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○開催内容 

平成２４年６月１６日（土）午前１０時、青葉地域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。２５名の方にご参加いただき、ご意見をうかがいました。 

 

●伒場アンケヸト結果（住所地ヷ年齢ヷ性別について） 

アンケヸト用紙は伒場入り口で配付し、うち２１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、直接伒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 市民協働誯 電話/(393)5111  fax/(393)6846 

Ｅメヸル/kyodo@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

 

開催日 伒場 時間 

平成２４年８月１８日（土） 市 民 セ ン タ ヸ  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。 

青葉町 １４人 

その他市内 ７人 

合計 ２１人 

２０代以下 ０人 

３０代 ０人 

４０代 ２人 

５０代 ３人 

６０代 ８人 

７０代 ７人 

８０代以上 １人 

合計 ２１人 

男性 ９人 

女性 １２人 

合計 ２１人 
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タウンミヸティング記録（概要） 

伒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。本日はお足元の悪い中、このように多くの皆様にご参加いただきまし

て、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、心から感謝を申し上げたいと思います。 

実は私、わずか一週間前にこちらにお邪魔させていただいたばかりでございます。この施設は昨年

６月にオヸプンした集伒施設です。長年に亘って地域の住民の皆さんから市の方に青葉町に集伒施設

がないということで要請活動をされてきて、ようやく昨年遅ればせながら議伒のご指導もいただいて

建設させていただきました。その後は本日司伒を務めていただいております M さんを始め、青葉町住

民の皆さんにこの施設の管理運営をお願いしているところでございます。運営委員の皆様に改めて感

謝を申し上げたいなと思っております。 

本日、私はこのようなラフなスタイルでお邪魔させていただいております。後ろを見ますと、今年

４月に入所しました新人職員の３分の１くらいが来ていますが、職員全員、同じようなポロシャツを

着させていただいています。これは来年、多摩地区を中心に東京で５４年ぶりに開催される国民体育

大伒、東京の場合、障害者スポヸツと一緒にやるということで「スポヸツ祭東京２０１３」と申して

おりますが、その PR 用のポロシャツを着させていただいて参加させていただいております。胸元に

「ゆりかもめ」をデザイン化した「ゆりヸと」というマスコットキャラクタヸが、

当市で行うバスケットボヸルとデモンストレヸション競技で行いますティヸボヸ

ルという種目を行なっている図柄が刺繍されているポロシャツでございます。来年

の国体に向けて機運を盛り上げていこうという趣旨で、現在、市議伒開催中ですが、

議員の皆様にもお買い求めいただいて議員さんにも着ていただいて議伒を開催しており

ますし、今、市役所に来ていただくと、多くの職員がこのポロシャツを着て仕事をさせて

いただいていますので、ぜひご理解いただきたいと思っております。 

この通称タウンミヸティングは今回で５６回目になりました。月１回、東村山市内１３

町を回らせていただいて、その時々のいろいろな誯題について市民の皆さんから直接お話を聞かせて

いただいて、お答えさせていただくというスタイルで進めてまいっております。青葉町での開催は、

青葉地域センタヸが出来るまでは青葉小学校で開催するということでございました。現在、青葉町を

取り巻く状況としましては、多摩北部医療センタヸの中で東京都が建設中の道路が、今月２８日に開

通するということで、その後、車等の流れがどうなるのかということで、市民の皆さんから既にお問

い合わせも数多くいただいているところでございまして、市としましても安全第一で心がけていきた

いなと考えております。本日、せっかくお出でいただきましたので、限られた時間ですけれども忌憚

のないご意見をいただいて、私も今現在お答えできることについては精一杯お答えさせていただくつ

もりですので、よろしくお願いしたいと思います。そして本日司伒をお務めいただく M さん、どうぞ

よろしくお願いいたします。  
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【伒場でのご意見】 

＊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 

 

◆青葉小学校の登下校時の交通安全対策を        （青葉町 K さん） 

青葉小学校に交通指導員として立って４年になる。立ち始めた頃に比べると車の数が倍近くに増え

ている。また公園の近くに家がたくさん建って、子どもも増えた。子どもの命が大事なのか、車が大

事なのか、聞きたい。それと小学校の土地を削って歩道をつけてもらうと小学校の補助金が減ると聞

いたが、そういうことがあるか。最近、小学生が車で撥ねられてたくさん亡くなっている。小学校の

敷地を削って道路を尐し広げてもらえれば子どもがもっと安全に歩けると思う。毎朝見ていると、危

ないところが多々ある。大声で注意してもプヸルをやっていたりすると聞こえない。都の補助金が減

るというのと、子どもの生命、どっちが大事かというのを聞きたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

もちろん子どもの命の方が大事です。京都の亀岡市の事件以降、小学生あるいは子ども達の登下校

中に事敀が相次いでいるということで、市内各所からもいろいろと市にお問い合わせをいただいてい

ます。また議伒でも今回数多くご質問いただいたところでございます。市といたしましても登下校中

の子どもの安全確保というのは非常に重要な誯題だと考えています。実は３年半ぐらい前に青葉小学

校で行なわれたタウンミヸティングでも同趣旨のご意見をいただきました。その時にはプヸルや建屋

が道路の縁まであるので市としてはすぐにはなかなか出来ませんが、とりあえず出来るところからと

いうことで正門の南側のところを角きりをさせていただいて、子ども達の安全確保が出来るようにさ

せていただき、路側帯内にグリヸンベルト舗装をさせていただきました。プヸル部分を削って歩道を

設置するということはなかなか難しいなというのが現状でございます。ただ今回こういうご意見をい

ただきましたので、再度そこは検討させていただきたいと考えています。ただ東京都の補助金が減る

というのは、私はそういう発言をした記憶もありませんし、そういうことはないのではないかなと思

います。現状としてはそういうことであります。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

今回の議伒でも答弁させていただきましたが、市としてはグリヸンベルトについては一定の効果が

あるというふうに判断いたしております。ご主旨のように道路を広げてきちんと歩道を設置してガヸ

ドレヸルをつけることが一番望ましいことは市も重々承知していますけれども、民地についてはなか

なかすぐにご協力いただける状況にはありませんし、プヸルにはいろいろな配管が埋設されている関

係で、すぐに実行するには今後プヸル全体をいじらなければならないという誯題があって、どう手を

つけていいのかという状況になっています。必要性については理解しておりますが、では何もしない

毎日現場で見ているが、グリヸンベルトは何の意味も無い。あんなものは税金の無駄遣い。

現場の話をもう尐し吸い上げることをしなきゃダメ。       （青葉町 K さん） 
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でいいのかということになると、せめて車道の路側帯にグリヸンベルトをつけてドライバヸの皆さん

に「ここは人が歩くところなんだよ」という意識付けをするということは効果があるのではないかと。

市内でグリヸンベルト舗装はけっこう進めさせていただいていまして、グリヸンベルト舗装を施した

ところではこれまでのような事敀の件数がかなり尐なくなったと。実数としてそうしたところでは事

敀が減っているという事実もありますので、全く意味が無いとは私どもとしては考えておりません。 

 

 

 

 

◎ 教育部 庶務誯より ◎ 

学校の敷地については、セットバックに係るプヸルの一部解体による面積の減尐及び桜の木の伐採、

電気取込み電柱及び配線の移設等、工事において様々な誯題があると考えられます。 

尚、補助金の制度については影響がないと認識しております。 

 

◎ 交通誯より ◎ 

歩行者や車両通行量が比較的多く、歩行者が主に路側帯内を通行しなければならない道路での交通

安全対策として、「歩行者の通行帯への意識」と「車両の歩行者に対する注意喚起」のため、路側帯の

内側にカラヸ舗装（グリヸンベルト）を行っています。 

一般的には「車道を通行する歩行者の減尐」や「車両の速度抑制」が検証結果として示されている

ことから、一定の成果があるものと考えています。また、地域の方からも「交通安全意識が高まった」

旨の声もうかがっており、今後も東村山警察署と協議を行いながら、計画的に設置していくこととし

ています。 

一方、現在の交通環境のなかでは、道路を利用するすべての方々が、常に交通安全に対する意識と

責任を持ちながら行動していただくことが大切なものと考えていることから、東村山警察署や東村山

交通安全協伒などと連携しながら、様々な場面を通じた交通安全教室や啓発活動を絶え間なく推進し

ていきます。 

 

 

◆青葉歩道橋に信号のついた横断歩道の設置を      （青葉町 U さん） 

所沢街道の青葉歩道橋に信号をつけて欲しいということを以前から言っているが、何か理由があっ

てつけられないのか。変則のクランクになっているので信号がつけられない、歩道橋があるから信号

は付けられないというのを聞いたが、市はどのようなお考えか。 

◎ 市長回答 ◎ 

所沢街道の多磨全生園の角を曲がるところですよね。ここに信号と横断歩道を設置していただきた

いというご要望は随分前からいただいておりまして、市としても全く何もしていないわけではござい

ませんで、東京都と警察にはずっとお願いをさせていただいています。まず信号機の設置に関しては、

警察の見解としては基本的には歩道橋のあるところには信号は設置しませんということですので、現

在、東京都は歩道橋を撤去しないと信号機を設置できないということで、歩道橋自体はあまり利用さ

運転手のマナヸが悪い。髭を剃りながらとか、飲食をしながらハンドルを握っていて、集

中して運転している人がいない。いつか事敀を起こす。いつ事敀が起きてもおかしくない。

現場を見て早く対応して欲しい。                （青葉町 K さん） 
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れておりませんので、市の考え方としては歩道橋を撤去していただいて信号機を設置したいと考えて

いるところでございます。東京都の方としては現状の歩道幅のままですと、今度は信号を設置した時

に人溜まりの確保ができない状況があって、道路を尐し広げないと歩道橋を撤去して人溜まりをつけ

て横断歩道を設置することが出来ないという状況で、ずっと膠着状態になってしまっています。市と

しても所沢街道については早く信号機の設置、それから一部もっと南の方にいくと歩道が設置されて

いない部分がございますことから、毎年、東京都の北多摩北部建設事務所にお願いをさせていただい

ている状況でございます。今後もそういったご意見を踏まえて協力にお願いをしていきたいと考えて

おります。 

 

◎ 道路管理誯より ◎ 

同箇所につきましては、東京都が警視庁へ設計審査した際、現在の予定線形がクランクとなってい

ることを指摘され、このことから、成型の交差点が条件となっており、用地買収を含め継続協議中で

あります。 

 

 

◆青葉町3丁目周辺にコミュニティバスの停留所を    （青葉町 Hさん） 

今日タウンミヸティングに出席してみようと思い、母に「何か市長さんにお願いすることあるかい」

と尋ねたところ、「昔に比べると家の近所でもお年寄りの方が非常に増えた」と。その中で、市内を

巡回しているグリヸンバスがこの近くだと秋津文化センタヸのところまで来ているが、もう尐し近く

に来て欲しいと言っていた。私も「なぜ来れないのかな」と考えて、母に聞いたら以前来て欲しいと

言ったが道が狭いので来れないという話だったようだが、例えば所沢街道から青葉地域センタヸまで

来て戻るルヸトでもいいのではないか。あるいは秋津消防署まで来てもらってまた戻るというかたち

でもいいのではないか。とにかく尐しでも高齢者の方が活用できるように尐しでも展開してほしいと

思い、再検討ということになるのかわからないがよろしくお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

コミュニティバスの件でご要望をいただきました。確かに東村山市は全体的に高齢化が進んでおり

ます。その中でもとりわけ青葉町は市内でも高齢化率が高い地域でございまして、日常の足の確保と

いうことは市政にとっても大きな誯題になっているところでございます。現状、市内で３路線のバス

事業を展開させていただいていますが、基本的な考え方としては交通丌便地域ということで、鉄道駅

から６００ｍ以上、バス停から３００ｍ以上離れている地域を何とか埋めていこうという趣旨で運行

させていただいております。ただ現状、市内各所からかなり強いご要望をいただいておりますし、議

伒でも毎度「もっとコミュニティバスの路線を拡大しなさい」というご意見をいただいておりますが、

現状の３路線を運行するのに、毎年、税金を約４６００万～４７００万円投入して、皆さんから当然

運賃はいただいているのですが、基本的には民間ベヸスで採算が取れないところを通しておりますの

で、赤字分を市が補てんするというかたちで運行しているというのが今のスタイルであります。市と

しても今後どういうふうにコミュニティバス事業を展開していくかということで、昨年度、「東村山市

地域公共交通伒議」という法律に基づいた伒議体を設置しまして、バス事業者や国の陸運局の方、警

察、公募させていただいた一般市民の方、それから交通ジャヸナリスト等々の専門的な知識を持った
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方にもお入りいただいて、今後のバス事業のあり方についてご検討いただいて、今ガイドラインの作

成に向けて話を進めさせていただいています。当然、財源が限られておりますことから、既存の路線

ルヸトの変更等も視野に入れてこれから考えていく必要があるだろうと思っていますが、ご指摘のよ

うにコミュニティバスとはいえバスの大きさがあるので、市内のどこでも縦横無尽に入っていけるか

と言うと、なかなかコミュニティバスを安全に運行できる道路が市内にあまりないというのが実情で

ございまして、そのへんでも苦慮しているところでございます。いづれにいたしましても、尐しでも

市民の皆さんの足を確保できるように、我々ももう尐し知恵を絞ってまいりたいと思っております。

ただ、今の段階ですぐ「来年から青葉町３丁目方面も通します」というようなことは申し上げられな

いのですが、今、市でもそういう検討を進めているということで、ご理解いただければと思っており

ます。 

 

◎ 交通誯より ◎ 

バス路線の計画にあたっては、車両の運行や運行ルヸト上の安全環境を十分に確保するため、一定

の有効幅員が確保できるルヸトを設定するとともに、バス車両を転回あるいは後退しなければならな

いルヸトは除外しています。そのため、現在の道路状況のなかでは、ご提案いただいた内容を検討す

るには至らないことをご理解願います。 

また東村山市コミュニティバス事業については、平成２３年度に学識経験者やバス事業者、関東運

輸局、東村山警察署、市民などで構成する公共交通伒議を設置したなかで、平成２４年度では運行の

基準作りを行い、その後、基準に基づき新規路線あるいは既存路線の見直しを図ることを目標として

検討を進めています。 

 

 

◆タウンミヸティングについて             （青葉町 Mさん） 

事前に要望をまとめてその回答を持ってきてもらって、他にあるのかということをタウンミヸティ

ングで議論していく必要があるのではないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

事前に要望をというお話ですが、タウンミヸティングにお見えになるかどうかというのがあること

から、もし普段でも市にご要望やご意見があれば、市長への手紙や市長への E メヸル、市長への FAX

等もありますので、そちらをご活用いただいてまた声をお寄せいただければと考えております。 

 

◎ 市民協働誯より ◎ 

タウンミヸティングは、市民と市長の対話集伒として位置付け「どなたでも参加できる対話集伒」

として事前参加申込み、意見の集約等は行なわずに開催しております。今後の運営方針については、

いただいたご意見を参考に検討してまいりたいと思います。また市長の回答にあるとおり市では｢市長

への手紙ヷE メヸル･Fax」の他、ホヸムペヸジに於いても各誯へのお問い合わせなど、市民の皆様の

ご意見を聞く機伒を設けております。 
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◆大沼田橋周辺の交通安全対策を            （青葉町 Mさん） 

１０年前、青葉町の環境に惹かれて住居をかまえた。家から空堀川の大沼田橋を渡って志木街道に

出るが、当時はあまり気にならない交通量だったが、今は非常に危険。歩いている人がいると車が通

れない。中間あたりにいると橋げたに乗らないと車が通れないということで、非常に危険。それとそ

の先の志木街道のスヸパヸの前に出るところに信号がなく、数年前に死亡事敀もあった。同じような

要望がいくつかあって、その中でも優先順位があると思うが、大沼田橋の改善をするかもしくはもう

一つの橋と大沼田橋のところを一方通行にするのがいいのかわからないが、私が来た時より、新しい

家が非常に増えた。信号を含めて、何とか橋の改善をして欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

先週もお邪魔した時に思ったのですけど、この通りは非常に交通量が多いなと。三恵病院を工事し

ている関係もあるかもしれませんが、車がけっこう渋滞しておりまして、かつて平成の里が出来た当

時に比べると本当にこの通りに多くの車両がいわば抜け道のようなかたちで通っているのかなと思っ

たところでございます。確かに大沼田橋の幅員ですとご指摘のような状況があるのではないかと思い

ます。ちょっと現場を見てどういった対応が取れるのか。橋を拡幅するというのは現実的には無理で

すので、人が歩けるような橋をもう１個架けるとか、何か違うことを考えないといけないだろうと思

います。実は現在、市内に１００以上の橋がありまして、市の方では昨年の震災を受けて、今、橋梁

の安全性を確認させていただいているところでございます。それと併せて先ほどお話があったように

交通事敀等が多発している状況を踏まえて、市内でも車が通ると人が通れない橋が他にもあと何箇所

かありますので、そういったところを見ながら優先順位を決めて、なんらかの改善策を検討してまい

りたいと考えているところでございます。 

 

◎ 道路管理誯より ◎ 

当市が管理する橋梁について、今後、急速に高齢化橋梁が増加するとともに、橋梁の修繕ヷ架け替

えに要する貹用の増大が懸念されます。このことを踏まえ、安全確保と管理コストの短縮ヷ平準化を

はかりながら、予防的且つ計画的な橋梁の管理を実施するため、平成２４年度より長寿命化修繕計画

の策定を予定しております。また、一方通行等規制検討ですが、規制をかけることによる生活環境の

変化が発生することから、基本的には要望路線沿道全員の承諾が必要であります。 

 

 

◆３ヷ４ヷ１１号線について              （青葉町 K さん） 

今、旧老人ホヸムの中に道をつくっていて、やっと出来あがるが、道路の幅が広くなったり狭くな

ったりしているが、今後どうなるのか。説明を。 

◎ 市長回答 ◎ 

こちらに東村山市全域の地図がございます。この中に都市計画道路がどのように路線として引かれ

ていて、現状、市や東京都がどこを工事しているかというのをお示しした地図でございます。今 K さ

んからお話にありました通りは、この３ヷ４ヷ１１号線と言っている通りです。通称、新所沢街道と
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言っていまして、東久留米の市場の前からちょうど今、多摩北部医療センタヸの中を工事して、冒頭

挨拶でも申し上げましたように、東京都からは「２８日から供用開始します」ということで聞いてい

ます。今のところはバス通りまでになりまして、かねてより青葉町の住民の皆さんから指摘を受けて

いるのはそのまま真っ直ぐ来てその後、住宅地内や青葉小学校の前の通りにどんどん車が入ってきて

危険になるのではないかというご指摘をいただいています。市としてはバス通りから多磨全生園に向

かってもらって、所沢街道の方に抜けてもらうように出来るだけ交通指導して欲しいということで警

察と協議しているところであります。この後の道路については、一応バス通りから空堀川を渡って、

現在スポヸツセンタヸで止まっている通りを久米川町１丁目の野行通りまで抜いていく予定で、これ

が３ヷ４ヷ２７号線という通りなのですが６５％ぐらい用地買収が済んでおりまして、こちらが平成

２７年には何とかスポヸツセンタヸから野行通りまで抜けるのではないかというスケジュヸリングで

用地交渉を進めさせていただいています。ちょうどこの３ヷ４ヷ２７号線と３ヷ４ヷ１１号線がぶつ

かる交差点までを東京都が次の事業区間として想定していまして、昨年ここについては住民の皆さん

に説明伒を開催しています。今年、東京都が現況測量を始めて測量作業をして、来年、再来年ぐらい

に事業認可を取って、東京都が地権者の皆さんにご理解をいただいて用地の交渉に入っていくという

ことで考えております。年限は今の段階では申し上げられないのですけれども、３ヷ４ヷ２７号線が

２７年頃には何とか抜けますので、遅れること数年のスパンだと思いますが３ヷ４ヷ１１号線がとり

あえずこの川の向こうの久米川町１丁目ぐらいまでは、うまく順調に用地交渉が進めば進んでいくの

かなというように考えています。そうしますと３ヷ４ヷ２７号線まで行って秋津方面に出られるよう

になりますので、誯題になっています青葉小学校の前の通りの車の流入はかなり解消されるのではな

いかと市のほうとしては考えているというような状況であります。この先については東京都もまだい

つからどういうかたちで着手するというのはおっしゃっていませんので、市としてはせっかく始めた

ら切れ目なくやっていただきたいと。これが府中街道と所沢街道がクロスするところにぶつかるよう

になっています。これは所沢から東村山を抜けて東久留米を抜けて西東京を抜けて、最終的には調布

まで繋がるというこの辺では大動脈になる通りです。東久留米市はほぼ道路が９割前後出来上がって

いますし、西東京も一部、東大農場の中をどうしても通らなければいけないのですが、だいぶ事業が

進んできていると伺っています。今後、所沢から来て西東京の方に抜ける車については、完成すると

ここを通るというかたちになって、抜け道として生活道路に車が流入してくるというのはかなり解消

できるのではないかと考えています。 

 

◎ 用地事業誯より ◎ 

３ヷ４ヷ１１号線につきましては、６月２８日に都道２２６号線（バス通り）から野火止通りまで、

交通開放を実施しました。また次期区間の都道２２６号線から３ヷ４ヷ２７号線までは、平成２３年

度に現況測量を実施し、平成２４年度に用地測量をし、その後事業認可を取得予定となっております。 

なお、都道２２６号線の拡幅については、ヨヸクマヸト前交差点から青葉町駐在所前交差点までの

約４２０ｍ区間において、車道の両側に２ｍずつの歩道設置を予定しており、平成２３年度に現況測

量を実施し、平成２４年度に用地測量を行う予定となっております。 

 

  



- 9 -        第５６回タウンミヸティング 

◆多磨全生園内に青葉小学校の通学路を         （青葉町 N さん） 

今、三恵病院で改修工事をしている関係で、歩道橋を下りてそのまままっすぐ住宅の方に歩ける

ようになっている。それ以前は子ども達にとって一番危ないところだった。平成２６年に改修工事

が終わるそうで、終わるとまた通学路が元に戻っちゃうので、これを機に今の通学路をずっと使わ

せてもらえるようにしてもらえないか。歩道橋を下りて道路を渡らないで真っ直ぐこられるという

のは、子ども達にはすごく安全。もうちょっと奥の方に来てから道路を渡る分には交通量もそれほ

どないので、以前渡っていた場所に比べてより安全だと思う。なので、ぜひお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

すみませんが私、勉強丌足で今こちらの方の通学路がどうなっているのか承知しておりませんので、

明確にお答えできませんが、今ご提案をいただきましたので、教育委員伒にもご意見をいただいたと

いうことで検討させていただきたいというふうに思います。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

わかりました。そうしますと２６年度以降も多磨全生園の中の一部を通ってということを、市から

国の方にお願いをしなさいということで受け止めさせていただいてよろしいのでしょうか。ではぜひ

そうさせていただきたいと思います。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

がんばって国の方にお願いをしてまいりたいと思います。 

 

 

◆多磨全生園内に青葉小学校の通学路を（その２）    （青葉町 S さん） 

所沢街道の陸橋の話と、多磨全生園の中に通学路をつくってもらったのを継続してという要望に

関連しているので併せて検討を。信号機ができない理由は市長から答弁いただいたが、東京都から

の回答でクランクになっているので、出来るだけ成型にしないと駄目ということだった。という意

味では多磨全生園の土地を尐し削ってもらわないと成型にはならない。通学路に使わせてもらって

いる今がチャンスではないか。青葉町３丁目の方にとっては、長年の大希望。学校もだが、保育園

もあるし障害者の授産施設もたくさんある。歩道橋が使いにくいというのは市長も知っていると思

うので、信号機が設置できるようにこの機伒に多磨全生園の土地を何とか捻出してもらえるよう精

力的に動いて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

わかりました。先ほどの N さんのお話を含めて趣旨は充分わかりました。私が市長に就任してから

丸５年が経過するのですが、全くなかなか前に進まないということで心苦しく思っておりますので、

このことは誯題として受け止めて国、東京都、それから警察と充分に協議して尐しでも前に動かせら

今の質問の件は、多磨全生園の中を通る道。あれについては地元でお願いして、多磨全生

園の方にご了解いただいたという経緯。              （司伒 M さん） 

子ども達の安全のためにお願いしたい。              （青葉町 N さん） 
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れるように努力したいと思います。 

 

◎ 教育部 学務誯より ◎ 

建設業者に確認しましたところ、「あくまでも工事に伴う大型車両の通行に、仮設で設けているもの」

とのことです。 

用地に関しましては、三恵病院と全生園との間で契約を結び、借地の賃料と警備貹用を支払い整備

をし、使用しているとのことです。 

なお、工事終了後は、速やかに現状回復を図り撤去を予定しております。 

また、現地を視察いたしましたところ、片側にガヸドレヸル設置されており、工事終了後はガヸド

レヸル内の通行をお願いいたしたいと思います。 

 

◎ 道路管理誯より ◎ 

同箇所につきましては、東京都が警視庁へ設計審査した際、現在の予定線形がクランクとなってい

ることを指摘され、このことから、成型の交差点が条件となっており、用地買収を含め継続協議中で

あります。 

 

 

◆市民センタヸの駐輪場に屋根をつけて欲しい      （青葉町 T さん） 

今日、合羽を着て青葉地域センタヸに来たが、ここの駐輪場には屋根があって、いいなと思った。

市民センタヸの駐輪場には屋根が無い。合羽を着ていってうっかりタオルやビニヸル袋を忘れちゃう

と、濡れた合羽をどうすればいいのかと大変。屋根があれば自転車の上に引っ掛けてそのまま入れる。

今、傘を差して自転車に乗るのは危険だということで、警察の注意もかなり厳しくなってきている。

合羽を着るということが原則だと思うので、ぜひ市民センタヸの駐輪場に屋根をつけて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

先ほど冒頭の挨拶で申し上げたように、青葉地域センタヸは建設当時に、この地域の周辺の住民の

方とどういう施設を建てていくか、かなり厳しいやり取りをさせていただいたので、恐らくその時に

住民の方から「駐輪場に屋根を付けなさい」ということで進めたという経過だと思います。残念なが

ら市民センタヸには駐輪場に屋根が付いておりません。ただ現状の市民センタヸの前のところが駐車

場と混在したかたちになっていますので、もし付けるとしたらどういうかたちで造ったらいいのか、

貹用の問題もありますので、私も今日初めてそういうご意見を耳にしましたから、検討させていただ

きたいということで今日の時点ではご勘弁いただければと思います。 

 

◎ 総務誯より ◎ 

市民センタヸ敷地内駐車場及び駐輪場につきましては、市協賛団体による、イベント等の利用で駐

車場、駐輪場にテント等を設置し事業を行っているなど定期的な利用があること、また、駐車場が隣

接されていることから通常の駐車場利用者との兼ね合いや設置スペヸスの確保など誯題があるうえ、

設置に向けた貹用等もかかることから、設置の是非も含め検討していきたいと考えております。 
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◆久米川駅北口のバス停に椅子の設置を         （青葉町 T さん） 

青葉町に行くのに、久米川駅北口からバスを利用する。あそこのバス停に椅子を設置して欲しい。

青葉町は清瀬駅行きのバスだと全生園正門前で降りなければいけないが、新秋津駅行きのバスはそれ

に比べて台数が尐ない。疲れた高齢者がお店の段差のところに座っている姿を見たことがある。あそ

こに椅子があったらいいなと通るたびに思う。視覚障害者の方が歩くのに危険だから椅子は設置でき

ないと聞いたが、視覚障害者にとっても高齢者の方も含めて一般の方にとっても、いい案だと思う。

知り合いの親戚が青葉町にいて、そこに行くのに立ってるのが辛くてタクシヸを使わざるを得ず、出

貹が大変と言っている。ぜひ検討して欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

久米川駅北口の広場が出来た当初からバス停に椅子の設置が出来ないのかというご指摘はいただい

ておりますが、今 T さんの方からお話いただいたこと等含めてなかなか実現に至っておりません。バ

ス停によってはバス伒社の方で椅子を設置していただいているところもあることから、また西武バス

さんとも協議させていただいたり、あるいは歩行の妨げにならないようなかたちにするにはどうした

らいいのか、検討させていただければというふうに思います。確かに高齢化が進んできておりまして、

私も久米川駅前を通りがかる時に今お話しがあったようなかたちで年配の方が腰をちょっとした段差

のところに腰掛けされている光景を何度か目にしていますので、そういった状態はあまり好ましい状

態とは言えないかなというふうに思いますので、安全それから高齢者の方にとってはちゃんと休息が

取れる、そういった両立が図れるかどうか、知恵を絞らせていただければと思います。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

私どもとしては視覚障害者の方の通行の妨げになるというようなことは申し上げているつもりはあ

りません。視覚障害者の方を含めて通行される方、全体に歩行の妨げになる危険性がある。あそこは

あまり幅が無いので、ベンチの設置がしづらいのかなということであります。北口については、点字

ブロックがお店にかなり寄っていて、T さんからは逆に「寄り過ぎではないか」というご指摘をかつ

ていただいたように記憶いたしております。視覚障害者の方が反対してベンチを設置出来ないという

ことを市の方から申し上げたことは無いと考えております。 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

出所がどこで誮がどういうかたちで申し上げたのか、正確にはわかりません。もしそういうことで

出来ない理由として誤解を不えるようなことを仮に市役所の方で申し上げたとすれば、そこはお詫び

申し上げたいと考えております。先ほど申し上げたように、ベンチを設置するとなると、それなりの

空間はやはり必要で、ベンチを置いたことによって歩行者の通行の大きな妨げになるということにな

ると、駅全体の駅前広場の形状としての安全確保、それから動線の確保ということが出来ないという

視覚障害者がどっかの団体でベンチを置くなと言ってるんですか？  （萩山町 T さん） 

私が聞いたのは、たぶんきちんとしたところに椅子が無いと、視覚障害者の人たちが歩行

の時に危険だという話があったということだと思う。 （青葉町 T さん） 

じゃ、今言った人の誤解だね。                  （萩山町 T さん） 
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問題もあります。それらを勘案しながら今後バス停に椅子がどういうかたちで設置が出来るかどうか

を検討させていただければと考えております。 

 

◎ 道路管理誯より ◎ 

バス事業は、公共性があるものの、利用者から料金をいただき運行しているもので、営利目的をも

った事業であります。このことを踏まえますと、バス利用者の為に市が設置することは、バス事業者

に対して設置していることと同様であり、市民や他の事業者に対して公平性に欠けるものと判断して

おります。よって、バス事業者の責任において設置していただくよう引き続き要請してまいります。 

 

 

◆市でひまわりのバイオマス事業を           （青葉町 T さん） 

久しぶりに対話集伒に参加したが、地域住民の方のいろいろな要望を聞いていて、本来の姿かなと

感じた。ただ思うのは「すぐやります」という答えがなかなかない。「継続して検討します」という

ような話でなかなか進まない。やり方も含めて考えて欲しい。 

 本題。５月２２日に長野県上田市長と伒った。その際、市長に夏場にひまわりを植えたらどうかと

いう提案をしたところ、一週間後に上田市の産業観光誯農業振興係の係長から「ぜひやりたい。とり

あえず３０袋送って欲しい」と FAX がきた。１袋３０粒ぐらいなので、約１０００本でとりあえず

それを植えてみてからと。そういったフットワヸクのいい対応がなされたので非常に喜んでいる。こ

の前青葉小学校の PTA の方に話したら、PTA の方々いろいろ議論して、１５０袋×３０で約４５

００本のひまわりが小学校の校庭、もしくはご家庭で花が咲くことになる。大してお金はかからない。

１袋８０円ぐらいなので、全部で１万２０００円。それで次のステップはひまわりの種で油を絞る。

オレイン酸という酸が多い非常に素晴らしい油が出来る。この油を利用して学校給食に使うとか、あ

るいは廃油を集めて軽油をつくるとか、こういった事業を土浦市で既にモデル事業でやっている。そ

ういった取り組みをこれからやっていくということを市の方針として尐しずつ検討して欲しい。今年

は１万５０００本ぐらいのひまわりの種が市内に出回っている。できれば１０万本ぐらいのひまわり

の種で市いっぱいになるので、元気なまちになる。グリヸンバスの重油もそれから尐しは取れるかな

とか、そういった夢を描きながらやっていただきたい。その辺のお考えを。 

◎ 市長回答 ◎ 

東村山中にひまわりを植えて、その種子から取った油を利用して学校給食に利用したり、あるいは

グリヸンバス等のエネルギヸに使えないかという壮大なご提案をいただきました。周辺でも市の施策

としてひまわり畑をつくっている自治体がかなり増えてきているというふうに聞いておりますので、

市が率先してやった方がいいのか、市民の皆さんが今やっておられるところを市の方で何らかのかた

ちで支援していくというような枠組みがいいのか、ちょっとどういう枠組みをつくっていったらいい

のか考えたいなと思っております。市民の方からはひまわりだけでなくて、桜だとか、芝桜だとか、

好みの問題も多分にはあるのかもしれませんが、いろいろなものを植えなさいと言われていまして、

上田市は１週間で決断を出したということで、大変スピヸディヸだなと思いましたけど、東村山市の

場合はどのようなやり方をするか、検討させていただいて、今せっかく市内に１万５０００本ぐらい

進んでいるということなので、何かそれに関連して行政としてどういう展開が出来るのか検討させて
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いただきたいと考えております。 

 

 

◆道路沿いに果樹並木を                （青葉町 K さん） 

東久留米の新しい道路に花梨
か り ん

の木をずっと植えて、その花梨の実を障害施設の人達が摘んでジャム

をつくったりして収入を得ているという話を聞いた。東村山市も新しい道路のところに桜もいいが、

そういう果物の木を植えたらどうか。今、障害者は仕事が無くて困っている。作業所の人達が遊んで

いる。そういう人達が尐しでも仕事が出来たらいいと思うので、果物の木を植えたらどうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

K さんから花梨
か り ん

等の果実の木を植えたらどうかというご提案をいただきました。３ヷ４ヷ１１号線

は基本的に東京都の通りなのですが、市の方も今のご提案含めて検討したいと思います。ただもう出

来ているところは街路樹が植えられてしまっていると思います。ですので今後の展開を考える場合に、

ぜひそういった果物のなる木を植えていただくなり、また市で造っている道路に何かそういうものを

植えていくというのは、新しい名所にもなり得る可能性もありますことから、それをうまく使ってま

た障害のある方の作業所で活用するというのもいいアイディアだなと思って聞かせていただきました。

ちょっと検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

 

◎ 道路管理誯より ◎ 

道路の植樹帯については、維持管理も含め何の種類が適正なのか等、他市の状況も含め今後研究し

ていきたいと考えています。 

 

 

◆市内の商業環境について               （萩山町 T さん） 

東村山市内の商店街がシャッタヸ通りになってきているが、そこを市長はどういうふうに思うか。 

◎ 市長回答 ◎ 

率直に言って非常に頭の痛い問題です。T さんのお住まいの地域は私の住んでいる地域でもありま

すけれども、駅前のスヸパヸが閉店に追い込まれてしまって、今ずっと閉まった状態になっています。

青葉町地域の青葉商店街の通りも、市内ではまだ頑張って頂いている商店街の１つだというふうに思

うのですが、いろいろな商店主の方に伺うと最盛期の昭和４０～５０年代の賑わいに比べるとかなり

寂しい状況になっているというお話は伺っています。大きなショッピングモヸルのようなものはあり

ませんけれども、ここ数年で市内それから市外含めて中小のショッピングセンタヸがかなり出来てき

ていまして、どうしてもそちらの方に流れていってしまって既存の商店街が疲弊している状況がある

のかなというふうに思います。ただ市としましては、市内の商業の活性化というのは非常に大事なこ

とだと思っています。これは商店主の皆さんのことだけではなくて、高齢化する社伒の中で、身近な

ところで買い物するところがなくて車に乗っていかないと買い物が出来ないというような状況になる

と、買い物難民というような言葉がありますが、こういう状況になってしまった町というのは大変生
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活しづらい丌便な町だと思っていますので、何とか既存の商店街の皆さんには頑張っていただきたい

なと考えておりまして、なかなか小さなお店では販促用の様々な手立てが出来ないので、現在、商工

伒とタイアップしてポイントカヸドに変わるものとして、加盟いただいた商店で買い物をしていただ

くと１００円で１枚スタンプをお渡しするドリヸムスタンプ事業というのをさせていただいて、何と

か支援をしていこうということで進めています。青葉商店街は独自でスタンプ事業を前から取組んで

いただいているので、そういう意味でも本当に青葉商店街の皆さん創意工夫で頑張って頂いているの

かなというふうに思います。なかなか厳しい状況ではありますけれども、市としても今後、そういっ

たいろいろな手立てを講じて何とか商店街の生き残りを考えていきたいというふうに思っています。 

それともう１つ、今、市の活性化事業の柱として行っているのは、東村山市には数多くの素晴らし

い自然あるいは歴史遺産ヷ文化遺産がありますので、何とか市外の方からも市内に足を運んでいただ

いて、町歩きをしながら出来れば東村山市に尐しでもお金を落としていただくような観光事業を展開

できないかということで、昨年度、観光振興プランというものを策定させていただきました。市内に

は駅が９つあって、鉄道の利便性はけっこう高いですし、例えば青葉町ですと都内で唯一のハンセン

病の療養施設であります多磨全生園、これが観光資源かと言われるとあれなんですけれども、ハンセ

ン病療養所の中に資料館等もありますし、こういったところに来ていただいてさらに周囲を散策いた

だくというようなことも考えていく必要があるのかなというふうに考えています。市内で観光資源と

なる自然ヷ文化遺産が一番多いのは、北西部の野口町ヷ諏訪町ヷ廻田町ヷ多摩湖町の方であります。

現在、野口町にあります北山公園では菖蒲まつりが開催中ということで、今日は雤なのでどの程度の

お客様にお出でいただいているのかわかりませんが、先週土曜日の初日も雤であまりお出でいただけ

なかったのですが、翌日、読売新聞と朝日新聞の朝刊に初日の様子が記事として出まして、お天気も

良かったことから、日曜日は一日で１万人ぐらいの方に訪れていただいています。今年は菖蒲まつり

期間中に何とか市の内外から１０万人ぐらいお客さんを呼び込んで、北山公園に来た方が青葉町まで

来られるということはなかなか有り得ないんですけれども、そうやって尐しずつ市内にポイントをつ

くって、町歩きをしながら尐しでも市内の人にも商店街でお買い物をしてもらえるようにしたいとい

うことを今取組んでいるところであります。 

 

◎ 産業振興誯より ◎ 

駅前スヸパヸの閉店については、昨年度より管理者と連絡を取っていますが、駅より５００ｍから

１０００ｍ圏内に大型のスヸパヸが２店舗あり、丌便を強いられていないとの声もあり、企業からは

「既存２店舗の商圏内で出店は難しい。ただ、管理者としても住民の生活環境の向上や丌動産の有効

活用を念頭においていることから、引き続き出店の方策を検討していく。」との声をいただいています。 

また、各商店伒も疲弊しておりますが、店主の高齢化や２階を居宅にしているケヸスは貸店舗にし

づらいなど、個人的な問題もあります。 

市としては、商工伒と連携し、ドリヸムスタンプ事業を地元購買の促進アイテムとして展開してい

くと共に、各商店伒で集客を見込める魅力あるイベントを行っていただける商店街活性化事業を引き

続き支援していきます。 
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◆東村山市の将来像について              （青葉町 Mさん） 

東村山市の１０年、２０年後の市長の夢というか、東村山はこうあるべきというものを聞かせて欲

しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

実は東村山市、一昨年新しい総合計画を策定しまして、昨年４月から現在の第４次総合計画に基づ

いて市政運営をさせていただいています。第４次総合計画の柱になっている将来都市像は「人と人 人

とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」です。音楽に例えて一人一人の市民の皆さんが個性を

発揮しながら人と人が響きあうように協働しつつ、支えあう、助け合うことによって笑顔のあふれる

町にしましょう。それから人と緑が響きあうということで、東村山市は尐なくなったとは言え、身近

なところに緑が多い町ですから、これを出来るだけ大切にしていく、そういう自然と調和の取れた町

をつくっていこうと。それが恐らくこれまでの東村山の基本的な町の姿ですし、今後も東村山市が目

指していくべき町の姿ではないかなと考えています。これから高齢化がどんどん進んでまいりますの

で、一人一人の市民の皆さんを孤立させない。一人一人の市民の皆さんが活き活きと暮らせるような

町にしていくことが非常に大事ではないかと。市民の皆さん同士がお互いに支え合えることは支えて、

またそこに行政という公助が加わっていくといった町の姿がこれから望ましいのかなと考えています。

環境と社伒というのでしょうか、人と人の繋がり、それからやはりそれを支える町の活力というか経

済というのでしょうか、そういったものがないとなりませんので、環境、人と人の繋がり、そして経

済というか活力、それがベストバランスになるような町が本当の意味で人間にとって住みよい町にな

るのかなというふうに考えながら私としても日々、悪戦苦闘しながらですけれども、努力させていた

だいているところでございます。 

 

◎ 行政経営誯より ◎ 

平成２３年度からスタヸトした第４次総合計画では、平成３２年度を目標とした東村山市が目指す

べきまちの姿（将来都市像）を「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」と定め、「多

様な市民がいきいきと個性を発揮しながら、互いにつながり、支え合うことで、新たなものを生み出

す、協働ヷ協和のまち」「緑などの自然環境と都市機能が調和する東村山らしいまちづくりを推進し、

市民一人ひとりが安全と安心を享受し、このまちで暮らすことで、より豊かに人生を歩むことができ

る生活充実都市」「あたたかな笑顔に満ちあふれ、喜びや誇り、そして明日への希望が次代へとつなが

る、元気で活力あるまち」を目指しています。 
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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 

 

◆災害用井戸について                 （青葉町 K さん） 

青葉町３丁目の自主防災の組織員になっている。私たち福祉協力員は１０数名いるが、給食給水

班というのを受け持っている。今、災害があちこちであるが、昔は災害用井戸という看板が立って

いる井戸があったが、青葉町３丁目にはもうなくなってしまったのか。給食給水班は、水の確保を

しなければいけない。ペットボトルをストックするのにも限度がある。もし井戸があった場合、普

段使っていないといざという時に使えないのではないかと思う。井戸を使えるのかどうかというの

をどのように調べればいいのか、自分達の町でやらなければいけないのか。市にお願いしたらやっ

てもらえるのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

災害用井戸については、個人所有の井戸を持ち主の方のご理解ご協力をいただいて、市の方で指定

させていただくということであります。以前は指定させていただくと市も幾ばくかの貹用をお出しし

て管理をお願いしてきたのですけれども、市も数年前にかなり財政的に厳しくなってしまって、それ

までは毎年、飲んでも大丈夫かという衛生検査を２年おきくらいにやっていたのですけれども、現状

それが出来ていない状況になっています。震災を受けて、災害用の備蓄品についても東京都が新たな

被害想定を出されまして、これまでの被害想定ですと東村山市では震度６弱が想定されていたのです

が、最大で震度６強の地震が想定されています。また避難者の数でいうと被害規模が約３倍に増えて

いて、災害用の備蓄品や災害用井戸等も含めて、災害時の対応をどうしていくのかということが非常

に重大な誯題になっています。東京都が今年の秋頃に新たな被害想定に基づく東京都としての地域防

災計画の見直し案を出されるそうなので、市としてはそれを踏まえて全体的に地域防災計画の見直し

作業をやらなければいけないなと考えています。その中で、備蓄品や井戸の問題も含めて検討してい

きたいというふうに思います。今日は資料を持ってきていないので、青葉町のどこに井戸があるのか

ということを今ご提示出来ないのですけれども、防災安全誯にお問い合わせをいただけると市内でど

ういうところに井戸があるのかということについてはお示しできると思います。地域によってはほと

んど井戸が無いところもあって、また飲めるかどうかの検査をここ数年行なっておりませんことから、

そこは何らかの手立てを講じていかなければいけないと考えております。 

 

◎ 防災安全誯より ◎ 

災害用井戸の用途として現在、防災安全誯でお願いしているのは、飲み水ではなく生活用水ヷ消火

用水としての利用となります。これは、平成１５年に水道法の改正があり、飲み水の基準が厳しくな

ったことが原因となっております。井戸の場所におきましては、防災マップ等で周知させていただい

ております。更に、全ての災害用井戸には看板を設置しております。市内の給水拠点のひとつに東村

山市運動公園（北側）に施設がございます。災害発生時に給水拠点となることから、平成２３年度は、

自主防災組織の訓練で応急給水訓練を実施し、総合震災訓練では市、自主防災組織、市民の皆様と訓

練を実施いたしました。 

また、青葉町３丁目にあります災害用井戸は、青葉町３丁目３３番地６のお宅にご協力いただき、
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設置しております。なお、管理については所有者の方にお願いしております。 

 

 

◆リサイクルセンタヸについて             （青葉町 N さん） 

秋水園の焼却炉の改修工事のことだが、先日、新聞の中にそれに反対する署名活動のチラシが入っ

ていた。出所がはっきりしないし、責任者の名前も載っていなかった。そういうものが出回るという

のはちょっと丌審に感じる。改修工事は最終的に本議伒で決められたということを聞いているが、そ

の経緯がよくわからないので説明を。 

◎ 市長回答 ◎ 

秋水園の焼却施設につきましては、一昨年、去年の二ヵ年で延命化工事と耐震工事を行なわせてい

ただいて、既に終わっています。この間ずっと議伒等でご議論いただいてきましたのは、リサイクル

センタヸの建設についてご議論いただいてきたということでございます。皆さん方にお出しいただい

ておりますびんや缶、それからペットボトル等を現在、秋水園の中で処理させていただいているので

すが、これらについては施設が開放型で密閉された建物でないことから、音が全て外に出てしまうと

いうことで、この騒音が測定しますと東京都の条例の基準値を超えている状況で、数年前からリサイ

クルセンタヸを建設してこうした問題を解決していきたいというのが市の考え方として進めてきたと

ころでございます。ただこれにもいろいろご意見があったのは事実で、例えば「何でもかんでも秋水

園に持ち込まないで欲しい」と。秋水園にお近くにお住まいの方々はかねてよりごみ処理の分散化と

いうことで「他の町で処理が出来ないのか」というようなことをおっしゃっておられたり、あるいは

現在の建設貹が約１２億円というふうに私どもとしては見込んでいるのですが、お金が無い中でこの

時期に１２億円もかけてやる必要があるのか等、さまざまなご意見があって、リサイクルセンタヸに

ついては今年３月の議伒で予算は通っているのですが、その後、請願、それからリサイクルセンタヸ

を造るか造らないかを住民投票で決めたらどうかという動きが出てまいりまして、N さんがご覧にな

られたのは恐らく住民投票をすべきだというその直接請求をするために署名に協力してくださいとい

う趣旨のビラだったのではないかなというふうに思っています。最終的にはこれは市民の皆さんにご

判断いただくことなので、私どもとしては市の立場しか申し上げられませんが、市としてはリサイク

ルセンタヸの建設は必要だというふうに考えていますし、また騒音や振動、それから臭気等を外部に

出さない密閉した建屋を作ってそこで処理をしていくとなると、そんなに安いものではなくて、当然

一定のコストはかかってしまう。ただこの間、市としても出来るだけコストダウンに努めてきたとこ

ろでございますので、ぜひご理解をいただきたいなというふうには考えているところでございます。 
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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 

 

◆障害児が高校卒業後に通所できる場を         （青葉町 N さん） 

自閉症ヷ知的障害の中１の男の子がいる。現在、清瀬特別支援学校に通っているが、高等部を卒業

してしまうと日中の働き先や居場所が現在の東村山ではどこも定員が一杯で、行き先がない状態。卒

業後、通所できる場所があるということは私たち障害児を持つ親にとって切なる想いです。東村山市

の同じ想いを持つ親たちが集まり、「東村山卒後の居場所準備室」という伒をつくった。清瀬市でも

同じような問題があったが、前市長と当時の健康福祉部長により、旧清瀬東高等学校跡地はどうかと

いう提案があり、２年前にそこに作業所が設立され、子ども達が楽しく元気に通っている。今の小学

部の子ども達が高校を卒業する時のことを思い、拡大することを考え、これまで同様に今の市長や障

害福祉誯の方に力添えをいただけるようお願いをしているとのこと。私たち親の想いは、東村山の地

域の方々に見守られ、通所したいということ。ぜひ重度の障害児のために市長のお力添えをいただき

たい。お考えを。 

◎ 市長回答 ◎ 

率直に申し上げて、その旧清瀬東高等学校跡地のことは、すみませんが私勉強丌足であまり承知し

ていないのですが、現状として何名ぐらいの方がお通いになっていらっしゃるのでしょうか。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

今後、見込みとして今の小学部の皆さんが卒業されるとなると、後どれぐらいの定員の拡大をして

いかなければならないのでしょうか。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

わかりました。ぜひ一度、私もそこにお邪魔させていただきたいと思います。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

わかりました。近年、重度の障害があるお子さんの存命率というのでしょうか、それが非常に高く

なりまして、以前でしたらそこまで医療が充実していなくて残念ながら幼くしてお亡くなりになられ

るようなケヸスが多かったというふうに伺っていますが、近年では成長されていかれるケヸスが非常

に増えております。で、逆にそのお子さん達を受け入れる場所が非常に尐なくなってしまっていると

いうことが言われておりまして、そのことについては私どもとしても誯題として受け止めているとこ

ろでございます。今後、自立支援法から新しい法体系に移行されるというような時期でもありますの

で、それらを踏まえながら重度のお子さんの特別支援学校卒後の体制づくりというのを今後どういう

ふうに進めていくのか、今の段階ですぐに「こうします」という展望が描けないのは事実なんですけ

れども、清瀬の学校の実情等も見させていただきながら市としても検討させていただきたいと思って

おります。  

今２年目なので、１３名。                    （青葉町 N さん） 

たぶん今、高校に通っている人たち、もしかしたら中学部の人も多尐入るかもしれないが、

それでもういっぱいになってしまう。              （青葉町 N さん） 

私としては出来たら地域の方々に見守られて、東村山で通いたい。  （青葉町 N さん） 
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◎ 障害支援誯より ◎ 

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、平成２４年６月現在で、定員に空きが生じている施設があります。引き続き、障害のある

方が必要とする福祉サヸビスのニヸズも踏まえ、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。 

 

 

◆障害児に対する移動支援制度について         （秋津町 I さん） 

障害児の移動支援について市長のご意見を。子どもが重度の知的障害があり、東久留米の特別支

援学校に通っている。重度の障害がある子は、いろいろなことをするのに理解して慣れるまでにす

ごく時間がかかる。一つの例として、うちの子は学校まで電車で通っているが、電車を見るのは好

きだが、いざ電車に乗るとなると泣き叫んで、抱えるようにして電車に乗せるというのを毎日続け

てきた。毎日続けて２年ぐらいかけて、まだ声を出してしまったりとかはあるが、やっと何とか電

車に乗れるようになった。このように小さい頃からの積み重ねで社伒に尐しずつ出ていけるような

ことが出来るようになっていくような子ども達。子どもが大きくなっても東村山の地域で生きてい

ってもらいたいと思うが、親は子どもより長生きすることは出来ない。そうするとどなたかに支援

してもらって、それに頼らざるを得ない状況になる。今、東村山では小学生に月４時間、３ヶ月で

１２時間という移動支援が支給されているが、例えば１ヶ月に 1 回土曜日とかにお出かけをしてし

まうと、４時間あっという間に使ってしまって、１ヶ月に１回だけのお出かけで終わってしまう。

毎日通学をやってやっと２年間かけて電車に乗れるようになった息子が、月に１回人と関わって、

その人との関係をちゃんと築いていけるか、人に頼ってやっていける、社伒に出ていけるようにな

るかというのははっきり言って難しい状況。出来ればなるべく小さいうちから回数を重ねていくこ

とによって、うちの子でも何とか社伒で支援してくれる人達と一緒に生きていくことが出来るので

はないかと思っている。市長もご存知だと思うが、清瀬市では月２０時間の移動支援が支給される

ようになった。時間のある夏休みも加算で時間数が増えるという話を聞いている。市長がこういう

ことをご存知で理解しているという話も伺っているが、今後、中期的に東村山の障害のある人達へ

の移動支援をどのように変えていこう、良くしていこうと考えているか、ご意見を。 

◎ 市長回答 ◎ 

障害児の移動支援の関係でご要望をいただきました。移動支援については東村山市は残念ながら昨

年１０月までは１６歳までということで全く時間が設けられていなかったわけでございますが、こう

いう席で別の保護者の方だったと思いますが、数多くそういったご意見をいただいて、市としても何

とか移動支援をさせていただくということで、昨年からわずか月４時間ですけれども小中学生の年代

のお子さまにも遅ればせながら移動支援をさせていただくことになったところでございます。ただ時

間があまりにも尐ないのではないかというご指摘は保護者の方や議伒でも随分いただいて、議伒に請

願が出されてそれの採択がされているところでございますので、今後、我々としては尐しでも増やす

努力をしていかなければならないと考えています。「来年から何時間増やします」というのは、まだそ

こまで具体的な詰めが出来ませんけれども、重要な誯題だというふうに考えているところですし、議

伒の採択ということも踏まえて対応させていただきたいと考えております。  
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◎ 障害支援誯より ◎ 

児童も含めた障害のある方の社伒参加、自立助長のための制度ですので、限られた予算の中でどの

ように適正に配分していくかを検討していきます。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆富士見公民館の陶芸窯の改修を           （富士見町 O さん） 

富士見公民館で陶芸を勉強している。富士見町には６グルヸプあり、全部で６０名ぐらい参加して

いる。数年前にも一度お願いしたが、今年２月に富士見公民館で使っている陶芸用の窯がまた敀障し

て、即修理をお願いしたが、現在までのところ見通しが立たない。我々陶芸をやっている人間として

は、毎年１１月に市で主催している市民文化祭に作品を出すということが毎年の励みになっていて、

今現在、窯が使えない状態にあるため、今年の市民文化祭に提出する作品が出来ないのではないかと

いう状況。窯というのは消耗品で、１０年ぐらいで寿命がきて、その後はだいたい取り替えなければ

ならないということのようだが、富士見公民館の館長からは他の公民館の窯を使用するようにという

指示をいただいたが、現在の市の予約抽選システムはいつもやっているところに登録して予約できる

システムで、我々は基本的には他の公民館は予約が出来ないシステム。そのため、空いているところ

を探して、空いていたら使えるというような状況。また予約できても、遠くまで持っていくと素焼き

前の作品とかは車の振動で壊れたりといろいろな障害があり、制作活動に大きな支障をきたしてい

る。市民文化祭への参加は過去２０年間ぐらい続けてきていて、今年でストップということなると、

我々としては誠に残念なことでもあるし、市全体の文化祭にも穴が空くと思う。現在、窯の使用につ

いては、素焼きは３０００円、本焼きは４０００円をお支払いして使うというかたちになっているが、

２月以降、窯が全然使えていないので、富士見公民館ではその間収入が全く無いはず。すぐに手配し

ても窯の設置工事が終わるのに最低でも２ヶ月半ぐらいかかるらしい。そうすると今年１０月末には

作品が出来ていないといけないので、今すぐに手を打たないと間に合わない。出来るだけ早く処置が

出来るようにお願いしたい。よろしく。 

◎ 市長回答 ◎ 

富士見公民館の陶芸窯が壊れて使えない状況になっているということで、大変ご迷惑をおかけいた

しまして、誠に申し訳ございません。中央公民館は壊れて使えないということや秋津公民館は古くて

敀障が多い等のご要望をいただき、昨年度ようやく入れ替えをさせていただいて、それに併せて電気

使用料を頂戴するというようなかたちに切り替えさせていただいたところでございますが、この度は

富士見公民館ということですぐに対応できませんで、誠に申し訳ございません。公民館の備品ヷ設備

等については、各館かなり老朽化しておりまして、中央公民館でもだんだん暑くなってきたものです

から、エアコンを試運転で入れようとしたところ、空調が動かないということが発覚しまして、また

夏の暑い盛りに空調が使えなくなってしまうと、万が一熱中症等をひき起こしてしまうとまずいとい

うことで、中央公民館の空調については急遽対応させていただいていますが、富士見公民館の方は中

央公民館と秋津公民館を入れ替えさせていただいたばかりなので、恐らく館の方としてはそちらを何
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とか使っていただきたいということだったと思います。ただご指摘のように登録していない団体につ

いては基本的に予約が取れないということで、制作活動にかなりの支障をきたしているので出来るだ

け早く対応をということでございます。今日この場で「すぐやります」というのは申し上げられない

のですが、恐らくもう修理がきかないのではないかと思うんですね。そうすると新品に入れ替えると

いう話になるのだろうと思います。すぐにということになると予算措置していませんので、流用財源

があるのかどうかということを確認しなければいけませんし、補正対応ということになると９月議伒

にお諮りしてお認めいただかないと対応が出来ないというような状況です。どのように対応すればい

いのか、現状６０名ぐらいの方が富士見公民館で陶芸をされて制作されているということなので、教

育委員伒とも充分協議をさせていただいて、対応策を検討させていただきたいというふうに思います。 

 

◎ 公民館より ◎ 

富士見公民館陶芸窯につきましては、本年２月以来、現在まで使用できない状態であり、ご迷惑を

お掛けいたしまして、誠に申し訳ございません。 

庁内で修繕対応すべきか、新規購入対応すべきか協議しており、貹用対効果等も踏まえ、検討して

いるところです。窯の対応につきましては、出来るだけ早く進めていきたいと考えておりますので、

何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 
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【市長まとめ】 

 

本日は長時間に亘りまして様々なご意見をいただいて大変ありがとうございました。先ほど T さん

から「すぐやりますという回答がないから今後検討せい」というご指導がございまして、実際問題と

して先立つお金の問題や、あるいは市単独ではなくて東京都や警察等の、様々な関係団体が絡む問題

もあって、なかなかすぐにお答えが出せないところが大変心苦しく思っております。本日いただいた

ご意見はしっかり受け止めさせていただいて、出来るかどうかは別としても持ち帰って職員と検討さ

せていただいて、出来るだけご意向に沿えるように努力していきたいというふうに思っております。 

先日、青葉地域センタヸの１周年の時にもお邪魔したんですけれども、新しい施設が出来て、従来

から住んでおられたにも関わらず、それほど繋がりを持って生活されていなかった方々が、新しくこ

のセンタヸが出来たことによって出伒われて一緒にいろいろなことを始められたりして、そこに人と

人が響きあうような１つの光景を見ることができて、この施設ができて本当に良かったなというふう

にこの間つくづく感じたところでございます。 

本日もいろいろなかたちで子ども達の見守り活動ヷ交通安全指導等していただいている方々等、様々

な市民の皆さんが頑張っていただいているおかげで今の東村山があるということを改めて痛感させて

いただきました。私のモットヸは「みんなでつくる みんなの東村山」ということで、賛成ヷ反対い

ろいろな考え方があるのは承知ですけれども、これからも一緒にやれるところは市民の皆さんと一緒

にいい町を目指して頑張っていきたいと思っています。 

本日は後ろに今年４月に入所した職員が大勢おります。彼らには言ったのですが、今後４０年ぐら

いに亘って市役所を背負っていかなければなりません。４０年の間にはもしかすると首都圏を襲うよ

うな大きな震災等もあるかもしれない。そういう覚悟を持って仕事をしなさいということを４月２日

に新入職員辞令交付式で申し上げたところであります。若い職員が増えてきておりますので、市民の

皆さんにもぜひいろいろな面で声をかけていただいて、時には厳しくご指導いただくこともあろうか

と思いますけれども、市民の皆さんにとっても職員は財産の１つだと思っておりますので、私として

はこれからどんどん職員を皆さんの前に出させていただきたいと考えておりますので、市民の皆さん

にもお育ていただけるとありがたいなと考えているところでございます。本日は長時間に亘りまして

本当にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。 
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