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令和元年度第１回「市長と語る・ふれあいトーキング」 

１ 日時   

令和元年５月１８日（土） 午後２時から午後４時まで 

２ 場所 

調布市教育会館 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，これより令和元年度第１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誠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。週末の土曜，貴重な時間をこのような意見交換の場に提供いた

だきまして，まずありがとうございます。心から御礼申し上げます。 

 市長になってからずっとこのような集会を実は続けておりまして，以前は，年に12回はできなかったんで

すが，10回ぐらい各地域を回っていました。それで，ここは小島町であり，染地であり，深大寺であり，仙

川であり，いろいろな地域の課題を議論させていただいて，それはそれで大変行政の参考にはなっていたん

ですけれども，やはり何年も同じやり方でやりますと，ともすると毎年お聞きする内容が似通ってくるとい

う傾向がございまして，それで何年か前から，最近はこのように無作為で地域問わず抽出させていただいて，

ご案内を差し上げて，こんなにもたくさんの方に来ていただいて恐縮ではございますが，意見交換をさせて

いただこうと，そういう方式でやっているということでございます。 

 それから，あと１つだけは，ご存じのように，今年，来年と世界的なスポーツ大会が東京に，また，調布

にやってくるということで，我々は大変幸運だなと思っております。23万5,000人でありますから，70億分

の23万5,000というとどれぐらいの確率なのだということでは，その幸運さがはかり知れると思っておりま

す。今日ももしその類いのご質問が出れば，現時点でわかり得る範囲のお答えをさせていただきます。 

 ただ，しかしということでいわせていただければ，それももちろん，街のこの１～２年には，今後には重

要なテーマでございますが，一番はやはり変わらずに日常生活の利便性でありますとか，それから皆さんが

お困りのことをご相談いただく，生活の安定とか，そういうことでございます。これは変わりないことでご

ざいますから，大テーマのスポーツイベントだけで市役所が動いているわけでは決してございませんので，

今日はそういう観点からも勉強させていただいて，よろしくお願いいたします。 

 即座にはお答えできないものももちろんございます。それについては責任をもって，次の週のなるべく早
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期にお答えを返すということでやらせていただきたいと思っておりますので，限られた時間，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，都市整備部長・八田でござい

ます。最後に，私の隣，市民部長・城戸でございます。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，発言については，本日，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くこと，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。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，ホームページで公開する速記録は，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。 

 申し遅れましたが，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。 

 それでは，お待たせいたしました。ふれあいトーキングを始めさせていただきます。最初にご発言いただ

ける方は挙手をお願いいたします。手を挙げたままでお願いいたします。それでは，１番目，２番目，３番

目というふうに順次ご指名させていただきます。それでは，まず女性の方，お願いいたします。 

○○○（下石原３丁目） 
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 下石原からまいりました○○と申します。よろしくお願いいたします。本日は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。お礼申し上げます。 

 調布に住んで数年になりますが，文化的な取り組みに対する姿勢がすごく高いなということを感じており

ます。今年３月にキネマ能楽「鞍馬天狗」というのをたづくりのほうで拝見しましたが，観世流の先生，深

大寺こども薪能の皆さん，そして映画のまち調布らしい４Ｋプロジェクターを使った巨大スクリーンにすて

きな桜の映像と，わかりにくいお能の言葉を現代語訳したものが映し出されたために，わかりにくいお能の

公演がとても親しみやすい，すばらしいものになっておりました。日本を代表するような，日本を引っ張っ

ていくような，こうした取り組みをこれからもどんどん続けていただきたいと思います。 

 そして，こうした取り組みを続けるために必要なことが幾つかあると思うんですが，その１つが防災だと

思うんですね。人がたくさん集まる。日本中から，世界中から人が集まるというのは，防災が非常に大切に

なってくるかと思うんですが，防災に関する現状把握が実はあまりできていないように，この市に住んで感

じております。 

 昨年５月に市の職員の方から下石原近隣の方に配られました防災無線の設置箇所についてのマップがあっ

たんですけれども，防災無線の場所が間違っていたんですね。防災無線の場所をきちんと把握しないままに，

１つの防災無線を別の場所に移すという作業を近隣の住民の了解を得ずに勝手にやってしまったそうで，下

石原の人たちが非常に不安に思っていまして，私も不安に思っています。防災無線を移さなければ，おたく

は毎日の放送が聞けないんだよという区域に入っていたそうなんですが，よくわからないことだなと。防災

無線の事実確認，場所の確認ができていないままに，ここの防災無線をこっちに移すよ，みんなに聞こえる

ようにと。それはちょっと変じゃないかなと思っていまして，防災については，まず現状の認識がきちんと

できないと，世界中から人が集まったときに，じゃ，ちゃんとした対策がとられていなかったのかというよ

うなことになってしまうと思うんです。ラグビーワールドカップにしろ，2020年の東京オリンピックにしろ，

非常にたくさんの人が集まります。日本語を話せない人もたくさん来ます。近隣の住民が不安に思っている

防災体制では，皆さんをお招きすることはちょっと難しいと思いますので，そちらのほうの対策をきちんと

お願いできればと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。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，前段のところで紹介していただいた文化的取り組みに関しては，ありがと

うございます。好感をもっていただいているのであればありがたいことで，市が独自にやっているものもご

ざいますし，薪能等，民間企業主催で大変大きなイベントをやっていただいている部分もございます。両方

相まって，これからも充実したものにしていければと。青少年の育成も含めて平成27年，４年前に市制施行

60周年を迎えたときに豊かな文化芸術等を育むまちづくりをしていこうという宣言をしたまちでもございま

すので，力を入れていきたいと思っております。 
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 それは好感をもっていただくとして，これから今年，来年と大きなスポーツイベントが控える中で，国内

外から多くの方が当然調布にもやってこられる。○○さんがおっしゃるとおり，幾つか重要な点がございま

すが，１つは間違いなく安全・安心なまちの中で楽しんでいただくということに重点があることは間違いな

いと思っております。警察署等とも密な意見交換をして，１日に10万といわれる方が調布に来られる可能性

も――10万は大げさかもしれませんが，千から万の単位で来られるわけですね。味スタだけで５万人ですか

らね。そういうことで考えますと，大事なポイントである危機管理，おっしゃるとおりだと思います。防災

無線の設置場所について何かミスがあったとすれば，それは大変遺憾なことでございますので，よく確認し

た上で気をつけさせていただきたいと思っております。 

 これは外から来られた方も含めてですが，常時住んでおられる方にいろんなことを危機管理的に激甚災害

のときなどはなおさらお伝えすることが使命でございますから，しっかりとそこはミスのないように努めて

まいりたいと思っております。 

 それから，あらゆることが，自然災害，毎年のように，去年の大きな大阪，北海道の地震，西日本の豪雨

等，多摩川が氾濫することもあり得ないことではございませんので，気をつけるということ，できるだけ備

えを固めるということと，それからそういうようなことをアナウンスするのを迅速にと思っております。感

謝を申し上げつつ，今のようなことに取り組んでまいります。それから市民の方にいつもお願いしておりま

すのは，私ども市の職員というのは，実は千二百数十人しかおりませんので，激甚災害のときにまち全域を

津々浦々まできめ細かくとっさにカバーすることは不可能であるということで，ぜひ地域ごとに，また，個

人のお宅，個々人でいろいろ備えを固めていただきたいということもあわせてこちらからお願いさせていた

だいて，防犯に，また防災に備え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。 

○○○（下石原３丁目） 

 ありがとうございます。今申し上げました資料がこちらになりますので，念のためお渡ししておきます。

お願いいたします。 

○長友市長 

 後で読ませていただきます。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。では，Ｄ列の男性の方，よろしくお願いいたします。 

○○○（下石原１丁目） 

 下石原１丁目の○○と申します。このような場を設けていただき，ありがとうございます。 

 私，昨年10月に今の場所に転居してまいりまして，半年ほど住んでおりますけども，治安上，また，交通

安全上，ちょっと心配していることを申し上げさせていただきたいと思います。 

 具体的には，下石原１丁目にパーキングメーターがございまして，鶴の湯の北側の道でございますけれど

も，そちらの道なんですけども，朝９時の手前ぐらいになりますと，大型トラックの方の待機場所といいま
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すか，たまり場になっているときが時々ありまして，大型トラックが停まっておりますと，車で通りますと

センターラインをまたがないといけないというような状況になっており，非常に危ないなと。ひどいときに

なると両側に大型トラックが停まって，真ん中１車線になっている状況もございます。それをまず１点申し

上げさせていただきたいのと，さらにもっと心配しておりますのは，治安上のほうでありますけれども，朝

のこの時間も小学校の女の子が１人で通学しているような状況もございますけども，大型トラックがとまっ

ていると死角が多いといいますか，非常に危ないなというところがございますので，こちらのほうもちょっ

と改善いただければと思います。 

 もう一点，治安上でつけ加えさせていただきますと，西調布駅から出た方は皆さん北側に行かれて，真っ

すぐ北に行かれる方，また，旧甲州街道で曲がられる方がいらっしゃいますけれども，夜，この道は街灯が

少なくて，非常に暗くて女の子も危ないなというところがございますのと，あと，先ほど海外からのお客様

という話もいろいろございましたけども，実は私，調布で一番悔しいと思っているところが稲城とかあちら

のほうに行きますと，街路樹がきれいに剪定されておりまして，角刈りの散髪が終わった後みたいな非常に

きれいな街路樹になっているんですけども，この鶴の湯の北の道でいいますと，ツツジが放置されておりま

して，私の胸よりも，パーキングメーターよりも高い形でぼうぼうになっておりまして，それよりも例えば

鶴川街道，北に行ってもやっぱり同様に，調布市はなぜか植木が剪定されていないなという，調布に入ると

急に何かそんなようなイメージをもっておりますので，この辺もちょっとお客様への顔というのが道路だと

思いますので，改善いただければと思います。 

 以上でございます。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。今，わかりやすくおっしゃっていただいたので，場所は特定できると思います

けれども，確かに今おっしゃった案件だけということじゃなくて，一般的に申し上げて，やはり活動時間と

合わないような時間帯に調布に来られる車両があるとすると，待ち時間が発生すると。そうすると，おのず

からどこかへ停めておかなければいけない。その中ではやはり周囲に迷惑行為となるということがあり得る

んでしょうね。今おっしゃった案件については，事前に私どももお聞きをして，調布警察署のほうに既に通

告というか，相談を始めていると聞いておりますけれども，一般的にいって，ほかでも考えられるんでしょ

うね。私はトラックの行為を別に認めるわけでは決してありませんけれども，いろいろ向こうにもご事情が

あって，ただ正当な理由なく長時間ということになりますと，これはもちろん警察署の指導の範囲になりま

すので，今の○○さんがおっしゃった案件だけではなく，大変恐縮ですが，１回ならず何か気になるなとい

うのがありましたら，日時とか時間帯とか，それをちょっと教えていただければ，警察直接で結構でござい

ますが，私どもにいっていただいても確認の上，そういう事由が認められれば，やはり警察署に即刻相談と

いうようなことで対処させていただくというのが基本でございますので，やらせていただきたいと思います。

ぜひ今おっしゃった案件以外でもお気づきのことがあれば，お伝えいただければと思います。 
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 それから，剪定の件に関しては，市内二十何平方キロメートルある中で，いろいろな場所がございますの

で，お気づきのところがあると思います。それから，これは責任を回避するわけではございませんが，道に

よっても，国が都が，そして市が責任をもたなければいけない，それぞれ役割分担というものもございます

けれども，市が責任をもつところにおいては，なるべく遺漏なくやらせていただきます。それ以外のところ

でも，そういう市民の方から美観を損ねるであるとか，それからごみの問題にもつながるかもしれませんか

ら，そういうようなものが気になるところがあれば，我々は都や国に必要に応じてすぐご相談するというこ

とをさせていただきます。 

 今おっしゃったところについては，今，私も地点はわかりました。それがどういうようなお答えを差し上

げたらいいのか。基本的には今申し上げたとおりでございますけれども……何かありますか。 

○八田都市整備部長 

 都道です。 

○長友市長 

 都道ですか。それで都にご相談するということになるわけですね。 

○八田都市整備部長 

 調整いたします。 

○長友市長 

 調整させていただきます。ありがとうございます。 

○○○（下石原１丁目） 

 ありがとうございました。先ほど申し上げた分に関しては，けさ，写真のほうも撮ってきておりますので，

いろいろまた改めてお伝えさせていただければと思います。ありがとうございます。 

○長友市長 

 ぜひよろしくお願いします。 

○司会者 

 それでは，ありがとうございました。では，Ｄ列，２列目の女性の方，よろしくお願いします。 

○○○（市内） 

 深大寺からまいりました○○と申します。本日はこのような機会をいただき，ありがとうございます。 

 早速ですが，調布市の小・中学校について質問とお願いが２つあります。 

 １つ目，ＰＴＡについて。先日，子どもの入学式で学校よりいただいた資料の中にＰＴＡの資料も入って

いました。ご承知のとおりＰＴＡは任意加入，入退会自由の任意団体です。ところが，ＰＴＡ加入に関する

資料も説明もなく，役員は１人１回必ず引き受けていただきますと書いたこの紙が配付されました。各人へ

の文書による意思確認をせず，入学をもって全員入会とみなし会費を引き落とすという行為は，法務省人権

擁護局により人権問題に該当するとの結論も出ています。調布市内の公立学校は，残念ながらいまだにこの
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ような状態の学校が存在しています。 

 以前，私が加入していたＰＴＡの会長に，書面での加入の意思確認は必須，来年度から行うとお約束いた

だいたことがありました。しかし，その約束はいまだに果たされていません。会長はそのまま任期を終え，

この件が引き継ぎがされることはありませんでした。問題意識をもったＰＴＡ会長にも，また，校長先生に

もどうすることもできない現状がうかがえます。 

 これまで埼玉県さいたま市，大津市の教育委員会や，熊本市，杵築市の教育長がＰＴＡを正しく運営する

ように学校管理職に向けて通知を出しています。また，学校教育法137条によると，学校施設を利用してい

る団体が会員限定のサービスを行うことは違法となります。この件に関しては長くなるので，詳細は割愛い

たします。学校の管理責任は，校長や教育委員会にあり，それらの最終的な責任者は市長であると考えてお

ります。 

 そこで長友市長に直ちに絶対に行っていただきたいお願いがあります。今から申し上げる２点を長友市長

より公立学校に子どもを通わせている保護者と教員全員に対して，直接伝えていただきたいと思います。１

点目，ＰＴＡの加入，不加入は自由であること。２点目，ＰＴＡに保護者が不加入であっても，その子ども

に一切の不利益がないこと。 

 以上，２点です。ＰＴＡは任意団体です。しかし学校内で公然と行われている人権問題に関して，管理責

任がある調布市にきちんと干渉していただかないと困ります。実際に多くの保護者が本当に困っております。

参加も脱退も自由であることをしっかりと明記した入会届の提出をもって会員となるように任意団体として

当たり前の手続が行われていないこの現状を，この人権問題をみてみぬふりをなさらぬようにどうかお願い

いたします。 

 ２つ目もあったんですが，お時間がたってしまったので，今日は省略します。 

 以上，この件に関して，市長のお考えとご対応をお伺いしたいと思います。 

○長友市長 

 ありがとうございました。その議論を，全国各地でいろいろな事案が発生していると聞いておりますが，

突き詰めていくと最後はＰＴＡ要・不要論になるんでしょうね。突き詰めていくとですよ。すぐにというこ

とではありません。 

 それから，いま一つは，これはご存じだと思うんですけれども，今の日本の教育システムにおいては，私

ども市町村，自治体ですね。基礎自治体の中でも教育というのは独立した機関，教育委員会が教育のあり方，

その自治体ごとの，これを定めて運営すると決められていることはご存じだと思います。これはやっぱり政

治的な思惑が教育に働くとよろしくないという根本的な考え方ですね。これは国家を通して全国一律にそう

なっているわけで，私もそう決められているということは遵守したいと思っておりますので，忌避するんじ

ゃないんですけど，これは私からそういうことはいえないんですね。今のことも含めて。これは教育委員会

の独自性で，私からああせい，こうせいということはいえないということなんですね。ただ，私は教育に関
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して何の責任もない，そんなことはなくて学校設置者であるので，学校の管理運営ということに関して一定

の責任がございます。 

 それから数年前に国の方針が少し変わりまして，自治体の長，市長も，教育委員会の教育委員と一緒にな

って会議の場をもてと。総合教育会議を組織せよ，そしてその自治体ごとの教育の骨格，教育大綱を定める

ことを責任をもってやれというのは新たに決まったことで，これはもうやりましたけれども，そういう場を

もっております。 

 ですから，以前よりも教育委員会，教育委員の方とそういういろんなことを突っ込んで議論するようなこ

とは年に何回かやるようになりました。ただ，今おっしゃったことも，それから給食のメニューも，これは

私が差配するというわけにはまいりませんので，ただ，今，○○さんがおっしゃったことは，やっぱりあら

ゆるところでいろんなケースを耳にしてご相談を受けておりますので，それを正確にお伝えして，それでお

答えを返すということは教育委員会にその都度お願いしております。基本的にはやっぱり強制ではございま

せんので，任意でボランタリーに行うというのが基本でありましょう。ただ，これは責任者としていうので

はないんですが，20年，30年前に比べるとなかなか引き受け手がいなくなって，ＰＴＡの運営そのものが行

き詰まってきているところがあるというのも一面の事実でございましょう。 

 ですから，一番最初に申し上げましたように突き詰めた議論をすると，ＰＴＡ要・不要という議論に突き

当たるんだと思いますけれども，今の現状の中では○○さんがおっしゃったことも私は基本的な正論だとは

思いますので，その旨を教育委員会のほうに，本日，このような観点からの強いご意見があったということ

を即刻伝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。 

○○○（市内） 

 わかりました。ありがとうございます。保護者というのは，現在，加入，不加入が自由であるということ

を改めていえない状態なんですよね。中学校なんかは内申もありますし，いろいろで，保護者同士の話でい

つも困ったね，困ったねということで，人権問題であるという結論が出ているにもかかわらず調布市内では

このような状態だということを困ったね，困ったねと。改善している学校もあるんですよ。なので，そこを

お手本にして，このままでは絶対にいけない，人権侵害ですので，教育の問題だから市長のほうからおっし

ゃれないということもわかるんですけど，でも，やはり調布市立の小学校，中学校でありますので，その中

で起こっている人権問題ですので，きちっと対応をしていただかなくてはいけないことだと存じております。

申しわけありませんが，よろしくお願いいたします。 

○長友市長 

 先ほど申し上げましたように私に権限のあることではありませんので，こうしろという言い方はできませ

ん。ただ，○○さんのおっしゃったことがやはり一面，正当なご意見だなということは理解しないことはご
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ざいませんので，正確にそれを教育委員会にお伝えして，具体的なケースとしてお答えをするようにお願い

しておきます。 

○○○（市内） 

 ３分って知らなかったので，ちょっと長くなってしまったんですけど（資料を渡す）。 

○長友市長 

 ほかのことも書いてあります？ 

○○○（市内） 

 はい。お願いします。 

○長友市長 

 わかりました。じゃ，それも含めてお答えするようにします。 

○○○（市内） 

 よろしくお願いいたします。 

○司会者 

 それでは，次のご発言者の方，挙手をお願いいたします。済みません，手を挙げたままでお待ちいただけ

ますか。それでは，お一方，お２人目で，３人目で。また次回お当てしますので。では，Ｂ列の男性の方，

よろしくお願いいたします。 

○○○（下石原３丁目） 

 下石原在住の○○と申します。今日はこのような機会をいただき，ありがとうございます。 

 ２点お話しさせていただきたいと思うのですが，１つ目の点ですが，いろいろあれやって，これやってと

いう人が多いかと思うんですが，現状あるありがたい話を維持することについて心配りいただけたらという

ことで，１つ目，話させていただきたいと思います。 

 その一番の話が水でして，調布市は地下水が多いかと思うのですが，そのおかげで震災のとき，何日か後，

雨が降って，川の水が汚染されて水道が大丈夫かという話になったときに調布はたしか無関係だったと思う

のですが，そういったありがたい仕組みを続けていけるような水源の維持というか，そういうことに心配っ

ていただきたいと思います。例えば，そういった水源の近くで開発があって，深いポールを打ち込んだりし

たら，そういったものが破壊されかねないようなことがあるかと思いますので，そういったところにご配慮

いただければと思います。昔，他県に住んでいたときは川の水だったので，冬はちんちんに冷たい水が出て，

夏は生ぬるい水が出てみたいので，今は非常にありがたいと思っているので，そこはよろしくお願いしたい

と思います。 

 もう１つの話ですが，これはご意見を伺いたいということなんですが，長期ビジョンについてということ

なんですが，現在，駅の近くに高層マンションが増えて，活気ができて，人口が増えて，基本的にはいいこ

とだと思うのですが，何十年かたって人口が減るような局面になってきたとき，私は下石原に住んでいます
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が，そういった駅から離れたところは逆に過疎化を促進するような話に，駅近くが栄えるほど周りは，今で

いうなら地方の過疎化が進むような，地方に近づくような話になりかねないかと思うのですが，だからとい

って，駅の近くに建てるなということにもいかないと思いますが，そういった何十年か先のこともみてまち

をどうつくっていくのかといったことについて，ふだんの日常も忙しい中，そういったことまでなかなか考

えが及ばないかもしれませんが，そういったことについて何らかのビジョンみたいなものを，この場で全部

はいえないかと思いますが，何か示していただくような機会をいただければと思います。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。調布の水は，調布のエリア内でくんだものを比較的使っていて，今，○○さん

がおっしゃっていただいたように評判は悪くない，なかなかおいしいね，いい水だねといわれることもあっ

て，大変うれしく思うところであります。やはり地下水脈が存在していることのありがたさかなというふう

に思っております。 

 これはご存じかと思いますけれども，それも含めて水道事業は東京都に一元化をされていて，以前と違っ

て，私ども市が全部差配をして水道事業を行っているのではないということであります。ですから，全面的

に市の思惑だけで水源のことも含めて水道事業をとり行うというシステムにはなっていないのですが，もち

ろんそういうことを主張することはできますので，今後とも我々のもっているありがたいアドバンテージと

いいますか，そういう自然の恵み，有利さというものは継続していけるように努めてまいりたい，そのよう

に思っております。 

 それから，長期ビジョンにおいて，今，長期ビジョンといっても今世紀末までを見通すというのはどんな

問題でも非常に難しい。10年，30年先でも簡単ではないんですが，これでお答えになるかどうかは別にして，

まず人口に比したことだけ申し上げます。今ご存じのように日本全体の人口は既に減少気味になるわけであ

ります。そして，今世紀の半ば以降に存続することが難しいというような自治体ごとの見通しを国ベースで

の調査が行われ，何年かな，３～４年前か，１回発表になって，基礎自治体，今，例えば市町村というのは

幾つあるかというと全国に1,718あるんですね。23区を足すと1,741になるんだけども，それごとに危ないと

いわれているところが公表されたんです。これは意図的に公表したような感じがしますけども，少しセンセ

ーションを巻き起こした。東京でも，東京の島嶼部，島は除いても23区の中で豊島区がそれに該当したので，

大きな衝撃を与えたということがございました。 

 それから，もう１つ，26市――市は区より多いんです。多摩には26市あるんですけども，それで400万な

んだけども，もう既にこれはなかなか事態が好転しないという人口減少局面に入っている市が幾つもあるん

です。１～２年ちょっと落ちたというんじゃなくて，これからずっとかなり。我がまちも○○さんがおっし

ゃったように，令和になりましたから平成といっちゃいけないんだけど，我々は平成40年代を超えても人口

が伸びるとは予想していないんですね。ですから，令和でいって，今から５年，10年，15年とずっと人口が
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増え続けるとは予測していません。ですから，既に精緻にではありませんが，これは横ばいになって，減少

していったときに我がまちはどうなるんだろうかというのをいろんな観点で考え始めていることは間違いあ

りません。人口は今約23万5,000人です。私が市長になった17年前に20万5,000人でしたから，17年で３万人

というのはかなりの伸びようです。ただ，これが例えば25万人を超えるとかということはもう予想しており

ません。漸増，少しずつまだ増えているんですが，24万人台のどこかでとまって，そこからは横ばいで減少

に転じるのだと思っています。 

 ○○さんのおっしゃったことは，長期的にはまさにそうなんですが，そういうような感じですので，今世

紀の半ばぐらいまでに，あと30年ですかね。そんなにドラスティックに大きな転換があるとも思っていませ

ん。いませんけれども，やはり26市の中でも人口減少に転じたまちが既に出ていると同じように，我がまち

で24万人台ぐらいで頭打ちになって減っていくときには，どこが減少するんだろうというようなことはやは

り既に気にはしています。ただ，あまり皆さんに詳しくお伝えするほどの分析にはなっていません。それか

ら22平方キロメートルあたりのそんなに大きくないまちですから，差が生ずるといってもそんなに大きな，

例えば県でいうと岩手県が一番大きいのかな。あれは四国ぐらいの面積があるんで，そんなような大きな変

換が起こるとも実は思っていません。 

 そういう意味で今１つの地域の名前だけ挙げられたけども，京王線には９つの駅が我がまちで走っている

わけで，それぞれの分析をしていきますけれども，ただ，ここ10年でみても一定じゃないんですよ。これは

１つの要因は間違いなく住宅開発です。300戸から500戸ぐらいの大きなマンション群ができるたびにそこの

小学校が極めて生徒数が増えて対応に苦慮するなんていうことを繰り返してやっていて，そこがあまり一定

ではありません。中央部であったり，北であったり，南であったりでございますから，だから，あまり具体

的なお答えにならなくて恐縮ではありますけれども，なるべく細かく東京都がつくった人口予測も500メー

トル四方ぐらいでも参考になるようなものもありますし，そういうものも活用しながら，私どもにとっては，

公共交通機関の方と似たような感覚があるんですが，人口増減に従って，特に減に従って公共サービスの水

準が落ちることのないようにというのがやはり気になるところではございますので，そういうことについて

見通しを持ち得る範囲でこれからご相談を市民の方にわかりやすくお伝えしていきたいと思っております。 

 ただ，あまり近々の問題ではありません。この10年，20年でそんなに大きく今と違って不便が極端に拡大

するというほどではございませんけれども，ただ，これまでの人口増減も今申し上げたことが，もしご関心

があればお伝えしながら説明させていただきますので，よろしくお願いいたします。 

○○○（下石原３丁目） 

 どうもありがとうございました。おっしゃった意味でよくわかって，直近で問題ないというのは大分安心

するところもございますが，駅の近くに限らない，それぞれの地域がその地域で栄えていけるような仕組み

を引き続き考えていただければと思います。 

○長友市長 
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 そうですね。高齢化とも伴ってね。 

○司会者 

 ありがとうございました。それでは，Ｃ列の後ろの女性の方，お願いいたします。 

○○○（柴崎１丁目） 

 柴崎からまいりました○○と申します。 

 地元の住民でございまして，代々から調布市に住んでいます。私は車椅子ユーザーというか，病気になり

まして，９年目になります。車椅子ユーザーになりまして，外に１人で出かけ始めたのが１年前です。今い

ろんなことにすごく憤りを感じているのと，あと，わからないことが多過ぎる。身障者がこれから増える中

で，市ができること，何ができるかというのがすごくわからないというのが一番です。 

 たづくりのトイレも，行ったのが１階と２階と12階ですか，全部違うんですね。あれはどうして違うのか

がわかりません。入りにくいです。あと，私が知っている中では，仙川は大体いいですけれども，ほかのと

ころはひどいところはひどいですね。新しくつくった多目的トイレも，何でここにこうあるのというのがい

っぱいあります。新しくつくったのにもかかわらず，そういうことが事実あるんですね。 

 これはいっていいのかな。武蔵野の森の総合体育館がありますね。あそこは東京都がつくっていますね。

調布市はどこまで口が出せますか。わかりますか。 

○長友市長 

 ご質問はわかります。どうぞ。 

○○○（柴崎１丁目） 

 それであそこのトイレ，あんなにお金をかけた建物にもかかわらず，本当にひどいですよ。みてください。

トイレの中にごみ箱がないんですよ。私，２日続けて車椅子バスケに行きました。２日とも……ああ，嫌だ。

Ｌ字のここのところに黒いごみ袋が下がっているんですよ。皆さん……泣ける。おトイレに入って汚物入れ

がなかったらどうしますか。入りたくないでしょう。私，東京都にも言いました。検討します以外いいませ

ん。でもあれ，日本人だって嫌なのに外人が来たらどうするんですか。新しくできた多目的トイレだって，

聞いた話によると，深大寺，新しくしましたよね。入り口とバス停のところ。あれ，クレームついたそうじ

ゃないですか。そういうことがたくさんあるんですよ。つくってから直してつくったって，倍のお金がかか

るんですよ。それだったら，その前に対策するべきでしょう。お金は私たちが払っているんだから。本当は

こんなこと言いたくなかったんだけど。 

 あと，段差の，何しろ車椅子って生活していく上で一番の問題は段差とトイレなんですね。それが本当に

ひどいんですよね。 

 あと，１つ聞いていいですか。国道20号の歩道というんですか。20号の横に道があるでしょう。歩くとこ

ろ。 

○八田都市整備部長 
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 歩道。 

○○○（柴崎１丁目） 

 あそこ，どこで直してもらえるんですか。でこぼこのところ。国にも電話しましたけど，いい返事がない

ですよね。だから，それは市がどこまでタッチできるか。この間，市にも電話しましたが，河川は東京都と

いわれましたが，道路何とかで，サイクリング道路，あそこは直していただきました。 

○長友市長 

 今おっしゃったのは，20号は例えばどのあたりですか。 

○○○（柴崎１丁目） 

 私，住んでいるのは柴崎なんで，柴崎はひどいです。怖くて足がきゅっとなっちゃって，でも行かなきゃ

ならないから行きますけど，すごく怖いです。 

 あと，この間直してもらったけど，佐須街道のマンホールのふたがこのぐらい（４～５センチ）上がって

いるんですよ。それも直してもらえないんですよね。皆さんにとってはただのこれだけでも，私たちはそう

じゃないんです。その辺わかってほしいと思います。私，９年前まで普通の人だったんです。すごい差があ

り過ぎます。それを言いに来ました。ありがとうございます。 

○長友市長 

 こんなこともとおっしゃいましたけど，この場はまさにそういうことをおっしゃっていただく場ですので，

ありがとうございます。今おっしゃったところ，私もさっき20号は例えばどの辺ですかと申し上げましたけ

ども，後からも含めて，ちょっと場所を特定できるものについてはさせていただいて，管轄にかかわらず，

例えば国道20号線であれば，第一義的には国が責任をということですけれども，さっきもほかの件で申し上

げましたように，都や国が責任をもつような案件であっても我々がいろいろな相談をする，それから要請を

するということはもちろんできるわけでありますから，ここでおっしゃっていただいて結構です。ですから，

今幾つか武蔵野の森，多目的トイレの話とか…… 

○○○（柴崎１丁目） 

 それは写真を撮ってあります。 

○長友市長 

 はい。国道20号，佐須街道，それも含めて一くくりにするつもりはございませんが，バリアフリーである

とか，それから健常な方以外への対応とかいっても，まだ内容が伴っていない，またはお粗末であるという

ようなことが何件もあるというご指摘だと思います。一つ一つ今おっしゃったこと，４～５件ありましたけ

ども，全部確認をさせていただいた上で，しっかりお答えをさせていただきます。 

 ちょっと話が移って恐縮ですけども，私も今，○○さんのおっしゃることを聞いていて，自分の学生時代

の友達が不幸にしてちょっと体を壊しまして，半身がちょっと麻痺が残っていて，あるとき話したら，話す

ことは全く支障なくできているんで，こう言われました。体を悪くしてから横断歩道，とにかく信号で渡り
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切れるのかというのが本当に気になるぐらい歩行が困難になったし，そのときに今おっしゃったこととちょ

っと似ているんですが，段差がわずかこれぐらいあっても，健常なときには気がつかなかったけれども，本

当に怖いもんだというようなことをつくづく聞いたときに，やっぱりよくわかるなという気がいたしました。

普通に暮らしているときには気にならないことでありますので，まさに今日そういうことをおっしゃってい

ただいて，全面的に参考にさせていただきたいと思います。 

○○○（柴崎１丁目） 

 もう１ついいですか。 

○長友市長 

 どうぞ。 

○○○（柴崎１丁目） 

 駅前の新しく広場になりましたよね。 

○長友市長 

 調布駅前。 

○○○（柴崎１丁目） 

 はい。私，何年かぶりに来たんですね。変わっているのにびっくりしたんですけど，ちょっとした斜め，

あと新しくできたお店に入るのに段差があるんですね。入れないんです。選ぶんですよね。食べに行けない

んですよ。 

○長友市長 

 だから，バリアフリー対応になっていないということですね。わかりました。先ほど来出ているように，

国内外からたくさんの方が来られるのはいいことだといっている反面，そういうようなことに対して対応が

できていないんじゃしようがないじゃないかということになると思いますからより気をつけていきたいと思

います。 

○○○（柴崎１丁目） 

 調布に来てご飯食べられなかったと言われたくないから。 

○長友市長 

 そうですね。個別の案件は八田部長のほうで何かある？ もしあれば。特にいいですか。 

○八田都市整備部長 

 特に調布市において生活道路の段差に関しては，１センチを目指してやっています。従前高かった内容が

なお残っているところはありますけれども，新設の道路に関してはまさに１センチを基準にしています。バ

リアフリーを目指してはおりますけれども，まだまだ解消するべきポイントもありますので，その都度お声

をいただきながら改善をしていきたいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

○長友市長 
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 道も障害のある方の対応だけじゃなくて，乳母車を押すお母さんとか，いろいろな観点から同じようなこ

とを聞くこともございますので，全部の道に関して即座にということはなかなか困難ではありますけれども，

特に気になるところについては，できるだけ早くご不便をなくすようにやってまいります。それからさっき

申し上げたように，具体的に今おっしゃった案件に関して，個別なお答えを週明けてまた返させていただき

ます。 

○司会者 

 それでは，Ｅ列，２番目の男性の方，よろしくお願いいたします。 

○○○（下石原３丁目） 

 下石原３丁目に住んでおります○○と申します。在宅医療専門の医師をしております。他市でやらせてい

ただいています。 

 今のお話ではありませんが，やはりうちから出るのが困難な末期がんの患者さん，それから認知症，脳梗

塞，非常に重症で病院に行くこともできないという方々のお手伝いをさせていただいて，日々今のお話のよ

うなことを僕も一緒に悩んでおります。 

 この中で，15年前から前後してしまうのですが，２つほど。今日はお役所の方にお願いしますというので

はなくて，私にもお手伝いさせてくださいという陳情です。 

 １つは，モデルケースを他市でやっているんですけれども，この方々，寝たきり，介護５になるとお金が

約1,000万円年間にかかります。医療費，介護費含めて，この財源をずっとこれからも永久的にやっていこ

うということは無理だ。だけれども，やらなければいけないという中で，私ができることといえばフレイル

予防。ならないようにする予防医学という講演会を15年くらい前からやらせていただいています。そして，

なっている方にも精いっぱいやらせていただきますけれども，やはりなりたくてなった方は１人もいない。

そういう意味で講演会，来週にも下石原３丁目で地域の自治会の方々とやらせていただきますし，これから

もそういう活動をすることで，少しでも笑顔の方々がずっと維持できるように応援したいと思っております。

こういう活動をしていることを，一緒に市とやっていくことで，少しでも笑顔のまちにできないかというお

手伝いをしたいので，また今後，ご相談に乗ってくださいというお願いです。 

 また，もう１つなんですけども，調布というこのすばらしいまちは，甲州街道があって，中央高速があっ

て，そして埼玉と神奈川を結ぶ道があって，そしてもう１つ，皆様から調布飛行場，危ないという認識もご

ざいますでしょうけども，実は日本のかなめ，流通，経済のかなめとなる，本当にこれほど重要拠点となる

まちはないんじゃないか。そういうすばらしいまちに住んでいることを私は誇りに思っています。 

 この中で，３年前にも事故がありました。とても危ないもので，こういうものをなくしたいという意見も

ありますが，実はなくしてしまうと，予防，あるいは介護５の方々を守るような経済が成り立たないという

ことに頭を痛めております。我々医師がお金を幾らでも使えば患者さんが幸せになるかもしれない。でも，

お金も実は安心・安全なんですね。その安心・安全を守る，そういう拠点にもなり得る調布のまちの未来と
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して，調布飛行場の活用を一緒に考えていただけないか。 

 特に離島，こちらから伊豆大島，新島，三宅島，八丈島に行っております。実は調布も危ないことはいっ

ぱいあるかもしれませんけども，それとは比較にならないほど離島は非常に危険で，私も島で死にたいとい

っている方々の涙をみて，実は医療センターにお勤めに行ったりとか，在宅医療のお手伝いをしに行ったり

しておりました。こちらのお手伝いをすること自体も実は調布市の経済も含めて，そしてまた，あちらの安

全・安心にも，そういう形でいい交流ができるんじゃないか。流通がまたお金を生みます。そのもの自体も

調布市でより，危ないからやめろではなくて，逆にこれを未来につなげることで経済が生まれる。その経済

が実はすばらしいまちづくりに貢献するので，考えていただけないか，一緒に今後お時間をいただけないか

と思います。 

 この中には何人かの方々，今まで陳情させていただいたり，いろいろご不快な思いもさせましたけども，

お手伝いいただいた方がいらっしゃるので，お考えをお願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。介護の度合いが高くなってくると，そこの所要経費も要るということに関して

何か活動を継続していくという，何の活動をしていく。 

○○○（下石原３丁目） 

 予防医学の講演会として，寝たきりにならないためにいろいろな全医療的な健康のための講座を地方も含

めて，例えば松本市とか静岡とか，そういうところも含めてお呼ばれいただいて，最大１回の講演会で400

人くらいの方まで講演させていただいています。ただ，個人なものですから，公的な方々と一緒にやれたほ

うがより効果があるんじゃないかと思っております。 

○長友市長 

 わかりました。その活動はやはり介護保険ができる前と比べればできたほうがよかったんでしょうけども，

ただ，これだけ利用される方が多くて，制度を存続させるのに非常に問題がある中で貴重なご活動かと思い

ますので，それはすばらしいことかなと思います。 

 それから２番目の飛行場の活用のことに関しては，あの不幸な事故があるないではなく，それ以前から，

あそこの用途というものは，ご存じの方も多くおられるかもしれませんが，今おっしゃった離島対策と，非

常に交通不便である離島の問題と，それから公共的な用途に供する，測量でありますとか航空写真を撮る。

こういうようなものについては認めようということで，東京都と地元市，調布だけではなく，自治体が話し

合って大綱を定めているわけであります。それが大きな基本になって，あそこで例えば経済商業活動を核と

してやるというような目的で存続をさせているわけではありません。それを今，私は責任者といえば責任者

ですが，調布自治体としても別にそういうことを第一義的な存在意義として考えてはおりません。経済活動

を育むのは，それは極めて重要ではありますが，あそこを利用して大きなことをといっても限界があるかも

しれませんし，先ほど来申し上げているように，あそこを存続させるための最低限の用途というものがある



- 17 - 

 

わけでありますから，もしそれを変えるということであれば，都と地元自治体を中心とした，もちろん地元

自治体は，市民の皆様がどういう意見をおもちかをよく周知した上で協議に臨むわけですが，そこを変えて

いくということが大前提として必要になります。 

 多少の小さな商業活動が行われるということに関しては，これはあれが存在する限り，やはりあり得る話

だと思います。ただ，そこからは重複になりますから，そういうことを今後とも考えているわけではござい

ませんということは申し上げたいと思います。 

○○○（下石原３丁目） 

 私の場合には医療活動ですので，伊豆七島の安心・安全のために，あちらは人が，特に医療人が少ないと

いうことで，調布との医療人の動きを活性化させるお手伝いをしていただけないかというお願いです。 

○長友市長 

 あの離島のさまざまな，私も直接町長，村長の皆さんとお話をして，そこを手助けする東京都として，そ

れから各自治体，これは賛成です。ただ，あの飛行場を利用しなければいけないかということになると，必

ずしもそう限定的に考えているわけではありません。救急患者なども随分助かっているということは飛行場

の存在もあると思いますが，立川の存在も非常に大きくかかわっておりますから，そういうようなことに関

して，現実面を正確に把握した上で，とにかくあそこの使用頻度をふやすということは考えないという前提

のもとで，さまざまなことに今後とも対処していきたい，そのように思っております。 

○○○（下石原３丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 では，続きまして，ご発言いただける方。では，まず，お１人はこちらの方。お願いいたします。 

○○○（国領町２丁目） 

 このたび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。国領町からまいりました○○と申

します。 

 私がお聞きしたいのは１点だけなんですけども，実は６年前に子どもができまして，ぜひ子育てのまちを

と探している中で国領がいいなということで引っ越してまいりました。これは調べたら載っていることかも

しれないんですけど，京王線が地下に潜って，国領駅から調布駅まで緑道整備がされるということもあって，

そのことを非常に期待していたんですけども，多分なかなか資金調達とかいろんな問題があって，時間がか

かるんだろうなというのは何となく調べたら載っていたんですけど，子育てをしていて，ご老人の方もそう

かもしれないんですけど，旧甲州街道が調布に行くまでの間の生活道路みたいになっていまして，自転車が

どんどん走ってきて，車が狭いところを走ってきて，人も結構往来していてということで，かなり冷や冷や

する場面が何度もあったりしているものですから，ぜひ国領駅から調布までの線路跡地の緑道整備というの

は，どういう計画でどのぐらいのスピードで進んでいくのかなということと，あわせまして，もし可能であ
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れば，ぜひ早く整備していただけると非常にありがたいなというお願いも含めましてのご質問でございます。 

 結果，これが調布市の価値向上にもつながっていくんじゃないかなということも思いますので，よろしく

お願いします。 

○長友市長 

 具体的に今資料をもっている度合いの説明は後で補えればしてもらいますけれども，我々実は今日10時か

ら鶴川街道の西のところで鬼太郎ひろばというのがやっとでき上がってお披露目のセレモニーが行われまし

た。私もそこへもちろん行ったんですけども，びっくりしました。400～500人。何百人かおられてびっくり

しましたけれども，そういう意味で，何を申し上げたいかというと，約3キロメートル鉄道敷のレールを取

っ払って，跡を有効利用するということでお約束をしてやってきているものが時間を――お金の問題です。

用地を市のものにして，そこからまた何をするにつけてもということですから，○○さんがごらんになって

も遅々たる歩みだなとおっしゃられる部分があるかもしれないんで，それは恐縮ではございますが，少しず

つやれていると。 

 そのときに申し上げたのは，調布駅からみて鶴川街道の西側ですから，駅から少し距離があるんですね。

その鬼太郎ひろばと名づけたスペースから東のほうをみると，３館あるトリエ京王調布のＣ館のシアタス調

布まで真っすぐみえて，そこも今日皆さんに改めてお約束したのは，緑道にしますと。なるべく早くやって

いきますので，ぜひこれもよろしくお願いしますというご挨拶をさせていただきました。全てはそういうこ

とでなるべく早くやりたいんですけれども，都市整備，それ以上の話，今わかります？ 

○八田都市整備部長 

 先ほど市長からありましたとおり段階的にやっております。ちょうど2015年から用地を取得して段階的に

整備をしておりまして，ちょうど国領地区ですと，端部という鉄道が上下するところですね。ちょうふだぞ

うという施設があったり，先ほど市長からありましたとおり，鬼太郎ひろばというのが西側の端部になりま

す。相模原線の端部に関しては大型防災倉庫を既にやっていて，今，駐輪場が整いましたので，ようやく緑

道のほうに手が伸びているという状況です。 

 先ほどありました布田から国領の間，ちょうど側道がないところを今年度取得して，年度の後半にまずは

自転車と歩行者が往来できるような空間をあけようと思っています。したがって，令和２年になりますけど

も，開設をして国領から布田，調布，西調布のほうまで通れるようにしつらえをしていこうと。ただし，本

格整備に関してはまだ時間がかかってきますけれども，段階的にやってまいりますので，今しばらくお待ち

をいただければというところであります。 

○○○（国領町２丁目） 

 ありがとうございます。国領から布田のほんのちょっとのところがつながらないところで結構危なくなっ

ているので，大変ありがたいお話です。ありがとうございました。 

○司会者 
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 ありがとうございました。それでは，またご発言いただける方，挙手のほうをお願いしたいんですが。今，

手を挙げている方，少々お待ちください。今，手を挙げていただいた方，もう一度お願いします。では次で，

次，３番目という形でお願いいたします。では，まずＡ列の方，よろしくお願いいたします。 

○○○（調布ケ丘３丁目） 

 調布ケ丘の○○です。 

 ちょうど質問したいなと思ったときにこのような機会がありましたので，助かりました。道路のことなん

ですが，駅の周りなんですが，調布市計画道路事業3・4・28号品川道天神前線というのがございますね。か

なり前からずっとあれは行っていると思うのですが，最近一部のところがとても広くきれいになったにもか

かわらず，全然鉄の柵がとれなくて，どんどんどんどん，私，自転車の場合，年中あそこを使うんですけど，

私はどこを走っていいかわからないんですよね。この区域は誰も走っちゃいけない場所，そしてその次が人

が通る場所，そして多分，中央が車と自転車だと思うんですが，そこが非常に危険であるということで，で

きたところからできればその柵をとっていただきたいなというのが周りの人から，私も毎日通っていてそう

思っております。 

 あと，旧甲州街道からこちらに渡るところにあれ，信号がついていないですよね。そうしますと，先ほど

おっしゃったように，その方は電動の車椅子だったんですけど，延々待って渡れていないんですよ。私，手

伝ってあげたくても電動なので，私みたいにわからない人が手伝うと危ないのかなと思って手伝えなくて，

渡らせてあげることもできない。子どもたち，小学生が無造作に渡っているんですが，大型トラックもそこ

を渡っているんですよ。なので，非常に危険な場面が何度もあるという点で，そこのところが一体どこまで

の道が品川道まであれを通すまで通れないのか。品川道までそこの道一本が通るのであるのか。それは何の

ために通るのか，バスを通すのか。そういうところをちょっとお聞きしたいなというのが１点。 

 あと，いよいよ楽しみにしていたラグビーとオリンピックが来る際に，調布の駅前というのがすごくすて

きになるかなと思って，この前ちょっとオープンになったときに，まだまだ何もない状態だったのはちょっ

とがっかりしちゃったんですけど，今後，あの駅前の今後ろの柵がついているところはどういうような形に

なるのかなというふうに思っております。あと，オリンピックのときにもしかしたらあそこにオーロラビジ

ョンがついて，みんなでみられるような形にするから今，平地で何もないのかなと。その２点をちょっとお

聞かせいただけたらと思っております。 

○長友市長 

 ありがとうございました。具体的な道のスケジュールはわかれば後で補ってもらいます。おっしゃる地点

はわかります。 

 それから，調布駅前の広場の今後についてちょっと一，二点申し上げます。大きなこととしては，今年と

来年，あの広場のかなりのスペースを使って，もちろんバスのロータリーは別ですけども，開放的な広場の

一部分を使って，ラグビーでは９月20日から，我が調布では全48試合のうち８試合を行う予定になっていま
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すが，９月20日が開会式，開幕戦，11月１日が３位決定戦，その間に準々決勝２試合も含めて，調布で８試

合あります。プラスその間の土日全部と考えていただいていいんですが，15日間，８日プラス試合のないと

きも含めて７日足して15日間，今ご質問の中にあったのと一部重複するんですが，大画面を使ったパブリッ

クビューイングを行うということで，まずはグリーンホールの大ホールを使います。それから今の予定，雨

でも耐え得るような，外でもパブリックビューイングをやろうかと。これは調布独自の事業ではなくて，東

京都の依頼を受けて，東京都が23区内と多摩と１ヵ所ずつ指定したんです。23区内は有楽町です。有楽町の

まちの真ん中。多摩は当然のことながら試合をするのが調布市なので，また，駅前に大きなスペースがある

ので，調布市でやってくれということで，ファンゾーンという名前の催しを15日間，プラス２～３日ふえる

かもしれませんが，全ての日に試合をやっている最中，時間帯はもちろん大画面で楽しんでいただきながら，

その前後にラグビー体験ですとか，グッズの販売ですとか飲食も伴って楽しんでいただけるような催しを東

京都は１日5,000人集めてくれといっていますけれども，15日間実施すると。 

 それで，来年に関しましては，実はオリンピック・パラリンピックでも同様のことをやってくれという話

もあったんですが，全てのことを調布が引き受けるというのはマンパワーの問題もあるし，物すごく正直に

いうと多摩の自治体の中のバランスの問題もありますので，少しちゅうちょして，ただ，パラリンピックは

引き受けるということにしましたから，同様の催しを来年８月25日から13日間がパラリンピックの会期，プ

ラス事前のところから，先ほどのお話ではありませんが，スポーツを楽しむだけではなくて，パラリンピッ

クの意義，健常な方と障害をおもちの方が一緒に楽しめるような，そういう感覚のキャンペーンを張ろうと。

その中では，さっきご指摘のあった，そこに間に合うようにバリアフリーはもちろん徹底的に整備しろよと

いうような依頼にもできるだけ応えてやりたいと（「１ついっていいですか」の声あり）。どうぞ。 

○○○（柴崎１丁目） 

 私も調布市のボランティアをやっているんですよ。 

○長友市長 

 そうですか。ありがとうございます。 

○○○（柴崎１丁目） 

 車椅子は私１人ですけど，２回目の会議が来月頭にありますね。市のほうでちゃんと計画が立っています

か。 

○長友市長 

 全体会議の話ですか。23日にやる話ですね。 

○○○（柴崎１丁目） 

 じゃなくて。 

○長友市長 

 じゃなくて？ どの話だろう。 
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○八田都市整備部長 

 ボランティアの内容の。 

○長友市長 

 説明会ですね。 

○○○（柴崎１丁目） 

 いつも説明会だけなんです。あれであと100日。間に合うんでしょうかね。 

○長友市長 

 説明会，最初はこういうことをお願いしますという内容になりますけれども，できるだけ双方向のやりと

りを加えるようなやり方にしていきますので，もし後で結構ですけれども，そういう場を今後設けるときに，

こういうような観点の話し合いもというようなことをちょっと教えていただければ，組み込むようにいたし

たいと思います。 

 それから，こちらの話に戻って，プラス近い時点では23日に夜の８時台になりますけど，あそこで大がか

りなライティングを開始するというセレモニーというか，23日の夜にそういうライティングのオープニング

みたいなことをやりますので，もしお時間があって，通りがかられる機会があれば，みていただければ，そ

れは木を美しく，何色かの色で染め上げたり，それから大きな，親しめるような水木ワールドも含めた影絵

を。とにかくあの広場で今年，来年と大きな催しをやるんですが，それ以前に親しんでいただけるようにと

いうことで，そういう企画を来週以降，発表してまいりますので，ぜひ楽しみにしていただければ，そうい

うふうに思っております。 

○八田都市整備部長 

 それでは，都市計画道路の関係です。いただいたのは，お米館さんのある通りですよね。ちょうど北側は

昔，後楽園ストアといっていたラインですね。 

○○○（調布ケ丘３丁目） 

 マルエツですね。 

○八田都市整備部長 

 現在マルエツですね。それで甲州街道を越えて狭い道路が今拡幅の用地買収をようやくおおむね整えられ

たところです。ちょうど北側に関しては，ローソンさんが今開店をしていると思います。ちょうど旧甲州街

道方は少し未買収のところもあったりして，まだ用地買収が全て整っている状況ではないということが１つ

あります。 

 それらを充足できた段階で，旧甲州街道の横断歩道，信号に関しても，今警察とも協議を重ねている状況

でありますので，もうしばらくお待ちいただくことになりますが，課題として安全対策の必要性は十二分把

握をしているところです。 

 それから，先ほど自転車と歩行者，それから車両の関係，特に自転車の走っていいところはどこなんだと
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いうご質問も含まれておりましたので，より安全対策につながるような表示の工夫などもしていきたいと思

っています。今年度から企業側の工事が入ってきます。企業側というのは地下の埋設物の関係ですね。その

工事が入ってきますので，電線共同溝の関係も含めて，要は電線類の地中化を施していったりということが，

まず地下埋設の関係から入って，その後に道路の整備という形になってきますから，まだ３年ほどかかった

りはするんですけども，安全対策を講じながらやっていきたいと思っておりますので，もうしばらくお待ち

をいただければ。よろしくお願いいたします。 

○○○（調布ケ丘３丁目） 

 どうもありがとうございました。まだまだですね。わかりました。どうもありがとうございます。あと駅

前に関しましては，いろんな方が来て，すごく楽しみにしていますので，大いによろしくお願いします。 

 あと一点，今，駅の広場の裏側も工事をするためになっていますかね。あの用地。裏側も囲いがありまし

て，ちょっとビニールのところからみえたら，建築予定みたいな感じだったんですけど。 

○八田都市整備部長 

 調布駅の南側のビルの脇ですかね。グリーンホールの前でございましょうかね。 

○○○（調布ケ丘３丁目） 

 そうです。 

○八田都市整備部長 

 あちらは，この春までの間は仮囲いという大きく囲っていたところがありました。それは地下の駐輪場の

整備を予定して，大きく囲っておりましたけども，代替の施設を目指すということで，そちらは仮囲いを小

さくして，現在残っているところは，ちょうど北側のロータリーの整備を，今上屋の整備をしていたり，パ

ルコの前だとかを整備しています。それの工事作業の材料だとかを置いておく工事ヤードというものをもた

なければなりませんので，そこの部分だけを今囲っています。 

 したがって，過去タコ公園の横に駐輪場が３階建てであったと思いますけども，あのぐらいのスペースだ

け当面の間，仮囲いで残っていくということでご理解いただければということです。 

○長友市長 

 あと，北の工事はいつまでに終わるというのをちょっと申し上げておいて。今やっているの。 

○八田都市整備部長 

 北側の工事，今パルコの前のほう，上屋の工事ということで，バス停の屋根をつくっています。イメージ

としては布田と国領の駅の屋根が外周部にありますけれども，段階的に４工区に分けて整備をしていきます。

先ほどあった９月20日のラグビーワールドカップのときには，少し夜間工事も含めてお休みをしたりという

ことも含めてありますけれども，段階的に整備をして，今年度中に上屋の整備のほうは整えていくと。 

 あとは，吉野屋の牛丼さんの前というんですかね。パルコのちょうど正面のほうというんでしょうか。降

車場が今あります。バスをおりるところですね。まずは駅のほうのロータリーが整備ができて初めてそれが
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中に入ってくることになって，７ヵ所ですかね，乗降場が中に入って，西友の前にあります停留所も中に入

ってきますから，ようやくそれで全て整っていくと。ただし，歩道部の整備というのがラグビーワールドカ

ップを終えた以降，オリンピックの期間を考慮した上で，歩道部の整備というのがまだ残ってきますけれど

も，ロータリーに関してはおおむね終わっていくということに相なります。 

○長友市長 

 今の話にありましたように，もの凄く単純に申し上げますと，調布の駅前，北は何とかオリンピックを待

たずして形を整えようと。南はしかしオリンピック・パラリンピックの期間を過ぎて，本格的な整備に入る

ということになります。北のほうは特にご存じのように，時間帯にもよりますけれども，大型のバスが集中

して，本当に危険というか不便，一般の車も入ってくる道でしたから，それを少しでも解消するような工事

が今急速に行われているということになります。 

○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，Ｂ列の男性の方，よろしくお願いします。 

○○○（小島町３丁目） 

 小島町の○○と申します。よろしくお願いします。 

 調布市には昨年の夏に引っ越してまいりました。調布市を選んだ理由としましては，深大寺の自然や多摩

川の水資源というか，そこが気に入ったからであり，もう１つ災害に強いまちかなと思って選ばせていただ

きました。 

 実際に住んでみてなんですけども，まず１つ目は，駅前の開発は現在，急ピッチで進んでいるんですけど

も，もっと中長期な，生物多様性地域戦略といった視点での計画がないのかなというのが気になっています。

東京都でもスタンダードになっている生物多様性という観点なんですけども，お隣の府中市であったり稲城

市では，プロジェクトが現在進行中ということもＰＲされていました。調布市においてもさまざまな環境が

あるかと思いますけれども，自然環境調査や外来種駆除などは行われているのを拝見させていただきまして，

それを総合的に中長期な計画でどういったことを考えられているのか，考えられていくのかということが気

になっています。 

 ２つ目ですが，災害対策なんですけども，こちらハザードマップをいただきまして，ほかにもいろんな資

料を拝見させていただきました。ハザードマップをみせていただきますと，地図があって多摩川が氾濫する

かもしれないというようなお話でみさせていただいているんですけども，例えば水没してしまうような場所

に食糧の備蓄庫が何個もあったり，ほかにも地域によって水没してしまう深度，深さが違うというようなこ
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ともありますが，そういった地域ごとの細かな対策などされているのかなというところがちょっと気になっ

た次第です。 

 ハード面の対策はすぐには難しいと思いますので，ソフト面の対策というか，もしこういうところで堤防

が決壊したらだとか，地震と水害が一緒に起こったらというような視点で危機シミュレーションを調布市の

ほうでホームページなどを通してＰＲしてみてはどうかなと思いました。 

 最後にですけど，今申しました２点，生物多様性に配慮することと災害の対策というのは究極は同じこと

かなと思っています。ですので，災害に強いまちはやはり自然も豊かなまちであるんじゃないかと思います。

オリンピックの後もまちづくりは今後10年，20年と続いていくと思いますので，そういった長期的な視点，

オリンピックの後にはこういうまちを目指して，こうなっていくんだということがいえるような何か価値観

なり指針を示していただけたらと思います。お願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。先日，ある教育，子育て関係の会合でいろんな話になって，私は正直に申し上

げたんですが，23区を愛しておられる方もたくさんおられると思うんですが，今決して多摩は子どもを育て

る環境においては23区に負けているとは思わない。１つは，それはやはり自然が色濃くとどこまでいえるか

わかりませんが，まだ23区に比べるといろんな潤いが，武蔵野の自然林であり，多摩川のせせらぎであり，

そういうものが残って，また，これをいかに開発とのはざまで大事にしていけるかというのは非常に大切に

思っております。難しいけれども，大切に思っておりますというような話をたまたまさせていただいたんで，

今，○○さんのおっしゃっていることはいろんな意味でよくわかるな，理解するなというところでございま

す。調布のよさとして，今日駅前開発とか利便性の向上はいろいろお伝えさせていただいていますけれども，

それと並行して何としてでも残していきたいというふうなことで思っております。 

 １つは，生物多様性の保全の戦略に関しても，決して私ども，これが今申し上げたような観点でないがし

ろにできるような話ではないと思っておりますので，今，動植物の生息状況について，環境モニター事業に

おいて調査を実施して，公表したりというようなことはやっております。26市の中で７市，８市ぐらいがこ

の戦略を既に策定しているということも承知しておりますので，そういうものも視野に入れながらぜひ積極

的に取り組んでまいりたい，そういうふうに今申し上げようと思います。ぜひ○○さんにもお気づきの点が

ございましたら，今後ともいろいろ具体的にご意見いただければと思います。 

 それから平成19年ですから，今から12年前になりますけれども，あの１級河川の多摩川が氾濫の危機があ

りました。私，もう既に市長になっておったんですけれども，堤防の上からみて１メーターぐらいのところ

まで，とにかくあの河川敷が信じられないことに全部水没してしまって，朝５時台ぐらいに現地に行ったん

ですが，もう暗闇の中で濁流の音しか聞こえない。後から，晴れてから10メーター以上の大木がどこかから

流れてきたりとか，すごいことでございまして，今でも国土交通省京浜河川事務所とよく話し合うんですが，

やっぱり氾濫の危機は常にあるということで，緊張感をもって，しゅんせつ作業など国もやっていただいて
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おりますけれども，決してゼロではない。あまり悲観的なことというか，危機的状況をあおる言い方はした

くないんですが，その危険性はあるということで，そうなったときは，ご存じのように，我がまちは２段階，

３段階に高さが分かれておりますよね。断層がございます。一番低いところは，これはやはり水没，水につ

かる危険性があるということです。まさに私もそのうちの１人なんですけど，私も南のほうに住んでいます

ので。そのときに，被害を少しでも少なくするようにということでいろいろ対策を考え，また，いろいろ皆

さんとご相談し，公表したりしておりますので，今後ともその内容について，ぜひ周知する内容を把握して

いただくのと，ご意見をいただければと。 

 それから，もう１つは，今，備蓄倉庫等のことをおっしゃいました。これはある程度はやむを得ないとい

うか，何をいいたいかというと，低層地にも学校が存在するし，学校は避難所になるから備蓄倉庫をそこか

らとるわけにはいかない。それから被害は水難だけではございませんので，それ以外の災害もございますの

で，水の害のときだけが水没する危険性がある。これは水没する。そうです。そのとおりです。でも，やっ

ぱりそれを取っ払うわけにはいきません。ただ，もしも不幸なことに水害で使えなくなったときに，これは

やはり一刻も早くほかからそれを補って，そこを避難所として使うんであればですよ。避難所も使わないか

もしれませんけど，避難所として使わないんであれば，そこに来るべき方をどこにお流しするのか。そこの

備蓄倉庫が使えなくなれば，その分の物資はいち早くどこからもってくるのか。そういうふうな対策をとっ

ていくしかないなと思っております。 

 ですから，危険性に関しては，そういうことに対しての対応を考えなければいけないということに関して

は，まさにおっしゃるとおりでありますので，学校ごとに，地域ごとに一つ一つ個別に今でも考えておりま

すし，それを対策が今度どんどん整備できるに従ってお伝えして，皆さんにわかっていただくように努めた

いと思います。 

○○○（小島町３丁目） 

 ありがとうございました。具体的な事故の例が，河川氾濫の例もあると思いますので，そういったのを参

考に，私たち市民も勉強しながら共有させていただけたらと思います。ありがとうございました。 

○長友市長 

 それから今，水難のことをおっしゃったんで，あえて触れますが，昨年の不幸な，雨でいうと西日本豪雨。

まだご記憶にあると思いますが，200人を超す方が亡くなられた。あんなに数日前から人生で経験したこと

のないような降水量ですよ，それから線状降水帯もできますよといっていたにもかかわらずというのは，本

当に我々も戦慄を覚えるぐらい，やっぱりああいうのをみていて緊張します。 

 ですから，やっぱり人間の経験則で，今まで自分が経験したことのないようなものというのはなかなか想

像しがたいもので，退避しないんだなと。だから，ご質問の趣旨とはちょっとそれますが，ぜひそういう意

味で，本当に生命の危険に関係するようなことも起こり得るんだということを我々もわかりやすく，これか

らも情報を流させていただきますので，平時からぜひよろしくお願いしたいと。 
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○○○（小島町３丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 では，続きまして，Ｄ列，前から３番目の女性の方，よろしくお願いいたします。 

○○○（多摩川７丁目） 

 多摩川の近くの多摩川７丁目に住んでいます○○と申します。 

 駅前の再開発に含められているのかどうかちょっとわからないんですけれども，今後10年間のうちにグリ

ーンホールが建て替えになるという情報をみました。それに伴って，社会福祉協議会が入っている総合福祉

センターが別場所に移転になる計画で進んでいるという情報をみたんですけれども，総合福祉センターは高

齢者の方とか障害者の方がいらっしゃる場所で，駅になるべく近いほうが，私，市民としてはいいなと思っ

ているんですが，そんな中，駅前にそういう広い敷地って，そんなにないような気がして，今，その計画が

どういう形で，どの程度進んでいるのかというのを伺いたいです。 

○長友市長 

 まさに今のご質問に関しては，ある程度の検討を本年度やるとまず最初に申し上げます。ですから，我々

も喫緊の課題だというふうに認識しているということであります。昭和はもう２代前になってしまったけど，

昭和58年だから36年経過しているということで，目的に応じて，総合福祉センターだから，近年，高齢化に

伴いニーズも高まって，大変重要な機関であるというのは○○さんのおっしゃったとおりで，重要だと思う

からこそ建て替えに関して，今後の方針に関しては，非常な重要案件だと。今おっしゃったように，そうい

うふうに思っております。 

 ただ，区画道路とか隣接する道路に応じた影響だとか，外的要因も含んで，どうやったら今の施設機能を

維持していけるかというのを福祉分野だけの観点で考えることでもできないんですね。いろいろ複合的なこ

とがございますから。それからロケーションの問題も確かに考えてみれば，調布駅という一番のメインの駅

から，市役所も，それから文化的なグリーンホール，また，福祉センター，こういうようなものがある程度

近いところにあるというのは，近くの市をみてもあるようでなかなかないんですね。そういう意味では，市

民の方がこれまでどおり，なるべく便利なところに立地してくれといわれるのもよくわかりますので，もち

ろんそれも含めて考えます。 

 ただ，今考えるのは，○○さん，よくご存じで，総合福祉センターのことだけを考えるわけにはいきませ

んので，ほかの施設もあわせて総合的に公共施設の今後の移転，もしくはその中の機能，こういうようなも

のを総合的に考えていかなければいけませんから，兼ね合いがございますので，この問題だけというわけに

はいきません。ただ，今後の方向及び施設整備の考え方は，まさに令和になりましたけど，令和元年度に検

討して，皆様方に現状ではこう考えるというのをなるべくわかりやすくお伝えするようにします。ですから，

それができる，そういう考えをまとめるのと並行して，今日おっしゃったように，やっぱりこういう観点が
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大事だと思うというようなものがありましたら市にぶつけていただければ。よろしくお願いします。 

○司会者 

 それでは，またご発言いただける方の挙手をお願いいたします。それでは，一番後ろの方，それと一番前

の方と，その後ろの男性の方，よろしくお願いします。まずＢ列，女性の方。 

○○○（上石原３丁目） 

 上石原から来ました○○と申します。 

 私がいいたいのは子育て支援についてなんですけど，今４歳の子どもを育てていまして，今年の４月から

幼稚園に入ったんですが，それまで４年間，在宅で家庭で保育していました。その中で，未就園児と一緒に

日中過ごす場所があまりないということがすごく困ったんですね。子どもを連れて，毎日どこで何をしたら

いいのか。本当に毎朝起きるたびに今日はどこへ行って何をしようと思ってばかりで，上石原３丁目に住ん

でいるんですけど，うちの近所にある公園が，小さな公園がぽつぽつあるんですけども，途中で滑り台が急

に撤去されてしまって，何か新しい遊具が入るのかなと楽しみにしていたんですけど，結局それもなくて，

遊ぶ場所がどんどん減っていっちゃったりとか，今は幼稚園なんですけど，午後早い時間に帰ってきても，

午後遊ぶ場所が近所になくて，公園は小・中学生が遊びに来るので，小さい子は遊べなかったりして，そう

いう未就園児とか未就学児が親子で過ごせる場所がもう少しあればなということをいつも思っていたんです。

ちょっと漠然とした内容で申しわけないんですけど，在宅で子どもを育てている親子が過ごせる場所がもう

少しあればと思っているので，考えていただければと思います。 

○長友市長 

 ありがとうございます。保育園の充実も違う観点でいろいろ皆さんからご要望いただいているんですが，

今おっしゃったようなケースについても対策が講じられればなと当然思うところであります。上石原だと今

日できた広場はちょっと遠いですかね。 

○○○（上石原３丁目） 

 そうですね。うちは４歳なので，自転車で連れていこうとは思っているんですけど。 

○長友市長 

 歩くとちょっと無理かな。それから，これも近くはないんですけども，子ども家庭センターすこやか。ご

存じだとは思いますけど，近隣の方は歩いていけるから，また，乳母車を押していけばいいからあれかもし

れないけれども，そういうようなところで一緒に遊べるようなスペースを確保しようと。そこでいろいろ紙

芝居等のイベントというか，事業も実施させていただいているんですが，正直申し上げて，市内全域という

わけにはなかなかいかないんで，すぐに充実したお答えを返せないとすれば申しわけないんですけども，そ

ういういろんな情報を掲載したような媒体はご存じですかね。これ，お目にとまっているかどうか。 

○○○（上石原３丁目） 

 何かパンフレットみたいなものですか。 
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○長友市長 

 調布子育て応援サイト，コサイトだとか，それから情報誌は「元気に育て！！調布っ子」とか，そういう

ようなものを随時発行して，ごらんになっているかもしれませんが，役立てていただける部分があればとい

うふうには思っております。 

 一番身近なのは，やはりどこからでも近距離に公園等のスペースをこれからもどんどんつくれればいいん

ですけども，これもなかなか既存のものを使えなくなったときに，探すのに苦慮しているというようなのが

正直いって現状ではございますので，お住まいのところをちょっと後で具体的にどのあたりか我々のほうで

も把握させていただいた上で，ちょっとお流しできる情報があれば，考えさせていただきます。 

○○○（上石原３丁目） 

 ありがとうございます。 

○司会者 

 よろしいですか。では，Ｅ列，１列目の男性の方，よろしくお願いいたします。 

○○○（調布ケ丘３丁目） 

 調布ケ丘３丁目の○○と申します。今回，無作為抽出ということですけども，選んでいただいて光栄に思

っています。ありがとうございます。 

 私は今のところに20年ぐらい住んでいまして，もっと前に高校のときも違う市に住んでいたんですけど，

調布駅は使っていたので，そのころからみてはいるんですけど，特に正直いって，高校のころとか，ここに

住むまでは特に調布ってそんなに魅力ないといったらあれですけど，特別住みたいと思っていたわけじゃな

かったんですけど，実際住んでみて，すごくいいところだなと思って，今，子どもも上は高校で下が今度中

学に入ったんですけど，育てるにもいい環境でよかったなと思っています。 

 今日は特に陳情とか困り事ではないんですけど，あと直接自分にかかわるかというとそうでもないのかも

しれないんですけど，ちょっとお聞きしたかったのが，外国人の対応のことをお聞きしたくて，この前，ホ

ームページで調べたんですけど，今調布の人口の２％ぐらいが外国人ということらしいんですけど，ちょっ

とずつ年々増えているみたいですね。調布市としては，積極的に外国人の方に住んでもらえるようにという

姿勢なのかどうなのかというのをまずお聞きしたいのと，もしそうなんだとしたら，積極的に住んでもらえ

るような施策を何かやっているんでしょうか。あるいは今後やる予定があるのかということです。 

 もう１つは，住むといわないまでも，先ほどからいろいろ話が出ていますけど，いろんなスポーツのイベ

ントがあったりとか，あと深大寺等をはじめ観光地もあると思うので，調布に来られる外国人の方のための

何か利便性向上とかおもてなしですとか，そういった取り組みを今やっていたり，あるいは今後やる予定が

あれば教えていただけないかなと思います。お願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。住んで何年というのは聞かれてはいないけど，私はちょうど四半世紀，25年で
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す。千歳烏山の不動産屋に飛び込んだときに紹介されたのが調布だったという縁で，ちょうど今年の夏で25

年になります。市長をやっているからではないですけど，まあ，いいところだなとは私も思ってはおります

けれども，そういう中で今日様々なご質問をいただいているような日常の生活環境をより整えていくことは

改善に次ぐ改善でやっていきたい。 

 それから改善ではないけれども，外国人の問題。定住しておられる方，そういう方に対しては何か施策が

あるかというお話だと思います。外国人の方で以前より調布に住んでおられて国籍を必ずしもまだ日本にし

ておられない外国人，それから勉学だとか仕事の関係で日本に住まれている。勉学はやっぱり電気通信大学

の学生の方が多いですね。中国人の方が一番多いんですが，あの大学だけで，国籍だけで何十といっていま

した。それぐらい留学生の方もおられる。これが今の調布の現状であります。 

 外国人の方をどんどん受け入れて，そういうことを奨励していくかというご質問がもしあるとしたら，そ

こまでは考えておりません。やはり大きな生産工場でもあって，人手が常に恒常的に不足しているときに，

外国人の方のニーズと合致して，そういう方をお迎えするということであれば，力を入れていくという自治

体があって当然だと思いますが，そこまでではありません。ただ，電気通信大学もそうだし，それからその

ほかのことでも，縁があって日本に来て，好感をもって調布にといわれる方はもちろん温かく迎えてさしあ

げて，かつやっぱり不便だと思うんですよね。私も前の仕事で10年ぐらい海外へ住みましたけれど，それは

それは仕事以前に日常生活で疲れるというような感じが多少ともありますよね。だから，そういうところに

関しては，まず言葉の問題で日本語に慣れていただくということで，学習支援を実施しているというような

ことはやっております。日本語教室に関しては，外郭団体で，そういう国際的な事項を扱う団体がございま

すから，ここの役割も非常に多いんですけども，それから調布市立の小・中学校に通うお子さんに日本語の

指導をするということもやらせていただいております。 

 そのほかに外国人の方が集うような場をいろんな意味で設けさせていただいて，やはり孤独になりがちと

いうのもあるだろうと思いますし，外国人の方が一緒になると情報交換できるんですよね。自分もこうやっ

て困ったときにどうしたのというのが日本人に聞くよりも早いということもあろうと思うんで，そういう場

づくりみたいなものは，今後ともできれば拡充をしていければというようなこともございます。 

 日本語の問題，生活面の問題，それから生活面でも子育てなんかが，これもやっぱり外国人のご家庭にと

っては非常に大きな問題でしょうから，そういうようなものに関して，貢献の度合いを強めるようなことは

これからもやっていきたい。それからそれには，付言していいますと，ボランタリーな貢献も非常に助かり

ますので，市民の方に，日本語１つ教えるにもしても大変助かる部分がございますので，ぜひ心ある方にお

手伝いいただければというのもついでにお願いしたいなと思っています。そういうことをやっております。 

○○○（調布ケ丘３丁目） 

 あと後半の住まれる方じゃなくて，訪れる方に英語表記を増やすとか，そういったこともやられて，例え

ば今日はこれ（調布市観光マップ）が入っていたんですが，この英語版とかはあるんですか。 
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○長友市長 

 やっぱり１つの起爆剤には，今年，来年の大きなスポーツ大会，例えばどれぐらい来るのですかって正確

にはわかりませんが，８試合やるというのは，国内外の方がそれだけで40万人来るわけです。試合をみるだ

けでない，ほかの方もというと，本当にたくさんの方が来られる。ですから，この機になるだけ充実させよ

うということでいろいろな生活面，それから訪れる来訪者，旅行者のためにということで，１つは，後で検

索していただければと思いますけども，片仮名で４文字，ガイドアというサイトがございます。これはある

財団がボランタリーに協力して自治体情報を外国語に転用して，６ヵ国語ぐらいかな，調布のいろんなサイ

トを，深大寺から武者小路実篤記念館から，そういうようなものをわかりやすく調布を知っていただくよう

なものも既にでき上がっております。 

 今後も少し必要性に応じて，そういうようなものについては，この２年があるからだけではなくて，充実

させていきたい，そういうふうに思っています。 

○○○（調布ケ丘３丁目） 

 ありがとうございました。私も英語を勉強しようかと思います。 

○長友市長 

 ぜひ。まずガイドアをみて。どんなものか。 

○司会者 

 ありがとうございました。それでは，Ｅ列，前から３番目の男性の方，お願いいたします。 

○○○（菊野台１丁目） 

 菊野台からまいりました○○と申します。よろしくお願いします。 

 前の方と話がかぶっちゃうんであれなんですけど，簡単にお聞きします。私もいろんな自治体なんかと話

すこと，聞くことが多いんですけども，やっぱり先ほど市長がおっしゃったように少子高齢化というのは常

にどこの自治体も頭が痛い状態だと。それに対して，高齢化すれば当然いろんな高齢福祉関係に金がかかっ

てくるということで，財源をどうするのか，経済はどうするのかというようなことが常に出てくるというこ

とですね。だから，それについて，今ここで具体的にこれからどうしていくのか。調布市の場合は人口減少

にまだしばらくはなっていかない。緩やかに上昇していますけども，間違いなく減っていくのは事実です。

横浜市なんかでいうと，今年がトップで来年から減っていくという話を聞いている。横浜市はかなり真剣に

考えていますね。ですから，それに対してどういうふうな経済政策をとっていくのか，財政政策をとってい

くのかということはぜひお聞きしたいと。 

 自治体に聞くと，やっぱり先ほどの方がおっしゃったとおり，インバウンドだとか，そういったことにつ

いて，観光政策，外から人をもってくるしかない，そこでお金を落としてもらうしかないというようなこと

を考えている。それを調布市はどう考えているか。市長が先ほど簡単にお話しになったんで，大体そうなの

かなということは私もわかりました。 
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 ちょうどラグビーワールドカップ，オリ・パラをやりますので，そのときに調布市はどういうふうな，リ

ピーターをふやすとか，そういった感覚をもっていらっしゃるのかどうなのか。あるいはこういう観光政策

というのは散発的に行ってもあまり意味がないとは思うんですけども，例えば調布飛行場だとか味スタ，そ

れから深大寺，神代植物公園とかいろんな施設があるわけですけど，こういったユニークベニューで使用す

るとか，そういったことの観光政策を考えていらっしゃるのか。その辺のところをちょっとお聞きしたいな

というふうに思います。大分かぶる話なんで申しわけないんですが，よろしくお願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございます。なるべく簡略にお答えしようと思いますが，人口は間違いなく減ってくる。人口

は減ってくるけれども，減少局面に入ったときも高齢化問題は深刻さを逆に増してくるおそれがある。高齢

者が減らないということと，支える人口が圧倒的に少なくなる。どうするんだ。国は対策が云々といったっ

て，困るのは基礎自治体，我々なんで，やっぱり国の動向はもちろん大きな関心をもってみながら，結局は

人口がふえることはない。長期的には減っていくんだし，構成がどうなるのか。我が市においてですよ。全

国の傾向とはまた少し違うのかもしれない。それをなるべく正確に把握したいもんだと。それによって，例

えば全国の傾向よりも小さい子どもたちは減らないというんであれば，今でも百何十人の待機児が発生して，

いろんな家庭に大変ご不便をおかけしているんだけども，まだまだちょっと手を緩めるわけにいかないのか

と。そうではないとするんであれば，今は苦しいけれども，10年たてば保育園の待機児の問題は一山越える

のかとか，やっぱり今，○○さんがおっしゃったように，まず先をなるべく，50年後は難しいけれども，10

年，20年後をなるべく的確に読んで，傾斜配分ですね。限りある予算はこれぐらいなんで，どこに幾ら使っ

ていく。今幾ら使っているというのはもう紹介していますけども，10年，20年後の対策のためにどう使って

いくのかというのをご意見をいただいた上で，わかりやすく我々が戦略を立ててお示ししていく。全体的に

はそういうことです。 

 それから観光の問題にも触れられましたので，やはり深大寺を頂点として，我々も観光のいいコンテンツ

をもっておりますので，ご存じのように土日は特に大変な人手でございますから，深大寺を中心に調布を訪

れる方がいて，いろんな意味で経済効果をもたらしていただくのは大事にしていきたいと思っております。

ただし，市全体の経済活動，ＧＤＰの中でもの凄い大きな部分を占めるとまではいきませんので，観光は観

光で大事にしていきたいと思いますけども，調布の経済の大きな発展を観光で支えようとまでは思っており

ません。そこは。 

 先ほどの方に申し上げたように，いいコンテンツがあるんで，外国人対応など，語学の問題も含めてもう

少し整備していくことは間違いございませんけれども，経済全体でということになれば，やはり観光という

か，観光といえば観光なのかもしれないけど，観光地以外も含めて調布にやってこられる魅力というのを，

それがやはり今，京王電鉄の公式発表でもずっと十何年，乗降客12万人といっていたんですけど，トリエ京

王調布ができてから５％ふえたというのが公式発表なんです。１日6,000人増えているということです。週
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末との平均かもしれませんけどね。観光ではないですよね。観光ではないけども，それだけの方がふえたん

であればどうやっておもてなしをして，楽しんでいただいて，飲食を伴う活動をしていただいてということ，

また，味スタに誘導してということは考えなきゃいけませんよね。そういうようなことはぜひ経路も含めて

利便性を向上させていきたいと思っております。ですから，観光その他に関してはそういうことです。 

 最初に申し上げましたように基本としては，人口構成をなるべく精緻に把握に努めた上で，無駄のないよ

うな金の使い方をして，日本全体の将来は大変心配は心配だと思うんですね。日本を支えていくような基幹

産業が先細りになるような見通しもある中で，お金の使い方は気をつけた上で，構成員の皆さんに少しでも

いい公共サービスを提供したい，そういうふうに思っております。 

○八田都市整備部長 

 １点だけ補足というよりは追加で。移動の円滑化，観光振興ですとか交通手段の多様性という点で，自転

車を利用したシェアサイクルというのをこの４月から始めました。まだポート数は少ないんですが，市内９

つある駅の近接をしております市有の駐輪場をポートとしています。これからセブンイレブンさんだとか，

郵便局だとか，さらに公共施設も含めてポートをふやしていって，先ほどありました例えばですけども，味

スタ，深大寺，調布飛行場，東のほうも含めて，北のほうもつなげていきたいなと思っておりますので，よ

り広い範囲で移動の円滑化という形も考えていきたいと思っています。 

○○○（菊野台１丁目） 

 ありがとうございます。例えば八王子では，東京都が泊まる施設をつくるという話があります。これは流

れですから，新宿から京王，京八までの間の調布ということで，そこでいろんな人を誘致してくるとかとい

うことも考えられるんじゃないか。これはぜひこれから検討していただきたいなというふうに思いますので，

よろしくお願いします。どうもありがとうございました。 

○司会者 

 ありがとうございました。それでは，残り時間がわずかとなってまいりましたので，あとお１人か，お２

人でお願いできたらと思いますけど，では，お２人手を挙げていらっしゃいますので。 

○長友市長 

 さっき手を挙げられたんじゃない。では３人。 

○司会者 

 では，まず１番目と２番目と最後，よろしくお願いいたします。では，まずＣ列の方，よろしくお願いい

たします。 

○○○（緑ケ丘２丁目） 

 地域猫…… 

○司会者 

 すみません，まずお名前をお願いします。 
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○○○（緑ケ丘２丁目） 

 すみません，恐れ入ります。緑ケ丘から来ました○○と申します。ご縁をいただいて，どうもありがとう

ございます。 

 東京都の小池知事が動物の殺処分がゼロになったということをおっしゃっていたんですけれども，実際に

は，本当のところをいうとボランティアの皆さんが身銭を切りながら，負担をしながら保護しているという

のが現実だとは思うんですね。それで国会でも動物愛護法改正などの話も挙がっておりまして，これから地

域猫や野良犬や野良猫などの保護に対して，横浜市などは地域猫の保護で昔からやっているということもあ

るんですけれども，調布市はそういう犬や猫の保護に対してどのように対応しているのかというのをちょっ

と今日お聞きしたくて伺ったんですけれども，実際に予算をかけてやっているんでしょうか。 

○長友市長 

 今まさにご質問の中でおっしゃっていただいた地域猫の活動ということのガイドラインをつくって，それ

に応じて幾つかのことをやって，調布の中にそういうものが，そういう考え方があるのはご存じですか。 

○○○（緑ケ丘２丁目） 

 まだ知らなかったです。 

○長友市長 

 そういうものを一応，それで我々行政と地域住民の方とボランティアの皆さんが一体となって，この問題

にどう対処していくかというようなことを考えさせていただいているということです。 

 具体的には不妊，去勢手術をある程度推進していかなければいけないということを考えております。それ

から適正な餌やふん尿の始末を徹底する。だけど，私は多摩川に近いところに住んでいるんですけど，土手

からみていると，やっぱり時々，今まで不気味に思ったぐらい飼い主がおられないのかなというような猫が

いることがありましたね。それから餌をやらない――やらないということじゃないんだけれども，管理して

あげるということが非常に難しいですね。だけど，そういうことをどうやったら実現できるのかというよう

なこと。 

 それで，さっき知事のご発言を引用されて，その話は私も聞いてはいるんですね。知事も完全にゼロとお

っしゃっているのかどうかわからない，非常にそこは強めているといいたいのかもしれません。今申し上げ

ましたように，去勢手術に対する施策の推進と，それから猫の日常の活動の管理といいますか，餌，ふん尿，

そういうようなものを一応ガイドラインをつくってはやっております。ぜひ細かい内容については，ご関心

があれば情報提供させていただきますので，またぜひお感じになったご意見をいただければと思います。 

○○○（緑ケ丘２丁目） 

 どうもありがとうございました。 

○司会者 

 それでは，Ｅ列，前から３番目の女性の方，よろしくお願いします。 
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○○○（西つつじケ丘３丁目） 

 つつじケ丘の○○と申します。今回はこのような機会を頂戴し，どうもありがとうございました。 

 私のほうからは，希望というか，ぜひご検討いただきたいなと思う事項がございまして，お願いをさせて

いただきたいんですけれども，今住んでいる調布を住むまち，かつ働けるまちにしてほしいなというのが私

のほうからのご検討いただきたい事項です。例えば具体的にはリモートワークができるようなワーキングス

ペースみたいな場所をたくさん提供していただきたいなというふうに考えております。それは例えば一定の

オフィスというか，空きスペースを確保して，そこの中でいろんな会社の人がそれぞれパソコンを持ち込ん

だりして仕事ができるような場所というのがたくさん提供されるといいなというふうに思っていまして，具

体的に１社の企業を誘致するなんかよりも，いろんな方が共同スペースで働ける場所というのがたくさんで

きればというふうに思っています。 

 というのは，今回ふれあいトーキングの機会を頂戴して，市に対する私の希望って何なのかなというふう

に具体的に考えてみたときに，特に思い浮かばなかったというのがあったんですね。というのは，そもそも

私自身が調布に住んでいるのではあるのですが，調布市で過ごすというのが平日の夜と週末しかないという

のがありまして，そうすると，いろんな市で催されるイベントなんかもあるんですけれども，基本的に平日

の日中に開催されるものは全く参加できないというのもあって，そんなに特に何ができているわけでもない

なというふうに感じまして，そもそも今のこの時代に満員電車に乗って，毎朝会社に行って帰ってくるとい

う生活をする必要があるのかというのも思うし，災害時に家の近くだとすぐ帰れるというのもあるし，あと，

介護をされていたりとか子育て中の方にとっても，家と実際に働く場所が近いというのは安心感にもつなが

ると思うというのもあるし，労働人口がとどまり続けるというのもあると思うので，ご検討いただきたいな

というふうに思っております。 

 以上です。 

○長友市長 

 一定の空間，スペースですか。オフィススペース。 

○○○（西つつじケ丘３丁目） 

 そうですね。例えばこの場所みたいな形のところで，机だとかがいっぱい並んであったりとか，会議室が

ちょっと置いてあったりとか，そういう場所です。 

○長友市長 

 では，例えばこの空間にいろいろな企業活動というか，いろいろな仕事の人がやってきて，自由にいろん

な媒体を使えるようなスペースを市が提供できないかということですか。 

○○○（西つつじケ丘３丁目） 

 市が実際に提供しないにしても，そういったことを誘致していただくというか，そういうのはやっぱり公

的機関のほうが一民間企業がそういうのをやるよりも，市としてやったほうがスムーズに進むんじゃないか
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なというふうに思いました。 

○長友市長 

 わかりました。それでご発言の中でも，働き方が今後どう変わっていくのかというのは，人工知能である

とか，インターネットであるとか，ロボティックの関係。必ずしも定時に出勤しなくてもいいようなこと，

今もう既に随分いわれていますからね。そういうものに対する対応で多くの市民の方が，市が直接やるか，

市が呼びかけてそういうことをつくるということに関して，ご関心があるんであれば，それはもちろん検討

の対象にさせていただくことができると思います。 

 それから業を始める方のために期間を区切ってですけれども，スモールオフィス・ホームオフィス，ＳＯ

ＨＯというやつをつくって対応させていただいたりというようなことはこれまでも市は手がけておりますか

ら，企業活動を始めるために，また，企業活動を円滑に拡大していくために，また，働き方が変わった方へ

の対応。今はまだそういう機能を我が市はもっておりませんけれども，お話しになったことは１つのヒント

としてわかるような気がしますので，ちょっと世の中の動きをよく研究しながら，必要があれば取り組ませ

ていただきたいと思います。 

○○○（西つつじケ丘３丁目） 

 ありがとうございました。民間では結構やっているところもあったりして，渋谷区でそういうスペースが

あったりとか，日本橋であったりとかもあるので，そもそもそこまで行きたくもないというのもあるので。 

○長友市長 

 同じかどうかわからないけど，渋谷の例は聞いたことがあるな。１つ気をつけなきゃいけないのは，ご紹

介ぐらいまではいいんでしょうけども，この手のものは市が何か関与していくと民業圧迫といわれて，それ

はちょっと気をつけていかなければいけないと思いますが，ただ，今おっしゃったようなことに関心をもっ

たり，必要性を感じる人が飛躍的に増えていくんであれば，やっぱり何らか我々も関与する余地があるかも

しれないと思います。 

○○○（西つつじケ丘３丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 それでは，よろしいでしょうか。では，Ｂ列，前から２番目の女性の方，お願いします。 

○○○（小島町１丁目） 

 小島町の○○です。お忙しいところお時間をいただき，ありがとうございます。 

 私からはふだん思っていることが３点ありますので，お聞きしたいと思います。 

 まず１点目に，自転車ですね。先ほども整備は進んでいるというお話があって，私のほうでも整備は進ん

でいるとは思っているんですけど，自転車の駐輪マナーについていつも残念な気持ちになることがありまし

て，特に名前は出さないほうがいいと思うんですけど，あるスーパーの前だけ自転車がいつも置いてあって，
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その通り沿いがその店舗の前だけなんですね。ほかの店舗の前は駐輪しないでいられるのに，なぜそのスー

パーの前だけ自転車を停めているのか。そこにはきちんと駐輪禁止と表示してありますのに，普通に当たり

前のように皆さん停めていらして，その辺，取り締まりもされているのは知っているんですが，全く改善さ

れていないので，それはちょっと改善してもらいたいと日ごろから思っております。 

 ２点目に，信号機の設置についてのお願いなんですが，そこのトリエのＢ館とＣ館の間になるんですけど，

本当に短い距離なんですが，ここの市役所に入るところにも信号がありますけれども，そこが調布市民の方

はわかっているので徐行してくださる方とかあるんですけど，全く知らない人とかが結構なスピードで通る

んですね。短い距離なんですけれども，やっぱり小さいお子さん，ベビーカーを押している方とか，あとお

年寄りの方とかは割とみんなが渡る波に一斉に乗れないで取り残されて遅く，まだ渡れないでいるって困っ

ているような様子を多々みかけますので，そことあと，トリエのＣ館で続く道なんですが，ファミリーマー

トのところにも少し薄い横断歩道の白い塗装があるんですけど，ちょっとその辺もくたびれた感じのがあっ

て，そこも先ほど市長もおっしゃっていましたが，新しい公園もできて，多分そこの道とかを皆さん通る道

なので，ぜひ短い距離だとは思うんですが，最近，小さいお子さんとかが巻き込まれた事故とかも多いので，

ぜひ信号の設置を，財政的にもちょっと難しいかもしれないんですが，事故が起こってからでは遅いので，

ぜひ甲州街道のところの信号機の話と一緒に警察の方とご検討をお願いしたいと思います。 

 あと，最後になんですが，私は飛田給の駅をよく，月に３回，４回は利用するんですが，駅をおりて，改

札をおりて味スタに向かうときに，右側，左側，両方行っても行けるんですね。それで左側の階段からおり

ていくと，すぐ踏切なんですね。その踏切に一応係の方が２人とかいるんですけど，結構車の人が踏切が下

がっても踏切のぎりぎりにとめるので，私たちは車と車の間を通って渡ったりとかする場面があるので，こ

れからラグビーワールドカップとか，あとバレーもありますし，私たちですらどっちから行っていいのとか

わからないし，あと渡るときも危険なので，誰でもわかるようなルート案内ではないですが，係の方には徹

底してここを通るようになどの話し合いを皆さんに共有できるような形で通りやすくしてもらいたいなと思

っております。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。２番目の信号機の設置は，以前もあったんで，じゃ，八田部長，後で現状をい

ってください。 

 それから飛田給の話は，これもやっぱり安全政策の１つかもしれません。以前からの我々の懸案もあり，

それから今手がけていることもありますから，それも後で補足してください。 

 １点目の駐輪のマナーについては，市内の幾つかのところが非常に頭が痛い。何回同じように我々から呼

びかけても，ほんのちょっとの時間だから，ほんの少しの買い物だからということで，昔は何かみんなで渡

れば怖くないという言葉があったけど，みんながとめているんだからという感じになって，これはあそこを
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取り締まる係の方にもお願いをして，強制的に撤去もしてみたりとかいろいろやっているんですが，もちろ

んお店にも頼んであります。安全にとめられるところに誘導してください，それは義務ですよみたいな形で

強く申し上げてもいます。 

 一番困るのは，小さいお子さんが自転車が倒れてきたら危ないとかというのもあるんだけども，目の不自

由な方が点字ブロックまで塞がれてしまうと，これは本当に大変なことなんですね。そこまではとめる方も

実は意識していないんですけども，大変困ったことだと思っています。 

 私どもも今いったようなことは定期的にやって，なるべく解消しようとしていますけれども，やっぱり利

用する市民の方に訴えていかないと，各ご家庭でもそういうことはやめようということを徹底してください

よというような，一緒になって考えていただかないと，なかなか追いつかない話です。我々ができ得る範囲

のことはやっていきますので，ぜひ市民の皆さんにも広範な協力をしていただきたい，そういうふうに思っ

ています。 

○八田都市整備部長 

 トリエＣ館の側ですね。ちょうど東山病院の側とトリエＣの北側のほうに横断歩道が２ヵ所あります。信

号機の設置について，私どもからも要請はしておりますが，旧甲州街道から近い，それから横断歩道が２つ

近いということもあって，ちょっと様子をみたいというのが警視庁のほうからもあります。安全対策として，

やはり信号機の必要性というのは，我々のほうもお伝えをしておりますので，ぜひ継続的にアプローチをし

ていきたいと思っています。 

 それから飛田給の踏切部，特に西側ですね。八王子方におりてきたときに，都市計画道路を渡ります。そ

このことでございますね。ちょうど車のマナーの関係もあって，踏切近くまで車が近接をするケースも中に

はあるんだろう思いますので，その際に少し安全対策上，迂回をするとかということもあって，ご心配をい

ただいたところだと思います。 

 昨年と今年度にかけて拡幅をしましたので，南北の往来に関しては安全性が大分高まりました。拡幅をし

ました。その逆に渡る部分が広くなったのも事実ですので，そこに関して今いただきました安全対策上，イ

ベントのときなどはガードマンが張りついて誘導の案内をしたり，安全対策をしておりますが，日常的な部

分でも注意喚起を含めて，少し表示等々の工夫もしていきたいと思いますので，ぜひよろしくお願いします。 

 それと，小島町のもう１つありました鬼太郎ひろばのほうに行く際のちょうど昔踏切があったところの表

示なども今いただきました内容を踏まえて少し工夫をやっていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○司会者 

 よろしいですか。 

○○○（小島町１丁目） 

 ありがとうございました。 



- 38 - 

 

○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，こちらで

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，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，改めてご回答いたしますので，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アンケートをご用意しております。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

皆様にご協力いただきましてありがとうございました。 

 

  閉会 午後４時14分 

 

 


