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○開催内容 

平成３０年６月２８日（木）午前１０時、市民センターにおいて小中学生保護者世代の方を対象に

「タウンミーティング」を開催いたしました。６０名の方にご参加いただき、ご意見を伺いました。

なお、開催にあたっては『東村山市立小・中学校ＰＴＡ連合協議会』の皆さまに広報周知、当日の司

会や受付、運営等のご協力をいただきました。ありがとうございました。 

 

●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５7 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３０年１０月２0 日（土） 廻 田 公 民 館  午前１０時～正午 

久米川町 9 人 

富士見町 8 人 

萩山町 7 人 

恩多町 6 人 

秋津町 ５人 

本町 ５人 

その他市内 １7 人 

合計 ５7 人 

２０代以下 0 人 

３０代 16 人 

４０代 ３5 人 

５０代 ３人 

６０代以上 1 人 

未記入 2 人 

合計 ５7 人 

男性 1 人 

女性 56 人 

合計 ５7 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】 

 

おはようございます。東村山市長の渡部尚でございます。本日はお忙しいところ、小中学

校の子どもさんをお持ちの世代の方々との対話集会ということで、このように多くの方にご

参加いただきまして、誠にありがとうございます。心から御礼申し上げます。 

実は、この対話集会、「タウンミーティング」と言っておりますが、市内１３町でほぼ毎月

どこかでやらせていただいているのですが、出席してくださる方の年齢層が高く、子育て中

の方や働き盛りの方のご参加をいただくことがあまりないので、そうした世代の方々の意見

を聞かせていただいて、市のさまざまな施策に反映させていかないと、この先人口減少社会、

少子化の中で、先細ったまちになってしまう危険があるため、数年前から東村山市立小・中

学校ＰＴＡ連合協議会（以下、「P 連」）の皆様にご協力いただいて、小中学校の子どもさん

をお持ちの方々を対象に、こういう会を催させていただくようになりました。ということで、

本日は学校、子ども達のことだけでなく、日頃感じておられることで、市制全体についてご

意見をくださって結構でございます。ただ、いつもスムーズに意見交換ができるように、Ｐ

連の方が事前に質問を取りまとめてくださっているものについてはこちらも回答をご用意さ

せていただいていますので、お答えはある程度できるかと思いますが、突然のご質問の場合、

良いお答えができない場合もございますことをご理解いただければと思います。 

日頃、皆様には市制推進にあたりまして特段のご理解とご協力を賜わっていることに改め

て感謝を申し上げる次第でございます。本日も平日の午前中ということなので、子育て世代

の方といっても、主にご家庭にいらっしゃる方々が中心で、仕事をされている方はなかなか

ご参加いただけないわけですけれども、皆様が日頃感じていらっしゃる忌憚のないご意見を

いただければ、と考えているところでございます。 

新年度に入りまして、全国各地を見ますと、４月には新潟で小学生の児童が連れ去られ殺

害されるというたいへん痛ましい事件があったところでございますし、つい先だっては大阪

の北部で地震が発生して通学中の児童が小学校のプールの塀の崩落に巻き込まれて亡くなる

という痛ましい事件があったところでございます。市としましても、こうした事件や事故を

踏まえまして、児童・生徒の安全安心の確保に改めて万全を期していきたいということで取

組をさせていただいております。特に地震を受けては、全小中学校のプール等の塀を即時点

検させていただいておりまして、市内では第四中学校と八坂小学校のプールのブロック塀が

基準を超える高さになっているということを確認しました。特に、第四中学校の塀は通路に

面していて３メートル近い高さがあるので、早急に改善するということで今進めさせていた

だいているところでございます。そのほか、通学路上にこういうところが危険だとかいろい

ろご意見があろうかと思いますので、お聞かせいただいて、改善できるところについては改

善させていただきたいと思っております。限られた時間ですけれども、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 

 

◆親の急用に対応できる預かりシステムを        （小学生保護者） 

学童のように毎日ではなく、親の帰りが急に遅くなったときなど、急に留守番をしなけ

ればならない子どもに対応してくれる、放課後子ども教室的なシステムが東村山全体の小

学校にあるとありがたい。例えば１７時くらいまで学校内で子どもを見てくれたり、図書

館などで地域のボランティアの方が一緒に本を読んでくれたり、宿題を見てくれたりする

ような。特に低学年の子が一人で留守番するのが心配なので、ぜひ検討していただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

東村山市は現在放課後子ども教室については、大岱小学校、青葉小学校、秋津小学校、富

士見小学校の４校のみで開設ということになっています。当市の場合は、地域の方を主軸に

しながら、ほぼボランティアで運営していただく形状をとっているので、軸になってくださ

る方がいらっしゃる地域には設置されているのですが、そうでないところはなかなか設置が

進んでいない状況です。お金をかけ、要するに誰か雇って進めるというやり方で全校実施し

ている自治体もありますが、当市の場合はそもそもの立ち上がり理念が、「地域の子ども達は

地域で育てる」という崇高なものでございまして、地域の心ある方々が地域の子ども達を見

守り育んでくださり、学生等の方もほぼボランティアで担ってくださっているという形でご

ざいます。こうした形態を今後も維持するのか、もう少し考えて全１５校に拡大していくの

か、というのはまだ私としても方向性を見出しているわけではございませんが、放課後児童

教室のあり方は、児童クラブの拡充と併せ、放課後対策として非常に重要な課題だと考えて

おりますので、検討していきたいと考えております。 

今回のお話は、たぶんそれ以外にという意味合いとは思いますが、現状で一時的に小学生

の子どもさんを預かっていただくとすると、ファミリー・サポート・センター事業（以下、

「ファミサポ」）などを活用していただきたいと思います。これも事前にお申込みいただいて、

相手の方とすり合わせをしてからということになるので、その日の内にというわけにはなか

なかいかないかもしれませんが、どうしてもこの日のこの時間に出かけなければいけないと

きに、小学生の子どもさんとか低学年の子どもさんとか、ご近所でファミサポをやっている

方がいらっしゃれば、そういった方にお願いしていただくことが一番現実的な手立てかなと

考えております。 

それから、図書館、その他公共施設にはそれぞれの役割がありますので、子どもさんをお

預かりするという形はちょっと厳しいと思いますが、児童館であれば預かるということでは

ありませんが、いらっしゃる時間帯については子どもさんの安全管理は児童館では確認しま

すので、児童館で遊んでいただくということであれば、その時間帯は安全に過ごせるとお考
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えいただいて良いかと思います。いずれにしましても、放課後子ども教室につきましては、

今後の研究課題として、東村山市として東村山市らしいやり方を踏襲しつつ、拡大できる方

策があるかどうかを考えさせていただきたいと思っております。 

 

◎ 社会教育課より ◎ 

学校内で放課後「子どもを見てくれる」事業としては、放課後子ども教室がございますが、

現在の実施校は４校（大岱小・秋津小・青葉小・富士見小）となっております。その他の学

校での実施については、活動場所の確保、安定したスタッフの確保等さまざまな課題がござ

いますことから、４校以外の学校では残念ながら実施には至っていない状況でございます。 

また、その他、学校内の利用ではございませんが、放課後「子どもを見てくれる」事業と

いたしましては、「東村山市ファミリー・サポート・センター」事業がございます。 

こちらの事業は、事前に登録し、打合せを行った上、利用していただける事業となります

ので、東村山市ファミリー・サポート・センター（※）にご相談ください。 

 

※東村山市ファミリー・サポート・センター 

（野口町 1-25-15 子育て総合支援センター内 電話：042-393-5137） 

 

◎ 図書館より ◎ 

図書館では、個別に相手をすることはできませんが、職員など複数の目がある中で閉館す

るまで過ごしていただくことはできます。（萩山図書館は木曜日が午後７時まで、それ以外は

午後５時まで） 

 

◎ 児童課より ◎ 

就労等の状況により学童は必要ないが、急に留守番をする必要が発生したなどの問合せが

あった場合には児童館の利用をご案内しています。市内では本町児童館、秋津児童館、栄町

児童館、富士見児童館、北山児童館の５館があり、平日は午前 9 時 30 分から午後 5 時 45

分まで開館しておりますので、ご利用ください。 

 

 

児童館のことも考えたが、近くに児童館がなくて、八坂のほうに行かなきゃい

けないとか、東村山駅のほうに行かなきゃいけないとか、なかなか児童館を使う子

どもが少なかったので、そういったことをご検討願えないかなと思った次第。 

（小学生保護者） 
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◆義務教育就学児医療費助成制度について        （小学生保護者） 

東村山市では病院にかかった際、「マル子」の使用に世帯主の所得制限があり、超えると

３割負担になる。いきなり３割負担はつらいので、せめて中学生までは上限５００円～  

１,０００円くらいの負担にしてもらえないか。また、世帯収入ではなくて、世帯主（※）

の収入を基準にしているのは何故か？共働きの家庭は収入が多いにもかかわらず、「マル子」

が適用され、不公平を感じる。 

◎ 市長回答 ◎ 

義務教育就学児医療費助成制度、いわゆる「マル子」の利用証の所得制限につきましては、

東京都の基本的な制度に沿って各区市町村で運用しているところでございまして、上乗せし、

所得制限を撤廃している自治体も多摩地域２６市の中では７市ほど出てきております。残念

ながら当市では、議会等でいろいろな会派の議員さんから撤廃を検討しなさいというご発言

をいただくのですが、所得制限を撤廃すると、私どもの見立てではだいたい年間３千万円の

支出増になってしまうということで、結構な金額になるものですから今のところなかなか踏

み切れないところございます。確かに子育て中なので、所得制限がないに越したことはない

のですが、所得制限があると一定以上の所得がある方は外れてしまうということで、外れて

いる方にとっては不公平感が否めないと思いますが、それだけ所得があるのではないかとい

う見方もできますので、我々としてはまだ結論を出しきれないという状況でございます。 

先ほど申し上げたように２６市で７市ほどは所得制限を撤廃しており、子育てしやすいま

ちづくりを進めていくために積極的に撤廃している自治体もあることから、今後我々として

も他市の動向を見ていきたいと思います。また、もともとの「マル子」の制度というのは東

京都の制度なので、東京都の制度で所得制限を撤廃していただきたいとは市長会等を通じて

東京都のほうにお願いさせていただいているところでございます。今後もそこを課題とさせ

ていただきたいと思います。 

それから、世帯収入に関して申しますと、これは先ほど申し上げましたように、東京都の

制度としての「マル子」は国の制度であります児童手当をベースに構築されていて、児童手

当の考え方も世帯収入をベースにしている考え方になりますので、世帯主ではなくて児童と

生計を同じくしている所得のある人全てが合算されることになりますので、むしろ私どもと

しては、世帯主だけだとほかに奥さんが働いておられると、その方が加味されないわけでは

なくて合算されておりますので、我々としては公平性が保たれているのではないかと理解し

ているところでございます。 

 

※ 児童手当の考え方は、世帯主ではなく児童と生計を同じくする所得の一番高い方を受給者

としており、世帯主ではなくその方の所得で判定をしており、私の回答の下線部分につきま

しては事実誤認でしたので、お詫び申し上げます。所管回答の通り訂正させていただきます。 

 

◎ 子育て支援課より ◎ 

東京都の制度としての「マル子」は国の制度である児童手当に準拠して所得制限が設定さ

れていており、児童と生計を同じくしている所得の高い方が保護者となります。世帯合算の
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所得ではなく保護者の方の所得で判定されます。東京都下では同様の基準で取り組みをして

おり、公平性が保たれているのではないかと理解しているところです。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆図書館の開館時間、中学生の居場所について      （中学生保護者） 

中央図書館には机やいすのある自習施設がある。萩山町はすてきな図書館があるにもかか

わらず、閉館時間が早い。小学生に合わせた時間だろうが、中学生は部活が終わって勉強し

ようと思っても使えないし、中央図書館まで自転車で行けない。各地区の図書館もできれば

一律８時までに延ばしていただけると助かる。若しくは、小学生との線引きはせっかく生徒

手帳を持っているので、生徒手帳を持っている子は８時まで良いとか、そういうことをして

図書館の開館時間を延ばして、中学生が勉強できるような自習室を作っていただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

中学生の自習室とか居場所づくりということで、中央公民館には自習したりとか、大きな声

を出さなければ話合いができるようなスペースを２階ロビーの中に設けさせていただいて、

中学生とか高校生とかが結構あそこで自習したりしております。実は、中央図書館も今年新

年度に入るまでは、高校生以上しか自習室を使ってはいけません、という決まりだったので

すけれども、中学生や中学生の保護者の方から中学生も自習室を使わせてほしいという要望

をかなり多くいただきまして、中央図書館も２階の学習室につきましては中学生まで引き下

げることになります。比較的スペースのある中央図書館については学習室の枠が中学生まで

広がるのですが、地区館の場合はスペースが非常に狭い上に、にぎやかでトラブルになるこ

とがあり、現状萩山図書館の自習スペースでは中学生は残念ながらオフリミットになってい

る現状です。今後中学生の自習スペース、居場所をどう確保していくかは課題と考えている

ところでございます。 

図書館の開館時間については、読書ニーズにどうやって対応するかということで、今中央図

書館が火曜日から金曜日４日間はご指摘通り８時まで開館で、地区館については週１回か２

回は７時までの開館でございます。中学生に限らず、大人の方からも時間を延ばしてほしい

という要望をいただいて、そういうニーズが結構高いことは承知しておりますが、やはり開

館時間を延ばすとなると、端的に言うとどのように職員体制をとっていくかという課題があ

り、今の状況ではすぐに地区館の開館時間を平日８時まで引き上げますということはなかな

かできないのが現状でございます。全国の自治体では指定管理と申しまして、民間の事業者

に図書館の運営をお任せしている実態もあり、多摩地域でも最近そういう自治体が広がって

きておりますが、これも良し悪しがあり、ある自治体では、図書館を請け負っている民間事

業者は図書の購入に偏りがあるのではないかとか、自分のところで売れない本を図書館に入

れているのではないか等、本当かどうかわかりませんがそういう指摘があったそうで、デメ

リット的な部分がないわけではありません。民間事業者にお願いして２４時間やっている自
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治体図書館というものも、全国に数例ですけれども出始めています。２４時間図書館を開け

る必要があるかどうかということもまた考えなければならないと思うのですけれども、東村

山市では現状、市の職員が図書館を運営するという、いわゆる直営方式をとっています。基

本的に公務員が運営するので、図書の選定についても公平中立な立場で行っているところで

ございます。また、たいへん人数が少ない中で、少しずつですけれども開館時間の延長を行

っているところなので、すぐに来年からやりますとお約束はできないのですが、検討させて

いただきたいと考えているところでございます。 

中学生の居場所につきましては、萩山の場合は公民館のロビーもそれほど広くないのです。

あそこで中学生の学習ができるかというとなかなか厳しいかと思いますが、富士見公民館で

すとか、廻田公民館、あるいは秋津公民館のような比較的広いロビースペースがあるような

ところでは、工夫によっては子ども達の居場所を作ることは可能かなと思いますので、そこ

は検討させていただきたいと思います。 

  

◎ 図書館より ◎ 

地区館での夜間開館の拡大については、今までにも同様のご意見をいただいており、検討

すべき課題の一つであると認識しております。今後の図書館サービス改善を検討する中で参

考とさせていただきたいと考えております。 

 

◎ 公民館より ◎ 

中央公民館では、平成２７年度の耐震化・改修工事において、２階ロビーを子供たちの居

場所づくりの一環として、個人学習、グループ学習ができるように、机、椅子等（机７台・

椅子２２脚）を配置いたしました。 

また、１階ロビーの机、椅子（机３台・椅子１２脚）も増やし、中央公民館への一般来館

者だけでなく、どなたでも利用できるスペースを広げ、児童・生徒も利用できるように努め

ております。 

しかしながら、同様の取り組みを地区公民館で行おうとした場合には、設置スペースを確

保できないことから対応は、現状では難しいと考えます。 
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◆体育館、校庭の整備について             （小学生保護者） 

東萩山小学校は、体育館の床が滑りやすく、一部ささくれている部分もあり、児童が安

全に体育の授業を受けることができないのではないかと思うので、体育館の床の張り替え

をお願いしたい。また、校庭の土が減り、桜の木の根が露出しているため、児童が根っこ

につまずくことも多く、ケガをすることもある。また、校舎側のコンクリートの通路と校

庭の土の段差が５０ｃｍ近くに広がっている部分もあり、危険ではないかと気になる。校

庭の改修をお願いするには、もう１つ理由があり、大量の雨が降るときには、校庭が湖の

ようになり、その水が東門へ一気に流れ込む。東門は急な坂道になっており児童が川のよ

うな流れの中を歩いて降り、その先の横断歩道に流れてきた水がたまるという悪循環を招

いている。校庭の改修もお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

事前にご質問いただいておりましたので、確認させていただきました。市としては、全面

の張り替えということにつきましては、お金もかかるので、ささくれて危険と判断される箇

所については学校と相談して、できるだけ早急に改善を図っていきたいと考えております。

それから、校庭の水たまりにつきましては、私もかつて市長になる前に三地区の青少対の委

員をやって、東萩山小学校で子ども大会などをやるときに、前の日に雨が降ってしまうと本

当に使えないというのは身をもって承知しておりまして、水がたまりやすいですし、もとも

と高台になっていたグラウンドを学校にしたところなので、通路に向かって急な斜面になっ

ていますから、土砂が流出してしまうということも学校からお聞きしております。 

本来であれば、全面的な校庭の工事をしっかりしないといけないとは思うのですが、学校

の施設整備全体のことを先に申し上げると、今、市で行っているのは、これまでの課題とし

ては学校耐震を最優先にやり、平成２４年にそれは終わりまして、その後普通教室のエアコ

ン設置ということをずっと行ってきました。それと同時並行で、トイレの一系統の改修とい

うものも行ってきたところです。今は、特別教室へのエアコン設置を計画的に進めています。

グラウンドに課題のある学校というのは東萩山小学校だけではなく、水がたまるとか、冬場

になると霜が降りて日中ぐちゃぐちゃになり体育の授業で校庭が使えないとか、学校によっ

て違いがありますが、いくつかの学校が校庭に課題があることは承知しております。やると

なるとそれなりにお金がかかるので、優先順位を付けさせていただいて、今は特別教室への

エアコン設置を優先させていただき、その後、古い学校も多く施設が結構老朽化して授業に

支障をきたしていたり、危険ということもありますので、それらの緊急度合いを勘案しなが

ら、施設の改善は全市的に進めさせていただきたいと考えております。 

ただ、確かに東門はとても急な坂で、雨が降って校庭の水が一気に流れるとすごいことに

なるだろうとは想像がつきますので、排水溝を増やすかどうかは別としても、この梅雨の時

期ですから、応急的にお掃除をさせていただくなど何らかの手立てを学校と相談して、早急

に改善に努めるようにしたいと思います。 

 

◎ 教育総務課より ◎ 

東萩山小学校体育館の床の全面張り替えを行うことは、現状では難しいと考えております。 
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また、校庭の土の量が減っていることにつきましては、土を新たに入れても雨が降ると流

れてしまう状況でありますので、既存の土壌の改良や、雨水浸透設備を校庭の全面に設置す

るなど大規模な改修が必要になるものと考えております。しかしながら、市では現在、児童・

生徒の安全面、教育環境の改善面等を踏まえ、特別教室の空調設置を計画的に進めておりま

すので、現状では大規模な校庭改修は難しいと考えております。そのため、少しでも雨水処

理を解消し、土の流出及び学校外への水の流出を抑えるため、既存のＵ字溝の清掃や雨水枡

の清掃を行うなど、対応を図って参りたいと考えております。（体育館の床がささくれて危険

だと判断される箇所は部分的な修繕により対応を図って参ります。） 

 

 

◆児童館工事中の代替施設               （小学生保護者） 

北山児童館は現在～７月上旬まで空調設備の工事が入り、平日は育成室に通う子ども以外

は来館できなくなる。工事期間中、学区内に放課後の子ども達の居場所として、ほかの場所

を提供したり、紹介したりする処置がなかった。体験の里や多摩湖ふれあいセンターはある

が、体育館などで体を動かしたい子ども達にとって代わりの場所がない。全体としても月曜

日に閉館というところがあり、子どもには月曜日の居場所がない状態。この辺についてのご

意見を伺いたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

北山児童館の空調設備の故障に伴い今年度改修工事をさせていただいており、暑くなって

いる時期で、利用している児童クラブの子ども達や、それ以外の通常遊んでいる子どもさん

たちにもご迷惑をおかけして、誠に申し訳なく思っております。ただ、どうしても工事が入

りますので、安全を確保し、工期内に工事を円滑に進めるとなりますと、一部施設について

はどうしても閉館にして工事をしなければならないということで、ご理解いただければと思

っております。現在、市役所も耐震工事をしておりますが、市役所の業務を止めるわけには

いかないので、居ながら工事をさせていただいておりますけれども、中央公民館につきまし

ては、８ヶ月全面に止めて工事をさせていただきました。実は先日の６月定例会で、富士見

公民館、文化センターも空調が壊れ、雨漏りもあるものですから、その補修工事をする契約

議案をご可決いただきましたが、これも児童クラブは毎日子どもさんが通って来られる施設

で、これは止めるわけにはいかないので、こちらは何とか児童クラブをやりながらの工事で

す。ただ児童館、公民館、憩いの家については、やはり何週間、最長２ヶ月ぐらいの間、そ

この部屋は使用をやめさせていただくという形で工事をすることにさせていただいておりま

すので、北山児童館だけ特別な措置をしているわけではないということでご理解いただけれ

ばと思っております。 

率直に申し上げますと、代替的な施設としてご案内できるところが近くにはございません。

申し訳ありません。体験の里は子ども達が来るのはＯＫなのですが、あそこは子どもさんが

運動する場所ではないのです。学習していただくぶんには、入ってすぐ右側のところで一定

のスペースがありますので、そこにいる職員にことわっていただけば大丈夫なのですが、大

きな声を出したりボール使って遊んだりということはご遠慮いただくことになります。多摩
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湖ふれあいセンターにつきましても、あそこは集会施設なので、常時市が借り受けてそこで

代替的に児童館をやる施設にはそぐわないということで、今回は代替的措置をとっておりま

せん。申し訳ないのですが、７月末には工事を終了させるべく進めておりますので、我慢し

てくださいというのも申し訳ないのですけれども、ご理解いただければと思っております。 

 

◎ 児童課より ◎ 

北山児童館の空調設備改修工事に伴い、児童館の利用ができなくなりご迷惑をお掛けし、申

し訳ございませんでした。7 月 18 日に児童館内の工事が完了したことから、7 月 19 日よ

り児童館の利用が可能となりました。 

 

 

◆プールが見えないような設備の設置を         （小学生保護者） 

教育施設の改修には優先順位があるということで、意気消沈しながらもお願いしたい。

八坂小学校のプールが１０年くらい前にできたマンションから丸見えで、それで嫌がって

いる子どもがけっこういる。屋根などの対策ができないかということだが、屋根になると

お金もすごくかかってしまうし、突貫工事などで崩落してしまっても困るので、ネットや

タープ等の目隠し対策ができないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

事前にご質問いただいておりましたので、屋根を付けたらどのくらいかかるのか、業者に

問合せたところ、びっくりするような金額だったものですから、屋根は現状ではちょっと厳

しいと思っております。今、タープ状のもので目隠しができないか等いろいろご提案いただ

いたので、学校とも相談したいと思います。マンションの方がのぞいているとか盗撮してい

るとかという話はお聞きしてはいないのですけど、子どもさんにしてみれば上から外から見

えてしまうと嫌だということなのでしょう。そこは安全に簡易的に何か目隠しができないか

検討させていただきたいと思います。期間としましては、児童がプールを活用するのは、７

月から夏休み、９月の中旬までで期間としては長くないものですから、その期間だけとりあ

えず何か設置できることが何かないのかどうか、それも含めて研究させていただきたいと思

います。 

 

◎ 教育総務課より ◎ 

ネットやタープ状の目隠しを設置することについて建築業者と相談し、実現の有無を確認い

たしました。八坂小学校プールの西側は西武鉄道の線路と隣接しており、ネットやタープ状

の目隠しであると、万が一、強風によりネットやタープ状の目隠しが線路に落ちた場合、電

車が止まるなど西武鉄道の運行に支障が出る恐れがあること、通常の屋根よりも劣化の進み

具合も激しいため、劣化した部材がプールや線路に落下し、プール授業や西武鉄道への影響

が予想されるため、現状では目隠しなどの設置は難しいものと考えております。 
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◆渡り廊下の屋根と体育館のトイレについて       （小学生保護者） 

去年も要望しているが、八坂小学校の校舎から体育館に移動する際に屋根がないので、雨

でぬれてしまう。体育館の中にぬれた上履きで入ることになって、滑って危険。それから、

体育館の中にトイレがなく、校舎に戻ることになる。体育館の外にトイレはあるが、その男

子トイレが古く下まで便器がある状態でなく上にだけある状態なので、低学年の男子が届か

ない。なので、トイレに行くときにまた校舎に戻らないといけなくて、雨のときはびしょぬ

れになってしまう。そのトイレも含め体育館の管理を検討していただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

事前にご質問いただいておりましたので、確認させていただいたのですけれども、降雨の

際は校舎から体育館への移動につきましては北校舎１階の出入り口から体育館につながる通

路を使っていますということで、ここについては屋根が付いていますというご回答を学校側

からいただいています。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

そうなのですね。トイレの件と含めて、学校側と現場を確認させていただいて、授業に支

障がないよう、改善できるところは改善させていただきたいと考えております。 

 

◎ 教育総務課より ◎ 

今後につきまして学校とも協議させていただきましたが、体育館の屋根については、ご不

便おかけして申し訳ございませんが、北校舎１階の北側出入り口から体育館につながる通路

を引き続きご利用していただきたいと考えております。また、ぬれた上履きへの対応につき

ましては、体育館へ入館する際に、床に雑巾を置き、水滴を取るなど学校へも安全確保の対

応をお願いいたしました。 

次に、体育館利用時のトイレにつきましては、現在のところ、外に備え付けられたトイレ

をご利用していただいているということでしたので、現場の状況を確認いたしました。備え

付けられた小便器は床置き型ではなく、壁掛け型が設置されており、低学年の児童が使用す

ることが難しい状況ですので、床に台座を設置するなど学校と協議して今後の対応について

検討してまいります。 

 

 

屋根があるところはあるが、北校舎からでも一度出て結局また出る。一度見に

来てほしい。                       （小学生保護者） 
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◆道徳教育について                  （小学生保護者） 

道徳が教科になり、成績がつけられてしまうので、子どもたちの心の成長が心配。ケンカ

や意地悪、勘違いなど、失敗や後悔もありながら紆余曲折していくことで、その子の個性が

作られるはず。道徳の成績評価の対象になれば、悩む過程を飛び越えて、きれいごとを押し

付けてしまう危険がある。先生も子どもも、正論やきれいごとに縛られず、自由に自分の意

見を出し合えるような道徳教育にしていただきたいが、市長はどうお考えか。また、新教科

を導入するにあたって、どのような方策を立てているか、市で行っている取組を教えてほし

い。 

◎ 市長回答 ◎ 

道徳が特別の教科化され、週１時間程度新たに位置づけられたということで、各学校等で

もどのように道徳の授業を進めていくのかということを、教育委員会も含めていろいろと研

究していると教育委員会から伺っているところでございます。ただ、道徳の授業の評価につ

きましては、ほかの算数や国語や英語のように、５段階で評価をし、ＡＢＣをつけるといっ

た評価ではなく、あくまでも通知表に先生が記入する欄がございますが、そこに「こういう

ことができてえらいね」だったり、「こういうところもう少しがんばりましょう」だったりと

いうような、記述的な評価といいますかそういう形で評価をすると伺っております。その子

の道徳観や倫理観を評価するというのはなかなか難しいことで、自ら考えて、きちんと自分

の意見を言ったり、相手の意見を聞いたりして、社会の規範やルールなどを学びながら、こ

ういうときにどうすべきなのかを考えて議論をすることに重きを置いた教科にすべきものだ

と文科省も言っておりますので、たぶんそうしたことに即した授業がこれからも行われると

理解しております。一方的に何らかの道徳観、倫理観を上から目線で先生が押し付けるとい

うことではなく、今後生きる力を育む上で、どういう価値観を持っていかなければならない

か、当然自分だけで生きていけるわけではございませんので、他人との関わりということに

ついても、授業として深く学んでいけるのではないかと思っておりますし、そういう授業に

なるように先生方は心を砕かれているのではないかと考えております。 

 

◎ 指導室より ◎ 

新学習指導要領では、答えが一つではない課題に対し、児童・生徒が主体的に道徳に関わ

っていく、「考え、議論する道徳」が求められております。また、一人一人の児童・生徒の道

徳性がどのように育まれているか、いかに成長したかを積極的に受け止めて認め、励ます個

人内評価を行うことが明記されております。当市教育委員会といたしましては、道徳教育推

進委員会において、「考え、議論する道徳」の指導方法や評価方法などについて研究を継続さ

せ、成果の還元を図ってまいります。また、平成３０年８月に中央公民館で予定している本

市立小・中学校の全教員が参加する「東村山市立学校教員研修」において、特別の教科道徳

の指導や評価等に関わる研修を実施し、教員の指導力向上を図ってまいります。 

 

 



- 13 -        第１１９回タウンミーティング 

◆学校水道の節水対策について             （中学生保護者） 

学校の水道に「アワーる」が導入されているが、生徒から「まずい」「吹き出して水浸し

になり節水対策になってない」「接続部分が黒くなっていて不衛生なのでやめてほしい」と

いう意見があるようなので、ほかの方法で節水対策はできないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

私も設置している現場を確認したわけではございませんけれども、確かに「アワーる」の

設置をされているところで、今おっしゃった状況があって、一部の生徒にはおいしくないと

いう意見が出ていることも確認させていただきました。本来であれば、蛇口のバルブを家庭

のような、跳ね上げ式にすればいいのでしょうけれども、限られた予算の中で、全ての蛇口

をこういう形に変えるとどうしてもお金がかかるので、学校の工夫として「アワーる」を付

けていただいているのかと思います。私も現場で使っている状況を見ていないので、どんな

形で噴き出すのか分からず、良い物なのか悪い物なのかも分かりかねるという状況でござい

ます。現場の学校とも相談させていただいて、違う節水方法が取れないか、黒ずんでいると

いうのがあるとすれば、不衛生でもありますので、交換や至急取り外すなどの対策を学校と

相談させていただきたいと思います。 

 

◎ 教育総務課より ◎ 

ご指摘いただいた 「アワーる」につきましては、設置を行った業者が学校へ出向き、改め

て学校のご要望について確認いたしました。ご要望をお聞きした中で、黒ずんでいるように

見受けられる部品につきましては、全て新しい物に交換いたしました。また、今後につきま

しても、引き続き劣化した部品については随時交換するなど、その他の不具合にも適宜対応

するように改善を図って参りますので、ご理解のほど よろしくお願いいたします。 

 

 

◆教育費予算について                 （小学生保護者） 

市内の小中学校、それぞれに特色があると思うが、特色を十分に発揮して楽しめるよう

な援助や予算になっているか。各学校の裁量に任せて、幅のある予算の使い方が認められ、

先生方の発想や個性をいきいきと発揮できる現場であってほしいと思う。ぜひ市の教育委

員会にもその援助をしていただけたら。小学校母としては、年々教育費予算が削られてい

るように感じる。必要な費用はできれば削らないでいただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

各学校で、一定の幅をもって使える予算につきましては、予算編成時に各学校の希望を聞か

せていただいて配分をしております。基本的には児童数や生徒数や学級数に応じて配分し、

どうしても今年度こういう事業をしなければならないということであれば、少し上乗せさせ

ていただいております。たぶん校長先生や各学校の先生からすると、もっと必要な予算がほ



- 14 -        第１１９回タウンミーティング 

しいということになろうかと思いますが、市の予算も全体として限られた中で市民の皆さん

のさまざまなご要望をいただいたり、やはりやらなければならない施設修繕等があったりい

たしますので、その中で割り振りをさせていただいているということであります。ただ、私

の実感としては、意図的に削ったりということはございませんので、あくまで児童数や生徒

数の変動によって、多い年があったり少ない年があったりということは若干あるかと思いま

す。ベースの額がもともと小さいので、特に予算が潤沢な２３区から異動になられた先生方

が東村山市に赴任されると、こんなに予算少ないのですかとびっくりなさるのが実態だと思

っておりますが、市としては精一杯各学校の個性を尊重し、先生方がより良い授業を行って

いただけるように、極力ご希望に添えるようにこれからも努力してまいりたいと考えており

ます。 

 

◎ 教育総務課より ◎ 

各小中学校の予算につきましては、予算編成時に各学校の予算要望に近づけるよう希望調

査を実施しております。また、予定生徒数や学級数等から学校割合を算出し、決定しており

ます。限られた予算の中で各学校と連絡を取りながら効率的な予算運用ができるよう努めて

いきたいと考えております。 

 

 

◆中学校を完全給食に                 （中学生保護者） 

中学校はなぜ完全給食ではないか。アレルギー対応とか予算がないということはわかる

が、子どもが小学校のときには友達と一緒に食べることで、苦手な物を食べてみようとか、

話しながら食べるのが楽しいとか、とても楽しみにしている声がたくさん聞かれた。一方、

中学校になると、中には体重を気にして食事をしたがらないという声も聞く。栄養バランス、

子どもの成長期を考えた点では、食べることや生きていくために大切という、食育という面

でも全員を対象にした給食を考えていただきたい。未来を担う子ども達をしっかり育ててい

くということで、ぜひ対応を。 

◎ 市長回答 ◎ 

東村山市の中学校給食が始まったのは、正確に覚えておりませんけれども、平成１０年代

に入ってからぐらいだと思います。小学校のほうは完全給食で、東村山市の場合は現在もそ

うですが自校方式といいまして、ぞれぞれの学校で給食を調理して子ども達に提供するとい

う形です。実は昭和４０年代から、保護者の皆さんから中学校でも給食をしてほしいという

要望が市に寄せられてまいりましたが、諸事情で導入できなかった経過があります。それが、

平成１０年前後だったと思うのですが、中学校で給食をしていないのが、多摩地域でもうち

と東久留米市さんくらいで、何らかの方策で中学校給食を実施しようという気運が高まりま

して、当時の教育長を先頭にいろんな方式を研究いたしました。その中で、たとえば今でも

議会でいろいろご質問ご指摘いただく方式として、小学校の給食室で調理した物を中学校へ

持って行く、いわゆる親子式とか、きょうだい方式とかいわれる方式のほか、いくつかの方

式が検討されました。それまで東村山市では、お弁当を皆さんお持ちになっておられて、も
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ちろん全員ではございませんけれども、生徒の中には引き続きお弁当が食べたい、あるいは

当時の保護者にも引き続きお弁当を持たせたい、という方もおられまして、やはり中学生く

らいになれば、選べるほうが良いという議論が議会等でもあり、最終的にはお弁当型のスク

ールランチとお弁当を選べる、いわゆる併用方式という現行方式に落ち着いた経過がござい

ます。したがいまして、今の教育委員会も中学生については完全給食ではなくて、自分の状

況に応じて選択をし、保護者の方が持たせたり、あるいは自分でお弁当を作ってきても良い

ですし、あるいはスクールランチを食べても良いという、子ども自身が選べるということを

重視した方式と理解しているところでございます。 

今後もずっとこの方式で続けるか、いろいろ状況が変わってきており、今後学校がいずれ

あと１０年くらいの間には学校施設そのものを建て替えていく時期に差し掛かってきたりし

ます。現状東村山市の場合は、児童生徒数が極端には減っておりませんので、学校の統廃合

とかいうことはまだ日程には上がってきておりませんが、かなり長期的な視点を考えると、

学校の統廃合ということもあり得る話ですし、あるいは給食につきましても、小学校の完全

自校方式を踏襲するのかどうかということも今後議論をしなければならないと思います。そ

の場合、中学校の給食も現在のようなセンターでお願いしてスクールランチを一括して作っ

て各学校に持って行く方式を、今後たとえば３０年とか５０年のスパンで続けるのかどうか

ということも議論していかなければならないとは思いますが、現状では市としては中学校給

食については、弁当併用方式のスクールランチ方式を変える考えはないとご理解いただきた

いと思っております。ただ、できるだけおいしくて安全な給食を提供し、単に食べ物を食べ

させるということではなく、子ども達自身が何を食べるかということを、偏食でなく発育な

どを考えながら選ぶ指導を合わせて行っていくということが大事だと思っております。 

◎ 学務課より ◎ 

子どもの成長過程における食育の一環として、食に関して自ら選択することが必要であり、

給食のみならずご家庭からの愛情のこもったお弁当や自らお弁当作りに取り組むことも、「正

しい食生活」を定着させるためには、大切であると捉えております。 

したがいまして、今後も引き続き弁当併用型の給食方式を通じて家庭、学校と連携しなが

ら、学校給食の充実に向け創意工夫をしていきたいと考えております。 
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◆昼食時間の確保を                  （中学生保護者） 

中学校のランチの時間だが、第二中学校は１２時４５分から１３時０５分まで２０分で、

配膳から片づけまで全て行うということになっている。配膳の場所はもちろん一箇所しかな

いので、教室によっては遠かったりして、食べる時間が３分しかなかったとか、委員会で用

事を済ませていたら教室に付いた途端に終了のチャイムが鳴ったとか子どもから聞いたが、

お弁当を半分以上とかほとんど残してくることがたまにあったし、運動会の時期は頻繁にあ

った。先日学校で校長先生も「確かに短い」とおっしゃっていた。３分しかないのがあと５

分延び８分あれば食べられると思うので、あと５分でも延びればと思うが、先生の労働時間

などもあるので、一概にいかないのはわかる。この件に市長の意見が反映されるか。 

◎ 市長回答 ◎ 

これは私の権限外で、時程は学校で決めていただくことになりますが、お聞きはいたして

おります。この問題は、市長への手紙、市長へのＥメールなどで、直接中学生の皆さん、特

に女の子、保護者の方からもいただくお話です。限られた時間で、個人差、男女差がけっこ

うあり、早い子どもさんはパパッと食べられるようですけれども、中には自分のペースでゆ

っくり召し上げる子どもさんもいらして、もっと食べたいのに食べきれずに残念ながら残し

てしまう子どもさんもいるということは承知もしております。時間の確保につきましては、

学校側もそれなりに認識されているのではないかと思うのですが、全体の授業時間の確保と

か、先生の労働時間等々の中で勘案して、給食時間がこのような形となっているのではない

かと思います。極端に延ばすのは現場としては難しいと思うのですが、そこについては教育

委員会とも十分話をしながら、きちんと召し上がっていただけるようにすることは課題とし

て受け止めさせていただければと考えております。 

 

◎ 指導室より ◎ 

各中学校では、準備や片づけを含めて２０分間程度の昼食時間を確保しています。ほとん

どの中学校が４校時の授業後、５分程度で準備を終え食事を始めており、昼食前の授業の関

係等で昼食の開始時刻が遅くなった場合は、きちんと食事ができるよう昼休みの時間等を活

用し食事の時間を確保しています。ご意見につきましては、生徒の実態を踏まえて対応する

よう学校に伝えてまいります。 
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～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 

 

◆学校からの一斉メール配信について          （小学生保護者） 

各小中学校からのメールの一斉配信の方法について、今学校では業者とかさまざまなとこ

ろに委託しているとは思うが、小中学校のメールを市内で統一して配信していただけない

か。 

◎ 市長回答 ◎ 

メールに関して申しますと、東村山市の場合は基本的には各学校にお任せしておりまして、

現状では、全ての学校で保護者の方にメール配信をしているわけではなく、お聞きするとこ

ろによると、メール配信を希望されない保護者がいらっしゃる学校もあって、導入が進んで

いない学校もあるということなので、学校の実状に応じて導入を進めていただいているとい

うのが現状でございます。市としては、特に必要な防犯・防災関連の必要な情報については、

学校の保護者の方に限らずご登録いただければ配信するメールサービスを行っておりますの

で、こちらに登録していただいて、必要な情報を得ていただければと考えているところでご

ざいます。 

 

◎ 市長回答 ◎ 

そういうお話であれば、我々の立場から民間の業者さんを、ここが良いですということは

できませんけれども、先ほど申し上げた市の防犯・防災メール配信をお願いしている業者は

こういうところですよと、お教えするといいますか、市が現状どこのメール会社と契約を結

んでいて、どのくらい費用がかかっているかということは、今手元に資料はないのですけれ

ども、お問合せいただければお答えして、それを参考にお考えいただけると思います 

 

◎ 教育総務課・指導室より ◎ 

市内小学校が多く利用しているメール配信サービスは、ＰＴＡが加入の主体となり、民間

秋津小学校もメール配信導入を検討するつもりがないという学校だが、その理

由は、業者に委託したときに名簿が横流しされてしまうのではないかということ

と、学校が統括するのではなくＰＴＡのほうでやってほしいがそれはさすがに負

担になるのではということで導入しないという。防災メールのように、市のほう

で小中学校サイトなどを使ってメール配信するサーバーなどで、こちらの業者を

勧めるというようなことがあれば導入をしたいということなので、一応各校の話

を聞いて、メリットデメリットを検討したい。どうせなら市が統括しているとこ

ろにみんなで一斉に始めればトラブルの内容も皆で考えて対処できるのではな

いかと思い、大もとを統轄してもらいたいという提案。    （小学生保護者） 
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業者と契約しております。 

なお、これらのメール配信サービスは、登録している全ての保護者に配信されたかどうか

学校が確認できないことや、メール配信サービスに登録されていない保護者もいるため、学

校がプリントの配布等を同時に行っているなどの現状もございます。当市教育委員会といた

しましては、現在、個人情報の保護やシステムの不具合によるトラブルの危険性等を考え、

統一したメール配信サービスの導入は考えておりません。 

 

 

◆富士見図書館に防犯カメラの設置を          （小学生保護者） 

図書館付近に不審者が出たり、過去には図書館の方が不審者に気づいて、事件を未然に防

いだりということがあったが、図書館に防犯カメラがあれば、防犯啓発になると思う。今回

各小学校には防犯カメラを３台設置してもらえるということで、実踏を行ったところ、一応

富士見図書館の入り口方面に向けてはそのカメラを付けてもらえることにはなっているが、

実際不審者が出るのはその防犯カメラからは届かないところなので、公共施設ということで

図書館に防犯カメラがあったら良いのではないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

富士見図書館付近の不審者につきましては、以前市長へのＥメール等でも直接保護者の方

から訴えをいただいて、たしか植え込みの所を刈り込んだりだとか、あそこにＬＥＤ照明を

設置したりというような、一定の対策は講じさせていただいたところでございます。通学路

に設置する防犯カメラの設置場所等については具体的にどこにどう付けてどうなのか私は承

知しておりませんので、今の段階では何とも言いようがないのですけれども、あまり効果の

ないところに付けても意味がないような気もします。ただ設置できる方向とか箇所がどうし

ても限られてしまうのだろうと思うので、そこは確認させていただいて、より効果が上がる

ところに設置できるのかどうか聞かせていただきたいと思います。 

いずれにしましても、当市の場合は、１校に３台設置することにして全校、今年度からは

中学校についても、学校に通用口等ですけれども、防犯カメラを設置することにしたのです

けれども、やはり子ども達が事件に巻き込まれないように対策を講じていきたいと思います。

その他、自治会や商店街等で防犯カメラを設置する場合につきましては、市として補助金を

出させていただいておりますので、もしご自身の自治会等で何かこの場所に付けるとかでき

るのであれば、そういった補助を活用して設置を進めていただくということが可能である、

と今のお話を聞いていて思いました。いずれにしましても、なぜそういうところに付けない

といけないのかというのが、私も今のお話だけではわからないので、学校側に確認させてい

ただければと思います。 

 

◎ 図書館より ◎ 

富士見図書館周辺の防犯対策につきましては、昨年度図書館前の植え込みを刈り込み、見

通しをよくするほか、入口の照明をＬＥＤにするなど改善を進めたところです。引き続き近

隣自治会や庁内の関連所管と連携して安全安心な環境維持に努めてまいります。 
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◎ 学務課より ◎ 

・平成 30 年度の通学路防犯カメラ設置校は、南台小、萩山小、東萩山小及び野火止小の４

校です。各校の通学路に 3 台ずつ合計 12 台の防犯カメラの設置を予定しています。平成

30 年 6 月末までに 4 校ともに、防犯カメラ設置に向けた実地踏査を、学校、保護者、教

育委員会等で実施し、候補箇所の選定が済んでおります。 

・その実地踏査の結果、富士見図書館の入口方面を映せる箇所も候補地として挙げられてい

ます。 

・今後は、関係機関との調整を踏まえ、最終的な設置箇所を決定し、今年度末までに設置工

事を行う予定です。 

 

 

～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 

 

◆学校周辺の大型車規制について            （小学生保護者） 

昨年もこのタウンミーティングに参加し要望したが、秋水園の交差点から秋津小学校方面

に向かうグリーンベルト状の道と、校庭側にある東門前の道に大型規制をかけてほしい。昨

年児童課からの返答で、周辺住民全員の承認がないといけないのでハードルが高いという回

答があったと話をしたら、市長からたぶん間違いなので調べて返事をくれるということだっ

たが、まだいただいていない。３月に東門にある横断歩道で、児童の接触事故があり、普通

乗用車だからよかったが、大型だったら死んでいたかもしれないと、学校の先生も保護者も

思っている。誰か死なないと市は動いてくれないのか。保護者も先生方からも意見が出てい

るが、何か進展はあるか。 

◎ 市長回答 ◎ 

昨年ご質問いただいて、個別にご回答いたしますと申し上げておきながらしていなくてた

いへん申し訳ございません。お詫び申し上げます。そのあといろいろ調べさせていただきま

した。大型規制というのは、１０ｔ以上の大型車が対象になりますので、現状のあそこの道

路は基本的には大型車は通れないと認識をいたしております。規制をかけるとしますと、普

通乗用車を含めた進入を止めてしまうということになり、そういった意味では周辺の皆様の

ご同意がないとできないということでございます。現状では、朝の時間帯はスクールゾーン

になっていると伺っておりますし、数年前に沢の堀が閉鎖になって、通学路が変更になった

際も、私も通学の現場を見せていただいて、当時の校長先生からけっこう危険だというお話

を伺って、学校に看板類を設置させていただいたという経過はございます。市としても、警

察としましても、あそこが交通安全上あまりよろしくない状況だということは承知しており

ますので、警察の方もかなり多くの頻度でパトロールしてくださっております。先ほど申し

上げたようにあそこは大型の規制自体がかけられないということなので、現状の規制でパト

ロール等を強化して、子ども達の安全対策を図っていきたいと思います。 

それから、来月まちづくり部のほうで、地域住民の皆さんに説明会を開きますが、ようや
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く沢の堀につきましても、どのような方向で工事をしていくかという目途が立ってまいりま

した。長い区間になるものですから、数年かけて工事を順次進めていく工事になります。市

としては、あくまでも今まで通り、地域の住民の皆さんが通路として活用できる、あるいは

児童が通学路として活用できるような原状回復を考えておりますので、一部の児童につきま

してはそちらの元の沢の堀を使った通学をしていただくということで一定の改善を図ること

ができると考えているところでございます。いずれにしましても、あそこの道路に規制をか

けることについては厳しい状況でございますので、パトロール等を強化しながら安全確保さ

せていただきたいと考えているところでございます。 

 

◎ 地域安全課より ◎ 

同箇所に関しては以前から市へ要望をいただいている箇所であり、市と交通規制を所管す

る東村山警察署とで協議をした結果、今後とも注視をしながら交通規制はかけずに対応をし

ていきたいと考えております。交通安全対策として市では、減速マークやグリーンベルトを

設置し車両の速度抑制を促しているほか、警察にパトロールや取締り強化について申入れを

行っております。警察では、時間帯による交通規制を行って通学路の安全確保に努めており

ます。また、横断歩道を渡る際には左右の確認をしっかりすることや、道路で遊ばないなど

日常的に学校や家庭においてのお子さんへの交通安全指導をお願いいたします。 

 

 

◆所沢街道の陸橋に、横断歩道の設置を         （小学生保護者） 

所沢街道の保谷納豆の所を、陸橋を渡らず道路を横断する人がいて危ないので、手押し信

号の横断歩道も設置してほしい。 

◎ 市長回答 ◎ 

今おっしゃられた所沢街道の歩道橋の件は、かなり以前から言われておりまして、我々と

しても警察と協議はさせていただいておりますが、警察の見解としましては、歩道橋が設置

されているところには、新たには横断歩道・信号は設置する予定はありません、ということ

で、歩道橋を撤去して、横断歩道の前後に人だまりができるだけのスペースを付けてもらえ

れば考えますという回答でした。あの道路を管理しているのが東京都になりますので、東京

都には以前から拡幅して歩道を拡げて、あそこの歩道橋を撤去していただくお願いをずっと

しているところでございます。東京都のほうも、所沢街道につきましては野火止用水側のほ

うから順次拡幅できるところはして、一部今まで未設置だったところは設置して、全生園の

所も都は暮れから一部用地を買って少し広げつつあります。もう少し早くやってほしいとい

う思いはあるのですけれども、東京都のほうも相手のあることなので、それに併せて順次用

地を買い、全生園側の歩道を拡げ、横断歩道を設置できるように今進めていただいてはおり

ますので、もうしばらくお時間いただければと思います。 

市としては、これは十数年来の課題になっております。高齢者の方は昇ったり降りたりが

たいへんで、そこの歩道橋は通学児童しか使わないので、我々としてもできれば信号機を付

けて、横断歩道に切り替えていく方がよろしいだろうという判断で、東京都および警察と協
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議をさせていただいているところです。 

 

 

◆都市計画道路3-4-27号線の開通時期について     （中学生保護者） 

新秋津駅から「さくら通り」までつながる予定の道路開通について、いつ頃開通する予定

か、またなぜ進んでいないのか、具体的に説明していただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

通称「さくら通り」、都市計画道路 3-4-27 号線の開通につきましてはたいへん遅れてい

ることをお詫び申し上げます。秋津町や久米川町にお住まいの方からは、早く開通するよう

にということで再三言われておりまして、市としても東村山駅方面から新秋津駅まで開通す

ると直線的に結ぶことで道路アクセス、モビリティが向上し、それに伴って経済活動などが

盛んになり、まちの活性化につながる重要な路線になると位置づけております。実は「さく

ら通り」のスポーツセンターから久米川町一丁目の野行通りの間で、一軒だけまだ立ち退い

ていないお宅があるのですが、実は昨年９月に契約を締結させていただいておりまして、本

来は今年の３月いっぱいに立ち退いていただくという約束になっていたのですが、まだその

お宅の事情、端的に言うと新たに住まわれる場所の用地は購入されたそうなのですがお宅が

建たないので移転ができないということであります。ただ、市としましてもそのままいらっ

しゃるということについては、税金を投入して購入させていただいている用地でありますの

で、できるだけ早く移転をお願いしたいということで、今年１１月までには移転していただ

くという約束をさせていただいております。本来は今年の３月いっぱいに移転をしていただ

いて、公共事業なので、それから地下埋設物、文化遺産などの遺物がないかの調査をかけて、

その後ライフライン、下水とか電気水道を通し、それから道路を作るということで、一定程

度の期間が必要になりますが、数か月遅れている関係で３０年度中にはちょっと開通ができ

ず、来年３１年度の夏くらいまでの間には何とか開通できるように今全力を挙げているとこ

ろでございます。開通すると市内の交通動線が大きく変わりますし、これまで迂回して東村

山から秋津方面、秋津方面から東村山方面に来るときには、青葉町の住宅地を通ったり、青

葉小学校の脇の、幅が狭く歩道が付いていない道路を数多くの車両が通るということで、非

常に危険な状況が通学路で頻繁にあり、青葉小学校の方からも再三危険だと言われていまし

たが、おそらく迂回路としてそこを通る車は、この道路が開通すると激減することになりま

すので、青葉小学校の児童の安全には多少プラスに働くかと期待しているところでございま

す。繰り返しにはなりますが、来年の夏くらいには完了して、皆さんの交通利便に資するよ

うにしたいと思っておりますので、ご理解いただければと思っております。 
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◆車道における自転車通行について           （小学生保護者） 

今、自転車は左側通行と法律で決められているが、東村山はとても車道の左側を自転車で

走らせられる幅がないところも多いと思う。子どもには日頃から左側通行と言って、狭いと

ころは右側を走るように言う。また、最近府中街道の車道に自転車が通るように印が付いた

が、あれは安全なのか。私は通ったりすることもあるが、子どもにはとてもあそこを走らせ

られない。そういう場所が増えているように思う。 

◎ 市長回答 ◎ 

東村山市内で市が管理している道路というのは、道幅が４メートル前後の道路がほとんど

でございまして、歩車道が分離していないところも非常に多く、通学路になっている道路で

あっても、そういう道路が極めて多いことから、安全性が保たれているのかと問われますと、

確かにご指摘のとおり危険な箇所が市内の道路を見渡すと多いというのは率直に認めざるを

得ないと思っています。 

市としては、さくら通りのような都市計画道路、市内の拠点から拠点、例えば東村山駅と

秋津駅を結ぶなどの幹線道路、都市計画道路の整備が東村山市は新青梅街道等を入れても、

まだ１８％くらいの状況なものですから、全体に都市計画道路の整備が非常に遅れていると

いう状況があります。そのため余計に車幅の狭いいわゆる生活道路と言われるようなところ

に、通り抜けるような車も数多く流入する傾向が見られますので、できるだけ市内の拠点、

秋津だとか東村山、久米川を結ぶ幹線道路、それから東村山と近郊の都市を結ぶ道路ネット

ワークについては、今こういう形で整備を進めさせていただいております。 

府中街道の東側を通って所沢市へ抜ける道路につきましても、これは東京都の道路になり

ますけれども、これから整備をするということになります。今後青葉町の多摩北部医療セン

ターのところでバス通りにつながっている道路につきましても、この先を進めている状況で、

今後はまた府中街道から鉄道が連立になるところの下をくぐって西口方面に延びる道路、そ

れから東村山駅西口から東大和のほうに向けて延びる道路等の整備をしたいと計画を進めて

いるところです。こうした幹線道路を整備することによって、少しでも生活道路に流入する

車両や通過するだけの車両を減らすことで、道路の安全性を高めていきたいと考えておりま

す。 

それから、既存の道路につきましても、地権者のご協力がいただけるところにつきまして

は、交通量の多さ、それから重要性を鑑（かんが）みて道路確保しているところも当然あり

ます。そういうことで、都市から見ると道路というものは血管のようなものなので、どこか

で詰まってしまうと動脈硬化を起こしてしまうように、まち自体の安全性が保たれなくなっ

てしまうということで、道路整備は非常に重要な行政の取組だというふうに認識しておりま

すので、今後も安心安全で利便性の高い道路整備を進めさせていただきたいと考えておりま

す。 

その中で、自転車の通行につきましても、たとえばさくら通りのように市が施工して一定

の幅をとることができる道路につきましては、車道の一部に自転車道を付ける取組をさせて

いただいておりまして、今後も都市計画道路につきましても、車道ではなく歩道の端に自転

車が通れるだけの幅を確保して、車と自転車と歩行者を分けるという道路作りを進めていく
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予定にしております。 

お問合せのことは東京都の考えで、我々が設置したわけではないのですけれども、新青梅

街道や、府中街道のほうに現状の幅員のままで一部自転車通行の印が付けられて、ここを走

れということなのかと確認しましたら、いや目安として設置をしている、必ずここを通れと

いうことではない、というご回答でございました。確かに今の府中街道の道路の幅で、あそ

こに印が付いているからといって自転車が通ると車とぶつかりかねないので、市としてもお

勧めできないというのが正直なところです。とはいえ歩道も府中街道は狭いので、以前にも、

歩道を走っていた自転車、これは子どもさんではなく高齢者の方ですが、歩道側でなく車道

側に転倒したところに車が来て、車にひかれて亡くなったという事案があります。野口橋の

交差点まではけっこう広くて歩道も広い幅が取れているので、こちらの北側についても早期

に拡幅整備をしていただくように、東京都にお願いしているところでございます。 

東村山駅周辺につきましても、用地買収が府中街道は市役所のちょっと先から今の道路の

幅ではなくて内側にちょっと入ってきて、所沢街道につながるような形になります。ですの

で、だいぶ新たに東京都が用地を買って道路にするということで道路整備が進んでおります。 

繰り返しになりますけれども、安全な道路空間を作っていくというのは、我々としては非

常に大事なことと考えておりますが、全体の優先順位としては、東京都の施工になりますが、

都市と都市を結ぶ新青梅街道のような道路、あとは東村山と秋津をつなぐさくら通りのよう

な通り等々、これからも都市計画道路の整備を進めつつ、必要な個所の安全対策を講じてい

きたいと考えておりますので、ぜひご理解いただきたいと思います。 

 

◎ 都市計画課より ◎ 

①現在事業中の都市計画道路の整備状況については、下記の市ホームページでご覧いただ

くことができます。 

トップページ→市政情報→まちづくり・都市計画→都市計画→都市計画道路等の整備状況 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/machi/toshikeikaku/douroto

useibi.html 

 

②平成２８年～平成３７年の１０年間で優先的に整備すべき路線（第四次事業化計画）に

ついては、下記の市ホームページでご覧いただくことができます。 

トップページ→市政情報→まちづくり・都市計画→都市計画→「東京における都市計画道

路の整備方針（第四次事業化計画）」の公表について 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/machi/toshikeikaku/toshikei

20150526.html 

 

◎ 道路河川課より ◎ 

自転車ナビマークは自転車の安全な通行を促すためのものであり、警視庁で設置を推進し

ているものです。自転車ナビマークは法令の定めのない表示であり、この表示自体に新たな

交通方法を指摘する意味ではありません。市道での設置例としては市役所東側市役所通りや、

市役所北側のインディペンデンス通りに表示されております。 
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【市長まとめ】 

 

長時間にわたりお付き合いいただきまして、数多くのご意見ご質問をいただきました。今

日は、子どもさんに関して保護者のお立場でいろいろご心配されておられる、貴重なお話を

聞かせていただくことができたと思います。ただ、繰り返しになりますが、どうしても毎年

使える予算が限られた中ですので、全てのご意見ご要望を承るというのはなかなか現実とし

ては難しい状況です。市としては一定の優先順位を付けながら施設整備や、人的対応が必要

な部分については人的な対応をしているというのが現状でございます。とはいえ、次代を担

う子ども達が東村山で健やかに成長していただくようにするというのは、市としては最大の

使命の一つと考えています。子ども達にとっても、東村山市で育ってよかったと思っていた

だけるような環境を、ぜひ保護者の皆さんのご意見をいただき、学校とも教育委員会とも協

力しながら、私も考えていきたいと思っております。 

冒頭申し上げましたが、この「タウンミーティング」はほぼ毎月皆さんの地域にお邪魔し

て、お話を聞かせていただいております。行っているのはだいたい土曜日の午前中になるの

で、もしよろしければ皆さんも配偶者の方とご一緒にご参加ください。実際に働いて税金を

納めてくださっている方々のご意見は、我々としても尊重したいと思っております。ある世

代の方ばかり来られて、その世代のご意見ばかりのタウンミーティングでは、市制が偏った

ものになってしまう可能性もあります。各世代に応じたニーズというのは当然ありますので、

子育て中の皆さんのご意見も聞かせていただきながら、やはりバランスの取れた、どういう

世代にとっても東村山が住み良いまちになれるように努めていきたいと思いますので、お時

間があれば、また地域でのタウンミーティングにもお出かけいただいて、日頃感じておられ

ることを率直に言っていただけたらありがたいと思います。 

今日はＰ連の副会長の M さんに司会をしていただいたことを感謝申し上げ、また最後まで

お付き合いくださった皆さんにも感謝申し上げて、ごあいさつに代えさせていただきたいと

思います。ありがとうございました。 
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