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○開催内容 

令和２年１１月７日（土）午前１０時、ふるさと歴史館において、「タウンミーティング」を開催い

たしました。１１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、１１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 自治会活動関係者 

●申込み 申込みが必要です。事前にお申込みください。 

     （１月１５日から２９日申込。先着３０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 

申込書（市ホームページより）を市民協働課窓口・ＦＡＸ・郵送・Ｅメールのいずれか 

の方法にてご提出ください） 

   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２月１３日（土曜日） 市民センター 10：00～12：30 

廻田町 0 人 

多摩湖町 1 人 

諏訪町 6 人 

野口町 2 人 

その他市内 2 人 

市外 0 人 

合計 11 人 

  

２０代以下 0 人 

３０代 1 人 

４０代 1 人 

５０代 1 人 

６０代 4 人 

７０代 3 人 

８０代以上 1 人 

未回答 0 人 

合計 11 人 

男性 9 人 

女性 2 人 

合計 11 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。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、

市政推進にあたりまして、ご理解ご協力をいただいておりますことに厚く御礼を申し上げた

いと思います。まだコロナ禍が続く中、また、なにかとお忙しい中にもかかわらず、こうし

て早朝より対話集会にご参加をいただきましたことに厚く御礼を申し上げます。コロナ禍の

状況で、今までは市議会が行われております３月、６月、９月、12 月以外の月はこうして毎

月１回、私の方から各地域におじゃまをさせていただいて、市民の皆さんに自由に参加をい

ただいて、様々な問題提起、課題についてご指摘・ご意見・ご要望等をいただきながら、タウ

ンミーティングを進めさせていただいてまいりました。今回で 137 回ということですが、コ

ロナ禍以降、４月・５月、それから７月はお休みをさせていただきまして、８月からまた再

開をさせていただきました。地域開催については、先月栄町で行って以降２回目ということ

になり、今日は事前申し込みにより参加者が十数名ということでありますので、ぜひ皆さま

からお一人ずつ忌憚のないご意見をちょうだいして市政に活かさせていただければなと、そ

のように考えているところでございます。 

ご案内かと思いますが、実は今この会場でありますふるさと歴史館で下宅部遺跡の遺跡展、

縄文人の技というのを行わせていただいております。市内の多摩湖町にあります下宅部遺跡

から出土しました数多くの土器、石器、あと木製品が非常にここは出土したのですが、それ

らが今回、国指定の重要文化財になり、それを記念して、歴史館で縄文人の技という展示を

行わせていただいております。ご案内のとおり当市は野口町にあります正福寺の地蔵堂が国

宝、それから諏訪町にあります徳蔵寺さんが保有しております元弘の板碑、これは新田義貞

が鎌倉攻めの時にこのあたりで、幕府軍と新田軍の大激戦が行われてその時に戦死された方

を弔った板碑があるのですが、それが重要文化財に指定をされておりまして、それに続く二

つ目の重要文化財ということになるわけでございます。東村山市にはそうした数々の歴史文

化遺産があるということを改めて多くの市民の皆さんにもご理解をいただいて、ぜひ３５０

０年ほど前に作られた土器、それから貴重な木製品、特に漆工芸品が下宅部遺跡では特筆す

べき出土品として多数出土しております。 

縄文時代、この東村山はそういう意味では漆の工芸の里といっても過言ではないのかなと

思っておりますので、ぜひ 12 月６日まで展示をさせていただいておりますのでご覧いただ

ければなと思っております。 

また、皆さんからいろいろご質問・ご意見をいただいた時にお話をさせていただきますが、

今、東村山市では 10 年ごとに作っております総合計画の見直し作業をさせていただいてお

りまして、来年から第五次の総合計画がスタートいたします。その骨格部分であります第五

次総合計画基本構想につきましては、先に行われました９月定例会でご承認をいただきまし

た。これまで先人が培ってきた豊かな自然と都市の機能がほどよく調和するまちをベースに

しながらこれからの人口減少社会にあっても引き続き住みやすい、住み続けたい街を目指し
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ていこうということが基本的なこれからのまちづくりの方向性として定めたところでござい

ます。細かな点については、また機会があれば皆さま方にご説明させていただきたいと思い

ますが、ちょうどそういう節目の時期を迎えている時でありますので、今日も皆さまからい

ただいたご意見を、すぐにできなくても、そうした長期的な視点に活かさせていただければ

と考えておりますので、よろしくお願いして私からの冒頭のごあいさつにかえさせていただ

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

第１３7 回タウンミーティング 

【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 

 

◆子供の保育園行事について             （野口町 O さん） 

先日、保育園に通う子どもの運動会が予定されてましたが、大変残念ながら２週連続の

雨というところで中止ということになってしまいました。今年度はコロナ禍というところ

で開催についてはずっと話し合いがされてきたとうかがっています。 

そこで市長にお願いがあります。どのように行事を行っていくのか、中止をするのか。

また行事を行う場合にどのような感染対策を講じて安全をふまえて行うのか。かなり議論

されてきたものと察します。実際に保育園からも複数枚にわたって当日までの注意事項と

いうのはかなり説明が配布されてきて、重々親も承知してきました。これからも感染の危

惧というのは続く中、私たちの生活はまだまだ安心できる状況というのはなかなかないの

かなと予想しており、これから卒園式や学校の入学式などの行事について、かなり議論が

繰り返されると思うんですけれども、ぜひ子どもの発表の場というところがどれだけ大事

なものであるのかというところを知っていただきたく、生の声としてお願い申し上げに来

ました。 

最後にもう一つお願いです。我が子が通っている保育園や小学校は八国山に囲まれてい

て、ここも本当に自然豊かな環境です。子どもたちは生き生きと、のびのびと遊んでいる

ので、ぜひ山の中で逞しくお散歩する子どもたちがとっても命輝いて、本当に毎日楽しく

遊んでいるので、ぜひ一度遊びに来てみてください。 

◎ 市長回答 ◎ 

市長への手紙、市長へのＥメール等でも「なんとかしてほしい」という声が、いくつかの園の

保護者の方から私のところにも寄せられている状況でございます。コロナ発生以降、我々として

は、まずは市民の皆さん、あるいは特に高齢者やお子さんの命や健康を第一に考えてまいりまし

て、やむなくさまざまな行事等についても中止をさせていただいてきたところでございます。保

育園の行事については基本的にはそれぞれの園の判断で行っていただくか中止とするかというこ

とにしております。公立園の場合は基本的には本庁と相談しながら、できるだけ、安全対策を講

じつつ行えるものは行っていこうと考えているところでございます。 

今回の運動会の件については、多数のメール等をいただいて、指摘のあったいくつかの公立園

については、保護者の方を園内に入れて練習風景をご覧いただくということになるとまた感染の

リスクが高くなるので、大変恐縮ですが、園のほうで練習風景を撮りためた写真とか動画がある

そうですので、それをＤＶＤに焼いて保護者の方に回覧をしていただこうという方向で今話を進

めております。また、私立園のほうまでは私は承知してはいないんですが、ご指摘のあった公立

園についてはそのような方向で考えているところでございます。 

 今後の行事についても、屋外で行う行事については引き続き、市内での感染状況を考え、天候

を考慮に入れれば、屋外で行うことは十分可能だというふうに思っておりますし、卒園式や入園
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式についても現状では、形はどうなるか分かりませんが、行えるのではないかなというふうに考

えているところでございます。今年３月の保育園の卒園式は保護者の入室については一人のお子

さんについて確かお一人ずつということで入室を制限させていただいて行いました。 

 今後もおそらく今年の４月の入園式のパターンが保育園での式典等でのスタンダードな形にな

るのではないかなと考えてます。いずれにしても日々保育をしている現場ではどうしても３密が

避けられないということで現場の保育士はかなり緊張して、保育をしております。ご案内かとは

思いますが、市内の私立園では保育士さんで感染者が出て、しばらくの間、休園をせざるを得な

い状況になっておりますし、他の自治体ではお子さん自体が感染をするというような事態も生じ

ております。今後もできるだけ保護者の皆さんのご理解をいただきながら園児が感染することが

ないように、最善の取り組みを進めつつ、なんとかできる行事については安全対策を施しながら

行える範囲で行っていきたいと市としては考えているところでございます。 

 あと、八国山で遊ぶ子どもを一度ご覧いただきたいということなので、機会があればおじゃま

したいと思います。よろしくお願いします。 

 

◎ 地域子育て課より ◎ 

 運動会当日のお子さまの姿をご覧になれなかったことは、保護者の皆さまにとっても大変残念

なことであり、その気持ちは職員も同様の思いであります。しかし、子ども達が運動会という目

標に向かって日々仲間たちと努力し頑張ってきたことや、今回の悔しい経験は、今後の子ども達

が大きく成長していく中での糧になるものと信じております。ご案内のとおり、今年度の公立保

育園の活動については、新型コロナウイルスの感染防止対策を第一に考え、日々の保育を実施し

ているところですが、運動会等の行事のあり方につきましても、今般の感染状況等を踏まえ協議

を重ね決定してまいりました。保育園は、その時期の子どもの成長を考えて年間のカリキュラム

を考えているため、このまま、延長して運動会の練習を続けることは、お子さんにとっても負担

になることを考え、これ以上の延期は適切ではないと判断し、保護者の皆さまには運動会の練習

風景等の一部をＤＶＤで見ていただく対応をとらせていただいたところです。現在も新型コロナ

ウイルスの脅威は一向に衰えていない状況であり、保育園は何よりも大切な子ども達を安全に安

心してお預かりすることを最優先としている施設であることをご理解いただき、今後とも保育園

の運営にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

 なお、保育園行事につきましては新しい生活様式を踏まえたあり方について検討を進めている

ところです。 
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◆空き家対策について               （多摩湖町 O さん） 

 全国的な問題なんですが、空き家の問題でございます。 

 私どもの自治会でも空き家の調査を行っておりまして、現在私どもの自治会、西武園住

宅ですが、８件ほどの空き家がございます。そのうちの７件は大体その経過、あるいは状

況を調査した結果、大体わかっておりまして特に問題はございませんが、１件だけ、所有

者が別宅に住んでいてもう 25 年間以上放置状態でございまして、家屋等は老朽化してお

り、非常に自治会の住環境の問題からも保全とか法上の問題からも懸念されてるところで

ございます。 

 当然、東村山もたくさんそういう問題があろうかと思うのですが、要するに私どもの自

治会では対応策の権利もございません。能力もございません。おそらく市のほうでも同じ

かと思うんですが、どのような対応をしたらよろしいんだろうかと思います。その空き家

の隣の住民からも市長への手紙ということで過去に何回かお願いしておりますが、所有者

の問題があり、おそらく税金上の問題で放置してるのではないか、あるいはその他のいろ

いろな事情があるのではないか、と言うことで原因がまったく定かではございませんし、

調べようがありません。市のほうでこの前相談したところですと「弁護士さんと相談した

らいいんじゃないか」というお答えをいただいていますが、それしかないのかどうかです。

市としての対応策があるのかどうかお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

 空き家については国でも重く受け止めて、空き家についての特別措置法を作っています。

放置されて、管理不徹底で、なおかつ周囲の方に危険がおよぶような空き家については、各

市町村で特定空き家と認定をしています。認定された空き家は、所有者がいらっしゃればそ

の方に改善をお願いし、段階的に勧告、命令、最終的には市町村に与えられた権限としては

空き家の代執行といって取り壊しをする権限も付与されています。 

 当市ではまだ代執行をした事案はございませんが、全国的にはすでに特定空き家で周囲の

方に危害がおよぶような空き家について再三勧告や改善命令を出しても一切対応していただ

けないものについては取り壊しを市町村が行っている事例が増えてきています。ただ、税金

を使って取り壊して、のちに所有者の方がわかっていれば所有者の方にその代金の請求をす

るのですが、それがなかなか回収ができないケースが多いということも承っています。とい

うことで空き家の問題はなかなか厄介なところがございます。現在、東村山市でも数年に一

度、目視で空き家の調査をさせていただいて、平成 27 年に行った空き家調査では市内で約

500 件弱の空き家が把握されており、現状でかなり深刻な周辺への影響を及ぼしている空き

家が十数件。そのうちすでに市で特定空き家に認定した数としては７～８件だったと思いま

すが、特定空き家に指定をし、勧告を行って一定改善をしていただいたお宅もあります。一

方でなかなか改善していただけないお宅もございます。そして所有者を調べても、市の職員

では限界があって、司法書士さん等に委託をして権利関係をすべてたどったときに、すでに

相続放棄をすべての相続人の方がされておられるケースが２件ほどあるということで、所有

者不在の特定空き家が市内に今２件ほどあるのが現状です。あと一番困るのが所有者を探し

ても分からず、相続放棄もきちっとされてないケースがありまして、非常に苦慮していると

ころでございます。 
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 今、Ｏさんからのご指摘のあった多摩湖町の西武園住宅、かなり瀟洒（しょうしゃ）な住

宅地でございますので、空き家になってると目立つんだろうと思います。二十数年にわたっ

て放置されているということなのでおそらく近隣の方が樹木や雑草の繁茂に迷惑をされてい

るんではないかと。市長への手紙も出されているということですので、担当所管も承知して

いると思います。私も何回か西武園住宅の件ではお手紙をいただいているので、その際には、

所有者の方に市から連絡をさせていただいて、近隣の方からこういう苦情が出ているので対

応をお願いしますとお手紙を差し上げたり、電話をさせていただいたりと対応は取らせてい

ただいた経過があったと思います。今、Ｏさんがおっしゃった物件かどうかは分かりません

が、そういったケースが西武園住宅でもあった記憶がございます。大変恐縮ですけれども細

かい住所等について後ほどお聞かせいただいて所管のほうに申し伝え、近隣の方がご迷惑し

ている状況があれば、所有者の確認をさせていただいて市からも申し入れをさせていただき

たいと考えております。 

 

◎ 環境・住宅課より ◎ 

 市は、空き家は個人の財産であり、所有者が責任をもって管理しなければならないと考え

ており、管理の不適切な空き家について所有者等を調査し、通知を送るなどの取り組みを行

っております。 

 しかしながら、一般論として空き家問題は案件毎に事情が異なり、空き家を放置している

原因が所有者の抱えるご家庭の事情などであった場合、仮に市が状況を把握できても個人情

報の観点からご相談者の方へその旨をお伝えすることができません。このように、空き家に

なってから所有者等と連絡をとったり、所有者の状況を把握するのは困難な場合が多くあり

ます。したがいまして、地域の生活環境の保全のためには、是非、空き家になる前に地域で

連絡先を交換していただくようお声がけいただけたらと考えております。 

 一方で、お話にあったお困りの空き家については、所在等の詳しい情報をお寄せいただけ

ればと思います。ご理解ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

◆障がい者対応の機器について            （萩山町 T さん） 

 ものすごく私たちは危機感を感じております。機械が発達することによって私たちはそ

れについていけません。たとえば今、食事に一人で行くにしても、注文するのには、なん

にもわからないツルツルのやつ（タッチパネル等）で注文するんです。これから役所のほ

うでも何かの手続きをするにしてもネットでやると思うんですけれども、その端末が利用

できません。年寄りもできないだろうと思うし、ある障がいの者にもできない。これがき

ちっとできないで進めていくのはどうなんでしょうか。と私は思っております。よろしく

お願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

 確かに今、コロナ禍で対面でいろいろな手続きをしていただくようなサービスをできるだ

け非接触型でサービスを行い、様々な手続きをデジタル化しよう、ＩＣＴ化しようという動

きが加速的に進んでおります。一方でこれは非常に便利ですし、感染のリスクを下げること
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にもなるので、今我が国でだいたい８割から８割５分のくらいの方が保有していると言われ

ているスマートフォン等を活用したサービスが、これは公も民間も非常に進んで便利になり

つつあるわけですが、ご指摘のようにタッチパネルですと表面がツルツルなので視覚に障が

いのある方は操作がしづらいことは、私も承知をしているつもりです。技術で障がいを補う

部分も当然ありますが、逆にそこから取り残されかねないことも十分我々行政としては考え

ていく必要があると承知しております。先日もテレビを見ておりましたら、視覚障がい者用

のＡＩでできた、盲導犬のようなと言ったらおかしいのでしょうか、それ自体は動かないん

ですが、トラックのような車のついた箱でセンサーを使って周辺の状況を音声で障がいのあ

る方にお伝えをする。という器具を今開発しているという報道がございました。おそらくこ

ういうものがあると、かなりヘルパーさんにお願いできないような時にも、慣れればお一人

でその器具を持って外出することが可能になるのではないかと、見ながら思ったところでご

ざいます。今後、各スマートフォンの会社、あるいはアプリを提供するような会社等とも、

市としてもできるだけ直接あるいは国や東京都を通じて視覚障がい者の方が使いやすいスマ

ートフォン、あるいは視覚障がい者の方が使えるようなＩＣＴの器具の開発等についてもぜ

ひお考えいただくように進めていきたいと考えております。便利になればなるほどそこから

どうしても取り残されてしまう障がいの方等がいらっしゃることは間違いないわけで、そう

いった方を取り残さないような技術開発を進めていただくようにそうした企業等に呼びかけ

をしていきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

 実は先日も東京都の副知事に Yahoo の社長をなさっていた宮坂さんという方が就任をさ

れて、今、東京都も各区市町村と連携して、あるいは国とも連携しながらこれからの行政分

野におけるデジタル化をどうやって進めていくかということについて講演をしていただいた

んですが、その際にもやはり視覚障がい者の方がタッチパネル式ですとなかなか使いづらい

という課題についても申し上げて、これからやはり東京都等を通じて、宮坂さんの場合は今

ＩＴ大臣の平井さんとも親しいそうですからそういういろいろなルートを通じて国にもご意

見を申し上げていきたいと考えております。 

 

◎ 情報政策課より ◎ 

ICT 化、デジタル化については、広く多くの方が取り残されることなくその恩恵を受ける

ことができるよう、国や都への要望等も含め、十分に配慮しながら進めてまいります。 

 

 

 

 

 

企業じゃなくて国にお願いしますよ。 

                                 （T さん） 
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◆地域の見守り活動について             （諏訪町 O さん） 

 先日、地域の公共交通についてお話をさせていただいたところなんですけれども、それ

に関連もし、道路の問題等も関連するのですが、この北部地域においてほぼ毎日、地域の

高齢者等の見守り活動をしております。お聞きしたいのは、市役所として具体的に地域の

見守り活動についての検討策、あるいは考えていること、これからやろうとしていること

等がございましたらぜひ教えていただきたいということです。 

 具体的にはたとえば民生委員さん。地域の民生委員さんと、あるいは地域で見守り活動

をしている団体が多数あるのですが、そういうところとの協議会みたいなことを考えてお

られるかどうか、ぜひ教えていただきたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

 具体的に市として、今後どのような見守り活動を推進するのかという内容については現時

点で特段のものは正直ございません。むしろ今後コロナ禍がいつまで続くのかということも

あるのですが、我々としてはできるだけ対面でのサービスではなくてスマホ等を活用して手

続きができるようなサービスに切り替えていきたいと考えているんですが、そうなると今度

逆にそこにアクセスできない高齢者のような方に対してどうしても接触の機会が減ってしま

いますので、これは非常に大きな課題だと考えていますし、これまで各地域でサロン活動だ

とか元気塾、元気アップ事業等で介護予防や健康寿命の延伸の事業をかなり積極的に取り組

んで、特に諏訪町は東村山では発祥の地と言っていいくらいかなり活発にやっていただいて

きた経過があるんですが、これも今、コロナでかなりできなくなってしまっていてこの間に

我々が非常に心配しているのは一日中誰とも会わない、あるいはコロナを心配されてなかな

か外に出れる健康状態でも出ないということで、心身ともにかなり落ちてきてらっしゃる方

が増えてきているのではないかということが非常に危惧されているところでございます。 

 市としては見守りも含めて今後地域でどのようにこのコロナ禍が完全終息しないなかで、

「With コロナ」と言われている時代の中でどのように地域活動を推進していくかというのは

大きな課題だと認識しています。これがなかなか妙案がございません。会わなければならな

いのだけれど、対面は避けたほうがいいという相矛盾することをやらなければならないので、

ＩＣＴもなかなか今の、おおよそ圧倒的多数の高齢者の方はスマホもお持ちでない方も結構

いらっしゃったりするので、そういった方々をネットでつないでいくというのはこれも難し

い課題なので、今のところ正直妙案がないというところです。コロナ禍で再開した、最初の

タウンミーティングの時に、その時はこういう状況で地域活動ができないなかで、地域でこ

れまで活動されてきた方にお集まりいただいて、これからどういうふうにやろうかとご意見

をいただき、そうはいってもやっぱり高齢者の方にも少しずつＩＣＴを実際に使ってもらっ

て、それでなんとか距離は保ちつつもコミュニケーションはとれるような環境をやっぱり市

が積極的にとるべきではないかとご意見もいただきましたので、両面で、いわゆるハイブリ

ッドで、対面も、ネットを経由したコミュニケーションも含めて高齢者の方の見守り、ある

いはそうした介護予防、健康寿命延伸のような事業展開を、これはまだ全国でもそれほどい

い事例というのがまだ出ておりませんが、市としてもそこはいろいろなチャンネルを活用し

て、できるだけ高齢者の方が家に閉じこもって一日中、誰ともお話もしないような状況はな

んとか解消するべく、これから今年度の後半から来年度にかけて知恵を使っていきたいと思
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いますし、また、そこについては多くの市民の皆さんからできれば「こんなことやったらど

うか」というご意見をいただきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 

第１３7 回タウンミーティング 

～ 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） 

 前回に引き続き志村けん銅像問題です。志村けん銅像を東村山駅東口に設置するという

ことなんですが、これに関して東村山市民、特に東村山駅を利用する人たち、近隣住民と

か、利用者（電車・徒歩・バス等）たちに対してアンケートや、意識調査が行われないのは

なぜなのか。それとも今後、行う予定はあるのか、ないのか。そこが非常に疑問なんです。

というのも、日本は民主主義の国でございまして、国、東京都、およびその他の条例、およ

び法律ではやっぱりなにかを開発する時には市民の、特に近隣住民の意見をなるべく聞く

という趣旨だと思うんです。 

 僕なんかの考えだと歴史館にあったほうが、むしろ市の税収その他諸々資料とか置けて

よろしいのではないかなと。歴史館は人があまり入ってないので来館者も増えるでしょう

し、この機会に正調東村山音頭を伝えるのが本来の東村山の郷土を愛するという意味では

必要なのではなかろうかと思います。 

 あともう一点は、除幕式やる時にコロナ対策をどうするのか、建ったあとに防犯どうな

のか、特に夜間。歴史館は５時で終わりますけれど、あそこですと２４時間です。夜中に

酔っぱらいが集まって大騒ぎして記念撮影をしているとか、集まって屯集されると非常に

がらが悪いのが集まるのは困るし怖いです。そのへんの心配をしてます。よろしくお願い

します。 

◎ 市長回答 ◎ 

 銅像を作る主体は市ではなく、銅像プロジェクト実行委員会という団体になります。ただ

設置場所については、ぜひ駅前、駅周辺に設置してほしいということは言われております。 

 ポーズ等についてはどういうポーズにするかは具体的に決まってないと承知しております。

市としても品位を欠くようなポーズは、ぜひ実行委員会にお伝えはしたいと考えております。

ただ、ポーズ等については志村さんが所属されてたプロダクションや、出演していた番組等々

に著作権が分有されてる可能性があるので実行委員会だけでは決められないと思っておりま

す。それと、実行委員会の皆さんも、想いとしては東京オリンピックの聖火リレーとして志

村けんさんに走っていただく予定になっていたわけですが、３月 29 日に急逝されてしまっ

たので、本来走るべき人が走る場所に設置をするのが自然な流れかと思います。しかも志村

さんのゆかりの木もあり、志村さんが直筆された「志村けんの木」という看板もあるので、

現時点では駅前が然るべき場所と考えています。ただ、高架の工事、それに合わせて東村山

駅東口については開放されて 40 年以上の時間が経過してまして、路面がかなりひび割れて

いたり、池もたびたび壊れて水が出なかったりという状況があります。それから、本来ロー

タリーは歩車分離してどちらも安全に行き来ができる形状にするのが当然ですが、ロータリ

ーの真ん中を人が通行する形状になっていて、交通安全上課題がでてます。それから、結構

いろいろな旅行会社のバスツアーの発着場所になっていまして、朝晩非常に車、特にバスが

停まって渋滞するようなケースも見受けられてることから、市としては東口については再整

備、リニューアルも検討しなければならないと議会等ではもうすでに申し上げているところ
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でございます。 

 志村さんの銅像が来年にはできあがるとは思いますけれども、その恒久的な設置場所につ

いては今後の東口の再整備によっては、どういう形になるかはまだ未定だと思っております。 

 多くの市民の方の意見を聞けということでありますので、Ｋさんのようなご意見もあった

ことは実行委員会のほうに申し伝えたいと考えているところでございます。 

 あとは設置後の防犯上の対策等についてどうするか。今、市が駅について高架化後どうす

るか西武さんと協議をさせていただいている一番大きなテーマが地下通路です。西口と東口

をつなぐ通路について、橋上駅舎の時代、それから現状もそうですが、最終の電車が行って

しまうとシャッターを閉めて通行ができない状態になってますが、多くの市民の方からやは

り 24 時間、せっかく高架になるのであれば西口と東口については自由通路として 24 時間

開放すべきであるというご意見を多数いただいております。その場合、最大の問題は夜間の

無人の時の防犯対策をどうしていくかということは市としても西武と十分考えなければなら

ない課題と受け止めておりますので検討させていただきたいと考えております。 
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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 

 

◆通り抜けができない道路等について         （諏訪町 S さん） 

諏訪町に住んでいて、非常に狭くて先日も救急車がすぐ近くの家の病人を乗せて、さあ行

こうと出発したら右にも左にも曲がれないんです。ということで結局二人の人が誘導して

ずっとバックしてやっと折り返して帰っていったということ、それから消防自動車が来て、

やはり同じ場所で右折できないということがわかってバックのままうどん屋のところまで

戻っていったという実績もあるんです。なんとか来るときは来れても、さて帰るとなると

同じ道は戻れない。つまり、先に進めないとしたときに先に進もうとすると曲がれないと

いうことで特に消防車だとか救急車みたいに緊急を要するものが。 

 そういう町の実態をもう既に別の地図でこう把握されてるのかどうか。「ここは通れな

い」とか「行き止まりになる」とか、そういう車から見てダメなところの地図をお持ちな

らそれでいいんですけれども、本当に火事で消防車が何台もつながってしまうとこれはど

ういう事態になるのかなということもちょっと考えます。大きい道も大事なんですけれど

も、そういう隅々の道について通り抜けられるかどうかくらいの検討はされているのかと

いうことをおうかがいしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

 通り抜けができない道路等についてどう市として考えているかということでございます。 

 既存の道路については、基本的に最低でも４ｍは確保するべく建て替え等があった際には

中心線から両側２ｍずつセットバックすることになります。ただ、古くからある建物などは

建て替えのタイミングということになるので、どうしても時間が、何十年もかかっていると

いうようなところが多いということになります。東村山市が管理している市道というのが大

体トータルで290Km弱くらいございます。概ね４ｍ前後の道路がほとんどでございまして、

緊急車両が無理なく入っていけるというのは、最低でも本来 5.5ｍ必要になると言われてい

ますので、そういう意味で、人間に例えると東村山市の場合は毛細血管のような部分の道路

が非常に詰まりやすいということで、そこについては課題だと受け止めていますけれども、

全体的にはまずはまちの骨格となる都市計画道路を順次整備をしつつ、あと結構通り抜けで

車両の多いようなところや通学路に指定されてるような道路等については順次市としては拡

幅をするべく地権者の方にご協力をいただいて道路を拡げる取り組みを行っているというこ

とになります。 

 消防署や警察署等が市の道路実態をどこまで把握されているかについては、私も正確に承

知しておりませんが、消防署も緊急で救急車が年間約 9,000 件くらい出動されてるとうか

がってますので、かなり道路事情については承知をされてるんではないかなと思っておりま

す。本当に緊急車両が入っていけない道路が市内に多い、あるいは入ったはいいけどなかな

かそこから行き止まりで出てこれないというところがあるということは十分私も承知してま

すので、これはすぐに一挙に解決するのは難しいのですけれども、できるだけ改善に努めた

いと思っております。 
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◆私道問題について                 （恩多町 M さん） 

 町内の問題がだいぶ解決しているんですが、最大の問題は狭い道路があって自動車が往

来しにくいとか、あるいは通学路であるのに子どもたちが怖がって避けなければ朝通学で

きないくらい交通量がある。市道に関しては４ｍを確保しているということですが、問題

は私道のほうです。建築基準法が 70 年頃に改正する前に位置指定道路ということで４ｍ

道路、今の市の規格に合うようなかっこうで私道ができて、その周りに家を建てた。そう

いう地域がたくさんあると思うんです。その道路がそのままになっている。狭い所に消防

車や救急車が来たり、一番ひどいのは、建築の長い足場用パイプを持ってくる車です。そ

れで曲がれない。うちは角地なものですから塀を散々擦られて非常に毎日の生活に支障を

きたしているんです。それで街路灯がない、あるいは排水されてないから雨が降るたびに

水たまりがいっぱいになって跳ね飛ぶとか、。水が溢れて通れない地域もある。非常に劣悪

な環境にある。これをどう解決するかというと、普通は市が買い取るか寄付を受けるで私

道から市道に格上げして管理すると思うんですが、お金の問題や、地権者の電柱が収入に

なるものですから渡そうとしないんです。そういう問題を一つ一つ解決してできるだけ住

み良いまちにしてほしい。隣にモノレールができて立川に対する交通圏が東大和、武蔵村

山、それから日野。そういうところで一体化してきてます。ですからここの地域がそうい

う問題で立ち遅れると置いて行かれてしまう。そんな所に住まないでもっと便利なところ

にみんな新しい若い人たちが行ってしまうという危険に直面していると思うんです。です

から私道についても基準を緩めて市道に寄付を受ける施策をどうかお願いしたいというの

が趣旨です。 

◎ 市長回答 ◎ 

 私道のことについてご指摘をいただきました。これも非常に難しい問題であるなと思って

おります。これまでも市で申し出によって私道を市道に認定をして所有権移転をさせていた

だいてる道路も相当数ございます。ただ、市としては寄付を受けるにあたっての基準という

のがございます。ここをいじるというのはなかなか難しい。まずは基本やはり幅員としては

４ｍ以上確保されていることと、それからあとは基本的には公道から公道に抜けられること。

要するに行き止まりの私道については、使用される方がその私道の沿道にお住いの方しか基

本的にお使いにならないので公共性があまり高くないということから、市としては申し出が

あっても受付けを今はしていないという現状でございます。このようなことから、地権者の

方々が市のほうに寄贈しようとお考えいただければ、４ｍが確保されかつ公道から公道へ抜

けている道路については市としても積極的にいただいていきたいと考えているところでござ

いますが、今申し上げたように４ｍない位置指定道路、あるいは公道から公道へ通り抜けて

いないいわゆる行き止まり道路については現時点では残念ながら市としては受け入れるわけ

にはいかないと考えてます。また公道として認定をするというのは最終的には議会のご判断

をいただくんですが、公共性が認められないとやはり公道認定するというのは非常に難しい

かなとそのように思います。特定のお宅のための通路というような位置づけの道路について

は、なかなかそこは積極的に受け入れをするというわけには、やはりいかないのではないか

なと思います。 

 ただ生活する上で必要な部分については今、だいぶ予算の関係で申請してもなかなか、お
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時間をいただくことになりますが、私道の舗装、あるいは雨水管等のＬ字溝等の設置等につ

いては一定額の補助金を市としてもお出しをしております。それから私道の街路灯の設置や

あるいは電気代についても補助をさせていただいております。また、これも長年議論があっ

たんですが、今年度から私道から公道等に出る丁字路ないし十字路でのカーブミラーの設置

は今まで市としては特段の措置をしてきませんでしたが、それについても沿道の私道から大

きな道路に出る際に事故になりかねないことから、そこについてもカーブミラーの設置をし

た場合に、一定の補助を出してほしいという話を、住民の方や議会からも話がありましたの

で、今年度からそこについても制度化して私道から出る場合のカーブミラーの設置について

も補助させていただくなどの対応をさせていただいているところでございますので、それら

を活用をしていただいて私道の生活環境の改善につなげていただければと考えております。 

 

 

◆徳蔵寺から久米川辻に抜ける道路について      （諏訪町 S さん） 

 道路の話で徳蔵寺から久米川辻へ抜ける踏切を渡って、先ほど高架にするかどうかとい

う話があったあの道路です。高架のことは考えてないんですけれども、あそこは中学校の

行き帰りの生徒が通る、それから自転車が歩道を通れないものですから車道を通ることで、

上り下りの車も結構多いものですから、ほとんど自転車を追いかけて車が自転車の後をつ

いていくというような状態です。朝晩あそこはすごく危険な状態です。よく諏訪町の方は

ご存知だと思うんですけれども。 

 この間市の方に見ていただいて、時間帯によってはいいんですけれども、朝晩がすごい。

ということで、あそこ、せめて自転車くらいが通れるような側道みたいなものがちょっと

できればということを考えているんですけど、ご検討をお願いします。 

 朝晩の混んでる時を実態調査をしていただきたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

 市内でいえばあそこは比較的いい方だとは思いますが、時間帯によってということなので

ちょっと確認させていただいて、何か策があるかどうか検討したいと思っております。ただ

ちょっと先ほど申し上げたように、市内いたるところが狭い、危険だということでいわれて

まして、今、都市計画道路以外で道路確保を考えているのは、鷹の道の踏切の前後、市とし

てもあそこは交通量が極めて多いのでなんとか広げて歩道を両サイドに設置できるようにし

たいということで地主さんと協議をさせていただいているところでございます。今後の状況

によっては今ご指摘のあった点もちょっと確認をしながらなんらかの対策が講じられないか

検討したいと思います。 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

 分かりました。 

 

朝晩の混んでる時を実態調査をしていただきたいと思います。 

                                 （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 

 

◆都市計画道路について               （諏訪町 S さん） 

３・４・２９号線については、地図に載ってないけどどうなっているのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

 ３・４・２９号線については今のところ事業化はまだされてないので、現状でいつから事

業をしていつまでに終わるというのは、目途としては今の段階では申し上げられないかなと

思ってございます。 

 

 

◆連続立体交差事業の延長について①         （諏訪町 S さん） 

 西武線の高架工事まだあと５年くらいかかるそうですけれども、だいぶ形になってきて

います。それから、府中街道のバイパスですか、こちらの方も結構用地買収が進んでいて、

「ここが道になるんだな」という感じを受けます。 

 ９年位前まで青梅に住んでまして、こっちに引っ越してきたときにまず感じたのは、東

村山は道路が狭くてまずいなということです。 

 今、市長の後にも貼ってある都市整備の地図。これを見ますと、高架工事と府中バイパ

スの他にさらに東村山３・４・１０号という道路、これは府中街道のバイパスから駅の化

成小学校の横を抜けて野口町の方へ行く道です。それから同じく３・４・２９ですか。駅

の西口のほうから今の３・４・１０号線に交差する道路、それから番号が書いてないんで

すけれども、西口のほうから真っすぐに野口町に直角に西の方に向かっていく道路。それ

とあともう一つ、東村山３・４・３５号、所沢の方に接するところ、所沢の方は広い道がで

きてるんですけれども、東村山の方はどうなのでしょうか。 

 これらの道路ですが、見たところ用地買収も終わって「ここは道路用地ですよ」という

ような杭も打ってあるわけでもないものですから、いつごろ、具体的に我々から見て「こ

こに道路ができるんだな」という実感が出るのか。それからいつごろそれが完成するのか。

要は府中街道みたいに目に見えるような工事はいつからかなということをおうかがいした

いということが一つです。 

◎ 市長回答 ◎ 

 現在は東京都の事業として連続立体交差事業を、新青梅街道から諏訪町の久米川町との踏切の

手前まで、概ねこの直線距離で言いますと 2.5Km くらいの範囲を西武新宿線、国分寺線、それ

から西武園線ということで、トータルで約４Km の長さになります。市としても約 70 億円ほど

拠出しています。ほぼ９割程度用地買収も済んで、完成予定は令和６年度で、そこに向けて整備

を進めているところです。 

 それから３・４・２７号線通称「さくら通り」は昨年、野行通りの所まで抜けるようになった

ところでございます。 
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 それから久米川駅の北口から恩多町に行く３・４・２６号線と、東久留米につながる道路とし

てこれから事業を進めていこうと、こちらについては一部、用地買収もはじまっているところで

す。 

 北西部エリアは、府中街道のバイパスから高架下をくぐって正福寺の手前までの３・４・１０

号線を昨年度から事業着手をして、現状、測量や一部用地買収を始めたところでございます。 

 それから、駅の再開発でできた広場の先に道路ができないとお叱りいただいておりました。地

主さんや借地されてる方のご理解もようやく多くの方からいただき、少しずつ道路整備が進みつ

つある状況です。 

 ３・４・１０号線、それから正福寺の前から今のバス通りまで整備をするのが、予定では令和

8 年度末までなので、あと６・７年かかる計算になり、バイパスができると、高架下をくぐって

バス通りまでつながり、だいぶ北西部エリアに行きやすくなる。あるいは北西部エリアから府中

街道に出やすくなります。今は鷹の道の踏切のところで大渋滞になる現状がありますので、今後

解消が進むと考えております。 

 都市計画道路の整備は、地権者のご理解をいただいて用地買収を進めないと前に進みませんの

で、膨大な時間とお金がかかってしまいますが市としても着実に、やはり防災面や緊急車両、交

通安全、あるいは交通アクセスの良さを高めて、まちの価値や魅力を高めていこうと、東京都の

力をいただきながらも進めています。 

 加えての話ですが東村山市の面積は約 17 ㎢ですから、大体４Km×４Km くらいの大きさに

駅が９つあるという、非常に駅が多く、中心部がどこなのかが見づらいまちです。これまで市と

しては、東村山駅周辺、久米川駅周辺、秋津・新秋津駅周辺の３カ所を市のこれからの中心核と

して位置付けて、東村山駅、久米川駅については両側に駅前広場を作って、そこから両サイドに

都市計画道路を広げていくかたちを今、進めているところです。秋津エリアはまだ未整備状態で

すので、今後、長期的に整備を進めたいと思っております。実は秋津と新秋津の駅は市内では乗

降客数は一番多いんです。こちらは一日の利用者が約８万人いらっしゃるんです。東村山駅もそ

こまでいきませんが、一日約５万人でほとんど市民の方がご利用される駅ですので、そこに行く

アクセスは両サイド良くして行き来しやすいようにしていくということで考えているということ

でございます。 

 

◎ 都市計画課より ◎ 

 ①現在事業中の都市計画道路の整備状況については、下記の市ホームページでご覧いただくこ

とができます。 

トップページ→市政情報→まちづくり・都市計画→都市計画→都市計画道路等の整備状況 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/machi/toshikeikaku/dourotouseibi.

html 

②平成２８年～平成３７年の１０年間で優先的に整備すべき路線（第四次事業化計画）について

は、下記の市ホームページでご覧いただくことができます。 

トップページ→市政情報→まちづくり・都市計画→都市計画→「東京における都市計画道路の整

備方針（第四次事業化計画）」の公表について 

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/machi/toshikeikaku/toshikei20150

526.html 
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◆連続立体交差事業の延長について           （諏訪町 Iさん） 

 立体化工事についておうかがいしたいと思います。 

 徳蔵寺の前の通りに踏切がありますが、あの踏切は解消されないんです。立体交差のス

ローガンには「踏切解消」というのが一番に載っており、二中に通う通学路になっていて、

非常に交通量も多いところなので踏切の解消をして欲しい。それから都市計画道路の３・

４・３５号線、説明会もやったんですけれども、あそこの計画を聞くと地下化にするよう

になってるんです。これは膨大な工事費用もかかるし、無駄な事業じゃないかと思うので

すが。実際そこにかかってるガードが曲がっていてすごく狭いガード下なので、拡幅する

という点からも高架化をもっと延長してやってもらえないかと思います。先ほども市長さ

んおっしゃいましたけれども、長期的な視点で３・４・３５号線を地下にするような膨大

な、言い方は悪いけれどもゼネコンが儲かるような工事をするのではなくて、高架化を伸

ばせば単純に道をつなげることができるじゃないですか。それで現に地下化にしてしまう

と我々が所沢に行く道が寸断されて迂回するという、そういう計画なんです。そういう無

駄なことをしないで、やっぱり踏切解消と通学路確保とか、ガード下の危険を除去すると

いうことを含めて、ぜひそういう長期的な視点で考えてもらえないかと。それでまだ間に

合うんじゃないかと思うんです、都と調整すれば。そういう意味ではちょっと長期的な視

点でぜひ計画を見直してもらいたいというお願いをしたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

 連続立体交差事業を延長して諏訪町と久米川町の踏切も除却したらどうかというご意見で

ございます。連続立体交差事業の事業主体は東京都になります。東京都において、今回の連

続立体交差事業で一番に踏切の解消を図らなければならないと考えているのは、やはり非常

に渋滞をする市役所の脇の府中街道の踏切です。あそこを上げるには、連続立体交差事業の

場合どうしても一か所だけ、そこだけ高くするということではなくて、ある程度上げると徐々

に下げていかなければならないということから、その距離をどこまで取るかということの中

で最終的には東京都としては府中街道と鷹の道、それから、大踏切と化成小学校のところの

踏切まで新宿線の踏切は解消しようと。それからどうしても駅を高架にすると下げていくの

に一定の距離をとらなければならないので、国分寺線、西武園線についても高架化されるこ

とになりました。我々がうかがっている範囲では、確かに諏訪町と久米川町の踏切も除却し

ていただければ、それは本当にありがたいのですけれども、ここを除却するには、二瀬橋の

ところの接続がなかなか技術的にうまくいかないようなお話も承ったところで、今回につい

てはここまでということになったと承知をしております。 

 あと連続立体交差事業の場合は、距離を延長するとそのぶんお金も当然かかってまいりま

す。３・４・３５号線の地下化の問題については、これも東京都の計画ですので、我々として

もそこが地下でいくのがいいのか、ここも上まで延長したほうがお金がかからないのか、そ

こまで正直計算しているわけではございません。おそらく延ばすとなると、柳瀬川のところ

の問題をなんらかのかたちで解決をしていくというのがかなり難しくて断念したのではない

かと考えております。ただ市としても今後、新青梅街道から南の範囲も今回は連続立体交差

からは外れてますし、ご指摘のこちらのエリアについても残ってしまうということになるの

で、これは超長期的な話にはなりますけれども、小平側のほうの整備と、駅の北の範囲につ
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いていうとやはりどうしても所沢との整備との関りが生じてきますので、逆に所沢市のほう

でこちらのほうの連続立体交差事業が行われるというようなことがあれば、そのタイミング

で考えていくことがいいのではないかと、現状では考えているところでございます。 

 すでに現状の連続立体交差事業については都市計画事業の認可を取得してすでに始まって

いるので途中で変更するのは現実問題として難しいものと受け止めておりまして、市として

はご指摘の踏切の解消については課題だとは思っておりますが今回の連続立体交差事業でそ

こまで踏切を除却するというのは、現時点では難しいと申し上げざるを得ないと思っており

ます。 
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【市長まとめ】 

 長時間にわたりまして、お付き合いをいただきましてありがとうございます。今日は、や

はり東村山のネックが道路だということをつくづく痛感をいたしたところでございます。先

ほどもアンケートのお話しがありましたが、アンケートをやると、一番市民の皆さんが東村

山の課題だというふうに思っておられるのはやはり「道路があまりよろしくない」。特に狭い

だけでなくて最近老朽化してひび割れをしたりして沿道の方が、振動が非常に激しくなって

るというようなお声も数多く承っております。市としても財政状況が厳しい中ですけれども、

近年は生活道路の維持補修費もなんとかトータルで１億円以上は確保するように努めて積極

的に、都市計画道路の整備をすると同時に生活道路の改善にも努めているところでございま

す。今後も、人体にたとえるとやはり道路というのはまちの血管にあたるものですから、こ

れが滞ってしまうとやはりまちとしての健康状態がよろしくなくなってしまうということか

ら、道路についても整備をしつつ、今後、コロナ禍の中で急激に進むＩＣＴの活用をはかり

ながら、そこからむしろ取り残されがちな方に対する支援ということを課題として今後も考

えながら市民の皆さんが感染のリスクも下げながら便利で安全かつ、いろいろな方との触れ

合いも確保できるようなまちづくりを進められればと思ったところでございます。いろいろ

課題はありますけれども東村山、決して悪いまちではない、良いまちだというふうに私自身

は信じております。今後もできるだけ市民の皆さんのご意見を承りながら、最大公約数とい

うことにはなろうかと思いますけれども、できるだけ多くの方がご理解、ご納得いただける

ようなまちづくりを邁進してまいりたいと考えておりますので、引き続きのご指導・ご協力

のほど、よろしくお願いしてお礼のごあいさつ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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