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と き  平成２９年７月２９日（土曜日） 

ところ  調布市市民プラザあくろす ３階 あくろすホール 

 

 

平成２９年度 

市長と語る・ふれあいトーキング 

（第２回） 

 

 

  開会 午後２時 

 

○司会者（鈴木市民部市民相談課長） 

 皆様，こんにちは。定刻となりましたので，それでは，これより市長と語る・ふれあい

トーキング，今年度の第２回目となりますけれども，始めさせていただきたいと思います。

お暑い中，こんなにも多くの皆様にご来場いただきまして，ありがとうございます。 

 それでは，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 

 皆さん，こんにちは。初めて直接お目にかかる方が多いのかもしれませんが，市長の長

友でございます。よろしくお願いいたします。 

 週末の大変貴重なお時間を私どもとの意見交換会に出席いただいて，ありがとうござい

ます。無作為抽出ということで，正直申し上げて，ぱっと顔を拝見して，お顔を知ってい

る方もおられるなという気もするんですが，以前は地域を年に 10 回ぐらい渡り歩いており

まして，その地域地域の問題点を教えていただいて，意見交換をしていたんですね。それ

を 10 年以上やりましたかね。それはそれで効果があったんですけれども，やっぱりどうし

ても同様の問題が毎年出るなという嫌いが強くなってきたので，現在は，２，３年前から

地域を特定せずに無作為抽出で私どもがお願いして，お時間をとっていただける方に来て

いただいて，いろんな地域のいろんな問題点を教えていただいております。これが１つ。 

 もう一言だけ。きょうが７月 29 日，５日ぐらい前になりますので７月 24 日，意識され

た方もおられるかもしれませんが，これでオリンピックまで丸３年になりました。３年を

切ったわけです。８月 25 日になるとパラリンピックまであと３年ということになります。
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両方ともありがたいことに，十数ヵ所しかない日本の会場地の１つに調布市を選んでいた

だいていると。本当に幸運だと思います。子どもたちにと思いますが，子どもたちだけで

はなくて，全市民の皆さんに参加して，楽しんでいただければなと思っております。 

 その前年の 2019 年９月 20 日，ラグビーワールドカップ開会式・開幕戦も調布市でござ

います。48 試合，全国 12 ヵ所でやるのですけれども，開会式・開幕戦は調布市で，実は

ラグビーとオリンピックとパラリンピックをやるのは全国で調布市だけと，本当にありが

たいことだと思っております。そのようなところを目指して市内でいろんな雰囲気を盛り

上げていきたい，活性化をと。 

 活性化の１つとしては，もうあとちょうど２ヵ月でございますが，調布駅前で建設中だ

った３つの商業ビルが，９月 29 日，一斉オープンいたします。多摩で一番大きい映画館シ

ネマコンプレックスと大型量販店とレストラン，ファッションビルということでございま

す。９月以降３ヵ月間，そういうことで，まちに活気をまた集めるために，例年にないよ

うなさまざまな催しもここに投入してやっていきたいと思っております。どうかお楽しみ

いただきながら，この調布の中で，またいろいろ皆さん方のご意見をお聞かせいただいて，

まちづくりを進めていこうと思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

 きょうは限られた時間ではございますが，皆様方にお答えして，お答えしかねない，即

答できないものは週を明けてなるべく迅速にお答えするようにいたしますので，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ご紹介させていただきます。お手元の資料にも

出席者一覧にございますが，まず市長の右側のテーブルになります，副市長の伊藤でござ

います。その隣，同じく副市長の木村でございます。その隣，行政経営部オリンピック・

パラリンピック担当部長・小林でございます。その隣，都市整備部参事・江田でございま

す。最後に，私の隣となります市民部長・肥田でございます。よろしくお願いいたします。 

 始めさせていただく前に，皆様に本日の運営に向かいましてお願いがございます。スク

リーンやお手元の次第の裏面のほうをごらんください。まず，ご発言につきましては，本

日も多くの皆さんにお越しいただいておりますので，お１人３分以内ということでお願い

いたします。 

 また，本日は市民の方に市政に関心をもっていただきたいこと，また幅広い意見交換を

目指しまして実施させていただいております。市長のほうからもございましたとおり，無
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作為抽出にて事前にご案内させていただいた市民の方を優先とさせていただきます。本日，

一般という形でご参加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

させていただいた方のご発言の後，時間の範囲内で対応させていただきますので，ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

 また，ご発言の際は，調布市のホームページのほうに公開をさせていただきます。係の

者がマイクをお持ちいたしますので，お住まいのご住所，何々町で結構でございますので，

ご発言をお願いいたします。また，お名前をお願いいたします。なお，お名前につきまし

ては，ホームページには公開いたしませんので，よろしくお願いいたします。 

 あと，記録のために後方から写真を撮らせていただきます。お顔等は写らないように配

慮させていただきますので，ご了承をお願いいたします。 

 最後に，本日は会場の都合上，午後４時までとなっておりますので，皆様のご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

 最後に，申しおくれました，本日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，早速でございますが，ご発言のほうをお願いしてまいりたいと思います。前

のほうの無作為抽出でお座りの方からぜひお願いしたいと思いますので，最初にご発言の

方，どうぞお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか，お手をお願いいたします。皆

さん，どうぞお手をどなたかお願いいたします。では，Ｃ列のあちらの男性の方，お願い

いたします。 

○（東つつじケ丘３丁目） 

 東つつじケ丘の○○と申します。よろしくお願いします。 

 私は，調布市の少年野球のほうでコーチを 11 年やらせていただいておりまして，市長に

は開会式等ご参加いただきまして，本当にありがとうございます。11 年やらせていただい

ている中で，市長もお気づきかもしれませんけれども，野球をやる子どもたちがやはり減

ってきております。近くに公園はあるんですけれども，野球に限らずサッカー，バスケッ

トボール，バレーボール等も全て球技が禁止という公園が多くなってきていると感じてお

ります。 

 学校のほうも開放していただいていないという状況で，心置きなく子どもたちが野球に

限らずボール遊びをできるのが，多摩川と，近くですと三鷹の青柳公園ですとか，そうい

ったところですと思いっきり球技を楽しむことができるんですけれども，私が住んでいる



4 

東つつじケ丘の周辺ですと，なかなかそういった場所がないというのが現状でして，ちょ

っとホームページを拝見しますと，つつじケ丘多目的運動場というのは新設で今度工事さ

れるということも拝見しているんですけれども，これもゲートボール場がメインというこ

とで，高齢化に伴ってそういったものも大事だと思いますけれども，今後やはり球技がで

きる公園の整備をお願いしたいということと，あと今後の調布市のほうで公園の整備につ

いてどのようなお考えで進められていくのかというのをお伺いしたく，参加しております。

よろしくお願いします。 

○司会者 

 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。今は我々の時代にはなかったサッカーという一大スポーツ競

技がありますので，小学生なんかもそちらのほうで楽しんで，体をつくっておられるお子

さん方も多い。ただ，野球はやっぱり日本では長い伝統の中で非常に親しまれた球技でご

ざいます。 

 それから，調布の中で感謝を申し上げたいのは，今，長年コーチをとおっしゃいました

けど，まことにありがとうございます。多摩川があるということが非常に恵まれていると

周囲からはいわれています。あそこ，そんなに立派な野球場ということではないけれども，

あのスペースがあって，やっぱりいろんな大きな大会を実施できるんで，これは大事にし

ていきたいというふうに思っております。 

 それから，西球技場のほうにも少年野球ができるような施設をここ数年来整えましたん

で，あれも積極的にこれからまたどんどん使っていきたい。 

 ただ，今，○○さんがおっしゃったように，それはそれでいいけれども，日ごろの練習

だとか練習試合もあるのかもしれませんが，まずは基礎的なことをみんなで練習する場が

ということで，端的に申し上げます。 

 私どもも可能であれば，今後，そこを利用しておられるいろんな乳幼児連れのお母さん

とか，どういう方が，どういう層が使っておられるかと，それから公園の規模にもよりま

すが，可能であれば，一部そういうキャッチボール等，用途を広げていければという気持

ちはあります。 

 そこで，打ち始めると危なくて，これはもうきょうはあえて申しません。それは使って

いただくと決めた時のルールの徹底ということでありましょうから，そこは使っていただ



5 

く方にもご相談した上で，ただ，やっぱり開放できればなという思いはございます。 

 それで，近年なんですけれども，この２，３年以内も特定のとき，私の家から近かった

から覚えていることもあるんですが，試験的にやってみたことがあるんですね。朝練に使

いたいからといわれて，ある公園で。それで，残念ながら長期化できませんでした。それ

はやはり近隣の方たちからの申し出で，ちょっと自粛をしてほしいと。朝の早い時間から，

ボールが危ないというよりは，やっぱり練習のときのかけ声ですとか音の問題もございま

して，そこら辺のマンション，自治会を回るような形で意見聴取したんですが，残念なが

ら大方の圧倒的な賛同を得るというところまではいかなかったということがござました。 

 ただ，例えば国領の中である公遊園については，時間と場所を限定してボール遊びがで

きるような運営を開始したという例もありますから，トライしていこうと思っています。 

 それから，これは学校によるんで，20 ある公立小学校の中でも学校のお考えはやっぱり

尊重せざるを得ないんで，学校差が少しあるかもしれませんが，ここの使い方をできれば

ということで，それは朝，週末，放課後，いろんな時間帯があると思いますが，この道も

私どもは可能であれば開いていきたいということで，これは教育委員会とこれからもお話

をさせていただきたいと思っております。 

 私としては，個人的にいっている思い入れだけではなく，市としても取り組んでいきた

いと思っておりますので，今正直いって，東側のほうで可能性のあるところが幾つかみつ

かっているという状況にはございませんけれども，今申し上げたような方針で臨んでいっ

て，できれば１つ，２つと開放していきたいと思っております。 

○（東つつじケ丘３丁目） 

 ありがとうございました。気軽に子どもたちがボール遊びができるところがあればとい

うのが思いです。 

○長友市長 

 わかりました。それじゃ，チームの練習という以前の問題で，野球に初めて親しむ方も

含めて。 

○（東つつじケ丘３丁目） 

 野球に限らずサッカーなども。 

○長友市長 

 わかりました。 
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○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。それでは，次の方，お願いしたいと思いますが，い

かがでしょうか，お手を。それでは，Ｃ列の紺のシャツの男性の方，お願いいたします。 

○（東つつじケ丘２丁目） 

 たまたま同じ区なんですが，東つつじケ丘の○○と申します。 

 ２点ございます。特に困っているのは１点目なんですが，１つは特に住居専用地区内で

のコインパーキングのアイドリングの騒音問題です。ある意味，駐車違反等を考えるとコ

インパーキングをふやさざるを得ないのかもしれないんですけれど，私の家の隣がまさし

くコインパーキングで，特に社用車の昼休み及び時間待ち，家の修復とか建設のときのい

ろんな車とかがあるんですけども，冬の寒い時期とこの夏の暑い時期が一番なんですが，

特に昼時間帯，ほぼ１時間以上アイドリングしっぱなしで，作業の方が仮眠をとられたり，

昼食をとられたりされているんですけれど，住居専用地区の駐車場は非常に住居に密接し

ていまして，私のところだけじゃなくて，その向かいも非常に困ったねという話をしてお

ります。 これは住んでいる者については相当な苦痛でございまして，都にはアイドリン

グ禁止の条例はあるのですが，罰則規定はないというふうに聞いてございます。この時期，

確かに密封して車の中にいるのは危険なんですが，そもそも車の中でアイドリングしなが

ら昼食をとるとか，５分，10 分じゃなくて１時間を超える時間帯を過ごすのはいかがなも

のかというふうに思っておりまして，都との協力もあるのかもしれませんけれど，罰則規

定をつくるのか，何らかの対策なり，運営会社との対策とかをとっていただければと思い

ます。今，運営会社はアイドリング禁止というマークを表示しているんですが，業務系の

車で守る人はほとんどいないということで，非常に問題と感じています。 

 それから，もう１つは，下水口の蚊の対策です。すぐ横に下水口があるんですが，編み

目のふたがございます。ここがいわゆるヤブ蚊の発生源になっていまして，品川では今後

のデング熱とかそういった感染の予防ということも含めて防疫剤を一定間隔でそういった

下水口には入れているような対策も聞いております。現状，そういった感染が日本でまだ

広がっているとは，新宿の問題がちょっとあったぐらいだと思うんですが，今後ちょっと

考えていただいたほうがいいんじゃないかなということで，２点ご相談申し上げたいと思

っています。 

○長友市長 

 ありがとうございました。私の家の近くにもまさしくコインパーキングがございますか
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ら，余り私は日中家の近くにいないからそういう昼間の状態がわからないのかもしれませ

んが，おっしゃられてみると，この夏，特に暑いから冷房をつけたまま昼休みに涼んでい

るとかという方はおられるかもしれませんね。違法な駐車をしながらというよりはいいの

かもしれないけど，ただ，そうはいっても，近隣に対する迷惑ということでは，今のご質

問は私はよくわかるとまず申し上げます。 

 それから，○○さんがご質問の中でおっしゃったように，環境確保のための都の条例が

あって，これでアイドリングをストップさせなきゃいかんということは，大きくいえば地

球温暖化への協力という観点からも義務づけられてはいると。ただ，それをどうやって周

知徹底した後に取り締まれるかというところがまだ確かに弱いことは弱いんですが，まず

は今回のことも，もう既に市に相談されているとすれば，私どもももう一歩進んで，やっ

ぱり駐車場の管理者に強く私どもも要請して，近隣の方のご迷惑もあるので，ぜひ指導，

取り締まりを徹底してくれということを申し上げなければいけませんので，既に申したと

おっしゃるんであれば，再度それを強化していこうということだと思います。それでもだ

めなときはということになると，正直申し上げて，やっぱり運転される側のマナーという

こともございますから，難しい場面があるかもしれませんが，ちょっと引き続きこれまで

以上に目に余るというようなことが続くようであれば，具体的にご相談させてください。 

 それから，下水口の蚊の駆除について，市は現在，薬品とか薬剤を使った駆除というも

のは行ってはおりません。それで，市民に協力をお願いするということはやっております。

例えばということでいえば，バケツ１杯分の水を流していただくこととか，スプーン１杯

分でいいんですけれども，食用油か中性洗剤を垂らしていただきたいという，これもお願

い，要請でございます。それでもやっぱり地域により，区域により，なかなか難しい問題

が生じるということであれば，そういうことを重点的に地区を特化して回らせていただい

てお願いするということでございます。 

 そういうことで，まだまだ悪化してくるぞというような場面が今後ともありましたら，

ぜひまたおっしゃってください。担当者と一緒に意見交換させていただいて，それがなく

なるように努めたいと思います。 

○（東つつじケ丘２丁目） 

 ありがとうございます。駐車場の問題は市に連絡したというよりも，その運営会社のほ

うにいって，一定程度… 
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○長友市長 

 では，私のほうからもやりますから。 

○（東つつじケ丘２丁目） 

 あと，蚊の問題は雨の降った後というのが非常に問題なんで，もし問題ないんであれば，

完全に蚊が入りにくいようなふたにかえていくという対策もあるのかなと思っていますが，

専門家じゃないんで，どれぐらいやればいいのかよくわかりません。 

○長友市長 

 わかりました。じゃ，それについては私も専門家じゃないので，週明けにでもこちらが

担当に連絡して，何らかのお答えを返させていただきます。 

○（東つつじケ丘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，次の方にまいらせていただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。では，ちょっと男性が続きます。Ｄ列の今の○○様のそちらの

男性の方。 

○（富士見町４丁目） 

 こんにちは。富士見町の○○です。 

 きょうは鬼太郎公園で盆踊りが行われますので，皆様，よろしければお越しください。 

 ２点あるんですが，１点は調布駅の南口なんですけれども，最近工事が余りされていな

いという話をちょっと伺いました。駅前のビックカメラさんとかシネコンさんが９月にオ

ープンするという話を今，市長から伺いましたが，そういったところができて，2019 年，

2020 年にはワールドカップ，オリンピックが行われます。インバウンドの方はもとより，

全国から多分いろんな方がいらっしゃると思います。なかなか日帰りの方はいないと思う

んですね。そうすると，やはり調布駅にも皆さんいらっしゃると思いますので，そういう

方がいらっしゃることは調布市にもいいことだと思いますし，私は商売しているわけでは

ないんですけど，せっかくなら新しい街並み，新しい調布の駅でそういった方をお迎えで

たらいいなと思いますので，そこのところをちょっと教えていただきたいと思います。 

 あと，もう一点は，調布市には全国で珍しい青少年ステーションＣＡＰＳという中高生

の居場所施設がございます。東部でも最近活動を始めたと聞いています。もちろん南部で

も北部でもというお話はあると思うんですけども，学童とかは待機児童の関係等あって注
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目が行くことが多いんですが，やはり中高生世代の部分になると，ややもすると抜けてし

まうことも多いのかなというふうに思います。でも，何年かすると彼らは納税者になるわ

けですし，その後，調布だけでなく，日本をしょっていくのはそういった若い子たちだと

思いますので，ぜひそちらにもご注力いただきたいなと思います。 

 以上でございます。 

○長友市長 

 ご要望は，具体的には２つ目のことはＣＡＰＳをつくれということですか。じゃなくて。 

○（富士見町４丁目） 

 それはそれでいろいろ問題はあるし，難しいと思いますが，そういったところに居場所

をより多くできるべくやっていただきたいなというところでございます。 

○長友市長 

 １番の問題に関しては，今，○○さんがおっしゃったように，これから 2019 年のラグビ

ーもあるし，2020 年のオリンピック・パラリンピックもあるし，大げさではなく，国内外

からいろんな方が来られるときに調布の表玄関，特に調布駅のあたりの状況はどうなって

いるんだということに関して，補足があれば担当部署の人間もおりますのでご紹介いたし

ますけど，簡単にいうと，広場を整備しようというのは，地下化ができて，その後，上を

どうしようかということは以前からいろいろ考えてはいたと。それから，その後に，日本

にオリンピック・パラリンピックがやってくるというのが決まったのは 2013 年９月，正確

にいうと，日本時間では９月８日だったと思いますから，そこでなんですよ。連動するの

は，それが来るとなったと。その前年には既にラグビーの国際大会，ワールドカップをや

るというのが実は決まっていたということで，表玄関を単なる工事現場にだけしているわ

けにはいかないよね，それはきれいとかきれいでないとかということではなくて，やっぱ

りお客さんをお迎えするんだからということで，ですから，簡単にいうと，若干その影響

は受けまして，お迎えする期間は駅前広場の整備というのも一旦あそこに大きな工事を展

開しているという状況は待ってもらってということにいたします。 

 ですから，今もう既に調布駅の駅前広場というのは北のほうから徐々に工事を進めてい

って，それで南のほうまで終われば完結なんですけれども，それを全部終えるのはちょっ

と一旦後ろ送りにした上で，ただ，北から始めた工事は，2019 年なり 2020 年なりのビッ

グスポーツイベントのときには工事現場という形ではなくて，一応その時点で完結したき

れいな形にしようということでやっております。それ以上に細かいことがもしあれば担当
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から補ってもらいます。 

 そういうことで，やっぱり私どもとしては，考えてみれば，1964 年にオリンピックをア

ジアで初めて開催したのも幸運だったんですが，ラグビーのワールドカップと含めて，２

年連続世界最大規模のイベントが東京にやってくる，また調布にというのは，大げさにい

えば今後ともありえないような，そこに地下化がなって，調布駅だけじゃございませんけ

ど，国領駅も布田駅も含めてまちづくりをやって，皆さん方をお迎えするようなちょうど

いいタイミングなんで，○○さんのイメージにもあると思うんですが，きれいな，またそ

の時点で少し便利なまちをつくって，皆さんと一緒に楽しませていただこうと思っており

ます。 

 それから，中高生のＣＡＰＳ，ご存じない方もおられるかもしれませんが，駅でいうと

西調布の駅から甲州街道に出たあたりのところに青少年ステーションＣＡＰＳというのが

ございます。放課後，三々五々中高生が集まってこられて，勉強してもらっても結構，自

習をしてもらっても結構ですし，その他の音楽だとかいろんな趣味を，自分たちの学校だ

けじゃなくて，そこに行けば顔なじみの友達もできて，楽しく語らってもらいながら，有

益な時間を過ごしてほしいということでつくって，そこは随分になります。 

 ○○さんが東とおっしゃったのは，つつじケ丘のところの話，あちらのほうはまだ西調

布ほど完備された確固としたものはございませんけれども，やっぱり西だけではねとずっ

と前からいわれていたんで，これからも少し完備したことができれば，一番は適当な場所

なんですけどね。それができればと思っております。 

 それから，今のご質問とは少し違うんですが，居場所とおっしゃったんで，そういうふ

うに和やかに中高生が学校を超えて交歓をして，趣味の話題，それから実技の練習をやっ

てくれるのは大変結構ですが，そうではない角度の，やっぱり率直に申し上げて，家庭環

境にいろいろなご事情があって，落ちつかない日常を過ごしておられるお子さんも，決し

て調布だけじゃなくて一定度合いおられるんで，こういう方たちのためにということで，

ＣＡＰＳに行っていただいても結構なんですけれども，そういう方たちのご相談に乗った

り，それから学習支援に踏み出したりというようなことも私たちは別途やっております。 

 そういうようなことで，今おっしゃったように，まさにこれからの日本を背負う中高生，

調布に住んでよかったと後からもいってもらえるような環境づくり，後にいったほうなど

も含めて決して容易なことばかりではございませんけれども，今の○○さんのようにいろ

いろご意見をいただきながら，一生懸命やらせていただきたいと思っております。 
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○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

方にまいらせていただいて，では，Ｂ列の前の女性の方，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。 

 ここ２，３年なんですが，染地３丁目の河川敷に住み続けるホームレスの老人について

なんですが，私，動物保護団体に協力して活動しておりますので，何回かこの現場にも赴

き，お話もしております。このホームレスの男性が飼っている 19 頭の犬について少し質問

させていただきたいと思います。 

 こちらのホームレスの男性は，ブリーダーから売れなかった犬を次々と引き取っている

という状況で，避妊手術も受けていないので，昨年 10 頭が 20 頭にふえました。保護団体

のほうで１回，仕方がないので１頭ずつ引き受けて，避妊手術をさせましたので，今はそ

れはふえてはおりませんが，この男性はこれからも引き受け続けるといっております。 

 これに対しては，都議会でも問題になりまして，何らかの通達が調布市のほうにも来て

いると思うんですが，現在立て札がありまして，撤去をしてくださいという日にちだけが

毎回毎回変わるのが何十枚も重ねられているという状況になっています。私としては，１

日も早くこの問題の解決をしていただきたいとお願いいたします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。もう随分になるし，それから○○さんはご存じだと思います

が，マスメディア，テレビ等の報道も５回や 10 回じゃなかったような感じですね。我々も

どういうふうな取り上げられ方をされるかというのを逐一みながら，それから指導という

か，まず第一義的には自主的に退去してもらいたいということ，これは第一歩でございま

すから，それは今おっしゃったように繰り返しやりました。 

 この事由は，なかなかそういうふうな考えをもってはいただけないんだなと思っており

ますから，今もちろん保健所ですとか，それから警察署ですとか，それから東京都であり

ますとか，そういうところと協議を行って，強制退去をするときには，一番は，どんな方

にも，どんな事情も考慮した上の最低限の人権というのがあるんで，端的にいえば，そこ

だけです。でも，それをも含めて，今，法的な観点からも検討して，強制退去はやむを得

ないのではないかという段階の話し合いを既に始めてはおりますので，きょう，あすとい

えないのがちょっと心苦しいところではございますが，ちょっと見守っていただければ。 
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 ただ，今おっしゃったように，とても尋常な会話が成り立つ方なのかということとか，

それから下手すると 15 匹から 20 匹が 30 匹になると，そのたびに去勢手術をしているのか

していないのかというようなことまでこちらが気を遣わなきゃいかんという，それはやっ

ぱり公共，社会のルールに照らし合わせても，それから近隣にかけている迷惑からしても，

やはり強制退去の要件が少しずつ満たされていると私どもは思っておりますんで，それが

可能になるように協議をして，結論を出したいと思っております。 

○（東つつじケ丘２丁目） 

 １つだけなんですけれども，そのことで，私もお話ししていてちょっと大丈夫かなと思

ったのが，交渉事項が何回もあったんですけれども，そのことについても，マニキュアを

手に塗って嘘をついているとか，そういう話を私にされちゃっているので，今，私のほう

でも何もいえない状況でいるので，ちょっとそこら辺もいろいろと考慮していただきたい

なと。 

 確かに人権問題もありますが，そうした電気も通っていないのに隠しカメラがあるんだ

とか，そういった発言をするもう 70 歳になる老人の方ですので，このまま河川敷に住むこ

とを黙認していること自体のほうが人権問題ということにおいても問題ではないかなと思

いますので，そのことだけお含みおきいただければと思います。 

○長友市長 

 いろんな観点から，ありがとうございます。例えばその方だけではないホームレスとお

ぼしき方の取り扱いとか，いろんな角度からちょっと今考えております。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。それでは，続いて次の方に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。では，Ｂ列の一番の端の女性の方，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。 

 私はこの国領駅が最寄り駅なんですが，ちょうど中心市街地まちづくりプログラムの３

のところの国領駅エリアを使っているんですけど，この辺，自転車置き場がどんどんなく

なりまして，今，有料になってしまいまして，また無料のを復活していただきたいなとい

う点と，それからマルエツの前が，署名運動までしたんですけど，横断歩道がなくなって

しまいまして，ちょっと不便になっています。 

 それで，たしか国領駅が地下化されたときに，車がびゅんびゅん通るんで危ないからと
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いって横断歩道をつくって信号まで設置したのに，ほんの数年で撤去しちゃってちょっと

もったいないなというのがあったのと，それと市に問い合わせましたら，どうしてあそこ

を撤去したんですかと聞いたら，横断歩道がちょっとしつこく駅前にもできてしまって，

短い距離で横断歩道だらけになっちゃうんで，あそこを撤去しましたといわれたんですけ

ど，あとは警察の指導によるものでというふうに一方的にいわれまして，じゃ，住んでい

る人のほうの利便性とかそういうのは全然考慮してくれなかったんですかといっても，警

察の指導によりますだけの返事だったんですね。それで，やっぱり長年あそこは渡りなれ

ちゃったせいか，地元の人は結構，私もやっちゃうことあるんですけど，信号のところま

で行くのが面倒くさくて，マルエツへ行くときについついガードレールのところ，ちょこ

っとすき間から渡っていっちゃう状況なんですけど，せめて横断歩道のラインだけでも残

してほしかったんですけど，ラインを復活することができないのかと思いまして，よろし

くお願いします。 

 それと，あと，ずっと前にバスの路線のアンケートが来たんで，ミニバスなどをどうい

うふうに路線をふやしてほしいかというのを回答したんですけど，その後何も返事がなく

て，うちの母などは高齢化で，団地のほうは結構バスがあるんですけど，一般住宅のほう

は染地のほうはバスが全然ありませんで，それで病院の送迎の車もあるんですけど，団地

のほうは行ってくれるんですけど，じゃ，せめて羽毛下橋のほうへとまってください，そ

れはできませんといって，せめて羽毛下橋のほうにミニバスが走るといいなと思うんです

けど，ただ，京王バスとか小田急バスとかそういうところが走らせるわけですから，採算

がとれないとやってくれないのかなと思いまして，その点もちょっとお聞きしたいんで，

回答をお願いします。 

 あと，もう１つあって申しわけないんですけど，うちにもとうとう振り込め詐欺の電話

がかかってきちゃいまして，うちにはかかってこないなと安心していて，うち，ほとんど

家電を使っていなかったんですけど，携帯ばっかりだったんですけど，電話帳に電話番号

を載せていないんですけど，還付金詐欺の電話がかかってきちゃいまして，それが調布市

役所の小島と名乗るんです。よく考えたら，市役所は小島町だから，それを名乗っている

んじゃないかと思うんですけど，ネットで調べましたら，最近その手が多いらしいんです

ね。だから，市役所にも電話をしたら，絶対こちらから還付金の電話をすることはありま

せんといわれたんですけど，そういうのをもっと注意喚起というんですか，広報紙とかに

も載せて，もっと一般市民に広めていただきたいと思います。お願いします。 
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○長友市長 

 失礼しました。途中でちょっと私が笑ったのは，私も染地なもので，よくわかるなと思

いながら。じゃ，一番最初の質問については担当から後で補っていただきます。 

 それから，横断歩道のこと。端的に申し上げまして，やはり今度新たにつくった広場の

形状など，それから交通量などを勘案して，最終的には今おっしゃったように，これは市

ではなくて，信号の設置でありますとか，それにリンクするものもしないものも，横断歩

道を設置することとかというのは決定権限は警察です。 

 ただ，今おっしゃったように，我々はだからといって何もいわないということではござ

いませんので，特にもうずっと長いこと５年も 10 年も信号の間隔が余りに長過ぎるからつ

けてくれとか，最近にわかに人口急増地帯で交通量の問題とかいわれて，それを逐一警察

と話し合って，伝えております。 

 長くなるんでここら辺にしますが，それで，そんなに全てを聞き入れていただくという

わけにいきませんけれども，信号機なんかも今までに１つ，２つとついた例はございます。

ですから，そういうお申し出は決して私どもは何もやらないということではなくて，国領

の駅の広場ができたときから，やっぱり旧来のものと比べて便利になった，または不便に

なった，いろんな声がありますので，それは住んでおられるところと，それから使ってお

られる経路によって微妙に意見はいろいろあるんですけどね。以前のことと比べて，自分

としては改善を求めるというお話はきょうも承りましたので，それは伝えさせていただこ

うと思います。 

 それから，還付金詐欺，市の代弁をするような形でいっていただいて，ありがとうござ

いました。相当のキャンペーンは，これは市もですけど，それよりも警察がやっておりま

す。それから，経験されたかと思いますが，今は不便ですよね。何十万ぐらいの金をおろ

すのだって，自分の金をＡＴＭでおろすのに 50 万，100 万となると，何かにわかにはおろ

せなかったり，銀行員が飛んできて，必要な金ですかと聞いたり，本当に異常なことにな

ってきたなと思っておりますが，それぐらい多いということです。 

 それから，不名誉な話であるかもしれませんが，調布警察署というのは調布と狛江２市

を管轄して，今 31 万人ぐらいなんですけれども，調布警察署管内が日本一の特殊詐欺地域。

それは皆さんが取り立ててお金持ちかどうかという問題もあるんですが，30 万人で１つと

いうのは実は非常に大きいんです。例えば世田谷なんかは 90 万人近くいるけど，たしか３

つか４つ警察署があるんですよ。ですから，30 万人というのは管轄している人間が多いん
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だけど，それでも非常に多い地域なんです。この前，２，３ヵ月前かな，市報でも本田警

察署長と対談をして，私もそのことについての注意事項は頻繁に市報でもお伝えしたり，

警察関係のイベントもふえてきています。そのことに対する徹底をやっております。ただ，

それでもといわれれば，どこまでもやっていこうと思いますから，ケーブルテレビでもや

っておりますし，それからＦＭの放送を使ってもお願いをしておりますが，チラシもふや

しておりますけれども，危ないことでありますので，○○さんがおっしゃるとおり，もっ

ともっと強めてはまいります。もしよろしければ，先ほどの件は後で誰かに，どういう案

件であったかというのをちょっと。 

 それから，年金にしろ，保険にしろ，おいしい話は絶対にありませんから，これはここ

に来られた方にも私から強く申し上げておきます。ただ，おとなしい声で市役所の○○で

すと，特に女性の声か何かでかかってきたら，これは本物かと思うかもしれませんよね。

それだけにこれは本当に悪質だと思います。一生懸命やっていきたいと思います。 

 では，ちょっと。 

○江田都市整備部参事 

 国領周辺の自転車の有料化につきまして若干お話しさせていただきます。 

 実は今，無料化から全て有料化に変えていくというのを全市的に行っているところであ

ります。各順番で対応できるところはさせていただいているんですが，国領周辺につきま

しては，都営住宅のところの周辺とか，東京都からお借りしていた土地で無料化を図って

まいりましたが，鉄道敷地の上部にも工事をさせていただいて，今，自転車の駐輪場を設

置させていただきながら，国領の規模につきましても賄えたということで，今，無料化の

ほうを廃止させていただいて，有料化に流しております。 

 これはやはり受益者負担の考え方から，無料でお使いになっていても，実は借地の賃料

を物すごい払っているとか，当然警備員をつけたり，それなりの費用をかけているところ

であります。そういった中で，今，市としましては，有料化のほうの方向性で自転車駐車

場を変換しているところでございますんで，そこはご理解いただきたいと思います。 

 それと，あとミニバスの関係でアンケートがあったということをちょっとお聞きしたん

ですが，済みません，今，私，そこの部分について把握ができていません。いつごろ，ど

んなやつでアンケートがあったか，後でまた教えていただければ，またお答えできるもの

につきましてはお返ししたいと思いますが，国領駅のバスの利用につきましては，やはり

多摩住宅さんの自治会さんからもぜひルートをつくってほしいという要望をたくさんいた
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だいていまして，我々としても，実現可能な部分の中でバス会社さんのほうともご要望を

させていただきながら，実現に向けて交渉しているところでございますけれども，なかな

かバス会社さんのほうからもいいお返事はいただいていない状況ではあります。 

 きょうもそういったところで，染地方面のバスの運行ということにつきましてご要望を

いただいたと思いますので，この辺も改めてバス会社のほうにもリターンをしっかりかけ

ていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

○長友市長 

 １点だけ私からも補足させていただきます。40 つくろうが 50 つくろうが，駐輪場を全

部無料にしても，それは政策としては可能でございますから，それでもいいです。例えは

変わりますが，国によっては高速道路に幾ら乗ってもただという国もございます。でも，

それはどういうことかというと，かかる費用は一定でありますから，高速道路に乗らない

人も国民全員で払うか，それともやっぱり受益者，それによって利益を得ている方の負担

にするか，そういう考え方です。ですから，無料，有料といいますが，無料が多かったこ

とは間違いありません。ただ，やっぱりさっきの話のように，土地をお借りするにもかな

りのお金がかかったりしておりますんで，だんだん費用がかさんできている。それを市民

全体から等しくいただくというのもどうかなと。これも市民の方にはある程度聞いたこと

はあるんですけれども，それはやっぱり利用される方の第一義的な負担がという声もかな

りあったんで，そういう方向に流れてきていると，それだけは補足させていただきます。 

○司会者 

 ありがとうございました。○○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，次の方にまいらせていただきたいと。じゃ，そちらの先ほどのＤ列の男性の方，

お願いいたします。 

○（調布ケ丘１丁目） 

 こんにちは。調布ケ丘の○○と申します。 

 ２つあるんですけれども，１つは私の家内からのご相談なんですが，今，家内は調布市

の社会教育団体のほうに登録させていただいていて，子どもたちを中心に歌とかダンス，

演劇のパフォーマンスをイベントとかでさせていただいております。練習場所として，地

域福祉センター等で場所をお借りして練習をしているんですけれども，その中で館長がか

わったことによってピアノを使用できなくなってしまった。いわゆる以前の方はピアノを

使わせていただいたんですけれども，新しく新任で来られた方がピアノを使ってはいけな
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いという話がちょっとございまして，その辺でどういう状況なのかなと。そういうことが

１つお伺いしたいということです。 

 それから，あともう１つなんですけれども，調布駅のバスの屋根なんですが，私，出張

等で成田，それから羽田のバス待ちをしているんですけれども，屋根がなくて荷物が風雨

にさらされることがございます。これはバス会社さんのほうにも何とかならないものかと

お話はさせていただいているんですけれども，非常にこの暑さ，屋根のないのもつらいで

すし，それからこれから嵐が来るというときに荷物が全て濡れてしまうと。その辺で，屋

根の設置というものをちょっとお考えいただけるものなのかどうなのかと。そこをちょっ

とお伺いしたいのです。 

○長友市長 

 ありがとうございました。希望の家に関しましては，ピアノの使用は以前から近隣の方

からの要請があり，音の問題で禁止になっております。それで，確認をいたしますけれど

も，もしもそれで断片的にでも使用がされていたということであれば，余り犯人捜し的に

はやりたくないんですが，何かの間違いか，やっぱりルールに逸脱している話だと思いま

す。 

 それから，例外では月に１回程度，希望の家が何かの授業を行うという明確な目的があ

って，そこで近隣の方に周知をして，この日のこの時間帯はということで了解をいただい

たときには使えることはあったと承知しております。ただ，そこは厳密に調べてお答えい

たしますし，これは原則禁止でありますので，やはり今後とも原則としては使えない。さ

っき申し上げましたように，公共的な事業をやって，明確に時間を指定しては月１回程度

はやり得ることがあるという話になります。 

 それから，調布駅に限らずということだと思いますけれども，これも普通の停留所も含

めて，特に夏の暑いときに屋根が，それから屋根だけではなくて，バス待ちのときに高齢

者もふえてくるんで，座れる椅子，ベンチをなんとかしてくれと。こういう依頼はやっぱ

りこういうミーティングでも時々ございまして，今おっしゃったように，第一義的にはこ

れを全て私どもが賄うということもできないので，バス事業者の方にご相談をして，断片

的にそういうご理解をいただいて，可能になるものもございます。 

 それから，調布の駅でいえば，すぐにということではないんですが，今さっき申し上げ

ましたように，北から順次広場をつくってまいります。ロータリーは，形は少し変わりま

すが，今と同じように北にも南にも必要でございますから，広場を順次つくっていくに従
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って，バスロータリーの屋根ということでその上を覆うような形にはいたしますので。 

○木村副市長 

 布田はできていませんが，国領はまさに今工事を一部やりかけていますけども，ここは

やっています。 

○長友市長 

 それは布田をごらんになったときにヒントにしていただければ。 

○木村副市長 

 完全に覆うわけではありませんけれども，上屋と称していますけれども，屋根をつける

計画で今進めています。 

○（調布ケ丘１丁目） 

 調布駅もですね。 

○木村副市長 

 調布駅もです。 

○（調布ケ丘１丁目） 

 では，今の皆さんがバスで並んでいる配置は若干変わってくるということになるんです

か。 

○木村副市長 

 配置というか，新しいロータリーができたときに，その上にちょうど全体を覆うような

屋根が…この資料（「中心市街地のまちづくり」）を多分お配りしていると思うので，その

９ページにイメージ図ということで書いてありますけれども，その白い部分，イメージで

すからまだあくまで計画ですけども，楕円形のロータリーの内径に囲んでいるような感じ

で白い部分がある。これがその屋根といいますか，上屋のイメージです。 

○（調布ケ丘１丁目） 

 になるということですね。わかりました。 

 あと，先ほどの希望の家の件なんですけども，ピアノが現に置いてあるわけですよね。

それが例えば申請することによって使えるのか使えないのか，そういう使用条項みたいな

ものは明確に用意されているものなんでしょうか。 

○長友市長 

 希望の家の要綱までは今わからないか。済みません，それはちょっとすぐに確認をして，

お返事をいたします。 
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 それから，さっきのご質問に関連して申し上げると，北にも南にもロータリーはもちろ

ん残るという，ただ，停留所の位置だとかはもちろんこれからでございます。それから，

北のほうは特にごらんのように，ロータリーが今の駅前広場から甲州街道に向かって，や

っぱり収用し切れなくて，停留所が少し一般道のほうにも伸びておりますようなものを吸

収して交通渋滞も起こさないような形にするということを１つのポイントにしながら広場

をつくっていきたいとは思っておりますので，今よりも，そういう意味では，バスに乗る

方，またはそれを含むあのあたりの車で渋滞を起こさないような形になると思います。 

○（調布ケ丘１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，次の方にまいらせていただきます。それ

では，Ｂ列のグリーンの男性の方，お願いいたします。 

○（国領町５丁目） 

 国領町の○○と申します。 

 住んでいるところも調布なんですけれども，職場も調布でして，そちらは緑ケ丘になり

ますけれども，きょうちょっと伺いたいのは教育の面で，例えば小学校のほう，実際，特

に来年度からは５，６年生の英語の教科化，それから３，４年生の必修化という形に移行

していくんですけれども，他市のところでは，例を挙げれば，稲城市あたりでは既に３，

４年から週１回英語の授業は行っているというようなこともありますけれども，特に調布

はそれはとられていないと。子どもが今小学校４年生ですので，３，４年生でやっていま

せんので，そういうことはないかなと思うんですが，そういう意味で，オリンピック・パ

ラリンピックのホストシティーとしてどうなのかなということも感じております。 

 今３，４年生にやっていないということは，例えばオリンピックの場合だと，それが小

学校で５，６年生になっていくわけですから，恐らくホストで小学校を拠点として何かを

行う場合というのは，今のちょうど３，４年生あたりが小学校に残ってやることになるで

しょうし，５，６年生であれば中学校という形で進んでいく，そういうことを考えていく

と，本当にある意味１，２年生におろしてもいいんではないかなと思うぐらい，取り組み

としてあってもいいのかなということを思うわけです。 

 それで，こちらが情報をきちんと得ていないという面が大きいとは思うんですけれども，

市の動きというのがちょっとみえてこないということが１点あります。そこのあたりをち
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ょっと教えていただきたいかなというふうに考えております。 

 ２点目というのは，オリンピック・パラリンピックのことに関してなんですけれども，

地域人材という形でボランティアも含めて多くの方が外国の方をお迎えするということで，

それの準備を始めなければならないということなんですけれども，今，市長がおっしゃっ

たように３年を切ってしまった段階で一体どのような準備がされているのか。特に人をこ

うやって養成するということは時間がかかりますから，それの取り組みという形でなかな

かみえてこないということが，こちらも若干の苛立ちというのがありますというのが，こ

ういう話をしていると結局自分を明かさなきゃだめになってしまうんですけど，職場が白

百合女子大学なんですね。各大学も大した取り組みをしていないということで，偉そうな

ことはいえないんですけれども，自分らができることはあるはずだという形で，各大学な

りで地域連携でやれることは多いんですけれども，本来であれば，オリンピックというこ

とを考えるんであれば，市と連携をしなければ意味がないという，市の動きが一体どうい

うふうになっているのかということを考えずに各大学なんかでやっていてもしようがない

かなということがあります。なので，それでオリンピックということで，市のほうではど

ういうふうに各地域にある人材というのを活用しながらそういう養成をされていくのかな

ということが気になっています。 

 ということで，２点です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。なるべく端的にお答えいたします。 

 これだけのチャンスはもう二度とない。それから，この１週間以内に東京都に対する予

算要望，これは全ての要望をもっていったんで，そのうちの１つがオリンピック・パラリ

ンピックだったんです。オリンピック・パラリンピック準備局とか教育庁の最高幹部とも

話したときに，私，こういったんです。私は，1964 年東京オリンピックをぎりぎりという

か，小学校６年生だったから鮮明に覚えている。この一生忘れ得ない感動をぜひ青少年だ

けとはいわないけれども，都民に残すために，ありとあらゆることをやっていただきたい

という要望にいったんです。何でそういうことをいったかというと，東京都の方も 60 歳定

年ですから，勤めている方には東京オリンピックがわかる方が１人もいないわけですね。

だから，身も打ち震えるほどの感動といっても，本当に大変なことだから。 

 ただ，いったということは，東京都にお願いしたということと並行して，当たり前です

が，全国でオリンピックもパラリンピックもラグビーも十何ヵ所でしかやらないのに，調
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布市では全部やることができるというのは考えられない幸運ですから，スポーツ振興，そ

れから文化交流，国際親善，小学校の低学年の子どもたちにも，地球って広いんだよとい

うようなところから始めて，いろんな意識を，後に残るようないい意識につなげてもらい

たいということで，今いろんな仕掛けは当然考えてやっております。 

 どういう種目でどういう国が参加をして，例えばこの間，ラグビーの我が日本が入るグ

ループの組み合わせが決まりましたね。それから，ここでやるのは近代五種とサッカーと

７人制ラグビーとバドミントンと，恐らく自転車のロードレースのスタートラインが調布

に課される命題になっていきます。そうすると，おのずから，どういう地域からどんな選

手が来られるんだというのがだんだんわかってくる。そういうところから興味をもっても

らって，子どもたちに地球の広さ，平和のとうとさというようなものをぜひ感じてもらえ

る。そのために，調布だけとはいいませんが，近隣の子どもたちも競技をみる機会をぜひ

ふやしたいというようなことで，今取り組みは進めておりますから，順次わかりやすくお

伝えをして，多くのボランティアが必要ですから，ご協力を市民にも呼び掛けたいと思っ

ております。 

 それから，英語のことは一言だけ申し上げます。これは市ではございません。私の個人

の意見として受け取っていただいて結構ですけども，私は余り賛成ではないんですね。な

ぜか。私は市長になる前，26 年，政府系機関に勤めて，９年間海外におりました。人一倍

語学では苦労もしたし，恥をかいた人間ではあります。ただ，そのときの経験で，やっぱ

り子どもたちには高いレベルをと思いますけれども，それをどんどん下におろしていくと

いうのは余り賛成じゃないんです。日本を拠点にして一生涯暮らすということになれば，

2,000 の漢字を縦横に使いこなして，日本語での思考をまず子どものころからだんだん高

めていくというのが本来である。それはそれでいいじゃないですか，そうなんですけど，

ただ，外国語は，私が申し上げるまでもなく，日本語とは感覚が違います。イエスとノー

をまずはっきりいわなければいけない。主語は絶対省略してはいけないし，言葉によって

少し違いますけど，主語の後には必ず動詞が来るというようなことは，やっぱり日本語の

文法も教えていないような子どもにそれを強化してマイナスの面はというのが１つと，逆

に，本気でやるんだったら，ヨーロッパでも中心国は英語教育に非常に熱心です。英語が

ないと生きていけないから。それは物すごいカリキュラムです。ホームルームで 30 分を週

に何回かやったぐらいでは何の効果があるのかと。ですから，複数の意味で，私は余り賛

成でない部分があります。ただ，これは議論をしていけばいいんだと。多数には従います。 
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 それから，最後に申し上げます。教育委員会がカリキュラム等を決める話でありますか

ら，そこに私は実は一切口を出す気はございません。個人の思いと最初に断った次第でご

ざいます。 

 それから，調布で５，６年生でやっていくのはもう決まったんだよね。３，４年ではな

かったと思いますが，調布市でも取り組みは決まっております。何かの時間を犠牲にして

やるのかと聞いたら，そうではないと。プラスだといっていましたから，さっき申し上げ

た国語教育などがその分減らされるということは全くないようで，それはそれでいいと思

っておりますが，付加してやっていく。ただ，本気でやるんだったら，ヨーロッパの中心

国の英語の時間をみても，それは国語と同じくらいやってということでありますから，そ

こまでやるかどうかという議論をやっぱりちゃんとして始めたほうがいいというふうに私

は思います。 

 それから，○○さんはご存じですか。白百合女子大学にも協力していただいて，私ども

連携の協定を結ばせて，今７つまで来たんですね。今申し上げたことにかかわるんだけど，

英語教育とか児童心理学とか，こういうことで大変私ども調布の教育に貢献いただいて，

ありがとうございます。連携をいただいた７つの大学とは，特にこれからやることに関し

てぜひご相談を申し上げたいとは，もう計画しておりますので，３年を切りましたから，

これまで電気通信大学には，慈恵医科大学には，東京外国語大学には，桐朋園大学には，

明治大学には，ルーテル学院大学には，それぞれ違った個性をもってお願いしてきたこと

がありますから，具体的にピンポイントでご相談させていただきたいと思っております。 

 それで，先生方が個人としても，また学校としても我々が考えているオリンピック等に

向かう姿勢にご協力いただける部分があれば，ぜひ連携を密にさせていただきたいと思っ

ております。 

 きょうはオリンピック担当部長も来ておりますが，彼とか，教育関係の人間からぜひご

相談を。では，最後に小林から。 

○小林行政経営部オリンピック・パラリンピック担当部長 

 では，少しばかり補足をさせていただきます。 

 まず，英語と小学生，中学生とのかかわりというお話の中で，既に昨年から市内の公立

の小・中学校全校がオリンピック教育推進校という形で，学校ごとにオリンピック関連の

取り組みを進めていただいているというところでございます。 

 それと，ともだちプロジェクトというふうに銘を打っておりますけれども，こんな国と
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つながりをもちたい，こんなことを知りたいなというふうな，各学校ごとに調べてみたい

外国の国々をリストアップして，その国の方を呼んで学校でお話を聞いたりという取り組

みが今年度から本格的にスタートしているところかと思います。そうした中で，オリンピ

ックに向けまして，調布市はサウジアラビアをホストタウンとしているわけですけれども，

例えばサウジアラビアのことを研究したいという学校は，市内では，柏野小学校と神代中

学校という２校が名乗りを上げてくれています。そうした中で，大使館でありますとか，

あるいは留学生の方々と直接お話をするようなことができるようなプロジェクトが今進行

しています。学校ごとに国が違いますので，英語圏の学校ですとか，あるいはアジアの学

校とかというところの取り組みが今後本格的に進んでいくだろうというふうに思っており

ます。それが１点。 

 それから，昨年からこれはスタートしたんですが，姉妹都市の長野県木島平村に夏休み

に小学生がバスで出かけていきまして，そこで英語のネイティブの講師も一緒に現地に行

き，オリンピック関連の簡単な英語でできるクイズだとか，あるいは道案内ができるよう

な簡単な内容を木島平村の子どもたちと一緒に夏休みを利用してやるという体験授業をこ

としも実施をしました。そういった取り組みがスタートしているというところでございま

す。 

 それから，ボランティアにつきましては，2020 年のオリンピックに向けて，2018 年度か

らいわゆる大会運営のボランティアですとか，あるいは都市ボランティアといわれる調布

のまちを案内するようなボランティアの募集が始まっていきます。冒頭，市長からもあり

ましたけれども，その前年，2019 年はラグビーワールドカップがございますので，少し前

倒しして，今年度の末，あるいは来年度の始めぐらいから 2019 年に向けたボランティアの

募集というのが始まると聞いております。 

 既に調布市では，一昨年度から外国人の方々をおもてなすための語学の講座ですね。東

京都の主催で，調布市で開催というものを複数回行っておりまして，講座の受講者が既に

400 人を数えているところでございます。そうした方々に少しでもボランティアの経験を

積んでいただきたいということで，ことしの６月に味の素スタジアムでラグビーの日本代

表戦が行われましたが，その際に駅周辺でボランティアをやっていただく方を募集しまし

て，まだこの段階ですからそれほど英語を使う機会はなかったようですけれども，ボラン

ティア活動に参加していただいたという経緯がございました。 

 機会を捉えまして，イベントを通じて語学の機会，英語を話すような機会をつくってい
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きたいなと，それを計画的に進めていきたいなと思っておりますので，今後またアナウン

スをしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○司会者 

 ○○様，よろしいでしょうか。 

○（国領町５丁目） 

 議論する場を。 

○長友市長 

 そう，議論していく必要があると思います。 

○司会者 

 では，本日はよろしいですか。ありがとうございました。それでは，次の方にお願いし

たいと思いますが，いかがでしょうか。それでは，こちらのＣ列の黒い女性の方，お願い

いたします。 

○（東つつじケ丘３丁目） 

 東つつじケ丘，○○と申します。 

 まず１点目は，今回，駐輪場のことをちょっとお伺いしたくて，ホームページを調べよ

うとしたんですけれども，具体的に市のホームページからそれをみつけることができなか

ったり，あと最近は近くにゲートボール場ができるよという張り紙をみたので，それを調

べようと思ったら，すぐには調べることができなかったので，ホームページのほうの調べ

やすさというのをもう少し工夫していただいたら，住んでいる私たちは疑問に思ったこと

をいつでも伺えて，疑問が解決するのであれば，比較的スムーズに話が進むのではないか

なと思ったので，まずそれをお願いしたいなと思いました。 

 駐輪場のことというのなんですが，つつじヶ丘の駅の東口を出てすぐの第２駐輪場とい

うのを使っているんですけれども，もう１年ぐらい前になるんですけれども，神代出張所

の建てかえの絡みで，３年ぐらいしたらなくなるというふうな話をちょっと伺ったんです

ね。私，体調が余りよくなくて，駅の前の駐輪場ですごい重宝していて，毎日出勤するの

にもそんなに苦なくできているので，すごいありがたい駐輪場だと思っていたんですけれ

ども，さて，なくなるとなると大変困るなと思って，いろいろ話をお伺いしていたんです

けれども，聞いたら，京王さんとの絡みがあって，始める時期がまだわかっていないとい

うことだったんですね。 
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 そんな中で，この春に駅に近いからということで２割ほど値上げになりました。それで

もかなりの台数が月極めで今入っている状態だと思います。例えばそれが場所がなくなる

ということになったときに，どういうふうな対応をされるのかとか，そういうのがとても

不安になったので，私，ホームページをいろいろ眺めたんですけど，計画段階だからなの

か，はっきりしないのか，どこにもみることができなくて，聞いた話だけでもし間違って

いたら大変申しわけないんですけれども，今やはり先ほどお話しされていた有料化があり

まして，駅を出たすぐもそうなんですけど，駅から大分遠い品川道を越えたあたりも有料

になって，月極めになっているんですけど，月極めの品川道を越えたあたりはほとんども

うがらがらで入っていないような状態で，ほか，駅に近い２ヵ所は結構な量が入っている

んですね。例えば，ここでこの第２駐輪場がなくなるよといわれて，どこかへ移ってくれ

といわれても，ちょっと私の体調では厳しいなと思っていまして。じゃ，出張所ができた

ときにそこにまた駐輪場が戻るのかどうかというのもわからないですし，そういうところ

で，願わくは駐輪場を円滑に，そして利便性がなるべく落ちないような形で継続していた

だくことがありがたいなと思っています。 

 それを調べていくうちで，やはり調べようがないという壁に当たったものですから，私

だけじゃなくて，皆さんもそういったことの情報開示をどんどんしていただいたら，あら

かじめいろいろな計画をとることができて，こういう場でお話を伺ったことを広げたりと

かすることによって，皆さんが市政にとても安心感というか信頼感をもつことができるの

ではないかなと考えましたので，これは一例なんですけれども，申しわけないんですけど，

神代出張所の建てかえに絡む第２駐輪場というののあり方というか進め方を順調に進めて

いただくようにぜひお願いしたいと思いまして，本日お伺いいたしましたので，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。つつじケ丘南第２自転車等駐車場のことということでよろし

いですか。わかりました。 

 まず１つ，恐らくこれは神代出張所との問題ではなくて，都市計画道路，決めたのはか

なり以前なんですが，こういうところに大きな道を通そうという計画が昔からあって，そ

れを市内でも順次１つずつ実施に移しているんですけれども，それとの絡みで，計画道路

との関係でやむなくといいますか，そこは該当するのでということです。 

 そうなると，当然ですけれども，100 台にしろ 500 台にしろ，使っておられる方は一挙
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にご不便になるんで，当然私どもとしても新たな設置のための候補地を確保しなきゃいか

んということで，今，一生懸命対応策を検討しております。これはまず申し上げたい。も

しもっと細かいことがあれば，後で補ってもらいます。 

 それから，ホームページについては，もし何かのテーマでこの駐輪場だけでなくて検索

されようとしたときにご不便があったとしたら，ぜひまた具体的に教えてください。それ

は私も，やっぱり仕事上，ほかの自治体だとか，それから企業，団体とか，そういうとこ

ろにアクセスすることは多いです。やっぱり行こうと思うところにたどり着かないと，そ

れはかなりいらいらするし，わざとたどり着きにくいようにしているんじゃないかと，そ

んなことはないと思いますけど，そういうふうに思う，時間のロスだなと，そういうこと

がありますから，これは，だけど改善に次ぐ改善で，どこまでもということだと思います。 

 正直に申し上げて，今のは５年ぐらい前に大きく変えたんですが，これは言いわけには

なりませんが，苦情はこれでも大分減ってはいるんで，そういう意味では市民の方がごら

んになって，前よりはまあよくなったんだろうというぐらいのご判断はあるかもしれませ

ん。ただ，結局新しく入れなきゃいけない情報だとか，それから一挙に状況の移り変わり

とともに情報量をふやさなきゃいかんというときには，もっと早くたどり着くところへ移

さなきゃいかんというか，常に改善に改善を加えなきゃいかんと思っていますから，ホー

ムページについてはいろいろ思われたこと，ご批判があればこれからもおっしゃってくだ

さい。一生懸命直してまいりたいと思います。 

○江田都市整備部参事 

 つつじケ丘の計画につきましては，今，市長からのお話があったように，南側の都市計

画道路，駅の南口から品川通りまでの距離につきまして計画がございます。その計画につ

きましては事業計画を含めて今後進めていきたいと考えております。 

 今おとめになっている駅の真ん前の駐輪場は，実は駅前広場の中に一角，暫定的につく

っているところでございます。今後，その辺の事業計画を踏まえて，距離を含めて決定し

た段階では実は更地にしなくてはならないという状況になります。つつじヶ丘駅前の駐輪

場につきましては，ここはキャンセル待ちも大変多いところでございまして，非常に人気

のあるところなんですが，我々もこれの代替というところの中では，今１つ，去年かな，

土地を取得しているところは，つつじケ丘の品川通りの交差点の東側のところに一部駐輪

場として実際に今，暫定で使っていますけれども，そういったところを台数を増やすよう

な施設にしたり，対応はしていきたいと思いますが，それでもまだ実は足らない。先ほど
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もお話しした品川通りを渡ってコンビニの裏にも実はストックをして，今後の駅前の駐輪

場を撤去するに当たっては順次対応していくんですが，多分それでも足らなくなるだろう

というところも予測をされております。 

 我々も，やはり駅周辺の近いところの部分につきましても，今，地権者さんといろいろ

コンタクトをとりながら，何が一番ベストなのかも踏まえまして対応を図っていきたいと

思います。そうしたお知らせがまだできる状況ではないので，お話の，今入っている情報

は，確かに今後なくなるというのはあるんですが，我々としましても，正規に決まった段

階では順次その辺のお知らせをしながら，混乱のないように必ずストックを設けた中で動

かすと。いきなりなくなるという状況ではつくらないように我々も努力はしていきたいと

思いますので，ご理解のほどお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○（東つつじケ丘３丁目） 

 台数が足りないのはみるからに明らかで，かなりの台数がとまっていると思うんですけ

ど，ロータリーだというのをちょっと私，存じ上げなくて大変失礼したんですけれども，

例えば今ある場所に何か工夫をして駐輪ができるようにはならないんでしょうかというの

は，暫定が今かなり入っていると思うんです。この４月に娘が駐輪場を使いたくてお話を

伺ったら，第２に関しては 90 台待っている人がいますという話だったんですね。そんな状

態を動かすというのもすごいなと思っていたので，できましら利便性をなるべく失わない

方向でいいように進めていただければと思いまして，よろしくお願いしたいと思います。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。それでは，次の方にまいらせていただきたいと思い

ますが，それでは，Ｄ列のグレーの男性の方。 

○（仙川町２丁目） 

 仙川２丁目の○○と申します。よろしくお願いいたします。 

 先ほど小林さんのほうからもお話があったので，いわゆる 2019 年，2020 年のインバウ

ンド対策なんですけれども，これについてどのような取り組みをされているのかお伺いし

たかったんですけれども，お話を聞いていて，そういうことが考えられているなというの

は既にわかったんですけれども，まず１つは，そういう中で，私ももう 60 後半なんですけ

れども，実際に現役を退いたのは昨年なんですけれども，そういう高齢者もいわゆる短期

的にボランティアでいろんな仕事につけるんじゃないかと思っているんですね。高齢者の

数も非常に多くなっていますので，ぜひそういう中で巻き込んで取り組んでいただけたら
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いいんじゃないかなとは思っています。 

 それと，もう１つ，やはり周辺地区にボランティアを配置されたと先ほどおっしゃって

おりましたけれども，今後，インバウンドも大体 2,000 万～3,000 万という規模，スケー

ルがどんどん大きくなってきていると思いますし，調布市のほうもこれからどんどん来ら

れる方も多いんじゃないかということは想像できるんですけれども，そういう中で，単純

にボランティアを配置すればいいということじゃなくて，そこに来られた方は，外国の方

は，私も以前サービス業，テーマパークに勤めていた関係もありまして，そういう中で非

常に大事だと思っている面もありますので，やはりマンツーマンといいますか，個人，い

わゆるそこで接する方の対応次第で印象が全く変わってしまうんです。ですから，どんな

にすばらしいことをやっていても，その１人の人が接し方を間違えてしまうと，やはりそ

こでは悪い印象をもって帰ってしまう。二度と来たくない，そんなふうに思われる場合も

あるので，その辺のところは十分何らかの理念とか考え方とか接遇の仕方，最低線，そう

いうところは考えて教育をしていただいたほうがいいんじゃないか。単純に配置しては，

多分印象は悪い状況で帰られることになるんじゃないかなと思いますので，その辺のとこ

ろでちょっとご指摘させていただきたいと思いまして，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。補足することがあれば後から補ってもらおうと思いますけれ

ども，私からまず，おっしゃったとおり，インバウンドに関してはテンミリオン計画とい

って，1,000 万人の到達を目指そうといったのはついこの間だという感じがいたしますけ

れども，それが倍の 2,000 万人になったと。2020 年に今目標は 4,000 万人ですから，本当

に倍々計画で，そこまでうまくいくかどうかは別にして，一過性かもしれないけど，2019

年，2020 年にかなりふえることは間違いないと思っております。 

 再三申し上げておりますように，その２年のスポーツイベントの開催都市になっている

わけでございます。今，詳細を教えてくれと東京都とか組織委員会にもかなりいっている

んですが，どれぐらいの種類のどれぐらいの数のボランティアが，やっぱり地元で必要に

なってくるわけですね。調布でイベントをやるのに日本中から集めるわけではございませ

んから，それを教えてもらいたいと，そう思っております。 

 それから，今おっしゃいましたように，高齢ということでは，私もことしの秋に高齢者

になるということが既に内定をしておりますけれども，１次的社会使命を終えられたけど

も，まだまだやりがいと，それから体力の問題で活動したいといわれる方に加わっていた
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だきたいということと，以前のオリンピックもご記憶にある中で，青少年にいい意味の感

化を与えていただきたいとか，やっぱり高齢の方にお願いをしたい部分は随分ございます。 

 今，○○さんに教えていただいたように，やっぱりそういう方も一定の責任があるとい

うか，国内外から来る方にその地域を非常に好印象をもって帰っていただくための活動の

仕方，接し方というのはあると思いますね。そんなことは，じゃ，きょうを含めてまた教

えていただければと思いますけれども，まずは私どもは，最初に申し上げましたように，

どういう場面にどういう種類の方が，10代の若手から高齢の方まで必要なのかということ，

それから専門性が必要なものと必要でないものと，体力を比較的使うものと使わないもの

と，こういうカテゴライズしなきゃいかんと思っていますから，それをなるべく早くさせ

ていただいた上で，大々的に周知に努めて，皆さん方のご協力を仰ごうと思っております。

ぜひ○○さんにもそのときお時間があれば参加していただければと思いますし，またいろ

いろこちらにそのときの提言などありましたら，教えていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

○小林行政経営部オリンピック・パラリンピック担当部長 

 では，私から１点補足を。 

 東京都のほうは，昨年の 12 月に 2020 年大会に向けたボランティア戦略というものを定

めまして，現在，東京都等との間でボランティアの募集を含めていろいろ協議をしている

というところでございます。 

 その中に示されている数字としましては，2020 年に向けて大会運営，それから観光案内

等，ボランティアと呼ばれる人たちは全部で９万人以上が必要であろうという数字が出て

きております。そのうち，都市ボランティアについては，リオ大会を初め海外のオリンピ

ックもそうなんですけど，世界中に私はボランティアがやりたいですという方々がいらっ

しゃいます。その方も含めて９万人という数字が出てきているんですが，今，市長の話も

ありましたけれども，それだけでは当然足りないだろうという想定はしております。 

 調布市としてのおもてなし，地域に詳しい情報とか，ここをこう行くと駅に近いですよ

とかというふうな非常に丁寧なおもてなしができればというふうに考えておりますので，

そうなりますと，かなりの数の市民の方にご協力をいただくという形になってくると思い

ます。それも含めて，できれば今年度中にそういった方向をとりまとめていきたいなと思

っておりますので，ぜひご協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 
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○司会者 

 では，よろしいでしょうか。ありがとうございました。それでは，次の方，まいらせて

いただきたいと思いますが，Ｄ列の白いＴシャツの方。 

○（小島町１丁目） 

 本日は貴重なお時間をいただき，どうもありがとうございます。小島町に住んでいる○

○と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 若輩者で，すみません。私がいうのも何なんですけれども，お伺いしたいことがござい

まして，まず短期的なところでいうと，調布駅の周辺に今喫煙所があるんですけども，こ

れは公園を新しくつくるとなくなるという話があるんですけども，実は私は以前，品川と

か幾つか住んだところがあるんですけども，感じるのは，たばこのマナーが余りよくない

なというのが，正直な印象としては，よそのところ，住んだところと比べては，主観的な

んですけども，あります。 

 たまに朝早く会社に行かなきゃいけないときとかあって，そうすると，駅前で割と堂々

とたばこを吸っていたり，あとは逆に喫煙者の友人がいると，どこでたばこを吸ったいい

のとかといって，喫煙所のスペースがあるんですけれども，今後それがなくなると，じゃ，

おまえ，パチンコ屋の中に行って吸ってこいというわけにはいかないので，喫煙所という

か，確保は要るのかなと。 

 そういうところで，喫煙対策は今後どうされるのか。例えば駅前の今開発をされていら

っしゃるところ以外は喫煙は不可にしてしまうとか，そういうふうなのがあるのかなとい

うのが１個気になっているところです。 

 もう１個は，それに絡むんですけども，オリンピックとラグビーは，それはそれで盛り

上がる話だし，十分なイベントかなと思うんですけども，その先はどうするつもりなのか

なというのが正直ちょっとみえないところがあって，品川だとこういうふうにするとか，

北千住とかだとこういうふうにするとか，みんな何かいろいろ考えているところがあるん

ですけども，ラグビー，オリンピックと終わると，そこに向かっていた人たちというのは，

外からのインバウンドとおっしゃっているようなところは当然減ることが予測されるんで

すけども，市の戦略としてどういうふうに市をもっていこうとしているのか。 

 例えば喫煙対策とかもそういうところにつながると思うのですけれども，今，トリエ，

３つできているところは女性をターゲットにしたと書いてあるんですけども，正直，実際

のところ，若い女性とかハイセンスなものをターゲットにしたということで，喫煙者で僕
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みたいなのがすぱすぱ吸っているというのが一緒に仲よくやっていきましょうというのは，

現実的な話としては厳しいというところもあると思うんです。そういうところでどういう

ふうに市をもっていこうとしているのかというところ。 

 短期的なところは喫煙のところでどうなのかなというのと，長期的なところで市として

どういうふうな方向を目指されるのかなというこの２点をちょっとお伺いできればなとい

うふうに思っております。済みません，若輩で恐縮なんですが。 

○長友市長 

 最後のところは，これからの調布の中の対策の１つとしてたばこをどうするのかという

のと，それから市をどういう形にしていくのかと。 

○（小島町１丁目） 

 そうですね。今みさせてもらうと，仙川はこういうエリアで，鬼太郎を中心にして，ス

ポーツのところとみたいな，３つぐらいエリアをつくっていらっしゃるんですけども，市

としてどういう位置づけ，例えばベッドタウンとしてやっていくのか，それとも中核とし

てこういうふうにしていこうとか，そういうものがあればというだけなんです。 

○長友市長 

 １つ質問させて，○○さん自体はたばこは吸われるんですか，吸われないんですか。 

○（小島町１丁目） 

 僕は吸っていました。でも，いろいろあって，今は吸っていません。 

○長友市長 

 それは私と一緒かもしれない。私も以前は吸っていました。20年ぐらい前までですかね。

と申し上げた上で，たばこの問題，多いですね。やっぱりこういうミーティングをすると，

必ずといっていいほど，どなたかから質問があるうちの１つがたばこですね。 

 それから，最初に申し上げますと，新聞報道等でご存じのように，現在，2019 年，2020

年の国際的イベントを前にして法規制をどうしていこうかと。基礎自治体でも考えること

はございますが，大きくいえば，東京都，また国としてどう取り組むかという，厚生労働

省内でも政府内でもまとまりませんね。いろいろな案が出ておりますけれども，国はこれ

で行こうという一本化した話に全くならないと。 

 東京都は，都議選も終わりましたんで，知事以下が今具体化した話をつくっておられる

というのは伝わってきておりますから，はっきりした方向が示されると思います。ただ，

それを認めるかどうかは議会の問題でありますから，議会側はまたその案に対して修正を
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加えるような考えを示されるのかどうなるのかということです。ただ，厳しくなることは

間違いありませんね。新しい条例をつくって，今より楽になることはあり得ないんで。 

 それから，ここ 10 年ぐらいをみても，吸う側の方の権利といいますか，法で禁じられて

いるわけではないんで，吸うということは一応容認されているわけですが，マナーが悪い

という状況が一向に改善されないものだから，この中にも喫煙者とそうでない方とおられ

ると思うんですが，吸われる方の立場はどんどん追い込まれていって，それは私もちょっ

と気の毒かなという気はしないことはないけど，まあしようがないなという感じで。 

 調布の話に戻しますけれども，今，調布のバス待ち，特に旧南側のほうの一番南のとこ

ろに喫煙スペースを設けているのはご存じかと思います。あれは前は駅に入るようなとこ

ろに，余りにもポイ捨てが多いものだから，大きな灰皿を置いたら，そこで最後の一服を

落として上がっていく，ホームへ入っていくんですが，そうしたら，吸わない方から例外

なく駅に入ろうとするときに何で煙を吸わなきゃいかんのだと怒られまして，それじゃ，

駅に入るところはやめようというんで，今，南の一番遠いところにもっていったんです。

これは偶然ですけど，あれは私が利用する停留所でもあるんですけども，そこへもってい

った。 

 そうしたら，あの停留所を利用する方からえらい抗議が来まして，何で自分の乗ろうと

するところだけがあんな劣悪な環境なんだと。そこで，覆いをつけたんですね。小さい塀

といいますか，それで少しは苦情は減って一段落かと思ったら，あそこに高いビルができ

たら，何十メーターぐらいの高いビルがありますよね。そうすると，特に２階，３階の方

から，うちに煙に流れ込んできてたまらんと，冗談はやめてくれといわれまして，本当に

どうにも，本当は撤去したいんだけれども，そうすると本当にマナーを守らない人がいる。

千代田区みたいに罰金を科してやってくれというけど，あれは物すごい人件費がかかるん

ですよ。下手すると１年間に億単位の金がかかるんですよ。それを申し上げたら，市民の

人は，それはちょっとかけ過ぎだね，もうちょっとほかの教育，子育て，福祉のほうへ回

せとかという，答えがない状態なんですよ。 

 今はっきりいっておりますのは，怒られてもしようがないんですが，我々行政だけでは

無理だと。やっぱりご家庭，ご家庭で申し合わせるように，喫煙の方がおられるのは結構

ですけれども，社会に迷惑をかけないようにということをご家庭の中でも話題にするぐら

いのことを，それからポイ捨てがいたら注意するぐらいのことを皆さんでお願いしますよ

と。我々は喫煙対策をやっぱりこれからまた強化します。条例はあるんですけども，罰則
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規定を設けていませんから，そこまでも考えるか。ただ，そのときは，さっきいったよう

に市民の方にもお聞きして，何千万，億の金がかかりますけれども，いいでしょうかとい

うことになるかもしれませんけれども，そんな感じで。 

 オリンピックを超えてというのは，どうなるのかなというのは，私もそう思っています。

やっぱりオリンピックもあるからこそ今この喫煙対策を強化しようという方向に向かって

いますから，この１，２年の間にどれぐらい何がどう強化されるかというのが決まるわけ

ですよ。そうすると，オリンピックは一過性であるかもしれないけれども，その後も続け

た効果がやっぱり出てくると思います。それでもまだなお足りない部分があるとすれば，

本当にどういうことになるんでしょうね。吸うところがなくなるというぐらい吸われる方

は追い込まれるかもしれないけれども，そんな状況になるのかな。 

 それから，私どもに一番問い合わせがあるのは，一般の歩行喫煙のマナーの悪さと，飲

食店でどうなるんですかということは市民からいろいろ聞かれることが多くなってきまし

た。今はそれはまだ決まっていないから，私はわかりませんけれども，下手すると小規模

レストラン，または種類，お酒類，アルコール類のお店でも完全にドアの中ではだめにな

るかもしれませんねということぐらいはお答えしていますけど，この問題は１年以内に多

分はっきりしますね。ただ，この問題に関してはオリンピックを超えてもマナーをより強

化していきたい。 

 それから，うちのまちの色彩は，オリンピックは１つの契機になって，調布を国内外の

方によりよく知っていただきたいけれども，やっぱり今までも調布に対して好感を持って

いただいた方のイメージというのは，私は基本的には大きくは変わらないと思います。そ

れはどういうことですかといわれたら，新宿に限らず渋谷，池袋，上野，浅草，そういう

ターミナル駅から 20～30 分圏内で，特急に乗れば 15 分で来られる立地のよさであるにも

かかわらず，自然の潤いが残っていると。それは深大寺武蔵野の自然林であり，多摩川の

せせらぎであったりということで，これを大事にしながら，やっぱり楽しんでいただく，

趣味で憩いのひとときをと。 

 それは映画であったり，それから基地跡と呼ばれるところに味の素スタジアムができ，

今度，もう建物はできているんですが，東京都のすばらしいスポーツ施設３つ，大小２つ

のアリーナと 50 メータープールができ，それ以上にまた整備されるかもしれないあの土地

の有効利用，映画のまちの伝統，昭和の初めから映画が起こったときの勃興期の中心地の

１つは調布であるとか，それから水木さんの残していただいたこのまちの大変親しみやす
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いイメージだとか，そういうようなものを大事にしながら，利便性の追求と自然環境を守

っていくのは非常に難しい面はあるけれども，それを大事にした，憩える，潤える調布と，

こんな感じのところをこれからも強めていきたい。 

 そのうちの１つの利便性だとか，散策して楽しいまちづくりというのは，やっぱり今の

中心市街地の中でも調布駅近辺のこれからのつくり方にかかってきていると思いますから，

市民の方からまたいろいろご意見をいただいた上で進めていきたいなと，そういうふうに

思っています。 

○（小島町１丁目） 

 どうもありがとうございます。 

○司会者 

 ○○様，よろしいですか。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。では，Ａ列の一番端の女性の方，よろしくお願いします。 

○（深大寺北町７丁目） 

 深大寺北町から来ました○○と申します。よろしくお願いします。 

 今，市長からお話があったので，ちょっと便乗してお話しさせていただきます。私，深

大寺が大好きなんですけど，最近，深大寺通りの店舗の空き家がちょっと目につくように

なってきまして，オリンピック・パラリンピックの観光もそうなんですけど，観光地なの

に空き家が目立つというのはどうも気になっていまして，その深大寺通りの美化及び深大

寺に行くまでのサインが少ないような気がしていまして，武蔵境通りから深大寺に行くま

でに結構迷っていらっしゃる方が多いので，サインをふやしていただけたらどうかなと思

っております。 

 あとは，ちょっと具体的な話なんですけれども，深大寺はイベントが催されたりとかす

るときに，お坊さんの行列，何といったらいいんだろう。ごめんなさい，言葉がちょっと

出てこない。 

○長友市長 

 お練りかな。並んで。 

○（深大寺北町７丁目） 

 はい。練り歩いたりするときに，紋付はかまにスーツの方が結構いらっしゃるんですけ

ど，女性は和装でびっしり決まっていて，お坊さんたちもちゃんと昔のスタイルで練り歩

いているところに，紋付はかまでスーツの姿が，言葉がちょっと悪いんですけど，どうも
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ビジュアル的にいけてない。最近インスタ映えするものとかがちまたでは人気なんですけ

ど，写真を撮ったときにどうしても載せたくない，余りビジュアルがよくないというのは

ずっと気になっていまして，それがどうにかならないのかなと思っているんですけど，そ

の３点です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。ちょっと順不同になる部分があるかもしれませんが，深大寺

が，以前からやっぱり東京都の中でも，多摩の中でも１つの観光地として人気がある。ま

た，子どもたちも東側の例えば下町で育ったような人に聞いても，遠足等で，ああ，そう

いえば行ったことがあるねという，東京都で育った人の中では非常に知名度が高いところ

で人手はあったんですが，やっぱり１つの契機は数年前の朝ドラの「ゲゲゲの女房」が放

映されてから飛躍的にふえて，それはあれがピークで少しは下がりましたけど，でも，や

っぱり以前と比べると平日も含めて相当の人手がある。 

 それから，気づかれたかもしれませんが，中国系を中心とした観光客も非常にふえて，

大型のバス等が来られることも増加しているとは聞いております。 

 そういうところで，私どもは，きょうは何回も申し上げている，これから 2019 年，2020

年で人がたくさん来られるときに，深大寺を訪れていただきたいという呼び掛け，またそ

の仕掛けをつくっていきたいと思います。 

 空き家，そのためにも，いろんな事情があって一時的にシャッターをおろしておられる

ような旧店舗があるとすれば，それは例えばということでいえば，そこを無料休憩所に使

っていただくとか，アンテナショップ，チャレンジショップ，そこを拠点にいろいろなこ

とを新規に開拓するような方に使っていただくとか，そういうようなことを，もちろん地

権者とのお話し合いが当然必要にはなってきますけれども，我々も産業振興の観点から，

観光振興の観点から積極的に働きかけていきたいと思います。 

 サイン，そのためにも，深大寺を知っていただく，それから間違いなく早く深大寺に到

達していただくことは非常に大切だと思っております。近年も掲示とか地面に何か矢印を

とか，いろんなことを考えながらやらせていただいてはおります。それから，まだ可能に

はなっていないんですが，これから我々は持ち歩くコンピュータとしての携帯ももってい

るわけでありますから，これをかざしていただいて，いろいろな情報がみれるような掲示

を，実施がいつになるかは別にして，今そういうことを考えてはおります。それを，かつ

７ヵ国語や８ヵ国語で，どこの国籍の言葉の方でも情報を入手していただくようなものを



36 

調布の中で張り巡らせていきたいという案が既にあります。これは民間のＮＰＯ団体の方

と既に話し合いは始めております。 

 そうすると，まず１つは人のおり立つ調布駅近辺であろうし，１つはやはり間違いなく

深大寺だとか味の素スタジアムのスポーツ施設の近辺だとか，こういうところがターゲッ

トになってまいります。ですから，○○さんがおっしゃったサインが少ないということだ

けではなく，多面的にそういう土地を便利にしていくような仕掛けをつくっていきたいと

思います。 

 最後のお練りの際の，そうですね。そういわれれば，ああいうことを愛好しておられる

方の立場から違和感があるのかなというふうにお聞きをしましたけれども，なかなかちょ

っと行政からそういうふうに深大寺に申し上げるというのも…わかりました。ご住職とお

会いすることはままありますから，雑談の中でそういうような，あの辺を愛するからこそ

という，どなたとはいわずに，市民の方のご意見などもありましたと申し上げられれば，

ちょっと伝えてみたいと思います。 

○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，次の方，時間のほ

うもあと 10 分ほどになってまいりましたので，Ｂ列の前列から２番目の女性の方，お願い

します。 

○（佐須町２丁目） 

 佐須町から来ました○○と申します。 

 ２つお願いがあります。１件はミニバスの運行時間をできましたらもう少し朝早く，夜

も遅く延長していただけたらと思います。なかなか便利になって動きやすくなったんです

けれど，時間が限られているということで，その辺を夜は９時ぐらいまで，朝は６時台を

もうちょっと動かしていただければいいなと思っております。 

 あと，もう１件につきましては，武蔵野の森総合スポーツプラザは，私，市の行政のこ

とを余り気にしていなかったんで知らなかったんですけれど，最近ネットニュースとかで

知りまして，オリンピック会場がこちらに今建設中ということだったんですけれど，そう

いったことを，私だけではないかと思うんですけれど，知らない方もいるのかなと思いま

して，こけら落としが全日本フィギュアの試合があるということなので，もしできました

ら市民優先のそういった市民枠というのがあったら，参加できたらいいなというふうに思

いました。 
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 以上です。お願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。ミニバス，一番最初にできたのが調布駅から西側のほうへ行

く路線，次が仙川を起点に東地区でできて，３番目に北のほうへ，最初は佐須街道で終わ

っていたのが，今はそこから北に上がって，深大寺地区も通ると，これは北路線と，こう

いう順番ででき上がってきました。それぞれを利用しておられる方もこの中にはおられる

と思います。 

 今のように，ご要望は常に承りますので，承ったご要望は市議会の中でも随時出ます。

ミニバス，廃止という話は今までなかったかもしれませんが，やはり路線，もっと便利に，

それから増便，こういう要望は随時出ております。ですから，○○さんがおっしゃったの

は，きょうもそういうご意見が出たということで，バス会社と話し合う機会はかなりあり

ますので，そういうときに出させていただきたいと思います。ただ，これはやっぱり採算

の問題がございますから，これはいわずもがなですから。 

 それから，これは申し上げてもいいのかもしれませんが，北のほうは佐須街道が終わっ

ていたところが，ぜひ北もというご要望で延伸しているんですが，当初の試算，もくろみ

よりも乗る方が少なくて，なかなか運行を続けていくこと自体が難しいという話が何年か

前，２年ぐらい前ですか，ありまして，私，直近をまた確認しなければいけませんが，そ

ういうふうに路線ができたからにはぜひそれが絶えないようにご利用いただければと思い

ます。ですから，これは一挙にということではないけれども，北路線については佐須街道

までは問題があるとは聞いておりませんから，そこにおいての増便，朝晩の話などは，北

へ向かっていく話とは別に，出させていただきたいと思います。 

 それから，武蔵野の森総合スポーツプラザ，さっきちょっとほかの説明の中で申し上げ

ましたように，味の素スタジアムの道を隔てた反対側に大きな施設をつくっていたなとい

うのはおわかりの方もおられると思います。３月に一応竣工したんですよ。一応というの

はどういう意味かというと，今，秋にかけて中をちょっと手直ししています。つくったの

に手直しとはどういうことかといわれると，さっき申し上げましたように，あれをつくろ

うとしたときにはオリンピック・パラリンピックが東京に来ると決まっていなかったんで

す。オリンピック，なかんずくパラリンピックに関してはバリアフリーと，やっぱり中を

便利にする必要があるので，それを中心とした工事が続いております。秋にそれも完成し

て，今おっしゃったように，11 月の終わりになりますけれども，こけら落としということ
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になります。 

 私も聞いたときに，えっ，アイススポーツをできるのといったんだけど，どこのアリー

ナでもできるんですね。済みません，私，そこまで知らなかったもので。○○さんはよく

ご存じで，そのとおりで，それがこけら落としか，またはこけら落とし後の最初の種目に

なるのか，やることは間違いございません。 

 私どもがいっているのは，まだ何もお約束はできないんですが，これに限らず，例えば

50 メータープールなんて立派なものがもうできていますんで，こういったことに関して少

しでも市民の方に使っていただけるようにということで，東京都に私どもと近隣の府中市，

三鷹市，基地跡と呼ばれる一帯の使い方については，この３市が東京都とご相談をすると

いう話し合いの枠組みはありますから，その中でお伝えをして，既に一部要請しておりま

すし，具体的にお願いしていこうと思っております。こけら落としも含めて，そういうこ

とが少しでも可能になるように要請を続けてまいりますので，よろしくお願いいたします。 

○司会者 

 ○○様，よろしいでしょうか。ありがとうございました。時間も迫っておりますので，

あとお１人か，お２人というところなんですが。では，Ａ列のこちら側の男性の方，お願

いします。 

○（若葉町１丁目） 

 若葉町から来ました○○と申します。よろしくお願いします。 

 強い要望とか陳情とか，そういうレベルのものではなくて，個人的にこういうものがあ

ればいいなという程度のことなので，そういうことで発言させていただくんですけども，

調布市にもし既にあったら申しわけないんですけど，よく 23 区内などで実際に始まってい

るコミュニティーサイクルという，レンタサイクルですか，それが調布にあればいいなと

以前から思っていまいました。 

 それはあくまで個人的にそういうものがあればいいなと思っていただけなんですけど，

きょういろいろなお話を聞いていたり，先ほど出た質問の市長からのご回答での調布の姿

とか，調布の魅力とか，そういうお話にもつながるのかなと，そういうものがあることが

魅力的なまちということにもなるんじゃないのかなと思っていまして，自分は１人暮らし

で集合住宅に住んでいるので，自転車に乗ることは好きですけど，自転車は所有はしてい

ないです。ですが，そういうものがあれば多摩川に行ったり，深大寺に行ったり，もっと

頻繁にするかなと思っていますし，もしかしたらオリンピックやワールドカップなどで調
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布に来られた方が利用されるということになるのかもしれないです。 

 いろいろ調べてみると，うまくいっていない事例のほうが多いというのはよく知ってい

るんですけど，お金を余りかけないような何かうまい運営方法を考え出して，調布市にそ

ういうものがあって，もう伝わっていると思いますけど，数ヵ所にステーションがあって，

借りた場所じゃなくても，どこのステーションにも返せるような，そういう形のものが欲

しいなと思っています。 

 もしかしたら，もう何かそういうことをお考えになっていたりされるのかなと思って，

強い要望ということではないんですけども，聞いてみたいなと思いまして，お願いいたし

ます。 

○長友市長 

 レンタサイクルに係る取り組みとしては，三鷹市，小金井市とうちと共同事業というこ

とになるのかな，３市でやっていまして，今おっしゃったようにサイクルポートが必要に

なってくるわけですよね。それが既にあるのが調布でいえば飛田給駅前，それから三鷹駅，

それから東小金井駅，武蔵小金井駅，まだ試行的な段階といっていいかもしれませんけれ

ども，こういうようなところを拠点にして，我々はぜひ広げていきたいとは思っています。 

 調布市だけで考えてみましても，21.58 平方キロぐらい。長方形にすると４掛ける５キ

ロぐらいですから，ちょうど自転車には手頃なサイズのまちということになりますから，

それからさっき申し上げておりますように，ニューカマー，新たに来られる方も含めて，

調布駅におり立ったところから味の素スタジアムであり，多摩川であり，深大寺であり，

身軽に自転車を使って散策をしていただくというのは，季節にもよりますけれども，観光

だけではなくて，まちをよく知っていただくということにおいても，これから大変可能性

のある取り組みだとは思っております。 

 ですから，私どもは基本的には三鷹，小金井，またはもっと輪が広がっていくかもしれ

ませんが，府中であり，狛江であり，そういうところとも語り合いながら，それから今お

っしゃったように，うまくいっていないところについては，どうして長期的な取り組みが

可能にならないんだということもよく学習しながら，できれば広げていきたいと思ってお

りますので，ぜひ応援をしていただければと思います。 

○司会者 

 ありがとうございました。ちょっと時間のほうが４時ということになって… 

 



40 

○長友市長 

 さっき手を挙げていた。 

○司会者 

 では，最後ということで，女性の方，お願いいたします。 

○（柴崎１丁目） 

 お時間を超過して申しわけございません。柴崎に住んでおります○○と申します。 

 先ほど来，駅前開発ということがあったんですけれども，京王線の駅の中で柴崎駅とい

うのはロータリーもなくて，車が通るのもやっとという形で，踏切を渡るのも人が往来し

てしまうと車が通れないというような形ですぐ踏切が閉まってしまったりとかというよう

なのが現状でございます。 

 それと，あと佐須街道はミニバスが走っているところまでは車線の幅が広いんですけれ

ども，そこから駅に向かう佐須街道については，車がすれ違うのがやっとという形で，本

来ですと小・中学校の通学路になっているんですけれども，そこを子どもが車をよけて通

っているような状況でございます。 

 そして，最近ですと，ボウリング場の跡に新しい商業施設ができまして，車の往来がさ

らに一層多くなっておりまして，休日ともなりますとさらに車が通って，スピードも速い

ので，子どもたち，大人もそうなんですけれども，自転車で走っていたりとか，車同士が

すれ違うときも歩いている人がよけなければいけないというような状況でございます。 

 ですから，多分，道路自体は計画道路になっていたかのような気がするんですけれども，

その辺の開発予定とか対策とかがあればお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○長友市長 

 ありがとうございます。じゃ，後で補うものがあればちょっと細かく。私からは１，２

点，全体を集約するようなことだけ申し上げます。 

 柴崎の近隣の方には，どうしても市の地域的な整備というのは順番にやっていきますん

で，一番新しく整備されたところというのは，ついこの間まで一番不便だったところと，

そういう順番で回っていくんですが，９つの駅の中でも今，柴崎が一番お気の毒なことに

なっていることは間違いないんで，我々も対策を急がなきゃいかんということはまず申し

上げます。例えばということでいえば，あそこは西調布と違って，車は一方通行じゃない

んですよね。それがあんなくの字型で，そんなに道幅も広くなくて，雨の日なんか傘を差
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す小学生と車が接するような感じで，危ないし，それからまた本当に子どもたちも気の毒

だなと，そんな感じもあります。 

 今，まだいつとはいえないんですが，まずは駅を便利に，近代的にしようということで，

西調布駅は新しいのはご存じですか。ああいう形の，橋上駅舎というんですけど，これに

できないかということで今，電鉄会社と具体的なお話し合いを既にさせていただいてはい

ますんで，まずは駅を便利にすると。それから，やっぱりそれと呼応して，できれば今は

全くない多少のスペースを駅前に確保できるようなまちづくりを進めていきたい。 

 それから，南北を貫くような計画道路が整備対象ということになっておりますので，そ

れとも呼応した柴崎駅周辺の開発ということをできるだけ１年でも早く前に進めたいとい

うことを市の基本的な方針としてもっております。 

○江田都市整備部参事 

 柴崎の都市計画道路につきましては，今，東京都と調布市でも道路の優先順位というも

のを向こう 10 年間ということで，平成 28 年の第４次というところの中では，柴崎の南側

につきましては駅から品川通り，そして北側につきましては駅から甲州街道という形の中

で，優先路線として市施工の中でピックアップをさせていただいているところであります。 

 また，先ほど佐須街道のお話もありました。ここの部分につきましても，準優先路線と

いうことで一応ピックアップをさせていただきながら，当然動向を踏まえて今後どうして

いくとかというところであります。 

 市長のほうからもお話があったように，まず柴崎の課題は踏切がどうにかならないかと

いうところから始まりました。踏切の話につきましては，連立に伴って特急がふえたりと

かということで，通過の車両が多くて何も柴崎にはメリットがないじゃないかというよう

なお話もありながら，子どもの安全，高齢者の横断を含めてどうできるかといったところ

の中で１つ上がってきたのが，橋上駅舎をつくって機械式動線をしっかりつくることで対

策の１つというふうには考えておりますけど，抜本的な踏切対策にはなっていないという

ご指摘もいただいているのも事実です。 

 今後こういったところを基軸に，駅前広場を踏まえてというような考え方をもちまして，

北からやるのか南からやるのか，まだこれから地元の方ともお話を進めながらまちづくり

を進めていきたいというふうに思っておりますので，ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○司会者 
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 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは，時間のほうも予定時間を過ぎておりますので，これにて終わりにさせていた

だきたいと思います。 

 また，本日，市長のほうからまた改めてというお話をさせていただいた方につきまして

は，後日検討させていただきたいと思います。 

 また，本日，限られた時間でございましたので，ご発言ができなかった方につきまして

は，お手元に市長へのはがきを準備させていただいておりますので，こちらをご利用いた

だければと思います。 

 なお，ふれあいトーキング，市長も最初に申し上げましたとおり，さまざまな試行錯誤

を続けながらやらせていただいております。忌憚のないご意見をいただきたいと思います

ので，アンケートを実施しておりますので，そちらのほうもあわせてご協力をいただけれ

ばと思います。 

 それでは，本日はどうもありがとうございました。 

 

  閉会 午後４時６分 

 


