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○開催内容 

 

平成２０年４月１９日（土）午前１０時からふるさと歴史館で、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７回タウンミーティング」を開催いたしました。 

 ５０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。市政課題、

諏訪町地域の課題など、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４４枚を回収しました。 

 

・参加者の住所地 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

  ・年齢                ・性別   

 

 

 

 

 

 
 

 

本町 ０ 富士見町 ０ 

久米川町 １ 美住町 ０ 

秋津町 ０ 廻田町 １ 

青葉町 １ 多摩湖町 ２ 

恩多町 ０ 諏訪町 ３０ 

萩山町 １ 野口町 ２ 

栄町 ０ 未記入 ４ 

市外 ２ 合計 ４４ 

男性 ３１ 

女性 １２ 

未記入 １ 

合計 ４４ 

  

年代 参加者数 

20 代未満 ０ 

20 代 ３ 

30 代 １ 

40 代 ２ 

50 代 ７ 

60 代 １８ 

70 代 １２ 

80 代以上 １ 

未記入 ０ 

合計 ４４ 
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○第７回タウンミーティング記録（概要） 
  

【市長あいさつ】 

こちらにお邪魔する際に、八国山を見ながら来ました。新緑が芽吹く、気持ちの清々しい季節にな

りました。このお天気のよい日に、このように沢山の皆さんにお集まりをいただきまして、心より感

謝を申し上げます。 

このタウンミーティングは、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。昨年度は初年度とい

うことで、ふれあいセンターを中心に開催をいたしました。このふれあいセンターについては主に、

施設を管理運営していただいている、ふれあいセンター市民協議会の皆様のご協力をいただき実施を

してまいりました。この諏訪町につきましては、ふるさと歴史館を会場に使わせていただく関係で、

利用団体の方にご協力をいただきました。 

市長になって一年経ちました。市役所は 3 月議会において 20 年度の予算を決定し、事業内容が決

まるのですが、その予算が 3 月 26 日に決まりました。しかし、その矢先にガソリン税の暫定税率が

失効したため、国から道路事業の補助金がカットになるとの通知がきました。現在、東村山市では久

米川駅と東村山駅西口の広場整備事業を実施しておりますが、うち久米川駅の事業はその影響を大い

に受けるため、やむを得ず一時的に凍結いたしました。 

もう一つ、連日話題に出ておりますが、後期高齢者医療制度（長寿医療制度）に関するお問い合わ

せの電話が一時期２00 件程度ありました。現在は落ち着いてきましたが、こちらも国の政策に基づい

て、地方自治体が実施をする事業になります。 

地方分権といいますが、自治体は国の政策の影響を大いに受け、連動していると改めて思いました。

この分権時代の中では、市民の皆さんと行政がこのような機会を通じて、自分たちのまちをどうして

いくのか、話し合いながら進めていくことが求められていると思います。 

今日は、限られた時間ではありますが、忌憚のないご意見をお寄せいただきますよう、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 
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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◆市内全域の歩道整備等について 

（野口町 O さん） 

 

何年か前までは自転車を利用していたが、歩道が危なくて歩いている。市内全域の歩

道の整備をしてほしい。所沢市等、他市と比べると道路事情が非常に悪い。 

また、民地で剪定にまで手が回らずに、電線にかかっている樹木がある。保存林のよ

うなので、市で支援をしてほしい。 

もう一つ、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）の決定額が高い。この金額は各市町

村で決定をしているというが、受け取る年金額が少なくなっているので大変である。 

 

 

◎市長◎ 

 道路整備のご意見は、どの会場にお邪魔してもいただきます。色々な現場を見ながら対応

したいと思いますが、市内全域の道路整備は全部一遍に行うことは出来ないため、危険度の

高い箇所から整備をさせていただきたいと思います。 

 O さんがおっしゃった危険箇所について、後ほど具体的に教えていただければ、現場の状

況の確認をさせていただきたいと思います。 

 また樹木の剪定につきましては、街路樹に関しては市が定期的に剪定をしておりますが、

保存林は個人的な財産になるため、個人で剪定をしていただくことになっています。 

 後期高齢者医療制度（長寿医療制度）の保険料を決めるのは、東京都の全ての区市町村で

広域連合という組織を作っており、そこで額を決定しており、１市単独で決めているもので

はありません。また、所得に応じて負担額が変動し、仮算定ということで、平成 20 年度当

初は平成 18 年度の所得をベースにして算定しております。この算定方法は制度上、全国ど

この自治体でも用いられる方法です。 

 

 

  

 

  

参考：市内の樹林地や樹木を保全するために、市の指定をしています。 

・保存樹木…健全で美観もすぐれ、管理の行われているのもで、樹高 10m 以上、幹

の直径が地上 1m の高さにおいて 0.5ｍ以上の樹木 

・保存生垣…道路に面した長さ 10ｍ以上連続している生垣で、個々の樹林が健全で

美観上もすぐれた、管理が行われているもの。ただし、設置後 3 年以上経過している

ものに限る。 

※枝落しに要する費用の 2 分の 1 に相当する額とし、1 本につき 80,000 円を上限

に補助を行い、保存生垣は１ｍにつき年間 200 円の補助を行っています。 

（「東村山市緑の保護と育成に関する条例施行規則」より抜粋） 
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◆意見◆自治会の補助金について 

（諏訪町 T さん） 

 

自治会の補助金が全額カットになった。自治会としては、回覧物や掲示板を通して市側に協

力をしている。財政難であるということはよく分かっているが、自治会の活動を見直して、

出来れば全額とまでは言わないが、補助金を復活してほしい。 

 

  

 

◎市長◎ 

 自治会の補助金の件に関しましても、どこの会場でもご意見をいただいております。 

市側としましては、地域の活性化等、自治会の活動の重要性は認識をしておりますし、ど

の自治会の財政が苦しくなってきているかということも承知しておりますので、自治会の皆

さんからご意見をいただきながら検討を進めていきたいとおもいます。 

ただ、以前実施していた会員 1 人あたり 100 円の補助といった補助金のあり方の復活は

考えておりませんが、自治会では防災活動等、様々な活動をしていただいておりますので、

そういった活動内容に対する活動補助といった形で補助が出来ないか、行政も厳しい財政状

況で課題も多くありますがどの程度の補助ができるか、現在所管課で検討をしております。 

 

◆意見◆八国山の活用について 

（諏訪町 A さん） 

 

東村山の宝といえば、武蔵野の面影を残し、他市から訪れる方も多い、八国山であると思う。 

この八国山を埼玉県側では開発を、東京都側では保全を図っているが、八国山の看板は埼玉

側、所沢市の方が大きい。これはおかしいと思う。もっと、八国山を活用して、まちの活性

化に力を入れてほしい。八国山は東京都管理のものであると思うので、東京都にかけあって

早咲き桜を千本くらい植樹してみたらどうか。財政難ということであれば、寄付を募っては

どうか。もっとお客さんが来ると思うが。 

また、自分が小さかった頃マキを拾いに行った雑木林が、今は手入れがされず荒れており、

防災安全上良くないと思うので、手入れもお願いしたい。 

 

 

◎市長◎ 

 昨年の 12 月の市議会の際、北西部地域の議員の方からも東村山駅西口の完成後、八国山

の自然や正福寺、徳蔵寺等の歴史文化遺産をどう活かすのかといった意見が出ております。 

市としても庁内でプロジェクトを立ち上げ、西口完成後にこれらをどう活かし、市の活性

化に繋げていくか検討着手しております。先ほど、看板のご指摘がありましたが、よく東村

山駅の西口から北山公園や正福寺、徳蔵寺等までの案内板が一つも無いといったご意見をい
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ただきます。歩道の整備等のご意見も出ましたが、それらも併せて全体的に考えていきたい

と思います。 

 また、手入れがされず、藪のようになっているといった件に関しましては、確かに火災が

起こってしまうと危険ですので、東京都に整備の依頼をしていきたいと思います。 

 桜を千本くらい植樹するといったご意見もよく検討をしながら東京都と協議をしたいと思

います。 

 当市が所有していきた北山公園に関しましては、菖蒲の花が小さいといったご意見もいた

だいております。市外からもお客さんが来ていただけるように、今後 3 ヵ年程かけて手入れ

をし、頑張っていきたいと考えております。 

また先日、市内各所で行われた、さくらまつりの際に「東村山はうどんが名物であるとい

うが、休日に閉まっているお店が多い」といったご意見をいただきました。これらのご意見

を踏まえ、「観る所・歩く道・味わっていただく名物」というように全体的な東村山市の‘う

り’を創っていきたいと思っております。 

 

                                                            

 

 

◆意見◆3・4・11 号線の開発について 

（久米川町 O さん） 

 

青葉町の話になるが、３・４・１１号線の開発を中止してほしい。 

説明会は１回のみで、反対も多かったと思う。この道路は老人ホームの真ん中を通り、また、

希少なキンラン・ギンランも咲いている。昨年 11 月に移植をされたが今年は咲くのか心配

である。 

都道であるので都が推進するのは分かるが、市も推進していると聞く。緑を守っていく東村

山市が、緑を壊す様なことはやめてほしい。 

 

 

◎市長◎ 

 3・4・11 号線、これは所沢街道と平行して走る新所沢街道の開発のお話かと思います。

この道路は、今お話があったよう東京都の道路になりますので、都が施工をします。 

東久留米市の市場の前の通りから多摩北部医療センターを通り、久米川町を抜け、最終的

にはニチレイ工場の前まで通り、所沢街道とドッキングする計画道路です。 

なぜ、市がこの道路を必要としているのかというと、現在の所沢街道は時間帯により混雑

 

１７０種類１０万本の花菖蒲が咲き誇る今年の菖蒲

まつりは、６/７～２２に開催されます。 

この菖蒲まつりは、今年で２０周年を迎えます。 

菖蒲まつりイメージキャラクター‘ 

しょうちゃん’ 
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するため、バイパス的な道路の必要性を感じておりますし、この道路は所沢市から東村山市

を通り、東久留米市を抜け、西東京市へ繋がり、現在西東京市から府中市方面へ行く道路を

造っておりますのが、その道路とドッキングをする多摩の南北を繋ぐ広域的な道路になりま

す。東久留米市側はほぼ完成をしております。 

 諏訪町近辺に係ってくる道路といいますと、飯能所沢線という道路が工事中であり、現在、

新所沢駅前まで工事が済んでおります。この線は四車線道路で東村山の二瀬橋辺りに向けて

延びてくる予定であり、受け入れについて東京都と埼玉県が協議を始めております。 

１日に３万台の車輌が通行するとの試算がでておりますので、現状の所沢街道と府中街道

だけでは、市内が渋滞してしまうと思うので、受け入れを作っておく必要があると思います。

ですので、この線が繋がる府中街道と３・４・１１号線の整備を早期に工事できるように東

京都に働きかけていきたいと考えております。府中街道につきましては、八坂小学校の前ま

で整備ができておりますので、野口橋以北について事業着手を要請しております。広域的な

視野から、私はこの３・４・１１号線は非常に大切な道路であると感じております。 

 キンラン・ギンラン等の緑の問題につきましては、キンラン・ギンランは一定の植物専門

知識をお持ちの方にちゃんと根付くよう移植をお願いし、また、緑の保全は総量としての緑

を維持していく考えであり、現在の道路を緑化するように東京都に要請をしていこうと思い

ます。O さんとは見解が異なってしまいますが、私としては進めていきたいと思います。 

 

 

◆意見◆子どもの安全確保について 

（諏訪町 Ｓさん） 

 

化成小学校前のスクールゾーンの規制時間帯に車が入ってきている。取締りを強化して、子

どもたちの安全をしっかりと確保してほしい。 

 

 

◎市長◎ 

 おっしゃるとおり、子どもさんたちの安全確保をするため、取り締まり強化を警察に依頼

していきたいと思います。 

 

○ 道路・交通課より○ 

 東村山警察署へ取り締まり強化を依頼しております。 
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◆意見◆市役所の人事異動について 

（廻田町 S さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

市役所はマンパワーで支えられていますので、職員ひとり一人が持てる力を全て出して支

えていく必要があると思っています。 

現在、市役所には 886 人の職員がおり、4 月に 143 名（一般事務職）の人事異動が行わ

れ、6 名の新入職員が入庁しました。 

人事異動の基準は適材適所を心がけております。昇任試験に関しましては、3１歳以上か

ら係長職試験を受験でき、係長職を３年経験すると、その上の補佐職の受験資格ができ、補

佐職を２年経験すると課長職試験の受験資格を得られるといった仕組みになっており、最短

で４０歳位で管理職になれる仕組みになっています。 

しかし今、非常に頭を痛めていることなのですが、責務は重いが待遇面でそれほど優遇が

ない、という事からか、管理職になろうとする職員が減ってきております。この問題につい

て、一人ひとりが希望とやる気を持てるような組織風土をどのように作っていくか、人事面

や給与のあり方について、もう少し考える必要があるのではということで、部長級で協議を

始めております。 

また、このタウンミーティングが開始されましたのと同時期から、若手の職員との昼食会

を開き、もちろん、みなさん実費を出して食事をするのですが、この昼食会を通して若手職

員の考え方を直接聞いております。 

市役所に入った以上は、市民のために全力で働くことが大前提でありますので、職員のモ

チベーションを上げていくのが私の最大の責務であると感じておりますので、今後も職員の

意識改革を進めていきたいと思っております。 

部長職を一年で辞めるということは本来なく、２年以上は務めていただく事になっており

ます。ただ、本人の健康上の問題で自主的に降りたという例はありました。 

 

 

 

 

 
市役所の人事異動・昇任制度はどのようなプロセスで行われているのか。 

昨年の不祥事の際、部長、次長、課長、課長補佐、係長が減給で公示されていた。このよ

うな形態は極めて‘お役所的’な組織であると思った。また、載っていた係長以上は５５

歳以上ばかりで、新しく入った人が係長以上になるのに３０年以上かかるのが、東村山の

実態なのかと思った。自治体によっては、全庁的なチームやグループで柔軟な組織を作っ

ているところがある、東村山市はいかがか。 

また、一年で部長をやめた人がいるようだが。民間では「役職定年」という考え方がある。 
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◆意見◆スポーツセンターについて 

（諏訪町 H さん） 

 

平成 10 年から市民スポーツセンターを利用している。利用し始めてから、ずっと閉め切っ

た部屋を使用しながら、異動をしていない職員がいる。聞いたところ、開館以来ずっといる

という。同じ人がずっと同じ職場にいるのはどういうことか。 

 

 

◎市長◎ 

 どういった仕事ぶりをしているのかは確認をしてみたいと思います。ただ、専門職種の方

は基本的に同じ職種の所にしか異動がありませんので、一つの職場に長くいることはありま

す。 

 従いまして、どういったあり方が適切なのか考えていく必要もあると思います。この件に

関しましては、調査をさせていただきます。 

 

 

○市民スポーツ課より○ 

 締め切った部屋を使用とのことですが、職員が在室していない場合は測定機器等があり保

全のために締め切ることがあります。また、相談時は相談者への対応から締め切る場合があ

ります。職員については「東村山市民スポーツセンターのスポーツ医科学室に従事する非常

勤の職員に関する規程」により栄養士、看護師が週 2 日、12 時間勤務となっております。

任期は 2 年で再任は妨げないとなっており、継続して勤務はできます。 

 

 

 

 

 ◆意見◆請願・陳情について 

（諏訪町 M さん） 

 

子どもが小さいときはＰＴＡ等を通して行政に働きかけることが出来たが、今は一市民とし

てどのように行政に参加するのかを考えている。 

請願や陳情は中身ではなく、行う人によって対応が異なるとキャリアの長い議員さんから聞

き、残念に思った。 

市長がこういった会で、細かい意見を聞くことも価値があると思うが、それ以上に無駄も多

いと思う。 

市民生活は色々な問題を抱えているが、市長が具体的に伝えてもらいたいことは何か。 
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◎市長◎ 

 行政はどうしても受身的な姿勢となる場合があり、確かに、ご要望をいただいてから動く

ことが多くなってしまっていると思います。 

 各担当所管課の窓口に要望を出していただいたり、トップに対して直接何か伝えたいこと

があれば、今年はこういったタウンミーティングを通して伝えていただければと思います。 

 また、「市長への手紙」「市長へのＥメール」等の制度もあります。この「市長への手紙」

「市長へのＥメール」等の回答は、基本的には担当課長等が回答を書いておりますが、いた

だいたご意見と回答は、全て私が目を通し、時には回答の書き直しをさせる場合もあります。 

 請願というのは、議会への請願になるかと思います。これらは、地元の議員さんや支持を

している議員さん等を通して行うことになるかと思います。議会は独立した機関であり、市

長としての私が意見を差し挟むのはいかがかとも思いますが、私の議員の経験からは、なる

べく多くの会派の方と協議をされた方が、請願が通りやすいといったことはあるかと思いま

す。 

 

～10 分休憩～ 

 

◆意見◆グループホームの増設について 

（諏訪町 Ａさん） 

 

東村山市は昔は福祉のまちと言われていた。 

障害者を持つ親が高齢になると、残される子どもについて大変心配である。 

市側からは、ケアホームはすでに沢山あるためこれ以上なかなか造れないといわれるが、親

は着実に年をとるので、残される子どもはどうなるのか。 

また、障害者自立支援法など、障害福祉のあり方も変わってきているので、分からないこと

も多い。市側も分からないことがあったりするため、行政ももっと勉強をして対応を早くし

てほしい。 

 

 

◎市長◎ 

 おっしゃるとおり障害福祉の制度も変わってきており、自立支援法も施行され障害者の方

も一定の負担がかかるようになってきております。そういった面では大変なことも多いと思

っております。 

 ただ、当市には周辺市に比べますと、突出してグループホームの数が多く、すでに市内に

約 10 箇所の程度ありますので十分な検討が必要であると思います。 

 確かに親御さんがいなくなった後、お子さんを地域でどの様に支えていくのかとういう声

があることは承知をしておりますし、何らかの手立てを行う必要性も感じております。親御

さんのご心配、ご心労はごもっともであると思いますが、グループホームを「すぐに造りま

す」とお答えできずに申し訳なく思います。 

また、自立支援法の関係で言いますと、就労を進めていこうというのが、この法律の柱の
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一つであります。そこで、一般就労に結びつくようにと、就労支援センターを造る自治体が

増えてきており、当市でも財政難ではありますが、21 年度までには造りたいと考えており

ます。 

 

◆意見◆ふるさと歴史館の利用方法について 

（諏訪町 Ｔさん） 

 

諏訪町のために何かしようと思い、東村山市の諏訪町の保健推進委員をしている。 

保健推進委員の集まりで、以前はこのふるさと歴史館を利用させてもらっていたが、使用目

的が学芸的な目的ではないということで、利用ができなくなった。 

建物には使用目的や禁止事項があるのは承知しているが、一般的にみて学芸的な目的で使用

されることは少ないと思う。市民のための施設であると思うので、空いている時間帯は一定

の手順を踏めば、利用できるよう臨機応変に対応をしてもらいたい。 

 

 

◎市長◎ 

 保健推進委員をしていただいているということで、ありがとうございます。 

 このふるさと歴史館は博物館的な使用目的ということで、補助金により建築された建物に

なり、あまり使い勝手が良くないというのは事実であると思います。 

 ただ、市の委嘱を受けている団体が利用できないということは十分考えなければならない

と思います。この諏訪町は公民館や市の集会施設のように一般利用が可能な施設がある町で

はないので、制度上の関係でどこまで出来るか分かりませんが、あり方については研究させ

ていただきたいと思います。 

 

○ふるさと歴史館より○ 

ふるさと歴史館の利用につきましては、都営住宅住居との合築施設であるという事情から調

整し、開館当初より視聴覚室、研修室につきましては、音楽や体操等の利用を除く、会議等

への貸し出しとさせていただいております。宜しくご理解のほどお願い申し上げます。 

 

◆意見◆公共施設の有料化について 

（諏訪町 Ｈさん） 

 

中央公民館を利用している。 

公民館が有料化になり、利用者が随分減ったと思う。市民が自主的に活動するには集会場所

が必要である。 

維持管理費がかかることは承知しているが、使用料の値下げなどの考えはないのか。 
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◎市長◎ 

 このご意見も、タウンミーティング開催するごとにいただいており、また、議会において

も議論をしていただいております。 

公的な施設とはいえ、使用すると電気料や水道代がかかってまいりますので、利用される

方が一定の負担をするのが、利用される方、されない方の公平性を考えますと、本来のあり

方になるのではないかと考えます。 

しかし、公共施設の本来の趣旨は市民の皆さんに使っていただくための施設になりますの

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。 

 利用者数に関しましては、一時的に利用者数が減少した時期がありましたが、最近また増

え始めております。もう少し経緯を見ながら検討をさせていただきたいと思います。 

 

 

◆意見◆福祉センターの活用について 

（諏訪町 K さん） 

 

 旧多摩保健所が完成したあかつきには、諏訪町にある福祉センターをどのように活用して

いくのか。できればふれあいセンターのような施設にしてもらいたい。 

 

 

◎市長◎ 

 福祉センターの今後については、率直に申し上げますと未定であります。障害者の生活の

相談施設「るーと」は旧保健所に移りますが、愛の園は残りますので施設の全体が空くとい

うわけではありません。ただ、施設が老朽化しているため活用を考える際には、厳しい財政

の中で修復等についても検討していく必要があると考えております。 

 当市の施設のありかたは、全体的な配置計画の中で、どのようにしていくか、ご意見をい

ただきながら進めていきたいと考えております。 
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【意見カードを使用した意見交換】 

 

◆都市整備関係◆ 

（諏訪町 T さん・M さん） 

 

 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 具体的にどの道路といった指定がないようなので、諏訪町全体の道路としてお答えします。 

 諏訪町の生活道路というと、化成小学校前の通りになるかと思いますが、この道路は地権

者の方のご協力を経て一定の整備はさせていただきました。 

また、諏訪町の住民の方からは、新山手病院に行く手前の踏切の拡幅について特に強くご

要望をいただいております。諏訪町側につきましては、川のところまで歩道を設置すること

ができましたので、今後は踏切をどう拡幅し、野口町側の歩道をどうするかになります。た

だ踏切の拡幅については、なぜこれほどの費用がかかるのか分かりませんが、西武鉄道側と

の協議では１億円程度の費用がかかるとの回答を得ております。市では現在 3 年毎に「実施

計画」というものを作っておりますので、その中でどのように位置づけられるのかを検討を

しております。 

もう一つは公事道の突き当たり、以前車が衝突したこともあるＴ字路の安全対策について

であります。警察署に対して、信号の設置を依頼しておりますが、警察署も公安委員会の承

認を得ないと設置が出来ないということです。地元の警察署から公安委員会への上申は昨年

に行ったが、まだ回答がないと聞いております。 

道路事情の改善に向けては、財政難ではありますが、今後も努力をしていきたいと思いま

す。 

 

◆その他◆ 

（諏訪町 M さん） 

 

 

 

 

 

・生活道路に歩道もなく狭いため、広くする予定があるか。 

・危険な道路や踏切が沢山ある。住民協力も得て、細かい情報を行政も持ち命を守るため

改善してほしい。 

 

 

・東村山市は快速の停車駅であるが、発展が遅れている。国有地、都有地、市有地を活

用して都心の大企業・中企業の本社業務が可能な高層ビル（六本木ビル等）の建設で歳

入を増やす検討を。 
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◎市長◎ 

 当市は市内で上がってくる税収で、全ての行政サービスを提供することができず、地方交

付税に依存しながら他市と同様のサービスを提供してきた、極めて財政基盤が脆弱な自治体

であります。その端的な理由として、周辺市に比べると大きな事業所が少ないことが挙げら

れると思います。 

 この三年間で｢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。税源が移

譲され税収は伸びましたが、今まで交付をされ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。この地方分権社会の中では、これ以上交付税が増える見通しはないと思います。

このような財源の中で、先程来いただいております、道路の補修や福祉の充実を行うために、

いかに市内で税収を増やしていくかが重要になってまいります。 

 税収を増やすため、全国の多くの自治体が大企業の誘致を行っておりますので、今後、住

宅都市であり、それほど大規模な土地が残っていない東村山市に、大企業が来るということ

はあまり考えにくいことかと思いますが、そういった取り組みも視野に入れていかなければ

ならない財政的に難しい時代になってきたと考えております。 

ただ、今まで市内にあった事業所、例えば恩多町にあった大倉工業さんや、栄町にあった

明治乳業さん等が撤退をしてしまいましたので、まずは、現在市内にある事業所が市外に出

て行ってしまわないような努力をしたいと考えております。また、事業所誘致につながるコ

ネクションをお持ちの方は、情報提供をしていただき、活用に繋げさせていただければあり

がたいとも思います。 

 

 ◆子ども・防犯等◆ 

（諏訪町 Ｍさん） 

 

 

 

  

◎市長◎ 

 児童クラブを７時まで時間延長をとのご意見ですが、現在、新一年生が入学すると、その

約３分の１のお子さんが児童クラブに入会を希望されるという状況があり、どこの児童クラ

ブも満杯になっております。国は平成２２年度から、７１人以上のお子さんが入会している

施設については補助金を出さないという政策を打ち出しておりますので、その平成２２年ま

でに大規模化した児童クラブをどうするのかも対策を考える必要があります。お金がない中、

国がそういった施策を打ち出してきていますが、お子さんを入会させたい、長時間預けたい

といった市民ニーズは高まっております。 

 今年度には、一定の方向性を出していかなければならないと考えておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 

 

 

・学童クラブの現 5 時までを 7 時まで延長してほしい。 
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◆健康・福祉等◆ 

  （諏訪町 Ｍさん） 

 

 

 

◎市長◎ 

 区部に比べて医療費の補助がないといったご意見ですが、ご指摘の通り、現在２３区は０

歳～中学生までの医療費を区で負担をしております。 

これは率直に申しまして、先程来お話をしている、財政力の格差になります。多摩地域で

は、どんなに財政力があるといわれている武蔵野市ですら、そこまでの負担は行えておりま

せん。東京都の中でも２３区との格差が拡大し、さらに多摩地域の中でも中央線沿線の自治

体と西武線沿線の自治体で、かなりの格差は拡大しており、住民の皆さんのご要望に添えな

く、心苦しく思っております。 

この脆弱な財政基盤を改善できるよう努力をし、市民サービスを充実できるように今後も

努めていきたいと思いますので、ご理解をいただければと思います。 

 

 

 

◆その他◆ 

（諏訪町 Ｍさん） 

 

 

 

 

◎市長◎ 

 諏訪町にあるふるさと歴史館を含め、これらの歴史・文化遺産と自然を、正福寺や現在下

宅部遺跡の出土品を展示、収蔵する施設として建設中の縄文体験館等と併せて、一つの大き

な散策ルートをつくり、先ほども申し上げましたが、名物を食べていただける所や歩道の整

備を充実させ、総合的に東村山市の駅の北西部エリアの活性化を図っていきたいと思ってお

ります。 

 

 

 

 

 
・江戸川区では子供医療費等の負担がなかったが、東村山市で負担増になり当惑している。 

 

 
八国山と徳蔵寺を活かして市と町の活性化を計ってほしい 
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◆施設関係◆ 

（諏訪町 A さん） 

 

 

 

◎市長◎ 

 東村山市はスポーツ都市宣言をしているが、他市に比べるとスポーツ施設が貧弱であると

のご指摘をいただいております。 

平成２５年に多摩地域を中心とした東京国体が開かれる予定です。東村山市はどの競技を

誘致しようかと考えた所、市内の小学校でミニバスケットが盛んに行われていることから、

少年女子のバスケットの誘致をすることにし、開催が決定しております。会場はスポーツセ

ンターを使用することになり、先日、競技連盟の方が視察に来られた際に、改修をするよう

に指摘を受けた箇所もありました。A さんからは屋外施設の充実のお話でしたが、国体に伴

う施設整備の場合は、東京都から一定の補助が成されますので、その補助金を活用しながら

平成２２年を目途に市民センターの施設の充実を図る改修に着手をしていこうと考えており

ます。この大会を一過性のものとせずに、少子高齢化といわれる社会でありますが、スポー

ツを通して自身の健康を維持増進させ、また、交流の場として取り組みが実施され、活用さ

れていければと思います。 

 

 

◆その他◆ 

（諏訪町 W さん・青葉町 T さん） 

 

 

 

 

 

 

 

アウトドアスポーツ、競技場施設の充実をしてほしい。 

 

・開かれた行政を目指すタウンミーティングは今後も続けてほしい。 

・タウンミーティングの意見を実現するには、経費がかかると思う。各意見をどう実現す

るかについて、再度タウンミーティングを開くべきだ。 
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◎市長◎ 

 先ほども、このタウンミーティングが行政に意見を述べる一つの機会であるとお話をさせ

ていただきました。では、いただいた意見が実際にどのように活かされているのか、また、

変化があったのかを検証する必要性はもちろん感じております。 

ただ、すぐに答えがでるものばかりでもありませんので、少し長い目で見ていただければ

ありがたいと思っております。 

 私は、少子高齢化が進み、また、分権時代を迎え財源的にも厳しい中で、これからの東村

山市の自治のあり方についてどのように取り組んでいくのかを考えたとき、行政のみの力で

乗り越えることは難しく、市民の皆さんと協働して、様々なことを実施していく必要がある

と考えております。現在市民の皆さんが、行政に対してどの様に参加をしていくのか条例上

で定めたものがありませんので、それをきちんと位置づけるための制度として「自治基本条

例」といったものを作っていきたいと思っております。このタウンミーティングもその一つ

の手段であると考えますし、今後はテーマ別に話しあう機会を作り、参加をして皆さんを支

える市政に対し関心をもっていっていただければと思います。 

今後も「みんなで創る、みんなの東村山」を基本姿勢として行政運営を進めていきたいと

思います。 

 

 

 

 

○市長まとめ 
 本日はどうもありがとうございました。 

 まだまだ皆さんとお話したいこともあったのですが、あっという間の２時間でした。いただきまし

たご意見は真摯に受け止めさせていただき、実施すべきことについては取り組み進めていき、研究し

ていく課題もいただきましたので、これらも今後につなげていきたいと思いました。 

詳しくお話ができなかった、東村山市の財政状況については、昨年の１２月に平成１８年度決算を

基に「東村山市財政白書」といったものを作っております。こちらは、市役所の情報コーナーで一冊

５０円にて販売をしておりますし、パソコンをお持ちの方は、市のホームページ上から閲覧をするこ

とが可能ですので、市の財政実態を是非ご覧いただければと思います。 

 また、３月４月にかけて市内で多くの火災が起きております。この諏訪町でも１件ございましたし、

お隣の久米川町でも火災が起きております。お二人の方が亡くなられており、比較的、高齢の方の世

帯で火災が多いようです。これから市役所としても、消防署と連携をして、火災予防の注意喚起を防

災無線を活用しながら行っていきます。防災無線を使う関係で、皆さんにご迷惑をおかけすることが

あるかもしれませんが、今日お越しいただいた皆さんも十分に注意をしていただければと思います。 

 最後に、私はたとえ意見が違っていても、とことん対話を続けながら、これからの東村山市をなん

とか良いまちにしていこうと頑張らせていただきますので、今後とも、タウンミーティング等に積極

的にご意見を賜りますようお願いをいたしまして、閉会の挨拶とさせていただきます。 

本日は、ご参加いただき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５回 
終了しました 久米川ふれあいセンター 

第６回 
終了しました 廻田公民館 

第７回 
終了しました 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 ０件 

２．子ども・防犯等 ０件 

３．緑・環境等 ４件 

４．交通・都市整備等 ８件 

５．施設関係 ３件 

６．その他 ０件 

合計 １５件 

 

 

 

●平成２０年４月１日現在の東村山市住民登録人口 

 人口総数は 148,940 人。（内、外国人登録者数は 1,981 人） 

 

人口数（平成20年4月1日現在）

9,079

5 ,141

5,734

6 ,466

9 ,202

15 ,512

13,644
13 ,540

14 ,951

11,728

15 ,676

14,708

11 ,578

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

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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