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第１２４回タウンミーティング 

○開催内容 

平成３１年２月１６日（土）午前１０時、美住リサイクルショップにおいて、「タウンミーティン

グ」を開催いたしました。1８名の方にご参加いただき、ご意見を伺いました。 

 

○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、1６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 

令和元年６月１５日（土）  萩 山 公 民 館 午 後 １ 時 ～ ３ 時 

美住町 ８人 

富士見町 ０人 

萩山町 ２人 

廻田町 ２人 

その他市内 ４人 

合計 １６人 

２０代以下 ０人 

３０代 ０人 

４０代 ４人 

５０代 ０人 

６０代 ４人 

７０代 ７人 

８０代以上 １人 

合計 １６人 
男性 ９人 

女性 ７人 

合計 １６人 
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タウンミーティング記録（概要） 

会場での発言内容は発言要旨を記録し、個人名は伏せさせていただきました。 

 

【市長あいさつ】 

 

皆さま、おはようございます。本日は寒い中、また、お忙しいところ、市民の皆さまと私

との対話集会にご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。また、常日頃は市政

推進にあたりまして、市民の皆さまにはご理解とご協力をいただいておりますことに、この

場をお借りいたしまして、感謝を申し上げる次第でございます。 

議会のある月は休ませていただいているのですが、ほぼ毎月行わせていただいているタウ

ンミーティングも美住町での開催はしばらくぶりということで少し間が空いてしまいました

が、久しぶりにこの美住リサイクルショップをお借りして開催させていただきます。通常、

その施設ですとかその地域で活動されていらっしゃる市民の方に司会をお願いしているので

すが、本日はお願いしていた方がお怪我をされてしまったということで、急遽、市役所の職

員が司会をさせていただきますので、お許しをいただければと思います。後ほど、皆さまか

らご質問やご意見をいただきながら進めてまいりますが、若干、市の現状等について報告を

させていただきたいと思います。 

いつもいろいろなご要望をいただくわけですが、ご要望いただいたことを市で実行するに

は、当然、予算の裏づけがなければ執行できないわけです。予算につきましては、大体この

ぐらいの時期に固めて３月議会にお諮りをして、ご承認をいただいて新年度から執行すると

いうのが市役所の通常の流れになりまして、ようやく予算の方も固まって、先日プレス発表

をさせていただいたところでございます。記者会見には大勢の記者の方が来られたのですけ

れども、当市の予算概要が掲載されたのは新聞二社に少しだけでして、詳しくは市のホーム

ページに掲載しておりますので、ご関心のある方はご覧いただければと考えております。 

来年度は一般会計だけで５５８億円ということで、規模としては最大規模となっておりま

すが、実は非常に厳しい内容で、これまで積み立ててきた基金を１８億円近く取り崩してよ

うやく予算を組ませていただいているというような状況です。相変わらず財政状況は厳しい

ところがありますが、これまで市民の皆さまからいただいてきたいろいろなニーズにはでき

るだけお応えをしようと考えております。また、今、東村山駅周辺の連続立体交差事業等が

行われておりまして、こちらの東村山駅周辺のハード整備事業に１７億円ぐらい予算を計上

させていただいております。その他、今、保育園や児童クラブに待機児が出ていて、特に児

童クラブにつきましてはかなりのところで待機児童が出ているということで、今、新しい建

物を建てるというのはなかなか厳しいものですから、学校の空き教室をお借りして、来年度

は４校で改造する費用を盛り込ませていただいているところでございます。そのようなこと

で来年度また予算を組ませていただきましたが、実は来週の金曜日から市議会３月定例会が

始まりまして、そこでいろいろ議論をしていただいて、ご可決いただければ４月１日から執

行させていただく、というようなことになります。 

そういうことで大変恐縮ですが、本日いただいたご意見はすぐには予算措置ができません
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ので、そこはお含みおきいただいて、ただ、いただいたご意見の重要性や緊急性に鑑
かんが

みて、

また補正予算を組むとか、来年度以降の予算に反映する等は講じていく必要があると考えて

おりますので、本日は率直に忌憚
き た ん

のないご意見をいただいて、これからの東村山のより良い

まちづくりに資するような意見交換ができればと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 
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【会場でのご意見】 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆図書館機能の充実を                （秋津町 H さん） 

中央図書館が１ヶ月間、休館しているが、個々には耐震等に対応しながらうまく使ってい

らっしゃると思うし、ここ何十年か作ってこられた図書館のサービス体質みたいなことは良

いのではないかと思っている。ただ、市内の配置計画みたいなことに対して、中央図書館を

上手に使い回すだけではなくて、その先、あの位置じゃなくてもう少し柔軟な機能に再整備

するようなことをどこかで考えていただきたい。または計画にのせていただきたい。先ほど、

学校図書館の話があって、それに対して市長さんは健康増進なり福祉問題ともうまく連携で

きているんだとおっしゃったが、図書館自身のサービス体質としては、そういう健康増進を

する展示コーナーがあったり、紹介をしてみたりもあるし、あと学校関係の図書館等に配置

する職員に対する研修のようなこともうまく回っていると思う。逆に言うと、そういうもの

をもっとうまくやれる拠点としての図書館というか、特に中央図書館は周辺の市に比べると

狭いが、右奥と左奥のカウンターの両側があまりうまく広がっていなくて、例えば子どもコ

ーナーでいうと赤ちゃん・乳幼児とヤングあたりの１０代後半ぐらいの子では全然読むもの

も違う。結構、質の高い量のあるような本を丁寧に選んでおきながら、全然違う世代のもの

がギュッとくっついてしまっていて、予算がそれほどあるかどうかわからないけれども、特

にどちらかというと中高生向けのコーナーみたいなものがちゃんとコーナーとして取れる

ようなかたちでもう少しゆったりと広がれば良いなと思う。 

 あと僕らの問題で言えば、図書館の良いところは新しい本だけではなくて古い本が同時に

展示してあるというのがある。結構年配のものも司書の人に言えばすぐに出してくれたり、

取り寄せたりしてくれるが、せっかく何十年間かストックしているのであればすぐにしまい

込むのではなくて、棚を見て刺激を受けるというような広がりも良いと思う。何か他の計画

との整合性を取って、あるところでそれぞれの目的だったり、少し間合いの時期に読んだ本

とか、関心があったことを呼び出せる。 

 あともう１つは、それを担う職員の問題。ベテランの方がずっと定着してサービスを開拓

したり、いろいろ役所との連携もあろうかと思うが、定年を迎えられたような方もいらっし

ゃると思うし、むしろ新しい世代、１０年単位ぐらいで専門性がある下の世代の方も入れて、

その上の方に教えてもらいながら役所の各課との連携を取りながらやっていくとか、専門性

のある施設の職員の継続性みたいなものをやりながら今のサービス体制を維持し、かつ、そ

れらがうまく展開できるような広がりを持った施設を整備計画としてのせていただければ

良いかなと思う。 
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◎ 市長回答 ◎ 

当市の施設は図書館に限らず、学校等も含めて、大体、昭和４０年代後半から５０年代前

半ぐらいに建てられた施設が全体の約６割を占めておりまして、これらが全ていわゆる大規

模改修時期を迎えて、この間、例えば市役所の本庁舎も３年かかってようやく昨年８月末に

耐震と一定の長寿命化の工事が完了しました。図書館につきましては既に耐震は終わっては

いるのですけれども、雨漏りが酷くて、今、その工事をさせていただいているところでござ

います。中央公民館もそうなのですが、ここで大体、耐震を含む大規模改修はほぼ終わって

きています。ただ、学校等は基本耐震だけで、大規模改修していないのです。最近、人的な

被害はなかったのですが、窓枠ごとどんと落っこちてしまったりというようなぎょっとする

ような事故もあって、今度、施設の総点検をやろうということで考えています。 

そのような状況で、今、市の保有している施設は非常に老朽化していて、場合によっては

危険な部分があります。いわゆる箱モノではない道路・橋梁といったインフラ部分も相当、

傷んでいるところが多くて、今、市にとってはこれらをどうやって適切に維持管理していく

かというのが一番大きな課題になっております。これは非常にお金がかかるのと、基本的に

維持管理・改修は国や東京都の補助金がないので、全部自前でやらなければならないという

問題があって、その財源確保と、それからもし適切に管理をしていないと、さっき申し上げ

たような本当に人命に関わるようなことがあってはなりませんので、市としてもそこは注意

を払って進めていきたいと思っております。とは言え、今の建物は恐らく長くてもあと２０

年。あと２０年使うのかという声もあるかもしれませんが、状況によっては１０～２０年ぐ

らいということになると、そろそろ次にどこからどのように建て替えするのか、配置につい

てもどうするのかという議論をもう少し踏み込んでしていかなければならないと考えており

ます。 

ここ数年、東村山市でも公共施設再生計画、あるいは公共施設等総合管理計画等を立てて、

膨大な施設をどう適切に維持管理しながらどのように更新をしていくかということについて、

ようやく検討を進めているところで、今、想定しているのは、これ以上税収入が増えない、

むしろ人口減によって税収がどんどん減っていく中では、施設自体の数ないし床面積は全体

としては減らさざるを得ないというのが我々の考え方です。新たに建物を建てる場合につき

ましては、分散している機能を一定程度そこに集約して、例えば学校をもし建て替える場合

については新たに建てる学校の建物の中に、地域のどこまで入れられるかわかりませんが、

保育園・学童クラブ・集会施設、あるいは地域の図書館等もその中に組み込んでいく。機能

は維持しつつ、総体としての質は保ちつつ、量を減らすというような考え方を考えないと、

このまま保有するのは現実的・財政的には絶対に無理だと考えていますので、これは市民の

皆さまとよくよく膝詰めで議論をさせていただかないと理解を得られないと思います。もし

かすると家の近くにあった公共施設がなくなってしまって、遠くまで行かなければならない。

これは市民の皆さまから「冗談じゃない」ということになりかねないので、なぜそうするの

かということをよく議論する必要があると考えております。その中で、公民館もそうなので

すけれども、いわゆる文化施設、市民の皆さまの文化活動を支える基盤として、公立図書館

が果たさなければならない役割というのを、もう一度よく議論する必要があると考えており

ます。 

情報化と言われる時代で、ネットでいろいろなものが手に入ったり、ネットで読書をする



- 6 - 

第１２４回タウンミーティング 

人も増えているというような状況ですが、一方で先ほどもお話がありましたように、図書館

の果たす、単純に個人の文化的な活動を支援するだけではなくて、付随して健康維持増進に

つながるとか、福祉的な要素だとか、そこで新たな出会いをつくったりというようなことも

あったりしますし、それからあと、公立図書館が例えばいわゆるベストセラー本を置くのが

良いのかどうかという議論があります。費用対効果とかいろいろなことを考えると、むしろ

公立図書館はあまり流通していないけれども、文化的には価値の高い、多少値が張るものを

揃えるべきだという議論もあったりするので、選書の仕方についてもこれからどういう役割

を担っていくのかということは考えていく必要があるのかなと。今、図書館につきましては、

司書が市民の皆さまのいろいろなニーズを把握しながら、これまで培ってきた図書館なりの

選書の考え方に基づいて良書を選んでいくというふうに私は感じていますが、とは言え、市

長への手紙等で時々いただくのは、「漫画も文化的価値があるのに、東村山市の図書館に一切

置かないというのはどうなのか」という議論も一方であったりするので、これらも考えつつ、

今すぐにどうのこうのということではありませんけれども、将来、市民生活を支える重要な

役割を担う図書館について、どのように再生をしていくかというのは、いろいろなご意見を

いただきながらじっくり考えさせていただきたいと思います。 

自治体によっては民間に運営を委ねて、これもいろいろなご意見がありますが、２４時間

図書館を開いて夜間になると若者が集うとか、あるいはカフェテリアとかカフェを併設して

そこが集いの場所になっていたり、直営でもできないことはないと思いますけれども、民間

に委託することによっていろいろなサービス展開をして、そこに賑わいが形成されていると

いう自治体も出てきていますし、それから先ほどお話に出てきた武蔵野プレイスのような今

までの既存の図書館とは全然違うような図書館や、建築家の伊東豊雄さんが建築したせんだ

いメディアテークとか、いわゆる今までの単に本を置いておくだけの図書館ではない公立の

図書館ができ始めていたりするので、検証しながら、これからの東村山市における公立図書

館のあり方というのを充分検討していきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今、市長さんがおっしゃった、せんだいメディアテークとか武蔵野プレイスとか、

ＴＵＴＡＹＡの図書館とかは、要は全部、新設をした時に施設の利用をどうするか

という議論の中で淘汰していった。逆にいうと、恐らく新しい図書館をつくる時に

はそういう議論に蓋を開けるところはあると思う。だけど、私が申し上げているの

は、非常に良いサービスをしているのだけれども狭すぎる。だからそれをどこかに

きちんと建てること自体の議論をして欲しい。 

あと、この場所になくても良いのだけれども、市のサービスセンターとしての機能

を持ったところはもっと充実させるべきではないか。 

あと、もう１つ私が申し上げてお答えいただいていないのは、今までは市としても

良い評価ができると思うが、職員の維持というか質の維持というか、継続について。

ベテランの人はもう退職して良いのではないかと思うので、その辺の維持・継続み

たいなことについての視点を持っていただければ良いなと感じている。 

（秋津町 H さん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

お褒めいただきましたけれども、当市の図書館は少ない予算の中で職員が一生懸命やって

きた歴史だというように理解しております。確かにご指摘のようにベテランの図書館職員が

これまでも結構定年を迎えているのですけれども、そのノウハウ等はうまく引き継いでいた

だけていると思います。 

これは図書館に限らず、市役所全体で人口急増した時にドンと入ってきた厚いボリューム

ゾーンの職員が結構もう定年を迎えてしまって、その人材育成というのは組織としてやはり

大きな課題になっています。そこも図書館に限らず、今まで培ってきた良いものはきちんと

全て引き継げるように人材育成を進めていきたいと考えております。 

 

◎ 図書館より ◎ 

今後の図書館のあり方については、利用者目線にたって様々な視点での検討を進める必要

があると考えております。さらなるサービスの向上や施設管理の効率化、また施設の老朽化

に応じた公共施設再生に向けた方策など、利用される皆様にとってより良い施設となるよう、

施設やサービス提供のあり方の検討を進めてまいりたいと考えております。 

 

 

◆学校図書の機能強化を               （美住町 O さん） 

学校図書館ボランティアの会としてきた。学校図書館に専任司書が平成２３年１０月に

入ったが、それが近隣の２校に週２日ずつ勤務している。そうすると小学校の場合には、

図書の時間というのが決まっており、例えば３年１組は火曜日の２時間目とかとすると、

水曜日が図書の時間の３年２組はその先生に会えないという状況がずっと続いている。 

 毎日開いていないということにストレスを感じる中学校の生徒もいる。 

 平成２３年に２校兼任で一応、全校配置というかたちにはなったが、例えばその先７年

後、１０年後には全校に１人ずつの専任司書が配置されるという要望をずっと持っていて

お願いをしていたが、それがなかなか現実的にならない。毎回「予算がない」という話は

よくわかるし、英語のことに関してもプログラミングのことに関しても、学校には本当に

お金がかかるということはよくわかるが、学校図書館に専任司書がいるということは、子

どもたちの心の安定とか、授業の補佐ができるとか、特別支援級に対して良いアプローチ

ができるとか、不登校の子どもに対しても目が行き届くようになるとか、教師でもなく保

護者でもなく、第三者の立場としての大人として子どもにアプローチができる、効果的な

人間になると思う。恐らく市長もよくご存知だと思うが、学校司書が図書館にずっといる

ということが、保護者や学校にとっても効果があるというのはわかっていると思うが、な

かなか現実的に１校１人にならないので、これから先どのようにそれを叶えていただける

か。 

◎ 市長回答 ◎ 

学校図書館でボランティアをしてくださっている皆さまには、改めて心から感謝を申し上

げたいと思います。２校兼任で基本１校週２日間、１日５時間ということで、導入した当時
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から「せっかく配置したけれども、これでは時間的にも日数的にも非常に厳しいのではない

か。」というご指摘はずっといただいていて、皆さま方を始め多くの方々、学校からも「でき

れば１校に１人専任でフルでお願いしたい。」と、当然といえば当然のご要望でございます。 

財政力がある自治体では、２人配置しているというようなところもあると伺っています。

ただ、市としてこの間、学校全体としては、例えば授業のサポートをする教員サポーターの

配置、あるいは不登校の対応でのＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー）の配置等々、全体

の中でやはり一遍に全ての人的な対応を取ることができませんので、どうしてもお金の問題

も絡んできますから、教育委員会、そして私たち含めて、どういう優先順位で学校の人的な

体制強化を図っていくかということにつきましては、学校図書が緊急性が低いというわけで

はないのですけれども、より緊急性の高いところから手を付けていかなければならない、と

いうことで進めてきたところでございます。 

一応、教員サポーターにつきましては、全ての学校に最低１人は配置をして、これもまだ

十分ではないということです。というのは、いわゆる発達障害のお子さんの発生率というの

が文科省のお話ですと小学校で７.７％、中学校で４.０％、合計で６.５％ですから、必ず各ク

ラスに最低お一人ぐらいはいらっしゃって、程度の差はあるので複数の先生がサポーターで

入らないと授業が成り立たないというわけではない場合ももちろんありますし、かなり付き

っきりでないと授業が成り立たないというようなケースもあって、ここはケースバイケース

でいろいろなかたちで授業を形成するということで行っています。 

それから当市は残念ながら多摩地域の中でも特に中学生の不登校児童が多いということで、

これを何とかしなければならないということから、今、ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカ

ー）等々で不登校児童・生徒の授業への復帰を促すというような対応を個別にやらなければ

ならないということで、やらせていただいているところでございます。 

学校図書館の果たす役割とか、学校図書館での司書が果たす役割、司書教諭の資格を持っ

ている先生方もいらっしゃいますが、実際には担任や教科を持っていらして、学校図書館の

お仕事がほとんどできないのは我々も十分承知しておりますので、全校に１人となるとやは

り財政負担が極めて大きいので、一挙にそこまでいかないまでも、例えば今の２日間を３日

間ぐらいにすることができないか、あるいは１日の学校にいる時間をもう少し延長できない

か等々の対応が可能かどうか、これは教育委員会とも十分に協議しながら、今後、検討を進

めていきたいとは考えているところでございます。あまり前向きな良いご回答ができなくて

大変恐縮でございますが、課題としては認識いたしておりますけれども、今、学校を取り巻

く状況というのが、非常にいろいろなお子さんがいらっしゃる中で、先生だけでは対応でき

ない。実は今まで不登校気味のお子さんにつきましては、朝、お迎えというほどではないの

ですけれども、そういう対応をしてくださった方の費用等に東京都の補助金が出ていたので

すけれども、平成３０年度から全部各市町村持ちになってしまったり等で、結構、先生以外

の人的な対応が、今、学校に非常に求められているような状況になっています。恐らく学校

でボランティアをしていると、そういうことはよくおわかりかと思いますので、そういう中

で学校図書館の機能強化をどのように進めていくかということにつきましては、教育委員会

とも充分に協議をさせていただきたいと考えております。 
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◎ 市長回答 ◎ 

実は数回前のタウンミーティングでも、今、Ｏさんがおっしゃった同じ番組をご覧になら

れた方がいて、その方は学校図書館というよりは公立図書館の充実を求める趣旨で「健康寿

命を伸ばすのは、食でもないし、運動でもないし、実は図書館なんだ。」ということをテレビ

は言っているけれども、市長は知っているかというご趣旨のことを言っておられました。こ

れはＡＩの分析なので、必ずしも絶対にそうなのかというのは私も専門家ではないのでよく

わかりませんが、社会的資源として図書館や図書室が果たす役割として、そういう体と心の

健康につながる大きな要素があるのだというようには思います。 

学校図書館ではなくて、公立の図書館では、特に地区館を含めてご高齢の方の居場所にな

っている部分が非常にあって、やはり窓口等に来られる方の何人かに認知症傾向の方がいら

市長が言ってくださったように、今、学校図書館が学校の中で重要な場所である

ということは、市長はよくご存知だと思う。これは今までの経験からお話するが、

例えば特に中学校とか小学校高学年の子どもたちが選ぶ本について、自殺について

とか、虐待についてとか、そういう本を好んで選ぶ子どもたちがいるという現実が

ある。司書というのは守秘義務があるので、「あの子がそういうものを選んでいた。」

ということは言えないけれども、これは緊急事態だなと感じることが何件かあった

りすると、それを先生に報告する。例えば「あの子とあの子が付き合っているが、

どうもあの子たちの付き合い方は危ないような気がする。」というのを気付いて、

先生たちに報告できる。学校図書館というのは、子どもたちが割と自由になれる場

所。そういう学校の中で教師ではない立場の人の目があるということはとても重要

なことだと感じた。不登校の子どもに関しても図書館が居場所になって上手に卒業

できた子もいるし、そういう意味では確かに取り巻く環境は厳しいけれども、学校

図書館に専任司書が１人いることは予算面を考えても割と効果的・効率的に、円滑

に回る方向になるのではないかと思っている。 

 昨年１０月にテレビで「ＡＩに聞いてみた」という番組があって、健康寿命につ

いての番組をやった。健康寿命というのは寝たきりにならない、認知症にならない

という状況で、いくつまで健康で命を全うできるかという番組だったが、ＡＩがい

ろいろな原因を調べたら健康で寿命を全うできるトップが山梨県。その理由がびっ

くりで、読書が好き、図書館が好きということだった。山梨県は日本全国の中で図

書館のある率がすごく高い。戦後まもなくから学校に司書がいたことで子どもたち

は学校図書館で本を読むことが習慣になっていて、そのまま大人になっても図書館

に通う。最後に「結局、本を読むということは面倒くさいことだけれども、それを

読もうとする活力とか好奇心が人間を健康にしていくのか。」とそれで終わったが、

図書館業界はびっくりで、「学校図書館に司書がいることは良いことなんだ。」と

いう話だった。市長はもちろんそれをわかっていらっしゃると思うので、これから

も頑張っていただきたい。               （美住町 O さん） 
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っしゃるので、今、当市の図書館の職員は最初に健康増進課の認知症の方に対してのケアの

基礎的な講座を学んで、そういった方にきちんと対応できるようなことを図書館としても努

めているところであります。ですので、恐らく学校図書館には児童・生徒に対して単に本を

貸し出すとか本を整理するというよりも、今、おっしゃられたような様々な学校の課題を理

解して、そういう機能を発揮をしていただくことが、Ｏさんが主張されるような図書室を中

心としながら子どもたちのいろいろな問題行動をできるだけ早期に発見して、大きな事件・

事故になる前に予防するということにつながるかなと、今、お話をお聞きして思いました。 

やはり全校配置となると数千万円単位でお金がかかることになるので、当市の場合はやる

にしても段階的になると思います。今回の予算でも、東京都が体育館に空調を設置する補助

金制度を創設して、市としては効果性とかも考えないとすぐには入れられないということで、

とりあえず中学校だけは調査しようということで調査費を計上させていただいていますので、

問題をみるのであれば中学校ということもあるし、子どもの読書習慣をきちんと身に付けさ

せるのであれば小学校の時からという考え方もあるかもしれませんから、そこはまた教育委

員会やボランティアの方とも十分協議しながら、もしやるとすればどういうやり方でやって

いくかというのは、また協議をさせていただきたいと考えております。 

 

◎ 指導室より ◎ 

平成２３年度から各学校に学校図書館専任司書が配置されたことにより、子供たちの学習

状況や興味・関心に応じた本が探しやすく、利用しやすい学校図書館の整備が進みました。

また、発達段階に応じたおすすめの本の紹介や本の読み聞かせなども充実し、子供たちの読

書習慣の確立を図ることができました。さらに、日常的な図書室内の整備が可能となり、本

の紹介や読み聞かせ、図書館の利用指導など、授業の補助だけでなく、授業で使用する本の

準備など、学習活動が進めやすい体制づくりが各学校で構築されるようになりました。 

学校図書館専任司書の増員等につきましては、訪問支援員、部活動の外部指導員や教員サ

ポーター等、他の事業における人的支援の充実も踏まえ、すぐに増員することは難しい状況

にありますが、今後もより一層、学校図書館専任司書が教員や図書ボランティア等と連携し、

本を積極的に活用した授業の充実を図ったり、児童・生徒の読書への関心・意欲の向上を目

指した取り組みをさらに充実させたりしてまいりたいと考えております。 

 

◎ 図書館より ◎ 

学校図書館については、専任司書の配置拡大だけでなく図書管理システムや蔵書の充実な

ど様々な課題があることから、図書館としても関係所管と連携してより良い環境になるよう

支援してまいりたいと考えております。 
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◆市内に野外炊事ができる場を           （多摩湖町 I さん） 

今、東村山市内に野外炊事ができる場所がない。近隣市では大きな公園の中に野外炊事場

があったり、火を使っていい場所があったりして、家族や仲間でバーベキューとか、子ども

会や野球のクラブチームで野外炊事を楽しむとかデイキャンプとか、簡単なキャンプを楽し

むという場所があるが、この市ではアウトドアや野外活動で火を使える場所がほぼどこにも

ないと思う。 

 先日、青年会議所の主催で中学校に野口健さんが講演にいらして、野外キャンプで炊事を

してという中学生向けの行事があったが、そういうのを見て私の住む地域の市民の方からも

「野外でやる技術を身に付けるのはそういう楽しみもあるけれども、災害の時にもとっても

役立つのね。」という意見を聞いた。まずは子どもたちや家族やいろいろな年代の人が野外

で料理を楽しんだり、火を使うことを楽しむということが目的でそういうのを入れて欲しい

けれども、そういう場所はいざ災害になった時に炊事場を炊き出しができる場所というふう

に変化できる。市の公園の中には既にベンチを取り外すと野外炊事ができるよう災害時用の

炊事場に変化する場所はあるが、そもそも普段の週末や遊びの時間の中でできる野外炊事場

がないので、今後、公園を整備したりする時にどのように入れていくかとか、既存の公園の

中に何とかそういう場所を造れないかという考えが行政の中にあるかどうかお聞きしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

結論から申し上げますと、残念ながら今の段階ではそういう計画はございません。 

ただ、必要性は感じていて、自由にどなたでも３６５日使って良いという施設はありませ

んけれども、例えば久米川町の熊野公園はボランティアの皆さまに１年を通じて公園のボラ

ンティアをしていただいて、清掃をしていただいたり、いろいろなことをやっていただいて

いて、例えば夏は子どもたちが水鉄砲で遊んだり、冬場は落ち葉を集めて焼き芋を焼いたり、

一定の目的を持って行っていただく場合につきましては市としても絶対に駄目と言っている

わけではなくて、そういう一定の協働関係の中でやっていただいているものにつきましては、

特例的には認めている場合もあります。 

あと学校等につきましても先ほどご指摘のありました第一中学校で昨年、宿泊を伴う防災

訓練を青年会議所の方々が開いた際には、あの場所で火を使って炊事をしていただきました。 

あと使っているところはあまり見たことはないですけれども、南台小学校には学校施設と

してバーベキューができる釜戸が一応あるという状況です。 

それともう１つは、かつては廻田町の峰山のちょうど山の上あたりにデイキャンプ場があ

りましたけれども、地権者の方のご都合でお返しをして、今、住宅になってしまっています。 

これだけ住宅が建て込んでいるところで火を炊くと、やはりいろいろと近隣の方からも煙

等で問題視される可能性がありますので、当市で恒常的にいつでもバーベキューができると

いうのは、それなりの広さの場所がないとなかなか難しいというのが正直なところです。 

 

 

 

中央公園は？                      （多摩湖町 I さん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

中央公園は東京都の管轄です。ただ、東京都でも小金井公園の中にはバーベキュー場があ

りますし、広さが全然違うと言われてしまったらそれまでなのですが、そういったことがで

きないのかどうか確認してみたいとは思います。恐らく東京都もあの公園の形状からすると、

どこに作るかというのがかなり難しいと思うのです。逆に、都内でもある自治体がバーベキ

ューをＯＫにしたら河原で非常にごみが散乱してしまって、一切駄目というように一切禁止

になったところもあるので、市としてもし設置をするとすればその辺も含めてかなり慎重に

対応を検討せざるを得ないと思います。 

本当に歯切れの悪いお答えですけれども、今後の課題とさせていただきたいというふうに

思います。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

野外炊事場（BBQ 場）の設置に関しましては、消防法の観点からの規制について東村山消

防署に確認したところ、公園管理者の判断で設置できるとのことでありました。 

しかし、設置した際の「火の処理」・「煙」・「におい」・「音」等の近隣住宅への影響を考慮

すると、立地条件的にかなり厳しいという判断になります。また、ごみ処理の問題、洗い場・

洗い水処理等の問題を考えると、かなり慎重に対応を検討せざるを得ないと考えます。 

東京都（公益財団法人 東京都公園協会）に改めて確認したところ、中央公園内ではバーベ

キューはできないとのことであり、今後もバーベキュー場を開設する計画はないとのことで

した。 

 

 

～ 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 

 

◆東村山駅周辺のまちづくりについて         （廻田町 Ｓさん） 

東村山駅の高架が着々と進んでかたちが見えてきた段階になった。これが完成の暁に、

というかその前の段階として、市がどれだけ使えるか。数年前にワークショップでそんな

議論をしたことがあったと記憶しているが、その頃の市の対応としては「かたちができて

いない」「まだ西武鉄道と話が進んでいない」という回答だった。相手は西武鉄道になると

思うが、いつ頃から市としての権利主張というか、「お金を出しているんだ」ということで

そういったことにかかれるのか。そういった時にどういったメンバーで話し合いが進んで

いけるのか。例えば西武池袋線の石神井公園を見ると、全部、商業施設だったりで、自治

体としての権利がほとんど活かされていない。東村山でそういった可能性が出てくるのか

どうか。それから高架化で２階から１階に降りる動線になるので、サンパルネの中にある

地域サービス窓口と産業・観光案内コーナーの動線がものすごく悪くなる。皆、下に降り

てしまう。このあたりをどう対応していくのか。もし頭の中で「こんな可能性がある」と

いうようなことがあればお話いただきたい。 
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◎ 市長回答 ◎ 

おかげさまで、東村山駅周辺の連続立体交差事業につきましては平成２６年度から事業が

始まりまして、高架の橋脚が立ち上がってきています。また、鉄道の両サイドを基本的には

鉄道付属街路というかたちで道路にして、一時的にはその両サイドの部分に一回鉄道を振る

わけです。それで真ん中に高架橋を立てて、それが完成したら横に振った鉄道を取ってそこ

を道路にするということになっていきます。 

道路の用地買収も、市の担当しているエリアにつきましては、ほぼ１００％に近い部分を

購入させていただいていますし、東京都が担当しているところもかなり進んでいると伺って

いまして、今のところ事故なく工事の方はできています。 

ただ、やはり重機が入れるのは電車が動いている間は駄目ですので、夜中の本当に電気が

全く通電していない時間帯だけしか大きな工事ができないということで非常に時間がかかる

ということですが、順調にいけば平成で言うと３６年。あと丸５年でできあがるということ

で、今、工事が推進されています。 

事業主体は東京都ということですが、全体の総事業費が約７００億円程度ということで、

鉄道事業者がそのうちの約１０％を負担して、残りの９割部分を国・東京都・東村山市が費

用負担するということで、市の費用もほぼ１０数％ということで７０～８０億円だろうと思

っています。あと周辺の道路整備等も入れると、総事業費としては当市の負担が１００億円

近い金額。巨額の市民の皆さまの税金を使わせていただいて高架化をするので、高架下につ

きましてもぜひこれから市民の利便に供して、市の発展の礎になるような活用をしたいとい

うように考えています。ただ、これも法律でルールが定められていまして、市がいただける

高架下の面積というのは全体の敷地の約１５％弱ということになります。要するに費用の負

担に応じてということになるわけです。 

問題はどの場所が市のものになるかということで、鉄道事業者さんはできるだけ駅の改札

に近いところは全部自分たちで活用したい。先ほどＳさんがおっしゃられたように、大体、

改札直近のところは鉄道会社が敷地を持って、そこを商業施設にしてテナント貸しするケー

スがほとんどです。で、ちょっと離れたところに市とか区が土地をいただくというケースが

多いので、よくあるケースとしては駐車場や駐輪場。最近では保育園等を設置したりしてい

るところもありますし、小金井市なんかは中央線の下に創業支援をするコワーキングスペー

スを作って、企業スタートアップをした人たちの事務所貸しを市がＮＰＯを使ってやってい

たりというようなケースもあります。 

高架下の活用につきましては、まだ具体的に決まっておりません。西武鉄道との話の中で

は高架下につきましては完成年度の３年前ぐらい前から協議をしましょうということなので、

おおよそ平成３３年度ぐらいから西武鉄道とは協議をさせていただくことになろうかと思っ

ております。 

これまで本町や野口町等の自治会や商店会の皆さまを中心に、東村山駅周辺まちづくり協

議会という組織が連続立体交差事業と併せてどんなまちづくりをやっていくかという話し合

いをしてきまして、それに基づいて市が考え方を取りまとめて、まずは今の踏切は全て除却

されるわけですが、それに加えて市としては東西をつなぐ通路を合計で７本通していきたい

と考えています。それについて、これから西武鉄道とも十分協議しなければなりませんし、

通路の出入り口は今も道路で踏切になっているところは良いのですけれども、そうでないと
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ころに新たに通路・道路を造るということになれば、そこに住んでおられる地権者の方にも

用地を売っていただかなければなりません。線路が上に上がって自由に東西を行き来できる

わけですが、そこは少し慎重にしながら、どこに通路・道路を通すのが一番良いのかという

ことを十分に検討しながら、やっていきたいと考えております。 

それと、東村山駅周辺まちづくり協議会で出ているご意見で一番強く言われているのは、

改札の出入り口になる一番メインの東西をつなぐ通路、これにつきましてはできるだけ幅を

広く取って、単なる通路ではなくてできれば高架下でイベントができるぐらいの広場的なも

のにして欲しいという要望をかなり強くいただいていて、これにつきましては西武鉄道は極

めて難色を示しているという状況です。西武鉄道としては、極力、通路は狭くして貸してお

金に替えられる部分を広く取った方が経済合理性という意味で言えば合理的な考え方なので、

とは言え、安全・安心、やはり一定の広さは当然確保していただく必要はあるのですが、そ

れを超えてイベントをするぐらいの広さ、例えば３０ｍとか４５ｍとか「そんな広いものが

必要なんですか」ということになるので、市としては西武鉄道とこれから協議・交渉するに

あたって、今、いろいろな全国の高架下の活用事例を調べて、我々、東村山市民にとっても

プラスになり、かつ、多少広く取っても、イベントが行われることによって常に人が集まる

賑わいを形成することで、西武鉄道がテナント貸しするお店にも波及効果が出るような、何

かそういう仕掛けができないかという検討を今年度の予算の中でやろうということを計画し

ています。西武鉄道と協議するにしても、こちらとしても「こんな考え方があるんじゃない

でしょうか」という提案ができないと話になりませんので、そこで少しやっていくことを考

えています。 

いずれにしましても、鷹の道から大踏切の間が駅直近でいわば利用価値が一番高いので、

これからの動線を考えて、西武鉄道が取る部分、市がいただく部分をどのようにしてまちづ

くりを進めていくかということがあると思います。 

あと、我々にとってこれからもう１つ高架下で考えていく必要があるのは、実は鷹の道か

ら市役所のところまでずっと高架でつながってくるわけです。そうすると、うまくいくと駅

から高架下をずっと歩いてくると雨が降っても傘を差さないで市役所まで来られるというこ

となので、鉄道事業者さんは駅から遠くなるとテナント貸ししてもあまりテナントが入らな

いのでそういう活用をあまりしないのですが、逆に市の方で鷹の道から市役所に至る区間を

有効に活用することによって新たな賑わいを形成するようなことはできないかとか、あるい

は極論の話ですけれども、例えば市役所があと何十年か後に老朽化して同じ場所に建て替え

るとなると、一回はどこかに仮設を立てないといけないので、そういう時に利用するとか、

逆にもう少しクリエイティブなさっき申し上げたようなコワーキングスペースを造るとか、

あるいはかなりの高さが出てきますので、今、東村山市にないような若者に人気のスポーツ

ができるような施設にしたらどうかとか、こういう話をすると怒られるかもしれませんが、

例えば高架下の駅近に図書館機能を持っていく等、アイディアとしてはいろいろあります。

これから市民の皆さまからもいろいろなアイディアを集めて、市としては１００億円も投じ

てやる以上、単に鉄道が上に上がって踏切で渋滞がなくなって良かったというだけではなく

て、これからの人口減少社会の中で東村山市の核となるような賑わいがつくれるよう、そう

いう利用の仕方をぜひ考えていきたいと考えておりますので、市民の皆さまからも「こんな

活用の仕方をしたらどうか。」ということがあれば、ぜひご提案をお寄せいただくと良いので
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はないかと考えております。 

それとサンパルネとの連動ですが、確かに今はコンコースからそのまま水平でサンパルネ

まで行けるのが、今度の駅の改札口とサンパルネの２階の高さが合わないのです。ホームが

もっと高くなってしまう関係があって、今のような直接出入りできる形状にするのは技術的

にも結構難しいし、もしつなげるとすると市の方でさらに何十億円もお金を出さないとでき

ないということで、市としては断念をさせていただき、高架の駅舎からエレベーターで１階

まで降りていただいて、地上からサンパルネに上がる場合には今のエレベーターなりワンズ

タワーの階段を使って上がっていただかざるを得ないと考えております。 

ただ、実は高架化によって、鉄道敷きの幅が広いところでは両サイド１０ｍぐらい狭くな

るのです。これは基本的には西武鉄道の土地になりますけれども、駅と今の駅前広場の間に

新たに１０ｍぐらいの広さの用地が生まれてくるので、今後、西武鉄道自体もその生まれて

くる新たな用地をどう活用するかということはあると思います。例えば昔バスが回転する停

車場だったところで、その後、一時駐輪場になって、今は工事作業用になっているところと

か、西武鉄道が保有している土地が高架下以外でも結構あるので、これらを西武鉄道がどう

いう活用をするか。場合によってはその建物とワンズタワーのペデストリアンデッキをうま

くつないで回遊性を作るというようなことも考えられないことはないかなというふうに思っ

ておりますが、サンパルネの行き方としては駅から水平では行けなくて、ホームから一回降

りて改札を出ていただいてまた上がっていただくということにつきましては、ちょっとどう

しようもない。ただ、今のエレベーターやエスカレーター等につきましては、市の方は撤去

する考えはありませんので、それを活用して上に上がっていただくしかないかと考えており

ます。 

 

◎ まちづくり推進課より ◎ 

高架下の活用方法につきましては、地域ニーズの変化にも対応していくため、高架化の完

成に一定の目処がつく時期を見定めて、東京都、西武鉄道、市の３者で検討及び調整を行っ

ていく予定となっております。 

今後、市民の方や駅利用者などから広くご意見を伺うとともに、公共施設の再整備という

大きな課題もありますことから、全体を見通したうえで充分に調査・検討を行い、それらを

もとに高架下利用に関する検討案もしくは基本方針などをまとめていき、その案をもとに、

東京都と西武鉄道との３者で検討を行ってまいります。 

また、連続立体交差事業により、新しい駅舎の改札は１階レベルになることから、事業完

了後のサンパルネの利用は１階部分からの動線が中心になると考えており、ワンズタワー内

の階段及びエレベーターを使用する動線と、ペデストリアンデッキに設置されております階

段、エスカレーター及びエレベーターを使用する動線が想定されます。 

事業完了後の駅利用者及び駅東西を往来する歩行者の利用動線は１階レベルとなることか

ら、１階レベルを中心とした駅周辺の回遊性が高まり、歩行者が安全安心に通行できるよう

なまちづくりを進めてまいりたいと考えております。 
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◆久米川駅周辺の環境対策について           （栄町 S さん） 

久米川駅前の生活環境の改善をお願いしたい。具体的にいうと、違法駐輪、喫煙、それ

からごみの散乱の３つ。 

 例えば南口の違法駐輪でいうと、大手薬局チェーン店の前には常に１０台以上、書店の

前に２台、銀行ＡＴＭの前に２台、それから飲食店の前に３台、食品スーパー前に４０台

プラス１０台、バス停の前には常に１０台以上、それから南口の公衆トイレの前には２、

３台。その他にもたくさんあるが、今そのような状態。それから喫煙場所は決まっている

が、その場所以外で常に１～３人ぐらい喫煙をしている。それからごみだが、その喫煙を

している周り、南口の前にある大きな木の周りに座って飲食をしていて、その飲食をした

後のいわゆる缶ビールの缶とか、コーヒーの缶とか、レジ袋、こういったものが散乱して

いる。こんな状態なので、これは改善しないといけないと思っている。 

 今、話したのは今週の状態。この問題に関しては昨年６月から市役所の方にＥメールで

改善のお願いをしていて、２度ほど返事をいただいたが、具体的な計画やいつやるのかと

いったものは全く連絡がなく、８月末には「もうこれ以上連絡することはありません」と

いうメールをいただいて、それから１１月と今年の１月に私の方から市役所の担当部署の

課長さんにメールをしたが、返信はない。それから去年の８月と１０月にこのタウンミー

ティングでも市長にお願いしたが、結局、６月から今まで１ミリも進んでいない。 

 今日、市長にお願いしたいのは、このあと、何をすれば市として推進していただけるの

かをお伺いしたい。それから駐輪に関して、私有地と公共地にまたがって駐輪する。これ

は法律あるいは条例で許可されているのかということを確認したい。 

◎ 市長回答 ◎ 

まず最後の方のご質問にお答えします。私有地・民有地と公共用地、道路等ということに

なると思いますが、そこにまたがって駐輪するということを市が認めているのかということ

につきましては、基本的には民有地のみにお停めいただくことについては市としてはとやか

く言う筋合いはありませんが、道路上に一部はみ出して停めている状況であれば、それは全

て自転車を民有地の中にお収めいただくということになりますので、特に認めているとは考

えておりません。 

それからＳさんからいただいた３点につきましては、度々ご質問いただきご回答申し上げ

ている通りで、改善が見られないということでございますが、市としてはご回答させていた

だいている対応を講じています。まだ効果性が見えていないということであるかと思います

ので、駐輪等につきましてはまたできるだけ店舗等にも働きかけをして、別に駐輪する場所

をきちんと確保いただくことを促すなり、お店を利用される方が違法に駐輪されないように、

お店からもお客さんに対しての周知広報をしていただくようにさらに対応を強化してまいり

たいと考えております。 

たばこにつきましては、以前お答えしましたように、南口については国の健康増進法の改

正、それから東京都の受動喫煙防止条例の制定に伴って、原則、受動喫煙をできないかたち

を取るということは既に申し上げてきたとおりでございまして、これまで周辺の方々と協議

をして、トイレ側の灰皿等につきましては撤去させていただき、今、道路を挟んで飲食店の
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前の不動産屋さんにあるもののみ残して、そちらにつきましてはパーテーションで仕切ると

いうことを年度内に行う予定にしております。 

今後、喫煙場所につきましては、そのパーテーションで仕切ったところ以外は原則、喫煙

されては困りますので、そこについてはおタバコを吸っていらっしゃる方がいればより指導

を強化して、その場所で吸っていただくようにお願いしていくということに努めていきたい

と考えておりますし、合わせて飲食等で発生したごみにつきましては、そこらに置いていか

れるというのはこれまた困りますので、お持ち帰りいただくように指導を繰り返しお願いし

ていくしかないかと考えております。 

 

◎ 地域安全課より ◎ 

放置自転車対策としましてはこれまで、巡回員による指導や、路面ステッカーによる注意

喚起、放置自転車クリーンキャンペーン等を行い、対策を講じてきました。また、周辺店舗

に対しても、駐輪自転車の整理や市営駐輪場の活用等を呼び掛けているところでございます。 

今後も引き続き、放置自転車対策として近隣への呼びかけ等行ってまいります。 

南口でのたむろ等につきましては、「東村山市久米川駅周辺安全安心まちづくり検討会」

にて検討を行っております。近隣住民や商店会と協力しながら環境の改善に当たってまいり

ます。 

 

◎ 環境・住宅課より ◎ 

久米川南口駅前に設置していた喫煙所については１か所は廃止し、平成３１年３月１５日

にパーテーションで区画された喫煙所を設置しました。また、指定喫煙所以外で喫煙が多い

と指摘があり、摩耗して分かりにくくなった路上喫煙等防止推進地区路面シートの点検及び

貼付を３月にも実施いたしました。今後も引き続き喫煙者のマナーアップ向上を図っていき

たいと考えておりますので、ご理解ご協力のほどお願いいたします。 

 

 

【久米川駅南口喫煙場所】 
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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 

 

◆地域型保育施設卒園後の通い先について       （萩山町 T さん） 

現在、久米川駅前の小規模保育施設に通う３歳児がいる。小規模保育は０～２歳児クラ

スまでなので次の保育園を探す活動をしている最中だったが、先週の土曜日に市役所から

通知がきて、申込みで第９希望まで書いていたが全て落選した。通知書によると３歳児ク

ラスで空いている保育園は島忠近くの久米川町の保育園と、八国山のある多摩湖町の保育

園と、秋水園の近くの保育園だけで、現実的には萩山町からは通わせられない距離。幸い、

近くの幼稚園で空きがゼロだったが、相談したら「大変だからどうぞ」ということで４月

から入園できる運びにはなったけれども、幼稚園というのは保育園とは違って、性質上、

行事とか長期休みがたくさんあるので、計算したら年間で平日３０日ほど預かってもらえ

ない日がある。そういう日は夫婦のどちらかが仕事を休まないといけない状況で、今、と

ても困っている。 

 あと、金銭的な問題だが、来年度、幼児教育・保育が無償化になるが、預かり保育も含

めた幼稚園の補助額が毎月３７,０００円の補助で、無償化と言っているが３７,０００円の

補助だけじゃ毎月足りない。幼稚園の授業料＋朝と夕方の預かり保育料、あと給食費とか

維持費とか冷暖房費等で毎月５万円以上かかって、補助金を差し引いても毎月１万円以上

の出費がある。また、これから４月からの入園が決まったら、入園料に１０万円と、制服

代とか教材費等を合わせて２０万円ぐらいかかってしまうが、これらには一切補助がない

状況。経済的にかなり負担がかかると思う。これが今の現状だが、要望としては、市は以

前から市内の保育園は足りているような言い方をしていたと思うが、市全体の一くくりの

数字ではないかと思う。空きがあっても現実的には距離的に通えないところばかり言われ

て、それはないのではないか。空きがあっても現実には地理的には通えない保育園がある

んだということを、まず市長さんに知っていただきたい。 

 あと、我々は共働きなので市役所から保育認定をいただいたが、保育認定をもらったの

に保育園に入れないというのはどうかと思うので、私の世代では難しいかもしれないが、

ぜひ近隣の保育園に入れる保証をこれからも考えていただきたい。保育園の先生方の話だ

と、ここ２、３年で０～２歳児の小規模保育を卒園した３歳児が次の保育園が見つからな

いケースがすごく出ているということを多く聞くと言われた。来年度、第二保育園と第六

保育園が民営化されるが、民営化後も元の保育園を残しておいた方がいいのではないかと

感じている。先ほど市長も学童保育を空き教室でこれから増やしていくとおっしゃってい

たが、この子たちが小学校に入った後も、学童保育にちゃんと入れるかどうかというのも

非常に心配なところ。市長さんの前向きなお答えをいただけたらと思う。 

◎ 市長回答 ◎ 

３歳児で、次のところで保育園が全て落ちてしまったということで非常にお困りだという

ことでございます。 

今、おっしゃっておられたように、実は平成３０年４月１日のいわゆる保育所の待機児童
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数は、国の定めた定義に基づいていうと当初は５人ということでございました。ただ、個々

のケースとしては、当然、今おっしゃられたように、空きがあっても実際には通えない等と

いうことから辞退をされるケースは、今の厚生労働省のカウントの仕方だと残念ながら待機

児童にならないのです。要するに、自治体の中に空いている保育園があって、そこについて

は「どうでしょうか」とお勧めしても「行かない」というのは、あくまでも自己都合という

ことになってしまって、それは国の基準ですので、実態としてはそうでない部分があるのは、

我々は充分承知しているつもりです。 

ただ、一方で保育園によっては、４、５歳児で定員割れを起こしている園が出ているのも

事実でございまして、この辺のマッチングが非常に難しいところがありますが、今、市とし

てはどうしても費用的な問題もあって、フルスペックの０～５歳までお預かりする、いわゆ

る認可保育園の設置につきましてはしばらく見送っているというような状況で、これまでの

間、待機児が非常に集中していた０・１・２歳児を何とか救済するということで、地域型保

育所につきましてはこの間、設置をかなり進めてきたわけです。それでだいぶ待機児童の解

消に努めてきた部分があるのですが、今おっしゃられるように、３歳児以上につきましては、

今度はその受け入れ先、やはり場所によっては入れないという現象が起きています。ここに

つきましてどのようにしていくかというのは我々としても大きな課題ですし、一方で、今、

市内の幼稚園は毎年１００人ぐらいずつ園児の数が減ってきています。これは少子化とあと

はどうしても保育園希望の保護者の方が非常に増えてきているということで、幼稚園の方も

今度は逆にお子さんがいなくて経営的にかなり厳しい状況があって、やはり幼稚園も非常に

大切な社会資源なので、そこのマッチングをどうしていくかということがあろうかと思いま

す。 

今、市でお願いしているのは、受け皿としての幼稚園を何とか預かりや三期休業の休みも

保育して、ほぼ認可園並みの保育時間・保育日数を確保していただくようにお願いをし、そ

うしていただけるところにつきましては一定の補助金をお出しするということで、園によっ

てはかなり進んでいるところもありますし、そうでないところもあるというのが実態だと考

えております。 

あと問題は、保護者の方の費用負担の問題はおっしゃられている通りで、保育園にはない

例えば入園料だとか、月々の保育料の他に様々な負担が生じてくるので、このギャップをど

う埋めていくかというのは、現状、幼稚園にお子さんを預けている保護者の方から毎回もの

すごい不満が出ていて、やはり同じ子どもで幼稚園と保育園によって親御さんが負担する費

用がかなり違うということがございます。先ほどもお話ありましたように、今年１０月から

消費税増税に併せて国は幼児教育・保育の無償化をするということで、保育園につきまして

は３～５歳のお子さんは実質ほぼ無償になると思いますが、幼稚園につきましては今おっし

ゃったような金額になるので、園によってはやはりどうしても足が出てしまうのと、あと給

食費の取り扱いが、保育園につきましては現状、ほぼ無償になっているのですが、幼稚園の

給食費につきましては公の補 9 助というのが今ないので、これが無償化によってどうなるの

かというのがまだ明確に国の方から方針が定められていないという現状がございます。 

よってたつ基盤は違いますが、幼児教育と保育の無償化に向けて国の方向性を見ながら、

保護者の方の負担につきましては、できるだけ保育所・幼稚園、あるいは無認可園等々で差

があまりにも生じないように少しずつでも是正をしていきたいというふうには考えていて、
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それについてどうするかという具体策につきましては我々もまだ明確には方針を出し切れて

いません。そこは実際の状況を見ながらしていきたいと考えております。 

今年の４月につきましては、無償化のことと、昨年、数字上は待機児が５人ということで、

昨年に比べると保育園の入所申し込み者数が申し込み時点で昨年を２００名以上、上回って

いるので、今年の４月１日時点では相当数の待機児童が出るであろうと思っています。我々

としてもここまで申し込み数が増えるというのは予想をしていなかった部分があって、４月

１日に開園するという保育所はありません。先ほどお話にありました、第二保育園と第六保

育園の民営化で少し定員数が増えるというぐらいです。あと、今回の申し込み数が非常に多

いので、やはり何らかの策を講じなければならないということで、小規模保育園ですけれど

も、４月１日には間に合いませんが、何とか５月頃に開設できるように、事業者さんと今、

協議をしているところでございます。 

いろいろな課題・問題があって、それについて迅速な対応ができていないことにつきまし

ては本当にお詫び申し上げたいと思いますが、国の方向性がようやく法案の提出をする閣議

決定がつい数日前に行われたばかりで、詳細につきましてはまだ我々のところには全く何も

きていないという状況があって、まずその保育認定の問題からして、我々、受付の対応から

これまでのやり方からかなり変わってしまうので、まずはその辺、遺漏のないようにしてい

かなければならないというふうに考えているのと、あと、全体的に言うと社会資源として、

あり方は違いますが幼稚園が非常に園児がどんどん減っていて、保育園は造れども造れども

足りないというこのミスマッチは、やはりこのまま全体を考えていくと放置するのは非常に

もったいないので、そこのマッチングをうまくできるような市独自の補助制度なり対応を少

し考えて、小規模から幼稚園に入ったとしてもそれほどの負担増なく、円滑に認可保育園並

みのサービスが受けられるような体制を取るというのが、今ある地域資源を有効に活用し、

子どもたちの安全で健やかな保育を実施する手立てではないかと。そういう考え方に基づい

て、今後、まずは今年１０月までの間に整備できるところは整備をしていきたいと考えてお

ります。 

このようなことで大変ご迷惑をおかけしておりますが、スピード感を持って、子どもたち

が安心して保育できるような環境の充実のためにがんばっていきたいと考えておりますので、

何卒ご理解をいただければと思っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園は長期休みが３０日ほどあるということで、我々が休まなければいけない

ということだったが、調べると一時保育という事業が市内で数ヵ所の保育園がやっ

ていて、近くだと久米川保育園が一時保育ということで、今、幼稚園が休みの時は

そこを考えているが、問い合わせてみたところ、預かり時間が朝の８時３０分から

夕方の５時までということで、我々はフルタイムで働いているので、いくら近くに

職場があったとしても朝と夕方に時間給なり休暇を取らないとそういうところも

預けられないという状態。費用も１回２,５００円で３０日預けたとしたら８万円弱

になるので、そういう面でも負担がかかるということは知っていただきたい。ちょ

っと一時保育を延長できないかと感じている。       （萩山町 T さん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

今の状況ですと待機児童、あるいは保育園ではなくて幼稚園に行くとか、保育園・幼稚園

以外のいわゆる認可外のところに行かれる方が、相当数出るというふうに思っています。 

先ほどから申し上げているように、幼稚園について言いますと、一定程度、無償化の対象

にはなるのですが、認可外になると一定程度の補助は出ますけれども保育園ほどの手厚さが

ないので、このバランスをどう考えていくかというのが我々としては大きな課題になってい

ます。それらも含めて、繰り返しになりますが、一時保育の延長等も含めて、今年の状況で

取り得る手立て・方策をできるだけ早く講じられるように取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 

◎ 子ども政策課より ◎ 

当市の小規模保育事業につきましては、事業者に対し、継続して卒園後の３歳児の受け入

れ確保等を担う連携施設の確保を求めるとともに、平成３１年度からは、小規模保育事業等

を実施する施設の連携施設となっている民間保育所等に対し、当該施設からの卒園児の受け

入れ児童数に応じた支援を行う等、３歳児以降の受け皿の確保に努めております。 

また、幼稚園等における卒園後の３歳児の受け入れに関しましても、国や都の補助金等を

活用し、保育所と同水準の預かり保育が行えるよう支援を行っております。 

なお、平成３１年５月頃の開設を目途に準備を進めてまいりました小規模保育事業につき

ましては、現在、６月中・下旬の開設を予定しており、なるべく早くご利用いただけるよう

調整を行っている段階です。 

今後も引き続き、保育需要と供給体制のバランスを考慮しながら、待機児童対策の推進に

努めてまいります。 

幼児教育・保育の無償化施策につきましては、国の施策に基づき実施することが基本の考

えとされており、現在、国の施策に加えて実施する都の新たな無償化施策が少しずつ明らか

になってきている段階です。当市におきましても、現在、国や都の動向を注視しながら、当

市の無償化施策をどのように実施していくかについて検討を進めております。 

 

◎ 子ども育成課より ◎ 

国都から平成３１年４月の待機児童の定義が示されていないため、現時点で待機児童数の

見通しをお示しすることは差し控えさせていただきます。なお、二次選考終了時点で入所に

至らなかった児童数としては、昨年比で１１８名の増となっております。また、平成３１年

５月頃の開所を予定しておりました小規模保育施設につきましては、開所予定日が６月中下

旬予定に変更となりました。具体的な開所日につきましては、詳細が決まり次第、ホームペ

ージや市報にてお知らせさせていただきます。 

幼稚園の入園料補助につきましては、平成３１年度より７,０００円から１０,０００円とな

り、補助額が増額となっております。 

一時保育につきましては、幼児教育・保育の無償化の具体的な方針が決定次第、手立て・

方策を検討していきたいと考えております。 
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◆空き家対策について                （美住町 Y さん） 

私は東村山市に１６年前に引っ越してきて、良い印象を受けている。スーパーがたくさ

んあって、物価が安い等、良いことがいろいろある。２年前に自治会長をやらせていただ

き、自治会の人の意見をいろいろ取り上げていったところ、例えば美住町は狭い道路にも

関わらず大型車が多く通るので非常に危険だという意見があって、警察の交通課にお願い

に行ったところ、２か月後には見に来ていただいて看板を立てていただいたということ

で、言うと通じるところだというふうにも思っている。市の方にも「通学する児童が多い

ところなので、歩きたばこやポイ捨てを止めてもらいたい。そういうポスターを作っても

らえないか。」と話をしたところ、対応していただき、貼っていただいて非常に効果が出

ている。いろいろ相談すれば「良いところかな」という印象を持っている。 

 今の困りごとだが、美住町の一角に４６世帯ある自治会で会長をしているが、かなり前

から空き家問題が３つほどあって、それに対してなかなか所持者に転売とかいろいろな手

を打ってもらえず、現在、相当壊れている家も多い。去年の台風でも大きなトタンが飛ん

で落っこちてきて非常に危険であったり、ネズミとかいろいろな害獣がたくさんいて、そ

ういうものの棲家になってしまったり、衛生的な意味でも早く手を打っていただかないと

どうにもならない。一時、浮浪者が住み着いたこともあったそうで、今は解消しているが、

そういうような不安がある。今後、市としてどのような対応をしていただけるか。 

◎ 市長回答 ◎ 

空き家問題について、ご質問・ご意見をいただきました。具体的な場所につきましては、

後ほどお聞きさせていただければと思っております。 

ご案内の通り、人口減少・高齢化に伴って、全国で空き家が社会問題化して、国でも空き

家については重く見て特別措置法という法律を作って、あまりにも管理不行き届きで危険な

状況のものにつきましては、最終的には持ち主に替わって地方自治体等が取り壊しの代執行

ができるというような法整備がされています。 

東村山市も平成２６年度から市役所に環境・住宅課という部署を設けまして、一応こちら

で空き家問題等のご相談をさせていただいております。市内で目視ですけれども戸建て住宅

に調査をかけて、今、市内に約４００～５００ぐらいの空き家が確認されています。ただ、

これも定期的に調査をしているわけではないので、売られてしまってその後人が住んでいる

場合もあれば、例えばいらっしゃった高齢の方が入院されたりして空き家になってしまった

り、結構、動きが激しいので、もしかすると数が増減している可能性はあります。その中で、

いわゆる法律でいう特定空き家、このまま放置していると危険だと言われるような状況の空

き家というのが、市内全域で４、５軒確認をされているところでございます。東村山市の場

合は、高齢世帯ですとか高齢者のお独り暮らしのお宅の比率が高いので、今後、ある時期を

超えると一気に急激に増えてしまうのではないかということで、我々行政としても危機感を

持っているところでございます。 

まず１つは、空き家問題ということを市民の皆さまに知っていただくことで、どこのお宅

でも空き家の当事者になる可能性があるということをご理解いただくために、まずは空き家

問題の未然予防ということで、少しずつですが各自治会や老人会等の総会や集まりがある時
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に出前でお邪魔してお話させていただくというようなことを、今、させていただいてきて、

まずは持ち主の方がお元気なうちに、もし自分が入院されたり施設に入所されたりした後、

お子さんが別のところにお住まいであった場合にはどうするのかということを、ご家族で決

めておいていただきたいという呼びかけをしています。 

それからもう１つは、もう既に空き家になってしまっていて持ち主がわかるお宅につきま

しては、今、お話があったような管理不全で危険な状況であったり、あるいは草がぼうぼう

であったり、庭木が繁茂してしまっているとか、あるいはねずみや虫等の害獣・害虫が発生

して近隣から苦情が寄せられているようなケースにつきましては、我々の方で持ち主の方が

特定できる場合につきましては、きちんと管理をやってもらいたい旨のお願いを市役所から

もさせていただいています。大部分の持ち主の方は、市役所から「近隣の方がこういうこと

でお困りなっています」というお話をすると対応してくださるのですが、中には自分が持ち

主だという自覚のない方も結構いらっしゃるのです。そういう場合はなかなか対応していた

だけないのと、あと、なかなか持ち主が特定できない。相続がかなり前に行われて受け継が

れたであろう方を探しても、どこに住んでいらっしゃるのか、生きているのか亡くなってい

るのかも確認できないようなお宅も散見されるようになってきています。これらにつきまし

ては、我々も非常に対応に苦慮しているというような状況です。 

市の対応としては、１つはあまりにも危険な状態であれば空き家の特別措置法に基づいて

特定空き家の認定をして、一定の法的な段階がありまして、勧告とか持ち主の方の氏名を公

表、最終的に代執行で取り壊すというようなことも視野にいれながら対応しているところで

ございます。ただ、代執行はもう最終手段でありますし、取り壊す費用は最終的には持ち主

の方に請求することになるのですが、持ち主の方が支払ってくれる保証があまりない場合が

多いので、税金で個人のお宅を取り壊すということにつきましてはいかがなものか、という

議論も一方であります。ただ、危険な状況をいつまでも放置しておくわけにはいかないとい

うことで、昨年の台風の時には、これは持ち主の方が把握されていたのですが、東村山駅の

西口のバス通りに面した元々お店だったところの屋根が一部崩壊して、こちらにつきまして

は持ち主の方に「危険な状況である」ということをかなりお話して、持ち主の方に進んで取

り壊しをしていただいて、今、更地の状態になっています。ですので、個々のケースによっ

て、今、Ｙさんの地域で問題になっている空き家につきましては状況を聞かせていただいて、

もしかすると所管の方も既に把握しているかもしれませんので、どういう手立てが講じられ

るか、一緒に相談をさせていただきながら対応してまいりたいと考えているところでござい

ます。できれば適正に管理をしていただく、あるいは先ほども申し上げたように、ご家族等

がお住まいにならないのであれば、市としては売却をしていただいて次の方にお住まいいた

だくということが望ましいので、空き家のまま放置をするのではなくて、何らかの利活用を

促進していきたいと考えております。 

ちょうど明日、市民センターで当市が空き家の総合相談窓口をお願いしているミサワホー

ムさんが空き家対策セミナーを開催することになっています。東村山市では、東京都の空き

家対策の窓口を代行していたミサワホームさんと、所沢に本部がありますＮＰＯ法人空家・

空地管理センターに相談窓口を設けておりますので、場合によっては市役所だけではなくて

そういう専門の窓口の方にもご相談いただいて、一緒に対応を考えていただければと考えて

おります。 
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◎ 市長回答 ◎ 

大変、失礼いたしました。私は個々の案件につきましては承知しておりませんので、担当

所管に確認をして、担当所管の方から何らかのレスポンスをさせるようにしたいと思います。 

 

◎ 環境・住宅課より ◎ 

平成３１年２月１８日にお電話により、対象の物件について情報交換をさせていただきま

した。 

空き家問題は案件毎に事情が異なるため、対応は様々です。したがいまして、地域の皆さ

まと市が一緒になって個別の事案について考えることにより、取り組み方も検討できるもの

と思いますので、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

◆空き家対策について（その２）           （美住町 M さん） 

空き家の対策が問題になっているのは十分に理解できるが、例えば新年度の予算措置に

そういうものがいくらか反映されているのか。あるいは国の特別措置法は別として、市で

特別の条例を設けるようなことを検討されているのか、想定されているのか。それらにつ

いて深くご説明をお聞きしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

新規事業として空き家についての予算というのは、来年度予算の中には特段措置はしてお

りません。市で空き家関連の予算というのは、東村山市空家等対策協議会というのを開催し

ているので、それに関連する費用だとか、あるいは空き家問題等の広報活動をするためのパ

ンフレットを作ったり、そういった通常の費用につきましては計上していると思います。そ

こまで細かい予算書を今日は持ってきていないので、すみませんが、少なくとも取り壊しの

代執行をするというようなことでの予算措置はしておりません。通常の業務範囲の中での予

算を計上しているということであります。 

空き家についての条例につきましては、特別措置法ができる前にはいくつかの自治体で空

き家条例を設置していまして、この周辺ですと所沢市が非常に早く空き家条例を作られて、

要するに適正に管理をしていない場合は持ち主の方の氏名等を公表するということで空き家

の適正管理を促すという趣旨の条例を作ったところでございます。ただ、現状でもう法整備

がされてしまっているので、市としては今の段階で特段、市独自で条例を作るということに

つきましては今のところは考えておりません。今、空き家問題につきましては、あくまでも

現在、空き家が３棟ある。私は今年と去年の会長だが、その前の人たちも３～５

年前から同じようなことを市に対して投げかけている。ところがレスポンスが何も

ないと聞いている。進捗を知りたいので、半年に１回、あるいは１年に１回でも返

していただいて、報告があると次の役員や自治会に話しやすい。何もないでは良く

ない。                         （美住町 Y さん） 
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法に基づいて先ほど申し上げたような方針を立てて、計画を作ってそれに則って予防として

の広報活動。それからできるだけ空き家について利活用を促す相談窓口の設置だとか、それ

からあとどうしても管理不全で危険な状態の場合につきましては勧告・命令、そして最終的

には代執行という対応を取るということで、今の段階では法制上は法律ができたおかげで、

条例に基づいて執行しなくても法に基づいて十分対応はできると考えております。 

 

◎ 環境・住宅課より ◎ 

市では平成３０年３月に「東村山市空家等対策計画」を策定し、３つの基本方針に基づき、

空き家対策を推進しております。また、平成３０年度は、基本方針１「誰もが当事者意識を

持ち、みんなで支えあいながら住みよい環境を築く」に注力しており、多様な相談に対応で

きる総合的な相談体制を構築すべく、平成２９年１１月には、専門家団体と協定を締結して

相談窓口を開設し、さらに、平成３０年６月には、民間事業者と協定を締結し、維持管理、

相続など、空き家に関する所有者の様々なお悩みをワンストップで相談できる窓口を開設し

ております。 

 

 

～ 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 

 

◆地域の公害対策について              （美住町 O さん） 

昨年９月にご近所でクレゾールの原液を撒かれて、私とお隣の方が寝込んでしまった。

そのお家というのが道に面していて、犬とか猫が大嫌いで、犬がその通り道におしっこを

されるのが嫌だからと言って、今までもクレゾールの原液を何回か撒いてきたらしい。私

は引っ越して２年ちょっとなので知らなかったが、警察も呼んで２日間に亘って来てもら

って、「これは下手したら傷害罪になる」というぐらい具合が悪くなってしまった。その道

は学童が毎日通る道。アレルギーとかを持っている子どもだと、クレゾールが原因でおか

しくなる。ましてや今、病院ではあまり良くないということで、クレゾールを使わないよ

うになっている。その方もわかっていなくてやっていらっしゃると思うが、そういうのを

どうしたら良いかということで環境・住宅課に行った時に「前にもそういう問題があった

時にご近所で揉めて、苦情を言った方か撒いた方かどっちかわからないが、引っ越した。」

と言われた。具合の悪くなった方が引っ越しするか、撒いた方が引っ越しするか、という

いう問題なのかと思って、これを一体どこに言ったら良いのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

市役所の窓口としては、いわゆる悪臭等の健康被害、公害系ということになると、やはり

環境・住宅課の環境対策係にお申し出いただくしかないのですけれども、本当に健康被害が

生じているということであれば、市役所というよりも保健所とかの対応になるかと思います。 

家の中ではないところにかなり臭いの強い薬剤を散布されるというのは常識的には考えに

くいので、できればそういうことのないようにしていただくことが望ましいのですけれども、



- 26 - 

第１２４回タウンミーティング 

市役所として何か取り締まるというような権限としては特段ないと今、お話を聞いて思いま

したので、所管が「引っ越すしかない」というような捉え方をされるような言い方をしたと

したら、恐らく過去にそういう事案があったということをお話しただけだとは思うのですが、

ちょっと誤解を招く表現で、そこは申し訳なかったと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

繰り返しになりますが、市役所でいうと窓口としてはやはり環境・住宅課の環境対策係に

ご相談をいただいて、今後、もし必要があれば市報等何らかの媒体を使って、むやみにクレ

ゾール等を原液のまま屋外で散布するということについては充分お気を付けいただくように

注意喚起をする必要があるかと思います。 

 

◎ 環境・住宅課より ◎ 

クレゾールの原液を近隣の方に撒かれ体調を崩したという話を１２月３日に情報提供と

して伺った経過があります。窓口でお話を伺った時に事例紹介的に伝えたことで誤解を招い

てしまったことは、大変申し訳ありませんでした。今後、窓口対応については誤解を招く表

現をしないよう気をつけてまいります。 

 

 

私はそうは思っていない。ただ、そういう問題があってどちらかが引っ越された

と聞いた。私は引っ越そうとかそういうのはないが、市報で「こういうものの散布

をする時は注意をしてください」とか、その方も決して悪気があってやっているの

ではなくて、犬とか猫が嫌いだから犬や猫が通らないように知らなくて家の周りに

撒いているのだと思う。ただ、角のお家なので、そこは学童の子たちが毎朝通る。

すごい臭いが何日間もずっとしていたので、そういうことをどこかで教えてあげる

ことができないか。                   （美住町 O さん） 
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【市長まとめ】 

 

本日は私のお答えが長すぎたようで、皆さまに満足いただけるだけのご質問・ご指摘をい

ただけなくて、申し訳ございませんでした。 

実は今日が平成最後のタウンミーティングということでした。議会の開催月はお休みをさ

せていただいているのと、４月はご案内のとおりいろいろとあるものですからお休みという

ことで、今回、平成最後ということになりますが、来年度も諸事情が許せば継続させていた

だくつもりでございますので、いつからどういうかたちでやるのか、まだ事務局とは打ち合

わせておりませんけれども、ぜひまたご参加をいただいて、ご指摘・ご意見・ご要望をいた

だければと考えております。 

本日は長時間お付き合いをいただきまして、ありがとうございました。 
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