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○開催内容 

平成２７年５月１７日（日）午前１０時、青葉地域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。４２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３３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 申込みは不要です。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２７年７月１１日（土） 恩多ふれあいセンター 午前１０時～正午 

平成２７年８月１日（土） 地域福祉センター 午前１０時～正午 

※８月は、「もっと住みたいまちへ」をテーマに、懇談会形式で開催いたします。 

青葉町 ２９人 

その他市内 ３人 

市外 １人 

合計 ３３人 

２０代以下 ３人 

３０代 ４人 

４０代 ４人 

５０代 １人 

６０代 ３人 

７０代 １６人 

８０代以上 ２人 

合計 ３３人 

男性 １８人 

女性 １５人 

合計 ３３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。 

本日は大変素晴らしい天候に恵まれた日曜日の午前中にも関わらず、貴重なお時間をいただいて、

こんなに多くの市民の皆さんにご出席をいただきまして、第９０回の市民の皆さんと私の対話集会が

できますことを大変ありがたく、嬉しく思っているところでございます。 

８年前に初めて市長に当選をさせていただいてから、ほぼ休まず毎月１回、１３町でタウンミーテ

ィングを開催してきまして、今日で９０回目ということになりました。これまで述べ２０００人以上

の方にご参加いただいて、数多くのご意見・ご要望をいただいてきました。タウンミーティングに参

加いただいた方からは、よく「あの時こういう発言をしたのがその後どうなったのか、ということが

わかりづらい」というご意見もいただいています。いただいたご意見ですぐにできることというのは

なかなか少なくて、２～３年かかってようやく何とかかたちになったということがございます。以前

いただいたご意見の中には既に何らかのかたちで対応を取らせていただいているものもありますし、

まだ実現に至っていないものもあります。大体いただいたご意見の７割近くは何らかのかたちで市と

して対応を取らせていただいてきたところでございます。 

今日もいろいろご意見をいただいた中で、地域の皆さんがどんなことでお困りであるのか、あるい

は市に対してどういうことを希望されていらっしゃるのか、私も直に把握させていただいて、今後の

市政運営・まちづくりに活かさせていただければと思っております。 

私事で恐縮ですが、先月は市長選挙・市議会議員選挙があった関係でタウンミーティングをお休み

させていただきました。お陰様で多くの市民の皆さんのご支持をいただきまして、市長として３度目

の当選をさせていただくことができたところであります。引き続き市政を担当させていただくという

ことでその重責に身の引き締まる思いをいたしておりますし、市民の皆さんの様々なご期待に応えら

れるよう、また４年間、精いっぱい頑張らせていただきたいと考えているところでございますので、

引き続きのご理解・ご協力、またご指導いただきますようお願い申し上げて、冒頭の私からのご挨拶

に代えさせていただきたいと思います。 

今日、司会をお務めいただきます青葉地域センター運営委員のＦさん、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 

 

◆軽度・中等度難聴児への支援について        （青葉町 Ｆさん） 

軽度難聴児への支援について市長にお願いがあって来た。軽度難聴と言っても皆さんピンとこない

と思うが、小さいお子さんがいる親御さんとかお孫さんがいる方に聞いて欲しい。普通の生活ではほ

とんど困らなくて、会話もできるし、学校の先生も親も一番問題なのは本人も気が付かない。私は耳

鼻科の検査技師をしているが、実際に検査をすると大きな声は普通に聴き取りができるが、２～３ｍ

離れると正常な聴こえの子の半分以下になる。教室の中とか周りが騒がしいところでは本人はぼや～

っとした状態で聞いている。１・２年生ぐらいの勉強だったらそんなに支障はないかもしれないが、

３・４年生とか急激に難しくなっていく時点でかなり遅れが出てくると言われていて、全国でそうい

う支援活動が始まった。東京都では平成２５年７月から支援活動を始めていて、毎年７月に各市町村

へそういう支援をするかという打診があって、２分の１の補助だが申込みがあったところだけ支援が

できる。多摩地区ではやっていないのは東村山だけ。昨年１２月に陳情を出して全会一致で通って採

択されたが、障害の担当課は「そんなの要りますか」という感じでまだ動きが全然ない。教育部のほ

うは「東村山市だけしないのはおかしい。子どもにとって必要なことだったらやったほうが良い」と

いうことで足並みが揃っていない。今年７月にまた東京都から打診があると思うので、できればそう

いう支援の予定があるというかたちで回答をして欲しい。あとは他所の自治体はパンフレット等で啓

発をしている。本人も親も教師も気が付かなくて、気が付いた時にはもう勉強が遅れてしまっていて

取り返しがつかないとかその子の人生に大きな支障をきたす可能性があるので、早めの発見と早めの

支援が必要。発見のためには勉強を一生懸命やっているけどできていないとか、声をかけても返事が

遅いとか、そういう兆候があったら耳鼻科を受診して聴力が大丈夫かどうかを調べて欲しい。その啓

発を例えば、３歳児検診の場所とか児童館とか、子どもたちの親が参加するところで手に入るような

かたちにしてもらえたらありがたい。資料を持ってきたので、ぜひ７月から支援活動を開始してもら

えるようによろしくお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

陳情が議会で採択されておりますので、それに基づいて市としても推進していかなければならない

と考えていますが、行政というのはどうしても単年度で動いていきますので、議会の採択時期によっ

ては翌年度の事業計画や予算に位置付けができないケースがあって、今回そういうケースが何点かあ

ります。その辺は紋切型で大変恐縮ですけれども、今のところ実施計画等に位置付いていない事業で

ございますので、残念ながら今年の７月から即対応というのはできませんが、啓発活動等として何ら

かのかたちで予算措置が伴わなくてもできることがあれば検討する必要はあるかと思います。 

議会で採択されているものは法的には全てやらなければならないということはないのですが、政治

的には議会で採択された陳情・請願については極力実施するということが我々のスタンスですので、
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もう少しお時間いただきながら実状等も把握させていただき、資料をいただけるということですから

私自身も少し勉強させていただきたいと考えております。 

 

 

◆障害児への就労支援の充実を            （青葉町 Ｉさん） 

私は医療関係者でもあるし、息子がアスペルガーということもあって、引きこもりとか発達障害・

精神障害などの知的な遅れのない障害のある子どもたちの就労についてお伺いしたい。引きこもりに

関しては東村山市には窓口もないと聞いていて、そこも残念。来年４月から障害者差別解消法が施行

されるのに伴って、日常生活や社会生活とか普通の会社でも合理的配慮が義務付けられるということ

になると思うが、今、引きこもっている方はどうしたらいいか悩んでいる。窓口もないということで、

他のところでは若者サポートステーションというのがある。この近くだと立川にあって、世田谷区だ

と若者サポステと自閉症協会とか発達障害の関連者団体ができて、企業と連携して就労支援を始めて

いる。あと、和歌山大学の取り組みで「ひきこもり回復支援プログラム」というのが立ち上がり、大

半の子どもたちが回復したという報告もある。引きこもりの子どもたちというのは精神疾患を抱えて

いる人がたくさんいるということもわかってきている。それに伴って、今、市のほうでそういう協議

をしていると聞いているが、窓口の対応が不十分だという話も聞いている。基本的に今後、企業のほ

うで義務付けられるので、枠の取り合いになる。今、発達障害の人が多くなっているので、数人の枠

に何倍もの人が押しかけて結構あぶれてしまう子も多いという現状がある。今、発達支援センターと

いうのが立ち上がると聞いているが、まだ小中学生レベルまで。東京都も高校生の支援がかなり遅れ

ているので、できるだけ急いでやって欲しい。働くというところで、そういう子たちの窓口と、近く

の若者サポステとの連携、あるいは障害者に対応する専門の人たちと話ができるような職員に居てい

ただいて、就労後も対応できるような体制を一刻も早く作っていただきたい。今、その辺をどのよう

に進めているのか、教えていただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

発達等に障害のある方の就労支援ということでご質問をいただきました。直近の市の取り組みとし

ては、就労というところまでにはなかなか至っていなくて、いわゆる障害者就労支援センターで他の

身体・知的・精神に障害のある方々と同様の支援をさせていただくような取り組みしか用意がないと

いうのが現状です。 

学齢期のお子さんについていうと、引きこもりの前段階での不登校の問題がありますので、不登校

については東村山市も今年４月から教育委員会の中にＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）の配置

をさせていただきました。これは議会でも資格の問題でいろいろ議論があったんですけれども、今の

ところ教員ＯＢの方とカウンセラー経験者、それから社会福祉士の資格を持っている方の３人の体制

で今年度立ち上げて、今、各学校での不登校やイジメ等を含めてどういう課題があるのかを調査して

おり、今後どういう方に対してどのような支援ができるか検討し、取り組みを開始していきます。 

もう１つはもっと前段階になりますが、当市は幼児相談室があって、また学齢期になると教育相談

という２本立てでどうしてもつながりがうまくないということが課題になっていまして、長年、社会

福祉協議会が積み上げてきた幼児相談の様々な財産を良いかたちで引き継ぐようにしながら、来年度、

教育相談で窓口を一元化することから、今、引き継ぎ作業を始めていて、何とか切れ目のない支援を
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行っていきたいと思っております。ただ、どうしても幼児と小中学生が中心になって、もちろん今、

中学校を卒業した子でも教育相談で対応していますが、高校とかになってしまうとどうしても縁遠く

なってしまうような問題があって、中学卒業以降の課題、それから今ご指摘があった就労についてこ

れからどのように支援していくかというのは、正直なところまだほとんど未着手といっても過言では

ないということで、そこはこれからの課題かなと思っています。 

やはり不登校・引きこもりという流れを断ち切って、社会的に参加をして、できるだけ経済的にも

自立していくことを促していかないと、今、発達障害等を抱えていらっしゃるお子さんが不登校にな

り、やがて引きこもりになってしまうと、ご両親と生活をされているうちは良いのですが、ご両親の

高齢化に伴ってこれからいろいろな問題が生じる危険性があるかなと思っています。ぜひ働いていた

だいて税金を納めていただくという仕組みを社会全体でつくっていくことが重要ではないかと思って

います。その辺は正直まだまだ我々のほうはいろいろな蓄積が足りていないところがあるので、先進

市等の事例も学びながら、また、いろいろな市民の方々とも連携を取って、少しでも前に進められる

ように取り組んでいきたいと考えております。 

 

 

 

◎ 社会教育課より ◎ 

ひきこもりの相談に関しては、東京都か東京都が委託するサポートセンター（「東京都ひきこもりサ

ポートネット」）が直接の窓口となっております。平成２６年４月に東京都青少年・治安対策本部青少

年課より依頼があり、区市町村において間接的な窓口を設けることになったことから、現在、当市の

窓口は社会教育課となっております。ただし、内容といたしましては、訪問相談支援の申込先として、

相談者から要望があった場合にサポートセンターへ報告・引継ぎするのみの窓口となっております。 

相談に応じているのは、サポートセンターで臨床心理士の有資格者が、１人概ね５回まで訪問相談

を実施しています。 

相談後の経過については、個人情報なので本人か家族の同意が無いと担当市には報告されず、基本

的には、就労であればサポートセンターの職員と本人が直接、市の福祉機関へ相談したり、また精神

的であれば保健所や専門の病院にて専門医の診断を仰ぐといった対応を行っております。 

 

 

～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 

 

◆コミュニティバスについて             （青葉町 Ｏさん） 

なぜ青葉町３丁目にグリーンバスが通らなかったのか、理由をお聞きしたい。この地区は市役所で

も何でも遠いのにバスが入らなかったのは、地元の運動が足りないのか、その理由を聞きたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

青葉町３丁目がグリーンバスの路線から外れている理由ということですが、言い訳をするわけでは

ないのですが、当時の議論の経過というのは私がまだ市長になっていなかったため、十分に承知して

その時にこもっている子の家族は出ていけないので、１つの団体だけではなくていろいろ

な方の意見を聞いていただければと思う。            （青葉町 Ｉさん） 
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いないので良いお答えになるかどうかわかりません。基本的には東村山駅から新秋津駅まで特に多摩

北部医療センターを経由していく時にバスが通行可能な道路を繋いでいくと、今の路線にならざるを

得なかったのではないかというふうに推測いたしております。 

定時定路線バスを運行する場合には、基本的には道路運送法や車両制限令等々の法令で最低でも

４.６６ｍの車道幅等が確保されていないと警察の許可が下りないんです。３丁目から秋津のほうに抜

けていくとすれば、配置としては全生園と三恵病院の間の通りを通行する可能性が一番高いのですが、

幅員が取りきれていない箇所がほとんどで、そのため３丁目のほうに回すことを断念せざるを得なか

ったのではないかというふうに思います。特に住民の皆さんの運動が足りなかったということではな

いのかというふうに思います。 

バスについても市内各所から要請が多いわけで、市としてはガイドラインを作っていろいろな条件

に合致するところについてはコミュニティバスの新規路線を増やしていきたいという考え方に立って

います。今後、都市計画道路の整備等に併せてまた路線等を変更する可能性もありますので、３丁目

の皆さんには大変恐縮ですが、現状こちらのほうにバスは通っていないのですけれども、最大の理由

としては道路上の問題があるということでご理解いただきたいと思います。 

東村山市内は青葉町３丁目だけではなくて、いざバス路線を引こうとすると、現実的には道路の問

題で警察の許可が下りないところがほとんどで、道路ができてからでないとバスが通せないというこ

とであるとかなり年月がかかってしまいます。現状の高齢化に併せて市民の皆さんの生活の足をどう

やって確保していくかというのは重要な問題なので、道路の幅員が足りていないエリアについては、

今後、コミュニティバスとは違ったかたちで何らかの公共交通サービスをまた考えていく必要がある

のではないかと考えて、今、研究を始めているところでございます。大変恐縮ですが、今日は「数年

先には３丁目を通るようになります」という景気の良い話はできませんが、現状、そのような理由で

バスが通っていないということでご理解いただけるとありがたいと思っております。 

 

 

◆青葉小学校通学路の交通安全対策を         （青葉町 Ｍさん） 

三恵病院の改修工事に伴い、今、多磨全生園の中を青葉小学校の通学路として利用しているが、

７月に工事が終わるのに伴ってその通学路が使えなくなる。それと建設会社の警備員が付いていた

が、その警備員も付かなくなる予定。私としては市のほうに多磨全生園の中に通学路をそのまま残

してもらいたいということと、警備員がいなくなるのでシルバー人材センター等の人に立ってもら

うよう要望したいということで、知人と代表となって署名活動をしていて、今、１０００人ぐらい

集まっている。その辺について市長のご意見を。 

◎ 市長回答 ◎ 

青葉小学校の通学路については、既に地域の方々から市のほうに要望書が出されていて、以前にも

タウンミーティング等でお話があった記憶がございます。 

現状では建設会社が国から借りている用地を引き継いで、市としてすぐに通学路にしていくという

考え方には至っておりません。ただ、一部ガードレール等がないエリアがあったり、所沢街道の入口

も人溜りのスペースが非常に狭くて危険な状態であるということは承知いたしておりまして、何らか

の安全対策をこれからも講じていく必要はあるというふうには思っています。 
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今ご指摘がありましたように工事が６月中には終わって７月には建設会社さんが借りているところ

は国にお返しするということで、国と建設会社さんの契約は原状復帰で元の形にして戻すということ

になっていると伺っていますので、そのまま市がすんなり引き継ぐということはなかなか難しいかと。

今、教育委員会と道路管理課でこれから安全対策をどう講じるか、早急に方向性を見出すように庁内

で検討しているところであります。要望書をいただくことはやぶさかではないのですが、今そういう

状況で検討作業を進めているという状況でございます。 

 

 

◆青葉小学校通学路の交通安全対策を（その２）    （青葉町 Ｙさん） 

三恵病院の建替え工事に伴う多磨全生園内の通学路の継続使用について、市長がそのように認識

していただいていることはありがたい。ただ、建替えが６月に完了して７月には完全に更地になっ

てしまうので、時間があまりない。全生園内の通学路をそのまま継続使用するのが理想だが、それ

ができないということであればシルバー人材等を利用して安全を確保していただくことが必要だと

思うし、実際に秋津町でシルバーの方を雇っていただいて安全管理したという話も聞いているので、

我々としては児童の安全が管理できればどちらでも良いと思っている。実際に計測した方の情報に

よると、児童が通学している時間帯に１００台以上の車が往来していて、完全な生活道路になって

いる。所沢街道への抜け道にもなっていて、非常に危ない。事故が起きてからでは遅いので、その

辺の安全管理の徹底をお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

先ほどお答えしたとおりで、そのまま継続使用ということではないけれど、例えば園内を通学路と

して通行だけ認めていただくとか、あるいはシルバー人材センターの方を増員して安全確保を図ると

か、今いくつか検討をさせていただいている最中であります。 

秋津小学校の件は、一部、通学路だった沢の堀という川の上に蓋がのっかっていて、そこを通学路

というか一般公衆用の通路に使用していたのですが、だいぶ老朽化したため安全確認をしたところ、

人が乗って通行するには強度が保たれていないという結果が出てしまったので、市としては通学路と

して通行するということはあえて危険なところを歩かせるということになりますので、それは急遽ス

トップさせていただきました。ただ、通学路が交通量の多い道路を並行するということで「かえって

危ないんじゃないか」というご意見もありましたことから、今はシルバー人材センターにお願いして

安全指導員の増員をして対応しているという状況です。 

青葉町の件については三恵病院の工事が始まるまでは現況のままでやっていたのですが、三恵病院

の建替え問題以降、建設会社さんのほうに安全配慮をよくやっていただいたので、今後、市としても

何らかの対応は考えざるを得ないだろうという段階で、今すぐ「７月から増員します」とか「通学路

にします」ということは申し上げられないのですけれども、課題であるということは受け止めていま

すし、交通量が多いということも承知していますので、もう少しお時間をいただいた中で考えさせて

いただきたいと思っております。 
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◆青葉小学校通学路の交通安全対策を（その３）    （青葉町 Ｆさん） 

多磨全生園の通学路のところを市長の太いパイプをもう少し使って突っ込んでやってもらいたい。

あまり古いことを言うつもりはないが、この土地の人たちは１００年前に多磨全生園を作るか作らな

いかという裁判までやった。市長から話のあった平沢さん（前多磨全生園入所者自治会会長）も１３

年前ぐらい前に会った時には恨みつらみがあったが、今は「ありがとう」と言うようになった。そう

いう雰囲気が変わってきている。我々以上に太いパイプを持っている市長に市というところで通学路

の安全についてもう少し強く突っ込んでお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

Ｆさんのご趣旨は、現況の道路を市が働きかけることで多磨全生園に現状のままを認めさせろとい

う趣旨のご発言でしょうか。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

多磨全生園と市の関係は、今、良好な関係を保っておりますが、あくまでも国有財産ということに

なりますので、いざ権利関係になると全生園の現場サイドの判断ではなくて全て本省の決裁等が必要

になって、そうすると行政機関としてはかなりハードルが高くなってきます。 

今は建設会社さんと国との借地契約で現状のようなかたちになっていて、聞いたところによります

と「一度元に戻して返しなさい」という契約になっているということで、それを我々がすんなり引き

継いだり、国がそのままの形状を認めるというのはまずあり得ないと思っているところでございます。

ただ、先ほどもお答えさせていただきましたけれども、安全確保という点については我々としても課

題だと受け止めていますので、どういうかたちで安全が確保できるのか。今のままお借りするという

のはなかなか難しさがあるということは申し上げましたが、別の方策が取り得るのか、あるいは安全

員さんを配置する等である程度の安全性が確保できるのかどうか、市としてもその辺を勘案しながら

あまり時間はかけられませんが方向性を出させていただきたいと考えているところでございます。 

実は、全生園の中に赤道
あかみち

が結構あって、赤道というのはかつての農道でございますが、今、最終的

には市のものになっていまして、それを整理した際にあそこの道路を少し広げてもらうようなかたち

になっているのですが、実際問題としてはまだ予算措置がされておりません。かなり時間が経過して

いるのですけれども、現況としてはセットバックしていただけない状況があって、全生園のほうには

ここも早く整理をしていただくようにお願いをさせていただいているところでございます。今の問題

とは直接的には関係のないことではあるのですが、部分的に若干、道路が広がる予定になっているの

ですが、それがまだ実現されていない状況があるということをご報告させていただきたいと思います。 

 

◎ 学務課より ◎ 

現在、青葉小学校の全生園北側の通学路につきましては、三恵病院の建替工事に伴い、工事車両か

らの児童の安全確保対策として、建設業者が国から借りた用地（全生園内北側）を通学路として一時

利用させていただいているところです。その工事も６月に終了し７月には現状復帰するとのことです

ので、教育委員会といたしましても、より安全な方策として、通学路としての継続使用を全生園事務

局に訪問し、お願いしてきたところでございます。 

現在、無償使用できるよう、国との調整も含めて協議検討中ではあります。

そう。所有を争うつもりはない。                （青葉町 Ｆさん） 
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◎ 道路管理課より ◎ 

通学路に関しましては、通学路指定を扱う所管と協議させていただきたく思います。 

 

 

◆青葉町３丁目周辺道路の安全対策について      （青葉町 Ｎさん） 

三恵病院と全生園の間の通りが確か規制は２０km/h になっているはずだが、それが守られておら

ず車が４０～５０km/h で走るので、家にいると地震のような地響きがする。所沢街道の抜け道にな

っていて交通量が多いので、ノイローゼになるぐらい。道路もデコボコなので補修していただきたい。

それと規制看板を何ヵ所かつけてもらえるよう、１日も早くお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

道路のデコボコを直して欲しいということと、スピード規制の看板をつけて欲しいということです。 

道路標識の関係は警察の管轄になるので、そこは警察のほうにお願いしていきたいと思います。 

それから道路のほうは、今、市内でもあちこちで道路がボロボロになってきてしまっているので、

その傷み具合を見た中で順番を決めて補修作業をしています。穴が空いているところを応急的に塞ぐ

ということであれば割とすぐにできるのですが、舗装しているものを全部剥がして、路盤から路面を

打ち返す作業をするとなると結構お金がかかるので、そこは今後、計画的にやらせていただきたいと

思っています。それから三恵病院さんの工事が終わったあとの原状復帰の問題もあるので、それらの

様子を見させていただいて、現状の傷み具合等を見た中で、順番をつけさせていただければと考えて

おります。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

交通規制に関しては市長回答のとおり、警察のほうにお願いいたします。 

また、道路の補修につきましては現場を確認し、応急対応可能な箇所がございましたら、補修させ

ていただきます。 

また、今回の建築工事に伴い、損傷した箇所については、事業主により道路補修を行うことになっ

ております。 

 

 

◆沢の堀の整備について               （秋津町 Ｓさん） 

通学路として使用していた沢の堀の件はいつになったら修理できるのか、予定を教えて。 

◎ 市長回答 ◎ 

沢の堀の関係については急遽、通学路の変更とか、沢の堀を日常的に通路としてお使いいただいて

いた秋津町の多くの住民の方にはご迷惑をおかけしています。沢の堀もつくられてから４０数年が経

過して、整備の要望が出てまいりましたので、整備するにあたって実際どうなっているかがわからな

かったということもあって、業者に委託して調査をしましたところ、沢の堀は暗渠の状態になってい

るのですが、玉石を積み上げた護岸が相当数崩れていることが判明しました。それとあと、暗渠にな
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っている蓋の部分も表から見ると何の問題もないのですけれども、裏から見ると鉄筋が腐食している

等ということから強度が保たれていないので、開放してお使いいただくというのは危険だろうという

ことで、突然のことで大変申し訳なかったのですが、閉鎖をさせていただいています。 

秋津小学校の通学路の関係についても状況は十分承知していますし、私もここは現場を確認させて

いただきました。今はシルバーの方にお願いして人的なかたちで安全管理を行っていますが、できれ

ばかつて寄付していただいた土地を早期に道路形状にして、沢の堀の北側の部分になりますけれども、

そこを通学路に指定することで対応が取れればということで、今、検討しているところであります。

沢の堀の代替の通学路については、できるだけ早期に措置をしていきたいと思っています。 

ただ、沢の堀全体の構想については、実際のところ昨年の調査だけではわかりませんので、どこが

どういうかたちで護岸が崩れてえぐられてしまっているのかということをもう少し詳細を把握して、

今後、沢の堀自体をどうするのか。今のような暗渠の形態にするのか、あるいは何らかの土管のよう

なものを埋設するのか等、いろいろなことを考えなければなりません。ただ、１.５ｋｍもありますか

ら、当然かなりのお金もかかるので、調査等を検討した上で、今年度どのような方策が取れるのか、

来年度以降どうするかについてお示しできるように進めていきたいと思いますので、ぜひご理解いた

だければと思います。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

沢の堀の改修工事につきましては、渇水期に再調査を行い、護岸の崩れている箇所の補修を行って

いく予定です。 

 

 

◆青葉歩道橋を撤去し、信号機の設置を        （青葉町 Ｓさん） 

三恵病院と全生園の間の通りの所沢街道の入口のところに信号機を置けないかと以前から要望を

出している。できない理由として歩道橋があるからということで、実際に通学している子どもたちも

これを使うかたちになっている。ただ、全国的に見ると施設の老朽化等で歩道橋というのは撤廃して

いく流れがある。長らく要望を挙げていることに対して歩道橋の強度や耐震性の問題といった切り口

から歩道橋をなくして信号に置き換えるとか、市のほうでそういった働きかけをしているのか。この

話は以前のタウンミーティングでも何度か話題に出ている。我々、民間に勤めている人間からすると、

期限のない仕事は基本的にはないと言われている。達成度だとか、今どのような取り組みをしている

かということがあるタイミングでわかるような仕組みというのも併せてお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご指摘のように、所沢街道の歩道橋については、撤去して横断歩道と信号の設置をということは、

特に３丁目の方々から強くご要望をいただいて、市としてはそのことを受けて東京都に対して長年に

亘って要請しています。東京都の見解としましては、歩道橋を撤去する前提として警察の許可を得る

には今の歩道の幅では人溜まりのスペースとしては狭いので、道路を拡幅したタイミングに合わせて

歩道橋を撤去して信号を設置して横断歩道を付けていきたいと我々には言っているわけですが、なか

なか所沢街道の歩道の拡幅について進んでいないのが現状です。全生園の用地については一部、東京

都のほうで買収は済んでいるのですが、実際には工事の進展が見られていないということで「いつま
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でに」というのは今日の段階ではまだ申し上げられませんが、今後も東京都に対しては強くそのこと

を働きかけていきたいというふうに思います。 

市だけで済む話であれば目途を立てやすいのですが、東京都や警察等の行政機関が複雑に絡むと実

際問題として「いつまでにどういうかたちで」ということがなかなか目にしにくいというところがあ

ろうかと思います。ただ、ご質問・ご意見をいただいた中でいつも同じ話の繰り返しでは確かに「行

政はいつまでも何をやっているんだ」ということになりますので、市としてもできるだけ情報を集め

て「大体いつぐらいまでにはこういうかたちになりそうだ」ということがお示しできるようにしたい

というふうに考えております。 

 

 

◆所沢街道の歩道設置について            （青葉町 Ｍさん） 

青葉１丁目にシティホールが完成して、歩道ができると思ったができなかった。ブロックでスト

ップされていて、あそこだけ歩道ができていない。何か理由があってできないのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

まず、所沢街道は都道ですので、東京都の管理になります。所沢街道は以前から歩道が設置されて

いない箇所がかなりありまして、今、東京都にはできるだけ早期に片側だけでも歩道を設置するよう

にというお願いをさせていただいています。 

シティホールの関係については、なぜ現状のような形態になってしまったのか、私もよくわかりま

せんので、この場ではお答えできません。例えば建て替える時に少しセットバックしていただいて、

歩道を設置されるようなお願いを東京都がされなかったのかわかりませんけれども、経過については

確認をさせていただいて、もし必要があればまた別途お答えさせていただきたいと思います。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

東京都に確認を取ったところ、現在事業の途中の段階であり、今後の予定に入っているとのことで

した。 

 

 

◆秋津町地域の道路整備について           （秋津町 Ｋさん） 

以前、秋津町のタウンミーティングで側溝が高いということと、雨水が側溝に流れず土手になって

いるブロックの間から水が漏れてしまうので、そこを直して欲しい、また、車椅子の方が通れるよう

にスロープにして欲しいとお願いした。少しの段差だが自転車や車が通ると地響きのように響いて大

変困っている。あと場所が少し違うが、自転車で転んで骨折をした人もいるので、早く直して欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

先日、秋津町で行ったタウンミーティングの際にいただいたご意見だというふうに理解しました。

いただいたあと、私自身は現場を確認していないのですが、道路担当の所管の職員が早急に現場を見

させていただいて、対応できるようであれば対応するようにという指示は出させていただいていると
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ころでございます。いくつかの理由により前に進んでいないようでございますので、もう一度、担当

職員から事情を聴取させていただいて、どういう手が打てるのか、さらに検討させていただきたいと

考えております。 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

私は確かに道路を見に行っていませんが、職員を派遣して「現場を見て対応しなさい」という指示

は出しています。ちょっと私道との兼ね合いの問題があって、市で対応するのが法的に難しい問題が

あるというようにも伺っていますので、どこまでできるかを整理して対応できるところまではきちん

と対応させていただきたいと考えておりますので、ご理解いただければというふうに思っております。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

ご指摘の箇所については公道と私道の接続する箇所となっております。市が管理する道路から私道

へ雨水が流れ込まないようにするための必要最低限の段差となっておりますのでスロープを設置する

ことができない状況です。 

 

 

◆採択事業の進捗状況について            （萩山町 Ｔさん） 

市議会で採択されたものを市がすぐにやらなければいけないということは確かにないが、決まった

ものに対して何年経ってもそれが実行されてこないというのは、どこでどのようにやっているのか。

それを知りたい。関係所管でどのような動きをするのか。なんの動きもないのなら委員会に出す必要

もない。４、５年前に採択された難病のものや私どもが昨年出したものも、全然動きが見えてこない。 

◎ 市長回答 ◎ 

議会で採択された市民の皆さんから提出された請願・陳情については、法的義務はありませんが、

基本的なスタンスとしては市として重く受け止めて実施するということで、やはり市の最高意思決定

機関である議会で「やるべき」という判断をしたものについては、行政としてもそれに基づいて事業

計画にのせて予算化して事業を実施していくという手順で基本的には考えています。 

中には議会で採択されてもどうしてもできていないものもありますが、Ｔさんがおっしゃっている

難病の手当の関係というのは、今年１月からの新法施行によって、７月までには３００を超える疾病

が順次指定される状況があって、自治体としては法律を遵守する立場があるので、国の法律の変更に

よって変わっているような局面においてはどうしても法の先行の様子を見ながら市が独自でやる手当

について考えていくという発想になります。我々としては、採択された時には難病が障害福祉の領域

に入ってくるということが既にわかっていたので、市の独自の難病の手当等については、その状況を

見てから判断をしていきたいと当時から申し上げてきたとおりであります。今後、その施行状況を見

ながらまた採択された請願の趣旨を活かせるようにしていきたいと考えております。 

秋津町４丁目３９・４０番地の市道と私道の間に側溝があって、そこに段差がある。昨年

１２月にＫさんが段差をなくして欲しいと意見を言って市長も見に行くと答えた。先日、

モルタルを塗ってもらったが、それがはがれて狭くなって、そこを通ろうとした小学生が

電柱にぶつかった。鉄板をあてがうとか、もう少し何とかして欲しい。（秋津町 Ｓさん） 
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◆市内浴場施設の維持対策を             （青葉町 Ｔさん） 

４０年前から東村山市に住んでいるが、４０年前は東村山に銭湯が５軒あった。東京都のマップに

よると今は２軒のみで、その２軒を何とか残したい。ある日突然、休業してしまう銭湯もある。市の

ほうとしてもこの２軒の銭湯を今後、支援していただきたい。何か対策をお聞きしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

かつて市内に銭湯が５軒あったのが今は２軒になって、何とか存続できるように市としても支援を

したらどうかというご提案をいただきました。主に大規模な都営住宅が設置されるとその周辺に東京

都が銭湯を誘致してきた歴史がございます。当時、都営住宅は各戸にお風呂がなかったということで

銭湯を誘致してきたわけですが、現在は基本的には都営住宅もお風呂がありますし、戸建住宅は当然

ご自宅にお風呂が付いているというようなことがあって、今、銭湯をご利用されている方というのは

自宅にお風呂が付いていないような規模の木造アパート等にお住まいの方とか、ご自宅にお風呂があ

っても銭湯のような大きなお風呂に入りたいという方が中心ではないかと思います。 

ご指摘のように今、市内では本町と萩山町に１軒ずつあるような状況で、現状では市として銭湯を

支援するということについては特段の取り組みは行っておりません。かつては市としても一定所得以

下の方に銭湯の無料の入浴券をお配りするというような施策を行って、側面から浴場を支援するよう

なことも取り組んできたのですけれども、社会の変化に伴ってかなりお風呂が充足しているというこ

とと、市内には憩いの家が４ヶ所ございまして、週に２日間、入浴のサービスを行っている等の状況

がありますので、全体的な行革の一環の中で無料の入浴券については廃止した経過がございます。 

銭湯については社会的に必要な施設だと認識しておりますが、現状、市として税金を投入して支援

していくということについては、今の段階では特段の考えはありません。ご意見をいただいた中で、

また必要であれば今後、研究をさせていただきたいと考えております。 

 

 

～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 

 

◆多磨全生園と地域の協力体制を           （青葉町 Ｔさん） 

東村山市では映画「あん」や「人権の森構想」といったことをＰＲしているので、全生園をできる

だけ開放するような方向でお願いしたい。先日、「子ども農園」ということで「畑を貸してもらえな

いか」とお願いしたが、即答で「ＮＯです」と拒否された。その中で遊ぶ子どもたちのことも考えて、

市でも「人権の森構想」にそういったことを入れていただけたらと思う。 

◎ 市長回答 ◎ 

Ｔさんから多磨全生園の関係でご質問を２点ほどいただきました。 

１つは映画「あん」の関係ということで、先日５月１５日号の市報に市が作成しました特製チラシ

を折り込みというかたちで配布させていただいていますので、ご覧になられた方も多くいらっしゃる

かと思います。「あん」という映画はドリアン助川さんという方が書かれた小説「あん」を原作に河瀨
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直美さんが映画化したもので、ハンセン病の回復者を描いたお話で樹木希林さんが演じられています。

１１３分の上映時間の内、恐らく９５％以上が東村山を舞台に撮られている映画で、全生園もかなり

の場面で出てきます。そんなことから市としてはご当地映画でもありますし、ハンセン病に対しての

理解促進ということで入所者自治会の皆さんと東村山市との「人権の森構想」の推進に役立つという

判断から、「あん」については市としても全面的に支援することを決定しております。「あん」につい

てはチラシにありますように新所沢と武蔵村山の映画館でチラシを出していただけると１８００円が

１１００円になるということであります。これについて「税金が使われているのか」というご質問を

いただくのですが、一切、税金は使われておりません。これはあくまでも製作会社と映画館のご好意

で東村山市民については割り引いていただけるということで、市で支出しているのは市で作成したチ

ラシだけで、３０万円ぐらいの支出をさせていただいてＰＲしているところであります。商業映画で

はありますけれども、内容的には素晴らしい映画でありますし、ハンセン病への差別・偏見を解消し

て、正しい理解を進める上では非常に良い映画ではないかという判断をさせていただいて進めていま

す。 

全生園の関係については先ほどの通学路の問題も含めて、基本的には国有地ということで特に近年、

ガードが固くなっていまして、国のほうに「ちょっと貸してくれ」と言っても「市を経由してきちん

と借りて地代を払いなさい」というルートにシフトしています。今までの経過でグラウンド等は少年

野球の方がお借りしたりはできているのですが、市民の方やいろいろな方が新たに「用地を貸して欲

しい」とお願いしに行っても、ほぼ門前払いだというふうに伺っています。しかも先ほどの通学路の

ようなものでも市がお願いするときっちり地代を取るということになりまして、保育園を造る時にも

厚生労働省に「こんな地代ではとても保育園を造れない。もっとまけて欲しい」という運動を私ども

も入所者自治会の皆さんと一緒になってやった経過があります。 

「人権の森構想」の中身については具体に決まっているわけではありません。今ある森と歴史的な

建造物、それから史跡等を残していきたいというのが自治会の皆さんの願いでございます。その他の

活用についてどうしていくかということは、特段、細かく詰まっているわけではございません。ただ、

今後、多くの方に来ていただいて人権の学びの場として活用するとすれば、私はＴさんのおっしゃる

ようにその中に農園のようなものがあっても良いのかなというふうに思います。 

それは我々の一存では決められませんので、自治会の皆さんとも協議して「人権の森構想」の中に

そういうものが位置付けられるとすれば、市のほうから先行して国に働きかけて、今、農園になって

いる部分を一部、貸してもらえないかというような話をすることは吝かではありませんので、一回、

自治会に打診をさせていただいた上で、どのように進めていくか検討したいと考えております。 

 

◎ 企画政策課より ◎ 

タウンミーティングでいただいたご意見（内容）を、自治会へ情報提供させていただきます。「人権

の森構想」の具体的な中身につきましては、これからですので、「人権の森構想」の中に位置づけられ

るか自治会と検討をさせていただきたいと思います。 
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◆広場や学校にある遊具等の補修について       （青葉町 Ｙさん） 

第４仲よし広場にある遊具で、前そこにあった面白い滑り台が取り壊されて違うものになってしま

った。普通の赤い滑り台しか残らなくなってしまったので、もう少し何とか付け足して欲しい。あと、

そこにあるベンチも壊れているので、それも直して欲しい。 

◎ 司会 ◎ 

ご質問の場所はどこの公園のことでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

小学何年生でしょうか。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

小学５年生がタウンミーティングに出て発言されたというのはあまり記憶にないので、重く受け止

めたいと思います。 

ただ、市内には大小合わせて１５０ヶ所ぐらいの公園があって、設置時期がだいたい昭和３０年代

から５０年代前半ぐらいのところが多く、遊具がかなり傷んでいて、数年前に点検をして本当に危険

なものについては応急的に撤去をさせていただきました。その後、割と子どもたちが利用されている

公園については遊具を新設する等の取り組みをしてきていますが、Ｙさんが遊んでいらっしゃる第４

仲よし広場には付いていないということなので、現状どうなっているのか市役所の職員にもう一度確

認をさせて、予算が伴うので、もし遊具を設置するにしても残念ながら来年度以降ということになっ

てしまいますけれども検討させていただきたいと思います。ベンチについては補修で対応できれば今

年度、対応したいと考えています。 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

各学校施設の維持補修等については、学校内でいろいろな優先順位を付けていただいて教育委員会

のほうにご要望いただいているというふうに思います。 

青葉町３丁目のすぐそこにある第４仲よし広場。本町にある公園と同じような大きな滑り

台と小さな滑り台が合体した遊具が１つだけあるが、そのうち大きな長い滑り台のほうの

滑るところの底が抜けたか何かで壊れてしまった。以前も「直して欲しい」とお願いした

が、部品を取り寄せたりするのにもお金がかかるということで使えなくなって、代わりに

鏡とかが置かれて遊べるようにはなっているが、メインの部分が壊れてしまったのでそこ

に残ったものだけではあまりにもさみしい。元々その遊具しかないので、もう少し何とか

ならないかということで、今日、どうしても子どもが市長に言いに行きたいということで

来た。それとベンチも壊れたまま直っていないので、ついでにそこもお願いしたい。 

（青葉町 Ｙさんのお母さん） 

いっぱい公園があるという話だが、ついでに青葉小学校の遊具も４０年以上経ったままの

とても古く危ないもので、前にＰＴＡで何とかならないかと話をして市に言ったりもした

が、けんもほろろだったと聞いている。他の学校はもうちょっと綺麗な良いものが入って

いるが、青葉小はずっとそのままのような気がする。  （青葉町 Ｙさんのお母さん） 

５年生。                           （青葉町 Ｙさん） 
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青葉小学校も建ってからかなり年月が経つということで、この間、市が強く進めてきたのは、まず

は安全確保ということで耐震化と外壁工事、それからトイレについても改修するということは進めて

きました。その他については学校内でもいろいろと施設設備が老朽化していまして、学校の考え方で

「こっちを先にやってくれ」とか「こっちを優先して直して欲しい」とか様々なご要望をいただいて

やっているところがあります。現時点で青葉小の遊具の関係については私も承知していなかったので、

もしかすると各学校にお渡ししている全体の枠の中で学校の判断でやっていらっしゃる場合もありま

すが、危険な状態であるのをいつまでも放置しておくというわけにはいかないと思いますので、その

辺の事情をちょっと確認させていただきたいと思っております。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

５月２７日に再度、現地確認を行いました。 

ご意見のありました滑り台の複合遊具は、滑り台の滑走部に想定外の使われ方が原因と思われる破

損が生じ、当該個所だけの修繕対応ができず、やむを得ず、部分撤去の対応をさせていただきました。 

その際、滑り台の踊り場部分からの落下防止策として、プラスチックパネルを設置いたしましたが、

パネルの反射が鏡のような効果となり、遊びの一部に取り入れられているようです。 

市立公園の遊具につきましては、危険度の高いものから撤去等の対応を進めておりますが、 

現時点では、青葉３丁目第４仲良し広場の遊具撤去・新設の予定は立っておりませんが、今後の検

討を進めていきたいと考えております。 

なお、ベンチにつきましては、５月２８日に、職員による補修対応を行いましたので、どうぞご利

用ください。 

 

◎ 庶務課より ◎ 

職員が現場確認いたしましたが、遊具については今のところ特に危ないという状態ではございませ

ん。そのため、学校からの要望もございませんでした。遊具の安全性については、定期的に副校長を

はじめ学校関係者や市職員が確認しております。 

 

 

◆防災行政無線について               （青葉町 Ｍさん） 

青葉町１丁目の東北のちょうど清瀬や東久留米との市境に接しているところに住んでいるが、防災

行政無線の放送が清瀬なのか東久留米なのか東村山の放送なのかわからなくて困っている。何年か前

にそういうクレームを市に言ったところ、「今、デジタル化を図っているので、それが完了してから

その辺を考慮したい」という話だった。その後、それがどうなったのか。それと、パワーはそんなに

上げなくてもいいと思うが、可能ならば設置箇所を何箇所か増やしていただければ清瀬なのか、東久

留米なのかわからないということが解決されるのではないかと思う。何か解決策があればお聞きした

い。 

◎ 市長回答 ◎ 

東日本大震災のあとに、当時、防災行政無線を使って特に計画停電関係等で様々な情報を流させて

いただいた中で、「何を言っているかよくわからない」「聞き取りづらい」というご指摘がありました。
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かなり老朽化していたこともありまして、平成２４～２６年度の３年間で市内全ての防災行政無線を

デジタル化に切替えました。それに併せて、スピーカーの向きや位置を若干変更して少しでも聴き取

りやすくする取り組みをしたり、音声自体はデジタル化したことで特段良くなることはないのですが、

１つの機能として防災行政無線で流した情報を登録いただいた方にメールで配信することができるよ

うになります。２６年度で市内全域がデジタル化されましたので、時期がいつだったか正確には覚え

ていないのですが、今年度中に市民の皆さんに呼びかけをして、事前登録をいただいた方々について

は防災行政無線で流した内容と同じ内容をメール配信するサービスを行う予定にしております。 

それと市境ということにつきましては、私も萩山で小平との市境に住んでいるので小平の音が入っ

てきてどっちで言っているのかよくわからないということがあるのですが、市域が４キロ四方ぐらい

の大きさでございますので、そこはどうしても技術的にもなかなか難しいのではないかと思います。

そこはまた、改善をどう図っていくかというのはご指導いただければと思います。ただ、今、申し上

げたように代替措置としてはメール配信サービスがあるということで、できるだけそちらを活用して

正確な情報を得ていただけるとありがたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

ご提案いただきましてありがとうございます。全国ではそういう取り組みを進めている自治体もあ

ります。受信機を家庭に設置するというのは理想といえば理想です。先ほど難聴のお話がありました

けれども、聴覚障害者の方はどんなに良い無線であっても音が聞こえませんので、そういう場合は文

字表示がされるような受信機を設置するということを既に取り組んでいる自治体もあります。 

今後どう展開していくかは、かなりお金もかかる話なので研究させていただきたいと思います。 

先ほど申し上げたように、代替措置としては登録いただければメールで全て同じ情報を配信します

ので、ぜひそちらをご活用いただけるとありがたいかなと思っております。 

ただ、メールですと視覚障害者の方にはちょっと課題があるので、そこをどうしていくかというの

はこれからの検討課題というふうに考えております。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

防災行政無線デジタル化に併せ、スピーカーの方向等調整を行っているが、市境区域であると調整

も難しく、東村山市の防災無線放送のみ聞こえるようにし、他市の放送をシャットアウトすることは

困難です。 

そのため、無線放送の内容を音声で確認いただける「電話応答システム」や、登録いただいたアド

レスに配信される「メール配信システム」をデジタル化に併せ導入したので、ご利用ください。 

戸別受信機を各家庭に配布することは、現状では考えておらず、上記電話・メールシステムのご利

用をお願いします。 

 

 

緑ヶ丘自治会（青葉町３丁目）の辺りも全く聞こえない。新しく切り替えていると思うが、

外のスピーカーなので遠くまで聞こえるように流すと近所の人はうるさいし、遠くの人は

聞こえない。デジタル化しても物理的に改善は無理だと思う。東村山市だけでは難しいが、

１万円以下ぐらいの受信機を各家庭に置くような方向に全国的に持っていってもらうの

も１つの案かと思うので、提案したい。             （青葉町 Ｔさん） 
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◆避難所運営連絡会について             （青葉町 Ｉさん） 

青葉小学校の避難所運営連絡会の役員をしている。約３年経つがやっとかたちが見えてきて、住民

の皆さんにマニュアルを配る段階にまで至っている。ただ、マニュアルを配っただけでは目的は達成

できない。今、非常に関心の高い事項なので説明会をやろうということで、青葉小で今年２月に実施

した。当初、１５０名程度来てもらえれば良いということで計画したが、３５０名を超える方々に来

ていただいた。これは防災について関心が高いということの表れだと思う。そうした中で今日お願い

したいのは、そうした会議を毎月１回、青葉小で開いているが、お茶も出せない。説明会を開くのに

チラシを掲示板に貼ったが、そうしたものも自分たちでつくってやっているのが現状。会長からもお

願いをしていると思うが、市でそうした予算を多少お願いできないのか。また、マニュアルを白黒で

印刷したが、よくわからない。今年はこれをカラー化したいということで、東京都の「地域の底力再

生事業助成」を使って全戸配布しようと考えている。やはり防災についてはかなり意識が高くなって

いるので、私どももきちんとしていきたい。現在、青葉町には４つの自主防災組織があって、ささや

かながらお金を出し合って運営しているので、そうした現状を十分ご理解いただいて、多少なりとも

ぜひ予算についてよろしくお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

避難所運営連絡会を立ち上げていただいて、様々な活動をいただいていることに、大変ありがたく

思っております。今、市内では先行して青葉小学校・化成小学校・萩山小学校の３校で避難所運営連

絡会が立ち上がっていろいろと議論を重ねていただいた結果、マニュアルをつくっていただいたり、

避難所の立ち上げ、あるいは運営の訓練までしていただけるようなところにきています。 

これから何とか市内全部の小中学校に避難所運営連絡会を立ち上げていきたいと考えておりますが、

大変恐縮ですが行政職員の数も限られていますので、万が一の場合には避難所を市民の皆さんがある

程度、自主的に立ち上げて、運営をしていただかないと立ち行かないということでお願いをさせてい

ただいています。 

避難所運営連絡会に公金での補助ということについては、内部的にはいろいろと議論がありまして、

まだ整理ができていないところがあります。確かに活動すれば当然お金が必要になる場合があります

が、あくまでも住民の皆さんの自主的な組織というような位置付けもあることから、補助金ありきの

議論でいいのかというようなところもあって、いろいろなメニューとしてあるものをご案内して活用

していただいているというのが現状です。今は人的な支援で職員が行っていろいろとご説明申し上げ

て活動される時にお手伝いするというようなかたちになっていますが、今日いただいたご意見を踏ま

えて、市として財政的な支援等も含めてより避難所運営連絡会が円滑かつ有意義な活動ができるよう

に、どうするか検討させていただきたいと考えております。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

現状、消耗品費や郵送料等わずかではあるが予算化を行っている状況であり、各連絡会ごとの個別

活動にまで予算化は至っていないが、チラシの用紙や印刷等は、対応が可能な場合もあるので、ご相

談ください。 
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◆災害時のトイレ対策について            （青葉町 Ｍさん） 

地震などの震災があった場合に、例えば食料は各家庭で乾パン等を備蓄していれば大丈夫だと思う

が、水が流れなくなってトイレが使えなくなった場合、青葉地域センターを建てる時も仮設トイレを

設置できるように雨水マスとかも要望したが、予算的に難しいということで受け入れられなかった。

実際に水道が使えなくなった場合、トイレとかはどうすればいいのかというのが自主防災組織で議論

になったので、市長がどのようにお考えかご意見をいただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

水道が断水してしまうと、基本的には水洗のトイレは使えなくなるのではないかと思います。 

市のほうでもその辺は課題で、いわゆる災害時等でも使えるトイレを公園や特に避難所となる学校

等に整備すべきというようなご意見は議会等でもいただいているところで、今後、そこは検討してい

く必要はあるかというふうに思っています。 

近年、水道については耐震性能がかなり上がってきているので、地震の規模にもよりますけれども

基本的にはそんなに長期に亘って水が使えなくなるということはないのではないかと思います。 

一方で、流す方の公共下水については市の施設になりまして、これについてはまだほとんど耐震化

ができていない状況がございます。今後、公共下水について市で受け持っている部分の長寿命化や耐

震化ということを進めていかなければなりません。ただ、これも膨大な数があって、かなりお金がか

かるということもありますので、いつからどういうかたちで進めていくかというのはまだ具体には見

えていないのですが、ここも非常に大きな課題であります。 

まずは避難所等になり得るところや公園等に災害等に使えるトイレの設置を進めていくことが今の

課題かなというふうに考えています。いつからどういうかたちで進めていくかというのは具体にはな

っていませんが、学校も耐震化が終わって、トイレについても改修するのに併せて、万が一の場合は

障害者の方も使えるような仕様にする等、いくつかの手立てを講じてきています。これもできるだけ

早期にやらなければならない課題だと考えていますので、今後、その辺も含めて進めていきたいと思

っております。 

 

◎ 下水道課より ◎ 

下水道総合地震対策事業（計画期間=５カ年） 

甚大な被害が予測される大地震の発生時でも汚水管渠の流下能力が確保できるよう、優先度の高い

重要な管渠から順に耐震化を図る事業を進めていく予定です。 

 

H２７ 計画策定 

H２８ 実施設計 

H２９～３１ 実施設計・工事 

H３２ 工事 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

水洗トイレが流せなくなった際に備え、市では排泄物を燃やせるゴミとして処理できるようにする

処理剤の備蓄をしています。 
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災害用トイレの設置については、市長の話にもあるように、学校施設や下水道設備担当所管とも協

議の上、進めてまいります。 

 

◎ 庶務課より ◎ 

小中学校については、各校最低でも１系統以上のトイレ改修により、車イスが入れるようなトイレ

を設置しております。実際に水道が使用できなくなった場合ですが、基本的には水洗のトイレは使用

できなくなるため、マンホールトイレなどの検討が必要になりますが、現状としてはまだ具体的構想

には至っておりません。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆遅刻した児童への学校対応について         （秋津町 Ｓさん） 

つい先日、秋津東小学校で４年生の児童が遅刻したら、「保護者が行かないと入れてもらえない」

と保護者から私のところへ連絡があって、家内が頼まれて行った。そしたら児童が学校の外に立って

いて、家内がお願いして、友達が中から開けてくれて入れた。親御さんは働いているので行けない。

仕事を休んでいかなきゃいけないなんてことがあるのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

今おっしゃられたことの事実関係を私は全く把握していないので、確認させていただきたいという

こと以上のことは申し上げられません。 

もし遅刻したぐらいで締め出すということがあったとしたら問題だと言わざるを得ませんが、どう

いう理由でそうなったのか、そこは確認をさせていただければと思います。 

 

◎ 指導室より ◎ 

学校では、児童の登校中の安全確保のため、遅刻して登校する場合には原則保護者の付き添いを依

頼しております。保護者が付き添えない場合には、知り合いの方に家庭から依頼し、学校にその旨を

伝えるか、学校に連絡し学校職員が迎えに行くなどの対応を行っております。 

秋津東小学校には、本件について全職員に確認したところ該当する内容の発言をした教員は見当た

らず、再度学校のルール（遅刻をした場合）を確認しました。また、各学級で全児童に伝えるととも

に、今後、保護者会等の機会を捉えて各家庭に伝えるとのことでした。 
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【市長まとめ】 

 

２時間、数多くご質問をいただいて、今、私の持っている知識や情報でお答えできる範囲で私なり

にお答えしたつもりですが、中には現場を見てみないと実は判断がつかないようなものもございます。 

今回、多くのご意見をいただいたのは、東村山市の場合は道路の安全ということが大きなネック・

課題になっているということを改めて痛感したところでございます。安全に安心して歩行できる道路

を整備していくということが、ハード的には安全・安心のまちづくりにとっては一番大事なのかなと

思わせていただいたところでございます。その他いろいろな課題についてご指摘をいただきました。 

タウンミーティングでいただいたご意見は、庁内会議では全部長が出席する経営会議というところ

で報告をさせていただいて、いただいたご質問・ご意見と市長がどんなお答えをしたかを担当部長・

課長に知らせるように庁内的にはなっていて、細かな点で現場を見ないと何ともできないところは担

当部局に指示をして、できるだけ早期に見に行って対応できるところは対応したいと考えていますの

で、ご理解いただきたいと思っております。 

長時間にわたりまして司会を務めていただきましたＦさん、それからご参加いただいた全ての市民

の皆さんに感謝申し上げて私の閉会のご挨拶に代えさせていただきたいと思います。今日は誠にあり

がとうございました。 
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