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第１２７回タウンミーティング 

○開催内容 

令和元年８月１７日（土）午後２時、青葉地域センターにおいて、「タウンミーティング」を開催

いたしました。３３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、２９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１１月２日（土）  富 士 見 集 会 所  午前１０時～正午  

青葉町 １５人 

秋津町 １０人 

その他市内 ３人 

市外 １人 

合計 ２９人 

２０代以下 １人 

３０代 ０人 

４０代 １人 

５０代 ３人 

６０代 ３人 

７０代 ９人 

８０代以上 １０人 

未回答 ２人 

合計 ２９人 
男性 ２１人 

女性 ８人 

合計 ２９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、こんにちは。東村山市長の渡部尚でございます。 

本日はお盆過ぎということですが、土曜日の午後、何かとお忙しいところ、また大変暑い

最中に関わらず、青葉地域センターでのタウンミーティングをご案内させていただきました

ところ、こんなに多くの市民の皆さまにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。

心から感謝を申し上げる次第でございます。また、市民の皆さまには、常日頃、市制推進に

あたりまして特段のご理解とご協力をいただいておりますことに、心より感謝申し上げたい

と思っております。 

タウンミーティングは、議会月を除いた年に８回ほど１３町、各町を回らせていただいて、

開催をさせていただいております。おかげさまで、今回１２７回を迎えたところであります。

毎回、数多くのご意見、あるいはご質問・ご要望をいただいて、そこでお答えできる範囲で

答えさせていただき、これまでの調査ではいただいたご要望の大体７割程度は何らかのかた

ちで対応をさせていただいているところでありますが、どうしても法令上困難なものとか、

あるいは市の考え方と合わない、当然ご意見をいただいてもご意向に添えないというような

こともありまして、どうしても対応できない部分というのが２割弱程度あるということでご

ざいますが、私としてはこうして各地域にお邪魔させていただいて、直接市民の皆さまのご

意見を聞くということを大切にさせていただいて、市政を進めさせていただいておりますの

で、本日も皆さまから時間の許す範囲で忌憚のないご意見・ご要望をいただければと考えて

おります。 

若干、市の現状につきましてご報告をさせていただきたいと思います。市では概ね１０年

ごとに総合計画という市の最上位計画を立てさせていただいて、毎年度の予算編成にあたっ

ております。現在の第４次総合計画が来年度で計画期間が終了するということで、現在、第

５次の総合計画を策定しているところでございます。今回、総合計画を策定するのは５回目

ということになるのですが、東村山市が人口減少局面になって初めての総合計画の策定とい

うことでありますので、現在、様々な人口推計をはじめ、将来予測をさせていただいている

ところであります。今年１月１日時点での東村山市の人口は１５万７８９名ということで

ありますが、現在の推計ですと２０５０年には人口が１２万３,６３７名ということで、今後

３０年間で現在よりも２万７,０００人ほど人口が減少するという予測が出ております。 

その一方で、現在、７５歳以上の方の人口が２万１,３２５名でございますが、３０年後の

２０５０年には３万１,７４２名ということで、今後３０年間で総人口が２万７,０００人減少

する一方で、７５歳以上人口が１万人程度増えるという予測になっております。これは当市

だけではなく、おそらく多摩地域は大体同じような傾向になると見られているわけでして、

今、日本全体でも人口減少になっている時代ですので、東村山市だけ人口が増えるというこ

とにはなかなかならないとは思いますけれども、市としてはこうした推計を基に何とか人口
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減少をスローダウンさせて、この人口減少を少しでも食い止めていきたいと考えております。

また、長生きされる方が増えることは非常に喜ばしいことではありますが、やはり健康で長

生きをしていただくことが肝要ということで、現在、市では市民の皆さんの健康寿命を伸ば

す取組みをさせていただいているところでございます。今後もこうした将来予測、推計に基

づいて、今後１０年の間に少なくともどういうことをしていかなければならないのか。住み

良い東村山になるようにきちんと将来を予測し、着実に実行できる計画を策定して、将来に

わたって住みたい、住み続けたい、住み良いまちだと言っていただけるようなまちづくりを

これから進めていきたいと考えているところでございます。 

また、一方で嬉しいニュースとして、６月１日にオリンピックの組織委員会から来年行わ

れます東京２０２０オリンピックの聖火リレーのコースが発表になりまして、来年７月１４

日に東村山市で聖火リレーが行われます。その日は東村山市が聖火の最終到着地ということ

で、その日その日の最終到着地で聖火の到着を祝うセレブレーションというイベントを行う

予定になっておりまして、その開催場所が青葉町の多磨全生園ということになっております。

ちょっとまだ具体的なことはこれから東京都や組織委員会等と協議をして決めるということ

になりますが、東村山市青葉町の多磨全生園の中でオリンピックのイベントでありますセレ

ブレーションが行われるということは我々にとっても大変嬉しいことだと喜んでいるところ

でございます。今後、市としましても聖火リレーを成功させて、広く市民の皆さまに東村山

市、そして多磨全生園人権の森のことを市内外の方に知っていただく機会にできればと考え

ておりますので、ぜひご近所にお住まいの皆さまにも来年７月１４日にご参加いただければ

と思っております。 

少し長くなりましたけれども、これよりタウンミーティングを始めさせていただきますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。本日は司会を務めていただきますＦさんに感謝を

申し上げてご挨拶に代えさせていただきたいと思います。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】 

 

～ みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち～ について 

 

◆秋津公園の池の整備について            （秋津町 Ｎさん） 

近所に秋津神社があり、その下の秋津公園に湧水の池があるが、手が付かないほどボロ

ボロになっている。確かあそこは災害時の危険箇所だと思うが、その対策と一緒にどうに

かできないか。今、柵がしてあって、進入禁止になっている。危険な状態なので柵がして

あるのはわかるだが、市としてどうするのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

大変申し訳ございませんが、勉強不足で現状を承知しておりませんので、早速、確認させ

ていただきたいと思います。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

池周りの柵については老朽化が激しい状態でありますが、修繕ができていない状況である

ため、立入禁止の措置を施しております。 

今後の修繕計画としては、池周りの転落防止柵、公園灯については安全上、防犯上の観点

から早急に対応したいため、令和２年度に予算化し修繕に努めたいと考えております。 

また、公園内の園路（階段）、ベンチ、遊具等については、市立公園全体の整理・再整備

の中で、秋津公園の整備方針を定めたうえで、修繕を進めていきたいと考えております。 

 

 

◆空堀川に水流の確保を               （秋津町 Ｋさん） 

秋津町と青葉町の間に空堀川が流れていて、両サイドが遊歩道になっている。最近、水

害はないけれども、雨が降った時には川に水が流れているが、普段はほとんどカラカラ。

東久留米市には流水の川があって自然豊かだが、空堀川もどこからか水を引っ張ってきて、

常時水が流れるような憩いの場所にしていただけないか。水の管理はいろいろセクション

があって複雑だと思うが、貯水池もあるのでご検討いただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

空堀川につきましては、河川管理者は市ではなくて東京都ということになります。かつて

空堀川が改修される前は川幅も狭くて、少し雨が降る度に溢水するというような状況で、今

から２０年ぐらい前に河川改修が行われております。それ以前の空堀川につきましては武蔵
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村山のほうに水源がありまして、さらに昔は相当数の生活雑排水も流れ込んでおりましたの

で一定の水量があったように記憶しておりますが、現在は下水道も整備されましたので、生

活雑排水が流入するということはないと承知いたしております。 

市民の皆さんから「名前は『空堀』でもせっかく川なので、常時、水が流れて水に親しめ

るようにできないのか」ということで、東京都に直接、あるいは市のほうにもいろいろとご

意見をお寄せいただいているところでございますが、東京都としてはあくまでも治水が目的

であって、親水化は現状では考えていないというような状況だと伺っております。というの

は、水源を確保するというのが非常に難しくて、今、流れている水のほとんどは東大和市の

森永乳業が流している排水がほとんどだそうでございまして、もちろん決して汚い水ではな

いのですけれども、自然に流れている水というのが現状ではほとんど確保できない。「美住町

のところで浄水場のすぐ脇を空堀川が流れているので、浄水場から水を引けないのか」とい

うようなご意見もあったのですけれども、東京都としては浄水場の水はあくまでも飲料水用

として確保しているものなので、川に流すことは考えていないというような状況で、空堀川

についての親水公園化というか、常時、川に水が流れる状況にするというのは難しい状況で

はありますが、多くの市民の皆さんから市のほうにもいろいろご意見をお寄せいただいてお

りますので、今後も東京都と協議をさせていただきたいと考えております。 

 

 

◆青葉町 3 丁目周辺道路の安全対策について      （青葉町 Ｕさん） 

所沢街道の青葉町三丁目アパートに入る信号で死亡事故が起きた。青葉町３丁目のほうか

ら来た場合、右側に歩道があるが、所沢街道を渡る信号が左側にあって、横断歩道を渡って

二段方式のようなかたちでまた渡る。青葉町３丁目から来ると一度、横断歩道を渡って、ま

た次の信号で青になるまで待つことができない。信号を渡れるようにするとか、スバルの駐

車場のところに横断歩道をつけるとか、市で何とかできないか。歩道の待機する場所がない

と横断歩道も信号もつけられないということだが、あそこを何とか安全に渡れるようにお願

いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

所沢街道は都道ですので東京都と、それから横断歩道や信号は警察の関係になりますので、

警察と東京都と安全確保について協議をさせていただきたいと思います。すぐに良い対策が

講じられるかといいますとなかなか難しいところがあるかもしれませんが、今、お話いただ

いた点について、再度、警察ならびに東京都と協議をさせていただきたいと考えております。 

 

◎ 地域安全課より ◎ 

横断歩道について、警察署に問い合わせたところ、この交差点は変則交差点であるため、

現在のかたちで横断歩道が設置されております。また、交差点直近にはバス停があり、事故

防止の観点から、横断歩道の増設は現状では困難ですと伺っております。また、同所を横断

する場合は、信号を守り、左右の安全を確認してから横断を心がけていただきますようお願

いいたします。 
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◆バス停周辺の交通安全対策について         （青葉町 Ｕさん） 

スポーツセンターのところのコミュニティバスのバス停が、青葉町から東村山駅のほう

に行くと五中の前で降りるが、信号を渡らないで停留場のところからスポーツセンターの

ほうに渡るので、危険だと思う。ガードレール等を付けて通れないようにできないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

コミュニティバスでスポーツセンター前の五中側のバス停を降りて、信号のほうまで回る

のが億劫な方が渡ってしまうので、そういうことの対策にガードレールを設置してはどうか

というご提案と受け止めさせていただきました。 

確認してみますが、あそこの歩道があまり広くありませんので、ガードレールの設置等に

つきましては難しいのではないかと思います。いずれにしましても、少々遠回りになっても

信号をきちんと渡っていただかないと、鷹の道も結構交通量が多いので、そこはそれぞれの

方に交通ルールを守っていただくように啓発させていただくほうが先決かと思っております。

もし利用者の方で渡っているような方がいらっしゃった場合に、気が付きましたらスポーツ

センターのほうから「きちんと横断歩道を渡ってください」というようなインフォメーショ

ンをするように検討させていただければと考えております。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

スポーツセンター利用者にも張り紙等で周知を図るようにいたします。 

 

 

◆新秋津駅周辺の環境美化について          （秋津町 Ｋさん） 

この２年間、自治会で新秋津駅前のロータリーのごみ問題に悩んできた。新秋津駅前の

ロータリーの中央に通路があって、通路の端に市が設けた休憩用の椅子があるが、この椅

子が朝から晩まで誰かわからない大勢の方々の宴会の場になってしまっている。では誰が

やっているのかということを近所の方々にお願いして調査したら、１８人ぐらいの方から

返事があって、結局秋津町１丁目にも５丁目にも住んでいない方だと。住民とは全く関係

のない方々が飲酒あるいは食事をしている。さらに缶ビールや弁当の残りまで全て捨てて

いってしまう。綺麗な良いところだが、この２年間、全く解決の糸が見えない。自治会と

してお願いしているのは、まずあそこに休憩用の椅子があるからいけない。それからその

後ろに「ここで飲食をしないで」という看板も掲示してもらったが、取り外されて端のほ

うに捨てられている。明るいまちづくりのためにも新秋津駅前のロータリーについて市で

検討していただければ。 

◎ 市長回答 ◎ 

新秋津駅前のロータリーの中の島の部分、ちょっと植込みがあるのでなかなか見えにくい

のですけれども、ごみの放置、あとトイレがないのであそこで用を足すというお話は承って
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おりまして、私も課題として認識をいたしております。実は久米川駅の南口もケヤキの植込

みのところがちょうどいい木陰になっており、座っていらっしゃる方がおられるのですが、

あそこも朝から喫煙それから飲酒、そしてごみをそのまま置いていってしまうという同じよ

うな課題がございます。久米川駅のほうは、今、自治会、それから商店会、あと警察等々と

検討会を立ち上げて、少しずつ取組みを始めておりますので、今後、新秋津駅前につきまし

ても皆さんと充分協議しながら、具体的に椅子の撤去というお話がございましたので、それ

らも含めて検討させていただきたいと考えております。 

駅前にごみが散乱しているというのは、いかにもまちの美化にとっても良くないですし、

イメージダウンにもなってしまいます。ようやくさくら通りが開通して新秋津駅と東村山駅

が直線的に結ばれるようになりましたので、今後、またご相談させていただきながら、市と

しても本腰を入れて、具体的に新秋津駅前の環境美化の取組みをさせていただきたいと考え

ております。 

 

 

～ 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 

 

◆青葉町３丁目にコミュニティバスを         （青葉町 Ｙさん） 

青葉町３丁目地域にコミュニティバスがない。特に東村山駅方面への交通の便がなく、

電車だと秋津駅から所沢駅まで行って東村山駅に戻るというようなかたちになる。３丁目

地域も高齢化が進んでいるので、足の代わりとなるような便利なアクセス方法をできれば

お願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

市で走らせているコミュニティバスは、今、東村山駅から多摩北部医療センターを経由し

て新秋津駅まで行くというルートと、久米川町それから諏訪町を循環しているルート、それ

から東村山駅の西口から発車して廻田町から美住町を通って久米川駅まで行くという路線が

走っております。 

市としては、コミュニティバスにつきましては、私どもが交通空白地域と定義付けている

エリアの解消を目指すということで、駅から６００ｍ、それから既存のバス停から３００ｍ

離れている、公共交通からかなり離れた地域を結んで、その解消を図るという趣旨でコース

を選定させていただいているところでございます。青葉町の場合は確かに場所によってはバ

ス停から遠かったり、東村山駅方面に行く路線がなかったりということがありますが、そう

いったことにつきましては今のコミュニティバスの考え方では適用にならないところになり

ます。 

実は現在、交通不便地域であっても定時定路線のバスが運行できる道路幅員が確保できな

いエリアが何ヵ所かございまして、市としても今後はコミュニティバス以外の何らかの公共

交通手段を考えて、市民の皆さんの利便に供するということをこれから検討しようと考えて

いるところでございます。どういう方式になるかはわかりませんが、最終的に定時定路線の
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バスを走らせるとなると警察との協議が必要になりまして、原則的には道路幅員として６ｍ

ほどの幅が確保できていないと小型であっても定時定路線のバスは通すことができないとい

う状況なので、方式としては定時定路線ではない方策を考えていかざるを得ない。全国で住

民の方の高齢化に伴って日常の足の確保ということが非常に大きな政策課題になっておりま

すので、乗合タクシー方式やオンデマンド方式等いろいろな自治体の事例を参考にしながら、

東村山市としても今後コミュニティバスだけではない公共交通手段を考えていきたいと考え

ておりますので、もうしばらくお時間をいただきたいと思います。その時に青葉町のほうも

対象になるかどうかは今の段階では何とも言えませんけれども、今後、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 ◎ 

コミュニティバスガイドラインでは、公共交通空白地域を鉄道駅から６００m 以上かつバ

ス停から３００m 以上離れた地域としています。また、公共交通不便地域をバスの運行本数

が１時間に１本未満のバス停から３００ｍ以内の地域としており、青葉町３丁目の一部が公

共交通空白・不便地域に該当しております。 

しかしながら、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。） 

上記のとおり、道路幅員等の理由からコミュニティバスではすべての地域を解消すること

は不可能であり、市では新たな移動手段を検討しており、今後の地域公共交通会議等で議論

を進めていきたいと考えております。 

 

 

◆都道２２６号線（バス通り）に歩道の設置を     （青葉町 Ｔさん） 

都道２２６号線、久米川駅までのバス通りの鷹の道からヨークマートまでの間の歩道が途

中までしかないが、あそこを通る歩行者や自転車が多い。歩行者が傘をさして歩いていると

バスが通れなくて後ろをゆっくりついていくかたちになる。避けてもらってようやくバスが

通れるというような状況。また、自転車が通っているとバスがゆっくりその後をついていか

なければならない。先日もバスに乗って実際にそういうことがあった。４００ｍの間なので、

何とか歩道を付けて欲しい。片側には半分ぐらいまでは歩道ができているので、片方だけで

も歩道が全部つながればできればそこを安全に歩いてスーパー等に買い物に行ける。特に雨

の日はそういう状況が続いている。東京都に何とか働きかけて４００ｍの間に歩道をつくっ

てもらいたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

いわゆるバス通りの鷹の道からヨークマートのところまでが歩道が未設置ということで、

これまでもご要望をいただいており、都のほうには市民の皆さんの声ということでお届けを

させていただいておりますが、現状では家が建て込んでいたり、事業用地になっていたりし
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ており、東京都としては現時点では拡幅・歩道設置ということについてはあまり積極的な考

え方に立っていただけていないという現状がありますので、改めて東京都と協議させていた

だければと考えております。 

現状、市ではむしろ所沢街道については「早く何とかしてほしい」ということで、再三に

わたって歩道設置のお願いをさせていただいたり、所沢街道から青葉地域センターに入って

くるところが横断歩道橋になっておりますけれども、いつも青葉町でタウンミーティングを

やると「歩道橋ではなくて横断歩道に替えてほしい」というご要望をいただいていたり、そ

れも都のほうにお伝えをさせていただいておりますが、警察との協議で現状の幅員のままだ

と横断歩道に待機する安全な人溜りが確保できないので、道路を拡幅して歩道が広がった暁

には歩道橋を落橋して横断歩道に切り替えても良いのではないか、ということを言っていた

だいておりますので、市としては一日も早く歩道を拡幅していただき、横断歩道に切り替え

ていただくように、今後そちらについても働きかけをしてまいりたいと考えております。 

いずれにしてもＴさんからいただいた都道２２６号線、バス通りの関係につきましても、

改めて都のほうと協議をさせていただきたいと考えております。 

 

 

◆秋水園の建替えについて              （秋津町 Ｕさん） 

昭和３７年から秋津町に焼却炉があって、今、３つ目が同じ場所に建っている。２０年

前に秋水園の周辺の人たちの迷惑を考えて、誰もが安心・安全なまちにしようということ

で、一番迷惑を受けている秋津町民にアンケートを取って出してもらい、迷惑施設からの

秋水園、焼却施設脱却ということで３年がかりで計画がつくられた。それから２１年ほど

経ったが、一番近い辺りの方に伺ったところ、確かに昭和３７年よりは良いけれども、や

はり超大型車が通るとテレビを見ていても聞こえない。それから大量に積んできたパッカ

ー車からごみを落とされる。それから毎日、特にどんよりした日に煙突から出るものを見

て非常に暗い気分になる。今回、市長さんが昨年１０月から１２月にかけて意見交換会を

１０回やって、市側は市民と作ったということだが、市民が出ていろいろ意見を言っても

それに対して「じゃあもう１回考えよう」もなく、さらに水害で５ｍ浸水するかもしれな

い地域にも関わらず突破するという勢い。昭和３７年から３回炉を建て替えて、４回目。

迷惑は変わっていない町にもう一度造るということについて、市長さんは何とも思わない

のか。 

◎ 市長回答 ◎ 

現在の炉が設置されて４０年近くになり、二度にわたって延命化工事をしてまいりました

が、さすがにこれ以上延命化をすることは難しいということで、３年ほど前に今後のごみ処

理のあり方について検討会を設置させていただいて、有識者や公募市民、それから秋水園の

周辺対策の方々にもお入りをいただいて、１年ほどかけて協議をさせていただきました。 

その時にも長きにわたり、秋津町に１５万市民のごみ処理施設があることについて、市内

で他に移転することが可能なのかどうかということについても検討しましょうということに

なりまして、市内各所にある公共用地や民有地等々について検討した経過がございますが、
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面積としては最低でも１万平米ほどの広さが必要になるということと、準工業地域ないし工

業地域でないとごみ処理施設は設置できないということ等々から考えますと、東村山市内で

現在の秋水園以外にごみ処理施設を新規で設置する可能性のあるところが極めて少ないとい

うことで、現状では市の考え方としましては秋水園の中で新炉を建て替えさせていただくし

か方策はないであろうという考え方に立たせていただき、昨年度、市民の皆さんと意見交換

会を行ってきたところでございます。 

現在は昨年の市民の皆さんとの意見交換会でいただいたご意見を踏まえまして、さらに市

としての考え方を取りまとめているところでございます。今度は今月から説明会を行わせて

いただく予定になっております。市長としてどう思うのだということですが、先ほど申し上

げたように他にごみ処理施設を設置できる可能性のあるところがほぼないに等しい状況でご

ざいますので、ぜひ周辺の皆さまにもご理解をいただけるように最大限努力をさせていただ

きたいと考えております。 

 

◎ 施設課より ◎ 

秋水園が洪水ハザードマップ上、５ｍの浸水地域であることについては、適切な浸水対策

を行い、災害時に処理機能を失わないよう施設整備を進めてまいります。 

 

 

◆秋水園の建替えについて（その２）         （秋津町 Ａさん） 

焼却場を新しくするという考え以前に、あそこが東村山市のハザードマップで洪水時に

５ｍの浸水地帯に指定されている。注意しなさいという冊子が出されているにも関わらず

新しい炉を建てること自体が不思議。以前、市長さんにお聞きしたら「今までになかった

から」というような回答だったが、それはおかしいと思う。私からすれば今ある焼却場を

あそこから撤去してもらわないと、もし洪水に遭った時はどうするのか。新しい炉は高く

するから良いということだが、炉だけ高くなっても道路が浸水したら道が通れなくなる。

災害ごみをどうするのか。先ほど検討委員会で自治会の方が入っているという話があった

が、４月に自治会の総会で自治会長に聞いたら「私は自治会の代表として出ているのでは

なくて、個人の意見を述べている。代表はしていない。」と言った。そういうことを市長

さんはご存知か。それであるならば秋津町民の皆さんの意見として受け取られては困る。 

◎ 市長回答 ◎ 

確かにご指摘のとおり、秋水園に水害の危険性が指摘をされているとおりでありますが、

以前にもお話させていただきましたし、今もおっしゃっていただいたように過去には事例が

ございません。可能性としてないとは否定はしませんけれども、一定の対策を取れば、十分

対応が可能だと判断いたしております。 

また、自治会の方に出ていただいていることについて、ご本人様がどういう資格で出てい

るかというところまでは私どもとしては把握をいたしておりません。 
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◎ 施設課より ◎ 

秋津地域は地形的にも、柳瀬川下流の清瀬方面に向けて標高が低くなっており、雨水が長

時間とどまることは想定されないため、長期的な収集への影響は無いと考えます。 

秋水園周辺自治会からの委員については、自治会から推薦のあった方に参加していただい

ております。 

 

 

◆秋水園の建替えについて（その３）         （諏訪町 Ａさん） 

私自身、廃棄物の学会に入っていて、２０年から３０年ごみ問題の専門家をやってきた。

ごみ処理施設整備基本方針について８月から９月にかけて説明会を行う。説明会の内容は

秋水園の中にもう一度焼却施設を建てる計画だということで話があったが、それを聞いて

本当にびっくりした。ほとんどの方は御存じないと思うが、今から２０年前に東村山市は

『９８プラン』というのを立て、ごみを燃やさない・埋め立てない、秋水園を迷惑施設か

ら快適環境施設にするということで、あそこに焼却施設を二度と建てないと発表した。そ

の当時、極めて先進的な発表だったので、全国約２０００自治体から見学者がきた。当時、

１５名の市民の方が３年間にわたって全国３０箇所の先進地を見学して、皆さんが８０回

にわたって討議してまとめたものが素晴らしいということで全国から評価を受けた。その

『９８プラン』が２０年経ったら忘れ去られて、また秋水園に焼却施設を建てるというの

は、一体どういうことか。市長さんにお聞きしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

『９８プラン』が策定された時に関わられた方には、大変ご苦労いただいて策定されたと

伺っております。基本的に『９８プラン』の考え方というのはその後も市としては引き継い

で、できるだけごみ減量を進めていこうということで進めております。現在では燃やさない

ということはまだ実現しておりませんが、埋め立てないということにつきましてはほぼ実現

に至っております。現在、燃やした灰につきましては日の出町の処分場の中にありますエコ

セメント工場でセメント化されて、基本的には埋め立て処理は行われておりません。また、

燃やせないごみにつきましては、カツタという会社あるいはエルテックという会社に持ち込

んで、基本的にはサーマルリサイクルということで燃料にしておりまして、秋水園から出さ

れたごみにつきましてはゼロではないですけれどもほぼ埋め立てはされていない現状になっ

ております。ただ、燃やさないということについて申しますと様々な方策がありますが、経

済性や環境への影響、その他諸々を検討する中で、現状では１５万市民の皆さまが排出する

ごみを安定的・継続的に処理していくには焼却方式が最も望ましいと検討会でも結論付けら

れたところでございますので、市として今後もごみの減量はできるだけ市民の皆さまにお願

いしてまいりますけれども、どうしても処理をしなければならないものにつきましては、焼

却方式を採用して安定的に処理を行わせていただきたいと考えております。 
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◎ 市長回答 ◎ 

検討会でも生ごみのメタン発酵等について、一定の検討はしておりました。ただ、都内で

今後そちらの方式を取り入れようとしている町田市でも、全てがガスに変わるわけではなく

て残さが出ますので、残さにつきましては結局、焼却炉をもう１つ建てて焼却する方針だと

伺っております。ですので、我々としては経済効率性からいってそれはいかがなものかとい

う議論の中から、先ほども申し上げたように今は灰もリサイクルされておりますし、今後、

新炉につきましては、当然、熱を改修して発電をするなりの方策を可能な限り取っていくこ

とになるわけでございますので、燃やすこと自体が著しく環境に悪影響を及ぼすとまでは言

えないのではないかと考えております。 

一方で、前回のタウンミーティングでは逆に「これ以上ごみの分別は加齢とともにしんど

いので、分別しないで一切合切持って行ってほしい」というご意見も市民の方からいただい

ております。今後、超高齢社会で市として課題として考えなければならないと思っているの

は、高齢世帯あるいは高齢者の一人暮らし世帯で、特に認知症等の方々のごみの収集をどの

ように行っていくかということも考えていかざるを得ないので、ご提案いただきましたが、

燃やせるごみの中に生ごみそれから雑紙等を入れるなということになりますと、今以上に分

別が大変になってくる可能性がございまして、現状、これからの高齢化を考えるとあまり過

度に市民の皆さんに分別をお願いするというのもどうなのかという思いもございます。いず

れにしましても、市としては現状の収集体系をいじることなく、継続していく考え方でごみ

の焼却施設、処理方式を検討してきたという経過がございますので、その中ではこれまでも

焼却処理をしてまいりましたことからしますと、今後も焼却処理をさせていただくことが安

定的に処理できるのではないかと考えております。 

 

今、市長が燃やすやり方しかないとおっしゃったが、今、燃やしているごみの中

の大きな要素の１つは生ごみ。もう１つは紙ごみで、もう１つはプラスチックごみ。

東村山の場合、容器包装プラスチックは資源ごみとして回収しているが、可燃ごみ

の中に１５％ぐらいプラスチックごみが入ってくる。あるいは不燃ごみとして処理

しているプラスチックごみもある中で、とりあえず生ごみと紙ごみをどうするか、

可燃ごみの中に入ってくるプラスチックごみをどうするかということが大きな課題

になってくる。２年前から豊橋市で生ごみをメタン発酵させて１００％エネルギー

に利用して、毎年１.７億円の収入を得ている。こういう新しいやり方が出てきてい

る。紙ごみは全てリサイクルできる。あと問題になるのは、紙おむつや鼻をかんだ

ような有機物が付着した紙ごみだが、これについても処理方法が分かっている。あ

り方検討会で議論された時に市からそういう新しい情報があるということを皆さん

に提供していなかったため、皆さんの議論の中では燃やすことが前提の議論になっ

ていた。『９８プラン』で全国に約束したことを守れる状況になってきているので、

新しい情報も含めて市長がどのように情報を入手して検討しているか。                       

（諏訪町 A さん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

繰り返しになりますけれども、燃やすことそのものに問題があるということにはならない

のではないかと考えております。他の方式が良いということであればもう少し全国的にいろ

いろな事案が広がっていてもおかしくないのですけれども、ここ１０年ぐらいの間に都内で

新設されているごみ処理施設はほぼ全て焼却方式です。しかもそのほとんどがストーカ式と

言われる方式で、これが一番コスト的にも安いですし、処理としても安定して処理ができる。

きちんとバグフィルター等の設置をしておけば有害なガスや粉塵等を排出することもないと

いうことで、そういう意味ではやはり事例として多いのは焼却、特にストーカ式ということ

から考えても、我々としては１５万市民の皆さんが日々排出されるごみを適切に処理しなけ

ればならない責務を負っておりますので、これまで議論を積み重ねてきたことを踏まえて、

そうした実績がある方式を進めていくことで焼却処理を適切に行わせていただきたいと考え

ております。 

 

◎ 施設課より ◎ 

東村山市秋水園再生計画の推進プラン９８は、平成８年度から平成１０年度にかけて、市

民、学識経験者、職員で構成する「秋水園再生計画推進市民協議会」で作成した、平成１０

年度から平成１９年度までの１０年間を計画期間とした、東村山市のごみ処理についての方

向性が取り纏められたものであり、平成１０年３月に市に報告書が提出され、市ではこの基

本理念を継承し一般廃棄物処理基本計画を策定し、ごみの減量化や資源化に取り組んでいま

す。 

新たな可燃ごみ処理施設の処理方式については、焼却方式以外の方式も検討いたしました

が、処理後の回収物の安定した利用先、処理対象ごみ、社会動向の変化への対応性、経済性

など多角的な視点で検討した結果、現在と同じ、焼却方式のストーカ式とし、焼却後の灰に

ついても、これまで通り、セメント原料として安定したリサイクルを行うこととしています。 

この他、不燃ごみについては民間施設の活用により熱回収などしており、今後も、これら

の取り組みを継続することで、埋め立てによらない処理を進めてまいります。 

 

 

『９８プラン』の問題は全国に約束したことでもある。渡部市長はさすがごみの

問題の根本に詳しい。ただ、町田市でメタン発酵・発電をしても処理できないごみ

は燃やすしかないと言ったが、これは長岡市のやり方と同じ。そういうやり方も含

めて克服するやり方は皆さん考えていて、沼津市で検討したやり方では市が計画し

ている５分の１の予算で済むということがわかった。高齢者が分別するのが大変と

言ったが、そうするとごみの焼却あるいは焼却施設にお金をかけるよりは、分別を

手伝うような有償ボランティアとかいろいろな知恵を出してやっていけば良いの

ではないか。そういうことも含めて検討していただきたい。 （諏訪町 Ａさん） 
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◆秋水園の建替えについて（その４）         （青葉町 Ｏさん） 

ごみ焼却施設の件で、空気の面で心配している。少子高齢化で人口が減っていくと子ど

もを大事にしなきゃいけない。産まれてきた子に汚染された空気を吸わせたくない。高齢

の方も肺炎になったり癌になったりする。７階建てのマンションに住んでいるので、空気

の視点でものを見られる。所沢のほうまで見えるが、日頃見ていないが沢山煙突がある。

子どもを大事にする、それから高齢者も元気に長生きする、というような安全・安心のま

ちづくりという点から言っても、排気ガスとかダイオキシンとかを出さないような方法

で、焼却以外でもいろいろな試みがあるので、大変だとは思うがそれだけ予算をかける価

値があると思うので、その点よろしくお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

秋水園の建替えに関してのご意見と受け止めさせていただきました。 

排ガスにつきましてはいろいろな国の基準が定められておりますので、現状でもいくつか

の排出物質につきましては定期的に調査を行っておりまして、当然、国の定めた基準は全て

クリアいたしております。あと加えて、東日本大震災以降、市では秋水園周辺で放射能の測

定も行っておりまして、こちらのほうも全てクリアしているという状況でございます。 

焼却施設として再生する場合も法令等で定められた排ガスの基準を厳守して、環境に対し

て悪影響が出ないようにするのは当然のことだと考えております。現状の最新のバグフィル

ターの性能、それから焼却の方式もかなりの改善が見られておりまして、東村山市の現状の

施設でもダイオキシン類というのは排出されておりませんので、ご安心いただければと考え

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

私も手元に資料を持ち合わせていないので不確かなことは申し上げられませんが、秋津

小・秋津東小学校が市内で喘息の罹患率が最も高い学校ではないと承知いたしております。

ですので、単純に秋水園があるから秋津小・秋津東小学校で喘息罹患率が高いということに

はならないのではないかと考えております。 

先ほども申し上げましたように、現在も今後も焼却処理をするにあたりましては、当然、

健康とか安全面についてどうなのかということだが、清掃工場周辺の小・中学校

では喘息の罹患率が高いということがはっきりわかっている。私自身もそういう論

文を書いて報告をして議論されている。皆さんはＰＭ２.５というと中国から飛んで

くる喘息に影響を与える危険物質という認識だと思うが、ごみ焼却時に高温で物質

を小さく分解するとＰＭ２.５が発生する。実際、秋津小学校・秋津東小学校は喘息

の罹患率が全国平均の３倍近くある。これがずっと続いている。そういう中で２０

年前に皆さんが３年がかりでごみを燃やすのを止めましょうと約束したことが守

られずに、もう燃やすしかないということで今回また提案されようとしていること

についてはぜひ見直して欲しい。             （諏訪町 Ａさん） 
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大気中に粉塵あるいは危険な有害物が出ないように最善の努力をしていきたいと考えている

ところでございます。 

 

◎ 施設課より ◎ 

新たな施設においては、最新の技術を利用した排ガス処理設備を設置し、環境法令に定め

る基準値を遵守するとともに、上乗せ基準としての自主規制値についての検討も行い、施設

整備を進めていきます。 

 

 

◆秋水園周辺対策について              （秋津町 S さん） 

秋水園の焼却場をできれば取っ払って欲しいが、整備するのはやむを得ないかと思って

いる。ただ、一般車と業者の車が１日に４０～５０台通るので、非常に危険。焼却場がで

きる前からそこに住んでいる住民には非常に迷惑をかけている。何か対策として、固定資

産税を安くするとか、あるいはもっと良い、近くに住みたくなるような提案があればぜひ

聞きたい。そういう検討をしたことがあるか。 

◎ 市長回答 ◎ 

先ほどＡさんから出ていた『９８プラン』以降、市としてもまず秋水園へのごみの一極集

中は是正していこうということで、この間かなりの分散化を進めてきたところでございます。

今、資料を持ち合わせていないのですけれども、以前と比べると秋水園に出入りする車の数

はかなり減っていると思います。今までは全てのごみを秋水園に持ち込んできたわけですけ

れども、現在、ペットボトル、それから容器包装リサイクル等につきましては、恩多町のほ

うの施設に持ち込まれております。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

市としては市民の皆さんの持ち込みにつきましても、できるだけ通常の収集で出していた

だけるように、今後、広く啓発を進めていきたいと考えております。その他周辺対策として、

以前にもＳさんから「秋津町だけ税金をまけられないのか」と言われたように記憶いたして

おりますが、残念ながらそれはできません。一部の地域の方だけ税金をまけるとか高くする

ということにつきましては、税法上できないことになっております。 

ただ、この間、市としても一定の周辺対策は行ってきたところでして、集会施設等の対応

もさせていただいておりますし、あと周辺対策協議会の皆さんと協議をして、予算の範囲内

ですけれども道路の改修や公園の改善、防災備品の購入等々も行っております。今後も具体

的にどういう施設を造るのか、その後の秋水園の将来構想というか全体のあり方等につきま

してもできるだけ地元の皆さんのご意見を取り入れて、安全でかつ市民の皆さんに親しみを

持っていただけるような施設として改善できるようにこれからも取り組んでまいりたいと考

えておりますので、ぜひご理解をいただければと思っております。 

一般市民の持ち込みが多い。それで４０～５０台。    （秋津町 S さん） 
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◎ 施設課より ◎ 

秋水園への搬入車両の台数については、これまでの一部のごみ処理の分散化により、減少して

おります。また、事業系一般廃棄物の車両について、職員による抜き打ち検査を実施するなど、

不適正ごみの搬入規制を行っています。 

収集車両等の運行については、秋水園西の交差点から秋津新道を通行し、その他の秋水園周辺

道路については、その地域の戸別収集の為に通行する以外は利用しないこととしています。 

また、大型車両の通行は、子どもたちの登下校の時間にあたらないようにするなどの配慮をし

ています。 

現在の周辺の方々の施設としては、少年野球場、屋外プ－ル、秋水園ふれあいセンターを設置

しております。 

 

 

～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 

 

◆障害者総合支援法の保険切り替えについて      （萩山町 Ｔさん） 

障害者が６５歳になると介護保険への切り替えを求められるが、これは強制ではない。

視覚障害者が介護保険を受けると介護保険にないサービスがいっぱいあって、生活が成り

立たなくなる。例えば字の読み書き。介護保険だと手書きのものを読んでもらえなくて、

視覚障害者の中に困っている人が多くいる。 

◎ 市長回答 ◎ 

現在の障害者総合支援法では基本的に障害のある方のサービスというのは６５歳までで、

それ以降につきましては介護保険のほうに移行していただくというような制度設計になって

おります。ただ、これまで受けてきたサービスが受けられないと障害者にとっては非常に不

利益になりますことから、６５歳以上になってもそれぞれの方の状況等に応じて、引き続き

ある程度は市のほうで認められている裁量の範囲内で対応していると承知しておりますので、

個別にＴさんのケースがどうなっているかというのは私もこの場ではお答えできないのです

けれども…。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

先ほど申し上げたように、国の制度としてはそういう大きな枠組みがございますが、障害

のある方にとっては全て介護保険に移行させられてしまいますと、当然いろいろな不利益が

生じる可能性がございますので、そこにつきましては市としましても個々の方の状況に応じ

て、これまで受けてこられたサービスが継続できるように一定の配慮をしているものと承知

いたしております。制度そのものは国でつくっているものなので、それを全部変えるという

のは市のレベルではできませんので、可能な範囲内で個々の実状に応じた対応を取らせてい

私個人のことではなくて、視覚障害者全体の問題。      （萩山町 Ｔさん） 
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ただきたいと考えております。 

 

◎ 介護保険課より ◎ 

介護保険制度では、訪問介護の提供において「相談援助、情報収集・提供」行為として、

短時間の各種資料の代読や説明を認めているものです。しかし、代読や代筆のみを目的とし

て訪問介護を実施することはできません。 

生活でお困りごとがある際には、お住いの地域を担当する地域包括支援センターへご連絡

ください。 

 

 

～みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち～ について 

 

◆運動公園のＳＬについて               （市外 Ａさん） 

今度、運動公園のＤ５１（ＳＬ）が解体されるということで保存会が立ち上げられてい

る。市長さんはＤ５１の解体に対してそれを保存したいという人たちの気持ちをどれぐら

い理解してもらっているか。保存会の人に聞いた話によると、解体されるか保存されるか

まだ確認できていないということで、明日また集まりがある。今日、Ｄ５１の前に座って

いたら、解体されると聞いて遠方から写真を撮りに来ている人がいて、「Ｄ５１は思い出の

あるものなので、残してもらいたい」と言っていた。解体の話がどこまで進んでいるのか

を聞きたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

昨年６月に大阪北部で地震がございまして、通学途上の女の子が学校のブロック塀の下敷

きになって亡くなるという大変痛ましい事故が発生いたしました。その後、市の公共施設の

ブロック塀の点検を行いまして、高さが建築基準法の既存不適格な状態になっているブロッ

ク塀につきましては現在も改修工事を進めています。 

建物の関係につきましては、概ね市の公共施設、それから小・中学校につきましても耐震

が終わっておりますので、あとはこれまで市のほうで一度も点検作業をしていなかった運動

公園の夜間照明灯やバックネット等の施設、それからＳＬも含めて、昨年度、業者委託して

現状どのような不具合があるかの調査をいたしました。照明灯やバックネットにつきまして

はかなり錆が見られて、モノによりましては一部できるだけ早く改修する必要があるという

指摘を受けたところでございますが、ＳＬにつきましてはアスベストの部分が剥き出しにな

っておりまして非常に危険な状態であるということや、全体的に雨ざらしの状態でずっとき

ていますので、至るところに錆や穴が開いているという状況で、一刻も早く何らかの対策を

取らないと危険であるという指摘を受けました。この調査結果が出たのが一昨年度末の３月

で、その後、市としましてはこの報告を受けて、まずアスベストが浮遊しているかどうかの

調査を行いましたところ、幸いにもアスベストが空気中に浮遊しているという結果は得られ

ませんでした。その後、ＳＬにつきましてはやはりＪＲに見ていただく必要があるだろうと
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いうことで、ＪＲ東日本テクノロジーという会社に見ていただいたところ、ほぼ修復は不可

能に近い、と。また、震度６級以上の地震があった場合には転倒する危険性があるという指

摘を受けて、運動公園という施設上、いろいろな市民の方が集まる場所でございまして、隣

にもテニスコートがあるということで、市民の安全を考えると１日も早く撤去するしかない

だろうという判断をさせていただき、６月議会の最終日に補正予算を計上させていただきま

した。議会でもいろいろ議論にはなりましたけれども、最終的にはやはりこのまま放置して

おくわけにもいきませんし、ほぼ修復不可能だというような状況ではもう保存することもま

まならないということから、議会でも撤去の経常予算につきましてはお認めいただいたとこ

ろであります。ですので、市としてもご可決いただいたことに基づいて予算執行すべくＪＲ

と協議をさせていただいて、できれば今年の１０月に行われる市民運動会までには撤去させ

ていただこうということで、残念ですけれども危険な状態を放置しておくわけにはいきませ

んので、今、準備を進めさせていただいているところでございます。このことにつきまして

は、既に先日、市報で市民の皆さまにお知らせしたところでございます。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

１０月１３日に開催される市民大運動会までに、Ｄ５１の解体・撤去をいたします。 

 

 

◆運動公園のＳＬについて（その２）         （青葉町 H さん） 

運動公園のＳＬが解体されるということだが、根強いファンがたくさんいるので、ただ

鉄くずにするだけではなくて部品をネットオークションにかけて、多少換金したらどうか。

自治体でもオークションを使って特に差し押さえをした場合に換金している例もあるの

で、ＳＬもそういうふうにするなり、あるいは地元の方やご縁のある方に一時入札か何か

で優先的に配布すれば、喜ばれるのではないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご提案いただきまして、ありがとうございます。ただ、私が聞いている範囲ですと、今、

ＪＲから無償譲渡されているのですが、その譲渡要件として部品類を転売してはならないと

いう規定があるそうで、車輪だとかプレート等の部品につきましては市が保管して展示する

ことは構わないと伺っておりますので、撤去するのは私自身も非常に残念で忸怩たる思いを

しておりますが、極力そうした部品につきましてはきちんと保存しておきたいと考えており

ます。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

部品類の転売等の規定・要件・条件はありませんが、運動公園の D５１は、４０年以上の

長きにわたって当該地にて市民の皆さまに親しまれてきたものであることから、プレート等

の一部部品を保存し、今後展示も検討してまいりたいと考えております。 
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◆市内で実施される東京オリンピック聖火リレーについて （青葉町 F さん） 

東京オリンピックの聖火リレーと多磨全生園でのセレモニーを市民として拝観したい。

まだ具体的には決まっていないとのことだったが、応援するリレーのコースは所沢街道な

のか、多摩北部医療センターの前なのか。私たちは年をとっていてあちこち走れないので、

方面がわかり次第、（お知らせを）よろしくお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

冒頭のごあいさつで申し上げさせていただきました、来年のオリンピックの聖火リレーに

ついてご意見をいただきました。 

セレブレーションにつきましては、多くの市民の皆さんにぜひご高覧いただければと考え

ております。どの場所でどういうかたちになるのかというのは、我々もまだ知らされており

ませんので、今後、東京都・組織委員会等と協議して、また、施設自体は厚生労働省の施設

ですから国とも協議をして、２,０００人とか３,０００人ぐらいの大勢の方にご覧いただける

ような会場設営を考えなければならないと思っております。 

それからコースにつきましては、残念ながらまだ詳細は公開されていない状況ですので、

我々も知らされていない状況です。ただ、その日は国立市をスタートして国分寺市、小平市、

そして東大和市から聖火を受け取るのですが、一人のランナーが走る距離が約２００ｍ程度

と伺っております。現在、組織委員会では全国の聖火リレーの選手を公募しておりまして、

中学生以上だったと思いますけれども、広く国民から聖火リレーのランナーを募集している

という状況でございます。８月いっぱい応募を受け付けておりますので、徐々に詳しいこと

が決まってくれば市民の皆さまに市報、市のＨＰ等で広くお知らせしたいと考えております。 

既に警察署では、先日、聖火リレーの途中でテロ等が発生した場合に備えての訓練をスポ

ーツセンターの駐車場で行っておりまして、まずは安全を確保しつつ、多くの皆さんにオリ

ンピックの聖火リレーを間近でご覧いただけるように、市としても取り組んでまいりたいと

考えております。 

 

 

◆スポーツセンターについて             （野口町 Ｅさん） 

夏場、スポーツセンターの出入り口の自動ドアが常に開けっ放しにしているが、せっか

く冷房で冷やした空気を逃げてしまうのと、暑い熱風が入ってきてしまって、エアコンの

電気代がかかってしまうので、税金の無駄遣いになっていると思うので改善していただき

たい。 

◎ 市長回答 ◎ 

スポーツセンター１階の五中側の正面出口ですか。 

 

 
夏場は常に五中側と裏の駐車場側の両方オープンしている。  （野口町 Ｅさん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

わかりました。確認して改善できるようにしたいと思います。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

スポーツセンター第一体育室や各会議室には空調設備が設置されていますが、１階ロビー

部分については設置されていないため、自動ドアを閉めきった場合、熱がこもってしまうた

め、両方のドアを開け、扇風機を使用しながら風通しを良くしております。 

 

 

◆運動公園の施設整備を               （青葉町 T さん） 

運動公園の運動場の周りに遊歩道があるが、そこがボコボコになっていて、雨が降ると

水溜まりができて歩けない状態。改善をお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

運動公園につきましてはＳＬの関係で点検をさせていただきました。構造物につきまして

は点検しておりますが、遊歩道につきましてはいろいろな方から既にご指摘をいただいてお

りますし、私どもも承知をいたしているところでございます。 

ＳＬにつきましては、いろいろご意見はあるのですが、撤去をさせていただくということ

で既に決定しております。その他、夜間照明やバックネットにつきましても、専門業者から

老朽化によってここ１～２年の間に一定の手立てをしないと危険な状態になるという指摘を

いただきましたので、今後、運動公園につきましては計画的に改修整備をしなければならな

いと考えております。その中で遊歩道につきましても対応を検討したいと考えておりますの

で、いつになるかは今の段階では明確にお答えできませんが、できるだけ早いうちに改修で

きるように努力したいと考えております。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

平成３０年度に策定した「スポーツ施策基本方針」に基づき、運動公園を含めた市内にあ

るスポーツ施設全般の今後の方向性を検討する必要性があると認識しております。 

２０２０年に開催される「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」を契機

とし、市民の皆さまがスポーツに取り組みやすい環境づくりを目指していきたいと考えてお

ります。 
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【市長まとめ】 

 

皆さまには長時間にわたりお付き合いいただきまして、ありがとうございました。 

今日は秋水園の問題やＳＬの問題等々、一部集中していろいろご意見をいただきまして、

考え方につきましては平行線のようなことであまり噛み合った議論にできなかった部分もあ

りますが、現状の市の考え方、私の考え方はお伝えをさせていただいたところでございます。 

今後も市民の皆さまとの対話を大切にしながら、いろいろご意見をいただいて対応できる

部分もあればどうしても対応できない部分もあるということでご理解いただきながら、市政

をより良くするためにこれからも努力してまいりたいと考えております。 

その他、地域での様々な課題、特に道路関係につきましても多くのご意見をいただきまし

た。これらも警察や、道路の管理者が東京都の場合は東京都と協議をしていかなければなり

ませんが、少しずつでも改善できるように今後も努力してまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

最後になりましたけれども、司会を務めていただきましたＦさん、そしてご参加いただい

た市民の皆さまに心から感謝を申し上げてご挨拶に代えたいと思います。どうもありがとう

ございました。 
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