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第１５２回タウンミーティング 

○開催内容 

令和４年１０月２日（日）午前１０時、多摩湖ふれあいセンター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。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） 

アンケートは会場入り口で配付及び入力フォームを送付し、９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 主に南部エリア（栄町・萩山町）のかた 

●申込み 申込みが必要です。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 

開催日 開催形式 時間 

令和５年１月２１日（土） 栄町ふれあいセンター 午前１０時～正午 

 

多摩湖町 ３人 

野口町 ４人 

秋津町 １人 

萩山町 １人 

合計 ９人 

男性 ９人 

女性 ０人 

合計 ９人 

２０代以下 ０人 

３０代 １人 

４０代 ０人 

５０代 ０人 

６０代 ０人 

７０代 ４人 

８０代以上 ３人 

未記入 １人 

合計 ９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。 

本日はせっかくのお休みのところ、市民と市長の対話集会にご参加いただきまして、誠に

ありがとうございます。 

本来は８月に行う予定でありました多摩湖町でのタウンミーティングですけれども、新型

コロナウイルス感染症が急拡大ということで、爆発的な流行だったものですから大変恐縮で

したけれども大事をとって、急遽、中止とさせていただきました。今はだいぶ感染状況も落

ち着いてきてはいますが、念のためということで今回はオンラインでの開催とさせていただ

いたところでございます。オンライン環境のない方については会場の方にお越しいただき、

今回ハイブリッドというようなかたちになりまして、今までといろいろ勝手が違って私も少

しやりづらさを感じているところでございますが、今後も感染状況がどうなるかわからない

ところもございますので、時に応じてオンラインや対面形式等々、いろいろ織り交ぜながら

今後もなんとか市民の皆さまのご意見を聞かせていただく場を確保できればと考えていると

ころでございますので、よろしくお願いいたます。 

今、申し上げたように、今年の５月、６月ぐらいにはだいぶ感染状況が落ち着いておりま

したが、７月に入りまして第７波と言われるような感染拡大になったところでございます。

東村山市でも７月の１ヶ月間で感染したかたが３,４００人を超えるというような状況で、

１日あたりの感染者数としては８月４日か５日が４００人を超えるというような状況で、か

なり危機的な状況でございました。東村山市でもその感染爆発に合わせてほとんどのかたが

自宅療養をされておりましたので、保健所から情報をいただき、また希望される方には生活

物資の支給・支援をさせていただいてきましたけれども、８月にはその体制をだいぶ強化さ

せていただいて、ご要望をいただければ少なくとも翌日には物資を配送できるような体制を

整えたところであります。また、７月、８月については症状が出てもなかなか検査ができな

いという声が市役所の方にも届きまして、市では８月下旬から希望されるかたに抗原検査キ

ットを送付させていただくという対応をしてきたところでございます。 

おかげさまで９月半ば頃からは、１日あたりの感染者数も１００人を下回る状況が続いて

おります。当然まだまだ油断はできませんけれども、一頃のようなかなり切迫した状況はな

くなり、市役所のほうにも「検査ができない」とか「生活物資が届かない」といった声は聞

かれなくなってきました。 

また、第７波の主体となりましたオミクロン株に対応したワクチン接種が全国的に始まっ

ており、当市でも先月下旬から一部の医療機関でオミクロン株に対応したワクチン接種を行

わせていただいております。昨日いきいきプラザでも集団接種を行いましたが、初めてオミ

クロン株対応のワクチン接種を行わせていただいたというような状況です。新型コロナウイ

ルスについては、そのような対応やワクチン接種等をしながら、なんとか着実にまちづくり
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の推進をしようということで取り組んでいるところでございます。 

本日は多摩湖町を中心としながら、北西部エリアの課題等について直接市民の皆さまから

ご意見をいただいて、これから来年度の予算編成等も始まってまいりますので、できるとこ

ろから実際の施策にできるだけ反映できるように、しっかり皆さまのお声を聞かせていただ

きたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げて私からの挨拶に代えさせていただ

きます。本日は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 

 

◆多摩湖緑地の維持管理について             （多摩湖町 Iさん） 

市の取組みであるグリーンインフラの整備を目にして、廻田緑道と多摩湖緑地の整備を

行って生物多様性の保全を少しでも良くしていこうということで、ぜひともやってもらい

たいと思います。私もよくあそこに散歩に行ったり、非常に眺めがいいので景色を見なが

ら気持ちよく買い物から帰ってくる散歩コースなのですけれども、最近は非常に足場が悪

くなってきて手すりも危なくて、年寄りが歩いていると雨上がりなんかは足を取られて、

ひょっとしたら怪我をするのではないかという心配もあります。それから市内の観光ツア

ーの時によくあのコースが使われているようで、よく見ますと市内だけでなくて市外のか

た等いろいろなかたが通ります。特に桜並木の桜がきれいで狭山公園の桜もきれいなの

で、狭山公園に行く途中または帰りに桜のコースとして市外のかたが来るということもあ

りまして非常に喜んでいるのですが、具体的な事を含めてスケジュールがどのようになる

のか。現状のまま残していくのか、それとも改善しながらやっていくのか、次のステップ

の内容がわかれば教えていただければと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

廻田緑道それから多摩湖緑地の沿路等についてはかねてから老朽化とか、特に多摩湖緑地

の沿路については湧水があって常にぬかるんでいる状態になっていて歩きづらいというよう

なご指摘もありまして、課題になっておりました。そこについて、今回、東京都の補助金を

活用して６５歳以上のかたにスマートフォンをお貸しする事業の一環として、スマホを持っ

て市内を散策していただくように誘導するため、今ご指摘のあった廻田緑道や多摩湖緑地の

整備を併せて行うことといたしたところでございます。こちらについては今年度中に設計を

行って、来年度、実際に工事ということになりますので、来年のいつまで工事の期間がある

のかは今手元に資料を持っておりませんので十分なお答えができませんが、スケジュール感

としては今年度設計をして来年度工事というような流れで考えております。 

廻田緑道の特に多摩湖町側については眺望も良いのですが、かなりの傾斜地になっており

まして、今ご指摘のように緑道の手すりがかなり痛んでいたり、あるいは階段状になってい

るところも原形を留めないような危険な状態になっておりますので、今回の工事で安全に歩

行できるようなかたちに整備させていただきたいと考えているところでございます。廻田緑

道と多摩湖緑地というせっかく良い健康資源がありながら、整備が不行き届きだったという

ことで、あまり多くの市民の皆さまにご利用いただけなかったのですが、これを契機に多く

の市内外のかたに訪れていただいて、東村山市の素晴らしい自然を味わっていただきたいと
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考えております。 

また、位置はもう少し廻田緑道から東の方になりますが、今回、旧デイキャンプ場の土地

について市の方で約１ヘクタールあまりの樹林地を購入する決断をさせていただいたところ

でございます。こちらについてもかつての東村山の素晴らしい里山の面影を残しているとこ

ろでありますので、ぜひ公有地化して樹林地を恒久的に保全し、かついろいろなかたに季節

に応じて緑を楽しんでいただければと考えているところでございます。 

北西部地域は八国山・北山公園それから廻田緑道・多摩湖緑地等々、本当に自然の宝庫で

ありまして、市としてもできるだけ緑の保全それから安全に散策できるように今後も努めて

まいりたいと考えておりますので、多くの市民の皆さまにご利用いただければと考えており

ます。 

 

 

◆廻田緑道の安全管理について              （多摩湖町 O さん） 

廻田緑道は大雨が降った後とか湧水で、坂道が滑って非常に危ない状態です。枕木や杭

が全部腐っていて、今の状態は非常に危険なので、通行止めにしていただいた方がいいと

思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

先ほど申し上げたようなかたちで今年設計し、来年度以降工事をするということで、今後、

安全対策を講じていく予定です。 

今お話があったように今までは木材で階段をつくったり手すりをつくったりしてきたので

すが、やはり木材ですとどうしても長期間は持たないということで、手すりについては今後

擬木を考えているところでございます。また、階段になっているところについては滑らない

ようなかたちのなんらかの対応を考えて、できるだけ長期間持つようなかたちをこれから検

討させていただきたいと考えております。 

利用されていらっしゃる方が全くいないわけではないので、完全に通行止めにできるかど

うかは慎重に見極めながら考えたいと思っております。いずれにしても危険な状態というこ

となので、もう一度現場の方を確認し、安全点検をさせていただければと考えております。 

 

◎ みどりと公園課より ◎ 

１０月２８日に現場を確認し、現状大きな変化は認められませんでした。引続き、経過観

察を続けてまいります。 
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◆廻田緑道の緑の保全について              （多摩湖町 S さん） 

先日、都市計画緑地の素案説明会に参加し、あそこが都市計画緑地になって整備できる

という説明を受けまして、大変喜んでおります。多摩湖町としては緑が地域の資源であり、

財産でもあると思うのです。この資源と財産を緑の保全で守ってもらいたいということで、

今、市民が維持管理している緑地がかなりあります。自治会から「その緑地を市で買い取

ってもらいたい」という要望も出しましたけれども、その辺を進めてもらえると市として

も緑の大切さをアピールできますし、みどりと公園課の職員さんはかなり理解して「進め

ます」と言っているのですけど、お金がないことがネックになっています。都市計画の方

針でも緑の大切さを謳っていますから方針はわかるし、市長の考え方もわかりますので、

どうにかお金をつけてもらって、廻田緑道や他の緑地も含めて市の方で維持管理保全をし

てもらいたいというのが私たちの望みです。 

◎ 市長回答 ◎ 

市では「みどりの基本計画」という計画に基づいて、どこを重点的に保全するかというこ

とを考えながら、緑地や公園の取得に努めているところでございます。東村山市は多摩湖町

や野口町だけでなくて、結構いろいろなところに緑がかなり残っております。市としても東

村山らしさの最大の特徴である緑や樹林地あるいは農地についてはできるだけ残していきた

いと考えておりますが、Ｓさんからもご指摘がありましたように公有地化を図っていくには

やはり相当なお金が必要となるのも事実でございまして、全ての樹林地や畑等を公有地化す

るのは非常に厳しいというのが率直なところでございまして、みどりの基本計画に基づいて

重点化して、残すところについてはなんとか取得するということで今進めています。 

特に北西部エリアの狭山丘陵の東端にあります多摩湖町と廻田町の間にある廻田緑道や、

今回取得させていただきます薬師山緑地等については重点地域でありますので、今後、緑地

を所有されている地権者のかたともコミュニケーションを取りながら徐々に取得するなり、

一度には取得できなくても多摩湖緑地のようなかたちで計画的に取得ができればと考えてい

るところでございます。 

実は今年度は萩山町のお茶の水女子大学が所有していました農園の一部について市で取得

させていただいて、公有地化する予定でございます。こちらは多摩湖自転車道に面した一体

でございまして、ざわざわ森と民設公園の間のところになります。こちらについて今回取得

させていただいて、今後、一体として公園整備を考えております。 

それから野口町にございますシチズングラウンドについても都市計画公園の前川公園の網

がかかっているエリアで、「防災上、必要であれば市にお譲りしても良いですよ」というお話

をいただき、公有地化を進めるべくいろいろと協議・交渉をさせていただいているところで

ございます。こちらについてはシチズングラウンドの北側を流れております前川が、大雨が

降るたびに氾濫をして周辺のかたに被害を与えている状況がございます。前川の河川そのも

のを広げることはなかなか難しいところがありますので、市では今、前川公園を取得し、シ

チズングラウンドに一時的な貯留施設を建設して、前川の氾濫等を抑止したいと考えており

ます。その上で、平時においては立派なグラウンドあるいはテニスコートもありますので、

スポーツ施設として市民の皆さまにご利用いただけるように、これから取得し整備を進める
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べく、今、検討しているところでございます。 

市としても残り少ない市内の緑あるいはこうした公開空地について、なかなか財政的には

厳しい状況はありますけれども、必要なものについてはなんとか取得をして市民の皆さまの

安心・安全、あるいは環境保全等につなげてまいれればと考えておりますので、ぜひご理解

をいただければと思っております。 

 

 

◆交通安全対策について                （野口町 A さん） 

５年前に妻と娘２人と東村山市に引っ越してまいりました。下の子が３歳、上の子が７

歳の小学生で、東村山市はすごく自然豊かで子育てしやすいと思っているのですが、道路

事情に懸念があります。歩車分離のできていない危険な道路が多いと思っておりまして、

通学途中の小・中学生の横スレスレを通勤途中の車や事業用トラックが通るというのが日

常化しています。都市計画道路は進めていただきたいのですけれども、用地取得に時間が

かかるので、それと並行して子どもたちの安全を守る施策というものをやっていただきた

いと思っております。 

多摩湖町１丁目と野口町３丁目、また廻田町１丁目と野口町２丁目を隔てる『境通り』

という第四中学校から浄水場に延びる南北道路があるのですが、歩行者にとっての安全が

全く確保されていません。ここが所沢方面から新青梅街道への抜け道になっていまして、

抜け道で使う車やトラックが非常に多いのですが、そこが第四中学校と北山小学校の通学

路にもなっています。そこで先日、私が歩いていてひき逃げの被害に遭い、警察にも届け

出ました。歩行者用の路側帯、いわゆる道路の端の白線の内側を歩いていたにも関わらず、

車が歩行者側に侵入してきて、ぶつかられて車はそのまま立ち去ってしまいました。もち

ろんひき逃げはひどい事件なのですけれども、ぶつかったのが大人の私で幸い軽傷だった

からよかったものの、通学途中の子どもだったらと思うとものすごい恐怖を感じました。 

ガードレールを設置するにも幅員の問題等があると思いますし、都市計画道路も時間が

かかると思いますので、せめて例えば要所ごとにオレンジポールを立てるとか、そういっ

た対策をしていただきたいです。今、この現在も子どもたちが危険にさらされているとい

うことを市長にご認識いただきたくて、今すぐできる対策をやっていただきたいと思って

おります。 

◎ 市長回答 ◎ 

確かに境通りは交通量が多いわりには道幅が狭くて、一部のところにしかガードレール等

が設置されていないということは認識いたしております。 

この数年、通学あるいは下校途中のお子さんが交通事故にあってお亡くなりになるような

悲惨な事案が、全国で度々発生しております。昨年も千葉県の八街市で重大事故が発生して

おります。ああいう事故が発生するたびに市でも各小・中学校のＰＴＡの皆さまと学校、そ

れから警察と協議しながら、できるところからすぐできる対策を講じるということでこの間

取り組みをしてきたところでございます。境通りにつきましても数年前に路側帯にグリーン

ベルトという緑色のカラー塗装をさせていただいたと認識いたしております。ただ、それだ
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けでは十分ではないということですので、今「オレンジポールとかガードレールが設置でき

るところについては設置を」というお話がありましたので、今後、警察とも協議してできる

対策は講じていきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

一方通行も１つの考え方だとは思いますが、市の権限で一方通行にはできないので、警察

のかたと十分に協議をしなければなりません。恐らく警察の方も沿道住民のかたのご理解が

ないとなかなか一方通行等ができないというのが現実です。あるいは今、道路に対していろ

いろ規制をかけることについては結構ハードルが厳しいというのが現状です。 

とは言え、いただいたご意見も含めて警察さんとも協議をしながら、少しずつかもしれま

せんができることから対策を講じていきたいと考えておりますので、ご理解をいただければ

と思っております。 

 

◎ 道路河川課より ◎ 

現在、境通りに拡幅の計画はないことから、現状の道路幅員のなかで安全対策を講じる必

要があり、今年度、境通りにおける車両のスピード抑止のため、交差部一箇所にオレンジポ

ールの設置をしました。しかしながら道路上にガードレールやポール等を設置して車道と歩

道を分離するためには、車道と歩道、それぞれにおいて安全に通行（すれちがい）ができる

幅員を確保する必要があり、現在の交通状況では新たに連続性のあるガードレールを設置す

ることは難しいものと考えております。歩行者、車両の安全な通行に効果的であると考えら

れる交差部等でのオレンジポールの設置、その他の安全対策について、東村山警察署と連携

のうえ検討してまいります。 

 

 

 もちろんオレンジポールも良いのですが、これはかなり思い切った対策かもしれ

ないのですけれども、一方通行にすればガードレールを設置するための幅員が確保

できるのではないかと思います。もちろん一方通行にすれば周辺の道路交通事情に

マイナスの影響があるということは重々承知しております。他にも南北に通る道が

周辺にあるので、そこと相互通行にするなどすれば道路交通事情に配慮することが

できると思いますし、なによりも人の命、子どもの命に代えられるものはないと思

います。実際に海外とかだと思い切って周辺住民しか侵入できないようなゲートを

設けるというような対策もあるので、周辺の道路交通事情も大事ですけれども人の

命に代えられるものはないと思いますので、一方通行化というのはいかがなもので

しょうか。      （野口町 Ａさん） 
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～ ひとの活力の向上 ～ について 

 

◆健康寿命の延伸にインセンティブのある施策を     （野口町 Ｍさん） 

健康な市民が増えて要介護者が少なくなるということは市の財政にも良い結果を及ぼす

のではないか、ひいてはそれがまた国の財政にも非常に良くなることではないかと思って

おります。市民の健康づくりのために、市の方でどういった施策をやっておられるのか。

特定健診等を受けた後に健康指導等というのは承知しておりますが、もっと積極的に市民

が自ら「自分の健康づくりをしたい」という気持ちにさせるようなインセンティブのある

施策が必要ではないかと思っております。 

日本人は非常にポイント好きなものですから、今、市内の店を利用するためのポイント

制度をやっておりますし、そういった今の時世の流れに沿って考えるならば、市で行って

いる特定健診の判定を基準にして、「一定数の判定のかたにはそれなりのポイントをあげま

す」というようなことをやれば、皆さんポイントをいただくために自ら健康を心掛けると

いった機運が市民の間で徐々にでも沸き上がってくるのではないかなと思います。健康な

人間をどう判断するかという基準を特定健診の結果に求めるということは市の方でやって

おられるわけですから非常に公正で、特定健診は一定の年代から受けられるわけですけれ

ども、若い方々もいずれは必ず特定健診を受ける年代になるわけですから、そういった意

味では不公平感はないのではないかなと思います。 

国の財政そのものも社会福祉関係へのお金が非常にかかっているわけですから、東村山

市としてそういったことを先駆けて発信して、全国の見本になるようなことはいかがかな

と思っております。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご高齢の方の健康維持増進にいわゆるポイント制度を活用したらどうかという非常に貴重

なご意見をいただいたところでございます。ありがとうございます。 

市民の皆さまの健康維持増進、特に高齢者のかたの健康寿命を延ばすということは、ご指

摘の通り市の財政上も非常に意味のあることでございますし、何よりも健康で長生きされる

ということはご本人やご家族にとっても幸せの源になることですので、市としても積極的に

今後も健康維持増進・健康寿命の延伸等に取り組んでまいりたいと考えております。 

市ではこれまでも地域の様々な団体等と連携しながら、介護予防や健康寿命を延ばす取組

みをさせていただいてきたところでございますが、ここ数年、コロナで地域の活動拠点にお

集りいただいて対面形式で体操をしたり脳トレをやったり、あるいは食支援をしたりという

ようなことがなかなかできない状況が続いておりまして、そこは市も苦慮しているところで

ございます。ただ、ウィズコロナという考え方のもと、全てを中止するのではなくて徐々に

感染対策を施しながらできる対応をするというようなことに大きく流れが変わってきており

ますので、市としてもウィズコロナで今後も健康寿命の延伸や介護予防の取組みを進めてい

きたいと考えております。 

また、つい先日まで開かれておりました９月市議会定例会におきまして、最終日に補正予
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算のご可決をいただきました。その中で市としては初めての試みでございますが、デジタル

デバイドの解消、情報格差の解消ということで、６５歳以上の市民の皆さまでスマートフォ

ンをお持ちでない１００名のかたにスマートフォンを１期５か月間無料で貸し出しをすると

いうモデル的な事業を行うことといたしました。これはいわゆるスマホをお持ちでないかた

が行政から発信する情報等を得られにくいというようなことの解消を図って、実際にスマホ

を手に持って使っていただくことで慣れていただいたり、便利さを体感していただいたりと

いうことを考えております。その中に健康アプリとか自然観察アプリ等いろいろな無料のア

プリケーションがございまして、スマホを持ってできるだけ外出していただいて、特に野口

町や多摩湖町、廻田町等の自然豊かなところを散策いただくというような取組みを市として

は予定しているところでございます。 

提案いただいたポイント制については庁内ではまだ研究段階というところで、実際にいつ

からどういうかたちで進めるかということは具体的に決まっているわけではありませんけれ

ども、先行する自治体からは健康維持増進、健康寿命の延伸についてポイント制が結構有効

に機能しているという話もお聞きしておりますので、今後、東村山市としても実際にそうし

た健康ポイント制度を導入するかどうか、もう少し掘り下げて十分研究・検討したいと考え

ております。 

その中で今ご提案のあった特定健診をうまく活用するというのは非常にいい考え方だと思

ったところでございますので、ご提案を含めて、今後、市民の皆さまが自ら積極的に健康維

持増進、健康寿命を延ばす取組みを行うインセンティブになるような効果的な仕掛けをぜひ

検討したいと考えております。ご提案ありがとうございました。 

 

 

～ くらしの質の向上 ～ について 

 

◆北西部地域のコミュニティバスの運行について     （野口町 Y さん） 

野口町には他の地域に比べるとバスの便がほとんどありませんので、なんとか市長のご

努力で市内循環バスを通してもらいたいと思います。今まで地域の交通のあり方の会議に

何回か参加しましたが、計画の案というものはほとんどなくて、傍聴だと意見が全然出せ

ないのです。だから市長に直談判に来ました。野口町は昔からの農道がそのままになって

いますので、道路条件でバスを通すのが難しいと再三聞いております。道路の拡張は難し

いでしょうけど、高齢者も多いし、なんとか巡回して病院や買い物等、高齢者をいたわる

ようにコミュニティバスを運行してもらいたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

野口町等にバスを通して欲しいというご意見をいただきました。経過についてはご案内の

通りだと思います。野口町全域ではありませんが、野口町３丁目から多摩湖町等にかけては

地域の住民のかたから「コミュニティバスを走らせて欲しい」という要望を再三いただいて

いることは私自身十分承知をしておりまして、野口町・多摩湖町エリアの交通不便地域の解
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消というのは市にとっても大きな課題であると受け止めているところでございます。 

しかしながら、今、Y さんからお話がありましたように、都道のバス通り以外で野口町・

多摩湖町にいわゆる路線バスを走らせるだけの道路幅員のある道路が現状ではないというの

が実情でございます。ですので、基本的には現在の道路形状ではコミュニティバスは通せな

いという結論となりますが、今、市では府中街道から西武鉄道の高架の下をくぐって正福寺

の手前まで行く都市計画道路の整備事業に着手をいたしております。あわせて、バス通りと

その新しい都市計画道路を正福寺の前辺りでつなぐ都市計画道路についても、今、整備を進

めるべく地権者のかたと用地交渉を行わせていただいているところでございます。これらの

道路が整備されたあかつきには、東村山駅方面から野口町・多摩湖町の方面にコミュニティ

バスを通す道路の確保ができるものと考えておりますので、現状では大変申し訳ございませ

んけれども、道路をつくった上でバスを走らせるということで、今、市としては考えている

ところでございます。 

また、他にも市内各所で「コミュニティバスをわがまちに通して欲しい」というご要望を

いただいておりますが、現実問題としてはご要望いただいている他の地域、まちにおいても

我々が交通不便地域や交通空白地域と称しているエリアについては定時定路線のバスを通す

だけの道路幅員のある道路がないということで、非常に苦慮しているところでございます。 

今、市のほうでは新しい移動手段の確保についていろいろ検討しているところでございま

すが、一方でコロナ禍以降コミュニティバスの利用者が減っているということと、燃料代等

が急激に高騰しているということで、現在のコミュニティバスを維持するのもかなり厳しい

状況になっているということもあって、中長期的な視点で持続可能な市内の公共交通のあり

方というのを再構築していかなければならないと考えているところでございます。 

今後も駅あるいはバス停から距離がある、いわゆる交通不便地域・交通空白地域の解消に

向けて、道路整備とともになにか新しい交通施策が展開できないか検討させていただきたい

と考えておりますので、大変恐縮ですけれども、もう少しお時間をいただければと考えてお

ります。ご理解のほどよろしくお願いいたします 

 

 

◆北西部地域のコミュニティバスの運行について（その２）（野口町 Ｏさん） 

この辺は市の北西部で、かつて「この地域は東村山のチベットだ」と言うかたもいらっ

しゃったぐらい非常に交通の便が悪いのです。市内では今４つの路線がありますが、高齢

化が進む中でご承知のように多摩湖町・野口町・廻田町の周辺地域で「コミュニティバス

が欲しい」という要望は非常に多いのです。ぜひ東村山駅西口から新山手病院あるいは白

十字病院を経由しながら西武園駅をつなぐようなコミュニティバスを通していただきた

いというのが切実なお願いであります。ちょっと中長期的な話になるかもしれませんが、

ぜひご尽力いただきたく、お願いいたします。 

◎ 市長回答 ◎ 

重ねて野口町・多摩湖町へのコミュニティバス新路線を実現するようにというお話をいただき

ました。回答に関しましては先ほど申し上げた通りでございまして、現状では残念ながら野口町
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でバスを走らせられるだけの道路幅員が確保されている道路がバス通りと言われている都道しか

ございません。一度、多摩湖町では所沢市が運航している『ところバス』が当時『西武遊園地駅』

と言っていたエリアから西武園駅の方までぐるっと回すようなかたちで通していただいたことが

あったのですけれども、利用者が非常に少ないということで残念ながら実証実験だけで本運行に

は至らなかった経過がございます。 

今後、市としても北西部エリア、特に起伏の多い多摩湖町やバス停・駅から距離のある野口町

３丁目エリア等について、なんとか市民の皆さまの日頃の足を確保すべく、検討させていただき

たいと考えております。繰り返しになりますけれども、まずは道路整備を早急に図っていくとい

うことが、迂遠な様ですけれどもバスを通すには必要なことかと考えておりますので、都市計画

道路３・４・１０号線の整備をできるだけ早く進めて、府中街道から野口町１丁目・４丁目を通

って野口町３丁目から多摩湖町に至る道路整備を進めてまいりたいと考えております。その上で

なんとかバスが通せるように今後も努力してまいりたいと考えておりますので、何卒もう少しお

時間をいただけますようにお願い申し上げる次第であります。 

 

 

◆道路状況に応じた循環ワゴン車の運行を        （秋津町 Wさん） 

先ほどコミュニティバスのことで住民のかたがお困りだということをお話していたの

ですが、人数が多く乗れるようなミニバンを検討していただければどうかと思います。地

方ではそういうような取組みをしているというのをテレビで見ました。ただし、利用する

住民の方も人数を考えなくちゃいけないと思いますけれども、今検討しているコミュニテ

ィバスが走らせられないということであれば、バスではなくて道路に見合う車を走らせた

らどうかと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

車両を小型化すれば狭い道路でも通せるのではないかという趣旨のお話だと思いますが、

定時定路線で運行する形態の公共交通事業については、車両の大きさに関わらず少なくとも

道路幅員が５.５ないし６ｍは必要だというのが警察の見解としてありますので、単純にミニ

バンだから大丈夫ということではございません。 

ただ、運行形態を定時定路線ではなく、例えば乗り合いタクシーのような方式に切り替え

ればこうした問題はクリアされる可能性はあります。先ほども少しお話したように定時定路

線のバスとしては道路整備を進めないとなかなか先に進みませんので、その他の公共交通の

あり方については検討しているということで申し上げた通りですが、他の自治体で乗り合い

タクシー方式もやっている例はありますけれども、経費ばかりかかって利用者が増えないと

いうような問題もあるので、そこはよく慎重に見極めていきたいというように考えておりま

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。 
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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。 

 

 

◆多摩湖駅のバリアフリー化について          （多摩湖町 Sさん） 

前年度、自治会で取ったアンケートの自由意見の中に「多摩湖駅にバリアフリー施設を

設置してもらいたい」という意見が多々ありました。多摩湖駅は昨年、西武遊園地駅から

多摩湖駅に改名されて元に戻って、その時に「西武鉄道がある程度バリアフリーを含んだ

工事をするのではないか」という噂が流れたのですが、終わってみると点字ブロックが設

置されただけで、エレベーターとかエレベーターに代わるバリアフリー施設等はなかった

ということで、町民のかたが一番気になっています。今後、多摩湖駅がどのようになるの

か方針等をお聞きしたいです。 

◎ 市長回答 ◎ 

本日は自治会の方に寄せられたご要望ということで、この間まで西武遊園地駅という駅名

だった多摩湖駅のバリアフリーについて市の考え方を聞きたいということでございますので、

お答えをさせていただきたいと思います。 

東村山市は市内に西武鉄道さんの駅が８つ、それからＪＲさんの駅が１つ、合計で９つ駅

がございます。当市ぐらいの面積で市域に９つ駅があるというところは非常に珍しくて、そ

ういう意味では東村山市は非常に駅が多くて鉄道利便性の高いまちであると言えます。東村

山市としてはこの間、各駅にエレベーターの設置等を順次行わせていただいて、現在、大変

恐縮ですが多摩湖駅を除く残り８つの駅につきましては、基本的には全てバリアフリー対応

ということで既にエレベーターが設置されているところでございます。市としても「多摩湖

駅にエレベーターを設置していただきたい」というお願いは、長年にわたって西武鉄道さん

にしてきている経過はございます。これまでは国の補助金の既定の関係で、実はバリアフリ

ー法に基づくエレベーター等の設置については、１日の乗降客数が３,０００人以上というこ

とが１つの目安になっております。以前は多摩湖駅についても２,５００人程度の乗降客数が

ありましたので、その基準には少し合致しないものの「それなりの乗降客数がいるのでなん

とか設置をお願いしたい」ということで市としても働きかけをしてきたところでございます

が、コロナ禍で市内のどの駅もそうなのですけれども乗降客数が減ってきておりまして、多

摩湖駅につきましては最新のデータでは令和３年度は１日あたりの乗降客数が２,０００人を
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割っている状況でございます。そういうこともあって、なかなか設置に向けての方向性がま

だ定まっていないというような状況と考えております。 

それとともに、多摩湖駅の場合は駅構内のホームをつなぐ跨線橋がかなり老朽化をしてい

るということで、エレベーター等を設置するとなると駅舎もかなりの大規模改修を行わない

と設置ができないのではないかというようなことも懸念されているところでございます。 

いずれにしましても、今後、市としてもなんとか残り１駅となっている多摩湖駅のエレベ

ーターの設置について引き続きお願いをさせていただいて、多摩湖駅利用の市民の皆さまの

利便を高めていきたいと考えているところでございます。今の段階ではいつまでにどういう

かたちで設置できるかという見通しがお示しできないのは大変残念でございますが、市とし

ても課題として考え、かつ西武鉄道さんにはいろいろと協議を持ちかけている状況だという

ことで、なんとかご理解いただければと考えております。 

 

◎ まちづくり推進課より ◎ 

２０２１年１２月国土交通省により新たに創設された「鉄道駅バリアフリー料金制度」では、

旅客運賃に鉄道駅バリアフリー料金を加算し鉄道利用者の皆さまに広く負担をしていただくこと

で、バリアフリー設備の整備を促進する制度となっていることから、今後、検討が進むものと理

解しております。 

 

 

◆多摩湖駅南口の駅前ひろばの整備について      （多摩湖町 Oさん） 

多摩湖駅南口の駅前ひろばは西武鉄道が所有していますが、整備が必ずしも十分ではあ

りません。例えば八重桜があるのですが、これが老木化しております。あるいはあそこは

湧き水が出ていて通路に流れ出しておりまして、景観上、非常にみっともない状況でござ

います。多摩湖町というのは都立狭山公園やせせらぎの里、多摩湖緑地等がありまして、

いわゆる東村山市の売りである自然環境が素晴らしい地域であります。狭山公園には非常

に大勢の観光客が訪れますし、小学校の遠足などもありますが、非常に残念な状態になっ

ていると思うので、その玄関口である多摩湖駅南口ひろばをもうちょっとそれに相応しい

状態にしていただくため、駅前ひろばの整備あるいは保全を西武鉄道さんに申し入れてい

ただきたいです。これは私の考えですが、観光スポットとしてモニュメントやベンチの設

置、あるいは食事する企業を置いたり、湧き水を利用してビオトープをつくっていただき

たいと思っています。予算の問題もありますが東村山市と西武鉄道さんが連携して、自然

とアートが調和・融合したようなエリアにしていただければ、多摩湖町の皆さんの居場所

になるのではないかと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

多摩湖駅の南口の駅前の広場というか、空間についてご要望をいただきました。 

ご指摘のとおり、駅前の南側の広場を所有されているのは西武鉄道さんですので、現状と

して市の方からするとすれば「こういう市民のかたからの声が届いています」ということで、

例えば老木が危険な状態であれば対策を講じていただくことや、湧水がいつも道路上に湧き
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出しているということであれば、それに対して何らかの対策を講じていただくようにお願い

をさせていただくことかなと思っているところでございます。 

「観光の玄関口としてふさわしい駅前ひろばにして欲しい」ということでありますが、現

状では今ご指摘のように西武鉄道さんの土地でありますので、市の方でどうするということ

はなかなか言えない部分がございますけれども、いずれにしましても駅のバリアフリーの問

題も含めて西武鉄道さんには南口のひろばについてもなんらかの投げかけをさせていただい

て、少なくとも安全に通行できるようにしていただくとか、狭山公園の玄関口として相応し

いような設えを検討いただく等のお願いはさせていただきたいと思ったところでございます。 

 

 

◆児童館の自治会での利用について            （野口町 Ｙさん） 

野口町にはこの会場（多摩湖ふれあいセンター）のような集会施設が１つもないのです。

特に野口町北山自治会の場合は、北山児童館が自治会の中心地にあるのです。この児童館

をなんとか自治会にオープンにしてもらって、使えるようにしてもらいたいです。市にも

何回か交渉して、「児童館は地域のものではなく、公共のものなので使ってはいけません」

と断られているのですが、空いている時間だけでもいいので自治会にオープンにしてなん

とか使えるようにお願いしたいと思います。児童館を地域とのコミュニケーションのため、

児童館に行っている子ども、先生がたとも道路で会っても挨拶もできないというような状

況ですから、コミュニケーションが一番大事だと思いますので、自治会で活用できるよう

にお願いしたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

野口町につきましては駅前に公共施設はありますが、地域の皆さんがお使いいただくよう

な地域の集会施設がないということで、市としても課題として認識いたしております。一度、

２丁目の健康広場について検討を進めてきた経過がございますが、いろいろ諸条件がうまく

整わず、前に進んでいないのが現状でございます。今後も野口町の集会施設については設置

するように努めていきたいと考えていますが、今、具体的に３丁目の北山自治会さんの地域

の方でということで「なんとか児童館を使えないのか」というお話をいただきました。 

担当所管にはお話いただいているのかもしれませんが、私は「児童館を集会施設として活

用させて欲しい」というお話は今初めてお聞きしましたので、確かに担当所管の方からする

と児童施設を地域開放するとなると条例の改正等も必要になってまいりますから、ちょっと

ハードルが高いかというようには思いますが、児童やお子さんがあまりいらっしゃらない時

間帯でなんらかの開放ができないのかどうなのかについては担当部署とも協議をさせていた

だいて、何かそういったことの方策がとれるかどうか検討させていただければと考えており

ます。今日の段階では「そうします」とまでは言い切れませんけれども、ちょっとお時間を

いただいて検討させていただければと考えております。 

 

◎ 児童課より ◎ 

児童館は、児童福祉法の規定に基づく、児童福祉施設であり、子どもの権利条約や児童福
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祉法の理念に則り、児童の健全な遊び場の確保、健康増進、情操を高めることを目的とし、

０～１８歳未満のすべての子どもたちを対象とした他の児童福祉施設にはない特徴のある公

共施設です。 

また、近年では新たに発足する国のこども家庭庁において、こどもの居場所づくりに関す

る指針（仮称）が閣議決定され、子どものための施設として今後はこれに基づいた取り組み

を強力に推進していくこととされています。 

加えて、令和４年度現在、北山児童館内にある育成室（学童保育を行う児童クラブ）にお

いても待機児童が発生している状況等を踏まえると、状況によっては待機児童対策としての

児童館施設の活用についても想定されることなどから、その他の目的での利用に供すること

は難しいものと考えます。 

 

 

◆久米川駅周辺の違法駐輪取り締まりについて      （萩山町 H さん） 

今、久米川中央通り、いわゆるウイング通りで巡視員が自転車等に対して「近くに市の

駐輪場があるから停めなさい」という内容のステッカーを張っているのですが、高齢者と

か電動車椅子、それから子どもを乗せた自転車や子どもを乗せた電動自転車、普通の電動

自転車等に片っ端からステッカーを張っていくのです。先日、私がスーパーに買い物に行

った時に子どもを乗せた自転車が来たら、早速そこに巡視員が飛んできて、「ここに停め

たらいけません」と言って追い返しました。買い物に来てこれから子どもに食べさせよう

というお母さんを追い払うという行為は果たして許せるものか。そのスーパーの隣にある

八百屋の店主に「明日、市長との対話集会に行くから何かご意見ありますか」と聞いたら、

怒りを爆発させて「買い物に来た目の前の客の自転車にすぐステッカーを張るので、そう

いうことを平気でやるあんたたちは何者だと怒鳴るんだ」と憤慨していました。ウイング

通りに空手の練習場もあって、その指導者が「子どもたちが下に自転車を置いていたが、

すぐにステッカーが貼られるので、近隣の駐輪場に停めさせるようにしているが、満杯で

停められない」ということで、子どもたちも不自由を感じています。いろいろな商店街の

人たちが「非道だ」と言っていて、今後、このことに関して運動を起こしたいと思ってい

るので、今日も「市長との対話集会に行ってきます」と商店街の人たちに言って来ました。

また今日の結果も報告しに行きます。 

◎ 市長回答 ◎ 

久米川駅周辺の放置自転車対策について、行き過ぎではないかというような趣旨のご発言

と受け止めさせていただきました。その件について、私の方からは市の考え方について申し

上げさせていただきたいと思います。 

まずはやはり駅周辺の公道上に自転車を放置する、あるいはいわゆる違法に駐輪をされる

ということは、自動車や他の自転車、あるいは歩行者の方々の通行の支障になるものでござ

います。確かに「取り締まりが厳しすぎる」という声があるのも事実でございますが、一方

で市民のかたからは「もっときっちり取り締まりをして、放置自転車のない駅周辺にして欲

しい」という声も寄せられていることは、ぜひご理解いただきたいと思います。 
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特に視覚障害者のかたからは、公道上に自転車が停めてあるとそれが障害になって時には

大怪我をされるかたもいらっしゃるということで、視覚障害者や車椅子のかた等、そういっ

た障害のあるかたにとっては公道上に駐輪をされるということは非常に危険でもありますし、

通行の支障になるという状況だということで、市としてもなんとか事業者の皆さま、お店の

皆さまやそれぞれのお店をご利用いただく市民の皆さまにご理解をいただくべく、この間、

啓発活動等を行わせていただき、かつ一時利用については２時間まで無料の駐輪場を設ける

などしてそちらへの駐輪のご案内をさせていただいているところでございます。 

実際に現場で駐輪対策にあたっていただいているのは市が委託しておりますシルバー人

材センターの皆さまでございます。中にはちょっと言い方がきつかったり、対応が不適切か

もしれないような事案もないとは言い切れないと思っておりますので、その点につきまして

は再度シルバー人材センターの方に適切な対応をしていただくようにお願いさせていただき

たいと考えております。 

確かに一時駐輪場が各所にあるわけではないので、駐輪場まで持って行ってさらに店まで

行くとなると大変だということもあろうかと思いますが、一方では公道上の駐輪については

逆に多くの方の通行の支障にもなっているということをぜひ自転車を利用されている市民の

皆さまにもご理解いただき、極力、公道上への駐輪はお控えいただいて、所定の市の駐輪場

あるいは民間の駐輪場をご利用いただくようにお願い申し上げる次第であります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

確かにお停めになる方はちょっとした時間で買い物するということなのだと思いますが、

結局１台認めてしまうとどんどん際限なく停められてしまう恐れもあります。先ほども申し

上げたように、基本的にはやはり公道上に自転車はお停めいただかないように、市としては

これまでも駐輪場の整備等を行ってきたところでございます。 

八坂駅の周辺については、先行して今年の６月からエリアを限って駐輪禁止区域を設けさ

せていただいております。こちらについては特段大きなクレーム等は市の方にはいただいて

おりません。自転車をお使いの方々はお店に立ち寄る際も基本的には公共の駐輪場にお停め

いただいた上でお買い物をしてくださっているものと承知いたしております。ですので、や

はりあらゆる方が安全に歩行・通行できるような駅前空間にしていくという意味でぜひご理

解をいただければと思いますし、市としてもこれからも自転車利用者の皆さま、それから商

具体的に商店主のお話として、「例えば買い物は３分くらいで終わるのだから、買

い物客にチケットを出してはどうか」とか「売上が大変落ちた」と言っていました。

それから「中央通りを歩行者天国にしたらどうか」とか「買い物に来ている自転車

等は放置じゃない。放置自転車と買い物に来た自転車を区別しないで、全部放置自

転車として扱っている。」と怒っている人もいました。食というのは命を養うための

もの。命を繋ぐための買い物を妨害する行為というのは基本的人権の生活権と生存

権に関わる問題だと思うので、今後問題にしていきます。それを巡視員の方がすぐ

にステッカーを張っていくので、商店街の方々も悲鳴をあげています。直接お話を

聞いていただければありがたいです。           （萩山町 Ｈさん） 
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店の皆さまのご理解をいただくべく、できるだけ丁寧に説明を尽くしてまいりたいと考えて

おります。 

それから先ほども申し上げましたが、実際に指導いただいているシルバー人材センターの

皆さまには、取りようによっては高圧的な指導をしているというように捉えられている部分

もあるのかもしれませんので、その辺についてはやはり市民の皆さまにご理解いただけるよ

うな指導の仕方をするようお願いを徹底させていただきたいと考えております。 

 

 

～ その他 ～ 

 

◆タウンミーティングについて               （秋津町 Wさん） 

６月の議会報告会で「市長がタウンミーティングをやっているからこれを活用できるの

ではないか」と意見を言ったところ、「そんなのパフォーマンスに過ぎないよ」と言われた

ことが強く記憶に残っています。タウンミーティングでは予算が付かなくてもなんとか改

善できるような内容であれば市長の判断でいろいろとできるとは思うのですけれども、今

まで聞いた中でも予算が付かないとなかなかできないような案件が市民の要望というかた

ちでたくさん意見が出されています。自分もこういうことは議員さんに相談した方がいい

のかなと思っている中、なかなか議員さんと触れ合う機会がなく、タウンミーティングが

唯一のふれあいだと考えています。ここでお願いですが、今までのタウンミーティングで

やってきた実績というものをぜひ公開していただきたい。確定した実績だけ欲しいです。

次の議会報告会があった時に「タウンミーティングは単なるパフォーマンスだ」と言って

いる議員さんたちに「こういうことをやっている」ということを示したいと考えています。

今、働いている議員さんは何をやっているのかわからないので、将来的には次の地方統一

選挙の時に自分も市議会議員に立候補して、少しでも魅力ある議会、魅力ある東村山市と

いうものを目指して市民の皆さんと一緒に考えていければと考えていますので、市長も「今

までやってきたタウンミーティングは意味がない」と言わせないためにも、適時そういう

資料の提出をお願いします。 

◎ 市長回答 ◎ 

今回でタウンミーティングも１５２回行わせていただいています。以前にも申し上げたか

もしれませんけれども、１００回の時に一度、今までいただいたご意見をその後市としてど

のように対応してきたか整理したことがございまして、いただいたご意見の概ね７割程度に

対してなんらかの対応はしてきているというようにその時お話させていただいたところです。 

要望いただいたことをダイレクトに実現できたものばかりではありませんけれども、代替

的に「こういう対応をしました」というようなものも含めると、大体７割程度は対応させて

いただいていると考えております。 

今日いただいた例えば野口町・多摩湖町へのコミュニティバスの運行・公共交通運行とか、

多摩湖駅のバリアフリーというようなことについてはすぐにできるものではありませんけれ
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ども、市としても長年課題として受け止めて、取組みとしてはいろいろやらせていただいて

いるところもございます。あと先ほど境通りのような道路で一度に全て歩車分離はできない

までも所々になんらかの安全標識を付けるとか、具体的な提案として「オレンジポールぐら

い付けられないのか」というお話がありましたので、そういったことも含めて検討したいと

考えております。 

議会の中にはタウンミーティングに対して「市長のパフォーマンスじゃないか」というよ

うに受け止めている議員さんもいらっしゃるのかもしれませんけれども、私としてはこうし

て直接市民の皆さまからご意見をいただくというのは、非常に貴重な場であると考えており

ます。もちろん市民の代表として市民の皆さまから選ばれた議員さんのご意見を聞くという

のも当然ですけれども、そもそも主権者である市民の皆さまのご意見を直接お聞きするとい

うことも市政運営する上で重要なことだというように承知をいたしております。当然、大き

な予算を伴うものや、法制度上どうなのかというような難しさもありますけれども、単純に

「パフォーマンスだ」と言われないようにできるだけ市民の皆さまからタウンミーティング

でいただいたご意見をなんとか市政に反映できるように努力をしてまいりたいと考えており

ます。 
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【市長まとめ】 

 

本日はオンラインということで、実際にはオンライン参加のかたより会場にお見えになっ

たかたの方が多かったので、タウンミーティングのやり方も今後オンラインでやる場合には

どうするのかということも十分に考えながら進めさせていただきたいと思いました。 

また、本日は貴重なお時間をいただいて、本当に様々なご意見をいただき、ありがとうご

ざいます。なかなかすぐにできないような課題が多くて本当に申し訳なく思っているところ

でございますが、市としてもなんとか課題を解決しながら、多摩湖町や野口町にお住まいの

かたがより便利に、より安全にお暮らしできるように努めてまいりたいと考えておりますし、

今日はその他の地域の課題についてもご指摘をいただきましたので、ご指摘を踏まえて改善

できるところは改善に努めてまいりたいと考えております。 

今後とも東村山市の発展のために力を尽くしてまいりますので、皆さまのご理解とご協力

を賜りますようにお願い申し上げて、御礼のご挨拶に代えたいと思います。本日は本当にあ

りがとうございました。 
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