
2018年度　町田市町内会・自治会連合会　市政懇談会

次　　第

[日時] 2018年11月20日（火）10：00～12：00

[場所] 生涯学習センター　ホール

司会進行： 市民協働推進担当部長 平林　隆彦

町田市町内会・自治会連合会　副会長 粉川　敏治

○連合会長の挨拶

町田市町内会・自治会連合会　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

【防災安全部】

2

【下水道部】

3

【市民部】

4

【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　町田市町内会・自治会連合会　会長代行　中　一登

（5分）

第１部　地域の要望に関する意見交換

公共施設再編計画について

第２部　市政全般に関する意見交換

境川を一級河川に指定する働きかけについて

町内会・自治会への加入促進対策について

特殊詐欺対策について



1/24 

2018年度 町田市町内会・自治会連合会 市政懇談会 

議事録(要旨) 

 

［日 時］2018年11月20日（火）10:00～12:00 

［場 所］生涯学習センター ホール 

［出席者］石阪市長 

     政策経営部長 小島 

     政策経営部広報担当部長 若林 

     防災安全部長 篠﨑 

     下水道部長 大場 

     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） 大谷 

     市民部市民協働推進課担当課長（地域担当） 平野 

     市民部市民協働推進課担当課長（地域担当） 笠原 

     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担当課長（地域担当） 市川 

     市民部市民協働推進課担当課長（地域担当） 西澤 

     市民部市民協働推進課(４名) 

     町田市町内会・自治会連合会長 ほか94名 

 

              司会進行：市民協働推進担当部長 

                   町田市町内会・自治会連合会副会長 

 

 

○町田市町内会・自治会連合会会長の挨拶 

 皆さん、改めましておはようございます。ほぼ会長さん、役員の方ではな

いかと思いますけれども、平日にもかかわらずこれだけ大勢集まっていただ

き大変うれしく思っております。また、地区によってはまだまだ現役で役職

を持っている方もいらっしゃろうかと思います。そういった方は、何せ平日

ですので参加できないかと思うのですが、今日は４議題を設定しました。各

地区における市政懇談会は全部終わりまして、総合的といいますか、各地区

での要望とほぼ似通った要望になるのではないかと思いますが、これで市連

の要望、市連合会での開催をもって今年度の市政懇談会は最後になります。

去年は時間的な連絡のミスもありましてご迷惑をおかけしてしまいました

が、あれからもう１年、早いものだなと私は思っております。今日も皆様方

の協力のもと、スムーズに終わることをお願いしまして挨拶にかえさせてい

ただきます。ひとつよろしくお願いいたします。（拍手） 
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○●地区長の紹介 

 

○市長の挨拶（町田市長） 

 皆さん、おはようございます。市長の石阪でございます。 

 今日は2018年度、平成30年度市政懇談会の最終回ということになります。

10月1日に南から始まって、最後が相原、各10地区の皆さんには大変お世話に

なりました。改めて御礼を申し上げたいと思います。平成30年度、それぞれ

の地域でさまざまなご意見をいただきました。予算編成は、これから政策的

経費を編成させていただきますので、皆さんのご意見を反映していきたいと

思っています。今日もどうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

 

○出席者の紹介 

 

第１部 地域の要望に関する意見交換 

 

１ 特殊詐欺対策について 

 町田市は、特殊詐欺被害が全国ワースト１と聞きました。地域を守る町内

会・自治会連合会としても、特殊詐欺被害対策が喫緊の課題と考えています。

他市の例にあるように、自動通話録音機の設置が効果的だと思いますが、そ

の普及に関して市はどのように考えていますか。 

 

【回答】 

防災安全部長 

 警察によりますと、本年の町田警察署管内における特殊詐欺の被害件数は、

10月末現在で127件となっており、警視庁の警察署単位では最も多く、被害額

については約１億9000万円にもなっているとのことです。しかし、2017年の

統計によれば、南大沢警察署の町田市分を含めた町田市全体の被害件数を人

口当たりの被害件数で比較すると、都内の市区町村の中で、多いほうから13

番目となり、「全国ワースト1」であるとは言い切れません。とはいえ市とし

ても、特に被害に遭われることが多いご高齢の方が安心して生活するために、

特殊詐欺被害対策は大きな課題であると認識しております。 

 警視庁では、「犯人からの電話に出ないこと」が被害に遭わないための最

も有効な対処法であるとしており、町田警察署でも、在宅中にも留守番電話

に設定することや、迷惑電話防止機能付の電話機への交換などの対策を推奨

しています。ご要望にございます自動通話録音機は、電話機に取りつけるこ

とで、電話がかかってきた際に、「通話内容を録音する」などの音声が流れ

るもので、録音されることを嫌う犯人に通話を断念させる効果があることか

ら、被害防止に有効なものとして、東京都が利用を促進しています。こうし
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たことから、2015年度に、東京都が自動通話録音機を市区町村に無償で譲渡

し、それを都民に無料で貸与する事業を始めました。これを受けて、町田市

では、他の自治体よりも多い200台の譲渡を受け、多くの市民にお使いいただ

くことができました。 

 その後、この事業については、実施主体を市区町村とし、東京都が費用を

半額補助する形に変更されています。町田市では、安全安心まちづくり推進

計画にも自動通話録音機の貸与事業を位置づけ、2017年度に都の補助制度を

利用して30台を購入しました。 

 しかしながら、「犯罪の予防」については、警察の責務として警察法に規

定されており、これを担うのは、国や都道府県の役割とされています。自動

通話録音機についても、特殊詐欺という犯罪の予防に関わるものであり、東

京都の役割であると考えます。町田市としては、本年８月に開催された東京

都安全安心まちづくり担当課長会議の場において、2015年度の制度に戻すよ

うに要望するなど、東京都に対して、働きかけているところです。今後も、

より多くの方に自動通話録音機をお使いいただけるよう、東京都に対する要

望を続けてまいります。 

 

２ 境川を一級河川に指定する働きかけについて 

 近年の集中豪雨で、境川は再三氾濫の危険にさらされています。東京都が

2012年に策定した中小河川の整備方針で、多摩地域の河川は時間雨量65㎜対

応に引き上げられましたが、境川は時間雨量35㎜のままです。これまでも改

善要望を出していますが、一部調節池がつくられただけで、全く不十分です。 

 そこで、境川を一級河川に指定し、国の費用による整備が早急に行われる

よう、東京都及び国への働きかけを強くお願いします。 

 

【回答】 

下水道部長 

 ご指摘のとおり、現在、境川は全体的に、おおむね30㎜降雨に対応するよ

う流量調整している状況です。近年の集中豪雨や台風を鑑みると、河川整備

は喫緊の課題だと認識しております。 

 東京都は、多摩地域の河川の時間雨量を65㎜に引き上げ、河川の洪水を調

節する調節池の整備に着手しています。 

 神奈川県も、遊水地の整備や護岸の整備に取り組んでいますが、用地買収

等に時間を要していることなどから、河川整備が進んでいない状況であるこ

とは認識しております。 

 境川を一級河川に指定する要望についてですが、河川法によると、一級河

川とは、「国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したもの

に係る河川で国土交通大臣が指定したもの」で、二級河川とは、「一級河川
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以外の水系で公共の重要な利害に関係があるものに係る河川で都道府県知事

が指定したもの」とあり、ともに重要な河川であることに変わりありません。 

 国は、昭和40年から昭和50年にかけて、109の水系を一級に指定しましたが、

それ以降新たに一級に指定した河川はありません。東京都によりますと、国

が50年近く新たに一級河川の指定をしていない状況や、河川法第４条におい

て一級指定を行う場合には、国土交通大臣の諮問機関である社会資本整備審

議会や関係都道府県知事やその都道府県議会との調整を要することなどか

ら、二級河川を一級河川に指定を変更することは非常にハードルが高いと聞

いております。 

 市としては、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います。また、５月には、境川の上流域を管理してい

る神奈川県厚木土木事務所津久井治水センター、中流域を管理している神奈

川県厚木土木事務所東部センター及び下流域を管理している神奈川県藤沢土

木事務所に赴き、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、10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、河川管理者に対して、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。 

 

３ 町内会・自治会への加入促進対策について 

 各地区の町内会・自治会において、独自に新規会員の加入促進を行ってい

ます。しかし、強制ができないため、加入者は少ない現状です。高齢化、共

働き、子育て等を理由に、役員の担当を敬遠して退会する会員もおり、今後

の町内会・自治会活動に支障が出る可能性があります。例えば、加入を義務

付けるなど、市としてできる加入促進につながる支援策はありますか。 

 

【回答】 

市民協働推進担当部長 

 町内会・自治会の皆様におかれましては、日ごろから地域のためにご尽力

いただき感謝申し上げます。 

 まず、加入を義務づけることについてですが、あくまでも町内会・自治会

は任意の団体であるため、加入をする、しないは個人の判断となり、義務づ

けることはできません。 

 これまで市では、加入促進につながる支援策として、転入者に対して町内

会・自治会への加入促進チラシを配布してきました。 

 また、今月７日には、新たな支援策として連合会と東京都宅地建物取引業

協会、全日本不動産協会と「町田市における町内会・自治会への加入促進に

関する協定書」を締結しました。この協定により、不動産会社の店舗に来店
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された方に加入促進チラシをお渡ししていただくなど、町内会・自治会への

加入促進にご協力いただけることになりました。 

 今後も、町内会・自治会への加入促進に向けて、連合会とともにさまざま

な対応策について検討し、実施してまいりたいと存じます。引き続き、よろ

しくお願いいたします。 

 

４ 公共施設再編計画について 

 町田市公共施設再編計画が策定されました。新たな価値・サービスを生み

出す豊かな場、柔らかな絆でつながる持続可能なコミュニティを目指すとあ

ります。そこで、２点質問します。 

 (1)複合化・多機能化とありますが、具体的にはどういう想定をしているの

でしょうか。 

 (2)再編によって施設が減り、不便になるということはないのでしょうか。 

 

【回答】 

政策経営部長 

(1)複合化・多機能化とありますが、具体的にはどういう想定をしているので

しょうか。 

 今後、施設の建てかえや大規模な改修を行う際には、１つの建物で複数の

サービスが得られる施設の複合化・多機能化を検討した上で、進めてまいり

ます。 

 これまでの町田市の複合化の取り組みとしては、11校の小学校校舎に学童

保育クラブを複合したり、小学校２校へはデイサービス機能を複合しました。

また忠生市民センター建てかえ時には、図書館や保健センター機能を入れ、

複合施設にしました。 

 近隣自治体の事例としては、港区の旧小学校の校舎を活用し、高齢者福祉

施設、児童館、学童保育クラブを併設した複合施設にした例や、横浜市のあ

る中学校では、学校施設内に市民利用施設を設け、地域の人々の身近な地域

活動や生涯学習の場として活用している例があります。このような他市の事

例も参考に進めてまいります。 

(2)再編によって施設が減り、不便になるということはないのでしょうか。 

 50年前からつくってきた公共施設が、今、老朽化してきています。人口減

少や社会ニーズの変化に対応して、その施設がどのようなサービスを提供し

て、その建物がなくてはならないのかを考えていかなければなりません。公

共施設の再編に当たっては、市民の皆様や事業者の皆様への情報提供と、「対

話」を十分に行いながら、よりよい形を目指して、丁寧に進めてまいります。 

 １つ、学校の例を申し上げますと、今後、児童生徒数の減少に伴う学校の

統廃合により、学校が遠くなって不便になると感じるのであれば、スクール



6/24 

バスを走らせるという方法も考えられます。防犯や交通安全の面では、安全

安心に登下校できるという新たなメリットが生まれます。発想の転換次第で

は、新たな価値を生み出すことができるのではないかと考えております。 

 

《質疑》 

１ 

弥生ヶ丘自治会 

 いろいろ課題をご説明いただきありがとうございました。１点、特殊詐欺

の問題ですが、今ご説明で2015年の東京都による無償配付のお話があったの

ですが、それとは別に警視庁から毎月のように入ってくる動きとしては、自

分で買ってくれと書いてあるのですが、その問題と市の取り組み方の関係で、

知らない人は自分で買わざるを得ないと私も思っていたのですが、この辺に

ついて、警視庁等との調整はいかがかということです。 

 

防災安全部長 

 恐らく町田警察署からご案内が行っているのは、自動通話録音機に限らず、

留守番電話などに切りかえをするといいですよということだと思います。留

守番電話の機能だとか、迷惑防止機能の電話については、公費で助成する制

度は東京都でもないのですが、自動通話録音機、これは単に録音するだけで

はなくて、最初に「録音しますよ」というメッセージが流れるものです。こ

れについては、先ほど東京都が警察の役割があるというお話をしましたが、

警視庁ではなく東京都の担当部で、もし市で購入して市民の皆様に渡す場合

には半額財源を出すというものがあります。2017年度の実績でいいますと、

町田市でも先ほど30台ほど購入したという話をしましたが、その機種でいい

ますと8500円かかるものです。そのうち半額は東京都からになります。実績

では30台のうちおよそ半数は市民の皆さんからご希望がありまして、警察と

も相談しながら貸与したところです。 

 それと、皆さんに購入いただく、いただかないにかかわらず、警視庁で犯

人からの電話に出ないようにすることが有効だと言われていますので、2015

年度にやっていた、東京都が市を通して市民の皆様に自動通話録音機をお使

いいただける制度に戻していただけるようにお願いしているところでして、

改めて今後、皆様のご要望も受けまして、東京都に対しては働きかけを継続

していきたいと考えています。 

 

弥生ヶ丘自治会 

 ありがとうございます。私は少し聞き違いがありました。2015年度の制度

は、東京都が町田市民に無償で希望者に貸与するという理解でよろしいでし

ょうか。 
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防災安全部長 

 わかりづらい説明で申しわけありません。東京都が自動通話録音機自体を

購入して、それを各市が希望する台数を東京都が市に譲渡します。私どもで

は市民の皆様にそれを無償でお渡ししてお使いいただくということをやって

いまして、その2015年度のやり方に戻していただきたいという要望をこれか

らもしていきたいと考えています。 

 

境川自治会 

 境川自治会の会長の○○です。 

 今のお答えですと、要するに、都に要望を出すということですので、市で

は対応しませんというように聞こえます。予算も組んでいない、前に使った

のも微々たるものである。ですから、はっきり言って、こちら側が聞いてい

ると、予算はつかないよ、都に要望を出しますよ、それでどうなのかという、

せっかくの市政懇談会なので市の対応もお聞きしているわけで、ただ都に要

望を出しますではお答えになっていないと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

町田市長 

 済みません、説明していないことがあります。誰にお渡しするかは町田警

察署と南大沢警察署が決めています。私どもはトンネル団体になっています。

はっきり申しまして、私どもがどなたに渡すかという権限はありません。東

京都の制度は２分の１の制度です。市が半分出して、都が半分出して買いな

さいということになっています。現在の制度は、今の数字では30台です。で

すから、先ほど○○さんが言われたとおり、東京都としては、あるいは警視

庁としては積極的に買ってくださいというのがメインです。そういうお金は、

はっきり言えば東京都は節約をしているということです。私どもは、2015年

度の無償で受けたときも、そのまま警視庁、正確には南大沢と町田署にお渡

ししています。そこから先は警視庁、町田警察署、南大沢警察署が配分をし

ています。したがって、私たちは、受けた、警視庁にお渡しするという作業

だけをしている。さっき言ったトンネルというのはそういうことです。今回

も17年度は30台ですが、これは30台分の半分をうちが持って、東京都が持っ

ているのですが、どなたに渡すかは町田警察署と南大沢警察署が決めるので、

やはり今回もトンネルです。町田市は何の権限も作業もありません。したが

いまして、警視庁と東京都の関係では、東京都は予算をつける、警視庁はそ

れを執行する。でも、直接警視庁に予算を渡すよりも市町村に負担をさせて、

実際に録音機能付きのものを手にするのは町田署と南大沢署になっていま

す。ですから、この制度を改めない限りはできません。 

 録音機能付きの電話を配付しようとなると、今の30台ではなくて300台とか



8/24 

3000台というオーダーになれば市で予算を組むことになるので、市の予算編

成としてはそういうことをどこまでやるかなのですが、一方で、先ほど担当

の部長が所管は都ですと言っていますが、東京都ないし警視庁の所管である

ことを市がやるかどうかはなかなか難しい。これは適切ではないかもしれな

いけれども、一番わかりやすいのは、例えば、東京都道の管理を町田市の予

算でやるのと同じです。東京都が東京都道の管理をして、全部お金を持って

いるのです。そこがうまくいっていないから市からお金を出せということに

近いです。ですから、どこまでこれを市の予算でやるかは、まさしくおっし

ゃるとおり政策議論になると思います。だめだということではないのですが、

それはそれなりの財政負担を持ってやるということです。 

 もう１つ、これは警視庁、あるいは町田警察署、南大沢警察署の意味があ

るのは、振り込め詐欺情報については、私どもはどの家にどうなっているか

は全く入ってきません。町田署も南大沢署も全部リストを持っています。で

すから、どの家に配るべきかは捜査情報の一環でやっています。我々は実際

にそれを買ったとしても、どうやって配るかは町田警察署にお願いすること

になるので、その辺も含めて町田警察署から捜査情報を全部私どもにいただ

かなければ、我々のほうから主体的にどのご家庭にということはできないわ

けで、そこのところは、そういう情報を持っている町田警察署、南大沢警察

署が配付するほうが有効だろうというのが今の考え方です。ただし、先ほど

申しましたが、お金は少しそちらで持ってくださいという制度に変わりまし

た。15年度は全額東京都が負担していましたが、市町村でも持ってください

という制度に変わったのですが、実際にやるとなればそういった事情がある

ので、どう考えればいいかは、本当に政策的にやや難しい問題だと思ってい

ます。このように言ったことが伝わると、警視庁や東京都からかなり批判が

来ると思います。実況中継されていないので言ってしまいますが、そういう

裏側の実情がありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

境川自治会 

 境川自治会の○○です。 

 今のお答えもそうですが、自動通話録音機のことだけ、これは質問の中に

例示で書いてあるだけで、特殊詐欺被害対策をお聞きしているわけです。と

ころが、お答えも自動通話録音機に特化されて来ています。ですから、今お

っしゃっているように、都の関係があるのはわかるのですが、市として対策

ということで、あくまで自動通話録音機は例示ですので、何かあればもっと

他のものも、このように検討しているということもお聞きしたいです。 

 

防災安全部長 

 自動通話録音機以外のことについても少しお答えしなければいけないと思
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うのですが、ターゲットとなってしまう高齢者の方だけではなくて、そのご

家族や身近な方も含めて、やはり多くの皆様が特殊詐欺について知っていた

だくことが、犯罪を防ぐことにもとても効果があるのではないかと考えてい

ます。例えばですが、「まちっこ」「玉ちゃんバス」「かわせみ号」などが

ありますが、そういったところに広告を最近出してきていることや、「まち

っこ」は１台ラッピングをしまして、そういうことで知っていただくことを

行っています。 

 それと、これは防災行政無線で流すというものですが、２年ぐらい前から

年金支給日の直前に、防災行政無線でも被害に遭わないような呼びかけをし

ており、あわせてメール配信も行っています。防災行政無線は、今日お集ま

りの皆様にはそういう方はいないと思うのですが、「そんなものを流すな」、

「うるさい」という声が非常に多くありまして、「百歩譲って防災情報だけ

ならいい」という声があります。ただ、特殊詐欺については市民の皆様の関

心が非常に高いということで、２カ月に１回、年金支給日直前に流していた

もので、だんだん「うるさい」、「やめろ」という声が減ってきました。と

いうことで、今年からは毎月流すようにしています。それと、子どもの日に

近い日や夏休み、年末年始、要するに、おじいちゃん、おばあちゃん世代の

方がお孫さんと会うタイミングに、それをかたって被害に遭わないようにと

いうことを効果的に流す工夫をしてきているところです。 

 それとあとは、他市でもメール配信をやっているのですが、そこで町田市

が少し工夫しているところは、うまいことを言われてだまされてしまう方が

被害に遭っていますので、そういう方だけに言ってもわかりにくいというこ

とで、身近にお年寄りがいる方はぜひ気をつけてくださいというのはあわせ

て言うようにしています。 

 あと、それ以外にも、最近は高齢者の方に身近な介護事業所やケアマネジ

ャーさんの会議にも私どもで出席をして呼びかけをしています。ケアマネさ

んからは、息子さんたちの言うことは聞かないけれども、自分のことは聞い

てくれるという声を聞いているので、そういった方を通して利用者である高

齢の方にも広くお知らせしています。 

 いずれにしても、今申し上げたことだけではなく、広く市でできること、

被害防止の呼びかけはしっかりやっていきますので、今日いただいたご意見

も含めてしっかり対応していきたいと考えています。 

 

東玉川学園自治会 

 東玉川学園自治会の○○と申します。 

 今お話を聞いていて、防災行政無線の関係で思い出したのですが、ホーム

ページか何かで見たのですが、防災ＦＭの周波数を市でお持ちなのではない

かと思います。これを利用して放送とか、例えば、市内に大学があるので、
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そこの放送会の皆さんと協力して、何かディスクジョッキーみたいな形で番

組をつくることも考えていけるのではないか。普段からそういう防災ＦＭが

動いていれば、本当に地震が起こったときの連絡や情報提供の手段としても

非常に有効だと思うので、そこら辺も情報をいただけたらと思います。 

 

防災安全部長 

 防災ＦＭという局はありませんが、町田市、相模原市の区域をエリアとす

るＦＭ局はあります。そこで町の情報を流す番組というか、コーナーがあり、

「広報まちだ」で市民の皆様に関心の高い情報を載せると、その中から選ん

で放送にのせるというところがあります。そのあたり、ＦＭの放送だけでな

くて広報の記事も含めて工夫をしてやっていきたいと思います。ほかにもい

ろいろやり方があるかもしれないので、担当と話をして、こういった内容を

より知っていただくための方策を広げていきたいと思います。 

 

２ 

弥生ヶ丘自治会 

 初歩的な話ですが、町田市で氾濫のリスクがある川、これは大きい川だけ

とは限らないと思うのですが、１つは境川、神奈川県と接しているので非常

にリスクが高い。それから鶴見川があります。これも過去、氾濫したことが

ある。それから恩田川があります。これらの河川は１級と１級外があると思

うのですが、具体的にどの川が１級か、もしくは２級かのご説明をいただき

たい。 

 それから、最近、調整池という問題があるのですが、境川も周辺の反対な

ど、いろいろ工事にかかわる負担を誰が負うかも含めて、これは１地区だけ

の問題ではないということで、町田市の河川対策の基本的なところが、例え

ば５年、10年でどの辺まで持っていこうと考えておられるのかを伺いたいと

思います。 

 

下水道部長 

 まず、河川という位置づけですが、これは河川法に基づいて１級河川、２

級河川のようになっています。各地域で、そこの土地土地でいろいろな名前

がついている川があると思うのですが、町田市で、河川ということでは管理

していません。先ほど言いましたが、１級河川は鶴見川、２級河川は境川、

恩田川も町田の管理区間は１級で、そこで恩田川は鶴見川に合流するという

ことです。あと、真光寺川が１級になっているかと思います。鶴見川につい

ては１級河川の「水系」という言い方をするのですが、それは支流も含めて

１級の扱いになるということでありまして、そこで真光寺川は、それほど規

模は大きくないですが、１級という位置づけです。 
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 あと、今後の河川の整備ということですが、私どもは、先ほど言いました

ように河川という位置づけでは管理していません。それはどうやって整備し

ていくかというと、やはり一番は雨水管を整備していくことかと思っていま

す。雨水管整備というと、お金も時間もかかるので、より有効に整備してい

きたいという考えを持っています。そこで、過去の2011年から2015年の浸水

履歴に基づいて優先順位をつけまして、今、雨水管整備を進めているところ

です。昨今の集中豪雨等で全国的に水害の被害がある中、雨水管整備も重要

な事業として認識しておるところです。そういう考え方に基づいて、今後な

るべく早く進めていきたいと思っています。計画としては、2017年度から５

カ年の整備計画は持っております。 

 

弥生ヶ丘自治会 

 これに絡んで、調整池は町田市の管理責任ではないですか。私の娘の家の

すぐ近くに調整池があって、この間、町田市の担当の方が来ていたので、あ

の辺の調整池を管理するという責任は町田市にあるのではないでしょうか。 

 

下水道部長 

 市内には、調整池は全体で四百数十カ所あります。そのうち町田市で管理

しているのは120カ所です。あとは公園の関係もありまして、200カ所までは

いかないのですが、百何カ所は市で管理、他は、つくられた民間で管理して

います。これは開発等で開発業者に、今、ご承知のとおり、開発をして宅地

になったり道路ができますと、今まで畑だったり田んぼだったところがそれ

だけ浸透しなくなります。その分を考えまして、貯留槽や調整池をつくりま

して、下流の下水だとか川に負担をかけないようにということで調整池があ

ります。少し自慢になってしまうかもしれませんが、近隣市でいいますと120

カ所も管理している市はありません。多摩市はゼロに近いかなということで、

その辺が結構負担になっている部分もあるのですが、調整池は昨今のこうい

う気候変動を考えると非常に重要だと思っていますので、引き続き管理して

いきたいと思っているところです。 

 

根岸町内会 

 根岸町内会の○○と申します。 

 境川の関係について、特に私どもの町内は広くて、大体１kmぐらい境川に

面している町内でして、区画整理に合わせて河川整備が行われたということ

で、50㎜対応で皆さん安心していたわけです。根岸橋から上流は神奈川県の

管轄だということで、宮前橋あたりまで区画整理をやって、そこまで大体50

㎜対応ぐらいの河川改修をされたのですが、私ども住民が知らない間に根岸

橋から上流の部分は川底を上げてしまって、30㎜ぐらいの対応にしてしまっ
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たということと、最近、台風や集中豪雨があるために、町田市を超えると神

奈川県の大和市や藤沢市に入っていくので、そこがあふれてしまうというこ

とで、この５年ぐらいの間に根岸橋の上流付近で川底どころか断面を盛り土

してさらに絞る工事をやっていました。工事内容についてわからないもので

すから、今回初めて聞いたら、断面図を見せていただいて、30㎜対応にして

いるということです。 

 そうしますと、根岸橋から上のところはあと30cmぐらいで洪水危険地域に

入っていましてあふれてしまう。特にアメリア、駅前通り付近は護岸の高さ

がそれより低いということで、実際浸水したら６～７ｍぐらいの水深になる

だろうということで、たまってしまって流れていかないということがあって

大変心配しています。もしこの要望のように２級河川を１級河川にして、お

金をかけて整備が早く進むということは結構でございます。先ほどは、ハー

ドルが高いというご回答でしたが、神奈川県の工事担当者に２級河川でも相

当国からお金が出ているということを聞きました。その中で最大限また国、

東京都、神奈川県等へ市から働きかけをして整備できるようにお願いしたい

と思います。 

 それから、洪水、浸水にならないようなお願いの部分で、急に、あと30cm

ぐらいで洪水になるという状態なので、洪水後の対策として、先日、忠生地

区市政懇談会の中でも最新のきめの細かいマップをつくっていただけるとい

うご回答をいただきました。また、避難行動計画、タイムラインについても

市で検討するというお話もいただきました。早く来年に向けてお願いしたい

のですが、そのハザードマップ、私どもは１軒１軒配らせていただきました

が、追加の分があまりないようです。どのぐらいの予算をかけて、どの程度

に配っていただけるのでしょうか。 

 

下水道部長 

 ハザードマップについては後ほど防災安全部からお答えさせていただきた

いと思います。根岸橋より上流について工事のお知らせが神奈川県から行っ

たと思うのですが、おっしゃるとおり、下流側が残念ながらまだ護岸整備が

できていない、下流というのは鶴瀬橋といって都県境の橋ですが、その下流、

境川は江ノ島まで行っているのですが、そちらがまだ護岸整備ができていな

いところがあり、おっしゃるとおり30㎜になっているということで、東京都

管理区間はほぼ50㎜の護岸整備が終わっている中で30㎜に絞っています。そ

れが同じように根岸橋より上流、神奈川県管理区間もずっと30㎜断面という

ことで30㎜にしているわけです。部分的に共和橋あたりは土のうでかさ上げ

している部分があります。それは皆さんご承知かもしれませんが、2008年に

図師あたりで百十何㎜の雨を記録しています。境川は小山地区だけではなく

て他の地区もあふれたことがあるのですが、その際に、神奈川県も川はよく
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見ていますので、護岸が特に低いところをかさ上げしたということを聞いて

います。 

 あと、調整してわざわざ盛り土をつくるのですが、ただ、様子を見て年に

１～２回は浚渫を行っているように聞いています。あと、上流のほう、風戸

橋、法政大学入り口の交差点近辺になるのですが、その相模原市側で、今、

風間遊水池という１万7000㎥を貯留できる遊水池を、2021年度完成を目指し

てやっています。ですから、それができれば、やはり下流域に対してもある

程度の効果は出るのではないかと思っているところです。 

 

防災安全部長 

 忠生地区のときにはどうもありがとうございます。そのときにいらっしゃ

らなかった方もいるので、先ほどご紹介いただいた浸水の区分が細かくなる

というところからお話いたします。今までは２ｍ以上は一くくりで、以前か

ら、もしかしたら３ｍだとか４ｍというところもあるかもしれないという、

それがわかりにくいというご意見も頂戴していました。今度、東京都から情

報提供いただいたものによると、２ｍ～３ｍ未満、３ｍ～５ｍ未満、５ｍ以

上10ｍまでという、一くくりだったところが３つに分類されました。それと

あと、より細かい面積ごとに表示をするということも聞いています。その情

報をもとに、今はまだ紙でいただいているだけですが、電子データ、パソコ

ンで情報をもらうことになっているので、その新しい、細かい浸水想定をも

とに2019年度に新しいマップをつくろうと考えています。 

 どれぐらいの金額かということですが、手元に数字を持ってきていないの

で金額についてはご容赦いただきたいのですが、これまでは浸水想定の付近

の方にお渡ししようということで、ご希望いただければお渡しします、減っ

てきたら増刷しますという形でやっていますが、実は川の近くでなくても内

水氾濫といって雨水を処理する管の整備が間に合わないところで少し水がふ

えたりするので、来年度やる場合には、できたら全戸配付をさせていただき

たいと考えています。そういったことで広く市民の皆様に新しい浸水想定の

区域はどこかということと、あと、水が上がったときに、どこが大雨のとき

の避難場所だということをお知らせしたいと考えています。 

 それから、先ほどタイムラインというお話がありました。タイムラインと

いうのは、どういう気象条件になったらどういう避難を促す情報を出すかを

あらかじめ決めるものです。国では１級河川の河川沿いはタイムラインを整

備するようにというのはあったのですが、町田市は、先ほど別のご質問で境

川がまだ２級河川ですというお話がありましたが、それにかかわらず独自に

タイムラインを整備しています。しかしながら、市民の皆様にはどういうタ

イミングになったらどういう避難を促す情報を市が出すかもしれないという

ことは、少しまだお知らせが不十分だったので、そのあたりも含めて2019年
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度には皆様に広く情報をお伝えして、市民の皆様が、大雨が降ったときにど

ういう行動をどういうタイミングでしたらいいのか、市から情報が来たらど

ういう行動をすべきかをあらかじめ知っていただけるように頑張っていきた

いと考えています。 

 

もじみ台町内会 

 先ほどの境川の話ですが、とにかく全く進まない。この先、進む見込みが

あるかというと、ほとんどありません。下流の洪水対策のためには上流であ

ふれさせるということが今の基本的な路線です。今の路線でやっている限り、

恐らくこの不安は何十年も消えないと思います。先ほど部長のお話で、１級

河川にするのはなかなかハードルが高いよと、それはよくわかりましたが、

とにかくアクションを起こして、粘り強く交渉していただくことが唯一の道

ではないかと思います。その点において、先ほどのお話の中で、とにかく交

渉はするよという言葉がなかったので私は不安になりまして、しつこく再度

お願いする次第です。 

 

下水道部長 

 大変失礼しました。先ほど申しましたように、毎年、整備の要請は行って

いるところです。あわせて、こういう２級から１級に境川をしてほしいとい

うご意見があったということは強く東京都に申し伝えたいと思います。 

 

 

町田市長 

 ２月に小池知事のところに行きまして、メインはモノレールの要望をして

きたのですが、そのときに境川の話もいたしまして、神奈川県に対してもっ

としっかり河川改修をやるように知事から言ってくださいとお願いをしまし

た。私ども東京都の市町村が神奈川県に言ってもなかなか聞いてくれないの

で、これは都知事から言ってもらうほうがいいだろうとお願いしました。そ

の後、言いましたよという報告はないので言ったかどうかはわかりませんが、

少なくともそういうことです。先ほど○○会長からありましたが、昭和40年

代からずっとどうやって早く海に流すかが命題で仕事をしています。ですか

ら、真っすぐにすることが一番大事だということでやっています。それ以来、

川の周りはどんどん宅地になっていますから、しみ込まないで流れる量がど

んどんふえています。ということで、下へ行けば行くほど横から、境川でい

えば相沢川とか和泉川とか宇田川とか、どんどん合流してきますよね。です

から、大雨のときは藤沢にものすごい被害が出ます。他の川が合流する影響

がないところで氾濫してもらおうという考え方です。どんな河川も、日本の

河川行政はそういう考え方です。下で人命も含めて大きな被害が出るより、
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上で小さい財産的な被害が出て、下の被害を免れようというのは河川行政の

第１原則であります。 

 それから、今、何十年となるとお話がありましたが、境川は、多分10年で

はできないし、20年でも危ないということになっています。それは、今申し

ましたもう１つの現象、下からしかやれないです。上でたくさんの開削をし

てしまって一気に流せば、下ができていなければあふれてしまいますから、

下の整備が終わるまでは東京都管理区間で50㎜対応をしても流れる量を30㎜

にするためにどうしても乗せていくという考え方です。したがって、30㎜で

は当然あふれてしまいますから、大きな雨が降ると根岸とか、鶴間小学校の

先で川幅が小さくなっています。つまり、あそこであふれる。南町田の自治

会の人たちは、いつもここがあふれないためにどうするかということを言っ

ていますが、下が終わらないからあれを広げないのです。したがって、鶴間

小学校が氾濫するだろうと見込まれていますので、冷たいようですが、私が

言っていることではありません。国の河川の考え方は、上であふれてもらっ

て下を助けるということで、しかも神奈川県は「お金がない」の一点張りな

ので、２級河川のままでも国の援助があるわけですから、何とか国から援助

をしていただきたいと思っています。 

 

３ 

弥生ヶ丘自治会 

 私のメインテーマはこれなので。実は私どもの弥生ヶ丘自治会は約330世帯

なのですが、加入率は97％をこの30年維持しています。これを自慢しに来た

わけではありません。要は、いろいろと加入促進策をやっていますというお

話があったのですが、やはり一番の決め手になるのは自治会に入るメリット

です。経験がある人ほど自治会の役員の負担感が強いです。ですから、うち

の場合でも入ってきた方にぜひ入ってくださいと言っても、私はさんざん苦

労したから役員をやりたくないという声が出てきています。 

 加入率の高い自治会が何をやっているかというと、他もやっておられると

思うのですが、私どもは引っ越してくる前、不動産を見に来たときに、自治

会のバッジをつけたり、ベストをつけたりして勧誘します。あと、子どもた

ち、来た方に学校の話、幼稚園の話をどんどんします。そうでないと、一旦

住み始めて生活がリズムに乗ってしまうと別に自治会がなくても全然困らな

い。だけれども、学校をどうする、幼稚園をどうする、保育園をどうする、

児童館をどうするといったときに、その情報が若い方に、特に私どものとこ

ろも最近若い方がいっぱい入ってきます。その方に自治会に対する理解を深

めるためには、まずそういう情報提供をするのが大事だと思います。 

 ですから、これは一例ですが、もう少しきめ細かな、一般的な加入してく

ださいではなくて、加入することによって近所付き合い、高齢者、ひとり暮
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らし、そういう問題を具体的にお話ししていかないと、なかなか皆さん加入

率は上がらないと思います。アドバイスになったかわかりませんが、簡単に

ご紹介します。 

 

市民協働推進担当部長 

 いろいろとありがとうございます。97％というのはすごい数字だと思いま

す。町田市の平均が今52.8％なので、恐らく３割とか２割を切っているよう

な自治会・町内会もあります。それはやはり最近、大型のマンションや集合

住宅で管理組合をつくられると、町内会はいらないなということになり、管

理組合が町内会のようになってしまって、町内会に加入しない方が増えてい

ますし、聞いているところですと、例えば、高齢者の方が回覧板を回すのは

大変だからやめてしまうなどの話も市民協働推進課には入っています。 

 今お話しされたように、言い方は冷たいのですが、町内会・自治会は任意

の各地域の団体ですから地域の方々にいろいろ努力をいただいて加入促進し

ていただきたいと思っています。ただ、加入促進に対して市役所としては、

市民協働推進課の職員が今日は大勢来ていますけれども、どんなことでもご

相談していただければ、その地域へ伺っていろいろ対応したいと思っていま

す。先ほど職員を紹介しましたが、地域おうえんコーディネーターというこ

とで今６人、元部長職の職員がいます。この職員は地区協議会を主に担当し

ているのですが、各地区に分かれて、町内会・自治会にしろ、青少年健全育

成にしろ、民生委員にしても各地域の困りごとは、この地域おうえんコーデ

ィネーターがお伺いして、いろいろと今後どうしたらいいかを一緒になって

考える。地域と市が協働で町内会・自治会の加入促進をしないといけないと

思っています。先ほど会長から、引っ越す前に、不動産を見たときに話をし

ているということですが、今回、宅建協会及び不動産協会と加入促進の協定

を締結したので、不動産を見に来る前に、各店舗で町内会に入ったほうがい

いですよというご案内をしていただきます。宅建協会や不動産協会の店舗、

または、市役所の各窓口でこういうものを配ったらいいのではないかという、

アイデアがありましたら、ぜひ市民協働推進課にご一報いただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

第２部 市政全般に関する意見交換 

 市長からの市政報告 

 

 資料の説明は、今回は、このようなものをお配りしましたというところで

ご説明したいと思っていますので、よろしくお願いいたします。１つは、各

地区の市政懇談会でもご説明いたしましたが、2017年度の決算事業別行政評

価シートのダイジェスト版をお配りしています。本体はこのようなものであ
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りますが、ホームページへアクセスいただければと思います。 

 それから、先ほども少し話題になりましたが、公共施設再編に絡みまして

「ぷらっと」という８月１日号をお配りしています。見開きいただきますと、

短期、2026年までを短期というのですが、８年後、短期ということでそれぞ

れどうなっているかをここに表示しています。 

 それから、これは皆さん方に大変ご支援をいただいているというか、皆さ

ん方で頑張っていただいている○ごと大作戦のパンフレットを入れておりま

す。○○会長に意見をいただいて進めています。 

 それから、ふるさと納税の話ですが、これも新しいものができました。ひ

とり親家庭へのお弁当の配達ですとか、幾つか新しいものが出ていますので、

後ほどご覧いただき、なるべくインターネットのお買い物を税金でしないよ

うによろしくお願いいたします。６億円以上、町田市は税収が減っています。

このふるさと納税を、皆さんが他の市へ税金を納めて特産品を得るおかげで、

それが６億2000万ぐらい税収減となって反映していますので、ご寄附は町田

市へよろしくお願いします。 

 あと、これはいつもの案内の、特に最近、新聞を取らないお宅が増えてい

ますので、「広報まちだ」がどこに置いてあるかというリストをつけてあり

ます。 

 それでは、幾つか報告をいたします。 

 １つは、多摩都市モノレールですが、先ほども少しお話ししましたが、知

事のところに行って要望活動して、また、都議会議員、国会議員も含めて議

員の皆さんに、あるいは東京都庁の幹部にも再三お願いに行っています。な

るべく早くどこを通るかルートを決定することが一番ですので、それに向け

て今全力を挙げています。 

 それから、オリンピック、パラリンピックの件ですが、今キャンプを張る

ことが決定している国がインドネシアと中国の２つです。インドネシアは空

手のオリンピックとバドミントンのパラバドミントン、もうあと幾つかお話

をしていますが、まだ決定していません。中国についてはつい最近決まりま

して、４種目、水泳、バレーボール、卓球、バドミントンがキャンプをしま

す。バレーボール、卓球、バドミントンはとても強いチームで、これが町田

でキャンプを張ることが決まりました。 

 それから、南アフリカについては７人制ラグビーの誘致活動をしています。

まだ決まっていません。交渉に行きたいと思っているのですが、１日がかり

になってしまうので大使館を通じてやっています。聞いた話では、南アフリ

カまで行くには、ドバイでのトランジットが必要で、そのトランジットも大

変のようです。中国は近いので、この間、副市長に行ってもらいました。夜

中に行って翌日の夜中に帰ってきました。 

 それから、ラグビーのワールドカップは、アフリカ地区代表のナミビアと
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いうチームが町田でキャンプをすることが決まっております。 

 オリンピックの関連でもう１つ、自転車ロードレースがあります。７月、

多分夏休みに入った直後ぐらいですかね、2020年ロードレース大会がありま

す。来年にテストをするという話を聞いておりますコース的には多摩ニュー

タウン通りを多摩のほうから来て、大室獣医化クリニックのところで右折し

て、堺のＪＡ前の交差点を左へ行って、ＪＲの地下道、立体交差でＪＲをく

ぐり、相模原市側へ超えて道志方面へ行くルートで来年テストがあります。 

 聖火リレーはまだ決まりません。全国のルートが発表になって、東京都内

のルートも発表になります。 

 それから、公園の関係を幾つか。薬師池公園は今工事中です。再来年の３

月までに西公園をオープンすることになっています。ツインライナーという

２両連結のバスも入れるようにして、もちろん、大型の観光バスも入れるよ

うな駐車場を今工事中です。幾つかレストランとか、いろいろなものを準備

することになっていまして、今工事中なのは第１期、来年度に第２期をやっ

て、西公園は完成することになっております。 

 それから、野津田公園は、17日の土曜日にＪリーグの最終戦がありまして

私も応援に行ったのですが、最後のところで、あと１点とると優勝だったの

ですが、引き分けてしまったので４位になりました。ただ、勝ち点で言うと

１位が松本で77、次が76、76、76で、２位から４位までの３チームが全部１

点差で、つまり得失点差で２位、３位、４位が決まって、うちが４位になり

ました。というわけで、３、４、５、６の４チームはトーナメント形式でＪ

１の下から３番目のチームとプレーオフをやるのですが、プレーオフにはラ

イセンス資格がないと入れません。ゼルビアはありませんので、３チームで

Ｊ１挑戦のトーナメントをやることになりました。もちろんご承知かと思い

ますが、ライセンスがないのは観客席が１万5000人分ないからです。その観

客席の増設工事は今、設計中です。来年のテストキャンプみたいなものが陸

上競技場であるとすると、そのときは工事がとまりますし、オリンピックの

ときもキャンプで陸上競技場を使いますので、そのときは工事がとまります

が、今設計中で、来年の秋に建築工事にかかる予定で進めております。 

 それから、芹ヶ谷公園については今工事をやっています。何とか早くトイ

レをつくれと言われていますので、今頑張ってやろうという話はしてありま

す。桜の季節に間に合うか間に合わないかみたいな、かなり急いだことをや

っていますが、建築確認など、いろいろな手続を飛ばさないで、何とか４月

ぐらいには新しいトイレをオープンしようではないかと今相談しているとこ

ろです。上のほうの工事はもう始まっていますので、そういう意味では、第

１期工事と、あの辺のものはある程度めどが立ってきたのかと思います。 

 それから、南町田のお話をしておかなければいけないのですが、来年の今

ごろ、今の再整備工事が終わって新しくオープンします。今、保健所の食品
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衛生係が店舗の食品の設備だとか、台所のサイズだとか排煙の能力の図面審

査をやっています。来年の今ごろもうオープンしなければいけないというこ

とは、今もう保健所手続が終わらないと、設備工事がそろそろ始まりますの

で、その段階になっています。今そのような進捗ですが、来年の秋のオープ

ンのときには南町田駅北側から南側へ行く自由通路が完成します。今その工

事もやっています。それから、同じときに子どもクラブ、子どもセンターの

小さいものですが、オープンします。それから、これは市の施設ではないの

ですが、スヌーピーミュージアムもオープンします。 

 話に出たついでにですが、小山地域の子どもクラブは来年10月にガストの

横、消防団の詰め所のところに、小山中学校の校区内にオープンする。それ

から、スヌーピーミュージアムの隣にできる児童館は来年の秋、三輪地域の

三輪緑山にある学校予定地に来年工事しますので、これも再来年の春にはオ

ープンするということで、19年度は３カ所で子どもクラブの整備をすること

になります。南町田の児童館はソニー・クリエイティブプロダクツが工事を

します。開発の協議の中で、向こうにつくってもらうという話にしてありま

す。 

 それから、熱回収施設については地域の皆さんに本当にご協力いただいて、

既にもう１年以上前に現場の工事が始まっています。何とか３年後に稼働す

ることになっています。今度からは工場の建設を行っているプラントメーカ

ーと、運転のノウハウを持つ会社とで設立した特別目的会社が工場を運営す

ることになっています。人事上の問題で少し頭が痛いのですが、民間になっ

たから、あなたは明日から来なくていい、給料も払わないとは言えないので、

市の職員に関する問題はありますが、特別目的会社が運営もやるという契約

になっています。 

 それから、子育ての話に移ります。子育ての中で保育園、幼稚園ですが、

今年４月で146人が待機児童でした。83人減りました。来年０になるというこ

とで言っています。146人のうちの143人は０、１、２歳です。３歳から上は

３人しかいないので、待機児童問題は、町田の場合は０、１、２歳です。そ

の０、１、２を190人、新しくここのところで小規模を整備していますので、

それはめどが立っています。146人のうちの143人の待機児童に対して190人

分、プラスほかでも定員があるので二百数十人増やすのですが、待機児童は、

ぎりぎり来年の４月にはゼロになるだろうと思っています。ただ、何年か前

の選挙でも待機児童は０になりますと紙に書いたのですが、全然なっていま

せんので、今ここで言って、紙にも書いていないので信用されないかもしれ

ませんが、今度は本当だと思います。 

 ただし、来年10月１日から消費税が８％から10％になります。そのときの

政策として、国のほうでは教育費の無償化、これは高校の無償化も含めた無

償化財源を充てます。消費税の増収分の一部を充てるのですが、無償化にな
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ると、つまり保育料はただということです。また需要が増えてしまいます。

３歳から上は無償化になりますので、０、１、２も所得制限がありますが、

所得の低い人のところはただになるので、また保育の需要が増えます。した

がって、仮に来年４月１日になったとしても10月１日にはまたどっと待機児

童が増えるのかなと思っています。ただになるということはかなり大きなメ

リットですから、保育園に預けようという人がもっと増えると思います。 

 もう１つ、これは問題点なのですが、ベビーホテルというものがあります。

保育士、看護師などの資格がなくても預かることができます。これについて

も所得制限がありますが、無償化になります。したがって、そこも需要が増

えます。それについては、やはり待機児童の問題より子どもの安全の大きな

問題を抱えています。保育士がいなくても預かることができてしまうので、

かなり心配です。もう１つは、設備の何㎡とか、今は認可も認証保育所もみ

んな基準があるのですが、ベビーホテルにはそういった基準がありません。 

 もう１つ、ベビーシッターというものがあります。それぞれのお宅に行っ

て、留守宅でお子さんを見る。これも当然基準がありません。ですから、そ

れもかなり危険な要素を含んでいます。実際に私どもで把握している企業主

導型の小規模の保育施設やベビーホテルでは事故が起こっていますが、私ど

もは全く立ち入る権限がありません。ですから、どういう実態になっている

のか、事故が起こったとしても中には入れない。では、認可権者は東京都だ

から東京都が実地検査など、中に入ればいいではないかというのですが、例

えば1000の施設があったとすると30ぐらいしかできていません。あとの970は

年１回も行かれないのです。ですから、事実上、検査に来ない、立ち入りに

来ない施設なので、これは相当面倒なことになるのではないかと思っていま

すが、国のほうはその方針を曲げないと言っています。消費税を増税すると

きに教育の無償化の約束をしたのだから、もうその方針で行くのだと言って

突っ張っています。その責任はどうも市町村が負うということを言っていま

すので、とてもではないけれども、そんなことは責任を負えないので、今が

んがん文句を言っています。 

 皆さんには関係ないですが、無償化のときに消費税の収入を国が収納して、

それを国の財源でやるというのですが、地方に渡す消費税分というものがあ

ります。その地方に渡す消費税分が行くからそちらで負担しろという話まで

無償化の話が出てきまして、話がごちゃごちゃになっています。消費税の交

付金は市の社会保障制度に使いますということで国民の皆さん、市民の皆さ

んに納得していただいているのですが、市のほうでそういうお金も入るのだ

から無償化の財源をそちらで出せと、わけのわからないことを言い始めて、

今、国会議員の先生方に、少し話が違うのでどうなっているのかということ

で巻き返しをしていますが、国のほうが町田市より強いみたいで、通るかど

うかは、市長会でも一生懸命やっているのですが、なかなか厳しい戦いをし
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ている最中であります。 

 それから、小中学校のエアコン設置は去年、特別教室も含めて終わりまし

た。2011、12年で普通教室も全部終わりましたので、そういう意味では、特

別教室のエアコンの設置は防音工事を行う町田第六小学校以外終わりまし

た。残っているのは体育館ですが、体育館については、国は補助金を出す気

はありません。今何が大変かというと、普通教室、私どもは2012年、震災の

翌年にやったあの事業を７年おくれで来年やろうとしていますので、文科省

の予算は全部普通教室の空調に行きます。もっと前からやっているのが、文

科省は学校の耐震工事にお金を使っています。うちはとっくの昔に終わって

いるのですが、現在、文科省の予算は耐震工事と空調に割り当てられていま

す。ほとんどのところは、普通教室の空調の設置率は２割、３割です。文科

省としては、今年度、全国にエアコン設置の補助金を出すということです。

したがって、体育館は全然眼中にないので、東京都が予算をつけると言って

いますが、今までのルールですと、義務教育施設は法律で定められているも

のですから文科省の業務です。先ほどから誰の所管かという議論が今日の最

初の議題の川の話から始まって、犯罪防止から、この義務教育施設は国の仕

事です。ですから、国の補助金でやる。国が市に出してやる。東京都がやる

といっても、本来は国の補助金があって、それにプラスしてやるものなので

すが、国のほうは全然やる気がないので、体育館の冷房はもう少しお待ちい

ただきたいと思います。 

 それから、最後に高齢者の特別養護老人ホームの話です。2009年、９年前

の調査ですと、申し込みから１年以内に入所した方が45％です。各施設に皆

さん方が家族の入所をお願いして、それが 45％です。去年の調査ですと

87.6％、約88％、大雑把に言って９割近い方は申し込みから半年とか１年で

入所ができているということです。青梅やあきる野を除けば、３多摩でここ

まで早く入所できる市はありません。それも市内でというのは、まずありま

せん。中央線沿線を見ていただくと、大体あの辺は青梅などへ入所している

状況です。23区だと、そこも苦しくなって北関東に行くケースが結構ありま

す。町田市の場合は、時間があまりかからずに市内でということで実現して

います。今年９月に悠々会が木曽山崎にオープンしたものが特養の整備とし

ては最後になります。その次の整備計画は今のところありません。 

 

《質疑》 

つくし野１・２丁目自治会 

 つくし野１・２丁目自治会の○○です。 

 空家の問題についてお伺いしたいと思います。どこかの地域でおもしろい

活用例がありましたらお教えいただきたいと思います。 
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町田市長 

 今のところありません。どこかの会長が「町内会館がないから空家を代わ

りに使う」と言っていたのだけれども、狭いから嫌だと言われました。空家

を町内会館に転用することはできるとお話をしたのですが、「あの部屋は狭

いから嫌だ、自宅でやるよ」という人がいましたが、少し広ければ町内会館

として使えます。負担を公的に家賃補助してやれる制度があるので、お持ち

でない町内会・自治会があってということであれば空き家とのマッチングを

する予定であります。 

 

原町田六丁目六生会 

 原町田六丁目六生会、会長の○○でございます。 

 先ほど市長から言われましたけれども、モノレールのルートの決定の件で

す。我々の第一地区、第二地区はモノレールのルートの決定がものすごく重

要になっていますので、今どの辺をやっているのかという、アバウトな経過

で結構ですので、なるべく説明していただきたいと思います。 

 それからもう１つ、我々がいつもお願いしていました桜まつりの芹ヶ谷公

園のトイレの件、来年の４月までにできるということですので大変にありが

とうございました。これは感謝申し上げます。 

 

町田市長 

 トイレの件は、４月の何日かはまだ決まっていませんので、桜が散ったこ

ろになってしまうかもしれません。 

 モノレールの件ですが、ルートの決定を早くしないと、都市計画決定をし

て事業認可をとらないといけません。ルートの決定は東京都と協議をしてい

る最中ですが、基本的には桜美林大学の脇に、駐車場のようなところがあり

ます。あの辺にバスターミナルをつくって、バス路線との接続をしようとい

う構想があります。そのバスターミナルが駅になるということはほぼ固まっ

ています。桜美林のところの道は町田３・３・36号線という都市計画道路で、

その都市計画道路の決定はもう終わっています。ですから、桜美林のところ

から町田の駅まで来るルートはもう確定しています。確定していないのは、

そこから多摩センターまでどうやって行くかということで、一番の有力案は、

小山田桜台の前を通って、オオタニテントのところを通って、小山田緑地の

中を通って、花屋さんがある三叉路に出てきて、昔、残土の受け入れ施設が

あったところを通って、キヤノンスポーツパークのところに出てくる。そこ

が決まっていません。キヤノンスポーツパークから来たところでどうするか

が決まっていませんが、一番有力なのはその案で、私どもとしてはその案で

いきたいということで今東京都とやり合っています。何度も申し上げますが、

桜美林からこちら、芹ヶ谷公園を通るルートは、現在、都市計画決定がされ
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ていますので、それを変更する予定はないので、市民病院から市民球場の裏

を通って、町田高校の裏を通って、だるまやさんのところへ出てきて、その

まま公園を橋で超えて、イーグル建創へ出てくるルートはもう確定していま

す。 

 

境川自治会 

 境川自治会の○○です。 

 境川クリーンセンターについては市長のほうにどのぐらい話が入っている

のでしょうか。今、副市長が決裁権者だということをお伺いして、工事のこ

とであるとか、その後のことで協定書をつくったりということをしているの

ですが、どのような話まで来ているのでしょうか。あるいは行っていないの

であれば、まだ来ていないでも構わないのですが、簡単にお答えいただけれ

ばと思います。 

 

町田市長 

 クリーンセンターのほうの話は、地元との話も大体了解いただいて進めて

いますので、それほど大きな問題を抱えているわけではありません。工事は

順調に進んでいます。その後どうするかの細かいところはまだ決まっていま

せんが、東京都がそこに調節池をつくるということで、先ほどの宅地開発の

ほうは調整池と言っているのですが、ああいう川の横のものは調節池と言っ

ています。その調節池をつくるということで仕事は進んでいます。これにつ

いては、まだまだすぐというわけではないですが、2019年度に実際の事業に

入る予定であります。その上にふたをかけて使うということになります。 

 

境川自治会 

 わかりました。地元で問題になっている、今度できるクリーンセンターの、

今度は工場が入ります。したがって、低周波の問題を、協定書に入れる、入

れないということを今いろいろやっているのですが、まだこれからですので、

３月に多分決まると思いますが、地元住民はすごく心配している。あと、川

向こうの相模原市のほうもすごく心配しているという状態ですので、ご承知

おきください。 

 

南大谷町内会 

 南大谷町内会の○○でございます。 

 今お願いしようとするのは、実は先日の玉川学園・南大谷町内会の市政懇

談会でもお願いしたことです。再度、この市連の中でお願いします。何かと

いうと、私どもの南大谷地区の住所整理事業絡みで、いろいろお願いしたり、

職員の方にさくら会館に来てもらっていろいろご説明してもらったりしてい
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るのですが、担当の係長と主任が２年ぐらいで交代していますので全然話が

通じなくなりました。課長はサポートしてくれるのですが、このようなこと

では絶対だめです。係長、主任が一番実務をやって、一番経験豊富になる。

そういう人を育てなければいけないです。石の上にも３年と言います。それ

をぜひやってくださいと、そのときの地区の市政懇談会でも、先祖の話や、

企業に勤めているときの話をしながらお願いしました。これはそこの部署だ

けではなくて、今日いらっしゃっている部長さんも、あるいはそちらの方々

もぜひそのところでのプロフェッショナルになってほしいのです。ただやり

方を覚えただけでは全然だめです。そこをぜひお願いします。 

 

○閉会の挨拶（町田市町内会・自治会連合会会長代行） 

 どうも皆さん、お疲れさまでした。市長を初め市の幹部の方、ありがとう

ございました。2018年度となっていますが、2017年度もやりました。2016年

度もやりました。しかし、私の感覚では、そのときに要望で出たものの答え

が戻ってきておるのですが、100％とは言わなくても途中の経過が全然伝わら

ない、わからない部分が結構ありまして、そういう部分では今後さらに市と

の連携を密にしながら進めていきたいと思っています。今日も幾つか要望が

出ましたが、この要望について途中経過がわかれば、また皆さんからの質問

もわかりやすいのかと思っています。私も地区の懇談会でスピード化をお願

いしてきました。それぞれ長くかかるものもありますし、そういう部分では

短期、中期、長期として分けていただいて、ひとつ市との連携をとりながら

町内会・自治会としては協働してやっていきたいと思っています。 

 皆さんもご存じだと思いますが、ここ何年か、市の担当者の窓口での対応

が全然違ってきましたよね。これは市長を持ち上げるわけではないのですが、

市長の指導によって大変変わりました。そういう部分では、本当に市民と一

緒になって、あるいは協働して市政をやっていくという姿勢が見えていると

思います。私の感想はそういうことで、皆さんお忙しい中、本当にありがと

うございました。これで2018年度の市政懇談会を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。（拍手） 

以上 
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