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と き  平成３０年８月１９日（日曜日） 

ところ  調布市教育会館 ３階 会議室 

 

 

平成３０年度 

市長と語る・ふれあいトーキング 

（第１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。本日はお暑い中，こんなにも多くの皆様にお集まりいただ

きましてありがとうございます。定刻となりましたので，これより平成30年度第１回目の

市長と語る・ふれあいトーキングを始めさせていただきたいと思います。 

 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，おはようございます。市長の長友でございます。週末日曜日の大変貴重な時間

帯，こんなにも多くの方にお集まりいただきましてありがとうございました。 

 以前は，10年以上にわたって，１年間を通じて12回はなかなかできないんですが，10回

ぐらい，地区を渡り歩くようにやっておりました。その地区の固有の問題等を大変詳しく

教えていただくようなことがあって，これはこれで成果は上がったなと思っておったんで

すが，ともすると何年も同じような質問が出るようなこともありまして，それで思い切っ

て，二，三年前から無作為抽出というのをやってみようということで，全く意図なく，無

作為にこちらからお知らせを出させていただいて，その中から時間をとっていただける方

に地区を問わず集まっていただいて，調布市内のさまざまな問題についてご質問を頂戴し

たり，またご意見をいただいたりということを続けているわけでございます。私どもも一

回一回，大変勉強になるなという思いでやらせていただいております。 

 本日，質問をいただいて即座には回答できないものはもちろんございます。それについ
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ては，週明けなるべく早くお答えをお返しするようにということに努めてまいりますので，

ご理解いただきますように。 

 最後に，ご存じの方もおられると思いますが，来年９月20日，ラグビーワールドカップ

日本大会の開会式，開幕戦，東京都調布市で挙行すると。ワールドカップは９月20日から

11月前半までやるんですが，１ヵ月半の間に48試合，全国で挙行する中で，12の会場があ

りますから平均すれば４試合ということになるんですが，東京は唯一，開会式，開幕戦か

ら３位決定戦に至るまで，味スタだけで８試合やっていただくということが決定しており

ます。 

 そこから１年以内にオリンピック・パラリンピックが調布にもやってくる。そして，結

果的にはラグビーワールドカップ，オリンピック・パラリンピック，この３スポーツ大会

を開催するのは全国で東京都調布市だけという幸運に恵まれているということもございま

す。 

 皆さんご存じのように，まちづくりは調布駅前を中心に鋭意進んでおります。そのよう

な中で，我々は楽しさを享受するとともに，一番大切なのはやはり日々の生活でございま

すから，これを着実に前進させるように皆様方のご意見を聞きながら，一歩一歩，また前

進してまいりたいと思っております。 

 本日は限られた時間ではございますが，ひとつよろしくお願いいたします。 

○司会者 

 次に，本日の調布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

者一覧がございますが，まず市長の右側のテーブルでございます。副市長の伊藤でござい

ます。その隣，行政経営部長・今井でございます。その隣，行政経営部参事・荒井でござ

います。その隣，都市整備部長・八田でございます。最後に，私の隣となります。市民部

長・城戸でございます。どうぞ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，皆様に幾つかお願いがございます。スクリーンや

お手元の次第をごらんください。まず，本日のご発言についてでございます。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，ご発言につきましてはなるべく簡潔に，お１人様３分以内ということでお

願いしたいと思います。 

 また，皆様に，市政にさらなる関心や幅広い意見交換を目指して実施させていただいて

いるものでございます。ご発言につきましては，無作為抽出で事前にご案内させていただ
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いた方を優先させていただきます。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ている方のご発言の後に，時間の範囲内で

対応させていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 また，ご発言の際は，調布市のホームページに公開させていただきます。マイクを使わ

せていただきたいと思いますので，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。また，ご発言の冒頭にお住まいの住所，何々町ということで結構でござ

います。あと，お名前をお願いいたします。 

 なお，ホームページに公開いたします会議録につきましては，町名のみの記載とさせて

いただきますので，よろしくお願いいたします。 

 また，本日は報道機関の取材の申し入れを受けておりまして，皆様の後方からお顔が映

らない程度の撮影を許可しております。記録写真の撮影とあわせまして，ご了解いただき

ますようよろしくお願いいたします。 

 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。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，本日，司会進行を担当させていただきます市民相談課・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，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。まず最初にご発言されたい方，どうぞお手のほうをお挙げいただければと

思います。どうでしょうか。一番最初にご発言いただける方。では，Ａ列の白い女性の方，

お願いいたします。 

○（佐須町４丁目） 

 おはようございます。佐須町に住んでおります○○と申します。 

 私は保育園に通っている子どもがおりまして，行く行くは，今住んでいるところが変わ

らなければ柏野小学校に通う予定でおります。私のうちは，もみじの森保育園のそばにあ

るんですけれども，そこから柏野小学校に向かうまでの通学路を考えてみるときに，住宅

地は細い道が多い。細い道にもかかわらず，一方通行とかではなく車は両方とも通るよう

な道であったりとかもするので，恐らく住宅地ではなく農道のようなところを通って通う

のかなということを想定しているんですけども，そうした場合に，その農道に関しても，

側溝があるんですが，そこの側溝がかなり深いんですけれども，ふたがないところがある

ので，あと街灯も少ないですし，冬場は早い時間から暗くなってきたりとかもしますので，
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そういったことを考えると通学路がとても心配だなという不安が今あるので，そういった

ことの対策をしていただけるとありがたいなと思って書かせていただきました。 

○長友市長 

 ありがとうございました。柏野小学校とか佐須の児童館周辺のお話だということでござ

いますね。確かに，通学時間帯だけではないと思いますが，通学路の周辺の安全確認とい

うのは大変大事なことだと思います。時折そういうことでご質問とかご意見，いろんな地

区でいただいておりますので，その一環として，後で厳密に確認をさせていただいた上で，

できることをやっていきたいということをまず申し上げたいと思っております。 

 このあたりでは，確かに通学路で農地があって，ふたがないような水路等も一部あると

いうご指摘だと思いますので，確かに雨の日等も，より危険なことがあろうかと思います。

ですから，まずは通学路の管理は教育のほうでは教育委員会，それから私どもの部局のほ

うでは道路担当のセクションがございますので，厳重にまずチェックをさせていただいた

上で，できることをやっていこうと思っております。 

 ただ，当然のことながらそのスペースの所有者との関係というのもございますから，そ

れが農地を所有しておられる方であれば，そういう方を含めてお話をさせていただくとい

うのは当然のことになっていこうと思いますけれども，昨今，急な豪雨，大雨等もござい

ますから，あらゆる条件を勘案した上で，少しでも危険を除くようにというのは○○さん

のおっしゃったとおり我々も思っております。すぐにチェックをさせていただいた上で，

また具体的に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，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きたいと思います。いかがでしょう

か。お手をお挙げいただければと思いますが。では，Ｄ列の一番前の方，お願いいたしま

す。 

○（深大寺北町４丁目） 

 おはようございます。深大寺北町の○○と申します。よろしくお願いします。 

 無作為ということで，今回，何となく連絡させていただいて恐縮していたんですけども，

１つ気になっているのがあって，今，南海トラフとか地震のほうでこれからどんな災害が

起こるのかなというのが，一番地震のことが気になっています。 

 そこで，来月，防災の日とかも出てきますけども，学校のところで備蓄されているもの
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とか，この間，初めて調布市のホームページをみさせてもらって，その中で一番近くが北

ノ台小学校だったので，そこをみさせてもらったんですけど，おコメの備蓄が600キロと

かリヤカーが１台とかいろいろ備蓄しているものが書いてあったんですけど，一体，どれ

くらいの人数を想定しているのかなとか，それに伴って，どれぐらい人が来たときに，食

料だったらこれぐらい，何日間もっていますとか，そういった具体的な数字がちょっと見

えなかったので，これ，ちょっと不安だなと。 

 私も個人的に食料とか，皆さんそうだと思うんですけども，家で備蓄されていると思う

んですけども，よく期限が切れちゃったとか，そういったところで，ちょうど私もこの間

みて期限が切れちゃったパンとかがあったので食べたんですけど，どれぐらいの食料を用

意したほうがいいかなとか，一般的に３日間ぐらいは用意しておいたほうがいいとか，よ

くメディアとかではいっているんですけど，そういった数字的なところも何日間ぐらいあ

りますよとか，そういったものが書いてあれば何かわかりやすいのかなというふうに思い

ましたので，検討していただければなというふうに思いました。 

○長友市長 

 ありがとうございました。手短にお答えさせていただこうと思いますが，阪神・淡路大

震災があったときに，私自身も個人的には，もう生きている間，これ以上のことはないん

だろうと漠然と思いました。それがまた東日本と。 

 それで，今のお話以外になりますが，その２つの大きな災害の中で，例えば避難所のあ

り方とか備蓄とかいうのは，十分に学習効果があったんだろうかというのは大問題だと思

います。ただ，これは余り大きな議論にならないのは，誰の責任かというようなところに

派生していくと，また違ったことになるので。ただ，我々基礎自治体としては，本当にあ

す起こってもという感じで対処していかねばと当然のことながら思っておりますというこ

とをまず申し上げます。 

 それから，あくまでも試算の首都直下型地震，30年以内に起こる確率が70％といわれて

もぴんとこないんですが，あす起こってもしようがない。このときに，悲惨なことだけ先

に申し上げるわけじゃありませんが，まず被害想定というのがございまして，地域防災計

画から抜粋すると，我がまちの例で死者が45人，50人程度，負傷者が1,300から1,400人ぐ

らいと。そんなものもございます。 

 それと完全に符合するということではないんですけれども，我々も避難所体制とか備蓄

には努めて，まず，今１つご質問のあった食料のことでいいますと，３万4,000人分を３
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日間はもちこたえるようにということで，それぞれの防災備蓄倉庫の中にそれを分けて保

管させていただいているということでございます。今，全市的なことを申し上げておりま

すので，３万4,000人と申し上げたら，それじゃ，例えば小学校は20あるね，小・中学校

合わせたら28あるねと。それを割っていただければ一つ一つの備蓄倉庫に保管しておかな

ければいけない分量というのは出てくるというふうに思っております。 

 それから，医療体制については，医師会とか歯科医師会，薬剤師会，柔道整復師会の皆

様方とともに，毎年拡充して訓練を繰り返しております。災害拠点病院とどう連携してい

くかという訓練はやっておりますので，お近くでやる際，アナウンスをいたします。もし

加わっていただければ見学いただきたいと思っております。 

 それから，仮設住宅のところまで，やっぱりこれは本当に起こる可能性があるわけでご

ざいますから，今，最低限のことは既に検討させていただいているということであります。

ただ，今いったような量で十分なのかどうか，まだまだ検討の余地はあると思いますので，

拡充していきたいと思っております。 

 それから，これは非常に難しいところで，十分過ぎるということを余りいうなというこ

とも我々はいわれているんです。今おっしゃったように，○○さんのように，まずご自分

のご家庭で最低限，どこも用意をしてくれなくても家族分の二，三日のものはもっている

というのが最高に望ましい姿でございますので，避難所に行けば大丈夫ですと余りいうな

というのも東京都等との連携の中では出ているというのは，きょう正直に申し上げますの

で，これは非常に答えにくい質問でもあるんです。 

 それから，最後に，東日本大震災があったときに，さっき申し上げました小・中学校は

28校ありまして，地域差がございますよね。多摩川に一番近いところから３段階の上のと

ころまで。それから，住宅地なのか農業用地が多いところなのか，それぞれ事情は異なり

ますので，気をつけることも違うんですね。ですから，完璧とは申しませんけれども，あ

のときから，起こった７年前から，各小・中学校ごとに３日間の体制はこうなっていると

いうのは，一応仮想のものがホームページからみられるようになっておりますから，ぜひ

お時間のあるときに，自分の一番近い小学校，中学校の体制はどうなっているんだという

のをチェックしていただければ。そこでまた，きょうのようにご質問がありましたらどん

どんお寄せいただいて，最善を尽くすわけでありますが，完璧というのはどこまで行って

もありませんから，改善に改善を加えて，今申し上げましたように最低限の備蓄と避難所

のあり方，それから医療救護するときにはどうするかということを毎年毎年訓練を重ねて
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やっております。ぜひ一緒に考えていただければというふうに思っております。 

○（深大寺北町４丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，次の方にまいらせていただきたいと思います。では，Ｂ列のチェックの男性

の方，お願いします。 

○（染地２丁目） 

 染地に住んでおります○○と申します。よろしくお願いします。 

 おくれましたけど，長友市長，ご当選おめでとうございます。長友市長がまたやってい

ただけるということで安心しております。 

 というのも，私も人生の半ば以上，知らぬうちに調布市に住民票を移して経ちまして，

大変愛着を感じているまちになったなと思っているんですけども，その中で唯一，ちょっ

と不満なのが，調布というネームバリューがいまいち，このまちのいろいろな状況に比べ

て不足しているかなという気はしています。何かあると府中だとか何かはそれなりに取り

上げられても，それに比べると調布がちょっと不足しているなと。 

 その中で，先ほどもお話がありましたけれども，ラグビーのワールドカップとかオリン

ピック・パラリンピックが来るというのは非常にすばらしいことで，私は調布市民として

逆の意味での責任も感じます。 

 ２つぐらいお願いなんですけども，これは当然，皆さんのほうでもお考えになっていら

っしゃると思うんですけども，これをいかに盛り上げるかということで，１つは単なる思

いつきなんですけども，せっかくのこういうチャンスですから，ワールドカップだとかオ

リンピック・パラリンピックの期間中に調布の花火大会の期日を合わせるとか，あるいは

調布よさこいの期日も合わせて，そういう場に例えばパラリンピックの選手が車椅子で一

緒に参加していただけるとか，ちょっとパフォーマンスかもしれませんけども，それも１

つの海外の方との交流ということで盛り上げる要素になるんじゃないかなという気もしま

す。実現はなかなか難しいと思うんですけども，そういうのもあるかなと思います。 

 それと，もう１つは，先ほど責任という意味でもありましたけども，やっぱりせっかく

やっていただける会場が，私は超満員になってもらいたいと思うんですね。当然，開会式

だとか日本人が出るのは完売になると思うんですけども，そうじゃないような試合もある
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と思うんですよ。どうなるかわかりませんけどね。そういうときには，ぜひ我々の税金を

使っていただいて結構なんですけども，小学生だとか中学生とか，あるいは地域の方に多

少安くでもいいんですけども，そういうもので，わかりやすくいえば調布市民を動員して

でも調布で開かれる競技は満員にするぐらいの意気込みがあったらいいなと。そんな私の

気持ちを述べさせていただきました。 

○長友市長 

 ありがとうございます。調布はネームバリューがいま一つかといわれると，東京には，

実は62の市区町村があるんですが，23区のもともと人が集まるようなところからすれば，

旧来は多摩全体がそれよりは少し地味だったかもしれませんね。ただ，今，調布のみなら

ず，立川のにぎわいだとかいろんなところをみていきますと，武蔵野市の吉祥寺は，もと

もとあれだけのすばらしいエリアでございますし，このスポーツ大会も含めて，多摩がこ

れから多くの方の注目を集めるということは間違いないし，まことにありがたいことだと。 

 私，カウントしてみてもいいんですが，ここ一，二年で，多摩の中ではいろんな意味で

ニュースとして，また観光情報として調布が取り上げられる度合いが非常に高くなってき

たなということはありがたいことだと思っているわけでございます。 

 それから，２年連続，世界を代表するスポーツ大会が来て，いかに盛り上げていくか。

先ほどラグビーは８試合と申し上げましたが，味の素スタジアムが満杯になると，ちょう

ど５万人ぐらいなんですね。これは，プロの予測では国外の方もかなりたくさん来られて，

ほとんど満員になるんじゃないかといわれていますから，これだけで国内外30万人から40

万人の方が来年９月から11月にかけて訪れることは間違いないだろうと。そこに加えてオ

リンピック・パラリンピックということでございます。 

 私は，基本的には○○さんのおっしゃったことは大賛成で，既にその準備は始まってい

ると申し上げたいと思います。ことしは８月26日ですが，よさこいがございます。それか

ら，ことしは10月27日ですが，花火大会もございます。こういうようなものを来年，再来

年実施するに当たっては，相乗効果に結びつけていくというのは全くそのとおりでござい

ますから，それ以外も含めて，今いろんな仕掛けを準備しておりますから，ぜひわかりや

すい形でお伝えいたしますので，市民全員にも協力いただいて盛り上げていくと同時に，

調布を訪れていただいた，特に初めて来る方にいい印象をもってリピーターになっていた

だきたいというふうに思っているところであります。 

 ボランティアの募集も秋ぐらいから本格的に選考が始まります。大会ボランティアと都
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市ボランティアという名前。大会は，文字どおり各競技を運営するときのお手伝いです。

都市ボランティアというのは，そのまちに来られた方の接遇等に当たっていただくのが都

市ボランティア。これは大会全体ですから調布だけではありませんが，それぞれ数千人ず

つ必要になってまいります。我々のまちでも100人単位のボランティアを募集する必要が

出てくると思いますので，ぜひそういうときにも積極的に加わっていただければなという

ことであります。 

 会場に関しましては，オリンピックはサッカー，近代五種，７人制ラグビー，バドミン

トン，それから自転車のロードレースの一部ということであります。パラリンピックは一

番人気のある車椅子バスケットの会場に武蔵野の森総合スポーツプラザが指定されており

ます。ロンドンで聞いた例では，パラリンピックまで含めてチケットは完売するけれども，

会場は閑古鳥というのがあったらしいんですね。そこは何とかしなきゃいけないと，まさ

におっしゃったとおりで，やっぱり会場を埋めなきゃいかんというときには近場の調布の

中でという話になるでしょうから，そういうことを市民の方にお願いする場面が出てくる

んじゃないかなと。今，既にスポーツ関連団体の方とはそういうお話し合いも始めさせて

いただいております。 

 ただ，ラグビーの抽せんに応募された方もおられるかもしれないんですが，チケット，

なかなか手に入らないでしょう。本当に関係者でもなかなかそんなに手に入らないぐらい

人気のあることになってきております。ただ，オリンピック・パラリンピックの全種目ま

でというとそこまではいかないでしょうから，今おっしゃったように，埋めるからには優

先的な扱いも考えていただければ，それも私どもは組織委員会とか東京都と話し合ってい

きたいと思っております。ですから，今おっしゃったことには全面的に私どもも大賛成で

ございますので，今後とも知恵を貸していただきたいということと，具体的に協力可能な

部分については，ぜひ参加をお願いできればと思っております。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，続きまして，次の方にまいらせていただきたいと思います。では，Ｅ列の白

いポロシャツの眼鏡の男性の方，お願いいたします。 

○（上石原３丁目） 

 おはようございます。上石原から来た○○といいます。 

 ただいまのパラリンピックのお話の関連もあるので，すぐ手を挙げさせていただいたん
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ですけれども，私もオリンピック・パラリンピック，それからラグビー，非常に盛り上が

りを期待したいというふうに思っています。スポーツの盛り上がりも非常に重要なんです

けれども，一過性の取り組みというか形で終わらせるのではなくて，これを契機として，

さらに調布市に発展してもらいたいなというふうに思っております。 

 その観点の１つとして，スポーツはもちろんなんですけれども，国際化という観点で，

ぜひ調布市に頑張っていただきたいなというふうに考えております。オリンピック・パラ

リンピック，ここでは恐らく海外のさまざまな国からいろんな国が参加することになって

おりまして，ホストタウン，ホストコミュニティーといった取り組みも全国各地で非常に

進んでいるかというふうに思っています。 

 私の承知している限りでは，調布市はサウジアラビアだったかと思うんですけれども，

連携されていて受け入れということを聞いておりますけれども，ぜひほかの国にも目を向

けていただきたいなと。特に，やはりアフリカの小さな国とか，そういった国で代表団は

非常に少ないけれども，我々から余り接する機会が少ないような国々の方を受け入れてい

ただいて，それを契機に世界的な交流関係を深めていっていただきたいなというふうに思

っております。 

 国際派の長友市長には，ぜひそういった観点でご活躍を期待したいというふうに思いま

すし，せっかくなので，調布にはスポーツ以外にも映画とか文化といったアセットもある

と思いますので，そういった我々というか，市がもっているすべての資源を総動員して，

ぜひ国際化に努めていただきたいなと思います。国際化することによって，我々市民の視

点も広がってまいりますし，そういうことでまち自身が活性化していくという観点から考

えていきたいなというふうに思います。 

 また，特にアフリカなんて多分余りなじみのない地域だと思いますけれども，そういう

意識があればあるほどチャンスだというふうに思っていますので，せひひとつご検討いた

だければ幸いというふうに思っています。 

○長友市長 

 ありがとうございました。まず，オリンピック・パラリンピックを開催するのが14大会

56年ぶり，東京ですね。詳しくは申し上げませんが，こんなに短い期間でやれる国は全く

ないんです。ロンドンを調べてみたら64年ぶりでした。2024年はパリですけど，パリは前，

いつやったの。1924年。100年ぶり。ですから，何を申し上げたいかというと，私は小学

校６年生になっておりましたから，かなり鮮明に東京オリンピックを覚えております。記
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憶のあるうちに２回なんて，世界中で最も幸運なのが日本であり，東京であると。もっと

も，私はそのときは大阪にいたんですけどということをまず申し上げて。 

 それで，今，文化，国際的な観点とおっしゃったのは，私は100％そのように。子ども

心なりに，これは平和だからできるすばらしい大会なんだなというのを一生の感動として

分かち得た記憶がございますので，今，○○さんがおっしゃったような観点をぜひ強く打

ち出して取り組めればなと思っておりますし，市民の皆さんにもそのことを何回も何回も

お伝えして一緒にやらせていただきたいと思っております。 

 サウジアラビアと我がまちは何の関係があるんだというのをご存じない方に申し上げま

すと，これはサッカーなんです。日韓共同開催の2002年，今から16年前のワールドカップ

のときに，サウジアラビアが日本に来てからのキャンプ地で調布を指名してくれたんです

ね。調布でキャンプするぞと。それで，当時の調布市民も，じゃ，それを本当に喜びとし

て応援しようということで，そこから今までサウジアラビアとの交流が毎年続いているん

ですよ。フットサル競技大会をやったり，サウジアラビアの大使館とか文化学院が日本の

義務教育の生徒・児童を受け入れてイスラム文化だとかアラビア語を教えてくれたり料理

を提供してくれたりという心温まる交流が続いているので，今度，国がホストタウンを募

集したときに，じゃ，調布は当然サウジを。武蔵野はルーマニアとか，この近辺でもいろ

んなまちがホストタウンとして受け入れるんで，まずはサウジと関係があるんだというこ

とは，ぜひ記憶にとどめていただいて，ご協力いただける部分では一緒にやらせていただ

ければと思っております。 

 今までの経験も生かして，例えば今計画しているのは，我がまちにも国際交流協会があ

りますので，小学校５，６年生を対象にした英語体験授業，また全市民を対象にしたボラ

ンティア育成講座，それから世界の国，約９ヵ国の文化紹介やダンス，民族衣装の展示で

異文化の理解を深めるような多角的な取り組みを既に初めておりますので，これからも新

しいことを考えさせていただく部分があると思います。 

 あと，アフリカのとおっしゃった，ともすれば地理的にも遠く，余り文化交流，国際交

流のない地域を意識するのは，特にお子さんにとっては得がたい経験になると思います。

世界が広いということを実感していただくだけでも，この２年にわたる国際大会を調布で

やっていただく意義は極めて強いと思います。たまたま，ここ二，三年，ブルキナファソ

という国と交流ができて，これはひょんなことからなんですけれども，ブルキナファソと

いうのはアフリカの西海岸で，コートジボワール，象牙海岸という国があって，そこから
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ちょっと内陸に入った，昔はオートボルタといっていた経済的には小さい国です。そこと

の交流などで，今までにもナショナルデーを調布でお祝いしたりとかいうのは地味ですけ

どやっているんですね。 

 そういうようなことを含めて，私も今の市長になる前の仕事で最貧国を含めて30ヵ国ぐ

らい海外へ行ってまいりました。やっぱり知るところから重要だと思っておりますんで，

今，○○さんのおっしゃったことは，そういう意味で調布市としてももちろん全面的に賛

成でございますんで，これからまたいろいろアイデアがございましたら寄せていただいて，

オリンピックを目指すと準備期間は来年までが勝負なんです。来年までの間にできる準備

をしていきたいと思っております。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，次の方にまいらせていただきたいと思います。では，Ａ列の一

番奥の女性の方，お願いいたします。 

○（佐須町１丁目） 

 おはようございます。佐須に住んでおります○○と申します。 

 ５期目のご当選おめでとうございます。私は結婚以来，世田谷からこちらに引っ越して

きまして26年，ほぼ市長の任期中，子どもが３人できまして，３人とも無事育ち上がりま

して，今回も次男を誘ったんですけれども，残念ながら用事があって来られなくて残念で

ございます。 

 ご質問させていただきたいことが２つありまして，事前のご案内いただいたアンケート

にも書かせていただいたんですけれども，具体的な住宅の改修ということでご質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 １つは，平成18年に住宅の太陽光パネルというものを助成金でエコキュートと一緒にや

らせていただいたんですけれども，ご存じのように太陽光パネルの10年の買い取り制度と

いうのが来年終わりまして，私のうちもそうですけれども，省エネ課金というものが電気

料金の中に上乗せされていますけれども，調布の助成で10年たったご家庭というのは，う

ち以外のものもかなりの世帯が最終的に入ったと思うんですけれども，そういった方たち

が今後売電ができなくなる。そういった方たちに対しての調布の対応がどうなのかなとい

うことが１つ質問です。例えば，ご家庭で蓄電池を買うというとき，まだ高額ですので，

そういったものの助成をご検討されているのか，もしくは違う形でのご検討をされている
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のか，その辺についての太陽光パネルの助成をした後の連携性，連続性ということについ

てご質問です。 

 あと，２つ目は外壁塗装について最近よく市報に入りまして，外壁塗装というのは，や

はり自宅をもっていますと，それぞれ必ず補修が10年過ぎますと大体入ってくると思うん

ですけれども，そういったときに，塗料について住宅改修の助成金というものの対象にな

っていないんですね。自分のうちは去年やったんですけれども，私も事前にこちらの住宅

課のほうに新しい助成の検討になっているものについてもお尋ねしたんですけれども，ま

だ外壁塗装について，ほかの市区町村でもその事例はないということで，検討はしていな

いということを伺ったんです。 

 私の本籍地は千代田区でして，千代田区のほうに出向きまして調べましたところ，高機

能の遮熱塗料，非常に長持ちする，長期優良住宅を目指すような，新築ではなく――私は

主人の両親も含めて４世帯誘致しまして調布に住んでいるんです。みんな自宅で，ローン

を払いながら家を買っています。当然，そういった改修工事というのが，いずれ10年過ぎ

ますと，みんな頑張ってお金をためて建てた家をできるだけ長持ちして子どもに伝えたい

というようなものに対して，なぜ屋根，外壁塗装といったものが対象になっていないのか。 

 その割に，最近よく市報の中に外壁塗装についての業者選定で第三者機関がこういうこ

とをやりますよということのお知らせ，研究会，勉強会，そういったチラシが入っていま

す。私も参加しましたけれども，余りいいものとは思えませんでした。結局は連携してい

る一般社団法人になっていますけれども，そこに加盟している工務店，塗装業者の販売目

的がどうしても感じられる終わり方をするので，そういったものについて市報に入ってい

るということは，調布市自体も後押しをしているというふうに我々は思いますので，その

点についての公平性と，あと実際それがどうなるのかといったことを検討していただきた

いなと思って，外壁塗装に関しては，あまねくどのお宅も関係あることだと思うので，ご

質問させていただきたいと思います。 

○長友市長 

 ありがとうございました。環境問題は，まず非常に大つかみで捉えますと，結局国際的

な議論があって，有名なのは1997年のＣＯＰの会議は京都でやって，ＣＯＰ３で大綱を定

めて，それを実施に移すんで，各国が足並みをそろえるのに非常に苦労したとかいう議論

はここにある。それは正しい議論なんでしょうけど，結局はどういうことかというと，今，

○○さんがおっしゃったように，一つ一つの国で，地域で，調布市で，ご家庭でやる努力
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の積み重ねでしかないんですよね。ですから，そういう意味で全体を申し上げますと，環

境負荷の軽減に貢献しておられるということですから，それはやはり今後ともそれに対す

る地方自治体を含めた国全体の理解というのは進んでいかないとおかしいということはま

ず申し上げたいと思っております。 

 それから，そういう意味において，太陽光発電の設備等の設置の補助金だとか，民生用

燃料電池の設置補助金制度とか，ここまでは一応来ているということであるんであります

が，今おっしゃった特殊塗料による改修工事についてまで，まだなかなか私どもも間口を

広げ得ていないと。それはご指摘のとおりでございます。 

 千代田区まで調べていただいたり，いろいろな貴重な情報については，これからもぜひ

私どもも参考にさせていただかないといけないんで。ただ，一旦開始するということにな

ると後戻りはできませんので，どうしても慎重にならざるを得ない部分はあるんですが，

先ほど申し上げましたように，太陽光イコール化石燃料を使わない代替エネルギーでこれ

から地球を守っていくということでございますので，本当に貴重なお取り組みとして，私

どもも支援をさせていただきたいという気持ちは十分ございますので，なかなか一挙に塗

料のところまで行っていないというのはご指摘のとおりでございますが，真剣に考えさせ

ていただきますので，よろしくお願いいたします。 

○司会者 

 ○○様，ありがとうございました。 

 それでは，次の方に行かせていただきたいと思います。先ほどから一般の方，お手を挙

げていただいていますが，恐れ入りますが，無作為の方優先で，Ｃの奥の男性の方，お願

いいたします。 

○（富士見町４丁目） 

 おはようございます。富士見町の○○といいます。よろしくお願いします。 

 幾つか，はがきにも書かせていただいたんですけども，先ほどの話に戻ってしまいます

けど，災害とか，昨今非常に多い中で，私も生まれてこの方，ずっと調布なんで長いんで

すけど，富士見町というのは古い住宅地で，最近は皆さん，高齢化されて古いうちがどん

どん新しく建てかわったりなんかするとともに，道路もかなり整備が進んでいるような様

子はあるんですけども，住宅地の細かいところの道路，一番最初の質問にもありましたけ

ども，側溝ですとかそういったところ，私の自分のうちの前のところは調布市の市道なん

ですけど，数年前に家をちょっといじって，ちゃんと側溝をつくってほしいなと思って市
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のほうにも一応申請したんですけど，いまだに実はできていないんですね。 

 ネックになったのは昔ながらの私道が側面にありまして，私道のところというのは，や

っぱり手つかず。うちの近所にもあるんですけど，いまだに地道だったりする。幸いなこ

とに私のところは舗装されてはいるんですけども，側溝との境界線みたいなところが明解

にならずに，結局近所のもめごとになったまま。それがネックで，結局市道のほうも整備

されないというようなのもあって，そういう住宅地の細かいところですよね。ぜひ，でき

れば市とかが介入していただけると，ご近所との関係もスムーズにいくのかなというふう

に思いますし，結局いざこざで片づかないまま放置されているというような状態なんです

ね。ですから，ぜひそういったところにも市で介入していただけると非常にありがたいの

かなというのと，そういうのが結局，細かな住宅地の環境整備，道路整備，水害だとかに

結びつくのかなというふうに思います。 

 そのお願いと，もう一点は，うちはちょっと広い道路から細い道路に分岐する地点なん

ですけど，東京都はどうも進めているようですけども，電線，電柱の地中化みたいなもの

ですかね。うちは２階の窓から見上げますと，物すごいおびただしい電線の量なんですね。

昨今，ケーブルテレビだとか光回線だとかいろんな線がふえているんで，まあ，物すごい

んです。こういう細かい住宅地のところ，広い道路の，それこそ西調布のあたりとかあの

辺は地中化が進んでやっているみたいですけど，あれは都道なんですかね。都でやられて

いるのかわかりませんけど，市道レベルのところは本当に先日の強風ですとか雪が降って

もそうですし，物すごい揺れたりなんかして非常に危険ですよね。何か災害があったとき

に，二次被害というか，物すごく大きいんじゃないかなと思いますんで，ぜひそういった

ところにもちょっと細かい住宅地の電線ですとか道路整備というところにも目を向けてほ

しいなというふうに思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○長友市長 

 どうもありがとうございました。１つ目におっしゃった点というのは，なかなか簡単そ

うにみえて，権利関係のこともございますし，うまく勢いよく前に進めていきづらい点が

あるというのは率直に申し上げたいと思っております。行政の計画だけで，こうやります

からといってできるものではなかなかないということでございますけれども，ただ，そう

いう中にありましても，やっぱり一つ一つできることに取り組んで，片づかないまま放置

とおっしゃいましたが，それをなくしていかなきゃいけない。安全性とか防災性，それか
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ら住環境等の面で。でありますので，２年前になりますが，平成28年３月に道路網計画と

いうものを一応つくり上げた中で鋭意取り組ませていただきたいと思っております。 

 それには，しかし今おっしゃったように，地権者の自己の所有だけでない観点も含めた

皆様方のご協力も必要になってまいりますんで，ぜひおっしゃった地点においてのご相談

はこの後，具体的に詰めさせていただければ，厳密に把握させていただきますので，ひと

つよろしくお願いしたいと思います。 

 それから，もう１つの観点で電柱，電線の地中化の問題については，多分よくいわれる

と思うんですが，いわゆる先進国でこんなに電柱の立っている国は多分ないんじゃないか

と思うぐらい，ある意味では日本はおくれている。私は専門家でないんでよく知りません

が，海外の大都市もある時点で相当思い切ってやったということは聞いたことがあります。

東京の場合は気が遠くなるほどの作業が必要なんでしょうけれども，やはり日々の交通も

そうでありますし，防災面の緊急車両の通行なども考えていく。あとベビーバギーを押し

ておられるご家庭とか，いろんな意味で危険性の除去も含めて，景観の問題もございます

し，取り組まなければいけないということで，これからも鋭意やりたいと思っているとこ

ろであります。 

 今のところは，ちょっと例でもおっしゃっていただいたように，西調布駅の北側だとか，

今度オリンピックがあるということで，2020年大会会場の周辺，それから深大寺のあたり

についても我々は取り組んでいくということでやらせていただきます。 

 ただ，幾つかの問題がある中で，ばかにできないのは地下埋設物の関係があって，これ

は社会実験をやってもいいんじゃないかというのが甲州街道の旧道でも何年か前に話があ

って，それはおもしろいなという議論はやったんですけども，やっぱり地下埋設物をどう

するのかということで，電柱を取り除いても地下におけるスペースの問題というのは，地

点によってはなかなか難しい問題があるなということは経験としてございましたので，そ

ういうことも含めてクリアしながら，やはり将来的にはなるたけ電柱はなくして，もとも

と広い道ばかりではない日本の状況でございますんで，今，○○さんがおっしゃったよう

な方向が全く望ましいと思っております。小池さんは力を入れる施策の中で，これをかな

り重点として挙げておられますので，ということは東京都も積極的にやるし，都道でない

私どもの道のところでも多分いろいろな補助を考えていただけるという可能性があると思

います。そういうのを段階的に追求していきたいなと思っております。 

 もし何か今の２点でつけ加えることがあれば。 
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○八田都市整備部長 

 都市整備部長の八田でございます。ご質問ありがとうございます。 

 特に電線類の地中化に関しては，新たに取り組む都市計画道路の整備においては，電線

類の地中化をしております。例としては，今，調布駅の北口ロータリーの整備がこれで３

年目になりますけども，電線類の地中化を施しています。これまでの間，国領駅，布田駅，

西調布，飛田給を整備する際にはやっておりますが，ご指摘をいただいております生活道

路に関しては，なかなか財源的なものも含めて課題であると認識しておりますので，工夫

をしながらやっていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○司会者 

 ○○さん，そういうことでお願いできればと思います。 

○（富士見町４丁目） 

 ぜひ生活道路のほうが重要だと僕は思うので，お願いします。 

○司会者 

 承らせていただきます。ありがとうございました。 

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

の一番奥の女性の方，お願いいたします。 

○（国領町８丁目） 

 こんにちは。引っ越してきたばかりで今回来られてすごく貴重です。ありがとうござい

ます。娘が小学校１年生になるときに，調布市は子育てしやすいということでこちらに引

っ越してきました。○○と申します。 

 それで，子育てについてちょっと質問があるんですけど，小・中学校の黒板，それは都

とか日本全体にいえることだと思うんですけど，みんな今，黒板を使っていますよね。今，

私は職場がインターナショナルスクールで，全部クラスにホワイトボードというのでコン

ピューターのスクリーンみたいなのがついていて，それで全て授業を行っているんです。

イギリス人の同僚が日本はまだ黒板を使っているのか，信じられないみたいに質問してく

るぐらい，冗談でいっているんですけど，黒板には黒板のよさがあると思うんですけど，

これから小学校がプログラミングを結構重視してやっていくということだったので，それ

に伴って黒板をホワイトボードに切りかえるというのは調布市が進んでやっていってくれ

たらいいなと思っています。 

 それから，さっきの地震のことじゃないですけど，建物の耐震性で，避難する小・中学
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校の耐震性はどうなのかなと。小学校は結構新しいところもあるんですけど，私の娘が行

っている小学校は割とぼろというか，ひびがあるなと思ったり，学童のほうもこんな古い

建物でちょっと大丈夫かなと思っているんですけど，恐らく調べてはくれていると思うん

ですけど，そういうところを徹底していただきたいなと思います。 

 それから，小学生とか中学生は申請するとスポーツ施設を無料で使えるというようなの

を市のパンフレットみたいなのでみたんですけど，小学校に入ると同時にとか，生まれた

のと同時に全部，小学生，中学生，幼児も無料にしていただけると，すごくやりやすいか

なと思いました。 

 それに付随して，市のメインのところというか，公園に行くところとか病院に行くとこ

ろとか市の体育館とか，そういうところに行けるような市バスみたいなものを整備しても

らえると大変助かるなと思いました。それによって車をそんなに使わなくてもいいのかな

というふうにちょっと感じました。 

 以上です。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。ちょっとお待ちください。 

○長友市長 

 ありがとうございました。やっぱり教える内容が旧来と変わってきている，これからも

内容に応じてどういう媒体を使うかという違いは出てくるんでしょうから，おっしゃった

ことはわかると思います。 

 それから，黒板だけでない教え方を私も見学したことはありまして，その必要性もわか

るつもりではございますから，教育委員会がどう取り組んで，これからどうしようとして

いるのかというのは確認させていただいて，これはご連絡できると思います。 

 それから，小・中学校，児童・生徒が通う施設における耐震性の問題というのは明らか

に重要な問題でありまして，これは東日本大震災の前に既に全部検査し，完了したという

ことでよかったかな。 

○今井行政経営部長 

 22年度までに学校施設の耐震化は完了しております。 

○長友市長 

 たまたま大震災の前だったんですけど，前倒しをして，耐震化は体育館，教室，学校施

設については全て終えております。ですから，一見ちょっと危ないかなと思われるものも
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あるかも。それは，よほどご心配になったら，また尋ねていただければお答えしますけれ

ども，平成22年度までに基本的に全部終わっております。震災が23年３月だったですかね。

それで，ああ，よかったな，震災前に終わっていてといったのを記憶しておりますから，

そういうことでご理解いただければと。 

 それから，３番目のことに関しては，私は余りそこまで詳しくは，現状がどうなってい

るかというのは正直に申し上げて知らないもので……わかる？ では，ちょっと答えても

らいます。 

○八田都市整備部長 

 スポーツカードの関係だと思います。小学校の子どもたちが，例えば土曜日だとかに登

録いただいたカードを出すと無料になるというものを幼少のころから適用してはどうだろ

うかということでございますよね。少し担当のほうと話しながら，適用ができる余地を模

索したいなと思いますので，ちょっと検討をさせていただきます。 

 あと，巡回バスの関係ですね。調布市ミニバスを市単独でやっておりますけども，ご案

内いただいたご質問の向きは，施設ごとの循環バスを出してはどうだろうかという内容だ

と受けとめております。現在，東地区，仙川から北側，それから調布駅から西側，それと

北部側と単体でミニバスを運行しておりますけれども，ご案内をいただいたのは施設間の

内容と考えられますので，今後導入ができるかどうか検討していきたいと思います。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。多岐にわたりましてありがとうございました。 

 それでは，続きまして，次の方に行かせていただきます。では，Ｂ列の緑の男性の方，

お願いいたします。 

○（飛田給２丁目） 

 飛田給在住の○○です。 

 先ほどバスの話と調布駅の話がちらっと出てきたんで，それで聞きたいことというか，

お願いしたいことですかね。調布駅，去年，ビックカメラだとかいろいろ施設ができて，

それで駅前のロータリーとかもいろいろ変わりましたけど，先日バスを利用した際に駅の

北口から立ったんですけど，どうも混雑がひどくて，調布駅周辺の例えば駅前のロータリ

ーにしても，ビックカメラの南北のところにもともとあった通路が閉鎖されたりだとか道

路が減ったりだとか，あとは単純に道幅が狭かったりだとかして混雑が非常にひどいとい
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うことで，これを何とかしてほしいなというのがあります。 

 以前，３年ぐらい前に市のほうの道路説明会に行った際に，調布駅の東側の３・４・28

号線という調布ケ丘の交差点から，調布駅の東側に今つくっているちょっと広目の道がで

きるから，いろいろその辺の混雑は解消されるんだ的な話を聞いているんですけど，そこ

から先の品川街道までのところがまだ全然できていないようで，こういった未成線の改善

をどんどん進めていってほしいのと，あとは，そういった未成線について，これからいつ

ごろできるかというのをちょっと聞きたいです。 

○長友市長 

 ありがとうございました。基本的には当たり前の話でありますけど，我々は順次計画を

つくって，オール調布の観点から優先度合いを決めて，１つは十分に全部手がけるだけの

お金がないということに尽きるわけでありますけども，徐々にやっていくということでご

ざいますから，どの路線にしても計画をおくらせることのないようにということはありま

すが，ごらんになっていただいていて，あそこまで整備ができているなら一気にやればい

いじゃないかというのが，実は各地域でご質問はたくさん出るんですけども，なかなかそ

うもいっていないということに尽きると思います。 

 さっきいわれた蓮慶寺の通りもごらんになって，本当に長いこと時間がかかっているな

というご印象だと思いますね。もちろん用地買収，立ち退きに要した期間もございますけ

れども。そういうふうにみえるところもあろうと思いますけども，計画的に少しずつとい

うことに尽きるということになっておりますので，ご理解いただければということと，駅

のところの混雑は，今の整備を進める間は，多少はまだ我慢していただく必要があるのか

な。 

○八田都市整備部長 

 今の調布駅からちょうど旧甲州街道が渋滞が発生しているというご指摘だと思います。

調布警察と警視庁とも協議をする中で，鶴川街道の渋滞に起因して詰まってくるという内

容もありますけれども，信号のスムーズ化を図っております。土日，特に時間帯によって

混雑が発生したりということはありますが，大分解消しつつあるところもあります。先ほ

ど３・４・28号線という都市計画道路に関しては，旧甲州街道と甲州街道の間を暫定で拡

幅して往来をスムーズ化しております。北側は今ご案内したとおりですが，南側のほうが

まだ南下するラインが片側の一方通行になっておりますから，ここが課題だと認識してい

ます。 



- 21 - 

 

 加えて，先ほどご案内しました調布駅のロータリーの整備において，吉野家の牛丼さん

の前といったほうがいいんでしょうか，パルコの前のバスの降車場が２台分，今入ったと

ころにありますけれども，ロータリーが整備できれば，それが中に入ってスムーズ化しま

す。あと１年余かかりますけれども，来たるべきときには解消できる。ラグビーワールド

カップのときには解消できるような形で今整備をしているというご案内であります。 

 以上であります。 

○（飛田給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，続きまして，次の方に行かせていただきたいと思います。では，Ｅ列の一番

前の黒い女性の方，お願いいたします。 

○（多摩川１丁目） 

 多摩川１丁目の○○と申します。 

 調布駅前が大変きれいになってうれしいなという印象は受けております。今，まだまだ

整備中というようなお話でした。アンケートを事前に書かせていただいておりますが，こ

の先，タクシーの降車，乗車口は今のままなのかどうか。特に降車に関しまして，車椅子

とか手押し車を押しているような場合，そして雨が降った場合，今の状況は非常に厳しい。

若い方だったら，さっと荷物をもって難なくというところでおりられるんですが，これが

高齢者を車椅子からおろすというと，後ろの車のことも大変気になりますし，そこから駅

までの間，ぬれながら行かなくてはいけないとか，その辺は今後，仮設の屋根は非常に危

険だということも伺っておりますけれども，駅からタクシー乗り場まで，そしておりると

き，安全に何とかならないものかなと。今後整備を進められる中で，その辺はどのように

お考えかお知らせいただきたいと存じます。 

○長友市長 

 ありがとうございました。今，そのご質問をお聞きしていてぽっと思い出したんですが，

線路があった時分，線路がご記憶の方，おられるかな。線路があって，南側のところの道

に沿ってタクシー乗り場がすぐありましたね。あそこで，大雨が降ってきたんだけれども，

自分の用意が悪くて傘がなかったもんで，びしょびしょになりながら待っていたら，私の

前に乗ろうとした女性が，これ，差し上げますといってビニール傘をもらって，本当にあ
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りがたいやら，申しわけないやら，それを市報のコラムに書かせていただいたことを今ぽ

っと思い出しました。 

 タクシー乗り場にしろ，バスの停留所にしろ，そこまで歩いていくのに，今おっしゃっ

たように荷物ももっているし，傘を差すだけでも難儀するところ，待つということと，そ

こまでの動線が確保されたらということは全くおっしゃるとおりで，一口で申し上げます

と，当然，今，整備しようとしている広場ではそうするつもりだということでございます。

タクシー乗り場の屋根については，これから整備するといっても南北のロータリーが２つ，

形は変わるけど残ることは間違いないんで，南北ロータリーの形状に沿って設置する上屋

と一体になって整備するということは決まっております。 

 ただ，今，南北で時間差が大分生じております。北側については今年度に着手して，南

側の着手は諸事情によって，どうしてもオリンピックをまたいでしまうぐらいの整備にな

るということで，そこはちょっと時間差が恐縮なんですけれども，間違いなくいい整備は

行うということだけはご理解いただければと思っております。 

○司会者 

 ○○様，よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

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

が続きますが，Ｅ列の奥の女性の方，お願いいたします。 

○（布田２丁目） 

 布田の○○と申します。 

 保育園の入園の選考基準について２つお願いしたいことがあり，まいりました。 

 １つ目なんですが，親が現状で働いておらず，就職活動をしているいわば求職中の場合，

余りにも入園に際して不利に扱われているという点を変えていただきたいということ，２

つ目は，両親の所得が低い場合の優先度を上げていただきたいということです。 

 １つ目ですが，求職中の場合の保育園利用の基準指数，これは保育園に入園させるため

のポイントのようなものなんですが，これが５ポイントという余りにも低いポイントで換

算され，認可保育園に預けることが事実上できないということになっています。もし外勤

で週に40時間以上の就労をしていた場合はポイントが30となって，これと比べても到底５

ポイントでは保育園に入れることができません。ちなみに調布では両親ともに外勤で40時

間勤務の２人合わせて計60ポイントが１つの基準となっていまして，60ポイントの同位世

帯同士の戦いになっていると伺っております。 
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 働いていないと保育園が決まらない，保育園が決まらなければ仕事が決まらない，まさ

に八方ふさがりの状況に陥っているというのが今の制度の状況です。これは片親の収入だ

けでは生活ができない家庭の場合，大変，大変切実な問題です。 

 ２つ目ですが，所得が低い場合の優先順位を上げていただきたいというお願いです。例

えば，所得が低く住民税が非課税の世帯であっても両親ともにフルに働いて60ポイントを

クリアして，ここで初めて所得が考慮される仕組みになっています。ということは，先ほ

ど申し上げた就職活動をしている親は，幾ら所得が低くても，求職中ということだけでポ

イントが低いので，所得の考慮がされず，到底，保育園には入れないということになりま

す。 

 保育園の入所には，保育園の利用の必要性の高い順に優先されるとありますが，私は一

番優先されるべきは働かないと生活に困る人ではないかと思っています。しかし，現状で

は保育園入所がある種，正社員の特権のようになってしまっているのではないかと思って

います。 

 仕事をやめたのが悪いと思う方もいらっしゃるかもしれませんが，例えば派遣で働いて

いて，妊娠して派遣切りに遭ったという人，妊娠中の体調悪化で仕事をやめざるを得なか

った人，私の場合は会社が解散した直後に妊娠が発覚したんですが，そのようなさまざま

な状況で仕事をやめた女性が，また働こうと思ったときに働けないという現状があるとい

うことをご理解いただきたいと思います。 

 市のほうでは積極的に保育園をふやして，定員もここ15年で3,000人ふえたというふう

に伺っておりまして，そのような実績があり，とても感謝はしております。入園基準につ

きましてもご検討いただけたらと思っています。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。大変精緻に調べていただいてというか，私どもの今の政策に

ついてもいろいろ拝見された上でのご質問というのはよくわかりました。 

 まず，端的に申し上げますけれども，今おっしゃっていただいたように，私が市長にな

ってからも3,000人以上の定員をふやしておりまして，にもかかわらずということでいえ

ば，毎年４月１日現在で，保育園待機児童の数というのは，客観的な算定になりますが，

数えているわけでありますけれども，去年からことしにかけては，約半減ぐらいしたとは

いえ，160人以上，まだ待機児童が存在する。その前は300人の大台に乗っていたこともあ
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ったということでございますから，まず今考えなければいけないのは，何と申しましても，

保育園に預けたいというご家庭のニーズ，需要を早く全部満たすように政策を続けていく

ということが，当然でありますが，肝心だというふうに思っております。 

 それは当たり前といわれればそうなんですが，そういう中で，私も10数年間，この問題，

こういう会合をすると必ずといっていいほどいろんなご指摘とかご要望が出ます。その中

で，大分前になりますね。10年ぐらい前でしょうかね。やっぱり忘れ得ぬ言い方は，先ほ

どのご質問の中にも一部あったのと重複するんですが，私は今働いておりませんと。働い

ていないけれども，子どもを預けたいと思って応募したら，あなたの持ち点は非常に低い

ですよという指摘を受けましたと。ただ，それは逆じゃないですか，預けられれば働きま

すよと。働いていないから加点するポイントが少ないというのは話が逆じゃないですかと

いわれて，いまだに忘れ得ぬご指摘で，全くそのとおりだなと思っておりますということ

を申し上げます。 

 そう申し上げた上で，今，幾つかの具体的なご指摘がありましたので，それはそのまま

の形で検討するように，私どもの担当部署にきちんと申し伝えてまいります。しかし，一

つ一つ，今ご指摘になったポイントを決して否定はいたしませんけれども，難しいのはそ

れで一部変更すると，また別な環境の方から私どもの持ち点の比率が下がったというよう

なこともありますので，それで一番最初の言い方に戻るんですが，とにかく一刻も早く待

機児童を一掃するようにということにまず努めて，その過程で，なるべく不公平感が少な

くなるように，完全にはなかなか無理なんですが，ということは常に状況は変わってまい

ります。待機児童をお持ちの家庭の就労の環境なども時代によって少しずつ変わってまい

りますから，その基準を修正するということはあり得る話だと思っております。とにかく

今おっしゃったポイントはそのまま担当部署に伝えて，今の検討材料に入っているのかど

うか，ひとえに優先基準の問題でありますけれども，それについてのお答えをちゃんとお

返しいたしますので，よろしくお願いします。 

 それから，今年度以降も本当に早く，東京においても人口が頭打ちになって減少すると

いうのがもう間近に迫っているといわれておりますので，そう長いことこの問題が続くわ

けではないのかもしれませんが，今，行政としても，またお子さんをおもちのご家庭とし

ても，一番厳しい時期であろうと思っておりますので，変わらず重点的に取り組んでいこ

うと思っております。 

○（布田２丁目） 
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 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，次の方に行かせていただきたいと思います。では，Ｂ列の後ろ

の男性の方，お願いいたします。 

○（入間町２丁目） 

 よろしくお願いいたします。入間町に住んでおります○○と申します。 

 幾つか，前にお話しされた方と重複する部分があるんですが，私からのご質問としまし

ては，まず１点，調布市の魅力という部分になります。私も調布市に住んで９年になりま

す。以前は静岡県の袋井と名古屋に住んでおりました。調布市は大変いいところだと思い

家を買うことにしたんですけれども，今，調布市に，私のようにこれから住んでいこうと

考える人が多分いると思うんですが，ただ，最近思うのは，同じ会社のメンバーでも東京

に住むということで家を買おうというふうに考えて，調布市を避ける人がふえています。 

 何でだろうと思って聞いてみたんですが，１つは防災というところで，実際見に来たけ

れども，調布市だけ道路が狭いと。ちょっと具体的な話ですと，私の家の近所ですと，都

道114号線を車で来ると，狛江市まではすごいきれいなのに調布に入ったら急に狭くなっ

てしまうとか，先ほど電柱の話がありましたけども，昔ながらのまちだねという意見が出

たりとか，少しマイナスなイメージがあるのかなというのを感じました。 

 それと，もう１つがアクセスの面で，例えばうちの近くですと仙川の駅があるんですが，

バス停がとがったりとか，そういった面で不便を感じて避けるというのを聞いております。 

 また，私個人の意見としましては，家の近くの幹線道路に救急車が来たときに渋滞で前

に進めなくなって，よけることができなくて，ずっと救急車がとまったままになっている

のをみたりもしております。こういったものが，そういった魅力という部分をちょっと下

げているのかなというのを感じております。そういったところのお考えをお聞きしたいの

が１つ。 

 あと，調布市として近隣と比較したという意味なんですけれども，府中市が再開発を市

ぐるみでしたりとか，そういった動きがあると思うんですけども，調布駅前のことは重々

承知しているんですけども，それ以外のことで何かお考えになっていることがあるのか，

その辺をお聞かせ願えればというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○長友市長 
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 ありがとうございました。狭い道路かつ，先ほども出た電柱等で景観もよくないし不便

だというようなことに関しては，やっぱりまちというのは，多摩のニュータウンなんかを

みると，道からつくっていくんだなとしみじみ思います。 

 それから，都市計画道路の整備率も，あのニュータウンのあたりなんかは10年前に70～

80％とかいっていましたね。そのころ我がまちは，まだ40％台でした。それが今50％を超

えたんですね。 

○八田都市整備部長 

 そうですね。 

○長友市長 

 50％は超えておりますけど，決して達成率が高いとはまだいえない。これが現実でござ

います。それで，先ほど申し上げたように，優先順位を決めながら限られた予算の中で少

しずつやっていくということに尽きるわけでございますが，やはり緊急車両も入れないよ

うなところについては本当に頭が痛いですね。市内に何ヵ所かございます。これは本当に，

あした火事が起こったらどうするんだと。頭は痛いんだけれども，すぐ手がつかないわけ

なんですね。というのは，じゃ，住んでいる方に強制的に立ち退いてくれますかといって

道幅を広げるわけにもいかないというようなところがございますからね。今のは極端なこ

とです。そんなにまちじゅうが危ないといっているわけではございません。それは一番極

端な例。 

 事ほどさようにということで，やはり住民の地権者のご協力と，それから順次やってい

くもどかしさというようなものはご理解いただくしかないと思っております。明るい話題

が続いて，昨年でいっても調布駅前があれだけにぎわいをもつような商業施設ができたと

か，深大寺の仏像が関東の仏像で３体目の国宝指定を受けたとか，スポーツ大会も間近だ

とか，明るい話題はございますので，○○さんがおっしゃったように，もっと近隣の方に

注目していい印象をもっていただきたいというのは我々も痛切に感じておりますから，な

るべく急いで，なるべく時間をかけずに整備を進めていきたいなと思っております。 

 それから，再開発で申し上げますと，今のご質問の観点とちょっとかみ合うのかどうか

知りませんが，ここ10年強では近隣のいろんな自治体に例をみないぐらいたくさん取り組

んできたことも間違いないんですね。どういうことかというと，国領の駅から調布駅ぐら

いまでの幅で，我々がお金を投入して区域を整理していく再開発事業だけでも，国領で２

ヵ所，北の背の高いビルと南のマルエツの入っているビル，それから調布駅ではアフラッ
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クの入っているサウスゲートビル，それから南の西に高いマンションが建っているものと

調布駅で４ヵ所，国領で２ヵ所の合わせて６ヵ所，10年以内で３キロ以内ぐらいでやった

というのは日本でも類例をみないぐらい，かなりのピッチで進めてきたものがあると思い

ます。再開発事業以外に土地区画整理事業も複数，その中で取り組んできたりということ

でいえば，件数と対象としたエリアでは，さっきも申し上げましたように，ほかの自治体

に例をみないような感じだったと思います。 

 府中も，もちろん再開発事業に取り組んでおられて，今，府中駅前，大分変わりました

ですね。私も時々見学に行って，いいところは勉強しようと思っておりますけれども，あ

れとはまた違った形の開発を調布駅前でもやっていて，駅前整備などはこれからも続いて

いきますけれども，ぜひその中で民間が自分たちの財政的な余裕の中から整備していただ

くものも含めて，景観をよくして，まちの表玄関，中心市街地などが好印象をもっていた

だけるようなまちにこれからもしていきたいと思っております。まだ少し整備は続いてい

きますが，ぜひまたいろいろご意見をお寄せ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，続きまして，次の方にまいらせていただきたいと思います。では，Ｄ列の後

ろの女性の方，お願いいたします。 

○（飛田給１丁目） 

 飛田給からまいりました○○と申します。よろしくお願いいたします。 

 私は父や母，そして生まれ育ちも全てずっと府中で過ごしてまいりまして，３年前に縁

がありまして飛田給に引っ越してまいりました。飛田給の周辺はとても緑が多く，施設も

たくさんありまして，2020年に向けてオリンピック，そして，わくわくした気持ちで過ご

しております。 

 先日，ご近所の葬儀がございまして出席した際に，皆さん，府中はいいですよね，府中

市の葬祭場があってというお話を聞きまして，私も父や母や知人，もう当然のごときに府

中市民聖苑で送ることをしましたけれども，１ヵ所で一連のセレモニーを事なく終える。

寒さ，暑さ，雪が降ろうと，暑くなろうと，雨が降ろうと，同じ場所で，そしてバリアフ

リーですし，ご老人にもよく考えてくれたような施設で一連で全てを終える，穏やかな気

持ちで送れたということはとても幸せだったなと思っております。 

 私も含み，この10年，20年，見送るピークが来ると思うんですけれども，そのような施
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設を考えていただけたらとてもありがたいと思うんですね。市民の最後のお願い，見送り

をよろしくお願いいたします。ちょっとご意見を聞きたいと思います。 

○長友市長 

 ありがとうございました。たまたまというのか何というのか，ことし母を亡くしまして，

介護度が上がってきて施設を探しているときに，調布ではなかなかうまくあきがなくて，

府中でお願いしていたんですね。ですから，私も母が府中市民として亡くなって，あの葬

祭場を使わせていただいて，今，○○さんがおっしゃったと同じように，それ以外でもあ

そこに行くことは時々ありますけれども，やっぱりすばらしい施設だなと。こういうよう

なものが各自治体，それぞれあればどれだけいいことかとは思いました。 

 ただ，今から同じものをつくるのは大変残念ではありますけれども，極めて，いろいろ

な意味で難しいということはどうしても申し上げざるを得ないとは思っております。ただ，

１ヵ所にあれだけ整ったものというのは多摩全体でもなかなかないんでしょうね。ですか

ら，近隣の自治体全部があれほどのものがあって調布はといわれるんであれば，これは何

とかしなきゃなと思うんですが，あれを整備した時点，何十年前か私は正確には知りませ

んが，土地の確保の問題だとか，それを整備した当時の府中市の財政的な余裕が随分あっ

たんだろうなというふうに思っております。 

 それと同じものをすぐにというお答えはなかなかできかねますが，生活環境，ゆとりの

部分を含めて，調布に住んで悪くはなかったなといわれるような整備はまたいろんな意味

で，娯楽的なことも含めて，深大寺近辺の重点化等も合わせながら考えていきたいと思っ

ております。 

 葬祭関係については，そう申し上げざるを得ないんですが，ほかでも今後ぜひご要望が

ありましたら，お気づきのことがあれば，ご遠慮なくおっしゃっていただければと思いま

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，Ｄ列の一番前の女性の方，お願いいたします。 

○（下石原３丁目） 

 下石原からまいりました○○と申します。よろしくお願いします。 

 私からは２点準備をしてきたんですけれども，１点目は待機児童につながることで，先
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ほどもお話がありましたので，待機児童はなかなか難しい問題だと思いますが，引き続き

よろしくお願いしますということで，こちらは割愛させていただきたいと思うんですが，

もう一点は，私が住んでおりますところの最寄り駅，京王多摩川についてなんです。 

 調布駅が大変立派に開発され，近隣の駅は大きくて住みやすいところもあるんですが，

どうも京王多摩川は商業施設も少なく，辛うじてコンビニがあるかなという程度で，ここ

にスーパーの１つでもあったら，もっと住みやすくなるのになんていうふうに住んでから

ずっと考えておりました。調布だったり国領であったり，立派な施設のおこぼれでもいい

ので，京王多摩川にも何かあったらなというふうに思っていますし，漠然と考えてみると，

大きな駅と大きな駅の間には，そんな駅が少しずつあるんじゃないかなという気もいたし

ます。そんな駅も見捨てずに，住みやすいまちにしていただけたらなというふうに考えて

おりますので，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。当初のご質問の中には，同じご家庭のお子さんが同一の保育

園に通えるようなことをもう少し考えられてもいいんじゃないか。というか，同一のとこ

ろに行っていることは多いんだと思いますが，違った場合に関しては確認いたしまして，

今年度から選考基準の中で，それが今までよりも容易になるようにと考えているというこ

とをお伝えしようと思います。 

 それから，今，京王多摩川とおっしゃいましたけど，申すまでもなく我がまちには９つ

の駅があって，全部，京王電鉄なわけで，おもしろいもんだなと思うのは，市ができたの

が昭和30年ですから，そこから60年以上たっているんですが，その時々に応じて，折々，

どの地点，どの段階でみるかによって，それぞれ開発が順番に行われてきているんですね。 

 例えばどういうことかというと，私が一番近いのは布田駅なんです。それから，さっき

飛田給とおっしゃった。この２駅なんかは何十年か前，布田駅なんか，ついこの間まで本

当に地味な，かわいらしい感じがあったんですが，さま変わりということで，時代ととも

にそのまちの環境もどんどん変わってまいりますので，京王多摩川に関しても，これから

はいろんな可能性があるんだとは思います。 

 それから，布田に近いと思うんで，私はいつも同じように思うんですが，もう少し布田

駅周辺も生活利便性ということからすれば，こういうような環境が整えばいいのになと私

自身も思いますから，今，○○さんがおっしゃったような気持ちもそうだと思います。そ

ういうようなことは，さまざまな方，さまざまな業種，企業とお話しするときに，そうい
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う思いを伝えさせていただくということはもちろんできますので，そういうことはやりま

す。ただ，そこに思い切って進出して，例えば商業面でも何か大きなこと，レジャーもあ

わせて考えていただけるかというと，それも企業のご判断になりますから。 

 最後に，京王多摩川ということになれば，私も余り確実性のある話ということではない

んですけれども，やはり企業によっては，駅，また周辺の施設というものを今後もう少し

力を入れて整備していこうかというようなお話もないことはないような気がしております

ので，そういう話し合いの中で，私どもとの意見交換の場がありましたら，ぜひ複合的な

ことをまた積極的にお考えいただければというようなことはお話しさせていただきたいと

思います。 

 ９つの駅があって，それぞれいろいろいわれてはおりますんで，１つずつ，少しでも住

んでおられる方のご要望にかなう方向に向かっていけばいいなと完全に私どもも思ってお

りますので，ぜひ具体的に今後ともおっしゃっていただければと思います。 

○（下石原３丁目） 

 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，次の方にまいらせていただきたいと思います。では，Ｂ列の男

性の方，お願いいたします。 

○（菊野台３丁目） 

 本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。菊野台に住んでおりま

す○○と申します。 

 本日お伺いしたいのは，災害，特に水害対策についてでございます。調布市は多摩川や

野川があるということで，自然環境に非常に恵まれていまして，私の近所でもカワセミが

みられるということで，都内でもこういう環境が身近に感じられるというのは非常に恵ま

れた環境にあると思っております。 

 一方，洪水とか浸水のリスクが大きいということも１点考えなきゃいけない点だと思っ

ております。特に水害が発生した場合，緊急に避難しなきゃいけない。ご年配の方も含め

て，小さなお子様を含めて連れて避難しなきゃいけない中で，安全な高台のところまで避

難できるルート，それから避難所がどのような状況かというところをちょっと考えなきゃ

いけないと。 
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 本日，入り口で洪水ハザードマップというのを配っていただいたので，早速みさせてい

ただいたんですが，やはり心配なのは，河川をまたいで避難できませんので，避難できる

ところが限定される。それから，高台までかなり距離があるところもあるかと理解してい

ます。そういったケースにおいて，近隣の高い建物に一時的に避難させていただくという

ような取り組みというのは，都内でも葛飾区とかでも既に取り組まれていて，自治町会と

の民間集合住宅等の一時避難に関する協定なんかも進められているというふうに伺ってお

ります。そういった中で，調布市も水害への対策という点で，今取り組まれている点，今

後の方針等ございましたらご紹介いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○長友市長 

 今度の西日本豪雨，平成30年７月豪雨のときに，私どもを含めて日本中が改めて緊張し

たと思うんですが，昔よりも予報体制が進んできて，今回も東京でニュースをみていても，

四国，中国地方を中心とする大水害のおそれについては，数日前から経験したことのない

量の雨が降る可能性があると。線状降水帯がこうやって動いていくというような予報まで

されたのに，人は逃げないんだなというのを本当に驚きというか，改めて，私どもはそう

いうことに対して安全を守るのが一番の仕事だと思っているんで，ちょっと身震いするぐ

らいの怖さを感じました。事前に安全なところにかなりの方が逃げていれば，200人以上

お亡くなりになるということはあり得なかったことだと思いますんで，それをまず申し上

げたいと思います。 

 それで，じゃ，水害だけかというとそうではないわけでありますが，一昨年の熊本の地

震，昨年の九州北部の豪雨，人間は記憶がどんどん薄れていくんだけれども，体制の整備

ということを急がなきゃいかんなとつくづく思っております。 

 それでということで申し上げさせていただくと，さっき葛飾とおっしゃった例に関して

はぜひ教えてください。内容がどんなものかは，今のご意見を聞いている限りでは大変興

味関心がありますんで，今のところ，私どもは高層集合住宅等との協定を市が結んでいる

というところまでは行っておりません。もし結んだとして，結局使えるとすれば，その近

隣の方が上に逃げようというときですかね。ただ，結んだほうがいいのかもしれないけど，

協定がなくてもそういう行動に走られるかもしれませんけれども。結べるものであればと

いう参考にはさせていただきたいので，ぜひ葛飾の例をと思っております。 

 それから，先ほど申し上げましたように，近隣の小・中学校においては，人の生死を分

けるといわれる３日間で，どのような体制が避難所で敷かれるかという例をみることがで
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きますので，ぜひ参考に。 

 それから，昔からの地形で断層がございますので，特に多摩川に一番近い，一番低い地

域の方々には，小河内ダムの放水量次第では二，三時間で洪水が起こる，堤防を越えて水

が来るというようなことも予想されております。実は私もその一番低いところに住んでい

る人間なんですけれども，特に危険性を察知する，私どもが避難の要請をしたときには速

やかに逃げられるということを考えておいていただきたい。 

 くどくなりますが，夜は逃げられない。逃げようと思っても，ご老人も乳幼児もおられ

て夜に逃げろといったらそっちのほうが危険なんで，昼の間に，暗くなる前に，豪雨の危

険性があるときにはどこへ逃げるのかというのをご家族そろって周知徹底していただきた

いということであります。そういう中で，今，○○さんのおっしゃったようなご意見を生

かさせていただければと思っております。 

○（菊野台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，次の方にまいらせていただきたいと思います。では，Ｄ列の紫

の女性の方，お願いいたします。 

○（西つつじケ丘４丁目） 

 きょうはありがとうございます。お若い皆さんの中で高齢者の話になりますけれども，

西つつじケ丘から，○○といいます。よろしくお願いいたします。 

 平成になるちょっと前から高齢者会食というのを一緒にさせていただいているんですけ

れども，これもはがきに書かせていただいたんですけれども，今，金子地域センターでボ

ランティアをしています。地域センターを去年半年かけて工事していただいたんですけれ

ども，何年も前から一応希望は社協さんに伝えていたはずなんですけれども，工事する側

はサービス公社さんだということで，私たちの声は通らなかったんです。つくる場所と食

べるお部屋が，前は隣で１段上がって和室だったんで，８畳ぐらいの和室なんですけれど

も，それを平らにしていただいて，座るのがだんだん困難になってきているので，椅子席

にしていただけたらと，それは何年か前に一応そういう希望は出していたんですけれども，

そういう声は全然行かなくて，今回，それが全然なくて，使う部屋は，もう１つ隣が洋室

になったんですけれども，つくったものをすぐ届けられなくて，ワゴンを用意していただ
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いて，ドアをあけて向こうの部屋までもっていくという形でやっているんです。 

 金子はもう終わったので無理なんですけれども，今，緑ケ丘さんかどこかが始まるとか

予定を聞いているんですけれども，地域センターが10拠点あるんですけれども，そういう

ときに，通っても通らなくても現場の不便さをもし聞いていただけたらボランティアする

側も楽になるというか，そういうのはあると思いますので，お願いしたい。 

 あと，ボランティアしている者が，私も間もなくなんですけれども，70歳，昔は65歳か

らだったんですけども，今，高齢者が多くなって70歳以上のひとり暮らしという条件なん

ですけれども，ボランティアする側がほぼ会食対象年齢なんですね。もし，これからこの

事業を続けていくのでしたら，ボランティアの確保をどうしたらいいかとか，そういうの

をお願いしたいんですけれども。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。今までの改修工事等のときに，事前にご要望を承る度合いが

少し少なかったというご指摘があるんであれば，それは確認させていただきます。 

 今おっしゃっている中で，畳をとって和室から洋式にというのは多いですね。やっぱり

時代が変わったんだと思います。あれをつくるときは，どこも畳の部屋を設けてくれとい

うことだったんだろうと思うんで，時代が変わった。やっぱり平均寿命が延びたというこ

とも関係しているんだと思いますが，そういう切実なご要望があったということであれば，

ちょっと確認いたしますけれども，事前に現場の声を聞く度合いが十分だったのかどうか

というのは，ちょっと私どもも今後の参考にもしなきゃいけないので，確実に確認させて

いただきます。 

 それから，それ以外に，現在も，そしてこれからも使い勝手，その他，備品のことも含

めていろんなご要望が出てくるということに関しては，一応事情を聴取するようなことは

やらせていただいてはおりますけれども，それもぜひ利用者，それからボランティアでの

貢献者，両方の方の意見を十分に聞いていくように努めてまいりたいと思っております。 

 それから，ボランティアをやっていただいて大変ありがとうございます。どの施設，ど

の事業も，そういう方たちのご協力がなければなかなか続けていくことが難しいというこ

とでありますので。ですから，今後ともそれを続けてこられたご経験談，いろいろな意味

でよかったこと，改善点，両方教えていただければと思っております。 

 それから，そういうボランティアの方を今後とも確保していかなければいけないという
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のは大変難しい問題でございますので，近隣の自治体でもいろんな工夫をしてその確保に

努めているということは，私自身も直接，また社会福祉協議会からも聞いておりますので，

そういう手だてを尽くすということに力を入れていきたいと思っております。よろしくお

願いいたします。 

○（西つつじケ丘４丁目） 

 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，いかがでしょうか。では，Ｅ列の男性の方，お願いい

たします。 

○（多摩川３丁目） 

 調布市の○○といいます。よろしくお願いいたします。 

 私は高齢者なんですよね。市長より四，五歳，年は上で，年寄りなもんですから，健康

診断を受けたら，あなた，血圧が高いよといわれました。そして，お医者さんに行ったら

血圧をはかってこいといわれました。そうしたら，コミュニティーのところに行ったら血

圧計があるんじゃないかといわれました。調布だったらどこだろうと思ったら，たづくり

じゃないかということで，私，たづくりに行って係員に聞いたんです。そうしたら，そん

なものは置いていないと。１台ぐらいあってもいいんじゃないかと思うんですけど。誰で

もはかれる簡単というか，普通の血圧計や何かがあればいいと思うんですが，ひとつよろ

しくお願いいたします。 

○長友市長 

 昨年11月に，私もめでたく国から高齢者の認定を受けまして，いろいろ手続をしたりし

て，健康に気をつけていかなきゃいかんなと改めて思った次第でございますが，○○さん

のご指摘のようなものは，たしか前にもあったように思っております。 

 それで，例えば市役所とか文化会館たづくりに，誰でもみえるようなところに血圧計を

置くというのはもちろん不可能ではございません。設置するだけですと，そんなに難しい

ことではないと私も思っております。担当部署にもう一回確認してもいいんですが。ただ，

なぜ設置していないかというのも非常に単純な話で，その答えを聞かれたかどうか知りま

せんが，医師会のほうから，なるべくそれはやめてくれということをいわれているから設

置していないということなんです。 
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 誰でも人の出入りが自由な施設で，医師がいない中で血圧をはかって，今，スポーツ施

設や何かにどこでも血圧計は置いてあるから，それはどこでもみえるんだけれども，公共

的な市の関連の建物の中でそういうものをやって，医師がいない中で自己判定をされて，

血圧に対する知識が不十分なままにいろいろ思われるというのは好ましくないと。医師会

から明確にそういわれているんで置いていないというだけの話ですから，私どもが置いて

も置かなくてもいいというようないいかげんな議論をしているんではなくて，置いてみよ

う，また，置いてくださいという要請があったときに，そういうようなことで判断をいた

しました。ただし，時代の移り変わりとともに，また，血圧に対する知識も国民全体が上

がってくる中では見解も変わるかもしれませんから，再度，医師会に相談して，どんなも

のかなというのは聞いてみます。 

○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，次の方にまいらせていただきたいと思います。では，Ａ列の一

番前の男性の方，お願いいたします。 

○（深大寺東町５丁目） 

 深大寺東町の○○と申します。 

 近所なんですけども，航空宇宙研究所，ＪＡＸＡの三鷹通り，バス通りなんですけども，

あの道沿いに道路標識だと思うんですけども，自転車が通るマークがあるとき設置されま

して，多分その背景にスポーツ自転車の普及だと思うんですけども，そういう道が結構多

くなってきていると思うんですけど，お年寄りですとか，お子様を連れた主婦の方々がそ

の道を結構通られて，あそこの道は大きなバスも通りますし，坂道，車幅もいうほどそん

なに広くはないんで，ちょっと危ないかなと思って，結構いろんなところがあると思うん

で，そこのところをどうにかしてほしいというのが１点。 

 あと，もう１つなんですけども，甲州街道，私は魚屋なもので毎朝築地に仕入れに行く

んですけども，幸運なことに渋滞はよけてはいるんですけども，大体調布インターのとこ

ろ，あとつつじケ丘，仙川のキユーピー工場のマヨテラスでいつも渋滞があるというのは

すごい気になって，同じ時間にグーグルマップなんてみると，すごい真っ赤になっていた

りするんで，そこのところを何かもうちょっと信号状況ですとか，どうにかしたほうがい

いのかなというのを感じております。よろしくお願いします。 

○長友市長 
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 自転車ナビマーク・ナビライン，そこにあるの。――近くの方しかわからないかな。こ

んなやつですよね。ああ，そういえばあるなと皆さんお気づきだと思うんですが，警察が

計画的に順次整備を進めていて，これをみたら思いやりのある運転をしてくださいよとい

うことを強調したいと。ひとえにそういうことなんでありますが，今のご指摘は，そもそ

もそれをもう一回確認させていだきたいんですけど，設置する必要がないということにな

るんでしょうか。 

○（深大寺東町５丁目） 

 設置する必要がないというか，自分が思っていたのが，幅の広い道だったらまだしも，

割と幅もそこまで広くはない道でしたり大きなバスも通る。自分が一番危ないと思ったの

が，たまたま自分がみたのが，両側，お年寄りが運転していて車がよけようとしたときに，

結構対面でぶつかりそうになったのをみたんですよ。そういう道がどれぐらい市内にある

かわからないんですけども，幅が狭いところでそういうのを急につけられたので，びっく

りして，それはどうにかしたほうがいいのかなというふうに思ったんで。 

○長友市長 

 だから，警察の思惑としては，先ほど申し上げたように危ないところだからこれをつけ

て，より注意してくださいよと自動車に訴えかけたいということかと思うんですけども，

その効果がないということですかね。 

○八田都市整備部長 

 １点補足いたします。ＪＡＸＡの前，ちょうど東京都の都道に相なります。現在，多少，

歩道幅員が狭くてかつ車道幅員も狭い道であっても，道路上で区分をして，先ほど市長か

らありましたとおり，自転車ナビマークなるものを車道部の左側に塗装している事例があ

ります。今ご指摘をいただいた○○さんの例は，まさにそういうことでありまして，東京

都が今推奨として，自転車推奨ルートを整備していくという流れがあり，都道に関して表

示をしたり，甲州街道，これ，相武国道さんのほうになりますけども，国道もナビマーク

を設置したりしています。今までなれていないところもありますから，それに対してバス，

それから一般車両が避けるということで，センターラインを越えるケースを今示唆いただ

いたところだと思っています。 

 歩道部に関してもかなり狭いところもあり，どういうふうに調和を保つのかという点が

ありますけれども，まずは歩道部に関しては歩行者が優先で，自転車に関しては歩行者に

優先的に通っていただきながら，通り抜けられるような徐行で抜けていくということに相
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なります。今，市長からありましたとおり，警視庁，警察のほうもできるだけ道路交通法

上，歩道ではなく道路上を自転車が走れるようなということで啓発をしているのは実態で

あります。とはいいながら，先ほどご指摘をいただいたとおり，狭い道の場合，危ないと

いうご指摘もそのとおりでありますので，少し様子をみながら，まずは設置しております

内容を踏まえつつ，安全対策というのが第一優先になりますので，警察とあわせて我々の

ほうは協議をしていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

○長友市長 

 ２つ目のはわかる？ 

○八田都市整備部長 

 甲州街道の渋滞対策に関しても，やはり国道でありますので，相武国道さんと渋滞対策，

先ほどありました，例えば信号の工夫だとかも含めて，それから，渋滞の発生要因，例え

ばですけども，南北の往来の部分だとかも含めてあろうかと思いますので，国道さんとさ

らに協議をしていきたいと思います。 

 以上であります。 

○司会者 

 ○○様，そういうことでよろしくお願いしたいと思います。 

 残り時間もわずかになってまいりました。あと，お１人かお２人が限界かと思いますが，

いかがでしょうか。お手を挙げていただければと思います。無作為の方はいらっしゃらな

いですかね。では，Ｆ列の一番前の男性の方，お願いいたします。 

○（飛田給３丁目） 

 飛田給に住まいしております○○と申します。よろしくお願いいたします。 

 １点だけ，私どもの住まいの一番近くにある飛田給駅ですが，駅舎も非常に大きく立派

なものになりまして，また，南側にバスロータリー等もできていて非常に期待しているん

ですが，いつ完成するんだろうかということで，当初の予定その他，全然頭に入っていな

くて，まことにお恥ずかしい話なんですけれども，現在の予定として飛田給駅周辺の整備

はいつごろまでに，どんな形で計画が進んでいるのか，そのあたりをお教えいただきたい

と思いました。 

○八田都市整備部長 

 それでは，飛田給の関係であります。今，ちょうど飛田給の北側に関しては，昨年度，

バリアフリー化を含めて道路整備をさせていただき，飛田給駅から甲州街道まで整備がな
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されました。先ほど建物の塗装面で遮熱性という事例がありましたが，道路面に関しての

遮熱性を施したり，電線類の地中化の関係も含めてございます。今年度，ちょうど甲州街

道から北側，味の素スタジアムにかけての道路の整備をするのと，ちょうど国道をまたぐ

形になりますけれども，横断歩道橋があります。あれは調布市の所有物でありまして，補

修をかける予定をしています。 

 それと，今話をしました飛田給駅の都市計画道路と京王線が交差するところの踏切の改

修を京王電鉄さんと協議させていただいて，今年度から来年度にかけてになりますが，整

備をして拡幅いたします。全体では10メーター幅になって，ちょうど東側に歩道空間がな

かったりしておりますけれども，歩道空間も確保し，車道部も拡幅するという予定をして

います。 

 あとは，鉄道の改札の前を含め，改札の中に関しては京王電鉄さんの整備になりますけ

ども，改札を出たところは調布市の管理道路，公共通路という形になっています。京王電

鉄さんがホームドアの関係だとか，これから整備を予定しておりまして，調布市も今年度

中に京王電鉄さんとあわせてバリアフリー化の整備をしていきます。したがって，ラグビ

ーワールドカップまでの間に終わることと，駅舎の改良に関しては京王電鉄でありますけ

れども，2020のオリンピックの開会前に終わらせるような形でホームドア等々も予定して

いくと。ここ１年と10ヵ月以内の内容になりますけども，飛田給駅の改良に関してもなさ

れていくという予定であります。 

 内容は以上であります。 

○（飛田給３丁目） 

 南口の商業施設，鹿島があったところの土地があいているんですね。そこのことについ

て質問なんですけど。 

○八田都市整備部長 

 ちょうど飛田給駅の南側ですね。鹿島技研さんがもっていらっしゃる土地です。当該内

容に関しては，今，企業さん，鹿島技研さんのほうの実験スペースとして，研究スペース

として，なお引き続き利用されております。今後の利活用に関しては，企業側の内容もあ

りますので，状況がわかり次第，ご報告できるような環境かなと思っております。今現在

は，開発動向その他に関しては把握できていないというところであります。 

○（飛田給３丁目） 

 ありがとうございました。 
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○司会者 

 ○○様，よろしいでしょうか。 

 予定時間となりましたので，市長のほう，次の公務の関係もございまして，これにて終

了とさせていただきたいと思います。 

 中にはご発言いただけなかった方がいらっしゃるかと思います。大変申しわけございま

せん。お手元には市長へのはがき，それから今回のアンケート等を入れさせていただいて

おります。どうぞ忌憚のないご意見をいただければというふうに思いますので，そちらの

ほうでかえさせていただきたいと思います。 

 また，市長のほうから改めて回答させていただくと申し上げた点につきましては，後日

回答をさせていただきます。 

 それでは，本日は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。本日はお忙しいところ，どうもありがとうございました。 

 

  閉会 午後０時 

 


