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○開催内容 

 

平成２１年１１月２１日（土）午前１０時から久米川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２６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、前半は「子育て環境」をテーマに、後半は「地域の

課題や市政全般」について熱心なご意見が出されました。 

 

 

 

●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４０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 ０ 富士見町 ０ 

久米川町 ３１ 美住町 １ 

秋津町 １ 廻田町 １ 

青葉町 １ 多摩湖町 ０ 

恩多町 ３ 諏訪町 ２ 

萩山町 ０ 野口町 ０ 

栄町 ０ 未記入 ０ 

市外 ０ 合計 ４０ 

男性 ２０ 

女性 ２０ 

未記入 ０ 

合計     ４０ 

  

年代 参加者数 

20代未満 ０ 

20代 ０ 

30代 ５ 

40代 ８ 

50代 ８ 

60代 １４ 

70代 ４ 

80代以上 １ 

未記入 ０ 

合計 ４０ 
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○第２６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。3 連休の方も大勢いらっしゃると思います。今日は天気も良いし、

あまり来ていただけないかと思っておりましたところ、こんなに大勢の皆さんにお越しいただきまし

て本当に有難く思っています。また、常日頃は市政運営に対し、市民の皆様には深いご理解、温かい

ご協力を賜っております。この場を借りまして感謝を申し上げる次第でございます。 

市民の皆さんと私と、直接の対話形式のタウンミーティングも早いものでまる２年経過し、今回で

２６回目を迎えています。東村山市内１３の町を、月に１回順繰りに行わせていただき、久米川町は

今回で３回目になります。久米川町ではふれあいセンターで開催させていただき、会の進行について

も、ふれあいセンター市民協議会の役員の皆さんに毎回受け持っていただいております。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

後ほどご質問いただければ、お答えさせていただきたいと思いますが、市は、今 12 月の市議会に

向けて準備をしているところですが、その前に９月の定例会で、２０年度の市の決算を議会でご審議

いただきご認定をいただいたところですので、簡単に決算の概要についてご報告させていただきたい

と思います。 

東村山市の普通会計２０年度歳入額が４４８億円です。それに対して歳出額が４４０億円で、差引

額が約８億４千万円程でした。これがいわゆる形式収支と言っており、翌年度に事業の関係で繰り越

さなければならない額が１億２千万円ほどありますので、実質収支は７億２千万円で、実質収支も今

回黒字で迎えさせていただきました。そこから２０年度の繰越金を差し引いた額が単年度収支という

ことになりますが、単年度収支も３億9７００万円で、今回黒字で迎えさせていただいたところです。

そこから基金から取り崩してお金を入れているわけなので、それらを差し引いた額が実質単年度収支

と言っておりますが、今年は１億６７００万円ですので、実質単年度収支が黒字になったのは実に５

年ぶりです。 

この間、国と地方団体の税財源移譲と言われている三位一体改革の影響を受け、この数年東村山市

は大変厳しい財政運営を強いられ、実質単年度収支はここ数年赤字が続いていました。足りない分は

バブル時代の若干の蓄えを取り崩し、赤字補填をするということをこの数年続けてきました。財源補

填をしていた基金もだいぶ少なくなり苦しんだわけです。 
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大量に職員の方が定年退職期を迎え、２０年度につきましても普通退職者と合わせると一度に５０

名の退職者がありました。市民の皆さんに申し訳なかったのですが、苦渋の選択として退職金を払う

ために借金をさせていただきました。その借入が、５億８千万円ほどあっての黒字決算ということで

すので、まだ非常に厳しい財政状況が続いています。 

ただ２０年度につきましては、職員の給与構造改革ということで、これまで独自表だった東村山市

の職員の給与表を、完全に東京都の給与表に合わせました。それと共に公務員には地域手当という手

当てがありますが、こちらは東村山市の上限額にさせていただき、職員一人当たりにすると平均で６．

７％の実質的な給与削減となりました。多い人ですと年収で１００万円以上賃金が下がってしまうよ

うな、かなり荒療治をして５億円ほど歳出削減を行いました。 

それと共に、昨年退職した５０名については、不補充とし、定員数を８８０名ほどから８３０名ほ

どまで縮小するなど、いろいろなことを取り組み、合計すると１０億円ほどの行革効果を挙げさせて

いただいております。そのようなことで、なんとか今財政を立て直して、分権時代に合わせて行く一

方で、身の丈に合わせる努力をさせていただいているところです。ただ、削るところまで削ってしま

い、これ以上なかなか削るところがありませんので、今後につきましては、市の中でできるだけ税収

が上がるようなそういうまちづくりを進めていきたいと考えているところです。 

この間、前細渕市長さんの時代から進めてきたいくつかの事業がここでだいたい完了しつつありま

す。そのひとつに東京都の事業ですが、市役所の北東側の本町プロジェクトという、都営住宅の敷地

だったところに民間の住宅を建設するというプロジェクトで、これらでだいたい固定資産税・市民税

の税収効果で１億円程度見込めるのではないかと考えています。 

それから先日完成しました東村山駅西口の開発で、今のところの見込みでは大体６千万円ほどの税

収効果があるのではないかと考えています。それと、久米川町地域にも関係してきますが、東村山駅

東口からスポーツセンターに延びる道路についても、周辺に新たな街並みが形成されてきており、少

しずつですけれど税収増という効果も得られています。 

東村山駅からスポーツセンターまで行っている道路につきましては、今年の７月に東京都の認可を

受け、スポーツセンターから今拡幅工事をしている久米川町１丁目の野行通りまで繋げていくという

計画で、地主さんと用地交渉をさせていただいております。この道路が野行通りまで出来ますと、東

村山駅東口から新秋津駅に行く通りにほぼ直線的にぶつかりますので、東村山駅東口と新秋津まで、

青葉町の住宅の中を通らなくてもほぼ真っ直ぐ行けるような流れになってきます。そうするとさらに

東村山市の活性化につながるのではないでしょうか。 

久米川町は農地も多いので、それらも大事にしながらメリハリのあるまちづくりを進めて、これか

らは少しでも市内で税収が上がるように努力をしていきたいと思っています。その税収をできるだけ、

市民の皆さんに還元をして素晴しい住環境、子育て環境や学校については耐震補強工事を急ピッチで

やらせていただいており、そうしたところにこれからの税金をできるだけ投入して、未来を担う子ど

も達、あるいは、これから高齢化がどんどん進みますので、お年寄りにとっても住みよい安心して住

める環境を作っていきたいと考え、今頑張っているところです。 

今日は限られた時間ですが、皆様の生活に即したご意見をいろいろ承って私どもとしても、ご意向

に添えるところについてはできるだけ市政に反映をしていきたいと考えておりますので、ぜひ忌憚の

無いご意見をいただきますよう、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◆エンカレッジスクールについて        （諏訪町 Ｔさん） 

 

先日、「議会だより」に載っていた東村山高校エンカレッジスクールの指定について、内容と趣旨

についてもう少し詳しく知りたい。子どもの個性を伸ばし良い方向に進路を導いていくという考え

方なのか。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

エンカレッジスクールの関係について、資料を今日持ちしていなかったのでどこまでお答えできる

かわかりませんが、覚えている範囲でお答えさせていただきたいと思います。 

東京都は都立高校について、都立高校改革ということでそれぞれ学校の個性に応じて、例えば進学

校はより進学に力を入れるような方向性でやったり、キャリアをきちんとつけさせるとか、いくつか

の高校のグループを作ってそれらに向けて今普通高校をいくつか選択したり、あるいは統廃合されて

います。そのなかで、東村山高校についてはエンカレッジスクールということで、普通高校から、将

来の就職等をきちんと考えながら勉強するための支援をしていくような学校にしていく、そういうこ

とに力を入れると聞いています。 

市内に２つ都立高校があります。東村山高校については、何らかの目標を持って自分の進路を描け

るように着実に学力もつけさせるし、目標を定めて歩んでいけるような、そういうことに力をいれた

教育をしていくと伺っています。 

一人一人のお子さんの状態、子どもさんの個性に応じてよりきめ細かい指導をするということで、

普通の都立高校に比べると先生方の配置も非常に多くなりますし、進路指導あるいは将来に向けての

キャリアガイダンスのようなことについては、かなり力を入れて進めていくと聞いています。 

若干、いわゆる都立の普通高校でなくなるということで心配されている向きもあって、議会でもい

ろいろ論議をいただいたところですが、直接都教委の方が地域の皆さんに対して説明会を開催してご

理解をいただくように進めてきておりますので、市としても、できるだけ周辺の皆さんのご理解を得

られるように都教委に対してはお願いをしています。 

要するに今、高校進学率が非常に高くなりほとんどのお子さんが進学していますが、途中で退学し

て、いわゆるドロップアウトしてしまうお子さんも多く、その後、きちんと就職したり、あるいは卒

業後の大学・短大・専門学校に人生行路としてステップアップをしていこうという意欲をなくしてし

まったり、或いは、そういう機会を持たずに、引きこもりになったり、定職になかなか就かないとい

うような若者が近年非常に増えていることなので、そういうことに対応して、よりきちんと将来を見

据えて、単純に学校の勉強だけを教えるのではなく、生きる力をそれぞれのお子さんの個性に応じて

養う、そういう学校だというふうに受け止めています。 
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◆意見◆食育の大切さついて             （青葉町 Ｏさん） 

 

先日、秋津町で芋掘りをし、親子共々スイートポテトを料理教室で作った。息子は最初、芋掘り

に抵抗を感じていたが、皆でワイワイやってとても楽しかった。「食育」というのは、自分達で採っ

て食べることも必要だと思うが、いろいろ体験した中で楽しめるのがいいと思う。市長は、どのよ

うに食育を考えているのか聞かせてほしい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 
東村山市は、比較的農地が残っていて市内でも野菜や果物を作っている農家の方が結構いらっしゃ

います。できるだけ学校給食に地場の野菜果物を使っていただくように、市としても取り組みをして、

昨年から、学校栄養士の人達と農家の方々と定期的に会合を持ち、できるだけ市内の農産物を学校給

食に使うようにしています。 

全小学校の給食では、市内で生産された地場野菜の大根を一斉に使う日を、「大根の日」と決めて、

できるだけ先生方から市内で収穫された「大根」であると言っていただき、少しでも「食育」に資す

るような形にしております。 

東村山市ではうどんが「郷土食」ということですが、意外と最近引っ越されてきた方々はあまりご

存知ないので、学校給食でぜひうどんを使ってこれが東村山の伝統郷土食だということを、子ども達

に伝えるような取り組みをしてほしいと、教育委員会にはお願いをしております。 

学校給食に地場野菜を使ったりするのは勿論のことですが、体験ということが大事だろうと思って

います。これは基本的に各学校、あるいは各学校の先生方によってかなり取り組み方に差があるとい

う状態だろうと思います。 

北山小学校では、学校の中で椎茸栽培をしたり、学校の前の田んぼを借りてお米を作ったりという

取り組みをしていますし、周辺の農家の方と連携されて、先程のような芋掘りをされているようなク

ラスもあると聞いています。できるだけそういう機会を増やしていくことが子ども達にとっても大事

なことですし、市内の農業の振興という面でも非常に重要ではないかというふうに考えています。 

いずれにしても、まずできあがった作物を使った給食を食べてもらい、単に食べさせるだけでは分

かりませんから、クラスの担任の先生や栄養士の方から子ども達に、地場野菜を使ってこんなに美味

しいものが東村山でも収穫されるということを教えていただくことが大事だろうと思います。さらに

体験ができるように、これからいろいろな事例を集めて市内全域で、どう取り組んでいったらいいの

か検討させていただきたいと思っています。 
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◆意見◆不審者情報の配信             （久米川町 Ｈさん） 

 

不審者情報について聞きたい。幼稚園と小学校の子どもがいるが、学校によって不審者情報が早

かったり遅かったりする。学校に任せて不審者情報を出しているのか、市で一斉に出しているのか。

幼稚園はすごく早く一斉メールで来るが、友達のお母さんと話すと学校によっては、同じ市内なの

にその情報は知らないとか、知っているとかいうことがあるので、その辺はどうなっているのかお

聞きしたい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

もともと不審者情報の配信については各学校にお任せしてきましたし、今もそういう状態です。  

ただ、一元的に管理をしたほうがよいということで市としても防災安全課で情報は集め、登録いただ

いた市民の方には配信させていただいています。 

学校から各保護者の方への連絡の仕方については、それぞれ学校長の判断で、むやみに流して混乱

させても、という判断があったりして若干タイムラグがあると伺っています。私としてはやむを得な

いのかと思うのですが、もし、最新の全市的な情報をお知りになりたいということであれば、防災安

全課の不審者情報に登録していただければ、市としては、警察や教育委員会から入ってきた情報につ

いては一元的に流していますので、そちらをぜひご活用いただければと思います。 

 

◆意見◆学校施設の老朽化と修理          （諏訪町 Ｓさん） 

 

小学校に息子が通っているが、戸の建て付けが悪く、子どもがぶつかった時に戸が外れてしまう

という話が出たことがある。市に直してほしいと要請したところ、予算がないと断られたというこ

とで、学校側としては、「走らないように」、「ぶつからないように」と指導をしているとのことだっ

た。実際、子どもがふざけあって起こることなので、大工さんのボランティアを募って直したとい

う話も聞いた。また、３階の児童が使うトイレを使ったところ、流れていなかったことがあり、流

さなければと思ってレバーをひいたが、水圧が弱くいくらレバーを引いても流れなかった。子ども

が流さなかったのではなく、流れなかったのだろうというのを実感した。耐震補強の問題もそうだ

が小学校・中学校は学校にいる時間が長いので、子どもの安全・安心面から予算化がされているの

かお聞きしたい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

市内には２２校の小中学校があり、かなりの学校が昭和５０年代前半くらいにでき、かれこれ３０

年位経ち老朽化しているのはご指摘のとおりです。特にトイレ関係で、公立小中学校のトイレは東村

山市だけではなくて、汚い・臭い・怖い・暗いと、３Ｋ・４Ｋトイレと言われて、子ども達がトイレ

に行きたくないということもしばしば言われているところです。市も予算の中で、トイレ改修も含め

て進めてきたのですが、四川大地震で中国では学校が倒壊し授業を受けていた生徒が生き埋めになり
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大量に亡くなるという痛ましい事故があり、昨年、国が学校耐震を急ピッチでやりましょうというこ

とになりました。 

建物の耐震強度を表すＩＳ値というものがありますが、昨年の６月に国はＩＳ値 0.3 未満について

は、これまで国の補助金が１/2 だったのを２/3 まで嵩上げして補助金を出すということになりまし

た。それが２０年度～２２年度までの措置なものですから、今はその補助金を最大限活用させていた

だき、耐震補強だけは進めていこうということで、現状ではトイレの改修等は実際としてはなかなか

進められていない状況です。もし地震があって建物が倒壊して子ども達が亡くなったり怪我をしたり

という事態だけは避けたいということで、今年については市内でも５校について耐震補強工事をして

います。今のペースから考えますと、１年に５校やるというのは、ものすごいことで、今工事を行っ

ているのが、第一中学校・第五中学校・青葉小学校で、今後久米川町地域でいうと久米川小学校の体

育館についても今設計をさせていただいて来年度行うよう進めています。それら一定程度区切りがつ

けば、学校の外壁もかなり老朽化してコンクリート片が落ちている学校も出てきているので、そうい

ったところやトイレや中の戸とかについてやっていきたいと考えておりますので、ぜひご理解いただ

きたいと思います。 

 

◆意見◆インフルエンザワクチン対策と親子サロン  （久米川町 Ｋさん） 

 

今流行っているインフルエンザワクチンのことだが、いつワクチン注射ができるのか、健康なお

子さんが急に重篤なインフルエンザにかかってしまったということを耳にして、大変不安だと最近

お母さん達の中で話題になっている。お母さん達が自分達で情報収集するのが難しいので、いろい

ろな医療機関に駆け込むが、季節性も少なく、Ａ型については予約すらない。お母さんたちの不安

を解消できるようなことができないものか。 

親子サロンは、０歳児から５歳児までのお子さんの毎月出会いの場所提供ということで大変喜ん

で参加していただいている。ただ、多い時は２５～２６組のお母さん達がいらっしゃるし、天気次

第で３～４組の時もあるが、ここのところ参加者が１０組未満ということが多くなっている。自治

会に入っていないご家庭に関しては回覧板も回らないということで情報が行き渡っていないのでは

ないかということも考えた。市の方でも、健診や相談ごとがあった時にぜひこの場所があるという

ことを、紹介していただければ、大変ありがたい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

親子サロンの活動、ボランティアで進めていただいて有難く思っております。心から感謝申し上げ

たいと思っております。 

まず１点目のインフルエンザのワクチン接種の関係ですが、昭和病院は周辺９市で運営を行ってい

ますが、昭和病院にきているワクチンですら、１回目にきたのは７００人分くらいだそうで、ワクチ

ンが末端の医療機関に非常に数が限られてしか回ってないという状況があるようです。これは国を挙

げてきちんと対応してもらい、市としても東京都あるいは市長会等を通じて、国の方にすみやかに希

望される方ができるだけワクチン接種を受けられるようにお願いをしていきたいと考えています。 

万が一発症した場合ですが、平日であれば通常の医療機関が開業していますので、そちらで対応し
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ていただくことになるかと思いますが、休日の発病が心配されます。東村山市では休日診療について

は、多摩北部医療センターで行っていただいていますが、先日多摩北部医療センターと協議を行った

時に、休日のインフルエンザ小児の受診者が多く、捌ききれないくらい来られているので、市として

もなんとかしてほしいという要請がありました。また医師会からも、そういうお話をいただいており

ました。休日準夜の診療については、市役所の南側にある「いきいきプラザ」の１階で医師会の先生

方が交代で日曜日の夜の時間帯だけはやっていただいていました。これを11月から休日の日中、10

時から２時について診療をしていただくことになりました。 

ご指摘のように今回の新型インフルエンザは、インフルエンザ脳症とか肺炎などになる重篤になる

ケースが多くしかもそれが乳幼児だけでなく中学生高校生の年齢でもなるということがあるようです。 

もし調子が悪いと思えば早期にそういうところを利用して、受診をしていただくということが大事で

はないかと思っています。市としては、そういう態勢をとって対応しているところです。予防接種に

ついては、うちの市だけで取り組めるような話ではないので、そこはぜひご理解いただいて、市長会

等を通じて国の方に早期にワクチンを回してもらうようにお願いしていきたいと考えています。ただ

新型インフルエンザのワクチンを増産しなければならないということで、季節性インフルエンザワク

チンがほとんど作られていないような状態らしいです。季節性インフルエンザが流行する時期が始ま

りますので非常に心配です。季節性の場合は高齢者が重篤になるケースが多いですから、なんとかそ

こはうまくやってもらえないのかと思っています。今後皆さんの声を踏まえて国の方にお願いをして

いきたいと思っています。 

親子サロン、有難く思っています。特に自治会等に入っておられない方々が、むしろ孤立しがちだ

ろうと思います。 

11月は虐待月間ということで、市の方に入ってくる情報でも若干、いわゆる虐待と言われるケース

がありますし、数としては増える傾向があります。やはり地域の中で、孤立している親子のケースが

ほとんどと伺っていますので、地域の中で様々な出会いふれあいがあることによって、親子が孤立し

て密室状態の中でお母さんがいき詰まるという状態はなんとか解消していきたいと考えています。 

市としても主に家庭で子育てをしている若いお父さんお母さんで、子どもさんが０歳から２歳くら

いのお子さんについては、孤立させない、気軽に相談しあえる場を作ろうということで、旧保健所の

２階に「子育て総合支援センターころころの森」というのを開設させていただきました。お金のない

当市が何でここまでという声もずいぶんいただきました。 

今、０歳～２歳のお子さんが３８００人位います。そのうち保育園や、保育サービスを受けている

お子さんが８００人くらいで、あとのお子さんは家庭で子育てされています。虐待防止ということも

ありますけれど、少しでも家庭で子育てをされているお母さんたちを支援するという施策の一環とし

て、「ころころの森」も開設させていただきました。本当は各地で親子サロンをやっていただいて、地

域の方とも知り合いになって困ったときに相談ができるとか、そういう状況が各町でできると、もっ

と東村山市の子育て環境はより良いものになると思いますので、市民の皆さんとも力を合わせてこれ

から頑張っていかなければと思っています。 

◆意見◆待機児童の現状              （久米川町 Ｋさん） 

 

待機児童の話をよく聞きますが、東村山の現状を教えてほしい。 
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◎ 市長 ◎ 

今年の４月１日現在の待機児は１４８人ぐらいで、直近では２００人を超えている状態です。男女

共同参画時代ということで、女性の社会進出ということもありますし、昨今の経済状況でこれまで専

業主婦だった方がご主人の収入が下がってしまいパート等仕事をしないと生計が厳しいという実態も

あるのだろうと思っていますが、本当に急激に待機児が今増えているのが現状です。 

保育についても、今後進めていかなければならない緊急的な課題と受け止めています。平成 23 年

の４月には、市役所の北東部に新しくできた住宅の一角に１００人定員規模の保育園を、民間の社会

福祉法人にお願いして建てていただく予定です。 

青葉町のハンセン病療養施設の「全生園」、今年設置されて１００年経っております。今年の４月に

ハンセン病問題の解決を促進する法律というのができ、地方公共団体等がハンセン病療養施設の一部

をお借りしていくことが法律上可能になりました。「全生園」の方々は、お子さんを持つことを禁じら

れるという痛ましい過去を背負ってきた方で、そういうことから皆さんご高齢になられていますが、

園内に保育園ができて子ども達の声や姿が見られると少しでも慰めになるというんでしょうか、全生

園の入所者自治会の皆さんも、東村山市には多くの待機児がいるのだから、あの中に保育園を造った

らどうかとお話をいただいております。そこについては国の土地なものですから、いろいろな縛りが

あり、現状では地代を払わないと借りられないという問題があって、そこを今度国の方にお願いに行

こうと思っていますが、そこにも認可保育園が開設できればと検討しているところです。 

そのほか来年の１月からスポーツセンターの一角と栄町児童館の一角を使って、緊急一時預かりと

いう事業をやらせていただきます。それと来年の４月に向けては、市の認可保育園の中で４・５歳児

について定員割れをしている保育園があり、待機児が大量に出ている０歳児１歳児の枠を１０名程度

増やしていくとか、東京都の制度で「認証保育」という制度がありますので、１園程度来年の４月に

開設できないか、今、事業者の方々と協議をしているところです。 

もうひとつは、「認定こども園」という幼稚園と保育園の複合型で良いところを合わせた制度があり

ます。当市としても幼稚園の園長会にお願いをして、１園３０名定員になろうかと思いますが、３歳

児以上のお子さんについて朝から夕方までお預かりいただけるという「認定こども園」を、来年４月

に立ち上げる方向で進めています。なんとか保育園の待機児解消に向けて努力したいと思っています。 

一方で圧倒的多数の方は保育園ではなく幼稚園に行っておられるので、幼稚園に行っている方々の

負担軽減ということももう少し市としても積極的に図っていきたいということで、来年については入

園料の一部助成を検討させていただいています。 

いずれにしても市は大変厳しい財政状態でどこからお金を持っていくかというのが一番ポイントに

なります。何とか全体を見直し、例えば民間の信頼できる社会福祉法人に委託するとかいうことでも、

だいぶお金が浮いてきますので、子ども全体の施策のレベルアップを図っていき、これからの子ども

達が安心して育つ環境を作っていくことが大事ではないかと思っています。 

私は議会や役所で「子育てするなら東村山」ということをよく言っています。というのはこれから

日本は全体的には人口減少社会に入ってきます。多摩地区でも人口が減りつつある自治体が出始めて

いる中で、やはり持続的に発展を続けていくには一定程度若い方、子育て中の年代の方に魅力的なま

ちでないとこの先東村山市の将来というのは厳しいものになってしまうので、子育て期の方々に、子

育て、学校教育も含めて魅力的なまちにしていくということが長期的には東村山の発展に繋がること

だと考えています。学校耐震のことも含めて、できるだけ次代を担う方々のための施策をもう少し力

を入れていきたいと考えていますので、是非ご理解いただきたいと思います。 
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                 ～休憩～                  

◆意見◆若い世代の父母へ支援を          （久米川町 Ｍさん） 

 

「待機児童」ということで、保育園に入れたいからどうにかしてくれという意見があるが、家庭

で子育てをしていても大変なことは沢山ある。家庭内での悩みがあったり、経済面でもお父さんお

母さんたちは苦労されていると思っている。保育園が悪いというわけではないが、就学前の子ども

たちは、家庭の中での教育の影響というのが大変に大きいと思っている。子育ての勉強ができる場

に、もっと出てきていただいてお父さんお母さん方が本当の大人になれることができるようなこと

も考えていただきたい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

大変良いお話を承りました。ありがとうございます。どっちが良いとか悪いとかということではな

くて、やはり多様な生き方ができる社会を作っていくということが大事ではと思います。 

私も基本的には本当は３歳ぐらいまでは家庭でお母さんが親しく子育てをされたほうが、その子の

一生にとっては非常に大事ではないかと思っていますが、仕事の関係とか色々なことでどうしても保

育園に預けなくてはならない方々も増えているのも事実です。行政としてはやはりそれぞれのご意向

を尊重しながらいかなくてはいけないのかと思います。家庭で子育てされている方に対してもできる

だけ支援の手を差し伸べられるように頑張っていきたいと思います。それから子育ての勉強が出来る

場ということで、妊娠されると母子健康手帳を役所に取りに来られるわけですが、その時にもお母さ

んお父さんになるときには、母親学級ですとか、最近は、おじいちゃん、おばあちゃんのための講座

もやらせていただいています。そういう所からも、お友達ができたり、つながりができるということ

もあるように聞いていますので、出来るだけ多くの市民の方に利用いただけるように努力をしていき 

たいと思います。  

          

◆意見◆「白州山の家」の修理と開館期間      （久米川町 Ｓさん） 

 

「白州山の家」は、出来てから修理を行っていないのではないかと思う。建物は木造なので年々

傷みが激しくなっている。予算がついたと聞いたが、いつ頃になるのかお聞きしたい。 

開館期間が 4 月から９月になったが、白州は１０月が紅葉で一番良い時期なのに、なぜ９月まで

としたのか。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

改修の件ですが、ご指摘のとおり「白州山の家」は建てて１０数年以上経過していまして、あちこ

ち傷み、何とかしなくてはいけないと思いながら、お金が無くてできなかったのですが、国の前政権

の時の経済対策で地方に臨時交付金を回していただき、それらを活用し今回改修工事をさせていただ
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くことにしました。ようやく事業者も決定して、来月位から工事に入ると思います。１２月くらいか

ら開設する４月までの間に、工事をさせていただく予定ですのでご理解いただきたいと思います。 

それから、なぜ開館期間を４月から９月にしたのかということは、市の財政が非常に厳しくなって

しまい、平成１９年から２０年にかけて、市が行っている事業についてはすべてもう一度点検をしよ

うということで、事業点検を行わせていただきました。これはあくまでも行政の内部で行ったので、

今話題になっている事業仕分けとはちょっと違うのですが、要するに役所の職員が自分の部署ではな

い他所の部署について一種の事業仕分けみたいなことを行った中で、「白州山の家」については、利用

者の数が夏場に集中しているところがあって、そういう事情から、今回半年ということで縮小させて

いただきました。どうしても開館する日数が多ければ、それだけ人件費等、経費がかかってしまうと

いうことです。ただ、ご指摘のとおり１０月は白州の紅葉が素晴しいということで、かなりのそうい

った声、苦情もいただいているところですので、今後また検討させていただければというふうに考え

ていますが、非常に悩ましい問題だと思っております。申し訳ございません。 

               

◆意見◆認定農業者へ支援を            （久米川町 Ｔさん） 

 

東村山は緑と潤いのあるまちづくりで、認定農業者という制度を設けている。個人の経営改善が

本来の目的だということはわかるが、認定を受けて、メリットが無いという声がずいぶんある。認

定農業者を受ける農家というのは、東村山市に３７０戸程度農家があり、その中でも意欲の高い農

家ではないかと思う。農地は生産ということだけでなくても、緑地保全ということで、ずいぶん貢

献できると思う。制度そのものの存在意義がどうかという方もいた。認定農業者の方に聞いたとこ

ろ、ハウスの張替えの補助や、畑のなかの井戸の補助とか、大変な額になるとは思うが、これをひ

とつの生活環境政策という中でお考えいただきたいと思う。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

市内の農業のことについて、ご提言をいただいたところです。東村山市はだいたい生産緑地が市内

で１４０ｈａくらいあろうかと思っております。私が議員になった平成３年当時、東村山市内にはだ

いたい２５０ｈａぐらい農地はあったんですが、今は１００ｈａ近く減ってしまっているという状況

ではないかと思います。 

ひとつには、相続の問題と都市農業が産業として成り立つにはかなり厳しいところがあるのかと受

け止めさせていただいています。おっしゃるように認定農業者の認定を受けられる方というのは、か

なり営農意欲が高い方で、今後も農業を続けていきたいという気持ちを強く持ってらっしゃる方だと

私も認識しています。確かに認定農業者制度で、いろいろな計画を出して認定を受けられても、現状

では何にもメリットがないというのもご指摘のとおりだと思っています。 

三多摩２６市の中でいくつかが、独自の補助制度を設けて、認定を受けられた農業者の方に対して

一定の財政的な支援をされているというところもあります。先日都庁で行われた都市農地保全フォー

ラムでも、私は経済労働局長の前で、まずは東京都として認定農業者の支援の制度を作るべきではな

いかということを申し上げました。市としてもなんらかの支援策は必要だと十分認識し、今後どうい

ったものが今の厳しい財政状況の中でできるか検討させていただいている最中で、私としても思いは
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持っているということで是非ご理解いただければ有り難いと考えているところです。 

それと共に先ほど申し上げたように学校給食などの場で、より市内の農業生産品を活用させていた

だくことが大事だと思っています。今ＪＡのほうで直売所を設けておられて、年間売り上げで５千万

円を超えたと伺っていますが、ああいうことを市の全体のまちおこしみたいに繋げられないのかと。 

市の総合計画策定のワークショップに様々な市民の方々に参加いただいた中で、ご提言として東村

山には大変素晴しい農業が、野菜・果物・花・植木といったものがいっぱいあるので、もっとアピー

ルして売れるように、まず売る場所として、例えば整備される府中街道沿い等に道の駅みたいなもの

を考えたらどうかという検討もいただいたりしました。 

東村山の場合は単に住宅都市というだけではなく、今ある農業というのは大事にして、まちのひと

つの顔として私は農業者の皆さんのお力をいただきながら、全体の中でも農業というものをもう少し

前面に出せるように取り組んでいかれればと考えています。かつて東村山は、昭和３０年代は東京で

一番さつまいもを作り、さつまいもで有名な町でした。今は、花の生産は多摩で一番それくらい盛ん

ですし、果樹もかなり多摩でも上位だと思いますし、野菜についても量はさほどではないにしても良

いものを作っていただいていると思っています。 

農地がまちの中にあるというのは多面的な機能とよく言われます。緑という環境面も当然ですし、

今回ＪＡと協定を結び、万が一の災害時には農地を避難場所として提供いただけるということとなっ

ており、農地というのはそういう意味で、農業者地主さんの土地ではあるけれども、環境に対してい

ろいろな面で周辺の住民に貢献をしていただいていると考えています。そのことを多くの市民の皆さ

んに知っていただくということも今後東村山の農業を守ることに繋がっていくと考えています。  

「食育」といった教育面、環境面、防災面、そういった機能が東村山の農地・農業にあるということ

を多くの市民に知っていただいたうえで、数は確かに370戸かもしれませんが、それは公的に財政的

にも支援をする必要があるということを多くの市民の方に理解していただくということが大事ではな

いかと思っています。 

 

◆意見◆環境美化のための条例を          （久米川町 Ｔさん） 

 

東村山市のまちが非常に汚いと感じている。最近犬の散歩をする方が多く、しかも常識のない人が

多い。他所の家の前に糞をさせたりして、人間がやったら軽犯罪法で訴えられると思う。また、市全

体を出来ればタバコのポイ捨て禁止にしていただきたい。ごみをビニールに入れたポイ捨ても非常に

目立つ。条例で罰せられる方法を考えていただきたい。 

 

◎ 市長 ◎ 

まちの中の環境美化という点でご指摘ご提案をいただきました。基本的には皆さんのマナーの問題

だと思いますが、マナーに頼るだけでは改善ができない状況があるということだと思います。 

私も「市長へのメール」で、空堀川沿いの緑道の犬の糞があまりにもひどいので、自分達は清掃作

業をするが、市長も 1 回くらい見に来いというお手紙をいただき、一緒に清掃作業をさせていただい

たことがあります。袋に糞を取ったものを川に投げ、川の中の木の枝にひっかかったり、ぶらさがっ

ている状態だったり、植え込みの裏に大量に袋に入った糞が出てきたり、私も実態を見て本当にビッ
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クリしました。かなり意識が低いというか、どうせ袋に入れるなら自分の家まで持って帰っていただ

ければと本当に思いました。なんらかの対応をごみのポイ捨てを含めて考えていく必要はあるという

ふうに思っています。 

タバコに関しましてはタウンミーティングを最初にやった時に、秋津町の方から、秋津駅と新秋津

の駅はものすごく人が歩きますが、くわえタバコで歩きながら吸い、非常に迷惑だ。しかもポイポイ

捨ててしまって道端にタバコの吸殻が散乱するような状態なので、これを何とかしてほしい、当時新

宿区や千代田区は取締りをやっておりましたので、そういう条例を作ってほしいということで検討し、

昨年の６月から導入をさせていただきました。禁止区域になったところは、当市は今罰金を取ってい

ませんが、表示をするだけで数にして９０％くらいの方がエリア内ではお吸いにならなくなる効果が

あることがわかってきました。ただこれを市内全域に広げられるかどうかもう少し研究させていただ

きたいと思います。 

今後の犬の糞害問題、ごみを植え込みなどに捨ててしまう問題、これら個人のモラルにだけ頼って

いるということだけでは、なかなか改善が図れない、ただ条例を作れば一挙に改善できるかと言われ

ると、これまた難しいところもありますが、研究させていただいて何とか環境美化が保たれるような

状況を作れるように努力をしたいと思っております。                       

 

◆意見◆公共施設のあり方について         （久米川町 Ｔさん） 

 

中央公民館が来年３０年になると聞いている。老朽化が進み補修が進んでいないところも見受け

られる。公民館は中央公民館以外に４つあるが、公民館の役割を市はどう考えているのかお聞きし

たい。例えば公民館の中での行政サービス、住民票の発行等している公民館もあると聞いているが、

ある意味ではサービスの過剰ではないかという気がする。住民票や税金の収納等当然コストがかか

り、お金を扱うことで窓口でのミスも懸念される。現在、コミュニティバスが普及し、市役所への

アクセスも便利になったので、市の行政サービスが必要以上にされているのではないかと考えた。

ある意味では役割を終えているような公民館もあるのではないか。その場合には閉鎖するなり売却

して身軽になることまで市が考えているかということも含め、箱物行政についての考えをお聞きき

したい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

財政の問題を踏まえて、東村山市の箱物行政といわれる公共施設の有り方についてどう考えるかと

いうご指摘だと思っております。確かに公民館というのは社会教育法に基づいた教育施設として戦後

いわゆる民主化を進めるうえで、そこでいろいろな社会人が学んだりとするという機関として建てら

れました。当市においても中央公民館が昭和５５年に建設され、かれこれ３０年経過するという状態

です。平均すると各公民館の部屋の利用率というのは６割くらいではないかと思っています。ただ、

これらについては、国や東京都の補助金等もいただいておりますので、目的外に転用していくとなる

と、かなり手続きを執らなければならないということと、公民館は中央を含めて５館ございますが一

定の定着はしてまいりましたので、市にお金がないからという理由だけで仮に閉鎖して売却するとい
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うことになると、かなりいろいろなご意見をいただかないと決定することは難しいと思っています。 

ここのところで未利用地については売却してまいりましたので、今後あまり活用度の低い、将来に

わたっても市民の皆さんの利用に供することができないような土地や建物については、閉鎖売却とい

うことも全く無いということではないと思っています。やはりそういうことも考えざるを得ないくら

いの財政状態であるということは考えているところです。 

それから中央公民館を除く地区館と言われているところでは、住民票発行や税金の納付などは行っ

ています。市役所から遠隔地といわれている地域の市民の利便に供しているというところですが、ご

指摘のように一部の区域についてはコミュニティバスもあり市役所に行くのが大変ではないというと

ころもあります。ただ一方では、高齢化が進んできており、東村山市でも２０％を超えています。   

７５歳以上の方も２万人以上いらっしゃいますので、そういうなかで、すぐに止めてしまうというこ

とについては、いかがなものかと思っています。 

今回東村山駅西口の新しいビルの２階でも、夜７時までほぼ同じサービスを行っておりますので、

エリア的にダブる地域ですとか、徐々に廃止統合ということも検討する課題だと受け止めているとこ

ろです。 

いずれにしても公共施設については、さきほど申し上げた小学校中学校と同様に老朽化しておりま

すし、今後こちらも耐震補強工事をしなければならないです。というのは昭和５７年の建築基準法の

改正で新耐震基準を定められていますが、それ以前の建物で旧耐震のものについては法的に一定の補

強をしなければならないことになっています。 

市役所の本庁舎もそうですし、中央公民館、中央図書館もそうですが、市のかなりの施設が昭和５

７年以前に建てられた建物がほとんどです。これから新たに箱物作ることはほとんどないと思ってい

ますけれど、今ある建物を耐震も含めてどうリニューアルをしていくかということが非常に大きな課

題になっています。お金もかかることですので、小中学校同様に計画的にうまく国の補助金を活用し

ながら、整備に時間をかけてやっていくしかないのかと考えていますので、ぜひご理解いただきたい

と思っております。 

 

◆意見◆自治基本条例について            （廻田町 Ｓさん） 

自治基本条例の策定についてお尋ねしたい。自治基本条例を考える講演会が開かれるということ

で、いよいよスタートだという気がしている。今年の４月に自治基本条例を制定した村に行って話

しを聞いてきた。２年半から３年かけて村民の中から希望者を募って議論をしながら、ホームペー

ジで紹介し合意を得て作っている。３千人の村民のうち２８人の村民が参加しているので、東村山

市でいうと比率から１５００人くらいが参加していることになる。どれだけ住民に認識されている

かということを聞くと、割と知られていないという。あることは知っているが中味を知らない、あ

るいは自分達にとって、どういったメリットがあるかということが認識できないということが、こ

の村での率直な印象だった。 

小平市、三鷹市でもスタートした。いかに多くの市民が参画し創りあげていくかということがも

のすごく重要なことであり、魂を入れていく作業になっていくと思う。講演会を皮切りにどんなス

ケジュールで創り、市長としていつごろまでに自治基本条例を完成させ施行させていきたいのかと

いう考え方をお聞かせいただけたらと思う。 
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◎ 市長 ◎ 

タウンミーティングでも、自治基本条例のことを知っていますかというアンケートを取らせていた

だいていますが、ほとんどの方はご存知ありません。実は自治基本条例なるものは別に作らなくても、

行政の仕事はできているもので、いまさら何でこういった条例を作るのかという「そもそも論」から

議論していかなければならないと思っています。 

地方自治体といわれているわけですから、そこに暮らす市民の皆さんが自ら治めているというのが、

本来の自治体のあり方だというのはご理解いただけると思います。 

元々近代以前江戸時代とかは村の中で寄り合いをやり、道が必要だということになれば村民総出で

道普請をやって道を造るということが、東村山でもおそらく昭和２０年代３０年代の途中くらいまで、

地区の皆さんが出てきて道を造るということをしていたと聞いています。それがまさに本来の自治の

原点だろうと、自分達のまちは自分達でつくり自分達で決めていく、それだけの気概と覚悟で皆さん

が責任を持ってまちを創ってきたと思います。 

それが高度経済成長以降、市民の皆さんは税金を納めるけれど、やるのは役所だけでやるというよ

うなことになり、決めるのも市長や議会でというスタイルになってきたわけです。現在の地方自治法

等はそういう仕組みに成り立っているわけです。 

今、何故もう一度自治というものを考えなければならなくなったかというと、構造的に非常に厳し

い財政があって、何に皆さんの税金を使っていくのか、何をやるか、かなり厳選しなければならなく

なってきているという実態があります。そういう意味で、市民の皆さん同士がよく話しをしていただ

き、こういうことは大切だ、あるいは逆にこういうことは止めてもいいんじゃないか、そういうこと

を最終的な決断責任は市長あるいは議会で決定するにしても、市民の皆さんが自分達のまちについて

関心を持って、自分だけの要望ではなく、まち全体のことをこれからどうやったらいいのかというこ

とを常に話し合えるような雰囲気を作っていくことがすごく大事になってきていると私は感じていま

す。 

そういうことから地方分権社会の中で、これからの東村山のあり方というものを市民の皆さんのい

ろんなご意見を集めてまちを創っていく、そのルールを定めるものが私は自治基本条例ではないかと

考えていますので、私としてはなんとか自治基本条例というものを作っていきたいと考えています。

実はこれは市長選の時の私の公約に入っているのですが、そもそも自治とは何かという話をする状況

にはまだちょっと温まってないなというのが率直なところでした。市役所のなかでも誰がこの条例づ

くりの事務局を担うのか組織上位置づけも全くありませんでした。 

私としては、総合計画策定の市民ワークショップも終わり、いろいろな機運が高まってきて、私も

２年間タウンミーティングを続け市民のみなさんといろいろな意見交換をさせていただいて、東村山

のまちについて多種多様な市民の皆さんにお考えいただける雰囲気が徐々に形成されてきているので

はないかと考えて、今回学者さんに講演をしていただくことにしたところです。 

いきなり「条例」を作るよりも、そのプロセスが大事だと考えていまして、できれば本条例を作成

するに当たってのいくつかの手順や手続を定めた手続条例を先に作って、議会のご承認をいただいた

中で条例策定の動きをしていきたいと考えています。いつまでにというのは具体にはわかりません。  

私の任期は再来年の４月３０日までですが、タイムスケジュールでは、それまでの間に本体の条例ま

でもっていくことは、ちょっと厳しい状況かと思っています。ただ、どなたが次市長になるにしても

今のように分権が進み地方財政はどこも非常に厳しい状況です。少子化高齢化が進んで、どうやった

らまちの活力を生み出すことができるのかといったら、暮らしている方、あるいは働いている人達全
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てが知恵を出し合い、力を合わせていかないと良いまちになっていかないということは言えると思い

ます。そういう意味でこれからは市民のみなさんに自分達のまちの将来について考えていただき、そ

れぞれの立場で力をさらに発揮していただけるような仕組みをつくるということは、誰が市長になっ

てもやっていかなければならないことだと考えています。私は任期中に無理やり作るというようなこ

とは考えていなくて、今後とにかくスタートさせていただければ、何年か先に形になってくるのでは

ないかと考えています。 

 

＊今回（第26回）は意見カードによるご意見聴取はありません。 

 

○市長まとめ 

冒頭にも申し上げましたが、３連休という方もいらっしゃる中、しかも天気が良くて部屋の中でこ

んな話をするよりは、外で身体を動かしたほうがいいという陽気にもかかわらず、大勢の方にお越し

いただきまして、心から感謝申し上げます。今日はそれぞれ生活をされている、また仕事をされてい

るうえで、日頃感じておられる大変貴重なご提言を含めてご質問、ご意見、ご指摘をいただきました。

すぐ対応できることばかりではありませんが、市民の皆さんのこうした声を踏まえて我々も更に努力

を重ねて少しでもよい東村山、安全で希望が見えるようなまちにしていきたいと考えております。今

後も、月１回はやらせていただいていますので、何かご意見があればお出かけいただければと思って

おります。本当に長時間にわたり、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２５回 終了しました 
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 終了しました 
久米川 

ふれあいセンター 
午前１０～正午 

第２７回 平成２１年１２月１９日(土) 
多摩湖 

ふれあいセンター 
午前１０～正午 

第２８回 平成２２年１月１６日(土) 
恩多 

ふれあいセンター 
午前１０～正午 
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