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○開催内容 

 

平成２１年１２月１９日（土）午前１０時から多摩湖ふれあいセンターにおきまして、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２７回タウンミーティン

グ」を開催いたしました。 

約２５名の方に参加をしていただき、熱心なご意見が出されました。 

 

 

 

●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１９枚を回収しました。 

 

・アンケート回答の住所地 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 ・年齢                   ・性別   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町 ０ 富士見町 ０ 

久米川町 ０ 美住町 ０ 

秋津町 ０ 廻田町 ２ 

青葉町 ０ 多摩湖町 １４ 

恩多町 １ 諏訪町 ０ 

萩山町 ０ 野口町 ２ 

栄町 ０ 未記入 ０ 

市外 ０ 合計 １９ 

男性 １３ 

女性 ６ 

未記入 ０ 

合計     １９ 

  

年代 参加者数 

20代未満 ０ 

20代 ０ 

30代 １ 

40代 ０ 

50代 １ 

60代 ８ 

70代 ８ 

80代以上 ０ 

未記入 １ 

合計 １９ 
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○第２７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。師走ということで何かとお忙しいところ、土曜日の午前中にも関わ

らずこのように多くの市民の皆さんにご出席をいただき、第２７回目となります市民の皆さんと私の

対話集会を開催できまして大変嬉しく思っております。 

本日の開催にあたりまして、このふれあいセンターの管理運営をお願いしております、ふれあいセ

ンター市民協議会会長さんを始め、ふれあいセンターの皆さん、そして今日の司会の大役をお務めい

ただきます民生委員で保健推進員会の会長さん、いろいろなボランティア活動をされ、多摩湖町の行

事でいつも司会をなさっていただいているＴさんに、私の方の司会までお引き受けいただき、ありが

とうございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

この会も数えるところ２７回目となりました。多摩湖町は第２回、第１４回ということで、今回こ

こに来させていただくのも、３回目ということになります。何でもご質問いただいて結構ですが、せ

っかく多摩湖町でやらせていただいているので、地域のことでお困り事、あるいは市にこういうこと

をしてほしいとか、ここはどうなっているんだというご意見やご質問があれば、どしどし挙げていた

だいて、私がお答えできる範囲でお答えさせていただきたいと思っています。 

近年、多摩湖町も西武遊園地駅の近くで宅地化が急に進んだりして、全国では人口が減少傾向にあ

るなか、東村山市は昨年人口が１５万人を突破し、今１５万２千人まできています。市内の東村山駅

西口の再開発ビルのマンションを始め、住宅開発がここ１～２年の間に進み人口も１５万人を超えた

という状況です。それに伴い、逆に大変残念なことに農地や緑が減少していることも否めない事実で

す。 

東村山市はこれまでも緑や農地を大切にしながら、調和のとれたまちづくりを進めてきたところで

す。今後とも都市の利便性・快適性・安全性等、そして古くからある東村山の緑とか農業等と調和が

とれるまちを目指していきたいと考えています。今、東村山市の将来１０年先の計画を立てています

が、そんなことも含めて、皆さんからご意見いただけるとありがたいと思っています。今日は限られ

た時間ですが、どうぞよろしくお願い申し上げてご挨拶とさせていただきます。 
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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◆まちづくり基本構想に達成目標工程表を 

◆サンパルネに市内産品の販売所を      （野口町 Ｕさん） 

 

「東村山駅周辺まちづくり基本構想（案）」の中で、２０年間で具体化、実現に向けて進めていく

ということが書いてあった。４つの項目に分かれていたが、おおよそで結構なので、各々を工程表

で具体化してほしい。踏切対策の整備は年数がかかり、10年、２０年先になると思うが、身近な問

題でこうなっていくという夢を持たせてほしい。 

サンパルネの産業・観光案内コーナーで、物を売れないか。市で物販はできないと思うが、せめ

て地元の産品が買えないものか。知人が見て良いものがあるが買おうと思っても買えないというこ

とがあった。出かけて行く時にも、土産を買って行きたいと思う。ぜひ実現してほしい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

まちづくり基本構想の中で、実はこれは東京都の事業ですが、西武新宿線の踏切合計５箇所を除却

する連続立体交差事業について、今年４月に国の着工準備採択をいただいたところです。場所として

は府中街道の踏切（市役所・ＮＴＴ脇）、鷹の道の踏切、大踏切、化成小学校前の踏切、西武園線の西

宿通り(ふるさと歴史館先)の踏切、合計５箇所を除却する連続立体の事業を今後行うことになります。 

この計画が着工準備採択されたということと併せて、これも東京都の事業ですが、今後府中街道を

拡幅しバイパスを本町から久米川町に抜いていく計画があります。これを一体的に、今後東村山駅周

辺をどういうまちづくりをしていったらいいのかということについて、今年の３月から駅周辺の自治

会や商店街の皆さんにお集まりいただき、一定の構想を立てていただきました。それが「まちづくり

基本構想」ということになります。ただ、これはまだ正式に決定されたものではなく、東村山市の都

市計画審議会に、こういうプランでどうでしょうということを諮問しご意見をいただいたところです。

今後、都市計画審議会でご議論いただき、年明けには一定の結論がいただけるのではないかと思って

います。 

「出会い」「ふれあい」があり、ぶらぶらと歩いて楽しいまちというのが、基本的な東村山駅周辺の

これから目指すまちの方向性です。そのことを実現するために、３本の方向性があります。 

ひとつは野口町４丁目の正福寺があるあたりの緑や農業を守っていきましょうということです。 

それから、駅周辺は今度うまくいけば連続立体ということなので、もし高架になった場合は高架下

等のスペースが出きます。地元の商店街も冷え込んでしまっている状況もありますので、そういった

ところを有効活用して東村山駅周辺に新たな賑わいのあるまちづくりをしましょうということです。 

それから、東村山駅周辺だけでなく市内全域ですが、車歩道分離がきちんとされていない道路が非

常に多く、これからの高齢化社会を考える場合、安全に安心して歩けるような道路、それから隣りの

町から隣の町に抜けていく通過車両をうまく流すような幹線道路の整備、こういった都市基盤として

の道路整備という観点、合わせて３つの柱立ての計画です。 
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賑わいの形成については、単純に何かハード事業をやればそれで人が来るというものではありませ

ん。サンパルネの中に新しく産業や東村山の良いところを紹介するコーナーを設けさせていただいて

います。他所から来られた方がおっしゃるのは、東村山は非常に道が分かりづらいということです。

例えば国宝がある正福寺の行き方もよくわからないし、北山公園や八国山たいけんの里とか、こちら

の北西部地域は見て回ると面白いところがいっぱいありますが、非常に道が分からないということで、

そのような標識をまちの中に設置していこうと考えて、予算も確保し進めているところです。 

“民家園”の後に建てさせていただいた“八国山たいけんの里”が今年５月にオープンしましたが、

すでに２万人以上の方においでいただいています。お客様の半分以上が市外の方で、特に多いのが所

沢の方です。八国山を散策し、多摩湖町や野口町から東村山駅まで行かれることが多く、こうした方々

に東村山に来て、東村山市で楽しんで、ついでに少しでもお金を落としていただくようなことを、商

工会や民間事業者の皆さんや市民の皆さんと一体となり、これから考えていきたいと思っています。 

具体的な提案として、サンパルネ２階の産業･観光案内コーナーでお土産品を売ったらどうかという

お話ですが、これは開設当時から、できれば市としても紹介するだけではなく物を売りたいと考えて

いましたが、行政が直接物を売ったりするということは、いろいろやりづらいところがあり、商工会

とも話しをさせていただいているところです。３階に、指定管理者の東京ドームグループに委託し健

康増進コーナーを運営しております。そこでは物販ができますので物を売っていただくことはできな

いかとか、あるいは１階の店舗さんで売っていただけないかということで、検討させていただいてい

るところです。本当は２階で売ることができれば一番良いので、なんとか売れるようにできないか知

恵を絞っているところです。 

東村山に来られたときには最初に産業･観光案内コーナーに立ち寄ってもらい、こういうところに行

くと面白いものがある、歴史や文化に触れ合い、お土産や市内には美味しいお店がありますので、そ

ういうところを案内し是非多くの人に知っていただき、ご利用いただくように頑張っていきたいと思

います。 

 

 

◆意見◆コミュニティバスは地域の“足”      （多摩湖町 Ｙさん） 

 

コミュニティバスの要求がとても大きい。西口のビルが出来た後には、こちらの方にも通るので

はという噂で期待が沢山あったが、そうはならなかったという話で大変心配している。       

この町は急速に高齢化し、ここに住めなくなったから他所へ行くということも起きているのではな

いかと思う。病院に行くにも買物に行くにも坂があって歩けない。近くに西武遊園地駅と西武園駅

があるから平面的には近いが、高低差があり決して近くはない。コミュニティバスのようなものが

縦横に走っていかなければ私達は動けない。コミュニティバスは、あちこちの町で要求していると

聞いている。市民の足として、町の活性化をどのようにしていくのか伺いたい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 
コミュニティバスはお話にもありましたが、全市的に要望の高い事業です。 

市としても３路線走らせていますが、路線の拡大、便数の増、あるいは朝早くから夜までやってほし
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いとか、様々なご要望をいただいています。ただコミュニティバスは民間のバス会社が運行しない所

を走らせるという意味では最初から赤字になる可能性が高い路線です。 

今３路線で、市がバス会社に赤字補填分として年間約５千万円弱お支払いしている状況です。この

問題は利用率を上げていくということと、一般財源をどのように確保していくかということがポイン

トになると思います。 

諏訪町循環といって諏訪町の方を走っているバスについては、来年の４月以降については、西口か

ら発着するようにできるかと今警視庁と協議をさせていただいています。 

野口町３丁目から多摩湖町にかけても、交通不便地域ということで認識しており、こちらについて

も今後検討しなければなりません。運行して３年間は国の補助金が出ますが、最初に運行した青葉町

から秋津町に行くルートが３年経過し、こちらの補助金はなくなってしまうということで、問題はど

うやってお金を確保するかということがあります。 

もうひとつは、全市的に要望が高いので、全体をどう走らせると一番多くの市民の方にご利用いた

だけ、かつ財政負担をあまり増やさないで済むのかということについて今年から検討を進めています

が、まだこれといった具体的な対策は出ていません。もう少しお時間をいただき今後の路線網につい

てどうしていくのか、さらに検討を進めていきたいと考えています。 

誠に申し訳ないのですが、例えば来年４月から多摩湖町にバスを走らせるということについては、

まだそこまで具体的に計画が進んでいないとういう状況です。 

それと共に、市内は狭い道路が多く、東口発着の諏訪町を走っているバスを今回西口にもってくる

だけでも警視庁と何度も協議をしているという状態で、一定の道路網をきちっと整備しないと、お話

のようにまちの中に縦横無尽にコミュニティバスを走らせることは難しいというのが率直な感想です。 

ただ周辺では、小平市等でもっと小型のコミュニティタクシー事業をやっていますから、そういっ

たことも少し研究させていただき、路線によっては時間帯により数名しかご利用にならないというこ

ともありますので、そういうことも含めて検討させていただきたいと思っています。 

コミュニティバスについては、毎度いろいろお話いただきながら、良いお話ができないのですが、

今鋭意検討させていただいているということで、ご理解いただければと思います。 

 

 

 

 

（Ｙさん） 

◎ 市長 ◎ 
検討会に市民の方のご意見もいただこうとは考えておりますが、具体的に考えていくと、どこの町

に、どういう路線を選んでいくかとなると、率直に申し上げると皆さん自分の町には早く通してくだ

さいというご意見になるかと思います。 

市は元々駅から５００ｍあるいはバス停から５００ｍ離れているようなところを結んで交通不便地

域を解消していきたいという発想で考えていました。やはり市がやればうちだって税金を払っている

のだからとなります。確かに多摩湖町の場合、アップダウンが他の町に比べると多いのですが、どこ

の町も高齢化し、どこを優先してどのように走らせるかは、全市的な観点で合議をいただくことが必

要かと思っています。 

 

今後、検討するという話だが、市民の声を入れてほしい。 
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多摩湖町の場合、西武園の駅の方は広場があって入りやすいのですが、例えば西武遊園地駅までの

進行路は、今の大きさのバスでは厳しい問題があります。そのため、もっと小さいものをという話に

なると思います。 

コミュニティタクシー、相乗りタクシーみたいなことを始めている自治体もあるので、参考にさせ

ていただき、現実的にできる手法を考えなくてはいけません。運転手さんの人件費は、車体を小さく

したからといって必ずしも経費が安くならない部分はありますが、小型化すればそれだけ狭い道路で

も通れる可能性はあると思っています。その辺も含め、もう少しお時間をいただき検討させていただ

きたいと思います。 

 

 

◆意見◆市の事務事業評価を市民参加で        （廻田町 Ｓさん） 

 

先月全国的にメディアで報道された国の事業仕分けは、かなり国民の関心を呼んだ。      

自治体の場合には、どうしても担当所管の職員は自分がやっている仕事を、これはいらない、無駄

だということは言えない。一朝一夕にはいかないと思うが、市民の目を入れて、東村山市の事業で

今後本当に必要なのかということを判断していかなければならない。 

例えば東村山市国保の保養施設というものがあるが、知らない方がほとんどではないかと思う。

公表されていないことと、どういう基準で１５の施設が選ばれているのかも分からない。こうした

ものをやるなら、国保の加入者あるいは後期高齢者保険に入っている方が使いやすく健康維持に役

立つということを徹底してＰＲして施設も充実させていく、やらないのなら止めてしまう。おそら

く担当職員はおかしいと思っていても、これは無駄だと言えないのではないか。 

それから、このあいだの議会で出ていた「秋津ちろりん村」の話だが、市が毎年1,200万円のお

金を出し、利用者は４４人の“村民”の方で、一人当たりにすると３０万円くらいの補助を出して

いる。収穫したものは、自分で持って帰ってはいけない。私も 3 回申し込み、２回外れたが、その

くらい人気がある所が、市が1,200万円もお金を出していることに値するのかどうか。 

事業評価ということで市民の目を入れてはどうか。１回だけではなく、毎年いろいろな事業につ

いて見直しをかけるようお願いしたい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

鳩山新政権になり早速事業仕分けを来年度予算に向けて進めたということで、非常に注目を浴び、

国民の評価も高く７割くらいが支持しているということです。 

東村山市では私が市長に就任し、財政状況が非常に厳しいので、まず何とか財政を好転させなけれ

ばならないということから、平成１９年に事業仕分けではありませんが、内部で事業点検をやらせて

いただきました。市のほぼすべての事業について、内部の別なセクションの職員がチェックをかける

という方法で行いました。最終的に廃止してしまうのか縮小するのか最終判断は私がさせていただい

き、昨年策定した第３次行革大綱の後期実施計画に盛り込ませていただいたところです。 

平成２０年度では、事務事業の見直しで１億円の効果を上げさせていただきました。あとは基本的

に人件費の削減ということが一番大きくて、そちらも全部合わせると２０年度で約１０億円の行政改



                   - 7 -         第２７回タウンミーティング 

革効果を上げさせていただいております。 

率直に言って事業を廃止縮小するというのは非常に難しいです。というのは、少数といえども、市

民の方で恩恵を被っている方が必ずいらっしゃいますので、どういう視点でどういう形で止めるのか

ということを明確にしていく必要があります。広く多くの市民の皆さんにご参加いただいて、事業仕

分けで廃止縮小していくというのも大きな手法のひとつではないかと思います。今、市としては内部

的には事業仕分け、事業点検は終わって、次の段階として市役所の職員が直接事業をやるべきなのか

どうか、民間にお任せできないのかどうか、そういう視点で内部的には再度チェックをかけさせてい

ただいています。 

私が市長になってから、これも色々賛否両論ありますが、例えば給食調理については今まで８校だ

け民間委託していましたが、残り７校についても民間委託をさせていただくよう進めています。 

当市の場合、学校給食の民間委託はもう１０年経ちますが、特段問題も起きておりませんし、味の部

分でも直営校と遜色がありません。しかも直営校と比べるとコスト的に１校当たり２千万円強のコス

トダウンが図れます。事業そのものの学校給食を止めることはできませんし、もちろんそういう発想

はありませんが、主体を変えることによって経費の削減になるという場合もありますので、そういっ

たことは今後も進めていきたいと思っています。 

ご指摘のあった保養施設の問題は、国保は特別会計で行っているので、どういう保養所をどういう

ふうに選定しているのか具体に承知していませんが、もし見直すべき点があれば見直したいと思いま

す。 

「ちろりん村」に関しましては、直接耕作をされている方は４０数名くらいの方しかいらっしゃい

ませんが、数年にわたってイベントをやり多くの市民が参加されています。それほど広くはありませ

んが、緑の空間と公園としての役割等もあります。単純に全体の費用を“村民”一人当たりにこんな

にかかっているので、けしからんという議論はいかがかと、もう少し広い見方もあるのかもしれない

と思います。ただ他に参加されていない多くの市民から、あまりにも不合理だと思われてしまうと事

業そのものは成り立ちませんので、そこは適正になされるようチェックしたいと思います。 

 

 

 

 

（Ｓさん） 

 

◎ 市長 ◎ 

自分で畑を持っていらっしゃらず、農業体験のご希望を持っておられる方が非常に多いです。 

市民農園とか体験農園とかいろいろやっていますが、ご希望どおりに参加できない状況があります。 

例えば、当市も初めて試行的に始めましたが、北庁舎の壁面緑化ということでゴーヤの栽培を行い

ました。収穫したゴーヤは地下食堂でメニューの中に入れてもらい、私も何度か食べましたが、大変

美味しくできました。今私が担当所管の｢みどりと環境課｣に言っているのは、むしろそういう環境教

育のような場に“ちろりん村”などをうまく活用していく必要があると思っています。 

ご利用方法をそういう視点でもう一度考え、イベントの回数を増やし広く多くの市民の皆さんにご

利用いただけるような仕組みを考えたい、そんなふうに思っています。 

 

イベントは年４回しか行われていない。 
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◆意見◆市有地を活用して環境・食育を        （多摩湖町 Ｔさん） 

 

回田小学校の近くの市有地の畑は、貸し出しができないか。近隣で畑を持っている人も手伝える

のではないか。誰が使っているのか確認してほしい。 

 

◎ 市長 ◎ 

回田小学校北側一帯は、東村山でも非常に貴重ないわゆる昔の里の風情が残っているところなので、

北山公園同様、市もあの辺の畑と緑地は将来に亘って保全をしていきたいということで、これから公

有地化をして残していきたいと考えています。 

今どういう形でどなたにお貸ししているのか調査させていただき、せっかくの自治会長さんのご提

案なので、学校等で借りてもらえば食育や環境教育にもなると思いますので、持ち帰らせていただい

て検討させてください。 

 

◆意見◆保育園の民営化について           （野口町 Ｈさん） 

 

保育園の民営化について伺いたい。２～３年後に第１から第７の保育園のうち１つを民営化する

ということを聞いた。民営化し、市の財政を少しでも軽くしたいのだと思う。賛成な人は多いと思

うが、自分の子どもの保育園となったら反対であると思う。どの保育園が民営化されるというのが

今の段階で分かれば、２年後３年後を覚悟した上で入るということで、民営化はスムーズにいくの

ではないか。これまでの民営化の流れを見ると丁寧さに欠けると思う。特に自分の子どもの保育園

の先生が全員代わるので、保護者にとっては非常に不安な話だ。３ヶ月くらいの合同保育という話

も聞いたが短い。不安に思っているので、丁寧にやってほしい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

東村山市の場合、保育園に入りたくても入れないお子さんが今年の年度当初でいうと、新カウント

で１５０人、旧カウントで約２３０人、現在は旧カウントだと３５０人位になっています。市として

は何とか待機児解消を図っていかなければならないということで、平成２３年の４月に市役所の北東

側の新しい戸建住宅街の一角に１００名定員くらいの保育園と高齢者の通所型介護施設の合築型施設

を計画しています。計画といっても市が直接建てるのではなく、市内で保育園と老人介護施設をすで

にやっておられる社会福祉法人さんにお願いして造っていただくということです。 

それから今、全生園の中に保育園を造らせてもらえないかという話を進めています。これができる

と認可保育園としては約２００人程度の待機児解消が図れると思っています。 

すぐに認可園を造るという訳にはいかないので、来年につきましては、１月からスポーツセンター

の一角と栄町児童館の一角を借りて緊急一時預かりで、１時間半とか２時間、お子さんをお預かりす

る事業ですけれども、ニーズがありますので、そういう事業を立ち上げさせていただこうと考えてい

ます。 
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それから、当市にはまだ無いのですが幼稚園型のこども園で、来年の４月に１園、認定子ども園を

開設すべく今幼稚園の方と協議をさせていただいています。 

待機児は、育休明けの１歳児と０歳児２歳児の保育ニーズが非常に高いです。逆に５歳児について

は認可保育園の中でも、一部の保育園は定員割れをしているところもあって、そういうところについ

ては乳児枠を増やしていこうということを取り組んでいます。 

いずれにしても、これらの事業をすべて行っていくと、だいたい２億円位必要になるだろうという

のが今の試算です。国の三位一体改革の中で、保育園に対するお金というのが一般財源化され、国か

らの補助金の額が市町村に対して減ってしまいました。私立の保育園には引き続き国と東京都の補助

金が出ている関係で、私立の保育園については、8～９千万円くらいで済んでしまいますが、市の直営

でやっている保育園というのは、市で出しているお金が１園当たり約１億５千万円位かかっています。  

それは、市から出さない分、国や東京都から補助金が出ているということです。 

待機児解消であと２園くらい保育園を造っていくために、お金を他からもってくる余裕が全然ない

ので、苦肉の策で今後民営化を図っていく中で、そのお金を使って新たな保育園を造っていきたいと

いうのが基本的な私の考え方です。 

民営化については確かに賛否両論あります。一番問題なのは途中で保育士が変わってしまうという

ことについて保護者の皆さんが危惧されたり、お子さんもわずかな期間で保育士が変わってしまうと

動揺したりして、心理的にいろいろ問題を起こすということで、大体１年は掛けて引き継ぐというの

が全国的な流れになっています。 

当市の場合もできるだけ早い段階でどこの園をやるかということは決めていきたいと思っています

が、今の段階ではまだ決まっていません。民営化に当たっては当然引継ぎ期間を１年くらいかけてや

りたいと思いますし、どこの園にするかということについては、できるだけ保護者の皆さんのご意向

を尊重して民間の事業者を選んでいきたいと思っています。 

今年の募集については、公立園の場合は平成２４年の４月を目途に１園民営化する予定ということ

はご案内をさせていただいています。ただ具体的にどこの園になるとは決まっていないので、今のと

ころは皆さんから特段どうなのかという話はありませんが、決める段階になればご意見は出てくるも

のと思っています。私どもとしてはできるだけ丁寧に対応したいと思っています。 

市の児童福祉関係の協議会で「児童育成計画推進部会」というのがありますが、そこで今、民営化

についてのガイドラインを策定していただいており、それがおおよそまとまった段階で市民の皆さん

に広くお知らせできるのではないかと考えています。保護者の方もご出席いただいているので、保護

者連の会長さんを通じて各園の保護者の皆さんにも一定程度の情報は伝わると思うのですが、しかる

べき段階になれば市の方からきちんとご説明させていただきます。 

 

 

◆意見◆多摩湖町商店街の活性化          （多摩湖町 Ｔさん） 

 

近隣に大型店舗ができて多摩湖町、廻田町は店がなかなか育たない。多摩湖堤防に“芝桜”を植

え、北山公園等を使ってイベントを随時やって人を集め、そこに地元商店の方たちに出店してもら

って活性化しようではないか。 
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◎ 市長 ◎ 

大型店の問題はここ数年の間に、東村山あるいは周辺を含めると出店ラッシュで、既存の商店がか

なり打撃を受けているということがあると思います。かつてのように、商業規制、出店規制がかけら

れなくて、大店立地法という法律は、都市計画上や交通上問題がなければ基本的には出店は認めざる

を得ないという法改正になってしまっています。 

既存の商店の活性化を考えて、ご協力に手を挙げていただいたお店だけですが、ビッグドリームス

タンプ事業というものをやらせていただきました。東村山市は全市共通のスタンプが無く、なんとか

市でも共通のスタンプ事業のようなものをやれないのかという取り組みをさせていただきました。 

ビッグドリームスタンプ事業は、国から経済対策で３千万円いただいたもので、他の自治体は大体

プレミアム商品券事業を行い、3 千万円やるとだいたい 3 億円のお金が動くということですが、今回

のビッグドリームスタンプ事業は3千万円で売り上げは9億円、多摩湖町の商店会長からは「助かっ

た」と言っていただきましたが、そういう効果はあったのかと思います。そのようなことで各商店の

努力もあり、市の後押しも今後検討していきたいというのがひとつです。これはいわゆる商工行政と

しての考え方です。 

それともう１つは多摩湖町全体の活性化ということです。やはりなんといっても多摩湖町には多摩

湖という戦前からの東京有数の観光名所があります。ここ数年は堤防の工事でしばらく閉鎖となって

いましたが、今年の４月に完成して、散策等でかなりお客さんが来られていると伺っています。 

私も“芝桜”は思い浮かびませんでしたが、前から多摩湖堤防の下は桜の木の花見の名所ですので、

地元の皆さんと協力し、イベントを具体的にどんなことができるのか考えていただきたいと思います。 

例えばイベントや、野外コンサートができるような舞台を造るとなると、それは東京都にお願いをし

ていかなければなりません。また、多摩湖を中心とした観光イベントなどは、東村山市だけではなく

東大和市や所沢市と一緒にやったほうが、かえって良いのかもしれません。 

かつてピーク時には、多摩湖周辺に年間７０万人位の方が来ていたというお話もあります。 

とても良い色々なアイディアをいただきましてありがとうございました。 
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◆意見◆西武園駅にエレベーター等の設置を     （多摩湖町 Ｙさん） 

 

多摩湖町の者は東村山駅まで行くのに、いくつも坂を上り下りし自転車で行く。白十字病院等に

行く者も多いが､電車で西武園の駅から東村山の駅まで出て、駅からは無料バスを利用して行く。

コミュニティバスがあれば直線距離で1ｋｍくらいだが、電車で東村山駅を経てバスに乗ると３ｋ

ｍほどで、時間にすると１時間くらいかかる。そういう不便なところが多摩湖町だと思う。 

西武園の駅と西武遊園地の駅にエスカレーターかエレベーターのどちらかでよいので是非つけ

てほしい。西武園の迷惑料が東村山に入っていると聞いたので、そのお金の積み立てもずいぶんあ

るのではないかと思うので、それを使ってでもお願いしたい。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

駅のバリアフリー化ということも、コミュニティバス同様に高齢化が進んできた関係で、大変ニー

ズの高い施策です。市内には９つの駅がありまして、今一定のバリアフリー化されているのが、東村

山駅、八坂駅、萩山駅、秋津駅、新秋津駅の５箇所だと思います。残っているのが、久米川駅、西武

園駅、西武遊園地駅、武蔵大和駅です。 

バリアフリー法は１日乗降客数が５千人以上で、改札口が地面から５ｍ以上といういくつかの要件

があります。久米川駅は乗降客数が１日３万人以上ですが、構造上改札が１階部分にあるので、バリ

アフリー法の対象になりません。西武遊園地駅と西武園駅はおそらく乗降客数が１日５千人に満たな

いということで、武蔵大和駅が今後バリアフリー法でできる駅ではないかと思っています。 

バリアフリー法に基づくそれぞれの負担は、国が１/３、鉄道事業者が１/３、自治体が１/３、これ

は東京都との折半になりますので、市は１/６の負担で事業が出来るというものです。 

対象にならない駅を、やるとなると西武鉄道と折半でやらなければならない、それだけ市の財政負

担が増えてしまうということです。議会でも久米川駅はバリアフリー法の対象駅ではないけれども、

やるべきではないかというご意見をいただきました。確かに、市内で３万人を超える方が毎日ご利用

で、駅がバリアフリーになっていないというのは、いささか問題がありますので将来的には考えてい

かなければならないことだと思っています。市としてはバリアフリー法でできる駅については、何と

かそのことを活用して進めていきたいと考えています。次の駅としては大変恐縮ですが、武蔵大和の

駅についてバリアフリー化を進めるべく、これが実は市境で駅利用者はかなり東大和市民の方がお使

いになっておられるので、東大和市と折半して、更に先ほど申し上げた１/６の負担をできれば５対５

で、１/１２の負担でなんとか武蔵大和の駅のバリアフリー化ができないか協議をさせていただいてい

ます。 

確かに西武園駅も階段がきついので、ご指摘のとおりだと思い検討させていただきたいと考えてい

ますが、当面市としては武蔵大和駅を重点としてやらせていただきたいと考えています。 

 

 

 

 

（Ｙさん） 

多摩湖町に公共施設は、ふれあいセンターと第三保育園の２つだけ。同じ市民税を払ってい

るのにバスも通らない。武蔵大和にも必要だと思うが、多摩湖町は公共施設の無いまちで、西

武園の迷惑料もずいぶん蓄積があると思うので、そこのところを使って是非強くお願いしたい。 
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◎ 市長 ◎ 

西武園の『西武園競輪場周辺対策整備基金』の関係ですが、かつて開催に応じて毎年1千万円以上、

多いときは 1 千７百万円位のお金をいただいていました。本来であれば直接迷惑を被る周辺の住民の

方々がお受け取りになるべきものだろうと思いますが、市でお預かりするという形になっております。  

ピーク時には3億1千万円ほどの積み立てがありましたが、当時その基金をどのように活用するか

ということで、多摩湖町全域と野口町３丁目の一部の地域の方で、何度もお話し合いをしていただい

た結果、コミュニティ施設を造りましょうというわけで、行政のほうで勝手にお金を使わせていただ

いたものでは決してないと思っています。 

『西武園競輪場周辺対策整備基金』は多摩湖ふれあいセンターの建設費と運営費に充当されていま

す。秋津町の「秋水園ふれあいセンター」については、市のごみ処理施設周辺の皆さんに還元施設を

ということで造らせていただいており、多摩湖ふれあいセンターと秋津ふれあいセンターだけは使用

料は無料になっています。他の施設については基本的には使用料をすべての使用団体の方からいただ

くというやり方をさせていただいています。 

問題は将来的にずっと西武園競輪が開催されるのかどうかよくわかりません。市と西武園との協議

では平成２３年までの協議で、その先いくらお金がいただけるものなのか不明です。西武園は住所的

には所沢市ですが、所沢市はすでに周辺対策費を受け取っていない状況です。 

東村山市は、所在地は違っても迷惑を被るということで交渉し、なんとか２３年まではいただくこ

ととしましたが、今後は開催日数も減ったとか色々なことから、かなり減額されているという状況で

す。今までこの「ふれあいセンター」の運営費として使わせていただいてまいりましたが、将来的に

は当然市からお金を出さないと周辺対策費だけではもう運営ができなくなる状況もあると思っていま

す。 

『西武園競輪場周辺対策整備基金』の使い道については、市としてどうこういうより住民の皆さん

同士でお決めいただきたいというのが一貫した市のスタンスで、このセンターを造る前に周辺の自治

会の方々に何度も集まっていただいて、こういう建物を建て、例えばこのエリアの道路整備に当てた

らどうかとか、いろんなご意見はありました。今でもそういう議論はあると思います。 

ですから、住民の皆さん同士、基金として残っているお金っていうのは８千万円位になってしまっ

ていますので、今後どうお使いになるかということについては、よくよくお話し合いをして有効にご

活用されるのが良いのかと思っています。 

 

 

◆意見◆市民生活に合わせた行政サービスを     （多摩湖町 Ｏさん） 

 

ごみの処理は、土日や年末年始も休み、コミュニティバスは５時が最終と、基本的には役所の時

間に合わせている。サービスという部分でもう少し市民生活に密着したものに変えられないか。 

実際利用して良いと思ったのは、市役所で行われている「無料法律相談」だ。ああいうものこそ

西口ビルで土日も使えれば、非常に有効なものだと考える。それをさらに広げ、例えば市の行政相

談窓口のようなものが土日どこかで受けられるようなサービスがあったら、すこぶる良い市になる

のではないかと考えた。行政サービスを、もう一度見直していただきたいと思う。 
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◎ 市長 ◎ 

皆さんの生活様式が多様化し、土日も役所は開けるべきだというご議論もあることは承知している

つもりです。市役所を開けるとなると、一方で経費もかかるのも事実で、費用対効果はどうなのかと

いうこともあります。 

毎週ではありませんが日曜日に、納税の窓口を開けさせていただいている時があります。その時は

納税のご相談も受け、必ずしもお支払いに来られるわけではなく、お支払いについてのご相談は受け

させていただいています。休日に行っているサービスとしては、いきいきプラザの１階で休日準夜の

診療をやらせていただいています。医師会のご協力をいただいて、通常は休日の午後５時から１０時

までやっていますが、今回インフルエンザが猛威を振るっている関係で、１１月から来年の２月まで

は休日の昼間も午前１０時から午後２時まで診療をする態勢をとらせていただいています。 

法律相談については１２月５日の土曜日に市民センターで特設開催しましたが、毎週ではないので

すが、やらせていただいています。新しくできた西口ビルの２階に地域サービス窓口を設けておりま

すが、確かに土日は開けていません。但し、こちらは夜７時半まで開けています。今はホストコンピ

ュータの関係があって、夜の５時以降に住民票､印鑑証明を出してほしいと言われても、翌日発行とな

りますが、今後はシステムの連携を取らせていただき、夕方５時以降でもその日のうちに発行できる

ように進めております。 

土日も開設できれば市民の皆さんの利便を図ることになりますが、窓口を休み無く開けるとなると

人を増やさなくてはいけないという問題も一方であります。それらを見ながら必要な部署については、

できるだけ土曜日・日曜日も窓口を開けられるように進めていきたいと考えていますし、毎週開けら

れない場合でも、市報等に年間この休日にはこういう相談窓口を市役所の何階で開けていますとか、

西口ビルのサンパルネはこういうふうに開いていますという広報の必要があると思います。 

 

◆意見◆個人情報が保護されるコンビニ収納を     （廻田町 Ｓさん） 

 

議会で税金の“コンビニ納付”の話が出ていた。金融機関と違いコンビニの場合、税務情報が漏

れる恐れがある。東京都が“コンビニ納税”をやって良かったのは自動車税である。これを市民税、

国民健康保険税まで広げると、納税のデータがわかってしまうということがある。先日あるコンビ

ニチェーンで納付書が盗まれたケースがあり、所得に応じて税額が変わるというものまで広げると、

あらぬところで被害が出てくるのではないかという懸念がある。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

納付いただく機会を増やしていくということで、“コンビニ”というのは一番利便性が高いと思って

います。今都内各市でも“コンビニ”で納付出来るように取り組んでいる市が増えていますが、ご指

摘のような個人情報が漏れたり、データが流出する危険性がないとは言い切れないと思っていますの

で、そこは慎重重視でやる必要があると思います。 

一番早くできるというのが軽自動車税です。市民税はデータが複雑で、外部に接続するとなると非

常に手間もお金もかかるので、軽自動車税を“コンビニ”で納付いただけるように出来ないかと今検

討している段階です。この先についてはご指摘の点を踏まえて慎重に進めたいと思っています。 
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○市長まとめ 

長時間にわたりまして本当にありがとうございました。私も市内の南端の萩山に住んでいますが、

まちを創っていく場合色々な公共施設というのは、まちのどこからも一番均等に集まりやすい場所と

いうことで、比較的まちの中央部に集まってしまう傾向にあるので、端と言ったら失礼ですが、他の

自治体に隣接している区域については、行政の光が当たりづらいのではないかと、そこにお住まいの

市民の方が感じられることはあるんだろうな、というふうに今日はつくづく思わせていただきました。  

市としては、そんなつもりは全くないので、あくまでも市内に住んでおられる市民の皆さんには、

どこにお住まいになっても同じ行政サービスを提供するというのが、我々の任務だというふうに考え

ておりますので、そういう不公平さがないようにこれからも努力をしていきたいと思います。 

先程お話があったように、ある意味東村山全体の活性化に繋がるような観光資源とか自然とか文化

遺産が多くあるのは、多摩湖町だとか野口町だとか、こちらの地域です。これを生かして多くの方々

が東村山に訪れていただいてそして賑わえば、活気が少しでもでてくるような取り組みもしていくこ

とが大事ではないかと、そんなふうに思っているところでございますので、今後とも皆様のご指導ご

協力をいただきますように、よろしく申し上げて御礼の言葉とさせていただきます。今日は長時間あ

りがとうございました。そして司会をしていただきましたＯさん、Ｔさん本当に有難うございました。 

 

 

今回（第２７回）は意見カードによるご意見聴取はありません。 

○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２６回 終了しました 
久米川 

ふれあいセンター 
午前１０～正午 

第２７回 終了しました 
多摩湖 

ふれあいセンター 
午前１０～正午 

第２８回 平成２２年１月１６日(土) 
恩多 

ふれあいセンター 
午前１０～正午 

第２９回 平成２２年２月２０日(土) ふるさと歴史館 午前１０～正午 
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