
市長と語る会における市民の意見及び市長の回答
※場所は、各文化センターの名称です。

場所 市民の意見 市長の回答

1 中央
スポーツを観覧して楽しめるように、市民球場近くの広い駐車
場に総合体育館を整備してほしい。

市民球場傍の駐車場は、市庁舎の建替時の仮庁舎などの選択肢も含め、今
後、有効利用していきたい。味の素スタジアム近傍に都による体育館の計画
もある中、市立体育館については、中長期的な議論・計画の中で、検討して
いきたい。

2 中央
府中基地跡地に廃屋があるが、当該地を緑のまちとして提供
してほしい。

国立医薬品食品衛生研究所や国家公務員住宅の計画がなくなったことか
ら、都と協議して新たな方向性を出していきたい。用地費が膨大であることか
ら市で直接購入するのは難しい。

3 中央
テレビ広報において、各地域の情報を発信するなどの充実し
てほしい。

全体の方に見ていただくという趣旨と時間の制約とがあるが、できる限り工
夫をしていく。

4 中央 地域の人たちと連携して、もっと国体のＰＲをしてほしい。
市民や子どもたちに夢や希望や感動を感じていただく、府中に来ていただい
た方へのおもてなしで行ってよかったと思ってもらう、観光資源を楽しんでい
ただく、など府中をPRする絶好の機会として、取り組んでいきたい。

5 中央 総合体育館や郷土の森へのバスの頻度を増やしてほしい。
京王バスは採算を無視して運行することは難しい。ちゅうバスは交通不便地
域を対象にしている。総合体育館へのちゅうバス運行は、検討協議会による
検討や京王との協議が必要となる。

6 中央 道路へのたばこのポイ捨てが多いので、対策をしてほしい。
けやき並木を中心にポイ捨てのないよう啓発活動をしているがなかなかうま
くいかない。市としてもう尐しがんばっていきたい。

7 中央
事務事業点検において抜本的見直しとされた老人クラブ補助
金について今後どうするのか。

財政状況が厳しくなっていることから、事業の効率化を進めていくために事
務事業点検を行っている。補助事業の目的や金額の根拠などを原点に立ち
返って考える必要がある。全てを削減や廃止をするということではないが、趣
旨をご理解いただきたい。

8 中央
コミュニティ協議会の予算が年々減っているので考慮してほし
い。

委託金・補助金全部を削減や廃止をするということではないが、趣旨をご理
解いただきたい。

9 中央 早期に市庁舎を建替えてほしい。

土地をよい形にして現在の位置で市役所を建て替え、府中駅と府中本町駅
との人々の往来がよくなるようにする方向で市長と議会とで共通認識として
いる。市民にとって安心な建物として、遠くない時期に建て替えなければなら
ない。

10 中央 事務事業点検は職員がいろいろ考えるために必要だと思う。
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11 中央
教育委員会と都立高校との災害時の協定はよいことだと思
う。

災害時に子どもの安全確保に万全を期すために、小学生は保護者等への引
渡しを原則としており、その際に高校生に協力してもらう協定を結んだ。部活
動への協力なども含んだ多角的な協定としている。

12 中央
青尐年対策地区委員会はぎりぎりで事業をしている状況から
予算を減らさないでほしい。

青尐年対策地区委員会の活動はよく認識している。ご意見は承るが、聖域を
設けることは難しい。

13 中央 市の人口の適正規模はどのくらいだと考えているか。
市の人口は、２６万人くらいにはなると思う。将来予測は難しいが、現在はバ
ランスがとれていると思う。

14 中央 放課後子ども教室の今後のあり方をどう考えるか。
地域の人と協力して、放課後子ども教室を行っているが、学童クラブとの連
携事業の推進や新規ＮＰＯ団体の参加など様々な形を考えたい。

15 白糸台
狭あい道路・赤道の整備をする必要がある。ごみ収集車や救
急車が通れないがある。

狭あい道路を広げるには、建物の建替時などにセットバックするなどの協力
を住民にしてもらう必要があるため、簡単ではない。個別の道路は後で確認
する。

16 白糸台
都市計画マスタープランによる地域まちづくりの提言書を以前
出している。未解決の課題を進めてほしい。

長期間を要する内容もあるが、提言を基本としてまちづくりを進めていく。

17 白糸台
災害時に市長はどのような指示を出すのか。緊急時にどのよ
うな対応をとるのか。

災害対策本部を設置したうえで情報を収集し対応する。また、地域防災計画
の見直しをしているが、公は微力であることをお話しせざるを得ない。

18 白糸台
自主防災組織などで自分たちの取組をしっかりしていく必要
がある。

避難所の生活は厳しいので、自宅の耐震と、３日分の食料備蓄をしていただ
き、自宅で生活できるようにすることが望ましい。公の支援は限界がある。

19 白糸台
コミュニティ協議会の展示パネルが破損しているので、段階的
にでも取り替えて欲しい。

来年度に全部新しくできるかはわからないが、何らかの対応をとらないとい
けない。

20 白糸台
文化センターの使用料見直しや風呂の有料化を検討してはど
うか。

使用料はいろいろな方の意見を聞きながら適切に見直しをしたい。

21 白糸台
美術館などに多くの予算がついているが、見直しをして、住民
がボランティアで行っている文化センターの活動費を維持して
ほしい。

リサイクル、コミュニティ協議会の活動等に積極的に取り組んでいただく方策
は考えていかなければならないが、財政状況が厳しくなっている中、補助金・
委託金についても目的・根拠を再検討し歳入に見合った予算としていかざる
を得ない。

22 白糸台
放尃能の関係でどんど焼きが中止になって返金した。コミュニ
ティ協議会の計画事業が中止になった場合、その経費を別に
使えるようにしてほしい。

リサイクル、コミュニティ協議会の活動等に積極的に取り組んでいただく方策
は考えていかなければならないが、財政状況が厳しくなっている中、補助金・
委託金についても目的・根拠を再検討し歳入に見合った予算としていかざる
を得ない。
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23 白糸台
ごみ減量、リサイクルなどの補助金を一律削減するのはよくな
い。

リサイクル、コミュニティ協議会の活動等に積極的に取り組んでいただく方策
は考えていかなければならないが、財政状況が厳しくなっている中、補助金・
委託金についても目的・根拠を再検討し歳入に見合った予算としていかざる
を得ない。

24 白糸台
ごみを捨てられるので白糸台文化センター・第四小学校付近
の歩道の草刈りをしてほしい。

財政的な面で行き届いていない部分もあるが、ごみの不法投棄を誘発しな
いようにきめ細かく対応したい。また、ボランティア袋などを使って拾っていた
だければありがたい。

25 白糸台
市外在住の市職員も多く、災害時の緊急の対応に自主防災
が必要である。消火栓用の簡易ホースを防災倉庫に用意して
ほしい。

消火栓用のホースは、消防署の協力もいただいてある程度揃えていきたい。
自治会等の防災訓練での活用にも努めたい。

26 白糸台
世論調査で上位要望となっている防犯、防災の予算も一律削
減することは望ましくない。

財源不足のため７％シーリングをかけているが、できる限り防犯・防災への
影響が出ないようにしたい。

27 白糸台
学校の予算がなくて、切手も買えず、PTA会長が案内を配っ
て歩いたりしているので、学校の経費も考慮して欲しい。

実情を確認する。

28 白糸台
すずかけ公園なども草が多いが、草を刈ってもすぐ伸びるの
で、ラウンドアップのような害のない除草剤を使用したらどう
か。

研究する。

29 白糸台
ちゅうバスの路線変更をし白糸台６丁目のバス停を設けてほ
しい。

ちゅうバスは意見や要望が多いが、本件は持ち帰る。交通不便地域にコミュ
ニティバスを運行することが目的で、京王バスに９千万円の補助をしている
状況もあることから、市民の総意で決めていくことを理解いただきたい。

30 白糸台
建替構想もあるので、車返団地の都市計画の用途地域と固
定資産税の課税について見直しをしてほしい。

現時点の市の方針を変えるつもりはないが、いろいろな意見をいただいてい
ることは承知しているので、念頭において考えていきたい。

31 白糸台
高齢者が増えてきているので、道路の形態への配慮、自治会
運営の充実など尐子高齢化に向けた対策をしてほしい。

高齢者の孤立化への対策として、来年度新規事業を行う。自治会や商店会
への加入促進をしていきたい。

32 西府 西府町一丁目に防災倉庫がないので作ってほしい。
防災倉庫は、ある程度の広さで地域に置かせてもらっている。置けるようなら
考えたい。
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33 西府
コミュニティ協議会・老人クラブに対する補助金が減っている。
ボランティアで貢献している労力を数値化・金額化してもらえ
ば励みになるから検討してほしい。

収入が減っているため７％シーリングをしている。今後、協働を推進するため
の体制を作るが、ボランティアの試算もやってみたい。

34 西府
武蔵台で高齢者の孤立死の記事があったが、自治会、老人
会、民生委員など見守りをすべき者の横のつながりがないの
で、情報を共有する横断組織をつくってほしい。

高齢者支援課や地域包括支援センターが関わってきているが、高齢者の孤
立化への対策のひとつとして、来年度、新規事業の通報システムに取り組む
など、地域全体で高齢者の見守りが進むようにしていきたい。

35 西府
これから高齢者が増えるので、老人会も含め、高齢者の予算
を増やしてほしい。

現金給付は減らす方向にあるが、弱い立場にいらっしゃる方を確実に救える
ような事業に転換していく。

36 西府
自治会、民生委員、市などが高齢者の情報をつかんでいても
個人情報保護が障害となって共有できない。

災害時の要援護者については、本人の意思により共有できるような体制づく
りをしている。

37 西府 美観・防災のため、下草刈など崖線の管理をしてほしい。 崖線は大事に保全するよう管理していきたい。

38 西府
西府崖線を守る会、環境を守る会があって、農工大の学生と
一緒に活動している。

市内のいろいろな大学と連携することはもっとしていきたい。

39 西府
日新町４丁目５丁目からは、中河原駅、西府駅に歩いて２０分
かかる。また、ちゅうバス四谷循環は助かっているが、中河原
駅まで２０分かかるので、相互方向にしてほしい。

ちゅうバスは、交通不便地域の解消のため、現在の循環になり多くの人に利
用していただいている。相互通行は課題があるかもしれないので、研究す
る。

40 西府
小学校へ通う児童もいるので、日新町区画整理による道路に
歩道をつけてほしい。

組合、市、都の関係があるので、意見として承る。

41 西府
高齢化や地方からの集客などを考えると、熊野神社古墳展示
館に駐車場を用意してほしい。

多くの市民から駐車場の意見は伺っているので、すぐには整備できないが、
土地の買収や敷地を広くすることなどを進め、来場者が来やすい状況になる
ようにしていきたい。

42 西府 不妊治療はとてもお金がかかるので、補助をしてほしい。
すぐに市で支援するのは難しいが、国や都に要望したり、他の市長とも相談
したりしたい。

43 西府
育児ストレス等から親子を守るために保育所に入所しやすくし
てほしい。

この１０年くらいかなり保育所の新設などをしてきたが、０、１、２歳は狭き門と
なっている。４歳以上は空きとなっているので、これから保育所をどんどん増
やすことはできないが、一時預かりなどの多角的な取組が必要と考えてい
る。

44 西府
自主グループの活動で防災グッズの申し込みを受けたが、水
と携帯トイレが多かった。

防災倉庫への備蓄などの意見も頂くので、参考とさせていただく。
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45 西府
（桜まつりにおいて）府中公園の水道の蛇口が押す方式で使
いづらい、排水もつまりがちである。

蛇口は子どもが遊んだりするのでそのような形態になっていると思う。排水
は調べる。

46 西府 野川公園の井戸など、災害時に活用してほしい。 保健所の関係などがあると思われるので、研究する。

47 西府 西府駅の地下道は、老人や子連れの自転車に使いづらい。 踏切を設けることはできない。なにか対応策を考えたい。

48 西府
西府文化センター前公園か文化センターの壁に時計を設置し
てほしい。

検討する。

49 西府 西府駅に自転車の乗れるエレベーターはつけられないか。 意見として承る。

50 西府
西府駅に近い住宅地にレンタルボックスが出来たが、中身が
わからないと爆発物等の心配があるので規制できないか。

一応、市に届けることになっているので、確認する。

51 片町
矢崎町１－３２のところに連続して信号が二つあるが連動して
いない。わずか５０ｍのところなので、連動すれば車通りがス
ムーズになる。信号無視も多い。

警察に話をする。

52 片町

御殿坂を下から上っていった元のヨーカドーの交差点のところ
で、府中本町駅方面へ左折しようとする車があると、１車線の
ため後続車が止まって渋滞になる。センターラインのところに
ある安全地帯を取り除いて３車線にすればよい。

府中街道は、稲城大橋の無料化・高架化や新小金井街道の整備で渋滞が
かなり減ると思っている。南多摩駅の踏切が高架になることでも渋滞の緩和
になる。また、機会をみて都に要望したい。

53 片町

府中街道が市民球場のところで、道路の拡張ができていない
のでとっくりの蓋みたいな形になっている。そこの交差点は右
折禁止になっていて、間違って右折してしまうと警察に捕まっ
てしまうので、なんとかしてほしい。

まだ拡幅にご理解をいただけていない場所があるので、もう尐しかかるが連
続した広い道になると思う。拡幅されたら右折が可能となる。

54 片町

矢崎町の真ん中に一方通行の道があり、３０年前頃拡張する
ということで地図ができていたが、進んでいない。府中街道と
つながるところだけでも改修工事ができればいいと思う。下水
道がついていないので、雤の日も水溜りだらけになる状況で
ある。

新しい住宅はセットバックしているので、時期を見て解決したい。

55 片町
本宿小の前は対処してもらったが、学校のそばの道路に学校
があるという案内表示をつけるなど、子ども達を守るような対
策をしてほしい。

対応すべきところはしっかり対応する。スクールゾーンが必要なところであま
り交通に支障がないようなところも善処していきたい。
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56 片町
イトーヨーカドーがなくなったことに不便を感じている。府中本
町駅活性化のために大型スーパーの誘致を考えてほしい。市
の玄関口であるので開発してほしい。

府中本町駅、分倍河原駅、北府中駅は手直しが必要と考えている。府中本
町駅は遺構があるので、スーパーは難しいが、にぎわいを醸し出せて、他の
町から来た人や市民が歴史を感じてもらえるようなものを作ることを検討協
議会で協議している。

57 片町
分倍河原駅及び周辺を、行政で主導して整備してほしい。資
金面は、京王・ＪＲの民間開発がよい。

震災への耐久力や１か所の改札口への利用者の集中などの問題がある。
地権者の方の自主的な取組を整理していく必要があり、中長期的に取り組
んでいかなければならない。

58 片町
分倍河原駅近くにサミットができて便利になったが、交番があ
るとよい。

当時、要望があったのは知っている。機会をとらえて継続的に警察に伝え
る。

59 片町
分倍河原駅を下りてすぐ日電のところに行く道で、西の方から
ガードをくぐってくると、サミットの方から来る車が京王線の盛
土で見えない。安全を考えると信号等があればいいと思う。

都市計画道路だが、なかなか計画通りに進まない。信号をつけることは難し
いが看板などの工夫をしたい。

60 片町
定年で仕事を辞めた時に、地方税残高支払の催促の通知が
来たので市役所に行ったが、税金の話以外の話は一切な
かった。健康保険や年金の案内があったほうがよい。

窓口対応は丁寧にするよう指導していきたい。

61 片町

自治会で公園の掃除をしているが、植込みの中に空き缶が捨
てられたり、弁当を置いていかれたりしている。市に草刈りの
お願いをしてきたら、予算がきびしいと言われたので、なんと
かみんなでやりくりしたいと思っている。

市でパトロールをして不法投棄などにはスピーディに対応するようにしてい
る。気づいたところは皆さんで対応してもらえるとありがたい。目に余るところ
は言っていただければ素早く対応する。

62 片町
分倍河原の東側、高安寺の西側の通りの車通りが激しく、曲
がりくねって狭い。また、踏み切りで人が溜まると危ない。もう
尐し良くするような計画があるのか知りたい。

この道も心配しているが難しく、全体的な構想を練り始めなければならない。

63 片町
防犯・防災・交通・文化センターのような公共事業的なものと、
芸術文化団体のような趣味の世界のようなものが一律削減と
いうのはおかしい。

福祉経費など一律カットできないものもあるが、補助金等については原則
７％カットとしている。補助金の金額の妥当性の査定をしていきたい。

64 片町
会議で配付される冊子は質素にしてよい。置かれているパン
フレットやチラシも消化されていないと思うので、調査して減ら
せるものは減らして、浮いたお金を各事業に当ててほしい。



市長と語る会における市民の意見及び市長の回答
※場所は、各文化センターの名称です。

場所 市民の意見 市長の回答

65 新町
府中の森公園や郷土の森への移動、また文化センターへの
移動のため、東八道路にちゅうバスを走らせてほしい。

国分寺駅と府中駅、武蔵小金井駅と府中駅の間を路線バスが通っており、
新町地域は交通不便地域ではないという認識をしている。また、議会での陳
情の採択は重く受け止めている。皆さんの声を踏まえ、路線バスだが府中
駅、北府中駅、東八道路、美術館などを通るコースの検討を市と京王バスと
でしているところである。

66 新町
（会場の人たちへ向けて）新しくバス停をつくるときには、皆さ
んの協力をお願いしたい。

67 新町 関東医療尐年院跡地に防災公園等を設置してほしい。
地域の皆さんとともに、今後のまちづくりについて考えていきたい。また、効
果的な機会を捉え、国に対して、住民の要望を強く伝える。

68 新町
有事のとき使用できるように、消火栓の所在地の確認と管理
をしてほしい。

消防団が確認をしている。蓋が重く、開けるための道具が必要なので、慣れ
ていない方は開けないでほしい。

69 新町
防災に対して行政としての役割をどのように考えて実行してい
くのか。

公助はかなり遅れてくることになると思うので、自助、共助を皆さんにお願い
したい。災害対策に強い組織を作り、防災計画を見直し、市民への発信を
しっかりしていきたい。

70 新町
災害発生時に、場所によっては防災無線が聞こえない。災害
を周知するためにどういった取り組みをしているのか。

風向き、家の向き、高層建築物の影響などで聞こえづらいところがあることは
認識しているが難しい。J-ALERTはしっかり取り組んでいく。市として様々な
要望への対応をしつつ、官民一体で進めていきたい。

71 新町 街路灯の点検と管理をお願いします。 不具合箇所のご指摘をいただいて、担当課ですぐに解決するようにしたい。

72 新町
自治会長と語る会の回答で小中学校にマンホールトイレが必
須であると回答があったが、設置されていない。

予算の関係もあるが、できるだけ早めに進めたい。

73 新町
小学校の見守りボランティアをしているが、下校時間が変わる
場合は連絡をほしいと頼んだら人手が足りなくてできないと言
われた。

きちんと伝達する方法を模索する。

74 新町
夏休みの見守りボランティアについての通知が昨年はあった
が今年はない。

いつもボランティアとしてお手伝いいただいているので、顔の見えるやりとり
をする必要がある。

75 新町
初期活動への対応のため、消火栓を地域の人が使用できる
ようにすべきである。

市としてはありがたいお話である。市長と語る会を重ね意見をいただく中で、
今後の事業展開を考えていきたい。

76 新町

生涯学習センター前、新小金井街道に通じる片側だけの車線
で工事が中断されていて、小金井方面から来る車が一方通
行路を高速で通り抜けています。通学路の子ども達が心配で
すので、もう片側も工事してください。

今年度は埋設物の協議に時間を要している。２５年度中に完了したい。



市長と語る会における市民の意見及び市長の回答
※場所は、各文化センターの名称です。
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77 新町 新宿山谷公園の標示板を風雤に強い材料で作ってください。
ボランティアで公園の清掃をしていただいて感謝申しあげる。看板は予算が
確保できたら設置する。

78 新町
高齢者は文化センターなどの施設が遠いので、公会堂の補
修に力を入れてほしい。

決まったルールで公会堂に補助をしているが、全部一度には対応できない
ので、早めに市に相談してもらいたい。

79 新町
街路樹の剪定や除草をしっかりやって下さい。プラタナスなど
は落ち葉前に剪定してほしい。

予算が厳しい状況があるが、街路樹の剪定などはきめ細かな対応が必要だ
と思う。

80 新町
ごみ袋が他市に比べて高い。有料化されてからどう変わった
か知りたい。

４０L袋で小金井市が府中と同じ８０円、調布８４円、三鷹７５円などの状況と
なっている。無料の市も今後有料化される。売上はごみ処理に使っている
が、余剰が出れば環境対策などに使う環境基金に積み立てる。

81 新町
学園通りは横断禁止となっているが、守れない人が多く特に
いなげやが出来てから反対側へ渡る人が多い。清掃車でご
みの回収員が反対側へ渡りゴミ集めをするのを見た。

有効な手がないかもしれないが、注意喚起の手段を検討する。

82 新町
自宅の庭に生ごみを埋めることができる人は、そのようにす
れば、ごみ減量になる。

83 新町
一人暮らしの高齢者が急に倒れ動かなくなり知らせることも出
来なかったら、と心配しています。よい方法を検討願います。

平成２５年度の新規事業として、高齢者に器具をお貸ししてやりとりをするよ
うな仕組みを導入し、地域全体で高齢者の見守りが進むようにしていきた
い。

84 住吉
地域のコミュニケーションでまちづくりの幅が広がるので、市
長の公約を支援していきたい。

来年度に市民協働推進本部を設け、市民とともに考えていく体制を作ってい
きたい。

85 住吉 公共施設マネジメントの取組はどのように進んでいるか。

公共施設の老朽化が一気にやってきて維持管理に年間６０～７０億円かか
るようになる。そのため新たな施設は考えられないが、給食センターと市庁
舎が耐震性が低いので計画的に整備を進める。行政管理部を設け、その中
に施設のあり方を横断的・専門的に計画する課を設ける。また、文化セン
ターの業務のあり方を検討する市民参加の協議会を設ける。

86 住吉 市庁舎が万が一つぶれた場合、資料はどうなるのか。

コンピュータの次期基幹システムにおいて、データを管理業者のところに置
いておくので、システム構築を急ぎたい。現在は、ホストコンピュータのバック
アップデータを２日に一度、東京都外の業者に保管しているため、業務に支
障はない。

87 住吉
中河原駅前歩道橋が高齢者とって負担なので、平面で渡れる
ようにしてほしい。

歩道橋にエレベーターをつけることはできない。また、横断歩道にする場合
は事故のことを考えなければならない。みなさんからそのような声があること
は承知している。



市長と語る会における市民の意見及び市長の回答
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88 住吉
地元にごみを拾う人がいるので、不法投棄のパトロールは不
要ではないか。

公園や土手に不法投棄が多く、放置されたままのところもあるので、パトロー
ルしている。熱心に活動されている方がいることも承知している。

89 住吉 矢崎町芝間通りにちゅうバスを通してほしい。
ちゅうバスは、交通不便地域を通すことになっており、道幅や駅との距離、京
王との協議などで路線を設けることになる。

90 住吉
ダストボックスは便利だった。有料ごみ袋の収益はどうなって
いるか。

皆さんに協力いただき、ダストボックスからの移行がスムーズに行われたこと
は感謝している。ごみの量が減って処理経費が尐なくなってきているので、ご
み袋の収入は、環境対策などを行う環境基金に積み立てる。

91 住吉 文化センターへの民間活力の検討とはどういう意味か。

文化センターのあり方を検討していく中で、公務員でないとできない仕事でな
ければ民間にお願いし、削減できた経費でほかを充実することを考えていき
たい。コミュニティ協議会など地域の皆さんに何らかの運営をお願いすること
で協働が進むことが考えられる。

92 住吉

公園の遊具がなくなって広くなったが、ボールの使用が禁止さ
れていて、子どもを遊ばせることも尐なくなっている。子どもた
ちが元気に遊べる公園として有効に活用できるようにしてほし
い。

危険な遊具は外していく。また、近隣との兼ね合いからいろいろな禁止があ
るが、よく見直して、公園が有効に使われているかを考えなければならない。

93 住吉
多摩川衛生組合の焼却炉も老朽化するので、郷土の森あた
りに作って廃熱利用で温泉にしたらどうか。

多摩川衛生組合の焼却炉が老朽化した場合も現在の場所がよいと思う。

94 住吉
非常時に防災行政無線を使うが、伝達されるか不安である。
朝日新聞で国が非常時伝達のモデル事業を立ち上げたと
あったが、府中はどうか。

自宅前に高層建築物があるなど、それぞれの家庭の状況で防災行政無線
が聞こえづらいという意見は聞いている。また、民間事業者から防災行政無
線を聞くことができる家庭用の器具の案内があったが、そのようないろいろな
方策が出てくると思っている。新聞記事は、何らかのことを求められていたか
調べる。

95 住吉
大きな自治会には防災倉庫を整備してほしい。公園には設置
できないと言われ、どうしようかと思っている。

防災倉庫は自主防災組織にあるが、自主防災組織のないところもあるので、
文化センター圏域ごとに自主防災組織を作り防災倉庫を置くようにするのが
よい。場所は市の公園などを貸し、倉庫は予算が用意できれば市で、倉庫の
中身は自主防災組織で用意してもらうことを考えている。

96 住吉

緊急時に文化センターに避難してくる人は多いと思うので、あ
る程度の備蓄が必要だと思う。避難時の女性ならではの配慮
が必要なので、対策の話し合いの場に女性を入れてほしい。
遺体の安置所まで想定して計画してほしい。

文化センターのあり方や女性に配慮した運営の仕方などを含めて防災計画
を練り直していく。



市長と語る会における市民の意見及び市長の回答
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97 紅葉丘
朝日町３丁目の調布基地跡地（人見街道と外語大の間）をど
のように活用していくのか。

国の土地であり、国家公務員住宅などの計画がなくなったため全体を国が
売ることになると思うが、商業ゾーンとして地域の活性化につながり利便性
が高くなるような施設が来ることを望んでいる。また、警察大学校の東側に学
校給食センターを作り、合わせて隣に消防署出張所も移す予定である。

98 紅葉丘 二枚橋の状況はどうなっているか。
二枚橋は、府中、調布、小金井、二枚橋衛生組合の４者がもっている。府中
市の予定はないが、それぞれの団体で検討しており、すぐにどうなるというこ
とは言えない。

99 紅葉丘

人見街道の南側の若松小と十小の学区域の境に住んでいる
が、十小の子どもたちの登校風景を見ていると、野溝緑道を
南下して浅間山通りまで出て斜め北に狭あい道路を歩いて遠
回りしている。人見街道が狭いので通学路に使えない。

遠回りになって子供たちに面倒な思いをさせているかもしれないが、まずは
安全なところを通ることに徹していくしかないと思う。人見街道には解決しな
ければならない課題があるし、多磨駅北側の都市計画道路も見通しが立た
ない。地域の皆さんにご理解いただいて、学校が新たになる機会に子どもた
ちが安全に通学路を通れるように見直したい。

100 紅葉丘

公園や歩道への過剰とも思われる低木の植栽をなんとかして
ほしい。人見街道から甲州街道までの浅間山通りがけやきと
つつじの植栽で歩道が狭くなっていて危険である。東保育所
の通りの野溝緑道もつつじで狭くなっている。東保育所隣接
の若松町公園も植栽が多い。

人の通行の安全を妨げるほどの植栽であれば考えなければならない。支障
があればすぐに対処する。

101 紅葉丘
府中基地跡地への食品衛生研究所の移転がなくなった事情
を知りたい。研究所や大学は都市の文化度を表すと思うので
残念だ。

世田谷区の施設が老朽化し手狭になったので国が府中への移転を決めて
いたが、市民からの反対意見もあり、川崎に移転することになった。国家公
務員住宅の移転もなくなり、当該地の計画は白紙となっている。買うには多
額を要するので東京都と相談しながら進めたい。

102 紅葉丘
多摩霊園や武蔵野の森公園、浅間山公園、府中の森公園な
ど、隣接市と協調して緑を大切にしてほしい。緑を破壊するよ
うな道路計画は縮小してほしい。

地域の利便性と環境のために、あんず通りを人見街道から先の東八道路ま
でなんとかしたい。その先の公園まで通過することは小金井市民も望んでい
ないと思う。はけもあるので十分に意見を承る。また、府中基地跡地も、都の
公園として整備していただくよう要望したい。

103 紅葉丘

あんず通りが東八道路まで道路が広がると聞いたが、交通量
が多くなる心配がある。多磨町から１０小へ行く通学路も不安
がある。自転車事故が多いため、子どもが安心して通れるよ
うな、自転車専用道路もつくったらどうか。

いろいろな制約がある中で道路を作っているが、自転車は車道を通ることに
なっており可能な限り自転車専用帯を設けるようになるので、あんず通りに
ついても十分考えていきたい。
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104 紅葉丘
初期消火のため自主防災として消火栓の使用を許可してほし
い。

消火栓の蓋が重く怪我をする恐れがあるため、現在は消防署や消防団で初
期消火を行うこととしている。しかし、大規模災害のときに自主的な消火活動
をどのようにできるのか方向性を考えたい。消防署や消防団を呼び効果の
ある訓練をしてもらうことが地域の防災度を高めると考えている。

105 紅葉丘
訓練で使ってみたが、水の圧力が強すぎて５分ともたなかった
ので、ちょっと無謀だと思う。消火栓は無理だと思う。

それも含めて研究したい。

106 紅葉丘
朝日町の歩道の幅が、植栽のために狭い。約５０ｃｍしかな
い。剪定してもまだ狭い。車椅子、児童が車道を通る状況であ
る。

緑は大事だが、５０ｃｍだと車椅子が通れないので、その場所を職員が確認
する。

107 紅葉丘
多磨駅の近隣の人口が増えており、時間によって混雑するの
で東西両方に改札をつくる必要がある。踏切も広くしないと事
故のもとになる。

多磨駅の整備を西武鉄道に要望している。西側の整備など解決すべきこと
があるので承知しておく。

108 紅葉丘
朝日町は震災の際に避難所が遠い。高齢者が多いので、近
い文化センターや公会堂に防災用のなにかを設けてほしい。

一時避難場所は小中学校だが、文化センターのあり方や文化センター圏域
の自主防災のあり方を検討協議会や防災計画の見直しの中で検討する。学
校に行く前に近くの公会堂などで近所の人たちが一度会うように話し合いが
できていると心強いと思う。

109 紅葉丘
ポイ捨ての状況が、特に外国語大学と警察大学校の裏の空
き地が多い。以前のように清掃の日を設けて意識を高めたら
いいと思う。

啓発が必要なので考えていきたい。

110 紅葉丘
予算の削減が進んでいるが、３０年続いたコミュニティ協議会
をこれからどういうふうに続けたいと考えているか。

災害対策やまちの発展を考えるとコミュニティ協議会はさらに重要であると認
識している。文化センター圏域ごとにそれぞれの課題を把握し拠点として進
めたい。来年度、文化センターのあり方について専門家も交え議論をし提言
をいただく予定である。市の組織も変更し、市民協働推進本部を設ける。

111 紅葉丘
多磨町行きのちゅうバスと多磨駅行きのちゅうバスが、府中駅
のバス停が同じで近い時間で運行するため紛らわしい。

工夫してみる。

112 紅葉丘

老人会で使用している市バスの廃止の話を聞いたがどうなの
か。また、市バスには旅行会社の人を乗せてはいけないと言
われているので、バスの後をついてくる旅行会社の車の分の
ガソリン代等を支払わなければいけなくなっており、どうにか
ならないか。

廃止の話はない。
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113 紅葉丘
ちゅうバスの運行を１０分間隔にしたり、時間延長をしてほし
い。

ちゅうバスは、年間９千万の補助をし運行している。バスの台数や運転士の
勤務時間にも関わってくるので、乗客が増えて売上が上がる見込みなどを事
業者と相談する。

114 紅葉丘
井戸のある家を調べて水質管理をして、災害時に飲み水とし
て使えるようにしてもらいたい。

災害時に飲むのは難しいが、別の用途で使えるかを検討する。

115 紅葉丘 今後「市長と語る会」を定期的に開催するのか。
いろんな団体とも実施していきたいと考えているので、来年も同じ形にはなら
ない。コミ協は拠点と考えているので任期中にもう一度開催したい。

116 押立
この辺りは幼稚園はたくさんあるが、保育園は共稼ぎの夫婦
が預けるには狭き門だと聞いた。改善してもらえるのかどうか
を聞きたい。

待機児童は、全国で社会問題になっている。女性の社会進出やリーマン
ショックの影響で急激に保育所の需要が増え、追いついていけない状況に
なっている。０～２歳の待機児童が多いので、保育ママや認証保育所にも取
り組んで設置をするようにしている。将来の人口動態や国で検討している子
ども子育て新システムをよく見ながら進めたい。

117 押立
高齢者の問題がこれから大きな問題になると思うが、市として
どのように考えているのか。

府中は多摩地域の中では高齢化率は低い方から２番目である。ただ地域に
よって差があるので、要援護高齢者を地域で見守る体制ができていること、
介護保険の申請が円滑にできるように事務の流れをしておくこと、元気な方
が元気であり続けるように健康推進事業をすることを考えていきたい。２５年
度は新たな事業として高齢者に器具をお貸しして緊急時に情報を伝わる仕
組みを始める。

118 押立
若い人達が積極的に府中市に入ってくる施策をどのように考
えているのか。

不動産業者からは若い世帯が府中を選んでくることが多いと聞いている。子
育てしやすい環境を維持するために、公園などの緑を保全すること、保育園
のほか小中学校の教育を充実すること、大きな事業所に府中にとどまっても
らい地域経済の活性化につなげることを考えている。

119 押立
ちゅうバスが３０分に１本になったので利用者が増えている。
時間を１時間ほど早めてほしい。

事業者への補助金を年間９千万円出している。時間を延ばすことで車両や
運転手にかかる経費が増えるので、売上が上がるようであればよい。ぜひ、
たくさん乗っていただきたい。

120 押立
文化センターの建替えがあるが、震災等があった際にはここ
が拠点となるので、１年も１年半もかけずになるべく早くやって
ほしい。

文化センターが地域の拠点になるので、できるだけ早めに作る。



市長と語る会における市民の意見及び市長の回答
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121 押立
菜園の数が減ってきている。高齢者の元気のもととなっている
菜園はどうなっていくのか。

農地が毎年減尐しており、維持することが難しい。市で生産緑地を購入して
市民に貸しているところもあるが、土地の購入は巨額を要する。農家に農地
を残していただいて市が借りてお貸しするようにできればよいが、難しい。

122 押立

押立町２－２６あたりの急カーブが狭くて、バスなどがセンター
ラインをはみ出したり、歩道に乗り上げたりして危ない。ガード
レールが邪魔になっているので、部分的にはずせばバスも通
れるのではないか。スピードが出ないようにする方法があるの
ではないか。通学路になって歩道も狭い。

場所の確認をする。バスの通行に滞りがあればなにか考えなければならな
いが、ガードレールが歩行者の安全確保の唯一の方策ならば外せない。

123 押立
他市では防災のパンフレットが各家庭に配られていたが、平
素から一人ひとりが意識を高めるようなＰＲ方法として市が考
えていることがあるか。

防災マニュアルを全戸配布しているが、防災計画の見直しもするので機会を
見てPRをしていく。市の組織の変更もして防災担当課のリーダーシップを発
揮しやすくするので、息長く考えていきたい。

124 押立
市は建物を各個人でつぶれないようにしてほしいと言うが、個
人でやるには限界がある。補助金を出して援助するような考
えがあるか。

予算に限りがあるが木造住宅の耐震診断や耐震改修に補助金を出してい
る。避難所に行かなくて済むのが一番良いので３日分の食糧の備蓄をお願
いしたい。

125 押立
街の消火器の配置に偏りがある。設置基準はあるのか。均等
に分散するなり撤去するなりしたらいいのではないか。

基準は把握していない。よい指摘をいただいた。

126 押立
ごみの分別に力を入れており、ペットボトルキャップがすごく溜
まるが、回収場所が尐ない。もっとたくさん設置してほしい。

すぐ担当の課に連絡する。

127 押立 ペットボトルのリサイクル工場は府中市にはないのか。

128 押立
（参加者から）行政は回収をするが、再資源化はメーカーの役
割である。

129 押立 ペットボトルの回収場所をたくさんお願いします。 はい。

130 押立
たばこ税が１３億８千万円の市の収入になっている。もう尐し
分煙の場所を増やしてほしい。寒くなると外はつらい。

受動喫煙の健康被害が多くの市民から指摘されているので、うまく分煙でき
るようにしたいが、公共施設の中での喫煙は市民の賛同が得られない。

131 押立

稲城大橋が無料化され、コープ野村マンションのところの出入
りについて日頃困っている。押立町１－３６辺りの交差点に前
から信号・横断歩道を設置できないかと言っているが、制約が
あってできないと言われる。いつ事故があってもおかしくない
し、実際小さい事故は起こっている。

市で既に警察に要望しているかもしれないが、していないようなら要望する。



市長と語る会における市民の意見及び市長の回答
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132 押立
かぜのみちは、府中市だけ右側通行の看板を立てるように
なったが、近隣市と協調はしないのか。また、暴走自転車をど
うにかしてほしい。

過去の事故をきっかけに府中市は警察から道路交通法を適用しようというこ
とになった。他市は決まっていないので、歩調を合わせるように協議に入っ
た。市長への手紙での指摘も多いので、警備員をたててお願いをするしかな
いかなと思う。

133 是政
スマートインターチェンジ工事の工事用の囲いがあるがトンネ
ルを車で通るときに見通しが悪く危険なのでなんとかならない
か。（是政２－２６あたり）

府中市も関わっている工事なので、担当課に連絡する。

134 是政

提供公園の是政河原公園の南側は、１．７～１．８ｍの高木と
なってて間口がせまいので見通しが悪く危険である。市に連
絡したら剪定したが、入口から２ｍくらいの範囲は低木にして
ほしい。

中木まで成長する木を植えると最初は低木でも大きくなる。担当課と話す。

135 是政 スマートインターチェンジの進捗状況はどうなっているのか。
一部反対の声もあるが、国、都、市、中日本高速道路株式会社で設置の決
定をしているので、事業を進める。市では取付道路を市道として設置するの
で土地の買収に入っている。

136 是政

中央文化センターのひばりホールを利用する際、着替えのた
め大広間とか空いている部屋を利用させて欲しいと言ったとこ
ろ、有料で別の部屋を借りるように言われた。何とかして欲し
い。

一時的であれ使用するわけで、決まりの中でのことなので難しい。

137 是政
（参加者から）施設はいろいろな利用者がいるので、ルールに
基づいて使わせていただく。ルールの運用ができるのなら話
し合いで。

138 是政
公立学校でNHKなどの時間を利用してほしい。テレビを見るだ
けでなく参加できるようにしてほしい。

教育委員会に伝える。いろいろ意識してカリキュラムを組んでいるはずだが、
足りない部分があれば伝えて見守っていきたい。

139 是政
大学や財団法人などの活動との連携を模索し、子どもが自分
から興味を持って勉強できるきっかけを増やして、教育の水
準を上げるようにしてほしい。

教育委員会に伝える。いろいろ意識してカリキュラムを組んでいるはずだが、
足りない部分があれば伝えて見守っていきたい。

140 是政

外国人の英語の先生は、言葉が丁寧な方を選んでほしい。学
校で俗語や変な英語を教えてもらいたくないです。日本語は
話せなくても、人を敬う英語を使ってらっしゃる方に来ていただ
きたいです。

教育委員会に伝える。いろいろ意識してカリキュラムを組んでいるはずだが、
足りない部分があれば伝えて見守っていきたい。

141 是政 理科の実験をもっと増やしてほしい。
教育委員会に伝える。いろいろ意識してカリキュラムを組んでいるはずだが、
足りない部分があれば伝えて見守っていきたい。

142 是政
自治会、老人クラブ、民生委員などのいろいろな団体の類似
の活動を見直して、連携をとって活用する必要がある。

それぞれの内部でしっかり議論をしていても、市民のニーズになると似たよう
な事業やイベントになってしまう。提案していただいたことを踏まえ、見直して
いきたい。また、市民との協働のまちづくりを進めていくために市民協働推進
本部を作り、文化センターを地域の拠点として充実する。



市長と語る会における市民の意見及び市長の回答
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143 是政
美術館に行くとき、公園側から行くと案内表示板がどこにある
のかわからず、迷ってしまった。

東京都の公園を借りて美術館を建てているので、都と相談する。

144 是政
敬老の日のお祝いでもらった美術館の招待券が当日のみな
ので、３回目の記念大会の終了後だと開館時間内に間に合
わない。

わかりました。検討します。

145 是政
大地震で多摩川の上流のダムが壊れたらどのように避難する
のか。

ハザードマップとして想定しているものがある。また、防災についてよりリー
ダーシップを発揮しやすい組織に変えるとともに、防災計画を見直すので、
市民によく知っていただく機会を設ける。

146 是政
女性センターの活用度が低いので中央部に移転してはどう
か。

女性センターを移動するのは難しいが、くるる内の「たっち」で子育て支援等
の相談を受けている。また、府中駅南口再開発において協働の拠点を作る
中で女性センターの機能を尐し持たせることができるかなと思う。気軽に相
談や意見交換をする場所は作りたい。

147 是政
郷土の森にある釣り堀の利用期間が短くなったが、ただ管理
上の問題というだけで明確な理由がわからない。１か月でも
利用可能期間を延ばしてもらえると助かる。

人気があることは知っている。明確に答えられないので持ち帰る。

148 是政
新小金井街道の延長が完了すると交通量が増えると思うが
対策はどうするのか。八小の子どもたちが通る。

交通安全対策は万全を期さなければならない。道幅には余裕があるが、安
全に通行してもらうような啓発活動をする。

149 是政
かぜのみちが舗装されていて、自転車が高速で走るため危な
い。

府中市は道路交通法を適用する道としており、関係市で共通のルールづくり
を始めた。自転車は市外から来る人が多いので、スピードを出さないように
周知・注意していきたい。

150 是政
古い分譲地には立派な掲示板があるが、新しい団地には広
報掲示板がなくて不便である。設置助成がないこともあり、掲
示板の見直しをしてほしい。

まちの拡大に掲示板の拡大が伴っていないので、よく検討する。

151 是政

日赤の募金が自治会にきたときに、市役所か文化センターの
窓口で勤務時間内にと言われた。募金に限らず時間外に例
えば封書で預かるなど簡易的に受付手続きができる仕組みを
考えてほしい。

役所仕事になっているが、公務員が携わらなければならない仕事があるの
で、尐しでも進められないか考えてみたい。

152 是政 是政交番の前の道に名称がないが、だれがつけるのか。
都道なので都が名前をつけるが、未完成の道路のため名前がついていな
い。

153 是政
多摩川河川敷が避難場所になっているがダムが壊れたとき
は危険ではないか。

ダムが壊れたときは多摩川河川敷に避難することは誤り。一時避難場所は
学校としている。また、それぞれの家で過ごせるように家具転倒防止や３日
分の食糧の備蓄、火災が発生しない対策をしてほしい。木造住宅の耐震診
断、耐震改修の補助金を予算化する。
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154 武蔵台
コミュニティ協議会の委託料が年々減額されている。２５年度
はなんとかなるが２６年度以降も続くと事業の遂行が難しくな
るので、考えてほしい。

平成２６年度以降の財政見通しも厳しい。市民活動に意欲がなくなるような
予算にはしたくないという気持ちはある。専門家を含めて協議会を設け、文
化センターの活動のあり方を検討するなかで、できるだけ皆さんの期待に応
えられるようにしたい。

155 武蔵台
コミュニティ協議会予算の提出までの期間が短い。考える時
間がとれるように期間を延ばしてほしい。

市として改善しなければならないので指示していきたい。

156 武蔵台
AEDが文化センターなどに設置されているが、朝の通勤時の
交通事故などにも対応できるように公会堂に設置してほしい。

AEDは、施設内にいらした方の心肺停止時に使っていただくことを第一にし
ているが、提案について考える。

157 武蔵台
武蔵台小学校前の歩道がせまくて通学時・雤天時に危ないの
で、拡張整備の取組を教えてほしい。

９月補正予算を計上したので、今年度中に工事に入る。

158 武蔵台
武蔵台三丁目は文化センターまで遠いので、近くの公園に災
害の備蓄と災害用トイレを設置してほしい。杉並区ではベンチ
がトイレになる。

武蔵台三丁目の防災倉庫の状況を調べる。基本は自主防災組織ごとだが、
自治会で置いているところもある。皆さんで管理できるような組織があるとあ
りがたい。中学校にマンホールトイレを設置しつつあるが、公園全部は難し
い。

159 武蔵台
武蔵台三丁目は文化センターまで遠いので、現行のちゅうバ
スを大回りして通してほしい。

ちゅうバスは交通不便地域を解消するために運行しており、武蔵台三丁目が
交通不便地域に当たるかがまず一つである。また、年間９千万円の補助をし
ており、売上が上がるかがもう一つの問題である。検討協議会で議論して方
向性を定めて事業者と話し合いをすることになるが、武蔵台三丁目が特別な
位置にあることは認識しているので、機会をみていろいろ考えていきたい。

160 武蔵台
（参加者から）ちゅうバスは武蔵台三丁目に必要ないという人
もいた。

161 武蔵台
コミュニティ協議会で行うもちつき事業のもちをみんなにふる
まえないので、保健所に働きかけてほしい。

何か口にしてお腹を壊した場合も、すぐに責任の所在を追及されるような難
しい時代になっている。現状については調べてみる。

162 武蔵台 西東京警察病院跡地の利用はどうなっているか。 国分寺のエリアが多く情報がないので、調べて何かあればお知らせする。

163 武蔵台
武蔵台尐年野球場は春から夏にかけて砂埃がひどいので散
水装置をつけてほしい。

都の土地を借りている場所であるが、一部を都から購入したので、どのよう
にできるか中期的に考えていきたい。

164 武蔵台
自治会の人数が減り活動もあまりできていないので、共助、
防災に不安がある。活性化やつながりのためのいい方策がな
いか。

府中市は自治会へ７割近く加入してもらっているが、増やしていくのは難し
い。災害の発生を想定したときに防災訓練などをきっかけになんらかの取組
ができれば支援していきたい。そのためには防災倉庫などなんらかの道具も
必要かなという気がしている。また、自治会や地域の皆さんの活動が活性化
されて市と一緒にいろいろ考えていくための市民協働推進本部や、防災や危
機管理を意識して地域の皆さんとも連携がとれるような防災危機管理課を設
ける。
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165 武蔵台

西原町、北山町は家屋の密集地帯で危険とのことだが、指定
されている避難所まで遠いので、一時避難所として三井住友
銀行のグラウンド（西原町３－４）の使用するための契約をし
たい。市でもバックアップしてほしい。

市と企業との災害協定を結ぶことで一時避難場所の充足になるのであれば
市民の皆さんも安心だと思う。話を詰められれば進めていきたい。また、西
原・北山地区は住宅密集地で高齢化率が高い地域なので、災害時や孤立世
帯のことを十分に考えていきたい。

166 武蔵台
西原町中央公園にトイレを作ってほしい。市からは一人でも反
対者がいるとできませんと言われている。今は尐なくなってい
るが立小便する子がいるので不衛生になる。

立って用を足す子どもがいるのは尐し困るので、担当課の話を確認する。

167 武蔵台
西原町には公共施設がない。一つでもあれば活性化につな
がると思うが、何か考えがあるか。

災害時に倒壊しないように学校給食センター、市庁舎、総合体育館を建て替
えることにしているが、それ以外の新たな公共施設を作る余裕はない。東八
道路の整備もあるので、意見は頭に入れておきたい。

168 武蔵台 公園に災害向けに水を貯蔵できないか。

市として水などの備蓄もしており考えていかなければならないが、一方で、そ
れぞれの市民が自助として、建物が倒れないように、また、建物の中の家具
が倒れないように、そして３日分の水と食料を備蓄しておいていただいて、な
るべく家で生活できるようにすることも考えていただきたい。

169 武蔵台 省エネのため、街路灯などのＬＥＤ化の計画はあるか。 現に進めているが、今後もできるところから進めていきたい。

170 武蔵台
公会堂の屋根に太陽光パネルをつけて発電してはどうか。多
摩川に風車をつけて発電してはどうか。

新しく改築する学校には太陽光パネルを置いている。進めるにあたっての課
題もあるが、自然エネルギーには取り組んでいかなければいけないと思う。

171 武蔵台 子どもの安全のため七小通りにガードレールをつけてほしい。 確認する。

172 四谷

公会堂の修繕費が年々増えるが、補助金の率が９０％から６
０％に縮小されている。防災拠点の一つとして活用できるよう
に努めているので、各町会の公会堂の助成金のアップをお願
いしたい。

公会堂への補助金の状況を確認したところ、今年度の予算は使い果たして、
さらに１４件の要望が出ている。補助率の引き上げは難しいが、ご要望いた
だいているものはできる限り対応できるようにしたい。

173 四谷

地域包括支援センターよつや苑があるが、「地域包括支援セ
ンター」という名称は、一般の市民からは何をしているのかわ
かりにくい。「介護・看護相談センター」など、わかりやすいも
のにしてほしい。また、「よつや苑」という言葉が入ると、よつ
や苑に入所するための相談と誤解してしまうので、「四谷地
区」にするなど変えてほしい。

包括支援センターという名称や機能が、市民に周知できていないと思われる
ので、どうしたらより皆さんに知ってもらえるか、持ち帰って検討しPRしていき
たい。



市長と語る会における市民の意見及び市長の回答
※場所は、各文化センターの名称です。

場所 市民の意見 市長の回答

174 四谷
四谷新道を補完し、四谷のまちづくりに大きな影響のある都
市計画道路３・４・３号線について、情報が入り次第、地域に
伝えてほしい。

新小金井街道が来年３月に工事が終われば、東八道路が次の優先する道
路となる。３・４・３号線はその次であり、優先的に整備すべき路線となってい
る。東京都にしっかり要望してできるだけ早く事業化できるようにしたい。

175 四谷

自主防災組織は、自主防災としてそれぞれに任されている
が、現実には活動できていないように思う。市でコミュニティ協
議会単位で組織を立ち上げ強力な活動体にするなど、具体的
な支援をしてほしい。

自治会の加入率が７割であり、自主防災組織がない地域もある。そのため、
文化センター圏域ごとに自主防災組織を配置することが市の責務であると考
えている。防災計画を見直すことが２５年度の重要な仕事であり、市の組織
を変え、防災危機管理課を設けしっかり対応していきたい。

176 四谷

要援護者支援事業は、事業開始時に一度説明を受けただけ
になっており、４００の自治会のうち２１１しか協定をしていな
い。これまで各自治会から出された意見をまとめてPRしたり、
全部の自治会が参加できるような体制にしてほしい。

個人情報保護の壁があるが、名簿を管理し、いざというときに備えている。防
災計画を見直すことが２５年度の重要な仕事であり、市の組織を変え、防災
危機管理課を設けしっかり対応していきたい。

177 四谷

ダストボックスを廃止したためか、まちなかへのごみの投げ捨
てが多くなってきた。自分の家の袋に入れ替えて捨てている
が、有料袋を配布してもらえないか。歩道の植え込みにも、缶
などが転がっている。

ダストボックスを廃止して、ごみの量も減っている。しかし、ごみの不法投棄
の問題があり、パトロールをしたり通報をいただいたりしている。ボランティア
袋を周知し、市民の皆さんとの協働でまちの美化もしていかなければいけな
いし、みんなで一斉に清掃する日を設けることも考えたい。

178 四谷
（市長の右の問いかけに対して）ごみ減量のために、生ごみを
堆肥化するのに補助をしたらよいと思う。

ごみ５０％減量のための取組みをしているが、あと１５％が難しい。目標達成
するための意見をいただきたい。

179 四谷
公園掃除をしていると、公園のまわりなど、犬のフンがひど
い。犬を飼っている人は注意してほしい。

看板を立てたりしているが、広報でPRする機会を増やす。

180 四谷
高齢者が不便なので、中河原駅の歩道橋をなんとかしてほし
い。西口改札は無理なのか。

歩道橋にエレベーターをつけることは、場所がなくてできない。用地が確保で
きるタイミングがあればすぐに取り組みたい。また、中河原駅の西側の改札
を日常的に開けるように京王に粘り強く要望していく。横断歩道への変更
は、事故の心配もあるが、都や警察に要望を続けている。

181 四谷
四谷五丁目から避難所が遠いので、高齢者は歩けない。避
難所として四谷体育館を利用できないか。

地域体育館を一時避難場所に活用することは考えてみたい。また、現状は
小中学校を避難生活を送る場所として指定して備蓄品も置いているので、同
様にできるかはわからないが、二次的な避難生活を行る場所として考えた
い。建物が倒れないように、また、建物の中の家具が倒れないように、そして
３日分の水と食料を備蓄しておいていただいて、可能なら避難所より自宅で
生活していただいたほうがよい。中学校はマンホールトイレの整備を進めて
いる。



市長と語る会における市民の意見及び市長の回答
※場所は、各文化センターの名称です。

場所 市民の意見 市長の回答

182 四谷
災害時は飲み水に困る。避難所などに簡易な井戸も必要だと
思う。

飲料水としては、保健所の関係があるが、今後、研究してみたい。

183 四谷
農地も避難場所に活用できる。農地がどんどん無くなってきて
いるが、宅地は余っているのでこれ以上農地をつぶす必要は
ない。国へ直接要望してほしい。

農地には様々な有用性があるので、国への要望をしっかりやっていきたい。
生産緑地を市で買い取る財力はないが、できるだけ農地が残る施策を考え
ていかなければならない。

184 四谷
四谷文化センターの倉庫が狭い。行事の荷物を棚の上に載
せているが上げ下げが危ない。プレハブ倉庫を南側につくっ
てほしい。

できるかわからないが検討する。

185 四谷

所有者の高齢化に伴い、水田を維持することができずに畑や
駐車場にしてしまう。各農家は小型機械は所有していても大
型機械は買えないので、大型機械を貸し出す制度があれば
いいと思う。

水田は貴重な財産であり、どう残していくかは課題である。市では、農機具の
購入補助や後継者育成支援をし、総合的に農業支援をしているが、貸出も
含め効果的な手法を研究したい。

186 四谷
農地は賃貸借ができないが、年をとったら他人に貸せるよう
に、法律を変えて進めてほしい。

187 四谷
京王バスの多摩総合医療センターから西府駅までのバス路
線を、中河原駅まで延伸してもらえると便利になる。

西府駅の北側の留保地が売れて、今後、環境が変わってくると思う。京王電
鉄、京王バスと市は同じ方向を見て良好な関係なので、路線として要望して
いく。ただ民間会社なので、利用状況との兼ね合いがある。


