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○開催内容 

 

平成２０年７月１９日（土）午前１０時から市民センターで、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１０回タウンミーティング」を開催いたしました。 

２０名ほどの参加者があり、参加者と渡部市長との意見交換が行われました。市政全般の

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１４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 １ 

久米川町 １ 美住町 １ 

秋津町 １ 廻田町 １ 

青葉町 ０ 多摩湖町 １ 

恩多町 １ 諏訪町 ０ 

萩山町 ０ 野口町 ２ 

栄町 ３ 未記入 ０ 

市外 ０ 合計 １４ 

男性 ９ 

女性 ５ 

未記入 ０ 

合計 １４ 

  

年代 参加者数 

20代未満 ０ 

20代 ０ 

30代 １ 

40代 １ 

50代 ２ 

60代 ６ 

70代 ３ 

80代以上 １ 

未記入 ０ 

合計 １４ 
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○第１０回タウンミーティング記録（概要） 
  

【市長あいさつ】 

本日はお暑い中、また、土曜日の早朝から「市民と市長の対話集会 タウンミーティング」にお越し

いただき、誠にありがとうございます。また、日頃より市政運営にご協力、ご理解、ご指摘をいただ

きありがとうございます。 

このタウンミーティングは、昨年 4 月に行われた市長選挙での私の公約の一つで、できるだけお金

がかからず、すぐにできるものは何か、ということで昨年 10 月より始めさせていただいている事業

になります。昨年度は、ふれあいセンターを中心に、ふれあいセンター市民協議会の皆様に司会進行

等のご協力をいただき実施をしてまいりました。今年度に入り、ふれあいセンターがない地域につき

ましては、それぞれの町の公共施設で開催をし、その地域で活動されている団体の方にご協力をいた

だき進めてまいりました。本日は、本町にお住まいで、男女共同参画でご活躍をされている佐藤さん

に司会のご協力をお願いしております。よろしくお願い致します。 

東村山市の現在の状況を簡単に説明いたしますと、当市は今、大変厳しい財政状況が続いておりま

す。主な要因としては、当市には大きな事業所や工場もなく、もともと財政基盤が脆弱なところに、

国と地方の税財源移譲、「三位一体改革」によって国からの地方交付税が大幅に削減され、経常的な財

源が通年ベースで見ますと 15 億円程度のマイナスになってしまいました。市では現在、行財政改革

を一段と加速させており、この厳しい状況を切り抜け、新たな財政課題にも対応できるよう努力をし

ております。 

市政を推進していくに当たっては、市民の皆さんと我々行政が意見交換をしながら、共通の認識を

持っていくことが重要であると思っております。このタウンミーティングが全てではありませんが、

市民の皆さんの意見を直接聞くことのできる大変貴重な機会であると認識をしておりますので、限ら

れた時間ではありますが、本日もどうぞ忌憚のないご意見をお寄せいただければと思います。すぐに

市政に反映できるかというと、なかなか厳しいところもありますが、ひとつひとつ誠実にお答えをさ

せていただきますので、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◆外国籍市民の防災対策について 

（多摩湖町 Ｋさん） 

 

外国籍市民の方を対象に日本語を教えるボランティアを行っている。そこで感じたこと

は、外国籍の人は防災に対して関心が薄い。行政も啓発のため、言葉だけではなく、行

動を起こしてほしい。 

 

◎市長◎ 

 外国籍市民の皆さんに、ボランティアで日本語教室を行っていただき、本当にありがたいと

思っております。 

 現在、東村山市では 5０カ国を超える、2,000 人近い外国籍の方がいらっしゃいます。国

別で見ますと、中国、韓国、フィリピン国籍の方が多いようです。ご指摘の通り、外国籍市

民の皆さんの防災問題は大きなテーマになると思います。行政で現在進めている防災対策は、

外国籍市民の方もそうですが、一人暮らしの高齢者、障害をお持ちの方など要援護の方への

対応をどのようにするか検討をしております。この件に関しては、昨年来から、市議会にお

いてもご指導を受けております。 

外国籍市民の方に関しては、国際・男女共同参画課と防災安全課での協議をしております

が、まだ、こういった形になりましたとお示しできるような状態ではないのですが、計画を

策定する方向で動き始めております。普段から様々な角度で外国籍市民の方とお付き合いを

されているKさんをはじめ、様々な方からご指導をいただき、実効ある物が作れたらと思い

ます。 

 

  

◆意見◆活動拠点の設置要望 

（野口町 Ｏさん） 

 

男女共同参画運動を続けています、女性団体連絡会の会員です。結成以来 20 年間、拠点と

してのセンターの設置を要望しているが、未だに実現しない。拠点がないと、資料を置くと

ころもなく不便である。近隣市では、ほとんど設置がされている。立派な箱物がほしいわけ

ではないので、具体的な明るい回答が聞きたい。 
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◎市長◎ 

  男女共同参画センターの必要性につきましては、認識をしております。ご指摘の通り、三

多摩26市中、男女共同参画政策を進める拠点としてのセンターがないのは数市であります。 

 ご要望に対して、今まで進めてこれなかったのには、財政的な問題があったようです。ご指

摘の通り、新たに施設を建てなくても、市民センターや北庁舎等の施設をやりくりして、ス

ペースを確保できないか、庁内において検討をしておりますので、もうしばらくお時間をい

ただきたいと思います。 

 所管課からは、先ほども話に出てきました、外国籍市民の皆さんに日本語を通年ベースで教

えている団体さんが、北庁舎でボランティアを行っていましたが、北庁舎が基本的に市役所

の会議以外での使用が出来なくなった関係で、化成小学校に移られて不便な思いをされてお

り、また、多文化共生を進めるための拠点が必要であるとも聞いておりますので、可能であ

れば、共同利用ができないかも含めて検討できればと思っております。 

 

 

◆意見◆職制、市役所組織について 

（久米川町 Ｉさん） 

 

市役所では、部長、次長、課長、課長補佐、係長と5つの職層がある。民間企業では部長、

課長、係長であるので、市役所は管理職層が多いと思う。 

人件費の問題もあると思うので、全体の仕事量との兼ね合いも考えてみてほしい。 

 

 

◎市長◎ 

 市役所では市長部局として7部、教育委員会で1部、議会事務局として1部の合計9部

あり、部長の下に次長がおります。また、その下に課が56課に分かれてあります。 

確かに次長職を設置するにあたって、どういった職務を担う職位になるのか議論がありま

した。来年に、組織改正を行う予定でありますので、その改正に向けて次長職のあり方、例

えば、課長職に次長職の仕事を兼務させるのかなど、見直したらどうかといった意見もあり

ます。 

市役所の仕事も多種多様になってきておりますので、緊急に対応しなければならない事柄

もあり、それに対して担当次長を設ける等の再編をしていかなければ、市民の方から見て、

無駄だと思われることもあると思います。それに対し、ご指摘を踏まえながら検討作業を行

ってまいります。 

現在、東村山市役所には約 890 人の職員がおり、その内管理職は 75 名と 1 割弱おりま

す。この1割という割合が多いのか、少ないのかは議論の分かれるところであると思います

が、先ほども申しましたが市は今、地方分権の流れもあり、東京都からの仕事が下りてきた

りと業務量は増えておりますが、財政難ということで職員の人数は増やせません。職員数も

一番多いときは1100人近くおりましたが、アウトソーシング等をしながらスリム化を図っ
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てきております。 

今後もスリムでトータル的に機動性のある市役所作りをしていきたいと思います。その中、

管理職はどういったポストに設け、また、どういった役割を果たすべきかを民間企業等の組

織も研究させていただきながら整理をしたいと思います。 

また、もう一つの市の課題として、今後 10 年間で約４０％の職員が定年を迎えることが

あげられます。退職金の工面の問題もありますが、団塊世代の職員のスキルやノウハウを中

堅・若手職員にきちんと伝承させるなど、次の世代の人材育成が問題になります。こちらに

ついても、何か良い手法があればご指導いただければと思います。 

 

 

◆意見◆グリーンバスの運行形態について 

（廻田町 Ｓさん） 

 

 グリーンバスの新規路線の開設について、地域エゴではなくて、地域住民の参画が出来るか。

何か考えはあるか。 

また、新規ルートは利用者が伸び悩んでいると聞く。既存のルートの運行ダイヤは使いづら

く、定時ダイヤでないので覚えづらい。これも伸び悩みの要因になっているのではないか。

定時ダイヤにした方が、利用者は利用しやすいと思う。 

もう一つ、他の自治体は１社が運行を担っているが、当市は運行を 2 社に委託している。1

社にした方がメリットは多いと思うが、2社にしているメリットはなにか。 

 

 

 

◎市長◎ 

 新規ルート策定における市民の参画につきましては、グリーンバスの調査を平成12年に

実施し、公共交通機関、駅またはバス停等から５００ｍ離れている地域から計画をしたため、

具体的に‘ここにバス停を造ってほしい’等の市民の方から意見を聞く会議体のような場ま

では設けておりませんでした。今後については市民参加の手法も必要かとは思いますが、地

域エゴとトータルとしての市民要望の切り分けは難しいのではないかと思いますので、今後

の研究課題とさせていただきたいと思います。 

新たに運行を開始しました久米川町循環、諏訪町循環では、ご指摘をいただいているよう

に、ダイヤと停留所についてはまだまだ課題があると受け止めております。 

諏訪町循環に関しましては、西口の駅前広場が出来ましたあかつきには、西口が起点にな

ります。こちらのルートには、２つの大病院の独自のバスが運行されております。共同で運

行できないか以前から協議をしておりますが、なかなか合議に至っておりません。西口の駅

前広場が完成した後に共同運行が実現できれば、利用者の拡大ができ、また、財政的にも利

点が多くなるかと思いますので、引き続き努力をしていきたいと思います。 

久米川町循環については、廃止になった西武バスの代替の位置付けで始めました。ご指摘

のとおり、利用者見込みに達していないのが現状でありますが、少しずつではありますが、
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利用者数も増えてきておりますので、ご指摘をいただいた定時運行も視野に入れながら工夫

をし、一般財源を投入しないで済む運行方法を考えていきたいと思います。 

また、諏訪町循環、久米川町循環に関しましては、西武バス1社にお願いをしております

が、東村山駅～秋津駅区間については、西武バスと地元の業者である銀河鉄道にお願いをし

ております。2 社に委託をしているメリットとしては、委託会社が万が一運行が出来なくな

った場合の想定や、地元の業者の育成を考えて当初のルートに関しては2社にしております。 

  今後は、この2社とも独自のルートで運行しているので、それも含めて研究したいと思い

ます。 

 

 

◆意見◆ゴミの捨て方について 

（秋津町 Aさん） 

 

6 月、7 月に容器包装プラスティックゴミの捨て方について、チラシで3回、市報でもお知

らせがあった。 

容器包装プラスティック回収初年度の市の説明会では、容器の汚れは 1回洗えばよいとの説

明であり、また、会場から出た‘週に1度の回収ではなく2度の回収にしてほしい’といっ

た意見に対しても、1度のみとした。 

その結果、市民の慣れもあるのでしょうが、ゴミのランクがDランクまで落ちた。来年もD

ランクになると、リサイクルの受け入れができなくなり、焼却しなければならなくなる。当

初の説明をもっときちんとしてもらわないと困る。 

 

 

◎市長◎ 

   容器包装リサイクルゴミについて、厳しいご指摘をいただきました。 

  ご指摘の通り、初年度はゴミリサイクルのランクはBランクでありましたが、昨年度はD

ランクに落ちてしまいました。 

この容器包装プラスティックの受け入れには、汚れがないようにと、細かな要件がありラ

ンクに分けられています。 

ランク付けは、Aランク、Bランク、Dランクになっており、なぜかCランクがないので

すが、昨年度は、指定袋の中に、更に小袋に分けてゴミを入れられていたり、また、汚れた

ものが多く、例えばプラスティック製のコンビニ弁当に食べ残しを入れたまま廃棄されてい

たものもありました。プラスティックゴミはまとめてスクラップをするので、汚れ物がある

と、同じ袋内のプラスティックゴミ全てがダメになってしまいます。Ｄランクが2年続くと

容器リサイクル協会から引き取りを拒まれてしまうことがありますので、危機感をもってチ

ラシや市報で協力を呼びかけております。 

ご指摘の導入時の説明の甘さにつきましては、お詫びを申し上げます。 

せっかく、他の不燃物ゴミとの分別努力をしていただいておりますので、今後も続けてい

きたいと思っており、行政として徹底して取り組んでいきたいと思います。 
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 具体的な取り組みとしては、一般家庭から出るゴミのほとんどはＡランクであり、Dラン

クになる要因のゴミは独身者の多いマンションやアパートから出るゴミに多いとの報告もあ

りますので、回収時に建物単位で指導をしていきたいと考えておりますので、引き続き市民

の皆さんには協力をお願いしていきたいと思います。 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

◆意見◆環境に配慮した庁用車の使用について 

（富士見町 Ｈさん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
市役所から７～800m の場所にある農家に、市の職員がアポイントもなく庁用車で訪れ

た。農家の方は繁農期ということもあり、忙しかったため、結局会うことが出来ず、また

特に用件も伝えずに帰った。 

環境問題やガソリン価格の高騰が取り沙汰されるこの時世、また、財政難であるならば、

近い距離移動は、物の運搬意外には庁用車の使用を控えるべきではないか。極力車を使わ

ないように努力をする自治体も出てきている。庁用車のあり方について考えてほしい。 

また、現場を訪れる際には職員の服装もそれなりな服装で来るべきだ。 

もう一つ、援農ボランティアを6年間しているが、実際に何人のボランティアがいるのか

わからない。ボランティアをしている本人が、他に何人いるのかわからないのはおかしい。

農家の現状等も合わせて市民に知らせるべきだ。 

また、環境問題を考える上でも、もっと市民の参加を募るべきだ。市政全般ではなく、一

つの問題として切り込んでほしい。 

 

 

最終処分場がひっぱくし、焼却施設の立地がますます困難と

なる中、生産者、消費者がどのように廃棄物処理の問題に対

応していくかが、将来に向けた良好な環境維持と持続的な発

展にとって、重要な課題になっています。 

このような中、容器包装リサイクル法（「容器包装に係る分別

収集及び再商品化の促進等に関する法律」）は、家庭から出る

ごみの約６割（容積比）を占める容器包装廃棄物のリサイク

ル制度を構築する事により、一般廃棄物の減量と再生資源の

十分な利用等を通じて、資源の有効活用の確保を図る目的で

制定された法律です。 

 

容器包装リサイクル法とは 
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◎市長◎ 

  庁用車の使用については、個々の職員がどのような時に使用しているのか、具体的には把

握しておりませんが、課によっては自転車を使うように心掛けている職場もあるようです。 

  ただ、ご指摘の通り、一日に何箇所も廻らなければならない場合や、物を運ぶときなどは、

こういった気候もありますので致し方ないと思っております。私自身は4月以降、一日に何

件も公用が入っているときを除き、庁用車の使用を極力控えております。庁用車の利用につ

いてはご指摘のとおり、環境問題やガソリン価格等の問題もありますので、ルールの徹底を

していきたいと思います。 

服装の問題についてですが、これは難しい問題が一方であるかと思いますが、現場に赴く

際には相応しい服装を心掛けるよう、今までも指導してきたつもりでありますが、今後も引

き続き指導していきたいと思います。 

援農ボランティアにつきましては私も勉強不足で、何人が、どこで、どのような活動をさ

れているのか把握をしておりませんが、一定の精査をし、情報提供をしていきたいと思いま

す。農家サイドにとっても、都市で営農をしていくには住民の方の理解がないと、今の時代

なかなか難しいと聞いておりますので、できるだけ農業者、消費者、周辺の住民がコミュニ

ケーションを取っていく必要を感じております。 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

～10分休憩～ 

 

 

 

 

 

援農ボランティア（東京の青空塾）とは 

 

地域農業共同組合（地域推進組織）は、区・市の広報誌等

を通じて、農業に関心を持つ都民を募集します。応募者を、

それぞれの地域の農家で農作業体験や農業者との交流を通

じ手、援農ボランティアとして養成し、農家と共に安全で

新鮮・良質な農産物などの生産を担ってもらう制度です。 
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◆意見◆小・中学校教職員、市職員の採用について 

（美住町 Ｍさん） 

 

最近、テレビ等で教職員の採用についての報道があるが、当市での小・中学校の教職員の採

用はどのようになっているのか。市の職員についても縁故採用が多いと聞くがどのようにな

っているか。 

また、たいけん館の運営にあたり新規の職員を採用すると聞いた。ふるさと歴史館の姉妹館

の位置付けであれば、現在も十分に人数がいる、ふるさと歴史館の職員でやりくりしてほし

い。そして、市民ボランティアを公募して活用してほしい。市民のための建物なので、あま

り対象の絞り込みをしすぎず、幅広い世代が利用できるような工夫をしてほしい。 

 

 

◎市長◎ 

まず、市内の公立の小・中学校の教職員のご質問ですが、教職員は市で採用している訳で

はなく、東京都教育委員会が採用を行っております。東京都では、適正に試験採用が行われ

ているものと思っております。 

市の職員に関しては、高度経済成長期においては民間企業へ就職希望をする人が多く、当

市ぐらいの規模の市役所へ就職を希望する人があまりいなかったため、首長自らが、市内に

リクルートに廻っていたと聞いたことがありますが、近年では当市においても大変な倍率の

試験になっており、昨年は約８０倍もの倍率がありました。一般事務職員の採用試験では、

自己 PRのレポート、学科・教養試験を行い、上位者に対して2次試験としてグループ討論

を行い、さらにその中の上位者に最終面接を実施し、人物の能力、人柄をみて採用しますの

で縁故採用はありません。どの点を重視するかというと、市役所の仕事も複雑多様化してお

りますので、前向きにやる気をもって仕事に取り組める人物を求めております。当然、面接

においてはどの受験者もやる気を見せると思いますので、面接という短時間のなかで、どこ

まで人物像を把握できるか、我々サイドの問題になります。 

また、入所後の職員に対してはモチベーションを高め、能力を高めるにはどうするのか、

その対応が必要になってくると思いますので、現在人事制度、給与制度も含めたあり方につ

いて、庁内でも議論をしております。努力してもしなくても同じでは、組織が沈滞化してい

きますので、やる気のある人を伸ばしていける組織風土を作っていきたいと思います。 

たいけん館の件は、現在の財政状態で箱物を造るのかといった意見等、たくさんの議論が

なされました。下宅部遺跡の出土品を収蔵するための建物が必要であるといった差し迫った

事情もあり、また、収蔵のみの建物では国からの補助金が出ないとの事でしたので、学習や

展示もできる建物を造る事になりました。 

ご指摘のとおり、組織のスリム化を図り、人員の削減を進める中、新たな建物を建てるた

びに職員採用をすることは相反する事になるので、運営については所管課と協議し、極力人

員増にならないようにしたいと思います。 

市民ボランティアに関してですが、市民の皆さんとの協働は、たいけん館といった新しい
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施設の運営だけではなく、様々な局面において、今後取り組んでいかなければならない大き

な課題であると思います。 

少し話しが飛びますが、市では第4次総合計画の策定を予定しております。現在は第3次

総合計画で、この計画が平成 22 年度までになっております。地方分権が進む中、財政が苦

しくなってきている一方で、高齢化社会、環境問題への取り組み等の課題が山積しておりま

す。東村山市の将来を決める第 4 次総合計画の策定についても市民の皆さんの参画、また、

丁々発止の議論が必要になってまいります。 

行政と市民の皆さんと一緒になって次の東村山市を創っていきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

 

◆意見◆東村山市の活性化について 

（Ｙさん） 

 

東村山市へ来て4年になる。市について勉強をしようと、ふるさと歴史館や秋水園など、市

バスで行けるところに行った。最近では、市バス見学会「花菖蒲の観賞」で大船の菖蒲園に

行った。大変丁寧な説明まで付いていて良かった。 

区内にいたときは区報を見なかったが、温かみのある市報には目を通すようになった。 

一方で、短歌の会にも参加しているが、東村山市はやはり、切磋琢磨している 23 区内と比

較すると田舎というか、のんびりしており、まだまだ発展途上であると思う。 

 

 

◎市長◎ 

 23区内からいらしたとの事ですので、２３区と比較して、当市の良い面、劣っている面

等、多々見えてらっしゃると思いますし、また、積極的に市の行事にもご参加をしていただ

いているようなので、お仲間の方たちに、これからも是非東村山の良いところなどを伝えて

もらえればと思います。東村山市は住んでいると良いところであると思います。 

ただ我々行政は、財政難等の難しい課題が多く、少し元気をなくしております。市外から

来られた方に、良い面等を話していただければ、市も元気になると思いますので、よろしく

お願いします。 

 

 



        第１０回タウンミーティング - 11 - 

 

【意見カードを使用した意見交換】 

 

◆健康・福祉等◆ 

（野口町 Ｋさん） 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

  市の 20 年度の一般会計の予算は全体規模で大体４４３億円になります。その中で生活保

護費は約４５億円と1割を占めております。生活保護費の財源は、７５％は国から、残りの

２５％を市の一般財源から負担します。生活保護費が増えるということは、それだけ生活が

苦しくなっている方が多くなっているということになるかと思いますが、市にとっても非常

に財政負担になってきております。 

  生活保護費受給者が増えている背景には、昨今の経済情勢、格差社会とも言われています

が、高齢者や病気等で職を離れた方、離婚等によって母子家庭になられた世帯など、生活に

困窮されている方が増えてきていることが挙げられると考えます。 

  当市は全世帯数に対する、生活保護費受給世帯の割合が多摩地域の中でも高くなっており

ます。これは当市の町の構造上、都市部から３０ｋｍ圏内の自治体の中でも、賃貸価格が低

く、また、医療機関が充実していることもあるので、医療機関の周辺に引っ越しされてくる

方が多い事からではないかと思います。 

一方では、厚生労働省では生活保護を受けている方のケースワークをする職員、ケースワ

ーカー１人につき担当数は８０世帯となっておりますが、当市の職員は100世帯以上と大変

多くなっており、オーバーワークになっている職員もおり、一人ひとりに対する細やかな自

立の支援が難しくなってきておりますが、出来るだけ、特に若年層に対しては自立に向けた

支援を強化し、就労、自立を促すように進めていきたいと思います。 

  また、昨年いくつかの自治体で起きた、生活保護費の不正受給の問題が明るみに出ており

ますが、当市は認定の際、預貯金を含めた資産のチェックを行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の財政について。民生費の中で、老人福祉費より生活保護費の増加が目立っているが、ど

のような要因が考えられるか。 
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◆子ども・防犯等◆ 

（恩多町 Ｎさん） 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

   「学校支援地域本部」について、勉強不足で申し訳ありませんが、詳しく承知しておりま

せん。 

杉並区の和田中学校の件になるかとは思いますが、同中学校で行っているような私塾連携

の取組みについては、当市では特に民間に委託をして夜間に補習授業等を展開する考えはあ

りません。あくまでも、正規の授業の中で、公立学校の役割を果たしながら、基本の学力を

身に付けられるよう、各学校の先生方には指導をしていただいております。 

  いつも申し上げておりますが、学力と生活習慣には密接な関係があり、早寝をして朝ごは

んをきちんと食べる子どもと、夜更かしをしがちで、朝ごはんを食べない子どもとでは、そ

の後の学力に差が生じると言われてきておりますので、当市ではPTAと連携し、「早寝、早

起気、朝ごはん」運動を行ってもらっています。 

  また、歯科医の先生から、学力の高い子にはむし歯が少ない子が多い、という話を聞いた

ことがあります。これは1つの例ではありますが、きちんとした生活リズムを作ること、躾

のようで回り道のような感じもするかもしれませんが、子どもの一生の財産になる人間力の

ようなものを養うことができると私は考えており、この点について教育委員会に強くお願い

をしております。 

  有名校を目指すお子さんに対しては、申し訳ありませんが、自費で塾等に通っていただく

のが現在の当市の方針になります。 

 

 

 

 

 

今年度より杉並区の中学校をモデルに「学校支援地域本部」が全国展開するようだが、

東村山市ではどうなっているのか。PTA 脱退なども報道され、マスコミ受を狙った手

法が話題にもなっていた。東村山市ではどうなっているか。 

学校長や教職員、PTAなどの関係者を中心

とする「学校支援地域本部」を全国に設置

し、その下で地域住民が学校支援ボランテ

ィアとして、学習支援活動や部活動の指導

など地域の実情に応じて学校教育活動の支

援を行うものです。 

「学校支援地域本部事業」

について 
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 ◆施設関係◆ 

（野口町 Oさん） 

 

 

 

 

  

 

 

◎市長◎ 

  現在、市職員の中には女性の管理職は２名おります。 

今年から複数グループに分け、職層別会議を行っておりますが、先日行われました係長会

議において、たまたま女性の係長が多いグループがありました。その際に、女性管理職につ

いて聞いてみたところ、夫婦で仕事をしていると、どうしても家庭や子供の面倒を見る負担

は女性の方が多くなるため、子育て中に責任のある立場に立つには躊躇
ちゅうちょ

があり、また、家族

の理解が不可欠になるといっておりました。 

確かに当市は、三多摩地域でみても女性管理職が少ないので、対策を考えたいと思います

が、当市の場合は、女性職員だけではなく、男性職員も管理職希望の職員が減ってきており

ます。財政難になっているため、目指す施策を展開できないこともあり、また、管理職は責

任が重くなるが、給与面ではむしろ下がってしまうということもあるため、こちらも先ほど

お話しましたが、何か対策を考えたいと思います。 

  防災会議のあて職の件についてですが、各機関から推薦されてくるのが男性でありますの

で、こちらからお願いはしておりますが、なかなか難しい状態になっております。また、男

女共同参画条例で女性委員を３０％以上になるようにとあり、極力努力はしておりますが、

市の委員会等で委員の公募をしましても、女性の応募がありません。市民の皆さんにも考え

ていただき、積極的に参加していただけるように調整をしていただければありがたいと思い

ます。 

 

 

◆その他◆ 

  （秋津町 Ａさん） 

 

 

 

 

 

 

男女平等の視点から。管理職が男性ばかりなので、女性を多くするように。 

また、審議会委員があて職のものがあり、これも男性中心である。特に防災会議は２６人全員

が男性である。なんとかならないのか。 

 
タウンミーティング記録集を３００を超える各自治会・団体に送り、市民回覧してはどうか。 

また‘市長への手紙’について、提案文と回答文を市報とは別に、公開できないか。 
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◎市長◎ 

  タウンミーティングの記録集については、市の公共施設、各ふれあいセンターに設置をしてお

ります。また、市のホームページにも掲載をしております。 

回覧については申し訳ないのですが、印刷費がかさんでしまいますので、お金をかけずに出来

ないか、また、今後も多くの方に参加していただきたいと思いますし、記録集にも目を通してい

ただきたいと思いますので検討をしたいと思います。 

  ‘市長への手紙’に関しては、公開しても差し支えのないものも多々ありますが、極めて個人

的な情報に係わる内容のものもありますので、全て公開するのは難しいかと思います。手紙を出

された方の了承を取れれば公開しても良いと思いますので、こちらにつきましても課題にさせて

いただきたいと思います。 

 

 

 

 

○市長まとめ 
本日は、長時間に亘り、ご意見、ご提案をいただきありがとうございました。 

いつも感じることですが、タウンミーティングでいただきました意見は、私が思いもつかなかった

意見も多々あり、やはり直接意見をいただけることは大切なことであると思っております。 

当市は現在、大変厳しい財政状況の中、地方分権、高齢化、福祉の充実、環境問題の取り組みなど、

様々な課題に対応していかなければなりません。 

先ほども申し上げましたが、第 4 次総合計画策定、また、これからの自治のあり方を定める自治基

本条例の策定を進めてまいりたいと考えております。数年間の経過をかけて、市民の皆さんの参加、

参画を得ながら一緒に作り上げていきたいと思います。具体的な日程等が決まりましたら、順次市報

やホームページなどを通してお知らせしていきたいと考えておりますので、是非、ご参加をいただけ

ればと思います。 

個別具体的なボラティアに関しても、市の方からお願いをさせていただく場面もあるかと思います

ので、こちらにつきましても時間の許す方は、積極的にご参加いただき、行政と一緒に市の発展、充

実に向けて協力をしていただければありがたいと思います。 

私は「みんなで創る、みんなの東村山」を常々庁内でも申しておりますので、そういった姿勢をよ

り徹底させながら、市民の皆さんと一緒に安全、安心、そして希望のもてる東村山を創るため努力を

してまいります。 

本日は、ご参加をいただきまして、本当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８回 
終了しました 萩山公民館 

第９回 
終了しました 美住リサイクルショップ 

第10回 
終了しました 市民センター 

第11回 
平成 20年 8月 16日(土) 富士見公民館 

第12回 
平成 20年 9月２0日(土) 青葉小学校 

 
  

 

午前 

10:00 

～ 

12:00 

      

 

      
 

 



        第１０回タウンミーティング - 16 - 

 

○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 ２件 

３．緑・環境等 ０件 

４．交通・都市整備等 ２件 

５．施設関係 ０件 

６．その他 ５件 

合計 １０件 

 

 

 

●平成２０年７月１日現在の東村山市住民登録人口 

 人口総数は149,376人。（内、外国人登録者数は1,984人） 

 

人口数（平成20年7月1日現在）

9,051

5 ,146

5,693
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9 ,549

15 ,581

13,678
13 ,532

14 ,948
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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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