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○開催内容 

平成２８年２月１３日（土）午前１０時、富士見公民館におきまして、「タウンミーティング」を

開催しました。３０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２６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５月２１日（土） 秋水園ふれあいセンター 午前１０時～正午 

富士見町 ２１人 

その他市内 ４人 

市外 １人 

合計 ２６人 

２０代以下 １人 

３０代 ０人 

４０代 ２人 

５０代 ３人 

６０代 ３人 

７０代 １０人 

８０代以上 ７人 

合計 ２６人 
男性 １８人 

女性 ８人 

合計 ２６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。 

今朝はいくらか温かくなりましたけれども、まだ寒い中、また何かとお忙しい時節柄にも関わらず、

皆さまと私の対話集会ということで、こんなに多くの方々にご参加いただきまして、誠にありがとう

ございます。また、常日頃、市民の皆さまには市政推進にあたりまして、ご理解・ご協力をいただい

ておりますことに改めて感謝申し上げたいと思います。 

私も市長に就任させていただいて、早いもので１０年目を迎えることになりますが、最初の市長選

挙の公約に掲げさせていただいたこのタウンミーティングも、回を重ねて今日で９９回目ということ

になりました。毎月１回、東村山市内にある１３町を回らせていただいて、地域に根差した様々なご

意見やご要望、あるいは市政全体に対する様々なご意見等をこの間、いただいてきたところでござい

ます。東村山市の市政を推進する上で、タウンミーティングは、今、欠かせないものとなってきてお

ります。 

今、これまでいただいたご意見がどういうかたちで市政に反映されたかという整理しております。

すぐにできるということは少なくて、何年か後に予算措置をしたり、あるいは条例や規則を作ったり

改正をしたりして、いただいたご意見に多少なりとも反映をさせたりということで、大よそご意見の

７割ぐらいについては何らかのかたちで市政に反映してきたと思っております。残りについては法制

度上できなかったり、なかなか予算の確保が難しかったりということがありますが、私としては極力、

市民の皆さんのご意見に真摯に耳を傾けながらより良い東村山づくりに向けてがんばらせていただい

ているというところであります。 

実は昨日、市役所で記者会見を開き、平成２８年度予算について発表させていただきました。一般

会計で５４０億円という過去最大規模の予算規模になったところでございます。これは高齢化の進展

に伴いまして、介護給付費や国民健康保険等々のいわゆる社会保障関連経費が増大しているというと

ころがあって、それに伴って予算規模が膨らんでいるという部分もあります。 

それから、いくつか大きな課題としましては、東村山市役所は築４０年以上経つ建物でございます

が、老朽化と旧耐震基準で建てられております。現在の耐震基準からすると地震がきたらすぐに崩壊

するというようなレベルではありませんけれども、やはり中長期的にはあまり良い状態ではないので、

これから２５ヶ月間をかけて耐震補強と改修工事を進めさせていただきます。今年度は中央公民館を

耐震補強工事ということで約８ヶ月間、閉鎖し、リニューアルしました。その関係で、本日の会場で

ある富士見公民館の利用率が今年は高かったのではないかということで、大変ご不便をおかけした部

分があろうかと思っております。公民館の場合は利用されている市民の皆さんには恐縮ですが、一時

的に閉めて耐震工事をさせていただいたのですが、市役所の場合は一時的に閉めるわけにいきません。

仮設の庁舎を建てる検討もしたのですが、仮設を造るだけでも数十億円のお金がかかるということな

ので、今回は業務をしながら耐震補強工事をするということになります。順調に行けば今年の夏か秋
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ぐらいから工事に入る予定で、２５ヵ月間というと足かけ３年の長きに亘って市民の皆さんにご不便

をおかけするかもしれませんが、万が一の大災害の時に災害対策本部機能のある市役所が真っ先にお

かしくなってしまうとその後の救援支援がままならないということがあるので、何とか市役所につい

ても耐震補強工事を進めさせていただきたいと考えておりますので、ぜひご理解のほどよろしくお願

いしたいと思っております。 

富士見町につきましては、現在、江戸街道の南側地域の国有地、あるいはＮＴＴの社宅跡地でいく

つか大型のマンション開発が計画されて、既に着工し販売されているところもございます。そういう

意味ではこれから富士見町についても江戸街道から南のエリアについては、かなりまちの風景が変わ

るのかなと。それに併せて一時的にお子さんが増えたりする可能性があって、例えばそのための学校

あるいは保育園、児童クラブの対応といったことがこれから課題になるかと認識しているところでご

ざいます。 

今、市の状況を申し上げましたけれども、今日は皆さんが日頃感じておられる忌憚のないご意見を

いただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

今日、司会を務めていただきます、南台町会会長のＳ会長さん、どうぞよろしくお願いいたします。 
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【会場でのご意見】 

 

～みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち～ について 

 

◆東村山市の防災計画について           （富士見町 Ｋさん） 

市の防災計画は平成２４年に制定されたもので、各小学校や中学校に避難所が指定されている。今、

避難所ごとに協議会を設定している過程と聞いた。私が住んでいる地域は平成２７年の年初から年央

にかけて新しく建売されたところで、住民の約３分の１が市内から転居した方で、約３分の２が市外

から転入された方。今、防災安全課とどの避難所にという話をしていて、我々の要望もほぼ受け入れ

るかたちで参加させていただいて、弾力的に対応いただいているのは感謝しているが、国有地のマン

ション開発で数１００名単位の人が新しく入ってくる。この防災計画は毎年ではなく数年ごとに立て

ていると思うので、ここから３～５年を見通してその人たちが入ってくることも考えて新しい計画を

立てているだろうと思っているが、お考えを伺いたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

避難所につきましては将来を見越してまでそういうかたちで範囲を決めているものではありません

で、その時点で大体の距離と収容できるキャパとお住まいの人口を見ながら「このエリアはこの学校

に避難していただきたい」というお願いをさせていただいているところでございます。 

ただ、違う学校に避難されたからといって受け入れないということではないので、そこは誤解のな

いようにお願いしたいと思っています。 

これから富士見町の江戸街道から南の範囲は相当数また人口が増えることが想定されますので、例

えば南台小学校・富士見小学校・第一中学校でどのように受け入れれば大丈夫なのかというのはもう

一度、検討する必要はあるのかなと考えております。 

ただ、現状で大幅に避難所区域を変更するということはまだ想定いたしておりませんので、現状で

は今の避難所に行っていただくということで考えていただきたいと思っているところでございます。 

今後の課題としては、毎年ではないのですけれども何年かおきには改定しておりますので、改定時

に併せて避難所の区域についてもシミュレーションをして、検討作業をさせていただきたいと考えて

おります。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

東村山市避難所運営ガイドラインに示す避難所の対象区域は、避難所２２ヶ所の範囲を便宜的に設

定したものであり、避難先を限定したものではありません。従いまして、災害時の避難先は、どちら

の避難所に行かれても受け入れは可能です。 

また現在、東村山市では、避難所となる公立小学校に避難所運営連絡会を立ち上げており、参加の

呼びかけ範囲を上記の対象区域としておりますが、対応可能な範囲内で、地域の皆様のご希望には柔

軟に対応してまいりますので、防災安全課までご相談ください。 
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新築マンションの場合、建物の耐震性が確保されていることから、在宅避難の考え方について啓発

を行うなど、避難者の抑制についても検討してまいります。 

 

 

◆富士見町２丁目地域の道路整備について      （富士見町 Ｏさん） 

富士見町２丁目に越してきて３５年強になるが、その間、こんな道路の住宅地域はあるのかと思う

ぐらい道路を車がすれ違えないと感じている。救急車ならまだ入れるかもしれないが、今は救急車だ

けではなく消防署が必ず緊急車を連れてきて、それはとても入れない。２丁目は２車線の有効道路は

野火止用水から学校施設、東京街道までの道だけ。車というのは行き止まりの道をＵターンする。迂

回路がなければ駄目だというのが普通の考えだと私は思う。 

 野火止用水に土橋という膝ぐらいまでしかないような石の橋が架かっているが、外から入ってきた

車は全てそこで行き止まりになってしまう。そこまで入ってくるのがやっと。歩行者が危ないという

ことで隣に歩道橋をつくったが、土橋と歩道橋の間が３～４ｍ開いている。私は道路の専門家なので、

川幅が５ｍとしてもせいぜい１５～２０㎡で、私の試算では埋めるのに大体１０００万円もあればで

きるという概念を持っている。地元で概算の金額を出してこれを埋めれば普通車あるいは緊急車も渡

れるという話をしたところ、そのぐらいだったら市に要望しようということで、今年度、我々が提案

してお願いしたが、市のほうでは計画に入っていないし予算がかかるという話だったと聞いた。その

辺が実際に現状とどうマッチしているか。高齢化の中で、ただでも高齢化地域で、空き家も増えてく

ると同時に、だんだん都営住宅がなくなって民間のマンションが建ったりしてきていて、戸建あるい

はマンションを含めた民地と福祉施設が多い町。それらを含めると緊急車の出入りが結構多い。その

辺も考えて、今後のまちづくりを考えていただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

富士見町２丁目の地域は私立女子高の南西地域、１丁目の大型マンションの西側のエリアと言った

ら良いのでしょうか。確かにあの辺は東大和市境まで道が非常に狭隘で、緊急車両もなかなか入れな

いという状況で、かねてよりコミュニティバスの要望もかなりいただいてきてはいるのですが、何せ

あの幅員ですので定時定路線のバスはとても入れないということで、道路問題がかなりネックになっ

ているということについては私もそれなりに認識しているところです。 

今、橋を架けたらどうかというご提案で、私は初めてそういうお話を承ったので、ご要望は自治会

要望として道路所管のほうに出されたと思うのですが、ちょっと確認させていただきたいと思います。 

橋を架けるとなると、当然お金の問題もさることながら、あと交通の問題として警察との協議も経

なければならなかったりいくつかのハードルがあるので、いただいた要望をもう一度確認させていた

だいた中で可能性があるのかどうか。今、道路の専門家だとおっしゃられたので恐らく可能性は十分

あるのだと思いますが、行政的に可能なのかどうなのか。可能だとすれば予算の問題ということにな

ってまいりますので、それらを精査させていただいて、富士見町２丁目の南の突端、野火止用水の上

流部辺りのエリアに緊急車両が入れるようなことを検討させていただければと考えております。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

ご要望いただきました土橋につきましては、現在も車両の通行や往来がありますが、橋を拡幅する
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ことにより、通過車両の増加等の発生が懸念されます。また緊急車両につきましては、当該土橋や他

の道路を利用して住宅の周囲まで進入できるものと考えております。 

今後とも、周辺環境の変化等を注視して、効果的な道路行政の推進を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 

 

◆野火止用水の適切な管理を            （富士見町 Ｎさん） 

野火止用水について何回も市長に回答いただいているが、市の職員が少ないので管理ができない。

市長は景観保存地域と認識していると答弁するが、実際にはパトロールしている職員が「ここは勝手

に使って良い」と言っている。代々の市長がそれを見逃している。行政監査もいい加減にやっている

のではないかと思う。情報開示して予算請求していないのもわかった。地方自治法に基づいてきちん

とやっていると東京都に報告していると思うが、そういう予算をちゃんと割り振っていないというこ

とは地方自治法に触れる。平成１２年から東村山市に許認可権が下りていて、相当な権限があるから

ちゃんとやらないと困る。職員がそういうことでできないということを市長はどう認識しているの

か。 

◎ 市長回答 ◎ 

この間、Ｎさんから度々タウンミーティング、あるいは市長への手紙で野火止用水の管理について

ご意見をいただいてまいりました。 

確かに現場の職員が非常に少ない中で東村山市の公園緑地の管理をしておりますので、頻度として

そう度々、Ｎさんがお住まいの野火止用水のお近くだけをパトロールするということは現実問題とし

てはなかなかできていないと思います。基本的には市が管理している緑地・公園については定期的に

巡回しながら、あるいは市民の方からいろいろ通報をいただいた際には行って、低木については職員

対応で剪定できるのですが、高木になると重機を入れなければならないという関係があってどうして

も予算措置が必要になってまいります。 

野火止用水については、かつては東京都から相当な額の補助金が出ていたのですが、今は年間でも

わずかなお金しかないものですから、全長で市内に約４キロ近くある用水の緑をその予算の範囲内で

適正に管理させていただくことになり、高木についてはどうしても計画的に順番で剪定していただく

ということで進めさせていただいています。倒木の恐れがあるような緊急性が高い場合については、

これからも順次、緊急対応をさせていただくように進めてまいりますので、今後もお気づきの点があ

れば担当所管のほうにご連絡をいただいて、我々としても適切な管理に努めていきたいと考えており

ます。 
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～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 

 

◆野火止用水に架かる橋の管理について       （富士見町 Ｔさん） 

西武中央病院の前を通っている道を南側に行くと野火止用水にぶつかり、幅が１ｍちょっとぐらい

しかない小さなコンクリートの橋がある。たぶんこれは大昔にできた橋だと思うが、地図にも載って

いる。私は富士見町住宅管理組合というコミュニティに属していて、市から昨年、自治会調査という

のがきたので「その橋をもうちょっと広げられないか」と問題提起したが、「当該橋梁について市で

は管理は行っていませんので、改善工事もできません」という回答がきた。昔は西高もなかったし、

通る人も少なかっただろうけれども、１丁目の大型マンションもそうだし、これからマンションがど

んどん建って東京街道の以南ですごい人口が増えるだろうということも踏まえてこういう問題を出

したのに、「この橋は管理してないから知りません」と。市長は政治家だから本音と建前を使っても

良い。それで私たちが気に入らなければ選ばなければ良いが、市の職員は我々がクビにすることもで

きない。それで言われっぱなし。役人でもないのだから建前ではなく本音だけで付き合って。私たち

の自治会では茶話会をやっていていろいろな問題を吸い上げているが、それが珍しいので同席したい

と市から何人か来て「一緒に出来ることは協力します」と言って帰ったが、そういう人たちも私が出

した提案に対して全然別の答えを出してきた。政治家でもないのに今回は本音の回答を出してきた。

私は「一緒にやりましょう」と書いたが、「できません。あなたが先にやりなさい」という答えが返

ってきた。あとでこのコピーをお渡しするので、一度読んでいただいて、本当にその橋が市で管理し

ていないのかぜひ調べて欲しい。かなりの人が使っている橋で、仲宿橋から下流に行って府中街道の

橋の間にはこの橋しかない。通り抜けはできるがすぐ小平市側に家があるので、車は通れないように

ポールが打ってある。そこを自転車が通ったりしているが、市の管理していない橋の上で事故が起き

たらどうなるのか。こんな適当なことをやられたら市の職員を皆クビにしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

私もあそこの橋が市のものではないというのは承知をしておりませんでした。私は市のものだとば

かり思っておりましたので、確認をさせていただきたいと思います。 

いずれにしても、富士見町１丁目・２丁目地域については野火止用水で止まってしまっている道路

が結構あって、そのことが交通安全上あるいは防災上、様々な課題や問題があるということについて

は私なりには承知しているつもりです。 

先ほども土橋の話がありましたけれども、そちらの橋についても仮に市のものでないとすればどこ

のものなのか確認して、果たして拡幅等ができるものなのかどうなのか、その辺の検討はする必要が

あるかなと思ったところでありますので、後ほどペーパーもいただいて、確認させていただきたいと

思っております。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

当該橋梁については、市管理の橋梁ではなく個人橋と思われ、資料もないことから、所有者も不明

になっています。今後の対策を考えるには、所有権の判明が必須となることから、今後、自治会等を

通じて、地元住民のお話を伺うなどして確認したいと考えております。 
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◎ 市民協働課より ◎ 

市民協働課では、自治会の役員さんの要請で茶話会に出席いたしました。茶話会では、自治会の様々

な課題が挙がり、行政として協力できるところは協力しますとお話しています。しかし、その後、ご

提案をいただいたことも、それに対して回答もしておりません。自治会でお困りのことがあれば市民

協働課まで正式にご相談ください。行政としての対応が可能な課題であればご協力いたします。 

 

 

◆カーブミラーの管理について           （富士見町 Ａさん） 

昨年度、自治会の班長をやっていた時に、当自治会区域内のミラーが市の管理なのか自治会の管理

なのかということで、市の職員に来てもらって確認してもらったということがあった。その時に市の

管理のステッカーが貼ってあるにも関わらず、「市の帳簿に載っていない」ということで剥がしてし

まって市の管理外においてしまったということがあった。そういうことをしていいものか。確認して

自治会長なりに連絡いただきたい。情報は後ほど市の担当課のほうに持っていきたいと思うので、よ

ろしく。 

◎ 市長回答 ◎ 

私としては基本的には市道上に設置されているカーブミラーについては市の管理しているものだと

いうふうに認識しております。 

難しいのは、私道から出る時にお使いになるカーブミラーについては市では設置しないということ

を基本原則にしているんです。これもいろいろ議論はあると思うのですが、私道から出入りされる方

については基本的には自前で安全を確認していただきたいということで、私道の出入り口のカーブミ

ラーについては市で設置しないことになっております。ですので、言われた場所がどこの場所でどう

いう経過で設置されたのかわかりませんけれども、ただ、市のステッカーが貼られていたが「帳簿に

載っていなかったから」ということを理由に剥がしたとすると、いかがなものなのかとも思わざるを

得ないところがあるので、後ほど場所を教えていただいて、もう一度確認したいと思います。 

そうなると、今、宙ぶらりんのかたちになってしまっているんですかね。 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

道路管理課になります。いずれにしても確認をさせていただきたいと思います。 

 

◎ 道路管理課より ◎ 

過去に私有道路から出る部分にもカーブミラーを設置した経過があり、今回もそのケースで黙って

ステッカーを剥がすようなことはせず、説明をさせていただいたうえで剥がしております。 

 

 

今、宙ぶらりんの状態になっていて、剥がしたことによって市は自治会の管理ということ

で認識した。担当課を教えていただきたい。          （富士見町 Ａさん） 
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◆憩いの家の予約方法について           （富士見町 Ｋさん） 

５年前、富士見町内の老人会を引き継ぎ、５年間ずっと市のお助けをしてきた。最初３０名だった

のが今は４０数名になり、市老連としては人を増やしたいという意向があって、今後もがんばろうと

思っていた矢先、高齢介護課から昨年末「今までは老人会で憩いの家を１年前から優先予約していた

が、２９年度は実施せず通常予約にする考え」という文書がきた。老人会の会長さんで都合が悪いと

思っている人はたくさんいるが、通知からそれほど時間が経っていないので、まだ老人会で話し合え

ていないため、窓口で私の考えを言ったが個人の意見として取り上げてくれない。富士見町には西部

地区協議会というのがあり、１回で１００人ぐらい集まるので、１年前に予約ができなくなると会長

は激務の中で会場確保に動き回るのが大変。 

 それと会を運営するのに総会が必要だが、総会の日にちも決められない。警察や消防署の方に来て

いただく機会もあるが、いきなりの予約ではとてもやれないので、改善をお願いしたい。 

 窓口の人の回答では「１年前に先行予約するという条文がどこにもない」ということで公平を期し

たいという説明だったが、私どもにとっては徐々にそうしてやれてきた。市として何が公平なのか。

例えば１０名の予約も１００名の予約も同じに捉えると逆に不公平ではないか。総会あるいは地域の

総会、それから地区で行事をやったあとの懇談会については１年前予約というやり方を残してもらい

たい。市のほうでも「こういう施設があるからそこを借りたらどうか」というアイディアも必要では

ないか。中止だけではなく、そういったお助けをいただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

大変恐縮ですが、憩いの家について老人クラブの場合、１年前から先行的に予約できるということ

自体、私は承知していなかったので、担当所管から予約について一律で他の団体と同様の期間で予約

するように変更したいという申し出があったということも承知をしておりません。 

どういう経緯で現状のかたちになり、なおかつどういう経緯で変更しようとされているのかが全く

わからない状態なので、この件については持ち帰らせていただいて事情を確認させていただいた上で、

場合によっては直接、担当所管のほうからＫさんにご連絡させていただくようにしたいと思います。 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

一応、承りましたので、市の考え方を所管に確認した上で、正式にお伝えをさせていただきたいと

思っております。代替的な措置というご意見もありましたので、それも含めて検討させていただきた

いと思います。 

 

◎ 高齢介護課より ◎ 

憩いの家の会場利用につきましては、過去の経緯から運用において先行予約を実施しておりますが、

一部団体に対する優遇措置に対しての苦情や不満といった声も所管には寄せられております。 

このことから、平成２９年度を目途に通常予約に見直しを図る予定でございますが、今回のタウン

ミーティングでのご意見も踏まえまして会場利用の予約のあり方について検討いたします。 

会長間で個々にヒアリングすると「そんな都合の悪いことは困る」と皆さん言っているが、

まだ年末から今まであまり時間が経っていないので、事務局のところで止まっている。だ

から市長が認識していないのは正しいと思う。         （富士見町 Ｋさん） 
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◆コミュニティ・ゾーン対策の推進を        （富士見町 Ｍさん） 

市長はご存知だと思うが、富士見町３・５丁目の江戸街道と東村山中央公園に挟まれたところは、

国土交通省と市の事業でコミュニティ・ゾーンに指定されている。通過車両を流入させない、道路を

通り抜けさせない安全な地域ということになっているが、江戸街道から九道の辻で府中街道に入って

東村山駅のほうに行く車の抜け道になっている現状がある。特に富士見小学校の東西の道路から入っ

てきて八坂小学校のほうに抜けていく、要するに通学路が抜け道という非常にまずい状態になってい

る。実際に事故も多く、ここ３～４年で１０件ぐらい起きている。そのうちの１件は、１年ぐらい前

に富士見小の体育館に車が突っ込んだ。時間的には午後５時半ごろだったが、その３０分ぐらい前ま

では東村山西高の生徒がかなり自転車で通っていたし、もうちょっと前までは富士見小の児童もかな

り通っていたので、一歩間違えれば亀岡市で起きた事故のようになっていたかもしれない。 

 市長さんにはずっとお願いをしていて、まず第一歩としてドライバーへのモラルからということで

「ゾーン３０」とペイントしていただいたり、ＬＥＤの明るい標識をつけていただいたり、目に見え

るところで動いていただいているが、やはり現状は抜け道として使われているので、根本的な対策を

していただきたい。国交省のホームページを見ると、効果を測定して要改善ということになればもう

一度策定に戻るとなっている。要改善というのは明らかなので、市としても根本的にもう一度、策定

していただきたい。 

 それから、平成２３年度に警察庁から「管轄内にコミュニティ・ゾーンがあれば、効果を検証し、

できていないようであれば地域住民と協議の上でもう一度きちんとやりなさい」という通達がきてい

る。市と警察でどのぐらい連携が取れているか知らないが、東村山警察暑はやっているのか。やって

いないとしたら通達を無視しているということになる。その辺のことも含めて根本的な対策をお願い

したい。少なくとも富士見小の両側の通りだけでも何とかして欲しい。他の自治体では狭くしたり、

クランクとかで物理的にスピードを出せない状況にしたりしているので、ぜひお願いしたい。 

 それと私のコミュニティ・ゾーンの概念は通過車両を流入させないということ。これは「東村山市

都市計画マスタープラン」に通過車両を進入させないと明記されているが、市長さんは「スピードの

抑制だ」と言っているので、ちょっと食い違っていると思う。 

 また、自治会としてどうしていけばもうちょっと市長さんに動いてもらえるのかお聞きしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

富士見町で開催する毎にご参加いただき、いろいろご指導いただいて恐縮です。その都度、対症療

法的な対応は取らせていただいてきたつもりですが、抜本的に解決して欲しいというご趣旨でござい

ます。警察あるいは国土交通省、そして周辺住民の皆さんからいろいろご意見をいただいて、どうい

う改善ができるのか、これから検討したいと思います。 

特に通学路であります富士見小の東側と西側の道路については、江戸街道から府中街道、あるいは

新青梅街道に行く車が公園を回ってガード下を潜って、八坂小のところから府中街道に出て府中街道

を真っ直ぐ行く、あるいは新青梅街道を曲がるという１つの大きな抜け道ルートになっていることは

私も十分に承知いたしております。沿道に住んでいらっしゃる皆さんにとっては、道が良くなった代

わりにいろいろな車が猛スピードでどんどん通っていくので、かえって危険な状態で、本来、ゾーン

３０というのは３０キロ以上出してはいけないということと、コミュニティ道路なので単に通過する

だけの車についてはご遠慮いただくという、両方の趣旨があろうかと思っておりますので、すぐに抜
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本的な解決というのはなかなか難しいところがありますけれども、今、申し上げたように警察や、当

初、コミュニティ・ゾーンを決定した国交省と協議していくようにしたいと思います。庁内的にも自

治会さん等々と何らかのかたちで協議の場を持つように少し検討したいと思っています。 

これは私が市長になるちょっと前だったので、設定されてもう１４～１５年経つんですかね。確か

国の補助金をいただいて道路整備をして、当初はスピード抑制として所々にハンプを設けたのですが、

ハンプを設けることで逆に車がバウンドして大きい音や振動が出るので、あとでそれを削ったという

ふうに記憶しております。そういう意味では、今、コミュニティ・ゾーンとしては標識ぐらいの機能

しかなくなっているということで当初の趣旨とずれてしまっているところもあると思っていますので、

時間はかかるにしても何らかの改善が図れるように検討させていただきたいと思います。 

 

◎ 道路管理課・地域安全課より ◎ 

東村山警察署では、平成２３年当時、コミュニティ・ゾーンとされていた富士見町地区を、効果的

な対策の推進を図るため、同地区を「ゾーン３０」として指定し、区域内において速度抑制のため路

面上に安全対策の強調表示等を実施しました。その後は、追加として通過車両流入対策として、平成

２５年に区域入口部に「ゾーン３０」と路面標示を実施しました。以降も狭さく等の物理的対応につ

いて警察と協議しましたが、緊急車両の通過への支障が懸念される等、具体的な対策をするまでには

至っていない状況であります。 

富士見小学校の東西の通りに対する対策とのご意見ですので、どのような対策が可能か検討をして

いきたいと考えております。 

 

◎ 都市計画課より ◎ 

都市計画マスタープランの中では、中央公園南側の道路はコミュニティ道路化していくこと考えを

示しています。コミュニティ道路とは、住宅地への不要不急な自動車の進入を防ぎ、自動車と歩行者

の共存を目指した道路です。 

 

 

◆コミュニティバスについて            （富士見町 Ｋさん） 

公共交通について美住町と富士見町で市民から声があがって、コミュニティバスの検討をしている

ところだが、現実的には美住町を中心に先行して実証運行の段階に入っている。これは美住町と富士

見町で一括して進める事業だったと思うが、富士見町のほうは道路の幅員の問題とか一方通行の規制

がかけられない等の問題があって、ほとんど不可能に近い。仮に富士見町にバスが導入されたとして

も当該の地域にはバスは来ない。基本的な発想としては高齢者、障害者、あるいは児童の足を確保す

るという前提で始まった話だが、「道路が狭いから駄目だ」「道路交通法があるから駄目だ」というこ

とで、いきなり入口で話が遠ざかってしまっている。足を確保するという大前提はどこに行ってしま

ったのか。具体的には１丁目の大型マンションの前の道路が狭いこと。あそこは対面なので大型また

は中型にしても定時定路線のバスが入れない。それから小平の一部を利用して土橋を使って迂回する

というコースも現実的ではないということで、その辺が整備されない限りバスは永久に来ない。我々

の足は永久にないという状況になるので、行政の考えをお聞きしたい。 
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◎ 市長回答 ◎ 

大前提としては、交通空白地域に何らかの公共交通を入れて行こうということであります。これは

駅から６００ｍ、かつバス停から３００ｍ以上離れているエリアを解消するということが起点になっ

ています。とは言え、実際問題として定時定路線バスを通すとなると、最低でも車道幅員が４.６６ｍ

以上ないと警察の許可を得ることができないということが最大の障害になっています。ですので、我々

がそこを通さないということを前提に考えているわけではなくて、行政としてはどうしても法令や規

制の中で発想せざるを得ないので、まずそこについて対応するということで、今回、美住町エリアが

中心となりました。ただ、一番の交通空白地域であった富士見町４丁目についてはバス停を設置でき

ることになりましたけれども、例えば富士見町２丁目のエリア等については積み残してしまったとい

うことは私も十分に承知をしているところです。 

多摩湖町でも同じ問題が出ておりまして、道路の解消をするのと、もう１つ考えなければならない

のは、道路を良くするといってもかなりの時間がかかる問題ですから、もし、何らかの措置を考える

とすると道路運送法の網目をくぐるという言い方は恐縮ですけれども、いわゆるコミュニティバスと

言っている定時定路線ではない乗合タクシーとか、何とか現状の道路幅員でも通せる他の方法を考え

るなり、何か別の全く違う発想を考えていかないと、東村山市の場合は全ての交通空白地域の解消と

いうのはなかなかできないと思っています。 

ただ、すぐに取り掛かれるかと言うと、我々も限られた人員の中でやらせていただいているので、

当面は美住町・富士見町ルートの実証運行をしながらその推移を見て、あといくつか市内でどうして

も定時定路線バスが通せないエリアが何ヵ所かございまして、そこについてはどういう手立てを打つ

のか。あと財源をどうしていくのかというのも当然あるんですけれども、いくつかのハードルがござ

いますので、それらをトータルに考えながら、市民の皆さんからも「あの町ではこういうやり方でう

まくいっているみたい」というような情報をいただければそれも検討材料にさせていただきたいと思

っておりますので、富士見町の新青梅街道から南側の方を無視しているわけではないということだけ

はぜひご理解いただければと思っております。 

 

 

◆民間バスのサービスの充実を           （富士見町 Ｉさん） 

２月初めの３時ごろ、久米川駅を降りてバスを待っていたところ、バスがなかなか来ない。やっと

来たバスに乗って家に帰ってテレビを見たら、立川で交通事故があってそのせいでバスが遅れている

ということだった。その日は結構寒くて、待っている皆さん震えていた。私は「明法学院前」のバス

停で乗降しているが、こういったことが１０年ほど前にもあって、３０分以上待っても立川方面から

久米川駅行きのバスが来なくて、立川方面に行くバスの運転手に聞いたら、立川市内でデモがあった

ということだった。この一連のことで気になったのは、久米川駅のバス停には電光掲示板があるが、

「明法学院前」のバス停にはない。バス停に人がいっぱい待っていても、西武バスからは一向に「こ

うだからバスが来ない」と言ってくれない。これは市の行政としてなじむかわからないが、西武バス

に申し入れていただけないものか。私の家からバス停まで１０分弱かかるので、家でバスの遅延状況

をインターネットで調べていくが、それでもバスが来なかったり行ってしまったりで結構不便を感じ

ているので、お願いしたい。 
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◎ 市長回答 ◎ 

西武バスの運行については市の権限の及ぶところではありませんが、公共交通機関として運行して

いただいているので、今日Ｉさんから承ったお話を元に、運行時間が予定と比べて遅延するような時

にバス停でお待ちになっている方にどのようにお伝えするのかについて、今、具体なご提案としては、

コストはかかると思いますけれども、都心のバス停は電光表示されているバス停が増えてきています

ので、西武バスにそういったものの導入を検討していただく。あるいはインターネット等を活用して

情報を入れていただいて、スマートフォンや携帯電話等でもそういう情報が見られるようにする等、

少し工夫していただくように市からもお願いしてみたいと思います。 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

そのことも含めて、富士見町地域の市民の皆さんから久米川～立川路線では比較的遅延するケース

が多いので遅延なく運行して欲しいという申し入れがありましたので、そのことについてもお伝えを

していきたいと思います。 

西武バスがどこからどういうかたちでやるかというところまでは我々としては申し上げる筋合いは

ないのですが、定時定路線バスですからダイヤ通りに運行していただくということが基本原則だと思

うので、そのことをお守りいただくように西武バスには改めてお願いをさせていただきたいと思いま

す。遅延するような場合については、できるだけバス停でお待ちの方にいかに情報を伝えられるのか

という検討をしていただくようにお願いをしてまいりたいと思います。 

 

◎ 公共交通課より ◎ 

西武バスでは、バスロケーションシステムを導入しており、パソコンのほか、携帯電話、スマート

フォンからも運行状況が確認できます。 

西武バスにお伝えしたところ、平成１６年ごろからバスロケーションシステムを導入し、ターミナ

ル駅や乗降数の多いバス停を優先的に、電光掲示板の設置を進めてまいりましたが、近年、携帯電話

やスマートフォン端末からロケーションシステムへのアクセスが増えているため、スマートフォン専

用ページをつくる等、端末から確認できる環境を整えることに注力しているとのことでした。 

また、バスが遅れがちになることについては、お客様にご迷惑がかからないよう、所要時間の見直

しによるダイヤ改正も行っており、今後も継続していくとのことです。 

 

 

立川が交通渋滞の時、例えば東大和市駅から久米川駅まで臨時でバスを往復させるとか、

応急措置も併せてお願いしてもらうというのは虫のいい話か。  （富士見町 Ｉ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 

 

◆障害者の権利条約について理解促進を       （富士見町 Ｉさん） 

定年になって１０年近くだが、定年後これからだと思ったとたんにパーキンソン病という難病に

かかってしまった。徐々に体の動きが悪くなってきて行動に支障をきたしているが、月２回ほど仕

事をしたり、普段から自治会活動等で行動するようにしている。指定難病なので市に申請をして、

薬代を半分だけは出してもらっている。２０１４年１月に障害者の権利条約が日本でも批准された

が、我々は中身がよくわからない。批准した内容とその中身を知りたいので、市でそういう説明を

していただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

パーキンソン病ということで、いろいろとご苦労がおありだろうと思いました。 

今、お話がありました障害者の権利条約の批准に伴って、わが国でも障害者差別解消法という法律

が今年の４月から施行されます。まず、公の機関である我々は、障害を理由に「こういうことはやり

ません」というようなかたちは差別にあたるということで、できません。市としてはこれまでもそう

いうことのないように努めてきたところです。これに加えて今、我々が求められているのは、合理的

な配慮をしなさいということで、もし万が一、窓口等に視覚障害の方や聴覚障害の方が来られた場合

の対応をどうするかということで、今、対応できるような体制づくりに努めています。 

それからできるだけ街の中でバリアフリーに努めるとか、視覚障害者の方はむしろ点字ブロックの

ようなものがないと街中を歩けないので、そういったものの設置にこれから努めていかなければなら

ないというふうに考えています。 

あともう１つは、今後、障害のある方に対する理解を市民の皆さんにもしていただいて、行政機関

だけではなくて民間の様々な機関、あるいはお店等でも障害を理由にした差別がないよう啓発に努め

ていく必要があるのだろうと思っています。 

ただ、合理的な配慮という概念がどこまでどんなことをすれば良いのかというのが我々もちょっと

手探りで、内閣府のほうからはいくつか例示はされているのですが、実際に運用してみないと何とも

言えないところがあるのと、例えばいっぺんに全ての市道に点字ブロックをつけるというのは現実的

には不可能ですし、特に東村山の場合は幅員が狭いような道路が多いので、そういったところについ

ての対応を今後どうしたほうが良いのかということを、いろいろな角度から検討する必要があるのか

なと思っております。 

そういう中で障害者差別解消法の施行に伴って、健常者あるいは障害のある方を含めて説明会をと

いうお話をいただきましたので、今の段階で「いつごろにやります」ということは明確に申し上げら

れませんが、そうした声も踏まえて担当所管と話をさせていただいて、できるだけご意向に添える方

向で検討させていただきたいと思います。 

 

◎ 障害支援課より ◎ 

当市では、平成２７年１２月２２日に市民センターにおきまして、障害者差別解消法を主題とした

人権啓発講演を実施いたしました。 
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今後は平成２８年４月１日号市報や市ホームページ等において、法の趣旨等を掲載するとともに、

障害者週間・福祉のつどい等の障害福祉関連の啓発事業等を通じて、広く市民の皆様へ法施行につい

ての説明・周知に取り組んでまいります。 

 

 

◆保育園の障害児枠拡充について          （富士見町 Ｏさん） 

障害のある４歳児がいるが、保育園に申し込んでもなかなか入れない。枠が少ないと言われたが、

ふじみ保育園とつぼみ保育園は１～２名空いている。子どもを保育園に入れないと仕事になかなか

行けない。親の介護もあるし、今年は子どもを入れないと病院にも連れて行けなくて、本当に大変

なのでお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

保育園の障害児枠については、公立園は各園２名、私立園でも大体どこの保育園も２～４名程度、

障害者手帳を持っているお子さんを優先的に受け入れていまして、つぼみ保育園は６名受け入れてい

ますが、全体として枠が足りていないところもあります。今後、市としては第２保育園と第６保育園

を民営化する計画を立てておりまして、公立園については民営化することで生み出された人材の一部

を再配置することによって現状２名の障害児の受け入れ枠を増やしていこうと今、計画しているとこ

ろでございます。障害のあるお子さんの場合は、どうしても保育士を増員しないとなかなか対応しき

れないところがあるので、今、そういう計画をしているところです。 

ただ、私も全く状況がわかっていないので、来年度、申し込まれた保育園に必ず入れるかどうかと

いうのは、今日の段階で「大丈夫です」ということは申し上げられません。今、市としてはそういう

取り組みをしておりますので、もし万が一、申し込まれた園で駄目な場合に何らかの対応が取れるか

どうか、担当課で個々にご相談には応じさせていただきたいと思っております。今日の時点ではご理

解をいただければと思っております。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

大変厳しい状況のようですけれども、今、申し上げたようにどうしてもトータルとしての定員の枠

があるので、その方々の状況に応じて対応させていただきたいと思っております。 

大変恐縮ですが、今の時点で「必ず入園させますよ」ということは申し上げられないということは

ご理解いただいて、最終的な措置については、今、市のほうで各園の判定をさせていただいています

ので、その結果をお待ちいただければというふうに思います。 

 

◎ 子ども育成課より ◎ 

平成２８年４月入所の一次選考の結果につきましては、平成２８年２月１５日に通知を発送させて

いただいたところであります。ご不明な点等がありましたら子ども育成課までお問い合わせください。 

 

 

親の介護の必要がある。今年が本当に大変。          （富士見町 Ｏさん） 
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◆男性の育休取得について             （富士見町 Ｉさん） 

テレビで議員の育休について話題になった。東村山市で男女共同参画ということでこういった男性

の育休についてはどのように取り組んでいるのか。東村山市は中小企業が多い地域。１つのモデルと

して市のこういったことが話題になると思うので、市長に伺いたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

今、一億総活躍社会ということで国が提唱して、男女共同参画が重要なテーマになっていますし、

逆に一部の男性だけではありませんが女性も含めてかなりの人が過重労働となっていて、そのことが

結果として今の少子化状況を招いています。それを解決するためにも働き方を変えて結婚・子育てを

希望される方がそういったことに対しての時間を十分に取れるようなゆとりある社会に転換をしてい

かなければならないということで、ワーク・ライフ・バランスということが求められているところで

あります。 

行政機関としても男女共同参画というのは重要なテーマで、来年度、市内事業所のアンケート調査

というのを考えています。大企業とか役所と違って経営が大変なのが中小企業ということになります

ので、例えば、市内の中小企業でどの程度、女性の管理職がいらっしゃるのか。あるいはそういった

育休・産休の取得状況はどうなのかといったことについて、一度、市内事業所の実態を把握させてい

ただいた中で、今後ワーク・ライフ・バランスを推進していくためには市役所レベルでどういう支援

をすべきなのか、あるいはできるのかという検討を数年かけて進めていきたいと考えております。 

事業所としての東村山市役所での育休の取得状況は、やはりほとんどが女性職員で、男性で育休を

取った職員というのは今までで数名程度です。それも短時間というか長期に亘って取るということは

なかなかなくて、これは市民の皆さんから見てどうかというところはあるかもしれませんが、職員と

いえども人間ですので、両性が共同して新しい命を授かって、両性で育てていけるような職場環境を

つくっていくということも大事だというふうに思っております。市の職員に対しても過重労働になら

ないように、できるだけ適切にワーク・ライフ・バランスが進むようにしていきたいと考えています。 

それと、今、一億総活躍社会とか地方創生ということの中で、男女問わず、職に就くことを望んで

おられる方々について、これまでずっと要望してきたふるさとハローワークが東村山市に設置される

ことになりました。来月、市民センター１階に小型版のハローワークが設置されます。それに併せて、

例えば出産を機に会社を辞められた女性で、再び職に就きたいというような方の場合はハローワーク

と連携して、まだ保育園に預けていらっしゃらない小さなお子さんに、その時だけ保育を付けて求職

活動を支援するというようなことを考えているところでございます。 

あるいは当市では障害のある方についても市民センターの１階で障害者の就労支援室というのを設

けていまして、平成２６年度の実績で４７件就労されている実態があるのですが、中にはマッチング

がうまくいかなくて途中で離職されてしまう方もいらっしゃいます。これは市の直営ではなくて業者

に委託している事業ですけれども、就労支援員を１名増員させていただいて、今後、障害のある方の

就労支援についても強化していこうと考えています。 

それともう１つは、これも男女に関わらず、経済困窮者の方の就労をより積極的に支援するという

ことで、特に離職されて現在、例えば生活保護を受給されているような方に対しても健康状態が職に

就けるような状況があれば、できるだけ支援をしていくための企業開拓であるとか、就労相談だとか、

そういったことをして、生活保護を受給するのではなくて、社会的に参加し、経済的にも自立してい
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けるように支援を強化していきたいと考えております。 

いずれにしても、男性・女性、障害の有る無し、あるいは経済的な格差の有る無し等、いろいろな

違いがあっても、東村山の中で多くの市民の方が希望すれば働ける、あるいはワーク・ライフ・バラ

ンスが保たれるようなことをこれから進めることによって、東村山が住み良いまちだなと思っていた

だけるような支援を強化していきたいと考えております。 

 

◎ 人事課より ◎ 

育児休業の対象となる男性職員に対して、育児休業等手引書により、出産補助休暇等の育児補助制

度を周知するとともに、育児意識の啓発を行っております。 

また、職員の子育てを職場全体で支え合えるよう、育児補助制度についての理解を深めていただく

ため、新入職員に対して、育児休業等手引書を配布・周知を行っているほか、全職員に対して、制度

内容の理解を促すため庁内イントラを通じて制度の概要について周知を行っております。 

 

 

◆地域リーダーの育成を              （東大和市 Ｓさん） 

リーダーシップを取れる人が地域にどれぐらいいるか。非常に少ない現実がある。リーダーシップ

を取れる人間をどう育成するか。 

◎ 市長回答 ◎ 

非常に難しいテーマのご質問だと思います。今、地域は高齢化、それから東村山の場合は人口も若

干減少ということで大きく変容しようとしている中で、これから住み良いまちをつくっていく上では

我々行政だけではなかなかできない。ただ、我々がやるべきことはきちんとやっていかなければなり

ませんが、地域での自治会やその他の様々な地域コミュニティ、市民の皆さん同士の絆というのも非

常に重要なことだというふうに思っています。 

東村山市の場合は、今、自治会の加入率が５０％ちょっとで、以前に比べるとだいぶ低下をしてお

りますけれども、中央線沿線の多摩地域では自治会加入率が３０％台のまちもある中ではまだ比較的

地域コミュニティが強固にあるのかなと思っています。 

今日も司会をしていただいているＳさんを始め、ご参加いただいている何人かの方もまさに地域の

リーダー役としていろいろと地域のために心砕いて活動されたり、状況に応じて行政にも物を申すと

いうことで、そういう意味での東村山市の市民力というのは、私は極めて高いと思っております。 

そういう中で、これからも地域の市民の皆さんと我々が一緒にまちづくりが担えるように、我々は

どうしても法律とか条例とか規則等で縛られるところがあるにしても、今後できるだけ市民の皆さん

の懐に飛び込んでいけるような気概と人間的な温かみを持って接しさせていただくことが地域の中で

ご活躍いただいているリーダー役の皆様のご苦労に報いることかなと思っております。 

今後ともぜひよろしくお願いしたいと思っているところでございます。 

 

 



- 18 -        第９９回タウンミーティング 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆公共施設利用規則の徹底を            （富士見町 Ｎさん） 

学校施設や公民館に警備員がいない。市の職員に言ったら、シルバー人材センターの人を警備員と

勘違いしている人が多い。シルバーの人は警備員ではない。そういう講習を受けていないし、規則を

知らないから警備もできない。だからこの公民館でも通路に駐車したり駐輪したりしているのが野放

し状態。管理の腕章をつけていても管理できていないと職員に度々、言っているが、できていない。 

◎ 市長回答 ◎ 

そもそも管理体制としておかしいので、シルバーの方を警備員として雇い入れて警備管理ができる

ようにきちんとした教育を施すべきだというご趣旨ですか。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

具体的にシルバー人材センターとの契約内容がどうなっているかを私も承知していないのですが、

警備上、不備があるとすればシルバーの方々にその部分を担っていただくように契約等を変更するの

か、あるいは別のかたちを考えるのか。いずれにしても、もしそこで問題があるとすれば何らかの対

応を考えなければならないと思うのですが、実状としてどういう問題があるのでしょうか。 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

こう言うと恐縮ですが、何となくわかりました。学校の校庭開放等で一般の市民の方に開放する時

に、市の規則等をシルバーの方や学校の先生方が十分に承知していなくて、適切な管理・指導ができ

ていないというご趣旨だと思います。もし契約上、問題があればそこは変えなければなりませんし、

いずれにしても管理を委託している以上、そこはきちんと徹底して適切に管理していただけるように、

我々も対応したいというふうに考えます。 

 

◎ 庶務課より ◎ 

学校管理については「校内管理点検等業務委託」をシルバー人材センターと契約しており、主に平

日夕方・夜間と休日に学校管理を委託しております。主な業務としては、校内巡回点検、教職員不在

時の電話・来客対応、学校開放時の監視業務などがあります。質問者のご意見の内容の「利用規則」

とは社会教育課で発行している「学校施設コミュニティ開放要領」の事を指していると推測されます。

こちらについては各学校にも配布しておりますので引き続き学校・シルバー人材センターに周知徹底

していただくよう図ってまいります。 

 

 

それは市の考えることで、私はシルバーの人は警備員じゃないから警備できないと言って

いるが、職員もシルバーの人を警備員と勘違いしている。    （富士見町 Ｎさん） 

校庭開放するのに利用規則では土曜は１３時からなのに朝から晩まで使っていて、きちん

とした指導ができない。その利用規則をシルバーの人も先生たちも知らない。あと公民館

の通路の使用とか、シルバーの人がここにも勤めている。    （富士見町 Ｎさん） 
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【市長まとめ】 

 

今日は長時間に亘りましていろいろとご意見をいただきまして、ありがとうございます。 

まだ言い足りないという方もいらっしゃるかと思いますが、限られた時間でございますのでご理解

をいただければと思っております。 

今日は比較的、富士見町地域にまつわる固有の課題について多くのご意見をいただけて、私も改め

てこの地域の状況・課題というものを認識させていただけたかなというふうに思います。やはり道路・

生活環境の問題、特に野火止用水で寸断されているとか、逆に通り抜けになってしまっている等の課

題。また、今後、大規模なマンション開発も計画されて、富士見町エリアが大きく変わりつつあると

いうことで、市としてもいただいたご意見は持ち帰って、各所管とも相談しながら、お答えさせてい

ただいた方向で進めるように誠心誠意取り組んでまいりたいと考えておりますので、今後とも忌憚の

ないご意見をお寄せいただければと思っております。 

今日は司会を務めていただきましたＳさんに感謝を申し上げて、私の閉会のご挨拶とさせていただ

きたいと思います。今日はありがとうございました。 
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