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タウンミーティング記録集 

 

 

平成２４年１０月２０日(土曜日) 

会 場  社会福祉センター 

時 間  午後１時～３時 

東村山市 
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○開催内容 

平成２４年１０月２０日（土）午後１時、社会福祉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。３３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２８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２５年３月１６日（土） 秋水園ふれあいセンター  午 後 １ 時 ～ ３ 時  

平成２５年４月２０日（土） 多摩湖ふれあいセンター  午前１０時～正午  

諏訪町 １８人 

その他市内 ７人 

市外 ２人 

未記入 １人 

合計 ２８人 

２０代以下 ２人 

３０代 ０人 

４０代 ２人 

５０代 ３人 

６０代 ８人 

７０代 ９人 

８０代以上 ２人 

未記入 ２人 

合計 ２８人 

男性 ２０人 

女性 ７人 

未記入 １人 

合計 ２８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、こんにちは。本日は大変素晴らしい天気に恵まれまして、化成小学校でも運動会というこ

とで、何かといろいろ予定があったのではないかなと思いますが、そこをお時間をつくっていただき

こんなに大勢の市民の皆様にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

この市民の皆さんとの対話集会は、市内に１３町ありますが各町で月１回行なわせていただいて、

今日で６０回目ということになります。いろいろとご意見・ご要望をいただいて、先般、全体を集計

しましたところ、いただいたご意見のうちだいたい実施出来たのは３割ぐらい。現在、検討して実施

の方向で進んでいるのが３割ぐらいということで、ちょっとどうしてもなかなか出来そうもないとい

うのが２割ぐらいあるというような状況であります。今後もそれぞれの地域、あるいは市全体の課題

等を市民の皆さんから直にいろいろ聞かせていただいて、尐しずつでもいい方向になるように進めて

いきたいなと考えております。 

このところ市役所のほうで丌祥事が続いておりますので、まずは冒頭にお詫びを申し上げたいと思

っております。市民の皆さんが本当に一生懸命、地域のこと、まちのこと、市のためにご協力いただ

いていらっしゃるところでございますが、今月２度に亘って市役所の職員の丌祥事件が発生いたしま

した。１つは１０月１日に発表させていただいたのですが、先月、男性保育士が勤め先の保育園の女

子更衣室に隠しカメラを設置して、盗撮目的ではないかということで警察に逮捕されるという事件が

あったところでございます。その後、昨日また今朝の新聞に出ておりますように、公民館に勤務して

いる地域サービス窓口の職員が、申請があれば住民票等を交付するという仕事をしているわけですけ

れども、興味本位に業務外で市民の方４人に対して個人情報を丌正に閲覧していた事実が発覚しまし

た。本人は「練習のため」と言っていますが、これは市民の方から「どうも見られているのではない

か」という申し出があって調査した結果こういうことが判明しまして、市としては現在の処分規程に

基づいて処分しましたところ、この職員は同日付けで辞職したというような状況であります。市民の

皆さんの個人情報の取り扱いについては適切に取り扱うように指導しているところでございます。こ

の事件が発生して、市役所のほうに「どうなっているんだ」という問い合わせのお電話等もいただい

たりしているところでございますが、それぞれの皆さんの住民基本台帱上の記録については、アクセ

スした職員がいつアクセスしたかという記録が全て３年間分取ってございます。もしご丌審な点があ

れば、お申し出ていただければ皆様の情報がいつどこの職場のどういう人間が閲覧したかということ

が全てわかるようになっておりまして、それが業務で閲覧しているかどうかというのは申請書類等と

突合すればわかることになりますので、我々としてはこうしたことはないものというふうに思ってお

りますが、もし心配だという方がいらっしゃればお申し出ていただければと思っております。今後、

こうした丌祥事が再発しないように、昨日付けで市役所の中に綱紀粛正推進本部を設けまして、これ

から処分規程についても見直したり、ほとんどの職員はみんな一生懸命まじめにやっているのですが、

全職員を対象に改めて公務員の心構えや倫理意識の高揚の研修をするとか、あるいは丌正にアクセス
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出来ないような仕組みをつくる、チェック体制を整えるなどの取り組みをしてまいりたいというふう

に考えているところでございます。市民の皆さんの失われた信頼を回復するのは時間もかかりますし

大変なことだと思っておりますが、我々としては二度とこういったことを発生させないで、市民の皆

さんに信頼される市役所づくりに向けて再度努力してまいりたいと思っております。改めて今回の丌

祥事について、本席をお借りして心からお詫び申し上げて、再発防止に万全を期すことをお誓い申し

上げさせていただいて、お願いしたいと思います。 

様々な課題について今日ぜひお話いただいて、この場で全てお答え出来るかどうかわかりません。

持ち帰らせていただいて担当の職員とも相談させていただいてから後日お答えさせていただく場合も

あろうかと思いますが、限られた時間ですけれどもどうぞ忌憚のないご意見をいただきますようよろ

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 

 

◆諏訪町地域の防災対策について           （諏訪町 K さん） 

市の総合震災訓練で、皆さんに一時集合場所に集まってもらい、避難所の化成小まで避難誘導とい

うことで皆さんを誘導した。その時、前川と北川に囲まれている地域があり、皆さん「震災で橋が倒

壊したらどうやって避難所まで行くんだろう」という話題が出て、今回は徳蔵寺橋、山下橋、保生橋

の幹線になる３つの橋が倒壊したと想定して避難所まで誘導したが、表示のない橋がいっぱいある。

「どこの橋を通って行きましょう」と伝えてもその橋がどこだかわからない。今年３/１０に東日本

大震災の１周年を期して諏訪町で地図上訓練をした。「諏訪町の防災を考える会」というのがあり、

１０自治会と８団体が加盟して入っている。その時に調査した地図によると、前川と北川で約１８橋

がある。そのうち６箇所に表示がない。「何とかここの橋に市の方で表示してもらえないか」とお願

いしたが今回は間に合わなかったので、自主防災隊で仮設の表示をつけて、それを見て渡ってもらっ

た。橋に表示がないところが、ちょうど前川と北川が合流する地点の一帯で、川に囲まれている地域。

八国山のほうには新山手病院・白十字病院・北部包拢支援センター等、医療・福祉の中心拠点もある

ので、市全体だと難しいと思うが、川に挟まれた地域であるということでモデルケースということで

取り組んでもらえればありがたい。ご検討のほどよろしくお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

まず地域での防災安全活動を精力的に取り組んでいただいていることに感謝と敬意を申し上げさせ

ていただきたいと思います。ありがとうございます。以前にも諏訪町でタウンミーティングを開催し

た時に「川と川に挟まれた地域は橋が落橋してしまった場合、どこにどうやって适げればいいのか」

というご質問をいただいていました。なかなかすっきりとお答えが出来てなかったのですが、その時

のご回答では確か「いっぺんに全部落ちてしまうということは考えにくいのではないでしょうか」と

いうことを申し上げて、「大丈夫な橋を見つけていただいて、适げていただくしかないですね」という

ことを申し上げたような気がしておりますが、そのためには橋の名前が表示されていて、「○○橋」と

言ったら「あそこの橋は大丈夫なんだ」ということが地域の皆さんに認識されていないと駄目だとい

うご指摘だと思います。確かに川と川に挟まれた地域で橋が落ちてしまったり被災してしまうと适げ

場がなくなりますので、表示についても早急にどうするか方向性を出していきたいなと思います。 

今、市内に市が管理している橋が全部で１０４橋ございまして、これについては昨年の震災を受け

てどうなのかということで、耐震も含めて橋梁の長寿命化を進めようということで、今年度から基礎

調査を実施させていただいています。危険性が高いといわれるようなところについては今後架け替え

も考えなければならないし、補強等で大丈夫であればそれで対応していきたいと思います。ただ中に

は私設橋といって市民の方が個人で自分のお宅に渡るために架けられている橋もあったりするもので

すから、そういったところにはどうするかまだ市のほうとしても方針が出ていない状況です。現状と
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してはそういうことを進めているということをご理解いただいて、橋の表示についても併せて出来る

だけ早くと思いますが、これらの橋は名前もないということでしょうか。表示がないだけで名前はつ

いているということでしょうか。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

名前があって表示がないところについては、出来るだけ早急に表示出来るようにしたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

 

 

◆諏訪町地域の防災対策について（その２）      （諏訪町 M さん） 

野口台自治会は川と線路に挟まれた三角形のところ。地震があると川を渡れるかが心配。結局、

化成小学校のほうに适げるしかないが、細い道になるので何とか西武鉄道の線路を越えられないか。

すぐ行けば熊野公園があったり二中のほうに行けるのに、川と線路に挟まれてこっち（化成小方面）

に行くしかないという状況。そこを何とか出来れば。 

◎ 市長回答 ◎ 

野口台のエリアというのは確かに川と線路に挟まれて、東西方向で避難をするよりは線路を渡って

しまったほうが熊野公園や二中に行きやすいというご指摘でありますが、すぐにはちょっと難しさが

あります。昨年、３・４・３５号線と言いましていわゆる飯能所沢線の受けの道路が都市計画決定し

ました。この飯能所沢線は埼玉県側の用地買収が諏訪町のところまで済んでいて、その先をどういう

ふうに接合するかというのが東京都と埼玉県のほうで話が整っておりませんでしたが、ようやく昨年

こういうかたちで受けていくということが決まりました。では実際にいつから事業を着手するのかと

いうのはまだ明確にはなっておりませんけれども、諏訪町の向こう側の遊水地の先から線路の下を掘

割で潜って、府中街道それから３・４・１１号線（新所沢街道）に繋がるようなルートを東京都のほ

うで都市計画決定をしました。ですので、北側の方はこれが出来上がればこの道に沿って道路の東側

のほうに移動しやすくなるかと。将来的にはぐるっと二瀬橋のところまでは行かないでその手前で繋

がるようになりますので、尐し向こう側には行きやすくなるかなというふうには思っております。た

だそれもかなり長い先の話ですので、今いただいた川と線路に挟まれているエリアの問題ですよね。

諏訪町には川と川、さらに西武沿線で挟まれてしまっているエリアがありますので、今後こういった

ところの避難路をどう確保していくかというのは課題だというふうに考えています。すぐに「こうし

ます」というのはなかなか申し上げにくいところがありますが、橋の安全確保をしていくとか、どこ

かいい抜け道が取れるのかどうなのか、今後検討させていただきたいと考えているところでございま

す。 

  

本来名前があるけど表示がないところと、名前自体がないところがある。おっしゃるとお

り、個人宅に入る橋もある。  （諏訪町 K さん） 
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◆総合震災訓練について               （諏訪町 A さん） 

先日行なわれた市の総合震災訓練について、諏訪町自治会と諏訪町自治会内の自主防災隊がまち

なか訓練ということで、１つは白タオルによる安否確認。２つ目が一時集合場所への避難。３つ目

が各区で防災施設を確認しながら化成小学校への避難訓練。あと自主防災隊では炊き出し訓練やポ

ンプによる放水訓練等に取り組んだ。この震災訓練について市長の全体的な感想を聞かせて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

震災訓練の全体的な印象ということですけれども、あの時にも申し上げさせていただきましたが、

私が市長に就任させていただいてからこれまで震災訓練を実施したのが６回目になるんですが、恐ら

く今までの中で一番市民の方の参加が多かったのではないかなと思っております。諏訪町と野口町合

同ということもあったのでしょうけれども、とにかく諏訪町の方が熱心に取り組んでいただいて、地

域の絆が強く、かつ皆さん意識が高いのだなということを率直に感じたところであります。まちなか

訓練もそれぞれ工夫して、参集訓練それからタオルの訓練やら、橋が落ちたことを想定しての避難訓

練等までやっていただいたということで、非常に有意義な訓練だったのではないかと思っております。

ただ当日会場でも出ましたし、後日市のほうに電話やメールで「閉会式が長すぎる」というご意見を

いただきました。今回、開催時期を１ヶ月ほどずらしはしましたが当日はまだ暑くて、皆さん開始す

る前からまちなか訓練をやっておられて、お疲れのところを立ってあれだけ長い時間閉会式をやると

いうのは私も防災安全課の職員もいかがなものかなと思いますので、来年から大変恐縮ですが参加団

体につきましては文面でご紹介させていただいて、尐し省略・簡略化していきたいと考えております。

今年の震災訓練はとても有意義な訓練が出来たということで感謝申し上げたいと思います。 

 

 

◆総合震災訓練について（その２）          （諏訪町 M さん） 

８時半に放送があって、野口台自治会では９時１５分に井戸に集合してそれから徒歩で避難した

が、いろいろ反省がある。野口台はもう５０年ぐらい経っていて、高齢の方は「もう家でいいよ」

という人が多かったが、いろいろ話して「井戸のところまででも避難してください」とお願いして

井戸まで避難した人もいた。その後、化成小まで２０人を超える人が一緒に避難したが、そのうち

７０代、８０代の方が半分近く参加し、会長として「（炎天下で）持つかな」と心配だった。野口台

は南から入ってくれということで南に行ったが「神社の脇の道からの方が近いじゃないか」と言う

人もいた。野口台ではまちなか訓練もやっているので、１２時半ぐらいまでかかるのはきつい。「も

う帰っていいです」と途中で帰った人もいる。まちなか訓練もやるということで、地域の方と交流

出来たのはすごく良かったが、健康面で心配があった。全体で２時間ぐらいだといいかなと思う。 

◎ 市長回答 ◎ 

震災訓練の関係でまたご意見をいただきました。確かに地域によっては住民の方がご高齢になって

訓練に参加することもご負担になって、長時間炎天下にいてもし事敀があった場合を考えると自治会

の会長さんとしては大変ご心配だったということで、そういうご心痛をおかけしたことを大変申し訳

なく思っております。先ほどもありましたが、閉会式だけでなくて全体をもう尐しコンパクトにして
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いくということは今後も考えなければならないことだと思います。全ての訓練をあの場で実施しない

でも、例えばご自宅で被災された時に避難をされるということを主眼において、市民の皆さん主体で

訓練を実施するとか、どこかポイントを設けて今後は実施していく必要があるのかなと考えていると

ころであります。震災以降、市の主催ではなくて、各町の自治会等を中心に自主的に震災訓練を行な

っていただいている地域が市内で増えてきています。今年も秋津町で初めて行ないましてこれも８月

の暑い日で、自治会の役員さんがご心配されていたのは暑さで、せっかく来てくださった方が訓練で

倒れられては困るなということでありましたので、もう尐し時期を考えるとか全体の時間をもう尐し

コンパクトにするように工夫したいと思います。 

 

 

◆車椅子利用者も参加できる防災訓練を         （諏訪町 M さん） 

年々、高齢化が進む中で車椅子を利用する方が多くなるのではないかと思い、そのような方が参

加できるような防災訓練も必要ではないか。今回の総合震災訓練も自治会から車椅子利用者の参加

も考えていたが、会場に車椅子の方が利用出来るトイレがないということで、参加できなかった。

市の財政も厳しいとは思うが、災害から一人でも多くの方を守るということを考えると、行政から

のサポートも必要ではないかと思う。今後の防災訓練について、市長のお考えを聞かせて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

重要なご指摘をいただいたと思います。訓練だけではなくて、万が一の場合に市内小中学校は被害

を受けられた方の避難場所になります。当然そこには健常者の方だけではなくて、車椅子の方、ある

いは視覚障害や聴覚障害のある方もお見えになるわけでございますので、学校施設を避難所として考

えると極力バリアフリーにして、尐なくとも障害者用のトイレを設置しておかないといけないだろう

と、私どもも日頃からそういうことが課題であろうというふうには考えております。学校施設につい

ては、今年度で市内全ての小中学校の耐震化が完了しました。ただ耐震化を優先するということで、

東村山市は阪神淡路大震災以降、順次学校の改修と併せて耐震化を進めてきたんですね。外壁やトイ

レ改修等と一緒にやってきたのですが、そういうペースでやっていると１年に１校、へたすると２年

に１校というペースで、全ての学校の耐震化をするのに時間がかかるということで、私が市長になっ

てから途中で国の補助の基準等が変わったこともあって、切り離して耐震化だけを優先して進めると

いうことでこの間行なって、今年度で一応全ての小中学校と体育館の耐震化が終了しました。化成小

学校は危険箇所があったので、一昨年、外壁工事は行なわせていただきましたけれども、今後、各小

中学校のトイレ改修といったことも進めていかなければならないので、その場合には日頃使っている

児童・生徒だけのことではなくて、万が一の場合に避難所になることを考えると障害者用トイレの設

置ということも検討する必要があるのだろうというふうに考えています。すぐに全校に設置するとい

うことはなかなか出来ないかもしれませんが、トイレ改修を行う場合には計画的にそういったことも

組み込んで行なわせていただきたいというふうに今考えているところでございます。 

 

◎ 教育部 庶務課より ◎ 

市立小中学校のトイレについては、老朽化も進んでおり、衛生面、環境面からも改修が必要である

と考えております。改修済みのトイレについては多目的トイレを設置しておりますが、今後、実施す
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る際にはスペースの問題もございますが、多目的トイレについては設置して参りたいと考えておりま

す。 

 

 

◆震災時の避難について               （諏訪町 I さん） 

高齢者がだんだん多くなってくるので、避難の時のグループをつくろうと思うが、ある程度市の

ほうからそういうことを言ってもらえれば自治会のほうも早く動くかなと思う。グループもまだ決

まっていないので、組み合わせを指示してもらえれば早く出来るかなと思う。先日の訓練には高齢

者は出ていない。私も杖をついてあそこまでいく間に地震が起きたら駄目。すぐにそういう行動が

取れないので、そういうグループを指示してもらえればいいかなと思う。 

◎ 市長回答 ◎ 

避難の関係ですが、皆様もしかすると誤解されていらっしゃる部分があるのかなと思って、今年も

避難訓練でそのことを申し上げた方がいいのかなと思ったのが、ご自宅が安全であればご自宅にいて

いただくというのがまず大原則になります。皆さんそう思っていらっしゃいますよね。ご自宅が被災

された時にご近所の方等々で避難していただくということが大事ではないかということであります。

自治会の役員さんもどういうふうにグループを組んだらいいのかというのは恐らくいろいろ知恵を絞

っておられるでしょうし、市のほうで今後、各地域にお願いしていこうと考えているのが、災害時に

要援護者といわれる方々、ご高齢でお一人暮らしの方や７５歳以上の高齢世帯の方々、それからお体

に障害のある方等々でご希望される方については登録させていただいて、自治会や近隣の民生委員等、

協力していただく方にその情報をお渡しするという仕組みづくりです。但し、その方もご自身の安全

を確保しなければならないわけですので、万が一の時にはすぐにかけつけるというのではなく、落ち

着かれたら例えばお一人暮らしの方のところに安否確認に行っていただいて、もし何かあれば避難所

まで誘導していただくような仕組みをこれから各地域にお願いしてつくっていきたいというふうに考

えています。行政のほうのいわゆる要援護者の名簿というのは個人情報保護の関係があってこちらか

らはお出し出来ないものですから、地域でお暮らしになっているご本人様が「自治会等に私が高齢者

で一人暮らしだということを知らせてもいいですよ」という方については受けていただける自治会あ

るいは民生委員や福祉協力員等々の方々にその情報をお知らせしていくということで、万が一の時に

は安否確認、出来ればもし家の中で転倒した家具の下敷きになっていたりした場合にはご近所の方に

声をかけていただいてお助けいただくというような枠組みをつくっていきたいと思っています。 

今、行政職員も、嘱託職員も全部含めても１１００名ほどしかいません。それから警察と消防を合

わせても５００名ぐらいですので、日中もし大きな地震が発生したとしてこの東村山市にいる行政関

係の人間は全部合わせても１６００名とか１７００名しかいませんので、それで１５万３千人全ての

方の安否を確認してお助けするというのはかなり難しいところがあります。そういう意味では市民の

皆さんに相互に助け合っていただくような仕組みをこれから各自治会等にご協力いただいてつくって

まいりたいと考えておりますので、ぜひご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 
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◆震災訓練について                 （青葉町 S さん） 

１２/９に青葉町で地域震災訓練というのがある。それに向けて月に１回ぐらい実行委員会を続け

てきている。被災した場合の避難場所は青葉小学校だが、青葉小学校に集合した後インフラが遮断

して何日間か命を繋がなければならないという状況が生じる。その場合にどうやってそこを潜り抜

けるかという話があると思ったが、この訓練はどちらかというと消防車やはしご車の展示とか、

AED 訓練や起震車の体験、バケツリレーや消火器を使った消化訓練というのが主体になっていて、

何年間かこういう状態で続けられているようだ。他の地域もたぶん同じかたちでやっているかと思

う。実際に震災が起こるとガスや水道等のインフラが遮断し、やむを得ず避難場所に集まって何日

間か耐え忍ばなければならない。その時にそこの体制がどうなっているか心配になり、市の職員に

「青葉小学校の場合どういう責任者が決まっていて、どういうふうにやるのか」と聞いたら「市で

は全くそういう案はない」ということだった。最近、萩山のほうではそういう動きがあったようだ。

退避場所の青写真は市のほうでつくってもらわないとならないと思う。それに基づいてそれぞれの

自治会がどういう役割分担をするかということが必要になってくると思う。職員にも議員にも聞い

たら「その案はまだ全く出来ていない」という話だった。立川断層等、直下型地震の可能性がある

ので、早急にお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

今、市で実施している総合震災訓練や各町の自治会等で自主的に行なっていただいている訓練もほ

ぼ同じ内容で、まさにこれが初動の訓練と言っていいのではないかなと思います。まずご自身のお体

を守っていただく、それからもし适げ遅れて倒れた建物や家具等に挟まれてしまったような方がいた

場合に助け出す、あるいは火が出た場合に消火をしていくと、まさにこれは初動に重きをおいた訓練

です。そうした状況というのは、地震が発生したその日のうちには終結して、次からは避難所での生

活をどうしていくかという別のフェーズ（段階）に移っていくというふうに思われます。現実問題と

して当市では避難所をいかに立ち上げてどのように運営していくかということについて、具体的なマ

ニュアルというか方針がまだ出来ていません。ここは課題であると考えていまして、所管のほうに指

示しているのは出来れば年度内にはどこかモデル地区を選んで避難所立ち上げ・運営訓練をして、そ

こでいろいろ課題も見えてくるのでそれらを整理しながら今後全市にお願いする雛形づくりを進めて

いきたいというふうに考えています。 

先日、東京都市長会で被災地である仙台市にお邪魔しまして仙台市長から直にいろいろお話を伺っ

たのですが、宮城県は宮城県沖地震を体験しているので今までも避難所立ち上げ訓練とか運営訓練と

いうのも、全部ではないのかもしれませんが各学校を中心に周辺の自治会等で行なっていただいてき

たそうですが、やはり訓練を積んでいてもかなり混乱したというお話を聞きました。学校施設という

ことになりますので、いろいろな権限等を持っておられるのは学校長である校長先生ということにな

ります。学校と教育委員会、それから市役所がその運営にどう関わっていくのか。避難所を開設する

にあたっての体制として、教育委員会があたるということは大枠では決まっていますが、じゃあ誰が

どこの学校を受け持つのかという細かなことは全く詰まっていないのが現状です。恐らく東京で直下

型の地震があればご指摘のようにライフラインが遮断されて、３日間ぐらい物流が全く途絶えてしま

うと、今、市が備蓄しているものと一人一人の市民の皆さんが備蓄している物資等で凌がなければな

らない。その後ライフラインが復旧しても仮設住宅を立ち上げるまでにはしばらくの間ありますので、
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被災された方々が相当長い期間避難所で生活される可能性があります。学校によってはどこの教室は

緊急時でも教室として使ってこの部分を避難所にしてもらうという学校としての考え方を取りまとめ

ているところもあれば、まだ学校として考え方が全然出ていないところもあります。避難所を開設し

ながら子ども達の教育はどうしていくのかということも当然一緒に考えなければならない。かなり大

きな課題ですが、いつ何時地震があるかわかりませんので、我々としても何とか早急に検討して方向

性を出来るだけ早く市民の皆さんにお示しできるようにしてまいりたいと考えております。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

実際にどこまで踏み込んでの訓練になるかわかりません。もしかすると図上訓練的なことになるの

かもしれませんが、１３町の中で地域の人達と学校との連携が一番先行していて避難所になった時は

どの教室を避難所にするという話が今の段階でうまく進んでいるのは萩山町だと思います。出来れば

年度内にモデル地区を選んで一回図上訓練でもいいんですが訓練し、そのためにどうしても取りまと

めておかなければならないマニュアル、例えば物資の配給をする時にはどなたがどういう役割を担う

のかとか、この前仙台市長からリアルなお話として伺ったんですが「避難所のどこに寝るのかという

場所を決めることから非常に揉めますよ」というお話でした。入口に近いほうは皆さん嫌がって、出

来るだけ奥のほうに行きたいと。なので例えば１週間経ったらまた場所をくじ引きで決めるとか避難

所ごとのルールを定めておかないと、避難されてきた市民の皆さん同士がお互いに険悪な感じになっ

てしまう場合もあったりするということで、出来れば職員を被災地に派遣して研修させて、被災地の

状況も踏まえてルールを決めないと。とりあえず今年度中に１回どこかでやらせていただいて、来年

度の早い時期に出来れば尐し具体的な方向性をお示し出来るように努力していきたいと考えています。 

 

 

～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 

 

◆タウンミーティングの開催日程について       （諏訪町 N さん） 

今日は諏訪町での開催だが、化成小で運動会をやっているので、若い世代が出られなくなる可能性

が多分にある。学校の行事は前年度の終わりに市に届け出ていてわかっていると思うのに、今日ここ

でタウンミーティングをすると設定したことは、ちょっと考えなければいけないと思う。市あるいは

公の仕事については縦割り行政と騒がれているが、協働課が学校行事を調べることは出来ると思う。

市長の予定もあるが、考えてずらすことは可能だと思う。この回に席が空いているということは、出

られない人もたくさんいるということ。重要な行事に対する横の連携も充分取ってやって欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

最もなご指摘で大変申し訳なく思っております。それぞれの職員も行事等を設定する時に、他の行

事と出来るだけバッティングしないよういろいろと調整したり配慮はしているのですが、会場の関係

であったり私の日程調整等で、どうしてもこの日しか取れなかったというのが実態でございまして、

そういう意味では諏訪町の皆さまには配慮がなかったなということで私から心よりお詫び申し上げた

出来るだけ早くという言葉ではなくて、具体的に「今年中」とかっていう言葉をもらえる

とありがたい。                         （会場からの声） 
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いと思います。 

実は先日も中学校でここ数年スタントマンに来ていただいて実際に交通事敀を再現する『スケアー

ドストレイト』という事業をやっていて、今年度の日程についても学校側と調整をしていたところ、

二中については最初、産業まつりの日と重なってしまったんですね。そうなると中学生は支障がない

かもしれませんが、地域の方々は産業まつりで山車轢きに行かれたりしているところにぶつけるのは

いかがなものかということで、調整して別の日にしていただいたというようなこともあります。市と

してもこれから様々な会議体の中で、それぞれの部局の日程をお出しして、それを調整しながら極力

バッティングしないように再度進めていきたいと考えています。全体的には各部の次長級が出てくる

会議で総務会議というのがあるのですが、そこで各部が抱えている行事の日程を出して「これとこれ

は同じ日にやるのはまずいね」ということで調整したりしてはいるのですが、中にはこういうことに

なってしまったということで本当に申し訳ございません。今後気をつけてまいりたいと思います。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

タウンミーティングの日程につきましては、市の主な事業日程を踏まえたうえで、市長の執務予定

や会場の空き状況等によって決定しておりますが、この度は調整がつかず、このような状況になりま

して諏訪町の方にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。 

今後につきましても、事前に調整できるものは出来るだけ調整し、地域の皆さまが参加しやすいよ

う配慮して参りたいと考えております。 

 

 

◆東村山駅西口の駐輪について             （諏訪町 K さん） 

東村山駅西口の駅前の駐輪問題で、１０月２２日から強制撤去と聞いているが、西口（ワンズプラ

ザ）は１階がスーパー、２階が会議室と書店等、３階がフィットネスジム、４階がクリニックとサー

ビス関連の施設がいっぱいある。あれだけサービス関連の施設があるところで地下の駐輪場に１時間

以内は無料だから入れろというのは無理。現実、地下駐輪場はもういっぱい。買い物はいいがジムや

クリニックは１時間では終わらない。利用者である市民の立場で調査して、本来ならば建設前に設計

の中に入れなければいけなかったが、出来なかったのか忘れたのか。たぶん建設計画時代に駐輪のこ

とは「地下があるからいいや」ということで終わったんだと思う。これから追跡調査をしながら市民

のために何か手はないかということで、歩道の一部を何とかする等の検討をお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

西口の駐輪場問題ということでご指摘いただきました。西口の再開発の議論の時にはむしろ「あん

な巨大な地下駐輪場がいるのか」という議論が多くて、当時私は議員でしたけれども日頃あれだけ一

時利用でいっぱいになるとは想定出来ていなかった部分が確かにあるのかなと思っております。ただ

地下駐輪場はもう出来上がっているのでこれを拡張することは出来ませんので、他の代替手段、今 K

さんがおっしゃったように歩道の一部を駐輪場として開放出来るのかどうか。かなり先の話ではあり

ますが、今後、連立事業が進んでまいりますと東西が一体的なかたちになってきますので、駐輪問題

というのはそこでも出てくると思いますから、中長期的な視点でどう考えるのかということと、もう

ひとつは短期的にそれまでの間つなぎでどうしていくのか、検討させていただきたいと思います。  
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◎ 交通課より ◎ 

放置自転車（路上駐輪）は、歩行者等の通行の妨げになるばかりでなく、災害時の避難経路や帰宅

困難者滞留スペース等の確保、復旧活動への影響、小さなお子さんが接触して怪我を負ったり、まち

の景観や美観を損ねることなど、多くの問題を抱えています。このため東村山市では、毎年、駅前放

置自転車クリーンキャンペーンを実施し、放置自転車の追放と自転車利用者のモラル向上を訴えてい

ます。 

東村山駅西口駅前広場での路上駐輪対策に関しては、１０月１日より立て看板等にて事前にお知ら

せしたなかで、駅前放置自転車クリーンキャンペーンの期間に合わせてこれまでの対策を強化いたし

ました。放置自転車（路上駐輪）をなくすには、行政のみの対策だけでなく、近接する店舗や事業者

をはじめ自転車を利用する一人ひとりがルールを守って行動していただくことが重要であると考えて

いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

◆東村山駅西口の駐輪について（その２）       （諏訪町 Y さん） 

東村山駅西口に駐輪出来なくなると、高齢者の方たちが活発に行けなくなる。 

◎ 市長回答 ◎ 

先ほども出ました西口駐輪場の関係ですが、駅前の事業者と市の交通担当が長いこと話し合ってき

た結果として、いろいろ支障が生じて今のまま野放しには出来ないということで、今月途中から一時

的に置かれたものも撤去するというかなり厳しい措置にでたところでございますが、先ほど K さんか

らお話があったように「地下に停めろと言ったって、地下も一時利用がいっぱいな状況の中で何考え

ているんだ」と言うご指摘がありましたので、とりあえずは決めさせていただいているので措置につ

いてはこのまま進めさせていただいて、様子を見ながらまたどういう対応が取れるのか。それから中

長期的にはどうするのか、検討させていただきたいというふうに考えていますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 

◎ 交通課より ◎ 

地下駐輪場に関しては、東村山駅西口再開発及び駅前広場整備を行ううえで、既存の市営駐輪場の

規模や利用状況とワンズタワー（店舗や公益施設）利用者の駐車台数を加味したうえで、必要とする

駐輪場の規模を算定しています。東日本大震災や市民の皆さんの環境意識等向上により、特に一時利

用に関しては、当初の見込み以上に多くの方々に利用していただいていますが、これまでも駐輪場の

収容規模内で運用しており、満車等により利用をお断りしたケースは一度もありません。 

また一般の利用を含め１時間まで無料としているとともに、特に公益施設（サンパルネ）を利用さ

れる方は３時間まで無料でご利用いただけるようになっています。 

現在、東村山駅西口周辺には、民間企業や個人事業者が経営されている駐輪場が数多く存在してい

ます。今回の対策を機に、自転車利用者おひとりお一人が利用しやすい駐輪場を選択していただける

よう、情報提供を開始しました。今後も、市営や民営の施設を有効に活用していきながら、市民の皆

さんが生活しやすい環境づくりに努めいきますので、ご理解いただきますようお願いいたします。  
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◆歴史館の外階段に手すりを              （諏訪町 I さん） 

歴史館のところに行くのに３、４段の階段があり、年配者が多いので手すりをつけて欲しい。あと

都の方にも公園に手すりをつけてとお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

確認なんですが、歴史館のところに階段があって手すりをつけて欲しいというのはどこになるんで

しょうか。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

それと公園に手すりというのは都営住宅の中の公園に手すりが必要ということでしょうか。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

わかりました。現場を確認して、すぐに付けられるかどうかわかりませんけれども、高齢者の方が

増えているのはご指摘のとおりなので、出来るだけ公共施設の入り口等については、ご高齢の方にも

お入りいただけるような環境を整えていかなければならないというふうに考えていますので、検討さ

せていただきたいと思います。 

 

◎ ふるさと歴史館より ◎ 

今後の検討課題とさせて頂きたいと思います。現在は是非とも歴史館正面の玄関脇の平らな通路を

ご利用頂けるようお願い申し上げます。 

 

 

◆太陽光発電システム設置工事費の補助について    （廻田町 W さん） 

太陽光発電の補助が今、国と都と市でそれぞれ補助金がつくようだが、国と都は一人一人で決ま

っているが、市については限度額があるので申込者全員には渡らないと聞いている。何百万という

予算があるそうだが、税金を払っている者としては公平・公正に税金を取られているので、いただ

く場合にも公平・公正ということで抽選ではなく多尐の額でもいいので申込者全員に行き渡るほう

がいいのではないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

市では化石エネルギーだとか出来るだけ再生可能エネルギーを使っていただくことによって低炭素

社会を目指しており、市民の方が家庭用の太陽光発電設備を設置された時に助成させていただいてお

ります。原発事敀以降、原子力発電はどうなのかといろいろ国民的議論になっていますが、原発もウ

ランを使うという意味では化石燃料ですので、出来るだけ環境にやさしい再生可能なエネルギーに転

換していくことを奨励するという意味合いで今、補助金を出させていただいています。そういう意味

で言うと確かに希望者全員の方にお渡しするという考え方もあるのですが、やはり限られた予算なも

スロープを降りきって正面玄関の丸くなっているところから都営側に行く時に数段ある。 

（会場からの声） 

公園にあがるところにやっぱり数段ある。              （会場からの声） 
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のですから、これがなければやらないんですかということから言うと、実際には市の補助金がなくて

もやっていただける、より弾みをつけるという呼び水的な意味合いでの補助金制度なので、現状では

希望者全員の方にお渡しするということは今のところ考えてございません。ただ太陽光発電について

は昨年の原発事敀以来、固定買取制度があって４２円で買い取られるということでいうと、こうした

買取制度があるものに対して市がさらに補助を出すことはどうなのかなというのはちょっと考えてい

ます。むしろ太陽熱とか地熱利用といった国や東京都の補助制度がない再生可能エネルギーで「もし

市が補助金を出すならちょっと考えてみようかな」というような分野に東村山市の場合はシフトした

方がいいのではないかと。これは私個人の思いですので来年から太陽光発電の補助を止めますという

話ではありません。太陽光発電の普及はある意味もう放っておいて我々が政策的に誘導しなくてもあ

る程度進むのではないかと。確かに設置される人は国や東京都から補助金が出て市からも補助金がも

らえれば助かるし、さらに電力も売電して一定の金額が収入として入ってくるので、どんどん付けよ

うという機運は進むんだろうと思うんですね。ただ仮に市が補助金を出さなくても制度的には太陽光

発電はかなり進む状況がもうつくれてきているので、それ以外のところを考えるということも必要で

はないかなというふうに今は思っています。太陽光については年間で今、６００万円の予算を組んで

いますので、全員の方を受けるとなると年度末に今年希望された人を６００万円で割って一人いくら

というやり方も確かに考えとしてはありますけれども･･･ 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

先ほど申し上げたように補助金の性格として、お困りの方を全て救済するような補助の出し方と、

市側としてこういうことを奨励して進めていきたいということで呼び水として補助金を出す時という

のは補助の出し方が自ら違ってきまして、一定の要件を満たせば全ての方に出さなければいけない種

類の補助金と、希望された方のうち一定数の方しかあたらないという意味合いの補助金と、これは国

でも東京都でも他の自治体でも基本的に補助金というのは、行政側の考え方からすると２種類ありま

して、太陽光の場合は一定の条件を満たせば全ての人が設置しなければならないというものではない

ので、今の段階では奨励的な補助金ということで今のような出し方をしているのですが、確かにそう

いう予算の範囲内で全部割って仮に額がかなり下がったとしても全ての希望者が受け取る方がいいと

いう考え方の市民の方もいらっしゃるということが今日わかりましたので、もう一回検討したいと思

います。 

 

◎ みどりと環境課より ◎ 

当課において、補助金総額を全ての申請者で割る方法を検討しました。 

現状、申請を４月～１１月末日まで受付け、１２月に抽選を実施している。補助金総額を全ての申

請者で割る方法だと、申請時に補助金額がわからない上、いくつかの手続きを経て、何か月も待たさ

れ、もらえる額が尐なくなるくらいなら、「いらない」という意見が生じる可能性がある。 

※太陽光発電設置は、総額で２００～３００万円以上かかるものがほとんど。補助金は上限１０万

円なので、総額の３～５%程度。現状でも尐ないという意見を窓口申請時に伺うことがある。 

○申請件数は各年度ごとに異なるため、各年度の申請件数により、補助金額の差が生じてしまう。

お金的にはある程度余裕がないと出来ないと思う。なのである人には何十万で、ある人は

全然こないというのもちょっと変かなと思う。取る時には公平とか公正とかって言うのに

なぜ分ける時には公平とか公正にならないのか。         （廻田町 W さん） 
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これを丌公平と感じる人も出てくると考える。 

以上のことから、現状の制度（抽選）が最も公平と所管では考える。 

 

 

◆市内の橋の安全対策は               （萩山町 T さん） 

市内で川に架かっている橋の何％ぐらいが耐久年数を超えているか。また市はこれをどうしようと

思っているか。財政はどうつくるか。 

◎ 市長回答 ◎ 

市が管理している橋で耐震化されている橋というのは、残念ながら今のところほとんどないと言っ

ても過言ではありません。実は秋津町にございます武蔵野線の開口部分の橋については、下が川では

なくて線路が走っているところなんですが、武蔵野線が出来た時に当時の国鉄がつくってその後市の

ほうに管理が移管されたままになっていまして、JR から老朽化に伴ってコンクリ片が落ちてくるとい

うような指摘をいろいろ受けて、だからというわけではないんですが鉄道事敀があると大変だという

ことから武蔵野線に架かっている橋の調査と耐震化を進めてきました。ただ JR のほうの方針が変わ

りまして、今までは週に２回夜間工事が認められていたのですが、JR のほうとしても鉄道の運行の問

題等があって夜間工事が週１回しか認めていただけないという状況があって、工期が倍以上になって

しまうということから JR と再協議するということで今年度計画していた事業については一時的にス

トップさせていただいています。川等に架橋されている橋については、今年度から調査を始めて、ど

の橋にどういう補修をしなければならないのか、あるいは架け替えをしなければならないのかという

ことを調査し始めたところです。 

建物については実は昨年度、市が管理保有している公共施設については劣化度診断というのをやり

ました。市が管理している建物は市役所等々含めて全部で１３４施設１８６棟ありまして、だいたい

昭和４０年代から６０年代前半に建てられたものが７割ぐらいということで、学校については耐震化

が終了しましたけれども、市役所の本庁舎・保育園・中央公民館・中央図書館・社会福祉センター等、

まだ耐震化されていない旧耐震のままの建物もかなりありまして、これらについては耐震や建て替え

等をいれないで現状のまま維持するだけでも今後２０年間で２５０億円ぐらいかかるという調査結果

が出て、我々としてもどうしようかと今考えているところです。恐らく橋も調査していくとかなりお

金がかかるという結果が出てくるものと思われます。我々としては限られた財政状況の中で、端的に

言えば危険度が高く多くの人や車が通行するような橋から優先順位をつけて順次補修なり架け替えを

進めていくしかないと考えています。万が一の場合に橋が被害を受けてしまいますと适げ場がなくな

ったり、ちょうど橋を渡っている時に大きな地震で橋が落ちてしまったりすると大変なことになりま

すので、橋の問題については我々もようやく始めたばかりで全体的には今申し上げたようなスケジュ

ールで今後取り組んでまいりたいと考えています。お金については補助金が出る場合もあればほとん

ど出ないケースが多くて、基本的には自前でほとんどの橋の改修をやらざるを得ないのかなと考えて

います。施設については大規模改修等になれば国や東京都の補助金があたるものもあれば全くあたら

ないものもあるということで、公共施設それから橋梁含めて具体的に今後１０年の間にどれを優先し

てどういうことをやっていくのか、来年度には公共施設の再生計画というのをつくりたいと考えてい

ます。併せて橋についても今年度調査を行なって、来年度以降に長寿命化計画というのを立てて、そ
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の計画に沿って毎年度改修を行なっていくという考えでございます。 

 

 

◆諏訪町方面から駅までの間にベンチの設置を     （諏訪町 Y さん） 

杖をついている方が駅に行くのにどっちのルートも途中にベンチがないと言っていた。ちょこっと

ベンチでもいいということなので考えていただきたい。置くところも大変だろうと思うが、空間提供

に協力していただけたらいいのではないか。ベンチの費用は地域で協力すれば出せると思う。 

◎ 市長回答 ◎ 

高齢化が進んでまいりますと、ちょっとした段差等でも手すりがないと足元がおぼつかなくなると

いうことはあろうかと思いますし、駅あるいは買い物に行かれる場合に数百ｍぐらいだと思いますが、

ご高齢の方にとってはお辛いところもあるんだろうなと思います。ベンチを設置するにはそのスペー

スをいかに確保するかということが課題なのかなと思っています。そういった場所があるのかどうか、

諏訪町通りの尐し拡幅したところの残地が使えないかどうか、持ち帰って研究させていただきたいな

と思います。このお話もいろいろな町でお伺いする話ですし、今後、市全体としても高齢者の方が出

歩かれることを推奨しなければならない立場ですので、高齢の方で杖をついていたり車椅子に乗って

いなくても長時間歩くことが困難な方に対して、どういった支援が出来るのかということについては

検討させていただければというふうに考えています。 

 

 

◆コミュニティバスの運行について         （諏訪町 Y さん） 

コミュニティバスが１１時台と１５時台がない。私は自転車を利用するのであまり丌便は感じて

いないが、お年寄りの方はほとんどの人が利用しているので丌便なようだ。 

◎ 市長回答 ◎ 

コミュニティバスも各時間帯に便数を増やしていく必要は感じてはいるんですが、これも限られた

予算の中で行っておりますので、１１時台、１５時台全て埋めていくとなると運転手の確保等かなり

の費用負担が発生してきます。コミュニティバスについては今のところ市内３路線で、全く走ってい

ない町のほうがまだ圧倒的に多い状況で、コミュニティバスのエリアの拡大というのは大変要望も多

いので重要な課題として受け止めておりまして、今後、交通丌便地域にいかに効率的にバスを走らせ

ていくか。３路線合わせますと年間でだいたい４５００万円から５０００万円の税金を投入させてい

ただいていますが、全くコミュニティバスの恩恵を被っていないエリアもあるので、そういったこと

もあるということをご理解いただきながら、いかに充実を図れるのかは今後研究させていただきたい

というふうに思っております。「すぐに増発します」というのは現時点では厳しいなというのが率直な

ところでございます。 

 

◎ 交通課より ◎ 

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、
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東村山警察署、市民などで構成する公共交通会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、その後はこの基準に基づき、地域公共交通の充実を目指して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。 

 

 

◆市の対応について                 （久米川町 I さん） 

昨年６月、児童課から市長に間違った報告があがっていることがわかり、昨年１０月に富士見町

のタウンミーティングで指摘した。その後市長から「証拠を出してくれ」と言われ、１２月に出し

たがその対応がされていない。その後子ども家庭部長にも話したが「その件は対応しない」と言わ

れた。市の職員の倫理観についてどうお考えか。市民の相談窓口があるのは知っているが、出来れ

ばもう尐し踏み込んだ倫理委員会みたいなものを設けていただけないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

一般論として申し上げると冒頭ご挨拶で申し上げたように、今回立て続けに市役所職員の丌祥事件

が発生しまして、倫理観を高めていく必要を痛切に感じて責任を痛感いたしているところで、それに

ついては今後、綱紀粛正に向けていくつかの取り組みを早急に進めていく予定にいたしております。

それと今ご指摘いただいた I さんの関係については、何度かタウンミーティングの場でもお話いただき、

かつ個別にも面会してお話させていただいていますが、私どものほうの調査では I さんのご指摘の点に

ついては確認が取れませんので、この件については私どもとしてはご回答を既にさせていただいてい

るというふうに考えているところでございますので、何卒ご理解いただければと思っております。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

こちらとしてはいただいた文書のどの部分がそのおっしゃられている点に該当するのかということ

を I さんにご確認のお願いをさせていただいていますけれども、それについては「これが全部です」と

いうことなのですが、私どもとしてはその文章の中ではご指摘いただいているような点が見当たらな

いというふうに考えているところでございます。 

 

◎ 児童課より ◎ 

「間違った報告」とのことですが、指摘部分については御質問者からいただいた情報をもとにでき

る限りの調査を行いました。既にご質問者には疑義は見当たらなかったと結果をお伝え済です。 

 

◎ 人事課より ◎ 

倫理観を高める取組としては、昨年１１月に策定した綱紀粛正推進本部の非行再発防止策の中で、

研修の強化を決定しました。 

平成２４年度は、全職員を対象に公務員倫理研修を実施し、今後も３年に１度は、必ず倫理研修を

受講することとしました。今後も研修の徹底などにより職員の倫理観を高める取組を継続していきた

いと考えています。  

証拠を出してから一回も返信もらっていないので、それは説明責任を果たしていないとい

うこと。                           （久米川町 I さん） 
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～みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち～ について 

 

◆生活保護の受給について               （諏訪町 H さん） 

生活保護の丌正受給が新聞等で話題になっているが、東村山ではどの程度までの調査で支給されて

いるのか伺いたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

最近、生活保護の受給者が増えて全国で２００万人を突破して、中には丌正受給もあるということ

で摘発も随分されています。東村山市でも実は他に収入を得ていてもそれを正規に申告しないで返還

していただくという、いわゆる丌正受給をされた方というのもいらっしゃいまして、そういった方に

ついては年間でお支払いしたお金を返還してもらうということをやっています。まず生活保護を受給

されるにあたっては、基本的には申請主義で書類を出していただいて、その書類に間違いがなければ

我々としては受けていかざるを得ないのですが、最近こういうご時世ですので「実は働いておられる」

とか「実はどこそこ銀行に預金がある」という情報が寄せられたりすることがあります。市役所は捜

査機関ではないので我々が調べるのは限界があるんですけれども、調べられる範囲で丌正受給があれ

ばそれらについては途中で生活保護を打ち切る場合もあれば継続して生活保護は受けられても支給額

が減らされたり、丌正に受け取っておられた額は返還していただくということをしています。あまり

にも悪質な場合は警察に摘発するということで今進めています。大きな課題としては、東村山市も生

活保護受給者がうなぎのぼりでございまして、ケースワーカーの正職員一人あたりの抱えているケー

スが１１０件程度（再任用職員３名を含めると約１０３件）になっています。厚生労働省のほうとし

ては「一人のケースワーカーが見る上限をだいたい８０件ぐらいにしなさい」ということにしている

のですが、申請される数が多くてそれに基づいて人をなかなか増やせないというのが実情です。生活

保護は受給者にお支払いするお金の４分の３は国から出て、４分の１は市で出していますが、事務費

と言われるケースワーカー等の人件費は全て市持ちになりますので、当市のように財政状況があまり

芳しくないところですと件数に伴って人が増やせない。人が増やせないと一人当たりの件数が増えて

しまう。そうなるときめ細やかなケアが出来なくなるということで、通報をいただいた場合には調べ

られる範囲で調べさせていただきます。実際には病気で働けないと言って受給されていた方が、どこ

かで就労していた場合もございます。丌正受給されると本当にお困りの方を保護出来なくなるので、

丌正受給は許されない。先進自治体では警察の OB を雇って丌正受給がないか調査しているところも

ありますので、そういった先進自治体の事例も取り上げながら取り組みたいと考えています。もし皆

さんのほうで「あそこのお宅は」という情報がございましたら、我々も出来る限り調査していくので、

生活福祉課のほうに情報をいただければと思います。 

 

◎ 生活福祉課より ◎ 

生活保護受給者は生活保護法第６１条（以下「法」）により、収入、支出その他生計の状況、世帯構

成等に変動・異動があつたときはすみやかに届け出る義務を課せられます。この義務を怠り、丌実の

申請、その他丌正な手段等により生活保護を受給した場合、法第７８条の適用となります。この適用

を受けたケースが丌正受給となります。 
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所管では毎年６月を課税調査強化月間として世帯の課税状況の把揜、法第２９条による資産状況等

の把揜や訪問を通しての世帯状況の把揜等に努めています。 

このことにより発覚し、法第７８条を適用した件数ですが、平成２１年度から平成２３年度の３か

年で合計４０件となっています。また、その内容ですが就労収入未申告、年金未申告、丌正就労等と

なっています。 

適正・適切な生活保護運用に努めているところですが、現在、警察ＯＢ等の採用も検討しており、

更なる適正で適切な運用に努めてまいります。 

 

 

◆自治会への新たな助成を              （諏訪町 E さん） 

７、８年くらい前まで自治会に対して各世帯あたり１００円という助成があったが、市の財政悪化

を受けて見直され、なくなった。今は掲示板の補助があるが、それ以外にもし自治会に対する助成金

のお考えがあれば聞かせて欲しい。諏訪町自治会では各事業に対する助成金が下げられてきて、自治

会費を９００円から１２００円にやっとの思いで上げたが、それでも運営が厳しい。今までの自治会

役員の考え方の中で削られてきた経過があろうかと思うが、各団体に対する助成金が削られている。

７年前に打ち切った助成金をまた出すというのは難しいと思うが、掲示板の補助というのもある程度

どこの自治会も限界がきているのかなと思うので、何か新しい自治会に対する助成があれば聞かせて

欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

自治会活動を活発に行っていただければ当然お金がかかるのは道理であります。市としてはご指摘

のとおり平成１７年までだったと思いますが、会員数×１世帯あたり１００円の補助金を各自治会の

ほうにお出ししていましたけれども、市も非常に財政が厳しくなってしまったということから廃止さ

せていただいた経過があります。現在の自治会に対する補助金というのは個別の活動に対しての補助

制度ということで、掲示板補助と自治会活動に資する備品購入をする場合には１自治会あたり２万円

の補助をお出しするという制度を２年ぐらい前につくらせていただきました。それと例えば高齢者の

見守り等の活動をしていただける場合は高齢介護課のほうでまた別途補助金制度を設けたり、事業を

やっていただく場合にあたっては市も出来るだけ協力していきたいと考えています。前の出し方です

と活動してもしなくても基本的には会員数がいらっしゃればお金がプールされていくということにな

るので、我々としては自治会に活動していただいて地域活性化あるいは地域の安全・安心に繋がって

いく活動をしていただけるのであれば補助制度を設けていきたいなと考えているところでございます

ので、「うちはこういうことをやりたい」とか「こういうことをやっているので市は何か考えてくれな

いか」というような具体的なご提案をいただければまた検討させていただきたいと考えています。 

 

  

◎ 市長回答 ◎ 

拍子木とかの備品購入であれば今ある制度でも大丈夫ですので、担当職員にご相談いただければと

思います。  

諏訪町では年末に各地区で夜回りをやっているが、それに対してもそういう考えが該当す

るか。例えば拍子木を買うといった費用はどうか。        （諏訪町 E さん） 
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◎ 市民協働課より ◎ 

市長回答のとおり、市民協働課では自治会活動に係る物品購入費用の一部について、補助を行なっ

ております。詳細につきましては、市民協働課窓口までお問い合わせください。 

 

 

【市長まとめ】 

 

本日は長時間に亘りまして様々なご意見・ご指摘をいただきまして、誠にありがとうございました。

先日諏訪町の化成小学校において総合震災訓練を行なったばかりということもあり、昨年の東日本大

震災も踏まえてということだと思いますが、やはり町の安全・安心についてのご質問・ご意見を数多

くいただいたところであります。私どもとしても努力をしているところもありますが、まだまだ足り

ていない、早急にやらなければならないなというところも感じているところもあります。本日いただ

いたご意見につきましては市役所内部の会議で経営会議というのがありまして、私と副市長・教育長・

各部の部長が出席して市の重要な方針を話し合って決めていく会議なんですが、そこで毎回必ず「タ

ウンミーティングでこういう意見が出ました」と報告し、「その時私はこう答えました」ということは

所管部長にはご認識いただいています。一応それぞれの課長のほうに「こういうことが課題として出

たんだな」とわかるようにしておりまして、今日聞きっぱなしということではないということをぜひ

ご理解いただいて、本日いただいたご意見を踏まえてさらに邁進して参り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。 

最後になりますが、本日は司会というか時々ご意見番的に司会をお務めいただきました M さんに心

から感謝申し上げて、終わりの挨拶とさせていただきたいと思います。本日は貴重なお時間をいただ

きまして、誠にありがとうございました。 
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