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     ◎議長挨拶 

 

  皆さん、こんにちは。 

  私は、東村山市議会議長の肥沼茂男でございます。きょう１日、子ども議会の議事

を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

  子ども議会の開催に当たりまして、一言、座ったままで恐縮ではございますが、御

挨拶を申し上げます。 

  毎日、暑い日が続いておりますが、市内７校の公立中学校、そして２校の私立中学校を代表する子ども議員

の皆さんには、夏休みの大変貴重な１日を子ども議会のためにお集まりいただきまして、まことにありがとう

ございます。心から御礼を申し上げます。 

  皆さんも何度かお聞きになっていることと思いますが、きょうの子ども議会は、市制施行50周年記念事業の

一つとして行うものであります。東村山市が誕生して、ことしは50周年の節目の年に当たります。過去50年を

振り返り、これからの未来を展望して、今何をすべきかということを考える機会にしたいと思います。そして、

皆さんにとっても大切な将来を皆さんにも考えていただいて、このまちにある問題、課題は何だろうか、そう

いったことを質問していただき、これからのまちづくりに反映させて、この東村山市をよりすばらしいまちに

していきたいという願いから、子ども議会を開催させていただくことにいたしました。 

  先日、リハーサルを拝見いたしましたところ、子供の視点に立った率直な質問や、市にとっても大変難しい

問題など鋭い質問をされておりました。よく勉強されているなという思いと同時に、大変頼もしく感じさせて

いただきました。きょう、この日が皆さんにとって有意義なものに、そして東村山市にとっても有意義なもの

になるよう、お互いに真剣に議論できればと期待しております。 

  最後になりますが、きょう、多くの保護者の皆様方、また関係者の方々に傍聴にいらしていただいておりま

す。こうした取り組みは、皆様のお力添えがあって初めて実現できたわけでございます。改めて深く感謝申し

上げます。 

  本日の子ども議会を通じて、子供たちの健全なる育成とさらなる活躍を心から期待し、簡単ではありますが、

議会からの挨拶とさせていただきます。 
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     ◎市長挨拶 

 

  皆さんこんにちは。御指名いただきました東村山市長の渡部尚です。 

  きょうは、夏休みの貴重な１日、子ども議会に御出席をいただきまして、ありがと

うございます。 

  また、午前中、子ども議会第１部、小学校の皆さんの議会のほうで大変熱心な御討

議があって、若干開会がおくれて、お待たせいたしまして申しわけなく思っておりま

すが、これから中学生の皆さんの出番ということで、よろしくお願いしたいなと思っています。 

  正直に言って、議員さんを前に恐縮ですけれども、午前中の小学生の皆さんの御質問にお答えするだけで、

もう私は疲労こんぱいしているというような状況で、さらに中学生の皆さんの鋭い御質問にどのようにお答え

できるか、ちょっと緊張いたしておりますが、精いっぱいお答えさせていただきたいなと思っています。 

  今、議長からお話がありましたように、この子ども議会開催は市制施行50周年を記念して行う事業でござい

ます。50年前というのは、皆さんは当然生まれていませんし、皆さんのお父さんやお母さんもまだ生まれてい

なかったころかもしれません。1964年、昭和39年、今度６年後にまた東京でオリンピックが開かれますが、１

回目というか、初めて日本でオリンピックが開催された年に、東村山は町から市になったところでございます。 

  当時の人口は６万6,000人で、今は７つの中学がありますが、当時はまだ４つの中学校しかなかったと聞い

ています。現在の人口は15万2,000人弱ということで、人口もふえて、まちも大分、基盤整備等もできてきた

のかなと思っています。50年前の写真を皆様もごらんになったことがあるかもしれませんが、この市役所の周

りもほとんど畑だらけで、府中街道も舗装されていない状況でありました。新青梅街道もまだなかった時代に

市になったわけです。 

  そういう意味では、まだまだないない尽くしの時期に町から市になったんですけれども、日本全国は高度経

済成長の真っただ中、人口も所得もどんどん伸びるというような時代で、東京オリンピックを目前に控えて、

東村山のみならず日本中が活気と元気、希望に満ちあふれていた、そういう時代だったのではないかと思って

います。 

  それから50年、いろいろな先人の皆様、市民の皆さんのおかげで、今日の緑豊かで都市の利便性と調和する

住宅都市に成長してきたわけですが、今日では、皆さんも御案内かと思いますが、人口減少だとか高齢化の進

展だとか、新たな課題も出ているところであります。 

  次の時代を担うのは皆さんたちですから、皆さんたちが大きな夢や目標や志を持って、これから頑張って生

き抜いていって、この東村山がさらにいいまちになるように貢献いただければありがたいなと思っています。 

  きょうは、皆さんも各学校の代表として参加していただいているわけで、選挙で選ばれたわけではありませ

んけれども、議員になったことで、ぜひまちのことについて勉強をこれからもしていただきたいと思いますし、

同時に、この議会という場を通じて、議会制民主主義というものがどんなふうに運営されて、市民の皆さんの

考えが市政にどんな形で反映されているのかということの一端を、ぜひ身をもって学んでいただければいいな

と思います。 

  皆さんも社会科、公民の授業等で御案内のとおり、日本は民主主義国家として、議会を基礎として国や都道
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府県、それから市町村が運営されています。選挙で直接、有権者の人に選ばれた議員、それから私たち首長が、

この議会という場でいろいろ議論して、この東村山市のあるべき方向性というものを決めさせていただいたり、

皆さんのお父さんやお母さんからお預かりしている税金の使い道を、学校のこういうところに使ったほうがい

いとか、福祉のこういうところに使ったほうがいいとか、まちづくりのこういうところに使ったほうがいいよ

ねということで決めさせていただいているところであります。 

  そういう意味で、その中でも一般質問というのは非常に大事な役割を果たしておりまして、議員の皆さんが

日ごろいろいろ考えたり政策テーマとしていることを直接、私を初め、こちらにずらっと並んでおります市役

所の幹部に問いただすという形で、市民の意思を市政に反映させるという仕組みになっています。 

  きょうは、皆さん、これまでさまざまなことを勉強したり調べたり、学んでこられたこと、あるいは考えて

こられたことがあろうかと思います。ぜひそれを、周りにいっぱい大人たちがいて緊張するかもしれませんが、

勇気を持って堂々と述べていただきたいと思っています。先ほど申し上げたように、真摯にできるだけ精いっ

ぱい私どももお答えしたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  そして、きょうの議会を通じて、さらに皆さんがこの東村山というまちに対して関心を持っていただき、愛

着を持っていただいて、今は中学生ですけれども、中学生でもできることはいっぱいありますので、まちづく

りの担い手の一人としてできることをやっていただく。そして少しでも、皆さん含めて多くの市民の皆さんが

かかわって、つながりを持って東村山をよくしていければと願ってやみません。 

  きょうの子ども議会が、皆さんにとっても、そして東村山市全体にとっても有意義な議会となることを祈念

して、市長としての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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東 村 山 市 市 制 施 行 5 0 周 年 記 念 

子 ど も 議 会 会 議 録 

 

１．日  時   平成26年７月29日（火）午後１時30分 

１．場  所   東村山市役所議場 

１．出席議員    

 議長   肥  沼  茂  男  議員 

 子ども議員15名 

 １番   宮  内  歩  美  議員        ２番   伊  藤  水  月  議員 

 ３番   由  水  友  貴  議員        ４番   嶋  田  尚  也  議員 

 ５番   桐  野  和  奏  議員        ６番   菊  地  美 智 留  議員 

 ７番   篠  﨑  晴  天  議員        ８番   髙  木  敬  叶  議員 

 ９番   藤  田  理  沙  議員        10番   長  嶋  晴  佳  議員 

 11番   篠  原  浩  輝  議員        12番   大  谷  蒼  瑠  議員 

 13番   山  田  満 里 奈  議員        14番   田  中  直  哉  議員 

 15番   黒  澤  美  麗  議員 

 

１．欠席議員   ０名 

 

１．出席説明員 

市 長 渡 部   尚 君 副 市 長 荒 井   浩 君 

経営政策部長 小 林 俊 治 君 総 務 部 長 當 間 丈 仁 君 

市 民 部 長 原   文 雄 君 環境安全部長 東 村 浩 二 君 

子ども家庭部長 野 口 浩 詞 君 資源循環部長 間 野 雅 之 君 

まちづくり部長 野 崎   満 君 経営政策部次長 大 西 岳 宏 君 

経営政策部次長 平 岡 和 富 君 教 育 委 員 長 町 田   豊 君 

教 育 長 森     純 君 教 育 部 長 曽 我 伸 清 君 

教 育 部 次 長 川 合 一 紀 君   

 

１．議会事務局職員 

議会事務局長 
心 得 

南 部 和 彦 君 議会事務局次長 湯浅﨑 高 志 君 

議会事務局次長 
補 佐 荒 井 知 子 君 書 記 藤 山 俊 輔 君 

書 記 萩 原 利 幸 君 書 記 天 野 博 晃 君 

書 記 山 名 聡 美 君 書 記 並 木 義 之 君 

書 記 佐 藤 智 美 君 書 記 田 村 康 予 君 
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１．議事日程 

 第１ 議席の指定 

 第２ 会期の決定 

 第３ 一般質問 

  １番 宮 内 歩 美 （第一中学校） 

  ２番 伊 藤 水 月 （第二中学校） 

  ３番 由 水 友 貴 （第三中学校） 

  ４番 嶋 田 尚 也 （第四中学校） 

  ５番 桐 野 和 奏 （第五中学校） 

  ６番 菊 地 美智留 （第六中学校） 

  ７番 篠 﨑 晴 天 （第七中学校） 

  ８番 髙 木 敬 叶 （明法中学校） 

  ９番 藤 田 理 沙 （桜華女学院中学校） 

  10番 長 嶋 晴 佳 （第二中学校） 

  11番 篠 原 浩 輝 （第三中学校） 

  12番 大 谷 蒼 瑠 （第四中学校） 

  13番 山 田 満里奈 （第七中学校） 

  14番 田 中 直 哉 （明法中学校） 

  15番 黒 澤 美 麗 （桜華女学院中学校） 
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午後２時12分開会 

○議長（肥沼茂男議員） ただいまより東村山市市制施行50周年記念子ども議会、中学生の部を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 ――――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――――――  

日程第１ 議席の指定 

○議長（肥沼茂男議員） 日程第１、議席の指定を行います。 

  子ども議員の座席については、事前にお配りしております表のとおり、今お座りいただいている席を議席と

いたします。 

  次に進みます。 

 ――――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――――――  

日程第２ 会期の決定 

○議長（肥沼茂男議員） 日程第２、会期の決定を行います。 

  子ども議会の会期については、本日１日といたしたいと思いますが、これに賛成の方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（肥沼茂男議員） 起立全員と認めます。よって、本子ども議会の会期は、本日１日とすることに決まり

ました。 

  次に進みます。 

 ――――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――――――  

日程第３ 一般質問 

○議長（肥沼茂男議員） 日程第３、一般質問を行います。 

  順次、質問をお願いいたします。 

  なお、質問、答弁は、今座っている席の位置で行ってください。 

  初めに、１番、第一中学校、宮内歩美議員。 

○１番（宮内歩美議員） 東村山第一中学校の宮内歩美です。私から２点、質問させて

いただきます。 

  まず１点目ですが、東村山市が安全で安心して暮らせるようなまちになってほしい

ので、事故が起きそうな道を安全に通れるようにし、誰がどこを歩いても平気な状態

にしてほしいと考えています。 

  このことを実現するために、街灯の設置、細い道の整備、歩行者、自転車が安全に

通れる道の整備などが挙げられると思いますが、市長の考えを聞きたいと思います。 

○市長（渡部尚君） 市民の皆さんが安全で安心して暮らせるようまちづくりを進めている中で、特に生活道路

については、市民の皆さんの関心が非常に高いテーマでございます。 

  まず、１点目の街灯の設置については、市が管理している街灯、そのほか、商店街だとか私道で自治会が管

理しているものなど、全て合わせますと市内には１万本の街灯が設置されておりまして、おおむね市内全域を

網羅していると考えております。 

  しかしながら、一部、物理的に街灯が設置しづらい場所だとか、あと畑に接した道路などについては、耕作

している農作物への影響などから電柱自体が設置できないという場所もあって、場所によっては街灯が余り整
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備されていない箇所もないわけではございません。しかしながら、比較的人通りの多い場所については、一定

の間隔を持たせて設置しているところであります。 

  道路はどこが管理しているかというのは、市民の皆さん、なかなかおわかりにならないところもあると思う

んですが、どうしても暗くて危険だというところがあれば、市役所の道路管理課というところに一報いただい

て、こちらとしては現地を確認させていただいて、余りにも照度が低いということで設置すべきと判断すれば、

設置させていただきます。 

  それから、細い道の整備であります。いわゆる住宅地内の生活道路、あと道路にももう一つ、まちとまちを

つなぐような広域的な道路と、２つあると考えています。なかなか既存の住宅地内の生活道路を拡幅して歩道

を設置していくということについては、今お住まいの方に土地を分けていただくということが前提になります

ので、理解をいただくための時間もかかりますし、お金もかかるかな、こういうことで苦労しているところで

ございますが、学校の通学路のようなところについては、余りにも危険性がある場合には、地主さんの御協力

をいただいて道路を拡幅し、歩道設置をする等の取り組みをしているところもあります。 

  あと、そもそもは生活道路に、いわゆるそのエリアに住んでいらっしゃる方の車が入ってくるのは、いたし

方ないことなんですけれども、東村山の場合は、先ほど申し上げたように、広域的な道路ネットワーク網が余

り整備されていなくて、通り抜けるだけの車が、いわゆる抜け道として生活道路等に流入する傾向が非常に強

い都市構造になっています。 

  そんなことから市としては、生活道路にできるだけ通り抜けする車を入れないように、また市の防災上の観

点、それから都市としての交通利便性を考えて、都市計画道路の整備も一方で進めて、できるだけ生活道路に

多くの車が流入しないようなことも検討しながら、まちづくり、道づくりを進めているところでございます。 

  そして、もう一つの歩行者、自転車が安全に通れる道、サイクリングロードの整備ということでございます。

東村山には、東京都の道路ですけれども、歩行者と自転車の専用道路、狭山・境緑道があって、大変多くの市

内外の方に利用いただいているところでございますが、それ以外の地域について自転車専用道路等を整備する

という考え方は、今のところはございません。 

  ただ、一般道路に自転車レーンを設置するということが動きとして全国的にあって、この辺でも、お隣の小

平市が小平駅の南口について自転車レーンを設置する等の取り組みをしております。今後もこうしたことを検

討、他市の状況なども見ながら、東村山市としても、ある程度幅員がとれる都市計画道路等については、自転

車レーンを設置する方向で警察署等と協議させていただきたいと考えているところでございます。 

○１番（宮内歩美議員） ありがとうございました。 

  ２点目の質問に移ります。２点目は、公園、学校の遊具がどんどん減っているところがあり、子供が外で遊

ばなくなっている世の中にもなっているので、遊具を設置したほうがいいと考えています。 

  子供が体を使って安全に遊べる遊具を設置することについて、市長の考えを聞きたいと思います。 

○市長（渡部尚君） 子供たちができるだけ外で友達と体を動かして遊ぶということは、望ましいことだと私自

身も考えています。今はテレビゲームだとかいろいろなものが、ＩＴ機器が発達して、家の中で１人で遊ぶと

いうケースもふえていますが、子供たちのことを考えると、やはりできるだけ外遊び、しかも仲間の友達と一

緒に遊ぶ、そういう経験、体験を重ねていったほうが望ましいなと考えているところであります。 

  そういう中で、やはり市が設置している公園の役割というのは非常に重要だと思いますが、比較的、中学生

の皆さんが思い切り体を動かして遊べるような公園が、それほど市内各所に設置されている現状では残念なが
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らありません。第一中学校の近くですと、東京都の公園として中央公園等がありますが、全部のエリアにあれ

だけ大きな公園があるわけではありません。あと、市の児童遊園、児童公園は遊具がかなり老朽化して危険な

ので、残念ながら撤去したりというところもありますが、ここ数年、入れかえをするなどで遊具については一

定の手当てをしているところでございます。 

  今後も遊具については適時適切に入れかえや修繕をしながら、小さな子供たちが遊べるように、また中学生

にも御利用いただけるような仕組みを考えながら、公園については整備を進めていただきたいと考えていると

ころでございますが、遊具については、中には無理やりというか、わざと毀損したりする心ない方もいらっし

ゃるので、ぜひ皆さんで大切に使っていただけるとありがたいかなと考えているところでございます。 

○議長（肥沼茂男議員） 次に、２番、第二中学校、伊藤水月議員。 

○２番（伊藤水月議員） 東村山第二中学校、伊藤水月です。私からは２点、質問させ

ていただきます。 

  将来、少子高齢化が進み、お年寄りの方がふえ、事故の起こる確率が高くなること

が予想されます。そこで提案ですが、お年寄りの方、車椅子の方、小さな子供でも楽

に通れるような広い歩道をつくってみてはいかがでしょうか。これについて考えをお

聞かせください。 

○市長（渡部尚君） 伊藤議員さんからも、宮内議員さんに引き続いて、道路問題につ

いて御質問いただきました。本当に皆さん方、毎日、通学されたり、どこかにお出かけされたり、遊びに行っ

たりするときに、道路が危険だなとお感じになっていらっしゃるんだとつくづく思います。特に二中の場合、

正門の前の通りは、比較的狭い割に府中街道の抜け道のようになって、非常に多くの車両が流入して、通学路

としてはちょっといかがなものかなと私も思っているところでございます。 

  先ほど宮内議員さんにもお答えしましたけれども、今ある道路に歩道設置をするとなると、道路を一定程度

広げなければならないということがあります。そのためには、その道路に面したお宅の皆さんに御理解いただ

いて、用地を御提供いただくということがどうしても不可欠になってまいりますので、かなりの時間と多額の

費用がかかるというところがあります。 

  ただ、市としても手をこまねいて見ているだけではもちろんありませんので、現在、二中のエリアではあり

ませんが、六中のエリア等では、その道路に面した地主さんの御理解をいただいて、道路の拡幅をしたり、歩

道設置をしている箇所もあります。 

  できるだけ今後も、学校や皆さん、あるいは保護者、ＰＴＡの皆さんの御意見を聞きながら危険箇所の改善

に努めるとともに、先ほども申し上げたように、道路にはもう一つ、やはり府中街道のようなまちからまちへ

抜ける道路があります。府中街道も、今の野口橋から所沢方面に向かってはそのままの幅員で、ずっと前のま

まの道路の幅員で渋滞も非常に激しい。 

  そのことで皆さんの学校の前の通りとかに抜け道として通り抜ける車が入ってきている現状があるので、で

きるだけそういう広域的な道路のネットワークを早期に整備することで、生活道路に流入する車を減らして、

生活道路の安全性を確保するということも大事なことかなと思って取り組みをしているところでございますの

で、ぜひ御理解いただければと思っております。 

○２番（伊藤水月議員） ありがとうございました。 

  続いて、２つ目の質問に移ります。駐車場や駐輪場のスペースについて質問します。 
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  駐車場や駐輪場のスペースが狭いと、とめる場所がなく、別のお店の駐車場にとめてしまう。また、自転車

が歩道に出てしまい、歩行者の迷惑になります。また、東村山駅は多くの方が利用しています。しかし、人が

たくさん通る東口には駐輪スペースは余りありません。それに対し、西口にはたくさんの駐輪スペースがあり

ます。踏切を渡らなくてはいけない人がいるのが現状です。近くのお店にとめている人もいます。なので提案

があります。 

  東口にも駐輪場のスペースをもっとふやす、東口からも地下駐輪場に行ける道をつくる、この２つを提案し

ます。いかがでしょうか。 

○市長（渡部尚君） 駐輪場に関して、提案を含めて御質問いただきました。 

  現在、東村山駅東口につきましては、市で運営している駐輪場が４カ所、それから民間で運営している駐輪

場が５カ所ございます。一方で西口には、市で運営している地下駐輪場１カ所とバイク用１カ所に加え、民間

で経営している駐輪場が５カ所という状況になっています。 

  東口では、受け入れ台数としては、民間を合わせると約2,000台、それから一時利用の駐輪スペースで480台

で、合計2,480台を受け入れることが可能です。一方、西口では、定期利用が約1,500台、それから一時利用が

約850台、合計で2,350台ということで、東口と西口で総量としてはほぼ同じぐらいで、東口のほうが若干スペ

ースとしては多いんですけれども、西口の場合は駅前に民間の駐輪場が２カ所あり、それから一時利用の駐輪

スペースが多いということから、全体的に、東口に比べると西口のほうが駐輪スペースが多く感じられるのか

なと思っています。 

  今後の課題としては、府中街道の拡幅整備に合わせて、これまで運営してきた駐輪場を閉鎖せざるを得ない

という事態がございまして、その分については民間駐輪場の御利用を今お願いさせていただいているところで、

大変御不便をかけています。 

  駐輪場の確保ということもなかなか難しいテーマなんですけれども、今後については、御案内のとおり、ち

ょっと時間はかかりますけれども、西武線が今度、連続立体交差事業で高架化されて、高架下に新たな空間が

生み出されていきますので、その利用方法の一つとして、駐輪場や駐車場の整備ということも選択肢の一つと

してあるかなと思いますし、また、駅の東西の行き来は、今度は踏切がなくなる関係で、円滑に安全に行き来

ができるようになって、東口の方も西口の駐輪場が利用しやすくなるということもあります。そういったこと

をトータルに考えながら、今後の東村山駅周辺の駐輪場の確保について検討していきたいと考えているところ

でございます。 

○議長（肥沼茂男議員） 次に、３番、第三中学校、由水友貴議員。 

○３番（由水友貴議員） 交通事故について質問をさせていただきます。 

  よく携帯電話などを見て、前を見ずに歩いている人を見かけます。そうすると、前

が見えないので、自転車とぶつかる人を見ました。 

  そこで、１点、質問があります。事故を起こさないためにも、呼びかけやポスター

などの作成をすると、少しは事故が減ると思います。その点について市長のお考えを

お聞かせ願います。 

○市長（渡部尚君） 自転車も御案内のとおり車両ですので、皆さんが自転車を運転す

るというか、乗っておられて交通事故に巻き込まれる危険性ももちろんありますし、逆に自転車同士で接触し

たり、歩行者の方と接触して事故を起こす、いわゆる加害者側になる危険性もあるということで、自転車を安
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全に、事故に巻き込まれない、あるいは事故を起こさないようにするというのは、由水議員がおっしゃられる

ように非常に大事なことだと市でも考えています。 

  現在ではスケアード・ストレイト方式という、スタントマンが実際に交通事故を再現して、それによって交

通事故の怖さというものを実感していただくことで、ルールやモラル、マナーを守るということを考えた自転

車交通安全教室を各中学校で実施しています。  

  ただ、これも経費がかかる関係で、皆さんが中学生で３年間在籍される間に１回はごらんいただけるように、

各学校を巡回して実施しているところです。先日も第七中学校でこのスケアード・ストレイト方式の交通安全

教室をやって、子供たちのみならず地域の皆さんにもごらんいただいて、自転車がどんなときにどんな形で交

通事故に巻き込まれるのか、あるいは自転車がどんなことでほかの自転車の方や歩行者に接触して事故を起こ

してしまうのか、こういうことを学んでいただきました。 

  今後もこうしたスケアード・ストレイト方式等の自転車交通安全教室を実施しながら、少しでも自転車に乗

られる中学生や大人の皆さんに交通安全のルールやマナーを守っていただけるように啓発活動を進めていきた

いと考えております。 

○議長（肥沼茂男議員） 次に、４番、第四中学校、嶋田尚也議員。 

○４番（嶋田尚也議員） 東村山第四中学校の嶋田です。私からは、４点の質問をさせ

ていただきます。 

  まず１つ目は、正福寺がある地区の生徒として、国宝である正福寺をもっとアピー

ルしたいと思っております。何年も前から計画道路案が出ているはずですが、進んで

いる様子は確認できません。計画道路の開発は、観光産業の発展にも、市民生活の安

全面の向上にもつながると思いますが、市長はどうお考えですか。 

○市長（渡部尚君） 正福寺のＰＲと、それにあわせての北西部地域の都市計画道路整備ということで御提案い

ただきました。 

  先ほども申し上げているように、道路整備は、交通アクセスをよくする、交通の安全性を高めていく、それ

からまちの防災機能を高めていく等々さまざまな利点がありますので、市としても都市計画道路の整備を現在

幾つかの箇所で進めていますが、残念ながら当市は、都市計画道路の整備率についていいますと18％というこ

とで、都内の自治体では極めて低い水準にとどまっております。 

  これは、東村山が市になる前、町の時代に計画ができているんですけれども、その後、人口が急増して、昭

和40年代、50年代にかけては、東村山市は道路整備をする前に、まずは人口急増に対応して、特に市内の小・

中学校の整備に力を注がなければならなかったという歴史があって、道路整備がおくれてきてしまったという

ことが言えるかなと思っております。 

  こういう中で、現在、市では、東村山駅東口と秋津方面を結ぶ市のシンボルロードとなりますさくら通り、

それから東久留米市と接続する運動公園付近の都市計画道路３・４・５号線の整備を精力的に進めております。

また、これは東京都の施行になりますが、府中街道のバイパスとなります都市計画道路３・３・８号線及び青

葉町、久米川町のほうですが、多摩北部医療センターからさくら通りを結ぶ都市計画道路３・４・11号線の整

備事業を進めているところでございます。現段階では用地の取得について所有者の方と交渉を行っている段階

のところも多いのでわかりづらく感じるかもしれませんが、徐々に道路の形が見えつつあるところもあるのも

事実でございます。 
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  そのほか、平成18年度から27年度までの10年間の計画であります第３次事業化計画というものを東京都と28

の市と町で策定しておりまして、優先的に整備するべき路線を選定しております。この中にも市の優先すべき

道路ということで西口方面の道路も位置づけられておりまして、今後もこの計画にのっとって進めていきたい

と考えております。平成28年度以降については、事業化計画がこれから改定作業を迎えますので、その計画に

位置づけられた路線から優先的に整備が進められるように、今後取り組んでいきたいと考えているところでご

ざいます。 

  特に北西部、西口エリアについて言うと、先ほど申し上げたように、これから西武鉄道の東村山駅の連続立

体交差事業、これも東京都の事業ですけれども、始まっていきますので、これとあわせて３・４・10号線、府

中街道のバイパスから西口エリアのほうに延びる道路の整備であるとか、そういったことを進めて正福寺への

アクセスをよくしていきたいと考えているところでございます。 

  それから、正福寺のＰＲについてでございますが、都内で唯一の国宝の木造の建造物でございまして、周辺

にお住まいの皆さんのみならず、市民にとっては大変誇りとすべき歴史的、文化的な遺産だと思っております

が、残念ながらいま一つ認知度が高くないというところで、まだまだ努力が足りないなと考えているところで

ございます。 

  市としても、市のホームページ等、インターネットのツール、それから市報などを活用して今後もアピール

に努めていきたいと思いますし、市民主体で行っていただいています、毎年11月に行われている地蔵まつりな

ども、市民の皆さんや事業所の皆さんと連携して市内外にわたってアピールできれば、もう少し来場者がふえ

て市全体の活性化にもつながるのではないかなと考えているところでございます。 

  いずれにしても、先ほど嶋田議員さんからも御指摘があったように、道路アクセスをよくしていくという取

り組みと、やはりもう一つ、ソフト的な、正福寺、北山公園、八国山等々、北西部エリアにはさまざまな観光

資源がありますので、それを多くの市民の皆さん、それから市外の皆さんにアピールしていくことが大事だと

思っております。今後も多くの市民の皆さんと連携しながら、できるだけ国宝、正福寺を多くの人に知ってい

ただけるように努力していきたいと考えているところでございます。 

○４番（嶋田尚也議員） ありがとうございました。 

  続いて、２点目の質問です。子供の健全育成については、社会全体でも東村山市の方針でも示されていると

ころですが、市内の公園ではボールが使えないため、子供がボール遊びをする場所を確保してほしいと考えて

います。時間制限を設けてボールを使えるようにするなどの工夫は実現可能かと思われますが、市長の考えを

お願いします。 

○市長（渡部尚君） 市内の公園につきましては、比較的面積も狭くて、周りに住宅等が建て込んでいる関係か

ら、ボール遊びをされた際にボール等が近隣の住宅に飛び込んだり、それから、公園は小さなお子さんから遊

ばれていますので、ボールが小さなお子さんに当たったりしてけがをする危険性があることから、現在ではボ

ール遊びについては原則禁止とさせていただいていまして、大変多くの方々からも、小学校の高学年や中学生

になった場合に遊べるところが非常に限られているのではないか、身近な公園でボール遊びができないのか、

こういう御指摘を数多くいただいているところでございます。 

  市としても、現在、ボール遊びができる可能性がある公園、ある程度の広さがあって、余り家が周辺に建て

込んでいない公園の選定を行っており、あわせてボール遊びのルールについても検討を進めているところであ

ります。 
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  御提案いただいた時間制限については、ボール遊びの実現に向けたルールづくりにおいて大変有効な手だて

ではないかと考えておりますので、今後参考とさせていただきながら、市内の公園の全てではありませんが、

幾つかで、曜日や時間を限ってボール遊びができるように進めていきたいと考えているところでございますの

で、ぜひ御理解いただければと思っております。 

○４番（嶋田尚也議員） ありがとうございました。 

  次に、３点目の質問です。学校の勉強机と椅子が古くなったり壊れたりして、授業に影響が出ています。新

しい机、椅子は、１年で５から10セット足らずの供給数と聞いています。新しい机、椅子の供給と壊れたもの

の廃棄の手続はどのようになっているのでしょうか。教育長、回答をお願いします。 

○教育長（森純君） 嶋田議員さんから教育関係についての御質問をいただきましたので、私のほうから答弁を

させていただきます。 

  学校の勉強机、そして椅子がどのように供給されているのか、そして廃棄はどのようになっているのかとい

うお尋ねでございますが、学校の勉強机と椅子に関しましては、毎年、各学校にどれぐらい必要なのかという

ことで希望を聞きながら、これは少しずつになってしまいますので大変申しわけないんですが、机と椅子の更

新を実施しているところでございます。その際には、使用できなくなった机や椅子の廃棄もあわせて行ってい

るというのが現状でございます。 

  そのほかにも、限られた予算を有効に活用するために、机の上の板、「天板」と言いますが、天板のみを交

換するという作業も行ったりして、いろいろ工夫して、余りお金をかけないようにという努力をしているとこ

ろでございます。 

  皆さんもできるだけ大事に机は使っていただきたいと思いますので、もし友達が机の上に落書きなんかをし

ている子がいましたら、丁寧に扱いましょうと注意していただけると大変助かるなと思います。よろしくお願

いいたします。 

○４番（嶋田尚也議員） ありがとうございました。 

  最後に、４点目の質問です。学校のトイレ、特に３年生の生活する西校舎のトイレは設備が古く、女子トイ

レは、８カ所の個室のうち２カ所しか使えないフロアもあります。また、においのコントロールもできておら

ず、授業に支障が出る場合もあります。早急な対応をお願いしたいと思います。教育長の考えをお願いします。 

○教育長（森純君） トイレに関する御質問ということでございますが、嶋田議員さんは第四中学校ということ

ですが、市内のほとんどの学校に同じような状況があろうかなとは思っております。私も以前、七中で校長を

しているときにも、風向きによってはトイレのにおいが教室のほうに漂ってくるということで大変気になって

いたものですから、同じように感じているところでございます。ただ、ここ数年で、トイレにおきましては改

修工事を進めているところでございます。 

  この辺の状況についてちょっとお話をさせていただきたいと思いますが、学校のトイレにつきましては、平

成25年度に小学校で２校、そして中学校で２校の工事が完了しています。そして、平成26年度には小学校６校、

中学校で２校の工事を予定しているところでございます。今年度の工事が終了することで、全ての学校におい

て最低１系統、４階建ての建物であれば、同じ場所の１階から４階までという系統ですが、１系統のトイレ改

修が終了するということになっています。 

  第四中学校につきましては、平成14年度に１つの系統のトイレ改修を行っていますが、まだ改修が終わって

いないトイレ系統につきましては、多くの費用がかかるということがございますので、今後、市の計画に合わ
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せて検討していく必要があると考えております。 

  また、異臭につきましては、日常の清掃のほかに、学校と相談してトイレの特別清掃を行うなどで、なるべ

くにおいをなくしていくような対応をとっていきたいと思っておりますので、御理解のほどよろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（肥沼茂男議員） 次に、５番、第五中学校、桐野和奏議員。 

○５番（桐野和奏議員） 東村山第五中学校の桐野和奏です。私からは、市長に２つ

の質問があります。 

  １つ目は、東村山駅の活性化について質問があります。 

  以前、友人が私の家に遊びに来たとき、東村山駅でおりたそうなのですが、友人

は「つまらない駅」と言っていました。私は少し残念でした。都内で自然も多く、

落ちついていて住みやすいのに、駅がつまらないだけで印象がよくありませんでし

た。 

  私は、この東村山にいろいろな人が来て、ゆっくりしていってほしいです。そして、いろいろな人が住んで

ほしいと思っています。そのために東村山駅を活性化させてほしいです。 

  東村山で有名なものをもっとアピールすれば、いろいろな人が東村山駅を利用するだろうし、東村山駅の電

車の路線をふやしたら、市民もたくさん利用すると思います。駅の活性化について、市長の考えをお聞かせく

ださい。 

○市長（渡部尚君） 桐野議員さん、お友達から東村山駅はつまらないと言われたということで、ちょっとショ

ックを受けられたということですが、私もちょっとショックかな。残念だなと思っています。確かに桐野議員

さんがおっしゃられるように、東村山は緑が多くて、大変落ちついて住みやすいところだと思っています。も

ちろん課題も、道路だとか幾つか大きな課題がハード面でないわけではありませんが、多くの人に東村山市の

よさを感じてもらえるように、やはり努力をしていく必要があるのかなと考えています。 

  先ほど来、申し上げているように、東村山の駅については、ことしから鉄道の高架事業がスタートしていま

す。事業期間は12年間ということで、かなり長いんですけれども、駅の周辺の約4.5キロ、西武新宿線と国分

寺線、それから西武園線、３つの路線で合計５つの踏切を除却する、そういう大きな事業でございます。 

  これまで鉄道によって東と西に大きく分断されてきた東村山市の中心部が、駅が高架化されることによって

安全に、かつ踏切で滞ることなく円滑に行き来ができるようになる。このことは東村山のこれからの発展にと

って非常に大きな意味を持つものと考えています。 

  先ほども少し申し上げましたが、その高架化によって生み出される高架下の公共スペースをいかに活用して、

東村山市の安全性を高めたり、あるいはにぎわいをつくっていくということにやはり注力していきたいなと考

えております。 

  さらに、駅前に続く道路をいかにこれから整備していくかということが課題で、東側については、先ほども

申し上げたように、今スポーツセンターまでつながっている道路がありますが、これを久米川町１丁目の野行

通りまで27年度中には貫通できる予定でございまして、そのことによって沿道にいろいろなお店などもこれか

ら集積する可能性が出てくると考えています。 

  また、西口については、駅前広場はできたんですけれども、その先の道路の整備がなかなか、地主さん等の

御理解がいただけず、まだ滞っているところがございますが、先ほど嶋田議員さんにもお答えしましたが、西
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口について言えば、国宝の正福寺や菖蒲の北山公園、あるいはトトロのふるさとの八国山など、東村山市が誇

る歴史や豊かな自然もありますので、高架化とあわせて、やはり北西部、野口町方面も道路整備をきちんと行

ってアクセスをよくすることによって、東村山に行って、駅の東も西もこういうものがあるなということが魅

力になるような、そういうまちづくりをこれから進めていくことが大切ではないかなと思います。 

  そういうときには、私たちのような、いわゆるおじさんの視点だけではなくて、次代を担う皆さんたち、若

い人たちが、こんなまちにすると若い人たちもこのまちに来てみたくなるんじゃないか、こんなまちのほうが

若い人たちには魅力的なんじゃないか、そういう提案をぜひいろいろな形でしていただけるとありがたいなと

思っています。 

  今回、中学生は対象にはしていないんですけれども、これからの東村山の総合計画の後期計画を立てるに当

たって、18歳以上から40歳までの比較的若い方々に参加をいただいて、若者を対象とした東村山のこれからを

考える会議体を立ち上げる予定にしています。 

  そういうところでもぜひ若い人たちのさまざまな御意見をいただきたいと思いますし、今回、皆さんの中に

もまだ14歳の人がいるかもしれませんが、その後期計画をつくるに当たって、14歳のアンケートというのをと

らせていただく予定にしています。 

  これは、後期計画が完了する時点でちょうど二十歳になるということで、現在の14歳の皆さんに、これから

の東村山がどうあるべきかということについて、アンケート調査を今年度実施させていただきたいと考えてい

ます。そういうときにも、こんな形でまちづくりをしたら友達につまらないと言われないまちになるんじゃな

いかという、具体的な御提案をいただけるとありがたいかなと考えております。 

○５番（桐野和奏議員） ありがとうございました。 

  次に、２点目の質問に移りたいと思います。２点目は、東村山の道路整備について質問と要望があります。 

  東村山市内の道路では、よく小学生やお年寄りが車にひかれそうになっているのを見かけます。私自身ひか

れかけたこともあり、すごく怖かったです。原因だと思うことは、歩道が狭いこと、道がでこぼことしている

こと、道路標識が不十分であることだと感じています。 

  また、前に一度ニュースになった青葉町の道路標識について、どうなったのでしょうか。 

  今後の東村山市内の道路整備をどのような観点で行っていくつもりなのか、市長の考えをお聞かせください。

要望としては、歩道を広げてもらいたいと思います。 

○市長（渡部尚君） 道路の関係の全体的な考え方については、先ほども少しさっきの議員にお答えしたとおり

で、大きく言うと、道路は生活道路と幹線道路になりますが、その生活道路でも、通学路等で危険と思われる

箇所については、できるだけ地主さんの御理解をいただいて道路を拡幅して、歩道設置できるように努めてい

るところでございますが、全てがいけるかというと、なかなか難しいところがあります。 

  御指摘いただいた青葉町、特に青葉小学校の青葉通りのことだと思うんですが、こちらについては再三にわ

たって御指摘をいただいているところで、市といたしましても、本来的には道路拡幅して歩道を設置すべきだ

ろうとは考えておりますけれども、現状では、あれだけ道路両側に住宅が張りついている状況では難しいとこ

ろがございまして、路側帯を緑色に着色して、歩行者がなるべく道路の端を１列に通行していただくなど安全

対策を行ったり、路面に白線で標示して車が減速するような工夫をしているところでございます。 

  あわせて、先ほど申し上げた広域的な道路の関係で、青葉町について言うと、多摩北部医療センターのとこ

ろからバス通りまで都市計画道路が整備されてきましたけれども、これも東京都のほうで行っている事業です
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けれども、東村山駅から先ほど申し上げた久米川町１丁目の野行通りまで、今道路整備を進めているさくら通

りまで、とりあえず東京都のほうでこの医療センターからの通りを延伸する計画になっています。この通りが

完成すると、青葉通りに流入する通過車両がかなり減るのではないかと市としては見ておりまして、この都市

計画道路の整備も青葉通りの安全確保の上では非常に重要なことかなと考えております。 

  それから、道路標識の関係でございますが、以前報道された、居住者以外は通行禁止の交通規制がかかって

いるにもかかわらず、標識が見にくいことから徹底されていないということについてでございます。これまで

も、南側のバス通りの交差点と北側の空堀川にかかる野行橋の脇に、警察のほうで設置した規制標識がござい

ましたが、その後、こうした報道を受けて、南側の交差点前後や北側のコンビニエンスストアの近くにも予告

看板を設置して、通行する人が事前に気づくよう工夫したと伺っているところでございます。 

○議長（肥沼茂男議員） 次に、６番、第六中学校、菊地美智留議員。 

○６番（菊地美智留議員） 東村山第六中学校、菊地美智留です。私は、これからの東

村山が、子供たちが元気にみんなで遊ぶことができる、明るい安全なまちになってほ

しいと考えています。それについて、私からは３点、質問、提案をさせていただきま

す。 

  １点目です。私自身がたくさん公園などで遊んだ思い出があり、そのような思い出

をこれからの子供たちにもつくってもらいたいと思っています。公園などの遊び場を

安全な状態で今後も残していってほしいです。市長の考えをお聞かせください。 

○市長（渡部尚君） 公園についても幾つか御指摘、御質問をいただきました。先ほどお答えしているところも

ございますが、市内の公園について言うと、１つは比較的面積が狭い公園が多いということと、設置された時

期が大体昭和40年代から50年代ということで、遊具などの施設、それから公園フェンス等がかなり老朽化して

傷んでいるということでございまして、市としても、こうした危険な状況になっている遊具やフェンスあるい

はベンチなどについて、順次修繕などを行っているところでございます。 

  また、清掃や除草、伸びた樹木の伐採など、メンテナンスも定期的には行っていますけれども、市内で市が

管理している公園が大小合わせて150カ所ほどございまして、なかなか一つ一つの公園に十分に費用や労力を

かけられる状況にないので、一部の公園では市民の皆さんから苦情をいただくような状況があるのも事実でご

ざいます。 

  これからも子供たちや高齢者の皆さんが安全に公園で遊んでいただいたり、憩いの場としていただくために

も、公園の適切な管理ということが非常に重要だと考えております。 

  最少の経費で施設を長持ちさせるための遊具の長寿命化計画を策定し、この計画にのっとって、現在、遊具

については修繕、保全の取り組みを行っていますし、また、全ての公園ではないんですが、例えば久米川町に

あります熊野公園だとか恩田町にある稲荷公園などでは、周辺の市民の皆さんや子供たちも含めてワークショ

ップ等を行って、公園の再生に向けたいろいろなアイデアを出していただいたり、公園を使っていろいろなイ

ベントをしていただいて、まず公園に親しんでいただき、自分たちの公園だという意識を高めていただいて、

清掃や除草などのボランティア活動をしていただいている公園もあります。 

  こういった公園を徐々にふやしながら、市民の皆さんと協働して、よりよい公園づくり、安全な公園づくり

をこれからも進めていきたいと考えているところでございます。 

○６番（菊地美智留議員） ありがとうございました。 
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  ２点目です。親御さんが子供たちを安心して遊ばせることができるような防犯意識の高いまちにしていって

ほしいと考えています。現在行われている防犯対策や計画されているものがあれば教えてください。 

○市長（渡部尚君） 東村山市では市民の皆様によります防犯活動がかなり盛んに行われておりまして、市内各

小学校の登下校時間に合わせて子供見守り活動を実施していただいております。防犯ベストを着用した見回り、

それから犬の散歩時に防犯腕章を着用したわんわんパトロールや、防犯ボランティアによります、「青パト」

と言っていますが、青い信号がついたパトロールカーによる巡回活動など、多くの市民の皆さんが、市民の皆

さん、特に子供たちの安全を確保するために日々努力していただいて、本当に感謝にたえないところでありま

す。 

  また、学校や警察など、市に不審者情報が入りますと、防犯メールによります情報提供、登録いただいた市

民の皆様向けに配信を行っております。その後、状況に応じて、防犯協会に対しまして青パトによる巡回や警

察による巡回の強化を依頼し、地域の安全・安心のまちづくりに努めているところでございます。 

  そのほか、近年、当市で非常に横行しております振り込め詐欺や万引き防止などの防犯キャンペーンに、大

学生のボランティアや、警察署が清瀬とも一緒の管轄になっておりますので、東村山・清瀬母の会など多くの

市民の方に御協力いただきながら、振り込め詐欺等の啓発活動を行っているところでございます。 

  防犯について言うと、行政だけでできることではないので、少しでも市民の皆さんに御協力いただけるよう

に、これからも市として取り組んでいきたいと考えております。 

○６番（菊地美智留議員） ありがとうございました。 

  ３点目です。お仕事をされている親御さんも子育てがしやすいように、放課後に子供を預かってくれる学童

保育園などの施設があると思います。そのような施設に入ることを希望される子供たちが、全員施設に入るこ

とができるようにしてほしいです。また、これから先、お仕事をされる親御さんがますますふえると思います。

これからの施設について市長の考えをお聞かせください。 

○市長（渡部尚君） 現在、児童クラブにつきましては、東村山では、25の児童クラブに今月１日現在で1,262

名のお子さんが在籍していますが、一部では既に定員いっぱいとなっている児童クラブもあって、要件を満た

している方でも入所できないところがございます。あと、児童クラブの前段階の保育園についても、ことし４

月の段階で97人の待機児童が出ている状況がございます。 

  市では「子育てするなら東村山」ということを掲げて、子育てしやすい環境を、待機児解消だけではありま

せんが、進めているところでございまして、保育園や児童クラブの待機児童の解消というのは喫緊の課題と受

けとめておりまして、これまでも第２児童クラブの開設とか保育園の増設など、計画的に進めてきたところで

ございます。 

  今後については、児童クラブについて申し上げると、来年度以降、今までは小学校４年生までお預かりする

ということだったわけですが、新制度で６年生までお預かりする体制を順次整えていかなければならないこと

になりました。市では今どの程度のニーズがあるのかの把握に努めていますが、今後、６年生までお預かりす

るとなると、それだけの施設や人員をどう賄っていかなければならないのかということについて、現状いろい

ろな角度から検討を進めているところでございます。 

  いずれにしましても、女性の社会進出が進んでおりますので、お父さんやお母さんが働かれている家庭もふ

えている中で、小学校に入る前はもちろんですが、その後も安心して就労し、お子さんたちが東村山の中です

くすくと成長できる環境を整えるために、これからも児童クラブの充実については取り組んでいきたいと考え
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ているところでございます。 

○議長（肥沼茂男議員） 次に、７番、第七中学校、篠﨑晴天議員。 

○７番（篠﨑晴天議員） 東村山第七中学校の篠﨑晴天です。私からは、提案を大きく

２つさせていただきます。 

  私は、10年後、東村山市が、新宿と所沢の通過点ではなく、人が集まってくるまち

にしたいと考えました。なぜなら、今の東村山市の現状として、特急がとまり、新青

梅街道と府中街道も通っていて、人の行き来が多いということに着目しました。それ

を利用して、東村山市をベッドタウンではなく、より活性化したまちにしたいと考え、

市長に以下の提案をさせていただきます。 

  提案は２つあります。１つ目は、東村山駅の東口にある大通りを、店舗をふやし、歩道を広くするなどの整

備をしてみてはどうでしょうか。 

  また、２つ目の提案として、ショッピングセンターの誘致をし、人が集まってくる場所をつくってみてはど

うでしょうか。これを行うことで近辺の観光や施設に人が集まる効果があると思いますが、その２つについて

市長の考えをお聞かせください。 

○市長（渡部尚君） 東村山が住宅だけのまちではなくて、できるだけ商店、商業施設や事業施設をふやして、

人が集まる雇用の場であったり経済活動の場になるようにというのは、私も少しでもそういう活気のあるまち

に近づけたらなとは考えているところでございます。 

  ただ、基本的な性格として、やはり住宅都市という性格が当市の場合はあるので、すぐに新宿や所沢のよう

な大勢人が集まるようなまちに一朝一夕にするというのは、なかなかたやすいことでもないなというのは実感

していまして、これから皆さんのような若い人たちと力を合わせて、少しでもそういうまちに近づけるように

努力をしたいと思っています。 

  その中で具体的な提案としていただいた東口の通りの整備ということでございます。こちらの通りについて

は、先ほども申し上げたように、スポーツセンターで今とまっていますが、平成27年度中にはこれが久米川町

１丁目の野行通りまで抜ける予定で、今鋭意事業を進めさせていただいています。さくら通りがスポーツセン

ターまで延びたことでも、少し沿道にはお店や事業所が建設をされたりということで、単に住宅だけではなく

て、そうした事業系や業務系、あるいは商業系の施設が張りついてくるような状況がございます。 

  こうしたことを踏まえて市では、良好な住宅環境が守られるとともに、これからの市の発展を考えていくた

めのルールづくりとして地区計画を考え、また、ある程度の用途地域、都市計画上のどういうものがそこに建

てられるかというものですが、そういったものについて沿道の住民の皆さんと協議をさせていただきながら、

今後このさくら通り沿道の発展を検討していきたいと考えているところでございます。 

  歩道につきましては、既に両側4.5メートルということで整備されておりまして、これ以上歩道を広くする

という計画はございませんけれども、先ほど申し上げた地区計画という建築するまちづくりのルールをつくっ

て、これは皆さんの御同意がいただければということなんですが、さくら通り沿道の建物を一定程度後退して

建てるということで、圧迫感の低減やゆとりある敷地利用を図ることも可能になりますので、御提案を踏まえ

て、少しこうした地区計画、まちづくりのルールがつくれるかどうか検討させていただきたいと考えておりま

す。 

  それから、ショッピングセンターの誘致でございますが、現在、市内には、店舗面積が1,000平方メートル
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以上のスーパー、ホームセンターについては12店舗ございますが、篠﨑議員さんがイメージされておられるよ

うなイオンモールだとかららぽーとのような巨大なショッピングセンター、モールについてはございません。 

  巨大なショッピングセンターが東村山市に出店するということでいうと、市民の方の買い物の利便性が向上

するだとか、大型のショッピングセンターですから、近隣から東村山にお買い物に来る方がふえてにぎわいが

形成され、かつ市内で雇用も生み出されたり、そのことを通じて市に税収が上がってくるというような、いろ

いろな経済効果が考えられます。 

  その一方で、既存の商店街等には、やはりお客さんをそちらに奪われてしまうことで、今でも厳しい現状が、

さらに厳しくなってしまうというマイナスの影響も想定されますし、あと、どこのまちでも巨大なショッピン

グセンター、モールができると、どうしてもそこに車で乗り入れてこられるお客さんが非常にふえて、交通事

情が悪化する、住環境が悪化してしまうというマイナスの状況もございます。 

  そういうことを含めて、やはり大型のショッピングセンター、モールの誘致については慎重に検討する必要

があるのかなと考えているところでございますが、第１に、名前を出して恐縮ですが、イオンモールだとから

らぽーとのような巨大なショッピングモールを誘致できるまとまった土地が、現在、東村山市にあるのかとい

うのがそもそも論としてあるかなと思うんですが、ざっと考えても、あの辺だったらというのが思い浮かばな

いわけで、そうしますと、具体的にどこに誘致するかといっても、なかなか難しさもあるのかなと思っていま

す。 

  今後、東村山市の一つの活性化の方策として考えられるのは、先ほども申し上げたように、東村山駅の周辺

が高架化されることによりまして、その高架下に新たなスペースが生まれてきます。 

  ここについては公共施設も一部設置がされる予定ですが、そのほか、これは鉄道事業者が所有することにな

りますけれども、一定の商業施設の配置ということも当然考えられますので、有効な高架下の開発を考えて、

やはり東村山駅、特急もとまるようになって、素通りするのではなくて、駅からおりて東村山駅周辺で買い物

をしたり、さらには正福寺に行くだとか八国山に行かれるとか、少しでもよその方が東村山に訪れていただけ

るような魅力的なまちづくりを連続立体交差、高架化とあわせて検討していくということが、これからの東村

山市の発展にとっては大事なことではないかと考えております。 

  高架下の活用については、またぜひ若い皆さんにもいろいろな点で御意見をいただけるとありがたいかなと

考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○７番（篠﨑晴天議員） ありがとうございました。 

  次に、２つ目の提案です。東村山市のまちづくりについて、以下の提案をします。 

  東村山市はスポーツ推進市なので、スポーツを通して東村山のよいところをより多くの人に知ってもらいた

いと思いました。そこで、ウオークラリーを実施してみてはどうでしょうか。 

  ウオークラリーの具体的な内容は、東村山市の正福寺やハンセン病資料館などにスタンプを設置し、さまざ

まな観光名所を回ってもらうという案です。そのために必要なことは、観光名所の整備やウオークラリーの宣

伝をやることです。これについて市長の考えをお聞かせください。 

○教育長（森純君） 市長にお尋ねということでしたけれども、教育関係になりますので私のほうから答弁させ

ていただきます。 

  篠﨑さんの御質問は、ウオークラリーを実施して、それを利用してＰＲしたらどうかという御質問だろうと

思いますけれども、教育委員会では、体育協会に加盟している東村山市の野外活動連盟という団体がございま
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すが、その協力を得て、市民体育大会の一環としてウオークラリーを毎年実施しております。その都度、市報

ですとかホームページなどで御案内及びＰＲをさせていただいておりますけれども、今まで見たことはござい

ませんか。ないですか。では、今度ぜひ市報などに目を通してみてください。 

  昨年も11月に第31回の大会を行いまして、市内各所にチェックポイントを設けて実施いたしました。市内在

住・在勤の方や野外活動連盟の役員の方を含めて、約50名の方に参加をいただいたところでございます。こと

しも、11月16日日曜日になりますけれども、第32回目のウオークラリーを開催する予定となっております。今

はまだ詳しい内容は決まっていませんが、東村山に住んでいても知らないところがあったり、行ったことのな

いところがあると思いますので、名所などがたくさん回れるような、東村山の皆さんがお住まいの我がまちを

再発見できるような、わくわくするようなコースづくりができたらいいなと思っておりますので、その辺も含

めて検討してまいりたいと思っております。 

○議長（肥沼茂男議員） 休憩します。 

午後３時28分休憩 

 

午後３時39分再開 

○議長（肥沼茂男議員） 再開します。 

  一般質問を続けます。 

  ８番、明法中学校、髙木敬叶議員。 

○８番（髙木敬叶議員） 明法中学校の髙木敬叶です。僕からは、２点、質問したいと

思います。 

  まず１点目、10年後の東村山市は、犯罪が少なく、安全なまちになってほしいと思

います。 

  近年、小学生などに対して犯罪が増加しています。ですから、防犯に対しての対策

を強化すべきだと思います。自分が住んでいる立川市では地区ごとに防犯に気をつけ

ていて、地区ごとに、ある一定の時間ではありますが、夜、見守りをしています。東

村山市は、朝、小学生に対して、登下校の際など見守りをしているとは聞いたことがありますが、その見守り

を夜やっているとは聞いたことがないので、東村山市も立川市と同じようにされてはどうですか。市長の考え

をお聞かせ願います。 

○市長（渡部尚君） 東村山市の中でも、さまざまな形で防犯活動を推進いただいている団体、個人がございま

して、髙木議員が見かけたという子供の登下校での見守り活動を行っていただいている方もいらっしゃれば、

そのほか、犬の散歩に合わせて、防犯腕章をつけて散歩がてらパトロールをしていただくわんわんパトロール、

それから防犯協会等を中心とした青パトによる巡回活動などもございます。 

  明法中学校があります富士見町にも市民の方の防犯活動団体があって、その団体によっては、全てではあり

ませんが、夜間もパトロールをしてくださっている団体もございます。こうした市民の皆さんの御努力により

まして東村山市の犯罪件数は、一番多いときに、平成16年ですけれども、年間で約2,500件発生していました

けれども、昨年度は半数の約1,200件までに減少いたしております。 

  今後も警察や防犯活動団体の皆さんと連携を強化しながら安全・安心に努めていくとともに、御提案のあっ

た立川市など、他の先進自治体の事例も参考にしながら進めていきたいなと考えております。 

 



－２０－ 

○８番（髙木敬叶議員） ありがとうございました。 

  次に、２点目に移ります。２点目は、街灯の交換の要望です。 

  以前、下校中に暗い路地を見つけました。街灯はあるのですが、薄暗いような感じで、とても危ないと思い

ました。電柱の住居表示では、東村山市富士見町３－12－39と書いてありました。自転車や車も通るので、街

灯の点検や明るいものへの交換などが必要と感じました。これについてどうお考えですか。 

○市長（渡部尚君） 東村山市では、道路の街路灯につきましては電柱に基本的には設置するということで、電

柱の間隔の大体25メートルから30メートル間隔で街灯を設置させていただいています。 

  御指摘いただいた富士見町３－12－39につきましては、街灯はついておりますが、薄暗いということなので、

現場を確認して早急に対応していきたいと考えております。 

○議長（肥沼茂男議員） 次に、９番、桜華女学院中学校、藤田理沙議員。 

○９番（藤田理沙議員） 桜華女学院中学校の藤田理沙です。私からは、大きく２つの

ことについて質問させていただきます。 

  まず１つ目です。私は、将来この東村山市が、高齢者に対する支援はもちろん、そ

れ以外の世代の人にも支援が充実しているまちになってほしいと思っております。な

ぜなら、東村山市は自然に恵まれ、都心へのアクセスもよいのに、若者が少ないのは

もったいないと思ったからです。せっかくよい環境があるのならば、もっと利用して

もらえるようにしたいと考えます。 

  そこで提案です。東村山市の自然をアピールすることを強化し、同時に都心へのアクセスのよさなどの交通

の便利さも知ってもらう。小児に対する支援、また子供を出産する女性に対しての支援を充実させる。医療、

福祉に対する取り組みを盛んにする。学生に対する支援などを促進する。以上の４点を提案とさせていただき

ます。 

  近年、東村山市を含める各地で少子高齢化が問題とされていますが、それは、高齢者に対する支援が充実し

ている一方で、育児についての支援が不十分だからではないでしょうか。「子育てするなら東村山」とおっし

ゃられましたが、本当に子育てしやすい環境が整っているのでしょうか。 

  私はまだ中学生ですから、子育てについてはよくわかりません。ですが、少子化は子供に対する支援だけで

解決することはできないと思います。その子供を育てる親、特に女性への支援が少ないと、そもそも子供が生

まれないのではないでしょうか。 

  支援を行うに当たり、さまざまな問題が出てくるのは存じておりますが、それでも思い切ったことをしなけ

れば問題は解決されないと私は考えます。これについて市長はどのようにお考えでしょうか。 

○市長（渡部尚君） 藤田議員さんから数多くの御質問をいただきましたので、順次御答弁させていただきたい

と思います。 

  御指摘のとおり東村山市は、八国山だとか北山公園などの自然環境に恵まれる一方で、都心まで30分、40分

ぐらいで行けるアクセスのよさ、また市内に駅が９つもある交通の利便性など、当市には多くの魅力があるの

でございますが、ここ数年の傾向を見ますと、残念ながら平成23年７月をピークに若干、東村山市の人口は減

少傾向で、とりわけ20代、30代の方が転入よりも転出が超過ということで、若い人たちが市外に出るケースが

顕著になりつつございます。 

  市としてもこのままではまずいなということで、市の魅力を市民や市外の方に向けてアピールし、全国的に
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少子高齢化が進む中で、特に若い方へのアピールが重要と考えまして、ことし４月から市役所の中に新たに都

市マーケティング課という課を設けまして、なぜ東村山市で人口減少が進んできてしまっているのか、特にな

ぜ若い方々が流入よりも転出のほうが多くなっているのか、その辺の分析をしながら、よりそういった若い世

代にターゲットを絞って、市の魅力をアピールできる方策について検討しているところであります。 

  きょう藤田議員さんからいただいた御意見も参考にしながら、今後も、先ほど来、申し上げているように、

若い方にも魅力があるまちづくりを進めていきたいと考えております。 

  その中で、とりわけやはり子供、直接子供ということもありますが、子供を育てる若いお父さん、お母さん

に対する支援、特にこれからお子さんを妊娠、出産しようと考えておられる若い女性の方に、このまちは安心

して結婚、妊娠、出産、子育てができるまちだと思っていただくようにするということは、すごく大事なこと

だなと考えていまして、この間ずっとそういう意味で、「子育てするなら東村山」ということを掲げながら、

さまざまな施策をしてきたところでございます。 

  まず、小児に対する支援につきましては、お子さんの健康診査や育児学級などを通して不安の解消など精神

的な支援をするほかに、働く若いお父さんやお母さんのための保育園の充実や、病気のときに預けることがで

きる病児・病後児保育室を昨年新たに設置するなどの取り組みを行ってまいりました。 

  次に、出産される女性に対しての支援についてですが、まず出産される女性に対しての支援については、妊

娠したときに発行する母子健康手帳をお渡しする際に、当市では保健師が直接、御本人と、妊娠中の体調管理

や妊婦健診、こんにちは赤ちゃん事業などの保健福祉サービスなどについてお話をして、こういうサービスが

ありますよということをきちんとお知らせするように努めています。特に初めて妊娠、出産される方について

は、準備や不安の解消など、さまざまな事前の相談に応じて、安心してお産ができる環境整備を進めるなど、

援助を行っているところでございます。 

  支援については、妊娠した女性の方、お母さんだけを対象にするのではなくて、今「イクメン」という言葉

もありますが、妊娠、出産は女性にしかできませんけれども、育児は両性が一緒になって頑張っていかなけれ

ばならないと考えておりまして、これからお父さんになる方についても参加していただいて、赤ちゃんのお風

呂の入れ方を体験するハローベビークラスや、出産後、家庭を訪問し、子育てを支援する、こんにちは赤ちゃ

ん事業なども推進をしているところでございます。 

  こうしたことを通じて、東村山市で安心してお子さんを妊娠、出産し、さらに、生まれたお子さんが健やか

な発育、それからお母さんや家族の体調を一緒にサポートしながら、これから東村山で子育てをする家庭の支

援に努めることで、子育てする東村山、その後、保育園の問題だとか学童クラブだとかということはあります

けれども、それらの整備とあわせて、妊娠、出産に関してはこういう支援をしているということでございます。 

  それから、医療、福祉に対するサービスということですが、人間としての尊厳が尊重されて、住みなれた地

域の中で安心して暮らせるようにしていくためには、各種の福祉サービスの推進とともに、特に健康づくりや

疾病予防について取り組んでいくことが重要ということで、市としても福祉、医療の充実に努めています。 

  具体的には、医師会、歯科医師会、薬剤師会といった団体との連携協力のもと、各種の健康診断、予防接種、

健康相談や健康に関する専門的な方による講演会、それから休日、夜間の診療など、さまざまな取り組みをし

て、早期発見、早期治療につなげる努力をしております。 

  また、東村山には13の町があるんですけれども、その各町に保健推進員という組織を設けていただいて、地

域で健康づくり活動や軽い運動、ウオーキングや体操などといった健康のための簡単なスポーツ、それから意
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識啓発としての講演会、あるいは栄養に関しての講演会など、そういった取り組みをして、お一人お一人の健

康状態に合った健康づくりに取り組んでいただいているところでございます。 

  市といたしましても、今後、市民の方が健康でお元気で長生きをしていただく、最近よく言われる言葉です

が「健康寿命」、長生きしても、寝たきりとかだと御本人も御家族も大変ですので、できるだけ健康な期間の

維持に努めるということで、そのための支援に取り組んでいるところであります。 

  今後も一人一人の市民の皆さんが豊かで安心して生活できるよう、医療や福祉の充実のために取り組んでま

いりたいと考えているところでございます。 

○教育長（森純君） 学生に対する支援などを促進してはどうかという御質問でございますが、東村山市では、

学生に対する経済的な支援といたしまして奨学資金貸付制度がございます。勉学の意欲があるにもかかわらず、

経済的な理由により高校、大学、専修学校などへの進学が難しいと考えている学生の方へ、入学支度金や学費

等の奨学金の貸し付けを行っている制度でございます。また、御自身に合った制度を利用していただけるよう

に、国ですとか都、その他の類似する制度についてもお知らせしているところでございます。 

  学生に対する支援の促進につきましては、引き続き奨学金制度を継続することで、今後、進学を希望する学

生への支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。 

○９番（藤田理沙議員） 市長、教育長、ありがとうございました。 

  次に、２つ目の項目に移らさせていただきます。東村山市の医学生の支援についてです。 

  先日、茨城県常陸大宮市に行き、医師を確保するために医学部生を奨学金で支援していることを知りました。

しかし、東村山市ではそのような支援が余り積極的でないと思います。 

  そこで、私から３つ質問させていただきます。 

  １つ目です。医学部生に対する奨学金制度は今後どのようになっていくのか、お考えをお聞かせください。 

○教育長（森純君） 医学部生に対する奨学金制度はどうなっていくのかということなんですが、東村山市では

医学部生に限定した奨学金制度はございませんけれども、さきに申し上げましたように、高校、大学、専修学

校等への進学を希望する学生の方に対しての奨学資金貸付制度がございます。 

  東村山市の奨学金制度の今後につきましては、経済的な問題で進学を断念せざるを得ない方へのサポートと

して制度を継続させていただきたいと考えているところです。 

  また、東村山市の奨学金制度以外にも、類似の制度といたしまして、東京都育英資金や母子福祉資金、生活

福祉資金などのさまざまな制度もございます。学校や市の窓口においても御案内しておりますので、個々の状

況に適した制度を活用していただければと考えております。 

○９番（藤田理沙議員） 教育長、ありがとうございました。 

  次に、２点目の質問です。東村山市の医師はどのように確保しているのでしょうか、市長、お教えください。 

○市長（渡部尚君） 医師の確保ということにつきましては、医療計画に基づいた地域でどれだけの医療体制が

必要かということを考慮して決められる医療圏域での医療確保、国における医師確保対策、東京都における東

京都地域医療センターの設置など、総合的な医師確保対策が現在進められておりまして、東村山市、当市だけ

ではないんですけれども、都内の多分、多摩地域の自治体では、独自に医師確保について直接的な対応をして

いる団体はないのではないかなと考えております。当市も、直接的な医師の確保について何か事業を行ってい

るかというと、現時点では何も行っていません。 

  ただ、現在、幸いなことに、東村山市につきましては、平成24年10月１日現在で病院が11、それから診療所
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が93、医師の数については、フルタイムやパートタイムで働いている方を全てフルタイムで換算いたしますと

205.2人となりまして、多摩地域の他の自治体と比較しても一定の人数は確保していると考えております。結

構、病院が多いということで、一定程度の医師の確保はできているのではないかと思います。 

  ただ、さっきおっしゃっていた出産等に関していうと、産院が当市の場合、極めて少ないとか、そういう課

題はないわけではありませんので、ここらについては、今後、医師会等と連携しながら、医師の確保をどうい

う形で進めていくのか、医療の充実を図るのかということは検討していく必要があるものと考えておりますし、

また、圏域の中で一次医療機関と言われる身近なかかりつけ医の定着ということを進めて、その後は検査、入

院、手術が必要となった場合の二次医療機関、さらには高度な医療体制が整っている三次医療機関へと切れ目

なくつないでいける、それぞれの医療機関の連携体制を市としても図っていくことが大切ではないかと考えて

おります。 

○９番（藤田理沙議員） ありがとうございました。 

  最後に、３点目の質問です。高齢者に対する医療サービスは充実しているように思えるのですが、小児のほ

うはどのようになっているのでしょうか。 

  最近では小児科医も少なくなってきておりますし、小児の医療についてはとても興味があります。また、そ

れについて今後見直しなどはされるのでしょうか、市長のお考えをお聞かせください。 

○市長（渡部尚君） 現在、市で行っております小児に対する医療サービスでございますが、１つには医療費の

助成制度というのがございまして、ゼロ歳から６歳までの児童に対しましては、これはもともと東京都の制度

ですけれども、乳幼児医療費助成制度、それから小学生から中学生までのお子さんに対しましては義務教育就

学児医療費制度、未熟児や病気を持ったお子さんに対しては未熟児養育医療費助成制度によりまして、健康保

険の範囲内で医療費の助成を行っておりまして、経済的な事由にかかわらず、気軽に医療を受けやすい体制を

整えております。 

  それから、予防接種については、病気にかからないための予防として、ゼロ歳から19歳までの間にさまざま

な予防接種を受けていただいているところでございまして、法定接種、任意接種、いろいろあるんですが、重

要と思われるもの、法定接種等については基本的に無料ですし、そういった形で疾病予防を行っております。 

  次に、診療については、夜間の急な発病については、平日の午後７時半から10時半においては多摩北部医療

センターで小児科の診療を受けられるように、近隣の市と共同して小児の初期救急事業を行っております。 

  このように市では、医療機関受診時の費用負担の軽減とか予防接種、それから夜間の医療体制などのサービ

スを行っておりますが、今後も東村山市の医療サービスの向上に努めて、子育てしやすい環境を整えていきた

いと考えております。 

  小児医療に御興味があるということなので、全国的には小児のお医者さんが少なくなっているということも

伺っております。ぜひ藤田議員さんには、将来そちらの方面にお進みいただいて、子

供たちの命や健康、それから、これからお子さんを妊娠、出産される女性の力になっ

ていただければいいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（肥沼茂男議員） 次に、10番、第二中学校、長嶋晴佳議員。 

○10番（長嶋晴佳議員） 東村山第二中学校、長嶋晴佳です。私からは２点、質問、提

案させていただきます。 

  私は、小学生のころ東村山に引っ越してきました。そのとき私は、東村山の自然が
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とても東村山の風土に合っていると思いました。なので10年後も、自然に触れることができ、みんな住んでい

てよかったと言えるまちになってほしいと思います。 

  そこで、市民が集まり、自然と調和することのできる公園をふやすことを提案します。これについてどうお

考えですか。 

○市長（渡部尚君） 緑が大切だということで、多くの市民が集える公園をということで御提案いただきました。 

  現在、市内には、狭山公園、八国山緑地、それから都立中央公園などの東京都の大規模な公園、これは市の

設置している公園ですけれども、北山公園など幾つかの自然豊かな大きな公園がございます。そのほかにも地

域で児童遊園や仲よし広場などと言われる比較的小規模な公園がございまして、市内には大小合わせて約150

の公園が現在ございます。  

  このうち市が管理している公園では、先ほどもちょっと申し上げたところですが、施設の老朽化が進んでい

るため、現在、遊具やフェンスやベンチなどの公園施設を新しくするなど、公園の魅力をいかに高めるかとい

うことが課題になっておりまして、限られた予算の範囲内ですけれども、遊具やフェンス、ベンチなどの修繕

だとか更新、つくりかえですね。そういったことを行わせていただいているところでございます。 

  新たな公園の設置ということについては、予算の制約もあってなかなか難しい課題かなと思いますが、比較

的小規模な公園で、現在、周辺の子供たちを含めて市民に余り利用されていない公園もあるので、それらにつ

いては逆に売却して、浮いたお金で少しまとまった用地を購入するなど、これから公園の統廃合みたいなこと

も検討しなければならないのではないかと考えています。これもすぐにどこをどうやるという具体的な案があ

るわけではないんですが、今後の人口減少等を見据えた中では、こういったことも検討する必要があるかなと

思っています。 

  それと、公園という形ではないですけれども、緑地については、東村山らしさという中で一番市民の皆さん

が挙げられるのは、やはりこの身近な豊かな緑ということが挙げられています。緑を永久保存するには、最終

的には市が買い取って公有地化するのがいいわけですが、なかなかこれも費用がかかることなので、全ての今

ある緑地を公有地化することはできません。 

  しかし、ポイント、ポイントで東村山らしい緑は残していこうということで、現状では、回田小学校の北側

に多摩湖緑地というのがあるんですが、こちらについては公有地化を進めています。それから、北山公園の中

にもまだ実は民地があって、それらについては、今後できるだけ地主さんの御理解をいただいて公有地化を進

めていこうと考えています。 

  あと、現状これは市の土地ではありませんが、青葉町にハンセン病の療養施設の多磨全生園という広大な敷

地の空間がございます。ここは基本的にはハンセン病の療養施設ということですが、かつてあった負の歴史を

忘れない、そして人権の大切さをこれからも後世に伝えていこうということで、この全生園を丸ごと人権の森

として守り残していこうという活動を入所者自治会の皆さんがされています。 

  市でも賛同させていただいて、一緒になってこれから国に対して、この全生園の豊かな緑、これは基本的に

は、入所者の皆さんが子供を持つことが許されなかったことを踏まえて、生きたあかしとして自分たちが緑を

残していこう、そういう活動をずっと続けてこられて形成されてきた緑ですから、これをぜひ市民の皆さんや

多くの方々の御協力をいただいて、後世に残す活動を市としても展開しているところですので、ぜひ長嶋議員

さんにも御協力いただければありがたいかなと考えております。 

○10番（長嶋晴佳議員） ありがとうございました。 
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  では、２つ目の質問に移りたいと思います。 

  私の卒業した久米川小学校や現在通学している第二中学校で生活していると、ひびの入っている箇所やひび

割れているところなどがあり、危険を感じることがありました。そこで、小・中学校、公共施設などの修理、

修繕の予定について伺いたいと思います。今後の予定をお聞かせください。 

○教育長（森純君） 小・中学校、そして公共施設の大規模修理の今後の予定ということで御質問をいただきま

した。 

  市立の小・中学校の大規模工事につきましては、平成24年度までに全ての小・中学校で耐震化工事を行い、

地震が来たときに学校が崩れないようにしてまいりました。また、平成25年度には全ての小・中学校の体育館

で窓ガラスにフィルムを張り、外壁やバスケットゴール等の落下防止工事を行ったほか、校舎においても外壁

改修工事と、先ほど嶋田議員からトイレの悪臭の質問がございましたが、トイレをきれいにするという改修工

事等を行いました。 

  平成25年度につきましては、外壁工事が小学校５校、中学校１校を行いまして、トイレ改修工事につきまし

ては小学校２校、中学校２校を行い、完了いたしました。平成26年度につきましては、外壁工事が小学校７校、

中学校５校を行う予定でおります。トイレ改修工事は、小学校６校、中学校２校の工事を予定しているところ

でございます。 

  これらの工事を行うことで外壁改修工事を全ての学校で完了することになり、トイレ改修工事は全ての学校

で最低１系統は改修されることになります。 

  久米川小学校につきましては平成16年に、第二中学校につきましては平成18年度に外壁改修工事を実施して

おり、細かいひび割れ等はあるかもしれませんが、外壁が落下するような危険性は現在のところありませんの

で、安心して御使用いただければと思っております。 

  校舎内の壁の改修等につきましては、今後、計画を立てて実施する必要がございますが、雨漏り等の対策も

あるために、外壁を優先して対応しているというところもございます。もし気になる点がございましたら、学

校の先生にお伝えいただいて、学校のほうから教育委員会の庶務課に連絡をいただければありがたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（肥沼茂男議員） 次に、11番、第三中学校、篠原浩輝議員。 

○11番（篠原浩輝議員） 東村山第三中学校、篠原浩輝です。僕は、暮らしやすく、お

年寄りに優しく、事故の少ないまちになってほしいです。そこで２点、質問、提案が

あります。 

  まず１点目です。家の近くの信号でよく事故があるのですが、それは歩道橋が車か

らも歩行者からも死角になっているからだと思います。なので、物を建てるときにも

っと考えてはどうでしょうか。 

○市長（渡部尚君） 公共物を建てて、逆に見通しが悪くなっているという御指摘だと

思います。現状がどういう形になっているのか、私は把握していないので、後ほど詳しくお聞かせいただけれ

ばありがたいかな。山地の近くのあれですかね。踏切にかかっている歩道橋のことかしら。後ほどどこの箇所

か聞かせてください。 

  基本的には、公共物を建てて、逆に見通しが悪くなって安全性が確保できないということはまずいことなの

で、やはり公共物をつくっていく場合には、いろいろな角度から、それが必要なのかどうか、安全性がきちん
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と確保できるのかどうか、そういうことを考えながら、これから公共物についての設置等を考えていく必要が

あるのかなと思いますし、そもそも論として、もう少し大きな話としていえば、都市計画という考え方が本来

まちづくりにはあります。 

  やはり計画的にまちをつくっていく、そのことでトータル、全体としての調和が保たれて、安全性や利便性、

快適性といったものが担保されてくるんですけれども、そういうものがなく無計画に、市街地がスプロール化

するという言い方をよくしますが、狭い道路のままで住宅がどんどんできちゃったりすると、後から道路を広

げるのはすごく大変なことになりますので、本来はきちんと都市計画に基づいてまちづくりを進めることが大

事だったと思います。 

  ただ、東村山の場合は昭和30年代から40年代にかけて急激に人口がふえてしまって、計画的なまちづくりが

できにくかったところがありますので、これから少しでも計画的なまちづくりを進めて、全体的に調和がとれ

て、安全性や利便性が調和するようなまちづくりをこれから進めていきたいと考えおります。 

○11番（篠原浩輝議員） ありがとうございました。 

  次に、２点目です。このまちにもたくさんの公園があるのですが、ボール遊びができないことや遊具が少な

いです。そのため、子供たちがたまに危ない遊びをしているところを見かけます。なので、もっと子供たちが

安全で楽しめる公園をつくってもいいのではないでしょうか。その点についての市長のお考えをお聞かせ願い

ます。 

○市長（渡部尚君） 先ほどもお答えさせていただきましたけれども、市内の公園というのは比較的狭くて、周

りに住宅が建ち並んでいるような公園があって、ボール遊びをして近隣の住宅に御迷惑をかけたり、小さなお

子さんも遊んでいるので、ボールが当たってけがをしたりする危険があるということから、市内の公園ではボ

ール遊びを原則禁止にさせていただいています。 

  ただ、やはり小学校の高学年の方や中学生の皆さんがたまには伸び伸びと遊びたいということもありますの

で、現在、市では、ボール遊びができる可能性のある公園、具体的に何平方メートルということは申し上げら

れませんが、ある程度の広さがあって、なおかつ周辺に住宅が密集していない公園で、ボール遊び等を限定的

に実施できる公園はないか、そういう選定の作業を進めさせていただくと同時に、どういう形でボール遊びが

できるか、そのルールについても検討しているところでございます。 

  今後そういったことを踏まえて、時間だとか曜日を決めてボール遊びができる公園が１つでも２つでも市内

に確保できればなと考えています。そのほかは、公園の遊具等についてはかなり古くなっていますので、計画

的にこれから修繕をしたり入れかえて、小さなお子さんから皆さんぐらいの世代も公園で少し楽しめるように

していきたいと考えております。 

○議長（肥沼茂男議員） 次に、12番、第四中学校、大谷蒼瑠議員。 

○12番（大谷蒼瑠議員） 東村山第四中学校の大谷です。私からは、５つ質問させてい

ただきます。 

  １つ目に、教員の増員についてです。 

  市内では、少人数授業の推進が叫ばれており、本校でもことしは英語科で実施され

ております。目的は基礎学力の向上であると思いますが、現実的には特に基礎コース

のクラスで授業が落ちつかず、集中して取り組めないと友人が言っております。習熟

度別授業とも呼ばれるので、本来の目的を実現するためにも、学力向上のため、教員
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の増員を検討していただきたいと思います。増員することで、さらなる少人数授業の推進、学力の向上が図れ

ると思いますが、教育長、いかがでしょうか。 

○教育長（森純君） 教員の増員をしてほしいという御要望ということでございますが、市内の各学校では、子

供たち一人一人の学力向上を目指して、児童・生徒の学習のつまずきを把握して、児童・生徒が主体的に学習

に取り組み課題を解決していくことができるよう、授業の工夫を行っているのが現状でございます。 

  学校の先生の数というのは東京都の基準で定められておりますので、東京都教育委員会では、子供たちに確

かな学力を身につけさせるために、学級を単位とした集団ではなく、一人一人の学習状況に応じた集団で指導

する、今御質問の中にもありましたけれども、少人数指導の体制を整えたところでございます。このことによ

りまして、１クラスの人数を通常の人数よりも少ない状態で学習を行うこともできるようになっております。 

  この体制によりまして、東村山市内の小・中学校にも習熟度別指導を担当する先生がおりまして、多くの中

学校では数学で実施しております。四中に関しましては外国語ということで伺っておりますが、外国語などで

実施している学校もありますので、教科は学校によってそれぞれ異なるということが言えます。 

  これは、東村山市のみならず、東京都全体の子供たちを対象にした学力向上を目指した取り組みということ

になります。先生がふえるということは大変望ましいことではありますけれども、現在の状況におきましては

難しいという状況でございます。 

  また一方では、学習の内容によっては人数が多いほうがよいという考え方もございます。例えば運動会など

で集団の競技をするような場合に、20人ずつで対戦するよりは、40人ずつで対戦したほうがおもしろいとか、

そういったこともございますので、さまざまな考えがあるということでございます。 

  授業の中では、大人数で学習する場面、あるいは習熟度別のグループ、または選んだ課題別のグループなど

の少人数に分かれて学習する場面など、学習内容に合った集団づくりを行って、効果的な学習の進め方をして

いくことも大切なことではないかと考えております。 

  これからも、今、学校にいらっしゃる先生方とともに学習の目標を持ち、目標に向かって意欲的に学び、確

かな学力を身につけていただきたいと願っております。 

○12番（大谷蒼瑠議員） ありがとうございました。 

  ２つ目に、パトロール強化と公園や道の清掃についてです。 

  最近、塾帰りが遅い人がふえてきました。不審者が市内でも出ていることから、塾を遅くまでできない条例

をつくってほしいぐらいですが、それはさすがに難しいと思うので、パトロールの強化をお願いします。 

  さらに、トイレのにおう公園、草を刈っていない公園などが市内で見られます。新青梅街道沿いの道にたく

さんのごみが捨てられているのも見られます。そのような手入れのなされていない場所は危険箇所になってし

まうと思うので、パトロール強化とあわせて公園や道の清掃、手入れをお願いしたいのですが、いかがでしょ

うか。 

○市長（渡部尚君） 先ほども若干お答えしましたけれども、パトロールについてはさまざまな市民や団体の皆

さん、それから警察で行っていただいていますが、確かに、夜間の遅い時間帯にボランティアで見守りやパト

ロールをしてくださる団体や個人というのは極めて少数です。 

  塾も、条例がなくても塾独自の判断で、余り遅い時間帯まで子供たちを拘束することのないように本当はし

ていただきたいなと私どもとしては願っているところでございますが、なかなかそれも難しいところがありま

す。夜間の遅い時間帯のパトロールについてはちょっと課題だなと思っていまして、今後、警察等と連携強化
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しながら、塾の遅い時間帯の帰りがけの安全確保については検討させていただきたいと考えております。 

  あと、公園や道路の清掃の関係です。確かに、ごみが捨てられて、いつまでもそのままにされているという

のは、治安上も好ましいことではありません。かつてよく言われた割れ窓理論というのがあって、ニューヨー

クで一時期、かなり荒れた時期に、窓ガラスを割れたままにしていると、全ての窓が割られてしまうという、

ちょっとしたディスアメニティーがあると、人がきちんと管理していないということから、そこが犯罪の温床

になる。  

  こういうことがありますので、できるだけ、ごみ等があれば、それらを速やかに取り除いていくことが、美

観上だけでなくて、犯罪予防、防犯の問題からも大事なことだろうと思っています。 

  市でも職員が巡回して、気がつけば清掃したり、ごみを取り除いたり、あるいはどうしても必要な場合は業

者にお願いして、水の圧力で落書き等の除去をする等の対策をとっていますが、市内全域になると職員だけで

はなかなか目が届かない点もあって、市民の皆さんから連絡をいただいて対応するということもございます。 

  それから、雑草の関係や落ち葉等についても、市としても公園の清掃や除草については定期的に行っている

んですが、この時期になるとどうしても雑草が伸びるスピードに追いつかなくて、かなり繁茂してようやく刈

るという状況があって、なかなか手が回っていないところも現状でございます。 

  できるだけ適時適切にごみの清掃や除草などについても行っていきたいと思っておりますが、どうしても予

算上の制約もあって難しいところもありますので、現在では広く市民の皆さんに公園緑地のボランティアとし

て御活躍をいただいて、行政として十分に手の届かない部分については、自治会を初め、市民の皆さんにお願

いをさせていただいているところもございます。 

  今後は、適切な公園管理や道路管理に努めるとともに、ぜひ市民の皆さんにも御協力をいただいて、美観と

ともに防犯上、安全なまちづくりを推進していきたいと考えております。 

○12番（大谷蒼瑠議員） ありがとうございました。 

  ３つ目に、特別教室のエアコン設置についてです。 

  理科室などの特別教室は、外の気温よりも暑くなることがあります。授業に集中し、より一層努力をするた

め、エアコン設置をお願いしたいのですが、教育長、いかがでしょうか。 

○教育長（森純君） 特別教室のエアコン設置についてということで御質問いただきました。 

  エアコン設置につきましては、平成23・24年度で全校の普通学級への設置が完了いたしましたが、多くの費

用がかかるため、市の予算だけではなく、国や東京都の補助金を利用して工事してまいりました。 

  特別教室につきましては、平成26年度より音楽室、視聴覚室、図書室、パソコン室またはそれに準じた教室

の４種類の教室のみが東京都の補助金として対象となりましたが、理科室や家庭科室等の全ての特別教室が東

京都の補助金の対象になっているわけではないということでございます。そのため、エアコンが必要であるこ

とは十分認識しておりますけれども、市の予算と国の補助金だけでエアコンを設置していくのは非常に厳しい

というのが現状でございます。 

  今後も引き続き、全ての特別教室が補助金対象となるよう東京都へ要望してまいりますけれども、御理解を

いただきたいと思っております。 

  また、エアコンのない特別教室におきましては、各学校の協力をいただきながら、普通教室で行える授業に

つきましては普通教室を活用していただくようにお願いしているところでございますので、あわせて御理解を

いただきたいと思っております。 
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○12番（大谷蒼瑠議員） ありがとうございました。 

  ４つ目に、税金等の説明の場についてです。 

  政務活動費の件をニュースで見たのですが、東村山市の議会のそのお金や税金の使い道について簡単に教え

ていただく機会を設けていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

○議会事務局長心得（南部和彦君） まず政務活動費、少し御説明しましょう。政務活動費とは、議員が市政に

ついて調査や研究を行うために必要な経費の一部として、市から交付されるお金のことをいいます。具体的に

どういったことに使えるかといいますと、研修会への参加費や、取り組みが進んでいるほかの市を視察したり、

図書の購入費用などに充てられます。そして、このような活動を通じて、どうしたら東村山市がもっとよくな

るのか、議員は日々勉強しています。そのためのお金が政務活動費です。 

  では、それは一体幾らなのか。先ごろニュースになった兵庫県議会では、議員１人、年間で600万円、東京

都議会では720万円、東村山市では15万円です。金額にとても差がありますでしょう。もちろん、この政務活

動費は税金から支払われていますので、使ったら領収書をつけて報告することになっていますし、正しく使わ

れたのかどうか、私たち議会事務局もチェックしています。 

  大谷議員が言われたように、これらを説明する場があるのかということですけれども、政務活動費の支出状

況、どういったことに幾ら使ったのかということですが、毎年、市のホームページと市議会だよりで公表して

います。これがその市議会だよりですね。間もなく、あしたかあさってには各御家庭に配布されることと思い

ます。その中に、今回、説明が載っています。それと、今週の金曜日と土曜日には市民向けの議会報告会とい

うのを開催します。その中でも少し時間をとって説明する予定にしています。 

○12番（大谷蒼瑠議員） ありがとうございました。 

  最後に、生徒の学力向上、授業のより深い理解をするため、休み時間、昼休みなどに意欲的に勉強できるよ

う、学校図書館に参考書などを置く勉強コーナーの設置をしていただきたいのですが、教育長、いかがでしょ

うか。 

○教育長（森純君） 学校図書館に勉強コーナーを設置してほしいという御要望でございますが、各中学校では、

放課後に補習学習を行ったり、夏季休業日中に補習学習を行ったりすることで、子供たちが自主的に学習でき

る機会を設けております。 

  授業をより深く理解し、学力を向上させたいという気持ちは、中学生としてとても大切なことだと思ってお

ります。大谷さんのように学力を向上させたいと思っている生徒のことを考えて、学校では何らかの対応策を

考えてくれると思いますので、ぜひ第四中学校の校長先生や副校長先生、学年担任の先生に相談して、勉強コ

ーナーの設置を含めて、放課後や夏季休業日中だけでなく、休み時間や昼休み、放課後などにも自主的に学習

ができる環境づくりについて提案してみたらいかがでしょうか。 

  教育委員会でこうしますということを特別に言うというよりは、各学校で工夫して

いただいて場所を設置していただいたほうがスムーズにいくと思いますので、その辺

のところを検討してみていただきたいと思います。 

○議長（肥沼茂男議員） 次に、13番、第七中学校、山田満里奈議員。 

○13番（山田満里奈議員） 東村山第七中学校の山田満里奈です。私からは２点、質問

があります。 

  私の近くに住んでいるお年寄りの方がひとり暮らしで寂しいと言っていて、市全体
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でもそのような人は少なくないと思い、10年後の東村山はお年寄りが楽しく暮らせるまちになっていてほしい

と思いました。 

  そこで、市長に２つ質問をさせていただきます。 

  １つ目は、小・中学校のイベントでお年寄りを招待することはできますか。 

  ２つ目は、運動などの活動をスタンプラリー形式で行い、たくさんの方に参加してもらうことというような

企画はできますか。 

○教育長（森純君） 小・中学校のイベントでお年寄りを招待したいということでの御質問でございます。 

  今までも各学校では、運動会ですとか学習発表会などの学校行事を行う際には、地域の方々ですとか学校評

議員の方々に御案内を出して、参加を呼びかけております。 

  お年寄りが楽しく暮らせるまちづくりを進めるために、中学生である山田さんが小・中学校のイベントにお

年寄りを招待したいという気持ちを持つことは、大変すばらしいことだと考えております。 

  東村山市教育委員会といたしましても、地域の子供は地域で育てるという方針のもと、学校教育を行ってお

ります。さらに、地域との連携を深めるためにも、総合的な学習の時間等で地域の資源や人材を活用した学習

を行い、その後には協力していただいた地域の方々を学校に招待するといった取り組みができるように、学校

の先生方や生徒会役員に呼びかけていただきたいと思います。 

  山田さんの思いが学校と地域の方々とのつながりをさらに高め、多くのお年寄りが学校行事を通して中学生

の活動、活躍する場面を見ることができるようになることを期待しております。ぜひ頑張ってください。 

○市長（渡部尚君） 高齢者の皆さんが楽しく暮らせるまちづくりの一環として、具体的な提案として、運動や

活動をスタンプラリー形式にして、たくさんの方に参加してもらうという御提案をいただきました。 

  市内でも、商工会が後援している東村山黒焼きそば食べ歩きキャンペーンのスタンプラリーとか、夏休み期

間、中学生は余り参加されないかもしれませんが、お子さんたちを対象に行っている各町の朝のラジオ体操の

ように、参加することによってスタンプを押してもらう。そのことで楽しみながら達成感を得られたり、なお

かつ特典として何かいただける、そういうイベントのやり方というのは大変有効だと思います。 

  高齢者の皆さんにも楽しみながら参加をいただいて、また持続して、継続してずっと参加していただくため

に、スタンプラリー形式みたいなことに取り組むというのは非常に参考になることだと思いますので、山田議

員さんからいただいた御提案を踏まえて、さまざまな部署において多くの事業を行っていますけれども、それ

らに楽しく多くの方が参加してもらう工夫の一つとして、このスタンプラリー形式というのを参考にさせてい

ただいて、多くの高齢者の皆さんにも御参加いただけるように工夫したいなと思っております。ありがとうご

ざいます。 

○13番（山田満里奈議員） ありがとうございました。 

  次に、公園でのボールの使用について質問します。 

  市役所の近くにある天王森公園という公園は、とても広いのですが、ボールが使えません。市内でボールが

使える公園はほとんどなく、子供の遊ぶ内容が限られてくるので、ボールを使えるようにしてほしいと思い、

次の質問を市長にさせていただきます。ボールを安全に使用するためにフェンスを設置することはできますか。 

○市長（渡部尚君） 先ほど来お答えさせていただいていますけれども、ボール遊びは原則、東村山市内の公園

は禁止になって、皆さんに御迷惑をおかけしています。 

  先ほど申し上げたように、全ての公園でボール遊びを解禁するというわけにはいきませんが、どの公園だっ
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たら比較的ボール遊びをしても支障がないか、今検討しています。あわせて、フルタイム、ずっと毎日、ボー

ル遊びということは、やはり乳幼児のお子さんもお見えになるところなのでなかなか難しいので、曜日や時間

を決めて、限定的にボール遊びに何曜日の何時以降は使えますよみたいなことを軸としながら、今検討作業を

進めています。 

  ボール遊びがオーケーということになれば、周辺の皆さんに迷惑をおかけしないようにフェンスを設置する

など、何らかのハード面での対応も当然必要になってくると思いますので、あわせて、今後、天王森公園につ

いてもボール遊びができる公園なのかどうか検討させていただきたいと考えております。 

○議長（肥沼茂男議員） 次に、14番、明法中学校、田中直哉議員。 

○14番（田中直哉議員） 明法中学校の田中直哉です。僕からは、４つ質問があります。 

  近年、東村山は人口が増加傾向にあります。平成22年度の総人口は約15万2,000人

です。しかし約３万4,000人の人が高齢者です。この先もっと高齢者がふえると思い

ます。10年後、僕は、東村山市が、高齢者が安心して暮らせる設備が充実している、

若者が高齢者に優しく接するまちになってほしいです。 

  １つ目の質問です。高齢者が安心して暮らせる老人ホームをつくってほしいのです

が、市長はどうお考えですか。 

○市長（渡部尚君） 高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせることと、生活の場となる住まいを確保してい

くというのは、これからの超高齢社会の中ですごく大事なことだと思って、田中議員さんの御提案を聞かせて

いただきました。 

  手厚い介護が必要である方が入所する特別養護老人ホームという施設があるんですが、これは東村山市内に

は７カ所で855床、855人の方が入所できることになっています。これが十分とは当然言える状況ではございま

せんけれども、近隣市に比べると、数については非常に多く、既に整備をされている状況でございます。 

  また、近年は認知症高齢者対応のグループホームの整備を進めています。認知症高齢者のグループホームと

いうのは、家事や外出はある程度御自身でできるものの、認知症の影響により生活に支障のある方が、介護職

員のサポートを受けながら共同生活をする施設ですが、これが現在、市内に５カ所ございまして、さらに２カ

所、整備をする方向で今進めています。 

  しかしながら、この特別養護老人ホームだとか認知症高齢者グループホームというのは、整備をすると、結

果として、今の介護保険の制度上、保険料にはね返ってきてしまう。サービスを充実させると、その分、介護

保険料に反映して保険料が高くなってしまうという側面があって、その辺、サービスと保険料負担のバランス

をどうとっていくかということがやはり課題ではないかなと考えております。 

  今後も老年人口、その中でも、いわゆる後期高齢者と呼ばれる75歳以上の方が既に東村山でも全人口の10％

を超えておりますけれども、さらにこういう方々がふえ、また、ひとり暮らしの高齢者、それから認知症の高

齢者がふえることが見込まれますので、自宅だけではなかなか対応がし切れないんですが、施設をふやせば、

それだけ今度みんなの負担もふえるという、その辺の状況を考えながら、計画的に施設整備をするとともに、

できるだけ、先ほども申し上げましたけれども、介護や医療にかからない状態の期間をふやしていく、健康寿

命を延ばしていくということが御本人や御家族にとっても大切なことですし、それから介護保険料だとか市の

財政にとってもプラスになるので、高齢者がふえても、お元気で健康でお暮らしいただける時間を長くするた

めの取り組みを今後も推進していきたいと考えております。 
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○14番（田中直哉議員） ありがとうございます。 

  ２つ目の質問なんですけれども、若者が高齢者に対して優しく接するようにキャンペーン、例えばポスター

を張ったり、高齢者が若者と交流する場をつくったりしたらいいと思うのですが、市長はどうお考えですか。 

○市長（渡部尚君） 若い人が、田中議員さんのように高齢者に対して優しく接すべきだと多くの人が考えてい

ただけると、これから大変明るいまちになるんじゃないかなと思っています。やはり高齢者の皆さんが安心し

て住みなれた地域で暮らし続けられるためには、周りにいる子供たちから大人の皆さんも、高齢者に対する理

解と、緩やかな形でも見守っていただく環境をつくっていくことが大事かなと思っています。 

  特に高齢者の場合、一定の割合で認知症を発症される方がいらっしゃって、認知症に対しての理解を進めて

いくということが非常に大切だと思っています。 

  今、日本全国の市区町村では、認知症サポーター100万人キャラバンというのに取り組んでいます。子供か

ら大人まで認知症について正しく理解し、偏見を持たずに、認知症の高齢者や家族に対して温かい目で見守り、

支援していただける市民を養成する、そのための認知症サポーター養成講座を東村山市でも実施しているとこ

ろでございます。年に10回程度実施しておりまして、これまでに2,300人以上の市民が認知症のサポーターに

なっていただいています。 

  今後も認知症サポーター養成講座などを地域や学校で実施して、できるだけ認知症の方に対する理解を深め

た市民、見守っていただける温かい市民をふやしていくことが大事だなと思っています。 

  田中議員さんが通っておられる明法中学がある富士見町では、東村山の中でも特に高齢者や障害者の施設が

多い地域で、その施設が集まった富士見町福祉施設連絡会が、地域の方々と施設入所している高齢者や障害者

との交流を深めていくことを目的に、昨年から「ふふふカレンダー」、ふじみふくしふれあいカレンダーの頭

文字をとって「ふふふ」と言っているんですが、これを作成、配布しています。 

  施設の行事やボランティアに地域の市民が気軽に参加してもらえるように取り組んでいますので、ぜひ田中

議員さんも機会があれば、学校の近所の富士見町の福祉施設等に足を運んでいただいて、高齢者の方や障害者

の方と交流していただけるとありがたいなと思っています。 

○14番（田中直哉議員） ありがとうございます。 

  僕は小金井市に住んでいるんですけれども、小金井には小金井公園という大きな公園がありまして、東村山

市にも中央公園がありますが、設備などでは少し小金井公園のほうが充実しています。この先、東村山市は人

口がふえると思うので、公園の設備をよくしたらいいまちになると思います。中央公園の設備をふやしたらい

い公園になると思うのですが、市長はどうお考えですか。 

○市長（渡部尚君） 大きいといっても、中央公園は小金井公園と比べるとかなり規模が小さい。その分、さま

ざまな設備、施設が少ない部分があるのは事実かもしれないと思っています。 

  ただ、中央公園もいいところがあって、もともとは戦前からあった旧の通産省の機械試験場の跡地を昭和50

年代に公園化したところで、あそこにある緑というのは、ですから戦前からずっとある緑地帯なんです。その

ために極めて貴重な植物や昆虫、動物が観察できるということで、生物多様性の宝庫だと公園を管理している

人たちはよく自慢されていますので、何か機会があれば、そういうところも見ていただけるといいかなと思い

ます。 

  遊具などの施設やイベントなどについては、できるだけ充実していただけるように、管理している東京都に

市としてもこれから要望していきたいなと考えているところでございます。 
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○14番（田中直哉議員） ４つ目の質問ですが、近年、高齢者が熱中症で倒れてしまうというニュースを見ます。

高齢者が熱中症で倒れないように、高齢者が行きたいと思える、通える設備をふやしたらいいと思うのですが、

どうお考えですか。 

○市長（渡部尚君） ことしの夏も大変暑くて、市民の皆さんの熱中症が心配されるところでございます。市と

しては、数年前に首を冷やす道具、何という名前だったか失念しましたけれども、そういったものを高齢者の

皆さんにお配りしたり、市報等を通じて熱中症予防については広報させていただいているところでございます。 

  ただ、市の施設は基本的に、節電という観点から室温については28度設定ということになっていまして、そ

んなに極端に涼しいというところではございません。しかし、市役所あるいは図書館や公民館などの公共施設

で涼んでいる市民の方もいらっしゃいますので、そういったところを御活用いただいて、御自宅に１人でいら

っしゃるだけではお寂しかったり、なかなか暑くてという方については、ぜひ公共施設を御利用いただければ

ありがたいかなと考えております。 

○議長（肥沼茂男議員） 最後に、15番、桜華女学院中学校、黒澤美麗議員。 

○15番（黒澤美麗議員） 桜華女学院中学校の黒澤美麗です。私からは、大きく分けて

２つの質問をさせていただきます。 

  初めに、2020年には東京オリンピックがあり、世界からたくさんの人たちが日本に

集まる機会があります。なので私は、10年後、東村山市にさまざまな国や地域の人た

ちが集まる都市になってほしいです。 

  そこで、３つ提案があります。１つ目は2020年の東京オリンピックに向けてのイベ

ントづくり、２つ目は東村山市の自然を生かしてオリンピックの合宿所を建てる、３

つ目はさまざまな国の人たちを招待してもてなすなどのイベント、以上の３つですが、これについて市長のお

考えをお聞かせください。 

○市長（渡部尚君） 東京オリンピックに向けた東村山市としての取り組みについて、提案を踏まえて御質問を

いただきました。順次お答えさせていただきたいと思います。 

  まず、１点目のイベントづくりということでございます。前回のロンドンオリンピックでは204の国と地域、

パラリンピックでは164の国と地域からの参加で開催されておりまして、2020年の東京オリンピック・パラリ

ンピックにおいては、これ以上の国と地域からの参加が十分に想定されるところでございます。 

  それだけ多くの方々が外国から来日するところでございまして、都心部だけではなくて、やはりこちらの多

摩地域、なかんずく私たちの東村山市にも外国人の方にぜひ足を運んでいただければなと考えているところで

ございます。 

  現在、東村山市では、65カ国、2,162人の方がこの市内で生活をされています。外国人の皆さんが東村山に

来ていただく、そのためにどういうイベントをしていったらいいのか、こうした外国籍市民の方々の声なども

参考にしながら、これから東京都とも連携しながら、東村山市としてできることを検討していきたいなと考え

ております。 

  それから、合宿所をつくるということでございますが、合宿所をそのままつくることについては幾つか課題

があるかなと思っていますけれども、東村山で選手の皆さんが練習をされたりとか、そういう機会をつくって

いくことも十分検討する必要があるのかなと考えております。幾つかの難しい点もありますが、東村山は他市

に誇れるような自然、そのほか正福寺などの歴史文化遺産もありますので、十分、外国人の皆さんにもＰＲで
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きる点があるのではないかと考えております。 

  具体的に合宿所を建設するかどうかについては、今の段階ではまだ何とも申し上げられませんけれども、東

村山市としても何らかの形でオリンピックにかかわって、オリンピックを支える、パラリンピックを支える、

市民もそこに参加した、そういう形がとれるように、これから検討させていただきたいと考えているところで

ございます。 

  最後に、おもてなしのイベントということでございます。東村山市では、御案内かどうかわかりませんが、

アメリカ・ミズーリ州のインディペンデンス市というところと姉妹都市を提携しております。さらに、中国の

蘇州市というところと友好交流都市という関係を結んでおりまして、特にインディペンデンス市とは学生の交

流も行っており、来日された際には、ホストファミリーとして市民の方にお迎えいただくとともに、おもてな

しをしていただいております。 

  外国の方々との交流事業としては、市民団体と一緒となった交流パーティ―を開くなど、行ってきたところ

でございます。また、最近では７月３日に、サッカーのワールドカップで対戦したコートジボワールから東村

山市に視察でお見えになった訪問団、７名の方をお迎えして、東村山市内の南台小学校だとかごみ処理場の秋

水園などを御視察いただいております。 

  このような経験や知識を十分に活用し、さらには市民の皆様お一人お一人が持っているおもてなしの心をあ

らわせるようなイベントを皆さんと一緒に考え、実践できればなと思っております。 

  2020年には、きょう御参加いただいた市民の皆さんも、そのときにはもう成人を迎える年齢になっています。

次代を担う市民の一人として今後とも積極的に市政に目を向けていただくとともに、東村山の魅力を今度は世

界に向けて発信できるように、桜華女学院のモットーにもあるかと思いますが、そういった国際人を目指して、

これからも御活躍いただくように期待をいたしております。 

○15番（黒澤美麗議員） ありがとうございました。 

  次に、待機児童、少子化についてです。 

  この質問をする理由は、私は埼玉県さいたま市民ですが、さいたま市は待機児童が多く、東村山市は年々減

ってきています。それで、東村山市はどのような対策をとっているのか気になったからです。 

  そこで、３つ質問があります。 

  １つ目は、平成22年度まで待機児童数が少なかったのに、平成23年度の待機児等数は222人になってしまっ

た理由をお聞かせください。 

○市長（渡部尚君） 待機児童数がふえた主な理由ですが、大きくは３点ほどございます。 

  １つ目の理由としましては、ゼロ歳から５歳までの児童数が、その当時、東村山は幸いなことにふえてきた

ということが挙げられます。４月１日現在で比較しますと、平成21年度が7,528人、平成22年度が7,773人、そ

して平成23年度が7,857人と年々増加してきたところで、全員が保育園を希望するわけではないんですが、ベ

ースとしてゼロ歳から５歳の人口が東村山は幸いなことにふえてきたということが、待機児がふえてきた理由

の一つに背景として挙げられるかなと思います。 

  ２つ目の理由としては、女性の社会進出などから、保育園に子供を預けて働きたいと考える保護者の方が

年々増加しているところでございます。こうした社会的な背景も相まって、平成23年度の保育園の申し込み者

が、平成22年度と比べて136人ふえているということがございます。 

  それから３つ目の理由としては、平成23年４月に保育園が１園開園して定員が100名ふえたんですけれども、
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逆に、保育園ができたので申し込むと入れるのではないかと思われた方も恐らく多かったのではないか。です

から、定員は100名を超えたんですが、逆に申し込み数は前の年に比べると136人ふえてしまって、結果として

は平成23年度は待機児が過去最高の222名になってしまった、こういう原因だろうと分析しております。 

○15番（黒澤美麗議員） ありがとうございました。 

  ２つ目は、若者を東村山市民にする対策はしないのでしょうか。市長はどのようにお考えでしょうか。 

○市長（渡部尚君） 黒澤議員さんも今、さいたま市にお住まいだということですが、将来、学生あるいは就職、

結婚されたら、ぜひ東村山にお住まいになっていただけるとありがたいなと思いますが、若い方に東村山市民

になっていただくためには、今、市としては２つの方法から取り組みを進めています。 

  １つはまちづくりの面からですが、当市は、先ほど来、申し上げておりますように、「子育てするなら東村

山」を合い言葉に取り組みを進め、子育てをしている御家庭や、これから子育てをする若い方を特に支援して

いるところでございます。 

  この取り組みは、現在、市内に住んでいらっしゃる若い方に対しての支援のみならず、市外に住んでいる若

い方が、これから結婚して子供を育てていくときに、どこに住もうかということを考えたときに、東村山では

いろいろな取り組みをして、子育て支援を手厚くやっているなということで、選ばれるまちになるように取り

組みをしている部分もあります。 

  もう一つは、ようやく端緒についたところですけれども、東村山が行っている事業やまちの魅力を多くの方

に知ってもらう取り組み。よく最近の言葉で、横文字ですが、「シティーセールス」だとか「シティープロモ

ーション」と言われる分野でございます。 

  当市では、ことし４月から、先ほども申し上げましたけれども、新たに都市マーケティング課という部署を

設置しまして、若い方を含む市の人口をふやすため、当市の魅力をどのような方法でアピールしたら効果的な

のか、検討を進めているところでございます。 

  こうした取り組みの中で、ことしは、平成25年度に当市に転入した方と当市から転出していった方々、

2,000人を対象にアンケートを行う予定にしています。なぜ当市を選んで転入されたのか、なぜ当市から違う

ところに転出されたのかということをお聞かせいただいて、その結果を分析して、若い方を初めとする多くの

方に市民になっていただくための新たな取り組みについて、今後、積極的に検討し、順次実施していきたいと

考えているところでございます。 

○15番（黒澤美麗議員） ありがとうございました。 

  最後に、待機児童を減らすための対策で子ども・子育て新制度とありますが、デメリットのほうについてど

のように市長はお考えでしょうか。 

○市長（渡部尚君） 中学生が子ども・子育て支援新制度まで勉強されているというのは、ちょっと驚きです。 

  今、来年からの新しい新制度の実施に向けて、市役所としては遺漏のないように万全を期して進めさせてい

ただいております。 

  制度の全体的なことについては、保育園や認定こども園などを整備して待機児童を減らしていく。子育てし

やすい、男性にとっても女性にとっても働きやすい社会をつくるということが国の目指すところでございまし

て、現時点でどんなデメリットが出てくるのかということについては、なかなか見えにくいところがあるのも

事実でございます。 

  ただ、懸念されることとしては、この新しい新制度を必要とする財源については、消費税を増税したお金の
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中から、毎年7,000億円程度をこの新しい支援制度に充てていくと国は言っています。消費税が上がることに

よって、買い物するときに大変なところもあるわけですが、その消費税を恒久財源として充てていくと言って

いますけれども、実際に今想定されている新支援制度は、実は7,000億円では足りない。１兆円以上のお金が

かかるのではないかということが言われておりまして、その足りない分の財源を誰がどういう形で補塡してい

くのか、それは基本的に子育て支援施策を展開する市町村としては非常に気になるところ、懸念されるところ

で、ぜひ国には、安定的な財源をきっちり確保した上で新しい制度をつくっていただきたいと思っております。 

  それから、新たな制度が全国一斉でスタートすることによりまして、今でも不足気味だと言われている保育

士の確保がさらに難しくなるのではないか。そうした子育てにかかわる人材の確保だとか、あるいは保育園建

設に必要な資材等が高騰したり、確保が難しくなったりするのではないかということが言われていまして、そ

の辺がデメリットというか、不安材料としてあるのかなと思っております。 

  新制度については、先ほど申し上げたように、平成27年４月から開始をされる予定であります。保育園等の

入園募集については11月ごろから開始になりますので、市としては何とかそれまでに体制を整えて、子育て世

代の若いお父さんやお母さんに不安のないように、きちんと情報を早目早目にお知らせして、来年の４月を迎

えて、本当の意味で「子育てするなら東村山」と言われるようなまちづくりを進めていきたいと考えておりま

すので、ぜひ御理解いただきたいと思っております。 

○議長（肥沼茂男議員） 以上で一般質問を終わります。 

  子ども議会、生徒議員の皆様、大変ありがとうございました。 

  大変長い時間、本当に姿勢がよくて、言葉もしっかりした質問をしていただいて、ありがとうございます。

公園や道のこと、それから高齢者のこと、皆さんそれぞれに、いろいろな学校や生活の中で感じたことをきょ

うは質問していただきました。 

  これからもぜひきょうのようなお気持ちで、また機会がありましたら市のほうに御意見をお寄せいただけた

らありがたいなと思います。それで皆さんとともにすばらしい東村山市を我々もつくっていきたいと思ってお

りますから、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、最後に皆さんに拍手をお贈り願いたいと思います。（拍手） 

  皆さん、本日はお疲れさまでございました。 

 ――――――――――――――――――――――――― ◇ ―――――――――――――――――――――――――  

○議長（肥沼茂男議員） 以上で、東村山市市制施行50周年記念子ども議会、中学生の部を閉会いたします。 

午後５時16分閉会 


