
2018年度　小山地区　市政懇談会

次　　第

[日時] 2018年11月9日（金） 19：00～21：00

[場所] 小山市民センター　ホール

司会進行： 市民協働推進担当部長 平林　隆彦

小山連合町内会 会長代行 粉川　敏治

○連合会長の挨拶

小山連合町内会　会長　安達　廣美 （5分）

○市長の挨拶

町田市長　石阪　丈一 （5分）

○職員の紹介

（5分）

（50分）

1

【道路部】【下水道部】

2

【道路部】

3

【道路部】

4 境川の整備と町内の水害対策について

【下水道部】

5 ＪＲ東海のリニア工事に伴う廃土積載のダンプトラックについて

【政策経営部】

市長からの市政報告

（50分）

○閉会の挨拶

閉会挨拶　小山連合町内会　副会長　吉村　寛

（5分）

第１部　地域の要望に関する意見交換

第２部　市政全般に関する意見交換

小山・小山ヶ丘地区の道路・交通環境整備について

南多摩尾根幹線道路延伸に伴う周辺市道の整備

道路網の早期整備によるまちづくりに向けて
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2018年度 小山地区連合町内会 市政懇談会 

議事録(要旨) 

 

［日 時］2018年11月９日（金）19:00～21:00 

［場 所］小山市民センター ホール 

［出席者］石阪市長 

     道路部長 福田 

     下水道部長 大場 

     政策経営部広報担当部長 若林 

     政策経営部次長 田中 

     市民部市民協働推進担当部長 平林 

     市民部小山市民センター長 金井 

     市民部市民協働推進課担当課長 中坪 

     市民部市民協働推進課担当課長（地域担当） 八木 

     市民部市民協働推進課（３名） 

     小山地区連合町内会会長ほか24名 

 

                   司会進行：市民協働推進担当部長 

                        小山連合町内会会長代行 

 

 

○地区連合会長の挨拶 

 皆様、改めましてこんばんは。無事本日の本年度の市政懇談会を迎えるこ

とになりました。お足元の悪い中、お集まりいただき、まことにありがとう

ございます。 

 本日の要望事項としては５点にまとめました。ほとんど道路関係、境川関

連ですが、一部リニア等も入っています。これに関しても、ダンプ往来に関

する内容になろうとは思いますが、要望事項に沿った質問をしていただきた

いと思います。 

 今回、この市政懇談会に小山中学校のスクールボードをなされています○

○さんからも、ある程度まとまった後に上の道路の問題に関して問い合わせ

がありました。役所とも話をさせていただきましたが、今回は間に合わない

ということで、第２部の中で改めてお願い事項として言っていただければと

思います。 

 市長も各部長さんたちも本日はお忙しい中、大変恐縮です。ありがとうご

ざいます。最後までよろしくお願いいたします。 

 

○市長の挨拶（町田市長） 
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 皆様、こんばんは。市長の石阪でございます。雨はやみましたが、足元が

悪い中、夜分おいでいただいたことに感謝を申し上げます。 

 毎年、市政懇談会をやっていますが、年々議論が深化しています。この場

自体が政策形成の場になってきている点についても感謝を申し上げたいと思

います。 

 今回、幾つかご要望をいただいておりますが、人口急増あるいは開発が進

んできたところでもあり、道路等いろいろな問題をまだ抱えております。た

だ、都県境の問題、神奈川県と東京都の間で歩調が合っていないという問題

も幾つかあります。神奈川県がちゃんとつき合ってくれていないと言ったほ

うがいいかもしれませんが、東京都の中でも神奈川県といっても川崎市との

間で歩調が合わないのが鶴川地区です。この間、市政懇談会を行いましたが、

川崎市に対する恨みではないですが、どうなっているのだみたいなことばか

りでして、東京都の中で半島のように突き出ていて、西側が相模原市との問

題、東側は川崎市との問題、みんな道路がとまってしまっています。多摩の

真ん中の町だとこういう問題はないのですが、端なので道路問題がどうして

も出てきます。ここは人口急増ということもあり、さらにその問題が厳しく

なっているのかと思っています。 

 道路というのは５年、10年先に形が見えてくる事業なので、渋滞している

ほうとしてはいらいらしますが、その辺はある程度の時間をいただきたいと

思います。あるいは東京都の関係もあって、靴の上からかいているみたいな

ところもあります。そういう意味で市民の皆さんには大変いらいら感を募ら

せてしまっていますが、何とか頑張っていきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 第２部で、それ以外の問題で幾つか報告をさせていただきますので、どう

ぞよろしくお願いします。 

 

○出席者の紹介 

 

第１部 地域の要望に関する意見交換 

 

１ 道路網の早期整備によるまちづくりに向けて 

 ここ小山地区は、京王相模原線の延伸以後、駅周辺を中心に開発が進み、

地域人口も増加傾向となっております。また、小田急多摩線の延伸計画とＪ

Ｒ相模原駅北口の相模総合補給廠返還地における新たな拠点づくりや、リニ

ア中央新幹線の橋本への新駅設置の他、尾根幹線、谷幹線の16号方面、圏央

道方面へのアクセスなど様々な条件整備が進む中、小山地区のポテンシャル

の向上が高まりつつあります。 

 こうした現状を確実に捉え、整備計画に基づく町田街道等の幹線道路の早
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期整備に向けた取り組みを要望いたします。また、本整備までの間、緊急避

難的な対策の検討など、一日も早く、地域住民、市民の安全で、安心して暮

らせる道路環境の整備をお願いいたします。 

 町田街道は都道ということもあり、全体整備計画や、相模原市側との連携

整備など市からの情報提供が乏しく、沿道住民及び、周辺住民がその全体整

備計画や、整備の進捗状況（整備年次）が見えない現状であり、市(都)から

の積極的な“見える化”の推進を要望いたします。 

 (1)町田街道整備の工事の進捗状況を教えてください。 

 (2)東京都の第四次事業化計画における優先整備路（町田３・３・36号線)

整備の内容を教えてください。小山地区（馬場地区）では説明会の開催はな

いのでしょうか。 

 (3)補給廠返還地の南北道路の開通により、市道（堺69）と町田街道交差点

への交通負荷が増加し、交通渋滞による大気汚染、通学路としての安全確保

など円滑な交通処理のための右折レーンの整備や、信号処理などが喫緊の課

題になっておりますが、検討してもらえるでしょうか。 

 (4)当該地点は、集中豪雨等による道路冠水箇所でもあり、境川の河川改修

も重要であるが、町田街道整備に併せた雨水幹線等の早期整備による冠水対

策についても強く要望いたします。 

 

【回答】 

道路部長 

 「１ 道路網の早期整備によるまちづくりに向けて」についてお答えしま

す。 

 まず、町田街道は都道であり道路管理者は東京都です。 

 (1)「町田街道整備の工事の進捗状況」についてですが、小山市民センター

付近から小山交差点付近の区間は、現在、「電線共同溝設置工事」を実施し

ております。2019年度以降「電線管理者による引込連系管工事」や「街築工

事」を行っていくと伺っております。 

 また、田端交差点から坂本橋交差点の区間にて「路面補修工事」を行って

おり、こちらは２018年度中に完了する計画であると伺っております。 

 (2)「第四次事業化計画における優先整備路線である町田３・３・36号線の

内容及び説明会の予定」についてですが、まず、優先整備路線に該当する区

間は「馬場交差点付近から常盤駐在所北交差点」までの延長約1460ｍでござ

います。幅員25ｍ（車道18ｍ、歩道3.5ｍ×２）の片側２車線の道路で計画し

ております。 

 このうち、常盤交差点付近から常盤駐在所北交差点までの延長約700ｍの区

間（常盤地区）につきましては、９月12日（水）に「事業概要及び用地測量

説明会」が開催されました。 
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 ご要望の馬場交差点付近から常盤交差点付近までの区間（馬場地区）の説

明会開催時期につきましては、未定であると伺っております。 

 (3)上中村橋から町田街道までの市道堺698号線と町田街道の小山郵便局前

交差点の右折レーン整備及び信号処理についてですが、町田市では当該交差

点の交通状況を把握するため、朝の通学時間に合わせて交通量調査を実施い

たしました。 

 調査日時は、南北道路開通後の2017年６月２日（金）と、相模原市の東西

道路開通後の2018年５月17日（木）の午前６時30分から午前８時30分の２時

間です。 

 どちらの日時についても、町田街道から南北道路方面へと交差点を曲がる

車による大きな渋滞は見受けられませんでした。引き続き南北道路の相模原

市との協議に合わせて、当該交差点の改良についても検討を進めてまいりま

す。 

 引き続き、東京都と情報共有を図り、地域の皆様への情報提供に努めてま

いります。 

 

下水道部長 

 １ 道路網の早期整備によるまちづくりに向けての(4)町田街道整備に併

せた雨水幹線等の早期整備による冠水対策についてですが、雨水幹線の整備

状況につきましては、道路冠水・床上浸水・床下浸水に対応するため、小山

地区では、小山交差点付近の町田街道拡幅整備及び尾根幹線道路整備にあわ

せて、雨水幹線整備を実施し、2014年度に完成しました。 

 しかしながら、近年の集中豪雨による、小山地区の町田街道における道路

冠水の現状についても認識しております。そのため、ご要望の道路冠水対策

については、町田街道の整備にあわせて計画される道路排水施設や、既存の

排水施設の能力を確認し、雨水管の整備を進めてまいります。 

 なお、近年の道路冠水・浸水被害の原因として集水ます部の落ち葉の詰ま

りによるものがあるため、道路管理者による清掃なども実施しておりますが、

皆様のご協力をお願いできればと考えております。 

 

２ 小山・小山ヶ丘地区の道路・交通環境整備について 

 多摩境通りの国道16号方向の、多摩境駅東入口交差点～多摩境駅前交差点

間における右折専用車線から直進車線(左車線)への割り込み封策をお願いし

ます。 

 右側直進車線が、短い交差点間で右折車線になるため、カフェ「アルル」

前で強引な割り込みをする車が多く、接触事故の危険が大きいほか、左車線

の渋滞が延びてしまいます。また、左車線が多摩境駅前交差点での直進と左

折が混在する構造のため、左折者が横断歩行者を待機すると、後続車の交差
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点への侵入が妨げられてしまいます。 

 昨年度の市政懇談会で回答していただきましたが、その後の対応と進捗状

況をお答えください。 

 

【回答】 

道路部長 

 「２ 小山・小山ヶ丘地区の道路・交通環境整備」についてお答えします。 

「多摩境通りの国道16号方向の、多摩境駅東入口交差点～多摩境駅前交差点

間における右折専用車線から直進車線（左車線）への割り込み対策」につき

ましては、2017年度の市政懇談会において、路面標示が薄く認識しづらい状

況であることが強引な割り込みを行う原因と判断し、南大沢警察署と町田市

とで路面標示の補修を進めていくと回答いたしました。 

 その後の対応と進捗状況ですが、路面標示の補修を2018年３月に実施いた

しました。 

 多摩境通りの渋滞対策につきましては、今後も引き続き現場状況を確認し、

南大沢警察署と連携を図ってまいります。 

 

３ 南多摩尾根幹線道路延伸に伴う周辺市道の整備 

 東京都から平成29年11月に南多摩尾根幹線道路延伸（町田都市計画道路３･

３･50号小山宮下線)が発表されました。その道路により、付近の市道は安全

性や利便性に影響を受けることが予測されますので、幹線道路の工事に並行

して付近の市道の整備を望みます。 

 (1)境川を渡る橋付近は幹線道路の路面が高くなるため、水害時の水の滞り

方が悪化する恐れがあります。境川のセメント土嚢による簡易河岸工事、相

対的に低くなる市道や駐車スペースへの動線等、付近の住民にとっては既存

市道から幹線道路へのアクセスがどのようになるのかは重大な関心事の一つ

であり、早めの提示を望みます。 

 (2)南多摩尾根幹線道路延伸が完成すると堺109号市道が町田街道で分断さ

れ、なおかつ北側から町田街道へ右折できなくなるため、御嶽堂四季彩の丘

地区の住民はやむを得ず、幅員が狭く見通しが悪い堺109号市道を通称御嶽堂

五叉路経由で堺102号市道から町田街道に出ることになります。事故やトラブ

ルが生じ、車両が集中する堺109号市道の御嶽堂五叉路へ通じる箇所の拡幅を

切に望みます。 

 (3)堺103号市道を御嶽堂五叉路へと下る箇所は傾斜が激しく、高さ35ｍを

一気に下る危険個所で、五叉路では三すくみ状態もしばしば発生しています。

延伸工事が始まると、生活道路ながら今後交通量の増加が見込まれる箇所で

もあり、様々な交通規制も含めた対応を望みます。 
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【回答】 

道路部長 

 「３ 南多摩尾根幹線道路延伸に伴う周辺市道の整備」についてお答えし

ます。 

 (1)「南多摩尾根幹線道路の延伸に伴う、既存市道との接続」についてです

が、現在東京都が当該路線の具体的な設計を行っており、今後、市にも詳細

な図面が示される予定です。ご心配されております、道路排水の問題や既存

市道と幹線道路との接続の仕方等につきましては、詳細な図面が提示された

段階で、適切なチェックと協議を行います。引き続き、東京都と協力して地

域の皆様への情報提供に努めます。 

 (2)「堺109号線の拡幅」についてですが、(1)同様、東京都から詳細な図面

が提示された段階で、町田市道の改良の必要性についても検討を進めてまい

ります。 

 (3)「御嶽堂五差路から北側の堺103号線に関する交通規制を含めた対応」

についてですが、当該路線は生活道路拡幅整備事業として、沿道地権者の皆

様から用地の寄附をいただきまして、平成６年（1994年）と平成14年（2002

年）に、道路幅員4.8ｍに拡幅整備を行っております。 

 交通規制につきましては、警察の管轄になりますので、要望内容について

南大沢警察署に申し伝えました。現状では交通規制はかけられないが、地元

の要望に応じて引き続き検討していきたいとの回答をいただいております。 

 道路管理者としての安全対策につきましても、現地確認の上、必要に応じ

て検討を進めてまいります。 

 

４ 境川の整備と町内の水害対策について 

 境川の整備および雨水幹線整備を含めた町内の水害対策について、現在の

整備状況と今後の見通しを伺いたいです。併せて、近年の集中降雨に対する

緊急避難的な対応策について、その進捗状況を含めて説明していただきたい

です。 

 なお、小山地区の住民が安心して生活できるよう、以下について、神奈川

県および東京都に強く働きかけていただくよう要望します。 

 (1)神奈川県の区間において、遊水地の整備や、整備が進んでいない箇所の

整備を推進し、早期に安全性の向上を図ること。 

 (2)下流の東京都が管理している区間については、65ミリ対応の調節池の整

備計画を進め、洪水対策の早期完成を図ること。 

 

【回答】 

下水道部長 

 境川は、根岸橋から上流部及び鶴間地区の鶴瀬橋から相模湾までの下流部
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を神奈川県が管理し、中流部の根岸橋から鶴瀬橋までを東京都が管理してお

ります。 

 (1)の神奈川県管理区間の整備状況としては、下流部に、「境川遊水地」が

整備されており、104万㎥の貯留が可能となっております。 

 また、上流部においては、「風間遊水地（貯留量約１万7000㎥）」の整備

を2014年度から行っており、2021年度の完成を目指していると聞いておりま

す。宮前橋から馬場橋では、用地買収を行っており、約35％の買収が完了し

ていると聞いております。今年度の護岸整備については、根岸橋上流で約20

ｍの整備を予定していると聞いております。 

 (2)の東京都管理区間では、護岸整備は、ほぼ完了しております。東京都は、

更なる治水安全度向上のために調節池の整備を予定しており、現在、境川木

曽東調節池と境川金森調節池の２カ所の整備を計画しています。 

 また、先ほども申し上げましたが、小山地区の雨水幹線の整備状況につき

ましては、小山交差点付近で、町田街道の拡幅整備及び尾根幹線道路整備に

あわせて、雨水幹線の整備を実施し、2014年度に完成しております。今後も、

近年の浸水被害状況を鑑みながら、浸水対策に取り組んでまいります。 

 河川管理者への要請につきましては、今年１月には、相模原市とともに、

神奈川県庁に赴き、副知事に、整備要請を行っております。また、５月には、

境川の上流部を管理する神奈川県厚木土木事務所津久井治水センターに赴

き、要請活動を行ってまいりました。さらに、東京都が行う調節池整備事業

につきましては、先月、南多摩東部建設事務所に赴き、早期完成を要請して

まいりました。今後も、河川管理者に対し、町田市民が安心して生活できる

よう河川整備の要請を行ってまいります。 

 

５ ＪＲ東海のリニア工事に伴う廃土積載のダンプトラックについて 

 リニア工事に伴い廃土積載のダンプトラックが、１日に、300台あまり、小

山地区近隣を通過することになるといわれています。正確な情報は入ってい

ませんが、「小山田非常口」を起点として以下の２ルートが想定されていま

す。 

 １．尾根緑道を横切って、市道を馬場十字路に向かって南下して町田街道

の東西または境川を越えて相模原へ向かうルート 

 ２．尾根緑道を横切って、市道から多摩境通りへ西に曲がって、小山中学

校前を通過して西に向かうルート〔搬送先が非公開〕 

 いずれのルートをとったとしても、積載重量のある大型ダンプトラックが

通過した場合、かなりの振動、かなりの騒音（登りの場合のエンジン音はさ

らに倍加）、狭い道路でのすれ違いでの渋滞発生、通学や通勤時間帯での、

歩行者へのリスクの増大が懸念されます。 

 従前のＪＲ東海の説明会では、近隣住民への迷惑を減らすため、工事現場
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から北側への当該廃土の搬送道路を別途設けることを検討している旨の示唆

もありましたが、今はその予定は全くないとのことです。ＪＲ東海からこれ

ら想定される問題について具体的な対策が提示されない限り、“市道のダン

プトラックの通行を制限する”等、町田市の明確な回答を切に要望します。 

 

【回答】 

政策経営部次長 

 リニア中央新幹線上小山田非常口の建設工事において、工事用車両の台数

は、土砂搬出などの大型車両が１日最大150台、月に１～２日程度のコンクリ

ート打設時は１日最大350台と聞いております。 

 工事用車両の運行ルートにつきましては、工事現場から南側へ抜け、尾根

緑道及び多摩境通りを通行する計画が示されており、馬場十字路へ南下して

町田街道に入るルートは通行しない予定です。また、工事に伴う残土の搬出

先につきましては、当面の間、八王子・青梅方面で進められている事業で活

用されると報告を受けております。 

 工事用車両による周辺地域への影響軽減を図ってほしいという地元の方々

からの要請を受け、これまでＪＲ東海は、工事現場から北側の八王子方面へ

抜ける分散ルートについて、地権者などと協議をしながら検討を進めてまい

りましたが、おおむね了解をいただいたとの報告を受けております。北側ル

ートは2021年度中の完成を予定しており、完成後は、この北側ルートを中心

とした運行計画を予定しているとのことです。 

 町田市としては、引き続き、地元住民への丁寧な説明、市民生活に極力影

響の出ない工事計画と工事実施、安全対策の徹底について、ＪＲ東海に要請

してまいります。 

 

《質疑》 

下馬場町内会 

 下馬場町内会長、○○です。ご回答ありがとうございました。 

 １番目の要望事項、道路網の早期整備によるまちづくりに向けての中で重

ねての質問、要望になろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 小山地区は、道路、鉄道等の交通ネットワークによりポテンシャルが高ま

り、新しい町へと生まれ変わっているところです。その中で小山地区に住み

続けたい、小山に住んでみたい、または企業として起業したいという声も聞

こえているところです。この辺は市長が目指す人や企業に選ばれるまちづく

り、拠点づくりがここに今求められているのかと思っています。 

 その骨幹となる町田街道の整備は、東京都の優先道路の位置づけ、多摩尾

根幹線または神奈川県の都市計画道路との広域幹線道路としての都市と都市

を結ぶ連携強化が求められている幹線道路として承知しているところです。
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また、幹線道路の整備は、交通安全だけではなく、渋滞解消からＣＯ２、二酸

化炭素の削減または防災上、緊急車両のネットワーク化、救助救護活動の空

間の創出など、いろいろな役割が道路の中にあるわけです。また、町田市の

基本計画まちだ未来づくりプランの基本目標の中においても、基本目標の中

で誰もが移動しやすいまちづくりという施策、幹線道路網の整備または安全

な道路整備などが掲げられているところです。本日要望させていただいた道

路、下水、リニアの話も、どれもこれも小山地区の今後のまちづくりには大

変重要な課題となっているところです。 

 しかし、現状、なかなか税収の伸びがない中では、財源の確保ができない

とか、国、都の予算の関係から整備が遅れているのでいま少し待ってほしい

とのお話をいただいたところですが、地域住民とすれば、遅々として進まな

い整備に対して、日々その中で暮らしていくということで、いつになったら

安全に暮らせるのか、歩いていけるのか、いつも渋滞で時間がかかってしか

たがないねという声を聞くし、不自由な、また不便な暮らしを強いられてい

る現状です。 

 市では、交通量調査等々を行っているところですが、小山地区のそうした

現状をどのように捉えて、小山のポテンシャル、小山地区の将来像、まちづ

くり、要望書にもある西の玄関口の小山地区として道路整備を課題として挙

げさせていただきますが、詰まるところは小山地区の将来像、まちづくりを

どうしていきたいのか、道路整備の中でも考えながら取り組んでいただく必

要があろうかと思っておりますので、道路整備とまちづくりの取り組み、考

え方についてお伺いしたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

道路部長 

 ご質問ありがとうございます。道路整備とまちづくりについてのお尋ねで

すが、小山地区で幹線になるのは町田街道、３・３・36号線になると思いま

す。これについては、東京都では第四次事業化計画、2025年までに着手をす

べき路線と位置づけられています。その中で現実的には常盤から常盤駐在所

については、ここで実際に測量を始めるということで説明会も行ったという

ことです。その後は、当然そちらがある程度めどがつけば、常盤交差点から

馬場交差点側の区間について着手していくということで考えられます。 

 道路網の関係ですと、相模原市との連絡ということになり、まず１つは尾

根幹線についても、現在、相模原市で都市計画決定が今年の夏にあったわけ

です。町田街道から境川までは東京都が施行することになっており、そこか

ら先の区間は相模原市がここで都市計画決定をしたことで、これから具体の

計画がどんどん進んでいくと思われます。 

 もう１点の多摩ニュータウン通りについても、境川を越えて相模原市の幹

線につなぐ計画もあります。こちらは町田街道から境川までの区間は町田市
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で行うことになっており、来年度から用地買収に入ることで考えています。

着実に相模原市との連絡についての街路計画が進んでいくのではないかと考

えています。 

 もう１本の多摩境通りについては、確かにコストコ等ができて交通量が非

常に増えてしまいましたが、ここ何年かにおいても、多摩境通りの交差点改

良、尾根幹線の交差点についても一昨年、交差点改良をやっていると思いま

す。そういった形で少しでも渋滞を解消するように、南大沢警察署と協議を

しながら、これからも進めていきたいと考えております。 

 

御嶽堂町内会 

 御嶽堂町内会長をやっています○○と申します。 

 問３の(1)(2)は、それぞれが東京都から話がなければ先へ進められないと

いうお話でしたが、(2)は今の時点でもここの場所は狭くて、事故も起きてい

て、昨日も３台の車が途中でとまっていました。一本道で互いに来てしまう

と通れなくなる道ですので、早急な対応を考えていただきたいということで

す。 

 (3)は、この道はそれぞれの家がセットバックをして4.8ｍの幅を確保でき

ていると言いましたが、実際はあの辺の家は、昔はみんな農家で、道がはっ

きりしない状況だったのです。それぞれの家がセットバックしているので、

幅という意味では4.8ｍ確保できているかもしれないですが、通してみたらで

こぼこです。坂道ですので、通るのは非常に危険です。付近住民も、子ども

たちを外で遊ばせられないということで、今でも心配しているところです。

ところが、今そこの上のところは開発が行われており、車止めを外すかどう

か、地区街づくり課と我々との話し合いを行っていますが、話がなかなか進

まない状況です。 

 今後、必要に応じてやっていただけるという話はありますが、もう既に必

要です。その辺のところをよく考えていただきたいと思いますので、もう１

度よく練って回答をお願いします。 

 

道路部長 

 ご質問ありがとうございます。旧○○さんのところの狭い道については、

周りは4.8ｍ以上にほぼ拡幅されていますが、あそこだけ未整備な状況になっ

ています。 

 東京都の今後の設計を見なければわからないことについてですが、御嶽の

区画整理から来る車が町田街道に出る交差点が、尾根幹線の交差点になった

ときに、どういう形になるかということでかなり変わります。もしその道が

右折、左折ができなくなると、全ての車が五叉路まで来てしまい、どうしよ

うもないので広げなければいけなくなると考えています。ただ、現状でも家
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が建っていないので、できるだけ早く買収ができないかどうか部内で検討し

ていきたいと考えております。ただ、最終的には東京都の意向を見ないと何

とも言えないのですが、現在でもここは狭いので何とかしなければいけない

ということは私どもも認識はしています。 

 坂道については、今のところ、警察としてはやりようがないということで

す。交通量が増えてしまうと、何かしらの方法をとらなければいけないと思

います。ただ、やれることは、例えばドット線という白線を引いて視覚的に

スピードを抑えさせるものであるとか、交差点の中のカラー舗装等はできる

と思いますが、今すぐにできる道路管理者がつけることができる「スピード

落とせ」等の看板から始めて様子を見て、その後、次の策という形で変えて

いくということでやっていければと考えています。まずは道路の拡幅につい

て考えていきたいと思います。 

 

中村町内会 

 中村町内会長の○○です。 

 リニアの問題は、ＪＲ東海が10月４日と６日に説明会を小山中学校で行い

ました。１日目が100人ちょっと、２日目が約70名の住民が参加し、非常に関

心が高いのです。中村町内会での説明会ということでＪＲ東海がやってきた

ということです。全体的に小山連合云々ではなくて、私どもの意見を出しま

した。その中で、実はダンプの通行は多摩境通りを使うということで話があ

りました。北側工事用道路は、ＪＲ東海が工事車両を通すために施工すると

いうことで用地買収も行っていると報告がありました。 

 なぜ先に北側工事用道路をつくらせなかったか、またＪＲ東海が先につく

らなかったのか。多摩境通りは、土日になると馬場の交差点からコストコ渋

滞が始まり、着くのに１時間以上かかってしまいます。さらにダンプがここ

に入ってくると、１日の交通量が300台を超えてしまう可能性も出てきていま

す。１つの問題は、北側工事用道路を早急につくらない限り、多摩境通りを

使わせないということでやっていただければいいのではないか。2027年開通

という先が見えているわけですが、ここを市としてＪＲ東海に言ってほしい

というのが１点です。 

 多摩境通りからダンプカーが入っていきます。左側に東典礼があり、右は

ダンプが入れない状況で、説明会では拡幅工事を行っていくと言っておりま

すが、住民からは、これが環境問題に発展すると。並木を切って道路を広く

する。さらに、あそこには自然植物があります。それも除去されます。タヌ

キなどの動物もいます。市としても、環境問題も含めて今後取り組んでいく

のかどうかが２点目です。 

 ３点目が木の伐採です。実は40本近くのケヤキの木を切るようで、業者が

木にテープを巻いてあります。その木をどう伐採し、どこに植樹するのか聞
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きたいということです。 

 

政策経営部次長 

 北側の通路の経過についてお話しいたします。 

 もともとＪＲ東海が工事の計画をするときに、環境アセスメントを行いま

すが、工事を行ったときに、ダンプトラックがこれぐらい通ったときに、周

辺にどういう影響が起こって、環境的に問題がないか、基準に基づいて環境

調査を行い、その結果として、この台数が多摩境通りを通っても影響は少な

いという結果が出たわけです。ＪＲ東海としては、多摩境通りを使って工事

をやりたいということをもともと言っていたわけです。ただ、地域の住民の

方々がおっしゃるとおり、市も、多摩境通りは今でも渋滞しているところに

車が入るのはいけないので、少しでも減らすような方策、別ルートを考えて

ほしいとずっとＪＲ東海に要請してきました。 

 ただ、北側の道路の買収というお話をしていましたが、ＪＲ東海はずっと

お話をしてきて地権者の方から借りるお約束ができた。一部市の土地も貸す

ことになると思いますが、地権者の方のご了解がいただけたので、かなりの

金額を使って北側に橋をかけて道路をつくり、そちらができたらそちらをメ

インにするということです。 

 今おっしゃったように、北側の道路ができるまで工事をとめてほしいとい

う話はごもっともですが、市としては道路にダンプトラックが通ってはいけ

ないということは言えないということと、環境アセスメントでそんなに影響

がないということがあって、ＪＲ東海としても2027年までにリニア新幹線を

通すという命題もありますので、北側の道路ができるまで工事をやめなさい

というのは市としても言い切れないところがあります。ただ、多摩境通りが

今渋滞しているのは私どもも重々承知していますので、ＪＲ東海には北側の

道路をなるべく早くつくってほしいと要請は引き続きしていきたいと思って

います。 

 あと、北側の道路も含めて環境問題についてお話しいたします。北側の道

路をつくるのに時間がかかる言い訳にもなってしまいますが、北側の道路を

つくるに当たっては、環境の問題が新たに出てくるというところで、東京都

の自然保護条例により北側に新たに道路をつくる関係で、そちらの環境調査

をして北側の道路をつくって環境にどういう影響を与えるか考えなければい

けないので、逆にそういったところの環境の問題も出てきて、その分、北側

の道路をつくるのにまた時間がかかるという相反する点も出てくるところが

あります。そういったところも、東京都と連携してなるべく早く許可もとり、

なるべく早く北側の道路が開通するように、引き続きＪＲ東海には要請して

まいりたいと思っております。 
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道路部長 

 尾根緑道の車道の拡幅の件についてお答えをします。この拡幅工事は、リ

ニア立て坑の工事用車両の通行経路の確保のためにＪＲ東海が自費で工事を

行うものです。この道路は現状でも狭く、普通車がすれ違うにしてもぎりぎ

りの状態であり、ここに工事用車両が一方通行で入ってきますので、一般車

両の通行を妨げる形になってしまいます。車道を拡幅し、安全な通行を確保

する必要があると考えています。ＪＲ東海と町田市と所轄の警察署、町田警

察と南大沢警察の両方になりますが、協議した結果、これを踏まえ、ＪＲ東

海より現在の工事計画が示されたということです。拡幅される道路は、道路

の幅員が７ｍとなり、この道路はあくまで工事のための暫定ではなく、最終

的に残しますので、工事が終わった後も今の狭い車道の状況を解消するため、

７ｍの道路をそのまま残して交通の確保をするということで考えています。 

 ケヤキの件についてですが、この区域は南多摩斎場から桜美林のグラウン

ドまで全部で103本あるうち、38本が伐採の対象になっています。道路を拡幅

するために、反対側、山側が擁壁になっているため、道路を広げるとなると

どうしても既存のケヤキを切らざるを得ないということで、これはやむを得

ないと我々は考えております。伐採した38本の木は処分しますが、その数の

代替として他の場所で植樹させます。ケヤキになるか桜になるかわかりませ

んが、今の桜並木通りで悪くなった桜の代替とか、伐採した数と同じ数の木

を補植することを条件としたいと考えています。 

 

中村町内会 

 町田街道の馬場交差点から尾根緑道までの道路は、先ほどダンプを通行さ

せないという答弁があったのですが、それでよろしいですね。 

 

政策経営部次長 

 例えば、多摩境通りで何か事故等があって通行できない等の特殊な事情が

ない限りは、馬場交差点は想定しておりません。尾根緑道を通って多摩境通

りに出ますが、当面の間、残土は八王子、青梅方面に運びますので、南多摩

尾根幹線道路を八王子方面に向かいます。 

 あと、月に１回もしくは２回、生コンクリートを打設するのですが、コン

クリートミキサー車というくるくる回って生コンクリートを持ってくるもの

があるのですが、それについては相模原市の業者を考えているということで

すので、町田街道から尾根幹線道路を通って多摩境通りに入る。月１回もし

くは２回ぐらいですね。北側の道路ができるまでは、そういった通行になる

と思いますので、馬場のほうを通るルートは想定していないということです。 

 

第２部 市政全般に関する意見交換 
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 市長からの市政報告 

 

 それでは、少し最新のニュースから、オリンピック・パラリンピックのキ

ャンプ地誘致をやってきて、インドネシアのパラリンピックとかオリンピッ

ク、同じくインドネシアの空手が既に決まっていまして、来年のラグビーワ

ールドカップのアフリカのナミビアチームのキャンプも既に決まっていま

す。再来年のオリンピックは、南アフリカの陸上その他の誘致をしています。 

 本日、中国の卓球、バレーボール、バドミントンが成瀬でキャンプするこ

とを発表しました。昨日、北京に木島副市長が行きまして、中国のオリンピ

ック委員会の部長と協定の調印をしてきました。水泳は図師の市のプールで

行うことも決まりました。国内旅費は市側が負担するところです。宿泊費を

何とかとかいろいろなことを言っているから、それは難しいですと答えてい

るので、それは入っていませんが、どうなることかわかりません。宿泊費を

出さないと行かないとは言っていませんので、これで決まりだと思います。

その後、いろいろなことで言ってくると思いますが、中国のチームが来るこ

とになりました。 

 オリンピックは南アフリカの７人制ラグビーとか陸上をやっていますの

で、陸上は野津田の市立陸上競技場しかないので、南アフリカが決まるとど

うなるかということもあるし、ホテルをどうするか調整が必要ですが、まだ

南アフリカのキャンプ地誘致も引き続きやっております。 

 それから、インドネシアについては、まだほかの競技もいろいろ誘致して

いるので、イエスという答えと考え中という答えがごちゃごちゃしていて、

場所は限定されているので、なかなか調整が難しくなるのかなというところ

です。それが本日のニュースです。多分明日の新聞に出ると思いますが、先

にお話ししておきます。 

 幾つか市政報告をしなければいけないこともありますが、最初に、Ａ５サ

イズのパンフレットを少し説明させていただきたいと思っています。この前

の決算議会の中でも使われた案件ですが、今年の３月31日までの１年間の決

算をもとにつくった１つずつのコストがどうなっているか、あるいはその財

源はどうなっているか、主だったものをまとめたパンフレットです。まとめ

た事業は230ぐらいありまして、分厚い本が2700円で販売していますが、買わ

なくてもインターネットでアクセスすれば全ページＰＤＦで出てきます。自

分で見たい方はホームページにアクセスしていただければ見られます。 

 本日は２～３お話をさせていただきたいと思います。 

 最初に、４ページ、５ページの学童保育事業、児童青少年課のページを開

いていただきたいと思います。学童保育事業は、主に共稼ぎの家庭の小学校

３年生ぐらいまでの間の学校が終わってからの居場所です。昨年度の決算で

は3752人、３年前は3382人ですから、かなり増えています。学童保育クラブ
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の入会児童数は増えているのですが、実際にどれぐらいお金がかかるかは、

５ページの一番下に入会児童１人あたりコストと四角い枠の中に書いてあり

ます。年間36万円、月３万円、学童保育クラブで１人預かると月額３万円で

す。いただいているお金は、上の円グラフ、赤と青と緑になっていますが、

青が保護者からいただいている育成料ですが、６分の１、つまり３万円の６

分の１、平均5000円を月々いただいています。残りの２万5000円は何かとい

うと、皆さんがお支払いいただいている国税と都税、緑の市税で賄っていま

す。つまり、16.6％が保護者負担金で、83.4％が税金となっています。 

 同じような話をもう１つ、１つ飛ばしていただいて８ページ、９ページが

保育園所です。民間等保育所運営事業、町田市立は５つありますが、そちら

の原価計算は別なので、それを除いてやっています。同じように、９ページ

に今のコストのことが書いてありまして、こちらは１桁上になりまして、保

育園に１人預かると約184万円平均でかかります。月に15万円がかかるという

ことです。お父さん、お母さん、保護者の負担金は13.4％、年間24万円とい

うことですから、月に直すと２万円、平均で１人当たり２万円の負担金をい

ただいて、実際には１人当たり15万円かかることになっています。これは７

分の１から８分の１を負担していただいて残りが税金となっています。 

 実際にかかっている負担で結構大変なのは、実はゼロ、１、２歳です。３、

４、５歳は比較的コストがかからない。早い話がほとんど保育士の人件費で

す。ゼロ歳の場合、１人の保育士が１日見ているのは３人です。保育士の１

年間の人件費の３分の１は少なくとも１人当たりにかかる。つまり、仮に400

万円とすると、最低130万円は乳幼児にかかる。他の経費も入れると、乳幼児

を預かると１年間に300万円コストとしてかかります。今、ゼロ歳、１歳の待

機が結構いまして、そこの整備をしています。ゼロ、１、２歳で200人以上の

定員増、12月の保育の申込受付時に様子がわかると思います。どこまで待機

児童がゼロになるかわかりませんが、それを受け入れられるだけの整備をし

ている最中です。いずれにしても、約40％は税金ですので、300万円かかれば

１人当たり120万円の市税がかかるということです。ゼロ歳児を200人増やす

ことはないので、仮に100万円としても１億何がしが増えることになります。

建設費ではなくて運営費にお金がかかります。 

 今年の４月は待機児童が146人のうち、ゼロ、１、２歳が143人、３歳以上

は待機児童がいないということです。今、ゼロ、１、２歳だけを一生懸命受

け入れるため整備していまして、何とか来年４月に待機児童ゼロを目指して

いますが、年が明けてみないとわかりません。 

 仮に４月にゼロ、１、２歳で待機児童がゼロになれば万々歳ですが、来年

10月１日に消費税が上がります。コンビニの中で食べるとか外で食べるとか

いろいろ難しくなっているらしいですが、いずれにしても８％から10％にな

り、増えた税収を何に使うかというと幼児教育・保育の無償化に使います。



16/23 

保育も幼稚園もただになります。ただし、ゼロから２歳児は所得が一定以下

だとただになるという話になっているのです。 

 これは２つ問題があります。１つは、ただになった分を誰が負担するのか

という問題で、国がまだはっきりしていません。私ども市長会、あるいは全

国市長会は、市にその負担を押しつけないでほしいということですが、どう

もはっきりしていません。幼稚園の無償化分を市の税金で賄うみたいなうわ

さがありまして、冗談ではないと思っています。無償化を消費税の増収分で

はなく、市の財源を当てにするのではないと強硬に申し入れていますが、何

の返事もないから怪しいと思います。 

 もう１つの問題は、特に保育は無償化で預けようとか行かせようとか、た

だなら預けてしまおうという動きがあるわけです。現在の認可保育所と認証

保育所だけではなく、無認可も含めて無償化の対象になりますので、希望者

が増えるのです。そうすると、来年４月に待機児童ゼロになって、再来年の

４月にまた待機児童が出てきてしまうのではないかと心配していますが、そ

の心配は制度的によくわからないので、取り越し苦労はしないようにしてい

ます。一瞬の間、待機児童ゼロで、またその翌年に増えてしまうのではない

かと心配しています。いずれにしても、保育は人件費ですからものすごくお

金がかかるのです。ここのグラフで見ていただくとわかるのですが、10数％

の保護者負担でやっているということです。 

 では、増やせばいいのではないかといっても、仮に今、３万円とか４万円

払っている人が倍になったらどうなるか、あり得ないのです。２人預けて７

万円とか８万円払っている人が16万円ということはあり得ない話で、そこを

そんなに増やすのは無理なことなので、ここの部分は市としては教育投資と

か保育投資とか、児童への投資だと思って頑張っているのが実情です。 

 問題は、ずっとここにいて稼いでもらえばいいのです。小学校に上がって、

お父さん、お母さんの給料も増えて税金を納めてくれればいいのですが、小

学校に上がって少し家を広くしよう、町田市は家賃が高いから相模原市に行

こうと言われてしまうと、何のために投資したのかわからなくなってしまう。

町田市で保育園に入ったら、相模原市に越さないように約束してもらわない

といけないかなと。実際上、相模原市のほうが、家賃が安いので、家とかマ

ンションを持つときになると引っ越す人が出てくるのです。そうすると、保

育の負担を一生懸命やった町田市はどうなるのか心配があります。 

 ただし、逆に最近の統計ですと、町田市に子どもと一緒に引っ越してくる

人が非常に多くて、全国的な統計でも０歳～１４歳の子どもの数が転入超過

の市の中では全国で３位です。去年の統計では640人ぐらい転入超過です。出

ていくより入ってくるほうが多いのです。１位が流山市、２位が柏市、３位

が町田市の順番です。越してきてくれるのかなと期待して、それこそ一生懸

命保育に投資をしています。 
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 最後の31ページを見ていただきますと、市営住宅の例があります。一番下

を見ていただくと、住宅を提供するのにかかるコストが１年間に74万円、月

額６万円コストがかかっています。いただいている家賃は半分の月３万円で

す。費用は月６万円かかって、いただいている家賃は３万円です。 

 普通にマンションをつくって借家を経営すると、これだと成り立ちません。

普通に月額６万円がかかる住宅を貸した場合には、７万円とか８万円の家賃

をもらわないと家主は大変です。家賃が安いのは、収入が一定水準に行って

いない方の場合の家賃です。一定の水準を超えたら市営住宅には応募できな

い。これは都営も同じです。そういう意味で家賃は民間の相場の３割～４割

ぐらいになっているということです。月に６万円コストがかかる住宅でした

ら、フルに全室満室でも、８万円とか９万円いただかなければならない。も

し空きがあったら賃貸住宅経営は赤字になってしまいますが、この場合、そ

のぐらいで残りを税金で補っているということです。 

 なぜこんなことをしているかというと、この会計方式は減価償却費という

建設費を回収する費用もコストに入れた計算です。毎月の管理費に加えて、

最初にした投資を20年から30年で回収する計算でコストを足していますの

で、毎月の管理費ぐらいは回収できるか、それに近いところまで行っていま

す。ただ、投資が回収できないという意味で、実際の必要な家賃の半分ぐら

いで市営住宅の場合はやっているということであります。私どもは企業会計

方式をとっていますので、減価償却も含めたコストは幾らなのかということ

を言わないと、民間のサラリーマンの人たちとの比較ができないので、そう

いうやり方をしています。 

 ついでに32ページ、33ページを見ていただきたいのですが、32ページに赤

字ですと書いてあります。赤字額は年々拡大し、2018年度は6.2億円になって

います。皆さん、ふるさと納税を他の市町村にしている方がたくさんいます

ので、市の税金が流出している。それがこのグラフを見ていただくと、下の

ほうの山吹き色が６億8000万円、入ってくる寄附金は6000万円、差額は赤字

分、つまり流出している税金が６億2000万円ということです。 

 今、ふるさと納税はこんな状況です。私どもは、こんなものは早くやめて

くれと言っていますが、全く入ってこないのは苦しいので、対抗措置という

ことで寄附の呼びかけをしています。これでも6000万円しか見込めない。出

ていくほうはインターネットによる買い物とほとんど同じで、税金で買い物

ができてしまうというおいしい話はないわけで、特に税金をたくさん納めて

いればいるほど、おいしい制度です。税金を納めるお金でお肉やお魚が手に

入るので、こんないい話はないので、税金をたくさん納めている人は本当に

得をしているのです。なるべくそれをやめていただいて、市に寄附をしてい

ただきたいという紙です。 

 今年の新しいものを１個だけ言いますと、16ページの「おうちでごはん」
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というのも寄附目的で、子ども食堂が今７カ所ありますが、この事業は子ど

も食堂ではなくて、子どものいる家にご飯を届けて、ご家庭で相談対応を行

うものです。宅配の弁当方式に寄附をお願いして、返礼品は自家焙煎コーヒ

ーセット等しないの障がい福祉施設で作られた製品を設定しています。基本

的には父子、母子家庭だけ、児童扶養手当をいただいている家庭だけですが、

そういうものを今年新しく入れました。 

 もう１つ新しいものがありまして、13ページ、14ページには、これまで野

津田陸上競技場に大型の映像装置で寄附をしていただいたのですが、今度は

陸上競技場の観客席を5000席増やすのに寄附をしてください。大型映像装置

が先ほど見ていただいた33ページに書いてございますが、今度は映像装置で

はなくて観客席増設に寄附をしてくださいということで新しく募っておりま

すので、こちらもよろしくお願いいたします。とにかく地方の名産品を税金

で買うことだけはやめていただいて、もし寄附するのなら町田市へよろしく

お願いしますという趣旨であります。それが２件目です。 

 次に、ピンクの紙です。最近、新聞をとらない家が増えています。若い人

はネットでニュースを見てしまうというのが結構あります。そういうことも

あって新聞をとらないと、「広報まちだ」は新聞折り込み方式なので届かな

いのです。ひとり暮らしの高齢者などにも、新聞をとっていない家には届か

ないのです。どこに「広報まちだ」が置いてあるかがここに書いてあって、

ここら辺だと堺市民センター、小山市民センター、子どもセンターぱお、子

どもセンターぱお分館ＷＡＡＡＯとこうさぎ保育園には置いてあります。そ

れから、市内の駅、市外の駅、例えば橋本駅とか淵野辺駅とか、駅にも郵便

局にも置いてあります。それから、ファミリーマートにも広報は置いてあり

ます。置いてある箇所をもし聞かれたら、そう言っていただきたいと思いま

す。 

 ついでですが、この紙の一番下に「防災行政無線で放送した内容は防災情

報で配信します」ということで、放送内容が聞き取れないときは電話で聞く

ことができます。これはもちろん無料です。0800－800－5181に電話をかける

と、放送で防災行政無線の中身が聞こえますので、切り取って電話のところ

に貼っておくなり何なりしていただければ、外の放送を必死になって聞くよ

り電話したほうがわかりやすいというご案内です。 

 あと、配っているチラシ中でまちだ○ごと大作戦というのがありまして、

○○会長にも事業の認定のような仕事をお願いしていますが、まちだ〇ごと

大作戦は今年から始めたものですので応募していただきたいと思います。お

金はそんなに出るわけではないですが、お金が出るときもあります。何とい

っても広報、宣伝を頑張って事業をやりますので、まちだ〇ごと大作戦に参

加をいただきたいということで、詳しくは中を見ていただければと思います。

2020年９月まで、あと２年間募集をしていますので、よろしくお願いします。 
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 あと、清掃工場の話です。清掃工場は去年７月に工事に入り、今は杭の工

事が既に始まっており、あと３年で完成する予定です。生ごみのバイオガス

化のプラントが附属しています。燃やせるごみの袋を機械で破いて生ごみ等

を発酵槽に投入し、10日～15日程度ぐるぐる回してガスを発生させ、ガスエ

ンジンで電気を起こすというプランも一緒にやっています。家庭の生ごみか

らガスエンジンを使って電気を発電する施設は、関東地方では町田市が初め

てで他の工場ではやっていません。生ごみからエネルギーを取り出そうとい

うことをやっているということです。 

 それから、小中学校はどうなっているかというと、耐震工事は2010年、震

災の３カ月前に耐震工事が終わっています。震災が来るからということは、

もちろん全然わからないわけですが、震災が来たら困るということで、震災

が来る前の年の11月末で終わっています。 

 その次にトイレも、和式のトイレを洋式、ひどい状態のトイレをきれいに

するということで、防音工事を行う町田第六小学校と改築工事を行う町田第

一中学校以外終わりました。 

 それから、普通教室のエアコンは中学校が2011年、小学校は2012年、震災

の翌年に終わりました。エアコンについては、今年の夏、小学校の特別教室

でまだエアコンが入っていない教室のエアコンが終わり、特別教室も含めて

防音工事を行う町田第六小学校以外終わりました。 

 今、体育館が話題になっているのですが、まだ東京都も国も細かいことを

言ってこないので、どうにも対応できない状況で、私どもとしては国と東京

都の補助を得て、体育館にエアコンを入れようということで計画しています

が、まだ計画の中身がはっきりしないので、いつやるかは決まっていません。

少なくとも体育館も震災時の避難施設でありますので、将来、体育館にもエ

アコンを入れるという方向で今検討中です。 

 エアコンの話は、東京は普通教室にエアコンが入ったのはもう６年も前で

すから常識なのですが、日本の各地では常識ではないのです。入っていない

のが普通です。四国だと普通教室にエアコンが入っているのは１割から２割

です。東京より四国のほうが暑いのですが、四国は入っていない。愛知県と

か岐阜県とか中部もほとんど入っていないです。東京はエアコンを入れるの

が常識、ほかのところは入っていないのが常識という相当違う受けとめ方に

なっています。ですから、お金がある、ないではなくて、どこに投資するか

という議論だと思うのです。 

 最後に、高齢者の特別養護老人ホームの話をしておしまいにします。要介

護度３以上で施設に入所申し込みをして１年以内に入った人の率は、2009年

が45％です。去年が87.6％、申し込んで半年に入る、１年以内に入るという

のは約９割になっています。この８年の間に900人分ぐらいの定員を増やしま

して、去年９月に木曽山崎で90人定員のところをつくりまして、これが整備
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として最後です。いずれにしても、８割～９割の人は申し込んで１年以内に

市内の施設に入れるという状況になっています。 

 これも町田市の中ではそうかなと思っているかもしれませんが、もちろん

青梅市とかあきる野市は別ですが、ほかの市ではそういうことはありません。

都内の場合は、区内ではなくて、群馬県とか栃木県なら何とか特別養護老人

ホームに入れるという状況になっています。町田市ではこういうのが常識か

もしれないけれども、先ほどのエアコンと似た状況ですが、ほかの市ではそ

んなことはまずないということでありますので、そこら辺もほかと違うとい

う意味で整備を進めてきたということです。 

 済みません、長くなりましたが、以上です。 

 

《質疑》 

上馬場町内会 

 私は上馬場町内会に所属していまして、小山中学校のスクールボード理事

をしている○○と申します。よろしくお願いします。 

 本日は小山中学校の生徒の登下校時の安全確保ということでお話とお願い

をしたいと思います。 

 一言で申しますと、歩道上で生徒と自転車の接触事故が発生しているとい

うことです。去年もありました。今年もそれに近いことが起こっております。

歩道の幅が３ｍということで、人と自転車が両方通れるぎりぎりの幅らしい

のです。小山中学校は開校７年目に入り、現在、740名近くの生徒が通学して

おります。朝８時20分まで生徒は学校に入る。ですから、多摩境駅の方面か

らずうっと馬場のほうに向かってくるわけですが、740名というのは相当の数

でして、道幅いっぱいに歩いているというような状況です。 

 反面、自転車はサラリーマンが通勤で駅のほうに向かっているわけなので、

そこでいろいろ接触事故、また接触に近いことが起こっています。学校でも、

いろいろ工夫はしております。車道の両サイドの歩道を学年別に分けて、こ

ちらサイドは１、２年、こちらサイドは３年と分けて、できるだけ生徒の数

を分散して登校させるとか、建物側に沿って歩きなさいということとか、生

徒の教育指導も行っております。また、近隣の会社に対しては、従業員の方々

に自転車で通勤している方はぜひ生徒の通学のときにいろいろご配慮をお願

いしたいということも行っておりますが、ソフト的なやり方だけではどうし

ても危険は回避できない。 

 ただ、法規上、自転車を通さないわけにもいかないようなので、これは提

案とお願いですが、今、道幅が３ｍあります。その半分1.5ｍをグリーンベル

トにしていただき、半分に自転車のマークをつけていただき、自転車の人は

そこを通りなさいと。1.5ｍというのは私が手を広げた幅があります。色分け

をしていただければ、大分危険度が少なくなってくるのではないかというこ
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とで、これは学校ともいろいろ相談しておりまして、そういう事例がほかの

市、ほかの県ではいろいろあるらしいです。ですから、ハード的な面をやっ

ていただいて、ソフト面とハード面、両方やってみて、それで極力生徒の安

全を確保していただきたいと思いまして、今日皆さんにお話ししました。 

 今日、市役所の皆様方にお話しいたしましたので、後日、文書で学校とＰ

ＴＡ等々に参りましてお願いしてまいりますので、ぜひご高配のほどお願い

したいと思います。本日はありがとうございました。 

 

道路部長 

 ご質問ありがとうございます。事前にお話を伺っていましたので、私ども

も現場を調べ、南大沢警察とも相談してきました。 

 基本的には、今の歩道の幅員では足りません。狭過ぎるのです。3.5ｍない

し３ｍの幅の舗道があると思うのですが、そこで例えば1.5ｍぐらいブルーベ

ルト、自転車専用をつくってしまうと、まず１つには、交互通行ができなく

なってしまいます。自転車の一方通行、すれ違いができなくなると思うので

す。ということになると、車と同じように上り、下りということになってし

まうという問題。 

 あと、それほど広くないですから、歩道に青いレーンができると、自転車

がスピードを出すようになると思うのです。そうなったときに、歩行者と接

触したときに大きな事故になってしまう可能性もあるということがございま

す。基本ですが、自転車は軽車両ですので、本来は車道を走らなければいけ

ないのです。あそこについては、若干幅が広いので歩道も走ってもいいです

よという看板、歩行者と自転車の絵が描いてある青い丸い看板がついている

と思います。警察に言うと、そのような言い方をされるのです。 

 ということなので、事故が危ないのであれば、１つには、これも危ないか

もしれないのですが、自転車は車道を走っていただくということもあります。

あと、町田市でも進めているのですが、都市計画道路では車道の一番歩道側

をブルーに塗って自転車専用の通行帯を設けております。それもあそこにで

きるかということで、その辺を検討するように話をしていますが、場合によ

ってはそこを自転車に通っていただき、歩道については歩行者を優先という

形でできないかと思っているのです。 

 あと、歩行者は普通75㎝の幅が要るのです。２人で1.5ｍです。我々が今考

えなければいけないのは、バリアフリーのことを考えていく上では、やはり

車椅子の方も十分考えなければいけないということもあります。そういうも

のを総合的に考えると、歩道の中に自転車専用帯をつくるのは難しいという

のが警察との今のところの結論であります。 

 

（司会）地区連合会会長代行 
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 この要望については、今後の検討課題ということでよろしいでしょうか。 

 

上馬場町内会 

 いろいろ難しい点はあるかと思いますが、このまま何もしなくていいとい

うことはありませんから、車道に自転車の通行帯を設けるということであれ

ば、それで結構ですので、ぜひ実現に向けて強力なバックアップをお願いし

たいと思います。ありがとうございました。 

 

町有町内会 

 お願い事項があります。私は町有町内会の○○と申します。 

 実は私どもは白山公園に倉庫を１棟防災倉庫としてお借りしています。も

う１棟は、田端かたくり会館が４年前にできたので、そちらに１棟あります。

唐突なことでしょうが、１年前に公園緑地課といろいろやりとりをしていま

して、まず、私どもが建てた倉庫のすぐ裏に隣接で高木があります。そこに

小学生や中学生が登り、屋根の上に飛び下りるため、屋根がぼこぼこににな

って雨漏りが発生、３年前に１度上屋根だけを吹きかえたのですが、それで

もまたやられました。昨年８月31日に再度申し入れして、公園緑地課の方が

２名いらっしゃって立ち会って近々やりましょうということだったのです

が、１年３カ月たってもだめで、今年の９月にもう１度私から申し入れをし

ました。また今検討中ですということで、今日現在まだやっていません。 

 私どもは、ぼこぼこになった倉庫ですから、もう１棟新しいものを建てた

いのです。それには市では制約がある。6.6㎡以上はだめ、それから１町内会

１棟という制約がある。その制約を見せてくださいと言ったのですが、全然

送ってきてくれないので、どんな制約になっているのかわかりません。私た

ち町内会は、小山は16あり、５町内会・自治会はマンション系です。マンシ

ョン系は占有地がありますから、その中に倉庫を建てています。我々みたい

な町内会は、町内会で持っている土地はないわけです。だから、どこかから

借りなければいけない。一番いいのが、市の公園緑地課にお願いして皆さん

も借りておられるのではないかと思います。 

 今日は市民部の方もたくさんいらっしゃっていまして、市民部では加入者

をどんどん増やせ、増やせで一生懸命やっておられると思います。私どもも、

153世帯のうち140世帯が加入しています。91％です。成績はいいほうではな

いかと自負しているのです。昔と今は違うということは、昔は防災倉庫とし

て貸すということだったみたいですが、今はイベントが主体なのです。どん

どん加入しろといっても、何もやらないで防災だけだったらそんなに入って

くれないです。年に何回かのイベントをやるために、皆さんが入って一緒に

コミュニケーションを図っているものと思います。それにはグッズが今はす

ごいのです。テント、テーブル、椅子、大きなものばかりで6.6㎡では半分も
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入らないのです。 

 そのようなわけで、ここで今日どうのこうのではないのですが、これから

緩和策は練っていただけないかというお願いでございます。 

 

道路部長 

 担当の都市づくり部に今のお話をお伝えし、検討願いたい、考慮してもら

いたいというお話があったことはお伝えするようにします。 

 

○閉会の挨拶（小山連合会副会長） 

 本日は、小山地区の市政懇談会ということで長時間どうもありがとうござ

います。 

 １部は、いろいろ我々の地域の要望に、市長を初め市の皆様には速やかな

対応をよろしくお願いしたいと思います。 

 ２部は、市長からの市政全般にわたるお話もありました。印象に残ったの

は、町田市は全国で３番目の転入率が高いということですが、そのうち小山

地区がかなり占めているのではないか。であればこそ、小山地区の諸問題を

優先的に解決に向かって頑張っていただければと思います。 

 また、各地域の会長さんを初め、今日はどうもご苦労さまでした。我々も、

安全安心の住みよい小山地区のまちづくりにまた今日から頑張っていきたい

と思います。よろしくお願いします。 

 これにて小山地区市政懇談会を終了させていただきます。お帰りの際はお

気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。（拍手） 

 

以上 
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