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○開催内容 

平成２４年５月１９日（土）午前１０時、恩多ふれあい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。３５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２６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８月１８日（土） 市 民 セ ン タ ー  午前１０時～正午  

平成２４年９月１５日（土） 美住リサイクルショップ  午 後 １ 時 ～ ３ 時  

 

★８月のタウンミーティングは、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。 

恩多町 １２人 

その他市内 １４人 

合計 ２６人 

２０代以下 ０人 

３０代 １人 

４０代 ８人 

５０代 １人 

６０代 ５人 

７０代 ９人 

８０代以上 ２人 

合計 ２６人 

男性 １２人 

女性 １４人 

合計 ２６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。本日は大変素晴らしい天候に恵まれ、せっかくの土曜の午前中とい

うことでございますが、市民の皆さんと私の対話集会にこのように多くの市民の皆さんにご出席いた

だきまして誠にありがとうございます。また常日頃は市政推進にあたりましてご理解・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心から感謝を申し上げる次第でございます。この

市民の皆さんと私の対話集会、通称タウンミーティングは平成１９年に行なわれました市長選挙の公

約の１つとして平成１９年１０月から実施させていただいておりまして、月１回、東村山市内１３町

を順々に回らせていただいて開催いたしております。今日で５５回目を迎えたところでございます。

市民の皆さんから直接さまざまな課題についてご意見やご要望やご提言をいただいて私がご回答申し

上げると。中には持ち帰って職員と一緒に検討するという場合もありますけれども、そういう対話形

式で進めさせていただき、参加されている市民の皆さんと今どのようなことが市の課題になっている

のかという問題意識を共有する場として進めさせていただいているところでございます。すぐに市政

に反映させていただいたものもございますし、また、まだまだ充分に反映されていないものが数多く

あるのも事実でございますが、できるだけ市の現状を市民の皆様にも知っていただきながらそれぞれ

の地域で生活されている市民の皆さんがどんなことにお困りになっているのか、あるいは市に対して

どんなことをして欲しいと願っておられるのか、直に聞くことによって市民の皆さんと市政の距離を

尐しでも縮めていく場にさせていただければと考えているところでございますので、限られた時間で

すけれども、忌憚のないご意見をいただければと思っております。司会につきましては、開催させて

いただくそれぞれの地域で活動されていらっしゃる方にお願いしているところでございまして、恩多

町については恩多ふれあいセンター市民協議会の方にいつも司会をお願いしていて、本日は副会長の

H さんにお願いしているところでございます。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

市の方は４月から３月というサイクルで動いておりまして、３月には議会で平成２４年度の予算を

ご審議いただいてご可決をいただき、４月１日から執行させていただいています。４月１日には市役

所でも人事異動が行なわれて、新しい体制で進めているところでございます。内部的な課題を１つ申

し上げますと、団塊世代の職員が昨年・今年と大量に退職をしていて、５０代半ば～４０代後半ぐら

いの年齢の職員数が当市の場合非常に尐なくて、人材育成をどのようにしていくのかということが内

部的には課題になっているところでございます。そういったことも踏まえながら市では今、人材育成

に力を入れて、次回以降、今年の新人職員をタウンミーティングの場に参加させて、市民の皆さんが

どのようなことを思い考えているのかつぶさに見させていただく、それを通して勉強させていただく

場にもさせていただこうと考えておりますので、来月以降そういうことでご理解いただければと思っ

ております。限られた時間ですので、挨拶はこれぐらいにさせていただきまして、本日は皆様からご

意見をいただければと思います。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 

 

◆通学路の危険箇所に対策を              （恩多町 I さん） 

市内には危険区域がたくさんある。特に最近は児童の通学時に大変悲惨な事敀が起き、この近所で

もその可能性のあるところがかなりある。私はこの近くでは３箇所あると考えている。具体的に言う

と１つはしらぎく幼稚園からずっとバス通りを抜けて野火止用水まで行く通り。それからもう１箇所

は万年橋のところ。それからもう１箇所は恩多町２丁目１６番あたりの５差路のクリーニング屋さん

があるところ。この辺が私が非常に危惧しているところ。予算の問題もあるが私どもはそれを待って

いられないので、恩多町見守り隊をしている。児童を守るには事敀が起きてからではなく、地元の住

民が問題だなと思ったらすぐに取り上げるなりして対応してもらうことが大事。特に歩道のあるとこ

ろはいいが、幼稚園からスーパーのところまで歩道がなくて、通り抜けの車が非常に多く、平日何時

から何時まで何台が通って、その間に児童がどのくらい通るか調査したが、大変な状態になっている。

たまに警察にも見てもらうが、本当にたまにしか見てもらえない。私は孫がいるので孫が被害にあっ

たら困ると思い真剣に考えるが、他人事に考えると動けない。そのために私ども地元が動く。ただ行

政にお願いして権力で強制的に抑えるということもなければならないので、私どもも見守り隊の一員

として問題点を抽出する。それに対してスピーディーな対応をお願いしたい。これから恩多町の拡大

地図を市に用意してもらって、そこに問題箇所を全部書き出すので、対応あるいは私どもと打ち合わ

せした上で対処して欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

関西の事敀で車が通学途中のお子さんの列に突っ込んで、多くの児童あるいは妊娠中のお母さんが

亡くなられるという痛ましい事件が発生して以降、市の方にも保護者の方を中心に「ここにガードレ

ールをつけて欲しい」等さまざまな要望が数多く寄せられているところでございます。市としまして

はこれまで通学路で危険と思われるところについては、グリーンベルトという路側帯のところに緑色

の舗装をしてドライバーに意識付けるようなことをしてきています。当市は狭隘道路が非常に多いの

で、歩道の設置あるいはガードレールの設置というのが現状ではなかなか出来ないところが多くて、

非常に苦慮いたしております。道路を広げさせていただいて歩道を設置してガードレールを設けるの

が一番ですが、そうなると沿道の地権者の方にご協力をいただかなければならない等、かなり膨大な

時間もかかってきますので、現状ではグリーンベルト舗装をすることでドライバーの方の安全意識を

高めていただく、あるいはここは人が歩いているところだという認知度を上げていくという作戦で取

組んでいるところであります。それから各小中学校の PTA の方と市役所、それから警察で毎年 PTA

の方から危険箇所の改善要望というのをいただいておりまして、それに基づいて市としてもどうして

もここは拡幅をお願いしなければならないだろうというところは、拡幅の予算を取って地権者の方に

お願いしている箇所もございますし、信号をつけてという要望については、警察の関係で私どもの方



- 4 -        第５５回タウンミーティング 

では設置できませんので、これは警察にお願いするという取り組みをさせていただいているところで

ございます。日々、見守り活動いただいている地域の皆様には感謝に堪えないところでございます。

市としても道路の安全対策については非常に大事なことだと考えておりますので、都道等については

東京都にお願いして、今年度については野火止小学校のやや西の辺りについては歩道設置を実施いた

だけるということになってきました。今後も各関係機関にお願いし、かつ市の道路についても拡幅が

可能なところについては拡幅、あるいはどうしてもダメなところについてはせめてグリーンベルト舗

装をしながらドライバーの皆さんの安全・マナー意識を高めるという取り組みをさせていただきたい

と考えておりますので、大変恐縮ですけれども見守り隊の皆様にもご尽力いただきたいと思います。

また改めて地図に落としていろいろな地域の状況を私どものところにお届けいただければ、何か取り

うる対策があれば警察と協議させていただて対応していきたいと考えております。 

 

◎ 学務課より ◎ 

ご指摘いただいたところは、道路管理課・交通課・学務課で現地を調査いたしました。回答につき

ましては、取りまとめ次第、野火止小保護者宛に回答いたします。 

 

◎ 交通課より ◎ 

交通安全対策として、道路環境の整備と警察による規制や取り締まりとともに、道路を利用するす

べての方々が交通ルールを守りながら行動していただくよう、様々な年齢層や交通手段利用者に対す

る交通安全教育や啓発活動を行っています。 

 

 

◆石橋周辺の道路整備について             （恩多町 K さん） 

近所の道路事情を２年前に市長に提出し、１回目の改善をしてもらい、また歩道をつけてもらって

だいぶ良くなった。でもまだ一遌にやりきれないので、順次よろしくお願いしたい。近くに石橋とい

うところがあって、その交差点を１４年前から歩道橋を２つつけて欲しい、歩道もつけて欲しい等い

ろいろ言ってきて、やってもらったことはやってもらったが丌完全。生コン業者の車が石橋のところ

を曲がる時は信号無視をしないと曲がれない状況。信号と歩道橋をつけてもらったが、歩道を消して

しまったので工業団地からバス通りの方には行けないような状態。自転車も歩行者も通れない状況に

なっているので、改善をして欲しい。それと道路を１回で出来なかったので、２回目でお願いしたい。

昨年暮れから事敀が度々あり、近所の人は注意して渡らないと危険。私が知る限り、丌完全な交差点

であるために今まで２名が亡くなっている。他にも細かい事敀がいっぱいある。市長から警察と相談

して改善して欲しい。１４年前から言っていても梨の礫で、今回は渡部市長のおかげで徐々に進んで

いる。東京都の外郭団体が生コン業者を認可し、続けて前市長が認可してしまったということが大き

な引き金をひいて、迷惑する人や怪我をする人も多くいる。今回は多摩北部医療センターのところに

新たな施設が出来た。なお人口が増え、交通量も増えるのでぜひその辺も鑑みながらお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

K さんからは度々石橋の交差点の安全対策についてご指摘をいただいて、２年か３年前に道路から

尐し離れていますけれども歩行者専用の橋をかけさせていただく等の対応を取らせていただいてきて
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いますが、まだ工業団地内の一部の道路舗装がかなり老朽化したままであるということと、ちょっと

見解の相違があるのですが、我々としては生コン業者の車が通れないというふうには認識しておりま

せんでしたので、我々としてもご指摘は認識いたしておりますので、抜本的というのは難しいのです

けれども、今後も引き続き警察と協議をさせていただいてどんな安全対策が講じられるのか、取組ん

でいきたいと思います。道路もあちこち傷んでいるところがあるので、緊急性や優先度に応じて路面

の舗装等については対応させていただきたいと考えていますので、ぜひご理解いただきたいというふ

うに思います。交差点の安全対策ということについては、正直なところ今すぐに取れる策というのは

思いつかないのです。横断歩道の設置の仕方を見直す等、ご指摘を踏まえて再度警察と充分に協議を

させていただければと思っております。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

野火止につきましては、東京都によって自然保護区域に指定されており、構造物の設置が出来ない

状況になっております。このことを踏まえ東京都に歩道の設置が出来ないか協議をしてまいりました

が、許可出来ないと回答を得ております。安全対策につきましては、引き続き交通管理者と協議をし

てまいります。 

 

 

◆恩多辻にある自治会館の塀をなくして欲しい      （恩多町 A さん） 

久米川駅から多磨全生園に行くバス通りが歩道整備され通行しやすくなったが、恩多辻のところで

スーパー側は通れるが、恩多自治会館側は細い路側帯があるが交差点のところで急に狭くなり、自転

車と車が一緒に出ていけないくらい狭い。要するに恩多自治会館の塀が邪魔。その塀を尐しよけて歩

道を通りやすくして欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

バス通りのご指摘の恩多自治会館のところで、ちょうど二股に分かれているところは本当に危険だ

なというふうに私も思います。今ご提案ありましたことが出来るかどうか、恩多町自治会の皆さんに

打診ということでお話をさせていただいて、可能かどうか検討させていただきたいと思います。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

所有者である恩多町自治会と協議し、今後、自治会館の改修時期にあわせ、検討してまいりたいと

考えております。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

道路拡幅につきましては、隣接する地権者のご理解、用地提供等のご協力が必要でございます。ま

た実施計画に上がっていない拡幅を伴う工事は用地買収が必要であり、拡幅は現状困難な状況でござ

います。 
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◆市の議会答弁について                 （栄町 H さん） 

我々市民は二元代表制で、市長と市議会議員を選挙で選んでいる。ところが市議会を細部に亘って

傍聴していると、行政側の回答がまともでない。特に環境委員会については部長の回答が支離滅裂。

これを見ていて市民は黙っていられないと丌快に感じる。市長が指示してそういう結果を出している

のか。特に昨年１２月から今年の市議会をずっと見ているとリサイクルセンターの問題について特に

そういう感じが強い。市長の考え方や行政の考え方が明確に市民に反映するような態度を。今年再任

用と聞いたが、再任用についてもよくわからない状況なので、その辺を市長から明確に答えて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

H さんから端的に言うと資源循環部長の答弁が支離滅裂でなっていないのではないかと、議会答弁

に対してということだと思いますが、H さんの受けとめ方としては、そうなのかなと今お聞かせいた

だきました。これまでの間リサイクルセンターの関係については私も議会で答弁させていただいたり、

以前のタウンミーティングで H さんにも私自身からお答えしているように、今、秋水園で行なってお

りますリサイクル作業所を含めた廃棄物処理は、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）の騒音の基準値を上回っている状況で、いわば違法な状態でびん・缶・ペット

ボトル等の処理をしている状況ですので、地方公共団体としては１日も早く条例違反である違法性の

ある状況を改善しなければならない。そのことが主たる目的としてリサイクルセンターを建設させて

いただいて、安定的かつ継続的に資源物のリサイクルを進めていきたいというのがリサイクルセンタ

ーの主旨であります。今回リサイクルセンターの最大の争点になっているのは、コストの問題だろう

と思っていますが、コストについてもいろいろな見方・考え方がありますけれども、市としてはこの

間ずっと申し上げているように、国の定めた期間である３８年間使用させていただいた場合の単価を

お示しして民間にお願いした場合との比較をして、我々の試算では民間にお願いするよりも市の方が

定額で処理できるということがある程度明確に言えるようになっておりますので、我々としては３月

定例会でご提案させていただいたようにリサイクルセンターを建設させていただいて処理を行なって

いきたいと考えているところでございます。このことについては所管部長と私を含めた理事者で充分

協議をしながらこの間進めてきておりますので、資源循環部長が勝手にやっているというようなこと

は全くありませんので、そこはご理解いただきたいと思っております。 

それから管理職の再任用につきましては、今、東村山市の職員が全体で８００名弱ほどでございま

すが、昨年３月末で約６０名、今年の３月末で約５０名、８００名程度の職員体制の中、二年間で  

１１０名ほどの職員が定年退職等を迎えているのが現状でございます。東村山市が急激に人口増加し

た当時、毎年７０名、８０名と採用していた時期がありまして、今その方が定年を迎えているという

ような状況でございます。しかしながらその次の世代、５６～４０代後半の職員数が当市の場合は非

常に尐なくて、管理職は全部で７２名なんですが５６～４９歳までの管理職は全体の中で１０名ほど

しかいないということで、非常にその辺の数が尐ないという状況があります。そういう中で、一遌に

これまでの市政を担っていた幹部職員・管理職が一気に退職してしまうと、その後を担える人材を揃

えることがなかなか出来ないということで苦慮しているところでございまして、何人かの職員につい

ては定年後も引き続き再任用職員として管理職をお願いしているという状況であります。実はこうし

た現象は日本全体にありまして、学校の校長・副校長の中にも再任用で校長職を務めている事例があ

ったり、警察署においても課長級の職員が再任用で引き続き同じ仕事を担うというようなことがあり
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ます。これは日本が右肩上がりの時代からだんだん低成長時代に向かう時の採用計画をちょっと見誤

ったところがあるのかなというような気がいたしていますが、今さらそんなことを言っても仕方があ

りませんので、現状の職員枠の中で何とか対応しながら、当市も４５歳以下の管理職が増えてきてい

ますので、それらについて早く経験を積んで、課長職以上の職能を担えるように人材育成に努めてい

きたいと考えているところでございます。答弁の技術についてはいろいろなご評価があるかと思いま

すけれども、ご指摘を踏まえて議員さんあるいは市民の皆さんにもわかりやすい答弁に努めるよう、

これからも職員に指示してまいりたいと考えています。 

 

◎ 人事課より ◎ 

５６歳～４９歳までの管理職は、管理職全体の中で１６名となっております。平成２２年度、２３

年度と団塊世代職員の退職がピークを迎え、昨年度 3 月末で６５名、今年の 3 月末で５５名の職員が

退職しましたが、組織の継続性や市民サービスを維持していくため、知識・経験豊富なベテラン職員

を再任用として任用している状況であります。 

 

 

◆自治基本条例の策定について             （秋津町 S さん） 

現在、自治基本条例が約２００の市町村で制定されているが、共通の問題として市民の定義が曖昧

により、外国人参政権に繋がる恐れがあると指摘されている。市長は外国人参政権について白紙であ

ると遍去の議会でも言っているが、東村山市では審議会と市民討議によって策定が進められている。

多くの市民の議論の集大成であるとして市長・議会が意見を言いづらいものと思われる。審議会の会

長が、多くの市町村で自治基本条例の制定に関わっている。たとえ市長が外国人参政権は白紙と言っ

ても、このような進め方では外国人参政権の危険性を含む余地があるのではないかと思っている。こ

れについて市長はどうお考えで、どう対応を取るのかお聞きしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

自治基本条例の制定にあたっての市民の定義ということで、外国籍市民をどう扱うかというご指摘

だろうというふうに思っております。現実問題として東村山市内に３０００名近い外国籍の方がお住

まいになっていまして、行政サービスの受け手としては外国籍市民も日本人も同列に扱わなければな

らないというふうに考えています。ただ政治的な意思決定の場面に外国籍の方を入れるかどうかとい

うことについては、かなり慎重に議論をいただかないと、外国人の参政権に道を繋ぐ可能性はあるだ

ろうというふうには危惧いたしているところであります。サービス受け手としての外国籍市民の皆さ

んに市役所としていろいろな意見を聞かせていただくという場面はあって然るべきかなと思いますが、

何か地域の課題で重要な意思決定をしなければいけないような局面に、意思決定そのものは最終的に

は議会でするものですが、それの参考資料として外国籍市民の方を入れるのか入れないのかというの

はこれから自治基本条例の策定遍程で充分に市民の皆さんにご議論いただきたいなというふうに考え

ています。それと審議会の会長がいろいろなところの策定に携わっておられるというのは、ある意味

市としてもいくつも事例を持っておられる先生にお願いをしているということで、先生もあくまでも

その町の独自性を持った条例をつくるのがまさに自治ではないかということを常々おっしゃっておら

れて、特に「こうつくりなさい」や「こうあるべきだ」というご主張は今までの審議会の議論でも一
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切言われておりませんし、現在は無作為で選ばせていただいた市民の方１２０名で昨年１０月から今

年度の４月を含めて計７回全くの無報酬で月１回ほどワークショップ形式でこれからの尐子高齢化あ

るいは地方分権・地域主権改革が進む中で、東村山の自治のあり方というのをどうすべきかというこ

とについて、かなり熱心にご議論いただいています。当然市役所の役割、議会の役割あるいは市民の

皆さんの役割について様々なご意見をいただいているところで、結果としてこの間のワークショップ

でも「市民が中心のまちをつくろう」というお話でありました。私もご挨拶の中で「今でも市民が中

心のまちづくりを進めているつもりだ」ということをあえて言わせていただいたのですが、そこに参

加されている市民の皆さんから見ると「市政というのは市民のためになっていないよ」というご意見

も数多くあって、私としてはタウンミーティング等いろいろなことで直接市民の皆さんからご意見を

いただく場面を増やして、極力市民の目線に立った市政運営をさせていただいているつもりだったの

ですが、前回のワークショップでご指摘いただいた点はこれから反省をしなければいけないのかなと

思ったところでございます。いずれにいたしましてもこれからの東村山市の自治のあり方、それから

地域の人々の関係が希薄になっているという中でございますので、地域の繋がりや絆をどう再構築し

ながらよりよい東村山をつくる仕組みを立てていくのか、これが大きなポイントになろうかと思って

おります。その中の１つの重要なファクターとして、市民の定義というのはご指摘のとおり大事な問

題ですので、これから皆様方からも充分ご意見をいただいて、市民とは何かということについて条例

の中に位置付けてまいりたいと考えております。 

 

◎ 企画政策課より ◎ 

現在、自治基本条例策定については、無作為抽出によって選ばせて頂いた市民の皆様によって、条

例に盛り込む要素について意見出しをしていただくため市民会議を開催しております。市民会議以外

にもさまざまなご意見を幅広くいただきながら、市民の皆様にお考えいただけるよう丁寧に進めてま

いります。 

 

 

～みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち～ について 

 

◆運動公園にある機関車 D５１の整備を         （恩多町 Y さん） 

運動公園の公衆トイレの前に D５１という機関車が置いてある。あれは無償で譲り受けたが、あち

こち錆びだらけ剥げていて、現状は見るも無残。機関車を見に来る人が放置されている現状を見て「何

だこれは」と思う人が多いと思う。貰った以上、塗料がまくれて錆びが出ているという状態だけさけ

て、ピカピカでなくていいから、錆びを落として黒いスプレーで塗るくらいの手を加えて、保存に力

を入れているという意思表示を。みっともなくて、何のために招致しておいてあるのかわからない。

直ぐにできる話でないが、錆びは進んでいくので、予算が許す限り市で面倒みて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

機関車 D５１に限らず東村山市の施設、道路や橋梁等も含めて、設置してかなり年数が経っている

ものが多くて、市内各所の公共施設はかなり傷んでご迷惑おかけしている状況がございます。実際問



- 9 -        第５５回タウンミーティング 

題としては、ああいう展示物のように動かないと市民の皆さんが生活にお困りなるということでない

ものについてはどうしても予算措置が後回しになる現状があって、恐らく貰い受けてからこの間ずっ

と錆び落としや塗り替え作業等を１度もしていなかったのだろうと思います。今、東村山市としては

本庁舎を含めて老朽化した施設をこれからいかに再生していくかというのが大きな課題になっていま

して、これについてはやれるところから順番にやっていかざるを得ないと考えています。その中で、

せっかく貰い受けた機関車 D５１、これは歴史文化の１つの遺産だというふうに思いますので、どこ

までどのようにお金をかけて維持していくのか、検討させていただいた上で判断したいと思っていま

す。恐らく本格的にきちんと錆びを落として塗装を塗り替えるとするとかなり金額がかかるだろうと

思われますが、実際どのぐらいかかるのかまだ見積もり試算しておりませんので、現段階ではまずど

の程度お金がかかるのかを調べさせていただいて、その上で全体の優先順位の中で判断させていただ

きたいと考えています。私もあの姿を見ると本当に心が痛むのですけれども、今、現状としてはそう

いう状況だということでご理解いただければと思います。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

この機関車は、昩和５１年１２月３日付で当時の日本国有鉄道（現日本旅客鉄道株式会社）より無

償で貸付けされております。 

現在まで塗装や補修は、数回しか行っておりませんが、今後の維持については、安全を第一に検討

をしてまいりたいと考えております。 

 

 

◆有料ごみ袋の取扱店設置について           （恩多町 S さん） 

１０年前、ごみ袋が有料になった。その時、恩多町１丁目には商店がなく、クリーニング店が３軒

あった。市報に取扱店が載っていたが恩多町１丁目にはなかったので、環境部（現 資源循環部）に

話したら「検討します」ということだった。ごみの有料化は１０月１日からで、９月３０日の午前中

に電話したら係長の方が家に訪ねてきてくれて「３軒あるクリーニング店にお伺いしたが、場所が狭

い・供託金が高いという理由で断られた。他の方法も検討します」と言われた。その日の夕方に３軒

のクリーニング店を回ったら「そんな人は来ていない」と言われた。それから１０年経って、私も歳

を取り、自転車に乗るのも大変。食料は宅配業者を頼めばいいが、ごみ袋は持ってきてもらえない。

前回は環境部に言ったが、今度は市長にお願いしたい。恩多町１丁目に何らかの方法で有料ごみ袋の

販売を。 

◎ 市長回答 ◎ 

ごみの有料化にあたって、恩多町１丁目に指定袋を取り扱うお店が無いというご指摘をいただきま

した。１０年前の経遍は私もちょっとわからないのですけれども、ご指摘のとおりだとすればいかに

もずさんというか、ある意味市民の方を騔したというような話ですので、そこは１０年前のことなの

で調べられるかどうかわかりませんが、１回確認を取らせていただきたいと思います。遍去の経遍も

含めて、今、私も恩多町１丁目にどんな小売店さんがあるのかというのが頭に思い浮かばないので、

すぐに即答は出来ませんけれども、現在ではお店がない地域については市外のお店を含めてお願いす

るケースもありますので、恩多町１丁目でクリーニング取次店も含めてお店構えているところに極力
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取り扱っていただけるように再度お願いさせるように指示したいと思いますので、ご理解のほどよろ

しくお願いしたいと思います。 

 

◎ 資源循環部 管理課より ◎ 

ご指摘のとおり現在、恩多町１丁目においては指定収集袋を取扱っていただいている店舗がありま

せん。隣接している恩多町２丁目にあるクリーニング店に取り扱いをお願いしてきましたが、その店

舗も平成２３年３月で閉店してしまいました。そのため恩多町の皆様にはご丌便をおかけしているこ

とから、今後、付近の店舗の状況をみながら、検討を進めたいと考えています。 

 

 

◆柳泉園での瓦礫の受け入れについて           （本町 K さん） 

柳泉園は清瀬市・東久留米市・西東京市の３市から成り立っている組合ということで東村山市は

入っていないが、柳泉園が定める周辺自治体にはこの地域の自治会の方も入っているはずだと思う。

４月５日に柳泉園で災害瓦礫受け入れの件で説明会を開催した。その際、もともと東村山市民は対

象になっていない状態というかたちで開催されたが、ダメもとで行ったら「傍聴は出来るが発言権

はない」と言われた。３月に市長への E メールで「東村山市でも説明会を開催して欲しい。柳泉園

の総務課の方も依頼があればやりますということを言っています。」というメールを送ったが、市か

らは説明会の後に「会場で聞けたはずです」と返事がきた。終わった後に連絡がきたということが

まずおかしい。柳泉園での説明会自体もかなり紛糾したが、東村山市として説明会をちゃんと依頼

して欲しい。知らない市民もたくさんいて、恩多町の住民でも「そんなのあったの」という声が出

ているので、市として正式に依頼して欲しい。５月２８日に柳泉園組合の議会があり、そこで予算

付けされれば受け入れが始まるという話も出ているので、早急に市として対処して欲しい。西東京

市や柳泉園からの話では一応３市の市長からの依頼というかたちで開いたという話。実際に柳泉園

で災害瓦礫を燃やして、万が一放射性物質が出た場合に一番被害を受けるのは、西東京市ではなく

東村山市。市長としてどのようにお考えなのか。行政の中でも国の方から出している曖昧で丌透明

な状況で市民に害が及ぶような可能性のあるものを受け入れることは出来ないと言っている市長や

知事もいる。そういう部分に対して渡部市長はどのようにお考えかということと、私以外にもたく

さんの人間がメールを送っているはずなので、説明会の再度の依頼についてどうお考えか。 

◎ 市長回答 ◎ 

３月中にメールをいただいて４月５日の説明会の後に回答申し上げたということについては、大変

申し訳なく思っております。この場をお借りしてお詫び申し上げたいと思います。ただ市も何もしな

かったわけではなくて、市長への手紙や E メール、それから数名の議員さんからもそういう申し入れ

を受けて、東村山市民も４月５日の説明会に参加させて欲しい旨を文書で組合に申し入れさせていた

だいています。ただ組合からの回答としては、東村山市については周辺対策協議会に入っている自治

会の会員さんに限らせていただく旨の通知をいただいたところでございまして、ただ我々には傍聴の

関係についてはお知らせいただいておりませんでしたので、傍聴が可能なのかどうかについては４月

５日以前には市としては確認が取れていませんでした。申し入れはしていたということでご理解いた

だきたいと思っております。市としては稼動に向けてまだ説明が足りないということであれば、充分
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検討して組合に対して再度の申し入れを行なうかどうか決めていきたいなと考えているところでござ

います。経遍については、昨年７月の東京都市長会の中で東京都から宮城県女川町の災害瓦礫につい

てぜひ多摩地区でも受け入れをして欲しい旨の要請があって、市長会で協議した結果、多摩地区で充

分な性能の焼却施設を持っている自治体あるいは一部事務組合について受け入れていくということで

決定いたしたところであります。都内では２３区でももちろん受け入れて既に稼動されているところ

もありますけれども、多摩地区では全てではなくて、いろいろな要件はあるのですが、発電施設を有

するものということで、この辺では柳泉園が受け入れをすることになりました。国の基準について、

最終焼却灰が８０００ベクレルを超えない範囲で処理するということで、現地それから東京に入って

くる段階で何度か線量調査をしますけれども、それが０.０１マイクロシーベルト未満のものだけを東

京都は搬入するので、安全性については問題がないというお話でした。昨年１２月に品川と大田の清

掃工場で実証実験をやりまして、焼却灰また排ガスについても基準は全てクリアしています。そうい

う状況を見て今年になりまして多摩地区の受け入れをする自治体あるいは組合については順次説明会

を開いているというような状況でございます。先般開かれた説明会の議事録を見ると、柳泉園の管理

者の方も充分に説明をしてご理解いただいた上で受け入れていきたいということをおっしゃられてお

りますので、市としても出来るだけ東村山市民に充分な説明をしていただいて、ご理解いただいてい

く努力を柳泉園組合に求めていきたいなと考えております。 

 

 

～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 

 

◆障害者に雇用の場を                （美住町 S さん） 

子どもが清瀬特別支援学校の高等部１年生で、今、卒後のことを考えている。東村山市で重度の

子が卒業すると作業所、うちの子のように重い子は生活介護で日中活動できる場所にいくことにな

る。東村山市には生活介護で働ける施設が２、３軒しかなく、どこも定員がいっぱいで入れない。

毎年、市の障害支援課と保護者との福祉懇談会があるが、いつも予算がないという話を伺っている。

「作業所を新設する予定はあるか」と聞いても「予算が無いので出来ない」「どこかの企業を誘致す

ることも考えていない」という回答が続いている。私たちは「るーとこどもくらぶ」を立ち上げた

メンバーで作業所を造りたいと考えている。市として私たちお金の無い市民が活動するにおいて、

土地を無償で貸してくれるとか、老朽化していても安全が確認できる建物の一部を貸してくれると

か、都営の一部を貸してくれるという考えがあるか。それから障害者が働く施設の整備を市として

考えているか。 

◎ 市長回答 ◎ 

現在、特別支援学校に通っておられる重度の障害児の数がかなりいらっしゃるということは、いろ

いろな機会にいろいろな方々からご指摘をいただいていまして、卒後の体制について市の方できちん

と体制を整えないと行き場のない重度の障害児が結果として家庭に全てご負担がかかってしまうとい

う状況になりかねないということは私もある程度は承知しているつもりであります。ただ財政的な問

題もあって、どんどん作業所を造れる状況にあるかというとそうではないのも事実でありますが、今
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回の障害者福祉計画の中でも一定の検討をしているところでございますので、そこを見通しながら今

後、個別にそれぞれの団体の皆さんと協議させていただかざるを得ないかなと考えています。 

また、新たに組織を立ち上げられてこういう作業所を皆さんで共同運営されたいということでござ

います。今まで市も「手をつなぐ親の会」やいわゆる法人としては「山鳩会」それから「あゆみの会」

等々について市の土地をお貸ししたり無償で提供してきた例もないわけではないので、そういうこと

は全くできないということはありませんけれども、現状で市として長期に亘って無償でお貸しできる

用地があるかと言われるとなかなかすぐには思い浮かばないのが実情ではないかなと思います。いず

れにいたしましても今のお子さんが特別支援学校をご卒業されるぐらいまでには、市としても何らか

の対応策を考えていかないと冒頭申し上げたような状況になりかねないので、「すぐにこうします」と

いうことは今の段階で申し上げられないのですけれども、持ち帰らせていただいて所管の職員とも知

恵を絞らせていただきたいと考えています。 

 

◎ 管財課より ◎ 

普通財産としての現況用地は丌整形な未利用地が多く、隣接地の所有者の方でしか利用価値のない

場所が殆どであり、現状において貸付けできるところはありません。 

 

◎ 障害支援課より ◎ 

市内の通所施設については、障害者自立支援法体系下への施設へ移行したことで、定員が増えた施

設もあります。引き続き、障害のある方が必要とする福祉サービスのニーズも踏まえ、既存施設のあ

り方を検討していきたいと考えております。 

 

 

◆教育現場に発達障害への理解を深めて欲しい     （恩多町 M さん） 

発達障害のある子供を育てている。発達障害は医療の分野でもまだわからないことが多く、親か

ら見てもよくわからない障害だが、そういう子供を学校や地域で理解してもらいながら育てること

の困難さを日々痛感している。現在、子供はその障害のためにほとんど学校に行けていないが、行

政の関係所管の皆さんや学校の先生方や大学関係者等いろいろな方からご理解・ご支援いただき、

親子共々心の病に陥ることなく元気には遍ごしている。ただ子供を育てている中で、地域にそうい

う子どもがいて暮らしているということを地域で知ってもらうということが大事だなと思い、同じ

ような立場の保護者と親の会というのを立ち上げた。社会福祉協議会のご支援をいただいて地域で

の啓発講演会というのを２回行なってきた。今年で３回目だが、助成金をもらっていて、今回が最

後になる。例年、市長や教育長、所管の皆さんにも足を運んでもらっているが、非常に残念なこと

に教育現場の方たちになかなか来ていただけない。もしよければ校長会等で然るべき方々に市長か

らお声がけいただけるとありがたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

発達障害についての理解を深めるために、地域あるいは教育現場の人にもいろいろな局面で参加を

呼びかけて欲しいというお話でございます。発達障害についてはこれまで我々も認識が丌足してきた

部分がありますけれども、M さん始めとする皆さん方の活動で行政側や教育現場も発達障害について
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の認識がだいぶ深まってきているのではないかなというふうに思っています。ただまだ充分とは言え

ないだろうとは思いますので、出来るだけいろいろな局面に発達障害について我々あるいは教育現場

の先生方もより認識を深められるように努力したいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

 

◎ 教育部 学務課より ◎ 

教育現場における発達障害に対する理解については、さまざまな機会を活用し深めていく必要があ

ると考えております。ご案内いただいた講演会についても、学校へ周知を図っていきたいと考えてお

ります。 

 

 

◆障害児に対する移動支援制度について        （青葉町 U さん） 

特別支援学校に通う小学６年生の子がいる。東村山では障害者に対して移動支援制度があるが、今

まで小学生に対しての移動支援はなかった。昨年１０月に４時間という短い時間だが、小学生にも移

動支援の時間をもらえて、大きな前進であると思い、すごくありがたく思っている。しかし他市に比

べると非常に短い時間で、清瀬市は小学生に対して２０時間付不されている。また４時間という尐な

い時間に、登下校に関しては使用してはいけないという制約があり、他市には登下校も OK という了

解を得ているところがある。特別支援学校に通う子どもは普段スクールバスを使って登下校する子が

多く、登下校ということだけでも私どもの子供にとっては大きな養育。登下校することに関しては普

通のお子さんには何気ない登下校であるかもしれないが、バスを降りてボランティアさんがついてい

つもと違う道で学校から家に帰るということは大きな社会経験になる。そういったことも考えて、登

下校に関しても了解を得ていただきたい。また同じグループの他の親からも意見あったが、るーとの

こどもくらぶ、また作業所の開設に関しても同じような意見を持った母親が集まり、前進していこう

と思っている。予算とかいろいろな制約があるとは思うが、子どもはどんどん成長していき、親はど

んどん老いていくので、時間がかかることかとは思うが、早くいろいろなことで動いてもらえるとあ

りがたいし、私どももそれに対して前進することに力を惜しまないので、よろしく考えて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

障害児童の移動支援の問題でございます。ご指摘のように当市は移動支援については１６歳以上と

いう年齢制限を設けておりまして、この間、障害のあるお子さんの保護者の皆さんから「周辺他市で

は２０時間というかなりの時間数付不しているのにも関わらず、なぜ東村山市は小中学生に対して移

動支援をしないのか」というご指摘をいただいてまいりました。新しい第四次総合計画を策定するに

あたって「これはまずいだろう」と「小学生といえども親御さんと離れて移動する社会経験の時間を

持つことは必要だ」という判断の下に計画事業に位置付けて、昨年１０月から実施させていただいた

ところであります。ただご指摘のように清瀬市が２０時間で当市が４時間ということで、いかにも尐

ないということは議会でも請願等を出されて一応もっと伸ばすようにということで採択をいただいて

おりますので、これも最終的にはお金の問題になりますが、その全体のお金の中で特に障害のあるお

子さんへの支援について、どういう充実が図れるのか我々としても検討しなければならない課題と考

えております。今の段階で「来年から何時間に上げます」ということは申し上げられませんけれども、
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課題だと受け止めていますし、何とかやりくりしながら改善出来ないか内部的に検討していくという

段階であります。登下校の問題については見解の問題と言われるとそれまでなのかもしれないのです

が、国の移動支援の考え方については恒常的に日々行うようなことについては基本的には認めないと

いうのが国の方針として示されて、当市はそれに則ってこれまでご回答させていただいてきたところ

でございます。ただ周辺の市では認めているところもあるということなので、それらも含めて内容を

精査していきたいと考えています。ただ４時間で毎日の送り迎えが出来るかと言われれば当然出来な

いだろうと言わざるを得ないというふうに思います。これもお母さん方からみれば「何だ」というこ

ともあろうかと思いますが、当市の場合は３ヶ月単位で時間のやりくりを認めておりますので、もし

どうしてもかなり長時間の移動支援が必要だということであれば、１ヶ月４時間ということではなく、

１２時間をうまく配分していただいてご活用いただければというふうに考えているところでございま

す。あと、るーとの問題については先ほどご回答申し上げたとおりで、今、請願が審議をされており

ますので、議会の結果も踏まえて対応を考えていきたいと思っています。 

 

◎ 障害支援課より ◎ 

平成２３年１０月から、対象年齢を拡大したところです。当市では３カ月単位での利用が可能なた

め、必要な時に配分することでご活用いただきたいと考えております。 

定例的送迎に関しては、制度本来の目的でないため認めることはできませんが、一時的な利用にま

で制限しておりません。 

 

 

◆障害児への支援格差の解消を            （萩山町 H さん） 

子供が重度の知的障害児。就学相談で市内の特別支援学級で面倒みてもらえるという判定にはなら

ず、都立清瀬特別支援学校に通っている。重度の知的障害児にもいろいろあって、うちの子は自閉症

という障害があり、青葉学級の中では面倒見切れないということは重々承知している。市外の学校に

通うことで小学４年生まで学童の障害児枠に入れてもらったが、青葉学級ではなされていた学校から

学童までの中間送迎が都立の学校に行っているので出来ないということで、結局親が特別支援学校の

バス停から措置される学童まで中間送迎をせざるを得ないという現状が未だにある。重い障害があっ

て支援学校に行かなくてはいけない子どもの親は、他の軽度のお子さんの親がやらなくていいことを

しなければいけないという現状になっているのは市長もご存知だと思う。そういうことの改善ととも

に、青葉学級に通っているお子さんは「手をつなぐ親の会」というところでやっている「山鳩訓練室」

という障害児のための余暇活動に参加できるシステムになっているが、都立の特別支援学校が市外に

あるということで、支援学校に行っているお子さんは中間送迎もなく山鳩訓練室に受け入れられるこ

とも尐ない。そのため５年ほど前から社会福祉協議会の部屋を借りて「放課後余暇こどもくらぶ」と

いうのを保護者で設立して、特別支援学校に通う子ども達のための放課後余暇活動を始めている。今

年度、市長にも要望書を提出しているが、議会の方に「放課後余暇こどもくらぶに対する予算措置を

しっかりしてください」という請願を出していて、それが今、審議中。市内の特別支援学級に通うお

子さんになされている余暇支援と同等の支援を市外の特別支援学校に行かざるを得なかった子ども

達にもして欲しい。市長のご見解を。 
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◎ 市長回答 ◎ 

都立の特別支援学校に通っておられるお子さんと市内の支援学級に通われているお子さんの間にサ

ービスの格差があるというご指摘で、そこを改善いただきたいというご要望はいろいろな機会にお話

をいただいております。全体を承知しているかと言われるとなかなかそうでないところもあるのです

が、承知しているつもりであります。私の認識だと中間送迎というのは青葉学級に通われているお子

さんに対して制度としてなされているのでしょうか。そこは私の認識がちょっと違うのかなというふ

うに思います。そこはもう１度確認したいと思っています。これは議会でもご指摘いただいています

が、ご指摘のとおり山鳩訓練室と社会福祉協議会で行っているくらぶについて補助金の出方がまるで

違うということについても課題だと認識しているところでございます。ただ「るーと」の事業のもと

もとの発足が、あくまでも市の補助事業で委託したことをお願いしていたのが、皆様方と社会福祉協

議会の間でどんどん事業が拡大してきたという歴史的な経遍があって、我々としてもこれをどう受け

止めていったらいいのか。というのが通常の委託契約というものの考え方をすると「当初、契約外の

ことをやられて後付けで補助金出せというのはどうなのでしょうか」という指摘が財政当局からあっ

て、充分にお答えすることができていないのですが、我々としても市の施策としてきちんと位置付け

て社会福祉協議会にお願いしていくというかたちを整理しないと、今のかたちのままでは「はい、わ

かりました」というかたちにはいかないというところがあるということもご理解いただきたいと考え

ております。重度の皆さんの方がサービスを受けられなくて、せめて軽度の方が受けているサービス

と同等のものをやりなさいというのは考え方としてはその通りだろうと思っていますので、精査をさ

せていただいてどこまで充実できるか検討させていただければと考えています。 

 

◎ 学務課より ◎ 

市立小学校の青葉学級に通う児童について、通学上の安全確保から通学距離や障害の状況によって

は、通学のための送迎バスの利用ができます。登校時は自宅から学校、下校時は学校から自宅または

児童クラブとなっております。学年進行と共に中学校進学を視野に入れ、自力登校に移行しています。

（平成２４年５月現在利用・・・４校２７名） 

東京都立清瀬特別支援学校の送迎バスについて、東京都は学区域が広範囲ということもありバス停

方式にて運行しております。大型バスのためバス停の決定にも苦慮し、ひとりの児童・生徒につき、

ひとつのバス停を原則に運行していると聞いております。今回いただいた意見につきましては、東京

都立清瀬特別支援学校へもお伝えし柔軟な対応について働きかけてまいります。 

 

◎ 障害支援課より ◎ 

平成２４年４月の障害者自立支援法の一部改正により、障害児の放課後対策については児童福祉法

の「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」に再編されたところです。今後とも法に基づいて実

施される市内事業所による障害児の福祉サービスの推進をお願いするとともに、「放課後余暇こどもく

らぶ」については、地域福祉センターにある「るーと」の相談支援事業の一つとして位置付けており

ますので、あわせて検討していきたいと考えております。 
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◆民生委員の委嘱について               （恩多町 I さん） 

民生委員の委嘱・職務・指揮監督についての方針をいかがお考えか。 

◎ 市長回答 ◎ 

民生委員の委嘱についてご質問いただきました。現在、東村山市の民生委員さんの定数は１１１名

です。各町の各丁目に人口や高齢者の数に応じて配置し、お願いしている状況でございます。民生委

員推薦会というのがございますが、基本的にはその推薦の方々が担当の受け持ち区域を持っておられ

て、例えば恩多町のこのエリアで民生委員さんが欠員になったという場合には、その自治会等にお願

いして「どなたか適任者を紹介していただけないか」ということで、ほとんどの地域については地元

で様々な諸活動する中で多くの住民の皆さんから信頼を得られていらっしゃるような方をご推薦いた

だいて、推薦で選考いただいて「この方なら大丈夫だろう」ということであれば、それを厚生労働省

に上申して、厚生労働大臣から委嘱されるというかたちが民生委員さんのケースでございます。ただ

最近は民生委員さんも高齢化の進展と併せて、様々な仕事をお願いするケースが非常に増えています。

全くのボランティアとは言いがたいところもないわけではないのですが、ほぼボランティアに近いよ

うなかたちで国からそれほどの報酬が出ているわけではありません。当市の場合は老人相談員さんも

兼ねていただいている関係で、受け持ち区域の高齢者の方々の様々なお悩みを聞いて行政の方に届け

ていただいたり、様々な活動をしていただいている現状がございます。正直言うと大変なお仕事でご

ざいまして、現在受け手がなかなか見出せないというのが大きな課題で、これは当市だけでなく全国

的な課題であります。現在、当市も民生委員さんの定員に実数が足りていませんで、いくつかの区域

については民生委員さんがご丌在というような状況があります。今後も地域に信頼される方にぜひ民

生委員をお引き受けいただけるように市としてもサポートする体制を整えていきたいと考えていると

ころでございます。 

 

◎ 生活福祉課より ◎ 

民生委員の委嘱については、民生委員推薦会が地域で信頼を得ている方について審議しています。 

審議の末に適任と決定された方を東京都に推薦し、東京都を経由して厚生労働省により委嘱される

運びとなっています。 

地域に信頼された方にお願いできるよう、推薦委員より自治会等の地域組織に候補者の情報をお願

いしています。今後とも地域に信頼された方にお引き受け頂けますよう務めてまいります。 
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～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆ふれあいセンターのサークル活動について       （恩多町 I さん） 

恩多ふれあいセンターの存在を知り、楽しく利用している。３年前に健康麻雀サークル募集を知り、

加盟したが、参加したところルールやマナーは決まってなく、座卓で座敷に座り、曲がりなりにも健

康麻雀とは言えないサークルだった。麻雀に対する世間的なイメージはあまり歓迎されない卓を囲む

遊び。賭ける、タバコは吸う、アルコールは当たり前、雀荘や自宅を使い徹夜で行なって、ツキを競

う楽しさはあるが無理な賭けで精神的には良くなく、非健康的な遊び。しかし高齢化の時代になり、

人と人の交流にはいろいろなコミュニケーションツールがあるが、麻雀ほど体力に差が無く老若男女

が同時に楽しめるツールはなく、数年前から NPO 全国健康麻雀協会が設立され普及されている。近

年はそのツールを健全に利用することで医学的にも高齢者にとても有効であるということが立証さ

れ、全国でたくさんの賭けない、吸わない、飲まない、昼間だけ、立卓を利用して健康麻雀サークル

が誕生している。私もこの主旨に賛同して「健康麻雀ふれあい」を立ち上げた。私は、健康麻雀サー

クルの実施要綱を企画、努力したが、現在は残念だが団塊世代メンバーの一人に代表職を譲り、私は

退部している。私はもう７０代なので、サークルのリーダーになる次の世代は団塊の世代。そういっ

た意味でその人を指名して代表になってもらった。今年は会館１０周年を迎え、良識と理解ある積極

的な会長をはじめ、役員の方々が地域の誰もが安全に最善のサービスを受けられる施設の利用を促進

している。 

◎ 市長回答 ◎ 

I さんから健康麻雀についていくつかご質問・ご指摘をいただいたところでございますが、率直に申

し上げて市民の皆さんのサークル活動の運営について私の立場から申し上げることはないかなという

か、差し控えさせていただくべきことで、自主的に運営されている団体につきましては、市民の皆さ

ん同士のお話し合いでお互いがご納得されて運営していただきたいというふうに望んでいるところで

ございます。また市が指定管理で恩多ふれあいセンターの運営をしていただいている恩多ふれあいセ

ンター市民協議会のあり方についても、基本的には協議会の中でご協議いただいて、自主的な運営に

努めていただければというふうに考えているところでございます。 
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【市長まとめ】 

 

長時間お付き合いいただきまして、ありがとうございました。本日は知的あるいは発達障害等の障

害のあるお子さんをお持ちのお母さん方に大勢ご参加いただいて、切実なお話をいただいたり、ある

いは地域の特に道路に関しての安全確保の問題等々についてご意見いただきました。また今一番スポ

ットな話として柳泉園での瓦礫の受け入れですが、これは災害支援ということで私ども市長会では受

け入れをしていきたいと考えていますが、安全性を本当に図れるのかというご心配についてはまだま

だ説明が丌足している部分があるなというふうに考えていますので、そこは柳泉園さんとも協議をし

ながらどういうかたちで市民の皆さんにお知らせし、ご説明申し上げられるのか検討したいなと思っ

ております。それから今策定中の自治基本条例の問題についてもいろいろなご心配の向きがあるのも

事実でございますので、これからの東村山をどのように皆で担っていくのか、そのことについてはこ

れから充分な市民的な議論をしていただければと思っております。市はどうしても限られた財源の中

で数多くの課題を担わなければなりません。その中で何を優先して考えていくのかということについ

て、大きな意味での市民的な合意、どういうまちをこれからつくっていくのかという共通のビジョン

のようなものを共有していないとなかなか我々も日々の仕事の方向性をつくっていくことが難しい時

代になっているなというのが率直なところでございまして、これからもいろいろな機会を捕まえて市

民の皆さんと意見交換をさせていただいて、私は「みんなでつくる みんなの東村山」というキャッチ

フレーズでずっとやらせていただいているのですが、そういうことが本当に行なえるようにこれから

も頑張ってまいりたいと思いますので、引き続いてのご指導をいただければと思っております。最後

になりますが、本日、司会を務めていただきました H さんに心から感謝申し上げて閉会とさせていた

だきたいと思います。皆様、ありがとうございました。 
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