
令和２年度東久留米市自治会連合会陳情

回答書

東久留米市





要望事項 自治会名 担当課 頁

１．コミュニティづくり

（１） 活動の場の提供と活性化について 八幡町一丁目自治会
企画調整課
生活文化課

（２） コミュニティの活性化について 本町四丁目第一住宅自治会 生活文化課

（３） 集会所について 南沢第二自治会 生活文化課

（４） 集会所について 柳自治会 生活文化課

２．都市環境・生活環境の整備
（ごみ対策）

（１） ごみの収集方法について 野火止親和会 ごみ対策課

（２） 放置自転車について 子の自治会 ごみ対策課

（公園・緑地管理）

（３） 公園の清掃と樹木の剪定のお願い けやき野自治会 環境政策課

（４） 八幡第一緑地の整備について 八幡町一丁目自治会 環境政策課

（５） 「ひょうたん池」の整備について 南神明山自治会 環境政策課

（６） 公園の遊具や側溝等の消毒について 柳自治会
環境政策課
管理課

（７） 樹木の剪定について 南神明山自治会 環境政策課

（８） 広場の整備について 八幡町一丁目自治会 環境政策課

(街路樹・草刈等)

（９） 樹木の剪定と下草刈りについて 野火止親和会 環境政策課

（１０） 黒目川の清掃について 八幡町一丁目自治会 管理課

（道路）

（11） 交通標識の設置について 押出橋自治会 管理課

（１２） 側溝のふたの設置について 押出橋自治会 管理課

（１３） 生活道路の補修（舗装）について 押出橋自治会 管理課

（１４） 南町一丁目第二交差点につて けやき野自治会 管理課

（１５） 道路補修と側溝整備について 子の自治会 管理課

（１６） 側溝整備について 野火止親和会 管理課

（１７） 信号機の調整について 八幡町一丁目自治会 管理課

（１８） 道路補修について 八幡町一丁目自治会 管理課

（１９） 電柱の移設について 八幡町一丁目自治会 道路計画課

（２０） 私道の補修について 本町4丁目明和会 管理課

（２１） 道路の補修について 南沢第二自治会 管理課

（２２） 道路表示について 南沢第二自治会 管理課

（２３） 一方通行路について 南沢第二自治会
管理課
道路計画課

（２４） 本町四丁目第一住宅内通り抜け車両に伴う諸問題について 本町四丁目第一住宅自治会 管理課

（２５） 再開発に伴う諸問題について 本町四丁目第一住宅自治会 管理課

（２６） 私道の補修について 柳自治会 管理課

（２７） 道路の補修について 前沢第二自治会 管理課

（その他）

（２８） 黒目川の水路について 八幡町一丁目自治会
施設建設課
都市計画課
管理課

（２９） 住宅地開発に関して 本町4丁目明和会 都市計画課

（３０） コミュニティバスについて 南沢第二自治会 道路計画課

（３１） コミュニティバスについて 野火止親和会 道路計画課

（３２） 掲示板について 柳自治会 生活文化課

（３３） トイレの設置について 本町4丁目明和会
管理課
産業政策課



要望事項 自治会名 担当課 頁

３．安全の確保
（防災）

（１） 防災倉庫の設置について けやき野自治会
環境政策課
防災防犯課

（２） 防災無線について 八幡町一丁目自治会 防災防犯課

（３） 防災無線について 富士ケ丘自治会 防災防犯課

（４） 防災無線について 前沢第二自治会 防災防犯課

（５） 消火器について 柳自治会 防災防犯課

（６） 旧ごみ集積場の利用について 柳自治会
防災防犯課
ごみ対策課

（防犯）

（７） 防犯カメラの設置について 押出橋自治会
学務課
防災防犯課

（防犯灯・街路灯）

（８） 街路灯設置について 野火止親和会 管理課

（交通安全施設・対策）

（９） 交通安全対策について 押出橋自治会
学務課
管理課

（１０） 押しボタン式信号機の設置について 野火止親和会 管理課

（１１） ガードレールの設置について 本町4丁目明和会 学務課

（１２） カーブミラーの設置について 前沢第二自治会 管理課

（１３） 道路表示の修復と事故防止について 柳自治会
学務課
管理課

（１４） 側溝の改善工事について 野火止親和会
学務課
管理課

（その他）

（１５） 避難所の整備について 本町4丁目明和会 防災防犯課

（１６） 「かけこみハウス」のプレートについて 前沢第二自治会 児童青少年課

４．健康と福祉

（１） コロナ対策について 本町四丁目第一住宅自治会 健康課

（２） 公衆衛生を担う体制について 本町4丁目明和会 健康課

５．学校教育・社会教育

（１） 旧下里小学校の利用について 八幡町一丁目自治会 行政管理課

（２） コミュニティにおけるコロナ対策や多文化共生の啓発について 本町四丁目第一住宅自治会
健康課
生活文化課

（３） 子どもの居場所について 南沢第二自治会
指導室
児童青少年課

６．その他

（１） 自治会内助け合いシェアリングの実証実験検討について 本町四丁目第一住宅自治会
生活文化課
福祉総務課
介護福祉課

（２） 高齢者の防犯対策について 本町四丁目第一住宅自治会 防災防犯課

（３） 安心くるめーるについて 前沢第二自治会 防災防犯課

（４） 新型コロナ対策について 前沢第二自治会 健康課

（５） 要望書の回答について 本町四丁目第一住宅自治会 生活文化課

（６） 市民プラザの利用貸出について 本町四丁目第一住宅自治会 生活文化課

（７） 市議会議員報酬について 本町四丁目第一住宅自治会 議会事務局

（８） 市議会について 本町四丁目第一住宅自治会 議会事務局

（９） 市役所屋外広場について 前沢第二自治会 管財課

（10） 民生委員について 本町4丁目明和会 福祉総務課
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１.コミュニティづくり
要望事項 内容 自治会名 担当課

（１）
活動の場の提供と活
性化について

東久留米市はコミュニティーを強める活動の場が少ない。隣の
小平市には多くのコミュニティーセンターがあります。どのように
してそれが出来たのか、そのセンターがどのように利用されてい
るかを研究調査して当市にも市民の活動が活発に行えるよう
ニュー市政に発展させてください。

回答

（２）
コミュニティの活性化
について

私が小さい頃は子供も多く、自治会の中に子供会が存在し、そ
れがコミュニティーの活性化に寄与していました。しかし、最近
は高齢化が進み、自治会メンバーの平均年齢が70才を超えて
いると思われます。我々も考えていきたいのですが、高齢化加
速にともなう自治体コミュニティーの在り方、成功事例について
アドバイスいただけたらと思います。

回答

（３） 集会所について
自治会の集会所として、もっと気軽に使える場所があるとよい。
(南部地域センターを利用しているが予約がとりにくい)

回答

（４） 集会所について
交流促進のための集会場の設置をお願いしたいです。地域住
民のコミュニケーションの場所、自治会共有物（防災関連の備
品・備蓄品）の保管場所としての利用が考えられます。

 価値観の多様化やライフスタイルの変化などによる自治会離れや高齢化の問題は認
識しております。そのような中でも活発な活動を行っている自治会においては、会長等
の中心役員の交代が比較的少なかったり、直接会員の皆様の声を聴き要望に沿った
活動を実施するよう努めていたりする傾向が見られます。生活文化課が成功事例の
ある自治会のご紹介をおこなうこともできますので、お気軽にご相談ください。
 また、東京都では活動の担い手不足等により十分に地域の課題に対応できない自治
会への支援事業として『地域の課題解決プロボノプロジェクト』を実施しています。市の
ホームページにも掲載しておりますので是非ご活用ください。

【企画調整課】
 市民活動への支援につきましては、他市の取り組み等、参考にしながら調査研究して
参りたいと考えております。
【生活文化課】
 他市の状況については、引き続き研究・調査等は検討してまいります。

企画調整課
生活文化課

生活文化課

生活文化課

八幡町一丁目自治会

本町四丁目
第一住宅自治会

南沢第二自治会

回答

柳自治会
【生活文化課】
 毎年ご案内しております自治総合センターのコミュニティ助成事業は、集会所等の新
築及び増改築を行うための費用の一部を助成する制度がございます。また、備品等
の設置についても同様にご活用いただくことができますので是非ご検討ください。

生活文化課

お近くではありませんが、西部・東部地域センター、市民プラザ、コミュニティホール東
本町の利用も、ご検討ください。
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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）
ごみの収集方法につ
いて

缶．瓶のゴミ収集、ビニール袋を使用しない収集方法(かご利用
など）に変更を希望。ビニールゴミの軽減につながる。(ペットボト
ルも）

回答

（２） 放置自転車について
ゴミ対策：昨年から子の神社内に自転車が1台放置されていま
す。回収をお願いしたいと思います。

回答

（公園・緑地管理）

（３）
公園の清掃と樹木の
剪定のお願い

公園の運用…けやき野住宅内には大型公園２、小型公園３、何
れも20年以上が経過し、園内の落葉樹も巨木となり隣接住民は
清掃に苦慮しています。清掃、樹木の剪定等引き続きお願いし
たい。

回答

（４）
八幡第一緑地の整
備について

宝くじ公園（八幡第一緑地）の地面がでこぼこで整地してほし
い。

回答

（５）
「ひょうたん池」の整
備について

地域の憩いの場であるはずの「ひょうたん池」が朽ちかけてきま
した。芝の植え替え、石畳の整備、竹棚の補修等　地域住民の
協力で美化活動で持ちこたえていますが、老朽化は見てのとお
りです。草木および花の植え込み等、自治会の高齢化に伴い活
動が滞ってきています。池の棚は、防災の視点からも早急に対
処願いたい。（別紙９）

回答

回答

八幡町一丁目自治会

けやき野自治会

南神明山自治会

子の自治会

柳自治会

ペットボトルやビン、缶などの捨て方について、風などで飛ばされて事故発生の原因や
収集作業員の怪我の原因になるだけでなく、収集効率の低下にもつながると考えてい
ることから袋に入れてお出しいただくことをお願いさせていただいております。
また、家庭ごみ有料化導入後、ごみ減量化・資源化の理解が少しずつ広がっており、
排出方法が浸透しつつある現時点において、資源物の収集方法を見直すことは、市
民の皆様に混乱を招くおそれもあると考えております。

担当において現地を確認いたしました。
整地の方法や費用面の調査等を行います。
そのうえで整地の実施について検討させていただければと思います。

私有地内の不法投棄物につきましては、その敷地の所有者や管理者による対応をお
願いしているところでございますので、子の神社を所有、管理されている方に対応のご
依頼をお願いいたします。

日頃より公園の落ち葉等によりご迷惑をおかけし申し訳ございません。
現地の状況を注視しながら、適切な樹木の維持管理、清掃作業等を実施してまいりま
す。

【環境政策課】
現在、遊具のある公園や広場が市内には１５０箇所以上ございます。
申し訳ございませんが、それらすべての公園や広場の遊具の定期的な消毒を実施す
ることは困難な状況にございます。大変恐縮ですが、公園を利用する皆様におかれま
して、遊具使用後の手洗い等をお願いするほかないのが現状でございます。
【管理課】
側溝等の害虫対策として薬剤を使用した消毒は、様々な影響に配慮し、行っておりま
せんが、市道上に設置される側溝等は、雨水流出の機能確保等の観点から、予算や
優先度を考慮し、順次、清掃の対応を行っております。具体的に場所をお示ししていた
だければ現地を確認してまいります。

担当において現地を確認いたしました。
今後事業者に対して補修の方法や費用面の調査等を行います。
そのうえで補修の実施について検討させていただければと思います。

野火止親和会 ごみ対策課

ごみ対策課

環境政策課

環境政策課
管理課

環境政策課

環境政策課

（６）
公園の遊具や側溝
等の消毒について

今、自治会員のみなさんは、感染症に対して敏感になっていま
す。公園にある遊具や側溝等の定期的消毒は、ウイルス感染を
未然に防ぐための一つであると考えます。新型コロナウイルスな
どの感染防止の為、公園にある遊具の定期的消毒をお願いしま
す。さらに、蚊や虫の発生を抑制する為、側溝等の定期的消毒
をお願いします。
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（7） 樹木の剪定について

中央町第6緑地公園の立木ですが、電線にかぶり不安です。電
力会社に対応を求めたが、電話等担当が複雑で勝手に剪定で
きないとのこと。市所有木であるからには、市で電線にかぶって
いる分、および金網部分の枝木の伐採をお願いしたい。（別紙
９）

回答

（８） 広場の整備について
はちまん第一広場に（広くなった為）助木？の設置を望みます。
広場のタイヤの遊具で破損しているタイヤの交換をお願いしま
す。

回答

（街路樹・草刈等）

（９）
樹木の剪定と下草刈
りについて

野火止用水の樹木の剪定と下草刈り…特に集会所横のいちょう
の木が、共に大きくなりすぎていて電線に触れたり、と安全上問
題になりそうです。同時に下草も刈って頂きたい。

回答

（１０） 黒目川の清掃につて
黒目川両岸の草がのびすぎて川の景観が損なわれています。
清掃をお願いします。

回答

（道路）

（１１）
交通標識の設置に
ついて

【交通標識「車両（組合せ）通行止め」「居住者用車両除く」の追
加設置】
①押出橋自治会エリアは降馬橋の通りを除いて「居住者用道
路」と認識しているが、いくつかの場所（AとX（複数あり)でその標
識が設置されていません。（別紙１）
　
②ショッピングセンターＱＵＲＵＮＥ側から来ると現在設置してあ
る標識は見づらい。また、コインパーキングの看板が設置された
ことで余計に見づらくなっている。現標識の反対にある宅地も完
成したので、擁壁の側に標識の追加をお願いしたい。（別紙２）

回答

（１２）
側溝のふたの設置
について

側溝のふたがない箇所やふたがあってもバラバラであり、危険
性と衛生上、また美観上の観点から、共通のふたの設置をお願
いします。（別紙３）

回答

担当において現地を確認いたしました。
大変恐縮ですが、「助木の設置」につきまして、一度詳細な要望内容を担当までご連
絡いただければ幸いです。そのうえで対応を検討させていただければと思います。
タイヤの遊具につきましては、補修に係る費用の調査を実施したうえで検討させてい
ただければと思います。

八幡町一丁目自治会 環境政策課

ご要望をいただきました河川内の草につきましては、東京都の所管となります。ご要望
の内容につきましては東京都にお伝えいたしました。

担当において現地を確認いたしました。
ご指摘のイチョウも含めた野火止用水沿いの樹木の維持管理については課題である
と認識しております。今後樹木の剪定や草刈り等にかかる費用等の調査を行い、作業
の実施を検討させていただきます。また、草刈りや小規模な剪定作業につきましては、
職員の直営による作業を実施いたします（一部８月下旬に実施済み）。

八幡町一丁目自治会

南神明山自治会

令和２年８月に樹木の剪定作業を実施いたしましたので、ご確認いただければ幸いで
す。
昨年度より自治会の皆様や近隣住宅の皆様から要望をいただいていたにもかかわら
ず、実施が遅くなり申し訳ございませんでした。

交通標識につきましては、交通管理者の所管となります。ご要望のありました内容に
つきましては、所轄警察である田無警察に情報提供し、対応を一括で依頼してまいり
ます。

側溝整備は、滝山・前沢・野火止地区をはじめ市内各所にあり、側溝のふた掛け等の
改良することについて多くのご要望をいただいており、危険な箇所につきましては予算
等を考慮し部分的な範囲となりますが対応を行っているところでございます。しかしな
がら、新たな全面的な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
が非常に難しい状況です。引き続き、予算の確保に努めてまいりますので、ご理解を
お願いいたします。

管理課

環境政策課

環境政策課

管理課

管理課

野火止親和会

押出橋自治会

押出橋自治会
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（１３）
生活道路の補修（舗
装）について

野火止３丁目２１番街区の周辺の道路（私道であるが居住者が
共有）ですが、本来、居住者が共有する生活道路にもかかわら
ず、新小金井街道からクルネへの抜け道として一般車両の往来
が多く、路面が相当傷んでいます。補修(舗装）のご検討をいた
だければ助かります。（別紙４）

回答

（１４）
南町一丁目第二交
差点について

けやき野住宅側より所沢街道田無方面へ当交差点を右接する
車両は、所沢街道が混雑時、次の信号が必ず赤信号である為
出られない事があり、毎年要望していますが改善されてません。
6月より開発道路の工事が始まり、問題が深刻化する前の対処
を所轄にも是非働きかけて頂きたい。

回答

（１５）
道路補修と側溝整備
について

①小山1丁目14番地10号から14番地7号辺りの公道に、舗装さ
れている際から崩れている箇所が多々あります。ある部分では
欠けている所から細い鉄棒のような物が見えます。確認いただ
き再度公道の舗装整備よろしくお願いします。（別紙５）

②この神社の車の出入口（小山1-14-7）西側の公道のＵ字溝に
タバコの吸い殻の投げ捨てが頻繁にみられます。掃除はこまめ
にしてはいるものの、飛んできた包装プラスチックの袋や枯葉に
燃え移ると危険です。側溝のふた掛けかＬ字溝への変更を希望
する。（別紙５）

回答

（１６） 側溝整備について
都市型側溝設備未施工箇所の整備。大雨や落ち葉の時期は大
変です。早期に対応をお願いします。（別紙６）

回答

（１７）
信号機の調整につ
いて

クルネ前交差点で2月末、死に繋がる自転車と自転車の交通事
故がありました。左折、右折の車は勿論、車椅子の方、自転車
の方の横断が多く危険です。下里本邑通りを横断する信号機の
時間をもう少し長く調整していただきたい。

回答

ご要望の信号機につきましては、交通管理者の所管となります。ご要望のありました
内容につきましては、所轄警察である田無警察に一括で要望してまいります。市とい
たしましても、田無警察と連携し、注意喚起看板を設置するなど対応を検討してまいり
ます。

野火止親和会

側溝整備は、滝山・前沢・野火止地区をはじめ市内各所にあり、側溝のふた掛け等の
改良することについて多くのご要望をいただいており、危険な箇所につきましては予算
等を考慮し部分的な範囲となりますが対応を行っているところでございます。しかしな
がら、新たな全面的な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
が非常に難しい状況です。引き続き、予算の確保に努めてまいりますので、ご理解を
お願いいたします。

①道路補修における個々の補修等の対応は、単年度の予算の中で、市内各所の舗
装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きましては、改めて現地の状況確認を行い、道路
の安全性の確保や予算等を考慮し、対応を検討してまいります。
②道路側溝の清掃にご協力いただき、誠にありがとうございます。側溝整備は、滝山・
前沢・野火止地区をはじめ市内各所にあり、側溝のふた掛け等の改良することについ
て多くのご要望をいただいており、危険な箇所につきましては予算等を考慮し部分的
な範囲となりますが対応を行っているところでございます。しかしながら、新たな全面的
な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非常に難しい状
況です。引き続き、予算の確保に努めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。

信号機につきましては、交通管理者の所管となります。ご要望のありました内容につき
ましては、これまでも所轄警察である田無警察に要望し、所轄警察からは現地を確認
するなど対応していると伺っておりますが、改めて、田無警察に一括で要望してまいり
ます。

市道における個々の道路舗装補修等の対応は、単年度の予算の中で、市内各所の
舗装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きましては、道路の安全性の確保や予算等を
考慮し、対応を検討してまいります。また、私道部分については、一定の基準により私
道整備費を補助する制度がございますが、近年、財政的な理由から予算の確保が難
しい状況でございます。引き続き予算の確保に努めてまいりますのでご理解をお願い
いたします。

管理課

管理課

管理課

管理課

管理課

八幡町一丁目自治会

押出橋自治会

けやき野自治会

子の自治会
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（１８） 道路補修について

①東久留米スイミングスクールと山下商事の間の道路の舗装が
はがれて歩行者や自転車が転倒する危険かありますので至急
補修工事をお願いします。

②八幡町第四緑地前の道路に穴が開いています。補修をお願
いします。

③ENEOSの前の道路の舗装を直してほしい（でこぼこなので）

回答

（１９） 電柱の移設について

小金井街道の狭い歩道の真中に電柱があります。乳母車は車
道に下りないと通れません。歩いている人もすれ違いが出来
ず、一度車道に下ります。個人宅を借りる交渉を何度もお願いし
てください。駅前まろにえ通りのように電線の地中計画はどう
なっていますか？

回答

（２０） 私道の補修について

地域外の方も通行する私道の排水不良や舗装剥がれ等に対す
る補修について伺います。固定資産税や都市計画税、住民税
等を支払っているのですから、公道と変わらない補修を受けら
れて然るべきですがいかがでしょうか。

回答

（２１） 道路の補修について

道路の路面の悪さが困ります。舗装が崩れて凸凹がひどいとこ
ろがあちらこちらにあります。自転車で買い物に行ったとき卵が
よく割れるほどひどいです。当自治会域内および周辺区域の舗
装をお願いします。

回答

（２２） 道路表示について

黒目川の老松橋のところ、川の両側がジョギングロードになって
いますが、老松橋で分断されています。そこに「一時停止」の表
示をつけてください。止まらずに道路を横断する人が多く飛び出
されて車や自転車は冷や汗をかきます。（別紙１１）

回答

（２３） 一方通行路について

学園町駐在所から南沢モータースまでの一方通行路を対面交
通にしてほしい。一方通行のために、この住宅地内が抜け道に
なっており、車の通行量が増えている。最近は逆走してくる車が
増えている。道路を広げるために、今のうちに土地を確保してお
かないと、住宅が建ってしまってからでは、難しくなる。

回答

本町4丁目明和会

南沢第二自治会

ご要望をいただいた小金井街道は、東京都が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、「電柱を個人宅（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ます。昨年度、事業者に要請しましたが、地権者から承諾を頂
けませんでした。引き続き事業者には、電柱の私有地への移設について要請してまい
ります。
また、電線の地中化計画については東京都無電柱化推進計画に基づき、無電柱化の
整備を進めております。当該箇所については、電線共同溝等の地中化を行うのに充
分な道路幅員がないこと等もあり、今のところ整備計画はありません。」とのことでござ
いました。

①については、令和２年８月に補修を行いました。②については、適宜、緊急的に穴埋
め補修を行っておりましたが、③の箇所も含め、部分的な補修を１０月上旬に完了する
見込みであります。

私道の補修につきましては、一定の基準により私道整備費を補助する制度がございま
す。しかしながら近年、財政的な理由から予算の確保が難しい状況でございます。引
き続き予算の確保に努めて参りますのでご理解をお願いいたします。

通行規制については、交通管理者の所管となります。ご要望のありました内容につき
ましては、所轄警察である田無警察にお伝えしてまいります。
また、現状において道路を拡幅する予定はございませんが、状況等を鑑みながら、整
備について考えてまいります。

ご要望のありました落合川の老松橋付近の安全対策として、歩行者等の一時停止を
呼びかける注意喚起看板の設置を９月末までに完了する見込みであります。

管理課

道路計画課

南沢第二自治会

南沢第二自治会

八幡町一丁目自治会

八幡町一丁目自治会

管理課

管理課
道路計画課

管理課

管理課

道路補修における個々の補修等の対応は、単年度の予算の中で、市内各所の舗装
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きましては、改めて現地の状況確認を行い、道路の
安全性の確保や予算等を考慮し、対応を検討してまいります。



9

（２４）
本町四丁目第一住
宅内通り抜け車両に
伴う諸問題について

以前よりマロニエ通りの裏道として、大型トラックその他の通り抜
け道路として、非常に危険な状態です。スピード違反も多い状況
です。
①住宅の振動と騒音：速度違反のダンプカー（早朝・深夜）が特
にひどい。
②住宅内路地から一時停止を怠った時の人身事故防止が必要
で、その為に住宅内抜け道目的車両の速度を強制的に減速さ
せることが必要と思います。
こちらの対応をお願いさせていただきます。（別紙８）

回答

（２５）
再開発に伴う諸問題
について

本住宅裏の再開発が2019/9より工事がスタートし、今回の造成
工事に伴い、弊住宅よりも新造成部分の方が高さが高く、豪雨
の時は雨が当住宅側に殺到し、水が下水口から溢れることがあ
ると報告を受けております。ご検討をお願い致します。（別紙８）

回答

（２６） 私道の補修について
公道並みに使用されている私道は、住民以外の方も利用されて
います。公道、私道の区別なく無償での補修をお願いします。

回答

（２７） 道路の補修について
南沢2-14近くの道路の補修をしてください。道が曲がっている上
に穴が大きく車とすれ違う時に危ないと思います。(南沢2-15の
北側の道路）

回答

（その他）

（２８）
黒目川の水路につ
いて

①黒目川上流端には、小平市の小川用水から分流する水路の
取り入れ口があります。しかし、分流されていません。以前のよ
うに分流するように小平市と交渉してほしい。小川用水は東久
留米に入った先の滝山地区では暗渠に流れているだけです。

②湧水、地下水を増やすには雨水を溝に流してしまわないこと
です。住宅のコンクリートのベタ打ちを禁止するような政策をとっ
てほしい。

③黒目川にゴミを捨てる人がいるので看板などで注意を促して
ほしい。

回答

①【施設建設課】
 現在、小川用水から分流されるように、取り入れ口は開放されております。
　なお、小川用水の水量も黒目川上流域と同様に、不安定で渇水期になると枯渇する
ことから、通年の取水は困難な状況であります。
②【都市計画課】
 分譲事業者等が、一定規模以上の宅地開発などを行う際には、市の条例により敷地
内の雨水を適切に浸透処理する施設の設置を義務付けています。
③【管理課】
 黒目川河川内に捨てられるごみ等不法投棄物につきましては東京都の所管となりま
す。ご要望のありました注意喚起看板の設置につきましては、東京都にお伝えいたし
ました。

八幡町一丁目自治会

施設建設課
都市計画課

管理課

管理課

柳自治会

前沢第二自治会

管理課

管理課

本町四丁目
第一住宅自治会

本町四丁目
第一住宅自治会

ご要望のありました道路は、緊急的な穴埋め補修は適宜対応しているところですが、
一部民有地も含まれた道路となっております。具体な場所をお示しいただければ、道
路の安全性の確保や予算等を考慮し、対応を検討してまいります。

私道の補修につきましては、一定の基準により私道整備費を補助する制度がございま
す。しかしながら近年、財政的な理由から予算の確保が難しい状況でございます。引
き続き予算の確保に努めて参りますのでご理解をお願いいたします。

隣接する開発区域内の雨水処理につきましては、区域内に浸透人孔や浸透桝等の設
置や接する市道について新たに雨水桝を設置する等の対応を行っております。なお、
近年、市内でも１時間５０ミリを超える局所的豪雨が発生し、各所でその対応の必要性
について検討しているところでございまして、ご要望の箇所については、冠水状況の把
握に努め、市内における優先度、道路の安全性や予算等を考慮し、対応を検討してま
いります。

南沢通りから市役所南側に抜ける市道2203号線の安全対策について、市は、これま
でに速度を抑制する路面標示やカラー舗装、注意喚起看板の設置等の対応を行って
まいりましたが、一方、速度規制や通行規制は、交通管理者の所管となります。これま
でも所轄警察である田無警察に本件内容を要望しておりますが、引き続き、田無警察
に一括で要望してまいります。

管理課



10

（２９） 住宅地開発に関して

ある程度の規模の住宅地開発の許可を出す場合、ただ基準を
満たしているかどうかだけではなく、周辺道路の整備や、地域の
安心・安全、暮らしの質を向上させる、都市計画としての開発を
しっかりと考慮して欲しい。このまま場当たり的な開発を続けて
いると、東久留米の価値をどんどん下げていくということを認識
すべき。（３－（１１）にも繋がる）

回答

（３0）
コミュニティバスにつ
いて

コミュニティバス運行希望…この自治会の住人は、東久留米市
内で買い物をする足がありません。（道路が狭く自転車は危険）

回答

（３１）
コミュニティバスにつ
いて

利用しやすいコミュニティバスの実現をお願いします。

回答

（３２） 掲示板について

雨、風に強く目立つ掲示板の設置をお願いします。自治会掲示
板の壁板が老朽化し、掲示物が貼りにくくなっています。さらに、
掲示物が雨にぬれたり、風に飛ばされたり、頻繁に確認しなけ
ればならない状態にあります。目立つ掲示板にしていただくと、
自治会会員の皆様の関心度も上がり、情報の共有もし易くなる
と考えられす。（別紙10）

回答

（３３）
トイレの設置につい
て

落合川流域で最も市民が集まる「落合川いこいの水辺」にトイレ
を設置してください。南沢水辺公園にはありますが子供のいる家
族には遠すぎます。

回答

野火止親和会

本町4丁目明和会

本町4丁目明和会

南沢第二自治会

管理課
産業政策課

落合川いこいの水辺は、多くの市民が利用されておりますが、トイレの設置は設置周
辺の住民への十分な配慮が必要であると考えております。ご要望の件につきまして
は、落合川いこいの水辺が観光資源の側面もありますので、観光を所管する部署との
情報共有を行うとともに、当該水辺は東京都の所管でありますので、ご要望のありまし
たトイレの設置につきましては、東京都にお伝えし、引き続き、当該水辺の利用状況に
注視してまいります。

生活文化課

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、平成28年度に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、令和元年8月に「東久留米市デマンド型交通運
行計画（実験運行）」を取りまとめた後、令和2年3月より東久留米市デマンド型交通「く
るぶー」の実験運行を開始しました。デマンド型交通は利用登録をされた方の電話予
約に応じ、運行システムを用いた乗合方式により、自宅などから乗降場、または乗降
場間を輸送するサービスです。市内在住の70歳以上の方、妊婦の方、0～3歳児が利
用登録でき、登録者と一緒であれば、ご家族等がご同乗することも可能です。現在の
行先は、車両台数の関係から平日の利用が多いと考えられる行政サービス施設や公
立病院等としております。買い物先である商業施設などへの運行については、デマン
ド型交通の実験運行を行う中で利用者アンケートなどにより意向把握に努めた上で必
要に応じ地域公共交通会議に諮るなどの対応を考えてまいります。

都市計画課

道路計画課

柳自治会

 地域の皆様へ広く情報提供していただくために新しい掲示板の設置は大変有効と考
えます。毎年ご案内しております自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用して
掲示板を設置された自治会もございます。コミュニティ助成事業は、市のホームページ
にも掲載しておりますので是非ご検討ください。

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、平成28年度に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、令和元年8月に「東久留米市デマンド型交通運
行計画（実験運行）」を取りまとめた後、令和2年3月より東久留米市デマンド型交通「く
るぶー」の実験運行を開始しました。デマンド型交通は利用登録をされた方の電話予
約に応じ、運行システムを用いた乗合方式により、自宅などから乗降場、または乗降
場間を輸送するサービスです。市内在住の70歳以上の方、妊婦の方、0～3歳児が利
用登録でき、登録者と一緒であれば、ご家族等がご同乗することも可能です。行先に
は駅や市役所、近隣市の公立病院が指定されており、お買い物や通院等、お出かけ
の際の移動手段としてご利用いただけますので、是非ご登録・ご利用をお願いいたし
ます。

道路計画課

一定規模以上の宅地開発などを行う際には、市の条例により道路等の整備を義務付
けています。周辺道路の整備や地域の安心・安全の取組等については、都市計画法
の趣旨を踏まえ、開発区域の規模や形状、周辺の土地の状況などに応じて、関係者
の負担なども考慮の上、適切に指導してまいります。
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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）
防災倉庫の設置に
ついて

昨年、公園内に自治会による防災倉庫の設置許可を要望し、協
力頂いた。今年度も本事業を推進するにあたり、相談に応じて
頂きたい。

回答

（２） 防災無線について

①防災無線が聞こえません。昨年の大雨時、河川氾濫？の際、
消防車が廻ってくれたようですが“カンカン”という音のみで内容
がわかりません。電話で問い合わせる余裕がない場合もあると
思います。何かよい方法はないものでしょうか。

②市の有線放送が聞こえにくいので点検して欲しいです。

回答

（３） 防災無線について

①市の防災無線の放送が富士ヶ丘自治会は低地にある関係
か,殆ど聞こえない状態です。小山方面が出来れば解消出来る
ので検討ください。

②昨年台風19号の際、黒目川の氾濫予想のための避難勧告の
広報車が通りましたが走りながらの放送で内容がわからないま
までした。停車して放送するように配慮願いたい。

回答

（４） 防災無線について
防災無線放送が聞えなかったり、聞き取りにくい事が多く、他地
域の方も同様でした。機器の問題,アナウンスの仕方改善してく
ださい。

回答

けやき野自治会

前沢第二自治会

環境政策課
防災防犯課

防災防犯課

防災防犯課

防災防犯課

富士ヶ丘自治会

八幡町一丁目自治会

【環境政策課】
 公園を地域の防災拠点とすることにつきまして、できる限り協力させていただきたいと
考えております。内容に応じて関係課と協力してまいります。具体的な要望内容につき
ましては、担当へご連絡いただければと思います。
【防災防犯課】
 けやき野自治会の皆様には、防災倉庫の設置など、地域防災の向上に地域で積極
的に取り組みいただきありがとうございます。災害備蓄品の整備や、地域での訓練等
の実施など今後ともよろしくお願いいたします。また事業実施については防災防犯課
までご相談ください。

①防災行政無線の放送は、立地条件により、音が反響して聞き取りにくい地点があ
り、ご迷惑をおかけしております。音量の調整や時差放送を実施するなどして、より聞
き取りやすい放送ができないか取り組みを進めております。無線の内容を確認するた
めに、音声サービス042-472-1117（自動応答システム）なども行っておりますが「東久
留米市安心くるメール」に登録していただくと、放送の内容をメールにて都度配信いた
します。この機会にぜひご登録をご検討ください。
②無線局については、年1回定期点検を実施しております。

①防災行政無線の放送は、立地条件により、音が反響して聞き取りにくい地点があ
り、ご迷惑をおかけしております。音量の調整や時差放送を実施するなどして、より聞
き取りやすい放送ができないか取り組みを進めておりますが、音声の到達状況を踏ま
えて、今後検討してまいります。無線の内容を確認するために、音声サービス042-
472-1117（自動応答システム）なども行っております。ぜひご活用ください。「東久留米
市安心くるメール」に登録していただくと、放送の内容をメールにて都度配信いたしま
す。この機会にぜひご登録をご検討ください。

②昨年の台風19号の際には、「避難準備・高齢者避難」の避難情報を、市内の土砂災
害警戒区域（近くでは小山地区）に対して発令しました。広報車の活動については、台
風の影響もあり富士ヶ丘自治会からは聞き取りにくいところもあったと聞いておりま
す。これらの広報内容についても、安心くるメールでの随時情報発信を行っておりま
す。

防災行政無線の放送は、立地条件により、音が反響して聞き取りにくい地点があり、
ご迷惑をおかけしております。音量の調整や時差放送を実施するなどして、より聞き取
りやすい放送ができないか取り組みを進めております。無線の内容を確認するため
に、音声サービス　042-472-1117（自動応答システム）なども行っております。ぜひご
活用ください。
また、「東久留米市安心くるメール」に登録していただくと、放送の内容をメールにて都
度配信いたします。
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（５） 消火器について

①消火器保管箱の赤色が退色により、見えず分かりづらい状態
です。保管箱の新規交換あるいは修繕をお願い致します。

②さらに、自治会会員の高齢化に伴い、火災や災害時に敏速な
行動がとれない世帯もあり、各戸に近い場所に消火器があれ
ば、万が一の消火作業に迅速に対応できると思われます。柳中
通りと柳南通りの2カ所に、新たに増設をお願い致します。

回答

（６）
旧ごみ集積場の利
用について

旧ごみ集積場を災害対策用としての利用検討をお願いいたしま
す。例えば、災害時に必要な物資の保管場所に利用できると考
えます。

回答

（防犯）

（７）
防犯カメラの設置に
ついて

野火止地区センターと東京協会の間に2基のカメラが教育委員
会により設置され学童等の安全に寄与するものと思科している
が、引き続き地域の安全向上に向けて追加設置を検討していた
だきたい。

回答

（防犯灯・街路灯）

（８） 街路灯設置について

集会所角にある電柱に、街灯を設置をお願います。（別紙７）
水道道路から住宅に入る所に街灯がなく暗くて危険です。現在
は当会にて集会所外灯を点灯させ対応している状況。早期の対
応をお願いします。

回答

柳自治会

防災防犯課

押出橋自治会

柳自治会

管理課

学務課
防災防犯課

野火止親和会

防災防犯課
ごみ対策課

①消火器の格納箱の退色に関しましては、各所からご指摘をいただいておりますが、
格納箱に破損等が見られる場合を優先して交換を行っておりますので、ご理解いただ
けますようお願いいたします。

②貴自治会の地域内には計５基の街頭消火器が設置されております。貴自治会内で
新たな設置場所をご調整、ご提案いただければ、設置が可能であるかを検討させてい
ただきますので、個別にご相談いただきたいと思います。

【防災防犯課】
ごみ集積場の物資保管場所の活用については、各自治会等からも防災倉庫としての
活用について、ご要望があると伺っておりますが、建築基準法の規定等があり設置で
きる倉庫の大きさに制限はありますが、一定の大きさの倉庫は設置可能であると考え
ますのでご相談下さい。
【ごみ対策課】
 ごみ集積場跡地ですが、現在、隣接しているお宅で一定の条件を満たしている方に
売却のご案内をしております。また、購入希望がないごみ集積場跡地の活用方法につ
きましては、今後の進め方や対応方法について、庁内調整を行っております。

ご要望のありました箇所につきましては、改めて集会所の外灯がない状況などを確認
させていただき、設置に向け検討させていただきます。

【学務課】
 学務課では通学路の安全確保のため、平成２８年度から令和元年度にかけて、各学
校の通学路に合計７３台の防犯カメラを設置しました。
 現在、防犯カメラの新規設置は予定しておりませんが、平成３０年度より防犯の観点
での通学路点検も実施しておりますので、当該地域における通学路点検も必要に応じ
て実施し、児童の安全確保に努めます。
【防災防犯課】
 防災防犯課では、地域の安全強化のため「青色パトロール」を定期的に実施しており
ます。ご指摘いただいた地域につきましても、パトロール強化に努めてまいります。
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（交通安全施設・対策）

（９）
交通安全対策につ
いて

交通取締まりの強化…「車両（組合せ）通行止め」「居住者用車
両除く」について、一定の取締りを田無警察へ要請いただきた
い。（押出橋交差点または松山交差点の渋滞回避による迂回通
行が多く、学童等安全が脅かされています。）（別紙１・２）

回答

（１０）
押しボタン式信号機
の設置について

水道道路、集会所前の横断歩道に押しボタン式の信号を希望し
ます。朝は特に交通量の多いなか、向かいのバス停へ渡る人が
多く安全性を確保するためにも必要です。（別紙７）

回答

（１１）
ガードレールの設置
について

南沢通りにガードレールを設置してほしい。第三小学校の通学
路にもなっていますが、車の通行量が多くなってきています。新
しい住宅が建っていくなかで子供たちの安全を守ること、昨今の
運転ミスによる事故を踏まえて検討してほしい。（２－（２９）から
繋がる）

回答

（1２）
カーブミラーの設置
について

カーブミラーを南沢2-4-1に新しく設置していただいたのですが、
ミラーの位置が高いのとそばの枝が写り込んでよく見えません。
又、設置が一方方向だけなので、反対側にも設置してください。

回答

（1３）
道路表示の修復と事
故防止について

道路に書かれた「速度制限」の文字の修復をお願いしたいで
す。通学時間帯でも、住民以外の車が通行して、子供たちの通
学に危険な場合があります。運転者に速度を厳守していただく
ために修復をお願いします。加えて、事故防止のための効果的
な対策があれば、実施・検討をお願いします。（別紙10）

回答

（１４）
側溝の改善工事に
ついて

通学路の異常な出水被害への対応…平成29年9月にも、通学
路が遮断される雨水が流入し、土のうで対処しましたが根本的
な側溝改善工事が必要です。(別紙６)

回答

学務課
管理課

野火止親和会

押出橋自治会

野火止親和会

本町4丁目明和会

前沢第二自治会

柳自治会
学務課
管理課

管理課

学務課
管理課

学務課

管理課

【学務課】
 当該箇所につきましては、道路状況等を学校と共有し、道路が遮断された場合の対
応等、児童に対して注意喚起を行います。
【管理課】
 近年、市内でも１時間５０ミリを超える局所的豪雨が発生し、市内各所でその対応の
必要性について検討しているところでございます。ご要望の箇所につきまして市内各
所の状況や優先度、道路の安全性や予算等を考慮し、対応を検討してまいります。近
年、財政的な理由から予算の確保が難しい状況ではございますが、担当部署として今
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。

南沢通りにつきましては通学路に設定されていることから、交通状況等を学校と共有
し、児童に対して注意喚起を行うとともに、通学路点検も必要に応じて実施し、児童の
安全確保に努めます。

道路側にはみ出している民地の樹木がありますと、安全な通行の妨げにもなり、カー
ブミラーを設置しても十分な見通しを確保することができませんので、自治会を通じて
剪定等の働きかけをお願いいたします。また、反対側につきましては、十分な見通し
が確保できないことを確認いたしましたので、設置する方向で検討を進めてまいりま
す。

【学務課】
 当該箇所につきましては通学路に設定されていることから、交通状況や道路状況等
を学校と共有し、児童に対して注意喚起を行うとともに、通学路点検も必要に応じて実
施し、児童の安全確保に努めます。
【管理課】
 ご要望の「速度制限」などの交通規制に係る路面標示は交通管理者の所管となりま
す。本件につきましては、昨年度、所轄警察である田無警察署に要望いたしましたが、
私道であるため新たに速度規制をかけることはできないと伺っております。改めて事
故防止のための対策について、田無警察に一括で要望してまいります。

【学務課】
　降馬橋の通りにつきましては通学路に設定されていることから、交通状況等を学校と
共有し、児童に対して注意喚起を行うとともに、通学路点検も必要に応じて実施し、児
童の安全確保に努めます。また、通学路外の箇所についても、学校や警察と連携を
とってまいります。
【管理課】
速度規制や通行規制は、交通管理者の所管となります。ご要望のありました内容につ
きましては、所轄警察である田無警察に一括でお伝えしてまいります。

ご要望のありました箇所の水道道路は清瀬市が管理する道路であり、所轄警察が東
村山警察署となるため、昨年度、道路管理者である清瀬市を通じて、東村山警察署に
ご要望をしております。引き続き、要望してまいります。
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（その他）

（１５）
避難所の整備につ
いて

今般のコロナウイルスの様な伝染病蔓延時に自然災害が発生
して避難所を開設する時に３密を避けるには体育館だけでは全
く足りません。その為に廃校となった校舎にシャワー室などを整
備した上で保存管理しておく事を提案します。

回答

（１６）
「かけこみハウス」の
プレートについて

「かけこみハウス」のプレート、目立たない。目立つデザインに変
更しては？

回答

本町4丁目明和会

前沢第二自治会

防災防犯課

児童青少年課

「かけこみハウス」につきましては、今後も小学校の新入生に対する周知を行いまし
て、「かけこみハウス」の認知度の向上に努めてまいります。

ご提案ありがとうございます、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う避難場所につい
ては、指定避難所の小中学校の教室や学童保育所等を活用できるよう調整を進めて
います。
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４.健康と福祉
要望事項 内容 自治会名 担当課

（１） コロナ対策について
当自治会では、今後のコロナの第２派,3派を見据えて、消毒用
の次亜塩素酸水と拡声器、タンカを準備しましたが、市としても
高齢者が今後増えるので対策とお願いできたらと思います。

回答

（２）
公衆衛生を担う体制
について

今のコロナをみると、公衆衛生を担う体制が弱いように思いま
す。幸町の保健所がなくなりました。公立病院の採算制がきびし
く問われています。①市自身の取り組み充実と②国への方針変
更の申し入れをお願いします。

回答

貴自治会において、新型コロナウィルス感染症拡大防止対策についてお努めいただ
きありがとうございます。市としては、高齢者の多く利用がある公共施設において、指
定管理者と共に感染予防対策に努めています。

本町四丁目
第一住宅自治会 健康課

健康課

市では、新型コロナウィルス感染症対策本部会議を設置し、その都度必要な事項を検
討し、対応しております。また、保健所体制については、国や都道府県をあげて課題
に取り組んでいると認識しております。本市の所管である東京都多摩小平保健所が万
全を尽くして新型コロナウィルス感染症対策を行っており、市も協力をしております。

本町4丁目明和会
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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）
旧下里小学校の利
用について

市民が使える運動広場や集会室、イベント用に整備してほし
い。売却は将来に禍根を残し反対です。

回答

（２）
コミュニティにおける
コロナ対策や多文化
共生の啓発について

本来は自治会でも考えていかないといけませんが、自治会、コ
ミュニティーにおける生涯学習を真剣に考えないとと思います。
コロナの伴うテレワークや正しい３密対策についても、ポスター
だけではなし教育が必要です。今後外国人居住者も増えるで
しょうから、共生についての教育も必要と思います。

回答

（３）
子どもの居場所につ
いて

新型コロナウイルスで学校の休みが長くなりました。早々に「子
どもの声がうるさい」と自治会に苦情が入りました。どちらも無理
のないこともあります。子どもの居場所の工夫も必要ではないで
しょうか。

回答

南沢第二自治会
指導室

児童青少年課

【指導室】
 今回の臨時休業期間中に行った「密にならない校庭開放」の実施など、今後の臨時
休業時の感染状況に応じて学校でできる子どもの居場所の工夫を検討してまいりま
す。
【児童青少年課】
 新型コロナウイルス感染症拡大を防止しつつ、子どもの居場所を提供することは難し
い課題でありますが、引き続き検討してまいりたいと思います。

旧下里小学校の利活用として、既存施設機能の集約化や統廃合など公共施設マネジ
メントの視点による施設機能の再編成を検討することとし、生涯学習機能や選挙事務
関連機能、コミュニティ機能、防災備蓄機能等について庁内で検討を行っております。

行政管理課八幡町一丁目自治会

本町四丁目
第一住宅自治会

健康課
生活文化課

【健康課】
 新型コロナウィルス感染症に関する対策等につきましては、市広報及び市ホーム
ページにて、市民の皆様に適宜お知らせしております。
【生活文化課】
 現在市内の在住外国人の方は年々増加し、現在2000人を超えています。共生社会を
築くためには、日本国籍の方と外国籍の方が互いを理解し一緒に暮らしやすい地域
社会をつくっていくことが大切だと考えますので、啓発事業等様々な手法でおこなって
いきたいと考えます。
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６.その他
要望事項 内容 自治会名 担当課

（１）
自治会内助け合い
シェアリングの実証
実験検討について

【住宅における高齢者支援の実証実験の可能性】
足腰の悪い高齢者、ひとり暮らしの高齢者も多数おり、近所で
の助け合いが急務となっています。30－40年前のような自治
会、子供会活動が活発でない今日、高齢者支援施策を模索して
います。例えばスマホとタブレットを老人用に簡単に使えるよう
な操作画面にして、お買い物サポートや相談依頼の対応、病院
や投薬を取りに行きたい高齢者を自治会メンバーまたはボラン
ティアでシェアリングして支援、これらのつながりを通じて、コミュ
ニティを復活させ、助け合いができる自治会としたい。回覧板連
絡を志向してみたいと思っていますが、このような活動にモデル
実証実験として予算はつかないものでしょうか。市に成果、ノウ
ハウを還元したい。　(別紙８)

回答

（２）
高齢者の防犯対策
について

コロナに伴い、経済の停滞が進み、不法侵入、泥棒に関するト
ラブルも加速すると思います。高齢者対応の鍵に関する紹介、
補助金等についてご検討ください。

回答

（３）
安心くるめーるにつ
いて

コロナで安心安全メールが来ますが、いつも同じ文面です。付け
加えて東久留米の現状を添えていただけたら効果があるので
は？

回答

（４）
新型コロナ対策につ
いて

マスク不足の時など作っても何処へ持っていったらとか、ゴムの
材料不足でも大丈夫とかパソコンを使わない人でも協力できる
ことを伝えてほしいと思いました。

回答

（５）
要望書の回答につ
いて

1年に1度要望を出して、回答が数か月後ではなかなか活性化し
ないと思います。新しいやり方を検討する必要があるかもしれま
せん。協力させていただきます。

回答

（６）
市民プラザの利用貸
出について

市役所のロビーは全ての利用者の為に静かであるべきです。一
人のピアノレッスンの為の安価な貸しホールであってはいけませ
ん。ピアノの貸し出しをやめてください。加えて利用規定に「高歌
放吟」を禁止する旨を加えてください。

回答

本町四丁目
第一住宅自治会 生活文化課

市民ひろばの利用時間は、市役所執務時間外でございます。お一人であっても、市民
ひろばの利用規程に則りご利用いただいておりますので、禁止等の対応は考えてござ
いません。

生活文化課

ご提案ありがとうございます。安心くるメールは、防災行政無線の内容について、メー
ルにで情報提供を行うものですのでご理解願います。今回の配信は、非常事態宣言
下で東京都からの要請で実施した防災行政無線の放送内容をメール等でお知らせし
たものです。

防災防犯課

防災防犯課

本町四丁目
第一住宅自治会

 市政に対するご意見・ご要望は、ご意見箱など広聴担当や各課で常時お伺いしてご
回答しております。本要望書を通して各自治会の課題や情報の共有などの機会とし
て、また、自治会連合会を通して直接市長と意見交換が出来る貴重な場に繋がってい
るとご理解いただければと考えます。

.【生活文化課】
 毎年ご案内しているコミュニティ助成事業の他、地域の底力発展事業助成や民間の
様々な助成事業を活用し活発に活動している自治会もございます。補助金について
は、市のホームページに掲載している情報もございますので是非ご活用ください。生
活文化課で先進的な活動をされている自治会のご紹介等もさせていただくことも出来
ますのでご相談ください。
【福祉総務課・介護福祉課】
 東久留米市社会福祉協議会ボランティアセンターにて、主にソフト面での支援があり
ます。詳しくは東久留米市社会福祉協議会ボランティアセンターにお問い合わせくださ
い。

 現在、わくわく健康プラザ内のロビーに「ささえあいマスクバンク」として、市民からの
不用なマスクをお預かりし、必要とされる方が持ち帰れるようにBOXを設置しておりま
す。マスクを置いていただく条件として、「既製品の未開封のもの」「購入から1年以内
のもの」「手作りマスクは不可」とさせていただいております。なお、このＢＯＸについて
は、中身の保証ができないので、公には周知はしていません。以上により、手作りのマ
スクにつきましては、市ではお受けしておりません。お知り合いの方等へのご活用をお
勧めいたします。

健康課

本町四丁目
第一住宅自治会

本町四丁目
第一住宅自治会

前沢第二自治会

生活文化課
福祉総務課
介護福祉課

地域における不審者対策や侵入盗等の防犯対策については、田無警察署とも連携
し、青色防犯パトロールや防犯ボンティアへ活動支援等を今後も実施しております。侵
入防止のための用品の紹介や補助等については、補助の予定はございません。

前沢第二自治会
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（７）
市議会議員報酬に
ついて

昨年「報酬を1/3 減額してはどうか」という要望をしました。その
回答が以下のものです。しかし不信感は深まるばかりです。＜
回答：議員の職務活動には、本会議のほかに常任委員会、議
会運営委員会、市長付属機関の審議会・協議会、他市との協議
会、公的行事への出席などがあります。報酬は近隣4市と比べ
低い状況です。報酬に見合った活動とご理解いただけるよう、い
ただいたご意見を意識して、今後とも議会運営に努めてまいりま
す。

回答

（８） 市議会について

議員の職務活動がいくつか挙がっていますが、これを合計した
時間は、どれだけでしょうか。又、他市と比較する必要があるで
しょうか。他市（都もそうですが）も、高すぎではありませんか。

この報酬を月々市民がお支払いできる程、実働されているで
しょうか。この他に種々の手当、活動費、年金etcあります。市職
員に「出来てない。作れ。やれ。調べよ。」と、議会委員会等で言
うのでなく、自ら働き活動する姿を見せていただきたいもので
す。無論２～3人の自ら働く方は知っています。

回答

（９）
市役所屋外広場に
ついて

市役所の入り口に「駐車禁止」にもかかわらず、ずらりと円形に
自転車が停められているのはみっともない。もっと強く禁止をし
て、入り口はすっきりさせ、円形のベンチに心地よく座れるように
してください。

回答

（１０） 民生委員について
市の市報を見ると、本町4丁目の民生委員が決まっていないよう
です。市役所はいろいろな人にお願いしていると思います。決ま
らない理由は何ですか。（要望ではありませんが）

本町四丁目
第一住宅自治会

回答

本町4丁目明和会 福祉総務課

議会事務局

議会事務局

管財課

本町四丁目
第一住宅自治会

前沢第二自治会

 本町4丁目に民生委員がおらずご不便おかけし申し訳ございません。
民生委員の適格要件には、新任の方は、令和元年12月1日時点で70歳未満の方で、
その地域に3年以上居住しており、仕事が多忙で無い者等様々な要件があり、昔から
の住宅地や団地がある区域では、なかなか見つからない状況でございます。
（前任の方も、本町4丁目在住ではなく、隣接区域にお住まいの方でした）。
引き続き、新任の民生委員の補充に努めますが、もし、適任の方がいらっしゃいました
ら、ご推薦くださいますようお願いいたします。

 自転車置き場も台数に限りがあり手狭状態になっている状況ですが、余裕のない敷
地を考えますと、直ちに撤去することもできず、なかなか解決に至らず申し訳ございま
せん。ご不便をおかけいたしますが、解決に向け検討を重ねてまいりますので、ご理
解くださいますようお願い申し上げます。

 昨年の本会議・常任委員会・特別委員会の合計時間は、東久留米市が２１９時間１９
分、小平市が２５６時間３０分、東村山市が２１１時間１１分、清瀬市が１３３時間５８
分、西東京市が２２４時間２３分でした。その他の活動の時間は記録していません。◆
昨年の議員報酬（月額）は、東久留米市が４８万円（議長５５万円）、小平市が５５万円
（議長６５万円）、東村山市が４８万５千円（議長５５万８千円）、清瀬市が５０万円（議長
５７万円）、西東京市が５２万８千円（議長６２万７千円）でした。◆期末手当以外の手
当はありません。◆昨年の政務活動費（１人当たり月額）は、東久留米市が７，６２５
円、小平市が３万円、東村山市が１万２，５００円、清瀬市が１万円、西東京市が２万円
でした。◆地方議会議員年金制度は平成２３年６月に廃止となり、現在は国民年金に
各自で加入しています。

 昨年の回答後の動向として、議員提出議案により、令和元年１２月が約１２％、令和２
年６月の期末手当が１５％減額されました。
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