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と き  平成２９年１１月１２日（日曜日） 

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３回） 

 

  開会 午前10時 

 

○司会者（鈴木市民部市民相談課長） 

 皆様，おはようございます。本日は本当にたくさんの皆様にお越しいただきまして，あ

りがとうございます。それでは，これより本年度第３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。 

 では，最初に市長の長友よりご挨拶させていただきます。 

○長友市長 

 皆さん，おはようございます。長友でございます。日曜日の午前中から熱心にご参加い

ただきまして，ありがとうございます。ふれあいトーキング，まちづくりに関していろい

ろお世話になっていることに関してもお礼を申し上げます。 

 けさも年に２回やっている多摩川の清掃活動がありまして，多摩川クリーン作戦という

んですけども，８時から開始というのに1,000人以上，今回だけではないんですけど，市

民の方が少年野球の生徒さんなんかも含めて来ていただいて，本当にありがたいなと思っ

たところであります。 

 まちづくりが進展してまいります。皆様方からいろいろご意見をいただきながら，私ど

もはそれをまた１つの参考として取り組ませていただくということで，まちが大きく変わ

っていく時期にあることは皆さんご存じのとおりでございます。今後もそれが続いていく

わけでありますけれども，やはり今，23万人になった市民の方のいろいろな思いを体現で

きればなというところであります。 

 きょうもいろいろご意見を伺ってと。以前は地区を渡り歩くような形で年間にやってい

たんですね。それはそれでいろんな地域の実情がわかっていい面があったんですが，何回

りもやっていくと，やっぱり同様のことが非常に多くなってきているという嫌いがあった

んで，それでこういう形に，エリアを問わず無作為に我々から要請させていただいて，い
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ろんな地区から集まっていただくような形にしております。 

 きょうは限られた時間帯でありますから，即答できないものもあるかもしれません。そ

れに関しては週明け以降，可及的速やかにお答えを返させていただくように努めさせてい

ただきますので，ひとつよろしくお願いいたします。 

○司会者 

 それでは，次に本日，市からの出席者を紹介させていただきます。お手元の資料の裏面

にもございますけれども，出席者一覧のとおりでございます。皆様から向かって市長の右

側のテーブル，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，行政経営部長・今井でございます。その隣，都市整備部長・八田でございます。

最後に，私の隣，市民部長の肥田でございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは，始めさせていただく前に，皆様には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，大変多く

の皆様にご参加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っ

ておりますので，できるだけご発言は簡潔に，お１人３分以内ということでご協力のほう，

よろしくお願いいたします。 

 また，本日は多くの市民の皆様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おります。無作為抽出で事前にご案内をさせていただいた方を優先

させていただきます。本日，一般でご参加いただいている方につきましては，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。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に公開いたしますことから，マイクを使わ

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，ご発言の冒頭にはお住まいのご住所，何々町程度で結構でございます，またお名前

をお願いいたします。ホームページに掲載させていただきます議事録につきましては，町

名のみの掲載とさせていただきます。 

 また，あわせて記録のための写真を後方から撮らせていただきます。お顔が写らないよ

うな形で撮影させていただきますので，ご協力をお願いいたします。 

 最後に，本日の予定は会場の都合上，12時までとなっておりますので，皆様のご協力を

お願いいたします。 

 申しおくれました，本日，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。始めさせていただきたいと思います。では，最初に
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ご発言いただける方，どうぞ挙手をお願いしたいと思います。どうぞ。では，Ｅ列の男性

の方，お願いいたします。 

○（町名は申出により割愛） 

 おはようございます。○○と申します。よろしくお願いします。本日はこのような機会

をいただきましたこと，市長に御礼申し上げます。ありがとうございます。 

 私のほうからは，精神疾患の支援のあり方について意見というかお願いがあります。調

布市ではこころの健康支援センターという市独自の施設がありまして，精神疾患について

はとても充実していると聞いております。本当に市長のおかげだと思います。ありがとう

ございます。 

 ところが，１点お願いなのが，精神疾患の患者を抱えた家族のあり方とか，家族が利用

できる制度，それから家庭での対応についてまとめた冊子みたいなものをぜひとも市に作

成をお願いしたいと思っています。特に家庭で病気の者を抱え，さらに育児を対応してい

る家庭の場合，患者と育児の対応について市に相談しましても，福祉担当部署の方に聞い

ても，育児と病気についての対応は回答に困る。それから，教育，子育ての部署，例えば

すこやかというんでしょうか，あそこに相談しましても答えに困るというような状況です

ので，このような家庭での対応のあり方についてのマニュアルをお願いしたいと思ってい

ます。 

 呉秀三という有名な医者が述べた有名な言葉があります。日本では精神疾患に対しては

設備や制度が不足している。そんな日本で精神疾患，特に統合失調症という病気になった

者は，病気になった不幸のほかに，日本に生まれた不幸という二重を背負わされていると

いわれております。これは100年前の言葉なんですが，今となっても家庭のあり方の冊子

というか，マニュアルすらないというのがちょっと残念に思いますので，ぜひともご検討

をお願いしたいです。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。○○様，ありがとうございました。 

○長友市長 

 ありがとうございました。こころの健康支援センターが機能していくというのは，その

方面でお困りの市民の方には非常に有用な施設だと思っております。それから，あれは旧

保健所の跡地ということで，保健所を府中に６市を全部まとめて統合するといわれたとき

には，各市ともかなり異論を出したんですよね。それではやっぱり丁寧なケアにならない

んではないかということで，ただ，東京都の方針としてそういう決定がなされたと。それ

は少し不満もあったんですけども，それではということで，残った施設を市で使えるよう
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にしていただきたいというお願いをして現在に至っているということで，それはそれでこ

れからも有用な活用をする施設として生かしていきたいなと思っておりますので，施設の

あり方についても今後何かございましたら，ぜひ教えていただければと思っております。 

 それから，今のお話，やはりそういう患者がおられる。家庭内にもおられて，家族のケ

アは非常に困難な場面もあるだろうということで，マニュアルを整備というご意見でござ

いますので，それは私どもとして検討はさせていただきます。 

 ただ，恐らくはケース・バイ・ケースといいますか，やはり個々によってきめ細かく対

応を考えていかなければいけないような必要性がこの分野の特性としてあるんだなという

ことは担当のセクションから説明を受けておりますので，そのことを踏まえて普遍性のあ

るというか，一般的な形のマニュアルに落とし込めるのかどうかというふうなことも検討

させていただいた上で，私どもの考え方をまたお伝えしていきます。 

 もちろんその間にはケースワーカーの存在というのもございますし，そういうようなも

のも有効に生かしていただきながら，こちらとしても，できるだけきめの細かい対応をし

ていきたいとは思っておりますので，今ご要望のありました点について再度，こういうご

要望があったということを踏まえて検討の上，回答させていただきますので，よろしくお

願いします。 

○司会者 

 ○○様，よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 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。いかがでしょう

か。それでは，Ｃ列の黒いシャツの男性の方，お願いいたします。 

○（深大寺北町５丁目） 

 深大寺北町の○○といいます。本日はありがとうございました。 

 ３点ほど，意見というほどじゃないんですけど，せっかくの機会なのでコメントをさせ

ていただきたいと思います。 

 １点目なんですけど，私は調布在住で在勤です。2006年に起業しまして，そのとき創業

支援センターに大変お世話になりました。創業支援及び中小，私どものような零細企業の

経営者からの立場なんですけども，とかくこういう話になると費用対効果の話が表に出て，

単純に起業している，成功している者が少なかったらやめろとかいう声が聞こえてくるん

ですけど，経営というのは我々の自己責任なんで，やはり行政にはどちらかというと受け

身の充実というか，何かあったときに相談に乗っていただけるというところが非常に心強

いんで，私は今まで大変お世話になってきていますんで，ちょっとその辺，単純な費用対

効果でくくらずに，ぜひ継続していただきたいなというのが１点目です。 
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 ２点目は五輪，パラリンピックの絡みなんですが，調布は，今から私が述べさせていた

だくコメントは非常にいいと思っているんですけども，子どもが行っている学校，世田谷

とかその周辺とかでみると，やはりアスリートファーストというところの精神というか，

もっと具体的にいうと，当日というか，そのときに成功するためにいろんな設備等をやる

ために，単純にいうと2020年まで一般市民が我慢することのほうが多くて，例えばグラウ

ンドが整備するために使えなくなるとか，五輪のために，パラリンピックのために一般市

民が我慢するのというようなところが非常に見受けられるんで，結構報道等でその辺が少

ない気がします。私はその点に関しては調布では余り感じないんですけども，ぜひその辺，

まだ2020年までは時間があるんで，お願いしたいなというところが２つ目のポイントです。 

 ３つ目は，まちづくりというか，もうちょっと具体的にいいますと，駅前の開発なんで

すけども，最近特に９月29日に駅のビルとかがオープンして，ニュースでもやられて，多

分皆さんも感じること，これまで多かったと思うんですけど，特に西の人間なんかに調布

というと，田園調布か，おまえ金持ちだなとかいわれる機会が多かったのが，最近，調布

ってすごいなといわれる機会があって，誇らしい限りなんですけども，その中で，過渡期

なのはしようがないんですけど，特に駅前，今，日々変わっていく中で，過渡期だからと

はいいながらも，いろんなところでちょっと危ないようなところが非常に多くなってきて

いるなと。特に自転車と歩行者に関して，今，駅のところの空き地が広いんで，どこが自

転車がよくて，どこが悪くて，守る守られないで，逆に大きな事故が起きていないのが不

思議なぐらいなところもあるんで，過渡期でまた何か大きな事故が起こってもつまらない

話なんで，ぜひその辺のところをご対応いただければなと思います。以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。私から一般的なお答えをさせていただいて，後で補ってもら

う部分があれば，担当にもと思いますけれども，まず１点目の創業支援のことで，行政が

やれることというのは限りがあるわけでありますけれども，今までにもご利用いただいて

いるということは我々としても感謝をしたいと思っております。一緒になって考えさせて

いただきながら，双方の活用等，これからも行政としてやれることについて，先ほど単純

な費用対効果ではなくとおっしゃったのは，まさに我々もそう思っております。単純な費

用対効果であれば，民間企業がやっていただいてもいいわけで，そこにはもちろん採算と

いうのが必須になってくるわけですが，我々は基本的な取り組みとしては全くそこは強く

考えておりませんので。 

 それから，身近なこと，それから，また何か困難なことがあったようなときに，いろい

ろな相談に乗ってもらう，またアドバイスをというようなことであれば，まさしくそのた
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めにつくっているという面もございますので，私は○○さんのおっしゃるような形でこれ

からも続けていきたいとは思っておりますから，ぜひこれまでのご経験も含めてで結構な

んですが，具体的なことで，非常に役だった部分だとか，もう１つ改善を必要とするよう

なところがあるよとか，そういうのをまた具体的に教えていただければと思っております。 

 それから，２番目のオリンピック・パラリンピック，それから，もう１つは2019年，前

年のラグビーのワールドカップもございます。これに関して市民が必要以上にといいます

か，それで我慢を強いられる，活動が制限されるというようなことは避けるほうがという

ご意見だとすれば，基本的には我々もそう思っております。それで，例えば幾つかの競技

団体からは，具体的にグラウンドの使用等について，なるべく長期にわたって今のような

使用が続けられるようにという要望を既にいただいておりますので，それについて交渉す

るという形です。どこと交渉するかというと，例えばオリンピックであれば東京都であり

組織委員会であるということになります。 

 結局，幾つかの点があるんですけども，一番大きいのは，若干の整備をするための工事

が必要になれば，資材を置くところだとか，それから駐車のスペースだとか，そういうよ

うなものは物理的に必要にはなってまいりますので，私どももオリンピック・パラリンピ

ックを楽しみにもしておりますし，今から開催を中止せよということはできませんので，

その範囲内で，上部団体が決めることに対して地元市としてどれだけお願いをして，それ

を実現させていくかということになると思います。さっき申し上げましたように，特定の

団体からはすごく心配をされて，既に要請も受けておりますので，私どもとしては，でき

るだけ市民の要望を実現できるような形でお話し合い，交渉をさせていただくつもりであ

ります。 

 ラグビーに関してはもう２年を切っておりますので，その内容というのはもう来年ぐら

いにははっきりしなければと思っております。それから，事前の準備が始まりますので，

それではもう2020年といわず，やはりこれも来年ぐらいから細かいところは明らかにして

いくということになります。具体的なことに関しては市報等でお知らせをしていくように

いたしますので，ぜひきょういただいた意見は他の市民の方からも要請されているという

ことをお伝えした上で，精いっぱい皆さんの要望に添うことが少しでも実現できるように

ということで頑張っていきたいと思っております。 

 それから，３点目の駅前が，９月の終わりに大きな商業施設，ビルが３棟オープンして，

天気のいい日は大変なにぎわいをみせているというのはありがたいことで，市内だけでは

なくて市外からも多くの方が新たに調布を訪れていただいていると思います。そして商業

活動が活発になるということは，それに従事される方だけではなく，また３棟のビルだけ
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ではなくて，周辺の既存の商業者の方にもいい影響があればなというのは市も考えるとこ

ろでありますから，にぎわいはありがたいと思うんですけれども，それに従って車も自転

車も多くなる，それから，訪れる人もふえてくると，やっぱり安全・安心の確保というこ

とが極めて重要になると思っております。 

 ですから，それに関しては，今でも我々でできること，また事業者の方にお願いをして

安全確保の対応，警備員をふやすとかしていただくというような要請はしております。き

ょういただいたことも踏まえて，常にピンポイントで各時点時点で，何がどう変わってい

って，安全・安心に気をつけなければいけないポイントかというのは定めてやっているつ

もりではございます。ただ，やっぱり普通の感覚でみて，まだ不十分だというようなこと

があれば，ぜひ具体的におっしゃっていただければ，それに対する，警察との協議も場合

によっては必要になってまいりますけれども，そういうことに対しては万全を期していき

たいと思っておりますので，ぜひ今後ともよろしくお願いします。 

○司会者 

 ○○様，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……では，Ａ列のこちらの女性の方，お願いいたします。 

○（富士見町２丁目） 

 富士見町に住んでいます○○と申します。 

 調布に住み始めたのが1984年の秋で，85年に長女が誕生しまして，そのときは周りに全

く知り合いがない状態で子育てが始まったんですね。それで，その長女も結婚して，また

自分の調布に戻ってきて，中学校まで調布でずっと学校の教育を受けて，その後，市外へ

行ったり，あるいは海外に行ったりしましたけれども，今，調布で子育てをしております。

そして，昨今いわれるように待機児童にはなりませんでしたけれども，仕事をしながら保

育園に申し込んだら，第１次の申し込みに外れて，第２次でようやく入れたというような，

そういう切実な問題を抱えているんですけれども，娘からも，あわせて，きょうこの場で

発言できたので，何を伝えたいかというふうにいいましたら，駅前の広場について残して

ほしいというふうなことを申しておりました。娘のほうは今，産休中で，第２子がまた保

育園の申し込みで，非常に深刻，切実な問題を抱えているんですけれども，でも，調布で

育った子どもがふるさとに戻ってきて子育てをし，それが子育てをする環境としてとても

好ましいと思って戻ってきたんですね。それで，保育園の問題は切実だけれども，それよ

りもやっぱり駅前の広場を残してほしいということをお母さんいってくれというふうにい

っておりました。 

 実は私もずっと長いこと調布，初めは多摩川のほうでしたけれども，ここ十数年は富士
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見町で，いつも北口のほうを利用していて，先ほどいいましたけれども，子育てを調布で

したときに，全く周りに知っている者がいないという状態で始めて，30を超えた娘が赤ん

坊のときに調布の駅から近いところに住んでおりましたから，本当に赤ん坊を連れて，ま

だ子育てにふなれなまま駅前の広場に来ると，自分の子どもよりも大きい子どもたちを連

れたお母さんであるとか，あるいはもう少し大きい子どもたちが遊んでいるのをみて，ど

れだけ心を慰められたかということなんですね。 

 そういうこともありまして，母親というのは子育てをする，生活もしなければいけませ

んし，仕事をして日中離れている分，週末少しでも相手をしたい，でも家事もこなさなけ

ればいけないから，買い物のついでに駅前の広場で遊ばせて，子どものすごく満足した顔

をみながら，それで買い物もしていくというふうに，いつも子どものことと，それから仕

事のバランスなどを考えながら，母親というものはずっと子育てに携わってきているんで

すね。そういうことを考えたときに，駅前のタコ公園が閉鎖になりましたが，改めて市の

ホームページをもう一回みました。 

 市長ももう一回ごらんになっていただきたいと思うんですけれども，タコ公園の閉園に

当たっての歩みというのをみますと，昭和50年代，私が移り住みましたのは昭和59年です

けれども，その時期というのは南口のロータリーはなくて，全面が広場で，噴水があって，

それからあとタコ公園があり，タコ公園が大きな樹木に囲まれているという。本当にそこ

は小さな子どもたちが走り回っても何も危ないことがなく安全で，本当に落ちついて子ど

もと向き合える場所でしたし，市長がいつ調布に住まれたかわかりませんけれども，当時，

都心から調布に戻ってくると，駅には緑があふれて，都心よりも気温は低くて，どれだけ

ほっとした気持ちを何度も感じたことかということを今思い返します。駅前は確かに商業

施設がオープンしましたけれども，ここ何年か，調布の駅の地下化に伴って全面舗装にな

ったために，とても暑いです。駅におりたときに輻射熱だとか，都心から帰ってきたのと

変わらないんですね。一体あの都心から戻ってきたときのほっとした調布はどこへ行って

しまったのかということを強く感じます。 

 お願いしたいことは，やっぱり調布というのは，多くの方が調布を住まいに選ぶように，

緑と，それから都心との利便性が両方調和していると。調布の調というのは調えるという

意味ですけれども，そういう調和しているまちとして住まいを選ぶ方ってすごく多いと思

うんですね。適度に自然も残っている。そして便利であると。その顔としての駅前の広場

を，同じ形ではなくても，子ども連れで，商業施設があっても，そこには子どもと一緒に

ゆっくり落ちついて，そして子育てにまだふなれな親たちがそこで知らない親たちと子ど

もを遊ばせながら，少しずつ子育てに自信をもてるような，そういう場として非常に開か
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れていた公園を市民の財産として残すということを真剣に考えていただきたいですね。公

園を閉園にしたというのは，やっぱり市民の公有財産を奪ったことになるわけですから，

そこはすごくよく考えていただきたい。緑の保全はもちろん大事で，そこに…… 

○司会者 

 そろそろまとめていただければと思います。 

○（富士見町２丁目） 

 ということで，公園のことについて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。冒頭でおっしゃった保育園の問題に関しては一言だけ申し上

げますと，行政の対応が追いついていないということをいつも申しわけなく思っておりま

す。二千何人の定員はふやしたんですけれども，それでもなおかつ調布に好印象をもって

新たに入ってきていただく方がおられるのはありがたいことでありますので，今後ともそ

の方面のことを充実させていかなきゃいかんと。それでも毎年４月１日現在で300人前後

の待機児が生じているということで，まだあと何年か必死になって収容能力をふやすよう

にしてまいりますので，来年以降もぜひ状況を改善するということでやっております。と

りあえず申し上げます。 

 それから，駅前の問題でございます。駅前をどういうふうに位置づけるか，市民個々の

いろんなご感情がおありになると思います。私はいつからというのがご質問の中にありま

したんで，とりあえず申し上げると，23年前に調布市民になって，それから調布に暮らし

ております。ですから，もちろん10年前，20年前の調布駅前，その他のことも鮮明に覚え

ております。 

 それでということでありますけども，ご存じの方も多くおられると思うんですが，駅前

をどうしていくか，表玄関の広場をどうしていくか。それには機能的な面と，それから環

境的な面と，いろんな側面がございます。樹木に関してはできるだけ残してほしいという

強い要請も市民の方からもいただいております。 

 それで，全くご存じない方に経緯だけ物すごく簡単に申し上げますと，平成27年から28

年にかけてですけれども，市としては新たな広場をつくっていこうと。新たな展開の中の

調布の新たな表玄関をつくっていこうと。それから，樹木の移植の問題等も考えて，27年

から28年にかけては一旦，全面的に樹木を撤去しようという方針を決めたということがあ

ります。これはまず１つ申し上げるところです。ただ，その後にいろいろな方面のご意見

を市民の方を中心にいただいて，やはり全面撤去ということはこれまでの市の歴史，経緯，

それから駅前広場に対するいろいろな思い入れから望ましくないということで，市は方針
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を変更いたしました。全面撤去はしないと。 

 それで，あそこにいろんな木があるんですけども，記念樹的なシンボル的な木，その他

があって，どの木をどれぐらい保存していけるんだろうかと。それに関しては機能と環境

問題という最初に申し上げたことがやはり降りかかってまいります。どういうことかとい

うと，バスのロータリーは今もあるわけですね。これを多少今後のことも踏まえて機能を

強化しようというときに，どれぐらいの形状の，どれぐらいの大きさのものが必要になっ

てくるかというのがあります。 

 それから，地下に駐輪場をつくります。これに関しては，やはりかなりの時間をかけて

駅前の利用者の方とか，それから事業をやっておられる駅付近の事業者の方などにもかな

り丁寧にご意見を聞いた上で，慢性的に駐輪スペースは今でも不足しているわけでありま

すけれども，今後の市の展開の中でどれぐらいの駐輪場をどこにつくるかと。最初から駅

前広場の地下につくろうとしたんではないんで，いろんな可能性を打診したり検討したり

したんですけれども，いろいろなプロセスの中で，やはり駅前広場の地下というのに絞ら

れてまいりまして，ここでつくろうということが決まったわけです。そうすると，当然工

事が必要になってまいりますから，地下の駐輪場をつくるんであれば，その上に乗ってい

るものというのは，戻すかどうかは別にして，一旦は撤去することが必要になってくるわ

けです。その場合も地下につくるスペースの関係でどういうことになるのかと。そんなこ

とでこの２年ぐらい経過してきております。 

 その中で最初に全面撤去と。これはやっぱりまずいということで，我々は方針を撤回し

て，今簡単に申し上げますと，あそこに約100本の木があるんですけれども，30本ぐらい

はいい形でなるべく，最大30本を新しい駅前広場に再活用するというようなことを基本に

考えております。それから，そこで利用できなくても，ほかの広場で残せるようなものに

ついてもというようなことを含めて，約半数の樹木を残すというようなことを今，機能と

環境の接点で考えております。その方向で進めていこうとしております。 

 今後とも，やはりいろいろなお考えをおもちの方がおられると思うんですけれども，そ

れから，それは現行の木に関して申し上げているわけです。あとは，駅前広場をいろんな

意味でどう使っていくのか。イベントもやり，憩いのスペースも，それから新しい植樹も

もちろん行っていくわけです。そういうことに関して，駐輪場をつくらないというわけに

はまいりませんけれども，今後の駅前広場は，今申し上げたように既存のもので残せるも

のは残した上で，新たな植樹をどうしていくかということで展望を開いていきたいと思っ

ております。それに関してはまた市民の皆様のご意見を聞かせていただきたいと当然のこ

とながら思っております。 
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 あと，地表面が熱を帯びてきているというようなご指摘，やはりコンクリート化して，

これもあると思います。そういうことに関しても今後つくっていく広場の中で，ミストを

配置するだとか，なるべくコンクリートだけでない部分をつくれるなら，どういうふうに

それを考えていくかとか，複合的に考えさせていただければなと，そういうふうに思って

おります。 

○司会者 

 ○○さん，よろしいでしょうか。 

○（富士見町２丁目） 

 どうもありがとうございました。私も今回のこちらの場に参加するので，市のほうの取

り組みと，それから，私も実際７月の28日ぐらいの説明会には行っておるんですね。ここ

に市のほうのホームページで，今までどういうことを話し合ったかとか，市のほうで樹木

についても一本一本リストを上げて調査していることも全部，非常によくわかってはいる

んですけれども，それで市民会議もやって。 

 ただ，市民会議で１つ大きな欠点がありまして，先ほど申し上げましたように，公園の

ほうはやっぱり調布駅周辺じゃなくて，特に所属の場所をもたないようなまだ子育て始め

の子育て中のお母さんたちというのが一番利用されていて，その方たちの声を聞く場とい

うのが抜けているんですね。多分一番いろんな恩恵を受け，そこでいろんな活力を得た人

たちの声をきちっと受けとめるということがとても大事だと思うんですね。保育園は，保

育園に入るという１つの要求で，やっぱり入れないというと，ともかくその意見でまとま

るということはできますけれども，なかなか声が反映されにくい人たちの声をどうやって

受けとめていくのかというのはすごく大事なことだと思います。 

 それと，もう一点だけ。木を活用されるという言い方に関しては，説明会のときに私ち

ょっと耳を疑ったんですが，新聞でも報道されましたように，30本，それから50本を残す

というのは聞いたんですけれども，それが活用という形で，ベンチにするとか，そういう

話が説明会のときに出てきて，それでは全く今までいっていた木を残すということの意味

が違うので，そこは活用ではなくて，ちゃんと木を生き物として，植物としてきちっと責

任をもって残すということを明言していただきたいと思います。 

○長友市長 

 最後におっしゃったところからまずお答えすると，○○さんのご理解で，30本，50本と

いうのは，木を加工して残すということでは全くありませんので，木の存在を残すと。植

えかえることはありますけども，その木をそのまま残す。30本，50本というのはそういう

意味ですから。それで，加工してシンボル的なというのは，それで残せないものについて
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思い入れが市民の方にもおありになれば，そういうこともということで付言しただけだと

思いますから，30本，50本残すのを加工品としてということでは全くございませんので。 

 それから，その前のお母さん方の，若いお母さん方が中心になるのかもしれませんが，

今，タコ公園を残せなかったということに関しては，市民の方にも残念な気持ちがあって，

最後，私も感動的なフィナーレは少し拝見させていただきましたけども，代替の公園につ

いてはもちろん考えてはおります。そこのあり方プラスアルファ，そこに集まってくる方

のご要望みたいなものは，もちろん今後代替のことを確保する参考として丁寧に聞いてい

きたいとは思っております。 

○司会者 

 ○○様，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，次の方に行きたいと思います。それではＤ列の一番前の紺の眼鏡の女性の方。 

○（布田２丁目） 

 布田２丁目に住んでいる○○と申します。よろしくお願いします。きょうはありがとう

ございました。 

 ２点ほどあるんですけれども，家の目の前が旧甲州街道になっていまして，それで結構

車の量が多くて，あと道のあれもちょっとところどころ狭いところがあったりして，歩い

ていて，自転車とかとすれ違ったりしてちょっと危険を感じるときがあるんですけれども，

そういうのは道とか，これからどういうふうに変わるのかなと。変えてほしい，歩道，歩

くほうを広くできないものかなと思いまして。 

 あともう１つ，私，高齢の親を抱えていまして，介護離職はなるべく避けたいんですけ

れども，もしどうしても介護離職してしまった場合，国の支援とは別に調布市で何かそう

いう，例えば高齢の親を預ける施設が高額なお金を出さなくても何かあるかなと。そうい

う支援とかは調布市ではどういうふうに考えているのかをお伺いしたいんですけれども，

よろしいでしょうか。 

○長友市長 

 道のことに関しては，もし後で補うことがあればいってもらいたいと思いますけれども，

旧道，そうですよね，私も頻繁に歩くことはありますけれども，決して人間の歩く歩道が

十分とはいえないということはあると思います。ただ，だからといって車道を半分にする

わけにも，一方通行にするわけにもなかなか。今までにもいろんな案があったんですよ。 

 それはあって，交通の往来は確保した上で安全性をというのは，１つ申し上げるのは，

電柱の存在というのがありまして，電柱があると，例えば大きな乳母車等をもったお母さ

んは一旦車道に足をかけるような感じでというような場所もあるんではないかというよう
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なご指摘もあって，電柱をどうにかというのは今でも考えているんですけれども，あれを

いろいろ検討してみると，電柱を埋めるにはやっぱり道の幅というのが必要になってきて，

そう簡単にはいかないんですね。ですから，今のところ，それではといって，面しておら

れるご家庭が全部少しずつセットバックしていただくといいんだけれども，それも難しい

ですよね。改築もないのにセットバックしてくれというのも難しいということで，大変苦

慮しております。そういう中で車の方にわかりやすいようなサイン，危険を夜間でも知ら

せるような舗装，塗装を施す等々，やれることを考えていきたいなと，そういうふうに思

っております。 

 それから，介護で離職した方を対象とする優遇策については，本件については，詳しく

は申しませんが，自分の家の問題もありまして，本当に切実に思っております。何とかそ

れを。それは２つあって，介護を必要とする方をいい場所に，ぜひ施設を完備してお入り

いただけるというようなことは市でもお手伝いできるかとか，それから，やっぱりご家族

の中で看護，介護に当たる方に対してどういうことをさせていただくかということで，ご

存じだと思いますが，いろいろなデイサービス等，短期預かりも含めて，だんだんだんだ

ん充実はさせてきてはいるつもりではございます。 

 それから，公的な施設を特別養護老人ホームを含めて完備させられればということで一

生懸命考えてはおります。ただ，正直申し上げて，かかる費用と土地の問題があって，調

布あたりでは非常に困難になってきているので，お困りな点が多々あるんだと思います。

地域包括ケアシステムという地域ごとのケアを専門家を交えて考えていくということで，

今，医師会等も非常に協力していただいておりますので，ぜひ○○さんにも個別な具体的

なことをまた私どもにお伝えいただいた上で，できるだけ個々の事情に応じたお手伝い，

または市でできることを今後とも考えさせていただきますので，よろしくお願いします。 

○八田都市整備部長 

 １点，都市整備部から補足いたします。旧甲州街道に関しては都道でありまして，東京

都の道路で，この間，市長長友からもありましたとおり，電線類の地中化も含めて検討し

た実績はあります。ただし，歩道部が非常に狭いところもありまして，地下空間の埋設が

なかなか整わないところもあり，全面的な内容に関しては今進んでいないと。セットバッ

ク，例えば開発行為に伴って歩道空間を確保できるような連携というのは部分部分ではや

っておりますが，なかなか抜本的な改善には至っていないというところであります。非常

に課題だと認識しておりますので，今後とも可能な範囲で東京都とも連携しながら，改善

に向けて取り組んでいきたいと思っております。内容は以上です。 

○司会者 



- 14 - 

 

 ○○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。それでは，Ｂ列の一番後ろの

女性の方，お願いいたします。 

○（柴崎１丁目） 

 おはようございます。柴崎に在住している○○と申します。 

 調布市の保育園の増設の方針についてお伺いしたいと思います。調布市の駅前のほうに

トリエが開店されたりとか，再開発でいろいろ調布のほうが発展して，私，調布大好きな

んですけども，住民のほうがすごい人口がふえていっていると思います。私，今年の３月

に出産したんですね。今まで遠い国の話のようだった保活ということが自分の身に降りか

かってきまして，市役所のほうで保育園の状況について相談しに行ったんですが，市役所

の人とも雑談をしていて，保育園を建てても建てても，マンションがどんどんぼこぼこ建

ってきちゃっていて追いつかないみたいなことを市役所の方がぼやいておりまして，ぼや

きたくなるのもわかるんですね。建てても建ててもマンションがどんどん建っていっちゃ

うというのはすごくよくわかるんですけども，多分，市でやるにはいろいろ限界があるの

かなと思っていて，自分だったら，マンションを建てるのはいいけど，マンションを１個

建てるんだったら保育園も１個建てるような，マンションを建てるんだったら保育園もそ

こに設置，併設しなさいよという条例をつくったりとか，そういうことを考えたりするん

ですけど，実現可能性はともかくとして，調布市として保育園をこうしていきたい，こう

いうアイデアでやっていきたいという考えがあったら教えてください。お願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。地方に行っていろんなまちでお話しさせていただくと，需給

関係といいますか，保育園に入園されるお子さんとのバランスはとれているところは多い

と思いますね。３大都市圏，関東，中部，近畿，なかんずく，やっぱり東京近辺が極めて

深刻な状況になっております。 

 さっきも申し上げましたように，2,000人以上の定員をここのところ，10年ぐらいでふ

やしてきたんですけども，それでも毎年毎年300人前後の待機児が発生していると。昨今

の計画だけで申し上げますけど，平成27年度からの３年間だけで19ヵ所の認可保育園を新

規開設する計画を進めているわけです。来年の４月の開園に向けて新たに800人規模の定

員拡大を図りたいと思っております。300人の待機児で800人ふえれば全部賄えると思われ

るかもしれませんが，そう単純ではなくて，やっぱり新規の方の収容というのはそう簡単

にゼロにはならないんで，来年少しでも減ればいいなと思っております。 

 それから，私どもの市だけで，独自のほかにない画期的なことというのはないと思いま
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す。というのは，調布だけでなくて，首都圏の本当に苦労している自治体が極めて多くて，

ありとあらゆること，事業者に巨大というか大きな住宅施設ができるときには併設をでき

ればお願いしたいというようなこともありますし，それから事業所ですね。業種は問いま

せんけれども，そういうところが事務所を移転させる，または移転はしないけれども，一

部空間として今あいているようなところには，私ども，即座にお願いをして使わせてくれ

ないかということもやっておりますし，それから，保育士の資格はもっておられても，つ

くると保育士さんが足りないという問題も大きいんで，今，資格はもっているけれども，

従事しておられない方がどうやって働いていただけるかというようなことを都と相談した

りと。 

 それで，都としては，今，保育士さんのお子さんを優先的に入れれば，保育士さんが働

いてくれるんではないかという，そういう考えられることはあらゆることを考えて，今い

ったようなことをもしやるとすると，また反対意見も出てくるんですよ。それは公平では

ないではないかとか，いろいろ出てくるんだけど，とにかくもう何とかして。 

 まあ，わかりませんけれども，日本の人口も，関東の人口も頭打ちになるのは早晩とい

われておりますから，ひょっとすると10年ぐらい後には，今かなりの勢いで定員をふやし

ているのが大体見合う形になるのかもしれないとは思っているんですよ。ただ，だからと

いって，今その手を緩めるわけにはいかないので，必死になって，さっきいったような計

画でふやさせていただき，考えられることは都や国とも相談して，あらゆることを考えて

おります。ですから，逆にもしこんなアイデアというのがあれば教えていただければ，す

ぐ検討はいたします。担当の職員が靴底を減らすような形で市内全域を歩き回っている。 

 最後に１つだけ。これもここにお集まりの方にいろんな思いがあると思うんですが，武

蔵野市で１園ならず計画が頓挫したと。それは地域住民の理解が得られなかったというこ

と。あれは実は我がまちでも生じているんです。やはり騒音ですかね，少しは子どもたち

の声が時間帯によっては高くなるのは当たり前の話なんで，静かな住環境を確保してくれ

と。特に高齢者の方はこれだけが願いだというような話がありますと，それも住民のご意

見なんで，調布でも断念した例があるんです。ですから，それもあえてここで申し上げて，

ぜひご理解をいただければなということをこの場をおかりして申し上げたいと思っており

ます。さっき申し上げたように，今，頭の中にいい案があれば，ぜひ後で教えていただけ

れば，取り組ませていただきます。 

○司会者 

 ○○様，よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 では，続きまして，次の方。では，Ｅ列の前から２番目の男性の方，お願いします。 
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○（緑ケ丘２丁目） 

 緑ケ丘の○○と申します。本日はこのような場にお招きいただき，ありがとうございま

す。実はこのような機会があることを初めて知りまして，とてもすばらしい取り組みだな

と思いましたので，ぜひ継続していただければというふうに思います。 

 本日は仙川駅周辺に関してご意見，ご質問させていただきたいと思います。今，資料と

して配られているものも中心市街地のまちづくりということで，調布駅，布田駅，国領駅

ということで，もちろんこれは地下化に伴う再整備ということだと思いますけれども，こ

こに仙川という駅は載っておらないわけでして，実は利用者数を調べてみますと，調布駅

が11万，仙川駅は８万なんですね。それも2015年から3,000人増というところでふえてき

ているという実態があります。特に休みの日とか，商店街で人が渋滞しているとか，交差

点のところから人が車道にあふれ出ているとか，結構危険な場面も出てきているんですけ

れども，片やみると，駅近に駐車場があると。かえって車も渋滞していると。逆にバス停

は駅から遠いと。そこで人があふれているというようなことがあって，人の流れと車の流

れと整備がされていないんではないかなというふうに感じているところです。 

 もちろん，今，地下化に伴う再整備というのが最優先ということは理解しておりますの

で，その後ということにはなるかと思いますけれども，さらに，今，団地もリニューアル

していることもありますし，今後，仙川地域，どんどん利用者数がふえていくということ

が予想されていますので，このあたり，次ということで検討いただければありがたいかな

と。特に駅前のロータリーにコミュニティバスしか入れないというような状態になってい

て，もう少しうまく整理すればバスが入れるようなロータリーがつくれるんじゃないかな

と素人目には思うんですけれども，ご検討いただければなというふうに思います。 

 もちろんそれはお金がかかるので，すぐにはというわけにはいかないと思いますけれど

も，例えば行政の窓口とか，これも仙川駅，もちろん利用者は調布市民だけではないです

けれども，細かいことをいうと，選挙の期日前投票もする場所がないと。電車に乗って調

布まで行かないといけないというのは，２番目に大きい駅の周辺という意味では少し忘れ

られているのかなというところで，もう少し工夫をいただければありがたいなと思ってい

るところです。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。今，仙川は各駅と快速がとまりますかね。 

○（緑ケ丘２丁目） 

 それと区間急行。 
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○長友市長 

 それがとまりますね。前から特急がとめられないかとか，準特急だけでもとか，そうい

うこともかなり以前から，やはりあれだけまちも大きくなり，乗降客もふえているから，

まさに○○さんが今おっしゃったようなことがいわれてはおりますので，私どもとしては

当然それは市民の方の要望ということで，事業者にはお伝えはしております。ですから，

今後ともダイヤの改変，または走らせる電車の増加等はあるかもしれませんから，そのと

きの見直しには私どもは，仙川だけではございませんけども，ほかの駅に対する要望とと

もにお伝えしておりますので，それを事業者がどう判断されるかということで，私どもと

しては市民の方の思い入れを伝えていきたいと思っております。 

 それから，まちづくり全般ということでありますと，ご存じかもしれませんが，非常に

ここ10年，15年でみても発展し，きれいになって，にぎわいをみせる仙川だと思います。

これについては，やっぱり私どもは，これも仙川だけではないんですけども，地権者，そ

れから事業者を初めとして，本当に自発的な大きな貢献があって今の仙川がにぎわいが生

まれているんだと思っております。駅をおりて右のほうに大きな駐車スペースがございま

すよね。あれなども地元の方の発想で，私どもが先に強くお願い，要請したというよりは，

地元の方が今後の仙川の発展を見越してあのスペースを確保していただいたということも

聞いておりますので。 

 そういうことで当初からまちづくりの話し合いの会を自発的に勉強会の発足にして，駅

周辺の関係者がつくっていただいて，いろんなことを話し合われた中で，私どもとも必要

に応じて意見交換をし，今の商業施設のあり方とか，文化施設の要請とか，そういうよう

なものを一緒になって話し合いをさせていただきながら，つくってきたということがござ

います。ですので，その中で出てきた要望に添ったまちづくりになっている部分があるの

で，それについては，そこをもし大きく変えていくということになれば，また丁寧に地元

のいろんな方とのお話をする必要はあろうと思っております。 

 それから，駅のロータリーに確かに今，大型のバスの発着ができないのを１つの不便と

感じておられる市民の方はおられると思います。これに関しては，バス事業者にはそうい

う声があるということは既にお伝えをしてあります。ですから，今後どういうふうに考え

ていただくかということは事業者の判断によるものがあります。ただ，市民の方の意見と

して，○○さんと少し違うのかもしれないけども，大型があそこに入ってこないから，あ

の広場，駅へ上がったところのロータリーを含めた感じは非常に落ちついた感じでいいな

という人もおられることは事実でございますので，市民の方の意見ということでも慎重に

お聞きをしていきたいと思っております。 
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 いずれにしても，話の到達点はあると思うんです。それは仙川という魅力的なまちのイ

メージをより高める方向でいろいろな配置を考えていくということになろうと思いますか

ら，私どもとしては，その観点から，さっき申し上げたように，以前に発足したまちづく

りの勉強会みたいなところの意見も常にお伺いしながら，ほかの新しく移り住まれた市民

の方にも声をいただくようなことをして，考えさせていただきたいと思っております。い

ずれにしても，ますます仙川が魅力的なスポットになっていただくということは市全域か

らしても期待されているということだと思います。 

○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，次の方に行きたいと思いますが，いかがでしょうか。それでは，Ｆ列のえん

じといいましょうか，女性の方。 

○（仙川町２丁目） 

 仙川から来ました○○です。 

 以前「ゲゲゲの女房」とか「あまちゃん」とか，ロケ地で使われてきた調布市ですが，

これから未来でまた調布市がロケ地などで使われることはございますか。 

○長友市長 

 ありがとうございます。それは仙川だけでなくということですよね。全域でということ

ですね。ご存じの方もおられるかもしれませんが，1933年に大きな撮影所が多摩川のほと

りにできて，その後は今でも日活撮影所とか，角川の撮影所として残っているわけであり

ますけれども，映画のまちといわれて，非常に多くの映画作品が昭和の初めから現代劇で

あろうと，時代劇であろうと調布をロケ地に使ったらしいですね。時代劇も，今よりも自

由に近代的な施設を気にせずに映せるところはいっぱいあったらしくて，多く使ったと聞

いております。そういうような歴史的背景と，それから多摩で最大のシネマコンプレック

ス，映画館もやっとできたということなので，やはり映画のまちとしてということと，そ

れからさっきおっしゃったように「ゲゲゲの女房」でありますとか，それから，その前に

大河ドラマの「新選組！」とか，これは今の調布市を舞台にしていただいたわけなんで，

映画のまちの歴史と，それから，やはり近年スポットの当たっている深大寺等も含めて調

布をアピールしていきたいということで，私どもはできれば力を入れていきたいと思って

おります。 

 フィルムコミッションという民間の自発的な組織が各自治体ごとにあって，そういうと

ころを中心に，いろいろな引き合いに応じて，それで映画にしろ，テレビの映像にしろ，

ロケ地として使っていただく部分については提供させていただいている。このきずなをこ
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れからも強めていきたいと思っておりますし，全面的にとはいわないんですが，行政の抱

えているような建物も，市民の方の広範な理解が得られる範囲で使ってもらいたいと。実

は，教育会館はまだなかったかもしれませんが，隣の商工会館，それから，市役所の中に

ある議会棟の一部なんかもそういう背景のストーリーの作品に一部使っていただいたよう

なこともありまして，市民の方にそのことをお伝えしたら，そんなに悪い反応，それはや

めるべきだというような反応はないんで，少しずつそれも含めて考えていきたい。 

 我がまちには今でも武蔵野の自然林の深大寺の近辺でありますとか，多摩川のかなり広

いスペースもございますので，そういうようなところと，さっき申し上げた行政も協力し

てフィルムコミッションを強化できればというようなことも考えながら，ぜひチャンスが

あれば道を広げていきたいと，そう思っております。 

○司会者 

 ありがとうございました。次の方にまいらせていただきたいと思います。 

○（小島町３丁目） 

 調布市の小島町からまいりました○○と申します。私は耳が聞こえませんので，手話通

訳を介しての対応となりますので，ご不便をおかけしますが，よろしくお願いいたします。 

 私は調布市内の聴覚障害者を集めて交流，情報交換を行う場を提供しております。また，

聞こえないことから問題が起きることについての解決を図る団体，調布市聴覚障害者協会

の会長を務めております。 

 私たちが長く要望しております問題の１つに，手話講習会の問題がございます。手話講

習会は調布市社会福祉協議会が今運営しておりますけれども，講習会の中で例えば講師や

世話人の選任要件がなかなか変わらない，講師や世話人を確保するための人材や養成がお

くれているというような問題が起きております。それらのいろいろな問題を包括的に話し

合うためには，ほかの地域で多く設置しておりますような運営委員会を設置することが必

要だと考えています。今は残念ながら運営委員会がなく，調布市の障害福祉課や社会福祉

協議会と１年に１，２回程度，要望の場を設けて話し合いをしております。今後，手話講

習会をよく改善するために，質のいい手話通訳者を養成し，拡充するためにも，そういっ

た形の運営委員会が必要だと考えております。 

 もう一点，手話講習会とは別の問題で，私たち聾者の中では高齢化の問題がやはり起き

ております。高齢聾者の場合，聞こえる方と比べて，どこで生活されているのか，どのよ

うに生活されているのかという実態がつかみにくいという問題があります。私たち聴覚障

害者協会でも高齢会員はおりますけれども，入っていない高齢者もいます。そういった方

の実態を把握できないです。この高齢問題がなかなか把握できないということが大きな問
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題であると危惧しております。私たち調布市の聾協の活動ができる範囲には限りがありま

す。調布市のほうでもそういった形で高齢聾者の実態調査をしていただいて，必要な対策

を私たちと一緒に考えていくということができればと思っております。 

 ここに調布市社協への過去の問題提起の要望書，聾協の新聞などを用意してありますの

で，後でご参考でごらんいただければと思います。お時間のあるときにごらんいただけれ

ば幸いです。 

 最後に，聾者の問題ではないんですけれども，１人の父親の立場としての問題になりま

すが，私の家の近くに公園はあるんですが，子どもと一緒にキャッチボールをできる場が

ないんですね。いろいろ厳しいかもしれないんですけれども，学校の校庭や広い駐車場も

開放するとか，工夫をして子どもとキャッチボールできる場が欲しいなと考えております。 

 以上，３つの要望をいわせていただきました。ありがとうございます。 

○長友市長 

 ありがとうございました。今，例えば手話講習会に運営委員会を設置するというご要望

等，正直に申し上げますけど，その細かいところまでは私も存じ上げませんでした。ただ，

ご要望は今お聞きしていて，なるほどなと思うところがございますので，私どものほうか

ら社会福祉協議会に再度それをお伝えいたすとともに，私自身も，それが例えばすぐには

設置できない要因があるんであれば，私自身もこの機にそれを把握させていただいて，そ

して丁寧にご説明をさせていただきたい。回答としてお伝えすることをお約束しますので，

ちょっと時間をお貸しいただければと思います。 

 それから，高齢者を中心に実態の把握が非常に必要なんだと。全くそういうふうに思い

ます。特にということでいえば，障害をおもちでない方も含めてなんですけれども，高齢

者の方を災害のときにどのようにケアをされるのか。行政だけではとても全部は無理です

が，地域の見守りとしていろんな意味の手助けをできるのかということを何も起こらない，

災害が起こらないときから準備していくことが必要になってきて，今，自治会等にお願い

をしております。それは私ども市では，寝たきりの病人の方とか，障害をおもちの方とか，

それから乳幼児だとか，そういうケアを必要とする方，狭い範囲の単位にどんな事情の方

がおられるのか。そういう意味で，そういう実態把握を強めておりますので，その中の１

つの分野，カテゴリーとして，きょうの聴覚障害の方についてもなるべく細かく把握して

いくようにやっていきたい。聴覚だけではなくて視覚障害者の方とか，いろいろおられま

すので，なるべく細かい把握を強めていくために，市内のいろんな団体の方とお話をさせ

ていただきます。 

 それから，最後のキャッチボールの話。これは昔のほうが空き地も多かったせいもあっ
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て，自由にやっておれたような気がしますね。それから，余り例には適当ではないかもし

れないけど，手が滑って窓ガラスを時々割るようなことはあっても，温かく付近の方が時

には叱りながら見守ってくれたようなこともあったと思います。 

 校庭の開放というのは１つの大きなポイントであります。ただ，例えば学校が始業する

朝の時間に可能なんであろうかとか，夕方以降，放課後にということも。でも，事故が起

こったときには誰が監督をしているんだとか，学校にご相談しても，学校のお立場で，な

るほどなと思うようなこともございますので，簡単にみえて，なかなかすぐ片づかないん

です。 

 ただ，今ここ２～３年，モデル公園みたいなのをつくって，少しずつ試験的にやってい

るんですよ。特定の公園で，朝の限られた時間にルールを守ってキャッチボール，簡単な

野球の練習ができるようにというようなことをやっているんです。それを期間を切ってや

った後に周辺の方にアンケートをとって，この試行的な運動，スポーツどうでしたかとい

うんで，それで理解を得られれば，そのまま継続ということ。ただ，大変残念ながら，や

はり自粛してほしいというような要請もあったりして，簡単ではないんですが，そういう

試験的なこともやっておりますので，ぜひ見守っていただければと思っております。 

○司会者 

 ○○さん，ありがとうございました。 

 それでは，次の方。それでは，Ａ列の後ろのほうの女性の方，お願いいたします。 

○（東つつじケ丘３丁目） 

 東つつじケ丘から来ました○○と申します。本日はこのような機会を設けていただいて

ありがとうございます。 

 私は市内在住在勤で，保育士をしております。１歳児の子どもを公立の保育園に預けな

がら仕事をしています。今回お伺いしたいのは，保育料の値上げについて，再三，父母連

協とか，あとは社会推進協議会とかの対市懇談の中で保育料の値上げはしないでほしいと

いう要望を上げてきたと思うんですけれども，今回，保育料の値上げに至った経緯と，保

育料が上がって何が変わるのか，それをちょっと聞きたいなと思っています。 

 先ほどから保育の話は結構何件か出ていて，待機児童もすごく大きな問題だと思うんで

すけれども，保育園ってやっぱり入れてとりあえず一安心，でも，入れたところからまた

保育園での生活というのが始まっていく。そういった中で，娘を実際に公立保育園に預け

てみて，今私はすごく，遊具，おもちゃなんかも古い，数も少ない。１年間を通して，こ

のおもちゃだけで遊んでいくのかなというのを感じていたり，あとは，公立保育園はずっ

と昔からそうなのかもしれないんですけど，給食の乳児食対応がないんですね。私の保育
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士の感覚として，ゼロ歳児のクラスに揚げ物が乗った給食ワゴンが入っていく，まだ消化

機能が未発達の子どもたちに揚げ物とか，あとは夏場はキムチチャーハンとかという献立

も出てくるんですね。そういうのをみるとすごく悲しくなります。どういうふうに子ども

の発達を捉えて，どういうふうに考えているのか，何かそこら辺の意図が，担任の先生に

相談してみても，市で決まっていることですのでという回答しかいただけなくて，本当に

ちょっと悲しいなと思っています。 

 あと，公園の話も先ほど出ていましたけれども，今，本当に私も平日の休みの日に公園

に連れていくと，園庭のない保育園の子どもたちがたくさん遊んでいて，とてもじゃない

けど公園で遊ぶ場所がないんですね。やっぱり公園っていろんな意味があるので，これか

ら保育園をふやしていく，もちろん待機児童を減らすことはすごく大事なことで，だけど，

数字を減らすだけではなくて，やっぱりその後の保育園に入った子どもたちの生活，保育

の質を保つだけではなくて，そこを向上していくにはどうしたらいいのかということを考

えていただきたいなというふうに思っています。市のほうでやっていただけることってす

ごくたくさんあるかなと思うので。 

 あともう一点は，市内在住在勤の保育士に今，家賃補助の制度があると思うんですけれ

ども，それは私も受けさせてもらっているんですけど，保育士不足は本当に深刻で，私の

現場でも，保育士って男性職員もふえてはきているんですけど，やっぱりまだまだ女性の

職場。30代になってくると，ちょうど保育士としても脂が乗ってくる，経験が豊富になっ

てくるときに結婚，出産，育児ということが大きく入ってくるんですよね。産休に入ると

か，育休をとるという職員が出てくると，また職員の欠員が出る，そこを補充するという

ことが今本当に厳しい状況です。保育士が１人足りないということが，やっぱり子どもた

ちにすごくしわ寄せとして行ってしまう。 

 本当にそういうことって全部子どもたちにしわ寄せが行ってしまうので，本来の意図と

いうか，調布で保育士を続けていってほしい，調布の保育園で働いてほしいという本来の

意図を守っていくためには，今，32年までの制度というふうになっているんですけど，ぜ

ひ今の金額から減額してでも家賃補助制度は継続を考えていけないのかなということを思

っています。本当に保育環境とか人材確保とか，全てのこと，一つ一つが子どもたちの発

達とか育ちに大きくかかわっていくことをしっかり考えていただきたいなというふうに思

っています。 

 以上です。ありがとうございました。 

○長友市長 

 多少補ってもらう部分も含めてお答えいたします。若干順不同になりますが，保育園に
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おける食事というか給食というか，その話に関して，刺激物のお話も一部あったと思いま

す。プロでおられるから，そういう観点のご意見も深いんでしょうけれども，ぜひお気づ

きになったことをどんどんお寄せいただきたい。食事のことは今確かに承りましたので，

刺激物の範囲であるとか，量であるとかということを含めて，もちろん栄養士会議など定

期的にやっておりますから，きょういただいたことはもうすぐに流しますけれども，ぜひ

今後ともお気づきのことを教えていただいて，そういうところで多くのお子さんをお預か

りする最大公約数的なやり方を，必要な部分はいろいろ改善させていただきますので，あ

りがとうございます。 

 それから，食事にとどまらない全般的な，子どもたちが保育園にいる間に生活をしてい

く質の問題というか，おっしゃるとおりだと思います。園庭をもたない子どもたちがそれ

でも日光に当たることは大切なことなので，よくかわいいカルガモの行進みたいな感じで

散歩をしながら，広場を求めて，市役所前なんかにもよく来られますよ。市役所前なんか

でも，よちよち歩きで遊んでいるのはかわいいなんて思っておりますが，私も○○さんの

おっしゃるとおりだと思うんですが，先ほど来申し上げている，特に足りない部分をどう

にかして一刻も早くという中で，決していいとは申しませんが，きめの細かいところで多

少条件整備が追いつかない点が生じているという部分が確かにあるかもしれませんね。こ

れは公立，私立問わずかもしれませんけども，それはおっしゃるとおりなんで，なるべく

数だけにこだわっているつもりもございませんので，量と質ということでやっていきたい

と思っております。 

 それから，家賃補助に関して，保育士不足。先ほど申し上げましたように，保育士さん

のお子さんを優先的に保育園へというアイデアまで出ているわけですけれども，家賃補助

は自治体の独自の判断でやらせていただいております。その反響を，きょうも，だから非

常にいい率直なご意見をお伺いしたと思っておりますから，この制度をあと３年継続して

いく中でいろいろお聞きして，継続を含めて検討させていただきたいと思っております。

32年度ぐらいの時点の保育環境というものも，我が調布市のみならず，首都圏全般でどう

なっているのかというようなことも考えながら，今より悪化していることは絶対にないよ

うに頑張ってまいりたいと思っておりますが，それとの兼ね合いで継続を含めて，今しっ

かりご意見をいただきましたので，考えさせていただきます。 

○伊藤副市長 

 保育料の関係についても私からご説明します。保育にかかる費用というのは国，東京都，

それから市が負担して，それからご利用されている市民の方々にそれぞれ費用を負担して

いただいているということです。その中で，やはりどうしても利用者の方にはご負担いた
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だかなきゃいけないんですけども，それをどのくらいご負担いただくかというのはやはり

各市でそれぞれ独自で決められるということになっているんですけども，その中で，もち

ろん調布市としてはなるべく利用者の方の負担を低く抑えたいという思いはあります。 

 その中で，数年前にたしか年少扶養控除，それはちょっと定かではありませんけど，そ

ういった税制改正のもとでそれがあったんですけど，というのは，保育料というのは所得

税の額によって十何段階あるんですね。税制改正を行ったときに，改正することによって

所得税が上がったんですね。税金を払っていただく額が上がった。そうすると，連動して

いますから，自然に保育料も上がるんですよね。そのときに調布市においては，それは市

民の方のご負担になるだろうということで，その税制改正は適用しないということで，今

までどおりの保育料でいただいていたというケースがあります。それが，やっぱり多摩26

市の状況だとか，市としてもこれだけ保育園をつくらなきゃいけない，いろいろな費用が

要りますので，ぜひともそれは本来の形に戻さざるを得ないという形で，今回特例を廃止

して，市民の方のご負担が若干ふえるという形になりますので，それがどこに使われるか

というのはもちろん保育の関係に使われるということになりますので，他市と比較してそ

んなに高くなるということではございませんので，ぜひともご理解をいただきたいなと，

そのように思っています。 

 以上です。 

○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，次の方にまいらせていただきたいと思います。それでは，Ｄ列の一番後ろの

男性の方，チェックの。 

○（小島町３丁目） 

 小島町におります○○と申します。本日はお招きいただきまして，ありがとうございま

した。 

 私，２点ご意見というか，お話をさせていただきたいんですけども，１点は多摩川のサ

イクリングロードの件ですね。それから，もう１つは地域環境の整備の件の２点でござい

ます。 

 多摩川のサイクリングロードは私もよく利用するんですけれども，非常にいい環境で，

羽田のほうから羽村の山のほうまで，これほど長いサイクリングロードは貴重かなと思っ

ております。ただ，その中で残念なのが，調布市の京王閣の前の部分，グラウンドがある

ところ，あそこの整備が非常に残念な状況かなと思っております。自転車の速度を落とす

ために段差を設けているんですけど，全線のサイクリングロードの中であれほどひどい段
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差を設けている場所というのはここしかないと思っています。自転車の速度は当然緩めな

きゃいけないんですけども，逆にあれほどの段差をつくるのは危険かなと思っております。 

 根本的には，大田区がやっているように，広い拡幅をするのが順当というか，やるべき

ことかなと思っております。それが難しいのであれば，あそこ，グラウンドのところ，結

構場所がありますので，迂回路を設けるとか，お金をかけなくても，いろいろな策はある

んじゃないかなと。そういうようなことで対策いただけないかなと。今あの段差を嫌って

一般の車道のほうに流れている自転車がかなり多いです。ただ，あそこの京王閣の前の車

道は路肩がほとんどないので，非常に危険じゃないかなと，いつ事故が起きるのかなと，

いつも使っていて心配しております。そこの改善ができればと思っておりますのが１つで

すね。 

 それからもう１つは，私の近所なんですけれども，小島町の３丁目の公園のあたり，夏

場は蚊が非常に多いです。私，住み始めて15年ですけども，年々ひどくなっておるので，

そういったところ，あそこの場所だけではないと思いますけど，調布市全体としてそうい

った住居環境というか，環境整備についてどのような計画でされているのかなということ

をお聞きできればと思っております。 

 以上です。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。冒頭でも申し上げましたように，きょうは多摩川クリーン作

戦の日で，1,000人もの方が来ていただいて，一斉に清掃をやっていただいたんで，あり

がたいなと思っております。それから，実施できなくて残念だった花火も，多摩川がある

からこそできるので，本当に多摩川という川からの恩恵をこれからも大事にしていきたい。

それから，市民の方も本当に憩いの場として捉えておられる。 

 サイクリングロードのことについて，ぜひ今後ともご意見いただきたいと思っておりま

すが，基本的なことを申し上げます。すり合う部分も，そうでない部分もあるかもしれま

せんが，府中で死亡事故が発生しました。実は調布でも，物すごく大きなニュースにはな

っていなかったかもしれないけど，重傷事故が生じました。そうすると，自転車に乗ると

いうのも趣味であり，スポーツでありますし，それは大変結構なことだと思うんですが，

あのスペースを使って…私は今，ヘルメットをかぶってすごいスピードで走ってくる自転

車のことをまず申し上げています。これはやめていただきたいと思っています。これは近

隣の府中市も狛江市もそういっています。それはそういう使い方はやめていただきたい。

死亡事故まで発生しているという状況だし，あそこを歩いていて危ないと思った方，たく

さんおられると思うんですね。普通の自転車の走行は何にも問題ございません。 
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 何で段差を設けたかというと，そういうことがあるから，40キロ，50キロで走行するの

はやめていただきたいからで，私がいっている段差と○○さんがいっているのが同じかど

うか知りませんが，私の記憶では10年ぐらい前に初めて段差を設けたときに，１センチ，

２センチ，３センチとつくってみたんです。１センチは何の効果もないんです。３センチ

で危ない。それで２センチにしたと。いっておられる段差と，私のと違うのかどうかわか

りません。それで設けたところがあります。そうすると暴走している車がとまるかと思っ

たら，とまらないで，横の脇を通って，脇がどんどんどんどんえぐれていくというような

状況になってきて，とにかくスポーツを楽しんでいただくのはいいけれども，やはり人々

に危害を加えるおそれのあるような走り方はやめていただきたいというのがまず基本でご

ざいます。 

 それはわかった上で，安全な走行だけを心がける方が楽しむのにスペースがなというん

であれば，うまく考えられることは考えていきたいと思っております。ただ，今そこのと

ころを解決しないで走りやすさだけをやると危険さが増すというおそれ，危惧を我々は抱

いておりますから，そこはぜひ今後お話し合いをまたさせて，どこかに接点はあると思い

ますんで，お願いしたいと思っております。 

 それから，蚊ですね。大変厄介な問題。20年，30年前に比べると日本全国，非常に衛生

状況はよくなってきたと思いますが，蚊が発生するにはそれなりの要因があるんでしょう

から，水がたまるようなところ，それから，やはり手のつけられていない雑草が生い茂っ

ているような環境だとか，特定の部分があると思いますんで，もう既にそれは市役所にい

っていただいたのかもしれませんが，ぜひ後で地点を確認させていただいて，担当のセク

ションがすぐにそこの状況を見に行きますので，よろしくお願いします。 

○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，

Ｅ列で一番前の水色の女性の方，お願いいたします。 

○（西つつじケ丘１丁目） 

 西つつじケ丘の○○です。 

 生まれも調布なので，調布の花火大会を小さいころから楽しみにしてきたんですけども，

今年から花火大会の日程を秋にされたと思うんですが，映画のまちというイメージをつく

っていきたいのかなと思ってみていたんですけども，花火大会は夏の風物詩だと思うのと，

やはり寒い時期に重なってしまうこともあって，場所とりから帰るところまで考えると，

長い時間小さいお子さんを連れて寒い場所にいるのもちょっと大変かなと思うのと，こ今
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年のように長雨の時期に重なってしまって開催ができなくなってしまったり，また浴衣を

着ていきたい女性なんかもいると思うので，ぜひ夏にしていただきたいなと思います。 

 あと，使わなかった花火はどうなったのかなと，周りの方もすごく気にしている方が多

かったので，教えてもらいたいです。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。10月28日に挙行しようということで，春からアナウンスさせ

ていただいて，短く考えても半年ぐらい準備してきたんですね。もちろん我々市役所の職

員だけではなくて，警備のことだとか，環境問題だとか，本当に多くの方にご協力いただ

いてやろうとしていたんで，まことに残念でございましたけれども，１点だけ申し上げる

と，あれはその日に襲ってきた台風22号で雨の危険性があるから中止したのではないんで

す。 

 花火を打ち上げる場所というのは中州なんですね。堤防に近いほうは民家と離れなきゃ

いけないという消防法の定めがあるから，堤防に近いほうで打ち上げられないんで，はか

っていくと，川の真ん中の中州ぐらいしかないんです。ですから，中州で設営をして，そ

こから上げようとしたんですが，渡れなかったんです。それは１週間前の台風21号の影響

で，まだまだ上流，小河内ダムを含めて水量が多くて，物すごい量の資材を運ぶような道

筋を川の中につけられなかった。それでやめざるを得なかったんで，大変残念でございま

した。あれ，もし物すごくいい天気だったら，説明に大変困ったところだったという皮肉

な話です。 

 それから，夏か秋かということで申し上げます。夏，去年，ご記憶でしょうか。やりま

して，無事に終わってよかったんですが，前日と翌日はすごい降雨量だった。幸い日曜日

だけ，ぎりぎり上げられたんでできたんですが，翌日大変なことになりまして，トイレ，

その他，いろんな資材があったわけですね。それが片づける前にうわっと流されてしまっ

て，収拾のつかないことに。国土交通省の京浜河川事務所からも指導が入って，季節を考

えてくれと。夏の台風のときなどは今回だけではなくて，こういうことが起こり得るから

という指導があった。これが１つです。 

 もう１つは，全然違う話なんですが，９月の後半，９月末にオープンした３つの大きな

調布駅前の商業施設のにぎわいで，実は調布100日まつりと称して70ぐらいのイベントを

９月末から12月まで一斉に集中させて，既存のお祭りも含めてですけども，にぎわいを盛

り立てようとしているんですね。それでは，今年は例外的に夏ではなくて秋にもっていっ

て，お祭りに一役買うような花火にしよう。それから，去年あんなに大変なことがあった
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から，10月の終わりなら大丈夫だろうと思ったら，10月の終わりに２週続けて台風が来た

のは何百年ぶりかとかいっていましたけど，あり得ないことが起こって大変残念でした。 

 それでお答えにします。今でも夏やってくれ，秋やってくれというのは両方おられます。

清涼飲料を扱われるようなお店はぜひ夏やってくれと。それから，居酒屋さんとか小料理

屋さんは，やっぱりちょっと冷えたぐらいで熱かんでも飲みに来ていただくのと，秋にや

るとお店屋さんはもう一回転できるんですね。５時半から６時半には終わりますから，夏

よりも早く終わるから，あれだけの多くのお客さんが１回転多く店に入っていただけると

いうことで，できれば秋やってくれとか，さっきのように夏の風物詩で，やっぱり浴衣と

うちわで花火はみるもんだというみられる方の思い入れも大変強くございますので，今年

は残念ながら，そういうことで秋に予定してできませんでしたけども，秋に固定化させた

ということではございません。 

 花火には実行委員会という組織があって，市民の方を中心にそこで検討していただいて

おりますから，その中に私どもも市民の方から聞いたご意見を反映させて，そこで検討し

ていただくことになります。最終的には来年に入ってから決めることになると思います。

花火を実施するかしないか，するとすれば，いつにするかと。きょういただいたご意見も

ぜひ参考にさせていただいて，その中に反映させていきたいと思っております。あと，ほ

かにもいろんな手だてで市民の方のご意見を幅広く聞いて考えていきたい。 

 それから最後に，中州に渡れないということは今年だけの特殊事情でないとすれば，打

ち上げ地点を何百メートルか移動して，上げるところを根本的に見直して探す必要もある

のかと。ただ，それが可能かどうかもきょう現在は全然関係者のご意見を伺っておりませ

んからわかりませんけれども，実施をするならするで，そういう問題点をクリアしてやれ

ればなと，そういうふうに思っております。 

○今井行政経営部長 

 １点補足します。私もかつて花火大会を担当していたものですから，中止になった花火

がどうなるかというご質問。基本的には使い回しはしません。毎年，大会ごとに職人さん

が丹精込めて一つ一つつくっていますので，火薬をばらして再利用ということはあるかも

しれませんが，そのまま花火をどこか別の花火大会で使うということは恐らくないと思い

ます。以上です。 

○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。それで

は，Ｆ列の一番奥の白い眼鏡の女性の方，お願いいたします。 
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○（菊野台３丁目） 

 つつじケ丘から来ました○○と申します。きょうは子どもとともに参加させていただい

て，ありがとうございます。 

 先ほどから待機児等対策についていろいろとお話が出ているかと思うんですけれども，

私どもも家を購入して４月に調布市のほうに引っ越してきました。共働きなので，私は今，

育休中なんですが，仕事復帰に向けて，引っ越し直後から保活をしていますけれども，難

しい状況です。来年４月に復帰できないと育休期間は終了してしまって，退職しなければ

ならないような状況ではあるんですけれども，私のほうから，ちょっと今までのお話も聞

いて，２点あるんですが，まずは，マンションもそうですけれども，調布市のほうには家

がどんどん建設されているので，私たちのような家庭がどんどんふえていくと思うんです

ね。なので，入園に際して平等になるような対策をとっていただけるとありがたいなと思

います。 

あと，10園開校していただけるということで，800人の枠があるということなんですけ

ども，ゼロ～２歳児が本当に大変な状況かと思うんですね。毎年300人の方が認可と認可

外どこにも入れない人が出ている。そういう家庭のその後の生活とかは一体どうなってい

るんだろうと私は思ったりもするんですけれども，でも，やはり今までのお話を聞いて，

つくればいいというものでもないし，さまざまな問題があるということもわかっているん

ですけれども，先ほど市長が足りない部分を一刻も早くということをおっしゃっていただ

いたので，それは本当に心強いことではあるんですけれども，例えばあけてみなければわ

からない。２月に認可の発表があるんですけれども，そのときに入れなかった人たち，入

園ができなくてどうしようもなくなってしまった人たちの対策ということで，これからち

ょっと考えていただけたらなと思いました。例えば潜在保育士の方を直接雇用して市役所

内，あと出張所とか支援センターとかで一時的に認可保育園や，ほかの認証保育園に入れ

るまでみていただくとか，そういったことはできないのかなと，お話を聞いていて思いま

した。 

○長友市長 

 ありがとうございました。きょうも複数の方からご意見をいただいて，問題は深刻で，

こういう会合をやると毎回この話題が出ないことはもちろんありませんので，いただいた

意見も参考にさせていただきながら考えさせていただいております。 

 それから，当たり前の話ですけれども，市役所の職員にも該当者はたくさんいるんで，

本当に大変さはわかってはおるつもりです。例えば，調布市とは限りませんが，運悪く居

住しているところで適切なタイミングで保育園がみつからないと，残念ながら職場，市役
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所に復帰を１年間延ばさざるを得ない。そういう例ももちろん生じておりますので，そう

いうようなものを身近に感じながら，できるだけの手だてをということは先ほど説明した

ようなことで今やっております。 

 ゼロ歳から１歳，低年齢層がより深刻な問題，そのとおりです。そこで入れないと翌年

以降も入れないんじゃないかと，そういう話にもなってくるわけです。認可があって，認

証があって，そのほかにも小規模の保育ママの制度ですとか，そういうようなものもお願

いをして，できればふやせればというようなことも考えながら，第１希望等に入れなかっ

た方には全面的にそういうようなことも情報提供させていただくと。 

 それから，保育コンシェルジュ。コンシェルジュというのはホテルなんかでいろんな相

談をできるような，そういうイメージで，保育コンシェルジュという制度で，皆様のサポ

ート役として，そういう個々のご事情をお伺いした上で，残念ながらご希望に添えなかっ

た場合に，お子さんの預け先や，その他の施設などの相談を情報提供として市民にやらせ

ていただくという制度を設けておりますので，今からだめだったときはというのは，そう

いう言い方は失礼で，強くはいたしませんけれども，ぜひそういうような制度があるとい

うことは記憶にとどめて利用していただければと，そういうふうに思っております。 

 本当に何度も申し上げますけれども，大変な個々の家庭のご事情，お子さんの安全で楽

しい環境の中で，それから，ご兄弟によっては別々の施設でようやく入れたけれども，同

じ施設でなかったというようなご不便とか，本当に痛切な声を毎年お聞きしております。

私も２月から４月までの間はこの案件でかなり頭の中を占めているような状況にあります

ので，来年に向けて今，一生懸命やっている，その過程もご紹介していくようにいたしま

すので，ぜひ参考にしていただければと思います。 

○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，次の方にまいらせていただきたいと思います。Ａ列の前の男性の方，お願い

いたします。 

○（仙川町２丁目） 

 仙川町に住んでおります○○と申します。本日はこのような場を設けていただき，どう

もありがとうございます。 

 私のほうからは，これまでも出ている話題と重複する部分もありますけれども，都市整

備，あと道路ネットワーク整備についてお伺いしたいと思っております。 

 私，調布に住んで８年になるんですけれども，調布市，北は深大寺の森，南は多摩川，

東は国分寺崖線に沿ったハケの森と，自然がある一方で，その間に市街地がバランスよく
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配置されているところで，非常にポテンシャルの高い地域じゃないかというふうに捉えて

おります。 

 ただ，一方，ポテンシャルがありつつも，これまでは南北や東西のアクセスがちょっと

悪いんじゃないかなと思うところがありました。最近，京王線の立体化に一定のめどがつ

いたというところで，このあたりの整備もお願いできればなと思っております。というの

も，この辺のアクセスが悪いがために，周辺からの通過交通の流入といったところが生活

道路に流れ込んで危ないといったところもこれまで目にしてきております。 

 といったところがあるんですけれども，一方で，新たな整備が新たな分断を招くといっ

たところもあってはならないと思っておりますので，今回はそこの南北や東西の道路整備

とまちづくりの進め方，あるいは整備目標について，具体的には南北道路ということでい

えば，布田駅周辺と，あと調布３・４・28号線をケースに，あと東西としては仙川駅周辺

と調布３・４・10号線，こちらのあたりを念頭に，そのあたりの整備についてお伺いでき

ればと思っております。 

○長友市長 

 ありがとうございます。南北問題というのは大きくいって２つ。１つは，今まさにおっ

しゃった調布市内だけに限定しても，南北，もう少し便利につながるといいなというのが

あります。それから，多摩全体でも大問題です。23区内はご存じのように地下鉄網を中心

にしつつ発達して，どこからどこへアクセスするのも非常に容易なんですが，多摩地域全

体では，横はＪＲがあり，京王線があり，小田急線がありというような感じなんですけれ

ども，縦は非常に不便でして，今その整備を主要５路線ということで，１つは我がまちを

走っている武蔵境通り，調布保谷線が36メーター道路が北へつながったんで，大変便利に

なりましたけども，南北問題というのは多摩全体でも調布でも大きな問題でございます。 

 それで，私どもは，都市計画道路というのは，ご存じかもしれませんが，昭和30年代の

後半に一応計画は始めたようなところで，本当に実現までに長い時間をかけて取り組んで

いるんですが，それを中心にいろいろなこと，道路網を考えていこうということで，昨年

の３月に一応計画を整理しております。そしてそれに基づいて道路整備を進めているとい

うことで，今，大変よくご存じで，道路の番号までおっしゃっていただいて，そのとおり

で，縦の流れを，１つは，ありていに申し上げまして財政の面ですね。もっと早いピッチ

でやれればですけれども，やっぱり何路線も一気に推し進めるほどの単年度の道路に割く

お金が物すごく潤沢にあるわけではございませんけれども，今，ご存じのように布田も甲

州街道までをつなぐ都市計画道路事業を進めておりますし，一つ一つ手がけてまいります

ので，ぜひ見守っていただくとともに，きょうのような形で，もう少し急いだほうがいい
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と思われるというご意見は今後とも地区を問わず寄せていただければ，我々も参考にさせ

ていただきます。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○（仙川町２丁目） 

 あと１点，２つ目で，仙川駅周辺と東西にアクセスする調布３・４・10号線ですかね，

品川通りが今，つつじケ丘の南までは来ているかと思うんですけども，その先が整備され

ていないおかげで仙川駅周辺に，結構狭い道に車が流れ込んで混雑しているというところ

を目にしていますので，その地域についてもお伺いできればと思います。 

○八田都市整備部長 

 今いただきました３・４・10号線というのは品川道の延伸でありまして，つつじケ丘の

先，これは仙川のほうまでつながるラインになります。当該内容に関しては，国分寺崖線，

ちょうどハケのところにも位置しておりまして，その整備に関してはさまざまな課題が現

在あるという状況にあります。車の流入に関してご指摘をいただいておりまして，ちょう

どその内容に関しての３・４・17号線というのが仙川の側でありますが，ようやく姿とし

て甲州街道までつながって，縦ラインで狛江のほうまで抜けて，今年開通いたしました。

今後，つつじケ丘のほうのラインも整備の予定でありまして，改めて３・４・10号線，つ

つじケ丘から仙川までのラインに関して，地域の皆様とも検討しながら，車の流入対策に

関しては別に講ずる内容も含めて協議，調整を図っていきたいなと思っております。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。 

 それでは，続きまして，次の方，お願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。それ

では，Ｅ列の眼鏡の女性の方，ラインの入った，お願いいたします。 

○（染地２丁目） 

 染地からまいりました○○と申します。本日はありがとうございます。 

 私はもう生まれたときから調布に住んでおりまして，50年以上，いいも悪いも調布の移

り変わりをみてまいりました。今は本当に昔のスポーツと緑みたいなことを打ち出してき

たときよりも，胸を張って調布に住んでいますとみんなにいえるような，はるかにすばら

しい市になったと思います。 

 きょうは，私は切実な案件ではないんですけれども，生涯教育みたいなことを調布市で

もやっていると思うんですが，そういった未病施設とか，未病推進施設とか，あとそうい
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う生涯教育みたいな施設についてちょっとご意見を伺いたいなと思います。 

 私，たまたま港区で仕事をしておりまして，そういったことにかかわる仕事でしたので，

未病推進施設みたいなところに行くことが多かったんです。港区はやっぱり税収が違うの

で，そういったことに何十億もかけているし，たくさんの企業体があるので，全く比較に

はならないかもしれないんですけれども，やっぱり痴呆症の方とか，お１人で住んでいら

っしゃる老人の方が港区は特に多かったんです。ですけれども，そういったコミュニティ

ーの場をつくることによって，皆さん，すごく精神的な充実を図れていたと思います。そ

ういったことも，企業体との連携でそういった施設をつくっていらっしゃって，さらにす

ごいのが，区民バスが通るところにそういった施設をつくっているので，ちょっと足のお

悪い方でも気軽に，どんな方でも間口を広げて参加できるような施設になっていました。

その施設はいろんな講座とか，いろんなものをつくったり，あと運動したり，そういった

施設なんですけれども，実際はすごく深刻な方ではないんですけれども，やっぱり精神的

に寂しいとか，そういったコミュニティー，お話をしたいというようなことが年をとられ

ると出てくると思うので，そういった施設の充実というのはあるのかなというのを，やっ

ぱりみんなが年をとっていくので，そういったところがちょっと不安になってくるなと思

っています。 

 今，調布市もいろいろ調べて，生涯教育というのはされていると思うんですけれども，

たづくりだけではちょっと敷居が高いのかなというふうに思っているのと，みんなが知ら

ないので，もうちょっと宣伝というか，みんなが知って，とにかく気軽に参加できるコミ

ュニティーの場というのがあったらいいんじゃないかなと思っています。 

 港区がもっとすごいのが，そういった施設の下に保育園を設けています。別にそこで何

かがあるわけではないんですけれども，たまにイベントを一緒にやったりとか，そういう

ことをしていたと思います。エレベーターの中でもお子さんと高齢の方が会えば挨拶も交

わすし，そういった細かいことではあるんですけれども，すごく暮らしやすいような感じ，

雰囲気がして，すごくいいなと思っていました。調布もたづくりだけでなく，いろいろな

ところを充実をさせれば，それこそ災害のときでもそういったところに駆け込むというか，

学校ではやっぱり施設としては足りないと思うので，そういったところでしたら，やっぱ

りいろいろな設備も整っているので，いいんではないかなと思いました。 

○長友市長 

 ありがとうございました。多分，今お話を聞いているだけでも，港区はすごく充実して

いるんだなというのがありありとわかるような感じで，見習える部分があればなと思いま

す。 
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 それから，これは他意は全くないんですけれども，全国で23区だけが全然違う財政制度

になっているので，23区の公共サービスの水準って，ひょっとすると世界一ではないかと

私は思って，なかんずく港区でしょう。それは大変なところだと思います。だから，そこ

にすぐに我々がキャッチアップして同じことをきめ細かく，特にお金のかかることに関し

てはなかなかできないかもしれません。せっかく今ご紹介いただいたんで，該当の部署は

知っているかもしれませんが，ぜひ把握させていただいて，努めたいと思います。 

 それから，今おっしゃった中で，やっぱり切実だよなと思うのは，ひとり暮らしで，高

齢者になられて，孤独感を感ずる方が物すごい勢いでふえているんですよ。今，全体の人

口は23万人ですが，ひとり暮らしで，65歳以上を高齢者とすればという方がもう5,000人

以上このまちにおられるんです。ご夫妻で高齢者を足したら，また1.何倍になるはずなん

ですけれども，今のお話を聞いていて，我々は，そういう方をどう温かく見守ろうかとい

うのが生活全般でやっぱり以前から大問題だということで，いろんな機関にお手伝いをお

願いしているんですね。例えば宅配の業者であるとか，コンビニエンスストアであるとか，

いろんな方にお願いをして見守っていこうと。 

 ましてや疾患をおもちの方だと，心細さと，それから適切な相談というのが迅速に行わ

れるというのが何よりも大事だと思いますから，たづくりが敷居というのは，そうですね，

あるかもしれませんね。もうちょっといろんな身近な地域で，生涯教育の一環も含めて同

様の相談に乗れるようなことをぜひ。それは例えば体の疾患だけではなくて，精神的なこ

ともあるでしょうし，大変大事だと思っています。 

 平均年齢がますます高くなる傾向のある中において，きょうはいいヒントをいただいた

と思いますので，コミュニティバスの停留所ごとにとかというようなことまでは，なかな

か簡単にはできないかと思いますけれども，今，私，正直申し上げて，全部市でそのたぐ

いのやっていることを熟知しているわけではございませんから，後でこういう細かいとこ

ろまではやっていますというお知らせできることがあれば，提供もさせていただいて，ま

たご意見いただければと。よろしくお願いします。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，時間のほうも，あとお１人かなと思いますが，いかがでしょうか。それでは，

Ｃ列の前の女性の方。 

○（国領町４丁目） 

 国領町に住んでおります○○と申します。 

 最近ちょっと心を痛めておりますのが子どもの貧困問題です。報道などによりますと，
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相対貧困率，子どもさんで16％なんていう数字がありますので，少なからず調布市にもそ

ういうお子さんたちがおられるのではないかと思うんですが，調布市として何か対策をと

っておられるかというのを１つ聞きたいと思います。 

 それと，もう一点なんですが，私ども市民ボランティアが何名か集まりまして，現在フ

ードバンク調布を立ち上げようと活動を始めております。今，準備段階なんですけれども，

いろんな問題点あります。資金ですとか保管場所，運搬方法などなんですが，その中で，

きょうアドバイスいただけたらと思っているのは，そういう食品に困っていらっしゃるよ

うな方々をどうやって抽出するかというのが，私ども一市民といたしましては，個人のプ

ライバシーにかかわることでございますので，立ち入れない部分であると思っております。

そうしますと，どうしても市役所さんですとかのサポートをいただけたらと思っているの

ですが，何かそれについてアドバイスいただけたらと思いますので，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。日本は豊かになったともいえるけれども，やっぱりその中で貧

困問題が近年非常に声高に論じられていて，世界的な比較の数字などをみても，決してい

い状況にはないということは皆さんご存じかと思うんですが，誤解を恐れずにいえば，１

つはこう思っているんです。私が小学生だったころと比べると，はるかに日本は豊かで便

利になって，これはもう間違いのない話だと思います。そういう意味での貧困というのは

昔と比べると改善はされたと，これは間違いないと思うんです。 

 ただ，地域のもっている包み込む温かさだとか，それから，いろんな個々の家庭に内在

する問題とかというようなことを含めて，やっぱり経済的状況も大きな要因ではあります

けれども，居場所を確保してあげなければいけないお子さんも残念なことにふえてきてい

るというのが現状ではないかなと思っております。それは東京都の中でもいろんな地域差

があって，それぞれの自治体の置かれた状況は微妙に違うんだというふうには思っており

ます。 

 子ども食堂なども開設をいただいて，大変ありがたいと思っております。ただ，そこで

おいでになるお子さん方の実情を聞いてみると，やっぱりいろんな事情でなかなか食事を

提供することが容易でないご家庭のお子さんが来て，大変喜んでもらっているということ

と，それから，精神的なよりどころとしてその場を活用しているということも大きな効用

だというふうに主催しておられる方から伺ったりするようなときに，経済的なことだけで

はなくて，両面で行政でやれる手だてを考えなきゃいかんというふうに思っております。 

 それで近年，何がやれるかということで，２年前，平成27年度からですけど，具体的な
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施策の一環として，生活困窮者自立支援事業としての学習支援であるとか，それから，ひ

とり親世帯の子ども学習・相談支援事業，また，もっと総合的な生活相談を含めた子ど

も・若者総合相談というような場をそれぞれつくっておりまして，学習をサポートしたり，

全般的な相談に乗ったりということで，少しでも悩みのあるご家庭の一助になればという

ことでやっております。 

 これの今後につきましては，民間でも独自の自発的な取り組みも存在するわけでありま

して，そういうようなものとも連携をとりながら，行政でやれることを一生懸命考えて，

いろいろな悩みを少しでも解消できればという方向に，それから，子どもたちをいろんな

意味で今よりも温かく見守っていく枠組みをつくっていきたいと思っております。 

○伊藤副市長 

 フードバンクの件ですけれども，これは行政側から，この方，このご世帯が貧困だから

…というのはなかなか難しいと思うんですよね。ですから，今，○○さんがそういう事業

を立ち上げるというお話であれば，社会福祉協議会などの市で担当するところで，具体的

にこういう考えでやっているので行政とどのような連携ができるかなどをご相談，お話し

をされたほうがいいかなと。今そのようなことしかお答えできなくて恐縮なんですけども。 

 それと，子ども食堂とか，いろんなそういう形で団体の方，やっている方々もいらっし

ゃいますんで，その辺の連携はどうするかとか，そういうことも可能であると思いますの

で，まず社会福祉協議会だとか，市の担当のほうと具体的にお話をされたほうがいいかな

と思いますんで，よろしくお願いしたいと思います。 

○今井行政経営部長 

 もう一点だけ補足します。市でもフードドライブという取り組みをやっていまして，市

民の方から，まだ賞味期限としては有効なんだけど，余っている食品，そのようなものを

お持ち寄りいただいて，それを社会福祉協議会さんにお預けして，それで必要な方にとい

うことで配付していただいています。その行き先が市内で既にやっている子ども食堂さん

だったり，あるいは個別のご家庭だったりということで，年に数回運用していますので，

後でご紹介をしますので，残っていただければ，どこにどう窓口があるかということを情

報提供させていただきます。 

 以上です。 

○司会者 

 ○○様，申しわけございません。時間のほうがもう過ぎておりますので，ご理解いただ

ければと思います。 

 きょう，大変多くの方がご参加いただきまして，まだ無作為の方のご発言も十分にいた
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だいていない方もいらっしゃるんですけれども，市長はこの後，公務がございますので，

本日はここで締めさせていただきたいと思います。 

 なお，皆様のお手元には，このふれあいトーキングのアンケートと，きょう特にご発言

できなかった方，市長へのはがきを資料のほうに同封させていただいておりますので，そ

ちらをご活用いただければというふうに思います。長時間にわたりまして本当にありがと

うございました。 

 

  閉会 午後０時４分 


