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○開催内容 

平成２３年６月１８日（土）午前１０時、青葉地域センターにおきまして「タウンミーティング」

を開催しました。２７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２５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 

平成２３年８月２０日（土） 市 民 セ ン タ ー 午前１０時～１２時 

平成２３年９月１８日（土） 萩 山 公 民 館 午前１０時～１２時 

青葉町 １４人 

久米川町 ３人 

その他 ７人 

未記入 １人 

合計 ２５人 

２０代以下 ０人 

３０代 ３人 

４０代 １人 

５０代 １人 

６０代 ７人 

７０代 １０人 

８０代以上 ２人 

未記入 １人 

合計 ２５人 

甴性 １６人 

女性 ８人 

未記入 １人 

合計 ２５人 
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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。本日は大変お忙しいところ、市民の皆さんと私の対話集会に多くの

市民の皆さんにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。回を重ねましてこの対話集会、

通称タウンミーティングも４４回目になりました。今年は４月に市長と市議会議員の選挙が行われ、

おかげさまで再選をさせていただきました。改選後、今日で二回目ということになります。 

３月１１日に発生しました東日本大震災の惨状を目の当たりにして改めて、１５万３,０００人の市

民の皆様の命や暮らしをお預かりさせていただく市長職の重さというものをひしひしと痛感しながら、

二期目をスタートさせていただいたところであります。皆様と力を合わせて、また今日は今年４月に

市役所に入所しました新入職員が大勢参加させていただいておりますが、職員とも力を合わせて、安

全・安心、そして希望ある元気な東村山づくりに向けてこの４年間頑張って参りたいと思っておりま

すので、引き続いてのご指導・ご協力を賜りますようお願い申し上げます 

本日の会場である青葉地域センターは、今年の６月５日にオープンいたしました。多くの地域住民

の皆さんが２０年に亘って三代の市長に熱心に要請活動をされてきた結果が、このようなかたちに結

実したということであります。私が市長に就任させていただいて間もなく、地元の市議会議員さんと

多くの市民の皆さんに市役所を訪れていただき、「ぜひ早期に市民の皆さんが地域の皆さんが集まれる

場所をつくって欲しい」というお話をいただきました。その時にも「管理運営については極力自分た

ちでやるから」というような有り難いお話もいただいてきたところであります。このセンターをつく

るにあたっては、準備委員会の皆さん、現在は運営委員会の皆さんに、ボランティア活動として大変

なご尽力をいただいて、施設の管理運営をしていただいているところであります。新しい施設の管理

運営の仕方で、今後、当市における１つの大きなモデルになるのではないかというようにも期待をさ

せていただいております。このたびの震災で改めて地域における人と人の絆、あるいは家族の絆とい

うことが重要視されるようになってまいりました。このセンターが今後、青葉町や秋津町周辺の地域

住民の皆さんの交流拠点となって、ここから様々な文化や福祉の活動などが発信されるようになれば

素晴らしいなと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いしたいと思います。 

このタウンミーティングは毎月１回、地域に私がお邪魔させていただいて、地域の課題や問題、あ

るいは市政に対しての様々なご意見を承りながらお答えさせていただき、極力市民の皆さんのご意見

を市政に反映する、そうした取り組みの一貫として行っているところであります。本日は限られた時

間でありますが、ぜひ忌憚のないご意見をいただいて、より良い東村山市になるように、我々もこれ

から一生懸命努力して参りますので、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。 

 

～みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち～ について 

 

◆多磨全生園の緑地保全について            （青葉町 F さん） 

東村山市の大沼田の緑地保全に関わる、青葉地域センターの利用方法についてお聞きしたい。今年

も保全会の集会が９回計画されている。その際、品川区や文京区、青梅市、さらには埼玉県から来て

いる人もおり、そういう東村山市以外の人が来ている中でも委員会がはっきりしていれば利用するこ

とが可能かどうか。また、多磨全生園の保全活動等にも市外の人が来ているが市長のお考えは。 

◎ 市長 ◎ 

大沼田緑地は東京都が公有地化した緑地であります。ここについては年に数回、東京都が下草刈で

手入れを呼びかけているのですが、他所の地域からお見えの方に大勢参加いただいています。数年前

に秋津のちろりん村を会場に交流会をやらせていただいたことがありましたが、大沼田緑地の保全活

動は東京都の事業ですが、今後は可能であればこの地域センターを活用させていただくということも

あるかと思います。多くの外部の方に東村山に来ていただいて東村山の緑地の手入れをしていただけ

るのというのは私としては大変有り難いことではないかと思っています。あと出来るだけ地元の東村

山市民の方にもご参加いただけるようにその都度市報等では呼びかけはさせてていただいているので

すが、今後もそうしたことを進めていきたいと思います。それから多磨全生園に関しても年に１回、

市で呼びかけさせていただいて『人権の森構想』推進の一貫として、多磨全生園の中の緑地の保全活

動ということで下草刈や落ち葉掃き等をやらせていただいているのですが、昨年は市内の植木組合の

方に納骨堂の南の公園の高木について手入れをしていただきました。出来れば多磨全生園の施設とい

うのは何も東村山市民だけのものではないので、広く多くの地域の方にご参加・ご賛同いただければ

もっと『人権の森構想』が進むのではないかと考えておりますので、外部の人を入れるのはどうかと

いうお話をいただきましたが、我々としては多磨全生園についても幅広く多くの方にご参加いただけ

るように取り組んでいきたいと思います。 

 

◎ みどりと環境課 ◎ 

東村山市緑を守る市民協議会では、年間を通して、全生園の緑の保全活動を行っています。また、

多くの市民、団体も保全活動を行っています。 

ホームページ、また周辺住民には年度当初、年間計画日程を個別に配布させていただいております。 

また、市役所チラシ配布コーナーにも置き、来庁者にも呼びかけを行っております。 
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◆東村山市の防災対策             （青葉町 星ヶ丘自治会の方） 

防災について市民の安全を守る観点から市長の考えをお聞きしたい。まず、東村山市は震災の発生

危険度はどうなっているのか。市の歴史を書いた資料を見ると関東大震災ではほとんど被害が出てい

なく、東京市内に応援にいく余裕があったということだった。東村山市の震災の発生危険度、想定さ

れている被害が今どうなっているのか、それらについて話を聞きたい。 

 具体的な対策の１つとして、阪神淡路大震災では建物・住宅の倒壊で亡くなった方が８割と一番多

かった。市としても耐震診断制度や建築相談で対応していると思うが、私の考えとしては防災対策で

最も必要なことは建物が潰れないことで、第一段階として耐震診断をもっと気楽に行えるよう市のほ

うでも促進すべきではないか。それから青葉町の自主防災組織も頑張って活動しているが、怪我人等

を救護した場合にどういうところに搬送させるのか、その辺の対応についてお聞きしたい。怪我をさ

れた方を対応できる場所に移送しなければいけないと思うが、救急車が使えないという前提にたった

場合、噂では大きな病院に勝手に連れて行っても診てもらえないという話が一部である。住民の方が

必死になって救護活動を行った場合の急患の受け入れの医療設備をどういうかたちで整備している

のか、今、平成２３年度の防災計画を策定中ということだったので、具体的な施策としてその２点に

ついて市のお考えをお聞きしたい。 

◎ 市長 ◎ 

防災関係についてご質問をいただきました。東村山市では家屋の倒壊によるもの、それから火災に

よるもので大きな被害が出るのではないかと想定されています。ただ歴史的に見るとご指摘のように

東村山市は比較的地盤が安定しているようで、関東大震災の時には市内ではほとんど被害が出なかっ

たと私も伺っております。ただ多摩地区にも立川断層という武蔵村山市から立川市、を抜けて府中市

の方まで断層があることが確認されていますので、ここが震源地として発生すると距離の関係から東

村山市も相当大きな揺れがあるだろうと考えているところであります。 

現在、東村山市が見直しをしている地域防災計画は東京都が平成１８年に多摩地区を震源地とする

直下型の地震が発生した場合の被害想定に基づいて東京都が計画の見直しをしましたので、東日本大

震災に合わせてというよりも東京都の改訂に合わせて見直しを行っているところであります。東京都

の被害想定では市内で液状化はありません。ただ木造の倒壊が４３０棟、焼失棟数が２２棟、死者が

２１人、負傷者が約１,０００人というような被害想定が出ております。被害想定に基づいて減災計画

を立てているのですが、その１つが家屋の倒壊を減らしていくということになります。市としては耐

震診断については助成する制度を平成２１年度から立ち上げています。課題としては当市にはまだ市

民の皆さんの家屋について木造・非木造含めて耐震補強をする建築貹の補助金制度がありません。こ

れを今後どうしていくのかというのが今回の震災を踏まえての課題に今なっていると考えています。

今後、市民の皆さんの家屋の耐震化を進めていく後押しをどのようにしていくのかということは、補

助制度も含めて検討していかなければならないと考えているところであります。それから怪我人等の

救護については、基本的には市内の医療機関が当然受け入れするようになっていまして、診てくれな

いということは通常医療機関としてあり得ない話だと考えております。ただ今回の震災のような巨大

な地震等がきますと、医療機関等も被災する可能性がありますので、それでどの程度受け入れが可能

なのかどうか。日中であれば医療機関が動いていますが、夜間等に発生しますとほとんどお医者さん

や看護師さんはいらっしゃらない状況がありますので、いくつか今後の具体な被害を考えながら医師
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会あるいは市内の病院・医療機関等と協議をしながらその辺の連携についてはしっかりやっていく必

要があるかと考えています。先日、医師会の先生方とお話しをさせていただいた中では、被災地では

薬剤等の入手が困難でだいぶご苦労なさっていたというお話で、一定の薬剤等の備蓄も各医療機関で

していかないといけないのではないかということをおっしゃられておりました。今後より具体に今回

のような震災あるいは阪神淡路大震災の教訓を踏まえて実効性のある計画づくりを進めてまいりたい

と考えているところでございます。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

被害想定については、平成１８年度、東京都にて出された M７．３多摩直下地震を想定しており、

東村山市の震度は６弱を予測しています。 

住宅については毎月第 1・3 水曜日の午後に NPO 法人アーバンデザイン東村山会議が住宅の無料相

談を行っております。また、耐震診断についても、木造住宅については半額（上限４万円）の補助制

度がございますのでご活用ください。 

病院については、診てもらえないことはないと思いますが、災害拠点病院等指定されている病院に

は重症者等が搬送されることから、軽度の怪我であれば近隣の医療救護所の方が早く対応してもらえ

ると想定しております。要援護者の搬送については、現在、計画作成中ですが、市職員のみではなく、

民間、自治会・自主防災組織等の市民団体にも協力を求めていく予定です。 

 

 

◆リサイクルセンターについて             （秋津町 S さん） 

リサイクルセンターについて３月の最後の議会で「まだまだ検討する余地は十分ある。これで終わ

りではなく新しい議員さんを交えて再検討する必要があるのではないか、次回に託す。」というよう

な言葉で締め切ったと思う。６月議会の市長の施政方針説明でそれについて「９月の予算に組み入れ

たい」と聞いて驚いた。何敀そんなに急ぐ必要があるのか、何を基にそういう作業を進めているのか、

内容がどうなっているのかわかる範囲で答えていただきたい。 

◎ 市長 ◎ 

リサイクルセンターの関係についてご質問・ご指摘をいただきました。そもそもリサイクルセンタ

ーを何敀建て替えなければならないと行政が考えているかということについて、まずご説明申し上げ

たいと思います。秋水園の中の一番北側に設置されておりますリサイクル作業所は、二十数年経過し

て老朽化している状態です。一番問題なのは建屋が完全に密閉出来る建物の構造になっておりません

ことから、ビン缶の処理をする騒音が外部に洩れてしまい、その音が東京都の規制値を越えている状

態でございまして、現状リサイクルセンターの状況は都の条例違反状態ということで、我々公共機関

として法令に違反している状態というのは一刻も早く改善しなければならないということで、リサイ

クルセンターの整備計画をこの間、考えてまいったところであります。平成２０年に原案を立てさせ

ていただいたのですが、その時に秋津の秋水園周辺の皆さんあるいは議会からは「何敀こんなに大き

なものを造らなければいけないのか？」というようなご指摘をいただいてまいりました。どうしても

全て中で作業して覆ってしまう建物を造るとなると一定の規模が必要になるので大きくなってしまい、

建物についてはその時の見積りで約２６億円程度かかることが数字として示されたところであります。



- 6 -        第４４回タウンミーティング 

その後、周辺住民の皆さんとの検討会を立ち上げさせていただき、地元の皆さんのご意見をいただい

たり、あるいは議会でも特別委員会を設置し、様々なご議論をいただいてきたわけです。その中で地

元の市民の皆さんからは「秋水園そのものに持ち込むゴミをもっと減らして欲しい」「出来れば分散化

をして他所の施設等に持っていって欲しい」というようなご意見を多くいただいたところであります。

また議会では「こんなに巨大なものは必要ないのではないか」というようなご指導をいただいてまい

りまして、我々としては最初にお示しした施設よりも規模として３分の２ぐらいのよりコンパクトに

した施設を提示させていただいたり、あるいは中の一部の処理ラインを外させていただくようなこと

を盛り込んで、よりコンパクトな施設を二案として昨年ご提示をさせていただいたところであります。

それを昨年度、特別委員会の中で様々な議論をいただき「必要性については一定理解ができる」と「た

だ若干まだ検討すべき点はあるのではないか」というご意見がいくつかの会派の方から示されたとこ

ろではありますが、一応改選前に特別委員会としての終結をされたという状態であります。改選後、

私どもとしては国の補助金・交付金の確保を図っていかなければならない、これはタイムリミットが

ある話ですので、いつまでも検討だけをしているということではいけないので、我々としては性能発

注仕様書というものについて策定を進めていく次のステップに移らせていただきたい旨のお話を６月

定例会で申し上げたところであります。これはまだ図面を策定するというよりも「こういう性能が必

要であろう」というものを洗い出して性能発注仕様書をつくるための作業をするということでありま

すので、これで全てが確定してしまうというわけではなく、施設の規模あるいはどういう性能が必要

なのかということを決めていく作業であります。これまでのように具体的な数字、特にコスト面での

比較検討を出来ないままいくら議論してもなかなか具体的な話しに入っていけないので、我々として

は性能発注仕様書を策定させていただくとある程度ランニングコストについても見通しがきいてきま

すので、これに基づいてさらに議論を深めながらより良いリサイクルセンターの整備に向けて進んで

いきたいと考えております。 

 

 

～みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち～ について 

 

◆東村山市のまちづくりについて            （青葉町 M さん） 

東村山市に住んで４０年近くなる。緑がきれいということで住んでいたが、ここ数年で林が住宅に

変わり、新しい住宅やビル等の建物が非常に増えている。一方で都市計画の道や下水道は旧態依然と

してわかりにくい市になっていて、特に青葉町は入り組んでいて私道と公道が非常にわかりにくい。

東村山市がめざす理想的な市の都市計画と、小さな分譲住宅等があちこちに建つということの整合性

についてどのように考えているのか。三多摩地域には全国的に有名な市がたくさんあるなかで、東村

山市の存在感・特色をどのように現すかということの整合性を考えて住宅・建物等の認可をお願いし

たい。市長の基本的な考え方をお聞きしたい。 

◎ 市長 ◎ 

ありがとうございました。東村山のまちづくりという観点で大きなテーマでご質問いただいたとこ

ろでございます。東村山市は都心から２５キロ圏ぐらいで鉄道の利便性が良く、そのうえ比較的樹林
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地や畑が多いまちでございまして、そこが東村山市の１つの大きな魅力であります。しかしながら都

市基盤の整備という観点から言いますと、昭和３０年代後半から人口が急増し、昭和３０年～５０年

代前半ぐらいまでは、急増する人口に対応して学校をつくっていくというのが当時の一番の大きな課

題であったため、道路基盤整備についてはなかなか先に進まなかったという状況であります。東村山

市の都市計画道路というのは昭和３７年に都市計画決定されていますが、計画で出来上がっていると

ころは都道である新青梅街道等を含めて全体の中ではまだ１８％ほどです。幹線となる道路について

は整備が遅れてしまって住宅地の生活道路の中に通過車両が流入するような傾向が見られるところで

あります。特に青葉地域センターの前の通りもけっこう車の行き来が激しい裏道のようなかたちにな

っているのかと考えています。 

今、市が整備を進めている道路というのは、東村山駅の東口からスポーツセンターで行き止まりに

なっている道路（３・４・２７号線）を青葉小学校の前を通っている野行通りまで事業認可をとって、

地主の方と交渉させていただいている途中です。スポーツセンターから野行通りまで約７５０メート

ルぐらいですが、約４割程度の用地を取得させていただいたところであります。今、東村山駅方面か

ら秋津方面に行く時に青葉町２丁目の下堀住宅の中を通って野行通りまで抜けていくケースがあるの

ですが、この道が野行通りまで抜けると住宅の方にはあまり通過車両が入るというようなことはなく

なるかと思っています。もう１つ青葉町で大きな道路問題としては東京都で整備している道路ですが、

現在、多摩北部医療センターの中で工事している道路（３・４・１１号線）が東久留米の方から来て、

将来的には久米川町交差点のところで府中街道にぶつかるという計画になっています。また昨年１１

月に説明会を開催させていただいたのですが、東京都で西武新宿線を高架にする計画が出来上がって

きておりまして、それに合わせて市としても線路の東西を結ぶ３・４・１０号線という道路を整備す

る計画を立てているところであります。それと現状で動いているのは飯能所沢線（所沢３・３・１号

線）という道路が東村山市境まで用地買収が済んで道路が出来つつあるのですが、これの接続が東京

都と埼玉県で協議しないまま工事がどんどん進んできまして、我々としては「どのように幹線道路に

繋げるのか早く示していただきたい」とお願いしてまいったのですが、つい最近、東京都が勝陣場橋

の北側から久米川町で府中街道・所沢街道に繋いでいく計画を示しました。こちらはこれから都市計

画決定をしていくということなので、住んでおられる住民の皆さんとどのように合意形成を図ってい

くかというのは大きな課題かと思っております。東村山市全体としては新青梅街道と府中街道の二本

の都道が東村山市の大きな幹線ですが、それに併せて市としては地域内のルートとして都市計画道路

３・４・２７号線、それから連続立体交差に併せて３・４・10 号線をこれから整備していく計画を立

てているところであります。 

それから緑地について言いますと、緑地を守っていくには最終的には公有地化するのがやはり一番

いいわけですが、限られた財源の中で全ての緑地を購入していくというのはなかなか厳しいところが

あります。青葉町については清瀬市との市境に東京都が公有地化した森林があります。東京都のそう

した制度を活用したり、基金等を活用しながら緑地についても出来るだけ保全していきたいと考えて

います。もし市内の指定緑地を全て公有地化するとなると、単純に１平米辺り１０万円と見積もって

も１００億円以上が必要になってまいりまして、現状で市の緑地保全基金が５億円ちょっとしかない

ので、そこは厳しいなというところであります。地主の皆さんも相続が発生するとどうしても手放さ

ざるを得ない状況があって、相続税の納税猶予制度それから生産緑地制度というのは都市農業が守ら

れる生命線なので、ここについては強く国等にも働きかけて出来るだけ東京の農地あるいは樹林地が

守られるようにそうした制度についても働きかけを進めていきたいと考えています。 
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いずれにしてもトータルで基盤整備は地道なかたちで続けながら災害等の対応も考えて、私は必要

な道路はこれからも着実に整備を進めていきたいと考えています。 

 

 

◎ 都市計画課より ◎ 

青葉町では、現在、東京都の施工により、多摩北部医療センター付近で都市計画道路３・４・１１

号線の工事が進められております。 

この道路は、青葉町１，２丁目及び久米川町１丁目を通過し、所沢街道へ接続する計画となってお

りますが、早期に開通するよう、今後とも東京都へ要望して参ります。また、整備の際は、街路樹や

街路植栽の充実を合わせて要望し、みどりあふれるまちになるよう、努めます。 

 

◎ みどりと環境課より ◎ 

東京都や国の制度を活用しながら、極力、公有地化に努めて行きたいと考えております。 

 

 

―主な道路整備計画図 ― 

 

・・・計画路線 

 

 

３・４・１０号線 

３・４・２７号線  

 

 

 

至 新秋津駅 飯能・所沢線 

至 
多
摩
湖
町 

東
村
山
駅 
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◆所沢街道の歩道整備について             （青葉町 K さん） 

所沢街道の青葉町１丁目辺りに歩道がないため、孫が入学する際に署名活動をして申請したとこ

ろ、平成１５、１６年頃に説明会等があり、平成１８年には完成するということで安心していたが、

その後一向に話がなくそのままになっている。あれから７年ぐらい経ったので、どうなったのか経緯

があれば教えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

所沢街道の歩道については、歩道が設置されているところでも狭く、歩道の設置あるいは拡幅は市

としても大きな課題だと考えています。これは都道ですので東京都の管轄になっております。毎年、

東京都の北多摩北部建設事務所に要請でお邪魔させていただいて、出来るだけ早くやっていただきた

いということを言ってきたところなのですが、道路を広げて歩道を設置するとなるとそこの土地を持

っていらっしゃる地主の方と話がつかないとなかなか前に進まないというのが実情で、一部出来たと

ころもあればまだ出来ていないところもあるというような状況であります。 

今後も、本日いただいた声を踏まえて、我々としてもより精力的に東京都に対して早期に歩道設置

していただくよう要請活動を展開していきたいと考えております。 

 

 

◆市で無料のレンタル自転車を             （美住町 S さん） 

先日、北山公園に車で行ったが駐車場がなく苦労した。もっと自転車の活用を思っている。先月、

中国に旅行に行った時に、市から無料で貸し出して誰でも乗れる自転車というのがあった。東村山

も広い地域なので、エコのことも考えて市で自転車の貸し出し等が可能かどうかお聞きしたい。 

◎ 市長 ◎ 

市では撤去させていただいた放置自転車は一定期間保管されているのですが、取りに来られない方

もけっこういらっしゃって、その自転車を今、市内の自転車屋さんの組合で整備していただいており

ます。実は今回の震災で、それらの整備させていただいた放置自転車を被災地に送るために５０台ほ

ど今保管し、中間団体を通して被災地に送るのですが、今のところまだ当市にオーダーがこないので、

先日、被災されて東村山市内に避難されている方々に呼びかけたところ４名の方が「自転車をいただ

きたい」ということでお出でになられまして、差し上げたことがございます。放置自転車については

毎年ある程度数が出てまいりますので、常に無料で貸し出しが出来るかどうかは別として、例えば以

前議会でも「菖蒲まつりになかなか行きづらいので、その期間だけでも無料か有料かは別として駅前

から自転車をレンタルするということが考えられないか」というご提案をいただいたことがあります

ので、今いただいたお話も踏まえて検討させていただきたいと思います。 

 

◎ 交通課より ◎ 

東日本大震災発生後、市内で放置され撤去した自転車のうち再利用可能な自転車を被災された方々

に利用していただけるよう、東村山市社会福祉協議会と東京都自転車商協同組合東村山支部の皆さん

の協力により「サポート自転車」として整備し、いつでも対応できるよう準備してまいりました。 
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平成 23 年 8 月末までに福島県相馬市に５０台、市内に避難された方々に１６台を提供し、ご利用

いただいています。 

 

◎ 産業振興課より ◎ 

東村山菖蒲まつり実行委員会では過去平成２０年、２１年にレンタサイクルを導入した経緯がござ

います。一回５００円で１０台ほど自転車を用意しましたが、ニーズが尐なく、経貹的に管理業者の

負担が大きくなり、以降実施を見送っている状況です。同委員会では毎年来場者アンケートや現場ス

タッフからお客様の声を集め、満足度の向上に努めておりますが、交通手段としましては、最近では

シャトルタクシーへのご要望が多く寄せられています。交通手段に関しましては、公平性を担保する

意味で、受益者負担の必要性も考えながら、今後実行委員会の中で検討していきたいと考えます。 

 

 

◆市内にシャトルバスを走らせて欲しい         （青葉町 T さん） 

市内に駅は多いが、この地域に住んでいて自転車や車に乗れない人にとっては、駅まで行くのに

歩いてかなり時間がかかる、バス停までもかかる、グリーンバスも遠いという状況。「グリーンバス

を走らせて欲しい」という声がこの地域でも多いが、先日北山公園に行った時に１０人乗りぐらい

のシャトルバスを利用した。１日に３～４往復でもいいので、こういうものを走らせて欲しいと思

った。以前（コミュニティバスを）要望した時に市から多磨全生園と青葉町３丁目の境の道は狭く

て通れないと言っていたが、シャトルバス位ならかなり自由に動けるのではないかと思う。 

 それから体が丌自由になってデイサービスを利用している人が、以前はデイサービスから菖蒲ま

つりに行っていたが、最近、駐車場がなくて車で行けなくなって中止になったと言っていた。体の

丌自由な高齢者が市内の菖蒲まつりを見られないのは非常に残念だと思う。日にちを決めてでもい

いのでバスが近くまで行く等の方法を考えて、お年寄りや体の丌自由な人が市の菖蒲まつりに参加

出来るように考えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

公共交通についてのご意見をいただきました。だんだん高齢化の進展と共にどの地域にお邪魔して

も出る話としては「日常の足を確保して欲しい」ということで、コミュニティバスあるいはコミュニ

ティタクシーでもいいから何か公共交通手段を市で考えて欲しいというご要望は１３町それぞれから

いただいています。大変大きなテーマだと思っておりますが、今、東村山市ではコミュニティバスを

３路線走らさせていただいています。当然運賃は頂いておりますけれども、その３路線を運行するの

に税金を約５,０００万円投入させていただいています。非常に財政が厳しい中で、そうした数多くの

地域からのご要望にいかに効率的にお応えして日常の足を確保していくかということについては、

我々も現在いろいろ知恵を絞らせていただいて検討しているところであります。昨年度は『公共交通

を考える会』というものを市の中に設置して、公募した市民の方にも参加いただきながらどのように

進めていったらいいのかということで、いろいろ課題を出し合っていただきました。今度は法律に基

づいた『東村山市地域公共交通会議』というものを議会でご審議いただいてご可決いただき、設置さ

せていただくことになりました。市内に万遍なく走らせられれば一番いいわけですが、財政の問題も

ありますし、道路事情等の問題があるのも事実ですので、市としては今後どのような考え方に基づい
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てコミュニティバスあるいはコミュニティタクシー等を展開していくか、それらのガイドラインをま

ず定めさせていただいて、具体にどの地域にどういうかたちで走らせていったらいいのかという検討

作業を進めていきたいと考えています。所沢街道から北側の青葉町３丁目地域というのはバス停に行

くまでも尐し大変ですし、秋津方面へ出るのもけっこう距離があるので、交通丌便地域の１つである

というようには認識いたしておりますので、ご提案のあったシャトル型ぐらいの車なら何とか通れる

のかなということもあるので、本日いただいたご意見も踏まえながらこれから『東村山市地域公共交

通会議』で具体的に手順を踏みながら、市内全域の公共交通のあり方について検討を進めていきたい

と思います。 

それからデイサービスを受けていらっしゃる方が施設の計らいで菖蒲まつりに行っておられて、現

在は車が混雑するので止めておられるということであります。今まで市内のそういった施設等が期間

中にどの程度行っておられたのかということも調べてみる必要があるのかと思っています。なかなか

北山公園周辺に公的な駐車場がないので、多くの方には徒歩で来ていただくようなかたちになってい

ます。ただ「歩けなければ見に行けないじゃないか」と言われればそれまでなので、どういう対応が

できるのか検討させていただければと思っています。 

 

◎ 交通課より ◎ 

市内各地でコミュニティバスの要望は多く、毎年、約５,０００万円の補助金を支出しています。青

葉町 3 丁目は丌便区域のひとつと認識していますが、狭あい道路も多くコミュニティバスの運行には

課題も多い状況です。本日のシャトルバスのご意見を含め、東村山市地域公共交通会議で検討してい

きたいと考えています。 

 

 

◆市役所の対応について                （栄町 H さん） 

市庁舎に対する考え方をいくつか聞かせていただきたい。 

1. 市民と市の職員が目と目を合わせるアイコンタクト状態が出来ない。その理由として、机の上

に書類をたくさん積んで顔が見えないというような状況では困る。コンピューターがこれだけ

進んでいる中で、何敀こういう現象が起こってくるのか。皆さんの顔をしっかり見られて、誰

が課長か係長か担当者がわかるような状況の職場をつくって欲しい。 

2. 電話のたらい回しは極めて丌愉快。我々は自分のお金を払って電話をかけているのに対して、

酷い時は１０回ぐらい電話を転送させられることがある。市長がそういう実態をご覧になって

いるのか、もう尐しその辺の教育を強化して、どういうふうに対処するのか。 

以上２点をお尋ねしたい。 

◎ 市長 ◎ 

大変厳しいご意見をいただきました。市役所はサービス業でありますので、市民の皆さんから書類

の山に埋もれて顔が見えない、あるいは電話をかけてもたらい回しされるということは、本当は非常

に好ましくないことでありますので、この場をお借りしてお詫び申し上げたいと思っております。 

１つは市役所の中が職場環境としてどうしても書類が多くなってしまうというのは、IT 化が進んで

いてもむしろ書類がどんどん増えてしまう傾向があるのかと思います。今後、具体にどうペーパーレ
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ス化していくかというのは検討していかなければならない問題だと思っています。というのは、書庫

ももう限られていまして、書庫に書類が収まりきらないくらいの状態になりつつありますので、全体

として書類のあり方・保存の仕方を見直して出来るだけ省力化していくということは効率的な行政執

行・行政運営について重要な問題だと考えておりますので、それらについては今後十分に進めてまい

りたいと考えています。 

電話のたらい回しについてですが、交換ではまず出来るだけ市民の方のお話を聞いて、どこの部署

に繋いでいったらいいのかを間違えないように今まで指導しているところでございますが、職員の慣

れの問題等で違う部署に回してしまったりすることがあるようです。そこはこれから指導を徹底して、

電話をされてきた市民の方が何をお望みになられているのかということを的確に把握して、一番それ

に合った然るべき場所に電話を回していくようにさらに指導していきたいと思っております。本日い

ただいた点を踏まえて、書類をもっと減らしていく、あるいは電話でのたらい回しを減らしていくよ

うにこれからも努めていきたいと思っております。 

 

◎ 職員課より ◎ 

机の上に限らず、４Ｓ（整理･整頓・清掃・清潔）については安全衛生の観点からも必要と考えます。

７月１日からの一ヶ月間を安全月間と定め、１日から８日の間、全課・施設一斉職場点検を実施し、

１３日午前中には産業医、安全月間実行委員等による職場巡視を行い、改善するよう、指導したとこ

ろです。 

 

◎ 総務課より ◎ 

紙の使用抑制については、各課に文書に関する責任者として文書主任を配置しており、毎年研修を

通じ各職員にコピー機及びプリンター印刷等の使用抑制を周知するとともに、庁内での職員への情報

提供や通知については出来る限り紙を使用せず、メール及び電子掲示板を利用し、紙の使用抑制を図

っております。 

電話交換業務は民間委託により実施されており、契約における仕様書内に市民と行政をつなぐ最初

の窓口であることを理解していただき、迅速丁寧な対応に努めるよう記載するとともに、委託責任者

に対し職員指導を徹底するよう依頼しております。また、総務課からも直接交換手に対し、問い合わ

せ内容に対し、迅速で正確な取次ぎを行うよう再度注意・指導させていただきます。 

 

 

◆集会所等に市の出張窓口を              （青葉町 T さん） 

青葉町 3 丁目周辺から市役所や公民館等に行くのは丌便。せっかく青葉地域センターが出来たの

で週１、２回でもいいので出張所を設置して欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

この施設に市の出張所をというお話ですが、現在いくつかの公民館等で地域サービス窓口を開設さ

せていただいています。これ以上増やすことが可能かどうか、今の段階ですぐに「やります」とか「や

りません」という材料を持ち合わせておりませんので、本日そういうご意見があったということを踏

まえて研究・検討させていただければと思います。 
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◎ 市民課より ◎ 

現在、市内で９ヶ所の出張所を設置しておりますが、人員の問題また青葉地域センターのスペース

の問題等で、出張所の増設は困難な状況にあります。大変ご足労をおかけいたしますが、青葉町地区

から比較的近い恩多ふれあいセンターや秋津公民館をご利用いただきますようお願いいたします。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆市民活動の場に支援を                （青葉町 K さん） 

青葉地域センターが出来て早速おはなし会をした。初めてからこの周辺には若い人が多いことに気

が付いたが、ある若いお母さんにチラシを渡したら「月１回だけ？」と言われた。この近くには青葉

学童や秋津東学童のおひさま広場があるが、そういうことをお知らせしたり、秋津公民館のおはなし

会のお知らせ等をここ（青葉地域センター）に置けないか。 

 それと１回目のおはなし会をした時に、２歳ぐらい～小学生までのお子さんがきて、あるお母さん

に「午前中を幼児、午後を小学生にしたら」と言われたが、私たちは自分達でグループを作ってこの

集会所を予約して自分たちで使用料を払ってチラシやポスターも自分たちで作っている。それは当た

り前のことなので良いが、おはなし会をやるにはやはり定期的にある程度曜日等も固定しないと来る

人も毎回違う曜日だと困るので出来れば固定したい。それと市の中心部にはここは遠い。おはなし会

には小さい子がたくさん来るので、青葉地域センターの利用者は高齢者だけでなく、年に数回そうい

う時に市から保健師さんがここまで来て子育ての話をしてくれるというような、若い世代の方のため

の使い方も行政側にも支援してもらえると嬉しい。 

◎ 市長 ◎ 

おはなし会を開催していただいているということで、ありがとうございます。感謝申し上げたいと

思います。まずチラシ・ポスターの関係については運営委員会の会長さんがいらっしゃるので、運営

委員会の方で OK であれば基本的に市は政治・宗教あるいは販売行為等にかかる活動でなく、公共的

なチラシ・ポスターであれば特段問題ないと判断していますので、後は運営をお願いしている運営委

員会の方で判断していただければと思います。そこはお話合いをしていただければと思います。 

それから定期利用については市としては難しいなというところが率直にございます。ただ運営委員

会の方のご理解・ご協力で「この曜日のこの時間帯はずっと青葉町のおはなし会の皆さんがお使いに

なられる。地域の子ども達のためにもそういう活用をした方がいいのではないか。」というご判断があ

れば、そこで地域の皆さんの合意が図られていればけっこうではないかと思うので、そこはまた後ほ

ど K 会長さん中心に運営委員会の皆さんと協議をしていただければありがたいと思っております。 

もし何らかのかたちで子育て事業をやっていくということであれば、そこに保健師あるいは保育士

なりを出すということは市としてもやらせていただきたいと思います。今エリアごとで様々な子育て

支援の活動を始めさせていただいており、青葉町・秋津町に関してはわりと先行していまして、昨年

度も秋津町の秋水園ふれあいセンターで子育て祭りを開催させていただいています。本日いただいた
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ご意見は持ち帰らせていただいてエリア担当とも協議をして、せっかく新しい施設が出来ましたので

こういったところも含めて何らかのかたちでイベントが出来ないのか検討させていただければと思い

ます。 

 

◎ 市民協働課 ◎ 

販売促進活動、宗教等の勧誘行為などでなければ地域センター、ふれあいセンターでの活動チラシ

等の設置は可能です。各施設の掲示板・パンフレットスタンドの容量もございますので、詳細は市民

協働課若しくは各センターへお問合わせ願います。 

また定期利用についてですが、青葉地域センター運営委員会の事業として行なうなどの対応もでき

ますので、市民協働課にご相談願います。 

 

◎ 子ども育成課 ◎ 

保育園の地域事業として、今後、青葉地域センターを利用して何等か実施することは可能であり、

第五保育園と検討したいと思います。 

また、子育て事業等実施に伴いご相談があるようでしたら子ども育成課までお問い合わせください。 

 

 

◆学校ボランティアについて              （青葉町 T さん） 

ボランティアで授業クラブに月４～５回行っているが、報酬が全くない。自分たちでやっている

クラブについてはいいが、授業クラブに行くことについては何か尐し考えて欲しい。出来れば１０

年以上やっている人たちには感謝状などのフォローがあるといいと思う。 

◎ 市長 ◎ 

学校ボランティアを１０年以上お務めいただいて誠にありがとうございます。伝統文化を子ども達

に伝えるという活動で、本当に尊い活動をなさっていただいていると思っているところでございます。

学校の要請に応じて授業ボランティアにご参加いただいている方については、確かにご指摘の点もあ

るのかと思っています。それぞれの学校でどなたがどういうかたちでボランティアをされていて、何

人ぐらいおやりになっているのかという状況について承知をいたしておりませんので、今後それらを

調べさせていただいてボランティアさんが遣り甲斐を持ってやっていただけるように考えないといけ

ないかと思っています。感謝状等については教育委員会や学校とも相談しながら速やかに対応させて

いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

◎ 指導室より ◎ 

学校において、多くの方々にボランティアとして関わっていただいています。このような方々の協

力に対し、教育委員会としても学校と連携し、謝意を示すあり方を検討してまいります。 
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～みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち～ について 

 

◆新設保育園の進捗状況                （青葉町 T さん） 

１月に青葉小学校のタウンミーティングでも聞いたが、青葉町に出来る保育園２箇所の進捗状況を

教えていただきたい。 

◎ 市長 ◎ 

青葉町に来年保育園が２園開設します。１つは多磨全生園東交差点付近の角地です。もう木が切ら

れて整地されておりますが、所沢街道と清瀬市方面に行くバス通りの角地に保育園が出来る予定です。

事業者も公募されて既に決定しました。同じ青葉町で花さき保育園をやっている社会福祉法人土の根

会が事業者として決定いたしておりまして、４月１日の開園に向け園舎の設計等を進めている段階だ

と伺っております。 

それからもう１つは、多摩北部医療センターの中にあった旧むさしの園の跡地ですが、バス通りの

交番の脇を入っていく通り沿いに出来ます。両方とも約１００名定員規模なのですが、こちらの保育

園は広島県に本部を置いている社会福祉法人三篠会というところが事業者として決定しています。た

だこちらについては東京都の内部調整がまだしっかり進んでいない部分があり、事業自体に遅れが生

じておりまして、来年４月１日の開設は困難な状況になっています。我々としては今後できるだけ早

く開園出来るように話を進めていただきたいと考えています。 

 

 

◎ 子ども育成課より ◎ 

多磨全生園内の保育園については、来年 4 月の開設に向け社会福祉法人土の根会が準備中です。む

さしの園跡地は、来年 4 月の開設が困難であり、できるだけ早期に開設できるよう手続き中です。 

両園とも開設定員を含め、詳細を現在調整中です。 

 

 

◆青葉小学校の登下校時見守り活動について       （青葉町 M さん） 

青葉児童クラブを見守る会を始めて今年で６年目になる。月曜～金曜を５名交代で活動している。

青葉通りの歩道が非常に狭く、１列に並ぶので児童が多い時には先頭から最後尾までが２０～３０ｍ

ぐらい離れる。そうすると信号を一度には渡れないので、どうしても一人二人無理に渡ろうとする生

徒が出る。「危ない」と注意をしているが一人ではなかなか難しい。所沢街道の信号も一度には渡り

きれない。１、２月は児童が帰る時間には真っ暗になるので、（青葉町）２丁目の方では市役所から

シルバー人材センターの人が派遣されてきてありがたいと思っている。車が来た時に近くの児童は庇

うことはできるが、遠くの児童までは庇いきれないので、出来たらお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

多年に亘って見守り活動をしていただいているということで、ありがとうございます。感謝申し上
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げたいと思います。以前、青葉小学校でタウンミーティングを開催した時にも青葉小学校前の通りの

歩道の問題についてはお話をいただきました。改良できるところについては小学校のところを角きり

させていただいたりしたのですが、児童クラブの方は状況を確認させていただいて、どういう対応が

取れるかということで検討させていただきたいと思います。それとシルバー人材センターの方が派遣

されているというのは児童クラブではなくて小学校の登下校の関係だと思うのですが、どの辺りに立

たれていらっしゃるのでしょうか？ 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

わかりました。私もどういう配置になっているのかはわからないのですが、恐らく学校によっては

危険なところに登下校時に安全確保の面からシルバー人材センターの方にお願いして立っていただい

て安全確保しているところがありますので、それが適切に配置されているのかどうか確認させていた

だきたいと思います。必要があれば 2 丁目だけでなく３丁目の方もということなのかもしれませんし、

限られた予算の中でどのように配置をしているのか具体に私もわかりませんので、もう一度確認させ

ていただいて、出来るだけ子どもさんの安全に資するように取り組んでいきたいと思います。 

 

◎ 児童課より ◎ 

第１・２青葉児童クラブの児童安全見守り事業は、１名を配置し、午後４時～６時の間で行ってい

ます。 

 

◎ 学務課より ◎ 

学務課が交通防犯指導員としてシルバー人材センターと契約を行い、配置必要校より提出のあった

交通防犯配置指示書に基づき、必要な箇所に（数箇所の場合には一日二ヶ所まで、青葉小に関しては

通学時間帯の７時３０分～１６時までの登下校時各１～２時間）シルバー人材センターとの調整の上、

配置をしております。 

 

 

◆児童クラブについて                （久米川町 I さん） 

先月のタウンミーティングで市の待機児童について話をした。その際、市長が保育園については対

応してきて、児童クラブに関しても待機児童は数名だと言った。この答弁を非常に疑問に思ったので

いろいろ調べたところ、近隣市の待機児童は０～１２名に対し、東村山市の待機児童は申請しても却

下されたのが５１名、（申請が）通っていても入れなかったのが５名、わかっているだけで５６名と

いう状況。なぜ東村山市の待機児童が多いのか、その一旦として児童クラブの入所基準に問題がある

と思う。近隣の自治体では学童保育を受けるのに、主に母親の方が一日に４時間以上勤務していると

いうことを基準にしていることが多いが、東村山市は７時間である。他市では民間の施設や児童館等

を利用して待機児童を減らす工夫をしている。今後、東村山市でも対策を考えて欲しい。 

 もう１つ。丌正な申請をしている人がいる。実際には勤務していないのに、勤務していると言って

２丁目方面に５人くらいいる。そのうちの一人に冬の間だけ市の方から来ていると

いう話を聞いた。                   （青葉町 M さん） 
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いるということがあったので３月に『市長への E メール』で告発した。告発されたら調べてみるとか、

「今後こういうことをやっていきます」とか対応するのが筋だと思うが、何度も何度も何度も告発し

たが市長には対応してもらえなかった。丌正があるというのを知っておきながら、４月には丌正をし

ている人も含めて児童クラブに入会させているという事実があるので、告発があったら最低限告発者

に対して説明するなり、一番いいのは告発があった時点で調査して丌正を正すということをやって欲

しい。今の件は『市長への E メール』等で何度も市長に伝えているが、結果としては動いてもらえな

かったし、お答えももらっていないので、今日足を運んだ。 

◎ 市長 ◎ 

まず児童クラブの待機児の考え方ですけれども、当市は入所基準を設けておりますので入所基準を

超えて入れなかった方については待機児として認識いたしております。我々としては入所基準に満た

ない方については待機ではなく入所を認められないので待機児ではないと認識しております。当市の

入所基準を上回って希望されても児童クラブに入所できなかった方は５名と認識いたしております。

入所基準は各市それぞれ考え方があります。当市の場合は、１日７時間勤務そして月１２日間就労さ

れている方について入所を認めていこうという考え方であります。これは今後、ご指摘の他市の状況

あるいは現在の市をとりまく状況等、それから保護者の皆さんの就労の状況を考えて検討していく余

地はあるかと考えている次第でございますが、現状では今申し上げたように一定の就労実態のある方

で保育に欠ける児童に対して入所を認めてケアしていくということで進めさせていただいております。

それから I さんから度々メールで「丌正がある」というご指摘をいただいていることは承知いたしてお

りますが、こちらとしては「どなたがどういうかたちで丌正を行っているのか、具体的にお教えいた

だきたい」と回答させていただいたところであります。「一般論としてこうだ」と言われても我々も入

所を希望される方については全て書類をいただいて就労されているという判定をしたうえで入所を認

めておりますので、本当に丌正があるのであれば、公の席でなくてけっこうですので、個別にどの方

ということをぜひお教えいただければありがたいと考えております。 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

当市の児童クラブについては過去いろいろな歴史的な経過がありまして、施設に余裕があり、希望

される方どなたでも受け入れられる状態があればそれに越したことはないと思うのですが、限られた

施設のなかであまりにも大量のお子さんを受け入れていきますと、どうしても狭いところで大勢のお

子さんが使うとトラブルや事敀があったりすることもありますので、現状では市としては一定の入所

基準を設けて一定の就労をされている方に対して対応していくということを基本原則とさせていただ

くとともに、大規模化している学童クラブについては第二学童クラブ設置等の施設整備をして、大規

模化を解消する努力をこの間進めてまいったところであります。今後は第二学童の整備と併せて I さん

からも指摘のあった入所基準については、必ずしも今のものが良いものだというわけではなく、経過

の中でこういうかたちになっているものなので、これらについても今後の実態それから保護者の皆さ

んの就労形態等も勘案しながら検討していく余地はあるものと考えております。 

丌正を起こす温床になっている基準を他の市より非常に厳しくしている理由がわからない。

他の市は４時間で、東村山市は実質８時間という基準がわからない。その基準に納得いかな

い保護者が多くて丌正申請の増進になっている。更に丌正を起こさないようなシステム等を

見直すことも必要だと思うので、検討して欲しい。         （久米川町 Ｉさん） 
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◎ 児童課より ◎ 

入会は入会基準を設け行っています。基準に満たない場合は却下となり、基準に達しているが受け

入れ人数の面から入会できない場合の児童を待機児童と考えています。法人等が証明する在職証明の

書面等で審査を行っています。 

当課では書類上で審査を行い審査上で丌明な点がある場合は電話等で確認を行っています。ご指摘

のケースは見当りません。もしも丌正な方法で入会しているケースがある場合、具体的な情報をお寄

せ下さい。 

 

 

 

 

【市長まとめ】 

 

長時間に亘りまして様々な課題・問題についてご質問・ご意見・ご要望いただきました。この場で

すぐに「こうします」というようなすっきりしたご回答がなかなか申し上げられなくて、心苦しかっ

たのですが、本日いただいたご意見等については持ち帰って他の職員とも協議しながら対応出来ると

ころについては出来るだけ早く対応させていただきたいと思っております。またいくつか「なかなか

すぐには出来ないかな」と思いながらも「これは大事なことだな」と思った点もあります。このタウ

ンミーティングについては現在必ずこういう意見が出たということを全庁的に回して市長がこういう

答えをしたということを担当所管にも共有させていただいて、さらに具体に検討作業を進めるように

させていただいているところであります。ここで聞きっぱなしということではありませんので、今後

出来るだけ次のアクションに結びつくように我々も頑張っていきたいと思っております。 

本日は長時間に亘りまして様々な点でご指導いただきましてありがとうございました。心から感謝

申し上げ、そして司会をしていただきました K さんにも御礼を申し上げて私からのご挨拶とさせてい

ただきたいと思います。本当にありがとうございました。 
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