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○開催内容 

平成２７年１２月１２日（土）午前１０時、市民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。１３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１０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２月１３日（土） 富 士 見 公 民 館 午前１０時～正午 

平成２８年３月２６日（土） 市 民 セ ン タ ー 午前１０時～正午 

本町 ５人 

その他市内 ３人 

市外 ２人 

合計 １０人 

２０代以下 ２人 

３０代 ０人 

４０代 １人 

５０代 １人 

６０代 １人 

７０代 ３人 

８０代以上 ２人 

未記入 ０人 

合計 １０人 

男性 ９人 

女性 １人 

合計 １０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。東村山市長の渡部尚でございます。 

早いもので年の瀬を迎えて、何かとお忙しく慌ただしい季節がらにも関わらず、このように皆さま

にお集まり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、大変ありがたく嬉しく思って

いるところでございます。改めて感謝申し上げたいと思います。 

また、今年１年、市政推進にあたりまして市民の皆さまにはご理解・ご協力いただき、本年も大過

なく東村山市政を運営できたのではないかと考えております。 

振り返ってみますと、今年は全国各地で災害の多い年だったと思います。噴火があったり、台風

１８号に伴う豪雨で北関東、特に茨城県常総市等では鬼怒川が氾濫して多くの家屋が浸水被害を受け

て、尊い人命も失われるという大きな災害がありました。東村山市では９月に東京湾を震源地とする

直下型の地震があったものの、大きな災害・事故もなく、１年が過ぎようとしているところでござい

ます。市政にもいろいろと課題がありまして、災害に強いまちづくり・防災対策等も大きな課題であ

ります。また、年々、高齢化が進んでいまして、今、全体では７５歳以上の人口が既に１１～１２％

ぐらいの割合で、いかに高齢者の皆さんに健康でお元気でいていただくかということが課題でありま

して、本日、司会をお務めいただいているＧさんが会長でおられる本町の保健推進員の活動でも地域

で健康寿命を伸ばす取り組みもしていただいているところであります。 

今日は限られた時間ではありますけれども、年末ということもあって参加者の方が少数であります

ので、皆さま、お一人おひとりのお話をじっくりと承ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお

願い申し上げて、冒頭の挨拶とさせていただきます。 
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【会場でのご意見】 

 

～みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち～ について 

 

◆人口減少対策について              （富士見町 Ｉさん） 

東村山市は平成２４年ぐらいから人口が減っている。「東村山市の統計」という小冊子によると、

平成２７年１月１日までで２０００人ほどマイナスになっている。それから都市マーケティング課に

よると、東村山市の人口動態は転入人口と転出人口の差が平成２５年の統計で約５００人と絶対値で

いうと多摩２６市の中で最も多い人数。市では毎年約２０００人に市民意識調査を行っていて、これ

との関わりを調べている。「この市に長く住み続けたい」という人は約７０％弱。所沢市は７０％を

超える。それから「市外に移り住みたい」という人が１１％ぐらいいて、ここ５～６年は大体同じよ

うな比率で推移している。市外に移り住みたい理由としては、「交通が不便」それから「買い物が不

便」という人が多く、人口減少の大きな理由の１つになっている。駅の近くだと「ここは自然も豊か

で天国だ」と言う方がいる反面、不便な地域に住んでいる方はどうしても移り住みたい。それと「ど

ちらでも良い」という曖昧な方が約２０％で、この２０％が問題。この人たちを「ここに留まりたい」

という意識に変えていくためには、交通不便と買い物不便を解消するのが１つの対策ではないか。参

考までに言うと、一番評判の良くない地域は富士見町。富士見町の約２％の方は市外に移り住みたい。

それから東村山市に長く住み続けたいという人の比率が一番少ないのは富士見町。これは市の調査結

果だから、市でもいろいろな対策をお持ちだと思うので、市長さんのお考えを伺いたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

日本全体では平成２１年ぐらいから人口減少局面に入っております。今お話しをいただいたように、

東村山市も平成２３年７月をピークに人口が減ってきています。今、市政では人口減少を大きな問題

と考えて、人口減少の原因の基礎調査とその対策を講じるために、どうやって東村山市の人口減少に

歯止めをかけるかという１つの策としてシティプロモーションをやっていこうということで、都市マ

ーケティング課という課を設けさせていただきました。 

まず、自然増・自然減でいうと、東村山市の場合は毎年生まれる赤ちゃんが１０００名ちょっとで

ありまして、高齢化の進展に伴って亡くなる方の数がそれをはるかに上回るということで自然減にな

っています。 

それから、これまで東村山市の人口増を牽引してきた社会増が、近年、市内で大きな開発が行われ

ていないが故に、もちろん転入されてくる方もいらっしゃるのですが、近年の傾向としては転出が顕

著で、平成２５年から転出が転入を上回るという状況になってきています。 

年齢的にどの年齢の転入・転出で、差が出ているかというと、２０代・３０代で転入してくる方が

一番多いのですが、転出される方も一番多くて、やはりライフステージとして就職・結婚・出産を機

に転居される。人生の一番大きな転機の時に住み替えをされるケースが多いということで、今、市で

は２０代・３０代の比較的若い世代にとって魅力あるまちづくりをどのようにするかということが、
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これからの持続可能な東村山をつくっていくためには重要なポイントだと考えています。 

交通不便と買い物不便というのが転出入にどの程度の影響を持っているのかというのはなかなか難

しいところなんですが、１つは広域的な部分で見た場合に、比較的若い方と話をすると「都心の渋谷

や品川のほうに通勤するには東村山は遠い」と。要するに「鉄道に乗っている時間が長いのでもっと

職場の近くに転居したい」という若い方が結構いらっしゃるのと、Ｉさんがおっしゃられるように、

地域的な関係で、確かに富士見町の場合は鉄道駅が町の中にありませんので、八坂駅か久米川駅か小

川駅等に出る。それには歩くと結構遠いし、自転車かバスということで「ちょっと不便だ」と感じて

いる方も当然いらっしゃると思うのですが、若い方の全体の意向としては勤務地に対して近いか遠い

かというところが一番大きなファクター（要因）だと思っています。その立地条件を根本的に変える

ことは当然できませんので、例えば鉄道で東村山駅を特急停車駅にしていただく取り組みをして、

平成２６年から特急が停まるようになったので通勤時間としては短くはなったと思います。しかし、

西武新宿線の場合は地下鉄等と乗り入れをしていないところがあって、どうしても高田馬場駅で乗り

換えをしなければならないということが西武新宿線全体の活力を削いでいる部分が大いにあるかと。

これは今後、時間をかけて鉄道会社にいろいろとお願いをしていくということがあろうかと思います。 

一方で、西武池袋線沿線は結構人気がありまして、今、相互乗り入れをして横浜まで直通で行ける

状況になっていますから、池袋線沿線は比較的堅調に推移していると伺っています。東村山でも秋津

町や青葉町エリアは池袋線の秋津駅に出やすいということで、まだ人気があるのかなと思います。 

そういう広域的な観点と、それからＩさんがおっしゃられるような市内の交通事情や買い物状況の

改善は考えていく必要があって、１つには今、交通不便地域についてはコミュニティバスを運行して

何とか交通不便を解消していこうという取り組みをしています。それから買い物については公の機関

で良くしていくというのはなかなか難しいところがありますけれども、例えば萩山エリアでは以前、

江戸街道沿いの公団のところにスーパーがあったのですが、１回撤退して２年ほど空き店舗になって

いたのですが、ＵＲ（都市機構）に再三お願いして何とか今スーパーを誘致していただいて、一定の

改善を図ったりというようなことをしています。 

買い物の場合はどうしても需要と供給のバランスみたいなものがあって、行政でお店を誘致しても

その後、一定の売上等がないと経営が成り立たない問題があるので、市としても、今ある小規模な個

店等については営業を継続していただくよう、商店支援として商工会といろいろな取り組みをしてい

ます。エリア的な買い物不便地域をどう解消していくかということについては、まだ有効な手立てを

打ちきれていないところがありますけれども、今後の道路整備等と併せて、あるいは今度、東村山駅

周辺では連続立体交差事業が行われますので、それに併せて一定の商業集積を図りしながら、地域の

活性化につながる取り組みをしていきたいと考えているところでございます。 

 

◎ 都市マーケティング課より ◎ 

都市マーケティング課では昨年度、実際に市へ転入、市から転出した方へアンケートを行いました。

その結果、２０,３０歳代の方の移動が多く、転居先を選んだ理由としては、仕事先へのアクセスや住

宅環境といった回答が多く集まりました。 

また、これ以外にも住宅開発の多寡など人口減少には多くの要因が影響しています。 

これらを受け、市ではまちの活性化・人口維持のための総合的な対応策として東村山市創生総合戦

略の策定を進めています。この戦略を進めながら、引き続き人口減少の要因分析と対応を進めてまい

ります。 
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◎ 産業振興課より ◎ 

平成２６年度、東村山商工会を通じて「買い物に関する行動・意識調査」を実施いたしました。平

成２７年度は事業者に対する意識調査を実施しており、平成２８年度にこれらの調査をもとに「商業

振興プラン」を作成予定となっております。 

人口の減少もそうですが、ここ数年、商店会の解散も複数発生しており、市内商業の活性化、地域

の活性化を図る取り組みをしてまいります。 

 

 

◆コミュニティバスについて            （富士見町 Ｉさん） 

今のコミュニティバスは住宅あるいはいろいろな市の施設から駅へ向かうというのが多いようだ。

会社員の時はとにかく駅に行ってそこから職場へ到達すれば良かった。ところが、定年になると時間

ができるので、市民センターとか市役所、あるいはスポーツセンターとか運動公園に行きたい。高齢

者の健康寿命を保つ上で、高齢者が自由に行ったり来たりできるというのも１つの方策。交通の便、

それから健康寿命といったことから、公民館も含めて市の施設に住まいから直接行けるように、今の

コミュニティバスのルートをもう一度考え直すというのはいかがか。三鷹市では住まいから市の施設

に１つの乗り物で行けるような考え方を取っているという話を聞いた。そういったことを含めると、

直接行けるような方策を考えていただければと思う。 

◎ 市長回答 ◎ 

現状のコミュニティバスの基本的な考え方は、駅から５００ｍ、それからバス停から３００ｍ以上

離れた地域を交通空白地域として、そこをまず解消して最寄りの駅まで行けるような状態を目指して

いこうということで、今、行っているのはいわゆる定時定路線バスというやり方になります。 

今、検討しているのは、美住町・富士見町エリアに西武バスが走っていたのですが、廃止になって

空白地域になってしまったエリアがありますので、それを解消すべく、来年度以降、恐らく実証運行

までできる運びとなっています。 

今、東村山市では日常の足の確保ということでコミュニティバスの要望が極めて高く、富士見町の

江戸街道から南のエリアも非常に要望の強い地域ではあるのですが、バスを通すには最低でも６ｍ以

上の道路幅員が確保されないと警察の許可が下りないということで、実際問題としてバスを通せる道

路が少ないというのが１つの大きな課題となっています。なので、定時定路線バスではないかたちの

乗合タクシー方式とか、今後いくつかの手立てを考えていく必要があるのかなと思っています。 

それと、今、Ｉさんがおっしゃられた公共施設を結ぶということについては、今のところは先ほど

申し上げたような考え方に則って進めていますけれども、市民の皆さんからのご要望としては「病院

に行く足が欲しい」という声もあります。これらを今後どのように考えていくかということが課題の

１つであるのと、公共施設も今ある施設が大体３０～４０年以上経過してきまして、これはどの自治

体もそうですが、今後、公共施設の再生問題というのが大きな課題になります。高度経済成長期に建

てられた建物が極めて多いのですが、低成長期になって税収が伸び悩む中で、これから公共施設を全

て建て替えて維持していくというのはよほどの財政力のあるまちしかできないと言われています。当

市でも建設後３０年で大規模修繕、建設後６０年で建て替えると仮定して考えると、今後３０年間で

約９００億円かかるという試算が出ています。全ての公共施設を維持するのに１年で３０億円が必要
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になるのですが、今の東村山市の財政的な力では施設の整備に充てられるお金は最大限がんばっても

年間２０億円ぐらいが限界で、毎年１０億円の赤字になってしまうということを考えると、現在の公

共施設を全て未来永劫にあたって保有するというのは財政的には極めて難しいところがあります。例

えば、学校等の建て替えに併せて周辺の集会施設等を学校の中に取り込んでいくような再生手法を取

らざるを得ない。そうなった場合に、近所に地域のコミュニティの場があった人はなくなってしまっ

て学校まで行かなくてはいけないとなると、先ほどのご指摘のように高齢者の健康寿命を伸ばすよう

な取り組みをできる場所が身近になくなって、家に引きこもってしまうと健康寿命がますます下がっ

てしまうということがあります。公共施設の再生問題と絡んで身近な公共施設に高齢者の方にもっと

来ていただくような足の確保をするかということも一緒に考えていかなければならない課題だと思っ

ています。今の段階では「すぐにこうします」ということはないのですが、我々も課題としては公共

施設の再生とそこまで行く足をどう確保していくかということを一緒に考えないと健康寿命を伸ばす

ことはなかなか難しいかなと思っています。 

 

◎ 高齢介護課より ◎ 

平均寿命と健康寿命の差は日常生活に支障がある「不健康な期間」と言われ、その期間は男性で９.

１３年、女性では１２.６８年となっております（平成２２年国調査より）。 

今後、平均寿命の延伸に伴い、こうした差が拡大することとなれば個人の生活の質の低下につなが

るだけではなく、社会保障に対する負担増大にもつながります。 

平成２８年４月より介護予防・日常生活支援総合事業を開始いたしますが、この事業は今まで以上

に介護予防の観点を取り入れ、また高齢者の社会参加を促進する事業を広く展開する予定となってお

ります。一層の健康寿命の延伸に寄与すべく、今後も事業を進めてまいります。 

 

 

◆多磨全生園の今後の展望について         （富士見町 Ｉさん） 

先日、人権週間というのがあって、いきいきプラザで展示会をやっていた。それを見て気付いた

が、多磨全生園は患者の方がだんだん減ってきている。その後は東村山市で跡地を利用するという

ような計画はあるのか。もしあったらご説明を。 

◎ 市長回答 ◎ 

毎年１２月上旬の人権週間に合わせて、東村山市ではいきいきプラザの１階で人権パネル展という

のを開催させていただいています。 

当市では今、ご指摘がありました多磨全生園というハンセン病の療養施設が１００年以上に亘って

市内に存在していて、かつては国の誤った政策で病気に罹ったというだけで患者さんは強制的に隔離

され、結婚する際には断種、妊娠した場合は堕胎というような、かなり非人道的な扱いがありまして、

特に戦前期に人権を無視するようなことが行われてきたわけです。戦後も昭和３０年代ぐらいまでは

結構過酷な状況だったようですが、その後、世の中も大きく変わって、ハンセン病も簡単にうつる病

気ではないということがわかってきたことや、特定の病気の方をそうやって強制隔離したりすること

が人権侵害にあたるということで、平成の時代に入ってからですがらい予防法も廃止されたという状

況で、東村山市でも全生園の入所者自治会の皆さんと勉強して、人権の大切さやハンセン病について
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学ぶ機会を設けて、特に市内の小中学校で子どもたちに教えています。そういったことで、毎年、人

権パネル展では、各学校の取り組みとか、子どもたちの書いた作文などを展示させていただいている

ところでございます。 

多磨全生園について申し上げると、ピーク時には１５００人ぐらいの入所者がいたそうですが、プ

ロミンが開発されてからはハンセン病も治る病気になりまして、今、日本で新たに発症される方はほ

とんどいらっしゃいません。いたとしてもすぐに治ってしまう病気でございますので、新規に施設に

入られる方というのはいないわけで、今、全生園の入所者の方は１９９か１９８名で平均年齢も既に

８４歳ぐらいだと思います。（平成２８年１月１日現在１９７名、平均年齢８３.３歳）中には１回社会

復帰された方で、加齢とともにまた施設に戻ってこられるというような方もいらっしゃるようですが、

平均年齢から考えると１０年ぐらいするとほとんどの方がいらっしゃらなくなるという状況です。 

今、国立のハンセン病の療養施設というのが全国に１３ヵ所ありまして、これらについて入所者の

自治会や園、それから地元の自治体といろいろ協議しながら、将来構想というのをつくって進めてい

ます。東村山の全生園の場合は、基本的には入所者の皆さんの介護・看護施設の拡充とともに、将来

的に全生園をまるごと「人権の森」として後世に残して欲しいという運動をかねてからなさっておら

れて、市としてもそれに全面的に賛同して「人権の森構想」の推進をしているところであります。 

具体的にどういうことをするのかということになると、自治会の発想としては記念公園的なかたち

で残していただきたいということを国に求めているわけですけれども、今は厚生労働省所管の療養施

設という位置付けなんですが、療養所の役割を終えてしまうと国有施設ですから法的には厚労省から

財務省に移管されてしまって、今の国庫の状況を考えると、もしかすると売却されてしまう可能性も

あって、そうならないようにどのようなかたちで残していくか。全国の療養施設の中には入所者の方

だけではなくてその地域の方が通院したり入院されたりして、地域医療の一翼を担うことで入所者の

方がいらっしゃらなくなっても継続していきたいという園もありますので、そういったことも参考に

しながら、東村山市としては「人権の森」というかたちで将来に亘って保全されるように、今、取り

組みをしているところでございます。 

 

◎ 企画政策課より ◎ 

普及啓発活動の取り組みに関し、他には、清掃ボランティアの実施、市内公共施設において語り部

講演会の開催、全生園散策ガイド、普及啓発のためのグッズ製作及び販売。普及啓発のために制作し

た DVD・写真集を関係機関と都内公立小・中学校へ配布、また、２７年１０月には、東京都の人権フ

ェスティバル ヒューマンライツ・フェスタに参加いたしました。これまで制作した啓発グッズを活

用し、人を介して市民のみならず、市外、都外の市民の方にも人権の森構想や全生園を知っていただ

き、入所者のご意向に沿うかたちで、取り組んでまいります。 

 

 

◆議会報告会とタウンミーティングの融合を      （青葉町 Ｔさん） 

この前、議会報告会に出席したが、若い人がすごく多かった。今日は割と年配者が多い感じがする。

ちょっと話がずれてしまうが、市議会議員が２５名いるので、できれば一人ずつこの場に呼んで紹介

してもらうとか話をしてもらうとか、後半にそういう時間をつくってもらうとかをお願いしたい。 
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◎ 市長回答 ◎ 

東村山市議会では平成２６年４月１日から「議会基本条例」というものを施行しまして、毎定例会

ごとに議会でどういう議案があって、各議員さんあるいは各会派がどういう議論をして、それぞれ議

案に対して賛否についてどういう対応・表明をしたかというようなことを報告しつつ、参加した市民

の皆さんからいろいろとご意見をいただく会を行っています。 

議会報告会は若い人の参加が多かったので、このタウンミーティングを活性化する１つの方策とし

て、例えば市議を参加させたらどうかというご提案だと思います。 

ご案内の通り、地方自治体というのは直接選挙で選ばれる首長と、直接選ばれる議員さんで、議員

さんの場合は一人ではなく複数名ということになって、当市の場合は２５名（平成２８年１月２２日

現在２４名）いらっしゃるわけです。私は執行機関を代表し、議会は立法機関という立場があって、

これを二元代表制という言い方をして、市長が上で議会が下とか議会が上で市長が下ということでは

なくて、あくまでも役割が違って、対等な関係にあるということが法的な位置付けになっています。 

そういう意味で言うと、行政機関の長が行っているこういうところに議員さんが自らお見えになる

分には一向に差し支えないんですけれども、私のほうから特定の議員さんに「来てください」という

ことはちょっと難しいところが実態としてあります。 

逆に言えば議会報告会に私が参加させてもらったほうが手っ取り早いような気もしますし、市長が

市政報告をする場合と議会が議会報告をする場合、それぞれ立場が違うもの同士が別々にやっている

ものを全体として市民の皆さんはどうなのかということも当然あろうかと思いますので、そこは今後、

議会とも協議して、研究をさせていただいて、将来そういうことが実現できるかどうかわかりません

けれども、行政と議会の両方がセットで主権者である市民の皆さんの前でどういう報告をするのが望

ましいのか、全国でもそういう事例があるのかどうか確認しながら研究したいと思います。 

 

 

◆都市計画推進による転居に伴う代替地について     （本町 Ｔさん） 

今、本町は府中街道や高架の関係があって、これから住民形態が随分変わってくると思う。個人で

土地を探すのが原則のようで市も東京都も直接あまり関わらないが、進捗を早めるためにアドバイス

をできないものなのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

今、Ｔさんから非常に重要なお話をいただきました。府中街道の野口橋からさくら通りまでの区間

の拡幅整備ということで、事業認可を取得して、それと併せて府中街道の踏切のところから鷹の道・

大踏切、それから化成小学校の前等の踏切を除却すべく鉄道の連続立体交差事業、いわゆる高架事業

が始まるということで、これから本町エリアはハード面でまちが大きく様変わりをします。 

道路用地に地所がかかっている住民の方には長年、住み慣れたところを離れていただくということ

になるので、大変なご負担・ご迷惑をおかけすることになるわけですが、府中街道は東村山市の南北

をつなぐ基幹的な道路でございまして、いくつかの踏切がボトルネックになっている状況がまち全体

の発展、あるいは防災上、安心・安全なまちづくりを阻害する要因になっていました。かねてより「早

く府中街道の整備をお願いしたい。それとともに府中街道のボトルネックになっている鉄道について、

高架化することでスムーズに行き来できるような取り組みをしていただきたい」ということで市から
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東京都にお願いをして、ようやく昨年、連続立体交差事業については着工の運びとなったところで、

併せて府中街道についても今、用地買収が徐々に始まっているところであります。 

Ｔさんがおっしゃられるように、公共用地の取得については基本的に金銭補償ということになりま

すので、売っていただいた土地それから建物の保障をさせていただくわけですけれども、やはり長年、

住み慣れたところをあまり遠くに引っ越したくない。できればこの近辺で地所を求めて生活を再建し

たいという方々がいらっしゃるのも事実であります。そうした方々については、基本的には府中街道

の拡幅整備事業は東京都の事業となりますことから、東京都のほうにお話をしていただいて、都から

市のほうに紹介があれば、市の保有している公社の土地等をご紹介するということもこれまでも全く

やっていないわけではありませんので、そうしたことはこれからもさせていただきたいと思います。

私どもとしても道路事業にご協力いただけることが望ましいわけで、その方から都を通じて市のほう

にお話をいただければ、できるだけ地権者の方のご意向に沿えるように努力は惜しまないつもりでご

ざいます。一義的には都の事業なので、都を通じて市のほうに話を持ってきていただけると、我々と

しても動きやすくなるというところがありますので、よろしくご理解をいただければと思います。 

 

 

～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 

 

◆移動支援制度について               （萩山町 Ｔさん） 

今、障害者とか介護でガイドヘルパー系の移動支援制度があるが、昼食の時間にあたると食べな

くても食事代を取る事業所がぽつぽつ出てきた。私としては納得がいかない。食べなくてもかかる。

これを是正するのは東京都の管轄だと思うが、市内にもそういう事業所が出てきている。これはあ

まり市に関係ないが、市長はこういう状態をどう思うか。 

◎ 市長回答 ◎ 

以前、Ｔさんから「自分がお昼を食べる時に、移動支援のガイドヘルパーさんの食事をどうするか

悩ましい」というお話をいただいたことがあったと思いますが、今はお昼時間にかかると、食べる・

食べないに関わらず事業所のほうでガイドヘルパーさんのお昼代を料金として徴収するような事業所

が出てきているということですか。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

私は法的にいうとそれは徴収しなくても良いのではないかと思いますけれども、仕組みがどうなっ

ているのか現状がわかりませんが、考えてみると非常に難しい問題です。 

基本的には時間の中で１時間あたりの単価が決まっていて、それでガイドヘルパーのお仕事をして

いただくということになるので、それがたまたまお昼ご飯あるいは夕食どきにかかったからといって

食事代を徴収するというのは、そもそもの支援法の趣旨からすると違うような気がします。 

では、事業所のほうからは何を根拠にガイドヘルパーの方の食事代を出してくださいとなっている

のでしょうか。 

出てきている。                        （萩山町 Ｔさん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

恐らく今Ｔさんがおっしゃられたように、単価が安いとか、ガイドヘルパーさんの確保が慢性的に

結構厳しい状況があって、もしかすると事業所としてはある意味、売り手市場的な感覚があるのかも

しれません。そこで法定外の負担を求めているということになろうかと思います。それが適当なのか

どうなのかということについて言うと、私の今の理解だとわからないところがあるのと、どの事業所

もそういうかたちで「お昼代を出さない方にはヘルパーを派遣しません」という話になると、それは

また特に視覚障害者に対する移動支援事業そのものがうまく成り立たなくなるので、そもそもの移動

支援制度が立ち行かなくなる危険性があると思います。 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

私もお昼代を請求する事業所が出てきたというのは初耳だったので、調査させていただいて、まず

実態を把握したいと思います。 

移動支援でたまたまお昼にかかってしまった時に、基本的には今まではヘルパーさんの自己負担と

いうかたちで行われてきたわけですが、それが事業所のほうで「お昼代を出せ」という話になると、

制度そのものが歪められかねないような問題をはらんでいますので、実態を調査して、法的に問題が

ないのかどうなのか確認を取った上で、必要があれば適切な運用をしていただくように指導をしてい

きたいと思っています。 

私の知っている範囲では、高齢介護の世界でご心配いただいているような話を聞いたことがありま

せんし、身体介護はヘルパーの資格を持っている方以外はできませんけれども、その他の生活支援事

業等について、例えば、季節ものの家電の入れ替え等というようなことについては有資格者でなくて

もできるので、平成２８年４月からは一定程度、それぞれの市町村の権限でそういったところについ

て規制を緩和して、より多くの事業所、あるいはヘルパーさんを確保しようという動きになっていま

す。 

それから身体介護ではなくて生活援助型の支援については「委託型」というかたちで、東村山市で

はシルバー人材センターを想定していますけれども、最低賃金以上の賃金は支払っていただくわけで

すけれども、資格を持っていないのでもう少しお安い料金で生活支援をしていただくサービスを拡充

していこうということを高齢介護の世界では考えているところです。今後もしかすると障害の世界で

もそういうことが起こる可能性はあるかなと思っていますが、いずれにしても今日Ｔさんから提起い

ただいた問題については確認をさせていただいて、適切な運用を図っていきたいと思っております。 

 

「あなたたちのために仕事をしてあげているから」それと「単価が安いから」と言う。

でも単価が安くてもそこを経営するのは自分たちのやり方。障害者だけでなく、高齢者の

部分にも入ってくる可能性がある。そうすると負担できない人が利用しにくくなる。そう

いうのが市内にどんどん増えてきたら困る。契約書を書いて同意したものに対して送って

いるから、確かに法的にはそんなに違反ではない。ただ、その部分について東京都も国も

書いていない。だからこういう事業所が出てきてしまう。こういうおかしなことを事業所

が行っている。                        （萩山町 Ｔさん） 

これは視覚障害者のヘルパーではなく、知的障害系。こういうのがどんどん増えてくると

高齢者のほうにもいく。                    （萩山町 Ｔさん） 
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◎ 障害支援課より ◎ 

昼食代の負担については、移動支援制度において明確な基準がないため、やむなく昼食代を請求す

る場合は、事業所と利用者双方の契約により、同意を得ていると伺っているところです。 

 

 

◆障害者差別解消法について             （萩山町 Ｔさん） 

市長は障害者差別解消法というのをどのように思っているか。 

◎ 市長回答 ◎ 

障害があることを理由に何らかの行政サービスを提供しないということは現状でもないと思ってい

ますが、来年４月から障害者差別解消法が施行になりますので、それに向けて合理的な配慮をするよ

うに、今、庁内でも検討・協議を重ねているところです。 

しばしばＴさんからご指摘いただく、例えば市内の道路の点字ブロックの設置等については、来年

の４月までに一挙に整備するというのは実際にはできませんので、視覚や聴覚、あるいは身体等いろ

いろな障害がありますけれども、道路を歩く場合に安全に歩行できるようなハード整備等々、これは

一定の合理的な配慮にあたるものと認識していますので、できるだけ早期にそうした整備を進めてい

きたいと考えています。 

その他、聴覚障害者の方に対して窓口での対応をどうしていくかとか、今、いろいろな障害の種別

や程度に応じて具体的にどうした合理的な配慮が必要なのか、その辺について整備をさせていただい

ているところであります。基本的には障害の有る無しに関わらず、それぞれの人がその人らしく生活

できる人生を送れる社会を目指すことが法の立法趣旨だと捉えておりますので、行政としてはこの法

の趣旨に則って、これからも障害の有る無しに関わらず「東村山に住んで良かった」と思われるよう

な東村山を目指して取り組んでいきたいと考えております。 

 

 

◆本町地域に集会施設を                （本町 Ｓさん） 

本町には集会施設がない。市民センターはあるが、本町だけで使える施設というのはない。１３町

の中でそういったものがないのは本町と美住町ぐらいだと思う。例えば久米川町はふれあいセンター

と憩いの家の２つがある。２丁目町会事務所も駐車場の２階に間借りしている状態。何かしたい場合

には市民センターしかないが、全町で使っているので日にちの折り合いがつかないことが多々ある。

これは私の勝手なお願いだが、東村山市役所前郵便局の脇に空き地があるので、できればその辺に本

町のふれあいセンターというのを造っていただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

市の中心部が故のある種の悩みというか、中央公民館も本町ですし、市民センターも本町ではある

のですが、確かに市で使わせていただいたり、全町的な催しでしばしば使われるので、そういう意味

では本町の住民の方が定期的に利用するとなると逆に借りづらいという悩みがあるのだろうと、今、

思いました。 
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すぐにふれあいセンター云々というのは難しいのですけれども、先ほど申し上げたように公共施設

の再生問題というのがありますので、それに併せて地元の方に比較的気軽にお使いいただけるような

ことをかねてから自治会の会長さんからもいろいろとご指摘いただいていますので、そういったこと

も踏まえて今後、検討させていただければと考えているところでございます。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

本町地域には、市民センターなどの公設の集会施設のほか、本町１丁目、２丁目の集会施設、都営

住宅の集会所、アイタウンの集会所など地域開放型の集会施設もございますので、ご利用をご検討く

ださい。 

 

◎ 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、今ある施設を今までどおりに維持していくことは困難

な状況となっています。 

また、時代の変化に伴い、公共施設に求める役割も大きく変化してきています。 

このような状況を踏まえ、「東村山市公共施設再生計画基本計画」では、公共施設が提供しているサ

ービス（機能）に着目し、施設の複合化や多機能化、民間活用など、公共施設を最適化するための様々

な取り組みを検討していくこととしています。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆名画を上映する場を                 （本町 Ｍさん） 

名画を観るのに近隣にそういった施設がなく、池袋や九段まで行くので電車に乗るだけで疲れる。

近いところで、できれば市の施設でそういう上映会があれば、多くの高齢者が名作を見にくると思う。

何か良い方法があれば市長さんに考えて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

昔の名作映画を市内で上映するような機会を設けたらどうかというご提案で、それは面白そうだな

と今お聞きして思いました。 

池袋や九段まで行かれるということですが、市内には専用の映画館がございませんことから、やる

とすると公民館のホール等で年に数回ということになろうかと思います。そういった映画を市が積極

的に上映することによって、わざわざ都心に行かなくても文化的あるいは娯楽を楽しむことができる

機会をつくるということは、高齢者のみならず若い方も昔の作品をご覧になるとたぶん「結構良いな」

と思われるんじゃないかと思いますので、検討してみたいと思います。 
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◎ 公民館より ◎ 

東村山市立中央公民館は、平成２８年２月末の竣工予定で耐震化工事、老朽化した施設・設備の改

修工事を行っています。 

この工事の一環として、ホールの座席も新しくなります。 

中央公民館ホールは、４５７席の座席を有しているため、市民の皆さまの活動の発表の場として、

また、文化活動、芸術活動の鑑賞としても利用、使用できます。 

また、いただきましたご意見のように、市内には映画館がございませんので、映画会を始め、様々

な取り組みが以前より鑑賞しやすくなりますので、今後、より市民の皆さまが楽しめるような企画、

運営を検討してまいりたいと考えております。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

下記の場所で昔の名画上映会を開催しています。 

【映画サロン】 

場所：交流基地みっちゃんち(栄町２－２０－１０－１０１)他 

    問合せ 木下 TEL０９０－２６５６－２３４３ 

日時：毎月第１日曜日 午後３時～ 

費用：３００円（お茶代） 

 

【映画鑑賞会】 

場所：多摩湖ふれあいセンター（多摩湖町１－１８－１６） 

    問合せ TEL３９８－７８５１ 

日時：毎月第１・３月曜日午前１０時～ 

費用：無料 

 

 

◆グラウンドゴルフができる施設の拡充を        （本町 Ｍさん） 

私は長年、グラウンドゴルフをやっているが、市内には狭いところはあっても広いところがない。

狭すぎてせいぜい１２人ぐらいしかできなくて、はみ出してしまう。それ以上の人は参加したくても

できない。市内にもう少し広いところが何ヵ所かあれば多くの高齢者が参加できる。小さいところが

いくらあっても１０人そこらじゃ追い出されてしまう。何とかならないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

確かに市内にはゲートボールの練習場は結構確保してきた歴史があるのですが、グラウンドゴルフ

は専用の練習場といっても１８ホールコース取りをするとなると少なくとも小学校の運動場ぐらいの

広さがないとなかなか難しいので、地域によっては学校の校庭でやっていらっしゃるグループの方も

お見かけしますけれども、本町のように町内に学校がない場合はなかなか厳しいかなと思います。 

学校の施設をうまく活用していただくといっても、久米川小学校にしても恐らく土日は少年野球等

いろいろなグループが使っていてなかなか使いづらいところがあるのかもしれません。時々、天王森

公園で練習されている方々を見かけたりしますが、確かにおっしゃられるように少人数ですね。 
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私も今「こうします」という良い答えがお出しできないので、今後、高齢者のスポーツ振興をどの

ように身近なところでやっていただくようにできるか、お時間をいただいて研究させていただければ

と思います。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

市内においてグラウンドゴルフを専用とする場の確保は困難な状態であります。したがいまして、

現状といたしましては、近隣の恩多小学校、久米川小学校の校庭のコミュニティ開放をご利用してい

ただくか、有料となりますが広さが確保できる運動公園グラウンドをご利用いただけますようお願い

いたします。 

 

 

◆いじめ対策について               （東大和市 Ｓさん） 

１９７０年代半ばに「教育病理」という現象が現れ、教育そのものがおかしくなっていった。高齢

の方たちは「昭和５０年代が一番良かった」と振り返る方が多いが、教育の世界ではそういった腐敗

が始まっていた。特にその中で問題になっていたのが、いじめの問題。私は小学５年生の２学期から

中学２年生の初めまで３年間、過酷ないじめを受けた。核家族という問題があるが私の家もそうで、

小学５年生の時に知り合いのいない土地に引っ越して、転校生としてのけ者にされた。今の現代日本

でもあらゆる場所でそういったことが起きていると思うが、そういう問題に真剣に向き合う大人が極

端に少ない。大人になると子どもの視点でものを考えられなくなると私自身、４０歳を過ぎて気付い

た。私の世代からいじめが深刻化したのであれば、私より上の世代はそういった経験がほとんどない

ということなので、私が子ども時代に誰も助けてくれなかったのは当然じゃないか、と。誰も顧みず、

全く関心を持たずに放ったらかしたという見方をせざるを得ない。 

 大津市で中学２年生がいじめの練習をさせられた挙句、自殺したという事件が起きた時、大津署が

学校に対して強制捜査に踏み切った。警察官の中にもいじめを体験して非常に苦しい立場に立たされ

た人間が数多くいて、そういったものをもはや見過ごすことができないと。あの大津署の対応は日本

の社会に対して何かしらの波紋を呼ぶとも限らなかったにしても、英断だったと思う。 

 私は１５歳で精神に不安定が生じて不登校になり、１９歳の時に萩山にある国立精神神経センター

に４か月間入院したが、それだけでは全快にはつながらない。神経症の場合、慢性の病気なので運が

良くても完治するのに１５年～２０年かかると言われていて、私の場合は１５年以上かかった。 

◎ 司会 ◎ 

東村山市のいじめ対策についてということでお答えさせていただいてよろしいですか。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

今、Ｓさんからご自身の人生を振り返りつつ、過酷な辛い状況にあったということでお話をいただ

いたところであります。そもそもの発端がたぶん小学５年生から中学２年生にかけてかなり酷いいじ

めを受けられたということが背景にあるのだろうということで理解をさせていただいております。 

今、全国的にもいじめが非常に大きな問題になっていて、大津市のようにいじめを苦にして自殺を

はい。                           （東大和市 Ｓさん） 



- 15 -        第９７回タウンミーティング 

するお子さんが後を絶たないという状況です。幸いなことに東村山市ではそこまで酷い状況に至った

ケースはありませんけれども、いじめが皆無かと言われると決してそうではない状況であります。 

東村山市でもいじめ防止対策推進法に基づいていじめ対策の基本指針を教育委員会が策定しました。

考え方としてはまずはいじめの防止、それからいじめがあった場合には早期発見・早期解決。やはり

長引かせるほどいじめられるお子さんに対する影響が大きいということで、できるだけいろいろな角

度からいじめを察知して、できるだけ初期に根絶に向けての対応をしていく。それから子どもや保護

者、学校の先生方を含めて、まず、いじめはあってはならないことだという認識を共通認識として持

つことが大前提になります。今、市としてもいじめの防止に向けて子どもたちの啓発活動等を通じな

がら、いじめの根絶に向けて努力しているところです。 

ただ、いろいろなケースがあって、どうしても学校や地域では見落とされてしまうケースがないわ

けではありません。昨年、当市でも中学生が数名逮捕されるという事件がありました。元々は一緒に

遊んでいた仲間で、どちらかというといわゆる不登校グループみたいな子どもたちのうちの一人がタ

ーゲットになって、「失神ゲーム」という命に関わるような暴行を受けるという事例もありました。こ

れは学校の外で、なおかつ、加害者の自宅で行われていたので、学校側もなかなか把握ができなかっ

たということで、被害を受けられたお子さんの保護者の方が「子どもの様子がおかしい」と気が付い

て、事が明るみに出たというケースです。いじめを受けている本人が親や周りの大人になかなか言え

ないという状況もあるようですし、言ったとしても今Ｓさんからお話があったように大人のほうの無

理解みたいなこともあって、きちんと受け止めていただけないというケースもあるようですが、やは

りいじめについて子どもも大人も「まずあってはいけない」ということを深く認識し、あった場合に

適切に対処するということに尽きるのではないかと考えているところでありますので、よろしくご理

解いただければと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

なかなか良いご回答を申し上げられないのですが、今、お話を承っているとかなり経済的にも困窮

されていらっしゃるようです。ご家族とも音信不通ということですが、Ｓさんはお住まいが東村山で

はなくて東大和ということなので、一度、東大和市の行政機関にもご相談されては… 

 

 

中学生数名が失神ゲームで逮捕されたということだが、それが明るみに出たということを

私は知らなかった。いずれにせよ、こういった問題は地域に根差した問題。私は家庭内で

精神的な不安定に陥ったので家庭内が不和になり、３０歳から一人暮らしをした。一度、

実家に戻ったが、１年ぐらいでまた一人暮らしに戻って、日払いで働いた。週６日働かな

くてはいけなくて、当時はまだ仕事があったが、年齢的にも健康面でもだんだん仕事がな

くなってきて、体調を崩してしまった。親に送金をお願いしたが止められてしまって困窮

していたところ、友人が闇金の仲介をしてきた。私はアマチュアで推理小説を書いている

ので、そういった世界を知っておいたほうがいいかなという気持ちがあったし、生活費が

なくて不安定だったので、総額２０万円ぐらいを借りた。それから先は闇金の取り立てが

実家に来て、親も音信不通になり、どこにいるかわからない。今、実家はなくなってしま

った。現代社会の構造がそうなっている。教育病理の問題もそう。（東大和市 Ｓさん） 

それは既にもう行き尽くした。                （東大和市 Ｓさん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

そうですか。ご病気も抱えられていらっしゃるのか、もう完治をされているのかよくわかりません

けれども、まず健康状態、それから経済的に自立されるように、今もう既に相談をされているという

ことですけれども、それぞれの自治体にそういった相談機関がありますので、そういったところとご

相談されて生活の再建を図っていただければいいのかなと思ったところでございます。適切なご回答

にはなりませんけれども、ご理解いただければというふうに思います。 

 

◎ 指導室より ◎ 

教育委員会では、平成２６年８月に「東村山市いじめ防止等に関する基本的な方針」を策定しまし

た。また同年４月には、各学校の「学校いじめ防止基本方針」を策定しております。それぞれの方針

の中には、いじめの「未然防止」・「早期発見」・「早期対応」・「重大事態」の４段階における具体的な

取り組みが記載されており、実効性のある計画となるよう定期的に見直し・改善も行っています。市・

学校ではこの方針に基づき、定期的なアンケート調査の実施やいじめに関する授業の実施、スクール

カウンセラーによる児童・生徒の全員面談（小５、中１）など、児童・生徒のいじめ防止に取り組ん

でいます。（各基本方針は東村山市教育委員会及び各学校のホームページで閲覧することができるよう

になっています。）その他にも教育委員会では、市内小・中学校全教員の悉皆研修や職層別研修を通し

て、教員を対象とした「いじめ防止」に関する研修を行って周知・徹底を図っています。 

また教育委員会では、「学校生活指導連絡協議会」や「いじめ問題調査委員会」といった組織もつく

り、いじめ問題の事例を基に未然防止策や再発防止策を話し合っています。これまでには、平成２６

年夏に起きた「失神ゲーム」による逮捕事件についても扱い、長期休業前の指導の在り方や長期休業

中の家庭と学校との連携方法などについても協議しました。さらには、市立全中学校の生徒会役員が

集まって話し合う「生徒会サミット」では、平成２６年に「いじめ防止宣言」を作成し、平成２７年

には「インターネット等の利用に関するルールづくり」を行い、全小・中学校の児童・生徒や市民の

皆様に発信し、いじめ問題に関する理解・啓発を行いました。 

 

 

◆ふるさと歴史館の更なる活用を          （富士見町 Ｉさん） 

ふるさと歴史館には学芸員がいるが、そういう方々をうまく活用して。東村山市には高校までしか

ないが、教育関係の施設としてそういうものを有効活用できないか。ふるさと歴史館の学芸員の方が

市役所のまとまった文献を整理して販売したり、図書館で閲覧できるということをやっていて、どれ

も素晴らしい内容なのでそういう方々をうまく活用していただければと思う。ふるさと歴史館では今

もいろいろなテーマを設けてセミナーを開いているが、市民に浸透するにはもうちょっと工夫があっ

ても良いのではないかという気がするので、市長さんのお考えを。 

◎ 市長回答 ◎ 

当市は縄文時代からの遺跡物があって、弥生時代の遺跡はないんですけどそれ以外の古墳時代から

奈良・平安・鎌倉、それ以降の歴史的な遺跡物が数多く存在したり出土したりしているまちで、多摩

地区でも有数の歴史を持つまちの１つだというふうに自負いたしております。 

ふるさと歴史館はそうした歴史・文化遺産を適切に保管・保存して、できるだけ市民の皆さんにご
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紹介するということが役割の施設でございまして、今、学芸員の資格を有する職員が３名か４名いま

す。それぞれ古代史・中世史・民俗学等の専門分野を持った人間で、ふるさと歴史館等で、今、ご指

摘いただいた市民向けのセミナーや講演活動等も行わせていただいているところであります。 

今、ご指摘いただいたように、今後、もう少し広く市民の皆さんにご紹介させていただくように、

どんな取り組みをしていったらいいか。歴史館の場合、場所が諏訪町ということで、例えば富士見町

の方が歴史館まで行かれるとなると、それこそ先ほどお話がありました交通が不便な感じもございま

す。中央公民館が来年には再開しますので中央公民館を活用するなり、富士見公民館や秋津公民館等、

市内各所でもそういった講座ができないのかどうか、そういったことを少し考えたいと思います。 

また、東村山市にはご指摘のように残念ながら大学がありません。大学のあるまちは大学と連携し

て大学の先生方が定期的にそのまちで公開講座等を大学で開いたりして市民文化の振興にも寄与して

いる部分がありますが、当市の場合はそういったことがなかなかできません。ただ、公民館や図書館、

そして歴史館等をうまく活用しながら、いろいろな観点での専門的な講演や講座を開設してきた経過

もありますので、質的にも量的にもそれを更にレベルアップできるように、全体として文化の香りの

するようなまちづくりを進めていければと考えているところであります。 

よく指摘を受けることとして、東村山の弱点としては道路事情が良くないということと、もう１つ

は中央線沿線や２３区と比べると大学が市内にないということで、やはり文化ということについてど

うなのかというご指摘をいただくことがしばしばあります。 

ただ、もう亡くなられましたけれども、市内にはかつて文化勲章を受章した草野心平さんのような

偉大な詩人が住んでいたり、こちらももう亡くなられましたけれども、多摩湖町には芥川賞を受賞し

た清岡卓行さんという作家の方や、現代音楽を代表する武満徹さんも亡くなるまで市内にお住まいに

なられて、探すと市内にもそれなりの芸術家・学者・文化人の方も結構住んでおられたりするので、

そういった方に少しご協力いただいて市民向けの講座なりワークショップなり、いろいろなことでご

協力いただけると文化的にもより良いまちづくりが進められるのではないかなと考えています。これ

はまだほとんど構想というかアイディアの段階なので、具体には進んでいませんけれども、こういっ

たことを展望しながらこれから文化のまちづくりも進めていければなと思っております。 

 

◎ ふるさと歴史館より ◎ 

ふるさと歴史館では、東村山市を中心とした縄文時代から現代までの歴史的な展示や昔の生活がわ

かる民俗的な展示など年４回ほどの展示会をふるさと歴史館の特別展示室で行っています。それに伴

ってすべての展示会ではありませんが、展示図録を作成し、市内の図書館へも配布し蔵書しておりま

す。現在のところ３０種類の図録があります。また、諏訪町のふるさと歴史館・多摩湖町の八国山た

いけんの里では、講演会・講座も開催しております。今後、館外での出前講座等のＰＲイベントの開

催等を含め、より幅広く市民への周知啓発ができるよう検討してまいりたいと考えております。 

 

◎ 社会教育課より ◎ 

市内にお住まいの芸術家・学者・文化人等の把握をさせていただき、市民向けの講座やワークショ

ップなど、いろいろなことでご協力いただけるよう研究してまいります。 
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【市長まとめ】 

 

本日は長時間に亘りましてお付き合いをいただき、誠にありがとうございました。 

今回で９７回目ということで、来年の３月には１００回を超えることになります。毎回、市民の皆

さんにご参加いただいて、様々な観点からご質問やご提案をいただいて進めてきたタウンミーティン

グ。「あの時こう言ったことがその後どうなったのか、なかなか見えにくい」というご指摘もあります

が、どちらかと言うとすぐにできることというのはなかなかなくて、ご提案とは少し違ったかたちで

も３年ぐらい経って何らかのかたちで実現しているというようなものも結構あって、それらをできる

だけ市民の皆さんに見えるかたちでお示しできるように今、所管のほうで整理をさせていただいてい

ます。 

私が市長に就任させていただいて来年１０年目を迎えることになりますが、直接、市民の皆さんと

対話させていただくということを市政運営の基本におかせていただいています。このまちで生活し、

暮らしておられる市民の皆さんの様々な声をしっかりと受け止めて大事にしながら、これからも市政

運営に邁進
まいしん

したいと思っております。 

特に本町地域のことで言えば、これから府中街道の拡幅整備、それから西武線の連続立体交差事業

という大きなハード事業が行われます。両方とも東京都の事業ではあるんですけれども、連立事業に

ついては東村山市も１００億円近くのお金を拠出します。幹線道路である府中街道と鉄道の連立事業

で東村山市の中心部である本町地域がこれから１０年、あるいは２０年ぐらいのスパンでものすごく

大きく変わってくると思っています。そのことが３０年後、５０年後の東村山の安心・安全で、活力・

魅力あるまちづくりの大きな基礎になると考えていて、やはり未来につながるようなハード整備をし

たいと思います。一方で、お話がありましたように文化や教育・福祉といったソフト事業もこれから

の少子高齢化の中でバランスよく進めていかなければならないと考えているところでございます。 

今年も残り少なくなりましたけれども、来年も皆さまにとりまして、そして東村山市にとりまして

も明るく良い年になることを心から祈念させていただいて、御礼の挨拶に代えたいと思っております。 

本日はお付き合いいただきまして、ありがとうございました。司会のＧさん、ありがとうございま

した。 
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