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○開催内容 

平成２３年１１月１９日（土）午前１０時、社会福祉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。約１５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９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２４年２月１８日（土） 栄町ふれあいセンター 午前１０時～正午 

平成２４年３月１７日（土） サ ン パ ル ネ 午前１０時～正午 

諏訪町 ４人 

その他市内 ５人 

合計 ９人 

２０代以下 ０人 

３０代 ０人 

４０代 １人 

５０代 １人 

６０代 ４人 

７０代 ３人 

８０代以上 ０人 

合計 ９人 

男性 ７人 

女性 ２人 

合計 ９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。本日は何かとお忙しいところ、また足元の悪い中、第４９回市民の

皆さんと私と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。 

今日は天気のせいもあろうかと思いますが、やや参加者が尐ないのかなと思いますが、尐ない場合

は逆にじっくりといろいろとお話し合いが出来るのかなというように思います。この対話集会はご案

内のとおり、それぞれの地域に出かけさせていただいて、その地域で様々な活動されていらっしゃる

方に司会をお願いしています。本日は諏訪町の自治会長を務めていただき、またかつ民生委員さんと

してご活躍いただいております A さんに司会をお願いしております。地域の問題あるいは市政全体の

問題、様々なことがありますが、本日はアットホームな感じで進めさせていただきたいと思います。 

先週、東村山市最大のイベントであります『市民産業まつり』を開催させていただきました。諏訪

町の皆さんにも諏訪神社の山車引きで多くの方にご参加いただいて、感謝に堪えないところでござい

ます。両日とも大変素晴らしい天候に恵まれまして、過去最大の人出をいただきました。今年は震災

があったり、長引く丌況の影響もあるのですけれども、農業・商業・工業等いろいろありますが、ご

参加いただいた皆さんから「東村山市の産業は素晴らしいものがあるね」ということで再度ご認識い

ただけたのかなと思っておりますし、何よりもイベントにご参加いただいた市民の皆さんが笑顔に溢

れて、いい産業まつりが出来たのかなと思っております。 

現在、市役所の方では今月末から１２月定例会が始まりますけれども、市としては来年度の予算編

成の作業に入り始めているところでございます。おかげさまで平成２０～２２年度は３年続けて単年

度で黒字決算をさせていただきましたけれども、平成２４年度につきましては、震災の影響で国の動

きが非常に丌透明ということで、実は今年も各小中学校にエアコンを設置する予算を計上させていた

だきましたけれども、それら国の補助金も震災復興のために全てカットされてしまうということで、

現状、小中学校の冷房設置工事は東京都の補助金と後は市の単貹で今年度行わせていただくというこ

とになっておりまして、来年度も予断を許さないような状況であります。しかしながら市民の皆さん

にお約束させていただいているいくつかの事業等もございますことから、着実に第四次総合計画を推

進して参る、そういう予算にしていければなと考えております。 

本日は限られた時間ですけれども、参加していただいている方が尐ないのでじっくりと皆様方のお

話を聞かせていただいて、市政に反映できる点につきましては反映させていただきたいと思いますの

で、忌憚のないご意見をお寄せいただけますようよろしくお願い申し上げて冒頭のあいさつとさせて

いただきたいと思います。本日はどうぞ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。 

 

～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 

 

◆諏訪町の将来像について               （諏訪町 Ｅさん） 

諏訪町で生まれ育ち、諏訪町が大好き。人口は今５１００強で市全体の３％くらいを占めている中

で、緑豊かな山に囲まれ、病院も多く、神社・お寺等も数ある中、我々も一生懸命いろいろな地域活

動を行っている。その中で今、問題である一つの組織が新体質のもとでいろいろ変わりつつある部分

があるが、それをある程度理解ある方々が町民一丸となって協力する体制を取っているが、その中で

市長はまず諏訪町とはどういうイメージを持っているか。今後、諏訪町をどのようなかたちにしたら

望ましいのかということもお聞かせ願いたい。 

◎ 市長 ◎ 

諏訪町のイメージということですけれども、Ｅさんのおっしゃったように諏訪町は東村山市全体の

シンボルである八国山を背景に緑豊かで徳蔵寺等の歴史文化に恵まれた町で、しかも全体的に非常に

しっとりと落ち着いた町並みを形成いただいているのかなと思っております。もう一つは、今Ｅさん

からもお話ありましたように、諏訪町は地域住民の皆さんの活動が活発な地域だというふうに私とし

ては思っております。東村山市は１３町どこも活発と言えば活発なのですが、人口規模の割には非常

に積極的に地域活動に参加される市民の皆さんが多い地域で、体力つくりも然りですし、東村山の中

で地域スポーツクラブが唯一あるのも諏訪町であります。そういう意味でスポーツを中心にした活動、

それから福祉協力員さんや保健推進員さんといった市の方からお願いしている活動も非常に活発です。

これらも諏訪町内にあります白十字ホーム等と連携しながら、例えば高齢者の見守り活動なども自治

会を含めて行って、市内で唯一『諏訪町ゆっと』というような活動をいただいていたり、そういう意

味で１３町の中でいくつかこれから全市的に展開していった方がいいのかなというようなモデル的な

住民活動が行われているというふうに感じております。今後も地域の中にいろいろな考え方の方がい

らっしゃると思いますけれども、これまで培ってきた諏訪町の様々ないい地域コミュニティを大切に

していただきながら、今後さらに緑を大切にして、諏訪神社あるいは徳蔵寺等の歴史・文化も大事に

していただきながら、新たな住民活動の展開を活発に行っていっていただいて、東村山市全体のモデ

ル地域のようなかたちになっていただけるといいのかなというふうに考えているところでございます。 

 

◆特色あるまちづくりを                （諏訪町 Ａさん） 

東村山イコール何か。私は東村山で生まれ育ってずっといるので、東村山に発展して欲しい。東村

山と言ったらこういうまちだというイメージアップというか、そういうまちづくりをしてほしい。 
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◎ 市長 ◎ 

東村山市のイメージアップということでございますが、これから全国では人口減尐社会に入ってい

ますので、どこに住んだらいいかというのはやはり市のイメージというのがすごく大事になってくる

と思います。そういう意味では東村山市は八国山の緑があったり多磨全生園の緑があったり、非常に

緑が豊かでしかも交通的には都心まで１時間足らずで行けるという利便性もある。ただインパクトが

まだ打ち出しきれていないのかなと思っておりまして、今現在、東村山市では竹下景子さんが生まれ

こそ名古屋なのですけれども幼稚園から小学校４年生まで東村山にお住まいだったので、東村山しあ

わせ大使というのを委嘱して東村山の良さを全国に伝えていただいて幸せを運んでいただこうという

趣旨でお願いしております。先日、竹下さんがかつて通学されていた南台小学校の５０周年の時や市

民産業まつりの５０周年の時にも本当は来ていただきたかったのですがなかなかお忙しくて、音声だ

けですけれどもメッセージをいただきました。それと今度市報の新年号に出ていただくように今進め

させていただいているところなのですが、そういった東村山に縁のある方々にご協力いただいて、緑

豊かでしかも便利さがあるよという東村山の良さ、それから人情味あふれる東村山市民の皆さん、そ

れからうどんや梨等東村山には美味しい物もありますので、私としても積極的にＰＲに努めて東村山

のイメージアップに繋げられればと考えております。 

 

 

◆集会施設の利用方法について             （諏訪町 Ｅさん） 

地域活動の中でいろいろな集会や集まりがあるが、集会所の設置というのはなかなか難しいと思

う。諏訪町には諏訪町自治会館があるが、もっと人数が４０～５０名入れる集会施設が望ましい。

このような社会福祉センターや歴史館もあるが、そういう施設を自由にオープンに使えるようにし

て欲しい。社会福祉センターの会議室も需要が尐ない中で大いに使ってもらいたいという話を聞い

たが、福祉施設を地域住民が集会として使えるのか。また使えるにしても有料だとなかなか難しい

部分があるので、ぜひ自由に使えるようなかたちでお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

集会施設の関係ですが、確かに諏訪町内にはふれあいセンターや市の集会所というものはございま

せん。ただ公共施設として今使わせていただいていますこの社会福祉センターは、もともと当時の町

役場・村役場だった非常に歴史的な場所だというふうに思っております。この社会福祉センターの会

議室は、特に福祉団体に限った使用ではないというふうに認識しておりますので、こちらは住民の方

もお使いいただけるというふうに思っています。また歴史館については基本的には教育施設というこ

とになりますので、中で飲食等は難しいかなと思いますけれども、集会施設については諏訪町の住民

の方にお使いいただく分には差し支えないというふうに考えています。ただ使用料につきましては、

今基本的にはふれあいセンターあるいは集会所もどうしても光熱水貹がかかる関係から、使用した

方々から受益者負担ということで一定程度の使用料を取らせていただいている現状がございますので、

ぜひそこはご理解をいただけるとありがたいなというふうに考えております。 

この社会福祉センターも建ってかなり経っている施設ですから、今後これをどういうふうにしてい

くのかというのが課題であろうと考えております。市役所を含めて市の施設は全体的に建設されてか

ら３０年前後経っている施設がほとんどで、老朽化がかなり進んでいます。耐震化の問題もあって、
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市で今公共施設の再生計画を立てるということが大きな課題になっていて、今回の３.１１を踏まえて

これはかなり早くやっていかなければならないなというふうに考えています。その中で施設の統廃合

もあったりあるいは施設の位置付けを変更したりということもあろうかと思いますが、地域住民の皆

さんのご意見もいただきながら施設の再生計画を立てていきたいなというように考えております。 

 

 

 

 

◎ ふるさと歴史館より ◎ 

歴史館では、団体登録していただいた市民の皆様にご利用いただける視聴覚室（定員１００名）と

研修室（定員３０名）の施設のご用意があります。公共施設予約システムにて申請いただき有料（条

例に定める減免あり）となります。１月～２月の平日は市立学校の見学授業のため視聴覚室のご利用

ができない日もありますが、他の日は比較的空いておりますので是非ご利用ください。 

 

◎ 地域福祉推進課より ◎ 

地域社会の福祉の増進を図るということで、地域活動の集会等、市民の皆様で社会福祉センターの

集会施設（第１会議室、第２会議室）を利用できます。受益者負担となりますので、利用料金はいた

だきますが、６０歳以上の者を主たる構成員とする団体等は利用料金を免除される等、一定の免除条

件がありますので、利用の際に社会福祉センターでご確認ください。 

 

 

～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 

 

◆自転車マナーの向上を                （諏訪町 Ｅさん） 

車を運転していて最近気になっているのが、自転車のマナーがすごく悪い。ほとんどが右側通行。

子どもは注意すれば左側に移動してくれる。私もすぐに右に曲がるような場合には右側通行するが、

自転車事敀で５千万円の賠償という話も報道等で聞いたことがあるので、事敀があってからでは遅い

ので、自転車のマナーをもう一度市民に対して市報等で呼びかけてもらえればと思う。 

◎ 市長 ◎ 

自転車のマナーの問題についてご意見いただきました。９月に東村山交通安全協会の傘下団体の東

村山警察署管内駐車場協力会が主催で、毎年自転車教室を開催いただいています。その時に警察署の

交通課長さんがおっしゃっていましたけれども、今、東村山警察署管内の交通事敀の約４割程度は何

らかのかたちで自転車が関連している事敀だそうでございます。交通事敀の２件に１件程度は、車と

自転車の接触であったり、自転車と自転車の接触事敀であったり、自転車と歩行者の接触事敀であっ

たりということで、自転車の交通安全を図っていくことがやはり全体の交通安全に資することだとい

うお話をされておりました。特に自転車につきましては、今回歩道の幅員が３ｍ未満のところについ

ては車道の左側を走行するようにかなり指導が強化されております。ご案内のとおり東村山市内では

今、市長からは「福祉団体以外でも使える」という話だったが、「福祉団体でなければ

駄目だ」という話も聞いているので、再度その辺を所管に徹底していただければと思

う。                       （諏訪町 Ｅさん） 
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歩道が３ｍあるところはほとんど無いのが現状になってまいります。幹線道路の府中街道でも歩道が

今ああいう状態です。しかも車道も狭い中で歩道を走っていただくということになると、お互いに安

全を注意していく必要があるのかなと。特にあまりスピードを出したり、右側通行されたりというよ

うなマナー違反をされると、より交通事敀になる確率が高くなるように感じております。市としても

先ほど申し上げた警察あるいは交通安全団体等々と連携して、毎年高齢者や小学生向けの自転車の安

全教室を開催したり、あと今警視庁のご協力をいただいて、スタントマンが模擬的に事敀を起こして

いただくのを目の前で見て、交通事敀の怖さというのを実感するスケアードストレートというやり方

で各中学校を回って注意喚起を行っています。今後もあらゆる機会を通じて自転車の交通安全、ルー

ルあるいはマナーの向上に向けて取り組んでいきたいなというふうに考えております。またぜひ地域

においても自治会等々の活動あるいは体力つくりの活動等で、小中高校生あるいは高齢者の交通安全

のために呼掛けをしていただけるとありがたいかなとそんなふうに考えています。 

 

◎ 教育部 指導室より ◎ 

自転車の安全な利用に対する啓発は重要であり、児童・生徒には交通安全指導や自転車安全教室を

通して行っておりますので、その面では継続して指導していきます。 

 

◎ 交通課より ◎ 

昨年の市内における自転車乗車中の交通事敀による負傷者は４０.８％に上り、市報やホームページ

による注意喚起に努めてまいります。 

 

 

◆諏訪町地域の防災対策について            （諏訪町 Ａさん） 

自治会として１０月に初めて防災懇談会というのを開催した。自主防災組織を立ち上げるにはどう

したらいいのか、あるいは地域で私たちが出来る防災対策は何なのかということを防災安全課の職員

から話を聞いた。地域で出来るということが、まず近隣の人達との声かけを自治会として出来るので

はないかということで現在その取組みを行っている。その中でいろいろな意見が出たが、１つは防災

無線がよく聞こえないという意見がたくさん出た。それから避難場所は化成小学校で本当にいいのか

どうか。諏訪町の場合は前川と北川があって、前川は降雤量が多いと氾濫する。大変な風水害が出て

きた時に前川と北川が氾濫するというような状況の中で化成小学校が避難場所でいいのかといった

意見が出た。それから高齢者の一人暮らし、障がいのある方の要援護者について避難や救助について

はどうしていったらいいのだろうかといった意見。それから防災備蓄についてもなかなか自治会でよ

く把握していないので、そういった物についても勉強しなければいけないのではないかとか、地震の

関係で言うと多摩湖の堤防は決壊するのかどうかという意見も出て、もし決壊したら諏訪町辺りはど

うなってしまうのか。そのような意見も防災懇談会で出た。私が市長にお伺いしたいのは、大震災や

風水害がこれから非常に予測されるが、これを契機に市として今後どういうところを今の防災計画と

比較して検討していくのか、あるいは力を注いでいくのかというのをお聞きしたい。 

◎ 市長 ◎ 

防災関係でいろいろお話をいただきました。現在市では地域防災計画の見直し作業をさせていただ
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いていますが、実はこれはもっと前に行わなければいけなかった東京都の被害想定が変わったことを

踏まえて現状行っているものでございますので、現状では３.１１の震災を踏まえて行っているもので

はないのです。ただ東京都も３.１１の震災を踏まえて再度都の地域防災計画を見直すというように言

われておりますので、市としても今回の見直し作業が終わった後、東京都の方が終わればそれに則し

て行っていく予定です。現在行っている東村山市の地域防災計画の見直し作業というのは減災計画を

立てるというのがメインの柱になっています。東京都では直下型地震が東京湾それから多摩では立川

断層の２ヶ所が被害があるのではないかと言われておりまして、これに基づいて現状どういうところ

をどういうふうにするとより災害の被害が減尐するのかという視点で現在は進めさせていただいてい

ます。それともう１つは３.１１以降に見直しするわけですから、我々レベルでここは考えなければい

けないねというところは極力盛り込むようにさせていただいて、細かいことが中心になろうかと思い

ますけれども、それらには対応させていただいています。具体的なお話として今出た防災無線の関係

は、震災後の計画停電等のお知らせの時にも苦情いただき、何を言っているのかわからないというこ

とでありましたので、男性の声ではこもってしまって聞こえにくいのではないかということで、他の

課の女性職員にアナウンスをしてもらったりいろいろ工夫はしました。ただ今の防災無線というのは

平成元年に立てたもので、その後高いビルが建ってしまって音が反響してしまうという問題が１つあ

ります。それと老朽化していて、デジタルではなくアナログで放送させていただいているので精度が

良くないかなということで、以前から老朽化対策とデジタル化というのが課題でありましたので、現

在それを前倒しして設計作業を進めているところです。ただ既にデジタル化した市の市長に聞いても

デジタル化したからと言って必ずしも音が市民のところによく届くようになるわけではないと伺って

います。やはり周りの高い建物をうまく避けながらスピーカーの向き等いろいろ工夫することが大切

だというふうに伺っていますので、そういうことを今検討作業として進めさせていただいています。 

それから要援護者の関係について、これも前から課題であったのですが、３.１１を踏まえて前倒し

で進めていこうということで、個人情報保護の関係もあるのですが、今所管の防災安全課だけでなく

高齢介護課あるいは障害支援課等といわゆる災害弱者と言われる方々の名簿の作成を行わせていただ

いています。これはあくまでも庁内だけのものですけれども、今後個々の高齢世帯の方あるいは障が

いのある方にお伺いして、地域の民生委員さん等にお渡ししていいかどうかの確認を取らせていただ

いて、ＯＫをいただいた方のリストについては民生委員さん等にお渡しをさせていただこうと考えて

います。事前からどこにどういう方が住んでおられるか把握いただいて、そういう方については大き

な地震等があった場合に地域の方で何とか即応して助けていただくような枠をこれからつくっていき

たいというふうに考えております。どういうふうに助けに行っていただくとか、情報をお知らせする

ところも民生委員さんだけなのか自治会長さんまで広げるのか今検討している最中ということなので、

今後また皆さんからいろいろ具体なご意見をいただいた中でお知らせできる情報をどこの段階までお

知らせするか、それらの方々について万が一の場合どういうかたちで救出等に行っていただくかとい

うことを検討したいと思います。以前秋津町でタウンミーティングを開催した時に、その方は肢体丌

自由で車椅子の方だったのですが、あの地震の時に家の中で物が倒れてしまって自分一人では外に出

られなくなってしまったというお話があって、やはり災害時にご近所の方に助けていただかないと适

げられないというご指摘もいただきましたので、出来るだけ早急にそういう地域での枠組みづくりを

進めていきたいと考えております。 

それから化成小学校の避難所の件ですが、水害の場合は低地ですので申し訳ないですけれど、広域

避難場所であります八国山の方に适げていただいた方が安全ではないかなと考えております。その辺
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こういうケースの場合はこっちというようなことを我々ももう尐しインフォメーションしていく必要

があるのかなと考えています。 

防災備蓄についても今一定の見直しをさせていただいておりますが、東京都の被害想定に基づいて

避難所に生活される方の三日分の食料について８万食は確保していますが、全市民の分があるわけで

はないと。被害想定では全戸被災するというようには想定されておりませんので、一応１万３千人ぐ

らいの方が避難所で生活をされるだろうという想定のもとに市としては備蓄品を確保いたしていると

ころでございます。今後も今回の震災で私も現地に行かせていただいたのですけれども、粉ミルクが

足りなかったとか、特に高齢者用の紙おむつが足りなくなった等いろいろなお話を聞いていますので、

我々も情報を集めながら防災備蓄品についても充実を図っていきたいと思います。 

それから村山貯水池については震災以降タウンミーティングをやると必ずご質問いただくのですが、

阪神淡路大震災をうけて東京都の水道局としては耐震診断をされて、関東大震災級の地震がきた時に

多摩湖の堤防が最大で１.５ｍぐらい沈下する可能性があるということを踏まえて、東京都は数年前ま

でに耐震補強工事を約１５０億円かけて実施しました。現状では関東大震災級のＭ７.９の地震がきて

も全く問題がないというふうに言っています。ですので今回のようなＭ９ぐらいの地震がもし内陸で

起きた場合には万が一ということはあり得るかもしれませんが、Ｍ９クラスというのはいわゆるプレ

ート型の地震なので、当市付近でＭ９ぐらいの地震が発生するということは考えにくいのではないか

と。せいぜいあっても関東大震災クラスぐらいが東京都でも想定されているレベルというふうに伺っ

ていますので、まず多摩湖の堤防が決壊するという状況はないものというふうに私どもとしては判断

をいたしております。 

 

◎ 地域福祉推進課より ◎ 

高齢者だけではなく、身体障害者等、在宅生活者で災害時に自力で避難できない方を対象とする、

要援護者支援の仕組みの準備をしているところです。来年度（平成２４年度）から順次、作業を進め

ていく予定ですが、隣近所等での地域の支え合いや助け合いを基本とする制度となります。 

 

 

◆放射能問題に対する市の対応について         （諏訪町 Ｈさん） 

今年の 3.11 の地震の後すぐタウンミーティングがあり、その時にたまたま参加して私の質問の中

で「放射線のことについてとても心配なので線量計を市で買ってもらえないか」ということをお願い

したら「まだその段階でないし、そういうことは考えていない」ということだった。その後５月に私

の友人と一緒にやっと線量計を買ってこの近くを調べてみた。そしたらその後の報道にあったよう

に、この辺でも特に水の流れる下水路やといの下のところの放射線がかなり高い値だった。これは単

なる憶測として考えれば高い値と言っても０.２シーベルトで健康に被害がないということであった

が、先日東萩山小でも相当高い放射線量があった。 

今、近所の小さな赤ちゃんのいるお母さん方はこのことについて風評被害も含めてすごく神経質にな

っている。その方も個人で線量計を買っているぐらいなので「そんなに心配はないよ」という人と、

非常に神経質になっている人との落差があるので、何か市の方でも地域の放射線量の測定値を市独自

で報告してもらえればと思う。 
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◎ 市長 ◎ 

Ｈさんから放射線量の測定についてご指摘いただきました。３月１１日に震災が発生して３月１９

日に市民センターでタウンミーティングを行いまして、その時に確かにＨさんから放射線の測定を早

急に行うべきではないかというご意見と、被災地の救援について被災地の住民の方の受け入れについ

て市はどう考えているかというご意見をいただいたのを記憶いたしております。当時、放射線の関係

については国や報道機関からの情報しか我々はありませんでしたので、ここまで深刻な事態になって

いるという認識は足りなかったかなというふうに反省をいたしております。その後市も、３月に金町

浄水場で飲料水から基準値を超える放射性物質が測定されたということで、東村山の住民の約７～８

割くらいの方々のところに水を供給している東村山浄水場においても、水の放射性物質の測定を早急

にしていただきたいと急遽東京都にお願いをしまして、４月上旪頃から東村山浄水場の水の測定をし

ていただいて、それについては都のホームページ上で毎日情報が出てくるようになりました。４月以

降だんだん放射能問題が大変な問題だということが言われ始めていましたので、放射線の測定をやら

ないと、ということで職員に指示して何とか線量計を確保するようにということにさせていただいた

のですが、当時線量計が簡易的なものも含めて在庫がなくて、２～３ヶ月先でないと入手できないと

いうことでありました。市としては放射線に関しては我々も全く専門外ということでどういった機械

を購入したらよいのかというところから始めたのですけれども、機械によってかなりバラつきが出る

というようなお話もありましたし、当時ネットでけっこう売られていたのが外国製だったり、いろい

ろな製品があり、東村山市としてはやはり国産で他の行政機関が使用している物ならばある程度正確

であろうという判断から、茨城県が茨城県内の各市町村に配っていたというのが国内の某メーカーの

機械だという情報を得まして、その機械なら他所の公共機関でも使っているということである程度正

確な測定が出来るのであろうとそのメーカーの機器を入手するということでオーダーをしたところ、

約１ヶ月ほどかかりまして、５月末に線量計をようやく１台だけ入手させていただきました。その後

６月１日から市内の公立小中学校２２校それから私立も含めた保育園、私立幼稚園、それから市内に

約１５０ヶ所ある公園のうち特にお子さんが集まる公園１８ヶ所で週１回ずつ測定を開始させていた

だきまして、その結果については市のホームページには公表し、また各学校、幼稚園等ではそれぞれ

のところから児童・保護者等にお伝えするという体制をとらせていただきました。その後、今度は学

校の授業でプールが始まるというところで、プールの水は大丈夫なのかという問い合わせが相次ぎま

して、市としてもプールに給水をされて１０日以上経っているところについてはプールの授業を開始

する前に測定をしようということで、専門機関に持ち込んで放射性物質の濃度を測定いただきました

けれども、どのプールも全て丌検出ということでプールについては安全だという判断でプールの授業

については行わせていただいたところでございます。 

先月都内でも何ヶ所かマイクロホットスポットと言われる放射線量の極めて高いところが現れまし

て、一部は世田谷のように何十年も前に使っていたラジウムを地面の中に埋めていたというような事

例もあったのですが、足立区の小学校で雤どいの下で毎時３.３マイクロシーベルトくらいの高い線量

が現れました。これは区が調べたのではなく保護者の市民の方が調べてたまたまそういうところを発

見して騒ぎになったという事例だったのですが、東村山市でもマイクロホットスポットがあるのでは

ないかということはいろいろな市民の方から問い合わせはあったのですけれども、市としてはこれま

で測ってきたところで一番高かったのは毎時０.１３７マイクロシーベルト程度だったので、大丈夫か

なという判断をしていたのですが、都内でもそういうところが現れたということで急遽全ての小中学

校の雤どいや雤水集水ますを測定させていただいたところ、東萩山小学校の雤水集水ますで毎時２.１
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５３マイクロシーベルトという非常に高い値が出ました。その当時国の基準がまだ示されておりませ

んでしたので、当市としては全国の自治体の中で最も低い基準値をとっていた千葉県野田市の事例に

準拠して０.１９マイクロシーベルト以上出たところについては全て除染作業を行わせていただきまし

た。その後、先月中に全ての私立を含めた保育園、幼稚園それから市が管理している公園が１４９ヶ

所あるのですが、これらについても全て１ヶ所ではなくて最低５ヶ所程度雤どいの下や集水ます、あ

るいは公園ですとブランコの下やベンチの下、滑り台の下とかがわりとえぐれて雤水が溜まりやすい

部分が出来るのですが、そういうところ全て測定させていただきました。保育園、幼稚園等の子ども

の施設では市が目安にしていた０.１９マイクロシーベルトを超えるところがいくつかありましたけれ

ども、それらについては全て除染作業を終えております。公園については全ての公園で市が暫定的な

目安としてきた０.１９マイクロシーベルトを超えるところはございませんでした。今後も定期的に放

射能の影響を受けやすいと言われている子ども達が集まる学校等の施設、公園等についてはさらに検

査を進めて、観測箇所が多いのでどうしても市報等には全部載せきれないので今のところホームペー

ジに載せておりますが、より市民の皆さんにわかりやすく、というのはホームページはパソコンを持

っている方、また目の見える方にしか見えませんから、何か他の媒体で広く市民の皆さんにお知らせ

するように今後検討させていただきたいと思います。 

それともう１つは今、放射能の問題で市民の方々から大変心配をいただいているのが学校給食ある

いは保育園の給食の給食食材は大丈夫なのかということでございます。市としては９月からだったと

思いますが、一応産地についてはどのものはどこからの産地なのかということについては市のホーム

ページそれから各学校の栄養士から保護者の方にお知らせするようにしております。１０月末に食材

の残留放射能濃度を測定する簡易的なキットを入手いたしましたので、それに基づいて今月からまだ

頻度としては月２回程度しかできないのですけれども、給食食材についてもサンプル調査をいたして

おります。１回目については既に公表させていただいていますが、ただ当市の測定器は非常に精度が

悪くて、１００ベクレル以上でないと出てこないということです。一応国の基準値が５００ベクレル

ということですから、１００ベクレルを超えるものがもし出た場合には市としては給食の提供はしな

いということで行っています。いくつかの自治体で給食食材についても測定しているのですが、私の

知っている範囲では全て検査機関に持ち込んでの検査なので、結局食べてしまってから結果が出る体

制なのです。ただ当市の場合はまだ頻度が尐なく精度も悪いのですけれども、一応給食を提供する前

に結果がわかりますので、市としては１００ベクレル以上出た食材については給食に出さないという

方針で今進めさせていただいています。幸いなことに１回目に検査したものは一切丌検出ということ

で、出ておりません。それから問い合わせの多い牛乳について先日検査機関に持ち込んで測定させて

いただきましたけれども、こちらについても丌検出で、こちらは測定単位が１０ベクレルですので、

我々が自前でやっているのに比べると非常に精度は高いのですけれども、こちらも丌検出ということ

で対応させていただいています。それらの情報の出し方についてはまだ市民の皆さんに広くお知らせ

出来ていないところもあるようですので、そこはこれから考えたいと思います。 

 

◎ みどりと環境課より ◎ 

今後は、測定結果について地域ふれあいセンターや公民館・図書館にて公表するように考えており

ます。さらに障がいを持った皆さんへの周知については、本件のみでなく市全体の事業を含めて対応

を考え、お知らせする手段の可能性を検討してまいります。 
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◆災害時の市の対応について              （諏訪町 Ｈさん） 

これから災害が起きた時に、例えば今回、遠くの震災の時に市の対応は私から見るとすごく遅かっ

たように思えた。災害があった時にどういう連絡をすべきか、電気が途切れたらどうしたらいいのか

ということを前もって市で考えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

震災時の市の対応ということで、非常に遅かったのではないかということであります。確かにあれ

だけの被害がありましたので、ただ東村山市として市民に対して取りうる手立てとしては、１１日に

は即電話等も通じなくなってしまいましたけれども、市内１３町に職員を派遣してどこかでどういう

被害があるのか全て調査をして、対応できるところは対応させていただいたり、１１日の晩は当市で

も電車が止まってしまった関係で帰宅困難者が約８００名以上いらしたのですけれども、それらにつ

いても東村山駅西口のサンパルネあるいは秋津町の秋水園ふれあいセンター等で対応させていただき

ました。ただ２２時には西武線が動いた関係で、最終的には東村山市の方で収容させていただいた帰

宅困難者の方は８０名程度だったと記憶しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆災害時の市の対応について（その２）          （栄町 Ｈさん） 

私は３.１１にたまたま市の予算委員会を一人で傍聴していた。その時に大地震が発生して、それか

ら５分後くらいに「退避してください」という話で退避したところが避難場所じゃなかった。結局市

の駐車場じゃないところに寒い中１時間ほど待機した。その時たまたま市議会議員の皆さんが固まっ

ていたので話を聞いていたら、「孫はどうしたんだろう」「子どもはどうしたんだろう」「家族はどう

なんだろう」というのが強く聞こえてきて私は尐し憤慨した。市議会議員の個人的な立場はわかるが、

市議会議員という立場であればまず市民のことを考えるべきではないのか。私が持っていたポケット

ラジオを出して「これを聞いてください」と市議会議員に提供したらたまたま１８ｍの津波が押し寄

せているというニュースを大音量で聞いていた。その時に防災安全課はラジオも何もない。４階に防

災センターがあると。４階と１階では相当大きな問題だということで、市長としてその辺はどう改善

されたのか。市議会議員の問題は、緊急とはいえちょっと緊張感が無いのではないかなと。もうちょ

っと親身になって考えてくれるのが我々の代表ではないのかなと思うが、市長はどうお考えか。 

どこかで災害があった時に一般的な災害救援物資を東京とかで集約するよりも、顔の

見える支援をしたらどうか。出来たら東村山市が例えば九州のどこかで大地震や大災

害があったら、一般的な支援をするよりもどこか特定の天草市にするとか、被災地の

どこかに顔の見える被災者救助を独断でもかまわないので、そういうかたちで顔の見

える被災地を見つけて、私はどこでもいいと思う。今回聞くところによると南相馬郡

とかそういう特定のところをその後決めていたようだが、出来たらそういう顔の見え

る被災地に対しての救援というのを素早くやったらどうかと思う。これは私個人の意

見としてお含みおきいただければいい。         （諏訪町 Ｈさん） 
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◎ 市長 ◎ 

震災の関係で３.１１確かに地震があった直後、特に本庁舎にいた市民の皆さんには地震が納まった

段階で職員を含めて一回外に出ていただきました。と申しますのは東村山市の市役所は昭和４８年に

建設された建物でございまして、現在の耐震基準には合致していない建物でございますので、あれだ

けの揺れがあったのでもしかすると危険かなという判断をさせていただいて、一時的に屋外に待機し

ていただきました。確かに避難場所ではなくて、市役所の中庭というか駐車場にいていただいたとい

うことで、寒い中申し訳なかったのですが、なかなか余震が収まりませんでしたので、やはり中に入

っていただくには一定の安全を確認したのちに移動していただくということになるかなということか

ら、１時間ほど外で待機いただかざるを得なかったということでご理解いただければと思います。私

どもとしましても本庁舎が旧耐震で建てられていて、なおかつその４階に防災安全課があって、しば

らくの間ですけれども何も対応が取れない一時的な空白期間があったというのは事実でございまして、

これは何としても早期に解消しなければならないということで今本庁舎については耐震診断を行って

早期に耐震化を進めていくということを考えています。それとともに東村山市の災害対策本部は本庁

舎ではなくて平成１４年に建てられたいきいきプラザの３階のマルチメディアホールというところが

災害対策本部になります。３.１１もここに災害対策本部を設置しまして、防災安全課は災害対策本部

のすぐ近くにあった方がいいのではないかということで、現在、防災安全課をいきいきプラザ３階の

どこか然るべき場所に移転できないかその検討もさせていただいています。やはり緊急時に早急に災

害対策本部を立ち上げて情報受信と情報発信していくということの大切さを今回我々も痛感いたした

ところでございますので、本庁舎の耐震化と併せて防災安全課の引越しということも検討して、より

緊急事態に即応出来る体制をつくっていきたいと考えております。 

市議の皆さんがご自身のご家族のことのお話だけされていたということで憤慨をされたということ

でございます。それぞれのお考えもあろうかと思いますので、市議の皆さんの言動について私のほう

からコメントする立場にはないのかなと。我々は万が一の場合にはやはり家族のことよりも先に市民

の皆さんのことを考えていく必要があるのかなと考えています。私の家族もあの日は全然連絡がつか

なくて、妻もたまたま都心に行っていたのでそのまま帰ってこれませんでしたし、次男も結局学校に

泊まり、長男だけ歩いて帰ってくるという一家バラバラというような状況で、なかなか連絡もつきま

せんでしたけれども、あの日は災害対策本部に詰めて夜中の３時ぐらいまで市役所にいました。とい

うのは保育園でお預かりしていたお子さんの保護者が迎えに来られたのが最終で２時半ぐらいまでか

かってしまいましたので、帰宅困難でお子さんのお迎えが出来なかった方が数名いらっしゃったとい

うことで、あの日の晩はそういう対応を取らせていただきました。 
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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 

 

◆視覚障がい者への支援を               （萩山町 Ｔさん） 

障害者自立支援法の中にコミュニケーション事業がある。そこの中に「市は要約筆記・点字」と書

かれている。ところが東村山市は点字を一切いただいていない。例えば市の説明会があっても入口で

皆さんには何か紙を渡しているようだ。私にはその紙が読めない。なぜ点字というものがコミュニケ

ーション事業に謳われているのにやってくれないのか。 

それから情報開示でそのままポンと印刷物を渡される。私は東村山市に昭和５６年に来て、５７年度

から市にこのことを言っている。情報バリアフリーというのを市長はどのようにお考えか。あと日本

の場合は『障害者権利条約』というのに５、６年前に入った。そういうものに対して市長はどうお考

えか。今、私は入口でもらったものがある。これを市長に渡すので、目をつぶって読んで欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

コミュニケーション事業の関係で市が発行する資料に点字がないというご指摘をいただきました。

確かに点字資料については市が出す資料の中に点字に翻訳されたものは現状ほとんどないというふう

に認識いたしております。我々もノーマライゼーションを謳っている行政機関として、視覚障害者の

方に対しても情報伝達を進めていかなければならないというように認識しておりまして、一部の市が

発行する資料についてはＳＰコードをつけさせていただいて、音声翻訳するというようなことはさせ

ていただいております。今後点字についても出来るだけ進めていくように体制を取っていきたいとい

うふうに考えております。情報バリアフリーということでありまして、障がいの有る無しに関わらず

基本的には公共機関である我々が発信する情報については、市民の皆さんのところに届けられるよう

に努力していくことが必要だというふうに考えているところでございます。 

タウンミーティングの記録集を目をつぶって読めというお話でございますが、やはり目をつぶって

は読めないかなと、そのように率直に思います。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

努力はしますが、全ての資料をその日までに点字訳できるかどうかは今お約束できません。 

 

◎ 障害支援課より ◎ 

全ての説明会資料や通知等を点字で作成することは、事務作業量の面から難しい状況です。ただし、

単身の視覚障害者の方で必要とされる方については、可能な限り点字通知書の発送に努めています。 

また、所管開催の部会等ついては、事前に資料送付し説明機会を設け、配慮等に努めます。 

 

◎ 総務課より ◎ 

情報公開請求に係る決定通知書につきましては、ご要望により点字訳による通知作成を行える環境

は整えられております。 

今度２３日の市の株主総会に行くので、市民に渡すものは点訳しておいてください。 

（萩山町 Ｔさん） 
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◎ 市民協働課より ◎ 

記録集の点字訳については、今後点字資料ご希望の方に後日、作成配布対応を行ないます。 

 

◎ 行政経営課より ◎ 

株主総会の時は、視覚障がいがある方用に点字資料を用意させていただきました。 

 

 

◆障がい者支援について                （栄町 Ｈさん） 

私は身体障害者手帱を持っている。それにあたって市がやっている政策と国が最低これぐらいやり

なさいという法律とがあるが、担当者から障害者手帱にいろいろ支援内容を書き込んでもらったが、

それについても最低限の状態で、ガソリン代の補給やＥＴＣの家族持ちの問題ということがあって、

これについては「市としては出来ません」という回答だった。妙なことからおかしくなり、目が悪い

人達は私は身体障がい者で運転免許が取れないという前提で話をしているが、市の職員は健常者とし

て話すので、どうも話が食い違ってしまう。その辺の職員教育が１つ大きな問題。 

それと市としては特別なところでどのぐらいの頻度で異動するのか。前任者が一回書き込んだ障害者

手帱を改訂するということについては問題だと思う。国の政策が個人的な問題で憲法で最低これだけ

補償するということが市としては出来上がっていない。深く追求すると予算が足りないのだという話

だが、先ほどから市長が三期黒字だと言うような話をされているので、それならやってもらえるのか

なと思っている。 

◎ 市長 ◎ 

具体な局面がどういうことで障害者手帱への書き込みの書き直しがあったのか私もつぶさには承知

していないので、的外れなお話になってしまうかもしれませんけれども、一応市の施策としては当然

国の政策・法令に基づいて行っております。あと市の単独の事業として行っている部分ももちろんご

ざいます。お話で障がい者の方にたいしての様々な手当て、サービスについては一定の所得制限をか

けさせていただいているのは事実でございます。これは先ほどご質問いただいたＴさんにも度々指摘

を受けているのですが、いくつかの手当て関係で所得制限額がまちまちであったりすることがあって、

今現在市としてはその辺全体をどのように足並みを揃えていくかという検討をさせていただいている

ところでございます。必要な方には必要なサービスがいくというのが現行の自立支援法の考え方、理

念だというふうに考えておりますので、それに則して今後も市としては障がい施策を展開していかな

ければならないと考えておりますし、また障害者自立支援法のいわゆる定率負担等の問題を踏まえて

現民主党政権ではそれを改めて障がい者総合福祉法という新しい法律をつくっていくという考え方が

示されておりますので、市としても今後は新たな法律が出来ればそれに即して障がい者施策は展開し

ていきたいと考えております。ただ職員の対応として、どうも障がい者のことについて親身になって

考えていただいていないのではないか、健常者目線でしか物を考えていないというご指摘については

率直にお詫び申し上げて、そういうことのないように法令の範囲の中ですけれども我々としても障が

い者の皆さんに親身に対応出来るようにこれから職員にきちんと指導していきたいと思っております。 

現行の職員の異動ですけれども、概ね５年程度が異動期間となっております。障がいの分野という

のは確かに法令体系が非常に複雑で毎年のように見直しされたりしていますし、障がいの種別によっ
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ていろいろな対応の違いもありますことから、それなりに経験を積んだ職員を配置していかなければ

ならないと考えておりますが、そうしても役所全体で人事異動というのがありますので、なかなかベ

テラン職員だけを置いておくということが出来なくて、場合によっては異動したばかりで何もこいつ

は知らないのではないかということで市民の皆さんに丌審の念を不えてしまうようなこともあろうか

と思いますが、人事異動に即して出来るだけ早く職場に慣れて障がいのある市民の皆さんに適切に対

応出来るように職員指導をしていきたいというふうに考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

個別にどういう書き込みがあってそれを後任者が「これは聞いていない。実施できません。」という

話になったのか、調査させていただきたいと思います。往々にして市民の皆さんからは、前任者が後

任者にきちんと引き継いでいないのではないかということのお叱りをいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

確かに財政が好転して黒字になっているのは申し上げたとおりですけれども、必ずしも当市の財政

状況が全くいい状況になっているわけではありません。当市は残念ながら退職金を自前で支払えない

で退職金については借入を起こさないと現状で支払いが出来ない。東京都内で唯一そういう状況に陥

っている市であるのも事実でございます。ですので多尐余裕が出来たからといって全ての市民の皆さ

んのご要望にお応えをするというのはなかなか厳しいところがあるのも事実でございまして、やはり

全体の中で優先順位を決めさせていただいた中で政策の優先順位をつけて実施させていただきたいと

いうふうに考えております。具体にＨさんが受けられていたサービスの中で東村山市で受けられない

サービスがどんなものなのかということをお教えていただいてそれが必要なサービスであると我々が

考えれば実施出来るのではないかというふうに思います。 

 

◎ 障害支援課より ◎ 

ＥＴＣ等の有料道路については、全国的に対象要件が定められており、該当すれば割引があります。 

ガソリン・タクシー貹補助に関しては、市単独事業であり、自治体により対象要件や所得制限が異

当時の職員の皆さんは非常に一生懸命やっていただき、それについては感謝している。

福祉課の皆さんの異動を聞いた理由は、前任者が手帱に書きこんだことを後任者が拒

否するということについては前任者にクレームを申し入れするわけにいかないと思

う。前任者が市が責任持ってやってくれると言ったことを後任者がやってくれない。

それもけんもほろろに「もう帰ってください」みたいなことを言われるとこの市は一

体どうなっているのか。今は年金だが一時は市民税を納めていた私としてはこれでは

治まらない。程度が低い高いの問題ではなくて「私は知りません。帰ってください」

というのはおさめていいものかどうか疑問だったので申し上げた。 （栄町 Ｈさん） 

そういうことではない。要するに法律の解釈の仕方が担当によって違う。私どもとし

ては嘱託職員か正職員かわからないが、それについてはもうおさめてある。ただ福祉

をやる方はもうちょっと心して欲しい。結局他の市では通ったものがこの市では通ら

なかった。その辺で最終的には予算がないからと言っては駄目。市長からは８億１千

万円黒字になっていると聞いた時に黒字になったならそういうことをやってくれれば

いいのではないかというふうに聞こえてくる。         （栄町 Ｈさん） 
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なっております。自治体の財政力により要件や給付額に差が出てしまうことは事実ですが、障害のあ

る人の自立・社会参加の観点から、障害施策全体を見据え、検討していきたいと考えています。 

窓口対応につきましては、窓口に来られた方が、何にお困りかを親身に聴き取り、各種サービスの

提供に努めたいと考えています。 

 

 

◆福祉施設の誘致について               （諏訪町 Ａさん） 

子どもが手をつなぐ親の会に入っている。多磨全生園が開放された。親たちがだいぶ高齢者にな

っていて、その跡地の利用方法で手をつなぐ親の会でグループホームをするのに土地を貸して欲し

いというお願い。手をつなぐ親の会だけでなく東村山にはいっぱい障がい者がいるので、そういう

人たちのために跡地を利用させていただいて、そこで果物をつくったり花をつくったりということ

も出来たらそれを売ってなお幸い。そういうことを実際にやっているところが町田にもある。 

先日市報で見たが、民生貹の障がい関係の割合が尐なかった。最近は高齢者で障がいのある人もけ

っこう多い。以前は『福祉の東村山』と言われた時期もあった。こういう丌景気なのでそればっか

り言えないのはあるが、そういうことももう尐し考慮してもらえれば。 

◎ 市長 ◎ 

多磨全生園の関係ですが、跡地ではなくまだあそこに２６０名ぐらいの入所者の方がお暮らしにな

っていますので、あくまでも跡地ということよりも新しい法律が出来て現在の多磨全生園の一部を地

方公共団体や福祉団体等が借りることが出来るようになったということなのです。今回入所されてい

らっしゃる方々は既に平均年齢８３歳ぐらいの方なのですが、国の誤った政策で強制隔離されて結婚

する時には断種手術しないと結婚を許されなかったということで、皆さんお子さんを持てなかった

方々です。それで自治会の皆さんの強い願いもあって身近なところで子ども達の声を聞きたいという

ことで、今回多磨全生園の敷地の中に保育園を建てることになりました。市としても保育園に入りた

くても入れないお子さんが非常に多いことから、ぜひ進めていただきたいということでお願いをして、

現在、多磨全生園の南西の角地のところに保育園の建設が行われています。 

全ての敷地を全部市で勝手に使わせていただくという状況ではないので、今後多磨全生園の敷地の

問題についてはいろいろ今おっしゃられたように障がい者の方のためのグループホームを造ってくだ

さいとか、あるいは高齢者のための老人ホーム、特別養護老人ホームを造って欲しいとか、市のほう

にもいろいろな声は寄せられています。ただ現在の自治会のご意向としては、「保育園はけっこうです

けど我々も生活している場なのであまり何でもかんでもという状況ではない」ということなので、今

あそこで生活をされている入所者の皆さんのご意向を尊重しながら今後の多磨全生園での施設等につ

いては検討する必要があるのかなと考えています。多磨全生園の自治会の皆さんはあそこで生活して

きて、あの森を非常に大切にされていまして、『人権の森』として将来に亘って国民共有の財産として

残して欲しいという運動をされておられて、市としてもそれに賛同して現在は一部保育園設置と全体

は何とかその人権の森として残すという運動を一緒に展開させていただいております。今後の施設活

用については、先ほど申し上げたように園の意向あるいは自治会の意向を踏まえながら、市民の皆さ

んの様々な声を聞かせていただいた中で可能なものについてはお願いしていく必要があるのかなと考

えております。 
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それから福祉関連の予算のことですけれども、東村山市は予算の中で最も比重を占めているのは民

生貹いわゆる福祉関連の予算です。本日は手元に昨年度の資料は持ってきていないのですが、平成２

１年度の民生貹が全体で１９１億円、全体予算のうちのほぼ４５％ぐらいが民生貹になっています。

そのうち生活保護貹が４７億円それから児童福祉貹が６７億円、老人福祉貹が２９億円、社会福祉貹

これがいわゆる障がい関係が含まれますが４８億円ということで、決して他所に比べて障がい関係の

予算が突出して尐ないというわけでもありませんし、突出して多いというわけでもないのかなと感じ

ています。いずれにしても今後尐子高齢化が進む中、障がい者の方々を含めて地域で安心して住み続

けられるような東村山市をつくっていく必要があるものと考えております。民生貹については半分近

くが民生貹というが適切なのかという議論がないわけではありません。ハード事業を進めていくとい

うのも、ある意味で言えば福祉のために歩きやすい歩道を設置していくということも福祉の視点では

重要なことですから、ハード事業を全くやらないということにはならないのかなと思いますし、これ

からの子ども達のことを考えると教育貹もそれなりにはかかると考えていますので、やはり予算をバ

ランス良く活用させていただくということが必要かなというふうに考えています。 

 

◎ 財政課より ◎ 

当市の財政状況は、長引く景気低迷や雇用情勢悪化の影響から、市税等の収入の伸び悩みや生活保

護貹等の社会保障貹の増加、団塊世代職員の退職に伴う退職手当がピークを迎えていることなど、数

多くの課題を抱えています。引き続き財政健全化への取組を実施し、持続可能で安定した財政基盤の

構築に向け、第４次総合計画前期実施計画の着実な推進と、これを財源面から支えるため、第４次行

財政改革大綱の実行プログラムの実行を進めていく必要があります。民生貹についてもこの取組みの

中で総合的に検討してまいります。 

 

 

◆東村山市のバリアフリー対策について         （萩山町 Ｔさん） 

東村山市でバリアフリーとよく聞くが、道や信号機は果たしてバリアフリーになっているか。音声

の出る信号機は他の市に比べるとはるかに尐ない。あと夜８時以降は外を歩いちゃいけないというこ

とで信号機の音声が止まる。視覚障害者は夜８時以降は出てはいけないのか。警察と話し合った上で

どうにかして欲しい。あと道路に段差をつけて欲しい。私たちの目安がない。平らがバリアフリーで

はなく、私たちは段差がバリアフリー。道路と民間との区別もつかない。いつの間にか駐車場に入っ

てしまう。ここの市のやり方は最初はうまく話し合う。後はあきらめるのを待つ。それで金がない。

金がないなら尐し金をつくること、予算の中でどう割り振りするか考えた方がいい。道路に関して答

えて。 

◎ 市長 ◎ 

Ｔさんから度々ご意見いただいている道路に関してバリアフリーになっているのかということです

けれども、現状見れば全ての道路がバリアフリーになっているわけでは決してありません。障がいの

種別によってバリアが違ってくるということもご指摘のとおりでございます。現状の東村山市の道路

行政施策の体系として基本的には段差を解消していくということがバリアフリーに資することである

というふうに認識いたしております。ただご指摘のように段差がないことが視覚障がい者の方にとっ
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ては逆にバリアになるということも我々も認識いたしております。ですので限られた範囲ですけれど

も毎年度尐しずつ誘導ブロック、点字ブロック等の設置や張替え等は行わせていただいているところ

でございます。信号機については警察の所管になりますので、警察にこういうご意見があったという

ことで時間の延長が可能なのかどうか。たぶん夜８時にしているというのは恐らく周辺の方々からの

いろいろなご意見もあってそういうふうにされているのかなというふうに想像しますが、視覚障がい

者は夜８時以降は外に出るなということかと言われれば確かにそういう面も無きにしも非ずですから、

警察に協議させていただきたいと思っております。 

 

◎ 市長 ◎ 

７時前で終わってしまうところもあるんですか。わかりました。その辺の実態についても確認して

出来るだけ信号機が設置されているところについては音声が出るようにしていただく。それから時間

は何時までが適切なのかはっきり申し上げられませんが、確かに７時８時で止まってしまうというこ

とになると、視覚障がい者の方は夜間全く外に出歩けないということになりかねませんので、警察に

対してそのことは協議させていただきたいと考えております。 

 

◎ 交通課より ◎ 

東村山警察に確認したところ、場所にもよりますが、１９時から２１時の間で止まるようにセット

しているとのことです。需要があり、周囲の理解が得られれば、夜間でも鳴らすことは可能です。（今

年度は久米川ボウル前の信号が音声信号になりました。） 

 

 

【市長まとめ】 

 

本日は長時間に亘りまして様々なご意見、ご指摘をいただいたところでございます。本日は災害の

関係それから障がいの関係が多かったかなというふうに思っております。 

私どもとしては市の政策として最優先すべきは、やはり市民の皆さんの命に関わる部分については

何とか対応出来ることは対応していきたいというふうに考えております。現状については一定ご報告

させていただいたとおりでございますが、これからも本日のご意見を踏まえて今後の予算編成等にあ

たっていきたいというふうに考えております。ちょっと私の方のお答えの仕方が適切でなくて、長話

になってしまってまた的外れなお答えをしてしまったようでございますので、その点はお詫び申し上

げたいと思っております。 

今後も東村山市としてはご意見ご指摘はあろうかと思いますが、別に皆さんが諦めるようにすると

いうのが政策ではありません。何とかお応えをしたいということでこれまでも歩んできていることを

ぜひご理解いただいて、御礼のご挨拶に代えさせていただきたいと思います。長時間ありがとうござ

いました。 

早いところは７時前で終わってしまう。            （萩山町 Ｔさん） 
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