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○開催内容 

平成２２年４月１７日（土）午前１０時、廻田ふれあいセンターにおきまして「第３１回タウンミ

ーティング」を開催しました。約２０名の方にご参加いただき、ご意見をうかがいました。 

 

●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。 

 

・アンケート回答者の住所地          ・ 年齢  

 

 

  

 

 

・性別 

 

 

 

 

                   

 

○開催情報 

●対 象 市民の方（在勤・在学の方含む） 

●申込み 申込みは丌要です。当日、直接会場にお越しください。 

  （手話通訳・要約筆記が必要な方は、開催日の１週間前までに 

ＦＡＸまたは電話またはＥメールにてご連絡ください） 

   連絡先：東村山市役所 市民協働課 電話/(393)5111  fax/(393)6846 

Ｅメール/kyodo@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

 

 

 開催日 会場 時間 

第３１回 終了しました 廻田集会所 
午前 10 時～正午 

第３２回 平成 22 年 5 月 16 日（日） 富士見公民館 

第３３回 平成 22 年６月２6 日（土） 多磨全生園 午後１時～３時 

廻田町 １９人 

その他 ０人 

合計 １９人 

２０代 ０人 

３0 代 ０人 

４0 代 ０人 

５０代 ０人 

60 代 １０人 

70 代 ９人 

80 代以上 ０人 

合計 １９人 

男性 １５人 

女性 ４人 

合計 １９人 
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○第３１回タウンミーティング記録（概要） 

会場での発言内容は紙面の都合上、要旨を記録しております。 

 

【市長あいさつ】 

 

皆さん、おはようございます。４０数年ぶりの４月１７日の雥ということで、このような天候で大

変寒い中、また足元の悪い中にも関わらず、そしてお忙しいところ市民の皆さんとわたくし市長との

対話集会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。心から感謝申し上げます。 

このタウンミーティングと申し上げている事業につきましては、市内に１３の町がありますが毎月

１回、市内の１３町それぞれで市民の皆さんと膝詰めでいろいろご意見やご質問をいただくというこ

とをさせていただいております。 

廻田町は今回で３回目となり、前回もこの会場でいろいろなご意見をいただきました。実際のとこ

ろいただいたご意見をすぐに対応出来ないこともありますが、すぐに対応させていただいたものもあ

ります。まず、この廻田ふれあいセンター入り口の縁石のことをご指摘いただき、東京都と協議した

結果、縁石自体は動かせなかったのですが、ボラード（巻き込み防止）を設置する措置をとらせてい

ただきました。あと公園のトイレのトップライトに穴が開いているということで修理をさせていただ

きました。また、前川の草が伸び放題になっているというお話で、以前東京都が管理していた時は年

に２回草刈をしていたものが、市に移管になってからは年に１回の草刈となりましたが、ご指摘があ

れば随時、市の方で対応させていただいておりますので、また何かあれば私でなくても直接所管に言

っていただければ対応できるかと思っております。 

今日も皆さんからご意見を頂いてやれることはすぐに対応させていただき、また我々もどの地域に

どんな問題があって、市民の皆さんがどのような思いを持っておられるのかということを知っておく

ことは、市政推進するうえで大変重要なことだと思っておりますのでぜひ今日も忌憚のないご意見を

いただきたいと思っております。 

市の状況を申し上げますと３月に市議会が行われ、平成２２年度の市の予算をご審議いただいて原

案通りご可決をいただき、無事に平成２２年度のスタートを切らせていただいております。一般会計

の予算規模が４６０億５千２７０万円ということで遍去２番目の予算規模になっております。ただ市

税収入はこの経済丌況を受けて前年に比べ約７億円ほど減収になっています。減収になっているにも

関わらず予算規模は膨らんでいるというのは国の事業で子ども手当が２８億円ほど国の方から入って

きていることで予算規模が大きくなっているところでございます。 

今年の目玉事業としては昨年懸案でありました東村山駅西口の再開発事業と、久米川駅北口の整備

事業が一段落しまして、小中学校の耐震補強工事にかなり力を入れてやらせていただいております。

今年は７校で耐震補強工事を行わせていただいて、地元の回田小学校につきましては校舎の耐震補強

工事を夏休み期間中に実施をさせて頂く予定でございます。子供達の安全・安心また万が一の場合に

は地域の市民の皆さんの避難場所にもなる学校ですので、今回は学校の耐震補強工事を通じて地域の

安全・安心のために市も頑張っていこうという取り組みをさせていただいております。その他諸々あ

りますけれども、時間の関係で割愛させて頂いて、もしご質問があればお答えさせていただきたいと

思います。本日は大変限られた時間ですが、よろしくお願い申し上げてご挨拶とさせていただきたい

と思います。ありがとうございます。 
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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。 

 

交通・防災防犯  ～これからも住み続けたい快適で安全なまち～ について 

 

◆消防団の現状ついて                （廻田町 Ｈさん） 

 

消防団の体制について市長が今どのように現実的にご認識いただいているのか。 

年齢制限を延長したりして人材を確保しているが、人員確保が非常に難しい。１軒１軒の家を隣

近所の情報であたっても該当する人がいない。 

もう一つお金の問題がある。地元は地元で守るという分団体制があり、準公務員ということで消

防団員の方は実際は待遇を受けているが、ご苦労を毎回見ているので最大限我々は応援しなければ

いけないが限界がある。我々のエリアは第５分団だが、自治会費でお金の負担をしている。これが

去年あたりから地域負担が出来なくて分団会議をやると必ずその問題が出てくる。 

 

◎ 市長 ◎ 

東村山市の消防団は東京消防庁の常備消防プラス消防団の方々がほとんどボランティアというかた

ちで、皆さんがお休みのときもサイレンが鳴れば現場に駆けつけて冬の寒いさなかもホースで水をか

けたりと大変にご苦労いただいております。市内には７分団があって約１５０名程度の消防団員の皆

さんがいらっしゃいます。 

人員確保がなかなかできないというのは第５分団だけの話ではなくて各分団どこも同じような課題

を抱えています。これまでは東村山市で地元で仕事をなさっておられる商工業者、あるいは農家の方々

に団員を引き受けていただいてきたわけですが、昨今の場合やはり社会状況の変化でもともと地元の

方でもサラリーマンになられたり、あるいはこういう厳しい経済状況の中で消防団をなかなか続ける

ことが出来ないというようなことがありまして、団員の確保が出来ないというのは大きな課題になっ

ているのは事実です。 

市もこの間、消防団員の方の定年延長措置をしたり、市役所に勤めている職員に極力地元貢献をす

るという観点で団員になってもらったりということを進めてきています。それとてもなかなかうまく

いっていないのは事実だろうと思います。 

それからお金の問題ということですが、市の方からも当然各消防団にはそれなりのお金を補助とし

て出させていただいていますが、分団の維持・管理・運営をするにはそれだけではとても足りません

ので基本的には各地域の自治会の皆さんから負担をしていただいているわけですが、昨今、自治会の

加入率がだんだん低下をしてきて、全市的に言うと今５４%です。自治会の加入率も下がり各自治会

も財政的に厳しくなってきています。そういうこともあってなかなか難しさがあるということです。 

これに対して市としてどうするのかということですが、率直に言って今すぐに妙案があるわけでは

ありません。ただ消防団の皆さんといくつかの課題について話し合いながらこれからの人的な問題、

それからお金の問題等検討させていただいて消防団が継続できるように努力をしていきたいと思って
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おります。お金の問題で言えば、増額するということは財源の問題を抜きにすれば可能ではあります

けれども、人的な問題はなかなか本当に難しい問題だと言わざるを得ない。多摩地区でも今、女性団

員を入れ始めているところがだんだん増えてきています。その様なところも参考にしながら研究をさ

せていただきたいと思います。また何かいい知恵があればご享受いただきたいと思っております。 

 

 

◆通学路の誘導案内のポイントについて        （廻田町 Ｋさん） 
 

シルバー人材センターに所属しており、今シルバー人材センターでは新学期にあたって社会貢献と

いうことでボランティアで小学１年生の交通安全のため交差点に立っている。私は金山神社信号の交

差点に立っているが子どもが一人も通らない。毎年私はそこに立っていて、去年も２、３人たまに通

るくらいであった。学童の通学の実態に合わせたポイント設定をやる必要があると思う。 

 

◎ 市長 ◎ 

シルバー人材センターの皆さんには新学期になりますとボランティアで市内各所におきまして交通

安全・子どもの見守りの活動をしていただいているということで、心から感謝申し上げます。ご指摘

では実態と合っていないのではないかということで私も今初めてお聞きしました。学校側もある程度

子どもたちが主にどういう経路を通っているのかというのは把握していると思うので、ずっと立って

いただいて子どもが一人も通らないのでは、折角ボランティアをやっている方も何だということにな

るので、そこはもう一度教育委員会を通して学校に実態を把握していただいて、シルバーの方にお願

いをしていただくというふうにしたいと思います。申し訳ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在立っていただいている場所は、交通量も多く事敀も発生している危険箇所となっていま

すが、今後、児童の下校状況を見て立っていただくポイントを考えていきます。 

また、児童の下校時間が日によって異なることから、時間帯によっては、下校児童に出会わ

ない事もありますが、丌審者等への抑止力となっていることをあわせてご理解願います。 

◎ シルバー人材センター及び学校の回答 ◎ 
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財政・人事等  ～市の将来像～ について 

 

◆市の財政について市長と悩みを共有したい      （廻田町 Ｈさん） 

 

東村山市の一番の問題は財政の健全化ということだと思う。平成２２年度予算が決定されて、市債

を発行して公債費が毎年返済をするわけですが、その中で今日は質問ではなくて逆に市長の今の悩み

を聞いて我々と共有をしていきたい。おそらくお悩みは財政の健全化のことだろうと思いますが、市

長の今の市の問題点、悩みをオープンにしていただきたい。 

 

◎ 市長 ◎ 

 「市長と悩みを共有したい」と言っていただき、大変有り難いお話だと思っております。 

端的に申し上げるとやはり非常に財政が厳しいということです。ただあまりこういう話をすると暗

い気分になってしまうので若干この間の経遍をお話させていただきたいと思います。 

東村山市はご案内のように市内を見渡していただいても大きな企業や工場がありません。隣の小平

市には大企業の工場等が複数あり、東村山市と比べると財政力は差が出てしまっています。東村山市

には都営住宅や浄水場があり、税金がかけられないような施設が非常に多いということが財政の差と

なって表れていると思っております。歴代の市長さんもご苦労をされながら東村山市民の皆さんのご

協力をいただきながら、住みよい町を目指してもともとある緑や自然そして歴史的な文化、そういっ

たものを大事にして良い町ではないかと思っています。 

ただ平成１２年に地方分権一括法という法律が施行されその後、地方分権が進んでいます。地方分

権というのは何かというと国の権限、財源等を地方に移譲する代わりに「あなたたちも国をあまり頼

りにしないで自分たちのまちは自分たちで経営しなさいね」ということになりつつあります。特に平

成１６年から３年間に亘って行われました三位一体の改革では、税財源の移譲が行われ、国の方から

これまで所得税だったものを地方税に振り替えるという措置があって、国から６兆３千億円程度の税

源移譲があった一方で、地方交付税とか国の補助金が９兆円カットされまして、差し引きすると全国

で約３兆円地方自治体が割を食ってしまっています。三位一体改革以降、東村山市も大きな影響を受

け、地方交付税が約１５億円程度減ってしまうという状態です。そういう中で一方で尐子高齢化が進

み、医療や介護、学校の耐震化、保育園や児童クラブに入りたいというお子さんのために、何とか手

当てをしていかなければいけないということでそういった費用は増大しておりまして、身近な生活道

路、あるいはそこに設置されなければいけない看板類もなかなかきちんと手当てが出来ていないとい

うのが今の東村山の現状だろうと思っております。 

私が市長に就任させていただいてから３年間なんとか財政を立て直して市民の皆さんの様々なご要

望に応えながら「希望の見える東村山を創っていきたい」というのが私の市長としての強い想いでご

ざいまして、そういった取り組みをこの間させていただいてきたつもりです。特に平成２０年度から

平成２１年度にかけまして行財政改革をかなり行いました。一部事業の見直し等市民の皆さんにも直

接影響の出る部分もありましたけど、主には市役所職員の給不構造改革をさせていただいています。

東村山市はこれまで独自の給不表を使っていたのですが、独自表ではなく東京都の給不表に移管をさ

せていただいたというのが給不構造改革の中身であります。かつての独自表は係長の下に主任職があ
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り、主任職の５０代の方の給料が非常に高かった。もう尐し職務職責に応じて部長・課長・係長・主

任と給料に差をつけさせていただく、それで東京都の給不表に移管しました。移管前は当方の場合は

高い給不水準だったものですから影響のあった人は１００万円以上年収が下がってしまうという給不

構造改革で、トータル大体６億円ぐらい経常経費を削減させていただき、それから職員定数も私が市

長に就任してこの３年間で約９０名程度削減をさせていただいています。それらのトータルで約１０

億円ほど平成２１年度で効果を出させていただいて、なんとか息がつける状況になってきたと思って

いますが、リーマンショック以来今、日本全体を非常に厳しい経済状況になっていまして、市税収入

も今年７億円程度落ち込みが出てしまうというような状況です。 

ですからこうしたタウンミーティングを開かせていただいている理由の一つには市民の皆さんに市

全体の厳しい状況をある程度ご理解をいただきながら、今、本当に市が何をやらなければいけないの

かということをよくよく市民の皆さんとコミュニケーションを図るということがあり、今後は行政が

勝手にやっているということでは済まない時代になっているのではないかと思うのです。市民の皆さ

んと膝詰めでいろいろ意見交換し、「これはやっぱりお金がなくても必要だよね。やらなければいけな

いことはやりましょう。だけどこっちは尐し我慢をしてください」という話し合いを地道にしていく

ことがこれからの東村山をしっかり支えて、尚且つ希望が見えるようなまちにすることができるので

はないかと思っております。ご質問で「市長の悩みを言ってもらってそれらを我々も共有しようじゃ

ないか」と言っていただいたのは本当に有り難い話で、これからもそういう姿勢で私は市政を進めて

いきたいと考えております。こういった発言の機会をいただいたので感謝を申し上げて以上で終わら

せていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

 

◆市民のボランティアによる市政協力を        （廻田町 Ｉさん） 

  

現在市長が大きな問題だということを重要度・緊急度で勘案して、３つばかり教えていただきたい。 

そしてそれに対して３年間で市長はどのようなことをなさったのか、その結果どこまでの成果が上

がっているのか、というようなことを簡単でけっこうですのでお聞かせいただきたい。 

今、財政が非常に逼迫しているのはどこも同じだと思う。そこで市のやり方として一つ提案させて

いただきたい。市内に企業等を定年退職して特に主だったことをされていない方の中には能力を持っ

ておられる方がたくさんいると思う。こういう方にボランティアで市の仕事を協力してもらう。そう

いう使い方をお考えになったらどうか。そうすることによって市長がおっしゃった市と市民が一体と

なって市を良くする、これが実現するのではないかと思っている。 

 

◎ 市長 ◎ 

まず一つ財政問題でいうと単年度、１年間の収支を均衡させないといけない。東村山市は単年度収

支では平成８年からずっと１０年間、赤字が続いています。この間バブルの時に蓄えてきた基金を取

り崩して何とかやりくりをしてまいりました。歴代の市長さんもご苦労なさってきたのですが、これ

をまずは止めて単年度の収支を黒字又は均衡になるまで何とかしなければいけないということで先ほ

ど申し上げたとおり、給料を下げたり、行革で１０億経費を抑えることによって平成２０年度からは

実質単年度収支は黒字に転換しています。平成２１年度はまだ決算が終わっていませんが、平成２１



                   - 7 -         第３１回タウンミーティング 

年度も何とか黒字でいけそうな見込みでございますし、平成２２年度につきましても借金は増えてい

ますが、黒字でいけるだろうというように見ています。 

それともう一つはトータルの借金を減らさなければいけない。これが財政を圧迫するもとになりま

す。夕張市は人口１万１千人ほどで借金残高が約３６０億円ぐらいあって市民一人当たりの借金が３

００万円ぐらいまでいってしまってそれが財政破綻の大きな原因になっています。東村山市は現在総

トータル６４１億円ということで市民一人当たりにすると約４３万円ぐらいだと思います。私が市長

に就任させていただいてこの３年間、借金を返す額以下に借金をするというやり方でトータルで約３

０億円ぐらい借金の額を圧縮してまいりました。そういうことで徍々にですが借金も減っているとい

う状況です。 

もう一つはやはり収入をきちんと確保しなければならない。皆様からいただいている税金の徴収率

が丌景気とともに非常に下がりつつあって、三多摩の中でも実は当市は徴収率があまり高くない、下

から数えた方が早いような状況です。きちんと税金を納めている方がいらっしゃる中で、本当は払え

る資力があって払えないということでは困りますので、かなり厳しく税金についてはいただくように

させていただいています。私が市長になってから一方で「鬼のような市長だ」と言われるのですが差

し押さえ等も行わせていただいて、納税相談をさせていただいて、全額は無理にしても分割納税で支

払っていただくとか、そういうことで税金をかけさせていただいたものはきちんと収納するようにし

ています。これがもう一つの柱です。 

それから中長期的に市の財政基盤を安定させるという意味ではやはり市の中で税収が上がるような

まちの構造に創り変えていかなければいけないと考えています。これはすぐに効果が出るものではあ

りませんが、例えば前市長の時代に手がけた東村山市役所の東側の都営住宅の約半分のエリアについ

ては定期借地権付きの戸建住宅の開発を東京都にお願いしてまいりまして、そこで大体固定資産税と

住民税合わせると１億円ぐらいの税収効果があります。また、東村山駅西口の再開発問題も賛成反対

いろんなご意見はありましたけれど、再開発ビルに住まわれた方々でそれなりの税収効果があるのも

事実でございます。やはりこれから市の中で住宅都市としてそれなりのグレードの住みよい環境を作

ることによって多くの方に住んでいただく。それからやはりもう一つは市内の東村山にもともとある

農業だとか豊かな自然、歴史文化遺産を生かした観光等で尐しでもまちを活性化して市にお金が落ち

るようなことを進めていく、これはすぐには効果でませんけれども中長期的にはそういうことも踏ま

えてやっていくことが必要ではないかと考えております。 

また、東村山市はかつては多摩地域で高齢化率が２番目に高い市でありました。多世代の方がバラ

ンスよく住んでいただくということがまちの持続的な発展、成長には丌可欠でございますので、私共

としては子育てしている世代、子どもたち含めて東村山に多く住んでもらうのが今後必要ではないか

と考えています。そういう意味では子育て支援だとか教育関係に投資をするということにより、次の

世代がずっと東村山に愛着を持って住み続けていただけるようになるのではないかと考えていまして、

それも中長期的には東村山の財政基盤を築いていくことに繋がるのではないかということで『子育て

するなら東村山』というキャッチフレーズで平成２２年度からは支援だとか教育関係に予算的に力を

入れさせていただき始めています。今そのような取り組みをしているような状況です。 

それから市民の力のあるいろんな方が大勢いらっしゃいます。具体的には先ほどの街頭での学童の

安全管理、見守り等していただいている方もいらっしゃれば、いろんな形で社会貢献していただいて

いる方が大勢東村山にはいらっしゃって、それは財産だと思っています。今後とも市民の皆さんの持

っておられるいろんな知恵や力をうまく引き出させていただいて行政と一緒になっていろんな面でや



                   - 8 -         第３１回タウンミーティング 

ることはこれからの東村山の発展にとっては必要丌可欠なことだと思っています。そんなこともあっ

て今回このタウンミーティングを所管しているのは市民協働課というところなのですが、市民の皆さ

んと行政が一緒になって事を成し遂げていくということをこれから積極的に当市も取り入れて、市民

の皆さんに様々な面でご協力いただきながらよりよいまちづくりを進めていきたいとそんなふうに考

えております。 

 

 

◆市の財政改革について               （廻田町 Ｍさん） 

 

財政基盤の改革で、一度原点に立ち返ってはいかがなものか。今の東村山市の財政構造が歴史的に

どのように構成されて、それをどのように変革させようとしてきたのか「入るを図って出るを制する」

そのような観点から今一度どこかの部署で原点を考えるのも一つのやり方だと思う。 

運営をしていく遍程で単年度で処理できるもの、複合年度で考えるもの、中長期的にやっていかな

ければいけないもの、こういう基本的な市の運営のあり方を考えるということを何人かで部署なりを

作ってやることも一つのことだと思う。 

 

◎ 市長 ◎ 

財政改革ということで専門の部署できちんとやられたらどうかというご指摘でございます。市のほ

うも単に無計画に毎年、単年度で事を進めているわけではありません。基本になるのは市役所の場合

総合計画というものと行財政改革大綱、この２つが行政経営の柱となっております。 

平成２２年度は第３次総合計画の最終年度にあたっております。それから第３次の行財政改革大綱

の最終年度にもあたっており、第３次の平成８年度からの１５年間の計画です。これが先ほど申し上

げたような市民ニーズに応えつつ、まちをどういうかたちで財政基盤を含めて整えていくのかという

計画でございます。現在は今後１５年はあまりにもスパンが長すぎるので、１０年間の計画というこ

とで第４次総合計画というのを今、作らせていただいています。それと合わせて第４次の行財政改革

大綱というのを作らせていただいています。市役所の中に経営政策部という部署がございまして、そ

の中の行政経営課というところが総合計画と行革の大綱作りをやっているということでございます。

第４次総合計画を作るにあたってこれまで５０００人の市民の方からアンケートをいただいたり、昨

年約８ヶ月に亘って市民ワークショップということで公募された市民の方全て御参加いただいて、市

に対していろいろご意見・ご提案いただくというかたちで昨年の８月の末に提言書をいただいてそれ

を元に今、計画の核心部分であります基本構想というのをほぼ策定を終え、これからパブリックコメ

ントをかけて最終的には９月の議会にお諮りをする段取りになっています。この基本構想が元になっ

てそれにぶら下がるより具体的な計画が基本計画で、さらに予算を大体どれぐらいかかるかというの

を付不した実施計画という３段階の構成になっています。今後は基本計画・実施計画を立てていく、

そういう流れで今進めさせていただいています。今後も市報あるいは市のホームページ等で進捗状況

についてお知らせをさせていただきますので、ぜひパブリックコメント等でまたご意見をよせていた

だければありがたいと思います。 
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◆東村山市平成２２年度予算について         （廻田町 Ｂさん） 

 

平成２２年度予算額が全体で前年度比３.２％増ということだが、特別会計の中で国民健康保険事業

と老人保健医療がマイナスになっている。老人保健医療が金額にしてマイナス６５８万円という金額

だが、３年間で経常経費１０億円を削減したということと、いろいろなところで仕分けをすれば６５

０万円ぐらいのお金はどこからでも捻出できるのではないか。来年度は予算の表を見る限りにおいて

このマイナス計上２つをぜひ無くしてもらいたい。 

それと市民１人当たりの市の借入金の返済額が２万５千５００円とあるが、その数字についてもう

尐し負担額を尐なめにできないのか。 

 

◎ 市長 ◎ 

老人保健医療が何敀５５.８％も減額になっているかということにつきましてはお金の問題ではなく

制度の問題なのです。後期高齢者医療制度というのが始まり、老人保健医療制度が徍々に規模を縮小

して最終的には制度としては無くなる事になっています。ただ政権が変わって今度は後期高齢者医療

制度の方も無くすと言っていますので、単純に予定通りいくのかどうかわかりませんが、ただ今申し

上げたようにこれはあくまでも制度上の問題というようにご理解いただきたいと思います。 

国民健康保険事業が尐なくなっているというのは財政的な問題も若干無いわけではないのですが、

実は昨年遍大に見積もりをし遍ぎてしまった。医療保険の場合は非常に読みづらく、その年によって

大幅に医療費が伸びる年もあったりそんなに伸びなかったりする年があります。非常に大きな病気が

流行したりすると医療費がどんと上がってしまうということも無いわけではございません。ただ平成

２１年度については心配したほど新型インフルエンザで医療費は伸びていなかったというようなこと

を踏まえて、平成２２年度については若干抑え目に見積もりをさせていただいておりますので、伸び

率としてはマイナスになったということでご理解をいただきたいと思います。 

市民一人当たりの予算額で市の借入金の返済額をもう尐し抑え目にできないのかということですが、

市の総額の借金は徍々に減らしているところでございますので、その推移に合わせてだんだん尐なく

なっていくものだと思ってございますが、さらにそこは努力をしていきたいと思います。 

 

◆退職手当債について                （廻田町 Ｓさん） 

 

今年度の予算の中で退職手当債が７億１千３００万円となっているが、来年はもっと増えるのでは

ないか。その時に市民のいい暮らしを先送りするのかどうかということになると思う。例えば今年度

は昨年並みの２億円に抑えて、どこか市民の暮らしの部分の５億円をそれに充当するという考え方が

あるのでは。来年これが大きくなると退職手当債を増やしておいてそれを１５年先まで送っていくと

いう考え方に立つのか、今年は尐し我慢をして将来に対する負担、借金を減らしていくという考えに

立つのかということである。特に土木とか教育は将来の子どもたちにとって役に立つことだと考えら

れるが、尐なくとも退職手当債というのは前向きの借金ではないと思う。来年度どう考えられるのか、

お尋ねさせていただきたい。 
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◎ 市長 ◎ 

退職手当債につきましては出来れば発行したくないという思いは山々でございますが、今の市役所

の財政状況と大量の退職者が出る中で、退職金を全て一般財源でまかなうと他の事業が何も出来なく

なってしまい、市民の皆さんから見れば「市は職員の退職金払うだけで仕事何もしていないじゃない

か」というご指摘・ご批判も受けざるを得ない。退職手当債は国が特例的に平成１８年度から認めて

いることで、全国の殆どの自治体が退職金の支払いのために一旦お金を借りて退職金を支払っている

というのが実状でございます。いつ何人ぐらい退職するのかは分かっていたのだから、その分積み立

てておけば良かったではないかということは散々議会等でも言われてまいりましたけれども、市も手

をこまねいていたわけではないのですが、かつては１０億円ほど退職手当基金というのを積んでおり

ました。ですが特に三位一体改革以降、急激に財政が厳しくなってしまったことからなかなか一般財

源を積み立ての方にまわすということが出来なくなってしまって取り崩す一方ということで、今その

ような状態になっております。退職手当債の考え方はご指摘のように何かもとに残って次の世代の方

も利用できるものではなくて、これまで働いてきた職員の退職金を払うだけですから、後年度に負担

だけ押し付けることに確かにご指摘の通りなってしまいます。その返済財源につきましては職員の数

を減らして浮いた人件費を使って退職手当債の返済金に当てるというのが基本的な考え方です。うち

としてもずっとこれを発行し続けるという考え方に立っているわけではなくて、今後、大量退職を迎

えるこの時期については退職金の支払いが例えば今年だけで言いますと大体１３億円ぐらいになる予

定です。それを全額一般財源でまかなうとなると他の事業が出来なくなって市民生活に影響を不えて

しまうので、それは避けていきたいということで半額程度、発行可能額については借入をおこしてい

きたいと考えているところでございます。出来るだけ後年度に付回しをするのは無くしたいと考えて

トータルでは借金はどんどん減らしているわけで、どうしても必要なお金は調達をする中でこれから

も一定の活用は図っていきたいと考えていますが、来年度さらに額として増えるかどうかはまだそこ

まで見通したててございません。ほぼ同額程度で抑えられるのではないかと思っていますが、平成２

１年度についても発行可能額全額を借りたわけではなくて一応押さえ目に２億３千万円だけに留めた

ということです。借入れをおこす額というのはトータルの借金は中長期的には減らしていかなければ

いけませんので、減らせる枠の中で借入れをおこして、トータルとしては尐しずつでも毎年減らして

いくというのが今我々の全体の市の借入れの戦略として考えているものでございますので、ぜひご理

解いただきたいと思います。 

 

◆市職員の研修体制ついて              （廻田町 Ｉさん） 

職員が変わるごとに市は職員を教育しているか。必要事頄があるのだったらその教育をきちんとや

っていかなければいけないと思う。もしないのならそういう体系を作ったらどうか。 

◎ 市長 ◎ 

客観的に言ってうちの今の研修体系はちょっと弱い、教育体系は弱いと考えています。基本はやは

り自ら進んで学ぶという自学をきちんと継続できるようなモチベーションと環境を整えていくことが

重要ではないかと考えていまして、人事の関係もここで係長と課長補佐等も変わってきていますので、

尐しずつ今のご指摘踏まえてきちんと育てるような研修、それからジョブローテーション異動のあり

方、昇進のあり方、その辺はこれからきちんと体系づけていきたいと考えております。 
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◆市の職員について                 （廻田町 Ｓさん） 

 

今回の新しい人事について課長補佐の方が相当数課長になったと、これは一つの若返りか、あるい

は適材適所かこれはすごく望ましいことだと思う。 

予算委員会で課長クラスの方が答弁するということがあるが、中には答弁することを望んでやって

いる方がいる反面、台本の棒読みという方もいらっしゃる。課長とはその所管の現場レベルの最高責

任者ではないか。その方が台本を一字一句違わず棒読みをする、しかも終わったらパタッとそれを閉

じて「私の出番は終わったよ」ということを先般の予算委員会でも決算委員会でも多々目撃をした。

これは非常に困ったことだと傍聴市民として思っている。 

平成２２年度予算について質問をされたら当然のことながら現在の進行状況を当然把握してその場

に望んでいるであろうものが「わかりません」ということで終わってしまっている。これは非常に悫

しいことだ。 

今回新しく課長になられた方あるいは次長、部長になられた方、自分の職責については責任という

よりも義務で、全体を各論に至るまで把握しておいていただきたい。これが一つの市が活性化するあ

るいはまちが豊かになる起爆剤ではないかと感じている。 

もう一つ、本会議における部長職の答弁で十分な答弁をされている方もいるが、中には質問者に目

をあわさず、あるいは顔を上げずにずっと棒読みをしている方がいる。これが職員を束ねる部門の責

任者として相応しいのか、ぜひとも本会議場における部長職の方は質問された方の方を向いて、自分

の答弁する中身を噛み砕いて自分の言葉で答弁するということを市長の方からご指導いただきたい。 

 

◎ 市長 ◎ 

かなり各論的なのですが、市役所の今おかれている問題のもう一つが実は財政問題の他に人の問題

がございます。行政の根幹に関わる部分というのは尐ない人数でより高度な仕事をしていかなければ

ならない時代になってきているということなので、一人一人の職員が求められる能力・資質というも

のをより高めていかなければならない。もちろん当然トップたる私もどんどん努力していかなければ

いけないわけですが、職員も同じように常に進化し続けていただかないと困るというところです。 

もう一つはこれから団塊の世代の大量退職時期を迎えてきつつあります。今年３月で退職された職

員が３４名、来年の３月３１日で定年退職を迎えるのが４３名。ほとんど今の部長、次長、課長さん

たちが来年それから再来年にごそっと定年退職を迎えられる年次に入ってきつつあります。実は市役

所は５０代前半、４０代後半ぐらいの管理職が非常に尐ないのです。職員の数もその辺の年代が尐な

いという構成になっていまして、今回昇任した４０代の課長がだいぶ誕生していて、そういう方がこ

れから市役所を支えていかないとならないという状況であります。お金の問題もありますが、人材を

これから今の厳しい状況に合わせてどう育てていくか、これは我々だけではなくて市民の皆さんにも

ぜひ職員を育てていただきたいと思います。もちろん皆さん主権者であり、納税者であり、サービス

の受け手ですからついつい窓口で厳しいご指摘を言っていただくのは当然なのですが、この職員はい

い職員だ、できる職員だという職員はぜひ応援してあげて欲しいと私は思っています。ですから私は

職員にもよく言っているのは、どんどん市民の前に出て行けと。評価を受ければ市民の皆さんが支え

てくれるはずだということを常日頃から言わせていただいているつもりです。 

先ほどの議会答弁の話に戻りますと、管理職においてはやはり議会でのきちんとした答弁をすると
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いうのは必要丌可欠な管理職としての職務だと思っていまして、毎定例会ごとに一応部長さん、ある

いは部課長会議で委員会答弁をする場合はこのようにやって欲しいということは再三にわたって言っ

ているつもりなのですが、中にはどうしても苦手な方がいるのも事実でありまして、尐しずつそこは

改善をしていきたいと考えております。ただ比較的年齢の若い最近課長さんになったような人たちは

非常に優秀ですし、非常にモチベーションも高い方が多いので、こういう方はきちんと答弁がしてい

ただけるのではないかと期待もいたしております。これはご本人の努力もあるし今までの環境みたい

なものも当然あって、やはり積極的に議員さんの前に行ってもあるいは市民の前に行っても、変にへ

りくだるのではなくてきちんとコミュニケーションが取れる。市民の皆さんから言い分もちゃんと聞

けて、こちらの立場で言わなければいけないことはきちんとお伝えができるような職員になっていか

ないと、これからは市民の皆さんと行政がコミュニケーションしながらいいまちをつくっていくとい

う意味ではそれが非常に重要なことだと思っていますので、これから人材育成ということも市政の大

きな課題として一方で取り組みをさせていただきつつあるということをぜひご理解いただければと思

っております。 

 

◆東村山市の取り組みをＰＲしては          （廻田町 Ｓさん） 

 

学校の先生からお話を聞くと子どもたちの教育の関係で、朝１０分間テストをやろうという話の学

校が出てきている。東村山の小学校、中学校はこういうことで頑張っているということをＰＲしなけ

れば「住んでください」と言っても皆さん住まないと思う。東村山は緑もある、教育はこういう基礎

の学校がありきちんとしている、スポーツも盛んだというような住民を呼び込む方法を考えて欲しい。

それに合わせて学校の先生方の教育もそのような市の方針として全体的に取り組んでいただきたい。 

 

◎ 市長 ◎ 

ＰＲが大事だということでまったくご指摘の通りだと思っております。今市内の各小・中学校いろ

いろな課題はありながら先生方本当に一生懸命やっていただいています。今お話があったように基礎

学力を上げていこうという取り組みで朝１０分間テストをするとか、先日ＮＨＫのニュースになりま

したけど大岱小学校はわりとユニークな取り組みをしていただいたりしているので、どんどんこれか

らＰＲしていきたいと思います。 
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都市整備  ～これからも住み続けたい快適で安全なまち～ について 

 

◆道路標識・案内看板等について           （廻田町 Ｍさん） 

家の前の道が回田小学校の通学路であるが、通勤で通行する車が増えており危険である。歩道があ

るところはいいが、歩道の無いところに子供を保護する設備が欲しい。標識が尐ないと感じている。 

回田図書館の案内板が錆びてそのまま放置されている。それほどお金のかかるものとは思えない。 

東村山駅東口の噴水に立っているポールのペンキが剥げて哀れな感じがする。 

こういったところを再点検して改めていくことがまちづくり・ひとづくりに繋がっていくきっかけ

になるのではないか。 

◎ 市長 ◎ 

廻田町に限らず東村山市は歩車道が分離されていないところが殆どでございまして、ご指摘のよう

に尐し中に入ると殆ど歩道がついていないのは事実であると思います。しかも最近は車が細かい住宅

街の中まで入るということで、これは廻田町に限らず全市的な課題だと考えております。 

一つには生活道路の中に車が流入する大きな原因として東村山市は広域的な幹線道路が整備されて

いないという問題があります。これは賛否両論あるのですが、それなりに広域的な道路をきちんと整

備をしていく、あるいは東京都に整備のお願いをしていくという取り組みをしています。例えば府中

街道は都道ですが、あれだけの幹線道路でありながら右折レーンもついていないような形で、そこを

通らないで普通の生活道路にどんどん車が入ってきたりというようなことがございますので、全体的

にはそういう取り組みをしていかなければいけないと思っております。 

それともう一つは生活道路の中での標識の関係です。私も数日前に地元の萩山町の方から「通学路

でありながら通学路の看板が錆びて朽ち果てているので何とかして」というご指摘をいただきました。

今度『交通課』という新しい課ができました。金属の看板を作るのはお金がかかるので、よその自治

体には電柱に通学路であるということがわかる“文”と書いてある看板もありますので、どれぐらい

の金額か値段を調べて、できるだけ通学路にはそういったものを標識として掲示をしていきたいと考

えているところでございます。交通標識については警察の管轄になるものもありますので、それらに

ついては進めていきたいと思います。 

廻田町については回田小学校の南側のエリアがスクールゾーンになっていますので、通学時間帯は

車は入ってはいけないことになっていると思います。ですからスクールゾーンの交通禁止時間帯に車

が入ってくるとすれば警察にも言って取締りを強化していただくようにお願いしたいと思います。 

図書館の看板が古いということなので、現場を見て、おそらく看板類どこも老朽化しているだろう

と思います。すぐに取替えができるかわかりませんが課題として受け止めさせて頂いて、今後対策を

考えたいと思います。 

 

公民館の看板については、修理を行う予定で現在、事務を進めています。 

駅前のポールについては平成２２年度、設計予算を計上し、対応して参りたいと思います。 

◎ 公民館と道路補修課の回答 ◎ 
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◆私道の整備について                （廻田町 Ｋさん） 

 

廻田町に越してきて４０年になるが、一つ丌満なことは家の前の私道と市道も含んでいる道が砂利

道で、市から数年に一度砂利を入れてもらうのだがごろごろした砂利を入れられて自転車や歩いて通

るには通りずらい。それから雤が降ると水溜りが多く出来て飛び越えながら歩かなければいけないよ

うな状態である。私道なので住民が何とかしなければいけないのだろうが、市道も一部含まれている

ので何とか改善していただきたい。 

◎ 市長 ◎ 

私も勉強丌足で砂利道の砂利をどのような種類の砂利を入れているのかというのは把握しておりま

せんで、ご迷惑をかけるような砂利を入れていたとすればお詫びを申し上げて、今後そういうことの

ないような砂利を入れさせていただくよう所管の方に指示したいと思います。 

あと私道をお持ちの皆さん方のご了解がいただければ、舗装するために市の方から補助金が出る制

度もございます。まだ大変厳しい財政状況でかなり昔から要請をいただいたものが積み残っていると

ころが無いわけではありませんが、今何とか国の経済対策の交付金等を活用しながら昨年度について

も１０本の要請いただいたところについては舗装をさせていただいておりますので、私道をお持ちの

方と協議をして話が整えば市の方に申請をいただければ舗装は道路の条件によって７割から８割の補

助金を出させていただいています。そのようなこともご承知おきいただいて、ご活用いただければと

思います。 

 

 

 

環境  ～東村山の風土を守り、つくり育てるまち～ について 

 

◆川沿いの草刈の御礼                （廻田町 Ｓさん） 

昨年のタウンミーティングで通学路の草刈をお願いしたら１週間以内に実施していただきまして、

実施していただいた翌日に市長の秘書さんの方に「ありがとうございました。市長さんによろしくお

伝えください」とお礼の言葉を言っておきましたので、本当に助かりました。ありがとうございます。 

 

 

 

現在、砂利道の補修に入れている砂利は、国や都の指導に基づき、再生材を使用しています。

このため、新品の砂利と比較すると若干劣りますが、環境配慮製品を使用しているため、ご理

解をお願いいたします。 

◎ 道路補修課の回答 ◎ 
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◆タクシーのアイドリングについて          （廻田町 Ｔさん） 

前回憩いの家の入り口の件を質問しまして早速処置をしていただいて、今日はお礼を言いに来まし

た。ありがとうございました。 

都道１２８号線から回田図書館に入る道の右側にタクシー会社の待機所がある。そこでエンジンを

かけたまま居眠りしている自動車が２、３台ある。今は温暖化の問題も言われているので、タクシー

会社にそういうことを申し上げて営業所で待機していただく等の方法があればいいと思う。警察の管

轄かもしれないが検討いただきたい。 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

Ｍさんにお答えいただきましたが、基本的にはタクシーも公共交通機関なのでアイドリングは控え

るようにという指導を受けていると思うので、今ご指摘のように長時間に亘ってアイドリングを続け

て停車しているという状態は環境的にもよくありませんので、タクシー会社の方にお願いをさせてい

ただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

◆前川の清浄化について               （廻田町 Ｂさん） 

前川の川底を整備して欲しい。雤が降ると藻が流れて綺麗になり、綺麗になると子どもが入って魚

を取ったりカニを取ったりしているが、藻が下に生えるようなところで子どもたちが遊んでいるのは

健康上丌安がある。 

◎ 市長 ◎ 

前川の川底の藻の問題のご質問をいただきました。現場を見させていただいて、一遌に全部という

のはなかなか難しいかと思いますが、子どもたちが降りて遊べるような空間があればそういうところ

を手始めに尐し藻の掃除をするというようなことを考えさせていただきたいと思います。 

 

タクシー会社に聞いたが、都営住宅で一人住まいのお年寄りの方がいて

病院に行くのに毎回呼ぶのは困るからあそこに車を停めてくれという要請

のもとにいるそうなので昼からはいないと思う。午前中だけだという解答

を頂いている。                 （廻田町 M さん） 

 

◎ Ｍさんの答えで午前中だけということだが、午前中だけでは無かった。図書

館に行って閉館の５時のチャイムが鳴って出てきたらまだいたので、午前中

では無かった。           （廻田町 Ｔさん） 

 

 

廻田公民館付近のタクシーの客待ちについては、当該タクシー会社に申し入れをし、客待ち

の場合もアイドリングストップする等の対策をお願いしました。 

◎ 道路課の回答 ◎ 
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＊今回（第３１回）は意見カードによるご意見聴取はありません。 

 

 

○ 市長まとめ 

長時間にわたりまして、さまざまなお話、ご意見・ご要望・ご指摘をいただきました。答えになっ

ていないような答えも申し上げたかと思っておりますが、市民の皆さんから直接生の声をお聞かせい

ただくということは私が市長として仕事をさせていただく上で、大変参考になっているものでござい

ます。市民の皆さんに直接市長がこういうことを考えてこういうことをやっているということをご理

解いただくことは市民の皆さんと行政の協働ということの礎になるものだと考えております。 

時間をせっかく割いていただいて実のある話になったかどうかわかりませんけれども、これを機に

ぜひ皆様にはさらに市政について関心をお持ちいただき、ご協力いただけるところは何卒ご協力いた

だいて、皆さんと一緒になってさらに住みよい廻田町、東村山市を築いていきたいと考えております。 

今日司会をお勤めいただいたＭさんに心から感謝申し上げるとともに、ご出席いただいた皆さんに

感謝申し上げて閉会のご挨拶とさせていただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。 
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