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○開催内容 

平成２４年１月２１日（土）午前１０時、廻田公民館におきまして「タウンミーティング」を開催

しました。１８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１４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４月２１日（土） 久米川ふれあいセンター  午前１０時～正午 

平成２４年５月１９日（土） 恩多ふれあいセンター 午前１０時～正午 

廻田町 １０人 

その他市内 ３人 

未記入 １人 

合計 １４人 

２０代以下 ０人 

３０代 ０人 

４０代 １人 

５０代 ２人 

６０代 ３人 

７０代 ６人 

８０代以上 １人 

未記入 １人 

合計 １４人 

男性 ７人 

女性 ６人 

未記入 １人 

合計 １４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。東村山市長の渡部でございます。本日は第５１回目となります市民

の皆さんと私との対話集会、廻田町での開催ということでございますが、大変足元の悪い中また何か

とお忙しい中にも関わらず、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。

昨日から雥がちらちらと降り始めまして心配しておりましたけれども、おかげさまで今朝ほどは積雥

はありませんでしたが、まだ降っておりますのでまた雥が積もって凍結でもするような事態になると、

行政としても職員が対応しなければならないわけでございまして、そういうことがないように早く雥

があがってほしいなというようなことを祈っているところでございます。 

先日、東京都の平成２４年度の予算原案の内示がございまして、昨日は早速市長会また町村会合同

で復活要望に都庁にお邪魔させていただきました。東京都も一般会計で６兆１４９０億円ということ

で、前年に比べまして予算規模でマイナス１.４％。そして税収入も５年連続前年に比べて減収という

ことで、都税財政も大変厳しい状況になっておりますが、直接的に私どもが関わります市町村総合交

付金あるいは福祉保健区市町村包拢補助金なども前年度に比べまして大幅に削減された額で内示をさ

れておりまして、このままですと区市町村の死活問題になるということで昨日は東京都市長会あるい

は町村会で佐藤副知事に面会を求めまして、なんとか前年度並、できれば前年度を上回る予算復活の

折衝をさせていただきました。東京都の予算というのはいつも何百億円かの復活財源というのを抱え

ていまして、だいたい前年度より尐なめに内示があって、我々あるいは都議会からいろいろと要望さ

れた部分についてまた多尐復活していくということを毎年繰り返していますが、昨日の感触でも今年

度当初予算並みにはなんとかなるのかなというような感じもしないでもないのですが、東京都も５年

連続減収ということでやはりリーマンショック以降そして昨年の震災の影響で、企業業績も悪化の一

途をたどって、個人の所得も落ちているという極めて経済情勢が厳しい状況ですが、東京都としても

日本経済の中心地としてなんとか日本経済の復活目指して頑張っていくというお話もありましたので、

期待をして頑張っていきたいなと思っております。市の方も平成２４年度予算について今最終的な大

詰めを迎えております。市も税収については非常に厳しい状況、やはり低迷する経済動向を受けて来

年度に向けても収入の根幹であります市税収入についてもかなり減額になるのではないかという見通

しの中で、第四次総合計画がスタートして２年目ということになりますので、着実に実施していきた

い。特に震災踏まえて安全安心・災害に強いまちづくり等については重点配分して、市民の皆さんの

安全安心を確保していきたいと考えています。市政の方は今そのような状況で動いているところでご

ざいますが、本日はタウンミーティングということですので、前半についてはできれば廻田町の地域

的な課題についてご意見・ご要望いただいてお答えをさせていただき、後半は市政全般に亘ってのご

意見ご要望いただければと思います。本日はせっかくきていただきましたので、お一人お一言ずつで

も厳しいご意見でもけっこうでございますので、活発な対話集会になるようよろしくお願い申し上げ

て冒頭のご挨拶とさせていただきます。本日はご出席ありがとうございます。 
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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 

 

◆廻田町の地域活性について              （廻田町 Ｈさん） 

廻田町ははっきり言って死んだ町も同然。病院、スーパー、薬局は無い。東村山駅か武蔵大和駅に

出るにはバスしかなく、それも１時間に１本あるかないかの時もあるし、遅れる。自転車に乗ると歩

道が狭くて危ない。電柱を埋めてもらえばいいが、この町は死んだ町も同然。今度、大きな老人施設

が出来るそうだが、交通の便はどうなるのか。 

◎ 市長 ◎ 

Ｈさんから廻田町に病院、スーパー等いろいろ無いということで、これからの廻田町のまちづくり

についてご質問いただいたのですが、老人施設が出来るというのは… 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

そういった老人施設が廻田町で計画されているというのは承知しておりませんでしたので、状況を

充分承知しておりませんので正確なお答えになるかどうかわかりませんが、有料老人ホームのような

施設なのでしょうか。規模によっては開発指導に引っかかる場合もあるのですが、そういう形態です

と基本的に市の老人施設の対象にならないので、恐らく事前に介護保険や医療等市との協議は全くさ

れていないのではないかと思います。そこは確認させていただきたいと思いますが、周りに薬局等が

なくてリハビリ系の施設を建ててちゃんと成り立つのかどうかというのは確かにご指摘のとおりで、

その辺は丌安もあるところかなと思います。ただ全体的に言いますと、市の方として廻田町に病院や

スーパー、薬局等を誘致するという計画は大変申し訳ないのですが、今のところありません。やはり

そこは民間ベースで動いていただく必要があるのかなと。廻田町で市が絡んで今動き始めているもの

の１つとしては、施設としては民間施設になりますが保育園の設置ということを事業者と協議させて

いただいている状況です。医療の問題については、確かに住民の皆さんが徍々に高齢化して身近なと

ころにお医者さんや薬局もないということで大変丌便だろうというふうには思います。そこを今後ど

う解決していくかというのは市役所だけではなかなか難しい部分もありますが、１つには医療機関へ

の交通の確保ということで、西武バスさんにもう尐し使い勝手のいいように増便していただくとか… 

 

 

 

廻田町１丁目にリハビリテーションが１階に入った、大きい５階建てのマンションが

２つ出来る。建設会社に「リハビリテーションに医者は置くか」と聞いたら、置かな

いという回答だった。「ここら辺には薬局もスーパーもない」と言ったら「ないんです

か」と驚いていたので「お宅で建ててください」と言っておいた。 （廻田町 Ｈさん） 

このあいだ「本数を増やして欲しい」と言ったら、「なんせ道幅が狭くてどうにもなり

ません」という返答だった。                 （廻田町 Ｈさん） 
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◎ 市長 ◎ 

都道についてはご案内のとおり、この間武蔵大和駅の東大和側で拡幅工事をされていましたけれど

も、東側については廻田町の途中まで拡幅されて、それ以降は全く未整備になっていました。市とし

ては東京都に対してとにかくその先もぜひ拡幅して歩道設置して欲しいという要望・お願いはさせて

いただいているところですが、なかなか事業の計画にまだ格上げしていただけない状況で、これから

も粘り強くなんとかお願いしていきたいと考えています。 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

バス通りは基本的に都道でございますので、東京都に対して市としては金山神社の先についても広

げていただくようにこれからもお願いしていきたいと考えています。将来的にこれはかなり先の話に

なりますが、市の道路としては東村山駅西口の広場ができて広場から西の野口町から廻田町に向けて

通る都市計画道路の線引きはされているのですが、広場から和菓子屋さんの隣の道路がようやく昨年

暮れに一部供用開始させていただきました。計画上はあの道路がずっと真っ直ぐ武蔵大和駅の前にく

るように計画されていますので、市としても東京都と協議して都道の拡幅が出来ないのであれば東京

都のみちづくり・まちづくりパートナー事業といってほとんど全額東京都持ちで市が施工するような

事業の方法もありますので、今後北西部の道路問題については東京都と協議しながら皆さんの日常の

足が確保できるように取り組んでいきたいと思っています。ただ道路づくりというのはすみませんが

非常に時間がかかるというのが現実だということもあって、今本当にお困りの高齢の方々に対して応

急的にどのような措置がとれるのかもう尐し検討させていただきたいと思っております。 

 

◎ 都市計画課より ◎ 

廻田町 1 丁目１１番地先で、現在建設中の建築物の概要ですが、鉄筋コンクリート造５階建ての１

階に高齢者を対象とした通所型のケア施設と 2 階～５階部分に２０戸の賃貸共同住宅を建設していま

す。なお、市では事業者に対して、「東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱」に基づき、

近隣住民への事業計画の周知や工事に伴う周辺への影響について、その了解を得るよう事業者へ指導

していくことや、公共施設等の整備について要請し、良好なまちづくりと住み良い環境を保全するよ

う努めております。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

東京都からは金山神社から東村山駅間の拡幅の計画については「なし」と確認しております。地域

の方々から要望があれば東京都に伝えていきたいと考えております。 

 

 

金山神社から武蔵大和駅までは都が拡幅したが、そこから東村山駅までは何もされて

いない。なので東京都知事に手紙を出したが、何の返答も無い。 （廻田町 Ｈさん） 
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◆鷹の道大踏切周辺の道路整備について         （廻田町 Ｓさん） 

駅周辺の都市計画によると、基幹になる道が新しく出来る道と鷹の道の２本になる。新しくつくる

道はクローズアップされるが、既にある鷹の道についてどうメンテナンス（拡張）していくかという

観点が漏れていると思う。西武鉄道が高架になって鷹の道の大踏切はなくなるが、踏切の両サイドは

歩道が狭く、自転車と人が行き違うことも充分にできない。以前、連続立体交差の説明会の時に質問

したが、新しくつくる道については頭にあるが、市民が苦労している鷹の道についての認識があまり

ない。恐らく市全体としても今は道があるからいいじゃないかという程度。お金に余裕があればちょ

っと直そうかなぐらいと想定する。高架になったら車の往来が増える。一部セットバックで広がった

が、コンビニから郵便局のところまではものすごく危険。この辺りを一気に出来ないにしても、毎年

尐しずつでも広げていかないと市民の安全が確保できないのではないかと思う。市長の見解を。 

◎ 市長 ◎ 

ご指摘ごもっともで、都市計画道路ではありませんけれども鷹の道は東村山市の東西を繋ぐ重要な

道路です。特に西武線の踏切部分というのは年中いつも渋滞して、歩行者も車も滞ってしまうような

状況で、かつ歩道が非常に狭いということで、課題として受け止めているところでございます。今回

の連続立体交差に絡んで、鷹の道の尐なくとも踏み切り部分とその前後については何らかの拡幅を考

える必要があるというふうに私としては受け止めていますが、建物がかなり立て込んでしまっている

部分があるので、そこをどのようにクリアしていくかということがあります。それと廻田町部分につ

いていうと、鷹の道は美住町側の片方だけ歩道が設置されている状況で、以前にも交通事敀があって

お一人亡くなられたりという状況もあります。廻田町方面から右折して７中の校庭側に回り込む T 字

路がありますが、そこの角きりだけなんとかもう尐し広げられないかということで、以前にもタウン

ミーティングでご意見いただいたので、その後水道局に用地を尐しお譲りいただけないかという折衝

させていただいたのですけれども、なかなか話が前に進まなかった経過があります。今後も廻田町側

にも歩道設置するとなると、道路全体の拡幅を考えていくと水道局の協力を得られないとなかなか難

しいのかなと考えています。そういう意味でいうと今の段階では「今後こうします」というのはなか

なかスパッと言えないのですが、やはり公共機関として東京都にご協力いただくということが、鷹の

道の西側部分の歩道設置については一番有効ではないかと考えていますので、周辺の民間の地権者の

方とあわせてそこについても取り組んでいきたいと考えているところです。 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

ちょっと仕組みの話をさせていただくと、都市計画道路の場合は都市計画の線引きがされておりま

すので、お金の問題で言うと通常でいうとだいたい半分近くいろいろな補助金が入ってくるという意

味でお金の面で非常に有利だということと、それから都市計画の線引きをされていると、例えば建物

も木造２階建てまでしか建てられないという一定の私権の制限をかけて、最終的にはあまり好ましい

ことではないのですが土地についても収用をかける等、都市計画決定をされた土地についてはかなり

この前、踏み切り西側の運送会社の建物が壊された。こういった時は市が用地を手に

入れるいいチャンスではないかと思う。一気にやろうというのは無理なので、青写真

を描いて「ここをこうしよう」というようなことをコツコツやっていかないと道広げ

られない。その辺りを認識して計画に入れておいて欲しい。   （廻田町 S さん） 
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行政側に権限が不えられていますが、通常の道路拡幅の場合は任意の交渉事になってしまいますので、

地権者の方と相対でいってご協力いただける時にしか買えない。しかもその時にはお金の手当てが通

常つきませんので、その場合だいたい土地開発公社で先行取得するというようなかたちでさらに市の

方で買い戻す。その時に東京都の土木貹補助が取れるかどうかというようなレベルになってくるので、

どうしても行政としては都市計画道路優先になりがちだというような指摘はそのとおりかなと思いま

すが、既存道路の拡幅についても必要な箇所は我々も充分に認識しているつもりなので、そこはこれ

からどのようなやり方で地権者の方と話すかというのはタイミングですね。ただ地権者の方もその道

路拡幅部分だけでなく、全部買ってくれ等いろいろなケースがあって、そうなると全体の市民の皆さ

んの理解を得られるようなやり方で土地を買っていくというようなことも考えなければならないので

非常に難しさもあるのですが、そこは今後もう尐し検討してやれるところから一部分でも先行取得を

して将来に備えていきたいなと考えております。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

昨年の連続立体交差化計画の住民説明会では、踏切前後区間の歩道幅員、踏切遮断時における歩行

者滞留空間など、踏切付近の現状の課題を認識していること、あわせて踏切の除去を契機に、安全対

策等について検討する必要があることを説明させて頂きました。 

 

 

◆廻田憩いの家の風呂利用日を増やして欲しい      （廻田町 Ｔさん） 

憩いの家のお風呂を利用している。数年前にアンケートを取って土曜が中止になり、月曜から金曜

までになったが、３.１１の震災後、節電の関係で火曜と木曜だけになった。利用者は高齢者が多く、

中には足が丌自由でタクシーで入りに来る人もいる。土曜が中止になった時に風呂仲間とお金出して

もいいから土曜も入りたいということで市に話したら、法律上お金が取れないという話だった。お金

云々ということで駄目だというなら、使っている石鹸を各自持参してなるべく出貹を減らす等、自分

で出来ることはしようじゃないかという話をした。それから節電で電気を一部消しているが、天窓が

あるのでけっこう明るい。以前つけていた電気は無駄だったのではないかということで非常にいいこ

とだと思う。出来れば火曜と木曜プラス土曜もやってもらえないかというのが利用者の希望。 

◎ 市長 ◎ 

T さんから廻田憩いの家のお風呂の件でご意見をいただきました。震災後、火曜日と木曜日だけに

切り替わったというのは私も承知していなかったのですが、全体的なお金の問題でそうなっているの

か、あるいは節電ということでそうなっているのか、ちょっと確認させていただきたいと思います。

予算の問題が絡むとするとトータル予算の中でやりくりしていただいてなんとか週３日開けられない

のか詰めてみたいなと思います。憩いの家についてはこれまでずっと社協に委託してきたのですが、

今回社協との協議の中で社会福祉協議会としては今年の４月からは管理委託から外れたいということ

で、これから委託事業者を公募しなければならない事態になっています。その事業者ともどのような

かたちで運用していくか協議しながら、より多くのかたに利用していただくのが趣旨でございますの

で、今Ｔさんから尐しでも経貹を削ってという有り難いお話も承りましたので、よりよい運営ができ

るように検討したいなと思います。ただ私どういう経過でお風呂の回数が減ってしまったのかという
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のを承知しておりませんでしたので、その理由を確認させていただいてもしよければ改めて直接ご回

答申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 高齢介護課より ◎ 

今回は震災後に再開する際に燃料やエネルギー丌足に対応するために暫定的に週２日間の再開を行

いました。その際に、社会福祉協議会並びに地元地区の代表者などにも話を聞いたところ、以前から

お風呂の利用者はほぼ特定の方が利用しており、改善を行ってほしいとの要望が上がっており、また、

燃料の消貹は被災地の方への配慮や市の財政にも負担をかけているとの意見もあり、２日間でしばら

くの間様子を見ることとなっております。今後は、新しい法人の中、利用者からのアンケートなどの

声を聞きながら、よりよい憩いの家の運営を行ってまいりたいと思います。 

 

 

◆廻田町にコミュニティバスを             （廻田町 K さん） 

毎度同じお願いだが、先ほどの H さんと同じように交通丌便のこの地域にとって、バスがたより。

自転車や車に乗れる人はいいが、高齢になると自転車にも乗れなくなるのですごく丌安。なんとか

細い道でも入れるコミュニティバスを走らせて欲しい。これは住民みんなの願いだと思う。一昨日、

私たちが走らせて欲しいと願うコースの１つを自転車で走ってみた。東村山駅西口から徳蔵寺の前

を通って白十字病院の前、新山手病院の前、そして左折して正福寺の前の宅部通りを通って西武多

摩湖線のガード下、西武遊園地駅まで行って赤坂をずっと戻り、都道１２８号線いわゆるバス通り

に出て金山神社を浄水場の方に向かって鷹の道へ出て東村山駅に還るというコース。自転車で４０

分ぐらいだった。富士見町や美住町の方も一緒に走ってみて改めて「山坂あり大変な地域だね」と

実感した。お金がない中なかなか実現できないが、せめていつ頃ということがわかれば住民の元気

にもなるのでお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

コミュニティバスのご要望はかねてからいただいていて、これは廻田町だけでなく多摩湖町あるい

は野口町、それから駅には近いのですが路線バスが廃止されてしまった関係で美住町等々どこの町か

らもご要望いただいているところであります。市ではコミュニティバスの拡充・再構築に向けて、昨

年度、課題の整理ということで「東村山市公共交通を考える会」というのを立ち上げ、公募市民の方・

事業者それから専門的な知識を持った交通ジャーナリスト等にご参加いただいて、今後のコミュニテ

ィバスのあり方をどうしていったらいいのかということで、１つの大きな課題はお金の問題がありま

す。というのは今コミュニティバス事業というのは年間約５０００万円近い税金を投入して３路線運

今、憩いの家で土曜に部屋を閉め切ってカラオケをやっているが、フロアの方はお風

呂に入ってマッサージを受けてお茶を飲んでおしゃべりして帰るという人がだいたい

なので、お風呂がない時フロアは開店休業状態。カラオケがなくてお風呂だけという

のはもったいないかもしれないが、土曜はカラオケで使っているので、お風呂も沸か

せばさらに利用者が増えると思う。             （廻田町 T さん） 
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営させていただいています。それと先ほどお話がありましたように、現状のコミュニティバスの大き

さでは通れない道路が非常に多いというのがもう１つ大きな問題としてあります。昨年度のコミュニ

ティバスを考える会でいくつか課題を整理していただいた報告を踏まえて、平成２３年度は道路運送

法に基づく「東村山市地域公共交通会議」という法定会議を設けさせていただいて、そこには警察あ

るいは国土交通省の関東運輸局等々といった行政機関の方にも入っていただいて、具体的に例えば K

さん達のようにこのコースにこういうかたちで通して欲しいという市民からのご要望をいただいた場

合に、何を基準に採択をしていくのかというどういう基準でコミュニティバスを走らせていくのかと

いう基準づくりの作業を今進めさせていただいています。というのは東村山市１３町どこに行っても

「うちの町にコミュニティバスを通して欲しい」という要望が非常に強いです。ただ３路線で５００

０万円ですから１３町全部通すとかなりのお金がかかって今の市の財政状況・体力から考えてせいぜ

い後１本から２本ぐらいが限度かなと思っています。そういう意味でいうと、やはり交通丌便地域で

お困りの市民の方にご利用いただけるようなかたちをとっていく必要があるだろうと。北西部地域は

駅の数としては東村山駅、武蔵大和駅、西武遊園地駅、西武園駅がありと鉄道の駅は多いのですが、

なかなか市の中心地に出にくいとか、廻田町と多摩湖町の境や多摩湖町はアップダウンが多くて、ご

高齢の方がお困りだということについては我々も課題だというふうに受け止めているところでござい

ますので、先ほど具体的なご提案いただいたコースも含めて検討させていただいて、今のご提案だと

諏訪町循環を廻田町方面まで広げてぐるっと北西部エリア全体を通すような感じになるのだろうと思

います。そういうことも含めて検討させていただきたいのですが、具体的に「何年後に走らせます」

ということを具体にはなかなか申し上げられないのですけれども、市としてもかなり緊急性の高い課

題だと受け止めていますので、数年後には何とか１路線でも再構築をしながらあまりお金をかけない

で多くの地域をフォローできるようなかたちにしていきたいなと考えております。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

それも含めて今検討しています。元々ご負担尐なくということで東村山市の場合１００円で始めさ

せていただいたのですが、全国的にみて武蔵野市のムーバスというのがコミュニティバスの走りで一

番早かったのです。これが１００円で始まったので、ワンコインで乗れるバスということで各市右に

ならえでやったのですが、西武の路線バスの場合１７０円なので値段があまりにも違うし、その分を

税金で賄っていくことになりますので、負担の公平性等と考えるともう尐しいただいてもいいんじゃ

ないかという声があるのも事実です。ただ値上げすると利用者も若干減ってしまうという他市の事例

もあるので、そういうことも勘案しながら適正な料金設定をして、多くの方にご利用いただきながら

できるだけ公金の投入を尐なくして、いろいろな地域の方が利用できるような形態にしていかないと、

「税金は払っているのに家の方はコミュニティバス通らないじゃないか」というご意見を言われる市

民の方が多いので、我々もそこは非常に苦慮しているところでございます。先ほど申し上げたように

どういう基準であればどういうところを通すのが妥当であるかということを、ある意味全市民が見て

もなるほどと思っていただけるような基準をまずつくらせていただいて、そこから今ある路線や料金

のあり方の見直し、それから新規路線をどこにどのように走らせていくのかといった議論を精力的に

行って、今年から平成２４年度にかけて一定の整理をさせていただいていきたいと考えております。 

 

今、東村山市のバスの運賃は１００円だが、近隣他市は１５０円で各町回っている。 

（廻田町 H さん） 



- 9 -        第５１回タウンミーティング 

◎ 交通課より ◎ 

昨年度開催した「東村山市公共交通を考える会」において、コミュニティバス事業に関する様々な

要望や課題に対する意見をいただきました。今後は、「考える会」の報告書を共通認識とし、「東村山

市地域公共交通会議」において運賃の設定を含む「既存コミュニティバス路線の再構築」や「新規路

線の運行」等、市民の皆さんとの協働により、地域に合った持続可能な公共交通システムの確立を築

き上げていきたいと考えています。 

 

 

◆廻田町の投票所設置場所について           （廻田町 I さん） 

投票する時に廻田町は回田小学校が投票所になるので、坂を上るので高齢の方が大変。もっと平地

の公民館でやるとか、循環バスを走らせるとか出来ないのかという話を複数の人から聞いて考えた。

それで選挙管理委員会に話に行ったが、公民館ではコンピュータシステムの関係で出来ないと言われ

た。投票率を高めるためにも何とかならないか。それが無理であれば投票当日に何便か投票所までの

循環バスをお願いできないのかという話を市にしたが、そこは検討をということだった。高齢になる

となかなか坂を上れない。市役所の方で期日前投票という方法もあるが、なかなかバスで行きにくい。

そういうことを検討していただいて、投票したい人達が皆行けるような方法をぜひ考えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

投票所の設置の問題については、本来的に言うと選挙管理委員会が設置を決める立場なので、私の

方からこうしますということをお答えするのは越権行為になりますが、そうならない範囲でお答えを

したいと思います。議会でも度々廻田町の投票所については回田小学校１箇所ということで、山の頂

上にあることから高齢者のかたがなかなか投票に行きづらいので何とかして欲しいというご意見がい

ろいろな会派の議員さんから出ているのは事実でございます。今後、回田小学校だけでなく、例えば

恩多町についても今まで畑だったところが開発されてどんどん住宅地になって、非常に遠隔なところ

から投票に行かなければならないというようなところも出てきています。ですので申し訳ないのです

けれども廻田町の問題だけでなく、東村山市全域を見た中で、投票所の配置については再検討させて

いただきたいというのが選挙管理委員会の答弁でありましたので、私どもとしてはそのようになるよ

うに予算要求されれば極力選挙管理委員会の要求どおり予算をつけさせていただくということが市長

としてのお答えかなと思います。私が設置場所をこうしますと言うと選挙管理委員会の権限を侵して

しまうことになるので、選挙管理委員会で決めていただいて、市長に対してはその分の予算と人員の

要求をいただいてそれを付けていくというのが私の仕事になりますので、選挙管理委員会から要求が

あれば極力予算を付けるようにしたいと思います。 

 

◎ 選挙管理委員会より ◎ 

投票所の新設につきましては以前からご要望を頂いており、周辺の公共施設等検討してまいりまし

たが、平地の多摩湖ふれあいセンター等は場所が狭く、衆議院議員選挙の時には小選挙区と比例区に

加えて、最高裁判所裁判員の国民審査があって３箇所の記載台を設けること等がありますし、加えて

廻田公民館共に、お身体の丌自由なかたの為の駐車場の確保も困難でありますことから、難しいと考

えております。また、コンピュータシステムについては設置個所さえ決まれば問題となることは無い
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と考えております。循環バスは高低差という回田小学校の特殊性はございますが、他投票所では投票

区域内の投票所は常に中心部ではないために、目の前に投票所があるのに、反対の投票所に行かなく

てはならないため、距離が近い投票所に行かせて欲しいというご要望や、大きな街道をまたがって投

票に行かなければならない地域の方からのご意見は、反対の投票所にして欲しいなど、高齢者の方か

ら距離等含め改善要望をいただいておりますことから、容易に判断することは難しく思っております。 

再編成の時期は明言できませんが、有権者数の推移をみながら市内全体の投票区域を見た中で判断

していきたいと考えております。 

 

 

◆市の財産管理について                （栄町 Ｈさん） 

赤道と青道について聞きたい。１２月定例会である議員から赤道の問題について、その当時の話で

は全部で１１.４キロ国から払い下げされた土地があるということで３点ほど質問があった。そのうち

２点は了解済みで１点は簿価の３分の１ぐらいの価格で３００万円ほどで市から今まで使われてい

るところに売却された。現実には市にそういう財産がかなりある。隣市では既に全部実測済みだが、

東村山はほとんど実測もされず放置されている。市長からは財政が困難であるという話を聞くが、ど

うしてその辺をもう尐し早く進めてもらえないのか。使用される方はタダで使うのでいいが、今回の

事例も１０何年間タダで使い、それを遡って請求しないというのは市にとって大きな問題ではないか

と個人的に思う。市長の考えを。 

 それと青道の問題については、旧空堀川のところは東京都だと思うがコンクリートを張ったままで

使われていない。子供の遊び場とか、何かやり方がないか。非常にもったいない気がする。この際、

すべて来年度予算でも全部やってしまうというぐらいの心がけがあるか。 

◎ 市長 ◎ 

赤道・青道の問題については１２月定例会の議題に上がって、議員さん達からもかなり厳しいご意

見をいただいて、私の方からもまだきちんと整理がついていない点についてはお詫びを申し上げたと

おりでございます。まずどこからどこまでが赤道で市の財産なのかということが確定がされていない

ことが一番問題で、確定されていないので勝手に使っていると言っても実測されてないものですから、

どこからが市の土地でどこからが民有地かがはっきりしていないので、明確に市の土地を勝手に使っ

ていたというようなことが言えないということなので、遡って請求等が今出来ないという状態になっ

ているということでございます。ここは出来るだけ早く解消していかなければならないので、赤道が

だいたいどの辺にあるかは市の方も把握しているわけですから、尐なくともまず目視で駐車場代わり

に使われているようなところがあればそこは早期に実測・測量をかけて土地の形状を確定して、もし

公衆用の利便に供さない土地であれば駐車場代わりに使っている方にきちんとお買い求めいただく交

渉をするようにこの前お答えしたとおりです。全ての赤道を１年ないし２年の期間で測量かけて確定

させるというのは大変申し訳ないのですが、先立つものも必要になるので、全部をやるのは数年かけ

て計画的にやっていかないと出来ない。ただ緊急的にこの間のようなケースで数十年に亘ってもしか

すると市の土地に勝手に車を停めておられたのではないかというようなケースは、裁判の判例等でも

１０年以上放置されると使っている方の土地になってしまう危険性がありますので、そういうところ

についてはとにかく精力的に整理をするようにということで所管の方に指示をして準備を進めている
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ところでございます。まず応急的にそういう赤道・青道と思われるところに車を停められたり、ある

いは一部もしかすると塀を建てて家の敷地に取り込んでおられるケースも無きにしも非ずですので、

そこは今後紛争等にならないようにきちんと整理していくと。それからそれ以外のところについては

早く計画的に何年かかけて実測して早いところ確定して、売れるところは処分をさせていただくとい

うかたちを進めていきたいと思います。 

それから空堀川の旧河川については東京都が管理されている部分で、この間も議会でもいろいろご

意見があって東京都にお話を持っていっているのですが、都としても旧河川の利活用についてはあま

り具体的な方針がされていないのが実態です。また H さんのご意見踏まえて、市としても逆にこうい

う使い方をして欲しいというような考え方をできれば取りまとめて東京都にお出ししていきたいなと

考えております。 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

ごもっともだと思います。財産管理をしっかりやっていないと、これは当然住民監査請求の対象に

もなりますので、私は非常に危機感を持って所管の方に「早く整理するように」ということを強く言

っています。ただなぜ出来なかったかというと、当市と隣市を比べるとやはり財政上の余裕がなくて、

測量代にお金が回せなかったというのが実態だと私としては考えています。財産として国から払い下

げというか無償で移管されているものですけれども、ここについては名義上は市のもので、市のもの

というのは全市民のものですから、ここは早く財産確定して適正に管理あるいは処分できるものは周

辺の住民の皆さんに買っていただくということをきちんとやっていきたいと考えております。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

赤道の問題については現在、調査を行っております。また現在、各市の状況を照会中でございます。

照会を集計した中で参考にしながら検討していきたいと考えています。 

青道・河川敷の計画は、各種団体の意見が整理されず、現状の状況としてございます。 

 

 

なぜ隣市が出来て東村山市が出来なかったのか。丌明瞭な敷地で非常に判りにくいと

いうことだが、国から払い下げた時点で紙台帳があるという話だが、このまま何年も

放っておくと境界線はもとより全部侵食されてしまう。官民境界なので早く手を打た

ないと手の打ちようがなくなる。道路課の話は非常にずさんで「できません」「やって

ません」ばかりで市民は黙っていられない。財産としての扱いが非常になっていない。 

（栄町 H さん） 
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◆市民による事業評価について             （廻田町 S さん） 

２月１９日に市民による事業評価についてが行われる。平成２１年１２月のタウンミーティングで

市長に聞いたら、事業評価はとりあえずは内部でやっていく。将来必要があれば市民の事業仕分けを

やるということで、今必要が生じたのかなということで結果に期待している。ただこの結果をどうや

って政策に反映させていくのか。２月に行うとしたら平成２４年度予算はもう固まっている。このス

ケジュールだと予算に反映させるのかが見えない。昨年の市民による株主総会のタイミングでやって

いれば恐らく２４年度の政策に反映できるのではないか。勘ぐった考え方だが、一つのパフォーマン

スで終わってしまうのではと危惧している。どう政策に繋げていくのかについて聞きたい。 

◎ 市長 ◎ 

市民の事業評価につきましては、民主党政権が誕生した直後に事業仕分けを華々しくやって脚光を

浴びて、当時の議会でも不野党あわせて「東村山市でも市民による事業仕分けをやったらどうか」と

いうご意見を多数頂き、タウンミーティングでも S さんからそういうご意見いただいたのは私も覚え

ております。ただあの時に申し上げたのは、東村山市は平成１９年に私が市長に就任した時、かなり

危機的な財政状態で何とか財政を立て直さなければいけない緊急事態だったので、市民の方には恐縮

ですが、とりあえず内部で若手中堅の職員を中心に事業点検部会というのを立ち上げて、市の事業の

ほぼ全てに亘って点検をさせていただいて、４象限に分けてこれからも伸ばすべきもの、あるいは現

状維持にするもの、それから何らかの改善するもの、廃止してしまうものというように、内部で事業

仕分けを行って、それに基づいて第３次行財政改革大綱の後期計画を立てて、それに基づいてこの間

行財政改革に取り組んできたところであります。今年度４月からスタートした第４次行財政改革大綱

の中ではいわゆる仕分けではなく評価ということで、第４次行財政改革大綱の基本的な考え方として、

今まで我々は計画して実施してその評価をして改善する、いわゆるＰＤＣＡサイクルというのをあま

り意識しないで仕事してきたので、今後は行政機関といえどもきちんと政策目標を立ててそれに基づ

いて実施して、その後自分たちでも評価しますが、市民の皆さんあるいは議会からも評価をいただい

て、それを次なるステップ・改善に結び付けていくというプロセスを仕事全体の中に組み込んでいこ

うということが第４次行財政改革大綱の大きな柱の１つになっています。昨年１０月に行わせていた

だいた株主総会もそういう視点で行わせていただいて、あれは全体的な財政状況や大きな事業の成果

等について市民の皆さんの一定のご評価をいただく場として設定いたしたものです。今度行う市民に

よる事業評価というのは個々の事業、例えばこのタウンミーティング事業が年間何回実施して何名の

市民の皆さんが参加されて、それがどのように政策プロセスに反映されてどういう効果を生んでいる

のかというようなところで評価委員の皆さんにご評価をいただくというような作業をしていきたいと

考えています。確かにＳさんご指摘のようにもっと早い時点で行えば現在編成中の平成２４年度予算

にも反映できたのは事実ですが、今年は第４次行財政改革大綱の初年度ということで、一つは株主総

会をやらなければいけないし、それと事業評価もやるということで、どっちを先にどういうかたちで

やるのか内部でもいろいろ議論したのですが、限られた人数であれもこれも二つは同時並行で出来な

いので、まずは全体的な評価をいただいた後、個別具体な事業の評価をいただいていこうということ

でやらせていただいたところであります。サイクルとしては確かに今回２月に行うため、２４年度の

当初予算には反映出来ませんので、２４年の補正予算以降に反映すると。端的に言えば２５年度予算

に反映するというかたちになりますので、そのサイクルを維持していくのかもう尐し前倒しして進め
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ていくのかは、株主総会のタイミングも議会からは議会で承認したものを市民が評価するのはおかし

いのではないかというご意見もありますので、全体的な年間スケジュールをもう一回組み立てなおし

て考えていきたいなというふうに思っています。 

今回の事業評価につきましては、第３次行革プログラムに入っていながらなかなか達成できなかっ

たものを洗い出しをして、それの中から８事業ぐらいを評価委員の皆さん自ら選んでいただいて評価

をしていただくようにしたいと考えています。先ほど申し上げたように我々は廃止をすることを目的

に俎上にあげるのではなくて、ご評価いただいてどこが問題点があるのかということを市民目線でお

聞かせいただいて、次なる改善につなげていきたいというふうに考えています。そういうかたちで今

後のサイクルについては要検討の点がありますが、とりあえず今年は初年度なのでまず２月に実施さ

せていただいて２４年度当初予算には反映できませんが、補正予算以降には反映出来る部分について

は反映していきたいと考えております。 

 

◎ 行政経営課より ◎ 

当市では平成１９年度以降、市職員による事業点検部会において４８６の事務事業一つ一つに対し

点検を行い、一定の見直しを図り効果を上げてまいりました。 

今回の「市民による事業評価」につきましては、行政からの視点ではなく、市民の視点から事業の

あり方・方向性をご評価いただくことで、今後のより良い事業展開につなげたいという想いから実施

しております。 

国などが行っております「事業仕分け」では、事業の「要・丌要」を中心に議論が進められており

ますが、当市の「市民による事業評価」では、利便性・快適性が図られているか、事業効果が上がっ

ているかといった視点とともに、業務及びそのプロセスを点検していただき、ご評価いただいたとこ

ろです。 

今後につきましては、評価結果を踏まえながら庁内で検討を行い、その後、行財政改革審議会にて

ご意見をいただき、それを参考に市の方針を決定してまいりたいと考えております。 

 

◎ 市長 ◎ 

私個人としてはぜひ継続したいというふうに考えているところであります。ただ一回やってみない

と何とも言えないところがあるのも事実ですけれども、何とか継続できるようにしていきたいと思っ

ています。自治体版のいわゆる事業仕分けをやったところは意外とあまりうまくいっていないのです。

先ほどから申し上げているように事業仕分けということになると廃止をある意味目的として行うので、

廃止がなかなかできなかったりすると、一回やってこういうメニューはできたとしてもなかなか前に

進まないということがあるのですが、我々はあくまでも評価であるということであればプラスであれ

マイナスであれ市民委員の皆さんのご意見を何らかのかたちで事業に反映できるのでないかと考えて

いますので、事業仕分けよりは継続できるのではないかと考えております。 

 

◎ 行政経営課より ◎ 

継続して実施できるよう努めてまいりたいと考えております。また、継続して来年度以降実施する

場合につきましては、より良い「市民による事業評価」となるよう、適宜バージョンアップを図って

まいりたいと考えております。 

そうするとこれは継続的にやっていくという理解でいいか。   （廻田町 S さん） 



- 14 -        第５１回タウンミーティング 

◆市政への参加について                （秋津町 S さん） 

タウンミーティングでいろいろな意見を聞き、記録集を作成しているが、これをどれだけの市民

が利用し関心を持っているのか。市長に大事な時間を取ってもらってどのような効果が出ているの

か。株主総会とか事業評価とかいろいろ言葉は出ているが、どれだけ市民がなるほどなという結果、

あるいはその結果を反映しているのか。事業評価委員は８名ということだが、どのように決めたの

か。各町の意見を聞きながら真剣にやっていただける人を主力メンバーに加えてやって欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

多くの市民の皆さんが市政に対して関心を持っていただくことがまず何よりもまちを良くしていく

大きな前提になるものだと思っているからこそ、私も市長に就任させていただいてこういうタウンミ

ーティングをやらせていただいて、いろいろキャッチボールをしながら進めてきました。株主総会も

ちょっとボーナスの査定の方ばかりがクローズアップされてしまっているのですが、私としては内々

それもある意味市民の皆さんの関心を喚起する１つの仕掛けだと思っているところがありまして、市

の財政状況が去年より良くなっているのか悪くなっているのか、あるいは職員の人員数やお給料がど

うなっているのか、あるいは事業をやっているがこういう事業の効果がどの程度あるのかないのか、

そういったことについて一緒に考えていただくことが今の政権では地域主権改革あるいは地方分権と

言われている時代にとって非常に大事だというふうに思います。特に昨年の大震災を踏まえて、地域

のことを地域の皆さんで知恵も出す、力も出すというふうにしていかないと、この先日本はますます

高齢化が進み、人口減尐社会になって、なかなか税は伸びないけれども住民の皆さんが高齢化してき

て買い物行くのも億劫で大変だ等いろいろな課題があるわけで、それら全部を我々でやりきれるのか

というとなかなかやりきれない部分があるのも事実で、一緒に考えて一緒に出来ることはやりましょ

うよということを今進めさせていただいているつもりです。それがどこまで効果が上がってきている

のかどうかはわかりませんが、繰り返し繰り返しそういうことをお話させていただく、それから市長

がそういう機会をつくることによって職員も徍々にではありますけれども、考え方や発想の仕方や行

動の仕方が先ほどの N さんの話ではまだまだ革新的でないというお叱りもありますけれども、尐しず

つ意識を持っている職員も増えてきているのかなと考えています。一挙に全て変わるというのはなか

なか難しいところがあると思っています。そういう参加の仕方というのは、これからどうするのかと

いうのが１つポイントになってくると思います。タウンミーティングは私が地域に出かけていくかた

ちなので「どうぞ私に対して何か物申したい方は来てください」ということで、ここは自由参加の場

になっています。それからこの前行った株主総会それから自治基本条例の策定に向けての市民会議も

そうなのですが、住民票をベースに無作為抽出で選んだ方です。いわゆるくじ引きで当たった人で、

希望される方に出てきていただくというやり方をやらせていただいています。その前に行った総合計

画のワークショップも市民の皆さんで希望される方に参加いただくというやり方です。今度の事業評

価はかなり細かく市民同士でディスカッションいただくということで、委員については８名に絞らせ

ていただいて、これは市報と市のホームページ公募をかけさせていただいて、選考については作文を

提出いただいて行政側で選考させていただいています。我々としてもどれだけ市の事業について見識

があるのかということを見させていただいたと。行政を評価するのに行政が選ぶのはけしからんじゃ

ないかという議論もあろうかと思いますが、これは行革審ともいろいろやり取りした中で、今回選び

方については行政で選んでいくこともやむを得ないのではないかということから今回についてはそう
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いうやり方をさせていただいています。市民の代表という意味では正当に選挙で選ばれている議員の

皆さんが構成する議会がまさに市民の代表だと思っていますが、私たちは最終的には市民の代表機関

である市議会で予算を決め、各条例も決めていただかざるを得ないのですが、政策形成過程において

は出来るだけいろいろな市民の皆さんの生の声を聞かせていただくことが大事だというふうに考えて

います。ですので申し訳ないですけれども、皆さんも市民の代表として私は受け止めているわけでは

なくて、あくまでも一市民の生の声を私が直接聞かせていただいて、それをどのように噛み砕いて日々

の仕事の中に活かさせていただけるかということを私なりに真剣に考えて受け止めさせていただいて

いるところです。今後いわゆる二元代表制と言われる今の日本の自治体制度のあり方の中で、最終的

な主権者である市民、これは市民全体が主権者であって、個々の市民の皆さんが個々に言われる意見

をどこまでどういうかたちで尊重するかというのは、常に民主主義というのはその問題がつきまとう

ところだと思うのですが、先ほど申し上げたように最終的には選挙で選ばれた市議会で物事を決めて

もらいますが、そこに提出する予算を含めていろいろな政策をつくっていく過程においては一人一人

の市民の生の意見を聞かせていただくというプロセスを出来るだけ増やすことで、全体の市民の皆さ

んにも市政に尐しずつ関心を持ってもらったり、自分たちも何か出来ることはしていこうという想い

を持っていただけるとすごく有り難いかなと考えているところです。ぜひ S さんにはまた直接出かけ

ていただいて、私や議員さんにもガンガンご意見言っていただけるといいのではないかなと思います。 

 

◎ 行政経営課より ◎ 

「市民による事業評価」の評価委員については、市報や市のホームページ等で公募いたしました。

１３名の方よりご応募いただき、公平を期すため氏名や年齢・性別を伏せた作文により選考を行い、

８名の委員を決定しております。他市では、学識経験者やコンサルタントなどを委員とする事例もあ

りますが、当市では”市民の視点から”ご評価いただきたいとの想いから、市民のみの構成としてお

ります。選ばれた８名の委員の方には、限られた時間の中でより深く議論をしていただくため、事前

に２回の準備会を開催し、ご出席いただいております。 

また、委員の中には、忙しい時間をやり繰りし、自主的に評価対象事業に関連する施設等の状況を

確認に回られた方もいらっしゃいます。８名の評価委員の方はいずれも、２回の準備会、当日を含め、

非常に熱心かつ真剣にご議論いただき、ご評価いただいております。 

 

 

◆市職員の対応について                （秋津町 S さん） 

市役所の窓口対応で一部の人は必ず目線を合わせてくれるが、７割から８割の人は目もくれない。

メモも控えてくれない。この前も秋水園で生ごみの集団回収の会合を開いて欲しいと言ったが、メモ

を取らないので文句を言った。もっと職員の教育をして欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

申し訳ございません。教育丌徹底な点もあろうかと思いますが、窓口については昨年から年に４回、

四半期ごとにご来庁いただいた市民の皆さんにアンケートを取らせていただいて、態度がどうだとか、

市役所に来られるというのは何らかのご用事があって来られるわけで、その用がちゃんと足りたのか

どうなのかというようなことについてアンケート調査をさせていただいていまして、尐しずつですけ
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れども、アンケートを出されている方は毎回同じ方ではないのですが、良くはなってきているのかな

というふうに思います。尐しずつでもそういういろいろな刺激を不えたり、さっきから申し上げてい

るようにＰＤＣＡというような業務プロセスを定着させることによって、いつかは私も市長を辞めた

り議会構成も変わったりということになると思うのですが、職員は誰が市長であろうがどういう議員

さんであろうが市民の皆さんに対して親切にきちんと用を足せるようにしていくことが責務だと思い

ますので、そういう教育はしていきたいと思います。ただ一方で、こういう言い方を皆さんに申し上

げるのは大変恐縮なのですが、いわゆるハードクレーマーと言われるような方がいらっしゃるのも事

実で、その辺どう見極めていったらいいのかというのは我々も非常に苦慮しているところで、職員が

市民の皆さんから暴行というまでもないのかもしれませんが、先日もある所管で訪問したら鉈
なた

で追い

かけられて命の危険を感じた職員がいたりという事例も出てきていますので、職員は市民の皆さんに

はきちんと対応しなければなりませんが、そういう社会常識をわきまえない、あるいはほとんど犯罪

と思われるようなことについては我々としても厳正に対処せざるを得ないかと考えているところであ

ります。出来るだけきちんと言葉を交わして市民の皆さんに信頼されるような職員を目指して我々も

これから頑張っていきたいと思いますので、いろいろな職員がいるのかもしれませんが、そこはお詫

びを申し上げてそういうことがないように徹底していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

◎ 人事課より ◎ 

市職員の応対についてご指摘をいただきましたこと、深くお詫び申し上げます。 

市においては、市民満足度の向上、親切窓口の推進を図るため、平成２２年度から接遇アンケート

を４半期に一度継続実施しており、このことを通じて職員の継続的なお客様に対する応対能力の向上

を目指しているものであります。昨年より今年の方が総合満足指標においてポイントの高い回が複数

あり、継続実施することで、尐しずつではありますが、上向いていると判断しております。アンケー

ト結果につきましては、継続的に指数が上昇している訳ではございませんが、接遇に関する研修を継

続的に実施することで、職場における接遇意識・技法の向上を図っているところであります。 

今回の対応につきまして、重ねてお詫び申し上げますとともに、ご指摘いただいたような対応が改

善されるよう、職員の接遇に対する意識を高め、接遇力を向上させ御満足いただける対応ができるよ

う継続的に取り組みを進めてまいります。 

 

 

◆せせらぎの道の管理について             （廻田町 S さん） 

せせらぎの道というところがある。そこをウォーキングコースでいつも見て歩いているが、あまり

にも清掃されていない。廻田側はいつもシルバー人材センターが落ち葉を掃いてくれてビニール袋い

っぱいに清掃してくれるので、きれいで気持ちいいなと思いながら多摩湖側に下りると草がぼうぼう

で、木の階段なので雤上がりは歩けず丌安な道である。回田小学校の給食室側から下に下りていくと

小さな沼があるが、そこが私有地なのであのように汚いのか。市の管理であればもう尐しきれいにし

ておかないと、事敀が起きると危ないのでお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

せせらぎの道で廻田町側だけ清掃して多摩湖町側を清掃していないというのは私も初耳で、現場を
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確認していなかったので申し訳ないのですが、どういう状況で清掃委託をしているのか確認させてい

ただきたいと思います。沼地については公有地になっているのではないかと思います。回田小学校の

北のいわゆる昔の谷戸と言われているところは、市としても将来に亘って東村山市の原風景の１つだ

ということで公有地化して残していくという方針で、昨年建ちました多摩湖町の集会所からずっと畑

も含めて順次公有地化したり、まだ私有地でも地権者の方とお話して将来買わせていただけるお約束

をほぼいただいているところもあって、あそこは残していく最重点箇所の１つになっています。 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

すいません。私の目が行き届いていなかったので、ちょっと現場を確認したいと思います。あそこ

も市民団体の方と協働して維持管理しようということで、あの場所に蛍を戻すという運動をされてい

らっしゃる方々と一緒にみどりのせせらぎを残す計画を立て進めてきたのですが、あまりきちんと進

んでいないとすればもう一回そこを確認してどういうふうに整備、管理していくか整理させていただ

きたいと思います。 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

緑地・公園についてはみどりと環境課が所掌しているのですが、言い訳になってしまいますが震災

以降、放射能対策でみどりと環境課が放射能の問題も担当していて、震災以降そちらでてんてこ舞い

という状況であるのも事実なのでそこはご理解いただきたい。昨年１０月に東萩山小学校の雤水の吸

い込み口に溜まった泥から高い放射線が検出されました。いわゆるマイクロホットスポットというこ

とで、市でも急遽それを受けて小中学校はもちろん、市で管理している１４９箇所の公園緑地につい

ても全て１箇所だけでなく、セシウムが溜まりやすいと言われている雤の集まるようなところについ

てかなり綿密に測定作業を行ったり、高い値が出たところについては除染作業するというようなこと

で、大変恐縮なのですが、通常業務がそこで疎かになってしまっている部分ももしかするとあるのか

もしれませんが、通常業務もしっかりやりながら放射能対策もやりたいというように考えております。 

 

◎ みどりと環境課より ◎ 

多摩湖側につきましては、「せせらぎの郷多摩湖緑地」と思われますが、当該地は東村山に残る「畑・

雑木林・湧水」が一体として残る原風景であります。平成２３年度におきまして、民有地並び公有地

約１.５ヘクタールを「都市計画公園・緑地」に指定し、市民団体と協働により自然の状態での保全に

努めており、年間を通して、剪定・草刈り・落葉収集等を実施しており、今後も出来るだけ自然の里

山として市民に親しまれる「緑地」として維持管理を図りますのでご理解をお願いいたします。また、

小さな「沼」でありますが、市内に残る数尐ない「湧水」であり、貴重な動植物が棲息し生態系上か

らも保全が求められております。今後、当該緑地の整備計画を進め安全な緑地保全地域に努めます。 

前は歩くとカモがいたりしてのどかだと思っていたが、今はサンショウウオもカエル

の卵もいない。ちょっと足を滑らせたら子どもが落ちてしまうようなとても危ない場

所。                            （廻田町 S さん） 

ここ一年ぐらいものすごく荒れている。その前はけっこう手入れが行き届いていた。

それと多摩湖町にこっちが金山神社でこっちがせせらぎの道ですよという木製の案内

看板があるが、くっついていなくて落っこちる。これはすぐ直せると思うので、お願

いしたい。あの場所は市のどこが管理しているのか。      （廻田町 S さん） 
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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 

 

◆障がい者支援について                （萩山町 Ｔさん） 

（障がい者支援等）同じ問題で何回も所管に行くが、何年経っても解決していかない。同じ人と何

回喋っても念仏で７、８年同じことをしている。その所管だけで出来ないことなら他の所管も出てき

て欲しい。関連しているところが全部出てこないと出来ないものもあるので、市全体で考えるような

ところをつくってもらえないか。市は長引かせてその人たちが諦めることを待つ。 

◎ 市長 ◎ 

度々Ｔさんからご意見いただいている T さんが課題とされている問題については、前回お話させて

いただいたとおりです。タクシーの問題だけでとどまらなくて、市が単独で障がい者の皆さんに給付

させていただいているいくつかの他の事業とまたがるので、そこは併せて来年度当該の障がい者ある

いは障がい団体の方も含めて検討会を立ち上げていきたいというふうに考えています。これはかなり

大きな市のお金が絡むので、なかなかすんなりと決定が出来ないところがこの間時間がかかってしま

っている大きな原因の一つです。T さんがおっしゃることもごもっともな面もあるということは私も

再三申し上げているところなので、なんらかの改善はしたいということは以前にも別の場で申し上げ

ましたので、それに向けて市の障がい施策単独で行っている部分については平成２５年の法改正を見

据えながら来年度公の場をつくってきちんと議論、検討していきたいと思っています。他の所管もと

いうことで恐らく道路の関係等だと思うので、これについても改めてまた視覚障がい者の皆さんとは

きちんとお話をして、我々もやれるところからは何とかやっていきたいというふうに考えていますの

で、今後も別に T さんを諦めさせようというつもりはありません。よろしくお願いしたいと思います。 

 

◎ 障害支援課より ◎ 

障がい福祉施策における市の単独補助事業についてのご意見、ご要望を頂戴しております。また、

現在、国において障害者自立支援法の見直し作業等も進められていることから、２４年度には、市の

単独で給付しているいくつかの事業について、２５年度の法改正の動向もみながら検討させていただ

きたいと考えています。 
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～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 

 

◆リサイクルセンターについて             （恩多町 N さん） 

リサイクルセンターの建設について環境建設委員会で民間に任せるという話で進んでいたが、１２

月の委員会では後退したような考えを述べている。これがどうなるのか。１月３０日にまた委員会が

あると聞いているが、私個人としてはリサイクルセンターはもう建設しない方がいいと思う。 

 もう１つは市役所の賅源循環部の職員が守りだけの発言や定年までうまくやればいいやというよ

うな考え方の人が多い。人事的にも革新的な考え方、例えば賅源循環部の中にご活躍されているかた

を職員と同じ立場で入れて、１０年後にまたやると言っているので、そこで一緒に考えるようなかた

ちにできないのか。 

◎ 市長 ◎ 

Ｎさんからリサイクルセンターの問題についてご意見をいただきました。そもそも何敀リサイクル

センターを建設しなければならないのかという話ですが、現状、平成元年に建設しましたリサイクル

作業所で皆さんからお預かりしたビン缶等の選別・圧縮・梱包作業をさせていただいているのですが、

この施設が作業の関係上シャッター等で仕切りができない開放型の建物で、厚手のビニールシートの

ようなものはぶら下がってはいるのですが、完全に遮蔽された施設ではありません。ビン缶を処理す

る時にかなり大きな音が出てしまって、それが東京都の環境確保条例（都民の健康と安全を確保する

環境に関する条例）の基準値を超えている状態がずっと続いているということが１つ。それから今ペ

ットボトルもリサイクルセンターでやっていますが、これも全て開放型の施設ですので、夏の暑い時

期や冬の寒い時期の労働環境上あまりにも劣悪というか問題なのではないかという問題があります。

ということから数年前からきちんとしたリサイクルセンターを建設して、まず周辺に振動や騒音等で

ご迷惑をかけない、そういうセンターの中でこれからの市のリサイクル事業を推進していこうという

ことで、リサイクルセンターの建設計画が持ち上がってきたところでございます。これが昨年の話で、

だいぶ前からその計画はあったのですが、一番最初にリサイクルセンターを建設する基本計画を立て

た時には、現状秋水園内で扱っているリサイクル系のごみについては全て秋水園内で処理をするとい

う考え方で、面積的にもかなり大規模的なリサイクルセンターの構想が出てまいりました。今老朽化

している賅源循環部の事務棟なども全てその中に組み込む計画ということで、面積も秋水園の中のほ

ぼ端から端まで使うようなかなり大型のもので、総工貹も基本計画時点で約２５から２６億円かかる

という計画が出てきたところでございますが、その後リサイクルセンターの建設に向けて周辺の住民

の皆さんを中心に市民の皆さんと協議をさせていただき、さらに議会の中でも特別委員会ができて、

いろいろと協議をしてまいりました。その結果として、あまりにも当市の規模からいってリサイクル

センターの規模が大きすぎるのではないかと。それから２０数億円もかけて造るのではなくて、出来

るだけコンパクトに出来ないのか。それともう１つはやはりなんでもかんでも秋水園に持ち込むので

はなくて、外部に出せるものは外部に出すべきではないかといったことが市民との検討会あるいは特

別委員会の中で出てきた意見であります。それに基づいて一昨年１１月に市としてはかなりコンパク

トな施設に造り直す案として、第２案というのを示させていただいてこの間協議してきたわけでござ

いますが、第２案も基本的にはすべての品目については秋水園内で行うという内容でありました。議
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会からも特別委員会の中では「せめてペットボトルぐらいは外に出せるのではないか」という議論で

最終集約されて昨年３月定例会で特別委員会から報告があったところであります。これを受けながら

市としてもいろいろと検討を重ねてきたのですが、１つには収集体系としてビンと缶の問題がありま

して、市としては缶とペットボトルを一緒に収集させていただくかたちを取る方がより効率的である

という判断から話を進めてきたのですが、先般の９月定例会、１２月定例会と議会でいろいろなご意

見いただいてきまして、最終的には一昨年１１月に議会にお示しをした第２案でリサイクルセンター

の発注仕様書の委託業務をかけるということで、９月定例会の補正予算を通していただいたところで

ございますが、その間に見直すべき点があれば見直そうということで環境建設委員会の中でずっと議

論をされてきました。昨年１０月の環境建設委員会の中でもう一度ペットボトル・缶も含めて外部に

出せる事業所はないのか精査をしなさい、調べなさいという委員会でのご意見があって、これまで我々

が視野に入れていなかった産廃業者も含めて周辺で直接持ち込みが可能な範囲、東村山から７キロ程

度のエリアでビン缶含めて受け入れていただけるところがないか探させていただいたところです。そ

うしましたところ近隣市の業者で２箇所「うちで受けてもいいですよ」という産廃業者が出てきまし

た。それから現在容器包装リサイクルを受けていただいている市内業者が、以前はペットボトルだっ

たら何とかなるかもしれないというお話だったのですが、昨年１２月になって「ビンもやります」と

いうお話が急に出てきたところであります。現在市ではこれらの受けてもいいと言っていただいてい

る事業所それぞれについて、もし我々がビン缶含めて持ち込んだ時に法的に問題がないのかどうか、

それから一番気になるのはその事業所と周辺の住民の方々の関係と、所在する自治体の意向、これは

法的には自治体の意向を必ずしも尊重しなければならないということにはなりませんけれども、やは

り公的な団体ですので、当該市についても意向の確認をさせていただいているところであります。３

０日の委員会の場で正式にお答えさせていただきたいと思っておりますが、実は当該市からは極めて

厳しい難色を示されているという状況です。市域を越えての持込は困るというような意向が示されて

いるところでありまして、要するに市外へのビン缶ペットボトルの持ち出しというのは非常に難しい

というのが今の状況でございます。これらを踏まえて今後市として最終的に判断していかなければな

りませんが、現状では昨年９月に補正予算を通していただいておりまして、それに基づいて第２案を

ベースに現在総工貹がどれぐらいかかるか見積もりをいろいろなプラントメーカーに出させて、それ

を精査してコンサルから「最終的にこれぐらい予算計上しておけば十分に応札が可能ではないか」と

いう額の設定をして、加えて市で処理をした場合のランニングコストがどの程度になるかということ

を出来れば今度の３０日の環境建設委員会にお示しをして、また議会の皆さんとご議論をした上で、

最終的に３月定例会で予算としてどういうかたちでのせていくかを判断させていただきたいと考えて

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

ありがとうございます。リサイクル系のビン缶ペットボトル等について言えば、これはいわゆる有

今のは難しいという話だが、東京２３区にしても多摩地区でもリサイクルセンターを

持っていない自治体がある。そこがどういうかたちになっているのかよく調べて欲し

い。日本の中にはもう賅源がないのだからどうやって賅源を回収するか、産業廃棄物

的なことを考えて東村山市としてこういうことをやったというモデルをつくるべきだ

と思う。今までと違う革新的なことを期待している。もう尐し東村山市として全国で

やっていないようなことを賅源循環部でやっていただきたい。  （恩多町 Ｎさん） 
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価物で引き取っていただけると廃掃法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）の対象にはなりません

けれども、東村山市内で処理をしないで違う区域に持っていくとなると、やはりそこの自治体それか

らそこの施設の周辺住民のご理解を一定程度得ていないと、東村山で処理出来ないから迷惑だから他

所に持っていくという理屈ではなかなか事は前に進まないのが実態ではないかと。そこは出来るだけ

きちんと法的な根拠も取って、かつその処理施設の自治体の意向それから周辺住民の皆さんの意向も

尊重しながら進めていかないと、確かに革新的なことをしたい気持ちはやまやまですけれども、廃棄

物の処理というのは毎日日々排出されるごみを適性に安定的に処理をしていくということが私は何よ

りも肝要であって、あまり奇をてらうということよりも施設周辺の皆さんはもちろん、排出をされる

市民の皆さんのご理解もいただきながら一歩一歩着実に進めていかないと、事例を出して恐縮ですが

多摩地区のある市のように宙に浮いてしまうととんでもないことになりますので、そこは慎重にきち

んと議会とも議論しながら進めさせていただきたいと考えております。 
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【市長まとめ】 

 

時間ということなので、まだまだ言い足りない方が多いように思いますが、またの機会ということ

にさせていただきたいと思います。今いくつか重要な指摘がありましたけれども、冒頭でも申し上げ

たように今平成２４年度当初予算の最終的な詰めの段階であります。１つは N さんから出たリサイク

ルセンターのあり方をどのように予算に盛り込んでいくのか、これは予算を通してもらわないと我々

も非常に困ってしまいますので、市民の皆さん、議会の皆さんのご理解がいただけるような対応を考

えていきたいと考えております。それから非常に慌しいのですが、来月先ほど S さんからお話があっ

た市民の皆さんによる事業評価があります。明日の午後１時半から北庁舎第２会議室で第１回目の準

備委員会というのをやらせていただいて、委員の皆さんの初顔合わせとどういうものを俎上にあげる

のか、そのために事前の情報提供ということで市側から「この事業はこういう内容で今やっていて、

こういう課題があります」という説明を明日させていただく予定になっていますので、もし興味・関

心のある方はお出でいただきたいと思います。それからこの間市民協働をテーマに市民講座を開かせ

ていただいています。明日の午前９時半からは自治基本条例市民会議のコーディネーター役を務めて

いただいている庄嶋さんというプロの市民コーディネーターの方に、市民協働とは何かということに

ついて基礎から各市の事例も踏まえてお話いただくことにしておりますので、そちらももしよろしけ

ればご参加いただければ有り難いなと考えているところでございます。 

今後も厳しい財政状態ですけれども、何とか財政を立て直しながら本日いただいたような様々な課

題が解決出来るように議会のご指導いただきながら私も精一杯取り組んでいきたいと考えております

ので、引き続き皆様のご指導ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げて閉会のご挨拶とさせて

いただきたいと思います。本日は雥の中お越しいただきまして本当にありがとうございました。 
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