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○開催内容 

 

平成２１年５月１６日（土）午前１０時から廻田ふれあいセンター内の廻田集会所におき

まして、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２０回タウン

ミーティング」を開催いたしました。 

 約４０名の方に参加をしていただき、市政課題、廻田町地域の課題について熱心なご意見

が出されました。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す。 

 

  

●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３２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 ２ 

久米川町 0 美住町 １ 

秋津町 ０ 廻田町 ２０ 

青葉町 ０ 多摩湖町 ３ 

恩多町 0 諏訪町 １ 

萩山町 ２ 野口町 １ 

栄町 ０ 未記入 ０ 

市外 ２ 合計 ３２ 

男性 ２２ 

女性 １０ 

未記入 ０ 

合計     ３２ 

  

年代 参加者数 

20代未満 １ 

20代 ０ 

30代 １ 

40代 ０ 

50代 １ 

60代 １２ 

70代 １７ 

80代以上 ０ 

未記入 0 

合計 ３２ 
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○第２０回タウンミーティング記録（概要） 

  

 

【市長あいさつ】 

みなさんおはようございます。せっかくの土曜日、早朝よりお集まりいただきまして、誠にありがとうござい

ます。この対話集会を始めてちょうど今日で、２０回目となります。これまで１３町それぞれで開催させていた

だき、廻田町は今回で２回目となります。昨年３月に廻田公民館で行わせていただきました。 

２０回で延べ９００名を超える市民の皆さんから様々なご意見をいただきました。まだかなりの部分がいただ

いたご意見に沿った取り組みが市の方でできていないことが実は多いのですが、少しずつ、ご意見をいただいた

中で我々も考えながら正式に事業化し予算をつけた部分もございます。 

例えば一番最初に行った、秋津町のタウンミーティングで秋津駅～新秋津駅間で煙草を吸いながら歩く人が非

常に多いので、歩行喫煙の防止条例を設けて欲しいというご意見をいただき、昨年から施行して現在、実施させ

ていただいております。このように実現した部分もございます。 

また、現在、第４次総合計画の長期的な計画作りをさせていただいております。今までにない規模で市民アン

ケートを取らせていただいたり、また本日も何名かご出席いただいておりますが、ワークショップ、公募して手

を挙げていただいた方に参加して意見を出していただく手法もとらせていただいております。 

タウンミーティングでこの間にいただいたご意見も、何らかの形で今後の市の長期計画に反映していきたいと

考えております。いろいろなご意見をいただきながら、大変厳しい状況ではありますが、少しでも東村山という

町を良くしていきたい、そういう思いでやらせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は廻田町以外の方もご出席かと思いますが、廻田の自治会の会長さんもおいでで、廻田町地域は市にとっ

ていろいろな部分で、市民との協働、市民の皆さんがいろいろな事をやっていただいている地域だと思っており

ます。例えばこの集会施設も自治会で管理運営していただいておりますし、旧前川緑道についても自治会に市か

ら委託を受けていただき、毎月１回自治会員の住民の皆さん総出で草取りをしていただいたり、植木の管理をし

ていただいたりで、大変お世話になっております。できるだけ他の地域にもこのような事を広げていきたいと考

えてはおりますが、それぞれの地域には地域差があり、なかなか全市的にはできていません。 

今後、廻田町の事業をモデルケースにしながら、市民とのパートナーシップ、協働事業を広げていきたいと思

います。本日は限られた時間ではありますが、皆さんからいろいろご意見をいただき、明日からの市政に活かし

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◆廻田ふれあいセンター入り口の歩道縁石 

（廻田町 Ｔさん） 

 

最近、この施設の入口を工事して、大変綺麗になりました。ところが縁石が駐車場（入

り口）より狭く設置された。工事の人は図面通りと言ってますが、社協のバスなどは大

変だと思う。工事したばかりで悪いが、そこを改めてもらいたい。 

 

◎ 市 長 ◎ 

私も先ほど入る時に気づきまして、見せていただきました。縁石が少し飛び出ている感じです

ね。ご案内のように道路は都道ですから、市の方から都の方に改善をお願いしていきたいと思い

ます。 

 

◎ 都市環境部 道路・交通課から ◎ 

 車両乗り入れ切り下げ部については、３．０３ｍ、４．２４ｍ、５．４５ｍ、７．２７ｍと基

準が設けられており、現地を確認したところ切り下げ巾は最大の７．２７ｍ施工となっており基

準を超える再施工については困難と考えております。また、ガードパイプとブロック位置がずれ

ている関係で、車がブロックに乗り上げてしまったり、歩行者の転倒防止などに対応するためボ

ラード（巻き込み防止）を設置するよう東京都へ依頼いたします。 

  

 

◆意見◆今、自治体経営にかけているものがあれば何か。 

（廻田町 Ｓさん） 

 

「地域主権」「地方自治」という言葉が声高に叫ばれている。市長は２年でちょうど

折り返し地点かと思うが今までやられて、自治体経営、東村山市を経営する上で、欠け

ているものがあるのか、あるとしたらそれは何か、お話いただければと思う。 

◎ 市 長◎ 

非常に難しいご質問をいただきました。 

「自治体経営」「行政経営」「都市経営」という言い方をして、どのように経営資源を集め、ど

ういう町を目指すのかが問われる時代になってきたと感じております。 

東村山の歴史を考えると、昭和３０年代までは都市近郊の農村地帯でしたが、その頃から日本
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も高度経済成長に入り、農地が次々に宅地化され、昭和３９年に町から市になりました。 当時

の人口６万６千人で市制施行したと記憶しております。それから今年４５年経ち、人口は倍以上

の１５万人になりました。 

農地も、私が市議会議員になった時は市内総面積で２５０ｈａくらいありましたが、この１５、

６年の間に約１００ｈａ減り、現在１５０ｈａを切るくらいになっております。人口が増えた代

わりに農地が減ったというのが、ここ４、５０年の東村山の歴史と思います。 

東村山の町の性格は基本的には住宅都市で、都心に通う方が多く住んでいましたが、やはり町

にはバランスが必要で、東村山の中心的な産業だった農業をどのように守り、緑地・農地を保全

していくのかが町全体の経営を考える上で一つの大きな課題だと思います。 

それから東村山は昭和３０、４０年代に人口が急増したので、その当時２０代、３０代だった

方々が現在、老齢年齢になられ、当市は三多摩で隣の清瀬市に次いで高齢化率の高い市となって

おります。今後、それぞれの世代がバランスよく住んでいただけるような町づくりを進めていく

事が重要と考えております。もともと当市にはそれなりの医療機関や介護福祉施設が多いので、

高齢者の方に安心して住んでいただく基盤は、一定程度整っていると思っております。子育て期

の方々・子供達が住みよい町にしていく、そういうバランスのいい人口構成の町づくりを進めて

いく事も必要と思います。 

いずれにせよ冒頭に申し上げた通り、我々行政だけで決められる時代ではありませんので、住

んでおられる市民の皆さん、あるいはここで事業をしている企業市民の皆さんからのご意見を広

く聞きながら、環境についてもそうですが、持続的に発展できる町でなくてはならないと思って

おります。 

そのために先ほど申し上げたように、多くの市民のご意見をいただくとともに、皆さんそれぞ

れがいろいろな力を持っていらっしゃるのですから、それを上手く引き出せる、コーディネート

できる事で町の元気・活力を保っていく自治の仕組みづくりが求められると考えております。答

えになっているのかわかりませんが、今の私はこのような事を念頭に置きながら日々の仕事をさ

せていただいております。 

 

 

◆意見◆通学路となっている川沿いの草刈 

（廻田町 Ｓさん） 

 

ボランティア活動をしている。 川の草刈りが以前は年に２回あったが、ここ数年は

１回になり、昨年は１１月だった。私の家は川の近くなので、できる範囲はやるが、と

ても追いつかない。廻田地区の通学路は川と平行しているので幅が狭く、傘をさして車

が来ると、避けるために濡れてしまう。そういう所が多摩湖・廻田では見受けられる。

年に２回草刈りは、予算の関係ではできないか。 
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◎ 市 長 ◎ 

大変申し訳ありません。私はその経過を承知しておりませんが、委託をしているならば予算の

関係で、２回できなくなって１回に減らしたのかもしれません。市には現場で草刈りをしたり、

道路に穴が開いた所を応急で処理する現業の職員もいますので、必要な所は草刈りができないか、

検討させていただきます。草が生い茂って防犯・交通安全上問題があるならば、適切に管理しな

くては、何かあってからでは遅いので、ご指摘を踏まえて現場に話を伝えます。 

 

◎ 都市整備部 道路補修課から ◎ 

河川の草刈りにつきましてはご迷惑をお掛けしております。市では、前川をはじめ北川、出水

川の３河川を管理しており、業者により年１回草刈りを行っております。各河川とも同様のご意

見を頂戴し、適時、職員でも対応しておりますが、他の仕事と調整しながら作業したいと考えて

おります。 

また特段気になる箇所がございましたら直接連絡を頂きたいと存じます。 

 

 

 

◆意見◆ＤＶ被害者に、定額給付金に相当する独自給付を 

（萩山町 Ｍさん） 

 

住民票を移していないＤＶ被害者にも、定額給付金に見合う独自の給付金を、東村山

でも検討していただけないか。現在三多摩２６市では３市が支給を決定してる。 

総務省で２００９年度補正予算案に総額１兆円の臨時交付金を活用するよう予算案

に盛り込み、定額給付金代わりに使う事を検討しているそうだ。東村山でもぜひ検討し

てもらいたい。私自身、１５年前に、当時小学校１年生の子どもを連れて着の身着のま

まで家を出たＤＶ被害者である。偶然、東村山にアパートを見つけ離婚が成立するまで

の２、３年と思ううちに住み心地がよくてそのまま東村山に住み続けている。予算の少

ない中で大変だと思うが、ＤＶ被害を受けた女性や子供が東村山で安心して生活できる

という事は、全ての女性や子供や高齢者が安心して住める町になると思うので、検討を

お願いしたい。 

 

 

◎ 市 長◎ 

定額給付金の支給についてＤＶ被害者の方からも市の窓口に何件か問合せがきていると聞いて 

ております。離婚はまだ成立していないけれども世帯分離している方については、我々としても

法の趣旨に則って支給ができます。 

しかし世帯分離していない、住民票を置いたまま実態として別居され、かつての配偶者から隠
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れるように暮らしていらっしゃる方々の実態について残念ながら当市でも把握していない状態で

す。 

今後、実際には住民票を移していないけれども、支給して欲しい方々からの問い合せもいただ

いておりますし、他市の独自給付も聞いておりますので、他市の状況等も踏まえて検討させてい

ただきたいと思います。今の段階で市として独自にやれるかどうか、調査する必要があると思い

ますし、人員等の事務的な問題も発生しますので、それらを考慮しながら検討させていただきた

いと思います。 

 

 

 

◆意見◆私道の危険箇所にカーブミラーを設置できないか 

（廻田町 Ｍさん） 

 

東村山に住んで２５年、退職して３年半になる。通勤していた時は道路を使い、今は

あちこち出かけている。常々気になっていたのが電柱で、歩道と位置づけられた所に電

柱が立っている箇所が随分ある。通り難く、いろいろな事故を誘発する原因にもなる。

東京都管轄でしょうが、市の方でももう少し生活者の立場に立った対応は取れないだろ

うか。 

また市道にはミラーがあっても、私道については関知しないと言われた事があるが、

住民としては市道であれ私道であれ危険度は変わりないので、財政難ではあるが、調べ

てもらって危険と思った箇所には設置するようにお願いしたい。 

 

◎ 市 長 ◎ 

都道に関しては金山神社までは拡幅されて歩道が付きましたが、その先は市の方も東京都に要

望しておりますが、なかなか前に進まない状況です。もともと都道の場合、狭くて歩道がない上

に、両サイドに側溝があるために少し飛び出た形で電柱が立っている状態で、度々市民の皆さん

から苦情をいただいているのも事実です。東京都と話をすると、電柱は移設する、しかしその場

合、側溝があるので道路に面した民地の中に入れていただくように地主さんを説得してくれれば

…という話になってしまい、なかなか進まない状況です。ただ危険な事は十分認識しております

ので、今後東京都に対して、一番抜本的な解決はこちらのように金山神社から先も広げていただ

くのがいいと思いますので、引き続き拡幅をお願いしていきますし、あまりに危険な電柱は都と

協議しながら移設を検討したいと思います。 

道路のミラーの問題ですが、ご指摘の通り、私道からの出口については原則、市の方針ではミ

ラーをつける事をこれまでしてまいりませんでした。基本的に市道・公道として認定されている

道と、私道は何が違うのかと申しますと、個人の所有物である事、公道認定する場合は基本的に

道路から道路に抜ける事ができ、多くの公衆の利益に供している、という言い方をしまして、行
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き止まり道路のような私道は利用者が非常に限られます。 

行政サイドから言わせていただければ、その出入口に市の税金を使ってミラーをつけるのはど

うか、という議論があり、これまでは設置しませんでした。とはいえ危険性があり、全額自己負

担でやるのはどうなのかというご指摘も一方では議会等でもいただいておりますし、今後、私道

の出入口のミラーの設置について、財政が厳しい中でどこまでできるかわかりませんが、絶対に

つけないのか、危険箇所について市がつけるのか、利用者が共同設置をする場合に市がいくらか

助成するとか、いくつかパターンが考えられるかと思いますので、それも含めて検討させていた

だきたいと思います。 

 

 

 

 

◆意見◆多摩湖町方面のグリーンバス運行予定について 

（多摩湖町 Ｕさん） 

 

（多摩湖町に）グリーンバスが通るような話を聞いたが、いつ頃通るのか。 

それを聞かせてもらえれば安心して住めるのだが。 

 

◎ 市 長 ◎ 

当市の場合グリーンバスと言っておりますが、ご案内のように東村山駅を起点に青葉町の北部医療

センターを通り新秋津に至る路線と、久米川町循環、それから諏訪町循環の計３本を運行させていた

だいております。 

基本的には交通不便地域を解消する目的で進めてきました。こちらの北西部区域、野口・多摩湖・

廻田地域は一応、実施計画では２２年度に路線を考えていきたいとしております。 

しかしお金の話ばかりで恐縮ですが今、コミュニティバスに市が支出しているのが５千万円ほどに

なってまいりました。我々としても今後路線を増やしていきたいのですが、その財源確保をどうする

か、１路線増やすと１千５００万円～２千万円程度の税投入をしなくてはならず、そこが非常にネッ

クになっております。コミュニティバスについては市内全域１３町どこの町も、うちの町にも通して

欲しい、同じ税金を払っているのだからと、非常に強いご要望をいただいております。限られた財源

の中で、市民の皆さんの交通利便をどう確保していくかは大きな課題です。 

今年度は庁内に所管だけではない、いろいろな部課長を入れて今後のコミュニティバスのあり方を

協議しようという事になりました。一応、第６次実施計画上では北西部は２２年度にさせていただい

ておりますので、その目標に向けてどのような取り組みができるか検討しております。できるだけご

意向に沿って進めたいと思っておりますが、多くの課題があるのも事実ですので、それを整理した上

で市民の皆さんにお諮りしていきたいと思います。 
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◆意見◆都市農業を守りたい 

（廻田町 Ｋさん） 

 

東村山は都市農業の一角で、地産地消が出来て幸せと思っている。廻田地域は農家の

数が市内で４番目と聞いている。「農家」と呼ばれる基準は農地としてどれくらいの広

さなのか、あるいは収入が関わるのか、気になる。生産者のコスト、１時間当たりの値

段を聞くと驚くほど低く、最低賃金を大きく下回ると聞き、専業農家では成り立たない

のではないか。軒先販売など、生産者と直接お話できる便利さもあり、相続と後継者が

一番の悩みだと聞いた。若い人が農業経営にも工夫され、体験農地などで住民の参加や

意識を高めようとしてくれているので、環境を守るという意味からも農地を減らさず、

生産者を応援し、私たちも何をすれば農業を守っていけるのか、教えていただけたらと

思う。 

 

◎ 市 長 ◎ 

農家の定義は、申し訳ありませんが私も勉強不足でわかりません。おそらく現行の農地法等で、

新規で農地を買うためには一定規模の農地を持っていなくてはならないとか、そういう規定がい

くつかあって、そういう事からあるかと思います。 

 

 

(会場のＨさんから） 

 

面積の規定は今はありません。農地を持っている人は、それで生計を立てなくてはなりま

せんが、それでは今は生計が立ちません。だから子供達は勤めに出て、後継者は親が年を取

ってできない、それで相続税の負担が大きくて相続しない。ただ農地相続は可能です。現状

ではそういう農地法の規則はあります。規定上は新しく一般の人が農地を買う事はできませ

ん。そういうジレンマが農業の人にはあります。朝早く起きて、冬寒い中で野菜を育てます

が、市場に出せば卸や仲介業者の方がいて、安く叩かれます。スーパーに行けば原価がわか

りますが、それが日本経済の主な仕組みで、それをどうするかは国の問題、政治の問題でこ

のタウンミーティングではなく別途やるべきだと思います。 

 

◎ 市 長 ◎ 

いろいろ教えていただき勉強になりました。 

広く言えば、国の農業政策のあり方、例えば農地法の改正で、新規に個人で取得できないのか、

株式会社にも農業を認めるとか、いろいろな方向が出つつあります。都市農業は規模が非常に小

さく、それぞれの農業者のお考えもありますが、付加価値の高いものを作っていただくという事

で、東村山で果物とお花を作っていらっしゃる農家は比較的元気かと思います。  
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露地物の野菜をやってらっしゃる方は、中国等からも入ってきまして、丹精込めて育てていて

も市場に出せば買い叩かれてしまうところがあります。市としては地産地消という事で、できる

だけ学校給食に市内の農家が作られた野菜・果物を極力使うようにしています。ただどうしても

限られた給食費の中でやるためのお金の問題と、一定の収量をコンスタントに確保できなければ

給食を作る立場の方も困ってしまいますので、そういう確保ができるタイミングの問題もありま

す。しかし今そういう事で、市としても学校給食でできるだけ市内の野菜を使っていただくよう

努力しております。 

また一番大きいのは税制の問題で相続が発生した場合に、本業の農業だけでは生計を立てるの

が厳しい状況がありますから、農地の一部で貸家や駐車場を持って収入を補っております。しか

し相続が発生すると農地も含めて売却して相続税をお支払になるケースが多くなります。先ほど

この１５、６年の間に１００ｈａほど農地が減ったお話をしましたが、そのほとんどが相続がら

みで農地が減りました。東京の農地を守るためには、大幅に税制を変えていただかないと今後こ

のペースでは農地がなくなってしまうという危機感を持っております。  

昨年、都内の市街化区域に農地のある行政、多摩地域２６市は全てですが、区部でも練馬、江

戸川、世田谷等、比較的農地の残っている所と連携し「都市農地保全推進自治体協議会」を立ち

上げ、どうやって東京の農地を守っていくかのフォーラムを開かせていただきました。国や都に

は東京の農業が残れるような税制の見直し、あるいはその他制度の見直しをお願いしました。  

現在、会長は練馬区長さんですが、先日も総会を開き、今年も要請活動をしましょう、皆さん

にも都市農業の重要性を理解していただくためのフォーラムを１０月頃にやりましょう、という

取組みをしているところです。 

非農家の市民の皆さんに何ができるかという事では、端的に言えば市内の農家から野菜・果物

を買っていただく事が一番重要と思います。そして広くＰＲしていただく。果物・お花は東村山

にとっては非常に大きな産品で、花は都内で一番生産額が多いのですが、そういう事を広く知っ

ていただき、不景気になるとお花はなかなか買っていただけませんが、市の特産品として行政も

一緒になってＰＲしていきたいと思います。 

 

      

 

 



                   - 10 -         第２０回タウンミーティング 

◆意見◆子育てしやすい町について 

（野口町 Ｈさん） 

 

子育てするなら東村山で、と施政方針等で対応されていますが、あまり優しくないな、

と実感している。１年間育休を取った上で職場に復帰しようかと思っていたが、１２月

生まれだと、保育園には入れない。これは他市でもそうなので仕方ないが、そこで民間

の認証の保育所に入れて…と考えたが、６月で一杯になってしまうので、すぐに入らな

いとどこにも行けないと言われ、本当は１歳になるまで家で見たかったのですが、やむ

なく６月に認証（保育園）に入れて復帰せざるを得なかった。 

家で見たい、見られるのにという話、仕事を辞めざるを得なかった話を他にも聞いて

いる。子育てをするのに、旧保健所の上（ころころの森）や（たいけんの里）などいろ

いろ造っているが、箱物を造るよりも、八国山や北山公園といった素晴らしいものがあ

るのだから、そこに行きやすくするための道路の整備等、お金の使い方についてももっ

と地道に、子供の安心安全、学校の耐震化や保育園の不審者用のビデオカメラの設置等

をしていただいた方がためになると思う。 

目に見える派手な部分ではない所で地道に、子育てしやすい、子供に優しい町をつく

っていただきたいと思う。 

 

◎ 市 長 ◎ 

保育園に今年は約１５０名の待機児が発生し、非常にニーズがありながらそれに追いついてい

ない事実は率直に認めなくてはなりません。待機児解消が当市にとっては非常に大きな課題であ

ると思っております。 

本町の「むさしのｉタウン」に保育園と高齢者福祉の合築型の施設を平成２２年に建設し、２

３年オープンする予定で動いております。しかしそ、それまでの間に約１５０名の待機児が出て

いる現状をどう打開するか、緊急に対策チームを作り、検討しているところです。 

最終的には認可保育園を造る、あるいは認証保育園を増やさなければなりませんが、保育園１

園を新規で建てると数億かかるのと、ランニングコストも保育園を１年運営するには１億を超え

る経費がかかり、我々としても苦慮しているところです。保育ニーズに対して何らかの対応をし

ようと、一時保育、保育ママ制度の活用を考え、対応していきたいと考えているところでありま

す。 

「ころころの森」と「たいけんの里」について、あればあったでいいが、今すぐ必要なもので

はないというご指摘ですが、確かにそういう見方もあると思います。大量に待機児が出ているの

は現実ですが、０、１、２歳の東村山市内の総人口は３千８００人くらいです。そのうち何らか

の保育サービスを受けているお子さんは８００人程度、圧倒的多数の３千人くらいのお子さんは

家庭で保育されているわけで、ここについては今まで、行政としての対応がほとんど成されてき

ませんでした。また、いわゆる虐待の問題があり、家庭で子育てしている方々に対して一定の、
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何らかの支援策を講じる必要があるだろうという発想から「子育て広場」という事でいくつかの

保育園などで小規模にやらせていただいております。 

旧保健所を買い取るにあたって、どう活用するかを議論し、いっそ保育園にしたら、学童クラ

ブのような形にしたらという意見もありましたが、主に家庭で子育てしているお母さん、お父さ

んが気軽に立ち寄って交流しながらゆったりした気持ちで過ごしていただく施設を、という事で

「ころころの森」を造らせていただきました。 

運営は白梅学園に委託しております。白梅学園もそういう運営をするのは初めてですが、幼稚

園の先生や保育士を養成する専門の大学ですから、様々なノウハウを持っております。定期的に

学長の先生や小児科の先生も来て、気軽にお母さん達の相談に乗ったり、講演をしていただいた

り、あるいは乳幼児期の食育という事で料理教室を開いていただいたりと、我々としては一定の

成果は上がっていると考えております。 

八国山の「たいけんの里」については、多摩湖町の下宅部遺跡が平成７年に発見され、縄文時

代から奈良時代にかけて、約３千年間の遺物が大量に出てきました。その収蔵に非常に苦慮しま

して、今までは都営住宅の建替えに併せて一部敷地を借りてプレハブで収蔵していたのですが、

それも東京都の工事の関係で撤去せざるを得なくなりました。諏訪町の歴史館だけではとても入

りきらないので、どうしようかという事になりました。やはり大事な文化遺産ですので、収蔵し、

できれば広く市民の皆さんに見ていただく館は造らざるを得ないだろうと、今回造らせていただ

いたものです。厳しい財政難の中で、こういった施設を造る事には我々の内部でも議論がありま

したが、そういう事でやらせていただきました。 

もう少し歩行者の安全性・利便性を考えた道づくり等の部分で子育てしやすい町づくりにつな

がるというご指摘はごもっともと思います。今後､できる所からになりますが、歩きやすい、自転

車で移動しやすい歩道がきちんと設置されている道路づくりを大きな課題と考えながら取り組ん

でいきたいと思います。 

緊急的には先ほど申し上げたとおり、保育施設の確保はすぐにやらねばならない課題と思いま

すし、歩道の問題はすぐに全てというわけにはいきませんから､できる所から進めていくという形

で今後取組みさせていただきたいと思います。 

 

～休憩～ 

 

 

 

 



                   - 12 -         第２０回タウンミーティング 

【意見カードで複数意見を頂いたテーマについて】 

◆ 行政◆市の職員について 

（廻田町 Ｓさん） 

 

 

 

 

（廻田町 Ｏさん） 

 

 

 

 

◎ 市 長 ◎ 

窓口等で対応が不適切で、ご不快な思いをさせてしまうケースは、当市でもございまして、市

長への手紙や、こういう機会にご指摘いただくたびに、職員が特定できれば、私からというより

その上司から指導・助言をしております。 

全体的なレベルアップは、基本的には市の研修制度はＯＪＴと言い、仕事をしながら技能・知

識・スキルを身につけていくという事が中心になります。外部、市の研修も職層に応じて開催し、

市町村の研修所に行って受けたり、市全体で講師を招いて受けたり、例えば管理職については部

下の評価についてとか、全職員対象なら今のご時勢ですから職場でのセクハラ等防止のためにど

うするか、といった研修等を受けております。 

ただ自主的に全く外部の、自治体職員等向けのセミナーも様々開催されておりますが、今の段

階ではそれに対し、助成等の制度はありませんから、自腹を切って勉強していただいております。 

さらに資質向上のためには研修の中身もそうですが、意欲を高める制度も検討しなくてはなら

ないと思います。 

市役所の正職員は８３０人ほどですが、団塊世代、または団塊世代より少し若い年齢の職員が

非常に多く、今後１０年間で４割くらいが定年退職を迎えます。これはどこの企業・組織も同じ

ような構造ですが、特に来年度、再来年度に４９名、５０名という方が定年を迎えます。８００

名の組織で、２年間で１００名が定年を向かえるという事で、組織にとって非常に大きいと思い

ます。 

３０年、４０年かけて身につけたもの、市民の皆さんとの様々な関係やネットワークを構築し

てきた方々がごっそりといなくなってしまうのですから、そういういろいろなものをどう引き継

いでいけるか、検討させていただいております。非常に難しい問題と思いますが、 今の職員の

個々の能力・資質を高めていく事が重要と考えていまして、内部的には人材育成にこれからも力

を入れて取り組みたいと思います。 

 

民生委員をしているが、市役所職員の対応が優しくなかったと（言われた）。もっと優し

くできないか。 

 

市職員のレベルアップは非常に重要と思います。外部セミナーへの参加等、自主的な自己

啓発に対する援助・サポート等はどのように考えているのか。 
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先ほど申し上げましたとおり現在、第４次総合計画を７０名の市民の方の参加を得てワークシ

ョップ形式でやらせていただいております。そこに２０数名の若手・中堅職員をコーディネータ

ー役で参加させていただき、市民の皆さんと協議しながら計画作りをさせていただいております。  

実際に市民の皆さんの中に入り、市民の皆さんに揉んでもらうのも、職員にとって大きな力に

なると考えております。知識だけではなく、生きた経験から学ぶのも大事と思いますので、今後

ともいろいろな機会に、市民の皆さんに様々な形で市政に参加いただく中で、我々もより鍛えら

れていくものと思います。 

 

 

◆ 子育て◆子育て支援、その環境について 

（廻田町 Ｓさん） 

 

 

 

 

 

 

（廻田町 Ｈさん） 

 

 

 

 

 

（廻田町 Ｍさん） 

 

 

 

◎ 市 長 ◎ 

子育て関係の保健師は５名いますが、うち２名が育休を取っております。いろいろな事情で２

名が退職し、１名が病気になり、他の高齢介護や健康課等の保健師の応援を頼んで、市の事業は

何とか維持している状態ですが、このままでは非常に大きな問題に発展しかねないので、市とし

ては緊急に募集し、確保する事にしました。何とか７月を目途に市役所の正職員として採用し、

これまでどおり母子の事業を続けていきたいと思っております。ＮＰＯさんとの事業もそれ以降

は対応できると思いますので、しばらくの間は申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 

義務教育就学児の医療費の無料化ですが、これは東京都の施策で、６月定例会で市の方も都の

趣旨に沿って条例改正する予定です。  １０月以降、完全無料化ではありませんが通院につい

 
ＮＰＯ法人の方々と民生委員子育て部会で、市の健康課の保健師の協力をいただいて、 

生後 2ヶ月の赤ちゃんをお持ちのお母さんたちのストレス解消に役立てればと、私も参加し
ている。 
しかし保健師が少なく、今後続けられるか心配。 

義務教育・就学児の医療証の１０月以降の無料化はするのか。他市では 3月議会で条例改
正が行われているが、東村山では出ていない。通院時 1 回 200 円の患者負担に関して、無
料化の要望があるかもしれないが、全て無料にするのはいいとも限らないと思う。市財政と

小児科医にかかる患者増など考えて判断して欲しい。 

幼児・子供達の遊び場の整備および設営の積極的な推進を期待する。 
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ては１回２００円という事でやらせていただきます。ただし、これは所得制限がかかります。 

前回、廻田町でタウンミーティングをした時にも乳幼児医療費の助成制度の所得制限を外して

欲しいとのご意見をいただき、市としても検討しておりますが、所得制限を外すと乳幼児だけに

限れば２千万円くらい市の負担が増える事から、なかなか踏みきれておりません。お子さんが多

い方については何とか対応していきたいと、内部的には検討しております。 

義務教育児の医療費については今年１０月から当市も実施しますので、よろしくお願いいたし

ます。 

幼児・子供たちの遊び場ですが、市内の児童遊園等で対応しておりますが、それで充分なのか、

または子供たちが安全にそこまで行ける状況がどうなのか、という事もあります。 

子供たちが野外で元気に遊べる環境を作るのは非常に重要と私どもも認識しておりますので、

具体的にどうと言われると思いつかないのですが、努力していきたいと思います。 

小学校については文科省の制度で「放課後子供教室」という事業をしています。東村山市では

モデル的に大岱小学校で行っており、「放課後の居場所づくり」という事で、安全対策を図りなが

ら、些少の報酬費を出させていただいておりますが、基本的にはボランティアで、地域の方や学

生さんに一緒に遊んでもらったり、勉強していただいたり、たまには学校の外に行くケースもあ

るかもしれませんが、学校の施設を活用して、小学生の居場所づくりの取組みを開始しておりま

す。 

今後、全ての小学校でこの事業ができるかは、財政が厳しい中ではありますので大勢の方に有

償でやっていただくのは厳しいので、地域の方のご協力をいただける学校について、展開してい

く努力をしたいと思います。 

 

（廻田町Ｍさん） 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市 長 ◎ 

国の方で不況対策・雇用対策という事でいろいろ補助金を出していただいています。 

それを活用し、市では雇用対策の一環で市内の児童遊園の遊具の点検をする取組みを予定してい

ます。公園によっては老朽化して危険な遊具もありますので、まずは実態調査をし、今までは職

員が年に１回程度チェックはしていましたが目視程度でしたから、短期ですが人を雇い入れて把

握していこうと思っております。それに併せて、ご指摘の水溜りの問題等も把握し、対応するべ

き所は対応したいと思います。 

小さな子供の遊び場は結構ある。廻田公民館に行く右側のブランコのある遊び

場や、金山神社の右側の草ぼうぼうの遊び場等。見ていると子供たちが雨の時に

雨が溜まっていて危ない。ああいう所を、雨が降った時も多少は自由に遊べるよ

うな整備ができればと思う。子供がちょっと家を出て１時間２時間をああいう小

さな所で遊ぶというのも重要だと思う。小学校でやっている事とは別に、お金を

かけずにやれればと思う。 
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◆ 政策◆タウンミーティング◆ 

（廻田町 Ｂさん）（廻田町 Ｈさん） 

 

 

 

（廻田町 Ｋさん） 

 

 

（廻田町 Ｍさん） 

 

 

 

 

◎ 市 長 ◎ 

タウンミーティングのＰＲが不足しているのでは、というご指摘は度々いただいております。

努力しているつもりなのですが、市報、市のホームページ、場所によってはビラ・ポスターです

が、市民の皆さんの認知度が低いのは事実です。特に若い方のご参加が少なく２０回で約９１０

名ご参加いただいていますが、平均年齢にすると６０代くらいかと思います。 本日は何名かお

若い方にご出席いただいておりまして、そういう方に気軽にご参加いただけるように工夫はして

きたつもりですが、なかなか成果が上がらないため、全体のＰＲを含めて研究努力をしていきた

いと考えております。 

意見がどうなるのかという事は、報告書を作成し、市としての回答を付けた上で市の公共施設

に置かせていただき、ホームページにも掲載しておりますので、そこでご覧になる事はできます。

その後どうなったかという事については、今回２０回目という事で、今までいただいた全ての意

見を各所管に伝え、それにどう市長が答え、どう進捗しているのかについてもう一度整理するよ

う指示いたしました。 

今後それらについて市報あるいはホームページ等で掲載しお知らせしていきたいと思います。

これは何年何月のタウンミーティングで意見が出て、このように市長が答え、結果としてこうな

りました、とある程度わかるようにしていきたいので、よろしくお願いします。 

意見を言っていただいた事についてフィードバックするのは我々も重要な事だと思いますので、

そういう作業をこれからしていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

タウンミーティングの開催情報がＰＲ不足ではないか。もっとＰＲすれば出席者が増えると

思うが。 

各種の意見が出されたが、どんな対応ができるのか、このままで終わらせないで欲しい。 

意見交換は結構だが、どの程度実現可能か、実現したか、その都度市報などでセレクトせ

ずにフィードバックして欲しい 
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◆政策◆市民表彰◆      

              

 

 

 

 

 

◎ 市 長 ◎ 

市民表彰の規定では自治会長を１０年やらなくては表彰を受けられないのは実態に合わないの

では、と、確かにご指摘いただくとそうかとも思いますので、考えたいと思います。 

市の表彰規定では自治会の会長を１０年以上お勤めになって申請があれば、市民表彰させてい

ただいておりますが、実態とかけ離れているとなると、今後の課題とさせていただきます。 

西口完成記念イベントは、市としてセレモニーを行う予定ですが、かねてより西口に広場を作

る事を求めてこられた野口町、諏訪町の住民、自治会、商店街等を中心とした方々が記念イベン

トを行うとの事で話が進んでおります。市も一定の補助金を出して応援する予定です。９月最後

の日曜日だったかと思いますが、次の東村山を担う子供達を中心としたイベントを計画している

と聞いております。北西部エリアは非常に歴史と伝統のある地域で、野口、諏訪、多摩湖、廻田

には古くからの神社仏閣があって、それぞれでお祭りをなさってらっしゃる。そういう事ででき

ればそれぞれの神社の山車を一堂に会する事も検討されていると聞いております。市としてのス

タンスは市が主体で行うイベントではありませんが一定の交付金を支出させていただき、バック

アップしていきたいという立場です。自治会がそこにどういう形で協力・参加されるかは、それ

ぞれの自治会のご判断でお願いしたいと思っております。 

 

 

        

 

市民表彰の「自治」の部分は実態とギャップがあり、条例の変更等は検討しているか。 

例えば自治会長の任期１０年は実態に合わないと思う。 

また、駅前の広場完成イベントに対する市としてのスタンスはどうなのか。 
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◆ 観光振興◆ 

（廻田町 Ｉさん） 

 

 

 

◎ 市 長 ◎ 

今年２月に中央公民館で、商工会が主催して市のＰＲ・観光をテーマにしたフォーラムが開か

れました。その時に講師として「アド街ック天国」という番組等に出演していらっしゃる評論家

の山田五郎さんがお見えになり、東村山のいい所、これからこのようにＰＲしたら、というお話

をいただきました。 

せっかく東京で唯一の国宝があるのに、山田さんの言い方では「日本一さりげない国宝」との

事で、あまり地域振興等に役に立てていないのではないかというご指摘でした。 

市内には都内唯一の国宝建築物があり、先ほど申し上げたとおり、下宅部遺跡では縄文時代か

ら奈良時代までの３千年間、今から４千年前から一千年前までの遺物が大量に出土しているとい

う事で、歴史の遺産が多い町と思います。この隣に「峯薬師」というのがあり、去年か一昨年か、

江戸時代から伝わる薬師像を住民の皆さんがお金を出しあって復元したとの事で、市民の皆さん

も町の歴史・文化遺産を非常に大切にしていただいていると思っております。これから町に少し

でも元気を取り戻していくためには、東村山のいい所をＰＲしていく事が大事と思います。 

市民の皆さんにもあまり知られていないという所もあるので、まずは市民の皆さんに東村山の

良さ・歴史伝統を知っていただきたいと思います。商工会のフォーラムの時も、山田さんの講演

の後に、高校生も含めて市内にお住まいの方とパネルディスカッションを行いましたが、高校生

のパネラーが「東村山の郷土食がうどんとはつい最近まで知らなかった」と言っておりました。 

住むエリアによって、南部の方では「東村山の名物がうどん」という認識が薄いようです。そ

ういうところも少しずつ市民の皆さんに知っていただく努力も必要と思いまして、先日、教育委

員会の教育長には、東村山の郷土食・郷土料理をアレンジして学校給食に出して、子供たちに認

知してもらう事はできないかとお話し、検討していただいているところです。 

まずは市民の皆さんに知っていただき、かつ、できるだけ市外の人にも知っていただきたいと

思います。 先ほど、なぜ造ったのかと言われた八国山の「たいけんの里」は連休中、５月２日

から６日の５日間で３千人の方に来ていただきました。圧倒的に市内の方が多いのですが、市外

の遠隔地からも大勢来ていただき、古い遺物を見たり、八国山の散歩コースなので、見にこられ

たりと、大変心強く思っております。来月は菖蒲まつりが開催されますが、東京都がオリンピッ

クムーブメントを行っておりまして、東村山の北西部を歩くウォークラリーを同時に開催する予

定です。菖蒲苑、八国山、千体地蔵堂、たいけんの里等を見ていただくような企画をしておりま

して、徐々に市の内外の皆さんにＰＲしていきたいと考えております。 

 

歴史ある町で素晴らしいと思いますが、アピールが不足していると思う。歴史ある町とし

てどのような事ができるかを考える必要があるかと思うが。 
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○市長まとめ 

 

あっという間の２時間でした。ご質問について的確にお答えできたかどうかですが、一応私の考え

についてはお答えさせていただいたと思っております。いろいろ納得できない部分はもちろんあろう

かと思いますし、市長も頑張ってくれと受け止めていただいた所もあろうかと思います。いずれにせ

よ、現在、東村山は大きな転換期にあると思います。一つは高齢化が進んでいるという事、どうやっ

て全ての市民の皆さんが安心・安全に暮らせる町を作っていけるかという事。それから、いろいろ議

論はありましたが今年、東村山駅の西口広場、久米川駅の北口広場が完成します。それに合わせて東

京都が東村山駅周辺の踏切５つを除去する連続立体の事業構想を立て、国の着工準備が採択がされま

した。これは主体は東京都ですが、市にとってもかなり大きな事業、時間も労力もお金もかかる事業

ですが、これが実現しますと府中街道、鷹の道、大踏切、化成小学校の所、歴史館の所５つの踏切が

なくなります。実現は１０年１５年の先の話になると思いますが、それを踏まえてもう一度、東村山

駅周辺の町づくりをどう考えていこうかと検討しております。 

それから総合計画も本日これから午後、市民の皆さんワークショップの中間発表会で私も聞かせて

いただくつもりです。引き続きですが興味があれば、市民センターで１時３０分からですので、ぜひ

お出かけいただけるとありがたいと思います。 

これから町を創る場合、やはり市民の皆さんの声、市民の皆さんのお力をいただく事が大事ですの

で、意見は市長とはちょっと違うけれども、という事でもご意見を承って、これからも市政を進めさ

せていただきたい姿勢に変わりはありませんので、これからも何かの折にご意見があればお気軽にお

寄せいただきたいと思います。本日は長時間にわたって司会をお勤めいただきましたＴさん始め、皆

様に感謝を申し上げて、終了の挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。こ

れからもよろしくお願いいたします。 
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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19回 終了しました 萩山憩いの家 午前10時 

～正午 

第 20回 終了しました 廻田集会所 午後６:30 

～８:30 

第 21回 平成 21年６月２１日(日) 南台小学校 午後１:30 

～３:30 

第 22回 

 

平成 21年７月１８日(土) 秋水園ふれあいセンター 午前10時 

～正午 

第 23回 平成 21年８月５日(水) 栄町ふれあいセンター 午後７：00 

～９：00 

  ○参考 

●意見カードに記入された意見の分野別件数。   ●平成２１年５月１日現在の人口は 

150,990 人（内、外国人登録者数は2,201 人） 

 

人口数（平成21年５月1日現在）

11,984

14,925

15,684

11,706

14,986

13,557

13,875

15,615

10,089

6,488

5,668

5,104

9,099
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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

分野 件数 

１．健康・福祉等 ２件 

２．子ども・防犯等 ０件 

３．緑・環境等 ０件 

４．交通・都市整備等 ３件 

５．施設関係 ０件 

６．政策・財政等 ３件 

７．その他 １件 

合計 ９件 
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