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○開催内容 

 

平成２１年９月２０日（日）午後１時３０分から第４保育園におきまして、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２４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、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２０枚を回収しました。 

 

・アンケート回答の住所地 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 ・年齢                   ・性別   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町 １ 富士見町 ６ 

久米川町 １ 美住町 １１ 

秋津町 ０ 廻田町 ０ 

青葉町 ０ 多摩湖町 ０ 

恩多町 ０ 諏訪町 １ 

萩山町 ０ 野口町 ０ 

栄町 ０ 未記入 ０ 

市外 ０ 合計 ２０ 

男性 ９ 

女性 １１ 

未記入 ０ 

合計     ２０ 

  

年代 参加者数 

20 代未満 ０ 

20 代 ０ 

30 代 ４ 

40 代 １ 

50 代 ３ 

60 代 ７ 

70 代 3 

80 代以上 １ 

未記入 １ 

合計 ２０ 
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○第２４回タウンミーティング記録（概要） 

      

【市長あいさつ】 

皆さんこんにちは。本日は連休中の日曜日の午後ということで、なにかとお出かけにくい時間帯に

も関わらず多くの市民の皆様においでいただき、ありがとうございます。まずは心から感謝を申し上

げます。 

美住町につきましては、前回は昨年の６月に、美住リサイクルショップを会場にやらせていただき

ました。美住町の場合、新青梅街道で南北に分断されているという言い方は適当かわかりませんが、

前回催したときには、こちらの１丁目の皆さんはあまりご来席いただけなかったようでしたので、今

回はこちらを会場にさせていただいたところです。タウンミーティングは市民の皆さんが日頃お感じ

になっている市政に対するご意見・ご要望を率直に承り、私からもお話をさせていただくということ

で、２４回やっていますと、大体いくつかのご意見の傾向がでてまいります。今すぐ出来なくても、

例えば、今、市が１０年先位までの総合計画を作っておりますので、その中にどういう具合に反映で

きるか、というようなことも考えながら進めさせていただいています。 

平成２０年度の東村山市の決算を、市議会の決算委員会でご認定いただきましたので、簡単にご報

告させていただきます。東村山市の２０年度の普通会計の歳入は総額で４４８億９３３７万円でござ

います。それに対して使わせていただいたお金が、４４０億５０３０万円で黒字の決算となったとこ

ろです。実は東村山市は非常に財政状態が厳しく、実質単年度収支という、その年度の歳入・歳出の

本当の収支が平成１５年度から５年ぶりに黒字にすることができました。４年間はずっと赤字続きで

したが、市民の皆さんのご理解ご協力をいただいて、黒字にすることができたところでございます。

昨年は市長に就任させていただいて２年目、行財政改革元年と位置づけ、なんとか厳しい財政を立て

直さなければいけないということで、事務事業の見直し、職員の給与制度の改革、職員の定数削減と、

おおよそ１０億円ほどの行革効果をあげさせていただいて、何とか実を結び、黒字決算ができたのか

と思っております。しかし残念ながら職員が定年と普通退職合わせ約５０名が退職をいたしまして、

５０人分の退職金を年度末に用意することができずに、結局、借金をせざるを得ない状況になりまし

た。そういう意味では財政的に非常に厳しい状況が今も続いておりますが、なんとか財政を立て直し

ながら、できるだけ市民の皆様の様々なご要望にお応えすべく努力をしているところでございます。

ぜひ今日もいろいろな面でご指導いただき、未来に希望が持てる東村山市をつくるために、これから

も努力をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げて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◆市職員組合と人事行政について 

（富士見町 Ｋさん） 

 

9 月１日の市報に職員の懲罰について載っていた。公務員はストをやらないという概念で

あったが、ストに突入したとあった。市長として職員組合と今後どのように対応していくの

か。財政難のおり黒字に転じたとは言え、一部の内容について市民にとっては非常にわかり

にくいが、市民はどう見ていたらいいのか。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

昨年の、給与改革に伴う職員組合のストライキの問題で、どうなっているのかというご質問をいた

だきました。去年どういうことをやったのか、まず説明させていただきます。東村山市の正職員は今

８３５名おりまして、約９１億５６００万が２０年度決算の人件費です。全体の約 20％位が人件費と

なっています。 

民間の企業と比べると、市役所の仕事は収益を出す仕事をしておりません。例えば保育園を運営す

るにしても様々な人手がかかってまいります。もちろん人件費の比重が低いほどいいのですが、どう

してもある程度職員は雇用していかなければ市役所の業務ができないという点はご理解いただきたい

と思っております。 

職員の給与につきましては、東村山市は独自の給与表を使ってまいりました。私が最初議員になっ

た平成３年当時は職員の給与体系は「通し号俸制」と言いまして、在職年数に応じて給与が決まり役

職はほとんど関係ありませんでした。部長と主任の給与の差が月々５００円位しかなかったと言う、

ある意味きわめて平等だったのですが、そういった給与体系ではおかしいだろうということで、少し

でも職務職責に応じた給与表に変えるべきだという議論を議員当時からやってきました。平成１３年

に一度「通し号俸制」から職務給的な給与表に切り替えてまいりました。それでも、あまり差がでな

い給与表でしたので、今回東京都の給与表に移行させました。 それから公務員は地域手当がでます。

勤務地によって本給に０～１８％までの幅を持たせて加算する制度で、住んでいる地域の物価等を勘

案した手当てです。今年の１月から１０％に引き下げましたが、それまでは１４．５％が手当てで支

給されていました。 

従って、給与表というのは一概には言えませんが、東京都の給与表のほうが職務職責に応じて給与

が上がるという仕組みになっております。そういう制度に切り替えることによって、人によっては年

収で１００万円くらいダウンした方もいらっしゃいます。逆に管理職については、今後はいままでよ

りは給与の上がり幅がありますので、少し良くなるのではないかと思っております。と申しますのは、

この数年、市役所は管理職になりたがる職員が非常に少なく、責任だけ重くなって給料があまり上が

らないという状況が続いておりました。 

昨年組合と何度となく団体交渉重ねてまいりました。給与は条例で決めておりますので、いよいよ
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１２月の定例会に議会に議案を提出しなければならない、そういうギリギリのところに差し掛かりま

したが、どうしても組合と妥結にいたりませんでした。私としましては、妥結に至らないけれどこの

まま、議会のご判断を仰ぎますということで、組合との交渉が決裂しました。翌日の朝８時半の始業

から１時間に亘りまして、市役所の職員組合の呼びかけで約１００名近い職員がストライキをされた

のは事実です。こちらも若干譲歩いたしまして、最終的には組合も今回の給与改定については合意に

至りましたが、公務員にはストライキ権は認められておりませんので、違法行為ということで、今年

の２月に組合の幹部３名の方につきまして停職１日という処分をさせていただきました。当市の処分

規程では、一番重いのが免職、次に重いのが停職、減給、戒告の４段階がありますが、そのうち重い

うちの２つ目の停職処分として、ストライキを行った職員全員ではなく、ストライキを行うように指

導した組合の幹部３名については停職処分１日ということで、組合活動による処分者を出させていた

だいたところです。 

今後についてですが、なんとか職員に一生懸命働いていただきたいと思っているところですが、厳

しい財政状況でありますし、市民のご理解・ご納得のいただけるような給与体系あるいは人事制度に

していく必要があろうというふうに考えております。そのことについては、真摯に今後も組合の皆さ

んとは交渉しながら、ひとつひとつ課題について解決をしていきたいと考えております。 

先ほど５０名の職員削減をしましたと申し上げました。８８５名から８３５名に職員が５０名減っ

ていますが、仕事としては増えており、何か仕事をやめたために人減らしができたというわけではあ

りません。例えば民間に委託をするというような手立てを講じて行わせていただきました。民間委託

をすることによって、一定のサービスの質が保たれるということが条件です。それから民間委託する

ことによってコストが削減されなければ意味がありませんので、そういう観点で、今年は小学校の給

食調理につきまして１校民間委託をさせていただいております。市民課の窓口業務につきましても民

間委託をさせていただく、そんなことをしながら５０名の職員の削減をさせていただきました。この

問題についても職員組合とはだいぶ議論をさせていただいた中で、一定のご理解をいただいて進めさ

せていただいたところです。 

従いまして、基本的には組合との関係については、いろいろな課題については真摯に向き合って議

論はしていきますけれども、なにがなんでも組合の言うとおりにするかと言われれば、最終的な我々

の雇用者は市民の皆さんですから、市民の皆さんにご理解、ご納得いただけるような関係を作ってい

くことが、一番大事だというふうに私は考えていますので、今後ともそういう関係を構築していきた

いと思っております。 
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◆意見◆発達障害児への理解と支援 

（本町 Ｔさん） 

 

発達障害児を学童に入れたいということで、窓口申請したところ、障害児枠の紹介をされ

た。校区の学童の障害児枠はいっぱいで、遠くの久米川東小の障害児枠は空いており、保護

者の送迎をつける旨の説明を受けた。情緒の不安定な子に対する通級というのは１校しかな

く、通うとなると学童はまた別で、全部保護者の送迎つきということになり、非常に使いづ

らい状況である。 

発達障害児がかなりいるにもかかわらず、あまりにも支援が少なく、また窓口の対応も悪

い。どういう障害かというのを理解していただきたい。学業の遅れは目だってきており、支

援級がここの学校にあるのなら行かせたい。母子家庭で働いており、学童も送迎、学校も送

迎、そんなことをやっていたら働けない。障害児の親をたらい回しすることなく支援してい

ただきたい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

発達障害児についての２つの問題だと思います。「通級する学校」の問題と「学童の問題」になる

かと思います。情緒障害の方で通常学級に行っていらっしゃる方を、学童クラブで健常児として扱

うのか、障害児枠として扱うのかというのは、今後の課題かと、お話を聞きながら思ったところで

す。当市の児童クラブの障害児枠は２名ないし３名ということで、枠の数は他市より多いと自負い

たしております。ただ確かに身近なところの学童クラブにすぐ入れる状態なのかというと、必ずし

もそういう状態ではない学校が多いというのは事実です。障害児枠を増やしていくとなると、それ

なりの人手もかかってまいりますので、状況を見ながらどう判断していくかということになろうか

と思います。いずれにしましても、今、大変お困りの状況だということでございますので、当市の

制度的や政策的な問題もありますけれど、個別にお話を伺ってどういった対応ができるのか、検討

させていただければと思っています。 

 

 

 

◆意見◆産休明け後の保育受け入れ 

（美住町 Ｙさん） 

 

産休中だが、待機児童の問題で大変不安を抱えている。フルタイムで復帰しなければなら

ないが一時預かりでは困る。予測される人数と対策でどれくらい対応してもらえるのかお聞

かせ願いたい。 
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◎ 市長 ◎ 

ご指摘のように当市は慢性的に待機児が発生して、４月１日現在で１５０名近い待機児がでて

いる状況で、保育園が足りていないというのが当市の今当面の一番大きな課題と考えております。

議会からも何とか対応せよとご指導を日頃からいただいております。今のケースではあまり役に

立ちませんが、今年度中には一時預かりをスポーツセンターと栄町児童館で始める予定です。 

来年の４月１日以降に、「認証」１つ、幼稚園で行う「認定こども園」を１つ開設するよう動き

始めています。公立保育園の乳児枠、特に１歳のお子さんの待機児が非常に多く、育休明けで預

けるところがなくて、職場に復帰できないという深刻なケースが出ています。なんとか一人でも

二人でも、０・１・２歳ぐらいの枠を今の公立保育園で増やせないか検討しています。 

市役所の東北側に空き地がありますが、そこに保育園と介護施設と合築の施設を平成 23 年 4

月にオープンする計画です。市が直接建てるのではありませんが、市内の社会福祉法人に建てて

いただき運営していただく。もちろん市としても財政的支援をしていくことを考えています。こ

ちらは１００名定員の保育園ということで進めさせていただいています。 

なんとかこれだけ多くの待機児が出ていますので、市としても最優先の課題として待機児童解

消の取り組みをさせていただいています。来年の４月について何名くらいどうできるですが、仮

に「認証」「認定こども園」が各３０名とすれば、乳児枠の拡大は、来年までには数名くらいかと

思っていますが、合計しますと認可保育園ではありませんが、60～７０名くらいの枠の拡大は図

れるのかと考えています。 

これから検討しなければならないのは、「認証」や「無認可」は、どうしても保育料が高い。し

かしながら、無認可保育室でもきちんとした保育をしていただいている保育園も市内にはありま

す。一時的にそういったところを活用していただく場合に、保育料の負担軽減を考えるのか、そ

こは議論をしているところですが、いずれにしてもそのような形で緊急的に待機児解消に向けて

市も今総力をあげて取り組みをさせていただいているところですので、ぜひご理解いただきたい

と思います。 

 

◆意見◆公民館の陶芸窯について 

（富士見町 Ｏさん） 

 

私ども以外に富士見公民館だけでも陶芸をやっているグループは８つくらいあると思う。各

公民館にそれぞれ同じようなグループがあり、陶芸をやっている人は東村山市内で幼稚園から

高齢者まで相当多数にのぼると思う。問題点は、陶芸には窯が必要なわけだが、窯が老朽化し

故障する。現在も富士見公民館と中央公民館の窯は非常に危険な状態だ。ぜひ修理ができるよ

うにしてほしい。 

一方７月から公民館の施設の利用料が大幅に減額され安くなった。安くなったことはありがた

いが、一方で修理は何もしないというのは矛盾しているような気がする。 

窯は現在利用料がタダだが、窯の利用料を取っていただいてもよいのではないか。できるこ

とならば、こういった問題の解決方法をお互いに話し合い、担当の方々と我々グループの代表

者とで打ち合わせをさせていただければ、有り難いと考えている。 

 



                   - 7 -         第２４回タウンミーティング 

◎ 市長 ◎ 

 全体的には、非常に厳しい財政状況で、抑えるところと予算をつけ伸ばしていかなければいけない

部分がありますので、各部局には２１年度の予算を編成するときには、経常的な経費につきましては

一律２，５％の削減をするようにという通達は出させていただいています。何を削るかということは

基本的には各部局に任せてやっていますが、お使いいただいていた窯は壊れても修理しませんという

のは、いかがなものかとお話を聞いていて私も感じたところでございます。所管にも確認させていた

だいて、窯を買い直すとすると相当な金額、修理するにしても、かなりお金がかかるので、予算的な

目途が立たないところから、公民館の職員がそのような旨のお話をしたのかもしれません。 

ぜひそこはご提案のとおり話し合う場を設けさせていただいて、せっかく公民館を建てて以来、陶

芸をやっていただく環境を市も作ってきた一端の責任はあると思いますので、協議をさせていただき

たいと思います。窯を買い直したり修理するのにどのくらいかかるのか、今予備知識がないので、申

し訳ありませんがその程度の御答弁でご理解いただければと思います。 

 

◆意見◆公民館の陶芸窯について２ 

（富士見町 Ｎさん） 

 

陶芸窯の修理しないと言われれば原則的にはもうサークルを閉じろということにもなり

かねない。多くの市民が潤いを求める面もあり、ぜひ考えてほしい。サークルでお金を出し

合い修理の分を持ちたいがそれも駄目かと訴えたが、そういったことはできないと断られ

た。市としてはそういう一部のものだがお金を一旦出し合ってやるということも、もう少し

頭を柔らかく考えてほしい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

さきほど申し上げましたように、予備知識を入れていませんので、公民館とも協議させていただ

いて、せっかくの有り難いお申し出でありますので、いただけるものはいただいて、それを活用さ

せていただきながら継続できるような仕組みが作れないのか検討させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

◆意見◆美住町商店街の街路灯 

（美住町 Ｊさん） 

 

美住通りに住んでいるが、昨年の１０月頃、約２週間近く街路灯が全部消えた時期があっ

た。街路灯は地元の商店街と市との両方で電気代を負担しているというふうに聞いている。

話し合いの結果なのか、消えたときにどういう状態になるか、試験的な期間だったのか。裏

道通りで、車の通行も歩行者もあり、暗いということは防犯上も問題が出てくると思う。今

年度はどうなるのか。 

 



                   - 8 -         第２４回タウンミーティング 

◎ 市長 ◎ 

美住町の防犯街路灯の件ですが、ご指摘のとおり、こちらの商店街で立てられたものなので、商店

会長さんのほうがよっぽど詳しいと思いますが・・・。街路灯は商店街側が負担をするのが困難にな

ってきたということです。これについては商店街の分については撤去をせざるを得なく、ご指摘のと

おり、真っ暗になってしまうと危険ですので、ここについては今後市のほうで設置をするということ

で、今検討を進めているところです。 

 

（商店会長 K さん） 

私の知る限りで説明させていただきます。公団ができた当時、昭和３３年、商店街は３つあり

ました。それが、２つの商店街はひとつになりまして、そのときは加入者が多く、電気代は十分

間に合いました。予算があるということで、大きな街灯にしました。その後いろいろなスーパー

ができ、個人商店が成り立っていかなくなりました。そういったことが続きまして、いよいよ駄

目だということで市に相談に行ったということです。 

 

◎ 市長 ◎ 

商店街でつけた街路灯は、市の一般的な防犯街路灯よりも、グレードが高いです。電気代も非常に

かかるということで、この間協議をさせていただいてまいりました。一部は撤去、一部は市の防犯街

路灯に付け替えるという作業を今後進めていく予定です。 

ただ、市のほうも１年ですべてできる財源が確保できないので、２年くらいの継続事業として、防

犯街路灯をつけていきたいと考えています。ご指摘のとおり真っ暗になってしまうと非常に危険だと

いうことは承知いたしておりますので、努力していきたいと思います。 

 

◆意見◆産休明け後の保育受け入れ ２ 

（美住町 Ｙさん） 

 

保育園に入れないという問題で、お答えいただいたが、実際に来年から働かないといけな

い。何度も市役所に相談に行っても、わからないという答えで非常に不安だ。もし今年入れ

ないと、引っ越すなり、どこかにいかないといけない状況になってくると思う。そういう場

合どうすればいいのか。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

ご心配、ご不安を感じていらっしゃるということはよく分かりますし、不安を与えていることに責

任を痛感しているところでございますが、先ほど申し上げたような状況で、市としても、最大限の努

力をさせていただいております。必ず来年第 4 保育園に入れますということを、今の段階では、お約

束できる状況には正直ございません。来年の、入所の申し込みの状況の中で、それぞれの条件に応じ

指数化し、指数の高い人から措置をするという仕組みになっています。できるだけ情報は提供させて

いただいて、場合によっては、さきほど申し上げましたような、「認可」ではないけれども「認証」で

あるとか、違う所に一旦はお預けいただくとか、そういうこともぜひご検討の視野に入れていただく
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と有り難いと考えています。 

年齢にもよりますが、無認可保育室といわれている部分につきましては、若干空きはあるのかと理

解しています。来年度については、「認可園」の開設は難しいものですから、今の「認証」「認定子ど

も園」の開設に向けて努力をしていきたいと思っておりますし、公立保育園の乳児枠、０・１・２歳

の枠をなんとか増やしていきたいと考えています。数としては総数 60～７０の受け入れる数は確保で

きるのかと考えています。 

 

～休憩～ 

 

◆意見◆生活道路の整備 

（美住町 Ｏさん） 

 

日常的に買物に行ったり、散歩をしたりする生活道路について市がどのように考えている

か聞きたい。 

具体的には第七中学校の東側の道路だが、狭くデコボコで危ない。車の通行も多く、舗装

されていないので、自転車で転ぶような危険な道路だ。もう 1 つは 7 中の南側のＴ字路が

狭く、大型トラックが左折するときに中学生の通行もあり危険。それから第 4 保育園の前

の富士見公民館に行く道と踏切との三叉路が危ない。通学時間帯に以前はみどりのおばさん

が立ってくださっていたが、最近はそれもないようだ。 

 

◎ 市長 ◎ 

都市計画道路の場合、道路の両側に歩道が設置されているような道路ですが、現在東村山市は都

市計画道路の整備率が３多摩２６市の中で率としては、一番悪いという状況です。 

都市計画道路が整備されないと、どういうことが起きるかというと、いわゆる生活道路といわれ

る４ｍ未満の道路に通過車両が流入する傾向がございます。東京都の施工となりますが、今後東村

山市としては、府中街道野口橋以北がまだ未整備ですので、整備するよう東京都にお願いしている

ところです。 

今年東京都の事業認可をとり、東村山駅東口からスポーツセンターのところで止まってしまって

いる都市計画道路を、久米川町 1 目に「野行通り」という通りがありますが、そこまで貫いていく

ことによって、青葉町の２丁目の住宅街に流入している車両を削減できるのかと考えています。 

今後いくつかの幹線道路をきちっと貫くことによって、生活道路への通過車両の流入を減らして

いくというのは基本的な戦略です。そのうえで個々の生活道路につきましては緊急性を考慮しなが

ら、穴があいたり、でこぼこしているとか、振動が強いという苦情等を承ったうえで、整理をさせ

ていただいています。 

7 中の東のところは確かに狭くて、一方通行になっていますが、きちんと４ｍ幅とれていない部

分もあり、ご指摘のとおり危険な状態です。新しく建物を建てていただく場合は、センターから２

ｍバックしていただいて建てていただくということで、道路幅は確保していきたいと考えています。 

７中の南の鷹の道とのＴ字路の件をおっしゃっていると思うのですが、近隣の方からも左折する

ときに大型車が歩道に乗り上げてしまって危険だというご指摘をいただいて、先日、浄水場側の歩
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道の上に一本ポールを立てさせていただきました。もう１本くらい立てたほうがいいのではないか

と所管も考えていましたが、地下に埋設物がありなかなか２本立てられない、そんな状況です。鷹

の道も本来は大型車の交通規制をかけられているところですが、新青梅街道から浄水場の脇を通っ

て流入してくる車が多いので、警察にも取締りをしていただくようにお願いをしているところです。 

それと三叉路の件ですが、確かに踏切があり三叉路になっていて、安全な状態とはいえないと私

も認識しております。「みどりのおばさん」がかつていたのかどうか私はわからないのですが、今ほ

とんどの学校で朝の通学と帰りの時間帯に、シルバー人材センターで危険箇所については、交通安

全指導員の配置をさせていただいております。ここに配置されているか承知していないのですが、

学校の側で一番危険と思われるところには配置をしていただいているのではないかと思います。常

時配置をするとなると財政的にも厳しいので、ご勘弁をいただきたいと思いますが、状況を見なが

ら学校とも相談をさせていただき、子どもたちの安全については確保できるように、学校側とも協

議をさせていただきたいと思います。 

 

 

◆意見◆歩道の高低による危険箇所 

（美住町 Ｉさん） 

 

鷹の道の郵便局近くの歩道が狭いわりに高さが高い。自転車で通っているが恐怖心で転ん

でしまった。そこを低くしてもらうようなことだけでもやっていただきたい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

東村山駅西口の整備などがほぼ終了することから、次のまちづくり目標を示した「東村山駅周辺ま

ちづくり基本構想」の策定作業を進めております。その策定作業の中でも市民の方から「鷹の道の踏

切」自体狭くて危険だというご指摘をいただいております。 

前々から市のほうで東京都に働きかけていた踏切対策について、東京都は連続立体交差事業の検討

を進めております。検討対象の踏切は、「府中街道の踏切（NTT 前）」・「鷹の道の踏切（郵便局近く）」・

「大踏切」・「化成小学校東側の踏切」・「ふるさと歴史館先の踏切（西宿通り）」で、今年の４月に国か

ら新規着工準備採択をいただきました。市としても、この連続立体交差事業とも合わせたまちづくり

の展開は必要であると判断し、周辺道路をはじめとしたまちづくりの検討を基本構想策定作業の中で

も進めているところです。 

鷹の道の歩道幅員は大きな課題として考えています。その問題と絡め「鷹の道の踏切」の歩道幅員

については検討していきたいと考えています。踏切の先の歩道の高さの件は現場を見て、恐怖心を抱

いて危ないということであれば、どういうことができるのか検討したいと思います。 
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【意見カードでご意見を頂いたテーマについて】 

◆ スポーツ宣言都市と施設整備◆ 

 

 

 

（美住町 Ｊさん） 

◎ 市長 ◎ 

東村山市はスポーツ宣言都市ですが、他市に比べるとスポーツ施設が貧弱ではないかというお叱り

をいつもいただいております。これから努力をしていかなければいけないと思っています。 

当面平成２５年に多摩地区を中心に東京で国体が行われ、東村山市もエントリーし、スポーツセン

ターを会場に少年女子(高校生)のバスケットボールの大会の誘致をしています。手を挙げたのは１８年

度ですが、１９年、２０年と全国レベルのバスケットボールの連盟の方が会場をご覧になっていろい

ろご指摘をいただいております。 

昭和５７年に建てて大規模改修をしていないので、雨漏りはするは、床もだいぶ傷んでいるという

状態ですので、今後これらどういう改修をするのかという検討をしています。スポーツセンターにつ

いては、お金との相談になるのですが、国体に合わせて一応一定程度改修をさせていただくよう進め

ていきたいと考えています。それから、借地でお借りしているテニスコートや少年野球場が、やはり

そのままになっており、色々な所が傷んでいるのも事実です。それらも状況を見ながらそれぞれの年

の予算編成するときに緊急にやらなければならないところから、少しずつ進めさせていただきたいと

考えています。明快な良い答弁ができなくて申し訳ないのですが、スポーツ関連の施設については、

スポーツセンターを優先し、その他の施設については危険がないように整備を進めていきたいと考え

ています。 

 

◆北山民家園の復元◆ 

 

 

 

 

 

 

 

（美住町 M さん） 

◎ 市長 ◎ 

民家園につきましては、平成１１年に放火により消失してしまいました。ご指摘のとおり、この

辺では規模の大きい典型的な古民家であり残念なことをしたと思っています。 

市の計画では、今建てられた「八国山たいけんの里」と一体で構想を立ててきたところで、民家

 

スポーツ宣言都市に相応しい施設と催しを充実させてほしい。 

市の文化財である武藤家住宅が放火で全焼したが、いずれ復元しようということだっ

た。役所に直接聞いた話ではないが、放火によって全焼した古民家に掛けてあった火災

保険がおり、すでに使ってしまったという話を聞いた。文化財保護審議会の意見として

は復元するという話で進んでいたように聞いていたので明らかにしていただきたい。 
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園の復元というのは将来的には生きている計画です。財政的な問題等勘案しながら、いつかはやら

なければならないことだと認識しているところですが、財政的な問題があり当面厳しいと思ってい

ます。 

民家園が消失したときの保険金につきましては、「八国山たいけんの里」の建設費の一部として充

当させていただいております。 

何故「民家園」より「八国山たいけんの里」を優先したかは、３千５百年前から４千年くらい前の

貴重な遺物が大量に多摩湖町「下宅部遺跡」から出土し、保管場所がなく一時は屋外に置かざるを

得ない状況もあり、これは当市だけではなく日本全体の貴重な文化遺産を消滅させることはあって

はならないということからです。 

縄文時代の遺物については収蔵・展示をし、併せて古代から現代までの八国山を中心とした自然

と人間の関わりについて体験的に学習できる施設にしていこうということで建てさせていただいた

ものです。旧民家園の保険金も充てさせていただいているということですので、ぜひご理解いただ

ければと思っています。 

 

 

 

◆市職員組合・人事行政 ２◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（富士見町 Ｋさん） 

 

◎ 市長 ◎ 

 公務員は労働三権のうち、団結権・交渉権は保障されていますが争議権はありません。 

ストライキは一切違法ということです。単純に一律給与カットしたのではなく、職務職責に応じた給

与を支払う体系に移行するということから、給与構造改革と申し上げています。職員によっては年間

で１００万円を超える賃金ダウン、退職金も３５０万円くらいダウンする職員もいるなかで、個々の

職員の生活に関わるところもございますので、ある程度の団体交渉のやりとりというのは、当初より

覚悟して臨んできたところです。確かにご指摘のとおり彼らがストライキを起こしたということにつ

いては、市民の皆様には深くお詫びを申し上げたいと思います。 

ただ、そのことを通して、ようやく給与構想改革を成し遂げることができたということと、ストラ

イキを指導した組合幹部については当市としては初めて厳正に処分を行ってきたつもりです。私も議

員になる前、民間企業におりましたので、いわゆる大衆団交スタイルみたいなものをいつまでもやる

のかという思いもないわけではありません。おっしゃるようにこちらが１０人であれば、むこうも１

職員組合と団体交渉は市側が１０名ならば、相手も１０名くらいに絞ってできないの

か。そんな余裕もなかったのか、あるいは今までの慣例だったのか。ストをやり、それ

の上司、市の幹部も責任体制何を考えていたか。やったということが２週間もしてわか

った。団体交渉の経過を情報公開で確認したが、職員が少ないときで８８名、多いとき

は１３０名近く、そんな沢山の人間を集めてやらなくては、いけないのか。幹部の責任

もあるのではないか。市民にはやっていることがわからない。 
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０人で交渉するということについては、そういうことができれば進めていきたいと思いますし、組合

との関係という協議の内容についても、今後はできるだけ最終的な雇用者であります市民の皆さんに、

よくよくご理解をいただけるようにお知らせをしていくことが大切だと、ご指摘を承って思ったとこ

ろです。 

ただ、公務員に対してバッシングがあるのも事実です。最終的な使用者である国民市民に十分理解

していただけるようにやっていく必要があると思いますが、いたずらにバッシングをすることで、公

務員が変わるかというとそこもまた難しいところです。人間ですので、よくよく彼らにも理解しても

らうように、先頭に立って組合との交渉に臨んできました。市民の皆さんから見ると、生ぬるいとお

っしゃるかもしれませんが、先ほど申し上げましたように、職員によっては１００万円以上の給与ダ

ウンしている人間もいますので、やる気を失ってしまうのも重大な損失ですから、いかにやる気を持

続させながら市民のためによりよく働いてもらうかということに努力していきたいと思っております。 

これだけ厳しい財政状況、人員も５０名減らしていますから、それぞれの職場は人手も足りていな

いのが事実です。どれだけ業務の水準・質を上げて、市民の皆さんの満足を得られるのか、それぞれ

の部・課で目標を立ててそれに基づいて仕事をしてほしいということで、今年度試行的に、目標によ

る管理という民間企業ではもう一般的にやられている手法ですが、そういったものも導入させていた

だきながら、市民の皆さんのために最少の経費で最大の効果を上げるべく、今後も全庁一丸となって

取り組んでいきたいと考えておりますので、ご理解お願いいたします。 

 

 

 

◆ 美住町のコミュニティバス路線◆ 

 

 

 

 

 

（本町 Ｔさん） 

◎ 市長 ◎ 

 グリーンバスのご意見ということで受け止めさせていただきました。 

実はこのタウンミーティングをやりますと、どこの町でも、うちの町にもコミュニティバスを通して

ほしいというご意見をいただいております。東村山市では市内で３路線コミュニティバスを走らせて

いただいておりますが、元々の考え方は交通不便地域の解消ということで、駅・民間の路線バスから

概ね５００ｍ以上離れたエリアを何とか結んでいこうという考え方で始めたものです。結局これも最

終的にはお金の話になりますが、今、３路線運行していまして年間４千５百万円くらい市から税金を

投入しています。これは全くの一般財源です。今後さらに路線を拡大していった場合にお金をどうし

ていくのかが一番のネックです。それともう 1 つが、そもそもの発想が交通不便地域の解消というこ

とだったのですが、障害をお持ちの方だとか、全体的に高齢化が進んできています。 

東村山市の高齢化率は 4 月当初で２１．９％ですから、4 人にひとり６５歳以上になりつつありま

す。市内で１５万人の人口のうち７７歳以上の方が１万１千人を超えています。もちろん歩いて元気

美住町にバス路線をお願いしたい。発達障害の子が久米川東小に行きたいとい

ったときに、美住町の子は行かれない。今後小学校がすぐに増えないのであれば、

親が送り迎えするか徒歩かしか選択肢がない。 
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に生活される方もいらっしゃいますが、買物などの時に、なんらかの移動支援をしないと生活がまま

ならないという方がだんだん増えているのも事実です。この辺を今後東村山市としてどう考えていっ

たらいいのか、これは議会でも再三にわたってご意見ご提案をいただいていますが、もう少し全体を

見ながら考える必要があるのかと思います。 

私は、東村山市の南のはずれの萩山に住んでいますが、小平の市報が新聞折り込みに入ってきます。

実証実験でやっていた小平駅から大沼町方面に走らせていたコミュニティタクシーをもう一度やろう

という記事が出ていました。ですからバスが全てではなく、いろんな方式も考えて、民間の力も借り

て、何とか限られた財源を有効に活かしながら移動の手段については考えていきたいと思っています。 

美住町についていえば、久米川駅南口から、東大和の団地に行くバスが廃止されていますので、確

かに不便になられているのだろうということは承知をしていますが、全体の東村山市の今後の公共交

通のあり方を少し考えさせていただいて、お知恵をいただきながら進めさせていただきたいと考えて

います。今日の時点で、美住町に必ずバスを通しますと申し上げられませんが、検討課題として、専

門家やバス事業者・警察、いろいろな方々の意見を取り入れて検討することが大事ではないかと考え

ています。 

 

 

 

○市長まとめ 
冒頭にも申し上げましたが、連休日曜日の午後という何かとお出かけになりたい時間帯にもかかわ

らず、このように大勢のみなさんにお集まりいただきまして、有り難く思っております。 

今日は、差し迫った緊急な課題について多くご意見をいただいたり、市の人事行政、市民から見え

にくい、特に組合との関係についてご示唆を含めてご意見を頂いたところでございます。今日お答え

しきれなかった分については持ち帰らせていただいて、後日またご報告させていただきたいと思って

おります。 

コミュニティバスの件については、全市的に非常に大きな課題でございますので、少しお時間をい

ただいて今後考えさせていただきたいと思います。いずれにいたしましても、非常に厳しい財政状況

のなかで、この東村山市１５万という多くの市民の方が生活をされておられます。それぞれの市民の

皆さんにはいろいろお困りのことや、いろいろなニーズもあろうかと思います。それらを、できるだ

け反映をして、よりよい市政、よりよい東村山づくりを皆さんと一緒になって進めていきたいと考え

ております。今後とも、私は聞く耳だけは持っているつもりなので、引き続きこういった機会にご出

席いただいてご意見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。本日は本当に

皆さん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２３回 終了しました 
栄町ふれあいセンタ

ー 
－ 

第２４回 終了しました 第４保育園 － 

第２５回 平成 21 年１０月 25 日(日) 

東村山駅西口  

サンパルネ２Ｆ 

 

午後２時～４時 音楽ライブ 

午後４時～６時 

第２６回 平成２１年１１月２１日(土) 

久米川ふれあい 

センター 

 

午前１０～正午 

 

○参考 

●意見カードに記入された意見の分野別件数。 

 
 意見カードは、その内容からご感想と思われる 

ものは件数に含まれておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

●平成２1 年１０月１日現在の東村山市住民登録人口 

 人口総数は 151,838 人。（内、外国人登録者数は 2,268 人） 

  

分野 件数 

１．健康・福祉等 ０件 

２．子ども・防犯等 ５件 

３．緑・環境等 ０件 

４．交通・都市整備等 ４件 

５．施設関係 ３件 

６．政策・財政等 ４件 

７．その他 ０件 

合計 １６件 



「意見カードの意見・提案｣一覧

回答所管 問 回答

マンションを建てるときに保育園のこ
とも一緒に考えてください。東村山は
マンションもどんどん建て続けたけれ
ど、保育園・学童に関して、子供が増
えることを予測できた。待機児童解消
してください。
（本町　Ｔさん）

４月に産休明けなのですが、待機児童
の問題で不安をかかえています。去年
の人数をふまえて今年の予想される対
策は考えていますか。
（美住町　Ｙさん）

社
会
教
育
課

放課後健全育成事業として一小学校
(大岱小)のみで実施するのではなく、
全小学校で実施してください。そのと
き発達障害児も利用できるようにして
ください。
（本町　Ｔさん）

　大岱小学校で実施している放課後子ども教室は、「放課後子
どもプラン推進事業」の放課後子ども教室推進事業（文部科学
省）によるものです。当市では、小学校の児童を対象に安全・
安心な子どもの居場所として地域の方々の参画を得て、大人が
見守るなか自主的な活動を通して、異年齢または地域交流の場
となるよう取り組みをしています。拡大・障害児対応につきま
しては研究中でございます。

　
障害者（児）の支援については、障害自立支援法に基づき、障
害程度や勘案する事項（社会活動や介護者の状況など）を踏ま
え支給する「障害福祉サービス」と区市町村実施の「地域生活
支援事業」に大別されます。「地域生活支援事業」においては
地域の実情に応じたサービスが可能ですが、反面、自治体の財
政力が影響してしまうことも事実であり、限られた予算で真に
必要なサービスを提供できるよう努力しております。また、窓
口業務についてですが、ご不便をおかけしないよう、課内研修
の実施や課内でのコミュニケーションを円滑にして、窓口での
説明力を高めるとともに、職員全てが障害に対する知識を深め
ていく所存であります。

　障害児の放課後の健全育成事業は、児童クラブで行っており
ます。運営に際し、嘱託職員も含め全職員が研修や支援学校の
授業見学および先生からのアドバイス等を受け知識向上に努め
ております。また、障害児一人一人の状況を見ながら、できる
事柄は極力取り入れることを行っております。今後も、より一
層の知識向上及び障害児への理解を深める運営を行いたいと思
います。提案者様には、ご理解、ご協力を賜りたくお願い申し
上げます。

子
育
て
支
援
課

５歳児のとき、健診で発達障害が早期
に見つかるようにしていただきたい。
健診を、丁寧に全児童へ行ってくださ
い。
（本町　Ｔさん）

　３歳児健診までに発達に疑いのあるお子さんについては、発
達健診、経過観察において発育や発達・育児などの相談を行
い、医療機関、関係機関につなげています。４・５歳児では、
保育園・幼稚園など集団に入っているお子さんについては、園
医による健診にて発達に疑いがある場合には、専門医療機関を
紹介するなどができます。集団に入っていないお子さんについ
ても、乳幼児子育て相談・乳幼児学級を実施していますので、
子育て支援課の保健師にご相談いただけたらと思います。

２．子ども・防犯等

子
ど
も
育
成
課

　待機児童の対策は、東村山市次世代育成支援行動計画（東村
山子育てレインボープラン）に示されております「定員の弾力
的運用」「本町北ブロックへの認可保育園の開設」「認証保育
所・認可外保育室等既存保育施設の有効利用」や「幼稚園との
連携」などの検討を中長期的に行っているほか、「公共施設の
一部を使った預かり事業の実施」、「認定こども園の開所」
「認可保育所の乳幼児枠の拡大」の早期実施に向けた検討を
行っています。

障
害
支
援
課
・
児
童
課

障害者・障害児への支援が少なすぎま
す。また窓口の職員の知識不足を感じ
ます。障害者・障害児を取り扱う課は
職員全て障害への理解を進めていくべ
きです。
（本町　Ｔさん）

第24回タウンミーティング



「意見カードの意見・提案｣一覧

回答所管 問 回答

生活道路(市道)の安全確保の努力
をしてください。

①　七中横高齢者施設側･･狭い･
舗装が悪い。
②　七中横境通りに抜ける角･･狭
い(大型車が通ると中学生等危険)

（美住町　Ｏさん）

　①ご指摘いただいた7中東側道路（市道第293号線）部につきまし
ては雨水管が埋設されておらず、道路の一部を砂利敷きにし道路排水
を浸透させるための処理を行なっている場所はございます。早速現場
を確認し補修等必要な箇所について対応してまいります。また、拡幅
につきましては、隣接する地権者のご理解、用地提供等のご協力が必
要となり、現時点では困難と考えております。
　②市道第54号線７(浄水場側道）は土地所有者が水道局であり、表
面管理のみ東村山市が管理している道路であります。道路の形状変更
となりますと、占有物（埋設物）の関係及び土地所有者が水道局であ
る等、また、工事費用等考慮すると困難であると考えております。

鷹の道の歩道(踏切の先)、市道の
改修。高さが、高くて危険。
安全・安心の街づくり。
（美住町　Ｉさん）

　ご指摘いただきました鷹の道の歩道高さ改修につきましては、歩行
者の安全を確保するため段差（マウントアップ）を付け、歩車道を分
離しております。現状の歩道幅員で平坦（フラット）にすることによ
る、歩車道の一体化は歩行者の安全が確保できないと判断しておりま
す。また、拡幅につきましては、地権者の協力や改良工事等の予算措
置が必要となるため早急の対応は困難と考えております。

高齢の近所の方々のために、駅・
市役所行きのバスがほしい。
(美住町　Oさん）

美住町にバスを！発達障害児を久
米川に行かせたくても、バスがあ
りません。小学生一人で美住町か
ら久米川小まで通わせるんです
か？
（本町　Ｔさん）

美住町の(八坂小横の踏切近く)
子供がたくさん通る道です。拡張
や横断歩道、信号とか何か対策を
とってください。
（本町　Ｔさん）

　ご指摘いただきました八坂小横の踏切付近の交差点につきまして
は、平成15年度に市で用地を買収後、歩道部を設置し歩行者の安全を
確保いたしました。また、信号機設置につきましては警察署より、踏
切から交差点までの距離が近距離であることから、踏切と信号機の連
携がとれず渋滞を招く関係で設置は困難との回答を得ております。

4．交通・都市整備等

道
路
交
通
課

　公共交通不便地域の解消のために、また市内主要施設や公共施設、
商店街の利用などといった近距離への移動の手助けとなるようなコ
ミュニティバス新規路線運行の要望を、市内のあらゆる地域から承っ
ております。市といたしましても、民間バス事業者の動向を見据えな
がら、市内全域について整理し、厳しい財政状況を踏まえながら、検
討して参りますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

第24回タウンミーティング



「意見カードの意見・提案｣一覧

回答所管 問 回答

広
報
広
聴
課

公民館等で詩吟やパソコン等
のサークル活動の宣伝を市報
で行うが、他の市では中には
毎月市報で宣伝できるところ
がある。東村山市ではどうで
しょうか。
（富士見町　Ｉさん）

　市報「ひがしむらやま」では、毎月１日号に「みんなのひろ
ば」として、市内公共施設で活躍されているサークルの会員募
集記事を掲載しております。なお、限られた紙面での有効活用
を図るため、市報への掲載回数は年1回を上限としており、緊急
の記事を除き市の行政記事であっても、複数回にわたって掲載
しない取扱としております。今後は、他の自治体の広報紙の状
況をさらに把握した上で研究課題とさせていただきます。

陶芸窯の修理の時に、せっか
く下がってほっとした公民館
利用料金を値上げしてでも修
理してほしいという意見には
絶対反対です。みんなの公民
館なので利用料金は絶対に値
上げしないでください。
（美住町　Ｔさん）

いろいろ困っていらっしゃる
方がいますが、陶芸窯が末永
く使えるよう、何らかの良い
方法を考えていただけるよう
お願いいたします。
（美住町　Ｍさん）

企
画
政
策
課

東村山文化発展のために、
ホールを作ってほしいと思い
ます。それにより何らかの収
益もあろうかと思います。結
果、今日の質問等に協力でき
るのではないでしょうか。ち
なみに、両隣の小平市・東大
和市には大きなホールがあり
ます。

　同様のご意見について、第３回、１８回、２１回のタウン
ミーティングでも頂戴しました。当市の中央公民館ホールが出
来たのは近隣市に比べると早く、収容人員は約４５０名が、
様々な文化活動の発表の場にご利用いただいております。ホー
ル事業は建設費や維持管理費が非常に高額であり、当市の財政
力ではかなり厳しいと考えております。現在のホール事業を見
直す中で、より活用し収益性を高めることも検討したいと思い
ます。

５．施設関係

公
民
館

　陶芸窯の修繕につきましては、限られた予算の中で補修等に
努めてまいりたいと考えております。ご案内のとおり使用料に
ついきましては、今回、利用率向上のために、一定の減額措置
をさせて頂きましたので、現在では値上げは考えておりませ
ん。今後も、大勢の市民の方に利用していただけるよう最適な
公共サービスを提供し、「市民の満足度の向上」を目指して頑
張ってまいります。
　なお、修繕の際には大規模で日程的に長引く場合には、一定
期間は他の館（中央公民館、秋津公民館、廻田公民館）の窯を
誤使用頂きたいと考えております。今後、陶芸窯につきまして
は、各館の陶芸窯設置場所の問題や使用における有料化問題等
さまざまな諸問題がございますのでこれらを含めて、良い方法
を検討してまいります。

第２４回タウンミーティング



「意見カードの意見・提案｣一覧

回答所管 問 回答

※9月1日市報の内容から
・民間の就業規則にあたる「地
方公務員法37条で争議行為は禁
止」とされていますが、使用者
である市民が、何故ストがある
のか良く理解できません。職員
採用時に確認しないのでしょう
か？

　争議行為等の禁止は、個々の職員に対する服務規定として地
方公務員法に定められていますので、職員採用時には法令遵守
の徹底・指導を図っております。法令は勤務条件等に関する労
使交渉そのものを否定しているわけではありませんが、当然ス
トライキを前提に進めるものでもありません。自治体によって
は、過去においては処分されない事例も見受けられましたが、
平成１８年に当市では懲戒処分の指針を定め、その処分の量定
について基準を設けており、今回ストへの参加禁止や処分につ
いて警告したにも拘わらず、ストが行われたことは遺憾に思い
ます。
　当該組合は、自治労傘下において都本部の闘争方針に従うこ
とが求められているとはいえ、違法行為については厳格に対処
すべきと判断しております。

・職員組合はストを前提条件、
理由に団体交渉を行ってくるの
でしょうか。

　団体交渉は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及びこ
れに附帯して社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事
項について行うものです。争議行為等の禁止は、個々の職員に
対する服務規定として地方公務員法に定められていますので、
それを前提条件にすることはできません。組合の交渉の代表者
は、通常、委員長、副委員長及び書記長の三役と中央執行委員
及び監事等が指名され、予備交渉で確認しています。

・職員組合との団体交渉で、市
長及び幹部数名に対し組合の意
見を集約した代表者数名との話
し合いはできないのか？

　団体交渉に代表者以外の者が参加した場合には、それが正当
な委任を受けた者である場合以外は、当局は交渉に応じる義務
はありませんが、交渉を通じて意見を交換し意思を疎通して、
合意事項の実現に努めるため、代表者以外の者の参加を認める
場合もあります。

・20年11月21日の１時間のサ
ボタージュ指令には組合員66名
が参加したと聞く。
幹部を除く、全市職員の総数に
比し多すぎないか。
参加66名の教育は？
66名の職員に対する幹部の監督
責任は？

（富士見町　Ｋさん）

　争議行為等の禁止は、個々の職員に対する服務規定として地
方公務員法に定められていますので、職員に対しては法令遵守
の徹底・指導を図っております。
　幹部（当局）職員に対しては、スト参加への禁止や処分につ
いて警告するよう指示しておりますが、ストが行われたことは
遺憾に思います。
平成１８年に当市では懲戒処分の指針を定め、その処分の量定
について基準を設けており、違法行為については厳格に対処す
べきと判断しております。
　幹部（組合）職員に対しては、既に公表したとおり、量定基
準に従い懲戒処分を行っております。
　組合の闘争方針に対し行動した職員の多寡については、コメ
ントは控えさせていただきますが、紳士的・道義的な交渉を続
けるとともに、服務規律の確保に向けては、徹底していきたい
と考えております。

7.その他

人
 
事
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