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令和元年度第２回「市長と語る・ふれあいトーキング」 

１ 日時   

令和元年８月１８日（日） 午前１０時から正午まで 

２ 場所 

調布市教育会館 ３階 会議室 

 

  開会 午前10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２回市長と語る・ふれあいトーキング

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

ざいます。 

 それでは，まず初めに，市長の長友よりご挨拶をさせていただきます。 

○長友市長 

 皆さん，おはようございます。こんなに多くの皆様方に週末の貴重な時間，参加いただいてありがとうご

ざいます。 

 ご存じの方もあるかもしれませんが，以前は地区ごとに回っておりました。かなり長いこと，10年以上で

すか，各地域の実情に合わせたいろんなご意見を伺って，それはそれなりに参考になっていた部分がござい

ますけれども，どうしても，ともすると，やっぱり地区ごとの傾向はつかめても，同じような質問に収れん

してしまう傾向があったもので，それで，このような形式にある時点から変更させていただいているわけで

す。地区を問わず無作為抽出でご案内を差し上げて，その中からご参加いただける方に来ていただいて，そ

ういう形にしてまいりました。これを未来永劫続けるかどうか，それは別に決めているわけではございませ

んが，実施した結果でいろいろ，後でアンケートもとらせていただいて，私どもとしては一定のご理解がい

ただけているんではないかというような判断をしているわけでございます。 

 限られた時間ではございますが，また我々もいろいろ教えていただきながら，一緒に考えさせていただき

たいと。よろしくお願いします。即答できない部分，もちろんございます。それについては，なるべく時間

をかけずに，週明けから皆様方に差し上げる回答をなるべく早く用意できるようにということはお約束を申

し上げます。 

 最後に，ご存じのように，ことしと来年，昭和30年に２つの町が合併して調布という市ができてから，今

までになかったような大きな国際的なスポーツ大会のために，国内外から多くの方が東京に，多摩に，そし

て調布にもやってこられるというようなことをもう目前に控えております。来月の９月20日からラグビーの

ワールドカップ，開会式，開幕戦はうれしいことに我がまちで行われるということで，11月の初めまで，全

国48試合のうち８試合を我が調布市で開催すると。それ以外の土日，東京で試合のない日も含めて，東京都
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の依頼を受けて，ファンゾーンという名前の事業を展開します。簡単にいえば，駅前のグリーンホールの内

と外も使って，大画面でパブリックビューイングをやると。パブリックビューイングをやるだけでなくて，

ラグビーを解説する体験コーナーですとか，トークショーであるとか，グッズの販売とか，いろいろな飲食

も伴うような楽しいイベントにしていこうということにしておりますので，来年のオリンピック・パラリン

ピックはまた順次わかりやすくご案内さしあげますが，まずはラグビー，詳しい方もそうでない方もおられ

ると思いますが，ぜひこの機会に楽しんでいただければと思っております。そのことだけ付言させていただ

いて，冒頭のご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○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，副市長の荒井でございます。その隣，行政経

営部長・今井でございます。その隣，都市整備部参事・江田でございます。最後に，私の隣，市民部長・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，ご発言について，本日は大変多くのご参加をいただいております。できるだけ

たくさんの方からお話を伺いたいと思いますので，ご発言は簡潔に，お１人３分以内でお願いいたします。 

 次に，本日は多くの市民の皆様に市政に関心をもっていただくこと，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は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，正午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



- 3 - 

 

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。済みません，今手を挙げている方，そのままお待ちいただければと思い

ます。それでは，まず，Ａ列１番目の方，２番目お願いいたします。こちらのほう，それでは，３番目お願

いいたします。では，まず，Ａ列１番目の方，ご発言お願いいたします。 

○○○（国領町３丁目） 

 おはようございます。国領町の○○と申します。よろしくお願いいたします。 

 きょう，ここに来る前に，ちょっとホームページをみさせていただいて，特に市の予算をみさせていただ

きました。毎年６月になると，給与明細をみると，市民税幾ら幾らというのが出てきて，随分高いなといつ

も思っているんですけども，それがどのように使われているかということについては今までほとんど関心が

なかったんで，この機会にちょっとみせていただいたら，市民１人当たりの予算が約40万円。そのうちの約

20万円が民生関係に使われているということで大変驚きました。民生関係というと，介護だとか，それから

生活保護だとか，あるいは児童手当だとか，そういうものだと思うんですけども，市の予算の約半分近くが

そういうのに使われているのかと大変驚いております。 

 私の意見としては，よく新聞に，皆さんが住みたいまちベストテンというのがあって，よく吉祥寺だとか，

あるいは国立だとか，そういうのが出ている。調布もそれなりのポジション，いい場所にあると思うんです

けども，私，実は64歳で，もう間もなく65になるんですけども，やっぱり若い人たちがどんどん来てくれる

ようなまちがいいのかなと思っています。 

 そこで１つの提案としては，ちょっと聞いた話ですけども，まず，給食費，これは今，たしか児童の家庭

が銀行に振り込んでいるというふうに理解しているんです。昔はたしか現金で学校にもっていったと。とこ

ろが，給食費を振り込まれない家庭が幾つかあると。それの回収を実は校長がやっているという話を聞いて

愕然としたんですけども，児童手当その他でそれなりに厚い支援をしているにもかかわらず給食費が払われ

ないということであるのであれば，逆に小学校，中学校の給食費を無償にしちゃって，その分，今支払って

いる児童手当を逆に調整して減してしまうとか，そういうようにするのが非常に公平であるんじゃないかな

というふうに思って，ぜひご検討いただきたいというのが１点。 

 それから，学校のトイレなんですけども，今ほとんどのおうちは皆さんもう洋式のウォシュレットが多い

と思うんですけども，少なくとも和式のトイレを全部やめて洋式にするということと，それから，体育館の

エアコン。きょうも非常に熱くて，熱中症になられる方もたくさん出ていると思うんですけども，体育館等

のエアコンを充実するということをぜひお願いしたいなと思ってきょう来た次第でございます。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。今おっしゃったのを聞いていて思い出しましたけども，義務教育のとき，私も，
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東京じゃなかったですけど，給食費を袋に入れていましたね。それで，私の学校では職員室の前にこんな大

きな入れる箱があって，そこに入れていましたね。そんな感じだったなということを思い出しながら聞いて

おりましたけれども。 

 まず，大きなことを申し上げますと，当たり前ではありますが，今，税を徴収されてという話で，考えて

みれば，私も私の名前で税の徴収をされているわけで，それを払うときにはいろいろな考えがございますけ

れども，市役所はいうまでもなく，お預かりしたお金の使い道を議会にご相談をして決める，それが仕事で

ございますから，きょうもその一環として，いろんなご意見をいただいて，その配分が適正なんだろうかと，

どこに，幾ら，何％使うかという参考にさせていただいているということでございます。 

 具体的なことでお答えを申し上げますと，給食の完全無償化は１つの政策の道であり，それから，小さい

自治体ではそういうことを実施されているところが全国にあるというふうには聞いております。ただ，私ど

ものまちでは，それに今すぐに取り組むということはなかなか困難です。それはなぜかというと，改めてご

質問を受けて確認をいたしましたけれども，平成29年度の数値を参考にして，保護者から学校給食費として

徴収した金額が小・中学校合計で７億7,000万円になるということであります。端的なお答えですけれども，

８億円ぐらいのお金を全部給食の無償化に使えば，どっかにまたそのひずみが生ずるわけでありますから，

そのバランスを考えると，今のご指摘の趣旨のことに即時に取り組むということは大変困難であるというふ

うに考えます。 

 それから，ご質問の順でいうと，トイレの洋式化は，教育委員会の中で最終的に判断されますが，○○さ

んがおっしゃるとおり，何年も前から私どもは１つの取り組むべき必須の事項だと思って，実は現在までに

96.1％ですからほとんどもうでき上がっているとご理解ください。まだ４％ぐらい残っておりますが，これ

は今手がけておりますから，今後なるべく早くということで，間もなく100％を達成するというふうにご理

解ください。 

 ３番目のエアコンの件につきましては，今から８年前，平成23年度までに義務教育の中の普通教室のエア

コン化が終わりました。特別教室は昨年度までに設置がようやく完了いたしました。学校に行って普通教室，

特別教室のエアコンの設置がやっと終わったところであります。それで，東京都が今の東京都全体の取り組

みとしても，この猛暑の中で体育館のエアコン設置を進めるという方針を大きく打ち出して，補助金につい

て私どもに提示が既にございまして，一気に取り組むのは財政的にはなかなか難しいんですけれども，これ

をやっていこうということで，今井君，３年以内ぐらいか，小・中学校。 

○今井行政経営部長 

 全部終わるのは計画期間だと，令和４年度までです。 

○長友市長 

 令和４年度だから今から３年後ぐらいに。 

○今井行政経営部長 
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 ほとんどは３年度までに終わります。 

○長友市長 

 ということです。令和３年度までに一気にやろうと思っております。ですから，もう間もなくということ

で，東京都の補助金も有効に使える期間というのがございますから，その時期に一気にやっていこうかと。

これは自治体間格差が出る話だと思いますが，調布は割と早くそこに到達しようということで，今具体的な

計画をもう既に立てておりますので，順次，市民の皆様方にお知らせしていこうと思っております。 

 以上であります。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○○○（国領町３丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 では，次の方，Ｂ列２番目の女性の方，お願いいたします。 

○○○（西つつじケ丘４丁目） 

 おはようございます。西つつじケ丘からまいりました○○と申します。 

 きょうは主にまちづくりに関することについて３つほど，そして，施策にかかわることについて１点お伺

したいと思ってまいりました。 

 まず，まちづくりに関することの大きく３つあるんですけれども，相関関係があると私は思っておりまし

て，１点目が，私，４年前に実は調布市に転入をしてまいりました。一番最初に驚いたことが，調布市さん

のごみの回収，とてもすばらしいというふうに思っておりまして，私，３世帯同居しておりまして，同居し

ている各世帯からも個々に回収にきちんといらしていただいて，分別も非常に進んでいて，すばらしいなと

いうふうに転入してきて思いました。 

 ただし，その一方で，実は西つつじケ丘，つつじヶ丘駅の周辺をみてみますと，お隣の仙川とか，あと，

開発が終わられた調布に比べて非常に開発がおくれている印象がございます。仙川駅をおりると，お子さん

連れの若い世代の方がたくさんいらっしゃる。目にいたします。調布駅をおりてもお子さん連れの若い世代

をたくさん見かけるんですけれども，つつじケ丘は，まだ転入してきて４年ですけれども，非常にそういっ

た面での活気が感じられないなというふうに思っておりまして，それが見受けられるのが，民間所有地でち

ょっと放置されたようなところ，こちらに，せっかくごみの回収が非常にすばらしいまちなのに，不法投棄

が散見しているという状態を日常生活の中でよくみかけます。自宅の周辺であれば，ボランティアで私ども

のごみのときに一緒に整理をするというようなことをお手伝いをしているんですけれども，個人でやるには

限界があるというところがございまして，そういった観点でいくと，やはり調布市の価値をより高めるとい

う意味でも，開発がおくれているエリアに対してのまちづくりの施策というのをどのようにお考えなのかな
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というのが１点目の質問です。 

 そして，２点目が，つつじケ丘に居を移しまして感じたことが，まちづくりの状態が京王線を境に北と南

が分断されている状態かなと。甲州街道側に向かうためには，地上ルートで行くとどうしても踏切２つを渡

らなければいけない。もしくは京王線のガード下をくぐるというその３つが貫通路となっているという状態

で，あともう１つは，過去につつじヶ丘駅の地下の改札だった部分，こちらが今はとおりゃんせという名称

の単なる地下通路となっています。 

 私どもの世帯に小学生がおりまして，滝坂小学校に通っているんですけれども，学校に通うためにはどう

しても京王線を越えていかなければいけない。踏切は朝あかない。ガード下をくぐろうとすると，ガード下

の部分というのが非常に幅員が狭い状態になっておりまして，保育園，小学校へ通われる方，ベビーカーを

押していたり，お子さん連れの自転車の方と双方向の車が詰まっているという状態で，私自身もそこを通っ

て駅に向かうんですけども，非常に危険な状態を毎朝よくみかけるという状態です。周辺をみると，どうも

拡幅をできる，幅員を広げるための余地をとられているように見受けられるんですが，入居して４年，そち

らに関する動きがほぼないという状態を見受けておりまして，ちょうど場所はつつじヶ丘駅の交番と菊野台

の交番の間の名前のない信号から品川通り沿いに向かうほうだと思うんですけれども，そこにガード下があ

ると。そこはつえをついたご老人の方とか，お子さんを連れられた方，毎朝よく双方向で通られているので，

非常に危険な状態かなというところで，そういったあたりはどのようにお考えなのかなという点です。 

 もう１つ，ちょっと話が今度はまちづくりの観点から施策に近いことになるんですけれども，私どもの世

帯におります小学生をもっている弟夫婦，そちらときのうの夜話したときに，調布市はスポーツに関して

小・中学生の表彰を非常に充実しているというか，表彰はよくされていると。ただ，文化芸術関係の活動で

表彰は少ないけれどもあると。ただし，表彰を受けたときに賞状等が出ないということで，実際，私どもの

ところの世帯の子どもたちも何回か表彰していただいたようなんですけれども，賞状ですね。子どもたちに

とってはやはり賞状みたいなものを実際に手にできるとモチベーションが上がるということも聞いておりま

して，ぜひそういった機会と，表彰されたということを子どもたちが実感しやすいような形の対応をとって

いただくことはできないのかなというのが質問です。 

 長くなりましたけれども，以上になります。 

○長友市長 

 ありがとうございました。端的にお答えします。分別についてご協力ありがとうございます。大分前です

けども，日本で一番分別が多いのはどこだといったら，徳島かどっかの小さい自治体だと思いますが，三十

幾つの分別をと。いやあ，そりゃ大変だなと。ただ，調布の分別ですら，なかなか朝のお忙しい時間帯にと

いうのはあると思うんですよね。ぜひよろしくお願いします。都内は，23区内はおくれているんです。だか

ら，都内から，23区内から来られた方が何でこんな面倒くさいことをといわれるんですが，あれをやってい

ただくことによって後が随分助かります。経費も実は節約できる部分がございますので，よろしくお願いし
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ます。 

 それから，駅周辺の開発で，つつじヶ丘。ごらんのように，つつじヶ丘の北のほうのロータリーができて

最初にまちが整ったときには，おそらく調布市内でも随分先駆的ないい開発ができたなということだったと

思うんですよ。ほかのまちはまだ整っていませんでしたからね。ただ，それから幾星霜何十年かたってとい

うことになると，南北ともに，やっぱりつつじヶ丘の開発は我々のまちでも大きなテーマになっております。

それは○○さんのおっしゃるとおりであります。地元の地権者，商店街，また交通事業者の方とずっと鋭意

お話は進めておりまして，魅力のあるまちづくりにしていきたいということはおっしゃるとおりで，業務，

それから商業の拠点としてどう位置づけるかということで，今申し上げたような関係者の方にそれぞれご理

解をいただき，ご意見をいただきながら今進めております。 

 そういう過程であるからこそ，不法投棄なんかもまだ目立ちやすいんじゃないかというのは，そういう部

分があるとすれば是正していかなきゃいけないということでございます。それは間違いない話ですので，第

一義的には土地の所有者に適正管理を求めると。これはその都度やります。これからもやってまいりますし，

再度強くお願いしなければいけないということであれば，責任をもってやらせていただきますので，それが

おぼつかない部分がありましたら，またご指摘いただければと，そういうふうに思っております。 

 それから，表彰の問題。わかりました。子どもたちにどの範囲で，どの分野で，どの程度の表彰がなされ

ているかを私も細かいところまで知っているわけではございませんけども，今のご意見は伝えさせていただ

いて，モチベーション，確かにそうかなという気がいたしますので，それが励みになるのであれば，そうい

うものを出せる部分については再考の余地があるんじゃないかなと思っておりますので，すぐに伝えさせて

いただきたいと思います。 

○○○（西つつじケ丘４丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○長友市長 

 失礼，それで，ガード下の部分。お金です。財政なんです。あれはもう議会でもこの十数年に何回，やっ

ぱり議員の方からも党派を問わず，何とかしろと，危ないじゃないかという話が出ております。一見して予

想外のお金がかかるんです。何億というお金がかかるというのが一番のネックでございます。ですから，大

変残念ながらあそこに即時に手をつけることができないでここまで来ておりますが，それと並行した道を充

実させて，なるべく車にそちらを多く通っていただくというような工夫はここ数年間ずっと，これからも続

けてまいりますので，できれば安全にしたいという思いはおっしゃるとおりでございますから，ぜひこれか

らもできる対策を打ってまいりたいと，そう思っております。 

○司会者 
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 よろしいでしょうか。では，続きまして，Ｄ列２番目の女性の方，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。よろしくお願いします。 

 ２点ご検討いただきたい点がありましてまいりました。 

 まずは，小学校１年生の児童が入学と同時にかぶる黄色い帽子についてです。 

 市民の皆さんも小さい子どもが黄色い帽子をかぶって登下校するのをごらんになることが多いと思います。

あの帽子なんですけれども，春に入学して，今もう５月になりますと，かなり気温の高い日がありますが，

そういう日は子どもたちはあの帽子がとても蒸れやすい素材なので，汗びっしょりで，髪の毛から滴るほど

の汗をかいて，かわいそうな状態になっています。あの黄色い帽子は危険防止に一役買っていると思います

し，子どもがいなくなってしまった際に探したりするときにも，あの黄色い帽子がひょっこりみえて発見さ

れたなどということもありますし，車からもみやすくて，とてもいいものだと思ってはいるのですが，今，

熱中症なども問題になる中で，せっかく頭を日差しから守る意味でも帽子はかぶらせたいところなんですが，

あの蒸れぐあいがとても気になり，子どもたちのために少し通気性のいいものに改良いただければいいかな

と思っております。 

 あと，もう１つなんですが，これは子どものこととはちょっと違うんですが，市の体育館などでよく行っ

ていただいている体操などの一般を対象にしたスクールなんですけれども，ほぼ平日にしか開催されていな

くて，興味をもってみるのですが，なかなか参加することができずにいます。平日だけではなくて土日にも

行っ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 

 わかりました。１番の点は通気性を重視した素材に改良する余地があるんじゃないかということで，すぐ

に伝えます。週明けに何らかのお答えがとれるようにいたします。 

 体操スクールですね。これは私も断片的には高齢者の健康増進とかいうようなのを拝見させていただいた

りというのは今までもしておりますし，皆さんに喜んでいただけている部分であれば，市が関与しているも

のであれば，充実させていきたいなとはもちろん思っておりますので，週末に実施できないとすれば，しが

たい要因が何かあるんだろうとは思いますけれども，これも確認させてください。月に一，二度でもそうい

う道が開けるんであればというふうには思いますので，市が関与している体操スクール的な催しについて確

認をして，またお答えさせていただきます。 

○○○（柴崎１丁目） 

 よろしくお願いします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 
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 それでは，またご発言いただける方，挙手のほうをお願いいたします。手を挙げたままちょっとお待ちい

ただければと思います。それでは，Ｅ列一番後ろの方が最初ですね。では，こちらの男性の方。３番目の女

性の方，よろしくお願いいたします。では，まず最初に，Ｅ列の一番後ろの方，お願いいたします。 

○○○（入間町３丁目） 

 入間町から来ました○○と申します。 

 今，引っ越してきて２年目なんですが，緑も多くて，いいところに越してきたなというふうに思っており

ます。 

 １つ，災害についてお聞きしたかったんですが，ハザードマップも拝見しまして，避難所なども確認して，

ふだんから意識していかなきゃいけないなというふうに思っているんですが，調布市さんじゃなくて別の区

でなんですけれども，避難所というのは決まっているけれども，高齢者の方とか，あとは支援が必要な方は，

急なときにはそこで受け入れてもらえるけれども，それ以外の人は行っても人が多過ぎてなかなか受け入れ

ることができないので，知人の家とかを避難所にしてくださいというようなことを小さく書いてあるという

のを聞いたことがあるんですが，調布市さんのほうは，例えば私たちが急に避難所に避難した場合でも，例

えば全員避難とかになった場合に全員を受け入れてくださることができるのかどうかというのをちょっとお

聞きしたかったんですが，お願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。毎年のように激甚と呼べるような災害が最近も続いておりますので，いろんな

ことに対して本当にできるだけの対策を講じなきゃいかん。調布市だけではありませんけど，自治体はどこ

も緊張しております。 

 昨年も，ご存じのように大阪，北海道で大きな地震があり，西日本の風水害におきましては200人を超え

る方が亡くなったという，本当に愕然といたしました。あれだけ１週間も前から予報が出されて，それで，

経験したことのないような雨量というアナウンスもあったにもかかわらず，ああいうことになってしまうと

いうのが本当にお気の毒だということと，我がまちでもというふうに思わざるを得ないと思っております。 

 調布市はご存じのように，いわば川のほうからみて２階，３階建てぐらいの構造になっております。段差

があります。それで，特にこのまちは構造的に土石流が発生するようなまちではないと思っておりますが，

川の氾濫等は心配になる部分があります。 

 それで，基本的にでございますけれども，風水害の際にもちろん避難情報を早目に出したいと思っており

ますが，まず，夜は出しても避難すること自体が危なくなりますから，なるべく明るいうちにということに

なると思います。皆さん方も，予防も含めて明るいうちにご自分の判断で，我々の呼びかけも含めて参考に

していただいて，避難をしていただければ。それは，原則的には市内全域ということには必ずしもならない

と思います。やはり川に近いところです。大きな川では多摩川ですね。あと，野川，入間川，仙川，こうい

うようなところに近いところが重点になると思います。入間町であると川に近い部分があるかもしれません
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ね。だから，そういうふうに考えていただければということで。 

 避難場所は市の指定した施設に限らず，いろいろ安全なところをご自身でも，例えば近隣にご親戚がおら

れるとか，そういうふうに広範にぜひお考えいただきたい。というのは，地域にも，地区にもよりますけれ

ども，単位当たり，市内全域の平均では１平方キロ当たり１万人以上が住んでいるまちですから，21.58平

方キロに23万6,000人が住んでいるまちですから，避難の情報を出して，そのようなことを呼びかけるとき

には，やっぱり，時には想定されている公立小・中学校等の避難場所だけでは，一気に押し寄せると足りな

いことはあり得ると思います。はっきり申し上げて。ただ，万が一，避難所がいっぱいの場合は他のところ

をご案内するとかいうようなことも迅速に並行してやっていくつもりではございますけれども，それは危機

感をあおるつもりは全くございませんが，100％全員収容できるということでは必ずしもないかもしれない

というふうにご理解いただきたい。 

 ご質問の中にあったハザードマップをよくみていただくと同時に，私どもが出す，またはテレビのいろい

ろな気象庁のアナウンス等をよく注意していただいて，降雨情報は昔と違って数日前からかなり精度の高い

のが今出るようになっておりますから，お気をつけいただいた上でと申し上げて，ぜひ私どもは，市で，行

政でできる範囲の情報の提供とその後の誘導に当たらせていただきますけれども，私も実はその３段階，一

番多摩川に近い低いあたりに住んではおりますから，自分の地域のことでもございますけれども，お気をつ

けいただくようにということでよろしくお願いします。といって，完全に，いつ行っても避難場所で全く多

くの方が収容し切れないというほどのことではないので，そこは誤解のないようにとは申し上げますが，ぜ

ひよろしくお願いします。 

○○○（入間町３丁目） 

 ありがとうございます。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。では，Ｃ列２番目の男性の方，よろしくお願いいたします。 

○○○（西つつじケ丘４丁目） 

 西つつじケ丘から来ました○○と申します。 

 ちょっと個人的なお話になっちゃうのかもしれないんですけど，私ごとで合気道をやっていまして，合気

道は，一般の方には健康維持，子どものためには健全育成という形でサークル活動を行っているんですけど

も，調布市には武道館というものが存在しないんですね。常設で畳が使える場所がない。柔道大会もそうで

すけれども，柔道の大会を開けるような場所が調布市にはない。稲城市にもありますし，狛江市にもありま

すし，三鷹，府中も全て武道館というものを持っているんですけども，調布市には柔道大会を開けるような，

そういう武道館がありません。武蔵野の森総合スポーツプラザの中で畳が引けるエリアが新しくできたとい

うふうにいわれますけども，一般で借りれるような金額ではちょっと借りれないというのが実情です。なの

で，調布の市内の中で柔道大会なり合気道の大会を私たちサークル活動でやるということがまず困難である。
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西調布体育館と深大寺中学校ですか，畳を引けるところは幾つかあるんですけども，一般的にはちょっと借

りにくいのと，あと，大きな大会で使うのはちょっとできないというのが現状で，今，中学校なんかは武道

推進といっていますけども，武道推進するに当たっても，中学校の体育館にもマットや畳を置ける場所がな

くて，私たちのサークル，ほかの別の会もそうですけど，自分たちでマットを持ち込んで，ここ何十年もや

っているというのが現状ではあります。 

 そういった中で，今ある既存の施設を利用していくにしても，どういうふうにすることができるのかとい

うのの１つはお願いと，あとは最近，京王多摩川周辺の再開発みたいなお話があるような話を聞いたことが

あるのと，あと，つつじヶ丘の南口に関しては，神代出張所等の施設の移設みたいなことができるんじゃな

いかというような，それもうわさで，はっきりしたことはわからないですけど，そういった次の開発に向け

て，何かそういうものを一緒につけてくれるとか，そういう機能をもったものをつくるとかということがで

きないのかなということで，ちょっと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。武道場という固有の施設ですか，今ご質問の中にあった，府中と稲城と狛江に

あるというのは知りませんでした。今初めて，ああ，そうなのかなというふうに伺いました。ですから，そ

れであれば，近隣に比べてこの分野はおくれをとっているということに確かになるのかもしれませんね。そ

れはそれとして，全てのものが整うということになると，最初の方に申し上げたように財政がパンクするん

で，なかなかそうもいかないんですが，１つは，先ほどご質問の中にもありましたように，武蔵野の森総合

スポーツプラザを東京都が整備をするときに，私ども調布市の行政区域内で建てていただくということなの

で，要望は出させていただいたところです。それにおいて，幾つかありますが，大きいこととしては，屋内

プールは25メートルではなくてぜひ50メートルにしていただきたいということと，大小２つのアリーナ，体

育館のうち，小さいほうについては武道場として転用できるようにつくっていただきたいということで，先

日も多摩の比較的大きい大会に招かれて，そういうふうに活用できるんだなというのを確認してまいりまし

た。 

 ただ，ご質問の中にもございましたように，財政的な面も含めて，安易に，それを気軽に活用できるよう

な状況にはないんじゃないかというご指摘はよくわかりますので，大会のレベル，大きさにもよりますが，

私どもが介在をして，比較的利用しやすくなる部分がもしあれば，お手伝いをさせていただきたいというふ

うに思います。 

 それから，今，調布市内のさまざまな施設のリニューアルであるとか，新設であるとか，もちろん予定を

もって計画的にやっているわけでございますが，残念ながら今，武道場というものはその中に入ってはおり

ません。ただし，今質問の中にも触れていただいた幾つかの地域における既存施設の改変，整備というのは

ございますので，その際に多目的に活用できるという可能性は検討の余地があると思います。それにおいて，

今，○○さんがおっしゃったような方面の使用につながるような可能性がもしございましたら，お伝えをし



- 12 - 

 

た上で，一緒に考えさせていただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。では，続きまして，Ａ列前から３番目の女性の方，お願いいたします。 

○○○（染地３丁目） 

 染地からまいりました○○と申します。 

 今，２人の子育てをしておりまして，中学３年の長女と小学６年の長男がおります。最近わかったことな

んですが，２人とも発達障害をもっておりまして，通常の通学が難しい状態にあります。下の息子に関しま

しては通級という形でお世話になりまして，とてもよくしていただきまして，本当に小学校の通級の先生方

には感謝しておりますし，いろいろと友達関係でトラブルも多い中，通級の指導で本当に子どもが成長した

なと感じさせていただいておりまして，それをみて，新しいことにとてもハードルがある長女のほうの娘も，

今年度から通級に行ってみたいというようになりました。 

 中学の通級に通わせていただくことになりましたが，小学校も基本的にはそうだとは思うんですが，ＡＤ

ＨＤ，多動性のお子さんに対しての指導はとてもすぐれていると思います。息子の場合はＡＤＨＤなので，

とても効果があらわれたんだと思います。逆に，娘の場合は集団の前に出ることだったり，自分の意見をい

うことだったりということが難しい。本当に軽いんですが，自閉的な状態で学校に通えないということでし

て，実際に通級に通ってみたら，中学の通級は本当にＡＤＨＤに特化しているかのような形の指導になって

いまして，ちょっと娘が通えなくなるという形になりました。 

 もちろん全部の障害だったり，全部の特性に対しての指導というのはすごく難しいかとは思うんですけれ

ども，中学の通級と小学校の通級の連携というのはしていただけたらいいんじゃないかなと思います。親に

対しての対応も，小学校の先生方の対応と中学校の先生方の対応の歴然とした差に本当に私はショックを受

けて，これで通級に娘を通わせるのはというふうに最初から懸念をしたのがそのまま結果として出たような

状態でして，子どもの特性を最初に書くんですが，それをなかなか先生方が理解してくださっていない状態。

中学の通級もまだ歴史が浅いといいますか，なかなか人材が育っていないというところもあるかと思うんで

すけれども，積極的に小学校と連携していただいて，その点，いろんなニーズのお子さんに向けての対応を

していただければありがたいなと思います。 

 もう一点，これが私の一番お願いしたいところなんですが，そんな関係もありまして，中学の選択制とい

うのを調布市ではやっていただいているので，本当にそれはありがたいと思っています。学区外でも，地元

にマンモスの中学しかなくても，ちょっと離れれば少人数の中学校がある。そこを希望すれば，枠は決まっ

ているけれども入れるというのは本当に私にとっては救いでありましたし，実際，娘もそれを使わせていた

だいて，地域ではないところに通わせていただいている状態です。ただ，中学校の自転車通学が認められて

いないというところで，息子が次の年度，中学生になるときに，面倒くさいから地元の中学でいいというん

ですね。歩いて行ける近くなら何とか通えるけれども，歩いてバス停まで行き，バスに乗って，またバス停
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から歩いてという状態が彼にとってとてもハードルが高くなってしまうので。神代中も学区の外れの方々は

自転車通学が認められていると伺いました。選択制を掲げていらっしゃるということで，救いでもある部分

で，選択する方に限って，もちろん申請した場合に限りということになるかとは思うんですが，ぜひ市長か

らのトップダウンで，来年度にでも中学校の自転車通学の許可をいただきたいなというふうに思っておりま

す。よろしくお願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。なるべく端的にお答えをしたい――手を挙げておられる？ 関連のことですか。 

○○○（布田３丁目） 

 ちょっと関連しています。福祉のことにつながるので，関係しています。 

○司会者 

 済みません，まずご質問者がいて，回答を先でもよろしいですかね。 

○○○（布田３丁目） 

 全然大丈夫です。 

○司会者 

 済みません。では，まず。 

○長友市長 

 ○○さんはこのシステムをもちろんよくご存じなわけですが，一言だけ申し上げますと，小学校におきま

しては，今ご質問にございました通級学級というのが４年前，平成27年度にようやく全小学校で設置を終え

て，その後に，拠点校体制というのもまたそれに付加して整備をしようということで，昨年度，拠点校を４

校から８校に増設しているというのが小学校の現状でございます。中学校は後追いになっておりまして，平

成30年度，３校に校内の通級教室をやっと設置した。ことし全学校にという体制になっているということで，

小・中学校ともに，今のようなご意見をいただきながら，なるべく充実をさせて，もちろんこれからも継続

していくという方針でございます。 

 それで，通級教室のガイドライン，今のようなご質問も含めて，やっぱり骨格をつくって，中身を充実さ

せていこうというようなことを考えておるのと，教員を対象にした研修会を，これは教育委員会が中心にな

ると思いますけれども，充実させていくということで，そのような意味でも，私は正直に申し上げて，今の

ご指摘はそうなのかどうかがわからない。ただ，貴重なご意見でございますので，そのような対象とする分

野の多岐化とか，そういうようなご指摘であったと思いますので，教育委員会と一緒になって考えさせてい

ただきたいと，それはお約束します。また，きょうのご質問についても確認した上で，答えを差し上げるよ

うにいたします。 

 自転車についても検討はいたします。ただ，これは，おっしゃることはよくわかるんですが，やっぱり選

択制，ああいう部活動，スポーツ，芸術をやってみたいだとか，いろんなことで。でも，そうすると，遠い
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方は市内全域ですから数キロ通うということになってきて，そうすると，自転車は便利なんですが，万一，

事故があった場合に，個人の選択ですからというだけで済むのかという話は別な保護者からもありまして，

それはやっぱり私どもとして総合的に判断した上で，今のところは見合わせていただきたいと。徒歩か公共

交通機関をご利用いただきたいというふうにお願いをしております。ただ，個人の責任においてということ

で今ご質問が再度あったというふうに思いますので，これも再度伝えさせていただいて，また考えさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○○○（染地３丁目） 

 よろしくお願いします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。では，関連ということで，Ａ列４番目の方，お願いいたします。 

○○○（布田３丁目） 

 布田の○○です。 

 発達障害に関することですが，私自身が発達障害なんですけど，小・中学校はずっと通級へ行っていまし

て，幼稚園のころも福祉の言語の教室へ通っていました。ただ，小学校は丁寧だったんですけど，やっぱり

中学の通級は，私が通っていたときには，ちょっと理解なさっていないのか，行き違いですとか，何か変に

厳しくしたりみたいのはありました。今はどうしているかわからないですけど，私が当時通っていたのは10

年近く前なので，何ともいえないんですけど，やっぱり通級や支援校の先生であってもわかっていらっしゃ

らない先生方がいるのかなというのが１点です。 

 あともう一点ございまして，障害に関することで，これは学生限定のことではなくて，ヘルプマークをつ

けているんですけど，認知度が低くて，つけても席を譲れとかいわれるので，私の場合，ヘルプカードを別

でつけているんですけど，ヘルプカードのほうが席を譲られる確率がふえたんですけど，やはり見た目でわ

からない障害をどう判断するかと，グレーゾーンに関することを認知度を深めたいという要望がございます。

私は，ヘルプマークだけでは，ポスターとかは張ってあるんですけど，やっぱりみていらっしゃらない方も

大勢いらっしゃるとは思うので，テレビとかでもやっているんですけど，やっぱり認知度が低い。私，実際

経験が，自分のことにはなってしまうんですけど，たまに何でヘルプカードをつけているのとかいわれるの

で，もう少し。そもそも見た目でわからないからつけているということは伝えたんですけど，市内でも，先

生方の研修と先ほどおっしゃっていましたけど，一般の方にも見た目でわからない障害についての理解と，

どう対応するかというのを，別にご家族に障害のある方がいらっしゃらなくても，そういうのを理解すると

いうのは必要かなと思います。これから来年東京オリンピックもあるので，いろんな方が都内に集まるので，

福祉のこととか，見た目でわからない障害に対する理解を深めたい。そもそも発達障害の特性をもっと詳し

く知っていただきたいという要望がございます。 

 以上です。 



- 15 - 

 

○長友市長 

 ありがとうございました。１点目は先ほどの○○さんのご質問と重なる部分があると思いますので，もち

ろん専門家のアドバイスをいただいた上で，学校における体制を整えているわけではありますけれども，今

のようなご経験も踏まえて，さっきお答えしたように充実を図ってまいりたいとは思っております。よろし

くお願いします。 

 ヘルプマークにつきましては，平成25年度と28年度にどれぐらいの認知度があるかということを市も市民

の方にお聞きしたことがございます。マークをみてわかる，存在は知っている，それから内容まで知ってい

る，両方合わせても残念ながら大目にみて３割ぐらいで，７割ぐらいの方にはどうもまだ浸透していないと

いうことを確認したことがございますので，私どもとしましては，障害児・者親の会の皆さんと相談をして，

どういうような広報に努めようとか，それから，私どもとしては，ヘルプカード冊子の作成，それを市内の

公共機関を含めていろんなところで配架をして周知を図る。それから，こういう趣旨のイベントのときに改

めて参加者の方に広報していくと。考えられることはいろいろ考えて対処しているつもりでございますが，

もちろん，まだまだ認知度が低いと最初に申し上げたとおりでありますので，そこのところを強化してまい

りたいと，そういうふうに思っております。きょうご参加の皆様方にもぜひ認知していただきたいというふ

うにお願いします。 

 最後に，来年，オリンピック・パラリンピックが開かれるわけでありますが，ラグビーでファンゾーンと

いう催しがあるので，機会があれば楽しんでいただくようにと最初申し上げましたが，東京都から頼まれて，

来年，オリンピック・パラリンピックのときに，パラリンピックのほう，８月25日から９月６日までのパラ

リンピックの期間中にやはりその催しを，皆さんに認知して共感をもって参加していただくようなイベント

を頼まれて，恐らく実施いたします。そこで頼まれたときに，その期間だけではなくて，やはりいい機会だ

から，100を超える国，地域の方がオリンピック・パラリンピックにも来られる機会に，やはりこういう問

題に関して，人間誰しも年をとれば障害をもつという認識のもとに，ノーマライズ，障害をおもちの方と健

常者が一体となって生活できるような社会づくりをもう一回みんなで考えましょうというような年に来年は

したいと，パラリンピック以前から，そういうふうにも思っております。その中でもこういうマークの浸透

などは基本的な，基礎的な話でありますので，来年のさまざまな取り組みを通して，また効果を上げるよう

に図ってまいりたいと，そういうふうに思っておりますので，よろしくお願いします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○○○（布田３丁目） 

 はい。 

○司会者 

 それでは，再び挙手のほうをお願いできればと思います。済みません，挙げたままちょっとお待ちくださ
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い。たくさん挙がっております。それでは，Ｄ列１番の方ですね。この列では，Ｃ列一番後ろの男性の方。

こちらの列は，では，Ｂ列の３番目の方。よろしくお願いいたします。それでは，まず１番目の方，お願い

いたします。 

○○○（柴崎２丁目） 

 柴崎に住んでいます○○と申します。 

 調布は好きで，緑も多くて，都心にとてもアクセスが近くて便利なのがとても住み心地もよくて，20年以

上住んでいるんですけれども，今，市内の保育園に勤めていて，待機児童対策で調布市内に保育園がすごく

たくさんできて，認証保育園が認可保育園になったり，小規模の保育園がたくさんふえているかと思うんで

すけれども，園庭のない保育園が多くて，私が勤めている園も園庭がないんです。園庭がないとやはり公園

にほかの保育園同士が重なってしまって，保育園同士の公園の取り合いではないんですけれども，園同士で

譲り合いながら公園で活動ができるように設定しているんです。保育園がたくさんできる中で，公園をふや

していただくのは難しいのかなと思いまして，どんどん保育園はふえているんですけれども，それに伴って，

園庭がない園はどうしても公園での活動が多くなるので，税金もかかるのかなと思うんですけれども，公園

をふやしていただくのは難しいのかなと。 

 あと，公園によって，広い公園はトイレがあるところが多いと思うんですけれども，やはり公園で活動し

ていると，大人もなんですけれども，子どももやっぱり用を足したいときにトイレがないとなかなか不便な

ところもあって，公園にトイレをつけていただくのも難しいのかなと思って，ちょっとご質問させていただ

きました。 

○長友市長 

 ありがとうございます。保育園の待機児童が一掃できないというのは，今，懸案をいろいろ抱えている中

でも最重要事項の１つであります。決していいわけではございませんが，十数年の間に定員自体は4,000人

近くふやしたんですが，それでもやっぱり市内に移り住んでこられる方がどんどんふえているという事情も

ありまして，いまだに，ことしの４月で180人台か，181人か182人かだったですかね。大変責任を感じてお

ります。申しわけないと思っております。何とかしなければと。日本全体，また調布の人口の推移からして，

10年後には恐らくは解決をしている話ではないかと思っておりますが，その時期をただ手をこまねいて待つ

というわけではございませんので，これからもやれることを取り組んでいきたいと，それは間違いありませ

ん。 

 それから，ご質問の趣旨とはちょっと違うんですが，都内の自治体でも，ある自治体は，今の話とはちょ

っと逆行するんですが，公園を潰してまで保育スペースをつくるという方針を打ち出されました。１つの考

え方だと思います。公園を守りたいだとか，やっぱり公園で子どもたちの教育を含めて見守りたいという方

からは猛烈な反対，抵抗がもちろんあるわけです。あれをみていて難しい問題だと思いました。我が市では

そこまでのことはやっておりませんけれども，それはそれなりに，保育園に通う児童をおもちの皆様方の非
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常に困難をきわめておられるご意見を重く受けとめております。 

 それでということで申し上げますけれども，そもそも園庭がない。大体22平方キロ足らずのまちでござい

ますから，そこに26万人以上住んでいるんで，もともと空きスペースが広大なものがあるわけではございま

せん。それで，保育園問題一つおくとしても，公園スペースをふやしたいという気持ちはあります。保育園

とはリンクさせないでも。ただ，これはなかなか，それだけでも土地がやっぱりありませんので，具体的に

申し上げますと，農地で活用しておられる土地で相続が発生するようなときの買い取り申し出，それから，

まとまった土地を何らかの事情で売り出す，そういう情報の収集には努めているということは間違いござい

ませんが，価格，財政的な問題も含めて，なかなかそう簡単にはいかない。公園全体を考えても，ここ数年

でも，やっぱり今まで使っていた，お借りして公園敷地になっていたところがお返しせざるを得ないような

事情のたびに苦慮しているというのが現状ではございますので，本当に難しい問題だなというふうに思って

おります。 

 ただ，○○さんがおっしゃるように，その大切さというか，必要性は100％おっしゃるとおりであると思

っておりますので，ぜひ，各地域で土地が活用できるかもしれないというような情報がございましたら，私

どもが察知するよりも先に地元でそういうようなお話があれば教えていただくとか，そういうようなことも

含めて考えて，何とか道を切り開いていきたいとは思っております。現状ではそういうお答えにならざるを

得ないので，よろしくご理解ください。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。 

○長友市長 

 ごめんなさい，トイレ。トイレはおっしゃるとおり，可能な範囲に関して，これからも考えてまいります。 

○司会者 

 では，Ｃ列３番目の男性の方，お願いいたします。 

○○○（富士見町３丁目） 

 富士見町から来ました○○と申します。 

 もう半世紀以上調布に住んでいまして，調布の改革，改善，こういうふうに見事に市長の力でこれだけ立

派になったということは，非常に感激しております。 

 それから，これから将来を担う子どもたちのためですが，ひとつお願いしたいんですけども，昨今よく子

どもを絡めました交通事故が頻繁に起きています。これはやはり日本全国の状況ですけども，道幅が狭いと。

それから，ぜひお願いしたいのは，車道の減速のための凹凸，波ハンプ，トタン屋根とかそのようなハンプ

の普及によって車のスピードダウンの促進，それからまた，これによる一時停止の交通安全が期待できるん

じゃないかと。これを切にお願いしたいです。これによって学童の安全を守って，なおかつ安全に通学して

いただくと，そういう改善，改革をぜひ検討して，お願いしたいということです。 
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 道幅が狭いということが１つ，日本全国の状況ですけども，私，田舎が妙高にありまして，市長にお話し

しましたら，とにかく道幅。よく学生さんたちが夏，妙高へ行きまして，青山学院等，ランニングしている

んです。箱根駅伝とかに出られる方々ですけどもね。でも，道幅，ランニングとかそういう道路をつくって

ほしいというお願いをしますと，いや，予算がないんだと。予算がなければ，では，予算をつくって，少し

でも，50メーターでも100メーターでもいいから，そういうふうな改革をしていけば，いずれ50年，100年先，

実現するんではないかというふうに考えております。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。○○さんは半世紀以上調布にお住まいとおっしゃいました。では，私はちょう

どその半分ぐらいですね。ことしで25年，平成でいうと６年に調布市民になりましたから，ようやく半分ぐ

らいですかね。私が市長になったならないは別にして，自分で考えても大きく変わったなと思いますね。褒

めていただいてありがたいんですが，別に私の力ではなくて，たまたま大きく移り変わるときに今の行政が

当たっているということで，本当に多くの方にいろんな意味での感謝を申し上げたいと，常にそう思ってお

ります。 

 それから，交通事故，道幅の問題。やっぱり痛切に感じますね。仕事柄，市内全域にもちろん行くわけで

ありますけれども，農道の名残だなと思わざるを得ない部分。23区内は農道の名残だなというのを，やはり

戦後の60～70年の間に強制的に整備した部分がございますね。まだ多摩は，だからそういう感覚が残ってい

るからこそ，のどかで親しめるところもあるのかと思いますが，不便な部分も多々あると。道幅でいえば，

やっぱり緊急車両が入れないところは物すごく，常に気になりますね。何ヵ所もあります。今，地域では申

し上げませんが，物すごく気になりますね。消防，救急，そういうような車両が入れないようなところがご

ざいます。本当に何とかしたいんですが，これは行政だけで強制的にというわけになかなかまいりませんの

で，少しずつということでいえば，セットバックしていただくことも含めて，やっぱり所有者，土地の権利

をもっておられる方に，それも１本の道をやるのにかなりの世帯の方にみんなに協力していただかなければ

できないというところがございますから，ぜひこれからも，どうしても危険が多いというところに関しては

お願いをしてまいりたいし，優先的に整備をしていきたいと，そういうふうに思っております。 

 そこの過程において，例えば車の通行をより安全にと，狭い道ではあってもカラー塗装をして，歩行者が

少しでも安全にというふうに。ガードレールをつくれるところについては，狭い道であってもつくりたいと

は思いますが，それすらもできないような道もございます。 

 それから，ハンプというんですか，下に波形をつくる。あれはしかし，逆に危ないというのもありまして，

もちろん通行する車の速度にもよりますけれども，完全に速度制限を守っていただいているんであれば，あ

る程度有効なところがあるのかもしれませんが，これはいい悪いをいっているんじゃなくて，現実問題とし

てなかなか通常の走行でそうもなっていないところがありますから，ハンプを設けるということに関しては
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一時期すごくブームになりそうな時期があったんですが，今は正直にいって慎重論もあるというのが現実問

題ではないかと思っております。ただ，やっぱり有効であれば，今後ともスピードダウンに関して対策を講

じていかなければいけないなというふうに思っております。 

 そういう中で，ほかの方にも申し上げましたように，限られた予算の使い道の中で，もう少しここを増強

していけばという，きょうの○○さんのご指摘も含めて，ニーズがこれからも高まってくるようなところが

ありましたら，今割いている割合よりもこういうところに力を入れていこうかということは常に予期はして

おりますので，ぜひまた具体的に教えていただければと思います。よろしくお願いします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。では，続きまして，Ｂ列前から３番目の女性の方，お願いいたします。 

○○○（小島町１丁目） 

 小島町から来ました○○と申します。 

 私は10年ぐらい前から調布市のほうに住むようになりました。初めての印象というのは，歩きたばこをし

ている人とかポイ捨てが結構多いなというのがとても印象的で，この７月から受動喫煙防止条例のほうがで

きまして，いいことだなというふうに思っております。ただ，まだ吸えるところがかなり多くて，コンビニ

の前ですとかたばこ屋さんの前などでは，やはり休憩時間とか会社が終わった時間帯にかなりの人が密集し

ていて，受動喫煙ゼロを目指すというところでは，今後どのように働きかけていかれるのかなというのをお

聞きしたいと思います。 

○長友市長 

 これは最近我々にも問い合わせとかご意見の多い項目でありますので，この問題だけに限って，もし関連

がございましたら，受け付けさせていただいた上でお答えしようと思いますが，どなたかございますか。 

○司会者 

 では，そのまま手を挙げたままお願いいたします。 

○長友市長 

 では，済みません，簡潔に少しずつおっしゃっていただければ。 

○司会者 

 では，順番にお願いします。 

○○○（西つつじケ丘４丁目） 

 西つつじケ丘の○○と申します。 

 市内に置かれている，通りに面して道に設置されている自動販売機の前でも，たばこ受けとかがない状態

で吸われていて，ポイ捨てをされる方が非常に多くて，その自動販売機のごみも所有者の方できちんと管理

されていない。その状態でポイ捨てをされると不審火につながるというちょっと危険がある箇所が自宅の近

くに何ヵ所かありまして，そういったところもあわせて，先ほどご発言があった方と同じく，受動喫煙のお
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話と不審火対策，そういった観点でもどのようにお考えかをお聞かせいただければ。 

○司会者 

 では，その後ろの方。 

○○○（菊野台３丁目） 

 菊野台に住んでいます○○と申します。 

 私，よく柴崎の駅を使うんですけれども，品川通りから柴崎駅に向かう途中で70代くらいの高齢者の歩き

たばこ，自転車乗りたばこもよくみかけます。多いのは本当に70代以上かなと思うような高齢者の歩きたば

こが多いんですね。自転車に乗りながらのたばこですと，吸い殻といいますか，火が歩いている人にかかっ

たりしないかどうかというのを気にならないものなのか，それとも，昔から歩きたばこは自分の習慣なんだ

ということで，ずっと，受動喫煙防止条例，７月にできましたけれども，知っていてもするのか，そういっ

た高齢者への周知ってどうしていったらいいのかなとお聞きしたいです。 

○司会者 

 その後ろの方，お願いいたします。 

○○○（仙川町３丁目） 

 仙川町の○○と申します。 

 うちも甲州街道をちょっと中へ入ったところなんですけども，ポイ捨てがすごく多くて，門の中や駐車場

の中までポイ捨てされているんですね。うちの道路の反対側の大きい駐車場に物置があったんですけど，こ

としの４月にぼや騒ぎがあったんです。結局それはたばこのポイ捨てが原因だったみたいなので，いっその

こと市内全域で歩きたばこはやめてほしいなと思います。 

○司会者 

 あともうお２人ほど挙げて。では，Ｄ列前から２番目の女性の方，お願いします。 

○○○（柴崎１丁目） 

 柴崎から来ました○○です。 

 先ほどの意見と同じなんですけど，柴崎駅に出る間だけでも，信号待ちのところでたばこを吸っている人

がいて，私が２歳と５歳の子どもを自転車に乗せて，一緒に信号で待っていると，そのたばこのにおいが来

てしまうので，そこで信号待ちをやめて，違う信号に行ったりするということが，甲州街道を出るところの

信号でかなりあるんですけど，幼稚園，保育園に預けるときに，そのルートだけでも毎日必ず歩きたばこだ

ったり，信号待ちでたばこを吸われている方が，私の中では通勤される男性の方がすごく多くて，それもや

っぱり気にしないというのがあるので，それはちょっと困っているのと，あと，まだ公園で砂場だったりと

かで遊ぶので，そのときに砂場の中にたばこの吸い殻があったりとか，あと，水場だったり，何かしていた

のかわからないですけど，そこで何か食べたりしたものと一緒にたばこの吸い殻が公園にあったりすること

があって，子どもたちはそれをわからないので，それを興味もって，吸い殻をもって砂場で遊んじゃったり
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しているところをみると，本当に公園でのたばこは禁止してほしいんですが，吸う方は，そういうことをす

る方は，そういう働きかけも多分気にしないし，無視しているのかわからないんですけど，砂で消している

のかわからないですけど，そういうふうに公園とかだったり歩きたばこだったりする方は，どんなにこっち

がいったところで余り聞かないと思うんで，そういう方に対しての働きかけはどうお考えなのか，ちょっと

お伺いしたいなと思いました。 

○司会者 

 あともう一方挙げていらっしゃいますでしょうか。では，Ａ列３番目の女性の方，お願いいたします。 

○○○（上石原１丁目） 

 上石原からまいりました○○と申します。 

 上石原なので西調布の駅を使っているんですけれども，西調布の駅前もすごく気持ちのいいさっぱりとし

た空間になった途端，気持ちよさそうにたばこを吸う方がふえてしまいましたので，困っています。 

○司会者 

 手を挙げていただいたのは以上ですかね。 

○長友市長 

 ありがとうございました。たばこの問題は，ここ何年かも，こういう会合をやりますと，意見交換をやり

ますと，非常に出る頻度の高い問題であったということをまず申し上げた上で，ですから，調布のみならず，

各自治体としても，美観でありますとか，健康でありますとか，子どもたちに対します影響でありますとか，

いろんなことを考えた上で，主体的に取り組んでいかなければならないという気持ちで接してまいりました。

そして，ことし，来年という大きな国際的なスポーツ大会が調布を開催地として開催されるということもあ

り，この機に東京都が非常に強い条例化を推進するという流れも意識しながら，取り組んでいこうというこ

とで今考えて，また，一部実施しております。 

 簡略に申し上げますけれども，ご質問の中で歩行喫煙，歩行中の喫煙を取り締まるということは当然だろ

うというご指摘がございまして，実は，これに関しては，相当前，平成９年ですから，22年前に歩行喫煙は

禁止するということは定めてはあります。実効は，これは難しいですね。実効が上がっているかといわれる

と，そうでない部分が多々あったことは，現在に至るまで間違いございません。これは１つ。これは都市美

化の推進に関する条例という中にありまして，19条まであるんですが，その第５条にこれが定めてあります。 

 それから，もう１つ，今の調布の置かれている現状からしてとさっき申し上げましたけども，その中で，

ことしに入ってから条例をつくり，先月７月１日から施行した。何人かのご質問者に触れていただきました

けども，受動喫煙防止ということで定めさせていただきました。７月１日から既に施行されております。物

すごく簡略に申し上げますと，そこで定まったことで何が今までと違うんだというと，調布駅を含めて９つ

の京王線の駅が調布市内にあるわけでございますけれども，その近辺では路上喫煙等禁止区域というのを定

めて，これは吸ってはいけないということを定める。または，調布市立の施設がいろいろございますね。学
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校であるとか，児童福祉施設，公園その他の施設において喫煙は禁止をすると。それから，子どもに対する

受動喫煙の防止というのも明確に定めて，市内に所在する，これは市がつくったというだけではなくて，市

内に所在する学校，大学とか短期大学等は一部除きますけれども，学校及び児童福祉施設，これに準ずる施

設として定める施設の敷地に隣接する路上においても喫煙はしてはならないと，そのようなことを条例の中

で幾つか定めたのが新たな我々の規則でございます。そして，そのことに対して皆さん方に周知をさせてい

ただくとともに，喫煙防止の指導員というのを置かせていただいて，この人たちにこれを徹底するために市

内を巡回していただくというようなことをやろうと。ここまでも，ほかの自治体に比べてもかなり細かく取

り決めて，喫煙，受動喫煙，こういうことに対して大きな制限を加えたということであります。 

 また，それ以前にでありますけれども，市内の飲食店に協力をいただきまして，受動喫煙ゼロの店で手を

挙げてくださいと。それがわかるようなステッカーを張って，その店に入る前に，そういうことに対して厳

しい規制を加えている店ですというのを明らかにするようにお願いしますということで，今現在どれぐらい。

70～80店舗でしたっけ。私，細かくは覚えていない。かなり広がってまいりました。これからもそのお願い

の店をふやして，かつ，いろいろな手段で，どの店がそれに該当しておられるかをアピールしていきたいと

思っております。 

 それから，これは我々も非常に注目しているんですが，都は既に来年の４月から飲食店における規制を非

常に厳しくされて，一部条件があるんですけど，親族だけでやっている店と従業員を雇っている店の違いが

たしかあるんですが，かなりの程度，飲食店では吸えなくなるというのが都の条例の骨子なんです。ただ，

今注目されているのは，それをどれだけ徹底していけるのか，徹底していくためにはどうされるのかという

のがまだ具体的にわかっていませんけれども，47都道府県の中で東京都はいち早く，非常に厳しい条例化に

かじを切られました。 

 調布の話に一部戻りますけれども，調布では，そういうふうに条例の中で喫煙または受動喫煙に関して厳

しい取り決めを定めて，指導員を置くとまで申し上げました。過料を科すということも決めています。ただ，

過料は条例化が施行された期日からではなくて，少し様子をみさせていただいた上で，市内での動き，それ

から，きょうもいろんなご意見をいただいているんですが，この条例を施行したことに関する市民の方の反

応。喫煙される方も，されない方も，この中にもおられるわけです。市民の感情といってもいろいろな感情

があると思います。私どもとしては，やはりルールを守っていただけていない喫煙者が多かったという傾向

の中で，厳しくしていかなければいけないということを定めて，条例化をいたしました。まだ２ヵ月たって

いない状況でございますので，その中で，この条例をつくったらつくったで，なかなか，例えば今９つの駅

の周辺の主な道は厳しい制限が既にできているんですけれども，実効を上げていないじゃないかと，そもそ

も平成９年からのポイ捨てだって上がっていないじゃないかとか，厳しい条例化すればするほど，またそう

いうご意見も強く出てくるだろうと思っておりますから，これを慎重に今既にはからせていただいておりま

すけれども，それを踏まえた上でどうしていこうかという次の手段を考えたいと思っております。 
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 きょういただいたご意見は，それぞれ貴重なご意見であり，市民の健康とか，公園のあり方とか，子ども

を守るためにというような観点で拝聴させていただきましたので，きょういただいたご意見も含めて，今の

取り組みの現状をご説明させていただいた上で，オリンピック・パラリンピックも来年に控えて，考えてい

きたいというふうに思っております。ぜひ，これはしかし，我が行政だけではなかなか限界があるというこ

とも正直に申し上げた上で，喫煙者がおられるご家庭に関しては，そういう市の状況，流れというのをよく

ご理解いただいた上で，皆さんにご協力いただきたいと，そういうふうに申し上げますので，これもよろし

くお願いいたします。 

 それから，若干個別のお話があった，高齢者の歩きたばこ等に関してというようなことも含めてというこ

とにすれば，高齢者だけをというのはなかなか難しいところもございますけれども，さっき申し上げました

９月から実施予定にしておりますパトロール等で，この問題について一歩踏み込んだ上で，傾向をつかんだ

上で，有効な手を考えていきたいと，そんなふうにも考えております。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。それでは，改めてまたご意見をいただきたいと思います。挙手のほうをお願いでき

たらと思います。済みません，たくさん挙げていただいて，なかなか指せなくて申しわけございません。そ

れでは，Ａ列の男性の方。では，Ｂ列の女性の方。Ｅ列の男性の方。まず，Ａ列の男性の方，お願いいたし

ます。 

○○○（富士見町４丁目） 

 富士見町から来ました○○と申します。よろしくお願いいたします。 

 私は調布市に住んで10年近くなります。今，小学校１年生，６歳の長男がおります。ぜひ伺いたいことが

２点ほどあります。１点は，調布市の少子対策について聞きたいと思っています。これは調布市だけではな

く国全体の問題だとは思うんですけれども，少子高齢社会となっていって，どんどん先細りしていってしま

うんじゃないかという不安を覚えています。 

 私自身も，先ほど申し上げたように６歳の息子がいるんですけれども，ぜひきょうだいを授けたいなとい

うところで，夫婦ともに２人目頑張ったんですけれども，なかなか授からずに諦めた次第です。何がいいた

いかというと，東京都とか調布市とかで不妊治療に対する助成制度があるかと思います。ほかの自治体も助

成制度がある中で，不妊治療を経験された方というのがどのぐらいいるかわからないんですけれども，夫婦

ともどもの精神的な負担とか，肉体的な負担，さらには経済的な負担というのは大変大きくて，中でも経済

的な負担というのが大きくて，夫婦ともにいろんな不妊治療に携わる病院とかへ行ったんですけども，幾ら

かかったかわからないぐらいの金額で，最終的には経済的な負担が大きくて諦めたんですけれども，調布市

でも不妊治療の助成金制度を活用しました。ただ，残念ながら，これも財政的な問題だと思うんですけれど

も，一般的な不妊治療にかかる金額と助成金額に余りにも乖離があるので，不妊治療の財政の拡充というの

をぜひお願いしたいところであります。 
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 最後１点なんですけれども，これも同じように調布市に限らずなんですが，晩婚化が進んでいたりとか，

結婚しないよというのが社会的な問題になっているというところで，調布市として何かカップリング対策と

か，そういうことを率先して何かあるのかなとか，この２点をお考えを聞かせていただきたいと思います。 

 以上です。 

○長友市長 

 ありがとうございました。○○さんがおっしゃったとおりでございまして，ご存じの方もおられるかもし

れませんが，東京都が特定不妊治療費助成制度というのを持っているのに加えて，金額は限られております

が，私どもも治療費の一部を助成させていただく。ただ，おっしゃるとおり，実際にかかる金額とは大きな

隔たりがありまして，私どもは１年，１回で１万円をということでございますから，それほど財政的に大変

な助成をさせていただくというところにはまいりません。平成28年度から昨年度，30年度までの３年間で，

それでも120件から130件のご使用があったということですから，ある程度は使っていただいているんだなと

いうことがわかるわけですが，今即座に大幅拡充しますと残念ながらいえないのが実際の状況ではございま

すが，検討させていただきます。使用状況等も把握させていただいた上で，120～130件はそう少ない件数で

はないなというふうにも思いますので。国としても，ご存じのように少子化対策の担当大臣を置くぐらい，

国の大きな取り組みの１つとして喫緊の課題とされているわけでありますから，一つ一つの基礎自治体とし

てもやれることを着実に推進していければと思っております。 

 それから，晩婚化，カップリングの問題。大昔になりますが，昭和の30年代から40年代ぐらいにかけて，

私は市制施行50周年のときにいろいろな昔の資料だとか，セピア色のフィルムをみた中に，その活動があり

ました。市がお見合いのためのダンスパーティーをやったりとか，なるほど，そういう時代だったんだなと

思いました。それから以降，そういうことは余り声高ではなかったんですが，この10年ぐらいやっぱり非常

に大きな問題となっておりますから，同じことをまた復活させるかどうかは別にして，考えていく余地はあ

るんだなと。 

 例えば武蔵府中法人会といって，府中市，狛江市と調布市，この３市の中の企業が加盟しておられる法人

会の組織がございます。そこがまさにそういうような活動をしておられますので，私どもとしては，それを

一生懸命普及，ＰＲに努めるというようなことでお手伝いをしているというようなことは既にやっておりま

すから，そういうことも含めて，できることを考えさせていただきたいと思っておりますので，よろしくお

願いいたします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。では，続きまして，Ｂ列４番目の女性の方，お願いいたします。 

○○○（国領町８丁目） 

 国領からまいりました○○と申します。 

 調布に住んで15年，健常者で納税もさせていただきましたが，５年前に，けがにより障害者になってしま
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いました。今，調布市さんの重度訪問介護と居宅介護のヘルパーさんによって私の生活は成り立っています。

とても感謝をしています。その中で３点お願いがあって，きょうはまいりました。 

 １点目なんですけれども，私は重度訪問介護と居宅介護の２本立てでヘルパーさんに来ていただいている

んですけれども，これは市の障害福祉課の方はとても丁寧に対応してくださっているんですけれども，徴収

を委託会社が行っているということで，実は，使っている１つの事業所が，悪い言い方をすると，ちょっと

高いほうの支援をしたことにして，偽りの請求を市に上げてしまっていたんです。それは何で発覚しました

かというと，ちょっと私が疑問に思って市のほうに問い合わせをして，市のほうから委託業者のほうに書面

を取り寄せていただいたら，契約をしていない時間帯に――皆さんにわかりやすくいうと，重訪って金額が

安くて，居宅支援は金額が高いんですね。重訪でお願いをしていたにもかかわらず居宅で支援をしたという

ふうに偽りの請求を起こされてしまって，そういうことが発覚したんです。 

 それが何でそういうことになってしまったかというと，やっぱり縦割りの行政なので，行政の方が発覚で

きなかったという事実がありました。それは障害福祉課の方からも丁寧にご説明をいただいて，申しわけな

かったというふうに謝罪も受けまして，対応してくださっているんですけれども，縦割りにすることによっ

て発覚できなかったという事実がありました。もちろんたくさんの支援をいただいていますので，市のほう

の膨大な仕事量もよくわかるんですけれども，やっぱり適切に市の財政を使っていただかないといけないと

思っております。それをひとつ市のほうでもう一度確認というか，どういうふうにしたらいいのかというこ

とを検討いただきたいと思います。 

 ２点目なんですけれども，今回のふれあいトークの前に，バリアフリー推進委員会にも顔を出させていた

だいて，どういうことをしているのかなというふうにみてきたんですけれども，その中で，ラグビーワール

ドカップのときに，こんなに盛り上がっているにもかかわらず，支援学校がその日，安全のために休校にな

るそうなんですね。人々がいっぱい来るので，子どもたちの安全が守れないということで休校になってしま

うそうなんです。それを親の会の方から当日お聞きしまして，来年のオリンピック・パラリンピックのとき

は何日間も休校になってしまって，障害のある子どもたちは家で過ごさなきゃいけないのかというのをちょ

っと唖然としまして，ぜひ調布市のほうで，障害があるお子さんも大人の方も一緒に楽しめるような企画を

つくっていただきたいということがあります。 

 最後に，一番お伝えしたいんですけれども，お願いをしたいんですけれども，内閣府のホームページにも

載っております障害平等研修フォーラムというのがあります。これは心のバリアフリーって何だろうという，

心のバリアフリーに対しての研修なんですけれども，オリンピック・パラリンピックの組織委員会の方も受

けてくださったそうです。隣の多摩市とか，あと大田区，いろいろ挙げていったら切りがない。熊本市，北

海道，長崎とか，いろんな市で受けていただいた。私，別にここの人間でも何でもないんです。ただ，ヘル

パーさんと一緒に受けに行って，ヘルパーさんの意識がすごく変わったということが実感としてありますの

で，ぜひ――バリアフリー化というとついつい建物をつくったり，確かに車椅子トイレがふえて，とても助



- 26 - 

 

かってはいるんですけれども，建物とか施設にお金をかけるだけではなく，市の職員の方から，気持ちが変

わるような，そういう研修を取り入れ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。確認させていただきながら端的にお答えしたいと思います。 

 障害福祉サービスのヘルパーさんをご活用になっていると。特定の事業所から。結局は，その事業所のサ

ービス提供記録というのがご本人との確認がないままに，内容が適切でなかったんではないか。私はその中

身はわかりませんが，そういうことですね。 

○○○（国領町８丁目） 

 そうです。 

○長友市長 

 私どもの障害福祉課にもご相談を既にいただいていると。 

○○○（国領町８丁目） 

 はい。 

○長友市長 

 わかりました。 

○○○（国領町８丁目） 

 私のほうが承認をされていないままの請求が上がっているということがわかったので，その請求はとめて

いただいて，今対応はしていただいています。 

○長友市長 

 当然のことではございますが，我々行政機関といたしましては，そういうサービスを提供しておられる事

業者側の根拠となる書類の提出を求めることは当然でございますし，疑義があれば立入検査も含めて確認す

るというのは基本でございますから，今，○○さんがおっしゃった本件についての納得がまだいっていない

部分があれば。 

○○○（国領町８丁目） 

 納得は，ちゃんと担当の方がやっていただいて，とめていただいて，私がオーケーを出すまで支払いはと

めますというふうに。 

○長友市長 

 それは基本はもちろんとめるわけです。 

○○○（国領町８丁目） 

 そこまでいってくださっているので，そこは私，全然不満があるわけではないんですよ。 

○長友市長 

 わかりました。では，その中身は今私が承知はできませんけれども，基本的に間違わない対応をこれから
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もしてまいりますので，対応が残る部分があれば，ぜひまたご相談いただければと。それから，一般的にい

ってそういうことは，本件がもし望ましくない例であれば，これは繰り返すわけにいかないので，できる範

囲でよりよく気をつけてまいりますし，事業所に対する勧告，そういうものも含めて対処を続けてまいりま

す。よろしくお願いします。 

 それから，支援学校が一部休校になるか，それから来年のオリンピック・パラリンピックの対応はどうな

るんだ。これについても私自身は細かいことは確認してみないと知識はありませんが，一般的にいえること

として，試合は，ことしのラグビーのワールドカップも主に土曜，日曜であります。開会式の９月20日が，

私ども東京で試合がある日では９月20日が金曜日，開会式，開幕戦。それから，11月１日の３位決定戦が金

曜日であります。平日ではそんなところかなとは思います。ただ，やはり国内外から多くの方が来られて，

不測の事態を避けるために休校を考えておられるのかなといえば，そうなのかもしれないので，確認をさせ

ていただきます。そういうようなことも含めて，来年のことをまた考えていくんだと思います。親の会の皆

さんとも話をする機会があろうかとも思いますし，そういう中でぜひ折り合うところをみつけていければと。

市で決められる部分においてはですね。東京都とか組織委員会からの勧告というのもなきにしもあらずです

から，それはわかりませんけども，市で考えられる範囲においては，皆さん方のお考えを十分お聞きした上

で対策を考えていきます。 

 それから，心のバリアフリー研修については，わかりました。担当のセクションなんかも既に認識してい

るかもしれませんが，さっき申し上げましたように，来年のオリンピック・パラリンピックにおいては，特

にパラリンピックに題材を求めて，そういうような社会づくりの意識を高める年にしたいと思っております

からね。これは内閣府がやっているんですか。その前提となる有効な研修かと思いますから，ちょっと対応

を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。では，Ｅ列２番目の男性の方，お願いいたします。 

○○○（深大寺元町５丁目） 

 よろしくお願いします。深大寺元町の○○と申します。 

 私は，調布に住んでもう10年以上ということで，大変住みやすくて，いいまちだなというふうに思ってい

ます。皆さんがいろいろやっていただいて，住みやすいまちになっているのかなということで，感謝申し上

げたいなというふうに思っております。 

 私は，子どもが11歳の娘が１人おりまして，きょうお尋ねしたいのは１点でして，今，娘が不登校という

ことで，学校に行けないというような環境にいて，この２～３年，学校に行っていないという状況になって

おります。今，不登校というのは小・中学校たくさんふえてきているということで，教育の問題でいろいろ

いわれているんですけども，最近，教育機会確保法というのが施行されたということで，学校以外の教育に

関して，しっかり教育の機会を守ろうというような話になっているというように，全体的にはそういう流れ
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になってきたなというところなんですけども，調布市で今後，こういう学校に行けない子どもというのがす

ごくふえてきているというような状況ですので，うちはまだ小学校ですが，中学校でまたどんどんふえてい

くという話はやはり聞いております。そういうことも含めて，これから調布市のほうでは，学校以外の学び

というものに対して，どういった支援を考えているのかということをちょっと教えていただきたいなという

ふうに思っております。 

 今，現状，調布市の太陽の子というのがあるというふうに聞いているんですけど，非常にここもいっぱい

で，なかなか入れない。あとは，今，うちの子どもはフリースクールというところ，三鷹にあるんですけど

も，そこにちょっと通ってはいるんですよね。調布市にはそういうフリースクールというものがないんです

よね。だから，うちは深大寺なんですけど，吉祥寺の，三鷹のほうに自転車で通って行っているんですけど

も，ＮＰＯでやっている施設なんです。ＮＰＯでも，例えば，聞いた話なんですけど，世田谷区などは公設

の民営のフリースクールというのが今現状あるよと，始まっているよという話がありまして，そういうフリ

ースクールのスタイルで市が支援しているというような仕組みがあると聞いているんですけども，きょうあ

したというわけではないんですが，今後ふえていく不登校の問題に対してどういう考え方とか，施策を考え

ているのかなということを教えていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。 

○長友市長 

 ありがとうございました。物すごく大きく申し上げて２つ考えなければならないと思います。それは，○

○さんがおっしゃったように不登校生徒・児童がふえつつあるとすれば，これにどう対処していくかという

ことと，それから，根といいますか，増加しつつあるとすれば，何が問題なのかということを，学校関係者

だけではなくて，やっぱり広範にいろんな方のご意見を聞いて考えていくと，両方あると思います。後者は

ともかく前者に関しましてはやっぱり急を要する対応ということで，今ご質問の中にもございましたように，

小学校の適応指導教室としては太陽の子，それから中学生の不登校特例校としては，はしうち教室という名

前の学級を設けて対処しようということで取り組んではおります。 

 そのようなところで培った経験も含めて，各学校の教員１名出していただいて，不登校児童・生徒への支

援委員会を設置すること。それから，スクールカウンセラーの各学校への配置によって相談窓口を充実させ

ていくこと。あとは，専門的にこういう分野を研究しておられる大学関係者のアドバイスをいただいて，対

応を細かく充実させていただけるようなことを考えよう。そのための不登校プロジェクトというものを立ち

上げるとか，ここ何年かの間に考えられるようなことを手がけているつもりではございます。ただ，いろん

な角度からみて，まだまだそれで十分だということはいえない実態であろうと思っております。そのような

動きをより充実するための取り組みを続けてまいります。 

 それから，フリースクールについては，私はその方面，承知しておりませんから，今すぐには有効なお答

えを出すわけにはまいりませんけれども，三鷹の例をいっていただいた。それから，公設の民営という手段

もあるんじゃないかという示唆もいただいたので，そういうことに関して検討を深めてまいりたいと思って
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おります。ですから，公設民営にしても，市の行政だけでできる話ではございませんから，○○さんにもま

たいろいろお気づきの情報等ございましたら出していただいたりしながら，ぜひ対応を強めていくというこ

とで，一緒にやらせていただきたいと。よろしくお願いします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。残り時間がわずかになってまいりましたので，たくさん手を挙げてはいただいてお

るんですが，あと１人かお２人ぐらいということで，また手を挙げていただけますでしょうか。済みません，

全員お指しはできないかと思うんですが，それでは，こちらの一番後ろの方ですね。それと，では，一番前

の方，お２人で済みません，よろしくお願いいたします。 

○○○（上石原３丁目） 

 上石原からまいりました○○と申します。 

 私は調布っ子で，結婚して違うところに住んだんですけれども，また５年ぐらい前に地元に舞い戻ってま

いりまして，調布の変貌をいろいろとみてきたんですけれども，今回ぜひ市長にお願いしたいことは，公共

交通機関ネットワークを充実していただきたいということです。 

 直接的にいいますと，私が住んでいる調布の上石原３丁目なんですけれども，バスの路線が一昨年だった

と思うんですけども，京王バスの乗員不足と，それから不採算ということで，２路線あったバスのうちの１

路線がほぼ運休になりました。西調布の川沿いの近くのほうなんですけれども，ここから調布の公共施設に

行くために，１時間に大体２本のバス，ミニバスなんですけども，これに高齢者の方たちが，市内の公共施

設や通院するために皆さん並んでお乗りになるんですけれども，ほぼ200％の乗車率ではないかぐらいの押

し合いへし合いの満員になっています。私，戻ってきて，地元にやはり自分の両親と同じような年齢の高齢

者の方たちがたくさんいらっしゃって，近所のおじさんやおばさんたちが本当につかまるつり革もないほど，

調布の駅に出るために，大体20分近く，シルバーシートがあっても全員がシルバーみたいな感じなので，譲

るも譲らないもない。私の子どもたちはもうバスには乗りません。私も乗りません。 

 そういうのを考えますと，今，高齢ドライバー免許返上という流れもありますし，地域で公共交通のネッ

トワークを充実させるというか，直接的にいえばバスだと思うんですけれども，これを安心して通院とか，

また社会活動に。老人のひきこもりも怖いと私は思います。週に何度でも市の中心，発達した調布に何かお

買い物に行くだけでも高齢者の方たちの福祉につながると思いますし，せめてＡＭ時間帯のバスの増便とか，

または何か施策を考えていただきたい。私は心が痛んでしまって，ぜひきょうは市長にお話をしたいと思っ

てまいりました。またこれから先――今は私，自転車に乗れます。車もばんばん乗れます。だけれども，あ

と10年たったとき，20年たったとき，私，ここで暮らしていけるのかなという若干の不安もございます。若

い人たちがたくさん入ってくださる調布ってすばらしいと思うんですけれども，今後，またついの住みかと

してここで安心して暮らしていけるように，そういう施策もぜひお願いしたいと思います。 

○長友市長 
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 ありがとうございました。私も既に，前期ではあるけど高齢者で，高齢者の方の話をいろいろ聞くと，今，

○○さんのご質問の中にもありましたように，後期高齢者，75歳以上になると自転車もなかなかね，最近ち

ょっと危ないんだよというようなことを正直におっしゃる方もおられて，そういう観点からも，それから，

高齢者のドライバーによる事故も多発しているような環境の中では，やっぱりバスと。ますますそうだと思

います。 

 バス会社とは，担当の部署を含めて私自身もかなりの程度，年間にお話をさせていただいております。そ

して，不便地域の解消，新規の路線をお願いしたり，それから増便をと。ただ，バス会社の代弁をするとい

うことではございませんが，間違いなくいえているのが，運転者，乗務員不足ということで，これは，我が

まちは京王と小田急のバスに走っていただいておりますが，その２社問わず，もう本当に深刻な状況にある

ということが，調布51系統の路線が大幅減便になったという例を今いわれたんだと思います。30年の２月だ

から１年半前のことですよね。その要因も聞いたら，やっぱり１つの大きな問題はそれだというんです。そ

ういわれても我々困るんですけどね。確かに間違いなく。採算もあると思います。なくなってから今200％

といえば，採算だけでいえば復活する状況にあると思うんですが，乗務員不足は，大型何種なんですか。二

種？ その免許をもっておられても，やっぱりトレーニングしないと，実際の乗務には当たれないというこ

とになると，運転士さんを養成するというのは今物すごく大変らしいということがあります。ただ，私はバ

ス会社の弁解をするつもりはないので，そういう状況はあるにしても，強く申し上げる重点路線の１つと考

えておりますので，ぜひ体制が整えば便をふやしていただくようにお願いを強く続けてまいりたいと思って

おりますので，きょうあすというわけにいかないのが大変心苦しいんですが，よろしくお願いします。強化

路線の１つとして申し上げてまいりたいと思います。 

○○○（上石原３丁目） 

 よろしくお願いいたします。 

○司会者 

 よろしいでしょうか。では，Ａ列１番目の女性の方，お願いいたします。 

○○○（菊野台３丁目） 

 駅は柴崎，菊野台３丁目からまいりました○○です。 

 公園についてなんですが，先ほど保育園の先生から遊ばせる場所がないといったお話も出たと思うんです

が，家の隣の菊野台３丁目公園なんですけど，きょう現在，ベンチが２つとばね式の遊具が２つしかない公

園なんですけど，雑草がベンチよりも高い状態まで生えているんですね。やっぱり園庭のない保育園の方が

乳母車の大きいので，この夏，私がみただけで４回来たんですが，これだけ生えているから，いつもは遊ば

せていたんですけど，ここだめねといって通り過ぎていく姿を４回みました。うちの周りは高齢者の方が多

い。空き家も何軒かあるかので，道路を朝ボランティアで掃いているんですけど，そのときも年少さんのお

子さんがお父様と一緒にボール遊びに来られたんですけど，公園はボールだめなんですけど，小っちゃいし，
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近所の方だしということで，やわらかいボールで遊ばれているんですけど，公園で遊べないから道路でボー

ル遊びをしようということをやっていたりとか。 

 そういうのをみると，年４回の清掃かもしれないんですけど，時期をみて，もうちょっと清掃を考えてほ

しいというのと，あと，清掃をした後にきれいになった公園を写真に撮って市に提出するんだと思うんです

が，帰られた後の道路は公園から出たごみがそのまま置いてあって，やっぱり清掃している方は暑いときと

か大変なんで，それ以上のことをいわず，近所の方が清掃，道路を掃いているという形なんですね。その清

掃袋も近所の方でみんなで分担してもらいに行っているんですが，ピンクの清掃ボランティア袋はＬしかサ

イズがないんですね。秋とかだったらサルスベリの木とかいろいろなのが道路に落ちるので，すぐいっぱい

になってしまうんですが，今の時期，Ｌ袋しかないと，何ヵ月も自宅に置いておいて，もったいないんで，

いっぱいになってから出そうねという形をとっているんで，もっとサイズがあったほうがいいなという，ご

めんなさい，主婦目線の小さい話なんですけど，そんなことが気になっています。 

 あと，６月ごろに，菊野台，品川道から１本，２本入ったところの住宅，高齢者の家でぼやがあったんで

すけど，そのときに品川道に消防車が６台とまりました。でも，道が狭過ぎて１台も中に入っていけません。

うちの隣の菊野台３丁目公園から消防団の手押しのポンプにホースをつけてもっていくんですけど，今度，

長さが足りなくて届きません。うちの前では５メーター以上の道路があるんですけど，奥に入ったところは

道路拡張があるのか，区画整理があるのか，防災のときの対応を何か考えているのか，すごく気になります。 

 最後に，これとは関係ないんですけど，市報をみていて，広告が入ったからか，調布に来て28年なんです

けど，昔に比べてすごくカラフルになってみやすくなって，あと，市長さんの「手をつなぐ樹」，あれも毎

回楽しみにみています。 

 以上です。 

○長友市長 

 定期的にもやっているんだと思いますが，すぐ対処しなければいけないものについては対応可能だと私は

承知していますので，それは間違いない。だから，後でちょっと確認させてください。菊野台３丁目公園の，

背が高くなっていて，美観だとか，危険性だとか，使い勝手がというんなら対応できると思います。後でち

ょっと場所を特定させてください。 

 袋のサイズに関しては，今までもいろいろいわれています。大きいのが便利だとか，やっぱり小分けにし

てもらいたいとか，いろいろありますので，今おっしゃったことも含めて，今後ともちょっと考えさせてい

ただきます。Ｌ以外をつくるんであればということを含めてですね。 

 それから，ぼやがあって，道が狭小なので，そこの消火活動に支障があったということに関しては，きょ

うほかの方にもお答えした中で申し上げたように，やっぱり市内でも本当に気になるところが幾つもあるん

ですね。東西南北いろいろあります。大変気になっています。先ほども申し上げましたように，だからとい

って幅の広い道を一気につくれるかというと，大勢の地権者の方に全部ご協力いただかないと，一気にそう
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はいきません。ただ，危険なところ，それから大きな車両が入れないところに関しては，手だては消防署，

消防団が協力して考えていることは間違いないと思いますので，これも地点を特定した上で，具体的に考え

られる範囲のことをお伝えしようと思います。よろしくお願いします。 

 市報については，カラー化したことに関してもいろんなご意見があるんですね。白黒だけでよかったとか，

いろいろあります。これも市民の多くの方のご意見をお聞きしながら考えていこうと思っています。よろし

くお願いします。 

○○○（菊野台３丁目） 

 ありがとうございました。 

○司会者 

 本日も大変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，本日はこれで終

了させていただきたいと思います。挙手いただいてご発言できなかった方，大変申しわけございませんでし

た。 

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

上げた事項につきましては，後日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。よろしく

お願いいたします。 

 また，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をお配りしているかと思います。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，本日挙手いただいてお話しできなかった方もいらっしゃったかと思いますので，そういった方には，

市長へのはがきを準備させていただいております。そちらにご記入してご利用いただければと思います。 

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

皆様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０時６分 

 


