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要望事項 自治会名 担当課 頁
１．コミュニティづくり

（１） バスの便について 南沢第三自治会 道路計画課 1
（２） コミュニティーバスの運行について 南沢日生住宅会 道路計画課 1
（３） 防災活動について こぶしヶ丘自治会 防災防犯課 1
（４） 集会所の建設について 柳自治会 環境政策課 2
（５） 防災倉庫の設置について 南沢さつき自治会 ごみ対策課 2
（６） 誰でもが参加できるイベントについて 東久留米弥生自治会 生活文化課 2
（７） 集会所が欲しい 八幡町一丁目自治会 環境政策課 3
（８） 文化的な面について 本町四丁目明和会 生涯学習課 3

（９） 予算の節約について 本町四丁目明和会
議会事務局
職員課

3

（１０） 新設される大道児童館について 滝山１・２丁目自治会
児童青少年課
管理課

4

（１１） 新児童館について 前沢四丁目自治会
児童青少年課
管理課

4

２．都市環境・生活環境の整備
（ごみ対策）
（１） ゴミ集積場の今後の活用について 五丁目さくら自治会 ごみ対策課 5
（２） ごみ収集有料化の中止について 南沢日生住宅会 ごみ対策課 5
（３） 個別ゴミ収集に因る集積所跡地等への計画について けやき野自治会 ごみ対策課 5
（４） ごみ収集日について 神明山自治会 ごみ対策課 5
（５） ゴミの出し方・収集方法について 滝山五丁目自治会 ごみ対策課 6
（６） ごみ有料化について 本町四丁目明和会 ごみ対策課 6
（７） 集積所の跡地について 神明山自治会 ごみ対策課 6
（８） ゴミ袋の購入について 神明山自治会 ごみ対策課 6
（公園・緑地管理）
（９） 公衆トイレ改修、清掃強化について 下田自治会 環境政策課 7
（１０） 公園の除草清掃について けやき野自治会 環境政策課 7
（１１） 前沢南公園について 通信住宅自治会 環境政策課 7

（１２） U字溝泥土つまり（平成２７年度より継続） 押出橋自治会
環境政策課
産業政策課

8

（１３） あやめ公園の維持・管理について 滝山１・２丁目自治会 環境政策課 8
（１４） 公園や遊歩道の樹木の剪定と落ち葉ゴミ対策について 滝山１・２丁目自治会 管理課 9
（１５） ひまわり公園の落ち葉対策について 滝山五丁目自治会 環境政策課 9
（１６） 竹林公園及び六仙公園について 南沢第２自治会 環境政策課 10
（１７） つばき公園の整備について 前沢四丁目自治会 環境政策課 10
(空き家の管理）
（１８） 空き家の管理について 前沢５丁目けやき会 環境政策課 11
(街路樹・草刈等)
（１９） 草刈回数の強化を 下田自治会 管理課 11
（２０） 庭木の剪定について 前沢５丁目けやき会 生活文化課 11

（２１） 樹木の管理について 前沢５丁目けやき会
管理課
教育総務課

11

（２２） 滝山5町名東側遊歩道の草刈りについて 滝山五丁目自治会 管理課 12
（２３） 高木の枝の剪定について 向台自治会 生涯学習課 12
（２４） 樹木の剪定について 野火止親和会 環境政策課 12
（道路）
（２５） ミラーの交換及び設置、地面の文字について 下田自治会 管理課 12
（２６） 大円寺前のカーブミラー増設補強を 下田自治会 管理課 13
（２７） 路面の補修について 下田自治会 管理課 13
（２８） 住宅道路内の暗い場所への対策について 南沢日生住宅会 管理課 13
（２９） 住宅内歩道側溝の清掃を けやき野自治会 管理課 13
（３０） 小金井街道の電柱について 八幡町一丁目自治会 道路計画課 13
（３１） 小金井街道の信号や横断歩道等について 八幡町一丁目自治会 管理課 14
（３２） 八幡町１丁目バス停の横断歩道について 八幡町一丁目自治会 管理課 14
（３３） 電柱移設について こぶしヶ丘自治会 生活文化課 14
（３４） 青梅街道に出る道路の整備を 柳自治会 都市計画課 14
（３５） 中央中学校南側のアスファルトについて 五丁目さくら自治会 管理課 14
（３６） 側溝のフタの騒音について 南神明山自治会 管理課 15
（３７） U字溝について 南神明山自治会 管理課 15

（３８） 車用信号機について 南神明山自治会
管理課
道路計画課

15

（３９） 信号機の設置について 南神明山自治会
管理課
道路計画課

15

（４０） 大雨時の道路の冠水対策について 滝山１・２丁目自治会
環境政策課
管理課

15

（４１） 側溝への土砂流入の防止と市による側溝清掃について 滝山１・２丁目自治会
環境政策課
産業政策課

16



要望事項 自治会名 担当課 頁
（４２） 側溝にフタを 滝山五丁目自治会 管理課 16
（４３） 都市型側溝の整備について 野火止親和会 管理課 16
（４４） 道路の改修について 本町四丁目明和会 管理課 17
（４５） 私道の清掃について 本町四丁目明和会 管理課 17
（４６） 道路の環境悪化への対策について 本町四丁目第一住宅自治会 管理課 17
（４７） 側溝掃除について 南沢第２自治会 管理課 17
（４８） 行き止まりや不法投棄禁止の看板について 東久留米弥生自治会 管理課 18
（４９） 市道の改修工事について 本町四丁目明和会 管理課 18
（５０） T字路にバックミラー新設について 本町四丁目明和会 管理課 18
（５１） 側溝（U字溝）の清掃について 前沢四丁目自治会 管理課 19
（５２） 道路の補修について 前沢四丁目自治会 管理課 19
（その他）
（５３） 広報について 南沢第三自治会 生活文化課 19
（５４） 消火栓の取り換え及び表示について 南沢日生住宅会 防災防犯課 20
（５５） バス停の舗装修理について 野火止親和会 管理課 20
（５６） 排水ます等について 南神明山自治会 管理課 20
（５７） 市内循環バスの運行について 野火止親和会 道路計画課 20
（５８） 南町緑地について 緑ケ丘自治会 環境政策課 21
（５９） コミュニティバスの開始について 南沢第２自治会 道路計画課 22
（６０） 有料駐車場の設置について 南沢第２自治会 生活文化課 22
（６１） くぬぎ児童館跡について 前沢四丁目自治会 管財課 22
（６２） 野良猫対策について 前沢四丁目自治会 環境政策課 22

３．安全の確保
（防災）
（１） 避難所トイレの洋式化について 中丸自治会 教育総務課 23
（２） ゴミ置き場跡地の供与について 中丸自治会 ごみ対策課 23
（３） ハクビシンの対策について 南神明山自治会 環境政策課 23
（４） 防災倉庫等の購入について 本町四丁目明和会 防災防犯課 23
（５） 災害時の市民への連絡手段について 本町四丁目明和会 防災防犯課 23
（６） 消火器の設置場所について 南日生住宅会 防災防犯課 24
（７） 空き家対策について 神明山自治会 環境政策課 24
（８） 小平消防署花小金井出張所との緊密な連携について 柳自治会 防災防犯課 24

（９） 西中避難所の防災設備と環境の充実について 滝山１・２丁目自治会
教育総務課
防災防犯課

24

（１０） 小・中学校の環境整備を 滝山五丁目自治会 教育総務課 25

（１１） 遊歩道におけるタバコやゴミの投げ捨てについて 滝山五丁目自治会
環境政策課
管理課

25

（防犯）
（１２） 下校時間の見守りについて 東久留米弥生自治会 学務課 25
（１３） 監視カメラの設置について 中丸自治会 防災防犯課 25
（１４） 河川沿い遊歩道の防犯カメラの設置について 南神明山自治会 防災防犯課 25
（１５） 前沢南公園の防犯カメラの設置について 通信住宅自治会 環境政策課 25
（防犯灯・街路灯）
（１６） 住宅道路内の暗い場所への対策について 南沢日生住宅会 管理課 26
（１７） 防犯灯の設置について 前沢四丁目自治会 管理課 26
（交通安全施設・対策）
（１８） 袋小路の行き止まりについて ひのき会 管理課 26
（１９） 道路修繕について 押出橋自治会 管理課 27
（２０） 下り坂車両の減速運転方策について 押出橋自治会 管理課 27
（２１） 道路反射鏡の増設（２カ所） 押出橋自治会 管理課 27
（２２） 道路側の側溝のふたの設置について 押出橋自治会 管理課 27
（２３） 児童（７小）の通学路の危険性について 滝山住宅ふれあいの会 管理課 28
（２４） カーブミラーの設置について及び信号機について けやき野自治会 管理課 28
（２５） 一小の通学路について 八幡町一丁目自治会 管理課 28
（２６） 公的速度標識の設置について けやき野自治会 管理課 28
（２７） カーブミラーの設置について 前沢四丁目自治会 管理課 29
（２８） 自転車道について 南沢第三自治会 道路計画課 29
（２９） 危険な東京道からの出入り口について 柳自治会 管理課 29
（３０） 街灯の設置について 柳窪タンポポ自治会 管理課 29
（３１） 外灯のLED化について 滝山五丁目自治会 管理課 29
（３２） 信号の設置について 滝山五丁目自治会 管理課 29
（３３） 危険なバイクの対策について 滝山五丁目自治会 管理課 30
（３４） 歩行者用信号の設置について 前沢四丁目自治会 管理課 30
（３５） カーブミラーの設置について 南神明山自治会 管理課 30
（３６） 路上駐車対策について 前沢四丁目自治会 管理課 30
（３７） 道路の速度規制について 前沢四丁目自治会 管理課 30
（３８） 説明会の開催を 八幡町一丁目自治会 道路計画課 31



要望事項 自治会名 担当課 頁
（その他）
（３９） 自治会の大切さについて 東久留米弥生自治会 生活文化課 31
（４０） １人住まいのお年寄りについて 神明山自治会 生活文化課 31

（４１） 注意看板の設置等について 滝山五丁目自治会
環境政策課
管理課

31

４．健康と福祉
（１） 総合病院について 南神明山自治会 健康課 32
（２） 子供の医療費について 南神明山自治会 児童青少年課 32
（３） がん検診について 南神明山自治会 健康課 32
（４） 胃・大腸等の内視鏡検査に対する補助金について 向台自治会 健康課 32
（５） わくわく健康プラザ利用について 前沢四丁目自治会 健康課 33

５．学校教育・社会教育
（１） 児童館の設置について 八幡町一丁目自治会 児童青少年課 34

６．その他
（１） 道路の舗装に厚みを 本町四丁目第一住宅自治会 管理課 35
（２） ガードやフェンス等の設置について 本町四丁目第一住宅自治会 管理課 35
（３） スピードを出す自転車への対策について 本町四丁目第一住宅自治会 管理課 35
（４） 庁舎環境について 前沢５丁目けやき会 管財課 35
（５） 自転車の運転ルールの指導について 南沢第２自治会 道路計画課 36
（６） 危険な歩道の改善について 南沢第２自治会 道路計画課 36
（７） 落合川の自然の場所の利用について 中丸自治会 管理課 36
（８） 八幡町第4緑地公園のすべり台について 八幡町一丁目自治会 環境政策課 36
（９） 電灯の設置について 南神明山自治会 管理課 37

（１０） 空家対策について 向台自治会
環境政策課
道路計画課

37

（１１） 交通安全対策の強化について 滝山１・２丁目自治会 管理課 37
（１２） 公道と私道について 本町四丁目明和会 管理課 38
（１３） 雨水管の点検について 本町四丁目明和会 管理課 38
（１４） 遊歩道における注意を促す掲示等の対策について 滝山五丁目自治会 管理課 38
（１５） バスの本数と時間帯の拡大を 南神明山自治会 道路計画課 38

（１６） 中央図書館西交差点について 神明山自治会
管理課
道路計画課

38



１.コミュニティづくり
要望事項 内容 自治会名 担当課

（１）

バスの便について 南沢・学園町から市内の各地（例えば市役所）に
行くバスの便を考えて欲しい。

回答

（２）

コミュニティーバス
の運行について

東久留米駅から南沢通りを経由し、花小金井、滝
山方面に行くコミュニティーバスの運行を要望す
る。現状では昭和病院へのアクセスが不便であ
る。また、ワクワク健康プラザなど行くのにもタク
シーを使わざるを得ないなど不便である。他にも、
スポーツセンターなどへ行くのも不便である。移動
手段を確保することは、市民の活躍の場を増やす
きっかけにもなる。是非実現してほしい。

回答

（３）

防災活動について こぶしヶ丘自治会は防災活動に力を入れており、
池袋防災館訪問、秋に防災機具点検を兼ねた、非
常食のたき出しを行っております。高齢化世帯が
増えてますが、比較的コミュニティーの取れている
地域だと思います。

回答
今後も高齢者に配慮したコミニュティ活動を推進してください。

コミュニティバスの運行については、その実現を求める声を多くの皆様
より頂戴いたしております。
市では、昨年度、庁内の検討組織を立ち上げ、財政状況、地域性や道
路環境等を考慮して地域公共交通の検討を行いました。この結果、現
況の道路幅員では、コミュニティバスの運行ルートを設定することによ
り公共交通空白地域を解消することが難しいことから、短期的な施策と
して、子育て世帯及び高齢者を対象としたデマンド型交通方式（利用者
の需要に応じて一定の区域内を運行する公共交通の一形態）の導入
を基本とする一定の方向性を示しました。今後は、この方向性に基づき
具体的な制度設計の構築に向けた取組を進めてまいります。
なお、市では、市道２０７号線（南沢通り）の笠松坂から竹林公園入口
付近までの約１７０ｍの区間において、両側に２．５ｍの歩道を設け、全
体幅員として１２ｍとする道路の拡幅整備を進めており、これまでもバ
ス事業者に道路整備の計画や進捗状況などの情報提供を継続的に行
い、新規バス路線の開設に向けた働きかけを行っております。

コミュニティバスの運行については、その実現を求める声を多くの皆様
より頂戴いたしております。
市では、昨年度、庁内の検討組織を立ち上げ、財政状況、地域性や道
路環境等を考慮して地域公共交通の検討を行いました。この結果、現
況の道路幅員では、コミュニティバスの運行ルートを設定することによ
り公共交通空白地域を解消することが難しいことから、短期的な施策と
して、子育て世帯及び高齢者を対象としたデマンド型交通方式（利用者
の需要に応じて一定の区域内を運行する公共交通の一形態）の導入
を基本とする一定の方向性を示しました。今後は、この方向性に基づき
具体的な制度設計の構築に向けた取組を進めてまいります。

道路計画課

道路計画課

防災防犯課

南沢第三自治会

南沢日生住宅会

こぶしヶ丘自治会

1



（４）

集会所の建設につ
いて

柳自治会は、東久留米市のなかで、小平市の花
小金井に取り囲まれた地域で、東久留米の中心か
ら遠く、市の施設を利用しにくい。高齢者や子供が
集える集会所を、是非建設してほしい。近くに、ほ
とんど利用されていない、放置されているとしか言
いようのない公園が３か所あるが、そのうちの一つ
にプレハブ程度でもいいので、小さな集会所を建
設し、柳自治会含む弥生地区住民が使えるように
してほしい。

添付１　３か所の放置された緑地の写真参照。弥
生第一緑地、弥生第三緑地、弥生第四緑地は、草
も生え、木々はうっそうと茂り、子供の遊具は錆び
つき、まったく利用されていない。弥生地区住民の
交流の場所として、早急に整備の上、集会所の建
設を要望する。

回答

（５）

防災倉庫の設置に
ついて

防災倉庫の設置場所が確保できなくて困ってい
る。ゴミの戸別収集の開始により、ゴミボックス設
置場所が空くようになるが、これを利用した防災倉
庫の設置を計画したい。特に、当自治会として、市
立中央児童館南側の市道に面したゴミボックス用
地の跡地を活用させて頂きたいと強く要望する。

回答

（６）

誰でもが参加でき
るイベントについて

定期的に地域の誰でもが参加できるイベント、
サークル、お茶会などがあると良いと思います。

回答

地域のイベントについては、地域センターやわくわく健康プラザなど、各
施設の指定管理者が開催するものがあり、各施設に置かれているチラ
シや広報「ひがしくるめ」のお知らせ覧で周知しています。また、定期的
なサークル活動等は、東久留米市コミュニティサイト「くるくるチャンネ
ル」に登録している市民活動団体の「イベント」や「活動紹介」の項目か
ら、内容を閲覧できますのでご参照ください。
なお、自治会員の皆様と親睦を図ることを目的とした茶話会など施設を
利用する場合、地域センターに団体登録をしていただき利用することが
できます。自治会が利用する場合は、減免扱いとなっているのでご活
用ください。

清掃施設の跡地利用につきましては、今後市の方針が決定されます
が、ご要望については検討材料の貴重なご意見として承りたいと思い
ます。

公園内への集会所設置について回答させていただきます。
弥生第１緑地等の公園は都市公園であるため、一定部分のフリース
ペースを確保することが必要であり、また、建築物等の設置について、
都市公園法において建蔽率の制限を受けることから集会所等の設置
は困難な状況です。

また、弥生第１緑地等の公園の日々の維持管理について、草の繁茂等
ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
弥生第１緑地等に限らず市内の多くの公園について、除草や樹木剪定
等の維持管理作業が十分でないことは認識しております。今後も予算
の確保等、適正な維持管理に向けて努めてまいります。
なお、遊具につきましては、市内の各公園内に老朽化した遊具が増加
していることから、現在順次公園の長寿命化対策工事の実施をすすめ
ております。
平成３０年度に弥生第１緑地および弥生第２緑地のブランコ、弥生第３
緑地の砂場、弥生第４緑地の木製遊具を更新する予定であることをご
報告させていただきます。

環境政策課

ごみ対策課

柳自治会

南沢さつき自治会

東久留米弥生自治会 生活文化課
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（７）

集会所が欲しい ①集会所が欲しいです。（八幡地区センターは
ちょっと遠い）
②第５緑地に 集会所が欲しいです。長年 はちま
ん広場に…とお願いしてきましたが、はちまん広場
は借地とのことなので、市の所有地である第５緑
地に建てて頂きたい。高齢者の為（体操教室など
の取り組みから 元気な高齢者を増やす為）永い目
で考えて欲しい。

回答

（８）

文化的な面につい
て

文化的な面で東久留米市は遅れていると思う。公
的な割安で利用できる会場を作るのがとても無理
だと思うので例えば空いているビル（NTTなど何年
も使用されずにある）を借りてギャラリーや演奏会
場etcにできないものかと思う。

回答

（９）

予算の節約につい
て

・市議会議員は減らさず、報酬を1/3～1/2に減ら
せば、かなりの予算が節約でき、市行政にまわせ
る。
・不要な（例 マイナンバーの窓口）アルバイトを減
らし、学校、保育園などに人を（用務面）配置して
欲しい。

回答

　・議員報酬につきましては、厳しい財政状況や市民の暮らしを踏ま
え、議員提案の特例条例により平成27年7月1日から平成31年4月30日
までの間は報酬月額の5％を減額し、削減に努めております。ご理解を
お願いいたします。
・東久留米市では緊急の場合又は臨時の職に関する場合において、
各所属において「業務補助」を目的とし、臨時的　 任用を行っておりま
す。また、一定の職務目的を達成するため、期間を定めて任用するも
のであることから、その目的の達成又は期間の終了をもって任用が終
了するものとなっております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

　　ご要望の件について、回答いたします。空きビル等を文化施設とし
て賃借した場合、施設の賃借料、光熱水費、維持管理費が新たに発生
し、高額な使用料を徴収する必要が出てくるため、新たに賃借により文
化施設を設置することは困難だと考えております。

公園内への集会所設置について回答させていただきます。
八幡第５緑地等の公園は都市公園であるため、一定部分のフリース
ペースを確保することが必要であり、また、建築物等の設置について、
都市公園法において建蔽率の制限を受けることから集会所等の設置
は困難な状況です。

八幡町一丁目自治会

本町四丁目明和会

本町四丁目明和会

環境政策課

生涯学習課

議会事務局
職員課
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（１０）

新設される大道児
童館について

（１）新設される大道児童館について
①集会所の利用・運営について近隣自治会の要
望を聞き、児童館の閉館時間帯の利用、急ぎの利
用への対応、PCプロジェクタ利用環境の整備など
自治会や近隣住民が使いやすい条件を確保して
貰いたい。
②開設に伴う交通安全問題が心配されている。警
察署とも連携し安全確保施策を具体化し、住民に
説明し、要望を取り入れて貰いたい。

回答

（１１）

新児童館について 新児童館。新児童館は地域に開かれた児童館とし
てほしい。
①新児童館には地域としても関心が高く期待も大
きい。開設前、また開設後も定期的に意見、要望
を出せる場を設けていただきたい。
②集会所は、できるだけ地域住民が自由に使用で
きるようにされたい。
③児童館の防災、防火、防犯設備を整備し、災害
時にも利用者、地域に対し一定の役割を果たせる
ようにされたい。
④児童館前の滝山公園通りはスピードを出す車も
多く、事故も多発しています。周辺の交通安全、防
犯灯設置、隣接する駐車場の危険除去など、周辺
の安全対策に万全を期して下さい。

回答

①開設前については、御申し出に応じて検討して参ります。
市内４児童館では、利用者の方、地域の方、児童館関係者より児童館
に関する運営の報告やご意見を等を伺う「地域懇談会」を年１回開催し
ております。地域懇談会で意見、要望等をお話しいただけます。
②は、（１１）の①と同回答
③児童館の建築設計上、対応が難しい状態です。防災防犯課と調整し
て参ります。
④昨年度は、新児童館北側の交差点における歩道内に車止めを設置
いたしました。引き続き、田無警察署と連携し、安全対策に努めてまい
ります。

①児童館は、児童福祉法第４０条に定められた児童厚生施設です。児
童の利用が原則優先になり、行事や児童館の運営等に支障がない範
囲で、児童館の運用上、地域住民の皆様に集会室を使用していただく
ことを想定しております。また、集会室使用の際も、児童館のルールに
則り、使用いただくことになり、備品等の貸出は、原則行いません。ご
協力賜りますよう宜しくお願いいたします。
②ご要望の件につきましては、現地を再度確認するとともに、歩行者等
が安全に通行できるよう田無警察署と連携し、予算や優先度を考慮し
て、安全対策の対応を検討してまいります。
また、利用者に対して児童館の交通安全・防犯教育の日等の行事の
際に、交通安全に関する指導に努めたいと考えております。

①児童青少年課
②管理課
　児童青少年課

①児童青少年課
②児童青少年課
③児童青少年課
④管理課

滝山１・２丁目自治会

前沢四丁目自治会
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２.都市環境・生活環境の整備
要望事項 内容 自治会名 担当課

（ごみ対策）

（１）
ゴミ集積場の今後
の活用について

10月より個別ごみ収集に変わることにより、現在の
ゴミ収積場の今後の活用はどうするのですか？
スペース的に広いので捨てゴミが放置されること
が心配です。

回答

（２）
ごみ収集有料化の
中止について

　ごみ収集の有料化は中止してほしい。市はゴミ
の減量化のためというが、今までも市民は減量化
に努力をしている。また、高齢化一人暮らし家庭の
増加の中、経済的な負担も馬鹿にならない。

回答

（３）
個別ゴミ収集に因
る集積所跡地等へ
の計画について

個別ゴミ収集に因る集積所跡地の今後の計画と会
員以外の持込者の対策

回答

（４）
ごみ収集日につい
て

ごみ収集について、月～金迄、毎日、なにかしらの
ゴミを回収していただかなければならないことにつ
いて、週に３回位にまとめる事は出来ないのでしょ
うか？あまりに毎日ゴミに追われる生活になり、年
配、仕事をしている方には厳しい日々だと思いま
す。今迄通りの回収日では出来ないのでしょう
か？

回答

清掃施設の跡地利用につきましては、今後市の方針が決定されました
ら、市広報等でお知らせさせていただきます。
また、不法投棄につきましては、ごみ対策課までご連絡いただければ
対応させていただきますので、ご協力賜りたいと思います。

収集・回収の頻度につきましては、戸別収集に移行する前の収集・回
収回数を減少させないような体制を構築しました。今後、東久留米市一
般廃棄物処理基本計画の改定時に、廃棄物減量等推進審議会で収
集・回収頻度についても含めて市の廃棄物行政を審議されることにな
ります。

清掃施設の跡地利用につきましては、今後市の方針が決定されました
ら、市広報等でお知らせさせていただきます。
また、会員以外のごみの持ち込みにつきましては、ごみ対策課までご
連絡いただければ対応させていただきますので、ご協力賜りたいと思
います。

家庭ごみの有料化につきましては、これまで市民の皆さんのご協力の
もと、ごみの減量化、資源化に取り組んでまいりましたが、一般廃棄物
処理基本計画の目標値である1人1日あたりのごみ排出量５０５ｇという
目標を達成することが難しい状況でございます。
単価の設定につきましては、周辺自治体のみの比較ではなく、排出抑
制の動機づけが働く水準とする必要があり、減量効果の面からも併せ
て鑑みた結果から手数料の設定を検討いたしましたので、ご理解をい
ただくようお願いいたします。

ごみ対策課

ごみ対策課

ごみ対策課

ごみ対策課

五丁目さくら自治会

南沢日生住宅会

けやき野自治会

神明山自治会
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（５）
ゴミの出し方・収集
方法について

【ゴミ関連】
・７月からペットボトル・缶・びんのゴミの出し方につ
いて、専用の回収容器を用意すれば袋に入れなく
ても排出可能にしてほしい
・月曜日の可燃ゴミの収集を早め（遅くとも午前中
まで）に行ってほしい
・個別回収の際、収集場所の目印の赤いコーンは
すぐに回収してほしい

回答

（６）
ごみ有料化につい
て

ごみ有料化を早く実現…努力するようになるから。

回答

（７）
集積所の跡地につ
いて

・ゴミ個別収集に伴い集積所がなくなると思うが、
この場所は完全に閉鎖してもらえるのか。一部の
不心得者が相変わらず投げこむのではないかと心
配である。

回答

（８）
ゴミ袋の購入につ
いて

・ゴミ袋の購入は自治会単位でも購入できますか。

回答

日頃より市清掃行政にご協力賜りまして、誠にありがとうございます。
家庭ごみ有料化につきましては、市民の皆さまのご協力を得ながら、
本年10月実施を予定しております。引き続き市清掃行政にご協力賜り
ますよう、よろしくお願いいたします。

ＰＥＴボトル、びん、缶の排出方法については、収集時に作業員が袋を
数軒分をまとめて手で持ちながら回収しており、容器に入れて排出され
た場合、清掃車を往復することとなるため、収集効率が下がってしま
い、また、容器から持ち出す時に落下の可能性も否めず、びんが破損
した場合など二次災害の危険も想定されることから、袋に入れて排出
するようお願いいたします。
また、収集時間につきましては、収集車両が受け持つ地域を1日かけて
収集するため、収集が午後になる地域もあります。また、収集当日のご
みの量や交通事情により、収集する時間をお約束することができませ
ん。ご理解とご協力をお願いいたします。
コーンにつきましては回収させていただきました。

清掃施設の跡地利用につきましては、今後市の方針が決定されました
ら、市広報等でお知らせさせていただきます。
また、ごみの投げ込み等につきましては、ごみ対策課までご連絡いた
だければ対応させていただきますので、ご協力賜りたいと思います。

指定収集袋の購入は、取扱店舗にて購入することができます。
まとめ買いなどの場合は、市商工会（電話４７１－７５７７）までお問い合
わせください。

ごみ対策課

ごみ対策課

ごみ対策課

ごみ対策課

神明山自治会

滝山五丁目自治会

神明山自治会

本町四丁目明和会
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（公園・緑地管理）

（９）
公衆トイレ改修、清
掃強化について

　遺跡公園及びれんげ公園の公衆トイレ改修、清
掃強化をお願いします。
特に遺跡公園のトイレは古く汚れていて入れない
ほどです。
散歩・ラジオ体操など、利用者も多いので是非改
修をお願いします。また､レンゲ公園は遊歩道を通
る人が利用する頻度も高いので清掃をお願いしま
す。

回答

（１０）
公園の除草清掃に
ついて

当けやき野住宅自治会内には１．２．３．号の公園
がありますが、１．２．号公園の除草清掃が特に必
要と考えます。

回答

（１１）
前沢南公園につい
て

①前沢南公園　砂場に砂を補充してほしい。
②前沢南公園　木の枝を切ってほしい。

回答

前沢南公園に対するご要望について回答させていただきます。
①砂場の砂につきましては、現地を確認のうえ対応を検討させていた
だきます。
②樹木の剪定につきましては、お手数ですが、該当樹木を特定するた
め、具体的な要望箇所を担当までご連絡くださいますようお願いいたし
ます。現地を確認のうえ、対応を検討させていただきます。

公園の除草作業について回答させていただきます。
市内の各公園の除草作業につきましては、年間を通じて事業者に作業
を委託し実施しているところです。
日頃より市民の方から市内の各公園の除草回数を増やしてほしい等
のご要望を多数いただいておりますため、除草回数を増やすための予
算の確保に努めてまいります。

小山台遺跡公園やれんげ公園のトイレについて回答させていただきま
す。
市内の公園にあるほとんどのトイレが老朽化し、古い状態となり、ご迷
惑をおかけしてしまい、申し訳ございません。
今年度に女子トイレの一部の補修を実施しました。また、今年度中に尿
石除去の実施を予定しております。
しかしながら、財政上の問題のため、トイレの建替え、更新等は困難状
況にございます。
それでも、清掃回数を増やすことができないか等につきまして、今後検
討させていただきたいと考えております。

環境政策課

環境政策課

環境政策課

下田自治会

けやき野自治会

通信住宅自治会
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（１２）
U字溝泥土つまり
（平成２７年度より
継続）

平成２８年度（１６）要望継続
下里本邑遺跡公園の北東側入口のU字溝泥土つ
まり解消に向けた清掃の実施状況及び畑の土の
流出に向けた農業委員会の方策についてお知ら
せください。

回答

（１３）
あやめ公園の維
持・管理について

①公園内の２つのベンチが壊れている。子供の安
全のため早急に補修して欲しい。
②昨年は芝生が深くなり過ぎたこともあった。遊び
場にふさわしく刈り込んだり、低木・高木の剪定を
適切な時期に実施するように業者指導を強めて欲
しい。また作業の開始、終了を住民に知らせて貰
いたい。

回答

公園のベンチ補修および草刈り等作業について回答させていただきま
す。
①ベンチについて、現地を確認いたしました。早急に修繕を検討いたし
ます。
②市内の各公園の除草作業につきましては、年間を通じて事業者に作
業を委託し実施しているところです。
高木の剪定作業については、剪定対象樹木を特定したうえで、個別に
発注する必要がございますので、お手数ですが、具体的な要望箇所を
担当までご連絡くださいますようお願いいたします。現地を確認のうえ、
対応を検討させていただきます。また、除草作業の開始および終了の
周知方法等については、受託業者との検討事項とさせていただければ
と思います。

①
下里本邑遺跡公園北東側入口のU字溝泥土つまりについて回答させ
ていただきます。
対応が遅く、昨年度に引き続きご要望をいただいてしまい申し訳ござい
ません。
泥のつまりの箇所が広範囲に及んでいるため、清掃方法やそれに係る
費用の調査を行うとともに、改善策を検討してまいります。
②
土砂流出防止工事（土留め工事）等に対する補助金を平成29年度予
算の範囲内で交付する準備をしておりますが、当該農地の土流出は、
畑の出入口である等の理由から、通常の土留め工事で対応できませ
ん。
今後の対策について、引き続き農地所有者と協議を続けていく考えで
す。

①環境政策課
②産業政策課

環境政策課

押出橋自治会

滝山１・２丁目自治会
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（１４）
公園や遊歩道の樹
木の剪定と落ち葉
ゴミ対策について

①遊歩道の樹木剪定を適切な時期に実施して欲し
い。作業時期と内容を事前に住民に周知、住民の
意向を取り入れた剪定となるようにして貰いたい。
②落ち葉の清掃を適切な時期に実施してもらいた
い。昨年度は落ち葉の清掃が年越しとなったがこう
したことのないように業者指導を強めて欲しい。
③市はバリアフリー側溝蓋化で落葉が側溝に入ら
ないようにする計画と聞いたが、計画を説明して貰
いたい。また、滝山１・２丁目地域での早期の実施
をお願いする。

回答

（１５）
ひまわり公園の落
ち葉対策について

・ひまわり公園の落ち葉対策について、前回も陳
情しましたが改善が見られません。
１１月初～１１月半ばの２週間　３０袋
１１月半ば～１１月末の２週間　２０袋
１２月初～１２月末の４週間　　１０袋
合計６０袋分（４５Ｌ）の落ち葉を現状、個人の方が
清掃しています
公園から排出される公共のごみですが、これから
も個人で清掃しなければならないのでしょうか
またゴミ有料化でゴミ袋にかかる費用の負担も個
人で支払わなければならないのでしょうか
※市の公園管理担当者に伺ったところ、清掃時
期・回数については「業者の都合でできない」との
回答でした
また、ゴミ有料化によるごみ袋の費用については、
うまくはぐらかされてしまいました
公園まわりは特に落ち葉が多い箇所ですので、委
託業者の清掃回数を倍以上に増やしてほしいです

回答

有効な対応策を講じることができず、ご迷惑をおかけし、昨年度に引き
続きご要望をいただいてしまい申し訳ございません。
市内の各公園の清掃作業および除草作業につきましては、年間を通じ
て事業者に作業を委託し実施しているところです。公園清掃に係る委
託内容について、ひまわり公園以外の公園に対しましても、落ち葉の
回収や除草回数を増やしてほしい等のご要望を日頃から市民の皆様
からいただいておりますため、清掃や除草の回数を増やすための予算
の確保に努めるとともに、有効な対応策について引き続き検討してまい
りたいと考えております。

①遊歩道の樹高の低い樹木は毎年剪定を行っておりますが、高い樹
木は予算の都合もあり民地への越境や遊歩道に大幅に張り出してい
る樹木について対応しております。作業時期や内容等の具体的なご要
望については、管理課までご連絡願います。
②実施時期につきましては、現地確認のうえ適切な時期に実施してい
くよう努めてまいります。
③滝山地区における側溝のバリアフリー化は平成２７年度迄、順次整
備を進めてきておりましたが、近年、財政的な理由から予算の確保が
できていない状況でございます。担当部署では、道路の段差や陥没等
の不具合箇所につきましては予算や優先度を考慮し対応の検討をして
まいります。尚、全面的なバリアフリー化につきましては今後も継続的
に予算要求してまいりますので、ご理解をお願いいたします。

管理課

環境政策課

滝山１・２丁目自治会

滝山五丁目自治会
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（１６）
竹林公園及び六仙
公園について

・竹林公園の整備、六仙公園に遊具を設置してほ
しい。

回答

回答

（１７）

つばき公園に対するご要望について回答させていただきます。
①現地を確認し、ゾウ型のすべり台の落書きは除去いたしました。
②砂場について、現地を確認し、砂の補充などを検討させていただきま
す。
③ジャングルジムにつきましては、今年度中に更新作業を実施する予
定です。
④現地を確認し、排水機能の改善策等を調査、検討いたします。
⑤現在のところ市内各公園の老朽化した遊具の更新に取り組んでおり
ますため、申し訳ありませんが、新設および増設は困難な状況です。
⑥公園の除草回数について、増やすことができるよう予算の確保に努
めてまいります。
⑦薬剤を使用した場合、公園を訪れたお子さんやペット等に被害をお
よぼす可能性があることから、薬剤散布等の方法は行えない状況で
す。チャドクガについては、発見し次第、造園業者と連携し、該当樹木
を剪定する形で対応させていただいております。

竹林公園及び六仙公園に対するご要望について回答させていただきま
す。
竹林公園は孟宗竹を中心とした自然景観が特徴の公園であるため、
現在のところ遊具の新設の計画はございません。それでも、トイレの修
繕やベンチ等の増設等の整備について現在検討しているところでござ
います。

六仙公園については、都立公園でありますため、今後都との協議の機
会がありました際に整備計画を確認するとともに本件の遊具の設置に
係る要望を伝えてまいります。

（１）つばき公園の整備。つばき公園は平日も含め
利用率がたいへん高くなっています。
①遊具、鉄柵、照明灯の一部が腐食し、塗装が剥
げています。一部落書きも見られます。安心して遊
べるように早急に補修を。
②砂場は猫のおしっこなどで不衛生。幼児が素手
であそぶ所なので大変危険です。また砂も少なく
なっています。早急に新しい（抗菌性）砂と入れ替
え、定期的に衛生状態を点検してほしい。
③腐食して危険なジャングルジムは早急に撤去す
べき。使用禁止のポスターやテープは子供たちに
とっては無意味で、テープは子供たちの遊び道具
になっています。
④手洗い場の水量調整と、排水機能の改善を。
⑤新しい道具の設置を。
⑥除草（落葉・枝の回収含む）は年３回としている
が、４回に増やしてほしい（夏場は１ヶ月ほどで膝
が埋まるほど草が伸びる）。
⑦５月、椿の木にチャドクガが大量発生しました。
近隣の遊歩道や民家の椿にも連鎖しています。子
どもの健康と安全のためにもとりあえずの駆除だ
けでなく、発生しないよう薬剤で予防するなどの措
置を取ってください。

つばき公園の整備
について

環境政策課

環境政策課

前沢四丁目自治会

南沢第２自治会
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（空き家の管理）

（１８）
空き家の管理につ
いて

【空き家の管理】
空き家については、「空き家特別措置法」に基づ
き、管理されることになっているが、防災・防犯上
の視点から管理の徹底が必要であり、少なくとも、
道路や隣家にはみ出た庭木については行政の直
接的な介入により剪定をお願いしたい。

回答

（街路樹・草刈等）

（１９） 草刈回数の強化を

　黒目川遊歩道の夏場の草刈り回数の強化をお
願いします。特に、下田橋から線路下を通って駅
へ向かう遊歩道は人通りや自転車も多く、植木が
道路の半分を塞ぐように生い茂って通行に支障を
来しています

回答

（２０）
庭木の剪定につい
て

【庭木の剪定】
民家の庭木についても、道路や隣家にはみ出して
いる場合、所有者に剪定を依頼することになるが、
特に、隣家との関係については、トラブルになる
ケースもあり、この点についても、行政による仲介
等の指導をお願いしたい。

回答

（２１）
樹木の管理につい
て

【樹木に管理】
滝山公園通りの南側の住宅公団や第九小学校の
樹木が繁茂し、枝葉が電線に接触している部分も
あり、大事に至らぬよう、特に高い箇所の枝葉の
剪定をお願いしたい。

回答

・空き家については、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づ
き、所有者等へ家屋の適切な管理についてお願いしております。情報
提供を頂いた管理不全の空き家については、所有者等の調査を行って
おり、所有者等の所在が判明した場合には、管理の適正化を所有者等
へ求めております。所有者等が不明であったり、所有者等の対応に時
間を要する案件もございます。ご近隣において、所有者等と連絡が可
能な方から直接ご連絡頂く、また予め連絡が取れるようにしておくこと
も重要な手段であると考えております。全体としては、空き家対策の施
策を検討するため、昨年度に市内空き家の実態調査を実施し、本年度
においては空き家所有者の方がどのようなお考えで空き家とされてい
るかの意向調査を予定しております。

（管理課）ご指摘の電線に接触している枝葉につきましては、樹木の管
理者及び電線を管理している事業者に対し、剪定するよう指導してま
いります。
（教育総務課）状況を確認し、適宜、適切に対応します。

市道にはみ出している庭木については、市道を管理している管理課で
剪定を指導しております。隣家同士の庭木については、市としては立ち
入れない問題であるため仲介等いたしかねます。ご理解の程お願いい
たします。

ご要望のありました草刈回数の強化につきましては、植木等の植物の
生長は天候により影響を受け、繁茂状況の時期が変わり対応が難しい
点もありますが、状況の確認を行い、予算等を考慮しながら、適宜、対
応に努めてまいります。

環境政策課

管理課

生活文化課

管理課
教育総務課

前沢５丁目けやき会

前沢５丁目けやき会

前沢５丁目けやき会

下田自治会
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（２２）
滝山5丁目東側遊
歩道の草刈りにつ
いて

【公園】（遊歩道）
・滝山5丁目の東側遊歩道の草刈りの時期を早め
と遅めの計２回実施してほしい

回答

（２３）
高木の枝の剪定に
ついて

野草園の高木の枝の剪定（毎年成長していくの
で、今年もよろしくお願いします）

回答

（２４）
樹木の剪定につい
て

１、野火止用水の樹木剪定（バス停の押出橋から
下里団地の間の樹木）

回答

（道路）

（２５）
ミラーの交換及び
設置、地面の文字
について

　遺跡公園方面からの下り坂を自転車が一時停止
せず勢いよく道路を横切り非常に危険です。車と
の接触事故も見られます。
・小山1-11-6の角のミラー2つのうち、1つは古く、
映りが悪いので交換していただきたい。
・対角線角小山1-6-14にもミラーを2つ設置しても
らいたい
・地面の「とまれ」の文字が消えてしまっています。
書き換えてください。

回答

ご要望のありました箇所について、現地を改めて確認いたしました。
①カーブミラーは、ご指摘のように経年劣化による反射機能の低下が
見受けられますので交換対応を進めます。
②カーブミラーの新設により交差点における視認性の向上など交通安
全対策に一定の効果が期待できますので新設対応を進めます。
③ご指摘の「とまれ」の路面標示は経年劣化していますので、交通安
全対策上の観点から交通管理者である田無警察署に要請してまいり
ます。

樹木の越境等ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
現状の予算では、ご要望箇所を全体的に剪定することが困難な状況で
す。
それでも危険な樹木等、優先度を判断して樹木剪定作業を実施したい
と考えております。
お手数ですが、具体的な要望箇所がございましたら、担当までご連絡く
ださい。
現地を確認のうえ、対応を検討させていただきます。
また、引き続き野火止用水沿いの樹木の維持管理に係る予算の増
額、確保に努めてまいります。

　浅間町二丁目にある「野草園」ですが、ボランティアの皆さんのご協
力のもと管理運営を行っております。草木・高木の剪定については、今
後も「野草園」という目的に即した適正な管理に努めてまいります。
　除草については初夏に１回目を終了し、秋に２回目を行う予定です。
高木については、今年度中の剪定を予定しております。

ご要望のありました草刈回数の強化につきましては、植木等の植物の
生長は天候により影響を受け、繁茂状況の時期が変わり対応が難しい
点もありますが、状況の確認を行い、予算等を考慮しながら、適宜、対
応に努めてまいります。

管理課

生涯学習課

環境政策課

管理課

滝山五丁目自治会

向台自治会

野火止親和会

下田自治会
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（２６）
大円寺前のカーブ
ミラー増設補強を

　大円寺前のカーブミラー増設補強をお願いしま
す。
　大円寺東南角前のミラーが1つしか付いていませ
ん。
特にかるがも通り商店街から走行してくる車は、下
田地区から出る事、自転車が見えにくい。（道路が
鋭角になっている）
この方面から、下田地区の道路が見えるように、ミ
ラー設置をお願いします。出会い頭の事故が度々
起きています。

回答

（２７）
路面の補修につい
て

　下田住宅内路面（小山1-11-12）前の補修をお願
いします。
雨の後、くぼみに雨水がたまったままになり不衛生
です。道路の補修をお願いします。

回答

（２８）
住宅道路内の暗い
場所への対策につ
いて

　住宅道路内の街灯をLEDに交換したが、街灯の
間隔が広いところに光が行き届かず暗い場所が新
たにできた。また、街灯の向きによっても同じように
暗い箇所が生じた。対策を講じてほしい。

回答

（２９）
住宅内歩道側溝の
清掃を

住宅内歩道側溝の清掃を要望します、過去定例
の清掃時期がありましたが最近では有りません。

回答

（３０）
小金井街道の電柱
について

小金井街道の歩道の真ん中に電柱があるため
に、車道に出なければならない箇所があり危険で
す。私有地に借地として移動する努力をしてくださ
い。

回答

ご指摘の街灯の対策については、現地を確認し、対応を検討してまい
ります。

現地を改めて確認いたしました。当該箇所については予算や優先度を
考慮し部分的な補修にて対応を検討してまいります。

カーブミラーは、カーブや交差点の死角を鏡によって映し出すことで死
角の危険を排除する目的で設置しているものですが、改めて現地を確
認いたしましたが、当該交差点における一時停止や徐行などの交通規
制の順守による状況確認により一定の安全確保が可能と考えられるこ
とから設置は難しい状況ですので、引き続き安全運転等にご協力をお
願いいたします。

ご要望をいただいた小金井街道は、東京都の管理する道路となりま
す。本要望を東京都に伝えたところ、「電柱は、市民の皆様が利用され
ている電気、電話等のケーブルの配線の都合で電気事業者等が道路
内に設置しているものです。歩道上の電柱を私有地へ移設するために
は、事業者が地権者の承諾を得る必要があり、難しいものと考えてい
ますが、都では、小金井街道の一部区間において歩道の真ん中に設
置されている電柱を歩道の端へ移設するよう働きかけを行っておりま
す。都としては、引き続きこうした取組を事業者へ要望してまいります
が、自治会からも事業者へ要望していただくようお願いします。」とのこ
とでございました。

ご要望の側溝清掃につきましては、現地を確認し、予算等を考慮し対
応を検討してまいります。

管理課

管理課

管理課

道路計画課

管理課

下田自治会

南沢日生住宅会

けやき野自治会

八幡町一丁目自治会

下田自治会
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（３１）
小金井街道の信号
や横断歩道等につ
いて

小金井街道の久留米中わき、黒目川の信号、横
断歩道を巾を広げるか、又は、清瀬方面からの車
の停止線を清瀬寄りに移動して欲しい。遊歩道か
ら渡る人は車の間をぬって渡り危険です。（地図添
付A）

回答

（３２）
八幡町１丁目バス
停の横断歩道につ
いて

八幡町１丁目バス停の横断歩道はいつできるので
すか？

回答

（３３） 電柱移設について

こぶしヶ丘地区の市道は道がせまく、大型消防車
が入れません。電柱移設を希望します。

回答

（３４）
青梅街道に出る道
路の整備を

柳自治会は小平市の花小金井に取り囲まれた地
域で、青梅街道からのアクセスが悪く、何回も何回
も曲がらざるを得ない。丸井の再開発時に、確実
に柳自治会の中心道路から、まっすぐに青梅街道
にでる道路が整備されるよう、東久留米市の都市
計画に含め、再開発に備えておいてもらいたい。
柳自治会に隣接し、同様の状況にある小平市民８
０世帯もいることから、小平市の都市計画にも含め
るよう要請し、協調して道路環境の整備をすすめ
てもらいたい。袋小路に近い状態は防災面でも大
きな問題でもある。

回答

（３５）
中央中学校南側の
アスファルトについ
て

通学路のアスファルトがボロボロの所が有り直して
欲しい。中央中学校南側（中央町5-7-58辺りから
所沢街道へ抜けるところです）両サイド畑の所で
す。

回答
現地を改めて確認いたしました。ご指摘の件については部分的な補修
となりますが対応を検討してまいります。

当該民間敷地においては、その敷地範囲と規模により小平市・東久留
米市の開発事業に関する条例等における開発行為に該当する際に
は、防災面も含め住環境に配慮した道路の配置となるよう小平市と協
議調整、情報共有等により連携してまいります。

ご提出いただきました資料に記載のある電柱は、市道ではなく私道に
設置されているものです。市道ではないため市としては立ち入れない
問題となります。ご理解の程お願いいたします。

ご要望の件につきましては、これまでも交通管理者である田無警察署
に要望してきておりますが、引き続き、働きかけをしてまいります。

横断歩道の管理者である田無警察署に確認したところ、「歩行者の道
路の横断方法は道路交通法第１２条に規定に従い、横断歩道を渡るよ
うお願いいたします」との回答をいただいております。市といたしまして
は、歩行者の交通ルールの遵守と交通マナーの向上に対する安全対
策や啓発活動に努めてまいります。

管理課

管理課

生活文化課

都市計画課

管理課

八幡町一丁目自治会

八幡町一丁目自治会

こぶしヶ丘自治会

柳自治会

五丁目さくら自治会
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（３６）
側溝のフタの騒音
について

・南神明橋Ⅰ前の遊歩道と道路の間にある側溝の
フタが車が通る度にガタンガシャンと騒音がするの
で直してほしい。

回答

（３７） U字溝について ・道路のＵ字溝をなくしてほしい。

回答

（３８）
車用信号機につい
て

・「中央図書館西」の信号の交差点について、両側
に車用の信号機が欲しい。

回答

（３９）
信号機の設置につ
いて

・神明通りと新しい道路との交差点に信号機の設
置をお願いしたいです。
道幅が足りないとの理由で設置できないとお聞き
しましたが、事故が多く起きているののが現状で
す。すべての横断が信号機にて行われるようにし
てほしいです。

回答

（４０）
大雨時の道路の冠
水対策について

①西中学校と滝山公園の間の遊歩道から大量の
雨水が西中北通りに流入し、周辺が冠水状態にな
る。西中グランドからの流入は対策の結果少なく
なったが、滝山公園と遊歩道からの雨水は未解決
であり、抜本対策をお願いする。
②西中学校と滝山公園の間の遊歩道のうち、西中
～新所沢街道までの部分は道路が荒れている。
部分的な舗装の実施後も水たまりで通行に支障が
ある。杖歩行の高齢者や車椅子の利用者も多く、
また、小学校の通学路でもあり、対策をお願いす
る。

回答

中央図書館西交差点につきましては、現在、神明通りの一部を拡幅す
ることにより、神明通り側にも信号機を設置できないか、警視庁をはじ
めとする関係機関と協議を進めているところでございます。

側溝改修につきましては、近年、財政的な理由から予算の確保ができ
ていない状況でございます。担当部署としては、道路の段差や陥没等
の不具合につきましては予算等を考慮し部分的な範囲内で対応の検
討してまいります。新たな全面的な側溝改修につきましては、現地の状
況を確認しその対応について検討してまいります。

当該道路は私道であるため市で全てを補修等することは難しいもの考
えております。尚、私道につきましては、予算の範囲内で整備工事費の
全部または一部を補助することができる制度はございますが、近年の
財政的な理由により当該制度が実施できない状況となっております。
引き続き予算の確保に努めてまいります。

①の滝山公園から遊歩道への雨水流出について回答させていただき
ます。
有効な対応策を講じることができず、昨年度に引き続きご要望をいただ
いてしまい申し訳ございません。
昨年度も回答させていただきましたとおり、本件は公園の地形等に起
因するものであるため、抜本的な解決策の実施が困難な状況にござい
ます。
それでも今後滝山公園の再整備を実施する際には、本件の解消を含
めた検討をしてまいりたいと考えております。
②現地を改めて確認いたしました。当該地の舗装補修につきましては、
予算と優先度を考慮し通行支障の視点で補修の対応を検討してまいり
ます。

中央図書館西交差点につきましては、現在、神明通りの一部を拡幅す
ることにより、神明通り側にも信号機を設置できないか、警視庁をはじ
めとする関係機関と協議を進めているところでございます。

管理課

管理課
道路計画課

管理課
道路計画課

①環境政策課
②管理課

管理課

南神明山自治会

南神明山自治会

南神明山自治会

滝山１・２丁目自治会

南神明山自治会
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（４１）
側溝への土砂流入
の防止と市による
側溝清掃について

長年の懸案であり、自治会の町内清掃や周辺住
民のボランティア清掃でも力を入れているが、住民
の高齢化に伴い対応が難しくなっている。特に下
記の３カ所について市として巡回・清掃回数を増や
したり、土砂流入を防ぐ抜本対策を検討して貰い
たい。
①滝山公園北側側溝への公園土砂の流入
②あやめ公園の北側側溝への公園土砂の流入
③滝山1-3にある農地（芝生）の周囲の側溝への
土砂の流入

回答

（４２） 側溝にフタを

【道路関連】
・滝山５丁目１９・２０番地の道路の工事跡地の補
修とその近辺でフタのされていない側溝にフタをし
てほしい
（予算内で可能であれば、詳細な地図をお送りしま
す）
・道路の補修は傷みはじめに実施した方が経費も
少なく大改修に至らないと思うので、こまめな確認
と早期補修をお願いしたい　※特定の場所への要
望ではありませんが生活道路は特に早めの補修
をお願いいたします

回答

（４３）
都市型側溝の整備
について

１、都市型側溝未施工箇所の整備

回答

側溝改修につきましては、平成２７年度迄、順次整備を進めてきており
ましたが、近年、財政的な理由から予算の確保ができていない状況で
ございます。担当部署では、道路の段差や陥没等の不具合につきまし
ては予算と優先度を考慮し対応の検討をしてまいります。尚、未整備
の箇所については今後も継続的に予算要求してまいりますので、ご理
解をお願いいたします。

ご指摘の道路の補修につきましては、具体的に場所をお示ししていた
だければ、現地を確認した上で、対応ができるのか検討してまいりま
す。また、滝山地区の側溝改修につきましては、平成２７年度迄、順次
整備を進めてきておりましたが、近年、財政的な理由から予算の確保
ができていない状況でございます。担当部署では、道路の段差や陥没
等の不具合につきましては予算等を考慮し、部分的な範囲内での対応
の検討をしてまいります。尚、全面的な側溝改修につきましては今後も
継続的に予算要求してまいりますので、ご理解をお願いいたします。

①、②の公園から側溝への土砂の流出防止について回答させていた
だきます。
ボランティアでの清掃活動に対しまして厚く御礼申し上げます。
有効な対応策を講じることができず、昨年度に引き続きご要望をいただ
いてしまい申し訳ございません。
対応策として、土留めの設置等を検討しているところですが、費用の確
保や、あやめ公園において子どもが通り抜けている斜面への土留め設
置が危険なものとならないか等懸念される事柄がございます。引き続
き有効な対応策について検討してまいります。
また、側溝の清掃につきましては、道路担当部署とも協力し、対応策等
を検討してまいります。
③農地所有者に現状の説明を行い、土留め工事等を対象とした補助
金を紹介する等して、対応を依頼中です。

管理課

管理課

環境政策課
産業政策課

滝山１・２丁目自治会

滝山五丁目自治会

野火止親和会
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（４４）
道路の改修につい
て

・市役所迄出る道路の改修を４年もかけて修理す
るより、１度の工事の方が1年に出る金額は大きい
が1回で済む分安く上がるのではないかと思いま
すが。（別紙）

回答

（４５）
私道の清掃につい
て

市道の縁石などにたまる土砂、それらが流される
雨水ますの水たまりなど不衛生極まりない。誰が
いつ掃除するのか。私道の場合は自分たちでやる
しかないので、公道は予算で組み込めるが、その
辺不公平だと思う。私道を公道化するのがむずか
しければ、それなりの（予算がないのでという理由
は除外して）助成を実施してほしい。公道は少し傷
めばすぐ整美する。予算を少し廻せば良いのに。

回答

（４６）
道路の環境悪化へ
の対策について

当自治会内を東西に抜ける道が、通行量増大によ
り騒音、振動による環境悪化が著しい事、更に車
輌のスピードによる事故の危険性増大を招いてい
ます。要望として、①道幅が一部４ｍ程と狭い所も
あるので、大型車の進入禁止とする。②通学時間
帯の車輌規制実施。③スピード違反の取り締まり
強化。④視覚効果として、路面に塗装による錯覚
で、路面凸起物に見える。パターン模様を描いて、
ドライバーに無意識にブレーキを踏ませる狙いの
ものを施す。（２枚目裏※１）

回答

（４７） 側溝掃除について
・住宅地の側溝掃除を定期的にお願いしたい。
　個人では側溝のふたが開かず、深いので、困難
です。

回答
ご要望のありました側溝清掃は、現地を確認した上で、予算や優先度
を考慮し対応を検討してまいります。

①大型車両の進入禁止等の交通規制は、交通管理者である田無警察
署に要請してまいります。
②スクールゾーン等の交通規制を行うためには、交通管理者である田
無警察署への手続きが必要となり、地域住民の皆様の交通規制への
承諾や地域住民による規制を守らせるための見守り等のご協力が必
要となります。交通規制の詳細な手続きについては交通管理者である
田無警察署へのご相談となりますが、市としては田無警察署と連携し、
安全対策に努めてまいりたいと考えております。
③最高速度違反の取締りにつきましては、交通管理者である田無警察
署に要請してまいります。
④視覚効果対策につきましては、自動車の運転者に注意喚起する路
面標示や看板の設置について予算等を考慮し検討してまいります。

当該道路は、市道であるため市ですべてを補修等をすることは難しい
もとの考えております。尚、私道につきましては、予算の範囲内で整備
工事費の全部または一部を補助することができる制度はございます
が、近年の財政的な理由により当該制度が実施できない状況となって
おります。引き続き予算の確保に努めてまいります。

道路補修における個々の補修等の対応は、市内の舗装等の道路状況
をパトロールなどで確認をしながら効果的、計画的に実施すること等に
努めております。しかしながら、単年度の予算確保の中で市内各所の
道路補修を実施していることから、各所の状況や優先度を考慮し補修
を行っているのが実態です。複数年での補修となりますが、着実に実
施するよう努めてまいります。ご理解のほどお願いいたします。

管理課

管理課

管理課

管理課

本町四丁目明和会

本町四丁目明和会

南沢第２自治会

本町四丁目第一住宅自治会
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（４８）
行き止まりや不法
投棄禁止の看板に
ついて

・行き止まりの看板があると助かります。以前はあ
りましたが、いつの間にか無くなった。
・不法投棄のゴミが多いので不法投棄禁止の看板
があると良いです。

回答

（４９）
市道の改修工事に
ついて

下記は市道図です。（別添地図あり）一部昨年道
路の改修工事をしていただき有難うございました。
後の部分が土盛り工事のため一部破損しU字溝に
落ち自転車もさることながら、歩行もままならない
状況です。高い所は道からU字溝まで１５ｃｍ～２０
ｃｍ高低差がある。残りの部分も早急にお願いした
い。

回答

（５０）
T字路にバックミ
ラー新設について

電柱片方注意立看板を立てていただいております
が、自転車で子供や若い人はあまり気にしないス
ピードで通り大変危険です。事故を更に未然に防
止するために双方から確認出来るよう新設をお願
いします。

回答

看板の設置につきましては、現地立ち合い等により具体的な場所をお
示ししていただければ、対応を検討してまいります。

カーブミラーの新設により交差点における視認性の向上など交通安全
対策に一定の効果が期待できますので新設対応を進めます。

道路補修における個々の補修等の対応は、市内の舗装等の道路状況
をパトロールなどで確認をしながら効果的、計画的に実施すること等に
努めております。しかしながら、単年度の予算確保の中で市内各所の
道路補修を実施していることから、各所の状況や優先度を考慮し補修
を行っているの実情です。複数年での補修となりますが、着実に実施
するよう努めてまいります。ご理解のほどお願いいたします。尚、ご指
摘の道路の部分的な破損などについては、現地を確認し対応を検討し
てまいります。

管理課

管理課

管理課東久留米弥生自治会

本町四丁目明和会

本町四丁目明和会
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（５１）
側溝（U字溝）の清
掃について

（４）側溝（U字溝）の清掃。高齢者世帯で自宅前の
側溝の清掃が出来なくなっている家庭も増えてい
ます。また、畑周りでは畑からの土や落葉、ごみの
ポイ捨てで水はけが悪くなり、雨が降った後は１週
間ほど溜まったままで極めて不衛生です。市として
定期的に点検・清掃していただきたい。一方、滝山
公園・団地からの落葉や遊歩道の樹木からの落葉
が近隣または隣接する家の敷地内の溜まりその
処理に大変な労力をかけざるを得ない家もありま
す。落葉の収集は無料扱いとしても、自宅の落葉
ではないものの処理に釈然としない思いを抱くの
は当然です。市として何らかの助成をお願いした
い。

回答

（５２）
道路の補修につい
て

（５）道路の補修。この間の要望で、滝山公園通り
や新所沢街道歩道など数カ所の補修をしていただ
きました。ありがとうございます。ただ、ばんそうこう
を貼っただけのような箇所もあり、また道路の片側
だけがきれいに舗装され、片側がでこぼこのところ
もあります。地図で示す箇所を優先的に補修して
いただきたい。また、滝山北通りはひび割れがひ
どくなっており、ゴム状のものを塗るだけでなく、抜
本的補修をしていただきたい。

回答

（その他）

（５３） 広報について
すぐやる課（万事に当たって）があれば大いに広報
してほしい。

回答 当市には、「すぐやる課」に該当する部署はございません。

現地を改めて確認いたしました。道路補修における個々の補修等の対
応は、市内の舗装等の道路状況をパトロールなどで確認をしながら効
果的、計画的に実施すること等に努めております。しかしながら、単年
度の予算確保の中で市内各所の道路補修を実施していることから、各
所の状況や優先度を考慮し補修を行っているのが実情です。ご指摘の
箇所の補修については、道路の安全性の確保を考慮し予算の範囲内
で対応を検討してまいります。

市では、清掃や路面補修等の道路の維持管理を計画的、効率的に行
うよう努めておりますが、道路の清掃については市道の範囲が広範囲
となるため定期的な対応が難しい状況です。ご要望の清掃等は予算等
を考慮し対応を検討してまいります。
また、日頃から自治会などで清掃等を行っていただき感謝申し上げま
す。落ち葉等は市が回収・処分いたしますので、ご連絡をお願いいたし
ます。

管理課

管理課

生活文化課

前沢四丁目自治会

前沢四丁目自治会

南沢第三自治会
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（５４）
消火栓の取り換え
及び表示について

　消火栓の表示がさびて古くなり、文字もはっきり
しないものもあり、新しいものに取り替えるなどの
対策を講じてほしい。また、消火栓があるにもかか
わらず、消火栓の表示がない箇所があるので、関
係機関において設置してほしい。

回答

（５５）
バス停の舗装修理
について

①都道と市道と交差するバス停三角山の別添図
の場所に雨が降るたびにたまりバスの乗降客、通
行人が水たまりのために足元に苦労している。
②表層がないので水たまりができる（巾30㎝～５０
㎝位）ので舗装の修理をしてください。

回答

（５６）
排水ます等につい
て

・中央町3-15-15の四つ角は大雨が降ると3方向か
らの濁流がおしよせてくる平成18年の9月の台風
の時は２５㎝の水位があり、少し下った数軒の家
のガレージは車ごと水没の被害にあった。その後
も大雨の季節になる度に心配をします。又この辺
りの排水ます等は土砂で埋まってしまっているの
に対処していない。

回答

（５７）
市内循環バスの運
行について

１、市内循環バスの運行を

回答

コミュニティバスの運行については、その実現を求める声を多くの皆様
より頂戴いたしております。
市では、昨年度、庁内の検討組織を立ち上げ、財政状況、地域性や道
路環境等を考慮して地域公共交通の検討を行いました。この結果、現
況の道路幅員では、コミュニティバスの運行ルートを設定することによ
り公共交通空白地域を解消することが難しいことから、短期的な施策と
して、子育て世帯及び高齢者を対象としたデマンド型交通方式（利用者
の需要に応じて一定の区域内を運行する公共交通の一形態）の導入
を基本とする一定の方向性を示しました。今後は、この方向性に基づき
具体的な制度設計の構築に向けた取組を進めてまいります。

現地を改めて確認いたしました。ご指摘の件につきましては、改めて原
因を確認し対応を検討してまいります。

現地を改めて確認いたしました。舗装補修については、予算等を考慮
し部分的な補修にて対応を検討してまいります。

限られた予算の中での対応になりますので、市の予算で対応しなけれ
ばならない優先度の高い場所から着手しなければならない状況にあり
ます。また、消火栓の標識柱は本来設置しなければならないものです
が、住宅地内など、道路幅によって車の往来の妨げになるような場所
には設置しないケースもあります。

防災防犯課

管理課

管理課

道路計画課

南沢日生住宅会

野火止親和会

南神明山自治会

野火止親和会
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（５８） 南町緑地について

①昨年もお願いしたのですが、枝が屋根まできて
ますので、早急に対処お願いします。
②前の道路（通学路）への大量の落ち葉等を「ゴミ
ＢＯＸ」の周囲をきれいにということで、自治会で自
主的に清掃してきたが、有料化で撤去され高齢化
もあり、モチベーションも下がります。今後、市とし
ても何か対策を考えていただけるとありがたい。
③同じ道路（通学路）でタバコのポイ捨て（その他
も）が多く落ち葉の季節は火事も心配、また排水溝
から海へも心配（個人的にいつも拾っていますが
…）「東久留米市ポイ捨て等防止及び路上喫煙の
規制に関する条例」によるキャンペーンがあること
を知ったが、駅周辺だけでなく広く訴えて欲しい。
「ポイ捨て禁止」などのステッカーがあると良い、た
だし貼る交渉は個人では難しいと思うので、市で仲
介してもらえるとありがたい（個人所有のへい、東
電の電柱など）

①、②の南町緑地保全地域の樹木に対する要望について回答させて
いただきます。
昨年度に引き続きご要望をいただいてしまい申し訳ございません。
南町緑地保全地域は東京都の所管地ですが、維持管理について市と
協力して行っているところです。
限られた予算での対応であるため、全体的な剪定が困難な状況です。
それでも、越境している樹木や危険な樹木については、優先的に対応
していきたいと考えております。
樹木を剪定するためには、具体的な樹木を特定する必要がありますの
で、お手数ですが、具体的な要望箇所を担当までご連絡くださいますよ
うお願いいたします。
また、公園や樹林地の落ち葉について、有効な対応策を講じることが
できておらず申し訳ございません。
落ち葉を減少させるため、道路沿いや隣接地の樹木の剪定作業を進
める等、引き続き対応策を検討してまいります。

③市条例よるポイ捨て禁止の周知につきましては、市民ボランティアの
方とともに、年２回のマナーアップキャンペーンを東久留米駅前及び滝
山地域において実施しているほか、同キャンペーンに合わせた市報へ
の掲載や商店訪問を実施しているところです。キャンペーン期間中に
は車両用マグネットを市保有車両に設置するほか、タクシーへの貼り
付けを、市内タクシー運行事業者にご協力頂いております。また、バス
内アナウンス音声の放送を、年間を通してバス運行事業者にご協力頂
いております。
また、ご希望の方には「ポイ捨て禁止」の啓発ラミネート看板を無料で
お配りしておりますが、無用なトラブルを避けるために自宅などへの設
置に限るよう注意を促しております。他者占用物への設置については、
設置者において同意・許可を得て頂くようお願いします。

回答

緑ケ丘自治会 環境政策課
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（５９）
コミュニティバスの
開始について

・当自治会付近から、市の施設を結ぶコミュニティ
バスを開始してほしい。
　予算不足というが、運賃をいくらにすれば赤字に
ならないのか、提示してほしい。

回答

（６０）
有料駐輪場の設置
について

・ひばりヶ丘駅付近に有料駐輪場を設置してほし
い。

回答

（６１）
くぬぎ児童館跡に
ついて

くぬぎ児童館跡について。跡地は売却するとの方
針が示されていますが、放置され、雑草のび放
題、ゴミも投げ込まれています。周辺の迷惑になら
ないように、除草し、しっかりと管理してもらいた
い。

回答

（６２）
野良猫対策につい
て

野良猫対策について。遊歩道には毎日、３６５日、
他市（武蔵村山方面）から野良猫に餌をやりに来
る人がいます。この人物を中心に数グループが餌
のまき散らしをしています。不衛生であるだけでな
く、糞尿被害など周辺の実害も深刻です。餌をやる
だけで猫の飼育全般に責任を持とうとしないこれら
の人は市がいう「地域との共生」はまったく考えて
おらず、注意する人には逆ギレでどなり返します。
HASのご協力で全般的には猫の増加は抑えられ
ていますが、一方でつばき公園より北側の遊歩道
では増加がみられます。何度も対策を要請してい
ますが、無責任な野良猫への餌やりに対する市の
「許容」とみられる姿勢には疑問を持たざるをえま
せん。近隣の市が実施しているように市の負担に
よる捕獲、避妊、去勢手術など実効ある繁殖防止
施策に本格的に取り組むべきです。

回答

飼い主のいない猫へ不適切な餌やりをしている方が特定されている場
合は、衛生面や地域の方たちへの気配り等について、直接お話をして
います。前沢4丁目の遊歩道で不適切な餌やりをしている方がいること
は把握しており、夜間パトロールを実施した経緯もありますが、お話が
できておらず、対応に苦慮しております。不定期に来る方への対応とし
て、市がパトロールを継続実施することは困難であり、今後の対応には
地域の方のご協力も必要と考えていることから、一度お話の場を設け
させて頂ければと思います。
市の費用負担での繁殖防止については、市の財政状況を踏まえ検討
していきたいと考えています。

近隣の皆様には、不快な思いご迷惑にならないよう8月初旬に草刈りを
いたしました。今後も注意して現地確認をしてまいります。

市ではひばりヶ丘駅付近に有料駐輪場の設置をする計画はございま
せん。ご理解の程お願いいたします。

コミュニティバスの運行については、その実現を求める声を多くの皆様
より頂戴いたしております。
市では、昨年度、庁内の検討組織を立ち上げ、財政状況、地域性や道
路環境等を考慮して地域公共交通の検討を行いました。この結果、現
況の道路幅員では、コミュニティバスの運行ルートを設定することによ
り公共交通空白地域を解消することが難しいことから、短期的な施策と
して、子育て世帯及び高齢者を対象としたデマンド型交通方式（利用者
の需要に応じて一定の区域内を運行する公共交通の一形態）の導入
を基本とする一定の方向性を示しました。今後は、この方向性に基づき
具体的な制度設計の構築に向けた取組を進めてまいります。

道路計画課

生活文化課

管財課

環境政策課

南沢第２自治会

南沢第２自治会

前沢四丁目自治会

前沢四丁目自治会
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３.安全の確保
要望事項 内容 自治会名 担当課

（防災）

（１）
避難所トイレの洋
式化について

避難所として使用される学校の和式トイレの洋式
化を早急に、100%の変更を望む。→特に避難所と
なる体育館のトイレは優先すること。

回答

（２）
ゴミ置き場跡地の
供与について

ゴミ置場が７月より空き地になるが、これを自治会
の防災倉庫の置場として無償供与して下さい。

回答

（３）
ハクビシンの対策
について

・ハクビシンの対策をして欲しい。

回答

（４）
防災倉庫等の購入
について

・当自治会は、大災害に対応する準備が皆無であ
り意識もさることながら、防災倉庫などの設置も遅
まきながら考えていこうと思います。そこで、本町
四丁目が災害にそうぐうした際、市の援助が即時
に対応が可能でしょうか。また、防災倉庫等の購
入に際し相談又は援助があるのでしょうか？

回答

（５）
災害時の市民への
連絡手段について

・異常気象現象、大規模火災、他国からの攻撃、
等の市民への連絡手段として『サイレン』を活用し
ていただきたい。状況別に吹鳴時間の長短の組み
合わせを決め、それを事前に広報することにより
危険状態が起こった時には広範囲に速やかに周
知出来ると思います。

回答

学校トイレの洋式化については、計画的に実施してまいります施設の
大規模改修等に合わせて行っていきます。

清掃施設の跡地利用につきましては、地域のための利用などを含めた
検討を行い、今後市の方針が決定されますが、ご要望については検討
材料の貴重なご意見として承りたいと思います。

ハクビシンは鳥獣保護法により野生動物として位置づけられており、東
京都の許可なく捕獲や駆除を行うことは出来ません。一般的にはほか
の野生動物同様、自然のものとして忌避の対応が基本となります。し
かし、市には家の屋根裏に住み着かれてしまった等の相談も寄せられ
ています。その際は捕獲許可を持った業者を紹介しています。

東久留米市自主防災組織育成補助金制度では、防災倉庫等の資器
材購入費用に対する補助を行っております。

防災行政無線については、地震や大規模火災、他国から武力攻撃に
際し、市民の皆様に情報を速やかに伝達する設備として整備をしてお
ります。サイレンについても、大規模地震対策特別措置法による規程
等を踏まえて、適切な吹鳴を行ってまいります。

中丸自治会

南神明山自治会

中丸自治会

本町四丁目明和会

教育総務課

ごみ対策課

環境政策課

防災防犯課

防災防犯課本町四丁目明和会
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（６）
消火器の設置場所
について

住宅内消火器の設置場所を増やしてほしい。

回答

（７）
空き家対策につい
て

・空き家がいくつか見られている。ハクビシンなど
が住み、防災上からも周辺住民は対応に苦慮して
いる。対策はどうすればよいでしょうか。

回答

（８）
小平消防署花小金
井出張所との緊密
な連携について

３－１　小平消防署花小金井出張所との緊密な連
携
柳自治会は、小平に入り込んでいる地域であり、
小平市消防署の花小金井出張所からのアクセス
が非常にすぐれている。万一、火災が発生した場
合、小平市消防署花小金井出張所により、消火活
動がすみやかに行ってもらえるよう、小平市と明確
な合意を結び、柳自治会住民にその旨を説明して
もらいたい。

回答

（９）
西中避難所の防災
設備と環境の充実
について

一昨年、昨年と西中を避難所とする地域の自治会
等と協力して避難所運営訓練に取り組んだ。その
経験から下記の３点を要望したい。すでに西中地
域防災連絡会として要望書を提出しているが、早
急な検討と実施をお願いする。
①学校のトイレの洋式化を早急に実現する。
②西中の校内、体育館入口など誘導路のバリアフ
リーの確保
③西中設置の防災倉庫の備蓄増強と利用法の明
確化

回答

新規に街頭消火器を設置するにあたっては、防災防犯課にご要望をい
ただければと思います。
その際には、事前に自治会内の方ででどこに設置するかを決めていた
だき、設置場所に面する住民の方のご理解を得ていただいた上でご要
望ください。

・空き家については、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づ
き、所有者等へ家屋の適切な管理についてお願いしております。情報
提供を頂いた管理不全の空き家については、所有者等の調査を行って
おり、所有者等の所在が判明した場合には、管理の適正化を所有者等
へ求めております。所有者等が不明であったり、所有者等の対応に時
間を要する案件もございます。ご近隣において、所有者等と連絡が可
能な方から直接ご連絡頂く、また予め連絡が取れるようにしておくこと
も重要な手段であると考えております。全体としては、空き家対策の施
策を検討するため、昨年度に市内空き家の実態調査を実施し、本年度
においては空き家所有者の方がどのようなお考えで空き家とされてい
るかの意向調査を予定しております。

東久留米消防署、小平消防署ともに東京消防庁に所属する消防署で
す。例えば、弥生地域で火災が発生した場合、東京消防庁の活動基準
に基づき、東久留米消防署だけではなく、隣接する小平消防署花小金
井出張所からも応援出動されます。

①学校トイレの洋式化については、計画的に実施してまいります施設
の大規模改修等に合わせて行っていきます。
②計画的に実施してまいります施設の改修等の際には、バリアフリー
の視点にも留意します。
③各学校の防災備蓄については、想定される避難生活者数に対して、
発災後３日分の備蓄を進めております。備蓄にあたっては、各避難所
の運営連絡会において、限られたスペースの中で、備蓄の優先順位を
定め配備を進めます。

防災防犯課

環境政策課

防災防犯課

①②教育総務課
③防災防犯課

南日生住宅会

神明山自治会

柳自治会

滝山１・２丁目自治会
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（１０）
小・中学校の環境
整備を

・予算不足で小・中学校の耐震補強が足りていな
いと聞いたが、子どもたちが安心して通える環境
整備を早急にお願いしたい。

回答

（１１）
遊歩道におけるタ
バコやゴミの投げ
捨てについて

・遊歩道でタバコやゴミの投げ捨てがあり、特にタ
バコは火災の原因となりかねず大変危険である
防犯の観点からも対策をお願いしたい

回答

（防犯）

（１２）
下校時間の見守り
について

・小学生、下校時間の見守り（歩道橋あたり）

回答

（１３）
監視カメラの設置
について

中央中学校の玄関にも不審者が出た場所を記し
たマップがある。小学校、中学校、黒目川、落合川
付近の危険と思われる場所に、監視カメラの設置
を望む。

回答

（１４）
河川沿い遊歩道の
防犯カメラの設置
について

・河川沿いの遊歩道に防犯カメラの設置を希望

回答

（１５）
前沢南公園の防犯
カメラの設置につ
いて

前沢南公園に防犯カメラの設置をお願いしたい。

回答

（環境政策課）市では市民ボランティアの方とともに、年２回のマナー
アップキャンペーンを東久留米駅前及び滝山地域において実施してい
るほか、同キャンペーンに合わせた市報への掲載や商店訪問を実施し
ているところです。キャンペーン期間中には車両用マグネットを市保有
車両に設置するほか、タクシーへの貼り付けを、市内タクシー運行事業
者にご協力頂いております。また、バス内アナウンス音声の放送のご
協力を、年間を通してバス運行事業者にご協力頂いており、引き続き
啓発活動を行ってまいりたいと考えております。
（管理課）ご要望の件につきましては、遊歩道における防犯対策とし
て、注意喚起看板の設置等を検討してまいります。

　東久留米市では平成２７年３月策定の「東久留米市通学路交通安全
プログラム」に基づき、通学路の安全確保に向けた取り組みを行ってい
ます。ご指摘の歩道橋を通学路とする第九小学校でも、PTAや地域の
皆様に複数の場所で見守り活動を実施していただいております。
　今回、ご指摘いただいた歩道橋周辺について第九小学校に確認した
ところ、見守りの対象箇所となっておりませんでしたが、貴自治会の皆
様をはじめ地域の方々が見守り活動にご協力いただけるようでしたら、
見守り時に使用するベストなどの貸出も行っておりますので、学務課ま
でご相談ください。

防犯カメラの設置のあたっては、管理者の許諾が必要となります。道
路・公園等市の施設については、ご要望の担当部署までお伝えいたし
ます。

防犯カメラの設置のあたっては、管理者の許諾が必要となります。道
路・公園等市の施設については、ご要望の担当部署までお伝えいたし
ます。

公園内への防犯カメラの設置について回答させていただきます。
現在のところ、市内の公園に、公園専用の防犯カメラの設置は行って
いない状況です。
ご要望いただきました内容につきましては、今後検討させていただきま
す。

小・中学校における校舎・体育館の耐震化工事は完了しており、耐震
化率は100%です。

教育総務課

環境政策課
管理課

学務課

防災防犯課

防災防犯課

滝山五丁目自治会

環境政策課

滝山五丁目自治会

東久留米弥生自治会

中丸自治会

南神明山自治会

通信住宅自治会
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（防犯灯・街路灯）

（１６）
住宅道路内の暗い
場所への対策につ
いて

住宅道路内の街灯をLEDに交換したが、街灯の間
隔が広いところに光が行き届かず暗い場所が新た
にできた。また、街灯の向きによっても同じように
暗い箇所が生じた。対策を講じてほしい。

回答

（１７）
防犯灯の設置につ
いて

防犯灯の設置。新児童館建設が始まり、畑だった
ところに38軒の新しい住宅が建ちました。小さな子
どもたちも多く、安全、安心のため下記の箇所に防
犯灯の設置を強く要望します。
28番地と２９番地の間の暗闇通り、同通りと滝山公
園通りのT字路、26番地と28番地の間の通り、新
児童館予定地の南側の通り、4番地ソフトバンク営
業所横、はま寿司裏滝山公園通り寄り、遊歩道の
暗闇となる箇所

回答

（交通安全施設・対策）

（１８）
袋小路の行き止ま
りについて

同じ住所の自治会（１７軒）だけの私道が袋小路で
行き止まりになっています。それを知らない車や自
転車が下り坂なので勢いよく進行して来る事が
時々あります。少しクランクになっているので、バッ
クして戻るときも慣れないので苦労している様で
す。迷い込んできている歩行者もいます。
色んな意味で危険性を感じています。私道の入口
の処に、例えば「私道に付進入禁止」等の看板を
立てて頂けたらと思います。数年前に自治会+１軒
一万円づつ負担して道路を修理したので自治会と
しては予算がありません。よろしくお願いいたしま
す。

回答

ご指摘の街灯の対策については、現地を確認し、対応を検討してまい
ります。

ご要望のありました箇所について、現地を改めて確認いたしました。
①農地が隣接する箇所につきましては、農作物の生育に影響があるた
め、防犯灯の新設、増設は難しい状況です。しかし、近年では、農作物
に影響の少ない機器も開発されておりますので、引き続き検討してま
いります。
②ソフトバンクの南側につきましては、防犯上の観点から新設を検討し
てまいります。
③はま寿司の裏滝山公園通り寄りにつきましては、現在、防犯灯が設
置されております。
④東側の遊歩道側につきましては、防犯上の観点から新設を検討して
まいります。

ご要望の件につきましては、私有道路に自動車等が迷いこまないよう、
看板の設置による対応について検討してまいります。

前沢四丁目自治会

管理課

管理課

管理課

南沢日生住宅会

ひのき会
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（１９） 道路修繕について

平成２８年度（１７）（１８）（１９）要望継続
追加要望
・道路反射鏡の増設No4-295右側に追加して欲し
い。
・市道3014と市道3029接合部3014側に道路修繕
要望
上記接合部に４軒新築工事中で住民が増える事
が考えられる。
市道3014は道路幅が狭く、ひび割れ陥没箇所もあ
り危険です。

回答

（２０）
下り坂車両の減速
運転方策について

野火止二丁目と三丁目の境を南北に走る道路が
押出橋方向から久留米西高校方向（黒目側降馬
橋方向）へ下り坂となっている。車両が高速で坂を
下りてきた所に道路反射鏡があるものの電柱で見
にくく、側道から出てくる自転車等との交通事故の
危険性が高い。下り車両がスピードを上げずに気
をつけて走行するような呼びかけ標識などの対策
をお願いします。

回答

（２１）
道路反射鏡の増設
（２カ所）

①野火止２－５－１４（No4-276）②野火止２－８－
６（No4-277）
上記２カ所の道路反射鏡は、いずれもT字路です
が、片側のみの設置のため危険です。片面だけで
なく、両面のカーブミラーの設置をお願いします。

回答

（２２）
道路側の側溝のふ
たの設置について

当自治会地域の中に、側溝のふたがない箇所や、
あってもガタつきやバラバラのものが設置されてい
る箇所があります。歩行者の危険を避けるため、
また街の美観や衛生上の点からも、共通のふたの
設置をお願いします。
ふたを設置していただいた野火止親和会の道路環
境は、すばらしいです。

回答

ご要望のありました箇所について、現地を改めて確認いたしました。
①カーブミラーの新設により交差点における視認性の向上など交通安
全対策に一定の効果が期待できますので新設対応を進めます。
②道路修繕の件につきましては、予算や優先度を考慮し部分的な補修
の対応を検討してまいります。

管理課

管理課

管理課

管理課

ご要望の件につきましては、車両の減速についての対応を田無警察署
と連携し、安全対策を検討してまいります。

押出橋自治会

カーブミラーは、カーブや交差点の死角を鏡によって映し出すことで死
角の危険を排除する目的で設置しているものですが、改めて現地を確
認いたしましたが、当該交差点における一時停止や徐行などの交通規
制の順守による状況確認により一定の安全確保が可能と考えられるこ
とから設置は難しい状況ですので、引き続き安全運転等にご協力をお
願いいたします。

側溝改修につきましては、近年、財政的な理由から予算の確保ができ
ていない状況でございます。担当部署としては、道路の段差や陥没等
の不具合につきましては予算等を考慮し部分的な範囲内で対応の検
討してまいります。新たな全面的な側溝改修につきましては、現地の状
況を確認しその対応について検討してまいります。

押出橋自治会

押出橋自治会

押出橋自治会
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（２３）
児童（７小）の通学
路の危険性につい
て

滝山住宅管理組合２街区３街区のサクラ並木の朝
の交通で速度オーバーで走る車が多く見受けられ
児童（７小）の通学路で危険、地域住民から対策を
打てないか申出があった。同市道が当団地の敷地
内の一部としてあった時代「住民以外の車輌通行
禁止」する旨の看板（標識）は有効だがそのまま放
置されていることが分かり田無警察署（担当古賀
様）に問い合わせ看板（交通標識）自体は有効だ
が実質的にその取り締りはできないということ、な
らびに市道移管後は看板自体の撤去も含めて、管
理は市が行うものだという指摘を受けた。
今後は当自治会が看板について市と交渉予定、ま
た登下校時間帯の進入禁止なども視野に対策検
討をお願いします。

回答

（２４）
カーブミラーの設
置について及び信
号機について

当けやき野住宅自治会内中央通から所沢街道（南
町１丁目第二）信号があるにも係わらず自転車、
単車、人、が田無、所沢側双方に無視横断、危
険、カーブミラーの設置を要望します。
及び、けやき野住宅中央通りから右折、すぐの（南
１丁目）信号機との時差を設けて頂きたい

回答

（２５）
一小の通学路につ
いて

一小の通学路：信号を渡り→農道の通学路に行く
迄が、歩道も無く　個人所有の敷地も斜めになって
いるため車が来たとき非常に危険です。何かいい
案があれば…　一度視察をお願いします。（地図添
付B）

回答

（２６）
公的速度標識の設
置について

当けやき野住宅自治会内へ所沢街道から入る中
央通り【ここは住宅地最徐行】の立看板を設置して
頂いていますが、公的速度標識も駐車禁止表示上
に設置希望

回答

管理課

管理課

管理課

速度標識等の規制標識の設置につきましては、交通管理者であります
田無警察署に対応を要請してまいります。

けやき野自治会

スクールゾーン等の交通規制を行うためには、交通管理者である田無
警察への手続きが必要となり、地域住民の皆様の交通規制への承諾
や地域住民による規制を守らせるための見守り等のご協力が必要とな
ります。交通規制の詳細な手続きについては田無警察署へのご相談と
なりますが、市としては田無警察書と連携し、安全対策に努めてまいり
たいと考えております。

ご要望のありましたカーブミラーにつきましては、信号機のある交差点
であるため設置することはできませんが、信号機の時差制御につきま
しては、交通管理者である田無警察署に要請してまいります。また、歩
行者や自転車をご利用する方の交通ルールやマナーに対する啓発活
動に努めてまいります。

ご指摘の箇所の安全対策につきましては、これまでに通行車両に対す
る路面標示やポストコーンの設置を行っております。今後も、歩行者等
が安全に通行できるよう田無警察署と連携し、安全対策に努めてまい
ります。

管理課

滝山住宅ふれあいの会

けやき野自治会

八幡町一丁目自治会
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（２７）
カーブミラーの設
置について

カーブミラーの設置。はま寿司裏の通りの箇所は
見通しが悪く危険です（地図参照）。カーブミラーを
設置していただきたい。なお、カーブミラーが設置
されていても、植込みの枝などに隠れて機能して
いないところがあります（地図参照）。交差点などで
の樹木の張出しも含め、対策をお願いしたい。

回答

（２８） 自転車道について
自転車道を増やしてほしい

回答

（２９）
危険な東京街道か
らの出入り口につ
いて

３－２　危険な東京街道からの出入り口
これまで何回か改善を要望してきたが、抜本的な
解決にいたらず、車と歩行者や自転車との衝突の
危険性がある。本質的な問題は、車というより、歩
行者や自転車が信号を無視して飛び出すことにあ
るため、信号の角度の調整などでは問題解決にな
らない。歩道幅にかなり余裕があるため、現在車
道側にある植え込みの位置を住宅塀側に移動し、
見通しをよくすることが良いのではないかと思う。
確認の上、危険回避のため対策を希望する。
添付２　東京街道出入り口の写真参照

回答

（３０）
街灯の設置につい
て

街灯をつけて頂きたい場所があります。
（裏面地図有）

回答

（３１）
外灯のLED化につ
いて

・滝山５丁目でLED化されていない外灯のLED化

回答

（３２）
信号の設置につい
て

・滝山中央通り（都道129号）と藤和工業ビルの角
を通り滝山５丁目に出入りする自動車の数が増え
た　安全のため、信号の設置が必要だと考える。

回答

市が管理していた街灯は平成29年3月末までに全てＬＥＤ化したところ
であります（南沢・たての緑道を除く）。ご要望のありました街灯につき
ましては、市で管理しているものか確認しますので、管理課までご連絡
をお願いいたします。

ご要望の件につきましては、現地の状況などを確認したうえで、交通管
理者である田無警察署との信号設置の協議を行い、市としては安全対
策のため、その対応について検討してまいりたいと考えております。

管理課

道路計画課

管理課

管理課

現地を改めて確認いたしました。カーブミラーの新設により交差点にお
ける視認性の向上など交通安全対策に一定の効果が期待できますの
で新設対応を進めます。また、樹木の繁茂によるカーブミラーにつきま
しては、樹木の所有者に剪定するように指導してまいります。

市では、都市計画道路などの幅員の広い道路整備において、自転車
専用通行帯や自転車ナビマークなどを設置し、自転車走行空間の確保
に努めてまいります。

ご要望につきましては、当該道路の交通管理者である東京都に要請し
てまいります。

ご要望のありました箇所は、私有道路であるため、設置に当たりまして
は、土地所有者の承諾等が必要となります。詳しくは別途、管理課まで
ご相談願います。

柳自治会

柳窪タンポポ自治会

管理課

管理課

前沢四丁目自治会

南沢第三自治会

滝山五丁目自治会

滝山五丁目自治会
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（３３）
危険なバイクの対
策について

・バイク進入禁止の遊歩道をバイクで突っ切る人
がいる　危険なので対策をお願いしたい

回答

（３４）
歩行者用信号の設
置について

歩行者用信号の設置。新所沢街道と滝山公園通
りの交差地点（滝山１丁目東交差点）はスーパー
西友もでき、横断する人が多くなりましたが、歩行
者用信号がなく、車用の信号を見ながら横断して
いる状況でたいへん危険です。新所沢街道、滝山
公園通り双方に歩行者用信号の設置していただき
たい。

回答

（３５）
カーブミラーの設
置について

・南神明橋Ⅰ前の遊歩道と道路が交叉するところ
が見えにくいのでカーブミラーの設置を希望

回答

（３６）
路上駐車対策につ
いて

路上駐車対策。新児童館南側道路、26番地と28番
地の間の道路は、以前からタクシーや運送業者の
車の休憩場所となっており、違法駐車が絶えませ
ん。新住宅が建ち、子どもたちもたくさん通るように
なっており、不安が高まっています。事故が起きる
前に対策をお願いします。

回答

（３７）
道路の速度規制に
ついて

道路の速度規制。第７分団前の通りはポールコー
ン設置にもかかわらず、バイパスとして利用する車
両などのスピード違反が後を絶ちません。また、新
住宅にともなって、２７番地と２８番地の間の通りか
ら滝山北通りに至る道路の車両が増加しました。
道路標識、表示による安全徹底など、適切な措置
をお願いしたい。

回答

ご要望の通行禁止違反の対応としまして、交通管理者である田無警察
署に取締り等の対応を要請してまいります。

ご指摘の件につきましては、歩行者等が安全に通行できるよう田無警
察署と連携し、安全対策を検討してまいります。なお、スピード違反に
つきましては、交通管理者である田無警察署に対応を要請してまいり
ます。

管理課

管理課

前沢四丁目自治会

ご指摘の件につきましては、違法駐車の取り締まりは交通管理者であ
る田無警察署の所管ですが、市からも取締りを強化するよう要請して
まいります。尚、警察当局からは迷惑駐車等を発見したときは１１０番
通報で対処するよう指導を受けておりますので、ご理解ご協力をお願
いいたします。

南神明山自治会

前沢四丁目自治会

ご要望のありました交差点の歩行者用信号は、現在設置されておりま
す。

河川管理者である東京都と調整し、安全対策について対応を検討して
まいります。

滝山五丁目自治会

前沢四丁目自治会

管理課

管理課

管理課
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（３８） 説明会の開催を

道路改正法が施行されていますが、原則自転車は
車道を通行となっていますが車道混雑の場合は仕
方ないとしても　殆どの自転車は歩道を走ってい
て、歩行者の方が遠慮して歩いています。こんな
腹立たしい矛盾を解消する為にも、当該役所は説
明会を催してください。歩行者は安心して気兼ねな
く歩道を歩けるようにと思う次第です。

回答

（その他）

（３９）
自治会の大切さに
ついて

・自治会に入会しない人へ、市より自治会の大切さ
についてチラシなど配布して欲しい。

回答

（４０）
１人住まいのお年
寄りについて

・１人住まいのお年寄りが増えつつある。お互いに
声をかけ合うことが重要だが限界がある。よい方
法はないものか。

回答

（４１）
注意看板の設置等
について

・遊歩道でノーリードで犬を散歩させたり、フンの始
末をしない飼い主が増えている　遊歩道の美化・
衛生面向上を考え注意看板の設置等の対策をお
願いしたい

回答

（環境政策課）市では様々なペットに関する相談を受けております。市
では飼い主さんへのマナー啓発活動として広報紙に年2回「ペットの飼
い主の皆さん～飼育マナーとルールの確認を」と題した記事を掲載、
「犬を散歩させる時のルール」の啓発看板を作成しての掲示等行って
おり、引き続き啓発活動を行ってまいります。
（管理課）ご要望の件につきましては、遊歩道における美化・衛生面の
向上対策として、注意喚起看板の設置等を検討してまいります。

市のホームページ内にて、地域住民の交流を深める自治会活動につ
いて紹介しており、中には高齢化を意識した活動もございます。またそ
の他に市などが行う高齢者のみまもり・声かけの関連事業がございま
すので、当課にご相談いただければ担当課におつなぎいたします。

滝山五丁目自治会

東久留米弥生自治会市では、転入時に市民課窓口にて、自治会加入促進のためのリーフ
レットを配布しております。また、昨年度は不動産事業者に依頼し、新
たに建設される集合住宅の入居者への配布依頼も行いました。リーフ
レットは生活文化課窓口または市ホームページの自治会のページから
もご覧いただけます。

市では、田無警察署をはじめとする関係機関と協力し、毎年４月初旬
には新入学児童及び高齢者を対象とした「新入学児童高齢者交通安
全の集い」の開催、春・秋の全国交通安全運動期間中には「運転者講
習会」の開催や交差点内での街頭指導等を通じて、自転車等の交通
ルールやマナーの周知を図っています。
危険な自転車運転者への取り締まり等につきましては、管轄の田無警
察署に要請するとともに、市としては、皆様から開催のご要望がありま
したら、交通安全講習会等を実施してまいりますので、田無警察署また
は市役所道路計画課道路交通計画係までご相談ください。

環境政策課
管理課

生活文化課

生活文化課

道路計画課

神明山自治会

八幡町一丁目自治会
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４.健康と福祉
要望事項 内容 自治会名 担当課

（１） 総合病院について ・総合病院を誘致してほしい

回答

（２）
子供の医療費につ
いて

・子供の医療費を無料にして欲しい

回答

（３） がん検診について
・子宮がん、乳がん検診を2年に一度ではなく毎年
にしてほしい。

回答

（４）
胃・大腸等の内視
鏡検査に対する補
助金について

胃・大腸等の内視鏡検査に対して補助金を給付し
て欲しい。（市外の病院検査も含む）

回答

子どもの医療費助成制度は、東京都の制度となっております。
現在、乳幼児（就学前の児童）については、保険診療の自己負担分を
助成（無料）しており、義務教育就学児（小中学生）については、保護者
が一定の所得制限額未満の場合、１回の通院あたり自己負担額の一
部負担金となる２００円を控除した額を助成しておりますが、制度の拡
充を図り、福祉が等しく行き渡るよう、都制度による所得制限の撤廃及
び補助率の引上げ等を東京都市長会から東京都に対し、要望を出して
おります。

地域の「かかりつけ医」は、気軽に相談できる身近な医療の専門家で、
必要に応じて適切な専門医療機関を紹介する役割を担っています。一
昨年に成立した医療保険制度改革法により、大病院と地域の診療所と
の機能分化の推進が図られるとともに、平成28年10月からは紹介状を
もたずに大病院を初診した場合、5,000円以上の定額負担がかかるよう
になりました。
東久留米市の場合、市内に総合病院はありませんが、幸い近隣に複
数の総合病院がございます。より身近で気軽に相談することができる
「かかりつけ医」を持ち、そこから必要時、病状に応じて、ふさわしい総
合病院等の専門医療を紹介してもらうことが、より効果的な治療につな
がります。
また、東京都では昨年「東京都地域医療構想」を策定し、「2025年にむ
けた医療機関ごとの需要と必要量を含めて、その地域にふさわしいバ
ランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進する」こと、都内を
13地域に分けて患者の受診動向から「病床数の必要量等を推計し、そ
の地域に必要な医療の確保を図る」こととしています。この地域医療構
想は、医療法に定める「医療計画」に位置付けられており、平成30年に
改定予定の「東京都保健医療計画」など今後の都の動向を注視してい
きます。

南神明山自治会

南神明山自治会

南神明山自治会

向台自治会

補助金の新設につきましては、申し訳ありませんが困難な状況です
が、公立昭和病院においては、東久留米市民の場合、一部割引が適
用になる検査もございますので、こちらをご利用ください。

子宮頸がん検診、乳がん検診につきましては、国の指針により二年に
一度と定められております。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

健康課

児童青少年課

健康課

健康課
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（５）
わくわく健康プラザ
利用について

スポーツ施設を利用したい人はたくさんいますが、
市のスポーツセンターは前沢地域の者にとっては
場所的に行きにくいところです。そこで、わくわく健
康プラザの体育室を利用したいのですが、利用者
のほとんどが事前登録した団体のようです。事前
登録以外に、当日あるいは当時刻申込みでも、個
人または親子でも参加利用できる種目・時間を設
定するなど、一般市民も気軽に利用できるよう検
討していただきたい。

回答

前沢四丁目自治会

わくわく健康プラザ体育室では、団体利用の他に、個人利用（個人開
放）を実施しております。利用当日に団体利用が無い時間帯に限りで
すが、以下のとおり事前登録無しで、申請当日にもご利用いただくこと
ができます。
　・利用方法・・・わくわく健康プラザ窓口で利用申請書に人数等の記載
をして利用する。
　・利用料金・・・１人あたり１時間５０円。（中学生以下及び６５歳以上は
無料）

健康課
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５.学校教育・社会教育
要望事項 内容 自治会名 担当課

（１）
児童館の設置につ
いて

・小山、八幡町、野火止地区　各場所に児童館の
設置を！
　幼児・小学生・中学生の為のものが全くない地域
です。
・八幡・下里地域に　子ども達が集まる場所があり
ません。雨の日でも遊べる児童館が欲しいです。

回答

平成２９年３月に策定された「公共施設等総合管理計画」における施設
の管理に関する基本的な方針として、児童館機能などの子育て支援機
能については、施設の集約化や他の既存施設を利用したソフト事業を
進める中、将来的には子育て支援機能のニーズを踏まえ、他の既存施
設の更新に併せた複合化などについて検討していく方向性が示されて
います。児童館の空白地域の子育て支援機能については、ソフト面の
機能の充実を図りながら機能の補完をして、既存施設を活用した子育
て支援機能の展開を図ってまいります。

平成２８年度事業実施施設は、以下のとおりになっています。
移動児童館（本村小・小山小）
なかよし広場事業(十小・六小・一小・小山小）
児童の居場所づくり事業（野火止地区センター・小山台遺跡公園・本村
小体育館・青少年センター）

児童青少年課八幡町一丁目自治会
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６.その他
要望事項 内容 自治会名 担当課

（１）
道路の舗装に厚み
を

・まろにえ富士見通りの診療所あたりの路面の傷
みがひどくなっており、バスなどの大型車が通ると
振動がかなり家々に伝わって来るので、道路の舗
装厚さをもっと厚くして欲しい。（２枚目裏※２）

回答

（２）
ガードやフェンス等
の設置について

・まろにえ富士見通りには、道路際に植込みがあ
り、更にフラワーネットワークによって花が植えら
れています。（駅東口も含めて年2回実施している）
しかし、道路横断者により、これらが踏みついてら
れ、植栽や花々が惨めな状態になっている所が、
かなり見られます。よって、ここを通れないように、
ガード、フェンス等を設置していただきたい。（２枚
目裏※３）

回答

（３）
スピードを出す自
転車への対策につ
いて

・当自治会内の道路で、ひばりが丘方面から入る
細い道を自転車がかなりスピードを出して通り抜け
ていくので、非常に危険を感じており、実際接触し
てしまった方もいます。ゲートのような柵を設けて、
ベビーカーは簡単に通れて、自転車は一旦止まら
ないと進めないという形の物を考えて頂きたい。
（裏面図参照）※４

回答

（４） 庁舎環境について

【庁舎環境】
市役所のコンコースはじめ、全体的に暗い印象が
あり、節電の観点から、ルクスを落としていると推
察されるが、高齢化の進展等もあり、もう少し照度
を上げて、来庁環境の整備をはかり、一層往き来
しやすい庁舎としていただきたい。

回答

本町四丁目第一住宅自治会

本町四丁目第一住宅自治会

本町四丁目第一住宅自治会

管理課

ご指摘のありました、東久留米市役所前交差点から南沢通りとの交差
点までの区間においては、今年度、車道舗装の全面打ち替え工事を実
施する予定です。ご迷惑をおかけしておりますが、ご理解のほどお願い
いたします。

屋外広場の柱4本につきましては消灯しておりますが、庁舎を見ていた
だくと、全面ガラス張りでＵＶカットの為少し色も付いているので落ち着
いた雰囲気になっていると思います。屋内ひろばに入りますと、天井の
ガラスはロールカーテンでおおい夏の日差しを遮っておりますが、秋口
からはカーテンを巻き上げ光を取り入れて自然な雰囲気を出しておりま
す。南側（市民課、保険年金課）は吹き抜けになっていますので、雨の
日や冬の夕方は薄暗くなりますが、窓口に支障のないように照明を配
置しております。今後ともご不便の無いよう心掛けてまいります。

ご要望の自転車等の飛び出しの件について、田無警察署と連携し、安
全対策を検討してまいります。

管理課

管理課

ご指摘の件につきましては、歩行者の車道横断防止の対策として、植
栽帯に低木の補植を行うなどの対応を検討してまいります。

前沢５丁目けやき会 管財課
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（５）
自転車の運転ルー
ルの指導について

・自転車の運転ルールの指導を行ってほしい。
子どもを乗せたお母さんの危険な運転が目につき
ます。

回答

（６）
危険な歩道の改善
について

・笠松坂交差点から坂を下ったところの歩道がとて
も細く危険なので、改善してほしい。通学路として
も危険だと思う。

回答

（７）
落合川の自然の場
所の利用について

子供が川でカメと遊んでいた。近くに高齢の男性が
写真を撮っていた、カワセミを撮るのに、子供の声
と音がうるさくて怒鳴った。譲り合いの精神がな
い。注意喚起を促す看板を、落合川水生公園の南
にあるこぶし橋付近に設置してほしい。

回答

（８）
八幡町第4緑地公
園のすべり台につ
いて

◇八幡町第4緑地公園のすべり台が　黄色のテー
プ（危険の）で囲った状態で　長い間放置されてい
ます。修理するか、新しいものに取り換えるかの対
策をお願いいたします。

回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。現在、市内の各公園の老朽化
した遊具等の更新作業をすすめております。八幡第４緑地のすべり台
（木製複合遊具）については、現在のところ来年度（平成３０年度）に更
新する予定でございます。

ご要望の件につきましては、誰もが親しみを持って自然にふれあえる
川となるよう、地元自治会のご協力もいただきながら、今後の動向を注
視し、必要に応じ、看板の設置等を検討してまいります。

市では、市道２０７号線（南沢通り）の笠松坂から竹林公園入口付近ま
での約１７０ｍの区間において、両側に２．５ｍの歩道を設け、全体幅
員として１２ｍとする道路の拡幅整備を進めております。
現在、事業用地の取得を進めており、取得した箇所は歩行者や自転車
が通行できるよう仮舗装を行い、暫定的に開放しております。今後も引
き続き、残る事業用地の取得を進め、歩行者の安全確保に努めてまい
ります。

市では、田無警察署をはじめとする関係機関と協力し、毎年４月初旬
には新入学児童及び高齢者を対象とした「新入学児童高齢者交通安
全の集い」の開催、春・秋の全国交通安全運動期間中には「運転者講
習会」の開催や交差点内での街頭指導等を通じて、自転車等の交通
ルールやマナーの周知を図っています。
危険な自転車運転者への取り締まり等につきましては、管轄の田無警
察署に要請するとともに、市としては、皆様から開催のご要望がありま
したら、交通安全講習会等を実施してまいりますので、田無警察署また
は市役所道路計画課道路交通計画係までご相談ください。

道路計画課

道路計画課

管理課

環境政策課

南沢第２自治会

南沢第２自治会

中丸自治会

八幡町一丁目自治会
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（９）
電灯の設置につい
て

中央町3-15-15（お庭前）のカーブミラーが付いて
いる電柱に電灯をお願いします。
夜になると、４方向からの往来が暗くて見えにくく、
過去何回か接触事故が起きています。
同じカーブミラー周辺の雑草が高く生い茂り、徒行
者や自転車が見えにくく事故につながることも考え
られます。

回答

（１０） 空家対策について

２．空家対策について、建物が崩壊し、火災、災害
など危険な状態にある場合、市から持ち主への注
意勧告など適切な措置をとるよう通知指導をお願
い致します。
５～６年前から提案していましたが、コミュニティバ
ス導入の件、高齢化に対して必要と思われます。
市報にも明確な対応等も記載されて折らず、不必
要な道路を作るより（利用価値のない）優先的に考
えて下さい。

（１１）
交通安全対策の強
化について

（７）交通安全対策の強化について
①ウェルシア南側道路から遊歩道を通り抜けるバ
イクを見かける。事故防止策を検討・実施してもら
いたい。現状で右側にある歩行者専用道路標識は
あやめ公園方向からの右折時には見えないので、
左に移設し見やすくする方法も検討して欲しい。
②滝山公園通りはじめ各所に新たな標識が設置さ
れるなどの対策は評価します。同時に効果的な対
策のためには地域の実情をよく知る住民の意見を
聞くことが不可欠であり、そうした場を持って貰い
たい。

回答

①ご指摘の遊歩道を通行するバイクの取締りにつきましては、交通管
理者である田無警察署に対応を要請してまいります。また、標識につき
ましては、現地を確認し、その対応を検討してまいります。
②自治会等からの要望につきましては、随時受け付けております。管
理課までご連絡をお願いいたします。

現地を改めて確認いたしました。当該箇所は交差点部でもあることか
ら、街灯の照度を高めるなどの対応を検討してまいります。

（環境政策課）・空き家については、空家等対策の推進に関する特別措
置法に基づき、所有者等へ家屋の適切な管理についてお願いしており
ます。情報提供を頂いた管理不全の空き家については、所有者等の調
査を行っており、所有者等の所在が判明した場合には、管理の適正化
を所有者等へ求めております。所有者等が不明であったり、所有者等
の対応に時間を要する案件もございます。ご近隣において、所有者等
と連絡が可能な方から直接ご連絡頂く、また予め連絡が取れるようにし
ておくことも重要な手段であると考えております。全体としては、空き家
対策の施策を検討するため、昨年度に市内空き家の実態調査を実施
し、本年度においては空き家所有者の方がどのようなお考えで空き家
とされているかの意向調査を予定しております。
（道路計画課）②コミュニティバスの運行については、その実現を求め
る声を多くの皆様より頂戴いたしております。
市では、昨年度、庁内の検討組織を立ち上げ、財政状況、地域性や道
路環境等を考慮して地域公共交通の検討を行いました。この結果、現
況の道路幅員では、コミュニティバスの運行ルートを設定することによ
り公共交通空白地域を解消することが難しいことから、短期的な施策と
して、子育て世帯及び高齢者を対象としたデマンド型交通方式（利用者
の需要に応じて一定の区域内を運行する公共交通の一形態）の導入
を基本とする一定の方向性を示しました。今後は、この方向性に基づき
具体的な制度設計の構築に向けた取組を進めてまいります。

管理課

回答

向台自治会
環境政策課
道路計画課

管理課南神明山自治会

滝山１・２丁目自治会
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（１２）
公道と私道につい
て

・本町四丁目自治会の会長の移動等により、公
道、私道が明確ではありません。そこでお願いで
す。公道だけでも教えてもらえないでしょうか？概
略でも結構です。

回答

（１３）
雨水管の点検につ
いて

・28年間、雨水管の点検が実施されておりません。
大雨等で被害が出る前に実施すべきと考えます。
市側のご助力をお願いします。

回答

（１４）
遊歩道における注
意を促す掲示等の
対策について

遊歩道で早朝、犬の散歩をさせる飼い主たちの話
し声や犬の鳴き声がうるさく大変迷惑しています。
遊歩道にその旨の注意を促す掲示など対策をお
願いします。

回答

（１５）
バスの本数と時間
帯の拡大を

「昭和病院」行きのバスの本数と時間帯を拡大して
ほしい。

回答

（１６）
中央図書館西交差
点について

（道路）中央図書館西交差点は神明通りと交わる
交差点にも拘わらず、単なる歩行者横断用の信号
しか設置されていない。自動車の通行量を調べれ
ばかなり多いはず。自動車も自転車も歩行者もこ
の信号で戸惑う。時々警察官が一時停止規制で
違反者を検挙している。この警察官の対応もあい
まいで聞くと信号機設置は市か都か警察か判って
いない。接触事故は多いし安心して通行できない
ので、この箇所を通らない方が多い。これで安全
か。昨年も苦情が集中したが何の進展もない今年
も再度強く要望します。

回答
中央図書館西交差点につきましては、現在、神明通りの一部を拡幅す
ることにより、神明通り側にも信号機を設置できないか、警視庁をはじ
めとする関係機関と協議を進めているところでございます。

ご指摘の件につきましては、注意喚起看板の設置等の対応を検討して
まいります。

当該道路は私道であるため雨水管の点検や清掃等を支援する制度が
ございませんのでご理解のほどお願いいたします。

具体的な場所をお示ししていただければ、市道の路線名等についてご
案内いたしますので、管理課までご来庁願います。

東久留米駅西口・滝山営業所～公立昭和病院の路線バスは、西武バ
スが運行している路線となります。本要望を西武バスへ伝えたところ、
「本路線は、平成27年４月１日より運行が開始され、約２年半が経過し
たところですが、利用者が少ない状態で続いております。路線バスは、
利用者の運賃収入によって運行経費が賄われておりますので、利用実
態に合わない路線バスの増便は難しいのが現状です。本数や時間帯
の拡大には、利用者の増加が必要となることから、沿線にお住まいの
方の積極的なご乗車をお願いします。」とのことでございました。
市としましては、本路線の利便性の向上を図るため、引き続き西武バ
スへ要望を行ってまいります。

管理課

管理課

管理課
道路計画課

滝山五丁目自治会

南神明山自治会

神明山自治会

管理課

道路計画課

本町四丁目明和会

本町四丁目明和会
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