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第１４６回タウンミーティング 

○開催内容 

令和４年１月２２日（土）午前１０時、萩山公民館において、「タウンミーティング」を開催いた

しました。２６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、２４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 中部エリア（久米川町・本町・恩多町） 

●申込み 申し込みが必要です。市報や市ホームページ等を確認のうえ、お申込みく

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４年４月２３日（土） 久米川ふれあいセンター 午前１０時～正午 

萩山町 １７人 

諏訪町 ２人 

その他市内 ４人 

市外 １人 

合計 ２４人 

２０代以下 １人 

３０代 １人 

４０代 ２人 

５０代 ４人 

６０代 ５人 

７０代 ７人 

８０代以上 ４人 

合計 ２４人 
男性 １８人 

女性 ６人 

合計 ２４人 
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第１４６回タウンミーティング 

タウンミーティング記録（概要） 

会場での発言内容は発言要旨を記録し、個人名は伏せさせていただきました。 

 

【市長あいさつ】 

 

皆さま、おはようございます。東村山市長の渡部尚でございます。 

日頃、市民の皆さまには市政推進にご理解とご協力をいただくとともに、コロナ禍という

ことで日々市民の皆さまご自身で感染防止対策にご尽力、ご努力いただいておりますことに

心から感謝と御礼を申し上げたいと思います。今年に入りまして、本日が初めてのタウンミ

ーティングになります。通算で１４６回ということですが、コロナ禍が発生して以降、緊急

事態宣言等が出された時には残念ながら中止とさせていただいた月もございまして、昨年は

ほとんどできなかったというような状況でございます。 

今年も年が明けてご案内の通り感染急拡大ということなので、本日もどうしようか担当の

所管等ともいろいろ協議をしましたが、今のところまだ都内では緊急事態宣言ではなく２１

日からまん延防止重点措置が発令をされたということなので、このようなかたちでちょっと

寒いですが窓を多少開けて換気に十分気をつけながら開催をさせていただくことといたしま

した。本日はこうした時節柄にも関わらず、非常に多くの方にご参加いただきましたことに、

心から感謝を申し上げたいと思っております。限られた時間ですので、簡潔にお答えできる

ように努めてまいりますが、皆さまのほうもできれば簡潔にご意見をお寄せいただければと

考えております。 

ざっくりと当市の今のコロナの感染状況と、ワクチンの接種状況だけ私のほうからお伝え

をさせていただきたいと思っております。昨日も東京都の発表で、東村山市では４０人の新

規感染者が確認をされております。１１月はわずか１名、１２月が４名でございましたが、

１月になってから東村山市で感染確認された方が昨日時点で２８８名という状況でございま

す。私どもが伺っているところでは、１歳児からご高齢の方まで世代関係なくということで、

特に今回のオミクロン株は、結構、小・中学校の児童生徒の感染も顕著だというように伺っ

ているところでございます。当市では現在、累計では２,４１１名の感染が確認をされている

というような状況で、特に年明けから急激に感染が拡大して、現時点では軽症と判断される

と東京都のほうでは基本的には自宅療養ということなので、自宅にいらっしゃる方が相当数

いらっしゃるというように聞いております。ただ、保健所からはどこにどういう方が自宅療

養されているのかということにつきましてはお聞きをいたしておりませんので、正確には私

どものほうは把握しておりません。 

当面の生活物資につきましては東京都のほうから支給されることになっているのですが、

東京都全体で非常に感染が拡大中ということなので、自宅療養されている方のところに食料

だとか日用品がなかなか届かないということで、当市では昨年の第５波の時から、お電話を

いただければ３日分のレトルト食品やトイレットペーパー等の日用品をお届けするサービス

をさせていただいておりまして、こちらのオーダーが非常に急増しているというような状況

でございますので、皆さまも引き続き感染にお気をつけいただければと思っております。 
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第１４６回タウンミーティング 

昨年は１、２回目のワクチン接種をお受けいただいた方がほとんどだと思います。当市で

は接種対象者の約８６％の方に、すでに接種を受けていただいているところでございます。

３回目の接種につきましては、当市では１月８日から、初回接種から７ヶ月経過した方から

順次、接種券をお送りさせていただいて、接種をしているというような状況で、皆さまがた

のところにも、概ね２回目の接種が終わって７ヶ月程度を経過した時点で接種券をお送りで

きるのではないかと考えておりますので、もうしばらくお待ちをいただければと考えており

ます。国のほうからはできるだけ前倒しするようにということで、最短では６ヶ月で接種し

ても良いと言われておりますので、今後のワクチンの供給とこちらの接種体制がうまく構築

できれば、できるだけ多くの方に早めに接種いただいて、ワクチンの力も借りながら、当市

における感染拡大を何とか封じこめていければと考えているところでございますので、何卒

ご理解いただければと思います。 

もし、コロナ関係でまた何かご質問があれば、後ほどお受けしたいと思いますが、以上の

ような状況でございます。これが絶対というのはございませんが、マスクの着用とソーシャ

ルディスタンスの確保、それから大人数、長時間の会食の自粛等々、これまで以上に十分ご

注意いただいて、繰り返しになりますけれども、ぜひ市民の皆さまお一人お一人、徹底のお

願いを申し上げて、冒頭私からのごあいさつに代えさせていただきたいと思います。本日は

どうぞよろしくお願いいたします。 
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第１４６回タウンミーティング 

 

【会場でのご意見】 

 

～ まちの価値の向上 ～ について 

 

◆多摩湖自転車道の整備を              （萩山町 K さん） 

江戸街道と多摩湖自転車道の交差点に信号がありまして、その信号から実務学校のほう

に降りていく階段があります。その階段を下りて一番下がったところの私道との境目が急

な斜面になっていて、以前２名の方が滑って倒れて怪我をしたことがありました。病院に

行くほどではなかったようですが、私もやっぱり滑ったことがありまして、階段から下に

降りて地面が斜めになっていますと、雪が降った時とかに転倒して頭を打ったり、大きな

災害に関連してくることですので、多摩湖自転車道は都の土地ではありますが、市のほう

から住民の安全の確保というかたちでお願いしていただいて、何とか対策できればと思い

ます。工事の内容としては、階段を２つぐらいつくったら私道との境目が平らになるので、

事故等を防げるのかなと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

多摩湖自転車道から皆さまのお宅のほうに入ってくる下り坂で、今、一部階段が設置され

ているところもありますが、さらにその下がまだ緩い傾斜がついているので、そこの改善を

して欲しいという趣旨だと受け止めさせていただきました。 

今、お話がありましたように、東京都の用地になりますので、市で直接何らかの工事をす

るということはできないという状況でございます。直接、皆さまのほうから水道局のほうに

言っていただくということももちろんなのですが、状況によっては「市民の方がお困りなの

で改善して欲しい」ということを、市のほうから東京都のほうにお願いすることは可能だと

考えておりますので、ちょっと現場を確認させていただいて、できれば自治会の総意として

「何とかして欲しい」というようなかたちでご意見いただければ、また連携しながら都のほ

うに要請活動はさせていただきたいと考えております。 

 

◎ 道路河川課より ◎ 

東京都管理地であることを確認し、東京都に安全対策を行っていただけるように要望内容

を伝えました。 
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第１４６回タウンミーティング 

◆JR 武蔵野線の新駅を               （萩山町 T さん） 

萩山町はちょうど武蔵野線が通っていて、以前、新久米川駅構想というような話もあっ

たかと思うんですけれども、今、市として新久米川駅構想とか、あるいは新久米川駅を考

えるにあたっての良い点・悪い点、メリット・デメリットはどのようにお考えか。 

◎ 市長回答 ◎ 

JR 武蔵野線の新小平駅と新秋津駅の間というのが武蔵野線の中でもかなり長いので、以前

から中間地となる辺りで、特に久米川駅周辺でかつて西武鉄道が所有していた土地があって、

そこに新駅を誘致できないかというお話はもう何十年も前からございます。地元市が要望し

て設置することは可能なのですが、その場合、請願駅という言い方をしておりますけれども、

基本的には全額地元市負担になります。 

今からもう３０年近く前ですけれども、きちんとした調査会社に依頼して、当時、西武鉄

道さんがお持ちだった用地を市が取得して新駅を設置した場合、どれぐらいお金がかかるの

かというようなシミュレーションをしたことがありまして、請願駅の場合、基本的には地元

自治体の負担になるので、当時バブル時代ということもありましたけれども、用地費や建設

費込みで約１００億円ちょっとかかるという計算があって、断念をしたという経過がござい

ます。その後、候補地になっていた用地については売却されてしまって、今はマンションが

建っているというような状況になるので、今すぐ久米川駅周辺に新駅をつくっていくという

のは、かなりハードルが高いというようには考えています。 

ただ、当市では２０年おきにハード整備の基本計画をつくっているのですが、昨年度、策

定いたしました『都市計画マスタープラン』の中では、一応、武蔵野線の新駅につきまして

も、今後、可能性の検討はしていこうというようには記載をさせていただいております。場

所は久米川駅周辺というように特定をしておりませんが、新小平駅と新秋津駅のちょうど中

間点というのは久米川駅よりもう少し北のほうになりまして、場所的にいうと市のスポーツ

センターの近く辺りがちょうど中間点になると聞いています。あるいは、これも全く可能性

の話としてお聞きをいただきたいと思うのですが、萩山町でも武蔵野線が通っていまして、

市が取得をしました今萩山まるやま保育園になっている用地の下、それから萩山の民設公園

のところも実は武蔵野線が通っていますので、可能性としては萩山エリアにつくるというよ

うなこともないわけではないかと思います。ただ、一番難しいのは、久米川駅の周辺という

のがもう用地がほとんどないので、もし検討するということになると、そこが一番ネックに

なるかと考えております。 

いずれにしましても、現状では残念ながら計画はございません。ただ、可能性の余地は残

しているということですので、今後、いろいろ調査をしながら、市の今後の発展等を考えら

れれば検討していく余地はあるかと、このように考えているところでございます。 

 

◎ 都市計画・住宅課より ◎ 

現在、新久米川駅の具体的な計画はありませんが、令和３年３月に策定した、第２次東村山

市都市計画マスタープランの分野別まちづくりの方針の道路・交通網整備の方針では、JR 武

蔵野線の将来的な新駅設置の可能性について検討していくとしております。
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◆私道を市道に                   （諏訪町 S さん） 

諏訪町は昔からの住宅がたくさんあって、曲がりくねっている道路やトラックが１台通

ればもうすれ違いができないような狭い路地がいっぱいあったり、非常に複雑な格好にな

っているんです。また、畑の区画が狭いところに分譲住宅を何棟か建てたりして、家に入

るための共有地になっている引き込みの道路が非常に多いんです。最近、リフォーム等の

工事車両を共有地である私道のほうに皆さん停めるんですが、そういう私道を公道に変え

られるものなのか。それとも舗装して車を停めてもいいよというふうにできるのか。そこ

ら辺をご検討いただきたいと思っています。 

◎ 市長回答 ◎ 

いわゆる私道についてのご質問だというように受け止めさせていただきました。私道につ

きましては一定の要件を満たせば、市のほうにご寄付いただいて、公道にすることは可能で

す。ただ、道路幅が最低でも４ｍなければならないとか、私道の場合、分筆されてなくて敷

地の一部になっているケースも多々ありまして、位置指定は取っているけれども分筆されて

いないというような道路の場合は、市としては受け取りできません。 

それから公道の場合は、一部の方が利用するということではないので、基本的には公道か

ら公道に抜けられる間の私道につきましては、市としていただいて公道化するというかたち

にしているところでございます。 

昭和の時代に開発されたエリアにつきましては、開発業者によってはその辺が適切に行わ

れていなくて、現状では道路になっているにも関わらず、敷地と道路が分筆されていないと

ころがあったり、あるいは道路幅も測ってみると４ｍなくて３.８とか３.９とかで境界が明確

になっていないというようなところが結構あるのも事実であります。 

また、持ち主の住民の方の全員のご同意がないと譲地ができないのですけれども、もし、

「どうしてもここは公道にしたい」ということで、その持ち主の方の全員の同意があって、

公道から公道に抜けて４ｍの幅があるとなれば受けることは十分できますので、その場合は

市の道路河川課のほうにお問い合わせをいただければというように思います。 

あと、要件的に市のほうに譲地はできないけれども、舗装等を行いたいという場合につき

ましては、市のほうで補助金を出す制度はあります。ただ、なかなか予算が厳しくて、何年

もお待たせしているケースがありますが、こちらも同じ道路河川課のほうにお問い合わせい

ただいてというように考えます。 

私道の場合は、基本的には持ち主の方の個人財産の扱いになりますので、舗装する場合も

持ち主の方の全員のご同意がないとできないことになっています。その辺をご理解いただけ

ればと思います。 

それから工事施工者等が、私道に路上駐車をするケースがあるということだと思うのです

が、基本的には私道だからといって勝手に路上駐車をしていいわけではないというように理

解をしておりますけれども、駐車の取り締まりにつきましては市役所の管轄ではないので、

あまりにも目に余るケースがあれば警察のほうにご相談いただくしかないかなと、そのよう

に思っているところでございますので、ぜひご理解をお願いしたいと考えております。 
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◆萩山公園周辺地の活用について           （萩山町 M さん） 

お茶の水大学の畑の跡地の活用ですけれども、前回のタウンミーティングでその話を聞

き、地元の町会としては非常に関心を持っていて、これから要望をまとめていきたいと思

っています。その中身として今考えているのは、まずは西萩山町会の町会会館として使え

る建物が欲しいなと。我々は萩山通りの向こう側なんですけれども、町会の活動をするの

にここ（萩山公民館）まで来てやらなきゃいけないというような状況で、お年寄りが多い

中でなかなか苦労しているというような状況です。活動としても、防災活動、盆踊り活動

の他に、今、南部包括支援センターと協力して、高齢者の交流とかフレイル予防とか、そ

ういったことにも取り組んでいこうという動きになってきていますので、ますます拠点と

なる場所が欲しいということでございます。 

また、同時にその場所で盆踊りがやれるようにして欲しい。それからその用具も置ける

ようにして欲しい。それから今いろいろ助成金をいただいて、防災用グッズがだいぶ揃っ

てきていて、ざわざわ森にある防災倉庫が手狭になってきているということで、ますます

防災活動ができるようにスペースを確保していただければと思っております。 

その他、理事会の中では、「せっかく作るんだから、堅牢な建物にして、もっともっと

みんなが使えるようにしたい」とか、あるいは「多摩湖自転車道を行き来する人たちのた

めに何かサービスができるお茶を出せるカフェでも作れないものか」等いろいろ考えてい

るところでございます。もう少し詰めましたら、できれば要望書として出したいと思って

いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

旧お茶の水農園の畑の部分、ざわざわ森と四季の森公園の間の用地のことについて、お話

をいただきました。すでに以前から申し上げているように、こちらにつきましてはお茶の水

女子大学から市が取得することを決定いたしておりまして、一応、来年度、正式に契約を取

り結んで、用地については取得をしていく予定にしております。 

ざわざわ森も市の公園ですし、四季の森公園につきましては民設公園で基本的に市のもの

ではないのですが、マンションの管理組合の皆さまのご同意をいただければ、できれば萩山

公園と一体として整備をしていきたいというように考えております。現状すでにざわざわ森

と四季の森公園というのはきちんと整備されて一定のかたちになっているので、その間の柵

等は将来的には取り外して、一体の公園として活用できるようにしていきたいというように

考えています。ただ、旧お茶の水農園の畑の部分を具体的にどのような公園にしていくかと

いうことにつきましては、令和４年度で恐らく地域の皆さま含めて様々な方々から市民参加

方式でいろいろご意見をいただいて、公園の基本的なコンセプトや考え方を取りまとめて、

令和５年度に設計、そして令和６年度に施工工事をして、全体の供用開始になるのは恐らく

令和７年度以降になるのではないかと、このようにおおよそのスケジュールは捉えていると

ころでございます。いろいろご要望があるのは重々わかりますが、基本的には公園用地なの

で、大きな建物を建てるという予定は市のほうでは想定をいたしておりません。 

合わせて今、市が管理しております市立公園が大小合わせて１６９カ所ございますが、こ

ちらにつきましては今年の７月から指定管理者に今後管理を委ねることといたしておりまし
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て、現在、指定管理者、業者の選定作業を行っているというような状況であります。その中

で市内１６９カ所の公園の中で、萩山公園と富士見町にございます南台公園につきましては、

パークＰＦＩという新たな手法を活用して、民間事業者が建物等を設置して、先ほどお話に

あったようなカフェを行う等というような事業ができる公園とさせていただいています。民

間事業者から具体的にどのような提案があるのか、当然、都市計画法上の用途容積の問題も

あるので、何でもできるわけではございません。特に今度の市が取得する旧お茶の水農園の

跡地となると、用途でいうと第一種低層住居専用地域なので、あまりご商売としてはできな

い用地になっておりますし、事務所とかは設置できないことになっておりますので、そうい

う中でどういう事業展開をお考えいただくか。今後、いただいた提案に基づきながら、市と

しては先ほど申し上げましたように全体の公園のあり方につきましては住民参加で今後の萩

山公園のあり方を検討しつつ、指定管理者、パークＰＦＩ事業者とも協議をしながら、具体

的にあの公園をうまく活用して、少しでも市民サービスの向上等や、公共用地を活用してう

まく収益を上げていただいて賑わいを形成するというようなことを検討させていただきたい

というように考えております。 

今はちょっと寒い時節なのでそれほどの人通りはありませんけれども、春先から初夏にか

けて、あるいは秋の季節等は多摩湖自転車道を歩いている方が大勢いらっしゃるので、多摩

湖自転車道に面した萩山公園を有効に活用することによって、東村山市の魅力をさらに向上

することは十分可能ですし、公園として自然を守りながら大勢の方に集っていただくことが

東村山市にとっても萩山町の皆さまにとってもプラスになるのではないかと考えております。

取得後はまた皆さまとも十分協議しながら、公園のデザインをつめていきたい、そのように

考えております。 

 

◆第二保育園跡地の活用を              （萩山町 Y さん） 

前回タウンミーティングで第二保育園の跡地、空いた施設をどう利用するかということ

でご質問したんですけど、その時はまだ検討中というようなご回答でした。その後いろい

ろ状況を見てるんですが、依然としてはっきりしないまま放置されてもう２年経ってい

て、非常に疑問に思っているわけです。先ほど他の方が農地の関係でお話しましたけど、

やっぱり地域に人が集まって楽しく過ごせる場所を設置してほしいと。そういう意味では

第二保育園の跡地がそのまま残ってるので、そこに地域の人が集まっていろいろ楽しめる

施設をつくってもらえればと思うわけです。 

一つの見本として、萩山町の昔スーパーがあったところにデイサービスができまして、

「麻雀に囲碁、将棋とかができますよ」って書いてある看板が出てるんですね。そこには

一般の人は参加できないのは当然であると思いますが、そういうかたちでやはり高齢者の

人たちが自由に集まっていろいろ楽しめる場所。それと、そこに合わせて子供たちが集ま

ってスマホゲームをやるような場所もあれば、監視も兼ねてできるし、そういう雰囲気の

場所があったら良いんじゃないかなと思うんですね。ですから、そういう面で施設をその

まま放置しないで、地域で利用できる、我々高齢者にとって楽しい施設に変われば良いな

と思っております。その辺の施設の関係について、今現在どのような状況になっているか

をお聞きしたいと思っています。お願いします。 



- 9 - 

第１４６回タウンミーティング 

◎ 市長回答 ◎ 

第二保育園の跡地につきましては、以前もお話したかと思いますが、民間企業からあそこ

の用地を活用したいという提案があって、その事業者と協議を重ねてきたのですけれども、

ちょっとコロナで協議が中断をしまして、また昨年、再開していろいろな角度で検討したの

ですが、やはり用途や容積の関係であそこも第一種低層住居専用地域ですので、基本的には

住居系の建物しか建てられないということから、断念をするということになりました。この

ことにつきましては、昨年の１２月定例会で議会にはご報告を申し上げたところでございま

す。 

市としては全所管に活用の考えがないかどうかの確認を取っておりますが、現時点では活

用する予定の所管はどこもありません。少なくとも建物につきましてはかなり老朽化して、

天井も落ちてきたりという危険な状態ですので、市としては危険を除去するという考え方か

ら、一刻も早く建物は撤去をしていきたいというように考えております。ということで、現

時点では市のほうで利用する考えがありませんので、今後、場合によっては用地の売却等も

含めて全体的に検討する必要があるものと考えております。 

 

 

◆萩山町地域の活性化について            （萩山町 T さん） 

萩山駅の北口の開発について、市長さんのご意見をお聞きしたい。渡部市長になってか

ら東村山駅、久米川駅の周辺が非常に良くなりました。大成功だと思うんですね。ところ

が萩山駅は非常に廃れていまして、私は今の土地を買う時に、「ここへ来たら西武線と武

蔵野線がちょうど萩山駅に接合するから良いところになるよ」という話を５０年前に聞い

たんですけどね。先ほどの武蔵野線の駅の新設も兼ねて良いんじゃないかと。それからお

茶の水農園の跡地の利用とかで、市長さんのお力で萩山駅周辺の開発を発展させる余地が

あるんじゃないかと思っています。どうも市長さんもこの辺の出身ということで遠慮して

いるんじゃないかと。東村山とか久米川のほうだけでなく、今度は遠慮しないで、地元で

頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

萩山出身なので、もうちょっと地元のことも頑張って欲しいというご要望をいただきまし

た。全体的なことを申し上げると、こちらに地図がございまして、東村山市というのは大体

東西南北４㎞四方ぐらいの広さで全体的には１７㎢の面積がある中で、西武鉄道の駅が８つ、

それからＪＲ武蔵野線の新秋津駅が１つあって、実は１７㎢というそれほど広くない面積に

駅が９つございます。面積が当市の１.５倍ほどある小平市でも駅の数は７つしかありません

ので、当市は非常に駅の多いまちになりますが、逆にいわゆる中心部と言われるようなとこ

ろがない、ヘソがないというように言われがちです。 

それで、９つある駅の中で久米川駅、東村山駅、それから秋津駅・新秋津駅の３カ所を、

中心核というかたちで位置付けています。これは１日の乗降客数が東村山駅が約４万５,００

０人、久米川駅が約 3 万人、それから新秋津駅は乗り換えの方がものすごく多いということ

もあるのですが、１日８万人ほどの方がご利用になるということで、乗降客数が多いことか
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ら中心核という位置付けをして、何十年もかけて駅前広場の整備等をこれまで行ってきてい

るところでございます。 

現在、大きな事業としましては東村山駅の連続立体交差事業ということで、施行者は東京

都ですが、市でも相当なお金を拠出して、今、府中街道の市役所の脇の踏切をはじめ、踏切

を５つ除却するという事業を展開している状況で、連続立体交差事業に合わせて、東村山駅

周辺の整備を取り組もうとしているところです。 

併せて、久米川駅につきましては連続立体交差事業の対象ではありませんけれども、久米

川駅の北側の踏切が非常に狭くて、南口と北口の広場ができてかなり年月が経つのですが、

あそこは都道なので市としては兼ねてから「踏切が非常に狭い」ということで、東京都に踏

切の拡幅のお願いをしています。ただ、踏切を拡幅するとどうしても駅舎の一部を切り取ら

なければならないということで、結構な大工事になりそうなので、それに併せて老朽化して

いる久米川駅の南口につきましては、今後、一定のリニューアルを検討したいというように

考えております。 

実は今、コロナ禍で駅前の植え込みの辺りは全てフェンスで囲わせていただいております。

これもいろいろ判断を悩んだのですけれども、久米川駅の南口の駅前の植え込みのところは

割と朝早くから数名の方がずっといらっしゃって、あそこで飲食をされたり、なかなか所定

の場所での喫煙をしてくださらなかったりということで、非常に多くの苦情をいただいてき

まして、特定の方だけが占有するようなかたちはちょっと望ましくないと。しかも、コロナ

の感染が拡大している中で、駅前で早朝からお酒を飲んでいるのはいかがなものかという声

が非常に多く寄せられたことから、やむを得ず今のような状況になっておりますが、久米川

駅ではやはり今後も多くの方に駅前に集っていただけるようなかたちを考えていく必要があ

るかと考えています。 

秋津駅・新秋津駅につきましては、まだ全く手つかずの状態になっていて、これから市と

しては考えていかなければならないというような状況です。 

ご質問いただきました萩山駅でございますが、萩山駅につきましては私が市長になった当

時はエレベーター等の設置が大きな課題になっていて、これは何とかできたのですが、現状

で北口の駅前広場の整備とか、それに続く道路の整備につきましては、都市計画はあります

けれども、いつからどういうかたちでやるかという具体的なスケジュールはあがってきてお

りません。 

恐らく北口の都営住宅も昭和５０年代に建てられているものですので、今後こちらにつき

ましても一定の建て替え等の話が都のほうからくる可能性がありますので、それと併せて萩

山駅の北口の整備については考えていく必要があるかと考えております。 

いずれにしましても、萩山町の場合は２丁目も３丁目も大きな道路がないので、私として

は防災上、非常に課題があると認識いたしております。都市計画道路網図によりますと、久

米川駅のさくら通りがちょうど野火止通りのところで止まってしまっているのですが、これ

が本来の計画では萩山駅の北口のところまで入る線引きがされているので、これをいつのタ

イミングでどのように進めていくか。今後、ちゃんとした道路を造っておくことによって、

萩山２丁目、３丁目、４丁目周辺の災害時の防災力を上げるとともに、それと併せてこの都

営住宅等の敷地のことも含めて駅周辺の一定の整備を考えていくことが重要かと考えており

ます。 
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そういう状況で、地元の人間としてはちょっと忸怩たるものがありますが、一応、萩山に

ついて言いますと、すぐに北口の再開発等というのは今のところ行政の日程の中にはござい

ませんが、先ほど申し上げたように今後、萩山公園につきましては一定整備をして、多摩湖

自転車道と合わせて、賑わいが形成できるように努力をしていきたいと考えておりますので、

何卒ご理解いただければと思っております。 

 

◎ 都市計画・住宅課より ◎ 

現在、萩山駅北口の開発について具体的な計画はありませんが、令和３年３月に策定した、

第２次東村山市都市計画マスタープランの地域別まちづくりの方針の土地利用の方針では、

萩山駅周辺では都市計画道路３・４・３号線の整備や共同住宅の建て替え等に合わせ、日常

生活を支える利便施設の集積を促進していくとしております。また、道路・交通網整備の方

針は、３・４・３号線は、地域の防災性の向上や萩山駅へのアクセス性の向上のため、萩山

駅北口の駅前広場と合わせて整備を促進するとしております。 

 

 

～ ひとの活力の向上 ～ について 

 

◆新型コロナウイルス対策について          （萩山町 M さん） 

コロナ対策についてはまず国の方策があって、その後に東京都、その下に市区町村があ

ると思いますが、そういった方策を決定する場合、東京都の方策をそのまま受け継がれて

いるのか、あるいは市独自でそういう方策も新たに市に適したようなものを策定している

のか。もし市独自で策定をしているとしたら、そういうことに対してアドバイスするよう

な専門機関があるのかどうか。それからワクチンを接種する時に私も送迎バスを利用した

り、会場に行くとかなり多くの方が中の整理に当たっているので、そのための費用がかか

ると思うのですが、そういう費用は市独自で負担されているのか、あるいはそういう交付

金の中から立て替えているのか、その辺のことについてご説明をお願いしたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

コロナ関係につきましては、当然、国のほうでコロナの特別措置法に基づいて緊急事態宣

言を発令したり、それに基づいて都道府県が飲食店等に対して自粛の要請やイベントの自粛

を求めたりというようなことがあります。ただ、これもそれほど細かく出ているわけではあ

りませんので、例えば昨日、まん延防止重点措置が出されまして、当市は現在、公民館も含

めて公共施設を閉館してはおりませんが、入室の人数につきましては定員の半分ということ

でお願いさせていただいております。こうした細かなことは市のほうで独自に判断をして、

決めさせていただいているというような状況です。 

それからもう一つ申し上げますと、東京都の場合、２３区はそれぞれの区で保健所を設置

しておりますが、保健所法の要件で多摩地域で保健所を自前で設置しているのは人口が４０

万人以上いる八王子市と町田市のみで、この東村山を含めて多摩北部圏域というのは、多摩
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小平保健所が保健行政を管轄しております。こちらから情報をいただいたりして、市として

どのような対処をするかというようなことを決めさせていただく場合もあるので、内部で特

段、医師や何かに直接アドバイスを受けるということはしておりませんが、我々としては保

健所とよく連携をしながら、市としての対応を判断しているというようにご理解いただける

と良いかと思います。 

それからワクチン接種の関係で申し上げますと、１回目から現在行われている３回目の接

種も含めて、これまで全ての自治体において行われている接種につきましては全て国費で、

国から財源が出されるということになっています。ただ今後、新型コロナウイルスもインフ

ルエンザのような状況になる可能性があると言われておりますけれども、一定程度コロナが

終息した暁には全額分を公費でワクチン接種が行われるのかどうかということにつきまして

は、ちょっとわかりません。現在のインフルエンザについて言えば自費負担が当然あります

ので、伝染病とか感染症の法的な位置付けによってその辺はまた変わってくるかと考えてお

ります。現状では今、申し上げたように全額公費で、財源は全て国から出ているということ

です。 

バスにつきましても一応、国からの補助の要綱に基づいて行わせていただいておりますの

で、基本的には原資は全て国のほうからいただいて行わせていただいているものとご理解い

ただければと思います。 

 

◎ 健康増進課より ◎ 

東村山市では「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及び「東村山市新型インフルエン

ザ等対策本部条例」に基づき、「新型インフルエンザ等に係る対策本部」を設置しています。

また、新型コロナウイルス感染症の対策に関する市の方針は、国・都の方針、情報提供を参

考に対策本部にて審議し、決定しております。 

 

 

◆講座開催時の障がい者対応について         （萩山町 T さん） 

去年１２月に東京都と市が開催したスマートフォンの体験会に参加して、私は目が悪い

ので「音声で教えてください」と言ったら、その講師の方は「わかりません」と。十何人

いる中で、私だけが何もできないでそこにいたんですけども、携帯電話のお店でも教えて

くれないし、私たちに教える場所がないんです。市のほうでデジタル化を推進するなら、

その専用部署をつくってほしいと思っています。よろしくお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

昨年行ったスマートフォンの体験教室のお話だと思います。視覚障がい者の方に丁寧にご

説明ができる講師がいなかったというご指摘だというように受け止めました。そこはぜひ改

善を図っていきたいと考えております。T さんからは今、デジタル化で、特にスマートフォ

ンはデジタル化の一つの大きなツール、要になっている現状で、「障害の種別に関係なくデジ

タル化の恩恵を被れるようにしなさい」といつもご指摘いただいていることは、私どもとし

ても十分重く受け止めさせていただいているところでございます。 
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本当はそういうこともあって、いわゆるデジタルデバイドと言われやすい、まだスマート

フォンをいじったこともないような方に対してスマホ教室を開催したところなのですが、か

えってそうした視覚障がい者の方への適切な対応ができなかったということは、今、初めて

お聞きしましたので、今後スマホ教室を行う場合につきましては、各ベンダーさんにちゃん

とそういうことを指導できる講師を派遣していただくようにお願いしたいと考えております。 

専門部署を、ということでございましたけれども、一応、障害の部署として障害支援課も

ありますし、情報については情報政策課という部署がありますので、今後、視覚障がい者や

手が不自由な方、あるいは聴覚に障害のある方等々含めて、障がい者あるいはご高齢の方へ

のデジタル化の普及促進というのをどのように図って、取り残されないようにしていくかと

いうことにつきましては、両課を中心としながら庁内全体で推進ができる体制を構築してま

いりたいと、そのように考えております。 

 

◎ 障害支援課より ◎ 

東京都デジタルサービス局が開催した「スマートフォン体験会」において、適切な配慮が

提供されなかったことに対して、障害支援課から「東京都障害者への理解促進及び差別解消

の推進に関する条例」を担当する東京都福祉保健局を通じて、本件に対する連絡のほか、高

齢期の障害のある方が有意義に体験できるよう、お願いをしております。 

障害の有無に関わらず、デジタル技術の恩恵を等しく享受できるためにも、各サービスの

提供者が率先して対応していくことが重要と考えており、国・都や民間事業者に対して、継

続して配慮や指導お願いをしてまいります。 

また、市内のヘルパー派遣事業所に所属するガイドヘルパーさんのデジタルに関する知識

の醸成に資する講習を令和３年度に実施したところですが、令和４年度以降も検討してまい

ります。 
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～ くらしの質の向上 ～ について 

 

◆都営に設置された防災倉庫の維持について      （萩山町 I さん） 

今、私たちが普段使っている防災倉庫が都営萩山町三丁目アパートの集会所に３棟建っ

ております。それは本当に貴重なもので、それがあることで防災に対してもすごく整理整

頓できていまして、本当に助かっています。ところが、都営から何年も前から「エレベー

ターをつくる」という話がきていまして、それに伴い、これは許可なく建っているという

ことで、とりあえず「それを撤去しないと駄目だ」と言われています。確かに東京都の場

所ですから私たちがいけないのかもしれませんけれども、昔から建っていて、今言ったよ

うに貴重なものですので、東村山市および市長の立場から「これは日々の町民の生活に必

要なものなんだ」ということをアピールしていただきたい。もっと言えば、倉庫がなくて

も十分エレベーターの設置はできるんじゃないかと思うんです。ですから、その辺のとこ

ろを市の方のサイドから現場を見てもらって、改めて東村山市として東京都のほうに話し

てもらえればありがたいので、よろしくお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

伊豆殿公園のことですよね。 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

集会所のところに置いてあるのも駄目だし、公園も駄目ということですか。 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

申し訳ございませんが市は集会所のほうは絡んでいないのですけれども、おっしゃられる

ように伊豆殿公園は東京都から市が借りて、市が管理している公園になるので、市が許可し

た設置分を東京都が地べたの持ち主だからといって勝手に「撤去しろ」という話はちょっと

違うと思います。というか、現時点でエレベーター設置のために、例えば「あの公園敷地に

工事の資材を置くので、ちょっと一時的に市に貸している公園についてはこういうかたちに

します」というようなことは、今のところ東京都から市のほうにはまだ何もお話いただいて

おりません。少なくとも公園の部分につきましては、恐らくエレベーターの設置工事をする

のに一時的に資材を置く場所を確保したいということかと推測できますので、その場合「ど

うしてもここの敷地を開けてくれ」と言えば、公園のどこか違うところに移設をしていただ

伊豆殿公園もそうだし、その手前に萩３都営の集会所があって、そこに３つある

んです。あの公園のほうも盆踊りにも使っていて、好評で良いんですよ。ただ、あ

れも置いてあるのはもう駄目だって言うんですよ。      （萩山町 I さん） 

今言ったように、エレベーターを建てるから駄目だと。何故駄目なんだろうかと。

堅苦しく「無許可だ」と言われるとそれまで。でも、公園のほうは私たち市のほう

に正式に許可をもらっていますので、と思うんですけどね。  （萩山町 I さん） 
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くとか、何か方法があるのかと思いますので、そこはちょっと確認させていただければと思

います。 

 

 

◆動物の放し飼いについて              （萩山町 T さん） 

このコロナ禍、東村山市に２年間ずっと住んでいて、環境が良いと感じています。緑が

多いことや、普通だったら狭山のほうとかに行かなきゃ見られないようなコサギ・マガモ・

アオサギとか、関西のほうでは見られないオナガとか、そういった鳥が見られて、私はバ

ードウォッチングが趣味になったんですね。ただ、それで去年から気になるようになった

のが、その環境の良さと住民のモラルなんです。環境省とかいろいろなところに相談した

りしたんですけれども、猫の放し飼いとか犬の首輪のリードを外したまま散歩をしている

人とか、そういったのが野鳥を捕まえたり、そこにいる動物をもてあそんで殺してしまっ

たり、そういったことを結構見るんですね。そういったことについて、いろいろな施設と

か動物愛護団体とかにも相談したら、結構そういったモラルのない飼い方をしている方は

高齢者に多いと言われたんですね。多分そういったことを知らないから、猫を放し飼いに

したりして近所の人たちに迷惑をかける、そういったことをするんじゃないかっていう話

だったんですね。それが動物愛護施設とかで引き取り手がないとか、野良になってしまっ

たとか、そういったことが結構多くて問題になっているようなんですけれども、渡部市長

個人は猫の放し飼い等についてどう思われているのかをお聞きしたいです。あと環境省等

に電話して「どうして猫の放し飼いをやめさせることが法律にできないのか」と聞いたら

「それは各区市町村に任せているので、自分たちには権限がない」と言われたんですね。

日本全国どこを見てもそういった法律とか決まりがないので、「きっちりと猫は中で飼って

ください。もしも猫や犬がそのまま外に出て行ってしまったら、何か罰則がありますよ」

といったものを決められたらと思っています。東村山市が最初になってもいいんじゃない

かなって思っております。 

◎ 市長回答 ◎ 

動物の放し飼いについて、ということだと受け止めさせていただきました。 

個人としてどのように考えるかということですが、私個人として猫は飼ったことがなくて、

犬は飼ったことがあったのですが、もう５０年も前の話ですけれども、実は放し飼いにした

ら犬が帰ってこなかったという苦い経験を持っておりますので、基本的には飼う以上は飼い

主の責任において、やはり放し飼いにすることはやめていただきたいというようには思うと

ころでございます。 

現状、犬につきましては市町村で野犬の対応とかあるので、恐らく狂犬病法等の対応から、

放し飼いにすることについては飼い主の方も心理的にやはり相当ハードルが高いというか、

その辺は一定わきまえていただいていると思うのですが、猫について言いますと、かつてか

ら日本は割と家猫でも放し飼いにして自由に家の外と内を行き来するようなかたちの飼い方

が非常にオーソドックスな飼い方になっておりますので、それをきちんと家の中だけでお飼

いいただくということにつきましては、相当、啓発活動をしていかないと難しいような気が
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しております。そこを今後、市町村としてどこまで飼い主の方に求めていくのか、現実とし

て犬については狂犬病の予防接種の関係等の事務があるので、市でどこのお宅で犬を飼って

いらっしゃるのかというのは一定把握ができるのですが、猫については基本的にどこのお宅

で猫を飼っていらっしゃるのかというのは我々全く把握ができておりませんので、その辺か

ら考えていく必要もあるかと思っております。 

それから最近は野良猫化してしまった猫を餌付けして、地域全体で育てて飼育するという

地域猫活動を一生懸命取り組んでいる方々もいらっしゃいます。そういう地域猫が野鳥等に

どういう影響を及ぼしているのかというのは私も全くわかっておりませんが、動物愛護とい

う観点からすると猫も生命を持っていますので、地域の方がきちんと飼育管理をしていただ

けるということであれば、一定のルールのもとで地域猫を増やさないように、妊娠防止等の

手術等については市も一定の補助金を出させていただいています。地域猫の場合も、個人で

餌をやっていただくのは良いんですけれども、近隣の方とトラブルにならないようにしてい

ただくということで、一定のルールのもとで適切に行っていただくようにお願いをしている

というような状況でございます。 

ですので、家猫で飼っていらっしゃる方に対してのマナーやルールの徹底につきましては、

引き続きどういうかたちで啓発を行っていくのが有効なのか検討しながら、他の野生動物に

被害を及ぼさないようなかたちでお飼いいただくようにお願いをしてまいりたいと、このよ

うに考えております。 

 

◎ 環境保全課より ◎ 

外飼い（猫の放し飼い）は、感染症など猫自身に危険が及ぶ場合があることや、外で妊娠

し、望まない繁殖が起こる場合があることなどから、近年、飼い猫は室内で飼育することが

一般的となっており、市ホームページでもその旨お願いしています。しかしながら、それで

も飼い猫を外飼いをされる方はいらっしゃいますが、ペットは、あくまでも飼い主の責任の

下で飼育されるものでありますので、基本的には飼い主が適切に管理する義務があるものと

認識しています。また、猫については、地域に住み着いている飼い主のいない猫との判別も

難しい状況です。 

飼い主のいない猫については、ボランティアの方による地域猫活動により、これ以上増え

ないように不妊・去勢手術を施したうえで、地域で生を全うできるよう支援しております。

しかしながら、地域猫活動は餌やりトイレの管理など、あくまでも飼い主のいない猫が地域

で生活するための手助けをしているに留まりますので、野鳥など他の動物を捕獲することな

ど、野生動物としての行動については責任を負うことが難しい状況です。 

 

◎ 健康増進課より ◎ 

犬のノーリードの件につきましては、東京都の条例（動物愛護および管理に関する条例）

の定めにより、犬を制御できる者が犬を鎖、綱等で確実に保持することが義務付けられてい

ます。 

犬の飼い方の件につきましては、年１回犬の飼い主の方へ送付しております、狂犬病予防

注射勧奨の通知にマナー向上に関するお願い文を追加する等を行い、周知、啓発を行ってい

ます。 
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◆気候変動対策について               （美住町 Y さん） 

市長に市の気候変動対策について、ご意見を伺いたいと思っています。今、大規模台風

や夏の酷暑、気候変動の影響を皆さん肌で感じるようになっていると思います。気候変動

という言葉も、最近では危機感をもって、気候危機とか気候崩壊という言葉に変わってい

ます。人間が安全に暮らしていくためには、あと８年余りですけれども２０３０年までに

ＣＯ２を今よりも半減する必要があります。そのためには、ＣＯ２の大きな排出元である

電気を化石燃料由来のものから再生可能エネルギー由来のものに早急に切り替える必要

があると思っています。例えば、家庭から排出されるＣＯ２、これは約半分が電気由来の

ものになっています。ですから、市の市役所の市庁舎ですとか、公民館ですとか、市の施

設全体で使われている電気由来のＣＯ２というのもかなりの量になるのではないかなと

いうふうに思っています。以上を踏まえて、ちょっと具体的な要望をお伝えします。 

まず、市の環境基本計画というものがあると思うんですが、こちらのＣＯ２の削減目標

値が現状３７％で、国の目標値よりも低いものになっています。恐らく今後見直すと思う

んですけれども、見直す際には国の目標値と同じにするのではなく、パリ協定で１.５℃目

標というのがみんなの目標として決まっていますので、１.５℃の目標に整合するのに必要

な目標値を設定してもらいたいというふうに思っています。例えば自治体によっては国よ

りも高い目標値を設定しているところもあって、長野県ではＣＯ２の削減目標値を６０％

というかなり高い目標値を設定しています。 

２番目に、気候変動を止めて安全に暮らせるまちを残すために、市内の公共施設や学校、

公民館などの電気を１００％再生可能エネルギーに切り替えをしていただきたい。こちら

も例えば横浜市では全ての小・中学校の屋上に太陽光パネルを設置して、その電気で１０

０％電力を賄うというような事例もすでに出てきていますので、ぜひ東村山市でも同じよ

うな施策をしていただきたいと思っています。 

最後になりますけれども、この気候変動の問題というのは解決するのに数年しかもう残

されていない問題で、一度、温度の上昇が一定の温度を超えてしまうと、ドミノ倒しのよ

うに危機が連鎖的に起こってしまって、その時点でのＣＯ２排出をゼロにしたとしても、

温暖化を止められなくなってしまうというふうにも言われています。極めて今その状況に

近づきつつあるというふうにも言われています。 

私には今１歳と５歳の子どもがいるんですけれども、その子どもたちが将来、気候変動

の影響で、もう安全に暮らせなくなってしまうんじゃないかというふうに本当に心配して

います。今のままいくと、子どもたちだけではなくて私たち大人ももう安全に暮らせなく

なってしまう可能性も十分にあると思っています。ですから、市の気候変動対策について、

積極的に進めてもらえるように検討をお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

昨年度末に策定をいたしました当市の環境基本計画につきましては、ご指摘の通り当時ま

だ温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律）の改正がされておりませんでしたので、２

０５０年度のカーボンニュートラルのことについてはそこまでの記載がございませんでした。 

市としましては、昨年５月に改正温対法が成立したことを踏まえて、今年度の後半から気
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候変動対策を含めて、今エネルギービジョンというものを策定しております。これは最終的

には２０５０年のカーボンニュートラルを明記して、２０３０年の目標についてどこまでど

のようにするかというのはこれから議論するという状況でありますので、高めに設定すると

いうのは重要なことではあるのですが、あまりにも実現の可能性が低いと市民の方が逆に「そ

んなの無理だよね」という話になりかねないところもあって、そこが非常に難しいところだ

というように考えております。 

当市の場合は、今いろいろお話ありましたようにいわゆる住宅都市で、温室効果ガスを排

出しているのはほとんどが市民の方の住宅がメインという都市構造になっておりますので、

いかに市民の方に省エネをしていただき、逆にエネルギーにつきましては再エネを活用して

いただく方向にライフスタイルを変えていただくか、というのがポイントになります。です

ので、これから具体的にメニューをどうつくっていくかということになりますが、今も太陽

光や省エネ機器の設置につきましては一定の補助金を出させていただいておりますけれども、

特にそういったライフスタイルの変容を促すような施策、例えば電気そのものを再エネ由来

の電気を購入する場合に一定の補助金を出す等、これからいろいろなことを考えていく必要

があるのかなというように考えております。 

それから公共施設の１００％再エネ化も、当然メニューとして考えなければならないし、

あるいは我々が使っている公用車と言われている市の車につきましても、できるだけガソリ

ン車ではなく電気自動車等にして、その電気もできれば再エネから作った電気で充電をする

というようなことを考えなければならないと考えています。 

これらをやっていかなければ、人類の存亡に関わるということは重々承知していますが、

一方でこれらを行っていくには非常にお金がかかるのも事実でありますので、環境への負荷

を下げるとともにどのように経済性を確保していくかというのも大きな課題であります。ご

案内と思いますが、ＳＤＧｓでは環境も経済も社会もというようなことがございますので、

それらの好循環を上手く生み出せるような仕組みを市民の皆さまとも考えていく必要がある

かと。市民の皆さま自身がそれぞれのご家庭で太陽光等を活用して電気を生み出して、ご自

身で使っていただくとともに、例えば余剰電力があればそれを市内で売電して、他の太陽光

を設置できない方に買っていただくとか、そういうエネルギーと経済の循環を東村山の中で

生み出していくというようなことをこれから考えていく必要があると考えています。 

ご指摘の通り、あまり悠長にも構えていられないので、私どもとしては先ほど申し上げた

エネルギービジョンにつきまして今年基礎調査をやって、来年度策定を進めて、令和５年度

から実施をしていきたいというように考えておりますので、市としてもできるだけ温室効果

ガスの削減に向けて取り組んでいきたいと考えております。そしてやはり市民の皆さまにい

かにご協力をいただいていけるかということを重点に考えながら、実現可能な施策を展開し

ていきたいと考えております。 

 

◎ 環境保全課より ◎ 

令和２年１０月、政府により、２０５０年カーボンニュートラル実現を目指すことが宣言

され、令和３年５月には、２０５０年カーボンニュートラル実現について明文化された改正

温対法が成立しました。市が策定した「第３次環境基本計画」については、当時、計画策定

の最終段階にあったため、政府目標である温室効果ガス排出量の実質ゼロについて計画目標
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として反映できていない状況にありますが、国際社会全体の課題である気候変動対策に対し、

市としても具体的な取り組みを進め、地域社会の一員としての責任を果たしていくため、脱

炭素に向けたロードマップとなる「東村市エネルギービジョン」の策定を現在進めていると

ころです。 

計画策定においては、二酸化炭素排出量削減目標が意欲的なものとなるよう検討してまい

りますが、計画自体の実行性を高め、着実に進捗を図っていく必要があることから、政府目

標を踏まえた実現可能性のあるものとする必要があると考えます。 

具体的な取り組みの中では、特に市の率先行動が重要と捉えており、市公共施設における

省エネを進めるとともに、ご指摘いただいた太陽光などの再生可能エネルギーを最大限に導

入し、温室効果ガス排出量削減を進めてまいりたいと考えております。 

 

 

◆交通安全対策について               （萩山町 K さん） 

自宅の近くにある割と危ない横断歩道というのがずいぶん前から問題になっていて、自

治会のほうからも「何とかして欲しい」と要望が出ているところがあるんですが、そこの

横断歩道についているカーブミラーが昨年の１１月ぐらいに交通事故でポッキリと折れ

て、その後しばらくカーブミラーがない状態だったんですけど、そのカーブミラーが結構

大事だったので、道路河川課にメールで「できれば大きめのを付けてください」と連絡し

たんですね。それで「市では標準的に６０センチのタイプのカーブミラーをつけています

が、住民の方から要望があったので、もう１つ大きい８０サイズだったら対応可能なので

そちらを付けるように工事を進めます」という話だったんですが、よくよく聞いてみると、

元々そこについていたカーブミラーは８０センチのものがだったらしいんです。なので

「今回８０に変えますけど、見た目的には何も変わりません」と。それで「もし私が何も

言わなかったら、６０センチの標準のものが付けられていたということですか」と聞いた

ら「はいそうです」という感じだったんです。「同じようなことが起きて、またカーブミ

ラーが折られちゃった場合は、誰かがそれを指摘しない限りは小さい６０のやつを付けら

れてしまうことになるんですか」と聞いたら、「はいそうです」という話だったんです。 

こういったことはカーブミラーの問題に限らず、「何かちょっとおかしい」というよう

なことっていろいろあると思うんです。そういったことに対してどうしていったら良い

か、その辺も含めてちょっとお話いただけたらと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

もしかすると、市のほうでは設置している箇所にどの大きさのものが設置されているのか

ということを、十分に把握していないのかもしれません。ですので、標準は６０で、要望い

ただく度に８０に付け替えるというようなことをしているのかもしれません。ちょっと私も

詳細はわからないので、そこは確認させていただきたいと思います。 

何らかの台帳はあるはずなので、そこに大きさも記載をして、壊れた場合でも基本的には

一度８０を付けたものは市民の方から言われなくても８０を設置できるよう、職員が代わっ

てもそれが引き継がれるような仕組みを考えておかないとまずいかなと、今、お話を聞いて
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いて思いました。 

恐らく他にもこういうことはいろいろあるのだろうと思います。すぐには思いつきません

が、お話いただいたカーブミラーの件につきましては危険状況に応じて一回り大きめのやつ

が付いているということなので、大きめなところが壊れた場合は住民の方から言われなくて

も引き続き同じ大きさのものが設置できるように、対策を考えていきたいと考えております。

ありがとうございました。 

 

◎ 道路河川課より ◎ 

現在、市で新設するカーブミラーは直径６００ミリを使用することを基本とし、箇所ごと

に大きさを含めて必要性を検討し、設置しております。ご意見をいただいたカーブミラーに

ついては、歩道上に支柱を建てて設置されていますが、直径８００ミリのカーブミラーは、

支柱を太くする必要があり、また道路標識が近接するなどしているため、通行になるべく支

障が少ないよう、直径６００ミリのものに交換することを検討しておりました。その段階で

直径８００ミリの必要性についてご意見をいただきましたので、従前通りの大きさで設置す

るよう調整いたしました。 

カーブミラーの更新の際には、その都度、道路の状況等により判断してまいります。 

 

 

◆市境をまたぐ地域コミュニティの形成について    （萩山町 S さん） 

萩山駅の南口の前に萩山団地というのがあるのですが、江戸街道を境に東村山市と小平

市に別れているんです。これがいろいろ私がやるにあたって問題になっているんですが、

団地は８号棟まであって、８号棟と７号棟のみが東村山市に属していて、あとは小平のほ

うなんですね。萩山団地というのは高齢社会で、私どもは何とか団地の人たちと「おはよ

うございます」ぐらい言い合えるところにしていきたいと思っております。それで『萩山

友の会』という老人会みたいなのを作って、今それなりにやっているんですが、入ってい

る人たちが少ないんですね。というのは、この江戸街道というのが非常にネックになって

いて、例えば老人会を作るにあたっても市老連のほうから助成金が出るんですが、募集を

するにしても２棟しかありませんから、３０人集めるのも容易じゃなかったんですね。こ

れはもう市長さんに言ったってしょうがないことですが、こういう地域というのはいっぱ

いあると思うんです。この辺のところをどうお考えかということと、小平市と相談して、

何か緩和できるものが一つでもあったらしていただきたいなと思いますので、そういう感

じでよろしくお願いしたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

今、ご指摘ありましたように萩山団地につきましては２棟だけ東村山市で、あと残り大多

数の住民の方は小平市のほうにお住まいです。自治会は萩山団地として１つになっていると

いうことは承知をいたしております。以前は駅前の広場で自治会主催の盆踊り大会なども行

われて、いつも私も小平の市長さんと一緒にお招きいただいて、参加させていただいていた

ということがあります。 
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どうしても２市にまたがっていると、やはり自治会の運営だとか、小平市と東村山市では

それぞれ微妙に違いがあったり、補助金の出し方が違っていたり、老人クラブの問題もある

ので、そこはこれからどのように変えるか、ちょっと今すぐに即断はできないのですが、恐

らく萩山団地だけではなくて、いろいろなところでそういう問題はあるかと思います。 

私は膝を痛めてしまって今は行っていないんですけれども、中央公園で毎朝ラジオ体操を

やっているグループの方がいらっしゃるんですが、あれもメインは東村山市の方なのですけ

れども、位置的にあそこも小平市の方とか東大和市の方もいらっしゃって、一応会員にはな

っていらっしゃいます。 

ただ、老人クラブの場合は市老連のほうで、恐らく東村山市民でないと補助金が出ない等、

そういう規定がいろいろあるのだと思います。小平のほうの萩山団地の老人クラブがどうい

うかたちになっているか私は承知しておりませんけれども、市外の方だからといって会員に

なってはいけないという話にはならないので、『萩山友の会』に入りたいという方がいらっし

ゃれば、それはぜひお受けいただいてよろしいのではないかと思います。現状の制度だとそ

の方の分の補助金は出ないということで、そこはちょっと課題として検討させていただきた

いと考えております。 

 

◎ 健康増進課より ◎ 

老人クラブは、地域のつながりの中で活動していることから、以前から、市外在住であっ

ても、活動の趣旨に賛同し参加したいというかたがあれば、会員として一緒に活動していた

だいています。 

ただし、国庫補助金を活用しており、複数の自治体による同一会員の二重申請を避けるた

め、住所要件の緩和は難しく、補助金の申請時には、東村山市に住所を有するかたのみを補

助対象会員として申請いただいています。（小平市でも、萩山団地ではありませんが、他市と

隣接する地域では同様に案内していると聞いています） 

今後も、会員の加入促進を含め、活動の活性化を図っていただけるよう、市老連と連携を

図り、老人クラブの支援を継続してまいります。 
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【市長まとめ】 

 

本日は私の答弁が長かったせいか、挙手された全員の方のご意見を承ることができなくて

大変申し訳ございませんが、一応お時間ということなので、これで終了させていただきたい

と思います。もしどうしてもご意見をということであれば、市長への手紙あるいはＥメール

といった手立てもございまして、いつも「ちゃんと市長は読んでいるのか」というようなご

指摘もいただきますが、一応いただいたお手紙やメール等につきましては全て目を通させて

はいただいています。それはご承知おきいただければと思いますので、ぜひそちらのほうで

いただくか、あるいは次回以降またご参加いただいて、ご意見いただければと思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

本日はいろいろな課題等についてご意見いただきました。これらにつきましてもまた持ち

帰らせていただいて、できるだけ行政に反映できるように努めてまいりたいと考えておりま

すので、繰り返しになりますが、引き続き皆さまには感染防止を徹底いただいて、元気にお

過ごしいただきますようお願いして、私からの最後のご挨拶に代えたいと思います。 

本日は大変ありがとうございました。 
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