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○開催内容 

 

平成２１年７月１８日（土）午前１０時から秋水園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２２回タウンミーティング」

を開催いたしました。 

 約４０名の方が参加されて、市政課題、秋津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２７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 １ 

久米川町 0 美住町 ０ 

秋津町 ２３ 廻田町 ０ 

青葉町 １ 多摩湖町 ０ 

恩多町 0 諏訪町 ２ 

萩山町 ０ 野口町 ０ 

栄町 ０ 未記入 ０ 

市外 ０ 合計 ２７ 

男性 １６ 

女性 １０ 

未記入 １ 

合計     ２７ 

  

年代 参加者数 

20代未満 ０ 

20代 ０ 

30代 １ 

40代 ０ 

50代 ３ 

60代 １０ 

70代 １１ 

80代以上 ０ 

未記入 ２ 

合計 ２７ 
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○第２２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。早朝よりお忙しいなか、市民と市長の対話集会にご出席いただきま

してありがとうございます。 

このタウンミーティング事業は私の選挙公約のひとつでございまして、今から２年前の１０月から

開始させていただきました。記念すべき第 1 回は、ごみの問題等でお世話になっている秋津町から始

めていきたいと、平成１９年の１０月に、この会場をお借りしまして開催させていただきました。 

東村山の１３町でそれぞれの集会室等を活用して行ってまいりまして、２２回目となりました。  

大変多くの市民の皆さんにご出席いただき、多くのご意見をいただいております。実現できた部分

もありますし、まだまだ前に進んでいないものも数多くあります。 

１回目にこちらでやらせていただいたときに、秋津駅と新秋津駅の間をたばこを吸って歩いている

方が多いということで、歩行しながらの喫煙を防止する条例を作ってほしいとのご意見をいただきま

して、検討させていただき、昨年６月から施行させていただいたところでございます。 

新秋津・秋津間が市内で一番たばこを吸っている人が多かったのですが、条例を作らせていただい

て、趣旨をご理解いただいた成果が表れました。市内に３箇所禁止区域を設けさせていただいており

ますが、一番たばこを吸って歩かれる方が少なくなったという成果が表れているところでございます。 

タウンミーティングでは皆さんのご意見をいただきながら、できるだけ市民の皆さんと対話をしな

がら市政を進めていくという姿勢を貫いてきたつもりでございます。 

今日も限られた時間ではございますが、皆さんと丁々発止させていただきながら、よりよい東村山

づくりに向けて努力をしてまいりたいとこのように考えてございますので、よろしくお願い申し上げ

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◆ごみの分別啓発について 

（秋津町 Ａさん） 

 

先月、秋水園の説明会があったが、初めての人が質問、発言する機会が少なかった。 

ごみの分別方法がわからないのは、「ごみ見聞録」の発行回数が少なすぎるからでは

ないか。きめ細かく分別方法を周知してほしい。 

秋水園の今後について教えてほしい。10 年後新しい施設を建てる案があると聞いた

が本当か。 

 

 

◎ 市長◎ 

周辺住民の皆さんに対する、混焼却実験とリサイクルセンター整備計画の説明会につきま

しては、１１２名の市民の方にご出席いただき１７名の方からご発言があったと報告を受け

ています。 

先日の住民説明会の内容と、推移の概要については今日資料としてお配りしているところ

です。いろいろな方からご意見をいただくよう、配慮したつもりであったとは思いますが、

最近周辺にお住まいになった方々に十分なご発言の機会がなかったのかもしれません。 

今後、住民説明会を行う時は、できるだけ多くの方々にご発言いただけるようにしてまい

りたいと思います。 

容器包装リサイクル協会の検査では、不適合物が多く混じっていることからＢランクとな

ってしまいました。市からも分別、出し方をお願いしてきましたが、最終的に抜き取りせざ

るを得ないものが混入しているのは事実です。 

市報、「ごみ見聞録」、スーパーの店先をお借りして啓発活動をしているつもりですが、ま

だまだ足りない部分があります。今後も力を入れてやっていき、不適合物の混入率が少なく

なれば、燃やす必要がなくなってくるだろうと考えていますので、徹底して取り組んでいき

たいと考えています 

１０年後のことですが、今の炉については耐久年数がきていますが、リニューアルすれば、

あと１０年くらいはいけるだろうということで、今年度、来年度にかけて延命化工事と施設

の耐震化工事を考えております。 

４０年以上経つ施設なので、これ以上の延命化は難しいと判断しております。 

次の焼却施設については、リニューアルと同時に考えていかないと、あっというまに１０

年経ってしまいますので、市民の皆さんのご意見をいただきながら、進めていきたいと考え

ています。 
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◆意見◆生産緑地の保全について 

（諏訪町 Ａさん） 

 

秋水園の今後と諏訪町の田んぼの問題に関連して質問したい。 

市長の政治姿勢、公約、市長になる以前に市が住民と約束したことについて、どう守っ

ていこうとする姿勢をお持ちなのか。周辺自治会、消費者団体、市民団体を含めて、約

３年間にわたり議論を繰り返し９８プランをまとめたことはご存知だと思う。脱焼却、

脱埋め立てについて、住民は行政が約束を守ってくれると考えている。 

３年前、市は脱焼却、脱埋め立ての基本理念について削除する提案をしたが、住民が撤

回を求め、当事の市長が撤回した経過がある。今までの積み重ねをどう守っていくのか。 

自然保護については、市長は「淵の森」は保護ということで残されが、八国山の水田

については、２年前の新聞で、できるだけ残したいと、ご自分も田植えをしながら発言

されたが、市長の公約が守られた形跡がない。市長としてはどういう姿勢をお持ちなの

かお聞きしたい。 

 

 

◎市長◎ 

９８プランについては承知をしているつもりです。脱焼却・脱埋め立ての理念を掲げてい

るところでございまして、究極の理念は尊重すべきだと考えておりますが、現実問題として

今の技術で１５万人の市民が毎日排出するごみを、全く燃やさないでいけるかどうかについ

ては、難しさがあるというのが率直なところでございます。 

再資源化という観点からいうと、灰が最終的にはセメントになるということで、資源の循

環は行われていると考えております。できるだけ燃やさないようにしていくにはどうするの

か、知恵を絞る必要はあると思います。１０年後全く焼却施設を視野に入れないで、次のこ

とを考えるには難しさはあると思っていますので、焼却も含めて１０年後のことを考えてい

きたいと思います。 

農地の問題ですが、諏訪町の田んぼを残してほしいという運動が盛り上がっているわけで

すが、ご指摘のとおり、２年前に田植えをさせていただきました。 

あの時に残していきたいと言ったのは、特定の田んぼや畑を言ったつもりではなく、東村

山全体でのことです。私が議員になった時、市内で農地が２５０haあったものが、今１４０

ha くらいしかありません。この１５年のあいだに１００ha 市内の農地は失われているのが

実態です。これをすべて市が買い取るということは不可能なことです。 

市の緑地の保護の考え方は、基本的には、緑地保護区域として市が指定しているところを

優先的に買っていきたいと考えています。具体的にいいますと、北山公園内にはまだ民地が

相当残っています。北山公園については、都市計画を変更して拡張する手続きを進めさせて

いただいておりまして、それだけでも８９００㎡公園の面積を広げる予定です。 

全体で１万４０００㎡以上の民地が残っていて、これらを買うだけでも３０億円くらいか

かるのではないかと試算しています。限られた予算のなかで残さなければならない緑という

のは、ある程度選択せざるを得ないと考えております。 
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北山公園と、できれば回田小学校の北側の多摩湖緑地はかなり公有地化が進んでいますの

で、優先的に買っていきたいと考えています。 秋津町の「淵の森」の緑地の件については、

緑地保護区域ではありませんでした。宮崎駿さんが、会長を務める団体から相当の額のご寄

附をいただいたという経過もありまして、議会にも相談させていただき、公有地化させてい

ただいた経過があります。 

市内の緑は残していくつもりではありますが、すべての農地や緑地を保全するのはきわめ

て厳しいことでありますので、先ほど申し上げたような方針にそって公有地化を進めていき

たいと思います。 

農業について、今の都市農業が存続できないような税制制度は、国に対して強く改正を求

めていかなければならないということから、昨年、東京の区市町市街地区域内に農地を持っ

ている自治体が集まりまして、「都市農地保全推進自治体協議会」を立ち上げました。 

昨年も、東京都、国に対し要請活動を行いました。東京の農地は農林水産省管轄の農地で

はなく、国土交通省管轄の生産緑地であり、都市計画法の範疇でして、都市計画法の大きな

改正が行われることが予定されているようです。なんとか相続制度について東京の農業が永

続できるようにしてほしいという運動を展開していきたいと考えています。 

東京の農業が、産業として自立できるようなものを考えていかないと、農家のみなさんも

営農意欲を失ってしまい、相続があると手放さなくならざるを得ない、これがお持ちの畑や

田んぼでそれなりの収益があがるとなれば、売らないで農業を続けられると思います。こう

いう意味合いで東村山の農地を守っていきたいと申し上げたつもりで、今後もそういう考え

方に沿って農業が活性化できるよう支援をしていきたいと思っています。 

 

◆意見◆リサイクルセンター整備総合計画 

（秋津町 Ｕさん） 

 

大変な財政赤字なのに、２５億円かけて、ビンと缶を分別する施設を作らなければな

らないのか。秋津に施設が一極集中し、車の危険、健康被害もある。市の中央で皆さん

の目に見えるところに施設を分散することはできないか。財政難であることから、良い

方法がないのかもっと熟慮していただけないものか。 

 

 

◎市長◎ 

ビン・缶・ペットボトルの施設は開放型になっていまして、音や多少臭気もございます。

不燃ごみについて、ここでカッティングする作業は、音・振動がひどいのでやめています。

隣接する住宅に影響が大きいので、今は車に積み替える作業だけにしています。 

リサイクルセンターを作らなければならない基本的な考え方は、音・振動・臭気を外部に

ださないようにできるだけ中央で覆うような施設を作っていきたいのが、われわれの基本的

な考え方です。リサイクルセンターについてはいろいろなご意見ございますし、分散化の議

論があります。固まった計画ではありませんので、皆さんの意見をいただきながら、よく検

討させていただきたいと思っています。 
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◆意見◆秋水園周辺自治会住民説明会 

（秋津町 Ｓさん） 

 

市の職員について教育をしていただきたい。市長は選挙で選んでいるが、職員は公務

員で、我々がクビにすることはできない。リサイクルセンターについても職員と対話を

して前にすすみたい。リサイクル問題については、製造責任、流通責任、販売責任とい

う考えはないのか。 

 

 

◎市長◎ 

Ｓさんからご意見をいただいたことは報告を受けております。２６日の説明会の進め方に

ついて、ある方に対していかがなものかと、とれるような発言があった点については申し訳

なく思っています。騒然とするような雰囲気のなかで、職員も若干配慮が足りなかったのか

と思っているところです。今後そういうことがないように、冷静にご理解いただけるように、

きちんと説明できる市役所を目指して私も頑張っていきたいと考えています。 

製造責任ということですが、地方自治体の行政を預かる立場から言わせていただくと、国

の法体系をもう少し整理していただくというところは、率直に私どもも感じているところで

す。メーカーの責任まで踏み込んだシステムを作っていただくように、地方自治体としても

国のほうにお願いしていきたいと思います。 

 

◆意見◆秋津町のまちづくり 

（秋津町 Ｈさん） 

 

秋津町の良いところ、改良するところについて、どのように考えているのか。 

 

 

◎市長◎ 

「秋水園」の関係で、１３町全体がこの地域の皆さんにご迷惑をおかけしているというこ

とが秋津町に対しての思いです。 

もうひとつは、広域的な観点で街づくりを考えた場合、市内でポテンシャルが一番高いの

は秋津町だと思います。西武池袋線とＪＲ武蔵野線がジョイントしているのはここしかあり

ませんので、駅利用者が市内で一番多いので、これから大きく発展する潜在的な力を秘めて

いる地域ではないかと思います。 

東村山の街づくりは、市川市政の時代から3極ということで、それに基づいた考え方で街

づくりを進めてきました。すなわち３極とは、東村山駅周辺、久米川駅周辺、秋津・新秋津

駅周辺で、これが市内の核になる地域だとういう位置づけです。 

これまでは、東村山駅周辺と久米川駅周辺は、相当な予算をかけて進めてまいりまして、

両方とも今年度で一段落する状況です。東村山駅の東口からスポーツセンターまで伸びてい
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る３・４・２７号線に、新しい街並みが形成されつつあります。 

久米川１丁目の「野行通り」まで貫いていきたいということで、今年度、事業認可を取得

し２７年度までの計画をたてています。３・４・２７号線が貫通しますと、東村山駅から新

秋津駅ロータリーがほぼ繋がるような形になります。そのなかで秋津駅の整備をどう考えて

いくのか、地権者を中心に秋津のまちづくりの研究会もございますので、１００万円の調査

費をつけ、今後の街づくりについて具体な検討に入るという状況になりました。今後皆さん

で議論をしていただき、基本構想をたてていくような段取りになると思います。先の話です

が、秋津駅周辺を中心に新しい街並みが形成されていくのではと考えています。 

ごみの処理施設が残る場合には周辺道路の整備は欠かせないと考えます。昨年まで小金井

市のごみを受け入れ、受け入れた分のお金も使わせていただき一部道路を拡げさせていただ

きました。今後「秋水園」の進入路については、時間もかかるだろうし地権者のご理解もい

ただかなくてはなりませんが、道路の整理をきちんとしていくことが重要なテーマだと考え

ているところです。 

今年は新秋津の駅にエレベーターを設置させていただく予定です。工事はＪＲが進め、遅

くても来年３月までに設置予定ですのでご理解いただきたいと思います。 

 

◆意見◆秋津町のグリーンバス運行時間 

（秋津町 Ｙさん） 

 

ごみ処理施設が残ることを前提に道路の整備をして欲しいということではなく、処理

施設の分散化が願いである。分散化が進まないということで現状のごみ施設の問題点と

して、道路問題がある。 

秋津町は、グリーンバスの運行が他の町と比べ始発が遅く終バスが早い。中心核の町

と位置づけて考えているのであれば、バス運行も適切にしてほしいと思う。 

 

 

◎ 市長◎ 

今後全く分散化を検討しないということではございません。リサイクルセンタープラザの

検討と合わせて議論はしていく必要はあると考えております。そうは言いましても道路整備

も必要であると考えていますので誤解の無いようにお願いいたします。 

コミュニティバスの始発・終バスの件は、久米川循環、諏訪町循環からも同じようなご指

摘をいただいています。コミュニティバスの税金負担については５千万円を超えつつありま

す。非常に市民要望が強く、今後どう考えていくか整理していかなければいけない段階にき

ていると考えています。始発を早くし、終バスを遅くすれば、経費も膨らんでいきます。利

用実態を整理しながら、路線についても、将来的なコミュニティバスの有り方についてもう

一度再検討しようということで、所管だけではなく全庁的に検討する会議を作り開始したと

ころで、検討させていただきたいと考えています。 
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◆意見◆ころころの森を利用して 

（秋津町 Ｔさん） 

 

「ころころの森」は、開けた空気があり、職員も気持ちがよく、居心地がいい。    

箱モノなので反対もあったと聞いたことがあるが、すごく価値があるものだと思う。 

子どもを連れたお母さんがたくさん来ている。他の市に自慢したくなるような施設なの

に、皆さんに伝わってないと思い、それを伝えたくて来ました。 

 

 

◎市長◎ 

ありがとうございます。主に家庭で子育てをしている、お父さんさんお母さんが気軽に子

どもを連れてきて、ゆったりした気分のなかで遊ばせたり交流をしながら、保育士に簡単な

子育ての悩みなどの相談を受け付ける施設です。 

０歳～２歳児が市内に４千名弱いらっしゃいます。約８００名が何らかの保育サービスを

受けていますが、約３、０００名は家庭で保育されています。これまで家庭で保育されてい

る場合、行政の支援はありませんでした。核家族化で家庭での子育てをするのが苦痛になっ

ている若いお母さんがいるのも事実で、そういう方々が気軽に集って悩みを打ち明けたり、

保育士がいるので、お母さん同士でおしゃべりができ、息抜きもしていだだけるのかと思い

ます。 

今後は、地域のなかで、さまざまな形で子育てのためにボランティア等をしていただいて

いる市民の方も多いので、そういう方々とも連携がとれるようにしていきたいと考えていま

す。「ころころの森」の運営は白梅大学に委託をしています。そういう意味で専門的ノウハウ

を持った方々がいらっしゃいますし、大学の先生がお母さん方に話をする機会もあります。  

ご自分のお子さんが通わなくてもいい年齢になっても、なんらかの形で関わっていただいて、

先輩として支援をしていただくとありがたいと思います。 

 

◆意見◆リサイクルセンター整備総合計画 

（秋津町 Ｋさん） 

 

諏訪町の八国山近くは都市計画を変更し緑地を広げる。秋津町については準工業地帯

だからリサイクルセンターを持ってくる。同じ市民でありながら、一方は緑地を広げ、

一方は車がどんどん入るようなリサイクルセンターを造る、平等という考えからすると

理解できないやり方だと思う。 

 

 

◎市長◎ 

都市計画の用途地域で、ごみの処理をする区域は、準工業地帯に限られています。準工業

地帯は市内でもいくつかの場所がありますが、全体的には数が少ないので、今まで分散化の
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議論があったけれど、前に進んでいないという意味だと思います。分散化について検証する

必要はあると考えていますので、他の町の準工業地帯に移設できるのか、お金の問題も含め

て、もう一度整理していかなければならないと考えています。 

 北山公園の問題は、用途変更ではありません。公園としての網をかぶせる作業となります。

用途を変更するよりは、地主さんのご了解をいただければ、比較的容易にできると思います。

広げるという話ですから、何もないところに公園の網をかぶせていくというわけではないの

で、そこの違いをご理解いただければと思います。  

用途の変更はきわめて厳しいです。東京都は基本的には一斉見直しを行いません。用途的

には、いろいろなことができるので準工業地帯が市内に増えることはプラスの面もあると考

えますが、住んでいる方を含めて同意が無いと準工業地帯にできず、認めていただくのは難

しさがあるというのが率直なところです。 

 

◆意見◆焼却炉の延命・耐震化 

（秋津町 Ａさん） 

 

秋津町は4７年間にわたり汚れた焼却の空気を吸い続けてきた。また焼却炉を建て替

えるつもりなのか。検討されることなく秋津に建てることが当然という考えか。 

子ども達に綺麗な空気で育ってほしい。ごみは目に付くところに施設を移し、ゴミ非

常事態宣言でも出してごみ減量化をする考えを持っていただきたい。 

 

 

◎市長◎ 

１５万市民が毎日排出するゴミの焼却等は、秋水園があることでごみの排出処理が円滑に

行われているわけで、車両通行等で周辺のみなさんにご迷惑をおかけしていることについて、

市民が感謝すべきことだろうと考えています。ごみの施設につきましては、今からすぐに別

の場所ということは現実的には難しいわけで、ご理解をいただき、あと１０年は延命化させ

ていただきたいと考えています。 

平成１２年１３年の工事によって、有害物質の排出については格段と下がっている状況で

す。先日お示しさせていただいたように、基準値以内に収まっているものですので、全く影

響がないかということには、実験を進めていかないとなんとも言えないので、そこは見てい

きたいと思います。焼却については、プラスチック類を全て燃やすとなると、今の炉の耐久

カロリーを越えてしまう恐れがあるので、燃やさないことを基本方針にしてきました。 

今回の引き抜いたプラスチックを燃やすことが、炉にどういった影響があるかということ

も、今後実験で見ていき、皆さんのご意見をふまえながら判断をしていきたいと考えていま

す。 

ごみの処理施設の移設については、現状では非常に厳しさがあるので、分散化についてど

こまで現実的に詰められるか、今後検討研究したいと考えております。 
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◆意見◆ごみ減量の啓発と検討委員会への参加 

（秋津町 Ｓさん） 

 

施設はどこに造っても迷惑なことなので、ごみ減量化を第一に考えて、分散化を軸と

してやっていただきたい。市民へごみ減量の教育をしていただきたい。リサイクルセン

ター検討委員会のメンバーに公募をいれていただきたい。 

 

◎市長◎ 

 ごみ減量、資源化は、市全体で取り組む大きな課題だと認識しています。 

平成１９年の資料ですが、一日一人当たりのごみは、市民の皆さんのご協力をいただいて、

東村山市は７６７．４ｇで三多摩２６市で３番目に低い数値です。市民の皆さんがごみ減量

を進めていただいている証だと考えています。今後も行政も力を入れて啓発をしていきたい

と思います。リサイクルセンターの検討会議につきましては、基本は周辺対策協議会、自治

会の皆さんが設立され、それらを軸にしながら広範囲な周辺住民のみなさんのご意見をいた

だけるような場を検討させていただきたいと思います。 

 

◆意見◆ごみ（プラスチック）の焼却をやめるべき 

（秋津町 Ｇさん） 

 

東村山市では不燃ごみを他県に運び焼却し、プラスチックの焼却実験をしている。プ

ラスチックの焼却をしても規制値以下なので住民に健康被害を起こさないと考えてい

るようだが本当か。プラスチックに添加剤として多くの有害重金属が含まれ、燃やすと

気化し飛灰や燃却灰に含まれ、周囲に排出され、その他多くの有害な化合物が多量合成

され人体に有害。市内の小学生の喘息り患率の悪化の一原因になっているのではない

か。地球温暖化を加速させ大気汚染の原因となるプラスチックの使用を減少させ、ごみ

の焼却を一日も早く止めるよう市民と行政が協力し努力しよう。 

 
 

◎市長◎ 

不燃ごみとされているプラスチックについて、これまでは細かく砕いて、日の出町の最終

処分場に埋め立てしていましたが、東村山市のゴミの砕き方が適合できないことから、今は、

茨城県・山梨県の民間の施設で処分していただいています。処分は焼却して熱回収をすると

いうサーマルリサイクルという方式で資源循環を行っています。現実問題として、毎日不燃

ごみが出てきますので、行政の責任として適正に処分が持続できるような取り組みをしなけ

ればならないと考えています。秋水園の灰、ガスについて、ダイオキシン、大気汚染防止法

についても、基準をクリアしています。国の定めた基準をクリアしている以上、基本的には

環境人体に影響ないものと考えています。国の動向をふまえながら、適正に努力していきた

いと思っております。 
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【意見カードでご意見を頂いたテーマについて】 

◆ 秋津駅周辺整備◆ 

 

 

（秋津町 Ｔさん） 

◎市長◎ 

 新秋津・秋津間は朝夕の通勤時間帯は混みあって、事実上車が通れない状態ですが、規制

がかかっていないので無理に通る車があるのも事実です。規制については警察と協議しなけ

ればならない課題だと思います。 

秋津駅前の整備については、まだ時間がかかる問題ですが、規制ができるのかどうか、周

辺の商店も含めて協議させていただきたいと考えています。安全対策は必要と思いますので

検討させていただきたいと思います。 

◆タウンミーティング◆ 

 

 

（秋津町 Ｈさん） 

◎市長◎ 

 タウンミーティングの有り方についましては、ご指摘のとおりテーマを絞るとか、グルー

プ化をしていくとか、いろいろなことを考える時期にきているのかと思います。 

ただ月１回は、どこかの町では必ずタウンミーティングをやっていて、何かあれば直接市

長に物申せるという場が確保されていることが重要であると思っています。進め方について

は、今後知恵を絞って、誰でも気軽に参加出来る部分を大事にしながら、より密度の濃い議

論ができるよう考える必要があるかと考えています。 

◆不法投棄◆ 

 

 

 

 

（秋津町 Ｓさん） 

◎ 市長◎ 

今まで、こういったご意見いただいたことはございませんでした。法的に可能なのか勉

強させていただいて研究させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

新秋津・秋津間は道路に人があふれ通行が大変。朝夕の時間帯だけでも車の規制

ができないか。駅前の整備を考えてほしい。 

 

地域のタウンミーティングは一巡しているので、対象を絞った話し合いにした

らどうか。例えば、農家・商店・消防団などを対象にグループ化して、話しの的

を深くしたほうがいいと思う。 

不法投棄監視員の条例を考えてもらえないか。特にごみ集積所に不法投棄が絶え

ず、注意をすると身の危険を感じることもある。監視員を法的に保障し、不法投棄を

住民の目で監視し美しい街づくりに住民参加できるようにしてほしい。 
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◆ 財政問題◆ 

 

 

 

（秋津町 Ｋさん） 

◎市長◎ 

 今年の１月から、職員給与について、平均６．７％下げさせていただきました。一律下げ

るというやり方ではなく、給与表の号級につきましては、東京都とまったく同じ表にさせて

いただいております。公務員は地域手当がありますが、いままで本給の１４，５％でしたが、

国の上限である１０％まで下げさせていただきました。役職に応じた給与にいたしたわけで

して、非管理職の５０歳代の方にとっては年収約１４０万円位で所得ダウンになる厳しい処

置でしたけれど、財政が厳しいなかで市民の皆さんにご迷惑をおかけしていることから、思

い切った措置をとらせていただきました。 

ラスパイレス指数でいいますと現在三多摩２６市の最下位になるのではないかと思います。

そういう意味では身の丈にあった措置をとらせていただいているということで、ぜひご理解

いただきたいと思います。 

◆ 公共施設◆ 

 

 

 

（秋津町 Ｈさん） 

◎市長◎ 

 児童遊園の遊具の点検につきましては、所管職員が年に１回程度目視で点検している状態

です。今回この経済不況を受けまして、国、都から雇用対策のための臨時交付金をいただい

ております。そのお金を使って、今年度、遊具の総点検を行っていこうと考えております。

問題があれば修繕、あるいは撤去を行い、遊具の安全性については国の交付金をいれチェッ

クをかける予定です。 

 

 

 

 

（秋津町 Ｈさん） 

◎市長◎ 

 リサイクルセンターの建設につきましては、現状では、プールが敷地まで入ってしまって

いる状況です。そういうご意見があるということをふまえて、分散化や、いろいろな問題を

総合的に検討し、当然、周辺住民の皆さんからご意見頂く場を設定しながら、リサイクルセ

ンターの整備計画については、検討を重ねていきたいと考えています。 

 

公園に設置されている遊具の安全・点検等はどのようになっているのか。 

市の税収は、清瀬市に次いで下から２番目だと認めているが、「身の丈」で職員

給与も下から２番目になったのか。 

リサイクルセンター建設で「子どもプール」は廃止しないでほしい。 
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（青葉町 Ｗさん） 

◎市長◎ 

 公共施設内はすべて禁煙となりましたので、入るときにタバコを消して入っていただくつ

もりで灰皿を置いたところ、そこでお吸いになるので、こういった害があらわれているとい

うことで、一部の施設については移動しているところです。 

ご迷惑をかけるという状況であれば個々に対応するよう、さらに具体的にどこかとおっし

ゃっていただければ検討していきたいと思います。 

 

◆ 市長への手紙◆ 

 

 

 

 

（青葉町 Ｗさん） 

◎市長◎ 

事務的な作業量が多く、難しいことがあります。まとめていきたいという思いはもって

いますので、検討していきたいと思います。 

個人的なことをお書きになっている方も非常に多いです。市政に対してよりも近隣トラ

ブル等もありますので、出している人が公開を前提していない場合もあるので、公開する

にあたってはルール化が必要となってくるのではないかと思います。私としては第三者の

皆さんにもわかるようにしていきたいと思います。もともと公表を前提として制度設計し

ていないことを、ご理解いただきたいと思います。公開するということなら、ルールを定

めていかないといけないかと思います。 

◆ 自治会◆ 

 

 

 

（青葉町 Ｗさん） 

◎市長◎ 

 自治会について支援をという意見がでてきます。アドバイスは特段ありません。 

自治会に加入する人が少ないので、転入されてきた人に、自治会加入のパンフレットをお配

りしていますが、役員のなり手について市の対策があるかというと、難しいテーマだと思い

ます。各自治会でいろいろな課題を持っているので、自治会の役員が意見交換できる場を市

で設定したいと考えて所管に投げかけています。 

 

公共施設出入口の喫煙器具は煙が施設内に流入するため、撤去してほしい。 

タウンミーティングの記録集はあるが、「市長への手紙」という意見の記録集は

何故公開されないのか。 

市と各地域の自治会との関係について伺いたい。自治会の役員のなり手がいな

いので、市からアドバイスなどされているか。 
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◆ 防災◆ 

 

 

 

 

（秋津町 Ｏさん） 

◎市長◎ 

壊れた時の援助は想定しておりませんでした。ぜひ壊れないようにしていただきたい。 

耐震診断を受ける場合、補助制度を作らせていただきました。金額は少ないですが、支援

させていただいております。その後の耐震補強までは手が回っていないのが実態でございま

す。地震で亡くなられた方のほとんどは、家屋家具転倒により圧死していると聞いておりま

すので、普段から危険なものがないようにと思います。 

今年は、市長会で家具転倒防止器具を各市で配布しようということで、市役所で受付をさ

せていただいたところです。一人あたり１５，０００円くらいの家具転倒防止器具を配布す

る事業をぜひ利用していただき、家具が転倒しないように取り付けていただければと思いま

す。家屋が壊れた後の支援については、具体的に承知しておりませんので、後日あらためて

回答させていただきます。 

 

 

参考 

○東村山市地域防災計画○より抜粋 

【計画の目的】この計画は、災害対策基本法（昭和３６年法律第 223号）第４２条及び東村山市防災会議条例

第２条の規定に基づき、東村山市防災会議が作成する計画であって、市、都及び防災関係機関や市民がその有する

全機能を発揮して、市域における震災及び風水害に係る災害予防、災害応急対策及び災害復旧対策を実施すること

により、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

第１５章 第３節 がれき処理 

１． 活動方針（３）解体工事及び廃棄物の運搬は、原則的に建物の所有者が行うこととし、市はこれらの廃

棄物の処理場の確保や処理処分に関する情報の提供を行う。 

ただし、特例措置を国が講じた場合は、工費負担で倒壊建物の解体処理を行う。 

 

○東村山市災害弔慰金の支給等に関する条例○より抜粋 

この条例は、災害弔慰金等の支給等に関する法律及び同法施行令の規定に基づき。暴風、豪雨等の自然災害によ

り死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民

に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付け

を行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

 

 

 

地震災害で家が壊れたときに、片付け等、市からの援助はあるのか。 
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○市長まとめ 
３連休の初日ということで、お忙しいところ、多くの皆さんにご出席いただきまして、また貴

重なご意見いただきましてありがとうございました。秋津町の場合、秋水園の問題は避けて通れ

ない大きな課題だと、１回目に続きまして実感をしたところでございます。なかなか、場所その

ものを今すぐ移設するのは非常に難しいところがありますが、周辺の住民の皆さんにもできるだ

けご理解いただけるように、これからも努力していきたいと考えております。こういう機会は、

月に１回、どこかの町で開かせてもらっていますので、私に直接、何かご意見等があればまたご

出席いただきたいと思っているところですのでよろしくお願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

○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２１回 終了しました 南台小学校 － 

第２２回 終了しました 秋水園ふれあいセンター － 

第２３回 終了しました 栄町ふれあいセンター － 

第２４回 平成２１年９月２０日(日) 第４保育園 午後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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●平成２１年７月１日現在の東村山市住民登録人口151,184人 

（内）外国人登録者数は2,240人                

 
 
     

人口数（平成21年7月1日現在）
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分野 件数 

１．健康・福祉等 ０件 

２．子ども・防犯等 ０件 

３．緑・環境等 １０件 

４．交通・都市整備等 ２件 

５．施設関係 ０件 

６．政策・財政等 １件 

７．その他 ０件 

合計 １３件 
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