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○開催内容 

平成２７年７月１１日（土）午前１０時、恩多ふれあい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。４３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３５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１０月２３日（金） サ ン パ ル ネ 午 後 ７ 時 ～ ９ 時 

平成２７年１１月７日（土）  ふ る さ と 歴 史 館 午前１０時～正午  

※１０月のタウンミーティングは、地域で市民活動を行っている方を対象に開催いたします。 

恩多町 ２４人 

その他市内 ９人 

未記入 ２人 

合計 ３５人 

２０代以下 ０人 

３０代 ２人 

４０代 １人 

５０代 １人 

６０代 １２人 

７０代 １５人 

８０代以上 ３人 

未記入 １人 

合計 ３５人 

男性 ２２人 

女性 １２人 

未記入 １人 

合計 ３５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。 

本日は八坂神社、あるいは久米川町の野際神社のお祭り等、地域でもいろいろ行事があったりして、

公私ともにお忙しい中にも関わらず、早朝よりこんなに多くの市民の皆様にご参加いただきまして、

タウンミーティングを開催できますことを大変ありがたく思っております。 

回を重ねまして、今回で９２回目ということになりました。１３町、各町で毎月１回程度、開かせ

ていただいて、恩多町では１年数ヶ月ぶりということでございますが、またお邪魔させていただきま

したので、地域の皆さんの様々な声を聞かせていただければありがたいと思っております。 

タウンミーティングに関しましては、「市長からその場で答えはいただけるんだけれども、そのあと

どうなったかよくわからない」という声を結構、耳にします。いただいたご意見というのは何らかの

予算措置等が必要になるケースがほとんどでございますので、すぐにできることというのは実はあま

りございません。しかしながら、ストレートにいただいたご要望そのままではない場合が結構多いん

ですけれども、いただいたご意見を翌年ないし翌々年度等に何らかのかたちで予算措置をさせていた

だいて対応するということもあって、２～３年後ぐらいのスパンで見ていただくと「少しやってくれ

たな」と言っていただけるのではないかと思っています。今までいただいたご意見を所管の市民協働

課で総括的に調べたところ、大体６５～７０％弱ぐらいは何らかのかたちで対応をさせていただいて

います。その他はどうしても法令上できないとか、多額の予算がかかって数年間の検討期間ではなか

なか事業の実施に踏み切れないということがあって、残り３割程度は未実施というものもあります。

しかしながら、市民のご意見をいただきながら解決に向けて真摯に取り組んでいきたいという気持ち

は変わりませんので、今日も忌憚のないご意見をどしどしいただければと思っております。 

タウンミーティングはいつもそれぞれの地域に関係の深い市民の方に司会をしていただいています

が、今日は恩多ふれあいセンターを管理していただいております市民協議会のＳ会長さんに司会進行

をお願いさせていただきました。お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

ご案内のとおり、今年４月に市議会議員の方々、そして市長の選挙があって、おかげ様で３期目の

当選を果たさせていただきました。５月１日から新任期ということで、もう就任して２ヶ月ちょっと

経過いたしました。６月には新しい市議会議員の皆様の顔ぶれで、初めての定例市議会も行われて、

様々なご意見・ご質問等をいただいたところであります。４年間、新しい市議の方々そして私で市政

を担わせていただくことになります。市議の方々、私もこうして地域に出かけていろいろご意見いた

だいて、議会と首長が切磋琢磨しながらより良い市政運営に努めていくということが市民の皆さんに

とっては良いのかなと思っております。 

市政のことに若干触れさせていただきますと、昨年は市制施行５０周年という節目の年で、多くの

事業を行わせていただきまして、市民の皆さまにも数多くのご参加をいただいて盛り上がった年だな

と思います。今年は介護保険が新しい計画期間に入ったり、子ども子育てについても新しい支援制度
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が始まったり、それから皆さん最近、耳にされているかもしれませんが、国をあげて人口減少等に対

処するために「地域創生」ということが言われておりまして、市でもそのことを受けて第１弾として

この度、商工会さんとタイアップした「プレミアム商品券事業」を行う等々、国がらみで新事業等が

行われている状況でございます。今後、１０年先には２０２５年問題ということで、今、日本で一番

人口が多いとされている団塊の世代の方々が７５歳以上になられます。その時にしっかりした地域づ

くりをしていかないと安心して住み続けられる地域にならないと言われています。さらに、これから

人口減少がどんどん進んで、元総務大臣の増田さんのレポートでは２０４０年には全国の約半分であ

る９００近い自治体が人口減少で消滅するのではないかと言われています。この４年間というのは、

そうした２０２５年問題、２０４０年問題にしっかり対処できる地域づくり、東村山づくりを進めて

いくということが肝要ではないかと考えて、今回の選挙ではそうしたまちになるように「少しでもバ

ージョンアップを進めていきましょう」ということを政策として訴えさせていただいたところでござ

います。 

今日はタウンミーティングですので、身近ないろいろな課題から、そうした中長期的な政策論議も

含めて、皆様から率直なご意見をいただければと思っておりますので、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 

 

◆自治会について（その１）             （恩多町 Ｈさん） 

しっかりした地域づくりの基本は自治会の活性化だということで、市民協働課の指導をいただき

ながら仲間と一緒に勉強している。そんな中、先日、戸建住宅を販売している会社が「この地域の

家は自治会に入る必要がない」というのを売り言葉にしているというショッキングな話を聞いた。

青梅市でも自治会の方が同じようなことをおっしゃっていて、東村山市だけの話ではなさそうだ。

自治会というのは防犯や消火といった地域の基礎的なものに対して費用を負担しながら自治会活動

をやっている。それに入っていないからといって火事があっても消してくれないという差別はない。

払わないほうが得という面も無きにしも非ずだが、新しく入ってきた方に「自治会活動をやらなけ

ればいけない」「これが市民の務めだ」というような啓発活動も必要かなと思っている。しかし、行

政からはなかなかそういう言葉は聞こえてこない。「自治会活動は市民の義務だ」という啓発活動に

尽力いただけると、さらにやりやすくなると思う。市長のご意見、アドバイスを。 

◎ 市長回答 ◎ 

ありがとうございます。これからますます高齢化が進んでいく中で、介護保険も今年の４月から第

６期の計画期間に入りました。今回、国が打ち出しているのは「地域包括ケアシステム」という考え

方で、介護が必要な状態になっても施設ではなくて住み慣れた地域でそのまま住み続けられるように、

これまで以上に医療・介護、それから住まいや地域との連携を強化していこうということが今期の柱

になっています。市としてもこれに基づいて、今までの介護保険計画の「事業計画」という名称を止

めて、「地域包括ケア推進計画」というような名称にさせていただいて、より地域の連携を進めていき

たいと考えています。 

当然、今までも自治会の皆さまにいろいろな面でお願いしてきているのですが、例えば地域での見

守りであるとか、防災・防犯ということはもちろんなんですけれども、やはり何らかのかたちで地域

のつながりをつくっていただいて、緩やかなかたちながらもちょっと認知症が進んでいる方が地域に

いらした場合に皆さんでそっと見守っていただくような地域づくりということがこれから求められる

のだろうと。率直に言って、施設で全て受け入れるというのは国も市も財政的にとてもできない状況

がありますので、皆ができるところを少しずつやりながら共助部分を厚くして、支え合いの地域づく

りを進めないと、良い地域にはならない。「住んで良かった」と思えるようなまちにはならないのかな

と思っています。 

そういう中で自治会の役割というのは非常に重要だと私は思っていまして、市民協働課を窓口にし

ながら自治会の活性化の支援にも取り組ませていただいて、Ｈさんをはじめとする活発に活動されて

いる自治会の皆様に「自治会活性化委員会」を立ち上げていただいて、様々な取り組みをして全市的

に広めていただいています。一方でＨさんがおっしゃられるように「自治会は煩わしい」とか「お金
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だけ取られる」というイメージで思っている方もいらっしゃったり、あるいは役員のなり手が不足し

ていることから会の活動が沈滞化してしまったり、解散してしまっている自治会も市内には散見され

るような状況で、かつては加入率が７割ぐらいあったのが、現在、東村山市の世帯数で見た加入率は

５２.８％で年々、低下しているというのは事実であります。特に単身者の方、それから新規に戸建住

宅を購入された若い世代の方々の自治会への加入についてなかなか進まないような状況がございます。

ただ、自治会はあくまでも住民の皆様の任意組織なので、行政機関で義務化するということは法的に

は難しいところがありますが、市としても転入者の方々にはパンフレット等をお配りして、最寄りの

自治会にできるだけ加入していただくように働きかけをさせていただいているところでございます。 

今、Ｈさんからご指摘があったように、開発業者が「自治会に入らなくていいんだ」ということを

住宅販売の１つの売り文句にしているというのはいかがなものかと率直に思ったところであります。

開発の指導に関わる部分についての所管はまちづくり部の都市計画課になりますけれども、ある程度

まとまった戸建住宅を販売する場合には、販売事業者のほうにもぜひ自治会を設置するなり、あるい

は自治会に加入するように買い主の方に働きかけてもらうような呼びかけ等も検討していきたいとい

うふうに今、お聞きして思ったところでございます。 

いずれにしても、「困った時には遠くの親戚より近くの他人」という言葉があるように、「住み良い

まちをつくっていくには隣近所の皆さんのつながり・お付き合いというのが大切だ」ということを、

いろいろな機会に我々も訴えさせていただいて、自治会活動の活性化につないでいきたいと思ってい

るところでございます。 

あまり踏み込んだお答えにならなくて恐縮でございますけれども、想いは私もＨさんと一緒ですが

義務化ということになるといろいろと差し障りもあるので、我々も法令の枠組みの中でできる限りの

ご支援をして、市民の皆さんが地域に愛着を持って、隣近所の皆さんと連携したり支え合ったりでき

るような地域づくりに努めていきたいと考えております。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

市民協働課では、自治会は災害時などに共助機能を発揮するなど、地域コミュニティの活性化のた

めに必要不可欠な団体として様々な支援を行っております。また、市内の自治会長や自治会役員さん

で自治会活性化委員会を組織し、地域の課題解決に向けて様々な協議を行っています。 

新たな住民の方への自治会加入促進活動は、委員会に置いても重要なテーマとして取り上げ協議し

ていますが、自治会は地域の人々が自主的に立ち上げた任意の団体ですので、加入や自治会活動を強

制することは非常に難しい問題です。 

最近の例では、地域コミュニティの崩壊対策の 1 つとして「自治会加入を促進する条例」を制定す

る動きが広がっております。２０１３年には隣の所沢市においても自治会の重要性や地域住民と市の

相互理解と協働を基本理念といた加入促進条例を制定いたしております。この中で、住宅関連事業者

に対する住宅入居者への自治会の情報提供、入居者と地域住民との良好な近隣関係の保持などを謳っ

ておりますので、このような例も参考にしながら、自治会加入の促進策を検討していきたいと考えて

おります。 
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◆自治会について（その２）             （恩多町 Ｔさん） 

ぜひ市からも自治会の組織化をいろいろな面に亘りやっていただきたい。特に聞きたいのは、自

治会費を払って何が得かという話が根本。２番目は役員になったら面倒くさいことをやらされると

いうことで自治会をやらないというふうになっていて、それに対する答えが市民協働課から出てい

ない。１つの利点としては、災害時に救援物資を自治会単位で配るので、自治会に入っていない方

は個人で並んでという話になっているぐらいで、自治会をつくって自分たちが得するという話が見

えてこない。その辺を目に見えるかたちで、自治会を組織しない住民に対する運動をしてもらいた

い。私が知りたいのは、災害時以外で自治会に入っていればどういう利点があるのか教えていただ

きたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

Ｔさんのおっしゃられることもわかるのですが、「具体的に明示しろ」と言われると難しいなという

のが率直なところでございます。確かにわかりやすいのは災害時ですけれども、しばらく前にＮＨＫ

で「ご近所の底力」という番組をやっていて、いろいろな問題を行政だけに頼るのではなくて近隣の

皆さんで力を合わせることによって解決するというような番組がありました。その中で防犯の関係で

いうと、地域の方々が顔の見える関係になって挨拶をするだけで空き巣等の被害が減少するというよ

うなことが言われていまして、そういったこともあるのではないかと思います。それから地域全体で

見守りをしたり、健康寿命は一人ひとりの努力ということになるのですけれども、一人で体操したり

一人で何かやるといってもなかなか長続きしなかったりして、地域ぐるみで進めていただくというこ

とが必要なのではないかと思います。 

また、子どもたちにとりましても、安心して成長できる環境というのは隣近所の方がある程度、顔

を見知って、道で会えば挨拶ができるような環境・関係があるところが子どもたちの成長や安全にと

っても大事なことだと思います。 

野中の一軒家に住んでいるわけではないので、「隣の人は何する者ぞ」ではなくて、やはりお互いに

名前と顔を見知って道で会えば挨拶をする、何かあればちょっとしたお助けをお互いにできる、その

ことが生活する上で良いことだということで、具体的にお金を払ったからといって何か物を買ったり

すぐにサービスを受けたりということはありませんけれども、法外に高い会費ではないと思いますの

で、地域で住まう・地域で暮らす会費として幅広い視点で見ていただいて、加入いただけるように我々

行政も意識啓発に努めていきたいと思います。いろいろな地域で活動されている市民の皆さんからも

「ぜひ一緒にやりませんか」と声をかけていただいたりすることも大事ではないかと思います。 

確かにお金を出したらすぐにその対価を求める風潮というのは今、非常に強いと思いますけれども、

それだけではなくてやはりそれを原資に皆でごみ拾いをしたり、防犯街路灯を私道に設置したり等、

少しずついろいろなことを一緒に共同して取り組むことでまちが良くなり、最終的にはその中で暮ら

す自分の生活も良くなるんだということを実感・自覚していただくようにするしかないのではないか

と思っています。あまりすっきりしたお答えにならなくて恐縮でございますが、私はそのような考え

方でございます。 

 

 

 

個人で市役所にお願いするよりも、自治会として団体でお願いしたほうが効果的なのか。 

（恩多町 Ｔさん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

市民の皆さんがある程度、集団で声を上げられるということは、やはり行政としては重く受け止め

なければならないと思っています。地域の全員の方が入会されているわけではないけれども、基本的

には自治会の声というのはその地域を代表した声と私どもとしては大よそ受け止めさせていただくと

いうふうに考えています。 

実は６月定例会で「安全・安心まちづくり条例の一部改正」というのを提案させていただきました。

これは防犯カメラの設置について市の補助制度がないと東京都の補助金が受けられないことになって

いまして、自治会等で防犯カメラを設置する場合に市を窓口として申請していただいて、市も東京都

も補助金を出すということで、自治会の方々は全体費用の約６分の１の負担でそのエリアに防犯カメ

ラを設置できるように条例改正をさせていただいたわけです。「なぜこういうことをするのか」という

議員さんの質問がありましたが、自治会単独でつけるにはかなり費用負担があって、かねてから青葉

町のある自治会さんから「都の補助金を受けたいのだけど、市に補助制度がないと東京都の補助金が

受けられないので何とかして欲しい」というご相談をいただいてまいりまして、やはり一個人ではな

くて地域全体でその地域の安全・安心、防犯や、万が一犯罪が起こった場合の早期解決のために防犯

カメラを設置するということで、市としても重く受け止めさせていただきました。実は今回、教育委

員会のほうでも学校の通学路に防犯カメラを設置することになりましたので、それに併せて地域の自

治会からも要請があればそういう対応をするように決定して、議会にお諮りをしたところです。議会

では反対された会派の方もいらっしゃいましたけれども、賛成多数で可決いただきましたので、今後

もしそういったことについて恩多町地域の自治会の皆さんで進めていきたいということがあれば、ま

た、声をあげていただければと思っております。 

 

 

◆介護予防について                 （恩多町 Ｈさん） 

恩多町で保健推進員をしている。先日、恩多自治会館で骨密度測定会を実施して、５０～６０名の

方がいらしたが、器械が動かず一人も測定できなかった。健康増進課の職員がいじっていたができず、

「メンテナンスは年に何回ぐらいやっているのか」と聞いたら、メンテナンス費用が予算化されてい

ないためやっていないということだった。結構、関心のある男性がくるので、できれば新しい器械を

買ってもらいたいが、これも３年前に買った器械ということだった。こういう機会を逃したくないの

で、ぜひよろしくお願いしたい。 

 それと介護予防大作戦を開いていて、多くの人に集まってもらうのに自治会でチラシを回覧してい

ただきたい。自治会長さんのところにチラシを持っていこうと思っているが、「介護予防大作戦のチ

ラシを回覧してというのがきた」という問い合わせが市民協働課にあった時に「そんなの知らない」

と言われるとがっかりなので、庁内の連携を図っていただきたい。問い合わせがあったら、積極的に

「市長も応援しているからぜひ回覧してください」というバックアップがあると嬉しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

保健推進員さんをお務めいただいているということで、大変ご苦労様でございます。また、骨密度

の測定という大事な時に器械が壊れていたということで、大変ご迷惑をおかけして誠に申し訳ござい

ませんでした。当市は数年前まで自前の骨密度測定器を持っておらず、かねてより課題でございまし



- 8 -        第９２回タウンミーティング 

て、確か３年ぐらい前だったと思いますが購入しました。本当は「１台では足りない」ということは

所管からも言われています。今後メンテナンス費用も含めて新しい器械を買って欲しいというお話だ

ったので、すぐに予算化できるかは別として検討事項・課題として受け止めさせていただきたいと思

います。市をあげて市民の皆さんに元気で長生きをしていただくための活動を保健推進員さんや様々

な団体に担っていただいていますので、そのための大事なツールとして、必要なものについてはおい

おいきちんと揃えていかなければいけないだろうというふうに思っております。 

介護予防大作戦につきましても、保健推進員さんや福祉協力員さん、あるいは老人クラブ・自治会・

いきいきシニアの方々、民生委員さん、それからそれぞれのエリアの地域包括支援センターの方とか、

町によってはお医者さんや歯科医師といった専門家の方も交えて各町で実施していただいて、もう  

３年が経ちます。少しずつ介護予防とか健康寿命を伸ばそうという意識が市内で高まりつつあるとい

うことで、大変ありがたく思っています。 

ますます高齢化が進む中で、いかに市民の皆さんの健康寿命を伸ばしていくかというのは、非常に

大きな課題だと思っていまして、東村山の場合は多摩２６市の中で男性の方が介護保険を使い始める

時期が一番早いということがわかってまいりました。身近なところでサービスが使えるのは良いこと

ではあるのですが、使わないに越したことはないので、生活機能そして健康状態をどう維持するかと

いうことで、これから市をあげてしっかり取り組んでいきたいと思っています。その中で、基本的に

今は高齢介護課が中心になっていますが、今回の組織改正で健康福祉部の中も若干、組織を見直しま

して、健康課もより明確に健康を増進するという姿勢で「健康増進課」と名称の変更と、一部、役割

の分担をさせていただきました。 

それから保険年金課という国民健康保険を担う課がありまして、ここに大量のレセプトが集まって

きます。市民の皆さんの疾病の傾向等もわかってきて、今、それを解析してデータから見えるヘルス

計画を立てていこうと。特に糖尿病を原因として腎臓の透析をされる方がいらっしゃいますが、糖尿

病から腎臓疾患になって透析となるとものすごく医療費がかかるので、糖尿病の方が重度化してそう

した合併症等を引き起こさないように、そういった方々をターゲットに個別の健康相談等を行ってい

こうという取り組みも始めさせていただいています。 

健康福祉部はそういうかたちで部として一体で高齢介護課や健康増進課が、さらに保険年金課等が

少しずつ連携を取りながら全体として市民の皆さんの健康寿命を伸ばす体制を取りつつありますが、

他の部も同じような意識を持って進んでいくことが大事だと思います。特に地域の重要な役割を担っ

ている自治会の窓口になっている市民協働課も、健康寿命を伸ばすために自治会も大きな役割がある

ということで、もし問い合わせ等があれば積極的に協力していただくよう市民協働課から担当所管を

経由して自治会のほうにお願いをしていきたいと考えております。自治会への回覧については、実行

委員会のほうからまずは自治会のほうにお願いをしていただければと思いますし、どこまでどういう

かたちでできるかわかりませんが、市のほうもできるだけ多くの市民の皆さんに介護予防大作戦に参

加いただけるように取り組んでいきたいと思います。 

 

◎ 健康増進課より ◎ 

市民の皆さまの健康増進を図っていくにあたり、高齢者のみならず若年層からの健康づくりの意識

づけにおいて、骨密度測定からの保健指導を行っていくことは有効な手段のひとつであると所管では

考えており、修繕等の対応をしていきたいと考えております。 
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◎ 高齢介護課より ◎ 

介護予防大作戦の効果につきましては、これまでの関係者のご努力により、各地域において介護予

防や健康寿命の意識の高まりを感じております。 

各地区の地域開催につきましては、地域で活躍されている様々な団体にご支援をお願いしています

が、自治会の皆さま方にも積極的にご協力をいただいております。 

自治会に関する事務につきましては市民協働課が所管となりますが、これまで介護予防大作戦の事

業内容等について情報共有を図っており、引き続き庁内の各部署で連携体制を図りながら支援をして

まいります。 

 

 

◆介護保険制度について               （恩多町 Ｋさん） 

東村山市は経済が豊かだと聞いたが、周辺市に住む自分より年金が多い人と比べて、介護保険料が

一番高い。小金井市は財政が貧しいと聞いているのに安い。 

◎ 市長回答 ◎ 

介護保険料については、東村山市は多摩２６市でいうと、高いほうから４番目くらいだったと思い

ますので、もしかすると小金井市や周辺市よりはご指摘のように高いのではないかと思います。 

介護保険について言うと背景にある市の財政で高かったり安かったりするのではなくて、基本的に

社会保険制度でございますので、それだけ介護保険をお使いなられる方が多かったり、サービス量が

多いと、どうしても必然的に保険料が上がってしまうという傾向がございます。 

東村山市は高齢化率も多摩地域で上位のほうでございますし、介護認定率も他市に比べるとかなり

高いほうで、介護保険をお使いになられる時期も比較的早いと言われております。身近なところで介

護サービスを受けられるということは市民の皆さんにとって良いことではあるのですが、逆に多くの

方が介護保険をお使いになられると必然的に保険料が跳ね上がるという仕組みになっています。 

市としましては介護保険をお使いいただくことを抑制するつもりはありませんが、これから健康な

状態をできるだけ維持していただいて、医療費や介護給付費への跳ね返りが少なくなるように取り組

んでいきたいと考えているところでございます。 

実は小平や国分寺や小金井のほうが財政的には豊かです。ただ、豊かだから安いということではな

くて、社会保険制度の場合、今、申し上げたようにトータルとして介護保険給付費が増えている自治

体は必然的に保険料に跳ね返って高くなってしまうということがありますので、基本的に財政状況は

保険料に直接は関係ないというふうにご理解いただければありがたいと思います。 

これからはぜひ市民の皆さんをあげて、できるだけ介護保険を使わないでも済むような健康状態を

維持していただくように、市としても介護予防・健康寿命の延伸ということに取り組ませていただき

たいと考えております。 

 

◎ 高齢介護課より ◎ 

介護保険料につきましては、基本的に市の財政力に直接影響されるものではなく、介護保険に係る

サービス量推計を基に決定しております。 

当市は他の自治体と比較し、介護保険サービスを利用する頻度や軽度の認定者数が多いことから、
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介護保険料の設定が高くなっております。 

市といたしましては、介護保険制度を次の世代に確実に引き継ぐために、介護予防に重点を置くこ

とで健康寿命を延伸し、その結果として介護保険に係る社会保障費の抑制を図ってまいりたいと考え

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 

 

◆市境の明確な表示を                （恩多町 Ｋさん） 

恩多町１丁目の工業団地に住んでいるが、石橋を渡って倉庫の前を通って抜けるところの東村山市

と東久留米市の境界線が明確になっていないために、トレーラーや１０ｔ車・２０ｔ車が６ｍもない

道路に侵入してきて、ぐるぐる回って困る。東久留米市と協議して境界線が明確にわかるようなもの

を掲げて欲しい。生コン会社を開設するには大きな公道に面していないとやってはならないし、道路

は２０ｔ車や４０ｔ車が通れるよう法律に基づいて地盤を強化しないと通ってはならない。野火止用

水沿いの道は大型車は通ってはいけない道だが、トラックが通るため路肩が崩れてしまう。 

◎ 市長回答 ◎ 

市の境界線の表示の問題については、状況を見て、どんな対応が取れるか検討させていただきたい

と思います。要するに、東久留米市側にある倉庫を通り過ぎて東村山に大きいトレーラー等が入って

きてしまって、工業団地のあたりをぐるぐる回ってしまってご迷惑をかけているというご趣旨でよろ

しいでしょうか。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

そこは倉庫会社等、あるいは警察とも協議をさせていただいて、適切にトレーラーやトラック等が

ぐるぐる回らずに倉庫のほうに進入できるように検討させていただきたいと思っております。また、

ご指摘のような違法行為があれば、市の権限で是正を求めることができるところは是正を求めていき

たいと思っております。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

境界については、野火止用水から出水川までが東村山管理であり、東久留米市管理の工場は柳泉園

のみでございます。道路は一定の構造基準に則り作られております。そのため、道路法によって道路

を通行する車両の大きさや重さを制限しております。これらの制限を超える車両につきましては道路

管理者の許可を受ける必要があります。野火止め通りを大型車が通るということについては警察等と

協議したいと思います。 

 

 

看板の表示をちゃんと出してないためにぐるぐる回って、仕方なくこっち側に入ってきて

しまう。                          （恩多町 Ｋさん） 
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◆恩多町地域の道路整備について           （恩多町 Ｋさん） 

自治会で話をした時に、居住者以外の車の往来が多いという意見があった。都道２２６号線のとこ

ろに新しく道路が建設中になっていて、「向台」のバス停の近くのＴ字路から都道２２６号線に出ら

れるが、そのまま空堀川沿いの中に入ってくる車の往来があって危険なので、所沢街道につながるよ

う道路整備を早く進めて欲しい。それから道路が大岱小学校の通学路にも指定されているので、警察

と連携して住民や子どもたちの安全・安心のために取り締まり等をして欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

Ｋさんが会長を務められていらっしゃる文化村自治会の辺りは、一定の規制はかかっていますので、

取り締まりについてはこういう話があったということで警察のほうにお伝えをさせていただきたいと

思います。 

あと、広域的な道路整備については、今、都で進めている事業と市で進めている事業がありますけ

れども、予定期間内にできるようにこれからも一生懸命取り組んでいきたいと考えております。 

 

◎ 都市計画課より ◎ 

久米川駅から所沢街道方面へ伸びる都市計画道路３・４・２６号線の未開通部分は、現在、計画決

定段階であり、平成２７年度までに優先的に整備すべき路線に該当しておりません。 

なお、平成２８年度以降の優先整備路線については、現在、東京都全体で検討を進めています。 

 

◎ 地域安全課より ◎ 

警察署へ要望をお伝えさせていただきます。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆都営住宅の集会施設の地域開放を          （恩多町 Ｓさん） 

中央公民館が７月から来年２月まで耐震工事で閉館するが、５０～６０代の人たちが集まって、ホ

ールや会議室を借りてコーラスしたり、バンドをしたり、介護予防的な活動をしている人が多いと思

う。そういう方が今後、半年以上使えなくなって、活動が制限されることになり非常に残念。それに

代わるところを市の公共施設にお願いしているが、大体がいっぱい。今さら市に新しい施設を造って

というのはおかしな話で、都営アパートには集会所がたくさんあるので、市で都営の管理関係者と話

をして、都営に住んでいない人たちも使ってもいいようにしてもらえればある程度の補完ができるの

ではないかと思う。検討していただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

具体的なご提案をいただきまして、ありがとうございます。 

ご指摘のように、中央公民館が７月から来年２月いっぱい閉鎖になりますが、中央公民館を定期的
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に利用されてきた団体の方が結構、大勢いらっしゃいます。館のほうからは他の公民館、それからふ

れあいセンター等をご紹介させていただいていますが、施設によっては元々の利用者の方だけでも曜

日や時間帯によってはかなり満室状態で、新たな方が入れないという声は私も聞いています。実際、

工事期間中、活動を中止するとか休眠するとか、中にはもう止めてしまうというところも出ていて、

残念なことではあるのですが、とはいえ、市には代替施設を建てる余裕はないので、何とかやりくり

をして活動を継続していただいて、来年の３月以降、また中央公民館で活動していただければありが

たいというふうに思います。 

確かに代替施設の中で都営住宅の地域開放型の集会施設ということについては私も思い至っていな

かったので、現状、どのようになっているのか調査できればしていきたいと思います。ただ、私が住

んでいる地域ですと、地域開放型ではあるのですが、管理をされている都営住宅の自治会の方々と近

隣の自治会の方々との関係で、使っていないのになかなかスムーズに貸していただけないようなケー

スもあるように伺ったりしていますので、その辺を少し整理する必要があるのかなというふうに感じ

ています。 

確かに市内には都営住宅の地域開放型の施設もかなりありますし、見たところあまり使われていな

いところが多いので、せっかくの社会資源ですのでこういった機会に都営住宅にお住まいの方々以外

の方々も使えるように、市としてもお願いをしていくようにしたいなと思います。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

都営住宅の集会所につきましては、多くの集会所が地域開放型の集会施設として周辺住民にも開放

されています。集会所に空きがあれば、管理人に申請することで、有料での利用が可能になると思い

ます。 

市民協働課では、それぞれの都営住宅に併設する集会施設が利用できるのか、利用可能であればそ

の申請方法などの調査を行いたいと考えています。 

 

 

◆運動公園のサッカー利用について          （恩多町 Ｔさん） 

小学生の子どもがいて運動公園の近くに住んでいるので運動公園で遊ぶことが多いが、運動公園は

野球は良いがサッカーとかを大勢でやるのは禁止ということで、すぐに注意を受けてしまう。この前

も、学校でサッカーをしていて道路にボールが出て飛び出してケガをしたというニュースがあったの

で、行政として子どもが安全に遊べる場所を整備していただきたい。東京オリンピックもあるので、

野球は良くてサッカーは駄目とかスポーツによって区別するのではなく、運動公園という名称なので

どのスポーツでも子どもが安全に親も安心して遊びに行かせられるような環境整備をしていただき

たい。市には何度も要望を出しているが、なかなか改善していただけないのが現状なので、何とか善

処していただきたい。スポーツ都市を宣言しているので、どうぞよろしくお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

サッカー競技ができない形状のグラウンドということでそういうことになっているわけなのですが、

お子さんが遊びでボール蹴りをする程度であれば、何らかのかたちで使用を認めていくようなことも

考えていく時代になったのではないかと思っています。 
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私も市長への手紙等で「なんで野球は良くてサッカーは駄目なの」というのは、かなり多くの方々

からいただいている点でありますので、教育委員会とも実際にその辺はどうなのかということで少し

協議させていただきたいと思っています。 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

実際にはかつて管理人の方もお子さんがボール蹴りをしている程度はある意味、黙認をされていた

ようなのですが、中には市民の方から「サッカーは禁止と言われているのに、なんで黙認するんだ」

というようなこともあって、最近は管理人の方もそういうことを踏まえて「駄目だよ」と言わせてい

ただいているような向きもあるのかもしれません。 

正式に借りるとなると使用料とかいろいろなものが発生してきますが、お子さんが遊び程度でやる

ことについてどこまで許すか許さないかということになってくるのだと思います。その辺も踏まえて、

誰も使っていなくて危険な状態でない時のグラウンドの活用の仕方というのは、四角四面ではなくて

もう少し誰でも気軽にやれるよう、その辺はちょっと検討させていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

運動公園内のグラウンド部分は、条例に基づき、軟式野球、ソフトボール、陸上競技を行うための

有料施設として貸し出しておりますが、今回、ご要望をいただきましたサッカーを含めたあらゆる競

技に対応可能な環境整備につきましては、グラウンドの面積が限られていることや、それらに伴う施

設改修、グラウンド整備や維持に係る財源確保等の課題があり、現在のところ困難な状況でございま

す。ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解のほどお願い申し上げます。 

なお、貸し出しをしていない時間帯での利用につきましては、自身や周囲の安全確保および公園内

のルール（掲示物によるもの等）を順守いただいた上で、例えば軽い運動やキャッチボール、小さな

お子様の柔らかいボールを使用する程度等、施設管理上支障のない範囲に限り、利用はやむを得ない

と判断しておりますが、前述させていただいたとおり、運動公園グラウンドは有料施設としての位置

付けになりますので、正規に使用料をお支払いただいている方々との平等性を踏まえ、施設の利用に

ついてご理解いただきたいと考えております。 

 

 

親としても子どもに「野球は良くてサッカーは駄目なんだよ」という説明をできないので、

そこがきちんとできれば安心かなと思う。子どもからは「運動公園なのになんで駄目なの」

と聞かれる。                        （恩多町 Ｔさん） 

スポーツセンターに問い合わせたら、「２・３人なら良いですよ」と言われたが、子ども

としては何人なら良くて何人は駄目という区別はできないので、正々堂々と遊べる環境づ

くりをして欲しいと思う。                  （恩多町 Ｔさん） 
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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 

 

◆野火止用水の環境整備を              （恩多町 Ｓさん） 

毎日、犬の散歩で野火止用水を通っているが、年１回ぐらいしか除草されず、今、川面が全く見え

ない状態。希望としては年２、３回ぐらい除草して欲しい。予算の問題があると思うが、シルバーや

高齢者の中にはまだ足腰が丈夫な人もいるので、市が音頭を取ってボランティア活動というかたちで

公募して、絶えず綺麗にしていく運動を進めて欲しい。２、３年前にクリーン活動をして市長さんに

挨拶してもらったこともあるが、もっとそういったボランティア活動に市民を巻き込んでいって、市

民の皆さんのボランティア意識をもっと高められるようなことを進めて欲しい。ごみ袋とかちょっと

した補助金ぐらいであまりお金をかけないでできると思うので、ぜひよろしくお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

野火止用水については実はいくつか課題がございまして、１つは樹木がかなり高木化していて法面

の幅があまりないものですから、高木化すると不安定になって強風等で倒木してしまう恐れがありま

す。それと、樹木の繁茂によって落ち葉の問題でいつもいろいろご指摘をいただいているという課題

があります。 

それからもう１つは、護岸の通りで結構大型車が通行する箇所があって、そういうところで若干、

護岸が崩落している箇所があって、そこに土止めを定期的に付けていかなければならないというよう

な課題があります。 

野火止用水については市としてもできるだけ適正な管理に努めていきたいと考えていますが、如何

せんトータルの予算の中で行き届かない点もあって、恐らく草刈りが十分行き届いていないのかなと

いうふうに思います。そこについては少し検討させていただくとともに、今ご提案がありました周辺

住民の皆様によるボランティア活動というのもこれから非常にありがたいことになるのではないかと

思っています。 

市内では空堀川についてもクリーンアップ作戦をやっていただいたり、北川等についても市民の皆

さんがクリーンアップ作戦をやってくださったりしていまして、野火止用水についても定期的ではな

いのかもしれませんが、一部そういう活動を行っていただいていますので、市としてもより積極的に

呼びかけさせていただいて、ごみを取り除く作業や、草刈りをどのように協力していただくかは別で

すけれども、適正な管理に市民の皆さんのご協力をいただけるような枠組みを考えていくことが大切

だなと思います。貴重なご提案をいただきまして、誠にありがとうございました。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

今年度の草刈りについては、８月下旬より順次実施しますが、複数回の実施は難しい状況です。 

７月４日に保全活動の一環として、市報・ＨＰでボランティアを募集し、清掃活動を実施しました。

小中学生を含め、１２名の方にご参加いただきましたが、もっと多くの方に参加してもらえるよう、

周知方法等について、参加者の方からご提案いただきましたので、次回から取り組みたいと考えてい

ます。 
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◆空堀川の環境整備を                 （本町 Ｍさん） 

空堀川に渇水期でも水が流れて欲しいが、実際には１０数年前から１年の大半が干上がっている。

川については北北建（東京都建設局北多摩北部建設事務所）が取り仕切っていて、河川管理や必要な

築造をしているが、環境に配慮した問題というのはなかなか進んでいないのが実情。先日、川まつり

があって北北建の所長さんがお見えになるということで顔を見に行ったが、市長は北北建の所長さん

と以前からお知り合いか、それから来賓席等で挨拶したかどうかお聞きしたい。 

 それと、川まつりは来年もやると思うが、その時に水道局や下水道局の人や東村山浄水場の所長も

呼んで欲しい。そうすればそこで私もちょっと挨拶ぐらいはできる。何も取り囲んで「水をよこせ」

と言うつもりはない。 

 それから市には秘書課や広報広聴課という所管があって、「そういった立ち話があったか」と聞い

たら、「秘書課としては公的な日程については把握しているが、そこまでは知らない」という返事だ

った。首脳会談では立ち話とかちょっと座って言葉を交わすだけで「日中首脳会談が実現した」とか

国の報道官がテレビで堂々と言っている。国には官房長官のような役職の人がいるのに、市の秘書課

や広報広聴課は「知らない」と言っていて、人によっては「市には官房長官のような人はいない」と

言っているが、本当にそうなのか。それでいいのか。その辺、どのようなお考えかをお聞きしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

川まつりの時に北北建の所長さんとどんなご挨拶を申し上げたかは記憶が定かではありませんが、

あの時初めてお会いしたわけではありませんけれども、以前からそんなに親密な関係があるわけでは

ありません。ただ、行政間の話として私のご挨拶の中で申し上げたように、河川改修していただいて

治水はできたけれども、Ｍさんがおっしゃるように年間通して水が流れるという状況ではありません

し、特に今年の川まつりの時はほとんど水がなくて川まつり自体できるのかと危ぶまれまして、実行

委員長の冒頭の挨拶でも「来年以降できないかもしれない」といった懸念が表明されて、私もそれを

受けて来賓の挨拶の中で「ぜひ水量の確保について東京都の皆さんにもご検討いただきたい」という

旨は申し上げたつもりであります。北北建には書面等では言ったことはありませんけれども、かねて

から口頭では「何とかならないのでしょうか」ということは常に申し上げているところであります。 

それから来年度以降、浄水場や水道局の然るべき職員も呼びなさいということでございますが、河

川を管理しているのは北北建ということになるので、恐らく呼んだとしても浄水場や水道局の方々に

とっては所管外ということでお出でいただけないのではないかと思います。あくまでも東京都の窓口

としては北北建を通じて、水の確保についてはオール都庁としてどう考えていただくかということを

お願いしていくのが、私は筋ではないかなと思っています。 

官房長官的というのは、要するに広報官みたいな人のことを言っているのだろうと思うのですが、

総理大臣等と違って市役所は人手不足ですから、常に誰かを付けて歩くというわけにはいかないので、

特段、市役所にはおりません。実際、休日等で私が動いている時に脇に必ず誰かが付いているわけで

はありませんので、私が何をしゃべったかというのを役所の職員が全部記録しているというものでは

ありません。このタウンミーティングの場は市の公式な事業として行っておりますので、私の発言は

全て記録されて、どんなご回答をしたかということは役所に戻って担当課の課長等が目を通すように

させていただいています。 
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◆出水川の環境整備を                （恩多町 Ｋさん） 

出水川は護岸を改修してから水がずっと流れていない。年に１、２回清掃はしているが、ごみが散

乱している状況があるので、野火止用水のように水が流れていると環境が良くなって、住民としては

非常に助かる。水を流す計画をぜひお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

出水川の関係でご質問をいただきました。基本的には公共下水道が整備された時から出水川の水量

が著しく減ってしまったということで、元々は萩山町４丁目、萩山小学校の裏手にあった窪を水源と

して、あそこから水が流れていたとお聞きしていますが、その後は生活雑排水の排水路というような

かたちで、公共下水道が整備されて雑排水は下水道のほうに流れるようになったため、水が著しくな

くなって今はほとんど水が流れていなくて、雨が降れば若干流れる程度ということだと思います。 

現状、出水川についても水を確保するというのはなかなか難しいところがありまして、水源という

か地下水は結構流れているのではないかという話もよくお聞きはしていたのですけれども、完全に住

宅地になってしまってなかなか表面に現れるような状況ではないので、今後、もし流すにしてもかな

り大規模な調査をして、水源の確保、それからどのように出水川のほうに流すか等、いろいろなこと

を検討する必要があるのではないかと考えています。 

ごみの関係については大変ご迷惑をかけていますので、ご指摘いただいたりして看板等の設置や定

期的な清掃等は行っているところでございますが、今後も住民の皆さんとの連携を深めて適切に管理

できるように努力したいと思っております。 

 

◎ 下水道課より ◎ 

過去には、暗渠部（小平霊園と久米川東住宅の間の道路部）を流れる晴天時の水量を調べ、平成

１９年度に実施した萩山雨水幹線築造工事では、この水量を賄える能力を有したマンホールポンプを

設置し、引き続き新青梅街道を横断する管渠に水を圧送させ、出水川へと導いております。下水道の

普及に伴い、下水に切り替えられた雑排水の分だけ流量は減っていると考えます。 

 

 

◆恩多野火止水車苑の整備を             （恩多町 Ｓさん） 

野火止用水沿いの水車を動かせるようにしてもらいたい。現状、壊れたところは綺麗に取り払って

片づけてはあるが、補修をしていないし、水車の前に２枚の板を並べた腰掛が２つあるが、両方とも

片方の板がなくて、修復されていない。また、水車の軸を固定するために木材が取り付けてあるが、

もうその半分ぐらいがない。それから水車に水を溜める歯車のようなところが壊れていて、これでは

回らないと思った。そこに水車にまつわる歴史を現在に伝えるために復元されたと書かれた案内板が

あって、子どもたちが市の歴史を知る上でも大事な施設だと思う。それから野火止用水沿いは雑木林

の散歩道になっていて、高齢者がグループで歩いているのを見かけたりもするので、水車が動くよう

になれば市民の暮らしのうるおいにもなるし、東村山３０景にもなっている。まずはかたちだけでも

修復して、毎日動いてなくても良いので土日だけでも動かせるように検討をお願いしたい。 
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◎ 市長回答 ◎ 

野火止用水の水車苑については残念な状況になってしまっていて、大変申し訳なく思っております。

市としても決してこのままで良いというふうに考えているわけではございません。ただ、補修にせよ

作り直すにしても、現状では国や東京都の補助金が当たりませんことから、全て市の予算単費でやら

なければならないということで、なかなか手が付けられない状況でございます。全て建て替えるとな

ると数千万円の費用がかかるというふうに試算をさせていただいております。 

ただ、今後、地域の活性化のために東村山市を訪れていただく、そのための１つの大きな資源であ

ることは間違いないので、そういった点も鑑みながら、具体的にいつどのようなかたちで再生すると

いうことは現段階では申し上げられませんが、そんなに遠くない将来にきちんと見ていただける状態

にしたいと考えているところであります。 

恩多野火止水車苑について言えば平成に入ってからの建物でございますが、昭和４０～５０年代前

半にかけて造られた市の施設が非常に多くて、今、それらの施設再生が大きな課題になっています。 

学校関係はひと通り耐震化が終わって、トイレも１系統ずつ改修して、外壁工事も終わりました。

今年は中央公民館の耐震補強工事、来年度以降は市役所本庁舎の耐震化と改修工事を予定しています。

水車苑についても市民の皆さんの安全・安心ということに直接つながるものではありませんが、Ｓさ

んがおっしゃられるようにかつての歴史的なことを学ぶ場であったり、１つの観光的な資源になった

り、東村山市の原風景、佇まいを今に伝える重要な役割もありますので、全体の公共施設再生の中に

位置付けて、何とかご要望にお応えできるように努力していきたいと考えております。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

平成４年度に供用開始された水車苑ですが、野火止用水水車小屋は、水車の破損をはじめ各部材の

老朽化が進んでおり、これまで水車の部分補修や小屋全体の建て替えなどの検討を行ってまいりまし

た。しかしながら、水車の補修や水車小屋の建て替えには多額の費用が必要であり、現時点で補修工

事を実施することは困難な状況となっております。 

 

◎ 施設再生推進課より ◎ 

高度経済成長期に整備した公共施設が今後一斉に更新時期を迎える、いわゆる「公共施設の更新問

題」は、全国の自治体が共通して抱える社会問題となっています。 

東村山市においても、ハコモノ系施設の維持更新に今後３０年間で９００億円以上が必要で、毎年

約１０億円が不足することが見込まれており、「公共施設の更新問題」は、当市の将来における大きな

課題の一つとなっています。 

このたび策定した「東村山市公共施設再生計画基本計画」では、「施設分類別の再生の方向性」や「中

長期的な視点によるロードマップ」等を「見える化」しています。 

このロードマップでは、恩多野火止水車苑は「その他」施設に分類しており、「建物の老朽化に伴う

大規模修繕や建替え等の実施時期や、事業の政策転換期を迎える際に適宜、施設・サービスのあり方

を見直す」こととしております。 
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◆運動公園の整備を（その１）            （恩多町 Ｈさん） 

運動公園にＳＬが置いてあるが、誰が見ても無残な格好になっている。今までもいろいろ質問等あ

ったと思うが、今現在、どういう状況なのか。 

 それと外周コースがあって、そこを歩いている高齢者が多いが、道がでこぼこで、この間つまずい

て転んだ方がいた。私は行政相談員をやっていて質問を受けて市に言ったが、「補正予算を組まない

とできない」と言われ、それから３年以上経っているがなかなか進まない。雨が降ると水溜まりがで

きてどうしようもないような場所が結構あるので、そういうところから直していかないと、転んで怪

我をしたりしたら大変。予算の関係もあると思うが、できるだけ安くできる方法で早く直していただ

ければありがたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

ＳＬについては水車苑同様、Ｈさんのお言葉を借りると無残な姿になってしまって、本当に申し訳

なく思っています。雨ざらしで、適切なメンテナンスが諸事情でできなかったということがあってあ

あいう状況になっていて、議会等でも水車苑も含めてＳＬをどうするのかというご指摘はございます。

ただ、これもきちんとやるとなると相当お金もかかってまいりますし、財産としては現在のＪＲの持

ち物をお借りしているというかたちなので、処分することもままならないということなので、現時点

としては正直どうするかという方向性が出ていないところがありますが、水車苑同様、もし恩多地域

の街歩きのルートを考えた場合の１つのポイントにはなるのかなと考えています。施設ではないので

再生計画の中の位置付けということにはならないと思いますけれども、今後、ＳＬを含めて運動公園

をどうするかということは考える必要があると思っています。 

外周コースは実はウレタンのようなものが若干入った特殊な道路なものですから、一部を補修する

というのが技術的に難しいと聞いています。やるのであれば全部を剥がしてやらなければならないと

いうことなので、どのぐらいかかるのか担当所管に確認したところ、「少なくとも２０００万円ぐらい

はかかります」というお話なので、ちょっと躊躇しているという状況であります。 

ただ、当時はランニング走路として考えたので、軟らかい素材でつくるべきであろうという発想で

ああいうつくりになったのですが、長期的に維持補修のことも考えると同じものではなくて、例えば

通常の舗装にさせていただくほうが永続化するのかなという思いもあって、補修の仕方も含めて検討

する必要があるかなと思っています。 

ただ、運動公園について言うと、一部、借地の部分があって、今回、相続がらみで地権者の方から

買い取りの申し入れがあってそちらでもお金がかかるような事項があったりして、優先順位からする

とまず地べたを買い取らないとそこだけお返しするというわけにいきませんので、その後、運動公園

全体としてどのような補修なり再生をしていくのか。いっぺんに全部はできませんので、優先順位を

付けながら整備をさせていただきたいと考えています。これも時期については「来年やります」とか

「再来年やります」とか明確には申し上げられませんが、ＳＬにしろ外周コースにしろ課題があると

いうことは十分認識をさせていただいているところでございます。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

適切に保管をしなければならないので、本来は借りた時の状態を維持していかなければならないの

だと思うのですが、屋根が付いているような建物ではなくて、しかも移築してから特段メンテナンス

ＪＲからの借り物ということになると、手も足も出せないのか。    （会場より） 
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というか、やっているのかもしれませんけれども、ペンキの塗り直しをしたというようなことも一度

も聞いていないんです。あそこまでいってしまうと、今さらペンキを塗ったぐらいで何とかなるのか

どうかというのもあって、どのようにするか。そこは鉄道に詳しい方に入っていただいて、そんなに

お金はかけられないまでも、どのように維持保管していくのか検討しないといけないと考えています。 

 

 

◆運動公園の整備を（その２）            （恩多町 Ｍさん） 

１０年以上前から運動公園を歩いているが、ずっと前から水が溜まりっぱなしになっている箇所が

ある。何千万円もかかる補修はいらないので、砂でもまいて水溜まりがないような状態にして欲しい。

そこを避けて通るようにしているが、滑ったりして危ないので、即、何とかして欲しい。砂を敷いて

いただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

ランニング走路については私も現場を確認させていただきたいと思います。担当課のほうは「一部

の補修は困難」と言っているのですが、もうちょっと知恵を絞って、いっぺんに全部はできないまで

も少しずつの危険なところだけでも何か手当てができないか、もう一回、検討させていただきたいと

思います。砂をまいて逆に砂で滑ってしまうこともあるかもしれないので、やる以上は安全になるよ

うなかたちを考えたいと思います。後ほどで結構なのですが、具体的にどの辺が一番ひどいのか教え

ていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

運動公園内に展示しております蒸気機関車については、当市と東日本旅客鉄道株式会社（旧日本国

有鉄道）との間で、昭和５１年より無償貸与契約を締結し、展示しております。 

市では過去数回、機関車の塗装や危険個所の修繕及び整備をしてきましたが、経年劣化が進む中で

良好な管理が出来ておらず、市民の皆様にはご心配とご迷惑をおかけしております。 

今後の蒸気機関車の取り扱いで考えられるケースといたしましては、大規模修繕を行い、引続き教

育的歴史的展示物として保存するか、原状復帰しＪＲに返却する。また、一方で解体・廃棄処分とい

うことが考えられますが、現在、老朽化した他の市内公共施設の改修等を優先的に進めておりますの

で、これらの施設の状況等を総合的に勘案し、具体的な方向性を出してまいりたいと考えております。 

また、ランニング走路につきましては、ご指摘いただいたとおり、経年による走路面の素材の削れ

や路面の起伏、降雨による水溜まり箇所がございます。現在のところ一部補修については、既存箇所

との接合等において困難であるとの回答を業者から得ておりますが、深く削れるなどしている個所に

ついては、再度その補修の方法及び修繕に係る費用について確認してまいりたいと考えております。

また、水たまり箇所への対応につきましては、降雨後、少しでもはやく水が引くよう、浸透桝の設置

等、検討してまいりたいと考えております。 
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【市長まとめ】 

 

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。 

広範囲に亘りましていろいろなご意見・ご質問、あるいはご指摘がありました。すぐにできる課題

は本当に少なくて、今後、皆様のお力をお借りしながらどのように適切に進めていくことが大事かな

というものが多かったと思っております。 

老朽化してどのようにするのかということで質問いただきました運動公園のＳＬやランニング走路、

それから水車苑の関係につきましては安全の問題もありますので、いつとは申し上げられませんが、

できるだけ早期に方向性を出せるように努力していきたいと思います。 

それから野火止用水や出水川の河川の関係については、地域の住民の皆さんにご協力をいただいて

いますが、さらに市としても積極的な関わりを持たせていただいた中で適切に管理がされるように、

多くの方に親しんでいただける用水・河川になるような取り組みをする必要を感じたところでござい

ます。 

あまりすっきりしたお答えもできなかったんですけれども、多くのご意見をいただきまして、最後

までお付き合いいただき、いろいろな点でご指導いただきまして、本当に心から感謝申し上げ、司会

を進行していただきましたＳ会長さんにも御礼申し上げて、ご挨拶に代えさせていただきたいと思い

ます。本日は誠にありがとうございました。 
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