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平成３０年度第３回「市長と語る・ふれあいトーキング」 

１ 日時   

平成３１年２月１１日（祝・月） 午前９時３０分から午前１１時３０分まで 

２ 場所 

調布市市民プラザあくろす ３階 あくろすホール 

 

  開会 午前９時30分 

 

○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３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 

 おはようございます。長友でございます。祝日のお忙しい時間帯，熱心にご参加いただいてあり

がとうございました。 

 常に，いろんなことがございます。今，入ってきて机上にあったのは，初めてみるんですが，レ

オパレス21，調布市内調査対象物件の結果，調査対象物件81軒，３軒の報告が市になされ，３軒と

も建築基準法上の違反が認められた。このうち１軒は改修工事中，残りの２軒は改修計画中。そん

なに物すごい数ではないけれども，ちょっと気になる案件でございますね。もしご関心の向きがあ

れば，担当から後でご説明いたします。そんなこんなで，いろんなことを考えるところでございま

す。２つだけ手短に。 

 １つは，こういう集会についてでございますが，数年前まではいろんな地区を年間10回ぐらい回

ってやっておりました。それはそれで地域の特性，問題点がわかって勉強になったんですが，どう

しても例年同じような質問が続くようになりまして，それで思い切って，地域を問わず，それから

無作為抽出でやらせていただいてというような形式にして現在に至っております。この形式を今後

とも続けるかどうかも含めて，また市民の皆様のご意見を聞いてやっていきたい。これが１つです。 

 もう１つは，全然違う観点ですけども，1955年，昭和30年に，我が市は町が２つ合併して市にな

りました。ということは，この４月１日で満64年，65年目に入ろうとしております。私はこのまち

に住んで25年ちょっとですが，皆様方，どれぐらい住んでおられるのか，いろいろな違いがあろう

かと思います。 

 近年，大きなことでいえば，三鷹市と長年計画しておりましたごみの焼却場が完成して順調に稼
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働を続けております。もう数年になります。それから，やはり何といっても平成24年８月に京王線

の地下化の工事ができた。これが大きかったですね。８年有余の工事期間，その前，何十年間の計

画でやったわけでございます。ありがたいことに，それから以降，地下化ですから上部を利用でき

る。国領，布田，調布駅，今も続いておりますが，まちづくりはかなり進んでまいりました。 

 それでということで申し上げたいのは，常に毎年，当然のことながら市民の皆様方からいろいろ

なご要望をいただいて，なるべく多く手がけたいと思っております。ただ，調布だけではございま

せんが，実は全国の自治体，そんなに財政状況はよくないんですね。日本が低成長ですから，そん

なに税収が伸びるということがなくて，その中のやりくり，家計と一緒ですね。家電製品を交換す

るかとか，自動車を買うとしたらどの車種，どのタイプにしようかとか，そんなようなことで，や

りたいことが100あると，とても100全てというわけにはまいりませんので，毎年毎年やりくりをし

てやっている。ただ，順調にまちづくりは進んできている。それから，全国的にみれば，いろんな

意味で我々の提供させていただくこのまちの公共サービスの水準は，決して低いということはござ

いません。 

 そんな中で楽しみといえば，ことしのラグビーワールドカップ，来年のオリンピック・パラリン

ピック，ボランティアもありますし，ぜひ一人でも多くの方に参加いただいて，お子さんにはやっ

ぱり一生に残るような感動を味わってもらいたい。そんなようなことで，ラグビーとオリンピック

とパラリンピックを２年続けてですが，３つ開催するというのは全国で調布市だけでございますか

ら，そのような幸運を最大限に生かしていきたい。そのためにいろいろ準備しております。これか

らも市報とかホームページ等でわかりやすくアナウンスしてまいりますので，ぜひご協力いただけ

ればと。 

 本日は限られた時間，即答できないことについては週明け，なるべく早くご回答を用意するよう

にいたします。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。

副市長の荒井でございます。行政経営部長・今井でございます。都市整備部長・八田でございます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは，始めさせていただく前に，皆様に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。 
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 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が，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。順番にご発言をお願いいたします。３名の方が終了後も同様

の形で進めさせていただきます。 

 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，11時30分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，お願いいたします。 

○○○（国領町８丁目） 

 国領８丁目の○○でございます。 

 ただいま市長からもありましたが，これからラグビーワールドカップ，それからオリンピックと

続く，レガシーをつくっていく，こういうのはよくわかるし大賛成なんですが，具体的に市民生活

において，どのようなこのイベントの効果が出てくるのか。永続的な効果，つまりその後，祭りが

終わってしまったらもとへ戻ってしまうのか，それとも祭りが終わってから市民生活がどのように

便利になるか，効果が出てくるのか，この具体的なものが我々にはちょっとみえないなというのが

１つございます。もちろん，なかなか難しい点はあるとは思いますが，何か市として，または市長

としてこういうことを考えているんだ，こういう具体的なものがインプルーブするんだというのが

あればお聞きしたいと思います。 
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 第２点に，この市はというか，どこも全部そうだと思いますが，弱者，高齢者に優しいまちづく

りは当然のことだと思います。そういった観点から考えたときに，より具体的な話ですが，例えば

市役所や市の施設であるたづくり，ああいったところへのアクセスを考えますと，もう１つ，せっ

かくあそこの場所はいろいろ使えることがあるんではないかと思うんだけども，例えば傘をもって

いかなきゃいけないとか，雨が降ったら大変だとか，国領のここの目の前もそうですが，ロータリ

ーのところのバス停の周りに屋根ができましたが，実はあれが高過ぎて，雨が降っても余り効果が

ない。高層ビルが横にありますから，風が強いですね。どんどんどんどん入ってくる。では，例え

ば夏場にあの屋根を使ってミストをまくのか，そして温度を下げるというようなことはお考えにな

られているのか，そういったものもちょっとみえない。もうちょっと市民生活にインプルーブする

ような具体的な何かみえるものがあればと思っております。その点について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した。七，八年前になりますかね，東京都と世田谷区と一緒に大防災訓練を

合同でやりました。知事はまだ石原さんでした。知事が調布に来られて，そのときに大訓練を目の

前でやっている中，石原さんが隣の私に，オリンピック招致に反対する人がいるんだが，君はどう

思うかと。すごい思い入れがあったことを思い出します。まさにその大訓練をやったところ，味の

素スタジアムの向かいに東京都のすばらしい国際的なイベントのできるスポーツ施設の構想が打ち

出されました。あれがあったから調布はオリンピック・パラリンピックの開催都市に加えていただ

くことができました。 

 ラグビーは，国立競技場の建替え計画が決まった後にがやり直しになって，それでラグビーがワ

ールドカップには間に合わなくなったんで，そうすると東京ではあそこしかないんじゃないかとい

うことで急遽味の素スタジアムに来ました。というように，ラグビー，オリンピック・パラリンピ

ックが調布にやってくることもかなりの僥幸にあずかったというか，幸運な面がございます。 

 今，○○さんがおっしゃったように，あれを今，鐘や太鼓で喧伝しておりますけれども，ことし

の９月20日から11月２日までラグビー，調布では１１月１日まで。来年の７月24日からオリンピッ

クが，８月25日からパラリンピックが開会。イベント自体は短期でございますから，終わってみれ

ば，楽しかったね，おもしろかったね，だけとならないように。それは何か，今からそういうこと

をもちろん我々も自覚しております。 

 そして，まず申し上げるのは，ある意味では驚天動地のようにまちが大きく変わることはありま

せんが，ただ，さっき申し上げたように多少の幸運もありまして，このような大きな大会がやって

くるということで，例えば一番顕著なのは飛田給駅の周辺ですけれども，もともと計画があった，



- 5 - 

 

もともとやらなければいけない道路整備，その他のインフ整備が前倒しで，東京都等のご理解のも

とに工事が進んでおります。それから，工事が進むだけではなくて，道を考えるだけではなくて，

いろいろな案内サイン，それも日本語だけでない多言語の分かりやすいまちの案内を考えようとい

うようなことを今心がけてやるようになっております。 

 それから，ことし，来年と，飛田給だけではなくて，調布駅とのアクセスを考えて，まちの表玄

関である調布駅にもいい影響をということで，今，同様の掲示のことや何かは調布駅，深大寺近辺，

その他で進んできているということは，このような大会が来たからできた，または前倒しになった

ということでございます。 

 それから，これを起点に今後の観光を含めた産業振興を図っていきたいということで，これは公

共交通機関の方とも今お話をしております。新たな周遊性のあるルートですとか，路線によっては

運んでいただく便の増便を図れないかとか，このようなことを考えております。 

 それから，今後，いろいろなイベントのことを皆様方に分かりやすく発信していきますけれども，

もちろんことしから来年にかけて，このような国内外からたくさんの方が来られるときに，まち起

こしに有用なイベントをいろんな意味でのトライアルも含めて実施してまいります。そして，そこ

で効果のあったようものをそれからもまた続けて，まちの発展につなげていければというようなこ

とを当然考えております。 

 あとは子どもたちに，世界が200近い国から成り立って，地球は広いんだということや，本来の

地球の平和というようなことを意識してもらいたいということで，国際交流の芽を育てようという

ようなことも教育委員会とも話し合って，競技を観るだけではなくて，やっぱり開催都市だから，

そのようなことを一生懸命，後につながるような形で芽を出していこうと。 

 あと，環境問題では，前から美化とか景観の問題はうちのまちも力を入れておりますが，もっと

花でまちを埋め尽くすようなこと，開催の近辺を主に，そこだけではなく，まち全体で取り組むよ

うなことにして，市のイメージアップをこの機にまた一層図っていきたい。 

 今，４つ，５つ，そのような象徴的なことを申し上げましたけれども，最初に申し上げましたよ

うに，市がまるっきり変わってしまうようなことは考えておりませんけども，これだけの大きな機

会を得たわけでございますから，考えたいと思っております。 

 それから，○○さんがそれに付随しておっしゃった市民のいろいろな施設に対するアクセス，そ

れから公共交通機関の利用の周辺の環境，これに関しては今のような感じで，実際の感じ，ぜひ今

後ともおっしゃっていただければ。今，調布の駅前はまだこれからも少し時間がかかって整備して

まいりますから，大いなる参考にさせていただいて。屋根をつくったのはいいけど，少し低くても

よかったんじゃないかみたいなことは，なかなかやってみなければわからない部分はございまして，
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それについてもまちづくりに取り入れさせていただきたいと思っておりますので，ぜひまたお気づ

きのことを教えていただければ。よろしくお願いいたします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

 それでは，次にご発言いただける方，挙手をお願いいたします。では，まずＤ列の最初の方と，

その後，Ｅ列の３列目の方，お２人，お願いいたします。では，まずよろしくお願いします。 

○○○（染地２丁目） 

 染地に住んでおります○○と申します。 

 ずばり，ことし10月に実施予定の幼児教育無償化について伺いたいと思います。当初，国が２分

の１，４分の１ずつを都道府県と市町村ということで，全国の市長会がもめて，反対して，認可外

保育施設などには絶対回らず，一部条件つきというようになったと伺っておりますけれども，その

後，市長会の反発などにより国が少し負担額をふやすようなことを聞きましたけれども，その後ど

のようになったのか。調布市は全国と横並びでやっていくのか，それとも独自に幼児教育無償化に

ついての施策があるのか，その辺を伺いたいです。 

 そして，私は自分で個人的に個人事業として認可外保育施設を営んでおる者なんですけれども，

待機児童問題ではなく，質のよい幼児教育をということで，小さい形で自分なりにやっておりまし

て，それで認可外保育施設として都に監督基準を満たしているという証明もいただいているんです

けれども，このままですと，もらえない家庭が出てくるなと。 

 先ほど市長は，ラグビーやオリンピックで子どもたちを感動させたいとおっしゃっていましたけ

れども，その前に，これから大きくなる，産まれてきた子どもたちをどのような施設に通わせてい

ようと差別なく，みんなに幼児教育無償化ができるようでなければ，お母さんたちが――子どもが

オリンピックで感動する前に，そのお母さんたちを感動させていただきたいと思います。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。まず最初に申し上げるのは，実は保育認定方法等の詳細などについて

は確定したやり方が示されておりませんので，平成31年10月実施に向けた対応方法について，現在

調整がまだ続いているということが１つございます。そのような中で，詳細はちょっと省きますけ

れども，今，国から示された幼児教育無償化，今回の案件に関しては，対象範囲については，まず

は基本的に以下のようなことが示されております。 

 幼稚園，保育所，認定こども園等で，３歳から５歳の幼稚園，保育所，認定こども園，地域型保

育，企業主導型保育がやっておられる保育の利用料を無償化する。それから，新制度の対象となら
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ない幼稚園については，月額上限２万5,000円強まで無償化する。それから，ゼロ歳から２歳は上

記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化する。まだほかにもちょっと細かいこと

はあるんですが，そのような基本的な方針は示されてはおります。それは，今のご質問をお聞きす

ると○○さんは大体ご存じなんだなと思いますけれども，じゃ，そこで２つ大きなことを申し上げ

ます。 

 全国市長会がというのがございます。一番最初におっしゃったように，国が言い出したんであれ

ば，まず国がその財源の保障をするべきであろう，それを基礎自治体，市町村レベルに負担させる

のは基本的にはおかしいじゃないかということを含めて，市長会が幾つかのことを申し上げました。

余り大きく報道されていない部分については，行政の対応が，準備が間に合わないと。これ，余り

大きく報道されていない。やっぱりお金のことだけが前に出ちゃって，そうなんですけれども，こ

れも大問題です。 

 それから，これは今でも多くの日本中の自治体が不安を口にしております。10月では追いつかな

いんじゃないかと。それから，ご存じかと思いますが，日本には今1,718の市町村がございまして，

一定の経済財政状況がいいから細かくお金の面倒はみないですよと国からいわれているのが，1,71

8のうち約70ぐらいあるんですね。国がお金をおろす交付団体，おろさない不交付団体。その不交

付団体が70幾つあるんですけども，そっちのほうは，この制度が円滑に進展していっても面倒をみ

てもらえない可能性がある。簡単にいうとその部分がございまして，これも大きな問題。ただ，千

七百幾つの分の70なんで，市長会の大きな議論になかなかならない。市は792。我が市は，その70

のうちなんですよ。我が市にとってはそこも非常に大きな問題で，私も現在，東京の市長会の会長

を務めているんで，全国市長会でいってはいるんですけども，そんな問題がございます。 

 もう１つ，これはいうと反発を受けるかもしれませんが，きれいごとをいうつもりはございませ

んが，１回，制度が定着したら，なかなかやめるというわけにいかないからずっと続いていくと思

います。幾らお金がかかるんだというと9,000億円とか，１兆円近くかかるんですね。それは対象

になるお子さんがいるご家庭は少し助かると思うかもしれない。でもそうなんだろうか。予算をふ

やさない限りは，こんな制度を拡充しますと，どこか減らさなきゃいけないわけですから，国家レ

ベルのことを含めて，それはどうなっているんですか，もしどこも削りません，それで9,000億出

しますというんなら拡大するわけですよね。そうすると，今いわれているように，これだけ全国的

なレベルで国の借金が問題になっているときに，将来，我々にかかってくるわけですね。その議論

は残念なぐらいなかった。そのことを大きな声にできなかったのは，おまえにも責任があるんだろ

うといわれれば全くおっしゃるとおりでありますが，そんなようなことも私は去年からの議論です

ごく感じました。 
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 ただ，やるということになって，どうも10月から実施するということは間違いないようでござい

ますから，我々はまだ詳細がわかっていない部分を含めて，理解の上，なるべく混乱のないように

対処していきたいと思っております。 

 それから，いろんな意味での全ての施設が認定になり得るかどうかというと，これはまだそうい

うことには現実問題として100％にはなっておりませんので，そこのところについては，私どもも

考えるし，市長会の中から議論して，都や国に申し上げていく部分があれば取り組んでいかなけれ

ばならないと考えております。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

 では，Ｅ列，前から３番目の男性の方，お願いいたします。 

○○○（上石原１丁目） 

 上石原の１丁目から来ました○○と申します。 

 オリンピックに向けてということなんですけど，スマホのキャッシュレス決済をもう取り組まれ

ていたら申しわけないんですけど，調布市とか商店街とかは，キャッシュレス決済とか，そういう

のはもう考えられて取り組まれているんでしょうか。 

 それとあと，老人，高齢者，私どもみたいに不安をもっている人がいるわけですよね。やっぱり

オレオレ詐欺とかそういうので，ピッとやれば便利だというのはわかっていますけど，そういう不

安もあるし，それを解消するような講義とか，悩みを聞くとか，そういうことも取り組んでもらえ

ているのかなということをちょっとお伺いしたいんですけど。 

○長友市長 

 ちょっとお待ちください。 

○八田都市整備部長 

 商店街の関係について，お答えしましょうか。 

○長友市長 

 はい。 

○八田都市整備部長 

 今いただきましたキャッシュレス決済の関係で，2020のオリンピック，2019，ことしの９月にも

う間もなくという状況でありますが，今現在，調布市の商工会から商店街の皆さんに向けて，まず

は準備から，座学からという流れがあります。ただし，なかなかまだ進んでいないというところも

ありまして，ここで地域金融機関であります多摩信用金庫を経由して，少し足早に導入に向けて，

まずは取り組んでいけないだろうかというお話があります。 
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 その内容に関しては，まずどのような取り組みが必要なのか，そこから入らないといけないとい

うこともありますので，まずは説明会を早急に開くとは伺っています。それから，一般の方々に関

しての内容に関しては，取り組みがまだ少し遅いところもありますので，産業振興担当も含めて今

検討中であるという状況であります。 

 内容は以上です。 

○長友市長 

 どうでしょうか，全国的な趨勢としては，やはり進んでいく傾向に間違いなくあるんで，私ども，

公共的な機関としても取り組んでいく方向で検討していくことになると思います。 

 １つは，現金を持ち歩かないでいいという利便性の問題がある。それから，今まさに○○さんが

おっしゃいましたようなオレオレ詐欺については，結局，根をたどっていくと，現金を使う頻度，

そのために家に用意しておくような感じが，少なくとも諸外国に比べると非常に高い国であること

は間違いないというようなことがございます。 

 例えば，欧米では高額なものを買うときに現金では買えない。これは税務上のことが大きいんで

すけど，車を買おうと思っても現金では買えないというようなシステムがございます。それぐらい

キャッシュを使わないというようなことになれば，すぐには無理ですけど，何年かたっていけば特

殊詐欺みたいなものにも効果はもちろん出てくるのかなというようなことはあるかもしれません。 

 それで，取り組んでいく方向にはあると思いますが，まだいろいろ気をつけなければいけないこ

と，弊害はどこに出てくるのかなども，いろいろこれから慎重に諮っていった上で，そのような検

討は進んでいくんだろうというふうに思っております。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

 それでは，次にご発言いただける方，挙手をお願いいたします。それでは，Ｂ列の前から３列目

の方と，次にＤ列の男性の方，お願いいたします。では，まずＢ列の方，お願いいたします。 

○○○（深大寺南町３丁目） 

 深大寺南町の○○と申します。 

 さっき教育の問題も１つ上がったと思うんですけども，私も春に第１子の出産を予定しておりま

して，初めていろいろ調布市の教育環境とかのところを調べ始めたところです。私は今，仕事をも

っていて，産休，育休後は復職を希望しているんですけども，いろいろ保育園，世の中，待機児童

で問題になっていますけども，そういったことを私も気になってきています。 

 いろいろまだ調べ始めたところなんですけども，調布市もなかなか待機児童が多いほうだと伺っ

ています。それに対して，いろいろ保育施設とかの増設を進められているみたいなのもみたりもし
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たんですけども，具体的にどういうふうな見通しで進められているのかということと，あと保育施

設にも認可保育園，認証保育園，あと最近では教育と保育を一体化したような認定こども園が設置

され始めているというふうに伺っています。なかなかフルタイムで共働きで働く夫婦にとっては幼

稚園という選択肢がとりづらい中で，認定こども園というのはとても興味のある施設だと思ってい

るんですけども，残念ながら今調布市にはないというふうに伺っています。今後，そういった認定

こども園の設置とか，その辺の予定などもお聞かせいただければと思います。 

○長友市長 

 ありがとうございました。大体４月１日に，待機児童数というのは一定の尺度があって，どの自

治体もカウントするんですが，調布市では昨年の４月１日で167人でした。その前は，ご存じかも

しれませんが，300人を超えておりましたので，昨年度１年間に一気に811人の定員拡大を図って，

何とか少なくしようとしたことが実を結んだことは間違いありませんが，それでもまだ160人を超

えるお子さんが待機児童ということで大問題でございます。 

 平成14年というのは私が市長になった年なんですけど，そこから29年度までの16年間では4,000

人近く，3,797人，これは客観的に申し上げまして，先ほどいったようにまだ待機児童数が多いの

は大変苦慮している申しわけない部分ですが，実は人口に比例しても定員をふやした度合いは高い

というのが調布市の現状でございます。そうすると，何でなかなか減らないんだ。やはりふえてい

るんですね。少子高齢化と全国でいいますが，調布は少子化ではないんです。高齢化はありますけ

ど。まだお子さんがどんどんどんどんふえている。今でも義務教育，また義務教育前のお子さんは

減ってはいないというのが実情でございます。 

 ですから，○○さんも今後非常に不安を覚えられるということは確かにあろうと思います。なる

べくこれからも計画的に，そこら辺はまだまだ手を緩めるわけにはいかないということで，例えば

平成31年，今度の４月に向けても認可保育園新設１園と認可に移行していただく１園によって160

人以上の定員増も現在進行形でやっておりますし，その後も数の推移をみながら，まだ施策を講じ

てまいりたいと思っております。 

 それから，幼稚園と保育園の役割は，もともとは目的といいますか，預かっていただく時間帯も

全然違いますということで，その間をとるような形で認定こども園制度を国は推奨して，ここ何年

かというのはご存じのとおりでございます。これからはわかりませんが，現在までのところは調布

市内の私立幼稚園の姿勢をみても，なかなかそれを採用したいというような流れにはなってきてい

ないのは事実であります。 

 ただ，認定こども園と名乗らなくても，幼稚園のほうで預かっていただく時間帯を夕方以降まで

ずっとというような試みが既に始まっておりますので，そちらは今後の成り行きをみないとわかり
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ませんが，やはり本気で取り組もうとしておられる幼稚園が出てきていますから，ほかも追随して

いかれるかもしれないとは思っております。 

 だから，認定こども園になるような兆しがあればもちろん，それを我々はすぐにご紹介申し上げ

ますし，なる以前においても，きょうのようにピンポイントで，こういう問題はクリアできないか

というような，もちろん待機児童数を減らす取り組みはもとよりでございますが，現在の枠組みの

中でもお困りのことをぶつけていただいて，一緒になって考えさせていただきたい。幼稚園，保育

園を含めて，我々は公設，また民間を問わず，ご利用になるのに便利がいいように，できるだけの

ことを講じ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。 

 それでは，Ｄ列，前から２番目の男性の方，お願いいたします。 

○○○（下石原３丁目） 

 下石原３丁目在住の○○と申します。きょうは，こういう場に招いていただきましてありがとう

ございます。 

 ２点ほど確認というかお願いというか，させていただきたいと思います。 

 まず１点目なんですけども，先ほどオリンピック・パラリンピック，ラグビー等がある,いろん

な方が来られるというようなことの話もありましたけども，私の感じるところ，これは私の妻も感

じるところなんですけども，路上喫煙，歩きたばこ，あと吸い殻のポイ捨て等がやはりちょっと目

立つかないうところがございます。 

 市民の方のモラルというか，私も含めてですけども，そういうところもあるかもしれませんけど

も，特に自転車だとか，中にはオートバイを運転しながら喫煙をしている方をたびたび目にするこ

とがございます。外から来る方が多くなるということもありましたけども，そういう方がこういう

のをみると，いいまちという印象は正直いって受けないんだろうというふうに思います。 

 これを受けまして，いろんな自治体でも路上喫煙禁止条例等を制定されているところがあります。

私もちょっと調べてきたんですけど，千代田区に関しては課金，徴収，過料というんですかね。そ

れも条例で決められていると。全国的にみるとかなりやっているところもありまして，都内も16市

区町村が制定しているようなところもありますので，今もし検討されている等あったら，私，ちょ

っと知らなかったんであれですけども，この辺ぜひとも条例の制定というのを考えていただきたい

というのが私の１点目です。 

 ２点目に関して，先ほど最初の方も施設というところで話があったかと思いますが，私，自転車

を使うことが多かったりもするんですけども，本庁舎の南側，平置きの自転車置き場に関して，最
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近，風も非常に強うございますんで，よく倒れていたりとか，置き場所がなかなか置きづらい。た

づくりの地下にもあるんですけども，これに関しても今，自転車のサイズが合わないというか，か

なり小さい設置場所になっていますんで，ハンドルがひっかかったりとか，隣にとめづらいとか，

何かそういうのがありますので，これは少しわがままなあれかもしれませんけども，その辺のとこ

ろを少し改善していただきたいというところと，平置きのところに放置自転車を集めているのかも

しれませんけど，かなり前からなぜか自転車が何十台もたまっていると思います。とめていると思

います。あの辺も正直いいまして景観的には余りよろしくないかなというふうなところはあります

ので，その辺も含めて改善をしていただければなというふうに思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

○長友市長 

 ありがとうございました。たばこのことに関しては，日本だけではないと思いますが，二，三十

年来，急速な勢いで，１つは喫煙者のマナーに大きな問題があって，たばこを吸うということに関

しては，だんだんその範囲が狭まってきている。少し前までは公共交通機関の中でも吸えたような

ことがあったんで，今となっては，その当時，本当にたばこが合わない方は大変だっただろうなと

思うところでございます。 

 それで今回，国も東京都も，１つは大きなスポーツ大会を誘致したということも追い風になって

いると思いますが，ここでやはり基本的な受動喫煙に対しては対策を講じていこう。それから，今

おっしゃったポイ捨てのマナーの悪さですね。美観も損ねるし，これも何とかしていこうというこ

とで，ここ二，三年，急速にその議論が深まっているのはご存じのとおりだと思います。 

 簡単に申し上げますが，国の案よりも都が，本格的には来年４月１日から実施だと思いますが，

飲食店内のたばこを吸えるという範囲が極めて限定される。たばこを吸われる方は極めて不便なこ

とになるということを東京都内では実施しようとしているわけであります。もちろん我々も基礎自

治体としてその範疇に入るわけですから，それに加えて，今，我々は大体素案をつくっております

けれども，大きな駅，例えば調布駅，この近辺の道に関しては，これまでも我々は条例で歩行喫煙

等については禁止をしているわけであります。それを守らない方もおられたというのは事実なんで

すが，もう一歩進めて，調布駅を中心としてかなりのエリア，もちろん人通りの多いところを中心

に，道の上に一目でわかるような厳しい禁止の表示をいたしまして，完全に取り締まろうというよ

うな感じでやっていこうという準備を今，最終段階でやっております。皆様方にもわかりやすくア

ナウンスをさせていただきたいと思います。 

 千代田区のようなことにはなかなか踏み切れません。これは千代田区が一定の効果を上げたとい

うんで，実は東京中の自治体が研究したんです。なぜそれがすぐにはできなかったかというと，あ
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れ，ものすごいお金がかかるんです。たしかみつけたら過料2,000円か3,000円とるんですよね。そ

の取り締まりを厳格にやるためにということになると，年間，億単位のお金がかかるんですね。そ

れで，ほかの自治体はすぐには同様のことに踏み切っていないということがございます。ただ調布

において，市民の方から，そんなもの２億かかろうが，５億かかろうが，ほかの施策を削ってでも

やれということが大きな声になるんであれば，それも含めて考えて，私は庁内の指示に関しては，

千代田区のことに踏み切るということも含めて検討しようという号令は既に出してはおります。た

だ，その前の段階で，今申し上げましたように歩行禁煙を徹底するようなことを間もなく開始いた

しますので，ぜひ成り行きを注目していただければ。 

 それから，駐輪場のことに関しましては，庁舎の平置きのところについて，とめようと思って利

用しづらいことがあるということに関しては，わかりました。私は実際の感覚が，毎日通勤のとき

に目にはしておりますが，今おっしゃったことをもとにちょっと確認をいたします。 

 それから，たづくりについても，シルバー人材センターのご協力を求めて，混雑時の対応だとか

420台収容のものがなるべく円滑にいくようにということは心がけておりますが，今おっしゃった

ようなことを参考にさせていただいて，改善すべき点については取り組ませていただきたいと思い

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，次にご発言いただける方，また挙手をお願いいたします。では，順番に。それでは，

Ｅ列の方とＣ列の前から３番目の方とＣ列の４番目の方，順番にご発言をお願いいたします。まず，

Ｅ列の方，お願いいたします。 

○○○（柴崎２丁目） 

 柴崎の○○です。 

 この前，うちの息子が通っている上ノ原小学校で運動会があったんですけれども，いまだに背の

順で並んでいる状況があって，多分，これって海外とかだと考えられない状況なんじゃないかなと

思ったんですよ。小学校，あるいは中学校で背の順で並ばせているというのをやめさせることはで

きないのかなと思いまして。多分，調布市にアメリカンインターナショナルスクールとか私立の学

校もたくさんあると思うんで，そういうところでどうなのかちょっと知りたいなと思っています。 

 以上です。 

○長友市長 

 それはなぜですか。 

○○○（柴崎２丁目） 
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 だから差別につながるんじゃないかなと思って，あれはすぐにでもやめさせたほうがいいんじゃ

ないかなというふうに。 

○長友市長 

 ご質問というか，ご意見はわかりました。そういう問題に関しては，教育委員会がそういうこと

はつかさどるので，私の立場としては，即刻，教育委員会に伝達させていただきます。きょう，こ

ういう観点で，こういうご意見がございましたということを。 

 それは，背の低いほうから並ばせても，高いほうから並ばせても同様におかしいじゃないかと。

では，例えば名前順とか？ 

○○○（柴崎２丁目） 

 あ行からとか，た行からとか変えたりとかして，かわりばんこみたいにすれば，それで全然いい

んじゃないかなと思って。 

○長友市長 

 走らせるのもそうですか。大体，運動会でみていると走るのもそういう順番で走るようになって

いると思うけど，そういうことも含めてですか。 

○○○（柴崎２丁目） 

 走る順番とか実力の部分についてはいいと思うんですよね。テストの点数ですとか。どうしよう

もない体のこととかというのは，僕的には相当ショックを受けまして。 

○長友市長 

 わかりました。あす，すぐに伝えさせていただきます。 

○○○（柴崎２丁目） 

 お願いします。 

 以上です。 

○司会者 

 では，続きましてＣ列の前から３番目の男性の方，お願いいたします。 

○○○（西つつじケ丘４丁目） 

 よろしくお願いいたします。西つつじケ丘，○○と申します。 

 質問というか２点あるんですけども，要望もあるのかなという感じがしますけど，１つは福祉関

連で高齢者問題です。それからもう１つは，異文化理解の進め方，進んでいる状況について，これ

は質問かな。というふうに順番で行きたいと思います。 

 まず，私自身は要支援を受けていて，週に１回，機能の維持訓練みたいな形で通所しているんで

すけども，そこできょう，こういう機会があるので，市長さんに何か要望するようなことはないで
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すかと聞きましたら，意外と多いのは通所できるような場所，拠点地をもう少し小刻みにできない

だろうか，もう少し気軽にといったら変ですけど，通えるような，そういう方向の政策はないだろ

うか，できたらそういうふうにしてほしいという要望を賜ってまいりました。これは，高齢者自身

からと同時に，実際にそこの場所で指導なさっている方のほうからもそういう声がありました。 

 そうしますと，今，新しくオリンピックを含めてスクラップ・アンド・ビルドみたいな形の流れ

があると思うんですけども，既存の施設を潰さない，利用できるものは極力利用して，そういった

細やかな拠点地を少しふやしていって利用しやすいような方向は考えられないだろうかなというの

が１点目です。 

 それからあと，異文化理解ということですけども，もちろんオリンピックを含めてもありますで

しょうし，この間，入管法の改正等がありましたよね。それを含めて外国の方がふえるのは間違い

ないだろうと思うんですけども，現在，調布市内の外国籍をもっておられる方はどれぐらいおられ

るのかということですね。 

 そして，理解しようとするには，その前に誤解があったり問題があったりするから理解をしよう

じゃないかという話になると思います。例えば，私，ＳＨＣという団体がありますよね。あそこの

ところで，おもてなし英語なんかというのを折あるときに行っているんですけども，それを含めて

日常的に，異なる文化圏で来られた方となるべくスムーズに交流できるようなことが望まれると思

うんですね。これはオリンピックという大きなイベントではなくて，日常的な問題になってくるん

じゃないかと思うんです。 

 極端な例かもしれない，外国人の比率は地域によって随分違うと思うんですけども，この間，Ｎ

ＨＫのラジオを聞いておりましたら，埼玉県の芝園団地という大きな団地があるらしいんですけど

も，2,000人といったかな，そのうちアジアの方が多いんですけども，住民の５割以上が外国人で

ある。中国，インド，韓国といった比率になっていて，そこの自治活動とかがなかなかスムーズに

いかないというふうな話があったんです。実際問題，一番出るのは，さっきのたばこのポイ捨てと

か，ごみ出し問題で物すごい苦情が多いんですよね。そうすると，我々からみると何だあれはとい

うふうに結局違和感でみる目だけがあって解決になかなか至らないというところに，やはり交流が

うまくいっていないというところがあると思うんで，先ほどの芝園団地ですとか，そこでは大学生

をたくさんボランティアで呼んで異なる文化の勉強会等をやったりとか，そこの国の料理を食べな

がら交流しようよというような企画をやって，大分うまくいきつつあるという話があったんですね。

調布市として，ふえていくだろう外国人に対して，何かしら考えがありますかという質問です。 

 以上です。 

○長友市長 
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 ありがとうございました。最初の質問の中で，通所場所について，もっと気軽にとおっしゃった

のは，その後にいわれた，いろいろな工夫をして拠点をふやせないかという意味ですね。 

○○○（西つつじケ丘４丁目） 

 そうですね。 

○長友市長 

 それは全くおっしゃるとおりだと思います。私どもも，そういうことで，民間で福祉の事業をや

っておられる方に協力をして，そういうようなことを考えていったり，また場所の話も福祉だけで

ないんですが，子育てなんかも道に面したところで事業を休止されたようなスペースがあれば何か

に使えないかとか，担当の部署の人間は，ウの目タカの目で探しておるのが現実でございます。ぜ

ひそういうようなことで，いい候補みたいなのは，お気づきになったら逆に教えていただければ私

ども独自でまたその事業を実施しようという方とご相談して道を開かせていただきたいと思います

ので，それはおっしゃるとおりです。 

 今後とも高齢化率，また高齢者の数がこれからも大きな問題になっていくのは調布も同じです。

全国的には65歳以上の方は今二十四，五％ぐらい。調布市は，ここ10年，大きなマンションが幾つ

も建って，若いファミリーが入ってこられたということもあって，まだ21％台ぐらいですから，全

国平均よりは低いんですけれども，今後，高齢者の数がふえていくのは間違いございませんので，

やはり先々を読んでなるべく手立てをしたい。財源の問題はございますけれども，それは○○さん

のおっしゃるとおりだと思います。 

 それから，２点目の問題でございますけれども，一過性のイベントとはいえ，先ほどの最初のご

質問のように，ラグビーがあり，オリンピック・パラリンピックがやってくるわけでございますか

ら，さきの1964年のオリンピックのときに，私は小学校の最高学年で，その当時，東京在住ではな

かったんですが，かなり鮮明にはいろいろなことを覚えておりますね。そういう意味でも，やっぱ

り感動の中に世界が広いということとか，平和だからこういうイベントができるということを感じ

てもらいたいと思っております。 

 そのためにも，一過性のイベントもいいが，平時の取り組みということになって，二，三申し上

げますと，2002年日韓共同開催のサッカーワールドカップがございましたよね。あのときにサウジ

アラビアがキャンプ地として調布を使ってくれましたので，私どもはそれからサウジアラビアのご

厚意もあって，イスラム文化を義務教育年限の調布の子どもたちに触れさせる。アラビア語，イス

ラム文化，そういうようなものの場を毎年サウジ側につくっていただいております。大変ありがた

いことであります。学校の給食においてもそういうようなものを時に取り入れさせていただいたり

して，やっぱり身近なところから世界とのかかわりを意識してもらえるように。 
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 それから，長野県の北のほうに姉妹都市の木島平村があるんですが，そこで小学校五，六年生を

対象に，木島平村に行って，英語の講師の方を迎えて英語プログラム。これは子どもたちに木島平

というロケーションの非常にいい環境の中で楽しみながらというのもあるんですが，英語に触れて

もらいたいというようなことを実施したりということでやっておられます。ＳＨＣで英語の講座が

あるというのは私も聞いておりましたが，ぜひまたご利用いただければ。 

 それから，埼玉の団地のような特定のエリア，５割の方が外国人ということはこのまちにはござ

いません。現在，総人口は23万5,000人，外国人は何千人？ 

○城戸市民部長 

 4,629です。 

○長友市長 

 それは23万5,000人の外数？ 内数？ 

○城戸市民部長 

 内数です。 

○長友市長 

 だから，いってみれば23万5,000人の5,000人近くが外国人ということになりますかね。かなり以

前からお住みになっておられる方は，アジアの特定の国ということになりますけど。 

 それからもう１つは，国数は非常に多いんですよ。電気通信大学に留学生だけで何ヵ国から来て

いますから，国籍ということに関しては，数の問題はともかく非常に多い。交歓パーティーなんか

に私も毎年出ておりますが，そういうような方たちの生活の不便をなるべく解消するように我々も

サポートするとともに，そういう方たちに調布の市民，子どもも含めて触れ合ってもらえればなと

いうふうに思っております。 

 最後に，蛇足ではございますが，私も以前の職場の経験で，９年，海外で仕事をしておりました。

もちろん不便だ云々ということもありますけれども，仕事をやっているだけでは，なかなか理解す

るのは難しい。子どものほうがまだいいかもしれません。やっぱり公私にわたり現地の人とつき合

う。それから，欧米であればキリスト教を知らないとだめなんだなということを住んでいると徐々

にボディーブローのように感じるとか，いろんなことがございます。 

 そんなこともあって，さっき申し上げたように，これから調布に爆発的に外国人がふえるとは思

っておりませんけれども，留学その他で来られるような方との交歓，交流，その方たちを対象にし

たまちめぐりツアーなんかも実施されております。いろんな草の根の活動を通じて，いい面を出し

ていければなというふうに思っております。 

○司会者 
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 よろしいでしょうか。 

 それでは，続きましてＣ列，前から４番目の男性の方，よろしくお願いいたします。 

○○○（国領町４丁目） 

 国領町の○○と申します。幾つかありますけど，手短に申し上げます。 

 まず，児童手当ですとか，これは多分いわれたことがあるのかもしれないですけど，実際，所得

に応じて差別が行われています。所得制限にひっかかると半額ですということがあるんですけれど

も，そもそも所得という計算をされているときに，収入が高い人ほど税金を払う額は多くなってい

るんですね。比率は一律じゃないんですよ。なのに，もらうほうまで，なぜ子どもに対してまで差

をつける必要があるのか。これは非常におかしいと思います。とられるのは国の制度です。しよう

がないです。でも支給する分については差別をなくしていただきたい。たかだか5,000円とかそう

いう額かもしれないですけど，そういうところで差をつけるのは。だったらつけないでいただきた

い。 

 あと，医療についてもそうです。３年生までは医療費は無償ですよね。それ以降についても，や

はり所得に応じてかかるんでしょうかね。これも子どもに対してのことなので，やめていただきた

い。そもそも高所得といわれているのが，国のほうでも非常に曖昧な定義になっています。だから，

そこら辺もきちっと精査すべきだと思います。今のがその辺の所得の制限についてということです。 

 あともう１つ，国領の駅前に以前，交差点があったんです。済みません，ほかの町の方には関係

ないかもしれないですけど。ちょうどマルエツさんの横にＡＴＭ，三菱東京ＵＦＪ？さんの目の前

に，以前，熊王さんというラーメン屋さんがあったんですけども，そこに前は信号，横断歩道があ

ったんです。なぜか知らないですけど，熊王さんが新しい建物，線路のあった上に移動されて，つ

いでに横断歩道もなくなってしまったんですね。 

 そこのところについて，私，先週の月曜日，朝７時ちょっと前ぐらいから９時までの間，休みだ

ったんでカウントしてみたんですけども，わずか２時間ぐらいの間で180名ぐらいの方が，横断歩

道がないので，信号無視して渡っているんですね。これはとても危険なことで，私が仕事で車で帰

ってくるときも，この間は小学校か中学校ぐらいの子も夜，飛び出していました。とても危険なこ

とだと思いますんで，署名活動もしたんですけども，署名活動の結果，どうも市議会のほうで否決

をされたという話は聞いておりますけども，ぜひ復活をしていただきたいと。市民の生活を不便に

するのはぜひやめていただきたい。これは非常に危険なことですので，お願いしたいと思います。 

 最後に，先ほど喫煙の話がありました。喫煙の問題，道路標識だ何だふやしても多分効果は薄い

です。千代田区，ポイ捨てなくなっていません。ばんばんやっています。罰金，初めのうちだけで

す。今，警察の前で吸っても現実，罰金をとられません。警察も一々やらないです。なので，それ
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よりも一番効果があるのは何かというと，逆に喫煙所をきちっとつくることです。そこで吸いなさ

いということです。大体，通勤の帰りだとか，特に多いです。むしろ，たばこというのは税金をと

っているんだから，その分の施設を逆につくっていただきたい。私は喫煙者の立場でいいます。歩

きたばこをなくすなら，必ずどの駅前にもつくるべきです。外にでいいです。皆さんの通りの少な

いところでもいいですけど，そこにぜひ喫煙所をつくっていただきたい。そうすれば恐らく減ると

思います。道路に標識をやる分だけお金の無駄です。もっと効果的な喫煙所，きちっとここで吸え

というところをつくったほうが逆に効果的であるというのが実体験としてありますので，逆にそち

らも検討していただけるとありがたいと思います。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。国領の件は，後でもし補うところがあったら。 

 では，まず諸手当，子ども手当等ですね。医療費の問題もご質問になりましたけれども，どのよ

うな基準でこの問題に取り組んでいくべきかということでございます。簡単にいって，全員に手当

を出す，全員に手当を出さない，これは公平といえば公平なんですかね。それから，そのはざまで

考えるとすれば，どこを基準にするか。これは今，○○さんがおっしゃったようなご意見ももちろ

ん含めて，今までも検討しておりますし，これからも検討してまいります。 

 それから，この問題について，私もそんなに深くは知りませんが，諸外国においても同様のこと

はございます。やはり所得で制限するということはね。限りある財源の中で，一定の市民の方には

支援をさせていただくということをやりたいけども，全員には無理と。その問題をもっともっと考

えていくと，累進の課税の問題なんかも非常に大きな問題で，3,000円とか5,000円の話ではなくて，

所得税40％，50％，高額所得者からはもっととるという国もあるわけですね。だから，そういうよ

うな社会を形成していく中で，今おっしゃったように高額所得者は税金もたくさん払っている，そ

のとおりだと思います。 

 ただ，私は金科玉条だといっているんではないですが，１つの考え方としては，それでも残るお

金の中で生活を考えたときに，じゃ，我々公的サービス機関はどれぐらいの支援をしていくかとい

う範疇で考えさせていただいているわけでございます。今のものをこれからも変わらずにやってい

くということはございませんし，医療費の問題なんかについても常に対象者の問題をどう絞ってい

くか，それは所得もございますし，年齢，３年生，その他ありますから，現在進行形で考えており

ますので，今おっしゃったような観点も含めて，今後の検討の際にはご意見として尊重はさせてい

ただきます。 

 それから，３番目の喫煙の問題を申し上げますけれども，これも○○さんのおっしゃったことを
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現在進行形で，より厳しいルールを考えているとは申し上げましたけれども，その議論の中に反映

させていただきたいと思います。 

 喫煙の問題ですけども，調布駅は大体皆さんご利用されることがあると思いますけれども，例え

ばあそこに，つい数ヵ月前まで人の背より高いパーティションを設けた喫煙所をつくっていたんで

す。それで，なくなったときに，何でなくしたんだ，不便でしようがない，あれを復活させてくれ

というご意見がメール等で寄せられました。ただ，それよりはるかに多く，よくとってくれたとい

うご意見があったことも事実でございます。 

 それから，ご記憶かどうか，ご存じかどうか知りませんが，数年前，まだ地下化になる前にホー

ムが一時，上に上ってからおりるような感じの下のところに大きな灰皿を置いたこともありました。

ごうごうの非難で，即日撤去せよというようなことで，困ってしまって，駅に入る改札から一番遠

いところにもっていったら，何でおれの停留所のところにつくるんだと，またごうごうの非難で。

今回，あれをとってしまって，ほんのわずかの期間はポイ捨てが出たと聞いていますね。今どうだ

といったら，なくなりましたということらしいので，それは推移をこれからもみていこうとは思っ

ております。 

 千代田区の例はありがとうございました。現況はなかなかうまくいっていないというのもそうな

のかどうか，参考にはさせていただきます。事ほどさように，たばこを吸う方の権利を全廃してい

こうといっているんではないんですが，やはりたばこを吸わない方を中心にマナー，また煙の害を

何とかしてくれという非常に大きい声を１つのよりどころにして考えざるを得ないと思います。 

 喫煙所を設置したほうがというご意見は今までにもございますので，今後とも考えさせていただ

きたいと思います。何千万も１億もかけてゴージャスな換気装置のあるようなものを駅の真ん中に

つくるのはなかなか難しいと思いますが，喫煙スペースはあったほうがいいという話はございます

し，議会でも常にいろんな議論がございますから，そこにも付して議会と一緒に考えさせていただ

きます。 

○八田都市整備部長 

 国領の駅前の信号の関係であります。当該内容に関しては，○○さんがご指摘のとおり改善の余

地が私どももあるとは認識をしております。当該内容に関して，警視庁，交通管理者の判断という

ことになっておりますけれども，今いただきましたお声，それから地域からもいただいております

ので，なお継続的に警視庁のほうに届けつつ，改善を求めていきたいと思っております。よろしく

お願いします。 

○○○（国領町４丁目） 

 いつも思うんですけど，調布のロータリーもそうなんですけど，工事も似たような工事を何回も
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やったりいろいろしているんですよ。はっきりいって無駄遣いが多過ぎる。民間のレベルでは，も

うちょっと統計をとったりだとか，きちっとした上で工事とかをやりますけど，屋根にしても，先

ほどありましたよね。屋根をつくるんだったら，もっと幅広くつくるとか，デザインじゃないんで

す。実用性の問題なんですね。そういうところが，申しわけないですけど，行政側っていろんなと

ころで弱いんですよ。市民の生活の立場に立って本当につくっているのかというのは常に疑問です

し，無駄遣いが多いと思うんです。やはりもっとつくるときに，事前に本当に効果的なのかどうな

のか，場合によってはちゃんと民間の工事業者も含めて意見を聞くだとか，ぜひやっていただきた

い。無駄なお金が多過ぎます。何度も駅前は掘ったりいろいろしていますから，ぜひやめていただ

きたい。税金の無駄遣いです。ぜひ考えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○長友市長 

 ぜひ今後とも具体的にお気づきになったところ，我々に意見・要望をいう時間をお願いするのは

恐縮ですが，おっしゃってください。無駄遣いと指摘されることの少ないように，もちろん考えて

いかなきゃいけない。掘り起こすには，掘り起こすさまざまに異なった工事の続いたことがあるか

もしれませんので，ぜひ具体的におっしゃっていただいて，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。 

 それでは，次にご発言いただける方の挙手をお願いいたします。手を挙げたままでお待ちいただ

ければと思います。それでは，３列目の男性の方と女性の方，Ｅ列の一番奥の方の３名，順番にお

願いいたします。では，まずＡ列の方，お願いいたします。 

○○○（布田５丁目） 

 布田５丁目，○○といいます。よろしくお願いします。 

 ちょっと数が多くなっちゃうんですけれども，それぞれ簡潔に答えていただければ結構です。５

個，質問させてください。 

 １つ，ごみですけれども，調布市はごみの削減には相当取り組んでいるということで，私はこれ

は非常に評価していたんですけれども，最近ちょっと頭打ちぎみなのかなという認識をもっていま

す。人口がふえているので仕方ない部分もあると思うんですけれども，１人当たりというところで

いくと，ちょっと頭打ちぎみなのかなというふうに考えております。 

 このごみ問題に対するご認識と，それからこれは提案というか意見になるかもしれないんですが，

１年に１回，その結果を公表していただいていると思うんですけれども，１年に１回だと少ないの

かなと。毎月目標とか状況とか，みんながみえる状態でやると自分事化ができていいのかななんて
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思うんですけども，その辺のご認識と取り組みについて聞きたいです。 

 ２つ目，水道のこと。水道法が改正になってみたいなのを報道でみています。調布は東京都に移

管されているんですよね。なので，直接的にはどうこうということじゃないのかもしれないんです

けれども，調布市としてできることが何かあるのか，もしあるんだとすればそれに向けてのスタン

ス，考え方みたいなことを聞きたいです。 

 ３つ目，これも新聞報道でみたんですけれども，石原裕次郎記念館が小樽で閉館しちゃったんで

すかね。そこの展示物をどうしようということで市内にある石原プロがお考えになって，ぜひ日活

で活躍された地元の調布市に無償で寄贈したいとおっしゃってくれたんですかね。ちょっとそこは

定かじゃないんですけれども，そういうありがたいお話だったんですが，場所がないですというよ

うな理由で，割とあっさりお断りしちゃったという話をみました。各所で映画のまち調布を標榜さ

れて，市域活性化に映画を使うという調布市としては，千載一遇のチャンスだったんじゃないかと

いうふうに私なんかは思ったんですけれども，なぜこれを余り検討せずに断ってしまったのか。こ

れからもう少し検討する余地があるのかというのを聞きたいです。 

 多くて済みません，４つ目，駅前の駐輪場の問題。これはやっぱり避けて通ることはできないと

思うんですけれども，いろいろあって変更になったのは仕方ないかなと思うんですけれども，市議

会の市議会だよりをきょうもってきたんですけど，そこでも議員さんからも断念した責任について

どう考えるのか，市民にどう説明するのか，いろんなご質問，ご意見があったとこれでみたんです

けれども，それに対するお返事が，私の知る限り，いまだないのかなと思っておりまして，そこを

聞きたい。 

 最後，５点目，ついさっき無駄みたいな話もありましたけど，何でこういうことが起きるのかな

と。これも市議会だよりでみたんですけど，市役所の方々が結構調布に住んでいらっしゃらないと

いうようなご指摘がどこかの議員さんからありまして，もしかしてそういうこともあるのかなとち

ょっと個人的に思ったんですね。結局，行政の方々，自分事化がもう１つ十分じゃないのかなと。

自分の身に降りかかると考えたら，そんな発想はしないのに，仕事で考えちゃうと違うアクション

になっちゃうみたいなことは，自分に置きかえてもあると思うんですけれども，そういう意味で，

議会でも質問されているようなんですけど，役所の方の調布市での定住というか，もしくは採用か

ら含めてかもしれませんけども，地元の方の採用を優先するみたいな視点での何か問題意識みたい

なものがあれば，ちょっと聞かせてほしいなと思います。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。今，ごみのあれに関しては厳密な数字をもっておりませんから，後で
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またご報告することがあればと思いますが，決してふえていない。それから，人口はふえています

けれども，１人当たりのごみ量は減っていると認識をしております。確認いたします。 

 年に１回がというのは検討の余地はあると思いますね。もう少し市民の方の目に触れるように，

定期的に数多く数字の推移は，○○さんがおっしゃるようにお知らせしたほうがいいかなという気

はいたしますので，ちょっと検討させていただきたいと思います。 

 水道は，今おっしゃったように，東京都に完全移管したのは七，八年前になりますか。だもんで，

その行政の中に我々は入っているわけでありますので，独自に何かやれる余地があるかというと，

なかなかないと私は思いますけれども，それについても，もし何か心当たりがあれば……特段ない

か。ただ，ないかといって，市民の皆様方のご要望を吸い上げて，それを我々が要請するというこ

とはもちろん仕事でございますから，そういう意味で，お気づきのことがあれば，きょうでも，い

つでも結構です。いっていただければと思います。 

 裕次郎記念館でございますけれども，小樽で閉館せざるを得なくなったというのは，やはり訪れ

る方が激減してきたというふうに聞いております。そうだと思います。裕次郎，また石原プロ，そ

して日活というのに思い入れ，これはおっしゃったとおりです。我がまちはそういうことによって，

ほかの方に調布を知っていただいたということもございますし，そういうことの感謝と，それから

日活に協力を得て，数十人の俳優さんの手形をとって，今，調布駅の東口に展示させていただいて

いるとか，常にまちづくりにご協力いただいております。これからも映画のまちということで，い

ろんなことをやっていこうということでやっております。 

 個人的なことはいわないほうがいいのかもしれないけど，私の年代なんかだと裕次郎さんを永遠

に存在感高く，まちとして大事にしていきたいなという思いもございます。１回，そのさわりをた

づくりで展示させていただいて，すごく反響を呼んだということはございましたけども，お預かり

するとか，いただくとかいうことになりますと，その膨大なものを倉庫に眠らせておくわけにはい

きません。では，記念館ということになるんでしょうけれども，それを常設として設けて，かなり

の維持費をかけてということになります。それは極めて難しいと思っております。恐らく○○さん

が私よりもお若いのは間違いないと思いますが，石原裕次郎さんにしても，美空ひばりさんにして

も，今，若い方に対するアピール度というのは残念ながら急速に低下をしてきているところ，これ

から黒字にしていかなければ困るような施設をまたつくれるかというと，大変残念ながら可能性は

薄いといわざるを得ないと思っております。ただ，ほかの意味で，常設展ではなくてもそういう場

があれば，今後とも石原さんの記憶が日本人に残る限り大切にして，実施をするようなイベントは

考えられるかと思っております。 

 駐輪場をつくりたいといって，種々の理由で最終的には断念をさせていただくということで，昨
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年から現在に推移をしてきております。責任の所在はというお話がございましたので，これは議会

の皆様方にも表明はしております。市議会だよりに出ているかどうか知りませんけれども。 

 それはどういうことかというと，どんな事業であれ，予算が時に伴わないものであれ，市が手が

けたことが構想どおりいかないということに関してはもちろん責任がある。どんなことも市長であ

る私の責任だと思っております。この問題は，ほかのことと比べても比較的インパクトの大きい事

業でございました。市民に対する影響も。そういう意味での責任の重さを痛感しているということ

をはっきり申し上げております。居直るつもりもございませんし，つくれなかったことは今でも残

念だと思っております。つくりたかったと思っておりますが，いろいろな事情でなかなかできなか

った。 

 責任を感じているということはもとよりでございますが，その意味で，調布駅の近辺に不法駐輪

車をあふれさせないように万全を期してやっていくという責任を痛感するがゆえに，それを思い定

めて考えさせていただいております。今後の方針については，定まる過程においてまたご紹介をさ

せていただきたいと思いますので，そのような方針に対してまたいろいろご意見がありましたら，

そのたびにお寄せいただければと思っております。 

 それから，市役所の職員の調布市内居住率の話であります。これは議会でもたびたび質問を受け

ます。一番大きな観点は防災です。やはり市内に住んでいるからこそ，激甚災害等があったときに，

すぐに体制整備に加われるんだろうということで，約３割しか調布市民でないのは少ないんじゃな

いかということをいわれております。これは何回もいわれております。そのたびに我々もそのご意

見に耳を傾け，考えております。 

 今，私がどう思っているかだけ簡潔に申し上げますと，必ずしも３割ではございません。という

のは，市内居住者は３割なんです。それは間違いないんですが，例えば調布の真ん中あたりからコ

ンパスを引いて，一番遠いのはどこになりますかね。入間町とか東のほうかもしれませんけれども，

そこでカバーできるんであれば別に市民でなくても駆けつける度合いは同じでございますから，そ

ういう考え方でいいんだろう。調布市内に住んでいるよりも近い稲城市民，府中市民，三鷹市民が

おりますから，そうした職員を含めると全体の５割を超えるというぐらいですから，そんなに少な

いとは思っておりません。 

 それから，今，○○さんがおっしゃった採用のときから市民を尊重してということは，実は10年

ぐらい前にやろうかなと本気で考えました。それは採用試験のときに，調布市民であるといわれれ

ば，やはりそういう災害のときの対応等が便利になるわけですから，そのことをはっきり市民にも

申し上げた上で点数を少し上乗せをしてということを実際考えました。ただ，やりませんでした。 

 それはなぜかというと，試験でありますから，先ごろの医科大学の話ではございませんが，公平
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にやらなきゃいけない。市民にやるとアナウンスしてやるわけですから，公平は公平ですね。ただ，

それをやったとして，最初はほとんどの方が独身でしょうが，結婚する，お子さんをもつ，その際

の転居をやめろというわけにいかない。大体傾向をみていると，家のスペースの問題で転居を考え

ると，西へ西へ行かれますね。東へ行く人は調布市役所の職員では少なくて，市内から出ていかれ

る方も相当数おられます。 

 そこまで考えたときに，採用のときだけみてやると。ですから，点数はとっているのに入れない

方もそこで出てくるという不合理さのほうが大きいかなというふうに考えましたので，やりません

でした。ただ，今はそう思っておりますが，今後またいろんな観点から検討を加えて，またいろん

な方のご意見もお伺いしながら再考するということはないとは申しませんが，今のところそう考え

ております。 

○○○（布田５丁目） 

 最後の点は，防災のことはそうなんでしょうけど，私がいいたかったことは，市役所の皆さんに

自分事として仕事をしていただくにはどうしたらいいのかなと考えたときに，自分の生活とは違う

地域のお仕事をされているということで，やっぱり市外に住んでいると自分事にならないと思うん

ですよね。そうすると逆に市民としては，市に住んでいる者としては，ちょっとどうなのかなと。

自治なわけですから，それのお仕事を委託しているわけですから，そういう意味では自分事として

やっていただくというのが何よりも増して大事な必要なことなのかなと思いまして，そのための方

法論として，そんなことはどうなのかなということをお伝えしたかったんですね。 

○長友市長 

 わかりました。それはご質問の最初のときもいっておられましたが，ご懸念は全く必要ないと私

は思います。議会のほうから，こういう観点で市内居住者の割合について質問が出ているのは防災

だと申し上げたのは，議会からも，もう１つの観点の要請とか疑問は出ておりません。それは，突

き詰めていえば，私は就労意欲の問題だと思います。市民の方の要請があったことに少しでも応え

ようとする。そこで，市民の方から充足感をもったようなお答えをいただく。これを無上の喜びと

して仕事に当たっているわけでありますから，調布市に住んでいるから，稲城市に住んでいるから

という話では全くないと思います。 

 それはもっといえば，どんな仕事に従事しても，それの受益者に対する姿勢というものが自分の

仕事のやりがいになってきているんではないかと。もし具体的に，今おっしゃったような観点で明

らかにおかしいと思われるようなことがあれば，ぜひ今後ともお教えいただきたいと思っておりま

すが，そのことに対しては，私は市を代表して居住とは無縁であると申し上げたいと思います。 

○司会者 
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 よろしいでしょうか。 

○○○（布田５丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 では，続きまして，Ｂ列，前から４番目の女性の方，お願いいたします。 

○○○（染地２丁目） 

 こんにちは。染地からまいりました○○と申します。本日，このような場を設けていただきまし

てありがとうございます。 

 私のほうからは１点，先ほど保育園の待機児童問題は話に上がったかと思うんですけれども，学

童のほうの待機児童問題について，１つお話しさせていただきたいなと思っています。 

 来年度の学童の申請者数はまた増加したと聞いていまして，200人強増えたというふうに聞いて

います。そのときに児童青少年課の方がいわれていたのが，この状況をどうするかということで，

放課後事業のユーフォーのほうで出欠をとったりですとか，１日対策をとったりという対策を考え

ていますというふうに聞いています。 

 確かに，まず保育園のほうを重点的にしなければいけないというのはわかっていまして，保育園

に入れなければ親は仕事に復職することができません。なので，保育園のほうを重点的にやられて

いるのはわかっていまして，そこは待機児童が減少しているので，一定の効果がみえているかなと

いうふうに思っています。 

 ただし，今，待機が問題になっている，増加している保育園に通っているお子様が，そのまま小

学校に上がってくるわけです。まさか保護者の方は，小学校に入って自分の子どもが学童に入れな

くて待機になるなんて今は多分思っていらっしゃらないと思うんですね。今まで保育園というのは

１回入ってしまえば，継続の申請をし続ける限り，そのまま卒園まで入れるかと思うんですけれど

も，学童のほうは１年単位で審査がされるので，学年が上になってしまうと入れない可能性が極め

て高くなってくると思っています。 

 今，調布市内は極めて深刻になっていまして，地域によっては小学校の低学年であっても待機に

なってしまうというふうに聞いています。保護者としては，特に夏休みの長期休業等で１ヵ月，子

どもの預け先がないというのは物すごく深刻だと思っていまして，ユーフォーのほうにというお話

をされても，ユーフォーには今１日育成のプログラムがないので，そこに登録している子どもの方

が自由に出入りできる状態のユーフォーを学童のかわりに使ってくださいといわれてもなかなか難

しいかなというふうに思っています。 

 他の市町村で導入している事例があるんですけれども，子どもの３季休業のときだけでも学校の
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空き教室等を利用して学童をやっていただくというのがあるというふうに聞きまして，日野市とか

だと思うんですけれども，調布市も，空き教室であれば新しく土地を買って学童を新設するという

ような費用もかからないので，小学校のお子様が１人で家にいるようなことがないよう，ユーフォ

ーだと１日育成のプログラムがなかなか難しいので，３季休業だけでもご検討いただけたらなと思

います。 

 恐らく最初の入会の申請時にその旨を記載すれば，そこに流れていく親はかなりの数いると思う

ので，３季だけ預けられれば平日は習い事等を詰めてやれば何とかなるから，せめて３季休業だけ

でも預けたいという親はかなりの数いらっしゃるので，ちょっとご検討いただけると保護者として

は大変助かるなと思っています。 

 以上です。 

○長友市長 

 何かあればちょっと補ってもらいますが，今，○○さんがおっしゃったように非常に頭の痛い問

題で，10年ぐらい前にも深刻な状況になりまして，これは多分，公にいっていたと思うんですが，

大変申しわけないけれども，施設をつくる間，特定の地域は１割とか，定員を少し積み増して，そ

れでもやっぱり１人になるお子さんを出さないようにということで，ちょっと無理をしたことがご

ざいました。その間に急いで施設を拡充したんで，すうっと落ちついていたんですね。それがこの

一，二年前から，今おっしゃったように学童クラブの待機児の問題が非常に深刻になるという話は

聞いてはおります。 

 これも質問の中でおっしゃったように，まさに保育園児童は学童クラブ予備軍みたいになってい

るから，何年か後のことはわかっていたんだろうというと，そうなんですよ。それは大体の傾向は

わかるんですよ。ただ，一気に特定の地域にだけ物すごく定員を拡大するようなこともできかねる

ということで，バランスをとってやってきて，平成28年度，29年度，30年度といろいろ我々として

も整備を進めてきていることはございますけれども，今おっしゃった日野の例ですか，私は正直申

し上げて日野のところまでは存じ上げませんけども，担当は把握しているかもしれません。それに

ついて検討しているんならどういうことになっているか，検討していなかったとするなら今後どう

考えるかということを確認してお伝えするようにはいたします。 

 ユーフォーの問題は，今おっしゃったように，もともと役割が異なる事業でありますから，10

0％納得はしないけれども，暫定的にユーフォーでしのぐかといわれる方についてはご紹介してい

るということでございますから，学童クラブの有用性を否定しているということは決してございま

せん。急激な増加に対して，本当に今ご質問があったことは重く考えておりますので，まずは今ご

質問になったことを含めて，現状をわかりやすくご返答させていただきます。よろしくお願いしま
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す。 

 それから，大きな問題でございますので，市報等でも我々の方針についてわかりやすく出させて

いただきますから，またご意見を寄せ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，Ｅ列，前から４番目の女性の方，お願いいたします。 

○○○（国領町８丁目） 

 国領町から来ました○○と申します。本日はこのような機会を与えていただいてありがとうござ

います。 

 まちづくりについて，ちょっと個人的なんですけれども，意見と要望を述べさせていただきたい

と思います。 

 国領駅から調布まで京王線が地下化になりまして，先ほどから駅前広場の話もたくさん出ていま

すけれども，駅前広場が整備されるときに家族で，どんなすてきな場所になるかなということを大

変期待しておりました。ロータリーのほうはきれいになったんですけれども，ちょうどこの施設の

前の大きな広場が大変きれいにコンクリートで整地はされているんですけれども，ただ，そこは人

が通るだけの場所になっておりまして，イベントなんかも開けるようにしたいというお考えだった

ようですけれども，実際には年に一，二回お祭りが開かれているにすぎないなと思いまして，駅前

の大変広い敷地に例えば商業施設を誘致するですとか，お友達と話したくなるようなカフェも大変

少ないような状況で，それとか仕事帰りにパンや何かを買って帰れるようなパン屋さんも路面店と

しては出ていないような状況で，ですから違う市からお友達を呼ぶというようなこともちょっとで

きにくいような状況もありまして，結局，自分も都心に働きに行って，都心でお金を落として帰っ

てくるというような状況になっています。住んでも，人を呼んでも楽しいというようなまちづくり

はなかったのかなと。 

 また，国領駅前の広場は，検討段階では緑地，真ん中に芝生の広場をつくるなんていう考えもお

ありだったようですけれども，それがどういう経緯で今のような状況になっているかわからないん

ですが，商業施設がないかわりに大変な緑地化にもなっていないということで，何か広いコンクリ

ートで固められた場所が大変もったいないかなと。住んでいて，帰ってきて楽しい駅前になってい

ないのがとても残念だなといつも家族と話しておりまして，その辺，今後もあのまま何かご活用に

なる予定はないのかなということ。 

 もう１つ，布田駅から調布駅までの間の鉄道の跡地ですけれども，よく歩きながら調布駅まで散

歩したりするんですけれども，そちらもずっと空き地のままで，緑地化されて歩道化されるなんて
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いう話も市報なんかで読んだりしているんですけれども，そこにも多少なりとも人がわくわくする

ような商業施設を誘致してきたりしながら，一方，緑地も保ちながら，そしてオリンピックなどに

向けて話題になるようなまちづくりということのお考えはないのかなということをちょっとお伺い

したいと思います。 

 それから，先ほども出ましたけれども，国領駅前の横断歩道の位置について，マルエツさんの横

にあったのが変わってしまったことで市民生活，あちら側に渡ったり，あちら側から戻ってきたり

するのに大変な不便を強いられていますので，そこをぜひ変えていただくよう検討されているとい

うことですので，そのことについても私ども家族も強く希望しておりますということを申し上げま

す。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。最後の点については，先ほどお答えさせていただいたように，計画段

階から今に至るまで，一貫してといいますか，やっぱり根強い市民の方の要請があるということは

承知しております。今後とも考えさせていただきたいと思います。警察との協議を省いて決めると

いうことはできないんですけれども，強い思いが今でもかなりあるということは，きょうも認識さ

せていただきました。 

 それから，鉄道敷の整備等は，後でもし補う点があればいってもらうとするんですけれども，国

領の広場，4,700平方メートルですか，決して狭くはないここ，夏のサマーフェスティバル等は非

常なにぎわいをみせて，すごい数の方が集まっておられて，私も楽しませていただいておりますけ

れども，常設で商業施設誘致ができない理由が，広場というのが道路区域という指定になりまして，

それがネックというか，不可能な要因になってしまうんですね。だから限界はもちろんあるんです。

できないことは制限があるというのは。ただ，それはもちろん従わざるを得ないんですが，にぎわ

いですとか回遊性向上，イベントの設営，この規制されたものとのはざまで，できることについて

は，もったいないから考えていきたいというのは，まさにおっしゃったとおりだと。我々の意識も

そうでございますので，まだできて何年かですけれども，今後のこととして前向きに取り組ませて

いただきたいなという思いをもっております。それははっきり申し上げたいと思います。 

 では，鉄道敷地のことを。 

○八田都市整備部長 

 鉄道敷地の関係は，まず京王電鉄から段階的に取得して整備を進めています。調布駅近傍でいい

ますと，ちょうど市役所の西側ですね。西調布方の端部に，水木しげるさんのゲゲゲの鬼太郎を模

した公園を今，整備中でありますので，この春以降，開設になっていくということになります。 
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 今いただきました国領から布田，調布の間でありますけども，従来は最終年に取得をして整備と

考えておりましたが，調布駅のシネマコンプレックス，シアタス調布の北側に，「てつみち」とい

うのが今できていて，あそこが子どもたちが集まったりして遊び場空間になっています。あちらを

平成31年，今年度取得の予定だったんですが，それと国領，布田の間の側道がないところ，ちょう

ど今，狛江通りから西側でありますが，そちらを31年度中に取得をかけて，暫定ではありますけど

も，歩行者と自転車の開放に向けていきたいなと思っています。 

 したがって，そこで回遊性がとれるような軸ができてくるかなと思っておりますので，段階的に

整備をする中で，布田，調布，国領とつながるような形にしつらえを仕上げていくと。少し時間は

かかりますけれども，まずできるところの開通をかけながら，以降の緑道整備という形も考えてお

りますので，先ほどありました，にぎわいとして少し駅周辺に魅力的なお店が立地できるような環

境も含めて誘導できればなと思っています。 

 国領駅前広場に関して，当初，緑空間も絵の中にはあったけれどもというご指摘もいただきまし

たが，近傍の商店街の皆さんとの協議ですとか地元の皆さんとお話し合いをする中で，やはりイベ

ントをやるときに樹木だとかが真ん中のスペースにあるとというお声もあって現在に至っていると

いうところでありますので，なお改善を含めてやっていきたいなと思っています。 

 内容は以上であります。 

○長友市長 

 重複しますが，まだ時間がかかりますけど，レールを取り払った後は全体的に遊歩道にしてほし

いという市民の皆さんの一番大きかった，圧倒的に支持のあった構想どおりにはなりますので，ま

ずは親しんでいただける。それには土地を市のものにするという段階を踏まなければいけない。そ

こで少し時間がかかっております。 

○○○（国領町８丁目） 

 ありがとうございます。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

 それでは，お時間の関係もありますので，あと残り２人か３人ぐらいでお願いできればと思いま

すが，ご発言の方，挙手……全員は無理かもしれません。では，今，手を挙げていらっしゃる方，

そちらの方と，そちらの方と，お時間の関係がありますが…… 

○長友市長 

 ちょっと手短にやっていただいて，４人なら何とかなるんじゃない。 

○司会者 
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 では，今いらっしゃる４人の方で…… 

○長友市長 

 ただ，済みません，私，この後，移動しなきゃいけないので，手短にお願いできれば大変助かり

ます。 

○司会者 

 では，まずＡ列の４番目の方，お願いいたします。 

○○○（小島町３丁目） 

 小島町から来ました○○と申します。きょうは無作為抽せんで選んでいただいてありがとうござ

います。 

 まだ引っ越してきて間もないので，市民の諸先輩方には大変失礼な発言になるかもしれないです

けれども，調布はやはり広いなという印象がありまして，ただ，電車は京王線が一番メインで使っ

ているんですが，人身事故等があるとどうしようもない状態になっておりまして，振りかえ輸送を

ご利用くださいといわれましても，振りかえ輸送すら利用できないという状態になっているので，

電車のみならず，京王のバスですとか，ほかのところというよりも，例えば調布，京王多摩川とか，

国領とか，線路をつなぐ振りかえ輸送のルートをつくっていただければ，１駅さえ乗れれば，向こ

うに行ければどこかに行けるとか，そういうのがあると思うので，例えば京王多摩川から先の京王

稲田堤であれば，ほかの路線が使えるとかというのがあると思うので，ぜひ近隣の市に協力してい

ただいたりとかして，京王線が本当にとまってしまうと終わってしまうようなところになってしま

うと困るなというところがあります。 

 あと，やはり子育て中でありますので，子育て中心の観点のお話になってしまうんですけれども，

ボールが使える公園が少ないなという印象がございます。 

 子どもがふえているというのが先ほどありましたが，やはり小・中学校の耐震の問題，多分，予

算の配分等で順番に耐震の工事をされていると思うんですけれども，当事者から申し上げますと，

子育て中に順番はないといいますか，自分が通っているときに地震が起こってしまえば，耐震工事

が終わっていない校舎ですと，そこで被害をこうむってしまうというのがありますので，やはり耐

震工事は急いでいただきたいなというところがあります。 

 やはり調布は広いので，住んでいるところからとても遠いところの病院が休日診療になってしま

いますと，どうやって行ったらいいのかというのが途方に暮れてしまう状態になっているので，せ

めて何々地域ですとか，もう少し細かく分けて休日診療の病院を当番医として割り振っていただけ

るとありがたいなと思います。 

 以上です。 
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○長友市長 

 ありがとうございました。２ヵ月ぐらい前でしたかね，私も出勤の準備をしていたら，市内に１

人で住んでいる子どもから電話がかかってきて，電車が動かない，車も拾えないといわれて，しよ

うがないから自分で車を運転して迎えに行って，つつじヶ丘駅まで送り届けたということはありま

したけども，京王電鉄は，人身事故のときは開通まで比較的早いというのは確からしいです。ただ，

今回の場合は警察の捜査が非常に時間がかかったとかいうことはいっていましたね。ただ，結論と

しては，○○さんがおっしゃったようなことは，交通機関の方とお話をするようなこともございま

すから，私からも定期的に伝えさせていただこうと思います。それから，市民の方も何かあったと

きのために，狛江からでも，ＪＲからでも，いろんな可能性があるのかということは確認をしてお

いていただければありがたいなという気はいたします。 

 ボールの公園は，ふやそうということで今考えております。一番の課題は，やはり近隣の住民の

方の反応です。トライアルで実験的に朝，何週間とか開放して，アンケートをとるんですね。そう

すると，圧倒的に理解が得られない。なかなかそういうことを一気にやれないとかいうのはござい

ます。ただ，そういう中にあってもボールを使える公園はできればふやしたいということで我々は

対処していることは申し上げておきたいと思います。 

 今，確認しましたが，耐震工事は終わっておりますので，これは市内の28個の小・中学校におい

ては体育館も含めて，そういうふうにご理解ください。 

 休日診療，なかなか先生方といえども，長期休暇のときにはやっぱりバカンスもありますし，余

りご無理をいえないんですが，これも医師会の方と定期的にお会いすることはございますから，再

度，数をふやせないかということ。それから，数をふやすお願いと，私どものほうの工夫で，どこ

に所在があるのかというのをもう少しわかりやすくということもそのご質問の中にあるんであれば，

それは便利なように考えさせていただきたいと，よりそういうふうに思っております。 

○司会者 

 では，次の方，Ｄ列の方，お願いいたします。 

○○○（国領町３丁目） 

 私，国領町３丁目の○○といいます。 

 １つ，お礼をいいたいことがあって，私は２年前にこちらの建物の中にある産業労働支援センタ

ーの３ヵ月間のコースをとって，なるほど，市の方はこういう仕事もしているのかと非常に楽しい

３ヵ月を過ごさせていただきました。 

 きょう，３つお話があって，１つは，私，野川をよく散歩します。散歩するんですけども，実は

トイレが狛江市との境に１つあるんですけども，ほか，恐らくほとんどないんだと思うんですよ。
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大変申しわけないんですけど，トイレはつくるのも非常に難しいと思うんですけども，調布の警察

のあたりとか七中のあたりに１つあると，野川の散歩が物すごく楽しくなるのかなという気がして

います。これはお願いです。 

 あと，もう２つのうちの１つは，小学校，中学校の設備のことなんですけども，私は子ども，男

の子２人，二小，六中で育てました。都立高校にも入れたんですけども，次男が野球をやっていた

もんで，ほかの市の中学校に練習試合に行くんですよね。例えば府中とか狛江の中学校に比べると

調布市の中学校は結構，設備が劣っているのかな。逆に市内の中でも調布中学とか五中とかに行く

とグラウンドも割合広い，野球の設備もちゃんとあるんだけども，翻って六中は野球のバックネッ

トもないんですよ。自分の子どもの話なんで申しわけないんですが，そういう意味では，小・中学

校の設備の差はいろいろあるんだなと。都立高校はもちろんあったり，そういうのもあるんですけ

ど，そういうところ，先ほどお子さんがふえるというお話もあるんですけども，いろんな意味で設

備の改善などにも取り組んでいただけたらなというふうに思います。 

 ですが，学校の先生方，二小も六中も非常によくしていただいて，そういう意味では先生方の頑

張りというのは非常によかったなというふうに思っています。 

 最後ですけども，先ほどから国領駅前の整備の話がいろいろ出ているんですけども，私もいろい

ろ思っているんですけども，やっぱりプラスマイナスというのはいろいろあって，屋根のところが

高いというのは確かに高いです。あと，あそこは人が雨にぬれずに歩く動線のことを余り考えてい

らっしゃらないのかな。例えば，駅をおりてからマルエツに行く間に屋根が切れちゃうんですよね。

こちらの西友に来るときも一旦走らないとぬれちゃうというのがありまして，市の設備や何かはど

れぐらいの耐用年数で計算されているのかわからないですけども，ぜひ次に改修などをするときに

は，人の動く範囲をいろいろ考えていただいて，傘を差さずに歩けるようにしていただければなと

いうことも思っています。 

 済みません，手短に３つお話ししました。 

○長友市長 

 ありがとうございます。野川沿いは現在２ヵ所，トイレがあるわけでありますが，今後ともいろ

んなご要請，いろんな市民のご意見をお伺いする中で，必要があり，また財政的に可能であればふ

やしていくということは考えさせていただきたいと思います。 

 それから，小・中学校全ての施設が劣っているとは必ずしも思っていないんですが，局所的には

やっぱりそうですね。今，耐震は終わっていると申し上げましたけれども，小・中学校全ての施設

がようやく冷暖房，エアコンも特別教室まで設置が完了という段階です。ただ，はっきり，誤解を

恐れずに申し上げると，校舎の壁が剥がれているじゃないかとか，さびついた水道管も目につくよ
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とかいうのは確かにまだあります。これはひとえに財政の問題でございますから，徐々にやってい

くしかないとは思っております。 

 バックネットがなかったですか。それは，そういうお声があったということを教育委員会にお伝

えします。 

 それから，国領駅前のことについてはありがとうございました。先ほどの方も同様のことをおっ

しゃっていただいて，せっかくつくるんならば使い勝手のいいようにという利便性の問題，確認を

するとともに，きょうのお話も我々のほうでそしゃくをさせていただいて，今後のことにも参考に

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○司会者 

 では，次は……はい。 

○○○（多摩川１丁目） 

 調布市多摩川の○○と申します。 

 先ほどの方と質問が重複してしまうんですけども，やはり子どもがふえているですとか，若い世

代の流入が今進んでいるかと思いますし，私自身，３人の子どもがいるんですけども，子どもの数

に対して公園の数が絶対的に足りていない。子どもを安心して遊ばせられる公園がないので，放課

後，小学生などはマンションのロビーにたむろしてゲームをしたり，小さい公園のベンチにみんな

で座ってゲームをしたりとか，そういった光景が数多く見受けられます。 

 公園の整備を市としても課題と認識されているかと思うんですけども，その課題で，やはり先ほ

どあった一番のネックは，近隣住民の方の理解なのか，それとも敷地の確保なのか。 

 あと，私の両親が地方から来たときに，多摩川の河川敷をウオーキングしたときに，物すごいス

ピードで自転車が行き交うので安心してウオーキングができないというような声もありましたので，

河川敷の整備についても今後予定に入られているのかお聞きしたいです。 

○長友市長 

 ありがとうございました。公園に関して，ボールゲームのことは先ほどの方にご説明したとおり

で，やはり周囲の方のご理解が得られないことがネックになることがございますというのはそのと

おりです。 

 それから，敷地も大問題です。ふんだんに市の敷地を広範に市内全域にもっているわけじゃござ

いませんし，お借りするとしても貸すほうの都合もございまして，いつまでも借りられないとか，

常にそういうようなことで公園の確保というのは，23区の特定のところに比べるとまだ自然がある

かとは思いますし，これは非難ではありませんが，杉並区が区長の判断で公園を取り潰して保育施

設に一部代替させるということで，相当の議論がありましたね。私はあれをみていて，どちらの言
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い分もわかるもんで，難しいもんだなと思いました。ただでさえ，まだあったらいいという公園の

用地も削らなければいけないというような場面も事情によってはあるんだなと思いました。スペー

スはどうしても確保していきたいということで，今，懸命に頑張っているということはお伝えをし

たいと思います。 

 それから，多摩川市民広場周辺，凸凹山児童公園，若宮自然広場，八雲台等々，強化をしていく

方針で，スペースを確保するようにということで今考えられる可能性のあるようなところでやって

おります。その中でボール遊び，プレーパーク，そんなようなこともぜひ考えて前に進めていきた

いと思っております。鉄棒，その他の遊具の問題もいろんな方からお聞きしております。そんなこ

とを参考にやらせていただきます。 

 最後に多摩川，サイクリングロードがちょっと危ないことがあると。あれ，そのとおりなんです

よ。あれは本当に困ったもんで，あんなところを40キロ，50キロのスピードを出して走る人の考え

がわかりませんけども。ただ，ものすごい柵を50メーター置きにつければ出せないんですが，そう

すると普通にお買い物等で走っておられる方を妨げちゃうんで，なかなか難しい問題です。 

 10年ぐらい前に，河川敷のほうにおりて走るところに段差を設けました。１センチでは効果がな

い，３センチだと危ないんで，２センチにしました。そうしたら，やっぱりサイクリングする方か

らものすごい抗議があって，人命にかかわるというようなこと。人命にかかわるスピードを出すの

は誰だといいたかったんですが，そんなようなこともございましたんで，我々としては警察にも相

談して悪質なものについては取り締まりたいと。それから，サイクリングの趣味は結構だけれども，

もう少し人のいない郊外へ自転車をもっていってやってもらえないかというようなこともいってお

りますので，またお気づきのことがあったらいっていただければと思います。 

○司会者 

 では，最後，Ｂ列の方，お願いいたします。 

○○○（国領町２丁目） 

 国領町の○○と申します。 

 最後なんで手短に。２年前に川崎のほうからこちらのほうに引っ越してきましたが，やはり道が

狭いというのが実感でして，ふれあいトーキングの過去の記録も拝見したところ，やはり同じよう

な意見が幾つか出ていまして，市長も難しいという話をされていましたが，狭い道を広げるのは民

有地が絡むことなので難しいと。一方通行という方法もあるかと思うんですけども，それも警察と

の調整があって難しいと。ただ，現実問題，やはり狭い道で車が行き違いとなると車の渋滞，災害

のときのグリッドロックということもありますし，ふだんのときでも人が歩く，子どもだとかお年

寄りが歩く，非常に危ないという状況もありますので，もう一度そのあたりを検討していただきた



- 36 - 

 

いというのが１つ。 

 あともう１つ，私もマンションに引っ越しましたが，調布は，昔は多分，ジューキもそうだし，

榮太樓とか和光堂とか，いろんな工場とか法人がたくさんあったかと思うんですけども，最近はそ

ういう法人が減っていると。市長も先ほど冒頭におっしゃいましたが，お金がない。ならばお金を

つくる方法はないか。法人を呼ぶというのは１つの方法なのかなというふうに思っています。法人

を呼べば，当然，景気によって左右はされますでしょうけれども，ある程度ふえる方法もあるんで

しょうし，やはり住居と職場が接近するということは非常にいいことだと。わざわざ都心に出てい

かなくても済む，子育てにもいいことだと思います。人がふえるということは当然，福祉で支出も

ふえるので，その分，法人を呼べば，ある程度そういうところもカバーできるのかなと勝手に素人

ながら思ったりしますので，法人を呼ぶというのも今後のまちづくりとして考えていただければと

いうふうに思ったりします。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。道を広げたいと思って苦慮しております。典型的にいえば，幾つかあ

るんですが，柴崎の駅の近辺なんかは一方通行でもない，車が入ってくるわ，雨のときは子どもが

傘を差すのが車に触れそうになるわ，そういうことでございますので，今，○○さんがおっしゃっ

たように，セットバックしていただくとか，土地の権利をもっておられる方に協力もしていただか

ないと，なかなか我々だけがお願いしても難しいところはございますから，市民の皆さんにもぜひ

ということで，ご協力いただける部分については。 

 それから，土地区画整理なども過去十何年で二，三ヵ所やっております。まちというのは道から

つくるもんだなと改めて思いますけれども，すばらしいことになりますよね。そういうことを計画

したときには，ぜひ今後ともご協力いただければなと思っております。どうしても乳母車を車道に

おろさなければ歩けないような道は一刻も早く少なくしていきたいということで，計画的にやって

はおりますので，ぜひご理解いただければと。 

 それから，法人，簡単に申し上げますけども，おっしゃるとおりでそれは大賛成です。ただ，大

きな企業を呼んだからといって，ご存じのように利益が上がっていなければ税金は入ってきません

から，企業の名前は申し上げませんが，超大企業でも税金を払っていない企業はたくさんあります

から，そこは難しいところだと思います。 

 重厚長大で，大きな面積をメーカーとして占有するような土地は，もうこのまちにはなかなかご

ざいませんので，そういうような工場用地というのは環境の問題を除いても現実的には余りないか

もしれません。ただ，これからも，わずかかもしれませんが，オフィス用地が確保できるんであれ
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ば，高付加価値のソフト産業なんかに来ていただくというのは，この問題を検討した十数年前から

我々の志向するところではございますので，ぜひそういうような情報をキャッチすれば，市として

も，私，市政をあずかる身としても，積極的にその話に賛同するような形で市として応援していき

たいと思っております。ぜひたくさん法人税を払っていただけるような企業が来てくれれば，それ

は魅力のある話だと思います。 

○司会者 

 本日もたくさんのお話を伺うことができました。予定の時刻となりましたので，これで終了させ

ていただきます。 

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

と申し上げた事項については，後日改めてご回答させていただきますので，よろしくお願いいたし

ます。 

 なお，今後のふれあいトーキングの開催の参考に，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。 

 また，本日お話しできなかった方には市長へのはがきを準備させていただいております。ご利用

いただければと存じます。 

 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ありがとうございました。 

 

  閉会 午前11時37分 

 


