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○開催内容 

平成２２年２月２０日（土）午前１０時、ふるさと歴史館におきまして「第２９回タウンミーティ

ング」を開催しました。約２５名の方にご参加いただき、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１８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２９回 終了しました ふるさと歴史館 

第３０回 平成22年３月２０日（土） 萩山公民館 

第３１回 平成22年４月１７日（土） 廻田集会所 

第３２回 平成22年5月16日（日） 富士見公民館 

午前10時 

～正午 

諏訪町 １０人 

秋津町 ２人 

恩多町 ２人 

廻田町 ２人 

市外 １人 

未記入 １人 

合計 １８人 

   年代 参加者数 

40代 １人 

50代 ３人 

60代 ６人 

70代 ５人 

80代以上 １人 

未記入 ２人 

合計 １８人 

男性 １３人 

女性 ４人 

未記入 １人 

合計 １８人 
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○第２９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】 

 

皆さん、おはようございます。２月に入って９日も雪が降ったということですが、今日は久しぶり

の晴天に恵まれました。せっかくのお休みで、また何かとお忙しい中、市民の皆さんと市長の対話集

会においでいただき心から感謝申し上げます。 

タウンミーティングと言っておりますこの対話集会は、その地域にお住まいの方に司会をしていた

だいています。今日は、“諏訪町体力つくり”で長年ご活動をしていただいておりますＳさんとＨさん

にお世話になりますが、よろしくお願いします。 

タウンミーティングは、市民の皆さんから、地域の問題・市全体の問題・あるいは別の地域のこと

でもかまわないのですが、ご意見を頂いて私が答えるという形式を取っています。 

諏訪町地域について申し上げますと、東村山駅西口の広場が完成して、東口から出入りさせていた

だいています諏訪町循環のコミュニティバスを、今年の４月から西口からの出入りとさせていただく

ということが課題となっております。化成小通りを走らせる形になりますので、先日地域の方々にご

説明を申し上げたところです。その際に、ここの（ふるさと歴史館先）踏切までは片側歩道がついて

いるので、さほど問題はないと思っていますが、その先突き当りのところまでは歩道幅が無いと言う

ことで、どうなのかというご意見も頂いたと聞いています。車の運転者の方には安全運転に努めてい

ただきたいと考えていますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 

諏訪町で開催するのも３回目となりました。今日は大勢の方がお見えというわけではありませんの

で、できるだけ全員の方にご発言いただければ有り難いと思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。 
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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。 

 

行政・財政・人事等について 

 

◆職員の窓口対応                  （秋津町 Ｓさん） 
 

窓口対応してくれた職員に、腹が立ってしかたがない。だから市長に直接聞いていただきたい。 

何故かというと、「今年の 3 月退職だ、俺に言われてもしょうがない」と言われた。これを市長は

どう思うか？こういう職員を何十年間も教育もせずにきたのかもしれないが、これは一例だ。一日に

市の窓口を訪れる市民は何名いるのか。 

「担当じゃないから、あっちに行ってください」と言われ、本当に不愉快だ。何度も相談に行くが、

上司と相談する等、職員の教育をしていただきたい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

ご不快な思いをさせた職員の対応ということで、お詫びを申し上げたいと思います。 

どういう経緯でそういう発言になったのかわかりませんが、３月に定年退職を迎えるにしても現時点

では東村山市の職員ですので、市民の皆さんからいただいたご意見はきちんと受け止めて、「できる、

できない」は別としても、後任の人に引き継ぐなり、自分の上司・部下に伝えてその後どう対応する

かということをしていくのが本来の姿だろうと思います。私の職員に対する教育が不徹底だというこ

とだろうと思います。定年退職を目前としている職員は、全員がそうではないと思っていますが、ど

うしても気持ちの中で退職まであと何ヶ月も無いとなると、今この時点で言われても、と言う気持ち

がどこかにあって、口から出てしまったのかもしれません。今後そのようなことがないようにしてい

きたいと思います。 

それから、いわゆる“たらい回し”についてですが、役所の場合は仕事が細かくそれぞれの担当者

に分かれていますので、きちんと対応をするには担当課に言ってくださいと紹介をしているのであっ

て、責任を逃れるという事では決してないと思っていますが、一箇所の窓口で相談していただいたら、

基本的に「あっちに行ってください、こっちに行ってください」と言う事がないようにしていきたい

と思っています。内容によっては、最近は難しいご質問をいただき、回答させていただくのに手間取

るケースが現実にあります。そこは正確を期すという部分もありますので、ぜひご理解いただきたい

と思います。仕事の“たらい回し”というような事で、しかも顎で「あっちへ行ってください」と言

う事がないよう、これから全庁的に徹底をしていきたいと考えております。 
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◆市の財政健全化について              （諏訪町 Ｔさん） 

 

年間3億4千万円の赤字が現在出ている計算で、将来計画を考えていると伺った。財政の健全化

の施策について、具体的にどのように考えているのか。 

今、心配しているのは災害時の問題だ。東村山市の中で諏訪町は災害僻地だという話を消防署に

聞かされた。災害時に市の端の地域も遅れることなく、市内全体平等に対策を考えて頂きたい。   

◎ 市長 ◎ 

財政問題を、災害の問題も含めてご質問いただきました。東村山市は市内を見渡していただいても、

あまり大きい企業や工場が無く、逆に市の中で非常に広い面積を占めているのが、例えば新青梅街道

沿いにある東京都の浄水場や、病院など公共的な施設や医療機関が集中している関係で、財政基盤が

元々脆弱な町です。 

多摩に２６の市がありますが、市民一人当たりに換算し市税収入ベースですと、残念ながら東村山

市は今、下から２番目という状況です。三多摩２６市のトップの武蔵野市は、大手企業もあり、かつ

吉祥寺のあたりは商業的に集積をしていたり、それから多摩地区の中では高額所得者の方が多く住ん

でいらっしゃるというようなことがあります。２０年度の決算ベースですが、東村山市民一人当たり

の市税収入は１３万８千円ですが、武蔵野市は２６万９千円ということで、倍以上開きがでてしまっ

ているという状態です。 

東村山市を含め、北多摩北部地域はだいたい似たり寄ったりで、清瀬市や東久留米市、東大和市も

みんな似たような財政状況で、国からの地方交付税に大きく依存して行政運営を行ってまいりました。 

それが、小泉政権のときに三位一体改革が行われ、地方分権の流れの中で、国からの地方交付税を減

らす代わりに、国税であった所得税の一部を地方税に振り替えるということで、平成１９年に所得税

が若干下がり、市都民税が上がったという感覚を持たれたと思うんですが、それが三位一体改革です。

国全体でいうと約３兆円の税財源移譲が行われて、全国の都道府県市町村で３兆円税源が増えました

が、交付税、国の補助金が９．８兆円削減され、全体的には約マイナス３兆円ほど地方は三位一体改

革で影響を受けたということです。東村山市も三位一体改革の影響で、１５億円ほどの影響を受け、

これが今の東村山市の財政状況を非常に厳しくしている大きな要因です。三位一体改革の影響で東村

山市はここ数年単年度の実質収支は毎年赤字で、バブル期に積み立てた貯金を取り崩し毎年帳尻を合

わせてきたという財政運営でした。その貯金も一番多いときには３０億円位ありましたが、平成１９

年には６億円程までになり、非常に厳しい状況になってしまいました。 

平成２０年にこのままではとんでもないことになるということで、職員の給与構造改革等を中心に

かなり踏み込んだ行財政改革を進めさせていただきました。職員の給与構造改革では、職員の削減等

で合計約１０億円の行革効果を生み出し、平成２０年度につきましては、５年ぶりに実質単年度収支

が黒字化し、２１年度も税収は景気の影響を受け当初見込んだ額よりも落ちこんではいますが、何と

か単年度では実質黒字でいけるのではないかと考えています。 

ただ２２年度については、予算編成が終わり先日記者会見を開きプレス発表させていただきました

が、２１年度の当初で見込んでいた市税収入に比べても約７億円落ち込みがありそうです。これは今

の景気を反映し、市内で数少ない法人も赤字になり法人市民税がかなり落ち込み、公務員の給料がだ

いぶ下がっていますが、民間もそれに輪を掛けて給料が下がりボーナスがカットされたりしている状
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況で、市民の皆さんの所得が下がっている関係で、個人市民税もおおよそ６億円位減になる見通しで

す。そのような理由で平成２２年度はかなり税が落ち込んできます。やむを得ず、国で制度として認

められている臨時財政対策債という借金で、次の年に交付税に算定されるものですが、これを発行し

当面しのいでいこうということを検討しています。 

財政健全化という事については、引き続き行革を進めながら歳出削減すると共に、税金を賦課させ

ていただいたものについては、きちんと収納させていただき、当市は徴収率も三多摩の中であまり高

くない方で、税金をきちんと納めていただいている方との税負担の公平性の観点からも、滞納された

方については是非納付をしていただけるよう精力的にお願いしていこうと考えています。 

東村山という町の中で、少しでも税収が上がるようなまちづくりを進めていくことが重要だろうと

考えています。そのひとつは一定の都市基盤整備ということで、西口再開発ビルや久米川駅北口の整

備事業、基点となる駅前広場の整備をしてきましたので、それを繋ぐ幹線道路を何本か通して、よど

みなく流れる交通ネットワークを構築しないとなかなか担税力のある方に住んでいただいたり、市内

の商業等が活性化してこないので、中長期的にはそういう取り組みをしていく必要があるだろうと考

えています。 

またこれから高齢化と人口減少の社会ですので、子ども達あるいは子育てする人達にとって魅力的

な町を築いていく事が中長期的には欠かせないだろうと、今「子育てするなら東村山」ということを

合言葉に、保育園、児童クラブの増設、あるいは幼稚園の保護者の負担軽減、子ども達が一番多く時

間を過ごす学校の耐震化、子育てや教育関連についても平成２２年度については予算を割いて中長期

的なまちの持続的な成長ということを考えています。それは将来に向けてのひとつの投資かと思って

います。 

災害についてですが、今、東村山市は災害対策という観点では各小中学校耐震補強工事を精力的に

行い、今年度は５校実施中で来年度は７校実施する予定で、化成小学校もその対象です。 

道路の整備というのも、災害面で非常に重要な事だと思っています。すぐできるわけではありませ

んが、東村山駅を中心とする西武新宿線の連続立体事業が東京都において推進することが決定され、

昨年の４月に国の着工箇所として採択をいただいており、今後進められていくということです。府中

街道の踏切、鷹の道の踏切、大踏切、化成小学校前の踏切、ふるさと歴史館先の踏切が高架化される

という予定です。そうしますと災害時の緊急車両の通行という問題でも良くなるのかと思います。 

それから飯能所沢線は、松ヶ丘のコンビニのところまで所沢は用地買収が済んでいますが、将来的

には東京都と接続されるようになってきます。今計画道路が接続されていない関係で東村山の北西部

地域の生活道路にかなり所沢ナンバーの車が流入している傾向があるわけですが、どういうふうにこ

れから府中街道や所沢街道に連動させていくか、これはまだ東京都と埼玉県の話が整理されていませ

んが、だんだん煮詰まってきているという情報は聞いています。これが出来ると諏訪町内の公事道か

ら化成小学校前の通りを抜ける通過車両は減ってくるのではないかと考えています。こうした道路が

できることにより、諏訪町の緊急車両の通行ということについても、プラスに働くのではないかと思

います。 

大きな災害が発生した場合、場所が何処かに関わらず対応するのが行政や消防署の役割だと思いま

す。災害の状況に応じ対応していただくということを、私からも消防署にお願いをしたいと思います。 
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◆市の再任用職員、職場について           （廻田町 Ｓさん） 

 

再任用についてお尋ねさせていただきたい。年間３０人程度の職員が退職で減っている一方で、い

ろいろな職場で高齢の方が多々見受けられる。地方公務員法２８条の４に基づいて再任用をするとい

うことになっているが、勤務状況等を勘案してという前提条件がついていると思う。現在は希望者全

員を再任用しているということだが、本当にその職場に人が必要だから再任用しているのか、その人

が仕事収入が必要だから再任用しているのか、この判断を厳密にやってほしい。 

何年か前に各公民館の窓口で住民票等の手続が出来るようになり大変良いことで、私は公民館の職

員が兼務でやると思ったが、再任用職員が配置された。１日何人住民票の申請に訪れるのか考えると、

１通当たりすごく高い経費になる。厳しい財政状況の中で、職員数をできるだけ増やさない努力はわ

かるが、その前提としてひとりの職員がどれだけ仕事を兼務するかということになると思う｡課や係を

無くし、グループ制にしたらどうか。 

 

◎ 市長 ◎ 

市役所の職員は定年退職を６０歳で迎えた後、基本的には年金が支給されるまでの期間、再任用で

きると制度上なっており、再任用しなさいというのが国の指導です。年金支給年限がだんだん上がり

最終的には６５歳になっていますので最長再任用は 65 歳までで、労働条件の問題としてやらざるを

得ない問題です。現在再任用は全体で１００名弱いるようです。今希望者は全員再任用しているのが

当市の状況ですが、今後多い年ですと５０名近い定年退職者が出ます。それらをすべて再任用職とし

て採用できるかというと、その人のために仕事をつくるという変な形になってしまっては、おかしな

話であって、当然仕事があって人が必要だから再任用していくということが大原則だと私も認識して

います。 

庁内では再任用のあり方について、経営会議等で議論を開始したところです。我々から見てこの人

は是非再任用してほしいという職員が大勢いるのも事実です。長年培った経験で非常に能力的にも優

れているし市民の皆さんとコミュニケーションがとれる職員も大勢いますので、そういう方について

は是非再任用してほしいと思っています。今後、再任用の仕方、配置する職場の問題、現役の職員か

らも色々な声が上がっているのも事実です。非常によくやっていただいている場面もあれば、年の若

い管理職が逆に使いづらいような面もあると聞いています。そういう問題も含めて今後詰めていきた

いと思っています。 

それから市役所の職場のまとまり、かたまりの考え方です。基本的に市役所というのは、部があり、

課があり、係があってというふうに、すべて任務分担を細分化しています。市役所の職員は一番多い

ときで１,０５０人ほどでしたが、現在は８３０人位で、２００人以上ピーク時から比べると減ってい

ます。そういう意味で言うと、私はこの係だからこのことしかやりませんという職務スタイルはこれ

から通用しなくなってきます。色々な事を知っていて対応できる能力が市役所の職員にも求められ、

担当ではないからわからないでは済まない、権限はないまでも同じ係、同じ課の問題はある程度の説

明を市民の皆さんに出来るくらいにしていただかないとならないと思っています。 

公民館で窓口業務をしている職員は、ベテランで管理職も経験されているような方がやっています。

というのは、確かに数は少ないかもしれないけれど、幅広く色々なことに精通していないと、非常に

大変な仕事です。まさにマルチジョブ的な仕事になっていますので、そういう意味でそれなりの再任
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用の職員が公民館で市民の人と相対で説明出来ていると考えています。 

しかしながら今後は職員の力量とマルチ化していくかということを、もう少し掘り下げて検討する

必要があるかと思っています。ただ毎年のように国の制度が変わることで所管課は、例えば後期高齢

医療制度が導入されるときは、国で決めて地方自治体で実施するわけですが、市民の皆さんからの苦

情をいただくのは、すべて窓口の職員です。職員によってはノイローゼに近い状態になってしまって

いて、市役所で決めたことならまだしも国で決めたことで何故市民の皆さんにそこまで言われなけれ

ばいけないのかということで、直接私のところまで言いに来た職員もおりました。 

また政権交代で医療保険制度もまたここで変わる可能性が出てきています。そういう意味で言うと

市役所の職員も部署によってはかなり国の政策に振り回されているといっては語弊があるますが、大

変な状況があります。我々として一番心配しているのは、来年度今年の６月から始まる「子ども手当

て」の準備作業で、担当の所管課は本当に大変な状態です。当市の場合対象になるお子さんが約２万

人、毎月２６,０００円支給されると、概ね６４億円を支給する事務を数名の職員で対応しなければな

らす、ほとんどの職員は少ない人数のなかで一生懸命やっています。昨年の３月・４月は定額給付金

で非常に大変でしたが、そういうことも一方であるということも市民の皆さんにもご理解いただきた

いと思います。 

どれだけ仕事をマルチに広げられるかというのは、難しい課題だと思いますが、少ない人数で多く

の仕事をしていくには、それしかないと思っていますので、そこも研究課題だと考えています。 

 

 

 

◆ 自治会の連合と行政の支援について         （秋津町 Kさん） 

 

道路拡幅の段階において、地主さんが寄附してもいいと言う話が数々ある。測量費がかかるが、予

算がないので、再任用の方々で測量に明るい方を配置したらどうか。相続その他で分散化されたり、

全国から印鑑証明をもらったりしないと、その道路を寄附することもできない。 

もう１点は自治会の問題だ。現在東村山市全体で３０３位自治会があるが、転入者で自治会に加入

していただける方が本当に少ない。市民課の窓口で転入者に「自治会に入っていただきたい」という

紙 1枚は出していただいても良いのではないか。年に１回か2回自治会長を集めて、意見を聞くな

り、討論できればと思う。 

自治会の連合会が東村山に 3 つくらいあると思う。その代表的なものとして秋津町の１７の自治

会による連合会があり８００名いる。10名２０名のところもたくさんあるので、３００もあるよう

な状態なので、これをぜひ連合のような形で、５０くらいに抑えていただき、連合会の会長に、毎年

予算面などの説明をしていただきたい。 

また相当の配り物があり、この辺もお願いしたい。 

 

◎ 市長 ◎ 

道路拡幅の問題で、センターからセットバックしていただき、譲渡はするけれど、測量も自分持ち

ということになると、なかなか実際に登記変更手続が進まないという問題があるのは事実だと思って

います。 

Ｋさんから再任用でチームを作ってその人達に測量をやってもらい登記をすれば外部にお金は出な
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いし、内部でできるのではないかという非常に有効なご提案だと聞かせていただきました。 

たしかにセットバックしていただいても、登記が済んでいないところが市内に数多くあって、ご指

摘のように名義上は元の地主さんのもので、実際には道路の路側帯のような形になっているところが

市内各所にあります。きちんと整理しないと地主さんが亡くなられ相続が発生すると東村山にお住ま

いでない方まで含め登記をするとなると何十人ものハンコをもらわなければならないという実例もあ

るのも事実です。また逆に家族間での問題にもなったりする事例もあると伺っていますので、市とし

ても整理ができるような方向性を検討させていただきたいと思っています。 

それから自治会の加入促進ですが、このあいだの「自治会フォーラム」でも数多くのご意見をいた

だいておりますので、市としてどのようなことが出来るか所管で検討してもらっているところです。

住民の方には近隣の自治会に加入していただくように、今までも自治会加入のお願いというパンフレ

ットを作って配っていましたが、どういうやり方がいいのか検討させていただきたいと思います。 

それから連合会の問題ですが、自治会は基本的には、住民の皆さんの自治組織ですから、行政のほ

うで、誘導するようなことは、あまりすべきではないのかと思いますが、ご指摘のように、東村山市

内の自治会は少ないところでは２世帯の自治会から、多いところは１,２００世帯の自治会もあるとい

うことで、大変ばらつきがあるのも事実です。 

「自治会フォーラム」でも申し上げたのですが、東村山市は多摩地区でも自治会加入率は比較的高

い方の市ですが、規模が非常に小さいという統計が出ております。規模があまりにも小さいと、どう

しても役員が集まらないという問題も出てきます。一定規模の組織にしていただいたほうがいいのか

と思っています。連合会を作っていただくところに行政としてインセンティブを働かすことができる

のか、ご提案を踏まえて検討させていただきたいと思います。 

それから、配り物の関係ですが、私も市長になる前は自治会長をやっていましたので、身にしみて

わかるのですが、例えば市役所から回覧が来て各班長さんにお渡しして、翌々日くらいに保健所から、

それが終わると消防署から･･･と、できればタイミングを合わせて持ってきてほしいと思いました。 

各機関で調整がつくものなのか、官公庁会議などが今度ありますので、そういった声が出ていると

いう話をさせていただいて、自治会にお願いするときは、例えば月の何日までに会長さん宅にお届け

するとか、そういうルールが決まってくるといいと思います。 

 

 

 

◆道路幅員確認について               （諏訪町 Ｋさん） 

 

八国山団地に住んでいるが、中の道路は建築基準法 42 条 1 項に指定された指定道路だ。ところ

がこれに違反している道路がある。担当課長に現地をご覧いただいた。帰ったら市長に報告すると

いうことで写真を撮っていかれた。 

これは、市で昭和３７年に指定になっている。その時にこの道路は住居者建坪が何坪でいくら、

道路分が何坪でいくらということで、負担している。これを登記し市へ道路分については寄附した

経緯がある。実際、私のところの問題でいうと幅員が４ｍなく法に違反している。公道指定の図面

と現状が違っているので直してもらいたい。 
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◎ 市長 ◎ 

1 月に課長が現況確認しお話を承って写真を撮っていったということですが、庁内の意思疎通が悪

く、まだ情報を聞いておりませんでしたので、今初めて伺った話です。確認をさせていただき、どう

いう対応ができるのか、検討させていただきたいと思います。現況では確かに４ｍ取れていないとな

ると、問題ですからそこは整理をさせていただきたいと思います。指定道路になると、たぶん公道認

定していると思います。それも合わせて確認させていただきたいと思います。 

 

 

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

 

◆ごみ焼却施設を市の中央へ             （諏訪町 Ｓさん） 

 

全市フォーラムで市長が、「９８プラン」は理念としては素晴しいが、全く燃やさないということ

は考えていない、秋水園の延命化を図りつつ、その先の事を考えると発言されたが、これは新しい焼

却施設をどこかに造るということか？ 

市民の意識次第では燃やさないというのは１００％不可能ではないと思っているが、もし何処かに

移ると言うのであれば、いっそのこと市のど真ん中の本町に造ってもらいたい。どこの市も焼却施設

は偏狭にあり、偏狭住民が苦労している。市民一人ひとりが自分の事として捉えるためには、市のど

真ん中、市役所の隣が良いではないか。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

ごみ処理の関係ですが、可燃ごみにつきましては、平成２２年度から秋水園の今の焼却施設の延命

化を図る事業を始めさせていただく予定です。 

現在の焼却施設の延命化については、議会でも特別委員会を作っていただいて、長いこと議論して

きた結果として、延命化やむなしという判断で行われるものですので、是非そこはご理解いただきた

いと思っています。今の技術の問題、様々なことを考慮しても、全く燃やさないという形というのは

すぐには難しいというのが私の今の判断です。同時に研究をしなければならないというのは、延命化

については、平成１２年・１３年で延命化工事を１回やっており、その時にダイオキシン対策をやっ

ています。今回延命化は２度目になります。これ以上の延命化はなかなか難しいと思っていまして、

１０年くらいは今の秋水園の焼却施設を使いますが、その次はどういうふうにするかは検討していく

必要はあるだろうということを申し上げたつもりです。 

中間処理施設を市役所の脇に持っていった方がいいのではないかというご意見ですが、焼却施設は

基本的に準工地帯でないと設置ができず、市内でまとまった準工地域があるのは、現状では秋水園に

ならざるを得ないと考えています。引き続き、市としては土地を活用してなんらかの中間処理を継続

して行っていきたいと考えているところです。それに対しては秋津町の周辺の住民の皆さんによくご

理解いただくようにこれからも努力をしていきたいと思っています。 
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◆集団資源回収の団体補助の見直しを        

 

町内会等の廃品回収の補助について、財政が悪いときには切り詰めてもいいのではないか。事業

仕分けのようなことで、ひとつずつ小さいことから始めては。 

 

◎ 市長 ◎ 

財政問題に絡んで、事業仕分けをということのひとつの提案として、集団資源回収の補助金をやめ

てしまってもいいのではないかというご意見でした。事業仕分けの提案については、今後市としても

検討する必要はあるだろうと考えています。行政サイドで、やっていく・やめてしまうのを決めるの

ではなくて、議員の先生方や市民の皆さんのご意見をいただいた中で、事業を廃止してもいいのでは

ないかというものを決めていくことは必要だと思っています。 

ただ、市は今基本的に燃えるごみ、ビンカンを含めてすべて秋津町にあります秋水園のほうに持ち

込んでいます。周辺の住民の方は、もちろん秋津町から違うところに持っていってほしいというご意

見もありますし、逆にやむを得ないけれど、できるだけ持ち込む量を減らしてほしいという声もずい

ぶんいただいています。集団資源回収はそういう意味で非常に有効な手立てだと考えており、少しで

も秋水園に持ち込むごみ量が減らせる可能性が出てきますので、市としては基本的には財政は厳しい

ですが、そういった観点で集団資源回収は継続させていただきたいと考えています。 

そのほかの事業で、以前は自治会に１人１００円の補助金を出させていただいていましたけれど、

平成１７年に打ち切り、２１年度の途中から事業ごとに対して補助をするという制度を立ち上げてい

ます。市民の皆さんに直接関わることでも廃止や縮小させていただいていますが、今後もできるだけ

皆さんのご意見をいただいて、仕分けられるものは仕分けし、できるだけ無駄なものや公費をかける

のにそぐわないものは縮小していきたいと思っています。 

しかしながら、全体的にはだいぶ行革も進め、あとは何とか少しでも税収を上げるような取り組み

もしていかなくてはならないと考えていますので、ご理解いただければと思います。 

 

 

◆菖蒲まつりの来客者にお茶接待サービスを      （諏訪町 Ｓさん） 

 

シーズンになると、菖蒲苑にいらっしゃる方が大変多い。私は出身が四国だが、お遍路さんの接待

を四国各県はそれぞれやっているようだ。そのことから連想して、来てくださるお客様に接待とまで

はいかなくても、心が温まるようなことができなきないかと思う。この辺りは狭山茶の名産地なので、

狭山茶の接待が出来ないものか。特に最近お年寄りが多いが休むベンチも無く、泥道を歩かなければ

ならないが、少し親切にできないものかと思う。 

併せて、私の友人が東村山を訪れ、うどんを食べたいが、ことごとく店が休みだったと言っていた。   

商工会も考えていただき、休みを工夫するなど、せっかくうどん食べたくて都内から来ているのに食

べられないのは大変申し訳ない。東村山の名所になりつつあり、四季折々来るような施策を市として

も考えられればと思う。 
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◎ 市長 ◎ 

大変貴重なご提案をいただいて有難うございます。他所から我が市を訪れていただける方に対して

おもてなしの思いを市民の皆さんに持っていただくということは大事なことと思っています。 

観光に力を入れようと、商工会のほうも東京都の補助金を活用し、２０年度から観光事業に取り組

んでいます。西口の広場も出来て、再開発ビルの中に観光産業を紹介するコーナーも出来ました。  

行政だけではなく、おもてなしの持ちを市民の皆さんにも持っていただけると有り難いと思いました。 

商工会のほうでやっている観光振興の事業で、ガイドボランティアを希望してトレーニングされて

いる方が、かなり大勢いらっしゃいます。キッズボランティアというガイドをしている子どもさん達

も１５名位いると聞いていますので、そういった方にお茶の接待等をしてもらえないか、ご相談させ

ていただいて、検討していきたいと思います。 

うどん屋さんの件は、先日商工会が行った観光フォーラムで基調講演をされたコンサルタントの人

が事前に東村山に来たときに、「うどん」が名物だと聞いてきたけれど、日曜日うどん屋が開いていな

かったということをおっしゃっていました。お店によって考え方があるようで、商工会もお願いをし

ているようです。商工会にも、他所から来た方がうどんを食べに来たけれど店が開いていなくて、ど

ういう指導をしているんだと苦情の電話があるという事で、これは事業者の方を含めて今後の課題と

したいと思っています。いずれにしても観光事業というのは行政だけではできません。市内の事業者、

商店、商工会、市民の皆さんが、是非東村山に来てほしい、東村山にはこんなに良いところがあると

いう気持ちを持っていただくことが、まず大事なのかと思っていますので、ぜひ四国の接待のような

ことが、まちぐるみで出来るようにこれからも工夫をさせていただければと思っています。 

 

 

 

◆市の有形文化財をもっと市報 HP で紹介を      （諏訪町 Ｅさん） 

 

４月からコミュニティバスが諏訪町内を走るということで、町民としても喜ばしいことだと思う。

諏訪町内に都の重要文化財指定の徳蔵寺があるが、この３月見事な山門を造った。徳蔵寺は、武蔵野

観音霊場３３箇所の７番目の札所になっており、今年がご開帳の年という話も聞いている。    

是非、市でもコミュニティバスが通るということの中でインターネットや市報等で是非ＰＲをお願い

したい。 

 

◎ 市長 ◎ 

諏訪町には、徳蔵寺という立派なお寺があり、国指定の重要文化財も元弘の板碑というものもあり

ますし、武蔵野観音３３箇所の７番目の札所というのは初めて聞かせていただきました。 

せっかく西武鉄道も力を入れ、沿線の観光開発で霊場めぐりのようなことにも力を入れているとい

うことで、市も商工会も、東村山をＰＲして売り出していこうとしていますので、徳蔵寺も売り出し

させていただきたいと思っています。 
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◆市民参加の機会、各種審議会の議論・報酬について 
    （諏訪町 Nさん） 

 

市民フォーラム「みんなで創るみんなの東村山」の立ち上げや、最近市民参加の募集が多く見られ、

タウンミーティングも続けていただき、いろいろな形で市民が直接行政に対して意見や要望を出せる

機会が持てるようになり、とても良いことだと思う。 

職員は忙しいと思うが、市民の意見の取りまとめの技術を、東村山が本当に良いまちになるように、

専門的な立場での研鑽を積んでほしい。 

東村山市都市計画審議会委員募集がホームページにあった。昭和４４年制定で、その当時まだ市民

がそんなに行政に参加することはなかった時代だと思うので、昔からある制度のあり方と今やってい

る市民参加の中での整合性が、よくわからないと思った。平成２１年は２回の開催しか見られないが、

２時間で大事なことが、すぐに良いとか悪いとか意見が出るものなのか。有償で時給５,０００円の

仕事だが、専門家の立場の必要性は理解できるが、財政難のなか市民参加の中での審議会のあり方が

今後どのようになされていくのか市長のお考えを聞かせていただきたい。 

 

◎ 市長 ◎ 

第四次総合計画の市民フォーラムでも申し上げましたように、私の基本的な考え方は、“みんなで創

るみんなの東村山”ということで、東村山というまちはここに住んでいるすべての皆さんのものです

から、できるだけ市民の皆さんにもまちづくりにご参加をいただきたいと思って、様々な局面で市民

参加の機会を増やさせていただいています。その一例が今回の総合計画を創るに当たって、当市とし

ては初めて大々的にワークショップを８ヶ月に亘って行い、非常に重い提言書をいただき、これを限

られた予算の中でどれから実施をしていくかという作業をこれからしていくと思っています。まさに

これも仕分けになりますが、どれをやりどれが当面できないという判断の基準についても、市民の皆

さんの参加協働の元に、直接市民の皆さんの命に関わることは優先的にやっていきましょうというこ

とは申し上げたところです。 

取りまとめの技術を職員が身につけていくというのは、実地でやっていくのが一番良いものですか

ら、ワークショップには２４名の中堅若手職員も参加させていただいて、市民の皆さんと丁々発止の

やりとりをさせていただく中で、鍛えていただけたと思っています。 

さらには様々な研修の機会もあります。市民の皆さんときちんと議論して話をまとめコーディネー

トする力というものも、今後の公務員には求められるひとつの能力だと思っています。その辺につい

てもこれから、職員教育の一環として体系づけていきたいと考えています。 

それから各種審議会の有り方ですが、審議会も２種類あって、都市計画審議会とか総合計画審議会

は法令に基づいて実施を義務付けられているもの、それから自治体独自で条例に基づいて設置をして

いるもの等があります。現在できるだけ、市民の皆さんに参加いただくということを、市の考え方に

させていただいていますし、国においても例えば裁判の世界にも一般の市民が裁判員として入るとい

う時代ですから、各種審議会もできるだけ公募市民の方を入れていこうという考え方で進め、都市計

画審議会も現在２名の公募市民の方にお入りいただいています。 

確かに審議会は、専門家や学者、仕事を実際に行っている例えば都計審の場合ですと設計士さんだ

とかにお入りいただいています。お支払いする報酬の額としては、時間当たりにすると高いかもしれ

ませんが、そのために市役所に来ていただき、半日くらいは仕事を休んでいただかなければならない
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わけですから、適正な額ではないかと私としては判断をしています。できるだけ事前に資料はお渡し

をして、こういうご審議をお願いするということで、密度の濃い議論をしていただいていると思いま

す。 

自主的に勉強会を開いていただいている審議会も昨今出始めています。そうやって審議会の先生方

も忙しい時間を割いて１５万人市民のプラスになるように、自分達も研鑽を積もうということで勉強

会を開いたりしていただいていますので、決して審議会を行っている時間だけの問題だけではなく、

そういうお気持ちを持ってやっていただいている方が非常に多いので、そこは有難いことだと思って

います。今後各審議会で活発にご議論いただくようにお願いし、できるだけ事前に資料等はお渡しし

て、密度の濃い議論ができるように努めていきたいと思っています。 

 

 

 

 

＊今回（第２９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 

あっという間の時間で、司会の方に答弁が長すぎるので短くしなさいといわれましたが、お一人様

１回というタウンミーティングのルールですので、今日言い足りなかったという方は次回お越しいた

だくなり直接私にお話いただいても結構です。タウンミーティングというのは、何かあった場合直接

市長に物申せる機会をご提供しようという趣旨でずっと行っています。 

総合計画を作る上でも、これまでどの地域でどんなご意見が出たのかというのは、すべて参考にさ

せていただいています。市政運営する上でもタウンミーティングで出たご意見というのは、我々も日

頃仕事をする上で大変参考にさせていただいています。すぐにできるものもありますが、なかなかで

きないものも率直に言ってございます。ご提案あったお話と私の見解がだいぶ相違している場面もあ

ろうかと思いますが、引き続きこのような機会をとおして、私も市の実情を市民の皆さんにできるだ

け知っていただきたいと思っています。皆さんからは、毎日の生活をする中で生活感覚に基づいて率

直なご意見をこれからもいただいて、市としてもそれらのご意見に耳を傾け、できることはどしどし

やってくようにこれからも努めていきたいと思っています。今後とも市政に関心をお持ちいただいて、

引き続き我々に対して叱咤激励いただければ有り難いと思っています。 

今日はお忙しいところ長時間に亘りましてご出席いただき有難うございました。また司会を務めて

いただきましたSさん、Ｈさんご苦労様でした。ありがとうございました。 
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