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○開催内容 

平成２３年１月２２日（土）午前１０時、青葉小学校におきまして「第４０回タウンミーティング」

を開催しました。３７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３５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４１回 平成２３年 ２月１９日（土） 恩 多 ふ れ あ い セ ン タ ー 
午前１０時～正午 

第４２回 平成２３年 ３月１９日（土） 市 民 セ ン タ ー 

青葉町 ２９人 

秋津町 ２人 

恩多町 ２人 

その他 ２人 

合計 ３５人 

２０代以下 ０人 

３０代 ２人 

４０代 ４人 

５０代 ２人 

６０代 ９人 

７０代 １６人 

８０代以上 ２人 

合計 ３５人 男性 ２１人 

女性 １４人 

合計 ３５人 



- 2 -        第４０回タウンミーティング 

第４０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。旧年中は市政推進にあたりまして、市民の皆様にはご理解・ご協力

をいただきまして、あらため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月から実施させていただいています。毎月１

回１３町を回りながらということでやらせていただいております。回を重ねまして、今回で４０回目

を迎えさせていただきました。毎回、開催する町の方や開催させていただく施設に関係する市民の方

に司会をお務めいただくというかたちで行わせていただいており、本日は青葉小学校が会場というこ

とで、青葉小学校の PTA の H 会長さんと役員の M さんにお世話になります。どうぞよろしくお願い

いたします。前回、青葉町で行った時に「青葉小学校の東側の道路が数年前に警察によってスクール

ゾーンが外され、その時に市は何らかの安全対策を取ると約束したにも関わらず何もしていないでは

ないか」と厳しいご指摘をいただきまして、路側帯内にカラー舗装をし、道路に速度抑制の表示をつ

けたり、学校にもご協力いただいて敷地を角きりさせていただいて子供たちの安全対策を図らせてい

ただいたところでございます。タウンミーティングでご指摘いただいたことは、すぐに対応できるこ

と、あるいはしなければいけないことについては対応させていただいてきたところでございますが、

なかなかすぐに対応できないことの方が多くて、あまり歯切れの良いご回答ができなくて大変心苦し

く思っているところでございますが、本日はぜひ忌憚のないご意見をいただいて、私も精一杯ご回答

させていただきたいと考えております。 

ここ数年、青葉町で市や東京都の大きな事業が集中的に行われているのはご案内のとおりでござい

ます。現在、都市計画道路３・４・１１号線（新所沢街道）これは東久留米の市場の前の通りですが、

これが青葉町の多摩北部医療センターの中を抜けて都道に繋がるというような工事をしているところ

でございます。これは東京都の事業ですが、平成２４年には開通して供用開始ということになります。

この道路は更に伸ばしていただかないとあまり意味が無いということで、市からも東京都に強くお願

いをしてまいりました。現在、市で都市計画道路３・４・２７号線という東村山駅の東口から伸びて

スポーツセンターのところで止まっている道路を、さらに野行通りまで通す計画で地権者の方と交渉

させていただいておりまして、今年、３・４・１１号線を都道からさらに北側のまりあ幼稚園の脇を

抜けて空堀川を渡って、その３・４・２７号線にドッキングするところまで東京都の方で概略設計を

スタートし、将来的には事業を行っていただけるというように伺っております。これがうまく抜けて

いきますと、青葉小学校の前の通りの交通量も減るのではないかというようにも思っているところで

ございます。それから多磨全生園の方でも保育園を設置していく方向で進めさせていただいていると

いうことで、近年、市政の重要な課題が青葉町地域に集中しているというような状況でございます。 

本日は市民の皆さんのいろいろな生の意見を聞かせていただいて、よりよい青葉町地域、あるいは

東村山市のまちづくりをこれからも進めていきたいと考えているところでございますので、限られた

時間ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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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 

 

◆青葉町地区にできる保育園について          （青葉町 T さん） 

多磨全生園と旧むさしの園の中に保育園ができるということだが、詳しい話を聞かせて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

保育園のことでご質問いただきました。多摩北部医療センターの南西の角地のところ、かつて『む

さしの園』という老人ホームがあったところですが、１０年ほど前に閉鎖されて数年前に建物が取り

壊されて更地になっています。その後、なかなか東京都から考え方が示されなかったのですが、あの

エリアを３分割して、角地には水道局の施設を造る、その北側のエリアについては保育園を造る、そ

れからその東側については養護老人ホームを建設する、という考え方が東京都の方から示されたとこ

ろであります。今回、保育園については東京都が事業者を公募しまして、老人ホームの方も公募した

のですが、プロポーザルをして同じ社会福祉法人が事業者に決まりました。広島県に本部のある社会

福祉法人三篠会（みささかい）というところが保育園と老人ホームを一緒に運営するということにな

っています。保育園については１００名定員規模の保育園で平成２４年４月に開設予定なのですが、

若干、事務手続き等が遅れていて、平成２４年４月に開設できるか微妙ではないかと伺っています。

当市としては待機児童が全体的に３００名を超えているような状況ですので、一日も早く保育園を建

設していただきたいということで都の方にはお願いしているところでございます。 

多磨全生園につきましては、一昨年の４月から通称『ハンセン病問題基本法』という新しい法律が

出来、全国に国立のハンセン病療養施設が１３箇所あるのですが、その施設について地方公共団体等

が借り受けて保育園あるいはいろいろな施設を使用することが法律上認められました。今では考えら

れない話ですが、多磨全生園の方々は結婚するにあたっては断種手術を受けさせられ、国の政策によ

ってお子さんを持つことを許されなかったわけでございます。そういった悲劇的な歴史を背負ってお

られる入所者の皆さんは、出来るだけ身近なところで自分たちが持つことが出来なかった子供たちの

歓声を聞いて、残りの人生を穏やかな気持ちで過ごしていきたいということで、ハンセン病問題基本

法の制定後、園内に保育園を誘致したいという運動を進めてこられました。先ほど申し上げたように

東村山市には新カウントでは３００名弱の待機児童がいる状況でございますので、私どもとしまして

もぜひ多磨全生園の中に保育園を誘致していただきたいというお願いをしてきたところでございます。

ただ、国の方から地方公共団体に土地を貸し付けてはいただけるのですが、そうは言っても無料とい

うわけではなく、借地料をめぐってなかなか折り合いがつきませんでしたけれども、なんとか保育園

を運営できる妥当な借地料まで下げていただきまして、開設の運びとなったところでございます。保

育園の設置場所については、多磨全生園の南西の角地のところに約２,０００㎡の土地をご用意いただ

きまして、そこに保育園を開設するということで、国の方も昨年末、事業者を公募し、今その事業者

の選定作業を行っているところだというように伺っています。出来るだけ入所者の皆さんの意向を汲
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んで事業者を選んでいただきたいということで我々としてもお願いをしているところでございます。

２,０００㎡というのは保育園としてはかなり広い施設ですので、定員数としては１,０００㎡あれば１

００名定員でだいたい運営できますから、もしかすると事業者の意向によっては１５０名くらいの保

育園規模になるかもしれないというように考えています。多磨全生園の中に出来るわけですから、出

来るだけ入所者の皆さんとの交流等も図っていただくような運営をしていただくことがよろしいので

はないかというように考えています。多磨全生園の方もうまくいくと、平成２４年４月に開設できる

のではないかと考えていますが、まだ開設時期は正確には決定していないようです。簡単ですけれど

も、現在、青葉町で進められている二つの保育園の状況についてご説明申し上げました。 

 

 

◆挨拶運動を継続的に取り組んで欲しい         （青葉町 Ｎさん） 

年末の夜間パトロールに際し、市長にご参加いただきありがとうございました。夏にもやるのでお

時間があればぜひご参加いただきたい。 

 青葉町の子供の見守り委員会をして５年になる。娘が岩手にいて会いに行った時に、駅で出会った

中学生全員が次々に「こんにちは」と挨拶してくれた。驚いて娘に言ったらこの地域では地域の人皆

が挨拶してくれると言われた。登下校を見守っているが、当初、私から子供たちに向かって「おはよ

う」と声をかけても挨拶が返ってくるのは３割ぐらいしかなかった。これでは駄目だということで校

長先生に相談して学校でも挨拶運動に取り組んでもらい、１年ぐらいかけて生徒から答えが返ってく

る体制になった。ところが挨拶運動に先生も取り組んでいるのに、その先生が我々の前を通り過ぎて

も挨拶をしなかったのでこちらから声をかけるというようなこともあった。入学式の時に教育委員会

の方の祝辞で３つの願いという話の中で「挨拶をしなさい」と言ってもらった。挨拶をするというの

は非常に大事なことだと思うので、教育委員会の方にもある年には言って次の年は言わないというこ

とではなく、東村山市全体に定着するまで挨拶運動にしっかり取り組んで欲しい。教育現場のみなら

ず、防犯の意味でも近隣住民同士で挨拶をすると犯罪の抑制効果があるということもあるので、そう

いう視点でも挨拶の取り組みをお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

見守り委員の活動、それから夜間パトロールなど青葉町の市民の皆さんには地域のために本当にご

活躍いただいていると思っております。感謝申し上げたいと思います。挨拶の重要性について改めて

ご指摘いただきました。子供たちの挨拶、子供たちだけでなく大人の方含めて、市民の方の挨拶の声

が響きあうようなそんなまちになればいいなと私自身も思います。今ご指摘いただいた点を踏まえて、

継続的に全校で挨拶運動のようなことが出来ないか教育委員会とも協議させていただいて、出来るだ

け挨拶運動を続けていけるようにしていきたいと思っております。大変良いご提案をいただきまして、

ありがとうございました。 
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◆子育てロードマップの作成を             （青葉町 Ｍさん） 

子育てについて提案させていただきたい。市で子育て支援をいろいろやってもらっているが、それ

をわかっていない人が多い。どうしたらわかるだろうと考え、０歳から中学卒業あるいは１８歳ぐら

いまで何があるのか、どういう施策があってどういう選択肢があってどこの窓口に行けばいいのか、

というのを一覧で出した子育てロードマップというのを作ってもらえるとありがたい。作ると恐らく

こんなに窓口にいかなければいけないのかと思うくらいいっぱい出てくると思う。さらにその後の運

用方法として、今、未就学児だと子ども家庭部だが、小学校に行くと学校関係は教育委員会と学校に

行かなければいけない、でも私生活の事は子ども家庭部にということは３つの窓口に話をしなければ

ならない。子どもに関しては今ではもう教育委員会も取り込んで一気通貫でやっているのが普通だと

思う。教育委員会は国が管理しているということもあって特別だという意識を皆持っているが、それ

を一気通貫で『子ども部』というかたちでやっていただけると良いのではないか。東村山市で子育て

をどうする、教育をどうするというのは市長のご決断もあると思うが、子供に関しては一気通貫でお

願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

Ｍさんから提案を含めてご指摘いただきました。お話を聞いて子育てロードマップすごくいいなと

思いました。それを見れば０歳あるいは学齢の時、どういう施策があってどこの窓口に行けば手続き

が出来るのか一目でわかるような、それは取り組みをしてみたいと思ったところでございます。その

ためには子供関係は教育委員会、子ども家庭部の垣根は取り除いて『子ども部』一本化にするべきで

はないかというご提案です。なかなかわが国の今の法制度上、教育委員会のあり方というのはいかん

ともし難いところも無いわけではないのですが、そうは言いながらも最終的に地域の運営を任されて

いる立場からするともう尐し垣根を低くして、市民の皆さんが１箇所に行けば全て用は足りるように

尐しずつ近づける努力をしていきたいと思ったところでございます。まだまだすぐにはそこまでいき

ませんけれども、おっしゃる意味合いは十分承知をしておりますので、努力したいと思います。 
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◆青葉町集会施設について               （青葉町 K さん） 

地域住民の２０年来の要望で、青葉町３丁目に集会所を造ってもらっている。施設建設にあたっ

て各活動団体が集まり、準備会を持っている。その中で私どもは委託方式で施設運営をやるという

ことに決めた。ところが市の方から示された委託費と私どもの考えている金額に差がある。市長は

市と市民との協働をどのようにお考えか聞かせて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

K さんから今度、青葉町３丁目に建つ集会所の運営費のことでご指摘をいただきました。皆さんが

どの程度の額をご要望されていたのか伺っていなかったのですが、協働というのは全国的に今一度、

市民の皆さんが出来ることは市民の皆さんに出来るだけやっていただきたいということが流れとして

あるのかと思っております。ただその場合、本来、行政が担わなければならない部分と、市民の皆さ

んが担わなければならない部分というのは、きちんとお互い了解をしてその合意の上で進めていかな

ければならないことだろうと思っております。今回の集会施設については市が直接管理をするのでは

なくて、地域住民の皆さんで共同管理をしていただきたいという趣旨でお願いをしていたところでご

ざいます。準備会の皆さん、３丁目の自治会さんを中心に婦人会あるいは自主防災組織の方々や福祉

協力員の皆さんが力を合わせて青葉町集会施設の管理運営にあたっていただけるということで感謝し

ております。問題の金額ということになりますが、我々としてはお出しできる額というのを全体の予

算の中でどうしてもこれぐらいというところで決めさせていただいたという経過でございます。今後、

これではとても運営出来ないということがあればまたご協議させていただいて、進めさせていただき

たいと考えています。想いはあってもなかなか背に腹は変えられないところが私としても辛いところ

でございます。先ほど申し上げたように協働はあくまでもお互い同等の立場でお互いの役割を認識し

ながら共に力を合わせられるようにしていくのが本筋だというのは重々承知しているところでござい

ますので、お金の話になるとなかなかすぐにどうということは言いづらいのですが、今後はこういう

ご指摘を踏まえて努力させていただきたいと考えています。 

 

 

◆青葉町集会施設の管理運営について          （青葉町 Ｍさん） 

青葉町集会施設はふれあいセンターと集会所の中間施設ということで管理運営については事務職

員も含め、全て地元に委託される。規模は違うがふれあいセンターだと、使用料収納・施設の予約

管理・日常的な清掃といったことも事務職員が二人常駐して管理している。そういう仕事を地域住

民が分担してすることになる。こういった事務職員の業務を地域住民がボランティアとしてやるの

は負担が大きい。一般の施設だと年間３００日ぐらい開設する。朝９時から夜９時まで開館すると

なると拘束時間が長く、ボランティア的な対価で地域住民の協力を求めるというのは難しいと思う。

これについて自治会の役割とか地域住民の役割ということで市長がどこまでやって欲しいとお考え

かお聞きして今後の運営についての協議の参考にしたい。 

◎ 市長 ◎ 

青葉町集会施設の管理運営についてご質問いただきました。現在、東村山市では集会施設はいわゆ
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る集会所というものと、ふれあいセンターという２形態がございます。ご案内のとおりふれあいセン

ターについては、ふれあいセンター市民協議会の方が運営をしており、パートの事務職員を常駐して

いただいて、その人件費については市の方から指定管理料というかたちでお支払いしています。です

ので、開設している時間帯には誰かが必ずいるという形態になっています。一方、集会所につきまし

ては、近隣の方等に鍵の管理をお願いしておりまして、その方のところに鍵を取りに行っていただい

て、利用者の方が開けて、使った後また鍵を閉めて管理人の方にお渡しするという形態で運営してい

ます。こちらについては管理人が施設に常駐するかたちではないところがほとんどです。今回、青葉

町に建設している施設については、ふれあいセンターのような機能を持たせるという意味では、本来

であれば常駐する方をどなたか配置できるぐらいの管理委託料をお支払いできれば良いのですが、先

ほど申し上げたように、極めて厳しい財政状況の中で新たな施設を造っておりますので、大変申し訳

ないのですが、極力地域の方で鍵の管理をしていただけないかということで提案させていただいてい

るところでございます。開設中にどこまで常駐いただくのかということについては、市の方で具体的

にここまでやって欲しいという提案をしているのかまだ聞いていないので、私としても正確なお答え

ができませんけれども、ご負担にならない範囲で何とか鍵の管理をお願いできないのかというのがこ

ちらの率直なお願いでございます。今後、具体により協議を重ねさせていただいて、お互い納得でき

るようなかたちでオープンできればいいなというように考えています。 

 

 

◆青葉町集会施設が活気付く広報ＰＲを         （青葉町 Ｆさん） 

施設のこれからの運用について。施設利用が３ヶ月前でないと予約が取れないくらい市民に関心

を持って欲しい。そのためには市はもちろん施設管理の方からも口コミだけでなく、広くＰＲして

市民が取り合うくらいの活用を望みたい。 

◎ 市長 ◎ 

青葉町集会施設の件でＦさんからきちんと広報をして出来るだけ多くの市民の方に活用できるよう

にというご意見をいただきました。全くその通りだと思います。管理については地元の皆様にお願い

しますけれども施設はあくまでも市の施設ですから、青葉町３丁目にお住まいの方だけしか使えない

というものではなくて、広く青葉町やそれ以外の町の方にもご自由にお使いいただければよろしいの

ではないかと考えていますし、市の方も管理をお願いしっぱなしにするつもりは全くございませんし、

今後も一緒にやりながら、我々も改めるところは改めながら進めていきたいと思います。広報につい

てはご意見を踏まえて、青葉町３丁目の地域に集会施設が出来るということについては出来るだけ広

く多くの市民の皆さんにお知らせしていきたいと思っております。 
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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 

 

◆自治会について                   （青葉町 U さん） 

自治基本条例について詳しくはわからないが、これについて討議を行っていると聞いている。現在、

東村山市は自治会というかたちで地方自治をやっているが、普通、古い町だと町内会があって、その

町内会が地方自治の一端を担って市町村で管理している。自治会だけだと自治会がないところには行

政の手が届かない。行政的にもう尐し考えて、網がかかるようにしてもらいたい。 

◎ 市長 ◎ 

自治会の関係でご指摘をいただきました。今、自治基本条例というのをつくるかつくらないかとい

う検討作業をさせていただいています。これは地方分権時代を迎えて、それぞれのまちをどう運営し

ていくかという基本的なルールを設けた方が良いのではないかという考え方があって、今、全国で３

００自治体くらいのところで自治基本条例という条例を設けてまちの運営の仕組みをつくっています。

その条例に則って皆でその地域を活性化していこうというようなかたちで進めているわけですけれど

も、一方で地方自治体というのは憲法や地方自治法等の法律によってやらなければならないことが定

められていますので、あえて条例をつくる必要はないのではないかという考え方もあることから、当

市では審議会をつくって自治基本条例が本当に必要なのかどうか、またつくった場合、その自治基本

条例が出来ることによってまちの仕組みがどう変わるのか、市民の皆さんにとってどのようなプラス

が生まれるのか、その辺を今、検討させていただいているところでございます。そういう中で、自治

会の役割というのはやはり非常に重要だというように考えていまして、タウンミーティングをやる度

に自治会の役員さんから「行政にとって自治会はどういう存在なのか」というご指摘をいただいてま

いりました。我々としてはやはり市民の皆さんが自主的にお作りになった最も身近な自治組織でござ

いますので、行政のパートナーとしてきちんと対応していかなければならないというように考えて、

自治会入会促進パンフレットを作らせていただいたり、今回、自治会ハンドブックというものを作ら

せていただきました。また、昨年度から皆で自治会をもう一度見直しましょうという契機になればと

いうことで、自治会フォーラムというのをやらせていただきまして、今年も先般元 NHK アナウンサ

ーで現在フリーアナウンサーとしてご活躍されている方に来ていただいて講演いただくというような

取り組みをさせていただいています。 

 

◎ 市長 ◎ 

補助がないということですが、現在は自治会がいろいろな活動をされるにあたって活動費の助成と

いうことで、申請していただければ補助をお出しするということをさせていただいておりますので、

ご活用いただければ有難いと考えております。今、東村山市には３００を越える自治会がありまして、

小さいところは二世帯お二人でやっている自治会から、大きいところは１,０００数百世帯の自治会ま

であります。活動内容も昨年暮れに拝見させていただきましたが、下堀自治会さんのように子供たち

と一緒にパトロールをなさったりして非常に活動的な自治会もあれば、役員さんのなり手がいなくて

停滞している自治会があるのも事実でございます。ただ、やはり高齢化が進んできた中で、昨年、話

題になったような高齢者の所在丌明問題あるいは無縁社会というような言葉が言われていますけれど

自治会への補助がない。    （青葉町 U さん） 
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も、もう一度地域の身近なところの繋がりを作っていかないと日本はとんでもないことになると私は

率直に思っております。 

いろいろな課題がある中ですけれども、今後も自治会の皆さんに出来るだけ活動を活発にしていた

だいて、地域の繋がりを深めていただくように我々も支援していきたいと考えております。 

 

 

◆発達障害について理解を深める取り組みを       （美住町 Ｔさん） 

子供の発達障害に関しての啓発と研修の必要性について。子供が注意欠陥・多動性障害というＡＤ

/ＨＤというものを持っている。まだまだ世の中の方には多く知られていない。今年度、５歳児健診

とその後の発達相談体制の整備ということで請願が採択されている。傍聴に行った時に担当所管の方

が出来ることからやっていきたいということで「ポスターをつくるところからでも始めたい」という

ことだったので参考にある区のものを持ってきた。この区では、子ども部の中に要支援児童担当課が

あり、その中でさらに発達障害児支援担当と要保護児童支援担当とに分かれている。このポスターは

公共施設の至るところに貼ってあり、役所の関係各所にパンフレットと一緒に置いてあるということ

だった。これくらいのポスターをつくって欲しい。それと研修の必要性について。何度もタウンミー

ティングに参加しているが、過去の記録集の中で私の子供の障害名が間違って書かれていた。皆が診

断名とかどういう障害かを知らないからこういうことがある。担当所管には勉強して欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

Ｔさんから発達障害の啓発、それから我々職員の研修ということについてご指摘をいただきました。

議事録で発達障害の名前を間違えてしまったということについてはお詫び申し上げたいと思っており

ます。文部科学省の話ですと、お子さんの６％程度は発達障害のあるお子さんがいらっしゃるという

ように言われておりますので、各クラスには一人ないし二人ぐらい発達障害をお持ちのお子さんがい

らっしゃる計算になろうかと思います。そういう意味で今、国の方も発達障害については適切な支援

をするように、また発達障害について出来るだけ国民・市民が正しい理解をするようにというような

取り組みをされているところでございまして、当市としても今後、発達障害についてより適切な取り

組みをしていかなければならないと考えているところでございます。発達障害について言いますと、

特に学齢期の場合は他のお子さんや他のお子さんの保護者の方に発達障害というものがどういうもの

であるのかということをある程度理解をいただくということが非常に重要ではないかと考えています。

注意欠陥・多動性障害のような傾向のお子さんの場合は、ちょっかいを出されるとパニック的な状態

になってしまうことがございます。そういうことがないように他のお子さんや他のお子さんの保護者

の皆さんにもやはり適切な対応をしていただくような理解を進めていくことが重要だというように私

も認識しているところでございます。今後、所管とも協議させていただいて、ポスターについては以

前、所管の方もつくっていきたいというご回答を申し上げていますので、そこは進めていきたいと考

えております。それから学校の先生、我々一般の行政職も含めて発達障害だけではないのですが、障

害についてより認識を正しく深めていくということは重要なことであります。もっと研修をして欲し

いというご指摘をＴさんから毎回いただいていますので、今後、全庁的にどう取り組んでいくか検討

させていただきたいというように考えております。 
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◆発達障害ガイドブックの作成を            （恩多町 Ｎさん） 

４月に子供たちが進級して担任が変わる時、親は怖い。毎年、担任が変わるたびに一から子供の説

明をし、理解のない先生からは「特別扱いはできない」と言われ、その１年間は子供も親もとても苦

労する。まだまだ教育関係者の意識が低く、理解がない。一日の大半を学校で過ごす子供たちもその

親も困っている。困っている子供たちを無くすため、市長にお力添えいただきたく、ある地方で教育

関係者に無償で配布しているガイドブックを持ってきた。発達障害の知識が全くない方が見てもわか

りやすく書いてある。出来れば東村山でもこういうガイドブックのようなものを作成し、教育関係者

に無償で配布してもらえればもっと理解して支援してもらえると思うので、検討して欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

Ｎさんから発達障害の関係で、教育現場の理解をより進めて欲しいということであります。以前、

懇談させていただいた時に担任の先生や校長先生の理解の有る無しでお子さんに対しての対応が全く

違うというお話をいただきました。理解のない方ですと「障害のあるお子さんだけどなんとなく困っ

た子だ」というような変なレッテルを貼られてしまって、そのお子さんやそのお子さんの保護者の方

も大変傷つくというようなことがあって、結果として丌登校になってしまったり等いろいろな弊害が

出ているということをお聞かせいただいて、私も認識を深めさせていただいたところでございます。

今、教育委員会の方でも何度もお話させていただきましたとおり、障害の関係については冊子をつく

っている最中でありますので、これらを元にしながら各学校や先生方の理解をより深めていきたいと

思います。あと先ほど申し上げたように周囲の子供達やその子供達の親御さんにも発達障害について

理解をしていただくということが大事だろうと考えています。行政としても尐しずつですけれどもサ

ポーターをなんとか増やしていく取り組みをさせていただいていまして、今、来年度の予算の最終的

な詰めの段階ですけれども、人数についても増やすような予算組みをさせていただいているところで

あります。 

後は以前にもご指摘をいただきましてけれども、発達障害のあるお子さんの保護者の方々等でボラ

ンティアをやってもいいという気持ちのある方もいるというようにご指摘いただいていますので、そ

ういった方に学校現場にお入りいただけるのかどうなのかそこは尐し検討して欲しいということで教

育委員会の方にも私からお願いしているところです。発達障害のあるお子さんには、先ほどの注意欠

陥・多動性障害のようなお子さんもいればアスペルガー症候群のお子さんもいたり、集団でなかなか

馴染めないお子さん等々障害によっても千差万別になりますから、そのお子さんに合った対応がそれ

ぞれの学校等でどれだけ取れるのか、尐しずつそういった取り組みをしながらこれから我々も頑張っ

ていかなければならないと思っています。 

専門的な話になりますが、顧問講師制度で今まで対応して参りましたけれども、今後は専門の方々

についてはチームであたっていただくように東村山市も専門委員会方式に来年度から切り替えていこ

うということで考えておりまして、よりそのお子さんの障害に合った専門家が尐しでも対応できるよ

うな取り組みに尐しずつ切り替えていこうというようなことを来年度からは進めていけるのではない

かというように考えておりますので、我々も尐しずつ努力しているということでぜひご理解いただけ

ればと思います。 

 

 



- 11 -        第４０回タウンミーティング 

◆教育現場における相談支援の充実を        （六中ＰＴＡ Ｉさん） 

発達障害のお子さんや発達障害までいかないというお子さんも多くいる。そういう子供達はちょっ

としたことで丌登校になったりいじめられたりということが中学校でも多い。そういう子供達が悩み

を抱えた時に話せる場が尐なく、週１回心理カウンセラーが来てくれているが、週１回のカウンセリ

ングだけではその時だけになってしまう。発達障害児以外でも思春期の子供達はちょっとしたことで

悩んでしまう子が多い。今、先生達が忙しく、しかも平成２４年度からは新学習指導要領が始まるが、

教育サポーターが各学校１名の割合で配置されていないと聞いているので、誰に相談をすればいいの

かという状態だと思う。親は仕事が忙しかったり、母子家庭であったりする中で、今後の心理カウン

セラーの存在は大きい。週に１回では厳しいと思うので、回数を増やしたり人を増やしたりして欲し

い。そういう子供達や親は進学する時に悩んでいるが、悩みを聞いてくれる人がいない。臨床心理士

でなくてもそれに準ずるような方が学校にいるといいと思うので検討して欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

教育現場で臨床心理士、カウンセラーの方が果たしている役割は大きいというご指摘で、もう尐し

頻度を上げて相談にのれる体制をということであります。確かに今、発達障害だけではなく、発達障

害といったような障害をお持ちでないお子さん含めて今、子供の成育を取り囲む環境というのが様々

な困難な事例が増えているというのはご指摘のとおりだと認識いたしております。子供達がこれから

誰にどういう相談をしたら良いのかという心を開ける体制をつくっていくということが非常に重要だ

ということを私も認識いたしているところでございます。カウンセラーの方の相談を週２～３回に増

やすということになればどうしてもそれだけお金もかかってくる話でございますので、その辺りをど

のように枠を広げていけるのかということについては、本日Ｉさんのご指摘を踏まえて検討させてい

ただきたいと考えています。 
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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 

 

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

３・４・１１号線が平成２４年度に出来るということだが、私が住んでいる下堀自治会のところに

突き当たる。そこから先に小さい道路があり、市長は「その先も急ぐように」と言っているが、供用

開始後、その道路に沿ってどんどん中に入ってくる通り抜けの車が増えるのではないかと心配してい

る。警察の関係もあると思うが、行政的に安全対策を取って欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

今、Ｕさんがおっしゃった都市計画道路３・４・１１号線は、現在、野火止用水のところから多摩

北部医療センターの中を抜けて都道まで道路をつくっている段階で、東京都の方では平成２４年に供

用開始しますという話です。以前からご指摘いただいているように、ここで止まってしまうと下堀住

宅地内やあるいは青葉小学校周辺の通りに車が増えるだけなので、市としては安全対策上好ましくあ

りません。３・４・１１号線は新所沢街道と言って、最終的には久米川町交差点のところで府中街道

にぶつかる計画ですので、市としては出来るだけ早く進めて欲しいとお願いをしております。それと

市の方の施工で３・４・２７号線といって東村山駅から真っ直ぐ来てスポーツセンターのところで二

手に分かれてくる道路なのですが、これを今、スポーツセンターから青葉小学校の前の通りである野

行通りでぶつかるところまで事業認可を取って、平成２７年度までに開通する予定で地権者の方と交

渉しているところです。東京都は今年度、３・４・１１号線を都道から下堀住宅地内を抜けて、まり

あ幼稚園の西側のところで空堀川を渡って、３・４・２７号線とぶつかるところまでについて概略設

計を始めています。概略設計が終われば地域住民の皆さんに説明会を開いて、用地測量をしたり実際

の設計をしたりして、地権者の方との交渉に入っていくという流れになろうかと思っています。です

からまずはこの道路を一刻も早くつくっていくことが大切なのですが、ご指摘のように都道までは平

成２４年に供用開始して、その先が出来るのは数年先になりますので、その間、住宅地内に出来るだ

け車が流入しないようにして欲しいというのがＵさんのご指摘だと思います。 

 

◎ 市長 ◎ 

通常のパターンで言うと、測量をして、設計をして、その後事業に着手することになると思います。

それで実際に事業が終わるまでとなると、やはりトータルで１０年ぐらい先になってしまうだろうと

思います。それも順調に用地交渉等が上手くいっての話なので、確かにご指摘の点、ご心配の点は重々

わかります。今後、都道まで抜けたあと、出来るだけ下堀住宅地内や青葉小学校周辺の通りではなく、

所沢街道の方に抜けてもらうように道路線を上手く繋いでいくよう警察とも協議しながら、ドライバ

ーの方にご協力いただくように努力していきたいと考えております。 

 

 

１０年先ぐらいならいい。２０年先だと聞いている。    （青葉町 U さん） 
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━ 青葉町周辺の主な道路整備計画図 ━ 

 

 

３・４・１１号線 

３・４・２７号線 

 

 

 

◆多磨全生園周辺道路の拡幅を             （青葉町 I さん） 

多磨全生園の正面玄関の真裏の方の道が狭く、両側通行のため交通量が多く、車が右往左往してい

る。多磨全生園は国や都の土地だということだが空き地になっているので、あと２ｍぐらい道路側に

もらえればという地域の声があるのでお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

多磨全生園の裏の道路を広げて欲しいというお話は初めて伺いましたので即答はできませんけれど

も、検討させていただければと思っています。現在、多磨全生園のところで道路拡幅の計画があって

交渉を進めているのは、所沢街道の歩道を広げるということで今、東京都と多磨全生園の方で話をし

ています。出来ないということはないと思いますので、今後どの程度交通量があって現状がどうなの

か、現況を確認させていただいて検討させていただきたいと思います。 

 

 

東
村
山
駅 

久米川町交差点 

至 久米川駅 
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行政・政策・財政等  ～市の将来像～ について 

 

◆市民・議会・市長間の協働推進について        （秋津町 Ｓさん） 

テレビで地方自治改革のネックは地方議会と議員、これが今うまく機能していないのでどのように

変えたらよいかという議論をしていた。今、東村山市では市民との協働型の市政をお考えのようだが、

議会あるいは議員がネックになるのではないかという懸念を抱いている。市民との協働の市政におい

て市民・議会・市長がどのようにうまく協働できるか良いアイディアがあったら教えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

昨年から今年にかけて全国あちこちの自治体で首長と議会が激しく対立・対決するところがいくつ

か出てまいりまして、改めて今、地方自治体における首長と議会の役割について大変注目が集まって

いるのかというように私も感じております。日本の地方自治制度は、ご案内のように首長も直接市民

の皆さんから選挙で選ばれ、議会の議員の皆さんも市民の皆さんから選挙で選ばれて議会を構成する

ということで、この制度を二元代表制というような言い方をしています。議会も首長もどちらも同等

で、役割が我々は行政を執行する側、議会は議決権を持っているわけで、私どもがなにかするにして

も条例に基づき、予算の裏づけがなければ行政運営はできないわけですけれども、条例を制定・改廃

する権限、それから予算の編成権は私どもにあるのですが、予算は議会の議決を経なければ１円たり

とも執行できませんので、そういう意味で首長と議会というのはよく言われるようにチェック＆バラ

ンスという牽制関係にあるわけでございます。それが本来であれば車の両輪として機能して、時には

対立する場合もあろうかと思いますけれども、そのまちの発展のために議会それから首長が基本的な

ベースとしての認識は同じくしながら、それぞれの立場で努力をしていくということが重要だと思っ

ています。また、本来の趣旨で言えば議会と首長がいい緊張関係を保ちながらお互い市民のために働

く、妥協するところはお互い歩み寄るというような姿勢を持たないといけないと思います。二元代表

制の民主主義をうまく機能させるにはそういう気持ちをお互いに持ってやっていくということが必要

でありますし、さらには主権者である市民の皆さんがよく議会と首長のあり方を常に見ていただいて

「それは市長やり過ぎじゃないか」あるいは議員の皆さんに「そこは市長が言っている方が正しいの

ではないか」こういうことを市民の皆さんに声をあげていただくということも重要ではないかと考え

ています。私は議会出身で市長になった人間なので、本来であれば市長公約に議会のことを掲げると

いうのはおかしいのですが、平成１９年の市長選挙の時に議会改革の１つとして議会のインターネッ

ト中継を公約に掲げさせていただいて、今回、議会のご理解もいただいて昨年の１２月定例会から市

のホームページ上で録画中継ですが議会の状況がご覧いただけるようになりました。議事録は前から

ありますが、議会でどのようなことが話し合われているのか動画で見ていただくことで市民の皆さん

の理解を深めていただくということで始めさせていただき、議会の皆さんもそういう観点で始めてい

ただいたと認識しています。今後につきましては、多用な市民の声を反映するのはやはり議会であり

ますので、議会の中で市政の重要な課題についてはとことん議論していただいて、私とも議論してい

ただいて、きちんと方向性を出していくということが結果において東村山のためになろうかと思って

おります。こうした本来のルール憲法や地方自治法に定められていますけれども、それらの想定を超

えているような事態も昨今生まれてきていますので、そういったことも含めて自治基本条例のような
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もので今後のまちの運営の仕方、誰がどこでどういうかたちで決めるのかということをルール化して

おく必要があるのではないかと考えています。やはり市民の皆さん、議会そして首長この三者がうま

く連携していくことがこれからはそのまちの発展のために重要なことだと考えておりますので、今後

も議会の皆さんとは議論しながら、議会の方も議会改革ということで開かれた議会にしようと一生懸

命取り組みをされていますので、それらの動きを市民の皆さんにも注視していただきながら、必要な

時には声をあげていただくということが大切ではないかと思っております。 

 

 

◆市の財政運営について                （青葉町 Ｕさん） 

平成２１年度決算概要の中で、東村山市は人口１５万人を超え、若い世代も入ってきていると思う

が、これから高齢化比率がどんどん高くなる。市の自主財源は５０％前後しかない中で、人件費が１

８.６％、物件費が３２％ぐらいになっている。昨年までは給不構造改革に取り組んでいたが、今後の

財政運営の方針と具体的な人件費削減や効率化等の主だった方針があったら教えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

東村山市は東京多摩地域でも財政基盤が脆弱なまちであります。大きな企業等もなく、逆に国や東

京都の施設等いわゆる税金が取れない施設が多くございまして、多摩地区の中でも中央線沿線や京王

線沿線のまちと比べると非常に財政基盤が脆弱で国から地方交付税をいただいてきたまちです。都内

に２６の市がありますけれども、リーマンショック以降尐し状況が変わっていますけど、地方交付税

をもらっている団体というのは１０～１１市ぐらいしかないのです。その中でも西武線沿線の市に交

付団体が多いということで、どうしても東村山近隣の市は財政基盤が脆弱なところです。お話があっ

たように市税が収入の半分を尐し切るぐらいに今なっている状況です。市民１人あたりの税額を多摩

地域で一番高い市と比べると倍ぐらいの開きがあり、同じ三多摩地域でありながらかくも違うのかと

いうような状況がございます。東村山市としては交付税をいただきながらなんとか市政運営をしてき

たのですが、平成１６年から３年間に亘って三位一体の改革という改革が行われまして、これは国の

方も財政的に厳しいので、地方交付税総体で６兆円あまり全国に配るお金を減らしたのです。その代

わり国税である所得税を一部地方税に振り替える、これが３兆円程度行われました。結果、地方自治

体の方は総額で３兆円ほどお金が減ってしまって、当市も年間ベースで１５億円ぐらいそれまで入っ

てきていた収入が落ちてしまったということで、平成１７年ぐらいから非常に厳しい財政状況が続い

ているという状況です。その後国の方も交付税をあまりにも絞り過ぎて全国の地方自治体が疲弊して

しまっているので、尐し多めに流していただけるようになってはいるのですが、国と地方で合わせて

９００兆円もある借金を何とかしなければならないということで徍々に仕分けをして締めているとい

う状況なので、あまり国の方に依存する体質ではこの先厳しいのかと思います。やはり東村山市とし

ても出来るだけ自立できるような基礎体力をつくっていかなければならないということで、私が市長

にならせていただいてからこの間、財政危機との戦いの連続で、なんとか財政を立て直すべく、その

ための行財政改革に最も力を入れて取り組んできたところです。それで平成２０年度におきまして先

ほどご指摘いただいた職員の給不構造改革を行って、職務や職責に応じた民間並みの給不体系に改め

ました。そのことを通じて、平均すると当時職員一人当たり給不ベースが６.７％下がったのです。こ

のことで５０代の主任職の職員が最も影響を受けたのですが、年収ベースで１００万円を超える、最



- 16 -        第４０回タウンミーティング 

高では１３０万円ぐらい年収が下がってしまった職員が出るぐらいかなり思い切った給不構造改革を

やらせていただきました。それから仕事は増えているけど、どうしても人件費を圧縮するというのが

企業でも行政でも経営改善の最大の柱になるものですから、給不と併せて職員の数もこの３年間で９

５名削減しております。ただ、ご指摘のように仕事が減っているわけではないので、職員を減らした

分仕事をやらないということではなく、どうしても民間委託化していくという手法を取らざるを得な

いのです。その民間委託化したのが物件費というかたちになって現れてまいります。ただ、我々とし

ても直営で市の職員がやった方がいいと思うものについては残していますけれども、法的にも問題な

く民間に委託した方がコスト的にダウンになるものについては私はどんどん民間委託するべきだろう

という論者でございまして、例えば学校給食の調理業務についてはこの間、委託化する方向で進めさ

せていただいています。学校給食で言いますと、今まで市の職員が直営でやっているのを民間委託化

すると、単純に比較すると約２,０００万円の違いが出てまいります。あと市役所１階の市民課窓口業

務等も一部民間委託化していまして、そういったことを通じて職員数も大幅に削減できていまして、

本年度当初で８１７名でした。私が議員になった平成３年当時は一番多くて職員数が１,１００名ぐら

いいたのが、今は約８００名で仕事をこなす、というのはそれだけ一人一人の職員には負荷がかかっ

ているのも事実で、あまりやり過ぎるのもいかがかと思っていますけれども、職員一人当たりに市民

２００名ぐらいまでもっていけないかと考えているところでございます。そうした努力をしながら一

方で今、市役所は大量退職の時代を迎えています。今年度、来年度の２年間で約９０名の職員が定年

退職を迎えるのですが、退職金の支払いが非常に厳しくて、民間の皆さんから見るとまだまだ高すぎ

るというご指摘をいただくかもしれませんが、職員が定年を迎えて４０年近く勤めると大体退職金の

支払いが２,２００～２,６００万円ぐらいになります。ですから一度に５０名近い職員が退職するとそ

れだけで１０億円のお金を用意しなければならないわけですけれども、それが今、当市は出来ない状

態で退職金の支払いのために苦渋の選択として借金をさせていただいて退職金を支払っているという

のが現状であります。ただ、そのことで他の業務をやめてしまったり等で市民生活に直接マイナスの

影響を不えることはないわけですが、これは借金ですから将来返していかなければならないお金なの

で、これは市民の皆さんに申し訳ないと思っています。ただ、平成２４年度までになんとか退職手当

債の発行は止めて、それ以降退職金は全て自前で支払えるような財政基盤を整えようということで頑

張っているところでございます。ですから退職手当債の発行はあるのですが、２年続けて単年度収支

黒字で決算させていただきました。三位一体改革中は４年連続赤字で財政調整基金を取り崩して赤字

の補てんをしていたのですが、私が市長になった時にはその基金も４億円まで落ち込んでいましたの

で、これ以上財政調整基金を取り崩せない、なんとか黒字転換を図らなければならないということで

先ほど申し上げたようなかなり荒療治をやりまして、平成２０年度平成２１年度は実質単年度収支黒

字で迎え、平成２２年度もなんとか最終黒字にすべく今、全力をあげて頑張っているところでありま

す。黒字化して生み出した余剰金については全て財政調整基金に積み立てて、一度は４億円まで落ち

込んだ基金も今、２１億円まで積み上げてきています。これで東村山の財政が全て健全化したという

わけではまだまだありませんけれども、財政がすぐに破綻してしまうというような状況は一応回避し

ているのかと思っております。今後もより効率的な行政運営・経営をしながら、ただ削るだけでは限

界があるので、まちの中で税収が上がるようなことをやはり市民の皆さんと知恵を出し合って進めて

いきたいと考えています。後発ですから企業誘致といっても今なかなか企業を呼べるでは時代ではあ

りません。むしろ企業も国内から海外にどんどん出ているような時代ですから、尐しでも企業がこれ

以上市内から流出しないようにするにはどうしたらいいのか、あるいはもう尐し担税力のある若い方
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に住んでもらうようなファミリー世代に魅力的なまち施策を展開する必要があるのだろうということ

で、今「子育てするなら東村山」ということをキャッチフレーズにしながら子育て世代の人にとって

魅力的なまちづくりをしていこうと考えています。ですから先ほど申し上げた保育園が足りていない

ところは保育園を増やしていこう、それから小中学校も急ピッチで耐震工事を進めたり、学力を底上

げするために今、六中でモデル的に土曜スクールということを始めているのですが、これは早稲田大

学と組んで子供たちに勉強を教えてもらうという取り組みをさせていただいて、尐しずつ東村山に住

むと子育てあるいは教育が充実しているなという判断をいただけると、これから長年に亘って税金を

納めていただける若い３０代ぐらいの方々に住んでいただけるようになるのではないか、とそんなこ

とも期待しながらまちづくりを進めているという状況です。今後も行革を一方で進めながらなんとか

まちの中で元気が出る、活力が上がるような取り組みをしたいと考えていますので、ぜひ何かありま

したら市民の皆さんにもお知恵をいただきたいと考えています。 
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【市長まとめ】 

 

本日は大変お忙しい中、また寒い中にも関わらず、大勢の市民の皆さんにご参加いただきました。

青葉町の方は非常に関心が高いのかと思ったところでございます。本日は、今ちょうど市民の皆さん

と協議させていただいている最中の問題、例えば３丁目の集会施設の件等の生の声を聞かせていただ

くことが出来て、私としても大変勉強になったところでございます。 

今後も当市の置かれている環境は決して楽なことばかりではありません。むしろ厳しいことのほう

が多いのですけれども、このように地域で活躍されている素晴らしい市民の大勢いらっしゃるまちで

すので、市民の方との絆というのを大事にしながら、これから行政も努力していきたいと考えており

ます。 

今後ともご指導・ご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げたいと思います。青葉小学校

ＰＴＡのＨさんとＭさんには長時間司会進行をお務めいただき、ありがとうございました。ご参加い

ただいた市民の皆さんも本当にありがとうございました。 
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