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第１５０回タウンミーティング 

○開催内容 

令和４年７月２日（土）午前１０時、いきいきプラザのマルチメディアホール及びオンラインにお

いて、「タウンミーティング」を開催いたしました。１６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、１２枚を回収しました。 

 

・アンケート回答者の性別 ・ 住所地 

 

 

 

 

 

 

・年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○開催情報 

●対 象 小・中学生の保護者のかた 

●申込み 一般の参加者のかたの募集はありません 

開催日 開催形式 時間 

令和４年１１月１５日（火） 市 民 セ ン タ ー 午前１０時～正午 

 

秋津町 ３人 

野口町 ３人 

本町 １人 

栄町 １人 

富士見町 １人 

美住町 １人 

多摩湖町 １人 

市外 １人 

合計 １２人 

男性 ９人 

女性 ３人 

合計 １２人 

２０代以下 ４人 

３０代 ５人 

４０代 ３人 

合計 １２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。 

本日は大変お暑い中、またお忙しいところ、第１５０回目となる市民と市長の対話集会に

ご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。また日頃、市政推進にあたりまして

皆さまにはご理解とご協力をいただいておりますことを厚く御礼申し上げたいと思います。 

今日はハイブリッドで開催ということで向きが変則的なかたちになっておりますが、ぜひ

ご理解をいただければと思っております。 

タウンミーティングは議会月を除きまして毎月１回程度、各地域に私がお邪魔させていた

だいて開催をさせていただいておりますが、ここ２年半ほどコロナの関係があって、できる

時もあればお休みをさせていただくというようなことで変則的なかたちで行っているところ

でございます。 

通常タウンミーティングにご参加いただく方というのが大体６０歳～７０歳ぐらいの方が

非常に多くございまして、比較的若い方のご意見等をいただくというのが私どもとしても非

常に苦慮しているところでございますので、今回は１５０回という記念すべき回ということ

で１０代～４０代ぐらいの若い方にご参加いただいて、いろいろご意見をいただこうという

趣旨で開催させていただいたところでございます。 

今コロナ禍に加えて物価高とか、世界経済や世界の平和にいろいろ影響をもたらしている

ロシアによるウクライナ進行だとか、それに加えてここのところ急激な暑さや電力のひっ迫

等、多くの課題がある中で、限られた時間ですけれどもぜひ市民の皆さまの率直なご意見を

いただいて、これからのより良い市政運営に努めていきたいと考えておりますので、本日は

どうぞよろしくお願いいたします。 
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第１５０回タウンミーティング 

 

【会場でのご意見】 

 

～ まちの価値の向上 ～ について 

 

◆子どもの遊び場の確保を              （野口町 Hさん） 

唯一ボール遊びができた多摩湖町の団地の前が開発されて、子どもたちの遊び場が全く

なくなってしまっているんです。北山の学区の中ではそういった公園や子どもたちが自由

に遊べる場所がなくて、家ばかり建って公園がないという状況が目立つので、そういった

部分を考えていただきたいです。 

それと通学路にはみ出た家がなかなか解消されなかったり、子どもたちの安全が守られ

て登校できるような状況がないなと思うので、そういった部分で交通が多いところとかの

整備をしていただきたいです。あと北山公園の菖蒲まつりも久しぶりで大勢いらっしゃっ

たと思うのですが、その来場者が道の真ん中を歩いていたり車を気にせず歩いている方が

多かったりするので、その誘導とか住民も安全な道筋をつくってもらえたらと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

遊び場というのは地域によってかなりバラつきがあって、特に市が管理する市内の公園は

非常に狭小の公園が多く、原則ボール遊びは禁止しているので、本当に小さい乳幼児のお子

さんなら遊べるのですが小・中学生になると遊ぶところがないというのは我々としても課題

に受けとめております。 

ご承知かもしれませんが、今年度、萩山駅西側の遊歩道沿いで、萩山四季の森公園とざわ

ざわ森の間のお茶の水女子大学が所有していたところを取得させていただいて、萩山公園を

整備して遊歩道を散策する方にもお立ち寄りいただくような整備をしようと考えています。 

それと野口町についていうと、今シチズンのグラウンドを取得するべく先方と協議をして

いて、これはかなり莫大なお金が必要なのですけれども、市の目的としては大雨が降るたび

にいつもシチズンのグラウンド辺りで前川が溢れてしまうので、前川の溢れそうな水を一旦

貯留できるような施設をシチズングラウンドに設けるということを主体としながら取得する

予定にしています。どういうかたちの貯留施設の造り方になるかまだ明確には決定していな

いのですが、あそこは野球ができたりテニスコートもありますし、バーベキュー場等もある

ので、できるだけそういうスポーツができる機能は残しつつ、防災的な目的をもった公園化

を図っていきたいと考えていますので、そうなれば少しは野口町地域のお子さんにも遊ぶ場

というかスポーツしたりする場は増えるかと考えております。 

そのほか廻田公民館の山の上のほうに上がった多摩湖町のところにデイキャンプ場があっ

たのですが、実は昨年トトロ財団がそこの一部を取得されまして、今後その隣接するところ

を市で取得して樹林地として保全していこうという計画をしています。樹林地なのでボール

遊びはできませんが、何らかのかたちで自然を生かした遊び等はできるのかと思っています。
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市としても少しずつですけれども公園や緑地の保全や整備を進めておりますのでぜひご理解

いただいて、できるだけ子どもたちが伸び伸び遊べるような場所をつくっていきたいと考え

ております。 

通学路につきましてはいろいろなところで課題があるのは承知しているので、今後も警察

のご指導をいただいたり、各学校や各学校の保護者の皆さまのご意見を踏まえつつ、改善で

きるところから徐々に改善をして、通学の安全を図っていきたいと考えております。 

 

 

◆こだわりのある個人店を支援し、活気あるまちづくりを（野口町 Hさん） 

若い世代をどう増やすかというところで、今、東村山市内でもオーガニックとかグルテ

ンフリーとか食品にこだわったお店がポツポツあって、そういったお店に行って食べると

か、私も住んでいてすごく楽しくなってきています。個人のお店がすごくがんばっている

なと思っていて、東村山駅前で開催した『そらいち』だったり狭山公園のイベントだった

り、北山公園での菖蒲まつりでも個人のお店ががんばっていたりするので、若い人たちが

そういうお店をめがけてきてくれるのではないかと思っています。ですので、個人のお店

をバックアップできるような体制があったらもっと楽しくなるのかなと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

個人のお店でがんばっているところが増えてきているというのは私も全く同感で、今週、

『そらいち』の実行委員会の反省会をやらせていただいたのですが、出店された実行委員の

皆さんも「参加して良かった」とおっしゃっています。皆さん最初のワークショップの時は

「東村山ってこういうところが残念だよね」とネガティブな話から入っていらっしゃったの

が、実際に関わって自分たちでイベントを作り上げたということで、「東村山のことをすごく

大好きになりました」とか「自分の仕事が少し広がってきて、こんなふうにがんばっていき

たい」というようなお話があったところです。 

参加された方の何人かは実際にはまだお店を持っておられなくて、ネットで販売されたり

シェアキッチンで教室をやったり、時々販売をされているような形態の方々なので、私たち

も市内で起業・創業したい若い方や、起業・創業したばかりの若い方を少しでもフューチャ

ーするというか、『そらいち』や『おとのわ』のようなところに出店いただいて、地域の方と

ぜひフェイストゥフェイスの関係性をつくっていただいて、なんとか事業として自立できる

ような道を今後も考えて、少しでも賑わいをつくれればと考えております。 

そういう意味でいうと東村山の場合はどこにでもあるようなお店ではなくて、東村山にし

かないようなお店を増やしていく。そういうお店を少しでも何らかのかたちで支援したり、

多くの方に知っていただくことが東村山の魅力あるまちづくりにつながるのだろうと考えて

います。今後も『そらいち』や『おとのわ』を何とか自走式で持続的に続けられるように、

今、検討させていただいています。 

 

◎ シティセールス課より ◎ 

まだまだ知られざる市の魅力を住民目線で発信していくため、東村山市在住・在勤・在学
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の高校生から４０代の希望される方を対象に、選考を行った上で、地域ライターを養成する

事業を今年度、開始しました。冬にはＷＥＢマガジンを公開する予定です。この中で、市内

で意欲的に事業に取り組んでいる事業者や魅力的な店舗を紹介することが、バックアップに

つながる面もあると考えています。 

 

 

◆連続立体交差事業に合わせた東村山駅前整備について  （野口町 D さん） 

今、東村山駅の高架化工事をやっていますが、高架化の最終目標をお聞きしたいです。

ママ友とか友達に東村山に来てもらった時に子連れでちょっとお茶できるようなお店が

なく、高架化が終わったらテナントとかが入ったりすると思いますが、お酒を飲む場所で

はなくてお昼にちょっと集まれるところとか子どもと一緒に入れるお店とかができたら

いいなと妻と常々話していて、そういうのを検討してもらえたら嬉しいなと思います。 

 まだ東村山にきて４～５年しか経っていないのですが、魅力的なお店がないなと思うん

です。中には探せばあると思うんですけど、今、子どもができて、高架化が終わった後に

子どもと一緒に入れる魅力あるお店とかができたらいいなと思うので、そこら辺の最終目

標とかを聞きたいです。 

◎ 市長回答 ◎ 

まず高架化を何のためにやるか、市としてどのようにこれまで要望等してきたかというこ

とからお話すると、東村山市は１７平方キロメートルでそんなに広い面積はないのですけれ

ども、西武新宿線や西武池袋線、それから支線である西武園線や多摩湖線、国分寺線とかい

ろいろな線が入っていて、駅が９つあって電車に乗って都心に行くにはわりと利便性は高い

のですが、まちの中のいろいろなところが踏切だらけでまちが分断されてしまっているとこ

ろが正直あります。 

特に西武新宿線の場合は野口橋の交差点から北にある市役所脇の踏切や鷹の道の踏切、そ

れから大踏切等々が交通渋滞の原因になっているので、市としては何十年も前から「できれ

ば高架化していただくなりして、道路の車や人の流れを円滑にするようにして欲しい」とい

うことで東京都に要望をしてきたところでございます。 

まずは交通の流れを良くしたいということと、それから東西一体でのまちづくりを進めて

いこうということがそもそもの発端で、平成２６年度から工事が始まって、今のところ工事

のほうは順調に進んできて、もう駅部については上空に高架橋がかなりできつつあるという

ことで、今、市民の皆さまからも非常に注目をいただいているのかと思います。 

やはり高架下に生まれる新たなスペースというのは非常に重要になりますが、ここについ

てはもともと線路があった土地なので、基本的には鉄道事業者である西武鉄道の土地になり

ます。ですので恐らく駅の直近の部分については西武鉄道がどういうテナントを入れるかと

いうことになりますので、今いただいたご要望というのは市のほうからもお願いをして、家

賃が取れればどんな店でも良いということでなくて、やはり東村山市あるいは市民の皆さま

に愛されてご利用されるような商業施設づくりをぜひ進めていただくようにお願いをしたい

と考えています。 
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それに加えて連続立体交差事業については市のほうも約９５億円ぐらい拠出することにな

っていて、ものすごい額の税金を投入してこの事業は進められているので、法律上も地元自

治体に高架下の１５％は利用できることになっています。ここをどういう活用をするかとい

うことについてはこれまでも市民の皆さまにアンケート調査をしたり、いろいろなかたちで

今検討作業を進めているところでございます。 

アンケートの結果では例えばいろいろな諸手続きができるような機能が欲しいであるとか、

高架下に保育園等をつくるのはどうかというご意見もあろうかと思いますけれども、子育て

に資するような駅前保育園、あるいは今おっしゃられたような子どもと一緒に遊べるような

スペースをつくって欲しいとか、様々なご意見をいただいているところです。これらについ

ては今後、市がいただける部分をどのように活用するか、検討を進めていきたいと思ってい

ます。 

同じではないのですが、東村山駅東口の広場ができてもう５０年以上経っていまして、か

なり老朽化で地面がデコボコしてしまっているので、連続立体交差事業の整備に合わせて、

今後、東村山駅東口の駅前広場のリニューアルを考えております。市としては今後、この間

やった『そらいち』のようなマーケットイベント等もできるような駅前広場を整備していき

たいと考えていまして、常設のお店ではないものの駅前でフラッと立ち寄って地元の美味し

いものが食べられたり手作りの雑貨が買えたりできるような、駅前で賑わいや新たな交流が

生まれるような駅前広場にしていきたいというように考えております。 

これらについては『そらいち』の実行委員会の皆さまと協議したり、新たに『そらいち』

に参加したいという方も相当いらっしゃるようなので、いろいろな方のご意見をいただきな

がら駅前広場の整備についても進めていきたいと考えております。 

今 D さんがおっしゃられたように確かに東村山駅の周辺、久米川駅の周辺もそうですし、

秋津駅・新秋津駅の周辺もそうなのですけれども、飲み屋さんは結構多いのですけれども、

子連れでちょっとお茶できるお店がないというのはよく言われますし、私もその通りだと思

います。親子連れで美味しいものが食べられてゆったりと過ごせるようなお店があると本当

に魅力的なまちになると思いますので、市としても西武鉄道と連携しながら子育てしやすい

まちの一つの要素として、何とかそういうお店を誘致できるように努力したいと考えており

ます。 

 

◎ 都市計画・住宅課より ◎ 

令和３年３月に策定した都市計画マスタープランの土地利用の方針において、連続立体交

差事業で生まれる高架下空間を、周辺の土地利用状況に配慮したうえで、商業・業務などの

さまざまな事業展開を図る高架下地区に位置づけているほか、地方創生まちづくりの方針で

は、高架下空間での公民連携によるさまざまな事業展開により、人が集うにぎわいの創出に

取り組むとしております。 
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～ ひとの活力の向上 ～ について 

 

◆コロナ禍における高齢者介護について       （富士見町 S さん） 

私は高齢者の方たちの健康維持とか健康維持するための指導者を育成したり、仕組みを

作るような立場にいます。その中で感じていることは、高齢者はとにかくお金がかかるな

ということです。介護になったらお金かかって、認定が重くなったらお金かかってという

状況です。コロナ禍でもいろいろな地域で介護予防教室とか展開していく中で、明らかに

高齢者の方の介護が進んでしまっているなとか、どう考えても物忘れより認知症になって

しまったなというのが体感としてあるのですけれども、コロナ以降の東村山の介護認定の

状況でもし数値として認定者が増えたとか、認定が何割増えたとか、そんな数字が出てい

ればお聞かせ願いたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

この２年半あまりの間コロナでいろいろな行動制限がかかって、特に高齢者の方はコロナ

に感染すると命に関わるということでご自身も外出を控えられたり、私どもも今 Sさんがお

っしゃられたように高齢者の心と体の健康がどうなっているのか非常に心配をいたしている

ところです。 

これまで市でもいろいろな地域で介護予防の様々な取組みを対面式で行ったりしていて、

徐々に東村山市の健康寿命が延びてきた矢先だったので、高齢者の健康維持増進という観点

では今回のコロナは非常に大きな影響を受けているかと思います。 

ただ、実際に当市の介護認定者の状況等を見ますと、コロナ禍が発生して以降、認定者が

増えたかというと急激に介護認定者が増加しているという状況は見られないので、その点は

あまり心配しないでいただいてよろしいかと思っております。 

ただ、重度化しているかどうかということにつきましては、きちんとデータが出そろって

いないので、お一人お一人が例えば介護度が上がったのか、下がったのか、あるいは現状の

ままなのか、それらについては全体的な傾向としてはまだ何とも言えません。上がった方も

いれば下がった方もいるし、そのままの方もいるということで、その方の状況や家庭の状況

によってかなりバラバラな感じがしているということで、心配したほど重度化が進んでいる

というようには今のところは捉えておりません。 

市としてもこの間コロナ禍の中でモデル的にオンラインの介護予防教室や健康寿命を延ば

すような教室を民間団体と組んでやらせていただいたり、対面集合型での活動ができなかっ

た部分についてはいろいろなかたちで工夫しながら進めていますし、今年度については徐々

にですけれども各地域でまた再開されつつあるというような状況です。まだコロナも完全に

収まったわけではなくてまた東京等でも感染再拡大ということで警戒レベルも引き上げられ

てしまいましたので、今後、十分気を付けながらも高齢者の介護予防や健康寿命を延ばすた

めの活動を徐々に再開していきたいと考えております。 
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◎ 市長回答 ◎ 

ありがとうございます。まさにおっしゃられる通りで、年金や医療保険あるいは介護保険

等、実際には勤労世代の方々にかなりご負担いただいて成り立っているということでござい

ます。例えば消費税も下げるとか下げないとかいろいろ議論はありますけれども、現実的に

介護保険だとかいろいろな医療保険等の原資として社会保障の中で使われています。 

毎日皆さまが買い物する部分で高齢者だけではなくてもちろん子育てのほうにも税金が投

入されたり、給与所得者の場合は皆さまの所得収入から介護保険料等が天引きされていると

いうようなことでお支えをいただいておりますので、やはりこれ以上若い世代に過重な負担

を強いないためにも高齢者の皆さまにはぜひお元気で長生きをしていただく。できれば地域

社会等に貢献をしていただいて、お子さんたちの見守りだとかいろいろなさっている方も大

勢いらっしゃいますし、いろいろな世代の皆さんでこの街を支えていただく、そんなふうに

なれば良いなと思っておりますので、S さんにはいろいろご活躍いただいていますが今後も

よろしくお願いしたいと思います。 

 

◎ 健康増進課より ◎ 

高齢者の介護予防に関する情報につきましては、市報、ホームページ、Ｆａｃｅｂｏｏｋ

等を通じてお知らせしているところですが、今後も引き続き情報発信に努めてまいります。 

また介護保険制度における自立支援の考え方につきましては、高齢者ご本人に限らず広い

世代に認識してもらえるよう、引き続き努めてまいりたいと考えております。 

 

 

 私はいろいろな市で関わらせてもらっている中で自信を持って言いたいのですけ

ど、東村山は高齢者の健康維持に対してはかなり一生懸命やられている市だという

印象がありますので、そこは感謝申し上げます。その中で若い世代とも話す機会が

いろいろありまして、この会場で４０歳以上の方っていらっしゃいますか。４０歳

になってから介護保険というのが給料から平均５,８６０円永遠に引かれるというこ

とをご存じですか。６５歳で定年になっても年金から引かれてしまうんです。それ

が「高齢者が健康になって、その金額がちょっと減るだけでも嬉しくないですか」

というようなことを若い人たちに情報発信する。具体的に「教室をやりましょう」

となるとどうしても予算の問題とか人のリソースの問題になってくると思うのです

けど、若い人って実は高齢者を支えている意識がなくても、現実問題いっぱいお金

を取られている。子どもを健康にしようとか子どものために公園を造ろうと思って

も、高齢者がいっぱいいるからそこにお金を使ってしまってお金がないという状況

になってしまって、若い人を増やして税収を増やすとか、高齢者を元気にして出て

いくものを減らすということをしていかないと、それぞれの課題に対して必ずお金

がかかると思うので、そんなイメージを若い人にも持ってもらえるような発信をし

てもらえればちょっと変わってくるかなと思いますし、そんなお手伝いをさせても

らえたらいいなと思います。    （富士見町 Sさん） 
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◆教員の負担軽減について             （多摩湖町 Ｋさん） 

小学校の教員をしていて、東村山市の学校現場にゆとりを確保するために、市にはぜひ

独自の取組みをしていただきたいという想いがあります。 

その理由は、今、全国で教員不足の問題が起きていまして、東村山市内でも例外ではな

い部分があって、例えば教員がいなくて副校長や専科の教員が補充に入る。そうすると当

然その時間帯に子どもたちができるはずの学びが他クラスでも影響を受ける部分があり

ます。それから東京都の教員採用試験の倍率がついに３倍を切ってしまって、一般的には

３倍を切ってしまうと優秀な人材を確保できなくなると言われています。 

それからコロナになって配食のコストがすごくかかるようになって、子どもたちが自分

でおかわりをするのが難しくなっているので、正直、教員が給食を食べる時間がなくて、

「よく噛んで食べなさい」と言っても例を示すことができないといった現状があります。 

他の自治体でそういうピンチの状況を切り抜けるというか、独自の取組みをしていると

ころがあって、例えば兵庫県明石市では子どもへの予算を増加することで人口が増えたり

税収も増えたり、結局、最初に投資した分がちゃんと還ってくる。子どもにリソースをか

けるということがしっかり成果として残っているというような例が出ています。 

また、鎌倉市ではふるさと納税をクラウドファンディングみたいな感じで使って「ふる

さと納税で集まったもので教育の予算としてこういった授業をやってみます」というよう

なことをやったり、横浜市では市がモデル校をつくって保護者にしっかり説明したうえで

時間数を減らすというようなことをやっています。例えば５・６年生なんかは毎日６時間

授業をしたり、下手したら７時間授業をしているところもあると思うのですが、５時間目

までで１４時ぐらいに終わりにすることでゆっくり教材研究ができたり、地域の郷土のこ

とに時間を使っているそうです。 

そういったことを東村山市でも取り組んでいただけると、教員の世界に公募制といって

主任教諭とかが東村山市を希望して試験を受ける制度がありますので、東村山の中に優秀

な先生方に入っていただいたり、「東村山働きやすいよ」というような口コミが広まった

りするとそこが子どもたちに還ってくると思います。 

例えばシティセールス課のほうで洗い出しているような問題とかを学校が協働で解決

するとか、そういったところを先生も一緒になって考えるとか、ゆとりが生まれれば何か

できるようなことがたくさんあるなと思っています。 

今タブレットとかも入ってきているので、今までモノに支出をかけてきている予算を人

にかけていただければと思っています。先ほど発言のあった高齢者の問題とかそういうと

ころにもコミットできるところがあるかなと思いますので、ぜひその辺のご検討をよろし

くお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

小学校の先生からゆとりの確保をというお話でございました。 

実際、コロナ禍の中で教育現場では本当に先生方に大変なご尽力をいただいているのだろ

うというように承知いたしております。この間、私も学校を訪問させていただいて、実際の

授業風景等も拝見させていただいたりしておりまして、市としてこの間の先生方への働き方
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改革支援というようなかたちでいうと校務支援システムの導入ですとか、先生方が行う事務

仕事を効率化するようなこととか、これは各校長先生から非常に強くご要望いただいて今も

継続しておりますけれども、コロナ禍以降、先生方が教室の机等いろいろなところをアルコ

ールで消毒作業されておられて、これがかなり負担だということでしたので、共用部分につ

いては東村山市シルバー人材センターの方にお願いをして、そちらで消毒をしていただくこ

とで先生方の負担を少しでも軽減しようというような取組みをさせていただいています。 

教育現場の人材ということでいうと、各学校に１名ずつサポーターの方を配置させていた

だいたり、あるいは都教委（東京都教育委員会）のほうでうまく話がつけば先生の加配をい

ただいている学校も何校かございます。そうした取組みをさせていただきながら、今できる

だけ先生方の負担を軽減していこうと考えています。 

東京全体でも新たに受験される方がだいぶ減っていて、これから教員の確保がかなり大き

な問題になるということにつきましても承知をいたしているところでありまして、あまり教

員に向かないようなタイプの方が大量に教員になられるというようなことになると、やはり

子どもたちにとっては深刻な影響をもたらす可能性があるので、学校の先生のお仕事を魅力

あるものにするというのは社会全体で進めていかなければならないと感じています。 

実は市役所等も最近受験者が非常に減ってきていまして、我々の世界も人材の確保という

ことが課題になっていて、学校の先生や地域を預かる公務員の仕事がなんとなくブラックな

仕事のように思われている風潮があるのかなと。実際、確かに非常に大変で課題もこれだけ

山積してくるとやることがいっぱいあるので、非常に難しいと思いつつも、大事なお仕事、

特に先生方は子どもたちの成長に直接関わっていただくお仕事でありますので、やはり人

格・識見ともに高い方に教職についていただくということがこれからも大事なことだと考え

ております。 

これは全体的には文科省や国が考えなければいけないことですし、また東京都としても都

教委が考えていかなければならないことだと思います。今、明石市や鎌倉市あるいは横浜市

の事例もありましたが、都内でも杉並区のように教員そのものを区で採用しているところも

あります。市で教員を直接採用して学校に配置するというのはなかなか難しいところがある

のですが、今後、市としても独自に様々な取組みをしたり、教員不足あるいは教職員の質の

維持向上に向けて、国や東京都の様々な施策を市としてもきちんと補完できるような体制を

取って、子どもたちの学びをしっかり確保できるようにしていきたいと考えております。 

今後も総合教育会議の場等を通じて教育委員会の皆さんとも十分に話をしながら、今、先

生からお話あったようなことを踏まえつつ、できるだけ現場の先生のご負担を少しでも軽減

できるようにしていきたいと考えております。 

 

◎ 指導課より ◎ 

市教育委員会では、平成３１年３月に市立学校における働き方改革推進プランを策定し、

教員の長時間労働の改善に取り組み、子供と向き合う時間を確保することによって、学校教

育の質の維持向上を図ることとしています。教員負担軽減の取組みとして、人員体制の確保

の側面からは、都の補助制度を活用し、スクール・サポート・スタッフや副校長補佐等（い

ずれも会計年度任用職員として教員の事務等を支援する東村山市の職員）の人員を全校へ配

置することで、教員が児童生徒への指導、教材研究、学校経営等に注力できる体制を整備し
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ています。 

また、教員の人材育成についても、若手教員研修や学校リーダー育成研修などにおいて、

個々の教員の研修課題を設定させ、ＩＣＴ機器を用いたオンラインによる共同研究に取り組

ませるなど、当市の特色を生かした教員研修を実施しています。 

 

 

◆中学校を完全給食に                 （本町 K さん） 

小さい頃から東村山に住んでいて東村山が大好きです。今、小学生と保育園の子どもが

いて、特に子育てに関して不満とか「東村山のこういうところが嫌だな」ということもな

く今まできたのですけれども、気になっているのが中学校の給食です。 

私が中学校の時はスクールランチがなくて、その時と比べたらスクールランチができて、

いわゆる配食のお弁当が出るというところで確かに助かるのですけれども、東村山は小学

校の給食がとても素晴らしすぎて、中学校の子とかお母さんに聞くとそことの落差がある

みたいで、努力してくださっていると思うのですがその落差をちょっと埋めていただける

といいかなと。中学校もせめてセンター式の給食にしていただいて、温かいスープとかが

出るようにしていただけたらありがたいかなと思っています。 

先ほど市長さんがおっしゃっていた市の魅力というところで、例えば引っ越しとか考え

る時に近隣市と比べられると思うのですけれども、子育て世代の方が「近隣市にしようか、

東村山にしようか」となった時に「近隣市はちゃんと給食があるんだ。でも東村山はスク

ールランチか。」となった時に結構そこも重要かなと。同世代と話した時に「うちの市は給

食美味しくて良いよ」と聞くと「いいな」と思ったりもするし、けっこう昔から話もずっ

と出てきているみたいなので、どのように考えていらっしゃるかお聞かせ願いたいです。 

◎ 市長回答 ◎ 

中学校給食について全員給食を求めるご意見というふうに受けとめさせていただきました。 

今お話しいただいた Kさんが中学生の頃にはまだスクールランチ方式でもなくて、恐らく

全員お弁当持参の時だったというお話でした。 

中学校のスクールランチは平成１３年から導入されたので、まだ２０年ぐらいかと思いま

す。東村山市は昭和４０年代に中学校給食を導入するということを決定したのですけれども、

当時の学校側と十分に調整がついていなかったことで先生方のご理解がなかなか得られず、

長年中学校給食が未実施だったというように聞いています。 

導入当時は皆さんお弁当を持ってきていて、子どもたちや保護者の一部の方も「引き続き

お弁当を持たせたい」というようなご意見もあったりしたものですから、現在の選択制のス

クールランチ方式に落ち着いたということになっています。 

ただその後もう２０年前後経過をしているので、保護者の方のお考えもだいぶお変わりに

なっていらっしゃるだろうと思いますし、喫食率も今５０％程度ということで、半分ぐらい

の中学生はお弁当ないしいわゆる買い弁というようなかたちで、一部にはコンビニ等で買っ

てきたものを食べている生徒もいるというように考えていますので、今後もずっと今の方式

を続けていくのが良いのかどうかというのは、そろそろ一回議論しておく必要があるかと考
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えています。 

一方で、小学校の自校方式の給食も一部の学校で給食の調理をするところがかなり老朽化

しておりまして、今後持続的に学校給食を提供していくには給食調理の建物や設備をどうし

ていくかということについて議論しなければならない時期にきていまして、今年度、教育委

員会で「学校給食のあり方検討会」というのを立ち上げて、小学校給食のほうも今議論をし

始めています。温かい美味しい給食を提供していくというのは当たり前なのですけれども、

今後、各学校に自校方式で給食室を置くのかどうかということは、やはりお金の問題等いろ

いろなことを考えていく必要があるのではないかと考えております。 

それとは議論としては切り離しておりますけれども、中学校のほうもお母さんやお父さん

が作られたお弁当、あるいは自分で作ったお弁当のほうが良いというお子さんも相当数いら

っしゃるそうなのですが、中には買い弁をしているようなお子さんもいらっしゃるとすると、

食育という観点では今後やはり成長期にあるお子さんたちに一律で温かいものを提供するよ

うな方式も考えなければならないのかなとも思います。 

ただ、先ほど先生からお話あったように、今、教育の現場は大変忙しくて、中学の場合は

スクールランチ方式でも食事する時間が短すぎるという議論を随分いただくのです。それを

今度配膳していくとなると余計に時間がかかってしまうので、学校側の体制もとれるのかど

うか。他市や他区ではできていることなのでできないということはないと思いますけれども、

その辺は十分に調整をしながら進めていかないと混乱する可能性もあるので、今日の段階で

すぐに「わかりました。来年から全員給食にします。」というようなお話は申し上げられませ

んが、今後、学校給食のあり方については広く市民の皆さまといろいろと議論したり、学校

の先生方のご意見等もいただきながら、より良いあり方を検討させていただければと考えて

おりますので、お子さんが中学に上がる頃までに間に合うかどうかわかりませんけれども、

定住先として選ぶ場所の学校給食が全員給食かどうかが１つの判断材料になる可能性がある

というお話を聞くと、確かに東村山ではなくて近隣市に住むと言われると私としても非常に

つらいなと思いますので、今後そこはトータルに考えさせていただきたいと考えております。 

 

◎ 学務課より ◎ 

スクールランチは、平成１３年６月から順次導入しており、市の栄養士が献立を作成し、

安全・衛生管理・調理指導については、毎日栄養士が立会い、直接指導しています。現在の

スクールランチは、主食は温かいままで提供しておりますが、おかずは、食中毒の観点から

一回冷まして各中学校に配送しております。実際にスクールランチを食べている生徒の声を

聞く機会としましては、毎年中学生対象にスクールランチについてのアンケートをとってお

り、現在の方式のままで良いという意見が８０％以上得られてはおります。今後も保護者や

生徒にもアンケートなどで、いろいろなご意見をいただきながら、中学校の給食提供方法を

検討していきたいと考えております。 

 

 



- 13 - 

第１５０回タウンミーティング 

◆子育て世代に対する施策について          （野口町 D さん） 

東村山市で若い世代、子育て世代を定着させるためにしていることや、取り組んでいき

たいことを教えて欲しいです。 

◎ 市長回答 ◎ 

子育てについていうと今、東村山市では妊娠中から出産・育児までできるだけ切れ目なく

様々な施策展開をして支援をさせていただいていますし、保育園や幼稚園あるいは児童クラ

ブ等の整備等も行って、１００％満足できるような体制ではありませんがある程度充実して

きているかと思っています。 

今年４月の保育園の待機児童について言いますと、国のカウントの仕方では７人というこ

とで、一桁まで待機児が減ってきているような状況ですが、保育や児童クラブのニーズはま

だまだ高いので、今後もそこは整備をしていきたいと考えております。いずれにしても安心

して出産・子育てができる環境を整えていくということが非常に重要だと考えております。 

ただ一方で、ご結婚していなくてお子さんがいらっしゃらないというような若い方に対し

ての支援というのは、残念ながらまだ当市独自の取組みというのはございません。例えば市

内で起業・創業される方の事業者支援というかたちではありますけれども、若い方向けの定

住促進事業というようなことについては東村山市としてはまだ未着手という状況であります。 

今後ますます高齢化が加速的に進んで、生産年齢人口と言われる若い世代の方々の人口が

これから減少することが想定されていますので、市としても若い方に東村山市に住んでいた

だくような施策を考え展開していかなければならないという課題意識としては持っています

が、どんなことをどのように進めていくかというのは今のところ具体的にありませんので、

今日せっかく大勢若い方がいらっしゃるので「こんなことをしてみたらどうか」というご提

案があればぜひ聞かせていただきながら、若い方にとっても魅力的なまちづくり、あるいは

魅力的な施策を展開していく必要があると考えています。 

中学生や高校生とお話をすると、やはり一番多いのが「買い物するところがない」という

ことを言われてしまって、「近隣市だと大型のショッピングモール等があるのに東村山市には

そういうのがなくて不便だ」とか、どこにでもあるような「大手コーヒーチェーン店とか大

手ファッションブランドがない」とか、そういうことを言われます。 

ただ、そういうナショナルブランドがあるのが本当に若者にとってプラスなのかどうかと

いうのはあって、東村山の場合は１７平方キロメートル、４キロ四方ぐらいのそれほど大き

いまちではないですがこの自然に恵まれつつ都心までわりと短時間で出られますし、それぞ

れの町・地域ごとに個性があってユニークなところもありますし、非常に人情味溢れる市民

の方が多いまちなので、そういった東村山市の良さを大切にしながら少しでもアピールでき

るようにこれから努めていければと考えております。 

 

◎ 子ども政策課より ◎ 

市では、多様化する保育ニーズや子どもの特性に応じた良質な教育・保育環境を整備し提

供することにより、子どもの健やかな育ちを支え、子どもの成長段階に応じた切れ目ない子

育て支援により、安心して子どもを産み育てられる環境の充実を図っています。 
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直近では、新型コロナウイルス感染拡大やウクライナ情勢に伴う原油価格や電気・ガス料

金を含む物価高騰の影響に鑑み、子育て世帯を対象とした給付金事業など経済的負担軽減に

つながる各種施策を展開するとともに、コロナ禍においても子育て支援が途切れないようオ

ンラインを活用するなどして着実に実施し、社会情勢の変化を注視しながら迅速に対応して

います。 

今後はさらに、こども基本法の趣旨を踏まえ、こどもの意見をより施策に反映させられる

よう取組を進めることで、子育て当事者の方に「子育てするなら東村山」を実感していただ

けるよう努めてまいります。 

 

◎ シティセールス課より ◎ 

まだまだ知られざる市の魅力を住民目線で発信していくため、東村山市在住・在勤・在学

の高校生から４０代の希望される方を対象に、選考を行った上で、地域ライターを養成する

事業を今年度、開始しました。冬にはＷＥＢマガジンを公開する予定です。このような取り

組みを通じ、若い世代の方たちに東村山市のことを深く知ってもらい、好きになってもらう

ことを目指しており、定住につながることを期待しています。 

 

 

◆高校生の医療費無償化について            （市外 S さん） 

いろいろと縁があって東村山市が大好きで、ぜひより良いまちにという想いから本日参

加させていただきました。今後の子育て施策をどうしていくかといったところで、東京都

２３区は来年度から高校生までの医療費を無償化するというのを取り決めていまして、他

の市でもそういった施策をされているのですけれども、同じ東京都内だと２３区とその他

市町村で比べられると思うのですが、そういった状況を踏まえて今後どういう施策を考え

ているのかお聞きしたいです。 

◎ 市長回答 ◎ 

高校生の医療費の無償化については、今年１月に突然知事が表明をされたことで、この間、

区長会あるいは市長会、町村会長会でいろいろ議論がございました。東京都の基本的なスキ

ームは、「東京都が半分は費用を出すので、残りの半分は各区市町村で出しなさい。」という

ようなことなので、各区市町村としては「それは事前に十分に調整してから知事が発表する

べきではないでしょうか。」的な話があって、この間なかなか調整で手間取っていて、ようや

く２３区のほうは区長会としてやる方向で決定したという報道があったところでございます。 

今回２３区は高校生についても親御さんの所得に関わらず１８歳までの医療費について

は全て無償化するということになったのですが、実は東京都のそもそもの制度は所得制限が

ありまして、所得制限を撤廃しようとすると今は各区市町村の負担で行っているというよう

な状況で、多摩地域２６市については高校生の無償化事業はやるものの、各市の財政事情が

違うので一律に所得制限なしでやるというまでの統一的な取組みにはなってございません。 

マル子と言われる義務教育就学児医療費助成制度は小・中学生についても基本的に医療費

は無償化になっているのですが、まだ所得制限があって、多摩２６市のうち所得制限が廃止
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できているのは９市で、東村山市も所得制限を廃止するにはやはり相当お金がかかるのでち

ょっとそこはまだできておらず、新たな三多摩格差を生んでいるのではないかということで

かねてから東京都には「所得制限を撤廃した場合にはその分も都費を出していただきたい」

ということをお願いしているところでございます。 

いずれにしても所得制限つきということになりますが、来年から東京都内の全ての区市町

村で高校生の医療費については実質無償化されるという取組みを今進めているところでござ

います。まだ詳細が東京都から示されていないので、具体的にどういうかたちになるかとい

うとわかりませんが、マル子でいうと基本的には１回お医者さんにかかると２００円をお支

払いいただくことになりますが、それ以外費用の負担はないという状況になります。 

全国でも高校生までの医療費を無償化している県というのは徐々に増えてきているそう

ですので、今後は東京都と連携しながら１８歳までの若者、未成年の医療費については市と

しても無償化について今後も取り組んでいきたいし、東村山市の場合はマル乳と言われる未

就学児については所得制限は廃止しているのですけれども、マル子と言われる小・中学生、

それから今度の高校生についても何とか所得制限を廃止いただくように粘り強く東京都のほ

うに要望してまいりたいと考えております。 

 

◎ 子ども政策課、子ども保健・給付課より ◎ 

義務教育就学児医療費助成制度(マル子)においては、令和４年４月１日現在、多摩２６市の

うち所得制限廃止が９市、一部廃止が６市、所得制限ありが１１市となります。当市におい

ても所得制限並びに１通院２００円の自己負担ありで事業実施をしております。高校生等医

療費助成制度についても同様な条件で行う予定で令和５年４月１日開始に向け準備を進めて

おります。 

各種子どもの医療費助成制度につきましては、市区町村の財政状況により所得制限や自己

負担の取り扱いに格差が生じることのないよう、広域自治体である都の責任において積極的

に格差を是正していただくよう、様々な機会を活用し要望を続けているところです。 

 

 

◆スポーツセンターの利用について           （市外 S さん） 

先ほど子どもの遊び場が少ないというお話がありましたが、自分は卓球とかでスポーツ

センターを利用させていただいているのですが、中学生が４～５人とかのグループで来て

利用できなくて帰っていく方が結構多く見られて、見ていて可哀そうだなと思っていて、

スポーツセンターを使われているのは結構お年寄りの方が多いと思うのですが、拡充する

というのは予算的にも厳しいのと思うので、それこそ放課後の時間だけなるべく学生等が

遊べるような場所を部分的に確保するとか、もう少し学生に寄り添った使い方ができるよ

うな方法を考えていけたら良いのではないかな、と使っていて思っています。 

◎ 市長回答 ◎ 

スポーツセンターの子どもたちの利用ということについてご意見をいただきました。さす

がに若い方の視点だなというふうに思います。 
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確かに日中どちらかというとご高齢の方がかなりお使いの施設で、こちらについても先ほ

どお話のあった健康寿命を延ばすとか介護予防にすごく役立っているのですが、一方でやは

り子どもたちが部活以外で体を動かして遊んだりする場としてスポーツセンターというのを

もう一度ちょっと検討する必要があるかと今お話を聞いて思いましたので、どのようなかた

ちで利用を促進していくのか、ちょっと持ち帰って検討させていただきたいと思います。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

現状では学生枠などの時間は設けていませんが、子ども達にどういった運動が需要がある

のかなど、市内の小中学校からご意見をいただくなどして、部活以外でスポーツに触れ合う

場として市民スポーツセンターをどのように活用出来るか、指定管理者と検討していきたい

と考えています。 

 

 

◆ころころの森の利用緩和を              （本町 Y さん） 

今１歳の子がいて、よくころころの森とか子育て広場を使わせていただいています。東

村山市で子育てをしていて私が一番助かっているのはころころの森で、あれだけ広い施設

でスタッフさんもいっぱいいらして、いろいろな相談にのっていただきながら伸び伸びと

歩き回れるのですごく助かっています。ただ、こういうご時世でころころの森も午前中は

予約、午後はフリーなのですが１時間でということになっていて、土曜日に関しては午前

も午後も両方予約でお昼ごはんが食べられなくなっています。子育てをしているとそんな

に１週間の予定をしっかり決めて「何曜日にここで出かけよう」なんてうまくいかないで

す。やっぱり子どもの気分とかもありますし、行こうと思ったらお昼寝しちゃったとか、

そういうところで「無料だし、フラッと行って機嫌が悪くなったら帰ってまた明日行けば

いいや。」というのがたぶん本来のころころの森の良さだったと思うんですけど、そこが

なかなか上手に発揮できないまま予約制とか１時間だから何時に行って何時に帰ってと

予定を立ててという使い方になってしまっているので、いろいろ緩和されてきたし、そこ

をもう少しお昼ご飯を食べられたり予約じゃなかったりフラッと行って好きな時間居ら

れたりとか、そんなふうに緩和されたら良いんじゃないかと思います。ころころの森のス

タッフの方も「市との話し合いの結果、ルールを決めています。」とおっしゃっていて、

その辺りを今後もうちょっと緩和していただけないでしょうか。よろしくお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

５月２３日に東京都のリバウンド警戒期間も終了して、今、基本的には国や東京都のほう

から行動制限は求められておりませんので、その後、公共施設のご利用については市として

もコロナ禍前とほぼ同じ状況になっています。 

ただ、ころころの森は非常に人気の公共施設なものですから、自由に来ていただくとなる

と相当やはり密な状況になってしまうということで、現時点ではおっしゃられるように予約

制で時間制限をかけさせていただいているという状況になります。 

ただおっしゃられるように、他の公共施設等についてはほぼ制限がなくなっている状況も
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ありますので、ちょっと感染状況等も考えながら、今後、指定管理者さんのほうとも相談を

して、感染対策をしながらあまり皆さまにご負担をかけないようなかたちでご利用いただけ

るような工夫を検討させていただきたいと思います。 

特にこの暑さの中で日中外にいらっしゃるというのは逆にかなり危険かと思いますので、

ころころの森がご利用しやすくなるように少し工夫を検討させていただければと考えており

ます。 

 

◎ 地域子育て課より ◎ 

ころころの森をはじめとした市内の子育て関連施設では、主な利用者がワクチン接種やマ

スクの着用が求められない未就学児であるということに鑑み、利用者の安全の観点から一定

の制限を設けてきました。 

こうした中、コロナ禍が数年経過し、ｗｉｔｈコロナを意識した社会情勢となりつつある

ことも踏まえ、感染状況等を注視しながら徐々に制限の緩和を図っているところであり、実

際に７月からは予約枠の拡大等の対応を図ったところです。 

今後も感染状況を注視しながら、予約制の廃止や食事利用の再開等、段階的に制限の緩和

を進めていくことについて、指定管理者と協議を進めてまいります。 

 

 

◆新型コロナウイルス対策について         （富士見町 M さん） 

感染症対策についてお聞きしたいです。東村山市にも情報開示請求をしていて、マスク

に対して医学的にも科学的にも根拠の提示をいただいておりません。根拠がないものを２

年半やってきて、学校生活や市民生活に多大なる悪影響が発生しているというのが現実問

題あって、私は学校のほうもマスクとかワクチンとかアルコール消毒等いろいろなものが

問題だらけだと思っています。国が今進めているワクチン接種もワクチンを接種された後

の副反応被害報告というのが厚生労働省のホームページにもあがっていますが、その副反

応被害のことを市長さんはご存じでしょうか。その被害や子どもたちのいろいろな問題か

ら、全国有志の会というところから小児ワクチン接種の中止、３回目接種中止の要望書が

届いているはずです。それは市長ご覧になられて、ご存じでしょうか。厚生労働省のホー

ムページにも載っているワクチン接種後の死亡者、重篤な副反応被害を市民に情報開示す

るようなことをしていただけないでしょうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

新型コロナウイルス感染症に対しての対処の考え方についていろいろな考え方があること

は承知をいたしておりますけれども、私どもとしてはやはり国や東京都の対処方針に基づい

て対応をさせていただいてまいりました。 

学校等についても文部科学省から出されている感染症予防のガイドライン等に沿いながら

市としての対応を決めて、各学校と連携しながら進めているというような状況でございます。 

それから副反応の状況についてはつぶさには承知をいたしておりませんが、副反応の状況

があれば医療機関から厚労省のほうに通知がいっているということは承知いたしております。
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これについても国に定められた制度に則って市としての取扱いをさせていただいているとこ

ろでございますので、現状、市としてはその範囲内での対応を考えているので、情報開示に

ついてはできる部分とできない部分があるかと。細かくは承知しておりませんが、そのよう

に考えているところでございますので、現段階ではあくまでも国の方針に沿った対応をさせ

ていただきたいというようにご回答申し上げたいと思っております。 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

市への要望書、それから市長への手紙等でそうした声をいただいているということは承知

をいたしておりますが、繰り返しになりますけれどもワクチン接種についても国の方針とし

て行われる以上、地方自治体としてはそれに則って対応させていただいているというもので

ございます。 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

今回のコロナについては我々としては医学的な知見を持ってございません。市役所の中に

お医者さんがいるわけでもありませんので、基本的には国のほうで専門家の意見等に基づい

て対処方針を決定して、ワクチン接種についてもこの間行われてきたというように承知をい

たしております。 

国のほうにも「ワクチンについてどうだ」というようなご意見等をされていらっしゃる方

がいることは承知しているので、恐らく国も一定そういう考え方があることは承知している

ものと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報開示ぐらいはして欲しいなというふうに思います。偏った意見や国の方針ば

かり流してないで、そういう意見もあるしそういう声を上げている人もかなりいる

ので、正しい情報の開示をぜひお願いしたいです。東村山市の子どもたちの不登校

率もすごい数です。全国の自殺者、不登校者も過去最高です。本当にこの感染症対

策が国民の負担になっています。税金もものすごいかかっています。市のワクチン

接種会場だけで私どれぐらいかかっているのか情報開示請求もしましたけど、ワク

チン接種会場だけで３億円以上もお金が使われています。そういったこともなかっ

たことになっているとも知らされないまま今の現状があるので、きちんとした情報

を開示して欲しいなというふうに思います。   （富士見町 M さん） 

市民からそういった声があがっているということは市長さんに伝わっていますで

しょうか。私の周りも私自身も市民の要望としてたくさん声をあげているのですけ

れども、本当に壁が高いなと感じています。   （富士見町 M さん） 

地方分権一括法といって、国と地方自治は対等です。もしそういう意見があるので

あれば、代表して国に届けていただいてもいいのかなと私は思います。 

（富士見町 M さん） 
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◎ 市長回答 ◎ 

繰り返しになりますけれども、国の定めたルールに基づいて開示する情報については検討

させていただきたいと考えております。 

 

 

◆新型コロナワクチン接種事業について        （野口町 Hさん） 

ＰＣＲ検査場に１日２２万円使っているというのをお伺いして、そういった部分に無駄

な税金が流れないようにしていただきたいです。ワクチン接種会場も人材が多く居ると思

いますが、打たれる方は少ないと思うので、削れる部分があるのではないかと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

清瀬市と合同で設置したＰＣＲ検査センターも、ここのところずっと利用される方が少な

いので、一応ここで清瀬市さんと協議して休止することにいたしたところです。 

それからワクチンの接種につきましては、当市は６５歳以上の方だと既に３回目の接種が

８９％ぐらい済んでいて、若年になるほど接種率が下がるのですけれども、１２歳以上で言

っても東村山市は東京都の平均を上回るというような状況で接種が進んでいます。 

その成果もあって、比較的市内での感染状況としては落ち着いていると考えていますが、

今後４回目の接種につきましては６０歳以上の方と５９歳以下で基礎疾患のある方だけとい

うことになるので、今後ワクチンの接種会場等は縮小する感じで進めていくことになろうか

と思います。 

ワクチンの接種について言えば、これは市の負担というよりは全額国の負担で行っている

ものでありますので、税金なので同じではあるのですけれども、市の負担ではなくて国から

の交付金で全て賄われているような状況であります。 

 

◎ 感染症対策担当主幹より ◎ 

ワクチン接種会場の設置日数や人員配置については、接種規模等に応じて、都度、縮小す

るよう調整しています。引き続き、国都の動向を踏まえ、実施していきます。 

 

 

◆障害者やマイノリティに対する理解や支援の促進を   （栄町 Y さん） 

障害者とか性的少数者等、マイノリティに対するケアとかサポートについて、あまり市

報で見かけないということが少し気になっています。もう１点、これはかなり個人的な意

見なのですが、性格の問題なのかもわからないのですけれども周辺との軋轢があったりし

て、安心して休日を過ごせません。有給休暇も会社で取りやすくはなっているのですけれ

ども、それもあまり安心して取れません。これも障害者全般としてはわからないのですが、

少なくとも私にとって東村山市は今現在住みにくくて生きづらいまちです。 
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◎ 市長回答 ◎ 

障害のある方にとっては住みにくく生きづらいところがあるというご指摘でありました。 

周辺との軋轢とかお勤め先での有給の取得とかというのは Y さんの個人情報に関わるお話

なので、皆さんの前で議論するというよりは個別に障害支援課のほうにご相談いただければ

というように思います。 

ただ、全体の問題として市報に障害者や性的マイノリティの方についての記載が少ないの

ではないかということについては、限られた紙面なので必要な情報をいかにお伝えするかと

いうことで、例えばトピック的に障害者の方に対して新たな対応等があればその都度記載を

させていただいていると考えています。ですので、市報に出ていないからといってマイノリ

ティの方をないがしろにしているつもりはございません。 

ただ、やはり今後、社会全体で精神障害や知的障害・身体障害等の障害者への理解促進、

それからLGBTQのような性的マイノリティの方への社会の理解というのは非常に重要なこ

とですので、そういったことについては啓発ということで何らかの機会を捉えて市報等に取

り上げていきたいと考えているところでございます。 

特に性的マイノリティの方についていうと、今年の秋に東京都で同性カップルを公的に認

証する制度が全都的に行われますので、それに合わせて市としてどのように対応していくの

か、今、検討させていただいています。 

首都東京で同性カップルの公的認証をするというのは非常に大きな意義があるのではない

かというように考えておりまして、先般の都議会でも今後都営住宅等についてはこれまで夫

婦あるいは単身でないと入居できないということだったのですが、同性のカップルでも入居

を認めるという方向に条例が改正されています。市としても市営住宅等を持っておりますか

ら同様の対応を今後検討する必要があると考えておりますし、また職場等でも男女の夫婦で

ないと認められていないような様々な制度がありますが、それを市や東京都独自に同性のカ

ップルにも認められる部分については認めていく方向に恐らくこれから変わっていくと思い

ますので、それらに対して順次対応して、性的マイノリティの方の生きづらさとかを解消し

ていければと考えておりますし、障害者の方についても同様に市民の皆さまのご理解を進め

て、何らかのかたちで差別されるようなことのないようにしていきたいと考えております。 

 

◎ 障害支援課より ◎ 

障害のある方のサポートに関する市報記事として、「地域生活支援センターふれあいの郷」

や「基幹相談支援センターるーと」の相談日や時間などの記事を掲載しています。 

また、全体としては、障害のある方に関するイベントなどの周知の他、令和３年８月に障

害のある方の生活を支える「地域生活支援拠点等事業所一覧」について、１１月には障害者

週間について、令和４年５月に「福祉の仕事に関する相談・面接会と講演会」についてなど、

機会を捉えながら市報掲載しています。いずれにしましても所管としては、障害のある方の

理解啓発に努めているところです。 

 

◎ 市民相談・交流課より ◎ 

市では、令和３年７月より「多様な性の相談」として、性的指向や性自認に関する相談窓

口を設け、市報毎月１日号の「今月の相談」欄にてご案内しています。「多様な性の相談」は、
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当事者のかただけでなく、ご家族、ご友人からの相談もお受けしています。詳細は以下の市

のホームページでご覧いただくことができます。 

 

市のホームページトップページ＞ くらしの情報＞ 各種生活相談 ＞ 人権・生活相談 ＞ 

多様な性の相談 

 

 

～ くらしの質の向上 ～ について 

 

◆気候変動対策について               （美住町 Y さん） 

市の気候変動対策についてお伝えしたいことが、２点あります。 

１点目、ＣＯ２の削減目標を人類が安全に生きていけるとされている気温上昇を１.５℃

以下に抑えるということに整合させたものとして欲しいです。１.５℃の気温上昇というの

は人類が安全に生きていけるかどうかの限界と言われています。正確な臨界点というのは

わかっていないですけれども、非常に近づいているのは事実です。例えば臨界点を一度超

えてしまうと北極や南極の永久凍土が溶けてしまったり、氷に閉じ込められている大量の

メタンガスが放出されたり、危機が連鎖的に起こってしまいます。一度そのような状態に

なってしまうと、仮にＣＯ２排出をゼロにしたとしても温暖化を止められなくなってしま

うと言われています。そうなってからでは手の打ちようがありません。気候危機を止める

ためには、２０２０年から２０３０年までの１０年間が非常に重要な期間と言われていま

す。今２０２２年ですので、残り７年半ぐらいになってしまいました。２０３０年までに

ＣＯ２を約半減させなければ臨界点を超えてしまうような１.５℃に達してしまうと言わ

れています。１.５℃を達成するためには、今、電力ひっ迫とか言われていますけれども、

私たちが家で節電したりといった個人個人の努力というのももちろん大切なのですが、国

とか自治体とか大きなところの政策が変わる必要があると思っています。 

２点目は、市民に今まさに気候非常事態であるということを市として伝えて欲しいで

す。市内で発生しているＣＯ２の約半分以上は一般家庭から出ていると聞いていますの

で、やはり一般の市民の方の意識が変わることも非常に重要だと思っています。ただ、残

り１０年を切っている中で自然に市民の方の意識が変わるのを待っていては時間切れに

なってしまう恐れが高いので、ぜひ市のほうから「今まさに気候非常事態である」という

ような警告やお知らせを市民の方にもっと積極的にやっていただきたいと思っています。 

今、市がエネルギー政策を決める計画が策定中と聞いていますけれども、気候変動対策

を決める過程で私たちのような市民の意見を多く反映していただけたらと思っています。 

◎ 市長回答 ◎ 

気候変動問題について、市の取組みで大きく２点ご意見をいただきました。 

今のこの危険なぐらいの暑さというのも、恐らくもしかすると気候変動に絡んでいること

なのかもしれないと考えています。今年は平年より２２日も梅雨明けが早いということで、
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猛烈な熱波が襲っておりまして、本当に気候危機的な状態で私たちの生活にも直接いろいろ

な影響が出てきているのではないかと思います。あるいは台風や集中豪雨などが非常に大型

化しているのも気候変動の影響と言われておりまして、本当にそこは何とかしなければいけ

ないと私も個人的に考えております。 

今おっしゃっていただいたように、改正温対法（地球温暖化対策の推進に関する法律）で

２０５０年のカーボンニュートラルということが国の目標として定められたことを踏まえて

昨年度から当市としましても２０５０年のカーボンニュートラルを目指して、今エネルギー

ビジョンの策定作業を進めているところでございまして、Y さんがおっしゃったように２０

３０年までの間が非常に重要だと考えています。 

国のほうでも東京都のほうでも２０３０年度までの削減目標を定めて、東京都がカーボン

ハーフというような言い方で基準年（２０００年）から５０％削減するというような方向を

打ち出して、国よりもさらに踏み込んでいるところであります。 

今、市のほうでは昨年度の基礎調査を踏まえまして、今後少なくとも２０３０年までには

何％削減をするのか、具体的にどういう取組みをしていくのかということの取りまとめ作業

をしております。現状である程度努力をすると５０％近くまで削減できるのではないかと捉

えております。 

ただ、おっしゃられたように東村山市は都市構造としては住宅都市ということで、ＣＯ２

等の温室効果ガスを排出されておられるのは一般家庭の方が大体４～５割程度ということで

すので、やはり東村山市にお住まいの市民の皆さまが生活上でＣＯ２等の温室効果ガスを極

力排出しないように生活スタイルを大きく変えていただく必要がありますし、そこに向けて

有効な市の施策を打っていくということが極めて重要だと捉えております。 

現状、市では省エネ機器あるいは太陽光発電システムを設置する時に一定の補助をお出し

してそうしたことを誘導するという取組みをいたしておりますが、これをさらに強化すると

か、あるいは家屋そのものの気密性を高める※１ＺＥＨ（ゼッチ）とか※２ＺＥＢ（ゼブ）とい

うことを誘導するというようなことも大切で、いろいろなことを組み合わせて何とか２０３

０年までにはできるだけ半減をさせる。さらには２０５０年までに実質ゼロにするというこ

とを、相当力を入れて取り組んでいかなければならないと考えております。 

具体的な内容につきましてはこれから環境審議会等でいろいろご審議をいただくことにな

りますが、恐らく市民の皆さまにもパブリックコメントでいろいろとご意見をいただいたり、

タウンミーティングの場でご意見をいただいたり、あるいは今市ではＳＤＧｓオープンラボ

というのをやらせていただいておりまして、自分の生活の中あるいはお仕事の中で少しでも

ＳＤＧｓの取組みをしようという方で手を挙げていただいた市民、個人あるいは団体の皆さ

まをパートナーとして認定させていただいて、どんな取り組みをしているかということを年

に数回お集まりいただいてオープンラボで意見交換や情報交換をしておりまして、先日もオ

ープンラボでカーボンニュートラルの取組みについてもいろいろご意見をいただいたりして

いましたので、そういう場でまた市民の皆さまの様々なご意見をいただきながら策定作業を

進めていきたいと考えております。 

合わせて気候変動、気候危機的な状況について市民の皆さまに情報提供してより認識を深

めるというのは当然のことだと考えておりまして、今後エネルギービジョンの策定と合わせ

てそうした市民の皆さまへの周知や啓発、さらにできるだけご協力いただけるようにお願い
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させていただき、その一助として、エネルギービジョンの策定に合わせまして、当市でもゼ

ロカーボンシティ宣言を今年度中にはしていきたいと考えております。 

いずれにしましても、我々行政としてできる限りのことをさせていただくとともに、市民

の皆さまのご協力をいただく、それと一方ではやはりＣＯ２を吸収する緑をできるだけ市内

に残せるように公園の整備だとか街路樹の保全だとかそういったことも含めてこれから努力

していきたいと考えておりますので、引き続きご指導・ご協力をいただければと考えており

ます。 

 

※１ ＺＥＨ（ゼッチ）・・・ゼロエネルギーハウスの略称。自宅で「創るエネルギー」が「使

うエネルギー」よりも大きい住宅のこと。 

※２ ＺＥＢ（ゼブ）・・・ゼロエネルギービルの略称。「建築構造や設備の省エネルギー」

「再生可能エネルギー・未利用エネルギーの活用」「地域内でのエネルギーの面的（相

互）利用」の対策をうまく組み合わせることにより、エネルギーを自給自足し、化石

燃料などから得られるエネルギー消費量がゼロ、あるいはおおむねゼロとなる建築物。 

 

◎ 環境保全課より ◎ 

市では、２０５０年カーボンニュートラル実現を見据え、再生可能エネルギーを最大限に

有効活用し、地球温暖化防止対策を総合的に推進するための計画である、「東村山市エネルギ

ービジョン」の策定を進めており、令和４年度中に公表の予定です。 

国は、パリ協定に掲げられる、世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分

に低く保ち、１.５℃に抑える努力を続けるという目標等を踏まえ、令和２年に「２０５０年

カーボンニュートラル宣言」を行いました。また、令和３年に閣議決定された国の「地球温

暖化対策計画」では、カーボンニュートラル実現に向け、温室効果ガス排出量を、２０３０

年度には平成２５（２０１３）年度比で４６％削減とする目標が掲げられています。 

「東村山市エネルギービジョン」策定においては、市の対策効果等の推計により、上記の

国目標と整合する温室効果ガス削減目標を設定してまいります。 

また、市民・事業者の皆様の環境意識向上のための周知としては、気候が危機的な状況に

あることを訴えるとともに、どのように取り組んでいったらよいかといった具体的な行動の

ための情報提供や行動変容につながる周知啓発についても積極的に進めていくことで成果を

得ていきたいと考えております。 
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【市長まとめ】 

 

本日は長時間にわたりお付き合いいただきまして、ありがとうございます。 

冒頭申し上げたように、本日は年齢を若い世代の方に限らせていただいたところでありま

して、普段のタウンミーティングではいただけないようなご意見を多数いただけて、私自身

も非常に勉強になったところでございます。 

ご回答の中でも申し上げましたが、これから東村山市もさらなる高齢化と人口減少という

大きな波に飲み込まれていくことになるのですが、それを少しでも未来につないでいくため

にはやはり子どもたちや若い方にとって住みやすく魅力的なまちにしていく必要があるとい

うように考えております。今後もいろいろな機会で若い世代の方々のご意見等も直接いただ

きながら、あまり今まで市役所と関わりのないような方ともいろいろ対話を重ねながら、ぜ

ひ若い方に定住いただけるようなまちづくりを進めていきたいと思いますし、あるいは先ほ

ど申し上げたように東村山で起業・創業したいというような方がいれば少しでも支援して、

このまちで事業を成功できるように進めていきたいと考えております。 

東村山市は『わたしたちのＳＤＧｓ』という副タイトルをもって第５次の総合計画を推進

しているところでございます。人口減少という中でまちの持続性をなんとか確保していくこ

とと、それからお話がありましたが地球の持続可能性にも貢献できる東村山を目指してこれ

からも皆さまと力を合わせてがんばっていきたいと考えております。いろいろな考え方はあ

るのですが、一致できる点はぜひ一緒にやらせていただければと思っておりますので今後と

もよろしくお願いして御礼のご挨拶に代えたいと思います。本日はありがとうございました。 
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