただくよう努力しております。 

最もひどかった秋津～新秋津については、以前に比べて煙草を吸いながら歩く方が９割くらい

減ったそうです。今の段階では、特段の罰則規定も罰金もあるわけではありませんが、非常に効

果はあったと思っております。 

市内全体を路上喫煙禁止にして欲しい。千代田区が全国にアピールしたよう

に、東村山もできないか。定期的にゴミ拾いをしているが、吸殻が多くて困る。 
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しかし継続的に何度かキャンペーンなどをやらないと、しばらくするとまた煙草を吸いながら

歩く方が出てきますので、やはり繰り返しが大事かと思います。 

また、マナーの問題といえばそれまでですが、駅前に限らず市全体で、歩きながら煙草を吸わ

ないようにしなければならないとも考えております。これは一朝一夕にできるものではありませ

んので、その先については非常に頭を痛めております。 

あまりお金がかからないのではないかとのお話もありますが、１ヶ月キャンペーンをやれば、

全くかからないというわけにはいきませんから、できるだけ市民の皆さんのご協力をいただいて

路上喫煙禁止キャンペーンを、できればボランティアでやっていただける方を募って定期的に運

動を行うような、そういう事を考えております。 

具体的にこうします、という話ができなくて恐縮ですが、その節は呼びかけさせていただいた

らご協力いただけたらありがたいと思います。 

       

    

 

○市長まとめ 
本日は長時間にわたり、ありがとうございました。 

大変多くのご要望をいただきましたが、あまりいいお答えができず、心苦しく思っている次第です。

先ほど申し上げましたとおり、財政をしっかり立てながら、できるだけ市民の皆さんのご要望・ご要

請を反映し、市政運営していきたいと考えております。 

もう一つは中長期的に今の私たちの世代だけではなく、子どもや孫の世代にとっても、この東村山

という町がいい町になるよう、計画的な、長期的なビジョンを持って、これからの市政運営を進めて

いきたいと考えております。本日いただいたご意見を踏まえ、たくさん宿題をいただきましたから、

これら検討します、とお答えさせていただいた件についてはしっかり検討し、できるものは実施させ

ていただきたいと思います。 

またタウンミーティングは毎月、各町で行っております。市長に何か言いたいと思う事があれば、

今後もご参加いただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 
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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２０回 終了しました 廻田集会所 － 

第２１回 終了しました 南台小学校 － 

第２２回 平成21年7月18日(土) 秋水園ふれあいセンター 10:00～1２:00 

第２３回 平成21年8月5日(水) 栄町ふれあいセンター 19:00～21:00 

 

 

○参考 

●意見カードに記入された意見の分野別件数。   ●平成２１年６月１日現在の人口は 

                      151,162 人（内、外国人登録者数は2,227 人） 

 

人口数（平成21年6月1日現在）

12,025

14,929

15,736

11,712

15,027

13,543

13,907

15,616

10,100

6,479

5,655

5,096

9,110
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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            
 

分野 件数 

１．健康・福祉等 １件 

２．子ども・防犯等 ０件 

３．緑・環境等 ０件 

４．交通・都市整備等 ０件 

５．施設関係 １件 

６．政策・財政等 ３件 

７．その他 １件 

合計 ６件 
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