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○開催内容 

平成２５年１月１９日（土）午前１０時、富士見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。１１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７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４月２０日（土）  多摩湖ふれあいセンター  午前１０時～正午  

平成２５年５月２５日（土）  美住リサイクルショップ  午前１０時～正午  

富士見町 １人 

その他市内 ４人 

市外 １人 

未記入 １人 

合計 ７人 

２０代以下 １人 

３０代 ０人 

４０代 ４人 

５０代 ０人 

６０代 １人 

７０代 ０人 

８０代以上 ０人 

未記入 １人 

合計 ７人 

男性 ５人 

女性 １人 

未記入 １人 

合計 ７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発言要旨を記録し、個人名は伏せさせていただきました。 

 

 

【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。本日は大変寒い中、また公私共

に何かとご多用のところ、市民の皆さんと私の対話集会にご参加いただきまして誠にありがとうござ

います。本日は、参加される方が尐のうございますので、じっくりとやりとりさせていただければと

思っているところでございますので、よろしくお願いします。 

現在、市では４月１日から始まる新しい年度の予算編成が大詰めを迎えているところでございます。

しかしながら昨年暮れに総選挙が行なわれまして、再び政権交代が起こりました。現在、国の本予算

の前に平成２４年度の補正予算で閣議決定されましたけれども、かなりエネルギーを注がれていると

いうことで、実は２５年度予算編成の国の方向性が見えておりません。私どもに一番関係します部分

としましては、毎年度、地方財政計画というのを国の予算編成と併せて策定して地方公共団体に示す

わけであります。その中で国のほうからだいたい総額として地方にどの程度交付されるのかというよ

うなことが示されるのですが、それがまだ示されていないという状況で、恐らく市政始まって以来、

地方財政計画が示されない中での予算編成ということで、私どもも大変苦慮いたしているところでご

ざいます。実際、歳入の見積もりがきちんと整わないとどれだけ２５年度に事業が出来るのかという

見通しが確定的には立てられない状態で、今、手探りで予算編成させていただいているところでござ

います。ただ、これまで進めてまいりました市民の皆さんの命に関わる部分、特に３.１１以降、災害

に強いまちづくりというのが非常に重要なテーマでありますので、それらについては継続的に事業を

推進していきたいと考えております。今日はそんな状況の中で、市民の皆さんからいろいろとご意見・

ご要望をいただいて、市政に反映できるところは反映させていきたいと考えておりますので、限られ

た時間ですけれども忌憚のないご意見をどうぞよろしくお願い申し上げて、冒頭の挨拶とさせていた

だきます。 

本日は司会を富士見町体力つくり推進委員会委員長の Y さんにお務めいただきます。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】 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆久米川阿波踊り大会の復活を             （市外 Y さん） 

今は市外に住んでいるが、栄町で生まれ育った。久米川阿波踊り大会の実行委員会の一員として

４年前に終了した久米川阿波踊り大会の復活開催に向けて活動している。久米川阿波踊り大会実行

委員会は、現在、久米川駅周辺の商店会の会長さん、周辺の飲食店の皆さん、久米川連の１５名で、

周辺の商店会を中心に今年７月２７日（土）の開催に向けて活動している。３０年続いたお祭りな

ので、市民の皆さんから「ぜひ開催して欲しい」という意見が多々あるが、４年前に開催が終了し、

その当時の責任者の方々が丌在のため、運営に関して資金面やボランティアの面、交通規制の問題、

市報等に載せる広報等でわからないことが多々ある状況で進んでいるが、どこの部署に質問したら

いいのか。また、現時点で東村山市として久米川阿波踊り大会の開催に向けてどのような協力をい

ただけるかお聞きしたい。伝統的なお祭りにしたいと思っているので、ご協力いただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

ありがとうございます。東村山市の南部地域というか、新青梅街道から南側エリアで最大のイベン

トでありました久米川阿波踊り大会が、残念ながら４年前から中止状態ということで、それを若い皆

さんで何とか復活させようということで、私も大変心強くありがたく思っているところでございます。

資金面あるいは人材確保、交通規制等々どうすればいいかということであります。具体的には市役所

としては産業振興課を窓口として承るということになろうかと思うのですが、もともとの阿波踊りの

母体が中央銀座会さんです。中央銀座会さんだけでは、なかなか難しいと思いますので、出来れば久

米川駅南口エリア全域の中央銀座会やウィング通りの商店会さん、それから久米川商店会さん等で連

合して、ぜひ復活に向けて機運醸成をしていただけると市のほうもいろいろな意味で話として進めや

すいのかなというふうに考えています。確かに中心的にされていた方が丌在だと聞いておりますが、

それ以外にも中央銀座会の中心的な方があのエリアの自治会長をなさっておられたり、まだご商売を

続けていらっしゃる方々もいらっしゃるので、過去はどういうやり方をされていたのか承知されてい

ると思います。そういったものを聞きながら皆さん方がどんな枠組みで進められようとしているのか、

出来るだけ早めに協議させていただければ、市としても「そういう枠組みであれば例えば東京都の元

気を出せ商店街事業の補助金が受けられますよ」等といったアドバイスが出来るのだろうと思います。

市役所北庁舎の１階に産業振興課がございますので、主だった役員さんでもいいので事前に一度お電

話いただければお話をうかがって、どのようにすれば出来るのか我々も知恵を絞らせていただきたい

なと考えています。ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 

◎ 産業振興課より ◎ 

様々なイベントで人が集まり地域が活気づく事で、地域が活性し商店や産業の振興になると思いま

す。特に久米川阿波踊りは、商店会を中心とした地域の皆様のご尽力で３０年間もの長きに渡り街の
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活性化にご尽力いただいたと伺っております。 

市としましては、開催の主催や内容により「商店街活性化推進事業補助金」の対象になるか確認す

ることはできますので、詳しく内容をお知りになりたい場合は産業振興課までお問い合わせください。 

また、２月７日午後６時に（仮称）久米川連阿波踊り大会実行委員会の方２名が産業振興課へ来庁。

イベントを開催するにあたり行政が必要と考える点（道路使用、地元商店会や町会との協力体制、近

隣住民の理解・協力、安全管理、活用できる補助金など）をお話させていただきました。 

今回の面会は第１回として、様々な課題をクリアしながら適宜打ち合わせをすることになっており

ます。 

所管としましても、地域の活性に市民が立ち上がることは、産業振興の観点からも有意義なもので

あると認識しております。 

 

 

◆東村山市に対する市長の想いを            （栄町 I さん） 

市長が「こういうことを市民に要求したい」というか、「こういうかたちでものを考えて欲しい」

ということがあればぜひお伺いしたい。市長が思っている市に対する想いを。 

◎ 市長回答 ◎ 

市民の皆さんにいろいろとお願いしたいこともあるんですけれども、我々にとって一番困るのは無

関心でいられることが非常に困るわけであります。我々としては限られた財源・限られた人員体制で

すけれども出来る限り１５万３千弱の市民の皆さんのご意向に添って「このまちに住んで良かったな」

と思っていただけるようなまちをつくっていきたいということで日々努力しているつもりではあるん

ですが、やはり我々にとって一番困る状況というのはまちのこと、自分の住んでいる地域についてあ

まり感心がない、無関心でおられるということ。そういう市民が多くなるとそういうまちは必然的に

だんだん良くないまちにならざるを得ないのだろうなと思っております。我々も出来るだけ市の広報

や市のホームページを活用しながら、市が今どういう状況にあり、どんな課題を抱えて、どんな方向

性を目指して市政運営をさせていただいているかについて極力お知らせに努めているつもりですけれ

ども、なかなか我々の思いが伝わっていないところもあるので、私としてはタウンミーティングもそ

の一貫としてやらせていただいて、市民の皆さんのご意見をお聞きする場であると同時に首長である

私がどんなことを考えて市政運営をしているのかということを直に語りかけるということで、双方向

でこの東村山というまちを市民の方の立場から見ていただき、また私の立場から言わせて頂くことに

よって、よりお互いに関心を深めていける場にしていきたいなと考えています。この間いろいろな取

り組みをしながら、まずは市に、自分たちの住んでいる地域に関心を持っていただきたいという取り

組みをしてきました。その１つがタウンミーティングなんですが、もう１つは市の大きな計画であり

ます総合計画というのがあって、市民の皆さんにぜひお入りいただいて計画をつくっていこうという

ことで、市民参加型でこれは市報で公募して集まっていただいた７０名ぐらいの方々に１０回ほどい

ろいろなテーマ分野に分かれていただいてワークショップをやりながら市に対しての提言をいただい

て、それに基づいて計画づくりをするということをやらせていただきました。それから市民の皆さん

から見て市の状況をどのように評価されているのか、Plan-Do-See ではありませんが計画を立て事業

実施した後、具体的に市民の皆さんとしてはこのまちに住んでどのようにお考えになっているのかと
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いう評価をいただく場として一昨年から「東村山市版株主総会」というのをやらせていただいて、１

年間の市の決算や事業報告などをさせていただき、市民の皆さんからご意見いただくとともに評価い

ただく場をつくったりしています。これは希望制ではなくて住民基本台帱から１８歳以上の市民の方

２千人を無作為抽出させていただいて「参加しますか、しませんか」という問い合わせをさせていた

だいて、毎回５０名前後ぐらいの方にご参加いただいています。ただその場で集まってきていただい

た方で小グループに別れて「これから東村山市はどんなまちになればいいですか」というようなテー

マでお話し合いをしていただくのですが、その日その場で集まった方々が「東村山はこういういい面

があるが、こういうところがまずいのではないか。」や「これは行政がもっと積極的にやるべきだ。こ

ういうことは市民がもう尐し主体になってやったほうがいいのではないか。」というようなお話し合い

をいきなりされて私も非常にびっくりするんですけれども、東村山市には潜在的にそういう市民の力

があるなと感じています。そういったものをうまく引き出しながら市民の皆さんと行政が一体となっ

てキャッチボールしながらまちをつくっていかないと、一方的にこちらだけでお願いしても難しいで

すし、市民の皆さんだけでまちがつくれるわけでもありませんので、行政は行政の役割・やり方があ

りますし、市民の皆さんには市民の皆さんなりの役割・やり方があると思うので、まずは関心を持っ

ていただいてそれぞれ一人一人の市民の皆さんが各々の自覚と責任の中でまちに対してどういうこと

が出来るのかということを考えていただきながら、自分たちのまちは自分たちもつくっていく一員だ

ということで何かアクションを起こしていただけるとありがたいと思います。先ほどの方で、ご結婚

されて今は東村山市にお住まいではないけれども、恐らく「育ったところのお祭りがなくなって寂し

いな」「こういうものをもう一回復活させよう」というのはまちにとってはすごく大事なことですので、

そういう市民の主体的な思いや活動をうまく引き出させていただいて、私たちもそこに寄り添いなが

ら一緒になってまちを良くするということをこれからもしていきたいということで、端的に市民の皆

さんにお願いするとなると、関心もっていただいて、市民の皆さんがやれることをやっていただくと

いうことが私の願いでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

 

◆学童保育の入所基準について            （久米川町 I さん） 

東村山市では学童保育、通称『児童クラブ』に入所基準がある。隣接市などは父親が正職員で母親

がパートで働いていれば入れるという基準だが、東村山市は両親とも正職員で１日８時間以上働いて

いないと入れないという明確な差がある。昨年、厚生委員会でその差を縮めるような検討をしていた

が、最終的に否決された。これについて改善する考えが市長にあるか。 

◎ 市長回答 ◎ 

児童クラブの入所基準の見直し問題については、この間「当市の基準が厳しいのではないか」とい

うご指摘もありましたが、弾力的に運用できるところについては基準を引き下げて枠が空いていれば

入所を認めていくということで進めさせていただいております。議会のほうにも請願が出されました

けれども、現状の体制の中で、入所基準を緩和したとしても実際問題として入所出来るスペースがな

いということから、現状の入所基準を維持することはやむを得ないということで議会のほうで一定の

ご結論をいただいております。大幅に入りたくても入れないような方が出ているエリアについては、

この間、大規模児童クラブについては第２学童クラブを設置して対応してきた経過もありますので、
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それらを含めて個別にどのような対応を取っていくことが出来るのか、今後の推移を見守りながら入

所基準の取り扱いを考えていきたいと思います。 

 

◎ 児童課より ◎ 

現在の基準は全入過密状態によって引き起こされる安全面の懸念を回避する観点から設けられたも

のです。また、施設規模と入所人員数には密接な関わりがありますので施設拡大と表裏一体であると

考えています。 

 

 

◆地域にオピニオンリーダーを             （栄町 I さん） 

「町の大きな課題というのは無関心にある」と市長が言ったが、町の経緯というか地勢的なものも

あるだろうし時代背景等もあるだろうが、市長としてはいろいろイベントを考えたりしているという

ことだが、例えばせっかく株主総会をやっても普通の生活している中にどのように伝わっていくの

か、あるいはそれが考えるきっかけになるというかたちのものを情報提供するだけでなく、不えられ

た市民側がどういうふうに考えるかということが最大の問題。それが無関心であるということになる

とすれば、マスコミが情報を流せばその受け手がその情報をうまく受け取ると考えるのは間違いで、

中間に入るオピニオンリーダーみたいなかたちの人間がいないと情報が伝わらない。そのオピニオン

リーダーをどうやって育てるかというのが無関心を関心に変えさせるための最大のポイントになる。

そのつくり方にいろいろな工夫がなければならない。今まで失敗しているのはオピニオンリーダーが

いなかった。自治体が衰退していく実態というのは、自治体を支えていた商工業者や中小企業の人達

が自治体を支える立場でなくなった、オピニオンリーダーの座を退いているというのが問題で、その

オピニオンリーダーをどうやってつくるかというのが市政を活発化させるための最も大きな問題。そ

こにどういう関心をもった人間をつくりあげていくか。それは市の責任ではなく市民の責任だと思う

が、そこをどのように水をやったり肥料をやったりというかたちで育てられるかが、市をどういうか

たちでつくり上げていくかということの最大のポイント。無関心だということをどう考えるかという

こと。そういうところが市長が考えている最大の問題なんだなとわかった。 

◎ 市長回答 ◎ 

これは当市に限らずなんですが、これまでいわゆる地域の担い手ってどういう人だったのだろうか

というと、ご指摘のとおり商工業者であったり農家であったり、あと東村山市のようなかつてのベッ

ドタウンというのは専業主婦と言われている人達が数多くいまして、そういった方々がお子さんを育

てる時には PTA 活動をされたり、実は東村山市でも多くの福祉系のボランティア活動の担い手は専業

主婦の方が非常に多かったのです。今ご指摘のとおり経済のグローバリゼーションの進展と共に地域

の身近な商店が高齢化と相まって廃業に追い込まれたりと、地域の商店街は非常に沈滞化しています。

農業については、東村山市はエリア的に新青梅街道の北側にしか農家がいらっしゃらなくて、富士見

町や栄町、美住町の一部や萩山町といった南部地域と言われる戦後開発された地域はほとんど農家の

方がいらっしゃらない地域ですので、こういったところは農家という存在は地域ではほとんど見かけ

ないわけです。専業主婦と言われていた人達も、今、女性の社会進出が進んだり、厳しい経済環境の

中で子育て期に一時的には会社等辞められても、その後でお仕事されたりという方が非常に多くて、
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自治会のなり手がいないというのと同様に、実は PTA の役員さんのなり手も各学校四苦八苦しながら

やっているような状況があります。 

そういう意味でいうと地域を担うオピニオンリーダー的な役割を今後どこに求めていくかは非常に

大事なテーマで、我々もそれは「具体的にこういう方々」というのは想定しづらいのですが、１つは

リタイアされた後のある年齢以上の高齢者。今だいたい地域の中心的な担い手というのは７０代が中

心になっています。ちょっと前まで団塊世代が定年退職を迎えて地域に戻ってくるということが言わ

れていたのですが、６０代の方というのは定年になられてもお仕事されているケースが多いので、実

は意外とそうなっていません。団塊世代の方も６５歳を越してだんだん７０代に差し掛かってこられ

ると、これからはその方々がどういうかたちで地域に戻ってこられるのか。地域のコミュニティとい

うのも自治会型の地縁組織と言われる例えば富士見町何丁目という隣近所の単位でのコミュニティの

組み方もあれば、もっと緩やかに東村山という中で例えば音楽が好きなので音楽活動を一緒にやるグ

ループというサークル的な活動であったり、NPO と言われるような福祉や環境等をテーマに集って活

動しているという方々も徐々に東村山にも出てきています。そういった地縁型のコミュニティ組織と

テーマ型と言われるようなコミュニティ組織をうまくブレンドしながら、出来るだけ市民の皆さんに

出番を不えると言うのは恐縮なんですが、それぞれの市民の皆さんが居場所と出番があるのがいいま

ちだと思うのですね。行政としても出来るだけ参加・協働型の市政運営ということを心がけて、いろ

いろなところに市民の皆さんに参加いただいて、政策形成や政策決定する場でいろいろなご意見いた

だく。今日もそういう場の１つだというふうに言えますが、そういうところで「市を自分たちが支え、

動かしているんだ」という実感を得ていただくきっかけをつくっていきたいと思いますし、もう１つ

は市に対して言いっぱなしではなくて、市民の皆さんもご自身で出来ることを見つけていただいて、

出来れば隣近所や同好の士の方とグループをつくってまちに尐しでも貢献いただくということをして

いただけるとありがたいなというふうに思っています。今、職層とか年齢で、どういう人達がこれか

ら地域を担うのかと言われるとなかなか難しいのですけれども、ある意味可能性があって、会社員を

やりながら地域に帰ると地域のリーダー役をやっている方もいらっしゃるでしょうし、リタイアされ

た後にいろいろなかたちで地域貢献される方もいらっしゃいます。そういう方々の出番を市としても

出来るだけつくる。それから市民一人一人が孤立しないようにそれぞれの居場所があるような地域づ

くりをお互いにしていく。このことで活性化に繋げられればなと考えています。 
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～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 

 

◆安心・安全なまちづくりを             （萩山町 T さん） 

東村山市は「安心・安全」「子育てするなら東村山」と謳っているが、安心・安全というのはどこ

を指しているのか。特に道は安全ではない。それと最近わいせつ事件もけっこうよく見られるが、

警察も市もどう考えているのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

また難しいテーマをいただきました。安心・安全というのは、現状全て安心・安全な状況になって

いるから安心・安全ということではなくて、より安全で安心なまちを目指していきたいということを

考え、常々申し上げているところでございます。安心・安全というのはその方の体の状態やお考えに

よって多尐変動する部分があるかというふうに思っています。特に障害のある方の安心・安全という

ことについて言うと、いつも T さんからご指摘いただいているように当市の場合はまだ障害のある方

が安心してまちの中を自由に歩行できるような状況にはなっていませんので、尐しでもご指摘いただ

いた部分は改善しながら障害種別に関わらず障害のある方にとっても安心してまちの中を歩行できる

ような安全なまちを目指してこれからも頑張っていきたいと考えています。 

それと丌審者の問題ですが、これまで市の対応としては非常に残念ですけど、事件発生後の対応と

して「こういう丌審者がいつどこに出現しましたよ」という情報を市の防犯メールに登録いただいた

方にお知らせするといった対応をさせていただいて、注意喚起するというような状況であります。一

時的には丌審者あるいは犯罪抑止ということについていうと警察の方々に出来るだけパトロールの回

数を増やしていただく等々の取り組みをしているところでございます。また一部地域では地域の市民

ボランティアの方々が通学あるいは帰宅時に道路に立っていただいて、交通安全を含めた見守り活動

等を行なっていただいているところであります。こうした市民の皆さんの自主的な取り組み、それか

ら警察の取り組みと行政の情報提供等がうまくかみ合って全体として犯罪抑止に繋がるというふうに

考えておりますので、今後もこうした取り組みを出来るだけ強化していきたいと考えています。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

市では、丌審者情報を学校及び市民からの通報と警視庁メールからの情報を防犯メール登録者に発

信しております。また、学校、市民等の通報の場合は、警察署への巡回強化と東村山防犯協会による

青パトの巡回を依頼し、対応を行っているところです。 
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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 

 

◆東村山市の将来像について              （栄町 I さん） 

東村山という市を市長の立場でお考えになる時に、東村山をどうしたいと考えているのか。東村

山市というのは単なる行政単位と言えば行政単位だが、単なる行政区間でいいと考えているのか。

単なるベッドタウンの位置づけなのか。それとも違うかたちでの考え方があるのか、お聞きしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

当然、東村山市というのは１つの行政エリアというくくりにはなりますけれども、平成１２年施行

の地方分権一拢法以来地方分権が進み、かつ一昨年には地域主権改革関連法案が可決しまして、今、

基礎的自治体でもいろいろな権限や役割が増えて、自分たちのまちは自分たちでつくっていく。国や

東京都に言われてやるということではなくて、自主的な判断が非常に求められているというふうにな

ってきています。そういう時代でありますので、市役所も今までのように国や東京都に言われること

を待って動くのではなくて、市民の皆さんと一緒になってこの東村山というまちをつくっていくとい

うことが求められているというのが現在の状況ではないかと考えています。社会的にも日本全体が大

きく変わろうとしていまして、特に地域の中ではお子さんの数が減って高齢者の数が増えるというい

わゆる尐子高齢化がものすごいスピードで進んでいるところです。東村山市も年々、高齢化が進んで

いるところですし、加えて今、日本全国についても人口が減尐に転じています。東村山市も昨年７月

以降、増える時期もあれば減る時期もあるということで若干人口が減り気味で、人口がほぼ頭打ちに

なっています。もともと東村山市は都市の性格としては東京近郊のベッドタウンということでこれま

で来ていますけれども、高齢者が増えて地域の中で多くの時間を過ごす方が増えていますので、単に

寝に帰る場所としてのまちという視点からこのまちで暮らすことで生活がより充実する『生活充実都

市』を目指していこうというのが今市が掲げている基本的な考え方であります。赤ちゃんからお年寄

りまでそれぞれのライフステージに応じて、その方が活き活きと暮らせるような社会づくり・地域づ

くりを進めていかなければならない。そのことが「東村山に住んでよかった」と思っていただけるよ

うなまちにすべきであろうということを念頭におきながら各施策を展開しているところであります。 

東村山市の特徴としては駅が９つあって、電車に乗ると都心まで１時間足らずで出られる交通の利

便性が比較的高いまちではあるのですが、当市の場合は都市基盤の重要な柱であります道路の整備が

遅れていまして、いわゆる生活道路に通過車両が流入するような状況がございます。これらをきちん

と改修して広域的な道路ネットワークを整備し利便性や安全性を高めていくということで、今ハード

事業として市のほうで積極的にお願いをしているのが、新青梅街道が東西に亘る大動脈だとすると、

南北に貫いてまちの骨格をつくっているのが府中街道であります。府中街道については新青梅街道の

野口橋交差点まで拡幅されて、それ以降がまだ未整備の状態になっていまして、これは都道ですので

この間ずっと東京都に野口橋交差点以北の整備を強くお願いしています。それと併せて西武新宿線の

踏切のところがボトルネックになっていまして、かねてから府中街道、東村山駅の南側の鷹の道の踏

切、それから大踏切等の渋滞を解消すべく、東村山駅周辺の西武鉄道について連続立体交差化事業を

推進していただきたいということを国や東京都、それから西武鉄道にお願いしまして、ようやく昨年、

西武新宿線で多摩地区では初めて東村山駅周辺の連続立体交差化事業が都市計画決定されまして、今
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年から事業に移るというような状況がございます。これも東京都の事業になりますが、今そういうか

たちで事業展開をしています。それから東村山駅の東側にスポーツセンターのところで止まっており

ます３・４・２７号線という道路についても、再来年までには久米川町１丁目の野行通りまで道路が

抜ける予定で進めさせていただいています。併せて東京都の事業になりますが、３・４・１１号線と

いう道路が昨年青葉町の医療センターのところまで道路が抜けましたが、これを所沢街道のバイパス

としてさらに道路をつくっていただくという運びになっています。東京都の力を借りながら遅れてい

た都市基盤の整備を図って、東村山市としては災害に強い安全性の高いまち、それから平時において

も人や車が淀みなく流れるような交通アクセスのいいまちをつくる。そのことを通じて東村山市の魅

力や活力を高めていきたい。そのことがこれからの長寿社会を財政的に担保する、税収入を確保する

ことに繋がるのではないか。そんな戦略を考えながら今まちづくりを進めています。 

もう１つはソフト面で言いますと、東村山市は都心から３０キロ圏の中では比較的地価が安いまち

でございまして、ファミリー層の方々が入手可能な物件が多いということで、今人口の増が停滞して

いますけれども、お子さんをお持ちの子育て世代の方々が東村山に家やマンションを買われて越して

こられるケースがけっこう多いのですね。そのことは東村山の特徴でもあり、かつ今後のまちの成長

を考えるとそうしたファミリー世代の方に魅力あるまちとして住み続けていただく。そういったため

に子育て施策の充実や小中学校の公教育の充実を図っていく。そのことを今「子育てするなら東村山」

というような言い方で申し上げているのですが、そういった戦略をとることによって出来るだけ人口

減尐の中でも東村山市は極端に人口が減らない、出来れば子ども達を含めて尐しでも人口が増えるよ

うなまちにしていきたいというような考え方でハード・ソフト両面に亘って今まちづくりを進めさせ

ていただいているところでございます。ごく簡単にアウトラインだけお示しさせていただきました。

よろしくお願いします。 

 

◎ 都市計画課より ◎ 

【都市計画道路の事業化状況】 

３・３・８号線 

平成２４年３月 事業概要及び測量説明会開催 

（野口橋～３・４・２７号線まで約９５０ｍ） 

平成２４年度 現況測量 

 

３・４・１１号線 

平成２３年１１月 事業概要及び測量説明会開催 

 （都道２２６号～３・４・２７号線まで約８００ｍ） 

平成２３年度 現況測量 

平成２４年１２月 事業認可 

平成２５年２月 用地説明会開催予定 
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◆コミュニティ・ゾーン対策の推進を        （富士見町 M さん） 

今から１５～３０年ぐらい前に幹線道路を走る車が入らないようにということで、富士見町３丁目

と５丁目のところにコミュニティ・ゾーンという指定された区域がある。学校や公園、福祉施設が多

いにも関わらず抜け道になっている道路があるということで候補としてあがり、コミュニティ・ゾー

ンに指定されたと聞いている。その後、ハンプと言って道路面を盛り上げて「走りづらいな」と思う

ようにして車を入らせないようにしていたが、それが騒音の原因になってしまって削った。そのため

せっかくコミュニティ道路になっていたのが、元通りになってしまった。私は中央公園に面した場所

に住んでいて、通りの状況をよく目にしているが、ほとんどの車が江戸街道のほうから富士見小学校

の両側の通りを通って、中央公園に突き当たって右折し、中央公園の角を左折して八坂小学校のほう

に抜け道として使っていると感じている。目の前が道路なので、しょっちゅうクラクションが聞こえ

て、いろいろな事故の直前の様子も見ている。一昨年までに富士見小学校の体育館の角でオートバイ

の事故が２件あって、看板も立っている。それから昨日の夕方、知り合いの子どもが富士見小学校の

体育館に行く時に車に引っ掛けられて、救急車で運ばれるという事故があった。富士見小の PTA も

「通学路なので対策して欲しい」と毎年警察に話をしに行っているはず。富士見小の体育館の角の家

の方が「信号をつけて欲しいと警察署に何回か行っているが、結局ダメなんだ」という話をしていた。

私からも警察に「そういう状況なので何とかならないか」と話をしに行ったが、「話は聞きますよ」

ということだがそれ以上動きがない。それで「困ったな」と思っているとき、昨年１１月の新聞で、

『歩行者守る「ゾーン３０」』ということで、いわゆるコミュニティ・ゾーンの道路の記事があり、

最後に警察庁の担当者から「幹線道路を走るべき車が住宅街に入り込まないようにすることが住民の

安全に繋がる」と書いてあった。警察庁のホームページを探したら、H２３年９月２０日付けで、各

警察署に「コミュニティ・ゾーン対策を進めなさい」「既にコミュニティ・ゾーンに指定されている

ところは見直しが必要かどうか調査して、地域住民と自治体の道路管理者と警察で協議会を立ち上げ

て必要な見直しをしてください」という通達が出ている。現状をもう一度見てもらって、見直しのた

めの協議会を立ち上げて欲しい。警察署にもそういうお願いをしに行きたいが、どうしたらいいもの

か。また「お話を聞きますよ」だけで終わっちゃうかなと思うので、何とかならないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

富士見町３丁目と５丁目の中央公園周辺エリアのコミュニティ・ゾーンについてご意見いただきま

した。私もうろ覚えですが、ハンプ帯等の設置をしたのは十数年前だったと思うのですが、その時に

地域の自治会の方々や市役所、それから警察署等を入れて何らかの協議の場を設定しまして、その時

は流入抑制というよりは速度抑制に主眼を置いたような対応策を講じたと記憶しています。それでハ

ンプ帯が設置されたのですが、ご指摘のように設置してもスピード抑制には繋がらず、実際にはハン

プ帯でバウンドしてしまうことから、逆に周辺の方から振動・騒音の苦情を数多くいただくというこ

とで、その盛り上げたハンプ帯を削らざるを得ないというような状況に今至っているのだろうと思い

ます。昨年の通達というのは恐らく全国で通学児童の交通事故が多発したというようなことを踏まえ

て、警察庁のほうからいろいろと指導があったのではないかと思っています。市内全域の通学路の安

全確保という点については、現在、各学校の PTA や保護者会の方から要望を受けたところを市・警察・

学校の三者でチェックを入れて、取り得られる対策については今後講じていくということで、昨年中

に一通り全域を検査させていただいたところでございます。コミュニティ・ゾーン全体についてはこ
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れまであまりご意見いただいていなかったので、私の認識がちょっと丌足していたところがあります。

ご指摘のように、江戸街道から府中街道に向けては渋滞等もあることから、富士見小学校の東側ない

し西側を通って中央公園の南側の通りに入って、公園の角を左折して八坂小学校のところから府中街

道に出るという抜け道になっているのだろうと思います。その辺の流入抑制と速度抑制についてどの

ような対策が講じられるか、協議体をすぐに立ち上げるかどうかは別としても検討させていただきた

いと思います。地元の盛り上がりがあると警察や市役所も動かざるを得ませんので、どういうかたち

で協議を進めていくかということも含め、今日の時点では即答出来ない部分もありますので、持ち帰

ってどのように進めるか検討させていただきたいと思います。ただ歩車道は分離している通りが多い

のですが、流入する車が多くて富士見小学校の東側の T 字路については信号が設置されていないため

危険だということなので、そこについては警察のほうと相談させていただきたいと考えております。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

平成１１年度から１３年度に富士見地区コミュニティ・ゾーン整備事業として、流入抑制及び速度

抑制としてハンプ等を設けました。その後、振動等の苦情から一部ハンプを解除した経過がございま

す。今後の見直し等については、周辺自治会の意見集約や警察署の意見等も必要であることから、早

急の見直しは困難と考えております。また、富士見小学校東側の信号設置については、今夏に実施い

たしました通学路緊急点検時にも、同様の依頼が寄せられました。しかし、現場は視距が取れること

や現状一時停止の規制がかけられていることから信号設置は困難との回答を警察署から得ております。 

 

 

◆行政への要望について               （萩山町 T さん） 

市長が「体によっては」と言ったが、私たち（視覚障害者）にとっては本当に道が歩きづらい。市

のほうにも随分言っているが、返事はいいが実行がなかなかない。あと一番面倒くさいと思うのは、

市だけでなくて都や政府。個人が一人で何箇所も行かなくてはならない。こういうのを市のほうで言

われた場合、市のほうでどうにかしてくれないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

確かにご指摘のように市内には都道もありますし、都立公園もございます。それから踏切等につい

ては西武鉄道や JR が筆頭事業者になりますので、全てのケースを必ず東京都や西武鉄道に繋ぎます

とお約束は出来ませんが、市の方にお申し出いただければ極力お伝えさせていただいて、その旨を出

来るだけ徹底するようにしていきたいと考えています。特に障害のある方、これも視覚障害者の方そ

れからいわゆる肢体丌自由、車椅子の方によって対応が違ってきますので、今後、都や事業者へのル

ートをどのようにしていけばいいのか。現状ではお話を伺えばその都度都や事業者に話をしますよと

いうことで申し上げていますが、きちんとしたルートをどのようにつくっていくかということが大事

かなと思っておりますので、今後、障害の担当所管含めて違う行政機関への情報提供・要望・要請に

ついてどのようにするか検討させていただきたいなと考えています。 
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◆市職員の対応について               （久米川町 I さん） 

第二保育園の丌正入所に職員が関わっている問題と、児童課の職員から市長に虚偽の報告をあげ

ている問題について、一昨年１０月のタウンミーティングで問題提起し、一昨年１２月に市長から

「証拠等を提示したら対応する」と言われ証拠を出したが、未だ対応されていない。話を聞いてそ

の後は対応しないということか。 

◎ 市長回答 ◎ 

この間 I さんからは何度となく「第二保育園に丌正入所があった」というお話をいただいていますが、

私どもの調査ではそのような事実は判明しておりませんので、この件についてはもうこれ以上お答え

することは出来ません。私どもとしては公式に「そういう事実は確認出来ない」と申し上げていると

おりであります。それから児童課職員の発言の経過についても、この間個人的にも何度か I さんともお

目にかかってお話させていただいていますが、私どもが申し上げている証拠というのはいつ・どこで・

どの文書が I さんのおっしゃる趣旨に添った内容なのかを具体的に指摘いただきたいということを再

三お願いしてまいったつもりでございます。しかしながら I さんから提示いただいた文書は全ての文書

で「そちらで探せ」というような趣旨の要件をいただいておりますので、私どもとしてはいただいて

いる資料の点検をつぶさにさせていただきましたが、具体的に I さんからご指摘いただいたような記

載・発言が職員からなされたというふうには受け止めておりませんので、この間私どもとしてもこれ

以上調査は出来ないというように一貫して申し上げているとおりでございます。 

 

 

  

◎ 市長回答 ◎ 

私どもとしても「入りたい」という方については基本的には全て受け入れたいという想いは持って

いますが、やはりスペース等の問題がございます。しかも希望があるからといってもう第２まで出来

ている学童クラブもある中で第３学童・第４学童と、実際問題として限られた学校敷地内等で設置す

ることが非常に困難な状況であります。特に今、一番頭を痛めているのは、学校併設型の児童クラブ

の場合は学校側のご理解をいただいて第２学童まで併設しているところが増えてきましたが、例えば

富士見児童館に併設されている児童クラブのように、市の児童館に併設されている児童クラブの場合、

第２児童クラブを建てようにもスペースの確保が出来ないという問題があって、今、児童館に併設型

の児童クラブがかなりいっぱいになっている現状があるのは確かに事実であります。市としても今後

ただ闇雲に造ればいいかというと、地域によってはどこかの時点でお子さんの数が極端に減ってくる

地域もあったりしますので、今後のお子さんの数の推移等も予測しながら児童クラブについては対応

していきたいと思っています。先ほど申し上げたように、入所基準については現状のスペースでこれ

以上緩和して希望される方全てを受け入れるとなると、子ども達の安全確保等いろいろな問題が生じ

てきますので、そこはぜひご理解いただきたいと思います。我々も定員数に余裕があるところについ

ては今年度、入所基準を下回る方についても受け入れさせていただいていますので、しばらくそうし

た弾力的な運用を見ながら今後も対応していきたいと考えておりますので、ぜひご理解いただきたい

と思っております。第二保育園の関係についても重ねてご意見いただきましたけれども、先ほどお答

第二保育園と児童課に関しての問題はまだ終わっていないので、きちんと認識して対応し

て欲しい。                         （久米川町 I さん） 
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えしたとおり、ご指摘いただいているようなことについては私どもとしては確認を取れておりません

ので、そういった事実はないものというふうに判断いたしております。 

 

◎ 児童課より ◎ 

この件につきましては何度もご質問頂いておりますが、質問者が指摘の根拠とする具体的な事実を

お知らせいただかない限り調査は丌可能です。 

 

 

～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 

 

◆自治会について                  （久米川町 I さん） 

私が住んでいる周辺は後から開発されたというのもあるかもしれないが、近所の繋がりが尐ない。

そこで自治会を多く活用して地域の場をつくろうとしたら、ご近所の方々から「自治会にあまり力を

入れていると、それは面倒なので止めてくれ」「自治会とはなるべく距離を置きたい」と言われた。

それで自治会に入っていくことが出来なくなって、私は自治会にいられなくなってしまった。東村山

市に関係があるのは富士見町や美住町の人が多く、そういう薄いコミュニケーションはある。市は自

治会のことをわかっていると思うが、どこにいっても自治会は高齢者が多く、私のような方々はなか

なか参加できない。もう尐し後から入って来た方にやさしい地域コミュニティをつくるような施策を

とって欲しい。地域コミュニティがうまく運用できるような仕組みを市のほうからお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

私どもとしては自治会は古くて新しい行政テーマかなと考えています。地域で市民の方が自主的に

設立されて、地域課題について共助と言われる部分で市民の皆さま同士が助け合い、支えあいながら

地域の課題を解決いただく機関として、自治会は非常に重要な役割を担っていただいているというふ

うに考えています。ただ、どうしても近年、地域の繋がりが希薄になっている中で、自治会に加入さ

れないという市民の方が増えてきているのも事実であります。地域差はあるのですが、東村山全体で

は今、５４％ほどの方がそれぞれの地域の自治会にお入りいただいています。自治会の活動について

は今ご指摘のあったように、役員さんが高齢化されて活動がなかなか出来づらいということから沈滞

化してしまっている自治会がないわけではありませんし、長い間住み続けられている方々と、つい最

近引っ越してこられた方々の中でなかなか馴染みになれないということもあるのかなと考えています。

市でもそうした地域のいろいろな問題を整理しながら、何とか自治会の活性化に向けて支援していこ

うということで、今、加入促進に向けて新たに引っ越されてきた方に「自治会に加入しませんか？」

というようなご案内を申し上げたり、自治会の役員さんに古い新しいは別として会員の方を公平に取

り扱っていただけるような会の民主的な運営が必要であり、運営の仕方についてマニュアルをつくら

せていただいて、それらを『自治会ハンドブック』として役員さんにお渡しさせていただいて、今後

の自治会運営に役立てていただくという取り組みもさせていただいているところでございます。ただ、

あくまでも自治会は市民の方の自主的な組織ですので、我々行政が箸の上げ下ろしみたいなことまで

「ああしてください」「こうしてください」というわけにもいきません。自治会の運営・活動について
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はその自治会内で会員相互の皆さんでお話し合いを十分していただいて、納得できるようなかたちで

運営していただくのが筋ではないかなというふうに考えているところでございます。今後、市としま

しては自治会の活性化、また適切な運営に向けて支援をさせていただく立場にはありますが、具体的

な部分については市民の皆さん相互で協議して解決を図っていただきたいなと考えているところであ

ります。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

自治会は、ご案内の通り地域の問題を解決するため地縁で組織された組織であり、会員個々の皆様

で地域課題を話し合い、お互いが協力しながら、運営していく組織です。自治会は、組織の性格上、

様々な世代、そして様々な価値観、ライフスタイルをお持ちの方がいらっしゃいます。その中で自治

会を運営していくには、互いの協力や理解が必要であり、その活動から地域の絆が深まるものと考え

ております。自治会員として意見交換をして頂き、地域課題についてお話し合いしていただければと

考えます。 

 

 

◆自治会について（その２）            （富士見町 Y さん） 

富士見町で体力つくり推進委員会という組織を持って、地域の皆さんの体力づくり、健康づくりの

ためにやっている会がある。それでいろいろな連絡等で感じることは、富士見町には４８自治会ある。

一番尐ないところは６所帯。一番大きいところでは７７０所帯。この間に４６の自治会がある。各所

に建売の住宅が２０～３０所帯固まってところどころにある。富士見町に６箇所ある。７箇所だった

が、それは自治会をつくって組織が出来ている。その箇所は「自治会はどうでしょうか」と声をかけ

ると「うちは自治会つくりません」と言う。それから地域の既成の自治会長から「１８所帯の住宅だ

からと」お誘いをかけても「私のところはつくりませんからけっこうです」というお話だったという

こと。今３.１１以降、何かあった時に地域の絆ということが叫ばれている。そういう中で何かあった

時に「お宅は自治会をつくっていない。地域に何も協力していないからお弁当は出せない。」とか「お

水をあげられない。」というわけにはいかない。だったら普段から地域に関連を持って自治会をつく

って地域づくりをやっていただけるような組織になっていくといいなと思っている。市では転入者に

自治会の案内をしたりはしているが、「自治会をつくったら」とはなかなか言えないのだろうと思う

が、もう尐し声をかけていただいて組織化が出来ればと思うが、いかがか。 

◎ 市長回答 ◎ 

東村山では自治会の加入率がまだ５０％を超えています。実は自治体の考え方によっては「当市は

自治会については自分のところの行政のテーマでない」としている自治体もありまして、市内にどれ

だけ自治会があるのかすら把握していない自治体も多摩地区にございます。東村山市は伝統的に自治

会と連携しながら「地域で解決のつくことは出来るだけ地域で解決して欲しい」とお願いし、さらに

礼儀として行政でやらなければいけないことは行政でやるというかたちでこれまで進めてきました。

市内でも富士見町は比較的自治会の加入率が高い地域でありますが、市内には３０％台というような

ところもございます。そういうところは賃貸マンションが多くて一人暮らしの方が多いようなエリア

で、なかなか地域との接点がつくりづらくて自治会に加入されないというところがあります。それと
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今ご指摘あったように、新たに開発されて移り住んできた方々が自らも自治会をつくらないし、既存

の自治会にも加入しないというようなところが多く見受けられるのも事実です。よく「自治会に加入

して何かメリットあるのか」と言われて、誘いにいった自治会長さんが「万が一の時には」というこ

とを申し上げても、自治会に入っていないからといって今すぐ生活に問題が生じるようなことは日本

社会ではありませんので「自治会貹払うのもったいないから」という雰囲気があるのかもしれません。

市としても、自治会については住民の皆さん双方に親睦を深めつつ、そのエリアの中で住民の皆さん

同士で解決のつくことについてはぜひ取り組んでいただきたいと考えています。特に防災や防犯とい

うのは全てを行政でカバーしづらい分野でありますので、そういったことについては極力地域の皆さ

んで日頃から顔を繋いでいただいて、万が一の場合にはお互いに助け合うような雰囲気をつくってい

ただくことが肝要ではないかということで、ここ数年、様々な資料をつくって自治会の役員の方にお

配りしたり、年１回ですけど自治会フォーラムという催しをさせていただいて自治会長さんや役員さ

んにお集まりいただいてパネルディスカッションをしたり、市外を含めて先進的な自治会活動をされ

ている自治会の活動事例を紹介させていただいたりして、いわゆるご近所の底力ではありませんけれ

ども、そういったことを検討いただく場としているところです。東村山市で自治会に関して課題があ

るとすると、Y さんがおっしゃられたように規模がかなりバラバラです。富士見町でも最小単位が６

世帯で最大だと８００世帯近いところがあるということで、東村山市の１自治会の世帯数というのは

平均すると１００世帯までいかないんです。それだけ規模が小さいということで班長等の役が頻繁に

回ってきて、例えば５０世帯でも会長・副会長・会計・その他、何人か役員がいないと会の運営とい

うのは出来ないと思うのですが、小規模ですと今なかなか役員のなり手がいないという問題があって、

同じ方が何年も続けてやって、その方がご高齢で「どうしてもこれ以上続けられないので、どなたか」

とお願いしてもなかなか後継者が決まらない。だったらいっそのこと自治会解散しちゃおうかという

ような地域もないわけではないんですね。市としても出来るだけスケールメリットではありませんが、

規模をある程度大きくする。例えば５０世帯で役員を１０名つくるよりは、５００世帯で役員１０名

をつくるほうが、単純計算すれば負担も１０分の１に減るわけなので、５０世帯よりは５００世帯に

なればそれだけ意欲を持ってやってくださる方も可能性としては高くなります。市としても出来るだ

け連合化を進めていただくなり、合併していただく方向でお願いしてはいます。ただ、いろいろな経

緯があって、難しさがあるのも事実なんです。中には途中で当時の役員さん同士がケンカして別れて

しまったというような自治会もないわけではありません。ただメンバーが変わってくると出来るだけ

小さな単位で留まっているよりは「一緒にやりませんか」というような雰囲気が出るのかなと思いま

す。前回も同じようなご意見をいただいて、そこのエリアも大きい自治会が１つあって、後から開発

されたところが１４～１５軒のお宅で小さな自治会を周りにつくっているのですが、やはり防災訓練

をやるにしても十数件でやってもなかなか効果が出ないので、出来れば全体でやった方がいいのでは

ないかというようなことなのですが、開発でどこの分譲で家を建てたというようなところで、中には

自治会で財産を持っていたりするケースもございますことから、なかなか一朝一夕で一緒になれない。

ただ活動だけでも、例えば防災訓練をやるんであれば連合的に富士見町３丁目だったら３丁目全体で

自治会の枠を超えてやっていただく等、そういうことが徐々に進んでくるといいのではないかなと思

います。３.１１以降、市民の皆さんの機運が高まってきたことがありまして、昨年、青葉町全域で初

めて防災訓練が行なわれたり、秋津町でも行なわれたりしています。青葉町や秋津町も自治会の数が

けっこう多くて、大きいところから小さいところまで様々な自治会があるのですが、何人かの会長さ

ん方が「小さな単位でまとまってやっても効果が出ないので、せめて町単位で防災訓練をやりましょ
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う」という呼掛けがあって、それに多くの方が賛同されて出来たということがありますので、そうい

ったご相談であれば市民協働課、あるいは防災訓練という具体的なテーマであれば市の防災安全課に

お問い合わせをいただければ出来るだけのご支援・ご協力はしますので、具体的に何かあればまたご

指導いただければと思っております。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

市では、多くの方々に自治会活動を知っていただくために｢自治会フォーラム」の開催や自治会役員

向けの｢自治会ハンドブック」の配布の他、転入者の方に自治会活動を知っていただくために「自治会

加入の案内」の配布を行うなど自治会の支援策に取り組んでおり自治会活動に関するご相談も随時承

っております。また一部の区域では、町で連合会を作りましょうというようなご相談を受け、現在、

地域の自治会の役員さんとお話を進めているところでございます。 

自治会運営に関してご相談等がございましたら、お気軽に市民協働課へご相談ください。 

 

 

  



- 18 -        第６３回タウンミーティング 

 

【市長まとめ】 

 

今日は長時間に亘りお付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。今日はじっくりとい

ろいろとお話が出来たかなと思っております。今日は非常にアクチュアルなというか目の前の課題も

あれば、中長期的に我々がどんなまちづくりあるいは人づくりを含めてまちをつくっていくのかとい

う視点での有意義なご提言・ご意見もいただきました。これらを踏まえてより血の通った東村山にな

るように我々も心がけていきたいなと改めて思ったところでございます。 

本日はお休みの中おいでいただきまして、誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろしく

お願いいたします。 
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