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第１２５回タウンミーティング 

○開催内容 

令和元年６月１５日（土）午後１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。３０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、２７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１０月１２日（土）  久米川ふれあいセンター  午前１０時～正午  

萩山町 １９人 

栄町 ３人 

廻田町 ３人 

諏訪町 １人 

未回答 １人 

合計 ２７人 

２０代以下 １人 

３０代 ０人 

４０代 ４人 

５０代 ３人 

６０代 ７人 

７０代 ８人 

８０代以上 ３人 

未回答 １人 

合計 ２７人 
男性 １８人 

女性 ８人 

未回答 １人 

合計 ２７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】 

 

こんにちは。本日は大変足元の悪い中にも関わらず、このように多くの市民の皆さまにご

参加いただきまして、第１２５回目となります市民の皆さまと私の対話集会を開催できます

ことを、心から感謝申し上げたいと思います。 

今年４月に市長・市議会議員の選挙が行われまして、改選後、タウンミーティングをさせ

ていただくのが今回が初めてということで、また、年号が令和に改まっても初めてというこ

とになります。私が住んでいるのが萩山町なので、久々の地元開催ということでございます。 

今回の選挙で４期目をスタートさせていただいたところでございますが、振り返ってみま

すと１２年前には国の三位一体改革という国と地方の税財政改革が行われて、極めて厳しい

財政状況にあったわけでございますが、何とか財政のほうも、今、立て直しをさせていただ

いて、いろいろな事業を推進させていただいているところでございます。 

今、日本全国で人口減少が進んで、残念ながら東村山市も平成２４年度から人口減少傾向

が続いているというような状況でございます。 

市では１０年ごとに大きな計画を立てて毎年の予算編成等をし、事業を推進しているとこ

ろでございまして、現在の第４次総合計画があと１年、来年度で終了するというところにき

ておりまして、次なる第５次総合計画の策定を現在、進めているところでございます。こう

したタウンミーティングで皆さまからいただいた生のご意見も、ぜひ第５次総合計画等にも

反映できるものは反映をさせていただいて、より良いまちづくりを進めさせていただければ

と考えておりますので、今日は限られた時間でございますけれども、忌憚のないご意見をい

ただいて、今日この場でお答えできることについては私も真摯に答えさせていただき、また、

すぐにできることはなかなか少ないのですけれども、これまでもいただいたご意見の７割ぐ

らいは何らかのかたちで実現をさせていただいておりますので、すぐにできないことも持ち

帰らせていただいて、いずれは解決に結び付けていきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

また、司会を務めていただきます T さん、今日はよろしくお願いいたします。それでは皆

さま、よろしくお願いいたします。 
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【会場でのご意見】 

 

～ みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち～ について 

 

◆食品ロスと食品リサイクルについて         （萩山町 M さん） 

食品リサイクルボックスのお願いをしたい。近くのスーパーにも回収ボックスのような

ものがあって、それは回収するだけでリサイクルにはなっていないが、東村山市はごみの

リサイクル率が全国７位、ごみ排出量も全国１０位ということで、さらに地球に優しい東

村山をつくっていただけるように、市内でのごみの削減と食品リサイクルの制度をお願い

したい。例えば家庭で使わない缶や乾物等の食品があった場合、東村山の公民館とか図書

館、憩いの家等の人がいる場所で人の目のつくところに持ち込んで、それを明記して、い

らない方がいる方に渡す。それを担っていただく方が公民館の方とか図書館の方に見てい

ただくことになると思うが、市内で欲しい方にリサイクルすることでごみの削減につなが

るのではないか。例えば文京区でやっているらしいが、消費期限が３ヶ月以上あることを

条件に持ってきて、欲しい方がそこから３つまで持って行く。３つというのも、それ以上

欲しいものを持って行ってしまうとまた家庭でごみで捨ててしまうということで、ある程

度レトルト食品とか決めた段階で、市内でリサイクルする。例えばリサイクルショップに

持ち込んだとしても数十円、あるいはただ持って行ってもらうだけということであれば、

市内の有志の方に回していくということをしたらどうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

東村山市でもそこまで大規模ではないのですけれども、一応、食品ロスの関係で NPO の

セカンドハーベスト・ジャパンと連携をさせていただいて、市民の皆さんからご提供された

食品につきましては持って行っていただいてはいますが、ただそれは市内で還元されている

ものではないので、今ご提案があったようなかたちが取れると、一方で貧困の問題も課題に

なっているところがありますから、そういったことの解消と食品ロスの解消と一石二鳥みた

いなところもあるので、どういうかたちになるかわかりませんが、即は実施できないまでも

十分に検討させていただきたいと考えております。 

これからごみ減量を進めていくとすれば、やはり食品ロスを減らすということが一番大事

な課題になってまいりますので、そこについてと、一方で貧困問題、特に子どもの貧困が課

題になっていると言われている昨今ですので、必要のない方から必要とされるところにうま

く食品が行き届いて、適正に消費されれば良いことだと思いましたので、研究させていただ

きたいと考えております。 

 

 
第２保育園の跡地で子ども食堂をやったりしてはどうか。   （会場意見） 
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◎ ごみ減量推進課より ◎ 

食品ロスの削減については、スーパーや飲食店へのポスターやＰＯＰ掲示、市内小学４年

生向けの出前授業での啓発、店頭や公共施設などでの出前講座での啓発、フードドライブを

市内のイベント（５月の夢ハウスまつり、１０月のリサイクルフェア、１１月の産業まつり、

９月と３月に夢ハウスで行われるフリーマーケット）時に行っています。 

フードドライブで集まった食品は、ＮＰＯ法人のセカンドハーベスト・ジャパンへ届け、

全国の食品を必要とする方に提供されます。 

食品ロスの削減の推進に関する法律が今年公布され、国や都の方針について策定状況を踏

まえ、取り組みを検討していきます。 

 

 

◆秋水園の整備について               （萩山町 M さん） 

２月ぐらいに秋水園の焼却炉の建替えの関係の説明会に参加したが、１００億円ぐらい

かかるという話で、それだけかかるのであればぜひサーマルリサイクルをやって欲しい。

その時に他の参加者もいたが、だんだん年を取ってくるとやはり分別が大変だと。家の中

がゴミだらけになってきているというようなことを言っていて、汚れたプラは最終的には

燃やしてしまうので、わざわざ助燃剤にして燃やすよりはその時から燃やしていったほう

が良いかと思う。もちろん純粋なきれいなプラごみはリサイクルに持っていくというのは

当然だが、１００億円もかけて新しく造るのであれば、ぜひ市民にとって便利なものにし

て欲しい。それと同時にサーマルによって熱、あるいは温水が出てくると思うので、発電

をしたり温水なんかも地域に供給したり、秋水園に少年野球場があるが、近隣の方の理解

が厳しくなってきてやりにくいという声も聞いているので、地域の方にもメリットを与え

ながら子どもたちがあそこで野球できるような環境も整えて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

秋水園の焼却施設につきましては、建設してかれこれ４０年近く経って、２回にわたって

大規模改修をしてきました。焼却施設の全国の平均的な寿命というのが約２０年と言われて

いるところで東村山市はかなり大事に使ってきたわけですが、さすがに次も更新するとなる

昔は両隣で「余ったからどうぞ。」という交換があったと思うが、今はマンショ

ンでそういうのはなくなってしまった。市としても食中毒とかいたずらで勝手に置

かれてしまっても困るので、受入れの時は必ず誰が持ってきたかを明記してもらっ

たり、市がちゃんと見て「置きました。」というリサイクルシールみたいなかたちで

シールを貼るなどして、きちんと市の人に誰から誰に行き渡ったかがしっかりわか

れば安全で良いと思うし、子どもたちもお腹が空いて「もらいに行こうかな。」とい

う時にカップラーメンとか家に人がいない時に持って行けるということで何か役立

てられないかと思う。                  （萩山町 M さん） 
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と余計にお金がかかってしまうということから、この間、焼却施設のあり方検討会というの

を昨年度開かせていただいて、場所も最初から秋水園で建替えるということではなくて他に

市内で適切な場所があるかということも十分検討した上で、やはり最終的には準工業地帯で

最低でも１万平米以上の敷地がないと焼却施設を建てることができませんので、今回、秋水

園で建替えるという方向で議論を進めさせていただいております。 

まだ炉の規模だとか焼却方法につきましても明確に決まっているわけではございません。

市としては昨年１年間、市民の皆さんの様々なご意見をいただいたところで、それを踏まえ

て、今年中に再度、秋水園の焼却施設のあり方についての基本方針を策定しているところで

ございます。 

当然、焼却をさせていただく以上は何らかのかたちで熱回収ということになるので、今は

基本的には発電施設を造るということを想定していて、温水をどうするかというところまで

はちょっと十分に検討は進んでおりません。今のお話で、基本的にプラも燃やせるようにと

いうお話だと理解させていただいたのですが、現時点で炉の建替えに合わせて収集体系を大

幅に見直すということは想定をいたしておりません。基本的には法に基づいて容器包装物に

ついては容器包装リサイクルというかたちで今後も収集を継続させていただきたいと考えて

おります。 

ただ、不燃で出していただいているプラごみ等につきましては、別の場所に持っていって

結局、焼却している現状がありますので、そこにつきましては今後、十分に検討していく必

要があると考えております。 

ご案内の通り、今までは世界中のプラスチックごみを中国が輸入して燃料にしていたので

すが、中国が輸入をストップしてしまった関係で、今、世界的にプラスチックごみの行き場

がなくなって、自国内で何とか処理をしなければならないということになってきています。 

一方、プラスチックの海洋汚染が非常に深刻になってきている中で、プラスチックごみそ

のものを減らすという取り組みもしなければならないわけで、そこも踏まえて今後、秋水園

の炉のあり方について十分検討させていただきたいと考えております。 

あと、付帯する還元施設のあり方につきましても、野球場、プール等、それから集会施設

を地域の皆さんの還元施設として設置させていただいているところでございます。プールに

つきましては数年前に全面改修をして、今後も使っていただくかたちになります。野球場に

つきましては、最近の子どもたちは結構フェンスを越えるぐらいの長打力がついてきて、最

近はご近所の方からいろいろ苦情もいただいているところがありますので、継続させていた

だくとすればやはりフェンス等をさらに嵩上げをして、外に飛び出さないような対策を十分

に講じた上で継続していかなければならないと考えております。 

秋水園の炉の建替えに合わせて野球場のほうまで整備ができるかどうかはわかりませんが、

我々行政としても、今、秋水園にあります野球場につきましては近隣の方からいろいろ言わ

れているので、課題だというふうには受け止めて、何とか継続して子どもたちが野球できる

ような環境は作っていきたいと考えておりますので、もう少しお時間をいただきながら、そ

こは課題として受け止めて整理をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解いただけれ

ばと思います。 
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◎ 施設課より ◎ 

基本方針策定に向けた市の考え方で示したごみ焼却施設の建設費については、単独処理又

は広域処理のコスト比較をするために仮に定めたものです。国の「循環型社会形成推進交付

金」の交付要件の１つに、焼却による余熱を利用したごみ発電等のサーマルリサイクルがあ

るため、それも盛り込みながら、実際の建設費や具体的な設備等を施設の仕様などを検討す

る施設整備基本計画の策定段階で検討してまいります。 

施設整備基本計画の策定に向けては、周辺住民、公募市民、学識経験者を交えた検討会等

の実施や広く市民意見を聴取する機会を設けて丁寧に進め、今後の社会動向への変化や地域

の還元施設についても検討を行ってまいります。 

 

 

◆久米川駅周辺の環境対策について           （栄町 S さん） 

昨年８月からタウンミーティングに参加していて、今回で４回目。久米川駅周辺の違法

喫煙と違法駐輪について、明確な計画を教えて欲しい。 

今年３月に久米川駅南口に２箇所あった喫煙所を１箇所に統合したが、統合した後も駅

前の木の周りで相変わらずたばこを吸っている人がいる。雨が降っていると誰もいない

が、木の周りに吸い殻がたくさん落ちている。喫煙所以外での喫煙は当然禁止なので、喫

煙 G メンみたいな人を任命して、巡回して監視する。喫煙者がいたら指導して喫煙所に

誘導する。もし従わなければ警察の支援もいるかもしれないが、過料を徴収する。こうい

うことをすぐにやって欲しい。もう１つは喫煙している木の周りにハードのデバイスをつ

けると減るのではないかという話もあるので、これをいつからやるか教えて欲しい。 

それから違法駐輪に関しては、昨年６月に市役所のほうに初めて「違法駐輪をなくして

ください。」とお願いしたが、それからちょうど１年経ったが、１年前と変わらない状況。

部分的には逆に悪くなっている。ただし、ハード面で対策している大手スーパーとか都市

銀行前とか飲食店の前は、違法駐輪はない。そんな状況なので、違法駐輪車の撤去はいつ

始めるか。２番目は各商店へハード面の対策を要求して欲しい。市長のお考えを。 

◎ 市長回答 ◎ 

久米川駅南口の喫煙の問題につきましては、今、ご指摘のように今年の３月に喫煙場所を

移設させていただきました。一方で「だいぶ変わった。」という評価もいただいています。ま

だ喫煙場所でないところでお吸いになっている方も散見されるということは報告を受けてい

ますので、今後の推移を見ながら、ぜひ喫煙場所でお吸いいただくように指導を徹底してい

きたいと考えております。 

あと植込みのところで飲酒をされている方がいらっしゃることについてもいろいろとご

意見をいただいているのですが、現状、飲酒については取り締まる法律がないので、「どこそ

こで飲酒してはならない」ということは役所的には申し上げることができません。とは言え、

ベンチ等を全て取っ払ってしまうのもどうなのかということで、先ほど植込みのところでベ

ンチ状に座れるようになっているところに何らかの物を置いて座れないようにすべきではな

いかというご意見だと思いますが、現状ではまだそこまでの検討に至っておりません。です
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ので、いつからやるということは、今の時点では申し上げられないということです。 

駐輪については S さんからこの間いろいろご意見いただいたり、市長への手紙もいただい

て、かなり指導を徹底するようにしているつもりですけれども、改善が見られないというこ

とであればさらに委託しているシルバー人材センターの方に徹底していただくようにお願い

をしたいと考えております。 

撤去につきましては、ちょっと停めたからすぐ撤去というわけにはなかなかいかないとこ

ろがありますが、長時間、場合によっては数日間放置されれば撤去させていただいている状

況だということはご理解いただければと考えております。 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

喫煙についても既に置いている状況なので、指導を徹底したいということでございます。 

 

◎ 環境・住宅課より ◎ 

久米川駅南口付近の路上喫煙等につきまして不快な思いをさせてしまい申し訳ございま

せん。これまでも多くの方からご意見をいただいており、市の課題として捉え、対策を検討

しております。座って飲食している方に規制できる法律が無い等とん挫しており、打開策を

模索している状態が続いております。 

喫煙所以外での喫煙については、シルバー人材センターに『路上喫煙等防止啓発推進業務』

を委託して巡回・指導等を行っており、指定場所（喫煙所）に誘導する等の業務を行ってお

ります。しかし、無視や恫喝されてしまうことも多々あると報告を受けております。 

また、過料につきましては、「東村山市路上喫煙等の防止に関する条例」第１１条では「禁

止区域内において違反した者」と規定しているため該当区域以外の喫煙者に対して、科すこ

とは難しいと考えております。 

 

◎ 地域安全課より ◎ 

久米川駅南口については、駅付近に駐輪場が整備できていないため、「放置自転車禁止区

域」に掛けられない事情があり、放置車両の即時撤去ができない状況でございます。 

今年度、久米川駅南口を始め、自転車等駐輪場等の今後のあり方検討に向けた調査を行い、

具体的な対応方針策を検討・研究しているところでございます。商店へのハード面の対策要

求等も含め、年度内に今後の放置自転車対策の方向性を決めていき、環境整備を行っていく

予定でございます。 

 

 

具体的な計画というのか、「この項目はいつからやります。」というのが不明確。

監視員もいつから置くのか。                （栄町 S さん） 
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～ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち～ について 

 

◆萩山町にコミュニティバスを            （萩山町 M さん） 

地域の皆さんで集まると、「足が痛くなって、スーパーまでも歩けない」「重い荷物を持

っても大変」「駅から市役所に行くのも遠い」という話をよく伺う。特に萩山町は高齢者が

多いのと、新しいマンションが建つことで小さいお子さんやお母さんも増えてくると思う

ので、本川越の駅に出るのも小平駅を通ってから行かなければならなかったりして大変。

久米川病院も今度新しくなるので、各病院とか東村山駅、久米川駅へのバスの運行をお願

いしたい。１日中とは言わないが、試行でも良いので午前何便、午後何便とか夕方何便で

良いので、買い物に行く方にも使いやすいような運行をお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

コミュニティバスの関係でご意見をいただきました。今ちょうど市議会６月定例会開催中

で、一般質問の中でもバスの問題につきましては議員の皆さまからもいろいろとご意見をい

ただいたところでございます。 

やはり高齢化に伴って、今までは歩いたり自転車に乗ったりしていたような方が日常生活

の足の確保ということでコミュニティバスを我が町にも通して欲しいというお話をこの間も

数多くいただいているところでございます。 

現在の市のコミュニティバスの考え方は、駅から６００ｍ以上、路線バスから３００ｍ以

上離れているエリアを交通空白不便地域と名付けまして、まずはその解消を目指すというこ

とで、現在は４路線５系統のコミュニティバスを走らせて、交通空白不便地域の解消に努め

ているところでございます。その基準に当てはめますと、萩山町の場合は萩山駅もあれば八

坂駅、久米川駅、１丁目のほうですと小平駅ということで、バスは通っていないのですけれ

ども駅に非常に近いということで、残念ながら市の基準では現在、萩山町は交通空白不便地

域という指定にはなっていません。 

ただ、現在、市で路線が通せるところについては今の４路線でほぼ限界にきています。と

いうのは、定時定路線バスを運行するには、最低でも６ｍ以上の幅員が確保されていないと

定時定路線バスが通せないということで、駅から６００ｍあるいは路線バスから３００ｍ離

れている市内の地域でも実はコミュニティバスを通せるだけの道路幅員が確保されていない

ところが残ってしまっている状況になっています。 

今後はコミュニティバスのようないわゆる定時定路線のバスではない、違う公共交通手段

の検討を今年からしようということで、今、先進事例の研究等を始めています。イメージ的

にどういうものかというと、例えば乗り合いタクシー方式であるとか、オンデマンドのタク

シーだとか、要するにバスではなくてもう少し小さな乗り物で、定時定路線運行ではないや

り方で、一般の４ｍとか４.５ｍぐらいの道路幅員でも通れるような交通形態を考えましょう

ということで着手したところでございます。 

そうしたオンデマンドや乗り合いタクシー方式の場合、エリアを先ほど申し上げたような

区域に区切るのか、市内全域どこでも誰でも乗れるようにするのか、あるいはご高齢の方や
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障がいのある方だけに対象を限るとか、その辺もまだ具体的には全然決まっていないので、

今後そこは十分検討させていただきたいと考えております。 

バス停から３００ｍという話でも「３００ｍも歩けない」というようなお話もよく承ると

ころもあるので、今後の超高齢社会の中で日常生活をどのようにお過ごしいただけるかとい

うことを十分考えながら、今後の公共交通政策を検討する中で、場合によっては萩山町も新

しい公共交通システムの対象区域にさせていただく場合もあるかと思います。現時点では大

変申し訳ないのですけれども、今の市のコミュニティバスの基準では萩山町は対象にならな

いので、別の方式の中に組み込めるかどうかを十分検討させていただきたいと考えておりま

す。 

 

◎ 公共交通課より ◎ 

定時定路線の小型バスを運行させる場合、車道の幅員は、車両幅の２倍+０.５ｍ（すれ違

うための必要幅）を確保する必要があります。 

例えば、路側帯（白線）が両側にある場合は、車両幅２台分＋０.５m（２.０８＋２.０８

＋０.５＝４.６６）の車道幅員（有効幅員）が必要です。 

 

 

◆私道の舗装について                （萩山町 D さん） 

水道道路が小平駅にぶつかる少し西側の燃料店と美容室の裏に幅４ｍ、約８０ｍの砂利

道がある。そこを舗装したい。５年前に市に移管するとか部分的に舗装するという話しも

あったが、８０ｍの間に約１０軒あって、そのうちの１軒がどうしてもお金が出せない、

ということで舗装ができなかった。分筆して市に移管しようとしたが、分筆するのに３５

万円くらいかかる。５０年以上前に引っ越してきているので代変わりしているし、皆さん

も年を取って最近はカートとか杖の人が多いので、砂利道だと大変。それから５年が経っ

たので、さらに別の良い方法がないかお聞きしたい。残りの９軒はみんな分筆して舗装し

たほうが良いと考えているが無理なので、今後、何か良いアイディアがあったら教えてい

ただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

D さんからお宅の前の道路の関係で、地権者の方が１０軒ほどいらっしゃって、皆さんの

ご意向としてはきちんと分筆をして市のほうに移管したいということですが、１軒だけなか

なか厳しいという中で前に進めないということでございます。 

何か他に良い方法があるかと言われると、とりあえず私道のままで舗装するということも

ありまして、現在、市でも８割の補助金をお出しして舗装するということはありますので、

２割は持ち主の方の負担ということになりますから、その費用を均等割りにされるのか、ど

うしてもお支払いができないという方については皆さんで立替えをして返済していただくと

か、何かそこは１０軒の皆さんでお話し合いをしていただくというやり方はあろうかと思い

ます。 

分筆となると個人の財産なのでやはりその方のご了解も当然いただいて、ご自分の財産を
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切り分けるわけですので、当然その方に分筆費用は出していただかざるを得ないと思います

が、私道の舗装ということだけであれば押印は必要になるのですけれども、ご了解いただい

て、２割分については地権者の皆さんでどのようなかたちで負担をするかというのを皆さん

方でお話し合いをして了解をいただければ可能ではないかと市としては思います。 

本来であれば２割分も地権者の皆さんで均等に負担していただくというのが一番望ましい

ことだと思いますけれども、１件あたり３５万円まではかからないのではないかと思います

ので、詳しいことは一度、市の道路河川課というところにご相談をいただいたらいかがかと

思っております。 

ただ、あそこの通りは以前私が議員の時にも別の方から相談を受けたことがあったのです

けれども、その時も結果としては道路の南側のお宅と北側のお宅の幅員がきちんと４ｍ取れ

てないところがややありまして、本来はどちら側かのお宅がセットバックをしないとならな

いというようなお話があり、そうしたことから私道の舗装の関係だけでもなかなか話が前に

進まないというようなことがあったような記憶がございます。その辺が十分解決されている

とすれば、私道のままで市が補助金をお出しをして舗装するという手立てもございますので、

もし必要であれば詳しいことは市役所の道路河川課にお問合せいただければと思います。 

 

◎ 道路河川課より ◎ 

私道等道路敷地の受け入れに関しては道路河川課路政係、私道の舗装工事補助については

道路河川課維持補修係にご相談ください。 

 

 

◆第２保育園移転後の活用について          （萩山町 Y さん） 

第２保育園が民間移管ということで萩山駅の南側に新しい建物ができた。完成してから

そのままになっているので気になっているが、実際に第２保育園が移るのはいつか。それ

から移転した後の施設をどのようにしていくか検討していると思うので、お聞きしたい。

自治会等の集まりでも話題になっているが、地元の要望としては現在、萩山第二児童遊園

にある集会施設がだいぶ年数が経っていて、古くなっているのと狭いのと和室なので利用

が限定されている。従って第２保育園の施設を地域のために活用するように、という声が

多くある。その辺の地元の声を聞いていただければ。活用の方法はいろいろあるが、個人

的には地域の集会施設として地域住民の皆さまの活路を根底に、例えば憩いの家のような

かたちで近隣の高齢者の相互交流の場とか、それから萩山町は小中学生が行くところがな

いので小中学生が楽しむ場とか、そうすると高齢者と小中学生が一緒になれば、というの

も一つの理想。それと室内のみならず庭もあるので、そういう面では活用の範囲が広いの

ではないか。市としてどのように考えているか、お聞きしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

第２保育園につきましては民間移管をさせていただいて、萩山駅の西南のところに新たに

萩山まるやま保育園が建ちまして、基本的には園児の皆さんにはそちらに移転していただい

ているのですが、民営化の議論を開始した時に第２保育園にお入りになった今の５歳児の皆
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さんにつきましては、当時、希望すれば卒園まで第２保育園でお預かりをするというお約束

を保護者の皆さんとした関係で、現在、５歳児クラスだけですけれども１０名の園児が第２

保育園でそのまま卒園したいということで、第２保育園に通っておられます。ですので、今

年１年は第２保育園を存続して、最後の保育として継続するというかたちになっているとこ

ろでございます。 

その後につきましては、昨日も一般質問をいただいたのですけれども、実は市としてどの

ように利活用するということは、まだ検討が行われておりません。所管のほうは、これまで

民間移管をすることに時間を取られて、その後のことにつきましてはなかなか検討が行き届

いていないという状況でございます。 

一方で、市全体のいろいろな課題の中の１つとして、公共施設の再生問題というのがござ

います。東村山市の公共施設はだいたい昭和４０年代後半から５０年代前半に建てられた施

設が非常に多くて、建って４０年前後経過している施設がほとんどで、これらをこれからど

のように安全にご利用いただくか、公共施設の再生ということが大きな課題になっています。 

この問題は実は当市だけではなくて、いろいろな自治体、国や東京都の施設も同じで、日

本は高度経済成長期にインフラ含めて公共施設が造られたという経過がありまして、適切に

管理が行われていないと、以前、中央道であった崩落事故のような事態になりかねないので、

私どもとしても道路インフラや橋梁も含めて適切に更新を進めていきたいと考えております

が、今、保有している全てのハコモノを維持・管理していくというのは、実は財政的には極

めて難しい状況にございます。今後３０年間でいうと、管理費、更新費用が毎年度のほとん

どの予算を使わないと更新ができなくなってしまうということで、ある意味これをどこまで

一般論として言うと数を減らすかということを一方でしないと、管理が十分に行き届かなく

なるということで、市としては機能は維持しながら公共施設の床面積総量は減らしていきた

いという発想をいたしております。ただ、例えばいろいろな自治体で学校等を建て替える際

に地域の集会施設とか図書館や公民館を合築して、一つの建物にするということがやられて

いるのですけれども、そうすると今まで近くにあった集会施設が遠い学校まで行かなければ

会合ができないということで、やはり地域の住民の皆さんときちんと向き合って合意形成を

していかないとやみくもに市役所のほうで「これとこれは一緒にしてこっちに建てます。」と

いう訳にはいかないところがあります。そういうことで、今、市内全体の公共施設のあり方

等も検討しているさなかに第２保育園が来年の４月以降はぽっかり空いてしまうということ

なので、そこにつきましては今申し上げたような全体の公共施設の再生の問題と絡めながら、

とは言え、第２保育園も老朽化していますがまだ使えないわけではないので、しばらくの間

は今おっしゃられたような地元の皆さまのご要望をお聞きしながら対応していくということ

も一方で検討していく必要があるかと考えております。 

第２保育園は保育施設でありますが、一方で選挙の度に投票所にもなっていたところなの

で、あそこの建物を取り壊して更地にしてしまうと別のところに投票所を確保しなければな

らないという問題もあるので、市としてもすぐに取り壊して更地にするというようなことは

現時点では考えておりませんが、活用については白紙ということで、今日いただいたご意見

等を踏まえつつ、どういう活用をするか。これは保育所管ではなくて、今度は全庁的な見地

からどのように進めていくかということを、十分、皆さんのご意見を承りながら検討してい

きたいと考えておりますので、大変恐縮ですが今日の時点ではあまり歯切れの良いお答えが
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できませんけれども、そのような状況です。 

 

 

 

 

 

 

◆第２保育園移転後の活用について（その２）     （萩山町 N さん） 

第２保育園の跡地を行政でその後どのように使うかまだ検討していないということだ

が、私たち１丁目の住民にとっては皆さん常に「高齢者、高齢者」と言っているが、今、

高齢者も小さい子どもがいる若い世代も含めて第２保育園という施設については大事。市

長さんも選挙の街灯演説の時に「あそこの利用は大事だ」と言ってくれたが、私たちが危

惧しているのはそれがスタートしてから「検討、検討」と利用するまでの時間が長すぎる。

私たちは今、あの施設をあのままで全て使えるという感覚がある。若いお母さんたちが集

まって高齢者の方も含めて大事なコミュニティをどう維持していくかということが、今、

すごく問題な地域。そこに降って湧いた嬉しいことなので、手を入れるべきところは入れ

なければいけないかもしれないけれども、時間をかけずにあそこをできるだけ現状のま

ま、地域に使わせていただきたい。私たち１丁目は福祉園、実務学校、そういう施設を造

る時に、NO は言わなかった。今回、福祉園の成人棟を造る時に「受け入れられない」と

いうことは一言も言わなかった。どこかでそれを受け入れなくちゃいけない、そういうか

たちで私たちは全部理解している。そういうことで行政側に協力しているのだから、私た

ちに少しはご褒美をください、というのが第２保育園の再活用。ぜひ短期間で、きちんと

したかたちで私たちへのご褒美としていただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

できるだけ間を置かずに、ということなので、我々としてもあまり間を置きたくはないと

考えております。 

現に今、子どもたちが生活、保育を受けているところでありますので、すぐに使えなくな

るというような状況ではないと考えておりますが、とは言えかなり老朽化が進んでいる施設

でもあるので、現状のままで市民の皆さんに安全にご利用いただけるのかどうかというとこ

ろはもう一度点検をしたり、そういうことを年度内にできるだけ早くさせていただいて、今

後、市民の皆さんのいろいろなご意見を聞きながら、市としても対応を考えていきたいと思

っております。 

 

◎ 子ども育成課より ◎ 

第二保育園廃園後の跡地活用は、民間移管の取り組み経過及び対象となった児童、保護者

をはじめとする多くの関係者の理解、協力を積み重ね現在に至っていることを勘案すると、

子育て施設として使用するとの考えは困難であり、全庁的に検討する事案であるものと認識

しております。 

まだ使えるんじゃないかとおっしゃっていたので、その辺を前提に地域の皆さん

の声を十分聞いていただいて、最終的にどうするか決めていただきたい。できるだ

け地域でそういう機会を作って欲しい。          （萩山町 Y さん） 
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◎ 資産マネジメント課より ◎ 

第二保育園廃園後の利活用については、「将来世代にツケを回さず、時代の変化に対応し

た安心・安全な新しい施設に再生し引き継ぐ」という公共施設等総合管理計画の基本方針に

則り、従来の考え方に捉われることなく、幅広い選択肢から、住民ニーズや社会環境の変化

なども踏まえた最適な方法を検討していきます。 

 

 

◆市の財政について                 （萩山町 O さん） 

皆さんいろいろな要望を出すが、結局、根本にあるのはお金の問題。税収をどうやって

増やしていくか。そういうビジョンというか秘策をお聞きしたい。私が払っている税金を

１とすると、そのうちの０,１とか０,２しか戻ってきていない。若い世代の福祉に回って

いるだろうということで理解しているが、やはり根本にあるのはお金をどうやって増やす

か。節約するよりも税収をどうやって増やすか。前回、働き盛りの人が結構流出している

という話を伺ったが、今度は流入している方が低所得者で税収が増えてこない。１２年前

ワンズタワーを建てた時に高額納税者を引き寄せるという話を聞いたが、どうなっている

のか。世の中のいろいろな悪いことの９割はお金で解決できると言える。お金をいかに集

めてうまく使うか。そういうことを行政全体の中にもっと浸透させて欲しい。福祉予算と

か老人とか子どもとかに予算の半分近くは持っていかれていると理解しているが、それが

還元されるようなことをじっくり考える時がきていると思う。 

◎ 市長回答 ◎ 

税収増をどのように図るかということで、使い道のほうは今ご指摘のとおりで、東村山市

の予算規模が一般会計でだいたい５５０億円程度です。そのうちの半分以上はいわゆる福祉

予算、民生費と言われている福祉関連予算で、どうしても高齢化に伴って医療や介護にかか

るお金と、それとこの間やはり保育園等の定員増をしてきましたので、児童福祉費も異常な

勢いで伸びているということで、約２８０億～２９０億円ぐらいは福祉に使われているとい

うことになります。ですから皆さんにお支払いただいた税金の約半分は福祉関連予算になっ

ていて、あと１割ぐらいが教育関係ということになろうかと思いますが、年によって若干使

い道は変わります。 

実は５５０億円のうち市民の皆さんからいただいている税金、市税というのは２０９億円

ぐらいですので、支出に対する予算規模でいうと半分まではいっていないということでござ

います。市内には大きな工場や企業がほとんどない状況で、あるのは税金が取れない東京都

の浄水場だとか墓地とか、それから民間の施設になりますが病院等が多いというのが当市の

特色で、他市に比べますと市民一人あたりの税収額が都内では低い部類に入ってしまってい

るという状況で、何としても税収をあげなければいけないということがあります。 

この間、取組みを進めてきているのが、東村山市の場合はまちの基盤整備が非常に遅れて

おりまして、都市計画道路の整備率が１８％ということで、残念ながら都内で最下位でござ

います。東村山市は昭和３０年代後半ぐらいから人口が急増したことで、東大和市はうちよ

り西奥にあるものですから若干人口増のスピードがうちより遅かったので、人口が増える前
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に新青梅街道から南のエリアについてかなり都市計画道路の整備をされて、そこに大型店舗

等が張りつくようになって、残念ながら東村山市からも東大和市とか東久留米市等の近隣に

買い物に行ってしまわれるというような状況になっています。 

そういう意味では遅ればせながらしっかりとした基盤整備をやらないと、地域の稼ぐ力を

高めることができない。皆さんの消費も市内ではなくて市外に出てしまうということなので、

今、東村山駅周辺の連続立体交差事業と、これも都の事業ですけれども府中街道の拡幅とバ

イパス整備、それから東村山駅から東のほうに延びる通称さくら通りが今年の７月末には久

米川町１丁目まで開通することになりますので、東村山駅を中心として、今かなり急ピッチ

で基盤整備が進んでいます。ただ、残念ながら南のほうと北西部エリアはまだほとんど手つ

かずの状態なので、これは長い時間をかけて基盤整備をやらなければいけないし、一方で基

盤整備は用地買収をして道路を築造するということで非常にお金もかかって、投資した効果

が税収としてすぐに目に見えるようなかたちで表れてくるということがなかなかないです。 

先ほどもおっしゃった西口の再開発で広場ができてワンズタワーができて、若干、税収は

上がっていますけれども、投資した金額を即回収できるぐらい、要するに固定資産価値が上

がりますから固定資産税と、あのぐらいの規模のマンションを買える方が住まわれるとなれ

ば当然担税力が上がりますから、税収が若干は伸びるということになりますけれども、実際

にはワンズタワーに住まわれている方の３割程度は市内移転の方が多くいらっしゃって、期

待したほど市外からお金持ちを呼び込めなかったという残念な結果ではありました。 

ただ今後、久米川駅周辺でもマンション計画が予定されていますし、東村山市内で駅から

は遠くても廻田町１丁目の区画整理事業で、１ヘクタールぐらいの農地と住宅地の区画整理

をやったのですけれども、こちらにつきましては地区計画をかけて、第１種の低層住宅地域

なのですけれども建ぺい率を５０％容積率を１００％、最低敷地を約４０坪にして売り出し

たところ、結構なお値段だったのですが実はあっという間に売れまして、それぐらいの建ぺ

い容積で最低４０坪あると２世帯で住めるということから人気が出てすぐに売れたというこ

とがありますので、通常のミニ開発ではなかなかできないのですけれども、それなりのお金

を持っていらっしゃる方を呼び込む手法として、農住一体型の区画整理事業をかけて４０坪

で建ぺい容積を５０・１００にあげるというのは、まちづくりとしても良いまちが形成でき

ますし、多少お金を持っていらっしゃる方を呼び込むには良い手立てかと考えております。 

あと市内で少し産業を振興させないといけないということで、これだけできあがったまち

で今さら大手の企業等を誘致するというのはなかなか難しいのですけれども、実は今、働き

方改革で都心にあるオフィスまで来なくても郊外の自宅でテレワークをするとか、あるいは

サテライトオフィスを造るという動きがありまして、その流れで昨年、人材派遣会社のパー

ソルテンプスタッフという会社から「一緒にジョブシェアセンターをやりませんか。」という

お話を受けて、昨年１０月、公共施設内にパーソルテンプスタッフのジョブシェアセンター

を開設させていただきました。これは都心のいろいろな企業からパーソルテンプスタッフが

請け負ってきた業務、コンピュータを使って入力作業をするようなオフィスワークの仕事を

東村山に持ってきて、東村山で子育てや介護を抱えていて都心まで通勤しづらいけれども働

きたい方、東村山で女性が働く仕事を探すと実はオフィスワークの仕事というのはなかなか

なくて、自分の特技を活かせない。そういうニーズにあった市内の女性の働く場所ができて、

フルタイムではありませんけれども今、約３０名がお仕事をされています。一つはそういう
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企業を誘致したり、働き方改革に伴った郊外型の働く場の創出ということをさせていただい

たり、あとは市内の既存の酒造メーカーやソースメーカーに伴走型の支援、いわゆるコンサ

ルタントを市のほうから派遣して、経営戦略をもう一度練り直したり、販路を拡大するとい

うようなイノベーションのサポートをする事業をさせていただいて、少しですけれども売り

上げが伸びているというような状況がございます。 

すぐにどかんと税収が１０億、２０億延びるというような秘策はなかなかないものですか

ら、こういった取組みを地道に積み重ねながら、やはり持続可能なまちづくりをするという

ことで、基盤整備と東村山創生と我々は言っていますが、市内の産業や企業誘致を進める。

直接的な市民の皆さんの所得を増やすというのは我々市役所ではなかなかできないものです

から、国にうまくやってもらうしかないと考えておりますので、皆さんにとっては今度は税

負担が増えてしまうかもしれませんが、まちの資産価値が上がってくればそれだけ固定資産

税も伸びてくる可能性があるので、こうした取組みをしてまちの価値を上げることで少しで

も税収を増やして、税金を払った方々が少しは「払った甲斐があった」と思っていただける

ような使い道も心掛けて、これからもまちづくりを進めていきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 産業振興課より ◎ 

既存の酒造メーカーやソース会社など、地域資源となりうる市内事業者に対して専門家と

支援を行っているほか、今年度新たに商工会が実施する「まちゼミ」という事業では、お店

とお客様との交流による市内商店のファンづくりを目的として、お店の人が講師となりプロ

ならではの専門的な知識や情報、コツを無料で参加者にお伝えする少人数制のゼミナールを

市内３１店舗にて開催します。 

今後も関係団体や民間事業者と連携し、魅力ある産業づくりを進め、まちの価値の向上に

取り組んでいきたいと考えております。 

 

 

◆在日外国人の参政権について             （栄町 ？さん） 

東村山市の在日外国人で一番多いのは８０万人の中国人。その次が５０万人の韓国朝鮮

人。地方選挙権になると思うが、在日外国人参政権について市長はどう思われるか。 

◎ 市長回答 ◎ 

在日外国人の方の参政権につきましては、私はどちらかというと慎重な立場でございまし

て、相互主義でそちらの国に住まわれている邦人に選挙権が与えられているとすれば検討す

ホームページを見て産業振興課のところをクリックしたら、産業のページに何も

なかったことがあった。産業振興課はお金を稼ぐところなので、もっと充実して欲

しい。スタッフも良い人をどんどん入れて。いろいろな商店もあって、商工会とか

農協とかはどうもって言う人もいる。もちろんそこで活躍している人もいるが、既

存の古い体制のままのところをもっと明るく楽しく市民が参加できるようにして

欲しい。ぜひ産業振興課から補強して。          （萩山町 O さん） 
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る必要もあるかもしれませんが、在日外国人の方の国籍をそのままで参政権を認めるという

ことにつきましては慎重であるべきではないかと考えております。 

 

 

～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 

 

◆引きこもり対策について               （栄町 E さん） 

近所に引きこもりのお子さんがいて、息子の同級生で息子は私立中学校に進学したので

学校が違ってしまったが、中学１年生から学校に行かなくなってしまった。友達だったの

で家に呼んで話を聞いたりして何かできないかと思ったが、やはりなかなか難しい。市と

か都に相談をしてみたが、引きこもりは家庭の問題ということになって、「うちで何とか

するから放っておいてください。」と言われると外部からではそれ以上手出しのしようが

ない。結局、未だに出てきている様子がなく、今は何もないが、例えばそのお子さんが事

件を起こすというわけではないが、絶対に可能性がないとも言えないし、後々、働いても

いなくてご両親が亡くなったらどうやって生活していくのか。何か良い手立てがないか。

今後、機会があれば引きこもり対策を考えていただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

引きこもりについてご意見をいただきました。学齢期の不登校ということであれば、市の

ほうも義務教育期間の不登校児につきましては教育委員会を中心に一定の対策を取らせてい

ただいて、今、できるだけ不登校気味のお子さんを何とか通学できるような様々な支援をさ

せていただいております。家庭に原因がある場合もありますし、そのお子さんの特性による

場合もあったりして、不登校の問題も一概に解決が難しいのですけれども、長期化してしま

うとなかなか学校に出てくるというのがかなり難しくなってしまうので、休み気味というと

ころで何とか朝お迎えに行ったり、いろいろな手立てを講じて、少しでも不登校を予防し、

何とかもう一度復帰する手立てを講じているところでございます。 

ただ、不登校児童・生徒の数はトータルとしては減っていない。むしろ中学の不登校生徒

につきましてはまだ増える傾向があって、日常的な生活の習慣、学習の習慣、それから他人

とのコミュニケーションの仕方等々いろいろな対策を講じて何とかお子さんに学校に来てい

ただく。また、不登校の場合、どうしても家庭でお父さんお母さんがご病気で、特に精神疾

患をお持ちであったりというケースが多くて、なかなかお子さんの面倒を見られないという

ような実状もあるので、そこにつきましても保護者に対しての支援を行うなどの対策をして

いるところでございます。 

ただ、義務教育期間が終わってしまいますと、実は市役所としてもアプローチの仕方がほ

とんどなくなってしまって、お話のようにそこのご家庭から「うちはもういいです」という

ことになりますと、その後は市役所とも関係が切れてしまうようなかたちになってしまいま

す。実際のところ市内にいわゆる引きこもりと言われる状況の方、子どもでしたら不登校で

ある程度数の把握もできるのですが、実態として成人の引きこもりと言われるような方が市
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内に何人ぐらいいらっしゃるのかということも実は市役所としては把握ができておりません。

恐らくほとんどの自治体でも把握ができていないということで、ここのところのいろいろな

事件で全国で約６２万人ぐらいの成人の引きこもりの方がいらっしゃるというようなお話も

ありましたので、市内にもそれなりの数の方がいらっしゃるのではないかと思われます。 

近年、問題になっている８０５０という現象は当市でも実はございまして、親御さんが８

０代でこれまでは親御さんの年金で引きこもっておられたお子さんも一緒に生活をされてい

たのですが、ご主人が亡くなられ、今度はお母さんが介護を必要とする状況になりますと、

お子さんも遺族年金だけで生活するのは難しいということで、引きこもっていた５０代の方

が生活保護を受けたいというような申し出になるケースも見られるようになってきていまし

て、非常に問題だと考えておりますが、何十年も引きこもっている方について言うとやはり

なかなか支援が難しいというのが率直なところです。今、ご相談をいただければ市民センタ

ーの１階に生活困窮者の自立支援事業を行っております『ほっとシティ』という窓口があり

まして、生活保護のご相談から働く意欲・能力がある方についてはお仕事等もお世話すると

いうようなところですけれども、成人でもう１０年、２０年働いたことがない。他人とあま

りコミュニケーションを取ったことがないという方になると、やはりいきなり一般就労は無

理なので、中間的な就労なり、ボランティア的な活動を通じて社会性をもう一度回復してい

ただくというようなことを一定期間やっていかなければならないということで、そこの部分

について申しますと市でもほとんどまだ未開拓の領域で、やはりその人その人に応じたきめ

細やかな対応を立てていかなければならないと考えております。 

まだご相談を受けられれば市のほうでも「何町にこういう引きこもりで苦しんでおられる

方がいらっしゃるんだ」という状況を把握できるのですが、全く接触のない方になるとこち

らもどこにどういう方がいらっしゃるのかまるでわからないので、ここにつきましては今後、

事件を踏まえてということになるのだと思いますが国のほうもここについて一定の対応をこ

れから検討するという動きがありますので、国や東京都の動き等を見ながら、市としても身

近なところで引きこもり等でご本人やご家族が非常に苦しまれているようなケース、あるい

はこの間のいくつかの事件で「引きこもりの方がもしかするとそういう事件を起こしてしま

うのではないか。」という近隣の方のご不安もありますので、あまり決めつけてしまうわけに

もいかないのですが、どのようにその方の社会性を取り戻していくかというのは非常に根深

い問題だと思いますけれども、これから国や東京都の動向を見ながら、市としても引きこも

り対応・対策について、できるところから手を付けて取組んでまいりたいと考えております。 
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◆保育園の待機児解消を               （萩山町 T さん） 

私たち家族がタウンミーティングに参加するのはこれで３回目。 

１回目は兄弟でなぜ同じ保育園に入れないかということを伺った。働く親にとって離れ

た２園に通わせるのは大変な負担。送迎はもちろん、行事が全て２回ずつあることや、持

ち物やルールが違うこと、特に病気や出席停止や怪我の考え方の違いは細かいことだが家

庭内には大きなストレスになるということを話した。 

２回目は三男が３歳で小規模保育園を卒園し、その後に続く保育園が第９希望まで全て

落選になったということを話した。小規模保育園卒園児は全員入園が当然ではないかと思

う。もしくは本当に公平性を保つのであれば、全ての３歳児を一度卒園にしてから選考し

直すというのが本当の意味での公平ではないかと思う。 

今回お話したいのは、最初のタウンミーティングでも市長さんに「もし保育園が待機児

童となってしまった場合は幼稚園ということもありますよ」というお話をいただいたが、

実際、幼稚園に通わせた結果をお話したい。 

我が家は朝も夕方も預かり保育を申し込んだ。朝、一番に子どもが１人で幼稚園に到着

すると幼稚園の鍵が開いていない日もあった。その時は春休み中だったので、「朝１１時に

来てください。」と言われる日もあった。これでは仕事には行けない。預かり保育がこの子

１人の日もあった。それから幼稚園にはお昼寝もお着替えの習慣もなく、毎日、私が遅い

時間にお迎えに行くとすごく汚れた服で帰ることがあり、それまで毎日お昼寝をしていた

のに急にお昼寝がない生活になったので、家に帰ると疲れ切ってソファで寝てしまい、私

はご飯を食べさせてお風呂に入れるためにずっと起こし続けないといけなくて、手が足り

なくて時には５歳の次男に三男をお風呂に入れてとお願いするしかなくて、三男をお風呂

に入れてもらっている間に私がご飯を作って、できあがるなりまず三男を一番に食べさせ、

歯を磨いて７時前にはすぐに寝てしまうという生活が続いた。もちろんお弁当やおやつも

全て持っていかせるという幼稚園だったので、そのような負担もあった。 

入園式の日はほとんどの家庭が父兄揃う中、我が家はこれから幼稚園の行事に備えて有

休をとっておかなければいけないということで、主人は出席することができず、本当に私

はこの先どうなってしまうのだろう、という不安で入園式という晴れの日にとても悲しい

思いをして、子どもの記念写真というものは１枚も撮らなかった。 

こんな中でやっていけるのかなと毎日不安に思っていた中で、突然、市役所から連絡が

あり、「５月から保育園入園が決定しました」というお知らせを受けた。家からものすごく

遠い保育園だが、５月からそこに通うことになり、すごく近い幼稚園に通っていたが、そ

れでも家庭内の負担で言えば比べ物にならないほど保育園は負担が軽い。 

参考までに４月に１ヶ月間幼稚園に通わせて我が家が支払った金額は２１万円を超えて

いる。これは制服や体育着にかかる最低５万円の補助はいただけたので、それを除いた金

額で支払った。これは４月の時点で保育園に入れていれば、保育料だけでかからないで済

んだお金だと思っている。 

幼稚園は保育園の替わりにはならないということを知っていただきたいというのと、『子

育てするなら東村山』というのは、非常にざっくりした言葉だな、と思った。少なくとも

我が家にはかけられていない言葉だと思う。私の中では東村山はとても子育てしづらい。
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子どもも産みづらい。保育園に入れる保証がないと子どもを産んで育てることはできない

のではないかと思っている。これが現状。次に子育てする世代のためにもぜひ改善してい

ただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

小規模保育にお預けをされていて、４月の時点で保育園に入所できずに１ヶ月間、幼稚園

に通われて、大変なご苦労や多くの出費があったということで、ご意見をいただいたところ

でございます。 

確かに幼稚園と保育園とのよって立つ法律や制度も違うことから、完全な代替にはなるも

のではないことは私自身も承知をいたしております。 

ただ、保育園の待機児が非常に多く発生している中で、残念ながら今年も昨年に比べると

８０名以上多くの待機児が出たという状況がございまして、中にはやむなく幼稚園を選ばれ

ている方が相当数いるのも事実で、把握をいたしているところでございます。 

市としましては、待機児解消に向けて保育園の整備をこの間行ってきているところでござ

いますが、問題は待機児が多いのがやはり育休明けの１歳児が中心で、園によっては４歳児

５歳児は欠員が出ている状況もあって、そこがどうしてもミスマッチになっている部分かと

受け止めております。 

市としても、いわゆるフルスペック型の認可園を作らないと言っているわけではないので

すけれども、現状でどうしても一方で欠員、一方の年齢で大量の待機児が出ているとなると

やはり緊急的に対応するとなると小規模園を増設するという手法を取らざるを得ないと考え

ていて、そのつなぎ目として３歳児が卒園時になかなかうまく保育園に行けないということ

につきましては、若干この間進めてきたことで、１歳児の待機児童の解消はだいぶ図れた部

分もあるのですが、逆に３歳児が待機児になってしまっているという現状が出始めていると

いうことで、我々としてもそこをどう埋めていくかというのは課題の１つだと考えておりま

す。 

今年は特に１０月から幼児教育と保育の無償化が行われるということから、昨年度に比べ

て２００名以上の申し込み数が増えている関係で待機児が非常に増えてしまいました。厚生

労働省の待機児童の定義に当てはめると５人まで減らすことができたのですけれども、今年

はまた１００名近くなってしまったという現状を踏まえて、今後、保育園の待機児童数をど

のように解消していくか。また、地域的なバランスをどのように取っていくか。その辺につ

きましては検討しながら進めさせていただきたいと考えているところでございます。 

 

◎ 子ども政策課より ◎ 

当市では、小規模保育事業者に対し、継続して卒園後の３歳児の受け入れ等を担う連携施

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歳児以降の受け皿確保に向けた取り組みを進めています。 

また、幼稚園をはじめとする既存の子育て資源の活用についても積極的に推進しており、

国や都の補助金等を活用し、幼稚園等における預かり保育が、保育所と同水準で行えるよう

支援を行うとともに、令和元年１０月より実施される国の幼児教育・保育の無償化施策を基
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本の考えとして、当市の無償化施策をどのように実施していくか検討を進めています。 

今後も引き続き、幼児教育・保育の無償化施策の実施等社会情勢の推移に伴う教育・保育

需要の変化について注視しつつ、すべての児童が保育の必要性に応じて希望する施設を利用

できるよう取り組みを進めていきます。 

 

◎ 子ども育成課より ◎ 

平成３１年度の待機児童数の内訳は０歳２４名、１歳４３名、２歳４名、３歳１８名、４

歳以上は２名の合計９１名であり、昨年と比較し８６名増加いたしました。 

小規模保育施設を卒園する児童については、卒園後に優先的に受け入れができるよう、一

部の地域型保育事業と保育所等で連携協定を結んでおり、また利用調整時点においても、卒

園児童に一定加点を行うなどの優先的な取り組みをしています。 

幼稚園については、来年度に既存施設であるしらぎく幼稚園が幼稚園型認定こども園へ移

行予定となっており、一定保育枠の定員増が見込まれます。それ以外の幼稚園についても、

預かり保育の充実の支援等、市全体として多様なニーズに合わせた受け皿の確保を進めてい

るところであります。 

今後とも様々な施策を通じて、ハード・ソフト両面からの環境整備を進めてまいりたいと

考えております。 
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【市長まとめ】 

 

長時間ありがとうございます。 

まだ意見したいという方もいらっしゃるかと思いますが、時間となりましたので、またタ

ウンミーティングの機会にお越しいただいてご意見いただければと思います。 

また、私に直接、物申したいという場合は対面ではないのですけれども、市長への手紙や

E メール等の手段もございまして、いただいたお手紙やご意見は私も全て読ませていただい

ておりますので、お答えは基本的には私がお答えしているものとご理解いただければと思い

ます。 

今日もいろいろとすぐに解決できないような難しいお話も数多くいただいたところでござ

いますが、冒頭申し上げたようにこれから東村山市としてはオリンピックが終わった次の年、

令和３年、西暦で言うと２０２１年から新たな計画をスタートさせるべく、今、いろいろな

かたちで市民の皆さんからアンケートさせていただいたり、ご意見を聞かせていただく場を

つくっております。今日もその一環として、いただいたご意見も今後の総合計画の中に反映

できるものは反映をさせていただきたいと考えておりますので、また計画をつくる段階にな

りましたら改めて皆さま方に「こういうかたちで位置付けをさせていただきたい。」というこ

とを申し上げられるかと思っております。 

今後とも市民の皆さんの貴重なご意見をいただきながら、着実に東村山市が住み良いまち

になるように努力をしてまいりますので、引き続きのご理解とご協力のほどよろしくお願い

申し上げて、御礼の挨拶に代えさせていただきたいと思います。 

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
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