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【 参考資料 】 ●令和元年度自治会長と市長との懇談会回答の対応状況 

 ●各課・各施設の直通電話・ＦＡＸ番号一覧 



－1－ 

 （意見・要望） 

１ （あかね会） 

① 初めて押立文化センターに行ったところ、職員さんがすっと立って窓口

まで出てきて「こんにちは」と笑顔で声をかけてくれた。良い気分のうち

に用件も済ますことが出来た。新鮮さと自然な応接態度に感激した。おそ

らく押立文化センターの周りの自治会と文化センターとの信頼関係が上手

くいっているからでしょうか。文化センターは地域との接点であり市民と

たくさん会う機会がある。今回のような市民と交流することにやりがいを

感じる職員さんが文化センターにいてほしい。訪れた市民に満足感と安心

感を与えられると思う。これからも頑張ってください。 

 

② 私は都市整備部の公園緑地課や道路課の「まちなかきらら」と言う公園

や道路の掃除をするボランティアをやっている。このたび官製談合事件で

都市整備部長の不正があり関係者は逮捕されたが警察が証拠品として市役

所から書類を持ち去ったためキャビネットが惨めなほどすかすかになって

いる。そんな棚を見ながら毎日仕事をしている後に残った職員さんはなん

となく元気がない。私も同課を訪れるたびに冗談を言ってその場を元気づ

けてはいるが市役所に入庁して一生懸命積み上げてきたものが崩されたよ

うで気の毒だと思う。残された職員さんに対してメンタルケアを行うこと

も府中市の仕事だと思いますがいかかでしょうか。ぜひメンタルケアを行

ってほしい。ついでの話だが他の部署の職員さんは自分の部署でなくて良

かったと他所事だと思わないでほしい。縦割り行政の弊害だと思うがラグ

ビーで例えれば守るところは違っても点を取られれば連帯責任になる。苦

しみをシェアしてほしい。 

 

③ 広報ふちゅうに環境政策課主管の美化清掃ボランティアの募集があって

環境政策課に出向いたが窓口に出てきた環境政策課の職員さんが内容を知

らず、次に出てきた方も自分の課のことなのに知らなかった。結局最後に

広報記事を書いた直接の職員さんが出てきて用件は終わったがその後の環

境政策課の内部聞き取り調査で環境政策課の職員さんは広報ふちゅうを読

んでいないことがわかった。でもこれは環境政策課に限ったことではない

と思う。職員さんは広報ふちゅうを読んでほしい。財産管理課でも以前自

分の課の記事は読んでいるが他の課の記事は読んでいないと言う職員さん

がいたができれば全部読んでほしい。広報ふちゅうを読むことは決して暇

つぶしではないので。 



－2－ 

              （回答）                

（①市民協働推進部地域コミュニティ課、②都市整備部道路課・公園緑地

課、③生活環境部環境政策課） 

１ 

 

 

① 押立文化センター職員の接遇に対し、お褒めの言葉を賜り、ありがとう

ございます。 

押立文化センターのみならず、全ての文化センターにおきまして、訪れ

た市民に満足感と安心感を持っていただけるよう努めてまいります。 

 

 

 

② この事件を真摯に受け止め、再びこのようなことが起こらないよう、 

公務員としての倫理観を高く持ち、より一層職務に精励するとともに、 

職員一人ひとりが改めて綱紀粛正の徹底を図り、市民からの市政への信頼

回復に向け、取り組んでまいります。 

職員へのフォローについては、通常より実施しておりますが、引き続き

配慮し、事件による影響がメンタルに及ばないよう努めてまいります。 

 

 

 

③ 広報記事に関しましては職員全員が把握した上で、対応するべきもので

す。今後は、お問合せの際に適切に対応できるよう、当課職員各自で、 

広報を毎号確認することはもとより、特に当課の記事が掲載される場合

は、課内に周知を図り、問合せ等に適切に対応できるようにしてまいりま

す。 

 



－3－ 

 （意見・要望） 

１ （あかね会） 

④ ５月頃府中市内でマスクをつけて歩く市民が少ないため高野市長より 

マスクをつけましょうと呼びかけがあった。一市民としてその呼びかけに

応えようと府中市内のけやき並木にある源義家さんの銅像と分倍河原駅に

ある新田義貞さんの銅像にマスクをつけたらどうかと文化生涯課に話をし

たが効果が薄いと、また同課では市民にマスクをつけさせる他の方法も思

いつかないと回答があった。市長がせっかく呼びかけたのに職員さんが呼

応しないのはまことに残念だ。ちなみに岐阜駅前の金色の織田信長さんの

銅像にマスクをつけたところ岐阜市民がこぞってマスクをつけるようにな

ったと聞いた。日野市の高幡不動寺でも仁王像２体がマスクをしていた。

銀座三越のライオン像のマスクも話題となった。府中市と友好都市のオー

ストリアウィーンでも以前ブラームス像に黒いくちばしのマスクをつけて

いることがあった。銅像の管理をされている文化生涯課といては銅像にマ

スクなんてと思われるかもしれないが他所ではシンボルとなる像にはマス

クをつけて注意を喚起することは決して珍しいことではないようだ。 

 

⑤ 私は校歌をうたう合唱団を主宰しているが昨年の府中市民合唱祭は白糸

台出身の詩人の故村野四郎さんのご縁で岩手県立宮古商業高等学校の校歌

を歌った。来年に向けて府中崖線の崖線上と崖線下との地域の結びつき、

思いやりを持って防災に打ち勝とうと現在５６名の参加者が集まった。 

府中市のうたのほかに第八小学校校歌、小柳小学校校歌も歌うことになっ

ている。府中市の職員はひとりもいないが府中の防災のためにぜひ府中市

職員さんも参加してほしい。特に直接関係のある防災危機管理課の職員さ

んとは言わないので。少しでも府中を災害から守ろうと志のある方は職員

であろうがなかろうが関係ありません。よろしくお願いいたします。参加

費は 1,000円で蝶ネクタイは自分で用意してもらうことになっている。 

２ （北山町二丁目町会） 

昨年１０月の台風１９号発生に伴い、避難所を第七小学校体育館に近隣町

会長さん等と開設しました。避難されたのは押立地区の方々で数か所避難所

を回ったがいっぱいで、第七小学校まで避難してきたとのことでした。市の

職員の方々や各町会の皆様も第七小学校体育館でそれぞれ対応しました。災

害も夜間０時過ぎにはおさまり、皆さん自宅に戻っていかれました。避難所

の出来事で、赤ちゃん連れのご家族の為、授乳場所を作ることになり、市の

職員方の指導のもと、体育館舞台横の資材置き場に授乳場所を作り対応いた

しました。災害の状況等により、その都度対応は異なって来ると思います

が、市内各避難所で今後参考となる事案があればご提供いただければと存じ

ます。 

３ （北山町四丁目わかば会） 

①北山町、西原町近辺で車の逆走が多発しています。なんとかしていただけ

ないでしょうか。 

②子どもの登下校時に不審者がよく現れる件について、心配なので警備を強

化していただけないでしょうか。 



－4－ 

（回答） 

（④文化スポーツ部文化生涯学習課、⑤行政管理部防災危機管理課） 

④ 本市においては、防災行政無線を用いた放送、マスク付リーフレットの

配布、各種ポスターの掲示、市ホームページを用いた情報発信など、多様

な媒体を活用してマスク着用の啓発を行っています。また、民間事業者、

東京都、政府においても、同様にマスク着用の啓発が行われています。 

これらの啓発活動の効果もあり、新型コロナウイルス感染症感染拡大防

止のため、マスクを着用するということは市民へ浸透していると考えま

す。貴重なご意見ありがとうございました。 

 

⑤ 府中崖線上と府中崖線下での災害時における共助として、非常に良い取

組みであると考えております。 

  災害時は共助の力が非常に重要になることから、災害時に実際に助け合

う市民同志の交流として、今後も取り組んでいただけますと幸いです。 

１ 

（行政管理部防災危機管理課） 

昨年の台風１９号の際には、職員や地域の協力者の方、学校の先生の判断

で、乳幼児やご高齢の避難者を体育館とは別のスペースに収容した避難所も

あると聞いております。 

今後の本市の対応といたしましては、要配慮者専用避難所として文化セン

ターなどを設定し、小中学校においても特別教室などの個別スペースを使用

できるようにいたしましたので、乳幼児・妊産婦、高齢者、障害者の方など

要配慮者の収容スペースとして活用してまいります。 

２ 

（①生活環境部地域安全対策課、②教育部学校施設課） 

① 一方通行を無視した通行となることから、府中警察署へ交通パトロール

の実施を依頼いたします。具体的な場所や道路名を教えていただけると助

かります。 

 

② 各学校の通学路につきまして、３年に１回程度、学校や関係者などと点

検を実施し、危険個所の把握をおこなっており、危険個所につきまして

は、学童擁護員や見守りボランティアなどの配置を行っております。 

また、昨年度までに小学校２２校の通学路に防犯カメラを各７台ずつ、

計１５４台を設置し、児童・生徒の登下校時の安全確保に努めておりま

す。 

今後も学校などの要望を受け、必要に応じて学童擁護員などの拡充を検

討してまいります。 

３ 



－5－ 

 （意見・要望） 

３ （北山町四丁目わかば会） 

③七小前の道路の舗装が剥がれているのをよく見かけます。こまめに補修を

お願いできないでしょうか。 

 

 

４ （車返住宅管理組合） 

①オオスズメバチの巣撤去費用について 

８月初めに、車返住宅（１街区）内の南白糸台小学校への通学路でオオス

ズメバチの巣が見つかりました。市に撤去を依頼しましたが、私有地のため

市では撤去できないと言われ、当管理組合で専門業者に 38,500 円（税込み）

で依頼し、８月１１日に撤去しました。 

私有地のため撤去できないということは、公道であれば市が撤去するとい

うことだと思います。 

私有地とはいえ、３街区・２街区の児童も通る団地内通学路は公道に準ず

る扱いがあっても良いのではないでしょうか。また、団地内には公園も何か

所かあり児童の遊ぶ姿も見受けられます。私有地の公園も地域に開かれた公

共空間といえます。通学路や公園近くのオオスズメバチ等の駆除・撤去に市

費の補助をご検討いただけないでしょうか。 

 

②通学路の路盤整備費用について 

 当団地は入居開始以来４５年が経過しました。この間、樹木も大きく成長

し通路路盤の押上等の減少が各所に見られるようになりました。管理組合で

は随時路盤の整備を行ってきましたが、修繕費にも限りがあります。 

公道に準ずる通学路の路盤整備に市費の補助をご検討いただけないでしょ

うか。 

５ （御殿下団地自治会） 

府中本町駅の周辺について。エレベーター、階段等（改札出て左右両方）

の改修などの予定はありますか？市長は府中本町駅を利用される頻度はどれ

くらいありますか？お年寄り、子連れの方々がもっと安全に使いやすいよう

な駅周辺の整備を求めます。 

６ （寿町３丁目自治会） 

①府中街道の市民球場前交差点の滞留スペースについて 

交差点北西角には滞留スペースが少なく、かつ島忠方面からは長い下りと

なっているため、自転車どうし、自転車と歩行者の接触をよく見かけます。

過去には自転車と高齢者が接触し、大けがの後、在宅生活を諦め施設入所に

なったケースもあります。狭かった北東角は市民球場の植込みを削って広い

滞留スペースを設けました。他も十分な滞留スペースが確保されています

が、北西角はいまだに狭いままで非常に危険です。北西角にはスポットパー

クがあり、すぐにでも滞留スペースを確保できると思います。市民の安全の

ためにも、北西角の滞留スペースをお願いします。 



－6－ 

（回答）  

（③都市整備部道路課） 

③ 道路補修につきましては、府中市内の道路に優先順位をつけながら適宜

補修作業を行っていますので、ご理解いただきますようお願いします。 

３ 

（①生活環境部環境政策課、②都市整備部道路課） 

① スズメバチについては、近隣への危険性が高く、個人での除去が困難で

あることから、市民が所有し、現に所有者が居住している住居（集合住宅

の共有部分を除く）にあるスズメバチの巣に限り、市での駆除を行ってお

ります。 

現状、公道や公園につきましては、その道路管理者及び公園管理者がそ

れぞれ駆除を行っておりますので、同様に、団地内の通路等、共益区域な

どに発生した害虫につきましても、その所有者や管理者の方に除去や駆除

の対応をお願いしておりますので、ご理解ください。 

なお、団地内の通路等、共益区域におけるスズメバチの駆除について

は、近隣市におきましても、現在のところ、ほとんどの自治体が対応して

いない状況ですので、今後、必要性を踏まえながら、調査・研究をしてま

いります。 

 

② 本市では、市内の私道を整備するため私道整備事業を実施しております

が、建築物の敷地内の通路は、事業の対象外としておりますので、ご理解

いただきますようお願いします。 

４ 

（都市整備部道路課） 

府中本町駅構外にありますエレベーター２基につきましては、本市で管理

しており、日常の清掃や保守点検により、市民の皆様が安全で快適にご利用

いただけるよう努めておりますが、現在、大規模な改修計画はございませ

ん。 

なお、府中本町駅を繋ぐ階段は、本市の管理ではありませんのでご理解い

ただきますようお願いします。 

５ 

（①都市整備部道路課） 

① 府中街道を管理している東京都（北多摩南部建設事務所）やスポット 

パークを管理している公園緑地課などの関係部署と連携を図り、検討を進

めてまいります。 

 

 

 

 

６ 
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 （意見・要望） 

６ （寿町３丁目自治会） 

②カラスによる被害 

カラスはゴミの被害だけではなく、子育て期間は特に人を襲うこともあり

ます。自治会員も複数のカラスに襲われました。自治会の西側のインテリジ

ェントパーク（旧日本製鉄所）や東側の市民球場には、大きな木が複数あ

り、どちらかに巣があるようです。同様の被害は市内でも多くあり、他自治

体ではカラス被害の対策に取り組んでいるところもあると聞きました。鳥獣

による農作物被害も大きな問題ですが、カラスの場合は人的被害ですので、

子どもたちに被害が出ないよう取り組んでいただきたいと思います。今後の

対策について、府中市のお考えを教えてください。 

７ （是政６丁目自治会） 

ふるさと通りが多摩川住宅と多摩川の土手ぞいにて直線でつながる様にな

ると車の往来が多くなると考えられます。つきましては是政 6-27 と 29 の間

のふるさと通りの角に信号機をつけるか又は桜の公園と土手の間にゆるやか

なスロープにした橋を作るかしてほしい。 

 

８ （小柳町三丁目自治会） 

①毎年、地域の方々から、ちゅうバスへの要望があります。利用にあたって

「バス停の位置が遠い」「運行本数を増やして欲しい」といった意見が多く

見られます。小柳町三丁目地区は高齢者も多く、その方々が公共交通機関

を利用するには、遠く離れたバス停や長い坂を登って駅に行くしかなく、

そのため外出をためらう方も少なくありません。昨年の回答では改善は難

しいとの事でしたが、便数増加や新たな路線ルートの開設など、引き続き

ご検討宜しくお願い致します。また、それと併せて、民間事業者との協業

で「地域住民の足」として、交通弱者への移動サポートをご検討願えれば

と思います。 
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（回答）  

（②生活環境部環境政策課） 

② カラスにつきましては、特にヒナ鳥が巣立ちの時期を迎える６～８月頃

に、ヒナ鳥を守るため人を威嚇したり、攻撃してくることがあります。 

カラスは野生動物として鳥獣保護法に基づく保護の対象となっており、

許可なく駆除等を行うことはできないこととなっていますが、卵やヒナ鳥

のいない状態であれば、巣は撤去できることとなっているため、被害防止

のためには早期に巣を撤去することが有効です。巣の撤去は、巣が作られ

た土地や樹木の管理者が行う必要があります。市へ巣に関するご相談をい

ただいた場合には、市の管理地にある巣については市の所管の部署で対応

しますが、電柱等にある巣であれば東京電力やＮＴＴへおつなぎするとい

った対応をさせていただいております。また、近隣の個人宅内にある巣で

あれば、該当のお宅をお尋ねし、市より対策を要請させていただくことも

あります。 

すでに卵やヒナ鳥のいる巣については、巣を避けて通行する、また、傘

などを差して通行するなど、基本的には人間の側が自主的に防御策を講じ

る必要があります。状況に応じて、注意喚起の看板を付近に設置するなど

の対応も行っています。児童の通学路付近等の場合は、学校等と連携し、

児童の被害防止を図る対応を実施いたします。 

市としては、市民の皆様が適切な対策を講じ、被害を防止できるよう、

今後も広報やホームページなどを通じて、市民の皆様への情報提供を行っ

てまいりたいと考えております。 

６ 

（都市整備部道路課） 

今回の道路整備に伴う警察との協議により、信号機の設置は予定していま

せんが、看板等を設置し、横断歩道に対する運転者への注意喚起を強化して

まいります。また、橋につきましては、道路、公園、多摩川土手の現場状況

から、設置は大変難しいものと考えております。 

７ 

（①都市整備部計画課） 

① 「ちゅうバス」は、鉄道駅から１ｋｍ圏外でかつ、バス停留所から  

３００ｍ圏外であるなど、交通不便地域の解消を図るとともに、市中心部

に位置する公共施設や商業施設などへの交通の利便性を向上させることを

目的の一つとして運行しているものです。 

当初の目的である交通不便地域の解消は、概ね達成できていると捉えて

おり、今後は、限られた財源の中で、継続的かつ安定的に事業を進めてい

くことが課題であると考えています。このため、経費の増大に直結する 

新規路線の運行や運行台数の増加は難しい状況です。 

なお、本格的な人口減少・少子高齢化時代に備え、より重要性が増す 

地域公共交通を持続可能なものとしていくために、地域公共交通のマス 

タープランである地域公共交通計画の策定を行う予定です。計画策定に 

当たっては利用者や運行事業者等の意見を伺いながら、本市が目指す地域

公共交通の方向性などを整理していく予定で、コミュニティバスなど既存

の地域公共交通サービスの在り方に加え、新たな移動手段の可能性につい

ても検討してまいります。 

８ 
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 （意見・要望） 

８ （小柳町三丁目自治会） 

②飛び出しや出会い頭の衝突事故防止の観点から、カーブミラーの設置を要

望される意見が多く見られるようになりました。学校周辺や住宅街でも見

通しの良くのない箇所も多く、自転車を含めた車両による接触事故が懸念

されます。一般道での設置については住民の意見を基に重点箇所を絞り込

んで検討して頂ければ幸いです。また、個人敷地内の設置については、一

定基準を設けた助成金制度の導入も検討いただければと思います。 

 

③街路灯について、小柳小学校周辺や東電変電所周辺、武蔵野台駅・白糸台

駅からの通りが暗く、防犯面で心配される意見があります。防犯灯・街路

灯のＬＥＤ化に伴い、直下での光量はあるものの、光が拡散しない街路灯

間の暗部が増えている感じがします。昨年の回答では設置間隔は問題無い

との事でしたが、改善が必要な個所もありますので、現状を調査の上、 

順次ご検討願えればと思います。 

 

④長年、東電変電所のコンクリート塀の全面フェンス化を要望してきまし

た。市の施設ではございませんが、まむし坂に続く道は生活道路でもある

ので防犯や耐震性等の安全面から住民の安心が得られるように、引き続き

東電への働きかけを宜しくお願い致します。 

 

⑤鶴代公園の大型遊具が安全性の問題から、取り壊し撤去されると伺ってい

ます。公園整備については順次されていると思います。が、使用禁止の張

り紙やテープを貼られてからも子ども達が変わらず利用している現状があ

ります。具体的な危険度が分からないので、危険感が無い状態が続いてい

ます。昨年度、公園遊具について民間業者での検査をされましたが、検査

結果が地域住民に伝わっていないのでその点のご配慮を宜しくお願い致し

ます。 

 

⑥地震災害時や水災害時の災害別避難場所を示す案内板を目立つ場所に設置

をすることで、地域住民の災害に対する意識づけのきっかけになると考え

ます。昨年の水害避難勧告では、「小柳小や六中は避難場所にはならないの

か？」という意見も聞かれ、震災時と誤認されている印象でした。そう言

った面でもハザードマップと併せて、防災意識の向上を図れればと思いま

す。 

９ （栄町一丁目会） 

①昨年の懇談会では、少年院の跡地利用に関する質問に対し、国からの方向

性が示された後に、関係者の事情や意見を総合的に勘案し活用法を検討す

る、とのことでした。その後の進展をお知らせください。会員からは、高

齢者の集まれる場所、自然災害時のシェルターとしてのコミュニティーハ

ウスの要望も寄せられています。 
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（回答）  

（②③都市整備部道路課、④都市整備部建築指導課、⑤都市整備部公園緑地

課、⑥行政管理部防災危機管理課） 

８ 

 

② カーブミラー（道路反射鏡）については、昨年度に作成しました道路反

射鏡設置基準（ホームページで確認していただけます）に基づいて、設置

をしております。具体的な要望箇所がありましたらご相談ください。 

また、個人敷地内の設置についての助成金につきましては、公共性を考

慮しますと、導入は難しいものと考えております。 

 

③ 具体的に暗い箇所をご教授いただければ、現地を確認し、設置の基準に

基づいて検討いたします。 

 

④ 今年度も当該塀の所有者で維持管理をしている東京電力に適正な維持管

理の実施をお願いさせていただきました。 

東京電力の担当者からは、万年塀の強度を確認し、現状の塀が安全性上

問題ないことを確認しているとの回答をいただきました。 

東京電力には頂いたご意見を伝えるとともに、塀の維持管理は所有者様

の責務となりますので、引き続き、適正な管理をお願いしました。 

 

⑤ 遊具の安全点検については、年に一回実施することが法令で定められて

おりますので、毎年実施することになりますが、点検結果については、 

ホームページ等での公開や、使用禁止措置を行う際の現地への掲出を検討

してまいります。 

 

⑥ 本市では、平成２９年に全戸配布した水害ハザードマップで風水害時の

避難所をお知らせしている他、昨年の台風後に浸水想定区域内に設置して

いる案内表示板に、地震と風水害の際の避難場所を分けて表示しました。 

 また、令和２年８月に全戸配布した自主防災ふちゅう第５号では、車両避

難者や要配慮者など、避難者のニーズに合わせて避難できる避難所を分か

りやすく掲載しております。 

 

 

（①政策総務部政策課） ９ 

① 国有地の処分の際には、通常は当該国有地が所在する地方公共団体に対

し、国から活用について意向の確認等があります。関東医療少年院の跡地

につきましては、昨年度から状況に変化はなく、現在のところ財務省関東

財務局から特段示されておりません。 

今後、国から何らかの方向性等が示された際には、本市の財政状況や行

政需要、さらには市議会や近隣をはじめとする市民の皆様のご意見等を総

合的に勘案しながら、当該跡地の活用等について慎重に検討してまいりた

いと考えております。 
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 （意見・要望） 

９ （栄町一丁目会） 

②府中市独自のコロナ対策について。世田谷区のＰＣＲ検査拡充方針はよく

知られていますが、府中市として、国や都の施策に加えて独自のものがあ

ればご教示ください。 

 

③通学路看板表示の見直しと活用策（写真を添付いたします）。隣の調布市で

は本年４月からの「受動喫煙禁止強化」の法律改正に合わせ、全通学路の

電柱等表示を変更しました。昨年秋から３月までに学校、教育委員会、 

道路管理課、環境政策課等協力して実施されたとのことです。府中市でも

取り組んだら良いと思います。 

 

④個人情報の保護について。市の委託業者への個人情報の提供内容と、業務

終了後の廃棄状況はどうなっているのでしょうか。 

 

⑤苦情や相談内容の開示を。市への苦情や相談内容を件別に月単位で公表し

てもらうことは可能ですか？市民共通の疑問や問題をタイムリーに共有す

ることは意味があると思います。 

 

１０ （栄町２丁目自治会） 

①８月１日付の「広報ふちゅう」に市内の新型コロナウイルス感染症患者数

の状況及び年代別月別患者数のグラフによって現状の把握ができました。

一般紙(大衆紙）の感染者数の増加のみが私達が可能な情報収集と思ってお

り、大変ありがたいです。しかしながら、感染経路、入院者数、退院者

数、重症者数、又残念ながら亡くなられた方の数など個人情報ではない情

報について、広報紙を通して提示して欲しいです。市内への買物も安心し

て行く事ができるようお願い致します。 

 

②交差点の信号について 

けやき並木通りの甲州街道との交差点の信号点灯時間が短いと思える。府

中街道との交差点での点灯時間よりも短い。通行量と比較してもけやき並木

の人数が多い。時間帯で長短があるのかわからないが、もう数秒伸ばしてほ

しいです。 
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（回答）  

（②③福祉保健部健康推進課、④行政管理部情報管理課、⑤政策総務部広報

課） 
９ 

② 本市におけるコロナ対策につきましては、厚生労働省の通知に基づき、

府中市医師会により、症状のある方などを対象に、令和２年５月２５日 

から検査センターを市内医療機関敷地内に設置し、令和２年８月末までに

約１，０００名の方に実施している状況です。また、ＰＣＲ検査従事者へ

の支援や、市内医療従事者等に対してマスクや防護具等の支援を実施して

おります。 

 

③ 「東京都子どもを受動喫煙から守る条例」では「いかなる場所において

も子どもに受動喫煙をさせることがないよう努めなければならない」とい

う都民の責務が定められております。また、「改正健康増進法」及び「東

京都受動喫煙防止条例」が全面施行され、子どもに限らず、望まない受動

喫煙防止について、東京都及び庁内の関係部署と連携をとりながら啓発を

推進しております。受動喫煙防止につきましては、通学路に限らず市内全

域において、今後も継続して啓発を実施してまいります。 

 

④ 委託内容によっては個人情報を業者に提供する場合はございます。 

また、委託業務が終了した際には当該情報を返還または廃棄するよう 

契約書に明記しており、必要に応じて、委託業者に立ち入り調査も行って

おります。その他、情報セキュリティ監査を実施しており、各課の情報 

セキュリティ対策を確認するだけでなく、各課が委託先に対しても適正に

個人情報を取扱うよう対策を講じているかの確認も行っております。 

 

⑤ 庁内の各部署に寄せられるお問合せや相談等には、個人のご事情も含ま

れていることから、全てを統計的に集計し、公開することは困難です。 

多くいただくご質問は、市ホームページの「よくある質問」に掲載して

いるとともに、市長への手紙につきましては、年間の受理件数等を市ホー

ムページに掲載しております。 

引き続き、「よくある質問」の充実に努めてまいります。 

 

（①福祉保健部健康推進課、②生活環境部地域安全対策課） １０ 

① 本市は、保健所設置市ではないことから、都から提供される累計患者者

数の数値についてのみ公表を行っているところですが、令和２年９月か

ら、提供範囲が拡大されたことから、個人情報の特定には及ばない範囲で

の週ごとの一人別の患者情報、療養状況を市ホームページ等で公表してお

ります。 

 

② 本交差点につきましては、府中警察署で実地調査を行った結果、歩行者

用信号について、時間帯によって異なりますが、２～３秒の延長がなされ

ました。 
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 （意見・要望） 

１１ （白糸台西部自治会） 

本年６月２日官製談合防止法違反で府中市職員と市議２人そして業者３人

が逮捕されました。市議の１人は業者より１００万円の報酬を得ていたとい

うことで８月３日再逮捕されました。この事件については新聞、ラジオ、テ

レビ等で大きく報道され、府中の信用は大きく失墜される事となりました。

市長は府中市官製談合再発防止対策検討委員会が設置され、やがて事件の解

明がなされるものとのお考えを伺いましたがこれで充分なのでしょうか、再

発防止がなされるのでしょうか。本年は２月より新型コロナウイルスの感染

拡大防止が続く中で市民は疲れ切っております。この府中市の綻びは人的問

題であり防止する事は出来るはずです。コロナウイルスとは異なり自然発生

的に感染が拡大されるものではありません。これを機会に市議会議員の定数

を削減し改めて新しいスリム化した市政と施策を実現してもらいたいもので

す。 

１２ （清水が丘一丁目自治会） 

①コロナ感染症対策として、ＰＣＲ検査の拡充策等、市はどのように取り組

んでいるのか？コロナにより子どもから大人まで大きな困難に直面してお

り大きな災害ととらえられているが市の職員の中には「災害と言う程のも

のではない」と言う意見もあるのは緊張感が足りないのではないか？ 

 

②福祉エリアを文化センター圏域毎に変更したことにより、各文化センター

を福祉の拠点と位置付けることになると思われるか文化センターの役割を

どのように変化させるのか？ 
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（回答）  

（政策総務部法制文書課・職員課） 

現在、この度の官製談合事件の発生に至った行政課題の抽出及び再発を防

止するための対策について検討するため、「府中市官製談合再発防止対策検

討委員会」を設置し、議論を重ねているところです。 

検討委員会では、今後の公判の状況など、今回の事件に係る事実関係を踏

まえる必要がある行政課題と、既に着手できる行政課題があることから、対

応時期に応じた整理を行い、現時点において、「官製談合防止対策が講じら

れたより適正な契約制度の構築」について、行政課題として抽出し、取組方

針を決定しております。このことを受け、ただちに官製談合再発防止対策の

策定に取り組むよう通達を行い、当該課題については所管部署において再発

防止対策の策定に向けた検討に入っております。 

その他の課題につきましても、事実関係を踏まえつつ、スピード感を持っ

て、取り組めるものから順次着手し、再発防止対策を策定してまいります。 

市民の皆様からの信頼を回復できるよう全職員で全力を尽くしてまいりま

す。 

なお、府中市議会の動きでございますが、本年７月２７日に開催されまし

た、令和２年第２回府中市議会臨時会におきまして、「公契約関係競売入札

妨害事件に係る再発防止対策特別委員会」を設置し、９月３日に第１回目の

当該特別委員会が開催されております。 

今後は、当該特別委員会におきまして、「府中市議会議員が、公契約関係

競売入札妨害事件により逮捕・起訴されたことを重く受け止めて、市議会と

して再発防止策を取りまとめ、市民に対する市議会の信頼回復を図る」とい

う設置目的を踏まえ、様々議論が重ねられていくものと認識しております。 

１１ 

（①福祉保健部健康推進課、②福祉保健部地域福祉推進課） １２ 

 

① 本市では、厚生労働省の通知に基づき、府中市医師会により、症状のあ

る方などを対象に、令和２年５月２５日から検査センターを市内医療機関

敷地内に設置し、令和２年８月末までに約１０００名の方に実施している

状況です。本市におけるＰＣＲ検査の拡充策などの見直しについては、国

や東京都の動向も踏まえ、療養先の確保等を含めた効果と有効性などにつ

いて、多摩府中保健所、府中市医師会と協議して研究してまいります。 

 

② 福祉における文化センターの活用につきましては、地域に根差し、住民

に身近な圏域での支え合いの仕組みづくりと相談体制の充実への役割が期

待されるところです。現在も文化センターのスペースを活用して、困りご

と相談会や地域における支えあいの仕組みづくりなど様々な福祉事業が展

開されておりますが、引き続き、府中市社会福祉協議会などの福祉関係団

体と協議し、充実を図ってまいりたいと考えております。 

 



－15－ 

 （意見・要望） 

１２ （清水が丘一丁目自治会） 

③防災対策について 

昨秋の台風被害以来、新たに策定された水害対策、体制についてお聞かせ

下さい。 

 

 

④コロナにより子どもの教育のオンライン化が言われているが経済的理由で

環境の整えられない子どもが取り残されることがないよう充分ご配慮下さ

い。 



－16－ 

（回答）  

（③行政管理部防災危機管理課、④教育部指導室） １２ 

 

③ 昨年度は、避難情報発令当日に府中市災害対策本部を設置し、全庁的な

情報共有と状況に応じた避難所開設等の決定を行いました。 

今後につきましては、台風接近の数日前に府中市災害対策本部事前会議

を実施し、風水害における気象庁の会見や、公共交通機関の計画運休等の

情報を踏まえた市の対応について協議することとします。 

また、迅速な避難所の開設・運営を実現するため、昨年の台風第１９号

と同規模の台風が接近している場合は、職員７００名体制で災害対応業務

に従事することとします。 

避難所における具体的な対策といたしましては、避難情報発令前でも避

難希望者を収容するため、１５か所の自主避難所を電車等の計画運休前に

開設し、その後は河川の水位などの情報を基に、災害の規模により避難所

を増設していきます。 

また、民間施設と協定を締結し、開設できる避難所を増やしているほ

か、各小中学校においても体育館及び武道場以外の特別教室などを開放

し、避難スペースを拡充しております。加えて、昨年度の台風時の課題で

ありました要配慮者、車両避難者、ペット同行避難者に対応するため、避

難者のニーズに応じて避難できる避難所を設定しております。 

 

④ 本市は、国等の補助金を活用しながら、令和２年度中に、児童・生徒１

人１台の割合でタブレットＰＣを調達するとともに、学校のネットワーク

の高速化に取り組む、補正予算を編成しました。今後、実現に向けて取り

組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－17－ 

 （意見・要望） 

１３ 

 

 

 

（新町協和会） 

①国の判断に頼らない、地方自治体主体での実効的行政を増やせないか？ 

 新型コロナウイルス対応等 医療・保健の現場改善 

 幼稚園・小中学校 放課後等の児童保護と育成 

 子育て世代・片親（母のみ、父のみ）家族への育児支援 

「新型コロナウイルス対応」 

他国では、ＰＣＲ検査を無料でいつでも受けることができる。市が独自に

対応してほしい。 

「幼稚園・小中学校 放課後等の児童保護と育成」 

「子育て世代・片親（母のみ、父のみ）家族への育児支援」 

子どもの貧困問題を懸念している。ひとり親家庭は非常に苦しい生活を強

いられていると思う。市として教育の格差が生じないようどのような取り組

みを行っているのか教えてほしい。 

 

②新型コロナウイルス感染拡大防止 

 新型コロナウイルス感染収束期間延長と今後の感染症発生（新型感冒・新

型インフルエンザ等）に備えて、府中市としてＰＣＲ検査、抗体検査実施の

ための準備を市独自で行えないのか？ 

 各町の医療機関での診療体制の準備 

 市内在住外国人（外国籍学生）への対応 

「市内在住外国人への対応」 

新町にも外国籍の方が住んでいるが、病院に行っても、上手くコミュニケ

ーションが取れない方がいるのではないか。 

市として、どのような支援をしているのか聞きたい。 
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（回答）  

（①福祉保健部健康推進課・生活援護課、子ども家庭部子育て応援課、②福

祉保健部健康推進課） 

１３ 

 

① 本市では、厚生労働省の通知に基づき、府中市医師会により、症状のあ

る方などを対象に、令和２年５月２５日から検査センターを市内医療機関

敷地内に設置し、令和２年８月末までに約１０００名の方に実施している

状況です。新型コロナ感染症対策につきましては、特措法に基づく国の基

本的対処方針により、医療提供体制の確保や感染拡大の抑制など、行動計

画に定めた保健や医療対策を実施し、保健所や各自治体としての対策を総

合的に推進してまいります。 

また、子どもの貧困につきましては、本市では、子どもたちが家庭環境

によらず未来に向かって前向きに挑戦することができるよう、平成３１年

４月に「府中市子どもの未来応援基本方針」を策定しました。この中で

「乳幼児期からの切れ目のない支援」「学童期からの多面的な支援」「地域

での寄り添いによる支援」「生活基盤への経済的な支援」の４つの方針を

掲げ、関係機関と連携し、各種施策を総合的に推進しております。 

ひとり親家庭に対しては、生活の安定を図るため、児童扶養手当、児童

育成手当の支給、ひとり親家庭へのホームヘルパー派遣、各種公共料金・

交通機関等の減免、子どもと保護者の医療費助成を行っております。 

子どもが高校や専門学校、大学などへ進学する際には、入学金や授業料

に関する相談に応じ、必要に応じて母子・父子福祉資金の貸付を行うほ

か、何らかの理由で高校を卒業できなかったひとり親家庭の親や子に高校

卒業認定試験対策に関する給付を行うなど、経済的理由により教育の機会

が狭まることのないよう支援をしております。 

また、生活困窮者の貧困の連鎖を防止するため、子どもの学習・生活支

援事業として、学習環境に恵まれない、生活困窮世帯の中学生を対象に、

一人ひとりの能力に応じた学習の機会を提供し、学習習慣や基礎学力の習

得に力を入れるなど、高校への進学を支援しております。 

 

② 本市といたしましては、都や府中市医師会と連携し、感染者を特定する

ためのＰＣＲ検査が実施可能な環境を維持することに努めており、抗体検

査については、今後の国や都の動向を注視してまいります。 

  また、外国人の方からご相談をいただいた際は、外国語対応が可能な病

院のご紹介等を行っております。 

 



－19－ 

 （意見・要望） 

１３ （新町協和会） 

③デジタル社会 

市政としてのデジタル通信インフラの整備増強に向けた展望についてお聞

きしたい。 

 文化センター内および文化センター周辺での Wi-Fi接続の提供 

 小中学校内および校庭周辺での Wi-Fi接続の提供 

 市役所内、市役所周辺、防災拠点、公園での Wi-Fi接続の提供 

 

④教育現場へのデジタル教材（端末含む）普及実施状況と展望についてお聞 

きしたい。 

STEM(Science，Technology，Engineering and Mathematics）への取組 

 

⑤市行政のオンラインサービスの提供状況と今後の展望についてお聞きした

い。例えば、マイナンバーカードの市行政サービスのオンライン対応の活

用例と展望 

 

⑥電柱の地中化 

市街地美化と災害発生時の復興対策の強化の観点からのご意見を伺いた

い。 

 



－20－ 

（回答）  

（③行政管理部情報管理課、教育部指導室、④教育部指導室、⑤行政管理部

情報管理課、⑥都市整備部道路課） 
１３ 

③ 本市では「FUCHU City Free Wi-Fi」という無料のＷｉ－Ｆｉサービス

を提供しており、その提供エリアは平時と災害時とどちらの利用も見込ま

れる各文化センター、ルミエール府中、生涯学習センター、総合体育館等

のロビー周辺の他、市役所内市民談話室や市民活動センター「プラッツ」

等で利用することができます。 

また、屋外では、けやき並木通りや府中駅の北口及び南口のペデストリ

アンデッキ、多磨駅東口バスロータリーでは使用することができます。 

学校につきましては、令和２年度中に、児童・生徒１人１台の割合でタ

ブレットＰＣを調達するとともに、学校のネットワークの高速化に取り組

む、補正予算を編成しました。これにより、今年度中に、校内及び校庭の

一部には、高速のＷｉ-Ｆｉ環境が整うこととなります。 

なお、公園につきましては都立公園であれば公園内のサービスセンター

周辺において、東京都が整備した無料のＷｉ－Ｆｉサービスを利用するこ

とができます。 

 

④ 本市では、令和２年度中に、児童・生徒１人１台の割合でタブレットＰ

Ｃを調達するとともに、学校のネットワークの高速化に取り組む、補正予

算を編成しました。これにより、今年度中に、必要十分なタブレットＰＣ

の台数とインターネット接続環境が整うこととなります。 

今後、新学習指導要領に沿った、ＩＣＴ教育の実践に向けて取り組んで

まいります。これに伴い、デジタル教材としては、クラウド学習教材やデ

ジタル教科書の導入等について検討・研究をしているところです。 

 

⑤ 本市のオンラインサ－ビスの提供状況といたしましては、文化センター

や生涯学習センター、庭球場や総合体育館等の公共施設を予約することが

できる他、国勢調査の調査員の募集申込みや成人歯科健診の申込等もイン

ターネットを利用して行うことができます。 

また、マイナンバーカードを利用したオンラインサービスとして、マイ

ナポータルを利用したぴったりサービスがありますが、現在は、一部の手

続きでは、入力した内容を印刷することができます。今後は、印刷だけで

はなく電子申請まで行えるようにしていくことや対象手続の拡充を検討し

てまいりたいと考えております。 

 

⑥ 本市では、現在、無電柱化事業を推進しております。無電柱化の推進に

より、電柱や電線のない場所はすっきりとした景観になり、まちの魅力を

高め、市街地美化に繋がります。また、大規模災害（地震、台風、竜巻

等）が起きた際に、電柱等が倒壊することによる通行の寸断を防止し、災

害時におけるライフラインの信頼性・安全性の向上や、復興対策の強化に

も繋がるものと考えています。加えて、歩行者はもちろん、ベビーカーや

車いすも移動しやすい歩行空間が確保できることから、今後も無電柱化事

業を計画的に進めてまいります。 

 



－21－ 

 （意見・要望） 

１３ 

 

 

 

 

 

（新町協和会） 

⑦高齢者、幼年児童、世代間の融和について 

活力ある高齢者の知恵や人材を子育て世代の悩み等支援活用に向けた施策

など、高齢化（人生１００年）時代を見据えた健康寿命延長のための施策 

など 

 

 

１４ （新町３丁目住宅自治会） 

 府中市の街路樹をもっと積極的に伐採してほしい。 

１５ （浅間町すみれ会） 

 防災無線が聞き取れにくい地域です。改善してほしいです。 

１６ （浅間町二丁目自治会） 

浅間山通り歩道の補修（水たまり）後、その先に又も水たまりが出来てい

る。補修完了後の検査等見ていないように思える。その業者にも責任がある

と思う。その返答をしてほしい。 

 



－22－ 

（回答）  

（⑦福祉保健部高齢者支援課） 

⑦ 介護予防推進センターでは、利用者と光明高倉保育園の園児との交流に

ついて複合施設の特色を活かした取組を行っております。日常交流として

園児が散歩、子供たちと食事を共にした保育園で行っている朝の体操に参

加するたまご（他孫）体操をするなど様々な世代間交流を行っておりま

す。 

また、第３次地域福祉活動計画あったか府中ささえあいプランにおい

て、平成２６年よりわがまち支え合い協議会（準備委員会）が設置され、

地域福祉コーディネーターが住民相互の支え合いを推進するため登下校の

見守り、子ども食堂等各地域で世代間交流が行われております。 

高齢化（人生１００年）時代を見据えた、健康寿命延長のための施策な

どについては、地域包括支援センターで介護予防・生活支援サービス事業

及び一般介護予防事業を展開しており、通いの場の推進や市民主体の活動

を支援しております。 

１３ 

（都市整備部道路課） 

本市の街路樹につきましては、平成２９年３月に作成した「府中市街路樹

の管理方針」に基づいて、街路樹がもたらす機能を尊重しながら適正な維持

管理をしております。 

なお、平成２６年度からは、幅員が狭い歩道や植栽間隔が狭い路線を対象

に、大径木化した街路樹を間引く作業を進めております。 

１４ 

（行政管理部防災危機管理課） 

現在、本市ではデジタル化への更新に向けての実施設計を行っておりま

す。 

また音達範囲の調査も実施しており、市民の皆様に確実に音声を届けるこ

とができるよう改善してまいります。 

有事の際は、防災行政無線のほかにも携帯電話等に緊急速報メール（エリ

アメール）で同時に配信されますので、併せてご確認頂くとともに、府中市

メール配信サービス、府中市公式ツイッター、府中市ホームページ、防災行

政無線確認用フリーアドレス（０８００－８０００－６０６）及びテレビの

ｄボタン等の多様な手段により災害時の情報を市民の皆様に伝達しますの

で、何れかの手段により情報収集をお願いいたします。 

また、有料にはなりますが、ケーブルテレビの防災情報サービスを利用す

ることで、屋内で放送を聞くことができます。 

１５ 

（都市整備部道路課） 

市民の皆様よりいただいた情報から水たまりを解消する小規模な補修作業

を行いましたが、補修箇所の隣に水たまりができてしまう状況となっており

ます。現場を確認し、水溜りの解消には、補修の規模を大きくする必要があ

るため、歩道全体の改修工事等で対応することを検討してまいります。 

１６ 



－23－ 

 （意見・要望） 

１７ （第一晴和会） 

府中市のコロナ感染者数の増加が関心事です。多摩地区では府中市が断ト

ツで、その要因は当初のクラスターだったことを認識しています。しかし、

その後新聞や市のホームページで検索すると日に日に増加しており、生活の

活動をどの程度広げて良いものか苦慮しています。感染拡大防止について、

市ではどのような対策を講じているのかお聞きしたい。 

１８ （天神町末広自治会） 

新型コロナウイルスの感染者が府中市は多摩地区ではとても多くなってい

ます。府中での感染状況がどうなのか、どの地域で多発しているのか、情報

が伝わっておりません。大変不安に思っています。個人情報に関わる事はで

きないと思いますが、状況だけでも伝達してください。 

１９ （天神町４丁目自治会） 

①ゴミ回収のみどりの袋とピンクの袋が以前よりうすくなりやぶれやすい様

に感じています。 

 

 

②公園内の植栽の間に生えてくる雑草について、私たちの自治会では高齢者

が多くなり、植栽の間の雑草刈りについて皆さんが大変であるとの声が出

ています。聞くところによりますと年１回位で雑草をとっているとの事で

すが春、秋の年２回としていただけないか。公園内の植木の剪定時期と合

わせていただければ幸いです。自治会では、第一第三の月２回の清掃で公

園をきれいに使っています。 
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（回答）  

（福祉保健部健康推進課） 

ご意見のとおり、本市における感染患者者数につきましては、当初の学生

寮、介護施設、病院などの集団感染があったことから、多摩地区で一番多い

患者者数となっておりました。本市では、令和２年２月から新型コロナウイ

ルス感染症対策本部を開催し、公共施設使用の休止や、緊急事態宣言中の 

広報車によるアナウンスや駅前での STAY HOME 周知活動、密を避ける、手洗

いの励行、マスク着用などについての周知、府中医師会によるＰＣＲ検査の

実施などにより、新型コロナウイルス感染症の対策に努めております。 

１７ 

（福祉保健部健康推進課） 

 本市は、保健所設置市ではないことから、都から提供される累計患者者数

の数値についてのみ公表を行っているところですが、令和２年９月から、都

から提供される情報が拡大されたことから、個人情報の特定には及ばない範

囲で、週ごとの一人別の患者情報、療養状況を市ホームページ等で公表して

おります。 

１８ 

（①生活環境部ごみ減量推進課、②都市整備部公園緑地課） 

① 本市では平成２２年２月から有料ごみ袋によるごみ収集を開始しており

ますが、開始時から袋の厚さは 0.030ｍｍとしており、厚さの変更は行っ

ておりません。 

また、袋の品質・強度につきましても、その仕様をＪＩＳ規格Ｚ１７０

２（包装用ポリエチレンフィルムの規格）、Ｚ１７１１（ポリエチレンフ

ィルム製袋の規格）に適合するものと定めており、現在に至るまで材質・

形状の変更は行っておりません。当初のものより色合いが薄くなっている

など、異なる点もありますが、ＪＩＳ規格に沿った品質基準を維持してお

ります。 

竹串や箸など鋭利なものが含まれている場合や、ごみの量が多い場合な

ど、何かしらの理由によって袋に傷がついてしまうと、そのごみの重量で

裂け目が広がり、破れやすくなってしまうこともありますので、市民の方

から同様のご意見をいただいた際には、ごみ袋の容量に応じた適切な量で

の排出にご協力いただけるよう周知させていただいているところです。 

なお、仕様上、市が要請を行った場合に、強度試験結果（第３者機関に

て検査）の提出を義務付け、品質の低下防止の担保としておりますことか

ら、このたび、強度試験の要請を行い、厚さ測定、引張試験、衝撃強さな

ど、すべての項目において基準以上（適合）との結果報告を受けておりま

す。 

 

② 公園等の清掃委託については、公園における月２回の清掃および除草を

各自治会等に委託している状況です。市の除草を定例で実施することは予

定しておりませんが、引き続き、公園の適正な管理に努めてまいります。 

１９ 
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 （意見・要望） 

１９ （天神町４丁目自治会） 

③避難（大雨・地震時） 

先般も多摩川の増水に対して避難指示が出され場所によっては避難場所が

いっぱいでおことわりの事例がありましたが水による避難も大切ですが大地

震にそなえて市職員の市民に対する心構えの指導はどのように対処されてい

ますか。 

 

④コロナ感染防止対策として 

市検診でⅩ線が市の単独事業のためカットされました。Ⅹ線は２～３分で

すみますが、又、歯科検診も指定年齢だけという事で対応されています。ど

ちらも健康に生きるための大切な事業と思います。今回はコロナ対策という

大義に隠して、今後Ⅹ線検査や誰でも希望すれば出来る歯科検診を中止する

考えなのか。 

２０ （都営本町四自治会） 

駅前のちょこりんスポットの再開。ル・シーニュの駐車場は入れにくい。 

 

２１ （富士見ヶ丘自治会） 

電柱の移動のお願いと相談。新町 1－79の横側です。道がせまいです。 

２２ （府中町二丁目自治会） 

コロナ感染情報の開示で市として工夫している点、苦労されている点等紹

介いただけますか。 
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（回答）  

（③行政管理部防災危機管理課、④福祉保健部健康推進課） 

③ 昨年の台風以降、民間施設と協定を締結し、避難所を増やしているほ

か、各小中学校においても体育館及び武道場以外の特別教室などを開放

し、１人でも多くの避難者を収容できるよう対策を進めております。 

市職員の心構えについては、各避難所において初動班参集訓練等を開催

し、避難所に参集する職員に対して、避難所における市民への対応につい

て説明しております。 

 

④ コロナ禍における特定健康診査の実施に当たり、府中市医師会と協議し

た結果、検査室や更衣室、動線における３密の発生や、１回の検査ごとに

細部にわたる消毒が必要となるなど、感染リスクの削減を図るため、今年

度は法定項目のみとし、独自で追加していた「胸部Ｘ線検査」を中止して

います。 

歯科健診についても密を避け、口腔内に接触する健診であるために、 

感染リスクの削減を図っております。 

来年度の特定健康診査の実施内容については、府中市医師会と協議して

まいります。 

１９ 

（生活環境部地域安全対策課） 

ちょこりんスポットは再開発に伴う自転車駐車場の整備が済むまでの暫定

的なスペースだったため再開はありません。ル・シーニュの地下にある市営

自転車駐車場は電動自転車などによる自転車の大型化に伴い駐車スペース幅

を広く取るなどの対応をさせていただいています。また、自転車の特色など

に合わせ駐車場所を色分けしご案内させていただいていますので参考にして

ください。 

なお、くるる南側の府中駅南第２自転車駐車場は地上平置きとなっていま

す。 

２０ 

（都市整備部道路課） 

電柱が設置されている位置は、市の管理道路内でございますが、隣接する

土地は、個人で所有する土地となります。 

本市では、市道の電柱占用を許可しておりますが、電柱の建て替えなどの

際には、民地内や通行の支障とならない位置への移設を電柱管理者へ指導し

てまいります。 

２１ 

（福祉保健部健康推進課） 

本市は、保健所設置市ではないことから、保健所の独自判断での情報公開

などができず、特別区や設置市である八王子市、町田市との比較により、 

市民の皆さまから、公開情報の少なさについてのご意見を多数いただきまし

た。このような自治体の情報格差をなくすよう、都では９月から提供される

情報の拡大を図り、患者の個人特定に及ばない範囲での情報提供を行い、各

自治体の判断により情報を公表する予定でございます。 

２２ 
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 （意見・要望） 

２３ （分梅第一自治会） 

高齢者支援活動を自治会として続けています。今年の猛暑禍熱中症予防の

ために熱中症予防グッズの配布を見守り活動の一環として実施しました。 

地域民生委員の方々も同様に要支援者リストに基づいて活動を行っておりま

す。自治会の当活動は府中市福祉保健部高齢者支援課のガイドのもとで行っ

ております。たぶん民生委員の方々も同課のガイドで活動されていると思い

ます。本年は民生委員と自治会に対するガイドが異なっていたため、多少混

乱が生じてしまいました。具体的には熱中症予防グッズの配布をしない指示

が民生委員に出されました。一方自治会の方はその様なガイドが出ていない

ため配布をしました。これはほんの一例ですが同じ要支援者に対する活動ガ

イドが不明瞭な例が多くあります。そのため通常は地域民生委員と各自治会

が事前に相談してから統一の取れた見守り活動をしているように心掛けてい

ます。要支援者に対する活動は災害時も含めて大変重要な事と認識していま

す。要支援者に対する活動ガイドは今後出来るだけ統一の取れたものにお願

い致します。 

２４ （分梅高倉自治会） 

新型コロナウイルス感染状況の通知の方法について 

数か月に及び感染者の感染数値が都から市へデータが渡され通知されてい

るが、大よそ人数のみの報告だけにとどまり、感染防止への行動をどうすれ

ば良いか市民はわからないのが現状。八王子市の場合、感染件数１件毎に年

代や入退院状況、渡航歴、接触歴、備考が一覧となり市のＨＰに公表されて

いる。感染者同士の関連なども含めて府中市も公表方法を見直してはいかが

か？ 

２５ （分梅町２丁目自治会） 

コロナ感染者数、近隣市に比べ格段に多いのは府中市に特別の原因がある

のか？ 

２６ （日新町西自治会） 

現在、多摩川の氾濫時を想定して当地域の要支援者を含めた避難行動マニ

ュアルを作成中である。当地域にある都立西高校はハケ下ではあるが、ハザ

ードマップ上浸水が想定されておらず周辺も浸水継続も１２時間以内である

ことから避難所としての指定をお願いしたい。 

２７ （緑町睦月会） 

令和元年第５０回懇談会の意見・要望にてもご提出をさせていただいてお

ります、緑町三本木公園内の水はけ対処を実施していただきたい。 
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（回答）  

（福祉保健部高齢者支援課） 

熱中症予防の見守り活動につきましては、自治会・町会と民生委員とで依

頼する時期がずれていたことから、民生委員へは見合わせたものの、自治

会・町会へは感染予防に注意しながら、できる範囲での活動をお願いすると

いう、両者への内容に差異が生じた次第です。 

今回のことで、自治会・町会の方と民生委員の方が、密接に連携して活動

していることを改めて認識いたしましたので、今後は、双方がより連携して

活動できるよう配慮してまいります。 

２３ 

（福祉保健部健康推進課） 

本市は、保健所設置市ではないことから、保健所独自判断での情報公開な

どができず、特別区や設置市である八王子市、町田市との比較により、市民

の皆さまから、公開情報の少なさについてのご意見を多数いただきました。  

このような自治体の情報格差をなくすよう、都では９月から提供される情

報の拡大を図り、患者の個人特定に及ばない範囲での情報提供を行い、各自

治体の判断により情報を公表する予定となり、本市においてもホームページ

等での公表を行ってまいります。 

２４ 

（福祉保健部健康推進課） 

本市における感染患者者数につきましては、当初の学生寮、介護施設、病

院などの集団感染があったことから、多摩地区で一番多い患者者数となって

おりました。本市では、令和２年２月から新型コロナウイルス感染症対策本

部を開催し、対処方針に基づき、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の

対策に取り組んでいるところです。 

２５ 

（行政管理部防災危機管理課） 

地震を想定した場合については、浸水想定区域内の都立高校とも協定を締

結しているため、避難場所として利用できますが、水害時は他の小中学校と

同様、孤立する可能性が高いため、避難所として開設することは想定してお

りません。 

２６ 

（都市整備部公園緑地課） 

三本木公園の排水については、園内の排水設備の状況を確認し、対処方法

を検討してまいります。 

２７ 
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 （意見・要望） 

２８ （南府中自治会） 

主に台風や大雨が予想される場合の災害対策に関した意見と要望です。地

震災害は発生後の対応が主となるので別の対応策が必要です。 

① 災害情報の伝達方法について 

災害情報は複数のチャネルで同じレベルの情報を伝達する。 

・この時、市民は一つのチャネルで聞いていると想定した仕組みとする。 

広域情報も重要だがローカルな情報はもっと重要である。 

・多摩川の現在水位や浸水発生（府中市の浸水地域）の危険度を推定し

て公開する。 

災害時に市民が安心して対処できるように現状を具体的に伝達する。 

・市民に直接接する自治会に災害情報を連絡する仕組みを作る。 

 

② 公的・私的避難所と避難方法について 

風雨が強くなる前に公的避難所（福祉避難所や一般避難所）を開設す

る。福祉避難所とは要援護者や障害者、幼児、高齢者用のための避難所で

ある。私的避難所や自宅避難者にも支援を行う体制を作る。 

事前（早期）の避難では自動車の活用で遠隔地への避難を推進する。 

 

③ 自助と共助・公助の分担について 

自助：自宅避難や備蓄持参避難を実現するために具体的な訓練を支援す

る。簡単な事では、シニアの方々にスマホ操作の訓練を支援する。 

災害発生前から災害後の復興までの手順（自助・公助）を市民立場での

説明・訓練会を支援する。 

共助：要援護者への情報伝達などに ICT（EーmaiIや SNS)の機能を使え

る様に日常的な訓練をする。最悪時の通信手段としてトランシーバを活用

するが、将来はトランシーバをデジタル通信路（IPパケット通信）として

使用する仕組み（端末はスマホ）を進める。自動車での移動を支援するた

めに早期に避難所の情報（移動ルート等）が必要である。 

公助：福祉避難所と一般避難所の確保と自動車の利用のルールを整備す

る。福祉避難所を設置する。一般避難所の複数設置と受付や掲示板等の受

入体制を整備する。公的避難所は遠くから開設し、自動車で避難ができる

こと。地震の場合や逃げ遅れた人の救助、復興は公助が頼りとなるので、

人的・経済的な体制をお願いする。 

 

④ その他 

現在は無いが、自治会・町会への災害情報伝達を府中市災害対策の中に

含める。自治会の水害・地震タイムラインを作成する（作成を支援する）。 

要援護者を支援する自治体へ、災害発生時は適時に情報を伝達する仕組

みを作る。災害訓練は公的組織の訓練だけでなく、自助・公助に関する訓

練を実施する。 
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（回答）  

（①～④行政管理部防災危機管理課） 

① 災害に係る情報は、防災行政無線、メール配信サービス、府中市ホーム

ページ、府中市公式ツイッター、緊急速報メール・エリアメールなど複数

の手段を用いて情報発信してまいります。 

多摩川の水位や降雨状況については、京浜河川事務所などのホームペー

ジで確認することができますので、府中市ホームページに災害の状況に関

する情報のリンクを貼り、市ホームページから確認できるようにします。 

自治会等への連絡・情報発信については、効果的な連絡手段を検討して

まいります。 

 

② 市では、文化センター、生涯学習センター、ルミエール府中を高齢者、

障害者、妊産婦など配慮を要する方専用の避難所として設定しました。 

  また、これらの施設は、暴風雨や公共交通機関の運休により避難が困難

になる前に、避難勧告などの発令を待たずに自発的な避難を行う方を受け

入れるために早期に開設いたします。 

河川が氾濫する恐れがある場合は、避難所の開設・運営業務に７割近く

の職員が対応するため、私的避難所や在宅避難者に支援をすることは難し

いです。また、災害が発生してから一段落した後も、避難所の運営や被災

者支援業務、復旧復興業務を行う必要があるため、在宅避難者に支援する

ことは難しいと思われます。 

  しかしながら、避難所に届く支援物資等に関しては、在宅避難者にも配

布いたします。避難所から在宅避難者への物資の配送などについては、地

域の自助・共助の力も重要になってくると考えております。 

市では、昨年の台風第１９号の際に車両による避難者が非常に多かった

ことから、車両避難が可能な避難所を設定いたしました。 

浸水想定区域から近い避難所を徒歩避難者優先避難所とし、浸水想定区

域から遠い府中市北側の避難所を車両避難が可能な避難所としておりま

す。 

 

③ 出前講座を通じて、日頃からの備えや心構え、情報の入手手段について

周知啓発してまいります。 

また、要配慮者の方への情報発信を含め、効果的な情報発信手段を検討

してまいるほか、要配慮者専用の避難所及び車両避難可能な避難所を設置

しております。 

災害時の救出・救助や復旧・復興に関しては、消防署や自衛隊、協定締

結団体等と協力しながら取り組んでまいります。 

 

④ 自治会等への連絡・情報発信については、効果的な連絡手段を検討して

まいります。 

また、出前講座をとおして、タイムラインの作成などを支援してまいり

ます。府中市総合防災訓練では、市民体験型の訓練を実施しています。 

今後も地域住民が主体となった訓練について検討してまいります。 

２８ 



－31－ 

 （意見・要望） 

２９ （武蔵台一丁目東町会） 

① 反射鏡設置依頼の件 

車両と自転車の事故が多い。都道への出口に反射鏡設置をお願いした

い。２、３年前に依頼しましたが、設置場所が都道のため、市では無理と

言われ今回住民の私有地に設置許可を得ましたので検討願います。 

 

② 街灯設置の件 

町会で夜のパトロールをしている時、町内で３か所ほど歩道の暗い場所

があります。明るい町づくり、犯罪防止のため設置を願います。 

 

③ ゴミ箱設置の件 

集合住宅のゴミ置場で生ゴミ回収日にゴミが散乱し、近隣の住民が困っ

ています。アパートの所有者は横浜市在住のため、なかなか連絡がとれ

ず、管理会社の担当者に何回も連絡していますが、善処してくれません。

如何したらよいでしょうか。 

３０ （武蔵台睦会） 

府中市は多摩地区の中でコロナ感染者が多いような気がします。対策をお

願いしたいです。 

３１ 

 

（矢崎町二丁目自治会） 

 

①府中本町から府中街道を横断する場合、右側に横断帯が無く、一旦ラウン

ドワンへ渡らなければならないので不便である。又、横断帯が無い場所を

渡る人が多く事故が心配である。右側に横断帯を設置して欲しい。 

 

②以前、老人会にその地域の清掃、草取りをお願いされており、年にわずか

ながらお金が支払われていたと聞きます。今は財政難を理由にお金が支払

われていないと聞きます。以前のように戻して欲しいと言う声も多く聞き

ます。お互い気持ち良く生活していきたいと思いますが、如何でしょう

か。 

 

③樹木が切られているのが気になります。私の友人が西東京市に住んでいて、

「府中は木と花の町ね」と感激しています。いつまでも「木と花の町」で

あって欲しいと願ってます。 



－32－ 

（回答）  

（①②都市整備部道路課、③生活環境部ごみ減量推進課） ２９ 

① 具体的な場所をご教示いただければ、現場を確認し検討いたします。 

 

② 具体的な場所をご教示いただければ、現場を確認し検討いたします。 

 

③ 集合住宅の管理会社、オーナーに対しまして、指導いたしました。  

また、同様な事例が発生しましたら、可能な限り対応してまいりますの

で、ごみ減量推進課指導係（０４２－３６０－０３５５）にご連絡くださ

い。 

 

（福祉保健部健康推進課） 

本市における感染患者者数につきましては、当初の学生寮、介護施設、病

院などの集団感染があったことから、多摩地区で一番多い患者者数となって

おりました。本市では、令和２年２月から新型コロナウイルス感染症対策本

部を開催し、対処方針に基づき、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の

対策に取り組んでいるところです。 

３０ 

（①生活環境部地域安全対策課、②都市整備部公園緑地課、③都市整備部道

路課・公園緑地課） 

３１ 

① ご要望の場所は、右側の車道を東側に渡ったところに駐車場の出入口が

あるため、歩行者の待機場所としては適さず、横断歩道の設置基準に当て

はまりません。 

 

② 自治会や老人会に、公園の清掃及び除草を委託する事業については、 

現在も継続しております。 

また、市からごみ袋や清掃用具を提供して、市民の方に清掃等を実施し

ていただくボランティア制度も合わせて実施しています。 

なお、今年度も矢崎町二丁目自治会（清掃の会）様とは、委託契約を 

締結しております。 

 

③ 緑のまち府中として街路樹を整備してまいりましたが、その街路樹も大

径木化して、街路樹が近接して適正な樹木の成長の阻害があることや民地

への枝の越境、落葉が排水溝につまり冠水の原因になるなどの課題があ

り、平成２９年３月に作成した「府中市街路樹の管理方針」に基づいて、

街路樹がもたらす機能を尊重しながら適正な維持管理をしておりますの

で、ご理解いただきますようお願いいたします。 

また、公園の樹木についても、定期的な剪定や大径木の間引き伐採など

を行い、適正な管理に努めております。 

 



－33－ 

 （意見・要望） 

３１ 

 

 

 

 

 

 

（矢崎町二丁目自治会） 

 

④高速道路沿いの住まいでもあり、スピーカーによる広報が聞き取れません。 

 

⑤税務署の通りにはちゅうバスと京王バスが通っているので、ちゅうバスを

芝間通りに通して下さい。芝間通りには都営も市営もあります。だんだん

老人が増えてくると思います。 

 

⑥本町のグルグル階段に自転車も載せられるエレベーターを作って欲しい。 

 



－34－ 

（回答）  

（④行政管理部防災危機管理課、⑤都市整備部計画課、⑥都市整備部道路

課） 

３１ 

④ 現在、本市ではデジタル化への更新に向けての実施設計を行っておりま

す。 

また音達範囲の調査も実施しており、市民の皆様に確実に音声を届ける

ことができるよう改善してまいります。 

有事の際は、防災行政無線のほかにも携帯電話等に緊急速報メール（エ

リアメール）で同時に配信されますので、併せてご確認頂くとともに、府

中市メール配信サービス、府中市公式ツイッター、府中市ホームページ、

防災行政無線確認用フリーアドレス（０８００－８０００－６０６）及び

テレビのｄボタン等の多様な手段により災害時の情報を市民の皆様に伝達

しますので、何れかの手段により情報収集をお願い致します。 

また、有料にはなりますが、ケーブルテレビの防災情報サービスを利用

することで、屋内で放送を聞くことができますので、ご理解くださいます

よう、よろしくお願い致します。 

 

⑤ 本市のコミュニティバスである「ちゅうバス」は、鉄道駅から１ｋｍ圏

外でかつ、バス停留所から３００ｍ圏外であるなど、交通不便地域の解消

を図るとともに、市中心部に位置する公共施設や商業施設などへの交通の

利便性を向上させることを目的の一つとして運行しているものです。 

当初の目的である交通不便地域の解消は、概ね達成できているととらえ

ており、今後は、限られた財源の中で、継続的かつ安定的に事業を進めて

いくことが課題であると考えています。 

なお、本格的な人口減少・少子高齢化時代に備え、より重要性が増す地

域公共交通を持続可能なものとしていくために、地域公共交通のマスター

プランである地域公共交通計画の策定を行う予定です。計画策定にあたっ

ては利用者や運行事業者などの意見を伺いながら、本市が目指す地域公共

交通の方向性などを整理していく予定で、コミュニティバスなど既存の地

域公共交通サービスの在り方も検討していく考えです。ルートの変更など

については利用実態などを踏まえ必要性を検証してまいります。 

 

⑥ 本市では、府中本町駅を繋ぐ駅構外にエレベーター２基の整備を進めて

まいりました。本町２丁目跨線人道橋にエレベーターを設置するには、人

道橋と接続する設置場所及び道路へ繋ぐ動線の確保が必要でございます

が、現場状況から大変、困難であると判断しており設置は難しいものと考

えております。 

 



－35－ 

 （意見・要望） 

３２ 

 

（四谷１丁目自治会） 

保育所新設に関する基本的な考えについて 

昨年来、当四谷 1丁目地区に、保育所設置の動きがあり、結果的に市の事

業者選定委員会で不選定となりました。この件に関して、市の基本的なお考

えをお聞きしたいと思います。府中市は、保育所が希望者に対して不足し、

都下では、ワ－ストとお聞きしています。 

 

① 認可基準の中に、地域住民の反対があれば認可しないとの理由により、

設置が見送られました。 

② 当地区は、近年住民の移動が盛んになり、保育対象のお子さんをお持ち

のご家庭が増加しています。 

③ そのご父兄からは、近くに保育所ができて助かる、早く設置をしてほし

い、との声がありました。 

④ しかし、反対運動がおこり署名活動も行われ結果的に見送りとなりまし

た。 

 

行政の立場で、反対者がいるから設置を見送ったとのことですが、小さな

声であっても、希望者がいる中で、保育所の設置を望む人がいるにもかかわ

らず、反対者に対する説得もなく見送ったことに納得できない人たちがいま

す。行政の立場で、ワ－ストワンを返上する努力がなされたのか、疑問で

す。経過は結構ですので、基本的なお考えをお聞かせください。 



－36－ 

（回答）  

（子ども家庭部保育支援課） 

待機児童解消施策の１つである認可保育所の新規開設について、本市で

は、公募により、保育運営事業者自らが土地・建物等の物件を選定し、応募

のあった事業提案の中から市が事業者を選定し、施設整備を進めておりま

す。 

選定に当たっては、評価項目の１つに「近隣住民等との合意形成の確実

性」もございますが、そのほか、応募事業者の組織運営、事業運営、待機児

童の解消効果等、様々な視点から総合的に評価を行い、選定を行っておりま

す。 

なお、本市では、待機児童解消に向けた取組として、令和２年４月に、認

証保育所から認可保育所に移行した１施設を含め、認可保育所を新たに４施

設開設し、合計３７６人の定員を拡充するなど、府中市子ども・子育て支援

計画に基づく継続的な施設整備を進めてきた結果、令和２年度の本市の待機

児童数は８６人となり、昨年度からは６０名減少し、多摩２６市における待

機児童数が多い順での順位は、昨年度の２位から、今年度は８位となってお

ります。 

今後も、必要とする方が円滑に保育所をご利用になれるよう、認可保育所

の新設による定員拡大を含め、待機児童の解消に向けた取組を着実に推進し

てまいります。 

３２ 

 



「自治会長と市長との懇談会」回答の対応状況等（令和元年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

1-① ドラマの撮影支援について
観光プロモーション
課

回答済 前回回答参照

1-② 腐葉土について 環境政策課 回答済 前回回答参照

1-③ 梅ジャム・梅ジュースについて 協働推進課 回答済 前回回答参照

1-④ 公共用地の管理について 財産活用課 回答済 前回回答参照

2-① ダストボックス跡地について 財産活用課 実施済
自治会長及び役員に対し、現地立会いのうえ、状況をご説明いたしまし
た。

2‐② 防災訓練に係る申請手続きについて 防災危機管理課 回答済 前回回答参照

3-① 学校の樹木剪定について 学校施設課 実施済
令和元年度に実施した防球ネット設置工事において、北側樹木を一部剪
定を行った。

3-② 長寿祝い金について 高齢者支援課 回答済 前回回答参照

3-③ 一団地の在り方について 計画課 実施済

国土交通省の都市計画運用指針によると、「一団地の住宅施設の見直
しについては、老朽化等により建替えの必要が生じているなど、現状の
規制内容が必ずしも実態に合わなくなった場合にあっては、地区計画の
活用等により引き続き良好な居住環境を確保したうえで、一団地の住宅
施設に関する都市計画を廃止することが望ましい。」とされています。近
隣市におきましても調布市、稲城市などで指針に基づき一団地の住宅施
設を廃止し、地区計画を都市計画決定して建て替えを進めている事例も
あることから、本市としましては車返団地の建替えの動向を注視しつつ、
何か動きがあった際には指針に基づき地区計画への移行についての検
討を開始したいと考えます。

3-④ 子どもの見守り放送について 地域安全対策課 未実施 前回回答参照

3-⑤ 道路上における手すりの設置について 道路課 未実施 前回回答参照

3-⑥ ちょこ・りん・スポットについて 地域安全対策課 回答済 前回回答参照

3-⑦ 市道2-279号線における交通安全対策について
地域安全対策課
土木課

実施済 府中警察署に要望しました。



「自治会長と市長との懇談会」回答の対応状況等（令和元年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

3-⑧
南白糸台小学校の給食トラックの搬入経路につい
て

学務保健課 回答済 前回回答参照

3-⑨ 押立公園の植栽帯からの土砂流出について 公園緑地課 未実施 前回回答参照

3-⑩
押立公園の公衆トイレにおける目隠しの設置につ
いて

公園緑地課 未実施 前回回答参照

3-⑪
市道2-279号における歩道の切り下げ設置につい
て

道路課 未実施 前回回答参照

4-① 高齢化対策について 高齢者支援課 進行中
地域の困りごとである課題解決に向けた取組を実施・検討する「わがま
ち支えあい協議会」の立ち上げが進みつつあります。

4-② 空き家対策について 環境政策課 進行中
前回の回答以降に、適切な管理が行われず地域住民の生活環境に深
刻な影響を及ぼしている空き家９件を新たに「特定空家等」に認定し、改
善に向けた助言・指導を行っております。

4‐③ 美術館通りの拡幅について 道路課 未実施 前回回答参照

4-④ 中心市街地のにぎわい創出について 産業振興課 回答済 前回回答参照

5 災害時の公会堂の活用について 防災危機管理課 回答済 前回回答参照

6-① 小柳小学校付近の街灯について 道路課 実施済

6-② 町中に貼られている政治活動用ポスターについて
選挙管理委員会
事務局

回答済 前回回答参照

6-③ ちゅうバスのバス停の移設について 計画課 未実施 前回回答参照

6-④ ちゅうバスの運行台数について 計画課 未実施 前回回答参照

6-⑤ 車の出入口へのカーブミラーの設置について 道路課 未実施 前回回答参照

6-⑥
車の出入口へのカーブミラーの設置費用の助成に
ついて

道路課 未実施 前回回答参照

6-⑦ 街灯のＬＥＤ化について 道路課 回答済 前回回答参照



「自治会長と市長との懇談会」回答の対応状況等（令和元年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

6-⑧ 鳥の糞害について 環境政策課 回答済 前回回答参照

6-⑨ 避難場所の案内表示について 防災危機管理課 実施済
浸水想定区域に設置している２１か所の案内板について、震災時と水害
時の避難場所マップを併記した表示に変更しました。

6-⑩ ちゅうバスの運行台数について 計画課 未実施 前回回答参照

6-⑪ 鶴代公園の砂場について 公園緑地課 未実施 前回回答参照

6-⑫
小柳小学校さくら門前へのカーブミラーの設置につ
いて

道路課 未実施 前回回答参照

6-⑬ 小柳小学校付近の街灯について 道路課 未実施 前回回答参照

6-⑭ 小柳小学校付近の路上駐車について 地域安全対策課 実施済 府中警察署に要望しました。

6-⑮ 鶴代公園の整地について 公園緑地課 未実施 前回回答参照

6-⑯ 鶴代公園トイレの下水処理機能の改善について 公園緑地課 未実施 前回回答参照

6-⑰ まむし坂の東電の塀について 建築指導課 進行中
今年度も当該塀の所有者で維持管理をしている東京電力に適正な維持
管理の実施をお願いさせていただきました。

6-⑱ カーブミラーの設置について 道路課 未実施 前回回答参照

6-⑲ 道路の改修について 道路課 実施済

6-⑳ 民地からの越境樹木について 道路課 実施済

6-㉑
武蔵野台駅から佼成幼稚園付近までの街灯の設
置について

道路課 未実施 前回回答参照

6-㉒ 道路への土砂の流出について 道路課 実施済

6-㉓ 鶴代公園の側道への行き止まり表示について 道路課 実施済



「自治会長と市長との懇談会」回答の対応状況等（令和元年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

6-㉔ 鶴代公園付近のカーブミラー及び土埃について
道路課
公園緑地課

未実施 前回回答参照

6-㉕ 土のうステーションの設置について 防災危機管理課 回答済 前回回答参照

6-㉖ 大規模停電対策について 防災危機管理課 回答済 前回回答参照

6-㉗ 交通弱者に対する支援策について 計画課 未実施 前回回答参照

7
多摩川通りのＴ字路への信号機の設置及びちゅう
バスの運行について

地域安全対策課
計画課

一部実施

信号機の設置に関しては、府中警察署に要望しました。
「府中市コミュニティバス検討会議」については、今年度中に新たに設置
する「府中市地域公共交通協議会」にその役割を引き継いだうえで廃止
する予定です。

8 関東医療少年院跡地について 政策課 未実施 現段階において、国有地処分に係る国の動きがないため。

9-① 公園への井戸の整備について 公園緑地課 実施済 栄町中央公園に自動販売機の設置をいたしました。

9-② 栄町公園内への防犯カメラの設置について 公園緑地課 実施済
栄町公園の不法投棄については、防犯カメラ設置の前に犯人を見つけ
対応いたしました。

10-①
白糸台通りにおけるポイ捨て禁止の看板等につい
て

環境政策課 回答済 前回回答参照

10-② 道路の除草について 道路課 未実施 前回回答参照

10-③ 品川街道の歩道の補修について 道路課 実施済

11-① 市の障害者雇用の考え方について 職員課 進行中

　障害者雇用につきましては、令和元年度から障害の種別を要件としな
い嘱託員（現在の月額制会計年度任用職員）の採用を新たに開始して
おり、令和２年度以降は正規職員にも対象を広げる予定です。
　今後も障害者を対象とした採用試験を継続的に実施していく予定であ
り、障害者個々の事情や適性を把握した上で、その能力を最大限に発
揮できる就労環境の整備に努め、障害者の雇用の拡大を図ってまいり
たいと考えております。



「自治会長と市長との懇談会」回答の対応状況等（令和元年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

11-② 風水害時の停電対策等について 防災危機管理課 回答済 前回回答参照

12 ルミエール府中の施設予約について 文化生涯学習課 未実施 前回回答参照

13-① 南白糸台小学校の交通安全対策について
地域安全対策課
道路課

実施済
府中警察署へ取締りの要望を行うとともに通学路注意の警告看板を設
置しました。

13-②
多摩川かぜのみちへの注意看板設置及び草刈り
について

公園緑地課 進行中 定例の除草は継続して実施しております。

13-③ プラスチックごみの分別について ごみ減量推進課 回答済 前回回答参照

14 ちゅうバスの延伸について 計画課 未実施 前回回答参照

15 避難所としての都立武蔵台学園の利用について 防災危機管理課 実施済 都立武蔵台学園については、福祉避難所としての協定を締結しました。

16-① 風水害時の市の対応について 防災危機管理課 回答済 前回回答参照

16-② ボール遊び可能な公園の整備について 公園緑地課 回答済 前回回答参照

16-③ 商業施設の誘致について
産業振興課
政策課

回答済 前回回答参照

17 災害時における公会堂等の役割について 防災危機管理課 進行中 自主防災連絡会等で災害時の公会堂等について、検討してまいります。

18-① 通学路におけるガードレールの設置について 道路課 未実施 前回回答参照

18-② 通学路における防犯カメラの設置について 学校施設課 実施済
令和元年度に新たに市立小学校全22校の通学路に各校2台ずつ、合計
44台の防犯カメラを増設した。

19
伊勢丹撤退後のまちのにぎわい及び新庁舎建設
について

産業振興課
新庁舎建設推進

進行中 前回回答参照



「自治会長と市長との懇談会」回答の対応状況等（令和元年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

20 国土強靭化について
防災危機管理課
住宅課
道路課

進行中

　本市では国土強靭化計画の策定に向けて調査・研究を行っておりまし
たが、本計画策定の必要性が高いと判断したことから、計画策定に向
け、関係課と協議中です。
　ハード面につきましては、府中市耐震改修促進計画では、市内の防災
上重要な市公共建築物を１０４棟としており、このうち、新耐震基準に基
づいて建築された施設及び耐震改修等の実施により耐震性を満たして
いる施設は１０２棟としておりますが、残り２棟のうち、市役所本庁舎は令
和３年度に新庁舎建設工事の着工を予定しており、市立総合体育館は
令和２年３月をもって耐震改修が完了しております。

21 消防団の警戒区域について 防災危機管理課 未実施

　消防団の警戒区域の変更については、 これまで消防団（分団）が築い
てきた地域との関係性への影響を含めて慎重な検討が求められるほ
か、実際の変更に当たっては、消防団の内部はもとより、現に当該分団
と関係を有する自治会その他の関係者（団体）の合意形成を図る必要が
あるため、今後の消防団活動のあり方における課題の一つとして、府中
市消防団の全体的な活動体制の見直しを行う機会があった場合におい
ては、必要に応じて検討してまいります。

22
日新町第二公園内通学路における防犯カメラの設
置について

学校施設課 未実施

　令和元年度に増設した防犯カメラについては、学校や地域などと設置
位置を検討した結果、犯罪抑止効果などにより優先される他の場所に設
置いたしました。
　今後、市立小学校全校の通学路において、さらなる防犯カメラの増設
を実施する場合には、地域の方々のご意見をはじめ、各学校が作成して
いる安全・安心マップの情報や、地域の防犯体制、不審者情報などとと
もに、府中警察署が把握している犯罪発生情報や設置に関する意見な
どを参考とし、当該地を含めた設置箇所を検討してまいります。

23 万蔵庵公園の公衆トイレについて 公園緑地課 実施済 トイレの扉については修繕いたしました。

24-① 三本木公園の公衆トイレの改装について 公園緑地課 未実施 前回回答参照

24-② 三本木公園の広場の水はけについて 公園緑地課 未実施 前回回答参照

24-③ 小金井街道における横断歩道の設置について 地域安全対策課 実施済 府中警察署に要望しました。

25-
(1)-①

市のＩＣＴの活用方針について 情報管理課 回答済 前回回答参照

25-
(1)-②

職員のE-mail活用教育について 情報管理課 実施済 昨年度、定期的に受信確認を行うよう全庁に周知しました。



「自治会長と市長との懇談会」回答の対応状況等（令和元年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

25‐
(1)-③

E-mailの受信確認について 広報課 実施済 昨年度、定期的に受信確認を行うよう全庁に周知しました。

25‐
(1)-④

災害時のE-mail連絡体制の整備について 防災危機管理課 未実施 前回回答参照

25‐
(1)-⑤

「東京防災」等と市の災害対策の連携について 防災危機管理課 未実施 前回回答参照

25‐
(2)-①

東京マイ・タイムラインの講習会について 防災危機管理課 実施済
令和元年１１月に、浸水想定区域の４つの文化センター圏域自主防災連
絡会を対象に東京マイ・タイムラインセミナーを実施しました。

25‐
(2)-②

安否確認サービスの体験セミナーについて 防災危機管理課 未実施 前回回答参照

25‐
(2)-③

「東京都防災アプリ」の活用指導者養成セミナーに
ついて

防災危機管理課 未実施 前回回答参照

26 ごみの不法投棄対策について ごみ減量推進課 回答済 前回回答参照

27 マンション防災について 防災危機管理課 未実施 前回回答参照

28 自治会設置の防犯カメラに対する助成について 地域安全対策課 未実施 前回回答参照
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府中市メール配信サービスへの登録はt-fuchu@sg-m.jpへ空メールを送信

各課・各施設の直通電話・FAX番号一覧
　各課・施設の直通電話・FAX番号と主な業務内容は、次のとおりです。なお、
府中市の市外局番は（042）です。
　FAX番号の記載のない課・施設は、FAXの利用はできません。

政策総務部
政策課  336・6131
○市政の総合企画・調整、行財政改革
 ☎335・4010
○オリンピック・パラリンピックの推進
 ☎335・4006
財政課  364・1156
○財政運営 ☎335・4025
秘書課
○市長・副市長の秘書 ☎335・4015
広報課  361・8288
○広報紙の編集・発行、ホームページの管理・
運営、テレビ広報の制作 ☎335・4019
○市長への手紙、公文書などの開示、個人情
報の保護 ☎366・1711
○市政・専門相談、市政についての苦情の申
立て・受付 ☎366・1711
○市政情報センター ☎336・1818
法制文書課  366・1457
○条例、規則の制定 ☎335・4043
○文書の管理 ☎335・4045
職員課
○職員の人事 ☎335・4051
○職員の研修 ☎335・4049
○職員の福利厚生 ☎335・4050

行政管理部
財産活用課   335・5396
○庁舎の管理 ☎335・4144
○工事・委託・物品の検査 ☎335・4061
○公有財産の管理・活用 ☎335・4155
○公共用地取得・売払、土地開発公社の管理
運営、公拡法の届出 ☎335・4102

新庁舎建設推進室
○新庁舎の建設 ☎335・4129
建築施設課   366・7752
○公共施設の設計・施工監理 ☎335・4355
○公共施設の計画的保全 ☎335・4357
○公共施設マネジメントの推進 ☎335・4358
○文化・スポーツ施設老朽化対策 ☎335・4027
契約課   335・4420
○工事の契約 ☎335・4093
○物品・委託の契約 ☎335・4094
情報管理課   360・8132
○基幹システムの管理・運営保守
 ☎335・4054
○情報化施策の推進、情報セキュリティの向上

☎335・4057
○統計調査の実施 ☎335・4059
防災危機管理課   335・6395
○災害対策、火災共済 ☎335・4098
○消防団 ☎335・4068
○危機管理、国民保護 ☎335・4283

市民協働推進部
協働推進課   365・3595
〇市民協働の推進 ☎335・4414
〇市民活動の支援及び促進 ☎335・4035
〇市民活動センター「プラッツ」 ☎319・9703
〇姉妹・友好都市との交流 ☎335・4131
〇国際交流サロン ☎335・4401
地域コミュニティ課   365・3595
○文化センターの運営・調整 ☎335・4137
○中央文化センター ☎364・3611
○白糸台文化センター（兼）東部出張所
 ☎363・6208
○西府文化センター（兼）西部出張所
 ☎364・0811
○武蔵台文化センター ☎042・576・3231
○新町文化センター ☎366・7611
○住吉文化センター ☎366・8611
○是政文化センター ☎365・6211
○紅葉丘文化センター ☎365・1188
○押立文化センター ☎042・488・4966
○四谷文化センター ☎367・1441
○片町文化センター ☎368・7001
○男女共同参画センター「フチュール」
 ☎351・4600
○女性問題相談 ☎351・4602

市民部
総合窓口課   365・4819
○住民登録、印鑑登録 ☎335・4333
○戸籍の届出・審査 ☎335・4555
○戸籍全部（一部）事項証明書などの郵送受付 
 ☎335・4000
○税証明、バイクの登録・廃車、仮ナンバーの
貸出し ☎335・4120

保険年金課   336・7214
○ 国民健康保険の医療給付 ☎335・4044
○ 国民健康保険の資格・保険税の賦課

☎335・4055
○ 国民年金の資格・給付受付 ☎335・4066
○後期高齢者医療制度 ☎335・4033
市民税課   335・4276
○軽自動車税、法人市民税、市たばこ税、市民
税証明 ☎335・4440

○市（都）民税普通徴収・年金特別徴収
 ☎335・4441
○市（都）民税給与特別徴収 ☎335・4442
資産税課   335・4099
○固定資産税証明 ☎335・4443
○土地の評価 ☎335・4445
○家屋の評価 ☎335・4446
○償却資産の評価 ☎335・4447
納税課   335・4332
○市税などの収納、納税証明 ☎335・4448
○市税などの預金口座振替 ☎335・4449
○市税などの納税相談、滞納整理

☎335・4462

生活環境部
産業振興課   360・9370
○商工業の振興、事業資金融資のあっせん、
工場立地法 ☎335・4142

○保養事業 ☎335・4125
○農業の振興 ☎335・4143
○消費生活センター ☎360・3316
○工業技術情報センター ☎335・4474
観光プロモーション課   335・1020
〇観光の振興に係る事業の計画・推進
 ☎335・4095
〇観光資源を通じた市の魅力発信、フィル
ムコミッション ☎335・4362
○観光情報センター ☎302・2000
○郷土の森観光物産館 ☎302・4000
環境政策課   361・0078
○まちの美化推進、害虫駆除相談

☎335・4195
○公害の相談、都条例などに基づく届出
 ☎335・4196
○エコハウス補助、環境マネジメントシス
テムの運用 ☎335・4472
○環境保全活動センター ☎335・4410
○自然環境保全の推進 ☎335・4315
○府中の森市民聖苑
 ☎367・7788  367・3110
地域安全対策課   336・8674
○交通安全・防犯の啓発、交通災害共済、地
域安全運動の推進 ☎335・4147

○交通安全施設の管理、放置自転車対策、
市営駐車場の管理・運営 ☎335・4069

ごみ減量推進課   336・5181
○ごみ収集の相談、犬・猫の死体処理、し尿
の収集 ☎335・4400

○集団回収、生ごみ処理機の補助
 ☎335・4437
○ごみ・資源物の排出・分別、不法投棄防止
対策 ☎360・0355

○リサイクルプラザの管理・運営、粗大ご
みの持込受付 ☎365・0502

文化スポーツ部
文化生涯学習課   365・3593
○市民文化の振興、文化事業の普及

☎335・4130
○社会教育関係団体の支援、社会教育事
業、平和啓発事業 ☎335・4394

○府中の森芸術劇場 ☎335・6211
○府中の森芸術劇場分館 ☎319・9737
○ルミエール府中（市民会館） ☎361・4111
○生涯学習センター ☎336・5700
ふるさと文化財課   360・4401
○埋蔵文化財の届出・発掘調査
 ☎335・4473
○ふるさと府中歴史館 ☎335・4393
○市史編さん ☎335・4376
○武蔵府中熊野神社古墳展示館
 ☎・  368・0320
○郷土の森博物館

☎368・7921  360・8217
○国司館と家康御殿史跡広場 ☎365・1615
スポーツ振興課   365・3593
○スポーツ大会の実施、スポーツ団体の支
援、学校体育施設の開放、スポーツ指導
者の派遣、スポーツ教室 ☎335・4477

○スポーツ施設の管理・運営 ☎335・4488
○郷土の森総合体育館

☎363・8111  360・9856
○朝日体育館 ☎・  364・3456
○白糸台体育館
 ☎363・1004  369・7592
○押立体育館 ☎367・0750  369・7513
○栄町体育館 ☎367・0611  360・9854
○日吉体育館 ☎363・2501
○本宿体育館 ☎366・0831  360・9853
○四谷体育館 ☎368・7455  360・9855
図書館
○中央図書館 ☎362・8647  334・5370
○白糸台図書館 ☎・  360・3443
○西府図書館 ☎・  360・8998
○武蔵台図書館 ☎・  042・576・6390
○新町図書館 ☎・  360・6336
○住吉図書館 ☎・  360・5775
○是政図書館 ☎・  360・2882

○紅葉丘図書館 ☎・  360・7227
○押立図書館 ☎・  042・483・4122
○四谷図書館 ☎・  360・3663
○片町図書館 ☎・  368・7117
○宮町図書館 ☎・  364・3613
○生涯学習センター図書館

☎336・5702  336・5718
府中市美術館   335・7576
○総合受付、展覧会案内、教育普及

☎336・3371

福祉保健部
地域福祉推進課   335・7802
○厚生援護、福祉計画の推進・進行管理

☎335・4161
○社会福祉法人などの指導検査
 ☎335・4264
生活援護課   366・3669
○生活保護医療券の発行 ☎335・4146
○生活保護 ☎335・4040
○生活保護の相談 ☎335・4038
○暮らしや仕事の困りごとの相談
 ☎335・4191
高齢者支援課   335・0090
○高齢者の生きがい事業、高齢者住宅の管
理・運営 ☎335・4011

○福祉の総合相談、権利擁護、高齢者虐待
相談 ☎335・4496 

○総合事業、介護予防 ☎335・4117 
○地域包括支援センター、認知症の方と家
族の支援 ☎335・4537 

○在宅療養 ☎335・4106 
介護保険課   335・2654
○住宅改修、おむつの給付など介護の援
護、介護保険給付 ☎335・4470
○介護保険の資格管理、保険料の賦課・徴
収 ☎335・4021
○介護サービス事業者相談 ☎335・4031 
○介護保険の認定申請受付・調査、認定審
査会の運営 ☎335・4309 
○高齢者福祉施設の整備 ☎335・4503
障害者福祉課   368・6126
○障害のある方の手当・医療 ☎335・4162
○身体・知的障害のある方の支援・相談

☎335・4962
○精神障害のある方の支援・相談

☎335・4022
○障害のある方の地域生活支援

☎335・4545
○障害者自立支援給付 ☎335・4087
健康推進課（保健センター）   334・5535
○施設の管理・運営、犬の登録、健康増進事
業、人間ドック助成 ☎368・5311
○健康相談・教育事業、各種がん検診、成人
歯科健診、成人・若年層健診

 ☎368・6511  334・5549

子ども家庭部
子育て応援課   334・0810
○子育てひろば ☎335・4192
○保育施設などの指導検査 ☎335・4964
○児童手当、子ども医療、ひとり親家庭な
どの助成 ☎335・4100

○母子・父子、女性相談 ☎335・4240
子ども家庭支援課
○乳幼児健康診査、各種母子保健事業、予防
接種 ☎368・5333  334・5539
○子ども家庭支援センター「たっち」
 ☎354・8700  352・2524
○子育てや児童虐待などの相談
 ☎354・8701
保育支援課   334・0810
○市立保育所の管理・運営 ☎335・4233
○待機児解消・施設整備 ☎335・4490
○保育所の入所 ☎335・4172
○北保育所 ☎363・9715
○東保育所 ☎363・9716
○西保育所 ☎362・8301
○中央保育所 ☎363・9713
○北山保育所 ☎042・575・5771
○住吉保育所 ☎366・1426
○小柳保育所 ☎363・9510
○四谷保育所 ☎368・1589
○八幡保育所 ☎365・7542
○本町保育所 ☎366・6886
○三本木保育所 ☎365・6210
○西府保育所 ☎366・7025
○美好保育所 ☎366・5441
○地域子育て支援センター「はぐ」ひがし
 ☎362・5200
○地域子育て支援センター「はぐ」きたやま 
 ☎042・573・2512
○地域子育て支援センター「はぐ」すみよし
 ☎351・3701
○地域子育て支援センター「はぐ」さんぼ
んぎ ☎365・6212
児童青少年課   365・9983
○学童クラブ、放課後子ども教室「けや
きッズ」の管理・運営 ☎335・4300

○青少年の指導・健全育成 ☎335・4427
○青年総合相談 ☎090・5408・2667

都市整備部
道路課   335・0499
○市道の計画・基本設計 ☎335・4350
○里道・水路の占用・払下げなどの受付、道
路・境界などの証明の受付、道路・水路な
どの境界確定 ☎335・4794

○市道の築造・改良工事 ☎335・4348
○市道の維持管理、街路樹・街路灯・道路反射
鏡の管理、私道整備事業の申請受付

 ☎335・4536
○市道の占用・掘削の受付、インフラ管理ボラ
ンティア制度（道路）の手続き ☎335・4328
○インフラマネジメント推進 ☎335・4430
計画課
○都市計画の縦覧・相談、地域まちづくり活
動の支援 ☎335・4335

○景観の相談・行為の届出 ☎335・4412
○開発事業指導要綱の手続き、大規模土地取
引行為の事前届出、土地利用構想の届出、紛
争予防条例、国土法の届出 ☎335・4412
○コミュニティバス、その他公共交通に関す
ること ☎335・4325

公園緑地課   335・1140
○公園の使用・占用許可、公園・緑地などの維
持管理、インフラ管理ボランティア制度（公
園）の手続き ☎335・4263
○公園・緑地などの新設・改修 ☎335・4312
○公園・緑地などの計画、生産緑地の手続き
 ☎335・4313
○郷土の森公園の維持管理 ☎364・7214
下水道課   335・0125
○下水道使用料、受益者負担金 ☎335・4381
○下水道管理 ☎335・4384
○排水設備に関する相談・届出 ☎335・4382
建築指導課   335・0160
○建築リサイクルの届出、違反建築物の指
導、建築物などの定期報告 ☎335・4476

○建築確認などの審査・検査、長期優良住宅・
低炭素建築物の認定、建築物省エネ法の審
査 ☎335・4034

○狭あい道路拡幅整備・ブロック塀等の安全
対策事業に関する受付 ☎335・4327

地区整備課
○多磨駅改良整備 ☎335・4347
○分倍河原駅周辺整備 ☎335・4371
住宅課   335・1140
〇マンション管理状況の届出、居住支援
 ☎335・4458
〇建築物の耐震診断・改修に係る助成金など
の受付・交付 ☎335・4173
〇市営住宅の管理 ☎335・4457

事業部  03・3768・9116
○ボートレース平和島 ☎03・3768・9200

出納課  368・1171
○予算執行票の審査 ☎335・4415
○公金の収入・支出事務 ☎335・4416

教育部
教育総務課   334・0946
○教育行政の企画・総合調整 ☎335・4424
○市立小・中学校予算の管理・経理、奨学資金
の給付・貸付け ☎335・4428

学校施設課   334・0946
○市立小・中学校施設の維持管理、八ヶ岳府
中山荘の管理・運営 ☎335・4429

学務保健課   334・0946
○学校保健、セカンドスクール ☎335・4435
○市立小・中学校の転入（就）学、市立幼稚園
の事務、林間学校、学区域、小・中学校の就
学援助 ☎335・4436

○みどり幼稚園 ☎365・5835
○小柳幼稚園 ☎365・5709
○市立小学校の給食

☎365・2665  340・7127
○市立中学校の給食

☎366・8374  340・7127
○給食費 ☎366・8375
○食物アレルギー ☎366・8376
指導室   360・9852
○教職員の人事・厚生 ☎335・4450
○学習・生活指導 ☎335・4062
○教育センター ☎364・4108  334・0947
○就学相談 ☎364・6620
○教育相談 ☎360・4188
○けやき教室 ☎333・0854

選挙管理委員会事務局  334・2983
○選挙管理委員会庶務 ☎335・4485
○選挙事務 ☎335・4486

農業委員会事務局  360・9370
○農業の振興・改善、農地事務、国有農地の管
理 ☎335・4492

監査事務局  335・4174
○監査・検査・審査事務 ☎335・4497

議会事務局
庶務課   364・5415
○議長の秘書、事務局庶務 ☎335・4505
○議会報の編集、調査事務 ☎335・4506
議事課   364・5415
○議会運営、請願・陳情の受付、傍聴の受付、
会議録の調製 ☎335・4507




