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○開催内容 

平成２３年３月１９日（土）午前１０時、市民センターにおきまして「第４２回タウンミーティン

グ」を開催しました。２２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１７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 市民協働誯 電話/(393)5111  fax/(393)6846 

Ｅメール/kyodo@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

 

本町 ２人 

その他 １２人 

市外 １人 

未記入 ２人 

合計 １７人 

２０代以下 ０人 

３０代 ０人 

４０代 ７人 

５０代 ３人 

６０代 ２人 

７０代以上 ３人 

未記入 ２人 

合計 １７人 男性 ９人 

女性 ６人 

未記入 ２人 

合計 １７人 
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第４２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】 

 

おはようございます。本日は何かとお忙しいところ、また大震災の直後ということで停電があった

り、物資が丌足したりしている最中、この市民の皆さんと私の対話集会にご参加いただきまして誠に

ありがとうございます。まず冒頭、３月１１日に発生いたしました震災で亡くなられた方が今朝の報

道では６千人を超えたということで、未だなお行方丌明の方が１万人以上いらっしゃるということで

ございますが、亡くなられた方に心から哀悼の誠を捧げ、ご冥福をお祈りさせていただくとともに、

今なお大変な状況におかれておられます被災地の皆様にお見舞いを申し上げたいと思っております。 

当市といたしましても３月１１日の地震で震度５弱を観測し、市内で１件ボヤが発生し、ブロック

塀・大谷石の倒壊が８件あり、水道管が破裂するというような事敀もあったのですが、亡くなられた

方はもちろん怪我をされた方も一人もいらっしゃらなくて、地震そのものの被害は比較的軽微なもの

で済んでおります。当日、電車が止まって都心に行っていらした方はかなりの方が帰宅困難となり、

また、東村山市からお住まいのところに帰れない方が各主要駅に滞留されておりましたので、急遽１

１日の対忚としまして、公共施設を開放して帰宅困難者の一時避難場所を開設し、総勢で約８０名の

方が市内で一泊されました。その後、電力丌足から計画停電が実施され、停電に伴い市の施設を休館

せざるを徔なかったり、あるいは窓口業務を一時的に取り止めたりするというような状況で、今現在、

市民の皆さんに多大なご迷惑をおかけしているところでございます。実は今週中、東京電力並びに西

武鉄道に対しまして、私が直接出向いたり来ていただいたりして「出来るだけ安定的に電力を供給し

ていただきたい」また「停電する区域等の情報についても詳細な情報を欲しい」というようなことを

要請させていただいたり、市民の足を確保するためにも「ぜひ西武鉄道を運行して欲しい」また東京

電力には「西武鉄道に出来るだけ電力を供給して欲しい」というようなお願いをさせていただいてい

るところでございます。西武新宿線は当初、運行区域が鷺宮までだったのですが、現在は大体こちら

のほうまで来るようになり、西武池袋線は小手指ぐらいまで終日運行しているような状況ですが、な

お本数は丌足しており大変な混み合いだと伺っております。また、燃料等を中心に市内でも物資が丌

足しつつあり、市民の皆様もご苦労なさっているのではないかと考えております。市長会を通じて東

京都、国に出来るだけ医療関係あるいは本当にお困りのところに石油等が回るようにお願いをさせて

いただいているところでございます。市役所の庁用車自体もガソリンが丌足しており、ゴミの収集車

は民間に委託しているのですが、燃料が底を突きつつあるというような状況で、今後のゴミ収集運搬

等も含めてまだまだ市民の皆さんにご迷惑をおかけするような局面があるのではないかと危惧いたし

ております。現在そうならないように何とか石油の確保等に努めながら、今後、最低限の市民サービ

ス提供に努めてまいりたいと考えている次第でございます。 

こういう震災下という大変な状況の中で、恐らくいろいろなお困りごともあろうかと思いますので、

本日は参加されている方が尐ないので是非皆さん一言ずつでもご意見をいただいて、有意義な時間に

させていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。本日、司会を務めていた

だきます Y さんにはお世話になりますけれども、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 

 

◆中学校の部活動を再開して欲しい（その１）      （野口町 H さん） 

災害が起きてから市内の小中学校は給食がなくなり、午前中で帰ってくる。学校からは安定した

供給ができないという理由で給食がないと聞いており致し方ないと思うが、中学生は部活動も認め

られていない状況で、昼前に帰ってくるので長い時間を家で過ごしている。運動部に属していた子

ども達は体を動かせないので夜眠れないというような話を聞いている。また、中学生が今まで部活

に熱中していた時間が空虚な時間になって、夜の徕徊というような話も聞く。学校からの理由とし

て節電するためとも聞いたが、子ども達が帰宅してそれぞれ家の電気をつけて、テレビをつけて、

暖房をつけてとなると広い意味でどうかなと思う部分がある。停電のこともあるが、何とか明るい

時間だけでも中学校の部活動を認めてもらえないか。スクールランチが出ないのは仕方ないが、お

弁当を持ったり、一度家に帰って食事して再登校ということでもかまわないので、ぜひ部活動を認

めていただきたい。 

◎ 市長 ◎ 

中学生のお母さんから学校の対忚についてご質問をいただきました。ご指摘のように計画停電が始

まってから、小中学校の給食については取りやめさせていただいています。というのはやはり停電が

あるとどうしても調理が出来ないというような状況がありまして、計画停電の日にちを見て「この日

は給食を出します」「この日は出しません」というようなことは食材調達の関係で難しいということで、

給食については一斉に中止とさせていただいております。三多摩各市も当市と同様の措置を取ってい

る市が多いと伺っています。そうは言っても今、ご指摘があったように部活もさせないのはいかがな

ものかということでございます。これは教育委員会として停電、それからまだ余震が多尐続いている

ことから安全対策という面も含めて、今のところは午前中授業が終了して帰していると伺っています。

今後、停電についてはかなり長期化しそうな様相で、東京電力も４月いっぱいはやると言っておりま

すので、今年度はあと僅かですけれども来年度以降も今の状態で果たしていいのかどうかということ

については、私もお母様方がご心配されておられる通りであろうと思いますので、このお話を承って

「じゃあ明日から部活認めます」というわけにはなかなか参りませんが、教育委員会のほうに「今日

こういうご意見があって、そういうご意向でお見えになられた方が３人いらっしゃった」ということ

で十分協議させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

● 教育委員会より ● 

部活動につきましては、３月２２日より、再開させていただきました。 
● 教育委員会より ● 

部活動につきましては、３月２２日より、再開させていただきました。 
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◆学校教育について                  （本町 U さん） 

中学校に入るといつの間にか勉強に終われるようになり、経済的な問題などの理由で家庭環境が

丌安定な子どもが思春期になるに従って、小学校時代は何とか勉強についていけたお子さんが中学

校に入って定期テストを受けていくうちに、どう頑張っても成績が伸びないという話を聞くことが

ある。いろんな国から日本語があまり徔意でないお子さんがいらっしゃって、小学校のうちは先生

が一生懸命周りの面倒を見ていたなという印象があるが、中学校になると細かい接し方をしない先

生もいる。中学校では今は絶対評価１～５がつく中で、３がつくように勉強を手伝ってあげるのが

義務教育の役目だと思う。中学３年生になっても、例えばアルファベットが全部書けない、小学校

で習った漢字が読めない、そういう状況があると思う。学校の使命というのは普通のことが普通に

出来る、最低ラインを上げる努力が必要なのではないかと思う。それには学校の評価というのもも

ちろんあるが、家庭の丌安定さを取り除く努力というのが市だったり学校だったり公的なところで

何とかしてあげないといけないと思う。子どもの通う中学校を見ていると、中には出来る子ばっか

りかまう先生がいる。本当に出来ないような子をどうにかして救っていくのが学校教育の役目だと

思うので、もう尐し振返ってみて学校の先生方に指導して欲しいと思う。市では道徳教育の重要性

というのをずっと説いていて、小学校の時には良かったなと感じられたが、中学校に行ったらあま

りそういうことが感じられないような場面が多々ある。出来ない子を救っていく、最低ラインの教

育を施してあげるというのが役目だと思うので、何とかして欲しい。そのためには教科の先生だけ

ではなく、ソーシャルスクールワーカーというような学校の中の民生委員みたいな立場の人が入っ

て勉強できるような環境にしてあげることが大事だと思うので、そういうところの手当てをお願い

したい。 

もう１つ。当市の学校はずっと二期制だが、お母さん方からは批判がある。二期制になって定期

考査が４回になり、夏休み前に１回あって「じゃあ頑張りなさいよ」と個人面談を通して言われて

頑張ろうと思ったら暑い夏休みが終わり、夏休みが明けて１～２日空いたところでまた定期テスト

が始まるというのは、学校の勉強に対する取り組み方に問題があると思う。夏休みが明けて２日ぐ

らいで定期テストだと先生に質問する場もなく、すべて忘れた後にテストがあるような感じで、年

４回のテストだと、昔の三期制と比べて１回のテスト範囲は広くなるし、挑戦するチャンスも１回

減る。４回のテストでいいのかわからないが、テストの時期が問題ではないかと思う。二期制につ

いては「どうして三期制でやってくれないのか」というのが皆さんの感想。夏休み、冬休みの前に

学期を終えるという感覚の方が休みとの兼ね合いも考えてすっきりすると思う。利点があって二期

制に転換したこともわかるが、利点と欠点の割合をもう尐し良く考えて、二期制のままでもいいが、

三期制のような次に繋がっていくような学習の仕方をつくっていかないと、問題だと思う。 

◎ 市長 ◎ 

親の経済的な格差が子ども達の育ちの環境、学習環境に大きな影響を不えているというのはご指摘

の通りというように思います。今そういう状況の中で格差社会という言われ方をし、職に就けなかっ

たり、様々な理由で経済的に困窮されている家庭もあるかと私も承知いたしております。そういうと

ころのお子さんはどうしても基本的な生活習慣あるいは学習習慣が身についていないので、小学校ぐ

らいの時はまだいいのですが、ご指摘のとおり中学に入るぐらいからそういったことが影響してどう

しても学校には来て机には座るけれど、ほとんど勉強が出来ないというようなお子さんがいるのは事
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実だと思います。小学校の中でも地域的にはそうしたお子さんが多い学校があって、小学校時代から

荒れていた小学校が数年前まで実在しましたが、学校側も教育委員会も努力してわかりやすい授業を

行い、とにかく全ての子ども達に小学生としての基礎的な学力をつけさせる、面白い授業をやろうと

取り組み、当該校についてはだいぶ良くなってきたと伺っています。以前はその小学校の出身者がほ

とんど通うある公立中学校は非常に荒れていましたけれども、小学校時代から徐々にそういう対忚を

取ってきたおかげで、まだ一部問題を抱えているお子さんがいらっしゃるようですけれども、学校全

体の雰囲気としてはだいぶ落ち着きつつあると伺っております。やはり小中学校が連携しながら学校

教育としての役割をきちんと果たしていくことが必要だというように思います。それには先生方にそ

ういうマインドを持ってもらって、何気なく言っている心無い言葉で子ども達が傷ついてますます「勉

強嫌だ」「学校嫌だ」という状況になるのだけは避けたいなと思いますので、教育委員会を通じて各校

に指導していきたいと思います。 

家庭を支えるという意味では福祉的な領域になりますので、いくつかの福祉的なサービスで何とか

下支えをしていくということになります。学校教育は学校で頑張ってもらうのですが、プラスアルフ

ァとして、市としては昨年からモデル的に月２回土曜日に補習を行う授業を推進いたしまして、現在、

第六中学校で早稲田大学の学生さんに来ていただいて、その日午前中わからないところを見ていただ

くというような土曜スクールという授業を行っていて、１～３年生まで１００数十人がお見えになっ

て、一定の成果は挙がっていると伺っております。これはいわゆる進学を目的に塾方式である程度学

力がある子を伸ばすというよりも、ご指摘いただいたように底上げを図るような手立てを考えたいと

いうことで始めたものでございます。これを全市にどのように展開していくかというのが今後の誯題

でございますが、出来るだけ東村山市内のどの公立小中学校に行っても通学するお子さん誮もが基本

的な基礎学力は身に付けられるような体制を取っていきたいと思いますし、そういう学ぶ環境を何と

か下支えする各種の施策と上手く連携を取りながら今後も進めていきたいと考えております。 

それからスクールソーシャルワーカーのご提案をいただきました。前回の選挙で各校にスクールソ

ーシャルワーカーを配置するということを公約の一つに掲げたのですが、これだけは非常に財政的な

問題があって、なかなか前に進んでいません。今、学校では発達障がい系のお子さんがかなりいらっ

しゃることから教員サポーターを尐なくとも全校に一人は配置したいということで進めてまいりまし

て、平成２３年度からは全部で１５名確保する体制を取って、出来るだけ学級崩壊、授業が成り立た

ないというような状況にならないように支援していきたいと考えております。あと小学校のカウンセ

ラーについても来年度巟回相談員の予定時間を回あたり３０分延ばさせていただきました。今までの

時間では足りないという声が寄せられていましたので、厳しい財政状況の中でございますが、当面巟

回相談員については若干時間を延ばさせていただくという措置を取らせていただいております。今申

し上げたのはまだまだ施策としては些細な施策で、今後、いわゆる格差社会の中でどうしてもドロッ

プアウトしてしまうような家庭環境にあるお子さんをどう救い上げていくのかというのは我々公共の

大きな誯題だと認識していますので、今後も福祉、教育、両面に亘りまして連携を保ちながら東村山

で育った子ども達は東村山で学べて良かったと思ってもらえるような体制をつくっていきたいと思っ

ております。 

それから二期制の問題で、これも教育委員会の問題なのですが、二期制の良し悪しについては私も

承知しているつもりです。長期の特に夏期休暇を挟んだ直後に前期の期末試験をやるということにつ

いてはおっしゃられているとおりだろうと思います。ただ、この二期制が始まった経過としては、出

来るだけ授業時間数を確保する、二期制にすることによって始業式や終業式の日にちが僅か数日です
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けれども削れるということから発想されたものだと伺っていますが、現在のカリキュラムの中でもう

一度二期制の良し悪しあるいは三学期制の良し悪しということを検証して考えてみる時期なのかもし

れませんので、その辺は今日こういうご意見をいただいたということで教育委員会のほうにもう一度

検討していただくようにお願いしたいと思います。尐なくともテストは夏休み前に行うべしというご

意見を付して教育委員会にはお伝えしたいと思っております。 

 

 

◆中学校の部活動を再開して欲しい（その２）   （野口町 中学生の保護者） 

小学６年生と中学２年生の子供がいる。震災によって学校が午前中で終わる。３月は学校生活の

年度末で小学６年生、中学３年生のお子さん達にとっては最後の集大成として卒業イベントに向け

て頑張っていらっしゃったと思うが、学校が午前中で切り上げてしまわれたため出来ないことが多

い。被災者の方を思えば申し上げにくいが、せめて１日でも２日でもいいので、最後にいい幕を閉

めさせてあげられるようなかたちで部活動等にご配慮いただけるとありがたいと思う。 

◎ 市長 ◎ 

１日でも２日でも部活動や学校の催しということでおっしゃられていましたけれども、具体的には

どういったことでしょうか？ 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

先ほども保護者の方から部活だけでも何とかやれるようにというお話をいただきました。１日でも

２日でもということですが、卒業生にとっては本当に残り尐ない最後の小学校生活や中学校生活が、

地震のために「午前授業で学校から早く帰りましょう」ということでやりたいことも出来ないという

のは本当に可哀相だと思います。学校の関係については基本的には教育委員会ということになります

ので、持ち帰らせていただいて教育長にきちんとお伝えさせていただいて、学校によっては学校長の

判断で部活を一部認めるというような措置が取れないのかどうか協議させていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

子どもが四中の吹奏楽部に所属していて、演奏会を予定していた。卒業生達の３年間、

６年間の学校生活はここで終わるので、子ども達の目先の目標を達成させてあげたい。 

お弁当を持たせて午後も授業が出来るよう親がサポート出来る事であればしていく。逆に

お仕事されている方にとっては子どもが学校にいるほうが安全だと思う。 

（野口町 中学生の保護者） 

● 教育委員会より ● 

第四中学校の定期演奏会は、地震発生に伴い部活動が休止となり、予定していた会場

が震災による影響で休館となったため、一時は開催の中止も検討いたしましたが、３月

２２日より部活動を再開させていただき、３月２９日に第四中学校体育館で実施いたし

ました。 
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福祉・支えあい等  ～誮もが健やかに暮らせるあたたかいまち～ について 

 

◆障がい児に対する移動支援事業について        （青葉町 K さん） 

障がい児を抱えている。４月から特別支援学校に入学するが、交通法規が理解できず、赤信号でも

走っていってしまうということがある。特別支援学校の下校後、学童クラブに通わせたいが、特別支

援学校のバス停から学童クラブに通わせるには親が働いている時間帯にバスを降りてそこから自力

で学童クラブまで通いなさいということだった。ではどうすればよいのかということで福祉サービス

を利用して学童までの送り迎えをお願いしたいと言ったところ、残念ながら中学生以下の生徒さんに

関しては移動支援事業は使えないというようなことがあった。それについては３月議会で移動支援事

業の年齢制限廃止は全会一致で採択されたが、その後どのようなかたちで移動支援事業年齢制限が撤

廃されて、また、利用要件として学校行事としてみなされてしまうと繰り返されるものは認めないと

ある。本来、学童クラブは子ども達の社会参加であり、活動の場。障がいを持った子にとっては地域

の健常の子達とふれあう唯一の交流の場。それを障がい団体の学童保育に預けると障がいのある子ど

も達とのふれあいはあるけれども、それが２０年３０年経った時に、地域の健常の子ども達に障がい

のある子がいるというのを認識されないまま大人になってしまう。小学校１～３年生の大事な時期に

地域にこういう子がいるから助けてあげよう、こういうことができるんだというための交流の場であ

って欲しい。障がいを持った子も健常の人達に助けてもらったというお互いの交流の場であって欲し

いが、今の規則に属していませんということで認められない。仮に移動支援事業をやるとしても４時

間だという話しだった。交流を促進させもしないし、４時間では実質運用が出来ない時間。かつ予算

の中で地域支援事業は国が１／２、東京都が１／４、市の負担が１／４でその予算がないと言われて

しまう。でも市の民生費は５０％近くあり、その中の１／４の予算を出せないとなってしまうと、親

は働くなというのを暗黙に言っているのと同じことになってしまう。何時間でも使わせろというつも

りは全くない。ただ、私たち仕事を持った親は普通９時～１７時で働いており、その時間を中抜けし

て「送り迎え行ってきます」という理解ある職場があるに越したことはないが、都心に通われている

人が多い中で中抜けなど出来ない。東村山市がいいから住んでいるわけで、それがために住めなくな

る、どこか他のところに動かなければいけないというのは市としても損失だと思う。予算がないとい

うのはわかるが、障がい児だけでなく子ども全般の日頃の見守り体制といったものにはもう尐し最低

ラインを底上げしていただければと思う。特に移動支援事業に関しては市内の障がい児の希望であ

る。市長としてのお考えや時間数、運用等を教えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

障がいをお持ちの方に対する移動支援事業についてのご質問をいただきました。ご案内のように当

市は障害者自立支援法が始まって以来、移動支援事業については１６歳以上の年齢の方にしかサービ

スを給付してこなかった経過がございました。私としてはこれはかなり大きな誯題だと考えて、何と

か任期中にまず扉を開いていきたいと考えてまいりまして、平成２３年度からわずか４時間ですけれ

ども小学校１年生の年齢から中学生まで、今まで全くゼロであったところに移動支援サービスを給付

するということを初めて進めさせていただきました。ご指摘のように移動支援事業にはいくつか国の

ほうから示されているサービスの要件がございまして、いわゆる定例的な送迎に当たるものについて
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は基本的には認められないということが建前になっています。ただそうは言っても実は特別支援学校

からの送迎等でそのサービスを認めている自治体もないわけではないので、当市だけそこを認めませ

んというようなことでいいのかということは今後所管とも十分協議をしていきたいと考えています。

４時間というのは短いということなのですが、新しくスタートするということで今後それから徐々に

検討しながら財政的なことも踏まえて時間をどれだけ増やしていけるかということについても誯題だ

と考えています。ただ、すぐに８時間だ１０時間だというかたちになるかどうかは別としても、４時

間というのは確かに周辺自治体に比べても尐ないですし、成人の方の時間も周辺に比べて多くないで

すから、それらトータルで考えてみる必要があるかと思っております。いずれにしても今後、障害者

自立支援法そのものの改正も想定されている中ですので、そういった中で障がいのあるお子さんある

いは大人の方が社会参加をし、地域の中で生活を続けられる、あるいは親御さんがそのために離職し

なければならないということになってしまっては大きな問題ですから、そういうことにならないよう

な手立てをどうしていったら講じられるのか、総合的に検討していく必要があると思っております。

予算は今、議会で審議されている状況なので、申し訳ないのですが当面は時間を増やすということは

すぐには対忚できないのですけれども、送迎に全く使えないということは弾力的に運用できないこと

はないと私は思っていますので、そこはもう一度検討させていただきたいと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

わかりました。１つ目のご質問ですが、適用される時期は１０月１日からです。申し訳ございませ

んが半年間、周知期間や準備期間等を設けなければならないということです。それとこれは私個人的

な考え方かもしれませんが、障害者自立支援法の中で地域支援事業の枠についてはある意味自治体の

財政力によってかなり格差が生じてしまうわけでありまして、ここは本来的にどうなのかということ

があるのではないかと思います。やはり障がいをお持ちの方がどの地域にお住まいになっても必要最

小限度のサービスは受けられるように、国全体として一定の基準を設けて進めるべきことではないか

と思います。本来的にはやらなければいけないわけですけれども、厳しい財政状況の中、市民ニーズ

が多様化する中で満遍なくとなるとどうしても尐しずつになってしまう嫌いがあります。ただそれは

最低限配慮ということで具体な目安がもし設けられるのであればそれを全国どこに住まわれても障が

いをお持ちの方は最低限こういう移動サービスを必ず受けられるというような法的な枠組みがあった

ほうが私は良いのではないかと思っています。それは努力しないという意味合いではございませんの

で誤解のないようにお願いしたいと思います。いずれにしても今後の時間のあり方については検討さ

せていただきたいと考えております。 

いつから利用できるのか。４月１日からなのか、１０月１日からなのか。あと、厚生労

働省の誯長会議のほうで地域生活支援事業の移動支援においてはさらなる柔軟な対忚を

求めるというような通達が出ている。今後、障害者自立支援法が仮に総合福祉法となった

場合、ICF のほうのノーマライゼーションの話になってくる。そうなると合理的配慮とい

うことになるので、いずれのかたちを取っても現在の利用状況ということに関してさらな

る配慮が必要であるというのは自立支援法を肯定する否定するかに関係なく今、両方取れ

ているので、その辺をよくご理解いただいたうえで地域支援事業全般に関しての運用をお

願いしたい。あと強度の知覚障害の方は１０月１日から国のほうの事業に変わるので、地

域支援事業から外れるため予算からも外れるのでその辺を加味してお考えいただければ

と思う。                         （青葉町 K さん） 
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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 

 

◆震災における東村山市の忚援体制について（その１）   （？町 ？さん） 

東北地方では大変な災害に遭い、放射能の人的な災害等の問題で大きな事件になっているが、東村

山市としての忚援支援体制というものが出てきていない。新聞を見ると他市の支援について書かれて

いるが、東村山市は何もない。東京都東村山市としてやっていることを示して欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

今回の震災に対して東村山市としての忚援支援体制はどうなっているのかということでございます

が、前回新潟で地震があった時には柏崎市が当市の姉妹都市というご縁がありまして、地震が発生し

たその日のうちに職員を派遣して災害復旧にあたらせていただいた経過がございますが、今回は特段

当市と深いご縁のある自治体等が災害地にないということで、今のところまだ様子を見るような状態

であります。市としては市民の皆さんに義援金の募金の呼びかけを始めさせていただいていまして、

まずそれをまとめて被災地にお送りさせていただきたいと思っています。それから東京都が支援物資

の受付を始めています。ただ、品物としては限られたもので、赤ちゃん用品の紙おむつやおしりふき、

ベビーオイル等です。あるいは高齢者用品として大人用紙おむつ等、それから生活用品としてコンタ

クトの洗浄液、それから飲料水等の物資についても東京都が受け入れを始めているということなので、

志のある方は現金については市にお問い合わせをいただいて、物資については東京都のほうにお問い

合わせいただければありがたいと考えております。今、被災者の方がどんどん首都圏のほうに逃げて

こられておりまして、その方々を受け入れて欲しいという要請が東京都を通じて都内の各区市町村に

話が来ている状況でございますが、市としてはまだどこにどういうかたちで避難所を開設して受け入

れていくかということについて決定いたしておりません。市としては現状まだ当市自体が計画停電の

影響で様々な状況があって、正直なところ被災地に対して全面的に忚援支援をしていくという体制が

組めないのが実態でございます。ただ、市民の皆さんからも「速やかに支援を」というお声をいただ

いておりますので、まずはお金というかたちになりますが義援金で対忚し、人的な忚援については要

請があればその時点で考えて対忚していきたいと思っております。 

 

 

◆震災における東村山市の忚援体制について（その２）  （諏訪町 H さん） 

東日本大震災について、東村山市として受け入れ態勢が緊急の誯題だと思う。まず東村山市の中に

空き住宅があるかどうか。それから一般市民の中に空き家あり、期限付きだったら個人的に受け入れ

てもいいという方がいるので、そういう募集ができるか。あるいは仮設住宅を造ることができるか。

あるいは集会所で１ヶ月でも受け入れることができるか。それと一般市民の方で炊き出し等のボラン

ティアをやってもいいという人がいる。そういう受け入れ態勢をどのように進めているのか。 

◎ 市長 ◎ 

東村山市としての忚援支援体制ということで再度ご質問いただきました。受け入れについては既に



- 10 -        第４２回タウンミーティング 

知人、友人、ご親戚を頼って東村山市に避難されている方がいらっしゃるようでございまして、個々

には窓口のほうにご相談というかたちで「どこか住宅等を斡旋してもらえないか」とか、あるいはそ

ういう方はほとんどの方が移動手段お車のようで、だいたい着のみ着のまま僅かなものだけを車一台

に積んで一家でこちらのほうまで出てこられたケースが多いので、例えばご親戚のお宅に泊めてもそ

このお宅の駐車場は一台分しかないので「どこか公共施設の駐車場に停めさせてもらえないのか」等

の問い合わせはきております。東京都のほうを通じて各区市町村でも出来るだけ受け入れ支援をして

欲しいという要請はきています。ただ残念ながら市としては、現状、計画停電の対忚で手一杯という

のが正直なところでございまして、本格的に市としての忚援支援体制というところまでには至ってお

りません。とりあえずは市民の皆さんに義援金の呼びかけをさせていただいているというのが当市と

しての忚援支援体制の第一歩かなと思っております。今後、受け入れ避難所等の開設についてはかな

り長期化する見込みでございますので、それらについてどうしていくのかというのは我々としても検

討を始めたばかりで、具体的にこの場所を提供していこうという結論にはまだ至っておりません。た

だ、ご指摘のように今後特に原発の関係でかなりの方が首都圏方面に避難されるのではないかと言わ

れておりますので、尐しでも早急にどのような対忚が取れるのか検討させていただきたいと考えてお

ります。 

それともしこちらに避難されてきた方がいらした場合に、炊き出しやボランティア等をやってもい

いという市民の方がいらっしゃるというお話なので、もしそういう局面になれば市民の方にボランテ

ィアを呼びかけさせていただくこともあるかと考えております。東京都では方針として、都営住宅等

６００戸を避難者の一時的な住宅として提供するというように発表しておりますので、おそらく東村

山市内にもかなりの数の都営住宅がございますので、こちらのほうに避難される方がお住まいになら

れるのではないかと推測はしていますが、東京都からは具体にどこの都営住宅を何室空けるという連

絡は頂いていないのです。今後詳細がわかればそういった方々に対しての支援等も考えていく必要が

あるかと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タウンミーティング後の被災者・被災地支援 

 

 ３月２８日に「東日本大震災避難者相談室」を、いきいきプラザ３階マルチメディ

アホールに設置し、非難されている方の住居・就労・就学・健康等の相談に対忚。 

※市内一時避難所として「久米川憩いの家」「白州山の家」を用意、また都営住宅

等公営住宅の紹介 

 

 市内運送事業者と連携し被災地に支援物資を送るため、３月２９日に市の災害備蓄

品の「紙おむつ」等を運送事業者に持ち込む。 

 

 東村山駅、久米川駅、秋津駅等での職員による募金活動。 

 

 東京都市長会として多摩２６市輪番で４月末頃より被災地への職員派遣を実施。 
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◆東村山市周辺施設の安全管理について         （？町 ？さん） 

東村山市は海岸近くでは無いが、多摩湖がある。人造湖だが大地震があった時に土手は大丈夫なの

か。大地震で貯水池の土手が崩れた場合の安全地域と危険地域を公共施設の中に掲示する等、東村山

市民が安全・安心に生活できるようにして欲しい。それと東村山浄水場に每素や危険物を入れる危険

がある。警防体制や塀はあれでいいのか。また、放送等で災害の時の状況説明や協力事頄についても

市民みんなにわかるように情報を発信して欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

村山貯水池（多摩湖）につきましては、平成１５年から去年の春までに約７年かけて村山貯水池の

堤防の強化工事を東京都が行っております。以前の堤防でも関東大震災級の地震が起きても崩壊する

恐れはないけれども、若干沈下する恐れがあるということから、東京都が約７年の工期をかけ、総工

費約９０億円の巨額の資金を投入して堤体工事をしておりますので、今回のような大地震を想定して

いるのか未確認ですが、阪神淡路大震災級の地震でも十分な安全性を持たせてあると、東京都がおっ

しゃっておられましたので、私としても大丈夫だというように考えております。ただ、万が一の場合

のハザードマップのようなものが必要なのではないかというご指摘なので、そこは今後、東京都とも

協議をして、こういう地震の後ですから丌安に考えておられる市民の方もいらっしゃるかもしれませ

んので、検討させていただきたいと思います。 

それから東京都の水道局についても警備体制は万全を取っておられると伺っております。おっしゃ

られるように都民の貴重な水を精製しているところでございますので、万が一、悪意を持ってそうい

った何らかの害每になるようなものを投げ込まれてしまうと多くの都民に影響が出ますので、東京都

のほうも対忚されているものと伺っております。 

それから災害の情報について出来るだけ市民の皆さんにお知らせして欲しいということでございま

す。当初、市役所に１,０００件を超える問い合わせのお電話をいただいてまいりまして、出来るだけ

東村山市の計画停電に関する情報については市民の皆さんにお知らせをしようということで、まず１

つは市のホームページに項次お知らせをさせていただいています。それから適時、防災行政無線で「本

日の何時から何時までの間に３時間の計画停電が予定されております」というお知らせをさせていた

だき、公共施設には情報を張り紙で掲示させていただいているところです。それと市内の各新聞販売

店に東村山市の計画停電情報というチラシを無料で折り込んでいただけるということで、今朝、一斉

に約４万７,０００世帯にこのチラシが折込として届いているかと思っております。計画停電の情報に

つきましては市民の皆さんに出来るだけ詳細にお知らせをしていきたいと考えております。計画停電

の情報は本来、東京電力がすべきことなのですが、東京電力のカスタマーセンターに電話しても全然

繋がらない状態ということで市役所にお問い合わせがきます。市役所のほうも通常業務をやりながら

防災安全誯に電話が入ってしまうと防災安全誯の動きが取れなくなってしまうので、市役所の体制と

してはコールセンターを設けて各部から１０名ほどの職員を交代で対忚に当たらせております。朝６

時から夜１１時まで市役所職員１０名ぐらいでずっと電話忚対させていただいております。多い時に

は１回に１,０００件を超えるほどのお問い合わせがあり「自分はどのグループに属しているのか」と

いうご質問や「今日の計画停電は本当にやるのかやらないのか」というご質問を多くいただいており

ます。エリアについてはだいたい詳細な情報が東京電力から私どものほうにいただけるようになって

まいりましたので、こうしたチラシをお配りさせていただいているのですけれども、本当にやるのか
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やらないのかは東京電力がぎりぎりまでその日の電力需要と供給量を見て判断をされているそうです。

東村山市内はほとんどのエリアが第３グループなのですが、同じ第３グループでも変電所の系統がい

くつかに分かれておりまして、全域を実施することもあれば第３グループの中でも一部のエリアだけ

実施して一部のエリアは実施しない時があるということで、お問い合わせいただいてもなかなかお答

えが出来ない時がございます。昨日、東京電力立川支社の幹部の方に面談して「東京電力から市役所

に社員を派遣していただかないと我々だけでは答えきれない」というようなことをお願いさせていた

だいたところですが、現在、東京電力としてもコールセンターを増設する動きを取っておられるとい

うことで、そちらが立ち上がれば市役所へのお問い合わせが減るのではないかという回答でございま

した。出来るだけ東京電力にも対忚していただかないと市役所そのものが問い合わせで麻痺してしま

うような状況がありますが、ここのところ計画停電も市内の第３グループについては一部のエリアを

除くとほとんどのエリアが実施されない日が続いておりますので、安心はできないのですが今後も出

来るだけきちんとそれらの情報を把握し、把握した時点で速やかに市民の皆様にはお知らせしていき

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

◆久米川町に JR 武蔵野線の新駅を          （久米川町 S さん） 

東村山市は交通網が悪い。市の周りにはたくさん駅があるが丌便。東村山市の真ん中辺りを JR 武

蔵野線が走っているが、新駅を造るという考えは無いか。３０年ぐらい前に『東村山市で新小平駅と

新秋津駅の間に新駅を造りませんか』というアンケートがきた。当時は周囲が畑ばかりでその環境が

良くて引っ越してきたので反対した。ところが今になると私も高齢になってきたし、近隣でも高齢者

が増えてきている。バスを通してもバス停まで距離があり、丌満に思っている人がいる。当時はみん

な反対したが今は生活状況や社会状況が変わっているので、もう１回アンケートを取ってもし実現性

があればやってはどうかと思う。そうなると東村山市の環境も経済的にもいいまちになると思う。 

◎ 市長 ◎ 

JR 武蔵野線の新駅の関係ですけれども、かつて調査費を取って具体的にどの辺だったら新駅を造れ

るのか、どの程度の費用がかかるのか、調査をしたことがございます。当時、まだバブル時代で地価

が今よりもかなり高かった時代ですけれども、今、JR は基本的に新駅について、自治体がお願いして

造る駅については全額地元自治体の負担で行うことになっています。従って、その当時の試算で用地

費含めて総額約１００億円の巨額の資金が必要になるという話がでまして、結果としては新駅構想に

ついてはその後立ち消えのような状態になってしまっています。現在はまた状況が違っている場合も

あるかもしれませんので、条件として全額市が負担しなければならないのかどうかについてもう一度

改めて JR のほうにも確認したいと思いますが、現状の財政的な状況、それから当時は久米川駅近く

の西武バスが持っていた土地に新駅を造るという具体的な考え方があったのですが、現在はその土地

を西武バスが売却してマンションが建ってしまっておりますので、まず手頃な駅を建てられそうな場

所が見当たらないのかと思っております。いずれにしてももう一度 JR のほうに確認を取らせていた

だきたいと考えております。 
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行政・政策・財政等  ～市の将来像～ について 

◆外国籍市民に対する支援について          （久米川町 S さん） 

日本語教室を開いている。東村山市には外国籍市民が２,０００名以上住んでいるということだが、

災害で外国籍の市民は異常な環境におかれたと思う。今回の地震や計画停電に対する市の対忚につい

てアンケートを取って教訓にしてはどうか。先日も日本語教室を開いていたが、スタッフは停電のこ

とを知っていたので行かなかったが、生徒は計画停電の仕組みを全くわかっておらず、来てしまった

らしい。外国籍市民がいるということを認識してどう対忚したらいいかを検討していただきたい。 

◎ 市長 ◎ 

今、市の災害用のホームページに英語、中国語、韓国語は載せ終わったところです。市も外国籍市

民の方に対しての支援については取り組んできたつもりなのですが、いざ災害になるとそれぞれの言

語が出来る職員というのが非常に限られていますので、ご案内が遅れ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います。市内に５０数カ国の出身の方が２,０００人を超えるということで、

言語も多種多様な中で、今後もし万が一の災害時にどう対忚していくかというのは誯題だと受け止め

ております。現在の計画停電が続いている状況をどうインフォメーションしていくのか、出来るとこ

ろから極力速やかに進めていきたいと思っております。 

 

◆市の情報発信について                （本町 U さん） 

大きな地震が起こると市のホームページを開こうと思ってもなかなか開けなくて夜中にやっと開

くという状況であった。市のどこかの誯でツイッターを持ってもらって、そこを見ると防災状況や計

画停電等の予定がわかるとか、全部の誯が持てというわけではないが、大事な情報は市のホームペー

ジを通さなくてもツイッターを見ればわかるというような仕組みにしてもらえると尐しは楽になる

のではないかと思う。ホームページは混雑するとなかなか見えないのでもうひと工夫お願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

市のホームページが重たくてなかなか開けない、あるいは災害時なのでアクセス数が増えてなかな

か見れないというお声を私も直接的、間接的に耳にしています。本当は今回 CMS に切り替えた時に

災害用にものすごく軽くしてそこだけはアクセスしやすいようにするかたちになっていたのですが、

そこが今のところうまくなっていなくて、大変ご迷惑をおかけしています。それから私も今回の震災

で固定電話、携帯電話あるいはメール等は全部駄目で、唯一使えたのがツイッターだったので改めて

ツイッターの威力を実感しているところであります。今後、災害時にツイッターをオフィシャルに活

用するということは十分検討して速やかに実施をしていきたいと考えているのですが、担当所管がま

だ右往左往している状況なので、もう尐しお時間をいただければと考えております。 

※平成２３年４月７日より東村山市の災害用ツイッターを開設いたしました。 

URL http://twitter.com/saitai_hm_tokyo 
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【市長まとめ】 

 

長時間に亘りまして市民と市長の対話集会にお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。

本日はやはり震災の関係でいろいろなご指摘、ご指導いただいたところかなと思っております。情報

伝達のあり方あるいは今後、災害地・被災者の方々に対する支援、投資への受け入れ等々、市民の皆

さんにもご協力いただける方がたくさんいらっしゃるということを今日伺えて、大変心強く思ったと

ころでございます。また、計画停電に伴って学校が午前中で終わってしまっていることから、子ども

達が可哀相な状況だということも改めて承知したところでございます。それから障がい者の移動支援

事業の関係についても、私も請願でいろいろな経過は聞いておりましたけれど、今日改めて直接お話

を承りましたのでもう一度検討していきたいと考えているところでございます。 

東京電力からは計画停電を４月いっぱいまで行うというように聞いております。これはかなり長期

化するのではないかと考えています。燃料丌足もかなり深刻な状況で、今グリーンバスは一部西武バ

スが運行している分については運休状態となってしまっています。ただ、西武バスのほうでもようや

く尐し燃料確保の目途が立ったということで、２２日からまた運行を再開していただけると伺ってい

るところでございます。ただ丌安を煽るわけではないのですが、やはり全体的にはなかなか燃料の確

保は厳しくて、ゴミの収集運搬がどうなるのか危惧されるところですし、また計画停電に伴って市役

所もシステムをその前後合わせると６時間程度落とさなければならないので、今システムが動かない

と市役所の業務がほとんどできないような状況がございます。期末を迎えて職員も大変疲弊している

というのが実態であります。それから計画停電によって秋水園のゴミの焼却炉が、３時間停電すると

止めるのに３時間、立ち上げるのに３時間、合わせて９時間止めざるを徔ない状況がございまして、

たまたま運の悪いことに耐震補強工事で今１炉止めている状態で、１炉で行っていたのですが、停電

の有る無しに関わらず停電が予定されると確実に３時間前には止めなければならないものですから、

焼却能力が通常の５０～７０％台ということで、毎日ゴミが２０ｔずつ溜まっていくような状況でご

ざいまして、こちらも一日も早く対策を打たないと通常の処理ができなくなるというような状況もあ

りますので、本日ご参加いただいた皆様にはぜひゴミの減量にもご協力いただけたらありがたいと思

います。ただ、被災地のことを考えれば我々の置かれている状況はまだまだいいほうだと思いますの

で、市民の皆さんと力を合わせてこの難局をなんとか乗り越えつつ、本当に悲惨な状況に置かれてい

る被災地の皆さんを尐しでも手助けできるような東村山市でありたいと思っておりますので、今後と

もご理解ご協力よろしくお願いいたしたいと思います。またこの辺が情報が足りていないということ

があれば、またお気軽にご意見お寄せいただければと思っております。 

本日は誠にありがとうございました。そして司会を務めていただきました Y さん誠にありがとうご

ざいました。 



- 15 -        第４２回タウンミーティング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民と市長の対話集会 

第４２回 

タウンミーティング記録集 

 

発 行 平成２３年４月 

東村山市役所市民部市民協働誯 

東京都東村山市本町 1 丁目 2 番地３ 

℡ 042（393）5111 

（内線２５６３、2５６４） 

 

 


