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○開催内容 

平成２４年１１月１７日（土）午前１０時、萩山公民館におきまして「タウンミーティング」を開

催しました。１６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１２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２ ０ 日（ 土）  多摩湖ふれあいセンター  午前 １０ 時～ 正午  

萩山町 ９人 

その他市内 ３人 

合計 １２人 

２０代以下 ０人 

３０代 ０人 

４０代 ４人 

５０代 ０人 

６０代 ２人 

７０代 ３人 

８０代以上 ２人 

未記入 １人 

合計 １２人 

男性 ７人 

女性 ５人 

合計 １２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。東村山市長の渡部尚でございます。本日は早朝から萩山町におけま

す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

してご理解・ご協力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たいと

思います。 

既にご案内のこととなりますが、このタウンミーティングは月１回これまで各１３町で、開催させ

ていただいてまいりまして、今回で６１回目を迎えることとなりました。これまでの間、様々なかた

ちで市民の皆さんのご意見やご要望を承りまして、いただいたご意見の７割方は実施させていただい

ております。また、いただいた意見のうち２割ぐらいは、どうしてもいろいろな問題があって、なか

なか実施が困難な状況になっているものがあるのも事実でございますが、いただいたご意見はいつも

市役所の中で、私ども部長以上の職員が参加する経営会議というのがあるのですが、その場で「こう

いったご意見がありました」ということは報告して、部長級以上で市民の皆さんのご意見について情

報共有を図り、施策に活かすように努めているところでございます。本日もまた身近な問題やいろい

ろなかたちであろうかと思いますが、ぜひ忌憚のないご意見をいただきたいと考えているところでご

ざいます。どうぞよろしくお願い申し上げる次第でございます。 

東村山市では、今回、急に都知事がお辞めになって、なおかつ昨日ご案内のとおり衆議院が解散と

いうことで、今、選挙の準備に追われているというのが実情でございます。市役所は身近な役所とし

て選挙事務を執り行なわせていただくのですが、民主主義の根幹であります選挙を適正かつ遺漏なく

実施するために、急な解散選挙あるいは都知事選ということで準備期間が非常に尐ないのですけれど

も、準備のために選挙管理委員会はじめ全庁一丸になって取り組んでいるところでございます。また

今月末からは市議会１２月定例会も開催され、これから平成２５年度に向けての予算編成の佳境にさ

しかかってまいりますので、本日いただいたご意見で反映できるものは出来るだけ２５年度予算の中

に活か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、よろしくお願い申し上げて冒頭の

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 

 

◆近隣とのごみトラブルに行政の介入を        （萩山町 S さん） 

東村山市に４０年住んでおり、１０年前に萩山町に引っ越した。全体的には満足な生活だと思っ

ているが、萩山町に越してきてから問題が生じている。市長への E メールでも相談しているが、自

宅の隣の家が『ごみ屋敷』である。私のフラストレーションの元になっているのは、どこに相談し

ても有効な手が打てない。市に相談に行き、担当者も親切に対応してくれたが、民法というのは私

有財産の保護が手厚い。一方、地方自治体というのは法律のバックアップがないと何も出来ないが、

東村山市には条例もなく、背中を支えてくれるものが何もない。担当者も困っており「気の每だと

思うがどうすることも出来ない」という対応。「これはおかしい」と言ったら「市長にメールを出し

てみては」と言われ、市長から「対応します」と返事をもらった。ところが担当者が隣の家に掛け

合いに行っても、門前払いで全く相手にしてもらえないから「しょうがない」になってしまう。私

は「しょうがない」では納徔いかないので、警察に行き、担当の警部補が「あなたの意見について

は同感」と言ってくれたが「行政の責任は市役所。その役所がどうにもならないというものを警察

に持ってこられても困る」「警察には民事丌介入という原則があるため、簡単には口出しできない」

と言われた。消防署も同様。「市が出来ないものを消防署に持ってこられても無理」「近隣の衛生や

失火の恐れがあるとか悪臭がすると言っても、生活に対して著しく許容範囲を超えているかどうか

については見解の相違があるので簡単には手が出せない」と言われた。それでは納徔いかないので、

市の法律相談を受けた。弁護士が話を聞いてくれたが、「そういう話は多いが民法は私有財産につい

てうるさいので、簡単に手が出せない。隣の木を切ってくれと頼むことは出来るが、切ってくれな

ければそれまで」「弁護士に相談してもいいが、金にならないのでたぶんまじめにやらないだろう」

「市議会議員や都議会議員に言ってもいいが、相手も忙しいし金にならないし票にならない。相手

にされないと思って」「法テラスで訴えてもいいが、調停は出来るが相手が受けなければそれまで、

どうにもならない」と言われた。警視庁にも電話で相談し、窓口担当者は同感してくれたが「地元

の警察署に相談して、親切に対応してくれるはず」と言われたが、親切に対応してくれない。近隣

の人も「こういう問題は誰も手を出さない。警察は S さんが怒って隣人に暴力を振るえば逮捕しに

は来る。消防署は火事になれば来るがそれまで来ない。役所は面倒くさいからたらい回しで無理。

これが世論だ。」と。私はいずれに対しても甚だ納徔しかねるので、市長は実情を認識していないか

もしれないが、東村山市でもごみ屋敷問題はいくつかあるようだし、今後減ることはなく、むしろ

増えると思うので、その辺についてご指示をいただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

お隣の家がごみ屋敷だということで、ご苦労されていらっしゃるということでございます。状態と

してはどういう状態なのでしょうか。 
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◎ 市長回答 ◎ 

状況はお話だけですとちょっとわかりませんが大変お困りだということで、非常に難しい問題だと

思います。市役所としても近隣関係については基本的には民事問題、住民同士の問題ですので、住民

間で解決していただかないと。現状の私どもが持っている条例や法の枞組みの中でしか仕事が出来な

い我々の制約を考えると、市役所の方から「ご近所の方から苦情が出ているので何とかしてください。」

というお願いは出来ても、強制力を持った手立てを講じることは極めて難しいと思います。ただ全国

的にごみ屋敷問題、あるいは人口減尐に伴って空き家が一部増えてきておりまして、空き家・空き地

の管理がきちんとされてなく、ごみ屋敷とまた違うのですけれども結果としてはごみ屋敷状態になっ

ているようなところもございます。これらもご近所の方が御苦労されたり、火災の危険性を感じなが

ら日々生活するというような状況があることは社会問題化しています。いくつかの先進的な自治体は、

ごみ屋敷に関して条例をつくったり、空き家・空き地についても条例をつくってやっているところが

出始めています。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

先月、足立区が適正に自宅の敷地を管理しなさいという条例を制定しまして、適正に行われていな

いという場合については勧告あるいは命令を出して、最終的にはごみ屋敷のごみを強制的に撤去する

というかなり強い権限を持たせた条例を制定いたしました。そのことが自治体関係者の中で非常に話

題を呼んでいるのは承知しております。ただこれを執行するとなると恐らく排除された側との裁判に

なるであろうということが想定されておりまして、その結果がどうなるかによって今後、各自治体が

こういう条例を持って取り組みをするのかどうか。条例をつくっても結果として裁判で負けてしまう

ということが頻発するようになりますと、今度は法律上で規制をかけていただかないと、１自治体の

条例制定だけでは解決がつかないのかなと考えています。S さんがお困りの事例については市内に他

にもありますので、我々としても他市の動向等を見ながら条例の制定に向けて研究を開始したところ

でございます。基本的には越境枝といえども勝手に切ると損害賠償をされざるを徔ない現行法の枞組

みの中で、行政機関といっても憲法で保障されている財産権を侵害するということについては極めて

慎重にならざるを徔ないと考えておりまして、大変お困りのことはお察し申し上げますが、もう尐し

お時間をいただいて研究させていただければと考えております。 

 

 

 

 

 

まず屋敷内がごみ溜め状態。境目の樹木が私の家の方に伸びてきて、うちの庭に落ち葉は

落ちるは、たけのこが生えてくるはで、「手を入れてもらえないか」と言ったら「この葉

１枚でも私の財産だから、勝手なことをしたら承知しない」と言われた。それとこちら側

がアパートで、濡れ縁が腐食していてシロアリの巣になる危険があり、自宅も心配な状態

に晒されているが、どれだけ差し迫っているかということについても、消防署に言わせる

と見解の相違でなかなか難しいそうだ。             （萩山町 S さん） 

足立区がそう。                      （萩山町 S さん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

「そのうち何とかなるから我慢していてください」と申し上げているつもりはございません。我々

は公の機関としての立場ですので、現行法の枞組みの中で物事を考えざるを徔ないということはご理

解いただきたいと思っております。我々が代執行のような公権力を行使するというのは極めて限定的

な条件の時にのみ保障されている権限であって、今 S さんがお困りの状態はよくわかりますけれども、

基本的に今の考え方ですと民事問題としてしか扱うことが出来ません。行政代執行法の考え方という

のは基本的には公益、公共の利益・公共の福祉を著しく阻害するような場合に、公の機関が強硬な権

限を行使出来るというふうになっている法律でございますので、これに合致するような事例かどうか

というのは個々一つ一つに当てはめて考えていく必要があるのだろうと思っています。ですので、我々

としても何もしないと言っているつもりはありません。いくつかの自治体が条例をつくって、これか

ら運用を始めるところですので、それらの事例を見ながら我々としてもどこまでどういうことが出来

るのか研究させていただきたいと、そのように申し上げているつもりでございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ごみ屋敷問題について               （秋津町 S さん） 

ごみ屋敷の問題、大変だと思う。私も警察や市役所に相談したが、最終的には社会福祉協議会や

福祉センター等の協力がないと解決出来ない。家の中はねずみやゴキブリですごいが、市の職員は

家の中に入れない。一般市民なら入れるということで、草刈や雥掻き等で何度も行って信頼関係を

つくって、だんだん家の中に入れるようになり、尐しずつ片付けていった。信頼関係と市の協力が

大事。自分で出来ないことは役所、役所に出来ないことは自分で。中に入れなくても現地に行って

主と会うだけでも違うので、市役所にも協力して欲しい。 

基本的には民事問題で近隣同士のケンカみたいなものだという判断だと思うが、ごみ屋敷

問題というのは全くの民事問題とは考えたくない。これは地方自治体が、住民が安全・平

和な生活をおくるためには考えなければいけない条件のひとつ。「隣とのケンカだから勝

手にやれ」というのはおかしい。それと法律がないから出来ないのなら、法律や条例をつ

くればいい。皆が困っているのにつくらないのは、怠慢。その怠慢を前面に押し立てて「出

来ない」というのはやる気がない。それから然るべき対応を取らないというのはイジメ問

題と同じ。イジメは学校における民事の扱い。どんな怪我をしようが自殺に追い込まれよ

うが、確たる証拠がないからと放っとけということで片付けられる。こういうことを打破

して欲しいし、放置していること自体が攻撃の対象になると思う。「お困りでしょうが、

そのうちに何とかなるから我慢して」というのは絶対納徔出来ない。 （萩山町 S さん） 

ぜひ研究してもらいたい。「手がないから我慢してと言っているつもりはない」という話

だが、実際はそれと同じ。「やっても相手が聞いてくれない。だから我慢して」というの

と同じ。法律がなければつくって。日本の建前社会では今のような回答にならざるを徔な

いと思うが、それでは永久にこの問題は解決しない。私は黙って泣き寝入りをするつもり

はない。市役所がやってくれることに感謝するし、何もやってくれないなら市役所も含め

て攻撃せざるを徔ない。バックアップを強く要請する。      （萩山町 S さん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

ありがとうございます。ごみ屋敷問題というのは萩山町だけでなくて、市内でも全町的にけっこう

あるところがあります。いわゆるごみ屋敷といわれるお宅にお住まいの方自身が自ら社会的に孤立さ

れているケースがあって、実は本来は何らかのかたちで支援が必要なケースが多いということがあり

ます。足立区の条例でも一方的にごみを排除するという強制的なことだけでなくて、一方でそうした

ごみ屋敷の所有者の方の心や精神のケアも含めて福祉的な手立ても講じるようにするというようなつ

くりになっているのも事実であります。一回そうやって周囲の方とのコミュニケーションを閉ざした

方の心を開いていくというのは非常に難しいことではあるのですが、S さんはそうやって解決に向け

てご努力されているということでございますので、役所としてもいろいろなケースに応じて協力出来

る体制を取っていきたいというふうに考えています。先ほどの萩山町の方の事例でも、恐らくそのお

宅の持ち主の方は隣近所との関係を全く絶っていらっしゃるのだろうと想定されるところなので、そ

こをどのようにアプローチして解きほぐしていくのかというのは難しい問題ですけれども、周囲のご

迷惑されている住民の皆さんと行政が力を合わせていくのが必要なのだろうなというふうに思わせて

いただきました。ありがとうございます。 

 

 

◆ごみの収集について                （萩山町 N さん） 

びん缶の回収方法について、杉並区の回収方法を市長は聞いたことがあるか。杉並区はびん缶を

折りたたみのパッケージで回収し、ペットボトルは回収しない。一回、杉並区を研究してみては。

新聞にも行政改革で区の財政を健全化しているという記事が出ていた。民間に回収を頼んで持って

いった後は自己管理なので、たぶん経貹がかからないのではないか。一回、杉並区に見に行っては

どうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

びん缶の収集についてご提案をいただきました。ありがとうございます。実はこの何年間かずっと

市の議会でいろいろな意味で議論されてきたことの一つにリサイクルセンターの建設問題ということ

がございました。これは現在皆さんから集めさせていただいているびん缶等を秋津町にある秋水園と

いうごみ処理場の一角にリサイクル作業所というのを平成元年に建設して、ここで選別作業を行なっ

ているのですが、もともとの建て方が開放型といってドアや窓が閉まらないつくりになっていまして、

音や臭気がすべて外に漏れるようなつくりの建物になっています。これが長年に亘って近隣の特に川

を挟んで向こう側の所沢の住民の方からも苦情が出ていまして、騒音規制が規制値を超えている状況

になっています。そのため、市としては平成１７年からリサイクルセンターの建設に向けて議論を重

ねてきました。いろいろありましたが、結果として先日の議会でこのリサイクルセンターの建設工事

の案件については議案をご可決いただいて、これから市としてはリサイクルセンターを建設する運び

となっています。これと併せて市としてはびん缶の収集方法についても変更させていただきたいと考

えています。今はいわゆるコンテナ回収というやり方で、この収集も市で直接ではなく民間に委託し

て行なっているのですが、収集日の前日にコンテナを集積所に持っていって、翌日びん缶を入れても

らってそれを回収するというやり方をしていますが、新しいリサイクルセンターはびんと缶を１つの

ラインで流してそこで選別作業をするやり方を考えていますので、今後、収集業者との協議になりま
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すが、市としてはコンテナ回収は止めさせていただいて、びん缶については袋回収にしたいと考えて

います。びんと缶を一緒にビニール袋なりレジ袋なりに入れていただいてお出しいただいて、その日

のうちに回収していく。ただ、置いていただく場所は今のコンテナ回収している場所に出していただ

くのか、ペットボトルを出していただいている集積所に出していただくのか、あるいは個別回収で生

ごみや他のごみと同じように家の前に出していただくのか、そこはまだこれから決定していく予定で

す。というのは、びん缶ですから多尐なりとも重たいものですので、いちいちどこか集積所まで持っ

ていっていただくというのは手間もかかりますしご負担になるので、一番いいのは戸建住宅であれば

個別収集するのが望ましいのですが、収集ポイントが増えれば増えるほど今度は収集コストがかかる

という問題が生じてきます。かといって今のコンテナ回収の場所までですと、持っていくのが大変だ

というお声も役所のほうにありますので、そういったことを勘案しながら収集場所については今後検

討したいと思います。その中で今ご提案いただいた他の自治体の事例等も参考にしながら、一番効率

よくコストもかからず、しかも市民の皆さんにあまり負担のないようやっていただけるような方式を

考えたいと思っています。コンテナ回収で問題なのは、月曜日に回収のところは金曜日にコンテナを

持っていって金・土・日・月と４日間コンテナを道端に放置することになります。当市はどこの道路

も狭いわけで、４日間もびん缶のコンテナをまちの中に放置するということについては交通上問題が

あるだろうということで、コンテナ回収については今回リサイクルセンターの建設と併せて廃止させ

ていただいて、先ほど申し上げたような袋に入れてお出しいただくような方式に切り替えさせていた

だきたいと考えているところでございます。 

 

 

 

◎ 管理課より ◎ 

杉並区の方式について確認したところ、ご意見にありますとおり、折りたたみ式の回収容器を各集

積所に配付してびん・缶の収集を行っているとのことでした。 

しかし、狭小地や、回収容器の管理は区民の皆様にお願いしていることに伴う管理者の丌在などの

理由により、回収容器を配付していない集積所も多数あり、その場合はレジ袋等での排出をお願いし

ており、結果として２通りの方法で収集せざるを徔ない状況があるとのことでした。 

また、壊れた回収容器の交換等のために年間９００万円程度の予算を計上し、回収容器の洗浄作業

にも年間８５０万円程度の経貹がかかっているとのことでした。 

従いまして、当市におきましては市長の回答のとおり、コンテナによる道路の安全確保を解消する

ためにも一番効率よくコストもかからず、しかも市民の皆さんにあまり負担なく協力いただけるよう

な方式を検討していきたいと考えています。 

 

 

  

折りたたみのほうが自己管理になる。ある程度、市民にも負担させなきゃ。行政が全部や

るのではなく市民にも協力してもらったらいい。         （萩山町 N さん） 
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～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 

 

◆市役所周辺の空き地利用について          （萩山町 H さん） 

市役所の周りに都の土地と聞く空き地がある。産業祭や確定申告時期に税務署の駐車場として利用

しているが、そういう時にしか使えないものなのか。何かを建てたりしてはいけないものなのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

今ご指摘いただいたところは消防署の北側のところの土地ですよね。我々は旧１３都営跡地と言っ

ていまして、以前はあそこに都営住宅が建っていたのですが、本町都営全体の建て替えの中で、古い

都営住宅の建物については潰して更地になっている状態ですけれども、東京都としてもどう活用する

かという方針は決めていないそうです。決めるにあたってはまた市と相談しますということで、市の

中心部であれだけ空いているところはあそこしかないので、市としても何か活用出来ればありがたい

なと考えています。ただ東京都から市で土地を買えという話になると、これはまた厳しい話ではある

ので、なんとか東京都の力で市のプラスになるようなものが出来れば非常にありがたいなと思ってい

ます。都のほうは恒常的に毎日ずっと貸すというような状況になれば地代を払ってくださいというこ

とになります。臨時的にお借りする場合についても東京都はしっかりその時だけの地代を取りますの

で、先日の産業祭の時はお金を払ってお借りしているということです。税務署も申告時期はあそこを

駐車場代わりに土地を借りていますが、恐らく国税庁が東京都のほうに地代を払ってお借りしている

という状態だと思います。冒頭申し上げたように、土地の活用について東京都はまだ方針を決定して

いませんので、今後あそこの跡地の活用については継続的に東京都と交渉していきたいと思っており

ます。 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

平米単価いくらで借りたのか具体的にはちょっと今わかりませんので、もし必要であればお調べし

てご連絡させていただきます。公の機関が借りる場合には貸してくれるのか、いわゆるゲートボール

協会のような団体にもお貸しいただけるのかどうか確認取らないとわかりませんので、ゲートボール

協会で北多摩ブロックの大会をあそこでやりたいということで、そこも含めて確認してご回答させて

いただきたいと思います。ただあそこは地面がかなりデコボコしていますので、どうかなというのも

ありますが、とにかく確認させていただきたいと思います。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

市役所周辺の空き地は、東京都の所有管理する敷地となっております。このため使用にあたっては、

市役所等の公用の利用でも都の定める借地料を支払いする事となります。また、団体や個人への貸出

は難しいとのことです。 

  

団体でも借りられるものなのか。また金額的にはどのぐらいのものなのか。ゲートボール

で、北多摩ブロックは運動公園に８コートつくってもらったが、あんなにいいところが空

いているので他所の市から来るにはすごくいいところ。お金を払うのは変わりないので、

そういうことが可能であればいいなと思う。       （萩山町 H 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 

 

◆知的障害者への理解を深める取り組みを       （萩山町 H さん） 

萩山町に越してきて６年になる。重度の知的障害と自閉症のある中学１年生の子どもがいて、障

害が重いため地域の学校に行けず、都立清瀬特別支援学校に通っている。身体障害の方のためにエ

レベーターがついたり点字ブロックが整備されたりと、バリアフリーという意味ではゆっくりでじ

れったい思いの人が多いと思うが、それでも尐しずつ進んでいると思う。うちの子どものような重

度の知的障害児にとっては、何よりも障害理解ということがバリアフリーに繋がるのではないかと

考えている。知的障害は知らない方の理解が難しくて、本人も家族も辛い思いをすることがよくあ

る。大きな声で独り言を言ったり、楽しくてピョンピョン跳ねたり、体は大きいが幼児のような行

動を取る人がいる。本人は決して悪気があってしているわけではないが、人との距離感が理解出来

ず、前を歩いている人に追いついてぴったり後ろについて歩いて痴漢の扱いを受けたり、中身は幼

児のままなので子供が好きで、学校の柵の外から子ども達が遊んでいるのをじっと見ていて変質者

扱いされて警察に引き渡されたりという事件が全国的にいろいろ起こっている。子ども達はびっく

りさせてしまったり、困らせてしまったりする行為が結果的に起こってしまうが、それは皆さんの

中に知的障害に対する障害理解が、体が丌自由な方と同様には進んでいないからではないかと思う。

萩山町では挨拶運動の 幟
のぼり

が立っていたり、児童の見守りの方が朝立ってくれていて、特別支援学校

に通う子ども達もバス停まで歩く間に「おはようございます」と声をかけてもらい、本人も保護者

も返事をするだけで地域の中で暮らしているという雰囲気を味わっている。知的障害者に対する理

解が進むために地域行事に積極的に参加したり、ヘルプカードを持って障害があるということが周

囲にわかるよう携帯させたりという努力はしているが、行事も健常者が参加するためのタイムスケ

ジュールになっているので、障害児を連れて積極的に参加しようというのはものすごく努力が必要。

第４次地域福祉計画やその中の障害福祉計画の中で『心のバリアフリー』という言葉を使って障害

の周知啓発に努めるという内容があるが、様々な種類の障害があり特に知的は忌み嫌われるという

現実がまだまだある。知的障害の方に対する障害理解を進めるための施策として、具体的にはこれ

からどのようなことをしようと考えているのか。計画の中では「進めます」という文言はあっても

具体的なことは書かれていなかったので、どのようにお考えか。 

◎ 市長回答 ◎ 

障害に関して一般的な市民の方への理解を深めていただくということについて我々が取りうるとす

ると、まず市報や市のホームページでお知らせしていくということになろうかと思います。私もよく

知的障害の方が丌審者に間違えられるケースがあるというのは、知的障害者の関係している団体の方

からよく伺うお話ですので、課題だというふうに受け止めているところですが、実際にはなかなか有

効な手立てが講じられないというのが実情だと思っています。まずは教育現場で知的障害のある方に

ついて子ども達に理解を深めてもらうということが必要なのだろうと思うのですが、申し訳ないので

すが外見上、知的障害の方は健常者と区別がつきにくいので、本当に丌審者なのか、そうではないの

かが結果としてはわかりづらいということになるので、その安全性の問題と理解を深めていくという

のをどう両立したらいいのかというのは非常に難しい問題だと考えています。いずれにしても子ども
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達に出来るだけ正しい理解をしてもらうには、知的障害のある方と健常の子ども達の交流の場を増や

していく等を進めて、徍々に障害に対して「同じ人間なんだ」という理解をしてもらう機会を出来る

だけつくっていきたいと思っています。また逆に保護者の皆さんの立場から「こういうことをすれば

もっと理解が深まるのではないか」というお話があればいただきたいと思います。障害の種類は違う

のですが、発達障害系のお子さんの場合は普通学級に通われているので一般の子どもと日頃接してい

るのですが、行動が特異であったりなかなか集団活動に馴染めなかったりすることから、普通のお子

さんの理解、あるいは健常児の保護者の理解が進まなくて、発達障害のあるお子さんがいじめにあう

場合もあるので、よく発達障害のあるお子さんをお持ちの保護者の方からも出来るだけ学校で発達障

害のあるお子さんについての理解を深めていただきたいというお話をいただくことがあって、それに

ついては極力学校現場でクラスにそういうお子さんがいる場合については進めているつもりです。同

じように知的障害のあるお子さん、あるいは他の障害のあるお子さんに対しても、出来るだけ社会全

体で理解が出来るようにしたいと思っています。とりあえずは広報活動と交流が出来るような場面を

増やしていくのが良いのではないかと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 国体推進室より ◎ 

来年度開催されます「スポーツ祭東京２０１３」の基本理念といたしまして、生涯スポーツ社会の

実現がございますが、スポーツの素晴らしさが広く理解され、誰もが生涯を通じてスポーツを楽しむ

ことができる社会の確立を目指しております。また、スポーツへの関心を高めるための取組みとして、

あらゆる人にとって安心して楽しめるユニバーサルスポーツの提案として、障害のある人もない人も

共に参加できるスポーツなど、より多くの人が楽しめるスポーツを普及させるため、デモンストレー

ションとしてのスポーツ行事において、ユニバーサルスポーツといわれる種目を実施し、当市はティ

ーボールを開催いたします。 

また、ご意見いただきましたように、国体ＰＲに向けて今年度のリハーサル大会でも実施いたしま

したが、これは選手や大会関係者への歓迎の意を込めて、「花いっぱい運動」として、市民の皆様に花

を育てていただき、会場周辺を装飾する事業を行いましたが、来年度の本大会におきましても同様に

実施したいと考えております。是非とも障害者団体の方々にもお声掛けさせていただき、ご協力いた

だければと考えております。 

市民の皆様と一緒に作り上げる「みんなの国体」として大会を成功裏に導きたい所存でございます。 

 

  

来年度、国体があるということで、市で花を沢山植える運動をすると聞いた。例えば、そ

ういう市民参加の機会に障害者団体に声をかけてもらって、市民の方と障害のある方が一

緒に花を植えたり出来ると、効率よく障害周知が進むのではないか。沢山の花を植えると

いうことだけが目的ではなく国体の啓発活動だと思うので、市民を巻き込んで行なうよう

な活動にぜひ障害者団体に声をかけてもらって、なるべく一緒に何か作業が出来るような

システムを考えてもらって進めてもらいたい。          （萩山町 H さん） 
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◆公共施設のバリアフリー化を早急に         （萩山町 M さん） 

昨年４月から車椅子の方の世話をしていて、いろんな会合に一緒に行こうと誘って、参加しても

らっている。車椅子は段差でも簡単に登れると思っていたが、避難訓練で萩山小学校の体育館に入

る時に２センチぐらいの段差に引っかかり、後ろ向きで引っ張り上げた。先日、会合に行ったら「今

日は車椅子の方は欠席なので、特に用意していません」と言われた。災害は突然くるので、常に車

椅子でもさっと入れるようにして欲しい。視覚障害者の方も段差で苦労していると思う。隣の市は

全部コンクリートで入りやすくなっている。そんなにお金もかからないと思うので、ぜひお願いし

たい。 

◎ 市長回答 ◎ 

学校施設についてはバリアフリー化を進めなければならないということなので、特別支援教育の一

環として尐しずつですけれども今、小中学校のバリアフリー化を進めさせていただいています。ただ、

まだまだ足りていない部分がありますので、震災時等を考えると肢体丌自由で車椅子の方もいれば、

視覚障害、聴覚障害、知的障害、いろいろな方が避難されてくるわけで、それらに出来るだけ対応す

るようなかたちで学校施設のバリアフリー化は進めていかなければならないと認識いたしております。

M さんのお話ですと「あまりお金がかからないんじゃないか」ということですが、実は結構お金がか

かります。この間、全ての学校について学校施設の耐震補強工事をやりましょうということで取り組

んで、今年ようやく全ての小中学校２２校の耐震補強工事が終わりました。また、夏場の厚さ対策と

いうことが課題になっていましたので、昨年と今年にかけて国と東京都の補助金を活用して、普通教

室には空調を入れさせていただいていますが、建てられてもう３０年以上４０年近い建物がほとんど

でありまして、外壁等がかなり傷んでいたり、トイレで異臭がするという学校があったり、雤漏りす

る学校もあったりして、これからそれらも含めて学校の改修工事を順次計画的に進めていかなければ

ならない時期にさしかかってします。それとあわせて災害時のことや特別支援教育がこれから進んで

くることを考えると、学校のバリアフリー化を出来るだけ進めていかなければならないと考えている

ところです。ただ市全体の公共施設が全て老朽化していまして、全て合わせますと２５万平米ほどの

床面積で、だいたい東京ドームで５.５個分ぐらいの広さになります。そのうち３０年以上経っている

施設が約７割あります。学校施設が全体のうち約６割を占めていますので、今、公共施設の再生計画

というのを庁内で検討している最中でありまして、来年度に計画をつくりあげて、再来年度からその

計画に基づいて限られた財源の中で順次計画的にやっていく必要があるだろうと考えています。実は

市役所の本庁舎、公立保育園、それから中央公民館、中央図書館もまだ耐震化が終わっていないので、

それらを含めてこれからどのように整備を進めていくか検討しながら計画的にやらせていただきたい

と考えております。 

 

◎ 教育部 庶務課より ◎ 

学校施設については、各学校の状況を把握した中で、必要に応じて適宜バリアフリー化を進めてい

る所ではございますが、細かい段差等是正しきれていない現状がございます。学校施設整備について

は大規模工事等もあり、限られた予算の中ではございますが、各学校と調整を行い、今後についても

適宜バリアフリー化への対応を行って参りたいと考えております。 
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◆障害者の補装具に対する支援の充実を        （萩山町 T さん） 

視覚障害者は段差を上げて欲しいが、車椅子は下げて欲しい。使う道具を考えてくれる方法はない

のか。例えば車椅子は前輪が小さすぎると思うので、大きくすればある程度の段差はクリア出来る。

アメリカだと階段をのぼる車椅子がある。視覚障害者には白杖以外に何かいい方法がないのだろう

か。そういうものを考えて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

道路を含めてまち全体をバリアフリー化していくというのは、膨大な財源が必要になることだとは

考えています。道具の改善を図るというのは確かにそのとおりだろうと思いますし、逆に道路自体の

バリアフリーを進めていくということも必要ではないかと考えています。赤い線や黄色い線に反応す

る白杖があるというお話を T さんから教えていただいたので、そういった新しいいろいろな技術も有

効に活用して、出来るだけそれぞれの障害の皆さんが丌公平感なくまちを安心して歩けるようにして

いく必要があるというふうに思います。車椅子の車輪を大きくしただけで２、３センチの段差が越え

られるのかどうかは私の勉強丌足でよくわからないのですが、そこも研究させていただければと思っ

ております。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

階段を上れるというのはキャタピラのタイプなのですか。そうなるとまたお値段が非常にかかる等

そういう問題があるのだと思うので、それを自己資金だけでやるのか、生活用具の給付の中に入れら

れるような金額のものなのか調べさせていただきたいと思います。 

 

  

◎ 市長回答 ◎ 

ちょっと私は勉強丌足でよくわかりませんので研究させていただいて、補装具の給付の中にそうい

ったものが盛り込められるのかどうなのか調べさせていただきたいと思います。莫大な貹用をかけて

道路を直すよりは、そうした新技術の車椅子に乗っていただいたほうがコスト的には安い可能性もあ

るので、そこは充分研究させていただきたいと思います。 

 

 

  

車輪がキャタピラ形式のもある。               （萩山町 T さん） 

明治時代から同じような車椅子の形で古い。今は真横に動く車椅子もある。 

（萩山町 T さん） 
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◆障害児に対する移動支援制度について          （栄町 S さん） 

重度の知的障害のある中学１年生の子がいて、重度なので近くの特別支援学級には通えず、他市の

特別支援学校に通っている。移動支援制度について市長に何度もお願いに行き、４時間ということで

近隣の市町村や都内に比べると短い時間数だが、昨年１０月に支給されるようになった。決まる直前、

地域づくりの打ち合わせをしていた市長が私たちを見つけて「いきなり何十時間というのは無理だけ

れど、４時間決定した」と言ってくれたのがとても印象的。一遌に近隣並にしろというのはもちろん

難しいというのはわかっていたので、早速うちも４時間活用している。その後１年経ち、どうなった

かなと思い担当課に「その後どうなったか」と聞いたら「事業計画に移動支援は入っていません」と

けんもほろろに言われた。何かやる時には事業計画を立てて実施していくという話だが、その事業計

画から知らない間になくなっていると言われた。支給単位が１ヶ月４時間で、支給量が単位で出てい

る。頼んでいる事業者に聞くと、移動支援というのは何時間という支給が普通だが、なぜか東村山は

単位数で支給されているという話。介護保険に関係することは全部単位数で出ているそうだが、早朝

だとか夕方の時間になると単位数が変わってくる。例えば夕方６時以降になると何倍かで単位数が増

えてしまう。そうなると結局１ヶ月４時間という支給があっても単位数で計算されているので、６時

以降になってしまうと４時間取れなくなるということが出てくる。なぜ東村山がそういう単位数支給

になったのかということを担当課に聞いたが、昨年１０月に施行されたが決めた担当者がもう今いな

くて資料も残っていないので、どうして単位数支給になったのか分からないという回答だった。また

年１回説明会が開催されているが、担当課長が前日から入院したということでいなかった。昨年は担

当課長が夏前に体調を崩して結局３月まで出てこられなかった。普通、民間企業だと課長職が休んだ

ら業務の流れが変わって「いない間はこうする」というのがあると思うが、「とりあえず聞いておき

ます」というスタンス。他の課の職員はわからないが、市役所の体制として誰かが体調崩したり、い

ろいろあったりしてもそこでストップしない体制に切り替えるのは民間では当然だと思うので、その

辺をみてやっていただきたい。うちの子は重度で、一人で行動は出来ない。人と一緒に行動すること

で社会性も育つし、いろいろ街中を歩くことによってこんな子が住んでいるという小さな周知にも繋

がると思うので、徍々に時間数を増やして他市並にというのは第一希望。ちゃんと増えていくのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

移動支援の関係で、ご指摘のとおり東村山市は１６歳以上のお子さんまでしか移動支援サービスの

給付はなかったわけで、長年、皆様方が運動されて、ようやく昨年１０月から確かに僅かばかりです

けれども初めて小中学生についても移動支援サービスの給付を始めさせていただきました。早速「こ

れだけでは時間数が足りないのではないか」ということで議会からもいろいろご指摘いただき、かつ

皆様方ではない別のルートだったでしょうか、請願も議会に出されて採択されておりますので、我々

としても重く受け止めて何らかの手立てを講じていかなければならないというふうには考えていると

ころでございます。後はお金のことを申し上げて恐縮ですが、全体の財政の中でどれだけ増やすこと

が出来るかということがあろうかと思います。もう一つ宿題としては社会福祉協議会で行なっていた

だいている放課後の充実の問題もありますし、それから障害支援の関係については、いくつか市の単

独で行なっているサービス、例えば視覚障害者の方がお使いになっている心身障害者タクシー料金補

助や、肢体丌自由の方がお使いになっている心身障害者自動車ガソリン貹補助等が障害種別によって

若干丌公平感が出ているというような状況があって、今回、国のほうも法律が障害者自立支援法から
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障害者総合支援法に切り替わるということもあって、市の単独事業についても再構築しようというこ

とで、今、障害支援課はいくつも宿題を抱えているような状況です。で、ご指摘のように昨年は課長

が途中で病気になってしまって、役所の体制としては一応次長が課長の代理を務めて課長補佐と連携

しながら課を取りまとめる体制になっているのですが、やはり専任の課長を置いているわけではない

ので、昨年度は障害行政に関して言うと、様々な支障が出てしまって市民の皆さんにご迷惑をかけた

なと思っております。その点はお詫び申し上げたいと思っております。今回はかつて担当職員として

も障害行政に携わっていた職員を課長で配属させていただいて、課長補佐や係長級の職員においても

かなり若返ったり、かつて在籍していた職員を配属させたりして、今いくつかある宿題の課題整理に

努力しているところでございます。移動支援については議会での請願の採択ということがありますの

で、今の段階で「来年からこれだけ増やします」ということは申し上げられませんが、課題だと受け

止めておりますので、尐しでもご意向に添えればと思っております。ただその出し方が単位数で支給

して時間数になっていない等の細かな点は私も把握していなかったので、そこは確認させていただけ

ればと思っております。 

 

◎ 障害支援課より ◎ 

当市では、単位制を導入していることにより、複数名で移動支援を利用（グループ支援）する場合

に、利用者の消貹単位数が尐なくなるなどの利点があります。一方で、ご指摘のとおり、利用時間帯

によっては単位数が高くなるため、利用時間数に換算すると減尐するといった欠点もございます。 

現在、第４次総合計画の実施計画事業として、学齢児の移動支援事業の推進が位置付けされており

ますので、これらの状況を踏まえ今後の課題として検討していきます。 

 

 

◆市全体で自治会の連合会を             （萩山町 M さん） 

町会長の連合会のようなものをつくって、タウンミーティングで出た話をして各町の様子を皆が

分かるようにして欲しい。ぜひ町会長の連合会をつくって欲しい。それと市報で要援護者の登録の

記事が出ている。各町会に充分話をして、登録してもらえれば市も情報を出すことが可能になる。 

◎ 市長回答 ◎ 

町会長の連合会につきましてはかつていろいろなご提案をいただきましたが、東村山市内の自治会

の数が全部で３０５ございまして、一同に会するのはなかなか難しいところがございます。ただブロ

ック単位とかやり方はいろいろあると思います。現状では会長さんだけを対象にはしておりませんが、

地域コミュニティの活性化ということで年１回『自治会フォーラム』というのを３年前から始めさせ

ていただいておりまして、もう一度身近な地域コミュニティである自治会・町会というものを見直し

ていただく機会を設けております。本来、近隣の関係が良ければ起こらないような問題を未然に防ぐ

とか、あるいは今、地域の中で様々な課題が出ていますが、行政だけでも出来ませんし、地域の方に

もご協力いただくということとして、自治会の役割というのは重要だと思っておりますので、ご提案

いただいた連合会になるのか、あるいはどういうかたちになるか、これから検討させていただきたい

と思います。自治会長さん達が意見交換出来るような場はつくっていきたいなと考えております。 

 



- 15 -        第６１回タウンミーティング 

◎ 市民協働課より ◎ 

市では、自治会は行政のパートナーとして重要な役割を担っていると考えており、様々な支援や運

営に関するご相談等を承っております。ご質問の連合化についても、現在、中心となる自治会の協力

を徔て連合化へ向けた取り組みを行なっている町もございます。 

また毎年、自治会調査も行なっておりますので、自治会運営に係るご相談等はお気軽に市民協働課

へお問い合わせください。 

 

 

◆要介護者の支援について              （萩山町 N さん） 

自治会で痴呆症の方の徕徊が問題になっている。家族が承諾しないため病院に入れず長期戦になっ

ていて、踏み切りで倒れて事敀寸前に救助されたこともある。近所の人からも苦情がくるし、信号の

真ん中で行ったり来たり止まったりするほどになってもまだ家族が承諾しない。包括支援センターの

担当者と何度も相談して警察にもお願いしているが、「家族の承認がないとダメだ」と言われる。も

う何年も経つので、何か良い知恵はないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご家族のご同意がないと難しいので、やはりまずはご近隣の方で説徔していただく、あるいは包括

支援センターの職員も一緒にご家族を説徔していただいて、何らかの介護支援を受けるようにされな

いと、お話を聞いていると危険な状態だと思います。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

施設に入所するか否かについては、状態とその方の要介護状態によっては包括のほうからそういう

メニューも示されると思いますので、何とかご理解いただけるように包括支援センターのほうから話

を進めさせていただければと思います。 

 

◎ 高齢介護課より ◎ 

医療法等には、老人福祉法における「やむを徔ない事由による措置」のような制度はないため、職

権で医療サービスを受けさせ、医療貹を支弁することはできません。したがいまして、必要な医療を

受けさせるためには、まずは家族を説徔することが基本になります。 

 

 

  

何とか解決したが、長期戦で苦労した。             （萩山町 N さん） 
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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 

 

◆地域で子どもを育てる環境づくりを         （萩山町 N さん） 

昨年３月に『地域で子どもを育てる』というテーマのシンポジウムに参加した。夜回り先生で有

名な水谷先生の講演で最後に言った「多摩地域では八王子市は青尐年にとって危ないまちと言われ

ているが、東村山市も他人事ではない。かなり危ないよ。」という東村山市に対するメッセージが今

でも頭から離れない。実際、東村山市では数年前、あるビデオレンタル店が売春に関わっていたと

いうことで警察に摘発されたと聞き、幼い娘を持つ親としてはとても恐ろしい気持ちになった。私

には先生からの強いメッセージが最後通告のように感じられた。今すぐ手を打たなければ東村山市

も八王子市と同じように青尐年にとって荒
すさ

んだまちになってしまうのかなと。私は東村山市が大好

き。良い意味でのお節介な方々がたくさんいるし、知名度はないが久米川駅周辺は生活に便利で遍

ごしやすいまちだが、例えばすぐそこの憩いの家の隣にある公園は看板が壊れていて、その看板の

周りにはいつもごみが散乱している。汚いところには汚いものが自然と集まり、やがて荒
すさ

んだ場所

になっていくと思う。荒んだ場所には荒んだ人間が集まり、やがて荒んだまちになっていくのでは

ないかと思う。そのシンポジウムには市長もいたので、そのメッセージを聞いてどのように受け止

めたのか。そして市として何か対策をとっていることがあれば聞かせて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

水谷先生の講演は私も聞かせていただいて、今、様々な面で子ども達、特に中学生・高校生がおか

れている危険な状況について、改めて再認識させていただいたところでございます。実は平成１４年

に当市で起こった残念な事件、当時の中学生・高校生が図書館でホームレスの方とトラブルになって、

その後その方に集団で暴行をくわえて死に至らしめるという痛ましい事件がありました。あれ以降、

東村山市としては『命と心の教育』というのを各学校で取り組んでいまして、子ども達が自尊感情を

育てて自分の命を大切にする。それと共に他者への思いやりの心を育んで、自分同様に他人に対して

もやさしい人間になるように、様々な局面で教育をしているつもりです。特に東村山市には、長年に

亘って著しい人権侵害を受けてこられたハンセン病の患者さんの施設であります多磨全生園というの

が青葉町にございまして、入所者の方はもちろんもうご病気も治られていますがご高齢で平均年齢が

今８３歳ぐらいだと思いますけれども、後遺症を抱えながら今でも懸命に生きていらっしゃる。そこ

に各小中学校を何らかのかたちで人権教育の場として多磨全生園にお邪魔させていただいて、差別あ

るいは著しい人権侵害を受けてこられた元患者の方々から直接いろいろなお話を聞きながら人権意識

というか、自分の命の大切さ、そして人の命の大切さということについて学ばせていただいていると

ころでございます。水谷先生がどういうことを根拠におっしゃられたのか、私もよくわからないので

すが、今のところは子どもさんが自殺されたり、大きな犯罪に走ったりというようなことは近年なく

推移しているところであります。私としては今後もこうした『命と心の教育』特に多磨全生園との関

わりを通じて子ども達が健全に成長できるように進めていきたいと思いますし、「地域の子ども達は地

域で育てる」というのが東村山市の教育委員会ならびに各学校の方針でございますので、地域の様々

な皆様との関わりを通じて健やかに成長できる環境をつくっていきたいなというふうに思います。具

体なこととして憩いの家の隣の公園の看板が落ちてごみが散乱しているというご指摘なので、そこは
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早速対応させていただきたいと思っています。割れ窓の理論ではありませんが、そういったちょっと

したことを放置していることが結果としてご指摘のように犯罪を増やすということは多々見られるケ

ースですので、そういった環境については出来るだけ早期に発見して除去してきれいなまちにするよ

うに努めていきたいと思っております。 

 

◎ 教育部 社会教育課より ◎ 

青尐年に取りまして、安全で安心な街であることは大変重要なことであると認識しております。当

市では地域の子どもは地域で育てるという方針のもと、青尐年対策地区委員会で取り組んでいる「あ

いさつ運動」を通して、地域の方々が子どもたちに対して常に声かけをするなどしていただいており

ます。子どもたちも地域の方々に進んであいさつをするように心がけており、このような地域、学校

を含めた取り組みが常に子どもたちに関心を持ってもらうことにつながり、犯罪の防止に大きく成果

を上げているものと考えております。また、青尐年対策地区委員会や各学校のＰＴＡ等が主体となり、

地域のお祭りやイベントなどの時に地域パトロールを行い、子どもたちの行動に常に気をつけており、

犯罪の防止に役立てていただいております。 

 

◎ みどりと環境課より ◎ 

看板については対応いたします。 

 

 

◆挨拶運動の推進について              （萩山町 M さん） 

萩山町では挨拶運動をしているが、ただ「おはよう」だけでなく、そこに一言付け加えるといいと

思う。毎朝、水道道路に立っていろいろな子ども達に声をかけていて、ある日「子どもが特別支援学

校に通っているが、毎朝声をかけてもらうので学校に行くのが楽しいと言っている」と親に言われた。

挨拶運動でただ「おはよう」や「おかえり」だけでなく、「元気で」「風邪ひかないように」等、一声

かけるといいと思う。障害のあるお子さんのお母さん方も遠慮しないで声をかけてもらえるようにす

るといいなと思う。市でも挨拶運動を盛んに言っているので、一声かけるよう広報をお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

長年に亘って地域で挨拶運動をしていただいていることに感謝申し上げたいと思います。ありがと

うございます。今、萩山町では福祉協力員の方々が中心になって全町的に運動を進めていこうという

ことで、カラフルで可愛らしい 幟
のぼり

旗
ばた

まで作って掲げていただいて大変ありがたく思います。人と人の

関係が希薄になり地域での絆が大切だと言われている昨今でありますので、まずは市民の皆さん同士

が挨拶をしていただき、もう一声かけていただくということが大事だというふうに思います。それか

らこれはよく言われることですけれども、地域住民の皆さん同士がよく挨拶を交わす地域というのは

犯罪が尐なくなるということも副次的な効果としてあると言われていますので、東村山市はぜひ全市

的にも市民の皆さん同士が挨拶をし合う町になれるように我々も努力していきたいと思っています。

基本的には社会福祉協議会あるいは自治会でそういう運動をしていただき、そういった時に市のほう

でバックアップをする等という取り組みを考えさせていただきたいと思っています。 
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◎ 高齢介護課より ◎ 

地域包括支援センターや社会福祉協議会と協働し、地域における高齢者等の見守りネットワーク作

りを行っております。 

現在、諏訪町、青葉町において地域住民を主体とした見守り活動が行われております。萩山町にお

いても、挨拶活動のような地域活動をステップとして、見守り活動へとつながるよう支援していくこ

とを検討しております。 

 

 

◆子ども達による音楽祭を              （萩山町 M さん） 

命と心の教育の行事で、市内小中学校と高校の吹奏楽部の生徒たちが合唱していたのをぜひ復活さ

せて欲しい。テレビで子どもの合唱が終わった後「うちの子は一人では歌えないけれど皆と一緒だと

あんなに大きな口を開けて歌っている」とある父親が涙を流して喜んでいるのを見た。そういうのが

子ども達の心にも相当響いているのではないか。何かの行事と一緒にやっているようだが、それだと

父母は集まらない。ぜひ市民センターで『音楽祭』と銘打ってやって欲しい。各学校で音楽会はやっ

ている。皆で歌うというのは非常に心の教育になっている。 

◎ 市長回答 ◎ 

音楽祭については『命と心の教育』の一環として、通常２月に行なっています『心の豊かな子ども

の成長を願う「市民の集い」』で行なっています。悲しい事件の後に、東村山市としては命と心を大切

にする教育を充実していこうということで、たまたま事件が起こったのが１月末だったものですから、

いつもその前後にまず各学校で何らかの催しをやっていただいて、子ども達にもう１度命の大切さに

ついての認識を深めつつ、全体会として中央公民館のホールで行なわせていただいています。今その

市民集会の中で、子ども達の合唱なり合奏なりを披露していただくというやり方をしているところで

ございます。それとは別でということだと思うので、実は私が最初に市長に立候補した時に「八国山

音楽祭というのをやります」と選挙公約に掲げていたのですが、この間お金がなくて何も出来なかっ

たのですけれども、来年は国体、再来年は市制施行５０周年という節目の年にもなるので、頑張って

音楽活動している子ども達の発表の場あるいは素晴らしい芸術に触れるような機会もつくりたいなと

考えていますので、もう尐しお時間いただいて整理させていただきたいと思っております。 

 

【市長まとめ】 

 

本日は長時間に亘りまして様々な角度からいろいろなご意見をいただきまして、ありがとうござい

ました。私も認識していなかったり、勉強丌足でよくわかっていないことを逆に皆さんから教えてい

ただいたりしましたので、また確認させていただきながらいただいたご意見は出来るだけ市政に反映

出来るように努力していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

本日は貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。 
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