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○開催内容 

平成２２年１月１６日（土）午前１０時、恩多ふれあいセンターにおきまして「第２８回タウンミ

ーティング」を開催しました。 

約５０名の方にご参加いただき、課題テーマ（分野）についてご意見をうかがいました。 

 

●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４１枚を回収しました。 

 

・アンケート回答者の住所地            ・ 年齢  

 

 

  

 

・性別 

 

 

 

 

 

○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２７回 終了しました 多摩湖ふれあいセンター 午前１０～正午 

第２８回 終了しました 恩多ふれあいセンター 午前１０～正午 

第２９回 平成２２年２月２０日(土) ふるさと歴史館 午前１０～正午 

第３０回 平成２２年３月２０日(土) 萩山公民館 午前１０～正午 

青葉町 15人 

恩多町 26人 

合計 41人 

年代 参加者数 

40代 4人 

50代 2人 

60代 20人 

70代 12人 

80代以上 2人 

未記入 1人 

合計 41人 

男性 29人 

女性 12人 

合計 41人 
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○第２８回タウンミーティング記録（概要） 

   会場での発言内容は紙面の都合上、要旨を記録しております。 

【市長あいさつ】 

              
タウンミーティングと言われているこの事業も、今日で２８回目になりました。市内には１３の町

があり、月１回順番でやらせていただいています。恩多町につきましては、１９年の１２月、昨年の

３月に続いてこの会場では３回目ということになりますが、いつも、ふれあいセンター市民協議会の

皆様に司会等お世話になっております。どうぞ、よろしくお願いします。 

先程、会長さんから“恩多町は非常に良いところだ”というお話がありました。野火止用水等で緑

も豊富ですが、市内で人口が急増しているのも恩多町かと思っていまして、少子化でありながら、野

火止小学校では教室が足りなくなって増築をするようなこともありました。今、相続があるとどうし

ても畑や樹林地が削られ住宅が増えるという状況ですので、できるだけ緑を守りながらの良い住環境

と、それから営農意欲のある農業生産者の皆さんには引き続いて頑張っていただきたいと考えており

ます。 

市では平成２２年度の予算の編成作業をさせていただいているところです。ここ数年東村山市の一

般会計の財政規模というのは、４３０億から４４０億円位で推移しています。そのうち財源は、市民

の皆様からいただく市民税、固定資産税等の税収入が２１０億円を下回る位で、あとは地方交付税で

すとか事業を実施するための借金などがあります。ただ一昨年のリーマン・ショック以降大変厳しい

経済環境もあり、事業所の赤字決算などで市民の皆さんの所得も大変厳しい状況ではないでしょうか。 

それに連動し市民税も昨年、また２２年度も７～８億円ぐらい下回るのではないかということで、

２００億円台をキープできるのか懸念され、非常に厳しい財政状況です。ただ、この財政を何とか立

て直しながら、数ある課題を整理して市民の皆さんのニーズにお応えをしていかなければならないの

が私の責務ですので、今懸命に頑張っている次第です。 

東村山市も１０年ないし１５年のサイクルで長期計画を立て、それに基づいてまちづくりを進めて

おり、現在は第３次総合計画で、「緑あふれ暮らし輝く都市」ということを標語にさせていただき、こ

れが第３次総合計画での将来都市像です。これは平成８年度から１５年間の計画で、いよいよ今年最

終年度を迎えることになっています。 

第３次総合計画のハード事業で大きかったのは、東村山駅西口の再開発、それから久米川駅北口の

整備事業で、東村山駅西口については昨年９月に終了し、久米川駅北口も今年の３月の末には全面供

用開始ということで完成の運びになります。第３次総合計画で謳われていた大型プロジェクトについ

て、ほぼ終了し今年は総仕上げをすると共に次の１０年後を見据えた第４次総合計画を策定中という

状況です。 

皆さん、おはようございます。東村山市長の渡部で

ございます。年が明けて初めての市民の皆様との対話

集会ということですので、改めまして新年明けまして

おめでとうございます。昨年中は市民の皆様には大変

深いご理解、温かいご協力をいただき、何とか厳しい

経済環境、行政を取り巻く環境でしたけれど、大過な

く市政推進させていただくことができ、心から感謝申

し上げる次第です。 
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東村山市は一昨年人口が１５万人を突破し、現在は約１５万２千人で、１年間で２千人も人口が増

えました。大晦日に発表された国の統計によりますと、昨年１年で日本の全人口は若干減少し、３年

続けて日本は人口減少社会に入っており、今後１０年間全国で約５００万人の人口が減少すると推計

されています。そういう意味で今後１０年というものは、今まで日本が経験したことの無いような人

口減少と高齢化社会になるであろうと言われています。そういう中で、安心して末永くお暮らしいた

だけるようなまちづくりを着実に今後も進めていくことが重要ではないかと考えて、今第４次総合計

画の策定をさせていただいています。 

今年 2 月には各町で総合計画に関しての“市民フォーラム”を開催する予定です。一昨年は５千人

の方にアンケートを取らせていただき、昨年は公募した市民の皆さんによるワークショップを８ヶ月

間にわたって開催し、今その提言書に基づいて整理をさせていただいているところです。また２８回

を数えるタウンミーティングでいただいたご意見等も、すぐに実施できることはやってまいりました

が、厳しい財政状況もあり、すぐにはできないこともありますが、ここでいただいたご意見も今後の

総合計画の策定に活かしていきたいと考えております。今日は限られた時間ですが、忌憚のないご意

見をいただければと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【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。 

健康・福祉等       ～誰もが健やかに暮らせるあたたかいまち～ について 

 

◆高齢者対策に自治会と連携を            （青葉町 Ｏさん） 

青葉町は超少子高齢化の町になった。昨年私どもの自治会で独居老人が亡くなり数日間誰も気がつ

かなかった。そのようなことが、これから起きるのではないかと自治会としても危惧している。民生

委員が各町内にそれぞれいるが、誰が民生委員であるか、どういう活動なのか、自治会としても一切

分からない。地域包括支援センターが市内５箇所にあり、そこに連絡して相談してくださいという説

明も受けが、よく聞くと介護が主力である。そこで、立派な自治会の活動をしているところを、“お

助け隊”のように活用し、市は多少の援助をして高齢者対策についてもっとよく考えてほしい。 

◆老人ホームの維持について             （青葉町 Ｕさん） 

東村山老人ホームの青葉棟は廃止し桜棟に移されるという話があった。今東京都全体に老人ホー

ムが本当に少ない。都立の老人ホームは低所得者にとって非常に大事な所だと思う。ところが東京

都の集計では、東京全体で待機老人が９百何十名しかいない。ここの老人ホームに聞いたら百何十

名も部屋が空いている。市内で老人ホームがあれば入りたいという方がたくさんいるはずだが何故

入れない状態なのか。東京都はお金も使い市内に施設を維持できるよう取り組んでほしい。 

10年、１５年のスパンで見て全生園や老人ホームのように緑豊かなところをできるだけ維持する努

力をしてもらい、なおかつ老人ホームも守り拡大していけるようにしてほしい。３・４・１１号線

も、老人ホームの中にトラックを通行させないようご検討いただきたい。 
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◎ 市長 ◎ 

高齢化率が高まっているのは実態としてそのとおりだと思いますし、独居老人の孤独死という事例

も青葉町に限らず全市的に増えているのは非常に問題だと思っています。 

先程お話がありました民生委員は、定数的には今１３０名程度だと記憶しています。民生委員は基

本的には厚生労働大臣の委嘱ですので国の非常勤の公務員という身分になります。市も併せて老人相

談員を委嘱していますので、ダブルで地域の福祉の向上のためにご尽力いただいています。 

民生委員については、若干の報酬は出ていますが、ほぼボランティアに近い状態です。青葉町でも

２丁目で多分２人ないし３人くらいの民生委員さんがいらっしゃるのではないかと思います。一人の

方が抱えておられるケースというのが非常に増えているのが実態で、民生委員さんもご苦労が多いと

伺っています。今１３０人ほどの定数ですが、実は地域によっては民生委員になっていただける方が

いらっしゃらなくて、全体では２０人くらい欠員が出ている状況ではないかと思います。 

自治会と民生委員の連携を深めなければならないのは、ご指摘のとおりだと思います。地域の中で

民生委員は活動されるわけですので、顔の見える形でいていただく必要があると思います。民生委員

を推薦していただく母体は、通常はその地域の自治会の方にご推薦をお願いしているケースがほとん

どですので、通常は民生委員と自治会の役員さんと連携ができていると思っていましたが、もう一度

調べさせていただきたいと思います。 

ご提案のあった“お助け隊”のように、独居になっている高齢者の方、あるいはご夫婦でお暮らし

になっているけれど高齢者だけの世帯に関して、“見守り”のような活動を自治会の中でも是非進めて

いただきたいと私も思っています。そこについて何らかの市の援助をということですが、自治会会員

一人当たり１００円という制度は平成１７年以降廃止になりましたが、活動に対してご支援をしよう

ということで、今年度制度を立ち上げさせていただいています。これらを活用し、金額の問題はある

かと思いますが、是非“お助け隊”のような活動の輪を広げていただき、さらに民生委員、福祉協力

員の方々、保健推進員の方々や体力づくりの方々等と連携をする中、地域で見守りあるいは地域の中

で健康増進を図りながら、“地域の和づくり”を進めていただけると良い地域づくりができるのではな

いかと思っています。 

それから老人ホーム関係のお話がありました。１２月の定例会で議員さんからもご指摘をいただき

我々も寝耳に水のような状況です。今回東京都では養護老人ホームについては規模を縮小して集約化

し、さらに耐震性能を上げることを進めていくということを伺っているところです。 

ご指摘のように養護老人ホームというのは低所得者の方にとっては非常に重要な施設だと認識して

います。高齢になって資産もお持ちでなく所得も低いという方のこれからの“住まい”をどうしてい

くのかということは、市だけではなく大きな課題ではないかと思っています。 

昨年東京都はこれからの超高齢化社会を見据えた中で、高齢者住宅のあり方の検討を猪瀬副知事を

中心に進めていると伺っており、一定の報告書が提出されています。その中では、地域の中で住み続

けられるような高齢者の低所得者向け住宅をもう少し造っていかなくてはならないと言われています。 

市長としてはどうかと言われると、極端に一自治体に施設を集約化されるということは、はっきり

申し上げて、自治体の長としては、あまり望ましいことではないのではないかと。 

一時養護老人ホームが東村山市には１千床近くあり、平成１２年に介護保険の制度が立ち上がった

ときには、１千床近い養護老人ホームの方が東村山市のカウントになってしまうという制度上の問題

があり、介護保険料が１００何十円上がってしまうという問題がありました。 

当時、私は議員で厚生委員長をさせていただいていましたので、東京都を介し厚生労働省の事務次
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官にこの問題をお願いして、５百床以上の養護老人ホームを抱えている当市と昭島市については特別

に国からの交付金をいただき、介護保険料を１００円ほど下げたという実態があります。次の改正時

にはそれが是正され、今介護保険上では問題はないのですが、東京都の施策として進めていただく以

上は全都的にうまくバランスをとっていただきたいというのが我々の考え方です。今ホームでお暮ら

しになっている方を追い出すということではなくて、今いらっしゃる方については最後までケアをし

ていくということが大事ではないかと思っています。 

併せて、３・４・１１号線のお話をいただきました。所沢街道も時間帯によっては渋滞する状況の

中で、今後飯能所沢線を東村山市の所で受けるとなると、さらに交通量が増える可能性が高いという

ことから、所沢街道のバイパスとして３・４・１１号線は広域的な交通ネットワークの中では必要な

道路だと位置づけています。今年から一部工事が始まり、平成２１・２２・２３年度で東久留米の市

場のところから、都道バス通りまで抜けるとことになっており、安全に歩行できるように、都道側に

も歩道を設置し拡げていただくようお願いをしているところです。 

道路線にかかる樹木についてはできるだけ市内の公共用地に移植をして緑の総量は減らさないとい

うことで東京都と確認をさせていただいているところです。ただ、都道まででは道路としての意味が

ありませんので、さらに延伸して久米川町５丁目の府中街道まで接続することにより道路のネットワ

ーク化を図っていきたいと思っています。 

ついでに申し上げると、東村山駅東口からスポーツセンターまでの道路が、スポーツセンターのと

ころで行き止まりになっていますが、あれを久米川町１丁目の野行通りまで抜いていこうということ

で、昨年東京都の事業認可をいただき、地主さんと交渉を進めさせていただいているところです。道

路ができますと、青葉町２丁目の住宅地の中に通り抜けの道路が多数入っていますが、それらは、そ

ちらの道路で迂回するような形になりますので住宅地内の通過車両が減少するものと思っています。

是非そういう点でご理解いただければ有り難いと思っています。 

 

◎ 市長 ◎ 

自治会の役割ということで、いろいろお話いただいたところですが、東村山市としても、市民の皆

さんの一番基礎的な地域市民活動団体だというふうに考えており、少子高齢化時代における自治会の

役割をきちんと位置づけ、共通認識を作っていきたいということで、今年初めてですが、２月６日土

曜日午後１時半から中央公民館のホールで「自治会フォーラム」をやらせていただきます。 

今回は、他市の先進的な自治会の活動を紹介していただこうということで、立川市の大山団地自治

会の会長さんに来ていただき基調講演の後、市内でいろいろな活動をされている自治会の会長さんと

パネルディスカッションをやらせていただきます。自治会活動、自治会の役員さんの高齢化、新しい

住民の方が自治会に加入していただけないというような問題も増えていますので、皆で考える場とし

て、フォーラムをやることにしています。是非皆様にもご出席いただけると有り難いと思っています。 
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みどり・環境等      ～東村山の風土を守り、つくり育てるまち～ について 

◆野火止用水の樹木の剪定・保全管理について      （恩多町 Ｋさん） 

今年に入り、恩多町の一部だが、野火止用水の剪定、枝おろしをしていただき御礼申し上げる。昭

和４９年に歴史環境保全地域に指定され、剪定枝おろしは１回行われただけだと記憶している。野火

止用水は側道が非常に狭く、樹木も高くなり、隣接している所では日照や落ち葉、枯れ枝等で大変困

っている。剪定の基準、優先順位などお答え願いたい。用水の樹木は武蔵野を象徴する雑木林であり、

もっと剪定や下草刈をしていただき、川面が見える状況にしてもらいたい。日常の手入れによって植

生が保たれ、防犯上、交通安全上、景観上も手入れが必要と考える。武蔵野の雑木林の植生に詳しい

人に相談し無駄のない費用の使い方をしてほしい。 

これから市としてはどのような方向で野火止用水の保全管理をしていくのか、お聞きしたい。 

 

◎ 市長 ◎ 

野火止用水は、まさに武蔵野のたたずまいを今に伝えている緑の素晴しい空間だと思っています。

元々は東京都のもので歴史環境保全地域ということから、東京都で枝も切っては駄目だという厳しい

縛りがあります。野火止用水の沿道というのは、立川、東大和、小平、東久留米、清瀬、東村山、流

域６市では引き続き東京都で管理してほしいとお願いしましたが、地方分権一括法により、野火止用

水の管理は、平成１９年から市に移管をされた経過があります。 

移管される前から、管理については実態として市で行ってきた経過がありますが、一番多い時で東

京都から年間１.３００万円ほどの管理費をいただいていましたが、昨年度は、東京都からの委託金が

200万円程になってしまい、市の一般財源から270万円程拠出し、５００万円弱で行っています。 

野火止用水というのは東京都内延長９．６キロですが、東村山分が５．８キロと一番長く、その管

理を年間５００万円弱では正直言って手入れが行き届かない状況だと思いますし、Ｋさんがおっしゃ

るように、無駄な植栽ということがあるのかもしれませんので、そこは精査をしたいと思っています。 

東京都の調査では、東村山の５．８キロの流域に１.５００本ほどの樹木が植わっているそうです。

かつては地域の方々が、３０年くらいのサイクルで萌芽更新をしていただいて、それほど危険がなか

ったわけですが、約４０年近く木を切ってはいけないという歴史環境保全地域の関係で、萌芽更新で

きず高木化し、更に側道の側面が非常に狭く、地中深く根が張れないので倒木の危険性もあります。 

実際昨年の夏に、東久留米の木が倒れて道路を塞ぎ、対岸の建設中の住宅の門扉をこわしてしまい、

東久留米市は保証料を含めて１００万円近く処理費にかかったということを伺っています。幸いなこ

とに今まで東村山市内で倒木の事例はありませんが、枝がかなり落ちたりして危険な状態です。 

市の調査では、何とかしなければならない木が５００本くらいあるのではないかと把握しています。

木は高くなればなるほど、伐採をして処分するのにお金がかかります。処理費に約２０万前後から高

い木になると３０万円くらいかかってしまうということで、年間５００万円くらいの費用では、なか

なか進んでいかないということです。 

２１年度については、国の緊急経済対策の交付金をいただき、８００万円を当て危険なところにつ

いて優先して切る、また低木でも見通しが悪くなっているところは切っていくということで作業をさ

せていただいています。引き続き２２年度についても、この経済対策の緊急雇用という分を活用しな

がら切らせていただきたいと考えているところです。 
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優先順位については、危険なところを先にと思っていますが、全部一度にということはできないの

で、よく下調べをして危険なところから伐採をさせていただきたいと考えています。元々東京都が管

理し長年に亘って歴史環境保全地域という指定をし、それ自体は良いことだと思いますが、あまりに

も強い縛りで萌芽更新できず、そのことが大きな原因だということで、市としては東京都にもう少し

対応を考えていただき、財政的な支援も含めて、出来れば流域の各市で今後お願いをしていきたいと

考えていますので、是非ご理解いただきたいと思います。 

 

 

 

交通・都市整備等   ～これからも住み続けたい快適で安全なまち～ について  

◆都市計画道路の進捗状況              （青葉町 Ｕさん） 

都市計画道路の東村山駅秋津線について、昨年８月の市報では着工が平成２１年７月１３日からと

なっていた。実際にいつから着工し完成は２８年になっているが、本当にこの期間にできるのか、ご

回答願いたい。 

◆計画道路と周辺住宅地への影響           （青葉町 Ｋさん） 

都道が２３年には出来上がり、それぞれの道が完成した場合には計画通り素晴しいことになるの

かもしれないが、その過程でバイパスのように下堀自治会の中央道路が使われるようなことになる

のではないかという不安がある。そこを歩いている人達はだんだん歳をとり、道そのものも元々た

くさんの通行量を考えて出来た道ではないので、対応をどうしていただけるのか。計画があっても

なかなか進まないことが多く心配している。 

◆安全な道路のために抜本的手段を          （青葉町 Ｎさん） 

青葉町２丁目の下堀自治会の大半の道路は私道。高齢者、子どもが多いが朝夕を中心に流入車で

無法地帯化している。私は青葉の子ども見回り委員会の一員として登下校を見守っているが大変危

ないことを見ている。２年前には商店街で死亡事故も発生しており、小さな事故は散発し、小さな

接触は頻発している。それらの取り締まりは３年前に強く申し入れたが、一度あっただけ。    

私道で居住者以外は通行禁止というゾーンになっているが具体的なアピールも取り締まりもされて

いないし、通過車がスピードを出しにくいように整備をすることも全くなされていない。     

１０年２０年先には道路が整備されてうまくいくかもしれないが、その間、より危険が増すという

ことに対し是非抜本的な手段を講じてほしい。 

◆車椅子も通れる橋や歩道の整備を          （恩多町 Ｄさん） 

1 年前にここで確約してくださった空堀川の石橋の段差について、１年経ったがやっていただけ

ない。車椅子が通れないので是非お願いしたい。それからヨークマートからガソリンスタンドまで

の歩道を是非造ってほしい｡都に言ったところ、市に言ってほしいという答えだった。 

前回約束の内容がどうなっているのか、今後どう進めようとしているのか、ご回答いただきたい。 
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◎ 市長 ◎ 

大きくは２つのご質問をいただきました。最初に都市計画道路の関係で申し上げます。東村山駅東

口からスポーツセンターのところで行き止まりになっている道路ですが、これは最終的には西武池袋

線の秋津駅前まで入っていく道路ですが、とりあえず、久米川町１丁目の野行通りにほぼ直線的にぶ

つかるようになりますので、ここまで抜けると東村山駅方向から新秋津の駅は流れがスムーズになり、

それができると一定程度青葉町２丁目の下堀地区に流入する車両は減少すると考えているところです。 

市報の記載で着工と書いてあったということですが、だとするとそれは記載が誤りで、事業着手が

２１年の７月から２８年の３月３１日までということで、今は道路予定地の地主さんと用地交渉をさ

せていただいている段階です。工事については、いつから始めるかということは、用地買収がある程

度まとまってできたところから進めさせていただくということで、市としては平成２８年３月の完成

を目指して何とか頑張って地権者の方のご理解をいただくべく、努力をしているということで、ご理

解をいただきたいと思います。 

それから、３・４・１１号線所沢街道のバイパス線については、東久留米市が９９％くらい完成し、

西東京市に最終的には繋がる通りです。西東京市も今進めていますし、東村山市分としては、多摩医

療センターの中を通る形になってしまいますが、２１年、２２年、２３年で工事が行われ、併せて今

のバス通りの歩道を広げるということです。ただご指摘のとおり、そこまで抜けるとまた下堀住宅地

に車が入ってしまうのではないかと我々も懸念しており、野行通りまでは誘導し少なくとも住宅地の

中には入らないように、警察と検討を進めていきたいと考えています。最終的には、３・４・１１号

線も、府中街道、志木街道と繋げていかないと意味がありませんので、ここについては東京都に切れ

目なく工事をしていただくように、再三お願いしています。造ることによって、青葉町下堀の住宅地

に車が溢れるということがないよう努力をしていきたいと思っています。 

現状で事故が頻発しているということについても、一定程度承知をしているところですので、再度

取り締まり等については、警察に要請をしていきたいと考えています。居住線等の標識については警

察の管轄になります。市でも、どういう対応がとれるのか検討したいと思っていますが、まず通学区

域については、自治会の方や青葉町の議員の方から、少なくともグリーン舗装を側道にするように要

請を受けていますので、青葉小学校の前の通りを含めて検討し、できるだけ安全な通学路だけは確保

できるようにしていきたいと考えています。 

Ｄさんから、空堀川の石橋の段差について昨年お話いただき、まだ解決がつかないのは大変申し訳

なく思っています。これは東京都の管理で、側道については東京都にはお願いをした経過があります

が、再度協議をさせていただきたいと思います。 

都道のバス通りのヨークマートから信号までの間の件についても、前回お話をいただいて東京都に

申し入れはしているところです。都道で移管されたのは、３・４・２６号線といいまして、新青梅街

道を渡って、ロンドの北側の新しい通りから、恩多町５丁目で行き止まりになっていますが、あそこ

まで平行して走っている都道については市に移管になっていますが、その先については都道のままで

す。業務スーパーのところから野火止小学校のところについては、東京都に歩道設置をしていただい

ているところですが、ヨークマートからは計画がないので、ここについては何とか設置していただく

よう要請していきたいと思っています。 
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◆空堀川の遊歩道に横断歩道を            （恩多町 Ｓさん） 

空堀川の遊歩道の橋の両側には、横断歩道さえない。遊歩道はウォーキング、散歩、買物の通路

にもなっているし通勤にも大勢通る。だるま坂橋、天王橋にはあるが、その他たくさんの橋には横

断歩道がない。何故あるところがあったり、なかったりするのか理由もはっきりさせてほしいし、

私は理由よりも造ってほしい。これはぜひお願いしたい。 

石橋のことは、北多摩北部建設事務所に話を伺いに行ったが、市の管理で市にもお願いするので

やってもらってくださいとのことだった。あそこの道路の空堀川上流の方には昔作った歩道がある

が、車道との間に段差ができている。それが今Ｄさんのおっしゃったことで見ていただければわか

る。１年間経っても市は調べていないのかと思う。市の姿勢の問題だと市民からは思える。 

◎ 市長 ◎ 

空堀川の遊歩道の横断歩道の件は、前回、前々回いただいておりますので承知しているわけですが、

横断歩道の設置権者は最終的には警視庁の管轄になるので、警察で判断をされ付けられるところは付

けていただくということで、今回石橋の北側については大岱小学校の通学路ということもあり、付け

ていただけましたので、少し前進したかと思っています。鷹の道等の交通量の多いところについては、

逆に危険が増すとか警察なりの理屈があってなかなか設置に至っていない現状です。今日またお話を

いただきましたので、再度警察と協議をさせていただきたいと思っています。 

それからＤさんからあった石橋の段差の件は、私の認識が誤っていたのかもしれません。前回お話

をいただいて所管に調査させたところ、東京都の管理で東京都と協議しますということで、現状至っ

ていなかったのですが、そこは再度調査し市の管理であれば進めさせていただきたいと思っています。 

 

◆久米川駅北口駐輪場について            （恩多町 Ｋさん） 

久米川駅北口の駐輪場は年寄りにはとても使いにくい。どうにかしてほしい。 

◎ 市長 ◎ 

久米川駅北口駐輪場については、苦情をいただいており、申し訳ないと思っています。国で定めた

基準に基づき造らせていただいたところで、極端にうちの市の傾斜がキツイとかということではない

のですが、設計の段階で、お使いいただく方々の年齢や体力等を考慮するに至らなかったという点に

ついては、反省をしたいと思っています。ただ現状でできたものをすぐには直すことはできないので、

今は管理をしているサイカパーキングの方々が人的な対応で少し軽減をさせていただいている現状で

すので、ご理解をいただければと思います。大変申し訳ございません。 

 

◆野火止用水の石橋に歩道を               （ Ｋさん） 

野火止用水の石橋に歩道橋を２つつけてほしいと、ずっと提案文書を出していた。去年３月に完

成したが、横断歩道を削ってしまったので、横断歩道を付けてほしい。 

ぶどう園の側道に沿って、歩道をつけてほしい。１ｍ８０ｃｍの私道をＫさんは提供していると

いうので、そこに歩道を造ってほしい。駐車場でないところに止めないでほしいという要望書を市

長に提出したのでご検討願いたい。 
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◎ 市長 ◎ 

警察との協議の中で、橋のところを横切る歩道は逆に危険であるというのが警察の判断で、横断歩

道が無くなってしまったという経過があります。お話の点は踏まえてＫさんのぶどう園側に歩道が設

置できるのかどうか、幅員がとれるのかどうか持ち帰らせていただきたいと思っておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

 

施設等       ～明日を拓く豊かな心と創造力を育てるまち～ について  

◆スポーツ政策の充実を               （恩多町 Ｔさん） 

東村山市はスポーツ都市宣言をしている。宣言をしている割には、スポーツの施設が三多摩の中

では非常に貧弱なので充実していただきたい。短期・中期・長期というふうに計画を練ってこうい

う施設を充実し、こういう施設は廃止する、こういう施設は民間委託するなどしてスポーツ都市宣

言をした以上スポーツ政策をきちんと作ってほしい。 

テニスコートについてだが、恩多コートは市の管理だが、久米川コートは借地で１年間の契約で借

りている。地主さんが何かの都合で返してほしいと言われれば市は当然返さざるを得ない。本格的

なコートを造っていただき市民サービスのため、あるいはスポーツ都市宣言されている市民の健康

管理の上からも、やっていただきたい。 

◎ 市長 ◎ 

スポーツ都市宣言をしている割には、施設が貧弱ではないかというご指摘であります。確かにスポ

ーツ施設の充実度を見た場合、どうしても財政力、あるいは広いグラウンドをお持ちなのは多摩川の

河川敷等を有している自治体が多いのかというふうに思います。そういう意味で、短期・中期・長期

に亘っての施設整備の計画をお示ししていくことは、必要なことだと考えているところです。 

東村山市としては、平成２５年に多摩地域を中心に国体をやるということで、当市で行う競技につ

きましては、前の市政の時に少年女子のバスケットボールを誘致するということで決定し、私が市長

になってから、スポーツセンターでバスケットボールの大会ができるのかどうか、日本のバスケット

ボールの連盟の方がお見えになって、ここはこういうふうに直してしてほしいというご指摘をいただ

いています。それについては昨年から検討を進めています。施設全体が非常に老朽化し、今後どう改

修していったらいいのかということで、昨年の１０月から温水プールについては一時的に閉鎖させて

いただき調査しています。それからスポーツセンターのアリーナを含め、どこを改修するかも調査を

しており、来年再来年にかけ、スポーツセンターについては施設の整備、改修工事を進めていく予定

です。 

ご指摘のようにテニスコートだけではなく少年野球場等々非常に借地の施設が多いです。地主さん

のご意向等で返さざるを得ないことも想定されますので、これらについては将来どうしていくのかと

いう計画を立て、運動公園の一部を改良した中で位置づけていくのか、あるいは用地を確保してやっ

ていくのか。ただ用地確保するとなると非常に莫大な費用もかかるので、どう計画的に進めていくの

か、第４次総合計画の中で検討していきたいと考えています。 

テニスコートについては、今久米川で民間の方の土地をお借りしており、次は是非恒久的なところ

で６面造りなさいというご指摘については、中長期的な課題として受け止めさせていただいて、検討

させていただきたいと考えています。 
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◆スポーツセンターのシャワーの修理を        （青葉町 Ｍさん） 

スポーツセンターのシャワーが止まっている。それも老朽化のせいなのか。修復には、そんなにお

金がかかりそうもないと思うが検討してほしい。 

◎ 市長 ◎ 

スポーツセンターは昭和５７年に出来てほとんど何も手を入れてなく、あちこち傷みが出ています。

温水プールもまだオープンして１３年程度しか経っていないのですが、濾過器や、数年前に採暖室の

天井が落ちたり、閉鎖直後ですが通路の壁が落ちたりとか至る所が老朽化によって傷んでいます。 

限られた予算の中でどこを優先して直していくかということで日常的にはやっています。シャワー

の件は私も承知しています。しばらくご不便をおかけしている状態ですが、まず安全性を保つという

ことを最優先でしているところです。しかしながら、スポーツセンターについては、２５年に国体の

会場になります。２４年にはプレ大会があるということで、壊れたところの修理も含めて改修を進め

たいと考えていますので、ぜひご理解いただきたいと思います。 

 

 

防災・防犯等    ～これからも住み続けたい快適で安全なまち～ について  

◆安全マップで知る日頃の危機管理         （青葉町 Ｋさん） 

青葉町の安全マップを作っている。地図を作るきっかけになったのは日常の危機管理だ。こども

１１０番をやっている家等どこに何があるのか、何が危ないか安全か、地震が来たときにどうすれ

ばいいか、何を活用すればいいか、そういった緊急対策だ。東村山市では年に１度災害訓練をやっ

ており非常に大事なことだと思うが、地域単位の危機管理、日頃の訓練というのも大事ではないか。

そのためにこの地図が役立ってもらえばと思っている。 

◎ 市長 ◎ 

この立派な安全マップをお作りいただいて本当にご苦労様です。大変参考になりました。 

大災害時、今回のハイチの大地震のようなことも今後東京で起きないとも限りません。市としても

防災対策に力を入れているところです。確かにマンホールの汚水のところにトイレをかぶせられる器

具があるというのは聞いたことがあります。ただ費用がかかるのもご指摘のとおりで、市としては簡

易用トイレを備蓄している状況です。 

Ｋさんのご指摘のように、非常に安上がりに簡便に造れる方式があるということなので、また後ほ

ど詳しく教えていただけたら有り難いと思います。 

それから所沢街道の青葉町２丁目と３丁目のところの信号が何故つかないかというのは、長年の懸

案で東京都とずっと交渉しています。警察は歩道橋があるところについては、信号、横断歩道は設置

しないということなので、横断歩道橋をまず撤去しなければならないです。警視庁からは撤去すれば、

横断歩道、信号はつけていいと言われています。実際多くの方は下を歩かれており危険な状態ですし、

自転車は歩道橋を上がれませんので、市としては東京都に歩道橋を落橋していただき、警察には横断

歩道の設置を求めている状態ですが、まだ実現に至っていないということですので、さらに要請活動

を強めていきたいと考えています。 
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子ども       ～明日を拓く豊かな心と創造力を育てるまち～ について  

◆意見◆特別支援学級の支援員について        （恩多町 Ｍさん） 

特別支援学級について、市長にお伺いしたい。息子は今２年生だが、１年生で入学した後、支援

の必要な児童だということが分かり、支援員の要請や何らかの形で支援してもらえないかというこ

とを学校側とずいぶん話した。しかし東村山市にはまだ迅速に子ども達を支援する仕組みがないと

いうことが身をもってよく分かった。それで近隣の市を調べたところ、うらやましいと思ったのは

所沢市での取り組みだった。教育委員会の中に支援する部署があるようで、困ったお子さんや先生

がいた時すぐに支援員が派遣されるという状況で実現できている。所沢市ができているのに何故東

村山市はできないのか伺いたい。 

 

◎ 市長 ◎ 

特別支援学級の支援員の関係でご質問いただきました。当市の場合は、確かに特別支援学級に対し

ての支援員の制度というのは、まだございません。ただ、情緒障害の方々がおります関係で、まだ全

学校ではないのですがサポーターという制度を持っていまして、支援をしている学校があります。状

況は認識しているつもりですが、まだ全学校に配置が済んでいないので、まずは市としては全学校配

置に向けて努力していきたいと考えています。野火止小学校のようにかなり児童数が増えてしまった

過大校、あるいは発達障害のお子さんの比率が高い学校というのもありますので、それらを見ながら

複数配置等も今後検討していかなければならない課題だと考えています。 

 

 

＊今回（第２８回）は意見カードによるご意見聴取はありません。 
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