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と き  平成２９年５月２０日（土曜日） 

ところ  調布市教育会館３階 

 

 

平成２９年度 

市長と語る・ふれあいトーキング 

（第１回） 

 

  開会 午後２時 

 

○司会者（鈴木市民部市民相談課長） 

 皆さん，こんにちは。定刻となりましたので，これから平成 29 年度第１回目の市長と語

る・ふれあいトーキングを始めさせていただきたいと思います。 

 本日も大変多くの方にご参加をいただきまして，ありがとうございます。 

 では，まず最初に，市長の長友よりご挨拶をさせていただきます。 

○長友市長 

 皆様，こんにちは。調布市長の長友でございます。週末の何かと皆さんもご予定がおあ

りになったかと思いますけれども，このような場にご出席いただきまして，まずありがと

うございます。お礼を申し上げます。 

 多くの方は，こういう場があるということも，さほど日常，意識しておられなかったか

もしれないんですね。以前は市内で年 10 回ぐらいですけど，市内各地域を巡回するような

形で実施をしておりました。入間町だとか上石原だとか，まちを移動する形で大体月１回

ぐらいずつ。それはそれで地域の特性がいろいろ出て，いろいろ勉強にはなったんですけ

ども，それを５年，10 年とやっておりますと，大体同じような話題が毎年出るというよう

なことがありましたので，近年は地域を特定せずに，無作為抽出型で，私どものほうから

ご案内を差し上げております。きょうもこんなに大勢の方に来ていただきましたけれども，

市内全域から集まっていただいて，自由に意見交換させていただいております。即答でき

ないものももちろんございます。それに関しては，週をまたいで，なるべく迅速にお答え

を返すようにさせていただきたいと思います。 

 あと一，二点，市の昨今のトピック的なことを申し上げますと，例えば味の素スタジア
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ムの道を隔てた向かい側の体育施設は，ずっと工事中で建設中だったわけでありますが，

あれは３月に一応完成いたしました。何かというと，これは東京都の施設になりますけれ

ども，大小２つの体育館，アリーナですね。それと 50 メートルの屋内プールが完成してお

ります。大きいほうのアリーナは 4,900 平方メートルというから，正方形にすると 70 メー

トル四方という日本全国でも屈指の規模の体育館です。２階を中心にした 6,000 観客席が

ございまして，可動式でプラス 2,000。全体を使ってイベント，スポーツとか芸術とかイ

ベントをやらなければもっと椅子を足せるので，１万人以上収容できるという非常に大き

い体育館です。バレーボール，バスケットボールコートだと４面つくれます。小さいほう

のアリーナも２面つくれて，これは武道場にも転換できるという仕様になっているので，

これからいろいろな用途があるだろうと。 

 これをつくるときには，オリンピック・パラリンピックが東京に来るということが実は

決まっていなかったんですが，その後それが決まって，そういうものもつくるということ

があって，それもあって調布を開催地として選んでいただいたという大変幸運なこともあ

ったということでございます。 

 調布では，３年後のオリンピック・パラリンピックで，オリンピックではサッカー，近

代五種，バドミントン，７人制ラグビーを実施いたしますが，その一部をこの体育館を使

ってやるということになります。パラリンピックでは車椅子バスケットですから，これも

そこを使用してやるということになります。 

 その前年の 2019 年９月 20 日には，ラグビーのワールドカップが日本にやってきます。

前回は第８回のイングランド大会で，今回は第９回目の日本大会。これは全国 12 ヵ所で

48 試合やるんですが，東京では国立競技場が間に合わなかったので，味の素スタジアムで

実施するということになりまして，48 試合 12 ヵ所だから，平均すると１か所４試合なん

ですが，東京と横浜は試合数をふやすといっていますから，５試合以上を味の素スタジア

ム，なかんずく開会式，開幕戦は東京でやろうということが決まっておりますので，2019

年９月 20 日は日本戦だと思います。この間，日本が予選で対戦する２チームが決まりまし

た。アイルランドとスコットランドですから，日本戦が開幕戦として調布で実施される。

ついでにいいますと，2020 年にオリンピックがあって，パラリンピックがあって，前年に

ラグビーのワールドカップ，それぞれ開催地，自治体では十何ヵ所ずつになるんですが，

実はその３つを全部実施するのは全国で東京都調布市だけということで，我々は大変うれ

しい環境に置かれて一生懸命準備をしていこうと思っております。 
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 あと一点は，調布駅前の大型商業施設３つのビルの外観が大体みえてきたのはご存じか

と思います。あれの一番西側，西調布寄りは映画館です。シネマコンプレックス，多摩地

域最大の映画館。11 スクリーン，1,650 人収容と。１スクリーンで 500 人収容できるよう

なものを最大として，1,650 席ございます。真ん中は大型家電等量販店，ビックカメラで

す。あの４フロア全部足せば 4,700 平方メートルの家電量販店です。一番東の布田寄りの

ところは雑居ビルですが，５階の一番上は 11 店舗入ったレストラン街，あとはファッショ

ンとか雑貨。この一番東のところに店舗数が一番多いんですが，３つのビルを足して 72 店

舗，新たに調布駅前にすばらしい魅力的な商業施設が整うということになります。９月か

10月，まだ開業日を定めていただいておりませんが，秋に開業ということになりますので，

私どもは，そこで新たに調布にいろんな方に来ていただくことを含めて大きなキャンペー

ンを張りながら，調布の魅力をアピールしていきたいと，そんなふうに考えております。 

 きょうは限られた時間ではございますが，私どももいろいろ勉強させていただきたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

○司会者 

 それでは，次に，本日の市からの出席者を紹介させていただきます。お手元の資料にご

ざいます出席者一覧のとおりでございますが，市長の右側のテーブル，まず副市長の伊藤

でございます。その隣，副市長の木村でございます。その隣，行政経営部・今井でござい

ます。その隣，都市整備部・八田でございます。最後に，私の隣，市民部・肥田でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 始めさせていただく前に，皆様に幾つかお願いがございます。スクリーンやお手元の次

第の裏面をごらんください。 

 まず，ご発言につきましては，本日も大変多くの皆様にご参加をいただいております。

できるだけたくさんの方からお話を伺いたいと思いますので，ご発言はできるだけ簡潔に，

お１人３分以内ということでお願いをしたいと思います。 

 また，本日は，多くの市民の方に市政に関心をもっていただきたいということで，幅広

い意見交換を目指して実施をさせていただきます。無作為抽出にて事前にご案内させてい

ただきました市民の方を優先させていただきます。一般でご参加をいただいた方につきま

しては，大変恐れ入りますが，事前にご案内をさせていただいた方のご発言の後に時間の

範囲内で対応させていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 また，発言の際は，調布市のホームページに議事録を公開いたしますので，マイクを使
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わせていただきます。係の者がマイクをおもちいたしますので,よろしくお願いいたします。 

 なお，ご発言の冒頭にお住まいのご住所，何々町で結構でございますので，あとお名前

をお願いいたします。ホームページに記載の議事録には，お名前のほうは割愛をさせてい

ただいて，町名のみの記載とさせていただきます。 

 また，あわせて記録のために写真を撮らせていただきます。お顔が写らないように後方

から撮影させていただいた写真を使わせていただきますので，ご了承のほどよろしくお願

いいたします。 

 最後に，本日の予定は午後４時までとなっております。会場の都合となりますので，ご

協力のほう，よろしくお願いいたします。 

 大変申しおくれましたが，私，本日の司会進行を担当させていただきます市民相談課の

鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは，お待たせいたしました。ふれあいトーキングのほうを始めさせていただきた

いと存じます。最初にご発言されたい方，どうぞお手のほうをお挙げいただければと思い

ます。どうでしょうか。どうぞご遠慮なくお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。

最初にこちらのＥ列の男性の方，お願いいたします。 

○（富士見町３丁目） 

 富士見町に住んでいる○○と申します。よろしくお願いいたします。 

 本日は，障害者のスポーツ活動に対する支援のお願いというところでお話しさせていた

だきたいと思います。 

 具体的に申しますと，私の息子が自閉症ということで，今，余暇を利用しまして，調布

市総合体育館で土曜日，日曜日，プール活動をやらせていただいています。その団体，Ｇ

ＡＧＡＮＩという団体に所属していまして，もう 10 年を超える長い活動をさせていただい

ていて，参加者も小学校２年生のダウンの子から成人の方，30名を超える参加者がいます。 

 きょうのお願いというところなんですけども，通年，私ども，総合体育館を使わせてい

ただいて活動しているんですけども，夏の時期，市民の方がかなり利用されるということ

で，予約は 18 時半から 20 時 30 分の夜のみということでお伺いしています。実際６月もそ

ういう段階でとれなかったんですけども，障害児童もいるというところで，夜６時半から

８時半の活動だけですとなかなか参加者も限られてくるというところなので，その辺，ち

ょっと相談できたらなと思って本日まいりました。 

以上です。 
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○長友市長 

ありがとうございました。昨年でしたか，ＧＡＧＡＮＩの活動を私も深く勉強させてい

ただいたのは。大変貴重な活動だというふうに理解をさせていただきました。私どももプ

ールのみならず，いろいろなことがあって，お手伝いできることがあれば何なりとおっし

ゃっていただければと思っております。 

 日中の総合体育館のプールの利用状況の中で，やはり私どもがつかんでいる数字でも，

150 人を超える利用が 28 年度の夏だけでもあったということでございますから，やはり利

用していただいて，有効に使っていただけているんだなというふうに理解をしております。

今おっしゃったことは，私が関係者にお会いをさせていただいたときにも一部出ていた話

だと思いますので，私どものほうから担当セクションには，一応全体の利用状況を考えた

上で，配慮できるものについては考慮するようにとは既に伝えてありますので，いま一度，

ことしも夏が近づいてまいりますから。ちょっと申しわけありません，今私がこの程度大

丈夫ですというところまでは，恐縮ながら申し上げられないんですが，確認させていただ

いて，いい季節になってまいりましたんで，プールの利用ということで検討して答えさせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

○（富士見町３丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，続きまして，次の方，まいらせていただきたいと思います。では，今度は女

性の方で，Ｃ列の一番前の女性の方，お願いいたします。 

○（東つつじケ丘２丁目） 

 東つつじケ丘の○○と申します。よろしくお願いいたします。 

３点ございまして，まずライフがなくなってしまいまして，今つつじケ丘の駅にはスー

パーが１つしかない状態なんですけれども，その辺の商業施設の誘致はどうなっているか

というところが１点目で，それから２点目が，これはちょっと近所のうわさなんですけれ

ども，つつじケ丘の駅が柴崎寄りに移るといううわさがちょっとございまして，それで京

王のタクシーの運転手さんもそういう話があったということをちょっとおっしゃっていた

ものですから，その辺を伺いたいというところと，それから，都市計画道路の３・４・10

号線にうちはかかっているんですけれども，これが 50 年ぐらい計画のままになっておりま
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して，家を建てるときにいろいろと規制がありまして，市のほうに問い合わせをしたとこ

ろ，まず京王線のほうの買収が先なので，10 年ぐらいはそのままというようなお話を伺っ

たんですけれども，その辺の見通しはどうなっているかという３点です。よろしくお願い

いたします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。商業施設に関しては，例えば今おっしゃいましたような，ス

ーパー等の中型，大型施設，それから，例えば生鮮３品，最近とみに少なくなってきてい

る魚屋さん，八百屋さん，肉屋さんとか，こういうようなもの，いろんなご要望がござい

ます。市の予算でそれを設置ということはなかなかできかねるんですけれども，私どもは

そういう商業事業者の皆さん方とお話をするような機会に，これを検討していただくよう

にというようなことは申し上げる機会がございますので，きょうはつつじケ丘という地域

を限定した上で，スーパーがなくなって非常に不便しているということは，そのような機

会に伝えさせていただこうと思います。難しい問題ですね。きょうは飛田給の方も来てお

られるかもしれない。飛田給のあたりからもいわれることはありますし，仙川から遠いと

ころ，入間町だとかそういうようなところでもお話は伺っております。私は染地に住んで

いるんですが，染地も余り多いとはいえないんで，直接まちでそういうことを私もいわれ

ることがあります。機会があって，私どもがそういうことをお伝えできるようなときには，

優先的にやらせていただきます。 

 それから，駅の移転は，私どもは把握しておりません。ですから，もしもきょう以降，

もっと具体的にこんな話が耳に入っているんだけどもということがあれば，今タクシーの

運転手さんのお話がございましたけれども，きょう何か来ている中で，もし私以外の情報

をつかんでいれば後で補ってもらいますけど，私自身は全く耳にしておりませんし，そん

なに簡単に駅は移転できるものではございません。それから，つつじヶ丘駅は，ご存じの

ように，過去数年以内にあれだけお金をかけて近代的な駅になったわけでありますから，

恐らくそういうことはないんじゃないかと思っております。ただ，きょうあえてそのご質

問が出ましたから，いま一度確認をさせていただいて，近々ではなくてもそんなことがあ

るんであれば…私が余り憶測に基づいて物をいうわけにはいきませんけれども，そういう

現状でございます。 

 それから，私どもの計画的なまちづくりが進行している中で，いろいろ個人的にご不便

があるという部分があって，これももし詳しい話があれば後で補ってもらいますけれども，
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品川通り先の市道の予定地にお宅が隣接をしておられるわけですよね。 

○（東つつじケ丘２丁目） 

 自宅はかかっております。 

○長友市長 

 隣接しておられるということですね。建物改築等に制限があるということ… 

○（東つつじケ丘２丁目） 

 家を建てるときも地下はだめだし，３階は建たないし。 

○長友市長 

 大体で結構ですが，いつからお住まいなんですか。 

○（東つつじケ丘２丁目） 

 生まれたときからなんで，ずっとです。小さいときから。 

○長友市長 

 50 年以上前ですか。 

○（東つつじケ丘２丁目） 

 はい。 

○長友市長 

 まちの中で，私どももいろんな計画線がございますので，それに関しては，恐らく最低

限のご説明はさせていただいているんだと思います。おっしゃったところに関しては，こ

れもご存じかと思いますけれども，国分寺崖線を保全しなければいけないという自然環境

的な観点の配慮を私どもはしなければいけないことがあると。これの影響もあるんだろう

と思っております。その関係で慎重に進める必要があるということで，○○さんからごら

んになれば，必要以上にちょっと時間がかかり過ぎているんじゃないかというふうに思わ

れているんではないかと思いますけれども，市に以前問い合わせられたとすれば，基本的

には同様のお答えをさせていただくことになるかもしれませんが，いま一度ピンポイント

で，後で確認をさせていただいて，東つつじケ丘２丁目のあたりということでございます

ので，慎重にお答えさせていただきます。 

 そちらからは補足ある？ 特にはない？ 

○八田都市整備部長 

 まず市長からお答えをさせていただきましたとおり，つつじケ丘に関しての駅舎の移転

に関しては，私ども都市整備部においても把握をしておりませんので，現時点では，その
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内容に関してはなかろうと思っております。 

 また，都市計画道路３・４・10 号線の延伸に関しては，市長からお答えをさせていただ

きましたとおりでありまして，なお時間を要する内容でもありますので，またこちらのほ

うにお問い合わせも含めて，こちらのほうの動きがありましたら丁寧にご説明できればと

思っております。 

 以上であります。 

○長友市長 

 昭和 37 年に線を引いたということでいいですか。 

○八田都市整備部長 

 はい。 

○長友市長 

 ですから，今，○○さんがおっしゃったとおりなんですよ。最初の計画は昭和 30 年代で

すからね。この道もそうだと思うんですけども。ですから，お住まいの方とか近隣の方か

らみれば，何を 50 年以上と思われるのも私どもも理解をするところでございますので，い

ま一度慎重に，把握をした上でお返事を差し上げたいと思います。 

○司会者 

 次の方へ移らせていただきたいと思います。 

 それでは，続きまして，次の方，まいらせていただきたいと思います。それでは，Ｃ列

の一番後ろの男性の方，お願いいたします。 

○（八雲台２丁目） 

 八雲台の○○と申します。よろしくお願いします。 

 きょうお伺いしたいのは，国領の駅前にありますあくろすという施設の中のスモールオ

フィスについてお伺いしたいと思っております。お聞きしたいのは２点です。 

 あくろすができてからもう 13，14 年たつと思うんですが，ですから，スモールオフィス

も恐らく 10 年以上たっていると思いますけれども，あの手の起業者向けの小規模事務室と

いうのは，今，民間でも多数あると思うんですけれども，そういった状況の中で，行政の

事業として駅前の一等地を使って行う必要性があるのかということをお伺いしたいと思っ

ておりまして，これが１点目です。 

 それから，もし行政が行う必要性があるとすれば，それはどのように検証されたのか。

具体的にいうと，市民にどのようなリターンがあるというふうにご判断なさったのかとい
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うことをお伺いしたいと思います。 

 当然，例えばスモールオフィスを卒業した会社が，調布市にその後も残って多額の法人・

市民税を納付しているですとか，あるいは金銭的なものではないにしても，調布市内の産

業振興に大きく寄与しているといったようなことはあるのだろうかというあたりですね。

現状でも７室あるうちの３室が長期間にあきになっていると思いますけれども，入居希望

者すら集まらない状況の中で，行政がああいった施設を続けていくということ自体がどう

なのだろうかというあたりも含めてお伺いできればと思っております。 

○長友市長 

 ありがとうございます。いわゆるＳＯＨＯということになろうかと思います。スモール

オフィス・ホームオフィス。○○さんはご存じだと思いますが，調布が先鞭をつけたとい

うことでは必ずしもなくて，同様の公的なスペースを用意して，それでベンチャー企業と

いいますか，起業される方の便宜を図ったというのは，調布以外でも手がけている自治体

はあるということでございます。 

 ○○さんがおっしゃったことは全く正論だなと。つくって存続していくからには，それ

が役立っているのだろうなと。その割合をどうみるかと，それに尽きると思います。その

ことが１つと，それからもう１つは，民業を圧迫していないかと。同様のことでスペース

を提供するような民間の施設があって，私どもがこういうスペースを設ける必要はないん

ではないかと。その２点には常に配慮していかなければいけないと思っておりますし，そ

こで大きく所期の目的に達したということになれば，もうやめてしまってもいいと。 

 その前提のもとに申し上げますけれども，平成 17 年に開設以来，ここを利用して創業の

役に立った，起業されたという創業事例は 32 ということになっております。それから，稼

働状況でありますけれども，平成 27 年度，２年度前は満室の月はありませんでした。７室

の中でおおむねどの月も４～６室の間で推移をしたということでございます。28 年度に関

しては，４月から 10 月，それから年度の半分は満室でした。11 月から３月に関しては，

27 年と同様に７室の中でおおむね４～６室ふさがっておりました。29 年度は５月 17 日現

在７分の４ということ，まだこれは２ヵ月足らずですけど，７室のうち４室ということで

ございます。その数字も，○○さんは先ほどのご質問の中である程度把握されているのは

よくわかりました。 

 ですから，きょうの段階では，そのご質問を私どもも先ほど申し上げましたように，一

定の説得力のあるご質問であると受けとめさせていただいた上で，今年度のみならず，そ
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のあり方，また必要性を厳しく考えてまいりたいと思っておりますが，起業されたものが

一応 30 以上あるというようなところで，一定の役には立たせていただいていると今のとこ

ろは理解をしております。ただ，きょうのこの場でのご質問以外に，多くの市民の方がど

う捉えられるかということははかってまいりますので，きょう現在のところでは，私が今

後続けていくとは申し上げても，それを何年も全くチェックもせずに続けていくというこ

とではございませんので，ぜひその意味でご理解いただきたいと思っておりますし，今後

とも同じ観点のことでチェックをいただけるんであれば，またご意見もぜひいただければ

と思っております。 

○（八雲台２丁目） 

 追加で１つだけ。32 社創業しているということですけれども，その 32 社のその後の追

跡調査というのはなさっているんでしょうか。つまり，創業はしたけれども，調布市外に

出ているということだとすると，調布にとってのリターンはほとんどないと思うんですが，

そのあたりの追跡調査というのはなされいるのかどうか。あるいは，私がお伺いしたよう

な，行政がやるということ。もう 10 年やっているわけですから，当然それに関して意味が

あったのかどうかという調査がなされているはずだと私は思っているんですが，調査はさ

れたんでしょうか。 

○長友市長 

 では，ちょっと補ってもらいます。 

○八田都市整備部長 

 この春まで産業の担当をしておりましたので，お答えさせていただきます。 

 追跡調査に関しましてもしておりまして，創業後，市外に転出をした事例も中にはござ

います。市内で大きく育っている警備系の会社もございますし，後のフォローに関しては，

産業労働支援センターの中に，仕事に関してのフォローアップをするコーディネーターを

配置しており，その者がフォローアップをしている状況でありますので，後のフォローに

関してもしっかりしているという状況であります。 

 内容は以上です。 

○（八雲台２丁目） 

 フォローという意味は，会社のフォローではなくて，状況，つまり市民にリターンがあ

るのかどうかという調査をしているかどうかということなんですけど。 
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○八田都市整備部長 

 市民の皆さんにリターンという点では，税収の観点も含めて営業状況等も確認をさせて

いただいておりますので，その点に関してはフォローをさせていただいていると思ってお

ります。 

 以上です。 

○長友市長 

 それから，もうこれでこのご質問に関しては最後とさせていただきますが，○○さんが

おっしゃったように，ここを利用したからには，調布の中で末永くと。それは我々も期待

しますし，１つの望ましい方向だと思っております。ただ，起業するときに，調布の市民

であり調布の施設ということで，業容を拡大するときには絶対外に出ていっちゃいかんと

いうことでもありません。それから，三鷹のＳＯＨＯをご利用いただいた企業が調布に来

ている場合もございます。そのようなものを私どもも市民の皆様方に問いかけながら，我々

はこういうふうな考えであるんだけれども，存続に関してはというような問いかけは今後

ともさせていただきたいと思っております。 

○司会者 

 ○○様，よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは，次の質問にまいらせていただきたいと思います。いかがでしょう。では，Ｅ

列のこちらの女性の方，お願いいたします。 

○（多摩川１丁目） 

 調布市多摩川に住んでおります○○と申します。 

 私には肢体不自由の小学校６年生の医療ケアの子どもがいます。調布市に住んでいる医

療ケアの子どもを預かる施設は，多摩市にある島田療育センターというところなんですが，

ここも抽選なので，家族の急用，家族が用事のときに必ず預けられるとは限らないんです。

小６の子の弟が小学校１年生で，運動会とかいろんな土日のイベントもあるんですけれど

も，ただ，うちの子はカフアシストという医療器具があるために，島田療育センターでは，

土日，祝日は預かれないといわれていて，そういう場合は，家族が交代で私かだんなが休

んでみるという形なんですね。デイケアも，調布市には肢体不自由の子のケア施設もない

し，ショートステイもない状態です。私としては,以前住んでいた神奈川県相模原市のよう

に,病院の訪問看護ステーションで短期入所ができるようにしてほしいと思っております。 

 肢体不自由で医療ケアのある子は，都立府中療育センターのほうでショートステイをし
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ている方もいるんですけれども，今うちの子は呼吸器を使っているので，その呼吸器を使

っている人は１年に１名しか面談ができなくて，今 40 番目待ちなので，40 年待ちなんで

す。今 11歳なので，40年待ちというと 51歳でやっと面談が始まるという形の状況なので，

市の訪問看護ステーションをもっている病院で短期入所ができたらいいなと思っておりま

す。 

○長友市長 

 ありがとうございました。市として保護者が不在時に利用できる緊急の一時保護事業を

実施はしておりますけれども，医療的ケアが必要な障害者，それから障害児に対応してい

るのが，今おっしゃった調布市が委託している島田療育センターだけということで，不備

であるということは，私どもはもちろん認識しております。大変ご苦労されているという

ふうに思っております。それで今，市外施設のみの現状であるのを何とか改善したいなと。

ご質問を受けるまでもなく，そういうふうに思っておりまして，自立支援協議会で課題と

しては今検討させていただいております。そういう中で計画的に取り組んで，何とか道を

開いていきたいと思っております。 

 日中の通所先であるデイセンターまなびやも医療的ケアには対応しているんですが，児

童対象の通所施設は市内にはないというところが，私どももまだ現状に追いついていない

と率直に認めさせていただいた上で，何とか道を開いていきたいと。先ほど申し上げたよ

うに，既に検討は開始しておりますので，ご不便をおかけしているというところは恐縮で

ありますけれども，ぜひその課題の検討内容を今後見守っ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。 

○（多摩川１丁目） 

 よろしくお願いいたします。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，次の方，まいらせていただきたいと思います。では，Ｃ列の背広の男性の方，

お願いいたします。 

○（上石原１丁目） 

 上石原在住の○○です。よろしくお願いいたします。 

 先日，京王線の西調布駅の北口ロータリーが供用開始されました。そこでバス停とタク

シー乗り場が新設されたわけですけれども，バスにつきましては，調布から多磨駅へ行っ
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ている路線が日中だけ乗り入れている。タクシーも，私の勤めの帰りなんかをみても一台

も待っていないというような状況でございます。 

 それで，市内の駅でロータリーがないのが柴崎駅と京王多摩川駅かと思うんですけれど

も，布田駅なんかをみますと，やはりバス路線が調布と車庫の出入りだけの路線しかない

というふうな状況であります。 

 それで，西調布駅のバス路線についてですけども，近くを小田急バスと京王バスの武蔵

境と武蔵小金井駅行きの路線が天文台通りを右折して行っております。個人的には乗り入

れほしいということではないんですけれども，その辺，ロータリーができました後の新し

い路線等々の今後の行方というんですかね，そういう開設についての動向というのがあり

ましたらお話しいただきたいと思いまして，きょうはまいりました。 

 よろしくお願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。この間，西調布駅北口の今までの私どもの開発案件が１つ整

ったということで，天気のいい日でよかったんですけども，私も完成式に行かせていただ

きました。ささやかではありますけど，あの広場ができるまでには大勢の方に土地を提供

して，手伝っていただいてありがたかったと。それから，甲州街道まで抜けた大きな道を

みたときに，やっぱり 80 代以上の方なんかは，特に感無量だったなというふうにいってお

られました。それから，市内の全域に先駆けて無電柱化のすばらしい道をつくっていくと

いうシンボルにもなっているということで，道の拡幅だけではなくて，大変いいものがで

きたと思っております。 

 ただ，今，○○さんがおっしゃいましたように，ささやかな北口の広場ができたらでき

たで，公共交通機関の利用ということでやっぱり有効利用してほしいと。タクシーは時々

とまっているということを僕は聞くんですが，まだ余りとまっていませんか。 

○（上石原１丁目） 

 そうですね。 

○長友市長 

 布田駅は１台か２台とまっている現状ですね。私は布田が近いもんで。それもあわせて

ですけれども，バスの事業者に要請をしてまいります。路線の可能性はいろいろだとは思

うんですけれども，あそこに乗り入れることができる現状を一応はつくり上げたというこ

とで，京王，小田急バスに，両事業者へ働きかけるということで私どもも考えておりまし
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たし，一番向こうに座っている都市整備部長が，彼の管轄の中に交通対策課がございます

ので，ここが窓口になっておりまして，既に話し合いには行ってもらっています。そうい

うことをきっかけに，市内でこの中でも交通不便地域というようなところでいろんな路線

の要請がございまして，それは逐一お伝えしております。今までミニバスも含めて何年か

要請して開通というか，新規路線の開拓は幾つか，最近もかなり多いですね。ミニバスを

含めてこの数年間に５路線前後ぐらいいろいろな意味で開通しておりますんで，やらせて

いただこうと思っております。しかし，向こうも採算がございますから，一旦始めるとな

かなか廃止できないというようなところで慎重になられる場合もありますけれども，要請

を続けてまいります。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，次の方，まいらせていただきたいと思います。では，Ｆ列の後ろから２遍目

の女性の方，お願いいたします。 

○（仙川町２丁目） 

 仙川町の○○と申します。待機児童問題についてお聞きしたいと思います。 

 まず，待機児童がなかなかなくならないのは，調布市のほうも努力はしているものの，

申込者人数のほうがふえているからということは理解はしていて，特にクレームをいいた

いとか，そういうことではないんですね。ただ，実際，私も１歳児で４月にも認可で申し

込んだんですが，育休明け満点でも入れなくて，周りにもそういう方ばかりで，実際仕事

をやめるかどうかというところの不安は常につきまとっているので，一刻も早く解決して

いただきたいというのが現状です。 

 その中で，母親として考えられる案が２つあって，こういうことはできないのかなと思

っているものがあるので，検討可能かどうかお聞かせください。 

 １つ目が，今３歳以上であれば，保育園じゃなくても，幼稚園が利用できれば仕事は続

けられるんですけれども，実際，延長保育をやっている幼稚園もあるんですが，夏休みと

か長期休暇で園自体がお休みですとか，延長保育がないですとか，そういった期間が３週

間とか続くというのがあり，それがあるとフルタイムではなかなか，幼稚園の延長保育だ

けでは足りないという現状があります。そこで，調布市のほうで，そういった期間にフル

タイムの保護者向けの何か育児保育サービス等を提供するのに補助金を出すですとか，今

既にある保育施設のサービス拡充について考えていただけないかということです。 
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 あと，もう１つは，保育園を新設したときは，３歳以上はかなりあきがあると思うんで

すが，川崎市では，そのあきを利用して１歳児等に充当して，期間限定ではありますが，

１歳児，２歳児の待機児童を減らすという対策をしているとニュースでみたんですが，調

布市でもそういったことは検討されているのかどうかお聞かせください。 

○長友市長 

 ありがとうございました。多くの方はご存じのように，調布も近隣の自治体同様に，保

育園の待機児童対策では，現状の需要の増加に追いつかないで申しわけないと思っており

ます。過去 10 年以上で 2,000 人以上は定員を実はふやしているんですが，今年度も…日本

全体の人口が減ってきているのはご存じのとおりだと思いますが，我が市はふえておりま

すし，少子高齢化といっても，うちは少子化はないんですね。子どもがふえておりますか

ら。ですから，そういう中で，ことしも過去最高の，最多の申込者ということでございま

して，現状でもまた数百人，800 人ぐらい定員をふやすというような計画のもとにやって

はおりますが，いいわけを申し上げているんではなくて,申しわけないと思っております。 

 それから，ことしの４月１日現在の待機児童が 312 人でしたか，前年が 289 人だったっ

け，これ，やっぱりふえているんですね。数百人の規模で定員をふやそうとしているんで

すが，なかなか解消できません。今おっしゃったことに関して検討いたします。今月か来

月に私立幼稚園の協会といいますか，その団体のトップの会長さんともちょっとお話をす

る。私自身も，担当課だけではなくて，お話をしようと思っております。それで幼稚園タ

イプの認定こども園，だから，いってみれば幼稚園を今まで続けてきたけど，保育園機能

を少しもたせたようなものがというのは全国的にも立ち上がりつつあるんですが，我がま

ちではまだそこまでの計画をもっておられる幼稚園はございません。今後はわかりません

けれども。ただ，そこまで行かなくても，今おっしゃったように，延長保育の問題なんか

には積極的に取り組みたいといっておられる幼稚園事業者が既におられますので，その現

状を私自身もお会いして，ちょっと正確に聞いてみようと。それで今，私はお約束はでき

ませんが，市として応援できるような観点があればちょっと検討したいと思っております。 

 それから，川崎の例，ありがとうございました。あきが埋まらなければ，そのスペース，

理論的にはそれは可能ですね。ちょっと研究いたします。川崎はそれを採用することによ

ってうまくいっている点と，逆に気をつけなければいけない点があるのかどうかというの

も担当課はわかっているかもしれませんから，それは私自身も確認させていただいた上で

お答えを差し上げるようにいたしますので，よろしくお願いします。 
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○（仙川町２丁目） 

 ありがとうございます。今挙げた２点抱き合わせでいくとかなりうまくいくのかなと思

うので，ぜひよろしくお願いします。 

○長友市長 

 はい，検討いたします。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，次の方，まいらせていただきたいと思います。では，Ｂ列で一番後ろの眼鏡

の男性の方，お願いいたします。 

○（染地２丁目） 

 染地の○○と申します。喫煙に関して２件お願いがあります。 

 １件目なんですけど，私は調布駅を利用するんですが，歩行者喫煙，歩きたばこをして

いる人が多いなと感じています。先ほどここに来る前も，たづくりのすぐ前でたばこを吸

って休憩している方だったり，座っている方々がいるんで，そういった方たちに，吸わな

いでねとか何か働きかけるようなことをしていただきたいと思います。子どもがたくさん

ふえているというふうにおっしゃっていたんで，ぜひそういう未来の子たちにもたばこと

いうのをどうにかしていただきたいと思います。 

 喫煙に関してもう一件，すごくひどいなと思っているのが，私は調布駅の南側のロータ

リー，多摩川住宅西行きのバスに乗っているんですが，そこのバス停のすぐ隣に喫煙所が

あって，バス停で待っているときに受動喫煙をさせられているという状況になっています。

なので，その喫煙所を移動していただかないと調布市民の健康が危ういと日々感じており

ます。ですので，一刻も早く多摩川住宅西行きの隣の喫煙所というのを移動していただき

たいと思います。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。こういうような意見交換の場を設けさせていただいて，最近

たばこのことが話題に上らない回はないような，それほど皆さんの関心が強く，この中で

も吸われる方，吸われない方両方おられると思いますけれども，大きな問題になってきて

おります。 

 それから，ちょっと後で触れますが，ラグビーワールドカップ，オリンピック・パラリ
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ンピックの開催地になっているということでありますので，今ご存じのように，国とか都

で大きな議論になっております。そういうようなことも見据えて，対策をまた考えていき

たいと思っております。 

 １つの例として今の喫煙所ですね。バスのロータリーの外縁に喫煙所を設けているとこ

ろを何とかしてくれとおっしゃる話に関して，これ，たまたまですけど，私も染地２丁目

の住人ですので，私もあの停留所を利用しております。それで，今すぐあれを撤去という

ところまでは申し上げられないんですが，あそこに至ったことをちょっと申し上げますと，

駅に近いところに，改札に近いところに大きな灰皿を設けたことがございました。そうす

ると，もうたまらないと。駅に入っていくところに，何であんなところに置くんだと。全

部撤去する。これはありていに申し上げて，吸う方のマナーが悪過ぎるんですけど，ただ，

置かないとポイ捨てたばごが非常に多くなってきて，これも大きな問題だということで，

それじゃ駅に近い，改札に入ろうというようなところはやめましょうということで，ちょ

っと遠いところに，私の利用する停留所の近くに置いている。そうすると，その煙をあん

なに嗅がされちゃたまらないから何とかしてれというんで，今でも漏れることはあるんで

すが，一応低い囲いを今つくってやらせていただいてはいます。あそこに置くなといわれ

ることは今までにもございますので，それは考えてはいるんですが，ただ，ロータリーに

全く灰皿を置かないと，さっき申し上げたような問題も起こってくる。どこに置いても近

隣の停留所を利用する方からは苦情が出る。プラス，何年か前ですけど，あそこに高いビ

ルが建ちました。上はマンションになっているんですけれども，そうすると，あれが建っ

てからは，囲いをしたんで，以前ほどは煙の苦情は減ったんですが，ビルまでは気がつか

なかったんですね。あのビルが建ってから，２，３階の方から何であんなところに喫煙所

があるんだと。煙が我が家に入り込んでくるといわれまして，これも今ちょっと困ったな

と思っています。 

 何を申し上げたいかというと，ひとえに吸う方に，吸う方の権利というのもあるとして，

もう少し迷惑をかけないように，路上を歩行しているとき，それから，どこかで吸わなけ

ればいけなければ，ほかの方に害を与えないようにやってくれということで，ですから，

ここ 10 年，20 年を考えても，吸う方のマナーの悪さに起因して，どんどん吸える環境が

狭まってきていることは間違いない。そこへ加えて，最初に申し上げましたように，世界

の大スポーツイベントが来て，これまでの開催地の例を今調べておりまして，より厳しく

せざるを得ないかなということで，今，検討しております。それをどれぐらいの厳しさに
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するか。国や都が何を定めて，調布市がどう対応するかというのは，この一，二年の間に

公表してまいりますので，またそれに関して皆様方から思うところがあればご意見をいた

だきたいと思っております。やはり今まで以上に厳しい環境にさせていただくしかないな

と私自身も，市としても思ってはおります。 

 それから最後に，今のご質問の中にはなかったけど，千代田区みたいに罰則規定を設け

て，罰金をとって取り締まればということも今までにご質問がありましたんで，それを最

後に付言いたします。それも検討しております。ただ，あれ，物すごいお金がかかるんで

すよ。千代田区以外で広がらなかったというのは，すごい人件費を含めてお金がかかるも

んで，それは何億円ですと申し上げると，さすがにそこまではねという市民の方もおられ

たんで，今はそこまでの実施ができておりません。ただ，それをも含めて，監視員を置い

た強制力の発動まで含めて考えていきたいと思っております。 

○司会者 

 ○○様，いかがでしょう。よろしいでしょうか。 

○（染地２丁目） 

 ありがとうございます。たばこを吸う方の意見もわかるんですが，せめて人がいないと

ころに喫煙所を設けていただきたいなと思います。 

○司会者 

 ありがとうございました。 

 それでは，次の方，まいらせていただきたいと思います。それでは，○○様の前のしま

の女性の方，お願いいたします。 

○（佐須町１丁目） 

 佐須町に住んでおります○○と申します。 

 私の子どもが深大寺小にことし入学いたしまして，緑深い環境で学べるのは幸せだなと

思っているところなんですが，１年生になって医療費が突然３割負担になってしまいまし

た。うちの子どもは，赤ちゃんのときから都内の大学病院に通っておりますので，急に家

計としては出費がふえてしまった状況です。主人は本当に普通のサラリーマンです。23 区

や近隣の市では，小学生も中学生も医療証があって助成を受けられているので，大学病院

の会計の方からは，もしかしたら郵便事故かもしれないから調布市役所さんに聞いてみな

さいというふうにいわれました。問い合わせをしたところ，所得制限ということだったん

ですけれども，調べたところ，ほかと比べてばっさり切られているような状況です。こと



19 

しの 10 月から，小３までは医療費が助成になる予定というふうに伺いましたが，できまし

たら安心して医療が受けられるように，他市区のように自己負担ありでも義務教育中は続

けていただきたいなと思っています。これがお願い事項です。 

 あともう１つは，報告なんですけれども，私は細々と社会保険労務士というものをして

おりまして，市内の小学校を中心に，中・高で医療のことや年金のことや介護のことなど，

社会を支える仕組みについて賢い大人になってほしいという願いと思いをもってボランテ

ィアで出前授業をしているんですけれども，去年はこの取り組みをニッポン放送で紹介さ

れたのを，国領の大槻先生を通して市長のほうにもご報告させていただいたところでござ

いますが，ことしは３月に読売新聞の全国版で，三小でやった取り組みがこのように写真

つきで照会されました。そういうこともありまして，実は調布ではなくて，府中の小学校

さんのほうから，うちでもやってほしいというようなお話を受けて実施することになりま

す。私たちはせっかく調布市民なので，この活動を調布市内で広めていきたいなと思って

いるところでございます。ぜひ市長のほうからもサポートいただけましたらと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○長友市長 

 ありがとうございます。最初のご質問の医療費に関して，今ご質問の中でも触れていた

だきましたように，10 月から小学校３年生までということで，医療費の負担をなくすよう

な措置を講ずる予定にしております。一旦こういうことが拡充いたしますと，もとに戻る

ことはできないんで，先のことを考えると，どうしてもちょっと慎重にならざるを得ない

という点はございますが，近隣の多摩の地域に比べてもおくれをとることがないように拡

充をしていきたいと，そういうふうに思っております。 

 それから，この中でご存じの方もおられるかもしれませんが，今 23 区との比較をおっし

ゃったのは，構造的にどうしようもない話がございます。物すごく簡単にいうと，東京都

との関係が 23 区と多摩の市では違うんですね。これは，私もこういう仕事につくまでは知

らなかったです。東京都の手厚い保護のもとに，23 区が全国でも恵まれているということ

なんですね。私も他の先進国に住んだことがありますが，ひょっとしたら東京都の 23 区は

公共サービスの度合いは世界一かもしれませんね，これはもうどうしようもないことです。

制度が違うわけですから。集めた税金を我々に流してもらえる度合いが違うんです。これ

は多摩の市だけが違うということではなくて，23 区が全国の中で特別だということです。

そこまでは，どこに住むかを決めるときに，一般の市民，都民の方は多分ご存じないと思
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います。だからといって手をこまねくんじゃなくて，最初に申し上げたように，できるだ

け頑張ってサービス水準を上げていきたいと思っております。 

 それから，ありがとうございました。私も大槻さんには頻繁にお会いをして，啓発活動

の重要性というのを教えていただいております。子どもを，小・中学生においても，例え

ば年金，例えば介護，こういうようなものについてわかりやすい説明をしていただくこと

は大変有益なことだと思っております。お約束をして，そういう場がぜひ設けられればと

いうことを教育委員会，教育長とも話していきたいと思います。ただ，これは教育委員会

が学校で教えるいろいろな教科のカリキュラムの中で考えられるんで，ぜひ時間を設けて

もらえばいいと思っておりますが，ちょっと最近，世知辛いですね。これ，後で記事録に

残すかどうかは別にしますが，本当に子どもも気の毒で，夏休みも短くなるし，こういう

有用な，今のお話のような，こういう話があるんでどうですかと水を向けても，もうぎり

ぎりの授業数でやっているんでとかいわれて，そのようなこともありますけど，私として

は，個人的にもぜひ応援させていただきたいと思いますんで，場が設けられればよろしく

お願いします。 

○（佐須町１丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，次の方，まいらせていただきたいと思います。では，Ｆ列の一番前の女性の

方，お願いいたします。 

○（緑ケ丘２丁目） 

 緑ケ丘に住んでいます○○と申します。よろしくお願いします。 

 私は６歳と４歳の子どもを子育て中で，きょうはその子育て視点での環境整備をお願い

したくてまいりました。 

 ことし４月から新１年生で，上の子が小学校に通って改めて感じたのが，最寄り駅が仙

川駅なんですけど，仙川の商店街を通って登下校しています。朝早い時間ではあるんです

けども，パチンコ屋さんが３軒とゲームセンターが１軒，仙川の商店街にはあります。朝，

まだ開店はしていないんですけども，待っていらっしゃるお客さんの，先ほど出たような

喫煙がとても目立っており，私としては，子どもにそういう環境，そういう姿を余りみて

ほしくないなというふうに感じまして，何とかきょうのお話で検討していただけたらと思
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いました。 

 また，今入学して，まだ５月で１ヵ月半ぐらいですけれども，既に不審者が出ていると

いう話をこの間だけで３件ぐらい聞いています。そのうち１件は，親御さんではありまし

たけども，結構長時間にわたってずっと後をつけられたというようなことも聞いており，

どうしても小学校に上がると親の目の届かない時間帯も出てしまいますので，親としては

どう防げるのか，事前に防ぐことができるのかというのを常に悩んでおります。 

 また，その登下校の通学路の中で，ここ数年なんですけれども，ムクドリとカラスが大

量に多く出てきています。季節によってなんでしょうけども，カラスは多分一年中いて，

先日，私もすごく怖い思いをしたんですけども，すごく低空飛行で，人を怖がる様子もな

く飛んでくるので，一度私はカラスに襲われたこともあるんですけども，そういう中で，

駅前の商店街，商業施設があるところは電線に鳥がとまらないように何か設置をしてある

んですけども，住宅街のほうに入りますと，それは一切ない状況なんですね。なので，小

さい子どもが自己判断でそれを避けることができるかといったら難しいと思います。そう

いうあたりでも，登下校の道の安全の確保をぜひお願いしていただきたいなと思います。 

 あと，最後に１点，外環というんですかね，高速道路を今うちの近所では建設中です。

それもあって，プラス，多分吉祥寺のほうに抜ける道路でもあるので，狭い道路なんです

けども，交通量がすごく多いです。車の通りがとても多くて，子どもを安全に安心に遊ば

せる場所が正直ないです。つい最近まで家の裏にあった公園も撤去されてしまって，本当

に子どもが自由に伸び伸びと遊べる場所というのがどんどん削減されていってしまってい

ることもとても悩みになっています。ぜひご検討をお願いしたいなと思っております。よ

ろしくお願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。パチンコ店は，昔はたしか 10 時ぐらいからだったと思うんで

すが，今でも 10 時からですかね。それから，相当前から…通学ということは，１時間半と

か２時間前から並んでいる人もいるんですか。そういうことですか。 

○（緑ケ丘２丁目） 

 ７時半過ぎに通るんですけど… 

○長友市長 

 もう並んでいる。 
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○（緑ケ丘２丁目） 

 いらっしゃいます。 

○長友市長 

 熱心なパチンコファンがいるわけですか。 

○（緑ケ丘２丁目） 

 いらっしゃいます。 

○長友市長 

 済みません，それはそうなんでしょう。私も７時半とかいわれるとちょっと驚きました

けれども，パチンコのファンの方も大半は善良な市民だとは思いますけれども，ただ，環

境面，小さいお子さんも通るということであります。それから，中・高校生に対する影響

みたいなものもあるかもしれません。パチンコ店とかゲームセンターなんかは中・高校生

だって利用するようなことがあるとすれば，それも気をつけなければいけないことはある

だろうというんで，例えば青少年の補導連絡会等，その地域の方々と協力をしてというよ

うな場がございますので，そういうところにも働きかけて，監視の目だとかというような

ことを，ちょっとご相談させていただこうと思います。 

 それから，不審者の問題につきましては，ご利用いただいているかどうか知りませんが，

安全・安心のメールというのも大分前から発信させていただいて，年間何回か，別に大き

なことにはならなくても，そういう不審者を含めて注意を喚起するような情報をやっぱり

流さざるを得ないということはありますので，そういうこと。 

 それから，いろいろな観点のご意見はあると思いますが，カメラはやっぱりどの自治体

も今ふやさざるを得ない環境になってまいりまして，商店街なんかだといろんな人の目が

あるでしょうけれども，ただ商店街においても，それから人通りの少ない，それから暗が

りのあるようなところを通って通学されている小・中学生もおられるので，カメラをどう

いうふうに設置していこうかというようなことで，ふやす傾向でやっております。どこに

ということに関しては，地元のご意見をよくお伺いした上で対処でさせていただきたい。

それから，商店街にも協力を求められる部分については，そういうふうにやっております。 

 それから，ムクドリ，カラス，それからハトのふんというのも前ありましたけれども，

あれ，不気味ですよね，ムクドリも，本当に。それから，ふん害もありますから。ただ，

これに関しては，きょうのセクションの中では…後でよりピンポイントでその場所を特定

させていただいた上で，私どもとして何らかの対策をとれるかどうかをちょっとお伺いし
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た上で検討させていただきたいと思います。 

 それから，最後の質問でおっしゃった高速道路，外環道，これはもちろんあとまだ何年

もかかるわけでありますけれども，地下 40 メートルの非常に深いところで，地上に迷惑を

かけにないような外環をつくっていこうということで建設が，シールドマシンを使って，

モグラのようなものがずっと掘っていくということになります。それで，今その影響がみ

られるというんであれば，ぜひまた教えていただくと。それから，そういう道路が完成し

た暁も，それと連動した道の交通量がどうなるかというのは，私どもも強い関心をもって

考えていきますので，ぜひまた意見交換させていただければ。 

 それから，その影響もあっての公園のスペースの問題。今，公園も大分苦戦しておりま

す。なかなか場所を確保するのが難しい，今まで使っていたところがいろんな事情で使え

なくなる，これもございます。新設がなかなか困難な状況もございますけれども，なるべ

く地域格差を設けないように，既存のものの転用も含めて検討いたしますので，ぜひまた

ご意見をいただいて，その過程において我々にいろいろな可能性がみえてくるようでした

ら，その地域の方にわかりやすくご説明いたします。 

○（緑ケ丘２丁目） 

 ありがとうございます。 

○司会者 

 ○○様，よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは，続きまして，次の方，まいらせていただきたいと思いますが。それでは，先

ほどからお手を挙げていただいているＢ列のピンクの女性の方，お願いいたします。 

○（佐須町５丁目） 

 どうもこんにちは。佐須町に住んでいます○○と申します。 

 私は柏野地区の健全育成委員をやらせていただいておりまして，４月 22 日ですか，防災

訓練ですか，それのほうに参加させていただきまして，それであのときは，先生から備蓄

倉庫とか，あと水の確保なんかの場所をいろいろ案内してもらって，災害が起こったとき

は，体育館はこんなようなエリアを設けますというふうに説明を受けたんですけども，実

は初めて参加して説明を受けたんですが，小学校の備蓄倉庫の中身をみて思ったんですけ

ど，いろいろありとあらゆるものが，災害に必要なものが全部確保されているんですけど

も，年々調布市もすごい人口が増加しているので，柏野小学校地区も大分人口がふえてき

まして，佐須公園にも備蓄倉庫があるんですが，いざ南海トラフがどうのこうのというふ
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うに近年いわれていますけど，地震とかが起きたときに，この量で足りるのかなとふと思

ってしまって，備蓄倉庫に保管してあるやつは，たまには中を点検するとか，あと，水な

んかは５年に１度ぐらいかえなきゃいけないということがありますけど，そういうのは一

応されているのか。やっていってほしいと思うんですけども，やっぱり市の人口の増加に

伴って，地域にはいろいろ人口の増加も違うと思うんですけど，そういう備蓄倉庫の点検

や何かはされているのかどうかと思って，一応それを聞いてみたいなと思いました。お願

いいたします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。最初におっしゃったのは防災教育の日ですか，４月の第４土

曜日。 

○（佐須町５丁目） 

 はい。 

○長友市長 

 ありがとうございます。ご存じでない方もおられるかもしれませんが，市内には 28 の公

立小・中学校がございまして，この 28 校全てにおいて４月の第４土曜日を防災教育の日と

名づけて，お子さんに安全・安心，それから命の大切さを教える授業を行ったり，訓練を

実施していただいたり，それは学校ごとにプログラムが異なりますけど，やっていただい

ております。ご協力いただいたんであれば，大変ありがとうございました。 

 それでということで，今の備蓄倉庫の中身の問題について申し上げますけれども，この

場ではいいかと思うんですけど，ある程度の量は確保しておりますと余りいわないほうが

いいんじゃないかという話もあるんです。どういうことかというと，やっぱりご自分で２，

３日のものは蓄えていただくというのが１つの理想でございますので，避難するところで

大丈夫だというと，そっちのほうが少なくなるという話は確かにありますんで，それを申

し上げた上で申し上げますけれども，市内の小・中・高校，大町スポーツ施設等 32 ヵ所で

３万 3,000 人分を３日，ですから，延べ 10 万ということで，それを目標に備蓄をしている

という現状はございますので，量としては全く不足するということはないと。ありていに

申し上げて，それで結構だと思います。ただ，これまでも激甚災害の例を私どもも学習を

しておりますけれども，食料に関しては当座の，１日，２日ぐらいはあれですが，すぐに

相当の量が確保できるということはありますので，そんなに致命的にご心配になることは

ないかもしれない。ただ，最初にいったように，それを余りいうと，家庭の備蓄がおろそ
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かになるというのはありますんで，ぜひ設けてはいただきたいと思います。 

 それから，もちろん自分で自分の身をある程度守れるような大人に関しては，多少我慢

していただく部分が激甚災害では出てくると思いますね。乱暴なことを申し上げますが，

半日や１日は食料が不足しても我慢してくれというようなことをいわざるを得ない部分は

出てくるかもしれませんね。ただ，ミルクなんかは死活問題ですからね。赤ん坊に我慢し

ろというわけにはいかないわけでございますから，そんなようなことは，最低限我々が気

をつけなきゃいけないのは何だという観点で備えたり，チェックをしております。 

 それから，当然でありますけれども，備蓄倉庫は夏締め切ると何度になるんだとか，そ

こに置いているアルファ米とか乾パンとか水とか大丈夫かとか，それは点検はもちろんい

たします，やっております。ですから，そこも最低限のことは確保しているというふうに

ご理解をいただいていいとは思います。もちろん使用期間，賞味期限だとか,これは考慮し

ておりますので，必要に応じてかえていくというようなことも担当は気を配っております。 

 ただ，今，食料だけのお話でありましたけれども，冬場を中心にして，寒さの厳しき折

だと，食べること以外に最低限の毛布等の備えがどうしても必要だとか，６年前の３月 11

日の日に，我々のところは物すごい甚大な被害はなかったんですが，それでも帰宅困難者

がまちにあふれるというのはございましたから，当日は寒い日で，その方たちを，近隣の

公共施設に収容させていただくだけでもやっぱり結構大変でした。そんなようなことを１

つの例として検証しながら，市でやれることは十分にやってまいります。ただ，ぜひこう

いうご質問が出た際にお願いいたしますけれども，ご自分の家庭で，またご自分で最低限

のことを自助努力ということでやっていただかないと，千何百人の市役所の職員だけでと

ても賄い切れるものではございませんので，そこをお願いした上で，今後とも備蓄を含め

て我々は充実させていきたいと思っております。 

○（佐須町５丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 ありがとうございました。 

 それでは，次の方，まいらせていただきたいと思いますが。では，Ｄ列の一番後ろの女

性の方，お願いいたします。 

○（染地２丁目） 

 染地に住んでおります○○と申します。本日はこのような機会を設けていただいてあり
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がとうございます。 

 私は今，小学校３年生と保育園の年少の子どもがおりますので，子育て面でのことでお

願いがありまして発言させていただきます。 

 幸いにも上の子は，小３の子は学童に入らせていただいて，下の子も認可の保育園に入

れている状態ではあります。ただ，29 年度は調布市のほうで，ありがたいことに認可保育

園 10 園と分園１園を開設予定で，定員 800 名の拡大を図るということなんですけれども，

じゃ，学童のほうはどうなのかというと，現状としてうちの子は幸い通えていますけれど

も，結構ほかの地域のお話を聞いたりします，調布市内で話を聞いたりしますと，やっぱ

り３年生で待機になってしまうご家庭があるというのも聞いておりますし，学童は本当は

１年生から６年生までは入れるということにはなっているんですけども，実際はやっぱり

入れていないというご家庭があるということも耳にしております。 

 そういう意味で，年少の子が小学校に入るときになって，１年生というのは，点数づけ

されたときにある程度優先していただけるので入れるんですけど，学年が上がって２年生

になったとき入れるのか，３年生になったとき入れるのかって，その一年一年ごとに仕事

を続けられるのか，やめなきゃいけないのかというところのすごく負担があるので，保育

園ほうをふやしつつも，学童の待機についてももう少しいろいろとご検討…もちろんいろ

いろとふやしてくださっているというのも承知はしているんですけども，多分ちょっと追

いついていない面もあるのかなと思っております。 

 あと，こういう学童クラブの入会案内をいただくときに，後ろにユーフォーについてと

いうことで，ユーフォー，放課後子ども教室事業ということで，学校内の１個の空き教室

を利用してですとか，あとは近くにユーフォーといえば，特に働いている働いていない関

係なく預けるというか，子どもが通って遊ぶ場になっているんですけれども，学童のこれ

につけるということは，もしかしたら待機になったときに，ユーフォーもうまく利用して

くださいという考えなのかなとも思うんですけども，実際にユーフォーを待機になったと

きとかも考えて利用しようと思うときに，ユーフォーではこういう登録カードというのが

あるので，必ずこれを保護者が朝書いてもたせて，それでユーフォーの先生に出してとい

うことなんですけれども，うちの子どもが通っている小学校では，何回か利用したことは

あるんですけども，２年生になったときはカードを忘れてもまあ大丈夫ですよと。３年生

になって登録してみたときには，３年生はカードは別に要らないですよ，自分で来て，自

分の都合で帰ってくださいということなんですけども，そうすると，やっぱり子どもの行
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動が把握できないので，それでは全く学童のかわりにはならないんだなということはある

ので，そのあたりはユーフォーというのはかわりにはならないので，こういうふうに載せ

ていること自体が，待機になっても場所はありますよということを暗に示しているのかど

うかわからないんですけども，やっぱりそこは完全にユーフォーと学童って違うものなの

で，そういう意味では，学童対策をしっかりやっていただけるとありがたいと思っており

ます。 

 あと，もう一点ございまして，千葉の女の子の殺害事件，あの痛ましい事件がありまし

て，すごく心を痛めているんですけども，やっぱり子どもが登下校をしっかりしているの

かも含めて，今のところ学童に通っているので，例えばうっかり子どもが，きょうは習い

事じゃない日なのに帰ってきちゃったりしたときとかに，学童の先生から電話があって，

きょうは学童の日ですかと。学童の日の予定が来ていないんですけどとかってきちんと連

絡してくださるので，子どもの行動が把握できるんですけれども，やっぱり実際学校の行

き帰りとかもすごく心配なので，例えば他市ではスクールパスといって，登下校メールと

いう施設の出入り口にカードがあって，かざすとというのをほかの自治体に住んでいる方

に聞いたことがあって，やっていらっしゃるので，いろいろご予算のこととかもあるんで

すけども，例えば何かそういう子どもの行動が把握できる，スクールパスをかざす，子ど

もが通過したときに保護者のほうにメールで，今登校しました，今下校しましたというふ

うに入るものがあるので，例えば国分寺市，小平市とかでやっていらっしゃるようなので，

そのあたり，必ずスクールパスというわけではないんですけども，何か安全対策等，もち

ろん防犯カメラも設置していただいたりはあるんですけども，いろいろとご検討いただけ

ると大変ありがたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。今，○○さんがおっしゃったように，保育園のご質問は先ほ

ど出ましたんで，お答えさせていただきましたけれども，保育園待機児童対策イコール学

童クラブ待機児予備軍になっちゃいかんなということなんですね。おっしゃるとおりです

よ。去年からことしにかけて東京都の知事が，複数回この保育園の問題についての協議会

を設けられたんで，私も行ってきて，調布の意見をいうときに，そのことをいっておきま

して，保育園，保育園というけれども，気をつけないと，それが持ち上がって学童クラブ

の待機児童になってしまう可能性があるわけだからと。 

 それで，私も早いもので，市長に就任してから 15 年ぐらいたつんですが，10 年以上前
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ですかね，かなり危機的な状況があったことは正直に申し上げます。どういうことかとい

うと，待機児童の需給関係がかなり急速に悪化をして，これはもちろん公表した上で，当

初予定していた定員を多少オーバーしますけれども，お子さんを１人にしておくわけには

いかないから，１，２割そこで収容する人員をふやしますけれども，その間に近隣に，例

えば分室をつくるとか，そういう努力をいたしますからとお断りをして，それでぎりぎり

収容したことがありました。今はそのときほどではないと思うんですけれども，でもさっ

きから申し上げているように，子どもの数は減っておりませんので，やっぱり常に気をつ

けていかなければいけないという状況はおっしゃるとおりです。それで待機児を発生させ

ないように，でき得る限りの手をこれからも尽くしていこうと思います。 

 ただ，これは自治体間でも微妙に差がございますけれども，調布及び近隣，また首都圏

でみた場合，どんなに長くみても 20 年以内，10 年以内かもしれません。この問題はなだ

らかに収束をしていくかもしれません。子どもの数がやっぱり頭打ちになって，どう計算

してももうふえないという時期がやってまいります。だからといって，今，手を緩めると

いうわけじゃありません。一気に５施設，10 施設余ってしまう，これはこれでちょっと大

変なんですけれども，我々は需給関係の先行きを５年後，10 年後も計算した上で収容して

いこうと思っています。今は行政もきついですが，全く同様にご家庭もそれぞれ一番苦労

しておられる状況にあろうと思います。おっしゃった趣旨を踏まえて，学童クラブの待機

児を発生させないように最大限の努力をしてまいります。 

 それから，ユーフォーに関しては，ユーフォーも全ての 20 の小学校で全部，何年間計画

で設けること，設置することができましたので，ご存じない方には，こういう場もござい

ますということでご紹介をさせていただいて，それぞれ性格が異なるものでございますの

で，それは家庭のご事情もいろいろあろうかと思いますが，ユーフォーのご利用もぜひご

関心があれば検討いただきたいという案内はさせていただこうと思っていますが，学童ク

ラブで大きな問題が人員等であるので，ユーフォーをということでは，必ずしも私どもは

考えているわけではありません。 

 それから，スクールパスの導入に関して，ありがとうございました。国分寺，小平とお

っしゃいましたけれども，府中とか立川なんかでもそういう例があるというふうに聞いて

おりますので，ちょっと研究してみたいと思います。確実に学校に着く，学校を出た，そ

ういうことがわかるだけでも１つの安心。しかし，連絡があった後，またすぐに帰ってこ

られないと，それはそれでいろいろあるかもしれませんが，もう実施している先行例があ
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るということは研究しやすいわけですから，ちょっと確認して，うちのまちでもどうしよ

うかということを話し合ってみたいと思います。 

○（染地２丁目） 

 ありがとうございます。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，次の方，いかがでしょうか。それでは，Ｆ列の一番奥の女性の方，お願いい

たします。 

○（飛田給２丁目） 

 飛田給から来ました○○と申します。中央高速と品川道が交差しているところの５差路

の信号があるんですけれども，そちらなんですけれども，とても危険なところで，渡ると

きに，曲がってきた車に何度も危ない目に遭わされているんですね。 

 最近，私，中等視覚障害者で，白杖をついてふだん歩いているんですけれども，なかな

か信号が変わったのとかみえなくて，最近，音が出る信号の機械をつけていただいて，と

てもありがたく思っているんですけれども，できれば防犯カメラみたいなのをつけていた

だけるとありがたいなと思って……。家族の者もひき逃げに遭ったりしていて，そこは飛

田給小学校の入り口の交差点になっているので，小学生の通学路にもなっていて，何かあ

ったときにカメラがついていると，もし車が逃げてしまってもすぐに確認できるという利

点があると思うので，ぜひ防犯カメラをつけていただきたいなと思っています。 

 あと，もう１つなんですけど，以前からというか，私が嫁いできたときからそうなんで

すけど，東急の前の歩道なんですけれども，駐輪している自転車がすごい多くて，歩くの

にすごく邪魔なんですね。撤去していらっしゃる姿も何度もみかけて，市のほうでも頑張

っていただいているなと思っているんですけど，やっぱり私もちゃんと目がみえていたと

きは，そんなふうにしてとめてしまっていたんですけれども，とめることによって点字ブ

ロックがふさがれてしまったり，白杖をついて歩くときに，自転車につっかかって歩くの

がすごく不便だったりするというのを，目がみえなくなったことで気がつきまして，これ

はちょっと市のほうでどうにか，もうちょっと頑張ってほしいなと思っているところなん

ですけれども，どうにかしてください。 

○長友市長 

 ありがとうございました。飛田給小学校におりていく道の，何か複雑な交差している，
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あそこのことですよね。カメラのニーズは今まで聞いている？ 

○八田都市整備部長 

 今ご指摘いただきましたのは，品川道と中央高速が交差をする部分の５差路付近でござ

いますよね。 

○（飛田給２丁目） 

 はい。 

○八田都市整備部長 

 防犯カメラの関係に関して，今いただきました要望を警察のほうともちょっと協議をし

てみたいと思います。ぜひ対策を講じられるようにアプローチをしてみたいなと思います。 

○（飛田給２丁目） 

 お願いします。 

○長友市長 

 それから，点字ブロックのことに関しては，私どもも大きな問題だということで，以前

から第一義的には，買い物に来られて，自転車を利用される方のマナーの問題だと思いま

す。もちろん駐輪スペースを十分に確保するということに関しては，我々も今後ともでき

ることをやっていきたいと思いますが，わずか数分の駐輪なんだから，買い物をする前に

少しとめるぐらいはということをやっぱり今でもいわれる方があるので，それは今まさに

○○さんがおっしゃった点字ブロックをふさいでしまっては，どれだけの方が困っている

と思うんですかということをはっきり申し上げて，それから，そこのパトロールだとか，

自転車の整理をしてもらっている方には厳しくそれを指導する，またはそのスペースを整

理するようにということはいってはおりますし，それを強めていかなきゃいかんなと。放

置自転車は置きっ放しにするということだけではなくて，短い時間置くことすらやめてく

れということは当然の話でありますので，指導は強めてまいります。ご不便をおかけして

いるとすれば，ちょっと心苦しいところがございますけども，警告して撤去するという行

動は強めてまいりますので，ぜひよろしくお願いいたします。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，続いて，次の方，まいらせていただきたいと思います。それでは，Ｅ列の私

の正面の女性の方，お願いいたします。 
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○（布田５丁目） 

 布田からまいりました○○と申します。よろしくお願いいたします。 

 いろいろなお話が出ていまして，本当に感じることが多いのですけれども，ちょっと毛

色の違ったお話で，最近，深大寺の仏像が国宝に指定されたかと思うのですが，これも含

めまして，ぜひ市長初め市の方々におかれましては，こういう観光資源にして，長い歴史

をもつ調布のまちをもうちょっとＰＲしていただいたらよいのではないかと思うのですが，

そのあたりについてどういうプランをおもちなのか伺いたいと思います。 

 ちょっとだけお話しさせていただくと，ちょっと調べましたら，国宝のうち，仏像とか

彫刻関係は全国宝で 1,101 個あるそうなんですけど，そのうち 131 個が仏像関係で，なお

かつ関東地方にある仏像で国宝って幾つあるか，市長，ご存じでいらっしゃいましたか。 

○長友市長 

 極めて少ないでしょう。 

○（布田５丁目） 

 ３つだけなんです。131 個のうち３つだけで，そのうちの１つは鎌倉の大仏。そのぐら

い有名だそうで，ぜひぜひこれは… 

○長友市長 

 やはり近畿圏が多いんですよね。 

○（布田５丁目） 

 ほとんどが京都，奈良にあるようなものなので，これだけ古いものがこのまちにあると

いうことは本当にすばらしいことだと思います。あと，国指定の史跡なんかも布田にも，

私のうちの近くのところにもあったんですが，今何もなされていなくて，森というか原っ

ぱみたいになっていますけれども，そんなものももうちょっと市と連携して何かできない

のかなとは思うのですけれど，そのあたりはいかがか，ちょっとお伺いしたいと思います。 

○長友市長 

 ありがとうございました。先日，市報の特別号で，俗にいう白鳳仏という深大寺の仏像

が新たに国宝に指定されたというニュースは流したので，ごらんになっていただいた方も

おられると思います。今，○○さんがおっしゃられたように，近畿よりも東のほうにはも

うほとんどない。今度の白鳳仏も東日本全体で最古の国宝仏だということを国宝指定の中

で私も伺っているところです。 

 たまたま明日なんですけど，今まで国宝に指定されたということで国立博物館で展示を
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されていたのが深大寺に戻ってきて，奉迎式をやることになっていまして，私も参加させ

ていただこうと思っているんですけれども，これは大変なことでございまして，調布が市

になってから 62 年だけども，今後ともあり得ないような，非常に慶事だなというふうに思

っております。 

 それから，最初に申し上げたように，大変うれしいことに，ラグビーワールドカップ，

オリンピック・パラリンピック，それから，まちづくりでも大きな転換で，商業活動が一

気に高まろう，そういうスポットライトをたまたま調布が浴びるタイミングのときに，よ

り市外の方の注目を浴びるような形で深大寺に国宝が誕生したということで，これを我々

としてアピールしない手はないと。全くそう思っております。あす，奉迎式に参加させて

いただいて，ご住職のご意向等も十分に確認させていただいた上で，やはりこれから何か

のときに，我がまちに対するイメージをいい形で，多くの方にもっていただくように我々

も協力をして，深大寺もしくは白鳳仏の存在というもの，それからそれ以外にも，さっき

おっしゃったように，歴史的なものをひもとけば，特定の地域ではございますけれども，

遺跡の発掘が常になされているような土地柄もございますし，あとは布田五宿といわれる

ような，江戸時代から明治にかけての宿場町の繁栄であるとか，我々が調布というまちを

市ができるかなり以前から多くの方に知っていただくに足るような，そういう素材は幾つ

もあろうかと思います。こういうものもぜひ貴重なものとして生かしていきたいと思って

おります。 

○（布田５丁目） 

 ありがとうございました。 

 古代，中世，近世，それから現代までこんなに人が住んでいるところってそんなにない

と思いますので，ぜひぜひその辺もＰＲしていただければと思います。ありがとうござい

ました。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，次の方，まいらせていただきたいと思いますが，いかがでしょうか。それで

は，Ｆ列の前から２番目の女性の方，お願いいたします。 

○（染地３丁目） 

 染地からまいりました○○と申します。よろしくお願いします。 

 今のお話で，深大寺の国宝についても出ていたんですけれども，私も提案なんですけれ
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ども，2020 年のオリンピック・パラリンピック，あと 19 年のワールドカップに向けて，

調布が開催地に選ばれたのは物すごい名誉なことで，すごくチャンスだと思うんですね。

このパンフレットにも調布市の取り組みとして幾つか書かれていますけれども，おもてな

しというんでしょうか，世界中からたくさんのお客様がいらっしゃるので，調布独自の昔

から布づくりが盛んであったとか，調布という名前の由来のもとにいろいろなことがあり

ますので，よくＦＣ東京の試合なんかのときに，味スタまで道にＦＣ東京カラーの柱がで

き上がるんですけれども，そういったインパクトのあるような会場への誘導のアピールと

いうか，印象づけみたいなものが調布オリジナリティーなものでつくられたらすばらしい

し，もちろん世界中の方がいらっしゃるので，帰られた後も調布を話題にしていただける

ような，そういうチャンスじゃないかなと思うので，そういうプロジェクトみたいなのが

どのくらい進められていくのかすごく興味をもっているので，その辺を教えていただけた

らと思います。 

○長友市長 

 ありがとうございます。○○さんがおっしゃるとおりで，大げさにいうと，もう二度と

ないかもしれない，２年連続で世界の３大スポーツのうち２つが来るなんてことは天文学

的な確率でありますので。ただ，そのイベント自体は，２週間だとか１ヵ月だとか２ヵ月

だとか一過性かもしれないけれども，それを起点に調布のまちをよりよく知っていただき

たいということはやっぱりやっていきたいと思っております。 

 １つは，今，素材としてそのご質問の中で，またご意見の中で，調布のまちの名前の由

来。これは確かにそうで，布を租庸調の調，物納をして税に相当するようなものを払った

から調布であって，田園調布もそうらしいですね，何か同じらしいですけども，そういう

ような東歌に，「多摩川にさらす手作りさらさらに何そこの児のここだかなしき」という万

葉の時代から多摩川の名前とともに，この地域がそういう産業を興していたということが

伝えられておりますんで，そういうようなことは日本の中でも知られていないかもしれな

いけども，外国人を含めてアピールさせていただきたい。 

 それから，昔にだけ目を向けるんではなくて，やはり 1933 年（昭和８年）に日本の映画

の発祥として大きな撮影所ができて以来，映画のまち調布ということで，いまだに 40 を超

える映画・映像関連企業が立地している，ある意味で日本一の映画のまちということもご

ざいますんで，そういうような方面。とにかく調布という特性を生かしたものを中心に出

しながら，今おっしゃったおもてなしだとかにぎわいの創出，こういうようなものにつな



34 

げていきたい。新しいものを全部つくるということでは必ずしもなくて，調布映画祭です

とか，それから市民文化祭ですとか，そういう文化的発想のイベントはこれまでにもあっ

たわけでございますから，それをまたリニューアルするような形でアピール度を強めると

いうことであれば，新しいものを立ち上げるよりは，うまく構成が短い期間に可能になる

かもしれないというようなことを含めて，今既にいろんなことを準備を始めておりますの

で，最終形が必ずしもみえてからということではなくて，こんなようなことを 19 年，20

年の国際的なスポ－ツイベントに訴えかけることを含めてやっていきますと。そういうよ

うなことをわかりやすく皆さん方にお知らせをしようとしております。 

 それから，19 年，20 年とは少し違うんですが，先ほど来ちょっと出ておりますように，

ことしの秋のあの商業ビルの完成というのは，我がまちが昭和 30 年にできてからでも，ま

ちの一大転換期に差しかかる大きなことであることは間違いないので，秋の３ヵ月にあの

ようなもの，それから飛田給のあのスポーツ施設も含めて，新しい調布のまちというもの

を大々的にキャンペーンを張るような形で市内外の方に訴えていこうと思っています。 

 それなので，既にこの間決まったことですが，ことしは少なくとも，夏，楽しんでいた

だいている花火を 10 月にもっていって，そのキャンペーンの中に含めてやろうかなという

ことで，それだけで秋にもっていくんじゃないんですが，去年の夏，大きな災害が花火大

会の前後に発生して大変なことがあったということがあるんですが，ことしは花火をキャ

ンペーンの中に含めてやろうとかいろいろ考えております。また，市報等でわかりやすく

ご紹介します。 

○（染地３丁目） 

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

○司会者 

 ありがとうございました。 

 それでは，続きまして，次の方，いかがでしょうか。じゃ，先ほどからお手を挙げてい

ただいているＥ列の後ろから２番目の方，女性の方，お願いいたします。 

○（小島町２丁目） 

 小島町に住んでおります○○と申します。よろしくお願いします。 

 こういった会だと，やはりご高齢の方の住みやすさとか，ファミリーの方の子育ての対

策とかというのは挙がると思うんですけれども，私たちのような若い世代，例えば 20 代と

か 30 代の調布市の定着率，居住の定着率というのをお伺いしたくて。なぜかというと，こ
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の世代が，やはり住みやすいというふうに感じてきちんと定着をしていかないと，他市と

か他区への流入ということにつながってしまって，人口はふえているというふうにはおっ

しゃっていただいたんですけれども，どのぐらい 20 代，30 代がいらっしゃるのかなとい

うことをお伺いしたいです。より人口増を目指すということであれば，どういった努力を

されていらっしゃるのかなというところをぜひお教えください。 

 もう一点が，私，小島町に住んでいるので，駅前の南口の公園が閉まってしまったこと

は非常に残念なんですね。あそこに緑があったのが非常に魅力的で引っ越してきたという

のもあるんですけれども，今，調布の駅前にほとんど公園がなくて，憩いの場というのが

全くない状況だとは思いますが，自然との共存を目指していくような何か企業の誘致とか

努力といったものを市のレベルで行っていらっしゃるのかなということをお伺いさせてい

ただきたいです。お願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。まず人口に関してなんですけれども，市がと考えていただい

ても，私がと考えていただいても結構なんですが，むやみにふえることは期待をしており

ませんし，もうこれぐらいでいい……３月に 23 万人台に乗りまして，まだ微増しておりま

すけれども，人口的には決してふえることでメリットが大きいということではないので，

これぐらいでいいかなと思っております。それで，それが恐らくは，我々の予想が余り当

たらないこともあるんですが，平成 30 年台のどこかで頭を打って，なだらかに我がまちで

も人口減になっていくだろうというふうに思っております。 

 ですから，別にここから５万，10 万ふえることを期待はしておりませんが，それとは別

な観点で，やはり調布に移り住むということ，まちの状況に好感をいただいて移り住んで

こられる方がおられるというのは，これはもうありがたい，うれしいことだと思っており

ます。そういう意味で，きょうのいろんなご質問の中にもお答えさせていただいたように，

安全・安心でまちの魅力があるようなもの，これはこれからも追求していきたいと思って

おります。 

 それから，定着率は，もしきょう数字がここにあればすぐお答えいたしますけれども，

我がまちは人口がふえている，それからお子さんの数もふえているというのは，間違いな

くここ 10 年来でみましても，200，300 世帯から，大きなものは 500 世帯ぐらいのマンシ

ョンが建ったということで，新しいマンション群が建設されると，どうしてもそれは若い

ファミリーが総体的に多いわけですから，それぐらいの年齢層,親でいうと,多いのは 30 代
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から 40 代前半，お子さんが学齢からその下の方含めてふえているということだと思います。 

 ただ，調布だけではないんですが，都心からこれぐらいの距離のまちは，大体そういう

ことで好感をもっている若いファミリーが来られるけれども，やっぱり転勤でありますと

か，それから，うちも実はそうなんですけど，世田谷に住んでいて，子どもがふえてどう

にもならなくなってこっちへ，西へ来て，またそこでも手狭になってくると，また西へ行

かれるという，それはこれからも避けがたいというか，別に調布が嫌いになったから出て

いくんじゃないけれども，世帯の中での家族構成に応じて，東へ行かれる方は少ないかも

しれません。西へ西へ行かれるということはありますので，数年来の居住という方がいつ

も一定度合いおわれるのは，これはこれからも変わらないかもしれませんね。ただ，やは

り最初に申し上げましたように，このまちに好感をもって，10 年，20 年と，またはついの

すみかとするぐらい住みますよといっていただきたいというのはありますんで，その努力

は続けてまいりたいと思っております。 

 率は今わかる？ 

○今井行政経営部長 

 それでは，ちょっと補足をさせていただきますが，定着率という形ではなくて，純移動

数という捉え方をしています。年齢の階層別の移動数というのを人口推計の際に捉えたり

しています。最近では平成 27 年に地方創生というのを国全体で打ち出した際に，調布市で

も調布市版の地方創生総合戦略というのをつくりました。その際に捉えた移動数では，今

ご指摘のとおり若い世代，10 代後半から 20 代前半までは転入が多い，20 代の前半から後

半にかけては転出が多いというような傾向が出ています。40 代以降ですともう定着してい

く傾向で，移動数の増減が少なくなっている，そんな傾向が出ています。 

 その要因としては，やはり学校に入るとか，あるいは就職をするといったときに，交通

の便ですとか，通勤通学の関係で調布市を選び，あるいは調布市から出て行く，そんな傾

向があらわれているのかなというところでございます。数字的には以上のところが捉えて

いるところであります。 

○長友市長 

 ２番目にいわれた企業の誘致はというのは，ちょっと済みません，どういう観点でおっ

しゃったのか，もう一回。 

○（小島町２丁目） 

 一番求めたいのは，公園とか憩いの場というのがもっと欲しいなというところで，そう
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いう意味で，土地がないと公園ってつくりようがないと思うんですけれども，例えば緑と

共存していくとか，自然の町並みを生かして住みやすいところをふやしていくということ

であれば，何か調布市の取り組みでもいいですし，企業を誘致したりとかでそういった施

設をつくるというようなことは考えていらっしゃるのかなと。 

○長友市長 

 そういうことに貢献してくれるような企業がおられて，新たにニューカマーとして調布

においでいただくんであれば，我々も大変歓迎をしたいと思っております。 

 それから，先ほど，小島町にお住まいだということで，やはり今の調布駅を中心とした

駅前環境にはよりご関心があるのは当然だと思います。タコ公園がなくなるということに

関して，昨年来，大変多くの方から残念だということもいただいて，私どもももちろんそ

れは理解させていただいたんですが，新たな空間をつくって，新たな調布をということで，

いいものをつくりますので，ぜひご理解いただきたいと。 

 それから，ついでに申し上げますが，今，駅前の樹木をどれぐらい残すかということで，

やはり大きな懸念，反対運動というのがあるのも事実でございまして，鋭意お話し合いを

いろんな方とさせていただいております。きょうのご発言の中でもありました自転車の問

題も大きな問題でありまして，我々としては一定の駐輪スペースを確保しなければいけな

い。なかなか地上になければ地下にと。地下につくろうとしたときには上の樹木をどうす

るんだ。こういう連鎖がございますので，新しい空間を一生懸命，また時間を少しかけて

でもつくっていくということで，そのスペースだけを捉えていただいても憩いの空間は大

事にしてこれからつくってまいります。 

 それから，公園は，ご承知かもしれませんが，少し移動していただきますが，相模原線

の上の空間をかなり確保して，これをできるだけ今度は新しい，親しんでいただく，小さ

いお子さんも憩えるような場にしていきたいとか，そんなようなことで，ぜひこれからも

ご意見をいただいて，一緒に考えさせていただきたいと思っておりますし，場の確保に心

がけて，可能な範囲でやっていきたいと思っております。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 それでは，続きまして，次の方，まいらせていただきます。Ｂ列の一番奥の男性の方，

お願いいたします。 
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○（富士見町２丁目） 

 こんにちは。富士見町の○○と申します。 

 私は子どもが２人おりまして，上の子が高校の２年生で，下の子が今度中学校に入りま

して，上の子の中学校の学業のほうをずっとみていたんですが，最近，やはり受験に関す

る主要５科目みたいなもんですか，私の小さいころに比べると随分中身がよくて，結構難

しいことをやるんだよなとか思いながら，大変だな，ついていけないなというようなこと

を冗談まじりにはいっていたんですが，昨今，情報教育，あと語学についてですけども，

随分と世間では期待されていたり，今後，非常に重要だといわれている割には，別に調布

市だけじゃなくて，全国的な話だと思うんですが，非常にウエートを置かれている割には，

現実大したことやっていないよねというのが私の実感で，特に仕事柄そういう観点がある

んですが，情報教育についていうと，現実，残念ながら全ての中学校をみていませんので，

私がみている学校ですと，情報教育は技術の先生がやっているというような感じで，３年

間みさせていただいたんですが，残念ながら，ずっとブラインドタッチとエクセルとワー

ドだけやった，それで終わったと。 

 小学校のほうもヤフーきっずをずっとみていたとかいう形で終わったと。今度，息子が

中学校に入ってまた同じことをやるのかと教科書をみたら，教科書は随分と立派なんです

よね。残念だけど，これはこれだけのことを教える人材がいないんだなということがあっ

て，コストの面とかいろいろあって厳しいんだろうなと思う反面，調布って電通大と，あ

と，調布ではないんですけども，外語大がすぐそばにあるという割と独自性ある環境にも

かかわらず，この辺との協業というか，今風に格好よくいえばコラボレーションとかいう

んでしょうけども，せっかくそれだけのものがあって，活用できない。むしろそこの垣根

を超えたような独自性のあるプランとかがもしあれば，調布の魅力もあるだろうし。 

 今度，息子が上がったときに同級生がたくさんいたんですけども，びっくりしたことに，

男の子なんですけど，同級生のほとんどが調布から外れて私立のとんでもない遠くのいい

学校に行ったりとか，何だろうな，これ，と思いながら。全体的に上の娘のときもそうで

すけども，何かちょっと寂しいんですけども，公立高校に，学校にすごく期待をしていな

いという，何かどよんとした雰囲気があって，これだけ学校もあるし，雰囲気もいいし，

それこそ先ほどから深大寺の文化の面とか，あと映画の面とか，すごくいいものがあるの

に，なぜわざわざ子どもが調布から離れていったり，魅力がないんだろうと。せっかくサ

ッカーもやっているのに，いろいろいいものがあるのに，現実をみると，進学はやっぱり
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中央に行ったり，ほかの地域に行こうとしたりするという，そのアンバランス感が残念だ

なと思っているんで，せめて情報教育と，あと語学についていえば，そういった大学とか

の協力とかも得るようなプランがあるといいなというように期待しているんですが，その

辺，いかがでしょうか。 

○長友市長 

 手短に幾つかお答えさせていただきます。中・高校，大学も含めて受験も恐ろしい勢い

で変わってきていますね。今までどおりの英語の試験をやらなくなるそうですね。ＴＯＥ

ＩＣと英検だけ使って。そのほうがいいのかな。よくわからないけど，世の中大きく変わ

ってきているな。 

 それから，今まさにおっしゃいましたように，語学と，それから情報教育，この観点の

ことというのは，急速に世の中が変化，転換してきている中で，子どもたちに何を，どの

レベルをどう教えるかというのを国全体も戸惑っているようなところがあるんじゃないか

と思いますね。 

 それから，これはもう市というよりは，私がということで受けとめていただいて結構で

すけれども，先ほどの受験の一部を大学に関して変えるように，思い切った発想で，やっ

ぱり民間の機関に委ねるとか，今おっしゃったように，大学に協力を求めるというのは，

私は大変有効な手だてだと思います。 

 ご存じの方もおられるかもしれませんが，電気通信大学を手始めに，関係のある市内の

大学，明治は学部こそないんですが，中・高校が来たのと，それからスポーツ関係の合宿

所なんかがあって，昔から交流があったもんで，電気通信大学，明治大学，桐朋学園大学，

白百合女子大学，慈恵医科大学，それから府中ではあるんですが，東京外国語大学，それ

からルーテル学院大学，これは三鷹。そういう一部市外のところも含めて，今いったとこ

ろと全部，私が市長になってから相互友好協力協定というのをつくったんですよ。それで，

お互いにメリットのあることを一緒にやっていこうという名はいいんだけども，こちらが

助けてもらっている度合いが非常に強くて，一部ではありますけれども，電気通信大学が

小・中学生にさまざまな科学に関する知識を与えてくれるようなお手伝いとかいうのは始

まってはいるんですよ。こういうようなものをぜひ拡充していきたい。 

 学長さんに，私は学校の経営協議会の委員もさせていただいているんで，頻繁にお会い

する中でそういうことを申し上げたら，協力できる範囲で教員も出向かせますしというふ

うに，非常に好意的にいっていただいていますから，外語大ともそのような関係がありま
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す。まさにあさって担当者が外語大に行って，どのような…これは多分学生と教員と留学

生と３つあって，留学生の貢献プログラムに関して，ちょっとお話をさせていただくんで

すが，既にもうそういうことをやっております。それで，これからも市報等でわかりやす

く紹介させていただきますので，ぜひまた新たな観点のご意見があれば寄せていただいて，

充実をさせていきたいと思っております。 

 それから，これはきょうの主題ではないんで，余り申し上げませんが，ただ，語学って

難しいですよね。私も人一倍語学は苦労した人間ですけれども，余り日本語を固めていな

いようなところから急激にたくさんやらせるのは，弊害もあると個人的には思っておりま

すが，でも，高校以降では，やっぱり実践的な使える語学の重要性というのは強いと思い

ますから，そういうようなものに対して，市としても取り組むということであれば，その

範囲を探っていきたいと思っております。 

 最後におっしゃった公立高校のことに関しては，私は余りいう立場にございませんが，

ただ，あれじゃないでしょうか。公立高校もここ 20 年以内に随分中高一貫校を設けたり，

それから受験に関するマインドを徹底させるような限定校を各地区でつくったり，このま

ちにもございますけれども，そういうことでご努力はされているんじゃないんでしょうか

ね。 

 私としては，公立であれ，私立であれ，やっぱりそういうポリシーを確立して，いい教

育を授けていただくような機関が充実することは全く望むところでありますし，私どもも

公立中学校を抱えていて，やっぱり公立高校の存在というのはいつも気にはなっておりま

すから，ぜひいろんな意味で内容をバージョンアップしていただければと，そうは思って

おります。 

○司会者 

 ○○様，よろしいでしょうか。 

○（富士見町２丁目） 

 はい。 

○司会者 

 ありがとうございました。 

 時間のほうがもうあとお一人かなと思うんですが，最後，どなたかいかがでしょうか。

それでは，Ｃ列の奥の。 
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○長友市長 

 ４人か。手短にしていただいて，４人から。それでもしご予定がおありになる方は４時

でまた退室も… 

○司会者 

 わかりました。今お手を挙げていただいている方，申しわけございません。そのままお

手を挙げていただいて。Ｄ列の男性の方から手短にお願いいたします。 

○（布田３丁目） 

 布田３に住んでいます○○と申します。 

 先般，５月８日に書面を出させていただきまして，それには４件書かせていただいてい

ます。それとはちょっと別に，それに関してはもしあれなら書面でご回答いただければい

いかというふうにも思っております。 

 調布市としてというよりも，長友さんとしてというところをお聞きしたいところがある

んですけれども，今，午前２時です。あえてストーリーをつくります。午前２時。１分前

に災害が起きました。その後，役所としてはどういう対応をとられるか。これが１点。 

 もう一点としては，自治会，認可地縁団体，あと地区協議会というものを設けてはいま

すけれども，そこら辺の扱いについてというか，関係性について役所として今後どうして

いきたいか。その２点について，ちょっとお答えいただけますでしょうか。 

○長友市長 

 午前２時に激甚災害が発生したということですか。どうといわれても，ご質問が何を，

市としての取り組みをお答えしたらいいんですか。 

○（布田３丁目） 

 じゃ，つけ加えますね。役所の方々は 60％近くが市外の方々。となると，残りの方々で

対処できますかというのを聞いています。 

○長友市長 

 午前２時でなくても，それから市の人間が役所に勤めている時間であっても，それは無

理です。市の人間だけで。それから今限定された午前２時ですから，曜日かかわらず，勤

務している人間はいないわけです。居住のことは今６割とおっしゃいました。これに関し

て１つだけいわせていただくと，市内に住んでいるかどうかじゃなくて，半径何キロに住

んでいるかということだと思います。市に住んでいても一番遠いところにいる方よりは，

市外の近い方がいるわけですから，５キロ以内ということであれば，我々の職員がいるの
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は 50％ぐらいですね。 

 それで，無理です。夜ということもあり，それですので，先ほどのほかのご質問の際に

もお答えいたしましたように，私どもは備蓄倉庫も含めて，平時の際にやれることは手だ

てとして尽くしますけれども，ある程度はやはり共助と自助ということで市民の方にもそ

のような備えをお願いしていきたいと。 

 それから，夜中２時は２時であっても，それが発生した次の段階から速やかに災害対策

本部をつくって，張りつけてある人間を夜であってもどの程度動かせるかというようなこ

とは，もちろん用意はしております。 

○（布田３丁目） 

 あと，自治会と地区協議会の関係のところをちょっとお聞きしたいんですが。 

○長友市長 

 これは多分，そのご質問をされるということは，地区協をある程度ご存じだと思うんで

すが，地区協の中にも自治会は基本的には入っているわけですよね。地区協議会の中には

いろいろな，ＰＴＡ関連の団体もあるし，商店会もあるし，消防団もあるし，そういうよ

うな既存の組織に横串を刺すような形で，小学校区ごとの問題点をぜひ意見を集約してい

ただきたいと。それから防災活動等のアクションを起こしていただきたいということでお

願いをしているわけでありますから，そういう意味では，全く重なるところがないもので

はありません。 

 地区協についてまず申し上げますと，今 20 校区のうち 16 か。８割まで。あと４校残っ

ておりますけれども，これはぜひお願いをして，できれば全校でつくっていただきたいと

いうふうには思っております。 

 それと，地区協と自治会との関係というのは，小学校区ごとにもさまざまです。今，私

が申し上げたように中核のメンバーとして入っていただいているところもありますけれど

も，必ずしもその中には入らずに自治会としての役割を淡々と果たしておられるような地

域もあり，これはその地域ごとのお考えでやっていただければ結構だと思っております。 

 直接のご質問じゃないんですが，自治会は自治会として，私どもは１つの市の考え方と

か実施しなければいけない事業を広範に認識していただくには有用だとは思っていますの

で，自治会連合協議会，こういうようなものについては，これはこれで独自に充実をさせ

ていただければなとは思っております。 
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○（布田３丁目） 

 何でこの質問をしたかといいますと，役所の中を歩かせていただいて，各担当部署に同

じ質問を投げたことがあるんですよ。答えをいただけなかった。というよりも，うやむや

なんですね。雲に巻かれるような状況があったので，じゃ，この場はせっかくいい機会な

のでということでお聞きしました。 

 残りの件に関しては，書面で出してありますので，ちょっと読んでいただいて。済みま

せんが，ありがとうございます。 

○司会者 

 ありがとうございました。 

 それでは，先ほどお手を挙げていただいたお三方，もう時間のほうがあれですので，順

にご質問をまず伺わせていただいて，市長のほうでお答えをさせていただければと思いま

す。では，順番にお願いいたします。 

○（富士見町３丁目） 

 富士見町にある社会福祉法人の児童養護施設で働いている職員なんですけども，具体的

にお願いしたいこと２つと，調布市さんと一緒に何か取り組めないかなと思うことを１つ。

調布学園の○○です。 

 １つ目の具体的なお願いなんですけども，今年度から調布市でステップアップホーム事

業という，低額で住まいを貸していただける事業を進めていただいたのは，東京都の中で

もすごく進んだ取り組みでありがたいなと思っているんですけども，さらに給付型の奨学

金というものが今，児童養護施設の中ではとても切望している１つのものなので，お願い

したいなということと，あと，２つ目のお願いは，武蔵野の森総合スポーツプラザという

のが今度つくられるんでしょうか。それなんですけども，都内に 63 施設の児童養護施設が

あるんですけども，年に２回スポーツ大会を開いていまして，今までは千駄ヶ谷の東京体

育館をお借りしていたんですけども，金銭面だとか場所の問題で少し難しくなってきてし

まったので，ぜひここを年２回，大会を開くために貸していただけたら助かるなというこ

とが２つ目です。 

 最後，一緒に何か取り組めないかなと思っていることなんですけども，特別区，東京都

23 区で児童相談所が設置されるというふうに今進んでいるところで，ちょっと難しいかも

しれないんですけども，児童相談所だとか一時保護所というのを調布市でつくれたらすご

いなとか，あと，対象者支援といって園を卒業した子どもたちなんですけども，調布で育



44 

っているということもあって，愛着をもって戻ってくることが多いので，そういったとこ

ろの子どもたちに何か支援ができないかなということと，あとは里親さんたちが孤立しが

ちだという問題と，あと，東京都にはない施設なんですけども，今，発達障害の子たちが

すごくふえてきていまして，その子たちをケアする情緒障害児短期治療施設というものが

全国にはあるんですけども，都はもともとあったんですけども，事業をやめてしまったと

いう問題があるので，その辺の課題に一緒に取り組めないかなというお願いです。 

○長友市長 

 ありがとうございました。児童養護施設を退所された方が，その後，居住する場を確保

することに大変苦労しておられるということは，ここ何年来，お伺いをしておりました。

それから，例えば保証人をみつけることもかなりの困難があると。そういうようなところ

を改善しない限り，そういう気の毒な方のその後の生活が良好に確保できないということ

で，ささやかではありますが，私どもも新しい施策を打たせていただくことにしましたの

で，ぜひご利用いただいて，できれば拡充をしていきたいと思っております。 

 給付型はたしか世田谷かどこかがちょっと進んでいるというふうには聞いております。

なるべく同様のことに取り組めればという観点で，世田谷のこともちょっと研究させてい

ただきながら考えていきたいと思っております。 

 武蔵野の森総合スポーツプラザは，一番最初に私が申し上げた大小２つのアリーナと，

あの 50 メータープール，あれがそういう名称であります。今，三鷹市，府中市とともに近

隣市ということで，都の施設でありますけれども，私どもに対しても一定の優先的使用を

考えてくれないかということを東京都にお願いしておりますので，そういうことで道が開

ければ，ぜひいろいろなところにご紹介をして，活用していただければと思っております。

ただ，今まだ交渉がこれからということでありますので，ご理解いただければということ

であります。 

 それから，退所者が戻ってこられる，または例えば調布の施設に入っておられるから，

もともとは調布市民とは限らないわけですよね。世田谷の方もおられるし，荒川区の方も

おられる。だけども，１人で独立をしてからは，やっぱりなじんだところということで，

調布の近辺，または調布市内にお住まいになる方も比較的多いと聞いていますので，そう

いう観点では，我々はやっぱり何かご支援する観点があれば，末永くおつき合いをさせて

いただきたいとは思っています。 

 施設の方にお聞きをして，そういう最初に申し上げた居住環境の保証や何かも我々はい
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ろいろな論点を絞ってきておりますから，ぜひ具体例を今後とも教えていただいて，こん

なようなことが具体的にできるかというようなことをいっていただければ。 

 あとは施設を，または障害に応じた対応をということに関しては，すぐに私が今お答え

を差し上げるほどの知識をもっておりませんけれども，考えることがあれば週明けにでも

またご紹介させていただきます。 

○司会者 

 ありがとうございました。 

 それでは，済みません，手短にお願いしたいと思います。あとお２人。恐れ入ります。 

○（上石原１丁目） 

 こんにちは。上石原に住んでおります○○と申します。 

 私は５歳の息子がこひつじ幼児園という無認可の幼稚園に通っております。５年前に長

友市長さんも来園してくださって，よい保育をしているというふうな評価をくださったと

いうふうに卒園生の保護者から伺っております。 

 昨年の秋で創立 40 周年を迎えた幼稚園なんですけれども，現在，無認可の状態のために，

市内のこひつじ幼児園の保育を求めている保護者に情報が伝わらないということが起きて

おります。保育園がふえて働きたいお母さんが働ける環境が整っていくことは，私個人的

にはすばらしいことだと思うんですけれども，中には働かないことを選ぶ母親もおり，私

などは 30 代に体を完全に壊しまして，働くこと自体がドクターストップがかかっており，

子どもは幼稚園に行かせざるを得ないと。そういう親もおります。 

 さまざまな親がいる，家庭環境の子どもがいる中で，幼稚園に行かせたいという親も中

にはいるんですけれども，現在，保育園がふえることで，幼稚園は軒並み定員割れを起こ

していまして，特に無認可のこひつじ幼児園は，今年度は５名，５名，６名，全部で 16 名

しかおりませんで，存続の危機に陥っております。 

 単にここの幼稚園が好きだから残してほしいという要求でしたら単なる保護者のエゴな

んですけれども，こひつじ幼児園は，例えばダウン症のお子様とか，心臓に疾患があるお

子様とか，子ども発達センターとの併用を求めるような保護者の方のニーズに応える形で，

さまざまな子どもを受け入れています。去年は 25 名園児がいたうちの６名が発達センター

との併用をするなどして，センターに１日通って，ほかの日は園に来るとか，逆に園には

１日だけでほかの日はセンターに通い，またそれを少しずつ子どもの成長に合わせてシフ

トしていくというようなことにも対応しています。 



46 

 今年度からは，できれば働く母親の力にもなれたらということで，延長保育を朝の８時

から，それから夕方は 16 時まで延長保育も拡大をしているんですけれども，とにかく市の

ホームページに載らない，市報に載らないということで，そういうことを求めている保護

者に情報が行かないんですね。それで，しばらく大きな園に通わせてみたけれども，やっ

ぱりちょっと大きな園に合わなかったというところで，慌てていろいろ情報を収集してみ

ると，実はこういう園があるということが後になってわかり，ただ，途中で転園させると

いうのはハードルが高いということで，そのときに，こひつじを必要としている保護者の

方に情報が伝わらないということが起きていて，入れさせたらよかったなという保護者の

方にとっても，こちらの園側としても残念な，そういう話が聞こえてきます。 

 それで，認可の幼稚園にしてくださいということをお願いするのは非常にハードルが高

いだろうと思っているんですけれども，市報と，それからホームページの幼稚園の一覧の

ところに，無認可ではあるけれども，市内にはこういう幼稚園もありますという情報をで

きれば載せていただきたいと思います。 

 例えば補助金をいただいておりませんので，園のほうでできるだけ保育料を抑えていま

して，ほかの園が２万 5,000 円から３万 5,000 円ぐらいのところを１万 9,000 円でやって

おります。しかし，そういう情報も行き渡らないので，あそこは補助金がなくても子ども

を幼稚園に行かせられる親が入れる特別な園なんだろうという，そういううわさがひとり

歩きしてしまうところもありまして，ホームページなどに掲載していただくには，ある程

度の基準みたいなのを市のほうで設けていただかないといけないと思うんですけれども，

市のほうで幼稚園に準ずる施設として認められるという何か基準のようなもの，実績が例

えば 20 年あるとか，わからないんですけれども，そういうものを設けていただいて，それ

をクリアした園は，情報開示だけは行っていただければ，園にとってもですけれども，園

を求めている保護者にとってもよいのではないかと思います。お願いいたします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。最初に触れていただいたように，私も足を運ばせていただい

て，現状をみさせていただいたことはございますので，私は一定の理解はさせていただい

ているということは市長としても申し上げます。ただしということで，我々も苦慮してい

る部分があるということははっきり申し上げます。 

 私どもが例えば事業化して予算を確保して何かをやる。そこまではいかなくても，私ど

もの公的な媒体を通じてご紹介をする。それぞれについて，やっぱり責任をもった行動を
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とらざるを得ません。それの１つの基準が認可というところでぶち当たってしまっている

というのを苦慮しているという，これまでも申し上げていることをどうしても申し上げざ

るを得ない。 

 ですから，今ご紹介いただいた特定のところだけをいっているんではなくて，教育，子

育て機関，福祉もそうです。環境団体もそうです。いろんな場面がございます。おっしゃ

った切々と私も今お訴えを聞かせていただいて，理解できる点はございますので，そのは

ざまでちょっと，ここ何年か何回か同様なことを受けながら考えさせていただいていると

ころでございますが，きょうもやはり１つのご意見をいただきましたので，改めて市報の

掲載を含めて，いま一度，担当のセクションと話し合わせていただきます。 

○司会者 

 ありがとうございました。 

 では，恐れ入ります。最後の方でお願いしたいと思います。 

○（下石原３丁目） 

 下石原の○○と申します。いつもお世話になっております。 

 ちょっと私もおくれてきたんで，前半の話を聞けていなかったんですけど，今，南口の

駅前広場がすごくいろんな問題を抱えていて，一市民として申し上げたいのは，やっぱり

あそこに憩いの場，樹木を残してほしいんですね。北口のように何本かあるというんじゃ

なくて，ベンチがあって，皆さんが休める場所をぜひともつくってほしいと思うんです。 

 それで，それに伴って，また地下駐輪場もいろいろ問題を抱えているというのを聞いて

いるんですけど，何かすごく大きい地下駐輪場を掘りますよね。同じ地下でも違う形態の

駐輪場ってできないんですか。同じ地下につくるんですね。それで需要の増減を自由に調

節もできるということですし，１回地下駐輪場を掘りますと，絶対減らすことはできませ

んよね。えらいお金がかかりますよね。だけど，増減が可能である同じ地下駐輪場，そち

らのほうに変えることというのはできないんでしょうか。ぜひともふやすにしても減らす

にしても，可能な機械式駐輪場，まだ私も１つ，２つしか知りませんけど，これから検討

して，１回掘ってしまったら，じゃ，多いから需要がないから埋めるというと，すごいコ

ストがかかるということなので，そういうことも含めて，増減の可能な同じ地下の駐輪場。 

 樹木は昔，あそこはすごい緑が多かった時代がありましたけど，時代とともにそれは変

わってしようがないんですけど，少しでもやっぱり緑というのは人間生活に必要ですし，

あそこの中心市街地にあるから大切なんだと思うんですね。深大寺にバスで行けばいいと
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いう話じゃないですよね。歩いてお買い物した後に休める。お年寄りも子どもも，通勤し

ている人は忙しいですから，ああいうところでは休みませんけど，ぜひともそういう緑の

憩いの場，よろしくお願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。先ほども申し上げましたように，今，調布駅前広場をどのよ

うにつくっていくかということに関しては，市民の方のさまざまなご意見もあり，樹木と

いうことに限定して申し上げましても，一度，私どもが全面伐採に近いような形の計画に

すると申し上げたのは，これは事実です。ただ，いろいろな市民の方のご意見を聞くこと

で，その方針は転換をして，約 100 本，99 本ぐらい今大小木があるんですけど，それの半

分以上は残すという案で今考えさせていただいてはいます。 

 ただし，駐輪場はつくらなければいけない。これはもう複数年のいろいろな検討を重ね

て，樹木の問題とは別に先行してこれはどうしても 2,000 台近い駐輪スペースが必要だと。

それで余るか，それでも足りないか，いろんな検討をしてその数字にしたわけですから，

それだけのスペースのものはつくってまいります。これはつくります。つくるということ

になると，上の樹木を残すといっても一旦どかさなきゃいかんとか，いろいろテクニカル

なことは生じてまいりますから，それを含めて今最終案でございます。 

 スペースの少ない駐輪場，例えば機械を使ってとか，縦にスペースをたくさんつくれば

平面積が少なくなるじゃないかとかいろいろあるんですが，これも検討いたしましたけど

も，やはりいろいろ問題点がありまして，他の具体的なそういうものの施設も視野に入れ

て検討した結果，今の計画に落ちついたということでございますから，これはもう計画変

更できないということでつくってまいります。 

 ただ，それをつくるにしても，先ほど申し上げましたように，最低限のプラスアルファ

を考えた上で，やはり樹木，憩いの空間，そこに植栽というのは大変重要な観点ではあり

ますから，木は結果的には確保してまいります。それから，あの広場をつくるのに一定の

期間が必要で，植栽等もでき上がったわけでありますから，私どもも少しの年月はかかる

かもしれないと思っておりますが，必ずしも低木だけ植えるんではなくて，高さを確保し

たようなものも最初から考えながら，少し時間をかけていい広場を，いろんな機能を考え

た上でつくっていきたい，そういうふうに考えております。 

 駐輪場の計画は変更できません。それを前提にして樹木はできるだけ残していきたい，

そういうふうに考えております。 
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○司会者 

 予定時間を過ぎてしまって大変申しわけございませんが，これをもちまして，本日の市

長と語る・ふれあいトーキングのほう，終了させていただきたいと思います。どうもあり

がとうございました。 

 なお，ご発言等できなかった方につきましては，大変恐れ入りますが，お手元に市長へ

のはがき等を準備させていただいておりますので，そちらのほうを改めてご記載等をいた

だいて，ご回答差し上げたいと思いますので，よろしくお願いいたします。ありがとうご

ざいました。 

 

  閉会 午後４時 22 分 

 


