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第１４４回タウンミーティング 

○開催内容 

令和３年１０月２日（土）午前１０時、秋津公民館のフラットルームで、「タウンミーティング」を

開催いたしました。９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） 

アンケート用紙は受付で配付し、９枚を回収しました。 

 

・アンケート回答者の住所地 ・ 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 性別 

 

 

 

 

 

 

○次回開催情報 

●対 象 南部エリア（萩山町・栄町） 

●申込み 申し込みが必要です。事前にお申込み下さい。 

     （１月４日から１月１９日まで。先着３０名） 

   問い合わせ先：東村山市 市民部市民協働課 電話/(393)5111  FAX/(393)6846 

Ｅメール：kyodo@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

※：今後の感染状況などによっては変更・中止になる場合があります。 

２０代以下 2 人 

３０代 1 人 

４０代 0 人 

５０代 1 人 

６０代 2 人 

７０代 3 人 

８０代以上 0 人 

未回答 0 人 

合計 9 人 

秋津町 6 人 

青葉町 0 人 

その他市内 3 人 

市外 0 人 

合計 9 人 

男性 7 人 

女性 2 人 

合計 9 人 

開催日 会場 時間 

令和４年１月２２日（土曜日） 萩山公民館 １０：００～正午 



- 2 - 

第１４４回タウンミーティング 

タウンミーティング記録（概要） 

会場での発言内容は発言要旨を記録し、個人名は伏せさせていただきました。 

 

【市長あいさつ】 

皆さまおはようございます。東村山市長の渡部尚でございます。 

昨日は台風 16 号の接近ということで、あいにくのお天気となりました。台風が南の方に

逸れたので、市内での被害は今のところ報告を受けてございません。本日は台風一過で大変

素晴らしい秋晴れのもと、こうして皆さま方と対話集会ができることを大変嬉しく思ってお

ります。 

この通称タウンミーティングと言っております、市民の皆さんとの対話集会は、コロナ禍

前は議会がある年 4 回の月以外の年 8 回程度、だいたい各町、市内 13町回らせていただい

て、開催をさせていただいてきたところでございますが、コロナ禍以降、なかなかタウンミ

ーティングのような集まりができませんので、ここのところちょっと滞っているというのが

実情でございますが、今回の第 4 回目の緊急事態宣言以降は、できるだけ参加者の距離を空

けていただき、人数を少し絞らせていただいた形で開催をさせていただいてきたところでご

ざいます。 

秋津で行うのは久しぶりですし、この秋津公民館を使って行うのはおそらくもう五、六年

以上経っているのかなと思います。 

限られた時間ですけれども、今日参加されている方もそれほど多いわけではないので、ぜ

ひゆっくりと皆さまの様々なご意見等を承れるかなというふうに考えております。 

まず皆さんに、大まかに市の状況をお伝えさせていただければと思います。ご案内の通り

今年の夏は第 5 波と言われるような、新型コロナウイルスの感染急拡大ということで、全国

でも一日に 2 万 5 千人を超える新規感染者がありました。東京でも連日 5 千人を超えるよ

うな時期もあって、大変憂慮をされた次第でございます。 

都内でも医療提供体制が逼迫をして、入院できないという方が大勢出て、自宅で療養を余

儀なくされる方が大勢いらっしゃって、中には残念ながら自宅で亡くなられる方が相次ぐと

いうような、そんな報道もあったところでございます。 

東村山市でも 7 月以降、感染者が急増しまして特に 8 月の 18日から 23 日の間には連日

30 人以上の新規感染者が確認をされるというような状況で、ピーク時には、351 人の方が

療養をされていました。このときにも入院できずに自宅で療養されていた方が約 250 人い

らっしゃったということで、市としても大変心配をいたしておりました。 

おかげさまで 9 月の中旬以降は、皆さまのご尽力や、あるいはワクチン接種が一定数進ん

できたところもあり、最新の情報では当市で今療養されている方は 75 名ということで、な

おかつ自宅で療養されている方は 7名ということでございますので、ピーク時に比べますと

大分減ってきて、一応一段落というような状況ではあろうかと思っております。 

都内でも緊急事態宣言が明けてようやく多くの市民の皆さまはほっとされているという状

況ではないかと思っていますが、ただウイルスそのものは消滅したわけではありませんので、

今後もご注意をぜひお願いしたいと思います。また、秋津公民館も含め、公共施設の運営に
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ついては完全に元に戻ったわけではございません。一応これまでは 9月までは夜 8 時までと

いうことで公共施設は開館させていただいていましたが、東京都のリバウンド防止の呼びか

けに基づきまして、当市でも公共施設については引き続き 9時までという時間制限と、やは

りお部屋の使用については、定員の 2分の 1 の人数までというようなことでお願いしており

ます。さらに食事ができたり、あるいはカラオケができたりという設備がある公共施設もあ

りますが、現時点では会食やカラオケ等については自粛をお願いしているというような状況

でございますので、引き続きご不便をおかけしますがご理解をいただければと思っておりま

す。 

またワクチンの接種状況でございますが、東村山市でもすでに 1 回は打ったという方が、

12 歳以上の接種対象者の 71％に達しております。大分ワクチン接種も進んでは来ています

が、一方で 7月の前半までは比較的当市も順調にワクチン接種が進んでいましたが、その後、

国内にファイザー社製のワクチンの供給が来たり来なかったりということで、全国的にワク

チンの供給は大分減らされたところがありまして、前回前々回の予約の受付では、開始わず

か 5 分から 10分程で予約がいっぱいになってしまうような状況で、まだ希望しても、予約

が取れない、打てないという方が相当数いらっしゃいます。 

市では 10 月 6日水曜日だったと思いますが、またワクチン接種の予約を受け付けさせて

いただきます。今回については東京都等にも私も直接出向いて追加供給をお願いさせていた

だいたこともあって、合計では 1 万 3000 人分の予約をご用意できる見込みとなりました

ので、「まだワクチン打ってないよ」「打ちたいけどなかなか予約が取れないので、ちょっと

諦めていた」という方がもしいらっしゃれば、さすがに全体で 70％を超える接種率にきてプ

ラス 1 万 3千人の方の予約枠をご用意できましたので、今回予約受付開始してわずか、5 分

や 10 分ですぐ全部が埋まるということはちょっと想定しづらいものですから、ぜひご希望

される方は今回、お申し込みをいただきたいと思っております。国からの情報ではもうファ

イザー社製のワクチンについてはこれがほぼ最後だというふうに言われております。万が一

足りなくなった場合には、また国や東京都の方にお願いしますけれども、次回もし 11 月以

降ワクチンをまだ打っていない方に打つとすると、モデルナ社製等の別な会社のワクチン接

種をさせていただくことになりますので、ファイザーの方が良いとか悪いとかは特にあるわ

けではありませんが、ご希望される方はぜひ今回お申し込みをいただきたいと思っておりま

す。 

もうすでに一部報道等でご承知かもしれませんけれども、国は国民に対して 3 回目の接種

をする方針を固めまして、全国の自治体に対して 3 回目の接種の準備をするように依頼が出

されたところでございます。 

当市といたしましても国の方針に基づきまして、今年の暮れ、ないし来年年明け早々ぐら

いから、まずは最初に打たれた医療従事者、その次は高齢者という順番になろうかと思いま

すが、3 回目の接種が開始できるように、今準備作業を進めさせていただいている次第でご

ざいます。 

引き続きワクチン接種を含めて、コロナ感染拡大防止に努めながら、この間、様々な形で

影響を受けている市民生活や地域経済を何とか早期にリカバリーするということをこれから

考えていかなければならないと思っています。9 月は議会月ということで、議会でも様々な

ご議論をいただいて、最終日に補正予算をご議決いただきました。これには国民健康保険や
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介護保険料の減免であるとか、あるいはコロナの影響で急激に生活に困るような方に対して

の支援を盛り込ませていただいたり、あるいは保育園幼稚園でもし万が一クラスター等が発

生した場合の園児や保育士さんたちのＰＣＲ検査の予算なども盛り込ませていただいていま

す。またコロナの影響で地域の経済もかなり縮小気味ということで、地域の消費喚起をする

ということでこれまで 2 回にわたって、ＰａｙＰａｙを活用したキャンペーンを行わせてい

ただきましたけれども、今回も補助金を活用させていただいて、年末から年始にかけて、Ｐ

ａｙＰａｙを用いて市内消費、地域経済の活性化に向けての取り組みなども行っていく予定

です。 

いずれにいたしましても今申し上げたように、引き続きコロナ感染対策に万全を期しなが

ら、地域経済、また市民の皆さんの様々な活動が再開できるように、徐々に展開を図って参

りたいと考えております。今日はそういう中でのタウンミーティングということで、直接市

民の皆さんから様々なご意見やご指摘、ご要望をいただけるというふうに私自身も楽しみに

してまいりました。いよいよ今月からは令和 4年度の予算編成作業に着手する運びとなって

おりますので、またいただいたご意見をできるだけ市政に反映できるように、私も努力をし

てまいりますので、皆さんの忌憚のないご意見を賜りますよう、よろしくお願い申し上げて、

冒頭私からのごあいさつに代えさせていただきます。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】 

 

～ まちの価値の向上 ～ について 

 

◆秋津町の狭隘な道について             （秋津町 O さん） 

私が東村山市に引っ越してきて 30 年ぐらいになりますけれども、当時は畑が多くて、

家庭菜園ができたりしましたが、逆に今はもうほとんど家になりまして、氷川神社の隣の

農地も全て家になりました。近隣もどんどん家が建っています。 

そこで一つお願いがあります。秋水園のそばに新聞屋がありますけれども、あそこの一

角が非常に狭いです。いつ大きい事故が起こるかと思って心配しています。 

新しくできたところは、きちんと整備されていますが、その先のところが、どうしても

整備できていません。車が相当通るので、本当にいつ事故が起こるか、はらはらしながら

過ごしている状況ですので、ぜひ、対策をお願いしたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

秋津町内での道路の関係でまず 1 点ご質問というかご意見いただきました。 

私共も側道のバーミヤンのところから、今ご指摘の新聞屋さんの前までの道路が極めて狭

くて、尚且つあそこは六中の通学路になっている関係で危険であるということを、かねがね

地域の住民の方からご指摘をいただくとともに、私どもも課題であるというふうに認識をい

たしております。以前、バーミヤンから新聞屋さんまで一部道路を拡幅する計画を立てたの

ですが、実際にお住まいの方もいらっしゃることから、なかなか全ての沿道住民の方のご理

解がいただけていない現状でございます。 

ただ一部、比較的大きな地所をお持ちの農家の方等についてはご理解をいただいたり、あ

るいは宅地化される前に畑の時に、一応市の方で用地を購入させていただいて拡幅したりと

いうことで、一部については広がって路側帯が設けられるというようなことにはなっており

ます。ただご指摘の点についてはなかなかお住まいの方のご理解もいただけていないという

状況で、今後も市としては粘り強く、ご理解いただけるように丁寧にお話を進めさせていた

だきたいなと思っています。 

日々の通学等での安全確保についても、今後、教育委員会や警察とも連携しながら、頑張

ってまいりたいと思っておりますのでぜひご理解いただければと思います。 

 

◎ 学務課より ◎ 

 令和 3年 6 月の千葉県八街市の児童を巻き込んだ交通事故に伴い、学校・保護者・教育委

員会・警察と道路管理者で緊急の通学路合同点検を 9 月に実施しました。 

お話にあった道路は、この合同点検の対象箇所であり、点検の結果を踏まえ、各担当機関

にて対応策を検討していただいているところでございます。 
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◆「秋津町 3 丁目」交差点の交通改善について     （秋津町 K さん） 

秋津町 3 丁目の交差点についてお話させていただければと思います。 

秋津町３丁目交差点、近くに歩道橋のある交差点でございますが、旧所沢街道の所沢駅

方面から来た場合に右折レーンがなくて、右折車がいるとすぐに車が詰まって、時間帯に

よっては渋滞となってしまっているように思います。 

それを考慮してなのか、大分前からかもしれないですが、反対側から所沢駅に行く方よ

り先に矢印の信号が点灯するようにはなっているのですけれども、すぐに青に変わってし

まって最初の 1 台か 2 台ぐらいしか右折できないという状態になっていまして、その後

右折する車がいると、もうそこで赤になるまで曲がれず止まってしまって、後ろの車が全

然進めないといったことを自分が運転していて、何度も経験しているような状態です。 

場所的に道の両側に塀があったり、ガードレールより内側に電柱があるぐらいの道です

ので難しいかもしれないと思いますが、そこの交差点の前だけでもちょっと広げて、右折

レーンを設けるとか、横からちょっと抜けてまっすぐ車が行けるぐらい道を広げるといっ

たことができないかなと前々から思っております。 

新秋津駅から所沢駅へのバスが少ないということに関しても、それが一番の理由ではな

いとは思いますが、そこの交差点で詰まってしまうということで定時運行のネックになっ

ているということも、もしかしたら一因としてあるのではないかというふうにも思ってい

ますので、自家用車もバスも含めもっと流れが良くなるように何かしていただくという検

討ができないものかと考えておりますがいかがでしょうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

 あの交差点についてはいろいろあって、先ほどおっしゃられたように警察の方で信号機の

時間を少し改良することで対応していただいてきた経過がございますが、変えたら変えたで

今度、志木街道の南側から北側の方に進む場合も非常に時間がかかるようになったとかいろ

いろなご意見をいただいているようでございます。ご指摘の箇所について、右折レーンにつ

いては、現状では残念ながら計画はありません。確かに所沢街道と志木街道の市にとっては

重要な路線が交差する箇所になるので、現状を見ながら、あそこも両サイド、それから場合

によっては志木街道側も渋滞するケースがありますので、所沢街道の渋滞解消をどのように

図っていけるのかということについて、お時間をいただくとは思いますけれども、検討させ

ていただき、警察とも協議を十分しながら考えていければなと思っております。 

確かに所沢街道は、所沢方面に行くときは必ず左折しなければならないので、向こうから

来られた場合に、山崎パンの方に行くには必ず右折しなければならないということで、私が

通るときも確かにいつも渋滞しているという印象はあります。そこをどう改良できるか、す

ぐにイメージはできませんが、いただいたご意見を踏まえて今後、研究をさせていただきた

いと思います。 
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◆諏訪町から久米川辻にいたる道路の安全対策について （諏訪町 S さん） 

徳蔵寺から久米川辻にいたる道のことですが、以前、通学路の変更という話しをしまし

たが、通学路だけではなくて、未だに車が両方通って自転車が車道を走って、市の方が現

場を見ていただいてはいますが、時間帯によってはもうめちゃくちゃなときもあるし、空

いているときもあるということですが、この対策について単に通学路の話だけではなく

て、今一度ご検討いただきたいと思っています。 

◎ 市長回答 ◎ 

 以前ご意見をいただいて、一応所管の方も確認していると承知をいたしております。 

なかなか現状でそうした交通のルールをお守りいただくことを徹底するというのは難しいの

ですが、看板等を設置するとか、そういうことをまた検討させていただければというふうに

は思います。 

基本的にはそこを通られる歩行者あるいは自転車に乗っておられる方のモラルとかの問題

にもなるので、警察とも連携しながらできるだけ車道にはみ出して歩行したり、自転車は通

行されないようにして、努力をしていきたいと思います。 

先ほどお話しありましたように、両側に家が立て込んでおります。あそこについては、基

本的にはこの間も申し上げたかもしれませんが、一定の幅員が取れて歩道も設置されている

ところであり、一方、先に秋津町で出た道路については歩道もなくて、かつては相互通行も

難しいようなところでありますので、市としてはやはり通学路指定されている道路で、まだ

歩道未設置で、やはり危険なところから対応を考えていきたいと思っております。 

 

◎ 学務課より ◎ 

 お話にある道路を通学路として使用するのは主に第二中学校の生徒ですが、踏切を越えた

後に複数のルートを選択することも生徒やご家庭の判断により可能となっております。 

また一方で、児童生徒の安全を守るためには、一義的にはドライバーに安全運転を順守し

ていただく責務があるものと認識しております。市としましては、今後も、市の関係部署や

東村山警察署と安全対策について連携してまいりたいと考えております。 

 

 

◆地域経済活性化にＰａｙＰａｙを選んだ理由     （秋津町 Ｏさん） 

先ほど市長のお話の中で地域経済の活性化のためにＰａｙＰａｙに補助金をお支払いに

なっているということで、若い世代からするとありがたいなという感じもありますが、自

分の母親だったり祖母とかと話しをすると、「ＰａｙＰａｙを扱っているお店ない」と言っ

ています。普通のスーパーだと、ＰａｙＰａｙに対応されていなくて、現金であったりク

レジットカードだったりというところがまだ多いのかなと思いますが、その中で例えば商

品券とか別の方法も考えられるとは思いますが、あえてＰａｙＰａｙを選ばれている理由

というのが何かあれば教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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◎ 市長回答 ◎ 

 先ほど申し上げたように 9 月には市議会が開催されて、このＰａｙＰａｙ関連の予算も最

終的には議会でお認めいただきましたが、その際、いろいろな議論がありました。これを始

めたのは去年からで、今回で 3 回目になりますが、当初よりなぜＰａｙＰａｙなのかという

のは、議会でもいろいろご指摘をいただいております。今、お話があったように、かつては

地域での消費喚起策としてはプレミアム商品券事業を行ってきました。 

このためにはまず商工会と協力をしまして、協力店舗の方を探していましたが、商品券は

お店にとっても手間がありまして、券で買い物をされてもそれを自分のところで換金しなけ

ればいけないという若干のタイムラグがありました。それから商品券事業について我々の立

場で言うと、今申し上げたように、物としての商品券を印刷したり、それを換金したりする

事務手数料などのいろいろな諸費用を合わせますと、これまで当市が商工会さんと組んで行

ってきたプレミアム商品券事業というのは、5 千万円ほどかかってしまっており、全て市民

の方に還元ができないという状況でした。 

ＰａｙＰａｙ等のいわゆるスマートフォンの決済の場合は、ほぼ事務手数料がかかりませ

ん。全くないわけではありませんが、宣伝広告費等を考えても、先ほど言ったような額から

すると、もっと低い額で事務手数料が済んでしまいます。これらがあって、昨年、地域経済

の消費喚起策を検討するに当たって地域プレミアム商品券事業にするか、スマートフォン決

済にするか検討した際に、やはり手間の問題やら、事務経費等のことから、スマートフォン

決済によるキャンペーンを行うことに決めました。その中でなぜＰａｙＰａｙなのかという

と、ＰａｙＰａｙの他にも色々スマートフォン決済の手立てがありますが、市内を調査した

ところ、昨年当時、市内でＰａｙＰａｙを使っている店舗数が一番多かったということで、

ＰａｙＰａｙにしたということでございます。 

当時でたしか約 500 件程度でしたが、現在は 2 回キャンペーンを打ったこともあって、

ＰａｙＰａｙを使える市内の店舗については 800 店舗を超えるぐらいになっているという

状況です。 

ご指摘のようにスーパー等で使えないということについて言いますと、市の狙いとして考

えているのは、消費者としての市民の方を支援するというよりも、中小の市内事業者を支援

するというのが主眼にあります。これは自治体によって考え方が違いますが、東村山市では、

スーパーを含めて大型店や、あるいは全国に店舗展開をしているコンビニエンスストアでの

使用はできないようにさせていただいて、あくまでも地域に前からある小さなお店で使って

いただいて、そこを何とか事業継続できるようにしたいということでやらせていただいてい

ます。 

多摩地区でも今回ＰａｙＰａｙを使っているところが多いですけれども、お隣の清瀬市や

東大和市はほぼ東村山市と同じような考え方ですが、小平市だけは大型店でも使えるような

形になっていて、スーパーや大型の家電量販店などでも使えるということでしたが、そうい

うところで使えると消費者の立場としては非常に助かりますが、逆に言うと、大型店に人が

流れてしまって、救済すべき中小の地元のお店にあまりお金が落ちないということにもなり

かねないということで、東村山市では、今申し上げたように、市内の小さなお店でしか使え

ないというような形でキャンペーンを行わせていただいているということでございます。 

また、ＰａｙＰａｙについてはスマートフォンでないと決済ができないので、これも議会
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で「スマートフォンを持ってない人はどうするんだ」というようなご意見を多数いただいて

います。こちらについては、実はコロナ禍を受けて、現金の授受だとどうしても感染を広げ

てしまう可能性があるので、国では非接触型の決済サービスを今後広めるようにという方向

で言っています。いろいろな自治体でもスマートフォンアプリを使った決済サービスに、自

治体がポイントを付与して消費喚起するというようなサービスを行ったりしています。 

それと、法改正でデジタル庁が今後できるということで、初代デジタル大臣で平井さんと

いう方が就任をされて、国を挙げてデジタル化を推進するということが言われています。市

町村のサービスについても、今国から示されているのは、例えば転入転出届け等を含めて、

２８の業務については、いちいち市役所の窓口まで来なくても、スマートフォンのようなも

のを活用して申請をして手続きができるようにしなさいということが言われていまして、「ぴ

ったりサービス」という、スマートフォンからも使えるサービスがあるのですが、それを使

っていただいて、必要な申請をスマホで行っていくというようなことがこれから行われよう

としています。 

今、国民全体でのスマートフォンの世帯保有率というのは 80％から 85％と言われている

ので、持っていない方もいらっしゃるのは事実ですし、年齢が高い方ほどスマートフォンを

持ってはいらっしゃらないケースが多いですが、今後様々な公的なサービス、あるいは民間

のサービスもスマートフォンを使って行われるような社会に、加速度的になっていくと思わ

れていまして、そういう意味ではスマートフォンは今後国民一人ひとりが、必ずとまでは言

えないけれども、持っていた方が便利で快適な生活ができる、そのためのマストアイテムに

なりつつあるのではないかと考えております。 

スマートフォンを持っているけどなかなか使えないというご高齢の方が結構大勢いらっし

ゃるので、今年の年末ぐらいだったと思いますが、東京都の制度を活用して、市で高齢者向

けのスマートフォン教室を行う予定にいたしております。改めて市報等に掲載がされると思

いますので、ぜひスマートフォンをお持ちの方についてはご参加いただけるとありがたいと

思いますし、まだお持ちではない方も、今後様々な行政機関との情報のやりとり、あるいは

民間サービスについても、今、パソコンよりもスマートフォンを介して行うケースが圧倒的

に増えているということを考えますと、市役所の方でスマートフォンを持ってくださいとま

ではお願いできませんが、今こういう世の中の流れですということはお伝えさせていただき

たいと考えています。 

当然そうは言っても持っていない方、あるいは持っていてもなかなか使い勝手が悪いとい

うようなご意見ももちろんあります。特に障がい者の方で視覚障がいの方はスマートフォン

だと、ツルンとしているのでどこを押したらいいのかわからないということで、だいぶご意

見をいただいているのも事実でございますが、これからはそういう意味ではベンダーさん等

とも連携をしながら、使い勝手のいい方向に変えられるように我々も努力したいと思います

し、いわゆるデジタルデバイドと言われているようなスマートフォン等を持ち歩いていない

方に対してのサービス提供についてもどうしていくのかということについては今後大きな課

題として受けとめ、引き続きできるだけ格差のないように、サービス提供できるよう努力を

していきたいと考えております。 
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～ ひとの活力の向上 ～ について 

 

◆児童クラブの指導員や学校の教員のＰＣＲ検査について（秋津町 Ｎさん） 

先ほど保育士や園児のＰＣＲ検査をクラスターが出たときにやるというお話を聞きまし

て、児童クラブの指導員の方や、学校の先生も同様なのでしょうか。 

児童クラブの指導員の方や学校の先生についても当然やるだろうと思っているのです

が、先ほど保育園の先生たちのお話があったので、予算化をぜひお願いしたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

 子育て関連施設については、以前から高齢者施設や障害者施設については東京都の方で補

助制度を作ってくださって、例えば利用者や職員の中で感染者が出た場合、念のため他の職

員とか他の利用者の方でＰＣＲ検査を受けたいという場合については、東京都の補助金が出

るといった体制になっていたのですが、子育て関連施設については、そういった補助制度が

ございませんでしたが、やはり 8 月の第 5波で保育園、あるいは児童クラブで結構利用者の

お子さん、それから保育士の方、児童クラブの指導員も感染するケースがありました。現状

を申し上げると、保健所で濃厚接触者の特定がされた場合については、濃厚接触者について

はＰＣＲ検査を基本的には受けていただくという方向で進めていますが、それ以外にも念の

ためにやっていただくということについては、市の方でさっき申し上げた補助金をお出しす

るので対応していただきたいということで考えております。ということで児童クラブは基本

的に市の職員ないし、指定管理者で民間の事業者がやっているとこもありますが、そこにつ

いては市の方で対応はしていく予定にしております。 

学校について言いますと、ここで文科省が全国の学校に対して、ＰＣＲ検査ではなくて抗

体検査のキットを配布するという動きがあって、まだ具体的にどういうふうになるのか私も

詳しく承知していませんけれども、学校の場合は、基本的には児童生徒、あるいは先生の中

で感染者が出た場合については、当然その当該の児童生徒あるいは先生はすぐお休みになっ

ていただき、保健所の方で濃厚接触者の特定作業を行っていただきます。濃厚接触者が特定

されればその児童生徒あるいは先生についても、基本的には自宅で待機をしていただく形に

なって、その方についてはＰＣＲ検査を、場合によってはいわゆる行政検査ということで、

保健所の方で行っているというのが現状でございます。 

こちらについては、そういう文科省の動きがあったことで、今回の補正予算の中では市の

方でＰＣＲ検査の費用について予算計上は今のところしておりませんが、これまでのことを

考えると、それで特段不都合が生じたということはないので、しばらく様子を見ながら今後

もまた第６波と言われるような状況が来そうなときには、教育委員会ともよく相談して、濃

厚接触者として特定されなかったような児童生徒や先生方についても、どのように検査を進

めていくのか検討させていただきたいと考えております。 

 

◎ 指導課より ◎ 

 PCR 検査の簡易検査キットについては、緊急事態宣言下において、保健所が機能不全に陥

り、濃厚接触者かどうかの判断を下す余裕がない状況にある場合に、市教委及び学校におい
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て濃厚接触者の疑いありと判断した児童、生徒、教職員に PCR 検査を実施できるよう東京都

教育委員会より当初提供されたもので、市教育委員会において管理しております。緊急事態

宣言時に 3例の使用希望が出ておりましたが、実際には検査前に保健所より濃厚接触者には

あたらない旨の判断が出たことから、判定まで使用したことはございません。 

 

◎ 児童課より ◎ 

 児童クラブは直営の施設と指定管理者の運営による施設がありますので、それぞれについ

て補足します。 

まず、直営の施設については、市の職員であることから、安全衛生の観点から既に必要な

対応を行っているところです。 

 次に、指定管理者の運営による５施設についてです。 

都の PCR 検査キット配布事業を活用し、各施設に対して、まずは２個ずつキットを配布し、

保健所の立ち入りに先駆けて検査を実施する体制を整えました。 

さらに、施設において PCR 検査が必要であると判断した場合に、予算の範囲において職員が

実費負担なく PCR 検査を受けられるよう市独自の補助制度を構築し、感染拡大防止に向け

た取り組みの強化に努めたところです。 

 

◆市民全体が楽しめるイベントを           （諏訪町 Ｓさん） 

昨年、今年とコロナ対策でいろいろな活動が自粛となり、全体にいろいろな行事が抑え

られています。そんな中、今年、西武園で花火を毎日 10 分ぐらいあげていて、諏訪町と

か野口町とか多摩湖町あたりは見られたと思いますが、あれが意外と近所の子供たちに人

気で、その時間帯に家から出ると、必ず見ているというような風景が見受けられました。

つまり、自粛モードで、まちの活動も抑えられ、行きたいところもあまり行けず、花火大

会もやっていない、お祭りもないということになったときに、たまたま西武園でああいう

花火を毎日、短時間ですけどやってくれて、見ている子どもたちが多くいて、非常に好評

でした。 

すぐに今どうというわけではありませんが、コロナが落ち着いたら、東村山にも何かそ

ういう市民全体が楽しめるような行事が新たに出来てもいいのではないか、従来のお祭り

もないわけではないですけれども、例えば富士見町の公園で花火大会を一日二日やってみ

るとか、具体的には言えませんけれども、少し状況が落ち着いて予算も付くならば、市民

全体の今までとは違うような、今までの自粛ムードの気分を一新できるような場が設けら

れたらなと思っています。まことに具体的提案ではなくて申し訳ないですけれども、西武

園の花火を見ながら考えさせてもらった次第です。 

◎ 市長回答 ◎ 

 西武園のリニューアルに合わせて夏の間ずっと、午後の 7 時 45 分ぐらいから 10 分ぐら

い毎日花火を上げていたと伺っていまして、私は住まいが萩山ですが、萩山の自宅にいても

花火の音が聞こえるぐらいだったので相当大きな花火を毎日あげていたのかなと思います。

今後も継続されるのか、あくまでもリニューアルオープンされたので今回だけなのかという

ことはちょっと伺ってはおりません。 
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おっしゃられるように、コロナ禍で様々な行動が制限されており、特にイベント関係は、市

内で行われるものについては、去年、今年とほぼ中止となっています。市の行事でも、例え

ば 6 月にいつも行っている菖蒲まつり、それから、本来であれば今月に行う市民大運動会、

それから 11 月に毎年行っています市民産業まつり、これらについては全て中止になりまし

た。市民全体のイベントではありませんが、今年について言うと、1 月の成人の集いも中止

ですし、9 月に行う各町で行っていただいている、長寿をともに祝う会、敬老会ですがこち

らも全て中止ということでございます。 

また市が直接行っているわけではありませんが、例えば諏訪町の諏訪神社のお祭りや秋津

氷川神社のお祭りも中止になっておりますし、八坂神社のお祭り等々、地域の伝統的なお祭

り、それからこの間いろいろな有志の方に行っていただいている様々なイベント等も、ほぼ

中止になっております。 

楽しみが減ったということもありますが、これまでやはりイベントを通じて地域の方々が

交流し、触れ合う中で地域の一種のコミュニティの形成に大きく寄与をしていただいてきた

わけですが、こうした状況が長期化すると、なかなか地域の市民同士の顔と顔が見える関係

等がどんどん断ち切られてしまうのではないかということを、我々としては非常に恐れてい

ます。 

国が大きなイベントやあるいは飲食店等だとか、様々なケースによって、どのような感染

が引き起こされるリスクがあるのか等の調査を行うとの報道がありましたけれども、万が一

また来年度以降も、コロナの状況が収束しないで、こうした状況がダラダラと続くようなこ

とがあれば、今後は全部中止ということではなくて、どこまでだったらできるのかというこ

とを、市としてもそういった知見を踏まえつつ、どのぐらいのことであれば感染リスクがな

いだろう、低いだろうという判断をしつつイベントを再開できるように、今後も研究を進め

ていきたいというふうに考えております。そういう中で、ポストコロナ時代にふさわしいイ

ベントのあり方ということも模索をしていく必要はあるのかなと思っています。 

先ほど申し上げたようにコロナ時代で急速に世の中デジタル化が進んで、このタウンミー

ティングもリモートで行ったこともありますし、先ほど申し上げたように様々な行政手続き

も今後デジタルで、リモートで行えるようになります。それは便利な反面、やはり対面でこ

うして顔を見ながらお話しするケースがどんどん減っていくことで、人と人の関係性はどう

なのかということはやはり危惧されるところがありますので、我々としてはデジタル化は当

然推進をして感染リスクを減らして市民サービスの向上に努めつつも、これまで当市が大事

にしてきた人と人の繋がりのようなものは今後も何とか維持継続できるように、リスクを検

証しながら、なんらかの形でこれまでやってきたイベントの再開、それから今後新しい形で

何かイベント等ができないのか、そういったことを今日若い方も来てらっしゃるので、若い

方のご意見もいただきながら、検討をしていきたいなと思います。 

ただ、花火大会は、市内では中央公園でも多分、消防署の許可が下りないのではないかな

と思います。打ち上げの高さにもよるとは思いますけれども、なかなか当市の場合は花火大

会をやるスペースがなく、去年今年は行われておりませんが、青葉町の多磨全生園で納涼祭

が行われていて、最終の締めで花火を打ち上げていただくのですが、前はかなり高い打ち上

げ花火を上げていたのですが、周辺にだいぶ住宅が建ってきたということで消防署の指導が

あり、今はさほど高い花火は打ち上げられず、仕掛け花火のような花火を主にやっておられ
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ます。それでも非常に見事な花火大会で、入所者の皆さんはもちろんですけれども、青葉町

やあるいは隣接する清瀬や東久留米の方も大勢見に来られて、夏の風物詩なっていましたの

で、これもコロナが落ち着けば、また再開していただけるのではないかなと楽しみにしたい

と思っております。 

 

◎ シティセールス課より ◎ 

 シティセールス課では、創意工夫によって新型コロナウイルス感染症への対応を行ってい

ることを条件に、地域に存在する資源や地域で活躍する人材を活用した、市の魅力を高め、

地域への愛着を育むイベントに対して補助金を交付する事業を 9 月より実施しております。

また、市が直接実施するわけではありませんが、観光振興連絡会として、狭山丘陵で実施す

るイベントの支援を行っており、都立狭山公園にて屋外のイベント開催に向けた検討を進め

ております。 

まだまだ新型コロナウイルス感染症が心配な状況ではありますが、地域の皆さまに愛され

るイベントを育てていきたいと活動しております。 
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～ くらしの質の向上 ～ について 

 

◆秋津町 4 丁目付近にもコミュニティバスを走らせてほしい 

                          （秋津町 Ｎさん） 

私も秋津町に引っ越してきて 30 年近くになりますが、当時は自転車に乗って出かけたり、

秋津小学校まで歩くくらいそれほど苦にはならず、コミュニティバスの必要性を感じてい

なかったのですが、今は本当にコミュニティバスがあったらと思っていて、近くの方もバ

スがあったらと言っています。でも近所の方からは、ある家があって道路が拡張しないか

らコミュニティバスが走れないと聞いています。そこでお願いですが、コミュニティバス

のルートを延長していただき、氷川神社のあたりまで伸ばしていただけるとありがたいと

思っています。よろしくお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

 コミュニティバスについても、秋津町 3丁目 4 丁目にお住まいの方、特に秋水園のお近く

にお住まいの方については、なんとかこちらの方にバスのルートを持って来れないのかとい

うことは、以前からご意見としていただいて、市としても何度か検討はさせていただいては

きましたが、まず申し上げると、道路幅として基本的に、最低でも 6メートルの幅員がない

と、警察の許可が下りません。例外的に 6 メートルを若干切るぐらいでしたら何とか、一部

箇所であれば認めていただける場合もないわけではないですが、おおよそで言いますと、対

面交通が円滑にできて、なおかつ歩行者が歩ける、それぐらいの幅として言うと、最低 6 メ

ートルの幅員があるところでないと、警察としては、定時定路線のバスの運行については認

められないということで言われています。ということで言いますと、今走っているコミュニ

ティバスを秋津のもう少し北側の方に入れるとなると、やはり道路を広げていかないとなか

なか難しいというのが、実際のところでございます。 

これは行政の考え方としてお聞きをいただければと思うのですが、道路事業については実

は 2 種類のやり方がございまして、一つは先ほどのように個々の地主さんと交渉して徐々に

広げていくというやり方です。それともう一つは、例えば、東村山駅から久米川町の 1 丁目

の野行通りまで、新しい都市計画道路ができましたけれども、あのように都市計画事業とし

て行う道路事業と、大きく言うと 2種類のやり方がございます。 

現在の秋津町について言いますと、都市計画道路で事業実施しているというところがござ

いません。今後につきましては、秋津駅には実は都市計画上は南口の方に広場を作ることに

なっていて、広場と合わせて一部都市計画道路の整備を考えなければならないのですが、そ

の時に秋津駅の駅前広場と合わせて、どこの路線の都市計画道路をやっていくかという検討

を進めていくことになります。 

今お話いただいたところがそれに該当するかどうか、今のところではわかりませんけれど

も、今後、都市計画道路の整備についても、秋津町内で秋津駅の広場作りとあわせて検討を

させていただきたいと考えております。先ほどお答えした通り、現状の道路についてはいわ

ゆる都市計画道路ではないので、基本的には個々の地主さんと交渉させていただいて、ご理

解をいただいて、市が購入するというやり方になります。都市計画道路の場合も基本は同じ
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ですが、最終的に、いわゆる強制収用というか、代執行ということが法律上認められており

ますので、どうしても地主さんにご理解いただけない場合については、我々もやりたくはあ

りませんが、法律上、代執行の措置というのが認められておりますので、事業が早く進む場

合が往々にしてございます。通常の道路事業の場合はあくまでも相対での契約関係になるの

で、相手の方がご理解いただけない以上なかなか前に進まないというのが現状でございます。 

ただ市としても先ほど申し上げたように、できるだけご理解いただけるように丁寧にこれ

からも、折衝交渉を進めていきたいと考えております。道路が広がったのに合わせてまたコ

ミュニティバスのルートの変更等も考えることもできるかなと思っておりますので、いつま

でにということはちょっと現状ではなかなか申し上げられませんけれども、市としても、こ

れからそこに向けて努力をしていきたいと思いますので、何卒ご理解をいただければと思っ

ております。 

 

◎ 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。 

 

◎ 都市計画・住宅課より ◎ 

（参考） 

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/do

urotouseibi.html 

 

②平成２８年からおおむね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/tos

hikei20150526.html  

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/machi/toshikeikaku/dourotouseibi.html
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/machi/toshikeikaku/dourotouseibi.html
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/machi/toshikeikaku/toshikei20150526.html
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/machi/toshikeikaku/toshikei20150526.html
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◆秋津町3丁目付近の公共交通について        （秋津町 Kさん） 

私からは秋津町を走っております西武バスの路線バスに関して、お願いといいますか、

ご質問させていただければと思います。 

私が住んでおります秋津町の北西部、3 丁目の辺りといいますと、西武線で言うと秋津

駅よりも所沢駅が近いところもあります。所沢駅周辺を日常的に通勤や買い物で利用して

いて、日常生活の範囲に含まれているような状態です。 

旧所沢街道沿いから所沢駅に向かっては、西武バスの路線がありまして、これが通勤通

学や買い物など、特に雨が降ったときに使えると便利だと思いますが、非常に本数が少な

く、また運行の時間帯に偏りがありまして、秋津町あたりから所沢駅へ向かって通勤通学

するといったことには事実上使えないような状態になっていると思っております。 

具体的に運行時間帯としては概ね早朝や昼間に所沢駅から清瀬駅や久米川駅へ運行さ

れており、夜に清瀬駅や久米川駅から所沢駅へ運行されています。ということで、バス路

線の特性というところもあると思いますが、事実上秋津町 3 丁目の旧所沢街道沿いのエ

リアというのは、私としては交通空白地域と変わらないと言いますか、交通空白地域であ

ると言っても、過言ではないと思っております。 

そのようなダイヤになっている事情といたしましては、おそらく西武バスとしては清瀬

駅から久米川駅、新秋津駅から久米川駅がメインで、所沢駅から新秋津駅あたりというの

は、バスが所沢の営業所から出入りをするからあるといったことでしかないのではないか

と推察するのですけれども、実態として所沢駅が近いエリアもありますので、地域の人の

足として全時間帯で運行するように東村山市の方からも西武バスに働きかけていただく

とか、それが難しいということであれば、路線バスを補完するような形で所沢市と協力す

るなどして越境にはなりますけれども、秋津と所沢を結ぶような、コミュニティバスを新

設するといった検討をしていただけないかなと思います。 

私が秋津町に来て 25 年ほど住んでおりますが、こういう状況はだいぶ前からあると思

いますので検討して欲しいなと考えております。東村山市ではバス路線があるかどうかと

いうだけではなくて、それから運行時間帯の偏りといった実態を把握されているのかどう

かというところも含めて、質問とお願いをさせていただければと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

 当市のいわゆるコミュニティバスの新規路線あるいは路線変更をする場合の基準となりま

す交通空白地域の考え方につきましては、基本的には運行している時間帯や本数ということ

についての考慮は残念ながらしておりません。あくまでも基本原則としては、バス停あるい

は駅からの距離を考え、かつ、地域の高低差も一応加味をしながら、あと住んでおられる住

民の高齢化率なども勘案しつつ判断をしているということになるので、今ご指摘のように、

朝はあるけれども日中はほとんど走っていないというようなこと、既存の路線バスについて

そういった実情までは、配慮考慮はされてないというのは実態だというふうに思います。 

今後そこをコミュニティバスの新しい路線設置についての考え方の中に含むか否かという

ことについては、全くバスも走っていないエリアもまだまだ市内には数多くあることから、

なかなか今の段階では難しいかなと言わざるを得ませんけれども、実情を把握させていただ

くことに努めさせていただいた上で、西武バスさんに対して、所沢駅と秋津・新秋津駅間の
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路線のあり方についてはこうしたご意見を市民の方からいただいているので、できるだけ利

用される市民の足として機能できるように体制を整えていただくお願いをしていければな、

そのように考えております。 

 

◎ 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、秋津町 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+0.5

ｍ（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。 

上記のとおり、狭隘な道路幅員等の課題により、すべての公共交通空白・不便地域の解消

が難しいことから、「東村山市地域公共交通あり方検討会」を立ち上げ、コミュニティバス以

外の新たな移動手段について、具体的な素案策定に向けて検討を進めております。 

 今後、この会議で策定した素案を地域公共交通会議で合意形成を図り、令和４年度以降に

実験運行ができるように準備を進めてまいります。 

 

 

◆防災ナビアプリをパソコンでも使えるようにしてほしい（諏訪町 Ｓさん） 

先日の 22 日に防災訓練があって、それに参加しようとしましたが、防災アプリはパソ

コンでは使えなく、私はパソコンは持っていますが、スマホは持ってないものですから、

パソコンでも使えるようにしていただくことも、ちょっとお考えいただければと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

 スマホアプリの防災ナビにつきまして、現状では、あくまでもスマートフォン用に開発し

たアプリケーションなものですから、どこまで技術的に転用がスムーズにいけるのかという

ことについては私自身承知しておりません。ただ課題として受けとめて、今後そういうこと

が可能なのかどうか検討をしたいと思います。 
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◎ 防災防犯課より ◎ 

 保守業者にも確認いたしました結果、本アプリにおける投稿機能はスマートフォンの位置

情報（GPS）機能を利用しているため、この点からもパソコンでの利用は難しいとのことで

した。 

 

 

◆秋津駅の人流の整理について            （萩山町 T さん） 

質問は西武鉄道に関することなので、市役所に申し上げる内容かどうかわかりませんが、

以前、秋津駅が通勤経路だったので、夕方秋津駅の方から電車に乗って所沢で乗り換えて

久米川で降りて帰っていました。夕方、秋津駅の改札を入ったときに、池袋から所沢方面

の電車が着くと大変な人が降りてきます。自動改札の方に大勢の人が降りてきて、乗る人

の方が圧倒的に少ないものですから、自動改札から出てくる人の勢いがすごく強くて、電

車一本乗り過ごすというようなことがありました。電車を乗り過ごすことは別にいいので

すが、ぶつかりそうになったことが何回もありました。実は、その時も駅員の方に、「ここ、

矢印の表示とか何もないから、何かした方がいいのではないですか」というようなことを

私自身が申し上げたことがありまして、それが功を奏したかどうかわかりませんが、その

後しばらくしたら矢印が付くようになりました。 

申し上げたいことは、矢印だけでは危ないのではないかと思っています。要するに矢印

だけでは人の区分けはできないので、よく他の駅にもあるように金属製の柵みたいなもの

を設けて、秋津駅の場合はやはり降りてくる方のほうが圧倒的に多いということであれば、

言うまでもなく降りてくるほうに幅を大きくとって、乗る方は狭く取るというような方法

にすれば、かなりぶつかる度合いというのは少なくなると思いますので、何かの機会に、

西武鉄道の方に提案していただければ、無用な事故だとか、争いというものが避けられ、

安全安心な生活につながるのではないかと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

 西武池袋線の秋津駅の構内の動線のことについてのご指摘だったと思います。 

今、私も初めてお聞きしたお話なので、状況を確認させていただいて、西武鉄道の方に、ど

ういうふうにお考えなられているのかと確認をさせていただければと思っています。 

確かにあそこで降りてこられて、そのまま秋津の街の中にお帰りになるという方よりも、新

秋津駅の方に向かわれて乗り換えられる方が相当数いらっしゃるのだろうと思います。時間

帯によっては本当に乗り換えの方でこちらから駅に入ろうという方が入りにくいということ

は想像がつくところでございますので、実情はどんな状況なのか把握させていただいて、西

武鉄道の方に、こうしたご意見があったということをお伝えしながら、どのようにお考えな

のか確認させていただきたいと思います。 
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◆諏訪町 2 丁目市民の災害時の避難について      （諏訪町 Ｓさん） 

前川に関して防災的な意味で質問させていただきます。 

今諏訪町 2丁目に住んでいますが、あそこはご存知のとおり、橋を渡らないと他に行け

ません。また、周り近所に一人暮らしの女性の方や、中には車椅子の方もいて、もし、川が

増水して橋まで水が来てしまうと、避難については問題の多いところだと思います。 

今、諏訪町の自主防災隊の避難誘導係のリーダーをさせてもらっているものですから、

実際起きたらどうするのかということを事前にいろいろな方に伺っていますが、自主防災

隊長も、「コロナ禍なので、どこどこに集まるとかいうのは、たぶんあまり推奨されないだ

ろうから、もう各々が事前に考えてもらうのがこの時期の避難方法だよ。」というような回

答しかしてもらっていません。 

どういうことをお願いしたいかというと、市として、水害などの非常事態が発生したと

きに、どういう行動を起こせばいいのかということを、危険地域の自主防災隊とかそうい

う会の役を持っている人に相談していただけないのか、お話しいただけないのかなと思っ

ています。 

◎ 市長回答 ◎ 

 水害についてのご心配なご意見をいただきました。前回、野口町で開催したときには前川

流域の野口町の住民の方や諏訪町の方から様々なご意見をいただいて、現状の市の考え方に

ついては述べさせていただいたところでございまして、基本的には前川については今後準用

河川に格上げをする、また野口町にあります、シチズングラウンドを取得して、あそこに貯

留池のようなものを設けていくことで、一時的ではありますけれども、川の水が溢れること

を防いでいきたいということは申し上げた通りでございます。 

ただ、あのときにも申し上げましたが、前川はこの秋津町を流れております柳瀬川につな

がるわけで、最終的には柳瀬川の整備が進まないと、前川の整備も絵に描いた餅になってし

まうということで、この間東村山市としては柳瀬川の河川管理者であります東京都に対しま

して、1 日も早く多摩地区の基準とされております毎時 65 ミリ対応にするまで整備をする

ようにお願いをさせていただいているところでございます。 

柳瀬川については埼玉県と東京都の境を流れているという関係で、河川管理が入り組んで

おりなかなか進んでいない状況ですが、再三にわたって柳瀬川の整備を求めてきた結果、柳

瀬川についても一応整備計画の中に入れていただいて、今後、東京都の方で 65 ミリ対応に

向けて整備をいただけることとなっております。 

それに合わせて、市としては前川について最低 50 ミリに対応できるように準用河川化を

進めていきたいと考えております。ただやはり流域がかなり長く、お金の問題がなんといっ

ても一番大きいので、すぐにというのはなかなか難しいわけですが、その間も大きな台風や

集中豪雨がないわけではありませんので、そのときにどうやって住民の皆さんの生命や財産

を守っていくか、これについては市としても最重要課題として受けとめているところでござ

います。 

市役所は、例年 4月 1日に人事異動等を行いますが、実は市役所にこれまでオリンピックパ

ラリンピックを担当している部署があったのですが、今ももちろんあることはあるのですが、

メイン事業でありますオリンピックパラリンピックも終わったことから、こちらの職員であ
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った管理職 1 名を、防災所管の方に配置をさせていただきました。まさに今おっしゃったよ

うに、地域の市民の方との連携をより強化をしていくということで、今回防災防犯課の人員

増を行ったところでございます。 

今、市でまず取りかかりたいと考えているのは、秋津町にも一部ございますけれども、市

内には多摩湖町等に土砂災害警戒区域、特別警戒区域が数箇所ございまして、こちらについ

てはやはり大雨が降ると万が一の場合は土砂災害が発生する危険がありますので、そういっ

たことについてまずお住まいの地域がそういうエリアだということをご認識いただくこと、

また、早い段階で避難をしていただくようにすることです。この土砂災害警戒区域の場合は

2 階に避難するのではなくて、安全な地域に避難していただかないと家ごと流されてしまう

危険性がありますので、まずは土砂災害警戒区域にお住まいの市民の皆さんにはそのご認識

と、どの段階でどちらに避難していただくのかということを少し我々の方で地域に入って、

市民の皆さんへの周知活動を徹底してまいりたいと考えております。その先は諏訪町のよう

に川で町が分断されて橋を渡らないと避難行動ができないというエリアについては、例えば

どういうタイミングで高齢者避難であるとか、避難指示を出すのかなども考えながら安全に

避難行動がとれるように、地域の皆さんといろいろ議論しながら、ルール化をしていきたい

と考えております。 

諏訪町の場合でしたら家ごと流されるということは想定しづらいので、２階に何とか上が

っていただければ命は助かるのではないかなとは思いますが、お一人では歩けない方につい

て、全て市役所の職員でご移動させるというのは物理的に無理があるので、地域の市民の皆

さん同士の共助の部分で少し補っていただきながら的確に避難をするためには、どのタイミ

ングで避難を行っていただくのかということについては、我々の方が少し地域に入って議論

させていただければというふうに思います。 

秋津町についても柳瀬川沿いの方はここ数年でも何回か床下浸水、床上浸水しているエリ

アがあります。特に柳瀬川の川の左岸というか、川を渡った北側の方のエリアの方々につい

ては、もし東村山市の方に避難するとなると橋を渡ってこなければならないので、そこにつ

いてもやはり所沢市とよく協議しながら、安全に的確に避難ができるようなことを考えてい

かなければならないかなと思っております。 

東村山市の周辺部という言い方は失礼ですが、そこに住んでいらっしゃる方は、市が指定

した避難場所よりもむしろ所沢市であるとか東大和市であるとか小平市とか、周辺市の避難

所に避難していただいた方がいい場合もあるので、そこは臨機応変に考えていただくように

これから我々としても広報活動に努めていきたいなと考えております。 

 

◎ 防災防犯課より ◎ 

 自主防災組織の方を対象とした研修を定期的に実施しているのでご参加いただくことで理

解を深めていただければと思います。 

また、自治会の集まり等に対して出前講座をすることも可能なのでお声掛け下さい。 
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◆高齢者・障がい者の災害時の避難について      （諏訪町 Ｏさん） 

各地域共通している課題の一つとして、高齢者・障がい者の防災をどのようにするのか

という話です。 

私は諏訪町で「諏訪町ゆっと」という見守りの会をやっておりますが、なかなかコロナ

の中で活動も難しく、難題になっています。先ほど防災防犯課の職員の配置もありました

が、ぜひ市長さん、市が誘導して、各地域の消防団とか老人会とか、我々がやっているよ

うな見守り活動のサロンですとか、こういう方たちとの交流の場を持っていただいて、ど

うやって伝えて、どうやって避難し、誰が迎えに行くのかというところを整理したいと思

います。特に独居の高齢者とか 1 人で避難が難しい方の対策を早急に考えていただきたい

と思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

 先ほど申し上げたようにまず市側の体制を少し強化しようということで、ここで 1 名人員

増をさせていただきました。なかなか大勢の職員を配置するということも難しく、言い訳じ

みますが、この間、例えば新型コロナウイルスのワクチン接種でも、各部署から職員を集め

てプロジェクトチームを作り、それで何とか回しているというのが実情です。お一人で、あ

るいはご家族で逃げられるお宅は最終的には自助努力で何とかしていただければと思います

が、ご指摘のようになかなか一人で避難行動が取れない独居の高齢者、障がい者が増えてい

るのも事実です。 

このことにつきまして、先ほどお話しがあったように地域の消防団や自主防災組織、ある

いは老人会や見守り活動をされている方、さらには地域の福祉協力員や、民生委員・児童委

員などの様々な方々が、コロナ禍なので、対面で一同に会してというのはなかなか難しいで

すが、今回、新たに設けた地域連携推進担当主幹とも協議しながら、少しずつでも顔を合わ

せる機会をまずは作らせていただきたいと思います。 

また、ご本人様にご了解をもちろんいただいた上でになりますが、ここにこういうおばあ

さんが一人でお住まいになっているというご認識を地域で共有していただいて、万が一の場

合は、その方のところにどなたかに行っていただいて、避難誘導をしていただくとか、こち

ら側としてはどのタイミングで、どの程度雨量がありそうだというときには、前もって早め

に避難を呼びかけさせていただくとか、そういう体制、仕組みをぜひ早急に作っていきたい

というふうに考えておりますので、引き続き地域でまたご指導ご協力をいただければと思っ

ております。どうぞよろしくお願いいたします。 
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【市長まとめ】 

本日は長時間にわたりまして様々な観点でのご指摘、ご意見、ご要望をいただきましてあ

りがとうございました。私自身、今日初めてお聞きするようなこともありまして、今年で市

長になって 15 年目になりますが、まだ地域のことを全部把握しているわけではないなと改

めて思ったところで、こうして直接市民の皆さんと意見交換させていただくのは、やはり貴

重な機会だなというふうに思いました。 

道路の関係、あるいは防災、それからコロナ対策等々、様々な課題がございますけれども、

限られた予算、限られた市役所の職員体制ではありますけれども、できるだけ市民の皆さん

のお力をお借りしながら、できるだけ誰一人取り残すことのない、そういう血の通った東村

山をこれからも目指して頑張ってまいりたいと思っておりますので、引き続きのご指導、ご

協力を賜りますようにお願い申し上げて、お礼のご挨拶に代えさせていただきたいと思いま

す。本日は長時間ありがとうございました。 
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