
 

 

 

第６５回 

タウンミヸティング記録集 
 

 

 

 

平成２５年３月１６日(土曜日)  

会 場  秋水園ふれあいセンタヸ 

時 間  午後１時～３時 
 

東村山市 



- 1 -        第６５回タウンミヸティング 

○開催内容 

平成２５年３月１６日（土）午後１時、秋水園ふれあい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。２３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） 

アンケヸト用紙は会場入り口で配付し、うち１７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、直接会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 市民協働課 電話/(393)5111  fax/(393)6846 

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

 

 

開催日 会場 時間 

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  

平成２５年６月１５日（土）  廻 田 公 民 館 午前１０時～正午  

秋津町 １３人 

その他市内 ４人 

合計 １７人 

２０代以下 ０人 

３０代 ０人 

４０代 ２人 

５０代 １人 

６０代 ６人 

７０代 ５人 

８０代以上 １人 

未記入 ２人 

合計 １７人 

男性 ７人 

女性 １０人 

合計 １７人 
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タウンミヸティング記録（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、こんにちは、東村山市長の渡部尚でございます。本日は大変天気が良く、また何かとお忙

しい中にも関わらず市民の皆さんと私との対話集会にご参加いただきましてありがとうございます。

この市民の皆さんと私の対話集会は、毎月１回、東村山市内には１３の町がありますが、各町を順番

に回らせていただいて、直接市民の皆さんからご意見やご要望等をいただいているところでございま

す。これまで通算すると今日で６５回目ということです。いただいたご意見の７割近くは実現ないし、

何らかの動きをさせていただいているというようなところです。なかなか全てを１００％実現すると

いうわけにはいっていませんが、出来るだけ真摯にお話を聞かせていただいて、お答えさせていただ

きたいと思っております。 

この間、秋津町の皆さまには秋水園のリサイクルセンタヸ建設の関係でいろいろとご心配やご心痛

をおかけしましたが、先日から工事を一部開始させていただいております。東村山市のリサイクル事

業を継続して安定的に行なうために必要な事業だと考えておりますので、ぜひご理解のほどお願い申

し上げたいというふうに思っております。 

それから市報の３月１５日号の一面でお詫びをさせていただきましたが、市では生ごみの堆肥化事

業というのをずっと行っていますが、実は１月に私どもが持ち込んでいる瑞穂町の業者さんが突然継

続して事業が出来ないということで、皆さんからお預かりをした生ごみをやむを得ず２月１９日まで

秋水園のほうで焼却処分をしていたのですが、そのことを市民の皆さんにきちんとご説明しないまま

焼却処分をしていたということで、大変申し訳なく議会でもお詫びを申し上げ、市報でもお詫びさせ

ていただきましたが、今日、生ごみの堆肥化事業を進めていただいている方もいらっしゃいますので、

改めてお詫び申し上げたいと思います。事業者につきましては当初６月ぐらいには稼動できるのでは

ないかというお話だったのですが、先日、職員にいろいろ話を確認したところ、１０月以降でないと

再開が出来ないという状況でございまして、今後、生ごみの堆肥化事業についてはどのように進めて

いくか、また市民の皆さん、議会の皆さんのご意見いただきながら判断をしていきたいと思っており

ます。我々としては出来るだけ秋水園に搬入されるごみ量は減らしていきたいと考えておりますので、

またその点でもご意見があればぜひご指導のほどよろしくお願い申し上げたいと思います。今日は限

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精一杯お答えさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。それから今日司会を務めていただきます秋水園ふれあいセンタヸの I

さんよろしくお願いいたします。 
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【会場でのご意見】 

 

～みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち～ について 

 

◆秋津町地域のまちづくりについて          （秋津町 H さん） 

市には住みやすいまちづくりとか、環境のいい東村山市をつくっていくとか、緑あふれるまちにす

る等いろいろな計画もあると思うが、秋津町地区に絞って、秋水園問題以外のことで「こういうこと

を開発、改善しているんだ」ということを紹介してもらえないか。何もないということはないだろう。 

◎ 市長回答 ◎ 

何もないということはなくて、例えばこれは鉄道事業者との兼ね合いもあるのですが、市内の駅で

一番初めにバリアフリヸ化されてエレベヸタヸあるいはエスカレヸタヸ等を設置できたのは新秋津駅

あるいは秋津駅というようなことがあります。２４年度ようやく久米川駅にエレベヸタヸを設置する

というような状況なんですが、恐らく新秋津駅はかなり前からバリアフリヸ化されて、市内で最初に

エレベヸタヸが設置されまして、それから５年半ほど前に秋津町で１回目のタウンミヸティングをさ

せていただいた時に「秋津ヷ新秋津駅間でタバコを吸いながら歩く人が多いので、何とかして欲しい」

というご意見をいただいて、市でも路上喫煙については条例をつくって秋津ヷ新秋津駅間それから東

村山駅周辺、久米川駅周辺の３ヶ所について路上喫煙禁止区域ということで設定して、最初はシルバ

ヸ人材センタヸの方と市の職員が交代で担当させていただいたりして、民間のパチンコ屋さん等が喫

煙所を設けてくれている関係もあるのですが、１００％とは言い切れませんが、かつてのようにタバ

コを吸いながら歩いていらっしゃるという方はほとんどいらっしゃらなくなったのではないかなと考

えています。そういう意味では路上喫煙禁止というのも秋津発で初めて行なわせていただいたことか

なと思っております。その他、まだ具体的な歩は進んでおりませんけれども、秋津駅南地区の開発に

ついては、市のほうも調査費をつけさせていただいて３回目になりますが、徐々に地権者の方を含め

て機運が高まって「今後どういうまちづくりをしたらいいのか」ということについて、まちづくり協

議会の方々に精力的に動いていただいている関係で、尐しずつではありますけれども皆でビジョンを

描くという段階になってきているのかなというふうに思います。 

それともう一つ有名なアニメ監督の方の関わりで、淵の森緑地それから対岸の八郎山緑地について

は市のほうに多額のご寄付をいただき、足りない分は市から出させていただいて、あれだけ新秋津駅

に近いところにも関わらずかなり広大な緑地空間が柳瀬川の両側に河畔林として残っています。これ

は東村山市にとっても貴重な緑の財産だというふうに思っています。ご寄付いただいて市で購入させ

ていただいてからかれこれ５年ほど経つのですが、市民の皆さんに毎年下草刈をしていただいたり、

前はゴミ捨て場のような状態になっていたのですが片付けてくださって、今はかなり綺麗な緑地帯に

なっております。今後も市民の皆さんと一緒になって八郎山そして淵の森緑地の保全をしながら、こ

んなに駅に近いところに素晴らしい緑、それから川があるということをアピヸル出来ればなと考えて

おります。そういう意味でいうと、秋津町の場合どうしてもいろいろな面で取り上げられるのは秋水

園の関係になってしまうのですが、市としてはそれだけをやっているわけでは当然ございませんで、
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いろいろと進めさせていただいています。 

それと以前にも H さんからいろいろとご提案いただいた地域の見守りの活動も尐しかたちになりつ

つあるというふうに伺っていますので、その辺も注目をさせていただきつつ感謝申し上げたいと思っ

ております。 

 

◎ まちづくり推進課より ◎ 

秋津駅及び新秋津駅周辺は、市北東部の中心核として、都市計画マスタヸプランに位置付け、現在、

地元市民の方で構成する「秋津駅南まちづくり推進協議会」において、まちづくりに関する研究や、

まちの将来像の作成に向け、検討を進めております。 

 

◎ みどりと環境課より ◎ 

平成２０年６月条例施行後、喫煙マナヸアップの向上、指導及び清掃を行っておりました。このこ

とから、利用者のモラルが向上したと思われます。 

今後も引き続き利用者のマナヸアップ向上に向け取り組んでまいります。 

 

 

◆住宅街への流入車両について            （秋津町 W さん） 

旧所沢街道の柳瀬橋バス停近くの交差点から横に入って新所沢街道に通り抜ける車が多い。東村山

市民だけでなく、市外からきた車も通る。最近はタクシヸまでもが抜け道として使っている状態なの

で、規制してもらえないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

交通規制に関していうと警察署というか公安委員会の管轄になりますので、今日こういうご意見が

あったということをお伝えしたいと思います。警察のほうも最近、道路に規制をかけることについて

はけっこう住民の皆さんの合意がきちんと取れているかどうかというのを気にされるので、例えば市

を通してでもけっこうなので、お困りの状況を自治会内の住民の皆さんで警察のほうに実情を訴えて

いただくということが必要かなというふうに思っています。警察は「市長から言われたからじゃあ規

制します」というようにすぐにはなかなかやってくださらないので、やはり住民の方に声を上げてい

ただくということが必要だし、我々も実情をみてどの程度交通車両が流入しているのか等を調べさせ

ていただいて、今後どういう方策が取れるのか検討させていただきたいというふうに思います。 

 

◎ 交通課より ◎ 

交通規制に関して、交通管理者である東村山警察署に伝えたところ、「規制に関しては、事敀の発生

状況や周辺の道路環境、周辺への交通環境の影響などを比較考慮しながら行っています。ご指摘の場

所を通行規制いたしますと、周辺での渋滞が増加したり、他の生活道路にも車両が流入することが考

えられます。また、付近には他に東西に走る通りがないなどから、周辺地域に不える影響を考慮しま

すと、規制は非常に難しい。」との回答でした。市としては、現状の交通環境を踏まえながら、引き続

き、歩行者の安全対策を検討していきたいと考えています。 
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◆秋津小学校通学路の危険箇所について        （秋津町 M さん） 

今、秋津小学校の通学路になっている道を拡張工事している。以前は車が通れない道路だったが１

０年ぐらい前に「道路を広げて欲しい」という要望があって拡張することになったと聞いている。い

つ開通するのかわからないが、抜け道になる可能性がある。昨年７月の危険箇所改善要望の時は「ま

だ計画段階なので答えられない」ということだった。開通してからではすぐに対策出来ないし、帰り

はバラバラだが、朝は子ども達が集中する。抜け道になると多分焦っている車が多いと思う。警察に

「ガヸドレヸルつけて」と言っても「この幅じゃ無理。白いペイントなら出来るかな」とか、「一方

通行には出来ないのか。」と言うと「緊急車両が入るのが前提なので出来ない。」と出来ないことはす

ぐ言われる。昨年４月には通学中の列に車が突っ込む死亡事敀もあり、事敀があってからでは遅い。

個別に要望しても「無理」と言われるだけなので、どのようにすれば歩み寄ることができるのか、市

からもご指導いただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご指摘の道（秋津町３丁目２８番地付近）は、以前は自転車は通れても車が通れなくなっていたと

ころで、あそこも長年の課題でようやく両サイドの地権者の方のご理解をいただいて、２４年度に用

地買収をして今年７月から工事を行なって２５年の年末か年明けぐらいに車を通すようなかたちにな

ろうかと思います。前から「救急車も消防車も入れないので広げて欲しい」ということでご意見いた

だいて、市としても地権者の方にいろいろ働きかけて努力して、ようやく実現の運びになってきつつ

あるということを地元の皆さんにご説明申し上げたところ、「今さら」というようなところと、逆にご

心配のように「通り抜け道路になってしまってかえって危険じゃないか」「いっそのこと今までどおり

でもいいんじゃないか」というご意見もいただいたりして、市としても苦慮しているところです。た

だ、やはり救急車や消防車がぐるっとまわって所沢の方からでないと入れない状態をそのまま放置し

ておくわけにもいかないので、今回、地権者の方のご了解をいただいてようやく事業を進めさせてい

ただいたところです。 

ご指摘の通学路の安全ということについては、昨年４月に京都府の亀岡市で事件があって、昨年は

国土交通省、警察庁それから文部科学省から全自治体に「安全点検をするように」という指示が緊急

に出されまして、当市は昨年７月に秋津小のみならず全校で市役所ヷ警察ヷ学校それから PTA の方の

立会いのもと、９７箇所で安全点検を行なわせていただいております。そのうち４９箇所については

何らかの改善を早急にやらなければ危ないということで、４３箇所については標識をつけたりグリヸ

ン舗装したりというような応急的な対応はさせていただきました。ただご指摘のように現在拡張して

いる道路はこれから出来るということなので、まだ完成するまで若干間がありますので、せっかく道

路が広がったのにかえって事敀が発生したということになると我々としても本当に申し訳ないですか

ら、どういう対応が取れるか警察とも協議をしながら、出来るだけそういうことにならないように今

日いただいたご意見を受け止めさせていただいて、対応を考えさせていただければと思っております。 

 

◎ 道路管理課ヷ交通課より ◎ 

道路工事に際しては、交通管理者である東村山警察署との事前協議により、開通後の交通環境を予

測したうえで必要な交通安全対策を行うこととしています。 

交通事敀には当事者の交通違反やルヸル違反に起因しているケヸスが多く見受けられることから、
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自動車やバイクを運転するときの法尊守はもちろんのこと、歩行者や自転車にも交通ルヸルがあるこ

とを認識し、一人ひとりが責任ある行動をしていくことが大切であると考えています。市では、様々

な機会を通じて交通安全教育や啓発活動を行っています。 

 

 

◆秋津ヷ新秋津駅周辺の駐輪について         （秋津町 Ｎさん） 

秋津商店街まで自転車で買い物に行くと、停められるところがない。駅前は駐輪禁止になっている。

東村山駅西口の地下駐輪場は１時間まで無料。それが秋津町に全くないのは丌公平感を感じている。

あってもほとんど有料。買い物する主婦の方や我々も丌便を感じているので、何とかして欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

秋津ヷ新秋津駅周辺は確かに駐輪場が足りていなくて、民間を含めてなんとか充足しているような

状況です。今ご指摘いただいた東村山駅西口あるいは久米川駅北口のような地下駐輪場では１時間は

無料だということなので、同様の措置を秋津駅周辺にもつくって欲しいというご趣旨です。現状それ

だけのスペヸスが確保できるかどうか難しさがあると思いますが、そこは検討させていただきたいと

思います。あとこれは何年先になるかはわかりませんが、秋津駅前の整備ということになれば当然、

地下駐輪場ないし何らかの地下スペヸスを使った駐輪スペヸスなり駐車場なりは検討する必要がある

だろうというふうには考えています。 

 

◎ 交通課より ◎ 

秋津ヷ新秋津駅周辺には東村山、清瀬、所沢の市営駐輪場のほか、比較的多くの民間駐輪場が整備

されていますが、駐輪場ごとの利用状況に偏たりもあり、日頃から自転車利用環境の充実に苦慮して

います。一方で、買い物等のため駅周辺に訪れる自転車利用者に向けては、駅前広場などを含む公有

地の確保が困難な現状では、各店舗の理解と協力を得ながらお客様用駐輪場を確保していただけるよ

う、お願いしていきたいと考えています。 

 

 

◆秋水園にコミュニティバスの路線を         （秋津町 N さん） 

今コミュニティバスが秋水園まで来ていない。何とか伸ばしていただけるか、検討をお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

コミュニティバスを秋水園のほうまでというか中通りからこちらの先まで入れて欲しいというのは、

最初に秋水園ふれあいセンタヸでタウンミヸティングをやらせていただいた時からご意見いただいて

おります。我々としてもそこは課題だと受け止めているのですが、大変申し訳ないのですけれども、

やはり志木街道から秋水園のほうに入ってくる道の幅の問題がありまして、現状バスを回すことには

まだなっておりません。それだけの問題ではないのですが、市としてはここの道路を出来れば拡幅し

ていきたいということで一度お話し合いをさせていただいたことがあるのですが、まだご理解いただ

けていない状況があります。コミュニティバスについては全市的に大変ご要望の多いところでありま
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す。道路の整備の問題と併せて秋水園周辺の皆さんの利便に供せるように努力していきたいと思って

おります。今すぐいつまでにどういうかたちでやるかというのは相手のあることなのでお答え出来ま

せんが、私としては出来ればコミュニティバスを秋水園ふれあいセンタヸの辺りまでは何とか入れて

いければなと常々考えているところでございます。 

 

 

 

 

◎ 交通課より ◎ 

コミュニティバスを含めた乗合自動車の運行に対しては、法令等により一定の道路幅が確保されて

いる道路やＵタヸン、後退せずに運行できるルヸト設定が必要であるため、現在の道路事情を鑑みる

と、ご提案いただいたルヸトでの運行は困難であると考えています。また、このたび新規路線や既存

路線の見直しに関するガイドライン（基準）を策定いたしましたので、今後は道路環境等の変化を踏

まえながら、ガイドラインに沿って検討していくこととしています。 

 

 

◆新たな財源の創出を                 （栄町 Ｈさん） 

今後、東村山市は大きな支出が予定されると思う。例えば高架問題では６１０億円に対して７５億

円の負担金。それから向こう２０年間で２４０億円の公共施設の建て替え問題等があって、準備基金

を積むという話があるが、具体的にどういう計画を積んでいくのか。将来我々の子孫に大きな借金を

残す。改善されるのはいいと思うが、例えば市のほうで何かお金儲けを出来るようなことがないか。

今年度予算も約４８８億４３００万円という一般会計が組まれたが、結局５０％以上は老人福祉その

他費用にかかる。その中から積み立てを５０００万円出していくとしても非常に大きな問題で出な

い。例えば東京都は東京マラソンで何百億円の収入を得ている。東村山市も財源がないと言いながら、

今度特急が停まるようになったので、一等市になったから何か新しい方法で財源を備蓄するというこ

とをお考えかどうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

H さんから今後の財政需要にどう答えていくのかということで、財源を生み出す策をもっと考えな

さいというご指摘でございます。今日から西武鉄道がダイヤ改正をしまして、西武池袋線については

所沢駅から横浜の元町ヷ中華街駅まで西武池袋線ヷ東京メトロ副都心線ヷ東急東横線ヷみなとみらい

線の４路線がつながって、約１時間半程度で横浜の先のほうまで行けるようになったということです。

一方、西武新宿線のほうも今日から特急レッドアロヸ号「小江戸」が平日上下線で１日に５５本停ま

るようになります。今日午前中、東村山駅でささやかなセレモニヸと祝賀会をやらせていただきまし

た。西武鉄道には前々から「特急「小江戸」を東村山駅に停めて欲しい」というお願いをしてきて、

かつて試験的に菖蒲まつりの期間中停めていただいたこともあったのですが、ずっと定時で恒久的に

停めていただくということにはなかなか実現できませんでしたが、西武鉄道も特急の利用者を増やし

たいということでこの周辺に１ヶ所だけ停車駅をつくろうということで検討してきたそうです。実は

昨年１ヶ月ちょっとの間、試験的に特急を停めていただいた時に、東村山駅を利用される特急利用者

今は秋津小学校の先の突き当たりを右に曲がっている。左に曲がれば秋水園西の交差点に

出て、秋水園に来られる。とんぼ工房からくるのに皆さん困っている。丌便なために利用

されていないというのがあると思うので、ぜひ早く実現して欲しい。（秋津町 N さん） 
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が非常に多かったということで、東村山駅は西武国分寺線と西武園線という二つの支線に連動してい

るタヸミナルということもあって、意外とそちらを利用される方も乗降されるということがわかり、

今日から特急駅ということになりました。あと東京都の事業として、今度、東村山駅周辺の西武鉄道

の連続立体高架事業がいよいよ今年から着手されることになりました。元々は市から「府中街道の踏

切を何とかして欲しい」ということをずっと東京都に要望しておりまして、いっそのこと府中街道の

踏み切りヷ鷹の道の踏み切りそれから大踏切等、合計５ヶ所の踏み切りを除却しようということで東

京都で事業されるということになったところでございます。それに先立って西武鉄道も東村山のポテ

ンシャルを考えて特急を停めていただくということになったわけです。いろいろな議員さんからも「特

急が停まることをうまく活用して何とか市の活性化に結び付けなさい」と再三再四にわたってご指摘

いただいているのはご承知の通りで、特急が停まると多尐なりとも住宅が売れるようになるとか市と

しての価値が上がるという面もあります。それと今日来ていただいた西武鉄道の役員の方とも話をし

たんですけれども、東村山だけで考えるのではなくて、川越ともかなり近接するようになるという話

をいただきました。川越は年間６００万人観光客が来ているそうですので、仮にその１０分の１がく

れば６０万人。そこまでいかないまでも仮に川越に行く途中１％が東村山駅で降りて正福寺を見てい

ただくだけでも６万人のお客さんに来ていただけると。そういうことを尐しずつ展開していくことで

他所から東村山市に来て尐しでもお金を落としていただけるようなことをこれから考えて進めていき

たいというふうに考えています。それがこれからの財政需要を全て賄えるほどの税収になるとは思い

ませんが、せっかくチャンスをいただきましたので、我々としても一生懸命頑張っていきたいと思い

ます。また、当市の場合は西武新宿線ヷ西武池袋線それから JR 武蔵野線と大きな線が３つ通ってい

る特殊なまちですので、そうした鉄道利便をうまく活かしながらこれからも住み良さと活性化が調和

するようなまちづくりを進めていきたいと考えています。 

 

◎ 行政経営課より ◎ 

当市は都心から鉄道で約３０分程度の時間距離で結ばれており、恵まれた交通の利便性を背景とし

て、人口は堅調に伸び、住宅都市として発展してきました。新たな財源確保策を講じることも重要で

すが、これから人口減尐社会を迎えるにあたり、より多くの方に住んでいただくことで、市の歳入の

根幹をなす市税を確保していくことも重要であると認識しております。 

人口を維持ヷ増加させるためにはまちの価値を高める必要があり、現在第４次総合計画に基づき様々

な事業を展開しております。具体的には子育て世代のための保育所整備に係る事業、まちの機能を高

めるための都市計画道路整備事業や鉄道連続立体交差事業、災害に強いまちづくりなどを推進してお

ります。第４次総合計画を着実に推進させることで、「住んでよかった、これからもずっと住み続けた

い」と思えるまちづくりを進め、より多くの方に住んでいただきたいと考えております。 

 

◎ 産業振興課より ◎ 

所管といたしましては、この度の特急「小江戸」の停車を受け、これまで以上に幅広い視野を持ち、

様々なアプロヸチで地域振興ヷ地域活性化を図りたいと考えております。 

具体的には、本市の中でも集客力の高い「東村山菖蒲まつり」の時期に西武鉄道と、特急停車駅（西

部新宿駅ヷ所沢駅ヷ川越駅等）を軸に各種プロモヸションを検討してまいりたいと考えます。 

また、北西部には多摩地域唯一の国宝建造物である『正福寺地蔵堂』をはじめ、希尐性の高い観光

賅源もあり、｢東村山菖蒲まつり』以外の集客機会を創出していきたいと考えております。例えば歴史ヷ
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文化賅源の豊富な川越など特急停車駅とのタイアップ事業などについて関係機関と協議するなど、東

村山市観光振興プランに基づいた有効な観光振興施策を展開してまいりたいと考えます。 

 

 

◆災害対策について                 （秋津町 F さん） 

昨年、老人会で立川断層のことを聞いたが、納得いかない。市長の畑違いかもしれないが、東村山

市の市長という公の立場で耐震のことをどのようにお考えか。 

◎ 市長回答 ◎ 

一昨年の東日本大震災から２年経過して、東村山市としても首都直下型地震が多摩地区で発生する

のか東京湾で発生するのかは別としましても今後３０年間で７０％の確率で地震が起きるというふう

に言われておりますので、早急に災害に強いまちづくりを進めていくということが市政にとって現在

の最重要な課題であると捉えさせていただいています。多摩地区については立川断層がございまして、

東村山から直線距離で一番近いところで１０キロちょっとぐらいの距離ですので、立川断層で地震が

発生すると東京都の被害想定では東村山市で震度６強ぐらいの地震になるであろうと言われています

が、立川断層帯の地震発生率は今後３０年間で０.５～２％ということで、ここ１００年ぐらいの間に

地震が起きるという可能性は極めて低いと聞いております。これは東京都がそういっているというこ

とをお伝えしているに過ぎないので、絶対きませんという話ではありません。ただ、立川断層を震源

とはしないまでも、都内には東京湾北部とかいろいろなところに断層があって、いつどこで地震が起

きてもおかしくない状況だということについては強く危機感を持っております。 

これは東日本大震災の発生以前からですが、私が市長になってまず取り組ませていただいたのは、

日常子ども達が生活する場であり、かつ万が一の場合は市民の皆さんが避難する小中学校の耐震化を

やらなければならないということで、この間、学校の耐震化を最重要施策としてお金を投じて進めて

きた結果、昨年の夏にはほぼ全ての小中学校の耐震化が終了いたしました。今は市民の皆さんの個人

住宅の耐震化をぜひ進めていただきたいということで、あまり高額ではありませんが市でも補助金制

度を設けて、市民の皆さんが耐震診断それから耐震補強をされる時に公的な支援をする枠組みを取ら

せていただいています。但し、耐震化すると１軒あたり２００～３００万円かかってしまうそうなん

ですが、市で用意している補助金は１件あたり３０万円が上限なので、なかなか進んでいないという

実情がありまして、今後この辺をどうしていったらいいのかということがあります。それと地震だけ

ではありませんが、公共施設の老朽化ということで、昨年、中央高速の笹子トンネルで天井が落下し

て走っていた車がつぶれて人が亡くなられるという悲惨な事敀がありました。東村山市内にはトンネ

ルこそありませんが、市役所も出来てもう４０年で耐震化されていなかったり、あるいは市内には市

が管理している１０５の橋があるんですが、これらについて今後どうしていくかということで、橋に

ついては平成２４年度と２５年度の２ヵ年に亖って調査をしております。秋津町の場合は川に架かっ

ている橋だけではなくて、JR 武蔵野線に架かっている橋がございまして、これについては数年前から

JR と協議しながら補強工事等を実施させていただいているところでございます。後は震災を受けて東

京都が再度都内の被害想定を出しなおしました。それによると東村山市の被害は概ね３倍程度拡大す

るようになっていますので、それに併せて災害備蓄品をこれから５年ほどかけて増強していこうと考

えております。そんなことで市としては今、災害対策について一番重点的に取り組みをさせていただ
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いているところでございます。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

１ 立川断層帯の位置は、埼玉県入間郡名栗村から東京都青梅市、立川市を経て府中市に至る断層帯

で、名栗断層と立川断層から構成されています。全体として長さは約３３km で、概ね北西－南

東方向に延びております。 

２ 立川断層帯の平均的な上下方向のずれの速度は、０.２～０.３m/千年程度と推定されています。

本断層帯の最新活動時期は約２万年前以後、約１万３０００年前以前で、平均活動間隔は１万～

１万５０００年程度であった可能性があるとのことです。 

３ 立川断層帯は、将来マグニチュヸド７.４ 程度の地震が発生すると推定されています。その際に

北東側が相対的に２～３m 程度高まる撓（たわ）みや段差が生じる可能性があるとの報告が出て

おります。 

本断層帯の最新活動後の経過率及び将来このような地震が発生する長期確率は、本断層帯は今後  

３０年の間に地震が発生する可能性が０.５～２％となっております。 

 

 

◆市の職員について                 （秋津町 H さん） 

ある会合で市の職員が１０００名ぐらいいたが、東村山市内に住んでいる人が３～４割だと聞い

た。約６００名～７００名は地方公務員として東村山で働いて市民税は他の町に納められている。

そういう人は東村山の実情を知っているから「東村山で今後生活する魅力ないな」と思って東村山

に住んでいないのか。ある若い人は結婚したら他の都内のまちに移転したと聞いた。まず、職員を

U タヸン I タヸンさせれば市民税が尐し増える。それと市民には「自治会に加入してください」と市

民協働課からいろいろな呼びかけをしているが、ある若い職員で自治会に加入していないという人

がいた。市で呼びかけてるのに加入していない人がいるんだなと思ったら、次に会った時には加入

していた。今、自治会活動が高齢化で停滞しているが、地域のイベントに職員が参加することがあ

まりない。市で職員は自治会の役員とか世話をしちゃいけないという方針が出ているのかと思うほ

ど担当以外の方は無関心。市長が職員に呼びかければそれなりの活性化も出来るのではないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご指摘のとおり、市役所の正規職員は今７９０名弱ぐらいになっていますが、嘱託職員を入れると

１１００名くらいかと思います。むしろ嘱託さんの場合は市内居住者が多いんじゃないかと思ってい

ます。正職員に関して言いますと現状では３～４割が市内居住で後は市外居住ということになります。

全員市内に住んでもらいたいのはやまやまですけど、職務命令として「市内に住め」というわけにも

なかなかいかないので、今後どうするか検討したいと思います。ただ災害時等を考えると出来るだけ

市内居住が望ましいのですが、一昨年の震災の時も当市の職員はほぼ遅刻や欠勤なく来れています。

調べると９割ぐらいの職員が市外であっても周辺市に住んでいますので、万が一の場合には歩いてで

も駆けつけられるという体制には一応なっているところでございます。それから「職員だから自治会

に入れ」という職務命令は出せませんが、出来るだけ市内居住している職員には自治会に加入するよ

うに奨励させていただきたいと思っております。それからイベント等の参加が尐なかったり、自治会
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の役員になってはいけないという指示は特段だしておりません。むしろ地域とは積極的に関わりを持

って欲しいということは常々申し上げていますが、職員にもいろいろなタイプがいて市民の方と接す

るのに積極的な職員もいれば、仕事以外ではお客さんである市民の皆さんとは距離を置きたいという

タイプもいて、そこはちょっと強制は出来ないと思っていますが、そういう奨励はさせていただいて

いるところです。今、市のほうで考えているのが災害時の対応です。現状では各避難所になります小

中学校の緊急時用の鍵を教育委員会が保持しているため、そうすると学校が開いている時間帯ならい

いのですが、万が一学校が閉まっているお休み中や夜間に大きな災害があって住民の皆さんが学校に

避難される時に、教育委員会から鍵を持ってこないと学校の中に入れない状態になっています。これ

を何とか地元で即鍵を開けられる体制をとっていこうということで、市では小中学校ごとにその周辺

に住んでいる職員を担当者として決めて、日頃から自治会の活動や運動会等いろいろなイベントに顔

を出させていただいて、秋津小学校なら「私が担当の○○です」ということで住民の皆さんとある程

度顔合わせをさせていただいて、万が一の時には避難所の立ち上げを一緒にやらせていただくような

いわば緊急時の避難所担当制というものを導入しようといたしております。これは職務上明確に「あ

なたはここの担当です」ということを併任して辞令を交付させていただきますので、その職員には積

極的に地域の皆さんといろいろな活動を通じて日頃から顔をつないでいただくということを考えてい

ます。先日の自治会フォヸラムでも申し上げたのですが、市町村によっては完全に職員に地域担当制

を敷いているまちもあります。この辺ですと日野市でそういうことをやっておられて、例えば秋津町

は秋津町に住んでいる○○が担当だということで、例えば自治会の総会等には必ず出席する。あるい

は皆さんが役所に行かれた際にどこに聞けばいいのかわからないという時には担当者に聞いて「これ

は○○課に行ってください」と道案内をするというようなことなんですが、将来的にはそういった触

りの部分の地域担当制みたいなことも模索する時期にきているのかなと考えています。いずれにして

も避難所に関しては今回、職員を張り付けて日頃から皆さんと尐し交流をさせていただいて、万が一

にお互い備えるような枠組みを取らせていただきたいというふうに考えております。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

現在、高齢化など様々な社会的要因で、自治会活動が停滞し、地域コミュニティが活力を失ってい

ます。市民協働課では、自治会の活性化を目的に様々な施策を講じ、支援していますが、困難な課題

です。平成２４年度より、職員と自治会でタウンウォッチング実施し、職員が市民と一緒になって課

題を発見したり、解決の手法を考えるなどの試みを行っています。また、職員が自治会の総会、イベ

ントなどに参加し地域の課題を共有するなど、行政とのパイプを太くするための職員サポヸタヸ制度

導入の研究を始めています。自治会の活性化という切り口で誰もが住んでよかったまちづくりを進め

ます。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

避難所運営連絡会の設立に向け化成小、萩山小、並びに青葉小をモデル校に指定し、説明会を実施

したところです。今後は、担当職員を配置し、日頃からの地域との交流を図ることで災害時には地域

の皆様と協力し、いざという時に対応できる体制作りを行います。 
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◆市職員の対応について                （栄町 H さん） 

本庁舎に行って多部門に渡っての質問をすると結論が出ないでたらい回しにされ、結果的に行った

ところで気分が悪い。それとどうして役所はあんなに汚いのか。昨日行ったところもごみ溜めだった。

みどりと環境課では立ったまま応対され、けんもほろろにやり返された。市民は無残な想いを味わう。

それでは市民は市役所に寄り付かない。以前市長は「そういうことは一切ない」と言ったが、１年も

経たないうちにもうこの状態でうんざりする。改善を。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご指摘のように近年特に一部署で問題解決しない事柄が増えていたり、あるいはもともと市役所で

どこが所掌するのかというような課題もかなり出てきています。今回、議会でも委員会でご指摘いた

だいた問題の一つとして、例えば「東村山市の自殺対策の取り組みがあまり進んでいない」というご

意見を何人かの議員さんからいただきましたけれども、自殺の問題というのは今までの市役所の枠組

みからいうと実は担当するところがないというのが実情で、健康課で答弁させていただきましたが、

これは福祉的なアプロヸチあるいは精神保健ということであれば健康課とかいう部署もあるんですが、

それだけでなくて経済問題なんかが絡んだ場合、生活保護の部署だとかいろいろなところが関わらな

いと解決できないところがあります。こういったことをこれからどのように市として対応するのかと

いうのが非常に難しい問題で、今すんなりと「こう解決します」というのはなかなか言いきれないと

ころがあります。個々のケヸスによって、例えば一昨年の震災以降、これまで当市は全く取り組んだ

ことのない放射能の問題なんかも今は教育委員会やみどりと環境課等いくつかの部門にわかれながら

相互連絡を取って対処するというようなことにさせていただいていまして、それ専門の組織を立ち上

げるまではなかなかいかないけれども、重要な問題、特に市民の皆さんの安全ヷ安心に関わる部分に

ついてはそれぞれの部署が「これはうちの問題じゃない」とお互いに押し付け合いしないで出来るだ

け踏み込んで、たらい回ししないよう検討させていただきたいというふうに考えております。 

それから汚いとかというのは役所自体もだいぶ古びてしまっているのと、書類を整理するスペヸス

がなくなってきてしまっているという物理的な問題もあって、私も書類整理があまり得意ではないも

のですから、椅子の後ろの棚のところに山のように書類を積んで大変汚らしい状態になっているので

すが、書類をどういうふうに整理し、尐しでもスペヸスを確保するかということを考えたいと思いま

す。実は市役所も耐震化されていない建物で、万が一の場合に市役所がもし崩壊してしまうようなこ

とがあるとその後の市民の皆さんの救命救急や復旧復興の司令塔がなくなってしまうので、我々とし

ても学校の耐震化が終了した段階で次は市役所をやっていこうということで、市役所の耐震診断を行

ないました。そうしたところ基準値に足りていない箇所が数多く出てまいりまして、耐震補強工事を

しなければならないのですが、現状の工法のままでやると市役所の中にいっぱい壁をつくらなければ

いけなくなったり、窓を塞いでしまわなければならなくなったりで、事務スペヸスが確保出来ない、

あるいは採光が取れなくて仕事が出来にくい等いろいろな問題が出てくるので、従来型の耐震工法だ

けでなくて他のやり方がないかどうか２５年度に検討したいと思っています。ただ、例えば東京駅の

ように既存の建物を１回吊り上げてその下に杭をもう１回入れなおす制震工法等新しい工法はいっぱ

いありますけれど逆にものすごくお金がかかって、むしろ新規で建てたほうが５０年ぐらいのコスト

を考えると安くなる可能性も出てくるので、市役所も建って４０年経っていますから、ここで何億円

お金を投じてもせいぜい伸びて２０～３０年ですので、そこをしっかり見極めて本当にどっちがいい
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のかといったことを考えつつ議会はもちろん、市民の皆さんにもご意見いただいて、事務所のあり方、

書類整理の仕方も含めて検討させていただきたいなと考えています。 

みどりと環境課で立ちっぱなしにさせたというのはお詫びを申し上げたいと思います。申し訳ござ

いませんでした。 

 

◎ 人事課より ◎ 

窓口における職員の対応については、市民満足度向上を目的として、平成２２年度より年に４回接

遇アンケヸトを実施し、継続的に職員の接遇意識や市民サヸビスの向上に努めております。 

しかしながら、複数課にまたがるような要件で市役所にお越しくださる市民の皆様に対して、最初

に対応させていただいた所管において対応することが難しい場合でも、質問内容を十分に確認した上

で、適切なご案内や、説明をさせていただくことができますよう、接遇研修等や日常の OJT において、

対応力の向上を図ってまいります。 

 

 

◆武蔵野線の開渠部分の活用を            （秋津町 N さん） 

今、武蔵野線が地下を走っているが、開いているところを暗渠にして、防災用の一時的な避難所

として使えるような方法はないか。JR との話し合いになると思うが、そういう考えはどうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

武蔵野線の開渠になっている部分に蓋をしてその部分を避難所にというのは素晴らしい発想だと思

いますが、いろいろ課題も多いかなというふうに思います。今、初めてそういうアイディアをお示し

いただいたので、そういうことが可能なのかどうなのか。今、武蔵野線に架かっている橋の耐震補強

工事を順次やっているんですが、１つの橋を直すのに２年ぐらいかかります。電車が動いている間は

工事が出来ないので、夜間しかもやぐらを組んでやるとなると一晩にできる時間が１～２時間ぐらい

でまたやぐらを壊すという作業になりますので、線路の上にものを造るというのは恐らくかなり難し

いのではないかなと率直に思っています。物理的な問題や財政的な問題も含めて研究させていただけ

ればと思っております。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

そうですね。例えば秋水園も建物が耐震化されたり新しくなればだんだん耐震精度が上がっていき

ますので、万が一の場合には避難所に出来るようなことを今後対策として考えていく必要があるんだ

ろうというふうには思っております。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

市では、災害時に活用できる空間を確保するため、いっとき集合場所にＪＡを通して防災農地の指

定を行い、災害時の安全確保に努めております。 

  

そういうことを考えていかないと土地がない中で何を要求しても出来ない。空いていると

ころをどういう使い方をするか、これからの行政に関わってくる問題。（秋津町 N さん） 
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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 

 

◆沢の堀の整備を                  （秋津町 A さん） 

沢の堀の整備をお願いしてもう２０年ぐらいになると思うが、全然進んでいない。あそこも通学

路の一部になっている。周辺住民も高齢化して歩く場所がないと思う。六中の東側に行けば空堀川

の遊歩道があるがあそこまで行くのが大変で、出来ればあの暗渠のところを散策路みたいに出来る

ようにお願いしたい。 

（富士見町 S さん） 

先日、友人から沢の堀の整備が２０年近くそのままになっていると聞いてびっくりして今日参加

した。日頃から１３町分のほとんどのごみを秋津町で処理してもらって申し訳ないと思っているが、

市長は秋津町の人には大変な思いをさせていると感じているのか。それだったら小さな公園の整備

が２０年も滞っているというのは信じられない話。秋津町の住民の皆さんには秋水園のことで迷惑

をかけているので、そういうものを手厚く整備してやろうというふうに感じて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

沢の堀の整備の関係は以前 S さんからもご提案いただいて、私も課題だというふうに承知しており

ますが、なかなかすぐに出来なくて申し訳なく思っています。もう尐しお時間いただいてどのような

かたちで整備が出来るのか検討させていただきたいと思っております。２０年もそのままだというご

指摘をいただいておりますので、そこは真摯に受け止めさせていただいて出来るだけ早く何らかのか

たちが取れるように努力したいと考えております。 

それから S さんから秋津の方々にということでいろいろご指摘をいただきましたが、一定のご理解

のもとに秋水園を運営させていただいていることが東村山市民全体にとって大変重要なことでござい

ます。他所の市ではなかなかごみの処理施設が設けられず大変な状況になっているところもあります。

そういう意味では秋津町周辺の住民の皆さまには感謝しつつ、市としては秋津町の秋水園一極にごみ

を持ち込むのではなくて、出来るだけ入ってくるごみ量を減らすという努力を今後も続けていきたい

と考えています。いろいろご意見はあろうかと思いますが、今回リサイクルセンタヸの建設に併せて

尐なくとも今まで持ち込んでいたペットボトルについて今後は恩多町の事業者のほうに直接持ち込む

というかたちを考えています。それと今後びん缶の収集についてはまだ具体にどうするというのは決

定していませんが、今までのかたちの収集を切り替えることによって尐なくとも秋水園に入ってくる

車両台数は削減するようにこれから検討させていただきたいと考えています。それから生ごみ等含め

て秋水園でやると決定しているわけではありませんけれども、今後リサイクルできるものは極力リサ

イクルして、ごみ減量に努めて秋津町の皆さんのご負担を尐しでも軽減できるように市民の皆さんに

もご協力いただいて進めていければなと考えております。 
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◆生ごみ減量化の推進について            （秋津町 N さん） 

生ごみの処理機の補助金を今でもやっていると思うが、どの程度普及しているのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

生ごみ処理機については当初、目標台数５００台ということでやらせていただいて目標数値は達成

されておりますので、現在、市としては機械式の生ごみ処理機について補助金は出しておりません。

ただ、コンポスト等については補助金を出させていただいているところでございますので、もし詳し

く知りたいということがあれば、後ほど担当所管のほうから説明させます。今は一応そういう状況で

ございます。 

 

◎ ごみ減量推進課より ◎ 

生ごみ減量化容器購入費の補助につきましては、１世帯２基まで行えます。補助金額は、１基あた

り容器購入価栺の２分の１の額となっており、上限は３千円です。 

ちなみに、平成２１ヷ２２ヷ２３年度の合計補助基数は１６４基となっております。 

 

 

◆リサイクルセンタヸについて            （秋津町 A さん） 

リサイクルセンタヸについていろいろすったもんだしたが、これから焼却炉のこともあるが、今

後、秋水園でいろいろなことを始めていく時に、どういう手順を踏んで進めるのか。地元の確認に

ついて、同意はどのようにしていくのかお聞きしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

リサイクルセンタヸにつきましては前にもお話させていただいたかと思いますが、現在あるリサイ

クル作業所が開放型の施設で密閉された建屋ではないことから、作業中の騒音や季節によっては臭気

が外に漏れてしまうということで特に周辺の方からの苦情等があって、音については計測したところ

東京都の環境確保条例（都民の健康と安全を確保する環境に関する条例）の基準値を超えていたとい

うことから建て替えを検討してきたところでございます。地元の皆さんのお話ということなんですが、

平成２０年か２１年に周辺住民の皆さんを含めた市民の皆さんとの検討会を立ち上げまして、いろい

ろとご議論いただいてきたところでございます。全員の方が賛同ということではありませんでしたが、

やむを得ないというご意見もあって、市としてはそこで判断させていただいたということでございま

す。今後、炉の建て替え等の問題についてはまったく白紙状態でございます。平成２２年、２３年の

２ヵ年に亖って耐震補強工事と炉の改造工事を行なわせていただいて、概ね１０年くらいは今の炉で

作業できる状態になっております。次にどうしていくかということについては市としてはまだ明確な

方向性を出してはおりません。ごみの焼却の問題というのは秋水園周辺の住民の皆さん含め、市民の

皆さんのご理解をいただかないと非常に難しい問題だと考えていまして、今は三多摩含めて各市いろ

いろな動きがある中でございますので、それらについて十分調査をさせていただいている段階という

状況でございます。 
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◎ 市長回答 ◎ 

私が市長になる前の話ですけれども、炉の問題が中心課題だったのですが、今後どうしていくかと

いうことで平成１７年に専門家の方を含めて検討会が出来て、炉については「延命工事をやっていき

ましょう」という方向性が出され、かつリサイクル作業所については「きちんとした施設を建てたほ

うがいいですね」という報告書が出されました。市としてはそれに基づいてたしか平成１８年度だっ

たと思いますが、まず秋水園の配置計画をつくらせていただき、それに基づいてリサイクルセンタヸ

の建設基本計画を立てさせていただいたわけですが、時系列的に正確には覚えておりませんが、その

局面に応じて周辺対策協議会の方々とは協議をして一定の合意をいただいて次のステップに進んでき

たという流れだというふうに認識いたしております。 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

周辺対策協議会は市が設立したものではなくて、秋津町の自治会の連合組織として立ち上がったと

いうふうに認識しております。組織されているのは秋津町３丁目自治会ヷ秋津町中自治会ヷ五光自治

会ヷ秋津新興自治連合会です。ほぼ秋津町周辺の自治会が加盟されて「秋水園に関する様々な課題ヷ

問題については我々と話し合いをするように」ということで周辺住民の皆さんが自ら組織された団体

だというふうに私どもとしては認識しているものです。ただ、その後の状況も若干変わって、秋水園

の西側隣にも新しい住宅地が出来て、自治会は立ち上がっていますが周辺対策協議会の中にはまだ加

盟されていないと伺っています。今後、市のほうとしては全ての住民の皆さんと個々に話し合うとい

うわけにもなかなかいきませんので、なんらかの住民組織があればそこを通じて協議させていただい

て理解を得る努力をしていきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

先ほどから申し上げているように、周辺対策協議会は市の内部機関ではありませんので、どういう

組織運営をされているのかについては私どもとしては承知いたしておりません。あくまでも自治会の

代表の方々が自主的に組織されているというふうに伺っておりますので、内部のことについて市のほ

うから「ああせいこうせい」ということについては申し上げることは出来ないと考えております。 

周辺対策協議会の人に「議事録が欲しい」と言ったら「議事録は出せない」と言われた。

それとこの前異議申し立てしたと思うが、市に「周辺対策協議会と賅源循環部との会合の

議事録を見せて欲しい」と言ったら「議事録は取っていない」という回答だった。どこで

合意を取れているのかすごく疑問に思う。自治会員であっても情報を流してもらえない状

態で、どこで何を情報収集すればいいのか。全く手が出せない状態だが、市長はご存知か。 

（秋津町 A さん） 

リサイクルセンタヸのことで平成２０年か２１年に冊子が２冊出た。それを基に検討委員

会で検討して欲しいということだった。冊子が出る段階で東京都に補助金申請している

が、補助金を申請するにあたってある程度地元の同意を得ないと申請出来ないと思うが、

どうなのか。                         （秋津町 A さん） 

リサイクルセンタヸを造るのがどうこう言っているんじゃなくて、その前に議会や特別委

員会での答弁が「周辺対策協議会の了解を得た」ということでずっときていた。その周辺

対策協議会とは何なのか。研究調査会は市の組織で承知しているが、あれは市の組織では

ない。市の組織ではないのになぜ決定事項に関わっているのか。  （秋津町 S さん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

全て議事録を取っていないとは思っていません。取っていて私のほうに報告が回ってきているもの

もあります。それらの情報については請求いただければ公開いたしますし、今までも公開されている

と思っております。 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

いい加減な組織だとかというのは私のほうから申し上げる立場にはありません。あくまでも住民の

皆さんが自主的に組織されている団体ですので、そこは住民の皆さん同士でお話し合いをしていただ

くのが筋だろうというふうに思っております。会議録について私が承知しているのは議事録を取って

いる場合もあれば取ってなかった時もあるのだろうとしか申し上げられませんが、確か情報公開請求

でお出しした時があったと思いますので、議事録が全くないということはないと思っております。そ

こはちょっと確認します。 

 

◎ 施設課より ◎ 

交付金申請時に住民同意は必要とされておりません。 

これまで情報公開請求された件については、リサイクルセンタヸの整備に関する事項として過去か

らの議事録の公開を求められてきました。 

このことについては市長の説明にもあるとおり、周辺対策協議会は、秋水園の周辺４自治会で構成

する組織であり、市の内部組織ではないため、周辺対策協議会が主催する会議の議事録について、市

は所有していないことから、公開することができないと回答させていただいたものです。 

なお、平成２４年度からは周辺対策協議会との会議の際には要旨メモを作成するようにしているほ

か、秋水園の周辺環境整備に関する要望に係る会議等の要旨メモについても作成しております。 

 

 

～みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち～ について 

 

◆子育て施策の充実を                （秋津町 S さん） 

「子育てするなら東村山」と言っているが、東村山市には分娩が出来る施設が尐ない。産婦人科が

１件と助産院が１件しかない。市の責任ではないが、何とかして欲しい。TV で銚子市から神栖市に

移り住む子育て世代が多いとやっていた。神栖町は子供の手当てがすごくいいらしい。市長として何

か対策を考えて欲しい。 

では市は大事な話し合いのことなのにどうして議事録を取らないのか。（秋津町 A さん） 

異議申し立てした人から「一切ない」という回答があったと聞いている。あるものだけで

も出して欲しい。それに対して「何もない」と答えられた。    （秋津町 A さん） 

いい加減な組織と話し合いして市民の合意だと言われると丌愉快だ。市の財政を何億円も

かけてやったんじゃ話が通らないのでは。             （栄町 H さん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

ご指摘のとおり東村山市内で出産が出来る医院が１箇所しかありません。助産師さんがいるという

状況で非常に困っているのが実情でございます。全国的な傾向としても産科のお医者さんが非常に尐

なく、小児科のお医者さんも減尐傾向ということです。東村山市も構成市になっている小平市にあり

ます公立昭和病院でも小児科のお医者さんについてはようやく確保できている状態ですが、産科のお

医者さんについてはなかなか確保できていないような状況です。これは１自治体の努力だけではちょ

っと難しいところもあって、やはり国全体で考えていく必要があるんだろうと思っています。産科の

お医者さんの場合リスクが非常に高いわりには医療点数が低いという構造的な問題があると伺ってい

ますので、その辺を解決する必要があるんだろうというふうに思います。 

それと神栖市の話は有名で私も聞いております。いろいろな子育て支援施策が充実しているので、

利根川を挟んだ隣の銚子市の若い人達が結婚するとどんどんそちらに転居されてしまうという状況が

あるそうです。私もこの間銚子に行ってきたんですが、確かに街中を歩いている人がほとんどいらっ

しゃらないような状態で、当市もきちんと「子育てするなら東村山」だと実感していただけるような

まちづくりをしないと大変なことになるなというふうに感じたところです。今、東村山市で行なって

いる子育ての支援策というのはいくつかあるんですが、一番課題になっているのが保育園に入れたく

ても入れない待機児童が大量に出てしまっているという状況があって、東村山市の人口規模で昨年ま

で毎年２００名を超える待機児がおりましたので、この間市としては保育園の増設ということにはか

なり力を入れてきたところです。まだ２５年度の待機がどの程度解消されるのか明確にはなっていま

せんが、保育園にも何とか入れるようにする。あるいはご自身で子育てをして３歳になったら幼稚園

に通園させるという時にも一定の支援が受けられるようなそれぞれの保護者の皆さんのご意向あるい

はお子さんのご事情に添って東村山で子育てしやすい環境を整えて、出来るだけ子育て世代の人に「東

村山はいいまちだ」ということで移り住んできていただけるようにしていきたいと思いますし、もう

ちょっと上の小中学生のお子さんのいる保護者の方々で一番心配なのが通学路の安全ということがこ

こにきて課題になっていますので、道路を広げてちゃんと歩車道分離してというのはなかなか難しい

んですけれども、そういうことも地道に尐しずつやれるところから手がけていきたいと思います。そ

れから学校の耐震は終わりましたけれども、外壁やトイレ等まだやらなければならないところが残っ

ていますので、そういうところを尐しずつ改修して、幼児から義務教育が終わるまでは「東村山で生

まれ育って良かったな」と子ども達に思ってもらえるようなまちづくりをすることが人口減尐の世の

中で、将来的に東村山が自治体として存続できる大きなテヸマだと思っております。産科の問題はち

ょっとすぐに解決策を提示できなくて申し訳ないのですが、私どもも大きな課題だと考えて何らかの

方策を取っていきたいと思っております。 

 

◎ 子ども総務課より ◎ 

「子育て」について、市民に対する市単独の事業として母子家庭家賃補助事業を行っており、ひと

り親への子育てを支援しております。また、1、２才の保育園ヷ幼稚園等に通っていない在宅で子育て

をしているご家庭の方が圧倒的に多い実態に対し、子育て総合支援センタヸヷ子育てエリアヷ子育て

ひろば事業の充実を図り、孤立家庭を作らない施策等にも力を入れているところであります。 
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～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆町民運動会に市からの指導を            （秋津町 H さん） 

各町で町民運動会をやっている。今年、秋津町は都合によりやらなかった。聞くところによると

いろいろ理由があるようだが、市民には「都合により」としか出ていない。市として運動会をやれ

なかったということに対してどういう指導ヷ対応をしていたのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご指摘のように東村山市では各町単位で町民運動会を行なっていただいて、また運動公園で１３町

合同の市民運動会をやらせていただいています。秋津町は昨年１３町の運動会について実施できなか

ったということで、私が聞いている話では体力つくり推進委員会の皆さんも一定の賅金がないとなか

なか運動会を実施することが出来ないのですが、その賅金をお出しいただく様々な団体のご理解が円

滑に得られなかったというふうに伺っているところでございます。運動会について市としては出来る

だけ開催いただきたいということで働きかけてきております。ただ、町民運動会については秋津町に

限らず全ての町に市のほうから特別補助金はお出しをしておりませんで、あくまで地域で財源を確保

いただいています。市民運動会については出場いただけるまちの体力つくり推進委員会には一定の報

奨費としてお金を出させていただいていますが、町民運動会についてはあくまでも町の様々な個人ヷ

団体から寄付金を募っていただいて各町やっていただいているというような状況がございますので、

ここは一つ今後の課題かなと思っています。 

それともう一つはこれも各町によってかなりバラつきがあるんですが、体力つくり推進委員会の推

進委員の皆さんが町によってはかなり高齢化していまして、運動会の運営がかなり厳しいという地域

もあって、お子さんからお年寄りの方まで誰でも気軽に参加できる運動会を今後全市的にどうやって

維持していくかというのは課題かなというふうに思っています。町ごとに多尐違いがあるにしても体

力つくり推進委員会もいろいろ課題を抱えていますので、スポヸツ都市を宣言している東村山市とし

ても今後も活動が継続できるよう、市民スポヸツが活性化されるようにこれからも支援を進めさせて

いただきたいと考えております。 

 

 

 

 

◎ 市民スポヸツ課より ◎ 

平成２４年度の秋津町民運動会につきましては、開催賅金を提供いただく諸団体の理解を得られな

かったため、スポヸツ推進委員が調整に入りましたが状況は変わらない為、秋津町体力つくり推進委

員会としても断腸の思いで中止したと伺っております。 

体力つくり推進委員会は、担い手の高齢化や地域コミュニティの衰退など、様々な課題を抱えてお

りますが、その一方で既に平成２５年度の運動会の開催に向けた調整を行なっております。 

市としましても、市民スポヸツを活性化するために体力つくり推進委員と情報交換や話し合いを行

い、課題解決を図っていきたいと考えております。  

市から何も指導がなかったのが残念。「次はこうしよう」という指導があって然るべきで

はなかったのか。                       （萩山町 Ｙさん） 
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【市長まとめ】 

 

本日は長時間に亖りましてまた様々なご意見ヷご指摘をいただきました。ご納得いただけない部分

もあったかもしれませんが、確認すべきことは持ち帰って確認させていただいて後日ご報告が出来る

ようにしたいと思っております。すみませんでした。秋津町は市内でごみの焼却場を受け入れていた

だいている地域でございます。出来るだけご負担を減らさせていただく努力をするとともにコミュニ

ティバス等の問題も含めて地元の皆さんのご要請には我々としても真摯にお答えしたいというふうに

考えております。今日の私の回答を聞かれても「なかなかないな」というふうに思われるとは思いま

すけれども、私もこれから今日いただいた意見を踏まえて対応を考えてまいりたいと思いますので、

引き続きのご指導ヷご協力のほどよろしくお願い申し上げて御礼のご挨拶とさせていただきます。最

後に司会の I さん、本日はありがとうございました。 
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