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○開催内容 

 

平成２０年２月１６日（土）午前１０時から久米川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５回タウンミーティング」を開催いた

しました。 

 ９0 名ほどの参加者があり、久米川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、久米川町地域の課題など、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 ５ 富士見町 ０ 

久米川町 ４０ 美住町 １ 

秋津町 ０ 廻田町 １ 

青葉町 １ 多摩湖町 ０ 

恩多町 ０ 諏訪町 ２ 

萩山町 １ 野口町 ２ 

栄町 ０ 未記入 １６ 

市外 ０ 合計 ６９ 

男性 ３６ 

女性 １７ 

未記入 １６ 

合計 ６９ 

  

年代 参加者数 

20 代未満 ０ 

20 代 ０ 

30 代 ２ 

40 代 １ 

50 代 １０ 

60 代 １８ 

70 代 １６ 

80 代以上 ２ 

未記入 ２０ 

合計 ６９ 
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○第５回タウンミーティング記録（概要） 
  

【市長あいさつ】 

 今日は、この様な土曜日の早朝からお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。 

特に、今回の開催の運営準備に際して、久米川ふれあいセンター市民協議会の会長をはじめ役員の皆

様には大変にお世話になっております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 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、昨年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。この集会を通しまして、市民の皆さんに市の

状況を説明させていただくのと共に、市民の皆さんから生のお声を直接聞かせていただくことができ

ると考えております。 

 市には、市民の皆さんからのご意見をいただく手段として、市長への手紙、Ｅメール等がございま

すが、直接、お顔を見ながら対話をするということは、私にとりまして、とても有意義なことである

と考え実施させていただいております。東村山市は、ご案内の通り極めて厳しい財政状況が続いてお

ります。しかし、市民の皆さんからいただいたご意見を踏まえながら、予算編成等も行わせていただ

き、市政運営に極力反映させていきたいと考えております。 

 また、冒頭、一点だけお詫びを申し上げさせていただきたいことがございます。すでに、新聞、市

報等でお知らせさせていただき、ご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、当市の市民課の職員

が、皆様からお預かりさせていただいている大切な公金を、昨年、約 7 ヶ月もの間着服横領をしてい

たことが今年になり発覚いたしました。この職員について、警察に刑事告発をし、2 月 1 日付けで懲

戒免職処分といたしました。また、管理監督の責任のある上司につきましても減給処分をし、私と収

入役に関しましても、臨時議会を開催し、減給の処分をさせていただきました。 

 この様に、一人の不心得な職員が起こしました事件でありますが、未然に事件を防げず、なおかつ、

7 ヶ月に亘りこの様な事件を見抜けなかったことについて、市政をお預かりしている者として、大変

市民の皆様に申し訳なく、心よりお詫びを申し上げます。 

今後、二度とこのような事がないように、全庁を挙げまして再発防止に努め、公務員としての倫理

観を高めると共にチェック機能を強化し、市民の皆さんに信頼していただけるような市役所になるよ

うに邁進していきたいと思っておりますので、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◆防災対策について 

（久米川町 Ｋさん） 

 

防災面についての市の考えを聞きたい。一番身近な防災用品として、消火器が路上に設

置されていると思う。しかし、自宅からこの会場に来るまでに、一箇所しか見当たらな

かった。阪神・淡路大震災が 13 年前に起ったが、初期消火が大切になってくると思う。

この辺りにも、用水があるが、地震によって壊れてしまうことがあるようなので、その

ときに消火器が初期消火に重要な役割を果たすと思う。民家の所にもっと数を増やして

ほしい。 

また、防災倉庫は学校等に設置されていると思うが、ふれあいセンター等にも設置をし

てほしい。 

 

 

◎市長◎ 

防火・防災というのは非常に大切なことであると認識をしております。まず、消火器の関

係になりますが、現在市内に約９００本設置しております。また、消防車が給水をする消火

栓につきましては、市内の５００m 四方に一ヶ所設置をするというように、計画的に進めて

おります。 

一方、消火器につきましては、‘何ｍに一箇所設置をする’という設置方法ではなく、夜間

震災訓練や 9 月 1 日に毎年一度実施をしている総合震災訓練を実施した地域の皆さんや、自

治会さんに対し設置の要望を伺い、設置をしてきました。ですので、地域によって設置箇所

のバランスが多少良くない所もあるかとは思います。 

本日、この様なご意見をいただきましたので、久米川町のどの箇所に設置をしていけば良

いのか検討させていただきたいと思います。ただ、消火器を一本設置するのにかかる費用は、

消火器本体が１万円弱、消火器を収納するケースが工事費を含め約２万円、合計 3 万円程度

かかってまいります。現在、当市は財政的に大変厳しく、19 年度は予算の計上ができず１

箇所も設置が出来ませんでしたが、20 年度につきましては、大変少なくて申し訳ないので

すが、５箇所設置できるよう予算計上をしておりますので、必要な箇所については設置をし

ていきたいと思っております。また、消火器設置場所についての市の基本的な考え方としま

しては、消防車が入りづらい、道路が狭隘なところ、行き止まりのところ等を優先的に設置

をしていきたいと考えております。 

しかし、困ったことにこの消火器は誰でもすぐに取り出せるものになりますので、年間約

10 本程度いたずらに使われてしまうケースがあります。特に年末年始等にお酒に酔った方

が、消火器にいたずらをするので近所に置かないでほしいといったご意見もあり、設置場所

に苦慮しております。 
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防災倉庫についてでありますが、小学校等に設置をしているのは市の防災備蓄倉庫で、カ

ンパンや毛布を保管する倉庫ですが、これは災害時に避難場所になるところに設置してあり、

備品の内容の充実をしたり、消費期限の管理等を計画的にしております。その他に、市内２

７箇所に自主防災組織ができており、久米川町では５丁目にございます。自主防災組織がで

きた所には、市の方から防災上の担架等の資材を一式入れた倉庫を貸与しております。年に

１～２箇所に設置できる規模の予算になると思いますが、申請をいただき設置をさせていた

だいております。 

先程、阪神・淡路大震災の話がありましたが、昨年 7 月に当市の姉妹都市であります新潟

県柏崎市が、中越沖地震の甚大な被害を受けました。その際、市民の皆さんから多額の義援

金をいただきました。特に久米川町では自治会をあげての活動をしていただき、久米川町４

丁目自治会さんにつきましてはポスターまで作成して募金活動をしていただきました。この

義援金を市が、柏崎市に持ってまいりました。昨年末に、柏崎市の市長さんがお礼にお越し

になった際に、「市民の皆さんに、よろしくお伝えください」とおっしゃっておりましたので、

この場をお借りしてご報告をさせていただきます。どうもありがとうございました。 

市としましては、首都直下型地震が起こる可能性が高いと云われている中で、現在は小・

中学校を中心に公共施設の耐震補強工事を進め、また、主要な道路につきましても拡幅工事

を進め、緊急車輌が通れるように整備を行い、万一の事態に対する備えを進めております。

今後とも災害に強いまちを目指してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

                               

 

 

                               

 

 

 

 

昨年 7 月 16 日に発生しました、新潟県中越沖地震の被災地

となった姉妹都市である柏崎市への、当市の救援金は昨年 11

月に終了しました。 

お寄せいただきました救援金の総額は 

626 万 454 円になりました。 

市民の皆さんの善意とご協力に厚くお礼申し上げます。 
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◆意見◆自治会と市の係わり合いについて 

（久米川町 Ｓさん） 

 

自治会と市の関係についての意見です。市側から自治会を通して民生委員や保健推進委員な

ど様々な委員の選出を依頼される。その中でも、選挙の立会人の選出を頼まれる。この立ち

会い時間が長いため、半日ずつとかにはできないか。また、選挙の立会人に任命された人が、

お弁当代を請求されたりしているが、これはおかしいのではないか。そして、自治会長に立

会人の選出を依頼した後に、お礼がない。社会常識に欠け、また、自治会からの依頼に対し

てフォローが悪いように感じる。 

 もう一点。以前は、自治会員一名に対して 100 円の補助があったが廃止になった。現在

は掲示板に対しての補助になっているが、この掲示板の補助の対応について、業者からの領

収書があれば補助が出るが、自治会役員がボランティアで行ったときに補助金が出ない。こ

の点に関して、もう少し臨機応変に対応をしてもらいたい。 

 

  

◎市長◎ 

自治会と行政との係り合いにつきましてのご意見に対し、行政をお預かりするものとして、

大変申し訳なく思っております。 

 様々な行政委員、民生委員やごみ減量推進員等の人選をする際、市側としましても、なか

なか全市民の方を把握することが出来ないため、良い方を紹介していただきたく、地域の方

をよく知っているという意味で、地域の自治会長さんにご紹介をお願いしてしまっておりま

す。そういう意味で、自治会長さんにお願いをしておいて、感謝の姿勢が見られないという

のは大変申し訳なく、お詫び申し上げます。 

 特に選挙の立会人に関してのご意見に関しましては、投票時間の延長に伴い、朝 7 時～夜

８時まで立ち会っていただくことになり、私自身も近隣エリアの立会人の方からご意見をい

ただいたことがあります。確かに、長時間の拘束になり大変申し訳なく思っておりますが、

今後とも、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 また、お昼代に関してですが、ボランティア的なお仕事ではありますが、一定の報酬が出

ているということで、大変恐縮ですがお食事についてはご自身で召し上がっていただくよう

お願いをさせていただきたいと思います。大変心苦しくはありますが、ご理解をいただきた

いと思います。 

 そして、自治会に対しての補助金についてでありますが、この問題は対話集会・タウンミ

ーティングを行う毎にご意見をいただいております。市側としましては、財政的に厳しい所

もありますが、地域の活性化、地域コミュニティは大切であると考えております。今後につ

きましては、以前のような会員一人当たり１００円といった補助は難しいですが、活動の内

容に対する事業費補助といった形で補助ができないか、検討をしていきたいと思っておりま

す。 

 掲示板の補助につきましては、役所という組織の制度上、どうしても領収書がないと支払
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いができません。ボランティアとして補修作業をしていただいた場合は、補助金を出すのが

難しくなります。できれば材料費等の領収書だけでもお持ちいただければ、その部分につき

ましての補助など検討をさせていただきたいと思います。 

 

◆意見◆多文化共生社会について 

（久米川町 Ｋさん） 

 

東村山市には現在 2000 人近い外国籍の方がいる。私は日本語教室をしているが、様々な外

国籍の方がいる。外国籍の方を弱者として受け入れるのではなく、自立した市民として受け

入れてほしい。だが、言葉が通じないため生活に困る場合がある。そういった方をサポート

する、多文化共生に向けて活動する拠点としての、事務所、会議所を作ってほしい。 

以前は、市役所の北庁舎で活動をしていた。工事をしていたので新しくなると期待をしてい

たが、市役所の庁舎として使うことになった為、活動場所の確保が難しくなった。 

外国籍の方のサポート事業の活動場所の確保と、多文化共生について市長の考えを聞かせて

ほしい。 

 

 

◎市長◎ 

 ご意見の通り、現在市内には 1900 人を超える外国籍の方が東村山市にお住まいになって

います。市側としましては国際化に対応すべく、国際・男女共同参画課という窓口を設けて

おり、英語が話せる職員と中国語を話せる職員を配置しておりますが、現在はそれだけでは

対応できないぐらい、最近では多種多様な国籍の方がお住まいになっております。 

 ボランティアの方々には、外国籍の市民の皆さんがスムーズに市内で生活ができるように

と、様々なサポートをしていただいており、本当に頭の下がる思いであります。 

場所の確保という面ですが、北庁舎に一定の整備をさせていただきましたが、大変恐縮で

すが、基本的には行政が使用させていただくという形になっております。今まで、北庁舎で

活動をされていらっしゃいましたので、大変申し訳なく思っております。場所の必要性に関

しましては、私も認識をしておりますので、将来的にどの場所でどういった内容の活動をお

願いできるかにつきましては、検討をさせていただきたいと思います。 
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◆意見◆市の方向性についての提言 

（美住町 T さん） 

 

市民の声を吸い上げる、タウンミーティングの実施について嬉しく思う。 

個々の問題ではなく、東村山市の方向性についての提言をしたい。 

はじめに、行政は毎年ほぼ一定の歳入がある。既得権益や許認可権等がからんでくるので、

難しい事があると思う。また、議会に関しては、3 名以上の会派でなければ発言ができない、

また時間制限がある等の規制があり、最大会派に押し切られてしまい、議会が上手く機能し

ないことがあると思う。 

そこで、一つ目の提言は、市の行財政を無報酬で真剣に考えてくれる市民を、市のシンクタ

ンク部分に組み入れてほしい。 

二つ目は、市の職員を市内の民間機関に研修に出してほしい。 

三つ目は、市議会議員さんの中には 4 月の選挙で当選後に、どういった活動をしているのか

分からない方もいるので、新年度のタウンミーティングでは、全市議会議員の方に参加をし

てほしい。 

四つ目は、こういった会の時間枠を延長してほしい。 

 

 

◎市長◎ 

 ご提言をいただき、興味深く聞かせていただきました。 

 まず一つ目の、市民の方を無報酬で市のシンクタンクに組み入れ、お知恵をお借りすると

の件ですが、私のポリシーは‘みんなでつくる、みんなの東村山’ですので、平成 2３年か

ら始まる市の大きな計画である第４次総合計画の策定に関して、できるだけ多くの市民の皆

さんの参画を得ながら、東村山市を一緒につくっていきたいと考えております。そのきっか

け作りとして、今年はこのタウンミーティングを開催させていただいております。来年度以

降も、こういった機会を設けさせていただき、4 つ目の提言でありました時間延長の部分等

も、工夫しながら続けさせていただきたいと思っております。 

ただ、3 つ目の「議員の方々にも参加をしてほしい」とのご提言につきましては、議会は

行政から独立した機関になりますので、議会の独立性を考えますと私の方から持ちかけるこ

とは難しいと考えます。 

また、2 つ目の民間会社への研修につきましては、以前は当市も実施をしていましたが、

現在は実施をしておりません。冒頭にお詫びを申し上げましたが、あのような不祥事件があ

りました関係から、市民の方からもずいぶんお叱りをいただきました。やはり民間の厳しさ

や、緊張感、またはノウハウ等も私を含めて市役所全体が学ぶべき所があると考えますので、

いただきましたご提言も参考にしながら、どういった形でこれから職員の研修を進めるのか

検討をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 
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◆意見◆ごみ減量について 

（久米川町 Ａさん） 

 

平成１４年からゴミの有料化が始まった。始まった当初は、ごみの量が減ったと思うが、現

在はどうなっているのか。レジ袋を減らすなど細かい部分だけでなく、また、行政だけが減

量に向けて取り組むのではなく、市民も一緒に努力をするべきであると考える。 

ゴミ行政は、収集などに大変な費用がかかるため、ごみゼロやリサイクル率の向上のために

収集を行わない自治体も出てきているので、収集をしないで各自がごみステーションのよう

な所へ持っていくのはどうか。 

また、美住リサイクルショップのようなリサイクルショップを、ごみステーションの様な所

の隣に造ってはどうか。ごみ減量に大いに役立つと考える。 

 

 

◎市長◎ 

 当市はごみの収集を有料化にしてから、市民の皆さんのご協力で激減したというところま

では到達しておりませんが、減量化は進んでいると考えます。 

収集を止め、ステーションのような所へ持っていくのはどうか、とのご提案でありますが、

確かにそういったやり方もあるのではないかと思いますが、ゴミは日々出てまいりますので、

適切な処理方法も一方で確保しなければ、イタリアのナポリの様になりかねません。行政側

で一定の処理方法を確保しながら、市民の皆さんにできるだけご理解をいただき、ごみ減量

を進めていきたいと思います。 

また、まだ使えるものに対しては今後もリサイクル活動を継続させていきたいと考えてお

ります。 

 

◆意見◆市の財政について 

（久米川町 Ｏさん） 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 当市は今まで自主財源だけでは市行政を全て賄うことができず、地方交付税に頼りながら、

どうにか他市と同じ様な行政サービスの水準を維持してきた、極めて財政基盤が脆弱な自治

体であります。 

ここ三年間で「三位一体の改革」、国から地方への税財源の移譲が行われました。税源は移

 

市の貯金は、この１０年で半分になった。このままでは、１０年後にはなくなると思う。長期

的な展望について意見を聞きたい。 
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譲されたので税収は伸びましたが、今までいただいていた地方交付税が半分以下に削減され

ましたので、「三位一体の改革」の影響で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、積み立ててきた基金を取り崩して対応をしてきましたが、ご指摘の通り、基金

もどんどん少なくなってきております。今後は、行政内部のコスト削減を引き続き努力をす

るのはもちろんのことでありますが、それだけではこの１５億円の差をつめていくことは難

しいと考えますので、まちの中で税収の上がるようにしていかなければならないと考えます。 

東村山市は住宅都市として成長してきましたので、住宅都市としての価値があがるように

一定の基盤整備を進めていくのも一つの方策であると考えますし、農業、商工業の活性化を

いかに進めていくのも大切であると認識しております。行財政改革と活力あるまちづくりを

進めていくのが、これからの当市の課題であると考えております。また、都市としての魅力

を上げ土地の価値を上げるためには、単に基盤整備のハード面だけの問題ではなく、教育や

子育てがしやすい等のソフトの部分も充実させ、総合的に充実させることが大切であると思

います。 

厳しい財政状況ではありますが、予算を重点配分しながら、できるだけ魅力のあるまちに

して、この東村山市内で税収が上がるように取り組みをしていきたいと考えております。何

か、まちが活性化して、こうしたら税収が上がるのではないかといったご提案がありました

ら、どしどしお寄せいただければありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◆意見◆「長寿を共に祝う会」について 

（久米川町 Ｉさん） 

 

福祉協力委員会が主催の「長寿を共に祝う会」がある。 

高齢化が進み、祝う対象の方が増え、会場、費用の面で色々問題が出てきた。良いことであ

るので続けていきたいが、福祉協力委員の高齢化に伴い、委員自身が祝われる立場になって

きているし、委員の中でも実際に活動できる人が半数程度になっている。 

こういった事業を協力委員が行っているのは、当市ぐらいであると思うので、誇りに思って

いる。この事業が始まり１０年ほど経ち、過渡期に差し掛かっていると思うので、今後の方

向性について聞きたい。 

 

 

◎市長◎ 

 福祉協力委員の方々には「長寿を共に祝う会」を担っていただき、そしてまさに地域に根

付いたボランティアとしてご活躍をしていただいており、本当に感謝しております。私も長

年住んでいる地域で、協力委員をさせていただいていますので、協力委員の方が高齢になら

れて、実際に自分が招待される立場になっても、なかなか委員を辞めることができず、祝わ

れる立場に立てないのはどうなのであろうということは認識をしております。この「長寿を

共に祝う会」につきましては、町ごとでやっていただいているので非常に参加率も高く、で

きれば今後も継続していきたい事業ではあります。ただ、あまりにも福祉協力委員さんに対
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し負担をお掛けし、この事業が維持できないとなっては問題があります。10 年ほど経過し

た今、方向性を示してほしいとのご意見に対して具体的な案を、現段階で示すことができな

いのですが、行政側がお願いをしっぱなしにするのではなく、委員の方たちと一緒に「長寿

を共に祝う会」を進めていく形を作っていかなければならないと感じております。 

 

 ◆意見◆老人クラブの支援について 

（久米川町 Ｉさん） 

 

戦後の日本の復興を支えてきた高齢者が沢山いる。 

財政が厳しい中、老人クラブに対する補助も削減されている。施設を借りるのも有料になっ

ているので、高齢者にとっては大変厳しい。久米川町の憩の家が老朽化してきたので、修繕

を考えてほしい。 

高齢者は増えているが、９割方は元気で、８０代９０代の方が老人クラブの会長をするなど

頑張っている。高齢者が元気なことは、医療費削減につながり、社会貢献であると思う。 

 

 

◎市長◎ 

 当市の高齢化率は三多摩の中でも上位であり、６５歳を越える方の人口が全人口の２０％

を超えております。だた、多数の方はお元気であります。市としても、ご健康で長生きをし

ていただきたいと思っておりますし、そのことが介護保険や医療保険を使わないことに繋が

ってきますので市の財政にとっても、よい結果に繋がってくると考えます。 

 市の施策としては、できるだけ介護医療を受けないで過ごしていただけるように、介護予

防や、健康維持に重点を置いて展開をしていきたいと思います。 

 また、その中で老人会が果たしている役割というものは非常に大きいと思っておりますの

で、気持ちとしましては財政面でも支援をしていきたいと考えておりますが、何分財政が厳

しい状況の中、限られた財源の中で、まんべんなくどの事業についても財源を配当していか

なければならない部分もありますので、ある程度ご理解をいただけるとありがたいと思いま

す。 

ただ、東村山市の高齢者の方は、地域貢献、例えば小中学生の通学時の見守りボランティ

アなど諸活動をしていただいていますので、本当に感謝をしております。ですので、多くの

高齢者の方が、お元気で長生きをしていただくために、今後も市としましては最大限の努力

をしていきたいと思っております。 

 

 

 

 

～１０分間休憩～ 
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◆意見◆秋津駅南口の整備について 

（諏訪町 S さん） 

 

秋津駅南口の整備についてどの様に進んでいるのか。 

東村山駅西口の整備の市税の投入額は４８億円、久米川駅北口は４６億円かかっている。秋

津駅南口はどのくらいの規模になるのか。 

進行状況を市報に載せ、全市民に対して説明会をしてほしい。また、コンサルタントに意見

を聞くと議会で発言されていたが、コンサルタントではなく市民の意見を聞いてほしい。 

 

 

◎市長◎ 

秋津駅南口の整備に関しましては、土地の地権者の方も含めました「秋津駅南口まちづく

り推進協議会」が中心となって色々研究をされていますが、実の所、まだ具体的な内容は決

まっておりません。また、市税の投入額でありますが、具体的な内容は決まっておりません

が、おそらく東村山駅西口や、久米川駅北口に相当する費用を投入する必要があると思って

おります。 

したがいまして、市民のみなさんのご意見を広くお聞きしながら、一部の地域の問題と捉

えずに進めていきたいと思っております。全体的に厳しい財政状況でありますので、その部

分も勘案しながら検討を進めていきたいと思います。 

                       

 

 

◆意見◆議会のインターネット中継について 

（萩山町 Ａさん） 

 

議会のインターネット中継はどうなっているのか。また、ライブ中継をインターネットで配

信してリアルタイムで見られる人は挙手をしてください。（会場に挙手をうながし、挙手少数） 

このように少ないので、その辺りも考えてほしい。 

また、インターネットの使い方が分からない人に対する、教育はどうするのか。 

 

 

◎市長◎ 

議会では、議員の方からご質問をいただいたことに対して、行政側がどの様に事業を実施

しているのかをお答えしておりますので、市民の皆さんに知っていただくのは、行政側にと

りましても大変良いことであると考えますし、広く公開していくことは必要なことであると

考えますので、議会側と協議をしながら進めていきたいと思っております。 

しかし、インターネット中継をリアルタイムで見られる方は、今、お手があまり挙がらな
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かったように、少ないかと思います。ある自治体では、ケーブルテレビを用いている所もあ

りますが、これもどの程度の方が、ケーブルテレビに加入をしているかの問題が出てまいり

ます。インターネット中継や、ケーブルテレビの導入にしても費用がかかる事業になってま

いりますので、導入した後に果たしてどの程度の方が利用するのか、費用対効果もきちんと

把握した中で、進めていきたいと考えております。 

インターネットの使い方に関しては、数年前にパソコン教室を開きました。そこから、市

民の方が自発的にパソコン教室を開催していらっしゃいます。今後インターネットを用いて、

行政の施策の説明や、アンケート等も実施して、今後の市政の計画に活かしいくことができ

ればと考えております。インターネットの使い方に関して、どのように全市民の方に普及し

ていくには、研究をしていく必要があると考えます。 

 

 

◆意見◆「東山道武蔵路」について 

（久米川町 Ｓさん） 

 

「東山道武蔵路」という古道が、東村山駅東口のロータリーを通っている可能性が極めて高

いので、専門家に調査をしてもらい案内板を設置してほしい。「東山道武蔵路」は、奈良時代

の１２ｍ幅の官道であり、この様な歴史的なものが、駅のロータリーに埋まっているのはも

ったいないと思う。国分寺市で発見された部分は、史跡公園になっている。 

調査をした後に駅前に案内板を造れば、現在高層ビルを建設中の近代的な西口と、古道を活

かした歴史ある東口ということで新旧の対比になり、話題を呼ぶと考える。 

 

◎市長◎ 

 「東山道武蔵路」が通っていることは、私も認識をしておりましたが、その道が東村山駅

の東口ロータリー辺りを通っている可能性があるということは初めて知りました。ただ、調

査と申しましても、駅のロータリーはすでに整備がなされているので、どの様な調査ができ

るのかわかりません。しかし案内板の設置に関しましては、先日も「市長への手紙」を通し

て遠隔地の方から、『東村山市には国宝の「正福寺」があるので訪れたのに、一つも看板が出

ていないとはどういうことか』とのお叱りを受けました。確かに、まちの活性化に繋がるも

のにもなるかもしれないと考えますので、必要と思われる案内板等に関しては検討させてい

ただきたいと思っております。 
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◆意見◆地粉を使ったうどん作りで‘まちおこし’ 

（青葉町 Ｔさん） 

 

市の税収をあげるという話があった。農業の振興、商業の振興、また、緑の保全の点から、

「地粉を使ってうどんを作る」という‘まちおこし’をしてはどうか。東京都の補助金の中

に、農産物ブランド推進事業というのがあると思う。そういった事業を活用しながら、一つ

の計画を策定してみたらどうか。意見を伺いたい。 

 

 

◎市長◎ 

 東村山市の農地で小麦を作り、その地粉でうどんを作って販売をするといった一連の流れ、

生産から販売までを行ってはいかがか、という大変良いご提案をいただきました。 

 久米川町は、町の３割程度が農地として利用をされており、東村山でも比較的有数の農業

地域であると思います。また、東村山市は面積が約１７K ㎡でありますが、三多摩の中でも

比較的農業出荷額が多い自治体ですので、この農地を大事にしていきたいと思っております

し、農業従事者の方は、果実、花卉類について活発に生産していただいておりますので、市

としましても、２０年度予算の策定の中でも東京都の補助事業を取り入れながら、農業振興

の後押しを進めていきたいと思っております。 

 地粉を使ったうどんを通してのまちおこしに関しては、何人かの農業従事者の方が関心を

持っていらっしゃるとのことですので、公金を投入する前に、実際にそのうどんを取り扱っ

てくれる販売者の方がどれだけいるのか等、関係してくる方々と共に一定の協議会のような

組織を立ち上げていただければと思います。 

 核となる方々を集めていただければ、行政としましてもありがたいと思います。 

 

 

                                                    
 
 

                   

 

 

 

 

東村山商工会では、東村山の伝統的な「うどん」

や「だんご」をはじめ地域が誇る「食」の一つ

ひとつを掘り起こし、地域ブランドとして広く

ＰＲして行こうとする事業を実施しています。

ブランド名は東村山の象徴として市民に親しま

れている八国山をイメージして「里に八国」と

名付けられています。 

*参考 

「里に八国」ロゴマーク 
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【意見カードを使用した意見交換】 

 

◆子ども・防犯等◆ 

（久米川町 O さん） 

 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 私自身も、教育の充実は子供さんたちにとっても大切なことでありますし、まちの活性化

には非常に有効ではないかと考えております。 

生活リズムが学力と非常に密接な関係がありますので、そういった部分を家庭と連携を取

りながら改善するということも含め、ご提案の教科担任制につきましても、今後参考にさせ

ていただきながら、総合的な視野で学力向上を目指していきたいと考えていますので、ご理

解をいただければと思います。 

 

◆施設関係◆ 

（久米川町 Ｋさん） 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 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いております。 

 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が本来のあり方ではないかと考えます。けれども、公共施設は、

市民の皆さんに使っていただく為の施設ですので、使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。 

 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。 

 
魅了あるまちづくりの為に、教育内容に市の特色を持たせてはどうか。 

今から、大学等を誘致することは無理であるので、例えば子どもが興味を持てるように、専

科に応じた教員を配置するなどしたらどうか。 

 

 

 
公民館の有料化で利用団体が減ったり、サークル活動の中止などが目立つ。市が生き生き

していくためにも、無料に戻してほしい。 

また、カーテン・椅子・映写機の痛みも多い。 
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◆都市整備◆ 

（久米川町 T さん） 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 確かに、鷹の道は交通量に対して一部箇所、歩道が整備されておりません。これに関しま

しても認識はしておりますが、現在、まだ計画には上がっておりませんので、すぐに実行す

ることはできませんが、検討をしていきたいと思います。ご理解をいただければと思います。 

 

◆緑・環境◆ 

（久米川町 Ｋさん） 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

地球温暖化対策は、現在に生きる全人類共通の大きな課題の一つであると考えます。現在

は、国を挙げて取り組みをしているところでありますが、市内にある事業所の一つとしての

東村山市役所として、二酸化炭素の排出削減のため、エコオフィスプランを策定し、冷暖房

使用時の温度設定の徹底等を実施しております。今まで、市民の皆さんに対し地球温暖化対

策の呼びかけを行ってきませんでしたので、今年度に、市報を用いて地球温暖化についてご

協力の呼びかけをしました。また、昨年の 11 月には時間の関係であまり広くお知らせでき

なかったのですが、「クール東村山コンテスト」という取り組みをさせていただきました。こ

れは、11 月から翌年 1 月にかけて個人宅の電気量を、前年度に比べてどの程度削減できた

か、一番削減に成功された方に、ちょっとした粗品を差し上げるというささやかではありま

すがそういったコンテストでした。幾つかの先進的な自治体では、家庭においての一日の二

酸化炭素の排出量が一目で分かるようなパソコンのソフトを、個人宅に無料配布していると

ころもあるようです。 

今後は当市としても、市民の皆さんに対して日常生活から、二酸化炭素の排出削減に心が

けてもらえるような啓発活動を行っていくことが中心であると思っています。 

 

 

 

鷹の道の歩道の整備を。 

朝の通学時、道路に人があふれ、非常に危険である。 

特に東村山高校、スポーツセンター、第５中学校の間。 

 

地球温暖化対策、CO2 排出削減について市はどのように考え、具体的に市民にどの様な

対策を求めているのか。 
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◆その他◆ 

  （久米川町 A さん） 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 もともと当市は財政基盤が脆弱でありますので、今まで地方交付税をいただいて他市と同

じ様な行政サービスを進めてきました。先ほどお話させていただいたように、平成 16 年か

らの「三位一体の改革」により地方交付税が激減しているということが、財政悪化の端的な

原因であると考えております。 

 改善策としましては、行政事業をもう少しスリムにするために、職員数の削減等を行いつ

つ市民の皆さんへのサービスの低下を防いでいき、その中で、事業全般を見直す行財政改革

を進めながら、市内で税収が上がるようなまちづくりを継続して進めていきたいと思ってお

ります。 

 

◆施設関係◆ 

（久米川町 Ｓさん） 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 かねてよりご指摘をいただいておりますので、久米川小学校と第二中学校のグランドの水

はけが悪いことは承知をしております。 

 現在、小・中学校の施設整備の取り組みの第一番として、震災等に備えた校舎、あるいは

体育館の耐震補強、建て替え等を優先して行っております。また、現在は屋上にタンクを設

置し、そこから水を取り入れていますが、直接水道管から蛇口まで繋がるような工事を、現

在赤水がでている学校施設を中心に、東京都の補助金で工事を進めさせていただいています。 

 校庭につきましては、そういった整備の進行状態を勘案しながら、適宜進めていきたいと

思っております。特に久米川地域ですと、久米川東小学校の校庭が東京都の事業で芝生化さ

れていますので、そことの違いを考えますと、子どもたちがかわいそうではあると思ってお

ります。 

 

 
最も財政を圧迫しているのは何か。 

また、それを改善するにはどのような方法があり、どのようなことを実施しているのか。 

 

 
久米川小学校、第二中学校のグランドの水はけが悪い。子どもたちがかわいそうであるの

で、なんとか対応してほしい。 
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◆健康・福祉等◆ 

（久米川町 Ｋさん） 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 介護保険は大きく言いますと、国の制度になります。一昨年、その介護保険が大きく変更

になり、介護を受けるよりも介護予防に力を入れるように変わってきました。今後、市側と

しましてもその主旨に則り、介護を受けなくても済むように、多くの方がお元気で長生きで

きるような施策を重点的に進めていきたいと考えております。 

 

◆都市整備◆ 

（萩山町 Ｍさん） 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 西口の再開発につきましては、昨年の選挙での争点にもなりましたし、大分議論があった

と思います。2 階、３階部分の公益施設に関しましても賛否両論がありましたが、議会の議

決をいただいて、買取をさせていただきました。価格につきましては、内装の工事費も見込

んだ総合的な価格になっております。工事が終了した後に契約差金が出た場合は、もちろん

戻していただくようになっております。私としましては、適正な金額で取得をしたと考えて

おります。 

 

◆その他◆ 

（久米川町 Ｅさん） 

 

 

 

 

 

 

介護保険について。少しのことでも介護、介護といっており、少しやりすぎではないのか。 

 

東村山駅西口の再開発ビルの２階部分の半分と、３階部分を公益施設として 10 億円で買

い取るということだが、高すぎるのではないか。 

 

市職員の能力アップと意識改革を強力に進めてほしい。 
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◎市長◎ 

 市職員の能力アップ、意識改革は一番大切なことであると考えております。これまでは、

庁内の研修等を中心に行ってまいりましたが、先ほどご指摘にあったように、民間企業に研

修に行く等、様々な機会を捉えて職員の資質の向上、能力アップに努めていかなければなら

ないと考えております。私は常々、新人職員や管理職に対しても、市を愛す、市民を愛する

ことが大事であると伝えております。市民の皆さんの中に入っていく、現場に出てお話を聞

くというのが公務員の原点であると思っております。自身を磨いて、市民の皆さんのお役に

立てるような職員がいる市役所になるように努力をしていきたいと思っております。 

 

◆その他◆ 

（久米川町 Ｍさん） 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 このご意見も、ここ数回のタウンミーティングでご指摘を受けております。長年、東村山

市に住んでいらっしゃるので、市に関心が高いということで、年齢層も高くなってしまうの

ではないかという部分もあるのです。 

しかし私は、この東村山で今後３０年、４０年と暮らしていかれる若い世代の方にもご参

加をいただきたい、そしてご意見をいただきながら、一緒に東村山を作り上げていく必要が

あると考えております。 

では、具体的に２０代、３０代の方の参加を促すにはどのようなアプローチが良いのか、

ということは実は行政内でも議論がなされています。市側の広報方法としましては、市報、

ホームページを用いている他、一定のポスターやチラシを各ふれあいセンターさんにご協力

いただきながら設置をするということは行っているのですが、２０代、３０代の方には届い

ていないというのが実態であります。 

このタウンミーティングは１３町で実施をしていく予定でありますが、ふれあいセンター

がない地域ではどのように展開をしていけばよいのか等も検討をしております。一つの案と

しては、３０代、４０代の方をターゲットにするには、学校施設、幼稚園、保育園等を通し

てアプローチをして実施できないか等の案も出ております。東村山のまちの事に対して関心

をもってもらい、そして参加していただき、ご意見をもらうようなタウンミーティングの開

催方法について検討をしたいと考えております。 

 

 
 

 

タウンミーティングも今回で５回目になるが、これまでの参加者の年齢は？ 

３０～５０代、若い世代の人たちへの参加を呼びかけるべきだ。 
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○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ありがとうございました。タ

ウンミーティングのあり方についても、様々なご提言をいただき、大変実りのある会になっ

たのではないかと思います。 

 時間が限られており、‘対話’という域にはまだまだ達しておらず、もどかしく感じている

方もいらっしゃるかもしれません。先ほども申し上げましたが、私は市民の皆さんと対話を

する中で、今後の東村山をつくっていきたいと思っています。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が、継続をして話し合いだけは進め、‘みんなでつくる、み

んなの東村山’になるように頑張っていきたいと思います。 

 来年度も各町で開催をしていきたいと思っておりますので、今後もよろしくお願いいたし

ます。 

 本日の開催にあたりまして、久米川ふれあいセンター市民協議会の会長、副会長をはじめ

役員の皆様には大変お世話になりました。本当にありがとうございました。また、沢山の市

民の皆さんにご参加いただき、誠にありがとうございました。 
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○開催情報 

●対 象 市民の方（在勤・在学の方含む） 

●申込み 申込みは不要です。当日、直接会場にお越しください。 

  （手話通訳者が必要な方は、開催日の 2 週間前までにご連絡ください） 

   連絡先：東村山市役所 企画政策課 電話/(393)5111  fax/(393)6846 

 

 開催日 会場 時間 

第５回 
終了しました 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 

第７回 
平成 20 年 4 月 19 日(土) ふるさと歴史館 

第８回 
平成 20 年５月 1７日(土) 萩山公民館 

第９回 
平成 20 年６月２１日(土) 美住リサイクルショップ 

 
  

 

午前 

10:00 

～ 

12:00 
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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 １件 

２．子ども・防犯等 １件 

３．緑・環境等 ６件 

４．交通・都市整備等 １６件 

５．施設関係 ６件 

６．その他 １６件 

合計 ４６件 

 

 

 

●平成２０年 2 月１日現在の東村山市住民登録人口 

 人口総数は 148,337 人。（内、外国人登録者数は 1,920 人） 

 

平成20年２月1日現在人口

9 ,082

5 ,139

5 ,753

6 ,410

9 ,032

15 ,428

13 ,633
13 ,441

14 ,897

11 ,721

15 ,685

14 ,664

11 ,532
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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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