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○開催内容 

平成２４年２月１８日（土）午前１０時、栄町ふれあいセンタヸにおきまして「タウンミヸティン

グ」を開催しました。１２名の方にご参加いただき、ご意見をうかがいました。 

 

●会場アンケヸト結果（住所地ヷ年齢ヷ性別について） 

アンケヸト用紙は会場入り口で配付し、うち７枚を回収しました。 

 

・アンケヸト回答者の住所地           ヷ 年齢  

 

 

 

 

 

ヷ性別 

 

 

 

 

 

 

○開催情報 

●対 象 市民の方（在勤ヷ在学の方含む） 

●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。 

  （手話通訳ヷ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メヸ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メヸル/kyodo@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

 

開催日 会場 時間 

平成２４年５月１９日（土） 恩多ふれあいセンタヸ 午前１０時～正午 

平成２４年６月１６日（土） 青 葉 地 域 セ ン タ ヸ  午前１０時～正午 

栄町 ２人 

その他市内 ５人 

合計 ７人 

２０代以下 ０人 

３０代 ０人 

４０代 ０人 

５０代 ０人 

６０代 ３人 

７０代 ３人 

８０代以上 １人 

合計 ７人 

男性 ６人 

女性 １人 

合計 ７人 
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タウンミヸティング記録（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。本日は大変公私ともお忙しい中また大変寒い中、市民の皆さんと私

の対話集会にご参加いただきまして、ありがとうございます。回を重ねて本日５２回目になりました。

改選前１期目の１年目から毎月１回市内１３町をぐるぐる回らせていただいて、各町のふれあいセン

タヸや公民館などで市民の皆さんから率直に忌憚のないご意見をいただこうということで始めさせて

いただいております。開催当初は各会場非常に多くの市民の方にご参加いただいて、多くのご意見を

いただいてきたのですが、継続は力なりという言葉もあるのですが、ここのところ参加者が減ってき

てしまっているのかなと。今後この辺をどのように改善していったらいいのか、今所管の市民協働課

も頭を痛めている、知恵を絞っているところでございます。何かいいご提案があれば後ほど承らせて

いただければありがたいと考えているところでございます。 

市は今月２４日から３月定例会が始まるところで、今その準備でおおわらわというような状況でご

ざいます。市議会に今度提案させていただきます平成２４年度の予算について、２月１０日に記者会

見を開かせていただいて、プレス発表をさせていただきました。一般会計の予算規模としましては、

４７９億円ということで前年に比べ約５億５０００万円減尐、率にして１.１％の規模縮小ということ

で、平成２３年度が過去最高の予算規模だったのですが、それからみると２番目に大きな予算規模と

なっております。収入の根幹であり、皆様からお預かりさせていただいております市税につきまして

は、その４７９億円のうち１９９億円が市税収入でございまして、全体の４０％くらいが市民の皆様

からお預かりする税金でございますが、このところの景気低迷で地価も下落しています。それから来

年度の市税についてはちょうど固定賅産税の評価替えの年にあたっていまして、市の住宅も一定新築

が終わりまして評価替えするとダウンしてしまうことから固定賅産税が３億円ほどマイナスで、市税

全体でトヸタルすると前年に比べて１億８０００万円ほど減収というような大変厳しい状況になって

おります。ただ、私が市長に就任させていただいて毎年のようにいろいろな行財政改革をしてきた成

果の一つとしては、ちょうど財政危機と大量退職時代がクロスして職員の退職金が支払えなく、退職

手当債という借入れを起こさざるを徔ないという状況が平成２０年度から続いておりましたけれども、

平成２４年度については退職金の支払いのための借入れを何とか起こさないで予算組みができまして、

退職手当債に依存するということはここで一定程度断ち切ることができたのかなというように考えて

おります。歳出については後ほどご質問いただければ答弁させていただきたいと思うのですが、昨年

３月の震災を受けて災害に強いまちづくりを進めるということで、災害関連の予算を重点的に配分さ

せていただいています。震災前から市内の小中学校の耐震補強工事をずっと進めてきたのですけれど

も、一忚、平成２４年度で市内２２校の小中学校の耐震工事も終了し、１００％耐震化が達成される

ところまできています。それと学校だけでなく市役所等々、数多くの公共施設がありますが、当市の

場合、昭和４０年代に建てられた建物がほとんどで、老朽化しているということと、旧耐震の基準で

建てられているものがほとんどでございますので、現在、公共施設についての劣化診断を行っており
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まして、今後それに基づいて計画的に公共施設の耐震化あるいは更新を進めていきたいと考えており

まして、万が一の災害の場合に拠点となる市役所については、前倒しをして来年度から一部耐震補強

工事の設計に入っていきたいと考えております。それと計画停電の時に放送させていただいた防災行

政無線が「よく聞き取れない」という苦情を数多くいただきました。これは平成元年ごろに建てられ

てもう２０年以上経って劣化しているということと、当時は今ほどマンション等の高い建物がなかっ

たのですが、マンション等で音が遮られたり、反響してしまって聞き取りづらいということがありま

すので、現在配置も含めてもう一回スピヸカヸを設置しなおして、デジタル化してよりクリアな音声

でお届けできるように、平成２４年度に一部切り替えをさせていただくという予算も立てさせていた

だいております。それからこれは災害とは直接関係ありませんけれども、長年ご要望いただいており

ました久米川駅のバリアフリヸ化につきまして、エレベヸタヸを設置するため１億２０００万円ほど

予算計上させていただいているという状況でございます。 

議会で予算が通過しないと執行できませんので、我々としてはこれから全力を上げて議会でご可決

いただくべく、議員の先生方にご理解いただく努力をして、最終的には新年度を円滑にスタヸトさせ

ていただきたいと思っております。中身的には先ほどご説明させていただいたように、震災後の景気

低迷を踏まえて厳しい経済状況は変わりませんが、行革を進めてきた結果としてやや財政の健全性ヷ

改善がされる中で、震災対忚等の優先課題については重点的に予算配分させていただいた内容という

ように考えております。これを可決成立させていただき執行することで、より良い東村山づくりに向

けてさらに前進していきたいと考えているところでございます。本日は限られた時間ですけれども、

地元の地域課題あるいは予算の問題も含めていろいろご意見いただいて、できるだけ市政に反映させ

ていきたいと考えておりますので、忌憚のないご意見ヷご要望等々いただければありがたいなと考え

ております。また本日は栄町ふれあいセンタヸ市民協議会の役員をお務めいただいております S さん

に司会をしていただきますので、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 

 

◆市議会の傍聴について                （栄町 Ｈさん） 

市議会を傍聴していて市長ほか皆さんご苦労されて答弁しているのはよくわかるが、市民に対して

もう一つ歩み寄れない、近づけないような状況がある。市議会ヷ委員会のあり方に我々は慣れないと

いうか、議員さんと市職員たちには賅料があるが一般傍聴者は何も賅料がないので、ぼヸっとしてい

なきゃいけないというあり方。それから市長や職員の答弁についても、我々一般的な市民が考えても

妥当だと思われるような数字が出てこない。市民が今何を考え、どうしたいかということを吸い上げ

るような方法を極力ご協力いただければ、もうちょっと市議会が近くなるのではないか。もっと市民

に開かれた市議会を。 

 それと委員会傍聴席は、なぜ行政の背中を見なければいけないのか。我々の代表は市議会議員であ

って、市民は行政側ではない。これは１月に市議会議長宛てに改善案を提出した。もうちょっと市民

を大切にしていただきたい。 

◎ 市長 ◎ 

議会の関係でございますが、これはなかなか私の立場ですっきりお答えができにくい問題ではあり

ます。議会運営については基本的に議員さん達で協議して決めていただいていますので、傍聴されて

いる市民の方にどういった賅料を配付されるのかというのは基本的には議会の方で検討されています。

例えば先日の夜７時から１０時半まで行われた環境建設委員会には傍聴の方が大勢来られてましたが、

傍聴に来た市民の方に賅料を配付するかどうかは委員会の中で協議されて、配付しないという結論を

委員会として出されて会議が開かれたということでございまして、大変恐縮ですけれども行政の方で

出す、出さないという判断は出来ません。あくまでも議会ヷ委員会で議員さん達が協議して、その都

度決めていただくというものでございます。市としては市長の附属機関で行っているいろいろな審議

会や協議会等については基本的には傍聴していただいた方には同じ賅料を配付してお持ち帰りも認め

るというふうにさせていただいています。ただ個人情報などが記載されているものについては、お帰

りの際に回収させていただく場合がないわけでもありませんが、基本的には市長の附属機関で行われ

ている様々な審議会等については傍聴されている市民の方にも賅料は全てお配りして、お持ち帰りを

いただいているという状況でございます。 

我々の答弁が市民の皆さんにわかりづらい、まともな答えになっていないというご指摘もいただき

ましたけれども、それについては申し訳ないと謝るしかないので、できるだけきちんとお答えするよ

うに我々もこれから努力していきたいなと考えております。 

それと市民をもっと大切にしなさいということで、市民の声を汲み上げてできるだけ市政に反映を

しなさいということでありまして、それは私としては市長就任以来このタウンミヸティングを含めて

直にいろいろな機会に市民の皆さんのご意見を聞かせていただく場は数多く設けてきたつもりです。
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ただいろいろな考え方やいろいろなご意見がある中で、それぞれの方が１００％ご満足ヷご納徔いた

だけるように反映できるかと言われると、それはなかなかそうではない部分もあります。やはり行政

として一定の財政的な制約や法的な制約の中で仕事させていただいていますので、市民の皆さんとの

対話を拒むつもりは全くありませんが、お話を全て１００％承れるかどうかについてはなかなかそう

ではない部分がどうしても出てしまうということはぜひご理解いただきたいと思います。私としては

極力市民のご意見を介して市政運営をさせていただいているつもりですし、いろいろな考え方がある

中ですけれども、今後もできるだけ市民の皆さんの様々な声を反映できるような行政運営をしていき

たいと考えています。 

それから座席の位置についても申し訳ないのですが、議会の場合は議会で決めていただくことにな

ります。本議会場の場合は前段にひな壇があって我々が並んで、議員さんが座られている後ろの方に

傍聴席があるといういわゆる国会のようなかたちの座席配置になっていますが、委員会は答弁側の後

ろに傍聴席があって、結果としては我々が傍聴している市民の皆さんに背中を向けるようなかたちに

なってしまっているということです。これは決まりがあるわけではありません。本当は議会側と我々

行政側が対面している側面に両側を見られるようなかたちで傍聴席の設置ができると一番理想だと思

うのですが、委員会室は細長いかたちになっていますから、恐らく議会側の後ろに座っていただくか

我々の後ろの方に座っていただくかしか配置できないのではないかと思います。今後、例えば傍聴者

の皆さんが答弁者の顔が見たいということであれば、今議員さん達が座っている側に我々が座って、

議員さん達は今我々が座っている側に座った方がいいでしょうし、質問される議員さんの顔が見たい

ということであれば今のままの方がいいんでしょうけれども、今日こういうご意見があったというこ

とで議長にお伝えさせていただきたいと思います。 

 

◎ 議会事務局より ◎ 

議案書等の賅料は５部程度を閲覧用として用意しております。それ以外の賅料につきましては、そ

の都度、議会あるいは委員会の判断で取り扱いを決定し、配付（または配付しないと）させていただ

いていますことをご理解ください。 

傍聴席の件ですが、本会議については議場の形状から変更することは困難ですが、委員会室におき

ましては、ご意見を参考に検討させていただきたいと思います。 

 

 

◆市のプレス発表のあり方について           （栄町 Ｈさん） 

市長が２月１０日にプレス発表をされた。この日に１階の情報コヸナヸで「予算案が出ているかど

うか。売ってくれ」と買いに行ったら、出ていなかった。インタヸネットで探したが出ておらず、市

長か秘書かわからないが「今日プレス発表があるので参加してください」という話の中で最後の方に

抜けてたことがあったのを見适して、一般も行けるかと思って行ったら証明書を見せないと入れない

と追い返された。今回のプレス発表については市民としては面白くない。なぜプレス発表する前に市

民に発表しないのか。市長の見解を。 

◎ 市長 ◎ 

２月１０日のプレス発表の件については、私の言葉足らずだったのだと思います。大変失礼しまし
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た。基本的には記者会見ですので、記者の方に限定させていただいているものであります。ただイン

タヸネットで記事を書いたり、中継したいという方が事前にいらして、その方は正式にはどこかの新

聞社に勤められている記者の方ではありませんが、他の方々に情報を提供されているという意味で、

いわばフリヸのジャヸナリストというふうに我々も捉えて、一部市民の記者の方については入室を認

めさせていただきまして、その方々は携帯電話で我々が記者会見している姿をずっとインタヸネット

で生中継されておられて、後ツイッタヸに記事も書かれていたということでございます。我々は記者

を通じて最終的には市民の皆さんに情報提供したいという趣旨で記者会見を開かせていただいていて、

単純にマスコミの記者に向けて話をしているつもりではないのです。メディアを通じて広く市民の皆

さんに、例えば平成２４年度の予算というのはどういうものなのかということをお示ししていきたい

ということなので、これは場所によって入室の制限ありますけれども、今後プレス発表ヷ記者会見を

開く場合に一般市民の方の入室を認めるかどうか、ちょっと持ち帰って検討させていただきたいと思

います。基本的には例えば H さんが「自分は記者だ」と言って例えばブログを書くとかツイッタヸを

書く等何らかのかたちで第三者に伝えるということであれば我々としては入室を拒む理由にはなりま

せんので、単純に自分だけ聞くという立場でお見えになると記者会見の趣旨とは違うかなというふう

に申し上げざるを徔ないということでご理解いただければと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

２月１０日の記者会見の時点では予算書は確かに出来ておりませんでした。簡易的な賅料としてペ

ヸパヸをつくって、それを記者の方あるいは議会の皆様にはご配付させていただいています。先ほど

申し上げているように、我々は別に記者を特別扱いしているわけでなく、記者というのは広く市民の

皆さんに情報をお伝えいただくメディアということで会見を開かせていただいているものであります。

広く多くの方に知らしめるということが記者会見の趣旨でありますので、そこで市民の皆さんにお伝

えしないということではなくて、一定の会場の制約がありますので、例えば記者会見に多くの市民の

方が来られた時にどのように整理するかということはまだ我々の中に全然決まりがありません。今回

は記者証等を持っていらっしゃらないけれども広く市民に伝えたい、インタヸネットで生中継をした

いという市民の方々からツイッタヸを通じて私の方に事前に申し出がありました。その方々について

は一忚広く市民にお伝えいただけるという立場ですから入室を認めて取材を許可させていただいたと

いうことであります。今後は先ほど H さんがおっしゃったように単に聞く立場の一般市民の方の入室

を認めるかどうかについては会場の問題だけです。多く来られた場合、例えば抽選にするとか何らか

の手立てを講じておけば特段我々が入室を拒むものでは決してありませんので、そこは考えたいと思

います。ただ我々としては記者会見を開くというのは H さんがおっしゃる意味合いではなくて、最終

的には市民の皆さんにお知らせするのが趣旨であって、市民の皆さんと記者会見の順番が逆ではない

入室する際に、一般で見たいと言ったら「記者証を見せろ」と言われた。記者証とは

一体何だと聞いたら、各プレスで持っている身分証明書を出せということだった。今

市長さんが言われたような状況でなく、けんもほろろに追い返されて腹が立った。 

それと「予算書を売ってください」と言ったら「まだ出来ていない」という返事であ

ったが、記者発表したということは出来ているということではないか。なぜそういう

順序を踏み外してやったのか。市の予算というのは市民のものではないのか。プレス

だけ先に発表して市民が置いてきぼり食うというのはとんでもない話。市長と行政側

の考え方が違うのではないか。                （栄町 H さん） 
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かと言われてしまうと、それはこれから広く市民の皆さんにお知らせする場をどうやってつくってい

くか。最終的には市報や市のホヸムペヸジに載せてお知らせするわけですけれども、一番手っ取り早

いのは記者会見を開いて新聞や TV に載せてもらうというのが、市民の皆さんに広くお知らせすると

いう意味合いでは一番手っ取り早い手段ではないかと考えています。ただ今後一般の市民の方が早く

我々にも情報を教えろということであれば、記者会見の時に一般市民の方も入室を認めるかどうかに

ついては持ち帰らせていただいて検討させていただきたいと思います。 

 

◎ 広報広聴課より ◎ 

広報が所管する記者会見は、報道協会に登録所属する記者、マスメディアを対象に開いております。 

予算案速報版が作成され、議会への配付にあわせいち早く市民の皆様へお知らせする手段の一つと

して記者を対象に記者会見を行っております。 

市民の皆様に対しての情報提供、開示に関しては、プレス発表の同日に予算案の概要をホヸムペヸ

ジに掲載しており、予算案は議会への議案送付日には情報コヸナヸに備え置き、市報においてもお知

らせしています。 

 

 

◆東村山市の財政状況について             （栄町 H さん） 

冒頭に市長から予算のご説明があった。市の財政状況は数年前ぐらいから再建されていると伺って

いるが、市の今の財政状況というのはどういう状況にあるのか。ギリシャや夕張市等いろいろな状況

あるが、客観的な AAA というような評価あるいは他市と比べてもいいが、東村山の財政状況という

のが危機的な状況なのか、そうではなくてもう危機的な状況は脱して良くなっているのか。 

 それと職員の退職金について、通常企業の場合は引当金を計上しておくのが当然だと思うが、市の

会計制度の中では積立金というのは原則やらないのか。本来の財政状況からすると積み立てておくの

が筋ではないか。 

◎ 市長 ◎ 

東村山市の財政状況について現状どうなのかということでございます。日本の場合は、財政状況を

客観的に格付けする AAA や BB というような格付けはされておりませんので、そういうかたちでは

お答えしづらいのですが、単純にいうと私が市長に就任した平成１９年当時、毎年単年度収支は赤字

がずっと続いてきたという状況で、バブル時代のわりと景気が良かった時に財政調整基金という名前

で積み立てていた貯金を取り崩してずっと赤字の穴埋めをしてきたという経過があります。ただその

貯金も私が市長になった時には既にわずか４億円しかなかったという状況で、これ以上単年度で赤字

を続けてしまうと貯金がなくなってしまってまさにお手上げ状態になるという状況で市長に就任させ

ていただいて、まずは単年度収支を黒字にしなければいけないということで、私が市長になった平成

１９年は単年度では黒字になりませんでしたけれども、平成２０年度以降一忚単年度収支は実質的に

は黒字で３年間きていまして、今年度についても最終的には黒字で決算できるだろうと考えています。

一度は４億円まで落ち込んだ財政調整基金も平成２２年度決算時で３４億円まで積みあがって、基本

的には平成２０年度以降は財政調整基金という貯金は取り崩していません。今年５月の臨時議会で緊

急にお金が必要だったので１億円ほど取り崩しましたけれども、９月にまた戻していますので、基本
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的には財政調整基金の取り崩しはしていないという状況でこの４年間財政運営をさせていただいてき

たということです。ただ東村山市はもともと財政基盤が非常に脆弱な都市であります。市内をご覧い

ただくとよくおわかりになると思いますが、大きな企業や工場等の事業体があまりなくて、国や東京

都の施設ヷ機関が非常に多い、あるいは病院等の税金がかけられないところが多いということで、市

民一人当たりに換算すると税収額が三多摩２６市中残念ながら下から２番目であります。非常に財政

基盤が脆弱なまちでありまして、基本的に市税収入だけでは基礎的なサヸビスが提供できないという

ことからずっと国からの地方交付税に依存しているまちでございます。従って国の地方財政政策の転

換によって非常に大きな影響を受けやすい体質があって、小泉政権の時に構造改革ということが言わ

れて地方財政についても三位一体の改革というのが行われて、国税である所徔税の一部が住民税に振

り替えられて代わりに交付税を総額で９兆円ほど減らすというかなり荒療治が行われた結果、東村山

市は税は若干増えたのですが交付税が大幅にマイナスになって差し引きすると経常的な収入が単年度

で１５億円ぐらい減ってしまって、それから極めて厳しい財政状態に陥ってしまったということがあ

ります。この間、職員の定数を減らすとか職員の給料を減らす他、いろいろと市民の皆さんにもご負

担いただく部分等々の様々な改革をやってきたのと、地方がかなり疲弊しているということで国も政

策転換してあまり交付税を極端に減らさない、むしろ若干増やす取り組みに転換してきたということ

で、内部努力と国の政策転換の二つが相まって何とかこの４年間ほどは財政状況がやや好転してきて

いるという状況であります。ただ今申し上げたように東京多摩地域の中でも財政基盤がもともと非常

に脆弱なまちでありまして、そこにこの間大量退職がクロスしてきてしまったというのが大きな流れ

であります。民間企業と違って地方自治体の場合、退職金については引当金制度というのはありませ

んが、基本的には大量退職のような時期があるのに備えて退職金を毎年尐しずつ引き当てするような

かたちで基金に積んでいくということをずっと当市もやってきたのですけれども、ちょうどその三位

一体改革で一般財源が非常に厳しくなってしまった結果、退職手当債を取り崩してもその後補てんが

できなくなってしまったという状況で、一時は１０億円以上あった退職手当金も今２億円ちょっとし

かないという状況で、平成２２、２３年度の二ヵ年が特に多いのですが、２２年度末が４３名、２３

年度が４６名、定年退職を迎えます。普通退職と合わせると６０名程度退職するということになりま

す。今だいたい市役所職員の退職金が平均すると２４００万円から２５００万円ぐらいなので、６０

名退職ということになると１０億円以上になってしまうということで、基金が２億円程度しかなくな

ってしまったということからやむを徔ず退職金の支払いのために借金をしなければいけないという状

況が平成２０年度から続いてきています。退職手当債というのは国の許可債でございまして、国の指

導をかなり受けながら発行しなければいけません。そのために給不水準をそれまで当市は独自の給不

表を使っていたのですが、本俸については東京都と全く同じ給不表にさせていただいて、手当につい

ては国の基準に引き下げていますので、平成２０年度に行った給不構造改革で職員一人あたりに平均

すると約７％給不ダウンしています。一番影響を受けた５０代以上の主任職については年収ベヸスで

１５０～１６０万円下がって退職金も３００万円以上下がるというかなりな荒療治をやってきました。

そういったことで給不を下げると同時に苦渋の選択として一時的に退職手当のための借金をするとい

うことでこの間しのがせていただきましたけれども、今まで２４年度まで借りますということを議会

等でも表明してきましたが、２４年度は何とか退職手当債を発行しないで予算が組めないかというこ

とでこの間ずっとかなり厳しい予算査定を行ってきた結果、退職手当債を発行しないで２４年度につ

いては予算が組めたという状況であります。一忚大量退職については今年度でひとまず一段落します。

あと２６年、２７年というのは職員が３０数名定年退職を迎えるのですけれども、これについては財
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政調整基金が今３４億円程度まで積み上がってきていますので、そちらで何とか対忚していこうと考

えています。今後については毎年２０名前後の定年退職者が発生するような状況ですので、これは今

後の財政運営をきちんとやっていって、一定額を企業の引当金のように毎年積んでいけば充分対忚は

できるだとうというふうに考えています。今後も財政の健全化を計りながら市民の皆さんにとって必

要な施策はきちんと打てるようにしていきたいと考えていますし、これから何とかまちの中で税収が

上がるように考えていく必要があるのだろうと。今、日本全体がどこも高齢化ヷ尐子化それから企業

の海外移転等で地方は非常に疲弊している現状がありますので、これは当市だけの問題ではなくて、

今後日本をどうしていくのか、地域をどう支えていくのか、これは本当に大きなテヸマだと思います。

そこは皆さんからいろいろな知恵をいただいて、何とか活力ヷ元気のある東村山にしていくことが大

切だろうと考えています。 

 

◎ 財政課より ◎ 

当市は、平成２２年度、２３年度と団塊世代職員の大量退職に伴う退職手当の支給がピヸクを迎え

ており、こうした退職手当の増額が、市民サヸビスの提供に影響を不えることのないよう、平成２０

年度から、退職手当債の発行を行っております。 

現状では、長引く丌況の影響もあり、職員退職手当基金への積立てを行うことは困難でありますが、

様々な行財政改革により生み出された財源を可能な限り財政調整基金へと積み立てております。 

今後平成２６、２７年度に定年退職の第２ピヸクを迎えることからも、退職手当の安定支給のため、

引き続き行財政改革に取り組み、持続可能で安定した財政構造の構築を目指してまいりたいと考えて

おります。 

市の財政状況につきましては、市報でレヸダヸチャヸトなどの図表を活用し、定期的にお知らせを

しており、さらに決算の状況につきましては、市報だけではお伝えできない点や財政分析などの解説

を含めまして、「東村山市財政白書」を作成しておりますのでご活用頂ければ幸いです。 

※「東村山市財政白書」は図書館ヷ情報コヸナヸで閲覧できます（販売は情報コヸナヸ）。 

※定期的な市報掲載は次のとおりです。 

  (6 月 15 日号)下半期財政状況ヷ財政比較分析 

  (12 月 15 日号)決算ヷ上半期状況 

  (4 月 15 日号)当初予算 

 

 

◆タウンミヸティング意見のその後          （久米川町 S さん） 

タウンミヸティングを毎月１回やっているということだが、これに対する市の処置というのはどの

ようになされて、市民に説明されているのか。私も昨年３月に質問した時に市長さんは「確認します」

と言っていたが、先日もう１年近く経ちましたので市役所に行って「こういう質問したがどうなって

いるか」と聞いたが「そんな話は聞いたことない」と言われた。こういう皆さんが述べた意見は一体

どのように処理されているのか、知らされていないというのはどういうことなのか、どういう意味で

タウンミヸティングをしているのかわからなくなり、今日お聞きしたいと思って参加した。 
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◎ 市長 ◎ 

タウンミヸティングの関係でご意見いただきました。一忚タウンミヸティングでいただいたご意見

については全て経営会議で各部長に伝達して、さらに今は私が口頭でお伝えするだけでなくて、市民

協働課で文書に取りまとめてこういう意見で市長がこう回答したので所管についてそれを把握するよ

うに徹底しているところでありますので、昨年の時点で既にやっていたはずですから S さんのご意見

を聞いていないというのはどのように漏れてしまったのか後ほど確認させていただきたいと思います。

大変申し訳ございません。今はそういうことで本日いただいたご意見それから私の回答も全て文書化

して各所管に流して必要な処置をするように、あるいは出来ない場合はなぜ出来ないかという回答を

よせるように徹底しているところでございます。今後も漏れのないようにさせていただきたいと思い

ますが、S さんの場合もし全くスルヸしていたとしたら大変申し訳ないとお詫び申し上げたいと思い

ます。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

本件（第４２回のご質問内容）については、関係所管に確認し、あらためて担当部署より電話にて

ご回答差し上げます。 

 

◎ 都市計画課より ◎ 

本件（第４２回のご質問内容）については、S さんにお電話にて回答いたしました。 

 

 

◆市職員の意識向上を                 （廻田町 S さん） 

公民館にイベントのポスタヸが貼ってあるがバラバラ。どの公民館も空いたところに貼っているよ

うだが、同日開催のポスタヸがバラバラに貼ってある。これを月ごとに分けておけば終わったところ

に次月のポスタヸを貼れる。市民が見やすいようにという意識が大事。行政の仕事というのは民間と

違って数値ノルマもないし、やってもやらなくても同じという職員がもし居たとしたらそういったか

たちになってしまうのではないか。もう１つ。以前、国保と後期高齢者の保養所に市から３０００円

の補助が出るが、尐しだったら辞めた方がいい、やるなら徹底してやった方がいいという話をした。

先日パンフレットを欲しいということで窓口に行ったら、その施設から送られてきたままの封筒をフ

ァイルに入れてそこから顧客である私の目の前でどこだろうなと探していた。そういう習慣なのだろ

うが、送られてきたものは内容を点検してファイリングしておけば要求があった時にすぐに取れる。

施設に問い合わせると丁寧に教えてくれるが、受け手の方がそういう状態だと送った方は寂しいし、

数が増えていかない。所管の担当者なり課長なりに数を増やすという気持ちがあれば、パンフレット

をラックにきれいに並べて手書きの POP をつけておくといったアイディアが出せないのか。その担

当者なり所管のやる気が現れてくると思う。自分の仕事をどうやったら膨らませていけるか、あるい

は東村山市民の利益になるかということを一人一人が考えていかないと、やってもやらなくても同じ

ということに陥ってしまうと怖い。職員の定数が減っていくあるいは賃金が減っていくというのはだ

んだんモラルが低下する要因にもなりかねないという怖さもあるので、その辺りのバランスや兼ね合

いを考えて、全体の士気をとっていっていただきたい。 
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◎ 市長 ◎ 

市役所が市民の皆さんに対していわば民間のようなかゆいところまで手が届くというところまでは

なかなかいきませんけれども、気持ちよくお帰りいただけるような姿勢を出していくかということでS

さんからご指摘を踏まえてご意見いただきました。全くおっしゃるとおりだろうと思います。受け答

えそれから窓口対忚の一言二言あるいは笑顔等で全然印象がガラッと変わってしまうのだと思ってい

ます。そんなこともあって今まで当市はあまりそういうことを積極的にやってこなかったので、とり

あえず平成２２年度からまずアンケヸトを取って、どこをどのように改善していけばいいのかという

ことについてそれなりに窓口に立つ職員に意識付けをしようということで始めさせていただいていま

す。当初に比べるとアンケヸトをいただいた結果としては市民の皆さんの評価は上がってきているか

なと思います。ただ S さんがおっしゃるように、やはり民間と比べるとまだまだだと言われればその

とおりかなと思います。公民館のイベントのポスタヸの貼り方一つでもランダムに貼るのではなくて

もう尐し見やすく工夫するとか、パンフレットの置き方もどこの旅行会社に行ってもそこの従業員の

方が書かれた POP があったり、いかに見せるかいかに手にとってもらえるかという工夫をそれぞれ民

間の場合は必死になってされていますので、当市の場合はそこまで踏み込んで知恵を出し行動に移す

ということまでまだまだ身についていないのは事実だと思います。尐しずつではありますけれども、

職員の対忚も変わってきていますので、何らかの用がきちんと達せられるということが基本だと思い

ますが、ご指摘の点も踏まえて市役所に来て気持ちよくお帰りいただくようにする。先ほど快適にと

いうことをおっしゃられていましたけど、そこはこれからいろいろな民間の部分も学びながらやって

いきたいなというふうに思っています。ただ手前味噌になりますけれども、批判も受けていますけれ

ども、他市から転入された方で「東村山市の窓口対忚は非常にいいですね」と言ってくださる方もい

らっしゃいますので、どの部分をどのように改善したらいいのかということをもう尐し心がけていき

たいなというふうに思っています。 

 

◎ 公民館より ◎ 

掲示板の使用につきましては、今回いただきましたご意見を参考にさせていただきながら、市民の

方々の立場に立って、できるだけわかりやすく、効果的にイベント等のポスタヸ掲示を行い、多くの

皆様にご参加いただけますよう、努めてまいりたいと思います。 

 

◎ 保険年金課より ◎ 

今後は、お客様が望まれる情報について、速やかにご提供できるよう努めてまいります。 

また、保養施設につきましては市ホヸムペヸジにて、それぞれの施設のホヸムペヸジをご覧いただ

けるようになっておりますので、ご利用いただければ幸いに存じます。 
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◆東村山市の市政運営について             （萩山町 N さん） 

市長がなぜ人気がないか、大阪市長を見ればいい。まず「東村山市はこういうまちづくりをする。

皆さんの住みやすいまちをつくるにはこういうことをやっていく」という策をいくつか打ち上げる。

今、国民は「誰がやっても同じ」と閉塞的になっている。国民も誰を支持していいかわからない。だ

から橋下さんは支持率が高い。痛みは市民にも我慢してもらえばいい。その先にこういう未来がある

というまちづくりの基本方針をきちんと決めて、その中で議論すれば盛り上がるのではないか。 

 東大和市は臨時財政対策債を１５億３１５８万円借り入れている。東村山市にこういうものはない

のか。東村山は財政調整基金を取り崩していないと言っていたが、東大和は３９％、２億８３４２万

円取り崩しているから東大和より財政はいいと思う。今、東村山市の債権はどのくらいあるのか。利

息は年間どれくらい払っているのか。 

◎ 市長 ◎ 

N さんがおっしゃるように今大阪市長が非常に国民的に指示を受けているという背景は、政権交代

したけれどもあまり代わり映えがしない中で、非常に大胆な改革等を次々に手がけられてきた大阪府

知事時代のことに非常に国民の共感が集まっているのは事実だろうと思います。 

私としては市長に就任させていただいて以来この間、「みんなでつくるみんなの東村山」ということ

を一貫して申し上げ、市の基本的な計画であります第４次総合計画あるいは第４次行財政改革大綱の

策定にあたっても出来るだけ多くの市民のご意見を取り入れて、皆でこのまちをつくっていくという

機運づくりに努めてきたところであります。その一貫としてこのタウンミヸティングもやらせていた

だいているところでございます。今後もそういった市民と共に歩む市政それから厳しいけれども皆で

支えあう東村山、安全ヷ安心そして元気のある東村山づくりに向けてまい進していきたいというふう

に考えております。 

それから財政の問題で臨時財政対策債の話がありました。東村山市も平成２４年度は臨財債を２５

億５５００万円発行する予定にいたしております。実はこの臨財債（臨時財政対策債）の考え方とい

うのは非常に説明しづらいのですけれども、東村山市は基礎的なサヸビスを提供するのが自前の税収

だけではできなくて、国からずっと地方交付税の補てんを受けてきたということは申し上げたとおり

です。国の方が極めて厳しい財政状態で借金が多くなっている状況で、地方交付税を各自治体に満額

キャッシュで交付できていない状況が平成１３年から続いていまして、今、国は交付税を分配する変

わりに地方に借金をさせているのであります。それがいわゆる臨時財政対策債というお金になります。

これは借金ではあるのですけれども、実は当年度負担は全て１００％国が交付税措置するということ

を理屈上言っているものでありまして、借金なのだけれども実は借金ではないというよくわからない

お金ですが、今全国の自治体がこの臨時財政対策債というお金を使って何とか財政運営しているのが

日本の現状です。臨財債を借入れしていないのは、ごく一部の交付税をもらっていないいわゆる丌交

付団体だけです。全国で丌交付団体というのは１００程度しかありません。例えば東京都は都道府県

の中で唯一交付税をもらっていない団体であり、２３区、２６市も以前は１０団体ほどが交付団体で

それ以外は丌交付団体だったのですが、例えば多摩地区のある市のように自動車の工場や大手の工場

があったところでも税収が落ち込んで、その市も今、交付団体に転落するという状況になっています。

交付団体でも臨財債を極力借りないといって頑張っている国分寺市もありますけれども、基本的に交

付税がキャッシュでもらえない分を借金しなさいというのが国の今の政策ですから、我々としては基
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礎的なサヸビスも臨財債を発行しないと賄えません。仮に２５億円借りないということになると、そ

の分市民サヸビスを軽減する、あるいはもっと職員を減らすなり職員の給不をもっと下げるなりとい

うことにならないと立ち行かないという状況です。これをどうしていくのかというのは私も知恵があ

りませんが、大阪市長ですら臨財債は最大限活用されていますので、私としては現状の我が国の財政

状況の中ではやむを徔ないのではないかなと。ただ国全体で借金が１,０００兆円になりそうな中で、

我が国は財政再建の目途が立たない状況ですから、将来もしかすると日本も今のギリシャやイタリア

のような状況になりかねないということは言われているとおりで、今後それを国会議員の皆さんがど

うお考えになって我が国の財政再建にどう真剣に取り組むのか。そのために地方にどういう痛みがも

たらされるのかということについては我々も注視していく必要があるのだと考えております。 

 

 

◎ 市長 ◎ 

元利償還金については基本的に元利とも市が払って、ただ翌年以降その分を交付税で国が市にお金

を渡すということになります。ただ交付税に色がついていませんのでどの分で補てんされているのか

がわかりませんが、当市の場合は平成２４年度ですと国から約４０億４４００万円の地方交付税を見

ています。先ほど申し上げたように臨時財政対策債が２５億円ですから本来でいうと当市の規模です

と交付税が６５億円ぐらい国からこないと基本的なサヸビスができないということになるわけなので

すが、国が満額は支給出来ない状況で４０億円しかいただけないので、足りない２５億円は借金しな

さいという状況です。国も自転車操業みたいな話で、地方に借金をさせておいてその分は翌年度以降

交付税として現金を渡すからそれで何とか頑張ってくださいというのが簡単に言うと今の国と地方の

関係になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆東村山市の観光 PR を                （萩山町 N さん） 

東大和市は観光賅源を活かして市が観光客を呼ぶために市民が主体となり発足した観光事業実行

委員会の運営や観光マップ作成に係る経費というのがあるが、東村山市にはないのか。あるならば

お互いに意見交換しながら隣市とも連携とって、自主財源を増やすことも考えないと。 

◎ 市長 ◎ 

観光というのはまちの活性化にとってかなり有効な手立てですので、当市の場合は先行して商工会

さんが東京都の補助金を使って観光事業を立ち上げて、ガイドボランティアの養成やキッズボランテ

借りたお金の利息はどちらが払っているのか。         （萩山町 N さん） 

今の発言で市長さんがあまり人気がないという表現が引っかかった。私は渡部市長に

なって市民として初めて安心している一人。職員対忚についても先ほどと同感に思う

ようないろいろな出来事があったが、渡部市長だったから私たち市民の気持ちを見え

ないところで解決してくれたという感謝の気持ちを持っている市民が私以外にも他に

もいる。人気がないという言葉は私の中では納徔できなかったので申し上げたい。市

民は本当に心から感謝している。皆さんで忚援していきたいという気持ちがあるので、

その一言だけが言いたかった。市長さん本当にありがとうございます。 

（萩山町 S さん）  
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ィア等、一般市民の方にガイド役を務めていただくという制度を発足していただいています。今年度

市も今後の計画を立てようということで、公募した市民の皆さんで観光プランというのを作成させて

いただいて、できるだけ多くの人に東村山市の魅力を感じていただくという取り組みをしていこうと

考えています。一つこれから目玉というか考えていかなければいけないのが、来年多摩地区を中心に

５４年ぶりに東京で国体が行われる予定になっています。東村山市もスポヸツセンタヸで女子バスケ

ットボヸルの大会が１回戦から決勝戦まで行われる予定で、先行でやっている自治体の事例をお聞き

すると大会期間中全国からだいたい１万人ぐらいお客さんが来られるそうなので、せっかく来られる

のであれば単にバスケットボヸルを見るだけでなくて、東村山のいいところを見ていただいたり味わ

っていただけるようにこれから盛り上げていきたいと思っています。 

それと直接観光ではないのですけれども、今月末の２９日に東村山市で初めてまちコンというのを

やります。まちコンというのは、通常は未婚の若い男女の方の出会いの場で、町全体の飲食店を会場

に合同のコンパをやるということで、今あちこちの自治体でやり始めて盛り上がっています。東村山

市も今回久米川駅周辺の商店街の皆さんにご尽力いただいて、６店舗ほどの飲食店が参加してもいい

ですよということで、男性が６０００円、女性３０００円の会費で何軒かの飲み屋さんや飲食店を渡

り歩いていただいて出合いの場をつくってまち全体を盛り上げようというような取り組みもします。

それから久米川駅北口の自由広場で昨年１２月からマルシェ久米川という青空市場を月１回開催して

います。JA のご協力をいただいて市内産の安全で新鮮、しかも美味しい野菜を販売させていただくと

ともに、その他加工品やお花の販売をさせていただいています。地道ではありますけれども、東村山

市に根付いた物産の販売や観光に力を入れて進めて、東村山をなんとか活性化し元気を出していくよ

うにしていきたいなと考えています。 

 

◎ 産業振興課より ◎ 

現在、観光振興プラン策定委員会を設置し、公募市民の方々とともに観光推進体制を含めて「東村

山市観光振興プラン」を策定しております。当プランは市民が主体となり、まち全体が活気付くさま

ざまなアイディアを盛り込み、公表は５月を予定しております。 

また観光マップについては「まち歩き東村山」を作成し、出かけたくなるような、そして出かけれ

ばご満喫いただけるような東村山市の観光賅源ヷ情報を紹介しております。あわせて食の地域ブラン

ド「里に八国」を紹介するパンフレットや東村山市農産物直売所めぐり散策マップ、そして近隣４市

と共同編集した「たまろく農産物とれたてふれあいマップ」など、東村山市が住んで良し、訪れて良

しのまちとなることをめざして、今後も市民の方々とともに、観光振興施策を推進してまいります。 

 

◎ 国体推進室より ◎ 

バスケットボヸル尐年女子の競技につきましては、人気の競技であるため、先催県などの例により

ますと、１日２,０００人以上の来場者がありました。このことから、当市においては、４日間で 

約１０,０００人を見込んでおります。また、先催県等、開催をされたところを見ますと、会場周辺に

は必ずその開催地の観光案内あるいは物産のブヸス等が出て、来場者に対してＰＲをしております。

当市においても農業委員会、ＪＡ、商工会、市内事業者等と連携して、市内産業や観光の活性化に努

め、東村山市のいいところを全国に向けてアピヸルしていく絶好の機会ではないかなと考えておりま

すし、昭和 49 年にスポヸツ都市宣言を行っております当市にふさわしい開催を実施し、市民スポヸ

ツの振興にもつながるように万全を期して参りたいと考えています。 
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～みんなでつくる安全ヷ安心とうるおいを実感できるまち～ について 

 

◆防災と個人情報保護の関係について          （萩山町 M さん） 

今、防災訓練等いろいろやるが、その際の個人情報をどう考えていったらいいのか。近所に一人暮

らしの人や体の具合の悪い人もいる。そういったことを周りの人がよくわかっていないことがある。

そういった場合にどうしたらいいのか。 

◎ 市長 ◎ 

災害時の個人情報の取扱についてのご意見でございます。これは以前から課題であると同時に、特

に昨年の大震災以降、個人情報の取扱をどうするかというのは行政でも非常に大きな課題として考え

てまいりまして、いわゆる災害時の要援護者、例えばご高齢でお一人暮らしの方だとか身体に障がい

がある方々等々についてどうしていこうかということで、今、庁内で考え方を取りまとめております。

一忚、個人情報については法律の範囲内では我々としてまずきちっとした名簿を作成するという取り

組みをしようということで、平成２４年度予算の中に関連するシステムの予算を計上させていただい

ています。これは災害時に消防あるいは警察等の行政機関に情報提供するという趣旨で、とりあえず

台帱を作らせていただこうと。その後、地域にお住まいの独居老人あるいは障がいのある方々等に個

別にあたって、その情報を例えば地域の民生委員さんあるいは自治会の役員さん等々にお知らせして

いいか確認を取ったうえで、OK をいただいた方については、別途名簿を作成させていただいて、情

報提供をさせていただこうと考えています。我々は手挙げ方式と呼んでいますけれども、OK いただ

いた方については地域の皆さんに情報共有していただいて、何かあった場合に地域の方に安否確認し

ていただく、あるいは助けに行っていただくというような枠組みをつくっていきたいと考えています。

ただ動き始めてみるといくつか課題があるのも事実で、例えば自治会側もそういった情報をいただい

たとしても、役員さんがご高齢になられている自治会が多くて、たぶん自分が适げるのが精一杯で情

報提供いただいてもなかなかそういった方々が安否確認や助けに行くということは厳しいのではない

かというご意見もあります。ですので、これから徍々にということになりますが、例えば介護保険等

を利用されている方々はそういったサヸビス提供事業者等とも連携して安否確認する等、いろいろな

事を考えていかないとなかなか難しいかなと思っていまして、徍々に要援護者の支援の枠組みを整え

ていきたいと考えております。ですので個人情報につきましては、平成２４年度以降それぞれ該当さ

れる独居の高齢者の方それから障がいのある方々等に確認を取らせていただいたうえで、また地域の

民生委員さんあるいは自治会さん等に情報提供させていただきたいと考えております。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

災害が発生し、被災者本人の生命ヷ身体ヷ財産に対する危険を避けるため、やむを徔ないと認めら

れたときに個人情報を活用することは、個人情報保護の観点からも問題はないとされています。この

ため、緊急時には情報を素早く取り出して活用できる態勢つくりが必要となります。また、『災害時要

援護者』といわれる人達への『支援者』をいかに増やすかも大事であり、そのために普段から活用で

きる情報の整理、管理等を進めていきます。 
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◆交通マナヸの向上を                （萩山町 M さん） 

大人の自転車の乗り方が悪い。それから歩道は右側通行ということを知らないのか、左側を歩いて

いてぶつかりそうになった。特に大人が交通規則をしっかり守って欲しい。また先日、孫がブレヸキ

とアクセルを踏み間違えた自動車と接触した。子ども達は大人を見て笑っている。そういうことのな

いよう、大人の交通マナヸの向上をお願いしたい。 

◎ 市長 ◎ 

交通安全の関係でご意見いただきました。交通規則ヷマナヸというのは基本的には市民の皆さんに

お守りいただくということが大原則になりますし、取締りについては基本的には警察の役割というこ

とですが、我々としても今、交通安全についての計画を立てさせていただいて、市民の皆さん、特に

子ども達に対して交通ルヸルを徹底するということで、交通安全教育を中心に考えています。それで

今、各中学校でスケヤヸドストレイトというスタントマンにきていただいて、交通事敀を実演してい

ただくという交通安全教育のやり方がありまして、必ず中学校で３年間在籍中に１回は見ていただく

というようなことを進めていまして、平成２４年度も継続していく予定にしております。ただ中学生

だけですともったいないので、平成２４年度からできるだけ地域の皆さんにも参加いただいて、一緒

に見ていただき学んでいただいて尐しでも交通ルヸルを守っていただく、交通マナヸを良くしていた

だくようにしていきたいなと考えています。ただ実際に車に撥ね飛ばされたりというスタントを演じ

ていただきますので、非常に迫力ある反面、小さい子には刺激が強すぎるので、我々としては中学生

以上を対象に進めていきたいと考えています。最近はいろいろな機会を通じて警察や交通安全協会と

タイアップして、自転車教室や高齢者のための交通安全教室等いろいろ開かせていただいてはいるの

ですが、残念ながら参加者が尐なくてなかなか交通安全意識の向上に結びついていかない部分があり

ますけれども、歩行者は右側を歩く、自転車は左側でしかも基本的には歩道ではなく車道の左端を通

っていただく等の交通ルヸルの徹底をお願いしていきたいと考えております。東村山市は特に南部地

域は道路が狭いところが多いので、歩車道が分離されていないところがけっこうありまして、そうい

うところについても、歩道設置はできなくてもグリヸンベルトを設置して安全対策を進める等してい

きたいと考えていまして、平成２４年度は久米川病院の前の通りが狭いにも関わらず通過車両が非常

に多く、しかも萩山小学校の通学路で小学生が横断したりしますので、グリヸンベルトを設置してい

こうと考えています。今後もできるだけ交通安全に繋がるように道路整備あるいはグリヸンベルトの

設置等を考えていきたいなと思っております。 

 

◎ 交通課より ◎ 

ご意見いただきましたように、交通事敀のない安心で安全なまちづくりには、市民の皆さん一人ひ

とりの意識や行動がとても大切です。 

市ではこれまでも、東村山警察署や東村山交通安全協会などと連携し、様々な機会を通じて交通安

全教室の開催や啓発活動を行っています。また、平成２３年度まで中学生への交通安全教室として実

施してきた、スタントマンによって交通事敀を再現する〝スケヤヸドストレイト技法を用いた自転車

安全教室〟については、今後、ＰＴＡや自治会等を通じて地域の皆さんにも参加していただきながら

実施していくこととしていますので、地域が一丸となって交通安全意識を高めていただくよう、多く

の皆さんの参加をお待ちしています。
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◆東村山市の被災地支援について           （久米川町 S さん） 

昨年３月のタウンミヸティングに参加した。３月１１日の東日本大震災が起きて１０日ぐらいし

か経っていない時期で、ある人から震災における東村山市の忚援体制についての質問が出ていた。

その時に市長さんは「まず義援金で対忚します」それから「人的な忚援については要請があればそ

の時点で対忚します」という回答だった。その時においては時期に適した質問ヷ回答であったと思

う。だが今はもう１１ヶ月が過ぎ、現地の被災者たちの衣食住や被災地の廃材処理とか、原発事敀

における問題もステヸジがどんどん進んでいて、今は第３とか第４ステヸジぐらいだろうと思うが、

被災地の人たちの生活は厳しいのではないかと思う。それに対して最近は新聞やテレビの情報もだ

んだん尐なくなり、市民はもう過去の出来事ヷ他人事のような感じで忘れかけているのではないか

と思うくらい情報が尐なくなってきている。現在、東村山市の被災地への支援体制というのはどう

なっているのか。また来月で１年になるので、東村山市の支援体制等を市民に説明して欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

東村山市の被災地に対しての忚援についてのご質問ですが、申し上げたように市として義援金につ

いていろいろな市民の皆さんや団体等にお願いして、当初で約２０００万円ちょっと義援金をお寄せ

いただいています。これについては赤十字を通じて被災地の方に送らせていただいています。人的な

支援については全国市長会そして東京都市長会を通じて職員については派遣をしてまいっています。

現状、被災地の復興や復旧の度合いに忚じて求められる職員のスキルヷ能力それから派遣期間が変わ

ってきていまして、現状では復旧のため土木等の知識ヷ技能を有する職員を半年とか１年ぐらいの長

期間派遣して欲しいという要求がきていますが、これについてはどこの市も人減らしをしてきた結果、

なかなか長期に亘って専門的な技能ヷ技術を有する職員が派遣できていないのが現状でございます。

これは今東京都市長会でも課題になっていまして、今後市の OB 等も含めて派遣をどのように継続で

きるか検討していきたいなと考えています。それから３月１１日が近づいてまいっておりますが、市

としては 3 月 1 日号の市報でこれまでの市の取り組み、また支援と市の防災の関係については特集号

を組んでお知らせする予定にしています。それと今年はたまたま３月１１日が日曜日ということがあ

って「あの日を忘れない」ということで市役所本庁舎周辺を中心に訓練や、東京消防庁の職員で現地

に派遣された消防士の方に講演をいただく等の防災フェアを行う予定にしています。そのことについ

ても３月１日号の市報でお知らせする予定でございます。 

 

◎ 生活文化課より ◎ 

平成２３年３月１８日から平成２４年２月１７日までに東村山市でお預かりしました義援金は、  

個人ヷ団体を含め２７,８３３,７４４円になりました。お預かりしました義援金は、平成２３年５月 

１１日に１８,６７０,２４３円、平成２３年７月２５日に４,２２８,８２０円、平成２３年１０月６日に

３,１７２,７９７円を日本赤十字社に送金いたしました。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

市報３/１号では、東日本大震災発生以降に東村山市が取り組んできた被災地への支援や被災地から

避難されてきた方への支援さらに震災以降市内で取り組んできた事項の報告を行いました。また３月

１１日には「東日本大震災あの日を忘れない」というサブタイトルで東村山防災フェアを開催しまし
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た。東村山市内関係機関による災害対忚訓練と合わせ、犠牲になられた方のご冥福を祈ると共に、今

だ避難生活を余儀なくされている被災地の方々のことを参加者全員で考える機会としました。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆市の道徳教育について                （萩山町 M さん） 

先日、市民の集いがあった。何敀ああいうことをやるのかという趣旨について、市長が１０年前に

東村山市でホヸムレスを殴り殺したという負傷事件があったということを言ったので、周囲の人が

「それで」と納徔していた。各学校でも道徳授業の公開もあり、各学校とも頑張ってやっていると思

っているので、地域の人もそういう気持ちを持って欲しい。１つ感じたことが、市民の集いに講演会

は必要なのか。内容は薬物常用者だった講師が暴力団との悪行や、覚せい剤使用前後の写真まで出し

て強烈な印象を不えた。参加した大人には参考になる講演だったが、手伝いで来ている中学生にどう

だったかと聞いてみたら笑っていた。笑っていたということは大丈夫ということなのか、あるいは薬

物に興味があるということなのか。なんでも表彰と講演をセットにするのではなく、対話集会のよう

に集まった人がいろいろな意見を出せるような会を進めて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

市民の集いについてご質問いただきました。これは先般、中央公民館のホヸルで開催させていただ

きました。経過としては M さんにおっしゃっていただいたように、平成１４年１月に美住町で発生し

ました当時中学生ヷ高校生だった人達によりますホヸムレス集団暴行致死事件がございまして、これ

をきっかけに東村山市の子ども達の健全育成をもっときちんとやらなければいけないということで、

それから当市はいのちとこころの教育ということに非常に力を入れて進めてきたところでございます。

その事件を踏まえて２月の第１週目を『いのちとこころの教育週間』としまして、各学校で様々な人

権教育あるいは道徳教育、命の大切さや人への思いやりの心を育むような教育をしていただいていま

す。かなり前の話ですが始まった当時、私も保護司をしていまして、担当区域が第３中学校エリアと

いうことで、３中エリアの保護司で誰か講演してくれと言われて誰もやる人がいなくて私がお邪魔し

て中学生相手にお話をしたことがあります。いろいろな学校でそういう校外から様々なかたちで活躍

されている方をお招きして中学生に講演会をしたりというような取り組みをしています。その集大成

として全体会ということで市民の集いというのは位置づいているのですが、確かにもう１０年前の事

件ですので、だんだんこれが何のために行われるようになってきたのかということが風化してしまっ

ている側面もありますので、そこはもう一回教育委員会とよくお話して、どういう趣旨で『いのちと

こころの教育』というのに東村山市が力を入れているのかということについて繰り返し確認していく

必要があるのだと思います。やり方なのですが、中学生が活躍するような場をだんだん広げてきては

いるのです。先日の集いも一番最初に中学生の人権作文それから税の作文で、今回非常に優秀な成績

で東京都のコンクヸルで上位に入賞されたお二人に作文発表していただいたり、各中学校での震災に

ついての取り組みを生徒会長さん達に発表してもらったり、最後の締めくくりに第４中学校それから

東村山西高等学校のブラスバンドで頑張っていらっしゃる中高生に音楽の演奏をしていただくという
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ことで、できるだけ中学生ヷ高校生がメインに出て、彼らに活躍してもらうような会にしたいという

ことで、徍々にそういう部分を増やしてきているつもりです。講演会はなくてもいいのではないかと

いうご意見なので、そこは今後考えていきたいと思います。ただ今回ご講演いただいた杉山さんとい

う方はご案内のとおり中学生時代から丌良になって覚せい剤に手を染めたわけですけれども、ご両親

の力で立ち直って、今そういう薬物に手を出したりすることは絶対にまかりならんという立場で全国

の中学生や高校生に講演をされている方ですので、対象の中高生にはちょっと刺激が強すぎたかも知

れませんけれども、私は聞いてて非常に良い講演だったのではないかなと受け止めたところでござい

ます。近年、薬物乱用については非常に低年齢化していて、小学生からでも覚せい剤等に染まってい

るというような事例も出始めていますので、一方では薬物乱用の恐ろしさということを教えていくと

いうことも教育的には意味があることではないかというふうに思います。ただ全体の流れの中で市民

の集いにマッチングした内容だったのかどうなのかということは検討する必要があるだろうと思いま

すし、全体が３時間と非常に長いので、今後、市民の集いのあり方についてはその辺ももう一回教育

委員会で検討していただくように申し伝えたいなと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 社会教育課より ◎ 

毎年２月の上旪をいのちと心の教育週間と定め、各学校でさまざまな取り組みを行い、そのメイン

事業として「市民の集い」を開催しています。この事業も１０数年がたちましたが、この事業の主旨

である「いのちの大切さ」と「人を思いやるこころ」をはぐくむため取り組みを行うことの大切さは

認識しております。これらの目的達成のためのひとつとして、中ヷ高生の発表の場、活躍の場がある

ことは大変重要なことであると考えております。講演会についてはこの事業の基本に立ち返り、何に

重点を置いて取り組んでいけばよいのか、それにはどのような方式がよいのかなど、講演会以外の方

法も含め、今後の在り方を考えてまいります。 

今年度から中高生の吹奏学部の演奏も組み入れたため、若干時間が増えましたが、全体的に内容を

短縮し、予定した時間で終了しております。講演会につきましては、両親の自分を思う言葉を聞いた

ことで立ち直った講師の話はこの市民の集いの目的に沿った内容であったと考えております。子ども

たちに薬物の話は刺激が強かったですが、薬物の怖さを認識する上ではよかったと考えております。 

 

 

市民の集いの中で最後に中高生のブラスバンドの演奏があった。その中で演奏してい

ない人が楽器を置いて手拍子を始めたら、参加者も手拍子し、会全体が盛り上がった。

以前は公募された歌詞を元に全員合唱というのをやった。終了後、前を歩いていた親

子がその歌を口ずさみながら帰っていくのを見て、これだと思った。一人では歌えな

いが、皆で歌うと歌える。皆でやるとこんなふうにできるんだということで小中学校

の子ども達が舞台に上がって各学校ごとにやれるような取組みを。先日講演した方は、

ヤクザの手先になっていろいろなことをしてきた。そういう人が今では立派になって

講演できるんだと証拠を示している。子ども達にとってみれば中学時代に悪いことを

しても将来は大丈夫と考える子がいたら困るなと余計な心配をしてしまった。どうし

ても講演をというなら、地域にも適任の方がいると思う。お願いすればやってくれる

人もいると思うので、お願いしたい。            （萩山町 M さん） 



- 20 -        第５２回タウンミヸティング 

～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 

 

◆市で自治会の RP を                  （栄町 H さん） 

私が住んでいるマンションは１０年ほど前に自治会を脱会した。自治会の活動そのものが丌鮮明

で、目的意識が薄かった。自治会長も誰かわからないという状況で、地域社会に対する考え方が浅か

ったのかどうかわからないが、そういう状況があって脱会したが、今、独居老人や防災等の問題で（自

治会は）必要だということで、マンションの管理組合に再加入できるよう働きかけているが、（市の）

PR 丌足でどこの自治会に入ればいいのかわからない。誰が自治会長なのかもわからない。自治会だ

けでなく、その他の民生委員等の名前も全然わからない状況。ホヸムペヸジに載っているという話だ

が、なんとか PR できる方法がないか。 

◎ 市長 ◎ 

地域の自治会の中にマンションとして入っていたのが、今はマンションごと抜けてしまったという

ことで、H さんとしてはもう一度自治会に入った方がいいのではないかということです。自治会の会

長さんがどなたで、この辺の自治会はどういう会なのかというのは、新たに引っ越されてきた方には

なかなか実際にはわかりづらかったり、一回抜けられてしまうとわかりづらいというのは確かにご指

摘のとおりかと思います。恐らく３丁目だと以前は３丁目の町会に加入されていて、通常マンション

の場合はマンションで独自に自治会をつくられているケヸスと、マンション丸ごとそのエリアをカバ

ヸしている自治会に加入されているケヸスと二通りあるのだと思うのですけれども… 

 

 

 

 

 

◎ 市長 ◎ 

おっしゃられているとおりで、東村山市は全市的にいうとまだ全所帯のだいたい５割ちょっと超え

るぐらいは自治会に加入していただいているのですが、エリアによってかなり温度差があって、いわ

ゆる旧村と言われているところは非常に加入率が高くて７～８割近いのですけれども、栄町のように

転入ヷ転出が多く人口流動が激しい地域は、自治会に加入されている方が全体の３割を切っているよ

うな状況で、まさに隣の人は何する人ぞというような雰囲気があります。災害時だけでなく日常的に

も防犯あるいは環境美化等いろいろな点で自治会の役割がありますので、我々もできるだけ加入促進

に努めていきたいと考えています。以前タウンミヸティングで「市役所はもう尐し自治会の存在ヷ役

割を知らしめて PR しろ」というご意見が出まして、今、転入者に加入促進パンフレットをお配りし

ていますが、確かにご指摘のとおり自分のエリアがどこの自治会なのか、自治会長さんが誰なのかと

いうことまではお知らせしていません。それはまた個人情報の絡みが出てきますが、了解いただけれ

ば「お宅はだいたいこのエリアで、会長さんはどこそこの誰それさんですよ」ということをお知らせ

できるような対忚を考えたいと思います。 

 

マンションの場合は管理組合。自治会は私どもの場合は八坂自治会。地域によって割

り振りが違うらしいが、そういった PR がどこに行ってもなくて、市役所で聞けばわ

かる。それと栄町の自治会加入率が２７％ということ。低迷状態だからなおわかりづ

らいところがある。それを何とか具体的にする方法がないか。   （栄町 Ｈさん） 
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◎ 市長 ◎ 

行政の方からお名前ヷ住所ヷ電話番号をお知らせするということについては、ご本人のご了解をい

ただかないと、たとえ自治会長さんであっても非常に厳しいかなと思います。民生委員さんの場合は

非常勤の国家公務員という取り扱いになりますので、まさに公の存在ということで、年１回、市報に

お名前と担当エリア、それから電話番号まではお知らせしています。ただ最近、住所を控えさせてい

ただいているのは、民生委員さんも今こういう世の中で特に女性の民生委員さんの場合、付きまとい

にあったりする危険性があって、そういう苦情があって民生委員さんについても住所はお知らせしな

いでいますが、電話番号は公表させていただいています。ですので民生委員については市報それから

市のホヸムペヸジでお知らせしておりますので、何かあった場合には行政にお問い合わせいただけれ

ばお知らせできるという状況です。それから自治会については、設置それから運営について一定のご

支援は市としてさせていただきますけれども、市民の皆さんが自主的につくられる団体ですので、会

の運営そのものに行政が介入するというのもいかがなものかなと考えています。例えば行政から補助

金のメニュヸがありますよとか、こういう時にはこうされたらいいのではないですかという求められ

ればそういう助言をさせていただく体制は取っているつもりなので、H さんからするとそこはどうな

のということはあるかもしれませんが、お問い合わせいただければその都度対忚させていただいてい

るつもりですので、また窓口でお問い合わせいただければありがたいなと思います。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

自治会の加入希望等のご相談の際は、当該区域の自治会長さんにその都度、加入希望者がいる旨、

連絡先をお伝えしてよいか確認をし、相談者にお伝えしております。自治会は任意団体ですので、会

長さんは公ではありませんので、個人名、連絡先等は公開対象となっておりません。お手数ですが加

入希望等のご相談の場合は市民協働課までお問い合わせください。 

 

 

先日、窓口に行って聞いたら、窓口は自治会を PR する場所でないと。自治会をつく

ることは協力するが、PR についてはタッチしていないという表現だった。それと個人

的なプライバシヸの問題と言ったが、自治会長は公でないのか。  （栄町 Ｈさん） 

現状それでやらせていただいています。「この住所に越してきたので自治会を教えて欲

しい」と問い合わせがあれば、自治会の地図を見て会長さんに連絡先を教えていいか

確認を取るか、もしくは相手方に連絡してくださいという対忚を取らせていただいて

います。                           （市民協働課） 
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【市長まとめ】 

 

長時間に亘りましてありがとうございました。ちょっと答弁が長くてあまり多くの方にご質問いた

だけなかったのですけれども、今日はけっこうやり取りが出来て議論が深まった部分もあったのかな

というように思っています。最後 S さんからお褒めのお言葉をいただいて大変嬉しく思っていますし、

まだまだ頑張っていこうというふうな気持ちにならせていただいて、今日は本当にありがたく嬉しい

私にとってもいい対話集会になったのかなと思っております。いろいろ課題はありますけれども、こ

れからは市民の皆さんと我々行政が一緒になってまちをつくっていく、元気にしていくということが

大事だと思っていますので、タウンミヸティングで出た意見は各部長が出席する市の一番重要な会議

であります経営会議で全て報告させていただいていまして、私としては市民の皆さんとの大事な対話

集会だと考えております。今後も毎月開催しますので、ぜひまたご参加いただけるとありがたいなと

思います。本日は S さんに司会をいただきました。最後に S さんにも感謝を申し上げてご挨拶とさせ

ていただきたいと思います。本日はありがとうございました。 
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