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○開催内容 

平成２２年１２月１８日（土）午前１０時、久米川ふれあいセンターにおきまして「第３９回タウ

ンミーティング」を開催しました。４２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３７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 

久米川町 ３０人 

その他 ５人 

未記入 ２人 

合計 ３７人 

２０代以下 ０人 

３０代 ２人 

４０代 ３人 

５０代 １４人 

６０代 １０人 

７０代以上 ６人 

未記入 ２人 

合計 ３７人 

男性 ２３人 

女性 １２人 

未記入 ２人 

合計 ３７人 



- 2 -        第３９回タウンミーティング 

第３９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。東村山市長の渡部でございます。 

常日頃、市政推進にあたりましては大変皆様にお世話になっております。この場をお借りいたしま

して心から感謝申し上げたいと思います。本日は師走の１８日ということで本年も残すところ後１０

日あまりという大変押し迫った中で、公私ともにお忙しい中、またお天気もよくて家の周りの片付け

等もされなければならないような時期ですが、久米川ふれあいセンター市民協議会会長さんはじめ、

市民協議会の皆さんや久米川町の自治会の皆さんなど、多くの市民の皆様にご参加いただきまして、

心から感謝申し上げる次第でございます。 

この市民の皆さんと私の対話集会は、平成１９年１０月から始めさせていただいて、今回で３９回

目ということでございます。これまで延べ約１４００名の市民の方にご参加いただきまして、身の回

りの身近な問題から市政・財政問題や人事給不制度などといったようなことまで、様々なご意見やご

質問、あるいは苦情等をいただいてまいったところでございます。お答えにつきましては誠心誠意さ

せていただくつもりですが、いただいたご意見はすぐに出来るものというのはむしろ尐なく、「検討さ

せていただきます」というようなお答えで歯がゆく思われるかもしれませんけれども、市民の皆さん

からいただいた貴重なご意見は何らかのかたちで市政に活かして反映させていただきたいと考えてお

りますので、限られた時間ではございますけれども、忌憚のないご意見をいただければありがたいと

思っております。 

本日は久米川町での開催ということでございます。冒頭に皆さんのご意見をいただきやすくさせて

いただきたいと思いますので、今、市が行っております大きなハード事業の現状について若干ご説明

申し上げたいと思っております。今後、東村山市が推進しようとしております大型のハード事業につ

きましては、かなりの部分が久米川町に関係する事業が多いので、ぜひご理解をいただければと思い

ます。 

現在、東京都が東村山駅周辺の踏切を除却するために線路を高架にするという計画を立て、１１月

末に化成小学校と中央公民館で説明会を行いました。今後１５年くらいの計画になりますけれども、

府中街道の踏切、鷹の道の踏切、東村山駅北側の大踏切、化成小学校の前の踏切、それからふるさと

歴史館の先の西武園線の踏切、計５箇所の踏切を除却するために、西武新宿線が新青梅街道の下をく

ぐり始めてから徐々に高架にしていくという工事を行う予定でございます。東京都はそれに併せて

３・３・８号線についても東村山郵便局の辺りまでは現状の府中街道の線なのですが、都市計画に則

ってだんだん東に曲がってくるという予定ですので、ここについては、久米川町の地域に該当してま

いります。また、これも東京都の事業ですが、東久留米の市場の前から来て、野火止用水の通りでＴ

字路になっている先を通すということで今、多摩北部医療センターの中の工事をしています。これが

最終的には久米川町交差点のところで府中街道と所沢街道と交差するということで、これも久米川町

を抜ける通りになっております。それからこれは、市の事業として行っていますが、東村山駅からス
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ポーツセンターのところで止まっている都市計画道路３・４・２７号線という道路があります。これ

を今、スポーツセンターの先から野行通りまで通すということで、市の方で地権者の方にお願いをさ

せていただいているところでございます。３・４・２７号線はちょうど野行通りにありますコンビニ

エンスストアのところにほぼ垂直にぶつかるようなかたちになりますので、ここまで開通しますと東

村山駅から真っ直ぐ行くと JR 武蔵野線の側道を通じて新秋津駅前まで繋がるようなかたちになって

まいります。それともう１つこれも大きな事業ですが、飯能所沢線という道路が飯能から所沢までき

て、もう既に松ヶ丘住宅の尐し手前まで出来ているのですが、これを今、東京都と埻玉県が協議して

この受け皿をどのように繋げていくかということを検討しています。この道路がこのまま続いてきま

すと、恐らく諏訪町から久米川町５丁目辺りで府中街道ないし所沢街道で受けていくというかたちに

なろうかと思います。ほとんどが東京都の事業ですが、連続立体事業、府中街道、所沢街道、飯能所

沢線の受け皿、それから３・４・２７号線ということで、今後、東村山市で行われる大きなハード整

備事業のほとんどが久米川町に集中してくる感じがいたしております。そうなりますと「生活環境が

どうなるのだろう」「住宅あるいは農地はどうなるのだろう」いろいろな課題等もございます。その辺

りは東京都、東村山市、そして地元の住民の皆さんとお話をさせていただきながらまちづくりをすす

めさせていただきたいと考えております。道路が出来てきますと物流や人の流れもだいぶ変わってく

るのではないかと思います。３・４・２７号線は東村山駅東口からスポーツセンターのところで止ま

っていますけれども、いろいろな商業施設やマンションも建ち、かつてとは尐し様相が違ってきてだ

んだん東村山も活気が出てきたのかというような状況もございますので、今後、残すべき農地は残し

ながら開発すべきところは開発するというようなメリハリの利いたまちづくりを地元の皆さんと進め

させていただければありがたいと考えているところでございます。 

冒頭、今後行われるであろう東村山市における大型の事業等について若干ご説明をさせていただき

ました。もしまた何かご質問があればお受けさせていただきたいと思います。本日は道路の問題だけ

ではございません。生活万般にあたってどうなのかということをご質問いただければと思います。例

えば先日、第二中学校は５０周年を迎えたのですが、ニ中は生徒さんが増えていまして、これ以上増

えると生徒が入れる教室がなくなってしまうという状況で、現在、五中とニ中の学区域を見直す作業

をさせていただいています。こういったことも含めてご質問、ご意見をいただければありがたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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━ 主な道路整備計画図 ━ 

 

・・・計画路線 

 

━鉄道連続立体交差事業━ 
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飯能・所沢線 
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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 

 

◆久米川東小学校の外観について           （久米川町 Ｙさん） 

来年から子供が久米川東小学校に通うようになる。市内の小学校は古い建物が多く、外観が真っ

黒に汚れている。今は耐震に力を入れているので、外観については二の次というところもあるが、

自分たちではどうしようもならないところ。きれいにしていただけたら子供たちも気持ちよく学校

に通えると思うのでお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

各小中学校の外観についてご指摘をいただきました。現在、東村山市としましては学校施設につい

ては耐震化を最優先で取り組ませていただいておりまして、現在のところ市内の耐震化率が７０％を

超えてまいりまして、今年度で約７１％ということであります。一番危険であると言われているＩｓ

値０.３未満の学校については解消されてきていますが、まだ国が定めているＩｓ値０.７以上に全てが

なっているわけではありません。あと、久米川小学校の体育館はかつてのシルバークールという工法

で建てられていまして、屋根が非常に重くて危険な状態ということでございますので、こちらの改築

工事も進めていかなければならないということで、現在、市の方としては耐震を最優先でやっており

ます。 

本来はその次に外観、それからトイレ等の老朽化対策をしようと考えていたのですが、今年の夏の

異常な暑さで、公立小中学校の冷房化を早く進めてほしいというご指摘を今、議会等でも非常に強く

言われています。今年の夏の７月、９月については、教室の室温が４０度を超え、勉強どころではな

くて熱中症になりかねないような状況になってまいっております。新聞等でご案内かと思いますが、

２３区につきましては杉並区を除くほぼ全ての区で冷房設置をされており、杉並区も来年度行うとい

うことでございます。多摩地区については、騒音の関係で横田基地の周辺の自治体には国の補助金が

多く出て、いち早く冷房化されていますけれども、それ以外の多摩地域の公立小中学校はほとんど冷

房化が進んでおりません。当市においても音楽室やコンピュータールームなどの特別教室については

一部冷房が入っているという状況ですが、普通教室には入っていないので、課題として受けとめてお

ります。ここにきまして東京都が来年から期間限定の補助制度を設けることになりまして、これを活

かさない手はないということで現状では考えていますが、耐震化をしながら冷房設置をどのようにや

っていくのかというのはもう尐し知恵を絞らないといけないと考えております。市の見積もりでは電

気にするのかガスにするのか、やり方によって工事が違ってくるようですけれども、１教室あたりに

換算すると大体２５０万円ぐらいの工事になります。普通教室が約４００室ありますので、軽く１０

億円を超える金額で、国と東京都の補助金が合わせて約半分ぐらい出るのではないかと思いますので、

そうなると市の負担が５億円程度ということになります。ただ、一方で耐震工事をやっている最中に

エアコンの設置工事が出来るのかどうか、その辺の技術的な問題もありますので、今後そこはよく見
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極めていきたいと考えております。 

結果としてご指摘の外観工事はその後になってしまう可能性もありまして、市内の小中学校が建て

られたのが昭和４０～５０年代に建てたのがほとんどでございまして、それらが出来上がって大体３

０数年～４０年ぐらいを迎えて老朽化がちょうど著しいということで、今、学校施設はどこもいろい

ろなものが壊れてしまって「直して欲しい」という要望が各学校から上がっているのが現状です。今

後、学校施設については出来る範囲は直しながら、そういった面も計画的に進めて、出来るだけ子供

たちにとって勉強しやすい環境、安全な環境をつくっていくように努力していきたいと考えておりま

す。 

 

 

◆久米川東小学校の校庭芝生の維持管理について    （久米川町 Ｓさん） 

現在、久米川東小学校の校庭が芝生化になり、約３年が経遍した。東京都や市の予算計上のもと、

業者と自治会を中心とする地元ボランティア等のおかげで、草１本生えていない都内でもモデル校

となる素晴らしい状態だと思う。来年度、都からの維持管理においての予算計上が危ないのではな

いかという話を聞いた。今の良い芝生管理状態が５年、１０年と長く続いて欲しい。また、草むし

り等を通して親や地域住民の交流の場となっている。東村山市として今後の維持管理についてのお

考えを聞かせて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

地域の皆さんには学校の芝生の維持管理について一生懸命ご協力いただいておりまして、感謝に堪

えないところでございます。久米川東小学校の校庭については都内で１番面積が広い芝生の校庭でご

ざいまして、これを維持管理していくのは大変なことだと思いますが、保護者の皆さん、地域の皆さ

んそれから事業者の皆さんにご協力いただいて、大変素晴らしい校庭芝生のモデル校になっていると

私も認識いたしております。これはイニシャルコストについては全て東京都持ちで、ランニングコス

トについても当初３年間は東京都が一定の補助金を出しますという制度に市が乗っかって行ったわけ

で、ご指摘の点は恐らく東京都の補助金が無くなった後どうするのかということだと思います。せっ

かくここまで育っているものを枯らすわけにはいきませんので、これは当然市の方で肩代わりをさせ

ていただくようなんとか努力して、皆さんのご協力をいただきながら素晴らしい学校環境を維持して

いければと思っております。 
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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 

 

◆市民の環境マナーの向上を             （久米川町 Ｅさん） 

以前、タバコのポイ捨てについて発言し、駅周辺に禁煙区域を設けていただいたので一歩前進した

と思うが、更に東京都で最初に市内全域を禁煙にしたらパブリシティの面でもいいのではないかと思

うので、引き続き進めてほしい。歩道を通っているときに前の人がタバコを吸いながら歩いていると、

どうしても副流煙を吸わざるを得ない。喫煙者の権利もあるが、今後、何か計画があるか。 

もう１つは町中のごみについて。特に歩道を歩いていて感じるのが、犬の後始末が悪い。また、連

れている犬を避けて人間が車道に下りるというようなこともあり、飼い主のマナーが悪い。もっと基

本的な教育の問題でもあるが、市全体でまちをきれいにする取り組みをして欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

タバコのポイ捨てにつきましては、東村山市としては、ご案内のように平成１９年に条例をつくら

せていただいて、平成２０年６月から喫煙禁止区域等を設けさせていただき、活動してまいりました。

場所としては東村山駅、久米川駅、それから秋津～新秋津駅間ということで駅の周辺だけは今のとこ

ろ禁止になっています。Ｅさんからは全市路上での喫煙は禁止しなさいというご提案でございます。

全市禁煙とすれば非常に注目を浴びるのではないかと、斯様なご提案でございます。前回ご意見をい

ただいた時にはまだ駅前広場がすべて出来ておりませんでしたので、その後、東村山駅西口と久米川

駅北口についても禁止区域に加えさせていただいている状況です。市長への手紙、市長へのＥメール

でも副流煙の危険性ということから路上については全市的に禁煙にして欲しいという声は寄せられて

はいるのですが、現実問題としてどのように取り締まるのか、喫煙者の喫煙場所をどのように町中に

確保していくのか等いくつか整理していかなければならない課題があります。今後、市域全域を一辺

に禁煙にするというのはなかなか難しさもあるので、駅周辺だけでなくそれを徐々に拡大していく、

あるいは道路によってこの道路は路上喫煙禁止ですよといったことを研究させていただきたいと考え

ております。 

それからごみ等の投げ捨て、犬の糞等の後始末の問題についてもたびたび市の方にも苦情が寄せら

れています。日本人のモラルがどこまで低下してしまったのかなという点だと思うのですが、犬の後

始末については愛犬家の方々でグループを作って、定期的に犬の糞拾いというような活動をされてい

らっしゃるグループも現れていまして、市としてもそういうところについてはボランティア袋の提供

等ご協力をさせていただいているところです。いずれにしてもなかなか行政として取り組むには難し

さもあるところですが、市民の皆さんの啓発活動で尐しずつ環境美化が図られるように今後とも努力

していきたいと思っております。具体的に犬の糞害やごみのポイ捨てが尐なくなるようなやり方があ

ればぜひご提案いただいて、研究していきたいと思っております。現状としてはそのような状況でご

ざいます。 
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◆清掃ボランティアに大人参加のＰＲを        （久米川町 Ｙさん） 

先日、ニ中の生徒たちを中心にボランティアで清掃活動をした。子供たちが集まったゴミの山を見

て「こんなに集めた」と活き活きとした表情をしていたのが心に残っている。ただ、大人の参加を呼

びかけていたが、地域住民はほとんど参加がなかった。「自分たちのまちは自分たちできれいにしよ

う」ということでＰＲを行政にお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

ニ中生のボランティアで地域の清掃活動というのは青尐対で行っていただいている環境美化の取り

組みだと思います。ご参加いただきましてありがとうございます。全市一斉清掃を各中学校単位で青

尐対の皆さんが中心となって毎年１０月中旪に行っていただいておりますので、市としてもそういう

機会には出来るだけ大人の市民の皆さんにもご参加いただけるようにＲＰに努めていきたいと思って

おります。 

 

 

◆タバコの受動喫煙について             （久米川町 Ｉさん） 

ＷＨＯのデータで、全世界で年間６０万人の人が受動喫煙で亡くなっているという発表があった。

それを東村山市の人口に合わせると年間で１０名ほどが受動喫煙で亡くなっているという計算にな

る。これは市としても損害になると思う。路上喫煙の取り締まりは駅周辺だけだが、それ以外の場所

では路上喫煙をしている人がいる。取り締まるという考えではなく、タバコは害があるということを

教えるという方向で、喫煙者が自主的に人のいるところでは吸わないという対策をして欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

受動喫煙の恐ろしさということでご指摘をいただきました。ＷＨＯの発表では世界で６０万人の方

が受動喫煙で亡くなっているということでございます。取り締まるという発想ではなくて、そういう

実情、実態を市民の皆さんに広く広報ＰＲして啓発活動することで、出来るだけ路上喫煙をする人を

減らしていったらどうかというご提案だと思います。非常に良いご指摘だと思いますので、市として

もいろいろなチャンネルを通じてタバコの受動喫煙の恐ろしさを愛煙家の方にもご理解いただけるよ

うに努めていきたいと考えております。 

 

 

◆医療政策の充実を                 （久米川町 Ｉさん） 

久米川町３丁目に東村山医療センターが出来るという話があったが、ずっと工事が止まっている。

関係者に連絡を取ったところ資金繰り等の問題で立ち行かなくなり、建設も止まっているということ

だった。小児医療センターが府中に移動してしまったりということもあったので、今後、東村山市と

しての医療行政の抜本的な改革をお願いしたい。 
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◎ 市長 ◎ 

３・４・２７号線沿いにできている医療センターですが、名称が「東村山医療センター」というこ

とで市の事業とよく間違えられるのですが、純然たる民間がやっておられるいわゆる医療モール形式

の施設であります。民間のものなのでご指摘のように市の方がどこまで実情を把握されているのかと

言われるとわかりませんが、なかなか工事が順調ではないというようには伺っております。この先、

いつどのようなかたちでオープンされるのかということについては私どもとしては残念ながら把握い

たしておりません。 

市の医療政策ということですけれども、東村山市は公立昭和病院の構成市ということで、公立昭和

病院には毎年２億円以上の税を拠出して運営を支えているという状況です。構成市が全部で８市あり、

人口割りと患者数割りで補てんしているので、地方公共団体が手を引いてしまうと経営が成り立たな

いような状況です。ただ、西武線沿線では総合病院として機能していただいておりますし、我々とし

ては地域の拠点病院として更に充実するように進めているところでございまして、新病棟も全てオー

プンになりました。一時は産婦人科や小児科の医師の確保が厳しい状況があったのですが、現在は確

保できて外来診療含め医療が出来ている状況でございます。公立昭和病院につきましては今後も私共

も構成市の一員として、医療圏の中の中核病院としての充実を図っていくように努力してまいりたい

と思います。その他の市内の病院あるいは診療所との連携をより緊密にとっていただくようにしてい

きたいと考えております。 

それと市内では、この間、青葉町の多摩北部医療センターの充実を東京都に求めてきているところ

でございます。こちらはかつて高齢者専門の病院でしたが、都立清瀬小児病院が廃止されることに伴

いまして、小児も行っていただくようなかたちになりまして、現在、小児病棟、小児医療スタッフの

充実を一定程度図っていただいているところでございます。特に多摩北部医療センターにつきまして

は、発達障害系の専門の医療スタッフが数名いらっしゃって、地域の中で発達障害の関係については

基幹的な役割を果たしていただいております。今後も東京都ならびに公社に対しまして、医療センタ

ーの更なる充実を求めて皆様の安心安全のために努力をしていきたいと考えております。 

 

 

◆発達障害児への理解を深める取り組みを        （恩多町 Ｎさん） 

発達障害の子を持つ親として日々、困っていることは、発達障害の子に対して関心が薄い。子供た

ちは先生に理解されず、保護者も毎年、新学期になると一から子供のことを説明し、「特別扱いでき

ない」という返答が返ってくる。環境しだいで発達障害は障害で無くなる障害であるが、一番理解し、

手を差し伸べて欲しい教師が一番関心が薄い。ある県では教師の発達障害への関心を高めるために

『発達障害理解ガイドブック』というものを作成し、教育関係者に配布している。また、年に２回特

別支援教育公開講座を行っているところもある。年々、教師や地域の方の関心が高まってきていると

いうことなので、東村山でも尐しでも先生と地域の方たちの関心を高めるために、何かできることか

ら始めて欲しい。最後に、東村山市にも清瀬市のような施設ができるか？ 

◎ 市長 ◎ 

多くの市民の皆さんがいらっしゃるので、発達障害について私の知っている限りの話をさせていた

だきたいと思います。発達障害というのはいろいろなケースがあるのですが、いわゆる注意欠陥・多
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動性障害、アスペルガー症候群・高機能自閉症、それから学習障害などというような知的レベルは普

通なのですが、例えばじっと我慢していることが出来ない、知能は正常だけれどなかなか字が覚えら

れない、計算ができないというような人がいると言われています。そういうお子さんについては、普

段は通常学級に通って、久米川小学校にあるわかたけ学級のようなところに通級していただいて養育

するというかたちを取っています。文部科学省の調査によりますと、全生徒の６％強が何らかのかた

ちで発達障害を持っていると言われていますので、１クラス３０人とすると１～２名ぐらい発達障害

の児童がいらっしゃることになります。そういうことで発達障害をお持ちのお子さんが他のお子さん

にからかわれてトラブルになったりして、通常の授業が成り立たないという傾向がございます。そう

いう意味で発達障害をお持ちのお子さん自身もお辛いですし、周りのお子さん達もなかなか落ち着い

て学習が出来ないような環境になりがちだということで、最近、発達障害については注目を集めてい

まして、学校あるいは自治体行政でどのように取り組んでいったら良いのかというのが大きな課題に

なっているところでございます。 

昨年、清瀬市に発達支援交流センター『とことこ』がオープンしまして、発達障害をお持ちのお子

さんの保護者の方からぜひ市長自ら視察して欲しいというご指摘をいただきまして、先日行ってまい

りました。そこは相談を受ける機能と発達障害のお子さんに対しての養育指導をする機関で、臨床心

理士や言語療法士など非常に高度な技量を持った専門家が雇用されているところであります。清瀬市

でも運営費が毎年７,０００万円ぐらいかかる施設だと聞きました。清瀬市は人口が当市の半分ぐらい

ですから、恐らく同じようなものを当市で運営するとなると倍ぐらいかかるかと思います。素晴らし

い施設ですけれども財政的な問題、それから人員をどう揃えるか、その辺が今後の課題ではないかと

思っております。 

今、N さんからご指摘のあった学校の先生の理解がなかなか進んでいないということについては、

当市としても教育委員会としてもそれなりに努力はしているつもりですし、講師の先生をお呼びして

学校の先生方含めて学習会等も行っております。先日行われました学校保健会でも多摩北部医療セン

ターの小児科チームの皆さんにお出でいただき、講演いただくとともに発達障害の相談を受けさせて

いただいたところでございます。今後もこうした活動を通じて、出来るだけ学校の先生方、それから

他の保護者の方や市民の皆さんの理解を深める努力をしていきたいと思います。特別支援学級、ある

いは通級学級等の公開をしているところもあるということですので、今後、そういった先進事例を踏

まえて当市としてどういう取り組みが出来るのか検討させていただければと考えています。 

 

 

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 

 

◆久米川ふれあいセンターにグリーンバスのバス停を  （久米川町 Ｗさん） 

久米川ふれあいセンターを会場としてよく利用している。久米川町は波状型に広がっているためと

ても迷いやすい地域である。他町からの参加者がいるが、久米川町内はグリーンバスのバス停が離れ

ているため、駅からバスで来た時にバス停を降りてからの道順を教えにくい。何故、公共施設である

久米川ふれあいセンターの前にバス停をつくってもらえなかったのか。 
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◎ 市長 ◎ 

久米川町のグリーンバス循環につきましては、発足当時からふれあいセンターの前だけでなく、他

にもいくつかバス停をつくって欲しいというご意見や便数を増やして欲しい等いろいろとご要望いた

だいているところでございます。また、自分の町にも走らせて欲しいという声が非常に多く、市とし

ても課題として考えています。今後、出来るだけ多くの人にご理解をいただけるようにしていくには

どうしたらいいかということで、今年、公共交通を考える会というのを庁内に設置しまして、一般公

募の市民の方、バス事業者、国土交通省の方、あるいはコミュニティバスの運行について詳しい交通

ジャーナリストという方々にお入りいただいて、検討をさせていただいているところでございます。

現在そういう見直し作業をしている最中ですので、本日いただいたご意見も踏まえて久米川町循環に

ついて今後のあり方、充実をどう図っていくのか検討させていただければと思っております。 

 

 

◆バスの路線を変更して欲しい             （廻田町 Ｋさん） 

東村山駅西口から立川行きのバスが出ているが、交通事情でよく遅れる。季節によっては良いが、

冬の時期は２０～３０分も待たされると寒くて大変。一緒に待っていた人から「立川から来るから遅

れる。東大和駅から往復すれば遅れないだろう」と聞いた。そのように出来ないか、お願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

西武バスにつきましては、路線は基本的にはバス会社が決めて運行されていますので、市の方から

路線を変更してくれというようなことはなかなかお願いしづらいというようなところがあります。た

だ、しょっちゅう２０分も３０分も遅れているという苦情が市民の皆さんからありますよということ

については市役所の方から西武バスにお伝えさせていただいて、出来るだけダイヤどおりに運行をす

るようにお願いさせていただきたいと思います。 

ただバスの場合、どうしても交通渋滞や何かがあるとすぐに５～１０分遅れるのは当たり前で、下

手をすると３０分以上遅れることもあるので、そういう場合には何か「遅れています」というような

情報がバス停で待っている方にうまく伝えられるようなものが都心の方にはあるようですが、東村山

市内ではそのようになっていないので、その辺も含めて西武バスの方にお願いしたいと思います。 

 

◆都市計画道路について               （久米川町 Ｙさん） 

野行通りは抜け道になっていて非常に危ない。都市計画道路は都の事業だと思うが、市の役割はど

うなっているのか？環境が変わることを住民は心配しているが、市として市民を守るためにどのよう

に考えているのか？それからコンビニの前の交差点で接触事故が多いので信号機をつけて欲しい。 

 

◎ 市長 ◎ 

都市計画道路には２種類あって、所沢街道については東京都の施工になります。なぜ東京都かとい

うと、これは広域的に都市間を結ぶ広域ネットワークの道路ということで東京都が所沢街道、あるい

は府中街道等を行う予定となっていますが、３・４・２７号線というスポーツセンターで止まってい
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て野行通りまで事業認可をいただいて進めている通称さくら通りと呼ばれている通りは、東村山市の

施工で行っております。というのは、これは東村山市の中の道路ということで、３・４・２７号線は

最終的には東村山駅と秋津駅前を繋ぐ通り、市域内のネットワーク道路、ということなので市の方で

行わせていただいております。 

ご指摘いただいた野行通りについては、非常に狭い道路の割には交通量が多いので、現在コンビニ

エンスストアから約１８０メートルの区間については地権者の方にご理解をいただいて、道路を拡幅

して片側に歩道を設置するという事業を行わせていただいて、今年度ようやく工事が始まることにな

りました。これにより若干、安全性は高まるのではないかと考えております。また、先ほど申し上げ

たように東京都が３・４・１１号線（新所沢街道）を平成２７年度までに行う路線に位置づけていま

す。平成２７年までに全線開通するとは言えませんけれど、そういう計画です。また現在、東久留米

方面から入ってきていた車が多摩北部医療センターの東側に抜けて青葉小学校の前の細い道からその

まま野行通りに行くという、所沢街道の裏道のようなかたちで使っているのですが、これを抜本的に

解消するには早期に３・４・１１号線（新所沢街道）をつくっていくことが必要ではないかと考えて

おります。多摩北部医療センターまでは平成２３年度までに工事を完了する予定なのですが、都道２

２６号線（恩多街道）までで終わりではこの先の解決にはなりませんので、先日、東京都の方にお邪

魔しまして建設局長の方に「速やかに事業認可を取って、さらに先に進めて欲しい」というお願いを

させていただいたところです。 

信号機の設置については警察の方になりますので、当面は今後の道路の状況を見ながら、出来るか

どうか警察と協議をさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

◆市で落葉処理を                   （廻田町 Ｋさん） 

ハナミズキが植えられている道沿いに住んでいる。健康のために毎日道路のタバコの吸殻を拾って

いるが、火を消さずに捨てられているタバコの吸殻が落ちている。秋にはハナミズキの枯葉が一斉に

落ちるため、落葉にタバコの火がついたら危ないと思い落ち葉拾いをしているが、一遌にはとても取

りきれない。来年の秋には市の方で落葉処理をして欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

タバコや枯葉を集めて処理をしていただき、ありがとうございます。街路樹の落ち葉については基

本的には本来、市でやるべき事ですが、一遌にこの時季に全ての公園や街路樹が葉を落としますので、

なかなか市の方も手が回らないというのが実態で、結局はその通り沿いあるいは公園の近くにお住ま

いの方がボランティアでやっていただいているという実情がございます。極力これから市の方でやれ

るように努力したいと思っております。大変ご迷惑をかけて申し訳ないと思います。 
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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 

 

◆市民農園について                  （恩多町 Ｎさん） 

恩多第一市民農園を利用している。農園にゴミが捨てられたり、夏にハエが出たりして汚いので、

コンポストを設置して、ゴミを捨てさせないようなかたちにしたいということで署名を集めて請願書

を出したがご存知でしょうか。この件に関して市長に面会して説明したかったが出来なかったので、

なんとかコンポストを入れていただくよう市長に直接説明をしたくて来た。 

◎ 市長 ◎ 

恩多第一市民農園というと鷹の道から尐し入ったところだと思います。請願として議会に出されて

いますので、今後の議会での論議を踏まえて採択されればやる方向で検討したいと思います。ただ心

配なのは、コンポストをたくさん置くと周辺の住宅の方から臭気の苦情等が出ないのか、そこがやは

り議会でも論議の中心になるのではないかと思いますので、その辺をよく検討して今後、議会のご審

議を見守りながら対応を考えたいと思います。今の段階ではそれ以上は踏み込んだことを申し上げら

れないので申し訳ないのですが、よろしくお願いします。直接要望されたいということであれば、別

途、また時間を調整してご連絡するようにしますので、よろしくお願いします。 

 

◆農地の保全を                    （美住町 Ｏさん） 

今、市民農園が市内に３箇所あり、その他に体験農園が５箇所ある。毎年春に抽選をやるが、市民

農園の場合３～４倍の倍率である。1 度当たると４年間は使えるが、市民農園の利用者からは「その

後は当たらないと思ったほうがいい」と言われている。市民農園をもっと拡大できないのか、お願い

したい。特に団塊の世代が退職後、健康のためにも土に触れて自分で野菜作りをしたいという方が増

えている。第４次総合計画の中でも農地の保全や緑の保全ということが謳われているが、現実は厳し

い。「東村山市の農産物直売所マップ」の中で東村山市の耕地面積の推移が数字で出ているが、平成

２年度に２７４ヘクタールあったものが平成１５年度は１９４ヘクタールと１３年間で約８０ヘク

タール減っている。このまま推移していくと平成４８年には市内から農地が無くなってしまうという

状態にある。根本的には国の農業政策に関わるところが大きいが、市として農地を守っていく方策を

出来るだけ知恵を出し合ってやって欲しい。市内を回ってみると遊休農地を見かけることがあるが、

こういう農地を市民農園として活用できる方策はないのか、ぜひお願いしたい。 

聞くところによると、地主が市民農園として農地を貸してしまうと相続が発生した時に優遇措置を

受けられないため、農家としてはあまり貸したく無いという話を聞く。ところが体験農園というかた

ちだと所有者は農家のままで利用者に使ってもらうため、相続の優遇措置が無くなることがない。な

ので体験農園と市民農園の間の準市民農園的な農園を新たに作ってもらえないか。体験農園だと農家

が決めた種類の野菜しか作れず、用意はしてくれるが好きな野菜を作れなくて面白くないというのが

市民農園利用者の率直な声。所有は農家のままで農地だけを貸不する体験農園的なもので市民農園に

準ずるような農園というかたちでもっと拡大して欲しい。 
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◎ 市長 ◎ 

本日ご参加いただいている方の中にも農業者の方が大勢いらっしゃるのですが、今のＯさんのご意

見をいただいてどうお感じになられたかなと思いながら聞かせていただきました。ご指摘のように市

民農園につきましては借地になってしまいますので、いわゆる生産緑地として相続税の猶予制度の対

象にはならないというのはご指摘のとおりです。農業体験農園であれば相続税の猶予制度が適用にな

ります。耕作につきましては農業体験農園はお貸しをするというよりも、基本的には農地を使ってい

ただいて一緒に生産をしていただく、栽培していただくということなので、今の制度上はなかなか厳

しいのではないかというのが私の率直な感想でございます。どのようなことまで出来るのか検討はし

たいと思いますが、基本的には賃貸借の関係だと相続税の猶予制度は受けられないので、現状ではあ

くまでも農園主の方が耕作をする、そこを一定程度体験していただくという状況でないと、制度的に

は厳しいと思います。どのようなことが出来るのか、もう尐し他市の事例なども調べさせていただい

て、今後、考えたいと思います。 

ご心配のようにかつて東村山市は都市近郊の農村であったわけですが、昭和３０年代から急激に人

口が増加して農地がずっと減尐してきている実情がございます。現在は相続税の制度的な問題と、も

う１つは都市の農業が経営として成り立つのがなかなか難しいところがあります。海外からの安い野

菜や果物が入ってくるような状況で、魅力ある産業として成り立つには非常に厳しく、市内の農業者

の皆さんも努力されていますけれども、なかなか農業収入だけで生計を立てるという様なところまで

いかないというようなところがあります。基本的に市内の農業者の皆さんは一生懸命農業なさってお

られますので、市としても出来るだけ地主の方のご意向を踏まえながら、ご提案のような体験農園的

に使っていただくというような方向に後押しができればと考えております。市は今年度、農業振興計

画の見直しをさせていただいています。最近では多くの市民の皆さんや議会でも「東村山市の農業を

守れ」「そのためには一定の税金はきちんと使いなさい」というご指導をいただいていますので、今後

の農業振興計画の中で尐しでも農業者の皆さんが元気の出るような取り組みをしていきたいと考えて

おります。認定農業者制度というのがあるのですが、今年度から認定農業者になられた方については

市単独の補助金をお出ししようということで立ち上げさせていただいています。今年のような猛暑で

はいろいろな農業者の方から「今年は水道代がかかってしまい、経営が成り立たない」という声や、

井戸を掘るにしても相当お金がかかるので、そういったところに市のほうも補助金を考えて欲しいと

いうようなご要望をいただいたりしております。市としても今後、それらの声をまとめて尐しずつ市

内の頑張っておられる農業者の皆さんの後押しが出来るように努力していきたいと思っております。 

もう１つは国の問題ですけれど、税制の問題です。今、政府はいわゆる租税特別措置法で行われて

いるものについては、廃止するか恒久的な措置に切り替えると言っています。先ほど申し上げた相続

税猶予制度というのがまさに都市農業の生命線の一つでございまして、これがもし廃止されるような

ことがあると、都市農業は壊滅的な打撃を受けてしまいます。今、都内で市街化区域内に農地がある

３８自治体と連携をしまして一昨年、都市農地保全自治体推進協議会というのを立ち上げました。国

や東京都になんとしても都市農業が守られるような制度を税制面、農地法、あるいは生産緑地法等の

改正をしていただく、あるいは改悪は止めていただきたいという活動を地道なかたちで行わせていた

だいています。制度面については今後も積極的に自治体からも国に声をあげていくということが重要

ではないかと考えております。 

農地の減尐にはなかなか歯止めがかからないのは実情ですけれども、多くの市民の皆さんの「東村

山市の都市における農地が大切で、農業が身近にあることが我々にとってもいいのだ」という声が農
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業者の皆さんに伝わってくると、農業者の皆さんも尐しでも元気が出てくるのではないかと思います。

市民の方からも本日そういうご意見があったのは良かったのではないかと思います。ありがとうござ

います。 

 

 

行政・政策・財政等  ～市の将来像～ について 

 

◆職員人件費について                （久米川町 Ｍさん） 

東村山市は個人市民税が９０数億円で職員人件費と議員報酬を合わせて８０数億円ということで、

人件費が大きい。議員定数は１名減になるようだが、もう尐し圧縮できるのではないかと思っている。

税収は限られていて減る一方だと思うので、東村山独自のオンリーワン的な行政で、もう一歩前進を

お願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

職員人件費のことでご指摘をいただきました。東村山市の市民税の額は平成２１年度決算で約１０

２億円です。固定資産税が約７７億円ということで、市税総体約２００億円が当市の規模でございま

す。人件費につきましては平成２１年度トータルで８２億８,０００万円ということでございます。東

村山市で一番人件費が多かったピーク時が平成１１年度でございまして、この時が１０５億円ござい

ました。そういう意味でいいますと、ピーク時から比べると２２億円ほど減ってきているというのが

実情です。現在、職員定数は４月１日現在で８１７名です。私が市長になってこの３年間で約１００

名減っています。それから平成２０年度に給不構造改革というのを行いました。給不構造改革という

のは、職員の本給についてこれまで東村山市は独自表だったのですけれども、これを東京都の給不表

に完全準拠させていただいています。それと併せて公務員には地域手当というのがあるのですが、こ

れは勤務地ごとに本給の何％を加算するという制度です。これについて当市は東京都に合わせていた

のですが、国の定めた東村山市の上限まで引き下げています。これで職員は平均すると６.７％給不が

下がったというような状況です。給不制度は何らかの根拠を持ってつくらないと市民の皆さんのご理

解がいただけないということで、なぜ東京都に準拠したかというと、東京都は人事委員会を持ってい

て民間の給不を調査した上で毎年給不改定を行っていますので、東京都内にある地方自治体としては

それに合わせるということがベターであろうと。それから国が定めた東村山市の地域手当の上限とい

うものがありますので、これに順守していくということで、やはり市民のご理解をいただく必要があ

るだろうという判断をさせていただいています。平成１８年度の職員１人あたりの平均年収は７３０

万円でした。それらの給不構造改革等を行って、平成２１年度の職員１人あたりの平均年収は６６７

万円まで下がっています。今年も人事委員会の勧告で給不については１％、ボーナス等についてもさ

らにカットされておりますので、平成２２年度はもう尐し金額としては下がってくるのではないかと

思います。給不につきましては出来るだけ市民の皆さんのご理解がいただける水準にしていくことが

重要だと考えていますが、職員も人間ですから極端に急激に下げてしまって仕事を疎かにされても困

るので、やはり職員のモチベーションを維持しつつ、全体としては職員定数を削減し、仕事としては

増えたり高度化したりしていますので給不も適正化に努めながら、力量のある職員を育てていくこと
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が私の一番大事な仕事ではないかとそのように考えております。そんなことでこの４年の間には市役

所の職員組合とも話し合いながら給不構造改革、職員定数の削減等を行ってまいった結果として、ピ

ーク時から比べると人件費がかなり下がっているということでご理解いただきたいと思います。 

議員定数については市長と議会というのは対等の関係にありますので、市長の方から議会に議員定

数の増減のお願いというようなことは実は言いづらいところがございます。今回、議会の方のご判断

として、現在２６名定数を平成２３年４月の選挙以降は２５名に削減されるということでございます。

併せて今回のボーナスの役職加算と言われているものについて議会として廃止されましたので、議員

１人分の人件費と役職加算の廃止によって概ね年間約２,０００万円の削減効果を上げていただいて、

私としても感謝に堪えないところでございます。 

 

 

◆市役所内にボランティアの総合窓口を        （久米川町 Ｙさん） 

団塊の世代の中にはボランティアをやりたいが、どんなボランティアがあるのかわからない方がい

るのではないか。出来れば市の窓口でボランティアの申込受付窓口のようなものを設けて欲しい。ま

た、自分のやっている団体ではその都度の手伝いはあるが、年間を通しての手伝いや役員が尐なくな

ってきている。ボランティアを募集している団体については市の方に登録をしてボランティア希望者

と繋ぐようなものができないか、お願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

東村山市は多くの市民の皆さんにボランティア活動をしていただいて支えていただいているな、と

つくづく思っています。財政状況等もありますので行政だけでは厳しいこれからの時代、出来るだけ

市民の皆さんと協働して公共的な課題の解決に努めていければと思っております。そういう意味では

ボランティア意欲のある方を養成していくということは市にとっても大切なことだと受けとめており

ます。Y さんは長年に亖って交通ボランティアということで交通安全の関係のボランティアを一生懸

命していただいて、感謝に堪えないところでございます。窓口を１本化して様々な取り合わせを考え

たらどうかということでございます。現状では社会福祉協議会にボランティアセンターというのがご

ざいます。これはどちらかというと福祉系のボランティアをされる方々の窓口になっています。その

他、交通ボランティアの方もいらっしゃれば、教育系のボランティア等各種様々あります。あと今、

市の方で考えているのが緑や環境関係でお手伝いいただけるような公園ボランティアの方をもう尐し

増やさせていただいて、緑の適正管理に努めていく必要があるのかというようなことを考えています。

例えば青尐対だったら社会教育課というようにそれぞれのセクションで分かれていますので、一般的

に「こういうボランティアをしたい」というような方の総合窓口のようなことを検討していく必要が

あるかと思っています。今タウンミーティングを運営しているのは市民協働課というところで、ここ

は市民の皆さんとの協働を考える窓口です。特に自治会の関係を扱わせていただいていますので、ボ

ランティアについても恐らく市民協働課あたりで総合的に扱っていくことを検討すべきかと今、考え

ておりますので、検討させていただければと思っております。 
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◆市民と行政の協働によるまちづくりを        （久米川町 Ｗさん） 

個人的に『空埼川を守る会』の活動をやっているが、活動の７０％はゴミの処理である。先日、テ

レビで５差路の大踏切が東京都で一番危ない踏切として出ていた。何故信号をつけないのかと聞いた

ところ「遍去に事故がない」という回答であった。危ない踏切だから皆さん注意して渡る。危ない交

差点でも注意をすれば信号が無くても安全に渡れる。ゴミも拾うのではなく捨てなければいい。そう

いう気持ちを持った市民は数％しかいない。退職した年代は時間に余裕があるのでボランティア等に

も参加できる。また、若い方にもこういうタウンミーティングに参加してもらって、市民と行政が一

体となって交流の中で問題解決できるような啓発活動にもう尐しお金をかけてもらって、モチベーシ

ョンをそういうところに持っていって欲しい。私も今日ゴミの１つでも拾って帰ろうと思う。明るく

元気なまちづくりができるような機運を地域全体に広げていけるよう市役所にも頑張って欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

最後にいいお話を伺いました。本当にこれからの時代というのは、市民の皆さんと我々行政、市役

所の人間が協力し合わないとなかなかいいまちをつくっていけないと思うのです。市民の皆さんもい

ろいろお困りごとはありますけれども、単に市役所に苦情や要求だけをするのではなく、市役所の方

も逃げて歩くのではなく、どうしたら市民の皆さんと一緒になっていいまちをつくっていけるのかと

いうことを念頭に置きながらまちづくりを進めていくということが重要ではないかと思っております。

そういう意味で今、自治体のあり方として市民協働ということが強く叫ばれている時代になっていま

す。今、どこのセクションでも市民の皆さんと関わりを持ちながら進めているのですが、市としても

市民協働課を置いて、市全体としてそういう機運を高めて、一人一人の職員がいわゆるお役所仕事で

はなく市民の皆さんと一緒にやる、そういう姿勢を持つように私が先頭になってこれからも頑張って

いきたいと思っております。機会あるごとに市民の皆さんと一緒にやる、そういう仕掛けをどんどん

したいと思いますので、出来るだけ市民の皆さんにもそういう機会にはご参加いただいて、ご協力い

ただければありがたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 
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【市長まとめ】 

 

年末の大変お忙しい時期にも関わらず、このように大勢の市民の皆さんにご参加いただき、長時間

に亖りまして貴重なご意見、有意義なご議論をさせていただいて、私自身も大変勉強になりました。 

本日いただいたご意見は出来ること、時間をかけなければ出来ないこと等いろいろございましたけ

れども、持ち帰らせていただきたいと思います。今までタウンミーティングで出たご意見につきまし

ては、市の経営会議といって全部長が出席する市の内部の会議としては一番上位の会議があるのです

が、そこで毎回必ず私の方からご報告させていただいて、「市民の皆さんからこういうご意見をいただ

いています」ということを申し上げさせていただいています。これらを踏まえて尐しずつではありま

すが、市民の皆さんの声がきちんと届いて反映される市政運営に努めてまいりたいと考えております

ので、今後ともよろしくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 
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