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学校に設置されている防災倉庫について
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2018年度 町田第二地区町内会・自治会連合会 市政懇談会 

議事録(要旨) 

 

［日 時］2018年10月19日（金）18:00～20:00 

［場 所］市庁舎２階 市民協働おうえんルーム 

［出席者］石阪市長 

     政策経営部長 小島 

     防災安全部長 篠﨑 

     道路部長 福田 

     都市づくり部長 神蔵 

     学校教育部長 北澤 

     市民部市民協働推進担当部長 平林 

     市民部市民協働推進課長 中坪 

     市民部市民協働推進課担当課長（地域担当） 市川 

     市民部市民協働推進課(４名) 

     町田第二地区町内会・自治会連合会長 ほか12名 

 

           司会進行：市民協働推進担当部長 

                町田第二地区町内会・自治会連合会副会長 

 

 

○連合会長の挨拶 

 石阪市長を初め、各部長、本当にお忙しいところ、ありがとうございます。

本来であれば、もっと来る予定でしたが、来ている顔ぶれを見ますと、町田

第二地区のそうそうたるメンバー、いわゆる協力者ですので、いろいろな質

問が出るかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いします。 

 懇談の場ということで、皆さん、少し気を楽にしてください。私どもは、

とにかく市と協働、協力して仕事を進めていきたい、また、町内活動もした

いと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

○市長の挨拶（町田市長） 

 皆さん、こんばんは。改めて皆さんには本当に日ごろからお世話になって

います。再び、三度と言わずに、いつも御礼を申し上げます。ありがとうご

ざいます。 

 意見交換をするのは大事なことでして、特に我々市役所の職員が気づいて

いないことは意見をいただいたほうがいいかなと。いろいろな意見をいただ

くというのは本当にありがたいことだと思います。 

 第２部では市政報告をさせていただきますが、それについても皆さんから
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ご意見をいただければありがたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○職員の紹介 

 

第１部 地域の要望に関する意見交換 

 

１ 町田消防署跡地の利用について 

 町田消防署移転に伴い、芹が谷公園内に救急車を配置していただきありが

とうございました。近隣の方たちも安心感があると聞いております。以下、

２点質問です。 

 (1)当初要望していた消防車両の配置はどうなっていますか。 

 (2)町田消防署の跡地は、町一中の校舎建て替えに伴うグラウンドとして整

備すると聞きました。その後の計画はありますか。 

 

２ 町田中央公園の桜の木について 

 町田中央公園野球場周辺にある桜の木が老木となり、伐採されています。

しかし、町田第二地区町内会・自治会連合会は、９年連続で桜まつりを開催

し、地域の絆づくりの一環としてきました。桜の木が減るのを見ると淋しい

気がしますし、桜を見られなくなることは残念です。新たに桜の木を植樹す

ることはできないでしょうか。 

 

３ 本町田地区・市民病院間のバス路線について 

 本町田地区から要望していた、本町田・市民病院間のバス運行について質

問します。 

 (1)その後の進捗状況はいかがですか。 

 (2)町田駅まで運行できないか、検討をお願いします。 

 

４ 小・中学校の通学区域緩和制度について 

 入学時に希望すれば、指定校以外の学校へ入学できるようになり、隣近所

のつながりをなくしていないでしょうか。同じ学校の保護者のつながりが中

心で、隣近所の子どものつながりがなくなっています。隣近所のつながりが

なくなりつつあります。地域で子どもの成長、育成をと言われている中で疑

問に思います。ふるさとを忘れ、竹馬の友もできない大人になってしまうこ

とが気にかかります。この問題を、制度の設計者としてどう考えるか、お聞

かせください。 

 

５ 学校に配置されている防災倉庫について 
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 災害時に物資を使用する際、学校によっては、使用場所に運搬するのが難

しい場所に防災倉庫が配置されており、人手を要し、時間もかかることが予

想されます。どのような経緯で防災倉庫の配置場所を決めているのでしょう

か。 

 

６ 都道改修事業の現況について 

 本町田地区鎌倉街道（菅原神社前交差点～後田日向村付近の間）の道路整

備促進に関して、平成29年６月８日の南多摩東部建設事務所主催の説明会で

は、工事完了は、平成34年であるが、一部の住民様の移転問題（立ち退き）

が解決していないため改修工事が遅れていると聞いております。しかし、平

成30年９月初旬には、住民の移転が完了していることが確認されております。 

 そこで、町田市は、改修区間の安全性の確保と早期事業完了に向けて、東

京都と都道改修事業に対してどのような、連携（協議）を取っているのかお

聞きしたい。また、工事日程の再検討を要望します。 

 

【回答】 

防災安全部長 

１－(1) 

 町田消防署の移転に伴い2017年７月20日付でいただきましたご要望内容の

うち、「救急車待機場所の確保」については、東京消防庁と協議の上、今年

の５月に、市がせりがや会館の一部を東京消防庁へ提供し、東京消防庁が町

田消防署の出先機関として「原町田分駐所」を開設して、救急車を機動的に

待機させる運用が開始されました。 

 消防車両の配置につきましては、東京消防庁が消防出張所の整備をした上

で配置することになります。消防出張所等の整備につきましては、これまで

も継続して東京消防庁と協議を行っており、本年４月にも東京消防庁幹部職

員と実際に面会して協議を行ったところです。 

 

政策経営部長 

１－(2) 

 町田消防署の跡地は、町田第一中学校の改築工事期間中に、部活動などの

代替グラウンドとして暫定的に活用していきます。スケジュールとしては、

2019年１月からグラウンド整備に着手します。2019年７月から2022年２月ご

ろまでの３年間を中学校グラウンドとして使用する予定です。その後の活用

については、今後、検討していきます。 

 

都市づくり部長 

２ 
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 樹木医により桜の保全に努めておりますが、2016年に４本、2018年に３本

を、腐朽による倒木のおそれがあるため伐採しております。 

 新たな桜の植樹については、樹木の専門家からアドバイスをいただきなが

ら、桜の種類や植樹する場所を含め検討していきたいと思います。 

３－(1)(2) 

 本町田・市民病院間のバス運行につきましては、本町田地区を周回する小

型乗り合い交通の導入に向けて、2018年４月から地元協議会との協議を開始

し、現在、経路や便数など、運行計画の協議を進めているところでございま

す。 

 小型乗り合い交通は、主に幹線道路を走る路線バスを補完するため、交通

空白地区と最寄りの交通結節点を結ぶ交通手段でございます。このため、小

型乗り合い交通を、最寄りの交通結節点である市民病院から、町田駅まで運

行することは考えておりません。 

 今後も、本町田地区の交通空白地区にお住まいの方々の交通利便性が向上

するよう、早期実現に向けて取り組んでまいります。 

 

学校教育部長 

４ 

 小・中学校は、住所により通学する「指定校」を定めており、児童・生徒

は原則「指定校」に通学することになります。 

 しかし、必ずしも「指定校」が学区域の中心にないことから、「指定校」

より隣接校のほうが近く、通学の安全確保の観点から「指定校」を変更でき

ないかとの要望をいただくことがございます。 

 このような要望にお応えするため、小学校は、主に通学距離の観点から隣

接する学校に限り選択でき、中学校は、友人関係や部活動など要望が多様化

しているため、市内全域の学校を選択できる「通学区域緩和制度」を実施し

ております。 

 現在、この制度が市民に定着していること、そして通学時の安全確保を重

視し、今後も制度継続をしたいと考えております。 

 地域の皆様の、ご理解、ご協力をいただければと思っております。 

 

防災安全部長 

５ 

 市立小・中学校敷地内にある防災倉庫につきましては、避難生活を送る際

に使用する食料・飲料水等の備蓄物資、生活用水を得るためのろ水機や投光

器等の資機材を保管しているため、できるだけ、災害時に主に避難施設とし

て利用する体育館やプール周辺に設置するようにしております。 

 しかし、ご要望にございますとおり、体育館の周辺が駐車場になっている
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など、学校施設の配置や利用状況により、体育館から少し離れた場所に防災

倉庫を設置している学校もあることから、皆様にご不便をおかけしておりま

す。 

 また、防災倉庫が体育館の近くに設置してあっても、使い勝手が悪い学校

もあるとのご意見もいただいております。 

 こうした学校につきましては、災害時における施設の利用方法によるもの

ですので、避難施設関係者連絡会の中で話し合いを行い、改善してまいりた

いと考えております。 

 

道路部長 

６ 

 「都道改修事業の現況について」お答えします。 

 まず、東京都とどのような連携（協議）をとっているかでございますが、

都道府中町田線（鎌倉街道）の本町田Ⅱ期地区については、東京都と逐次情

報共有を図るとともに、平成30年（2018年）８月に町田市から東京都に対し、

早期整備の要望を行っております。 

 また、工事日程につきましては、平成29年（2017年）６月に南多摩東部建

設事務所が開催した説明会でお知らせしたとおり、平成34年（2022年）まで

に工事が完了する予定であると聞いております。 

 

《質疑》 

連合会長 

 １の町田消防署跡地は、町田第一中学校のグラウンドとして整備、使用さ

れた後、どうするのかという計画はあるのか。皆さんもご存じのとおり、「町

田シバヒロ」を10年先には何とかするということであったが、私が数える限

りでは、あれから５年経過し、その後、「町田シバヒロ」をどのように使う

のかが見えてこないのです。旧町田消防署跡地も、２年後にどうするのかが

見えてこないと、いつまでたっても、あそこに消防署を置いてほしいという

話が出てくるだろうと思うのです。ここですぐ右から左という返事は出ない

だろうと思いますが、検討をお願いしたい。 

 本町田ひまわり児童遊園のところの橋の工事は2021年３月に終わるので

すけれども、あそこの下の公園はどういうことになるのか。これも２～３年

前に話を出していますが、そういうところがみんなに見えてこない、聞こえ

てこないと、いつまでたっても心配だとか、町田市民病院のすぐ近くの栗林

を買ったらどうだとか、そういう話も実際出ているので、もう少し見える形

でお話をいただければ少し安心しますので、お願いします。 

 

政策経営部長 
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 町田消防署跡地のその後の活用については、今のところ、何も決まってい

る状況ではないが、中学校の校庭、部活のグラウンドとして、これから３年

ぐらい使いますので、今、ご要望があったとおり、その間にどんなことがで

きるのかという検討は進めていきたいと考えてございます。 

 また、「町田シバヒロ」は2014年５月にオープンしてから今年で５年目に

かかっているところで、今後５年、10年という話があるので、これまでの取

り組みを精査しながら、次の展開で何かできないか、経済観光部とも検討を

進めていきたいと考えてございますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

連合会長 

 検討していただけるということで、待ちましょう。 

 

東ヶ丘住宅自治会 

 東ヶ丘住宅自治会会長の○○と申します。 

 消防署跡地について、人口が駅の周辺にどんどん集中してきている、高い

マンションがどんどん建ってきている、そして駅から離れたところは逆に減

っている中で、中心に近い場所の消防署跡地が存在することは貴重な空間に

なると思っています。グラウンドとして町田第一中学校絡みで使用するのは

いいことなのですけれども、今後、その空間を大震災等の自然災害に役立つ

ような空間にすることを駅周辺に集まった住民の安全確保の方向で考えて

いただけるよう、ご検討いただけたらと思います。 

 

政策経営部長 

 防災の関係でご意見をいただき、ありがとうございました。市としても、

今言われたご意見も含めて、さまざまな角度から検討を進めさせていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（司会）地区連合会副会長 

 本町田の道路の改修事業において、鎌倉街道は非常に長い間、待ちくたび

れて、いつになったらよくなるのか、皆さん、何も言えないような状況に置

かれています。なぜこんな質問事項を書いたかというと、町田市として東京

都と連携をとって、いつまでに行いますと地域住民に対して周知徹底するこ

とをお願いしたいです。何十年もかかっている道路工事はあまり見受けられ

ないと思うのです。鎌倉街道は防災の関係でも主要な道路ですので、早期に

やっておかないと、何かあったときに現状でいいですかということです。確

かに、あと何年か待てばいいということですが、もっと明確にお願いしたい。 
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道路部長 

 去年、南多摩東部建設事務所が提示された工程は、あくまで残っていた家

屋がなくなった場合で考えており、もし家屋が残っていれば、それから先に

延びるというお話をされていたと思います。ただ、家屋が９月になくなり、

今の予定では2022年の前期には終わると伺っています。もう障害はないの

で、これからはどんどん仕事が進むのではないかと思うので、お待ちくださ

い。 

 

（司会）地区連合会副会長 

 ありがとうございます。 

 

連合会長 

 川の問題はまた市政問題で出しますけれども、豪雨があって氾濫していま

すが、今すぐ堰堤をつくる、土手をつくるというのは難しかろうと思うので

す。しかしながら、住んでいる人たちの何とかしてほしいという声は強いで

す。そこで、道路に土のうを用意する、積んでおくという案は出ないのか。

貯水池はできていますけれども、それでもまだ住民としては心配ですし、急

ぐときは土のうぐらい用意してあるのか。水が流れ込むのを防ぐことはして

ほしい。川の中のしゅんせつ、木を切ることも当然あるだろうと思うのです。

では、土のうを誰がつくって、誰が運ぶかということになってくると思うの

ですが、それはそれとして、またみんなで考えなければいけないだろう。ひ

とつご検討いただければと思います。 

 

道路部長 

 川の問題については下水道部から話があったとおり、神奈川県の改修、現

況であっても、川のしゅんせつや木を切るという問題があると思います。今、

南多摩東部建設事務所では、木の伐採は行っていると聞いているが、根本は

あくまで下流側の河川改修が必要になるのではないかと思っております。 

 土のうのお話は、台風が来る前に相当量、それこそ500とか1000という数

でつくっております。道路部道路維持課では、町田リサイクル文化センター

の近くの町田市土木・公園サービスセンターという事務所に土や砂があるの

で、そこでつくり、本庁の駐車場の脇に一部積んであります。ご要望があれ

ば、取りに来ていただくか、どうしても来られないということであれば我々

がご自宅まで届けております。実際に台風の際には事前にかなり要望があ

り、対応しております。ただ、回収はできないので、最後はご自分で回収し

てくださいとお願いしておりますが、土のうは支給しております。 

 

連合会長 
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 ありがとうございます。 

 ５年前ぐらい前に町田第二地区で町田中央公園に河津桜を２本植えたの

ですが、１本枯れたのです。あの大きい老木が皆切られていく。聞くところ

によると、町田第一小学校も危険だということで桜の木を４～５本切りまし

た。町田第一小学校へ行くのに、桜を正面に見ながら我々も行っていたので

すけれども、危険だということで切られてなくなりました。ここのところ、

桜の木が町田第二地区からもどんどん消えていくので、何とか増やす方向で

早急にしていただかないと寂しい気がしているのです。指定管理者にも頼ん

だのですが、難しいことですので、市で考えていただかないと減ってしまう。

検討はいいのですが、できるのかできないのかを検討してほしいと思いま

す。よろしくお願いします。 

 

東ヶ丘住宅自治会 

 東ヶ丘住宅自治会の○○です。 

 町田中央公園の桜の木については、うちの自治会の何軒かは公園に隣接し

ていて、目の前の桜が数本、根本から切られた状態であるのです。今日も家

内から切らないように言ってよと言われて出てきました。大風が吹いたりす

ると危険なことはわかるのです。でも、いろいろなところの名所になってい

る桜は、みんな枝に支えを立てています。町田の中でも数少ない老木ですか

ら、本当に危険なところは切らなければまずいかと思うのですけれども、こ

の前のような台風に備えて、危なそうなところは切るより、まず支えをやっ

てほしいと思っています。もちろん、切ったところには新たに植えてほしい。 

 それから、すごく気になっているのは、あの公園はモノレールが通る道路

の予定地になっています。町田市民病院からずっと入ってきて、この公園が

まさにぶつかって、急に曲がって町田高校のほうに行くという計画も聞いて

おりますので、あの公園がどうなってしまうのか心配しています。私はそれ

まで生きているかどうかわかりませんけれども、近隣の自治会としては、桜

の木以上に憩いの場がなくなってしまうのではないかという心配も含めて、

提示していただけたらと思います。 

 よく聞くのですけれども、町田は緑を大切にしない。第一に、ＪＲ町田駅

前の緑をなくして、回る芸術的なものにしたということ。それから今、綾部

原トンネルの左側の市道拡幅工事で間知ブロックを石積みしていますが、必

要以上に木を切るのです。華厳院の山を切ったのですけれども、切らなくて

もいいのにという木まで切って、根っこまで抜いているわけです。町田は緑

を大切にしないということを前々からよく聞きます。私は、まちづくり検討

会にも参加して、本町田、薬師池公園を担当しました。そういった中で、も

っと緑のある都道につくりかえなければならない。 

 ついでに言っておきますが、今日、薬師池西公園で工事が始まってフェン



9/21 

スをつくっていましたけれども、まちづくり検討会では道の駅に近いような

ものを提案しました。ところが、写真のような看板を見たら、木造の平屋の

レストラン、産直の野菜を売る場所が何棟かかろうじてできる。まちづくり

検討会を担当した者から言えば、バスエリアをちゃんとつくって、バスが待

機できる場所にする、もちろんトイレも、道の駅の場合、トイレは24時間使

用可能なので、それに近いものをと要望していたにもかかわらず、何だこれ

は、ただやるだけではないか、お粗末過ぎるのではないかと現在思っており

ます。 

 余談になってしまいましたけれども、町田中央公園については、モノレー

ルの道路も含めた形で、どうなっていくのかぜひお願いしたいと思います。 

 

都市づくり部長 

 町田中央公園については、ここで指定管理者が入れかわります。先日お会

いして、桜の木の保存、新たな植樹についてもお話しし、前向きに検討する

というところで進めさせていただきたいと思います。その際には、ここの地

域の方とこれまでの指定管理者が一緒にさくら祭りをやっていた経緯もあ

るので、桜の新たな植樹についても、市が勝手に植えるのではなくて、地域

の方と一緒に植えていくことも想定しながら、新たな指定管理者にお願いし

ています。ですので、いつまでにというのは、今なかなかお答えしづらいと

ころですが、当然前向きに進めさせていただきたいと考えています。 

 今年９月の台風24号でも、あそこで桜の木が１本倒れています。今のとこ

ろ、樹木医がいろいろ判断をしていますが、実際に中がどこまでいっている

かは難しい判断であり、支えが必要かどうかも含め、専門家の判断を仰ぎな

がら進めているので、ひとつご理解いただきたいと思っております。 

 将来的にモノレールが入ってくることは当然想定しております。その際に

公園がどういう形になるかは、申し訳ございません、今の段階では、まだ詳

細な検討まではできておりません。モノレールは上を通りますので、柱がど

この位置に立ってくるかも影響してきます。道路の幅や道の高低差、のり面

の擁壁等さまざまな要素があります。公園の残りの部分をどうするかはこれ

からの検討になるので、また改めて地域の方にはご相談させていただきま

す。 

 薬師池公園は道の駅といった形の中で検討させていただいております。あ

とは、どういう施設が一番望ましいのか。薬師池公園だけではなく、西園、

リス園、ぼたん園、さまざまな周辺施設をどうめぐっていただくか。地域の

方だけではなくて、外から皆さんに遊びに来ていただきたいということも願

い、薬師池公園の中をいろいろ歩いて、どんどん奥へ入っていっていただき

たい。１棟建てるのではなくて、奥へ導いていけるような形で施設の配置は

考えさせていただいております。 
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 トイレの24時間化は、道の駅であれば当然ですけれども、近隣の住宅地へ

配慮し、公園の開園時間はある程度一定のところで切らなくてはいけないと

いうところも含め、営業時間は周辺の方々にもご相談しながら、検討して決

めさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

東ヶ丘住宅自治会 

 よろしくお願いします。 

 

第２部 市政全般に関する意見交換 

 市長からの市政報告 

 

 残った話があれば、私の報告の後でご質問いただければと思いますので、

ひとまず市政報告に行きたいと思います。 

 今回の質問になかった薬師池公園ですが、道の駅は国土交通省の認定事業

です。もともと幹線道路沿いの道路利用者の利便性の確保ということで、道

の駅ではトイレがいつも使えなければいけない。駐車場にとめるときにお金

を取るのもだめです。休んでもらうのにお金を取ってはだめです。一方、あ

そこは町田市の公園です。町田市の公園の駐車場は１時間を超えると全部有

料ですから、ここだけ何時間でも無料というのはできない。したがって、国

土交通省として道の駅には認定しないということです。有料の駐車場、トイ

レに時間制限があるのは道の駅の趣旨から外れているということで道の駅と

言えないのです。私は道の駅もどきと言っているのですが、この名前もあま

りよくないので何か考えなければいけない。とにかく道の駅のようなものな

のですが、国土交通省に認定してもらえない、もちろん補助金もいただけな

い事業であります。 

 さて、市政報告です。まず、まちだ○ごと大作戦ということで、皆さんに

ご参加いただき、始まりました。本当にありがとうございます。既にあちこ

ちでやっていて、この間、「町田シバヒロ」で開催した町田うまいもん祭り、

サンマを焼いたのも、まちだ○ごと大作戦の一環でやらせていただきました。

あと、この前、野津田公園でフォルクスワーゲンのバスを展示したのは、中

町にあるフォルクスワーゲン東京町田が「何かやりましょう」と、まちだ○

ごと大作戦に参加していただいた経緯もあります。フォルクスワーゲンの会

社としても、お金も出していただいているのですが、自分のところの車の宣

伝もできる、そのようなお祭りもやらせていただいています。そういう意味

では、企業や市民団体がアイデアを出して、役所も手伝いしましょうという

感じの企画がまちだ○ごと大作戦であります。ですから、「町田シバヒロ」

でサンマを焼いて食べさせたりしても、実際には市役所はあまりお金を払っ

ていないのです。結構お金はかかっているのですが、サンマはただで、誰が
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どうお金を出したか知らないですが、市がそんなに出しているわけではなく

て、企業や団体が主流でやっています。あと２年以上ありますので、町内会・

自治会や地区協議会が中心になって案を出してつくっていただければ、今、

相談も100件近くありますので、そういう意味ではもうちょっと広がるかと思

います。 

 それから、小さいＡ５判の『平成29年度（2017年度）町田市課別・事業別

行政評価シートダイジェスト』について幾つか紹介をさせていただきます。 

 行政評価シートの目的は、市役所でやっている仕事は何千とあるのでしょ

うけれども、その中の200ぐらいを抜粋して、この事業には幾らかかっていて、

お金はどこから出ているかをまとめたものです。この冊子には14ぐらいしか

ないですが、実際には二百数十の分析をしていて、それを冊子にすると３㎝

か４㎝の厚い本になります。字がびっちり細かく書いてあってとても読める

ようなものではないです。ホームページで検索していただくと出てくるので、

自分の知りたい事業だけをクリックして見ることができます。 

 １の学童保育事業は、４ページと５ページに記載しています。学童保育は、

2017年度、3700人が入会しています。下のほうにお金のことが書いてありま

して、赤がコスト、青色が収入です。下の円グラフを見ていただくとわかり

やすいです。入会児童１人当たりの運営費は、５ページの一番左下の「入会

児童１人あたりコスト」で年間36万円、月に３万円かかっています。円グラ

フを見ていただくと、育成料として、お父さん、お母さんからいただいてい

るお金は１年間に６万円、月に直すと5000円です。毎月３万円かかるけれど

も、お父さん、お母さんからは月5000円、率としては16.6％、要は６分の１

を負担していただいています。では、残りはというと、半分ぐらいは市の税

金、残りの３分の１ぐらいは国と都の税金ということで、84％近くは税金で

運営されています。 

 似たような話をもう１件、８ページ、９ページをごらんください。保育所

の運営にどれだけかかっているかは、９ページの「入所児童１人あたりコス

ト」で、１年間に184万円、月に15万円かかるということです。これは年長さ

んや年中さん、ゼロ歳児も含めてのコストなので、実際にゼロ歳児を１人預

かると１年間に300万円ぐらいかかります。月当たり15万円かかりますが、実

際どのように負担をしているかは、円グラフを見ていただくと、赤の国―厚

生労働省と東京都福祉保健局が約50％、市が37％弱、残りの保育料がお父さ

ん、お母さんで13％、７分の１か８分の１ぐらいということで、年間25万円

弱、月２万円です。実際には月15万円かかっていますが、お父さん、お母さ

んが負担しているのは月２万円、あとは全部税金となっています。 

 これだとまだ実感がないのですが、１年間に184万円、市税で言うと67万円、

２人だと130万円ぐらいかかります。保育所の児童を２人増やすと130万円、

20人増やすと10倍、1300万円、200人増やすと１億3000万円かかります。毎年
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200人とか300人、400人ぐらい増やしているのですが、何億円という税金がそ

こに投入されている。つまり、それだけ増えているのです。例えば、待機児

童が229人だった去年に比べ、今年４月１日で83人減って146人になったので

すが、入所児童数は、2016年度は6047人、2017年度は6117人、月あたり定期

保育受け入れ延べ人数は200人ぐらい増えています。ですから、税金の負担増

えていくことになります。 

 これだけ増えても、まだまだ待機児童はゼロになりません。今年は350人ぐ

らい、ゼロ歳、１歳、２歳で増やしていますから、コストはもっとかかりま

す。60万円どころではなくて、市税だけで100万円ぐらいかかります。ですか

ら、来年またふやすと、億単位で保育所の運営費がかかってきます。今、来

年４月に待機児童ゼロを目指しています。何とかゼロ近くにはなると思いま

すが、そのためにそれだけの税金を使っているというのが実情であります。 

 もう少し身近な例で申しますと、30ページ、31ページの市営住宅事業です。

都営も市営も大体同じ構造ですが、31ページの下の円グラフ、市営住宅１戸

当たりの年間管理費は減価償却費も含めて74万円、月に直すと６万円のコス

トがかかっています。実際には、上の円グラフを見ていただくと、家賃でい

ただいているのは46％、月の家賃が３万円です。民間の賃貸マンションを経

営する方は、３万円では家主が大変です。これだけのコストがかかるところ

では、恐らく７万円、８万円でないと成り立たないわけです。ただ、役所は

税金でやっているので、３万円でお貸ししています。民間のベースの場合は、

家賃収入、青いところがぐるっと回って、12時のところを超えないと経営は

できないわけでありますが、市営住宅、都営住宅は実際の費用の半分をいた

だいて運営しています。 

 32、33ページからは分析ではなくふるさと納税ですが、最近いろいろ新聞

で取り沙汰されています。総務大臣が、あまり豪華な返礼品を出していると

ころは税金の控除対象外にする、つまり、返礼率が３割を超えたら控除の対

象にならないよと言っています。控除の対象になっているうちに寄附してし

まおう、安い値段で肉が買えるということで、駆け込みでもっと増えている

という話がありまして、そうか、そういうものかと思っています。 

 32ページを見ていただくと、これは駆け込みではなく町田市へのふるさと

納税額、市に入ってくる寄附は、2016年度は4000万円、2017年度は１億6000

万円、2018年度の見込みは6000万円です。出ていくほうは、オレンジ色の６

億8000万円で、どこかの市町村へ町田市民が寄附して、魚、肉、米等いろい

ろなものをゲットしているのです。つまり、差し引き６億2000万円、税収が

減っているのです。６億2000万円減ってしまうとどうなるかというと、赤字

ですから青息吐息になるのです。でも、今年の制度改正を総務大臣が言って

駆け込みをしているというから、来年はもっと減るかもしれないです。 

 何が言いたいかというと、外へ余り寄附をしないでくださいということで
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す。寄附するのであれば町田市へということで、33ページに、おかげさまで

今年の春に新しい大型ビジョンをつくれました。大型ビジョンの下にお礼の

せりふを書いてあるが、それだけではなくて、電子黒板機能つきプロジェク

ターも、このふるさと納税を活用してやっています。最後のページには、ほ

かにも福祉、防災、民間交番、「町田市国際版画美術館に『歌麿』を呼ぼう！」

でも寄附を募集していますが、これは目的です。返礼品はいろいろあるので

すが、高価なものを返礼するのではなく、市に寄附してくださいという趣旨

で宣伝しておりますので、よろしくお願いします。 

 ピンクのチラシは、まず表面は、「広報まちだ」、まちテレ、東京町田イ

ンフォメーション、メール配信サービスのことが書いてあります。裏面の一

番下には、防災行政無線で放送しているときに0800－800－5181へかけると、

電話で防災行政無線が言っているせりふが聞こえます。もちろん、フリーダ

イヤルは無料です。防災行政無線を聞くより、フリーダイヤルのほうが早い

と思います。回覧の中には、多分この電話番号を表示していますが、電話を

かけていただければと思います。 

 それから、新聞をとっていないケースは「広報まちだ」をどうするのだと

よく聞かれるので、「広報まちだ」はここに置いてあるというリストを記載

しております。例えば町田地域では、市役所は当たり前ですが、町田駅前連

絡所、玉川学園駅前連絡所、健康福祉会館、町田市保健所中町庁舎、町田市

民病院、町田市民フォーラム、中央図書館等、みんな「広報まちだ」が置い

てあるので、新聞をとっていない方はここでピックアップしてください。新

聞をとっていないから見ていないよという方には、町田地域はずらっとある

ので、ここに行けば「広報まちだ」が手に入るということをお知らせしてお

ります。 

 さて、資料で配っていないことを幾つかお話しさせていただきます。 

 多摩都市モノレールは、去年までは、今年度、いつまでに開通させるかと

いう目標年次を2032年と発表しました。結構きついスケジュールですが、実

際に測量、用地買収、補償の作業に入るためには事業認可をとらなければい

けないのですが、とるまでに５～６年はかかるだろうと思っています。一番

大変なのは、道路を広げたり、新しく道路を都市計画決定したりしなければ

いけない作業がまだまだあります。こちらのほうではないのですが、下小山

田から小野路にかけてのところは道路計画が決まっていません。ですから、

これから道路をこういうところに通しますという説明会が入り、そういうこ

とが決まらないと事業認可に行かないです。もちろん事業として認可となる

と、国の補助金、東京都の事業費、会社の負担が決まるので、その認可がと

れないうちは、当然用地買収の交渉にも入れないです。事業認可は計画がき

っちり決まってからとなっているので、それを６年間で全部やってしまおう

という結構忙しい計画をしています。それから、道路のところにずっと柱を
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建てていきますが、その上にレールをのべていく工事も、８年で全部終わら

そうという計画になっています。もちろん、モノレールが退避するための車

庫もつくらなければいけません。町田駅のところに車庫をつくるわけにはい

かないので、本線から線を横へ出して車庫をつくらないと車を走らせられま

せん。車庫も含めて、全部８年間でやろうという計画で、2032年（平成44年）、

今年は平成30年ですから、14年後ということです。 

 原町田の大通りの幅で道路をつくります。芹ヶ谷公園のところに橋をかけ

て向こう側に行って、町田第二中学校、町田高校の裏、町田市民球場の裏を

通って、町田市民病院に突っ込んでということですが、その間に200軒、補償

しなければいけない家がずらっとあって、１年や２年で交渉がまとまるとは

とても思えないのです。それをやらないと来ないことになっているので、結

構大変な仕事になります。町田市全体の市民の悲願とも言われているので、

目標年次をはっきりしようということで2032年と申し上げました。 

 それから、オリンピック・パラリンピックの話です。キャンプ地の誘致で

既に決まっているのが幾つかあり、インドネシアのオリンピックの空手、パ

ラリンピックのバドミントンが、２年後にキャンプをすることが決まりまし

た。あと、南アフリカ共和国のオリンピックの７人制ラグビー、陸上競技の

交渉をしているので、これもうまくするとやれるかと思っています。中国も

町田でやってもいいようなことを言っていて、どの競技が来るのかわからな

いですけれども、水泳、陸上だとか、いっぱい来るとなると、ちょっと受け

入れが大変かと思いますが、中国も調査団が来ています。 

 来年９月にラグビーワールドカップが開催されますが、その前、もう１年

を切りましたが、ナミビアという南アフリカの北側の国がキャンプを張るこ

とが決まっています。 

 それから、野津田公園の話をしなければいけないのですが、町田ゼルビア

というサッカーチームがありまして、ＪリーグのカテゴリーでＪ２にいるの

です。今、２位なので、Ｊリーグの規則では、１位と２位は自動的にＪ１に

昇格するのです。でも、先月末、Ｊリーグから来て、おたくはスタジアムが

ないからＪ１には上がれませんというお達しが来ました。今年優勝しても、

２位になっても、Ｊ１には上がれないことが決まりました。何で選手は頑張

っているのか、よくわからないなと思うのですが、選手は選手で、Ｊ１に呼

んでもらいたいとか、いろいろ気持ちがあるのです。だから、すごく頑張っ

ていて、今、２位になっています。 

 サイバーエージェントが、16日の臨時株主総会で11億5000万円の出資を決

めました。実は町田ゼルビアは、40チームあるＪ１、Ｊ２の中で下から何番

目というお金のない会社で、年間の運営費が７億円程度です。Ｊ２で14～15

億円が標準ですので半分ということです。Ｊ１になると、一番多いところで

年間80億円のところもありますが、30億円ぐらい。Ｊ２が14億円ぐらい、町
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田ゼルビアは７億円という運営費で、そこへちょっと応援しようではないか

ということです。サイバーエージェントは、ＡｂｅｍａＴＶをやっている会

社ですけれども、そこが参加したので、恐らくそれだけの資金があれば、選

手がＪ１に行ってしまうのを引きとめることができるのではないかと今読ん

でいます。相馬監督も残ってくれるのではないか。あの人は１回、川崎フロ

ンターレに抜かれて行ったことがあるのですが、また戻ってきてくれたので、

また抜かれてしまうのかと心配しているのですけれども、何とかなるかなと

思っています。 

 野津田公園は、Ｊ１に上がれませんよと言われたのですけれども、今、１

億5000万円ぐらいのお金をかけてスタジアムの増設の設計をしています。あ

と40億円ぐらいかけて建物をつくるということで、これは来年度予算で来年

の３月議会に予算案を出そうということで今準備していますが、それができ

上がるのが2021年２月です。それまで上がれないのではひどいなということ

で、町田ゼルビアの役員の人は、工事が始まったらいいと言ってくれと今交

渉しているそうです。まだ工事も始まっていないので、交渉にはなっていな

いのですが、実際に来年の秋ごろには工事をやっていますから、そのときに

はいいのではないか、来年から工事中でもＪ１に上げてくれという話を既に

しているそうです。条件はスタジアムがあることですから、工事が始まった

からいいというわけにはいかないのか、その辺はよくわかりません。 

 それから、南町田のグランベリーモールは、今、区画整理事業をやってい

て、南町田駅の北口の駅前広場はできています。バス停に屋根をかける工事

は来年度にやります。今、市の仕事として北口から南口のグランベリーパー

クに行く大きな通路をつくっています。スヌーピーは、50年ぐらい漫画を新

聞に載せていたらしいのですが、来年の秋、１年後に南町田にスヌーピーミ

ュージアムができます。隣の建物に子どもクラブ（児童館）も一緒につくる

という話もしています。子どもクラブをソニーにつくってもらおうというこ

とで、うちはお金を出さないことになりました。運営費はもちろんかかりま

すけれども、建設費はソニーに持ってもらいます。いつになるかわからない

ですが、来年の秋か再来年、ウィークデーも全て急行がとまるようになりま

す。ダイヤ改正は３月ごろなので、再来年の３月には全部の電車がとまる急

行駅になることが決まっています。 

 それから、清掃工場ですけれども、下小山田町と図師町の間に工事中です。

行っていただくとわかるのですが、現在、大きいクレーンが６台ぐらい動い

ています。クレーンのほかに、２台、アースオーガーという穴掘り機で杭を

立てるための穴を掘っています。今はドカンドカンと杭を打たないです。穴

を掘ってそこへ杭を入れていく方式で、今、建物を建てるための穴を一生懸

命掘っています。施設の処理能力は現在の６割のものをつくります。４割施

設の能力を減らす計画ですので、当然ごみも減らさなければいけないし、別
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に容器包装プラスチックもリサイクルし、資源化する施設の建設計画をして

いるため、清掃工場の処理能力を下げます。もう１つは、家庭の黄色い袋で

出している生ごみを、バイオガス発電、ガスエンジンで発電させるために発

酵させます。パイプ状の発酵槽と呼ばれるものを２本横に寝かせてそこに生

ごみを入れてガスをとるものも今一緒に工事しています。東日本大震災があ

った７年前は計画停電や遮断があったのですが、万一、電力会社からの電力

供給が途切れても、発酵槽にごみがあればそこで発電できるので、自分のと

ころで発電し稼働できます。停電等に関係なく、施設や新管理棟への電力供

給もできる災害対応型の清掃工場、あるいはバイオガス発電をやろうという

ことです。家庭系生ごみのバイオガス発電は首都圏では町田市が初めてで、

他の市ではやっていないです。それだけお金がかかるのですけれども、今、

現地工事をしています。あと３年ぐらいすると完成します。 

 あと、子どもの話で先ほど待機児童の話をしました。229人が、今年146人

になり、来年はゼロになりますと言っているのですけれども、来年のことだ

からわからないですが、今の計画ではゼロになります。今、３歳以上は待機

児童がいなくて、ゼロ歳、１歳、２歳だけです。146人に対して、ゼロ歳、１

歳、２歳の待機児童のための定員は200人以上増やしています。146人の待機

児童がいて200人増やすと、普通はゼロになるのですけれども、今までずっと

供給すると需要が生み出されてしまいます。ここの近くに保育園ができたと

いって、パートや仕事に出る人が新しく増えてきてしまったのです。ですか

ら、保育園をつくらないほうがいいという話になってしまいそうですけれど

も、146人の待機児童に対して200人以上つくるのですが、ゼロは微妙なとこ

ろです。保育園の場合は供給が需要を生み出すというのが一番大きな悩みで

す。 

 それから、トイレの改修は防音工事を行う町田第六小学校及び改築工事予

定の町田第一中学校以外は、去年の段階で全部の学校が終わりました。一部

の特別教室にエアコンが入っていなかったのですが、今年の夏で終わりまし

た。入っていないのは防音工事を行う町田第六小学校の一校だけです。避難

施設になる体育館のエアコンをどうするかというのがまだ残っているところ

です。 

 体育館以外だと、東京が例外的にエアコンを入れています。例えば四国、

高知県はうちよりずっと暑いですが、エアコンが入っているのは１割から２

割です。暑い愛媛県や高知県の学校の８割、９割はエアコンが入っていない

です。東京では当たり前だと思われているかもしれないですが、エアコンを

入れることに関しては例外的な都市です。 

 ですから、もちろん他の県では体育館にエアコンは入っていないわけです。

でも、夏場は地震が来ないという保証もありませんので、避難施設にエアコ

ンは将来必要なのかなと思っていますが、町田市は貧乏な市なので、すぐに
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やれと言われても、なかなかできません。東京都なり国の補助金をいただか

ないと、もちろん62校の体育館に１年ではエアコン設置はできないので、こ

れからの課題だと思います。 

 学校については、本日は説明しなかったのですが、この後、学校の統廃合

を７～８年先には実行しなければいけない、あるいは４～５年先には決めな

ければいけないところにもう来ています。単学級、１学年１クラスという学

校がだんだん増えています。１学年１クラスは結構面倒で、クラス替えがあ

って、やっといじめっ子から離れたなどということがないわけで、ずうっと

いってしまうわけです。いじめっ子の話をしているのではなくて、ずっと動

かないわけです。教員もそれぞれ必要になります。ですから、運営そのもの

も大変になってきているので、少子化ということで、それこそ統合するとい

う話が出てきます。今、学校の施設整備をやっていますが、７～８年先にな

ると今度はここの学校をやめて、こちら側に行ってくださいという話が出て

きますし、その前に計画を説明することになるかと思います。だんだん数が

減っているので、隣同士の学校が単学級になってしまうと、どちらかをやめ

て１学年２クラスにするために寄せることがそろそろ出てきますので、その

辺の議論はこれからしていかなければいけないと思います。 

 高齢者の特別養護老人ホームについては、去年の調査で要介護３、４、５

の皆さんが各施設に入所申し込みをしてから１年以内に入る率が87.6％、９

割近くなっています。これもさっきのエアコンと似た話ですが、このように

なってきたのは町田市ぐらいの話です。東京23区も全然だめで、立川市より

東側の市はそういうことは全然ありません。青梅市やあきる野市に行くと１

年以内に入れるのですけれども、それ以外の東のほうは全然入れなくて、23

区の場合、申し込んで無理ならば、群馬県を紹介しましょう、栃木県を紹介

しましょうとしか言われないです。町田市の場合は市内にあります。一番最

近は、先月、木曽山崎団地の中にほかの医療機関も一緒にある定員90人のグ

ランハート悠々園ができたばかりです。大きなものはこれが最後で、これか

らやるものは小規模になってしまうのですが、この７～８年で定員900人ぐら

いつくったのが効果をあらわして、大半の人は１年以内に入れるようになり

ました。 

 私ももうすぐ後期高齢者になります。75歳になってしまうのです。そのこ

ろになると比較的介護の需要が増えます。私はまだなっていないからわから

ないですけれども、75歳とか80歳になると、かなりの率で介護が必要な人が

出てきます。その人たちがどんどん増えていくので、実際は特別養護老人ホ

ームだけではなくて、訪問介護やデイサービス等が2025年には受けられなく

なるだろうと言われています。あと何年もないですが、そうなると、23区、

三鷹市、武蔵野市は完全に介護難民になるだろうと言われているのです。介

護難民で誰もやる人がいなくなってみないと、その問題は表に出ないのです
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けれども、実際はもう何年もしないうちにそうなるし、23区の特別養護老人

ホームにはもう入れません。町田の場合は町田市の中で入れるのですけれど

も、ほかは埼玉ではなくて群馬に行ってくださいと言われます。東京都は例

外的にエアコンが100％近く入っているのと同じように、町田だけはすぐ入れ

るという状況になっていますが、この町に住んでいるとわからないです。 

 例えば学童保育は、全入といって希望者がみんな入れる市はそんなにない

です。保育園に何とか入って、次に学童保育に入ろうとしたら、学童保育が

定員オーバーで入れません。どうなるかというと、仕事をやめるほうにいっ

てしまいます。つまり、学童保育に入れないためにパートをやめなければな

らない市が結構あるのです。町田はみんな入れるということが標準ですが、

実際にどこの市もそのようになっているわけではなくて、北多摩は学童保育

の待機児童対策があります。うちは保育園だけですけれども、そういうこと

もあるので、この町に住んでいると、ほかの県市のことはなかなかわかりに

くいですけれども、そんな状況であります。 

 特別養護老人ホームは、介護費用と部屋代と食事代を全部入れて月16万円

ぐらいです。３食昼寝がついているという話もありますけれども、３食はつ

いています。これは介護のコストだけでも大変ですが、特別養護老人ホーム

は入所者１人に対して１人職員が要ります。定員100人ホームは、100人職員

が要るのです。御飯をつくる、部屋を掃除する、介護するとかホテルと同じ

です。もちろん、医師も看護師もいますから、全部の仕事を分けてやってい

ると100人ぐらい必要になってしまいます。ですから、とても大変なのですけ

れども、それで16万円ぐらいであればいいところかなと。ただし、お金が非

常に少なくて困っている人には割引制度もありますし、３人部屋の場合は月

額11万円ぐらいでやっています。 

 

《質疑》 

弥生ヶ丘自治会 

 弥生ヶ丘自治会の○○と申します。いつも同じで恐縮ですけれども、今回

も博物館のことでお願いをいたします。 

 この件については、これまでの会でも２度ほど出しましたし、公共施設再

編計画の意見書でも出させていただいております。それでも何度も取り上げ

させていただいているのは、今の再編計画の延長線上では、最終的に博物館

は取り壊されるのではないかという不安を非常に持っております。これは単

に弥生ヶ丘自治会の問題ではなくて、町田市の文化の拠点の１つを潰してし

まうことでもあります。将来的には、子どもたちに郷土愛を育成するには、

やはり地域の歴史教育が大事なのですが、そういう拠点の１つを失うのでは

ないかという大きな問題と考えております。何度もしつこいかもしれません

けれども、残すことをお願いしております。 
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 今の建物は本格的な博物館としては狭いので、博物館として単独でやるの

はなかなか難しいかと思っておりますけれども、展示物をもっと特化してコ

ンパクトにして、あいたところに市民のコミュニティセンターを兼ねた建物

として再生できないかと思っております。展示物特化ということで言えば、

例えば町田は今都内で２番目の縄文遺跡を擁している大きな町です。この遺

跡もそれぞれ非常に特徴を持っておりまして、まさに町田は縄文王国と言っ

てもいいぐらいですが、それらの遺跡のネットワークのセンターとしての役

割を博物館の跡地施設が担えるのではないかと思っております。 

 ご存じのとおり、昨今、縄文時代の評価が非常に高まっており、この前の

夏の東京国立博物館での縄文展には30万人を超える人が入っております。私

も行きましたが、混み合って入るのも大変なぐらい人気でした。映画、出版

物等いろいろなメディアでも縄文文化が取り上げられています。縄文は町田

の資源と言ってもいいようなものですが、東京都で２番目に多いと言われな

がら、それが資源として生かされていない感じがしております。 

 もう１つのコミュニティセンターとしての役割ということで言えば、2011

年に町田市が発表したまちだ未来づくりプランには、北の自由民権資料館か

ら、中央の町田薬師池公園四季彩の杜、博物館の一帯を全部含んだ計画が出

ております。その辺をもう１度再考していただければ、コミュニティセンタ

ーとしての役割を十分維持できると思っております。 

 それから、博物館廃止の根拠として挙げられていた老朽化の問題は、この

８月に神奈川大学工学部建築学科の内田教授に来てもらい見ていただきまし

たが、内部リニューアルは必要かもしれないけれども、本体はまだまだ使用

可能と言っておりました。一級建築士のほかの方からもそういう意見を聞い

ております。なおかつ、同教授は、市立博物館は建築家の山口文象さんが設

計した歴史的建造物としてその価値を高く評価しており、ぜひ残してほしい

とおっしゃっております。博物館は1974年の建築専門誌「新建築」で紹介さ

れているのですが、この建物は文化庁文化財部建造物課監修の建造物でもあ

りますので、まず老朽化の問題はクリアできるのではないかと思っておりま

す。 

 もう１つは経費の問題でいろいろ取り沙汰されていますけれども、その中

で大きい養運寺からの借地の問題です。年間1480万円払っていますが、最近、

私は養運寺を直接取材していろいろ聞いています。先方については、ここで

数字を言うのは控えさせていただきますけれども、今払っているお金の数分

の１―数分の１といっても、２分の１、３分の１ではなく、もっと低いと

ころで交渉できる余地は十分にあります。節約しようと思えば、例えば今は

企画展中心の運営なので人件費が非常にかかっていますが、いろいろな工夫

をしていけば、今後あの建物を残していける余地は十分あると思いますので、

ご検討をよろしくお願いいたします。 
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町田市長 

 ありがとうございました。これについては、さまざまな議論があって、ご

意見をいただいているのは承知しております。どのようにしていくか、実は

工芸美術館の話もあるので、それも含めて今検討している最中です。 

 

中町中央町内会 

 本日はありがとうございます。中町中央町内会の○○と申します。 

 公共施設再編計画の中で、中町地域にあるさるびあ図書館の件です。本日

お配りいただいた中に、図書館の再編計画を2018年度に検討されると出てお

りますけれども、私たち中町地域は、マンションがかなり増えてきて、現在、

若い方々が増えている状況です。マンションが多く建っている状況で、ほと

んど入居されるという事情がございます。以前、中央図書館に集約の話もあ

りました。地域としては、あそこは町田市で最初に図書館ができたところで

地域に根づいており、皆さん、どうなることなのかと非常に心配をされてい

るので、ぜひひとつご考慮いただきたいと思います。 

 先週の土曜日、ＮＨＫスペシャルで健康寿命の秘策という番組をごらんに

なられた方もいらっしゃると思います。その中で、ＡＩがいろいろな項目で

判定していくのですが、結論から申しますと、健康寿命の秘策は本と雑誌を

読むことだそうでございます。ですから、図書館がなくなることは、そこか

ら遠ざかるということで、健康寿命にも影響が来るのかなと思って心配して

いるところでもございますので、その辺のところも含めてご考慮をいただけ

ればありがたいと思います。もし現在、計画がおありであれば教えていただ

ければありがたいです。よろしくお願いいたします。 

 

町田市長 

 「ぷらっと」という広報誌の中にＡ ｔｏ Ｚでアルファベットの26文字が

あって、26種に分かれているのですが、図書館はそのうちのＣです。2018年

度にあり方検討の結論を出すとなっています。ただし、さるびあ図書館をど

うするかという結論は３月までに出るわけではないのですが、どのような方

向性で物を考えるべきかは結論を出そうとなっています。役所の中でもいろ

いろな議論がありますので、さるびあ図書館について、皆さんにお話しする

ことはないのですけれども、あそこの地域をどうするかという問題がありま

す。町内会館も中に入っているエリアですけれども、保健所自体も、東京都

からいただいたのですが、はっきり言って結構古いです。ですから、図書館

もやや古いし、あのエリア全体、保健所も含めて、デゴイチがあるところの

大きい空間をどうするかということは今庁内で議論しています。ただ、本格

的にコンサルティングの会社にお金を払って絵を描いているところまではい
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っていないですが、その中にさるびあ図書館もあり、もとの案では中央図書

館でいいのではないかという議論も役所の中で出ています。では、どのよう

にその機能を残すかというのはまた議論があります。 

 ただ、最近、本を借りる人が少なくなっていて、町田市課別・事業別行政

評価シートの12ページ、中央図書館そのものも、当然人口は増えているので

すけれども、2015年度127万点、2016年度117万点、2017年度110万点と年を追

うごとに図書も回転しなくなり、貸し出しも減っているのです。実はこの傾

向は、ほかの図書館も同様に減っています。ですから、図書館のあり方その

ものをどうするか。今減っている傾向についても、みんなで議論していると

ころなので、さるびあ図書館をどうするかはまだすぐに答えが出ないです。

こういう傾向を見て、活字離れということなのではないか、あとは年少人口

が下がっていて、図書館で本を借りる中高生の人数も減っているので、そう

いうことも影響しているのか今分析している最中であります。 

 

○閉会の挨拶（中町中央町内会） 

 本日は、長時間にわたり、市長を初め部長の方々、そして職員の皆様、本

当にありがとうございました。いろいろと勉強させていただきました。これ

からもいろいろ課題はありまして、解決できない課題が多かろうと思います

けれども、ぜひひとつご協力をいただければありがたいと思います。本日は

長時間、本当にありがとうございました。 

 

以上 
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