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○開催内容 

平成２２年６月２６日（土）午後１時、多磨全生園におきまして「第３３回タウンミーティング」

を開催しました。約４０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３１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３５回 終了しました。 市 民 セ ン タ ー 午前 10 時～正午 

第３６回 平成 22 年 ９月２４日（金） サ ン パ ル ネ 午 後 ７ 時 ～ ９ 時 

第３７回 平成 22 年１０月１６日（土） 美 住 リ サ イ ク ル シ ョ ッ プ 午前 10 時～正午 

青葉町 １３人 

本町 ４人 

恩多町 ４人 

その他 １０人 

合計 ３１人 

２０代 ３人 

３０代 ４人 

４０代 ５人 

５０代 ２人 

６０代 ９人 

７０代 ５人 

８０代以上 ３人 

合計 ３１人 男性 １４人 

女性 １７人 

合計 ３１人 

東村山駅西口ビル 
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○第３３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、こんにちは。本日は大変お忙しいところ、また、お天気も丌安定な中、第３３回のタウン

ミーティングにご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

今回３３回目ということでございますが、毎月１回、１３町のどこかの町で開催をさせていただい

て、市民の皆さんから直接、様々な生のご意見をいただくということで進めさせていただいてまいり

ました。だいたい地元の市民の方に司会進行役をしていただくというスタイルで進めさせていただい

ているところでございまして、今回も青葉町にお住まいの H さんに司会進行役をお引き受けいただき

ました。ありがとうございました。 

今回は国立療養所多磨全生園の入所者自治会の皆さんから働きかけをいただきまして、国立の施設

の中で初めて市民の皆さんとの対話集会を開催することができたところでございます。このハンセン

病療養施設であります多磨全生園は昨年、開設されて１００周年を迎えられたところでございます。

ハンセン病のわが国における歴史についてはご存知の方もいらっしゃるかとは思いますが、かつては

「癩（らい）予防法」という法律によりまして、ハンセン病に罹患された方は全国１３の国立療養所

に強制的に隔離をされるということで、かなり非人道的な扱いをされてきたところでございます。現

在、多磨全生園に入所されている方も３００名を切りまして、高齢化も進んでいるという状況で、今

後、多磨全生園が将来どうなっていくのかということについて、入所者の皆さんも当然ですが、我々

自治体の人間としても関心を持って注目をいたしているところでございます。多磨全生園ではこの敷

地全てを将来にわたって“人権の森”として残す運動を展開されておりまして、市といたしましても

それに賛同して一緒に“人権の森”構想の実現に向けて取り組みをさせていただいている次第でござ

います。 

昨年から施行されました「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」に基づきまして、今、多磨

全生園の自治会の皆さんからは、東村山市には保育園に入りたくても入れない大量の待機児童がいら

っしゃるということで「この多磨全生園の中に保育園の誘致をしよう」という取り組みを行っていた

だいているところでございます。国から用地をお借りする地代の問題等でいくつか課題があるのも事

実ですけれども、できるだけ早期に実現できるように、入所者自治会の皆さんや市民の皆さんと力を

合わせてなんとかこの多磨全生園の地に未来を担う子どもたちの歓声が響くような保育園の誘致に向

けて努力をしていきたい、そのように考えているところでございます。 

本日は大変、歴史的に意義深いところでタウンミーティングを行うことになりますが、身近な問題

や全市的な課題等々、様々なご意見を忌憚なく言っていただいて、お答えできるところは出来るだけ

誠意を持ってお答えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げて私からの開会の

ご挨拶とさせていただきます。どうぞ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。 

 

交通・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 

 

◆３・４・１１号線の延伸について           （青葉町 N さん） 

３・４・１１号線の延伸にあたって、バス通りの渋滞緩和に多磨全生園の正門前の交差点に右折

レーンが確保されるか？それと青葉町２丁目区域の通り抜けの問題に丌安を抱いている。青葉町住

宅地内は居住者以外の通行禁止という法的な権利があるが、それが現在は守られていない。安全確

保のため、路側帯の拡幅等をすると流入車が減尐できるのではないか？ 

流入車両の防止の面で、通り抜け禁止の励行と新しい路側帯等の措置をお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

都道３・４・１１号線についてはご案内の通り、既に工事が着工されておりまして、樹木の移植も

終わり、前年度については都道の方から多摩北部医療センターの途中まで造って参りました。今年度

については野火止用水のところから今度は北に向かっていって、来年には真ん中を抜いて完成をさせ

ていくということです。３・４・１１号線は多摩地域における都市計画道路の整備方針（第三次事業

化計画）の中で優先整備路線として位置付けられていまして、平成２３年度までの期間中にバス通り

（都道）まで開通するということになっており、その先については府中街道との交点（久米川町交差

点）まで第三次事業化計画で示してありますので、早期に切れ目なくさらに北に向けて延伸をしてい

ただくようにお願いをしているところでございます。 

東村山市の方も市施工で今、東村山駅から新秋津駅に向かって通る３・４・２７号線、今スポーツ

センターのところで止まっている通りについて、久米川町１丁目の野行通りまでの区間を昨年の７月

１３日に事業認可を取り、こちらも平成２７年までになんとか久米川町１丁目のコンビニエンススト

アの所にほぼ垂直にぶつかるようなかたちで抜ける予定でございます。そうしますと、東村山駅から

所沢街道まではまっすぐ入れる。３・４・１１号線についても久米川町の１丁目辺りでその３・４・

２７号線とクロスするようなかたちになって、最終的には３・４・１１号線は久米川町交差点のとこ

ろで府中街道に接続するというようなかたちになっています。これらは既に計画に位置付けされてお

りますので、早期に事業化をさせていただいて、青葉町の住宅地内に流入している車両を尐しでも減

らしていきたいと考えております。 

それから東村山駅方面から秋津方面に抜ける車両が青葉町２丁目の下堀自治会の辺りを通過するた

めに私道の中に流入していますが、それらも３・４・２７号線が野行通りまで抜けると減尐するので

はないかと考えております。 

しかしながら通り抜け禁止については当面の課題として前回もお話をいただいておりまして、警察

の方に取り締まりの強化、それから標識の増設等もお願いしていますが、警察の方も限られた人数で

パトロール等されているので、実際にはなかなか実があがっていない部分があるのかもしれませんが、

そこはもう尐し強化をお願いしていきたいと思っています。 
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それから、平成２１年度中事業でしたけれども、歩道の設置には道路の拡幅が必要ですので、青葉

小学校の前の通りと下堀の住宅地内のいくつかのところに、対策として路側帯内にカラー舗装をさせ

ていただいて、運転される方にわかるように視覚的な効果を不えるようなかたちで取り組みをさせて

いただいたところでございます。 

今後もそういうことをしながら、抜本的にはやはり都市計画道路をきちんと整備していくことが肝

要ではないかと考えておりますので、ご理解いただければと思っております。 

それから右折レーンの問題ですが、一応、所沢街道の方から都道の方に右折するところについては

右折レーンを設けるように東京都の方に今、お願いをしております。 

 

 

━ 多摩地域における都市計画道路の整備方針━ 

 

 

３・４・１１号線 

３・４・２７号線 

 

 

東
村
山
駅 

久米川町交差点 

至 久米川駅 
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◆グリーンバスが通る商店街の道路整備について     （青葉町 O さん） 

下堀自治会の中のグリーンバスが通っている商店街通りの傷みが激しい。もともと古い通りだが、

グリーンバスが運行しているのでかなり傷みが激しくなったと思っている。そういった道路につい

て、市の修繕の周期というのは決まっているのか？それとも住民から市に要請をしないとやってもら

えないのか？ 

◎ 市長 ◎ 

青葉町商店街の通りは、グリーンバスが通っている道路の傷みが酷くて、おそらく振動等が酷いと

いうご指摘だと思います。実は市内全域に亘って東村山市の道路は老朽化して傷みが酷いところがか

なり出ています。道路の維持補修というのは基本的にはほぼ１００％市の財源でやらなければならな

いため、国や東京都からの補助金等が充てられる事業にならないということがあって、残念ながら非

常に厳しい財政状況が続いている関係で、苦慮しているところでございます。 

舗装し直す周期があるのかということについて申し上げると、特段そういった周期は設けておりま

せん。やはり非常に傷みが激しくなって、本来は市民の皆さんからの苦情等が出る前にやるべきなの

ですが、行政の中で次の年はどこをやっていこうかということを、計画を立てながら進めています。

簡単な工事でしたら恩多町にある市の職員の維持補修の部署で対応しておりますが、通りから通り等

のかなり長い区間で全面的な補修、舗装替えのようなことをしなければならないケースの場合は、や

はり予算としてきちんと１千万～２千万円確保していないとできないものですから、ここ数年なかな

かそれだけの予算が確保できておりません。今年の道路の維持補修で１本の路線として予算を確保し

ているのは、市内全域で１本か２本程度という状況でございます。 

そんなわけで生活道路については今後とも道路の状況を拝見させていただいて、緊急性の高いとこ

ろから優先的に手がけていきたいというように考えております。ご指摘の通りは確かに市のグリーン

バスが走っているということですので、優先順位としてはかなり高い方かと思います。道路の状況等

を所管に見させて判断させていただければと思っていますので、よろしくお願いします。 

特にこの箇所がというところがあればご指摘いただければと思うのですが、全体ですよね？ 

 

 

そうですね。後ほど図面と写真をお持ちするのでよろしくお願いします。 

（青葉町 O さん） 
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◆青葉小学校の通学の安全対策について         （青葉町 I さん） 

青葉小学校の前の通りで交通誘導の旗振りをやっている。青葉小通りは死亡事故もあり、非常に問

題のある通りだということはご存知だと思う。以前はスクールゾーンであったが規制緩和でそれがな

くなったが、その後の処置がされていないので改善して欲しい。 

青葉小に入るところに子どもたちが待つ場所がほとんど無い。青葉小側から見て向かい側に渡る子

どもたちからの見通しが悪い。小学校の角に使用していないスペースがあり、そこを切れれば車の出

入りがスムーズに行き、子どもたちの見通しも良くなるのではないか？歩道があっても減速しないで

走ってくる車も多い。制限速度が３０キロとなっているが、もう尐し下げて欲しい。 

あと、所沢街道も渋滞が多く、歩道橋の下を自転車で渡る子どもが多い。所沢街道が拡幅されると

歩道橋を架けなおすことで改善されるということになっているが、まだ先のことになりそうなので改

善策をお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

青葉小学校の通学路の中の危険箇所についてご指摘をいただきました。１点目は青葉小学校の青葉

通りに面している東南の角でしょうか、青葉通りに面しているところを尐し学校の方がセットバック

すれば人溜まり等も確保出来て危険が解消できるのではないかということでしょうか？ 

わかりました。現場を見て検討させていただきたいというように思います。確かに青葉小学校の前

は狭くて歩道も無いうえに、交通量も非常に多くて、しかも死亡事故が発生したこともあります。 

市としては昨年度の事業として路側帯内にカラー舗装をさせていただいて視覚的に路側帯があると

いうことを確認できるようにさせていただいたところでございます。 

それと制限速度を引き下げて欲しいということなので、警察の方に申し入れをさせていただければ

と考えております。 

それから青葉町３丁目と２丁目を結ぶ所沢街道の歩道橋については、以前かなりの住民の皆さんか

ら「歩道橋を無くして信号をつけて横断歩道にして欲しい」ということで、署名を集めていただいて

要請書を市の方にいただいていまして、そのことについては東京都の北多摩北部建設事務所と警視庁

の方に申し入れをさせていただいています。所沢街道の拡幅の関係ですが、現在、全体としては野火

止用水のところから歩道橋のところまでで、用地買収が全体としては５～６割だというように伺って

います。所々買えたり買えなかったりということで、ある程度まとまって買えないと結局歩道の設置

ができないということで、東京都の方からも「そこは精力的にやります」との回答を得ておりますの

で、なんとか早く拡幅できるようにしていただきたいと思っております。そこのところはちょうど多

磨全生園との境のところですので、ある程度進みが速いのではないかと考えています。ただ、都の事

業なので何年にどういうかたちでやるかという情報は、我々も詳しくはまだ知らされていませんので、

確認させていただいて今後どういう進みになるのか、出来るだけ地元の住民の皆さんにお知らせでき

るようにしていきたいというように考えています。 

歩道橋の関係についてはやはり基本的には広げた時にどうするかという議論なのですが、東京都の

方は落橋するにあたって、１日の横断者の数が１２時間で２０人未満という原則がございまして、た

そうですね。        （青葉町 I さん） 
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またま調査したときに２１人いたとなると落橋が出来なくなってしまって、また広がった後も架け替

えということになる可能性もあるのかと思っていますが、歩道橋はどうしても高齢者の方ですとか、

車椅子の方は使いづらいので、地元としては広げていただいて、出来れば横断歩道にしていただいて、

信号機を設置していただく方向でこれからも要望をしていきたいというように考えています。 

いずれにしても青葉町は危険な箇所が多くございますので、我々としても現状でどういう対策が立

てられるのか、今、細かい話でしたけど、例えば学校のところにもう尐し角きりを広げて人溜まりを

造れないのかとか、所沢街道の現状のままで青葉町３丁目の方に人溜まりが出来ないのかとか、尐し

どういう手が打てるのかもう一度検討させていただきたいと思っています。 

 

 

◆青葉小学校の通学の安全対策について（その２）    （青葉町 M さん） 

平成１４年に青葉小の PTA 会長をしている時にスクールゾーンが突然はずされた。学校にも地域

にも事前の通告は無かった。すぐに警察に問い合わせに行ったところ「公安委員会の決めたことだか

ら東村山警察は何も言えない」という回答であった。 

平成１５年に学校と PTA と警察で話合いをした時に教育委員会と警察が「安全に関しては十分配

慮します」という話だったが、その後７年経っても改善されていない。 

学校はスクールゾーンがなくなったために、通学路を変えた。車を優先にするので通学路を変える

というのはあってはならないことだと思う。私有地を通らなければならないので、学校が頭を下げた。

市として、市長としてはどのようにするのか？ 

◎ 市長 ◎ 

スクールゾーンの解除ということについては市の方も寝耳に水のような状況だったのですが、変え

させられてしまった以上、そこをどのように対応していくのかということで、なかなか進んでいない

じゃないかということでございます。青葉町宅地内の道路問題を抜本的に解消するには、私としては

今、工事の始まっている３・４・１１号線という所沢街道のバイパスをきちんと抜いていくというこ

とが一番重要ではないかと考えています。ただ、これはまだ時間のかかる話ですので、それまでの間

にどういう対応が取れるかということになろうかと思います。路側帯内のカラー舗装については平成

２１年度に対応させていただきました。後はどういうことが出来るかということについて、I さんから

先ほど学校の用地を尐し角きりしたらどうかというご提案をいただきましたので、そういったことで

尐しずつ対処させていただくしか今のところはないのかと、そのように考えているところでございま

す。学校用地を歩道等に対して提供するということは野火止小学校でも例があることですから、これ

は子どもたちの安全ということを考えていくと決して出来ないことではないと思うので、当面すぐに

打てる手として学校敷地を尐し後退させて、その部分だけでも歩道をつけるとか、人溜まりを造ると

かというようなことぐらいしか思い浮かばなかったので、そこはもう一度確認をさせていただきたい

というように思います。 

※現在、関連部署と協議を行い、夏休み期間中に学校敷地の一部を削り、また道路に速度抑

制の表示を行う等の対応をいたします。 

また、警察との協議を行いましたが、制限速度の引き下げは難しいとの回答でした。 



                   - 8 -         第３３回タウンミーティング 

お子様が青葉小学校に通学されている保護者の皆さんにしてみると、市は何をやっているんだとい

う想いだと思うのですが、青葉小学校の通学路に関しては私どもも非常に憂慮しているというのはお

分かりいただいて、これからも出来ることはなんとかしていきたいということで進めておりますので、

今後ももう尐し知恵を絞って、また、予算も集めてなんとか尐しでも安全対策を図っていけるように

努力をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 

◆浸透ますの拡充を                  （青葉町 Ｆさん） 

空堀川に水が流れていない。東村山市には湧き水が多いので、水が流れるようにして欲しい。 

また、大雤が降ると家の近くに水が溜まる。道路整備時に浸透ますを造って欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

浸透ますをもっと拡充して欲しいというご指摘でございます。一定の補助は出させていただいてい

るのですが、なかなか宅地内の浸透ますの普及が進んでいないのではないかということだと思います。

道路については舗装されてしまったために、雤が降ると毎時３０ミリ程度であれば対応できますが、

５０ミリ～７０ミリというゲリラ豪雤のようになりますとなかなか厳しい状況で、道路が冠水してし

まうことがあります。市としても出来るだけ宅地内の道路下の雤水については、皆さんの宅地の中で

地下浸透していただくような取り組みをぜひお願いしたいということで、補助制度を設けて進めてい

るところですが、実際、なかなか進まないのはご指摘のとおりでございます。もう尐しその辺は現状

を知っていただく、そして補助制度があるということを知っていただきながら、出来るだけご協力い

ただけるように取り組みをしていきたいというように考えている次第でございます。 

空堀川につきましては、名前からして空堀というような名前で、かつても雤が降ると非常に流量が

増えて、晴れの日が続くと瀬切れを起こすというようなことを繰り返してきました。東村山市内につ

いては東京都の方で河川改修を行っていただきましたので、毎時３０ミリ～５０ミリぐらいまでは対

応できる河川になっています。ただ、晴天の日が続くと瀬切れを起こすということで、治水対策につ

いては一定の対策を打たれているので、もう尐し常に一定の流量を保てるように浸水対策を考えて欲

しいという市民の皆さんのご意見、あるいは議会のご指導もあって、東京都の河川部には何度かこの

件でお願いをしていて、例えば川の中に井戸を掘れないかというような取り組みをさせていただいて

いるところでございます。 

今後もそういった努力を続けながら、空堀川について１年間一定の水量が確保されるように努力を

していきたいというように考えています。 

 

 



                   - 9 -         第３３回タウンミーティング 

健康・福祉等  ～誰もが健やかに暮らせるあたたかいまち～ について 

 

◆発達障害児に支援サポートの充実を          （本町 T さん） 

発達障害の子どもが小学校で辛い思いをしないようにするために３つのお願いがある。 

1. 保育園・幼稚園から小学校への移行期の支援を。乳幼児期に親がどれだけ努力し、また、保育

士がどのように携わってきたのかを学校側に伝え、移行の支援ができるかが重要ではないか？

しかし、学校の受け入れ態勢がままならなければどうしようもない。 

2. 就学後の後期支援の徹底化。学校は１からのスタートをしたがる。さらに学年が変わると担任

が変わり、毎年１からのスタートをしている。通常学級に在籍していても適切な教育的支援が

受けられる体制整備、教育現場の教員の指導の徹底、受け入れ側の体制の充実が必要。 

3. 障害の早期発見に市の支援を。発達障害は見えざる障害といわれている。それをなるべく早く

発見し、養育にいかにもっていくのか？今、市では乳幼児健診と３歳児健診の次には就学時健

診しか行われていない。発達障害については５歳児ぐらいからその症状が現れてくると言われ

ている。ぜひ５歳児健診を導入し、その結果が就学前健診に生かされて就学指導へ移行できる

ようなシステム化をして欲しい。 

以上３つの支援をお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

発達障害をお持ちのお子さんの特に発見から就学に至る部分についてご指摘をいただきました。 

まず、発見の部分についてですが、６月の議会でも５歳児健診をというご意見を寄せられた議員の

方がいらっしゃいました。乳幼児あるいは３歳児健診では発達障害は顕在していないけれども、いき

なり就学時健診で発見ということでは対応が取りきれないということで、５歳あたりで検診をすべき

ではないかというご意見でございます。５歳児検診の有効性ということについては私もある程度理解

が出来るかというように思っています。ただ、全員を対象にすると、どうしてもお金と時間がかかる

ことなので、例えば５歳児で幼稚園・保育園等で多動性があると思われるようなお子さん等を対象に

行うという方が当市の場合は現実的なのかというように思っております。今後もう尐しお時間をいた

だいて検討させていただいて、ご指摘の通り発見が早くて対処をきちんとしている方が、その子にと

っても保護者の方にとってもいいわけですので、そこはちょっと考えたいというように思います。 

それから移行支援については教育委員会の方はシートを作って積み上げているということなのです

が、現場としてはご指摘のような部分も恐らくあるのかと。そこはもう尐し現場の方でスムーズに引

き継がれるようにするにはどういうシステムを考えたらいいのか、他市の事例等も参考にしながらま

た、保護者の皆様からいろいろな良い情報をいただいて、移行支援が毎年先生に状況を説明しないと

理解できないということではなくて、なんとか蓄積がされて人が変わっても情報が行き渡れないのか

ということを研究したいというように思います。 

それから受け入れ支援ということについては、当市はまだ教員サポーターの配置が丌足をいたして

います。現在１３名ですが、そのうち３名が国の緊急雇用で、１名は東京都の補助金を当てていると

いうことで、実質、市の嘱託職員として雇用しているのは９名です。せめてなんとか小学校の数分１

５名は市の方で雇用して、１校に最低１名張り付けられるような状況に早くもっていきたい。一応、
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第４次総合計画の中ではそういう位置付けを考えていきたいと考えています。 

それから後、これも議会で採択されておりますが、通級学級の増設については、現状では久米川小

学校と第三中学校にしかありませんので、今後増設を出来るだけ早期に実施をして、発達障害をお持

ちの子どもたちについて、通常学級の支援とそれから通級学級という２本柱で進めていけるように取

り組んでいきたいというように思っております。 

文部科学省の統計等でいうと大体お子さんの６％程度は発達障害をお持ちだということですので、

そうすると大体１クラス３０名いれば、１人か２人くらいは重度か軽度かの違いはあっても発達障害

をお持ちのお子さんがいると。そうすると各学校に１０～２０名ぐらいということになりますので、

かなり市としても真剣に受け止めて発達障害の支援ということをこれから考えていく必要があると思

っています。 

それは発達障害のお子さんだけの問題ではなくて、こういう言い方は大変恐縮で申し訳ないのです

けれども、発達障害のお子さんでかなり重度の方がいることによって授業が成立しなくて、障害をお

持ちでないお子さんの学力にも支障をきたすというようなことを招いてしまってはならないと考えて

います。厳しい財政状況ですが、やはり学校で障害をお持ちの方もお持ちでない方もきちんとした教

育が受けられるようなかたちに出来るだけ早期に優先的に取り組んでいきたい課題であるというよう

に考えています。 

 

 

◆在宅介護者への支援の充実を             （清瀬市 Ｍさん） 

東村山市に在住の両親のことで、１７年間在宅で神経難病を持っている父親の介護をしている。現

在、体に５本の管が入っており、医療的ケアを多く要するもので、母・娘・ヘルパーや医療関係者に

多くを支えてもらっている。今まで介護保険の方で１日４.５～５時間の在宅でやってきたが、今回初

めて支援費制度を利用することになった。他の地域では１日１４～１８時間の支援費が出るのが一般

的といわれているが、出してもらったのが６時間というものだった。支援費が６時間、介護保険と合

わせて１日１１時間、残りの１３時間を母と娘だけで全部見るのが大変。父と家族は東村山で在宅し

ていくことを希望しているが、医療的ケアを要する人が地域に住みづらい現状がある。東村山市の支

援費がこれからどうなるのか、現状を教えていただきたい。 

◎ 市長 ◎ 

お父様が神経系の難病を患っておられて、現在５本の管が入っておられて、介護保険と自立支援法

の関係でしょうか？そうしますと、障害の関係ですよね。おそらく受けられているけれど、まだ十分

なケアになっておられず、このままでは住み慣れた我が家や地域で住み続けられないのではないか、

というかなり差し迫った深刻な課題をお持ちの方だということはわかりました。ご本人様は清瀬に住

まわれて、お父様、お母様は東村山にお住まいということですね。わかりました。 

新規と言われている部分、いわゆる自立支援法のサービスの供給の枠については、一定の枠は勿論

あるのですが、これはお父様だけの問題ではなく、全体に関わっている当市における制度設計の問題

もあるので、今後どのようにしていくのかということをもう尐し研究をさせていただきたいと思って

います。やはり当市も非常に厳しい財政状況の中でなんとか今やりくりをしている状況ですので、今

ここでお父様だけのことで増やせますよというようなことはあり得ないというか、増やすとすれば障
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害部分の方については全体としての範囲を増やしていかないといけないという議論をしなければなり

ません。そういうことでお困りの方がけっこういらっしゃるのだろうというように推察できますので、

今後、十分にそういう実例を踏まえてどのように出来るのか、東村山市としても考えてまいりたい、

そのように思っております。 

後は個別に現状の制度のままでなにか取り組みが出来ないのか、職員とも協議してどういう対応が

できるか調査をさせていただきたいと思います。 

 

 

◆難聴者の社会参加支援に要約筆記制度の PR を     （恩多町 Ｓさん） 

難聴者の会の会長をしている。３月に萩山公民館で行われたタウンミーティングで「要約筆記制度

を広めて欲しい」とお願いしたところ、早速、次の市報に載せていただき、市長に私たちの声が届い

たと嬉しく思った。ありがとうございました。今日もノートテイクをお願いし、２人の方に付いてい

ただいて副会長と共に参加している。流暢にしゃべるので健常者と間違われるが、殆ど聴こえず、後

ろから自転車のベルを鳴らされてもわからないし、車が来てもわからず、危ない目に遭うことが多い。 

東村山市にも難聴者・中途失聴の方は多くいらっしゃるが、要約筆記制度を知っている方が尐なく、

市内で登録しているのは１６名しかいない。それも難聴者の会の方々がほとんどで、なかなか広がっ

ていかない。要約筆記があることによって社会参加ができる。多くの市民の方にこういう制度がある

ということを知ってもらいたいが、要約筆記制度そのものが何のことかわからないということがある

ので、何らかのかたちで市の方でお知らせしてもらいたい。 

◎ 市長 ◎ 

Ｓさんは中途失聴ということで、お若いときは耳も聴こえておられたのだろうと思うのですが、途

中から何らかのご病気なりで耳が丌自由になったということでございます。 

私も議員や市長になって初めて世の中にこんなに様々な身体・精神あるいは知的といった障害があ

るのかということをようやく尐しずつわかってきたのかなというように思っております。障害をお持

ちの方の困りぐあいというのはなかなかその立場にならないと理解できないところがあるのも事実で

ございますが、当然、我々行政に携わる者は出来るだけ障害をお持ちの方に対してどういう点がお困

りなのかということについて、想いが届くようにアンテナを高くしていく必要もありますし、それぞ

れの障害の方についてのことを、多くの市民の方に知っていただく努力を我々はもっとすべきなのか

というように考えています。たまたま今日は多磨全生園が会場ということで、多磨全生園の入所者の

皆さんもハンセン病という病気を患われて、皮膚や目やいろいろなところに疾患・障害を持たれてい

る方も大勢いらっしゃいます。今日Ｓさんから要約筆記ということでしたけれど、もう尐しそういう

制度やあるいは障害でどういう点で困るのか、「後ろからベルを鳴らされても我々はわからない」とい

うようなことは、生の声を聞かないとなかなかわからないことだというように思わせていただきまし

た。 

行政として様々な障害について、どこまでどういうかたちで広く市民の皆さんにお知らせできるか

わかりませんが、そういう努力はこれからも続けていくことが大切かな、そのように思わせていただ

いたところでございます。ありがとうございました。 
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◆特別支援学級への理解を広めて            （恩多町 Ｍさん） 

市長には発達障害児の理解を深めていただいたり、強いリーダーシップを発揮していただいている

のを感じており、心強く思っている。市内に１５の小学校が学校によって特別支援教育についての周

知をしている学校としていない学校とでバラつきがある。例えばわかたけ学級がある久米川小学校で

は、年度の初めに必ずプリントを配って「一人一人を大事にする特別支援学級・特別支援教育という

ものがあります」という制度そのものを周知するようなことをしているが、子どもの通っている野火

止小学校ではそういうものが全く無い。実際に子どもが特別支援学級に通級しているが、皆さんそれ

が何なのかよくご存じないため、保護者の方から「何それ？お宅のお子さん普通じゃないの？」とい

うような言葉をかけられることがある。教育現場がこのような状態だと、子どもを公立中学校に上げ

ることに丌安を感じる。「特別支援学級でお子さん頑張っているんだ。応援してあげたいね」という雰

囲気があれば公立の学校に入れることも躊躇しなくて済むと思うが、周囲の理解が足りない状況だと、

どうしても丌安定感が拭えないということがある。 

周りの子たちの学ぶ権利を奪いたくないという気持ちは発達障害児の親はみんな共通して持ってい

る気持ちだと思う。問題があったりすると頭を下げて回ったり、担任の先生と常に綿密にお話をした

り、そういうことを繰り返してくるわけだが、個々人の保護者の出来ることは限られている。障害を

持つ子どもたちが皆の中にいて当たり前、そして皆も彼らとの付き合い方を学んでいける、そういう

教育現場を創っていくということに留意していただけると有難い。 

学校で特別支援教育のチラシを配るというのは、大きなお金を動かす必要はなく、すぐに実現でき

ることだと思う。ただ、現状は校長先生のお気持ち１つというようなところがあるようで、学校によ

る温度差の違い、取り組み方のバラつきというのがあると、発達障害を持っている子どもたちにとっ

てもそうでない子どもたちにとっても、学ぶ権利にバラつきが出るというように思う。そのへんのと

ころを何らかのかたちで考えていただきたい。 

◎ 市長 ◎ 

社会全体が障害に対して正しい理解をしていかないと、やはり良くないというように思っておりま

す。多磨全生園の皆さんというのは非常に社会の中で激しい差別・偏見にさらされて、困難な時代を

ずっと生き抜いてこられています。未だにハンセン病に関しては非常に偏見をお持ちの方もいらっし

ゃるし、差別的な対応される方も残念ながらいるのも事実です。 

当市は今、多磨全生園のＳ会長やＨ前会長を中心に、子どもたちに「人権って何？」というかたち

で教育をしていただいています。そういうところから尐しでも発達障害についても子どもたちに正し

く理解をして、そういう子達をやさしく受けとめられる、そういう子どもたちに育って欲しいと思い

ますし、保護者の皆さんにもそういう理解を持って欲しいなというように思います。 

お知らせの件については、学校によってバラつきがあって温度差があるということでございますの

で、そこは早急にきちんとどこの学校も同じように「わかたけ学級ってこういうものですよ。こうい

うところにこういうかたちで通級されているお子さんがいるので、ぜひ他の保護者の皆さんは暖かく

見守ってくださいね」というようなメッセージを入れて、全ての学校でお便りが出せるように教育委

員会と話をしてみたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 



                   - 13 -         第３３回タウンミーティング 

子ども・施設  ～明日を拓く豊かな心と創造力を育てるまち～ について 

 

◆多磨全生園内の保育園誘致について          （青葉町 S さん） 

多磨全生園入所者自治会は今、多磨全生園の中に保育園を誘致しようということで一生懸命運動を

している。厚労省にも数回にわたり交渉し、園の指針が出来て公募する準備もできている。ところが

土地代が決まらない。業者に鑑定してもらったら１㎡あたり１，３２９円という鑑定が出た。社会福

祉法人の場合には地代を１／２に減額することができるという法があるので、これを適用して欲しい

とお願いしたところ、ハンセン病事業所の場合は行政財産だからこれは適用出来ないということでな

かなか話の折り合いがつかない。 

保育園の誘致で２，０００㎡借りるとなると年間２５０万円ぐらいの地代がかかる。それでも保育

園を造って欲しい。その場合に東村山市または東京都からいくらかの補助はあるのか？ 

◎ 市長 ◎ 

保育園の誘致の問題で多磨全生園入所者自治会の皆さんには、国に何度も要請をいただいて感謝に

耐えないところでございます。本当にありがとうございます。東村山市内には今年保育園に入りたく

ても入れないお子さんが４月当初で２０９名いらっしゃいます。旧カウントといってとりあえず認証

あるいは認可外の保育室等に入っていらっしゃるお子さんを含めると３６０名ぐらいの待機児童がい

ることになります。 

東村山市としては、市内の村山苑という法人にお願いして来年度、本町の北ブロックのところに１

園、１００名定員の保育園と併せて通所型の介護施設を民設・民営で開設するようにしていただくこ

とになり、初期費用等については一定の補助を出させていただいているところでございます。それか

らこれは都の事業ですけれども、青葉町にあります多摩北部医療センターの中にかつてありましたむ

さしの園という老人ホームが数年前に閉鎖されましたが、その跡地が空いているということで東京都

の方でここに保育園を設置しようという動きをとっていただきまして、こちらについては１，０００

㎡程度で１００名定員の保育園を平成２４年４月１日開設に向けて今、事業者の公募をいたしており

ます。実は当初我々自治体が多磨全生園の方に保育園の誘致をさせて欲しいとお願いした時に最初は

かなり高額なものでありましたが、今の地代というのは鑑定していただいた結果１，３２９円という

ことで、我々としては妥当な線ではないかと思っています。 

当然、保育園を造るにあたっては民設・民営といっても法的な負担割合で市の方でお金を出すわけ

です。それから後、それに上乗せしていろいろなかたちで市の方でお金を出させていただいています

し、運営経費についても市の方から補助が出ることになっています。ただし、現在は地代分について

の特段の市の補助金制度というのは特に設けておりません。ただ１，３２９円であれば、社会福祉法

人等の経営にあたっても現行の市の補助体系で充分やっていただけるのではないかというように考え

ております。当然今後の募集にあたっては国の方あるいは自治会の方と充分に協議させていただいて、

きちんとした事業者が選ばれるように我々としても努力していきたいというように考えておりますの

で、今後ともご指導いただければと思っております。よろしくお願いします。 
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◆児童クラブの指導員削減について           （青葉町 H さん） 

青葉児童クラブの建替問題研究会というのを昨年、発足した。学童を利用する子どもたちは増えて

いく傾向にあるが、指導員の数は減らす方向だと伺っている。他市の学童の見学に行った時にいた指

導員は子どもたちの様子を見ているだけという印象を受け、青葉児童クラブの指導員は率先して子ど

もたちと遊んでいただいたり、工作等楽しいことをとてもよく考えていただいて幸せだと感じている

ので、ぜひ指導員を減らすことなく、質の良い保育をお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

青葉小学校の児童クラブの建替について職員体制を現状維持して欲しいというお話だと思います。 

今、東村山市は児童クラブも非常に大人数化してしまっていて、１クラブあたりの人数が７０名を

超えるクラブが半数以上という状況になっておりまして、この大規模化の解消として第二児童クラブ

を設置していくということが市の課題というように受けとめております。 

昨年は萩山の児童クラブが老朽化しておりましたので建て替えて、第二児童クラブを設置させてい

ただきました。それから今年の４月からは回田小学校で学校の施設を活用して第二児童クラブを、野

火止小学校についても建て替え前に使っていた施設を活用して第二児童クラブをスタートさせるとい

うようなことをやっています。その他にも今年は予算を取って、５つの第二児童クラブを設置すると

いうことで、今、話を進めているところでございます。 

ただ、問題としてはその運営をどうしていくかということについてなのですが、これまで東村山市

は児童クラブについては市が直営で運営を行って、正規の職員を各クラブ２名配置しておりました。

その関係で児童クラブについては非常に予算が掛かっておりまして、近隣の市と比べると東村山市よ

りも受け入れ児童数がはるかに多いにも関わらず、全体の予算は当市の２／３ぐらいで済んでしまっ

ているという状況があります。当市がなかなか第二児童クラブに踏み出せなかったのはここにやはり

起因をしておりまして、当市としては今後ある程度の第二児童クラブ化を図っていくには、一定程度

の運営形態の見直しをしないと財源の確保が出来ないというように私どもとしては考えているところ

でございます。現在、第二クラブが発足したところについては、１クラブに１名の正職員で後は嘱託

職員で対応させていただくというようなやり方をさせていただいております。正規職員でなくてもそ

れなりの意識と意欲を持ってやっていただけるのであれば、正職員以外の方でも質は低下しないので

はと考えています。そこについては今後、これまで築いてきた東村山市の児童クラブの質的な良い面

を維持できるようにしながらも、どうしても全体としては非常に厳しい財政状況の中で量的拡大を図

っていくにあたって、全て今まで通りということになると単純にいうと予算が今までの２倍必要にな

ってしまいますので、それは今のままでは困難性がありますので、効率化を図りつつ質の維持にも努

めていきたい。具体的に保護者の皆さんが丌安に思われているとすれば、その辺は十分に協議をしな

がら、各クラブについての対応を図っていきたいと思っております。 
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◆市で幼稚園の情報提供を               （秋津町 K さん） 

子どもを一時預かりに預けながら保育園に申し込んでいたが、２月に保育園に落ち、働いていたの

で幼稚園の情報がわからず、駆け込みで幼稚園に入れたということがあった。保育園の方は充実した

内容の情報冊子があるが、幼稚園の情報が何も無くて困った。 

今は市の方で『ニコニコ幼稚園ガイド』を発行しているが、それが一般のお母さんたちに浸透して

いない。市役所でもらえるということを知らずに保護者間で自費でコピーしている状況がある。管轄

の違いで市の方で置いてもらえないのもわかるが、もう尐し市の方で何らかの方法でパンフレットや

参観日等の情報を案内して欲しい。幼稚園によっては早朝から夜遅くまで延長保育をしている園もあ

るので、市の方でそのアピールをしてもらえれば待機児童も減ると思う。 

◎ 市長 ◎ 

幼稚園に関する情報が市の方で出し方が足りないというご指摘でした。恐らくそのとおりだろうと

いうように思っております。というのは、これまで保育園行政というのはあくまでも法的な位置づけ

としては市が主体なのです。もちろん市の直営でやっている保育園もありますし、民設・民営園につ

いても基本的には委託・受託の関係で、保育をしているのはあくまでも東村山市が行っていて、その

業務を委託・受託しているという関係なものですから、保育園については非常に我々も意識がいくの

ですけれども、幼稚園というのはご指摘の通り幼児の教育機関という位置付けで、文部科学省の管轄

です。当市の場合は直営の幼稚園を持ってこなかった過去の歴史があって、どうしても保育園に比べ

ると関係が薄いというようなことがあったのも事実でございます。今まで幼稚園を担当してきたのは

教育委員会ですけれども、昨年、市役所の組織改正でやはり同じ幼児を扱う施設ということで、保育

園の行政を担っていたところと、これまで教育委員会でやっていた幼稚園に関しての事務を、子ども

家庭部の子ども育成課というところに統合しまして、庶務・幼稚園係という初めて市役所の組織の中

に「幼稚園」と名称がつく部署が発足したところでございます。ここが今、主体となってご指摘いた

だいたような情報等も集めて徍々に出しつつあるということで、特に先ほどから出ているように保育

園の待機児童の解消にあたっても認可保育園で全部まかなえるとは我々も考えておりません。出来る

だけ今、ご指摘のあったようにフルタイムの方はなかなか難しいところもあるかもしれませんが、幼

稚園も早朝・預かり保育を入れると働きながらでも幼稚園にお子さんを預けていくということも十分

可能ではないかと。 

問題はやはり育休が明けてから幼稚園に入るまでの間をどうするのかという問題が当然起こるわけ

ですので、そこは認証なり認可の保育園で対応して、乳児については保育園、あるいは３歳以上につ

いては幼稚園と保育園をうまく併用するような社会システムを作っていかないと全部を保育園でとい

うのは財政的にも限られておりますので、厳しいのかというように思っております。 

今回、大量の待機児が出ている中でなんとか手を打たなければいけないということで、廻田町のむ

さしの幼稚園で当市としては初めて幼稚園型の認定子ども園を開設させていただいています。なかな

か順調に動いているというように伺っておりまして、幼稚園の側も保護者の方のニーズとかいろいろ

なものをマーケティングされていますので、より低年齢のうちからやれるように考えようかとか、い

ろいろなことを発想されているようですから、今後、幼稚園の側からまたいろいろな動きが出てくる

のではないか、そのように考えております。そういう意味で幼稚園・保育園全体をトータルとして様々

な施設機関がそれぞれの個性を持ちながら連携を保って、トータルとして東村山の保育・幼児教育の
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質、そして量も拡大するように進めていきたいというように考えております。 

情報の出し方についてはご指摘のとおりまだ及び腰なところがありますので、せめて保育園ぐらい

の情報を幼稚園についてもお出しできるように幼稚園側と協議し、情報提供できるよう努めてまいり

ます。 

 

 

 

 

 

＊今回（第３３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 

長時間に亘りお付き合いいただきまして、心から感謝を申し上げたいと思っております。 

今日は青葉町の多磨全生園ということで、前半は青葉町の地域の課題ということで数多く道路問題、

特に通学路の安全性の問題についてご意見をいただきました。早急に出来るところから手がけていけ

るように持ち帰らせていただきたいと思っております。 

それから今日は発達障害のお子さんをお持ちの方、お父様を介護なさっている方、それから難聴の

会のＳさんを始め、障害をお持ちの方から障害についての理解をし、さらに施策の充実を求めるご意

見をいくつかいただきました。この辺も心して取り組んでいかなければならない課題だというように

思っております。 

それからあまり今まで行政に光が当たらなかった幼稚園の問題等でも新たなご意見をいただいたり、

空堀川や青葉児童クラブの建替等の問題もいただいたところでございます。 

市の方も今、非常に厳しい財政状況の中でなんとか一つ一つ市民の皆さんのご要望にお答えできる

ように努力をしているつもりでございますし、職員のほうも私が市長になってから９０名以上人員定

数を削減したり、職員の給料も平均７％近く減額する等、歯を食いしばりながら頑張っているところ

であるということもぜひご理解いただいて、やはり次の時代を行政だけではなく、市民の皆さんと一

緒になって創っていきたいと思っております。 

特に今回この歴史的に意義深い多磨全生園の地でこうして皆さんとお話が出来たということは私に

とっても大変良かったなというように思っています。今後もぜひ多磨全生園の保育園を誘致出来て、

更には人権の森として残されるように皆様のご協力も切にお願いを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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