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○開催内容 

平成２２年１０月１６日（土）午前１０時、美住リサイクルショップにおきまして「第３７回タウ

ンミーティング」を開催しました。２１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１４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４０回 平成２３年 １月２２日（土） 青葉小学校 

午前１０時～正午 第４１回 平成２３年 ２月１９日（土） 恩 多 ふ れ あ い セ ン タ ー 

第４２回 平成２３年 ３月１９日（土） 市民センター 

美住町 ２人 

野口町 ３人 

恩多町 ２人 

その他 ７人 

合計 １４人 

２０代以下 ０人 

３０代 １人 

４０代 １人 

５０代 ２人 

６０代 ７人 

７０代 ２人 

８０代以上 １人 

合計 １４人 男性 １０人 

女性 ４人 

合計 １４人 
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第３７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。常日頃、市民の皆様には市政推進にあたりましてご理解・ご協力をい

ただき、この場をお借りして感謝申し上げたいと思います。本日は土曜日の午前中ということで何か

と公私ともにご多用なところ、市民と市長の対話集会「タウンミーティング」にご参加いただきまし

て、誠にありがとうございます。平成１９年１０月から開始いたしまして、１３町できるだけまんべ

んなく回ろうということで毎月１回、市内のどこかで行わせていただいておりますが、今回で３７回

目を迎えることと相成りました。それぞれの地域の方やそれぞれの施設に関係の深い市民の方に司会

を務めていただいて、この間進めてきたところでございます。本日は美住リサイクルショップで開催

ということで、運営委員会の委員長でありますＴさんと副委員長のＡさんに司会をお願いしました。

どうぞよろしくお願いいたします。 

まず市の最近の状況についてご報告をさせていただきたいと思います。８月３０日から９月３０日

までの期間で市議会９月定例会が開催されました。今回の９月定例会では２つの大きな議案がござい

ました。１つは平成２１年度の決算の認定のご審議いただきました。おかげ様で平成２１年度につき

ましては、一般会計の歳入歳出差引額が約１１億９,８００万円。そこから翌年に繰り越すべき財源約

３,４００万円を除きますと、実質単年度収支額が１１億６,４７２万１千円と、市政始まって以来の最

高額となったところでございます。実質単年度収支につきましても２年連続して黒字決算をさせてい

ただきました。その他に５つの特別会計がございますが、こちらにつきましても全て実質単年度収支

黒字で決算を迎えさせていただくことができました。実質単年度収支のうち６億１,５００万円を財政

調整基金に積み立てさせていただきました。私が市長に就任した時には４億円まで落ち込んでいまし

た財政調整基金でございますが、今回の積み立てによりまして１２年ぶりに２０億円台を回復する状

況になりました。その他決算の様々な財政四表につきましても一定程度の改善が図られておりますの

で、引き続き大変厳しい財政状況ではありますけれどもすぐに財政破綻するという状況では無くなり

つつあるのかと思っております。この間、国の政策の変更で地方交付税その他が想定以上に伸びてき

たということもありますが、職員一丸となって給不構造改革あるいは職員定数の削減、事務事業の見

直し等の行財政改革に取り組んできた成果がようやく現れてきたのかと思っているところでございま

す。市の借金につきましても、総額で約４４億円余り削減することができております。したがいまし

て借金も減り、貯金が増えて決算の状況としても黒字ということであります。しかしながら一方で、

東村山市はここ数年大量退職期を迎えております。なかなかこの厳しい財政状況の中で退職手当基金

の積み上げが出来なかったこともあって、一昨年、去年と退職金の支払いのために退職手当債という

借金をしなければならない状況であるのも事実でございます。また一方で市の収入の根幹であります

市税につきましては平成２１年度につきましても前年度よりもやや下回るというような状況で、引き

続き厳しいことには変わりない状況が続いているということでございます。今後も身の丈に合わせる

行財政改革の努力を続けるとともに、歳入の確保ならびに歳入の拡大、身の丈を伸ばす取り組みを進
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めていって、なんとか安定した行財政運営が出来るような強固な財政基盤の構築に向けて更にいっそ

う努力をしていきたいと考えている次第でございますので、なにとぞご理解のほどお願い申し上げま

す。 

それからもう１つは来年度からスタートいたします第４次総合計画基本構想につきまして、議会の

最終日に審議、ご可決いただきました。総合計画というのは市政を推進するにあたって最上位の計画

となるものでございます。今後１０年間のまちづくりの基本的な指針を定めたものでございます。こ

れにつきましては平成２０年度から市民５千人のアンケート、あるいは次代を担う子供たちである小

中学生に絵画や作文の応募をいただいたり、平成２１年１月から公募型のワークショップを開催し、

応募いただいた７２名の方に約８ヶ月間に亘りまして喧喧諤諤のご議論をまとめていただき、平成２

１年８月に提言書としていただきました。これらを踏まえて総合計画審議会等で１０年後の東村山市

のあるべき姿についてご検討いただき、将来都市像等をまとめていただきました。これまで１５年間、

東村山市は「緑あふれ、くらし輝く都市」というものを将来都市像に掲げて、第３次は計画期間が１

５年間と長かったのですが、第４次は１０年間ということで「緑あふれ、くらし輝く都市」の考え方

を継承しながらもさらに市民ひとりひとりが孤立することなく繋がりを持って生き生きと個性を発揮

しながら暮らせる元気なまちを目指していこうということで、市民ワークショップからの提言等いた

だいた想いや理念、キーワードを活かして「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」

という将来都市像に決定させていただきました。併せて前期５年の基本計画を策定し、現在はそれに

基づいて向こう３年の実質的な事業計画であります実施計画を策定させていただいているところでご

ざいます。こちらは当然裏づけとなる財政見通しも立てていかなければならないので、財政フレーム

を策定して併せてどの事業をいつどのようなかたちで進めていくかということについて今、庁内で議

論を開始しているところでございます。いずれにしても第４次総合計画基本構想が今後の当市におけ

る市政推進の最も基礎となる指針となってまいります。１０年後と言わず出来るだけ笑顔あふれる東

村山になるように行政も一丸となって取り組んでまいる所存ですので、引き続き市民の皆様のご理解、

ご協力、ご指導いただければありがたいなと思っております。 

本日のタウンミーティングは限られた時間ですけれども、今申し上げた財政状況あるいは今後の総

合計画の問題含め、また日頃お感じになっている身近なことで結構でございますので、ぜひ忌憚のな

いご意見をいただきたいと考えておりますので、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。本日は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。 

 

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 

 

◆市内に若い人の活躍の場を              （青葉町 Ｕさん） 

高齢者の方にはシルバー人材センター等ボランティアで活躍されている方がたくさんいるが、若

い人で仕事が無いとかアルバイトをしている学生をうまく活用して市内で活躍できる場があるとい

いのではないかと思う。市内で仕事がある、手伝って欲しいことがあるという時に登録している子

供たちがシルバー人材センターのような有償ボランティアというかたちでできると、地域に対する

問題意識等も若い人の中に芽生えると思う。高校生や大学生の子供が地元に根付くような政策にも

取り組んで欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

今まで私どもがあまり考えたことがないような視点でのご提案をいただきました。ありがとうござ

います。いわゆる雇用問題ということになると市の力量を尐し超えるようなところがあります。今こ

ういう経済情勢なので国の緊急雇用対策の補助金が市の方にきています。その補助金を活用して一時

預かり保育事業を開始したり、いくつか新たな事業をしているのですが、それらは専門職が多いので

す。一時預かり保育事業は市内のＮＰＯ法人に委託していまして、基本的には保育士の方がお子さん

を一時預かりされているような状況で、市が直営でしている事業の中では若い人の仕事やアルバイト

に結びつくことは尐ないのかもしれません。今お聞きしておもしろいなと思ったのが、いわゆるシル

バー人材センターの若者版みたいなものが考えられないかということだと思うのですが、非常に面白

いアイディアだと思うので、実現するかは別として検討させていただきたいと思います。 

それと市の方でも臨時職員は随時お願いしているので、やる気のある方はぜひ市役所の人事課にお

問い合わせいただいて登録をしていただければと思います。仕事が通年あるわけではございませんが、

市も臨時職員を多い時で２００名ぐらい雇用しているのではないかと思います。年齢の高い方もおら

れますし、専門職で保育士や保健師等の資格を持っていらっしゃる方が条件というケースもあるので

すが、市役所も市内雇用の場にはなっている可能性もあるので、そういうところで若い方に仕事をし

ていただくことでより東村山市に関心を持っていただくということは有益ではないかというようには

思いますので、お聞きして募集の仕方等も尐し工夫する必要があるのかと感じました。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

臨時職員の方も市政推進にあたっては大きな力を発揮していただいていますので、市役所としては

やはり優秀な力になってくださる方を採用していきたいと思っています。市報には載せているのです

が、なかなかタイミングが合わなかったり条件が噛み合わなかったりということもあるので、そこは

検討して若い学生の方でも出来るようなことがあれば積極的に受け入れていきたいなと考えています。 

市に臨時雇用があるということを知らない方が多いのでは？     （会場より） 
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福祉・支えあい等  ～誰もが健やかに暮らせるあたたかいまち～ について 

 

◆自治会活動の今後について              （恩多町 Ｎさん） 

これから自治会の活動は非常に大切だと思う。自分が自治会長をした時に行政職員にお世話になっ

たが、その後自治会活動の推進があまり進んでいないと感じる。市の職員は縦割り体系が強く、同じ

部内でも課が違うと協力しないというように感じているので、もう尐し横の繋がりを強めて欲しい。

ゴミの集団回収の件で担当所管にお願いしたが、自治会の協力が得られなかったと言われた。自治会

をこれからどういうかたちで進めていくのか教えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

Ｎさんからゴミの問題に絡んで自治会の活動についてご意見とご質問をいただきました。東村山市

では自治会の全世帯加入率がかつては７割くらいあった時期もあるのですが、現在は５５％ぐらいま

で低下しています。それと自治会によってかなり活動に温度差が出ています。非常に熱心に活動して

いる自治会もあれば、役員さんが高齢化して活動が沈滞化してしまっているようなところがあるのも

事実でございます。Ｎさんのおっしゃるように市民の方の地縁的な組織として自治会の役割というの

は非常に重要ではないかと考えております。特にいわゆる“消えた１００歳”と言われる問題に象徴

されるように、地域での繋がりが非常に薄くなってしまって、無縁死と言われるような状況、孤独死

と言われるような状況も多くなっている昨今ですので、まずはやはりもう一度隣近所から地域の繋が

りを深めていくということが非常に大事ではないかと考えております。このタウンミーティングでＮ

さんのようなご意見をいただいて、自治会加入促進に向けてまずパンフレットを作らせていただきま

した。それから昨年度から自治会フォーラムを開催し、自治会の役員の方を中心に中央公民館に集ま

っていただいて「自治会の活動を活性化するにはどうしたらいいのか皆で考えましょう」ということ

で、盛んな自治会活動をしている立川市の大山自治会会長をお招きし、見守り活動等含めて実態に即

したいろいろな活動をされているというお話をしていただき、後半では自治会長さんあるいは地域で

保健推進員や自主防災組織の隊長をされている方々と私とでパネルディスカッションを開かせていた

だきました。 

それから具体的に特にゴミ問題を含めまだ取り組みが進んでいないのではないかというご指摘でご

ざいます。この間、ゴミ減量の問題で盛んに議会あるいは市民の方から「もっと集団資源回収を増や

しなさい」ということでご意見をいただいています。担当所管が「自治会の協力が得られなかった」

と発言したのは、おそらく集団資源回収のお願いをしたところ手を挙げてくれた自治会が１件ぐらい

しかなかったというお話ではないかと思っていますが、私としては自治会をもう一度活性化する１つ

の手立てにもなりますし、秋水園にゴミを持ち込む量が減るという意味ではもう尐し積極的に集団資

源回収を進めていく必要があるのではないかと感じています。最近、市民の方から２６市の集団資源

回収の状況もいただいて、当市でも集団資源回収の品目をもう尐し増やすべきではないかと感じてい

ます。後もう尐し１kg あたりの補助金を上げたほうがよいのではないかという議論があるのですが当

市の場合、行政回収が集団資源回収に移っても収集台数でいくらというように決まっているので、行

政回収のコストが減るような仕組みになっていないのです。市民の皆様が一生懸命集団資源回収をや

っていただければ行政回収のコストが削減できるようなインセンティブが働くと、我々ももっと踏み
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込んで集団資源回収に取り組めるのではないかと考えています。もう尐し他市の実例を調べながら知

恵を出していきたいと思っています。いずれにしてもＮさんのおっしゃるようにゴミの問題、防犯・

防災それから今後やはり考えなければいけないのは高齢者や子供たちの見守り等、地域の人たちの連

帯、連携をもっと促進していけるような取り組みを市の方から積極的に各自治会の皆さんに働きかけ

をする必要があるだろうと思っています。それもご指摘のように縦割りでゴミの問題は担当所管が各

自治会に行く、それぞれの所管がやるということも必要なのですが、やはり全庁的に各自治会に対し

て積極的にどうアプローチを図っていくのかもう尐し経営会議等でも議論していきたいと思っていま

す。また、協働を進める観点からも行政の最大のパートナーとして自治会の皆さんにいろいろなこと

をお願いして、一緒になってゴミを減量するあるいは地域での見守り活動を進めていく、そういう仕

組みづくりを進めていきたいと考えています。今年度につきましても引き続き自治会フォーラムを行

います。今回は尐しメジャーな方をお招きして市民の関心を持っていただこうということで、ＮＨＫ

で地域活動番組の司会を担当されていたアナウンサーの方をお招きして１月１５日に中央公民館で行

う予定です。中身についてはまだ具体的には決まっていませんけれども、その方の講演と、地域で活

動をされている自治会の皆さんと何か話し合い等を行って市民の皆さんにも身近な自治会についても

う尐し想いを持ってもらえるような仕掛けづくりを進めていきたいと考えております。また何かあれ

ばぜひご指導いただければと思っております。 

 

 

◆発達障害児の療育における行政同士での協働について  （美住町 T さん） 

子供が注意欠陥・多動性障害をもっている。早期発見とその後の整備体制の請願を出しているが、

早期発見の体制については多摩北部医療センターが力を入れてきた。国立精神・神経医療研究センタ

ー病院の施設も増えてきているので、おそらく診断はついてくると予想しているが、療育の場が無い。

先日、隣市の自閉症や発達障害の親の会の役員の方と話をする機会があり、せっかく隣同士なのでな

にか一緒にやれないかということを役員同士で話をし、行政同士でも一緒にできないのかという話を

した。行政側としても他市と何か話をする手立てがないものか教えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

毎回Ｔさんから発達障害児の早期発見、療育、学校の先生方のあり方等でご指摘をいただいている

ところでございますが、率直に申し上げて療育というのは非常に難しさを感じています。ほとんどの

自治体ではそこまでまだ踏み込んでいない状況です。今、お話を伺って１市単独で行うよりも同じよ

うな環境で隣接する自治体と一緒にやれるのであれば効果もあるでしょうし、効率的でもあるのかと

感じたところでございます。私もまだお話を伺ったばかりなので、そうした視点をもち具体的にどの

ようなことで隣市と話ができるのかわかりませんけれども、そういった周辺市との協働事業というの

も尐し検討に値するのかというように思っていますので、今後、研究していきたいと思います。 
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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 

 

◆『住みたいまち No.１』を目指して          （秋津町 Ｍさん） 

東村山市にはこれから『住みたいまち No.１』を目指して欲しい。住みたいまちというのは安全・

安心、隣近所の付き合いが良いとか子どもを安心して育てられる等いくつかあるが、例えば通学路の

歩道については安全の面でまだ心配がある。児童館は他市と比べて充足していると感じるが、一方で

保育園が丌足している。子育て世代が住みたいまちであるためには安全・安心、あるいは保育園や幼

稚園の充実が大事だと思う。また、共働きの親が多い中で子供の面倒を見るために今は元気な高齢者

が多いのでもっと活用してはどうか。高齢者が子供と一緒に昔の遊びをしたりものづくりをしたり等

の事例もある。住みたいまち No.１を目指そうという考えを持ってまちづくりを進めて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

当市は基本的には住宅都市です。今から商業都市あるいは工場が集積するようなところになるとい

うのは難しい話であって、やはり住宅都市としてどういうまちを目指していくかというとＭさんから

おっしゃっていただいたように、住みたいまちとして多くの方に認知していただくということが今後

の東村山のある意味最大の成長戦力だろうというように私自身も認識いたしております。総合計画の

基本構想の中にいろいろな市民の方のご意見や想いが込められていますが、市民の皆さんも殆どが東

村山の自然や今まで培ってきた様々な人と人の繋がりの良さを大事にしながら、更に安心で元気なま

ちを目指していこうというのが基本的な考え方だろうと考えておりますので、おっしゃっておられる

ことはまさにそのとおりだというように認識いたしております。 

安心・安全という点でいうと確かに市内の道路事情は良くありません。これは市民ワークショップ

それから市民アンケートでもだいぶご意見をいただいたところでございます。美住町の鷹の道沿いで

もいくつか危険箇所があるのではないかということを言われています。歩道については、とにかく出

来るところから道路確保をしていきたいと考えています。優先順位としてはやはり通行量が多い危険

箇所から何とか地権者の方のご理解をいただいて進めていければと考えております。 

それから子供たちの問題はまさにそのとおりで、住みたいまちとして認知いただいてどういう方を

特にターゲットにするかというと、やはり当市の場合は子育て世代の方に移り住んでいただけるよう

にしていくということが大事だと思っております。そういう意味では保育園・幼稚園あるいは小中学

校の整備というのは東村山市に住んでみたいと思っていただける１つの大きな要因ではないかと私自

身も考えているところでございます。児童館についてはある程度しっかりしているというご評価をい

ただきましたが、保育園については４月１日現在で２０９名の待機児童が出ている状態です。昨年の

待機児童が約１６０名でございましたので残念ながら増えているのが実態で、市としましても保育園

の待機児童解消は優先順位の高い課題として考えておりまして、今、かなり力を入れて進めていると

ころでございます。市役所の東北側に新しくできたｉタウンというまちがございますけれども、その

中の天王森公園の隣地に現在１００名定員規模の保育園と通所型高齢介護施設の合築型の施設を市内

の村山苑という法人にお願いして建設していただいておりまして、平成２３年４月１日から開園予定

でございます。それから保育園につきましてはもう１つ、青葉町の多摩北部医療センターの敷地の中

にかつてむさしの園という老人ホームがあったのですが、その中の一番南西側のところに今度は東京
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都の事業として１００名定員規模の保育園を造る計画で、事業者については市が推薦するということ

で現在その作業を進めさせていただいております。それから先日テレビ報道や新聞でも取り上げてい

ただきましたけれども、多磨全生園には院内保育として看護士の方のお子さんを預かる小規模な保育

園はあるのですが認可保育園は無かったものですから、かねてより多磨全生園の入所者の方々がぜひ

外部のお子さんを受け入れられる保育園を設置したいということで誘致運動を進めてまいりました。

多磨全生園の方々はご案内のとおり、かつて結婚する場合は男性は必ず断種手術を受けさせられ、女

性が妊娠された場合は堕胎手術をされるという非人道的な扱いを受けてきてお子さんたちを持つこと

を許されなかったので、歳を召されて残りの人生を子供たちの声を聞きながら、子供たちと交流しな

がら心穏やかに生活をされたいという切なる願いで、市もそれに賛同してこの間国や国会議員の方々

にずっと働きかけてきて、ようやく地代についても一定程度折合える額になってまいりました。これ

は国の事業として国が公募して国が事業者選定をするということなのですが、こちらについても早け

れば平成２４年４月１日に保育園が出来るというような状況です。こちらは敷地が２,０００平米あり

ますので、国の事業なので市の方で勝手に定員何名とは申し上げにくいのですが、広さから言うと最

大で１５０名ぐらいは受け入れ可能ではないかと考えています。そのような状況で保育園の待機児童

解消に向けては急ピッチに話を進めさせていただいていますが、やはり先立つものが必要なので、そ

こをどのように捻出するかということで苦慮しておりまして、１つの考え方として今、７園ある公立

保育園の中の第２保育園については民間移管することによって財源を確保できないかと。直営と比べ

て民間に移管すると、私立園の場合には国や東京都からの補助金が別途あるので、その分市の支出が

尐なくて済むのです。そこで運営形態を変えることで何とか財源を確保できないかということで今、

保護者の方々と話し合いを続けているところですが、実態としてはなかなか理解を得られていないの

が実情でございます。いずれにしても今後も財源確保に向けて努力をしながら、保育園の充実を図っ

ていきたいと思います。 

幼稚園については市内は全部私立でございまして、それぞれの園がそれぞれ個性を持ちながらご尽

力いただいています。東村山の場合は幼稚園の入園率が高くて、小学校入学時のお子さんの出身をみ

ると７割が幼稚園で３割がだいたい保育園ということです。かと言って幼稚園の方は私立でやってい

るから市は関係ないというわけにはまいりませんので、家庭で子育てして幼稚園にお子さんを預けて

いらっしゃる方に対しても何らかの手当てをしていく必要があるだろうということで、市としては家

庭で子育てをしていただいている方の支援にも努め始めています。この間、家庭で子育てをされてい

らっしゃる方用に子育てひろば、それと大学と提携して行っている子育て支援センター『ころころの

森』という親子でゆったりと遊べるスペースなのですが、そういったものを設けさせていただきまし

た。あとずっと家庭で子育てをしているとどうしてもお子さんと二人っきりでお母さんが煮詰まって

しまったりすることもありまして、それが虐待に繋がったりするケースがあるので、昨年度から一時

預かり保育という事業をスポーツセンターの一室を使って行っていまして、１回３時間今のところは

国の緊急雇用を使用しているので無料でお預かりをさせていただいて、その間にお母さんが１人で買

い物に行ったり家の掃除をされたりということでニーズが高い事業です。これらを組み合わせながら

東村山市としての保育環境、子育て環境を良くしていきたいと考えています。私はずっと「子育てす

るなら東村山」と言っているのですが、そういうまちになれば先ほどＭさんがおっしゃった『住みた

いまち No.１』に近づけるのではないかと思います。 

そういう中で元気な高齢者の皆さんを活用したらどうかというご提案でございます。今後、児童館

等でどのように地域の高齢者の方にボランティアとして参加いただけるのか検討してみたいと思いま
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す。すでに小学校では各学校で土曜講座というのを開いているところがあり、そこで地域の一芸に秀

でたような方が例えば百人一首を教えたり、民謡を教えたり、子供と将棋を指したりという交流が高

齢者と子供たちの間に生まれていて、いい効果をあげていると考えています。さらにそういう交流の

場が増えるように努力していきたいと思っています。 

 

 

◆南台公園の高木の剪定を              （富士見町 Ｔさん） 

南台公園の木の剪定を市でやっていて、道路にはみ出した枝は切っているが高さについては切らず

に伸ばしている。数年前に小学生がカラスに襲われた。市が業者に頼んでカラスの巣を退治してくれ

たが、あまりにも木が大きいので市の職員に「危険なので木の高さを低くして欲しい」と言っても毎

回「予算が無い」と言われる。今年、風が強い日に直径２０ｃｍ、長さ７ｍくらいの枝が落ちた。落

ちた場所がゲートボールやラジオ体操をするところだったが、たまたま誰も居ない時に落ちたのでけ

が人は出なかった。その後、上を見渡してみたら東北の入り口の上の枝が枯れていて早く切り落とさ

なければ危ないと思う。事故が起きてからでは遅いので、もう一度点検して欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

南台公園でカラスに子供さんが襲われたという事故については私も報告受けていますけれども、高

木すぎて枝が落ちたという話は今初めて伺って、お話を聞いてきちんと点検して然るべき対応をしな

ければいけないと思ったところでございます。 

確かに市も限られた予算の中で全ての公園緑地を管理していまして、南台公園だけでなく他の公園

や野火止用水沿いの樹木も高木化して危険な状態になっている木があるのも事実です。いろいろ市民

からのご指摘、自分たちの把握している状況を踏まえて危険なところから手はかけていると思うので

すが、人がいらっしゃる時にそのように大きな枝が落ちると命に関わりますので、早速事情をみどり

と環境課に確認して、しっかり対応を取れるようにしたいと思います。 
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行政・政策・財政等  ～市の将来像～ について 

 

◆市民協働について                  （廻田町 Ｓさん） 

今年度から市民協働課ができ、６ヶ月が経ったが実際に何をやっているのかよくわからない。市民

協働については市民ワークショップの中でもたくさんの議論があった。マニュアルをつくっていると

いうことを聞いたが、いつまでにできるのか示してほしい。また、市長の考えている市民協働がどの

ようなものなのか教えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

市民協働課につきましては、このタウンミーティングも市民協働課が担当としてやらせていただい

ています。協働の推進については２点考えていかなければいけないと考えています。まずは難しい話

をすると市民と行政が協働するということがどういうことなのかということ。もう１つは、理論的な

構築をきちんとする必要があるだろうと思っています。 

概念的な話で恐縮ですけれども本来的にいうと主権者たる市民と我々が協働するというのはおかし

な話ではないかという議論も無いわけではないのです。けれども現実問題としては東村山市において

もいろいろな歴史的な経遍の中で行政組織と市民の皆さんが一緒に共通の課題解決に向けて取り組み

をしているという実例はいっぱいあるわけです。まずはそこがどういう歴史的な経遍で出来てきて、

どのようになって、今どの到達点にあってどういう課題があるかということをやはり洗い出して整理

をしていく必要があるだろうというのが１つです。よく言われる話としては担当者が変わってしまう

と今までの市民との信頼関係が崩れる、いわゆる協働でやっていたのがうまくいかなくなるという実

例があるので、その財産を大事にするべくそこをまず押さえていこうということです。 

それからもう１つは、一つのセクションあるいは最終的には一人の職員だけが協働マインドを持っ

て協働を進めていても担当者が変わってしまうとまた元の木阿弥に戻ってしまうというようなことが

あるので、東村山市としては「市民協働というのはどういう状態のことを市民協働というのか」とい

うことについて今までの蓄積を踏まえて一定のベースをつくりたいと考えています。それを皆が踏ま

えながら日々仕事をしていく、市民協働に対しての共通の認識を持っていく、ということが重要であ

ろうと考えているところです。それがいわゆるマニュアル的なことになっていくだろうと思っていま

す。ただマニュアルだけで気持ちが入っていなければ意味がないので、やはりマインドを育てていっ

て、同じ職員であればどのセクションでも市民協働についてはこういうものだという認識を持ってそ

こで一定の協働できる能力を持っていく必要があるだろうと思っています。ですからマニュアルをつ

くればそれで終わりではなく、その後は研修やいろいろな活動をする、最終的にはやはり実態として

市民の皆さんと一緒に何か事業をしていくのが職員にとっては一番鍛えられることになります。 

市民協働課の位置づけとしては、協働を行うのは自治会等で市民協働課が行う部分もありますけれ

ども、基本的にはそれぞれの所管課がやるということになります。ですからゴミの問題で言えばごみ

減量推進課が市民協働をする。その時の「考え方はこうですよ」というベースになる考え方をまずつ

くるのが市民協働課の役割で、それぞれの所管課がそれぞれ市民協働をやってもらうということにな

るかと思っています。そのマニュアルづくりについては遅いと言われればそれまでかもしれませんが、

一応本年度を目途に策定作業を進めています。担当の職員も多くないので他の仕事をやりながらとい
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うことなので、ご理解をいただければありがたいなというように思っているところでございます。 

後いくつか市内の市民団体が連合して今、『協働を学ぶ会』というのを立ち上げておられて、若干そ

この会とは接触を持って一緒に事例研究を始めさせていただいております。まだ外部に開かれたかた

ちではないので、そこの市民の方々と我々行政だけでやっている状況ですが、いずれオープンなかた

ちにできるのではないかと思っています。 

難しい大上段での「協働とは何か」という理論的な方向で進める必要もあるのですが、やはり一番

良いのは実態に即して実践的なかたちで「こういう時は行政はどうしたらいいのか、市民団体はどう

したらいいのか」ということをお互いに話し合える風通しの良い場をつくっていくということが必要

だと考えております。最終的には職員と市民の皆さんがある意味人間と人間の関係というようなとこ

ろまでつくりあげられると永続性もありますし、実りの多いかたちになるのではないかと思っており

ます。一朝一夕にはなかなかならないと思いますし、試行錯誤を繰り返しながらということになると

思いますが、せっかく市民ワークショップで市民協働ということを強くご提案いただいて我々も組織

的に一定の踏み出しをさせていただきましたので、実りあるような方向で努力していきたいと考えて

おります。 

 

 

◆事業仕分けについて                 （本町 Ｋさん） 

以前市長が東村山市と他市を比較して東村山市が大変だとわかったが、昨年度の決算では市長のご

努力の成果が出ていると聞いて良かった。第４次総合計画ができたということだが、その中で事業仕

分けを市でどのように進めるつもりなのか教えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

端的に財政状況で他市と比較してさほど良くなっているかと言われるとまだ心許ないところがあり

ますが、遍去と比べると良くなっているのは間違いないので、この３年間ぐらいの当市の財政実態の

改善度で言えば三多摩２６市ではどこの市にも負けないぐらい改善が図られたのではないかと自負は

いたしております。それはまたデータでお示しできればと思っております。 

この間行ってきた行革の取り組みですが、１つは職員の給不構造改革ということで当時、独自の給

不表を使っていたのですが東京都の給不表に完全に合わせました。それと同時に公務員には地域手当

という手当てがあるのですが、これは国の人事院の方でこの市は何％という上限を定めています。こ

れはその地域の民間の給不実態を調査して、それに準拠するようにそれぞれの自治体ごとの地域手当

を割り出していまして、東村山市の場合は本給の１０％が国の定めた上限です。東村山市は本給につ

いては独自表で地域手当については東京都に併せて上げてきた経遍があったので、給不構造改革の時

に国の基準まで下げました。ですから平均すると職員一人あたり６.７％ぐらいの給不ダウンになって

います。ただ職務職責に応じた給不体系に移行するということで、ご本人が希望して頑張って主任か

ら係長、係長から課長補佐、課長補佐から課長になれば、基本的には給不が上がるという仕組みにな

ったところです。以前の給不体系は役職と給不がさほど変わらないという、係長の手前の主任職でも

５０歳後半になると課長補佐とほとんど給不が変わらないような状況があって、なかなかマネジメン

トする職責に頑張って上がろうという人がいらっしゃらなかった時期があります。今も皆が皆そうか

と言われるとそうでは無い部分もありますが、給不構造改革以降、若干係長や課長補佐の試験を受け
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る方が増えているので、それは１つの効果ではないかと思っているところであります。お金だけが全

てではありませんけれども、職務の難しさ、大変さに応じて給不を支払うというのがやはり必要なこ

とだと思っておりますので、単純に下げるというよりはインセンティブも働くようなかたちにしたと

いうことで給不構造改革と申し上げているわけであります。 

それともう１つは職員の数の削減です。これはかなり大変な思いをしながら進めていますが、今年

度のスタート時で市役所の職員は８１７名です。私が市長になった時に比べると３年間で１００名弱

減っています。当然仕事は減ってはいませんので、その分を民間委託に置き換えたりしている部分も

ありますが、一人一人の職員がやらなければならない仕事量が増えているのは間違いないと思ってい

ます。それだけ仕事を一生懸命やらなければならない状況になっています。これが１つの効果として

あるのかと。ただあまり一人一人の職員に負担がかかってバーンアウトしてしまっては困るので、そ

の辺りのバランスを考えながら必要な部署には職員の増員もしていかなければならない、満遌なく減

らせばいいというものでは決して無いと考えておりますので、今後も十分配慮して進めていきたいと

おもっております。 

それから事務事業の見直しにつきましては、事業仕分けではないのですが、中堅若手の係長、課長

補佐クラスの職員で『事業点検部会』というのを立ち上げまして、市役所の仕事を網羅的に点検して

「この仕事はもう歴史的な意義を失っているので止めてもいいのではないか」「ここは市が直営でやら

なくても民間に委託していいのではないか」というような点検作業を内部で行って参りまして、それ

が第３次行革大綱の後期基本計画の基本的な柱になっています。ただあくまでもこれは外部の市民の

皆さんや専門家を入れた事業仕分けではありませんし、公開されたものではないので、今後は公開を

されてしかも第三者である専門家あるいは市民の方にお入りいただいた公開事業仕分けの手法も取り

入れていく必要があるのではと考えているところであります。現在、そのような状況で行革は進めて

いるのですが、市町村レベルの事業仕分けは最近いろいろな市でやられているのですけれども、鳴り

物入りでやってもなかなか実があがっていないという実情があります。市の仕事はやはり市民の皆さ

んに直結していることが非常に多いので、スパッと止めるということが非常に難しい。何らかの必要

性・公共性があるということで始められた事業ですから、一方の方から見ると無駄に見えても、もう

一方の方にとってはこれが切られてしまうと切実な問題だということが往々にしてあって、そういう

ところでこういうケースをどう図っていくかというのはこれからかなり工夫をしていく必要があると

考えているところでございます。 

 

 

◆市職員の雇用形態について              （廻田町 Ｓさん） 

職員の数が減っている反面、臨時職員が増えている。臨時職員が増えるというのは官製ワーキング

プアを生んでいるのではないか。職員を減らすというのは民間委託や臨時職員に置き換えるのではな

く、仕事のやり方、効率化を考えていかなければ本来の目的が果たされたとはいえないのではないか。

東村山に限ったことではないが、どこかで見直しをした方がよいのではないかと思う。 

◎ 市長 ◎ 

当然、公共機関として市役所の正規職員が何をすべきなのかという役割についてきちんと抑えてい

かないと、単純に減らせばいいという話ではないというのは先ほど申し上げたとおりですし、必要な
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部署には増員をしていかなければならないというように思っています。特に法的にいわれていること

ですけれど、公権力に関わるところあるいは公の意思の形成に関わる部分というのは基本的には市役

所の正規職員でなければできないことになっています。それから法令上、市役所の正規職員でなけれ

ば出来ないとされている事務事業がかなりありますので、これらについては嘱託職員の方、臨時職員

の方、あるいは民間委託に置き換えるということは基本的には出来ないというように考えているとこ

ろでございます。ただし、ワーキングプアというお話もあるのですが、行政も一つの形態として考え

た場合にコストというのも無視はできない部分だろうと思っています。 

私が市長になってこの間進めてきたのは、是非は当然あると思いますが、学校給食の調理の仕事を

基本的に民間委託に置き換えてきました。かつては正規職員が給食調理業務を行ってきたわけですけ

れども、正規職員をなかなか増やせない実情の中でだんだん臨時職員が増えてきてしまったという状

況がございます。正規職員と臨時職員でチームを組んでやっているとまさに同じ仕事をして給不は全

く違うわけですから、これはどうなのかという状況になってくるわけで、そういった面でもきちんと

整理をしていく上では民間委託にした方がクリアになるのではないだろうかと。実際にコストも学校

給食調理業務を全てアルバイトの方に置き換えたほうが一番コスト的にはかかりません。学校給食を

提供しているのが年間１８０日くらいなのですが、それだけ仕事をしていただく人をずっとアルバイ

トで雇用するというのはいささか問題があるので、民間で民間の給不体系ですが正規に雇用されてい

る方々、パートの方もいらっしゃいますけれども、そういう中で仕事をお願いしていった方がいいの

ではないかというようなこともあって、学校給食については民間に置き換えさせていただきました。

今のところ特段問題もございませんし、子供たちには職員が作る給食も民間の人が作る給食も特段差

も無く美味しく召し上がっていただいているような状況だというように思っております。 

今、行革の事業点検の中で議論しているのは、正規職員がどこの分野、どういう役割を果たしてい

く必要があって、どこを民間に置き換えあるいは市民の皆さんにお願いしていくのか、その切り分け

を尐しやっていく必要があるだろうということです。そのことを踏まえて私としては、市役所はだい

たい市民の方２００名程度に正規職員を一人というぐらいの見当で考えていくのはいかがかと考えて

います。かつては市役所の正規職員の数が１,１００名ぐらいいました。今、民間移管や嘱託化でいろ

いろ置き換えてきていますけれども、実際マンパワーとしてはその１,１００人ぐらいは今後も必要に

なるだろうと思っていますが、その中でどこを正規職員がやり、どこのどういう仕事を嘱託職員がや

って、通年雇用はする必要はないけれども、臨時的に何ヶ月かは事務量が膨大になるような例えば今

年の子ども手当のような一時避難的なかたちで基本的には臨時職員をお願いするという考え方ですの

で、アルバイトの方を通年雇用するということとは違うかたちを考える必要があると思っております。

いずれにしても市役所の求められている機能というのが従前に比べるとますます高まっています。市

民協働という新しい観点が各職場で取り入れられていくことになるわけですが、市民参加・市民協働

というのは職員からみて非常に手間がかかる。市民の皆さんと議論をして物事を前に進めていくいう

手順をいくつも踏んでいかなければいけないので、そういうことで業務量が増えているのも事実です。

ですから職員一人一人が今、置かれている我々の状況を深く自覚しながらきちんと市民の皆さんとも

向き合えるだけの力量を正規職員が持たないと、嘱託職員や臨時職員に何やっているのと言われてし

まいますので、そこは自己研鑽を積んでいただく必要がよりあるのかというように考えています。 
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緑・環境等  ～東村山の風土を守り、つくり育てるまち～ について 

 

◆ペットボトルゴミの出し方について          （野口町 Ｔさん） 

他市でペットボトルゴミを出す時にキャップを取って人が入るくらいの大きな袋にまとめて捨て

ているところがある。東村山市は各家庭でビニール袋に包んで出しているが、そのビニール袋自体が

ゴミになるし、袋を裂く手間がある。衣類を畳んで十字に縛って資源回収をしているところもある。

これらの事例を東村山市も参考にしてはどうか？ 

◎ 市長 ◎ 

ご案内かと思いますが、現在、東村山市では秋水園のリサイクルセンターの再整備計画を検討して

いるところでございます。その中で資源系のゴミについても減量化をどう進めていくのかというのが

１つの大きな課題です。特にペットボトルについては秋水園に持ち込まないで外部に持ち出すことを

検討したのですが、現状では厳しいということでございまして、とりあえず今の段階では秋水園の中

で受け入れて新しいリサイクルセンターの中で適正に処理していきたいと考えています。 

ご指摘のように今のペットボトル収集は拠点回収で各家庭の方がレジ袋等に入れて出していらっし

ゃるので、中間処理する際に袋を裂く作業をしなければいけない手間があるのは事実です。しかも裂

いた後のレジ袋がまたゴミになってしまうという問題があるので、今後このことについては私も検討

する余地があるという問題意識を持っています。ご指摘いただいた他市の場合どのようにやっている

のか、袋は行政で設置をされているのか、住民の方がされているのか、そのあたりがよくわからない

のですが、私個人的には例えば袋に入れるのではなくてコンテナに入れて車に積んでいけば袋を裂く

手間はないだろう等いろいろなことを考えているところです。ここについては今後Ｔさんのご指摘を

踏まえて、せっかく収集しても後で余計に手間がかかってしまったりゴミが出てしまうというのは無

駄なことですので、市民の皆さんにとっては手間がかかるのかもしれませんが、極力まとめて大きな

袋にいれるとかコンテナで回収するとか現行のスタイルを尐し検討する必要があると考えております。

具体的にどうするのかはこれから所管と考えたいと思います。 

それから東村山市の場合は古紙・古布の回収は東資協（東多摩再資源化事業協同組合）が行ってい

ますが、古布の出し方もきちんとされているとは思うのですが、どのような手間がかかっているのか

というのは率直に伺ったことがないので、他所と比べてどうなのか確認をしてみたいと思います。集

団資源回収を進めていくとなると、より収集しやすいかたちで出していただいてその後に手間をかけ

ないようにしていくということがトータルとしてコストダウンにもなりますし、集団資源回収を拡大

していくためにも必要なことではないかと思っているところです。現在びん・缶についてはコンテナ

回収ですけれども、前日にコンテナを設置して翌日回収するスタイルが本当によいのかということを

この際検討する必要があると思います。限られた財源ですから効率的に収集運搬をするということが

大事なことになるので、今後どういう収集体系が良いのか、今リサイクルセンターに関しては議会で

も特別委員会がつくられて議論されているところでございますので、それらの議論を踏まえながら収

集体系それから出し方について検討させていただきたいと思っております。 
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◆ゴミ処理問題について                （秋津町 Ｓさん） 

ゴミ袋を有料化した時にアメニティ基金を積んで市民に還元すると約束したと記憶している。その

基金が約３億８,０００万円貯まっていると聞いたがそれがどのように使われているのか？ 

また生ゴミの集団回収の推進について、バケツを購入すると市で補助金が出るがその手続きをする

のに自分でバケツを購入に行かなければならず面倒である。それと集団資源回収は新聞の分別や古布

を洗濯しなければならない等で手間が多く、金額も尐ないので止めてしまった。 

アメニティ基金をバケツ代にしたり、集団資源回収の補助金にしたりで還元していただきたい。 

◎ 市長 ◎ 

３点ご指摘をいただきました。まずアメニティ基金がどのように活用されているかということなの

ですが、東村山市はこの間非常に財政が困難であって、これは度々議会でも本来の趣旨と合っている

のかというご指摘をいただいていますが、例えば丌燃ごみの処理です。今、丌燃ごみについては東村

山市内で収集して秋水園の中で積み替えをして、茨城県のひたちなか市それから山梨県の笛吹市にあ

るプラントに持ち込んでサーマルリサイクルをしています。こういったことに基金からお金を使わせ

ていただいています。 

実は今、アメニティ基金の問題は、毎年入ってくる額以上に基金を使ってしまっていて、徐々に枯

渇してしまっている状況がありますので、なんとかこれにストップをかけなければならないと考えて

おります。そこは財政的な問題があって、いかに一般財源に置き換えていくことができるかというこ

とになるのですが、私どもとしては基本的に使い道としては今の使い道が誤っているとは思っており

ませんが、しかし歳入に比べて歳出が超遍してだんだん基金が目減りしている現状はなんとか解消し

なければいけないと考えていますので、その中でアメニティ基金の活用につきましては来年度以降の

予算編成作業の中でもう一度再整理をしたいと考えています。今年度から再び太陽光発電装置の補助

制度を復活させていただきましたが、これはアメニティ基金を活用しているもので、環境について市

民の皆さんが太陽光発電装置を導入されるというような時にアメニティ基金を活用した補助金を使用

するというのは、元々の趣旨から考えても非常に適正な使い方かと考えているところでございます。

今後こうしたことも踏まえながらアメニティ基金の使い方については考えてまいりたいと思っており

ます。 

それから生ゴミの集団回収が進まない理由として、Ｓさんの体験的に手続きが面倒くさくて煩雑な

のでこれでは５軒で話がまとまったとしてもなかなかやる人がいないのではないかということでござ

います。我々としては秋水園そのものに持ち込む絶対量を減らしていきたいというのは、秋津町の住

民の皆さん、周辺の皆さんにできるだけご迷惑をかけないという観点からするとやはり必要な手立て

です。生ゴミの集団回収は全体としてはまだそれほど大きな量ではありませんが、市としてはなんと

か今後も継続して尐しずつであっても拡大をしていきたいと考えていますので、改善できるところは

改善して、より簡便に手続きいただけるようその他についても見直しを図ってまいりたいと思います。 

それから古紙等の集団資源回収ですが、今後、集団資源回収を円滑かつ拡大していくにはどうした

らよいのか知恵を出していく必要があるだろうと思っています。現在、東村山市では東資協だけにお

願いをしている現状ですけれども、他市で集団資源回収率が高いところなどが具体的にどのようなや

り方をしているのか、どういうやり方をすると集団資源回収に結びつくのか、その辺をもう尐し研究

したいと思います。集団資源回収が進めば行政回収のコストが明確に減るようにしていくと我々もよ
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り積極的になれるわけですが、現状の契約の方法だといくら集団資源回収が進んで行政回収の量が減

ってもコスト的には変わらない、しかも集団資源回収の金額を上げるとその分の経費がかかるだけな

のです。ですから私としては今後検討したいのは、集団資源回収に移行すれば行政回収のトータルコ

ストがダウンするように仕組みを変えることが我々としてもより一生懸命集団資源回収をすることに

繋がるだろうと思いますし、市民の皆さんにより積極的にお願いをする、そうなれば今１kg あたり４

円のものを５円、６円にしますということが言える状況になるのだろうと思うのです。今の状況です

となかなかそこまで踏み込んでやれないので、他所はどのようなやり方をして行政回収を減らして経

費を削減しているのかということを所管に調べさせようと思います。そういう中で集団資源回収のや

り方もより市民の皆さんがやりやすい方向に変えていかないと、なかなか拡大は図れないだろうと思

っています。いずれにしても他所の集団資源回収量が多い市がありますから、そういうところがどの

ようなやり方をしているのか調べてみたいと思っております。 

 

 

 

 

【市長まとめ】 

 

長時間に亘りお付き合いいただきまして、ありがとうございました。 

いろいろとご意見をいただきまして、私なりに参考になったところでございます。本日いただいた

様々なご意見、ご要望あるいはご指摘を踏まえて尐しでも市政改善をしてＭさんがおっしゃいました

『住みたいまち No.１』になれるようにこれからも努力をしていきたいと思いますし、市民の皆さん

とも力を合わせていきたいと思いますので今後ともどうぞよろしくお願いいたします。長時間ありが

とうございました。 

司会をしていただいたＴさんとＡさん、ご苦労様でした。ありがとうございました。 
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