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○開催内容 

平成２７年１１月７日（土）午前１０時、ふるさと歴史館におきまして「タウンミーティング」を

開催しました。２０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１９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 

平成２８年２月１３日（土） 富 士 見 公 民 館 午前１０時～正午 

※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。 

諏訪町 ９人 

その他市内 ８人 

市外 １人 

未記入 １人 

合計 １９人 

２０代以下 ２人 

３０代 ２人 

４０代 ０人 

５０代 ２人 

６０代 ８人 

７０代 ３人 

８０代以上 １人 

未記入 １人 

合計 １９人 

男性 １１人 

女性 ７人 

未記入 １人 

合計 １９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】 

 

皆さま、おはようございます。本日はお忙しいところ、また大変良いお天気でどこかに出かけたい

ような日にも関わらず、私との対話集会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

また常日頃、市政推進にあたりまして皆さまには大変お世話になっていることを、改めて感謝申し

上げる次第でございます。タウンミーティングは毎月１回やらせていただいて、今回で９６回目とな

りまして、今年度中には１００回を数えるまでに至るところでございます。これも毎回ご参加いただ

いている市民の皆さんのおかげでありますので、改めて感謝申し上げたいと思っております。 

今回は諏訪町での開催ということで、司会につきましては諏訪町自治会のＭさんにお願いをさせて

いただきました。様々な地域課題あるいは市政全体に関わる問題についてご指摘やご意見をいただき

ながら、市民の皆さんと一緒にこれから東村山市をどんなまちにしていったら良いのかということに

ついて考えていくことが大事かなと思っております。 

東村山市は残念ながら平成２４年度から人口が若干減少傾向に入っています。今、国全体でも人口

減少ですが、首都東京都全体ではまだ人口が増えているところでございますけれども、多摩地域では

当市を入れて８自治体ほどで人口が減り始めている状況です。社会的な増減ということでいうと特に

出ていく方が増えたというわけではありませんが、近年、東村山に転入される方の数が鈍化してきた

傾向がありまして、差し引きすると人口が減少気味ということです。特に２０代・３０代の若い層で

大きく人口減の傾向があるので、今、市としては危機感を持って、何とか若い世代の方々にお住まい

いただけるように子育て世代等に対して魅力的なまちづくりを進めていく必要があるのかなと考えて

おります。それとともにもう１つ大きな課題は、やはり市民の方全体の高齢化が進んでいます。それ

に伴ってどうしても医療費や介護保険給付費がどんどん増えていく傾向が続いています。市としても

できるだけ市民の皆さんに健康で長生きをしていただきたい。それがご本人やご家族にとっても良い

ことですし、また、財政的な問題を考えてもできるだけ市民の皆さんにお元気で長生きをしていただ

くために、今年度あたりから本格的に介護や病気予防に力を入れて健康寿命を伸ばす取り組みを開始

させていただいているところでございます。 

そんなことで今、東村山市の人口構造等が変わる中で、市としても子どもを育てやすいまちづくり、

あるいは高齢の方に元気で長生きしていただくようなまちづくりを強く進めていこうと考えておりま

す。ぜひ地域の中でもそういったことについて認識を共有していただいて、子育てしやすいまちをい

かにつくっていったら良いのか、あるいは高齢者の皆さんの健康寿命をどうやって伸ばしていったら

良いのか、これは行政だけではできませんので、ぜひ地域ぐるみで自治会やいろいろなところでお話

し合いをしていただいて、市民の方にもご協力いただければありがたいと思っております。 

今日は限られた時間ですけれども、地域の課題あるいは市全体の課題等いろいろな課題があろうか

と思いますので、忌憚のない意見交換をさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げて、

冒頭のご挨拶に代えさせていただきたいと思います。 
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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 

 

◆北川緑道の整備について              （諏訪町 Ｋさん） 

今、ボランティアで白十字病院から下りてきた山下橋と精心幼稚園の近くの１００ｍぐらいの間で

落ち葉の清掃と草取りをやっている。年間で２６０時間、１日４０分ぐらいやっている。保生橋から

勝陣場橋までの北川緑道が気になっているが、自分でやれるのは今やっているところで精いっぱい。

もし他の人がやるとしても、恐らく定年を過ぎないとできない。定年になっても好きじゃなきゃやれ

ない。今、一番気になっているのは、保生橋の近くに草がいっぱい生えている。途中まで市のほうで

やっているが、あと２０～３０ｍ残っている。私自身はみどりと公園課に「伐採して」とよく相談に

行くが、ハナミズキの間の木がかなり大きくなっている。３年前から言っているが、なかなかやって

くれない。以前タウンミーティングで市長さんが「市の財政は赤字じゃない」と言っていたので、そ

れだったらやっていただけないか。それと私はシルバー人材センターに勤めているが、シルバー人材

センターに依頼してもらえればできるのではないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

日々、地域の清掃活動をしていただいているということで、Ｋさんには感謝申し上げたいと思いま

す。 

その中で、ボランティアでできるところもあるけれども、実際には保生橋周辺の草がかなりぼうぼ

うになっている。それから並木道の間の木が伸び放題になっているということなので、ちょっと現場

を確認させていただいて、できるだけ早く手を打たせていただくようにしたいと思います。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

北川緑道につきましては、地域のボランティアの皆様にご協力いただきながら、除草や低木の剪定

等を行っていますが、ご意見いただきました保生橋付近を確認したところ、つる草等が伸びてきてい

るので、状況を見ながら対応してまいります。 

公園・緑道等の樹木の剪定等の維持管理につきましては、限られた予算の中で枯損等により倒木の

危険性の高いものや、越境や通行に支障しているものから優先的に実施している状況です。 

北川緑道におきましては、１１月下旬に枯損していた１２本について、伐採の対応を行いましたが、

これ以外の越境や通行に支障している状態のものがないことから、現段階では剪定の予定をしており

ません。 

今後も地域のボランティアの皆様と共に状況を注視しながら対応していきたいと考えています。 
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◆樹木の適正な管理について             （諏訪町 Ｍさん） 

子どもの情操とかの一環として市は植栽を熱心にやっているが、木は自然に大きくなるので、２本

あるところは１本を間引くとかしてはどうか。駅前のケヤキをばっさりと切ってしまったが、寂しく

て子どもたちが泣いているんじゃないかと思う。１本を綺麗に育てて１本を無くすとか、木は大きく

なるので大きくなった時にどうするか。尚且つ、市民が「良い桜だな」「良いケヤキだな」「良い並木

だな」と思うような手があるのではないか。ばっさり切らずに少しずつ綺麗にしていく。予算もその

ように使うことができないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

今年でしたかね、駅前の志村けんさんのケヤキの木をかなり強剪定したら市に非難ごうごうの苦情

が入りまして、深く反省をいたしているところでございますが、特に昨年度については川崎市で街路

樹の枝が落木して下にいたお子さんが大怪我をされたという事故があって以降、危なそうな木につい

ては急遽、剪定することになりました。実は市役所の周辺にも結構木を植えているのですが、それが

落木して駐車場に停めてあった市民の方の車に当たって車がへこんでしまったというような事例もあ

ったことから、少なくとも危険な状態は回避しようということで剪定をしました。 

ただ毎年、手入れをする潤沢な予算があれば担当所管も「この程度で」ということができるんです

けれども、どうしても予算がなかなか回ってこないので、限られた予算の中で剪定するとなるとかな

り強剪定といって刈り込んでしまう傾向があります。ケヤキの木はかなり復元力があるので強剪定し

ても良いんですけれども、樹木によってはあまり強剪定すると枯れてしまう恐れもあるし、逆に見栄

えが良くないということがあります。 

そういうことから現在、公共施設・公共空間における植栽管理について、完成までにはまだ時間が

かかりますが、ガイドラインを作り始めています。市が管理している緑というのは公園や学校にある

樹木、それから街路樹等ありますが、街路樹もケヤキであったり桜であったりハナミズキであったり、

いろいろな樹種がありますので、場所によっての手入れの仕方や樹種によっての手入れの仕方につい

て、一定程度、「こういう木についてはこういう刈り込みの仕方をしよう」というようなガイドライン

を作っている最中です。今後はそれに基づいて剪定するということを考えています。 

Ｍさんからは「お金があまりないんだったら総数を減らしても良いのではないか」というお話で、

３本ある木のうち１本にして間引いてでもきちんと管理しなさいという趣旨のご意見で、それも良い

考え方だなというふうに思いました。「木を減らす」と言うと逆に「何を考えているんだ」と反対する

方もいらっしゃるので、その辺をどのように合意形成するかというのはありますけれども、公共施設

の老朽化問題と同じで、恐らく東村山市の公共空間に今ある緑を適正に管理し続けていくとなるとか

なり莫大なお金がかかるのも間違いないので、そうなるとある程度総量を減らしてでもきちんとした

管理をするというのも有効な考え方だと思いますので、それはちょっと緑化審議会の皆さんとも議論

をさせていただいて、今後の緑の植栽管理についてどうしていくか検討させていただきたいと思って

います。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

神奈川県川崎市で発生した「ケヤキの枝落下による負傷事故」を契機に、市が管理する樹木の緊急

点検を行い、その結果、速やかに安全確保が必要な街路樹等について剪定作業を行いました。特に東
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村山駅東口駅前広場内のケヤキについては、人通りの多さとバス停やトイレの上空という条件の中、

作業中を含めた歩行者等の安全やバスの運行への影響を鑑み、剪定量を判断したものであります。 

樹木は、樹種・立地・構成などによって剪定などの方法も異なることと考えておりますが、環境保

護や癒しの場としての役割も意識しながら、市民の皆さんの安全確保や周辺の建物、施設等への影響

抑制のため、引き続き、適正な管理に努めてまいります。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

昨年９月に緑化審議会より提言いただいた答申を踏まえ、新たな取り組みとして「公共の緑の植生

管理のガイドライン」の策定を進めています。 

このガイドラインは、市が管理する「公共の緑」において、計画的・効果的な管理を行うための指

針とするために策定するものです。現在、植生状況を把握するための調査を行っており、その調査結

果を基に、樹種や機能、立地環境等の異なる、それぞれの緑に応じた目指すべき姿や管理手法等の検

討を進めていきたいと考えています。 

 

 

◆交通安全対策について               （諏訪町 Ｍさん） 

一住民の苦情として２つほど知っておいていただきたい。 

 警察所管の話なのですぐに市長に動いていただくようになるかはわからないが、１つは公事道のわ

ずか４００ｍ期間が４０キロ制限。他のところはほとんど３０キロだが、一番猫の死骸があるのはあ

の区間。それだけスピードを出す車が多いので、制限速度が３０キロになればと他の方からも苦情が

出ている。 

 もう１点、大踏切で警察が少し離れたところで取り締まりをやっているが、あれはほとんど違反を

取り締まっていて、危険の抑止になっていない。私はいつもあそこに立っている警察の方に「せっか

く２名立っているなら１名は踏切のところに立ってください。そうすれば交通違反も取り締まれる

し、お年寄りが踏切を渡りきれなくて立往生しても事前に救われるので、安全確保と危険抑止という

意味で踏切のところに立っていただけないか。」と言うとその時は動いてくれるが、しばらくすると

また同じところにいる。もう５、６回言っているが、一向に改善されていない。 

◎ 市長回答 ◎ 

市役所ではなくて警察の関係の問題にはなりますが、お話を承りましたので、警察とも協議させて

いただきたいというふうに思います。 

 

◎ 地域安全課より ◎ 

速度制限・取締り方法について、警察に相談いたしました。 
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◆自転車マナーの向上を               （諏訪町 Ｅさん） 

諏訪町は道路が狭いしバスも通る中で、交通量が非常に多い。諏訪町にある唯一の信号は西宿通り

の突き当たりにあるコンビニのところの１箇所だけ。信号を設置するのは警察になろうかと思うが、

そういう中で自転車のマナーが非常に悪い。他の町でもそうかもしれないが、平気で右側通行してい

る自転車が多い。道路事情で拡幅というのは無理だと思うが、市のほうで交通対策の良い案があれば

ぜひお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

確かに今、諏訪町は所沢方面から市内に流入する通過車両が非常に多くて、一種の抜け道みたいな

かたちで多くの車両が通行しているような状況です。長期的には府中街道とか飯能所沢線の受けとか

が整備されてくると生活道路への通過車両の流入はぐっと減るのではないかと思っていますが、それ

はかなり先の話になりますので、それまでの間の安全対策については警察と協議しながらグリーンベ

ルト等々の対応をしております。もう一方で自転車に関しては、近年、マナーの問題がいろいろ言わ

れていますので、今、警察や安全協会と協力しながら子ども向けの自転車の安全教室、それから中学

校ではスタントマンが交通事故を再現するスケアードストレイトという方式を用いた安全教室をして

おります。スケアードストレイトというのは危険を直視するという意味で見た目にかなり迫力があっ

て、ドキッとするようなものをわざと見せて、こういう自転車の乗り方をするとこういう重大事故に

遭うということを中学生に教える取り組みをさせていただいています。スケアードストレイト方式の

自転車安全教室をやるのは平日の日中になってしまうんですけれども、できれば子どもたちだけでは

なくて地域の大人の皆さんにもご覧いただきたいということで、自治会や老人会等を通じて地域の皆

さんにも参加のお願いをさせていただいているところであります。 

警察にお聞きすると、今、東村山警察署管内の交通事故の約４割程度が何らかのかたちで自転車が

関わっているそうです。自転車が被害者になるケースもあるのですが、加害者になるケースも結構あ

って、自転車の場合は皆さんあまり保険に入っておられないので、これは市内の事例ではありません

がお子さんが乗っていた自転車で高齢者を跳ねてしまって残念ながら死亡事故になってしまい補償と

して１億円ぐらい親御さんが負担をしなければならなかったという事例もあります。いろいろな機会

にこういった話をさせていただいて、できるだけ自転車についても保険にお入りいただくようお願い

をしたり、危険な走り方をして加害者側になると家を売り払ってもまだ足りないぐらいの重い補償を

背負ってしまうということを警察の方から中学生等にもお話いただいているようなこともあります。

一方でそういう現実も話をしながら、これからも自転車の交通安全については取り組んでいきたいと

考えております。 

特にまだご協力をお願いしていないのですが、今後、市内の高校とかにも働きかけて少しずつ皆で

自転車マナーを良くして、１件でも交通事故を減らすように努力していきたいと考えております。 
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◆自転車マナーの向上を（その２）          （萩山町 Ｔさん） 

最近、自転車の人たちのマナーが非常になっていない。３回くらいぶつけられているが捕まらない。

雨の日にうしろから来た自転車の前タイヤが股の間に突っ込んだが、その人は「止まらなかったから

しょうがないだろう」と言った。子どもたちの教育も必要かもしれないが、じいさんばあさんの教育

も必要だと思う。特に６０代。何か言うと逆に怒鳴り返してくる。私たち（視覚障害者）は顔もわか

らないので、その辺にカメラをつけてくれれば捕まえることができる。市内の視覚障害者が自転車と

かにどれだけぶつけられたか調べると、白杖を折られたとか結構ある。でも捕まえることができない。

人の車に乗せてもらっている時に運転手が「あっ」って言うのは大抵じいさんばあさんの自転車。市

の交通安全を担当している課でどうするか対策を考えて。ここにいる人たちもたぶん自転車マナーは

わかっていない。例えば白杖が見えたら徐行もしくは停止だが、知らないと思う。体が傷だらけにな

る。そこをちょっと考えて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

先ほども自転車の交通ルール・交通マナーの徹底ということでご意見いただいて、一定のご回答を

させていただきましたが、子どもだけでなく大人、特に６０歳以上の高齢者の方がマナー・ルールを

守っていないんじゃないかというご指摘で、特に視覚障害者の方が白杖を折られたり追突されても顔

がわからないので、どこのどういう人なのかということで注意しても逆ギレされてしまうということ

でございます。本当に大変だなと。 

市役所の場合、取り締まりの権限を持っておりませんので、メインとしては啓発をお願いしていく

ということになります。ですので、看板設置あるいは市報等での呼びかけ、それから先ほど申し上げ

たような交通安全教室を安全協会や警察と連携して開催して、そういったところでお話をするという

ことになります。 

障害者の方で特に「白杖を持っていらっしゃる方を見かけたらこうだ」とか、あとこれは非常に難

しいんですけれども、聴覚障害の方からもうしろから車や自転車が近づいてきても全然わからないと

いうことでよくご指摘をいただいて、こちらもその方は耳が聞こえてないとか外見からは全くわから

ないので、こういったこともどうしていくかということが大きな課題ではあるなと思います。交通安

全・マナーについても白杖を持っている方あるいは車いすに乗っている方を見た場合にはどのように

対処すべきかということも含めて啓発・指導を徹底させていきたいと思ったところでございます。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

看板は例として申し上げただけで看板をつけたからといって効果が上がるかと言ったらあまり効果

性があるものではありません。だからと言って何もしないわけにもいかないので、呼びかけをどのよ

うにすればいいのか、ちょっといろいろな自治体の事例等も研究して、先ほど申し上げたように今、

自転車が事故を起こすケースが非常に増えていますので、自転車は免許がなくても乗れますけれども、

車両の１種で人を跳ねてしまう凶器にもなり得るということを乗っている方にも十分、認識していた

だいて、しかもその場合はかなり高額な補償を支払わなければいけないということを繰り返しお伝え

したり、それからこういう言い方は大変失礼ですけれども、視覚障害者の方に対して顔がわからない

からとそういう邪険な対応をするということは人間としていかがなものかと私は思いますので、そう

看板をつけるとそれも邪魔になる。               （萩山町 Ｔさん） 
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いうことを皆さんが十分わきまえて行動できるような東村山にしていくように、いろいろな媒体を使

って広く啓発させていただきたいと思っております。 

 

◎ 地域安全課より ◎ 

各所からの要望等を受け、関係所管及び警察等と協議の上、適宜対策を講じています。 

小学校、中学校での交通安全教室、保護者世代、高齢者向けの交通安全教室を警察等と協力して実

施の際に、自転車安全利用及び加害者責任、自転車保険について啓発を行っております。 

視覚障害者や聴覚障害者等に対する交通事故防止対策については、警察等関係機関とも協力し、効

果的な啓発方法を検討したいと考えております。 

 

 

◆前川の溢水対策について              （諏訪町 Ｍさん） 

前川のことが心配。予算がないのは重々承知しているが、今まで前科のある前川だし、集中豪雨で

溢れてから慌てるのではなく、毎年少しずつでも何か対策を講じていっていただきたい。今、徳蔵寺

橋の１つ上流にある小川橋のところにごみがたくさん溜まっていて、大きな発泡スチロールの箱とか

ビニールに入ったごみ等がすごく散乱していて、ああいうものも流れを妨げていくだろうし、下流に

流れていけばいろいろ迷惑にもつながるので、その辺も含めて今後どのように対策をしていただける

のか伺いたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

Ｍさんには前回も前川の関係でご要望をいただきました。その時にもお話しましたように、市とし

ても毎年１箇所あるいは２箇所程度ずつ浚渫
しゅんせつ

工事をしたり、あるいは河床の掘り下げ工事をしたりと

いうようなことをさせていただいています。またご指摘のあった点、ごみがあまりにも溜まっている

ようであれば、今後、状況に応じて対応を考えていきたいと思います。 

以前にもお話したかと思いますが、河川というか用水路でございますので、なかなか抜本的な対策

が取りにくいということで、今年度、どこかに大規模な貯留施設を造ることができるかどうかという

検討調査をやらせていただいています。これは決まったことではなくて今、検討調査の段階ですけれ

ども、例えば化成小学校のグラウンドの下に一時的に増水した時に水を溜める貯留施設のようなもの

を設置できないか。設置するにあたっては何立米ぐらいの規模のものができてそれによって何ミリ雨

が降った時にどの程度の効果が出せるとか、あるいは費用的にどの程度かかるのかとか、そういった

ことを今、調査させていただいているところでございます。 

前川の場合は下流域の問題もあって、率直に言って恐らく３０ミリぐらいの雨が降っても一部区域

によっては越水してしまうようなところもあるので、市としても何とか流域の住民の皆さんが安全・

安心に暮らせるよう、これからも対応を図っていきたいと考えているところでございます。 

 

◎ 下水道課より ◎ 

第二前川橋から上流に２６０m の区間で河床の掘り下げ工事を行った他、さらにその場所から上流

に１００m、前野橋（野口町と廻田町との境）手前までの区間と、第二前川橋から下流に１４０m の

区間で全長５００m に亘って、河床の堆積物の除去を実施いたしました。 
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◆市の公共施設の安全性について           （野口町 Ｔさん） 

公共施設の再生という話が出ていて、老朽化等いろいろあろうかと思うが、最近話題になっている

某Ａ企業の物件というのはその中にはないのか。あるいはＡ企業は１０年という線を引いているが、

古い建物の中でそういうものがある。例えばこのふるさと歴史館然り、避難所になるようなものも踏

まえて、いかがか。 

◎ 市長回答 ◎ 

横浜のマンションの問題が明るみに出て以降、全国的に多くの建物でＡ企業が施工した杭について

データの改ざんあるいは流用等があったというお話で、当市としても今、調査を進めているところで

ございます。 

設計図面等は基本的には全ての建物で残っているのですが、施工に関する書類等については永久保

存ではないので廃棄されているものが多いです。ですので、我々としてもそんなに大昔のものは辿れ

ないので、１０年ないし１５年ぐらいのスパンで建てたものについて杭打ちが必要だった建物がどの

程度あるのか。大体、今の調査では平成１０年以降で１０棟ぐらいの建物で杭打ちをしていて、その

中で材料としてＡ企業が作った杭を使っている建物が２つほどあることがわかってまいりました。今、

それらについてデータの流用等が合ったかどうかを調査しているところです。 

ただ、今のところ建物が傾いているというようなことはありませんので、安全性については特段の

問題はないかと思います。 

それと、ふるさと歴史館もそうですけれども、都営住宅との合築の建物になると建物自体は東京都

で建てているので、そこについては我々としてはどこの杭打ちについてどこが施工したどういう材料

を使っているのか全く把握できない状況で、そちらについては恐らく今、東京都が調べているのでは

ないかと思っております。 

 

◎ 営繕課より ◎ 

竣工当時の図面を除き、一定期間の保存年限を経過すると、工事書類等は廃棄してしまうことから、

保管されていないものについては、竣工状況の確認はできません。しかしながら、現在に至るまで建

物が傾いたり、不具合が生じているとの報告はございませんので、建物の安全性について問題は無い

と考えております。 

今後も引き続き、国や都などの情報や対応に注視し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 

 

◆コミュニティバスの運行について          （諏訪町 Ｍさん） 

諏訪町に循環バスを走らせていただいてありがたいが、今１時間に１本走っていて、もう１回増や

していただきたいという皆さんの意見がある。お願いできないか。 
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◎ 市長回答 ◎ 

諏訪町循環のコミュニティバスについて、今は１時間に１本程度ということなので、せめて１時間

に２本程度走らせて欲しいというご要請でございます。地域の住民の皆さんからすればごもっともな

お考えだというふうには思います。 

ただ、１時間に２本走らせるとなると今の乗務体制を一人から二人と２倍にしていかなければなら

なくなるので、経費が単純に倍になるわけではありませんけれども、かなり費用がかかってしまうと

いうことになります。 

今、市内全体から「うちのまちにもコミュニティバスを走らせて欲しい」という強い要請がござい

まして、実は昨年、料金も民間バス料金並みに引き上げさせていただいて、引き上げた分で新規路線

に何とかバスを走らせるということで、今、美住町それから富士見町地域の一部に新路線を走らせる

という取り組みをさせていただいているところでございます。 

大変恐縮なんですけれども、市内にはバスが走っていない地域もまだまだ数多くあるので、東村山

全体の公共交通の充実を図る中で今後、将来の課題として捉えさせていただいて、今すぐバスの便数

を倍増させるということについては残念ながらご回答できかねるということで、誠に申し訳ございま

せんがご理解いただければと思っております。 

 

◎ 公共交通課より ◎ 

ご指摘いただきました諏訪町循環路線の増便につきましては、運転手の乗務体制や運行経費等の理

由から難しいものと考えておりますが、利用者の皆さまの利便性の向上を目指し、将来的に取り組む

課題と捉えております。 

市では、「東村山市地域公共交通会議」を設置し、コミュニティバスを含めた市内の公共交通のあり

方や課題について検討を重ねています。引き続き、市内の公共交通ネットワークの充実を目指し、検

討を進めてまいりますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

 

◆コミュニティバスの運行について（その２）     （諏訪町 Ｋさん） 

西口のコミュニティバスが発車する１分ぐらい前まで来ない。私自身は雨の日に利用するが、バス

がそこにあるのに停留所に来ないので、冬の寒い日にずっと待っている。何とかならないのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

私もその辺の事情を承知しているわけではないのですが、想像するにそれほど広い停留所ではない

ので、恐らく西武バスとの兼ね合いもあって出発する前から停めるということができていないのかな

というふうに思います。その辺の事情がわからないので今の段階では「改善します」というのは申し

上げられないのですが、事情を確認して、もし西武バスとの兼ね合いでそういうことが可能であれば、

前もって５分ぐらい前から停められるように検討したいと思っております。 

 

◎ 公共交通課より ◎ 

この度のご意見については、運行事業者である西武バス㈱に伝えさせていただきました。西武バス

㈱からは、「時間調整等が必要な場合もございますが、利用者の方をなるべくお待たせしないよう、可
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能なかぎり対応させていただきます。」とのことでした。今後とも、コミュニティバスご利用に際して

は、ご理解とご協力のほど、お願いいたします。 

 

 

◆気球を使った観光開発を              （野口町 Ａさん） 

東村山には観光スポットや文化財として面白いものがある。ただ、そういう文化財が点と点であ

るだけで、途中は見慣れた風景しかないので気持ちがちょっと削がれるが、観光ボランティアの方

がその点を線に結んでくれている。特に多摩湖の景色も最近久しぶりに行って感動したが、そうし

た非日常的なことで、所沢航空記念公園で毎月気球を上げて一般の方に乗っていただくということ

をしている。上空に浮かんでいる時間は短いが車でロープを引っ張って、横揺れはするが敷地から

逃げないようにしていて、１０００円～２０００円ぐらいの料金を取るが朝６時ぐらいで約２００

人の方が集まっていた。気球というのは乗れる時間が朝だったり夕方に限られているが、その短い

時間でも早起きして行くような方がいる。非日常的な感動をぜひ東村山でもやってみないかと思っ

た。航空記念公園は公園課の方もやっているけど、気球の協力の部分で東村山のＮＰＯ法人がやっ

ているらしいので、広い敷地は必要だがそうしたことを検討していただけないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

気球を使った観光開発という新たなご提案をいただきました。 

私は所沢航空記念公園でそうしたことをやっているということを全く承知していなかったので早速

調べさせていただいて、もしかすると市内にあるＮＰＯ法人が絡んでいらっしゃるということであれ

ば東村山でできないこともないのかなと思いました。 

ただ、東村山の場合、広い場所というのは全部都立の公園なので東京都との協議が必要になるのと、

気球等を保有している団体等が市内あるいは近隣にいらっしゃってどの程度ご協力いただけるのか。

いくつか課題はあろうかと思いますけれども、非常に夢のあるお話なので検討させていただければと

思っています。 

乗り物ではないのですけれども、市内に大人の方が趣味でやっているラジコンクラブがありまして、

その団体の方々が最近ドローンを飛ばすことができないということで、今年の菖蒲まつりの際にまだ

お客さんのいない朝の早い時間帯にドローンで空中から北山公園の様子を撮影していただいて、市の

ホームページにその動画をアップさせていただいたところ、自分が上に上がることは難しいですけど、

映像を通して空中散歩ができて良かったとご好評をいただいたところなので、空からまちを見るとい

うのも非常に面白いことではないかなとお話を聞いて思ったところでございますので、ちょっと調査

させていただきたいと思います。 
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◆諏訪町地域に架かる橋に名称表示を         （諏訪町 Ｍさん） 

前回もタウンミーティングの時に質問したが、諏訪町には橋がたくさんあり、橋の名前を表示する

のにパウチで作ってもボロボロになってしまう。前回「ちゃんとした橋の名称を表示したものを作成

してもらえないか」とお願いしたところ、「他の町もあるので調査してから」という回答だったが、

それからどうなったのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

大変申し訳ございません。今、市が管理している橋が１０４橋ありますが、それらの老朽度合とか

傷み具合を全部調査して、今すぐ橋を架け替えなければならないほど酷い状況の橋というのは幸いな

ことにありませんでしたけれども、今後５ヶ年ぐらいの間に何らかの補強工事等を必要とする橋がか

なりの数ございます。これらをこれから計画的に進める中で、橋の名称等についてもちゃんとしたも

のを付けていくようにさせていただければと考えているところであります。 

ただ、前にもご指摘いただいたのは、結局、橋の名前がわからないと地震等の大きな災害があった

時に「どこの橋が落下して通行できませんよ」という情報を流したりできないのでということだった

ので、橋の名前についてはもう一度、確認が取れるようにしたいと考えております。 

 

 

◆諏訪町地域に架かる橋に名称表示を（その２）    （諏訪町 Ｓさん） 

橋の名前の件で話があったが、自治会でしっかりしたものをつくったが、雨風でうまくいかない。

例えば小川橋は「おがわはし」ではなく「こがわばし」と読む。橋の名前も違ってしまっているので、

できたらなるべく早めにお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

先ほどもＭさんにご回答させていただきましたが、前回からお話をいただいていながらなかなか前

に進んでなくて本当に申し訳なく、お詫び申し上げたいと思います。 

元々のお話は、橋の名前がわからないと「あそこの橋は危ないからこっちの橋を渡ってください」

という誘導が自主防災組織でできなくて防災上、非常に困るのできちんとしなさいということでした

ので、できるだけ早く何らかの対応はしないといけないと思っています。 

先ほど申し上げたように橋の架け替えまではしなくて済むと思っていますが、これから工事をしな

ければならない橋が相当あるのも事実で、その時にはしっかりしたものを付けなければいけないと思

っていますが、応急的にどういったものを付けられるのか、もう一度ちょっとあまり時間をかけない

で検討して、ご意向に沿えるようにしたいと思っています。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

これまで橋名がありながら橋名板のない橋が３１橋程度ありましたが、特に災害時における避難経

路としての目印となる必要性などから、平成２５年度にラミネートフィルムで加工した橋名を緊急的

に貼り付けました。 

ご意見をいただいたように、すでに劣化しているものも見受けられ、現在、橋名板の付け替えを検
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討しているところです。またその際に、橋名についても再確認します。 

 

 

◆事業発注の効率化を                （野口町 Ｔさん） 

野口町のシチズングラウンドの脇の道路で前川の河川改修をやったことを市長はご存知か。あの道

路からシチズングラウンドの脇を通って廻田町のほうに行くが、発注が途中までで中途半端に終わっ

ている。業者に聞くと機械を入れるのにまた同じような金がかかる。費用対効果を考えれば１回でそ

の全線をやってしまえば絶対に安いと思うが、どうしてそういう発注形式にしなかったのか。１回で

終わるものが２回機械を入れなければいけない。また同じように人を立てなければいけないというよ

うな無駄な使い方をしていると思った。それで発注元に電話してなぜしないのかと確認したら追加発

注になったと業者から聞いたが、河川改修１つとっても無駄遣いをしているような気がしてならな

い。そういう発注形式に関してはどのようにお考えか。 

◎ 市長回答 ◎ 

Ｔさんのご指摘の件は、私も詳細を承知していないので何とも申し上げられないのですが、役所の

場合、基本的には会計が単年度主義ですので、恐らく配分された予算の範囲内でできる箇所をやると

いうことになってしまうかと思います。実際にはもうちょっとお金を足せば区域を分けないで１回で

済む場合もあるだろうというご指摘だと思うので、そこは現場サイドとよく精査して、当初から二度

手間にならないようにとは思いますが、ただ、毎年の予算全体の枠というのもあるので、一辺に全部

できるかどうかは別としてもそういったご指摘踏まえて、これからもできるだけ効率的に河川の改修

工事・浚渫工事を進められるようにできればなと思います。 

 

◎ 市街地整備課より ◎ 

この工事は、野口町周辺の前川に流れ込む雨水排水抑制を目的に行っている事業の一環で、当該周

辺の浚渫工事を実施しております。現在、前川全域の浚渫を行う計画はありませんが、今後、ご指摘

の点も踏まえ、効率的・効果的な浚渫等を行ってまいります。 

 

 

◆地域サービス窓口の充実を             （諏訪町 Ｈさん） 

市役所に行かなくてもふるさと歴史館の窓口で毎週水曜に住民票等が取れる窓口をやっているが、

この辺は高齢者もだいぶ増えているので、週１回ではなく３回なり近辺で取れるようにできないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

いわゆる地域サービス窓口につきましては、担当部長がいますので、部長から答弁させていただき

ます。 

 

◎ 市民部長回答 ◎ 

地域サービス窓口というのは常設されているのが東村山駅西口のサンパルネ。あと公民館では廻
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田・萩山・富士見・秋津が常設なんですが、その他にこのふるさと歴史館もそうなんですけれども、

多摩湖ふれあいセンター・恩多ふれあいセンター、それからＪＡ東京みらい恩多支店は市役所の職員

が１週間循環して順番で行っているので、今、利用される方の頻度によって曜日を設定させていただ

いています。利用者の数に合わせて曜日を変えたりすることはできますが、今１チームでやっている

ので、そこを急に増やすというのはなかなか難しいかなというところです。 

 

 

◆社会福祉センターの利活用について         （諏訪町 Ａさん） 

社会福祉センターから来年、愛の園がぬける。そのあと何ができるのか。何か計画があるのか気に

なっている。 

◎ 市長回答 ◎ 

今、社会福祉センターをご利用いただいております愛の園は、社会福祉法人山鳩会という知的障害

者の授産施設等を運営している法人が長い経過として社会福祉センターを利用されていたわけですが、

今度、廻田町のほうに自前の施設をお建てになって移転されることになりました。 

まだ福祉作業所が残っておりますので、全部すぐに空くわけではないんですけれども、将来的には

いずれ社会福祉センターも空いてくるだろうというふうには思っています。 

現時点で社会福祉センターについてどのようにしていくかという方向性はまだ定まっておりません。

市には全部で２０８の施設がございまして、それらを今後３０年間維持していくとなると９００億円

ほどお金がかかることが試算されております。市でがんばって施設関係に出せるお金というのが年間

で２０億円程度でありますので、３０年間で２０億円ということになると６００億円程度ですから、

今の施設を今のまま３０年間保有するということになるとトータルで３００億円程度お金が足りない

計算になります。 

今、市の保有している公共施設あるいは橋や道路等のインフラも含めてどのように維持していくか

ということが大きな課題になっていまして、今、公共施設の再生ということを検討しています。 

その中では今後、全ての施設を今のままで保有するというのは財政的には極めて厳しいことから、

小学校等の建て替えに併せて周辺の施設を学校の中に取り込んでいくというような、施設の統廃合も

やむを得ないという考え方をしているところでございます。具体的にどこをどうしていくかというと

ころまで踏み込んだ議論はしておりませんが、近年どこの自治体も今まで保有していた公共施設が老

朽化してその再生をどうしていくか、その財源をどうしていくかということが大きなネックになって

いまして、立川市でも小学校の建て替えに併せて今まで独立してあった図書館をその中に取り込むよ

うなかたちで学校施設の建て替えを行って、今まであった施設はなくしてしまうというような事例も

出てきています。 

今後、市全体としてはそういう方向で考えていかなければならないという状況があるので、社会福

祉センターについて具体的に建て替えをするとかなくしてしまうということについては全く方向性が

定まっておりませんので、そこは地域住民の皆さんとよくご協議をさせていただきながら今後の公共

施設のあり方については慎重に検討を進めていきたいと考えているところでございます。 
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◎ 施設再生推進課より ◎ 

高度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課題となっています。 

市では、この問題を解決するため、「東村山市公共施設再生計画（基本方針・基本計画）」を策定し、

公共施設の最適化に取り組んでいます。 

同基本計画では、施設分類ごとに現状と課題を整理し、今後の再生の方向性を示しており、障害者

支援施設については、大規模修繕や建て替えに合わせ、対象者の安全性と利便性を確保しつつ、複合

化や多機能化の可能性等を検討していくこととしています。 

 

 

◆タウンミーティングについて            （秋津町 Ｓさん） 

市長との対話集会に市長が力を入れて市内１３町全部を回っているが、今日は机のある会場で非常

に気分が良い。こういう会場設置をしてもらえれば、もっと市民がくるのでは。椅子だけだとメモも

取れない。行く度に「机を出せ」と言うが「出せない」とかって返事が返ってくる。市民協働課でそ

ういうことを含んでできるだけあるものは有効に使って会場設置していただきたい。せっかく対話集

会を開いても市民が集まらなければ何にもならない。市民が多く集まってこそ意見も多く集まると思

うので、多くの皆さんに来てもらえる雰囲気づくりを。 

◎ 市長回答 ◎ 

Ｓさんからのご指摘で、タウンミーティングに集まっていただけるような雰囲気づくりというのは

大切だと思います。 

ただ、机の件はちょっと誤解があるようなので、担当所管からご説明させていただきます。 

 

◎ 市民協働課回答 ◎ 

施設側より「机を出せない」という話があるわけでは決してございません。できれば机をなくして

皆さんと市長が近い距離でお話ができたら良いなという想いがございましたが、Ｓさんには度々ご不

便をおかけしておりましたことについてはお詫び申し上げます。 

今後はご意見を踏まえてタウンミーティングを開催させていただきたいと思います。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

今、申し上げたように、他のところは机を並べてしまうと逆に堅苦しい雰囲気がするということで

机を取っ払って膝詰めに近いようなかたちの形状を取らせていただいていたのですが、やはりメモを

取ったりするには机があったほうが良いので、その辺も少し考えながら会場づくりも今後の課題とさ

せていただきたいと思っております。 
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◆タウンミーティングについて（その２）       （野口町 Ｔさん） 

タウンミーティングは自分の都合で出られる時と出られない時があるが、毎回、必ず議事録は読ん

でいる。ただ、残念ながらいろいろと問題提起されたものの動きが市のホームページには一切されて

いない。今回もいろいろな質疑が出たが、出た課題・問題点に対してどのようなアクションがあった

のかを明確に提示すれば市の動き、市長さんの動きがわかる。そういうものを明確にしないと結果的

に何もやっていないんじゃないかということになる。 

 先ほど諏訪町の方から地域サービス窓口が週１回しかないという質問があって、頻度という回答が

あったが、具体的に例えば週１回を２回にすることによって、どのような動きになるのか。１回しか

来ないからこれしか来ないんだと市民は思っている。例えば４つある中で週２回ずつ試験的にやって

みるとか、そういう具体的なアクションがない。ただ「頻度がないから」というのは答えではない。

市民が「１回しか来ないのを２回、３回にして」と課題・問題を挙げている。具体的なアクションが

なければ何ら答えにならない。市のホームページに具体的に「いつタウンミーティングをやる。前回

の議事録はこういう課題があって、これに対してこういう動きがある」ということを明確にしないと、

毎回、全員が出ているわけではないので、そういうことをお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

ここでやり取りをしたことが、その後、市役所を通してどのように課題を共有して、具体的なアク

ションを起こして、どういうふうに改善されたのかわかりづらいというご指摘です。 

我々も聞きっぱなしにしているわけではなくて、ここでいただいたご意見は必ずそれぞれの所管に

おろして、市長はその場でこういう回答をしたけれども所管としてはこうなのでここについてはすぐ

にやるとか、あるいはどうしても予算措置が伴うものについては来年度以降、予算確保に向けて努力

をするとか、そういうことになっていくわけです。 

毎月行っているものなので、全部を「この間のこの発言についてその後こう行った」というものを

ホームページ上にあげていくというのは物理的には結構大変なことになりますが、毎回は無理でも、

例えば１年を通じていただいたご意見が翌年度どのように改善されたかぐらいは少しずつ整理して、

何らかのかたちでその後どうなったかという情報を市民の皆さんにお知らせできないかという検討は

今、内部的には進めているところです。 

それを辿っていくと端的に「こうしてください」と言われた通りやれていることというのは実際に

は少ないんですけれども、３年ぐらいの間に違うやり方だけれども何らかのかたちでご意向を汲んで

課題に対処したという事例が全体の大体７割ぐらいにはなります。 

ただ、どうしてもすぐにできることというのはほとんどなくて、「これはこの間のタウンミーティン

グで言われた」ということで私も担当所管の職員も課題として受け止めて、２～３年の間に「これを

やるにはお金も人手もかかるけれども代替的にこういうことはできないか」とか「もう少し検討して

やってみよう」ということが場合によってはありますが、先ほどＭさんから「前回言ったことができ

ていないじゃないか」とお叱りをいただいて本当に申し訳なく思っています。その時も「これは大事

な問題なので、できるだけ早くやります」というお答えをしながらできていないというようなことも

ありますので、そこは反省しつつ、Ｔさんがおっしゃられたこともダイレクトにお答えできるかどう

かは別として、何らかのかたちでその後どうなったのかを見える化できるように取り組みたいと考え

ております。 
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◎ 市民協働課より ◎ 

タウンミーティングで出されたご意見・ご提案は、反映状況の調査を実施しており、その結果によ

り概ね７割が何らかの対応を行っているとの結果が出ています。具体的な取り組みの公表については

１００回を迎える平成２８年３月に行えるよう、準備を進めていきたいと考えています。 

 

 

◆３・４・２７号線（さくら通り）について      （青葉町 Ｔさん） 

さくら通りは大きい家が１軒どかんと残っているが、工事の進捗状況を。 

◎ 市長回答 ◎ 

さくら通りの進捗については、ご案内の通りまだ買収が済んでいないお宅が１軒だけございます。

スポーツセンターから久米川町１丁目の野行通りまで約７００ｍのうち、その１軒を除くところにつ

いては全て用地買収が済みました。地権者の方も売らないということではなくて協議には応じていた

だいているところなので、そう遠くない将来にはスポーツセンターと野行通り間が開通できるのでは

ないかと考えています。 

そうしますと、東村山駅の東口から新秋津駅まで迂回しないで、武蔵野線の側道を利用するような

かたちにはなりますけれども、ほぼ直線的なかたちでつながるようになるので、市内の道路ネットワ

ークも格段に向上するのではないかと考えております。 

 

◎ 市街地整備課より ◎ 

引き続き、残る地権者との交渉を続け、事業の早期完成を目指してまいります。 

 

 

◆秋津駅・新秋津駅周辺に公衆トイレの設置を     （青葉町 Ｔさん） 

秋津駅と新秋津駅の間に公衆トイレがない。朝、乗り換えのお客さんがたくさん通るところに公衆

トイレが１つもないというのはいかがなものか。 

◎ 市長回答 ◎ 

秋津駅・新秋津駅間は両駅の乗降客数が７万人を超えるぐらいで、実は秋津駅が市内で一番利用者

が多いんです。ただ、乗換駅なので市民がそんなに乗っているわけではありません。それを言い訳に

してトイレを造らないというわけではなくて、場所を確保できないというのが一番大きな問題です。

新秋津駅のロータリーの中で検討したことはあるんですけれども、なかなかトイレを設置するだけの

スペースを取れないのが大きな課題になっています。 

市内には９つの駅がありますが、そのうち東村山駅それから久米川駅、そして秋津駅・新秋津駅、

これを市内３極といって集中的な整備を進めていこうということで、東村山駅は熊木市長の時代に東

口に広場ができて、西口も細渕前市長の時代から広場整備を始めて私の代で広場だけは何とかできた

という状況です。それから久米川駅も同じように南口は熊木市長の時代に広場整備ができて、北口に

ついても細渕前市長の時代に始まって私の代で完了するということで、３極のうち東村山駅と久米川
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駅についてはほぼ整備が終わっています。ただ、周辺の道路整備はまだできていないということがあ

ります。それと、東村山駅についてはこれから約１０年かけて鉄道の高架化事業が始まっていきます。

今度、線路が上がって下を自由に行き来できるようになりますことから、それに併せた面整備をして

いかなければならないという課題はありますけれども、一応、東村山駅と久米川駅は終わっています

ので、今後の駅前整備についてはやはり秋津駅・新秋津駅が課題になります。 

新秋津駅は駅舎ができた時点で若干のロータリーができていますけれども、秋津駅の南口について

は広場らしい広場が全くなくて、１日に７万人以上の方が乗り降りしているのに、何かあっても緊急

車両も入れないような状況になっていますので、市としても秋津駅の南口について広場整備が必要で

あろうということで、この間、地域の住民、地権者の方とずっと協議させていただいています。 

その広場の整備に併せて、駐輪場や駐車場、あるいはトイレ等の整備を考えていく。ちょっと先の

話になってしまうんですが、どうしても場所が取れませんので、長期的な課題として位置づけさせて

いただきたいと今のところは思っているところでございます。 

 

◎ まちづくり推進課より ◎ 

市では、市民の皆様がより快適に暮らせる環境作りのために、まちづくりに関する基本的な方針と

して、都市計画マスタープランを策定し、秋津駅及び新秋津駅周辺を市北東部の中心核に位置付けて

います。 

駅周辺のまちづくりについては、地元の市民の方で構成する「秋津駅南まちづくり推進協議会」に

おいて勉強会を開催するなど、まちづくりに関する研究やまちの将来像策定に向けた検討を行ってお

り、その先に、駅前広場の整備と合わせた必要な場所へのトイレの整備などがあるものと考えており

ます。 

 

 

◆連続立体交差事業について             （恩多町 Ｍさん） 

西武線の高架は何年を目標として事業をしているのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

西武線の東村山駅周辺の連続立体交差事業につきましては、市の事業ではなく基本的には東京都が

事業主体として行っていただくものですけれども、全体の費用の１３％ぐらいは市で負担しなければ

なりませんし、当然、諏訪町も含めて多くの市民の皆さんのご理解・ご協力なくして事業を推進でき

るものではありませんので、都の事業ではありますけれども我々も事業主体の一翼を担うものとして

この事業を推進していきたいと考えています。 

先ほど申し上げたように東村山市の３極のうちの１極である東村山駅周辺は、長年、鉄道によって

駅の東西が大きく分断され、そのことが防災上、あるいは地域の経済活動とか人の安全な行き来等々

で大きな障害になっていました。これを高架化することで、安全・安心な歩行空間あるいは通行空間

を確保して、人も車も自転車も円滑に鉄道の東西を行き来できるようになることで、防災・交通安全、

それから経済の活性化等を図れるのではないかという期待をしながら進めています。 

どこが高架になるかというと、久米川駅から空堀川と新青梅街道が交わるあたりで新青梅街道の高

架の下を通ります。そこを出たところから少しずつ上げて、東村山駅を通ってからまた徐々に下げて
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久米川町の石屋さんのちょっと手前ぐらいで下がるというようになります。それと西武園線でふるさ

と歴史館の近くの踏切まで高架になるので、諏訪町の方々についても大きな影響がある事業になりま

す。 

事業期間としては今年から１０年間ということなので、平成３６年度までということになります。 

ただ、高架にする場合というのは今ある線路の両脇に線路敷を広げて１回線路を外に振って、今、

鉄道が走っているところに橋脚を立てて高架を立てていくということになるので、この区間について

は両サイドを用地買収させていただくことになります。今、多くの地権者の方々と協議させていただ

いて用地の買収交渉をさせていただいているところでございますが、かなりご理解いただいて進んで

いるところもありますけれども、やはり相手のあることですので事業期間通りスムーズに進めるかど

うかということについては何とか進める努力をするということでがんばるしかないと思っております。 

約１０年後には、東村山駅周辺からこの諏訪町エリアについてはかなり大きく様変わりすることに

なりますので、地域の皆さんにもご理解とご協力をいただければというふうに思っております。 

 

◎ まちづくり推進課より ◎ 

東村山駅付近の連続立体交差事業は、東京都を事業主体として平成２５年１２月に事業がスタート

し、平成３６年度末の完成を目指して事業を進めています。 

この事業により、府中街道等の５箇所の踏切が除却され、踏切での慢性的な交通渋滞の解消、道路

と鉄道それぞれの安全性の向上、鉄道により分断されていた東西の地域の一体化などが期待されます。 

 

 

◆連続立体交差事業について（その２）        （野口町 Ｔさん） 

高架の事業期間が１０年間ということで、その期間かなり道路が渋滞する。特に市役所の近くから

新青梅に抜ける辺りは今も非常に渋滞していて、それ以上に渋滞するのではないかと思う。そういう

ことは警察や事業者、あるいは施行業者との協議はどのようになっているか。 

◎ 市長回答 ◎ 

先ほど申し上げたように事業主体は東京都ですが、工事主体については西武鉄道になります。今、

西武鉄道が全体の工区を４箇所ほどに分けて、発注事業者は全てジョイントベンチャーなのですが、

それぞれ事業者も決まりました。 

全体の取りまとめについては西武鉄道が音頭を取って施工の管理・安全確保については関係機関・

警察・市役所、それから東京都と協議をしながら進めていただくというような状況で、工事中の府中

街道の迂回路をどうするか等については、まだ具体な協議はされておりません。工事なのでどうして

も一定程度、道路を閉鎖しなければならない場面もあろうかと思いますが、これからのことになるの

で、全体として進む中で工事の工区・区間によって安全確保等その都度協議しながらできるだけ支障

のないように進めるように、市としても責任を持ってそこは努力したいと思っております。 

 

◎ まちづくり推進課より ◎ 

東村山駅付近の連続立体交差事業は東京都、東村山市、西武鉄道株式会社の３者で連携して事業を

進めています。事業の工事につきましては、西武鉄道株式会社より受託した建設工事共同企業体（Ｊ
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Ｖ）が施工することとなっております。工事中の安全確保や交通の処理等につきましては、通行等に

極力支障が発生しないよう、工法や工事時間帯の検討をするなど、関係者間にて協議して進めてまい

ります。 

 

 

◆若者が住みたいまちに向けて            （諏訪町 Ａさん） 

先ほど市長が「人口減で２０代・３０代が減っている」と言っていたが、うちの娘も３０代で結婚

して家を建てようとして、実家が東村山なので市内でいろいろ探した。金銭面等の条件も合わず、共

働きで子どもができたので保育園に入れたいということだったがそれも叶わず、小平に住んでいる。

私たちも働いているので送り迎え等をやるのに不便で、娘自体、本当は諏訪町に住みたかったがそれ

ができなかった。そういうことを考えて、できることをやらないと２０～３０代の人口は増えないの

ではないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご指摘ごもっともだと思っています。子育て世代の方々にとって魅力的なのはやはり子育て環境。

１つには、今、ご結婚されても大体夫婦共働きのご家庭が多いです。女性の方も社会に出られて経済

的にも自立されるという傾向が強いので、当然、お子さんがお生まれになれば保育園あるいは子ども

園等々に預けるわけになりますので、保育園の待機児を解消して預けやすい環境をつくるということ

が恐らく一番大事なことだというふうに思っています。 

数年前まで東村山市は保育園に入れたくても入れない待機児がピーク時は２２２名出るというよう

な状況で、ここ３年ぐらいの間に急ピッチで保育園の増設、あるいは建て替えをしていただいたとこ

ろで増員の取り組みを進めてきた結果、今年４月１日の待機児童は３２名まで減らすことができまし

た。この間で２００名近く、待機児を減らしてきたわけです。一方で、今年は逆に各保育園で１００

名以上の空きが出てしまって、送り迎えの関係があるので「どうしてもここの保育園じゃないと困る」

という方も当然いらっしゃるのですが、今ははっきり言って東村山市は保育園を選ばなければ、入れ

ないという状況ではなくなったというところまできています。 

ただ、今後も待機児をできるだけ解消して、お子さんを育てながら働ける環境をつくっていくこと

が課題だと考えています。 

それからもう１つは、今度は小学校に上がった際に児童クラブに預けられますが、今年の４月から

新しい制度で小学校６年生までお預かりをすることになりまして、今、保育園より児童クラブのほう

に入れなくなってしまっている状況があるので、保育園もさることながらこれから児童クラブをどう

していくかが大きな課題だというふうに受け止めています。 

いずれにしても保育園だけの問題ではなくて、トータルとして子育てをしやすい環境、例えば今、

市で進めているのは「こんにちは赤ちゃん事業」という赤ちゃんがお生まれになった時に、出生児の

様子を確認するという取り組みをして虐待の予防につなげていく等、様々な手立てを講じています。

できるだけ今後またお嬢さんにも東村山市に戻ってきていただけるように努力したいと思います。 

地価は小平より東村山のほうが恐らく安いと思いますし、こちらのほうが緑も多いのでというよう

なことは考えていますが、それはさておきご指摘ごもっともで、国も地方創生ということを大きく掲

げている中で、これから市としても２０代・３０代の方に向けて結婚・出産とともに働く場の確保だ
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とか、魅力あるまちづくりを進めさせていただきたいと考えております。 

それと今度、商工会青年部の方が中心になって、東村山で初めて婚活イベントをやることになりま

した。これは結婚を望まれる方の出会いがなかなかないというお話で、若い方々がそういうことを企

画されたので市としても支援をしようと、市内を未婚の男女の方がバスツアーをしながら１日一緒に

楽しんでいただき、地域を知りながら出会いの場をつくるというようなイベントを今月の２８日に行

います。もし、皆さんのお子さんやお孫さん等で「結婚したいけど良い人がいないか」というような

ご相談のある方については「市でこんなことやっているらしいよ」ということで市のホームページを

ご覧いただけるとありがたいかなと思っております。 

 

◎ 都市マーケティング課より ◎ 

２０、３０歳代の方が魅力を感じるまちは、良質な住宅環境や仕事先へのアクセス、子育て環境な

どさまざまな要因が関係しています。こうした要因の分析・対応を進めるとともに、まちへの愛着の

醸成を図っていくことが重要と考えております。 

この一環として、１つ目に、まちの活性化・人口維持のための東村山市創生総合戦略の策定を行っ

ております。このなかで目標のひとつとして「若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶える」こと

を設定しており、今後、重点に対応する課題のひとつとしています。 

次に、市に愛着・好感を持っていただくためのシティプロモーション方針の策定を進めております。 

今後、これらに基づいて２０・３０歳代に魅力的なまちづくりに取り組んでまいります。 

 

◎ 子ども育成課より ◎ 

近年、保育施設等の整備を精力的に推進してきた結果、平成２７年４月１日現在の待機児童数は

３２名まで減少しました。なお、保育所・地域型保育事業等の空きも１０２名分あり、保育所等に入

りやすい環境が整ってきたものと考えております。 

 

◎ 児童課より ◎ 

児童クラブのニーズに対応するため「東村山市子ども・子育て支援事業計画」に基づき施設の整備

を行っていきたいと考えております。 

 

 

～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 

 

◆性的マイノリティに関する取り組みについて     （廻田町 Ｙさん） 

渋谷区や世田谷区で同性パートナー証明書とかが発行されて、他にも中野区や他県の市町村でも

動きが広がっているが、冒頭で若い世代に来て欲しいということを言っていたが、子育て世代とか

障害者・高齢者といった方々の福祉は取り組みやすいと思うが、そのような見えない存在になって

いる性的マイノリティの方に対して東村山市はどのような取り組みをしていくのか伺いたい。 
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◎ 市長回答 ◎ 

現在、市として特に性的マイノリティの方に向けた特段の施策展開というのは、正直言ってまだ何

もされていないといっても過言ではないかなというふうに思っています。 

大体、統計的には性的マイノリティの方が７％ぐらいいらっしゃるということは私どもも承知をし

ていますので、今、いろいろな提出書類等で、例えば法に定められて男女を記入していただかなけれ

ばならない書類以外は市の書類等は特段、男性・女性という記入を求めるようなかたちにはなってい

ないものが多いです。それは一定の配慮をしているというところがありますが、逆に統計上、男性が

何人参加して女性が何人参加したかがよくわからないので、先日の男女共同参画審議会の答申では標

記を工夫して、いろいろな行事・イベント等でも男性が何人参加されて女性が何人参加されているの

か、あるいは性的マイノリティで自分の性別を特に記入したくない方についてどのように配慮するか、

その辺はこれから議論していく必要があるのかなと考えています。 

今のところ具体的に渋谷区や世田谷区が取り組まれているような証明書等を市で発行するというこ

とは現時点では市の計画の中にはございません。 

今後の他市の動向、それから市民の皆さんの意識等がどうなのか、その辺を十分に精査しながら、

性的マイノリティの方にとっても暮らしやすい東村山を築いていく必要があると。これは人権の問題

として、特に当市の場合は多磨全生園という誤った政策で著しい人権侵害が行われてきたという負の

歴史的背景を背負ったハンセン病の療養施設があります。市としてもハンセン病を通じて子どもたち

に人権意識を正しく持っていただこうということで、教育現場等でも人権についてかなり力を入れて

いるところがありますので、今後、そうした病気の方、あるいは国籍や宗教、あるいはそういった性

的なマイノリティの方に対して差別を生まないような取り組みをしていく必要があるものと考えてお

ります。 

 

◎ 市民相談・交流課より ◎ 

総称して性的マイノリティと言われる中にも、性同一性障害や同性愛者など、その方の置かれてい

る状況は様々であります。 

まずは、職員が理解することから始めるという意味で、今年度は人事課とも連携し、職員を対象と

した人権研修の中で、人権課題の一つとして触れています。 

今後も、性的マイノリティを含め、今もなお社会の中にはさまざまな人権課題があることを知り、

人権意識を高めるよう、講演会などの啓発活動を進めていきたいと考えております。 

 

 

◆差別の解消について                （萩山町 Ｔさん） 

差別というのをどうやってなくすか、市長はどのように考えているか。 

◎ 市長回答 ◎ 

これは非常に難しい問題だと思います。差別一般というとなかなか話が広がってしまうので、ご案

内の通り来年４月から障害者差別解消法という法律が施行されるにあたりまして、市役所としては窓

口それから様々な施策の中で障害を理由に排除するというようなことは今までも行ってきたつもりは

ありませんが、今、そういったことがないかどうかを点検しながら、一定の配慮を必要とされる障害
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者に対してどういう配慮が取れるか、全庁をあげてその辺の整備をしているところでございます。 

全て一挙に解決するというのはなかなか難しいわけで、いつもＴさんからは「点字ブロックを歩道

に付けなさい」とか視覚障害者に対して危険な箇所の是正を求められているわけですが、そういった

ことを順序立てて計画的に整備をさせていただく。少なくとも市役所等の窓口あるいは市役所の周辺

についてはできるだけ早く視覚障害や聴覚障害あるいは身体障害や知的障害等、障害がある方に対し

ても、不自由なく窓口でサービス等が受けられるような対応を取るべく努力をしているところであり

ます。 

そのほか東村山市は比較的ハンセン病についての理解は進んでいると思いますが、多磨全生園の中

で亡くなられた方が４６００人ぐらいいらっしゃるんですけれども、そのうち２５００～２６００人

ぐらいの方は未だに故郷のお墓に帰れなくて多磨全生園の納骨堂に安置されているというような状況

です。まだまだ心の中の差別感情みたいなものが全廃されているとは言えない状況がありますので、

市としてはできるだけいろいろな媒体を使いながら、ハンセン病についての正しい理解の促進を図っ

ていきたいと考えております。 

そのほか男女共同参画、先ほどの性的マイノリティ等いろいろな課題がありますので、一つひとつ

できるだけ丁寧に対応しながら、地方自治体として差別の解消に努めていければと考えております。 

 

◎ 市民相談・交流課より ◎ 

差別の解消には、誤った先入観やその前提となる無知の解消が必要であると考えており、引き続き、

さまざまな人権課題について、社会の動きも考慮しながら、理解促進のための啓発を進めていきます。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆東京オリンピックに向けた市の取り組みについて   （野口町 Ａさん） 

東京オリンピックがある。そのころまで市長が続けておられるかわからないが、都心のほうや調布

とかの競技場や宿泊施設があるところだと特に一定の経済効果がみられると思う。東京オリンピック

なのに都知事は埼玉や他県にも協力をと言っているが、東村山市としてはどういった関わりを考えて

いるのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックにつきましては、残念ながら東村山市で公式競技

が開催される予定はご案内の通りないわけです。 

市としてはできれば何らかのかたちで東京オリンピック・パラリンピックに関わるようにしたいと

いうことで、どの国のどういう競技・種目かはまだ整理がついていませんが、事前キャンプ等の誘致

を進めようということで、今、情報収集を行っているところです。 

ただ、当市のスポーツ施設・運動公園等では公式記録が取れないですし、それほど広いサッカー場

等があるわけではないので、現実的にはスポーツセンターでできる屋内の競技ということが一番可能

性としてはあるのかなと思っています。 



- 24 -        第９６回タウンミーティング 

どういう国というのはまだわかりませんけれども、東京都も今、各市町村に対して事前キャンプ等

を誘致する場合には情報提供等々を連携して進める体制を取っていただきつつあるので、都とも連携

しながら競技についてはそういった関わり合いをしていきたいというのがあります。 

それと東京都のほうで東京オリンピック・パラリンピックを成功させるのに都民のボランティアを

かなり募集しようとしていますので、そういったことで市民の皆さんでお気持ちのある方について、

市としても積極的にボランティアとしてオリンピック・パラリンピックに関わっていただくような体

制をつくっていくことが大事かなと思っています。 

それともう１つは、せっかく都内でオリンピック・パラリンピックが行われるわけですので、まだ

具体的ではありませんけれども、やはり市内の小中学生、子どもたちにオリンピックに関心を持って

もらってオリンピックを通じてスポーツに親しんでもらうとか、あるいは外国の文化等に親しんでも

らうような機会がつくれたらなと思います。 

それともう１つは産業振興・観光という面で、東京オリンピック・パラリンピックに世界から選手

団をはじめ観客の皆さんがお出でになります。東京の中の自治体として、先ほどＡさんからご指摘が

ありましたように市内には磨けば光るような観光スポットがいくつかありますので、それらを活用し

てぜひ海外からのお客様にも東村山を訪れていただけるような取り組みをしたいなと思います。その

中で例えば諏訪町だったら徳蔵寺、それから野口町の国宝である正福寺、それからオリンピックとは

時期がずれますが北山公園とかもありますし、久米川町の梅岩寺の他に酒蔵の豊島屋酒造は実は都心

から一番近い酒蔵なんですね。豊島屋酒造には今もう既に海外からも結構見学者が来ていらっしゃっ

て、そういったものをうまく活用して、多くの方々に東村山を訪れていただいて、東村山の美味しい

お酒や食べ物を召し上がっていただいて、東村山市の素晴らしさをぜひ堪能していただけるような取

り組みをしたいと思っています。 

大体以上が当市として東京オリンピック・パラリンピックについての関わり方になるかなと考えて

います。 

 

◎ 市民スポーツ課・企画政策課より ◎ 

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会については、全国各地で事前キャンプ地

の誘致活動が行われるなど、東京都だけでなく、我が国の一大イベントでございます。当市といたし

ましても、市内の既存の施設を活用して事前キャンプ地誘致を模索しているところではございますが、

スポーツ施設のみならず宿泊施設や言語対応、観光等、様々な面で受け入れ態勢を整えていくことが

必要になりますので、市全体の施策の中で総合的な観点から検討してまいりたいと考えております。 

また、東京オリンピック・パラリンピックの開催にあたって、当市においてもトップアスリートを

招いてのスポーツ教室や、スポーツや健康に対する理解を深めるための講演会やシンポジウムの実施、

各種地域でのイベント・学校体育現場へのトップアスリートの派遣、ジュニアアスリートへの指導と

いった事業の中から、東京オリンピック・パラリンピックに向けた気運醸成だけではなく、当市のス

ポーツ推進において有効なものを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】 

 

今日は長時間に亘り地域の様々な課題から今テレビマスコミを賑わせているような課題まで多方面

に亘ってご意見をいただきまして、私自身、勉強になりまして大変ありがとうございます。 

地域の課題でできるだけ早急にやらなければならないことについては、所管と早急に協議しながら

何らかの策を取らせていただきたいと思いますし、コミュニティバスそれからふるさと歴史館での窓

口の常設等については、先ほどご回答申し上げたように現実的にはかなり厳しいものでありますが、

課題としてどんなことができるか持ち帰らせていただいて検討していきたいと考えております。 

いずれにしても、人口が減少してますます高齢化が進む中で、多くの方々が「東村山に住んで良か

ったな」と思えるような取り組みをしていかないと、まちがどんどん元気がなくなってしまいます。

東村山を愛して住み続けていただく市民の皆さんと力を合わせて、改善すべきところは改善しながら

「やっぱり東村山に住んで良かった」とお互い言い合えるようなまちづくりをぜひこれからも皆さん

と一緒に進めさせていただきたいと思いますので、引き続きのご理解とご指導・ご協力を賜わります

ようお願いを申し上げるとともに、本日、司会をお務めいただきました諏訪町自治会のＭさんに感謝

申し上げて私の終わりの挨拶に代えたいと思います。皆さん、今日はありがとうございました。 
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