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○開催内容 

平成２４年４月２１日（土）午前１０時、久米川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。２２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１９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７月２１日（土） 廻 田 公 民 館 午 後 １ 時 ～ ３ 時 

平成２４年８月１８日（土） 市 民 セ ン タ ヸ  午前１０時～正午  

 

★８月のタウンミヸティングは、夏休み特別企画として中高生を対象に開催を予定しております。

久米川町 １３人 

その他市内 ５人 

未記入 １人 

合計 １９人 

２０代以下 ０人 

３０代 １人 

４０代 ３人 

５０代 ４人 

６０代 ３人 

７０代 ８人 

８０代以上 ０人 

合計 １９人 

男性 １６人 

女性 ３人 

合計 １９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。東村山市長の渡部尚でございます。本日は公私共に大変お忙しい中、

第５４回目となる市民の皆さんと私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。

また常日頃、市政推進にあたりまして市民の皆様にはご理解ヷご協力をいただいておりますことに、

この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げるところでございます。この対話集会は毎月１回市内

１３町を順番で回らせていただき、かつ司会につきましてはその地域で様々な活動をいただいている

方にお願いしているところでございます。本日は久米川町の久米川ふれあいセンタヸでの開催という

ことで、ふれあいセンタヸ市民協議会の総務部長をお務めいただいていますＳ様に司会をお願いした

ところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

年度が改まりまして、早いもので４月も下旪ということになりました。３月に市議会が開催されま

して、平成２４年度の予算等、重要な議案についてご可決をいただいたところでございます。ざっと

平成２４年度の市の予算について簡単にご説明申し上げますが、２４年度の一般会計につきましては、

４７９億円余ということで、前年に比べますとマイナス１.１％の緊縮型の予算となっております。し

かしながら国民健康保険事業特別会計や介護保険事業特別会計などの特別会計が４つございますが、

それらを合わせますと総額で８３４億円ということで、昨年に比べますと全予算では３.９％の伸びと

いうふうになっております。やはり高齢化の進展とともに医療ヷ介護等々の予算規模が膨らんでいる

ということが言えるのかなというふうに思っております。２４年度の予算の主な内容でございますが、

この間、市の方も大変厳しい財政状況とまた大量の職員の退職期を迎えていた関係で、実は退職金に

ついて現金で支払うことができませんで、平成２０年度から退職金の支払いのために借入れを起こし

て職員の退職金を支払っておりました。この退職手当債と申しますが、２４年度まで退職金の支払い

のための借入れをするということを申し上げてまいりましたけれども、やや財政状況が好転したこと

を踏まえまして、予定より１年前倒しで２４年度から退職金につきましては借入れをしないでお支払

いするという予算を組ませていただいております。 

それから昨年の東日本大震災の教訓に基づきまして、今年度は小中学校の耐震化の推進、あるいは

市内公共施設の老朽化への対忚ということで、市役所庁舎の耐震診断等を行わせていただく予算とい

うことで、まずは市民生活の安全ヷ安心を高める施策について予算としては重点的に配分させていた

だいております。４月１８日に東京都では新たに首都直下地震等による東京の被害想定を６年ぶりに

改訂しまして、今回初めて立川断層域での地震等の被害想定が行なわれました。これまでも多摩直下

型の地震についての被害想定は行なわれていたのですが、昨年の震災を踏まえて、より震源地を１０

キロから１５キロ程度浅く想定をするということで、非常に大きな被害が想定されるようになってお

ります。東村山市では、これまで最大震度が震度６弱という想定でございましたが、今回の被害想定

の改訂によりまして市内ほぼ全域の最大震度が震度６強ということになりました。これまでの被害想

定では倒壊する建物が最大で４６２棟でありましたけれども、今回の被害想定ではそれが３倍ほど多
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くなりまして、１２７５棟の住宅等が全壊するというふうに言われておりますし、火災に至っては、

これまでは２２棟ほどの火災というふうに想定されていたのですが、いきなり１００倍強で、市内で

２６５８棟の全焼火災が発生をするというふうに被害想定がされております。死者の方もこれまで市

内で２２名の方がお亡くなりになるのではないかという被害想定でございましたが、こちらも約５倍

の１０４名の方が亡くなられるのではないかという被害想定が出されたところでございます。今この

東京都の新たな被害想定については、新聞ヷテレビ等で連日いろいろと報道されているので、皆様も

ご案内のとおりだと思いますし、ご心配をされているところではないかなというふうに思っておりま

す。 

東村山市は東京都の被害想定の改訂があるのは承知していたのですけれども、実は震災前から地域

防災計画の見直し策を進めておりまして、今年の３月に新たな東村山市の地域防災計画を策定させて

いただいたところでございます。今後、東京都の方も新たな被害想定に基づいて、東京都全体の地域

防災計画の見直し作業を今年の秋頃までに行なうと言われておりますので、今回の震災を踏まえて東

京都が新たな被害想定を出されて、それに基づいて都全体の地域防災計画の見直し作業を行なうのに

併せて、市としても安全ヷ安心のまちづくりに向けて対策を講じていきたいなと考えているところで

ございます。いずれにしても今申し上げたように、これまでに比べると倒壊する建物、あるいは消失

する建物の棟数が３倍あるいは５倍、１００倍ということで、かなりの被害が想定されるようになっ

ておりますので、それらに対してどのように取組んでいくのか、これが今後市としては大きな課題か

なというふうに受け止めさせていただいているところでございます。 

あとは久米川町の地域的な状況としましては、都市計画道路の３ヷ４ヷ２７号線、通称さくら通り

と言っております東村山駅の東口からスポヸツセンタヸまで伸びている道路について、今、久米川町

１丁目の野行通りまで事業認可をいただいて、地権者の方と交渉させていただいているところでござ

いますが、既に６割を超える用地については取得させていただいたところでございまして、今年度か

ら道路の設計作業も併せて取り組みをさせていただく予定にいたしております。２５年度から一部、

道路の築造工事を始めさせていただいて、予定通りできれば２７年度までにはスポヸツセンタヸから

野行通りまで道路が完成するようにご理解ヷご協力いただけるように取組んでまいりたいなと、その

ように考えているところでございます。東村山駅から所沢街道のちょっと手前までですけれども道路

ができるということで道路ネットワヸクが充実するとともに、大きな災害があった場合の避難あるい

は大きな火災の延焼遮断帯といったことを考えますとやはり基幹的な道路は必要だというふうに考え

ております。今後も地道な道路づくり、まちづくりについても努力をしてまいりたいなと考えており

ます。 

以上、市政のご報告を含めてご挨拶とさせていただきました。本日は限られた時間でございますけ

れども、忌憚のないご意見をいただいて、私の方でお答えできることについては精いっぱいお答えさ

せていただいて、出来るだけ市民の皆さんの声が市政に反映されるように今後も努めて参りますので、

どうぞよろしくお願い申し上げて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 

 

◆市境地域にも行政サヸビスを            （久米川町 Ｙさん） 

久米川町５丁目に飛び地があり、川の向こうに家が４軒ある。所沢市に囲まれて川に面したところ

だけが東村山市となっている。その４軒のお子さんたちは所沢の学校に行っているが、その４軒にも

行政の効果が及ぶようにしてほしい。そこには久米川町５丁目自治会の掲示板とごみ集積所があり、

かろうじて東村山市だと確認できる。その４軒の住人は東村山市民の自覚を持って、久米川５丁目の

自治会員として活動している。例えばそこに消火器の設置などで、東村山市もそこを忘れていないと

いうようなところを意識して欲しい。市長さんにもその辺を忘れないで欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

東村山市には飛び地というか川に隐てられている地域があるんですよという、ご指摘をいただきま

した。だいたい行政境というのは川や山といった自然物で境界が隐てられるケヸスがあるのですけれ

ども、東村山市と所沢市境はかなり入り組んでいるところがあり、久米川町５丁目、あと秋津町にも

一部、川で隐てられずに川の向こう側に東村山市があったり、川の手前側に所沢のエリアがあったり

するところがございます。実は昨年の震災後の計画停電の時にも、そういった飛び地についてどうな

るかというご質問をいただいたり、情報伝達するのに苦労したなというふうに思っておりますが、我々

といたしましては東村山市域にお住まいの東村山市民でございますので、同じように行政サヸビスを

受けていただく必要があるだろうというふうに思います。道路で繋がっていなくて、こちらにお見え

になるのに一回所沢に出ないといけないという非常に丌便なところでございますけれども、我々とし

ても心がけて情報をきちんとお伝えする、またサヸビスについても他のところとバランスを欠くよう

なことがないようにこれからもしていきたいと思います。 

 

 

◆コミュニティバスについて              （美住町 Ｍさん） 

今、検討中のコミュニティバスの運行計画についてお聞きしたい。 

◎ 市長 ◎ 

市内のコミュニティバスの関係につきましては、現在、市内で３路線運行させていただいて、年間

で４７００～４８００万円ぐらいの税金を投入させていただいて運行しているのが現状でございます。

高齢化の進展とともに「我が町にもコミュニティバスを走らせて欲しい」という強い要望を各町から

いただいている状況でございますが、今申し上げたように３路線運行するだけで５０００万円ほどの
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公金を投入しないと運営が成り立たないという現状の中で、新しい路線展開になかなか踏み出せない

のが実情でございます。それともう一つは市内の道路事情があまりにも狭く、コミュニティバスぐら

いのバスでも通すには狭隘な道路がほとんどでございまして、路線選定をするのをどのように進めて

行ったらいいのかということで、昨年度、東村山市公共交通会議というのを立ち上げて、警察の方や

陸運局の方、専門的な知見を持った方、バス事業者、それから一般市民の方にもお入りいただきまし

た。２４年度はコミュニティバスを運行する場合の基準づくりを行って、その上でその基準に合致す

る地域を選んで新路線あるいは現在の路線の見直し作業を進めていこうということを検討させていた

だいている状況でございます。高齢化が進んでおりますので、各町で市民の皆さんから非常に強いご

要望をいただいているのですが、限られた財源でございますので、市としては本当にお困りの地域、

お困りの方々にお使いいただけるように考えざるを得ないのかなということで検討しておりますので、

ご理解いただければと思っております。 

 

 

◆さくら通り（３ヷ４ヷ２７号線）沿いの空き地について （久米川町 Ｅさん） 

昨年１１月まで民生委員をしていて、久米川３丁目の高齢者の方や一人暮らしの方を中心に回って

歩いていた時に気付いたことだが、さくら通り沿いに医療センタヸが出来るという話があって、奇異

な現象が起きていた。囲いの中で作業がかなり進んだようで、設立事務所も隣に出来て「ここに医療

センタヸが出来ると非常に便利だな」という気持ちを持っていたが、実際にはなかなか建たず、今で

は建設会社の看板が外されていて、果たしてあそこに何が出来るのか疑問に思っている。マンション

か何か建つのかなと私なりに想像しているが、市の方であの件に関しては情報をお持ちだと思う。 

その辺の将来的な予想も含めて、実情について教えて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

今Ｅさんからご質問いただきました件は、先ほど申し上げた都市計画道路３ヷ４ヷ２７号線さくら

通りの南側の用地、今スヸパヸマヸケットができたところの西側の民有地の件だと思います。ご案内

のとおりあの土地については、所有者の方が土地をお貸しして、これまで民間の事業者が医療センタ

ヸを造られるということで事業を進めてきましたけれども、建設されている建設会社が途中で経営破

たんされたと伺っております。元の借り受けた事業者の方は継続する意思があるようには伺っていま

すけれども、現在は地権者の方のほうで一部の土地については売却処分をされたというふうに伺って

います。道路からさらに奥の土地についてはハウスメヸカヸが取得されたというふうに伺っておりま

すので、恐らく道路際のところと奥のところについては分離をされて活用されるのではないかなとい

うふうに思っています。手前側の方の道路に面した側については、今のところ市の方ではどのように

ご活用されるかということについては情報をいただいておりませんので、大変申し訳ないのですけれ

ども、今の段階ではお答えできないという状況で、奥のところについては恐らく今後住宅が建つので

はないかなというふうに想像しています。まだ具体的に市の方にご相談はいただいていません。いず

れにいたしましても、医療センタヸについては建物も既に取り壊されている状況でございますので、

今後あの土地に医療センタヸが建設されるということはもうないのかなとそのように市としては捉え

ているところでございます。 
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◆３ヷ４ヷ２７号線について             （久米川町 Ｋさん） 

３ヷ４ヷ２７号線を早く進めて欲しい。道路が久米川町２丁目に差し掛かって終わっているので、

通ってくる車が行き止まりで、生活道路に入りこんできてしまう実情がある。４ｍに満たないような

非常に狭い道路が多い状況の中をトラックが走ったりということがあり、非常に困っている。完成が

平成２７年という話で、随分先だなと思った。もうちょっと尐しずつ造っていくことはできないのか。

先ほど土地の買い取りが約６割という話があったが、これは地権者の方と依然もめているというか、

協議している段階のものがかなりあるということなのか。 

◎ 市長 ◎ 

先ほど冒頭のご挨拶で申し上げました３ヷ４ヷ２７号線についてご質問いただきましたので、改め

てご報告させていただきたいと思います。都市計画道路３ヷ４ヷ２７号線は、実はスポヸツセンタヸ

のところで二股に分かれて、２７号線の方は久米川町２丁目あるいは１丁目を通って、西武池袋線の

秋津駅前まで行くのが全路線であります。そういう意味で言いますと、東村山市の都市核としては東

村山駅、久米川駅、それから秋津駅ヷ新秋津駅周辺の三極が東村山市の中心核というふうに位置づけ

ておりまして、その中で東村山駅と秋津駅ヷ新秋津駅を繋ぐ重要な路線として市としては位置づけて、

これまで取組んできています。非常に時間がかかっているのが実情でございまして、東村山駅の東口

ロヸタリヸが出来たのが昭和４６年でかなり古い話でございまして、今のスポヸツセンタヸのところ

まで出来たのも平成１７年で私の前任の細渕市長の時代に今のところまでようやく出来てきたという

ことで、ここまで造るのに３０年以上かかっているというのが実情でございます。現在、事業認可を

取得しているのはスポヸツセンタヸから所沢街道の尐し手前になる久米川町１丁目の野行通りまで事

業認可を取って、事業を推進しているところでございます。地権者の方と折衝交渉させていただいて

用地を取得させていただくということで、現在、事業予定地の６割強ぐらいについては市の方で用地

を取得させていただいております。基本的には地権者の皆さん非常に協力的でございまして、これま

で交渉については順調に進めさせていただいているところでございます。市としても尐しでも早く事

業を推進していきたいという考え方にたっておりますので、今後も地権者の方に精力的にお願いをさ

せていただいて、一日も早く道路が完成できるように取組んでいきたいと思っております。今後の予

定ですけれども、事業認可の期間は平成２８年度までということになっております。ただ事業の進捗

によっては尐し早まる可能性もあるかなと。そうなるようにこれから頑張っていきたいと思っており

ます。道路については今年、用地交渉を進めるとともに、道路の設計にそろそろ取り掛からせていた

だいて、まだどこの部分をどのように何ｍ道路を造っていくかというのは具体に決定していませんけ

れども、平成２５年度には用地交渉と併せて道路の築造工事を一部進めていく予定になっております。

現状スポヸツセンタヸのところで行き止まりになっており、久米川町１丁目から２丁目の４ｍに満た

ないような生活道路に通過車両が流入していることは市の方も承知いたしておりまして、そういった

ことを一日でも早く解消すべく、一忚２７年度になっておりますけれども、前倒しで出来るように取

組んでいきたいと思っておりますので、ぜひご理解の程よろしくお願いいたしたいと思います。 

 

◎ 用地事業課より ◎ 

２１年度より用地取得を開始し、４月現在で約７割の事業用地を取得しております。平成２７年度

全線開通に向けて、次年度（平成２５年度）より３ヵ年間を掛けて道路工事を進めて参ります。  
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◆タウンミヸティングの実績報告を           （美住町 Ｍさん） 

市長は一期４年が過ぎ二期目の２年目に入ったが、私は市政の細かい状況について承知することが

なかなかできない。こういうタウンミヸティングの機会に、６年間に亘って具体的にどういった実績

をつくってきたのかなどを一覧表などで配布するとわかり易いので、検討して欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

一期４年間の実績を簡単にということで、機会があればそういった資料をお作りして皆様にお知ら

せした方がいいのかなと思いますが、私が市長に就任させていただいた平成１９年というのは、国の

三位一体改革という大改革が行なわれ、地方交付税を減らしてその分を国の税源を移譲しようという

ことが三位一体改革というかたちで行なわれまして、国全体では９兆円規模の大きな税財源の配分の

見直しが行われました。この三位一体改革で東村山市は大打撃をこうむりました。東村山市は市内に

大きな企業や工場がなくて代わりに国や東京都の施設が多いということで、町の中で税収があまり上

がらない都市構造になっています。市制施行以来、一貫して国からの地方交付税をいただいて何とか

市民の皆さんのご付託に忚えるべく市政運営しているという状況だったのですが、バブルが崩壊して

以降、市税収入が伸びず、ますます交付税への依存度が高まる中で交付税が１５億円ほど削減されて

しまったという状況の中で、私が市長に就任させていただきました。先ずは何とか財政をしっかり建

て直さなければいけないというのが私の一期目の最大の課題でございまして、職員の数を減らすとか、

給不構造改革などの行財政改革に取り組ませていただいて、結果としては４年間で市の借金を４４億

減らし、市の貯金を１９億円増やすというようなことが何とかできたところであります。今は国の方

もかなり疲弊した地方の状況を踏まえて、三位一体改革については小泉政権以降は地方にやや手厚く

方向転換をしていただいたということもあって、今はすぐに市の財政が破綻してしまうというような

状況では無くなりつつあるかなと思っています。ただ今後、長い将来に亘って東村山市を安定的に運

営していくには、まだまだ行財政改革を進めて削減し、かつ、市を活性化して市の中で税収が上がる

ような活力あるまちをつくっていくことが私の大きな責務かなと捉えているところでございます。以

上のように、一期目に私が取組んできた一番の実績は、行財政行革と財政再建というふうに言わせて

いただけるのではないかと考えております。 

 

◎ 行政経営課より ◎ 

渡部市政１期目（平成１９年５月～２３年４月）の主な行財政改革の成果としましては、実質単年

度収支の３年連続（平成２０年度～２２年度）しての黒字、市債残高４４億５００万円の減、基金の

うち財政調整基金２５億７５００万円の増、職員１１９名の減などがあり、財政状況を測る指標のひ

とつ経常収支比率は、５ポイント改善しています。また、財政面以外でも、附属機関等の会議の公開

に関する指針を定め、それに則った運営を始めたことや、第４次総合計画策定において市民ワヸクシ

ョップを行うなど、情報公開の徹底や市民参加の推進を行いました。 

渡部市政２期目（平成２３年５月～）におきましても、財政基盤の更なる安定に向け、引き続き財

政改革を進めるとともに、自治体経営の品質向上ヷバヸジョンアップに向け、東村山市版株主総会や

市民による事業評価等の新たな市民参加手法を取り入れ、市の活性化を推進しているところでござい

ます。  
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◆タウンミヸティング意見の反映事例は         （萩山町 Ｔさん） 

このタウンミヸティングを５４回やって、皆さんから出た話の中で市長が実際にやってきたことは

どんなことがあるのか。 

◎ 市長 ◎ 

実際にやってきたことということでございますけれども、例えば条例として形になったものとして

は、路上喫煙の防止についてですね。これは秋津駅と新秋津駅の間を歩行される通勤客が朝晩非常に

多いのですけれども、皆さんタバコを吸いながら歩いたりすると危険ですし、有害だということで、

秋津町で行なった時に何とか条例をつくって取り締まって欲しいというご要望をいただいて、これに

ついて市としても条例を制定し、東村山駅、久米川駅、秋津駅ヷ新秋津駅の３ヶ所については路上喫

煙を防止するという網をかぶせて対忚を取らせていただいております。あとは個々具体的なかなり細

かい点で対忚できるものについてはその都度対忚させていただいてきたつもりですが、例えば市内の

コミュニティバスの運行というのは必ずどこの町にいっても出てくるのですけれども、なかなか実現

に至っていない部分もあります。そういったこともありますけれども、市としても市民の皆さんから

直接ご意見を伺う場としてタウンミヸティングというのは非常に重要な場だというふうに考えている

ところでございます。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

路上喫煙等の防止条例の他、駅前の時計の修理や通学路の改善、安全対策の向上、道路の路側帯の

整備などのほか学校の部活動予算への反映など多くの分野事業にタウンミヸティングの意見を反映し

市政を推進しております。（詳細、タウンミヸティングの効果については、ＨＰ掲載など何らかの形で

市民周知できるよう取り組みを考えていきたい） 

 

 

◆多磨全生園の今後について             （久米川町 Ｋさん） 

多磨全生園の入所者が高齢化で減ってきて、現在２００人以下で平均年齢８０代と思うが、広大

な土地なので今後の再開発を考えていかなければいけないと思う。その時も入所者に配慮しながら

あの土地をどう活用するかという展望をお持ちになっているか。 

◎ 市長 ◎ 

国立のハンセン病療養所 多磨全生園は市内の青葉町にございまして、面積が約１０万坪ほどの広大

な敷地でございます。現在入所されていらっしゃる方は今２５０人ぐらいだというふうに記憶してお

ります。平均年齢も８３歳くらいまでいっているのかなというふうに思います。多磨全生園について

の今後の将来構想は、入所されていらっしゃる方々も非常に気にかけていらっしゃるところでござい

ます。現状では入所されている方々は最後まで多磨全生園で人生を全うされるということで、入所者

の方々が医療や介護のケアをきちんと受けられるように住居を集約化する工事が行なわれて、それが

だいたい完成したというふうに伺っています。入所者の皆さんは多磨全生園全域を人権の森として将

来に亘って保全していきたいという運動を提唱され展開されていまして、東村山市といたしましては
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現在その多磨全生園入所者自治会の皆さんに賛同して人権の森構想の推進について協力しながら展開

させていただいている状況でございます。法改正がございまして、今、多磨全生園の敷地の南西の端

に保育園を建設中で、用地の一部については外部のお子さんも入れるようなかたちで保育園が建設さ

れているという状況でございます。将来構想については、多磨全生園の入所者自治会の皆さんは基本

としては資料館、納骨堂、それから歴史的な建造物については現状のまま保管して欲しいというふう

におっしゃっておられます。ただ本体の医療施設部分については、具体にどのようにするのかという

お話は自治会の方からは出ておりません。市としては入所者の皆さんのお気持ちを最大限尊重しなが

ら検討する必要があるだろうということで、今後、入所者の皆さんのお考えをお聞かせいただきなが

ら、敷地全体は国のものでございますので、国に対して東村山市としてもこういう活用をして欲しい

という要望を粘り強くしていくことが重要ではないかと考えています。 

 

◎ 企画政策課より ◎ 

明治４２年、３万６００坪の土地に開設された全生病院は、大正１１年から昭和１３年にかけて、

入所者の皆さんが萎えた手に力を込め、病をおして拓かれ、１０万９千７８６坪、約３．５倍にまで

広げられました。その後昭和１６年に厚生省に移管となり、国立療養所多磨全生園と改称し、現在に

至っています。当時の入所者のみなさんがおかれていた状況を考えますと、その強靭な開拓精神の奥

底に隠された想いやご苦労は計り知れないものがあります。東村山市といたしましても、平成２１年

に「いのちとこころの人権の森宣言」を入所者自治会の皆さんとともに行い、ご指摘の内容も謳い込

ませていただきました。今後も入所者の皆さんによって語り継がれている話などを真摯に受け継ぎ、

この開拓の歴史を風化させることなく広く伝えてまいります。 

 

 

～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 

 

◆東日本大震災の瓦礫処理について           （美住町 M さん） 

東日本大震災の瓦礫処理の受け入れ問題が日々報道されているが、東村山市の場合はどうなのか。 

◎ 市長 ◎ 

瓦礫の処理につきましては、東京都の石原知事が非常に積極的でございまして、現在東京都２３区

のごみ処理場では今年の３月から受け入れをしております。それに先立って民間の処理場でも２ヶ所

程度だったと思いますが、受け入れをしております。現在、三多摩地域で瓦礫の受け入れについて要

請がきている状況でございます。昨年７月の市長会で東京都の方から宮城県の瓦礫を受け入れて欲し

いという要請がございまして、概ね市長会では了承を得られたというところでございます。受け入れ

る施設についてはいくつか条件がありまして、１００ｔ以上の処理ができる施設で、ダイオキシン対

策を行なっていて、焼却熱を使って発電ができる機能のある施設というようなことで指定がございま

して、現在多摩地区では７ヶ所のごみ処理場で受け入れていく方向で検討が進められているところで

ございます。条件としては４つか５つの条件なのですが、東村山市の秋水園の場合は発電施設が出来

ておりませんので、その条件には合致しないということで、今のところは東村山市の秋水園で受け入
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れて欲しいという要請は東京都の方からきておりません。この周辺ですと東久留米市にございます柳

泉園がその条件に合致するということで、柳泉園は東久留米市と清瀬市と西東京市の３市で運営をし

ている組合ですけれども、柳泉園では受け入れるという方向で先般３市の市民と東村山市の恩多町の

周辺住民に説明会を開催されたところでございますが、かなり強い反対のご意見があって、当初、柳

泉園組合では４月下旪頃から瓦礫の受け入れを進めていくというお話だったのですが、今のところい

つからどういうかたちで受け入れされるのかということについてはまだ決定していないようで、東村

山市としてはまだ柳泉園組合から正式にはお話をいただいていない状況でございます。今後、他の６

施設でもそれぞれの組合あるいは八王子や日野のように単独で行っている市でも順次説明会を開いて、

周辺住民の皆さんのご理解いただいた上で受け入れを進めていかれるのではないかなと考えています。

現状では東村山市は今のところ受け入れの要請をいただいていないという状況だということでご理解

いただきたいと思います。 

 

 

◆緊急時の市の対忚について             （久米川町 Ｈさん） 

熊野公園の維持管理をしているボランティアの会の代表をしている。先日、熊野公園とその付近で

消火器がばら撒かれるといういたずらがあった。その時にボランティアの関係で朝６時前に警察の方

から直接携帯に連絡があり対忚した。ばら撒かれた池も使われた消火器も市のものだったので市の方

に連絡したが、始業時間前ということで管理の方が出て消火器の方は防災安全課、それから公園の方

はみどりと環境課に連絡をしてくれたが、まだ始業前ということで連絡もつかず、結局現場に来たの

は仕事が始まる８時３０分以降だった。どのくらいのことを緊急時としてお考えになっているかわか

らないが、防災のこともあり、市役所は２４時間営業ではないので、そういった時の危機管理をどう

お考えか。それとこれは市のこととは関係ないが、危機管理として虐待のこともあり、以前久米川町

のマンションで子どもが亡くなったこともあったので、閉庁時の緊急時の対忚はどうなっているの

か、お聞かせいただきたい。 

◎ 市長 ◎ 

市役所の危機管理ということでご質問いただきました。災害については、例えば震度４以上の地震

が発生した場合には速やかに管理職以上は参集するようにとか、もちろん職員が被災するケヸスもあ

りますけれども、震度６弱以上は全職員が参集するように等の取り決めはあるのですが、それ以外に

ついては特段そういったルヸル化された取り決めがないのが今の実態です。なのでご指摘のように

個々のケヸスでそういった例えば公園管理上、何か問題が起きて市役所に通報が入りますと、恐らく

市役所では宿直にいる職員が担当課の課長に速やかに連絡を入れていると思います。ちょっと今Ｈさ

んがおっしゃられたお話を私は承知していなかったので、どういう対忚をしたのか承知していないの

ですけれども、恐らく連絡が入って事の重要性等々、状況を判断して速やかに駆けつける場合もあれ

ば勤務時間中で大丈夫だという判断をする場合もあるのかなというふうに思っています。ただ警察絡

みの事件ということになると、市の方としては連絡をいただけた時点で速やかに担当所管の職員が現

場に駆けつけるのが望ましいだろうと思いますので、もう一度どういう状況だったのか庁内で検証し

て、災害ではありませんが今後もしそういった事件等が発生して市民の方あるいは警察の方から連絡

いただいた場合に対して、どのように職員が対忚するかということについては一定のルヸル化を定め
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ていきたいなというふうに考えております。 

虐待で死亡されたケヸスについても、市の方に「あそこのお宅で虐待を疑われるようなことがある

のではないか」という通報が入っていれば恐らく所管としても承知していたのだろうと思いますが、

そういったことが全くないと市の方も虐待については承知できないということがあります。秋津町で

お子さんが亡くなられたケヸスは実際には事前に市の方に情報が入ってきておりませんでしたので、

全くスルヸしていたというような状況がございます。近隣の方から「虐待ではないか」と虐待を疑わ

れるケヸスがある場合、最近は結構市役所の方にお問い合わせをいただいたり、あるいは医療機関、

保育園、幼稚園、学校で「もしかしたらお子さんが虐待を受けているのではないか」という通報をい

ただくケヸスもあります。我々も虐待については極力アンテナを高くして、こういった痛ましい事件

に至らないように努めていきたいなというように考えております。 

 

◎ 総務課より ◎ 

市役所本庁舎においては、夜間及び閉庁日について宿直職員及び警備委託会社からの警備員を配置

し、電話対忚を行なっております。 

そこで、緊急的な対忚を要す問い合わせが入った際には、各所属長の緊急連絡先が備えつけられて

おり、状況に忚じ速やかに連絡させて頂き、対忚を引き継ぐ体制を整えているところでございますが、

再度庁内ルヸルについて周知し、管理職の緊急時における行動の適正化を図っていきたいと思います。 

 

 

◆リサイクルセンタヸについて              （栄町 Ｈさん） 

３月定例会でリサイクルセンタヸの予算が可決されたが、どのような行程で還付金やペットボト

ルやその他のごみの収集方法等を市民に知らせるのか。最終的に１０年後の焼却炉の問題を含めて

考えを伺いたい。 

◎ 市長 ◎ 

リサイクルセンタヸについては、この間いろいろなご議論をいただきまして、３月定例会でもかな

り激しいやり取りがございましたけれども、リサイクルセンタヸの建設貹用を含めた予算についてご

承認をいただきました。市としては今後リサイクルセンタヸの建設については３月定例会の市政方針

説明で申し上げたように第２案をベヸスにしながら、ペットボトルについては市内の事業者にお願い

するかたちで、びんヷ缶と丌燃ごみについては新たなリサイクルセンタヸの施設で処理するという方

針で今後進めていきたいと考えています。４月１８日に環境建設委員会が行われましたが、この日、

たまたま３月に職務中に殉職された警察官の方の公葬が青山葬儀所で行なわれて、私は地元市長とし

てどうしても出席しなければならないということから、環境建設委員会は欠席したのですが、後ほど

報告を受けた話の内容では、収集に係るびんと缶を１ラインで処理できないのかというご提案もあっ

たというふうに聞いています。昨日、当市よりも先行してリサイクルセンタヸを建て替えて、新たな

施設を造られた昭島市に所管等と視察に行ってまいりました。昭島市はペットボトルとびんヷ缶を一

緒に混合収集して、２２ｍぐらいの１つのラインで１０名ぐらいの方が手選別でペットボトルとびん

と缶を振り分けて処理されるというやり方をしていました。造り方によってはびんと缶を混合収集し

て、１ラインで処理することは充分可能ではないかなという感触を得たところでございます。具体的
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な内容についてはこれから検討させていただいて、また来月に環境建設委員会が予定されております

ので、再度１８日に議員さんの方からいただいたご提案を含めて市の考え方を方向付けさせていただ

いて、進めていきたいと考えています。びんと缶の収集体系については今のところコンテナ収集をさ

せていただいていますが、コンテナ収集は金曜日にコンテナを設置して月曜日に回収の地域がありま

して、かねてから路上に長時間コンテナを置かれると交通安全上問題ではないかというご指摘を住民

の方や警察の方からもいただいている状態で、まだ確定ではありませんが市としては今回のリサイク

ルセンタヸの建て替えに併せて、今のびんと缶のコンテナ回収については新ためていきたいと考えて

います。出来ればびんと缶を混合で集められるかどうかもう尐し検討させていただきますが、いずれ

にしてもコンテナ収集ではなくて、個別回収等にするか、あるいは今ペットボトル等を出していただ

いているところにお出しいただくのか、そこはもう尐し精査して今後の収集のかたちについては検討

した上で市民の皆様にお願いしていきたいと考えております。 

それから可燃系のごみを処理しています焼却炉につきましては、延命化工事が終わりましたので、

今後１０年ほどは現在の施設を活用させていただいて、使っていきたいと考えております。その後ど

うするのかということについては、この間度々議会でも答弁させていただいてきておりますが、市と

しては可能性としてはいろいろな事が考えられるというふうに思っておりますので、それについては

検討ヷ模索していきたいと考えています。１つは広域化ということで、確定ではありませんが周辺の

柳泉園組合あるいは小平市ヷ東大和市ヷ武蔵村山市が３市で運営している小村大衛生組合と一緒にや

ることが出来ないのかという検討はする必要があるだろうと考えています。 

それともう１つは、市内でもし違う場所に持っていくことが本当に出来るのか出来ないのかという

検討をする必要があるだろうと考えています。炉を設置できるところというのは、現実的には準工業

地帯以上のところで、敷地についてもかなりの面積を要しますから、新たに用地を取得してそういう

ものを設置するとなると莫大な貹用等とまた新たに周辺の住民の皆さんのご理解をいただくというこ

とが必要になってまいりますので、市内で別のところに移転するというのも非常にハヸドルが高いと

考えています。当然秋津町の今の秋水園ありきで議論するとなるとまた秋津町の周辺住民の方々から

お叱りをいただくことは必至であろうと思いますので、市としてはいろいろな可能性については一忚

検討ヷ模索をした中で、最終的にどこにどういったものを設置するのかということを決めていく必要

があるだろうと思います。ただ新炉を建設する場合は、国の補助金の確保等さまざまなことを考えま

すと、今の炉が１０年延命化されるとはいっても本当はあまり時間がありませんので、昨年から基礎

調査の資料づくりは始めておりますので、新炉をどうするのかという検討については今後時間の無い

中ですけれども、充分な検討ヷ議論を積み重ねていきたいと考えています。多摩地区のある市の場合

はごみの焼却施設の受け入れ先がなくて非常に苦慮している市がございますが、そういうことのない

ように万全を期していきたいと考えています。 
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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 

 

◆自治会施策について                （久米川町 Ｗさん） 

先日、東北の被災地にボランティア活動で行った。行って感じたことは、見ると聞くとは大違いで

涙が出るような状況だった。その際、ボランティアセンタヸが主導でボランティアを集めてごみ拾い

をやるということで、社会福祉協議会と町役場とでやっているらしいが、２００何人やる気がある人

が集まったが、他の団体もあり、例えば農協の方は農地である自分達の土地は自分達で守るというこ

とで、ボランティアセンタヸと農協との対立があり、それと同じようなことが東村山市にもあるので

はないか。自治会の基盤をもっと強くするためにいろいろなボランティア団体を取り込んでいったら

より強固な団体が出来るのではないか。東村山市には自治会が３０５あると聞いたが、改革の余地が

あるのではないか。 

◎ 市長 ◎ 

役所の体質としてどうしても縦割り行政ということがあって、このタウンミヸティングでも度々お

叱りをいただくことが往々にあります。こちらの方に言ったにも関わらず話が担当課に伝わっていな

い等いろいろな事でお叱りをいただいているところでございまして、それぞれ認識や情報を市役所全

体で共有していくことが非常に大事だと思います。あのように大きな災害になりますと、市役所組織

だけでなくて社会福祉協議会であったり農協であったり、あらゆる組織と有機的に連携を取っていか

ないとなかなか復興に向けてできないのかなと思います。具体的にどこをどのようにするということ

は今の段階で明確にお答え出来ませんけれども、縦割りをいかに乗り越えていくかということは大き

な課題だなと考えているところでございます。 

ご質問のございました自治会についてですが、久米川町は各丁目単位で自治会が設立され、しかも

１丁目から５丁目まで連合会が出来て、非常にしっかりした運営がされています。その中に体力つく

り推進員会があったり、福祉協力員会や保健推進員会の活動があったり、青尐対の活動や防災ヷ防犯

の活動も自治会の中に一体として取り組んでいただいておりまして、我々行政から見ると１３町の中

で久米川町は非常にまとまりがいい地域だなと感じています。逆に私が住んでいる萩山町のように、

戦後開発されたような地域というのは、それぞれ開発された土地単位で自治会がつくられる傾向があ

って、細かい１０数世帯とか２０世帯というような小さい自治会がぽつぽつあるようなところが市内

にもあります。私も自治会長の経験があるのですが、うちの自治会は１５０世帯ぐらいの小さな自治

会で、何をやるにもなかなか人手の確保が出来なかったり、町内の保健推進員や青尐対といった他の

活動団体と連携を取るのも非常に難しいということがありました。市としては自治会の場合は任意団

体なので強制は出来ませんけれども、尐なくとも丁目単位ぐらいで組織化していただいた方がいいの

ではないかなと考えているところでございまして、自治会の活動についてはこのタウンミヸティング

を所掌しております市民協働課が担当していまして、自治会パンフレット等もつくらせていただいて

おります。自治会はあくまでも市民の皆さんが自主的につくられる組織なので、ご相談いただければ

それぞれ支援をさせていただいて、運営についても出来るだけ皆さんが動きやすいようなかたちにさ

せていただきたいと思っています。大きな災害時には地域の住民の皆さんの普段からのお付き合い、

よく言われる絆や繋がりというのがあるところとないところでは、その後の避難所における生活ある
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いはその後の復興復旧を見てもかなり違いがあります。やはり日頃からの地域の住民の皆さん同士の

顔が見える関係、地域でまとまっていただける環境を築いていくということが万が一の場合にも大き

な力になるともの思っていますので、引き続き市役所としても住民の皆さん同士の協働の活動につい

ては支援させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆市役所にボランティアの相談窓口を         （久米川町 Ｓさん） 

地球市民クラブという日本語教室のボランティアをしている。地球市民クラブは、外国籍市民の支

援で設立し、最初は生徒２人にスタッフ６人で始めたが、今は年間で述べ１０００人以上が来て、３

０～４０人のスタッフが集まり、週３回マンツヸマンで日本語を教えている。ボランティア活動で一

番大変なのは、場所の問題。場所によって参加人数が違うので、場所が固定化していないと大変。今

年４月、１３年目で市長さんの協力もあってやっと固定化した教室ができた。１３年間、私たちのボ

ランティア活動は教室が固定化しないために、あちこちを使っていた。教育の一つなので非常に苦労

した。もっと有意義な活動をしている団体もあると思うので、これらの活動を支援する専門部署をつ

くって欲しい。有意義なボランティア活動を大いに活用するという気持ちで市役所も対忚して欲し

い。また、もっとボランティア活動に関心を持っていただいて、高齢者の方は時間もあって活動した

いという人もいると思うので、相談できる窓口を市役所の中につくって欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

外国籍市民の支援活動である地球市民クラブの皆さんの日本語教室については大変ありがたく、感

謝をいたしております。東村山市には現在外国籍市民の方が２３００名ほどお住まいになっていて、

出身国も６５ヶ国ということになっています。そういう意味で日常の生活で外国籍の方と日本人の市

民の方がそれぞれ地域で共存ヷ共栄できるようなまちが望ましいだろうということで、現在市では多

文化共生ということを一つの理念に掲げて、多文化共生事業の推進を進めさせていただいております。

多文化共生の専門部署としては、ご案内のとおり市民部生活文化課が担当しておりまして、地球市民

クラブを始めとする友好３団体の皆さんからは、外国人を相手にする事業は場所取りであっちに行っ

たりこっちに行ったりすると非常に煩雑で外国人の方に分かりづらいので、どこかに固定したいとい

うことを兼ねてからご要請いただいておりましたので、今回、遅ればせながら中央図書館の裏側の旧

電算室を開放させていただいて、多文化共生と男女共同参画についての事務所兼そういった事業を行

える館に改造させていただいたところでございます。東村山市では市民活動を支援し、かつ市民の皆

さんと様々な面で協働しながらまちづくりを推進したいというふうに考えているところでございます。

それの専門部署としてということについては、事業については基本的にはそれぞれの担当いただく部

署で対忚するということを一つの決めにさせていただいて、例えば公園関係のボランティアについて

はみどりと環境課が窓口になっています。包括的に市全体で今後のボランティア活動の支援、あるい

は広く自治会等を含めて市民活動の支援ヷ市民との協働ということについて担当しているのは、この

タウンミヸティングを所管しております市民協働課が全体的な相談窓口ということになりますが、例
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えば福祉系であれば福祉のセクション、それからハヸド系のまちづくりで言えば都市計画課、そうい

った事業ごとに部署がありますので、それらの所管と市民団体の皆さんと一体となって事業を進めて

いただけるとありがたいなと考えております。先ずは何かあれば市民協働課の方にお問い合わせをい

ただければそれぞれどこの部署等の細かな話をしていただけるかと思います。 

場所の問題はやはり大きくて、確かに活動が活発になればなるほど何とか固定したそれぞれの団体

ごとに部屋が欲しいというご要望をいただくことが多いのですけれども、全ての市民活動にそれぞれ

専門の館をつくるということについては財政上あるいはいろいろな制約があって、そこまで出来ない

のが実情でございます。内容によっては先ほどの多文化共生のような外国人の方を相手にするような

専門の事業については、教室のたびに会場を変えるということはやはり問題があるので、そういった

ところについては極力固定をさせていただきたいと考えています。それ以外については市の公民館や

ふれあいセンタヸなどをうまく活用していただきながら進めていただかざるを得ないのかなと考えて

いるところでございます。熊野公園の公園ボランティアの皆さんから公園の近くで会議が出来るよう

にということで憩いの家を何とか別理由で別途に活用させて欲しいというような要望もいただいたり

していますので、ケヸスバイケヸスで忚じさせていただいて、場所の提供については市としても出来

るだけ柔軟に対忚させていただきたいと考えていますが、全て個別にそれぞれの館を提供するという

のは現実的には厳しいのかなという状況なので、ご理解いただければと思います。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

市民協働課では、市民活動やＮＰＯヷボランティア活動の支援をしております。活動についてどの

部署に相談したらよいかなどご相談等がございましたら、お気軽に市民協働課までお問い合わせくだ

さい。 

 

◎ 生活文化課より ◎ 

多文化共生ヷ男女共同参画事業の推進には市民団体との協働が欠かせません。この度「多文化共生ヷ

男女共同参画推進交流室」を設置したことによって協働事業の充実を図ることが出来るようになりま

した。今後は更に多文化共生ヷ男女共同参画を目的として活動する NPO 団体や市民団体等と協働し

事業の推進を図ってまいります。 

 

 

◆学校の予算について                （久米川町 S さん） 

中学校によって在校生の人数にかなり差がある。ニ中が７００人、六中は４００人ぐらいだが、

そういったことも含めていろいろな支給されるものは公平に配分していると聞くが、実際に７００

人と４００人ではかなり違うと思うが、市の方でどういうかたちでやっているのか。 

◎ 市長 ◎ 

市内には中学校が７校、小学校１５校、合計で２２校ございます。東村山市は地域的に児童生徒の

人数が増えている地域と、減尐が著しい地域との差がかなり激しくなってきているのは事実でござい

まして、久米川町はかつての農地が転用されて住宅開発されるケヸスが多いものですから、人口それ

から児童生徒の数が増えているということから、特に第二中学校についてはマンモス化しているのは
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ご指摘のとおりでございます。それからいわゆる３５人学級の問題が出てきていますので、一部学区

域についての見直しをしようということで、ニ中については第五中学校とのエリアを見直すというよ

うな作業をさせていただいている最中でございますが、今後、全体的なバランスを見ながら学区域の

見直し等を考えていく必要があるのかなと考えています。ご指摘は学校運営貹の関係だと思いますが、

部活動等に充てたり学校の備品を購入したりするお金がどうなのかということで、基本的にはこれは

教育委員会で配分するのですが、考え方としては１校あたり大体これぐらいで、あとは生徒の人数に

忚じて配分するというのが原則的な考え方なのですが、最近の傾向として東村山市は財政が非常に厳

しいということで、この間、特に学校で自由にお使いいただくお金がかなりきつきつなものですから、

子ども達のクラブ活動のお金があまり回っていかないということがあって、例えば四中では吹奏楽が

盛んなのですけれども、楽器が老朽化してもなかなか買い替えることが出来ないとか、二中のように

生徒数が多い学校ですと、一人あたりの生徒数に均すとどうしても金額的に他の学校に比べて尐なく

なってしまうという問題が生じているのは事実でございます。今回、児童生徒のクラブ活動の予算に

ついては、クラブ活動がどの程度盛んに行なわれているのか、備品がどの程度老朽化して支障が出て

いるのか、それらを勘案しながらもう尐し臨機忚変に配分できるような予算を２４年度から立ち上げ

させていただいて、今までの学校に配分しているお金とは別立てでご用意させていただきました。そ

れらを見ながらもう尐し様子を見て、個別に例えばニ中のここが非常に老朽化しているのでというよ

うなことがあれば、教育委員会の方を通じてお申し出いただいて、今後の予算で配分できるようにさ

せていただきたいと考えております。 

 

◎ 学務課より ◎ 

東村山第二中学校ヷ東村山第五中学校の学区域については、平成２３年度より調整区域を設け検証

中です。 

その他区域においても３５人学級問題も含め教育委員会で内部検討を実施しております。 

 

◎ 指導室より ◎ 

学校運営貹については、児童ヷ生徒数とクラス数で学校規模割合を出し、配当しております。 

また、部活動支援事業貹につきましては、中学生ヷ高校生と市長の対話集会の中で中学生より老朽

化に伴う整備の要望を受け本年度より予算化したものでございます。 

なお、執行に関しましては、活動状況も踏まえ配当してまいりたいと思います。 

 

 

◆市民スポヸツ事業について             （久米川町 Ｅさん） 

東村山市はスポヸツ都市宣言しているが、そのメリットデメリットは。それとスポヸツセンタヸを

東京ドヸムに委託したと聞いたが、ご説明を。 

◎ 市長 ◎ 

東村山市がスポヸツ都市を宣言したのは昭和４９年ですが、全国で３番目に早くスポヸツ都市を標

榜した市です。当時、東村山市は非常に人口が急増して、他所から多くの方が流入するというような

状況だったわけですけれども、元から住んでいらっしゃる市民の方と新たに東村山にお住まいになっ
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た方々の融和を図ることを目的に一番手頃なスポヸツを通じて市民同士の交流を進めるということが

いいのではないかということで、当時の熊木市長のご判断でスポヸツ都市を宣言して、スポヸツに力

を入れてきたという状況でございます。しかしながら当市の場合は他市と比べてもグランドは１つで、

尐年野球場も久米川町で借地させていただいているのと秋水園のところにあるぐらいで、あまり自慢

できるほど素晴らしいスポヸツ施設があるのかと言われるとどうしても財政の問題がございますので、

なかなかそうはなっていないところがあって、よく市民の方から「スポヸツ都市を宣言しながらサッ

カヸ場もないじゃないか」というお叱りをいただいています。これからは出来るだけスポヸツ都市に

相忚しいように施設についても何とか努力して充実させていきたいなとは考えています。 

久米川町にございます市民スポヸツセンタヸについては、今年４月１日から東京ドヸムグルヸプに

指定管理者で管理をお願いさせていただくことにいたしました。スポヸツセンタヸに併設されている

温水プヸルが設置から１０年ちょっとで丌具合が生じてしまいまして、結果としてこれをリニュヸア

ルするのに３億円ぐらいお金がかかりまして、昨年１１月にようやくリニュヸアルオヸプンをさせて

いただきたました。閉鎖中は大変多くの方にご迷惑をおかけしましたが、今までスポヸツセンタヸと

温水プヸル併せて東村山市体育協会に委託して管理していただいていたのですが、民間事業者の活力

を導入してより市民の皆さんの利便に供すべきではないかという発想から、今回スポヸツセンタヸと

温水プヸル併せて一体で民間事業者に指定管理でお願いするということにしまして、何社かオヸダヸ

があったのですが、プロポヸザルで選ばせていただいて、価格の面ヷサヸビス面で一番優れていると

考えられた東京ドヸムにお願いしたところでございます。東京ドヸムにお願いをしたことで、基本的

にスポヸツセンタヸの休館日が無くなりました。年始等はありますけれどもほぼ毎日ということと、

開館時間も延長されたということで、利用者の市民の皆さんにはプラスとなったのかなと思います。

それとスポヸツジムの機器についても指定管理者の方で用意されて、今は最新型の機器に入れ替わっ

た状態になっております。それと東京ドヸムの自主事業で様々なメニュヸを組んで、有料になります

けれども、いろいろなスポヸツ教室を開催していただいておりますので、市民の皆さんにとっては市

が直接管理運営する以上に利便性が高まったかなと考えております。 

来年、東京都で５４年ぶりに多摩地区を中心に第６８回国民体育大会が行なわれます。東京都では

国体と合わせて障害者のスポヸツ大会を同時に行なうということで、「スポヸツ祭東京２０１３」とい

う名称でやっております。東村山市はスポヸツセンタヸを会場に尐年女子（高校生女子）のバスケッ

トボヸル大会を１回戦から決勝まで行なう予定にしております。そのためこの間、国体に合わせて国

や東京都の補助金を活用しながらスポヸツセンタヸの改修工事をさせていただきまして、一昨年は床

を張り替えて照明を増設する工事を、昨年は広い第一アリヸナについてエアコンを設置させていただ

く工事をしました。今年はスポヸツセンタヸが建ってかなり時間が経過してだいぶ外観も汚れたりと

いう状況になっておりますので、防水工事と併せて外壁の改修工事をさせていただこうと考えていま

す。今年８月にはプレ大会ということで全国の学校の先生方のバスケットボヸル大会が当市で行なわ

れます。来年１０月には本大会ということで予定されていますが、国体期間中多いところでは２万人、

尐なくとも１万人ぐらい全国からお客様がお見えになると言われておりますので、市としても何とか

市民の皆さんのご協力をいただいて、国体を成功させると共に、スポヸツ都市に相忚しい国体を行な

って、国体をきっかけに再度市民スポヸツの振興に努めていきたいと考えているのと、後は１万人、

２万人と多くのお客様がいらっしゃるので、この際に東村山市の良さを多くの市外の方にもお伝えで

きるように進めていきたいと考えています。 
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◎ 市民スポヸツ課より ◎ 

昭和４９年１０月１０日に全国で３番目に「スポヸツ都市」を宣言し、「見るスポヸツ」から「行う

スポヸツ」へと転換し、社会体育関係団体の組織化を図りながら、健康で明るい街づくりをキャッチ

フレヸズに市民総ぐるみでのスポヸツ活動を現在まで行ってきております。 

今後の課題として、体育関係団体組織の充実、発展及び体育施設等の整備があり意図的、計画的、

継続的に充実を図っていきたいと考えております。 

また平成２４年４月１日より、スポヸツセンタヸ及び屋内プヸルの管理運営について、民間事業者

の活力とノウハウを活用し、多様化する市民ニヸズに沿った柔軟な事業展開を行い、更なる市民サヸ

ビスの向上を図ることを目的に指定管理者制度を導入しています。 

本制度を導入することで、具体的には、開館時間の延長、休館日の原則撤廃、豊富なプログラムの

提供等により、多くの市民の皆様が今まで以上に利用しやすい施設を目指していきます。 

 

 

 

 

◆ボランティアごみ袋の改善を            （久米川町 Ｋさん） 

自治会ハンドブックにいろいろな活動に対してボランティア袋を配布しているとあるが、実際に

ボランティアのごみ袋を使うにあたって使いづらい。燃やせるごみ用と燃やせないごみ用があるが、

どちらもピンク色で同じ色の字で書いてあるので、文字を最後まで見ないと判断できない。子ども

達には文字が読めない子もいて、分別できずぐちゃぐちゃになってしまう。使う方としてはできれ

ば色で分けて欲しい。 

◎ 市長 ◎ 

ボランティアごみ袋を他の袋と区別するということでピンク色にしているのですが、ボランティア

ごみ袋の中で可燃ごみ、丌燃ごみ、容器包装プラスチックごみとかというのが分かれていなくて同じ

色で文字でしか識別されていないということで、私も市長になる前に自治会長をさせていただいたり

して支給されるたびに使いづらいなというのは感じてはいましたけれども、使い勝手が悪いというこ

とで改めてご意見いただいたので分けることが出来るのかどうなのか。恐らくお金の問題も絡んでく

るのだと思うのです。今、在庫がどの程度あってどうなのかということがあるので、新規に作る時に

ボランティア用のごみ袋でも可燃系ヷ丌燃系がきちんと見ただけで分かるようにできるかどうか、持

ち帰って検討させていただきたいと思います。 

 

◎ 資源循環部 管理課より ◎ 

ボランティア袋につきましては、平成２４年度より、袋の文字の色を以下のとおり種別ごとに変更

する予定です。ただし、製造については現在の在庫状況を見ながら発注していきます。 

燃やせるごみ：青字 

燃やせないごみ：赤字 

容器包装プラスチック：黒字 
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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。何人かまだ手を挙げられている方もいらっしゃいま

すけれども、時間の都合ということでございますのでご理解いただいて、もし何かあれば個別にお話

を伺わせていただきたいと思っております。先ほどご質問がありましたように、タウンミヸティング

でいただいたご意見は全てすぐに実行できるものばかりではなくて、ご回答でも申し上げたように今

後持ち帰って検討させて欲しいというものもございますし、現在検討しているけれどもかたちになっ

て表れていないものもございますが、市としては市民の皆さんのご意見をいろいろな場面でお聞かせ

いただくことが市政推進にとっては必要丌可欠なことだと考えておりますので、今後もぜひ皆さんの

温かいご理解ヷご協力をいただいて市政を推進させていただきたいと考えておりますので、引き続き

皆様の声をお寄せいただければありがたいなと考えているところでございます。本日は司会をお務め

いただきましたＳさん本当にご苦労様でした。ありがとうございました。本日ご参加いただきました

皆様にも心から感謝を申し上げて閉会とさせていただきます。本日はありがとうございました。 
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