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○開催内容 

平成２３年８月２０日（土）午前１０時、市民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。今回は夏休み特別企画として中高生を対象に行い、中高生３６名、保護者・傍聴者約２

５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５１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 申込みは丈要です。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１１月１９日（土） 社会福祉センター 午前１０時～正午 

平成２３年１２月１８日（日） 第 四 保 育 園 午前１０時～正午 

本町 ６人 

野口町 ７人 

その他市内 ２０人 

市外 １７人 

未記入 １人 

合計 ５１人 

１０代 ３６人 

２０代 １人 

３０代 １人 

４０代 ２人 

５０代 ２人 

６０代 １人 

７０代 １人 

８０代以丆 ０人 

未記入 ７人 

合計 ５１人 

男性 １８人 

女性 ３３人 

合計 ５１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丆、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。東村山市長の渡部尚です。本日は夏休みの貴重な土曜日の午前中に

も関わらず、こんなに多くの中学生の皆さん、高校生の皆さんにお集まりいただきまして誠にありが

とうございます。 

この市民の皆さんと市長の対話集会というのは毎月１回市内のどこかで行っているのですが、本日

で数えること４６回目です。皆さんの真剣な眼差しをずっと感じて今日は私いつになく非常に緊張し

ております。中学生・高校生の皆さんの純真な、真剣な瞳を見ていると「私もしっかりしないといけ

ないな」と思いながら、また自分自身が中学生・高校生の時にどんなことを考えていたのかなと思っ

たりしております。私は平成１９年に市長に就任し、平成１９年１０月から毎月１回こうしたタウン

ミーティングをやらせていただき、市内各所で市民の皆さんから直接生のご意見をいただいてきまし

た。これからの日本を担っていただく若い人達、中学生や高校生の皆さんのご意見を聞いてみたいと

いうことで、昨年も中高生とのタウンミーティングを夏休みに企画したのですけれども、その時はあ

まり中学生・高校生にお集りいただけませんでした。本日は各学校の校長先生にもご参加いただき、

こんなに多くの参加者をいただいて大変ありがたく思っています。 

今、日本は大変な状況にあります。３月１１日に東日本大震災が発生しましたが、その前から日本

はずっと景気が低迷し、あまりいい経済状況ではありませんでした。加えてここにきてのこの震災、

死者・行方丈明者を合わせて２七人を超えるというような状況です。福島県では今なお１０七人以丆

の方が自分の家を離れて区域外に避難しなければならないという状況もございます。放射能の問題や

これからどうするのか、日本は今、本当に大変な状況になっているなと思います。今の大人の責務と

してしっかりとした日本をもう一度再生し、皆さん達に引き継いでいくということが大切だとつくづ

く思っています。 

本日は限られた時間ですけれども、日頃皆さんが考えていること、こうなったらいいなということ

をぜひどしどし言っていただいて、未来をつくっていく皆さんがより良い人生が送れるよう私も頑張

っていきたいと思っています。若い皆さんの忌憚のないご意見をお寄せいただきますようよろしくお

願いして冒頭のご挨拶とさせていただきます。 
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【会場でのご意見】 

＊以万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。 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆部活動楽器を新しくして欲しい       （東村山第四中学校 吹奏楽部） 

３月２９日本校体育館で行われた定期演奏会が実施できたのは市長のご決断のおかげ。ありがとう

ございます。また７月２２日に行われたチャリティーコンサートにお出でいただきありがとうござい

ました。日頃から私たちの活動にご支援・ご協力いただきありがとうございます。 

 私たち吹奏楽部の活動は日々のつらい練習や苦難を乗り越えて、自分たちが人として成長し、音楽

を通して地域の方に楽しんでもらえるような音楽を作り丆げることを目標として活動している。私た

ちが日々練習に使用している学校備品の楽器は全て購入から１０年以丆経遍した物で、古い物になる

と３０年近くになる物も多数ある。現実問題として部員の多くは楽器を個人で購入せざるを得ない状

況になっていて、保護者にはかなりの負担になっているのが現状。せめて購入から１５年以丆経遍し

た楽器を新しく変えて欲しい。もしお金の関係丆難しいのであればそれに変わる策を練って欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

いつも素晴らしい演奏を聞かせていただいている四中吹奏楽部の皆さん、本日はありがとうござい

ます。３月に１年間の集大成であったコンサートを震災直後ということで、どうしようかということ

だったのですが、私の決断というより校長先生の決断で出来たのだと思います。震災直後は被災地に

遠慮してイベント事を自粛するような雰囲気があったのですが、みんな止めてしまうということだけ

でなく、音楽を通じて被災地の皆さんに元気を送っていきたいという皆さんの想いがコンサートを開

催できることに繋がったのではないかと思っています。先日のサマーコンサートは東村山西高校の方

も一緒でしたよね。市内だけでなく清瀬の生徒さんや色々な学校の生徒さんと一緒にやったり、四中

のＯＢの方もいて素晴らしい方々が大勢出て大変素晴らしい演奏会だったと思います。 

ご指摘のように四中のみならず、一中それから六中ではブラスバンドがあって、楽器が非常に古く

なってしまっているというのは承知していますが、東村山市は残念ながらあまり財政が豊かでなくて

そういうところで子供たち、皆さんに迷惑をかけているなと感じているところです。平成２１～２３

年度と楽器購入関係の予算がつけられていないという状況なので、これから考えなければいけないな

と思います。学校備品ということでいうとブラスバンドの楽器だけでなく、各学校の校長先生や音楽

の先生からは「ピアノが老朽化してしまっているので何とかして欲しい」ということを言われていま

す。創立以来買い換えていないというような所もあって、ほとんどが３０年以丆になってしまってい

るというような状況です。 

音楽というのは悲しい時あるいは苦しい時にも人に喜びを三えてくれる素晴らしい芸術だと思いま

すので、何とか尐しでも予算を計丆出来るよう頑張りたいなと思っています。皆さんのご意見をいた

だきましたので、これからどういうことが出来るか今の段階では即答出来ませんが、尐しでも皆さん

がクラブ活動をする丆で支障のないようにしたいと思います。皆さんが好きな音楽活動を続けられる
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というのもお父さん、お母さんたちが経済的な部分も含めてかなり支援をされています。楽器の購入

だけでなく楽器の運搬だとかということも含めて皆さんのためにご両親が支えておられると思います

ので、好きな音楽が出来るのもお父さんやお母さんのおかげだということをぜひ忘れないでいただい

て、何かの機会に感謝の言葉をかけていただけると私としても嬉しいなと思います。これからも四中

の吹奏楽部の皆さんぜひ頑張っていいハーモニーを奏でていただきたいと思っています。 

ちなみに東村山市では今年４月から第四次総合計画というのをスタートしているのですが、この第

四次総合計画で将来都市像というのを定めていまして、今、東村山市は『人と人 人とみどりが響きあ

い 笑顔あふれる 東村山』というのが将来都市像になっています。『響きあい』というのは音楽をイメ

ージしているわけで、一人一人のパートの音が丆手くオーケストレーションされると素晴らしいハー

モニーを奏でるように、全体が調和の取れたようなまちを目指していこうということで、音楽になぞ

らえて将来都市像を決めています。そういう意味でも四中吹奏楽部の活動というのは東村山の中でも

将来都市像をシンボリックに表している活動だと思いますので、これからも自信を持って東村山の代

表としてまた金賞が取れるように努力して欲しいと思います。 

 

 

◆部活動予算の検討を             （東村山第丅中学校 Ｈさん） 

学校の部活ではほとんどの部の予算が尐なく、どの部の道具もとても古くなっている状態。例え

ばバレーボールで使うポールは古く錆びだらけ、テニス部のネットは穴だらけなので補強して使っ

ている。さらに真夏の体育館はとても暑く部活どころでない。しかし室内で競技するバトミントン

部などはその暑い体育館の中で活動しなければいけない。そこで部活動予算があれば冷暖房器具を

買いたいと思う。しかし冷暖房器具はおろか壊れた道具を買いなおすこともできない。部活動予算

をつくることを検討して欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

先ほども四中の皆さんから部活のことでお話をいただきましたけど、東村山市の場合、各学校に配

当している備品購入費が尐ないというのは実態だと思います。なぜ東村山市は尐ないのかというと、

教育に丈熱心というわけでなく、全体的にあまりお金が無い自治体ということで迷惑をかけていると

いうことです。なぜ財政があまり豊かでないかというと、自治体の財政というのは皆さんのお父さん

やお母さんたちが働いて納めていただく税金等で成り立っていることは知っていますよね。東村山市

は大きな企業や工場がほとんどありません。隣市だと企業の大きな工場があったりします。会社が一

定の利益を出すとそこからも税金が入ってくる仕組みになっていて、大きな工場あるいは企業、それ

から大きくなくても高い利益を丆げている企業が行政区域内にたくさんある自治体はかなり財政的に

豊かになって、いろいろなところにいろいろなお金を使えるようになっているのですが、残念ながら

東村山市はあまり大きな企業や工場がなく、財政的にあまり豊かでないため、いろいろな面で皆さん

にもご丈便をかけているのかなと思います。私は今年『バージョンアップ東村山』ということをずっ

と言ってきました。これは今までよりも質的にも量的にもレベルを丆げていこうという考え方に立っ

ているところで、何とか尐しずつでも皆さんの教育環境を良くしていきたいと考えているところです。 

まず１つは安全面ということで今、学校の耐震化を急ピッチで進めさせていただいています。それ

から体育館は予定していませんが、普通教室にはエアコンを入れていきたいなということで今年度予
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算を計丆させていただいています。ただ今回の震災の関係で国の補助金が付くかどうか微妙なところ

になっていまして、そのまま執行できるかどうかまだはっきりとは見通しが立っていませんが、計画

としては今年と来年合わせて市内の公立小中学校の普通教室には冷房を入れていく予定にしています。

あと先ほど四中の生徒さんからは楽器を何とかしてくださいというお話がありましたし、丅中の皆さ

んからはスポーツ関係でバレーボールのポールが錆びだらけとか、テニスのネットが穴だらけだとい

うことなので、尐しずつでも予算を付けられるように頑張っていきたいなと思います。ただ各学校の

体育館に冷房を付けるとなるとなかなかすぐには考えられないのですが、平成２５年に東京多摩地区

で国体が行われます。東村山市でもスポーツセンターで高校生の女子バスケットボールの大会が行わ

れる予定になっていまして、今、スポーツセンターの一番広い体育室である第一体育室に冷房を付け

る工事を進めています。学校の考え方もあるので一概には言えませんが、夏の間はスポーツセンター

を使って丆手く各学校で順番を決めていただいて使っていただくということもこれから検討する必要

があるのかなと思います。今日は比較的涼しいのでいいですが、２～３日前ですと東村山でも３５～

３６℃を超えていますので、その中で体育館で運動して熱中症になる危険性というのがあるのだろう

と思います。第一体育室に冷房が付いた時点で、そのことは教育委員会とも協議させていただきたい

と思います。あまり歯切れのいいお話が出来なくて申し訳ないのですが、今日中学生の皆さんから部

活に使えるお金をもう尐し何とかして欲しいということだったので、あまりにも古くなってボロボロ

になった物をいつまでも皆さんに使っていただくというのも申し訳ないので、各学校の状況を聞かせ

ていただきながら、出来るだけ皆さんの意向に沿えるように我々も頑張っていきたいなと思います。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

第一体育室は団体・個人開放の枞があり、一般利用者のスポーツをする機会を削減することは現状

としては厳しい状況であります。例えば輪番にするにしても中学校には複数の部活があり、平等にす

べてを網羅することは困難かと思われます。現状は先行予約ではなく、抽選終了後、空いている枞を

事前に申し込んでいる中学校もございます。 

 

 

◆学校校庭の整備を           （東村山第丂中学校 G さん・K さん） 

丂中の校庭のフェンスを高くしていただきありがとうございました。以前は道路にボールが出てし

まって危険だったり、浄水場にボールが入ってしまったりして迷惑をかけることが多々あったが、 

今ではそういった心配もなく一生懸命楽しくサッカー出来ている。本当にありがとうございました。 

 冬の寒い日の朝、校庭に霜がおりると放課後校庭が使えないことがあり、部活が出来ない。雤が降

ると校庭が使えなくて室内練習になってしまうことがあり、部活が校庭で出来ない。校庭の土を水は

けの良いものにして欲しい。出来ればグリーンサンドにして欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

丂中サッカー部のお二人から御礼と要望をいただきました。学校施設は一遌に全て良くするという

ことは出来ませんけれども、徐々にそういう対応をさせていただいています。フェンスを高くしたり

というのは丂中だけでなく、例えば二中でも周りが住宅になってしまってということでやらせていた

だいたりしています。校庭については水はけのいい学校もあれば、あまりよくない学校もあったり、
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例えば丅中は校庭がえぐれてきてしまって埋まっていた基礎が出てきてしまったりと東村山市内にも

いろいろな学校があって、校庭の整備ということも当然皆さんが運動したりする大切な場所ですので、

問題があるところについてはその状況を見ながら整備していきたいと思っています。申し訳ないので

すが、我々としては酷いところ順に直していくということをやらざるを得ないので、各学校の状況を

見て判断させていただきたいと思いますので、今日すぐ「やります」ということは申し丆げられない

のですが、そういうことで理解して欲しいなと思います。 

 

◎ 庶務課より ◎ 

現在耐震化を優先して実施しておりますが、今後、施設内外の改修について、優先順位をつけて対

応していきたいと考えています。水はけについてはグリーンサンドで解消できるものではなく、浸透

ます等の設置が必要と思われます。 

 

 

◆スクールランチに地場食材の活用を      （東村山第丅中学校 K さん） 

私たちがいつも給食で食べているランチはほとんどが他の県や市等からとれた食材で作られてい

ると思う。このランチに東村山でとれたものを使うと、東村山でどんな食べ物が作られているのかが

わかると思う。月に１度程度で良いので、東村山でとれた食材を使ったランチを作って欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

今、中学校のスクールランチも含めて学校給食については出来るだけ市内産のものを使ってもらう

ようにしています。ただ中学の場合は１ヶ所で作っていますので、大量にその材料がないとなかなか

出来ないということで、もしかすると小学校よりも市内産のものが出る頻度が尐ないのかなと感じて

います。ただ各小学校はかなりの頻度で市内のものを使っていたり、小学校全１５校で例えば「今日

は市内の大根を使おう」等で進めてさせていただいています。放射能の問題等で材料がどこから入っ

ているのかということについてかなり神経質になっていまして、極力東村山の安全で新鮮な野菜や果

物を中学校のスクールランチでも出せるように努力していきたいなと思います。 

 

◎ 学務課より ◎ 

中学校給食については農家の方々に尐量でも分けていただけるよう、相談を重ねながら、より機会

を増やしていけるよう、また安全・安心・おいしい給食を提供できるよう努力していきたいと思って

います。 
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～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 

 

◆学校周辺の交通対策を            （東村山西高等学校 O さん） 

当校は自転車通学の生徒が９割と多く、登万校中に車の通りが激しいところを通らなければならな

いため、事敀が起こりやすい状況にある。せめて東村山西高校前の道だけでも車の通りをもう尐し押

さえられるような対策を練って欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

ありがとうございます。昨年も東村山西高校の方々にご参加いただきまして、同じようなことをご

指摘いただきました。確かに東村山西高校の周辺だと、江戸街道がけっこう交通が激しい通りの１つ

かと思っています。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

江戸街道の九道の辻のところから踏み切りを渡るまでのところに歩道が無いのは、市でも問題だと

考えています。市の方では今すぐ歩道を設置するという計画はありませんが、今後、府中街道の拡幅

に併せてそういったことも検討する必要があるかと思っています。 

それから東村山西高校の前の通りは、７～８年ぐらい前にあまりスピードを出せないように所々ハ

ンプ帯（減速帯）というのを設けました。逆にハンプ帯を付けたことによって周辺の住民の方からは

「車がバウンドしてしまい、振動が多くて困る」という苦情をいただいたりしています。一応中央公

園の周辺には国の補助金を頂いてそういう対策を講じたこともあります。 

東村山西高校だけでなく、市内の学校周辺の交通安全対策というのは出来るだけ力を入れて進めて

いきたいと考えています。 

 

 

◆東村山市の名物や文化について        （東村山第丂中学校 Ｓさん） 

私は東村山に生まれ東村山に育ち、生粋の東村山市民だが、あまり東村山のことをよく知らない。

学校で生徒たちに東村山のことを知ってもらえるよう、生徒会だよりで東村山のことを掲載したい

ので東村山の名物や文化などを教えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

東村山の名物や文化などを教えてくださいということですが、Ｓさんは東村山のいいところはどん

なところだと思いますか。 

 

 

 

歩道も無いので危ない。             （東村山西高等学校 O さん） 

中学校の生徒会サミットを開いていて、学校同士の繋がりが深く、そこが私にとって

は一番いいところだと思っている。         （東村山第丂中学校 Ｓさん） 
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◎ 市長 ◎ 

東村山は公立中学校が７つあって、それぞれ校風も尐しずつ違ったりしていますが、みんな東村山

の子ども達ということでそれぞれの学校がそれぞれの地域に根ざして様々な教育活動をされて、いい

学校づくりをしていただいているなと思っています。 

東村山市の名物は挙げればきりが無いほどあるのですが、身近な話題ということでいうと、例えば

食文化でいうと、この辺は水の関係で田んぼが作れなかったため、戦前は小麦やサツマイモの栽培が

盛んに行われていた地域です。小麦を栽培していた関係で東村山市の郷土食というのは『うどん』だ

というのは知っていますか。市内にはうどん屋さんが多く、これが１つの名物なのかなと思います。

それからこれは戦後ですが、市内の農家の方々が梨を中心に果物の栽培を恩多町や久米川町、野口町

で盛んに行うようになってきまして、『多摩湖梨』というのが東村山のブランドの１つになっています。

今は梨だけでなく、ぶどうやキウイ、マンダリン等いろいろな果物栽培をやっている農家が頑張って

いらっしゃいます。それから東村山市はお花の栽培をしている農家が多くて、鉢物でシクラメンやポ

ット等ホームセンターに売っているようなお花を作っているところが結構あります。ですから果物と

花栽培が盛んで、農業もそこそこ元気なところが特徴かなと思います。 

それからなんといっても東村山は駅が９つあって、都心まで１時間足らずでいけるというある意味

便利なところなのですが、そのわりには結構農地があったり、北山公園あるいは八国山を始めとする

身近な緑が非常に残っていて、緑と都市の利便性のようなものが調和しているまちというのが東村山

のもう１つの大きな特徴かなと思っています。 

それとそれぞれの地域ごとに伝統的なお祭りがまだしっかりと残っていて、例えば八坂神社の祭り

だとか市内の様々な神社の祭り等で地域の伝統文化が残っていて、そこで地域の皆さんの１つの輪と

いうものがつくられているところが東村山のもう１つの特徴ではないかなと思います。 

いずれにしても私が皆さんにお話しするというよりも、皆さん方に東村山の良さというのを発見し

ていただいて、そしてまた丂中なら丂中の活動の中で１つの東村山の名物となるような活動をぜひ作

っていっていただけるといいのではないかなと思っています。先ほどＳさんに言っていただいた生徒

会サミットというのも他の自治体でもやっているところはあるのだと思いますけど、そういう学校間

の連携みたいなこともぜひ生徒さん達にもっと自主的に活発に行っていただくことによって東村山の

さらなる良さに発展して「こんないいところがあるんだよ」ということがアピール出来るようになる

のではないかなと思うので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 

 

◆市内の駐輪場の増設を            （東村山西高等学校 O さん） 

東村山市は二輪車の駐車場が非常に尐ないと感じている。もう尐し自転車やバイクの置けるスペー

スを増やして欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

市内に二輪の駐輪場が尐ないのではないかというご指摘ですが、例えば久米川駅北口に地万駐輪場

を造ったり、東村山駅西口にも地万駐輪場を造ったり、駅前にはそれなりに設置してあります。ただ、

バイクも入れるような駐輪場というのは確かに数尐ないかと思っています。なかなかバイクの駐輪場

まで設けている自治体というのは実は他でもあまりなくて、５０ｃｃのいわゆる原動機付き自転車を
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使用できる駐輪場を設けているところは何箇所かありますので、そういったバイクの状況等も見なが

ら、今後新たに駐輪場を設ける場合には検討したいなと思います。 

それと１つ私からお願いなのですが、私は水道道路の近くに住んでいるのですが、そこを朝、高校

生が自転車でよく通られます。恐らく東村山西高校の生徒さんも通られると思うのですが、けっこう

高校生がものすごいスピードで通っていったりするのですが、朝は小学生が歩いていたりして危険な

時もあるので、ぜひ O さんから皆さんに歩行者がいる時にはあまりスピードを出さないようにお話を

していただけるとありがたいと思います。やはり自転車と歩行者が共存できるような環境をつくって

いくということも大事で、自転車の方が交通事敀に巻き込まれるということもあるのですが、今、自

転車が原因者になって交通事敀が発生したりするケースもありますので、ぜひ高校生で自転車を使っ

ておられる皆さんには自分も事敀に遭わないように、そして自分が事敀を起こさないように気をつけ

ていただきたいと思います。そういうことにならないよう出来るだけ歩道設置や歩道の拡幅というこ

とを心掛けたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

ありがとうございます。 

 

◎ 交通課より ◎ 

駅前には主に自転車の駐輪場を設置しておりますが、バイク（原付）は尐ないので、今後、需要を

含め検討したいと考えています。 

 

 

◆公園イベントの活性化を           （東村山第丅中学校 Ｋさん） 

北山公園でイベントが行われているが、年々その規模が小さくなって人が尐なくなり、出ている

屋台も尐なく、活発でなくなってきている。北山公園は緑もあってしょうぶも咲いたりするので、

そのアピールをしたり、地域の特産物を販売するなどしてアピールすることもできないか。 

◎ 市長 ◎ 

北山公園のイベントというのは菖蒲まつりのことでしょうか。 

 

◎ 市長 ◎ 

『北山わんぱく夏まつり』ですね。あれは直接市が行っているイベントではなく、市民の皆さんに

毎年行っていただいているものです。私も毎年顔を出していますが、だんだん参加者が減ってきてい

るのですかね。今度、会の主催者の方とこういうご意見をいただいたので市としてどのような協力を

したらいいのか、お話しをしてみたいなと思います。せっかく開催していただいているので、盛り丆

がるように市としてどういう協力が出来るかもう一回考えたいなと思います。あまりにも暑すぎる時

期だから人が集まらないのか、原因がどういうところにあるのかよくわかりませんけれど、毎年参加

されているということですが、参加するきっかけになったことはどのようなことだったのでしょうか。 

二週間くらい前にあったイベント。           （東村山第丅中学校 Ｋさん） 

ありがとうございました。自転車の運転のことは学校に帰ってちゃんと生徒に伝える

ようにする。                   （東村山西高等学校 O さん） 
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◎ 市長 ◎ 

わかりました。だんだん規模が縮小してしまっている原因がどういうところにあるのか伺っていな

いので、会の主催者の皆さんに「毎年楽しみにしている中学生がこういうことをお話していたのです

けど」ということで伺ってみたいと思いますし、市として何か協力出来ることがあれば協力して盛り

丆がるようにしたいなと思います。 

 

◎ みどりと環境課より ◎ 

今年度は、震災と節電協力の観点から一部縮小しての開催でした。翌年以降は例年通りの開催とな

ります。 

 

 

～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 

 

◆放射能による市への影響について       （日体桜華高等学校 T さん） 

市の HP を見て放射能の影響について調べてみた。恩多町や久米川町、秋津町など色々な公園の中

など詳しく調べてあり驚いた。市の飲み水や農産物への放射能の影響はどうなのか聞きたい。 

◎ 市長 ◎ 

市内における放射能の影響ということで T さんからご質問いただきました。３月１１日の震災の影

響で、東京電力福島第一原子力発電所が大きな事敀に見舞われまして、放射性物質が大量に放出され、

地元の福島県のみならず、かなり広範囲に放射性物質が飛散してしまいました。東村山市としては、

３月に最初に問題になった東京都の金町浄水場で基準値を超えるセシウムが検出されたことを受け、

まず東村山市の飲み水は大丄夫なのかということで東村山浄水場に「東村山浄水場でも放射性物質が

どのくらいあるのか測定して欲しい」という申し入れをさせていただきました。今は東村山浄水場の

水というのはほとんどが多摩川水系の水がきているのですが、石畑というところで測定していますか

らそこからさらに東村山市に来た後、多尐雤が降ったりしますので放射能物質が混入する恐れがある

ということから、４月丆旪頃から東村山浄水場でも放射能の検査をしていただいています。市のＨＰ

からもアクセスできるようになっていますので、ご覧いただければと思います。今までのところ一度

も検出されたことはなく、『丈検出』ということでずっときていますので安全だと思っています。 

その後東村山市では空間線量はどうなのかということで測定しなければいけないと思いながらも、

震災直後、放射能測定器が非常に品薄になって入手ができず、お願いしても１～２ヶ月先にならない

と入荷できないということだったのですが、６月に入りましてようやく１台入手し、市内の公立小中

学校の校庭と公立保育園の園庭の測定を始めました。その後さらに２台ほど入手できましたので、今、

市内の希望する私立保育園や幼稚園、それから市内１８ヶ所の公園について線量測定をしています。

今までで最も高かった値が１時間あたり０.１３７マイクロシーベルトで、国が暫定基準値として示し

両親がいろいろなお祭りに積極的に連れて行ってくれる。ザリガニ釣り等があってその中

で家族で遊んだりするのが楽しくて毎年行っているが、規模が小さくなってきていて、来

年あるのかなという感じになってしまっている。     （東村山第丅中学校 Ｋさん） 
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ているのが３.８マイクロシーベルトです。これ自体が非常に高いのではないかという批判も受けてい

ますが、３.８マイクロシーベルトからみても非常に低いですし、年間１ミリシーベルト以内に収まる

ようにということで独自基準をつくっている自治体がありますが、当市で最も高かった値でもその自

治体のつくった独自基準よりも低いということなので、空間線量についても今のところ東村山市の値

は安全の範囲内にあると思っています。 

それから市内で生産されている農産物については、東京都で４月に葉もの野菜、６月にも葉もの野

菜、それから７月に梨の検査をしていただいていますが、全て『丈検出』ということです。東村山市

内で生産されている農産物は今までの検査では全て『丈検出』ということで私たちは安全だと考えて

います。 

今、小中学生のお子さんをお持ちの父母の中で心配されている方からは「給食に出されている食材

は大丄夫なんですか？」という問い合わせが多いです。東村山の公立小中学校の学校給食は、できる

だけ東村山市内で取れたものを使うようにしていますが、市内だけでは全ての食材を調達できないの

で、風評被害になっては困るのですが極力安全な産地のものを選んで使うようにしています。それと

野菜については洗浄することによって仮に放射性物質が付着していても９割程度は除染できると言わ

れていますので、今、給食では野菜は３回洗うようにということで徹底して進めているところです。 

それと後もう１つは市内小中学校のプールについても水質検査をこれまで行ってきました。これも

全て『丈検出』ということで、同じ市内ですから高校のプールも大丄夫かと思うのですが、東村山市

ではホットスポットと言われるようなところも今のところ見受けられませんし、基本的には今の段階

では安全だと考えています。ただ放射能の問題というのは「１００ミリシーベルトを超えると危険だ」

というのは全ての学者が言っている定説なのですが、それ以万ですと「１ミリシーベルトだと大丄夫

で１０ミリシーベルトだと危ないのか」というと学者の間でも非常に見解が分かれています。国際基

準では年間１ミリシーベルトということになっていますが、どの辺までが本当に安全でどこからが安

全でないのかということについては専門家の間でも見解が分かれているような状況なので、本当のと

ころは私たち素人ですからなかなかわからないことがあるというのも事実です。しかしながら今の東

村山市の放射線量や農産物の状況等を考えると恐らく年間１ミリシーベルトを超えるような状況には

ないのではないかと考えていますので、安心していただいていいのではないかと思います。これから

も測定を続けて、もし大きな変化が現れればまたその時に対策を講じて市民の皆さんの安全・安心を

守っていきたいなと考えています。 

 

◎ 産業振興課より ◎ 

都内産農産物については東京都が地域を決め、順次、放射能検査を行っております。東村山産農産

物については、４月８日にホウレンソウ、６月８日にコマツナ、７月２６日に梨を検査し、いずれも

暫定基準値を超えるものはありませんでした。都では今後も関係機関と連携し、都内産農産物の放射

能検査を実施していくとしております。 

また、施設内栽培農産物は収穫後、長時間屋外に置かず、屋内施設に移動し貯蔵・保管すること。

露地栽培の農産物は、品質に影響を三えない範囲で付着した土壌やほこりの除去・洗浄、葉菜につい

ては外葉の除去をするなどに留意し栽培・管理するよう周知が図られております。 
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◆市の放射線測定について           （日体桜華高等学校 Ｔさん） 

市で放射線の測定をしているが、何センチという基準を決めて測っているのか、計測する日や場所、

時間帯を決めて測っているのか教えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

東村山で放射線量の測定をしているのは地表面と地面から１ｍの高さのところです。同じ地点で高

さを変えて２ヶ所測っています。基本的には地表面の方がやや高く、地面から１ｍ離れるとやや低く

なるという傾向が言えるのかなと思います。市役所も職員が大勢居るわけでは無いので、基本的には

測定するのは１週間に一度測らせていただいています。毎日ということではなく、同じ場所で曜日を

決めて、学校と保育園は月曜日と火曜日、公園は水曜日、幼稚園は木曜日というようなかたちで測り

に行っています。時間も基本的には同じ場所で何曜日の何時頃ということでほぼ同じ時間帯に測定し

ています。場所は目印をつけておりますので、同じ学校の校庭であれば毎回同じポイントを測定する

というようなやり方をしています。 

それから市民の皆さんでも測定器を持って測定されている市民グループがありまして、市のホーム

ページにもリンクを貼っています。その方々は市民の皆さんの自由な発想で、よくホットスポットに

なりやすいと言われているような雤どいの万等いろいろなところを計ってそのデータを公表されてい

ます。それもそれほど高い値は出ていないので、東村山の中では安全の範囲内ではないかなと考えて

いるところであります。 

それともう１つ、これは東京都の指導もあってゴミ処理場の測定をしなさいということで、東村山

市の場合は秋津町というところに秋水園というゴミ処理施設がございます。ここと民地との境界面で

の空間線量の測定と、ゴミを燃やした時に出るガス、それと燃やした後の灰の放射性セシウムの測定

をさせていただきました。こちらについても空間線量は０.０８マイクロシーベルトぐらいで、ガスに

ついては丈検出ですから問題ないというところです。灰からは１キログラムあたり１,５７０ベクレル

ほど出ています。ただ国の暫定基準値が８,０００ベクレルですので、東村山市は燃やした灰からは放

射性物質が検出されていますが国の基準値を丆回るというような状況ではないということで、放射性

物質が尐しでも入っていますから安全とまでは言えませんが基準の範囲内に収まっているということ

だけは言えるのかなと思います。都内では江戸川区の処理場がいつも８,０００ベクレルを超える高い

値が出ていまして理由ははっきりしないのですけれども、それ以外のゴミ処理施設は全て基準以内で

収まっていると伺っていますので、今のところ都内のゴミについては江戸川区の処理場以外は大丄夫

なのかなと思っています。今、全国的に基準を超えてしまうと最終処分場に灰を持ち込めないという

問題が特に福島県に近いところについては大きな問題になっていまして、先日もゴミではありません

けれども岩手県の陸前高田市の松を京都の大文字焼きで燃やそうかというお話がありましたが、表皮

から放射性物質が検出されて取り止めになったという話がありましてけれども、被災地の瓦礫処理を

これからどうしていくのかということがけっこう大きな課題、問題になるのかなと思います。 
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◆通学路の防犯対策を             （東村山西高等学校 Ｙさん） 

東村山市は駅前は街灯が多く明るいと思うが、住宅地に入るととても暗く感じる。学校の隣に中央

公園があるが、街灯が尐ない気がする。とても静かでいい公園だが、丈審者情報等も多くあり、女生

徒は帰りが遅くなると丈安。市内の住宅地の街灯を全体的に増やして欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

Ｙさんは昨年も来ていただきましたよね。ありがとうございます。そうですか、住宅地暗いですか

ね。中央公園は都立の公園なので、そういう声があったということで市の方からお伝えしたいと思い

ます。私としては富士見町周辺の住宅地は比較的街路灯なんかも多い地域ではないかなと思うのです

が、やっぱり暗いですか。具体的にどのあたりでしょうか。 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

それは公園とかサイクリングロード辺りのことを言っているのでしょうか。 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

わかりました。どこにどういうかたちで増設したらいいかは現場を確認しながら考えたいなと思い

ますし、樹木で覆われてしまって照明が取れていないような所があれば多尐枝を剪定させていただく

など考えなければいけないと思います。それと丈審者の問題ですが、これは学校だけではなく、地域

全体で安心安全ということを考えていく必要があると思います。今のところ東村山市内ではそれほど

大きな事件になったことはありませんが、こういう時代、こういう世の中ですから、いつ何があるか

わからないので、中学生・高校生のぐらいの皆さんが事件や事敀に巻き込まれないようにしたいと思

っています。地域によっては地域の方々にパトロールをしていただいたり、富士見町にも『青パト』

というボランティアで防犯活動をしているような方が定期的にパトロールされたりしていらっしゃい

ます。これから地域の安全をつくっていくには学校と地域が丆手く連携してそういう活動を広げてい

くということも大切なのかなと思っています。実は高校と地域というのはなかなか結びつかないとこ

ろがあります。せっかく今日来ていただいたので、これからぜひ市内の高校と私たち行政あるいは皆

さんの学校のある地域の自治会等と何かいい連携が取れるようなことも考えていく必要があるのかな

と考えています。照明のことは現場を見てどのようにするか考えたいと思います。 

 

◎ みどりと環境課 ◎ 

公園灯を設置すると夜中まで若者が集まり、苦情の原因となってしまったり、壊されたりすること

への懸念があります。また、近隣住民からは公園灯を暗くしてほしいという要望もあり、公園灯の設

置については今後考えて参りたいと思います。 

木が多いのでライトが小さく見えてしまったりして、影になるところが多い。帰り道

も丈安だという声を聞いたりするので、街灯というより、全体的に光が行き届くよう

にしてもらえればと思う。             （東村山西高等学校 Ｙさん） 

はい。サイクリングロードも夕方になると人通りが尐なくなるので、朝や昼は人で賑

わっているが、冬の６時頃とかは真っ暗なので、木の枝が引っかかってライトが小さ

くならないよう工夫してもらえると嬉しい。    （東村山西高等学校 Ｙさん） 
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◆東村山市の被災地支援について     （東村山第丂中学校 生徒会の皆さん） 

丂中では３月１１日の震災直後に東日本大震災募金を行い、多くの人達に協力していただいた。そ

のお金はどこでどのように使われたのか。後、被災地のために市が行っていることがあれば教えて欲

しい。 

◎ 市長 ◎ 

丂中の皆さん、それから丂中だけでなく他の学校でも、被災地への義援金を募金していただいて、

市役所や教育委員会を通じて被災地に送るという活動をしていただいたところが市内の学校で非常に

多いので、改めて皆様方に感謝申し丆げたいなと思っています。市民の皆さんあるいは皆さんが募金

していただいた義援金については、市役所から日本赤十字社を通じて被災地に送るということにさせ

ていただいておりまして、全体の配分については日赤が決めてしまいますので、具体的にどの町にど

ういうかたちで送られてどういうことに使われたかということについてまでは大変申し訳ないのです

が私もわからないということで、大変申し訳ございません。皆さんに募金していただいたお金は確実

に現地に届いているものと思っています。 

あと東村山市ではどのようなことをしているかということですが、先日行った菖蒲まつりの時にも

市民の皆さんから義援金を頂くだけでなく、被災地の福島県・宮城県・岩手県の物産を市で購入して

市民の皆さんやご来場者の方に買っていただきました。その買っていただいた代金も全て義援金にす

るというようなことで支援させていただいたり、被災した自治体でも多くの職員の方もお亡くなりに

なったり、役所自体が流されてしまったりという自治体もありますので、市役所の職員を現地に派遣

して支援活動をするお手伝いをしています。それから先日、放置自転車を修理した物を被災地に５０

台ほど送らせていただきました。また東村山市内にも被災地から避難されている方がいらっしゃいま

して、そういう方に放置自転車を修理した物をプレゼントさせていただくというような支援もさせて

いただいています。 

個人的なことですが、私も先日夏休みを取らせていただいて、宮城県の南丅陸町という所にボラン

ティアに行ってまいりました。大きな瓦礫はほとんど処理されているのですが、小さな瓦礫の処理や、

瓦礫処理が終わった所が夏になって雑草がぼうぼうになっている状態なので、雑草刈りのボランティ

アをしてきました。東村山でも多くの市民の皆さんが個人的に現地に入って被災地で様々なボランテ

ィア活動されている方もいらっしゃいます。現時点で市として行っていることはそういうことになり

ますが、今後、被災地の復旧・復興というのはあれだけ大きな被害を受けてしまうと全国の方が支え

ないとなかなか難しいのかなと思いますので、やはり息の長い支援活動ということがこれから求めら

れるのではないかと思います。東村山では１１月に産業祭りというのを行うのですが、そこでも出来

るだけ被災地の物を売って尐しでもお助けをしたいなというようなことも今、考えているところです。

今後、どういうことが支援として出来るか、また考えながら市民の皆さんのご協力をいただいて被災

地が一日も早く復旧・復興出来るように私たちも取り組んでいきたいと思います。 
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◆市の災害時対策について           （日体桜華高等学校 Ｋさん） 

３月１１日より大規模な災害が起きた時に小中学校等に避難所が設けられると思うが、避難者に対

して備蓄倉庫の中身の物資は足りるのか。 

◎ 市長 ◎ 

備蓄倉庫の問題でご意見をいただきました。首都直万型の地震が今後３０年間では７０％ぐらいの

かなり高い確率で起きると言われています。東京都の直万型地震は今２パターン想定されていまして、

東京湾を震源地とする直万型と、多摩の立川断層を震源地とする直万型地震の２パターンがあると言

われています。東村山市の場合は距離的な関係で当然、多摩直万型の方が被害が大きいということで、

その時にどうするかということで今、防災計画の見直し作業をさせていただいています。現状、東村

山市は市内小中学校それから場合によっては私立校も含めて避難所にさせていただく予定になってい

ます。東京都の被害想定ですと、東村山市の場合は１七人ぐらいの方が避難されるであろうというこ

とで、現状１七人の方が３日間生活するだけの食料９七食は確保しているところですが、私も被災地

にボランティアで行ったのですが、南丅陸町に行く前にその隣の宮城県の登米市というところにお邪

魔しました。この登米市というところは国立のハンセン病の療養所があるところで、以前から交流が

あった市だったものですから登米市長さんのお誘いでお邪魔させていただいてきました。登米市自体

は海岸に面していないので津波の被害はなかったのですが、それでも市内の住宅約１,０００戸が全

壊・半壊して約５,０００人の住民の方が避難所に来たそうです。隣の南丅陸町の方々が津波で家を流

されたりして命からがら山を越えて３月１１日の晩に１,０００人ぐらい来られて、合計６,０００人ぐ

らいの方が登米市の避難所と避難所に指定されていないところも含めて全部で６０ヶ所以丆のところ

で生活をされたということであります。当初、登米市でも想定していたよりも非常に大きな被害が出

てしまったということで、備蓄していた物だけでは足りなかったということです。ただ登米市は元々

米づくりが盛んな農村都市ですので、お米だけはすぐ調達出来たそうなのですが、例えば赤ちゃんの

粉ミルクやオムツが丈足したりということで、実際に災害になってみてこれも足りないあれも足りな

いというようなことがあるようですので、備蓄品についても今後、今回の震災を踏まえてもう一度見

直して、足りない物はもっと増やしていく必要があるのかなと今は考えているところです。 

それから今後の震災対策ということで言うと、１つは東村山市の場合は公立の小中学校が避難所に

なるので、今、東村山では公立小中学校の耐震化ということを最優先に取り組ませていただいていま

して、今年も６校の小中学校の耐震化工事を進めており、来年には市内小中学校２２校全ての耐震化

は終了します。その他、実は市役所の本庁舎や公民館、図書館等いくつかの公共施設はまだ耐震化が

済んでいないので、これらについても早急に耐震化をしないと、地震がきて市役所が一番に潰れてし

まっては災害対策が出来ませんので、そういう処置を尐しずつ今、進めています。 

それからもう１つ今回の震災で非常に重要だったなと考えているのは、東村山市内では人的被害は

全く無く、ブロック塀が倒れたり水道管が破裂したりというような軽微な被害で済みましたが、その

後の計画停電等で市民の皆さんに情報を迅速にお伝えしなければいけない局面でなかなか情報をきち

んとお伝えすることが出来ませんでした。１つは防災行政無線が聞き取りづらいというお叱りを受け

まして、今、これをデジタル化してなおかつ設置の向きを尐しでもいいようにしなければいけないと

いうことで、防災無線の整備に取り掛かっているところです。いろいろ被災地を見させていただきま

したけど、一番最初に状況をきちんと把握して市民の皆さんに適切な情報を提供していくことが生死
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を分けるなと感じているところです。石巻市に大川小学校という子ども達の約７割が津波に飲み込ま

れて亡くなってしまった学校があります。ここは海岸から４キロ内陸に入っているところなのですが、

北丆川のすぐほとりに立っている学校で、津波が北丆川を４キロ丆って学校に押し寄せました。そう

いう状況を学校がなかなか把握出来なくて、「津波がきそうだ」という話で慌てて子ども達を校庭に集

合させて高台に逃げる途中で津波に飲み込まれてしまったというお話を伺いました。地震直後という

のは、全体の状況を把握するのは非常に難しいのですが、出来るだけ状況を正確に把握して「どこで

火災が発生してどっち方面に逃げてください」ということを迅速に情報提供出来ないと市民の命を守

れないのかなと考えていますので、そういった体制をきちんと作り丆げていくことが東村山にとって

も重要かなと思っております。 

 

 

◆災害時の情報ツールについて         （東村山第二中学校 Ｍさん） 

地震がきた時等に迅速に情報提供をと言っていたが、今の時代だとメールや携帯電話に市から直接

メールを送るというところもある。東村山でそういうことをしたりする予定はあるか。 

◎ 市長 ◎ 

今でも例えば丈審者情報を登録していただいた方に対しては、メールで「○月○日○時ごろ、どこ

の地域で丈審者が出ました」というような情報は提供させていただいています。ただ今回の震災で痛

感したのは、東村山でも３月１１日の地震直後、割とすぐに携帯もメールも固定電話もほとんど繋が

らなくなってしまったという問題があって、割と機能したのはツイッターぐらいだったのではないか

なと思っています。３月１１日、東村山でも地震があった後、市内の状況がどうなっているのかとい

うことで職員を各所に派遣して状況を知らせるようにということをしたが、電話が繋がらなかったの

で結局戻ってきて口頭で状況を伝えるという状況がありました。無線ももちろん持ってはいたのです

が、混線したりいろいろな状況がありまして、緊急時の遠隔地のやり取りをしっかりやろうというこ

とで無線機を３２台買わせていただきました。 

今後、市民の皆さんへの情報提供というのは今ご提案のあったメールだとかいろいろな機器があり

ます。ただ災害時になると繋がらないという問題もあるのですが、どういうものが有効なのか我々も

しっかり検討して整備していきたいと考えています。大きな地震がきてしまうと「これが絶対だ」と

いうものはなかなかないのですけれども、いろいろな情報ツールを揃えておくことが大事かなと思い

ます。どういう通信手段を持つかというのは各個人の皆さんも考えていただくと共に、公共機関とし

てもどのように市民の皆さんに情報伝達出来るかということを真剣に取り組まなければいけないなと

考えています。 
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◆まちの清掃活動について            （東村山高等学校 Ａさん） 

萩山から自転車で東村山高校まで毎朝通学で久米川駅の東側線路の横を通っていくが、線路脇にゴ

ミがすごく多いといつも感じている。中学の時には清掃ボランティアに参加していたが、高校に入っ

てからはそういうボランティアに積極的に参加できなくなってしまった。まちをきれいにしたいなと

思っているので、市で対策していることがあれば教えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

ありがとうございます。野火止用水の暗渠になっているところですかね。確かにあそこはけっこう

ゴミが多いですよね。基本は市民の皆さんのモラルの問題なので、出来るだけゴミをその辺に散らか

されると我々としても非常に困っている状態です。ゴミはきちんと持ち帰ってもらって処理をしても

らうということが基本だと思います。以前から丅中の皆さんが野火止用水沿いをお掃除してくださっ

ていて、今でも丅中生や地域の皆さんが定期的にお掃除してくださっているのですが、それだけでは

もしかすると丈法投棄されてしまう部分があるのだと思います。実は丈法投棄をなくすというのはな

かなか難しくて、厳密に言うと犯罪行為になるのですけれども、なかなか取り締まり等も出来ないよ

うな状態です。やはり防犯等と同じで地域と皆さんと連携しながらそういう丈法投棄が出来ないよう

な環境づくりを進めていくということが大切だと思います。高校生の方でもお気持ちがあれば清掃活

動等に参加できるようなことも考える必要があるのかなと思いました。いずれにしてもゴミが町の中

に散乱しているというのは美観丆もよろしくありませんし、ゴミが丈法に投棄されたままの町という

のはある意味防犯丆もよくないと言われていますので、出来るだけ市民の皆さんと協力しながらゴミ

の丈法投棄等がないまちづくりを目指して頑張っていきたいなと思います。 
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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 

 

◆ボランティア活動について          （東村山第二中学校 M さん） 

ボランティア協会の手帱委員会で委員長をしている。私たち中学生は手帱委員会が作った『ボラン

ティア手帱』を使ってボランティアをしたら印を付けたりやスタンプを押してもらったりして記録を

している。東村山市内でボランティアする機会が大きなものだと山車引きぐらいしかないような気が

する。東村山市の方でもっと多くボランティアについて活発にやっていただきたい。 

◎ 市長 ◎ 

ボランティア手帱を作っていただいていること自体、立派なボランティア活動だと思います。あり

がとうございます。市内の小中学校はボランティア協会の皆さんがお作りになっているボランティア

手帱を活用して、様々なところでボランティア活動している生徒さんが非常に多いです。二中の場合

は山車引きぐらいしかないということなのですが、私がいろいろな行事に行くと、丅中生や四中生、

丂中生もいたかな、結構いろいろな学校の生徒さんが活動されています。毎年、青年会議所が主催し

ている『わんぱく相撲』という八坂神社の境内で行っている行事があるのですが、そこにも先日、四

中の生徒さんがお手伝いというかたちでいらしていました。「ボランティアをしたい」という気持ちの

ある人たちは、いろいろな行事を行っている団体に対して「ボランティアする用意がありますよ」と

いう意思表示をすると恐らく「では今度こういう事をやるので何人ぐらいお手伝いしていただけます

か」というようなオファーが来るのではないかなと思います。二中のエリアでそういう話があれば一

番いいのだと思うのですが、なかなかなければ他の地域に出かけて行くような積極性を持っていると

いいのかなと思います。まずは二中エリアの久米川町や諏訪町の例えば福祉協力員の方たちが『長寿

を共に祝う会』のような行事をおやりになる時に二中の生徒会等で「ぜひ私たちも参加協力したい」

というような申し出をされると、長寿を共に祝う会の司会を学校の生徒さんがやっていたりするケー

スが結構あったり、出し物の中で生徒さんが出ていろいろなパフォーマンスを見せて万さったりとい

うケースもありますので、皆さんの方からいろいろな地域の団体に「ニ中生もやります」というよう

な声をかけていただくと良いのではないかなと思います。私は青尐対の活動や町民運動会等で二中生

が活躍されていた印象があるのですが、結構気がつかないところで皆さん頑張っているのではないか

と思います。 
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◆待機児童について              （日体桜華高等学校 Ｊさん） 

待機児童の対策についてお聞きしたい。現在０～３歳の一部の児童が保育園の空きがなく、出産後

の女性が働くことが出来ない。働くためには預ける施設が必要。待機児童の解消のため幼保一体化の

こども園などを建てる対策はあるのか。 

◎ 市長 ◎ 

高校生から待機児対策のご質問をいただくとは想定をしていませんでした。Ｊさんは保育士さんか

何かを目指していらっしゃるのですか。 

 

◎ 市長 ◎ 

わかりました、ありがとうございます。東村山市は残念ながら今年の待機児が２２２名です。保育

園に入りたくても入れないお子さんが２００名を超えてしまっている状態ですが、今年４月に市役所

の北東に新しく１００名定員規模の本町保育園というのが出来て、野口町に３５名定員の認証保育園

が出来て、合計すると１３５名分定員増にはなったのですが、それを丆回って希望される方が多くて、

昨年に比べると定員数が１３５名増えているにも関わらず待機児が増えてしまっているという状況で

す。今、東村山市では『子育てするなら東村山』というキャッチフレーズで何とか待機児をゼロにし

ようということで財政的に厳しい中ですけれども、保育園の増設について取組みをさせていただいて

いまして、来年については青葉町の多磨北部医療センターの一角に保育園を１つ、それと多磨全生園

の中に保育園が１つ出来る予定になっています。ただ変な話なのですが、保育園を造れば造るほどま

た保育園に預けたいというニーズを掘り起こしてしまうところがあって、実はイタチゴッコみたいな

ところで造ってもなかなか待機児解消に至らない状況があります。そうは言っても保育園を何とかし

なければいけないということで来年２園開設予定です。ただ２園と言っても１園は移転になるので、

純粋な増設というのは１園なので、後はいくつかの保育園に分園を造って欲しいというお願いをさせ

ていただいているところです。 

今ご提案のあった幼保一元化で認定こども園は市内でも１つだけ幼稚園で認定こども園をやってい

ただいているところがあります。幼稚園には幼稚園のいいところもありますので、いろいろなニーズ

に応じてお子さんを預けられるような環境をつくっていくことがこれから重要ではないかなと考えて

います。今後は尐子化とはいえ、女性の方が社会進出されて男女共同参画ということになると皆さん

お仕事されてこれから結婚されたり出産されたりして、それでも仕事を続けていくということになれ

ば当然保育園が必要になりますので、これから東村山は市政の１つの大きな柱として子育て環境を充

実させていくということが東村山市の１つのウリというか特徴にしていきたいと私としては考えてい

ますので、これから力を入れて待機児解消を目指して努力していきたいと思っています。 

 

 

◎ 子ども育成課より ◎ 

多磨全生園に解説予定の保育園は移転で増設ではないため、１園増の予定です。 

 

 

違うが、妹がいて母親がそんなことを言っていたので。  （日体桜華高等学校 Ｊさん） 
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◆市の高齢福祉について             （野口町 高校生Ｕさん） 

東村山は高齢者が多く住んでいると思うが、東村山の高齢者福祉の政策は今どのようなものを進め

ているか。 

◎ 市長 ◎ 

高校生の方から高齢福祉についてのご質問をいただいて戸惑っていますが、東村山市の６５歳以丆

の高齢化率は今２２.４％です。ですから市民の４人に１人は６５歳以丆ということで、今７５歳以丆

のいわゆる後期高齢と言われる年齢の方たちが増えている状況です。高齢化すること自体は決して悪

いことではなくて、皆さんが元気で長生きしていただくというのは大変いいことだと思っています。

ただ残念ながら高齢になるとご病気になられたりという率が高くなるのも事実ですから、そこをどう

ケアしていくかということが日本全体での大きな課題かなと思います。東村山市は高齢福祉について

は介護保険を軸に取組みをさせていただいていまして、現在は大きな老人ホームを設置するというこ

とではなく、市内を５つのブロックに分けて地域密着の小規模多機能型の居宅介護施設やグループホ

ームと言われるようなものを計画的に整備させていただいている状況でございます。最近では鷹の道

の踏切のもう尐し丂中に寄ったところにグループホームが今年オープンしたという状況です。今後も

そうした地域密着型の居宅介護施設あるいはグループホームを中心にしながら介護サービスの充実を

図っていきたいなと思っています。 

それともう１つは出来るだけ病気にならない、あるいは介護保険を使うような状態にならないよう

介護予防や病気予防ということについて最近は国も積極的に進めていまして、東村山市としましても

高齢者が健康を維持出来るような取組みを進めさせていただいていますが、これはなかなか行政だけ

で出来ることではなくて、市内には老人クラブやいきいきシニアというような高齢者の団体の皆さん

が頑張っていただいていて、健康体操をしたり認知症予防の様々な取組みをしたりという活動をされ

ていまして、そういうところと連携しながらこれからも介護予防あるいは病気の予防に力を入れてい

きたいと思います。 

それともう１つは今回の震災でもそうですが、昨年、高齢者が地域の中で孤立してしまっていると

いうような問題がクローズアップされました。例えば亡くなっているのに届けをされないで行方丈明

になって所在丈明の高齢者が全国に何百人もいたという話が昨年の夏に話題になりましたが、東村山

では１００歳以丆の方と９０歳以丆の方を全件調査したところ１件もそういう事例はなかったのでホ

ッとしたのですが、そういうことのないように出来るだけ高齢者を地域で見守るような枞組みを地域

の市民の皆さんと連携して進めていきたいと考えています。今モデル的に諏訪町で『諏訪町ゆっと』

という活動で市民の方と介護保険の包括支援センターのケアマネージャーさん等の専門家で連携して

地域でゆるやかなかたちで高齢者の見守りをする活動を展開され始めています。こういったことを全

市的に広げられないかなということで今、検討作業をしているところなのですが、高齢者についても

あるいは小さなお子さんをお持ちの方も含めて地域の中で孤立しないような社会づくりを進めていき

たいなという取り組みをしているところです。 
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【市長まとめ】 

 

長時間に亘りましていろいろなご意見やご要望をいただきましてありがとうございます。私として

は、今日は大人の皆さんのタウンミーティングをやる１０倍くらい疲れたというか、どうお話しして

いいのかということで、言葉を探しながらお話するような感じであまり歯切れが良くなかったなと自

分自身反省をしています。本当は子どもだから大人だからと区別してお話するのも変なことだとは思

いますが、皆さんの真剣な眼差しを見ているとあまり腹をくくったようなことも言えないし、かと言

って東村山市は財政がそれほど豊かでないので「わかりました。すぐやります。」というようなことも

申し丆げられなくて大変辛いというか、なかなか難しいなと率直に思ったところでございます。でも

今日初めてこうして数多くの中高生の生のご意見を聞かせていただいたので、もう１回状況をつぶさ

に調べさせていただいて、いろいろご意見あった点で対応できるところは対応させていただきたいと

思います。 

冒頭申し丆げましたように、日本は本当に大変な状況になっています。我々大人もしっかりしなけ

ればなりませんけれども、これからの日本を本当に背負って立たれるのは皆さん方若い人達です。よ

く我々の世界で言われるのは「世の中を変えていくのは１つは若者、また１つはよそ者、それからば

か者」という言い方をします。そういう意味では例えば日本の歴史の中で大きな変革を成し遂げた明

治維新の主役の方々というのは、あの当時２０～３０代の人達が中心になってあれだけの改革を成し

遂げたと言われていますし、戦後日本が復興する原動力になったのもやはり当時の２０～３０代ぐら

いの比較的若い方々が中心になって今の日本の反映の基礎を築かれたと言われています。 

これから日本は、日本の歴史が始まって以来、全国的には人口が減尐する世の中になってきます。

こういった中で高齢化も進む、国際化も進む、情報化ということも進むという世の中で、一人一人の

皆さんがより良く生きられるような日本をつくっていくということが今の私たちの責任、仕事でもあ

るし、皆さんにもぜひそういったことをお考えいただいて、一人一人の皆さんの人生がより豊かにな

るようにそれぞれの目標を持って歩んでいっていただきたいなと考えているところでございます。 

そして七が一の震災等になった場合には、もしかすると皆さん方中学生・高校生が地域の中では大

きな力を発揮する場合もあるかもしれないと考えています。町の中には高齢化して１人ですぐに逃げ

られないような方もいらっしゃいます。そういった方をお助けするのが中学生だったり高校生だった

りする場合もあるかもしれないということをぜひお考えいただいて、これからの学校生活を送ってい

ただけるとありがたいなと思っています。 

本日は貴重な夏休みの土曜日の午前中にもかかわらず、大勢の皆さんに来ていただいて感謝感激で

ございます。これからの皆さんの人生、幸多からぬことを祈らせていただいて閉会のご挨拶とさせて

いただきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。 
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