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と き  平成３０年２月１７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４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。定刻となりましたので，これから，平成 29 年度第４回目と

なります市長と語る・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。 

 それでは，まず，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。市長の長友でございます。週末の貴重な時間帯，ご参加い

ただきまして，ありがとうございます。 

 このような対話集会が行われていることをご存じでなかった方もおられるかもしれません。

以前は，地域を特定して，いろんな地域に伺わせていただいて，巡回するような形で１年間

でやっていました。それは何年も続けたんですけれども，それはそれで地域の問題点が浮き

彫りになって，大変勉強にはなったんですが，ともすると，やはり毎年同じ類いの質問が多

くなりまして，解決できる問題も，すぐにはできない問題も含めてですけれども，それじゃ，

ちょっとやり方を変えて，全市的にお願いをして，アトランダムにこちらからはがきを送ら

せていただいて，無作為抽出という形でというふうに変えさせていただきました。 

 どちらもメリット，デメリットはもちろんあると思うんですが，そうさせていただいてか

ら，全市域的に，いろいろな地域の方がお越しになって，それはそれなりに，どういう問題

がやっぱり市民の方のご関心が強いのかというのを地域差なく知ることができる。それから，

もちろんご自分の住んでおられる地域の質問もしていただけるということで，当面このやり

方でやっていこうかなという感じでございます。 

 それから，申すまでもなく，この十何年間，近隣の自治体に比べても，まちは非常に大き
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な変貌を遂げております。まずは，京王線が地下化になった。もう５年半たつんですけどね。

その前後から再開発でいろんなビルが建つ。それから，近隣のスペースを有効に使う。そう

こうしているうちに，去年は，調布の駅前に３棟の大きな商業施設ができた。その２ヵ月後

には，味の素スタジアムの向かいに，東京都の施設でありますけれども，非常に大きな体育

施設，大小２つのアリーナと 50 メーター屋内プールを完備しているとか，まちは非常に移

り変わっております。 

 ただ，利便性が高くなる，これは非常にいいことではありますけれども，それとともに，

日常生活に根差した生活の中でのいろいろな問題点にしっかり対応するのも市としての責務

でございます。そんな意味で，きょうは皆様方からまたいろいろ教えていただければと思っ

ております。 

 限られた時間でございますが，可能な限りご返答させていただき，即答できない問題につ

いては，週明けて，なるべく早くお答えを返すようにさせていただきます。ひとつよろしく

お願いいたします。 

○司会者 

 それでは，次に，本日の市からの出席者を紹介させていただきます。皆様から向かって，

市長の右側のテーブルであります。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担当部長の小林でございます。その隣，

都市整備部参事・江田でございます。最後に，私の隣，市民部長の肥田でございます。 

 それでは，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，ご発言についてでございますが，本日は，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

いますので，ご発言は，恐れ入りますが，簡潔に，お１人３分以内ということでお願いいた

します。 

 次に，本日，先ほどもございましたとおり，多くの市民の皆様に関心をもっていただきた

いということで，無作為抽出でやらせていただいております。事前にご案内をさせていただ

いた市民の方を優先させていただきます。なお，一般でお越し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に，時間の範囲で対応

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。 

 発言に際しましては，係員がマイクをもってお手元のほうにまいりますので，マイクのほ

うをご利用いただきたいと思います。また，ホームページのほうにご発言の内容等を掲載さ
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せていただきます。ご発言の際にはお住まいのご住所，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，お名前のほうもよろしくお願いいたします。なお，ホーム

ページのほうにはお名前等は記載せずに，町名のみの記載とさせていただきます。 

 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。皆様のご協力をよろ

しくお願いいたします。 

 申しおくれましたが，私，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。早速でございますが，ご発言のほうをお願いしたいと

思います。最初にご発言いただける方，お手のほうをお願いいたします。では，最初，Ａ列

の正面の男性の方，お願いいたします。 

○（上石原１丁目） 

 上石原に住んでおります○○と申します。 

 近くに西調布駅があるんですけれども，立派なロータリーができ上がっていいかなとは思

うんですが，実際にぎわいという点では，やはりコーヒー屋さんとか，おいしい食べ物屋さ

んとか，そういったのがあれば，もっと人が集まるのかなというふうには思うんですけども，

そういったものが全然できなくて，現状維持という感じになっております。今後の西調布の

ロータリーのところの計画というか，先行きの見通しみたいなものを教えていただければと

思います。 

 以上です。 

○長友市長 

 西調布もご存じのように，９つある我がまちの京王線の駅の中で，ここ何年かの間に最も

変貌があったまちの１つだと思っております。大変多くの皆様方にご協力をいただいて，用

地を提供していただいたりして，道を拡幅できたり，広場が改めて西調布駅北口のところに

できたりというようなことで，大変ありがたいと思っております。まちは整ってまいりまし

た。それから，一見地味といったら失礼かもしれませんが，以前から飲食店なども，なかな

か定評のある店も西調布には幾つも存在しておられて，まちの１つのシンボルとして存在し

ておられたと思います。 

 それから，甲州街道に向かってあれだけ拡幅された道が立派にでき上がりました。今度の

ラグビー，オリンピック・パラリンピックが直接どれぐらい影響するかわかりませんが，や

はりこれからも発展をしていくんだと思います。 



- 4 - 

 駅の南側についても，これから順次，私どもとして，まちの体裁を整えていく予定ではご

ざいます。そういう中にありまして，まだ広場ができてそんなに時間がたっていないんです

が，おっしゃったように，いろいろなサービス業，飲食店を含めて，にわかにふえたという

状況ではまだないと思いますね。ただ，人口も，西調布を利用される方がふえていることも

間違いございませんし，なかなか私どもから民間の事業者の方に，ここに出てくれというよ

うな言い方はできないんですが，ただ，私どもとして商工会といろいろお話しすることもご

ざいますし，まちの自治会，商店会の方ともお話し合いをしておりますので，そういう中で，

皆さんが期待されるような，住んでおられる方も，それから事業者の方も，これからのまち

づくりで期待されるようなことを聞いていった上で，やはり，買い物，購入の利便性，それ

から飲食店等サービス業の方に発展的に出ていただくというようなことを呼びかける場があ

れば，やっていきたいと思っております。ぜひ今後ともご意見をいただければ，よろしくお

願いいたします。 

○（上石原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，続きまして，次の方へ行かせていただきたいと思いますが，では，男性で，Ｂ

列の左から３番目の方，お願いいたします。 

○（菊野台２丁目） 

 菊野台の○○と申します。よろしくお願いします。 

 調布市をスラックラインというスポーツの聖地というふうにしていただきたいということ

を提案いたします。スラックラインというのはご存じでしょうか。 

○長友市長 

 今回ご質問をいただくまで知りませんでした。 

○（菊野台２丁目） 

 よくいわれるのが，幅５センチのトランポリンみたいな感じのもので，マイナーなんです

けれども，最近よく注目されていて，行く行くはオリンピックの種目になってもおかしくな

い，そういうふうなスポーツなんですけども，これを例えば調布市の公営のスポーツセンタ

ーに全部設置していただくとか，公園で例えばブランコが普通に乗れるような感じでスラッ

クラインが設置されているような状態をつくってもらえれば，どんどんどんどん広がってい



- 5 - 

って，行く行く，それに接している調布市民の皆さんがそのスポーツが上達していって，オ

リンピックになったときにはそこから選手が出るみたいな，決して夢物語じゃないと思うん

ですよね。 

 同じようなことばっかり開発されてもしようがなくて，やっぱり調布市が唯一無二の特徴

のあることをやっていただければ，そのほうが注目されて，それに関連していろんなものが

発展していく形というのもあるんじゃないかなと思うんで，それでよろしくお願いしたいと

いうことです。 

○長友市長 

 テレビのまち紹介番組の中で，たしかこれを取り上げられているのをみたような気がする

んです。ちょっと間違っていたら恐縮ですが，イメージとしては簡易の綱渡りみたいな。そ

れで平衡感覚をとりながらね。 

○（菊野台２丁目） 

 そうですね。リハビリとかも…… 

○長友市長 

 できるということですよね。わかりました。２つ申し上げます。 

 １つは，発想としては，私は，○○さんがおっしゃったように，みんなが一生懸命やって

いるスポーツのレベルを上げるのもいいけれども，何か特色を出して，調布のまちのイメー

ジアップにもというのは大賛成です。そんなに地味なスポーツではないんですが，今度，オ

リンピック・パラリンピック競技会場になりました。例えばラグビーだとか，それからバド

ミントンだとかというのは，調布の開催なんですね。ですから今，小学生にタグラグビーか

ら教えて広めようとしているとか。それから，バドミントンはＮＴＴの日本のトップ級選手

が調布でこれから練習されるという話も聞いていますんで，そういうようなものも売りにし

ていきたいとか，調布のまちとイメージをつなげるようなことをやっていきたい。 

 ですから，今，スラックラインとおっしゃいましたけれども，ボルダリングみたいに，こ

れからまた人気が一挙に高まることもあろうと思いますんで。限られたスペースであります

ので，広場であるとか，屋内であるとか，検討する中で，私どもとしては，公園等施設内外

の有効活用整備を行っていく，いつもそれは考えておりますから，きょういただいた意見は，

その中の１つの参考にぜひさせていただこうと，そういうふうに思います。 

○（菊野台２丁目） 

 ありがとうございます。 
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○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，続きまして，次の方へ行かせていただきたいと思いますが，では，今の○○様

のお隣の男性の方，お願いいたします。 

○（調布ケ丘３丁目） 

 調布ケ丘の○○と申します。 

 ちょうど子どもの話題になったので，続けて質問させていただきたいんですけど，公園の

ボールの許可をぜひいただきたいんです。子どもの代表という気分できょう来たんですが，

私，子どもが４人おりまして，小学校も全部卒業し始めたんですけども，小学生の男の子の

遊び場が今全くなくて，近所でボール遊びしてきたらと親がいうと，どこで遊べばいいのと。

子どもがボールを全部禁止されちゃって，気軽にリフティングすらできないというような状

況です。 

 では，今実際，子どもたちの公園がどうなっているかというと，大空でゲーム機を使って

遊んでいると。ボールはどこで遊んでいるかというと，児童館だとか，遠くの公園ですね。

あとは，三鷹の野川の公園。そこまで行かないとできない。もう少し何とかならんものかな

と，立て札１つでボール禁止となっちゃっているんで，一律禁止を盾にして警察沙汰になる

とか，事前におはがきはさせてもらったんですけど，子どもにとってはすごく切ないような

状況なので，サッカーも応援していますし，ぜひ調布市みずからが少し小学生目線に立って

いただければなと思います。 

○長友市長 

 ありがとうございました。広範にできるようになればいいと思っているということはまず

最初に申し上げたいと思います。時代が違いますけれども，何十年も前ですけれども，私が

小学生のころは，やっぱり日本の経済発展度合いに比例するんですけど，空き地がいっぱい，

どこにでもありまして，自治体も余り公園を整備する余裕がなかったですけど，あらゆると

ころに空き地がありましたから，そういう中で，かなり自由な発想で子どもたちはボール遊

び等もできていたと思います。 

 ただ，今，調布だけじゃないんですが，この近隣の自治体は，大体１平方キロ当たり１万

人という，大げさにいえば世界的にも人口密度が高いような状況になっております。これは

いうまでもないと思うんですけど，やはりこれまでに，残念ながら，ボールを使って公園内

で事故が起きたとか，公園外の駐車場で車を損傷したとか，それは幾つもあって，そのたび
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に少しの調停が必要になるというのはございました。ただ，それは確かにそういうことで住

民から規制してほしいという強い要望も出ますから，対応していかなきゃいかんけれども，

でも，やっぱり反面，子どもたちに自由に体を動かしてほしい。そんなに危なくないキャッ

チボール程度であれば，やれる方向でと。 

 それで，そこまで申し上げた上で，ここ何年かでも，１つの実験をやって，たまたま私の

住んでいる近くだったんですが，染地のほうだったんですが，ある公園で朝少し開放しまし

て，そんなに危なくない程度のボール遊びをやってもらいました。それでアンケートをとっ

た。そうすると，率直に申し上げますけれども，いいじゃないかと。あれぐらいのことだっ

たら，騒音というほどでもないしというご理解のある方がおられた反面，半分ぐらいは，や

っぱり朝は静かに過ごしたいとか，それから，動物を連れて散歩に行くような方もおられて，

やっぱりやりにくいとか，いろんなご議論がありました。 

 それで，残念ながら，そこをそのまま開放することは，とりあえずはできなかったんです

が，多いとは申しませんが，ボール遊びのできる公園が今 10 ヵ所，いろいろなところにあ

ります。飛田給，上石原，富士見町，染地，国領，多摩川，柴崎とございます。これも様子

をみながら，そんなに危ないといわれない範囲で我々もぜひ続けていきたい。また，ほかに

も拡大をしていきたいと，そういうふうに思っていることは間違いございません。そういう

ことでありますから，一定規模の広さがある公園…余り狭いとなかなか難しいです。そこで，

ボール遊びが可能となるよう検討を今やっておりますし，これからも進めてまいります。１

つでも２つでも開放できるように考えてまいりますんで，ぜひまたご意見をお寄せください。 

○（調布ケ丘３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，続きまして，次の方，いかがでしょうか。では，Ｃ列のマスクの男性の方，お

願いいたします。 

○（深大寺元町２丁目） 

 おはようございます。深大寺元町の○○と申します。 

 先ほど空き地でのボール遊びの話が出ていたので，続いて私のほうからも質問させていた

だきたいんですけども，私の住んでいるところが深大寺城址なんですね。宅地は宅地なんで

すけども，史跡，歴史的価値のあるものが埋まっているということで，余り開発ができない
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地域ではあるんですけども，そこで宅地としても使用できませんよという空き地が１ヵ所あ

りまして，この部分，何かいい使い方がないかどうかということで，近所の方が代表して話

し合いの席を設けていただいたんですね。調布市の郷土博物館の方も参加していただいて，

どういう利用方法だったらオーケーでしょうかということ，これを含めながら，いろいろ話

し合いをしました。 

 ３回ぐらいそういう席を設けさせていただいてやったんですが，突如として空き地に柵を

つくり始めまして，あとボール遊び禁止だよ，犬の散歩禁止，あと自転車の使用も禁止とい

う禁止の看板をばんと張られまして，えっ，これ，どういうことだろうと。せっかくこうい

う席を設けて話し合いをしていたにもかかわらず，いきなりそういうことをやられてしまっ

た。済みません，これは又聞きなんで，実際どうなのかはわからないんですが，近所に住む

方一人二人の方がボール遊びとかをされると困るということを市の方に申し入れた結果，す

ぐそういう動きになってしまったということが聞こえたんですね。そういう使い方について

周り近所の人間に何のアナウンスもなく，一住民の方といったら失礼かもしれないんですけ

ど，本当に少数の方の意見だけを取り入れてそういうことをやるのはどういうことなのかな

と，調布市としてどういう判断基準でそういうことをやっているのかということ。あと，私

の住んでいる地域だけではなくて，そのほかにもこういうことをやっているんじゃないの，

声を上げている人がいないだけで，そういうふうにやっていることもあるんじゃないのとい

うことが気になったんで，今回質問させていただきました。 

○長友市長 

 ありがとうございます。深大寺元町２丁目あたりの話ですよね。 

○（深大寺元町２丁目） 

 そうです。 

○長友市長 

 そういうご質問があると聞いて，確認を一応させていただきました。一番大きなポイント

が，きょう深大寺城址といっていただいて，私はありがたいんですが，地味ではあるけど，

我がまちが誇る史跡の１つなんですね。それで，これからも我々はいろいろ考えていきたい

と思っておりますが，史跡であるということが１つのポイントになることです。文化庁や東

京都から，ボール遊び等はその区域内ではなるべく控えてくれるようにという要請があった

ということのようです。それで，ただ，○○さんがおっしゃったように，そのことをはっき

りポイントとして申し上げたかどうかというのは確認をしなきゃいかんのですけれども，話
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し合いをして，ここで簡易なものであれば多少の遊びができるんではないかみたいな印象を

お与えしたことがあったのかもしれない。郷土博物館にもそこを今慎重に確認しております。

それで，それを含めて，私どもの基本的なスタンスとか立場というのをぜひ丁寧にもう一回

ご説明させていただかなきゃいかんなと思っておりますので，私もこの１週間の間にこの問

題について報告を受けて，自分でも納得いくようにしていきたいと思っておりますので，話

し合いというか説明をさせていただきますので，いろんなご意見ございましたら，その場で

ぜひ出していただければということで，お願いできますでしょうか。 

○（深大寺元町２丁目） 

 わかりました。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，続きまして，次の方へ行かせていただきます。では，赤ちゃんを抱かれた女性

の方，よろしくお願いいたします。 

○（富士見町３丁目） 

 富士見町の○○と申します。 

 私のほうから３点，ちょっとお願いしたいことがあって来ました。１点目は，ゼロ歳の一

時預かりができる施設をふやしてほしいということと，あと２点目は，病児保育の施設が現

在あるんですけど，それをちょっと使いやすくしていただきたいということと，あと，最後

は，保育園なんですけども，その選考に職場までの距離だったりというものを加えていただ

くか，または全体的な預かり時間を長くしていただきたいという３点です。 

 １点目なんですけども，ゼロ歳の一時預かりの施設，今，プレイセンターちょうふという

のがあるんですが，枠が非常に少なくて，予約するのもすごく難しい状況なので，裏を返せ

ば，それだけ需要があるということにもなるので，ぜひそういった施設をもっとふやしてい

ただきたい。 

 ２番目の病児保育施設を使いやすくというのは，現状，多分２つ施設があると思うんです

けども，事実的９時―５時の預かりで，それに預けようと思うと，午前半休，午後半休，事

実的全休しなければならない状況なので，私のほうでは現状，プライベートのシッターを雇

って対応しているということをやっています。なので，もうちょっと預かり時間を長くして

いただくか，それか，プライベートのシッターを使ったときでも病児保育と同じような料金

になるように補助を出していただきたいということ。 
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 あとは，最後の保育園の選考に関しては，現状，職場まで１時間ちょっとの距離なんです

けども，できるだけ長い預かり時間の保育園に預けようと思うと，それが駅前周辺にあって，

そこに入ろうとすると，年収の低い方からどんどん決まっていく状況があって，結局，私は

駅から遠い，預かり時間の短いところにしか最初からひっかからないというふうな感じにな

ってしまっています。やっぱり出張も多い職場というのもあるんですけども，できるだけそ

ういったところを加味して，長い時間預けられるような施設に行きたいなとは思っていても，

結局選考の中にそういったものが考慮されていないので，そういったところに行きたいと思

っても，現状はひっかからないといったところがあります。なので，職場までの距離だった

りとか，あとは全体的な預かり時間のボトムアップをしていただくとか，そういったところ

でちょっと考えていただけたらなと思っています。その３点です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。今おっしゃったように，ゼロ歳児の一時預かり保育に関しては，

皆さんご存じないかもしれませんから，調布駅の南口に再開発で建ったビルの中にそういう

施設，プレイセンターちょうふというのがあって，ここで可能なわけでありますけれども，

今，○○さんがおっしゃったように，そんなに膨大な定員を受け入れられるわけではないの

で，そこ１ヵ所だけでは限界があるということでございます。もちろん，できればふやした

いと思っております。今，一時預かりという分類ではないんですが，国領駅の子ども家庭支

援センターすこやかでも，産前産後支援ヘルパー事業だとか，ファミリーサポート事業とか

はございますから，そういう方向でもしお使いいただければ，代替施設になるかもしれない。 

 ただ，プレイセンターちょうふの今後の展開をみながら，ぜひ，今まさにおっしゃったよ

うに，ニーズが高いんではないかということであれば，私どももおっしゃった意見を考えな

がら，今後考えさせていただければなというふうに思っております。 

 それから，病児保育については，２ヵ所において８時半から５時半ということで，いずれ

も毎日でありますけれども，やっぱりそれがあるにしても，今おっしゃったように，日常の

勤務との兼ね合いの中では大変ご苦労されているということでありますので，今後とも施設

の数及び中の使いやすさについては検討させていただきたいと思います。 

 事前にいただいたご質問の中では，昼食のことと開始時間のこと，それから迎えの早さの

ことなどがあったと聞いておりますけれども，昼食についても検討します。ただ，今は直前

までお子さんの情報を得ることが難しいんです。そういうときはアレルギー対応が。ひょっ

として事故が起こったらというようなことが，我がまちはアレルギーでは大変なことがあり
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ましたもので，そんなようなことも考慮に入れざるを得ない。ただ，そんなこともクリアす

る手だてがあるかどうかということを考えながら，いただいたご質問にはできるだけ対応さ

せていただくように，施設を考えてまいります。 

 それから，最後の選考基準の問題でございますけれども，これもなかなか難しい問題で，

簡単に申し上げまして，待機児が一掃できないんですけども，応募してその枠に入られた方

はもちろん今の選考基準でいいというふうにいわれるわけですが，今，所得のこともおっし

ゃいましたけれども，それ以外，駅との距離とかいろいろございます。そんなことで，常に

選考基準については，国の通達もございますけれども，私どもとして，いろんな観点から考

えさせていただくことはもちろんであります。一にはやっぱり，選考基準云々の前に，全員

を収容できるようにすれば，そういうことを余り深く考えなくてもいいわけなんで，それを

第一に考えながら，きょういただいたご意見も含めて，今後とも選考基準はいろんな角度か

ら検討させていただきます。 

○司会者 

 ○○様，よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは，続きまして，次の方へ行かせていただきます。それでは，Ｄ列の後ろの女性の

方，お願いいたします。 

○（仙川町３丁目） 

 仙川町に住んでいます○○と申します。 

 今の保育園の選考基準に関して私もはがきに書かせていただいたので，関連してお願いが

あるんですけれども，今お答えいただいたとおり，選考基準は，いろんな方がいろんな立場

から多分おっしゃると思うので，一概にこうしてほしいということを一方的にいうのもどう

かとは思うんですけれども，私，実はフリーランスの翻訳者をしておりまして，居宅内労働

なんです。やはり選考基準で居宅外と居宅内だと，優先されるかどうかで変わってくるので，

その部分，今おっしゃっていた方は，駅からの距離とか職場までの距離ということも考慮し

てほしいということで，逆のことをいっていることにはなるかもしれないんですけれども，

今後，多分いろんな働き方の方がふえるとは思うんです。なので，そこも選考基準として考

慮はして，今後，いろんな働き方の方がふえるに当たって，変えていく必要というのはもち

ろん出てくるかなということは思っているということが１つです。 

 ただ，今このようにご要望は申し上げたんですけれども，今調布市ですごく人数が急にふ

えているにもかかわらず，保育園はかなりふやしていただいているとは思っていて，かなり
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対応もしてくださっていると思うんです。今少子化が進んでいる中で，聞いた話では，調布

市では出生率がふえているということを聞きまして，そういう意味では，すごく子育てがし

やすいまちだといろんな人から思われているとは思って，私も実際今，１歳３ヵ月の子ども

がいるんですけれども，すごく子育てはしやすいまちだなと思っているので，その点は感謝

申し上げたいなと思っています。お願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。先ほどの方も保育園の問題等もご質問だったんで，では，まず

非常に手短に，今調布の置かれている客観的な状況をお話しいたします。 

 大まかな言い方ですが，ここ 15 年間で実は定員を 3,000 人ふやしました。簡単にいえば，

それでも入ってこられる方が多いもので，残念ながら毎年４月１日現在 300 人ぐらいの待機

児，我々が収容できないお子さんが生じて，本当に大きな，市の中の最重要案件の１つにま

だなってきております。それから，おっしゃったように，少子高齢化と全国的に申し上げま

すが，調布には少子化はありません。いまだに子どもの数は未就学児を含めてふえておりま

す。ですから，高齢化はありますけど，少子化というのはまだない。 

 ただ，どうなっていくかというと，ご存じのように，全国的には既に人口が減少しており

ます。遠くない将来，東京においても減少するだろうといわれております。そのときには，

お子さんの数もどこかで頭打ちになって，横ばいから減少に転じていくと思っておりますが，

それがいつかというのはいろんな説がありまして，今平成 30 年です。30 年代にはそうなる

というのも今かなり声高にいわれておりますので，今，○○さんも，それから同年配の方も

いろんな意味でご苦労されているんだと思うんですが，ひょっとすると，うまくいくと 10

年後にはかなり緩和されて，この問題は収束しているかもしれないと思います。過去 10 年，

また，ここからまだ数年間が一番苦しいところではございますので，そういう意味で，

3,000 人ふやしたということと，実は，この平成 30 年４月１日開園の新たな定員枠は，800

人，また大きくふやそうとしております。これでもなかなか年次が見合わないで，一気にゼ

ロということには多分残念ながらならないんだと思いますけれども，そうやっております。 

 そこで，最初のご質問に戻りますけれども，○○さんのご意見もきょういただいたという

ことで，私どもも，そういうお立場の方が間違いなくふえるんだろうとも思っておりますか

ら，今後考えさせていただきたいと思います。ただ，現在，申し込み児童の住所でない場所

での就労，普通の就労ですね。それと，申し込み児童と同じ住所で就労している場合は，前

者の通勤しておられる方を優先するという基準を我々も採用しているのはなぜかと。これは
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国の通達において，優先については就労場所への移動時間等を判断基準にすることという国

の通達が厳然としてあるんです。ただ，時代とともに通達も変わっていきます。ですから，

私どもは 100％国の通達に従うかどうかということを含めてまず考えると。それから，都に

も国にも，この問題に関しては，いろんな就労の形態が多様化してきているから，自宅内就

労を含めて，やっぱり複合的な見方で考えるべきではないかということを，近隣の自治体と

も相談の上，多くの自治体がそうであれば申し上げていこうと，そのように思います。 

○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。では，先ほど来お手を挙げていただいているＡ列の一番，

青いジャンパーの方，お願いいたします。 

○（多摩川３丁目） 

 多摩川に住んでいます○○です。 

 小さいことを２つと，大き目のことを１つと，させていただきます。 

 まず，市役所で，例えば住民票をとるとか，市民課でもっていろんな書類をとったときに，

カウンターに封筒が置いてありまして，よかったらこれをお使いくださいという形で，市民

課に用意されている封筒を拝見いたしますと，表裏両面に広告及び市の電話番号なんなりの

一覧がびっしりと書いてありまして，これでは，この中に何を入れるという，我々利用者が，

ここに例えば住民票１通とか，どこどこ様への書類とかというようなことを書く欄がありま

せん。市民課のカウンターの方に伺いますと，余白があるでしょうとかといわれますけれど

も，余白に書くために封筒に入れるというのは，ちょっとどうかなと思います。具体的に質

問をしますと，いや，そういうことはできませんとか，もうスペースがありませんという返

事をいただきますけれども，私は，くしくもこういう関係の仕事をしておりまして，余白を

つくるとかスペースをあけるなんていうのはそんなに難しいことじゃありません。印刷屋さ

んに，ちょっとここ，５センチの枠をあけておいてといえば，それなりに工夫はしてくれま

すし，第一，その封筒に市の電話番号の一覧が載っていますけれども，果たしてそれが必要

かどうかも疑問でございます。広告収入がありますから，広告の欄は尊重してもいいかなと

は思いますけれども，そういった点が１つ。小さいことでこんなに時間をとっちゃって申し

わけございません。 

 もう１つは，つい 10 年か 15 年ぐらい前までは，調布の駅前に噴水があったころは，あそ

こでよく若者が路上でパフォーマンスをやって頑張っておりました。最近はそれがみかけら
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れません。どうもやってはいけないような雰囲気があるようで，その辺は具体的にはわかり

ませんけれども，やはり今の若者たちの大きなエネルギー源ですので，その辺のところがで

きやすいような工夫はぜひしていただきたいなというふうに思います。 

 それから，３番目，これは先ほど市長もおっしゃっておりましたけれども，調布は人口が

ふえていますけれども，日本全国としては人口減少傾向にある。この大きな要因は，調布の

市の中に大型マンション，今でも建設中ですけれども，これを建設することによって，一時

的に人口増加になっているんだと思いますけれども，将来的にこの大型マンションが，あと

20～30 年もすると空き家だらけになるというようなことが想像にかたくないわけですけれ

ど，その辺のところに何かお考えとかございますかというようなことでございます。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。封筒の使い方については，きょういいご意見もいただいたんで，

ぜひ考えさせていただきます。それから，今おっしゃいましたように，膨大な金額ではあり

ませんが，やはり広告収入が得られるものについては，そこで多少あればまた市民サービス

に回せるわけなんで，今後ともこれはやっていこうと思いますが，余白の問題，なるほどな

と思って聞いておりました。番号の列記も，もちろん市民の方から書いてあったほうがいろ

いろ便利だといわれるからやっているんでございますけれども，きょうのご意見もございま

すので，その大きさなりということには，ぜひプロとして教えていただければ，考える余地

があるのかなと，そういうふうに思っております。 

 それから，調布駅前広場の噴水の憩い，潤いみたいなことを含めてご意見いただいた。今

後まだ何年かかかるんですけれども，あれを調布の表玄関として，やはり魅力のある，また，

市民に憩いのひとときを過ごしていただく，若者も含めて，それは当然でございますので，

補う点があれば後で補ってもらいますけれども，もちろん噴水を含めて，そういう空間を有

効利用して，にぎわい，潤いを創出したいと，そういうふうには思っております。 

 それから，人口は，例えば私が市長に就任しましたのが十何年前ですが，20 万 5,000 人

でございました。今 23 万人を突破しておりますから，十数年で２万 5,000，１割というの

は，全国的には考えられないような増加率でございます。なぜかというと，まさにおっしゃ

ったように，300 戸，500 戸以上ぐらいの大型マンション開発が幾つも，どの地域にも存在

をしたために，主に新築ですと比較的年齢層の低いご家庭が多かったかと思いますけれども，

大変多くの方が移り住んでこられたということで，日本の人口は減少しているのに，反比例
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してふえていると。ただ，これも先ほど申し上げましたように，早晩，土地もそんなに無尽

蔵に余っているわけじゃありませんし，大型マンション開発もどこかで収束していくんだろ

うと思っております。 

 それと，新築のマンションが 20 年後，30 年後に一挙に空き家になるか，これは私はまだ

ちょっと予測つきかねるところでありますが，それ以外の古くからあった，数十年あった家

がいつの間にかどなたも住んでおられないと。これはもう全国的な大問題であります。私も

一番最近の統計はちょっと今頭にありませんが，恐ろしい勢いで，全戸数の 10％程度の話

じゃない，５分の１，４分の１が空き家になるというような予測がもう既に出ておりますよ

ね。でありますから，そうなると，防犯，それから防災，それから環境，衛生，これが大き

な問題になっています。 

 それで，どう思っているのかという，マンションだけにとどまらず空き家は，物すごく大

きな社会問題にこれからまたどんどんなっていくと思います。早目に手を打たなきゃいかん

と，国も都もそう言い出してはおりますけれども。ひどいときには，実はそこの所有者がど

こに住んでいるかというのを突きとめるだけでもなかなかというような問題も発生している

んですね。勝手に入っていって，そこの建屋に手をつけるわけにもいきませんしね。ただ，

これから市報等でまた大きくお知らせしてまいりますが，ぜひ近隣の方のご理解とかご協力

もいただきながら，さっきいったような問題点が大変たくさんある空き家問題でございます

ので，重点的にやっていこうと思っています。ぜひ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，続きまして，次の方へまいらせていただきたいと思います。では，Ｄ列の後ろ

のチェックの男性の方。 

○（布田４丁目） 

 布田の○○といいます。 

 今のお話と若干つながるというか，逆というか，噴水があって，憩いというキーワードで

いうと，そういうことを目指すというのはいいと思うんですけど，今，調布の駅前がだんだ

ん栄えて，昔からかもしれないんですが，駅前に夜，この季節はまだ寒いからあれなんです

けど，夏とか若者がたむろっちゃっていて，ちょっと怖いというのがあるので，昼と夜で違

って，夜なんかはそこら辺の対策を考えてほしいということ。 

 あと，ジョナサンの近くに喫煙所があるんですけど，駅前の喫煙所って，吉祥寺みたいに
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駅周辺一切たばこを吸えるところがないぐらいのことはできないかなと。これから表玄関で

というんであれば，いっそのことそれぐらいのことが。喫煙者の権利どうするんだという問

題はあるのかもしれないんですけど，そこまでのところも考えていただけないかということ

がちょっと関連するというか。 

 あと，全然関係ないんですけど，市民講座っていろいろやっていただいているやつ，あれ，

土日もふやしていただけたら…ないとはいわないですけど。そう思ったのが１つ。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。１点目にいわれたのは，特に季節が暖かい夏あたりかもしれま

せんが，三々五々，10 代ぐらいの若者がそこに集まってきて，何か行動，アクションは起

こしているんですか。 

○（布田４丁目） 

 いや，単にだべっているだけだと思うんですけれども，居酒屋から出てきたのがだらだら

と駅に戻るぐらいのは許せる，そういうのはあるだろうと思うんですけど，本当に無駄に，

夜中に突然奇声を発したりとか，そういうのはちょっと嫌だなと。 

○長友市長 

 わかりました。ただ，○○さんも，そんなに我がまちが，どの駅の近辺も治安が悪過ぎる

とか，大問題ということではないと思うんですけれども，青少年の指導もございます。酒場

から出てくるなら，もう成人している人も含まれているのかもしれませんが，他に対する迷

惑を明らかに及ぼすというようなことであれば，これはやっぱり多少取り締まりの対象には

なろうかと思います。 

 主に未成年者ですけど，私どもも青少年の育成に関した問題の協議会もつくっておりまし

て，そこには保護司さんだとか，警察の方だとか，いろんな関係者も来られますから，そう

いうような際に今の話も出してみて，警察のほうでどう思っておられるのかと，過度の場合

はどういう対策をとっていただけるのかと，そんなことも確認をさせていただきます。 

 それから，喫煙の問題に関しましては，調布駅をご利用の方は，南のほうで，さらに一番

南の停留所のあたりに今，一応簡易のフェンスで囲ってはあるんですが，喫煙スペースがあ

る。それの話ですよね。我々は大変多い頻度であれは怒られています。もうやめてくれと。

それから，やめてくれという中には，自分の停留所の近くだから本当につくづく嫌だと。笑

い話じゃないんですけど，あの停留所は実は私も利用する停留所で，私の帰る方向のバスが
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あそこにとまるんで，それはよくわかるんですけどね。 

 手短に申し上げますと，数年前まで，余りにも喫煙者のマナーが悪くて，駅まで来て，吸

ってきたものをぽい捨てするもんで，これは一方的に喫煙者が悪いんですけれども，どうし

たものかと。とにかく駅の改札に入る前に，灰皿でも置いて捨ててもらわなければ，これは

たまったもんじゃないというんで，それは捨ててもらうようになったんですよ。なったんで

すけれども，駅に入るところに置いていると，ほかの方からえらい苦情が出まして，自分は

たばこの煙が大っ嫌いなのに，何で駅に入る前に，気分悪い，やめてくれといわれて，その

灰皿を撤去するとまたポイ捨てがふえるということで，どこに置こうかと考えて，それじゃ，

申しわけないけど，駅から一番遠いところに置かせていただこうかというところで，今のと

ころにはなっているんです。ただ，かなり多くの批判がいまだにあって，全面撤去してくれ

と，もちろんいわれています。それから，近年の話ではあるんですが，あそこにつくったと

きにはなかった再開発の高いビルがあって，うちの家のほうに煙が来るんだと，囲いだけじ

ゃ不十分だというお叱りも受けています。 

 ただ，つくづく思うんですけど，喫煙問題というのは，私どももやれることはいろんな方

のご意見を聞いてやっているんですけども，行政だけでは無理だということで，例えばご家

庭内に喫煙者がおられるんであれば，そういうことも各ご家庭で徹底していただきたい。吸

うのをやめろとまではいっていないんだけれども，やっぱり路上喫煙であるとか，迷惑にな

るような吸い方をぜひ全廃してほしいと，そういうような呼びかけもお願いしたいと思って

います。 

 それから，最後に，そういいながら，ラグビーがあり，オリンピックがあり，パラリンピ

ックがあり，我がまちには国内外からおびただしい数の方が来られて，国や都も，この機会

にたばこの問題に関してはマナーを徹底しようとしていますよね。今，飲食店の規制をどう

するかとかというようなこともやっています。そういう中にあって，私どもも路上喫煙を限

りなくなくすような形で呼びかけ等をこれからもやってまいりますし，考えます。 

 それから，新たな取り組みで既に決めておりますのは，飲食店の場合，室内完全禁煙，そ

れから，プラス，その飲食店周辺の敷地内も全部禁煙としていただけるというところには手

を挙げていただいて，それで，我々がつくったステッカーを，市が認定しましたということ

で張らせていただこうということを既に決めてやろうとしております。今もう既に 10 店を

超える飲食店がそこで応募して認められるまでになってきておりますから，路上喫煙だけで

はなく，いろんな方面から，とにかく，喫煙者がマナーを守らない限り，どんどんどんどん
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喫煙の条件は悪くなりますよと，これはもういたし方ないことですよということを強くいっ

ていこうと思っております。 

 最後の市民講座の件，わかりました。私どもの外郭団体で文化・コミュニティ財団なんか

もございますので，きょうの要望はすぐ伝えさせていただきます。 

○（布田４丁目） 

 お願いします。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，次の方へまいらせていただきます。先ほどからお手を挙げていただいているＢ

列の前の男性の方。 

○（染地３丁目） 

 染地の○○といいます。 

 済みません，話は全然変わっちゃうんですけど，実は私，障害をもっている子どもを抱え

ていまして，いわゆる知的障害なんですけど，子どもが小さかったころ，物すごく調布市は

いろんな部分が手厚くて，市もいろんなことをやっていただいたし，民間の方が補助金を使

ってやっている，例えば小学校の放課後の活動みたいな部分とかもいろんなところでやられ

ていたりとかして，結構手厚くしていただいた部分もあって，感謝しています。 

 その後，子どものほうが中学校へ上がって，高校へ行って，高校のほうも卒業して，去年

ぐらいから作業所のようなところに通っているんですけど，どういえばいいのかちょっとあ

れなんですけど，実は，年齢とともにだんだん居場所がなくなっていく部分があって。昼間

の居場所は作業所のようなところへ入れていただいたんですけど，結構早く，３時とかに帰

ってきてしまうような状況で，その後どっか行く場所があるかというと，今ない状況になっ

ていて，それが，子どもが小さいころというのは，今と昔だと制度が変わっているんだけど，

民間の事業者なりＮＰＯが運営するような，今でいう放課後等デイサービスみたいなものと

かを使えていたんですけど，年齢とともにそういう部分がなくなってしまったり。あと，そ

ういった毎日行くようなところ以外でも，例えば週末にそういった子どもたちを集めてみん

なで遊ぼうみたいな部分とかというのが，子どもが小さいころって結構あるんですけど，な

かなかそういうものというのが年齢とともになくなってしまって。普通の健常な子どもと違

って，親としてはいつまでたっても子育てから解放されないみたいな部分もあるので，なか

なか難しいところはあるとは思うんですけど，子どもといわれている年を過ぎた後の居場所
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みたいな部分も，自治体によっては何か似たような仕組みがあるというところも，まだ数少

ないようなんですが，そんな部分をちょっと考えて。直接やるというのも多分，今こういう

時代なんで，民間のほうにやってもらうみたいな形で，補助金とか費用はかかる話なんです

けど，ちょっとそんな部分も検討していただければありがたいというのがまず１点目。 

 あと，ちょっと関連してなんですけど，うちの子どもはもう小学校は終わっちゃったんで

すけど，子どもが小学生のころ，調布市内の小学校は，特殊学級というか，今でいうと特別

支援学級というのかな，結構たくさん細かくあって，そういう意味では地域の小学校に通え

てありがたかった部分はあるんですけど，そういった小学校が，昔はそういう知的障害の子

どもたちは結構たくさんいたんですけど，最近，発達障害の子どもたちがふえてきて，逆に

知的障害の子たちは，その子たちよりもうちょっと手間がかかるというか，能力が落ちるか

らみたいな形で，地元の小学校に入れずに都立の支援学校に行くようなケースが近隣でもち

ょっとふえているみたいなんで，それは何をどうバランスとるかという話で，結構難しいか

とは思うんですけど，かなり状況が当時と変わってきて，それは多分，人によってはいい部

分，困る部分っていろいろあると思うんで，難しいとは思うんですけど，その辺の部分をも

うちょっと改めて考えてもらえればありがたいかなと思っています。 

○長友市長 

 ありがとうございました。ことし，障害児・者親の会が 50 周年を迎えられたということ

で，半世紀前の活動の跡などもスクラップで拝見させていただいたりして，改めてこの問題

に対する私どもの取り組みについて考えるとともに，大変多くの市民の方が協力していただ

いて，いろんなことが少しずつできてきたんだなと思っているところであります。 

 それで，ご存じのように，例えばということでいえば，子どもたちの通っていただくよう

な施設も，あゆみ学園があって，発展的に解消して，今，子ども発達センターで受け入れさ

せていただいたりとか，いろいろなことが少しずつ少しずつ進展しておりますが，ただ，今

おっしゃったように，学齢児をどうするかとか，それから学校を出てから作業所等就労の場

がどうなるか。そういう方が 20 代から 30 代，40 代とまた年を重ねられると，受け皿の問

題を多面的に準備しなきゃいかん。全くおっしゃるとおりであります。 

 それから，徐々に整備されてきたのは私も今回 50 周年の跡で拝見しましたけど，まだま

だ完全に充足しているとはいえないというところでございますので，作業所のあり方，それ

から年齢別対応，それからさっきおっしゃった週末の過ごし方。それから，週末の過ごし方

というのは，対象となっているお子さんの話だけではなくて，やはり育成に携わっておられ



- 20 - 

るご家族のことも考えていかなきゃいかんということで，一応そういうことにも配慮をする

ということで，ご家族の方に少しでもリラックスしていただけるようなプランも考えたりさ

せていただいております。まだまだ始まりでございますけれども，そういうようなものもよ

り充実させていきたいと思っておりますので。ピンポイントで，私も親の会とは年に何回か

は直接にお話し合いをさせていただいて，具体的な要望を数多くいただいておりますので，

その中で毎年幾つか実現しておりますけれども，ぜひこれからもずっと力を入れて考えさせ

ていただきたいと思っております。 

 それから，一般の普通の子たちと同じように学校に通えるようにというのは，ノーマライ

ゼーションの中ではまさに私どももそういうふうに願っているばかりであります。そうなら

ないことがあるとしたら，それも聞いてみると，なかなかケース・バイ・ケースで一くくり

にできないなという悩みがございますけれども，私どももそこの時点において各学校，余り

ばらつきがないような形でご相談に応じる体制を整えるということはやっているつもりでは

ありますので，ぜひ○○さんも，きょうのご意見も，この後でも結構ですから，もう少し具

体的に教えていただいたら，今後私どもが，福祉健康部と教育部門がメインになりますけれ

ども，話し合いをさせていただく大きなヒントにさせていただいて，１人でも多くの子が通

常の環境の中で育っていけるふうにもっていきたいと思っておりますので，よろしくお願い

いたします。 

○（染地３丁目） 

 どうもありがとうございます。引き続き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，続きまして，次の方へまいらせていただきます。では，Ａ列の一番端の女性の

方，お願いします。 

○（入間町２丁目） 

 私から３点お願いというか，お話があるんですけど… 

○司会者 

 済みません，お名前とご住所を。 

○（入間町２丁目） 

 入間町から来ました○○です。 
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○司会者 

 ありがとうございます。 

○（入間町２丁目） 

 先ほどからいろいろ話題になっているんですけど，保育園のことについては，私が住んで

いる仙川地域も保育園がすごくふえているのは実感しているんですけど，それでも，ことし

も待機中です。今も。先ほどからお話を聞いていると，国からの指導が結構いろいろあるの

で，市だけで決められないというのがやっとちょっとわかってきたんですけど，私が無職な

ので，点数が低くて保育園に入れないんですが，生活が苦しいから働きたいから保育園に入

れたいのに，保育園に入れないのはちょっと納得がいつもいかなくて，労働時間だけが点数

化されているので，うちの主人の仕事の休みがほとんどないとか，昼夜逆転しているとか，

そういう事情とか，年収とかもほとんど考慮されないので，労働時間だけじゃなく，ほかの

ことももっとみてほしいなということです。 

 あとそれと，さっきお話があったのが，人口の増加がすごく多いので，保育園とかもでき

ているのはわかるんですけど，今後は小学校とか中学校も子どもの人数がすごくふえると思

うんですけど，今，若葉小は校庭にプレハブ小屋を建てて対応しているみたいなんですけど，

そういう対応はいつまで続くとか，新設する予定はないのかとか，そういうことを教えてい

ただきたいです。 

 それと，スポーツの話題がさっきも結構出ていたんですけど，公園でのスポーツも限りが

あるというのと，学校での部活とかも指導者の先生の問題とかがあると思うので，市で主導

して地域のクラブチームとかをもっと充実させてもらいたいなと思っていて，私が知らない

だけで，いろいろ活動がもうあるのかもしれないんですけど，小・中学生が日常的にスポー

ツに親しめる環境をつくっていただきたいと思っているんですが，何かそれについてお話し

してもらいたいです。お願いします。 

○長友市長 

 先ほども基準の定め方についてはいろんな方のご意見があると申し上げたとおりです。そ

れから，それを超えて，今，○○さんのお話を聞いて率直に思いますのは，どんな基準を決

めてもいろいろ問題があるんだけども，例えば，今働いていないとどうしても共働きの方に

比べて点数が低くなってしまう。それは根本的におかしいですと，預けられれば働きますよ

と，預ける場所がないから就労にという話を，もう随分前ですけれども，やっぱりこういう

場で伺いまして，率直にいいますけど，私はそのとおりだと思っています。それは根本的に
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おかしいと思っています。 

 ですから，やっぱり基準もなるべく多くの方に納得していただく基準を探そうとしている

んだけども，それ以前に待機児を一掃していくということしかないので，さっき申し上げま

したように，今が一番苦しい状態が続いていて，本当に今の 10 代，20 代の方が家庭をおも

ちのときには大分緩和されるか，この問題が片づいていればいいなと思っていますが，必死

でやっておりますので，基準の見直しも含めて対応してまいります。 

 それから，小学校については，今までにも，この十数年の間にもいろいろございまして，

名前を挙げてもいいのかもしれませんが，一番規模の小さい染地小学校なんかは，これから

徹底的に児童数が減ったら，やっぱり１つで存続させるのは不効率だねという話があったん

ですよ。それが幸か不幸か，ふえるようになってきまして，今ではそういう問題は立ち消え

ておりますが，やっぱり波がございまして，いろんな地域でふえるときと減るときとありま

す。 

 若葉の問題は，現今の 20 校の小学校を見比べた中でも，現在我々もかなり深刻に受けと

めてございます。若葉にしろ，染地にしろ，どこでもいいんですが，それじゃ，新たにつく

るかというと，これはかなり困難と申し上げます。やっぱり土地まで含めてということにな

ると，10 億円単位の金がかかってくるのかもしれませんし，それをもして，20 年後，40 年

後にも存続間違いないと，減少しないという保証のある学校をつくれるかというと，失礼な

言い方かもしれませんが，多摩ニュータウンをつくったときに，ちょっと見込みが外れて，

ある自治体では５つか 10 の小学校を廃校にしちゃったんですよ。これで大変ご苦労された

のをみていますから，そんな簡単につくれはしないんで，びほう策といわれるかもしれませ

んが，プレハブ教室をほかの学校でもつくりながら対応してまいりました。当面はそれでみ

させていただいて，それでも物すごい人口急増のときには校舎問題を含めて対応しますけれ

ども，新設はなかなか難しいと思っております。 

 それから，部活の困難さ。皆さんよくご存じのように，報道もされておりますけども，先

生方も大変だと思います。やっぱり何十年も前に比べると業務量が相当ふえているようです

ので，それに加えて，責任をもって部活の教師をやってくれという困難な状況も間違いない

らしいですね。それはそれで学校のほうで改善が進めばいいことだと思っておりますが，そ

れと同時に，地域で見守るような，子どもを育てられるような，また地域でスポーツの環境

を上げていくような。大賛成です。調和ＳＨＣというのはご存じですか。 
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○（入間町２丁目） 

 名前は。 

○長友市長 

 そうですね。今，旧大町小学校跡を拠点に活動しておられます。住所でいうと菊野台のあ

たりになるんですかね。これはＳ，スポーツ，Ｈ，ヘルス，健康，Ｃがカルチャー，文化。

スポーツと健康と文化を組み合わせたような地域活動で，もう十数年やっておられます。地

域で運営するというのは大変苦労されています。幾らかの会費をとりながら，自主運営であ

りますので。市も全面的な支援というようなことはやっておりませんので，大変なご苦労が

ありながら存続して。ただ，いい芽は出てきています。地域におけるスポーツ振興，子ども

たちの育成には少なからず貢献をされていますので，いい形だなと。運営は厳しいと，大変

私どももそのご尽力に感謝していますけど。他の地域にも調和ＳＨＣみたいなものをぜひ紹

介をしていきながら，今おっしゃったような芽が出てくれば。ただ，立ち上げるときに中核

になる方は相当大変だと思いますけれども，クラブチームを含めて呼びかけていきたいと思

っております。きょうもご質問いただいたんで，調和の活動をよりよい形で多くの方に知っ

ていただくようにしてまいります。 

○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，続きまして，次の方へ行かせていただきます。では，Ａ列の茶色い背広の男性

の方。 

○（深大寺南町４丁目） 

 深大寺南町に住んでいます○○といいます。 

 私は，児童虐待の対策について質問させていただきたいというふうに思って参加しました。

調布市の子ども家庭支援センターが都内で初めてショートステイを実施したというようなこ

とを含めて，先進的に取り組んできたことは承知しているんですけれども，現状，児童虐待

の保護が物すごくふえた状態が，高どまりどころか，さらにふえているという都内の状況が

あって，児童相談所の一時保護所は定員の 120％とか 150％の入所。それは，出口のほうの

施設のほうもいっぱいで入らないと，毎年今ごろは定員を超えて入れてくれという状況。市

として要保護の子どもたち，要するに要支援家庭のショートステイについての実施状況がど

うなっているのかというのを１つ伺いたいということです。 

 ２つ目は，ご存じのように今，23 区は児童相談所開設の準備を進めていて，先行するモ
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デル的確認区でいえば，それぞれ児童福祉司を大幅にふやすと。世田谷，江戸川は倍増，荒

川は３倍増だというような計画なんですね。だからといって，調布市が中核市になってつく

れという話をするわけじゃないんですけれども，きのうの新聞でも，子育て中の家庭の

70％が体罰の経験があるとか，半数以上，６割ぐらいが体罰容認だというような報道もあり

ましたけれども，そういう中で，相談体制の充実を調布市として独自にどういうふうにする

のかというのは，私としては課題だと思うんですけれども，その辺についての考えを伺いた

いと，以上２点です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。大変深い知識をもっておられるんで，私も参考にさせていただ

きたいなと思いながらお聞きしておりました。それから，23 区においての動きも皆さんに

ご紹介していただいてありがとうございました。ただ，23 区もこぞってすぐ即応体制とれ

るかどうかということになると，いろいろな議論があるやにも聞いておりますが，大変難し

い問題だなと。私どもも，いうまでもなく児童相談所を起点にいたしまして，それと国領の

すこやか等のネットワーク等もつくりながら，顕在化していない部分が非常に深刻であろう

この問題についてどう対処していったらいいのかなと，日夜本当に頭を悩ませております。 

 それから，先ほどほかのどなたかのご質問の際に申し上げましたように，青少年を育成す

るためのミーティングの場がもちろんございますので，その中でもこの問題については非常

に多く取り上げられて，いろんなケースを考えております。相談受理件数だけご参考までに

申し上げますけれども，多摩の児相が受け付けておられる件数は年間に約 700 件から 800 件

だそうです。ただ，多摩の児相が抱えている自治体は数ヵ所だよね。４～５市だったっけ。

うちだけじゃないよね。 

○伊藤副市長 

 そうです。４市ぐらいだったと思います。 

○長友市長 

 ４市ぐらいですよね。ですから，700～800 というのは，うちのまちだけではございませ

んけど，それぐらいの件数がございます。 

 それから，幼児，小学生への虐待が多かったということが間違いないんですが，近年では

中高生世代への虐待もふえているというようなことも特徴にある。それから，虐待も身体的

虐待と心理的虐待とというようなことになっている。何かこういうことをテーマにしている

と非常に暗くなってしまうんですけれども，多種多様にわたって深刻な問題になっておりま



- 25 - 

す。 

 それから，それ以上の，今受け付けている細かい数字が何かあったら補ってもらいたい。 

○伊藤副市長 

 子ども家庭支援センターすこやかで，虐待防止ということでいろいろ情報をいただいて，

そこから児相につなげたりしているケースがあるんですけど，１つの数字として，児童虐待

防止ホットラインというのがフリーダイヤルであるんですけども，参考に，かかってきた件

数については，28 年度までですけども，26 年度は 64 件，27 年度は 45 件，28 年度は 52 件。

横ばいという感じですかね。虐待の相談も受けていますので，そこについては平成 26 年度

は 293 件，27 年度は 341 件，28 年度は 375 件ということで，こちらについては増加してい

ると。 

 それで，実は，今お話があったとおり，要保護児童という配慮が必要な虐待に及ぶ可能性

がある児童というのが，やっぱりかなりの数いらっしゃって，その対策を，私も含めてです

けど，地域協議会という会議を設けて，市，それから今いったすこやか，警察，児相の関係，

それから医師会の関係とか，あと地域の方々が入って協議会をして，日ごろから情報共有を

させていただいて，対策を練っていこうと。その中で，一人一人のケースに応じて，この子

をどういうふうに対応していこうか。例えば小学生ですと小学校，そしてすこやかだとか児

相も入って，この子はどういう対応をしたら一番うまくいくかどうかというのを個々に情報

共有しながらやっています。確かにそういったケースが最近ふえているということは事実で

すので，日ごろからきめ細かい，それぞれの関係団体が自分たちのできること，そして情報

を共有しながらということで，調布ではすこやかを中心にやっているということです。 

 それから，制度がなかなか変わってきまして，今お話がありましたけども，児相だけで対

応し切れない部分がかなりありますので，調布では子ども家庭支援センターすこやかでその

部分を担っていく，そういうことも今後ふえてくると思いますので，その辺の対応について

は強化する方向で今，30年度以降も考えているという状況であります。 

○司会者 

 ○○様，よろしいでしょうか。 

○（深大寺南町４丁目） 

 要支援ショートは実施されているんですか。 

○伊藤副市長 

 済みません，本日私，ちょっとそこまで把握していませんで，申しわけありません。追っ
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てご連絡させていただきたいと思います。 

○（深大寺南町４丁目） 

 わかりました。 

○司会者 

 では，○○様，そういうことでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 それでは，続きまして，次の方。では，Ｂ列の黒い，男性の方。 

○（飛田給３丁目） 

 初めまして。私，飛田給の○○と申します。 

 端的にいいますが，私，つい８年前，日本にやってきました。日本で生まれたんで，日本

人です。ただ，日本に来た理由というのはそもそも，日本で自殺した子どもがある手紙を宛

てました。誰に宛てたかというと神様に向けて宛てました。それを私はアメリカで受け取り

ました。そして，惨劇の余り，まるで呪いのような手紙を私はみることになって，そして，

私の上席であったビショップと話をして，この問題を解決できないのかということで，私は

日本に派遣されました。 

 まず，そこではっきりしたことで提案したいことは，大人と子どもの信頼関係が欠落して

いる。余りにももう子どもたちの裏の…。その後，日本に来て，私は幾つかの教育ボランテ

ィアをずっとやっております。その後，１万人の子どもからアンケートをとりました。アン

ケートをとったところ，やはり大人と子どもの信頼関係が全くないというところで，これは

もう惨劇以外ほかにないだろうと。調布市の中でももちろんそういうアンケートをとったこ

とがありましたけれども，やはり子どもたちが大人を見本にできない。子どもでもしないよ

うなことを大人がして，それで子どもたちの手本になるのかというところで，子どもたちは

怒っています。大人を誰も手本にできない。 

 私がいろいろやってきた中で，教育ボランティア，特に養護学校の子どもたちを私は専門

で扱うようにしています。その中で，やはり養護学校の先生たちも，その扱い方がわからな

いというところで，私によく相談をもちかけてくる場合があります。簡単にいえば，方法は，

私たちはいろいろなまちで，アメリカ国内，それからアメリカ国外でこういうことをやって

きました。そして，幾つか成果を上げてきた実例もあります。日本でも同じです。養護学校

の子どもたち，特に発達障害の子どもたち，誰も手をかけようとしませんでした。その子た

ちには軽作業しかないと，そういいました。でも，私は今その子たちにオペレーティングシ

ステム，ご存じですか，ネットワークのつくり方の最先端のテクノロジーを教えています。
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彼らはちゃんと覚えています。ちゃんとできるようになっています。それが彼らの可能性な

んです。そして，その可能性を彼らに導いてやることによって，彼らは大人との信頼関係を

確立しようと，１人で立ち上がろうと，今彼らは人生を歩み始めています。さらに，成績が

悪かった高校１年生の子どもたち。私があることをきっかけに，その子どもたちのモチベー

ションを上げてやった，ただそれだけで，その子たちは電通大や東大を受験するといって，

今まさにその受験に取り組んだその結果がこれから出ようとしています。 

 子どもたちは今モチベーションが非常に下がって，学校の教師との信頼関係もほとんどな

くて，とりあえずいわれたことだけやっていればいいよという，そんな状況の中で，何も知

らずにみんな大人になろうとしている。教えてくれる人も誰もいないから。これ，余りにも，

私からしてみたら，悲劇そのものにしかとてもみえないです。しかし，やり方はある程度の

ところを養護学校の先生たち，それから学校の先生たちもみんなわかっているんです。でも，

それがなかなか自分たちで表立ってできないという事態になっています。そこをもう少し改

革して，まず，子どもと大人の信頼関係をもう一度確立していただけないでしょうか。それ

をもし真剣に取り組んでいただけるんでしたら，例えばこれから５年後，10 年後，この市

のあり方そのものが根本的に変わってくるはずです。それだけじゃなく，今まで市が抱えて

いる問題，それら多くがやっぱり変わってくるでしょう。ですから，私がまず大人と子ども

の信頼関係を確立していく中で，大人同士の信頼関係も確立してほしいと，そのようにお願

い申し上げます。 

 以上です。 

○司会者 

 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。そうですよね，いつの時代もということになるのかもしれませ

んが，社会における大人と子どもの気持ちの触れ合いが大変大事なことであることは，これ

はもうおっしゃるとおりで，間違いないことで。そこに起因して，社会的に非常に意義深い

いろいろな活動をしておられるということで，敬意を表させていただきたいと思いますが，

１つ，もしお差し支えなかったら，どこかの特定の特別支援学校でそういう活動をやってお

られるんですか。 

○（飛田給３丁目） 

 いや，私は学習塾でボランティアをやっています。 
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○長友市長 

 さっき学校との関係といわれたのは。 

○（飛田給３丁目） 

 どういうわけか，うわさが広がって，養護学校の。 

○長友市長 

 調布のですか。 

○（飛田給３丁目） 

 それは府中と，あと立川ですね。 

○長友市長 

 そうですか。わかりました。ありがとうございます。そういうことで将来の進路が非常に

明るい形で開けるようなケースが出てくるとすれば，大変すばらしいことだと思いますので，

きょうの限られた時間のご説明を超えて，またいろいろ教えていただければ，私どもとして

も，自分たちでやっている事業のヒントにもなろうかと思いますんで，そういうような形で，

またぜひいいケースを教えていただければ助かります。 

○（飛田給３丁目） 

 わかりました。 

○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。では，先ほどから，後ろのチェックの，男性の方，お願

いいたします。 

○（深大寺南町３丁目） 

 深大寺南町に住んでいます○○と申します。いつもありがとうございます。 

 質問が１つあります。それは，地方自治体の取り組みの中で，我がまち調布市はどういう

スタンスなのかということを教えてほしいということです。聞きたいことは，北朝鮮に拉致

された日本人，外国人の方も多数いるんですけども，私はこのことに関心をもってもう 20

年ぐらいたちまして，一国民といいますか，一市民といいますか，特に拉致された被害者を

救う協議会の会とか，特定失踪者の会とか，あと，国会レベルの拉致議連の会とかというの

にできるだけ顔を出して，大したことはできないし無力感にさいなまれているような日々が

ずっと 20 年間続いていますし，国会議員の方とか，地方議員の方，調布の議員の方にも，

機会をみていろんなお話をさせてもらうこともあるんですけども。聞きたかったのは，昨夜
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も実は，東京連続集会というのが都内でありまして，被害者のご家族の方と一緒だったり，

そういうことがあって，新たな運動ということで，新聞にも載っていますけども，これまで

もいろんな話があって，難しい中で，地方自治体に対していろんな運動を改めて強化，起こ

していこう，改めてやっていこうという中の１つだけをここで今紹介します。アニメとかＤ

ＶＤとか，国連の北朝鮮人権報告書を活用して，各地方自治体の学校現場等で拉致問題をよ

り多く取り上げるように働きかけようという話があって，きのう散会したんです。 

 この場でいうのがどこまでふさわしいかどうかわからないんですけども，私が今まで直接，

間接，見聞きしている中では，地方自治体によって，すごく熱心な取り組みをされている自

治体もありますし，全く逆で冷たいような自治体も日本全国にさまざまあります。私は調布

市民として，このような取り組みは調布市として，もしくは調布全体としてどういうスタン

スなのかということを可能な範囲で聞かせていただければありがたいなと思いまして，これ

が質問です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。本当にひどい案件だなと。それはもうここにおられる方も全員

そう思われているに違いないと思います。それから，アジアのみならずヨーロッパ諸国から

の拉致被害者もいるということも既に昔から明らかにはなっておりますから，日本だけでは

なく，かなり多くの国がこの問題に対して北朝鮮を非難しつつ，何とか解決を図りたいと，

そう思っているということは間違いないですね。いろいろな形があると思いますが，それに

共感して，賛成しないという人はまずおられないと，そういう問題だと，まず当たり前のこ

とを申し上げておきます。 

 そして，私ども基礎自治体，市としても，国の人権擁護機関や東京都，それから近隣のほ

かの自治体等とやはり共同歩調をとりながら，この問題をやっぱり多くの方に知っていただ

きながら，何とか解決に向けて進んでいくようにということで捉えていることは間違いござ

いません。それはもちろん調布市においてもそうだということです。 

 ですから，そういう共同歩調の中で，いろんな活動をやるということはこれからもあると

思いますし，調布が特に絡んだ問題としては，人権擁護委員の活動の中で，拉致イコール人

権の否定ということになるわけでありますから，そういうことで，ここ数年の中でも地域ネ

ットワーク協議会の事業として，映画を上映したり，講演会をやったりと，こういうような

啓発活動をやっております。それは恐らく拉致されたお気の毒な方をというのはもちろんで

ありますけれども，それ以上に，こういうようなことが発生するということを根底から捉え
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てやっていかないと。 

 誤解を恐れずにいえば，北朝鮮がやはりそういう意味で極めてけしからん体制の国だと思

いますが，考えてみれば，そこの国の中の九十何％の方も被害者なのかもしれないと。です

から，問題は単純ではないと思います。ですから，我々が救済しなければいけない拉致被害

者のことを考えつつ，ああいう体制をやっぱりみんなで国際的に考えていくということを同

時並行的にやっていかないと。 

 ただ，今，○○さんのご質問にありましたように，市政としては全く同感いたしますので，

先ほど申し上げた一，二の例を含めて，今後とも調布の中でいろんな活動が行われるという

ことに私どもも共感をもって携わっていきたいと，そのように思っております。 

○（深大寺南町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，いかがでしょうか。では，○○様のちょうどお隣の茶色

い，男性の方，お願いいたします。 

○（多摩川１丁目） 

 多摩川の○○と申します。 

 こちら調布市に移り住んでもう十数年になりますが，ぜんそく持ちだったかみさんも，ち

ょっとぜんそくはおさまったような感じで，体調がよくなって，朝起きたら空が広いなとい

うんで，越してきてよかったと思っている次第です。帰ってくるときには，田畑を抜けて歩

いて帰るというコースで，カエルがよく鳴いているというんで，動植物も多くていいなと思

っておったんですが，ここ２～３年ぐらい，急速に田畑がなくなって，一戸建てができたり，

アパートができたりという形になって，自分がマンションに住んでいるのを差し置いてです

けれども，結構高層の住宅地もどんどんふえるという形になっていて，いわゆる商業地区，

買い物で結構不便するようになり始めました。ですから，今後，最初のほうのお話で，民間

でやることであったり，商業に対する施設の誘致とかという問題はなかなか難しいというお

声がありましたが，まだまだ人口がふえていくという中で，こういう商業施設的なものはど

ういうふうにお考えになられるのか。それとも，誘致は難しいとして，第三セクターみたい

な形で，空き地を活用して，そういう集積地をつくろうとするのかというところは，お考え

はどういうのがあるのかなというのが１つです。 



- 31 - 

 そしてあと，駅の周辺ですね。この周辺も今，地下化してだだっ広くなっていますけれど，

これからいろんなものがまださらにできてくるとは思うんですが，人がたまる場所というの

はやっぱり欲しいなと。最初のころの意見で，西調布の駅がこれから変わっていくというの

がありましたけれども，おり立ってがらんとしているというのは，ちょっと殺風景ですし，

ちょっと一杯引っかけて帰りたいなと思ったときに何もないというのもちょっと，このまち

ってどうなんだろうなというところは，ただ寝に帰るだけという考えであれば，それはあり

かもしれませんけれども，やっぱり我がまちというところで，清濁一緒にひっくるめて，玄

関口としての調布駅というのを考えてほしいなと。 

 あと，最後に，よく利用するということで，こちらは私もちょっとわからないところがあ

るんですが，グリーンホールですね。私，数年前，ちょっと足の骨を折って，行ったんです

けれども，階段がメインで，エレベーターがあるということで，奥へ誘導されたら，ご年配

の方ばっかりで，足を折っているのに譲らざるを得ないという状態で，なかなか開演時間に

上がれないというのがありました。末端な部分ではありますが，そういうところの改善とい

うのは今後予定されているのであれば，お教えいただきたいなというのがございます。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。１点目と２点目，買い物の問題，それから憩いの店もあったら

いいんじゃないかということについては，では，同様の観点から少しお答えできればと思っ

ておりますけども，西調布の例のときに申し上げましたように，私どもでお願いをすること

はできますけど，コンビニすらないとか，スーパーマーケットが欲しいとかという話は，業

者の方，それから業界の団体のほうに申し上げることはできます。ただ，だからといって進

出していただけるかどうかではありますけれども，おのずとやはり商業活動として間違いな

くチャンスだと思えば，それは当然進出されると思いますので，そういうことに対しての期

待はこれから十分私どもはもっております。 

 というのは，調布駅が当然，９つの駅の中では一番乗降客が多いんですけども，これは京

王線全体でも新宿の次に多い。ただ，多いとはいっても新宿とは全然桁が違って，１日の乗

降客 12 万人ぐらいで推移してきたんですけども，この間電鉄の方にお聞きしたら，秋に商

業施設をつくって以来，既に１万人ふえたと。12 万人から 13 万人になっていると。そこで

お買い物をしたりして，また，調布駅近辺にだけ住んでおられるとは限らない方もこれから

ふえてくるかもしれないし，そういうにぎわいの中で，やっぱりいろんなサービス業がこれ
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から展開していただける可能性はふえてきているんだろうなと，そういうふうに思っており

ます。 

 それから，全然違うことでいえば，まだ○○さんはお若いんであれですが，リタイアされ

て，かなり高齢になってこられて，やっぱり店が近隣にないと非常に不便だといわれる方も

多くなってまいりましたんで，そういう角度からも，店ができれば。また，店がすぐにはで

きなければ，交通機関に人の移動ということで増便等をお願いしたりとか，そんなようなこ

とも考えていかなきゃいけないんだろうなというふうに思っております。 

 ○○さんは多摩川ですね。１丁目か。大体わかりますけれども，あのあたりもやはり，こ

このところ何年かで人口はふえていますよね。だから，そんな中で私どもも，各まちのにぎ

わい，それから居酒屋的雰囲気も，私もそういうのは大好きです。そういうような趣もでき

てくればということで，業界の方等とお話ししたときに出してみるようにいたします。 

 グリーンホールの使い勝手については，建築から大分年数がたっている施設ではございま

す。そういう意味で，今までにもいろんな要望は出ております。それから，バリアフリー対

応についてもというようなご意見も何年も前から出ております。まだ当面は使い続けるホー

ルでございますので，いろいろな観点のご意見をいただいた中で，予算を必要とするものも

あると思いますが，改善できる点については，そのように考えていきたいと思っております。

関係団体なんかとも，そういうような観点から，きょういただいた意見も含めて検討させて

いただきます。 

○（多摩川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，続きまして，いかがでしょうか。では，Ｂ列の２番目の。お願いいたします。 

○（西つつじケ丘４丁目） 

 西つつじケ丘の○○と申します。 

 きょうは，このような機会に，抽せんかもしれないんですけど，参加できてとてもよかっ

たと思っています。というのは，私は，今数えてみたら調布の市民になってから 10 年もた

っていて，自分でびっくりしたんですけれども，両親も送りましたし，夫も病気で死別して

おりまして，もう十数年たつんですけれども，１人で生活をし直す場所に調布を選びました。

きょう，皆様のいろいろな問題意識というか，課題のお話を聞かせていただいて，私は子ど
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ももおりませんし，１人で生活しているので，全く社会と触れ合う場が，皆さんがどういっ

た問題を抱えていらっしゃるかということを，ふだん知らずに過ごしておりました。自分の

職場の仲間や趣味の仲間しかふだんおりませんので，皆さんのお話を聞けて，きょうここに

来て大変よかったなと思っています。 

 調布に住んで 10 年たちますけれども，何がよかったかと改めて考えることは日ごろない

んですけども，多分，無意識のうちに，気づかないうちに，そしてありがたいことに，とて

も住みやすい，いいまちなんだなということを改めてきょう思ったこともよかったです。 

 そこで，はがきにも書かせていただいたんですけれども，今皆さんが日々考えていらっし

ゃったり対応していらっしゃる具体的な課題，例えば今もたくさんお話が出て，いいお話も

聞かせていただいた。待機児童の問題ですとか，若者の問題ですとか，駅前開発の問題です

とか，こういった具体的な課題にどういうふうに対応されるかという姿勢の側の皆様の真摯

な態度もよくわかったんですけれども，長友市長が調布をどのようなまちにしたいのかとい

うことを一言でお聞きしたい。それに向けてのいろいろな対策なり対応ということで理解し

ていきたいと思うので，長きにわたり市長をお務めになっていらっしゃいますけれども，一

言で調布のまちをどのようにしたい，どういうまちにしたいのかということをお聞きしたい

と思います。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。まず，お答えする前に，ご存じの方もおられるかもしれません

が，私自身は調布の人間ではありません。東京の人間でもありません。新潟で生まれて，高

松，広島，大阪，それから東京へ来ました。一番長かったのは大阪です。幼稚園から高校の

途中まで大阪で育ちました。何を申し上げたいかというと，そういうことで，記憶に残って

いる部分も含めて幾つかのまちを知っております。 

 今，全国で市町村が 1,718，市が 791 あります。市だけで考えても，一番人口の多い市は

横浜市です。今 370 万人ぐらいで，幾つかの県が寄せ集まるぐらいの人口を横浜市が抱えて

います。それから，一番小さい市だと，正確にはわかりませんが，多分２万か３万人ぐらい

ですね。うちは 23 万人です。人口規模からすると，これは決して全国的に小さいところで

はありません。政令指定都市のような大都市ではありませんけどね。それから，やっぱり東

京に置かれている市ということを考えなければいけません。同じ人口規模でも，地方に行く

と面積も広大ですし，取り組まなければいけない観点の問題も，人口密度が全く違う。それ

から，農林業の振興とか，いろんな観点がありますから。 
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 そういう意味でいくと，誰が考えても間違いなく，調布市は首都圏の中にあって，大都市

のターミナル駅，うちでいうと新宿ですから，そこから 15 分，20 分圏内で到達できるよう

な非常に交通至便なところにあると。調布市自体が大都市の真ん中とはいいませんが，そう

いうところにほんのわずかな時間で行けるところに立地していながら，23 区と比べると比

較的まだ自然の趣を残していると。やっぱり 23 区から初めて来られた方は異口同音に，世

田谷を過ぎて調布に入ると急に緑を感じるねといわれます。これを残していくのは大変なん

ですが，何とかそういう雰囲気を。ですから，その２つのことを申し上げますと，都心に行

くのに容易であり，かつ落ちついた環境，自然も残っているような調布市を大事にしていき

たい。人口は，23 万人から恐らくもう，永久に 30 万，40 万にはならないと思います。20

万人台ぐらいで推移する人口構成も考えながら，各年齢層の方々に，いいまちだと，本当に

落ちついて住んでいただけるようにしたい。 

 具体的なことを３つか４つ申し上げますけども，京王線の地下化が成るときに，地上から

地下におりるときに，それじゃ，まちはどう変わるんだということを，24 年の８月に地下

化になったんですが，それ以前に議論しました。そのときに，さっき申し上げた，都心に近

く，自然も残った，これはいつまでも大事にしていこうと。ただ，京王線が地下化になると

きのメリットは何だろうといったときに，やっぱり防災等の面で，踏切が 18 もなくなって

交通が容易になるから，災害に強いまちにしたいねと。それから，いうまでもなく利便性が

高く，本数もふえましたし，地上の踏切をなくしたことによって，車の交通が容易になりま

したから，それを生かした上で，便利な，かつ豊かなまちにしていきたいね。そんなような

ことを改めてみんなで申し合わせて，今つくっている市の計画の中に反映をさせていただい

ております。 

 環境問題はさっき述べたとして，あとまだ何かといわれると，これはまちが便利になる，

近代化するということではなく，どうであろうが，安心して住んでいただける。そのことに

関しては，個人の健康の問題もありますし，地域を取り巻く安全性の問題もありますし，そ

ういう意味で安心して住み続けられる。 

 だから，今，集約すると３点か４点のことを申し上げましたけれども，調布の地域的な，

地理的な特性も生かして，そんなまちとして，ラグビーのワールドカップも，オリンピック

もパラリンピックも幸い来てくれるわけですし，深大寺の白鳳仏は，関東で仏像としてはわ

ずか３体目の国宝にも指定されましたし，明るい話題も生かしながら，まちづくりを進めて

いきたいと。そのためにも，きょうみたいな場を今後とも続けてご意見をいただきたいと，
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そういうふうに思っております。 

○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，続きまして，次の方，いかがでしょうか。それでは，Ｃ列の緑の，男性の方，

お願いいたします。 

○（小島町１丁目） 

 どうもこんにちは。小島町の○○と申します。 

 僕は生まれてからずっと調布市に住んでいますが，事駅前のことについてなんですけれど，

20～30 年前くらいまでは，噴水の西側に樹木に囲まれたちょっとしたスペースがありまし

て，すごく時間がゆっくり流れていて，落ちつける場所だなと幼いながらに思っていました。

今，駅前開発は進んでいますけれども，今後開発していく中で，そういう樹木に囲まれたよ

うな小さなスペース，落ちつける場所ができるのかなと。構想予定図みたいなものには多目

的広場みたいなものが３つほど記されていますけども，そういうところがそういう雰囲気に

なるのかなというのと，駅に向かうまでの動きですね。それとあわせて静と動のバランスを

どうとっていくのかなという。今，駅前は広いスペースがあいていまして，土日なんかはよ

くバザーをやっていたり，いろんな催し物をやっていましたり，去年はトリエのＢ館の壁面

で，ねぶくろシネマとかといって人が結構集まってやっていましたけど，そういう人がゆっ

くり集まれる場所を残していくのかなという具体的な駅前の開発について，きょうは市長か

ら直接具体的にお話を伺いたいなと思って来ました。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございます。何といっても，９つある駅の中で調布駅が我々のメインの表玄関

になる。それは今後とも変わらないことです。誤解のないように，ほかの８つの駅について

も，それぞれのエリアの特色を生かしたような，例えば私は，一番近い駅は布田駅ですけど

も，布田駅は布田駅でと考えていきます。ただ，やっぱり表玄関として，特急もとまる駅と

して，調布駅の近辺。これからまだ少し時間はかかりますけれども，本当にいい広場にして

いきたいという思いは全く同じでございます。 

 それから，今，ご発言を聞いていて，動と静のバランス。ああ，なるほどな，大変そのと

おりだなと私は思いました。そうだと思います。にぎわい，にぎわいといっても，四六時中

人がたむろしていればいいというものではないし。時間帯によっては静かな空間として，乳



- 36 - 

母車を押したお母さんが少し安らいでいけるような，静かなひとときとか。調和は難しいで

すけどね。正直いって難しい。 

 それから，あえて申しますけれども，ご存じの方もおられると思いますが，今，あの空間

においては既存の樹木，昔よりも随分減ってきたんですけど，まだ 90 本ぐらい残っている。

それをいろんな事情でやっぱり切らなきゃいかん。もしくは，切って移しかえなきゃいかん

ということで，我々は方針を定めて前に進んでおりますが，多くの批判的なご意見もありま

す。我々としては，樹木だけの問題についていえば，今よりも本数は実はふやしていこうと，

将来的には 110 本ぐらいにしていこうとは思っているんですが，やっぱり広場に，また樹木

に思い入れの強い市民の方が大勢おられるのも当然のことでして，私はその運動自体には敬

意も払っておりますが，なかなか今のままだけで，例えば地下に大きな駐輪場をつくってく

れといわれるのも，多くの市民の方から，また近隣の商業者の方から強い要望があったこと

も事実です。それで，それをつくるためには，そこにかかる上部は，やっぱり樹木を切るか

植えかえなきゃいけないというような問題もございます。 

 樹木に関してはそこにとどめますが，そういうようなことでバランスをとりながら，やっ

ぱりメインは，今おっしゃった多目的広場をどれぐらいのスペースとれるか。かなり大きな

スペースがとれるという，数十メーター四方ぐらいの間隔のスペースはとれるんじゃないか

なと思っておりますし，まだ具体的にはこれから考えていくんですけども，その中に噴水で

あるとか，芝生がつくれるかどうかというのはわかりませんが，そういう人が集まってくる，

休んでいただく，それから週末なんかには心楽しいイベントを開催できる。皆さんも日本国

中でいろんな広場，たまには海外旅行へ行ったときの広場，テレビや何かで目にされる広場，

いろんなのがあると思うんです。さっきから申し上げておりますように，調布ならではの感

覚でつくらせていただければ。大小２つのバスのロータリー，これはもう当然生活に必要で

すから残しますけども，それ以外の空間は樹木とか草花の配置にも十分考慮したような，総

合的に楽しめるような感覚でありますから，ぜひ○○さんにも具体的なアイデアがありまし

たら，今後ともいただければと思います。 

○（小島町１丁目） 

 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，続きまして，次の方，いかがでしょうか。それでは，Ｄ列のマスクの女性の方。 
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○（国領町３丁目） 

 国領町の○○と申します。 

 特別支援教育についてちょっとお願いがあるんですけれども，今，息子が小学校で特別支

援教室，通級のほうを利用させていただいています。巡回指導で平成 30 年度から拠点校が

４校から８校の倍になると聞いているんですけれども，国領小のほうが拠点校にはなってい

ないということで，どうしても巡回指導なので，担当の先生が常にいらっしゃらないという

ところで，その日あったことが相談できなかったりとか，問題があったときにすぐ連絡がと

れないというところで，毎日ちょっと困っていることがあるんですけれども，拠点校でない

巡回指導の小学校には，特別支援コーディネーターの先生，今１人ずつしかいらっしゃらな

いと思うんですけれども，コーディネーターの先生の人数をちょっとふやしてほしいという

お願いで，やはり，通級を利用していなくても配慮が必要な子は今とてもふえているように

感じていますので，いろいろな配慮が必要な子に手厚い指導ができるように，コーディネー

ターの先生をふやしてほしいと思っています。 

 あと，普通の教職員の方々の発達障害に対する理解をもう少し深めていただきたく思って

いて，研修のほうとかやっているのかどうか，少しはされていると思うんですけれども，も

う少し徹底していただきたいなと思っています。 

 狛江市とか他市のほうに情緒障害の特別支援学級のほうがつくられているという話も今聞

いていますので，調布市のほうでもできたらいいなと，親としては思っているんですけれど

も，今後そのような計画とかあるのかというのをちょっとお伺いしたいなと思いました。 

○長友市長 

 ありがとうございました。先ほどもほかの方のご質問のときに申し上げたように，私自身

も年に何回か，具体的に親の会の方等とお話をさせていただいて，そのたびに，お子さんの

年齢層によって，また障害もいろいろな形があるということで教えていただいて，少しずつ

体制に即応したものを整えようとはしております。きょうもそういうことで，通級の拠点校

がふえたことはいいことであるけれども，端的にいえば，全校同じような体制で面倒をみる

ような形がやっぱり望ましいというご質問だと思うんで，それは全くそう思いますので，ま

ず，総体的にはそれに努めてまいりますといっておきます。 

 それから，これは既にご承知のことだと思うんですけれども，各学校の支援体制として，

市として，また都の予算としてということで，いろいろな人員配置がなされていて，市とし

てはスクールサポーターを各学校に１名ずつ配置している。東京都としては，特別支援教室
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の専門員を各学校に１名ずつ配置した上で，巡回指導教員と担任，保護者との連携を保つよ

うにさせていただいている。特別支援教育コーディネーターを各学校で数名指名して，支援

の充実を図る。これは東京都の予算の中でなんですけれども，それは基本的な現在の我々の

体制でございますので，そういう意味においては，私どもは，拠点校と巡回校の差異がなく

なるように保っているつもりではあるんです。ただ，今おっしゃったことと私どもの基本的

な考え方にちょっと微妙にすり合わないところがあるのかもしれませんので，後でもう一回

確認をさせていただきたいと思います。 

 それから，情緒障害云々等で，ほかの自治体の例では，ちょっと正直申し上げて，狛江の

例と今私が知っているわけではありませんので，確認いたします。狛江，その他で同様のこ

とが行われているのかどうか。行われているとしたら，その内容はどうであって，調布市に

おいても参考として取り組んでいる例があるかどうか，これはしっかり確認してお答えさせ

ていただきます。今ちょっとわからないよね。すぐには。では，なるべく早くお答えいたし

ます。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，続きまして，残りのほうがあと５分少々というところなので，あとお１人かお

２人というような状況なんですが，いかがでしょうか。いらっしゃいませんか。無作為抽出

の方，よろしいですか。では，一番奥の女性の方，お願いいたします。 

○（国領町１丁目） 

 国領の○○と申します。 

 調布に住んでもう何十年，50 年以上たつので，本当につぶさに調布の変化をみてきてい

るんですけど，いいことも悪いこともあると思うんですけど，つい最近，京王帝都の地下化

のところに駐輪場が幾つかできましたよね。あそこを朝歩いているときに，すごく暑いのに，

シルバー人材の方が汗を流して，日陰もない。最初つくるときにわかっているのだから，何

で日陰みたいな，屋根みたいなものが，逃げる場所がないんだろう。寒ければ寒くて大変だ

ろうと思うんですけど，そういう人が休める場所。駐輪場の時間が午前中の何時から何時ま

でとおっしゃっていたんですけど，夕方はいないですよね。でも，一番暑いときに働くのが

わかっているのに，屋根もなくて，帽子も麦わら帽子をかぶる，お許しくださいとか，そん

なポスターみたいなのもあったことがあって，それは市民の側がシルバーの帽子をかぶって

いないのはおかしいんじゃないかみたいな苦情があったんじゃないかと思うんですけど，そ
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ういう苦情をする側も，つくる側も優しさに欠けているような気がすごくして，もっと先を

見越してね。 

 さっきの，公園をこれから開発なさるから，調布の駅前に緑ができるのはすごく期待して

いるんですけど，緑は確実に減っているんですよね。やっぱり市長が住んできて，そう思っ

ていると思うんですけど，ボール遊びもそう。うちの子どもも，どこで遊ぶんだって。遊ん

でいれば苦情が来て，この前はうちの孫が警察を呼ばれちゃって，そういう子どもを大事に

できない行政って，やっぱりこれから先，いいまちにはならないんじゃないかな。やっぱり

自分だって子どもだったんだし，子どもはこれから大人になるわけで，そういう子どもを大

事にしていける調布市の行政であってほしいと思うんですよね。セントラルパークみたいに

夜入ったらもう生きて帰れないぜみたいな，そんな広い公園は要らないけれども，提供公園

みたいに誰も遊んでいない小っちゃい公園なんか，あっても仕方がないんじゃないのと思う

ようなところもいっぱいあって，調布市の子どもたちが安心して安全で遊べる公園づくりと

いうのも，もっときちっと考えていただきたいなと思うんですけど，ごめんなさい，最後で，

以上なんですけど。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

○長友市長 

 ちょっと確認させていただきたいんですが，今おっしゃったのは，駐輪場があって，例え

ばシルバー人材センターの方等が整理員に当たっておられると。その方が暑さ寒さ厳しい折

に少し休憩というんですか，休むような，そういう空間，設備もないのがおかしいというこ

とですか。 

○（国領町１丁目） 

 ええ。緑もないから。布田も国領もそうです。屋根のある駐輪場の方は，雨が降れば屋根

の中へ入って，人が来ないときは休めばいいわけじゃないですか。でも，布田も国領も，全

く緑というか，これから大きくなるかもしれないけれども，雨が降ったら，そのおじさんた

ちはそこにずっと立っているわけでしょう。それでいいのかな，優しさに欠けるなとすごく

思うんですよね。 

○長友市長 

 おっしゃったことはわかりました。日によっては大変な気象条件のときもあるでしょうか

ら，それは確認してみます。 



- 40 - 

○（国領町１丁目） 

 だから，お水飲んでいますか，熱中症にならないでねといったんですけど。 

○長友市長 

 そうですよね。そこで倒れられたら。 

 それから，ご質問のあった中で，公園の整備については，かなり頻繁に私どもも検討して，

なかなかスペースを確保するのも調布の中では難しいところではありますけれども，何らか

の要因で１つのところが使えなくなったら，ぜひ代替地をなるべく近くにというようなこと

は当然考えておりますけれども，お金は，予算はさておくとしても，スペースの確保という

ことに関しては極めて難しい状況に。調布だけではありません。この近隣の自治体，先ほど

も申し上げましたように，１平方キロ当たり１万人以上住んでいるまちでございますので，

大変苦慮している。ただ，○○さんおっしゃったように，基本的な姿勢としては，ぜひ確保

して充実をさせていきたいということを考えている。これは間違いないところです。 

 それから，それに付随してもう１つだけ。これはこちらの受け取り方かもしれませんが，

子どもを大事にする行政，それはそう思っております。ただ，結果としてそうできないこと

の要因の１つは，近隣の方のご理解が得られないということです。 

 武蔵野か何かで有名になりましたけれども，武蔵野も含めてなんですが，保育園待機児を

何とかしなきゃいかんということで，ない土地を探して用地はみつけたけれども，結局開設

できなかったのは，近隣の方からやっぱりやめてほしいと。それは，大方は高齢の方ですか

ね。全員とはいいませんが，高齢の方が多いです。どういうことかというと，もう自分の要

望，市に対する注文は静かな環境を保全してほしいと，それだけですと。あとは自分は家族

とともに静かな環境で暮らしたい，それだけが願いですと。これも市民の意見ですから，そ

れを全く無視することもできない。そこにお願いにお願いを重ねますけども，何とかそこを

ご理解をといいますけれども，理解が得られないで，我がまちも開設できなかったものが１

つではなかったかもしれません。複数だったかもしれません。ただ，そういう意味で考えれ

ば，行政にそういう視点が欠けていると思われたときには，ぜひ今後とも教えていただいて，

我々も検討いたしますが，23 万人，全市的なご理解もぜひいただかないと，なかなか片づ

かない複雑な問題にもなりつつありますということは，責任回避でいっているんじゃないで

すけれども，ぜひ，ここにおられる方にもお願いを申し上げて，広範なご理解をいただいて，

公園の問題も，保育園をつくる問題も，クリアできる問題はしていきたいなということ。こ

れはお願いですかね。よろしくお願いします。 
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○司会者 

 ○○様，よろしいでしょうか。 

 それでは，定刻となりましたので，これをもちまして，市長と語る・ふれあいトーキング

を終了とさせていただきたいと思います。 

 なお，市長も最初に申し上げましたとおり，この会はこのような形でやらせていただいて

おります。今，お手元のほうにはアンケート用紙がございますので，忌憚ないご意見をお願

いできればというふうに思います。 

 それでは，本日は長い時間にわたりましてありがとうございました。 

 

  閉会 午後０時２分 

 


