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－1－ 

 （意見・要望） 

１ （あかね会） 

① オリンピックパラリンピックでは府中市で募集した自転車ロードレース

のボランティア(チーム府中)に参加した。一昨年のテストレースの教訓を

随所で生かされていて楽しく活動が出来たことに感謝申し上げたい。一緒

に活動を行った仲間とも次につながる絆ができた。たった 2 日間の出来事

であったがここ数年で一番心に残る思い出を作ることが出来た。説明会の

時は鉄柵を運び終わった後はごみは手で拾うようにと説明されたがおそら

く職員さんはボランティアをしたことがないのだろう。今は感染症対策で

ごみはトングで拾うことになっている。府中市役所の環境政策課や公園緑

地課ではすでにトングを貸与している。今回も当日はトングでごみ拾いを

行ったが担当者が変わっても必ず引き継いでほしい。今回の担当者は辛抱

強くやったと思う。改めてありがとうござました。 

 

② 府中市道路管理センターが本格稼働して我々の自治会は共同企画体が受

け持つ地域になったが、電話では丁寧に応対してくれて、対応も早く感謝

している。現場で会う工事業者さんも応対も丁寧で作業もきれいに仕上げ

てくれる。本件はとても良い企画だと思うのでこれからも続けてほしい。 

 

③ 昨年から今年にかけて府中の森芸術劇場を借りてコンサートを行ってい

るがコロナの影響で他の自治体ではホールの休館が続く中で、府中市はコ

ロナ蔓延を防止する配慮を行いながらホールの貸し出しに踏み切っていた

だいていることに感謝申し上げたい。府中市民としても芸術劇場の諸注意

を守りながら文化芸術の町に相応しいホールの使用をしたいと思う。 

 

④ 府中ではふちゅーずと言う FM ラジオ局が出来たが防災番組で防災知識を

養えるので大変勉強になっている。先日出演された防災危機管理課長も丁

寧な口調でわかりやすく親近感を感じた。 

 

⑤ 関東医療少年院移転後の再開発に伴い、周りが一変すると思うが跡地に

は何が建設されるのか教えてほしい。少年院の周りは道路が狭く歩行者が

車道を歩かなければならないところが多いので建設に併せて歩行者が安全

に通行できるように道路を整備してほしい。スクランブルのように目的地

に最短で行けるように中を通り抜け出来るようにしてほしい。 

 

 

 



－2－ 

              （回答）                

（①政策総務部政策課、②都市整備部道路課、③文化スポーツ部文化生涯学

習課、④行政管理部防災危機管理課、⑤政策総務部政策課） 

１ 

 

 

① ロードレースコースサポーターとしてご協力を賜りまして、ありがとう   

 ございました。２日間特に大きな事故等も無く、大会を成功させることが

できたのは、皆様のご協力あってのことだと強く感じております。心より

感謝申しあげます。 

コロナ禍において、感染症対策をはじめ、その他衛生面からも素手でご

みを拾うことは危険であり、ごみ拾いの際にトングを使用することは常識

として捉えております。 

 

 

 

② 府中市道路管理センターは、今年度から市内全域を対象に実施している

道路等包括管理事業の中で、市が管理する道路の異常などの相談・要望の

問い合わせを一括して受付けております。 

引き続き、府中市と道路等包括管理事業者とともに、道路が安全で快適

にご利用できるよう努めてまいります。 

 

③ 府中の森芸術劇場においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため

の国及び東京都における措置等を受け、業種別の感染拡大予防ガイドライ

ンに沿って施設利用にご協力いただき、貸出時間の短縮や使用制限を行う

など、利用者に対する感染予防策の徹底に取り組んでまいりました。    

引き続き、利用者にとって安全な管理運営に努めてまいります。 

 

④ 今後も多様な手段による防災意識の啓発に努めてまいります。 

 

 

⑤ 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があります。関東医療少年院の跡地に

ついては、現在のところ、国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、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、慎重に検討してまいりたいと考えております。 

また、当該跡地を含む新町・栄町地区では、平成２４年に「新町・栄町

地区まちづくり誘導計画」を策定し、まちづくりの目標や土地利用の方針

などを定めました。今後は、地域の皆様のご意見をお聞きしながら、都市

計画法に基づく建築物を建築する際に守るルールである「地区計画」を策

定し、より具体的で実効性のあるまちづくりを進めて参りたいと考えてお

ります。 

 



－3－ 

 （意見・要望） 

１ （あかね会） 

⑥ いちょう通りには府中市のシンボルのイチョウがあるが秋から冬にかけ

て大量の葉っぱが道路に落ちてくる。葉っぱを集める人は大変ではない

か。通勤通学でもたくさんの自転車が走るので転倒が心配だ。出来れば夏

の間にある程度葉っぱを剪定してもよろしいですか。いちょうの葉っぱは

腐葉土にもならないので長く取っておかなくても良いと思う。 

 

⑦ 道路課は基地跡地の有効活用に関するワークショップを開催したが募集

チラシを広報掲示板に貼るように送られてきた。両面印刷なので貼ってし

まうと表しか見えない。両面印刷のものは片面ずつ両方送ってほしい。カ

ラー印刷だったものを白黒にコピーしなおしてあったがカラーで作ったも

のはカラーでなければならない意味があると思う。カラーで作成したもの

はカラーのままで良かったのではないか。白黒だったせいか字も黒の点の

ようで高齢者には見づらいものになっていた。広報掲示板で掲示するとき

は拡大などされても良かったと思う。梅雨の季節なので貼っても再生紙な

ので雨ですぐ破れてしまう。パウチッコやビニールで補強するなどしてい

ただけるとありがたかった。実はこのことはちょっと前に地域コミュニテ

ィ課に同じ話をして改善していただいた。部署は違うが外部から見たら同

じ市役所なので良いことは情報共有されても良いのではないでしょうか。 

 

⑧ 新町にある公園（スポットパークぬくいまえ①）では７月下旬除草業者

による草刈りが行われて公園内はすっかりきれいになっていたが、草で隠

れていた空き缶や空き瓶が剥き出しになりガスバーナー(危険物)も投棄さ

れていることがわかった。私はまちなかきららでごみの回収をしているが

危険物の不法投棄の処理に困っていたが土曜日に休日出勤をされていた公

園緑地課の職員が即日回収してくれた。ありがとうございました。でもこ

んなことは毎回だと大変なので不法投棄危険物の土日の対応窓口について

検討してほしい。 

 

⑨ 府中市役所で庁舎に行っても誰も気づいてくれないので寂しい思いをす

る。おそらく机の並びが悪いからだと思う。市民の方向に向いていないの

でカウンターで立っていても誰も気がつかないのである。今度市役所は庁

舎が新しくなるので机の配置を設計されて市民に気がつくように工夫して

ほしい。気の弱い市民だとそのまま帰ってしまうかもしれないのでくれぐ

れもよろしくお願いいたします。 



－4－ 

（回答） 

（⑥都市整備部道路課、⑦政策総務部広報課・都市整備部道路課、⑧都市整

備部公園緑地課、⑨行政管理部新庁舎建設推進室） 
１ 

 

⑥ 樹木の管理につきましては、良好な樹木の生長を促し、街路樹を適正に

管理するために策定した「府中市街路樹の管理方針」を基本として、道路

等包括管理事業においても同等の管理水準で進めております。 

落葉樹の剪定時期につきましては、樹木が休眠期に入る冬が適している

ことから、落葉後に剪定することとしており、あわせて路面清掃等で通行

に支障の無いよう努めてまいります。 

 

⑦ 当該ワークショップの周知につきましては、予定していた全自治会への

回覧が新型コロナ感染症対策の関係で実施できなくなったため、例外的な

対応として個々の自治会へ周知を依頼したものでございます。今後の周知

につきましては、いただいたご意見を踏まえ、状況に応じて、出来るだけ

見やすく分かりやすい対応を行ってまいります。 

  また、本件については、庁内に周知しております。 

 

 

 

 

 

⑧ 公園の清掃にご協力いただきましてありがとうございます。一般的なご

みは集めていただいたものを回収しておりますが、危険物の対応につきま

しては、警察にご相談いただくのが適切と考えます。 

 

 

 

 

 

⑨ 新庁舎の執務室については、これまでと同様、カウンターに対して横向

きに机を配置しますが、ユニバーサルレイアウトを採用し、部署間の仕切

りを設けないことなどにより、開放的で視認性の良い空間とする予定で

す。このことにより、利用者側からも市職員側からも、お互いが認識しや

すくなるものと考えております。 

 



－5－ 

 （意見・要望） 

１ ⑩ 昨年大國魂神社前の旧甲州街道で車いすで庁舎に向かう職員さんが横断

歩道の段差を登り切れなくて立ち往生しているとお話をしましたが当時の

都市整備部長さんが歩道で立っている視覚障がい者が危険にさらされない

ように旧甲州街道の段差を２ｃｍにしているとお話されました。でも現場

は２ｃｍよりもっと段差があったことはご存知でしたでしょうか。道路を

作った時は２ｃｍでも何年も車の往来があると地盤が変化するそうです。

東京都（北多摩南部建設事務所）に相談したところ、視覚障がい者も車い

すで出勤される方も困らないように段差を調整しますと約束されましたが

その後不自由はございませんか。市より職員向けには困っている人がいた

ら助けてあげるような思いやりの心を持つ研修をしていただけるとお話さ

れましたがその後研修はなさいましたか。感想をお聞きしたい。 

２ （押立町２丁目自治会） 

① 市民志向による行政サービスの改善（要望） 

  「市民協働」「自主防災」を謳う市が、一方では市民の困り事などに対し

て、規則を盾に応じてもらえない事例が、一部部署を除き散見されます。

例えば、道路管理に関してボックス跡地の防災用品置場等使用の不許可、

防災訓練での道路使用申請手続等の煩雑さや縦割行政などです。その改善

には、市民志向意識を醸成しつつ行政上の「羈束裁量行為」に「裁量」幅

を状況に対応し弾力的に広げる、例年の申請には従前の変更点のみで可と

する、所管部署に出向く申請・許可の手続を郵送・文化センターの窓口

化・インターネット化を進める、さらにはワンストップ化などが考えられ

ます。今後の行政サービスの改善に向け、その具体的な検討方を要望しま

す。 

 

② 文化センター福祉の間（大広間）にＯＨＰ・スクリーンの設置（要望） 

  文化センターの畳の大広間で会議やサロンなどを開催していますが、Ｏ

ＨＰやスクリーンのツールがなく、催し効果が視覚上、発揮できません。

会議は、講堂や会議室の空きがない場合に総会などで使用し、サロンで

は、コミ協自主サークルにより歌唱・健康体操・困り事相談などが催さ

れ、近隣住民の親睦・高齢者の居場所作りなど、市域の福祉に役立てられ

ています。同施設の現行規定上では、ＯＨＰ・スクリーンの配備は困難と

のことですが、その用途の便宜に応じて、規定を弾力的に見直して頂ける

よう要望します。 

 

③ 洪水・地震対応の避難所拡充と自宅避難宅への支援策（質問） 

  災害時の市避難所が拡充されましたが、なお対象住民に対して、その不

足は否めないと思います。地震では可能であれば自宅避難のお薦めもあり

ますが、市避難所での避難に比べ困難を伴う場合があるものと思われま

す。自治会として発災直後の命を守る“互近助”活動の他、その後の避難

生活の支援も必要となりますが、市行政としては、自宅避難宅に対し飲食

類・災害保全・修繕補助など、どのような支援が検討されているのか、 

お伺いします。 



－6－ 

（回答）  

（⑩福祉保健部障害者福祉課） 

⑩ 本市では障害のある人もない人も、お互いに尊重し合い、安心して自立

した暮らしができる地域社会をつくることを目指して、各施策を進めてい

ます。平成２８年度には「府中市における障害を理由とする差別の解消の

推進に関する対応要領」を制定し、本要領に基づき新任職員向け及び全職

員向けの研修を年１回以上実施しています。職員が障害のある方へ適切な

配慮や対応ができるよう、引き続き研修・啓発を進めてまいります。 

 

１ 

（①政策総務部政策課、②市民協働推進部地域コミュニティ課、③行政管理

部防災危機管理課） 
２ 

 

① あらゆる行政分野が複雑化する中、限られた人員で多様化する市民ニー

ズに応えていくためには、職員・市民の双方が効率的になるような体制を

整えていく必要があります。 

今後の行政手続のデジタル化の推進と併せて、市民が複数の手続を一つ

の窓口で行えるワンストップサービス窓口の提供をはじめ、市民の立場に

立ち、親切でスピーディーな市民サービスの推進方法について、他市の 

動向も注視しながら、調査・研究をしていきたいと考えております。 

 

② 大広間につきましては、平日の日中は一般開放として広く市民の高齢者

のみなさまの憩いの場として利用されており、月曜から土曜の夜間および

日曜においては一般の団体へ貸出しを行っているところです。 

ご要望いただきましたＯＨＰ・スクリーン等の設置につきましては、Ｏ

ＨＰの設置はございませんが、すでに遊戯室および講堂にプロジェクター

用のスクリーンを設置しており、また大広間への設置の要望も少ないこと

から、既設の備品において市民ニーズには概ね対応できていると認識して

おります。市内全１１か所ある文化センターから様々な備品の要望が挙げ

られておりますが、施設と共に備品の老朽化に伴う急を要する整備もあり

ますので、優先度を定めながら対応しております。 

ご要望の内容につきましては直ちに対応することはできませんが、今後

も市民ニーズを適切に捉えたうえで費用対効果なども検証しながら施設機

能の充実について検討してまいりますので、ご理解くださいますようお願

いいたします。 

 

③ 在宅避難者に対する支援に関しては、避難所となる小中学校が物資の拠

点となりますので、在宅避難者に対しても食糧品などの支援物資を提供い

たします。 

また、被災者生活再建支援制度や災害援護資金制度を活用して、被災者

の生活再建への取組を支援してまいりたいと考えております。 
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 （意見・要望） 

３ （片町 1丁目自治会） 

市役所が数年後に新築されますが、市民が享受できる最大のメリットは何

でしょうか？  

４ （車返住宅管理組合） 

 

① 圏域である「しみずがおか包括支援センター」の施設移転を耳にしてい

るが、規模や施設そのもの、実施内容など存在意義の大きかった施設と考

えます。移転なのか、縮小なのか、廃止なのか、明確な理由が市民レベル

や利用者に説明されていないように思われます。重複するようであれば恐

縮ですが、簡単にご説明いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 南白糸台小学校角（南西）の歩道橋 橋脚撤去に関して、撤去された橋

脚のあった部分の敷地は府中市の土地ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

③ 当団地内に、府中市の掲示板を設置していただいているが、近年の団地

内調査による利用頻度や住民の活動導線、近隣商業施設の変化による近隣

市民活動導線の変化から、場所移動を検討したいと思っている。市の末端

広報の役割として「今どきの町中掲示板の役割」をどのようにお考えか。

また、場所移動に関しての相談窓口をご指示いただきたい。 
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（回答）  

（行政管理部新庁舎建設推進室） 

新庁舎は、免震構造を採用するとともに、非常用発電機を整備するなど、

大地震等による大規模災害を想定した設計としております。 

また、１階のロビーや多目的スペース、通り庭等のスペースを活用するこ

とで、状況に応じた災害支援活動を可能とする計画としております。 

このように、新庁舎については、大規模災害発生時の災害対策拠点とし

て、市民の皆様の安全・安心に大きく寄与するものと考えております。 

 

３ 

（①福祉保健部高齢者支援課、②都市整備部道路課、③政策総務部広報課） ４ 

 

① 「しみずがおか包括支援センター」の敷地及び建物については、「府中

市立しみずがおか在宅サービスセンター」等とともに、活用してまいりま

したが、令和２年度をもって当該在宅サービスセンターが廃止になったこ

とに伴い、敷地内に余裕スペースが生じてきたこと、また建物が大規模改

修の時期を迎えていることなどを踏まえ、今後も同建物内に機能を確保し

ていくかどうかを検討してまいりました。 

その結果、現在の建物は必要機能に対する面積が大きく、本市の公共施

設マネジメントの視点から、当該支援センターを民間建物に移転し、有効

に財産の利活用を図っていくことになりました。 

移転候補地は現在検討中ですが、現状の機能を維持し、引き続き高齢者

等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう努めてまいりま

す。 

 

② 橋脚の撤去部分の敷地は、府中市の所有地で府中市が管理しています。 

なお、今年度から、府中市全域で道路等包括管理事業を実施してお 

り、市が管理する道路の異常などの相談・要望について、事業の受託事業

者が開設している「府中市道路管理センター」で一括して受付け、現地を

確認し必要な対応しておりますので、お気軽に府中市道路管理センターに

ご連絡くださいますようお願いします。引き続き、府中市と道路等包括管

理事業者とともに、道路が安全で快適にご利用できるよう努めてまいりま

す。 

 

③ 本市では、市民への情報提供ツールとして、主に広報紙、ホームペー

ジ、メール配信サービス、市公式 Twitter など、紙媒体や電子媒体を活用

し、市政情報を入手していただけるよう取組を行っているほか、このた

び、ご意見をいただきました広報掲示板につきましては、身近なイベント

の情報や募集のお知らせなどをご案内する際などに活用しております。 

盤面の半分は、自治会のお知らせなどにもご利用いただけるようご案内

しており、広報掲示板には、地域単位で情報を周知するための役割を備え

ているものと捉えております。 

  また、広報掲示板の移設については、広報課広報担当にご相談くださ

い。 
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 （意見・要望） 

５ （車返西自治会） 

① ２０１９年の自治会長と市長との懇談会に、南白糸台小学校の下校時に

おける、給食及び牛乳等の搬入・回収のトラックの出入りと安全対策につ

いてお伺いしました。教育部学務保健課の回答では「委託業者に対し

て．．．より細心の注意を払うよう徹底する…」との注意喚起の精神論の手

段で終わっています。ご存知の通り、事故の発生は、ハインリッヒの法則

にもありますように、ヒューマンミスは、免れません。意識の精神論だけ

では、事故の回避は難しいと思われます。事故防止には、物理的な対策が

必要です。回答の中には「学校施設の物理的な制約上」とありますが、(1)

物理的な制約とは具体的にはどのような制約でしょうか？また、(2)当該小

学校には、現在、通常は開放されていない校庭に面した門があります。こ

の門を学童の登下校時に活用できないものでしょうか？学童の安全を切に

願う保護者の一人として、市の回答をお願いいたします。 

 

② ２０１８年の自治会長と市長との懇談会で、「府中市で一団地指定が廃止

されない理由、根拠について」お伺いしました。市長より「団地のあり方

について研究して参りたいと考えています。」との回答をいただきました。

２０１９年の自治会長と市長との懇談会では、「研究されたその進捗結果に

ついて報告」を伺いました。回答を踏まえて質問させていただきます。

『「都市計画マスタープラン」を…進めております。』とのことですが、 

(1) このマスタープランの内容を公開してください。 

(2) 「令和２年末での改定を目指し」とありますが、改定は収束したので

しょうか？ 

(3) 結論として当団地の一団地指定が廃止されるのでしょうか？ 

 

 

③(1) 補聴器用電池：空気亜鉛電池の集積場所は決まっているが、家の近く

ではない。 

(2) 体温計用電池：ＬＲ41 等の集積場所は不明。廃棄物の集積場所はわ

かりやすい一か所にしてもらいたい。 

老人社会に合うように複雑な案内は無くす方向で努力されるようお願い

します。 

 

 

 

④ 押立公園の樹木の剪定についての要望です。設置者の管理の課題として

以下の２点をお願いしたいと思います。 

(1) 枝振りが膨らみ、威圧感を増している欅の剪定（一部、枝が敷地境界

を超えて伸びています。） 

(2) ひょろ長く伸びきっている松の樹形向上のための剪定。 
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（回答）  

（①教育部学務保健課・指導室、②都市整備部計画課、③生活環境部ごみ減

量推進課、④都市整備部公園緑地課） 

５ 

 

① 南白糸台小学校における給食等の配送車の出入りにつきましては、他の

門からの出入りができないことから、現在の門を使うこととなります。 

また、現在は児童の下校時における安全対策として警備員を配置しており

ますので、引き続き、配送業者の運転手の細心の注意を払うよう徹底する

とともに、警備員と連携をとりながら、児童の安全確保を図り、事故の防

止に努めてまいります。 

なお、学校に通学路の経緯を確認したところ、「地域の方々と相当の時

間をかけて検討し、警備員の配置位置等を考慮して今の形になっておりま

すが、より安全な登下校の在り方は常に検討していますので、学校にご相

談ください。」との報告を受けております。 

 

② (1)・(2)府中市都市計画に関する基本的な方針は、令和３年９月１日か

ら９月３０日までの間、パブリックコメントを実施した後、令和３年１１

月に改定予定です。その後、ホームページで内容を公開予定です。 

  (3)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。本市とい

たしましては、車返団地の動向を注視しつつ、建替えに関する動きがあっ

た際には、情報共有させていただきながら、一団地の住宅施設の廃止及び

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 電池業界では水銀削減が進められ、現時点では、国内で、ごく微量なが

ら水銀使用が残っているのは、ボタン電池（酸化銀電池、アルカリボタン

電池、空気亜鉛電池など）のみですが、このような水銀使用製品の廃棄時

における環境汚染を防止すべく、製品からの水銀回収や焼却処理の防止を

進めるためには、廃棄時の適正分別・排出が重要となります。このため、

本市でのボタン電池の出し方は、その適正処理と拡大生産者責任の観点か

ら、一般社団法人電池工業会による自主回収としてリサイクル協力店の店

頭に設置されている回収ボックスへお出しいただくこととしております。

引き続き、分かりやすい案内に努めてまいります。 

 

 

④ 押立公園の樹木剪定は、時期を見て実施を予定しております。 
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 （意見・要望） 

５ （車返西自治会） 

 

 

⑤ 府中市のプラスチックゴミはなぜ有料なのですか？調布市、三鷹市、 

武蔵野市、稲城市、小金井市、狛江市、国立市など近隣で無料の市があ

り、多摩地域では半数以上の自治体が無料と聞きます。区内も無料が多い

と聞きます。是非無料にして欲しいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥(1) 車返団地２街区、保育園の西側にある公園に水道を設置できないでし

ょうか？コロナの問題もあり、子供達の手洗い場所があると嬉しいと思

います。 

(2) 団地周辺の農地が少しずつ減っています。税金の問題があるようです

が、府中市の農業を守る観点から具体的な対策は打てないものでしょう

か？手をこまねいていては田んぼも畑もなくなっていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 経済的理由で狭い１ＤＫに数人で生活している方がいます。狭い部屋の

どこに分別ゴミを置いたら良いですか？屋根付きのゴミ置場を設置できま

せんか？生活保護を受けずに頑張っている人たちの苦労をわかってくださ

い。 
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（回答）  

（⑤生活環境部ごみ減量推進課、⑥生活環境部産業振興課、都市整備部公園

緑地課、⑦生活環境部ごみ減量推進課） 

 

⑤ 多摩地域２６市の容器包装プラスチックごみ処理手数料については、令

和３年６月１日現在、無料で収集しているのが８市、本市と同様に半額ま

たは減額としているのが１０市、燃やすごみ・燃やさないごみと同額もし

くはそのどちらかに分別しているのが７市、有料化未実施なのが１市とな

っております。容器包装プラスチックごみの手数料を無料にしている要因

として、分別を促すため等が考えられますが、本市におきましては、導入

時の考え方として、プラスチック類には、集団回収などの選択肢がないた

め、市民が販売事業者への過剰包装抑制の働きかけを行う動機付けとなる

有料化を実施することで、容器包装プラスチックごみの発生をより抑制し

ていくとの考え方から、手数料を設定し、その額につきましては、分別の

促進及び資源回収量の増加を期待し、燃やすごみ・燃やさないごみの半額

といたしました。プラスチックごみにつきましては、海洋プラスチックご

み問題などへの対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を

一層促進する重要性が高まっており、令和３年６月には「プラスチック資

源循環促進法」が公布されておりますので、今後の動きにも注視してまい

ります。 

 

⑥(1) 保育園の西側にある公園は、市が管理している公園ではないため、

対応は困難です。 

 (2) 農地の減少は、重要な課題として認識しております。令和３年度に

実施した農家アンケートの結果では、「農業・農地を残すために市に望

むことは何ですか？」の設問に対して「相続税等の負担軽減に係る国

や東京都への要望活動」と回答された方が全体の 69%と突出してお

り、農業関係団体と連携し、税制度や都市計画制度の見直しに関する

国等への要望活動を行っております。その他、農地を残していくため

の本市の取組として、生産緑地の保全、各種補助制度等を通じた農業

経営改善の支援、共同直売所の運営の支援、農業後継者や援農ボラン

ティアなど担い手の確保・育成などの様々な対策を関係機関と連携し

実施しております。引き続き、こうした取組を通じて、農地の保全と

農業振興に努めてまいります。 

 

⑦ お住まいが集合住宅であれば、その土地または建物の占有者や管理者が

廃棄物保管場所等の設置について責任を負っていることから、本市といた

しましては、廃棄物保管場所等設置基準に基づいて戸数等に応じた広さや

容器等を確保していただいております。また、占有者や管理者は、廃棄物

処理法において、土地や建物の清潔の保持に努めるよう求められているこ

とからも、管理されている敷地内での保管場所等の改善については、土地

や建物の所有者または管理者にお願いしていただくこととなります。 

５ 
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 （意見・要望） 

５ （車返西自治会） 

⑧ 自治会に対する「資源回収の奨励金（補助金）」制度に深く感謝しており

ます。車返西自治会では１８年前から、７０歳以上の居住者に「敬老商品

券」(年間 2,000 円/人）」の贈呈を行っております。きっかけは「孤独死」

が発生したことにあります。560 世帯、約 1,200 人～1,300 人の方々が住ん

でいる当団地で、どこにどのような方が住んでいるのか、当時は全く情報

がなく、手の打ちようの無い状態でした。府中市福祉保健部高齢者支援

課、地域包括支援センターしみずがおか、社会福祉協議会、団地商店街な

どとも相談し、地元の車返団地商店街で使用できる「敬老商品券の贈呈」

を実施することにしました。費用は「資源回収」による「府中市」と「業

者さん」の奨励金（補助金）を原資としています。商店街からは「趣旨に

大賛成なので、使用商品券総額の２割を負担する形で協力させてくださ

い。」との申し出があり１８年間継続してきました。実施後、府中市長と懇

談の機会があり、当時の吉野市長から「行政だけでは高齢者対応に限界が

あり、自治会が地域に密着し、丁寧な対応をすることは大変ありがたいこ

と。府中市としても資源回収の奨励金（補助金）を継続して行くので、自

治会も是非継続して頑張っていただきたい。」との激励をいただきました。

実施後は７０歳以上の方々の様子がわかるようになり、安全で安心できる

地域づくりの大きな力になっているものと考えております。また住居者間

のコミュニケーションも大幅に強化されてきたと理解しています。しか

し、近年、奨励金（補助金）が減少しており、活動の継続が不安視される

状況にあります。昨年の「第５１回府中市長との懇談会」で出された資料

によりますと、府中市の「資源回収実施団体への奨励金及び回収業者への

奨励金を合計した集団回収に係る経費」は、平成２６年度の 8,156 万円か

ら、平成３０年度の 6,828 万円と減少しています。自治会の奨励金（補助

金）額について、比較のため同年度の金額をみると、平成２６年度の年間

約８０万円から、平成３０年度は年間約６８万円となっており、府中市の

経費の減少と全く同じ割合で減少しています。また、令和元年度は約６４

万円、令和２年度は約６２万円と更に減少傾向にあります。昨年の懇談会

でも「奨励金（補助金）」単価の増額を要望しました。生活環境部からは

「このまま回収業者の撤退が続けば、集団回収の仕組みそのものが崩壊し

てしまうことが懸念されることから、回収業者への奨励金の見直しなどを

検討」との方針が示されておりますが、回収業者に留まらず、資源回収実

施団体への奨励金の単価増額を強く要望いたします。自治会にとっては存

在意義が問われる転換期に立たされているのが現状です。なお、「回収業者

への奨励金の見直しなどを検討」した結果についてもお知らせいただける

と幸いです。府中市の奨励金（補助金）が多摩各市でも高い水準にあるこ

とは承知しておりますが、近隣自治体のアルミ缶の奨励金（補助金）額を

見ると立川市５０円、八王子市３０円、小平市２５円、日野市２５円、青

梅市２０円等となっています。多摩地域の平均でも 13.9 円と府中市の１０

円を上回っております。資源回収実施団体への奨励金の単価増額を是非検

討してください。 
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（回答）  

（⑧生活環境部ごみ減量推進課） 

 

⑧ 奨励金は回収された資源物の重さの実績に基づいて支払われるもので、

団体への奨励金の単価は１㎏あたり１０円と変わっておらず、資源物回収

事業奨励金に係る経費が年々減少しているのは、資源物の回収量の減少に

伴うものです。 

回収業事業者の撤退に伴う集団回収事業の崩壊への懸念から、昨年の懇

談会で検討するとしていた回収事業者への奨励金の見直しにつきまして

は、今年度から単価を２円から３円へと増額したところであり、新たな撤

退は発生しておりません。 

アルミ缶の単価につきましては、ご意見いただきましたとおり多摩地域

平均を下回っておりますが、本市におきましては、令和２年度の実績にお

いて、資源物回収総量５，４７７トンのうち、アルミ缶の回収量は１５８

トンで、全体の占める割合は約２．８％となっております。一方で、全体

の約８８．７％を占めている新聞・雑誌・段ボールなどの古紙類におきま

しては、多摩地域における平均単価を上回っており、圧倒的に回収量が多

い古紙類に対する奨励金単価を高くすることで、奨励金額全体の底上げに

つながっているものと捉えております。集団回収量を人口一人一日あたり

に換算し、多摩地域で比較すると、本市を上回る５市１町はいずれも本市

よりも奨励金単価が低い状況であることからも、奨励金の増減に限らず、

今後も、より集団回収事業が活発になるよう努めてまいります。 

５ 
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 （意見・要望） 

５ （車返西自治会） 

⑨ 三街区集会所前の道路（市道 2-279 号線）の安全対策については、これ

までも積極的な対応をしていただいている事に感謝申し上げます。しか

し、三街区集会所前から車返団地駐在所前交差点にかけて、制限速度以上

で走る車や一時停止を無視する車を度々見かけます。取締りの強化や、 

標識の設置、路面塗装を分かり易くするなど対応をお願いできれば幸いで

す。 

 

⑩ 平成２９年度、平成３０年度、令和元年度と、三街区集会所前の道路(市

道 2-279 号線)の、集会所付近への横断歩道の設置、及び東側歩道の一部を

バリアフリー化(スロープに)の要望を提出いたしました。今年度も同様の

意見・要望が寄せられており、切実な内容と理解し、改めて実情を説明し

要望させていただきます。三街区集会所前の道路(市道 2-279 号線)の車道

と東側の歩道との段差が、三街区の端から端まで約 120m ほど続いていま

す。車椅子の方、手押しカートの高齢者、ベビーカーの方、杖をついた歩

行困難者等が買い物の行き帰りや、管理事務所の行き帰り等、つまずいた

り転倒しそうになったり、苦労しながら遠回りしたり、日常の通行に苦労

している場面が度々目撃されています。実際に同所の段差で、６０代の女

性が自転車で買い物帰りに転倒し、病院に運ばれる事故や、７０代の男性

が車にはねられ、後遺症に悩む事故が発生しています。また、この地点は

「南白糸台小学校」集団登校時の集合地点の一つとして利用されかつ毎日

の通学路としても利用されており、子ども達は緊張感を強いられる状態で

横断しています。安全上からも教育的観点からも好ましい状態とは考えら

れません。市道 2-279 号線を、三街区集会所前付近で横断する多くの方

が、日々事故への不安や、教育上の不安を感じながら、同所を横断してい

るのが現状です。 

都市整備部道路課からは、「集会所前の歩道と車道の段差については、原

則として横断歩道や車の出入りがある場所が歩道を下げることの条件とな

ります。(第４８回懇談会)」「市道 2-279 号線の集会所付近の歩道部分の切

り下げ設置については、歩道通行者の横断歩道以外からの車道の横断通行

につながり、交通安全上において危険が想定される以上、切り下げのみを

設置するのは望ましいものではありません。（第４９回・第５０回懇談会）」

「本市といたしましては、有効な安全対策として、横断歩道の設置要望を

別途対応しておりますので、横断歩道が設置された際には、横断部分の切

り下げと、バリアフリー整備（街きょブロック、視覚障害者誘導用ブロッ

ク等）を設置してまいりたいと考えております。（第４９回・第５０回懇談

会）との回答をいただいております。また、生活環境部地域安全対策課か

らは、「横断歩道の設置につきましては警視庁が管轄していることから、府

中警察署に要望いたします。（第４８回懇談会）」との回答をいただいてお

ります。 

（１７ページに続く） 
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（回答）  

（⑨生活環境部地域安全対策課） ５ 

 

⑨ 制限速度違反や一時停止違反につきましては、府中警察署へお伝えし、

取締りを要望いたしました。併せて、標識についてもお伝えいたしました

が、当該道路区間において、十分な間隔で設置しているものと捉えている

との回答でした。 

路面舗装につきましては、劣化状況に応じて再舗装を行うなど、適切に

維持管理してまいりたいと考えております。 
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 （意見・要望） 

５ （車返西自治会） 

 

⑩ 府中市長としては、府中警察署に全てを委ねた回答にも見えますが、 

以下の３点について府中市長の回答をお願いします。 

(1) 第４８回懇談会の回答にある「府中警察署に要望いたします。」との結

果は、どのようになっているのか、お知らせください。もしこの間の進展

がないとしたら、その理由と、今後の対応方法はどうしたら良いのかもお

知らせください。 

 

(2) また「本市といたしましては、有効な安全対策として、横断歩道の設置

要望を別途対応しておりますので、…」とありますが、府中警察署への要

望以外、府中市独自の対応方法があるという意味でしょうか？あるとした

らそれをお教えください。 

 

(3) 府中警察署が横断歩道を設置しない限りは、府中市のバリアフリー化

（スロープ化）はできないというのが府中市の基本的な考え方でしょう

か？ 

６ （小柳町三丁目自治会） 

 

① 各災害における避難場所の開設基準を冊子等であらかじめ周知していた

だきたい。 

「わたしの便利帳」などで避難場所は地図上に小さく記載されています

が、小柳町周辺の避難所は水害には避難不可となっており、どこに避難し

ていいのか事前に把握できない状況かと思われます。 

ついては、①各避難所が、どのような災害の際にいつ開設されるのか 

②車での避難が可能なのか(駐車可能台数) ③ペット同伴避難可能かどう

か等をハザードマップなどに記載いただきたい（例えば「府中第四小学校

避難所」開設は大雨警報発令 30 分後もしくは震度５地震発生後６時間以

内・収容人数 100 人・駐車台数 30 台・ペットは犬・猫のみケージに入れる

ことで可能のように地図に記載）市側にすでに基準があるなら公表し、な

ければ作成しておく必要があるかと思います。東日本台風の際に大雨の

中、お年寄りを連れて徒歩で避難されている方をたくさん見ました。その

経験からも事前に避難される方は増えるはずですので、市民が自発的に避

難できるように（避難したいときに避難所が開設されているように）周知

徹底をお願いします。 

 

② 街灯について 

ＬＥＤに変更されてから光源が明るすぎて車の運転に支障をきたすこと

が増えました。逆に路面は暗く感じます。昨年も一昨年も同じ意見があっ

たようですが、感覚的なものもありますので担当者が直接現状確認をして

いただければと思います。また、街灯が途切れる場所があり新設を検討い

ただきたい。（4班畑側など） 
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（回答）  

（⑩(1)生活環境部地域安全対策課、(2)(3)都市整備部道路課 ５ 

 

⑩(1) 府中警察署に確認したところ、警察庁が定める交通規制基準を満た

さないため、ご要望頂いた場所への横断歩道の設置は見送らせて頂きます

との回答でした。 

理由といたしましては、交通規制基準において、横断歩道設置間隔の留

意事項として「市街地においては、概ね１００メートル以上とする」旨規

定されているところ、ご要望いただいております場所は、集会所の南北に

既に横断歩道が設置されており、その間隔が約１１０メートルとなること

から、仮に集会所前に横断歩道を設置すると約５０メートル間隔で３つの

横断歩道が設置されることになるため、基準を満たさないとのことでし

た。 

なお、横断歩道等の交通規制に係る事項については警察の管轄となるた

め、今後の相談は、府中警察署交通課にお問合せいただくとともに、安全

のため、南北に設置してある横断歩道をご利用いただきますようお願いい

たします。 

 

(2) 横断歩道の設置要望につきましては、警視庁（府中警察署）への要望

以外の対応方法はございませんのでご理解いただきますようお願いしま

す。 

 

(3) 府中市が行う歩道部のバリアフリー化（スロープ化）につきまして

は、ご要望個所のみを前提とした場合、道路を歩行者が横断するために

設置された横断歩道箇所をバリアフリー化（スロープ化）することが基

本的な考えとなります。 

 

（①行政管理部防災危機管理課、②都市整備部道路課） ６ 

 

① 各避難所が、どのような災害の際に開設されるのか、市民の皆様に周知

することは非常に重要なことと考えております。風水害時の避難所開設に

ついては、要配慮者専用避難所や車両避難可能な避難所、ペット同伴避難

可能な避難所などを分類したマップを「自主防災ふちゅう第５号」に掲載

し、全戸配布いたしました。 

今後も、市民の皆様が適切な避難行動を行えるよう、周知啓発を図って

まいります。 

 

② 具体的な場所をご教示いただければ、現場を確認し改善等を検討いたし

ます。 

なお、今年度から、府中市全域で道路等包括管理事業を実施しており、

市が管理する道路の異常などの相談・要望について、事業の受託事業者が

開設している「府中市道路管理センター」で一括して受付け、現地を確認

し必要な対応しておりますので、お気軽に府中市道路管理センターにご連

絡くださいますようお願いします。引き続き、府中市と道路等包括管理事

業者とともに、道路が安全で快適にご利用できるよう努めてまいります。 
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 （意見・要望） 

６ 

 

 

 

（小柳町三丁目自治会） 

 

 

③ 自転車の交通マナーについて 

府中警察署との連携も必要かと思いますが、特に通勤・通学時間帯に危

険な運転をする自転車が増えています。（幼児を乗せた親が信号無視をする

場合も見受けられる）自転車ナビマークなども増えていますが強制力のあ

るものでなく、歩道と車道を行き来したり逆走することも多く事故の危険

性が高いので、街頭指導を強化していただきたい。 

 

 

④ 「ふちゅうチケ」の応募状況・当選状況の公表について 

今般「ふちゅうチケ」が再発売されるようですが、昨年発売された「ふ

ちゅうチケ」の販売状況及び２冊以上希望した方の当選状況及び３冊以上

発売した方の人数及び理由を公表いただきたい。３冊以上購入できた方が

いた場合、希望したのに１冊しか希望できなかった方との不公平な状況を

今回の発売では解消できるのかどうかも教えていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

⑤ 六中通りで東電変電所上のハケの道との十字路下辺り。道路のアスファ

ルトが古く小石がとび出しています。坂のため車がスピードを出し振動も

気になります。通学路にもなっていますので心配です。道路の整備、スピ

ード減速の看板等をお願いします。 
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（回答）  

（③生活環境部地域安全対策課、④生活環境部産業振興課、⑤生活環境部地

域安全対策課・都市整備部道路課） 

６ 

 

③ 自転車の交通マナーは、重要な課題と捉えており、各種啓発活動を実施

しておりますが、未だに交通ルールを遵守しない自転車の運転手が多いこ

とも事実であるため、より一層、啓発活動に努めてまいります。 

また、交通違反の指導取締は警察の管轄となるため、特に交通違反の 

多い具体的な場所をご連絡いただければ、府中警察署に要望してまいりま

す。 

 

④ 昨年度の「ふちゅチケ」の販売につきましては、260,000 冊準備してい

た内、約 259,000 冊が購入されましたが、商品券の抽選・販売につきまし

ては、できるだけ多くの方にご希望に近い冊数を購入いただくことを課題

としております。昨年度の抽選方式は、イコールゲイン方式を採用してお

り、商品券の少数応募者から当選をさせていることから、１冊から４冊ま

での応募者に関しては、全員が希望通りに当選し、５冊希望の方のみ、４

冊か５冊当選としております。この方式は、０か１００の抽選方式に比

べ、多くの方が当選する方式であることから、今年度の「ふちゅチケ」に

つきましても、同様の方式を採用しております。 

しかしながら、ご指摘のとおり、昨年度は商品券残数があったことか

ら、今年度についても、再販売の検討や、当選した冊数は、できるだけ購

入していただくことを促すなど取り組んでまいります。 

 

⑤ ご指摘の場所は、小柳町３丁目１番地にある交差点及び下り坂のことか

と思われますが、減速を促す啓発看板を設置した場合、看板裏側が死角と

なり、車両から歩行者の視認性が悪化する懸念があることから、現時点で

は設置を考えておりません。 

なお、当該下り坂には、赤色のカラー舗装や、路側帯の内側に緑色のカ

ラー舗装を行うことで、注意喚起しており、劣化状況に応じて再塗装を行

うなど、適切に維持管理してまいります。 

 また、路面の補修につきましては、現地を確認し、通行に支障がある場

合は、必要となる補修対応を行っておりますが、舗装の老朽化対応等で、

工事の規模が大きくなる場合は、府中市内の道路に優先順位をつけながら

補修工事等を行っておりますので、ご理解くださいますようお願いしま

す。 

なお、今年度から、府中市全域で道路等包括管理事業を実施しており、

市が管理する道路の異常などの相談・要望について、事業の受託事業者が

開設している「府中市道路管理センター」で一括して受付け、現地を確認

し必要な対応しておりますので、お気軽に府中市道路管理センターにご連

絡くださいますようお願いします。引き続き、府中市と道路等包括管理事

業者とともに、道路が安全で快適にご利用できるよう努めてまいります。 
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 （意見・要望） 

６ （小柳町三丁目自治会） 

 

 

⑥ 空き家が鳥の住みかになりフン被害に迷惑しています。持ち主に樹木の

伐採を要望して欲しい。 

 

 

 

 

 

⑦ ちゅうバスについて 

小柳町３丁目はバス停が遠く足の悪い人にとっては大変です。（駅も遠い

ので）途中からは座れないし揺れが多いので立っているのは大変。本数を

増やしてほしく３丁目にバス停を作ってほしい。 

ちゅうバスを小柳３丁目地区にも設定（民間との委託も含め）バス本数

も増やしていただきたく強くお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 小柳小学校前のトンネル（中央道）内でスケボーをやっている者がお

り、ジャンプする板やコーン等を置きっぱなしにしています。また、お弁

当やジュースのペットボトル等も放置です。通行も危ないので取り締まっ

ていただきたいです。 

 

 

 

 

⑨ 押立ルートのちゅうバスの終バス時間を遅くしてほしいです。武蔵野台

駅発の終バスが 19：00 と早いのでせめて 19：30 発を増やしてほしいで

す。 

 

⑩ まむし坂回りは街路灯をつけないと防犯面で危険なので早急に改善して

ほしい（子どもたちのために）対応が市は遅すぎる。 

 

 

 

 



－22－ 

（回答）  

（⑥生活環境部環境政策課、⑦都市整備部計画課、⑧都市整備部道路課、 

⑨都市整備部計画課、⑩都市整備部道路課） 
６ 

 

⑥ 空き家に住み着いた鳥のフンによる被害については、近隣の方より市に

ご相談をいただいた後、職員による現地確認のうえ、空家等対策の推進に

係る特別措置法に基づき、所有者に対し、鳥が住み着く原因となる家屋の

穴の修復や、樹木の伐採等をお願いしております。 

本件につきましても、空き家の場所等のご連絡をいただければご対応い

たします。 

 

⑦ 「ちゅうバス」は、鉄道駅から１ｋｍ圏外でかつ、バス停留所から３０

０ｍ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おりますので、経費の増大に直結する新規路

線の運行や運行時間帯の拡大は難しい状況です。 

なお、本格的な人口減少・少子高齢社会に備え、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進めており、各地区における移動ニ

ーズや交通手段の利用状況などを分析したうえで、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や、新たな移動手段の可能性につい

て検討してまいります。 

 

⑧ 現地を確認し、必要な対応をしてまいります。 

なお、今年度から、府中市全域で道路等包括管理事業を実施しており、

市が管理する道路の異常などの相談・要望について、事業の受託事業者が

開設している「府中市道路管理センター」で一括して受付け、現地を確認

し必要な対応しておりますので、お気軽に府中市道路管理センターにご連

絡くださいますようお願いします。引き続き、府中市と道路等包括管理事

業者とともに、道路が安全で快適にご利用できるよう努めてまいります。 

 

⑨ ⑦と同様 

 

⑩ まむし坂周辺につきましては、既に防犯灯が設置されている状況です

が、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。 

なお、街路灯が消えているなどの不具合を見つけた場合は、灯具周辺に

設置されている管理プレートに記載されている番号をご確認の上、街路

灯・公園灯修繕コールセンターまでご連絡ください。 

 

 

 



－23－ 

 （意見・要望） 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

（小柳町三丁目自治会） 

 

 

⑪ 西武線の柵を越え雑草がはみ出し、土が市道にこぼれてきます。個人的

にも西武鉄道にメールをしましたが、除草回数は決められているとの返答

でした。働きかけをお願いします。 

 

 

 

 

 

⑫ 東電変電所のコンクリート塀の全面フェンス化を希望します。 

 

 

 

 

 

⑬ まむし坂の登り口にある柿の木の枝おろしを希望します。個人所有だと

思いますが所有者に市の担当者より伝えて下さい。自転車で通る時に顔に

枝が当たります。（道側の枝で良いです） 

 

 

 

 

 

 

 

⑭ 道路の排水溝の掃除を希望します。昨今のゲリラ豪雨に少しでも役立つ

ようにして下さい。 



－24－ 

（回答）  

（⑪都市整備部道路課、⑫都市整備部建築指導課、⑬⑭都市整備部道路課） ６ 

 

⑪ 市道の通行に支障となっている場合は、府中市からも西武鉄道へ連絡し

改善を要望いたします。 

なお、今年度から、府中市全域で道路等包括管理事業を実施しており、

市が管理する道路の異常などの相談・要望について、事業の受託事業者が

開設している「府中市道路管理センター」で一括して受付け、現地を確認

し必要な対応しておりますので、お気軽に府中市道路管理センターにご連

絡くださいますようお願いします。引き続き、府中市と道路等包括管理事

業者とともに、道路が安全で快適にご利用できるよう努めてまいります。 

 

 

⑫ 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

理の実施をお願いするとともに、いただいたご意見を東京電力へ伝え、 

今後、塀のやり替えに際してはフェンス化の検討をお願いしました。 

 

 

⑬ 市道の通行に支障となっている場合は、府中市から土地所有者へ剪定等

の働きかけを行います。 

なお、今年度から、府中市全域で道路等包括管理事業を実施しており、

市が管理する道路の異常などの相談・要望について、事業の受託事業者が

開設している「府中市道路管理センター」で一括して受付け、現地を確認

し必要な対応しておりますので、お気軽に府中市道路管理センターにご連

絡くださいますようお願いします。引き続き、府中市と道路等包括管理事

業者とともに、道路が安全で快適にご利用できるよう努めてまいります。 

 

 

⑭ 道路の排水溝（集水ます）につきましては、道路等包括管理事業によ

り、受託事業者が府中市内の道路パトロールで集水ますに落ち葉などのご

みの詰まりを発見した箇所の清掃と定期的に路面・集水ますの清掃を行っ

ております。集水ますの詰まりなどの清掃が必要な個所を発見されました

ら、府中市道路管理センターまたは府中市にご連絡いただきますようお願

いします。また、台風などの前に市民の皆様のご自宅周辺に設置されてお

ります集水ますの清掃にご協力をお願いします。 

なお、今年度から、府中市全域で道路等包括管理事業を実施しており、

市が管理する道路の異常などの相談・要望について、事業の受託事業者が

開設している「府中市道路管理センター」で一括して受付け、現地を確認

し必要な対応しておりますので、お気軽に府中市道路管理センターにご連

絡くださいますようお願いします。引き続き、府中市と道路等包括管理事

業者とともに、道路が安全で快適にご利用できるよう努めてまいります。 

 



－25－ 

 （意見・要望） 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

（小柳町三丁目自治会） 

⑮ 佼成幼稚園のお迎えの時、雨の日は園庭でバスに乗せているそうです。

晴れの日は車も人も止めてバスに乗せています。歩道は迎えの親の自転車

で通りにくくなっています。なぜ晴れの日でも園庭でバスに乗せないので

しょうか？人も車も待たせることもなく通れますし子どもたちも安全だと

思います。 

 

⑯ 玉川造園は、出勤時の出庫時にスマホを見て運転して前を見ていないで

す。誘導する人もいないので危険です。歩道で話している人もいるので歩

道も通りづらいですし、道路も対向車がきます。通勤・通学する方がいっ

ぱいいます。事故が起きる前に注意をお願いします。 

７ （小柳町南町会） 

新型コロナの感染拡大が続き、多摩地区でも拡大の目立つ府中ですが 50 代

～20代へのワクチン接種の見通しは？ 

８ （幸町親交会） 

ペットボトル店頭回収機の増設について 

現在、府中市には１０か所のスーパーにペットボトルの店頭回収機が設置

されペットボトルのリサイクル推進に役立っております。しかし、設置され

ている施設がスーパーのため、市内に均等に設置されておりません。セブン

イレブンでは「お客様参加型のリサイクルの推進」を目指してペットボトル

の回収機の店頭設置を自治体に呼びかけています。多摩地区では小平市１９

店舗、東大和市１４店舗に設置されています。府中市でも市民、事業者、 

行政の三者連携を進めるセブンイレブンのペットボトル回収機の設置につい

て進めていただきますようお願いいたします。 

９ （栄町２丁目自治会） 

① 栄町２丁目１３番地の東京農工大学農場跡地に住宅が建設中ですが今後

入居が始まると車の往来が増加します。東側に公園があるため小さな子ど

もたちを考慮して、交通標識や道路上の一時停止線等の設置をお願いしま

す。 
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（回答）  

（⑮子ども家庭部保育支援課、⑯生活環境部地域安全対策課） 

⑮ 佼成幼稚園に確認したところ、晴れの日には園庭で全員一斉に解散する

ため、園庭の大きさを考慮すると、児童の安全確保が困難なため、バスの

乗車を園庭で行うことは難しいとのことでした。しかしながら、近隣にご

迷惑をお掛けしていることも踏まえ、晴れの日のお迎えの時間帯にも、保

護者の自転車が歩行者の通行に支障をきたすことがないよう対応を検討す

るとの回答がありました。 

 

⑯ 当該事業所に対し、いわゆる「ながら運転」は違反行為であること、出

入庫の際や、通行量が多い時間帯については、特に気をつけて通行するよ

う申し入れました。 

６ 

（福祉保健部健康推進課） 

ご質問をいただいた当時は、ワクチン供給量が不足していたため、新規予

約受付を一時停止しておりましたが、現在は、再開しております。 

７ 

（生活環境部ごみ減量推進課） 

 市内スーパーマーケットにおけるペットボトル店頭回収機の設置について

は、新たな設置店舗の開拓のため、事業者とともに交渉等を行っております

が、来店客の動線に支障がないよう、設置場所や電源の確保等の条件から、

設置店舗が増えていないのが現状です。一方、小平市及び東大和市における

セブンイレブンでの店頭回収機の設置が行われている件は、市としても承知

しており、さらに、今年の８月下旬からは、新たに八王子市においても回収

機を設置していることから、本市におきましても、当該事業のスキームを確

認するなど、ペットボトルの回収に当たり、資源循環への意識啓発や利便性

の向上につながるよう努めてまいります。 

８ 

（①生活環境部地域安全対策課） ９ 

① 現地を確認したところ、今後住居がすべて完成すると、入居者が増えて

いくものと思われますが、標識や一時停止線等の交通規制につきまして

は、実際の交通状況が明らかになったのち、必要性を検討していくことと

なります。 

なお、交通規制に関しましては、府中警察署の管轄となるため、府中警

察署交通課へお問合せいただきますようお願いいたします。 

 

 



－27－ 

 （意見・要望） 

９ （栄町２丁目自治会） 

② 関東医療少年院跡地利用について、東八道路の北側には公園が２、３か

所あるだけで避難所施設が無いため、防災拠点となりうる施設や老若男女

誰もが憩える施設、在宅介護支援センター、高齢者・障害のある方への介

護施設の設置を希望します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 京王バス 02 系統の路線バスについては晴見町営業所と府中駅の間を土曜

日の午前に 1 便だけ走行していますが、それとは別に国分寺駅行きをもう

1 便走行してもらえないでしょうか。また 92 系統の運行間隔を 15 分に 1

本に増発を希望します。 

 

 

④ １０年ほど前に地域の意見として要望した「東八道路にちゅうバスをは

しらせる会」の再度の提案をいたします。多摩総合医療センターから東八

道路を経由して美術館、生涯学習センター経由市民聖苑行きの運行を希望

します。 

１０ （市営第 12北山町自治会） 

当住宅では８０歳を過ぎた方が多く会長さんになれる方が少なくなり大変

です。また、草取りなども出られる方が少なくなり業者さんにお願いするに

もお金がかかり自治会費も多くお願いするにも大変です。 
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（回答）  

（②政策総務部政策課、③④都市整備部計画課） 

② 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があります。関東医療少年院の跡地に

ついては、現在のところ、国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、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、慎重に検討してまいりたいと考えております。 

また、当該跡地を含む新町・栄町地区では、平成２４年に「新町・栄町

地区まちづくり誘導計画」を策定し、まちづくりの目標や土地利用の方針

などを定めました。今後は、地域の皆様のご意見をお聞きしながら、都市

計画法に基づく建築物を建築する際に守るルールである「地区計画」を策

定し、より具体的で実効性のあるまちづくりを進めて参りたいと考えてお

ります。 

 

③ 運行事業者である京王電鉄バス㈱に問い合わせたところ、限りある車

両・人員でバスを運行しているため、当該路線の増便を行うに当たって

は、他の路線の運行本数を減らすなどの対応が必要となることから、現時

点ではお約束はできないとのことですが、いただいたご意見も参考にしな

がら今後の路線展開について検討していきたいとの回答がありました。 

 

④ 「ちゅうバス」は、鉄道駅から１ｋｍ圏外でかつ、バス停留所から３０

０ｍ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おりますので、経費の増大に直結する新規路

線の運行は難しい状況です。 

なお、本格的な人口減少・少子高齢社会に備え、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進めており、各地区における移動ニ

ーズや交通手段の利用状況などを分析したうえで、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。 

９ 

（市民協働推進部地域コミュニティ課） 

 自治会を構成している方々の高齢化や加入率の低下等につきましては、本

市としても課題と考えております。 

自治会に加入する人を増やすため、今後も、自治会の皆様の力をお借りし

ながら、自治会連合会との連携による「自治会活動ハンドブック」や、自治

会加入のリーフレットの効果的な活用と合わせて、自治会未加入者に対する

加入に向けた取組を進めてまいります。 

１０ 
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 （意見・要望） 

１１ （清水が丘一丁目自治会） 

当自治会は、東府中公会堂を拠点とし、活動しています。この公会堂は、

東京競馬場が昭和 53 年に建設し、管理運営を当自治会に任されています。会

員名簿は、今までに５回作成しましたが、直近では令和元年度に防災名簿を

兼ねたものを作りました。その際に、会員から災害時の避難場所などを地図

に掲載してほしいという要望がありました。そこで、災害時における避難場

所を清水が丘第三公園とし、また避難所を東府中公会堂としてその位置を地

図に表示しました。第三公園は、清水が丘三町会が合同で防災訓練を年一回

行っています。今回、次のとおり質問、要望します。 

 

 

① 公会堂が災害時の避難所となるならば、住民が避難時に必要な物品は、

市が用意して、かつ、費用負担しますか？（具体例として物品は、布団・

非常食・飲料水などが避難宿泊した時に必要です。） 

 

② 市は、公会堂内に避難所と表示した証明書を発行することはあります

か？ 

 

③ 避難場所の公園は、今後土地買収等で面積を拡張することは可能です

か？（隣接してアパ－トあり。） 

 

④ 令和元年度の名簿作成後、相続などにより土地売却があり、ワンル－ム

マンションが数軒建ちました。これらの建物は、建築基準を守っていて

も、隣接地ギリギリに建てられています。これでは、災害時に火災がら守

られる安全・安心なまちと言えるのでしょうか？ 

 

１２ （清水が丘３丁目自治会） 

令和３年度予算における、府中市の特色ある取組を教えてください。 



－30－ 

（回答）  

（①②行政管理部防災危機管理課、③都市整備部公園緑地課、④都市整備部

建築指導課） 

 

 

① 市が避難所として公会堂を指定する予定はございませんが、地域の方が

自主的な避難所として公会堂を活用する場合、避難所に備蓄している食糧

品などの物資を提供することは可能です。 

 

 

② 公会堂を避難所として指定した場合、不特定多数の住民が殺到するおそ

れがあり、収容人数などの問題から市が避難所としての証明書を発行する

予定はありません。 

 

 

③ 公園の拡張については、検討しておりません。 

 

 

④ 建築基準法では延焼防止のため外壁や屋根に防火上の措置を行うことを

求めております。国において過去の災害等を検証した結果、延焼被害を防

ぐためには法律に定める防火措置を行うことが重要であるとして施策を進

めております。市としても同様に災害時の火災対策のためには建築基準法

を遵守させることが第一と考えておりますので今後も引き続き適正に建築

されるよう指導してまいります。 

 

１１ 

（政策総務部財政課） 

 令和３年度予算では、「新しい未来を拓く」、「信頼の絆を築く」、「洗練の

魅力を磨く」の３つのテーマに沿って様々な施策を積極的に展開し、行財政

運営の効率化を図るよう配慮しております。 

この３つのテーマに沿った本市の特色ある取り組みといたしましては、

「新しい未来を拓く」に関する施策として、タブレット端末を活用した教育

指導を推進するため、クラウド型学習支援サービスの導入や、総合窓口の混

雑解消など市民サービス向上のため、「ＡＩチャットボット」や個人番号カ

ードの交付にかかる予約システムの導入などを行います。 

次に「信頼の絆を築く」に関する施策として、包括的相談を行う地域福祉

コーディネーターを増員し、地域の支え合いの仕組みづくりへの支援、聴覚

に障害のある方が市の窓口で必要な情報を取得できるよう遠隔手話通訳がで

きるタブレット端末の導入などを行います。 

「洗練の魅力を磨く」に関する施策として、東京２０２０オリンピック・

パラリンピック競技大会の開催を見据えた各種取組の実施、開館３０周年を

迎える府中の森芸術劇場の記念事業などを実施します。 

１２ 



－31－ 

 （意見・要望） 

１３ （新二自治会） 

① コロナワクチン接種促進について 

コロナワクチン接種状況には、各自治体によりバラツキがあり、隣の調

布市では早くからファイザ－製だけでなくモデルナ製のワクチンも手配し

ていたこともあり、８月時点で早くも接種希望者の大半がワクチン接種を

終えると聞いております。今後、コロナウイルスの変異株が次々と出現

し、ワクチンも３回目、４回目等の接種が必要かと思われます。そこで、

政府の方針もあるのでしょうが、府中市としては、どのような方針により

３回目以降のワクチン接種の促進及び感染拡大防止策を取っていただける

お考えなのでしょうか？ 

 

② 宮町中央通りの歩道の植栽について 

宮町中央通りの歩道にある植栽は、毎年つるが伸びて、ちょうど幼い子

供の目に当りかねず危険ですし、大人も歩行するのに邪魔になります。７

月には市によりつる等切っていただくのですが、すぐにまたつるが伸びて

しまい８月には元の危険な状態になります。この危険な植栽を除去してい

ただけないでしょうか？ 

１４ （新和会） 

① 学園通り沿いの農工大付近は、夜間、薄暗いため、街路樹の剪定の頻度

を増やしてほしい。また、街灯を設置して欲しい。 

 

② 関東医療少年院跡地には何が、いつ頃できるのか。 
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（回答）  

（①福祉保健部健康推進課、②都市整備部道路課） 

① ３回目以降のワクチン接種につきましても、１回目２回目の接種と同様

に国の法律（予防接種法）やワクチン供給に基づき対応することとなりま

すので、市独自で３回目以降の接種を決定することはできませんが、今後

の国の動向に注視してまいります。 

感染拡大防止策については、ワクチン接種後も基本的な感染防止策（３

密の回避、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保、手洗いなど）

を継続しつつ、イベント等の見直しなどを行ってまいります。 

 

② 道路等包括管理事業により、受託事業者が植栽帯の管理を行っており、

剪定頻度などを考慮しながら通行に支障の無いよう努めております。今後

は、樹種の変更や植栽帯の改良について検討してまいります。 

なお、今年度から、府中市全域で道路等包括管理事業を実施しており、

市が管理する道路の異常などの相談・要望について、事業の受託事業者が

開設している「府中市道路管理センター」で一括して受付け、現地を確認

し必要な対応しておりますので、お気軽に府中市道路管理センターにご連

絡くださいますようお願いします。引き続き、府中市と道路等包括管理事

業者とともに、道路が安全で快適にご利用できるよう努めてまいります。 

１３ 

（①都市整備部道路課、②政策総務部政策課） 

① 樹木の管理につきましては、良好な樹木の生長を促し、街路樹を適正に

管理するために策定した「府中市街路樹の管理方針」を基本としておりま

すが、街路樹により照明効果が十分でない場合は、現場を確認し一部街路

樹の配置見直しなどを検討してまいります。 

なお、今年度から、府中市全域で道路等包括管理事業を実施しており、

市が管理する道路の異常などの相談・要望について、事業の受託事業者が

開設している「府中市道路管理センター」で一括して受付け、現地を確認

し必要な対応しておりますので、お気軽に府中市道路管理センターにご連

絡くださいますようお願いします。引き続き、府中市と道路等包括管理事

業者とともに、道路が安全で快適にご利用できるよう努めてまいります。 

 

② 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があります。関東医療少年院の跡地に

ついては、現在のところ、国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、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、慎重に検討してまいりたいと考えております。 

また、当該跡地を含む新町・栄町地区では、平成２４年に「新町・栄町

地区まちづくり誘導計画」を策定し、まちづくりの目標や土地利用の方針

などを定めました。今後は、地域の皆様のご意見をお聞きしながら、都市

計画法に基づく建築物を建築する際に守るルールである「地区計画」を策

定し、より具体的で実効性のあるまちづくりを進めて参りたいと考えてお

ります。 

１４ 
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 （意見・要望） 

１５ （西武押立自治会） 

自治会内の空き家・空き地の件 

先日空き家にスズメバチを見つけ、市に「早急の駆除」のお願いした。警

察もすぐにかけつけてくれた。自治会はすぐに業者の手配をしてくれると信

じて、周辺への注意喚起をした。ところが市は家人の了解がもらえないと駆

除できないと…。水・木・金・土日を挟んで、巣は増々大きくなり、蜂は自

由に飛び回る。幼稚園の保護者や小学校の PTAさらに調布の人にも知らせた

が、業者は来ない。近隣は蜂にも手配の遅れている市にも苛立つ。月・火と

緊張が続く中、思いあまって市長にも声が届くよう秘書課にも訴えた。水曜

の夕方に業者の下見、木曜の午前中にやっと駆除された。その後も「戻り

蜂」とかで、住人以外の通行人にも張り紙等で知らせたりと、緊張は続い

た。それにしても市の対応には疑問。今後のこともあるので正したい。 

<以前の話> 

老朽化で住人のいないアパ－トの二階のコンクリ－トパネルが、隣の玄関

先に二枚落ちた。すぐに警察に相談後、消防署に連絡。消防はすぐに屋根に

上がり応急処置。また、程なくアパ－トは取り壊された。その迅速な対応に

は今も感謝している。緊急性のあるものはすぐ駆けつけ、早急な対応をして

住人を守ってもらいたい。 

１６ （白糸台３丁目下染屋自治会） 

 

① 品川道歩道の改修について 

品川道は整備されて長年経過し、歩道のアスファルト部分の劣化が進ん

でいます。そのため高齢者の歩行補助カートでの歩行が難しく困っていま

す。本格的な改修を要望します。 

 

② 白糸台通りの管理について 

白糸台通りの街路樹ケヤキの落葉清掃の回数を増やすこと、また歩道上

のさつきの多くが枯れているおり、植替えをお願いします。 

 

③ 市議会の中継について 

コロナ禍で市議会の傍聴ができず、ネットで議会傍聴していますが、画

像が不鮮明で見る気が失われます。新庁舎の完成後には鮮明になっている

と思いますが、高齢で長期間待てませんので早期に改善をお願いします。 
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（回答）  

（生活環境部環境政策課） 

 スズメバチについては、住居に営巣されることによる生活への危険性が高

く、個人での除去が困難であることから、市では原則として、現に所有者が

居住している家屋にあるスズメバチの巣に限り、駆除を行っております。 

 また、空き家に営巣したものについては、基本的に所有者の許可なく駆除

することはできないことから、空き家の所有者にご対応いただく必要があり

ます。 

 なお、空き家の所有者の特定については空家等対策の推進に係る特別措置

法に基づき、各地方自治体から所有者の戸籍等を取り寄せる場合があり、時

間を要します。 

本件については営巣場所が空き家であったことから、所有者にご連絡を

し、駆除いただいたものですので、ご理解くださいますようお願いいたしま

す。 

１５ 

（①②都市整備部道路課、③議会事務局議事課） １６ 

 

① 道路舗装の老朽化に伴う整備につきましては、府中市内の道路に優先順

位をつけながら、適宜整備工事等を行っております。また、安全な通行に

支障がある箇所につきましては、一部補修等の必要な対応を行っておりま

すので、ご理解くださいますようお願いいたします。 

 

② 道路清掃については、今年度より実施している道路等包括管理事業にお

いて、受託事業者が各道路の状況に応じて清掃を行っており、落葉の多い

時期に回数を増やすなど事業者と調整してまいります。 

また、さつきの枯れにつきましては、現地を確認し、必要な対応を行っ

てまいります。 

 

③ ご指摘をいただいた画質につきましては、課題として認識しております

が、現状の設備においては、これ以上の対応が困難な状況です。 

お時間をいただき恐縮でございますが、新庁舎移転後の新しい議場にお

きましては、より見やすい映像が配信できるよう設備等について検討を進

めておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。 
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 （意見・要望） 

１６ （白糸台３丁目下染屋自治会） 

 

④ 防災無線について 

８月１５日「府中市防災速報メール」で「白糸台４丁目付近大雨により

崖崩れの恐れ」避難指示発令中のメールが入ったが、防災無線で知らせる

必要があったのではないか。 

 

⑤ 自治会回覧について 

コロナ禍での自治会回覧の再開の見通しはいつ頃になるのか。回覧が無

いと市政の情報が見えない。 

１７ （白糸台西部自治会） 

① 府中市教育委員会が主催で行われている「ふちゅうカレッジ 100単位修

得事業」について修得者に対し生涯学習士の称号を贈り、ボランティアや

地域活動に参画するよう説明がされているが、 

(1) 現在何名の人が卒業されているのか。 

(2) カレッジ 100単位修了者が次に目標とするものは何か。 

(3) 今後これらの人々の活躍する場面はないのか。 

(4) これらの人々を結び付ける何か活動の場を作って行く事は必要ではな

いか。 

 

② 広島県より贈られた「平和の木」について 

白糸台掩体壕の中に「平和の木」が記念樹として植えられたのは平成 28

年１１月３日である。それから５年が経過し立派に生長して現在の場所で

は狭くなってしまい、このままではあまりにもかわいそう。もっと広い場

所に移してやる必要があるのではないか。願わくば郷土の森に移して、も

っと大きく、広く市民の皆様に周知することが必要ではないかと思いま

す。 
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（回答）  

（④行政管理部防災危機管理課、⑤市民協働推進部地域コミュニティ課） 

 

④ ８月１５日の大雨に伴う土砂災害警戒区域への避難指示発令つきまして

は、避難対象区域が限られていたことに加え、避難の必要がない避難対象

区域外の市民が避難所に殺到するなど混乱するおそれがあったことから、

主に府中市消防団による巡回広報により、対象となる区域に重点的に情報

を発信しました。その他、市ホームページ及びテレビのデジタル放送によ

り情報発信いたしましたが、対象区域の住民の皆様への効果的な情報発信

については、今後も、検討してまいります。 

 

⑤ 新型コロナウイルスの感染拡大の状況を注視し、感染リスクを抑えられ

る見込みとなれば再開できるものと考えておりますが、先行きが不透明で

あるため、自治会回覧再開までの間の市政情報の確認手段として広報ふち

ゅうなどの他の媒体をご利用ください。 

１６ 

（①②文化スポーツ部文化生涯学習課） 

① 

(1) ４８５名の方が卒業されています。 

(2) カレッジ１００単位は、様々な講座を受講することで、興味・知識が

広がり、次の学習ステップにつながるものと考えています。また、府中

市では、自ら学んだことや身に付けた知識・技能など、学んだ成果を地

域やほかの方に対し還元する「学び返し」活動を進めており、修了者の

方にも、講座等で学んだことを様々な場面において何らかの形で「学び

返し」していただきたいと考えております。 

(3)  生涯学習センター内の「生涯学習ボランティア 悠学の会」で、講座

運営等にご協力いただいたり、地域において個々に活動をされている方

もおられます。「学び返し」の活動には基準はありませんので、地域活動

や生活における様々な場面においてご活躍いただきたいと考えておりま

す。 

(4) 市の事業では、さまざまな知識・能力や経験をお持ちの方を、市民の

方々の学習活動や勉強会の講師として紹介する「生涯学習サポーター」

という制度があります。この制度は、１００単位事業などで知識やスキ

ルを磨き上げた人と地域の学びたい人たちとの結び付ける制度となりま

す。 

 

② 被爆樹木二世アオギリは、府中市の平和の象徴として語り継いでいくた

めに、戦争遺跡である白糸台掩体壕と同じ場所に植樹をしました。 

今後も、アオギリの成長と周囲の環境に配慮し、剪定や、根回りの整備

を行うなど、適切な管理をしてまいります。 

１７ 
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 （意見・要望） 

１８ （浅間町二丁目自治会） 

市庁舎１階、総合窓口課の混雑解消のお願いと要望を、市職員及び市議会

議員の方々にしてきましたが未だ改善されていません。コロナ感染拡大中な

のに。曜日にもよりますが、左の入口に小屋らしきものが建ち、出入りが非

常に難しくなっております。入口付近に自販機、水飲み器、記帳台、立て看

板等があり人の出入が交互通行のようになっています。あのコーナーには非

常口がないのです。入口の近くで事故でも起きたら大変です。時々、職員の

方が待合場所まで探しに出ています。なぜですか？呼び出し番号が見えない

のと音声が聞き取れないのですね。 

 

 

 

 

１９ （第二清和会） 

① 自治体ごとにワクチン接種が始まった時、他市に比べて府中市の進みが

悪くて、なかなか予約が取れず、結局遠くてもやむを得ず、大規模接種会

場で受けました。そして、今も４０歳代、５０歳代の人のワクチン接種は

希望通りに予約がとりにくい状況のようで、改善してほしいと心から願い

ます。 

 

② オリンピック開催前、小中学生の「学校連携観戦」が話題になり、関東

近県はもちろん、東京都の中でも辞退した自治体が次々と出ました。その

中でも府中市は辞退しなかったのは何故ですか？今パラリンピックを前

に、同じようなことが起きています。「無観客」という方針なのに、暑さと

感染の危険が心配される中、小中学生を抱えたご近所さん達も皆心配して

います。ぜひ府中市は早めに辞退の意向を示していただきたいと思いま

す。 

 

③ 以前、市議会議員の談合疑惑等が問題になりましたが、そのことに対し

て詳しい説明や今後の対策など、市長さんとしてわかりやすく市民に向け

た発信をお願いします。 

 

④ 今まで「住みたくなる町、府中」のスローガンを実感として賛成しつつ

子育てをしながら何十年も住んでいますが、駅前開発、伊勢丹撤退などで、

「売り」がどんどん消えて、近隣より魅力が薄れてきた気がします。もっ

と福祉行政にも力を入れて、子育世代が住み続けたいと思えるまちづくり

を進めていただきたいです。 
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（回答）  

（市民部総合窓口課） 

 市役所１階総合窓口課については、庁舎の構造上、入口付近が狭くなって

おりますが、昨年度、待合スペースの混雑を避けるために座席数を減らした

ことから、それ以前と比較すると、さらに入口付近が混み合う傾向にありま

した。そこで、窓口配置、案内表示、発券方法等の見直しを行い、特定の場

所に混雑が集中しない工夫を重ねています。 

また、昨年度以降、マイナンバーカードの申込みが大幅に増加しており、

来庁者が多い日が続いておりましたが、現在、マイナンバーカードの交付に

ついては、事前予約制を導入し、来庁者が集中しないように調整を行ってい

ます。 

混雑緩和については、混雑する時期や時間帯を事前に予想することが難し

いケースもあり、対応に苦慮しているところです。今後も、出張所や文化セ

ンターでできる手続きをＰＲするほか、予約制の拡大や、繁忙期における 

窓口スペースの拡大、分散化を検討してまいります。 

１８ 

（①福祉保健部健康推進課、②教育部指導室、③政策総務部職員課、④政策

総務部政策課） 

１９ 

① ご質問をいただいた当時は、ワクチン供給量が不足していたため、新規

予約受付を一時停止しておりましたが、現在は、再開しております。引き

続き、府中市医師会との協力を得ながら、円滑な接種につながるよう取り

組んでまいります。 

 

② 緊急事態宣言の発令が決定されたことなどから、府中市では参加を見送

ることを決定しております。本市の対応について、ご理解くださいますよ

うお願いします。 

 

③ 市職員が関与した令和元年の官製談合防止法違反事件は、極めて遺憾で

あり、改めて市民の皆様をはじめ、市政運営にご協力いただいております

多くの皆様に深くお詫び申しあげます。 

事件に関する市民に向けた発信としましては、再発防止対策の内容につ

いての記事を、本年７月１１日号の広報ふちゅうに掲載いたしました。ま

た、市のホームページ内には、再発防止対策に加え、これまでの経過など

についても掲載し、広く周知しております。 

今後も適宜、情報の追加等を行い、発信してまいります。 

 

④ 本市では、誰もが住みよいと感じる魅力あるまちづくりに向けて様々な

施策を展開しておりまして、子育て支援施策につきましては、子育て家庭

に寄り添い、総合的かつ計画的な支援に取り組んでいるところです。 

  今後も、年々多様化している子育てに関するニーズを的確に捉え、子育

て世代包括支援センター機能の充実を図るなど、引き続き妊娠期から子育

て期にわたる切れ目のない支援を行い、子育て世代が安心して子どもを生

み育てられる、住みよいまちづくりを進めてまいります。 
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 （意見・要望） 

２０ （天神町四丁目自治会） 

① 自治会に配置されている防災倉庫の外壁の一部が風雨にさらされ、一部

修理いたしましたが、上手く修理が出来ません。外壁を補修してくださ

い。また、倉庫内の床も長年の使用で劣化し、これも自治会で厚みのある

アルミ板で修理しています。床も修理してください。今のうちに修理して

おけば、さらに長い期間利用できます。屋根は、ペンキを塗り修理してい

ます。 

 

② 「自助、共助、公助」が問題になっています。高野市長は「自助、近

助、共助、公助」との考えがあると言われています。自助は自立の意味だ

と思いますが、独りぼっちの方や老齢の方々は困難だと思われます。ま

た、近助と言われてもプライバシーの問題が生じ難しい事例も多々ありま

す。まず、「自助」と言い出しますが、公助の大切さを考えなおし、公助を

優先することを実行してほしい。「近助(近所)」は皆、高齢者です。 

２１ 

 

 

 

 

 

 

（日新町西自治会） 

 

① 水害等、都立西高を一次避難所にする件に関する市の見解 

 

 

② 災害時要援護者支援者マニュアル 

避難支援カードの運用の実態について市の見解をお願いします。 

２２ （府中武蔵野ハイライズ自治会） 

自治会の細分化 

  ごみ、清掃、美化、 

  防災 

 建物管理、修繕 

３項目それぞれに会長を設けるべき 
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（回答）  

（①②行政管理部防災危機管理課） 

 

① 府中市が貸与している自主防災倉庫であれば、対応可能です。詳細は 

防災危機管理課にご相談ください。 

 

② 行政機関の災害対応である「公助」も非常に重要であると認識しており

ます。特に高齢者の方々などの要支援者への支援については、大きな課題

と捉えております。 

  しかしながら、大規模災害時は同時多発的に被害が発生することや行政

自体が被災してしまうことにより、全ての被災地に迅速に「公助」が駆け

付けることが難しいことも事実でございます。「自助、共助、公助」のど

れかを優先するということではなく、全てが重要であると考えて事業を進

めてまいります。 

２０ 

（①②行政管理部防災危機管理課） 

① 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、浸水想定区域内であり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。 

 

② 要援護者支援者マニュアルにつきましては、災害時の支援の流れを明記

したものです。また、避難支援カードについては、誰がどのように支援す

るかを明確にするためにご作成いただくもので、要支援者と支援者をつな

げるために活用していただくものと捉えております。 

  しかしながら、自治会や民生委員の方からは、対象者が多く、支援者が

決まらないといったお声もいただいております。また、個人情報の制約な

どが課題となっている部分もあり、市といたしましても制度の有効活用に

ついて検討してまいります。 

２１ 

（市民協働推進部地域コミュニティ課） 

自治会の活動内容が多岐に渡る中、多くの活動において自治会長が主とな

って運営されていることから多大なご負担を感じているため、活動に応じた

それぞれの長となる役職を設けるべきではないかというご意見であると拝察

いたしました。 

様々な地域課題がある中、自治会に求められるニーズも多様化しており、

日々の自治会運営に大変なご苦労をされていると存じます。そのような状況

の中、その活動内容により、自治会長とは異なる役職を設け、自治会長お一

人に負担や責任が集中しないような仕組みを作っていらっしゃる自治会もあ

ると伺っております。一例を挙げますと、環境部、防災部、営繕部等の部を

組織し、それぞれに部会長を設置するといった手法です。 

また、自治会長は、自治会組織をまとめる最高責任者として、内部の総合

的な調整役であり、市や他機関へ自治会の意見や要望を伝える代表者となり

ますので、１つの自治会に対して会長はお一人だけとして、部会長を設置す

るなどしていただければと存じます。 

２２ 
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 （意見・要望） 

２３ （府中町三丁目町会） 

 

広域に及ぶ大規模災害の対応（阪神、淡路大震災級） 

自身の安全、居場所、水、食料の確保、親族の安否確認 

官公庁機能も麻痺しているので救援要請は不可能 

交通、通信、病院、商店、電気、ガス、水道は甚大な被害 

建物倒壊、火災発生 

数日後、他地域等から救援があるとしても広範囲に及ぶので期待できな

い。 

 

 このような場合、私たちに出来ること、やっておくべき事は何だろう。 

 地域活動として（地域とは自治会、町会、個人活動も含む）救済者の救

出、初期消火（気づいたら直ちに） 

 市の指定する避難場所の認識 被災状況の把握、通報、 地域の高齢者世

帯、障害者の把握 生活用品の相互援助 緊急時の役員、会員相互の連絡

体制 近隣への声かけ 等が考えられますが、課題もあります。 

 

我に返り回りに目をむけられるようになるには時間が必要だし、地域組織

の活動には数日を要するかも。 

官公庁から見れば我々地域は数多い中の一つ、細部の把握は出来ない。地

域組織だからこそできることがあるのではと思います。 

それは何か。官公庁から見て地域へ期待する事項、アドバイス等ありまし

たらご教示をお願いします。 

２４ （分梅高倉自治会） 

ワクチン接種の予約方法について 

今年は経験のないワクチン接種を市民に実施するため、インターネットや

電話を使った予約方法が採用されましたが、インターネットが使えない方

や、耳が聞こえないため電話予約が出来ない方などから相談を受けることが

ありました。インターネット予約の場合、ＷＥＢ予約開始時は、仕事等でパ

ソコン、スマホ操作が出来ないなど、多様な環境の市民に、平等に予約申し

込みするシステムは難しいと思いますが、高齢者申込サポートセンターや、

地域毎支援窓口があると多少とも、課題の解決が出来るかと思います。他の

自治体では、自治会がその役割を担う事例や、学生さんがインターネット申

込を代行していた。府中市も工夫があれば良かったと思います。また、ネッ

ト予約が出来なかった多くの高齢者は知人から知人への口コミで、個別病院

での接種予約を行い、制限年齢未満でも早期に接種する状況を見て、広報ど

おりの対応をしようとすると、中々予約出来ない矛盾を感じた。 
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（回答）  

（行政管理部防災危機管理課） 

ご指摘のとおり、大規模災害が発生した場合は、同時多発的に被害が発生

するとともに行政自体が被災してしまう可能性があり、全ての被災地に迅速

に対応することが難しい状況が予想されます。 

 このことから、住民の皆様には、家具の転倒防止や避難場所の確認、備蓄

品の確保など自助の取組をお願いするとともに、可能な限り地域で助け合う

共助の取組をお願いします。共助の取組は、要支援者の避難誘導や初期消火

活動、救出救助活動、避難所の開設協力など多岐に渡りますが、まずは発災

直後の安否確認が重要です。 

自宅で被災した場合に最も迅速に駆け付けられるのは隣近所の住民の方々

ですので、災害時は積極的に近隣同士で声をかけ合っていただくとともに、

災害時に協力できるよう日頃から顔の見える関係づくりをお願いします。 

２３ 

（福祉保健部健康推進課） 

本市でも電話予約の拡充や、大学生によるＷＥＢ予約支援、外国人の方の

予約支援など取り組んでまいりました。 

各個別医療機関での予約については、地域のかかりつけ医として、基礎疾

患を持つ方への対応などにより、予約状況に差が生じた状況でした。市民の

方へのわかりやすい周知については、今後工夫してまいります。 

２４ 
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 （意見・要望） 

２５ （緑町睦月会） 

 

① 新転入者世帯を始めとする市民は、町会・自治会に必ず加入をされるよ

う、市独自の強いメッセージ発信される事を望みます。近年は転入者が増

えています。また、小学児童の数も増えています。町会会員も高齢化があ

り、諸行事等に参加も出来ず、町会役員としても後継者となる方がおられ

ません。それらの理由に会員の退会者も出てきているのが現状です。若い

世代の方が率先し町会の役員となり、新しい地域の在り方を改革してほし

い。 

 

② 自治振興業務委託料の見直し(現行委託料)増額をご検討ください。 

 

③ 府中市三本木公園内の公衆トイレの改修を早急にお願いします。最近の

公園利用者等の様子を見ると、近隣保育所などの散歩コースになっている

と思われます。乳車で幼児が多くの人数が利用されています。障害のある

方も含め、安心安全で利用可能な衛生的なエチケットルームの整備をお願

いします。 

２６ （南府中自治会） 

① 水害時に福祉避難所や自動車可の避難所などで、区別を理解していない

人が避難所で問題を起こす可能性が高いです。 

【改善案】(1)水害時避難の区別(福祉避難所やペット可など)を浸水地域の

住民に説明会を開催する。(2)自治会が説明会を開催するための資料(パワ

ーポイント用)を提供する。 

 

② 自治会の防災情報は一般市民と同じレベルであるため、「災害時要援護

者」の事前避難に支障がでる。 

【改善案】①災害情報の事前連絡系列に契約自治会を含める(伝達先系列を

修正)。②府中市のローカル情報を自治会に伝達する(デジタル化による伝

達方法の仕組みを作る)。③自治会と災害センター等で双方向通信ができる

ようにする(例：LINEでグループ間通信など)。 
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（回答）  

（①②市民協働推進部地域コミュニティ課、③都市整備部公園緑地課） 

 

① 本市では、転入者に対し、自治会加入のリーフレットを配布し加入を促

進しております。若年層が率先し町会の役員となるためには、まずは町会

に入ってみたいという気持ちを引き起こすことが大切と考えます。市内で

若年層の加入が多い自治会の事例を紹介するなど、効果的な取組を調査・

研究してまいりたいと考えております。 

 

 

 

 

② 自治振興委託料につきましては、回覧物等の各世帯への配付に関する業

務を委託させていただく対価として委託料をお支払いするものであり、自

治会の重要な収入源であることも認識しておりますが、現時点での増額の

考えはございませんので、ご理解くださいますようお願い申しあげます。 

 

③ 三本木公園のトイレについては、段差の解消等の改修の必要性は認識し

ておりますので、引き続き、改修について検討してまいります。 

２５ 

（①②行政管理部防災危機管理課） 

 

① 避難所の分類について、防災出前講座等をとおして市民の皆様に周知し

ていきたいと考えております。 

 

② 事前避難ということは、主に風水害を想定されているかと思います。自

治会等への連絡・情報発信については検討が必要と考えておりますが、市

民メール配信サービス等を活用し、早期に全市民に情報を伝達する予定で

ありますので、自治会だけに特別な情報を早めに提供するといったことは

考えておりません。 

２６ 
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 （意見・要望） 

２６ （南府中自治会） 

③ 市民への災害情報の伝達において「発信側は整備が進んでいる」ようで

すが、受信側は進んでいません。 

【改善案】①「高齢者のスマートフォンを使った受信能力」を高くする講

習会を支援する。②南府中自治会館に無料Ｗｉ－Ｆｉ設備を設置する(普段

から訓練に使用できると同時に災害時は有効)。 

 

④ 風水害時に「だれが、だれを」支援するのかが混乱している。（自主防災

ふちゅう第７号） 

【改善案】①ルールを定める（対象者の区分と支援者の明確化、個人情報の

扱いを緩和する）。②担当地域単位に調整会議を設置する（対象者が重複し

ない仕組み）。 

２７ （武蔵台３丁目北部自治会） 

① 現在、新型コロナウイルス感染症の拡大により、緊急事態宣言中のた

め、特に地域の高齢者の多く、近隣の日常の会話も無く、生活者の顔が見

えなくて自治会も不透明になっています。 

 

② 個人情報プライバシーの問題も有り、地域の交流、親睦会、イベント

等々、空洞化分断化しており、生活者の実態がほとんど見えなくなってい

ます。 

 

③ 自治会員の顔が見えない。コロナ禍で住民同士の交流が全てストップし

ており、住民の多様なイベントや文化活動もできないし、住民の助け合

い、防災、災害援助マップも共有できていません。 

 

④ 近隣の意識や無関心さや、挨拶も立ち話もなく、自治会としての豊かな

コミュニティや住民同士の絆や親睦や交流がほとんどありません。自治会

としての共有できる社会生活者としての連帯、連携と協調性も不確実にな

っています。 
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（回答）  

（③行政管理部防災危機管理課・市民協働推進部地域コミュニティ課、④行

政管理部防災危機管理課） 

 

③ 情報の入手手段について、防災出前講座等をとおして市民の皆様に周知

していきたいと考えております。 

  また、文化センターにおいては、防災危機管理課から講師を派遣しても

らい、地震や風水害などの災害対策等の講話なども行いながら、併せてス

マートフォンを使用し災害時における訓練ができる機会を、文化センター

の施設で実施できるよう検討してまいりたいと考えております。 

  次に、南府中自治会館へのＷｉ－Ｆｉの設置に関して、東京都生活文化

局による助成事業で、自治会の皆様方が地域の課題を解決するための取組

を推進し、「地域力」の向上を図るという事業がございます。 

同局が発行している『地域の底力発展事業助成ガイドライン』によりま

すとその一環として「デジタル活用支援」を主旨として自治会のデジタル

化に資する内容の講習会を実施するための必要経費や、会場へのＷｉ-Ｆ

ｉ設備のレンタル代の助成、オンラインでの打ち合わせに必要なタブレッ

ト端末代の助成といったものがございます。 

つきましては、こちらの制度のご利用につきましてもご一考いただけれ

ば幸いです。 

 

④ 市では、福祉サービス事業者と協定を締結し、要支援者の支援について

強化を進めておりますが、ご指摘のとおり、自治会、事業者に協力してい

ただく部分が重複してしまうことは効率的ではないと考えております。自

治会、民生委員、事業者などの支援関係者が集まって協議できる仕組みづ

くりについて研究してまいります。 

 

 

２６ 

（①～④市民協働推進部地域コミュニティ課） 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、これまでの自治会における顔の

見える関係が希薄化するなど、自治会の活動・運営におきましては、様々な

影響が生じているものと認識しております。 

本市といたしましては、地域住民の皆様の生活に一番身近な自治会の活動

はかけがえのないものであると考えておりますので、自治会が活性化できる

よう、自治会連合会と連携しながら、オンラインを活用した取組について支

援するよう努めてまいりたいと考えております。 

２７ 
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 （意見・要望） 

２８ （矢崎町自治会） 

大雨のたびに府中市民の３５％の方は、一昨年の東日本台風による避難問

題を思い出されることと思います。府中市を東西に走るハケにより南北の住

民の水害に対する恐怖度合の違いはあると思うが「今まで経験したことのな

い」が多過ぎる。計画中の大丸用水堰撤去と土砂掘削によって大きく満水時

水位低下が期待できる。現在、作業の前倒しが確定しているとの事は朗報で

はあるが一刻も早く着工していただきたい。更に中州近くに自然生育してい

る樹木の撤去も必要な事と思う。地球規模に及ぶ心配事が年々増えている昨

今、まずは対処出来る事から実施して頂きたい。関係部署、関係者の方々

は、それぞれ大変な事と思いますが、一人でも多くの市民が安心できるよ

う、お骨折をいただけますことを切にお願いいたします。 

２９ （矢崎町二丁目自治会） 

① 昨年も同様の意見を出させていただきましたが、「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側へ渡らなければ

ならないので不便である。また、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。」という意見について、市か

らは「横断歩道の設置基準に当てはまらない」とのご回答をいただきまし

たが、自治会の方からは信号を無視し渡ろうとする方もおり事故を非常に

心配される意見を多数いただきました。解決策がないか再度ご検討をお願

いします。 

 

② 最近特に、道路・公園に空缶、コンビニ弁当の空箱が平気で捨てられて

いるのを見かけます。ゴミ箱がないのも原因の一つかもしれませんが、ゴ

ミが道路に捨てられていると通行している人も「まあいいか！」となり、

抵抗なく捨ててしまう事へ繋がりかねないのでボランティア制度や自治会

との清掃委託契約を継続していただき、お互い気持ち良く生活出来ればと

思います。 

 

③ 防災公園の線路側の樹木が切られています。樹木等自然災害による危険

防止対応でしょうか？段々、色々な木が切られるのではと心配していま

す。 
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（回答）  

（行政管理部防災危機管理課） 

一級河川である多摩川を管理する国土交通省が、「多摩川緊急治水対策プ

ロジェクト」として堰の改築や河道掘削などのハード面の対策を進めてお

り、大丸用水堰の改築については令和６年度末までに完了すると伺っていま

す。 

 なるべく早く対策を進められるよう、適宜、要望してまいります。 

２８ 

（①生活環境部地域安全対策課、②都市整備部道路課・公園緑地課、③都市

整備部公園緑地課） 

 

① 横断歩道の設置につきましては、東京都公安委員会の決定を経て行われ

るため、府中警察署へ改めて確認いたしました。横断歩道を設置するため

には、歩行者の安全を確保する観点から、横断を待つための滞留スペース

が必要となりますが、当該地点に関しましては、東側に駐車場があるた

め、歩行者を安全に滞留させることが困難な場所であるとの回答でした。

また、鎌倉街道から府中街道に向かう車に対しては、幅員が足りないた

め、右折レーンが設置されていません。横断歩道のみを設置した場合に

は、右折待ちの待機時間が生じ、車の待機時間が増えることで起こる混雑

や、混雑による無理な右左折を原因とする事故の誘発が懸念されます。 

以上のことから、横断歩道を設置するためには、歩行者の滞留スペース

確保及び、右折レーンの設置をあわせて行うべきものと考えており、現時

点では設置が困難な状況です。 

既に当該地点に横断しないよう促す啓発看板を設置しておりますので、

引き続き、歩行者の安全確保のため、現状の交差点において、交通ルール

を守って通行していだたきますよう、ご理解、ご協力をお願いいたしま

す。 

なお、市内の横断歩道の設置に関しては、府中警察署の管轄となるた

め、府中警察署交通課へ問合せくださいますようお願いいたします。 

 

② 市民が親しみを持ち、かつ施設の継続的な安全性を確保することを目的

に、インフラ管理ボランティア制度「府中まちなかきらら」を運営してお

ります。市と協働いただける個人や団体がいらっしゃいましたらご連絡く

ださいますようお願いします。 

また、インフラ管理ボランティア制度や、自治会等への清掃委託事業

は、引き続き、実施していくことを予定しています。 

 

③ 矢崎町防災公園の線路側の樹木は、台風の影響により、樹木が傾いた状

況になったので、安全対策のため伐採させていただきました。樹木管理に

ついては、今後も引き続き、生育状況や安全面等に配慮し、適切に実施し

てまいります。 

 

２９ 
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 （意見・要望） 

２９ （矢崎町二丁目自治会） 

④ 光明府中南保育園において、園児送迎用の自家用車が光明府中南保育園

前信号機付近に駐停車しています。交差点信号機付近は駐車禁止ですの

で、その脇を通過する際は子どもの飛び出し等に細心の注意を払って通過

しますが、安全確認の為クラクションを鳴らしたら前方車両とトラブルに

なった事案がありました。隣接駐車場への駐車や送迎自家用車は中止して

もらう等の対応を取っていただき、可能であれば保育園入園時条件に信号

機付近への駐車厳禁を盛り込んだ条件をご検討ください。事故が起きてか

らでは遅いので。 

 

⑤ 三和交通の事務所から芝間通りに抜ける一方通行の道には外灯がなく、

夜は真っ暗です。この道は利用する人が増えており、防犯や安全面で大変

危険な為、外灯設置をご検討ください。 

 

⑥ 本町プラザ側のエレベーターは定期的な清掃は行われているでしょう

か？非常に汚れが目立ち気になります。 

 

⑦ 下河原緑道の９月までの工事で工事区間以降高速道信号機迄の間、工事

車両通過により緑道のセンター 東側部分は凹が出来、雨の日には数か所

水溜りとなり歩きづらくなりました。補修をお願いします。 

 

３０ （ユーリカ府中自治会） 

インフラマネジメントを進める上で府中市内の施設における市民のニーズ

を考えた時、市民が利用する地域施設全般の利用状況精査と市内跡地有効利

用等の検討。例・晴見町地区、アジ研跡地・浅間町地区、府中市美術館通り

周辺（旧 USAベース跡地）・新町地区、関東医療少年院跡地 
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（回答）  

（④子ども家庭部保育支援課、⑤⑥都市整備部道路課、⑦都市整備部公園緑

地課） 

④ 光明府中南保育園に確認したところ、保育園としても状況を把握してお

り、保護者に対して、行事の開催時やお知らせ等の機会を通じて、近隣に

ご迷惑をお掛けするため、路上駐車をしないよう定期的に注意喚起を行っ

ているとのことでした。 

また職員が、保育園の周辺に、送迎のための路上駐車がないかを適宜確

認し、路上駐車を見つけた際には、注意を行っているとのことでしたが、

本市から、改めて同保育園に児童の安全対策を含め、対応策を検討するよ

うに依頼いたしましたので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

 

 

⑤ 外灯の設置につきましては、現場を確認し、整備基準に照らし合わせ、

設置を検討いたします。 

 

⑥ 定期的な清掃を行っていますが、快適に利用できるよう努めてまいりま

す。また、エレベーターをきれいに利用するよう利用者にも促してまいり

ます。 

 

⑦ 下河原緑道のご指摘の部分については、工事施工以前から、水たまりが

複数個所でできてしまい、排水に課題があることは認識しておりますの

で、今後の改修工事で改善してまいりたいと考えております。 

２９ 

（政策総務部政策課） 

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があります。 

晴見町の法務省矯正研修所及びアジア極東犯罪防止研修所跡地について

は、市の取得意向はないと国に回答しており、今後、民間事業者等による土

地利用が行われると思われます。 

次に、新町の関東医療少年跡地については、現在のところ国から特段示さ

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、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、当該跡地の活用について慎重に検討してまいりたいと考えて

おります。 

最後に、美術館通り周辺の府中基地跡地留保地については、令和２年３月

に利用計画を国に提出し、公共施設としては、総合体育館の移転と学校施設

として利用する予定です。 

３０ 
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 （意見・要望） 

３１ （四谷１丁目自治会） 

① 地域における諸活動と文化センターの拠点化 

文化センターは、文化諸団体やグループの活動拠点として、また、コミ

ュニティ協議会を支える存在として諸活動の推進に貢献してきた。近年、

地域における自治会を中心とする諸活動が変化し、地域と密着した活動が

求められる時代になってきている。自主防災はまさに地元の課題を地域の

メンバーが自主的に発掘し解決への活動を進めつつある。また、組織も地

元密着型に変化し自治会を中心に課題解決へ第一歩を踏み出した。また、

地域コーディネーターが配置された地域における福祉活動も地区社協とし

て組織化され当地区では「ささえあい四谷」として具体的な活動が推進さ

れている。行政も地域における福祉活動の推進に注力し地域に密着した具

体的な諸活動が期待されている。活動を進める上でメンバーからは地域の

拠点が欲しい、諸機材、資材等の収納、地域コーディネーター配置場所と

して文化センターを活動の拠点として活用させて欲しいとの声が寄せられ

ている。現在の活用幅の拡大やスペースの有効活用のあり方について変化

に対応した見直しをお願いしたい。 

 

② 公園整備の進め方について 

当自治会に隣接する西府緑地内の公園整備についてご教示ください。 

通称ローラー公園と隣接する公園２箇所の公園整備工事が行われました。

ある日、突然工事用の棚が設けられ公園使用ができなくなりました。従来

から隣接する自治会には、事前の説明と協議が行われてきましたが今回の

ケースは従来の慣行が無視され、利用者の父兄からも「突然の使用禁止は

困る。自治会長は承知しているか」と苦情が寄せられました。 

  前回のローラースケート場の撤去、遊具の新設の際は、事前協議がなさ

れました。まだ遊具も新しく更新されたことに納得できません。また、当

ローラー公園は、四谷一丁目分譲住宅が発足時、公園用地を提供し、設置

されたと伺っています。その旨、表示された銘板が公園入口に取り付けら

れていましたが、いつの間にか撤去されています。 

 この経緯についてもお聞かせください。 

３２ （四谷第一住宅自治会） 

コロナ禍なので、このような懇談会や研修会等もリモート開催もあるとあ

りがたいです。ご検討頂けたらと思います。 
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（回答）  

（①市民協働推進部地域コミュニティ課、②都市整備部公園緑地課） 

 

① 本市の文化センターは、公民館、高齢者福祉館、児童館、図書館を併設

した複合施設であり、地域コミュニティの交流をはじめ、遊びや学習、憩

いの場として、広く市民の皆様にご利用いただいているところでございま

す。 

  このたびご意見いただきました地域における諸活動と文化センターの拠

点化につきましては、自主防災連絡会やわがまち支えあい協議会等の地域

に密着した活動が増えている現状も踏まえ、地域の活動拠点という観点か

らも、関係課を含め検討を進めていく必要があると認識しております。 

今後も、市民の皆様の交流や地域の活動の場として、より魅力が感じら

れる文化センターとなるよう努めてまいります。 

 

② 公園の改修工事に伴う、事前の自治会への説明については、他の自治会

への説明のみとなってしまい、ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 

公園提供の銘板の撤去の経緯とのご質問ですが、どういった内容の看板

があったのか、そもそも看板が設置されていたか、についても分からない

状況です。また、土地の権利関係を記した登記簿では、昭和４８年に、 

当該公園の用地を、市が当時の所有者から買収したことが確認できます

が、それ以外のことが分からず、申し訳ありません。 

３１ 

（政策総務部広報課） 

 自治会長と市長との懇談会につきましては、地域の代表者である皆様のご

意見やご要望を直接、お伺いできる非常に重要な機会として認識しておりま

す。また、本懇談会のオンライン会議での開催につきましては、府中市自治

会連合会と協議する必要があるものと認識しております。 

３２ 

 



「自治会長と市長との懇談会」回答の対応状況等（令和２年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

1-① 文化センター職員の接遇について 地域コミュニティ課 回答済 前回回答参照

1-② 職員のメンタルケアについて
道路課
公園緑地課

回答済 前回回答参照

1-③ 職員の対応について 環境政策課 実施済

広報記事に関するお問合せに適切に対応できるように、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対策をして
おります。

1-④ 銅像へのマスク着用について 文化生涯学習課 未実施 前回回答参照

1-⑤ 校歌を歌う合唱団について 防災危機管理課 回答済 前回回答参照

2 避難所の運営について 防災危機管理課 回答済 前回回答参照

3-① 交通違反の取り締まりについて 地域安全対策課 回答済 前回回答参照

3-② 通学路の不審者対策について 学校施設課 進行中
今年度、市立小学校全校で通学路点検を実施予定です。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。

3-③ 道路の補修について 道路課 回答済 前回回答参照

4-① スズメバチの巣の撤去について 環境政策課 回答済 前回回答参照

4-② 道路の補修費用の助成について 道路課 回答済 前回回答参照

5 府中本町駅周辺のエレベーター等の改修について 道路課 回答済 前回回答参照

6-①
府中街道の市民球場前交差点の滞留スペースに
ついて

道路課 未実施 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２年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

6-② カラスによる被害について 環境政策課 回答済 前回回答参照

7 ふるさと通りの交通安全対策について 道路課 一部実施

今回の道路整備に伴う警察との協議により、信号機の設置は行っていま
せんが、オーバハングの横断歩道標識を設置し、横断歩道に対する運
転者への注意喚起を行いました。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います。

8-① ちゅうバスの改善について 計画課 回答済 前回回答参照

8-② カーブミラーの設置について 道路課 回答済 前回回答参照

8-③ 街路灯について 道路課 回答済 前回回答参照

8-④ 東電変電所の万年塀について 建築指導課 回答済 前回回答参照

8-⑤ 公園遊具の安全点検について 公園緑地課 回答済 前回回答参照

8-⑥ 災害別避難場所案内板の設置について 防災危機管理課 進行中
水害時の避難所については、浸水想定区域から近い地域の徒歩避難者
用の避難所付近の電柱に、案内表示板の設置を検討しております。

9-① 関東医療少年院跡地について 政策課 未実施 前回回答参照。現段階において、国有地処分に係る国の動きがないため。

9-② 府中市独自のコロナ対策について 健康推進課 進行中
府中市医師会に対し補助金を交付しＰＣＲ検査センターを開設していま
す。

9-③ 通学路における受動喫煙対策について 健康推進課 進行中

受動喫煙対策につきましては、「改正健康増進法」及び「東京都受動喫
煙防止条例」に基づいて規制を行っておりますが、いずれも屋内におい
て、意図せず受動喫煙にあう状況に置かれることのないようにすることが
目的とされております。
通学路における対策については、屋外であり、喫煙を禁止する場所では
ございませんが、望まない受動喫煙の防止を図るための取組として、東
京都（多摩府中保健所）及び庁内の関係部署と連携をとりながら、健康
づくりの一環として、チラシ、パンフレットなどを活用し、引き続き、喫煙が
健康に及ぼす影響等に係る正しい知識の普及に努めてまいります。

9-④
委託事業者への個人情報の提供や廃棄状況につ
いて

情報管理課 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２年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

9-⑤ 市への苦情や相談内容の公開について 広報課 回答済 前回回答参照

10-① コロナ感染者情報の公表について 健康推進課 未実施
新型コロナ感染症の公表については東京都知事が感染症への対策及
び公表をすることとなっていますので、東京都が公開している以外の情
報がありません。

10-② 信号の点灯時間について 地域安全対策課 実施済 前回回答参照

11 官製談合事件について
法制文書課
職員課

進行中

令和３年６月１８日再発防止対策を策定。それぞれの対策の詳細を検討
し、準備ができ次第、順次実施予定。
市議会では、信頼回復を図るために特別委員会を設置し、市議会倫理
条例（仮称）の制定に向けて議論が進められています。

12-① 新型コロナウイルス感染症対策について 健康推進課 進行中
ＰＣＲ検査センターについては、近隣市とともにＰＣＲ検査センターを開設
しています。また、各主管課においても感染症対策を実施するよう対策
本部より指示を出しています。

12-② 福祉分野における文化センターの活用について 地域福祉推進課 回答済 前回回答参照

12-③ 市の水害対策や体制について 防災危機管理課 回答済 前回回答参照

12-④ オンライン教育の環境整備について 指導室 実施済
令和２年度中に、児童・生徒１人１台のタブレットＰＣの調達と学校のネッ
トワークの高速化を実施しました。

13-① ＰＣＲ検査の拡充、子どもの貧困対策について
健康推進課
生活援護課
子育て応援課

回答済 前回回答参照

13-② ＰＣＲ検査の拡充、外国人の健康相談について 健康推進課 進行中

府中市医師会に対し補助金を交付しＰＣＲ検査センターを開設していま
す。外国人の健康相談については、、自動翻訳機の設置や国際交流サ
ロンとの連携の中で、引き続き、各相談窓口に応じたご配慮の在り方を
研究してまいります。

13-③ 公共施設におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備について
情報管理課
指導室

実施済
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を調達と学校
のネットワークの高速化を実現しました。これにより、校内の大部分にＷｉ
-Ｆｉ環境が整いました。

13-④ オンライン教育の環境整備について 指導室 実施済
令和２年度中に、児童・生徒１人１台のタブレットＰＣの調達と学校のネッ
トワークの高速化を実施しました。また、デジタル教材については、クラ
ウド学習教材や指導者用デジタル教科書の導入をしました。



「自治会長と市長との懇談会」回答の対応状況等（令和２年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

13-⑤ オンラインサービスの提供について 情報管理課 回答済 前回回答参照

13-⑥ 電柱の地中化について 道路課 回答済 前回回答参照

13-⑦ 高齢者支援施策について 高齢者支援課 回答済

　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。

14 街路樹の伐採について 道路課 実施済 浅間山通り大径木伐採委託など実施いたしました。

15 防災行政無線について 防災危機管理課 進行中
現在、防災行政無線のデジタル化への移行を進めており、令和３年度中
に工事に着工し、順次更新してまいります。

16 浅間山通り歩道の補修について 道路課 進行中 今年度予算化し工事の準備を進めております。

17 市のコロナ対策について 健康推進課 進行中

東京都多摩府中保健所と連携をしながら感染症対策を行うとともに、近
隣の医師会とともにＰＣＲ検査センターを開設しています。感染拡大防止
については、各事業の主管課ごとに対応策を考え市のホームページ等
に掲載しています。

18 コロナ感染者情報の公表について 健康推進課 未実施

新型コロナ感染症の公表については東京都知事が感染症への対策及
び公表をすることとなっていますので、東京都が公開している以外の情
報はありませんが、東京都多摩府中保健所の見解では、市内でクラス
ターは起きていないとのことです。

19-① ごみ袋の耐久性について ごみ減量推進課 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２年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

19-② 公園の清掃委託について 公園緑地課 実施済 令和３年度は、定期的に公園の除草を実施しております。

19-③ 市職員の災害に対する心構えについて 防災危機管理課 回答済 前回回答参照

19-④ 胸部Ｘ線検査の実施について 健康推進課 進行中
Ｒ２年度は国の示すコロナ対策への即時対応が困難だったため中止しま
したが、Ｒ３年度は体制を確保し再開しています。

20 ちょこりんスポットの再開について 地域安全対策課 回答済 前回回答参照

21 電柱の移動について 道路課 回答済 前回回答参照

22 コロナ感染者情報の公表について 健康推進課 進行中
東京都から公開される情報が限られているため、年代別の患者数など
の作成等にあたり感染状況等の入手に苦労をしています。

23 熱中症見守り活動について 高齢者支援課 回答済

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。

24 コロナ感染者情報の公表について 健康推進課 進行中
保健所を持っている区市ではその保健所の判断により情報を公開してい
ますが、保健所を持っていない市で東京都からの情報が限られているた
め東京都に対して情報を公開するよう申し入れをしています。

25 コロナ感染者情報の分析について 健康推進課 進行中
東京都多摩府中保健所の見解では、府中市内でクラスターが発生し感
染者が多いとのことはないようです。

26
水害時の都立府中西高校の避難所としての活用に
ついて

防災危機管理課 回答済 前回回答参照

27 三本木公園の排水について 公園緑地課 進行中
令和３年度に、公園の遊具更新工事を実施予定ですが、工事の中で排
水についても改善してまいります。

28-① 災害情報の伝達について 防災危機管理課 回答済 前回回答参照

28-② 水害時の避難所運営について 防災危機管理課 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２年度分）

No 意見要望等 担当課 状況 理由等

28-③ 自助・共助・公助の強化について 防災危機管理課 回答済 前回回答参照

28-④
災害時の自治会等への情報発信及びタイムライン
の作成支援について

防災危機管理課 回答済 前回回答参照

29-① 反射鏡の設置について 道路課 回答済 前回回答参照

29-② 街路灯の設置について 道路課 回答済 前回回答参照

29-③ 集合住宅のごみ出しの指導について ごみ減量推進課 回答済 前回回答参照

30 市の新型コロナウイルス対策について 健康推進課 進行中
東京都多摩府中保健所の見解では、府中市内でクラスターが発生し感
染者が多いとのことはないようですが、引き続き感染者情報に注視し感
染予防に努めていきます。

31-① 府中街道における横断歩道の設置について 地域安全対策課 未実施 前回回答参照

31-②
自治会や老人会に対する公園の清掃委託につい
て

公園緑地課 回答済 前回回答参照

31-③ 樹木の伐採について
道路課
公園緑地課

回答済 前回回答参照

31-④ 防災行政無線について 防災危機管理課 進行中
現在、防災行政無線のデジタル化への移行を進めており、令和３年度中
に工事に着工し、順次更新してまいります。

31-⑤ ちゅうバスの路線変更について 計画課 回答済 前回回答参照

31-⑥ 府中本町駅周辺のエレベーターの設置について 道路課 未実施 前回回答参照

32 保育所の新設における市の考え方について 保育支援課 回答済 前回回答参照
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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・パラリンピック等の推進
 ☎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、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 ☎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
●市民協働の推進 ☎335-4414
●市民活動の支援及び促進 ☎335-4035
●市民活動センター「プラッツ」 ☎319-9703
●姉妹・友好都市との交流 ☎335-4131
●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、マイナンバーカード
 ☎335-4333
●戸籍の届出・審査 ☎335-4555
●郵送による戸籍などの証明の受付 

☎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
●観光の振興に係る事業の計画・推進
 ☎335-4095
●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
 ☎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・医療費助成

☎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・父子自立支援相談 ☎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
●保育所の入所・給付 ☎335-4172
●待機児解消・施設整備 ☎335-4490
●市立保育所の管理・運営 ☎335-4233
●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（改修工事のため休止中）
●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
確定の申請受付 ☎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、インフラ
管理ボランティア制度（道路）の手続き

 ☎335-4536
●市道の占用・掘削の受付 ☎335-4328
●インフラマネジメント推進 ☎335-4430
●府中基地跡地留保地周辺地区のまちづくり
 ☎335-4349
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
●マンション管理状況の届出、居住支援
 ☎335-4458
● 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
●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
●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

府中市公式ツイッターのアカウントは「東京都府中市」、ユーザー名は「＠fuchu_tokyo」


