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平成３０年度第２回「市長と語る・ふれあいトーキング」 

１ 日時   

平成３０年１１月２４日（土） 午後２時から午後４時まで 

２ 場所 

教育会館３階 会議室 

 

  開会 午後２時 

 

○司会者（花岡市民部市民相談課長） 

 皆様，こんにちは。定刻となりましたので，これより平成30年度第２回市長と語る・ふれあいトーキング

を始めさせていただきます。本日はお忙しい中，多くの皆様にご参加いただきましてまことにありがとうご

ざいます。 

 それでは，まず初めに，市長の長友よりご挨拶をさせていただきます。 

○長友市長 

 皆さん，こんにちは。長友でございます。週末の大変お忙しい貴重な時間帯に，こんなにも大勢の方にお

越しいただいて，まずありがとうございます。 

 十数年前から，私が市長になってから話し合いというのは実はずっと続けさせていただいているわけです。

以前は，年間約10回ぐらい地域を回っておりました。地域ごとの問題点を細かく教えていただいて意見交換，

これは私どもにとっても大変役に立っていたわけなんですが，何年かやっておりますと，毎年固定された質

問が非常に多くなりましたんで，それで二，三年前から無作為抽出をして，全域の方にお声をかけて来てい

ただくというような方式に改めさせていただきました。別にこの方式を固定してずっとやっていくかどうか，

まだこれからでございますが，いろいろまた考えながらやらせていただきたいと思っております。 

 それから，今の調布の現状でございますが，私は平成６年ですから，このまちに24年住んでおります。皆

様方，さまざまだと思います。生まれ育った方もおられるかと。やはり昭和30年に市になってから大変大き

な転換期を迎えていることは誰の目にも明らかだと思います。十何年かかってやってまいりましたまちづく

り，地下化になって上を利用できるようになって，大変順調に来てありがたいことだなと。関係者の皆様方

に常に感謝しております。そこへ加えて，昨年９月に調布駅前の３棟の商業施設ができたことも非常に大き

な力となりましたけれども。 

 味の素スタジアムの近辺には，東京都の施設ではございますけれども，大小２つの体育館と50メータープ

ールができたと。あれをつくるときにはオリンピックなんか計画はなかったです。それができたものだから，

後からオリンピック・パラリンピックが決まって，調布は開催都市に含めていただいた。その前年には，ラ

グビーは本当は新国立でやる予定だったのが，新国立競技場が間に合わなくなったので味の素に来たという

ようなことで，来年，再来年でございますが，どう考えても100万人単位の方が国内外から来られます。い
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ろいろな影響を考えて今準備を進めております。ぜひ，そんなようなこともきょうのご質問の中にあれば触

れさせていただ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。 

 最後に１つだけお願いなんですが，これは何かというと，この中に氷が入っておりまして，先週来，風邪

を引いておりまして，熱は何日か前から下がりました。ただ，せき込みますので，医者から炎症を起こして

いるんで氷を含んでおくようにといわれておりますんで，ちょっとお見苦しいんで恐縮ではございますが，

氷を使わせていただきますんで，それだけお許しを。インフルエンザチェックはやりましたので，インフル

エンザがうつることは完全にありません。それだけ申し上げておきます。よろしくお願いいたします。 

○司会者 

 次に，本日の市からの出席者をご紹介させていただきます。お手元の資料にございます出席者一覧のとお

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，副市長

の荒井でございます。その隣，行政経営部参事・山内でございます。その隣，都市整備参事・江田でござい

ます。最後に，私の隣，市民部長・城戸でございます。 

 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，ご発言については，本日は大変多くのご参加をいただいております。できるだ

けたくさんの方からお話を伺いたいと思いますので，ご発言はできるだけ簡潔に，お１人３分以内でお願い

いたします。 

 次に，本日は皆様に市政に関心をもっていただきたい，また幅広い意見交換を目指して実施させていただ

きます。ご発言につきましては，無作為抽出にて事前にご案内させていただいた市民の方を優先させていた

だきます。一般でご参加いただいた方につきましては，大変恐れ入りますが，事前にご案内させていただい

た方のご発言の後，時間の範囲内で対応させていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 また，ご発言いただける方に挙手をお願いいたします。同時に複数の方が挙手された場合，３名の方をご

指名させていただきます。その３名の方に順番にご発言いただきたいと考えております。その３名の方が終

わりました後，挙手をお願いし，また同様の形で進めさせていただきたいと思います。 

 また，この会の速記録を市のホームページに公開いたしますことから，ご発言の際にはマイクを使わせて

いただきます。係の者がマイクをおもちいたします。よろしくお願いいたします。 

 ご発言の際には冒頭にご住所，お名前をお願いいたします。ご住所につきましては，何々町で結構でござ

います。 

 なお，ホームページに公開する速記録は，町名のみ記載させていただきます。 

 また，この会の記録のための写真を撮らせていただくことをご了承ください。お顔が写らない程度に後方

から撮影させていただきます。 

 最後に，本日の予定は会場の都合上，16時までとなっております。皆様のご協力をお願いいたします。 

 申しおくれましたが，本日の司会進行を務めさせていただきます，私，市民相談課の花岡と申します。ど
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うぞよろしくお願いいたします。 

 お待たせいたしました。それでは，ふれあいトーキングを始めます。最初にご発言いただける方は挙手を

お願いいたします。では，こちらの一番後ろの方，お願いいたします。 

○（多摩川１丁目） 

 多摩川に住んでいます○○と申します。 

 私は今年度，西部公民館の育児セミナーに参加しまして，その中で皆さんと調布市への要望を話しまして，

その中から何点かお話ししたいと思います。 

 まず１点目は，産後ケア事業です。産後ケア事業が開始されたということですが，対象の基準が厳しく利

用しにくいという現状があります。利用する場所も３ヵ所ぐらいで少なくて，申請の手続も事前に必要なの

で，利用したいときにすぐ利用できるわけではないということです。それで，事業の存在を知らない方が多

いということです。私は福島県で里帰り出産したんですが，福島県は１泊３食つきで5,000円で２週間泊ま

れるということもありまして，ゆっくり体を休めることができました。調布市は今，日帰りということなの

で，今後，泊まりの施設などを考えていただけたらうれしいなと思います。 

 もう１つなんですが，プレーパークのことです。調布市にはプレーパークがありません。プレーパークと

いうものは子どもが遊びをつくる遊び場です。そこでは火を使ったり，地面に穴を掘ったり，いろんなもの

を子どもたちが自分で考えてつくるということです。調布市には都立公園はありますが，市の大きな遊具な

どが充実した公園が少ないのではないかなと思います。子どもが自由に遊べる外遊び空間が少ないと思いま

すので，その点もお話しいただけたらありがたいです。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。今ご質問になった産後ケアの問題というのは，近年，我々も大変重要なテーマ

だと考えております。議員の皆さん方からの指摘も今までにございました。 

 それを申し上げるのと，もう１つは，この問題だけではないんですが，今，福島とおっしゃいましたか。 

○（多摩川１丁目） 

 はい。 

○長友市長 

 東京と地方を比べますと，東京が住むに非常に便利でいろんなことができる部分もあるんですが，全ての

ことに関して東京が進んでいるわけではないなというのも私も実感しております。もう亡くなったんですが，

私の親も地方に住んでおりまして，高齢者の介護なんかは東京よりもいい条件だなと思ったようなこともあ

ります。それは率直に申し上げます。 

 その上でということで，今の産後ケア事業については，○○さんはよくご存じだと思うんですが，今，国

領町と深大寺北町の２ヵ所，サージュファムという施設とマザリーズ助産院という２つの施設で実施をさせ
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ていただいているということであります。 

 利用施設の拡大，また固有の行っている施設の中での条件をもっと充実，やっぱりこれから両方手がけて

いかなきゃいかんと思っております。ただ，医療施設側の設備等の問題もあり，なかなかすぐには手がけら

れない部分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が，ぜひ私どもから，いい話し合いをさ

せていただいた上で図っていきたいと。ですから，ご指摘の部分についてはおっしゃるとおりだと思います。

今後，充実させていただきたいと。 

 それから，このこと自体をご存じない方もまだまだおられるので，引き続きいろんな形で，市のホームペ

ージ，母子手帳交付時や，ゆりかご面接時，それからいろんな教室を開いておりますから，そういうところ

でより周知を図ってまいります。 

 泊まりとおっしゃった部分などについても，先ほど申し上げましたように既存の施設でのサービスの充実

の観点から今後の課題としてぜひ検討させていただきますので，見守っていただきたいと思っております。

それから，ほかにも今後お気づきの点があれば，いつでもおっしゃっていただければ，それも充実の中で考

えてまいります。 

 それから，プレーパークの整備でございますけれども，新たに公園を整備する際や公園の改修をする際に，

公園周辺にお住まいの方々のご意見を伺いながらいろいろなことを考えていくということでございます。市

民のニーズに合った公園になるようにということは当然でありますので，そのような市民意見を取り入れな

がら設計を進めていきたいというふうに思っております。 

 おっしゃったような形の公園を含めてですけれども，まず土地，スペースの問題，それから今のご質問と

は少し離れるかもしれませんが，子どもたちが特にボール遊びをするようなところについては周辺のご理解。

二，三年前に，うちの担当課が染地のある公園でトライアルをやったんです。朝，野球の指導をしておられ

る保護者の方が少しキャッチボール等をできないかというんでトライアルをやらせていただいて，何週間か

やった後にアンケートをとらせていただいたら，大変残念なんですが，まだ否定的な意見が多くて，すぐに

開放というわけにいかなかったというような事情もございます。 

 ですから，今ご質問の件を含めて公園の充実は考えてまいりますし，それからお借りしている土地をお返

ししなければいけないようなときには必死になって代替地を探そうとか，いろいろやっておりますけれども，

やはり東京の限界といいますか，余り利用可能なスペースがそもそもふんだんにあるわけではない中で考え

ていかなければいけないという制約もございます。 

 そういうことを申し上げた上で，今，○○さんがおっしゃったようなことに関しては，今後とも環境部の

担当課を中心に一生懸命考えて，また進展があるようでしたらお知らせするようにいたしますので，よろし

くお願いいたします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 
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○（多摩川１丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 それでは，次の方，挙手をお願いできればと思います。では，こちらの方，お願いいたします。 

○（国領町６丁目） 

 国領町の○○と申します。よろしくお願いします。 

 私は２年前の８月に世田谷区より引っ越してまいりまして，自然の多い環境と通勤事情の点でこの調布市

を選ばせていただきました。ふだん京王線の布田駅，布田南通りを通って通勤しているんですけれども，そ

の道路事情での要望事項があります。 

 布田駅から品川通りにかけまして，歩道の幅が非常に狭くて車道と歩道の境界が余りないと。また，大き

なトラックが通るとサイドミラーが頭に接触するおそれはないかと不安に思うことがあります。 

 また，具体的な地名で申しわけございませんが，その品川通りの椿地蔵の交差点から多摩川にかけての道

路は，横断防止柵は設置されているんですが，やはり歩道幅が狭くて，歩道中央に近いところに電柱が立っ

ていたりして歩行しづらく不便を感じています。お母様方，ベビーカーなどを利用される方なんかは通行で

きないんじゃないかなと思うようなところもあるのではないでしょうか。 

 また，私の家から布田南通りを出る際に，道路にカーブミラーが設置されているんですけども，左右とも

とても視準しづらい構造になっていたり，カーブミラーの構造や交差点の照明が非常に暗くて，夜間などは

ちょっと危険性があるんじゃないかなと思っています。 

 また，布田南通りを出る際に隅切り構造というんですか，非常にみづらいような構造が余りよくないなど，

改善の余地は多分にあるかと思います。私の利用している付近のみの意見で申しわけございませんが，改善

を要望したく思います。 

 以上です。 

○司会者 

 ありがとうございました。それでは，市長，お願いいたします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。私の利用している付近の道の話でとおっしゃいましたけど，私もあの道を。染

地に住んでおりますから，布田駅に行くのが一番近い駅でありますから。 

 おっしゃるとおりですね。自転車なんか使うとき，よりそう思いますね。車道がそもそも余り広くないか

ら，車道を通っていても危ないし，一番危ないところでは歩道に行こうとすると電柱が邪魔になって非常に

運転しにくいし，おっしゃるとおりだと思っております。 

 あの道，布田南通りでわかりにくければ，三鷹から来る三鷹通りが布田駅を過ぎて布田南通りといって多

摩川のほうに行っているわけです。あの道のことなんですけれども，やはり我がまちに，ほかにもないとは



- 6 - 

 

いいませんが，いろいろこれから検討が必要な道の１つであることは間違いないと思っております。 

 ただ，布田駅から品川通りまでは，今，調布市の道路網計画で準優先整備路線に位置づけており，事業の

実施に当たって歩道の拡幅や無電柱化を図っていこうという方針の中には含めておりますので，これは手が

けていかなきゃいかんと思っております。 

 それから，品川道があって，品川道よりも南側は今の道のちょっと西側に都市計画道路の計画があるんで

すが，計画検討路線に位置づけて，あの辺は史跡もありますので，それに配慮したような道づくりの検討を

これからも進めていくということになっておりますから，私どもとしても今おっしゃった現状はもちろん把

握しておりますし，優先的に整備していこうというような計画の中に含めているということだけは，きょう

ご理解いただきたいと思っております。 

 あとは，端的に申し上げまして，お金の範囲で何年間か計画的にやる。また，毎年毎年どれを手がけてい

くかということを決めていく中で，なるべく早くということに尽きると思いますけれども。そっちは何か補

足はありますか。 

○江田都市整備部参事 

 今，市長のほうからお話があったように，都市計画道路としての計画路線ということで，今，私どもで出

しております「調布市におけるこれからのみちづくり」というこの中で，第四次事業化路線の中での次の部

分の準優先という形の中では，我々としては早目に検討していかなくてはならない路線ということで位置づ

けさせていただいてはおります。 

 ただ，これが平成37年度までですので，またその次の年次の部分の中で，しっかり我々としても優先路線

に上げてはいきたいと思っています。まだまだ都市計画道路をやらなくてはいけない市域はいっぱいあるん

ですが，全部が一遍にできませんもんで，計画を順次進めていくという形の中での次というところでご理解

いただければなと思っております。 

 現状の中で，暗い部分とかカーブミラーの角度の問題，もしご指摘がありましたら，この後で結構ですの

で，どの場所の部分をご指摘されているのか教えていただければ，道路管理課とも検討して何らかの策がで

きるかどうか，その辺は対応していきたいと思っておりますので，後でまたお時間をいただければと思いま

すので，よろしくお願いいたします。 

○長友市長 

 今，ご質問の中にあったカーブミラーの問題，ガードレール，それから電灯は市の責任において道路の安

全を確保することとなっていますので，ほかの皆様方も近隣でお気づきのことがあったらおっしゃっていた

だければと思います。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

 それでは，次の方，挙手をお願いいたします。それでは，まずこちらの方，２番目にそちらの方，３番目，
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そちらの方という形でお願いいたします。それでは，まずこちらの方，どうぞ。 

○（染地２丁目） 

 染地の○○と申します。幾つかあるので，３分たったら教えていただければと思います。そこで終わりに

します。 

 ３年ほど前に川崎市から引っ越してまいりまして，職場も住まいも調布市です。川崎市には三十数年間住

んでおりました。それで，余りほかの方がいわなそうなことから，小さいことですが，川崎市との比較なん

ですが，川崎市では大きさでいうと選挙のポスターが2.5枚分ぐらいの大きさの公園の名前の看板が必ず全

部の公園にありまして，目印として，調布に来たときにあれがないという違和感と自分がいる場所の確認の

しやすさ，子どもとの話においてもそうですし，あと道端で誰かが倒れて救急車を呼んだときに自分がどこ

にいるかとかを示すためとか，そういういろんなことを考えたときに，川崎市に住んでいて公園の名前が書

いてあった大きい看板がないというのがあったので，調布市はその辺は何かお考えとかあるのかなというの

が１点。 

 川崎市から引っ越してきまして，犬のふんがすごく多いまちだなと思ってびっくりしたんですが，それは

私が染地に住んでいて染地が異常に多いのか，ほかの地区の方もそうなのか，主に活動するのは調布駅あた

りと染地と小島町のほうとか国領のあたりとかというのが私の行動範囲なので，つつじケ丘ですとか仙川と

かは存じ上げないんですが，そのあたり。 

 調布駅はさすがにないですが，犬のふんが多いのではないかと思いまして，ニュースか何かでちらっと，

どこかの行政は犬のふん対策に乗り出しているところがあるみたいなのをみたことがあるのですが，調布市

では何かそういったことがありますでしょうかということ。 

 それから，学童と保育園についてなんですが，引っ越してくる際に，子どもが２人で共働きなので，保育

園に入れるかどうかというのが非常に問題で，それは，今日本中でニュースになっていると思いますので，

調布市に限りませんが，そのときに調べたら調布市は当時，新しい認可保育園がたくさんふえていて，今も

そうかもしれませんが，子どもをもった親からすると共働きウエルカム，そういうライフスタイルはウエル

カムですよというふうに感じたんですけれども，そのまま子どもの年齢が上がっていって小学校に入学する

と，保育園を充実した数に対して学童が急に激減するので，そこのバランスについてはどうお考えになって

いるかとか，計画がどうあるのかとか，その部分が非常に気になっています。 

 私は学童連協という学童の団体で１年間活動したことがあるんですが，そのときに市の方とお話をすると，

ユーフォーという学童とはまた別の子どもの居場所みたいなのが学校にあるんですが，それがあるじゃない

かというお返事が来るんですけれども，学童とユーフォーは特性が全く違う部分もあるので，保育園に預け

ている親は一般的にそのままスライドして学童に預けたいというのがあるんじゃないかと思っていまして，

保育園の数に対しての学童の数がすごく少ないと感じております。 

 市民の共働きライフスタイルをもし推奨するような感じなのであれば，そこの充実は大事だと思います。
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設備の問題と職員の方の問題があるというのは伺っていてわかってはおりますけれども，予算とかそういっ

たことのやりくりの問題になるので，不可能ではないと思いますので，ご検討いただけたらなというのと，

保育園に関する市の中での部署の方と学童について扱っていらっしゃる部署に余り連携がないような感じが

市民としてはすごいしたのです。うまくいえないんですが，全く新しいところにやりとりが生まれているよ

うな感じがして，そこもどんな感じなのかなと伺えればと思います。そろそろですかね。 

 以上です。 

○司会者 

 ありがとうございました。それでは，市長，お願いいたします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。最初のところは，じゃ，私からも逆にご質問させていただきますが，公園の看

板というのは，この地区にはこんな公園がありますという看板が市内各所に立っているということですか。 

○（染地２丁目） 

 公園名です。全ての公園に公園の名前が，これぐらいの高さです。道沿いです。公園の入り口です。何々

公園という名前があって，例えば子どもたちが独自で呼んでいる公園の名前と，市がちゃんと名前をつけて

いる公園の名前と食い違っていたりとかもするじゃないですか。そういう話が食い違ったりしたときに困り

ますし，あとはさっき申し上げたような…… 

○長友市長 

 地点を特定するのに便利だということですね。 

○（染地２丁目） 

 はい。 

○長友市長 

 わかりました。川崎の看板というのは，私，個人的にはよくわからないんだけれども，どの自治体がどう

いう標識になっているかまで，今すぐには私はわからないんですが，ちょっと調べさせていただきます。 

○（染地２丁目） 

 全く同一である必要はないと思いますし，ただ，そういう便利な目印があれば…… 

○長友市長 

 利便性があるんじゃないかと。 

○（染地２丁目） 

 はい。 

○長友市長 

 それはわかりました。では，ちょっと調べさせてください。 

 それから，犬のふんですが，染地が特に多いかどうか，私も染地に住んでいてほかとの比較は余りできな
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いんですが，ごく当たり前の話ではございますが，犬を飼っておられる方のマナーが非常に大きいところだ

と思っております。これについては，急速にふえてきたかどうかは別にして，やはり何とか減らしていこう

という声は出て，我々も大きな関心をもっているということは申し上げたいと思っております。 

 それで，例えばイエローチョーク作戦というのは調布が始めたんではなくて全国であるらしいんですけれ

ども，ふんが放置されていると発見した方，これは犬を散歩させている方でも通行人でもいいんでしょうけ

ど，発見された方が黄色いチョークでそのふんを囲んで印をつけると。発見日時を記しておくと。あえてす

ぐには，ふんを撤去しないでそのまま残しておく。飼い主が再び訪れたときに初めて自覚をしていただくよ

うなことをやっている。発祥の地は京都府宇治市，それから東京の小平市ですとか愛知県名古屋市で行われ

て，ある程度の結果を残しているらしいんですね。このことについては，私どももそういうやり方，戦略に

ついての指摘を受けていますので，イエローチョーク作戦を含めて，それから当然ですけど，最初に申し上

げたように，この中にも愛玩動物を飼っておられる方はたくさんおられると思いますけども，そういう方た

ちにマナーを徹底していただくように，近隣にご迷惑のないようにということはいろんな形で呼びかけてい

きたいと思っております。 

 それから，学童と保育園の問題。まず初めに申し上げようと思いますのは，ひょっとすると今が一番大変

な時期かもしれないと思います。というのは，東京はまだ人口は減っておりませんが，東京にしてもあと10

年，20年以内には横ばいから減じるのはご存じのとおりです。ということになりますと，今がやはり一番大

変なときかなと。この16年間に保育園の定員を3,800人拡大しました。毎年４月に待機児童がどれぐらい発

生しているかをはかるんですが，300人を超していたような人数が，昨年度すごくふやして半減したとはい

え，まだ160人以上という申しわけない事態が続いております。まだまだ手を緩めるわけにはいかないなと

いうことで，一生懸命やっていきたいと思っております。 

 それから，学童との連携でございますが，保育園はずっと十何年来，100人以上の待機児が一掃できずに，

定員はふやしにふやしているんですが，結局たくさんの方が――うちのまちには，まだ少子高齢化の少子化

はないんですね。子どもはふえておりますから，流入してこられる方の全ての面倒をみるに至っていないと

いうことで，行政としても必死になって取り組んでおります。 

 学童につきましては，10年ぐらい前ですかね，１回，危機的な時期がございまして，もちろん保育園の問

題はすぐに学童予備軍ですから，学童に反映してくるんですけども，ちょっと乱暴な言い方ですが，これは

市民の方にも申し上げましたが，定員として考えているところを少し１割程度ふやさせていただきたいと。

その間に学童クラブの施設は建設も含めて充実させるからということで，とにかく１人でも学童クラブで待

機児童を発生させないようにということで，これは地域によるんですが，一時期，定員を多くお願いして吸

収して何とかやってきたという時代がございました。 

 それから数年間は，学童に関しては非常に安定しておりまして，待機児が発生することもなくということ

でやってまいりました。１年か１年半ぐらい前から，また特定の地域ですけれども，少し危なくなるかもし



- 10 - 

 

れないというのがわかっておりまして，私どもとしては必死に取り組んでおります。 

 それから，連携を保っているのかというご質問に関しては，ぜひきょうでも別な機会でもいいんですが，

具体的にこういうときに連携が足りないんじゃないかと思ったと。私どもとしては連携は保ってやっており

ますし，その連携会議みたいなのにもちろん私も出席して一緒に討議することもございますんで，ぜひ教え

ていただいて考えさせていただければと思っております。やはり１人で鍵だけもった孤独な小学生をつくる

わけにはいかないという思いでやっております。ユーフォーは吸収できるかもしれないけども，学童クラブ

とは性質が違うじゃないか。そのとおりです。ですから，木に竹を接ぐようなという言い方をされるかもし

れない。 

 ただ，私どもの思いとしては，誤解を恐れずに申し上げますけども，今必死になって保育園，学童にも挑

んでおりますが，むやみにふやして何年か後にそれが余ってしまうのも非常にまた市民の皆さんに。ほかの

サービスが低下するんでということもありますから，正直に申し上げておりますが，それをも考えながらや

っております。連携を保つようにということと。ただ，今，私が申し上げたから注入している余力を少なく

していくという意味ではないんですが。10年ぐらいの間には子どもたちの数も安定して減っていくんではな

いかと思っておりますが，そこまでの間，まだまだ手を緩めずにやっていきますので，お気づきの点につい

てはまた教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○（染地２丁目） 

 質問していいんですか。 

○長友市長 

 いいですよ。どうぞ。何か残っていることがあれば。 

○（染地２丁目） 

 10年くらいで子どもの数が落ちつくであろうというのは，親になるであろう人口が少ないからということ

なんですか。 

○長友市長 

 簡単にいえば，今でも伸び率は低下してきているんですけれども，東京都全体の人口も頭打ちになるだろ

う。調布市においても。そういう意味です。ですから，そこまでに何とか賄えるだけの定員を確保しておけ

ば，ある時点からは増設をしなくてもやっていけるだろうという時代が早ければ10年ぐらいで来るであろう

と。だから今が一番苦しいときではないか，そういう意味です。 

○（染地２丁目） 

 増設すればということですね。 

○長友市長 
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 はい。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○（染地２丁目） 

 はい。 

○司会者 

 では，次にＡ列の３列目の方，お願いいたします。 

○（多摩川５丁目） 

 多摩川５丁目の○○です。よろしくお願いします。 

 特定の行事についての要望とご質問なんですけれども，何年か主人の母を介護していまして，去年は送迎

だけで敬老の日は連れていけたんですけれども，今回の敬老の日は，昨年の暮れぐらいから車椅子になって

しまって，同伴者は不可と書いてあったのと，車椅子がもし入れたとしても，たしかグリーンホールですよ

ね。あそこだと段差というか，椅子がもうつくられているので，多分入れたとしても数台なのかなと思って，

ことしは自分の用事もあったので，用事をやめて連れていくために電話で問い合わせればよかったんですけ

ど，もしかして問い合わせたら同伴がなくても，そちらでどなたか係の方がやってくれるのかなとかいろい

ろ考えたんですけど，いろいろ面倒くさくなっちゃって。 

 本人も敬老の日，イベントが大好きで，歌とかカラオケが大好きだし，昔，シャンソンもやっていたので，

すごく楽しみにしていたんですけど，私の用事があるからというふうにいって，ことしはちょっとかわいそ

うなんですけど連れていかなかったので，要望としては，できれば車椅子ごと同伴者も一緒に行ける敬老の

日が要望です。 

 昨年，送迎だけだったんですけれども，本当に高齢化社会の縮図のような，元気なお年寄りがすごい大勢

で，うちの母はつえで歩いていたんですけど，それさえも歩くのが危ない，押し寄せてくる人の波にもまれ

ちゃって転びそうな感じで，そういう人のための階段とか，歩くところもロープを張っていただいて，そこ

は足の悪い方が歩けますよみたいなところがあったら，車椅子じゃなくても，スロープじゃなくても，ゆっ

くり歩きたい人とか絶対いると思うので，あったほうがいいなと思ったのと，あとは体育館とかそういうと

ころでやる敬老の日とかはできないのかなと思ったのと，そういう人だけというのはきっと難しいのかもし

れないでしょうけど，少し体の不自由な人向けとかがあったら連れていけるなと思いました。よろしくお願

いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。ご家族が敬老会に参加された方もおられると思いますが，毎年，敬老の日に75

歳以上の市民の方に招待状を発送して，お時間が許せばお越しくださいということでやっております。 

 以前は多分１回だったと思うんですが，今はとても１回では収容し切れなくなって，午前，午後，町を分
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けて２回でやっております。でも１回ごとに1,000人を超えるような方が来ていただいて大変楽しんでいた

だいていると。 

 私の挨拶なんかはどうでもいいんですが，今おっしゃったように歌謡ショーがついていたりするんで，そ

れを楽しみに。ことしは高田恭子さんといってカンツォーネとかシャンソンも歌っておられた方が来られた

んで，より楽しみにしておられたのかもしれませんけども，それは済みません。残念なことでございました。 

 それで，お答えをいたしますけれども，対応を今でも考えておりますし，今後もそういうご要望に応じて

できることをやります。会場はスペースとか椅子の準備とかで体育館でやるのもまた難しい問題がございま

して，ですから当面，調布駅のすぐそば，グリーンホールでやろうと思うんですけれども，そのときに車椅

子の方が来られることを想定したスペースは確保いたします。 

 今，○○さんがおっしゃったように，これが飛躍的にふえるかということになると，また考え直さなきゃ

いかんけど，今のところやっている。もちろんご家族がついてきていただくのは結構なんですが，会場のス

ペースの都合から同席していただくスペースをなかなかもてないので，ロビー等でお待ちいただくことにな

るかもしれません。それで，敬老会が終わるまでは私どもがケアさせていただくのと，事前に申し込みをい

ただければ送迎にも対応しようというようなことでやっておりますので，ぜひそのような形で来年以降，楽

しみにしていただいて，もしお越しいただければと思います。よろしくお願いします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

 それでは，Ｅ列の前から２列目の方，お願いいたします。 

○（西つつじケ丘１丁目） 

 西つつじケ丘の１丁目に住んでいます○○と申します。よろしくお願いします。 

 先ほど道路の話がありましたけども，近所の話で申しわけないんですけども，道路の安全対策とか，今後

に向けた要望として挙げさせていただきたいと思います。 

 自分が今，西つつじケ丘の甲州街道の交差点に出るための沿線の道路に住んでいるんですけども，そこに

アクセスするために，そこから坂を北側に上っていく道路に住んでいるんですが，その道路が片側しか白線

で仕切られた歩道がなくて，なおかつ甲州街道に出るために信号待ちの車とかがあると，道路が狭くてその

歩道が車で埋まってしまって歩道を進めないといった状況によくなります。 

 自分の子どもの学区が恐らく滝坂小になると思うんですけど，滝坂小に通うときもその道路を通らざるを

得なくて非常に危ないのかなというふうに思っています。なので，今後もし安全対策とかされるのであれば，

その状況についてお聞きしたいですし，もし何もなければ今後改善していただくように要望させていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございます。幅員がとれない道路，本当に苦慮しております。どの学校の地域にも何ヵ所かあ
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るといわれればそうかもしれません。今，滝坂とおっしゃいましたけどもね。 

 それで，一挙には道路の幅を拡幅できないというようなところで，歩道が設置できない箇所については，

１つ手がけられるのは通学路を中心にカラー舗装にするということで，ここは歩行空間だと明確化すると。

カラー舗装でなくても，普通の道を歩いておられても，気がつけば白線が引いてあるところはたくさんあり

ますよね。あれ，役に立つのかと思うんだけど，やっぱり自分でも車を運転していると白線があるとないと

では全然違いますよね。それに加えてカラー舗装するというようなことをぜひやっていきたいというふうな

安全対策を考えます。 

 それから，先ほどもちょっと出ましたけど，調布市の道路網計画があるわけですが，その中でも小学校区

を特に幾つか取り上げて重点的に局所的な改良を進めようというようなところで，今，５校の中には，正直

に申し上げまして，まだ滝坂が入っていないんですけども，今おっしゃったご意見もございますから，ぜひ

また細かく教えていただいて，私どもの対策に生かさせていただければと思います。よろしくお願いします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○（西つつじケ丘１丁目） 

 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

○司会者 

 それでは，また挙手をお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。たくさん挙がっておられ

ますので，それでは順番にお指しさせていただきます。それでは，前から２番目の方，じゃ，そちらの方が

２番目で，じゃ，３番目ということでよろしくお願いいたします。それでは，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。よろしくお願いいたします。 

 調布市の今後というか，グランドデザインみたいなものについてお伺いいたします。 

 私は，いわゆる転勤族で，名古屋から引っ越してきて３年ぐらいになりますけれども，自分が30代半ばに

入りまして，子どもも小学生であることから，そろそろどこかに定住ということを考えております。これま

でいろいろな自治体に住んできましたけれども，それぞれカラーがあったんじゃないかなというふうに感じ

ております。 

 市長が2002年，前の市長から交代されたときに，閉塞感からの打破ということもキーワードだったんじゃ

ないかなと思っているんですけれども，市長ご自身が前の市長の任期を超える５期目の市政運営に入り，よ

りチャレンジングな４年間になるんじゃないかなと思っているんですけれども，私とか，私の家族にとって

も，どこでどのような生活基盤を築いていくかというのが非常に重要な数年間になるんじゃないかなと思っ

ていまして，大体４年間ぐらいで市長が特に進められたいということと，先ほど別の方のお話で今後10年間

みたいな話もありましたんで，市長が思い描いている調布市のグランドデザインみたいなものについて，当
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然，予算の制約というものを踏まえつつですけれども，調布に定住しようか迷っている人に対してという視

点で何か教えていただけたら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 

 今，○○さん，転勤族といわれて，いろんなまちをご存じだと思いますんで，またそれぞれのよさがあっ

たら教えていただければ参考にさせていただきます。 

 私自身は，あるときに自分は生まれてから何度ぐらい転居したんだろうというのを勤めたときの海外赴任

や何かも含めて考えたら，数えられるだけで18回だった。日本では生まれてから新潟，高松，広島，大阪。

大阪が長かったんですけど，それから東京というような形です。東京の中でも世田谷，三鷹，そして今，調

布に住んでおります。 

 調布のまちをということで，どこまでご質問の趣旨に合うかどうかわからないんですが，近未来の展望も

含めて申し上げますと，１つは当たり前の話ですけれども，生活面のいろいろなご不便を解消するために，

生活支援をすることと平行して利便性を高めていきたいと思っております。きょう出た一つ一つのご質問も

そういうことですね。子どもたちの学童，保育園，それから道路の改善，そういうようなこととも生活面の

便利さ，また困っておられることをどうするかということ。 

 ハード面の整備が全部終わるのは果てしないことですけれども，十数年やってきたことは，あと何年かで

一応の到達点を迎えます。そこで皆さんに私どもも投げかけますし，振り返っていただきたいと思います。 

 どういうことかというと，平成でいうと24年８月に京王線が地下化になって，それから上部利用をどう考

えるかということで，今，調布駅，布田駅，国領駅等で大きな駅前広場をつくりながら道を整備し，また再

開発のビルを有効に生かすというようなことをやっております。これが十数年やってきたこと。だから，や

り始めてから20年ぐらいで１つの到達点を迎えますから，そこで皆さん，いかがですかと。これが１つの20

年やってきた成果なんだけれども，満足しておられますか，また，どう生かしていこうと思われますかとい

うことを語りかけて，ハード面の整備が一段落するところで，生活面の豊かさ，ソフト面でどういうふうな

調布市にしていこうか。 

 それから，そういうふうに利便性を追求する，近代的になる中で，調布の売りであるターミナル駅から15

分，20分で来られて，これだけ自然が残っている。深大寺近辺の武蔵野の自然林みたいな保全をぜひこれか

らも力を入れてやっていきます。そういうことを語りかけながら，皆さん方に整備されたまちの印象と生活

面の潤いが両輪になっていますでしょうかということをお訴えしていきたいと思っております。 

 そのころには，もちろん私が市長をいつまでもやっているということではないんですけど，行政から問い

かけて，私どもとしてはこういう集大成になったと思っておりますがと。今，その投げかける準備をもう既

にやっているというふうにお考えいただければと思います。今でも，ここまでやってきた十何年来のことに

ついての評価について，よかった面，なかなかまだ改善ができていないよといわれるようなご意見があれば

いただければと思っております。 
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 そこに加えてなんですけれども，去年，トリエ京王調布という調布駅前の３棟の商業施設ができて以来，

それから深大寺白鳳仏が国宝指定されて以来，また調布を訪れる方が非常にふえて，にぎわいをみせており

ます。京王電鉄の公式発表では，ずっと10年来，１日の乗降客が12万人といってきたんです。それが５％ふ

えたと。５％は大きいですね。今，12万6,000人ということになっております。 

 ただ，ふえたのが，ただ単にいいとは申し上げませんが，そのことを市民の方にもいい影響をお与えする

ということと，調布というまちの存在が，昭和30年に町が市になってから六十何年たって，ますます近隣の

まちからみても，商業にしろ，文化の香りにしろ，何か中核となるといいますか，いい影響を近隣に与えら

れるような存在になれば，よりすばらしいことだと私自身は思っておりますので，近隣の市長の皆さんとも

そんなようなお話をいたします。それで，調布に期待されることとすれば何がありますかというような投げ

かけを今させていただいております。 

 調布のまちが近代的になるということだけではなく，やはり周囲のまちを含めた多摩の中のあらゆる振興

を図れるようなナビゲーター的な役割をもしも少しでも果たせることになればすばらしいなと。お答えにな

るかどうかわかりませんが，調布のまちの近未来について，今まで十何年間やってきたことについて，その

ような思いを。 

 あえて付言すれば，来年，再来年，一過性ではあるけれども，ラグビー，オリンピック・パラリンピック，

３つ全部やるのは全国で調布市だけでございますから，100万人を超えるかといわれるような来訪者に対し

ても，いい印象を与え得るようなまちづくりをやっていきたいと思っております。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○（多摩川１丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 それでは，Ｄ列，前から３番目の方，お願いいたします。 

○（布田６丁目） 

 布田に住んでいます○○といいます。 

 調布に都内から移り住んで20年近くなりますが，20軒ぐらいの分譲のところですので，一番最初にご近所

の方と交流をもちまして，とてもいいコミュニケーションができたんですけれども，自治会に所属するお誘

いを受けたときに，そういうのに声をかけていただいたんだけれども，この辺どうしますかというふうに聞

かれて，その中に自治会とか町会は煩わしいので，私たちは入らなくてもいいわよねというふうな話があり

まして，特にそのとき反対することもなく，二十数年，どうなのかなと思いつつそのままにしてきたんです

が，その後，何のお誘いもなく，そのままになっているんですね。いろんな防災の観点からしても，自治会

に所属しないことが個人的にどういう不利益になるのか，老人会だ，そういうお知らせを特にいただいたこ
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とがないので，自治会に所属していないとそういう回覧とかが一切回らないのかなと。 

 調布の行政の中で，自治会に所属していないことによる連絡をいただけないということがあるのか。入っ

ていないので，入っている人との比較ができないので，何ともいえないんですけれども，そういう不安がち

ょっとあって，防災の面からしても，入っていない人と入っている人の差というものがあるのかどうか。実

際，所属している人としていない人，調布ではどういう状況になっているのかなということをお尋ねしたい

なと思うので。 

 一旦拒否した時点で，その後，何の申し入れもないというところで，このままでいいのかなと思っている

のもありまして，地域振興というパンフレットからみても，ちょっとこのままじゃいけないのかなというこ

ともあるので，お聞き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。きょうは市内全域に住んでおられる方がここにおられるわけでございますけれ

ども，どうでしょうか。自治会に入っておられますでしょうか。大ざっぱに分けてこんな感じです。例えば

１棟マンションが建っても自治会組織がない，これも存在します。それから，自治会組織はある。ただし，

自治会連合協議会というそれを束ねた全市的な組織がございまして，自治連協といいますが，そこには入っ

ていない自治会がある。それから，今，○○さんがおっしゃったように，自治会はあることはあるんだけど，

自分は入っていないといういろんなケースがあります。 

 それで，これはあくまでも任意でございまして，強制ではございませんので，私どもから申し上げるとき

も，できればということをいっております。できれば入っていただきたいと。一見，不都合がないようにみ

える。というのは，市が何をやっているか，どんなイベントがあるか，市政情報に関しては全戸配布してい

る市報とかホームページとかＪ：ＣＯＭのテレビの案内とか，そこをみていれば大体のことはわかりますか

ら，一見。 

 ただしということでいえば，今まさに入っていないから入っている人との差はわからないとおっしゃいま

したけれども，私どもは市政情報をさっきいったような手立てで流しても，それだけでは不十分だと思うん

で，例えば今申し上げました自治連協などに頼んでいることはいろいろあるんですよ。自治連協から再度，

こういうお知らせを流してくださいよと。それが地域の子どもたちが出る運動会の情報であったり，それか

ら今おっしゃったような防災の面であったり。優先順位をあえてつけますと，防災がやっぱり極めて重要だ

と思っています。 

 というのは，例えば激甚災害が起こったときを想定して今でもいろんな準備をしているんですけれども，

とても市の行政だけでは，どの町にどういう方がおられて，例えば避難なんかのとき，介添えを必要とされ

る特に要配慮者，かなりの年齢の高齢者の方だとか，障害をおもちの方，その他，これは把握できないんで

すね。いつかは誰でもみんな要配慮者になるということを考えますと，今，自治会にお願いして，あなたの

自治会にはどれぐらいの数の方が，どういう状態でお住まいですかと。それをプライバシーに配慮した上で，
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ぜひ教えていただけませんかということをだんだん広げていっているというのが実情なんです。その中に入

っていないということになると，自分が要配慮者になっているというようなことを考えると，そこがやっぱ

り我々としても一番心配なところであるし，究極にお困りになることかなと思います。 

 今，典型的な例だけ申し上げましたけど，そのほかでも日常生活の利便性では幾つかあると思いますので，

もしご参考になるんであれば，我々が自治会を通して流しているような情報は後でお教えしますので，ぜひ

ご一考いただいて，可能であればお入りいただければ。 

 それから，自治会をつくっていないというような地域，また建物もあるかと思います。ぜひつくることを

検討いただければと思っております。よろしくお願いします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか（「済みません，こちらにも目を向けてください」の声あり）。順番で，先ほどＤ列１

列目の方をご指名していましたので，お願いいたします。 

○（国領町７丁目） 

 では，簡単にで。国領の○○と申します。このような機会をありがとうございます。 

 私，木材の関係の仕事をしておりまして，国もだんだん木材の活用が推進されているんですけども，調布

も最近，トリエの横に木材を使ったスペースができて子どもたちが楽しそうに元気に遊んでいるのをすごく

ほほ笑ましくみていたんですけど，私，調布に来て16年なんですが，他のまち，他の県でいろいろ木材の活

用をお勧めして高評価いただいているんですけども，あそこをみて初めて自分の住んでいるまちで木材を勧

めていなかったなというのを感じてしまったので，ぜひ市長，どんなようなお考えをおもちか，ちょっとお

聞きしたいなと思います。 

○長友市長 

 行政のあらゆる場面に木材を生かすと。 

○（国領町７丁目） 

 そうですね。 

○長友市長 

 ありがとうございました。ニュースがお目にとまったかどうか知りませんが，この間，日曜日，18日に全

国育樹祭という大イベントを調布がではないんですが，調布で開催いたしました。開催されましたといった

ほうがいいのかな。これは何かというと，植樹祭という言葉は耳なじみがあるかと思います。天皇皇后両陛

下が47都道府県のどちらかに行かれて，そこで木を植えられるわけですね。木の大切さ，みんなで大事にし

ていこうというような。 

 育樹祭というのは，天皇皇后両陛下が植樹されたものを皇族殿下，主に皇太子殿下，またはご夫妻が行か

れて育てる。親が植えたものを子が育てるということで。実は42回目なんですが，東京では初めて。ありが

たいことに，その大記念式典は味スタの向かいの武蔵野の森総合スポーツプラザで5,000人を集めて実施い
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たしました。今，○○さんからお話をお聞きしていて，その直後の非常にタイムリーなご質問だなと思った

わけで，私個人も大賛成でありますし，小池知事以下もその育樹祭の中で，はっきりといろんな例を示して

いっておられました。 

 やっぱり木のもつぬくもり，それから環境に与えるいい影響，そしてもう１つは，私ども東京都でも，○

○さんはよくご存じかと思いますが，多摩で生まれ育った木材というのは極めて良質で量もある。多摩産材

というんですが，これを使って，今，檜原村を初め，西のほうでは学校や何かでどんどん積極的に取り入れ

たりされているらしいんです。逆にコスト高になる部分も確かに施設によってはありますんで，そこはクリ

アしなきゃいかんと思っていますけれども，私としては，ぜひそのような潤いのあるもので，オリンピッ

ク・パラリンピック，ラグビー等もあるというのは先ほど来申し上げているところでございますから，国内

外から来られる方の目に触れるところにもそういうぬくもりを感じさせるような，一時的なものも含めて，

スペースであり，空間ができればいいなと思っております。ぜひまた具体的にいろいろ教えていただければ，

調布だけではなく考えさせていただきたいと思います。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○（国領町７丁目） 

 ありがとうございます。 

○司会者 

 それでは，また挙手をお願いできればと思います。先ほどＦ列の方からご質問がありましたが，きょうは

無作為抽出の方を先に優先させていただきますので，Ａ列からＥ列までの方でお指しさせていただきます。 

 それでは，Ｅ列の一番後ろの方が１番目で，次に２番目にお願いいたします。では，３番目にお願いいた

します。よろしくお願いいたします。 

○（布田６丁目） 

 布田に住んでいます○○といいます。きょうは，このような機会をありがとうございます。 

 今，子どもを連れているんですけど，私は調布に住んで６年で，３人の子どもを育てています。今回，こ

ういう機会をいただいたので，私の友達からも話を聞いて，その中から少しお話しさせていただきたいと思

います。 

 医療についてなんですけども，小さいころに打つロタウイルスのワクチンなんですが，１回１万円前後す

る高いワクチンなんですけども，そちらのほうを少し補助していただけたらいいなというお話がありました。 

 あと，医療費，小学校まではただでさせていただいていて，小学校から200円なんですけども，そこも少

し18歳まで安くしていただけると助かるなというお話があったのと，あと調布の夜間救急に行かれた方が，

子どもなんですけどといったことで断られたことがあったみたいで，そこを少し改善していただけたらいい

なというお話がありました。 
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 あと，休日診療って調布にあるんですけども，インフルエンザの時期とかってすごい人が並んでいて，で

きればいつもあいている小児科，休日やってくれるところがふえるといいなという意見がありました。 

 あと，小学校についてなんですけど，その方はテレビでみたらしいんですが，八王子にあるみたいなんで

すけど，学校サポーターといって教室に複数の方がいていただけることがあるらしくて，それをみた方が複

数の目があるよさがいいな，調布にもそれがあるといいなというお話がありました。 

 あと，先ほど学童の話も出たんですけども，今７時までというところをできれば８時までにしていただけ

ないかなというところと，夏休み，学校の給食がない時期は学童に仕出しなどをお願いできないかというお

話がありました。 

 あと，要望ではないんですけども，飯野病院の隣の駐輪場があるんですけど，そこで働く○○さんという

方がとてもいい方らしくて，ここでお話しすることではないかもしれないんですけど，朝からすごく気持ち

よく働きに行けているので，感謝していますという方がいらっしゃいました。 

 あと，さっき公園の話が出たんですが，深大寺にある交通公園が，うちからはちょっと遠いのであれなん

ですけども，存続が大変という話を少し聞いて，でも屋根がついていてとてもいいところなので，これから

も続けてほしいなという意見がありました。 

 以上です。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。今，いろいろ10点近いご指摘をいただいてありがとうございました。一つ一つ

について，今これをどうしますとはっきり即答はなかなかしかねるんで，それは週明けて，各担当のセクシ

ョンと相談してお答えいたします。 

 ただし，大きくいいまして，例えば先ほど医療費の問題等ございました。それで，全国に市町村って一体

どれぐらいあるんだろう。これは多分ご存じないと思いますが，今，市町村は1,718あります。23区を入れ

ると1,741になります。基礎自治体といいますが，基礎自治体の裁量でサービス水準を決められる問題はば

らばらですよね。ですから，23区から多摩に移り住んでこられる方はたくさんおられるんだけど，そのとき

に，私もそうだったですけど，世田谷から来るときに知らなかったです。来て初めて，ああ，このまちはこ

の問題についてはこういう水準かとわかってくるんです。全てを高くしたいと思っています。総合的には調

布の水準は決して低くありません。まあまあ高いと思います。全てを高くすると破産してしまいます。いっ

てみれば，そのはざまですね。 

 そこに大きな問題として，毎年毎年検討しているのが医療費の問題です。就学前のお子さんをただにして，

小学校と。小学校も一遍に６年生まで行けなければ３年生にするとか，６年生までとか，自治体によって苦

慮しております。もっともっと拡大したいと思っておりますが，これは一旦やると後退させるわけにいかな

いということで，○○さんのご指摘を否定することは全くありませんけれども，毎年，重要事項として検討

しておりますので，ぜひできれば拡大を図りたいと思っておりますが，なかなか一挙にそこまでいかないよ
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うな感じもございます。 

 それから，特定のウイルス等に関しての対応も，ご要望があるたびにいろんなものを一遍にやれればいい

んですが，なかなかそこも少しずつということでございます。ただ，この10年以内をみていただいても，い

ろいろな面で我々が補助させていただく部分は広がってきておりますので，これも担当に確認いたしまして，

今おっしゃった分野の話もどれだけ手がけられるかというようなことを確認できれば回答させていただきま

す。 

 それから，八王子と同じかどうかわかりませんが，スクールサポーターという名で私どもも制度をもって

おりますので，八王子で内容がより広範に充実というのがもしあれば参考にさせていただきたいと思います。 

 あと，学童クラブの時間制の問題，それから給食のない場合の対応の問題，交通公園の問題，それぞれ承

りましたので，小児の休日診療とあわせて担当にそのご質問を投げかけさせていただいてご回答いたします。 

 ただ，小児の休日診療の話はやっぱり気になりますよね。それはよくわかります。十何年前になりますか

ね，狛江と共同ではございますが，慈恵第三病院の中で夜間小児診療を始めることができたというのは大き

な成果だったと思っておりますけれども，やっぱり休日も含めてできるだけの対応ということは今後とも考

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 

 よろしいでしょうか。 

○（布田６丁目） 

 大丈夫です。ありがとうございました。 

○司会者 

 それでは，Ｄ列１列目の方，お願いいたします。 

○（国領町５丁目） 

 国領町に住んでおります○○と申します。大変貴重な機会をいただきましてありがとうございます。 

 私，調布に住み始めて30年，妻は生まれ育ってずっと調布ですから，もう60年ぐらいになるかと思うんで

すけど，実は私も無関心で今までここまで生活してきた結果だと思うんですけど，調布が本当にいいまちだ，

本当に住みやすいまちだと感じたことは一度もありません。全くそういうことを気にせずに生活をしてきま

した。転勤をしていろんなまちでも住みましたけど，このまちの売りがわかりません。何かいろんな政策を

して，いろんなことをしていらっしゃるかというふうに思いますけど，このまちはここが売りなんだという

ふうに自信をもって仲間や友人に話せるのは何でしょうかというのを熱く語っていただきたいと思います。

ぜひ教えてほしいと思います。それが１点です。 

 もう一点は，先ほど来話が出ておりますラグビーですとかオリ・パラですとか，味スタでこれから予定さ

れているものが，今，調布市民として住んでいる我々に何の還元があるのかということを具体的に教えてほ

しいと思います。例えば市民税が半分になるだとか，税収が上がって道路の拡張が一気に進むだとか，そう
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いうような目にみえる具体的なものが，ラグビーが来るだとかオリンピックが来るだとかいうことが我々の

生活に直接どうつながるのかというのを教えていただきたいと思います。ただ単に調布に来てよかったね，

調布のまちが有名になったねというだけじゃないと思いますんで，その辺が我々は実感としてわからないと

ころがありますので，それも含めて教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。さっきも違うご質問に対して申し上げたんですが，私も調布以外，割と多くの

まちを知っておりますので，やっぱりそれぞれ住んできたところというのは愛着があるし，ほかからもよく

みられたいなと。これは市長としてではなくて，一住民として思っております。 

 それでということで，私どもがまちづくりに関して，先ほど申し上げましたように23区の中心地からもほ

ど遠くない中で，こういう自然環境を守り伝えながら中身を充実させていきたいということでまちづくりを

やってきたというのは申し上げたとおりでありますけれども，それ以前に，それじゃ，もともと多摩の中の

調布というのはどういう存在だと思っているのかというご質問もあるかもしれません。私としては，それを

考えるときに，よく23区との比較をします。これは決して否定的なこととか批判ではなくて。 

 やはり調布を初めて訪れた方が，京王線に乗っても，世田谷から調布に移るぐらいで緑が目につくねと今

でも異口同音におっしゃいます。それが23区に比べて，多摩の一番東だとはいえ，私どもの持ち得る，これ

からもぜひ残していきたいプラスの特性なんだろうと思っております。やっぱり武蔵野の自然林が北にあり，

南の多摩川というのも花火大会ができるというだけではなくて，川がある，潤い，心の憩いみたいな環境が

保障されていることはありがたいことだと思っております。 

 今，２ヵ所しかなくなってしまった田んぼの風景なども象徴的ですが，そういうようなものを何とかこれ

からも残しながら，そういう田園的な風情も一部残しながら，近隣のまちと多摩を振興していけるような利

便性を追求していくまちであると。 

 ○○さんは比較的長くお住みかもしれませんが，23区から移ってきて数年ぐらい，家族がふえて，また西

のほうに行かれるご家庭も正直いうと少なくはないんですね。そういう方たちが義務教育を中心に東京にお

住みだったことも，後になって思い起こしてお子さん方にいい印象をもっていただけるようなまちであって

ほしいと思っております。 

 重複した言い方で恐縮ではございますが，利便性だけを追求してやってきたわけではございませんので，

これからもそういう23区にはないような牧歌的といいますか，田園的な風情を少しは残しながら，できれば

この辺のリーディングシティーとして調布の存在を大きくしていきたいと思っております。ぜひこの場だけ

ではなく，○○さんも，それではということで似たような環境のまちが周辺に三鷹も府中も日野も小金井も

あるよねと。ただ，うちよりいい面はこういうのがあるよねというのがあればぜひ教えていただいて，我々

も参考にさせていただければと。 
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 それから，２つ目の問題でございます。来年のラグビー，再来年のオリンピック・パラリンピック，楽し

みにしております。私は端的にいって２つあると思います。１つは，○○さんもおっしゃった，その期間は

一過性ですね。２週間ぐらいずつ。ラグビーは連戦がきかない，それにしても１ヵ月半ぐらいの話でありま

すから，その中においては青少年だけとはいいませんが，青少年を中心にぜひ輪の中に入ってもらって，世

界の広さみたいなもの，それから，平和だからこそこのイベントができるんだと。 

 ちょっと余談になりますが，私は1964年，昭和39年は小学校の最高学年でありましたので，あらゆるもの

を鮮明に覚えております。その中で子ども心に，あのスポーツの祭典の中で，多くの参加者が肩を組んで，

スクラムを組んで行進をした閉会式の模様などをみて，平和のとうとさみたいなものを思い知った部分がご

ざいました。 

 それなので，開催地であるから参加できる喜びを共有するというのは当たり前でございますけれども，そ

こに付加をして，今申し上げたように，世界の広さを実感してもらえるだけでも青少年に与える影響がある

と思います。そこに平和という問題。 

 それから，さっきちょっとおっしゃいましたけど，インフラも，必ずしもあれがあるからたくさんのこと

が付加されたとは申しませんが，前倒しで飛田給駅近辺の開発でありますとか，西調布，調布駅も含めて，

都や国のご理解のもとにそういうハード面の整備が進んできている部分。それから，あれがあったからいろ

んなサインですとか案内板の多国語表示のわかりやすさみたいなものを充実したというメリットは確かにご

ざいます。 

 ですから，教育の分野，それからハード面の分野，あと私ども，一見地味になりがちなパラリンピックの

重要性をこれからますます強調していこうと思います。パラスポーツを通じて，障害をおもちになってあそ

こに参加してこられる方が世界は１つというようなことをおっしゃっていただくことで，障害者に対する理

解を大きく促進できるんだと。あのパラリンピックを超えて，やはりノーマライゼーション，ユニバーサル

デザインの中のまちのわかりやすさみたいなものを追求していけるんだろうと思っております。それが福祉

の分野でございます。 

 それから，おもてなしの中で環境を整えて，花や木を埋めて，それでまた終わった後もというようなこと。

私は○○さんがおっしゃったように，あれを楽しむということも重要だけれども，そこから先に，あれがあ

ったからこそ拡大した，また，前倒しでできたという部分をはっきりとわかるようにしていくのが大切だと

思っております。 

 今，幾つかのことを申し上げましたけれども，これからそれをわかりやすく市民の皆様方に訴えかける，

ご相談していくようにいたしますので，ぜひご理解いただければと。よろしくお願いします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

 それでは，Ｂ列，前から３番目の男性の方，よろしくお願いいたします。 
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○（富士見町４丁目） 

 富士見町４丁目の○○と申します。 

 私は50年間，調布に住んでいるんですけども，50年前に杉並区から引っ越してきたときに，何て店の少な

い不便なところだというふうに思った覚えがあります。そのときはまだ周りに住宅も少なかったんで，これ

から発展していけばどんどんどんどん便利になっていくんだろうと思っていましたら，年々店が減っていっ

て，最近は惨たんたるありさまでして，食料品，お魚でも買いに行こうかなと思うと歩いて20分ぐらい先に

あるスーパーに行くか，バスに乗って調布に買いに行く，あるいは吉祥寺に買いに行くようなことしかでき

ない状態になっております。 

 これは別に調布に限ったことじゃなくて，あちこちの住宅地で起こっていることだと思うんですけども，

私ももう68になりまして，年をとってくるとそれがどんどんどんどん不便に思うようになっています。今は

まだ歩けるからいいんですけども，それがちょっとしんどくなってきたら，もしかしたら今の家には住めな

いかなというふうになりかねない。これから老人というのはもっともっとふえていくでしょうし，それから

身体的なハンディキャップをもっている人も住みにくいまちというのはいかがなもんかというふうに思うん

です。 

 そういうのは小売店の問題だといっちゃ，それでおしまいなんですけども，行政として何かできることは

ないのかなと。例えば，商業施設を調布駅の近辺だけに一極集中させないで，もっと広げていくような行政

的な考えなんてあってもいいのかなと思ったりするんですけども，そういったことを市長はどのようにお考

えになっているか，あるいはそういうことを考えたりする部署というのはあるのかなというのをお伺いした

いなと思っています。 

○長友市長 

 ありがとうございました。今，○○さんがご質問の中でもおっしゃいましたように，決して調布固有の問

題ではないと思ってはおります。別に，だからいいというわけではないんですが。 

 それから，東京のまちよりも先に地方がもっともっと不便になったということはよくご存じだと思います。

いまだになかなか。それが究極までいくと限界集落ということになってしまうんだということだと思います。 

 私どものまちでみましても，今ご質問の中にも一部ありましたように，例えば生鮮産品の店が激減してお

りますよね。八百屋さん，魚屋さん，肉屋さん，私が子どものころから，東京でなくてもそれはどこのまち

にもございましたよね。逆にいうと，量販店だとか大型がなかったですよね。ですから，形態が変わってき

ていることは間違いない。 

 スーパーには怒られるかもしれませんが，魚屋さんなんか，やっぱりそれを専門にしておられる店のほう

がバリエーションもあって，いいものを手に入れられるような気がしておりますよね。 

 それから，もっと違ったことを申しますと，税金を投入して何かやるという可能性はあると思います。例

えば，第３セクターみたいなものをつくって，そこにお店も入れて税金も投入していくと。できないことは
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ないと思います。ただ，それは全市民的な理解が得られるかどうかだということで，得られればそこに毎年

１億，２億投入してもいいんじゃないでしょうか。ただ，そこまでの話になるかどうかというところが。 

 商業施設に関しては，私どもも，チェーンストア協会も含めていろんなお話をするときに，うちのまちの

近辺は特に不便になってきたというのは調布の中でも耳にはしますので，ぜひ機会があったら進出を考えて

いただけないかとお話はします。高齢化率も高まってきて，これからますます。 

 75歳以上の方にインタビューすると，やっぱり自転車もなかなか最近はねというようになってきますんで，

バスの路線を開拓してくださいということはバス事業者の方にお願いしながら，お店のことも機会があれば，

我々から強制はできませんが，お願いいたします。ただ，そこはひとえに，申し上げるまでもなく採算の問

題でございますから，何とも限界はあるかなと思っておりますけれども，私どものほうでそういう努力は続

けていきたいと思います。 

 それから，やはり個店も含めてですけど，コンビニ，スーパー，いずれにしても，個店の方も生き残って

いくためには宅配をふやそうかといっておられる方もたくさんおられますんで，そうなるかもしれません。

ただ，そのときにはコスト高にはなります。１割ぐらい高くなるかもしれませんね。それは当然。 

 ですから，そういうことを全て含めて，私は調布は特に不便だといわれれば物すごく残念だと思いますが，

どこのまちでも直面している今世紀中にどうなっていくのかなという課題だと思っております。私どもは，

そういう声をお聞きした上で，働きかけられるところには。さっき申し上げましたように，いろんな手立て

を考えて，公費を含めてまでというんならば，それも考えます。市民の方のご理解が得られるんならば，そ

うは思っております。 

 それから，そういうことを考える部署，今おっしゃったことに非常に狭義の意味でということになると特

化した部署はございませんけれども，やっぱりよろずいろんなことを承るのは，きょう主催しているこのセ

クションがそのために存在しておりますし，それから産業振興であるとか福祉であるとか，そういう観点か

ら同様のことを考えるという場面もございますから，ぜひほかの方も，まずは相談の窓口があるんだという

ことはご承知おきいただいた上で，いろいろ具体的におっしゃっていただければと思っております。 

○（富士見町４丁目） 

 というか，もうちょっと都市計画といいますか，まちの流れをダイナミックに変えるような大きなものを

考えられるといいなと思ったんですけど。 

○長友市長 

 例えば。 

○（富士見町４丁目） 

 市役所を分散化させるとか，今，東京都の移転とかというのがありますけども，調布市庁舎をここら辺じ

ゃなくて別なところに移すとか分散させるとか，そうしたらその周りにちょっと店とかができていきそうで

すしね。 
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 それから，住宅地域の中にもっとお店も出しやすくするとか，そういうところの制限を緩めるなんていう

のは法律の世界だと思いますんで，行政でできるのかなという気もちょっとするんですけども。 

○長友市長 

 そういう意味でしたら，これからももちろんいろいろ考えていきたいと思っております。ただ，今，減少

しているという事象を研究することがまず一歩になりますから，もちろん多くの部分，お金が絡むことには

なろうかと思いますけれども，それぞれ調布の中でも細かくみていくと，まちの地区の事情は異なるところ

がございますから，まずは，お住まいは富士見町ですか。 

○（富士見町４丁目） 

 はい。 

○長友市長 

 では，ここ何年かで不便になったということについて，この後でも結構ですから，少しまた詳しく教えて

いただければ手がかりにさせていただきたいと思います。 

○（富士見町４丁目） 

 ありがとうございます。 

○司会者 

 それでは，また挙手をお願いできたらと思います（「済みません，こちらにも目を向けてください」の声

あり）。大変申しわけございません。最初にご説明させていただきましたが（「最初から手を挙げているんで

す」の声あり），そうなんですが，本日，無作為抽出でご来場いただいた方にまずご発言いただいて，その

後，お時間の範囲でご対応させていただきますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，挙手をお願いいたします。時間の関係もありますが，今回もまた３名お指しさせていただきま

す。では，Ａ列の一番後ろの方，Ｃ列の３列目の方，Ｅ列の後ろから２番目の方。それでは，まずＡ列の方

からお願いいたします。 

○（深大寺東町４丁目） 

 深大寺東町に住んでおります○○といいます。よろしくお願いいたします。 

 隣の三鷹から引っ越してまいりまして，７年目になります。自分の子どもが通っている小学校は調布で一

番大きいといわれている上ノ原小学校になるんですけれども，ことし息子が小学校に上がりまして，いわゆ

る小１プロブレムでいつも毎日悩んでいる状態なんですけれども，親としてはとても心配で，学校内外の支

援機関を利用させてもらっているんですが，それで教職の先生とかとも話す機会も多くて，また，学校の抱

える問題も親としてちょっと感じているところなんですが，それを１つ，ちょっとお話しさせていただきま

す。 

 上ノ原小学校は1,000人規模の学校なんですけれども，養護の先生に聞いたところなんですが，調布の各

小学校に配置されているスクールカウンセラーの先生が各１名だということで伺いました。学校の規模にか
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かわらず，スクールカウンセラーの先生が各学校に１名というふうに聞いておりました。基準に対してとい

うのはよくよくわかるんですけれども，子どもが置かれているさまざまな問題を解決していくに当たって，

1,000人に１人という配置というのはどうなのかなというところを感じております。 

 こういった問題に関しては，教育委員会とかそちらのほうにも訴えるべきかとは思うんですが，市を運営

しております市長さん的にはどういったお考えであるか，ご意見のほう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，最後にまさにおっしゃいましたように，教育委員会の判断事項です。ここ

におられる方は皆さん，市と教育委員会のかかわりというのはご存じだと思いますね。日本がこういうシス

テムを採用しているのは，いつまで続くかは私は知りませんけれども，教育をつかさどる範疇の話は，私ど

も市長部局というんですが，こちらで判断するんではなくて教育委員会が判断すると。これは明らかに，１

つは教育の中に政治というものを介入させないということ。それだけではないですけど，それが１つの考え

方にはなっているんだろうと思います。 

 それは変わっていないんですけれども，ただ，市長が日々の教育に全く関与しないというのは改めようと

いうことで，戦後初めてかもしれない，関与が何年か前に決まって，私も話し合いの場をもっています。そ

れはしかし，一つ一つの事象について決めていくということではなくて，教育大綱，教育の大づかみなこの

まちの方針をどうするかということに関しては一緒にやっていくということになっている。それはそれとし

てお答えします。ですから，私がお話をする内容は，一応，教育委員会が答えても同じ程度の話だというふ

うに。 

 スクールカウンセラーの存在というのは，○○さんがまさにおっしゃったように，やっぱり重要視されて

おりますし，これからもその役割というのは高まることはあっても不要になることはないと思います。それ

ぐらい重要で，以前，日本全体に余裕がなかったときは，全くそういうことは顧みられもしなかったんだけ

ども，小１プロブレムだけではなく,やっぱり６年生までいろんな問題がございますから。いろんな案件が

ございますから，それは子どもたちを指導，教育するために。 

 それでということで，人数の問題，これは○○さんのおっしゃることはわかります。今，市内に小学校だ

けでも20校ございまして，規模の大きいのが，たしか今，上ノ原とか杉森あたりが定員が多いのかなと思い

ます。それから，小規模校もございます。それに均等にというのはということでございますので，それはそ

うかもしれません。ただ，逆の言い方をすれば，小さいところにも１人ずつ置けるようにはなったという現

状であります。 

 それを増強していけないかという希望だとか要望は今までにももちろん存在しておりますので，今後，可

能な範囲で考えるというふうに教育委員会も思っていくのではないかと思いますけれども，現状ではそうい

うことで，カウンセラー１人当たりが抱える対象とする児童に差ができているという現状はもちろん認めざ

るを得ませんけれども，いろいろな観点から，細かいことをいうと，今，市内20校全校に東京都から年間38
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日間，スクールカウンセラーが配置されていると。それから，調布市からも年間35日間，全小学校にスクー

ルカウンセラーが配置されていると。全小学校において２名のスクールカウンセラーが週に１日，別の勤務

日に出勤しているという現状で，細かいことを覚えていただく必要はないんですが，その度合いを少しずつ

少しずつ拡大するということで対応させていただきたいと思いますし，きょうのご質問に関しては，改めて

そういうご指摘があったということをすぐに伝えさせていただきますので，今，私が申し上げた以上の回答

が教育委員会からあれば，月曜以降にお伝えするようにいたします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○（深大寺東町４丁目） 

 ありがとうございます。 

○司会者 

 それでは，次にＣ列３番目の男性の方，お願いいたします。 

○（深大寺東町６丁目） 

 深大寺東町の○○と申します。本日はこのような機会を与えていただきましてありがとうございます。 

 私は15年前に兵庫県尼崎のほうから来たんですが，来たときは，具体的な言及はしませんが，極めて治安

のいいまちに来たなという印象を受けております。 

 今，私は三鷹のほうに勤めつつ，深大寺東町から自転車等，歩き等でやっているんですけども，ちょっと

要望というか，コスト等もありますので，なかなか難しいと思いますが，深大寺東町のあのあたりは最近ス

ーパーも潰れちゃったりとか，外に出ないといろいろ生活がしづらいというような状態になっているのかな

と。 

 その一方で，三鷹通りとか野ヶ谷通りなんかもそうなんですけど，自転車で走り回るとちょっと怖いとい

うか，そういうところもあるというところで，ほかの方ともちょっとかぶるんですが，その辺の自転車だっ

たり歩行者が歩きやすいような場所を考えていただければと思います。 

 その上でなんですけれども，調布って実はタクシーの呼び込みの範囲が，例えばタクシーを三鷹でとると，

23区内プラス三鷹，武蔵野になっていて，ちょうどあそこの航研のあたりでタクシーを拾うと調布だから拾

えないといわれたりするんですよ。三鷹に戻るタクシーなんかは調布で拾ってもらえないとかがあったりし

て，実はあそこのあたりってタクシーも拾いづらいみたいな場所もあったりして，その辺も含めて，そこは

拾ってよというような働きかけをしてほしいというところと，あとコミュニティバスが何年か前に走って，

あれはあれで便利になったんですが，多分，町内の人は知っているんですけど，余り乗らないんですよ。と

いうのは，調布駅ですごいいっぱい乗って，佐須とかあの辺でみんなおりちゃって，そこから先，みんな乗

らない。というのはすごい時間がかかるから乗らないんですよ。ほかの三鷹通りを走るメインのバスと比べ

るとコミュニティバスが深大寺東町に行くまですごく時間がかかって乗らない。 
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 さらにいうと，あの辺の人ってどっちかというと三鷹系に行く人が多いので，そういうところでいうと余

り使えないんですよ。ちょっと調布市にいうのもなんなんですが，せめて三鷹市と連携してその辺の交通網，

特にさっきいった通りにくいとかいうのもありますので，ぜひその辺，近隣のまちとご検討いただいて何か

いい策を出していただければなと思いますので，よろしくお願いいたします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。タクシーでおっしゃったのは多分あれですよね。今，試験的に23区内が410円

乗車になっていると。それを23区だけでなくて外縁を広げるときに，誰が決めたのか知らないけど，多摩で

武蔵野，三鷹だけが入ったんですよね。あれ，国土交通省が決めたのかな。だと思いますね。多分，今おっ

しゃったこと，私はそれをいわれたことはないけど，410円区間と730円区間，ルールが違うからその境目で

乗せられる範囲というのはあるんでしょうね。だと思います。 

 それから，コミュニティバスのことに関しては，私どももできて大変よかったなと。今，東の仙川のほう

と西の飛田給に行くほうと北へ行くほうと３路線あるんですけど，できてよかったなというのと，なかなか

続けていくのは難しいなと率直に申し上げますけど，両方あります。 

 できてよかったというのは，特に高齢化率も高くなってきて，雨の日なんか，便利なコミュニティバスの

停留所があって家のすぐ近くまで通ってくれるというのはよかったと思っておりますが，続けていくのがと

いうのは大変な要望をいただいてバス会社に交渉してお願いしてやっと路線ができ上がるんですが，今，○

○さんがおっしゃったように何らかの要因で乗降客がふえまえせんと，あちらも採算をとったビジネスであ

りますので，存続が極めて難しくなるという問題は我々も苦慮しております。 

 ただ，今おっしゃって，一番近い経路をたどっていくんならもっと乗るようになる，そういうこともある

のかもしれませんね。ただ，何とか北路線を存続させたいと思っているんで，地域の方の声をこれからも詳

しく聞いていこうと思っています。 

 それから，三鷹との連携とおっしゃいましたけれども，私どもは三鷹にしろ，狛江にしろ，小田急線から

調布へ，ＪＲから調布へ，逆に我々も通勤通学でそっちへ出ていかれる市民も多いんで，行政同士も，また

それを反映させてバス会社の方にも新規路線を開拓してくれないかとか，今，行き来しているけれども，経

路をちょっと変えてくれないか，拡充してくれないか，こういうことは頻繁にご相談しております。 

 近年，ありがたいことに，細かくは申しませんが，二，三それが実現した例もございますんで，今のよう

にどんどんおっしゃっていただければ。定期的に，また不定期にバス会社と話し合っておりますから。そう

いう話し合いを行政同士もやっていますよね。やらせていただきたいと思います。何かつけ加えることあ

る？  

○江田都市整備部参事 

 三鷹通りのご要望があったかなと思います。三鷹通りは東京都が管理する都道になります。ただ，やはり

深大寺東町のほうから，あそこが大変危ないといったご要望がありまして，市としてもできるところはどこ
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なのかということでいろいろ工夫はさせていただいております。例えば，指導要綱，大きな建物が建つとき

の部分の中で，我々のほうから沿道沿いを少し壁面後退して下がっていただいて，歩行者同士がすれ違うの

も大変な部分の中，そういう空間を広げてもらったりとか，市の公園も沿道沿いにあったところを，花壇だ

ったものをフラットにしてなるべく歩道空間をとろうとか，そういったできるところから始めて，いろいろ

やらせていただきながら，東京都ともパイプをもちながら，そういったご要望に対して東京都さんにお伝え

しながら，東京都でもできるところをお願いしたり，深大寺五差路のところも，すいすいという道路事業で

右折レーンを整備しております。 

 そういった安全対策は，東京都は東京都なりにやらせていただいていたり，あと青渭神社の北側のところ，

歩道の空間を少し広げたりとかいったところで，それは東京都の公園側のほうに我々も要望して，地元から

こういうのですって対応していただいたりとか，そういったところで連携をとりながらやらせていただいて

います。 

 三鷹通りのところは十分認識していますし，東京都側も認識しているんですが，あそこも都市計画道路の

計画はあるんですが，実は準優先とか何も乗っかっていない，ただ，まだ計画ですからずっと後送りになっ

てしまいます。ただ，現状としては危ないという認識はありますので，我々としてもできる限りのことは東

京都と連携して引き続き安全対策を対応していきたいと思いますので，今後ともよろしくお願いいたします。 

○（深大寺東町６丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 それでは，Ｅ列３番目の男性の方，よろしくお願いいたします。 

○（柴崎１丁目） 

 ありがとうございます。柴崎の○○と申します。 

 調布に住んで18年になります。年は市長と同じ学年じゃないかなというふうに思っております。質問とい

うよりは意見というふうに，ご提案というふうに思っていただきたいなと。そのものとしては，やはりまち

の基本コンセプトを歩行者に優しいまちというふうな方向で進めていただけないかなと。したらどうですか

という提案になります。 

 現在，最近ですと，歩いていますと狭い道を自転車があたかも車道みたいな形で走ってしまう。それから，

甲州街道なんかでも横断歩道を渡っていると自転車が信号無視して走る。それから，横断歩道でとまらない

車が多い。そういうふうなことが現にあります。近くに教習所がありますけど，教習生の車は横断歩道では

とまりますけど，送迎車はとまらない。それから，甲州街道に脇道から出ると何人かはぶつかりそうになる

とか，そういう例が頻繁にあって，自分でも身の危険を感じるというふうになってきたというんで，ちょっ

とこのままだとモラルがなさ過ぎるなというふうな感じになっています。 

 ちょっと違う言い方ですけども，今，世の中が物すごく変化してきているなと。情報通信の発達に伴って
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変わっています。これは第四次産業革命だとか，世の中の構造が変わっています。そういうふうなところの

中で，特にやるのは自動運転だとかライドシェアだとかモビリティーの定額制というものが急速に進むだろ

うというふうなこともいわれ出してきています。 

 実は私，鉄道会社でモビリティー変革の仕事をしております。そんなところで，鉄道会社がことしから始

めたのは，大きな鉄道会社ですが，鉄道会社ではなくてまちづくりの会社にしなさいというような取り組み

が，もう号令がかかって，これはホームページでも出ていますけども，物すごく大変革を行っております。 

 その１つとすると，今130社ぐらいの企業が集まりまして，モビリティーの大変革というような形でまち

づくりというものに取り組んでいます。これはＪＲ東日本だけでなくＪＲ西日本，私鉄，タクシー会社，バ

ス会社，金融機関，通信会社，エネルギー会社，国交省まで含めて今取り組んで，急速に実証実験を始めて

おります。残念ながら私たちのまちに来ている私鉄さんのほうから問い合わせは来ていないというようなと

ころになっております。 

 １つの例なんですけども，山手線の中に新しい駅をつくるということがありまして，2024年の開業を目指

しております。2020年のオリ・パラということで仮開業しますが，これに対しては第２の東京駅にはするな

と。新しいまちにせよというのが指示で，今，再構築をしています。かつ品川から田町までは大きな歩行空

間という形にして，駅ではなくてまちづくりにするということで，急速にしていまして，人もかえて新しい

チームで，新しいコンセプトで動き出しております。ですから，オリンピックを目指していろいろな案が出

ていますけど，ちょっとびっくりするような状況になってきているかなというふうな状況です。 

 自動運転だとかライドシェア，定額制ということになってきますと，駅の改札口がなくなっていくという

ふうに予想しております。それとともに，各市だとかいろいろな国で今進めているのは駅がみんなの集まり

やすい場所，優しい場所，憩いの場所，緑もたくさんあって過ごしやすい場所ということを目指して，いろ

いろなところから取り組みが進んでおります。ぜひ調布市も時代に乗りおくれないような形で，新しい駅を

中心とした優しいまちにしていただきたいなと。 

 そういう意味で，その基本コンセプトとして歩行者に優しいまちというものを掲げて新しいビジョンをつ

くっていただけないかなという意見です。ありがとうございました。 

○長友市長 

 大変ありがとうございました。最初に，ご質問というよりはご提言かなという感じで大変勉強になります。

この短い時間では語り尽くせない部分があるんでしょう。また資料等ございましたら，ぜひみせていただけ

ればと思います。 

 そういうことを申し上げた上で，一，二点だけ申し上げますと，歩行者に優しいまち，まずは危険という

ことで申し上げますと，難しいものだな，やっぱりまちは道からつくらないと，これだけ１平方キロあたり

１万人住んでいるまちで，強引に立ち退いていただいて後から道をつくるというようなことをしないような

ことができればよかったのにな。これは詮ない話ではございますけれども。 
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 私はもちろん多摩は大好きですけれども，多摩に入ると，より難しい部分があるなと。これは隣の世田谷

などと比較いたしますと，私も上北沢に住んでおりましたし，千歳烏山を少し歩けばわかりますけども，な

ぜあれだけの道幅がもてるのか。これはやっぱりまちづくりの経緯が違っているなと思います。ですから，

詮ないことは申しませんけれども，ぜひご協力いただいた上で，これからもどうしても必要な場合には道の

提供を市民の方にお願いしていこうと。これは危険な部分です。 

 それから，もう１つの歩行者に優しいまちというのは，それだけの話ではないというのは今お聞きしてい

てよくわかりました。○○さんがおっしゃったことと重なるかどうか知りませんけれども，私も理想からい

えば，外国の人口20～30万のまちによくあるように，調布駅があって半径200～300メートル以内は車を全部

シャットアウトして，入ってくる車は外縁でとめるか，もしくは大きな駐車場をつくって中に入ってきても

らうけれども，地上は全て歩行者，ベビーバギーだけと。老若男女を問わず，自由に安全に往来される中に

中心市街地の潤いがあるようなまちができれば本当に理想だと常々思っております。なかなか難しいですけ

れどもね。 

 ＬＲＴもＢＲＴもいいけれども，それより以前に，体に障害をおもちの方にも優しい部分も含めて，人々

が自由に往来できるようなぬくもりのまち，念願とするところでございますから，そういうような観点にも

つながる部分がご紹介いただいた内容の中にも当然あるのかと思います。ぜひ教えていただければ。今後と

もよろしくお願いします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○（柴崎１丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 残り時間が少なくなってまいりましたんで，ここからはお１人ずつお指しさせていただければと思います。

それでは，まだ挙げていらっしゃらない方で，ご意見のある方は挙手をお願いできたらと思います。では，

そちらの方。 

○（富士見町１丁目） 

 富士見町に在住しております○○と申します。よろしくお願いいたします。 

 大きく２点なんですけれども，調布のロータリーについてでございます。今，来年，再来年とラグビーワ

ールドカップとオリンピックという話があるんですけれども，ロータリーの周辺がちぐはぐというか，一定

なデザインがされていないというところで，継ぎはぎ状になっているようなところが見受けられるので，そ

このコンクリートの整備とか，その辺どうなるのかなというところと，隣接しているタコ公園の観点からい

いますと，２年前に閉鎖されて，当初，駐輪場が建設される予定だったと思うんですけれども，そこが最近

中止になったという話をお伺いしましたので，そこにかわるようなアプリケーションがあるのであれば，お
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聞かせいただきたいなと思います。 

 ２点目なんですけれども，税金，納税の支払い方法についてです。ほかの市，三鷹市とか武蔵野市におい

ては，ペイジーといういわゆる電子的な処理をして税金が支払える方法があります。あと，もうちょっと新

しいところでいうと隣の神奈川県ですとか最近だと大阪市がラインペイとかメルペイとか，そういう新しい

決済方法を導入されていると思うんですが，調布市はまだそのような施策がないと思いますが，導入されて

いない理由，もしくは導入するメリット，デメリット，その辺のところをお聞かせいただきたいなと思いま

す。よろしくお願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。十何年前からしてきたハード面のまちづくりというのは，一番最初に申し上げ

たように，京王線の地下化も予定よりも若干前倒しでやっていただいたというありがたみで進行しておりま

す。これから実際に整えて完成形に近づけてまいります。そういう中で，１つは表玄関である調布駅の近辺

をどうするかということで，これも何年も前から市民の方にももちろんご意見をいただきながら計画してき

ております。 

 今おっしゃった中で一，二点申し上げますと，駐輪場は1,900台収容する大きなものを慢性的にスペース

が不足していた調布駅近辺で大きく整備すべきだということを決めてここまでやってまいりました。ただ，

そこに問題が生じたのは今の駅前広場にある古くからの記念的な樹木をどう保存するのか。これに関しては

市民の多くの方，また議会からも要請があって，じゃ，それは優先順位として考えよう。それをやりながら

ということで，ことしの３月から始めて，３つも４つも手法を考えて，どういう工法をとればそれが可能に

なるのかやってきたんですが，無理だと。大変残念ながらそれはできないということで，できないというの

は木が保存できない。どのような工法をとってみてもということになったので，私どもとしては，正直に申

し上げて大変残念ではございます。今でもつくりたかったという気持ちはございますが，一応断念すると。

ただ，そのこととロータリーの形状等，あのスペースがそのこと１つをとって大きく変わるということはご

ざいません。 

 ただ，駐輪場をもしつくらなければならなければ２つあります。１つは，代替のスペースをどこに確保す

るのかということで，今もう既に必死になってそれをどう確保するのかということを検討しております。そ

れから，それをつくらないということで，その工期がなくなるわけですから，ほかに対する影響がございま

すよね。それは悪い影響ばかりではないんですけども，そういうこともしっかり整理して市民の皆様方に今

後ご説明していこうと，そのように思っております。 

 公園的なものについては，前からも申し上げておりますけれども，旧相模原線のほうの一部分のところに，

お子さんに安全に過ごしていただくスペースをつくるということで，今，鋭意その中身の検討をしておりま

すので，ことしの７月ぐらいに遊具も仮に置いて利用していただいた，アンケート等もとらせていただいた

りしておりますけれども，最終的にどういうものにするかにつきましても，皆様方にわかりやすく，これか
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らお示ししていきたいと思っております。 

 それから，電子処理決済等について，市民部のほうから。 

○城戸市民部長 

 市民部の城戸でございます。 

 ペイジー口座振替受付サービスは平成24年度から開始しておりまして，ご質問のマルチペイメントですが，

こちらは来年度，システムを改修いたしますので，それにあわせて実施してまいりたいというふうに今準備

を進めているところであります。時期的には31年12月ごろを予定しております。また決まりましたら市報等

でご案内してまいりますので，よろしくお願いいたします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

 予定の時刻４時になりましたので，あとお１人でお願いできたらと思いますので，まだ挙手をされていな

い方で。それでは，Ｂ列１番目の方，よろしくお願いいたします。 

○（調布ケ丘３丁目） 

 調布ケ丘の○○と申します。 

 調布市の市税について，ふるさと納税とかを利用されている方が多いんですけれども，それで調布市は大

丈夫なのかなという率直な不安と，それで調べたときに，調布市が鬼太郎ひろばか何かだったと思うんです

が，寄附を募って500万円を目標にされているというようなのをみて，ほかでは調布市からの何かで目にし

たことはなかったなと，そのホームページをみて初めて知ったなと思ったので，その点についてどのように

お考えかなと思いまして。 

○長友市長 

 端的にお答えをいたします。自分の出身地を応援するために，そちらのほうに税金を回したいという趣旨

でふるさと納税が始まって，東京というのは，私もそうですけれども，出身地としない方も多いんで，私ど

ももそういうことについて全く否定はいたしません。それも１つの方法だなと思っております。 

 ただ，ご存じのように，そういう趣旨で始まったのに今は高価な返礼品争いになって，お肉だとか海産物

だとかそういうもので。そこは問題が２つあると思います。１つは，今申し上げたように，最初のふるさと

を応援するという趣旨じゃなくて全く関係ないところに，これがいかがなものかと。もう１つは，今，総務

省は返礼品を出すなとはいっておりませんが，税金を送金しようというものの３割ぐらいまでの返礼にしろ

と。それが７割，８割になっていておかしいといっているんですが，ただ，厳密にいいますと３割であった

としても，税金で公共サービスに充てようとしているものが損なわれるわけですよね。これはやっぱり大き

な問題だと思いますね。ですから，理想的には見返りを求めないふるさと納税という形にすべきだし，そう

すれば我々の東京都からみても理解できる部分がふえると思います。 

 それから，実額の問題でございますが，平成29年度で3.5億円ぐらいのマイナスが我がまちに。入っても
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きているんですね。それは何百万円か知りませんが。ただ，差し引きすると3.5億円が失われている。これ

は差し引きなのかね。それとも出ていく…… 

○伊藤副市長 

 出ていくだけです。 

○長友市長 

 だけど，入ってくる部分は微々たるもんですから。それから，ことしは５億円ぐらいという試算ですけど，

あります。これは大きな問題です。3.5億円，５億円あれば，子育てにしても福祉にしても多少のことがで

きるのになという思いがございます。でも，これに関しては総務省がつかさどっている政策でございますの

で，私どもとしては善処を促していきたいと。 

 それから，特定の目的に関してクラウドファンディング。これは別に行政がやらなくても，民間でも個人

でも手を挙げて，こういう目的のために何か事業を起こしたいんだ，賛同する方というようなこともできる

わけだから，公的機関だけとはいわないけれども。 

 ふるさと納税が去年，ことし，問題になる少し前ぐらいから，うちも産業振興，また市のイメージアップ

という観点から，ぜひ１回取り組んでみたいなと。ですから，ふるさと納税があるからということではなく

て，こういうことを考えたということで，今，○○さんの目にとまったように，12月からトライアルで実施

して，水木プロに全面的なご協力をいただいた上で，今月30日だから，あと６日後にはご命日，ゲゲゲ忌も

ありますので，そういうところで我々のお訴えをさせていただいて，市の事業の一部に充てるんで，ぜひ水

木プロ，鬼太郎にちなんだようなイメージアップにもご賛同いただけませんかという名目で募集させていた

だこうと思っています。ただ，これを続けて何回もやるとかなんとか，それはまだ全然決まった問題ではあ

りません。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○（調布ケ丘３丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 それでは，本日もたくさんのお話を伺うことができました。予定の時刻を過ぎておりますので，終了させ

ていただきます。 

 なお，本日皆様からいただきましたご要望，ご質問の中で，持ち帰り，後日改めてお答えいたしますと申

し上げた事項につきましては，内容によってはしばらくお時間をいただく場合がございますことをご理解い

ただきたいと思います。 

 なお，今後のふれあいトーキング開催の参考に，本日お配りしております封筒の中にアンケート用紙がご

ざいます。お帰りの際にご回答いただきますようお願いいたします。 



- 35 - 

 

 また，本日お話しできなかった方には市長へのはがきを先ほどの封筒の中にご準備させていただいており

ます。こちらをご利用いただければと思います。 

 それでは，これをもちまして本日の市長と語る・ふれあいトーキングを終了させていただきます。本日は

皆様，ご協力いただきましてどうもありがとうございました。 

 

  閉会 午後４時８分 

 


