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第１４９回タウンミーティング 

○開催内容 

令和４年５月１５日（日）午前１０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。１８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、１７枚を回収しました。 

 

・アンケート回答者の性別 ・ 年齢 

 

 

 

 

 

 

・住所地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○開催情報 

●対 象 北部エリア（廻田町・多摩湖町・諏訪町・野口町） 

●申込み 申し込みが必要です。市報や市ホームページ等を確認のうえ、お申込みく

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 ４ 年 ８ 月 ６ 日 （ 土 ） 多摩湖ふれあいセンター 午前１０時～正午 

 

２０代以下 ３人 

３０代 ０人 

４０代 ２人 

５０代 ２人 

６０代 ２人 

７０代 ６人 

８０代以上 ２人 

合計 １７人 

男性 １２人 

女性 ５人 

合計 １７人 

青葉町 １２人 

秋津町 ２人 

その他市内 ２人 

市外 １人 

合計 １７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、おはようございます。東村山市長の渡部尚でございます。 

本日は何かとお忙しい中、また緊急事態宣言等は出ていないものの、コロナ禍にも関わら

ず、このように多くの市民の皆さまにお集まりをいただきまして、第１４９回目のタウンミ

ーティングを開催させていただくことができました。皆さま方に厚く御礼を申し上げる次第

でございます。 

また常日頃、市政推進にあたりまして市民の皆さまにはご理解とご協力をいただいており

ますことに、改めて感謝を申し上げたいというように思っております。 

コロナの関係につきましては、今年の１月下旬から２月、３月にかけまして、全国的に第

６波と言われるような大流行がございまして、東村山市内でも１００名を超える新規感染者

の方が確認をされるという大変な状況がございましたが、３回目のワクチン接種が進むにつ

れて、新年度に入りましてだいぶ落ち着きを見せているところでございます。 

連休が明けて今、若干増えている部分もございますけれども、一時は各小・中学校で毎日

３０人から４０人ぐらいお子さんの感染が確認をされまして、市内の小中学校でも複数の学

校で毎日、学級閉鎖等があったのですが、現在はそういった状況はありませんで、お子さん

の感染もだいぶ減ってきているというような状況でございます。 

ワクチンの接種につきましては、もう既に今日ご来場いただいている皆さまは３回目の接

種、打っていただいているかと思いますが、全体的には６割程度の方に接種をいただいてお

ります。ただ、１０代２０代の若い方の接種率が今のところ４割程度ということですので、

市としましては何とか若い方にもワクチン接種をいただけるように連休中は予約なしで市の

集団接種を行わせていただくなど、取り組んでいるところでございます。 

すでに報道等でご案内かと思いますが、６０歳以上の方と基礎疾患のある１８歳から６４

歳の方に関しましては、４回目の接種を行うとされておりまして、現在、市の方でもその準

備を進めております。３回目の接種が終わってから概ね５ヶ月後ということになっておりま

すが、該当される方につきましては今月の下旬あたりから市の方から接種券を順次お送りを

させていただく予定にいたしております。 

４回目の接種につきましては、高齢者の方がもし罹患された場合でも重症化を防ぐ効果が

あると言われているところでございますので、ぜひ接種券が届きましたらお考えをいただけ

れば幸いかと思っております。今回のワクチン接種につきましても国から供給されるのが、

ファイザー１に対してモデルナが４という割合で、副反応が強いと言われるモデルナの方が

多いということとなりますが、今回は接種される方が基本的には６０歳以上の方ということ

になりますので、恐らく少しお待ちいただければファイザーの接種も可能かなというように

考えているところでございます。 

また今現在、東村山駅周辺で連続立体交差事業を行わせていただいていて、だいぶ工事の
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方は進んでいるところでございます。市といたしましてはこの鉄道の高架事業に併せまして

東村山駅周辺ににぎわいと活気をつくろうということで、実は本日午前１１時から午後４時

まで中央公民館の横の通りを活用して『そらいち東村山』というマーケットイベントを開催

する予定としております。 

私もタウンミーティングが終了しましたら、そちらの方に駆けつける予定にしております。

青葉町・秋津方面からはちょっと遠いかなというように思いますけれども、東村山のグルメ

や手作り雑貨などの小さなお店が３０店舗ぐらい出店をしたり、あるいは子供向けのワーク

ショップも行われる予定になっている楽しいイベントでございますので、ぜひご来場いただ

ければありがたいと思っております。 

また、秋津駅・新秋津駅につきましても、市としましては東村山駅・久米川駅と同様に市

の中心核である３局の一つとして位置付けておりまして、現在、秋津駅前の広場や道路整備

の検討を進めているところでございます。とりあえず今年度につきましては新秋津駅前の広

場がかなり老朽化していて、昨年度、陥没したりしておりますので、今年再整備というか、

工事を行う予定にいたしております。 

工事期間中、新秋津駅前をご利用の方につきましては大変ご迷惑をおかけしますが、かな

りデコボコしていたり、交通動線が悪くなっておりますので、それらを考慮してリニューア

ルをさせていただく予定でございますので、ぜひご理解・ご協力をいただければありがたい

と考えております。 

話せばきりがないのですが、後ほどご質問やご意見いただきながら市の現状や課題、それ

から取組みなどについてご紹介させていただきたいと考えております。本日は限られた時間

ですけれども、皆さま方からぜひ忌憚のないご意見をいただきたいと思っておりますので、

よろしくお願い申し上げ、冒頭、私から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】 

 

～ まちの価値の向上 ～ について 

 

◆国民健康保険税の支払い回数について        （青葉町 A さん） 

退職して今、年金生活していて、年金は６回支給で２ヶ月に一度支給されるんですけど、

国民健康保険料が年金支給日を無視して支払い日が設定されていて、９回のうち３回分が

固まっているような感じなのです。そうすると、一度に３回分を年金支給の時に払えとい

うのは無理なので、それをうまくばらして支給日にちゃんと落とせるようにお願いした

い。どうしても納期で払っちゃうと次の年金の支給前の食事代がきついというのもあっ

て、納期を考えた支払い設定にして欲しいということでお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

国民健康保険税の支払いの納期を年金の納入時期とうまくタイミングを合わせて欲しいと

いう趣旨というように受け止めさせていただきました。 

窓口でやりとりがあったということなので、職員からも説明があったかもしれませんが、

国民健康保険の納税の支払納期についてはかつて東村山市も年金の支給に合わせて年間６回

だったのですけれども、「１回あたりの支払額が大きくなってしまうのでもっと細かく分けて

欲しい」という要望が市役所の方に結構寄せられまして、６回を８回に変えて、今、９回に

なっているということです。 

年間で支払っていただく金額は変わらないのですが、結局、納期回数を増やすことによっ

て１回あたりの支払額を若干下げるということで、年金の方は６回に対して国民健康保険税

の納期は９回ということで、今ちょっとズレが生じていることとなっているのだと思います。 

私も今までは「もっと細かく分けて欲しい」という声に応じて分けてきたのですが、「年金

と国民健康保険税の納期がうまくかみ合わないので、逆に年金に合わせてほしい」というお

話は今日初めて承りましたので、大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ちょっと

持ち帰って職員とも相談させていただきたいと思います。 

今９回に分けてからは逆に市民の方からさほど苦情等はいただいていない状況ですので、

レアケースと言ったら怒られてしまいますが、Ａさんのようなご要望にお応えできるのかど

うなのか、ちょっと相談させていただければと考えております。 

今までの我々が取り組んできた方向性とは逆のことになるので、大変申し訳ございません

が今日の時点ではちょっと回答は留保させていただいて、現状そういうかたちで細かく分け

てきたということだけ申し上げさせていただきたいというように思います。 

 

 



- 5 - 

第１４９回タウンミーティング 

◆ボール遊びのできる公園の確保を          （青葉町 W さん） 

青葉町の中に子どもたちがキャッチボールのできる場所というのはあるのでしょうか。

もしなければこれから先つくっていただけるのか。小さい公園はいっぱいあるのですが、

外で子どもたちがゆっくり遊べる場所、コロナで部屋の中じゃなくてキャッチボールなん

かができる場所がないんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

青葉町に限らず市が管理している公園で、特に児童遊園のような小規模の公園につきまし

ては基本的にはボール遊びは禁止とさせていただいています。なぜかと申し上げると、やは

りもっと小さな幼児から小・中学生ぐらいまでが遊ぶようなところが多いので、もしそうい

った他のお子さんに当たったりすると軟式のボールであっても怪我をされたりということも

ありますし、あと全体的に公園の広さがあまり広くないものですから、近隣のお宅にボール

等が飛び込んでご迷惑をおかけするということから原則禁止とさせていただいています。 

かねてから「子どもたちがボール遊びできるような公園も整備すべきではないか」という

お声も多数いただいておりまして、全ての公園はなかなか難しいのですけれども、比較的大

きめの公園を選んで周囲の方のご理解が得られれば、例えばフェンスを高く張るなどして、

時間を決めて「何時から何時までは小学生はボール遊びをしていいですよ」と。その代わり

その時間帯は幼児のお子さんについては遊ぶのをご遠慮いただくとか、逆に幼児のお子さん

が多数砂遊びをしたり遊具で遊んだりしている時間帯は小学生のお子さんには「この時間は

ボール遊びはだめですよ」とか、そういう施設整備と一定のルール化をしたうえで、市内で

何ヶ所かボール遊びのできるような公園を整備していきたいというように考えております。 

市内に市が管理している公園が約１６０ヶ所程度ございますが、実は今年の７月から民間

事業者に指定管理で管理をお願いするかたちを取らせていただきました。管理をする事業者

はメイン企業が日比谷アメニスさんという会社で、都内でも都立公園や２３区でも公園管理

の実績があるところでございまして、今後、公園の管理をお願いしながら今申し上げたよう

なボール遊びのできる公園をセレクトして、どういうかたちでボール遊びができるのか、当

然、周辺の市民の方々のご理解をいただかなければなりませんので、そういった作業を検討

させていただきたいと考えているところでございます。 

いずれにしましても、コロナでなかなか子どもたちも外で自由に遊べないというお話もあ

りますので、学校の校庭については校庭開放等いろいろなかたちで使っていますけれども、

地域の公園についても小・中学生にどのように使っていただくか、何とか外で元気に遊べる

ようなことを今後教育委員会も含めて検討させていただきたいと考えております。 

 

◎ 社会教育課より ◎ 

市立小学校１５校のうち、７校で放課後子ども教室を実施しており、当該学校に在学し、

予め参加登録した児童がボランティアスタッフの見守りの下、校庭（雨天の場合は体育館）

でボール遊びを含めた活動を行っております。今後も各学校の空き教室等の状況を注視しな

がら、新規実施校を順次増やしていきたいと考えております。また、その他の学校でも、児

童・生徒にとって安全で安心できる放課後の居場所を提供するため、ＰＴＡや地域、学校と
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協議・連携し、問題・課題を整理し、取り組みを図ってまいります。 

 

 

◆空堀川に触れられる階段や広場の設置を       （青葉町 T さん） 

青葉町３丁目旧空堀川の合流点に、空堀川に降りられる階段をつくってほしい。薬品会

社のちょうど裏ですが、ベンチとか広場のようなものがあるので、ちょうど良いと思いま

す。空堀川に下りる階段を付けて欲しい。 

◎ 市長回答 ◎ 

空堀川の旧合流地点に、河原に降りられるような階段を設置して欲しいということであり

ます。こちらについてはご案内のとおり河川管理者は東京都になるので、都と協議してみな

いとなんとも言えませんので、検討のうえ東京都と相談させていただきたいと思います。 

 

◎ 道路河川課より ◎ 

北多摩北部建設事務所に要望を伝えます。 

 

 

◆菖蒲まつりの再開について             （青葉町 T さん） 

北山公園の菖蒲まつりについて詳細をお聞きしたいです。 

◎ 市長回答 ◎ 

北山公園の菖蒲まつりにつきましては、コロナで昨年、一昨年と２ヶ年にわたって中止と

させていただいています。当然、花菖蒲は咲いていますので、この２年間も６月の中旬ぐら

いにご来園いただいてお花を見ていただいたりはしていましたが、特に市としてはイベント

やＰＲ等はしてございません。 

今年につきましては菖蒲まつりについては再開をする決定をいたしておりまして、すでに

実行委員会の皆さんと準備に入っているところでございます。６月４日の土曜日から１９日

の日曜日まで開催をする予定でございます。 

今回は初日にいつも行っていましたセレモニー等は行いません。それから夜間についても

開会期間中は土日にライトアップ等をして夜間もご来場いただくようにしていましたが、こ

れも今年は行いません。あまり大きなイベントごとはしないということで、そういう意味で

は菖蒲まつりも若干規模縮小ということになります。 

ただ、いつも北川沿いのスペースでお店を出していただいていましたが、今年については

地元の野口町の商店会等の方々を中心に土日には出店いただく予定にしております。土日に

ついてはそこで飲食物の販売を行っていただくということで、恐らく園内に所定の場所を定

めることとなりますが、そこで一定、感染にご注意いただきながら、買っていただいたもの

をその場でお食べいただいたりお飲みいただいたりというようなかたちは検討いたしている
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ところでございます。 

完全復活ではありませんが、感染対策を図りつつ、かなり元のかたちに近いようなかたち

でにぎわいをつくっていって、ご来場いただいた方にお楽しみいただけるようなことを今、

考えて準備を進めているところでございますので、ぜひご理解いただければと思います。 

 

 

◆府中街道の渋滞や市内公道の道路事情について    （秋津町 W さん） 

冒頭、市長がお話した東村山の再開発ですが、府中街道のところがいつも渋滞していて、

できるだけ早く解消してくれればと期待しているのですが、やっぱりお金の関係でなかな

か進まないなというところがあって、ちょっとじれったいというところであります。 

◎ 市長回答 ◎ 

府中街道につきましては東京都の施行でありますが、用地買収もだいぶ進んではいます。

これはお金の問題というよりも相手のあることですので、どうしても時間がかなりかかって

しまうかというように思います。 

ただ府中街道は全域で見ますと、東村山の野口橋交差点から以北と、それから小平の根古

坂と言われているところから先がまだこれからということで、東京都としても府中街道は南

北をつなぐ非常に重要な南北道路の位置付けをしておりますので、予算についてはかなりき

ちっと措置をしていただいております。 

今後もできるだけ早期に整備いただけるように市としても東京都の方に要望し、市の方で

施工している都市計画道路についても地権者の方のご理解をいただきながら、整備を進めて

いきたいというように思います。 

東村山市の都市計画道路の整備率はまだ２０％程度で、多摩全域では６０％を超えていま

す。当市は残念ながら多摩地域２６市の平均に比べても、都市計画道路の整備が非常に遅れ

ているところです。 

なぜ遅れているかというと、東村山市は昭和３０年代・４０年代に人口が急増しまして、

その時期に道路をつくるよりも学校をつくるのを最優先にしてきました。その後、昭和５０

年代ぐらいから徐々に道路整備にも着手をしたのですけれども、なかなか用地買収が進まな

いというようなことがあって今日に至っているということでございますが、今お話ありまし

たように、東京都の方で府中街道の整備、それから新所沢街道と言われている多摩北部医療

センターの中を突っ切る道路がバス通りから北側の方を今、用地買収を進めていただいてい

るところでございまして、３年ほど前にさくら通りから所沢街道のちょっと手前まで抜けて

います。 

先ほど申し上げたように東村山駅、久米川駅、それから秋津・新秋津駅を市の中心３極と

して位置付けておりまして、今、連立工事と合わせて東村山駅の周辺について、用地買収を

させていただいているところでございます。それから志木街道から秋津駅の方に入る道路と

秋津駅と新秋津駅をつなぐ都市計画道路があるのですが、そこについてはいつまでというの

は今の段階ではなかなか申し上げられませんが、いずれここにつきましても市として整備を

進めるということを考えておりますので、ぜひご理解いただければと思います。 
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◎ 都市計画・住宅課より ◎ 

府中街道の一部を含む都市計画道路３・３・８号線の用地取得率（令和３年４月１日時点）

について、建設局北多摩北部建設事務所より情報提供を受けており、さくら通りを境に南側

は８７％、北側は６１％の進捗状況と伺っています。 

 

 

◆道路利用にかかるルールの啓発をしてほしい     （秋津町 W さん） 

先日、道路交通法違反を犯しました。右折禁止のところで右折してしまい、しばらくし

たら警察が来て「あなた右折禁止を右折しましたよ」と。取り締まる前に交通事故を起こ

さないように注意するようかなり強く要望したところ、警察は取り締まるのが仕事だか

ら、注意するのは時々しかないというような印象を受けました。それで要望ですが、東村

山の中でも「ここを曲がっちゃいけない」あるいは「ここは注意してほしい」というよう

な危険箇所というのがあると思うので、東村山市の道路維持管理のところでできるだけそ

れを阻止というか、違反しないような施策をできるのであればやって欲しいです。同時に

標識も見やすいところにつけて欲しいというのをお願いしたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

道路の危険箇所の解消につきましては、実はこのタウンミーティング等でも度々ご意見を

いただいておりまして、例えばここのエリアで言いますと青葉小学校の通学路で多磨全生園

の北側の通りは片側にはガードレールがあるのですがもう片側の方にはないということで、

以前、全生園が内部の工事をする際に通路がつくられて、この会場でタウンミーティングを

した時に「そこを一時的に通学路にして欲しい」という要望をいただいて全生園にお願いし

たところ、工事終了後もそのまま開放していただいて、今もお子さんの通学時にそこをお使

いいただいています。 

その先の歩道橋につきましても度々青葉町の方々からご意見をいただいておりまして、お

子さんに通学路として歩道橋を渡っていただくのは良いのですが、自転車や高齢者の方は歩

道橋を渡れないので「横断歩道を設置して欲しい」と私が市長になった時からずっと言われ

ておりまして、あそこは都道なので東京都と警察とずっと協議をさせていただいているので

すがまだ解決していなくて、大変心苦しく思っているところでございます。 

当初は警察の方も「歩道橋を撤去しないと横断歩道は設置できない」というようなお話だ

ったのですが、今は歩道橋は歩道橋として残したままあそこに横断歩道が設置できないかと

いうことを検討いただいているというように伺っております。 

信号の設置と横断歩道の設置は実は各警察署の判断ではできなくて、本署の警視庁の方で

決定をされるということですので、都内中で案件が上がってくるので優先順位をどうつける

かということで結構時間がかかってしまいますが、そこはできるだけ早く横断歩道や信号等

を設置いただけるようにお願いしてまいりたいと考えております。 

そういうかたちで改善できるところにつきましてはこれまでも市民の皆さまのご意見をい

ただきながら改善に努めたり、市道であれば市の方で何とかできる部分もあるのですが、警

察や関係する東京都等とそういったことを進めているというような状況です。 
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特に青葉町について言いますと、青葉小学校の前の通りが非常に道幅が狭くて、なおかつ

歩道もないということで「だいぶ危険だ」というご指摘を度々いただいておりまして、学校

の正門のところを少し人溜まりができるようにして改善できるところは進めたり、あるいは

時間によっては通り抜けができないよう警察の方にお願いをしたりということで進めている

ところでございます。個別に「ここが非常に見づらい」というところがあれば、後ほどおっ

しゃっていただければ、そこは改善のお願いをしていきたいと思います。 

今後もそうしたことを含めて秋津町・青葉町にとどまらず、少しずつというかたちになり

ますが市内全域の危険箇所について改善を図り、できるだけ安心してお子さんからお年寄り

の方まで通行できるようなまちづくりを進めていきたいと考えております。 

 

 

◆多磨全生園から青葉地域センターに向かう道路の拡幅について 

（青葉町 T さん） 

所沢街道の歩道橋から青葉地域センターに向かって志木街道に抜ける道路が大変狭く

て、片側にガードレールがありますが、片側だけではちょっと難しいので、できれば全生

園に向かって広げるかたちで拡幅いただきたいと思っています。 

それからこの清瀬に行く道が抜け道になっていて、片方は全生園の柵があり、もう片方

は飛び飛びで柵はあるが草がぼうぼう。一昨年くらいまでは地域の人たちに声をかけて草

取りをしてもらって、車が来た時に子どもがよけられるようなかたちにしてたのですが、

今とても草が伸びているので、なんとかやってもらいたい。いくつか飛び地があるが、狭

いので、できればここも下げていただきたいです。 

◎ 市長回答 ◎ 

全生園の北側の通り、園の中で通路側の今は通学路として使わせていただいているところ

を市が正式に譲り受けて道路を広げて歩道を設置しなさい、というご指摘だと思います。 

そうなれば一番良いとは思いますが、なかなかお金の問題や様々な課題があって、現在、

都道である所沢街道については拡幅し、東久留米境から両サイドにきちんと歩道を付けよう

ということで都が買収を進めていただいているところです。 

全生園についても少し歩道を広げるため、国から都が買うということで協議を進めている

ということは聞いていますが、今のところ大変恐縮ですが私どもの方は市道を広げるために

すぐに全生園に協力を求めるということは積極的には考えておりません。 

今後、周辺の道路の拡幅整備等についても、必要に応じて今後の将来構想の中で少し議論

をさせていただきたいというように考えます。 

それから清瀬に抜ける方の道というのは、私も最近あっちの方に行っていないので現場を

確認しながら、園の方も草の管理の予算が潤沢にあるわけではないようで園内の樹木の管理

等なかなか厳しいところもあるようですけれども、やはり通行上支障が出るようなことのな

いように、あるいは近隣の方にご迷惑かけないよう適切に管理をしていただくよう、そこは

お願いをしたいと考えております。 
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◎ 道路河川課より ◎ 

全生園北東側の草刈りについては、全生園にて対応されました。 

 

 

◆人権の森活動における周辺住民の今後の役割について （青葉町 T さん） 

私は『東村山活き生きまちづくり』で全生園の活動をしているのですが、人権の森につ

いてもうちょっと具体的に何ができるか、我々は何をやったらいいかと模索しながら考え

ています。青葉町には神社がないから、永代神社が子どもたちの中心となって活動できる

ようになればと思っています。ぜひ市長も考えてください。 

◎ 市長回答 ◎ 

人権の森構想の推進についてですが、ここで正式に園と自治会、それから市の３者による

協議会が立ち上がりまして、毎回、本省の方もリモートで参加をしていただいているという

ような状況です。 

かねてから自治会が求めている人権の森について具体的にどういうかたちで保存していく

のかということにつきましては、今後、協議をしていくことになろうかと思います。 

永代神社につきましては確か歴史的な建造物としたいという方向で園や自治会の方も考え

ていらっしゃるのではないかというように思います。ただあそこは国立の施設でして、あの

施設の中には入所者の方がおつくりになった宗教施設がかなりありまして、その宗教施設の

兼ね合いについてはちょっと憲法上の問題もあるというように伺っておりますことから、ど

ういうかたちで残していただけるのかということについてはちょっと確認をさせていただき

たいと思います。 

確かに青葉町地域には神社がありませんので、地域の方が今後あの神社を中心としながら

お祭りをやっていただくとか、そういうことが可能なのかどうか、そこは園の方と協議をさ

せていただきたいと考えております。 

 

◎ 企画政策課より ◎ 

令和３年度に園、入所者自治会、市、有識者による「国立療養所多磨全生園将来構想委員

会」が設置され、令和４年度より、全生園の将来構想について本格的に協議を行う際に、各

関係機関へ共有させていただきます。 

 

 

◆秋津駅から新秋津駅間の道路事情について      （青葉町 W さん） 

秋津駅と新秋津駅の間は商店会が混雑しているが、ホームとホームの間が１００ｍぐら

いしか離れてないんです。あれをつなげるとか、その辺をどのように考えておられるのか。 
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◎ 市長回答 ◎ 

秋津駅、新秋津駅では毎朝あるいは毎夕乗り換えのためにあの一帯が非常に混雑をして、

緊急車両等も侵入ができないような状況ですし、雨が降ったりして皆さん傘を差していると

歩行するのもなかなか危険なような状況であることから、度々マスコミ等にも取り上げられ

ていて、大きな課題であることは受け止めているところでございます。 

確かに秋津駅と新秋津駅はホームの直線距離でいうとそのぐらいの距離になるんだと思い

ます。本来的に言えば武蔵野線をつくる際にちゃんとそうしたことを整理して武蔵野線を建

設し、駅もうまく接合するようなかたちでつくっていただければ良かったのかというように

思いますが、もう開通してずっと課題が持ち越されたままの状況になっています。 

これは私が市長になる前の話なのですけれども、一度、駅と駅を何らかのかたちで橋を架

けていくことができないかというようなことを、国や東京都や埼玉県も入った場で検討され

たようには伺っておりますが、乗り換えをされる全てのお客さんがそこを通行するとなると

逆にそちらの方が危険であるというようなお話でそのままになっていたというようなことを

お聞きしたことがあります。 

現時点では駅と駅を直接的につなぐということにつきましては市としては検討しておりま

せん。やるとなるとやはり国や東京都、埼玉県にも入っていただいて、なおかつ所沢市それ

から清瀬市等も入った中でどうするのか、あるいは全員がそちらの歩道橋というかそういっ

たもので渡りきれないとすれば、やはりどうしても一部の方は今まで通り外に出て駅を往復

することになりますので、そうした場合の安全対策をどのように考えるか、かなり大がかり

に検討する必要があるかというように思います。 

現時点では昭和３７年に東村山市の基本的な都市計画図というのが決定されておりまして、

秋津につきましては志木街道から都市計画道路が入ってきて駅前に広場がつくられるような

かたちで都市計画上は決定をされています。途中で東西にやはり都市計画道路の線が入って

おりまして、これが清瀬市から新秋津駅前ぐらいまで行くことについては現時点では東京都

の都市計画道路の第四次事業化計画の中には含まれています。 

市として今の段階ではこの道路計画や昭和３７年に決定された都市計画に沿って、一応、

秋津・新秋津駅間の道路整備や面的なまちづくりを考えざるを得ないだろうというように判

断をいたしておりますが、既存道路との接合だとか非常に様々な課題があるのと、何よりも

駅周辺の地権者の皆さまのご理解をいただかないと結果としては前に進むことができません

ので、今後、地権者の方々等を含めて十分協議をしながら、秋津・新秋津駅のつなぎの部分

のまちづくりというか道路整備につきましては検討させていただきたいというように考えて

おります。 

長い時間をかけながらなかなか前に進まないということで、本当に申し訳ない思いでござ

いますが、非常に難しい課題が山積しているということでご理解いただいて、場合によって

は今後、駅と駅をどうつなぐかということも含めて検討させていただきたいと考えています。 

 

◎ 都市計画・住宅課より ◎ 

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）における、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（優先整備路線）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。 
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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/toshikei2

0150526.html 

 

 

～ ひとの活力の向上 ～ について 

 

◆ｅスポーツ推進に伴う公共施設の利用について    （秋津町 O さん） 

市の各施設で使える電力量についてご要望があります。東村山市としてｅスポーツを売

り出していきたいというお話を伺っていまして、私も東村山市からの補助金をいただいて

ｅスポーツ事業をやらせていただいているのですが、各施設で使える電力量がかなり小さ

く設定されていて、恐らく皆さんが普通に何かやる分には大丈夫なんでしょうけれども、

ｅスポーツをやろうとすると電力量が足りなくなってしまって、結局、民間の方々とお話

をしながら進めさせていただいています。ただ、やはり市の施設でやらせていただければ

かなり施設も大きくなり、料金的にありがたいところもありますので、すぐに改定という

のは難しいかもしれませんが、今の規定量よりもう少し大きいところに引き上げていただ

ければと思っております。よろしくお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

具体的にどの公共施設というのはあるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

公共施設の電気料につきましては、恐らく通常何人かの方がパソコンをお使いになるとか

ぐらいの規模で設定をしておりますので、規模にもよるかと思いますが民間事業者さんを入

れてｅスポーツの大会のようなものをやるとなると、恐らくうちの市内ではできるところが

ほとんどないという状況だというようには思います。 

全部の公共施設の電力量を上げるとなると、頻繁にｅスポーツの大会等で使っていただけ

ればそれだけ投資した効果があるのですが、結局年に一度とかだけだとするとそこは無駄な

投資になって税金の無駄遣いになりかねないところもございます。市としても今後のまちの

活性化とか、あと実はｅスポーツが高齢者の認知症予防や健康寿命の延伸等にも効果が高い

と最近言われていると聞いておりまして、しかもｅスポーツであれば年齢や国籍も関係なく、

世界の人とつながって競技ができるということもありますので、そういったことも含めて、

秋津公民館と市民スポーツセンターで考えていたのですが、各部屋２０アンペアま

でと伺っていて、ある程度の規模でやろうとすると３０であったり４０であったり

というアンペア数がどうしても必要になってしまい、「ちょっとここの施設では…」

となってきてしまっていたところです。     （秋津町 Ｏさん） 
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市としてもこれから少しｅスポーツをまちづくりの中に取り入れて施策展開ができれば、と

いうように考えています。 

その場合、相手となる民間事業者さんのお話を聞きながら、全ての施設をということでは

なくて、例えばスポーツセンターのアリーナだけは容量を上げていくとか、あるいはその時

だけ何か容量を上げられるようなことができないのか、それはまた電力供給事業者さんとの

協議ということになろうかと思いますが、そういった工夫をしたいというように思います。 

以前、やはりスポーツセンターでプロバスケットボールの試合を行った際にも、ちょっと

電力が足りないというようなご指摘をいただいたことがございまして、今後そうしたプロの

バスケットボールであるとか、あるいはプロのバレーボールであるとか、そういったものも

リアルな方として誘致したり、事業者さんから「やらせて欲しい」というような話があった

時にも対応できるようなことは考えていく必要があるのかと思っております。市からの補助

金をいただいてやっているということですので、ちょっとまた個別にご相談をいただければ

ありがたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

スポーツセンターの電力量については、例えば大会議室でイベントを実施する際に、隣の

小会議室や研修室から電気を引いて対応するなど、現状で可能な範囲でどういった対応が可

能か、指定管理者と協議・検討していきます。 

 

 

◆ふれあいセンターで実施可能な室内競技について   （青葉町 A さん） 

恩多ふれあいセンターに設備があるんですけど、そこでできたらボッチャをできないか

なと思っているんですけど、どうでしょうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

昨年開かれました東京パラリンピックに合わせまして、市としましても障害者スポーツの

普及等というのはこの間進めてまいりまして、ちょっとコロナと重なってしまったのでなか

なか思うようにやれていないところもありますが、特にボッチャについてはいろいろな学校

や地域で進めてきたところでございます。 

スポーツセンター等ではボッチャ大会等も開催されておりますし、市民スポーツ課で器具

の貸し出し等もできると思いますので、例えば恩多ふれあいセンターで「ボッチャやろうよ」

というようなことであれば、市民スポーツ課の方にお問い合わせいただければありがたいと

思います。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

市民スポーツ課にて、ボッチャの器具の貸し出しを行っている他、月２回、市民スポーツ

センターで東村山市スポーツ推進委員が中心となってボッチャ体験会を実施しています。 
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◆特別支援学級への通学方法について         （青葉町 S さん） 

昨年、小学校の自閉症スペクトラム情緒障害の支援学級「あじさい学級」ができまして、

今年から第四中学校に自閉症情緒障害の支援学級ができました。うちの子は今、中学の方

に通っています。四中の支援級は１年生から３年生まで全体で１１人在籍していて、１年

生は５人います。学区外で送迎バスがないこともあり、片道４０分～５０分歩いて通って

いる子や親と一緒に交通機関を使っている子、うちは歩いて行ける距離ではないし交通機

関を使っても１時間以上かかるので、仕方なく私が車で毎日送っています。 

うちの子は普通級の時には休みがちだったんですけど、６年生であじさい学級に転校し

て毎日送迎バスがあり、バスの中でお友達とコミュニケーションを取りながら心を落ち着

けて、６年生の１年間は休まず登校できました。 

今、通っている四中の支援級では通学が大変なことや、もともと通学することに対して

問題を抱えている子が多いためか、毎日半数前後の生徒しか登校できていません。通学が

できなければせっかくの支援級も意味がないと私は思います。生徒が通学できる支援や環

境を重要視していただきたいと思います。うちの子は不安障害を持っており、留守番もで

きないし、まず１人で交通機関を使うことができません。本人が嫌がって登校できない時

は、職場には迷惑をかけますがいつも連れて行って一緒に仕事をしています。自立支援も

大切かと思いますが、障害を持っている子たちにとって、通学の安全性や通学意欲を高め

る等の寄り添っていただける支援の方が私は重要だと思います。 

今、通学する子や、今後、入学する障害のある子どもたちのためにも、グリーンバスを

通学の時間に出すとか、一緒に通っていただける支援者の方をお願いしたい。私は結構探

したんですけど、朝一緒に通学できるという支援者はまずいません。移動支援も東村山は

ちょっと少ないので、帰りも「通学に支援は使えません」とはっきり断られたりします。 

教育の所管と障害支援課がつながっていないっていうのも、そもそも問題です。いつも

話しに行くと「上に行ってください」「下に行ってください」「あっちに言ってください」

「こっちに言ってください」と結局は何も解決できないまま今この状態でいます。 

１年生のお母さん方とも話したんですけど、せめて自転車の通学を容認してもらえると

助かるというお母さんもいるし、体力がないので遠いところまで通うのはとてもつらい、

母親が一緒にバスと電車を使って行くというのはとても苦痛だ、と。仕事をしながら子育

てをしている人がほとんどなので、その辺をちょっと考えていただけたらなと私は思って

いるんですけど、市長はどう思いますか。 

◎ 市長回答 ◎ 

四中に情緒障害児の固定学級が設置されてスタートしたところでございまして、今 S さん

からいろいろご意見をいただきましたように、四中が市内でも北西部の方にかなり寄ったと

ころになるので、「日々の通学がなかなか厳しい」というお声は頂戴しております。 

教育委員会の立場として申し上げますと、これまで小学校につきましてはスクールバスで

送迎をさせていただいているところでございますが、中学校につきましては義務教育の最終

ということで次の高校あるいはその先の進学等を見据えて、自立支援の考え方からスクール

バスの運行はしていないということはご承知のとおりであります。 
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スタートして１ヶ月ちょっと経っていますが、お子さんの状況によってなかなかお一人で

通学はしづらいお子さんもいらっしゃるということでありますので、そこについては教育委

員会とも今後どう対応していくか協議をしたいというように考えております。 

それから移動支援につきましては、これは国の方の制度として通学等の日々使うものに対

しては支給することができないこととなっておりまして、我々現場の人間としてもその辺に

ついては矛盾を感じているところはあります。 

支給量の問題としてはこの間いろいろご指摘をいただいて徐々に増やしているところでご

ざいまして、障害のある方にとって社会参加を進める上で移動支援は重要なことだと承知し

ておりますので、機会を見ながら今後も移動支援の拡充にできるだけ努めていきたいと考え

ております。 

 

◎ 子ども・教育支援課より ◎ 

中学校については次の高校やその先の進学等を見据えて、社会的自立を培っていく考え方

からスクールバスの運行はしておりませんが、東村山第四中学校に７組が開設され、当該学

級の情報については適宜学校とも共有しており、状況の把握に努めております。 

東村山第四中学校の地理的な状況はございますが、多くの生徒の皆さんには徒歩ないし公

共交通機関等を利用しながら登下校をしていただいており、それぞれの生徒の社会的な自立

に向けてどのような支援が必要なのかについて、今後も個々の生徒の状況を丁寧に把握する

中で考えていく必要があるものと認識しております。 

 

◎ 障害支援課より ◎ 

国の移動介護の定義である「社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のた

めの外出で、原則として１日の範囲内で用務を終えるものに限る」との考えに準じ、保護者

の病気等で一時的に定例的な送迎を行う場合や、一時的な外出訓練などを除いて、原則、通

学などの定例的送迎に移動支援サービスを利用することは、認めていないところです。 

なお、障害のある方の日常生活の充実を促進することを目的に、令和３年１０月から基準

支給量を月１０時間（３か月３０時間）に増やしました。 
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～ くらしの質の向上 ～ について 

 

◆グリーンバスの運行時刻と運賃の見直しについて   （青葉町 U さん） 

青葉地域センターに行くのにグリーンバスを利用すると、早いので行くと開場まで随分

待つが、次のバスで行くと遅刻をしてしまうので、そこのところの時刻表の見直しとかは

できるものなのでしょうか。 

それとグリーンバスは運賃一律１８０円ということですが、青葉町２丁目の知り合いの

高齢の方が杖を両方ついてバスに乗ってきまして、次のバス停で降りたので「もう降りる

んですか」と聞いたら、「そう医者に行くからここで降りる。でもね、ありがたいことに

歩くよりは１８０円支払ったほうが楽です。グリーンバスはありがたいですね。」と感謝

を申し上げていました。新秋津駅から東村山駅までと１区間が同じ１８０円。同一運賃と

いうことでちょっと疑問に思ったので、運賃の見直しを希望したいと思い、今日参加させ

ていただきました。 

◎ 市長回答 ◎ 

U さんからグリーンバスについて２点ほどご要望をいただきました。グリーンバスの時刻

表、ダイヤを見直せないのかという話と、料金のことです。 

まずグリーンバスの時刻につきましては交通の状況だとかご要望等とか、あるいは実は今、

運行していただいている西武バスさんのほうでドライバーさんの確保が非常に難しくなって

いるというような状況もあったりして、それらを勘案しまして適宜見直しをさせていただく

ことといたしております。 

お話いただいたのは恐らく東村山駅から新秋津駅前までの路線だと思うのですが、こちら

につきましても今後見直す場合もございますので、今お話があったのが具体的にどの時間帯

なのかわからなかったのですが、できるだけ多くの方々にご利用いただけるように、ダイヤ

の改正については検討を進めていきたいと考えております。 

また後ほどで結構ですので、もし「この時間帯に少し変えてほしい」ということがあれば、

お申し出をいただければと思います。 

それから運賃についてはいろいろな考え方があろうかと思いますけれども、グリーンバス

の場合は市内だけを走っていて延長の距離がさほど長いわけではないので、刻んだ方が良い

という考え方もあろうかと思うのですが、今のところは市内同一運賃で運行させていただい

ているものでございます。 

これを改正するとなるとまた料金設定だとかいろいろ難しい問題もあったりするので、本

日いただいたご意見を参考にしながら、そういうご意見もあったということで、今後、市内

同一運賃制度を変えるか変えないかも含めて研究対象とさせていただければと思っていると

ころでございます。よろしくお願いします。 

 

◎ 交通課より ◎ 

東村山駅東口～新秋津駅路線は、常態化している遅延の解消、運転手の適正な休憩取得に
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よる安全な運行の確保等を目的として、令和４年１０月頃に時刻表を改正予定です。 

グリーンバスの運行に必要な経費は、市からの補助金が使われているため、民間路線バス

利用者が負担する運賃との公平性などの観点から、地域公共交通会議での協議を経て、平成

２６年６月より、多摩地域における民間路線バスの初乗り運賃と同額に設定しております。 

 

 

◆災害時における多磨全生園の活用について      （青葉町 T さん） 

災害時に多磨全生園を避難所として活用する約束をしていると思いますけれども、どの

辺がなっているのか。例えば仮設住宅などができた時に、やはり地域が一番つながりが多

くなるので、その辺のところを聞きたいです。 

◎ 市長回答 ◎ 

多磨全生園につきましては、将来構想の検討会に園と自治会と私ども市が入りまして、昨

年度末にようやく協議が正式にスタートしたところであります。 

市としましては基本的には今 T さんがおっしゃられたように、万が一の災害時の避難場所

それからできれば仮設住宅の建設等についてお願いをしたいというスタンスでこの協議に望

んでいるところでございます。 

既にもう使われていない病室の一部を借りて防災備蓄倉庫とさせていただいているのはご

案内のとおりでございますが、ようやく入り口に立ったところで、避難所として「避難して

良いですよ」とか「この辺りに避難してください」とか、あるいは「ここに仮設住宅を建て

て良いです」というところまでの協議にはまだ進んでいません。園の方も昨年、園長先生や

事務長さん等幹部の方が全部代わられたりして、それまでいろいろ協議はしてきたのですが、

昨年について言うとコロナの絡みもあって協議があまり進まなかったということで、大変申

し訳ございませんでした。 

今後、園とも精力的に協議を進めながら、万が一の大きな災害時に避難できる場所を正式

にきちんと定めていただくなどの取組みを進めていきたいと考えておりますので、ぜひご理

解いただければと思います。 

 

◎ 防災防犯課より ◎ 

全生園の避難所や帰宅困難者の一時滞在先は、学校等の避難所や一時滞在施設の収容可能

人数を超過した場合に補充的に利用させていただくものです。このため、災害発生後即座に

全生園内に避難いただくことは想定していません。 

また、応急仮設住宅については用地選定から建設まで東京都都市整備局が行いますので、

必ずしも全生園内に建設されるとは限らないことをあらかじめご了承ください。なお、応急

仮設住宅が設置された際には様々な広報媒体を利用し周知する予定としています。 
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◆災害時の避難場所について             （青葉町 M さん） 

都営住宅なんですが、災害があった時の防災訓練等あらゆるものを実施したいんですけ

れども、だいぶ高齢化していてなかなか思うようにできない。 

それから避難場所が六中になっていて、空堀川を越えないといけない。空堀川もかなり

前は氾濫していた時もありまして、今は改修してそういうことはないかもしれませんが、

いつも全国で氾濫したって言うと「想定外の雨だった」とか「想定外の台風が来た」とか、

想定外になってしまっているんですけれども、今の空堀川もかなり雨が降ったり大きな台

風がくると皆さん見に行って心配しているんです。 

今、清瀬の方ではたいぶ下の方を深くしたりして整備されているところもあると聞きま

したけれども、東村山の青葉町・秋津町近辺の空堀川は木がいっぱいで、そこにゴミがつ

いて不潔でもあるし臭いもしてくるし、そこを改良する予定はあるのでしょうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

まず避難場所ですけれども、一応このエリアについては第六中学校というように定めてお

りますが、他の避難場所に行ってはならないというわけではありませんので、万が一、地震

等で橋が落ちてしまったというような際には青葉小学校の方に避難をしていただくとか、そ

の辺は臨機応変に考えていただければと思っております。 

それと大雨の際ですけれども、川を越えて避難するというのは逆に危険もありますので、

今、市としてはコロナ禍ということもあって、川の側の方は別として、あまり川の近くにお

住まいでない方については１階にいらっしゃる場合には２階に避難していただく垂直避難と

か、あるいはお近くでご親戚やご友人等がいらっしゃればそちらの方に避難をお願いする分

散避難ということを呼びかけさせていただいているところでございます。 

雨が降った際に川がどうなっているかというのは気になりますが、見に行かれると逆に危

険な場合もありますのでそこはお止めいただいて、今、東京都の方で河川の水位等について

もホームページ上で公開をいたしておりますので、そちらでご確認いただければよろしいか

と思っております。 

それから秋津町・青葉町地域の空堀川につきましては、河原に樹木等が結構あって、大雨

が降った際にそれがせき止めてしまって洪水を起こす心配があるのではないかということで

あります。数年前から東京都の方もそうしたことがあると困るということで、河川上にある

樹木については積極的に伐採をしていただいておりますので、またそこについて市の方でも

更に申し入れをして、できるだけ大雨が降った際に樹木にゴミ等が絡まってせき止めるよう

なことのないようにお願いをしていきたいと考えております。 

実は空堀川は清瀬のところで柳瀬川と合流をいたしておりまして、今度は柳瀬川から埼玉

県や東京都を縫うように通って、最終的には新河岸川というところに流れているのですが、

東京都は基本的に多摩地区の河川につきましては、毎時６５ミリの雨量に対応できるように

今後整備をするというようにしております。 

空堀川・柳瀬川につきましてはまだ５０ミリの対応までになっていないので、市としては

再三にわたって東京都に対して少なくとも５０ミリ対応に早くしていただくようにお願いを

していまして、昨年度、柳瀬川につきましては緊急対策河川に位置付けをしていただいて、
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５０ミリあるいは６５ミリ対応の整備を行っていただいているところでございます。 

ただ、先ほど申し上げたように流域が一部埼玉県に出たりするので、河川管理者が東京都

であったり埼玉県であったりして分かれてしまって、なかなか整備が迅速に進まない部分が

ありますが、今後もやはり大きな台風やゲリラ豪雨に対応できるように、市としても東京都

に対して柳瀬川そして空堀川の河川整備を進めていただくよう要望をしてまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

 

 

◆市報への市民活動団体のイベント情報の掲載について （青葉町 O さん） 

私は子どもたちに読書を推進したいという気持ちを持っておはなし会をしたり、子ども

たちに読書を進めるような活動を続けているグループの代表をしております。 

毎年、夏休みに近い時期に読書を楽しんでもらえるようなお話し会を続けております。

過去２年、残念ながらコロナで中止してしまいましたけれども、それまでずっとやってき

たことが市の図書館の皆さんの推薦をいただいて、平成３０年度の文部科学大臣表彰をい

ただき、これからますますがんばろうと思っています。 

今年度の夏、また再開しようということで、市内６地域ぐらいで開催するつもりですが、

「何時でも来ていい」とできないのでチラシにＱＲコードをつけて、そこから申し込んで

いただくようにしております。そのため市報のお知らせするページに今回載せることがで

きなくて、「ＱＲコードを読んでください」といった対応ができるよう、もうちょっと紙

面を割いていただけないでしょうか。今はイベントを載せる時に一行だけなんです。紙面

の都合もあると思うのですけれども、市報に市民からの情報発信をもっとやりやすくして

いただきたい。私たち市民からの情報発信に使うのはとても難しくて、良いご提案をいた

だければ助かります。 

東村山市はボランティアさんもがんばっていたり、市民協働課との連携も進んでいて、

私たちも市民協働課の方につないでいただいて消防士の方に読み聞かせをしに来ていた

だいたり、警察官の方に来ていただいたり、市民協働課にお世話になってたくさん進んだ

お話し会もできています。そういうこともしているので、ボランティアからの情報発信っ

ていっぱいあると思うのですが、それに対する市報の協力というのも、もうちょっといた

だけたら助かると思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

市民の方がいろいろな催し物をされる際の市報のコーナーのスペースをもう少し広げて欲

しいという趣旨だと思います。 

市ではまちづくりや文化教育、福祉、子育て等、様々なかたちでボランティアをされてご

貢献をいただいている方々が多数いらっしゃいますし、その方たちもいろいろチラシを作っ

たりホームページを作ったり、あるいはＳＮＳで発信したりというようなことで取り組みを

されていらっしゃるかとは思いますが、確かに情報発信・情報伝達するのにご苦労されてい

る部分もあるのかと思っております。 

そういうことを踏まえて、より市報を活用できるようにというご提案でございますので、
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限られた紙面ではありますけれども、広報の所管と市民協働課とも協議をしながら、例えば

年に１回だけでも少しそういったスペースを拡大するとか、ちょっと工夫ができないものか

検討したいと思います。 

あと夏休みに合わせて市内で様々な事業を行う際は、夏休みの前に市報の特集号が出てい

たと承知しておりますので、そういう子どもたちに向けた様々な取り組みやイベントをして

いただく方々を特集の記事の中に掲載できないかどうか、早急に教育委員会等とも相談をさ

せていただきたいと思いますので、よろしくご理解いただければと思っております。 

 

◎ 秘書広報課より ◎ 

毎月１日号の「みんなのひろば」における掲載方法等について研究を行っていきたいと考

えております。 

 

◎ 図書館より ◎ 

子どもの読書活動推進にあたっては、ボランティアの方々の主体的な活動の充実が欠かせ

ないことから、引き続き必要な支援に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

【市長まとめ】 

 

本日は早朝より長時間にわたりましてお付き合いいただき、本当にありがとうございまし

た。 

いろいろとご意見・ご質問をいただいた件につきましてはご回答申し上げた通りですが、

現時点では私１人ではなかなか判断がつかない問題も今日は多数いただきましたので、ちょ

っと持ち帰ってそれぞれの担当所管とも協議をしながら、皆さま方から今日ご発言いただい

たご要望等にどこまでお答えできるか、検討したいと思っているところでございますので、

何卒ご理解をいただければというように思います。 

冒頭申し上げたように、まだ引き続きコロナ禍ということで、これから市の方では４回目

の接種に向けての準備を進めてまいるところでございます。市民の皆さまにも長期化するコ

ロナ禍で様々な行動が制限をされ、生活にもだいぶいろいろな問題があったり大変な状況も

あろうかと思いますが、市としましても今後も市民の皆さまにできるだけ寄り添いながら、

安心して暮らせる東村山のまちづくりをさらに推進してまいる所存でございますので、今後

ともご指導とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げて、お礼のご挨拶に代えさせて

いただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。 
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