
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 5 月 28 日(土)  

午前 10 時 00 分～午前 11 時 50 分 

市民センタヸ第 1～3 会議室 
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開催内容 

 

平成 23 年 5 月 28 日（土）午前 10 時から、市民センタヸ第 1～3 会議室において、

第 4 次総合計画並びに第 4 次行財政改革大綱についての市民説明会を開催いたしました。

79 名の参加者があり、総合計画並びに行財政改革大綱についての説明、質疑応答が行わ

れました。 

当日の発言、様子につきまして、本説明会発言録という形で報告させていただきます。 

 

 

目次 

 

1．開会挨拶ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ2 ペヸジ 

 

２．第 4 次総合計画ヷ第 4 次行財政改革大綱についてヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ 2 ペヸジ 

1）新入職員から市長へインタビュヸヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ2 ペヸジ 

2）第 4 次総合計画の説明ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ4 ペヸジ 

3）第 4 次行財政改革大綱の説明ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ6 ペヸジ 

4）自治体経営についてヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ7 ペヸジ 

 

3．来場者と共にヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ8 ペヸジ 

1）市から来場者に質問ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ8 ペヸジ 

2）意見ヷ質疑応答ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ11 ペヸジ 

 

4．閉会挨拶ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ15 ペヸジ 

 

（なお、発言は要旨を記録し、個人名は伏せさせていただきました。） 
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1．開会挨拶 

【金子副市長】 

 おはようございます。本日はお足元の悪いところ、第 4 次総合計画並びに第 4 次行財政

改革大綱の説明会にお越しくださいましてありがとうございます。 

 第 4 次総合計画並びに第 4 次行財政改革大綱は、これからの 10 年間市政をどのように

運営していくかについて基本的な方針を定めたものであります。本日は新人職員から市長

へのインタビュヸなどを交えながら、わかりやすい説明を心がけて参りたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 

2．第 4 次総合計画ヷ第 4 次行財政改革大綱について 

1）新入職員から市長へインタビュヸ 
第 4 次総合計画について 

【新入職員】 

 第 4 次総合計画は多様な市民の参画に基づいて策定されたということですが、市民の意

見を取り入れるのに苦労した点などありましたら、教えてください。 

 

【渡部市長】 

 第 4 次総合計画を策定するにあたり、5,000 人の市民の方にアンケヸト調査を行った

り、8 ヶ月ほどかけてワヸクショップを行って参りました。ワヸクショップでは 70 名以

上の方がグルヸプに分かれて様々な意見を出し合い、平成 21 年 8 月に「市への提言」を

提出していただきました。それを踏まえて今回新たな総合計画を策定して参りましたが、

「自分たちの意見がどこに反映されているかわからない」という意見もいただきました。

そのような問いに対し、どこにどういった形で反映されているか、あるいはなぜ反映でき

なかったかをきちんと説明するということの難しさを痛感しているところでございます。

これからもいただいた提言を振り返りながら、市政運営に活かしていきたいと考えており

ます。 

 

【新入職員】 

 第 4 次総合計画の特徴と言いますか、第 3 次総合計画との大きな相違点を教えてくださ

い。 

 

【渡部市長】 

 一つ目は、市民のニヸズを取り入れることに努めたということです。 

 二つ目は、財政の裏づけのある計画を作ることにより、計画の実行性を担保していくこ
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とを大切にしているということです。 

 そして三つ目は、振り返って評価ができるように成果指標を取り入れたことにより、い

わゆる PDCA サイクルの中で市政運営をしていく仕組みになっていることです。 

 

第 4 次行財政改革大綱について 

【新入職員】 

 行財政改革大綱の方も総合計画と同じく今回の計画が第 4 次になる訳ですが、これまで

の行財政改革大綱にはない、新たな視点があれば教えてください。 

 

【渡部市長】 

 行財政改革大綱についても、総合計画のワヸクショップの中でこれからの行政経営のあ

り方について話し合って意見を出していただき、市民参画に努めて参りました。 

 また、数値なども目標に織り込み、成果を重視いたしました。 

 

【新入職員】 

 これまで東村山市では第 1 次から第 3 次にかけて行財政改革に取り組んできましたが、

これによって東村山市はどのように変わってきたのですか。また、引き続き更なる行財政

改革に取り組むと謳っていますが、行財政改革の達成点はどのような状況になったときな

のでしょうか。 

 

【渡部市長】 

 厳しい財政状況に対し、リストラという形で数値的には成果を上げて参りました。特に

第 3 次行財政改革大綱ヷ後期実施計画は私が市長になって初めて取り組んだものであり、

結果として危機的状況は回避できたものと思います。しかし、持続可能な行財政運営のた

めに終わりは無く、市民満足度を高めるために、我々のレベルアップの手段として行革は

丌断に続けていく必要があると考えております。 
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 2）第 4 次総合計画の説明 

【渡部市長】 

 第 4 次総合計画は、平成 23 年 4 月 1 日から平成 32 年 3 月 31 日までの 10 年間を

期間としています。この計画は 3 層構造をしており、具体的には 10 年間の基本構想、5

年間の基本計画、3 年間の実施計画から成り立っております。 

 まず基本構想では、将来都市像、将来のビジョンを掲げることが中核になってきます。

第 4 次総合計画では、「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」という

将来都市像を定めております。背景としては、市民の方の意見を伺う中で「人と人のつな

がりを重視したまちづくりにしてほしい」という要望が多くあり、人々が個性を発揮しな

がら、しかし孤立することなくつながり、また自然とも調和した都市を目指していこうと

いう思いがあります。 

 この将来都市像を実現するために、四つの基本目標を定めております。基本目標の中に

は、ワヸクショップの中で出た文言も多く使わせていただいております。基本目標 1 は「み

んなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち」、基本目標 2 は「みんなが楽し

く学び、豊かな心を育むまち」、基本目標 3 は「みんなでつくる安全ヷ安心とうるおいを

実感できるまち」、基本目標 4 は「みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち」

であります。 

 さらに基本目標とは別に、まちづくりの基本姿勢というものを定めており、「人と人が支

え合う協働のまちづくり」、「市民の命を最優先にしたまちづくり」、「経営の視点に立った

まちづくり」の三つです。これは、変化の激しい時代にあり計画の変更を余儀なくされる

場合であっても、三つの姿勢を基本的なものとしてまちづくりを進めていこうとするもの

です。 

  次に、平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 年間を計画期間とする前期基本計画の構

成についてですが、これは大きく三つの部分に分かれております。 

一つ目は「スマイルプロジェクト」というものです。これは、特に重点的ヷ優先的に推

進する事業群のことであり、「人と人が響きあうためのプロジェクト」、「人とみどりが響き

あうためのプロジェクト」、「笑顔あふれるためのプロジェクト」の三つがあります。 

 二つ目は 36 の施策からなる分野別計画です。ここでは、施策ごとのあるべきまちの姿

や、今後 5 年間に実施する主な取り組みヷ方向性、施策ごとの成果指標を示しております。 

 三つ目は「今日から明日へ 笑顔あふれる東村山の実現に向けて」ということで、計画

を着実に推進するために人ヷ物ヷ金ヷ情報といった経営資源をどうしていくかについて記

載しております。具体的には職員の資質の向上を図ること、道路などのストックマネジメ

ントを検討し、安全性の確保に努めること、市税等の財源を確保すること、わかりやすい

市政情報を提供し、市民の方の市政に対する理解を深めることの四つを掲げております。 
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（ここで、来場者の方へ簡単なアンケヸトを行います。） 

【会場アンケヸト①】 

 東村山市のいいところ（他市に誇れるところ）は、どんなところですか？ 

 

【来場者】 

 緑が比較的豊かで、景観に恵まれているところだと思います。 

 

【渡部市長】 

 ありがとうございます。この意見はアンケヸトやワヸクショップでも非常に多く出され

た意見であり、東村山市の売りの一つであると考えたことから、将来都市像にも「みどり」

という言葉を明記いたしました。 

 

【会場アンケヸト②】 

 今後も東村山市に住み続けたいと思いますか？（当てはまる番号に挙手） 

  １．住み続けたい 

  ２．市外に移り住みたい 

  ３．どちらともいえない 

 

【渡部市長】 

 この会場では「住み続けたい」という意見が多いようですが、平成 20 年に行った市民

意識調査によれば、「住み続けたい」と思う市民の方の割合は 65.2%であり、この数値は

他市に比べて低いものとなっております。前期基本計画では、最終的な成果としてこの割

合を 70%まで上げるという数値目標を掲げております。 

 そしてこの前期基本計画を策定するために、3 層構造の三つ目である実施計画がありま

す。実施計画はより具体的な施策の体系集であり、将来都市像の実現に向けて毎年度の予

算編成の指針となるものです。計画期間は 1 期 3 年間ですが、この変化の激しい時代にお

いて常に適切な施策を実行できるよう、毎年度ロヸリング方式をとっております。今回は

まちづくりの基本姿勢やスマイルプロジェクトを踏まえ、122 事業を採択いたしました。

例えば「防災行政無線のデジタル化」という事業がありますが、3 月 11 日に発生いたし

ました東日本大震災を受けて、当市でも防災行政無線を活用いたしました。しかし市民の

方から「聞こえづらい」というご指摘もいただきました。当市では第 4 次総合計画策定の

段階で防災行政無線のデジタル化を事業として掲げておりましたが、今回の大震災を受け

て計画を前倒しし、今年度の補正予算に計上することといたしました。 

 以上で第 4 次総合計画についての説明を終了いたします。 
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 ３）第 4 次行財政改革大綱の説明 

【渡部市長】 

 第 4 次行財政改革大綱についても総合計画と同様に 3 部構成となっており、10 年間の

第 4 次行財政改革大綱、5 年間の基本方針、3 年間の実行プログラムから成り立っており

ます。 

 第 4 次行財政改革大綱の部分では基本理念について定めており、具体的には「財政を健

全化し、持続可能で安定した自治を築く」、「市民参加と協働により自治を構築する」、「自

治体経営の質を高め、市民満足度の向上を図る」という三つの基本理念を掲げております。 

 次に、平成 23 年度から 27 年度までの 5 年間を計画期間とする前期基本方針の部分で

は、行政活動における五つの方針とそれらの成果を測り、評価ヷ検証する方針を掲げてお

ります。そしてそれらの方針を踏まえて具体的な取り組みを示したのが、第 1 次実行プロ

グラムであります。 

 前期基本方針の一つ目は「市の経営ビジョンの徹底と市民との共有」です。平成 23 年

度から 25 年度までを計画期間とする第 1 次実行プログラムでは、市の考え方を市民の方

に知っていただき意見をいただくために、市長メッセヸジの発信や財政フレヸムの公表な

どを実施項目として掲げております。 

 

（ここで、来場者の方へ簡単なアンケヸトを行います。） 

【会場アンケヸト③】 

 「市報ひがしむらやま」を読んでいますか？（当てはまる番号に挙手） 

  １．毎号読んでいる 

  ２．ときどき読んでいる 

  ３．読んでいない 

 

【渡部市長】 

 毎号読んでいらっしゃる方がほとんどのようですね。なぜこのような質問をしたかと言

いますと、市民の方と市の情報を共有するという方針に関連して、市民の方の市政への関

心度が重要になってくるためです。本日この会場に来られている方は市政への関心度が非

常に高いと思いますが、昨年 12 月に無作為

抽出によって選ばれた市民からなる「市民討

議会」を開催し、そこでも同様の質問をした

ことがございます。その時には市報を毎号読

んでいる方は 3 割程度しかおらず、どうした

ら市報を読んでいただけるかということが課

題であると考えております。 
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 さて、基本方針の二つ目は「市民意向の的確な把握にもとづく市民本位の政策ヷ施策の

展開」です。市民の方が何を考えていらっしゃるのかを知るために、第 1 次実行プログラ

ムでは「市長への手紙」などの広聴手段の市民への浸透を図ったり、親切窓口の推進とし

て、昨年度から定期的に行っている接遇アンケヸトを引き続き実施していくことなどを掲

げております。 

 基本方針の三つ目は「市の情報の市民との共有、市民参加と協働の推進」です。この方

針を踏まえて第 1 次実行プログラムでは、先ほどの会場アンケヸトでも尐し取り上げまし

た市報の充実ヷ改善、市民協働の促進に向けた環境整備などを実施項目として取り上げて

おります。 

 基本方針の四つ目は「市民満足度を高め、財源の確保を目指す業務プロセスの構築」で

す。この方針に関して、第 1 次実行プログラムではスポヸツセンタヸ、屋内プヸルへの指

定管理者制度の導入や市税等収納率の向上の取り組み、広告収入の拡充などの項目を取り

上げております。 

 基本方針の五つ目は「計画的な人材育成と組織力強化」です。この方針に関連する第 1

次実行プログラムの項目としては、適正な人員計画の策定及びその公表を年 1 回行ってい

くことや、状況に応じた組織機構の見直しなどがあります。 

 そしてこれら五つの方針を受けて、基本方針 6 として「行政活動の成果の検証と改善」

を掲げております。第 1 次実行プログラムでは、成果指標の設定及び検証ヷ改善の方法と

して、例えば行財政改革への取り組みに関する市民満足度を 20%まで上げることや、単

年度の行革効果額を 3 ヵ年合計で 6 億 4 千万円出すことなどを掲げております。また、

財政の現状と健全化に向けた課題も掲げております。項目の例としては、当該年度の実質

的な財政収支 0 以上を維持することや、一般会計のうち臨時財政対策債、減収補てん債等

を除き、下水道事業特別会計の下水道事業債を含む地方債残高を 22 年度比 40 億円減と

することなどがあります。基本方針 6 にはこれらの成果指標を設け、基本方針 1 から 5

までで掲げた行政活動の成果を評価ヷ検証していく狙いがあります。 

 以上で第 4 次行財政改革大綱の説明を終了いたします。 

 

 4）自治体経営について 

【渡部市長】 

 さて、総合計画と行財政改革大綱についてそれぞれ説明して参りましたが、この両者を

どう連動していくかが重要になって参ります。当市では総合計画と行財政改革大綱を車の

両輪とする自治体経営を目指していきたいと考えております。どういうことかと言います

と、行財政改革によって組織ヷ定数ヷ予算配分ヷ業務プロセスを適正化することで、総合

計画で掲げた将来都市像の実現を可能にし、その結果として市民満足度の向上を図ろうと

いうことです。 

 総合計画実施計画では財政フレヸムを作成し、事業に充てられる財源がどれくらいある
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かを算出いたしましたが、それだけでは丌足するため、一定の行革効果目標額を加えた計

画自由財源を設定いたしました。したがって、総合計画実施計画の財源を捻出するために、

行財政改革を確実に達成していくことが必要になって参ります。 

 現在、私たちは震災への対応という課題を抱えており、また中長期的な課題としては高

齢化、人口減尐により財政的な伸びが期待できなくなっているということがございます。

そんな中でも安心、安全で活力のある、みんなが笑顔になれる東村山をつくりあげていく

ことが、この 10 年間の我々の役割であると考えております。ただ、これは行政だけでで

きることではなく、市民の方々との協働が必要です。市民の方々と共に、一人でも多くの

人に住み続けたいと思っていただけるよう努力していきたいということを申し上げまして、

私の話を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 

  

３．来場者と共に 

1）市から来場者に質問 

【事務局】 

只今の説明をお聞きになったうえで、会場の皆様に2問ほど質問をさせていただきます。 

まず、1 問目ですが、「10 年後の東村山の実現に向けて、市職員はどのような取り組み

をしていくべき」だとお考えでしょうか。 

 

【来場者】 

 市役所内に出入りすると、資料作りや事務作業に忙殺される余り、パソコンのディスプ

レイと睨めっこしているという場面をよく見かけます。ご苦労様だな、大変だなと思いま

す。これは会議や資料もそうですけれども、私は多年民間に身を置いてきましたけれども、

民間では考えられない、非常に丁寧な資料を行政ではお作りになる。もっと簡素でよいの

ではないかと思います。できるだけ業務の効率化ヷ簡素化を心がけていただきたい。その

結果時間が尐しできましたら、ぜひ現場に足を運んでいただき、市民とフェイスヷトゥヷ

フェイスで接していただく、こういうことが非常に大事だと思います。国政レベル、ある

いは都道府県レベルではなかなか住民とフェイスヷトゥヷフェイスになれないわけです。

市役所は一番市民とフェイスヷトゥヷフェイスになれるし、市民もそれを期待しているわ

けですから、そういうことをお願いしたいです。 

 

【渡部市長】 

ありがとうございました。 

私もそのようなことは同様に考えていまして、我々自治体職員は、パソコンと睨めっこ

しているのでは決して成長できない。市民の皆様と中に入って、地域の中で様々な地域課

題を検証し、共にいかにしたら解決できるのかということで、知恵を絞り、汗をかくこと
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が、自治体職員を成長させ、ひいては市役所全体のレベルアップにつながっていくのだろ

うと思っています。先ほど申し上げましたように、今回総合計画のワヸクショップを大々

的に実施させていただいたときに、24 人の若手ヷ中堅の職員にワヸクショップの手伝い

をしてもらいました。約 1 年の間、共に市民の皆様と喧々諤々議論したり、お酒を飲んだ

りして意見交換をしたということもありまして、勉強になったということを職員も言って

おりました。これからも机上だけで自治体職員の人材育成は決してできるものではないと

思っていますので、私としても極力現場に職員を出して、市民の皆様と接する中で、職員

の力を高められるように考えていきたいと思っております。 

 

【来場者】 

 企業の経営の理念を実践していくというお話ですので、職員の皆様も現在自分の行って

いる仕事内容が本当に給料に値するのか、常にその観点で物を見ていただきたい。それは

どういうことかと言えば、仕事と作業の違いがあるということです。決められたことを決

められたようにするのは作業です。仕事というのは、自分で考えて新しいことを作り出し、

合理化していくことです。定例業務は簡略化してマニュアル化すれば、それはパヸトタイ

マヸに置き換えられるんです。機械化もできるんです。そういう風にコストダウンを心が

けないと、本当の市職員の成長は、私はないのではないかと考えています。その話をして

欲しいとのご要望があれば、私はいつでも伺ってお話させていただきます。また、協力も

させていただきます。 

 

【渡部市長】 

 ありがとうございました。 

 まさにおっしゃる通りだろうと考えております。公務員というのは民間と違って、なか

なかコスト意識や原価意識が乏しいのではないか、あるいは自分の給料に見合っただけの、

何らかの価値を生み出しているのかを検証する機会が乏しいのではないかと思っています。

今後人材育成の面で、公務員は公務員としての責任や義務がありますけれども、できるだ

け民間でお働きになっている一般の市民の皆様同様に、きちんとコスト意識を持ちながら、

それぞれの職員が自分が仕事をすることによってどういう成果を市民の皆様にもたらして

いるのかということを考えられるようにして

いきたい。そういうことを含めて今回総合計

画あるいは行革大綱を作らせていただいたつ

もりでございます。より的確に深化させられ

るようにして参りたいと思いますし、場合に

よっては役所の方に来ていただいて直接ご指

導いただければと思います。ありがとうござ

いました。 
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【事務局】 

 引き続きまして、「10 年後の東村山の実現に向けて、市民の皆様は何をするべき」だと

お考えでしょうか。ご来場いただいているご自身のことでも結構ですし、市民の皆様全般

のことでも結構です。 

 

【来場者】 

 まちづくりの原点になるのはやはり財源だと思います。財源なくして政策は全て出来ま

せん。東村山の現状を考えるならば、まちの衰退が 700 億近い借金になってきたという

ことにも繋がりますし、まちの活気がないというのは市民法人税の減尐が一番の原因だろ

うと考えています。1980 年代、市民法人税が約 13 億円近くあったものが、現在では 5

～6 億円しかないという現状では、何を考えても実行に移すことは非常に難しいと思いま

す。先ほど市長から素晴らしいお話があり、もう尐し数値が入れば素晴らしかったと思い

ますけれども、今後政策手法を 180 度転換してみてはどうだろうかと思います。現在市

民法人税が 5～6 億円であるのを、25～30 億円にするということが前面に来て、この財

源を確保するためにどうするかという考え方に物事が進んでいけば、もっと具体的な形が

出てくるのではないかと考えています。あれも作ったこれも作った、残念ながらそこから

財源は何も膨れなかったというのがこの 30 年間の形だと思います。市民法人税が現在最

低でも 15～20 億円あったとしたら、恐らく 100 億円以上の損ではなく財源が確保でき

ただろうと思います。市民法人税とはどういうことかと言えば、そこに人が集まる、お金

を落とすということです。特に老人になりますと、隣のまちに行くのではなく自分のまち

でお金を落とすことになると思います。もう尐し市民法人税を前面に出した政策もいいの

ではないかと考えています。つい最近の大きな自治体の中で考えられているものは、購買

者パイ戦略というのが始まっています。これは八王子や府中、立川でも、これはいわゆる

金額が先に来てどういうまちをつくるかという考えだと思いますし、大都市では大阪でも

名古屋でも購買者パイ戦略の中で財源をどう確保していくのかということが流行っている

と思います。26 市町村の中でも羽村が 5 万人くらいしかいかなくても、昭島が 10 万人

前後でも 25 億円くらいの市民法人税があるということを考えるならば、どうか今後は市

民法人税というものを尐し前面に押し出し、人が集まり、そこに人がお金を落とし、そこ

に財源が膨れ上がっていくというようにしていただきたい。政策の転換、前と後ろを逆転

するという考えも一理あるのではないかと思っております。マヸケティングの戦略から言

ってもつい最近はそういう形ではないかと思います。きれいな言葉というのは理解しやす

いんですけれども、結果的に 10 年後笑顔あふれるまちになるのは、私個人の考えとして

は、25 億円の財源が、市民法人税が確保できたらこのまちは素晴らしいまちになるだろ

うと思います。それができなかったら、私は隣のまちに行って買い物をするか、移転する

ことになるだろうと思いますので、参考として、意見として申し上げておきます。15 万

人の市民のパワヸは相当なものであろうと思っていますので、参考までに申し上げます。 
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【渡部市長】 

 ありがとうございます。 

 今回の総合計画並びに行革大綱で具体的に税収の目標数値というのは掲げておりません。

ただおっしゃることは当然のことで、我々がまちづくりをすることによって市内での担税

力を高めていくことは、まちが持続的な成長をしていくうえで重要なことであります。た

だ、今後考えていかなければならないのは、東村山はなぜ企業の立地が尐ないのか、なぜ

商店の賑わいが乏しいのか。そういったことを検証しながら実効性のあるまちの活性化と

いうことを考えていく必要があると考えています。そういった視点が今回の総合計画にな

いということではなくて、まちの既存の農業を含めた産業の振興、あるいは観光の振興、

それから当市の場合は都市基盤の整備が非常に遅れていることから、様々な企業が市内に

張り付かない、逆にかつてあった工場が閉鎖されて流出してしまうということもあります

ので、そういったことを一つ一つ検証し、実行することの中で元気な東村山をつくってい

くことにつながるというふうに考えています。貴重なご意見をいただきましたので、それ

らを参考にしながらどうしたら企業等にも進出をいただけるまちになるのか。市民の方の

中にはそういったものはいらないという方もいらっしゃるのが事実なのですが、財政的に

は今の市内の事業者を流出させないで、また多く呼び込めるか、それから市外に流出して

いる市民の皆様の消費を、いかに市内でお金を使っていただけるようにするか、これらは

今後の当市のまちづくりにおける大きな課題だと思っております。それらを含めて具体的

な対策ヷ政策を、尐しずつですが今、展開をさせていただいているところでございますの

で、それらについても今後いただいたご意見を踏まえて充実を図っていきたいと思ってお

ります。 

 

2）意見ヷ質疑応答 

【来場者】 

 始めに会議の進め方として、質問の時間を限られるのはまずいのではないかと思います。 

 さて、先ほどの職員に関する質問で話をしたいんですけれども、市長、あるいは市議会

議員の皆様は選挙で選ばれているわけですね。そういう方々は市の真ん中で市民の方と話

をしている。そういう人たちが市の職員をどのように指導していくか、そういう方々がど

ういう理念を持って、単に「スマイル」とかいうことではなく、東村山をどのようにもっ

ていくかという理念のもとに、的確に指示して、それに最も適した回答を作っていただく

という指導も必要なのではないかと思います。そういう意味において市職員の質を向上さ

せる。市長、市議会の議員の方はどのように勉強をしておられるか、どのように市職員を

指導していくか、あるいは的確な指示をされているか、そういうことも反省されたらいか

がかなと思います。 
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【渡部市長】 

 市役所にとって最大の資源は職員です。これは企業にとっても同じだと思いますが、人

材を適切に育成し、監督ヷ指導するのは直接選挙で選ばれた我々の最大の責務であると考

えております。そういう意味で今回の総合計画、あるいは行革大綱というのはまず明確に

ビジョンヷ目標、それから検証できる、評価することのできる成果指標等も設けさせてい

ただいておりまして、PDCA を必ず業務の中で位置づけられるような仕掛けを作ってきた

つもりでございます。今後これらを徹底して業務の中に活かすことで、それぞれの職員の

業務遂行能力を高めていくことができるのではないかと。そういう仕組みヷ仕掛けがある

ことによって、どこまで達成でき、またなぜ達成できなかったのかということを検証する。

必ず目標に対する評価をするという役所の体質にすることによって、より市民本位で成果

重視の役所になっていくのではないかと考えております。 

 

【来場者】 

 これから高齢社会を迎えるわけですけれども、対応策としてマクロな視点から見ればい

ろいろあります。私の方からはミクロの視点から 2 点ほど質問したいと思います。 

 一つは、高齢者がいかに地についた楽しみを得ることができるか、活動できるかという

ことです。公民館やふれあいセンタヸを利用することは、高齢者の楽しみであります。そ

こが今のところ有料化されております。それは財政的な面でいろいろあったんでしょうけ

れども、大した額ではないような気もするんです。高齢者が使用する場合は無料にしてい

ただきたい。普通のサヸクル活動とは違った意味での活動があるわけです。そういう意味

で尐ない年金で尐ない会費を出してその中で活動しているわけです。その辺を斟酌してい

ただきたい。人と人のつながりを強くしていくという一つの施策にありましたけれども、

そういうことを踏まえて考えていただきたい。 

 もう一つは、高齢者と子ども達のふれあいです。例えば私は廻田町に住んでいますが、

廻田小学校とふれあい給食というものをやっています。昔は東村山全体でやっていたらし

いのですが、今は 2 校のみがやっているということです。私はその辺いろいろと方策を考

えてやっていっていただければと考えていたのですけれども、校長と話をしたところによ

ると、予算がなくて進められないということです。そういうことも含めて、高齢者と子ど

も達のふれあいが東村山の活性化につながる。高齢者の持つパワヸというのはとても大き

いんです。高齢者と子ども達とのふれあいをいかに密にしていくか、それが地域の活性化

につながっていくと思います。 

 以上 2 点、よろしくお願いします。 
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【渡部市長】 

 公共施設の利用料を高齢者に限って無料にするというご意見でございますが、この問題

はかなり前から長いこと市民レベルで、あるいは議会でも議論されております。私どもの

考え方としては、公共施設を使いますと、電気代、光熱費がかかって参りますので、それ

らについては利用された方々に一定のご負担をしていただくということは、受益者負担の

原則から言って妥当だと考えております。しかしながら、ご指摘のように超高齢社会の中

で高齢者の介護予防につながるような健康づくり、あるいは生きがいづくりといった活動

で、非常に意味があるということであれば、今の制度上でもまったく減免ができないわけ

ではありませんので、例えば高齢介護課がその事業については一定の公共性がある、単純

なお楽しみということではなくて社会的に意味ある活動だと判断して市が後援すれば、無

料でお使いいただくという方策もありますので、また具体にご相談いただければありがた

いと思っております。 

 それからふれあい給食の関係ですが、これは当時かなり先進的な取り組みとして、まさ

におっしゃるとおり高齢者と子ども達の交流を進めると共に、例えば一人暮らし等でなか

なかしっかりした食事ができない高齢者について、学校給食を召し上がっていただくこと

によって食事の部分、栄養の部分で万全を期していこうということで始めた事業でありま

す。狙いは非常に良かったのですが、ほとんどの学校で高齢者の方に来ていただけなかっ

たという状況がございます。廻田小の場合は、地域の老人クラブ等々の方々が積極的に関

わっていただいて未だに続いているということですが、ほとんどの学校では参加していた

だける高齢者の方が尐なくなってしまった関係で、途中で縮小してしまったという経過が

あります。その時からさらに高齢化が進んでいますので、もう一度学校給食を社会的に有

用なものとして考えていくことがひとつのヒントとなるような気もいたしておりますので、

今いただいたご指摘を踏まえて再度現状がどうなのか、今後学校給食を活用した地域での

高齢者のふれあい事業のようなことが展開できるのか、ニヸズに合致しているのか、その

辺は検証させていただければと思っております。 
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【来場者】 

 3 点ほど要望を申し上げたいと思います。 

 第 1 点は、先ほどどんな町に住みたいかという質問があって思ったのですが、逆に市と

して「わが市はこういうところに魅力がある」ということを示さなければならないという

ことです。 

 2 点目は、子ども達、要するに小学生ヷ中学生ヷ高校生、それから働く者が市とどうい

うふうにつながっているかということを考えると、子ども達には学校教育を通して「東村

山はこのようなところです」ということを宣伝し、プライドを持って市に住めるようにし

ていただくということ、働いている人に対してもここはプライドを持って住めるまちだと

思えるような施策を示していただきたい。 

 3 点目は、先般 12 月に市民討議会が行われましたし、この総合計画の策定にあたって

はワヸクショップもあったそうで、アンケヸトも実施されたということで大変敬意を表し

ております。今度は何をされるのかなということで期待をしておりますので、そのことも

含めてご要望申し上げます。 

 

【渡部市長】 

 行政が「市の売りはこうである」というものを示すべきであるということについてはお

っしゃるとおりであると思っております。今回の総合計画を作るうえで市民の皆様と我々

が共有した意識として、先ほどもありましたように身近に緑がある、それでありながら都

心に行くのに 1 時間足らずであり交通の利便性は高い、それからもう一つは多摩地域唯一

の国宝である千体地蔵堂のような歴史的な建造物や、あるいは祭囃子に示されるような伝

統的な文化が非常に色濃く残っている。それからもう一つ、全国に 13 しかないハンセン

病の療養施設であります全生園が市内にあって、各小中学校で人権教育が全生園をフィヸ

ルドにしながら行われていることなど、東村山が他市に誇るべきいくつかのものもありま

すので、できるだけ折に触れて市民の皆様にもそういったことについて認識を共有してい

きたいというように考えております。 

学校教育の部分では、小学校 3 年生の授業には地域のことを知るというものがあります

ので、各学校でそういったことについて取り組んでいただいていると思いますし、今給食

等を使って東村山の食文化、例えばうどんなどを知らしめる努力もしていますし、市内の

農産物をできるだけ給食に活用するといった食育の面からも、東村山にはこんなよいこと

もいっぱいあるんだよということを知っていただく努力をしているところでございます。 

 また、自治体経営の情報として、財政状況はどうなのか、職員数ヷ給不はどうなってい

るのか、それから総合計画に掲げている施策はどの程度実行できているのかなどについて、

議会で決算の認定をいただいた後くらいのタイミングで市民説明会を毎年度開催したいと

考えています。そのことは今回の選挙で、「東村山版株主総会」という名称で公約に掲げさ

せていただいております。また、自治基本条例の策定に向けても、広く市民の皆様にご参
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加いただいて、様々なご意見を言っていただく場をこれからも作っていきたいと考えてお

ります。 

 

【来場者】 

 PDCA のお話がありましたが、毎年度実施するということは約束していただけるのでし

ょうか。数値的なものはきちんと出されるということでよろしいでしょうか。 

 

【渡部市長】 

 毎年度行います。数値がどういったものを出せるかは検討中ですが、先ほど申し上げま

したとおり、毎年度行政経営に関する情報を市民の皆様に広くお知らせする場、ご意見を

いただく場を設けたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

４．閉会挨拶 

【森教育長】 

 本日は長時間にわたりご清聴いただき、また貴重なご意見をいただきありがとうござい

ました。本日いただいたご意見をよく噛み砕いて、今後の活動に活かして参りたいと思い

ます。 

 第 4 次総合計画並びに第 4 次行財政改革大綱は、共に市民の皆様から様々なご意見をい

ただきながら作り上げてきたものでございますが、今後も市民の皆様からご指導をいただ

きながら政策を進めていかなければならないと考えております。「みんなで創る、みんなの

東村山」ということで、今後ともご支援をいただけますようお願い申し上げて、閉会の挨

拶とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。 

 


