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花小金井五丁目対象地域 平成 19 年 6 月 2 日（土）開催

・住居表示実施状況の説明で、花小金井五丁目は市街地区域決定済地域で議会の

承認を得ているということであった。未実施地区を実施して行くにあたって、花小金井

五丁目は早く実施されると考えられるが。

・住居表示したところで、町名を変更したところはどこか。

・住居表示は家に番号を振るが、土地にも番号を振るのか。

・町名を変更しないでほしい気持ちはかなりあると思うが、町名を変更しなければ住

居表示できない地域はあるのか。

・住居表示の他市の状況は。

・花小金井五丁目の問題点を解消するにはどのようにすればよいのか。

・希望としては、町名を変えないで欲しい。

・何年も住んでいるので町名を変えるのは抵抗がある。

・「花小金井五丁目」という名称は残してほしい。
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天神町二丁目対象地域 平成 19 年 6 月 3 日（日）開催

・住居表示を実施すると具体的にどうなるのか。

・住居表示実施になると、いつ頃から作業に入るのか。

・将来的に考えて、たしかに住居表示は必要だと思う。今までなれた町名はどうしても

残しておきたい気持ちがある。

・連絡先（住所）が２丁目から３丁目になった時、印象は引越しをしたと思われるので、

町名は残して欲しい。

・「天神」の名は残して、例えば「天神南町何丁目」とか「天神西町何丁目」でも良いと

思う。

・住居表示の看板は、あるとわかりやすい。

大沼町二丁目対象地域 平成 19 年 6 月 16 日（土）開催

・住居表示はしても良いが、名前は変えないで欲しい。まわりの意見を聞いてほしい。

・大沼町は地域が広いので、いくつかに分割することになるのか。

・実施はいつ頃になるのか。すぐではないのか。２年、３年かかるのか。

・「大沼」という名前は残してもらいたい。

・反対の人がいた場合はどうなるのか。



3

花小金井六丁目・天神町一丁目対象地域 平成 19 年 6 月 16 日（土）開催

・花小金井六丁目だが、住居表示を途中までやって先送りとなっている部分があるが

説明がない、なぜか。

・気がついたら他の地域は実施され、私たちの地域は先送りされていた。できやすい

一部の地域の人だけに聞いて実施したことはおかしい。懇談会をできるのであれば、

最初の花小金井六丁目実施の時に我々を含めてやらなかったのか。我々は何の不

便もない。企業は売却の可能性もある。現状はどうだということは関係ない。我々は、

反対の署名を出している。

・花小金井六丁目の人間は、町名が変わるのはイヤだと言うことは天神町の人の前

で天神町という町名はイヤだと言うことになる。敢えて一緒にやることの意図は何か。

そういう事に神経は行き届かないのか。

・審議会に反対署名は出している。今さら意見を聞くのはおかしい。今日の懇談会を

やるのであれば、「審議会に反対署名が出ているからこうする」というのが出ているな

らいいが、また新たに持って行く話ではないのではないか。花小金井六丁目５１番、５

２番、５３番とやれば済むことではないか。大原則は例外もあるのではないか。

・市報、ホームページには、これはもう決まっていることのように、こうせざるを得ない

というふうに書いてある。これらを整理していくと、救急車、消防車が探しやすいように

町名を変更する場合があると書いてあるが、しなくてもできる方法を書いていない。な

ぜ三菱電機ビルテクノサービスの真ん中を町境が通っていてはまずいのか。消防署、

郵便は一度、頭に入れれば済むことではないか。原則は、道路、鉄道、河川等で町

境を設定することだが、花小金井六丁目は鉄道が横切っている。鉄道にしても道路に

しても恒久的ではない、企業売却された時には、そこに線を引けばいいではないか。

市役所の人は、税金で住民の為に役立つ仕事をしているのでしょう。大原則は、住民

のために一番いいのはどういうことかということである。法律は住民のため市民のた

めにあるのが法律で、運用するのは人間。人間が、意見がまとまらなかったら、変え

ないというのが大原則である。

・道路、河川、鉄道で町境を設定するというのは、何で決まっているのか。

・道路にこだわるのなら、花小金井六丁目は、斜めに鉄道が走っている。行き来でき

るところは、二ヶ所しかない。車が通れるところは、一ヶ所しかない。こっちの方がよっ
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ぽど弊害がある。花小金井七丁目にしろとか言うなら分かるけど、現状で何のさしさ

わりがあるのか。

・審議会は、傍聴できるのか。審議会のメンバーは、公表されているのか。何で見れ

ばわかるのか。どう言う肩書きの人か。花小金井六丁目からも出ているのか。対象と

なる区域住民の代表が委員につくようになるとでているが。

・花小金井六丁目を実施したときは、五名の方に参加いただいて決めたということ

か。

・同じ花小金井六丁目なのだから、実施しなかった所の人たちにも、今回実施しない

のはこういう理由ですという説明はあるべきだったのではないか。

・花小金井六丁目の野中通りより東側の住居表示実施の時、市に電話した。その時

は費用がかかるから、いずれやります、もう少しお待ち下さいということであった。 西

側も同時にやれば、お金が安くて済むのではないかということを私は言った。さっき説

明会があったと言っていたが私はそういう通知は知らない。審議会は有識者がいられ

るのですが、審議会の決定が決まって、答申をあげると市議会で無視すれば、変更

やむをえなしというようなことで、答申が出たら決まってしまうのではないか。その後

は住民の意思を無視してそのまま役所仕事でして決定されてしまうのではないか。審

議会出たのだが消防署長・郵便局長・警察署長転勤してきたばかりの方で、皆部外

の人、決まりきったお役所仕事のことで進んでいる。

・今日市の方が用意した椅子よりも多くの人が来た。これだけの人が関心をもってほ

とんどが反対ということできていると思うので、すごく真摯に受け止めていただきた

い。

・審議会の内容を住民に通知してもらえるか。

・「花小金井六丁目」という名称が残れば良い。番地が変わるのはかまわない。

・（平成17年10月の花小金井六丁目の一部の実施は）「花小金井六丁目」という名が

残った上での変更だから割とスムーズにいけたのではないか。それが一番問題では

ないかと思う。

・三菱電気ビルテクノビルサービスの中を境界が通っていることが問題なら、それを
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西又は東によけて、そこを境界にしてはどうか。

・パソコンだけでなく、市報等に経過報告をのせて市民へ通知して欲しい。

・今回の資料は参加していない人には配布してもらえないのか。

・天神町一丁目は、私は現状維持を希望したい。無理に変更の必要は感じない。未

実施地域はいつごろまでに実施したいのか。実施計画はあるのか。

・変わるといったいどの位変更通知を出さなければならないか。頭が痛い。

・天神町一丁目だが、天神町という名には執着しない。
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仲町対象地域 平成 19 年 6 月 17 日（日）開催

・実施にあたり、何が問題となっているのか。

・実施してもいいし、しなくてもいいが、私のところは郵便の遅配もないし問題はない。

仲町何丁目という区切りをつけたり、新しい町名ができことには、私は何とも思ってい

ない。反対があるからと言っていてはいつまでたってもできない。町名が変わるので

あれば、一定期間わずらわしいのは確かだが、その辺をちゃんと説明していただいて、

一人の反対があったらやらないというのもおかしい。

・国の基準を説明して、実施しなければいけないのではないか。

・小川東町の西武多摩湖線以西が実施されている。多摩湖線以東の方は整備される

のを何年も待っている。非常に困っている。現時点では青梅街道以北はここ数年で建

った家が多い。１７年前と環境が変わっている。青梅街道以南は公共施設が多い。反

対なさるのは昔から住んでいる方が多いかと思うが。どうしても話がつかなければ、

青梅街道以北だけで住居表示実施になる可能性はあるのか。

・住居表示を実施しないのはおかしい。何番地という方がわからない。不便を感じて

いる。

・青梅街道を境にして整備すればいいのではないか。小川東町は新興住宅地で、青

梅街道以北でまとまれるのではないか。

・審議会はどういう審議をしているのか。

・シンガポール在住経験があるが、こういう問題はせいぜい半年で解決していた。必

要であれば、アイデアを出して早期に進めるべき。

・大多数は抵抗ないと思う。賛成が多いと思う。市役所も同じ町名になり、いい機会で、

統一しやすいのではないか。

・仲町という名が残るのであれば問題はない。今の地番でも問題は感じていない。

・仲町という町名がなくなることは困る。
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大沼町一丁目対象地域 平成 19 年 6 月 17 日（日）開催

・大沼町一丁目を分割するのか。

・住居表示の実施状況が遅い。タウンミーティング時に聞いた。市が進めないからこう

いうことになる。法律の規制もあるが、昭和 37年の法律制定後今まで何をやっていた

のか。実施が遅れているが、反対している人がいるのか。

・市が決めて実施すれば良い。町名変更にリスクはないはずだ。皆さんご協力下さい

と言えばすむのではないか。１００人１００様の意見を聞いていられない。このような会

を開くことが無駄である。

・郵便の配達、誤配がある。大事な郵便が誤配されることもある。救急・消防車の到

着が遅れることは住居表示未実施の弊害である。案があるのではないか。あれば示

して欲しい。でないと考えようがない。市が主導権をもって示さないと進まない。早くや

ることが必要。

・基本的な考え方が示されると思って来た。実施されることでどんな手続きが必要とな

ってくるのかということや、日程的なことが出てくると思って来た。大沼町は市の中で

住居表示の実施が遅れている地域であると思う。

・意見を聞くだけでは前に進まない。意見を聞くことは、市の責任逃れとはなる。市の

方の主導で決めたことなので、ご協力下さいということであれば、簡単にいくと思う。

・大沼町の町名変更については、やむをえないのではないかと思うのだが。
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小川町一丁目東部地域・小川町二丁目対象地域 平成 19 年 6 月 30 日（土）開催

・市として、なんらかのアウトライン、計画があるのではないか。でないと意見を言えと

いったって、何を言っていいかわからない。

・私は小川町一丁目に住んでいるが、番地の並び方がほんと不規則である。なぜ今

まで手をつけなかったのか。

・小川町の問題っていうのは、家ができて、道路ができるから、おかしくなってしまった

のだけど、まず、道路を作って、それに従って、住宅ができれば、整然としたものが出

来る。だから、まず道路計画をはっきりしなくてはだめだ。

・農地は、実施されれば地番でなくなるわけか。

・小川町一、二丁目あたりは家が建つということは、近いうち考えられない。家が建た

なければ住居表示は実施しにくいとなれば、住居表示実施はないと、そういうことか。

・とりあえず、一丁目から六丁目まででいいから、暫定的に少し細かく区切ってくれた

ら、多少なりとも利便性があるのではないか。

・小川という名称を残せばいい。一丁目に拘っていたら、時代の波についていけな

い。切り替えていかないとだめ。

・もっと、町の、市の発展のためには、もっと、思い切った考えでやっていかないとだめ。

都市計画道路３・３・３号線や３・３・８号線など新しい道路ができるのは時間の問題で

はないか。今、そういう計画があるのでは。区画整理のことはどうなるのか。そういっ

たことも見通しをつけないと難しいのではないかと地域の人は思っている。

・小川町という名を残して、わかりやすく、分割すればいいんじゃないか 順次やって

いけば、分割できるんじゃないか。

・今、他の市で、市町村合併で歴史的な価値のある名前を、みんななくしているところ

があるけど、あれはやめるべき 小平の中で小川町というのは、歴史的に見て、由緒

ある名前なんだから、小川町というのは絶対残すべき。小川町一から十丁目まであっ

てもいいと思う。その辺がやっぱり地域住民の妥協だと思う。今は住居表示が常識で

ある。郵便物誤配がある。４桁にカンマをうつと間違えられて、番号がないといって返
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される。実際そこに住んでいる人は色んな面で、不便を感じている。その辺を早く、救

済してほしい。

・丁目がついても、番地じゃなくて、小川を頭につけて、小川本町とか小川中町とかそ

ういうので新たに考えてほしい。小川という名を残したい。

・市役所の住所はもっとわかりやすい方がいい。（住所は）長いよりもう少し短い方が

いいなと思っている。

・何か暫定的な計画はないのか。小川町一、二丁目は、農業のある限り家で埋まると

いうことは難しい。農業はだんだん減っているが、それを前提に何か講じてほしい。

・栄町の方はまだ畑などずいぶんあるが、でも、やればちゃんとできる。道路や区画

がなくたって、できている。家が建たなくても、条件が揃えば、できるわけだ。小川町は

道路計画があるなら、それを頭に入れてできないのか。
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小川東町・小川町二丁目対象地域 平成 19 年 6 月 30 日（土）開催

・小川東町は、何で仲町に入らなければならないのか。実務学校を境とした線がある

はずだが、それを活用すれば、仲町に合併されることはないのではないのか。西武線

で切らないで、実務学校で切って、小川東町として住居表示をして頂ければ、それで

いいのではないか。

・小川町一、二丁目の他に新たな別の町名が入ってくることも考えなければいけない

ということか。

・是非、小川という名前をつけていただきたい。

・町の境界は、道路、河川とか鉄道とか公共的なもので設定するとのことだが、現に

小川東町と東村山市との境は道路等で区切られてない。それはどうするのか？

・こちらの意見は通るものか、それとも、市で思ったとおり、進めたいと思っているのか。

それを知りたい。市ではこういう風にしたいのだというようなことが先立っていたら、

我々が見て理解したって、通らないから。今まで思っていたが、小川町は二つに分か

れている。最初に決めた時にあまりにも広くしすぎた。昔の何百年前から１～８番まで

集落があって、それが貴重な集落で、皆さん団結している。昔からの祭りがあると１番

から申し送ったり、そういう風な昔からの生活様式が残っている。

・私は青梅街道駅の近くに住んでいるが、駅を境にすると、自治会も何もかも全部半

分になってしまう。だから、町名が違ってしまうと、同じ自治会でも町名が二つになっ

てしまうので、そこが心配である。

・青梅街道駅から東側の住民だが、小川東町、小川町二丁目はどのくらいの面積が

あるのか。

・青梅街道駅の西側の住民だが、小川町は面積だけの理由で、住居表示をやってい

ないのか。

・先ほど、小川東町と仲町との境目のところに、多分、マンションと仲町保育園のある

通りのことを言っていると思うのだが、一部、公園の中を通っている。だから、そこの

境目はどうするのか。道路は通ってないし、街区を設定するにしたって、どうするのか

という問題がおきると思う。町の境が公共的なもので区切られるという論理に当ては
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まっていない。

・小川東町と仲町の境はこういうふうにするとか、例えばの案を出していただかないと、

我々は考えようがない。問題は、公園の敷地があるからできないという言い方をされ

ると、どうしようもない。２０年たっても同じこと。２０年前に小川東町のこの部分だけ積

み残された時と同じである。

・道路行政と住居表示を平行にやらないとまずいのではないか。２０年たって現状が

何も変わらないで、また意見を聞いたって、どうってことない。将来道路はこうするの

だという見通しがあれば、先の目処はたつ。住居表示だけ単独でやるよりも、道路行

政と平行してやれば、もっとすっきりできる。仲町と小川２丁目の境だって、道路行政

で道路を通すという計画を立てて、やれば、すっきりできる。

・どういう町境を作ることが可能なのか、案を出してくれないと我々としては考えられな

い。例えば、どういう風に町の区割りをして、こういう形になるという案を出してもらわ

ないと考えようがない。

・２０年前に何のために市街地区域決定済地域のところを我々に提示したのか。そこ

のところが町として、ちょうどいいと市が考えて、案として出てきたのではないか。それ

で、あなた方の意見を言いなさいと、何の意見を言えば良いのか。市役所としてはこ

ういう風に考えた、それでそれぞれの町の名前が変わる、その変わることについての

意見を言えとかなわかるが。なんと言って我々は意見を言っていいのやらわからない。

もう少し、的を絞ってくれないと困る。

・新しい住居表示を実施するにあたって、どの位、時間がかかるのか。

・仲町周辺地域の計画は大体何年計画で見通しを立てているのか。それを聞きたい。

２０年前から棚上げになっている。

・昨年度と一昨年度と審議会を４回やっているということが、ホームページに出ている

が、なんら結論が出ていない。中間報告だって、前のと大して変わらない。それが昨

年の話で、半年経って、この地域懇談会をやっている。何でこんなに時間がかかるの

だろうと思うわけである。だから、具体的な計画を示してもらわないと、我々は困る。

・市街地区域決定済地域になっている部分については、審議会で決定している地域

である。もう既に第１次的な段階に入ったわけである。他の部分とは違うということで
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ある。だったら、もう少し見通しを話してもらわないと話にならない。

・住民の意見を尊重したらできない。多摩湖線で分割されると、市民生活、自治会活

動、小学校など、すべて、分断されてしまうことになる。現在でも１４、小川東、学園東、

１５小とあるので、ただでさえ子供たちの生活も分断されて、子ども会などできない状

態にある。町名が変わってしまうと、我々の普段の生活がそういう区域がなくなってし

まうということにもなる。

・この地区には、大きな河川がないが、小川用水というのがある。その点を市ではど

のように考えているのか、丁寧に説明してもらいたい。そういうものを利用することに

よって、小川地区、仲町地区の住居表示については、少しは進展があるのではない

かという気がしたのだが。

・市の方で市民に意見を聞くにしても、ある程度の具体的な案を出してもらって、この

ような機会を是非作ってもらいたい。

・町の名前はどういう名でもいいが、町境をはっきりとして、住居表示をして、鮮明にし

ておく方が、非常に生活上便利ある。だから、市は具体的なものを持ってここへ集ま

って、話をするということがないと、話はこれ以上進まない。

・いろいろなしがらみにとらわれて、これ以上進まないと思うので、大ざっぱでもよい

ので投げかけをしてほしい。

    

・住居表示を実施するとどんなメリットがあるのか。むしろ不便になったり、いろいろ大

変なことがあるのではないか。免許証の書き換えはどうだろうかとか、そういうことを

考えてしまう。そういうことを含めて、説明してもらえるとよいのだが。

・今、現実には誤配もないし、タクシーを呼んでもちゃんと来る。今の生活に不便は感

じていない。小川東町の東村山との境目の入り組んでいるところに住んでいるが、生

活上の間違いはないが、ある程度の不安みたいなものはある。住居表示が実施され

れば、安心できるかなという気はしている。

・住居表示はいいことだと思うが、会社とか商店は大変。これから２年間でできるのな

らいいけれど、１０～１５年かかるとしたら、我々も杖ついて行かなければならないとい

うのは困る。
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・この地区に４５年位住んでいて、慣れ親しんでいる。わずらわしいこと、事務的なこと

はしたくない。それにただじゃできない、何百万もかかるわけだから、そのかかる費用

を高齢化が進んでくる老人のために当ててもらいたい。

・私は現状のままでいい。というのはこれから、行政、年金の問題、たくさん出てくる。

現状で不便を感じていない。行政の立場としたら、すっきりしたいのであろうけど。


