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○開催内容 

平成２７年９月１２日（土）午前１０時、久米川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。１４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１３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１２月１２日（土） 市 民 セ ン タ ー 午前１０時～正午 

平成２８年１月２３日（土） 
子育て総合支援センター 

「ころころの森」 
午前１０時半～１２時半 

※１月のタウンミーティングは、就学前のお子さんをもつ保護者の方を対象に開催いたします。 

久米川町 ７人 

その他市内 ４人 

市外 ２人 

合計 １３人 

２０代以下 ２人 

３０代 １人 

４０代 ０人 

５０代 １人 

６０代 ５人 

７０代 ３人 

８０代以上 １人 

合計 １３人 

男性 ９人 

女性 ４人 

合計 １３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。 

市民の皆様には常日頃、市政推進にあたりましてご理解とご協力いただいておりますことに改めて

厚く御礼並びに、感謝申し上げる次第であります。 

毎月行っておりますタウンミーティングですが、今月は久米川町で開催をさせていただくことにな

りました。会場が久米川ふれあいセンターということで、今日は司会にふれあいセンター市民協議会

の副会長をお務めいただいておりますＭさんにお願いをしております。どうぞよろしくお願いします。 

今日はお天気が良かったり、あるいはいろいろな行事が重なったりしているせいもあって、残念な

がら参加者の方があまり多くありませんので、じっくりお話させていただいて、意見交換ができれば

と思っております。 

今朝は５時４９分にびっくりするような地震が発生いたしました。当初、多摩東部地域は最大震度

５弱ということでしたが、５分ぐらいして気象庁から「東村山の震度は４だ」という連絡がありまし

た。震度５弱以上だと無人でもＪアラートで自動的に防災無線が鳴るようになっておりまして、そう

いうかたちで今日は早朝からお騒がせをしたところであります。先ほど庁内で会議を開いて情報収集

を行ったのですが、おかげさまで市内では大きな被害は起きていません。ただ１件、自宅でびっくり

して転倒し、頭部を打撲して救急搬送された方がお一人いたという連絡をいただいています。公共交

通については、当初、西武鉄道は若干遅れがあったようですが、今は通常どおり運行しているそうで

す。ただ、武蔵野線に若干ダイヤの乱れがあるように伺っています。 

既に皆さん、テレビ等でご覧になっているかもしれませんが、多摩地域でも震度５弱だった調布市

それから町田市で水道管が破裂ということがあったり、あるいは地震が直接の原因ではありませんが、

当市でも発生したように地震に伴って慌てられたのか転倒してお怪我をされたという事例が他市でも

出ているそうです。それから市内では高層マンション等でエレベーターが停まって閉じ込められたと

いう通報はありませんでしたが、他市では閉じ込められた事例も発生しているようでございます。 

一昨日の関東・東北地方の豪雨で、栃木・茨城それから宮城でかなり広範囲に亘って多くの方が被

災されて、痛ましいことに亡くなられたり、現在も行方不明になっている方もいらっしゃいます。改

めて犠牲になられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災地の皆さんにお見舞い申し上げます。こ

のところ立て続けに大きな自然災害が発生しております。市では９月５日に総合震災訓練を行ったば

かりでございますが、改めて市民の皆さんの安全・安心を守るべく、今後、予想されるような大きな

災害に備えていきたいと思ったところでございます。 

今日は災害に関わらず、市政万般に亘っていろいろとご意見・ご要望、またご指摘をいただいて、

より良い東村山のまちづくりにつながるようなタウンミーティングに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。 

それから今年４月に東村山市役所に入庁した職員のうち、今日は１４名が傍聴させていただいてい
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ます。我々としても人材育成を大きなテーマとしておりまして、彼ら・彼女らはこれから４０年ほど

市役所に勤めてまいりますので、時には厳しく、時には優しく、市民の皆さんにも職員をお育ていた

だくという視点でこれから見守っていただけるとありがたいと考えておりますので、今日はどうぞよ

ろしくお願いします。 

それでは司会のＭ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 

 

◆防災行政無線の活用について           （久米川町 Ｋさん） 

防災行政無線は防災や震災があった時に呼びかけ等で活用されると思うが、８月６日未明に高齢で

持病をお持ちの方が行方不明になって、関係者は丸２日間、市内を隈なく探した。８月６・７日は健

康な方でも熱中症にかかりそうなくらい暑い日で、高齢の方がそういう日に外に出るというのは命に

関わること。結局、見つかって事なきを得たが、そういう時に防災行政無線を活用できたら１５万人

の耳に一瞬で入る。今朝の放送もテレビが聞こえないくらい大きい音だった。命にも関わることなの

で、ぜひご検討いただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

防災行政無線の活用についてということですが、今朝の防災行政無線は皆さんのお宅ではどうだっ

たでしょうか。先ほど申し上げたように、今日は当初、震度５弱ということでＪアラートという国か

ら直通ですぐに放送が流れるようになっていましたので、職員が作動させたわけではなくて直に流さ

せていただいたんですけれども、私は自宅で聞こえましたが、中には「よく聞こえなかった」と言う

方もいらっしゃって、皆さんのお宅で今日、聞いていてちょっとよくわからなかったという方はどの

程度いらっしゃいますか。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

何を言っているのかわからないとかではなくて、音自体が聞こえなかった？ 

他の方は聞こえたけど何を言っているかわからないという感じですか。 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

前の防災行政無線は平成元年に設置されましたが老朽化したことから、市では東日本大震災以降、

順次、デジタル無線に切り替える作業を行って、ようやく昨年度で全て切り替えができました。その

時に、これまで「聞こえない」という苦情を多くいただいてきましたので、より聞こえやすいように

向きや高さをだいぶ調整させていただきましたが、それでも今朝の放送についてお聞きすると、室内

今日は聞こえなかった。                       （会場より） 

音が割れていた。                          （会場より） 

もごもごして聞こえづらかった。                   （会場より） 

私は窓が開いているところにいたのでよく聞こえた。でも、窓が閉まっている部屋にいた

家族は何を言っているかよくわからなかったと言っていた。       （会場より） 
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だったり外でも地域的に聞こえづらいところが多少あるようなので、今後その辺をもう一度整備しな

ければならないと思っています。 

ただ、今、ご指摘がありましたように、夜間等は皆さん大体家の中にいらっしゃいますし、先日の

栃木や茨城での豪雨災害の時もかなり無線を流したそうですけれども、あれだけの雨が降っていたの

で皆さん窓を閉めて、中には雨戸も閉めて家の中にいらっしゃって、ものすごい雨の音でさえぎられ

て緊急避難の無線が聞こえなかったり、聞こえづらかったというご指摘もあったようです。 

実は今回、デジタル化したことで、内容を電話で確認できるシステムを取り入れています。それと

もう１つは、無線で放送した内容を登録いただいたメールアドレスに文字で配信するサービスも行っ

ています。ただ、残念ながらまだ３００件ほどの市民の方しか登録いただいていませんので、携帯や

パソコンのメールアドレスをお持ちの方には、これからぜひ登録いただきたいと思っています。我々

としても災害時の情報伝達というのは非常に重要なことだと考えておりますが、状況や風向きによっ

ては聞こえなかったりということがあるので、防災行政無線の放送だけではなく、できればメール等

でも受信できるようにしていただきたいと考えております。 

その上で、Ｋさんからのご要望についてですが、市でも以前、認知症の方が行方不明になった際に

防災行政無線を活用して情報提供のお願いをしたり、あるいは知的障害のあるお子さんで行方不明に

なった方について情報提供のお願いを防災行政無線で流した経過がありますので、その時の状況に応

じて対応したいと考えています。 

ただ、今、申し上げたように無線を流しますと「何を言っているかわからない」という方がかなり

いて、一番痛感したのは東日本大震災の時に何度か計画停電の連絡等をさせていただいたのですけれ

ども、一度放送すると市のほうに市民の方から大体５００～６００件問い合わせがきて、お答えする

のにコールセンターをきちんと設けないと市役所の電話がパンクしてしまうという事態が発生しまし

た。今はメールだとか電話対応システムとか、人を介さないで自動的に対応可能となるシステムをつ

くっていますので、今日のことも教訓にしながら、今後、命に関わるようなことについては防災行政

無線等も活用して安否確認が早期にできるよう、市民の皆さんに情報提供をお願いする呼びかけを検

討する必要があるのだろうと思います。 

必ずやるかどうかということについて今は断言できませんが、「こういう事例の場合はやる」という

ような基本的なガイドラインをつくって対応してまいりたいと考えております。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

防災行政無線デジタル化工事の際に、各子局でスピーカーの数や方角の調整を行い、無線放送の音

が全区域に届くように調整しており、また、音声につきましては音声合成により、放送しています。

また、防災行政無線以外の情報伝達手段として、４月より無線放送の内容を音声合成システムで聞く

ことができる防災行政無線電話応答システムの運用や無線放送の内容を電子メールで確認いただける

メールシステム運用も同じく開始しております。 

なお、システム番号及びメールは以下になりますので、よろしくお願いします。 

① 電話システム番号「０４２－３９３－３６３１」 

② 電子メール 「bousai.higashimurayama-city@raiden.ktaiwork.jp」へ 

空メールをお送りいただき、ご登録ください。 
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◆雨水対策について                （久米川町 Ｍさん） 

最近、予想もしないような大雨が降り続くことが度々起こっている。久米川小学校の裏の道で年に

数回、道路冠水があって、雨水対策、特に下水等の整備はやっていただいていると思うが、お金もか

かることだし、現状として例えば「日常的に大雨が降った時にここの道路は冠水する」というハザー

ドマップのようなものを住民に周知するように市でつくって、それから雨水対策も並行して進めてい

ってはどうか。下水整備等をどんどん推し進めていただくしかないと思うが、一気にやってと言って

もこの気候で無理だと思うので、住民として気が付かなければいけない部分、しっかりやらなければ

いけない部分の情報が伝わりやすいようなことをお考えか。 

◎ 市長回答 ◎ 

平成２２年３月に防災安全課が「東村山市防災マップ・洪水ハザードマップ」というのを作成しま

して、その時に全世帯にお配りをさせていただいています。表面が防災マップということで、大きな

地震とかがあった場合にどこに逃げればいいかということが記載されていまして、後ろのほうにこれ

まで冠水したことのあるエリアが青く塗られてある情報を入れさせていただいたものはございます。

実は今年、これをまた作り替える予定になっています。ただ、洪水ハザードマップについてはつくっ

た当時、「うちはなぜこんな洪水エリアになっているんだ」というお問い合わせがあったり、「こんな

だと資産価値が下がる」というご指摘もいただきました。市としてはこれまで土嚢の要請があったエ

リアということで一定の基準を設けて印をつけさせていただいたのですが、その辺については精度を

あげつつ、実態として例えば「１時間あたり何ミリ以上降った場合にこういう状況になっている」と

いうことをある程度明示できるようなかたちの作り方のほうがいいかなと考えておりますので、いた

だいたご意見も踏まえて、よりわかりやすい防災・洪水のハザードマップづくりを進めていきたいと

思っております。一応、今年度中には市民の皆さん、全世帯にお配りできるように進めているところ

でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

もう１つ、雨水対策についてどのように進めているかということですが、例えば今、東村山駅から

スポーツセンターのところまで伸びているさくら通りのような大きな道路を築造した場合、その中に

大きな雨水管を埋設しまして、そこに久米川町３丁目とかで今まで雨水が貯まるエリアがありました

ので、そこからさくら通りの下の下水管のほうに誘導して流すという計画ではあるのですが、まだ道

路が全てつながっていないので、早期に道路を開通させることで雨水・排水処理も高めていきたいと

考えております。 

空堀川は東京都の管理なのですが、最終的に雨水を流す河川の改修等も下手のほうで進んでまいり

まして、今１時間あたりの対応能力が約３０ミリと言われていますが将来的には５０ミリぐらいまで

は対応可能な処理能力が得られると伺っています。 

一気に全ての道路が雨水冠水しないようにというのはなかなか難しいんですけれども、市内の状況

とか最近の雨量等を考えると、時間はかかっても少なくとも３０ミリ、できれば５０ミリぐらいの対

応が取れるようなまちづくりを進めていく必要があると考えています。 

今後も雨水排水、雨水の下水道についても道路整備と併せて進めてまいりたいと考えております。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

現行の防災マップ・洪水ハザードマップは、市のホームページからもご確認いただけます。 
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その中では、過去の浸水履歴のほか、浸水想定区域として平成１２年９月に発生した東海豪雨（総

雨量５８９㎜、時間最大雨量１１４㎜）と同程度の降雨量の場合を想定した図を表示しております。 

現在、防災マップ・洪水ハザードマップに加え、防災啓発情報を盛り込んだ冊子形式の「東村山市

防災ガイドマップ」を作成中です。 

 

◎ 下水道課より ◎ 

当該地域につきましては、空堀川流域となり、さくら通り、都市計画道路３・４・５号線を介して

空堀川へ流出となります。 

都市計画道路３・４・５号線（さくら通り～都市計画道路３・４・２６号線区間）が未整備のため

雨水排水が排除できない状態であります。 

今後、道路整備と併せて雨水管整備を進めていまいります。 

 

 

◆道路清掃について                 （恩多町 Ｙさん） 

雨が降ると道路に枯葉や草が溜まってしまう。そういう清掃はどこでやっているのか。たまたまシ

ルバー人材センターの方が公園の清掃に来ていて、「道路も掃除してください」と言ったら「そっち

は違う」と言われたが、「今日はサービスでやっていきましょう」と言ってやってくれた。大雨が降

ると詰まってしまうので、そういうところをやって欲しい。 

 それと先日、恩多町のタウンミーティングで市長に写真を見せて土嚢を置いてと頼んだ。それから

数週間後、土嚢を２０個積んでくれた。また、大雨の時に職員の方が来てくれて気をつかっていただ

いて、だいぶ市長の株が上がっている。市長に直に言うと対応が早いのかなと思ったので、よろしく

お願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

いわゆるお役所的な縦割りで恐縮なのですが、恐らくシルバー人材センターの方はみどりと公園課

からお願いされて、そこと契約をしている方々が公園の清掃をされていたのだと思います。道路は道

路管理課が別のところと契約して、全くやっていないということはないんですけど、市内全域を毎年

定期的にやれるかというとそこまではなかなかできないので、今年はこのエリアというかたちで回し

て掃除をしているのが現状ではないかと思っています。 

あまりにも溜まっていて住民の皆さんでは手に負えないという場合は、市道であれば道路管理課に

ご一報いただければと思います。あまりひどいと大雨の時にはそこが吸い込まなくて道路が冠水した

り周辺の住宅の床下浸水だとか床上浸水になってしまう危険性があるので、お気づきのところがあっ

たらお申し出いただくか、「ここがひどいので何とかしてくれ」という話であれば後ほど個別にお聞か

せいただいて、所管のほうには私から伝えておきます。 

 

 

 

 

 

今年はまめに周辺を見ているので、私がやる。他のところで見ていてひどいところもある。

市報で「まちを綺麗にしよう」とか「皆で掃除しよう」というようにもっとアピールして

いただきたい。                        （恩多町 Ｙさん） 
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◎ 道路管理課・環境･住宅課より ◎ 

道路上に吹き溜まった落ち葉などについては、地域の皆さんのご協力により掃き集めていただいた

上で可燃ごみとして収集させていただいており、日頃からご理解をいただきありがとうございます。 

雨水桝などに集まってしまい排水の機能が損なわれてしまう場合などは、道路管理課へご連絡いた

だければ職員が清掃に伺っています。限られた人員で対応しているため、定期的に清掃することはで

きませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

一方、地域における美化清掃につきましては、市報やごみ見聞録、ホームページなどによるボラン

ティア袋配布のお知らせを通じた啓発を行っており、平成２６年度では９５自治会、５団体に登録し

ていただき、市民の皆さんにより清掃活動を行っていただきました。 

 

 

◆ごみ減量施策について               （秋津町 Ｓさん） 

ごみ行政、特に生ごみ減量について、将来的にこんなふうに考えているというのがあればお聞かせ

願いたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

東村山市は市民の皆さんがごみ減量に努めていただいていますので、人口１０万人以上５０万人未

満の都市では昨年は全国で９位、一昨年が７位でちょっと順位は落としましたが、全国でも有数のご

み減量に努めていただいているまちです。 

これ以上ごみを減らすということについて、市としてはまず生ごみの水切りをしてくださいという

お願いをしています。水切りをするだけでもだいぶ重量が軽くなるので、もしかするともっと順位が

上がるかもしれないということです。 

それからコンポスト等だけでなく段ボール等でも気軽にたい肥化できるので、お庭があって、たい

肥が活用できるご家庭については、今後、できるだけ生ごみのたい肥化をお願いしていきたいという

ことで啓発に努めているところでございます。 

実は全国の順位で言っても、上位はほとんど多摩地区の自治体ばかりです。多摩地区はごみの最終

処分場の問題で長年苦労してきた経験があって、今、日の出町で燃やした灰をセメントにするという

ことで再利用していますが、極力、各自治体でごみを減らしていこうということで、ごみの減量と再

利用できるものはリサイクルを進めるということを各自治体が一生懸命取り組んでいるところでござ

います。 

市民一人あたりのごみの排出量が当市よりも少ない自治体も何市かございますので、ぜひ皆さんに

もご協力いただいて、できれば全国１位は無理でも少しでも上にいければ良いなと考えていますので、

引き続きＳさんにもご指導いただければありがたいと考えているところでございます。 

 

◎ ごみ減量推進課より ◎ 

東村山市一般廃棄物処理基本計画のなかで、発生・排出抑制に関する取り組みとして、生ごみの自

家処理の促進で「生ごみ減量化容器購入補助事業」を行っており、資源化の促進に関する取り組みと

して「生ごみ集団回収事業」を行っております。 

生ごみを家庭菜園やガーデニング等で利用する自家処理を促進し、また、自家処理出来ない世帯に
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は、生ごみの集団回収を行い、資源化を進めることでごみの減量化を図っております。 

将来的には、市民の皆さんにもご協力をいただきながらごみの減量を進め、市民一人あたりのごみ

の排出量を今以上の順位にし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 

 

◆市の情報管理について              （久米川町 Ｍさん） 

近々、国勢調査が行われたり、マイナンバーが各個人に通知されるが、恐らくよくわからない方が

たくさんいると思う。それについて市としてどういうお考えか２つほどお聞きしたい。 

 １つは、民間会社だと家に情報を持ち帰って作業をやっていたが、そういう時にケアレスミスから

一度ネットに情報が漏れるとどうにもならない。市で扱う情報で、個人の善意に基づくケアレスミス

の部分をどうやって防ぐかということについて、何かお考えがあるか。 

 あともう１つは、悪意で市のシステムの情報を盗むということに対して、そういう担当者はいるか。

もしくは外部の会社等に依頼して、例えばパソコンから住基の情報を持ち出した時点で誰かがチェッ

クできるようなシステムをお考えになっているか。 

 これだけの情報社会になると一度漏れ出したら「ごめんなさい」では済まない話。マイナンバーは

特に年金とか税金とか私たちの生活にかなり密接しているので、市としてのお考えをお聞きしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

これから進めようとしているのは「マイナンバー制度」というもので、今までの住基カードは限定

的な使い方しかできないのですが、マイナンバーの場合は税と社会保障とかかなり広範囲で、民間で

も社員の方を雇用している企業の場合は取り扱うので、国民的に使用されるであろうと言われている

分野であります。 

今、たまたま市議会９月定例会を開催中で、マイナンバー制度の導入に伴ういくつかの条例の制定

や改正を今回の議会でお願いをしていて、議員さんからも「情報管理についてどうなのか」というご

質問をいただいています。現状動いている住基システムもこれから始まるマイナンバーについても、

当市の場合は基本的にはインターネットとはつながっておりませんので、外部から侵入して情報を取

っていくというようなことは理論的にはできない仕組みを構築しておりますので、その辺は大丈夫だ

ろうと考えています。 

あと心配されるのは、職員を疑うわけではありませんが、職員が意図的に情報をＵＳＢメモリ等で

取って外部に持ち出してしまうということは絶対ないとは言い切れません。ただ、当市はＵＳＢの使

用について制限をかけていまして、一部の例外規定はありますけれども、家に持ち帰って業務をする

場合の使用を認めていません。基本的には持ち出しできないようになっていますし、住基情報とか、

これから始まるマイナンバーのデータについては、いつ誰がどこでログインしたかというログの記録

を全て取ることになっています。ですので、職員がいつどこで誰の情報を閲覧したか、あるいは活用

したかという記録が全て残りますので、例えば自分の情報を誰がいつどういうかたちで見たか市民の

皆さんからお問い合せいただくと市としては開示しなければならないことになっていますので、情報
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の漏えい等についてはそういうことでいくつか網をかぶせて外に持ち出しができない体制を今、取ら

せていただいているところでございます。 

私はあまりシステムには詳しくないのですが、全体的にはそういう流れで行われていますが、マイ

ナンバー制度の場合は行政機関だけではなくて民間事業者の方も取り扱うことになります。それから

最終的に本当にそうなるかどうかわかりませんけれども、今、財務省では消費税の引き上げに伴って

軽減税率分の還付をマイナンバーを使ってやるというようなお話も出ているので、そうなると取扱い

がかなり広範囲に広がる可能性があって、全国的に万全のセキュリティが取れるのかどうかというの

を我々としても注視して、少なくとも東村山市役所から意図的であったり、あるいは事故として情報

が漏えいされるということがないように、万全の体制を取ってまいりたいと考えております。 

 

◎ 市民課より ◎ 

個人情報を自宅に持ち帰ることは禁止しており、事務室内で作業する際も、インターネットに接続

されていない端末で作業を行っているため、ネットに情報が漏れる事故が起こる可能性はないと考え

ています。 

また、職員がアクセスした個人情報についても、すべて記録に残るほか、マイナンバーについては

システム上、非表示の設定としており、「表示」する都度更にログを記録する設定となっています。こ

れにより悪意または興味本位で個人情報を閲覧することに対しての抑止力となると考えております。 

 

 

◆マイナンバー制度について             （品川区 Ｈさん） 

市役所でもマイナンバー制度の導入の対応に追われていると思うが、市民の皆さんのために職員は

マイナンバーの理解を徹底していかなければいけないと思う。その辺の職員の知識の徹底等は行われ

ているのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

マイナンバー制度の導入については、ご指摘のように今、市役所は大変な状況になっています。 

１０月から通知カードを全世帯に発送しなければならないのですけれども、今、郵便局とも協議して

全世帯に間違いなく通知カードが配達されるような取り組みをしているところでございます。 

その後、来年１月から今度は個人番号カードをつくるという方について、申請の受付と交付を順次

していかなければならないので、セキュリティの問題も含めてご指摘のように庁内で徹底していくこ

とが大事だと考えて、情報を担当する所管や市民課の窓口等々の担当職員レベルでは意識の共有、情

報共有等を図っているところであります。 

マイナンバーについては庁内でも扱う担当所管がかなりあるわけで、それらについては適宜きちん

と研修等を行って、間違いのないように進めていかなければならないと考えて、準備を進めていると

ころでございます。 

 

◎ 市民課より ◎ 

通知カードの発送が開始され、通知カードの受け取りやカードの用途、来年１月から希望者に交付

される個人番号カード（マイナンバーカード）の内容について、市民課でも市民の方から多くの問い
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合わせをいただいております。引っ越しに伴ってマイナンバーがどうなるのか等の疑問や不安を持つ

市民の方も多いので、正確な対応ができるよう、その都度、確認を行っており、日々、国の機関から

新しい情報や変更点が伝えられる中、課内で情報共有を図っているところでございます。 

 

 

◆公共施設のバリアフリー化を            （秋津町 Ｓさん） 

公共施設のバリアフリー化について、少しずつ良くはなっているが、トイレとか洋式だといいが、

和式だと一度かがむとなかなか立てない。下手すると尻もちをついてしまう。スリッパを脱いだり履

き替えたりする時にも、手すりが欲しい。自分の家は手すりをつけたが、公共施設にはほとんどない。

これから高齢化が進む中で、高齢者も参加しやすい施設をお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

公共施設、特にトイレ周り等の手すりの設置、バリアフリー化ということについては、ご指摘のと

おり近年の高齢化の進展に伴って大変重要なことだろうと思います。また、来年４月から障害者差別

解消法という新しい法律が施行されて、障害者も車椅子の方もいらっしゃれば視覚障害・聴覚障害、

いろいろな障害の方がいますけれども、それぞれの障害に対応した合理的配慮を求められるように法

で義務付けられることになります。そういったことからより一層、公共施設のバリアフリー化という

ことはこれからきちんとやっていかなければならないことだと思います。 

ただ、いっぺんに全てのところにというわけにはなかなかいきませんので、例えば今、耐震工事を

させていただいている中央公民館、それから来年以降、耐震工事を予定しております本庁舎等につい

ては洋式トイレの目安とか、その周りに手すりをつけるとか、あるいは視覚障害者の方がわかりやす

いように施設内にも点字ブロックを付けるとか、そういう配慮をこれからしていきたいと思います。 

ふれあいセンターのような施設も、地域の高齢者や障害のある方もお使いになりますので、これか

らできるだけ年次的な計画を検討して、順次、必要なところに必要なものを設置できるように取り組

んでいきたいと思っておりますので、ご理解いただければと思っております。 

 

◎ 施設再生推進課より ◎ 

現在、市の公共建築物を新築・増改築する際には、原則として平成１８年に施行された「高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（通称・バリアフリー新法）の基準を満たすよう設計・

施工を行っています。 

しかし、本市の公共施設の建物の約９割はバリアフリー新法施行前に建築されていることから、法

が求める水準を満たしていない建物も一部存在しており、法の趣旨からも早期の対応が望まれている

ところです。 

老朽化が進む公共施設を最適化するために策定した「東村山市公共施設再生計画基本方針」では、「既

存建物の機能性を検証し、今後、改修・建替えの必要性が高い建物を把握した上で対策を実施してい

くこと」を掲げていますので、バリアフリー化についても、施設の再編・再配置や管理・運営形態の

見直し、大規模修繕や建て替えの時期等を総合的に勘案しながら検討していきたいと考えています。 
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◎ 総務課より ◎ 

本庁舎トイレの洋式などにつきましては、現在、実施設計を行っている耐震補強改修に併せて検討

しております。和便器から洋便器化や、トイレ周りの手すり設置など、高齢者や障害者並びに市民の

方にご不便をお掛けしないよう、利用者へ配慮した対応をして行きたいと考えております。 

 

 

◆近隣市との合併の構想は              （青葉町 Ｔさん） 

私が住んでいる青葉町は最寄り駅が秋津方面なので、できれば隣の清瀬市との合併とか、清瀬だけ

でなく小平市とか、そういう近隣市との合併についての進み具合はどのようになっているか。 

◎ 市長回答 ◎ 

いわゆる平成の大合併と言って、平成１７年ぐらいを中心に国が推奨して全国でかなり合併が推し

進められた時期があります。当時、全国で３０００以上の市町村があったのですが、今、１８００ぐ

らいですので、合併によってだいぶ市町村の数が減ってきています。 

東京では平成の大合併で「こういうかたちで合併したらどうか」という案は示されましたけれども、

現実としてはそれによって合併した自治体はございません。 

ただ、経過はちょっと違うのですが、多摩地区では平成の大合併のちょっと前に当時の田無市と保

谷市が合併して今の西東京市になったということはあります。 

その後、当市を含む多摩地域で合併を構想しているところはありません。市民の間でも合併を進め

ていこうという動きについては現在のところ東村山市にはない状況で、特段、今のところ差し迫って

合併を検討している状況は当市では全くと言っていいほどございません。議会等でも「合併をしたら

どうか」という主張をされる議員さんは今のところいらっしゃらないという現状でございます。 

 

 

◆都市計画道路について              （久米川町 Ｍさん） 

都市計画道路について、工事中の道路の開通時期であるとか歩道も含めてどの程度の進捗かわかる

範囲で教えていただければ。 

◎ 市長回答 ◎ 

今、市で整備を進めているのが、さくら通りのスポーツセンターから久米川町１丁目の野行通りま

でを平成２７年度中に開通の目標で、今、用地買収と築造工事を鋭意進めています。用地については

ほぼ９５％取得していますが、まだ完全に用地取得をできているわけではございません。今後、用地

買収の進展とともにできるだけ早めに道路築造工事を進めてまいりたいと考えています。野行通りの

ところまで抜けると、東村山駅から側道を使って新秋津のほうまでほぼ直線的に行けるようになると

いうことで、市としても力を入れて進めています。 

それと東京都の事業ですけれども、これから大きく始まりますのは、東村山市を南北につなぐ府中

街道です。これは３・３・８号線という都市計画道路名がついていますが、実はこれが東村山郵便局

のあたりから今の府中街道より少し東側に曲がって、二中の先で今の府中街道につながる予定で東京
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都がこれから用地買収をして進めていきます。 

これに併せて、東京都が東村山駅周辺の渋滞の原因になっています５つの踏切を除却する西武線の

連続立体交差事業をこれから行うということで、府中街道の踏切、鷹の道の踏切、大踏切、それから

化成小学校のところの踏切等、５つの踏切が連続立体交差化されて踏切がなく自由に行き来できるよ

うなかたちに進んでいきます。この事業を今後１０年ぐらいのスパンで行う予定になっていまして、

実は連続立体交差事業というのは、今、走っている線路の両脇に仮設の線路をつくって、今の線路の

ところにやぐらを組んで高架化するということになるので、今の線路の両サイドの用地を広げないと

事業ができません。なので、今はその用地買収等を東京都と西武鉄道、あるいは市も関わって行って

いるというような状況であります。 

あと東京都で行っているのが、３・４・１１号線という所沢街道のバイパスになる通りです。今、

東久留米の市場のところから多摩北部医療センターを通って、青葉町のバス通りのところまで道路が

できていますが、これをさくら通りの延長になります３・４・２７号線のところまで事業認可を取得

して、今、鋭意、東京都が用地買収をしているというような状況です。 

それとお金は東京都持ちで用地交渉等の事務は市で行っているみちづくり・まちづくりパートナー

事業というのがありまして、東久留米市から恩多町を抜けて野火止小学校の脇のスーパーのあたりで

久米川駅から伸びてくる通りと交差する３・４・５号線を鋭意、事業中ということで進めています。 

都市計画道路というのは実は他にも東村山市内に計画路線としてはいっぱいあるんですけれども、

東村山市で道路ができているのはまだ全体の１８％程度ということで、当市は都市計画道路の整備が

非常に遅れています。そのことが１つの原因として普段の道路アクセスが良くなかったり、生活道路

に通過車両が流入するということで安全性の問題があります。阪神淡路大震災でも言われていること

なんですけれども、大きな災害等があった場合に少なくとも幅員が８ｍ以上ないといろいろなものが

倒壊して、狭い道路ですと歩行者でも通り抜けができなかったということで、最低でも８ｍぐらいあ

る道路がある程度整備されているということが災害に強いまちづくりに資することにもなります。そ

ういった面で市としてはさくら通りと東京都が行う３・３・８号線、それからみちづくり・まちづく

りで行っている３・４・５号線、それから東京都で行う３・４・１１号線というところを今やってい

ます。 

ただ、道路についていうと逆に東村山駅から西側のエリアがほとんど手つかずの状態になっていま

して、西側の方々からは「うちのほうも平等に道路を造って欲しい」という声も上がっています。今

後の課題になりますけれども、府中街道の整備と東村山駅周辺の連続立体交差事業と併せて、府中街

道から鉄道の西側に向かう３・４・１０号線という通りがあるのですが、今後この整備を進めて、少

しずつ西側のエリアについても道路整備をして、利便性の高いまちづくりを進めていきたいと考えて

います。 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

秋津駅の北側の若干、所沢に食い込んだところに東村山市の行政区域があって、当然そこには東村

山市民の方がお住まいなんですけれども、今のご指摘は踏切が２箇所しかなくて、朝夕の通勤・通学

の時に西武池袋線の踏切がほぼ降りたまま上がらない状態なので何とか改善しなさいというご指摘で

す。 

西武線の秋津駅の北側は、踏切が２つしかなくて、朝、通勤電車や特急で踏切がなかなか

開かない。小学生が渡れなくてかわいそう。東村山市の離れ小島になっている。 

（秋津町 Ｓさん） 
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これも大がかりな話なので今すぐどうというのはなかなか申し上げられないのですが、将来的には

ご案内の通り秋津駅の南口に広場をつくっていく計画です。その時に問題になるのは新秋津駅とどの

ようにつないでいくかということと、東村山市民だけではなくて所沢の方も関わってくるのですが、

時間帯によっては踏切で１０分程度遮断されてしまうところもありますので、そこの改善にどのよう

に関わっていただくかというのが課題かなと考えております。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

そこはちょっと検討します。 

ということで、これから東村山市と東京都が道路整備しようとしているエリアというのは実はかな

り久米川町に集中しているんです。恩多町から久米川町、青葉町から久米川町、それから本町から久

米川町につながる道路ということで、そういう意味では久米川町にお住まいの方にはこれからだいぶ

ご迷惑おかけしますけれども、今、申し上げたように道路は単に交通の利便を図るということだけで

はなくて、歩行空間としても、あるいは災害に強いまちづくりを進めていく上でも非常に重要なとこ

ろがありますので、ぜひご理解いただければと思っております。 

 

◎ 市街地整備課・都市計画課・用地課より ◎ 

３・４・２７号線につきましては、現在、残る地権者との交渉を鋭意進めており、ご同意いただき

次第、順次工事を進めてまいります。 

東京都が進める２路線の取組状況につきましては、 

①３・３・８号線は、新青梅街道から３・４・２７号線の区間について、平成３１年度末の完成を

目指して事業中です。なお、３・４・２７号線以北につきましては、事業化に向けた測量を実施

中とのことです。 

②３・４・１１号線は、都道２２６号線から３・４・２７号線の区間について、平成３０年度末の

完成を目指して事業中です。なお、３・４・２７号線以北につきましては、事業化に向けた測量

を実施中とのことです。 

その他、連続立体交差事業の一環とした都市計画道路３・４・１０号線の必要性や、西部地域への

アクセスや利便性、また防災性の向上や生活道路の環境改善など、安全安心なまちづくりを目標に、

引き続き道路ネットワーク整備を計画的に進めてまいります。 

 

◎ まちづくり推進課より ◎ 

ご指摘の踏切につきましては、「踏切対策基本方針」（東京都）において重点踏切に位置付けられて

いることから、その対策について引き続き関係者間で検討してまいります。 

また、現在、秋津駅及び新秋津駅周辺地域の将来像をまとめていくために、地元の「秋津駅南まち

づくり推進協議会」が中心となり、協議を重ねていることから、その延長線上で、まちづくりの方法

などを定めていきたいと考えております。 

なお、駅の改札を通れるようにということにつきましては、西武鉄道によりますと、鉄道利用者以

外が駅構内に入場する場合には、入場券を購入していただいているとのことでございます。 

 

 

駅の改札を小学生が通れるようにしてくれればいい。       （秋津町 Ｓさん） 
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～みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち～ について 

 

◆久米川町地域に子どもの遊び場を         （久米川町 Ａさん） 

久米川町２丁目に住んで２０年ぐらいになるが、このまちは住みやすいかなと考えた時に子ども

たちやお年寄りにとって住みやすいまちではないと思う。正直、お金があったら違うところに移り

住みたいぐらい。東村山駅から道路ができ、スーパーもできて徐々に便利になってきたが、子ども

たちが学校から帰ってきて遊ぶ場所がない。富士見町の中央公園は遠すぎるし、運動公園もあるが

アスレチックをしたり楽しく遊べるようには思えないし、猫の額ほどの小さな公園はあるが、もっ

と伸び伸び遊べるような公園が久米川町２丁目周辺には見当たらない。最近、戸建も増えて小さな

お子さんも増えたが、テニスコートのところにコート整備用の砂が盛ってあってそこで砂遊びをし

たり、幼稚園の帰りにスーパーの駐車場の反対側にあるちょっとした空き地にシートを広げてラン

チみたいなことをしているのを見て、子どもたちが学校から帰ってきてどこで遊ぶのかと思った。 

 また、母と同居して１年になるが、母を散歩させるにも公園にある木陰に座ってお年寄りたちが

くつろげるような場所がないと常々思っている。畑でありながら畑でないような土地はたくさんあ

るが、道路もできることだし、この辺にくつろげるようなところができないかなと思う。 

 スポーツセンターの中に小さな子どもたちを遊ばせるようなところもあるが、本当に小さな１歳

未満の子を遊ばせるようなところ。孫が遊びに来た時に車で中央公園や東久留米市の公園に連れて

行ったこともある。魅力的な公園が全然なくてさびしいと思う。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご指摘のように、地域によっては公園等が配置されていないところがあって、ご迷惑をかけている

ところはあると私も思っております。 

久米川町で言いますと、熊野神社のところに比較的広い公園があって、あそこは５丁目になります

が、久米川町５丁目自治会とか、あるいは久米川東小学校のＰＴＡの方々等と少しずつ公園の再生計

画づくりを始めていまして、公園の中に池があって使えない状態だったのですがそれを使えるように

したり、公園を使って市民の交流を進めていこうという活動をされていらっしゃる方たちが、毎年、

夏休み中に水鉄砲大会というのを開催して、例年２００人ぐらいの小学生が参加するようなイベント

ができるようになってきています。２丁目からですと若干、距離はあるかもしれませんが、熊野公園

も活用いただけるとありがたいなと思っています。 

今まで畑が多かった地域がご指摘のようにだんだん住宅地になって、開発業者から提供いただく公

園自体は非常に狭いところが多いものですから、それらをどのように整備して子どもたちが伸び伸び

と遊べるような公園用地を確保できるか検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

久米川町２丁目には、３箇所の仲よし広場があり、２丁目１１番地にある久米川町２丁目第２仲よ

し広場は、比較的面積も広く、小さなお子様が利用できる複合遊具や、水栓も設置されておりますの

で、ご利用いただければと存じます。また、少し離れていますが、久米川町５丁目にある熊野公園で

は、市民グループが主催し、市が協力・応援し、『水鉄砲大作戦（８月実施）』や『落ち葉掃き＆焼き
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芋（１２月実施）』などの催しや、『花壇の整備（１０月実施）』などを、地域の皆様と一緒に進め、公

園再生に取り組んでおりますので、併せてご利用いただければと存じます。 

現在、市が管理している公園は、施設の老朽化が進んでいるため、遊具やフェンスなどの公園施設

の修繕を行うなど、公園の魅力を高める取り組みを順次進めています。皆さんの声を聞きながら、魅

力的な公園づくりに取り組んでいきたいと考えています。 

 

 

◆東村山市の待機児対策について           （所沢市 Ｍさん） 

所沢市で待機児対策について独自の政策を打ち出したが、東村山市としてはどのように感じている

か。 

◎ 市長回答 ◎ 

所沢市の待機児解消の新しい施策というと、育休を取得すると育休期間中はこれまでお預かりして

いたお子さんに退所していただくということについてどうかということでお答えすれば良いですか。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

東村山市では以前から、上のお子さんが保育園に入所していて、下のお子さんがお生まれになって

産休・育休を取った時にも、上のお子さんは下のお子さんが満１歳になる年度の末日まで引き続きそ

のままお預かりしています。そこについては今後も変えるということは考えておりません。 

確かに「育休期間中は親が自宅にいるのだから自宅で面倒を見たらいいんじゃないか」という議論

もあって、今回、所沢市の場合はかなり大量の待機児がいるので、育休期間中は保護者が家庭で保育

すべきだということからこういう施策展開をされているというふうに伺っています。 

ただ、当市としては、せっかく保育園に慣れたのに親が育休を取っているからといってその環境を

大きく変えることについてどうなのかということもあって、今後も特に市民の皆さんから強いご意見

がなければ現状どおりお預かりする体制で、待機児童の解消については総枠をなんとか増やすことで

対応していきたいと考えています。 

東村山市は今年４月１日時点の待機児童は３２名でした。ただ、０歳から５歳児まで全ての年齢に

おいて実は定員に空きがあり、空き状況でいうと地域型の保育所も入れると今年４月時点で１００以

上の空きがございました。ですので、保育園を選ばなければ東村山市は基本的には今年は全員が入所

できる定員上の枠を確保できたということで、今、待機児童はいますが実質的には０という状況にな

っていまして、逆に空きがかなり出ている保育園等は経営的に厳しくなってしまうので、今後そのミ

スマッチをどうしていくかというのが課題と考えております。 

 

◎ 子ども育成課より ◎ 

当市においては、上のお子さんが保育所に通われており、保護者が下のお子さんの育児休業を取得

された場合、下のお子さんが満１歳になる年度の末日まで、上のお子さんは保育所に引き続いて通う

ことができることになっております。 

 

はい。                            （所沢市 Ｍさん） 
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◆地域の様々な主体の連携で、高齢者が集う場づくりを （久米川町 Ｗさん） 

毎年「長寿を共に祝う会」というのを社会福祉協議会と市でやっているが、対象が７７歳からで

「私はまだ長寿じゃないから祝ってもらわなくていい」という人も多い。久米川町は７７歳以上の

方が１２００人ぐらいいて、昨年までは憩いの家でやっていたが２４０人ぐらい来ていっぱいで、

高齢の方は座敷に座ってやるのも大変なので、今年から久米川小学校の体育館を借りて３００人弱

でやることにした。こういう集いの時には安全で快適にと考えるが、それをやるのはなかなか大変

で、学校関係者や地元自治会、書道会の方とか今までやっていたいろいろな関係の皆さんと協力し

てやっていかないとダメだと痛感した。これからは「長寿を祝う」という名前でなくてもいいので、

７７歳という年齢にとらわれず、その予備段階の地域の高齢者の集まりとして地域の結びつきをよ

り高めるためにやっていってもらいたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

東村山市におけるいわゆる敬老的な意味合いの催しについては、かつては市の完全主導で、当時は

７５歳以上の方だったと記憶していますが、東村山市の場合は広いホールがありませんので、当時、

富士見町にあります明法高等学校の講堂が大体８００人ぐらい入れるので、あそこを会場にお借りし

まして、各町にバスを回してそこで敬老大会をやっていた時期がありますが、実は結構お金がかかる

わりに参加者が少なかったんですね。実際はほとんどバス代で、それではどうなのかということで、

ご指摘があったように「長寿を共に祝う会」ということで各町別に福祉協力員さんにご協力いただい

て、それぞれの町で住民の方がその町の中にお暮らしの高齢者の方のお祝いをするというかたちに切

り替えさせていただいて、２０年ぐらい経つと思います。 

切り替えた当時はまだ７５歳以上だったんですけれども、だんだん対象になる高齢者の方が増えて

まいりまして、平均年齢からいっても「長寿を共に祝う会」には喜寿の７７歳の方からお呼びすると

いうことで切り替えさせていただいて１０年ぐらい経つかと思います。 

「長寿を共に祝う会」については、基本的には各町の福祉協力員さんにある程度お任せしておりま

して、今は１３町全ての町でやっているかというとそうではなくなっています。町によってはそうい

った催しをやらないで、福祉協力員さんが対象となる全ての方のお宅を訪問してお祝いの品をお届け

するといったやり方をしているところも４町ぐらい出てきています。というのは、対象となる方が増

えたわりに、町によっては対象の方の２～３割しか参加をいただけない町も結構あるので、それであ

れば対象者の方を全て訪問してお祝いしたほうがいいんじゃないかということで、行政としてはそれ

ぞれの町の福祉協力員の方々の考え方に委ねてやらせていただいています。 

久米川町については長年、久米川憩いの家でがんばっていただいてきたのですが、対象者が多く、

座りきれなくて危ないぐらいの状況なので、対象者を８０歳以上の方にするとか、あるいは会場を変

えて何とか安全管理をしていただいたほうが良いのかなと思っていたところに、今回、会場を変える

という英断をいただいたので、我々としては良かったなと思います。その分、学校やいろいろな団体

との連携の中で「長寿を共に祝う会」をやらなければならないということで、大変ご苦労もおありか

と思いますが、逆にご指摘のように単に福祉協力員さんだけではなくて、自治会や老人クラブ・体力

つくり推進員さん、あるいは保健推進員さん等々、地域にあるいろいろな市民団体の皆さんと連携を

取って、「長寿を共に祝う会」を全町的に取り組んでいただけるような１つのきっかけになっています。

もう一方で今、各町で健康寿命を伸ばすという意味合いで「介護予防大作戦」もほぼ同じような顔ぶ
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れでやっていただいていますので、そういう意味では地域づくりの核になっている人たちが「長寿を

共に祝う会」や「介護予防大作戦」をやっていただいているということで、私としては大変心強く思

っております。 

市も市民の皆さんにお任せしっぱなしではなくて、皆さんからいろいろな声をいただいた中で一緒

になって「長寿を共に祝う会」を盛り上げたり、あるいは「介護予防大作戦」を盛り上げていけるよ

うに我々も一生懸命努力していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

◎ 高齢介護課より ◎ 

長寿を共に祝う会は、各町の福祉協力員が中心となって開催する祭事であり、平成２６年度におい

ては９町、計２,４１１人の参加がございました。 

事業実施自体は社会福祉協議会に委託しておりますが、市民協働の観点から、各町における実行委

員会が主体となり、会当日は担当職員のみならず課全体として円滑な開催ができるよう応援しており

ます。 

対象者の増加（開催会場のスペース）、福祉協力員の高齢化等の問題があり、今後の開催の在り方、

地区大会の継続などについて実行委員会を通じて慎重に検討することが求められております。 

人と人との結びつきや、地域における相互の関わりが希薄になっている昨今、このような会を通じ

たつながりは、地域包括ケアシステム推進の観点からも重要であり、今後も継続した支援を図ってま

いります。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆プロの楽団を招致して市民合唱を          （諏訪町 Ｗさん） 

１９９２年頃に東京室内管弦楽団を招いて映画音楽と市民合唱というのを一緒にやった。私は非常

に楽しく出席していたが、３年間やって、その後なくなった。個人的な考えだが、管弦楽団を招くと

非常に経費がかかるので、そういう問題でなくなったのではないかと思って静観していた。毎年これ

をやるのは大変だが１年おきぐらいでやれば経費が半分で済むと思う。管弦楽をバックにしたコーラ

スというのはめったにできないし、市民が喜んで参加していたので、ぜひ復活していただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

大変申し訳ございませんが、私はその東京都の室内管弦楽団を３年間お招きして合唱等をやられた

ということを承知していないものですから、ちょっと確認させていただきたいと思います。その当時、

どのぐらいの経費がかかって、なぜやめられたのか。恐らくご指摘のとおり結構お金がかかることな

のでやめてしまったのか、何か違う理由でやめたのか、その辺を確認させていただきたいと思います。 

今、提案いただいたような、プロの管弦楽団をお招きして市民合唱団の皆さんと一緒に合唱・演奏

するというのは大変夢のあるお話だと思ってお聞きしましたが、最終的にはお金をどうするかという

ことがあるので、その辺を調べさせていただいて総合的にこれからの東村山市の文化振興のあり方に

資するようであれば前向きに検討させていただきたいと思っております。 
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今、東村山市では市民管弦楽団の皆さんも活動されていて、毎年ではないかもしれませんが、市民

合唱団の皆さんと「第九」の演奏などをされていらっしゃるので、プロではないので演奏技術とかは

どうなのかなというところがあるのかもしれませんが、そういったことを市で少しバックアップして、

プロの方をお招きできなければアマチュアの市民管弦楽団の皆さんにご協力いただくとか、そういう

ことも考え得ると思っています。 

いずれにしても大変興味深いご提案なので、持ち帰って過去の経過や費用等がどの程度かかってい

たのか調べて、検討させていただきたいと思います。 

 

◎ 公民館より ◎ 

大変申し訳ございませんが、１９９２年の資料については、保存年限を過ぎているため、詳細な内

容が把握できません。 

中央公民館では、平成２５年度より、公民館利用団体の皆さまとロビーコンサートを開催しており、

音楽サークルを始め男性合唱団の方も出演されております。 

また、利用者懇談会も開催しており、市民の皆さまの合唱団や吹奏団体、音楽サークルの方も参加

して、公民館と市民団体との協働によるコラボレーション的な開催等のお話もいただいております。 

中央公民館は、現在耐震化等の工事のため平成２８年２月まで閉館させていただいておりますので、

再開後、利用者懇談会等を行い、音楽団体、サークルの皆さまと協働した事業についてもご相談し、

東村山市の文化振興のサポートも含めて検討したいと思います。 
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【市長まとめ】 

 

今日はいろいろな方面から、ご質問やご指摘をいただきまして、ありがとうございます。 

市の現状等についてはある程度ご理解いただけたのではないかと思いますし、今日、ご質問をいた

だいて対応が不十分なところ等については今後の課題にさせていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

市役所では大体１０年ごとに総合計画というのをつくって、その計画に基づいて大きな事業を行っ

ているところでございます。現在の第４次総合計画というのは平成２３年度からスタートしまして、

今年度いっぱいで前半の５年が終わるわけでございます。それを踏まえまして、今、第４次総合計画

の後期５ヶ年の計画づくりということをしておりまして、これまでもいろいろなかたちで市民の皆さ

んのご意見をいただきながら計画づくりを進めてまいりました。ここで大体、後期計画の案がまとま

ってまいりましたので、順次、市民説明会を開いてご説明申し上げるとともに、さらにご意見をいた

だいてブラッシュアップをしていきたいと考えております。１０月１７日（土）午後１時３０分から

市民センターに於いて説明会を開かせていただきます。詳細につきましては１０月１日号の市報でお

知らせをしてまいりますので、ぜひご参加をいただき、またいろいろとご意見をいただければと考え

ております。 

今日は長時間、いろいろなかたちでご意見をいただきましたことに改めて感謝申し上げるとともに、

司会を務めていただいたＭさんに感謝して、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 
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