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○開催内容 

平成２８年４月１７日（日）午前１０時、栄町ふれあいセンターにおいて、「タウンミーティング」

を開催いたしました。２２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２０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６月３０日（木） 市 民 セ ン タ ー 午前１０時～正午 

※６月のタウンミーティングは、小・中学生のお子さんをもつ保護者の方を対象に開催いたします。 

萩山町 ６人 

栄町 ９人 

その他市内 ５人 

合計 ２０人 

２０代以下 ０人 

３０代 ２人 

４０代 ０人 

５０代 ２人 

６０代 ６人 

７０代 ４人 

８０代以上 ６人 

合計 ２０人 
男性 １５人 

女性 ５人 

合計 ２０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。今日はお天気がぐずついて強風が吹いている中ではございますが、

栄町ふれあいセンターでの市民の皆さまと私の対話集会に早朝より大勢の市民の皆さまにお集まりを

いただきまして、誠にありがとうございます。 

また、昨年度は市政推進にあたってご理解とご協力をいただき、２７年度も無事に終了しまして、

一定の成果を挙げることができたと考えているところでございます。 

毎月１回程度開催しておりますこのタウンミーティングも、先月１００回目を迎えました。毎回、

人数の多い少ないはありますけれども、参加いただいた市民の皆さまに支えていただいて１００回目

を迎えることができたところでございます。今年度も今日を皮切りに、市民の皆さまの生の声を直接

聞かせていただきながら、市政に反映できるよう努力していきたいと考えております。 

現在、熊本県を中心に九州地方で大きな地震が止まらない状態が継続しており、それに伴い被害も

拡大していて、死者が４０名を超える状況ですし、けが人も相当数いらっしゃって、かなり大変な状

況になっているということで、皆さまもご心配のことと思います。改めて犠牲となられた皆さまのご

冥福をお祈りするとともに、被災された皆さまにお見舞い申し上げます。なんとか１日でも早く地震

が治まって復旧・復興が進むようにお祈りし、かつ、少しでも支援ができればと考えているところで

あります。 

東村山市としましても、いつ何時、大きな地震が首都圏で起きるとも限らないということで、この

間、震災対策を最優先事項として取り組ませていただきました。避難所となります市内の公立小・中

学校につきましては平成２４年度までで耐震補強工事が終わりまして、昨年度２月いっぱいで中央公

民館の耐震工事も終わったところでございます。今年から市役所本庁舎の耐震補強工事をするという

ことで議会でも予算をお認めいただいたところであります。もう４０年近く経つ古い庁舎で、旧耐震

の基準で建てられていますので、一部、耐震性に難があるということであります。今回の熊本の地震

でも、町役場や市役所の一部が倒壊してしまって、災害対策本部を屋外で開かなければならないとい

う自治体もありまして、万が一の場合を考えると震災復興の拠点となる庁舎の耐震というのは１日も

早く進めていくことが肝要だと考えているところであります。 

中央公民館はご利用者の皆さまにご不便をおかけして８か月ほど閉館して工事を進めさせていただ

きましたが、市役所の場合は日々いろいろな業務をしております関係で、市役所を閉めることができ

ません。また別に仮庁舎を建てるとなると、それだけで恐らく１０億円を超えるお金がかかってしま

うであろうということで、東村山市役所本庁舎の耐震補強工事は業務をしながら工事をする、「いなが

ら工事」ということをやらせていただく関係で工事期間が非常に長くなりまして、足かけ３年、正味

２５ヶ月間ほどの工事をさせていただくことになります。工事期間中は危険のないように進めて行く

ことになりますが、多少、工事の工程によっては市民の皆さまにご不便をかける部分もあろうかと思

いますが、災害に強い東村山のまちづくりを進めていく一環として行う事業でございますので、ぜひ
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ご理解をいただければありがたいと考えております。 

それと栄町の地域課題として、長年懸案でありました北口広場に付随する道路の整備ですが、新青

梅街道にかかっている歩道橋を撤去しないと工事が進められないということから、この間、歩道橋の

撤去工事を進めておりまして、既に階段部分は除却したところでございます。来週の日曜日の未明に

橋げたを撤去する大きな工事をさせていただき、歩道橋が撤去された後に歩道の設置工事等を行って、

恐らく今年の秋口には新たな動線でロンドに向かっていく都市計画道路がメインの通りになるかたち

で考えております。北口広場整備につきましては長いこと時間がかかってまいりましたけれども、よ

うやく最終段階になりました。今後は北口と南口をつなぐ踏切をいかに拡張していくかを東京都と西

武鉄道と協議しているところでございますので、ぜひご理解いただければと思います。 

平成２８年度もスタートいたしまして、４月１５日号の市報で先日、議会で決定いただきました予

算の概要につきましてもお示ししております。簡単に申し上げさせていただくと、市は１０年ごとに

大きな計画を作って推進しておりますけれども、今、第４次総合計画の計画期間中で、平成２３年度

から前期の５ヶ年を推進してまいりまして、２８年度からは後期の計画期間に入ります。災害対策、

それから人口減少、そして少子化・高齢化に対応して、「住み続けたいまち東村山」を目標に、今後も

事業を計画的に推進してまいりたいと考えております。 

このタウンミーティングでいただいた数々のご意見も、そうした総合計画後期基本計画の中に反映

しております。今日いただいたご意見は、直接、計画の中に反映させるというかたちにはなりません

けれども、今後の課題として受け止め、緊急性の要するものにつきましては予算等の範囲の中で対応

していきたいと考えておりますので、今日はどうぞ忌憚のないご意見をいただければと考えておりま

す。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 

 

◆自主防災組織について               （萩山町 S さん） 

昨年度、避難所運営委員会が市内の小・中学校２２校で立ち上がった。萩山地区は先行で進めてい

て、震災が起きて家に住めないといった時に萩山小学校が避難所になるが、その前段階で、被災した

時に被害を最小限にするためには近隣の住民で協力して助け合って初期消火や救命救急等をする必

要がある。市内には３０４自治会があるが、そういった場合の自主防災組織が１割程度しかできてい

ない。これは自治会としてもきちんと取り組んでいく必要があるが、防災倉庫を造らなければいけな

い等の制約がある。防災倉庫を設置するにしても公園ぐらいしか土地がなく、行政としても自主防災

組織を立ち上げるにあたっていろいろな支援はあるが、みどりと公園課と防災安全課でも連携してい

ただいて、地元の意に沿ったようなかたちでいろいろな支援をいただけるとありがたい。防災という

のはすごく大事だと思うので、今、自治会の加入率も低いが、防災というところでどんどん入れよう

としているので、行政にもぜひ後押しをしていただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

熊本県の地震を見ても、全てを行政でカバーする、あるいは警察・消防・自衛隊というような機動

性の高い機関を含めても、初動はやはり近隣の皆さまの助け合いが非常に大事だと考えています。今

回も倒壊した家屋で押しつぶされて亡くなられた方もいらっしゃれば、運良く中で生き延びて生き埋

めになった方が近隣の方に救出されて九死に一生を得たという方もいます。そういった隣近所での助

け合いというのは非常に大事でありまして、市としても自治会等を中心として「自主防災組織をつく

ってください」というお願いをし、組織化にあたっては一定の助言や財政的な支援、あるいは防災機

材の貸与等を行っています。 

ただ、ご指摘のように防災倉庫を設置できる空間が少ないというのも事実ですが、一方では公園が

防災倉庫だらけになると本来の目的からするとどうなのかという議論もありまして、今のところ公園

を管理しているみどりと公園課と防災安全課との協議によって、現状、市の公園あるいは児童遊園は

公園機能に支障のない範囲で１箇所につき１倉庫を認めているところがあります。 

ただ、萩山町１丁目のように丁目で１０以上自治会があるような地域の場合、それぞれが自主防災

組織を立ち上げると言ってもそれだけの空間が確保できないということは私が議員の時からの大きな

課題だと考えておりまして、連合化してなんとか１つか２つぐらいで１丁目全体をカバーできないか

と他の自治会長に呼びかけたこともありましたがうまくいかず、結果としてはそれぞれの自治会で独

自に自主防災組織を作るという状況になっています。 

ただ、例えば栄町の場合は１丁目には１丁目自治会と晴美自治会がありますが、２丁目・３丁目に

つきましてはマンションの管理組合等を除くと比較的丁目単位で組織されていまして、そういうエリ

アでは基本的には丁目で１箇所程度、場所を確保すれば倉庫を設けられる状況になっています。この
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栄町ふれあいセンターがある２丁目につきましては、私有地ですがさくら通りに面したところをお借

りして設置いただいているという状況があります。 

今後、自主防災組織を全て自治会単位で作っていくとなると、小さいところはできないという問題

があるので、そこをどうするかは課題として受け止めさせていただきたいと考えています。当市の自

治会の単位というのは大小様々で、一番小さいのは数世帯ですが、大きいと１０００世帯以上という

規模でして、防災や防犯等の活動を継続して進めていただく上では、できればある程度、連合化を図

っていただくことが重要だと考えておりますので、これらは課題として受け止めさせていただきたい

と考えております。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

東村山市では、自主防災組織の立ち上げにあたり、倉庫の設置が絶対条件ではありません。自治会

の中で、資器材を分散して収納するなどにより、防災資器材を管理することができれば、自主防災組

織を作ることは可能です。 

また、市内の自主防災組織の中には、複数の自治会が連合して組織されたものもあることから、近

隣で現に活動中の自主防災組織との連合も含め、ご検討いただきたいと考えております。 

自主防災組織の立ち上げを検討している場合は、倉庫の設置場所のみに限らず、まずは防災安全課

にご相談いただきますようお願いいたします。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

公園への防災倉庫の設置につきましては、防災安全課と協議し、公園機能や公園施設の利用に支障

のない範囲で、隣地への影響、法令等の条件を踏まえ、判断させていただいています。 

 

 

◆シルバーパスについて               （野口町 E さん） 

高齢者はシルバーパスで都営地下鉄や都バスが無料になるが、コミュニティバスや銀河鉄道のバス

には適用されない。それを適用することはできないのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

コミュニティバスは市が補助金を出して西武バスが運行しているバスなのですが、そこにシルバー

パスを適用させるべきではないかというご意見はいただいていますし、議会でもそういうご意見はい

ただいています。ただ、シルバーパス事業はあくまでも高齢者の社会参加を促進するという目的で東

京都が行っている事業でございまして、例えばバスの場合は東京都バス協会に加盟しているバス会社

に東京都が補助金を交付して、バス協会に加盟している団体はシルバーパスの適用になりますが、市

町村が公共の補助金を出している、例えばグリーンバスのような事業につきましてはバス協会がシル

バーパスを適用しないということになっていますので、シルバーパスをそのまま使うことはできませ

ん。課題としては考えていますけれども、やるとすると市が別途にシルバーパス分の補助金をさらに

交付してお願いしてやってもらうということになりますので、かなり膨大な費用がかかることから、

今はまだ進んでいないというところです。 

コミュニティバスにつきましては、昨年６月に料金を民間バス並みに引き上げた結果、利用客がか
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なり落ち込んでいる部分がありまして、議会でも度々ご提案やご指摘をいただいているところです。

公共交通会議でも高齢者向けのなんらかの割引制度等は検討すべきではないかとご指摘いただいてい

まして、今後、シルバーパスと同等のものはできないまでもなにか考えていく必要があるので、でき

ればそのことで高齢者あるいは障害者の方の利用促進を図っていければと考えています。 

それから銀河鉄道は民間事業者ですので、我々として「シルバーパスを使えるようにしていただき

たい」と言える立場ではないので、そこは申し訳ありませんがご容赦いただきたいと考えております。

ただ、銀河鉄道の場合は、免許証を返納した方には１年間無料でバスに乗車できる特別なサービスを

して、会社のアピール等、様々な努力をされております。 

 

 

◆コミュニティバスの運賃について           （栄町 Ｍさん） 

コミュニティバスの料金を上げたら利用者が減ったということだが、元に戻すことはできないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

コミュニティバスの運賃につきましてはいろいろ議論があった中で引き上げさせていただきました。

実はコミュニティバスは市の補助金を総額で４,０００万円ほど投入して運行していただいております。

民間のバス会社は努力して１８０円で運行していただいていて、一方で市が税金を投入して１００円

というのは税の公平性からいってバランス上どうなのかと。利用できる方が全ての市民が対象という

ことであれば良いのですが、路線によって使える方と使えない方が出てくるので、基本的には民間と

同等の料金をいただくのが筋ではないかということで、公共交通会議等の議論を経て、１８０円に引

き上げさせていただきました。１００円からいきなり１８０円なので「とんでもない」ということで

だいぶお叱りをいただいたり、議会でも厳しいご意見をいただいたところですが、基本的な考え方と

しては今申し上げたように民間と水準を合わせるということであります。ただ、例えば高齢者の方が

民間のバスの場合はシルバーパスを使えるのにコミュニティバスは使えないではないかというような

こともあって、そこは今後の検討課題としていかなければならないと考えております。 

また、美住町それから富士見町４丁目は元々駅から遠く、以前は公団から先の東大和の芝中団地ま

で行くバス路線があったのですが、これが廃止されて以降、バスも走っていなくて「なんとかして欲

しい」という声が非常に多かったのですが、今度、東村山駅から浄水場の脇を通って富士見町４丁目

を通り、新青梅街道に出て、浄水場の南側から美住町の公団をぐるりと回って八坂小学校から久米川

駅に入っていくルートにつきまして、秋ぐらいから実証運行する運びとなりました。この新規バス路

線を開設することで、美住町や富士見町４丁目の交通不便地域の解消を図っていこうと考えています。

今回、初めて久米川駅の南口にコミュニティバスが入ることになりますので、今後もそれらの利用状

況を見ながら、次はどこにどういうルートのコミュニティバスを開設するか検討していきたいと考え

ております。 

ただ、当市は道路が非常に狭くて、特に交通不便地域と言われるところは道路が狭いところが多い

のですが、いわゆる定時定路線のバスルートをつくるには、最低でも４.６６ｍの車道幅員がないと警

察の許可が降りないという問題があります。今のコミュニティバスの運行形態で市内を走らせるには

財源の問題もあるのですが、それ以上に車道の幅員が狭くてなかなかバスが走らせられないという問

題があります。いわゆる超高齢社会を迎えて、今まで自転車や車を自分で運転できていた方が自転車
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に乗れなくなったり車を運転できなくなったりして、病院等に行くのもタクシーを使わざるを得ない

という方も結構増えてきていますので、日常の足の確保をどうしていくかということが市にとっては

これからの大きな課題です。道路を全て広げないと公共交通の恩恵が受けられないということになる

とかなりの年数がかかってしまうので、そこをどういうかたちでやっていくのか。地方によってはオ

ンデマンドの乗り合い方式等、いわゆる定時定路線ではなくていろいろなかたちで公共交通をやって

いるところもあるので、そういったことも考えながら進めていきたいと考えております。 

いずれにしましても料金につきましては誠に申し訳ございませんが、単に市にお金がないから引き

上げたというよりは、税金の使い方として基本的には民間のバスに乗っている方が１８０円で、税金

を投入しているバスは１００円ということでは公平性を欠くのではないかという議論から民間の最低

料金にさせていただいたということなので、そこはぜひご理解いただけるとありがたいと考えており

ます。 

 

◎ 公共交通課より ◎ 

コミュニティバス路線の新規導入・運行改善については、平成２５年３月に策定されたガイドライ

ンに基づき、検討していくこととしています。お住まいの地域にコミバス路線を導入したいという場

合、地域住民の代表となる地域組織を設立し、その地域組織と市が協働で検討していくことになりま

す。しかしながら、現在ご要望をいただいている地域は、道路事情からコミュニティバスの運行が難

しい地域が多く、苦慮しているところでございます。なお、ガイドラインの概要版については、市の

ホームページからダウンロードできるほか、各公民館・図書館・ふれあいセンター・市役所受付にも

配架しておりますので、機会があればぜひご一読ください。 

 

 

～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 

 

◆萩山町地域におけるゾーン３０の設置について    （萩山町 K さん） 

萩山町４・５丁目が「ゾーン３０」ということで、３０キロ規制になるという話を聞いた。２月に

住民説明会があったが、もう計画と予算が決まって実施だと言われた。あの地域は小・中学校や保育

園もあって、大勢の人が通学路として使っていたり、地域的に老人が多いし、病院もある。しかも地

域内のほとんどが２０キロ規制だったのに、なぜそこを３０キロにするのかという説明がないまま実

施するということで、説明の前に看板を外しているし、２０キロ規制の道路標示も削ってしまってい

る。これは市の道路管理課も絡んでいるが、なぜ住民に説明もなしにこういうことが行われるのか。 

 それから「ゾーン３０」というのがどういうことなのかを地域住民に知ってもらって、理解を得た

上で住民が賛成するのであれば良いと思うが、頭ごなしにされたのでは皆さん理解もできないし、「こ

れが本当に住民のためのものなのか」と不安に感じる。市長さんからその辺の説明を。 

◎ 市長回答 ◎ 

「ゾーン３０」につきましては、エリアごとに速度規制をかけるということで警視庁が進めている

ものでございます。市としましても２０キロ制限がかかっているところをなぜ「ゾーン３０」にする
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のかという確認を取らせていただいていまして、警察の説明ですと現状、警視庁管内で２０キロ制限

の速度規制というのは取り締まりをしていないということでありまして、実際には３０キロ以上スピ

ードを出した時のみ実効性が発揮できる規制をかけているということで、東村山警察署単体というよ

りも警視庁全体としてそれぞれの地域の安全性を確保する上で、これから「ゾーン３０」で規制を強

化していきたいということでした。「ゾーン３０」に指定された区域につきましては、標識や看板類の

設置を進めて「ゾーン３０」とわかるようなかたちを取って、警察もパトロール等を強化して安全性

を把握していくという説明を受けております。交通管理者は警察ですが、道路につきましては市が道

路管理者となりますことから、道路管理課としても説明会に同席をさせていただきました。 

警察のことではありますけれども、もし今後も市内で「ゾーン３０」の規制をかける場合は事前に

きちんと説明をしていただけるようにお願いをしていきたいと考えております。萩山町４丁目につき

ましては今のような経過で進められたということで、「頭ごなし」というご指摘もありましたので、そ

の辺につきましては市としてもお詫び申し上げて、警察には実効性が上がるように努めていただくよ

う、さらにお願いしたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

今まで全く規制がかかっていなかった地域に規制をかけるということになれば、当然そういう手順

を踏まざるを得ないだろうと思っておりますが、現状、萩山４丁目エリアにつきましては先ほどご指

摘がありましたように、２０キロ規制がかけられていますが有名無実化しているので、警察としては

実効性を担保するということから「ゾーン３０」をかけざるを得ないということであります。 

２０キロ規制が３０キロ規制ということで、確かに規制としては緩くなる方向になるので、住民の

皆さまとしては「おかしいのではないか」というご指摘はある意味ごもっともなところですが、事情

としてはそういう事情だということで私どもとしては理解をいたしております。 

今、いただいたご意見を踏まえて、今後どのように進めていくかは、庁内に持ち帰って検討させて

いただきたいと考えております。 

 

◎ 地域安全課より ◎ 

萩山町における「ゾーン３０」については、２０キロ区間が３０キロになる反面、速度規制のない

部分については、法定速度（６０キロ）から３０キロになり、区間内において、一律の交通秩序が保

たれることになります。また、「ゾーン３０」に指定する意義については、市、警察が区間内の交通安

全対策に一層傾注していくことにあります。地域安全課としても市民の皆さまの意見をいただきなが

ら、関係所管、警察と協力し、「ゾーン３０」の実効性を高めていけるように考えております。 

 

 

「ゾーン３０」についていろいろ調べたところ、地元の警察、行政、それから住民の三位

が一体となって検討し、その結果、賛成であれば速やかに進めましょうという通達のはず。

それを上位下達みたいにするということ事態が納得できないので、もう一度白紙に戻し

て、住民の皆さんの総意がどういうものかをしっかりと受け止めた上で判断していただき

たい。その辺はどうか。                    （萩山町 K さん） 
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◆市への提案窓口について               （栄町 C さん） 

生活の中でいろいろとアイディアが浮かぶことがあるが、東京都の問題だったり、実際にやろうと

するといろいろとお金がかかったりする。そういう時にうまく仲介してくれるような窓口はあるか。 

◎ 市長回答 ◎ 

市民の皆さんのアイディア、あるいは提言等を市としてどのように受け止めていくのかということ

になりますが、どこに言ったら良いかが具体的にわからない場合は、例えばこのタウンミーティング

で私に直接言っていただくのも結構ですし、あと、市長への手紙・市長への FAX・市長への E メール

というのがあります。これは市民の皆さまから随時いろいろなかたちでご意見やご質問、あるいは今

おっしゃったように「こんなことしたらどうか」という提言を数多くいただいていまして、それを最

初に受けるのは秘書広報課というところになります。もし、どこに言ったら良いのかわからない場合

は、まずそちらにご意見をいただければ担当課で回答をつくって私が目を通して、最終的には私の名

前で回答させていただきます。市の範疇ではなく、例えば国や東京都の権限に属する場合は、その旨

を記載してお返ししますし、こちらである程度わかっているものについては、東京都や警察の担当部

署に市役所からお伝えするようなかたちを取らせていただいています。 

あと、行政だけで良いまちをつくるというのはなかなか難しい時代ですので、今いろいろな部署で

市民の皆さまに参加いただいて「こうしたほうが良い」とか「ああしたほうが良い」といろいろ議論

しながら意見をいただくようなワークショップをやっているので、機会があればそうしたところにも

参加いただいて、なにかあればご提案いただけるとありがたいと考えております。 

 

◎ 秘書広報課より ◎ 

市長への手紙（ファックス・E メール）の制度（利用方法等）につきましては、市ホームページ、

および市報に掲載し、周知しております。受付件数についても同様にホームページと市報に毎月掲載

しております。 

 

 

◆東村山市の将来像について              （栄町 C さん） 

孫たちと話をしていて、「これから２０年、３０年後の東村山は一体どうなるのか」と聞かれた。

近隣市には企業が結構あるが、「東村山が一番貧乏ではないか」「どんどん少子高齢化になっていくと

どうなるのか」という話だった。市長としてはどのように考えているか。 

◎ 市長回答 ◎ 

２０年先、３０年先の東村山がどうなるか、日本がどうなっていくのかというのは、非常に難しい

テーマだと思います。確実に言えることは、全国的にも高齢化と人口減少がさらに進むことは間違い

ないと言われていますので、その中で東村山市がどうやって安定して持続的なまちを築いていくかと

いうことが大きなポイントになると考えています。 

先ほど、冒頭のご挨拶の中で「後期基本計画がスタートする年です」と申し上げましたけれども、

まず我々が考えなければいけないのは、よく２０２５年問題と言われていますけれども、あと１０年
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足らずで日本で一番人口が多い団塊の世代の方々が７５歳以上を迎えて、いわゆる後期高齢期に入っ

てきます。今のようなかたちで高齢者の方々の医療、それから介護といったものが増えていった場合

に、団塊の世代の方々が７５歳になって、今のような率で病気になったり介護保険を使ったりという

ことになると、財政的にかなり深刻な問題になるであろうということが想定されています。今、我々

がやっていかなければならないのは、できるだけ病気や介護を必要とする状態にならないよう、病気

の予防や介護予防をしつつ、健康寿命を伸ばそうということで、少しずつですけれども運動を始めて

います。これは東村山独自ではありませんが、全国で言われている地域包括ケアということで、施設

をこれ以上造るというのはなかなか難しいので、住み慣れた地域の中で元気に健康で長生きしていた

だくという社会を築くことを後期基本計画の中で１つの柱にしています。 

それからもう１つは地方創生と言われている中で、ご指摘のように当市は周辺市に比べても大企業

が極めて少なく、法人市民税が全部合わせても７億とか８億円ぐらいしかありません。東村山市の場

合はたばこ税とほぼ同じぐらいしか法人市民税の納税額がないということですが、今さら大企業を誘

致するというのは到底無理ですので、今後は今進めている都市基盤整備と併せて、大きな企業は誘致

できないまでも市外に流出している消費、大体４割程度は東村山市民の消費が市外に流出しているの

で、それをなんとか市内で物を買って消費していただけるようにするということで、市内での経済活

動の活性化をする。それによって税収を少しでも上げていくということをさらに取り組んでいく必要

があると考えています。 

それと、当市の人口構成で一番人口流出が激しいのは、２０代・３０代の方々です。結婚や出産、

あるいは就職を機に東村山を出て行かれるという方が多くいらっしゃいます。入って来られる方もい

るのですが、今は流出される方の数が多くなってしまっているので、人口が減少気味になっています。

やはり２０代・３０代の方にとって東村山市が魅力的なまちになるように、住宅の供給をしていくと

か、あるいは身近なところで働く場があるとか、それから「子育てするなら東村山」ということで、

この間、保育園の増設等をしてきました。子育てする環境として自然も豊かですし、保育園や幼稚園、

それから小・中学校の教育も充実しているということを１つのアピールポイントにしながら、若い方

にとっても魅力的なまちづくりを進めていくことが大事だと考えております。 

東村山だけの問題ではないものもありますし、東村山固有の問題として企業が少なく、その分どう

しても税収が低いということはありますが、私は東村山にはいろいろな可能性があると考えています。

一昨年の市制５０周年のころから「東村山市を盛り上げていこう」と考えている市民の方がいろいろ

なところにいっぱいいるということを知って、私自身も励まされて元気付けられてきました。この場

もそういう場だと思っていますが、市民の皆さまと「こんなまちにしよう」と知恵を出し合って、久

米川駅の北口も定期的にイベントを開催していただいて賑わいを作ろうと努力していただいています。

こういったことを継続していくことがこれからすごく大事で、そうなれば２０年、３０年先もそんな

に極端に人口は減らずに、企業は誘致できないかもしれませんが、例えば東村山で商売を起こしてみ

るというようなことでそれなりの賑わいや活気が生まれれば、結構、都心に近くて緑も多く、住んで

いる方が人情味あふれる良い方が多い。そういうことがじわじわと知られていけば、私は東村山の未

来は決して暗いものではないと思っておりますので、ぜひお孫さんにも引き続き東村山に住むように

強くアドバイスをしていただけるとありがたいと考えております。 
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◆ふるさと納税について                （本町 S さん） 

今、東京でふるさと納税に御礼の品を出しているところは少ないと思うが、今後、東村山でやって

いくか。それも民間ではなく、まず市のインフラのものを提供してはどうか。例えばごみ袋とかバス

の年間パスとか。他自治体では免許証を返納した方にはバスを１年間無料にするというのをやってい

ると新聞で見た。ふるさと納税の御礼の品として物産だけではなく、市外の方も住んだらそういう特

典が受けられるというのも魅力につながるのではないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

ふるさと納税につきましては、当市の場合、市民の方が市外の自治体にふるさと納税をして控除を

受けられている金額が１,０００万円を超えていたと思います。逆に市外の方が東村山市に寄付される

というのは年によってバラバラで、多い年ですと１００万円を超える年もあれば、ほとんどゼロに近

い年もありまして、ふるさと納税につきましては、東村山市の場合は完全に市外に流出しているとい

うことが明らかです。 

ふるさと納税につきましては「返礼品目的ではないか」等いろいろ議論もあって、確かにふるさと

納税だけで数１０億円を集めている自治体の返礼品を見ると、そこで取れるお魚やお肉であったり、

お米であったりといった産地としての特性をフルに活かして町おこしを兼ねてやっておられるという

実態がございます。 

多摩地域では返礼品をお返しするところはまだそんなにはありませんが、国分寺市では昭和３０年

に日本で初めてペンシルロケットの発射実験が行われたことからそのレプリカを作って、１０万円を

寄付された方に差し上げておられますが、どの程度ふるさと納税額が上がっているか、私は承知して

おりません。 

東村山市におきましても市民の皆さまや議会からもいろいろとご指摘があって、今年度から返礼品

をお出しするということで一定の予算を付けさせていただきました。ただ、今は返礼品を扱う業者が

あって、１万円の寄付があった場合にはこれぐらいのものをお返しするということで市内のいろいろ

な事業者に声をかけて手を挙げてもらうというかたちで進めるのが一般的になっているそうです。市

の取り組みもそうした業者に委託してやるということで、市で直接、具体的に「返礼品をこうする」

ということにつきましては今のところ検討しておりません。今、ご提案いただいた市の施設やインフ

ラを返礼品替わりに使って、それをきっかけに東村山に訪れていただくというのは１つの方法として

面白いと思って聞かせていただきましたので、参考にしてそういうことが可能かどうか検討したいと

考えます。 

なお、最近のふるさと納税のもう１つの流れとしましては、返礼品目当てではなくて「うちのまち

はこういう特定の分野でがんばっているので応援してください」という、いわゆるクラウドファンデ

ィング方式の自治体も増えてきていまして、例えば「野良犬・野良猫の殺処分を起こさないため、野

良犬等を収容して天寿を全うさせる施設を造るので、動物愛護に関心をお持ちの全国の皆さん、ぜひ

うちの町に寄付してください」ということをやっている自治体があります。そういうクラウドファン

ディング的なふるさと納税も徐々に起こり始めています。それもまちの個性や PR の手法の１つと思

っておりまして、市としても単に市内の物品をお返しするだけではなくて「東村山市は他にないユニ

ークな取り組みをしているので、全国の皆さまに応援してもらえないでしょうか」というクラウドフ

ァンディングも検討するよう担当課には指示をしております。 
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私が念頭にあるのは、北山公園は菖蒲で有名ですけれども、実は多摩地域でも生物多様性の宝庫と

言われていまして、ここ数年、市の公費を使って実態調査や外来生物の駆除作業等を行っていまして、

どこまで具体的にお金が集まるかわかりませんけれども、東京にある生物多様性の保全という観点で

「こうしたことを市として取り組んでいるので応援して欲しい」というクラウドファンディングもあ

るのではないかと考えております。市の姿勢を示す上ではそうしたことも有効ではないかということ

で今後、検討したいと考えております。 

今日、S さんからいただいたごみ袋やバスの無料チケットを差し上げて「ぜひ市に来てください」

というような、他所の人に市に来てもらうしかけとしての返礼品というのも面白いと思いますので、

検討したいと考えております。 

 

◎ 秘書広報課より ◎ 

具体的な返礼品に関しては、市長回答のとおり、ふるさと納税支援委託業者が市内事業者に声がけ

して進める方向で調整予定でありますが、返礼品のあり方については庁内で検討中です。 

 

 

◆タウンミーティングについて            （青葉町 T さん） 

気楽に集まるタウンミーティングを目指している者として、市長はノーネクタイでも充分。以前、

タウンミーティングで小学生から遊具について意見が出て、すごく良かった。サンダル履きで買い物

ついでに寄ってみたとか、そういう誰でも気楽に来られるようなタウンミーティングを。 

◎ 市長回答 ◎ 

このタウンミーティングを所管している市民協働課も４月に人事異動がありまして、これまで長年

お世話になってきた課長補佐が異動で別の所管にいきまして、今日、司会席にいる新しい係長が今後

タウンミーティングを担うことになります。 

タウンミーティングは私一人でやっているわけではなくて、「最近、参加者が少なくなってきたので

どういうふうにアピールしたらいいのか」あるいは「気軽に参加してもらうにはどういう工夫が必要

なのか」等、これまでも職員といろいろ考えながら進めてきて、１００回を迎えました。 

お忙しい中、わざわざ時間をかけて出てきて市長のつまらない話を聞くのは嫌だという方もいらっ

しゃるし、大勢いる中で自分の意見を言うというのは日本人の場合はなかなか勇気がいることだと思

います。それを今おっしゃられたサンダル履きでも来られるような敷居の低いタウンミーティングを

どのようにつくっていくか。「市長はネクタイを外せ」と言うなら私もネクタイをつけず、上着も着な

いでラフな格好で参加させていただくのも良いかと思っておりますので、その辺の服装のことも含め

て、今後、新しい体制でできるだけ市民の皆さまに気楽に参加していただけるよう検討したいと考え

ております。 

例えば通常のタウンミーティングではテーマを決めずにやっているのですが、何回かテーマを決め

てやったことはありますし、以前には中学生・高校生を対象に年齢を限ってやったこともあります。

皆さまのほうから「テーマを決めてそれについて意見を出し合うほうが面白そうだからそういうこと

をやったらどうか」とか、「こんなかたちでやったらもっと盛り上がるのではないか」ということがあ

れば気軽にご提案いただければありがたいと考えております。 
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◎ 市民協働課より ◎ 

時期や場所等、様々な角度で考慮しながら、取り組みたいと考えております。 

 

 

◆行政事務に人工知能の活用を            （萩山町 N さん） 

今はネット商売の時代で、それほど店舗にこだわることはない。医療でも企業でもロボットを使い

始めている。東村山市も行政の中にロボットを持ち込んでやればどうか。人間はすぐに文句を言うが

ロボットは文句も言わない。とにかく人がやらないことをやれば市の職員も危機感を持つと思う。企

業はみんな危機感を持っている。そういうことはいかがか。 

◎ 市長回答 ◎ 

先日も世界で最強の囲碁名人の方が人工知能に勝てなかったというニュースが報道されていました

けれども、今後、人間が行っている仕事のかなりの部分を人工知能に置き換えられるのではないかと

言われています。そうした流れの中で、場合によっては市役所の仕事も人工知能等に置き換えるもの

もこれから出てくるかと思っていますが、市役所の仕事というのは基本的には生身の人間を相手にす

る仕事がほとんどですので、どこまでそういう機械が対応できるかということはあるかと考えていま

す。ただ、日進月歩の時代なので今の段階でそういう時代が絶対に来ないとは言いきれないとも考え

ています。 

ロボットではないですけれども、例えば今回導入されましたマイナンバーのカードを取得していた

だくと、自治体によっては市役所に行かなくても近所のコンビニエンスストアで住民票の交付を受け

られるようなサービスを始めているところがあります。これはロボットとか人工知能とは直接的には

関係ありませんが、現在のそうした情報処理技術を活用して省力化したりサービスを拡大する１つの

例です。ただ、当市はまだマイナンバーカードを持っている方がそんなに多くありません。近隣市で

は当市が一番多いんですけれども、それでも発行枚数はまだ５,０００枚ぐらいなので、コンビニエン

スストアで住民票を発行する契約をすると、今だとまだ実際のコストが１枚あたり何千円という金額

になってしまうので、まだそこまでいっていませんが、ある程度カードが普及すれば当市としてもマ

イナンバーカードを使ってコンビニエンスストアで住民票や印鑑証明等を取れるようなサービスを進

められればと考えております。こういったことでより便利にしたり、徐々にいろいろなサービスを進

めていく必要があるのではないかと考えております。 

まだ市役所でロボットを導入したという具体的な事例は日本では聞いたことがないので、どこかで

面白い事例があれば参考にしながら、市としても今後、検討していきたいと考えております。 

 

◎ 市民課・情報政策課より ◎ 

関係各課と情報共有を図り、コンビニエンスストアにおける証明書交付の検討を行います。 
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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 

 

◆保育園の民営化について周辺住民への説明を     （萩山町 S さん） 

第二保育園の廃園が決定していて、１丁目の国有地に保育施設を設置ということで買い取り費用が

今年度の予算に３億円ほど計上されていると思う。当事者にはその説明会が開かれているようだが、

周辺の自治会や住民に対しても説明会をやる必要があるのではないか。大きな対話集会ではなくても

良いので、住民説明会のようなものを開いていただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

当事者である保育園の保護者につきましては、この間「なぜ民営化をするか」ということで昨年度

かなりの回数で説明会を開催してまいりました。私も二度ほど説明会に参加させていただいています。 

現在のところは公立保育園を民営化するにあたってどのように進めていくかというガイドラインを

策定中で、昨年度３月末に保護者の方や保育事業者の方も入った検討会議で概ね了解をいただいて、

これからパブリックコメントを実施して最終的なガイドラインを決定していく予定です。それによっ

てガイドラインが完成したあかつきには、ガイドラインに基づいて民間事業者を公募するということ

で、今の段階では恐らく今年の夏ごろには公募ができるのではないかと考えております。 

今までも民間移管する場合につきましては、お子さんの通園の有無に関わらず、当然、周辺の方々

にもどこかの段階では説明をしなければならないと考えてまいりました。今、S さんからもご意見を

いただきましたが、第二保育園の場合は保育園そのものを民間移管すると同時に移転するということ

になるので、どのフェーズ（局面）で住民の皆さまにご説明するのが良いかということにつきまして

今の段階で時期まではお約束できませんが、説明会は開催するつもりでございます。 

ただ、今のところ跡地をどうするかということが市でもまだ考え方が定まっておりません。定まっ

た段階でやったほうが良いのか、あるいは白紙の状態で周辺の皆さまにご説明をしたほうが良いのか、

その辺が私としても「どうするのですか」とご質問をいただいた時に「まだ白紙です」というお答え

しかできない状況ですので、説明会につきましてはもう少し時期を見ながら開催する方向で詰めてい

きたいと考えております。 

 

◎ 子ども育成課より ◎ 

第二保育園の民間移管にあたっては、保護者意見を踏まえ、平成２７年度時点で在園する児童につ

いては民間移管後の新しい園へ優先的に入園するか、引き続き第二保育園に在園するか選択すること

ができる「経過措置」を実施することになっています。追って実施する保護者への意向調査の結果、

引き続き第二保育園に在園するご希望がある場合においては、現在の第二保育園において当該児童が

卒園するまで保育を行うことになるため、萩山町三丁目において民間移管後の新しい園が開設される

一方、並行して平成３２年度末までは第二保育園が存続することが見込まれます。 

周辺自治会や住民の皆さまへのご説明の機会はきちんと設けさせていただきたいと考えております

が、開催のタイミングによってご説明することのできる内容が大きく異なるため、説明内容や開催の

タイミングについては周辺自治会や住民の皆さまにご相談させていただきたいと考えております。 
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◆自立相談支援事業について              （栄町 S さん） 

「ほっとシティ東村山」で自立相談支援をしていて相談に行ったが、ちゃんとした支援をしても

らえない。一億総活躍社会の中で、いろいろなかたちで仕事とかを創出していかなければならない。

難病を抱えている部分もあり、ずっと特殊な仕事をやってきて、シルバー人材センターにも２年

ぐらい前に登録したが、会費を２,０００円ぐらい取られて３,０００円の仕事が１回あっただけで、

自転車の見守りの仕事すらない。「自分で努力して自立の方向を見つけたい」と思い、高齢介護課に

「チラシを置いてくれ」と行ったら「５００円と書いてあるから駄目だ」と回答がきた。ボランテ

ィアで自立なんてあり得ない。シルバー人材センターでワンコインサービスをやっているので、そ

ういうかたちでできるのではないかと思ってやったが、最近は派遣法が変わったということでシル

バーではカルチャーセンターもやりだして、高額なお金を取っている。自立相談支援に来る人はい

ろいろな経歴やパターンの人がいて、杓子定規でやってきた人ばかりでない。自立相談支援という

のをもっと細かくやって欲しい。なぜチラシを高齢介護課に置いてもらえないのか納得できないの

で、返事が欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

個別、具体的なことについては差し障りがありますので、後程、聞かせていただければと思ってお

ります。 

市としても市民の皆さまの経済的な自立支援というのは重要だと考えていまして、特に就労に結び

付くようにすることは大事だと考えております。 

おかげさまで今年３月に「ほっとシティ東村山」の向かい側に「ふるさとハローワーク」が開設さ

れまして、全国のハローワークと同様の求人情報を閲覧したり、ハローワークの職員の方にいろいろ

情報を聞いたり、助言をしていただく体制が取れています。これは一般就労ということになります。 

それから今お話いただいた「ほっとシティ東村山」は生活困窮者の自立支援の一環で、当市では昨

年の４月からスタートした事業です。こちらについては経済的に困窮されたり、離職したと同時に住

む場所を失ったりという方に対して相談・支援をする。場合によっては就労に結び付くような手助け

をするということで、こちらについても今年度さらに増強しまして、併せて職場開拓等もする人的な

強化を図ったところでございます。全ての人に希望する職種・処遇の職場を斡旋することができるか

というと、実態としてはなかなかそうはなっていない部分もあろうかと思いますけれども、相談員の

皆さんには精力的にやっていただき、今年は就労支援員の方が新たな就労先の開拓も行うということ

で、恐らく今後、継続してほっとシティに相談に行っていただければ就労に結び付く場面もあろうか

と考えております。 

もう１つは、ほっとシティの奥側に障害者の就労支援室というのがありまして、障害者の方の就労

支援をするところでございます。障害の程度によっては一般就労される方もおりまして、これまでの

取り組みで一定の成果が挙がってきていますが、こちらも今までの人員体制では対応が厳しくなって

きましたので、障害のある方にもできるだけ社会参加と経済的な自立をしていただけるようにすると

いうことで、今年度から障害者の就労支援室も１名増員しました。 

そういう意味では今、市民センターの１階の奥部分はハローワーク、ほっとシティ、それから障害

者の就労支援室ということで、就労の支援をする３つの大きな部屋ができておりまして、できるだけ

意欲のある方にはそれぞれの状況に応じてご利用いただいて、なんとか就労に結び付くように努めて
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いきたいと考えております。 

シルバー人材センターも法律が一部変わりまして、今後は派遣もできるということでシルバーの皆

さんが行える仕事の幅も増えてくるのではないかと期待をしておりますが、全体としてパイがそんな

に拡大しているわけではないので、確かに「会員登録して会費を払っても仕事がなかなか回ってこな

い」という声は私も何度か聞いています。事務方としてはいろいろな努力をして会員の方になんとか

仕事を回せるように取り組んでおられると理解しています。今後も今日いただいたご意見を踏まえて、

我々としてもシルバー人材センターに対してそうした努力をさらにお願いしていきたいと考えており

ます。チラシの件は具体的にどういうことかわからないので、後でまた聞かせていただければと思い

ます。 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

基本的には自営業の方、あるいはフリーターをしていた方々に対して仕事を与えるというか、その

業のお仕事をお渡しするということは現状では想定していません。 

あくまでも相談員の方が開拓してきた就職先を斡旋するというかたちになるので、ご指摘のような

ミスマッチはあり得ますし、長いこと引き籠ってきたような方々につきましてはすぐに就労といって

も支援もなかなかできないので、就労の前にもう少し社会的な適応力を高めていただくようなかたち

で中間就労だとか、前段階での就労というような言い方をしているようです。まず誰かと一緒にお仕

事をする環境にできるだけ馴染んでいただくために、ボランティア活動をして慣らしていくというよ

うなことは、今後、強化していく予定になっています。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

有償ではありません。無償です。 

 

◎ 生活福祉課より ◎ 

今後、相談者のニーズを精査し、様々な職種・企業を紹介・斡旋できるよう企業開拓を行っていき

たいと考えております。 

 

◎ 高齢介護課より ◎ 

高齢介護課の窓口にて掲示や設置を許可するチラシ等については、東村山市庁舎管理規則に準じて

対応しております。今般、ご相談をいただきましたチラシには「ちょっとしたこと その他しごと」、

「買い物等の付き添い」といった文言があり、庁舎の中立性や公共性を鑑みまして、また当該チラシ

が営利を目的としたものであると判断したことより、設置をお断りさせていただきました。 

シルバー人材センターにおいて一般労働者派遣事業を平成２８年４月より開始することとなりまし

た。このことで、高齢者の持つ知識や経験を活かせることが期待されております。加えまして、当市

におきましては、介護予防事業や訪問型サービスの一部をシルバー人材センターに委託し、高齢者が

高齢者を支えるモデルとなるよう、新たな事業の展開を支援しているところでございます。 

就労と言ってもずっと自営業でやってきた人とか、フリーで絵描きとかをやってきた人だ

と就労の仕事に合わない人もいっぱいいる。その辺のところをどのように考えているか。

なんでもかんでも仕事を与えればできるというわけではない。人に使われた経験が少ない

人には合わないこともある。                   （栄町 S さん） 

それは有償ボランティアか。                   （栄町 S さん） 
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◆障害者差別解消法について             （萩山町 T さん） 

４月から障害者差別解消法ができたが、これについて市長としてどのような考えを持っているか。 

◎ 市長回答 ◎ 

以前にもご質問いただいたかと思いますが、今年の４月から障害者差別解消法が施行され、障害を

理由にサービスを断ってはならないということと、障害のある方に対して合理的な配慮をするという

ことが法的に義務付けられております。 

市としては、障害者差別解消法が施行される以前から、障害を理由にサービスを受けられないとい

うことにならない努力はしてきたつもりであります。 

今後は各所管で適切な合理的配慮をどこまでするかということで、当面、窓口対応等で合理的な配

慮をする場合に必要となる器具等を購入する場合は、今年の予算の中で予算要求をするようにという

指示を出して、一定の対応は取ってきたところでございます。 

ただ、T さんのように視覚に障害のある方が安心して街中を自由に歩けるかというと、まだそうい

う状況にはなっておりません。点字ブロック等の設置についてはいっぺんにすることは難しいところ

がありますので、適時適切に特にご利用の多い駅前、あるいは公共施設等につきましては、極力、点

字ブロック等の設置を進めて、視覚障害者の方ができるだけ安心してまちの中を自由に移動できるよ

うな取り組みを進めていきたいと考えております。 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

障害者差別解消法につきましては民間の事業者も努力義務としてやっていかなければならないこと

になっています。市としてもできるだけ市内の民間事業者、お店等に対して障害者差別解消法の趣旨

をご理解いただけるように、これから啓発活動に取り組んでいく必要があると考えています。 

これまでもそうした広報活動は若干してきましたが、今後も障害を理由にサービスを受けられない

ということは基本的には法の趣旨からあってはならないことですから、行政だけではなくて民間の事

業者の皆さまにもご理解いただくべく、努力していきたいと考えております。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆小・中一貫教育の推進を              （萩山町 N さん） 

これからロボットが普及していくと、人間が心のケアをしてロボットが労働をするというすみ分け

が必要。そのためには教育改革をしなければならない。ロボットがやるような勉強をしてもしょうが

ないので、優秀な人間を作っていかなければいけない。東村山には小・中一貫教育というような構想

はないのか。 

行政側はわかるが、民間の店とかそういうものに対してどういうお考えか。 

（萩山町 T さん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

こういう激動の時代ですので、教育につきましては基礎的な知識は当然なのですが、ロボットには

ない創造性なりを発揮できるような人材を東村山から育てていくということは重要だろうと思います。 

ただ、具体的に義務教育学校（小・中一貫校）をつくることで得られる教育的な効果がどの程度あ

るのか。この近隣では武蔵村山市が小・中一貫教育に取り組んでいるので、そういった成果も見つつ、

今後、考えていく必要があろうかと考えております。 

もう１つは、公共施設の再生ということがこれから大きな課題となってきます。先ほど申し上げた

ように小・中学校の耐震化は終わりましたけれども、耐震化したからといっても未来永劫、今の建物

が使えるわけではありません。市内の小・中学校は大体昭和５０年代の前半に立てられた建物が多く

て、公共施設というのは大体５０～６０年が寿命と言われています。今の技術でいえばもう少し延ば

すことは可能かもしれませんが、それでもあと１０～１５年すると、例えば八坂小学校・東萩山小学

校・第三中学校を建て替えていかなければいけない時期がきます。今、その公共施設の再生というこ

とを検討していますが、その中で、これからの児童生徒の数によっては小学校と中学校を統合して義

務教育学校（小・中一貫校）をつくるというようなこともあり得ると考えております。 

ただ、一貫校にしたから教育が良くなるかどうかはまた別の話かと考えますので、そこはいろいろ

な事例を見て、公立学校としての個性をどこまでつくるような教育ができるか。当市の場合は、例え

ば市内に多磨全生園があることもあって、命と心の教育というのが１つの大きな特徴になっています。

いわゆる人権教育という範疇で言われるわけですけれども、差別をしないとか人にやさしくするとか、

そういう徳育的な教育につきましてはこれまでも行われて、それなりの成果は上げてきています。 

よく言われることですが、東村山の場合は中学校の部活等で備品が古くなって満足な練習ができな

いとか、吹奏楽部のように楽器にお金がかかるようなものが市内全ての中学校でやれているかと言う

とそうではありませんので、そういう学校の教育そのものではありませんけれども、それ以外の部分

について少ない予算の中でどういうところに着眼して強化するかが、これからの大きな課題と受け止

めています。 

いずれにしましても、この東村山で人生をスタートして、市内の小・中学校で教育を受けたことで、

N さんがおっしゃるようにこれからのロボットや人工知能の時代を迎えた中でもきちんと生き抜ける

ような知恵と力を持った人を育てていくにはどうしたら良いか。今の段階で良い答えは出せませんが、

今後も研究しながら教育の改革を進めていきたいと考えております。 

 

◎ 指導室より ◎ 

小・中一貫校の設置につきましては、現在、東村山市で設置する予定はございませんが、小・中学

校の連携を強化することで、円滑な接続を目指し、中１ギャップの解消を図っているところです。各

小・中学校におきましては、学校行事や青少年対策地区委員会等の地域行事を通して、児童・生徒が

直接交流する場面を意図的に設定したり、義務教育９年間を見通した指導計画を作成したりしており

ます。本市教育委員会といたしましても、校長会・副校長会、小・中学校の教員で構成している各種

委員会や研修会を通して、より一層、教育の充実を図ってまいりたいと考えております。 
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【市長まとめ】 

 

今日は長時間にわたりお付き合いいただきまして、ありがとうございました。 

いろいろご意見をいただいて回答させていただき、満足できない部分も多々あったかと思いますが、

時間の限りもございますのでご理解いただければと思っております。 

「持ち帰らせていただいて検討します」と申し上げた事項につきましては、これから検討したいと

考えております。 

このタウンミーティングで出たご意見につきましては、必ず文書にして「こういうご意見が出て、

市長としてはこういう回答をした」ということが庁内でそれぞれの課に回るようになっていて、状況

によっては個別に課の担当者と協議をして新たな対応を検討するということも当然ございます。 

タウンミーティングにつきましてはそんなかたちで、私としてはその場しのぎのおざなりなことを

言っているつもりは全くなくて、市役所としても市民の皆さまのご意見を聞く貴重な場と捉えてこれ

からも継続させていただく予定にしておりますので、また何かあればぜひご参加いただいて、忌憚の

ないご意見を聞かせていただければありがたいと考えております。 

今後ともよろしくお願い申し上げて、そして司会を務めていただきました I さんにも御礼申し上げて、

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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