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○開催内容 

 

平成２０年１月１９日（土）午前１０時から栄町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４回タウンミーティング」を開催いたし

ました。 

 ７0 名ほどの参加者があり、栄町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、栄町、萩山町地域の課題など、多くのご意

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３0 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付し、うち４２枚を回収しました。 

・参加者の住所地 

 

 

 

 

 

 

     

 

   ・年齢                ・性別   

 

 

 

 

 

 

 

本町 ２ 富士見町 ２ 

久米川町 ０ 美住町 ２ 

秋津町 ０ 廻田町 ０ 

青葉町 ２ 多摩湖町 ０ 

恩多町 １ 諏訪町 ０ 

萩山町 １１ 野口町 １ 

栄町 １９ 未記入 ２ 

市外 ０ 合計 ４２ 

男性 １６ 

女性 ２５ 

未記入 １ 

合計 ４２ 

  

年代 参加者数 

20 代未満 ０ 

20 代 ０ 

30 代 １ 

40 代 ３ 

50 代 ６ 

60 代 １２ 

70 代 １４ 

80 代以上 ５ 

未記入 １ 

合計 ４２ 
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○第４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。 

本日は、第 4 回タウンミーティングの開催に際して、栄町ふれあいセンター市民協議会の皆様のご

協力のもと、このように沢山の市民の皆さんにお集まりをいただき、開催できることを感謝しており

ます。ご参加いただきありがとうございます。 

このタウンミーティング、市民の皆さんと私の対話集会は、４月に行われました市長選挙での私の

マニフェストの一つで、できるだけお金がかからずに、すぐできるものは何かということで、昨年の

10 月から始めさせていただいた事業になります。本年度は、市内に 5 箇所ありますふれあいセンタ

ーを会場に、ふれあいセンター市民協議会の皆様に大変お世話になりながら、市とのコラボレーショ

ンの形で開催をさせていただいております。 

市の状況は、皆さんにご案内通り、様々なご要望等をいただいても、すぐになかなか対応ができな

いのが実態であり、極めて厳しい状況が続いております。しかし、市民のための仕事をするのが市役

所の仕事でありますので、できるだけ直接こういった場所に出かけて、市民の皆さんの様々なご意見、

ご要望等を踏まえた中で、市政運営にできるだけ反映をしていきたいと思っております。 

市政の根幹は、市民の皆さんと私たち行政側が話し合いをすることではないかと思っておりますの

で、本日も忌憚のないご意見をお寄せいただきますようお願い申し上げ、栄町ふれあいセンター市民

協議会柴田会長をはじめ、宮沢総務部長、市民協議会の皆様のご協力に心から感謝を申し上げまして、

開会の挨拶に代えさせていただきます。 

 本日は、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。 

 

◆意見◆(通称)ざわざわ森について 

（栄町 Ｓさん） 

 

旧萩山コートからの一体エリアにある(通称)ざわざわ森は、自然破壊になるとのことで

手入れができない。防犯上に問題があると思うが、いかがか。 

 

 

◎市長◎ 

 ざわざわ森は、萩山公園の一部として平成 13 年に開園いたしました。 

この場所は、もともとの東村山の雑木林の面影を残そうといったコンセプトになっており

ます。一定程度の草刈を行い、ある程度見通しが利くように手入れをしておりますが、雑木

林ということで、近年、防犯上好ましくないとのご指摘を議会を通しても頂いております。 

特に公園内のトイレに、ホームレスの方がほぼ住み着いた状態になった時期もあり、そう

いった点はちゃんと見回りを行い、再発しないように取り組んでいきたいと思います。 

また、昨年、一昨年お騒がせをしておりましたテニスコートにつきましては、その跡地に

マンションを建てる事を認める代わりに、敷地の 70%を民設公園※として開放をしてもらう

ことになりました。昨年、この民設公園をどういった公園にしていくかについて、市民参加、

ワークショップという方式で参加をされた一般市民の方々が話し合いをされ、その中で公園

内に公衆トイレは必要であるとの話がでました。 

しかし、ざわざわ森にもトイレが設置されている為、2 箇所に設置することは難しいとな

りました。そこで、防犯上の問題を改善するためにも、ざわざわ森にあるトイレを閉鎖する

ことも視野に入れつつ、新たに設立されます民設公園に設置するといったことも検討をされ

ております。この民設公園は、今ある樹を活かしながらも、ある程度開けた見通しの良い公

園になる予定であります。 

そのほかは、警察の方にパトロールを強化してもらえるようにしたいと思っています。 

 

   

 

 

民設公園とは 

 

企業に対し、企業の保有地に高層マンションを建設

することを認めることと引き換えに、その一部を公

園として整備し提供してもらうこと。 
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◆意見◆久米川駅の北口の再開発について 

（栄町 Ｓさん） 

 

グリーンバスが走っているが、去年、市は宮崎駿監督と一定の関係ができたと思うので、バ

スを‘ねこバス’の形にできないか。 

子どもたちが喜び、まちのシンボルになると思うが。 

 

  

◎市長◎ 

地域振興にからめて、グリーンバスをアニメのキャラクター‘ねこバス’にしたら、観光

にも使えるのではないかのとのご提言は、実はさまざまな方からいただいております。 

 ただこの件につきましては、直接、宮崎監督やスタジオジブリに持ちかけた経過はござい

ませんが、‘トトロの森’や‘トトロの里’といった名称を使わせて欲しいと数年前に申し入

れをしたことはあります。しかし、その時は断られてしまいました。著作権を使わせていた

だく為には、宮崎監督だけではなく、会社の方の著作権もあるようです。すぐに、認めてい

ただくには難しい所もあるかとは思いますが、せっかくそういった声をいただいております

ので、一度検討させていただきたいと思います。 

 大変、夢のある提案であると思いますので、実現できれば東村山市のＰＲにもなるかと思

っています。 

 

◆意見◆女性の参画について 

（野口町 Ｏさん） 

 

女性団体連絡会の会員です。男女共同参画条例が平成 18 年４月に施行され、大変嬉しく思

っている。しかし、市の行政委員会、審議会の男女比を見ると男性が多い。 

また、市の管理職も女性がいない。計画・立案の段階でも、どんどん女性を参加させてほし

い。 

 

 

◎市長◎ 

 市の行政委員等の委嘱につきましては、「付属機関等の設置及び運営に関する要綱」におい

て‘東村山市男女共同参画基本計画に基づき男女のいずれか一方の委員の数が、登用目標比

率３０％未満にならないように努める’としておりますので、私が市長に就任させていただ

いてからは、新たに委員をお願いする際は、女性の方にも積極的にお願いをしております。 

 しかし委員会・審議会の構成委員は、例えば社会福祉協議会から何名、商工会から何名と

なっていることが多く、女性にお願いをしたい、とこちらから依頼してもなかなか受けてく

ださる方がいらっしゃらない。また、最近立ち上がりました審議会の公募についても、今回
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は男性の方からしか応募がありませんでした。 

 今後、どのように女性の方にこういった場所に参加をしていただくかは、行政側の努力だ

けではなかなか難しいかとは思いますが、市側としましては公募枠の割合を増やして、女性

に参加をしていただきたいと思います。 

 管理職の問題ですが、市役所全体で見ますと４割程度の女性の職員がおります。その中で、

女性の課長クラスの管理職は 2 名おります。しかし現在、男性、女性に関わらず管理職にな

ろうとする職員が少ないのが実状です。私は市長になってから、男女問わずに管理職を目指

して欲しいと言い続けています。おっしゃるとおり、能力のある女性も沢山おりますので、

是非頑張って欲しいと思いますし、徐々にですが、女性の管理職も増えていくと思います。

そういった頑張っている女性職員に対しても、ぜひ市民の皆さんが後押しをしていただける

とありがたいと思います。 

 

◆意見◆介護保険料について 

（栄町 Ｎさん） 

 

市・区によって保険料が違うため、分かりやすく説明をしてほしい。また、介護を受けてい

る人へのアンケートを実施しているのか。不正請求を防ぐためにも、施設への抜き打ちの検

査をしているのか。 

また、医療と介護の区別はなにか。介護認定についても格差があると思うが。 

 

もう一つ、民生費の割合が高いので、検証のため民間からの委員会を作ったらどうか。 

 

 

◎市長◎ 

 大変難しいご質問を頂きました。介護保険制度というのは、日本全国で行われており、保

険者は基本的に各市町村になっています。よって、東村山市が保険者で、東村山市民の方が

被保険者になります。住民の方の高齢化率や、そこに住んでいる方がどの程度サービスを受

けられているか、との事を基本にして、各市で保険料の納付額を決定しております。当市で

は、4 千円弱ですが、高い自治体ですと約 6 千円というところもあるようです。 

 できるだけ、効率的な保険運営に努め、なるべく保険料が上がらないようにと考えており

ますが、介護を受ける方がその町で多くなれば、当然サービス量が増えますので、それに連

動して 3 年ごとの見直しの際に、ある程度は額を引き上げざるを得なくなります。 

 アンケートや抜き打ち調査についてですが、この件は正確に私が掴んでおりませんので、

後ほどお答えさせていただきたいと思います。 

 また、介護の認定についてですが、基本的に市民の方から申し出があった際に、市の職員

がお宅に訪問をして、その方の身体的、精神的な状態をチェックさせていただき、それに基

づき判定会議を開き、介護状況を医師等に判定していただき決定をしております。制定され

た当時、平成 12 年であるかと思いますが、調査委員によってバラつきが出るのではないか

とのご指摘がありましたが、現在では、介護認定を行うのにあたり一定の判定が出せるよう、
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技術も向上してきていると思います。認定された状態にご不満がある場合は、再度申し出を

行うと再調査を受けられる機会が設けられております。 

 事業者につきましては、ほとんどの指定権を東京都が持っております。しかし昨年、業者

からの不正請求等の問題が起っておりますので、市として、何が出来るのか研究させていた

だきたいと思います。 

 そして、民生費の圧縮を進めよとの意見でありますが、行政側としましても費用を抑えた

いと思っておりますが、当市は高齢化率が三多摩の中でも上位であり、お元気な方も多いの

ですが、やはり高齢の方が多くなりますと、医療や介護を受けられる方が増えてまいります。

市としては、医療や介護にかからないよう、その前段で健康を維持増進してもらうように極

力努めていきたいと考えております。このふれあいセンターでも、様々な活動を実施され、

地域の高齢者の方のちょっとした体操やゲームをしていただき、心も体も健康を維持してい

だきたいと思います。行政も、そういった面で後押しをさせていただき、高齢化が進んでも、

なるべく病気にならない健康な高齢の方に住んでいただけるような環境を整えていきたいと

思います。 

  

○高齢介護課より○ 

 アンケート調査につきましては計画作成時に実施をしておりますが、施設の抜き打ち検査

は行っておりません。不正がないように、市も監査・指導が出来るようになりましたので、

介護サービスの適正化に努めてまいります。 

 

 

◆意見◆「萩山通り」の安全対策について 

（萩山町 Ｓさん） 

 

野火止から萩山駅に向かう萩山通り、久米川病院の前の道は交差路が多く事故も多発し、大

変危険であると以前から指摘されている。 

朝、交通規制がなされているが、規制時間帯に通行する約３００台のうち半数強の車輌が規

制を守らない。特に改善をしてほしいのは、鶴岡皮膚科前の左折禁止の規制箇所である。規

制の標識が見えにくい事も要因であるので、表示方法を工夫して、違反車輌をなくすよう対

策をとってほしい。 

 

 

◎市長◎ 

 私も萩山町の住民ですので、萩山通りに限らず、萩山町の道路事情の悪さは日常生活を通

して感じております。 

 萩山通りの交通事情に関しましては、旧テニスコートを民設公園にする時に、地域の住民

の皆さんからご意見をいただいております。市としましても、警察と連携をしながら問題点

を解決できるよう調査等を進めております。ご要望の箇所につきましても、実が挙がるよう

にしていきたいと思います。まったく車輌を止めるということは、あの地域には代替道路が
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ないため難しいとは思います。 

萩山町の南北をつなぐ道路につきましては、安全性を考えると道路拡幅をしたらどうかと

の意見もありますが、あの地域はぎっしり家が立ち並んでおりますので難しい状態です。現

在、止まっております都市計画道路を、萩山駅まで延ばすことも考えられますが、膨大な数

の民家が立ち並んでおりますので、そこにお住まいの方に移動してもらわなければならない

問題もあります。したがいまして、抜本的な対策を講じるには、地権者の方と地域住民の方

の合意形成が不可欠になってまいります。応急的といっては語弊がありますが、現状の道路

を使いながら、どのようにしたら交通事故が起きないのかを、警察等と共に研究を進めてい

きたいと思います。 

 

 

◆意見◆栄町ふれあいセンターについて 

（栄町 Ｍさん） 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 この栄町ふれあいセンターを造る当時も、可動式の舞台を造ってほしいと、前老人会の会

長さんからも強く要望されましたが、やはり費用の面で難しく断念せざるを得ない経過があ

りました。当市は厳しい財政状況の中にありますので、ふれあいセンター市民協議会の方と

も検討をしていきたいと思います。 

 

◆意見◆西武線の踏切の拡張について 

（栄町 Ｙさん） 

 

以前から市側にお願いをしている件であるが、久米川駅北口の再開発で道路は拡がるが、踏

切は拡がらない。萩山町と栄町との境にある踏切についても、暗渠にするような動きがあっ

たが、１億円程度の費用がかかるとの事でなくなった。 

通行の安全確保のためにも、西武鉄道に働きかけをしてほしい。 

 

 

◎市長◎ 

 久米川駅の北側の踏切を、道路の拡幅に併せて踏み切りを拡張してほしいとのことですが、

当該道路は都道であるため、東京都に要望をしていきたいと思います。 

野火止用水の方の踏切に関しては、私も議員の時には拡幅に向けて働きかけをしておりま

したが、市長になってみますと、やはりネックは費用の問題になってしまいます。市内には

 

栄町ふれあいセンターの集会室に可動式の舞台を造ってほしい。署名活動等もするので、ぜひ

造ってほしい。 
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危険と思われる踏切が数多くありますので、現在大型事業として進めております、北口や西

口の事業が終わった際には、危険度合いが高い場所から順次、踏切対策に関しても取り組ん

でいきたいと思います。 

現状では、すぐに拡げるということはできませんが、課題としては認識しているとご理解

をいただきたいと思います。 

 

◆意見◆(通称)ざわざわ森について 

（萩山町 Ｍさん） 

 

一昨日、業者が入り、入口のところの笹の上部を全部切り取っていたが、根っこは残ってい

る。 

笹が繁茂すると、森を死滅させるという。森を育てるためには手入れが必要である。 

ボランティアによる草刈が、春と秋に行われているが、どういった森を育てていくのかをし

っかり計画し、取り除く草等が分かるようにしてほしい。 

 

 

◎市長◎ 

 確かに里山になりますので、純然たる自然ではなく人為的な自然になります。木が育つに

は何十年といった単位が必要になりますし、育てるべき植物と除くべき植物とが分かるよう、

計画的に進めていかなければならないと思っております。色々とお手伝いをいただいている、

周辺の住民の皆さんともできるだけ協議をしながら、手入れをしていきたいと思います。 
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◆意見◆市民の声の活かし方について 

（萩山町 Ｓさん） 

 

４月に行われた市長選において、渡部さんは実質的に負けたと思っている。渡部さんに投票

をしなかった市民の声を、どのように市政に活かしていくのか。 

また、市民の声を取り入れるために市民自治条例を作られるかと思うが、どのように進行し

ており、また、目途はついているのか。 

 

 

◎市長◎ 

 選挙終了後、西口開発反対を唱えられていたお二人の得票数を合計すると、私は負けであ

るとの声をいただきました。しかし、現在の選挙制度では私が当選者でありますのでその点

では、ご意見が異なるのかなと思います。しかし、実際に西口の開発に対し反対や見直しの

意見をお持ちの方は、確かに多いと承知はしております。しかし、私は継続事業については、

推進していくとの立場を訴えて当選させていただきましたので、西口については推進をさせ

ていただき、今日を迎えております。 

 市民の皆さんの声につきましては、極力お聞かせをいただきたいと、このような場を設定

しております。では、具体的にどういったことが実現されているのかと言いますと、「路上喫

煙等の防止に関する条例」の策定等もありますが、予算策定等を行う中で、議会からご指摘

をいただいた事項、タウンミーティングを通して頂いた意見等を通しまして、できるだけ予

算等に反映できるように努めさせていただいております。 

自治基本条例に関しましては、議会等でも度々ご指摘をいただいております。条文を作り、

議会に諮るということも出来ますが、それでは形だけの中身の伴わない条例になってしまい

ます。今年度は、ふれあいセンターを中心にタウンミーティングを実施し、来年度は１３町

全てで、こういった機会を設けさせていただき、現状を皆さんに知っていただいた上で、東

村山市の自治をどのようにしていきたいのか、という機運を盛り上げ、市民の皆さんと今後

の東村山市を考え、議会のご指導をいただきながら条例作りを進めていきたいと考えており

ます。 

策定の目途につきましては、任期中にできればと考えております。 
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◆意見◆萩山駅のエレベーター設置について 

（萩山町 Ａさん） 

 

８年間の運動の成果で、萩山駅にエレベーターが設置になったが、地下に穴があるという。 

この穴について、調査をしてほしい。また、調査の必要がないということであれば、教えて

ほしい。 

地下の穴の場所は、西武鉄道の地所になるかと思う。この穴を埋めるに当たって市が経費を

出すと聞いたが、西武鉄道の持ち物になぜ、市がお金を出すのか。 

また、萩山町は東村山市の僻地で何もないので、エレベーターだけでなく、エスカレーター

も設置してほしい。 

 

 

◎市長◎ 

穴については、防空壕ではないか、または石を採掘した跡ではないか、地下水脈の水が枯

れた跡ではないか等の諸説がありますが、西武鉄道としても良く分からないといったところ

であります。 

調査というお話ですが、道路等ですと市の持ち物でありますので調査をする必要が今後生

じる可能性もありますが、個人の住宅に関しましては個人の財産になりますので、市で調査

をするということは現在考えておりません。 

また、なぜ穴を埋めるのに市がお金を出すのかということですが、工事の費用は全額を市

が負担するのではなく、法定負担割合に応じて、国、市、西武鉄道で三分の一ずつ負担をし

ます。エレベーターを造るのに必要な工事費用になりますので、市としても一定の負担はせ

ざるを得ないと考えます。 

エスカレーターの設置につきましては、私も議員のときから要望をしておりましたが、現

在の萩山駅の階段の幅では設置ができないというのが、西武鉄道からの回答であります。 

また、萩山町は僻地で何もないとの話でありますが、これはどこのふれあいセンターにお

邪魔しても、「ここは僻地で恵まれていない」といった意見が出ます。行政としては、地域に

よって偏りがないように政策を進めておるつもりでありますし、今後も進めてまいる所存で

あります。 

 

◆意見◆ 

（青葉町 Ｔさん） 

 

タウンミーティングは今回で４回目になると思う。私は関心を持って、うち３回に参加をし

ている。このタウンミーティングを通じて実際に行動を起こしたことは何か、又は、今後実

施していくものがあるのか。 
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◎市長◎ 

 今年度中に、すぐに実施した事業があるのかということですが、秋水園ふれいあセンター

で実施した第 1 回タウンミーティングで、「たばこのポイ捨てを禁止する条例を作ってほし

い」と強く意見をいただきました。長い間の懸案事項であったため、タウンミーティングの

実施後から条例作りを始めたというわけではありませんが、直接市民の皆さんから強い要望

をいただいたということで、１２月の定例議会に「路上喫煙等の防止に関する条例」を上程

いたしまして、議会の議決をいただくことができました。この条例は、今年の６月から施行

されまして、秋津駅～新秋津駅間、東村山駅、久米川駅周辺では、一定の喫煙場所を確保す

ると同時に歩行喫煙を禁止する地域に指定する条例になります。条例の目的は、過料を取る

ことや、喫煙をするなというのではなく、定められた場所で喫煙をしていただく事が目的に

なります。ポイ捨てや、歩きながらの喫煙はやめてくださいと、今後市民の皆さんにＰＲを

していきたいと考えております。この条例は、タウンミーティングでご指摘をいただき、前

進した事例の一つとして挙げられると思います。 

                          

    

 

 

～１０分間休憩～ 

 

 

◆意見◆公民館の使用料について 

（Ｋさん） 

 

私は東村山に住んで４９年になります。東村山市に住んで良かったなと思っていたが、去年

から公民館の使用料が値上がりになった。もう一度、使用料の見直しをしてほしい。 

 

 

◎市長◎ 

 この公共施設の使用料の件は、毎回タウンミーティングの会場でご意見をいただき、また、

議員の方が議会にて指摘をされておりますので、そういった声があることは認識しておりま

す。 

 しかし私は、公的な施設といえども、利用される方、されない方の公平性を考えますと、

利用される方が一定の負担をするのは、本来のあり方になるのではないかと考えます。けれ

ども、本来の趣旨としては市民の皆さんに使っていただく為の施設ですので、利用料を上げ

たことが理由で施設の利用者が極端に減ってしまう状況になっては、本末転倒になってしま

います。 

 私は基本的に、有料にして市民の皆さんに一定の負担をお願いしていく考えでありますが、

今後の利用者数の推移を見ながら、料金のあり方について柔軟に考えていきたいと思ってお

ります。 



- 12 - 

 

◆意見◆市の財政健全化について 

（萩山町 Ｏさん） 

 

１億円の税収を上げるために２億円をつぎ込んでいるのが、今の東村山市の財政であると思

う。このタウンミーティングに参加されているのは、ある一定の年齢以上の方ばかりである。

今まで市に貢献してきた人たちが困って、この会に参加してきている。 

財政を健全化する取り組みを、市長はどう考えているのか。 

 

 

◎市長◎ 

 

無駄を省いて効率的に行政運営をしていくことは、大原則であると認識しております。東村

山市の現状の財政状況の厳しさというのは、国と地方の分権が進んでいく中での税財源の移

譲があり、その影響を受けてきたということがあります。 

ここ三年間の間で「三位一体の改革」が行われました。これは、国税である所得税を下げ

て、地方税である市・都民税を上げると共に、国から地方に配分されていた地方交付税を削

減するといった改革になります。その結果３兆円規模の税財源移譲が行われました。地方交

付税不交付の自治体はさほど大きな影響がないかと思いますが、当市の場合は市政施行以来、

一度も不交付になったことがない、極めて財政基盤が脆弱な自治体であります。一時は交付

税を国から５０億円を超えていただいていたことがありましたが、今年はだいたい３７億円

程度（臨時財政対策債含む）になっております。「三位一体の改革」によって、当市はトータ

ルで見ますと１５億円程度の減収になっております。 

 今までは交付税をいただくことによって、都内の他市と同様な行政サービスを提供して参

りましたが、１５億円程度減になってしまうと、今までと同様にはいかなくなります。よっ

て、行政の再構築を図ろうと、行財政改革等を実施させていただいております。 

 もう一方で、当市には企業が少なく、景気の回復の恩恵を受けられておりません。東村山

市自身の活性化を図り、まちの中で少しでも税収が上がるようにしていきたいと思っており

ます。確かに、まちの活性化、防犯対策や道路整備、駅周辺再開発のハード面の整備に関し

ましてはお金がかかります。しかし、すぐにお金が入ってくるから進めているというのでは

なく、必要な部分には費用をかけて、活性化させることにより、まちの価値が上がれば市の

増収に繋がってくると考え、計画的にまちづくりを進めさせていただいております。 

今までは、国や東京都に依存しながら運営をしてきた部分がありますが、分権が進む中で、

産業振興やまちの活性化等を図り、自分のまちの中で価値を生み出していけるよう、皆さん

のお知恵をお借りしながら、そういったまちづくりを進めていきたいと思います。 

 

 

 

 



- 13 - 

 

◆意見◆高齢者の集合住宅での生活について 

（栄町 Ｓさん） 

 

在宅のホームヘルパーをしている。集合住宅のごみ収集は、収集する日時をきちんと守らな

ければ、ごみ出しができない。高齢者の方、特に女性はゴミ出しをする際も着の身着のまま

とはいかず、大変である。そのため家にごみを溜めてしまい、ヘルパーが持ち帰ることもあ

る。どうにかならないか。 

また高齢になると、お手洗いが近くなるため、自宅に着くまでに間に合わない場合がある。

集合住宅の１階等に、簡易トイレを設置できないか。 

 

 

◎市長◎ 

 ごみ出しの件は、初めて話を伺いました。特に高齢者の女性の方が、ごみ出しにご苦労を

されている実態は大変勉強になりました。ただ、すぐに良い案が浮かびませんので、何か良

い対策ができないか検討させていただきたいと思います。 

 集合住宅の簡易トイレの設置の件ですが、現在、本町都営の自治会からも要望を受けてお

ります。都営住宅に関しましては都有地になりますので、市としては、かなりの数の集合住

宅が密集している地区に関しては、都営住宅敷地内に簡易的なトイレの設置をしてもらうよ

うに要望していきたいと思いますが、都営住宅になりますと、都全体で考えていかなければ

ならない問題であるため、すぐにできるといった回答は得られておりません。現状では、市

の公園等については設置ができる所には、設置をしておりますので、それらを上手く活用し

ていただきたいとしか、今の段階では申し上げられません。 

 確かに高齢者の方が増えてきますと、日常生活で、今まで思いもよらなかった不便さを感

じられる場面が多々出てくるとは思います。どの様にしたら暮らしやすいまちになるのかを、

長期的なスパンで研究していく必要があると改めて感じました。ありがとうございました。 
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【意見カードを使用した意見交換】 

 

◆福祉関係◆ 

（萩山町 Ｍさん） 

 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 耳の不自由な方にとって、コミュニケーション支援が大切であることは認識しております。

また、全てのサービスを無料にて提供できれば良いのですが、ご批判もあるかとは思います

が、法としての障害者自立支援法が施行され、障害種別に関わらず、原則１割の負担をお願

いしております。 

 確かに要約筆記が、健常者にとってもメリットがあることも認識しておりますが、他の障

害をお持ちの方から見ますと、なぜ耳の不自由な方のみなのか、ということになってしまい

ます。市としましては、無料にすることが出来ない以上、例外を作るというのは難しいと考

えます。 

 また、要約筆記の制度に関しましては、平成２０年に実施の方向で検討を行っております

ので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

◆防犯問題◆ 

（萩山町 Ｈさん） 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 小学校の登校時、帰宅時に地域の方が見守りをしていただいて、本当に頭の下がる思いで

あります。特にこの寒い中、朝早い内から交通安全、防犯対策のために見守りをしていただ

き大変ありがたいと思っております。 

 各小学校でも、校長先生をはじめ担任の先生方から、地域の皆さんが見守りをしてくださ

 
コミュニケーション支援事業に関して。 

障害者自立支援法の施行によって、障害者の人が１０％の負担をしていくことになった。 

もう一度考え直して、手話通訳、要約筆記については無料にしてほしい。 

 
通学時に立っているが、「おはようございます」の挨拶が少ない。 

皆さんで挨拶をしましょう。 



- 15 - 

っているので、挨拶をするように指導をされているとの話は聞いております。挨拶とはコミ

ュニケーションでありますので、学校の先生に指導を受けたからといっても、ある程度顔見

知りにならなければ警戒をされ、また、こちらから声をかけなければ、なかなか生徒さんも

挨拶ができないと思います。私も議員をしていた時期に見守り活動をさせていただいていた

ので、ある程度ではありますが、実態は承知しているつもりであります。 

 確かに、まち全体で挨拶をしあう状態になると、外部から人が入りづらくなるため、犯罪

が減るという話は聞いております。この見守りの活動を、大切に持続していただきながら、

子どもたち、地域の大人の方たちの挨拶の輪が広がっていけば良いと思います。 

 見守りパトロールをしていただいている皆様には、本当に感謝をしております。今後とも

続けていただければありがたいと思います。 

 

               

 

 

◆都市整備◆ 

（栄町 Ｈさん） 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 空堀川の改修については、まずは治水※ということで、進めさせていただきました。しかし、

水の浸透性が高いのか、すぐに干上がってしまいます。 

 現在、議会に請願が出されており、東京都の水道局から水を分けてもらえないかと、議員

の皆さんが検討をしております。水を確保するとなりますと、河川管理者である東京都に対

し、粘り強く要望をしていく必要があると考えます。しばらくは、議会での議論の推移を見

守ってまいりたいと考えております。 

 

※治水・・・洪水などの水害を防ぎ、また水運や農業用水の便のため、河川の改良・保全を行うこと。 

 

◆都市整備◆ 

（栄町 Ｋさん） 

 

 

 

 

 

空堀川が干上がっているので、最小限、水が流れるようにしてほしい。 

水の確保を検討してもらいたい。 

 

久米川駅にエレベーターを設置してほしい。 
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◎市長◎ 

久米川駅のバリアフリー化につきましては、かねてより、久米川駅北口の整備事業に併せ

て取り組むようにとのご要望をいただいていることは認識しております。まず、久米川駅は

橋上にはない駅でありますので、バリアフリー法の対象になりません。ですので、国から補

助金が全く出ない駅になります。そうなりますと、エレベーターを設置するのに確か 5 億円

ほどの経費がかかると西武鉄道側から聞かされておりますが、この事業を西武鉄道と東村山

市で折半して行うことになります。またこのエレベーターは、市の財産ではなく、鉄道会社

の財産になるため、借金をしてはならないと国から取り決められた事業になっております。

よって、現金で２億５千万円を用意して実施する事業になり、当市の現状では難しい状態に

あります。 

しかし、久米川駅は一日約３万人の方が利用される駅になりますので、なるべく費用を抑

えた形や、新しい方式で実施できるものがないか研究をしたいと考えますし、また、市民の

皆さんから何かお知恵を拝借できればと考えております。良いお返事ができなくて申し訳な

く思っておりますが、ご理解をいただければと思います。 

 

◆施設関係◆施設の利用について 

  （栄町 Ｍさん） 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 行政の立場から言わせていただくと、あくまでも規則通りに受付時間をお守りいただきた

いとしか申し上げられないのですが、事務局の方と市民の皆さんの、心が通い合うような関

係を築くことが大切であると思っておりますので、配慮をしていただくように私からもお願

いを致しますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

◆その他◆ 

（本町 Ｙさん） 

 

 

 

 

 

 
事務局の方の思いやりがほしい。 

時間を守るのは分かるが、寒い時などは 5 分前くらいから受付を始めるか、施設の中に入

れてほしい。お年寄りを思いやる心がほしい。 

 
税収を増やすことに重点をおいた施策を。 

財政が厳しいということで、なかなかできるものもできない状態である。 

税金を沢山払ってくれる人、企業に住んでもらってはどうか。 
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◎市長◎ 

 税収を上げるということは、一朝一夕にとはいかず、なかなか難しいことでありますが、

税収が上がるまちづくりを進めていかなければ、分権時代を生き残っていくのは難しいと思

います。 

 当市は町制時代に「東村山町工場誘致奨励に関する条例」がありましたが、昭和４３年に

実状にそぐわないため廃止になりました。それ以来、特に積極的に企業の誘致に取り組んで

参りませんでしたので、どういった企業がどの程度の土地を必要とするのか等、分からない

部分もあります。また、今まで市内にあった生産や研究をされていた企業が撤退し、住宅地

等になっていく傾向もあります。よって、現在市内にある企業に、今後も東村山市で営業を

続けていただくために、行政でどういった取り組みができるのかを考えていく必要もあるの

ではないかと考えます。 

また、広大な敷地を必要とする企業を誘致できる程、市内には土地がありませんので、例

えば、電算センターやコールセンターなど、さほど敷地を要さない企業の誘致ができないか、

研究をはじめた所であります。 

 しかし、東村山市は住宅都市でありますので、住宅都市としての価値を高めていく努力を

一番にしていきたいと思います。 

 税収を上げるにあたっては、個人所得税の増も考えられますが、所得が上がらないと税収

が上がりません。これは、日本全体に関わることになりますので、市の努力だけではなかな

か難しい問題であり、政府に対しても基礎自治体として働きかけをしていく必要があると思

います。 

 

◆その他◆ 

（本町 Ｈさん） 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 前回恩多町で開催を致した時も、若い世代や、子育て真っ最中の中堅世代の参加がほとん

どないので、出来るだけそういった世代の方が出席できるよう工夫をしてほしい、といった

ご意見をいただきました。 

 今年度は、特段予算がない状態で、すぐに始められる事業として出発したため、託児等に

つきましは設置ができませんでした。しかし、「市民」というのは、子どもから高齢者の方た

ち全員の方が市民になりますので、各世代の方の参加をいただきたいのが私の希望でありま

すので、託児併設などは予算の面等を勘案しながら、研究をさせて頂きたいと思います。 

 

 

 
主なる納税世代（２０～40 代・勤労者・子育て世代）が、タウンミーティング会場に参加さ

れておらず、寂しく感じる。この世代が自治体に関心が少ないのは、個々の問題もあると思う

が、企画時に託児併設や、学校等を通じて手紙の配布をしたり、キャッチコピーで引き付けて

ほしい。 
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◆施設関係◆ 

（栄町 Ｍさん） 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 久米川町と恩多町にある両方のテニスコートについてということですね。私は、詳しい予

約の方法について知識が少ないのですが、現在は当日までにお金を払った時点で、コートを

借りる契約が成立するため、当日にキャンセルが入ると、そのコートが空いてしまうという

ことですよね。 

正式に契約をして、お金を払う期日をもう少し前倒しにすれば、当日キャンセルが発生し

ても、他の方が使えるのではないかというご指摘ですので、この件に関しましては何か良い

方法がないか検討をさせていただきたいと思います。 

 

 

○市民スポーツ課より○ 

 屋外施設の為、天候等により使用が左右されることから使用者の利便性も含め、使用日迄

使用料の納付が可能な状況となっておりますが、仮予約のまま無断キャンセルされる方もお

ります。無断キャンセルは施設の効果的な利用を阻害するため、遅くとも前日までに納付す

るよう周知を図っております。更に徹底するよう努めてまいりますと共に、効果的な利用運

営に向けて検討してまいります。 

 

 

 

 

 

                    

  

 

 

テニスコートを使用しているが、本契約が当日になっているのを、前日とか 2 日前等に変

更できないか。 

空いているコートが目立つ。 
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◆施設関係◆ 

（萩山町 Ｓさん） 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 小・中学校の蔵書数が、都内で一番少ないという記事が新聞に掲載されました。大変不名

誉なことであると思っております。ただ、今後につきましては、またお金の話になってしま

うのですが、どの様に経費を確保していくかになります。 

 一方当市の場合、ありがたいことに、ほとんどの学校で保護者の方による読み聞かせの時

間がありますので、本に接する機会は多いのではないかと思います。 

 また、市立図書館に関しましても、子ども達に向けた様々な活動をさせていただいており

ます。確かに、学校に蔵書を揃えて、リファレンス※できる司書の先生を配置しておくことが

一番望ましい姿であると思いますが、現状の財政状況の中で努力をしたいとしか申し上げら

れません。図書館等他の施設を上手く活用しながら、子どもたちが本に接する機会という面

を充実していきたいと思います。 

 また、寄付をしたいとのありがたい申し出もあります。しかし、自治体が自ら直接寄付を

募るというのは、法的な規制があるためできないのです。市民の皆さんのお宅で、小・中学

生の生徒さんが読んでいただくに相応しいと思われる書籍がありましたら、ご寄贈いただけ

るとありがたいと思います。 

 

※リファレンス･･･1.参照。照会。照合。２ 図書館の参考調査係。 

 

 

○市長まとめ 
本日は、土曜日の午前中の 2 時間という貴重な時間をいただき、また、様々なご意見をいただき、

心から感謝を申し上げます。皆さんからいただきました、様々なご意見やご要望に対し、私なりに真

摯にお答えをさせていただきました。この厳しい財政状況の中、「すぐに実施ができません」といっ

た回答が多く心苦しく思っておりますが、是非、ご理解をいただきたいと思います。 

毎回申し上げているのですが、はっきりと私と考え方が違う、といった方もいらっしゃるかとは思

います。違うけれども、今後も市長と対話をしても良いな、といった方は今後もどんどん参加をして

いただければと思います。できる限り対話を通して、分権時代の東村山の新しい自治を、市民の皆さ

んと模索をして参りたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 本日は、誠にありがとうございました。 

 

小・中学校の図書が古い・少ない。また司書がほしい。 
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●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 
終了しました 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 

第 6 回 
平成 20 年 3 月 15 日(土) 廻田公民館 

午前 

10:00 

～ 

12:00 

      

 

      
 

○開催情報 
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○参考 

 

●意見カードに記入された意見の分野別件数。 

 
分野 件数 

１．健康・福祉等 ７件 

２．子ども・防犯等 ２件 

３．緑・環境等 ２件 

４．交通・都市整備等 ４件 

５．施設関係 ６件 

６．その他 ９件 

合計 ３０件 

 

 

 

●平成２０年１月１日現在の東村山市住民登録人口 

 人口総数は 148,340 人。（内、外国人登録者数は 1,881 人） 

 

平成20年1月1日現在人口

9,083

5 ,132

5,751

6,417

9 ,030

15,446

13 ,643
13 ,458
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11 ,473
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本町 久米川町 秋津町 青葉町 恩多町 萩山町 栄町 富士見町 美住町 廻田町 多摩湖町 諏訪町 野口町  
                               （住民基本台帳に基づく） 
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