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第１５３回タウンミーティング 

○開催内容 

令和４年１１月１５日（火）午前１０時、市民センターで「タウンミーティング」を開催いたしまし

た。１７名のかたにご参加いただき、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、１７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 主に南部エリア（萩山町・栄町）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 

※：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 ０人 

３０代 ４人 

４０代 １２人 

５０代 １人 

６０代以上 ０人 

合計 １７人 

本町 １人 

久米川町 １人 

秋津町 １人 

青葉町 １人 

恩多町 ３人 

萩山町 １人 

栄町 ２人 

富士見町 ２人 

美住町 ３人 

廻田町 １人 

野口町 １人 

合計 １７人 
男性 ４人 

女性 １３人 

合計 １７人 

開催日 会場 時間 

令和５年１月２１日（土曜日） 栄町ふれあいセンター １０：００～正午 
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第１５３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。本日は平日の午前中と

いうことでなにかとお忙しい時間帯、しかもお足元の悪い中、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、誠にありがとうございます。また常日頃は市政推進に市民

の皆さまにはご理解とご協力をいただいていることに、この場をお借りしまして、厚く感謝

申し上げたいと思います。本日はＰＴＡ連合協議会の方にお願いをさせていただいて、各小・

中学校のＰＴＡの皆さまにお集まりをいただいております。このタウンミーティングもコロ

ナ禍でなかなかできなかったり、オンラインで行ったりしておりますが、毎年こうしたかた

ちで小・中学生の保護者の皆さまのご意見を聞かせていただいて、市政に反映するという取

組みを行わせていただいております。 

一時はコロナの方もだいぶ落ち着いていましたけれども、１０月下旬ぐらいから徐々に市

内でも感染が増えているような兆しが出ています。ただ、９月末から陽性者の把握の仕方が

これまでの全数把握から一定の年齢以上のかたとか重症化の恐れのあるかたのみの把握とい

うことになっていまして、それまでは新聞等で各区市町村ごとに「今日の陽性者数」という

のがあったのですが、今はそういうことも行われなくなってしまっているので、逆に実態が

つかみにくいような状況がございます。市内の小・中学校でも一時は感染者・陽性者はゼロ

だったのですが、ここにきて若干、学校によってはお子さんの感染も出ているというような

状況であります。保護者の皆さまもこの３年近くの間、コロナの感染防止に取り組みつつお

子さんの子育てをする、または学校の運営にも協力するということで、本当に大変な３年の

年月だったのではないかと思います。市としましても学校や教育委員会と連携して学校にお

けるクラスター等の発生を防止しながら、徐々にそれまで行われていた学校行事等も再開す

るということで、今年度については運動会等も保護者のかたが観覧しながら規模は縮小して

も開催するという運びになったというように伺っておりますし、中学校の修学旅行について

は全ての中学校で今年は既に実施できたと承知をしておりまして、大変良かったと思ってお

ります。また、１０月から本格的にオミクロン株対応２価ワクチンの接種も始まって、既に

皆さまがたあるいはお子さまも接種が終わられたかたもいるかと思います。ワクチン接種を

したから絶対にかからないという保証はありませんが、かかった場合でも重症化する可能性

が低いということなので、市としてはできるだけ多くの皆さまにワクチンの接種をお勧めさ

せていただいているところでございますので、ぜひ市あるいは国からの通知をよくお読みい

ただいて、ご自身やお子さんへの接種についても十分ご検討いただければと考えております。 

本日はそういう中での開催ということなので、時間が限られてはおりますけれども皆さま

から忌憚のないご意見をいただいて、施策等に反映できる部分については反映をし、改善で

きる点は改善をしてまいりたいと考えておりますので、ぜひどんどんご発言いただけますよ

うにお願いして、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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第１５３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 

 

◆都市計画道路３・４・５号線の進捗について       （小学生保護者） 

野火止小学校のすぐ近くで道路の開通準備をされている東村山都市計画道路３・４・５

号久留米東村山線の進捗状況および今後の予定と、開通の際の交通安全の取組みについて

お伺いさせていただきたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

野火止小学校のすぐ西側のところで今整備中の都市計画道路３・４・５号線ですが、基本

的には東村山駅から東に延びるさくら通りがスポーツセンターの西側のところで二股に分か

れて、そこを起点に恩多町方面に伸びて、最終的には東久留米市に至るという路線が都市計

画道路３・４・５号線になります。 

現在進めている都道、恩多街道から東久留米市境までについてはほぼ用地買収が進んでい

るのですが、応じていただけないかたがいらっしゃいまして、我々としてはあまり望んでや

ることではないのですが、土地収用法という法律に基づいて収用をかけることができます。

これはかなり強力な権限行使になるので、できれば地権者のかたにご理解をいただいて通常

の売買契約でできるのが一番望ましいと市としては考えているのですが、ほとんどの地権者

のかたにはご理解・ご協力をいただいて既にかなりの部分で用地買収が済んでいるのに事業

がなかなか前に進まないという状況はあまりよろしくないので、今、市では協議をしつつ、

応じていただけなければ最悪の場合は土地収用も視野に入れて準備を進めているところでご

ざいます。 

ただ、土地収用の手続きというのは強力な権限行使になるので、東京都やいろいろなとこ

ろの了解を得る準備行為にも結構時間がかかるということですので、現状で最短でいっても

まだ後２、３年はかかってしまうかなということで、中途半端な状況で周辺にお住まいの方々

にはご迷惑をおかけしていて大変申し訳ないと思っています。市としてはなんとか早期に全

面開通できるように、努力してまいりたいと考えております。開通したあかつきには大型の

幹線道路になりますので、交通安全対策を施していくことも当然必要だと考えておりますし、

学校の近くということもありますので、通学や下校時の子どもたちの安全対策は、これから

道路を築造するにあたって警察とも十分協議をしながら進めていきたいと考えております。 

ただ、あの道路ができると狭い生活道路への通行車両の流入は若干減るのではないかと考

えていて、例えば野火止小学校の正門前の通りとかに単に通り抜けるだけの車は減るという

ように想定しているところであります。今後できるだけ早期に開通させるとともに、周辺の

交通安全対策については万全を期してまいりたいと考えております。 
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第１５３回タウンミーティング 

◆通学路の安全対策について              （小学生保護者） 

北山児童館の前の東西に延びる道路は通学路として児童がすごく通りますし、中学生も

いっぱい通るのですけれども、新青梅街道から府中街道への抜け道になっていて、通学の

時間帯にちょうど通勤の車がビュンビュン通っていまして、朝、結構交通量があるのです。

子どもたちも飛び出したり広がって歩いていたりするのですが、スピードを出している車

も多いですし、あそこは一時停止も多いのですけれども無視する車が多いので、通学の時

間帯だけでもどうにかならないかなと思っています。北山児童館は学童にもなっていて、

今はもう学童から帰る時間は暗くて危ないので、その辺もちょっと考えていただきたいと

思っております。 

◎ 市長回答 ◎ 

四中の脇から入ってきて、おそば屋さんのところから入ってくるのでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

宅部通りがすごく交通量が多いというのは承知していたのですけれども、正福寺の裏は車

がすれ違えないぐらいの幅しかないですが、時間帯によっては結構多いのですか？ 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

現場を確認したり、あるいは北山小学校や北山児童館にも確認をしながら、なかなか交通

規制をかけるというのは難しいのですが、警察とも相談しながら何か安全対策が取れないの

か確認をさせていただきたいと思います。 

朝そんなに車があそこまで来るとは承知していなかったものですから、申し訳ないのです

が、ちょっと確認させてください。 

 

◎ 学務課より ◎ 

通学路の安全対策につきましては、毎年ＰＴＡの方々より通学路の改善要望として提出し

ていただいております。 

ご意見の道路に関しましては、過去に要望をいただいておりますが、新たに具体的な対策

があれば関係機関に依頼してまいります。 

 

 四中から入っておそば屋さんから右に行って、突き当りをちょっと登って正福寺の裏

の細いところを左折してうどん屋さんの前をまっすぐ行って、八国山通りを左に折れて

線路を渡るとそこから府中街道や志木街道の方に抜ける道になっていまして、私もそこ

に住んでいるのでよく抜け道として使っているのですけれども、朝、結構スピードを出

していく車が多いのです。    （小学生保護者） 

 もちろん住んでいるかたもそこを使うのでそういう方かもしれないのですけれども、

それにしては一時停止をしないようなかたがいるので、ちょっと怖いです。 

         （小学生保護者） 
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第１５３回タウンミーティング 

◎ 交通課より ◎ 

朝の児童通学時間帯に現場を確認させていただきましたが、非常に多くの児童が通学する

中、通勤通学と思われる自動車や自転車が多く通行していることを確認しております。過去

にいただいたご要望も踏まえ、検討を進めさせていただきたいと考えております。 

 

 

◆通学路の安全対策について（その２）         （小学生保護者） 

東村山駅西口から伸びている都道が特に金山神社辺りまでかなり狭く、ガードレールが

付いていないところも多くて、通学路になっているのですが結構車通りも多くて、昔から

危ないなと思っています。回田小学校だと少し遠回りになるのですけれども、（道路が）

危ないので前川沿いを通る子が結構多いのですが、周辺の住民のかたから「小学生が多く

て危ない」という意見が学校に寄せられてしまい、「なるべくそこは通らないようにして

欲しい」ということで今は都道の方を通っている子が多いのです。ガードレールを設置す

るのは道路幅の関係で難しいのかなと思うのですけれども、車を運転する側からしてもや

はり危ないし、第四中学校とか近隣に保育園等もあって自転車とかも多いので、なんとか

ならないかなと思っています。 

◎ 市長回答 ◎ 

いわゆるバス通りはご指摘の通り東京都の道路で、金山神社から東大和市境については一

部１、２カ所ぐらいまだ未整備のところがあるかと思いますが、それ以外はガードレールが

大体設置をされてきています。東京都の見解では金山神社から東の東村山駅側についてはや

はり歩道を設置するだけの幅員がとれないということで、現状ではグリーン舗装を施してい

ただいているという状況でございます。市としてもバス通りは通学路でもありますし、歩行

者も自転車も車の交通量も多いので、課題だというようには受け止めています。 

ただ、全体をセットバックしていただくとなるとかなりの延長距離があるので、なかなか

都としてもそこまでは計画がない状況でして、今後ここについては全面的にガードレールを

付けられなくても安全対策上必要なところについては例えばポールを立てていただくとか、

グリーン舗装＋αの何か措置がとれないかどうか、そこは警察の指導を受けながら東京都と

も改めて協議をさせていただければと考えております。 

 

◎ 学務課より ◎ 

通学路の安全対策につきましては、毎年ＰＴＡの方々より通学路の改善要望をいただいて

おり、そのうち小学校の概ね４校につきましては、学校・ＰＴＡ・教育委員会・道路管理者・

警察が一堂に会し、実地踏査による通学路の合同点検を実施しております。 

これまでにも、合同点検で指摘された当該道路の危険箇所にポールを設置する対策を、道

路管理者である東京都に実施していただいた実績がございます。 

通学路の安全について、具体的な対策があれば関係機関に依頼してまいります。 
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◆市内公園の遊具について               （小学生保護者） 

未就学のお子様を持つ保護者のかたからの質問で、市内にブランコのある公園が少ない

ように思うのですが、何か遊具等の決め方があるのでしょうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

東村山市が管理している公園というのは市内に１６９ヵ所あるのですけれども、面積的に

いうとかなり狭小な敷地の公園が多くて、ブランコは前後に結構な可動幅があるので安全を

確保するとなるとそこそこの広さがないと設置ができないので、ブランコが設置されている

公園の数が非常に少ないのかと思います。ただ、未就学のお子さんだとどんなにがんばって

もそんなには揺らせないと思うのですけれども、小学校高学年ぐらいになると怖いぐらい揺

らすので、付け方と使っていただく年齢とかを少し制限をかけさせてもらえればもう少し増

やすことはできるかと思います。そこはちょっと検討したいと思います。 

あと小学生のお子さんや小学生のお子さんをお持ちの保護者のかたからは「市内でボール

遊びのできる公園がない」というご指摘やお叱りをよくいただきます。これも同じ理由で面

積が狭いので、いわゆるゴムボールのような当たってもさほど痛くないようなボールで未就

学のお子さんが遊ぶ分にはケガ等の心配がないので遊んでいただいて結構なのですが、特に

小学校の中学年以降になって硬めのボールで野球のような遊びをするとケガをしたり、狭い

公園なのでボールが外に飛び出て近隣にご迷惑をおかけするというようなことから、今、市

内の公園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。 

ただ一方で「多少広い公園ではボール遊びを認めて欲しい」という声もありまして、実は

今年７月から公園の管理については全て指定管理者にお願いをして、今、指定管理者の方で

管理をしながら各公園の利用実態調査を行っていただいております。１６９ヵ所あるのです

が、ほとんど使われていない公園も結構あったりしますので、今後、利用者の状況に応じて

例えば周辺にお住まいの皆さまのご理解をいただければフェンスを立てて一定のボール遊び

を認めるような公園づくりをするということも視野に入れながら、今、研究しているという

ような状況でございます。公園については乳幼児や未就学のお子さん、それから小学生、中

には中学生ぐらいのお子さんまで遊ぶ重要な公共施設なので、遊具についてもだいぶ老朽化

したり公園内の樹木もかなり高木化・老木化したりしておりまして、適切に管理されていな

い公園も見受けられるようなところもありますが、市では現在、指定管理者と力を合わせて

公園の危険物を除去しつつ、できるだけ地域の皆さんに気軽に来ていただいて、子どもたち

が遊べる空間にしようという取組みをしているところでございますので、これからは地域ご

とのポイントを決めて一定の広さのある公園については遊具の充実だとかボール遊びができ

るような公園づくりを計画的に行っていきたいと考えております。少し時間はかかって子ど

もたちが成長してしまうかもしれませんが、今、市ではそういう取組みを行っているという

ことでご理解をいただければと思っております。 

ちなみに恩多町５丁目の恩多児童遊園にはブランコとかいくつか遊具があったと承知いた

しております。恩多町だと大岱稲荷公園の方が広くて、イベントの時はボランティアのかた

がハイジブランコを設置してくださっていますが、日常的に遊べるブランコがないかと思い

ますので、今後の検討課題とさせていただければと考えております。  
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◆萩山公園の今後のビジョンについて          （小学生保護者） 

萩山町の四季の森公園の隣のお茶の水女子大学の畑だったところを買い取って、新しい

公園が４年後にできるということで今ワークショップとかで市民のかたがいろいろ案を

出していると思うのですけれども、市長としてあそこの公園をどのようにしていくという

ビジョンとかがあればお聞きしたいなと思います。それと隣にある雑木林は昔ジャングル

みたいだったところが今だいぶ見通しもよくなって、犯罪が起こるような場所ではないよ

うに見受けられるのですけれども、あそこも公園にするのか残すべきなのかということを

悩んでいまして、市長のお考えをお聞きしたいと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

萩山公園は実は萩山通りを挟んで憩いの家があるところから今お話しのあったざわざわ森

というところまでの一帯が都市計画公園『萩山公園』の区域になります。ただ、持ち主が市

であったり、これまではお茶の水女子大学であったり、民設公園についてはあそこのマンシ

ョンの皆さまが所有されているところになるので、公園とは言いながら持ち主がバラバラで、

できた時期もバラバラということで今の状況になっているということがまず前提にあります。 

真ん中の民設公園である四季の森公園と市が保有したざわざわ森との間の土地について、

今年４月にお茶の水女子大学から取得をさせていただいて、今、公園づくりをしているので

すが、四季の森公園は民設公園で持ち主は市ではなくてマンション所有者の皆さまが共有で

持っているかたちになりますし、公園の管理もマンションにお住まいの方々がお金を出して

管理しているかたちになります。とは言え、今後はざわざわ森から今回取得した旧お茶の水

女子大学の農園と四季の森公園まで一体性を持たせるようなかたちにすることが必要かなと

私としては思っています。なんといっても萩山エリアで公開空地はそれほどいっぱいあるわ

けではないので、万が一の災害時の避難場所としての防災性を高めていくという必要はある

と承知しています。民設公園もそれを考えてトイレも設置いただきましたし、ベンチも椅子

を取り除くと釜戸になるような設えになっていたと思いますので、今後つくられる真ん中の

部分もそういうかたちで防災性を高めるということだと考えております。 

ざわざわ森については元々あそこの里山の風景を残すという目的で市が取得しております

ので、現時点ではあそこの樹木を全部伐採して広場的な公園にするという考えは市としては

持っておりません。ただ、ざわざわ森も樹木がかなり高木化したり老木化しているので、本

当は適切に萌芽更新をして自然に生え変わらせていく必要があるのですが、恐らく萌芽更新

がきかないぐらいの樹齢になっているので、樹木更新をどのようにしていくかということが

今後の課題になると考えています。 

あの辺で小さいお子さんが遊べる遊具のある公園がないので、真ん中の部分については障

害のあるお子さんも遊べるインクルーシブ遊具といったものを設置して子どもたちも遊べる

ようにするのと、パークＰＦＩといって公園の一部で例えば休みの日にちょっとしたカフェ

を出すとかキッチンカーを出すというようなことを指定管理者の方で考えていただいており

まして、土日は季節がいいと多摩湖自転車道の人通りもだいぶあるので、そういった通行さ

れる方々が憩えるような公園にするということも必要かと考えているところでございます。 

いずれにしても今後は地域のかたや萩山小学校のお子さんそれから線路を挟んで向こう側
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の萩山まるやま保育園のお子さん等の意見も聞きながら、緑を残すことは当たり前なのです

けれども、防災性それから子どもたちが遊べる公園にするのと、あとは自転車道を散歩した

り散策されるかたが立ち寄って賑わえるような空間になればと考えておりますので、いろい

ろなかたのご意見を聞きながらしっかり公園づくりに取り組んでいきたいと考えております。 

いろいろご意見としては例えば「ドッグランが欲しい」とか「バーベキューができるよう

にして欲しい」というお話はあるのですが、あそこの住宅が隣接しているところではちょっ

と厳しいかと思います。具体的に「こういう公園にして欲しい」というご意見があればまた

承らせていただきたいと思います。 

 

 

◆ボール遊びのできる施設を             （小学生保護者） 

ボール遊びができる公園の充実を強くお願いしたいと思います。野火止小は運動公園が

近くにあって放課後も子どもたちがとても楽しそうに過ごしていて、環境的にもとてもあ

りがたいなと思っているのですけれども、運動公園に広い芝生があってガラガラの時でも

有償の施設だからということで最近特に規制が厳しくなって、子どもたちがボールをちょ

っと蹴るだけでもすぐに管理人が飛んでくるということがあります。コロナ禍で子どもの

体力低下も著しい中で、東村山はスポーツも盛んなので地域の特性を活かして公園の充実

を図って、いろいろなスポーツの種類も差がなく活動できる場を設けていただけたらなと

思います。有償・無償に関わらず施設が整っていればニーズはかなりあるのではないかと

思いますので、予算の兼ね合いもあるかと思いますけれども、市民ニーズの充実を図って

いただければと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

前からそのことは課題となっておりまして、放課後に運動公園で小・中学生がちょっとボ

ール遊びをするぐらいなら良いのではないかという議論のある一方、有料施設なのに子ども

だからといって無償で使わせるのはどうかという賛否両論いろいろあるのですが、そこは一

回整理をさせていただきたいと思います。私は個人的には有償施設であっても大人のスポー

ツ団体と子どもたちが放課後の遊びとして使う分とは分けて考える必要があるのではないか

と思っています。 

先ほどご発言あったように、多様なスポーツがある程度できるようなことを考えていくと

なると、今度は運動公園のあり方をもう１回見直して、何か違うスポーツもできるようなか

たちを考えていく必要があるかと思っています。実は運動公園自体もだいぶ老朽化していて、

数年前にいろいろ議論があったのですけれどもＳＬがかなりボロボロで大きな地震がくると

倒れる恐れがあるということを言われてやむなく撤去させていただきましたが、現状例えば

グラウンドの夜間照明もすぐにどうということはないのですがかなり老朽化しておりますの

で、それらも含めて考えていく必要があります。プールについても今はコロナで丸３年閉鎖

していて、古いうえに使っていないので再稼働が可能かどうかを調査しているところなので

すが、いずれにしても運動公園も今後ちょっと手を入れさせていただいて、大人やスポーツ

団体の方々がお使いにならない時間帯は子どもたちが自由に遊べるような工夫を考えていく
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必要があるかと考えております。 

その他、市内の少し大きめな公園で周辺にお住まいの方々のご理解がいただけそうな公園

については市の方からご理解いただいたうえでフェンスをかさ上げする等して、野球はちょ

っと厳しいかと思いますが、日中ある程度ボール遊びができるようにしていきたいと考えて

おりますので、ご理解いただければと思っております。 

 

◎ 市民スポーツ課より ◎ 

運動公園を含む市内運動施設の活用につきましては、平成３１年３月に策定しました「東

村山市スポーツ施策基本方針」の１つであります「スポーツに親しめるまちづくりの推進」

や、東村山市スポーツ推進審議会での答申を踏まえて、特定の用途に限定するのではなく、

多機能化や複合化を図るなど、子ども、高齢者、障害者など、だれもが利用できる施設へと

転換していく必要があると考えおり、引き続き東村山市スポーツ推進審議会等で有識者のか

たのご意見などもいただきながら、検討していきます。 

また、施設の老朽化につきましては、費用対効果や持続可能性を踏まえ、他の施設でサー

ビスが継続できるよう、市内の公共スポーツ施設全体の再編、再配置と併せて検討していき

ます。 

 

 

◆市内下水道施設を観光資源に             （小学生保護者） 

秋津に住み始めて１０年経つのですけれども、東村山って治水事業をしっかりしている

という感覚がありまして、この１０年であまり水害が起きていません。柳瀬幹線とか美住

幹線の深くにしっかりした下水施設があるのですけれども、そこが全くＰＲされていない

と感じています。以前、テレビ番組で下水道写真家のかたが柳瀬幹線を螺旋で降りていく

という写真をあげて一瞬話題になったのですが、東村山市の広報のどこにもないのです。

例えば５年ぐらい前の台風の時に関東地方の川が警戒ラインまでいったのですが、柳瀬川

だけなっていなかったり、東村山は結構水に対して強いイメージがあるのです。そこのＰ

Ｒをもっと強化してもらえると助かります。私自身、工場や廃墟が好きだったりするので、

そういうのをＰＲしていただきたい。秋津は特に最近流入してくるかたがすごく多くて、

皆さん水路がすごい張り巡らされていたりすることを知らないのです。深いところに下水

があるので水が流れていくというところをもっとＰＲしていただけたらなと思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

ありがとうございます。お褒めをいただいたのですが、実は柳瀬川も大きな台風がくると

氾濫してしまって、秋水園の東側の柳瀬川の向こう側も一部東村山なのですが、７、８年前

にあの辺りでかなりの世帯数が床上浸水してしまったことがございます。それから廻田町か

ら野口町、諏訪町を流れております前川も台風や大雨が降るとすぐに溢水してしまって、や

はり周辺で床下・床上浸水してしまうことがあります。ただ、このコロナ禍以降、幸いなこ

とに東村山は大きな台風や大雨に見舞われていないので、ここ数年は市内で水の被害という

のは出ておりません。 
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柳瀬川については東京都の管理で、流域によっては埼玉県が管理しているところもあるの

ですが、１時間あたりの雨量としてはまだ５０ミリ対応にもなっていません。東京都は今、

多摩地域については１時間あたり６５ミリの雨量まで対応できるような河川改修を進めてい

ますので、市では６５ミリ対応をできるように東京都の方に働きかけているところで、一応、

重点流域に指定されています。とはいえ、河川管理者がエリアによって埼玉県であったり東

京都であったりするので、なかなかそこがうまくいかないところがありまして、柳瀬川を全

面的に安全な状況に改修するまでには多少時間がかかるかと思います。 

一方で、前川につきましては市が管理している河川になりますので、今こちらについても

あわせて６５ミリまで対応できるように検討しているところでございます。ただ一度に全部

は流せないので、市内に貯留施設を確保しなければならないということで、今、前川沿いの

野口町２丁目にシチズンさんの健保組合のグラウンドがあるのですけれども、そこを取得さ

せていただいて、その地下に貯留施設を造っていこうという計画を進めているところであり

ます。先ほどおっしゃられた下水の処理施設は東京都の方の施設で府中街道等の幹線道路に

設置されているもので、そこまでの規模のものではありませんが市としても前川の河川の改

修を進めるべく今取り組んでいるという状況です。 

下水の神殿みたいなのは私も写真で一度だけ見たことがありまして、府中街道の下にもの

すごい螺旋状の階段で立体的な空間があるという話は承知しておりますが、地下に潜らせて

いただいたことが一度もないので実際に見たことはございません。東京都としてはあまり熱

心にＰＲしていないということもあるので、どこまでそういう工場萌えみたいな観光目的で

使えるのかわかりませんけれども、そこは一度、東京都とも協議をさせていただきたいと思

います。ただ「市内にこんなすごいものがあるよ」と言ってもなかなか自由に出入りできな

いところなので、定期的に下水道局が地下の螺旋階段巡りみたいなことをしてくれるのかど

うか、そこも含めて協議をさせていただければと考えております。 

 

◎ 道路河川課より ◎ 

多摩地区の雨水対策は、ご回答した通り時間当り６５ミリ対応となっておりますが、河川

改修につきましてはあくまで時間当り５０ミリ対応であり、差分の時間当り１５ミリ分につ

きましては総合治水の考えに基づくものであり、流域で対策するものとなります。 

 

◎ 下水道課より ◎ 

柳瀬幹線は東京都の施設であるため螺旋階段のある人孔について、東京都下水道局に問い

合わせたところ、入孔時に高低差のあるタラップを降りる必要があるうえ、硫化水素の発生

や汚水の飛沫による影響も懸念されるなど、安全・衛生管理上非常に困難と考えているとの

ことでした。また、美住幹線は市の施設ですが人孔の規模も大きくなく、柳瀬幹線と同様に

汚水幹線のため、見学には不向きであると考えるところです。 

東京都からは螺旋階段のある人孔の見学についてはご希望に添えないものの、下水道局と

してお客様に下水道の仕組みや役割をお伝えするために、下水道の仕事体験ができる「東京

都虹の下水道館（江東区有明）」や、下水道管内の見学ができる「蔵前水の館（台東区蔵前）」

などの施設を運営しているので、是非足を運んでいただければとのことでした。ご理解賜り

ますようよろしくお願いいたします。  
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～ ひとの活力の向上 ～ について 

 

◆教科書のタブレット端末へのデータ移行を       （小学生保護者） 

小学生の子どもが二人いるのですが、市からタブレットを支給していただいております。

ありがたいのですが、このタブレットの中に学校の教科書の内容等をダウンロードするこ

とはできないのでしょうか。学校の教科書やノート、筆箱等をランドセルに入れて、さら

にタブレットも結構な重さのものを入れて背負わせますと、大変重くなって大人でも心が

折れるような重さでした。低学年の子どもはしょっちゅう後ろにひっくり返っております。

幸いランドセルで守られるのですが、本当にアンバランスで大丈夫なのかしらと思ってし

まうのですが、そういう教材としてダウンロードして使うことはできないのでしょうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

デジタル教科書の導入ということが文部科学省でも進められているので、そうなると恐ら

く教科書についてもいずれ物理的な本として持つというよりは、例えばクラウドでダウンロ

ードしていただいて必要なところはそれで見ていただくというようなかたちになるのではな

いかと思います。いつからそういうかたちになるのかというのは私も正確に記憶していなく

て、お答えできなくて申し訳ございませんが、今は確かに教材としてタブレットも使いつつ、

紙の教科書やノートも持ち歩いたりということで、すごく荷物が多いということは見聞きし

ていて、学校やクラスの担任の先生によってはできるだけ子どもの負担を無くすために教科

書については学校に置いておいてよいというような指導をしている学校や先生もいらっしゃ

るというように伺っています。今日いただいたご意見を踏まえて、教育委員会とも相談をし

ながら、特に小学校低学年の児童に毎日全部の教科書やノートやタブレットを持ち帰らせる

必要があるのかどうなのか、そこは検討させていただければと考えております。 

ダウンロードをする元のものがどこまでできているのかというのは私も正直わからないの

で、教科書のダウンロードについては確認をさせていただいて、後日何らかのかたちでお知

らせしたいと思います。 

 

◎ 指導課より ◎ 

文部科学省が実施している「学びの保障・充実のための学習者用デジタル教科書実証事業」

に関する参加校について、令和４年度は 

・小学校１５校 ５,６年生 英語デジタル教科書 

・小学校  ９校 ５,６年生 算数デジタル教科書 

・小学校  ４校 ５,６年生 理科デジタル教科書 

・中学校  ８校 １～３年 英語デジタル教科書 

・中学校  ８校 １～３年 理科デジタル教科書 

が参加しております。令和５年度以降こちらの事業の参加募集があるのかは現在未定となっ

ております。また、今後令和６年度に小学校５年生から中学校３年生の英語で先行導入する

との国の方針も示されておりますことから、引き続き情報を注視してまいります。  
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◆学校のネットワーク環境のＰＴＡ利用について     （小学生保護者） 

今、ＰＴＡの中でペーパーレス化ということで、市から連絡があっても連絡帳アプリと

かで周知して紙を出さないようにしていますが、学校にＰＴＡ室があるのですけれども、

ここのネットワークを使うことができません。今、学校で用意されている無線ネットワー

クは教育用ということで、児童のタブレット等で使っています。有線のネットワークもあ

るのですけれども、そちらは教職員の方々のものということで、セキュリティの観点でＰ

ＴＡのパソコンを登録するのは難しいのかなと思うのですけれども、とは言えパソコンを

使わないとできないこともありまして、何とかＰＴＡのパソコンを登録させていただける

と非常に助かります。 

◎ 市長回答 ◎ 

学校自体はいわゆるＧＩＧＡスクール構想でＧＩＧＡ化されて Wi-Fi が完備されておりま

すが、基本的には児童生徒用ということで、地域の方々や保護者の方々は Wi-Fi にアクセス

ができない状況になっています。市としてもそれは課題として受け止めていて、全体のこと

を先に申し上げますと、まずは第一段階として災害時には学校が避難場所になりますので、

その時には一回、学校のネットワークを開放する方向で今検討しているというところでござ

います。 

その他、市役所や公民館等、比較的人が集まるところについては市民の皆さまや議会から

もフリーWi-Fi の設置を強く求められていますので、それも課題として受け止めておりまし

て、あとはお金の問題なのですが、イニシャルとランニングのコストをどのように賄うかと

いう財源の確保が課題となっています。 

学校についてもあれだけの設備投資をしているので、災害時だけではなくて例えば子ども

たちが下校した後の夜間に広く地域のかたに開放できないのか、技術的問題やセキュリティ

の問題も含めて検討しているというような状況でございます。 

確かにＰＴＡの皆さまのように比較的多く学校にお集まりいただいて会議をしたり、そこ

でプリントを作成していただいたりという方々の対応が今できていないので、今ご提案のあ

った子どもたちが使っているネットワークに登録した機器で接続できるようにできないのか、

あるいは先生がたの有線ネットワークの方に登録できないのかということで、全体の計画が

進むまでの間だけ限定的にでもネットワーク環境に登録できないのか、教育委員会でも十分

に協議をさせていただきたいと思います。 

 

◎ 教育政策課より ◎ 

職員室で使用している教職員用のネットワークについては、児童生徒の個人情報・成績情

報を取り扱うネットワークであるため、登録外パソコンの接続や教職員以外のかたの利用は

行えないものです。セキュリティの観点からご理解いただきますようお願いいたします。 

国の GIGA スクール構想で整備した校内高速インターネット回線につきましては、一般解

放に向けてまずは災害時の利用から進めているところです。セキュリティや児童生徒の学習

への影響を考慮する必要がございますので今後も検討を進めて参ります。  
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◆学校の水泳授業の実施方法について          （中学生保護者） 

今年、三中では水泳の授業を自校のプールではなく、ロンドフィットネスクラブ東村山

に委託をして授業を行いまして、天気とか気温にも左右されずに水泳授業ができてとても

良かったです。ＰＴＡの運営委員会でもその報告をさせていただいたところ、他の学校か

らも「いいな」とか「なんでうちはやらないんだろう」という話が出たので、ぜひ市長の方

からそこに至った経緯として例えば老朽化してその修理費とか水道代とかということもあ

ると思いますし、ロンドフィットネスクラブ東村山に委託した場合はいくらだからこっち

にしたとか、三中以外にも外部委託している学校があるのでどう考えていらっしゃるのか、

他の展開もあるのかをお聞かせください。 

◎ 市長回答 ◎ 

おっしゃっていただいたように市内の小・中学校というのは建設されて４０～５０年経っ

ていまして、校舎や体育館、それからプール等の施設が全て老朽化しております。これから

の市の最重要課題はこうした老朽化した小学校、中学校をはじめとする公共施設の更新をど

のように行っていくかということが大きなテーマになっておりまして、今年から広く市民の

皆さまや児童生徒の皆さまを交えて議論し、来年度中には公共施設の再生に向けてのアクシ

ョンプランという計画を立てて、具体的にどの学校から建て替えを進めていくか。今、市の

考え方としては基本的には建て替える学校に周辺の老朽化した公共施設、例えば公民館や図

書館、集会施設等をその中に集約化して、複合施設化するという検討をしています。 

今後、全ての学校に今まで通りプールを残すか残さないかというのは非常に重要なテーマ

になってくるのですが、プールがかなり老朽化している学校が多くて学校の建て替えまで待

てないということで、先行して昨年度から五中の生徒さんに向かい側のスポーツセンターの

温水プールで当時の指定管理者でありました東京ドームスポーツのスイミングクラブの指導

者に授業をしていただいたということが最初で、今年は三中の生徒さんにロンドフィットネ

スクラブ東村山で授業を受けていただいているというような状況です。まだ試行段階という

ことなので、将来的には各学校のプールを全面的に無くして民間のスイミングクラブ等で授

業をしていただくということを正式に決定しているわけではありません。やってみて子ども

たちや保護者の反応、あるいは学校の先生がたの反応等も把握しながら、我々としては今後

の学校プールのあり方や水泳の授業のあり方を検討していきたいと考えております。ただ、

今お話があったように、昨年からやっている五中も今年の三中も生徒それから保護者の皆さ

ん、また体育の先生がたからは非常に高い評価をいただいています。通常、水泳の授業とい

うのは体育の先生が１クラスあたりおおむね一人で見るのですが、ロンドフィットネスクラ

ブ東村山もスポーツセンターの温水プールも１つの学年を２つぐらいに分けて、基本的には

学校の先生は一人なのですがスイミングの指導者のかたが大体５、６名で指導するので、全

く泳げない子、ちょっと泳げる子、それからすごく泳げる子というように３、４段階ぐらい

に子どもたちを分けて、それにスイミングのインストラクターのかたが一人ないし二人ぐら

い張り付いてしっかり指導するので、中学校に入るまでは泳げなかった子が大体みんな泳げ

るようになって帰っていくということで、非常に教育効果が高いことがわかっています。そ

の子の習熟度合いや水泳の技術に応じて、かなり個別に近いかたちでの水泳指導ができると
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いうことでした。小学校の授業で泳げなかったお子さんたちは中学に入ってからは水泳の授

業を休んでしまって見学するお子さんが多いのですが、徐々に泳げるようになった実績を見

ていると水泳の授業に参加する子どもたちが増えてきていると聞いていますので、そういう

意味では義務教育が終わるまでの間には恐らく２５ｍぐらいまでは誰でも泳げるようになる

のではないかと思っています。 

今後、次のステップとして詳しくは決めていませんが、五中はスポーツセンターの目の前

ですし、三中はロンドフィットネスクラブ東村山と比較的距離が近いということもあるので

すが、来年度、その他の学校とどこのスイミングクラブと組んでやっていくかというのは調

整中だと思います。まだ今のところは中学校を対象にやっていて、温水プールなので実際に

は１年を通して水泳の授業ができるので中学校だけだったら恐らく２カ所である程度は対応

できると思うのですが、真冬だと生徒の髪の毛が濡れてしまうと次の授業までに乾かす時間

が取れない等の課題があるので、真夏でなければできないわけではありませんがやはりある

程度温かい時期にどうしても集中することになるので、市内２カ所のスイミングクラブで何

校ぐらい授業が可能なのかということは事業者ともよく調整しながらこれから進めていくこ

とになろうかと思います。今後、小学校まで全部やるとなると恐らく市内のスイミング事業

者だけでは足りなくなる恐れがあるので、東大和市や小平市、清瀬市とか場合によっては所

沢市とか、そういう周辺市で受け入れが可能なのか、あるいは行き帰りの時間とかもありま

すので、その辺を今、教育委員会で調査をしているのではないかと思います。 

いずれにしても今後、全ての学校にプールを設置するというのは年間の稼働日数から考え

ると非常にもったいないので、あるべき論で「学校にプールがないのはけしからん」という

考え方もあるかもしれませんが、私は今後これからの学校は決して全部の学校にプールはな

くても良いのではないかという考え方の人間で、逆に民間のスイミングクラブで授業を受け

た方が子どもたちの泳力がつくという意味でメリットがあるので、皆さまのご理解をいただ

ければぜひそういう方向で進めさせていただきたいと考えています。受け入れ先の問題とか

学校と受け入れてくれるスイミングクラブの距離等、細かなことをつめていかないとならな

いので、全部の学校がそうなるかとは今の段階では言い切れないので、「なんでうちの学校は

やってくれないんだ」ということについては段階を踏んで進めているということでご理解を

いただければと思っております。 

 

◎ 教育政策課より ◎ 

令和４年度は天候による学習への影響、熱中症の心配、学校プールの老朽化への対応とい

った課題の解決を目的として、年間を通した水泳授業の試行実施を行いました。 

授業実施においては、プールと更衣室を貸し切りとした上で、泳力レベル別にグループ分

けし、専門スタッフを各グループに配置し、教員とのティームティーチングによるきめ細か

い指導を行い、効果や課題を検証いたしました。 

質の高い指導と高い安全性の確保に加えて、天候に左右されない安定的な授業実施が可能

になり、また水質管理や清掃等の教職員の負担軽減に繋がる等、数多くのメリットを確認す

ることができ、参加した生徒の約９９％、保護者の約９０％と高い満足度を確認することが

出来ました一方、受け入れ先である屋内プールについて、これまで一般のかたが利用してい

た時間帯を授業に使用することになることから、事業者との調整が必要であること、受入れ
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可能な時間帯には限りがあり、その中で実施校とのスケジュール調整を行う必要があること

といった今後の課題も見えてきたところです。 

学校プールの老朽化への対応、泳ぐ機会や指導の公平性を担保することを踏まえ、今後は

学校外プールでの授業実施をどこまで拡大していけるのか、引き続き検討を進めて参ります。 

 

 

◆学校でのケガの補償について             （小学生保護者） 

市内の小学校１５校の傷害保険を見直していただきたいと思っています。中学校は部活

があるということで損保だと思うのですけれどもそちらに加入していて、例えば親として

自分の子どもが一人でケガをした場合は保証とかはいらないのですけれども、ケガをさせ

られたりケガをさせてしまったりした場合に小学校だと実費でしか保証がなくて、あとの

保証は何もついていないのです。うちの小学校であったのは、ケガをさせられた側は保険

に入っていたのですけれども、させた側が加入している保険を全て見直してもらったので

すがそのケガに対する保証が何もなくて、最終的には訴訟を起こすしかないというところ

までいってしまっていて、今まだ話し合いの最中です。そういうことになるよりは、小学

校もこういうケガがあるということで全部の保険を見直していただいて、保証を充実して

いただけると保護者として安心して通わせられると思います。 

◎ 市長回答 ◎ 

私が教育委員会から聞いている話でいうと、小・中学校の校内等で起きた事故等の保証に

ついては小学校も中学校も『災害共済給付制度』という日本スポーツ振興センターというと

ころでやっている給付制度で同じ保険に加入しているので、条件が同じであれば小学校には

出なくて中学校では出るということは基本的にはないというように承知しております。あく

までも校内での事故については対応ができるのですけれども、例えばお子さん同士のケンカ

のような状況だったり、あるいは暴力を伴うイジメのような一方的な加害行為等については

中学校でも保険の対象にならないというように私としては認識いたしております。恐らく教

育委員会に伺っていただいても見解としては同じかと思います。 

今おっしゃられた事案がどういう事案なのか具体的にはわからないのですけれども、事故

としてみなすいわゆる不可抗力で何かスポーツをやっていて接触して片方のかたが転倒して

骨折したというような場合は当然保証の対象になるのですけれども、故意に殴る蹴るといっ

た暴力行為で相手がたをケガさせてしまった場合は中学校でも市が加入している保険の対象

にはならないというように思います。 

これは恐らく一般的に保険はどこもそういうことになっているので、そこについては基本

的には加害者側の保護者が責任を保証していただくよう学校・市としては促していくという

対応以上のことは現状ではできないかなと思います。ご希望に添えるお答えでなくて申し訳

ないのですけれども、制度としてそういうかたちになっているということでございます。 

また具体的な話を学校にも確認させていただいて、後ほど保証されないケースがどのよう

な話かを個々具体的に伺わせていただければと思います。 
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◎ 指導課より ◎ 

市・教育委員会が加入する保険制度に関しては、それぞれ保険約款において対象となる事

故の要件や適用除外・給付制限事項に関する規定があり、個別具体的な事案にあっては、そ

れぞれの事案の詳細を確認しつつ、当該保険約款に基づき、当該加入保険制度の範囲内にお

いて賠償・補償がなされるものと認識しています。 

学校管理下で生じた事故のうち、第三者の暴力行為に起因するものに関しては、保険給付

が制限されているのが一般的ですが、日本スポーツ振興センターの災害共済給付では学校内

で不可避的に生じる子ども同士の暴力行為等による事故については一定の範囲で給付が受け

られるケースがあるなど、個別の事案ごとに保険約款に基づき具体的な審査がなされ、給付

の可否が決まる仕組みとなっております。 

現状、学校管理下で生じた事故等に関しては広く給付が受けられるよう複数の保険に加入

しており、賠償・補償の対象範囲や程度についても現実的な事故等の実態に鑑みて適切なも

のと考えておりますので、現状では保険の見直しをする予定はありません。 

 

 

◆教室エアコンのクリーニングについて         （小学生保護者） 

教室にあるエアコンのクリーニングをお願いしたいのですけれども、それが可能かどう

かお聞きしたいです。先生がたが自分たちでクリーニングをしていて大変なので、市でや

っていただけると助かるというお話でした。 

◎ 市長回答 ◎ 

教室のエアコンのクリーニングについては全校、夏と冬の年２回行っているというように

承知しておりますので、行われていないということは考えにくいかと思います。先生がたが

お掃除を行っているという話も初めて伺いましたが、萩山小学校だけやっていないというこ

とはあり得ないと思うので、ちょっと確認させていただきたいと思います。 

特に器具が古くて不具合が生じているというようなことであれば、別途個別に対応を考え

させていただきたいと思います。 

 

◎ 学務課より ◎ 

教室のエアコンクリーニングについては、毎年、委託事業者と契約を行い、全ての市内小

中学校において夏と冬の年２回実施しております。 

 

 

  



- 17 - 

第１５３回タウンミーティング 

◆市内に分娩のできる産院を              （小学生保護者） 

今、東村山市内に分娩のできる産科が一軒もないのですけれども、市として何か考えて

いることとかはありますか。 

◎ 市長回答 ◎ 

助産院は一軒だけあるのですけれども、よく議会でも「『子育てするなら東村山』と言いつ

つ分娩できる産院がないのはどうなのか」ということでご指摘はいただいています。市とし

てはこれまでの間、公民合わせて産院の設置のお願いをいろいろなかたちでしてきまして、

まずはこれまで一番取り組んできたのは、多摩北部医療センターに産院の設置をお願いした

いということで、東京都並びにあそこは東京都の公社病院なので公社と病院の三者にずっと

お願いをしてきています。多摩北部医療センターについては今後建て替えが検討されており

まして、その新たな病院についてどういう機能が必要なのかという検討会が一昨年度から立

ち上がって、東村山市の職員と東村山市医師会の先生もそのメンバーとして参加しています。

また、実は清瀬市も分娩できるところがなくて隣接しているので、清瀬市の職員と清瀬市医

師会の先生も入って、２市から強く産院の設置をお願いしています。 

清瀬市や東久留米市、西東京市、小平市、東村山市の５市というのは北多摩北部医療圏と

言われていて、三次（ハイリスク）の救急救命医療機関としては昭和病院というのが小平市

にあって、あそこも分娩できる産院があるのと三次の周産期医療もできるのですけれども、

ミドルリスクに対応できる出産できる医療施設というのが５市の圏域の中にどこにもないの

で、単に分娩するだけではなくて多胎児等、ミドルリスクの出産に対応できる産院を設置し

ていただきたいということをこの間お願いし、つい先だっては直接、小池都知事にも私から

お願いをさせていただいています。 

一応、検討会の議論が先般集結しまして、産院の設置を検討する必要があるという報告書

がまとめられています。正式に設置するとまでは書かれてないのですが市としては一歩前進

だと受け止めておりまして、なんとか早く設置できるように求めていきたいと考えておりま

す。多摩北部医療圏域で出産されるかたの恐らく大体１,０００人ぐらいのかたは、里帰りで

出産というかたちもあるのですが、この５市以外の所沢あるいは違うところで出産されてい

るということについては東京都も承知していただいて、出産する施設が多摩北部医療圏域、

いわゆる西武線沿線が少ないということは都も認識していただいているところでございます

ので、少子化対策として「子育てするなら」というのはどこの市も謳って積極的に子育て支

援に取り組んでいながら産院がない。しかも５市のうち２市がないというのはどうかという

ことになるので、そこは今後も強く東京都に求めていきたいと考えております。 

民間の誘致も考えたのですけれども、今、東京都の公社病院とそういうやり取りをしてい

る最中で、出産されるかたの数というのはそんなに多いわけではないので、民間の産院を開

いた時にお客さんの確保ができるかどうかという問題が当然あるので、民間の誘致について

は今は積極的には行っていない状況でございます。公社病院の中に産院ができてしかもミド

ルリスク対応まで含めてやれるとなると、圏域全体にとっても非常にメリットが高いと考え

ておりますので、ここについては今後も全力で取り組んでいきたいと考えております。 
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～ くらしの質の向上 ～ について 

 

◆公共施設周辺に生息するスズメバチの駆除について   （中学生保護者） 

青葉住宅と青葉小学校の間に仲よし広場につづく小道があるのですけれども、そこに常

に「スズメバチに注意してください」という立て看板とか、木に直接札がかかっているよ

うな状態です。冬になると寒くなるのでハチ自体はそんなに飛ばないのですけれども、最

近まで結構よく飛んでいて、公園で遊んでいるとびっくりするぐらい大きなハチがぶんぶ

ん飛んでくるのです。幼稚園の子どもがいるので一緒に遊んでいると「危ないからそっち

に行かないで」とか一緒に遊んでいるお母さんたちと子どもを守りつつ遊ばせている状態

です。市の方で何かやっているかもしれませんが、立て札のようなものしか見たことがな

いので、ハチの駆除をしていただきたい。近くの幼稚園にも子どもを通わせているのです

が幼稚園の方にも結構ぶんぶん飛んでいて、幼稚園の場合は「ここからは入らないで」と

ロープが張られているのですけれども、保護者のかたが刺されたりしています。多く飛ん

でいる時は園長先生が駆除してくださっているのですけれども、幼稚園から仲よし広場に

続く林に大きなスズメバチがいっぱい飛んでいて、公園の場合はハチが飛んでいたら誰も

何もせずに離れるくらいしか対応ができないので、時期になったら市の方で確認という

か、小学校がすぐ隣なので場合によっては駆除していただけたら安心です。 

◎ 市長回答 ◎ 

勉強不足で申し訳ないのですが、初めて聞きました。硬いことを言うとスズメバチがどこ

に巣づくりしているかによってそれぞれの管理責任という話になって、どこが駆除するかと

いうことになると思いますので、住宅供給公社の敷地なのか、市の敷地なのかを確認させて

いただきたいと思います。市の敷地内であれば市の方で駆除しなければならないと思います

し、青葉住宅の敷地であればそちらで駆除していただくようにお願いをしていくということ

になろうかと思います。もうこの時期はあまり飛んでいませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

わかりました。まずは現場を確認させていただいて、学校や幼稚園、公園が隣接している

エリアですので、やはり危険は解消するようにしたいと思います。 

 

 

 公園の方は最近通っていないのでわからないのですけれども、幼稚園の方は先月ま

ではぶんぶん飛んでいて、１１月初めぐらいまで飛んでいました。いまだに園庭には

「ここからは入らないでね」とロープが張られていて、脇道のところは毎年「ここは

多いから気を付けて」という札が大体同じ木に付けられていて、実際そこに巣がある

のかはわからないのですけれども、公園内をぶんぶん飛んでいたりしている状態で

す。        （中学生保護者） 
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◎ みどりと公園課より ◎ 

樹液が多く出る木（特定の木）があり、ここ２、３年スズメバチがたかっていることは確

認していますが、公園内に巣が確認できず、駆除にいたっていません。 

定期的に忌避剤を散布する等の対策を市でも実施しています（７月以降は指定管理者が実

施）が、あまり効果がありません。 

指定管理者による巡回対応の中で、忌避剤の散布回数を増やしたり、コーン・トラバー等

で樹木周辺を囲む等の対策を次年度以降講じることができるよう、指定管理者と協議します。 

 

 

◆自転車に関する交通安全教室の拡充を         （小学生保護者） 

小学生の自転車マナーが非常に悪いと思います。ルールそのものを理解していない子ど

もが、ヘルメット未装着で、体より大きな自転車でぐらぐら走行している姿をよく見かけ

ます。子どもの交通事故の大半は、その子どもが住んでいる家の近所で発生しています。

これは登下校でも言えることだと思います。学校で交通安全教室はやっていただいている

のですが、全学年ではなく年齢に合わせた交通安全教室を開催していただきたいと考えて

います。子どもだけでなく保護者のかたも参加型にして、市内全体で安心安全な暮らしを

目指してみたいなと考えています。そういう意味で、年齢に準じた内容で交通安全教室の

開催を増やしていただけないでしょうか。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご指摘のとおり、東村山市内では交通事故の約６割前後が自転車に絡んだ交通事故だと伺

っております。ですので、自転車に乗られるかたの交通安全教室というのは非常に重要なこ

とだと思いますし、特に子どもたちの場合、結構スピードを出して自分が事故にあうケース

もあれば、歩行者と衝突してしまって事故の加害者になってしまうケースもあるので、子ど

もたちの年齢に応じて安全意識を高めていくことは非常に重要なことだと考えております。 

現在、市内では交通安全教室と自転車の安全教室の両方を行っている学校もありますし、

片方だけしかやっていない学校もありますが、大体どこの小・中学校でも行っているという

ように承知しております。中学校については今、警視庁が推奨している『スケアード・スト

レイト』というスタントマンのかたが模擬的に事故を起こして、どのようなことをやると事

故にあいやすいのかというのを実際に再現し、車にはねられたり自転車同士で衝突したりと

いうようなことを演じていただいて、子どもたちの安全に対する意識を高める教室を行って

います。以前は学校によっては保護者のかたも一緒にご覧いただいたり、安全教室に参加し

ていただいたりというようなこともあったのですが、恐らくコロナ以降、基本的には学校も

児童生徒だけで安全教室を行っているというように思います。 

安全教室というのは基本的には歩行者として守った方が良いマナーということで、自転車

教室というのは自転車の交通安全のための教室ということです。どちらも必要ではあるので

すが、これ以上増やすとなると学校全体の授業日数の確保の問題等もあるので、一概に全て

の学年で二本立てでできるかどうかというのは全体の学校のカリキュラム等の関係で今この

場で「充実させます」ということは申し上げにくいのですが、いただいたご意見を踏まえて
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教育委員会に相談させていただいて、少しずつでも増やすことができないかどうか、検討さ

せていただきたいと考えております。 

これも最近コロナで行われていないと思うのですが、交通ボランティアで駐車場交通協力

部会という団体があって、以前は市役所の脇の天王森公園の中で年に１回自転車の安全教室

をやっていたことはございましたので、そういったところもぜひご活用いただけると良いか

なと思います。いずれにしましても学校での教育を増やすことについては学校ともよく相談

しないと私の一存でなかなか決め切れるものではないので、教育委員会と十分に相談させて

いただきたいと考えております。 

 

◎ 交通課より ◎ 

ヘルメット着用推進について、令和３年度は小学生を対象としたヘルメット抽選事業を実

施することで子どものヘルメット着用の機運醸成を図りました。令和４年度は、令和４年１

１月１日に自転車安全利用五則が新しくなり（令和４年４月２７日に道路交通法が改正され

たことによるもの）、全年齢にヘルメット着用を呼びかけることとなることから、ヘルメット

着用促進を図るキャンペーンを検討しています。 

また、中学校で行っている『スケアード・ストレイト』方式による自転車教室では、保護者

や地域住民が参加できるよう学校側へ働きかけており、令和４年６月に東村山第一中学校で

実施した『スケアード・ストレイト』では７８名の保護者等のご家族に見学いただきました。 

交通安全の教育機会を増やすことについて教育委員会に相談させていただいたところ関係

機関等と連携した交通安全講話を実施することは可能とのことでしたので、交通課としまし

ては交通事故情勢等を踏まえて教育委員会に必要な情報を適宜提供させていただきたいと考

えております。 

 

◎ 指導課より ◎ 

全学年においてセーフティ教室を実施しており、学年に応じた安全教室を実施し、系統的

に交通安全や生活安全にかかわる知識や技能を身に付ける取組みを実施しております。また、

安全教育プログラム（令和４年３月東京都教育委員会）を活用し、日々の学級指導等の時間

に交通安全における一斉指導を行っており、日常的に注意喚起を図る取組みを進めておりま

す。 
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【市長まとめ】 

 

長時間にわたりお付き合いをいただきまして、ありがとうございます。先ほど若干触れま

したけれども、市としてはこれから学校等の公共施設の再生問題、更新問題というのが非常

に大きな政策課題になります。プールもしかりなのですが、小学校の給食については今まで

東村山市は自校方式で行ってきておりまして、これは良いことなのですけれども、こちらの

給食調理室も老朽化している学校が増えておりまして、今後の給食の提供のあり方について

も検討していく必要があるかと考えております。 

そういう面で、また保護者の皆さまや実際に給食を召し上がっている児童生徒の皆さま等

のご意見を踏まえながら、今後もより良い学校づくり、教育環境をつくっていきたいと考え

ておりますし、学校だけで子どもたちが育っているわけではございません。本日も道路の問

題や公園の問題等、多数いろいろご意見をいただきましたので、真の意味で「子育てするな

ら東村山」あるいは「このまちで育って良かったな」と子どもたちが大きくなった時に思っ

ていただけるような東村山づくりに向けて、これからも鋭意取り組んでまいりたいと考えて

おりますので、ぜひ今後ともご指導とご協力をいただければと思っております。 

本日は足元の悪い中、このように長時間にわたってお付き合いいただきまして、心から感

謝申し上げ、最後に各学校のご発展、そして皆さまと皆さまのお子さまがたのご健勝・ご多

幸を祈念して御礼のご挨拶と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。 

 



 

  



 

 

 

市民と市長の対話集会 

第１５３回 

タウンミーティング記録集 

 

発行 令和５年１月 

東村山市 市民部 市民協働課 

東京都東村山市本町１丁目２番地３ 

℡ ０４２（３９３）５１１１ 


