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平成 19 年１２月１５日（土曜日） 

会場 恩多ふれあいセンター 

時間 午前 10 時～正午 

東村山市 



  

○開催内容 

 

平成 19 年１２月１５日（土）午前１０時から恩多ふれあいセンターで、市民の皆さんと

地域の課題、市政について市長と直接対話を行う「第３回タウンミーティング」を開催いた

しました。 

 約８0 名の参加者があり、恩多ふれあいセンター市民協議会の司会進行で、参加者と渡部

市長との意見交換が行われました。市政課題、恩多町、青葉町地域の課題など、多くの意見

とご要望に対して一つ一つ市長が答え、休憩をはさみ後半 20 分間程は、意見カードに記入

されたご意見や質問の内容を中心に進められました。 

時間の都合により回答できなかったご意見に対しては、本記録集の中で報告させていただ

きました。 

  

●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布し、うち７７枚を回収しました。 

・参加者の住所地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 ・年齢                     ・性別   

年代 参加者数 

20 代未満 ０ 

20 代 ０ 

30 代 ２ 

40 代 １ 

50 代 ８ 

60 代 ２７ 

70 代 ２６ 

80 代以上 ５ 

未記入 ８ 

合計 ７７ 

  

本町 ２ 富士見町 １ 

久米川町 １ 美住町 ０ 

秋津町 ０ 廻田町 ２ 

青葉町 ３４ 多摩湖町 ０ 

恩多町 ２５ 諏訪町 １ 

萩山町 ０ 野口町 ０ 

栄町 １ 未記入 ９ 

市外 １ 合計 ７７ 

男性 ４１ 

女性 ２９ 

未記入 ７ 

合計 ７７ 

  



  

 

○第３回タウンミーティング記録（概要） 
  

【市長あいさつ】 

 皆さんおはようございます。貴重な時間ですので、手短にご挨拶いたします。今日は、師走のお忙しい中、こ

のように大勢のみなさんにご参加をいただき、心から感謝申し上げます。今日の対話集会の企画運営をしていた

だいた、恩多ふれあいセンターの龍野会長はじめ、役員の皆様には本当にお世話になります。どうぞよろしくお

願いいたします。また、今回、要約筆記の「ゆいまーる」さんがお手伝いくださっております。本当にありがと

うございます。 

この対話集会は、私の選挙公約の一つで一番お金がかからずにすぐに出来る事はないか、ということで約半年

間準備をし、10 月から始めさせていただいております。今日でここが、３会場目になります。市には市民の皆さ

んのご意見を頂く場として、市長への手紙、Ｅメール等、各窓口がございます。または議員さんを通じて、議会

でご提案を頂くルートがあります。しかしながら、首長である私が直接地域に出かけて、それぞれの地域の皆さ

んと色々な地域の事を話させていただくことは、有意義な事ではないかと考えて始めさせていただきました。 

東村山市は今、極めて厳しい財政状況が続いております。そういう意味で、このような状況のなかでは、何を

優先すべきなのか、ある程度このような地域の皆さんが集まった中で、市民の目線での優先順位についての合意

が形成されていかないと、これからの東村山市政はなかなか難しいと率直に感じております。 

もちろん、本日はご自由にどのようなことでも私に対し、ご意見ご要望を出していただいて結構です。そのこ

とに対して、私も今日の時点でお答えできる事は、誠心誠意お答えしたいと思っております。 

せっかくタウンミーティングにお越しになったのに,面白くなかったということがないよう、私も精一杯がんば

らせていただきますので、市民の皆さんも限られた時間ではありますが、忌憚のないご意見をどしどしお聞かせ

いただければありがたいです。 

  

 



  

【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。 

 

◆意見◆財政難に際して、職員数を減らしてはどうか 

（恩多町 Ｔさん） 

 

職員さんからよく、お金がないので事業が出来ないという話を聞く。 

収入を増やして、支出を抑えるのは大前提であり、市民税の収納率を上げるというのもあ

るが、職員さんの数を減らしてはどうか。職員数も、正職員だけでなく、再雇用職員の数

も減らしてはどうか。 

 

 

 

◎市長◎ 

 厳しいご意見を頂戴しました。市にお金がないのだから市職員を適正化すべきだ、という

ことですが、正職員は定数上では９３３名ですが、実数ですと 91３名程度であると思いま

す。定年で退職し 65 歳まで引き続き勤める制度の再任用職員は 37 名おり、その他、嘱託

職員、再雇用職員は 2１８名、定例的ではなく短期間雇用の臨時職員も、相当数おるのも事

実であります。 

経費節減の上から、これからも職員数の削減には鋭意努力が必要であると考えております

が、一方で市の仕事は、マンパワーに係るもの、特に福祉領域等などは、人を配置しないと

仕事自体が出来ない分野もあり、ある程度のマンパワーの確保が必要になってまいります。 

現在、正規職員のみで言いますと、職員一人当たりの市民数は 171 名になります。三多摩

地区で、一番市民数に対し職員数が少ないのは、小平市で職員一人当たり約２００名位です。 

嘱託職員については、生涯賃金で比べると、正規職員１人が約３８年間働くと考えると３

億円程度、民間とほぼ同様であると思いますが、嘱託職員であれば大体三分の一ぐらいであ

ります。 

今、格差社会という中で、同じ様な仕事をしていて賃金に差をつけることは好ましくない

と思いますが、財政難のなか、この５年間で２００人近くの職員が退職しますが、内９０人

の新規雇用をせずに職員数を８００人規模に減らしていくことを、第３次行革大綱上で策定

しました。 

今後は減らした人数分を嘱託職員等で補い、業務の一部を民間委託や指定管理者制度を活

用して、職員数の適正化、市民サービスの維持を考えていきたいと思っております。 

 

 

 

 

 



  

◆意見◆市職員の市内在住者の割合を高くしてほしい 

（恩多町 Ｔさん） 

 

市職員の給与は市の税金から出ている。しかし、他市に在住の職員の住民税は、他市に入

ってしまう。地元の職員であれば、地元のことも良く分かると思うし、愛着もあると思うの

で、職員の地元化の推進を提案したい。 

 

 

◎市長◎ 

市内の人を雇用したらどうかということですが、ごもっともであるとは思いますが、市内

に住んでいるというだけの理由で、*情実になってしまってもおかしなことになると考えます。

職員の採用の際は１,２次試験、最終的に面接を実施しております。１，２次試験は能力の高

い人を確保する面から成績重視であり、市内に住んでいるからという観点からは考えており

ません。 

ただ、職員はどこに住んでいても東村山市の職員であるという意識を常に持ち、この間の

４月に入庁した新規職員の研修の時にも、東村山市を愛し、市民を愛することが職員の仕事

の第一であると繰り返し話をしました。職員は、市外に住んでいるからといってモチベーシ

ョンが下がるとは、私は考えておりません。 

 

＊情実：個人的な利害・感情がからんで公平な取り扱いが出来ない関係や状態 

 

◆意見◆市の行政改革について 

（恩多町 Ｎさん） 

 

市の行政改革についてであるが、東村山をこれからどうするか。特に農業、商業に関して

これからどの様なことを考えているのか。また、改革については、助役（副市長）２名で改

革を進めてはどうか。 

 

 

◎市長◎ 

行政改革は、常に進めていかなければならない課題であると思っております。しかし、改

革そのものが目的ではなく、いかに最小の経費で最大のサービスを提供出来るかが大切であ

ると思います。トップマネージメントの一例として、ご指摘の通り現在副市長が不在のため、

１２月定例議会にて人事案件を提案し、トップマネージメントの強化を行ない、職員にもき

ちんとこちらの意思が伝わるようにしていきたいと考えております。 

東村山市の農業は、産出額でいいますと北多摩地域で５番目に多い地域ですので、その面

でいいますと市内の産業の中では、市内の農業者の方は頑張ってらっしゃるなと思います。

農地については多面的な機能、防災上の機能や、緑地の面もありますし、例えば恩多町であ



  

れば、梨を中心に家業をされている方が多く、こういった方が農業経営をきちんと出来るよ

うにしていくことで、後継者が育成できる基盤になると思うので下支えが出来るように頑張

っていきたいと思います。 

商業は、個人商店に関しては今厳しい時代であり店舗数も減ってきております。市内に中

小のマーケットも出来ていますが、市内全体の売上高も減ってきており市外に買い物に行か

れる方が増えてきているようです。そういう意味では、市民の皆さんが車に乗らずに身近な

所で買い物できるよう、既存の商店街が生き残れるように下支えをしていきたいと思ってお

ります。 

先の議会で多くの意見がでましたが、市には観光資源、国宝の千体地蔵堂や「となりのト

トロ」のモデルとなった八国山等がありますので、こういったものをうまく活用しながら、

市外から訪れてもらえるような取り組みをしていきたいと思っております。 

 

 

八国山緑地  

標高８９．４メートルの狭山丘陵の東端にある山です。その頂か

ら上野・下野・常陸・安房・相模・駿河・信濃・甲斐の八国が見

渡せることから、その名が付いたとされています。新田義貞鎌倉

討伐や武蔵野合戦などが行なわれた場所で、山のふもとには久米

川古戦場碑があり、山頂には将軍塚が残されてます。（諏訪町２

―３他） 

                           北山公園 

狭山丘陵を背景にした自然公園で、新東京百景に選ばれています。

豊かな水と緑に囲まれ、春にはれんげや菜の花、夏には１５０種類

１０万本の花菖蒲をはじめとして大賀ハスやひまわり、秋にはコス

モスなどが咲き乱れます。また、園内には多くの野草も自生してお

り、池やその周辺には多くの野鳥が集まり、羽を休め餌をついばむ

姿を見ることもできます。（野口町） 

正福寺・千体地蔵堂 

境内の地蔵堂は都内唯一の国宝建造物です。鎌倉の円覚寺舎利殿とと

もに禅宗様建築の代表的遺構で、昭和９年の改修の際に発見された墨

書銘によると、室町時代の１４０７年（応永１４年）建立とされてい

ます。堂内には江戸時代の地蔵信仰により、多くの小地蔵尊像が奉納

されています。（野口町４－６） 

 

東村山３０景より 



  

◆意見◆市の財政状況について 

（本町 Ｓさん） 

１５年前から市税を分析しているが、市税を生み出す資源が東村山市に無いように感じる。

市税を上げるように有識者会議を開いてはどうか。また、市の借金が７００億円近くあり、

市民はこういった状況をどれだけ知っているのか。 

 

◎市長◎ 

平成 18 年度の決算報告を１２月 15 日号の市報でお知らせしていますが、一般会計での

借金が３７３億円、下水道会計の借金が２９１億円、合計で６６４億円あります。額として

は非常に大きいのですが、当市の場合、建物を建てたり道路を造ったりする際の通常債は他

市とそんなに変わりませんが、私が一番危惧しているのが、職員の人件費や一般経費になる

特例債です。これが１５０億円になります。東村山はもともと財政が脆弱であり、これまで

は国から地方交付税をもらって他市のような行政サービスを提供していました。 

しかし、「三位一体の改革」による、国庫補助負担金の一部廃止・縮減、所得税から個人住

民税への税源移譲、地方交付税の影響で、当市は３年間で約 15 億 4 千万円の減額となりま

した。 

また、国の減税政策により住民税が減税されたことで、その減収分を補てんする住民税等

減収補てん債や、国の交付税の抑制に伴い普通交付税の一部を振り替えた臨時財政対策債な

どの「特例債」の借入が増えてしまいました。 

では、すぐに夕張市のようになるのかというと、夕張市と東村山市では元々の財政規模が

違います。夕張市は、標準財政規模が４０億円のところに５００億円の借金です。東村山市

の標準財政規模は２４０億円程度のところ７００億円弱の借金になります。しかし、大丈夫

であるかというとそういうことではなく、おっしゃるとおり市の収入を上げるためにも、こ

れからも行財政改革を進めていくことが重要であると考えます。 

ちなみに、三多摩平均の市税収入は、市民一人当たり一年間で１６万６千円くらいになり

ますが、東村山市は１２万８千円ほどになります。平均から見ると４万円弱乖離をしていま

す。これには、企業等が少ない、税金がかけられない施設が多いなど様々な原因があります。 

多摩で一番財政力があるのは武蔵野市になります。三多摩平均並みに当市に収入があると

すれば、あと５０億円程度は税収があるはずで、市民の皆さんのご要望にもお答えできるの

ですが今申し上げたような状況です。 

個人市民税に関しては、個人所得になりますので、所得が上がらないと税収が上がりませ

ん。これは、日本全体に係る事になりますので、市の努力だけではなかなか難しい問題です。

よって法人市民税を上げるため、市内に企業を誘致してくることが必要になると思います。 

また、市内の既存の農業者、商工業者の方がしっかり経営ができるよう下支えをしていく

ことも大切であると思います。有識者会議を開催するのはどうかとの貴重なご意見ですが、

早速考えていきたいと思いますし、また、以前のタウンミーティングでも、淵の森で一定の

関係の出来た宮崎監督にお願いしてオリジナルグッツの販売をしたらどうか、入れ歯を回収

したらどうか等のご意見を頂いております。これからも、こうしたら市税が上がるのではな

いか等、どんどんご提案をいただければ有難いと思います。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

   

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年 12 月 15 日号 市報ひがしむらやま より抜粋 

 

一
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会

計

市債残高の推移
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（億円）

下水道会計

普通債

特例債

市税

191億6,462万円
（44.2％）

国・都支出金
108億8,183万円

（25.1％）

市債
28億5,630万円

（6.6.%）

地方交付税
26億4,010万円

（6.1％）

その他

77億6,763万円
（18.0%）

歳入
433億

1 ,048万円

民生費
167億1,361万円

（39.2％）

土木費
58億1,534万円

（13.6％）

総務費
49億6,934万円

（11.7％）

教育費
48億1,912万円

（11.3%）

公債費

41億5,812万円
（9.7％）

消防費

17億6,371万円
（4.1%）

衛生費
35億1,871万円

（8.2％）

その他

9億138万円
（2.2％）

歳出
（目的別）

426億

5,933万円

 

平成 18 年度 一般会計決算 

（簡略版） 

７００ ６６４ ６９９ ６８８ ６７８ 



  

◆質問◆3･4･11 号線の建設について 

                         （青葉町 Ｔさん） 

 

3･4･11 号線の建設のことです。 

（道路の建設に当たり）ランの移植等をもう始めているようだが、道路の建設は長い歳月が

かかると思う。その間の迂回路は、青葉町 2 丁目あたりになると思う。そこにトラックなど

が通る場合、市長さんはどのように私たちの安全を守ってくれるのか。 

 

 

◎市長◎ 

3･4･11 号線に関しては、前から申し上げている通り、市としてはどうしても重要な道路

として認識をしています。府中街道、その先の飯能所沢線の受け入れ先を作らなければなり

ません。 

これは東村山市を通り、東久留米市を通り、西東京市を通り調布保谷線に繋がるというか

なり広域的に必要性の高い事業になり、東京都の都市計画道路第三次事業化計画の中に盛り

込まれていると思います。 

もちろん市としては、市民の皆さんの生活環境が悪化しないように、皆さんから頂いた要

望をそのつど要求してきました。造らないということは出来ませんが、造るにあたってせめ

てものご要望は要求してきております。また、市としましては現在、青葉小学校前に流入し

ている車輌を減少することが出来るのではないかとも考えております。 

 

 

◆質問◆３・４・１１号線の建設について 

                                 （恩多町 Ｕさん） 

 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

3･4･11 号線の建設で生活環境の悪化を懸念されるのはもっともな事であると思います。

しかし、先ほど来申し上げていますが、この道路は広域的な重要性から鑑みますと必要性が

高い道路になります。よって市としましては、取り組まざるを得ないというのが現在の判断

であります。工事になりますと、当然樹を切り、キンラン・ギンランを移植する必要が出て

きてしまいますので、私は東京都に対しては、総量としての園内の緑の保全に努めるよう、

 
青葉町は特に施設がなく、かつては陸の孤島と呼ばれた不便な所だが、緑が多く住みやすい

ところであると思っていた。市長は緑と環境に力を入れていると思っていたが、3･4･11 号線

の建設は、先の展望もなく、他市のためのものであると思う。あまり急いで工事を進めないで

ほしい。 

 



  

要請してまいりたいと思います。 

また、市として都道から以北、府中街道までの工事を早急に進めてほしいと要求をしてお

ります。切れ目なく工事を進めてもらわなければ、道路は繋がりをもってこそ重要性がでて

きますので、都道までで止まってしまったらかえってマイナスになってしまうからです。東

久留米市の道路は、工事が終わっているにも関わらず機能していないのは、入口と出口の工

事が出来ていないからであると思います。やはり、機能性を持たせるためにも、住民の方か

ら都道から以北に関しては、工事を急いでほしいと要請いたしました。 

また、北側から南に向けて進めてほしいとの要望がありましたので、東京都と協議をして

まいりましたが、東京都としては都有地の工事をしないまま、土地所有者の方との折衝はで

きないとの回答がありました。道路の建設に際しましては、青葉町 2 丁目のみなさんの生活

環境が極力悪化しないように努めてまいりたいと思います。 

 

◆質問◆３・４・１１号線の建設について 

（青葉町 Ｈさん） 

 

3･4･11 号線の道路は、借金が 700 億円あるのになぜ造るのですか。昭和 3０年代の計

画で 40 年間止まっていたのに必要があるのか。 

 

 

◎市長◎ 

市で 700 億円近く借金があるのは事実ですが、あくまでも 3･4･11 号線は東京都の事業

になるので、市は財政的な負担はありません。そのことについては、ぜひ誤解のないように

お願いしたいと思います。 

道路の計画が出来たのは昭和 37 年になりますので、45 年前になります。東村山市内の都

市計画道路等は、そのときに都市計画決定されましたが、市内整備の達成率は十数パーセン

トにとどまっております。東京都の 23 区 26 市の中で、もっとも都市計画道路の整備率が

低いのが東村山市であります。全てそのせいであるとは言い切れませんが、整備率の低さも

市の財政力の脆弱の要素の一つになっているのではないかと考えております。しかし、この

22 路線全てを整備する必要は社会環境も変わっておりますので、よく吟味される必要性が

あるとは思います。ただ、道路を整備することによって交通がスムーズになり、排気ガスが

減り、環境にも優しくなることは事実であるかと思います。広域的な道路、府中街道とこの

3･4･11 号線は東村山市にとってかなり重要な道路線であると考えております。府中街道に

関しては、野口橋から北側にかけては止まってしまって所沢市までいっていませんので、こ

れに関しましては、再三東京都に対して整備をしてもらうように、要請をしております。  

3･4･11 号線も、先ほど来申し上げている理由で、必要な道路と考えております。 

 

 

 



  

◆質問◆新しい市民ホールを造ってほしい 

                             （恩多町 Ｙさん） 

 

隣の小平市には「ルネこだいら」、所沢市には「ミューズ」があり、良質な音楽が聴ける。

東村山市には、公民館しかなく、音楽を聴く際は、地元ではなく所沢や小平に行かなくては

ならない。文化的には恵まれていないのではないか。 

 

 

◎市長◎ 

ご指摘の通り、所沢市、小平市には立派な市民ホールがあり、色々な事業をされている事

は認識しております。しかし、ホール事業は建設費や維持管理費が非常にかかり、当市の財

政力では非常に厳しいというのが率直な意見になります。 

ただ、当市の中央公民館は、出来たのが近隣市に比べ比較的早く、収容人数は 500 名弱で

はありますが、様々な催し物をしております。 

これからは、中身を充実させて、市民の皆さんに本当の文化に触れ合っていただく機会を

増やしていくことが、大事であると思っております。誠に申し訳ありませんが、良いお答え

はできない現状です。 

 

 

～１0 分休憩～ 

 

 

◆意見◆空堀川の遊歩道に信号機、横断歩道を設置してほしい 

（本町 Ｓさん） 

 

東村山市に住んで 30 年になる。 

空堀川の遊歩道をよく利用している。遊歩道はたくさんの道路と交差をするので、交差地

に信号機、横断歩道を設置してほしい。また、川の水の増水もしてほしい。 

 

 

◎市長◎ 

空堀川の遊歩道についてですが、私もたまに空堀川の遊歩道を散歩し、楽しみにしていま

す。ご意見に関して、私自身気がつきませんでしたし、議会のほうでも出たことがありませ

んでした。しかし、ご意見にありました鷹の道や所沢街道を横断する箇所は確かに何もない

ので、安全対策のため管理者である東京都と協議をしてまいりたいと思います。 

川の水量の確保に関しては長年の懸案事項で、現在請願も出ており、議会で議論をされて

いるので、まだ結論が出ておりません。結論がでましたら、それに基づきたいと考えており

ます。 



  

ただ、川の水は原水といえども都民のお金で買い取った水であるため、ただでは放流をし

てもらえないのではないかと考えております。建設局に対しては水を流れるようにしてほし

いとお願いをしていますが、進んでいないのが現状で、議会の審議を踏まえながら引き続き

東京都と協議をしていきたと思います。 

 

◆意見◆遊水池の整備等 

（ Ｅさん） 

 

日立の独身寮近くの遊水池が荒れ放題になっている。ウッドデッキが腐食しており危険で

ある。事故が起こる前に手入れをするか、撤去したらどうか。 

また、議会を傍聴したが、学童の喘息罹患率が都内で最も高いとの質問に対し、研究しよう

という気が感じられない答弁であった。 

 

 

◎市長◎ 

私の勉強不足で遊水地については、早急に調べて対応したいと思います。喘息罹患率につ

いては各市のデータの取り方が一律ではないと、所管課より聞いております。基礎データの

取り方が異なるため、客観的なデータといえるのか少し疑問があります。 

普通に考えて、23 区の環境よりも、当市の方が空気に関しては環境が良いと思いますの

で、罹患率が高いのは正直疑問であります。質問の主旨は秋水園の影響をさすものであると

思いますが、実際は秋水園から離れた学校の方が罹患率が高くなっており、因果関係を証明

できません。 

ただ、不安の原因を払拭しないのは良くないと思います。今後、科学的な因果関係を解明

して、説明をする必要を感じており、担当部長と話をしてまいりたいと思っております。 

 

○下水道課より○ 

 ここは、下水道事業記念事業として、平成 7 年度に出水川の調整池をビオトープ等の親水

を目的として整備いたしました。 

 現在、人の侵入による危険防止と管理上の問題から周囲をフェンスでかこみ、対応をして

おりますが、ウッドデッキにつきましては、撤去の方向で検討しております。 

 

◆意見◆石橋の修復について 

（青葉町 Ｋさん） 

 

 地域のパトロールを行っており、電気が切れている街灯を見つけると市に連絡をしている。

連絡をすると、翌日には直っていることが多く、感謝している。 

 一点お願いがある。ふれあいセンター近くの石橋の拡幅をしてほしい。 

 



  

 

◎市長◎ 

石橋の架け替えと、歩道橋の設置については長年の懸案事項となっており、恩多町選出の

議員の方が長年おっしゃってきています。19 年度で設計をしており、20 年度で施工ができ

るよう予算を策定しております。緊急性の高い箇所から実施したいと思っております。 

                           

◆意見◆運動公園の整備について 

（恩多町 Ｓさん） 

 

運動公園の柵が壊れていて危険である。また、機関車Ｄ５１が腐食しているので修理が必

要ではないか。 

 

 

◎市長◎ 

運動公園の柵の問題、そして機関車の腐食の問題も認識をしており、なんとか早い段階で

修理をしたいと考えております。柵の関係は危険な箇所がありますので、出来れば来年度位

に予算を確保したいと思っております。 

Ｄ５１については、せっかくの貴重な機関車でありますが、先の見通しが立っていないの

が現状です。今後どうしていくのか、方向性を出していきたいと思っております。 

 

◆意見◆若い世代にも住みやすいまちづくりを 

（恩多町 Ｍさん） 

 

 今日、初めて参加をしましたが、高齢の方が多いですね。30、40 歳代の人にも住みやす

いまちになれば、税も入ってくると思う。10 年後を考えてほしい。子どもを育てやすい環

境にしなければ、若い世代は住み着きません。 

 

 

◎市長◎ 

当市では、２６市で２番目に 65 歳以上の方の割合が高く２０％を超えております。ただ、

東村山市は比較的地価が安く、ファミリー世代も増えてきており、一部の地域では学校の教

室が足りなくなってきています。 

東村山市は昭和３０～４０年代くらいにお住まいになった方が多く、現在７０歳代くらい

になった方が多くいます。市としては多世代がバランスよく住んでいただくことが必要であ

ると考えています。市では、子育て全体を考えた中で、保育園の待機児童の解消、子育て支

援、学校については子供たちの安全を考えて計画的な耐震補強工事などに力をいれているの

で、東村山市は比較的緑も多く、子育てに適した環境であるとＰＲしていきたいと思います。 

一方で市内の高齢者の方々は、どこの地域でもまちの事に強い関心を持っていらっしゃり、



  

地域の子どもたちの安全を守るため朝夕、小学校の防犯上の見守りパトロールなどに多くの

方が参加されている実態もあり、ありがたく思っております。 

東村山市を本当の意味で支えていただく、愛して頂く市民の方が非常に多くなれば、良い

まちになっていくと思いますので、おっしゃる通り、３０、40 歳代の方にも住みやすいま

ちづくりに力を入れていきたいと思います。 

 

◆意見◆安心して子どもを生み育てていける環境に 

（恩多町 Ｓさん） 

 

東村山市に男女共同参画条例ができた。多摩の地域では 4 番目で、大変嬉しく思っている。

男性も女性もいきいき暮らせるまちを目指すのが参画であると思う。 

市に引っ越しをしてくる若い方は、ホームページで市の情報を調べてから引っ越してくる

と聞いたことがある。子育て環境に期待を寄せており、医療費免除、妊産婦の検診補助など、

安心して出産が出来る等子育てのしやすい環境づくりをしてほしい。 

 

 

◎市長◎ 

ただ今のご意見は、議会でもご指摘を頂いている内容になります。市内で、分娩できる産

院は１箇所しかありません。公立昭和病院でも、医師の確保に苦慮をしており、国を挙げて

少子化対策と言われているが、実際には産院の確保が進まない状態になっております。自治

体だけでなく、国を挙げて産院、小児科医を増やすために取り組んでいかなければならない

と考えております。当市としては、少なくとも昭和病院の医師の確保にこれからも努力をし

たいと思っております。 

また、医療費事業の問題でありますが、当市では１０月より所得制限なしで３歳児までの

医療費を無料にしております。何とか、小学校にあがるまでは所得制限なしで無料化にして

いきたいです。しかし、今の制度では１割程度の方しか適用になっておらず、しかも、所得

は少ないが収入は多い方が多いということが市長になってから分かりました。収入に関わら

ず１００％支給したほうがよいのかどうかの問題は検討していきたいと思います。 

総合的に見て、どのように東村山市を子育てのしやすい環境にしていくのかは大きな課題

であり、これからも頑張っていきたいと思います。 

先日、富士見児童館の子どもまつりに行ってまいりましたが、軽食を食べていた際に親子

連れの方と相席になったのでお話をしました。その親子連れの方は調布市よりいらっしゃっ

たとの事でした。なぜ、調布市から来たのかと聞きましたところ、東村山市のホームページ

を見た際、東村山市は子育てに関して様々な取り組みをやっているのがわかったから調布か

らお見えになったとおっしゃっていました。 

やはり、若い世代の方の情報媒体というのは、インターネットであるのだと再認識をいた

しました。 

 



  

【意見カードを使用した意見交換】 

 

◆健康・福祉関係◆                 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 ‘修正’という意味合いが分からないのですが、タイムダラー制というのは、ボランティ

ア活動の対価として、最近話題の地域通貨を発行するという制度であります。自分でボラン

ティア活動したことによって、将来自分もなにかボランティアの助けを受けるというのが地

域通貨の原点になります。 

当市でも、そういった取り組みを考えていく必要があると思いますが、現段階でいつまで

に、どういった制度を設けますとはお答えができませが、非常に重要な社会的な制度である

と思っております。 

  

◆ごみ問題◆                    (青葉町 Ｈさん) 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 ごみ収集につきましては、全部民間に委託をしておりますので、協議をしてご意向に沿え

るようにしていきたいと思います。 

 

◆その他◆                    

(久米川町 Ｕさん) 

 

 

 

 

修正タイムダラー制について、再度質問する。取り入れる考えはあるか。ある場合はス

ケジュールなどを知らせてもらいたい。 

 

ごみ回収時のポリバケツのフタをきちんと締めることは出来ないか。各戸回収に伴いカ

ラスの害にあわないようにポリバケツを購入したが、回収員の方はフタをバケツに載せる

だけなので、風が吹いたりするとフタが飛んだり、車に轢かれたりする。フタをきちんと

閉めてほしい。 

 

当市で国民保護法の実施要綱のようなものが出来たとのことですが、内容について知り

たい。 



  

◎市長◎ 

 国民保護法に基づいた、国民保護計画が策定されました。これは、外国から武力行為を受

けた場合にどのようにするのかというのがこの制度の主旨になります。その際の自治体の行

動が示されています。詳細については手元に資料がございませんので、具体的にはお答えが

できません。よろしければ、後日回答させていただきます。 

 

○防災安全課より○ 

東村山市国民保護計画は、警報の伝達や避難誘導、ＮＢＣ攻撃（核・生物・化学物質等を

使用）による災害への対処、特殊標章の交付及び管理など、武力攻撃や大規模テロ等から迅

速かつ的確に国民保護措置を行うため避難や救援に関する事項、普段から備えておくべき事

項等について記載されています。東村山市国民保護計画は、図書館、情報コーナーで閲覧が

できます。 

 

◆交通◆                    

(恩多町 E さん） 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 コミュニティバスに関しましては、各方面からご要望をいただいております。現在、運動

公園から東村山駅に向かうルートにつきましては、民間事業者が国に対して路線の申請をさ

れました。市側としましては、国からの認可が下りれば民間事業者にお願いしたいと考えて

おります。 

 

◆その他◆                    

(青葉町 Ｈさん) 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 私の見解と異にされる方も多々いらっしゃるかとは思いますが、基本的な考え方を申し上

げたいと思います。私自身、東村山市の道路事情が基本的に悪いと思っており、計画道路に

関しては整備を進めていくのが重要であると思います。都市計画道路を全部造るということ

ではありませんが、都市計画道路を整備することによって、生活道路に流入している車輌の

減少に繋がってくると考えております。 

 

運動公園正門前から市役所を経由して、東村山駅までのルートにコミュニティバスを走ら

せてほしい。 

 

どの様な東村山市をつくろうとしているのか、その為に住民に何を理解してほしいと思

っているのか。また、つぎはぎ針金道路をどうにかしてほしい。 



  

南北方向では府中街道、東西方向に関しては東村山駅を通り秋津へ向かう 3･4･27 号線に

ついては、なんとか整備を進めて生活道路への車の流入の減少に繋げていきたいです。 

 つぎはぎ針金道路ということですが、星が丘の地域をさしているのでしょうか。星が丘地

域に関しては、確かに道幅も狭く、災害時にはどうするのか課題として認識しております。

しかし、現状そこと道路をどうしていくのかといった具体案はありませんが、市民のみなさ

んと協議しながら進めていくのか共に考えていきたいと思います。 

 

◆施設関係◆ 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 青葉町の公共施設に関しては、ふれあいセンターを建設するということが、ふれあいセン

ター構想の中にあり、どこに設置するのかということが一つの課題になります。当初は、「平

成の里」の隣接地に建設をしていく予定でしたが、青葉町全体から見ますと位置的な問題や、

道路事情が良くないのではないかというご指摘があり、実際問題、青葉町のどのエリアに建

設するのか固まりきれていません。 

人口等を考慮しますと、青葉町 2 丁目あたりに設置が妥当かと思いますが、「平成の里」

の隣接地になにかしらの施設を設置したいと 3 丁目、星が丘の住民の皆さんとお話をしてき

た経過もありますので、それらを総合的に鑑みながら決定をしていきたいと思っております。 

 空堀川にトイレを設置するとのご要望ですが、実際に設置をするとなると周辺住民の方の

ご理解を得なければなりませんが、議会でもトイレの設置については議論をされていますの

で、東京都、周辺住民の方々と協議の場が持てればと思っております。 

 

◆その他◆ 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

自治会のあり方についてですが、毎回のようにタウンミーティングでも話しが出ておりま

す。実際に、自治会の役員さんをされている方は大変なご苦労をされていることは承知して

おります。最近は昔と違い、自治会に加入しなくても行政サービスを受けることによって、

日常的な生活に大差がないため、自治会に入るメリットを理解してもらえません。むしろ、

 

青葉町には公共集会施設がありません。気軽に集える場所の設置を早急にお願いした

い。また、空堀川遊歩道にトイレ、街灯の設置をしてほしい。 

 

自治会の加入率や役割について。 

また、大岱小学校でふれあい給食をつづけてほしい。 



  

何年かに一度、役員をやらなければならないので加入をしないというお話を聞きます。 

しかし、有事の際を考えますと、地域住民の方々が相互に顔見知りであれば、一緒に何か

に取り組んでいただけるため、市にとって大変重要なことになります。以前市では、自治会

に対して会員数に応じた補助金を出しておりましたが、現在は掲示板の補助費に切り替えさ

せていただきました。 

現在のほとんどの補助金の出し方は、人数に応じた金額ではなく、事業・活動に応じ事業

費補助を出すという形に変わってきておりますので、今後は防犯、防災や福祉的な活動を行

った際に多少なりとも支援が出来るような仕組みにしていきたいと考えております。 

 ふれあい給食は、小学生のみなさんと高齢者のみなさんが一緒に食事をするもので、現在

市内では４校が実施しています。高齢者の方にとっては、学校にでかけることで引きこもら

ず、子どもとふれあうといった福祉的な事業になり良い効果があると聞いております。また、

児童さん達にとっても地域の方とふれあいことが出来るよい機会になっているとの事ですの

で、今後もできるだけ継続していければと考えております。 

                                          

 

   

○市長まとめ 
本日 2 時間に渡り、皆さんから大変貴重なご意見を様々な角度から頂き、本当にありがとうございました。私

の回答でご満足いかなかった部分も沢山あったり、そもそもの考え方が随分違うと感じた方もいらっしゃったか

と思います。 

しかし、考え方が異なっても、対話を重ねていくことは大事なことであると思いますし、市の状況もある程度

知っていただいた上で、皆さんからの様々なご意見をこれからもお聞きして、お金のない市ではありますが、な

んとか頑張って皆さんのご期待に沿えるような市政を目指していきたいと思います。 

これからもタウンミーティングは続けていきますので、またぜひお越しいただいて、ご意見をいただければあ

りがたいと思います。 

最後に、本日の会場設定、運営をしていただきました市民協議会の皆様、要約筆記をしていただきました「ゆ

いまーる」の皆様に心から感謝を申し上げて、お礼のご挨拶とさせていただきます。皆様、本当にありがとうご

ざいました。 

 



  

 

 

●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 1 回 
終了しました 秋水園ふれあいセンター 

第 2 回 
終了しました 多摩湖ふれあいセンター 

第 3 回 
終了しました 恩多ふれあいセンター 

第 4 回 
平成 20 年 1 月 19 日(土) 栄町ふれあいセンター 

第 5 回 
平成 20 年 2 月 16 日(土) 久米川ふれあいセンター 

午前 

10:00 

～ 

12:00 

      

 

 

      

○開催情報 



  

○参考 

●意見カードに記入された意見の系統別件数。 

 
系統 件数 

１．健康・福祉等 ４件 

２．子ども・防犯等 ７件 

３．緑・環境等 ０件 

４．交通・都市整備等 ３３件 

５．施設関係 ７件 

６．その他 ７件 

合計 ５８件 

 

 

 

●平成１９年１２月１日現在の東村山市住民登録人口 

 人口総数は 148,272 人。（内、外国人登録者数は 1,868 人） 

 

平成19年12月1日現在人口
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