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○開催内容 

令和２年１０月１０日（土）午前１０時、栄町ふれあいセンターにおいて、「タウンミーティング」

を開催いたしました。１５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、１４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 申込みが必要です。事前にお申込みください。 

     （１月４日から申込開始。先着１５名） 

  （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３年１月２３日（土） 秋津公民館 午前１０時～正午 

萩山町 ６人 

栄町 ４人 

その他市内 ４人 

市外 0 人 

合計 １４人 

  

２０代以下 ０人 

３０代 ０人 

４０代 １人 

５０代 ３人 

６０代 ５人 

７０代 ３人 

８０代以上 ２人 

未回答 ０人 

合計 １４人 

男性 １１人 

女性 ３人 

合計 １４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】 

 皆さん、おはようございます。なにかとお忙しい所、また、台風 14 号が接近しているとい

うことで大変強い雨が降っている中にも関わらず、そしてコロナ禍という未曽有の事態の中、

このように大勢の市民の皆さまにお運びいただきましたことを心から感謝を申し上げたいと

思います。これまで私が市長に就任させていただいてから、ほぼ議会がない月については東

村山市内の 13 町にお邪魔させていただいて、こうして直に市民の皆さまの生の声を聞かせ

ていただくタウンミーティングをずっと開かせていただいてきました。今日で通算 136 回

目ということになるのですが、今年の 2 月を最後に、新型コロナウイルス感染症の拡大にと

もなって、3 月から 7 月と、休ませていただいてきました。8 月にいつまでもタウンミーテ

ィングを開かないというのもいかがなものかなということで、市役所いきいきプラザのマル

チメディアホールで、こうした対面方式とオンライン会議方式の両方でハイブリッドなタウ

ンミーティングを半年ぶりに再開をさせていただいたところです。9 月は議会でお休みをさ

せていただいて、また今月、来月、地域にお邪魔してタウンミーティングをさせていただく

こととしたところです。ということで地域にお邪魔をしてこうして直に対面してみなさんの

お話しを聞くというのは今年の 2 月以来で、もう半年以上ぶりになり、私も非常に久しぶり

なので緊張しているところでございます。ご質問にお答えしながら、今、現状の東村山市の

課題、それと、これからどういうまちづくりをコロナ禍の中で進めようとしているのかとい

うことについてお伝えできればなと思っております。限られた時間ですが、有意義なタウン

ミーティングになりますよう、そして最後にみなさんのご健康を心よりお祈りさせていただ

いて、開会にあたっての私のご挨拶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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【会場でのご意見】 

 

～みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち～ について 

 

◆介護保険料・介護保険給付について          （栄町 Ｎさん） 

 介護保険料についてなんですけど、来年か再来年か分かりませんが、見直しになると思

うんですけど、その時に、社会福祉協議会の中に、そういう専門の方を置いて、そこで審

査及び等級とかを選定されればだいぶ金銭面も削減されるんじゃないかと思います。それ

でいろいろと統計を見ましたら、全国でやっぱりまだ高いんですよ。この東村山市は。だ

からもう一回、値上げをしなければだいぶ落ち着いてくるんじゃないかと思うんです。 

それで、保険料の値上げについてなんですけど、全国の市町村で、介護を受けないで亡

くなる人がいる場合、香典料っていうのか分かりませんけど、10 万円なり、5 万円なり、

あるいは 20 万円なり、そういう出し方をされてる市町村もあるんです。ということは、

やはり、地方税ですから、市のほうではやることができるよということを聞いてるんです

よ。だからそういったこともちょっと、見直してやっていただければと思います。検討し

ていただければと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

介護保険料の関係については、今、第 7 期の 2 年目になるので、再来年、改定になろうか

と思います。近年、介護給付費の総体は伸びが非常に鈍化してきております。第 4 期・5 期

くらいが、非常に介護保険給付費が伸びてそれだけ介護を必要とされる方が増えたというこ

とと、それから特に重度の方が増えたということがあって、介護保険料にそれが反映、跳ね

返りをしてきた経過がございます。全国的に見れば市の介護保険料が高いというご指摘は、

おそらくその通りだと思います。それだけ高齢化が進んでいるということと、やはりどうし

ても、ある意味いいことなんですが、介護サービスを当市の場合は非常に受けやすいので、

介護保険料にどうしても跳ね返りが生じてしまうということです。この間、市としてはご案

内の通り介護予防や市民のみなさんの健康寿命の延伸をはかるべくいろいろな地域での市民

のみなさんと協働して活動をしてまいりまして、ご指摘の通り前回の改定の時にはそれが一

定の効果がでてきたものですから、介護保険料を引き上げないで据え置きのままで行けたの

で非常に良かったと思っています。今回、コロナの関係で地域での介護予防事業、あるいは

昨年度からフレイル予防、虚弱にならないように栄養指導を含めたフレイル予防対策という

のを実験的にというか試行的に、久米川東住宅の自治会の協力を得ながら昨年度は食支援、

会食等を通じて、高齢者の方もきちんとたんぱく質等栄養を取ってもらうことが大事なので、

そういう指導をしながら、介護予防以前のフレイル予防の取り組みもさせていただいてきた

んですが、今年、一切そういった人が集まる、特に高齢者の方にはお集まりいただくような

取り組みが出来なくてちょっとそこは心配をいたしております。できるだけ市民のみなさん

のご理解・ご協力をいただいて、なんとか介護に至らないように、介護が必要な状態の方に
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はきちんと介護サービスを提供しなければなりませんが、そうならないように介護予防、あ

るいはフレイル予防をこれからもなんとかコロナ禍の中でも展開して保険料に跳ね返りのな

いように努めていきたいと思います。 

 それから、介護保険を使わずに天寿を全うした方について、一定の香典のようなものを支

給している自治体があるというお話は、私はちょっと初耳だったので、そういう自治体があ

るのかどうか確認をさせていただきたいと思いますけれども、健康で長生きをするというの

はご本人にとっても幸せなことなのですが、とはいえ、毎月払っている介護保険料を最期ま

で使わずに亡くなられた場合になにもないのか、と言われると確かにそういうことについて

もなにかインセンティブが働くような世の中の仕組みもあるとますます市民のみなさんがや

りがいを持って介護予防やフレイル予防に努めていただける可能性もあるので、そこは介護

保険というのとは切り離して、今後、市民のみなさんがより介護予防やフレイル予防に取り

組むようなきっかけづくりでどんなことができるのか、介護保険とは切り離して、例えばそ

ういうイベントに参加したり、あるいは健診をちゃんと受けたりすると自治体によってはポ

イントを付与するような自治体があるのは承知しておりますので、そういったことも今後視

野に入れながら考えていきたいと思います。 

 

◎ 介護保険課より ◎ 

 当市の介護保険料につきましては、月額で 5,750 円となり、東京都の平均 5,911 円、全国の

平均 5,869円と比べ下回っている状況でございます。 

 また、認定審査につきましては、介護保険法により、保険者である区市町村に設置される介護

認定審査会による審査及び判定の結果に基づき区市町村が行うこととされており、外部委託はで

きないものとなっております。 

 現在来年度より開始する第8期地域包括ケア推進計画について鋭意策定作業を行っております

が、その中で今後の介護保険サービス給付見込み量などを勘案し、当市の介護保険料について決

定していく予定となっております。 

 次に、介護サービスを使わずにお亡くなりになられた方に、お見舞金等のお支払いを行うこと

につきましては、介護保険においては全国でも事例は見られず、介護保険制度自体が共助のシス

テムとして、国民の参加意識や権利意識を確保する観点から、負担の見返りとしての受給権を保

障する仕組みとして、国民にわかりやすく負担について合意が得られやすい社会保険方式が基本

となっており、お見舞金等の支払いを想定しないものとなっております。 

 当市の介護予防施策に関しましては、現在、コロナ禍において、一部の通いの場等の団体は活

動を再開しておりますが、全体的には活動再開に向け、各団体が苦慮しているところです。今後

は、新たな生活様式を取り入れ、新型コロナウイルス感染症拡大予防の対策を講じながら活動を

再開できるよう、必要な情報等の提供、参加意欲の向上を含め、支援をしてまいります。 
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～ みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち ～ について 

 

◆志村けん銅像プロジェクトについて         （諏訪町 K さん） 

 志村けんの問題について。現在、東村山駅東口で進められている「志村けん銅像プロジ

ェクト」を一旦中止とか、白紙撤回していただきたい。と、言いますのも、現在、推進され

てる側の意見ばかりで反対意見、慎重意見が全く取り上げられていないのです。６月 25

日に市議会で名誉市民に指定されました。私は 7 月中旬に秘書広報課にやめてくださいと

意見しに行ってるんですけれども、無視されていて、そのまま今度は銅像プロジェクトが

始まってしまった。これはちょっと市民不在。意見を全く聞かれてないなと思いまして。

青年会議所と商工会が中心にやって市長が顧問という形で入っている。 

 これに関して一般の市民、特に東村山駅を利用する方の意見をアンケートを取るとか、

公聴会を開くとか、なにかしらしたうえでやらないと、東村山駅は市民みんなが使うので、

志村けんを好きな人もいれば嫌いな人もいると思う。それで、一部の推進する人の意見だ

けでやると、景観を損ねるとか、いろいろな意見も出るし、そういう全体の利益を考えた

場合、東村山駅東口に置くのは待ってください。 

 他にもうちょっと別の志村けんを顕彰するにはいい方法があるんじゃないかと。僕が思

うのは、あの人は歴史的には東村山出身なのは事実で、これは否定できないんで、銅像じ

ゃなくて歴史館で展示会をやるだけとか、これなら僕も協力したいなと思います。だから、

東口の駅前のみんなが通るところではなくて、ご実家の所に置くとか歴史館に置くとか、

別の方法を検討していただきたいなと。 

 11 月 7 日にまた聞くと思うんですけど、クラウドファンディングの期限がくると思う

んで、それをふまえた上でもう一回ご回答いただきたいなと思っています。 

◎ 市長回答 ◎ 

 今年の 3 月に志村けんさんが亡くなられて、ご案内の通り亡くなられた報道があった直後

から東村山駅の東口には 3 本の志村けんさんに関わる木として「志村けんの木」と言われて

いる木がありますが、そこに、全国からかは分かりませんが、自然発生的に献花される方が

出てきて、交通の支障になることから市ではトイレの北側のところに献花台を設けさせてい

ただいてお花を受付させていただきました。その後市ではホームページ上に全国からのみな

さんのお気持ちを受けるというコーナーを設けさせていただきまして、四十九日の日までで、

お寄せいただいた方のおそらく全国からだと思いますが、2 万 2 千を超える方からメッセー

ジをいただいたわけです。当然 K さんのように志村さんが嫌いだという人ももちろんいらっ

しゃいますが、お寄せいただいた多くの方は、志村さんの笑いを通じて辛い時期、悲しいこ

とがあっても、志村さんの芸を見て笑いと共に元気をもらうことができて感謝してますとい

うメッセージがほとんどでした。その時にも銅像を作ったらどうか、名誉市民にしたらどう

か、あるいは資料館をつくったらどうかというようなご意見も多数お寄せいただいた次第で

ございます。その後 6 月定例会で、やはり志村さんについては名誉市民にするべきであろう

というふうに判断をしまして、議会のほうにお諮りをさせていただいたところでございます。

そうしたところ、議会では、うちの議会では珍しい事ですが、全議員が賛同いただいて名誉
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市民にご推挙され、決定をさせていただいたところでございます。その後、先ほどご指摘あ

りましたように青年会議所や市の商工会の青年部の方々を中心にモニュメントをぜひ建立し

て、東村山の志村けんの木の近くにぜひ銅像を設置したいということでご相談をいただきま

した。市ではやはり名誉市民にはさせていただきましたが、多額の公金を投じて銅像を市が

設置するということについてはおそらく K さんのようなご意見もあろうかと思って、市で直

接するということは考えておりませんでしたが、心ある市民のみなさんからのお申し出でご

ざいましたので協力をさせていただくという形で実行委員会の中に私も名前を連ねたところ

でございます。現在、クラウドファンディングをされている最中で最終的にこれが成功する

かどうかはまだ今の段階ではわかりません。仮に目標額が集まれば、これで設置ということ

になりますし、現時点というか、私としてはやはり志村さんの木として多く認知されている

あの樹木がある近くに建立するのがやはり一番形としては良いのではないかというふうに考

えてますので、今いろいろと K さんのご意見をいただきましたけれども、私が直接その考え

を変えるということは、今の時点ではございません。今後、議会等も含めてその設置の場所

について多数の市民のみなさんがやはり東村山駅東口はどうなのかというようなことがあれ

ば、それはまた考える必要があるかとは思っておりますけれども、今の現時点で東口以外の

場所というのは、逆に言うと考えにくいというふうに考えておりますので、今後、実行委員

会のみなさんとも協議をしながら適切に事業を進められればなと考えております。 
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～ みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち ～ について 

 

◆野火止通りの歩道の改善を①            （萩山町 Ｎさん） 

 私の方は野火止用水沿いの歩道の改善をお願いしたいと思うんです。それは、萩山町 3

丁目と栄町 3 丁目の間を通る野火止用水というのをご存知でしょうか。そこの歩道で八坂

駅の東側部分の歩道が狭くなって屈折しているんです。そして勾配のある道になったりし

てます。ですから、歩行者に危険じゃないかと思うんです。隣は川ですし、柵はあります

けれども、通学の子どもも多く、手押し車の老人の行き来も沢山あります。 

それから朝はとても大変なんです。中学生、高校生の自転車がすごく行き来して危ない状

態なんです。一応道は左と右とに分かれてはいるんですけれども、午後になりますと、お

年寄りがお買い物やら何やらすごく多いんです。それで帰りに中高生が自転車を飛ばして

通っているものですから、それがちょっと気になるんです。両脇の草が 1 メートルくらい

ずっと生えていて途中に木が立ってます。あの草はそこまで深くしなくてもいいんじゃな

いかと思います。もう少し八坂寄りの萩山 3 丁目の方はいいんですけれども、栄町 3 丁目

までの方はもう少し道が狭くなって中央線もないんです。ですからあの辺はちょっともう

少し専門の方が見てくださらないと、自転車の事故が起きる可能性があると思うんです。 

◎ 市長回答 ◎ 

 わかりました。そこはちょっと現場を確認させていただいて対応を検討したいと思います。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

ご指摘いただいている八坂駅付近の歩道について、11/13（金）確認いたしました。 

 会場意見にもあります通り、当該地の歩道は両側にありますので、歩道の幅員からすると

東側の歩道を積極的にご利用いただければと考えます。 

 

＜西側の歩道について＞ 

 野火止用水の最大増水時にも流れを阻害しないよう、橋梁が架設されているため、橋梁部

に対して斜路で取付をしているものと考えます。その結果、クランク状の橋梁形式となった

ものと思われます。 

 歩道の幅員については、八坂駅直近が 2.3m、橋梁部が 1.6m、府中街道方面が 1.35m と

なっています。最終的には、府中街道方面へ向かう市道の歩道幅員（1.35m）に合わせる必

要があるため、八坂駅直近から段階的に歩道幅員を狭めているものと考えます。これ以上の

急激な歩道幅員の変化は、歩行者の流れに対してボトルネック的な形状となるため、現状の

幅員変化としたものと考えます。 

 橋梁部の柵高さについては、現行の基準からすると若干低いと考えます。 

 （参考資料添付 東京都福祉のまちづくり条例：施設整備マニュアル、2019.3 月改訂版 

道路編 P294,295） 

 

 いずれにいたしましても、当該地の立地条件からするとやむを得ない状況であると考えま
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す。また、改修する場合には、市道を拡幅し歩道幅員を確保する必要があるだけでなく、鉄

道桁下での橋梁改修も伴うため事業規模もかなり大きくなることが予想されます。 

 

 

◆野火止通りの歩道の改善を②            （萩山町 Ｎさん） 

 それから野火止用水の八坂から始まってすぐのところの歩道が細くなってると申しまし

たが、そこに 1 メートル四方の水たまりができていて、飛び越えようとして怪我をする可

能性があるなと思います。その水たまりというのが、コンクリートが剥がれてしまってそ

こが少し穴みたいになっていて、雨の時に飛び越えたりすると危険なので、早くそこの補

修をしていただきたいということです。 

◎ 市長回答 ◎ 

場所の確認ですが、狭い、勾配があって、交通が多くて危険だというのは、ちょうどサイ

クリングロードのあたりですか。 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

水たまりで穴が開いてるところはできるだけ早く改善するようにしたいと思います。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

 今後、降雨時を含め現地確認を行い、対応を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい。そして、そこのところの一部に穴が開いてコンクリートが剥がれてしまっていて、

そこが水たまりになっています。昨日、ちゃんと見てきて、自分の靴で入ろうとしたらズ

ブズブになってしまったのです。 

                                  （Ｎさん） 
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◆野火止通りのカーブミラーに掛かる枝の剪定を 

◆野火止通りの古いベンチの修復を          （萩山町 Ｎさん） 

 伊豆殿公園の前の道路に、幅の広い道路があるんですが、野火止用水に向かっていくと

き途中の横断歩道を渡るつもりの友達が、ミラーに木からの葉っぱがついたりして見えな

かったんだそうです。あそこは一方通行ですから八坂の方から車が来て、それで車の方も

木の葉がミラーを全部隠してたから分からなかったんでしょうけど、あそこのミラーの木

の葉はすごく上の方は生い茂るから、危険なのでぜひ直してほしい。近所の人でも気が付

いた人が切ってくださればいいなと思うんです。そうじゃないと、友達は横断歩道を通っ

ているのに車に轢かれそうになってびっくりしたって言ってました。 

 それからあと、古いベンチがそこに多いからそれを直してほしいということです。 

◎ 市長回答 ◎ 

  伊豆殿公園からの道路のところでミラーが隠れてるっていうのは、都営住宅側から野火

止用水のほうに来る横断歩道のところのミラーが、野火止用水の木でミラーが隠れてるとい

うことですが、野火止用水沿いの樹木についても大切な樹木ではあるんですが、すぐ繁茂し

てしまってミラー等を覆い隠してしまうというようなことがあるので、市としてもなかなか

タイミングよく剪定しているわけではないのですが、何年かに一度は剪定もさせていただい

ています。目隠しになっているようなときには、先ほどのお話しにもありましたが、できれ

ば近隣の方からお電話いただければ、応急的にミラーだけは見えるように剪定することはさ

せていただきたい思います。そこもちょっと現場を確認させていただきます。 

 それから古いベンチというのは野火止用水沿いの栄町 3 丁目側にいくつか配置されている

古いベンチで、それがもう座れないっていう状況だということですかね。これも職員に現場

確認をさせて、危険な状態であれば取り換えることも検討したいと思いますが、ただちょっ

とベンチは時間がかかるかもしれません。 

 カーブミラーが隠れている所もできるだけ早く、今もそういう状態であれば改善したいと

思います。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

＜カーブミラーについて＞ 

 ご指摘いただいているカーブミラーについて、11/13（金）確認いたしました。 

 枝葉の剪定をいたしました。 

 

＜ベンチについて＞ 

 野火止用水沿い（野火止緑道）には、ベンチが 9 基存在します。全体的に経年劣化が進ん

でおり修繕が必要であると判断できます。しかし、市内全域の公園のベンチの劣化度合いか

らすると優先順位は低いと考えています。 

 ただし、（栄町 3 丁目 17 番地付近）のベンチについては、一部座面が欠損しているため、

早い段階で修繕対応したいと考えます。 
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◆栄町一丁目にある信号について            （栄町 Ｎさん） 

 栄町 1 丁目の菊水マンション前の信号ですが、なかなか信号が変わらないんで車がその

まま突っ走って行っちゃうんです。それで警察の方にも言ったんですが、日中調べるもん

ですから、朝早くと夕方遅くに調べてくれればいいんですけど、日中調べて大丈夫だとい

う回答なんですね。ところが、みんな菊水マンションの横断歩道が渡れないんです。右折

する車も曲がれないんです。そんな状態が何回も続いて、私も頭にきてるんです。何回も

電話で警察に言ってもらちがあかないのです。 

◎ 市長回答 ◎ 

 N さんから再三にわたって菊水マンションのところの新青梅街道の横断が、信号の切り替

えが早すぎてなかなか横断ができないということはお聞かせいただいています。ただ、ご案

内の通り信号の管轄は警察。最終的には警視庁になってしまうので、市としては基本的にそ

ういう声があるということは今後もお伝えさせていただくつもりでございますので、それで

なんとかご理解いただきたいなと思います。市が直接やれることではないので、また今日も

ご意見をいただいたので、横断する新青梅街道の場合は幅が非常に広いため一定の時間取っ

ていただかないと、高齢者等が渡り切れないうちに信号が切り変わってしまって危険だとい

うことは今後も訴えていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

マナーの問題もあろうかと思いますので、またそこは安全対策をどうするか、警察とも相

談してまいりたいと思います。 

 

◎ 地域安全課より ◎ 

 １１月１６日に警察署へ当該意見をお伝えさせていただきました。また、市内における交

通マナー向上のため引き続き広報啓発活動を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

それを確認するにはやっぱり昼間やっても意味ないんで、夕方遅くか朝早くやってもらいた

いんです。いつも車、赤でも行っちゃうんですよ。それで私、横断歩道渡れないんで文句を

言うと、相手のほうも文句言ってくるんですよ。 

（N さん） 
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◆空き家問題について                （萩山町 T さん） 

 空き家問題なんですけども。町内会で町会の美化活動、道路の草を取ったり、木を剪定

したり、道路関係をきれいにするということをやっています。ところが、空き家がちょっ

と出ておりまして、この前、市民協働課からも問い合わせがありまして、何か動いていた

だいているかと思いますけれども。この問題、非常に難しいかと思いますが、何か市長さ

んのほうでやっていただければと思います。ここに写真と場所を 3 カ所ばかり見ていただ

いて。その中の 1 件は非常にひどいもので、物置どころではない。もしそういうところに、

タバコの火でも入れられて火事でも起きたら大変なことになる。町内会としては会員から

もクレームがあるんですけれども、いろいろ調べてみましたら、警察とか消防署とか見て

いただいてもなかなか解決しない。私も、知り合いの弁護士にちょっと聞いてみたけど、

「それはもう町内会でできる問題じゃないよ」と言うことです。だから、これは、行動力

のある渡部市長さんにぜひ動いていただいて、解決していただきたい。 

 一つの提案なんですけど、家主が分からない、あるいは長年使ってないんで所有者にと

っては不要の土地だと思うんですけど、だから例えば、市が一時的に買い取って、きれい

にして、空き地にしてどこかに売ると。萩山は非常に立地条件がいいですから、今、建て

替えその他でやってると非常にすぐに売れてますので、そういうことができるかどうか。

ちょっとそういう点もご努力をお願いしたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

 現在、空き家のことは我が国にとって大きな問題になりつつございます。空き家に関する

特別措置法が制定をされて以降、市としても空き家については施策の位置づけをして実態調

査をして、現状で市内の空き家等の件数としては約 400 件ちょっとあるということは把握

をしております。それに加え、適切に管理されてない物件については、所有者が分るものに

ついては市のほうから所有者の方に「近隣からこういう声が出てますよ」と声を掛けさせて

いただいております。その他も、建物自体がもう危険な状態になってる物件がすでに数件出

始めていまして、これは特別措置法に基づいて特定空き家の認定をしているものも市内で今

数件出始めています。これは法に基づいて最終的には市で代執行ができるということで費用

はかかりますが、市で取り壊すという強権を発動することができる対象物件が出始めている

ということです。市としてはできるだけ持ち主の方を特定して、持ち主の方に問題を解決し

ていただくということを基本姿勢にしながら、場合によっては特別措置法に基づいて法で定

められた権限の行使をせざるを得ないかなと思っています。今、具体的にいただいた資料に

ついては、市では特定空き家の認定をしてるものではたぶんないので、今後、その状況を把

握したり、近隣の方のお声を聞かせていただいたりさせていただいて、例えば台風が来た際、

近隣の方に危険が及ぶような物件については、今後特定空き家の認定を視野に入れながら、

持ち主の方を特定して改善を促していきたいと考えております。一時的に市が用地を買い取

るというお話しもございましたが、現状一番我々として困っているのは、持ち主の方が分か

らない物件も徐々に出始めておりまして、そうなると買取すらできないし、仮に取り壊した

場合にその費用を請求する先が分からないというものもございます。これらについてはやは

りもうちょっと特別措置法の法律自体も改善をしていただいてより簡便に持ち主の方を特定

できる。あるいは特定できない場合、最終的には持ち主の方が分からない物件は土地の権原
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所有権は国に移転されてしまって市町村ではないので、このへんも法制度上改良していただ

いて、地元に根差した行政を司らせていただいている市町村に所有権を移転していただくよ

うなことを考えていただかないと、なかなか空き家問題というのは小回りが利いた形での解

決の糸口を見出すことが難しい問題だと思います。今後、ご指摘のあった物件も含めて、法

に基づく対応とそれからもう一つ、ご自身のお住まいのお宅についてもお元気なうちにぜひ、

ご家族でよくお話合いをしていただいて、将来どうするのか。仮に自分が施設に入られる、

あるいは亡くなった後、この家をこういうふうにしてほしいということをぜひお話合いをし

ておいていただかないと、空き家のまま放置される可能性があるということを、多くの市民

の皆さんにもご理解いただいて、空き家問題の当事者にもなりかねないということを市から

は広報させていただき、迷惑を被る場合もあれば、迷惑をかける可能性もあることをご承知

おきいただき、空き家問題は多くの市民の皆さんに自分のこととして捉えていただけるよう

に予防を徹底させていただければ考えております。 

いずれにいたしましても、いただいたところついてはちょっと現場を確認させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 環境・住宅課より ◎ 

環境・住宅課では、平成 30 年３月策定の東村山市空家等対策計画に基づき、空き家対策

を総合的に推進しております。近年、少子高齢化などの社会情勢の変化により全国的に空き

家が増加すると予想されており、当市においても空き家が発生しないよう、また、空き家に

なっても適切に管理していただくよう所有者等に働きかけて行っているところです。 

しかしながら、調査を進めるうちに所有者が存在しない、もしくは度重なる相続等により

所有権が複雑になっている空き家も散見されております。所有者の存在しない空き家につき

ましては、裁判所を通して空き家を除却できる可能性がある財産管理制度の利用を検討して

いるところです。また、所有者があり長期に放置されている空き家につきましては、まずは

事情を聴取し所有者としての責務を全うしていただくことをお願いし、是正が図られないも

のにつきましては、近隣に著しい影響を及ぼす空き家について代執行等の強制的な手続きを

行うことができる特定空家等への認定を検討していくものと思われます。 

今般ご相談いただいた 3 件につきましてはお電話でお話したとおり、環境・住宅課で調査

を開始しております。また、新しい情報等ありましたらご連絡くださいますようお願い申し

上げます。 

 

 

 

所有者も全部わかってますし。実際、登記簿を調べれば所有者っていうのは分かると思

いますし。これも木が歩道を邪魔して子どもの通学にも問題があったんで、私達が町内

会で歩道に出ている部分を切ったんです。そうしたら切ったことに対して文句を言って

くる。そういう所有者ですから、隣近所の方が言ってももめてしまうと。ちょっと手に

負えないんで、市のほうでできるよう、よろしくお願いします。 

                                （T さん） 
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◆道路の縁石の劣化について             （萩山町 T さん） 

 どこの東村山市の古い街は起こりえるんですけど、縁石の劣化で、シールドがいわゆる

綻びて、そこから土砂が漏れ始めてる。結局それが下水道に流れ込んでいずれは大きなト

ラブルの元になる。これはとくに萩山神社の通りなんか。私も神社、いろいろやらせても

らってるんで、そこの掃除する時にすごい土砂が溜まってるんです。そういうのも含めて、

自分の家の前も含めて、そのシールドを自分のお金で直すわけにはいかない。市もご助力

いただかないとなかなか改善できないのかなということで。そういう部分も個別に道路課

のほうに訴えていけばいいのかもしれませんが、私が住んでる 2 丁目の 21 から 24 くら

いのところが非常に古い縁石の劣化がある。あと 1 カ所だけまだ確認できてないんですけ

ど、破損して、そこはどうしても、水たまりになってしまう。これはちょっと個人では、と

いうか自治会ではどうしょうもできない。そのへんをちょっと改善できればと思ってのお

伺いでございます。 

◎ 市長回答 ◎ 

 市が管理している道路については昭和 40 年代から 50 年代にかけて舗装されたところが

多ございまして、今一番市民のみなさんから市に寄せられるご意見で一番多いのはやっぱり

道路の劣化がひどいということが数多く、これは全市的に多くの声が寄せられてます。また、

議会からも「道路なんとかしなさい」ということは常々言われてますが、市が管理している

市道の総延長というのが約 280km 相当な距離数がございまして、道路によっては交通が非

常に激しいところもあったり、あるいは先程来お話しにあったように狭かったり、すでに路

面に穴が開いているというようなところもあって、市としてはその道路の重要性やあるいは

緊急性、あるいは危険性を勘案しながら舗装をし直したり、あるいは縁石を含めて全て路面

を打ち換えるというような言い方をしますが、路盤から補修工事を全部やりかえすというよ

うなことをやっています。ただ、非常に延長距離が長いのと、老朽化があっちもこっちもと

いうような状況で、正直に言って予算が追い付かないというのが最大の悩みというところで

ございます。今後も市としては、道路問題というのはやはり、街にとってはまさに血管みた

いなもので、これが詰まってしまうと、体で言えば血管が詰まればやがては死に至ってしま

いますので、街としてもやはり道路が良くないとやはりいろんな障害がでて、街自体の健康

が損なわれる。先程も T さんから視覚の障がいのある方だと非常に危険だとか、状況を確認

させていただいて、必要性があれば、対応させていただきたいと思いますが、先程申し上げ

たような背景があるということをもう一方でご承知おきいただいて、市としても今後、でき

るだけ市の行っている事業は全て重要な事業ではございますが、極力今後は、道路等のイン

フラの維持管理に充てる費用をなんとか捻出して市民のみなさんが安全に歩行できる、ある

いは大きな重大事故に繋がらないように今後も務めてまいりたいと考えておりますので、ま

た現場のほうも後ほど詳しく聞かせていただいて確認させていただければと思っております。 

 

◎ 道路河川課より ◎ 

 ➀市道の道路補修依頼は、道路河川課維持補修係で受付をしております。 

➁また、市では現在多くの補修依頼を受ける中で優先度に応じて補修をしております。 

➂具体的な場所をご連絡いただければ現地確認を行い、必要に応じて補修検討します。 
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◆市の公共交通のあり方について           （諏訪町 O さん） 

 諏訪町の介護タクシーを運行している O と申します。先日やっとというか、「第一回公

共交通のあり方検討会」が行われたと聞いておりますが、その会議、検討会の報告会のよ

うなことをされる予定はあるかと、いう質問でございます。なければ、簡単で結構ですの

でどんな議題がでたのかとか、どんな課題があったのかとか、ご説明いただければ助かり

ます。 

◎ 市長回答 ◎ 

 グリーンバスを通して欲しいという要望は、全市的に数多くいただいている所でございま

す。市では交通空白地域を解消することを目標にコミュニティバス事業を開始しており、今

４路線５系統を運行しておりますが、二つの点で新路線を拡大できないことがあります。一

つは財政的な問題です。一路線増やすと年間現状でも約 6 千万、今年はコロナで乗降客が減

少しているのでおそらく市の負担が 1 億円近くになってしまいます。もう一つは定時定路線

バスを運行するには警察の許可が必要になりますが、警察は約 5.5 ないし 6 メートルは最低

限ない道路はほぼ認可がいただけません。市で今走らせている道路で 6 メートル程の幅員の

ある道路を結ぶことが現実問題ほぼ不可能です。あとは先行事業者の西武と競合してしまう

とか、都市計画道路があらたに整備されても、現時点では厳しい状況です。加えてもう一つ

が、バスドライバーの確保が非常に厳しい現状です。 

 そこで今後、どう市民の皆さんの日常の足の確保をしたらいいのかということで「公共交

通のあり方検討会」を立ち上げました。これは決定権のある会議体ではなく、自由にご意見

をいただくということで 5 人の委員さんにお願いしました。お二人は学者さんで、公共交通・

都市政策・都市計画などの専門の日大教授の方と埼玉大学准教授の方です。それから市の老

人クラブ連合会会長さん、私立幼稚園連絡協議会の PTA の団体から推薦をいただいた方。そ

れと公募市民の方。という体制で、昨日初めて会議をすることになった次第です。 

 併せて市では今年度市内のパーソントリップ調査という、市民の皆さんが市内でどういう

移動をされているかという調査をする予定でしたが、コロナで結局人の移動自体が極端に少

なくなってしまったので、調査自体を見合わせました。グリーンバスでいうと 4 月・5 月は

利用率が半減して、いまだに去年の 100％まで戻っておりませんので、調査を来年度行いま

す。それらを含めて検討するのと、市では今、コロナの関係もあってできるだけ ICT を活用

したサービスを提供したく、スマートシティの研究を開始しております。今年度国より補助

金をいただけることになりました。市ではマース（ＭａａＳ：Mobility as a Sｅｒｖｉｃｅ）

と言って移動サービスの情報をアプリ等を通じて提供して目的が定まっているとどういう公

共交通手段を使って行くと一番いいか。あるいは発信するとタクシーが比較的簡単に呼べる

サービスがあるのですが、その実証実験を今年度行う予定です。併せて市内で皆さんがどう

いうお店でどういうものを買われるのかも、個人情報もありますが、そういうデータ取りを

させていただいて、市民のみなさんがより移動しやすくかつ、市内での人の動きと経済循環

を活性化するためのデータ取りをさせていただいて、来年度以降、そういうことに役立てて

いく取り組みを今年度、実証実験事業として実施予定です。それらのデータと併せて来年度

以降、あり方検討会で具体的な取り組みを進めていきたいと考えております。今後、「公共交

通のあり方検討会」の進捗に合わせて報告をし、あるいは O さんのように介護タクシーとい
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うような形で、交通事業を行っている方からもご意見をいただきながら、できるだけ早く方

向性を見出して市民のみなさんの利便に供し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。 

現行のコミュニティバス車両幅 2.08m 

①路側帯（白線）が両側にある場合 

車両幅 2 台分＋0.5m（2.08m＋2.08m＋0.5m＝4.66m）の車道幅員（有効幅員）が必要

です。 

②路側帯（白線）が片側のみの場合 

車両幅 2 台分＋0.5m＋0.5m（2.08m＋2.08m＋0.5m＋0.5m＝5.16m）の車道幅員（有

効幅員）が必要です。 

③路側帯（外側線）がない場合 

車両幅 2 台分＋0.5m＋1.0m（2.08m＋2.08m＋0.5m＋1.0m＝5.66m）の車道幅員（有

効幅員）が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来年度以降から具体的なということですので、ご存知のように買い物難民問題等は、毎日、

今、起きてることで 5 年も 10 年も待ったなしという状況の中で、我々民間の介護タクシ

ー、福祉タクシーを含めかなり具体的な、市にお金の迷惑をかけないような形での案も作

っております。そういうものをぜひ聞いていただいて、官民連携で一日でも早くこの問題

を解消できるように市長さんもご尽力お願いしたいと思います。 

（O さん） 
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◆不法建築について                  （恩多町 M さん） 

 うちの近所に非常に違法建築が多いんです。これは都の所轄なんです。ところが実際問

題、問題を抱えるのは東村山なんです。市民と市が抱えることになるわけです。それで近

所でやはり建築確認というんですか、看板を出して普通工事をはじめますよね。「〇〇が家

を××工務店が引き受けて△△日までに終わります」と。そういう看板なしで工事が始ま

ると。都の建築指導事務所に電話かけたんです。「看板が出てないんですけど、どうなって

ますか」って。「あそこは一応申請出てます」と。今の状態で工事をするのは違法だと向こ

うは認めてるんです。だけども、「申請が下りるから」って言うんです。住民から見ますと、

違法建築をやってるのか、申請途中で勝手に工事を始めたのか分かんないわけですよ。こ

ういう問題が起きた時に直接市民が都の指導事務所の方に言っても、「暖簾に腕押し」なん

です。しょうがないから環境住宅課に電話したんです。今ご説明したとおりの話をしまし

たところ、「うちに権限がないからどうしょうもない」と。それは分かってて電話をかけて

るわけで。でもそれじゃ困るわけです。毎日の命のかかわる問題。しかも違法建築みたい

なことをやるようなところの業者ですから工事も杜撰なんです。朝早くから来てやったり、

夜遅くまでやったり。あるいは道路に車両を並べてしまってぜんぜん通行できないと。警

備員が立つかと言えば立たない。全く滅茶苦茶な工事をするようなところが多々見られる

です。車を置きっぱなしだとか。非常にマナーの悪い人が来るというような悪循環が始ま

ってるんです。ですから、どこかで食い止めなければならないはずなんで、それは市民と

しても、あるいは市としても必ずやらなければならないことだと思います。ですからぜひ、

市民の生活を守ってほしいということで市長さんにお願い申し上げます。 

◎ 市長回答 ◎ 

 ご指摘の通り、建築確認事務について、当市は行っておりません。自治体によっては規模

の大きい市では行っております。東京以外の県で言えば、おそらく 15 万規模の都市だと市

町村で建築確認事務をやるというか、特定行政庁の資格を取って建築指導事務所を設けると

いうのが通例ですが、東京都内の場合はほとんど都に委ねているというのが実態で、なかな

かそのへんの小回りが利かないというのはご指摘の通りで大変申し訳なく思いますが、法的

な意味でいうと権限はこちらにはないというのはその通りなんですが、明らかに不法・違法

な建築物等については、指導はできませんけれども、東京都と連携しながらなんらかの対応

をするということはやはり必要なのかなと思っております。今後の街づくりのありかたのか

なり根幹にかかわるようなご提言だと思いますので、どこまでなにが今の人員体制で市でで

きるのか、そこはちょっと今の時点では明快に「やります、がんばります」っていうのは申

し上げられないのですけれども、大きな課題として受け止めさせていただいて、市内でやは

り適法に建築が促進されるような枠組みをどういうふうに作っていくかということで今後考

えたいと思っております。今ちょうど市の都市計画の大本の計画になります都市計画マスタ

ープランの改定作業を進めさせていただいておりますので、それにあわせて指導事務所とも

連携しながら良好な住環境。空き家の問題だとかいろんな問題が発生してますが、そもそも

法に違反しないように適法に建築を進めていただく。もし万が一、違法・不法な建築が明ら

かになことがわかって危険だということがあった場合、市としてどこまで何をやるかそこは

今後検討させていただきたいとそのように考えております。 
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◎ 環境・住宅課より ◎ 

 環境・住宅課では、環境に係る分野としまして、特定建設作業実施届、特定粉じん排出等

作業実施届、石綿飛散防止方法等計画届などの事務を担当しております。 

法令の遵守や周辺住民の方への配慮は施工業者が負うべき義務であることや、建築確認は

市の権限外であることなどから、強制力を以て指導等することができない状況です。 

しかしながら、周辺住民の方から騒音や振動などに関する苦情をいただいた際には、当課

職員が当該現場に赴き、当該業者に対して、周辺住民の方に配慮いただくことをお願いさせ

ていただております。当課の人員体制の範囲での対応となるため、必ずしも速やかかつ複数

回に亘る対応が困難な場合もありますが、可能な範囲で対応に努めておりますので、ご理解、

ご協力いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 18 - 

第１３６回タウンミーティング 

～ 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 

 

◆萩山駅周辺に賑わいを               （萩山町 Ｉさん） 

萩山駅も結構使うんですけれども、あそこはすごく、国分寺にも行けるし拝島にも行け

る。本川越にも行ける。すごく交通の便もいいし、周りには公団も建ってますので本来は

すごく賑やかになるんじゃないかと思うんですが、その割には少し閑散としているので、

もう一度そのへんを再開発するというのはお手の物だと思うので、ぜひそのへんのところ

を萩山駅の活性化ならびに商店等々を踏まえて都市計画というのをしてもらえれば。それ

に関して、今西武鉄道さんと打ち合わせとか入ってるなら、それを元に期待しております

ので、お願いいたします。 

◎ 市長回答 ◎ 

 市には西武鉄道の駅が 8 個。それから JR の駅が 1 個新秋津駅ですけれど、合計で 9個の駅が

ございます。市では全ての駅に賑わいがあればいいのですが、なかなか全ての駅を賑わせるとい

うのは人口 15 万の都市では難しい所がありますので、市内 3カ所を中心核と位置付けて、その

所には色々と再開発事業だとか駅前広場整備事業などを行ってきたという経過があります。その

３カ所というのが久米川駅、東村山駅、それから秋津・新秋津ということでございます。 

ご案内のとおり、久米川駅については昭和 50 年代に南口が整備されて、北口は私が前市長の細

淵市長から引き継いで平成 21 年に整備をされたという経過があります。東村山駅についても東

口が熊木市長の時代に整備されて、その後西口の再開発事業についても、平成 21 年に完成をし

たというような経過です。秋津・新秋津はまだ全く未着手の状態で、今どういうふうに整備をす

るかということをいろいろと検討しているところです。なぜこの３カ所が市の中心核として、市

がかなりの公金を投じて駅前を整備しているかというと、やっぱり乗降客数が他の駅に比べては

るかに多いんです。一番多いのは市内では秋津・新秋津で 1日８万人ほどの方がご利用になって

います。それから東村山駅の場合は 5 万人。それから久米川駅が約３万人、残念ながら萩山駅 1

日利用されている方が１万人くらいなので、若干他の所に比べると少ないという状況です。ただ

ご指摘のように拝島線それから多摩湖線というふうになって、西武鉄道も拝島線にはかなり力を

入れておられますので、今後も西武鉄道と協議をしながら、今、萩山駅の水道道路沿いにござい

ます逸見病院とマンションとの間にお茶の水大学の農場がありますが、実はあの土地を市で買い

取ってくれないかというお話がございます。今後、正式に鑑定を取ってあの土地をお茶の水大学

から市で取得をさせていただきますと、西側の逸見病院との境にあるざわざわ森とそれから市の

土地ではありませんけれども、マンションに付随している民設公園萩山四季の森公園と一体的に

管理・整備ができるようになると、少しそこに集客できるようなことも公園活用の一環として考

えることができるのではないかと考えておりますので、駅そのものというよりも萩山の場合はサ

イクリングロード周辺一帯を萩山公園と言ってるのですが、そこを活用しながら少しでも賑わい

を作れればなと考えております。 
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◎ まちづくり推進課より ◎ 

参考： 

乗降人員に言及のあった駅の実績値 

2019 年度(2018 年度) 

秋津駅 81,168 人(81,556 人) 

東村山駅 48,934人(49,488 人) 

久米川駅 32,638人(32,882 人) 

萩山駅 10,118 人(10,305 人) 

※西武鉄道株式会社「駅別乗降人員」より 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

 萩山公園（お茶の水大学の農場跡地）の整備については、Park-PFI 制度の活用も視野に入

れ、「利用者目線」での市民サービス向上・公園の利活用・活性化を目指し、検討・整備を進

めていきたいと考えております。 

 

 

◆市職員の窓口対応について             （萩山町 Ｉさん） 

 この前市役所に行ったんです。私、12 時半ごろに行きまして、そうしたら、業務が 1 時

からだから、1 時まではダメだと言われたんです。昭和の頃でしたらそれは分かるんだけ

ど、今、この令和の時代ですから。本来市役所とはサービス業じゃないかと思うんです。

それに対して「いらっしゃいませ」の一言もないし、なんか面倒くさそうな顔をして 1 時

になっても全然相手してくれないと。正直言って腹が立ちました。だからいつまで経って

も殿様商売と言われるんじゃないかと思いました。ちょっと余計なことを言いましたけれ

ども、ぜひ、そのへんのところ、お願いいたします。以上です。 

◎ 市長回答 ◎ 

 お昼休み頃に市役所においでいただいて、手続きをされようとしたら１時からだからダメ

だと言われたということで、大変申し訳ございませんでした。ただ、市役所も一応窓口業務

をしている部署は交代制で昼休みを取っておりますので基本的には 1 階・2 階等の市民の方

がおいでいただく部署は昼休みもやっております。ただどうしても窓口業務でない部署は一

斉の昼休みを取ってる部署もありますので、もしかすると昼窓をやってないところだったか

もしれませんので。ご迷惑をおかけしております。堅い話をすると、職員も労働時間を決め

られて、昼休みも当然取る権利があるのですが、休憩室も全ての職員が入れるほどのスペー

スのある休憩室がないものですので、そこはご理解いただければと思います。今後、昼休み

にでも休憩取ってても市民の方がおいでいただいた場合、お待たせしないように何らかの対

応はしていきたいと思います。今日はご指摘ありがとうございました。 

 

◎ 人事課より ◎ 

 職員の接遇につきましては、接遇に際してのマナーや心構えなどについて、研修を通じて
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職員に指導するとともに、窓口アンケートで市民の皆様から寄せられたご意見等を事例集に

取りまとめ職員に周知することにより、接遇意識の改善と親切窓口の推進を図っております

が、今回いただいたご意見を踏まえ、初めて来庁された方や手続きに不慣れな方等、様々な

立場や状況に応じた親切丁寧な接遇を行うことができるよう研修等を通じ、改めて全職員に

対し周知徹底をしてまいりたいと考えております。 

 

 

◆市職員からの情報提供について①          （萩山町 Ｍさん） 

 うちの町会の範囲には災害用の井戸が一つ指定されていまして、ちょっと壊れていると

いうことで改修について担当のところへ昨年度の末くらい申請をしました。予算があまり

ないんでいつになるか分からないということでずっと推移しているんですけれども。それ

で昨日、該当のお宅に電話したら「業者の人が見に来たよ」と。だけど「そのあと何も話が

ないよ」ということなんです。ある程度になったらやっぱり「今どういう状況で、もう少

し待ってくれ」とか、「順番的にはこのくらいになる」とか、あるべきだと思うんです。そ

ういう基本的なコミュニケーションがあることで市への信頼ができてくるとは思うけれど

も、ちょっとその辺が足らないんじゃないかなと。何かの時にはそれを使わなければいけ

ないので、情報をきちっと出していただけると助かります。 

◎ 市長回答 ◎ 

 M さんからいくつかご指摘をいただきました。まず災害用井戸の修理の関係で、市のほう

に申請をしてもなしのつぶてだというような状態だというご指摘だと思います。大変申し訳

ございません。確認して、すぐにできない場合はやはり、いつ頃できるとかおおよその目安

をやはりご連絡するというのがやはり必要なことかなというふうに思います。言ったはいい

けど、いつやるのか、やらないのかもよく分からないということでは、ご指摘の通りやはり

市民のみなさんとの信頼関係が損なわれてしまいますので、そこは防災所管だけでなく、他

の所管でも、できないならできない、できるならいつぐらいにはできそうだくらいのことを

ご連絡するように徹底をしたいなと思います。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

 災害対策用井戸修繕に関しては、発生の都度補正予算に計上し対応しているものであるた

め、時間を要してしまうのが現状であり、また工事時期に関しても天候等の状況等により変

動してしまうこともあります。ご不便をおかけいたしますが、状況や着工時期等、できる範

囲で情報をお伝えしきめ細やかなやり取りを進めてまいります。 
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◆市職員からの情報提供について②          （萩山町 Ｍさん） 

 災害用の井戸に絡んで、制度が変わって電動のものも指定できるとか、そんなような話

もあるようなんですが、手動のお宅の近くに電動の井戸があってそれはすごいぼんぼん水

が出てくるんです。そうするとそれを我々としては使えたらいいなと思ってるんですけれ

ども、そういう制度の変更があったらそれも町会に分かるように、あるいは防災隊に分か

るように知らせていただきたいと思います。担当部署はやってるかもしれないんですけれ

ど、年に 1 回平日夜とか土日 1 回とかっていうことが多いのかなと。やっぱり我々も働い

ているのでそういうことを考慮しながら説明をきちっと 3 回くらいは平日夜、土曜、日曜

とかそういう形でやっていただければなと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

 それから防災用の井戸の関係の制度変更等についても、各町会さんにお知らせをするのか、

市報や市のホームページを使ってお知らせをするのか、そこは、お知らせの仕方をどうする

か考えますけれども、きちんと伝わっていくようにしたいと考えております。 

 

◎ 防災安全課より ◎ 

 災害対策用井戸は災害時の使用に耐えうるよう、人力による揚水が必要です。そのため、

電動のみのものを指定する場合には人力に改造することが必要であり本運用については以前

より変更はありません。 

 変更があった際には、伝わりやすい方法を検討して伝えるよう努めてまいります。 

 

 

◆計画作成時には町会の意見を            （萩山町 Ｍさん） 

 それから、さっき市長から逸見病院の隣のお茶の水の農園の話を聞きましたけれども、

あのへんはまさにうちの町会なんです。我々もざわざわ森を活用したいなと思ってます。

農園はちょうど四季の森公園とざわざわ森の間にあるんで、あのへんが一体的に使えると

ものすごく町会としてはやりやすいと思います。盆踊りやるにもなかなか今はできない。

他の町会の場所を借りてやっているような状況ですので、そういった面では計画とかあり

ましたら、ぜひ町会の方にも声を掛けていただいて町会の意見も聞いてやっていただきた

い。 

◎ 市長回答 ◎ 

公園の関係については先ほど申し上げたように今後、持ち主の大学のほうと協議をして、

おそらく取得をした後、どのような管理運営をするかについてやはり周辺の住民、自治会の

みなさん等のご意見をうかがうような機会は当然設けていかなければならないと考えていま

す。その時にはまた皆さまから「こんなふうに使えるといいよね」というようなご意見をい

ただく機会を作りたいと思います。すでに議会でも数名の議員さんから、例えばあそこで、

今、お茶の水農園では畑の状態になっているのでやはり体験農園的に活かしたほうがいいん

じゃなかとか、あるいは市内でいわゆるバーベキューができるところがないので何とか考え
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られないかとか、いくつかご意見もすでにいただいておりますので、それもまた地元住民の

皆さんの声も聞かせていただいて、どんな公園づくりをしていくか考えていきたいと思いま

す。また改めてご意見をいただく機会を設けさせていただきたいと考えてますので、今後と

もどうぞよろしくお願いいたします 

 

 

◆久米川駅北側踏切の拡幅を              （栄町 Ｎさん） 

 久米川駅の踏切の拡幅がずっと前から調査だけされて全然進行されてないんです。これ

がいつできるのかどうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

 久米川駅の北側の踏切の拡幅事業については、大変時間がかかって申し訳ございませんが、

折に触れてご報告させていただいてますように、あの道路については都道でございますが、

市のほうで調査費を計上して、地下の踏切を広げた場合、駅近くの踏切というのは地下にい

ろいろなものが埋設されてるそうなので、それらを調査して移設するためにどのようなこと

をしなければいけないかということ。それから北口の歩道が広がってどんつきの状態になっ

てますが、そのまま歩道を広げますと、久米川駅の駅舎にかかってしまいますので、駅舎を

切り取るか、そこの部分を除却する工事が必要になるので、それについても西武鉄道と協議

をさせていただいて、物理的には切り取ることは可能ではないかということになってます。

ただ、駅直近の場合、駅の端から踏切までの距離が一定ないとオーバーランしたときに危険

な状態になるということがあって、今、西武鉄道との話し合いの中では駅舎そのものをもっ

と小平駅寄りに移設しないと難しいという話も出ていて、そうなるとものすごい莫大な費用

がかかると。ただ、市としてはなんとか北口が整備されたので、踏切については広げていき

たいということで、継続して今、西武鉄道と道路の所有者であります東京都と交渉・協議を

しているという状況です。こちらについてはいつ頃どういう形で拡幅できるというのは今の

段階では、大変申し訳ございませんが、相手のあることなのでお示しができない。いくつか

先ほど申し上げたように、最終的にもし、最悪の場合は駅舎そのもの、ホームそのものをも

っと南の小平駅寄りに何メートルかずらさなければならないというようなこともあって今後、

できるだけ費用をかけずに踏切を広げることができないか、という協議を今後もさせていた

だいて、できるだけ早く皆さまに「いつぐらいには踏切を少し広げることができますよ」と

いうことを私としてもお示ししていきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

そうですね。今 N さんがおっしゃられるように、 まるまる北口の幅を全部広げるとなる

と今申し上げたようなことがあるので、仮にその半分でもやった場合はどうなのかとか、色々

もう少し、そんなに広くしなくても、もう少しだけ、せいぜい 1 メートルくらい大きくすれ

ばだいぶ違ってくると思うんです。 

                                     （Ｎさん） 
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なパターンで今、協議をさせていただいています。それによって駅舎そのものをずらさなく

てもできるのではないかとか、あるいは、地下埋設物もそれほど動かさなくても済むとか、

駅舎も南口の駅舎をそんなに切り取らなくてもできるのではないか、というようなことでや

らせていただいてるという段階で、大変恐縮ですが、今精力的に市としては踏切拡幅に向け

て交渉・協議をしていますので、繰り返しになりますが、できるだけ早く市民のみなさんに

「いつぐらい、こういう形になります」ということをお示しできるように頑張ってまいりた

いと思っております。 

 

 

◆萩山小平駅間の踏切について            （萩山町 T さん） 

何年も何年も西武鉄道や東京都とやっている西武鉄道の踏切なんですけど、萩山の遊歩

道と自転車道路のところの小平方面に行った踏切と、江戸街道のところの踏切、斜めなん

ですよ。非常に渡りづらいんです。端が鋸のようにギザギザしていて、目安が付けられな

い。だから、踏切の中に目安を作ってほしいんです、端でいいから。それを何年もやって

るんだけどなにも音沙汰なし。せめて市のほうでもこれに協力してもらえませんでしょう

か。よろしくお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

T さんから私も何度か、萩山町ですね両方とも。今ご指摘のあった踏切 2 カ所、1 つはサ

イクリングロードのところ、萩山町の 1 丁目と 2 丁目のところの踏切と、それと江戸街道と

いうことはブリヂストンの工場のところの多摩湖線の踏切ってことですよね？ 

 再三ご指摘をいただいて改善されてなくて大変申し訳なく思っております。言い訳みたい

になりますが、1 つのサイクリングロードについては東京都の管轄になるので、市のほうか

らももちろん申し上げますが、東京都等とも協議をしながら視覚障がい者の方が安全に横断

できるような何らかの目印の設置をお願いしていきたいと思いますし、江戸街道の関係につ

いては市の管轄になりますので、もう一度現場を確認させていただきます。あそこも非常に

歩道自体が狭いので、どういうことができるか、ちょっとまた場合によっては視覚障がい者

の方とご同行いただいてどういう改善ができるか検討させていただければと思っています。 

 

◎ 道路河川課より ◎ 

 市内には数多くの踏切が存在しているものの、踏切対策が進んでいるとは十分に言えない

状況にあることは認識しております。市では、抜本対策となる東村山駅付近の連続立体交差

事業による踏切除却と、久米川駅付近の踏切道拡幅の検討を進めているところです。時間は

かかりますが、現在進めている取組みを進めたのち、次なる踏切対策について検討すること

になりますことをご理解願います。 

 

◎ 障害支援課より ◎ 

 ご意見にありました踏切の現状を、障害所管として確認させていただきました。 

 ご意見等を踏まえ、踏切の管理者である西武鉄道株式会社に対して、「より安全な踏切」と

なるための打合せ等をしていただけないか、現在、調整を行っているところです。 
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【市長まとめ】 

 本日は長時間にわたりまして熱心にご討議をいただきましてありがとうございます。ある

意味こうして皆さまと直接対話することの重要性ということを改めて痛感いたしたところで

ございました。本当に切実な課題が地域にはいっぱいあるんだなということを改めて感じた

ところでございます。いただいたご意見については役所のほうに持ち帰らせていただいてそ

れぞれ課題ごと、担当部署とも協議をしながら課題解決に向けて、今後取り組ませていただ

きたいと思います。すぐにできることもあれば、なかなか時間を要するものもいっぱいある

ということで、そのへんについてはご理解いただければなというふうに考えております。コ

ロナ禍でなかなか直接対面をしてのコミュニケーションをとることが難しい時代になってし

まいました。ある意味 ICT を活用してオンラインでできるようなことはできるだけオンライ

ン化して進めていきたいと思いますが、やはり積極的に我々も地域に出かけて市民のみなさ

んとこうして直接コミュニケーションを取らせていただくことの重要性やはりあるなという

ことで、今後もできるだけ機会を捉えてこのような場面を作ってまいりたいと思いますので

引き続き市民のみなさんにお出かけいただき、直接ご意見賜れればなと考えております。本

日は大変ありがとうございました。お疲れ様でございました。 
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