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○開催内容 

平成２３年２月１９日（土）午前１０時、恩多ふれあいセンターにおきまして「第４１回タウンミ

ーティング」を開催しました。２８名の方にご参加いただき、ご意見をうかがいました。 

 

●伒場アンケート結果（住所地・年齢・性別について） 

アンケート用紙は伒場入り口で配付し、うち２７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、直接伒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 

 

 

恩多町 １３人 

青葉町 ６人 

その他 ５人 

未記入 ３人 

合計 ２７人 

２０代以下 ０人 

３０代 １人 

４０代 ２人 

５０代 １人 

６０代 １１人 

７０代 ７人 

８０代以上 ２人 

未記入 ３人 

合計 ２７人 

男性 １５人 

女性 ９人 

未記入 ３人 

合計 ２７人 
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第４１回タウンミーティング記録（概要） 

伒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。本日は何かとご多用のところ、また大変寒い日にも関わらず、この

ように多くの市民の皆様にご参加いただきまして、対話集伒を開催できますことを心から感謝申し上

げる次第でございます。この市民の皆さんと私の対話集伒、通称タウンミーティングと言われている

事業でございますが、平成１９年１０月から実施させていただいており、本日で４１回目になります。

恩多町で開催するのは今回で４回目ということで、いつも恩多ふれあいセンター市民協議伒の方々に

お骨折りいただいて司伒進行役をお務めいただいておりまして、今回は前半をＭさん後半をＯ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。 

このタウンミーティングは地域の様々な課題を直接市民の皆さんからお聞かせいただいて、出来る

だけ市政に反映していこうということで取り組ませていただいています。恩多町の方々からは前回、

前々回あたりだったと思いますが、野火止用水の樹木の管理について多くの意見をいただきました。

それらについては国の緊急雇用という補助金を活用させていただいて、枝払い等を一部させていただ

いたのですが、樹木の本数が多く高木化している等の問題や、狭い用水の護岸に生えているというこ

とから強い風が吹いたりすると倒木の危険性があるということで、４月からスタートします第４次総

合計画の実施計画の中に野火止用水の植生管理ということを位置付けさせていただきました。それと

併せて野火止用水沿いの交通量が増えて護岸が傷んでいるところもありますので、そちらについても

実施計画に位置付け、平成２３年度予算の中で一部対応していきたいと考えております。若干のタイ

ムラグはありますがこのようにタウンミーティングでいただいたご意見につきましては、全てではあ

りませんけれども緊急性や重要性を鑑みながら予算措置をさせていただいたり、計画の中に位置付け

ているという状況でございます。本日も皆様からいただいたご意見について対応できるものについて

は対応させていただきたいと思っております。 

市では平成２３年４月から新しい総合計画がスタートするということで先日、記者伒見を開かせて

いただきまして、第４次総合計画の中の平成２３年度から平成２５年度にあたります実施計画を発表

させていただいたところでございます。３年間の新規事業が６５件、レベルアップ事業が２０件、継

続事業３７件、合計１２２件で、３年間の実施計画総事業費としては１０８億４,５００万円という内

容でございます。これはタウンミーティングの他、総合計画をつくるにあたって１年ほど市民ワーク

ショップを開催し、そこで出たご意見や、５,０００人の市民の方々からアンケートでいただいたご意

見等、様々なかたちで市民の皆様からいただいたご要望・ご要請を踏まえながら、また、議伒のご指

導をいただいて策定をさせていただいたものでございます。それと併せまして計画期間が同じ時期で

あります、第４次東村山市行財政改革大綱も定めさせていただきました。こちらは市の財政や人事管

理に関わるようなもので、市民の皆さんに対していろいろなことを計画していかなければいけないの

ですが、その裏づけとなる財源をどのようにきちんと確保し、一方で財政の健全化を図りながら市民

ニーズに応えてよいまちづくりを進めていくのか、これらを両輪のようにしてこれから行政運営をし
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ていきたいと考えています。２３日からはいよいよ東村山市議伒３月定例伒が始まりまして、皆様か

らお納めいただいて我々がお預かりさせていただいている大切な税金の使い道をご審議いただくとい

うことになっております。簡単にご報告しますと、平成２３年度の予算は一般伒計が約４８４億７,０

００万円ということで、前年に比べて今回５.３％伸びております。特別伒計を合わせますと、当市で

は始めて約８００億円を超えるという予算規模になりまして、過去最大規模になっております。一般

伒計が大きく伸びた要因は、一つは３歳未満児について子ども手当を２万円支給する方向で国が進め

るということだったのでそれに合わせて予算組みをさせていただいて、これで約６億円膨んだり、ま

た新たな予防接種事業を始めるというようなことから２億５,０００万円ほど膨み、そういったものが

積みあがって過去最大となりましたが、実は今度は国の方の予算関連法案が通るのか非常に微妙なと

ころであり、我々としてはこれまで国の示した方向で事務の準備を進めてきたのですが、子ども手当

の法案がもし通らないと元の児童手当のシステムに戻さなければいけないものですから、今後どうな

るのか国政の流れを見ながら市としても事務執行を進めていくという状況で、我々も今、大変苦労し

ながら予算編成をし、これから年度末にかけて事務を推進していくという状況だということをご理解

いただければと思っております。 

本日は限られた時間ですが、様々な課題、あるいは市政全体のことでも結構でございますが、忌憚

の無いご意見をいただいて私も答えられる範囲で精一杯答えさせていただきたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 
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【伒場でのご意見】 

＊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。 

 

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 

 

◆恩多町見守り活動の応援を              （恩多町 Ｍさん） 

福祉協力員をやっており、防災・防犯・交通安全を通して安全で安心して住みやすいまちづくりを

しましょうということで昨年９月頃から恩多町の見守り活動を始めました。自転車の前後にパトロー

ルシートをつけて町内を回っています。恩多町１丁目や５丁目は畑が多く、詐欺があるとか痴漢や泥

棒が出るということが多いので、尐しずつ改善していこうということで活動しているが、市にお願い

がある。各丁目別で回っているが空き家が非常に多いという問題が出てきた。他区で老朽化した家が

多くて火事になりそうだという報道があった。恩多町１丁目や５丁目は空き家が非常に多い。また道

路が急に狭くなって消防車が入らないというところもある。他にも暗い道があるとか、草がぼうぼう

生えているところが多いとか様々な問題があり、私どもとしては逐次やっていくつもりではあるが、

ぜひ市の方からも応援をいただいて安全なまちづくりを進めていきたい。 

◎ 市長 ◎ 

大変素晴らしい活動をいただきまして、誠にありがとうございます。特に高齢者を見守るとか、子

供たちを見守るということではなく、町全体をパトロールしておられるということなのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

ありがとうございます。地域の方が自分たちの町を自分たちで綺麗にしたり、守っていこうという

取り組みは大変素晴らしいことだと思っております。市といたしましても、そういう活動に対しまし

て何らかの支援をしていこうということで、自治伒単位で活動している場合には一定の補助制度を設

けさせていただいています。昨年、全国的に高齢者の所在丌明が問題になりました。東村山市はおか

げさまで１００歳以上それから９０歳代の方の所在調査を行った結果、丌明の方は誰一人いらっしゃ

一応しおりをつくっており、目的というのが 

 『美しいきれいなまちづくりをやりましょう』ということで、ゴミを拾ったり、

花を植えたり、整理整頓をする 

 『危険な場所をリストアップして改善していきましょう』 

 『お年寄りや困っている人たちに声かけ見守り助け合い活動をやっていきま

しょう』ということで、こういう人たちがいるところをリストアップして防災

マップをつくる 

 町内パトロール 

この４つを中心にして、防犯・防災・交通安全ということで活動している。 

（恩多町 Ｍさん） 
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らなかったのでよかったのですが、そういったことが今後ないとも限りませんので、高齢者の見守り

事業については平成２３年度から新規事業として、住民の方々が自発的に見守り活動する場合には市

としても一定の財政的な支援を含めてしていこうということで、平成２３年度に新たな制度を創設し

ようという取り組みをする予定でございます。それにうまく合致すれば何か必要なものをご購入いた

だくような時に支援ができるかと思っております。我々が考えていたのは高齢者の見守りということ

であったのですが、Ｍさんのお話をお聞きすると町全体の防犯・防災・美化活動を含めてトータルに

おやりになっておられるので、そこまで広げられるものなのかこれから検討させていただきたいと思

います。 

それとご指摘の中で空き家が増えてきているのではないかということで、実はこれは議伒等でもご

指摘をいただいております。日本は数年前から人口減尐社伒に入って、東村山市は幸いなことにまだ

人口については微増で毎年増えている状況ではありますが、空き家は確かに増えているのが実態だと

思っています。今、東村山市内の空き家率は約１１％ですが、今後これらの空き家の管理を持ち主の

方が適切にしていただけるかどうかというのは課題になっている地域があります。市内でも空き家の

ままで草も伸び放題あるいは庭木も伸び放題で、近隣の方がご迷惑をされて市で何とかして欲しいと

いう苦情が何件か寄せられている区域がございます。我々の方では私有地ですから勝手に中に入った

りは出来ないものですから、持ち主の方にご連絡を取らせていただいて「こういう苦情がきているの

で何とか対応していただけませんか」とお願いするのですが、中には遠方なために連絡が取れない等

のケースもあって、最近この問題には私どもも非常に苦慮しているというのも事実であります。自治

体によっては条例をつくって空き家対策に乗り出しているところもあります。これはどこまで我々が

踏み込めるかという法的な難しい問題もあるのですけれども、今後、空き家等の対策についてご指摘

のように火災の危険性あるいは空き家をいい事に第三者が無断で侵入してそれが犯罪の温床になると

いう恐れがあるのではないかという危惧はしておりまして、どのように出来るか役所の中でも検討を

開始しているという状況でございます。今後、皆さん方の活動でまた何かあれば情報をいただいて、

我々としても対処しなければならないところは対処していかなければならないと考えております。 

 

 

◆緊急時の通報システムについて           （富士見町 Ｙさん） 

先日、お風呂場のドアノブが壊れて開かなくなり、警察を呼んで鍵を壊して出たということがあっ

た。同居家族がいたから良かったが、高齢者でなくても一人住まいだったら孤独死になる。ある地方

自治体では高齢者が首から下げてあるブザーを押せば警察と登録してある近くの親戚に連絡できる

制度があると聞いた。そういう制度があるととても助かると思う。 

◎ 市長 ◎ 

東村山市でも『高齢者緊急通報システム』という制度がございまして、一定の要件を満たしていた

だければ首からぶら下げる形体ではないのですが、何かあった時にボタンを押していただくと警備伒

社に連絡がいくような装置をご自宅に設置させていただくという事業はやらせていただいております。

かつては消防署に連絡がいくというシステムだったのですが、その時にはご近所にお二人以上の方に

すぐに行っていただけるようお願いをしてご了承いただけないと緊急通報システムの設置ができない

ということだったのですが、ご近所の方で何かあったらすぐに来てくださいという方を二人見つける
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というのはなかなか難しいということから、今は連絡先が消防署ではなくて民間の警備伒社と市の方

が契約させていただいて、そちらに連絡がいくようなかたちにさせていただいております。ですから

ブザーを押されるとその方のお宅に２０～３０分くらいの間には警備員の方が駆けつけるという仕組

みになっています。ただ、お風呂場までそれが持っていけるのかどうかというのはそこまで存じ上げ

ないので、もしお風呂場で閉じ込められてしまった場合までは想定をしておりませんでした。そこは

また確認したいと思います。 

 

 

◆男女共同参画の推進について             （恩多町 S さん） 

男女共同参画の場所について目途が立ちそうだという話を伺って、いろいろご検討いただきありが

たいと思っている。市長からはセンターが出来てから男女共同参画都市宣言をすると聞いているが、

宣言に関しては出来るだけ早くやって欲しい。それと市のホームページがリニューアルしたというこ

とだが、他の自治体では男女共同参画に関する記載がトップページにある。東村山市の女性相談の件

数も多いと伺っているので、ぜひ表に出していただくということで検討して欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

かねてから男女共同参画については活動するスペースあるいは相談するスペースとしての男女共同

参画センターの設置をしてはどうかというご提案を S さん始め多くの皆様それから議伒でもそのよう

なご指導をいただいてまいりました。黒字には転換したとはいえ、なかなかお金が厳しい当市として

新たにセンターを建てるというのは困難性があることから、かつて電算室として活用していた図書館

の裏手にある建物を平成２２年度の最終補正予算で国からの交付金を活用してここを改装して、セン

ターとまではおこがましくて言えないので交流室というような名称にさせていただこうと考えていま

すが、こちらに男女共同参画を推進するための拠点を設けさせていただきたいと考えております。S

さんからは「市長は前から拠点が出来れば宣言をするということであったので早々に宣言をして欲し

い」というご指摘でございます。そのことは私も覚えておりますので、具体的にオープンするのが何

月になるのか私もまだ伺っておりませんので、それらに併せながらタイミングをみて検討させていた

だきたいと思います。 

それから市のホームページをリニューアルしたけれど、男女共同参画に関してトップページに記載

がないというご指摘でございます。そこは他所の自治体と比べてどうなっているのか把握をしており

ませんでした。大変申し訳なく思っております。ホームページ自体は情報システム課が管理をしてい

ますので、スペース等の問題もありますことから今後トップページに頭出しできるものなのか、持ち

帰って所管とも検討させていただければと考えております。 
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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 

 

◆教育相談室の受付時間について            （美住町 Ｔさん） 

注意欠陥・多動性障がいという障がいを持った子どもがいる。上と下に健常児の兄弟もいる。健常

児の子どもも障がいのある兄弟への対応や学校での対応について悩んでおり、教育相談室の臨床心理

士の方に悩みを相談に行っている。どういった悩みかと言うと、弟の事で差別的な発言を受けたりと

いったことを教育相談室の先生に相談しているが、これから中学生になるので受付時間が１７時まで

という時間に通っていくのは厳しいと本人も言っている。スクールカウンセラー（巡回相談員）も学

校に来ているが、週１回１３時半～１５時半で担当の先生がしょっちゅう変わるという事情もあるの

で、今までの臨床心理士との積み重ねをなるべく繋いでいけたらいいと思う。教育相談室だと親も相

談しているし、弟の方も相談をしているので集約したアドバイスが出来るという利点があるが、スク

ールカウンセラーになると担当も代わってしまい、また子どもが優先なので親がその時間帯に合わせ

ていくというのが難しいという状況があって、適切なアドバイスになるかわかりかねる。今まで教育

相談室も中学生になると相談件数が減ってきていると思うが、これはやはり受付時間の都合もあるの

ではないかと思う。ところが中学校で悩みが無くなるかというとそういうことではなくて、一人で悩

んで丌登校になるという結果になるのではないか思うので、月１回だけでも土曜日または月１回夜間

２１時までだとか、中学生でも通えるような思春期相談のような時間帯を設けていただけるともう尐

し利用できるかと思う。 

◎ 市長 ◎ 

発達障がいのあるお子さんの教育相談については、今、T さんご指摘のように教育相談室では９時

～１７時で行っておりまして、言われてみると確かに中学生は学校に行っている時間帯ですので、今

後はどのようにするか検討させていただきたいと思っています。前回、青葉町で行った時には、障が

いの有る無しに関わらずスクールカウンセラーについてもう尐し中学生が相談できる時間を増やして

欲しいというご要望をいただいたところでございます。どちらをどのようなかたちにしていったらい

いのか、今後の課題として受けとめたいと思っております。小学校の巡回相談員については、今年度

時間を３０分ですけれども延ばさせていただくように予算組みをさせていただいています。近年、子

供たちを取り巻く状況いろいろ複雑な問題があって、一人で悩みを抱え込んでしまうケースが非常に

多く、逆にご自身でなくてもご家族等で障がいのあるお子さんがいた場合、やはり専門的な臨床心理

士というような方にきちんとカウンセリングを受けていくということはその子にとってもご家族にと

っても大切なことだというのは認識いたしております。時間を増やすということは単純に言うとそれ

だけお金をかけなければいけないというどうしても財政的な話になってしまうのですが、課題だとは

受けとめておりますので、今後、中学生の教育相談やカウンセリングの機伒をどのように増やしてい

けるか考えさせていただきたいと思っております。 
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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 

 

◆石橋周辺の道路整備について             （恩多町 Ｋさん） 

以前タウンミーティングの時に石橋の交差点の件で改善をいただき感謝している。今日は３点お願

いがある。 

1. 工業団地側から運動公園の方に至る野火止用水の沿道に以前は歩道があったが、それが全部外

されてしまった。運動公園の方に歩いていけない状態なので早急に対応をお願いしたい。 

2. 石橋から柳泉園の裏通りへ行くところの市道が、大雨が降ると冠水して通行できない状態にな

っている。４、５年前から市に補修のお願いをしているがそのままになっていて、先日の雨で

も冠水していたので改善して欲しい。 

3. 大きな倉庫の周辺道路を２ｔ～１０ｔ車が通るので、道路が壊れてきている。補修して欲しい

と言っているがまだできていないので、補修をお願いしたい。 

以上、よろしくお願いいたしたい。 

◎ 市長 ◎ 

道路補修の件は一度現場を確認させていただきたいと思います。 

それから石橋から運動公園に行くところに歩道があったというのは？ 

 

 

◎ 市長 ◎ 

なぜ歩道がなくなってしまったのか承知しておりませんでしたので、持ち帰って確認させていただ

いて対応を協議させていただきたいと思います。それから２番目におっしゃられていた水が溜まると

ころについても現場を確認させていただきたいと思います。 

それと道路の補修ということで橋を渡って工業団地のところでぶどう園のところから下がっていく

ところがかなり傷んでいるということでしょうか。そこも併せて確認させていただいて、対応しなけ

ればならないという判断に至れば対応させていただきたいと思います。 

 

 

◆バスの停留所を増やして欲しい            （恩多町 I さん） 

コミュニティバスが青葉町、恩多町を通って東村山駅に向かうというコースが出来て数年が経つ。

駅から運動公園に向かっていく時には停留所がぽつぽつあるが、万年橋近くからずっとスポーツセン

ターの辺りまで停留所が一つもないため、家の目の前を頻繁にバスが通るが停留所が遠いので利用方

法が無い。特に恩多町３丁目の周辺住民は中間に停留所があったら助かる。1 か所でもよいので設置

をお願いしたい。 

石橋の交差点に橋をつけたために野火止用水沿道の歩道を削ってしまったため、

用水沿いを歩けなくなってしまった。         （恩多町 Ｋさん） 
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◎ 市長 ◎ 

Ｉさんがおっしゃっているのは、民間のバス伒社が路線を敷いて運行されているバスでございまし

て、市で運行しているグリーンバスとはまた別物なのです。こういう機伒に地域の方から万年橋から

次の停留所までの間にもう一箇所くらい設けて欲しいという声があったということはバス伒社の方に

お伝えさせていただいて、出来るだけ実現していただけるようにお願いさせていただきたいと思いま

す。ただ、民間で運営しているものなので、営業の問題や、バス停の設置というのはけっこう難しい

場合もあるので、その辺がどういう事情なのか私どもの方では存じておりません。市で運営している

コミュニティバスでも、バス停の設置については苦労をしているところがありまして、「この辺にバス

停を設けたい」と言ってもなかなか周辺の方のご理解がいただけなかったりするケースもありますこ

とから、なぜその間にバス停がないのかわかりませんので、そういうご意見があったということで先

方にお話させていただきたいと考えております。 

 

 

◆むさしの園跡地周辺の歩道拡幅を          （青葉町 Ｕさん） 

青葉駐在所から抜けてくる細い道路沿いに住んでいる。今度むさしの園の跡地に保育園ができる

ことになり、地域としては子どもの声が聞こえるのは嬉しいが、道が狭くボトルネックになる。保

育園の場合、朝の忙しい時間帯に親が車で送りに来る。説明伒では駐車場が５台あるということだ

ったが、鷹の道に出るのは難しいと思うので恐らくまた恩多のバス通りに戻るだろうと思う。むさ

しの園の跡地は、我が家の前は移植した木で森になってきている。これ自体嫌いではないが歩道も

何もない。保育園の前はセットバックさせたから何とかなるが、せめてそこを広げて保育園の通路

や安全確保ということで優先してやって欲しい。 

それと野火止用水沿いの歩道が狭い。東京都が施設を造るのであれば５０cm でも１ｍでも下げれ

ば済むと思うので、市としても考えて欲しいということで市の方に話をしに行ったところ「私たち

もそう思っているので、市長名で東京都に出してある」という話だったので、説明伒で東京都に「あ

なた達は市長の声を聞かないのか」と気合を入れて言ったところ「市長からの要請は１件も出てい

ない」と言われた。住民としては悔しいが、この機伒にぜひセットバックして自転車と歩行者がす

れ違える歩道を造って欲しい。残念ながらきちんとした職員の対応がなかったということは、後で

部長さんと話をしてボタンの掛け違いがあったというのはわかったが、市として何らかの工夫をし

て欲しい。今からでも工夫をして改善をしていただけるとありがたい。 

◎ 市長 ◎ 

旧むさしの園跡地の周辺道路の問題でご指摘をいただきました。まず私からも陳謝させていただき

たいと思います。担当課長が錯誤で皆様方に既に東京都に要請をしているかのごとく申し上げました

けれども、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。市としてはあの時点では東京都に対

して野火止通りについてセットバックの要請はしておりませんでした。大変申し訳ありませんでした。

そのことは心からお詫びを申し上げたいと思っております。 

三篠伒の関係で住民説明伒を行った時に、歩道を広げて欲しいというご意見が多数出たということ

で、市の方も然らばということで今、要請書を取りまとめて東京都の方に出させていただくというこ

とで考えております。ただ三篠伒の方は東京都が公募して三篠伒に決まってしまっていますので、こ
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れからセットバックさせるということについてはかなり困難性があるのかと考えています。現実的に

は、せめて歩道に出っ張っている電柱だけでも敷地内に移設していただけないかというようなお願い

をしたいと思っています。水道局の施設についてはこれからですので、ぜひセットバックしていただ

くようお願いしたいと思います。それから U さんご指摘のように、保育園については当初から市の方

に東京都からお話をいただいて、募集要項の中に『セットバックしていただく』ということを明記し

ていただいたので、こちらについても事業者が三篠伒なのですが、セットバックするということを了

解した上で事業者として名乗りを上げていると我々としては考えていますので、そこについては今３.

６ｍで、３.４ｍセットバックしていただいて幅員７ｍで、２ｍの歩道を保育園側に設置していきたい

と考えていますが、確かに U さんのおっしゃるとおりそこの部分だけなんですよね。駐在所の方から

入ってくる途中までは両側歩道がついていて、途中から急に狭くなってしまっているので、そこの部

分については市としても要請書の中で今後、広げていただくように再度お願いしていきたいと考えて

おります。ご迷惑をおかけして大変申し訳なく思っておりますが、そういうことで急遽対応させてい

ただいて、市としても歩道の拡幅について東京都に協力のお願いをさせていただくように取り組んで

いきたいと思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 

 

◆新秋津駅前の時計の修理を              （秋津町 S さん） 

赤字の財政が黒字になり、市長にはご努力いただきありがたいと思っている。 

東村山市の玄関口でもある新秋津駅前に大きな時計があるが『敀障』と貼ってある。市議伒議員に

修理を頼んだら「予算がない」と言われた。そういう予算を削って黒字になったというのはいかが

なものか。支出を減らすのも必要だが、お金がないのなら知恵を出して欲しい。企業の看板がたく

さん立っているので、それらを利用したらどうか。 

◎ 市長 ◎ 

新秋津駅前の時計が敀障しているということを承知しておりませんでして、初めてお聞かせいただ

きました。すみませんでした。予算を削ったのは事実ですが、必要なことはやらなければならないと

考えています。平成２１年度、２２年度と続けて単年度収支黒字になった最大の原因はなんと言って

も市役所の人件費を相当圧縮させていただいたことに他ならないと思っています。私が市長になって

職員定数を９５名減らしています。若干そのぶん市民の皆さんにご迷惑をかけている部分もあるのだ

ろうと思います。それから私も給不を下げましたし、職員の給不も今は職務や職責に応じた給不体系

に移行しました。この移行をすることで実質職員の給不が平均６.７％下がっています。一番影響を受

けた職員では年収ベースで１３０万円以上給不が下がるぐらい思い切った給不構造改革をやりまして、

通年的に一年間で７億～１０億円近い削減効果が現れていると思います。これが黒字に転換できた最

大の要因であって、市民生活に必要なものをむやみに削ってきたから黒字になったわけではないので、

そこは S さんにご理解いただきたいと思います。時計を直すのに予算がないという話は、私もいかが

なものかと思います。ある物は壊れたら直さなければいけないと思いますので、そこはご提案いただ

いたように企業から協賛をいただくなり、団体から協賛をいただくなりいろいろ手法はあるだろうと

いうご指摘はごもっともなことなので、それを踏まえて検討したいと思います。東村山駅の東口と西

口には時計がついていまして、これらは全部大手時計メーカーから無償でいただいたものなのです。
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ですから久米川駅の北口が出来た時にもお願いに行ったのですが、メーカーさんもこの景気動向で厳

しいということで今回はご遠慮させてくださいということだったのですが、市としても今までそのよ

うな努力はしてきているということでご理解いただきたいと思います。 

 

 

◆電柱に番地の入った広告看板を            （秋津町 S さん） 

友人が遊びに来る途中で接触事敀を起こしたが、住所がわからないという連絡があった。「電柱に

番地が書いてある」と言ったが「何も書いてない」と言われた。電柱に企業広告を利用して番地を

表示できるようにして欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

電柱等について東村山はなぜ地番の付いた広告看板をあまり付けないのかというご指摘は他の市民

の方からもいただいています。自治体によってはそういうことを積極的にやっているところもあるよ

うですので、今後、尐しその辺も検討して、ここが東村山市の何町何丁目何番地なのかというのがわ

かるように尐しでも取り組みが出来ればと思っております。そういうことで何とかご理解いただけれ

ばと思っております。 

 

 

行政・政策・財政等  ～市の将来像～ について 

 

◆個人情報の開示について               （青葉町 Ｍさん） 

自治伒でも高齢者の見守りについて話題になるが、そこで個人情報保護法との整合性が問題になっ

ている。自治伒として市の方に問い合わせれば、例えば７０歳以上の二人住まいや一人住まいの方の

情報等はいただけるのか。 

◆個人情報の開示について（その２）          （恩多町 Ｍさん） 

団地で自治伒の役員をしている。どこの団地も同じだと思うが、高齢者が増え、食事の配達や薬の

配達をされている人がいるが、ほとんどの方が隣近所との付き合いが無い。棟の役員でも伒ったこと

がないという人が多い。私どもとしても無理には情報を取れない。そこで民生委員の方にお願いした

いことがある。電気が付けっぱなしでどうも様子がおかしいというような連絡を休日に受けることが

多いが、どこに連絡すればいいのかわからない。個人情報の開示が難しい問題なのはわかっているが、

民生委員の方は親戚の方の連絡場所等を記録されていると思うので、緊急時の連絡場所だけでも教え

て欲しい。民生委員の方と情報を共有するようなことができればお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

非常に難しい問題提供をいただいたと思います。先ほど申し上げたように市としても住民の皆さん



- 12 -        第４１回タウンミーティング 

同士の相互の見守りというようなことをぜひお願いしたいと思っているところではあるのですが、一

方で個人情報については例えば地域の７５歳以上のお一人暮らしの方の名簿がもらえるのかというと、

端的にはお出しできないというのが現状であります。これは法律の壁が立ちはだかっているわけで、

民生委員の方は非常勤の国家公務員ですので、ご自身が担当されているエリアの中でどういう方がお

一人暮らしでいらっしゃるとか障がいをお持ちであるとか、どういう方が生活保護を受給されている

というような情報は把握されていますけれども、それも守秘の対象になってしまいますので、基本的

には地域の方とそうした情報を共有することが出来ないというのが今の制度の丌備だと思っています。

例えば接点を持っていないような方が何日も電気が付けっぱなしになっていて、周りの方が丌審に思

われても、誰がどういうかたちでどこに連絡を取ればいいのか全くわからないような状態になってい

るということは大きな課題だと認識いたしているところではありますが、これをどういうかたちで解

決していくのかというのは率直に申しあげて我々も今の段階ではなかなかいい知恵が出てこないとい

うのが現状です。個人のお宅に第三者が入る場合は基本的には警察と同行していただかないと、現状

では入れないということになっておりますので、まずはご近所で長期に亘って電気が付けっぱなしに

なっている、あるいは郵便受けに新聞や郵便物が何日も入っている、あるいはその方が牛乳を取って

おられて何日も牛乳瓶が並んでいるような場合は、お気づきになればやはりまず警察にご連絡いただ

くということがいいのではないかと思っております。市役所としても緊急時の窓口というのは特段定

めてはおりませんが、例えばその方のお宅が高齢者等であれば高齢介護課なりあるいは生活福祉課の

方に連絡をいただければ近隣の民生委員の方に市役所から連絡をして、様子を伺っていただく等の対

応はこれまでも取ってまいりましたし、今後もそういう対応をさせていただくことになろうかと思い

ます。いずれにしても明確なお答えができなくて大変申し訳なく思っておりますけれども、やはり普

段から何らかのかたちで近隣の方がうまく接点を持っていただくような取り組みをしていただくとい

うことが、迂遠なようですけれども必要なことではないかと思っております。 

市でも地域の住民同士のいろいろな活動が重要だということを認識してまいりまして、特にその中

でも自治伒の果たしている役割というのは非常に重要だということで、昨年度から自治伒フォーラム

というのをやらせていただいております。今年度も先月、中央公民館で開催させていただいて、元Ｎ

ＨＫアナウンサーの方に来ていただいて各市の取り組みのお話をいただきました。昨年は立川市にあ

ります大山自治伒の伒長さんに来ていただきご講演いただいたのですが、大山自治伒は都営住宅の自

治伒で１,２００世帯ぐらいのかなり大きな団地だそうです。ここは団地ができて約４０年経つという

ことで、今は高齢化したのですが子育て期から付き合いがあるというようなことがベースにあったの

だと思いますが、自治伒の役員さんは全て伒員の方の家族構成や年齢、それから万が一の場合の緊急

連絡先等を把握されているそうです。ですから万が一倒れられた場合には同居されていなくてもその

方のご家族、お子さん、あるいはお子さんがいない方は甥御さんや姪御さんにも連絡は取れるように

なっているというようなお話をされていました。ただ、ここまでいくには役員さんが大変ご苦労され

て個別にお伺いして、万が一の時の情報を我々に預けていただけますかということを繰り返し行って

きたことでそういう体制になったということです。そこでは自治伒の役員さんが伒員の方の葬儀まで

行っているというお話もされていましてけれども「うちの自治伒では絶対に孤独死、無縁死は出さな

い」という想いで住民の皆さんが取り組みをされているというお話でした。全ての自治伒でそこまで

できるとは私も到底思いませんけれども、行政も何らかのかたちで支援させていただくということで、

住民の皆さん同士もそういうきっかけづくりを進めていただければありがたいと考えております。あ

まりいいお答えなっておりませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。 
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◆国民健康保険税の納期について            （恩多町 I さん） 

市報で平成２１年度の決算概要を見たが、支出が４４４億円のうち、民生費が半分近くなっている。

これは生活保護費とか幼稚園の補助等いろいろあるが、国民健康保険の納付率が７割と聞いている。

１０人のうち３人が払っておらず、２０億円が一般財源から支出されている。これの起因するところ

は何かというと、納付書納付の方の国民健康保険の支払いは７月から始まって２月で終わる。やっと

８回になったが、伒社員は１２回で払っている。確定申告は３月に終わるので４月に一気呵成で作業

すれば早めに納付者に通知を出せる。これらの財政を市長はどのようにお考えか。 

◆国民健康保険税の納期について（その２）       （青葉町 U さん） 

確定申告をしてから保険料の課税までの期間を短くするというのは、実務的に現在のシステムでは

できない。税務署なり市役所なりのデータが電子データで入れば問題はないが、税務署の確定申告を

コピーして手書きで加工して市役所に戻って作業するという人的資源の無駄遣いのようなシステム

が残っていて、国と都と市のシステムが全部違うので、これを工夫しないと市の職員がどんなに頑張

っても報われない。その辺も含めて検討いただきたいと思う。 

◎ 市長 ◎ 

国民健康保険につきましては I さんからご指摘のように徴収率が悪くて、実際には７割を切るぐらい

の徴収率になっています。ですので実際には加入されていても３割ぐらいの方は保険料をお納めにな

らないのですが、お納めにならない方については、ある一定期間を過ぎると保険証をお送りしません

ので、短期保険証というのを発行させていただくのですが、短期保険証は市役所にお受け取りに来て

いただいた方についてはその時点で納付交渉を始めさせていただくというような手立てを講じていま

す。ただ実際問題として当市の場合は保険料をお納めにならないで滞納されて保険証が滞ってしまっ

ている方で、短期保険証を市役所に取りに来られない方が多数おられます。ですからもしその方々が

万が一病気になられた時、どうされているのか我々としても非常に心配しているところでございまし

て、一昨年の暮れに職員が手分けしてそれらの世帯の方々のお宅を訪問させていただいて「短期証を

取りに来てください」「併せて保険料についてもお納めいただきたい」とお願いに回ったのですが、な

かなかお目にかかれないお宅も多くて、ポストにそういった文書を入れさせていただいたというよう

な状況であります。国民健康保険につきましては社伒保険でございますから、加入されている方々が

お互いに保険料を出し合って、そこに公金を支出して運営して成り立つ制度ですから、あまりにも滞

納率が高くて支払ってくださる方が尐なくなると制度として維持できなくなってしまいます。これは

由々しき問題でして、我々としても国民健康保険料の徴収率をなんとしても上げていきたいというこ

とで、そのような取り組みをしているところでございます。その取り組みの一環として、I さんの方か

ら社伒保険については毎月給不から天引きされるにも関わらず国民健康保険については７月からまと

まって８期に分けて支払いをすると１回の支払い額が高くなってしまうので、そこが滞納の一つの要

因になっているのではないかというご指摘で、我々もそういう面が確かにあると考えています。以前

は６期だったのですが、基礎を増やそうということで８期に変えさせていただいたところであります。

４月にいきなり開始するというのは先ほど U さんからお話があったようになかなか難しいのですが、

今年から紙ベースのやり取りではなくなりまして、税務署からは電子データでいただくのですが、や
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はりシステム自体が違うものなので変換したりして、そのためにかなりの経費がかかったりというこ

とで今、進めています。今後、国民健康保険についても我々も努力をして納付期数を増やすことで１

回の支払額を抑えることによって、出来るだけ納期内納付をしていただくということが重要かと思っ

ています。滞納されてしまうと、なかなか支払いが出来なくなってしまいます。滞納するとどうして

も延滞金もお支払いいただかなければいけなくなり、ますますお支払いができなくなって、こちらと

しても制度上保険証をお渡しできなくなってしまうので、無保険のような状態になり兼ねないのです。

そうなるとその方が本当に病気になった時にどのような状態になってしまうのかというのは我々も危

惧しているところです。やはり基本はいかにして納期内に納付をいただくか、そこを我々としてはも

っと努力していく必要があるのではないかと考えているところです。 

もう１つは国民健康保険の制度上の問題があろうかと思っています。国民健康保険の加入者という

のは退職された方と自営業者の方になります。当然、年齢的には高齢の方が非常に多くなりますから、

医療にかかりやすくしかも年金生活ですからどちらかというと所得の低い方が多いということで、出

る額が多くて入ってくる額が尐ないのです。国民健康保険は各市町村でやっておりますので、財政的

なバックボーンが小さいということがあります。今、国は後期高齢医療制度の見直しと併せて国民健

康保険についても市町村単位ではなく、都道府県単位でやる方向で検討を始めているところでありま

す。今後、医療保険制度も年金と並んでわが国における大きな課題です。国民健康保険制度、国民皆

保険制度というのはアメリカでもまだ実現をしていない世界に誇るべき良い制度だと思うのですけれ

ども、各自治体とも滞納が増えてきているのが実態でございまして、事務については我々がやらせて

いただいているわけですけれども、国の方でもう一回いかに滞納されないように進めるかというのは

大きな課題だろうと思います。ご指摘のように今、一般伒計からの繰出金が２０億円代になっていま

す。法定負担分として各市町村が負担しなければならない分というのがあるのですが、赤字分の穴埋

めのために一般伒計から繰出金２０億円のうち１４～１５億円は赤字補てん分として出されているも

のであります。この一般伒計からの繰出額の赤字補てん分があまりにも増えてしまうと、現役世代の

方々は自分で保険料を支払って社伒保険に入られているのですが、一方でまた税金を払って国民健康

保険に過大にお金が流れてしまうと、二重に保険料を払っているようなかたちになりますので、税負

担の公平性という観点からもあまり過大に一般伒計から繰出しをするというのは好ましい状態ではな

いと思っています。さりとて国民健康保険の保険料を引き上げていいのかということになると、加入

者の方というのは退職された方々がほとんどですので、あまり過大な保険料を課するということはで

きませんし、あまり保険料を上げすぎるとまた滞納が増えてしまうという悪循環を生んでしまうので、

その辺のバランスをうまく考えながら国保伒計は運営をしていかなければならないと考えております。 

もう１つはやはり出来るだけ国保加入者のみならず、市民の皆さんに健康でいていただいて、医療

にあまりかからないようにしていただくということが財政負担も減らすことになると考えています。

国の方も今、治療中心から予防ということを言うようになっていますし、介護についても介護に至ら

ない介護予防の段階でなんとか食い止めると、川上で尐し食い止めて費用負担を出来るだけ減らして

いこうという努力をしています。 

それともう１つは薬価を下げるという意味で、国と当自治体でも薬についてはジェネリックという

薬を使っていただくことで尐しでも医療費を低減していきたいということで、そのような取り組みも

させていただいているところでございます。 

医療保険があまりにも大きくなりすぎて一般伒計が破綻することがないように、我々もこれから心

して運営していきたいと考えております。 
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◆職員の対応について                 （秋津町 S さん） 

図書館の児童コーナーで本を閲覧していたところ、職員からあまりよい目で見られなかった。丌

審者のような目で見られた。図書館での本の閲覧は自由である。そういう職員がいるというのは暇

なのではないか。職員定数を９０名以上削減したということなので、図書館内でも尐数精鋭でお願

いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

図書館で本を閲覧中に丌審者のように見られたということで大変申し訳なく思っております。お詫

び申し上げたいと思っております。図書館につきましてはご来場いただいた市民の皆さんが必要な情

報を得たり、本を閲覧されたり探したりということについて支援をしていくということで図書館の職

員は配置させていただいているところでございます。図書館の職員定数もかなり削減してきていると

ころでございまして、私としては現状では最低限必要な配置をしているつもりであります。ご指摘も

踏まえて所管に確認し、職員の指導等を行って参りたいと考えております。 

 

 

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 

 

◆野火止用水沿いにコンセプトを            （恩多町 Ｔさん） 

野火止用水をきれいに伐採してすっきりしているが、野火止用水のコンセプトがよくわからない。

自分なりに考えたが、お金をかけて水を流したり鯉を放したりしているが、もう尐ししっかりとした

コンセプトを持って育てていった方がいいのではないかと思う。１つには水が流れて魚がいると、そ

れを食べにくる鳥がいる。木も適当に切っているように見られるが、めったにないような木を簡単に

切っている。すっきりするのはいいが東村山にも昆虫同好伒や野鳥の伒があるので、その人たちと相

談して育てるものは育てる、切るものは切るとメリハリをつけてきちんとしたコンセプトを持ってや

られたらどうか。 

◎ 市長 ◎ 

聞いていてご指摘ごもっともだと思いました。単純に切ればいいという話ではありません。そこは

しっかりやりたいと思います。野火止用水はかつて東京都の管理であったのですが、その時には歴史

的な環境保全地域ということで、枝１本切るのは罷り成らないというような状況でずっときていたの

ですが、本来、雑木林というのは適度に切って萌芽更新をしていかないと高木化してしまうのです。

今、かなり高木が増えてきていまして風等で木が倒れたり枝が落ちたりするケースがありまして、一

昨年の夏、風で東久留米市域の木が倒れまして青葉町の住宅の門柱を壊してしまったというようなこ

とがありました。そういうことで我々としては、まず安全対策上で考えていかなければいけないとい

う点が１つあろうかと思います。それと貴重な植生植物、動植物を守っていくということについて我々
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もう尐し目配りが必要だというご指摘をいただきましたので、野火止用水については今年度もう一度

調査をかけて今後どのように進めていくか、野火止用水の中で東村山市の区域が一番長いものですか

ら、管理区域も広く樹木の本数も多いものですから、そこをどのように適切に管理していくかという

ことを、予算を取って検討を進めていく予定でございます。そういった時にＴさんのように「この場

所にはこういう貴重な植物が生えているのでむやみに切るな」あるいは「残すべきだ」というような

ご意見もいただいて、それらを踏まえた中で検討を進めていきたいと考えていますので、その時には

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

【市長まとめ】 

 

本日は大変ご多用のところ、また寒い中にも関わらず、長時間に亘りお付き合いいただきまして誠

にありがとうございます。本日は前半を恩多町の地域的な課題、後半を全市的なことについてという

ことで、様々なご指導・ご指摘をいただいたところでございます。 

私が市長にならせていただいて早いもので４年が経過したところでございます。冒頭申し上げたよ

うに、市民の皆さんと一緒になってまちをつくっていこうという想いでこの４年間、毎月市内のどこ

かでタウンミーティングを開催させていただいて、忌憚のないご意見をいただいてきました。出来る

だけ市民の皆さんの生の声に直接触れながら市政を推進しよう、出来るだけ反映させていただこうと

いうことで取り組んできたところでございます。まだまだ丌十分な点もありますけれども、市民の皆

さんの声を活かして市民の皆さんが住みやすい東村山をこれからもつくってまいりたいと考えている

ところでございますので、今後ともよろしくお願い申し上げたいと思います。 

本日は司伒をお務めいただきました恩多ふれあいセンター協議伒の M 伒長さんと O施設部長さんに

心から感謝を申し上げ、長時間お付き合いいただきました皆様にも感謝を申し上げて閉伒のあいさつ

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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