
２０１９年度　木曽地区　市政懇談会

次　　第

[日時] 2019年10月8日(火) 14:00～16:00

[場所] 木曽森野センター　ホール

司会進行： 市民協働推進担当部長 平林　隆彦

木曽地区町内会・自治会連合会　会長 竹島　正

○連合会長の挨拶

木曽地区町内会・自治会連合会　会長　竹島　正 （5分）

○市長の挨拶

町田市長　石阪　丈一 （5分）

○職員の紹介 （5分）

○市政懇談会について （5分）

1

【文化スポーツ振興部】【学校教育部】

2

【都市づくり部】

3

【環境資源部】

市長からの市政報告

○閉会の挨拶 （5分）

閉会挨拶　木曽地区町内会・自治会連合会　副会長　大橋　誠治

第２部　市政全般に関する意見交換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（40分）

境川クリーンセンター跡地利用について

第１部　地域の議題に関する意見交換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（55分）

プールの維持管理について

交通網整備について
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2019年度 木曽地区町内会自治会連合会 市政懇談会 

議事録(要旨) 

 

［日 時］2019年10月8日（火）14:00～16:00 

［場 所］木曽森野センター ホール 

［出席者］石阪市長 

     防災安全部長 篠﨑 

     環境資源部長 荻原 

     都市づくり部長 神蔵 

     文化スポーツ振興部長 黒田 

     学校教育部長 北澤 

     政策経営部広報担当部長 若林 

     市民部市民協働推進担当部長 平林 

     市民部忠生市民センター長 勝又 

     市民部市民協働推進課長 中坪 

     市民部市民協働推進課(３名) 

     木曽地区町内会自治会連合会長 ほか15名 

 

             司会進行：市民協働推進担当部長 

                  木曽地区町内会・自治会連合会会長 

 

 

○地区連合会長の挨拶 

 皆さん、こんにちは。ご紹介にあずかりました木曽地区町内会・自治会連

合会長の○○でございます。日ごろは、町田市の石阪市長を初め皆様には大

変お世話になっております。今日も木曽地区の市政懇談会ということで、ふ

だん、なかなか町田市の市長並びに各担当の部署の方々と直接お話をしたり

意見交換という場は本当にありません。年に１度ですが、こういった機会に

忌憚なくご意見、ご要望、また、こういうことが今わからないので、ここに

ついて説明してほしいということがありましたら、どしどしご意見を出して

いただき、充実ある２時間にしたいと思っています。甚だ簡単ではあります

が、ご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○市長の挨拶（町田市長） 

 皆さん、こんにちは。改めまして、市長の石阪でございます。お忙しい中

お集まりいただいたこと、私からも御礼を申し上げます。ありがとうござい

ます。今日は市政懇ということで、今、○○会長からお話がありましたとお
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り、忌憚のないご意見をいただいて、私どもの市政運営に役立ててまいりた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次第の中にありますが、第２部で少しお話をさせていただきますので、私

のお話、もしくはそれ以外でも結構ですので、第１部の議題以外のこともご

意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○出席者の紹介 

 

 

第１部 地域の要望に関する意見交換 

 

１ プールの維持管理について 

(1)現在、市立室内プールが大規模改修工事中です。築年数が約30年で、相当

老朽化していたことと思います。市と業者とが一体となって工事に取り組ん

でいる姿を、間近で拝見しています。そこで、この工事の費用、スケジュー

ル、完成後のイメージ等を教えてください。 

 

【回答】 

文化スポーツ振興部長 

(1)室内プールは1989年度の供用開始から30年以上が経過し、施設や設備の老

朽化が進んでおりました。また、供用開始以後の建築基準法の改正により、

既存不適格となっている建物の天井部分の法令に沿った施設改修工事を行

い、2018年9月から休館しております。 

 改修工事では、天井部分の建築基準法の基準を満たした改修のほか、老朽

化した空調設備や給排水設備、電気設備などの更新を行っております。なお、

今回の工事では規模の拡大は行っておりません。工事費用は約19億8000万円

でございます。 

 施設の開館はおおむね11月末ごろとなる見込みでございます。 

 今回の改修工事にあわせて、トレーニング室の機器や更衣室ロッカーなど

の備品類を一部入れかえる予定です。 

 開館日が決まりましたら、ホームページ等でお知らせしてまいります。多

くの方にご利用いただきますようお願いいたします。 

 

《質疑》 

木曽親和会 

 あの場所は、夜になると、たまり場になっているので、金額的なものでは

なくて、これからの維持管理を、協栄さんも言っていましたが、まず入って

くればペンキでいたずらをされるのはもう決まっていますよね。あの建物は
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前側が全部タイルです。今の建物はタイルでも大きな１つの板になったもの

を張りつけるのですが、あそこの工事は１枚１枚のタイルですから、私も工

事に入る前に見たのですが、何千枚を１枚１枚たたいて、浮いているか浮い

ていないか打音検査をして、浮いているところは外して取りかえているわけ

です。そういった工事をやっていて、またいたずら書きをされたら大変だろ

うと思っています。だから、協栄さんが夜までずっと管理していただきたい

と思うのですが、その辺が心配なのです。 

 

（司会）地区町内会・自治会連合会会長 

 今のお話ですと、例えば、防犯カメラの設置はあるのでしょうか。 

 

文化スポーツ振興部長 

 セキュリティー等のお話ですが、指定管理者と十分相談しまして、せっか

くつくったものがすぐいたずらされないように、そこはお互いで協議をして

進めていきたいと考えております。 

 

木曽親和会 

 裏は門がないので、自由に出入りができてしまいます。私は裏の方から、

いつまでにできるのだ、役所のことだからこれほど日にちがかかるのだと怒

られました。なぜかというと、裏のほうの人は、あそこは通り抜けると市民

プール前のバス停があるので、そこを通る人がふえるのです。表も裏も通り

抜けが簡単にできるので、セキュリティーをきちんとしないと、せっかく何

十億円かけたものがえらいことになると思います。その辺をよろしくお願い

します。 

 

（司会）地区町内会・自治会連合会会長 

 ありがとうございます。私の今いる境川団地ですが、さかいがわ会館がつ

い最近、ガラスを割られました。たたくと細かいチップみたいになってしま

う車と同じ特殊ガラスでありまして、境川の遊歩道のほうから何かで突かれ

たような感じらしいのです。当然警察を呼んで被害届を出しましたが、犯人

はわからずということで、これは町田市所有のものなので市で補修費用は出

していただけるということで、明後日、工事の方が来て、ガラスが元どおり

に戻ることになりました。会館のこんな事件は初めてなのですが、近年、い

ろいろ物騒なことがあるので、せっかくきれいな、すばらしい室内プールが

できて、いたずらされるようなことがあってはいけないので、そこら辺のセ

キュリティーもしっかりと取り組んでいただければと思うところでございま

す。 
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木曽親和会 

 私がずっと見ていても、市の営繕課の方は、１週間に１回は打ち合わせを

して、それから現場を見ているのですが、本庁舎にいれば涼しいところにい

られるのに、あの暑い中を、汗をびっしょりかいて、スケールではかったり、

職場の職員と一緒に汗を流してやったということは、私は本当に感謝しまし

た。ですから、そういった涙ぐましい努力でやってくれた建物ですから、本

当に維持管理だけは大事にしていただきたいと思っております。 

 

１ プールの維持管理について 

(2)今年は、７月になっても気温が上がらず、授業でプールに入る機会が少な

かったと聞きます。学校のプールの維持管理費の観点からも、市立室内プー

ルや民間スポーツクラブのプール等を水泳授業に活用してみてはいかがでし

ょうか。他市の事例では、専門のインストラクターの指導を受けられるので、

充実した授業になっているようです。 

 

【回答】 

学校教育部長 

(2)小中学校のプールの授業については、隣接校との併用や市有の温水プール

または民間施設を活用するため、他市の視察を行うなどの検討を始めました。

視察した海老名市では、専門のインストラクターが教員のサポートをしてお

りました。 

 市有の温水プールまたは民間施設を活用するためには、移動時間や移動手

段、授業時間の確保、指導方法など、他市の事例を参考に、検討を進めてま

いります。 

 

《質疑》 

（司会）地区町内会・自治会連合会会長 

 小学校の特別支援を嘱託でさせていただいています。この夏、本当にプー

ルに入る回数が少なくて、今日は天気がいいから、できるぞと言って、朝、

先生がプールの点検に行ったら、ネズミの死骸が浮いていたと。それで水を

入れかえしなければいけない状態になり、急遽取りやめで、ほとんど泳げな

い状態。ところが、道路を隔てた真ん前に協栄スイミングクラブがあるわけ

です。室内ですし、インストラクターもいらっしゃるし、雨風は全然影響な

くできるわけです。ですので、これが全ての小学校に当てはまるわけではな

いのですが、そういった部分があれば有効に使っていただく。あるいは、今

後、プールの維持管理を含めて、補修工事などは莫大なお金がかかるのでは

ないかと思います。それに対する使用の頻度は、何か数値的なものは出てく

るものがあるのでしょうか。例えば、プールの使用回数がこのぐらいである
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とか。お知らせいただきたいと思います。 

 

学校教育部長 

 小中学校のプールは、基本的に、各学年、年間10日程度でございます。プ

ールの維持管理費のお話が出ましたが、市内62校の小中学校、一部は屋内プ

ールもありますが、それ以外の屋外プールは、水道代や修繕を含めると１校

当たり、年間大体200万円ぐらいかかる状況でございます。お話しいただいた

ように、山崎小学校は、多分、市内で一番民間のプールと近い学校で、一度

に全部を変えていくのは難しいと思いますが、横断歩道を渡ればすぐの学校

になるので、そういうところから検討を進めていきたいと考えております。 

 

２ 交通網整備について 

 木曽地区には数多くの団地があり、また住民が高齢化しているため、バス

を利用して市民病院に通院する方が多くいます。しかし、木曽地区の現行の

バス路線では、バス停から市民病院までが遠く道幅も狭くて危険なため、滝

ノ沢から市民病院方面に入る路線を新設してもらえないでしょうか。神奈中

バスによる路線新設が難しい場合は、「まちっこ」による検討や他地区での

参考事例などがあれば、教えていただきたいです。 

 

【回答】 

都市づくり部長 

 ご要望いただいた路線の新設につきましては、沿道にバス利用を見込める

施設が少ないことや、道路の混雑状況から定時性・速達性確保が難しいこと

から、困難であるとバス事業者から聞いております。 

 町田市民バス「まちっこ」につきましても、同様の理由により、経路変更

は困難でございます。 

 

《質疑》 

住宅供給公社木曽団地自治会 

 困難だということで、私個人としても一笑に付されたような感もするので

すが、せっかく滝の沢、旭町のほうから幅の広いバイパス道路があるわけで

すから、そこに新しい路線を。それから、今現在、「まちっこ」というコミ

ュニティバスが通っていますが、それも市民病院の広い通りから来たら、滝

の沢でまた森野三丁目のほうにＵターンして曲がってしまうのが今の路線か

と思います。この辺の、コミュニティバスの細部にわたる市民の足となるよ

うな、今、橋本に行っている路線があるかと思いますが、縦を重視でなくて、

縦、斜め、横、こうなれば最高かと思います。せめて横にも路線を設けてい

ただければと思いますが、この辺はいかがでしょうか。 
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都市づくり部長 

 現在、旭町交差点、滝の沢交差点間にある市民病院正門という、今ご要望

をいただいているバス停には、１日当たり往復で４便が運行しています。ま

た、現在多くのバスがとまっている森野交差点、滝の沢交差点間にある市民

病院前には、１日当たり往復807便、４便対807便なのです。これだけ便数に

大きな隔たりがあるのは、周辺の交通状況を考慮した結果ですとか、バス事

業者としての採算性もあり、正門のほうにバスがなかなか回せないというこ

とです。そして現在、かなりの本数が市民病院前を走っている。それだけ利

用者が多いということや、今、バスの運転士が非常に不足している状況で、

そもそもバスの便数をふやすことができない。逆にいかに減らすかを事業者

として考えているところもあるので、病院前を減らして正門側に回すという

ことは、現状の中ではなかなか難しいと思っております。 

 ただ、全く状況が変わらないわけではなくて、木曽山崎団地のほうから市

民病院前にぶつかる新しい道路整備が進んでいます。現在、谷の部分に橋を

かけています。あの道路が完成すれば、新しい道路を全くバスが走らないこ

とはあり得ないと思うので、この基盤の変化を捉えて、新しい道路の開通に

合わせて路線を変更できないか、今、神奈川中央交通と協議をさせていただ

いているところでございます。 

 ですので、今現在の状況の中ではなかなか難しいですが、基盤の変化を捉

えまして、路線の内容をもう１度見直すという働きかけを今後も引き続き進

めていきたいと考えております。 

 

住宅供給公社木曽団地自治会 

 ありがとうございます。木曽地区は、幸いなことにバスの本数は、センタ

ーから行くと枝分かれになりますが、逆から行くとだんだん集約されて幅広

く本数がふえるという、その面では便利な地域になっております。しかし、

弱者が病院に通うことを中心にお話ししますと、今の市民病院前という停留

所ですと、先ほど、コミュニティバスもあそこを相当通っているというお話

だったかと思いますが、それですと、バス停から市民病院までの道が危ない

から何とかしていただきたいということを要望しているわけです。コミュニ

ティバスも町田街道に本数が多いということではなく、広いバイパスのほう

に本数をふやすお考えはございませんでしょうか。 

 

都市づくり部長 

 「まちっこ」は、相原方面から長い距離を走ってきて市民病院前を通って

いるのですが、本数が非常に少なく、１日３本程度です。別ルートとして、

町田バスセンターから公共施設循環ルートがあるのですが、それは、正門か
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ら入って、正門から出てくる形をとらせていただいております。 

 今ある「まちっこ」相原ルートの路線の位置をずらすことができない理由

は線路バスと同じなのです。仮に病院正門からバスセンターに向かう場合も、

定時制、速達性の意味では厳しい状況であると判断させていただいていると

ころです。 

 

住宅供給公社木曽団地自治会 

 それでは、路線バスが頻繁に通る町田街道と「まちっこ」が並行して走る

部分があるわけですよね。そこはちょっとナンセンスかなと思いますし、市

民病院正門前のほうに便をふやすということと、せっかく循環のシステムを

とっていただいているのに、一般の神奈中バスでセンターまで行って、「ま

ちっこ」に乗りかえて病院に行きなさいというお考えもあるかと思うのです

が、それですと、高齢者、弱者には、バスからおりて、また乗り継いでとい

う、歩くことが必要になってくるわけです。そういうこともお考えになって

いるのでしょうか。 

 

都市づくり部長 

 神奈中の路線バスをご利用いただいている方は、多くが市民病院前にとま

りますので、そこから歩いていただくのが一番よろしいかと思っています。

どうしても歩くことが困難な方については、また別の交通手段をご検討いた

だくしかないのが現状でございます。 

 町田バスセンターから市民病院までにつきましても、一旦、バスセンター

まで来ていただいて、そこで乗りかえていただくのも１つの交通手段である

と考えているところです。 

 相原方面から来る「まちっこ」についても、多くの方がご利用いただいて

いるところではございますが、本数が少ないこともありまして、路線を動か

すのは難しいと考えているところです。 

 

住宅供給公社木曽団地自治会 

 しかし、そのコミュニティバスは、運賃が100円なので、低賃で乗れるとい

うメリットで利用する方は本当に便利かもしれませんが、もう少し小回りの

きく考えを持っていただいて、料金を上げてでも価値があるようなお考えは

できませんでしょうか。 

 

都市づくり部長 

 コミュニティバスは、地域の方とバス事業者と行政と協働して地域の小さ

なエリアを巡回するような交通を検討しておりまして、本町田地区で10月か

らタクシー車両を使って地域を回る事業を、試験的に始めたところでありま
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す。木曽地域の中で、ここへ行きたいという要望をまとめ、地元で協議会を

つくっていただき、このルートでコミュニティバスを走らせたいということ

であれば、ぜひ市へご相談をいただいきたいと思っていますが、町田市内は

交通空白地区というものがあります。バス停まで250ｍ以上離れている地域が

多くあるところを対象としています。最寄りのバス停まで離れていて、交通

が不便だというところから交通空白地区の解消に向けて働きかけを行ってき

ております。そういう地域がございましたら、ぜひお声をかけていただき、

取り組みを進めさせていただきたいと思っております。 

 

住宅供給公社木曽団地自治会 

 私が力を入れていただきたいのは、健常者も、高齢者でも足腰に障害がな

くて、普通とはいきませんが、何とか歩ける方は僭越ながら別としまして、

弱者、歩行困難とか、誰かの連れ添いがなければ歩けない方を重視したお話

ということですので、そこに行けば乗りかえてこちらに来られるのではない

かではなくて、その辺の弱者を鑑みて、これからの政策に生かしていただき

たいと思います。ありがとうございました。 

 

木曽南自治会 

 今の会話を聞いていて、お互いに、してほしい、できる、できないという

お話しかしていないのですが、都市づくりなので、今、町田市の地域特性も

ある中で、一概に町田市全土のことを広くは言えませんが、例えば、木曽地

区で言うと、65歳以上の高齢者と言われる人たちの率が30％を超えているエ

リアが非常に高いのです。だからバスを用意しろではないのですが、なので

そういう話が出るということをご理解してほしいのと、それから、団地が非

常に多いエリアなので、そういう話が出ると。 

 私は、町田市役所にいろいろなことで顔を出しているので、いつも提案を

しているのですが、もうバスを走らせる時代ではなくて、自動運転で迎えに

行くビジョンがあっていいのではないか。町田市はどうですか、という話を

しています。今、そういうデザインの話はなかなか出てこないと思うのです

が、例えば、タクシーの許認可もあると思うのですが、私は海外によく行く

ので、どこの国に行ってもウーバーをよく使います。自分に近い車がどこを

走っているかを携帯ですぐに見られて、料金もすぐわかり、すごく便利なの

です。なので、発想を変えて、地域特性の問題点に対して、どのようにした

らその問題を解決できるかを、できれば市民に発信してほしいというか、こ

れをやった、あれをやった、できる、できないではなくて、一緒になって問

題点を解決していく方向にしないといけないかなと。 

 少し失礼な言い方かもしれないですが、会長は、ご自身の体も結構大変だ

と思うので、今日、ここで文章を書くのも、ワープロを打ったりするのも相
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当時間がかかっているはずなのですが、木曽団地の代表として、会長より若

い方に出てほしいけれども、正直いないとおっしゃっています。そうなって

くると、できる、できないだけではなくて、未来のＩＴツールを使いながら、

少子高齢化の問題を解決するものを早くにやってほしいなと。 

 私は、個人的にそういうアイデアを町田市にもいっぱい出しているので、

私個人的に町田アプリをつくろうと思っています。まさにその問題を解決し

ようと思っています。起業家を集めて、無人の車、５人乗りでもいいです。

ただ、無人の許認可を出すのは町田市の仕事になるので、町田市の力をかり

ないといけないと思うのですが、その車を走らせるのは、本当は神奈中がや

ってくれればいいのだけれども、神奈中も、小田急がいても、もしかしたら

潰れる企業かもしれません。多分、時代が変わると思うので、いっぱい広報

紙があるので、できればそういう新しいアイデアを発信していただきたいと、

お願いと、よろしくお願いします。 

 

（司会）地区町内会・自治会連合会会長 

 ありがとうございます。今、新しい発想でということで、確かに「まちっ

こ」や既存のバスルートだけを見詰めていてもなかなか解決の糸口は見つか

ってこないと思うのですが、今、技術革新を含めてどんどん世の中が変わっ

ているところですので、ぜひそこら辺も含めて、市のほうも検討材料にして

いただいて、速攻ではないにしても、そういう考えを広く持ちながら対応し

ていただければと思います。 

 

３ 境川クリーンセンター跡地利用について 

 境川クリーンセンターは、施設規模縮小のため改修事業を行っています。

施設規模縮小後の調整池上部の利用について、現段階で決まっている方向性

などがあれば教えてください。 

 

【回答】 

環境資源部長 

 境川クリーンセンターについては、2019年４月から新しい施設で本稼働し

ています。今まで使用していた「し尿等投入施設」は、現在、解体工事を行

っており、2019年12月までに完了する予定です。 

 解体後の跡地につきましては、境川における洪水対策の一環として、東京

都による境川木曽東調節池の設置が計画されています。 

 この調節池上部の利用については、東京都の調節池完成後、広場として活

用できるよう整備する予定です。 

 今後、周辺の町内会・自治会の皆様のご意見を伺いながら具体的な内容を

検討し、2025年度に予定されている調節池の完成後、広場の工事にとりかか
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れるよう準備してまいります。 

 

《質疑》 

（司会）地区町内会・自治会連合会会長 

 かなり広い広場になるわけですが、利用に関して、今、クリーンセンター

の協議会みたいなものが存続して、会議も100回以上続けておるのですが、こ

の広場の利用に関しての新しい協議会の立ち上げは、市のほうでは考えてい

らっしゃるのでしょうか。 

 

環境資源部長 

 このクリーンセンター周辺の木曽ですとか森野の町内会・自治会の方にご

相談させていただいて、そういった協議会がいいのかという形も含めて、ど

のような話し合いができるのか、まだ正直言いまして白紙です。これから形

についても相談させていただければと思います。 

 

（司会）地区町内会・自治会連合会会長 

 これだけ広いものですから、利用を考えると夢がどんどん膨らんでくるわ

けですが、そういう意味でも、なるべく地元の人たちに愛されるような広場

にしたいということで、ぜひこの近隣の町内会・自治会の方々が参加して、

いい形で、いい利用ができればよろしいのではないかと思っております。ぜ

ひそういう形での将来像を考えていただければ幸いかと思っております。 

 

住宅供給公社木曽団地自治会 

 この広場は、将来的に公園とか、そのようになるのでしょうけれども、あ

と、広域避難場所となる予定も含まれているのでしょうか。 

 

環境資源部長 

 まず、広場的な利用というのは、報告は出ていますが、公園になるとか、

スポーツ的な広場になるとか、その後の防災の関係の施設、避難場所等、全

てこれからで、今は何も決まっていない状態です。どのような土地の状態で

活用するかを見据えた中で、防災的な部分でどのように活用できるかも含め

て、これから検討させていただければと思います。 

 

住宅供給公社木曽団地自治会 

 私個人の話になりますが、私は自転車愛好家だと自負していますが、境川

沿いに自転車が走れる道がありますね。私は江ノ島まで行ってきた経験があ

り、藤沢あたりは少し困難なところがありましたが、すばらしいです。ちょ

うど中継の広場に自転車がとめられる、スポーツ車ですとつり下げるなど、
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いろいろな形がありますが、そういったことも加味していただけたらうれし

いなという考えを持っておりますので、織り込んでいただければと思います。

よろしくお願いします。 

 

環境資源部長 

 今お話がありました自転車の駐輪、ベンチですとか境川からの出入りも、

どのような形がいいのかという点を含めて、全てご相談させていただければ

と思います。 

 

住宅供給公社木曽団地自治会 

 地域の人を巻き込んでいろいろな意見を出していただいて、広げていただ

ければと思っておりますので、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 

 

 それでは、第２部の市政全般の報告をさせていただきます。 

 その前に、今、いろいろ意見交換がありましたので、私の感想を少しお話

しさせていただきたいと思います。 

 まずは移動の話です。これは、今ご指摘がありましたように日本は20年ぐ

らいおくれています。ヨーロッパでは、基本的にできてしまって、バスに乗

ろうが、電車に乗ろうが、貸し自転車も、全部１回で終わってしまいますが、

なぜか日本では、自転車は自転車、電車は電車、バスはバスとばらばらにな

っています。今、モビリティ・アズ・ア・サービスというヨーロッパのよう

なものを取り入れてやっている地域は、町田はやっていませんが、日本には

もう何十もあります。特に都市部ではなくて、少し郊外や地方都市の周辺で

そういうことをやっているところはたくさんあります。いろいろな交通機関

を統合してサービスを一本化するという企業も日本にはたくさんあります。

そういう意味で、今お話にあった移動の問題というのは、我々にとっても、

ほかの市はやっていることですから現実の問題だと考えております。 

 確かに町田市の場合は、それをしないとどうにもならないという状況では

ないのでなかなかニーズが顕在化しないのですが、早晩そうせざるを得なく

なるのではないかと思っております。まだこれは記者発表をしていないので

すが、自転車の駐輪場をやっている会社がありまして、うちも今月ぐらいか

らやろうかなと言っています。１つは、貸し自転車はもう既にスタートして

います。乗り捨て方式の貸し自転車で、決済はスマホでやっています。もう

１つは、自転車駐輪場が足りないので、１台とか２台の駐輪場を貸しますよ

というものもどんどんやっていまして、それを商売にしている会社と契約を
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しようということで、今交渉をしています。ですから、駅の近くの横２ｍ、

縦３ｍ、そういう土地にも駐輪場としてお金が入ってくる。そういうところ

も自転車駐輪場として使えるシステムを、今協定をしようとしています。今

は自転車だけの話をしていますので、それをつないでいけばいろいろなこと

ができるなと思っています。 

 それから、今日の議題ではありませんが、境川クリーンセンターの調節池

の話が出ましたので、この地図を配っているかと思います。これは、いろい

ろ描いてありますが、東京都が昨年計算をして出した地図です。皆さんのと

ころにハザードマップといって、境川の氾濫の浸水想定地図をお配りしてい

るかと思うのですが、それは古い計算で、今回は新しくなりました。一番大

きな違いは、浸水をするだろうという予想区域が小さくなりました。前のと

きはメッシュといって、四角い枠組みも粗っぽかったのですが、今回は小さ

くなりまして、しかも浸水を予想する区域そのものが小さくなりました。ま

た、この地図で見ていただくと、左側の下のほうに、一番すごいのは10ｍ未

満というものがあるのですが、一番下は50cm未満、黄色いところとなってい

ます。この段階がふえました。刻みがふえたということです。 

 もう１度申しますと、全体として浸水予想区域が狭くなったことと、少し

刻みが細かくなった。それぞれ今まで３ｍ以上５ｍ未満だったところが、２

ｍから３ｍになったとか、そちら側の変化をしていますので、この新しい地

図のほうが、より実際の洪水時の対応がしやすくなったと考えています。例

えば、忠生第三小学校のあたりも、前のものはかなり近くのところまで水色

を塗っていたと思うのですが、これは境川のほうに浸水区域が引っ込んでい

ますので、比べていただければわかるかなと思います。 

 ただし、前の地図になかった恩田川に若干浸水するという地図がついてい

るので、ここをもう少し防災部門と、どういう状態になっているか、少し話

を聞いていただきたいと思います。前には、木曽の中原交差点からずっと下

がってきたところの恩田川の源流には色が塗っていなかったのですが、今回、

ひどく深くはないのですが、新しい色が塗ってありますので、そこは要チェ

ックかと思います。 

 先ほどの自転車ですが、会社の名前は、アイキューソフィア株式会社で、

システムの名前は、みんちゅうＳＨＡＲＥ－ＬＩＮ、要は、自転車駐輪場を

みんなで使いましょうという名前の駐輪場です。今、駅の近くにはそういう

駐輪場が、町田市の駐輪場ではなくて民間の皆さんの土地に５台置きましょ

うとか、10台置きましょうというのをあちこちにやろうとしております。逆

に言うと、土地をお持ちの方は、使っていないところが収入になることにな

ります。 

 最近の市政について、もう少しお話をさせていただきたいと思います。 

 まず、まちだ○ごと大作戦、最近のニュースでも取り上げさせていただき
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ました。今年は雨が降らなくてできた水かけ祭りとか、皆さんのほうで自主

的に事業を盛り上げていただいています。改めて御礼を申し上げます。今ま

でやってこなかったことができるのが○ごとの一番おもしろいところなの

で、これからもぜひいろいろな方を巻き込んでやっていただきたいと思いま

す。この○ごと大作戦については、当初の考え方でもあるのですが、今まで

知らなかった人同士が一緒に何かをやることに一番意味があることかなと、

顔と顔が見える関係が新しくでき上がる、地域のコミュニティにとっては非

常に大事なことがこの○ごとの中ではできるので、よろしくお願いします。 

 それから、地域活動サポートオフィスのチラシ、「サポートオフィス通信」

も配っていますが、これは、町内会・自治会に限らず、ＮＰＯも含めて、あ

るいは団体でないケースも含めて、困り事の相談に応じます。あるいは、何

かをしようとしたけれども、どのようにしたらいいかわからないというスタ

ートアップの手伝いもいたします。町内会・自治会には地区協議会がきちん

とあるので、そこでいろいろな団体の活動をみんなで話し合うことはできま

すが、入っていないところはどうするのかというところで、活動を少しサポ

ートできるようにしたいということでできたものです。 

 経理上の問題、別に町内会・自治会ベースでなくても、会員の中で何かつ

くったときに税金対策をどうしようかとか、賃金を払いたいのだけれどもと

いうときの相談は、みんなここへ来ていただければやっていただけます。と

いうより、出前方式なので、電話をしていただくと向こうから来ます。社会

保険、労務、経理、税務、そのような相談もやっていますので、ご利用いた

だきたいと思います。 

 それから、最近の事業で言うと、多摩都市モノレールの用地を買いました。

市民病院から旭町の市民球場の裏側を通って、町田高校の裏を通っていくル

ートがあります。そこのルートの土地を買いました。菅原神社から町田高校

に行く斜めの道があります。入ってすぐ、自動車屋さんの隣がセブン-イレブ

ンで、その道路を挟んだ向かい側の土地があいていまして、そこを300坪ほど

買いました。これは新しいモノレールが来る道路の都市計画がかかっている

土地です。将来、東京都が買収するのですが、私どもが先に、東京都に将来

買ってもらうつもりで買ってしまいました。この手のものをずっと芹ヶ谷公

園から市民病院まで、あそこの２kmの間を買っていきましょうということで、

今年から買収を始めております。 

 事業認可というものがありまして、それがないときには用地の買収はでき

ないのですが、私どもは事業認可を待たずに、将来、事業認可がおりるとい

う前提で土地を買っています。そういう意味では、事業認可がおりて、さあ、

これから用地買収ではなくて、事業認可がおりたときには、もうある程度の

土地を買っておきたいというのが―実は、ここが一番時間がかかります。市

民病院から市民球場の裏を通って、最後は、だるま屋さんのところまで行く
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ルートが非常に時間がかかるので、少しでも早くやろうということで、今年

から買収を先行的にやるということを始めております。 

 それから、違う話ですが、今、ラグビーワールドカップは大分盛り上がっ

ていますが、私どもの町は、ナミビアという国がキャンプを張っています。

ただし、ナミビアは今、３戦３敗。まだ１回も勝っていない。ただし、この

国はワールドカップで１度も勝ったことがありません。次の試合がカナダな

ので、ぜひとも１勝目を、勝ってもらいたいということで今応援をしている

最中です。 

 それから、オリンピックのホストタウンというのは、私どもは南アフリカ

とインドネシアがホストタウンになっていまして、オリンピックでは、この

２つの国を応援することになっております。 

 それから、来年のキャンプですが、オリンピックキャンプは３カ国、今の

南アフリカとインドネシアのほかに中国もキャンプを張ることになっており

ます。そういう意味では、オリンピックのキャンプをやって、少し盛り上げ

をしていこうということになっています。 

 それから、聖火リレーについては、来年の７月10日ということはもう決ま

っています。７月９日までが東京以外で、東京都に入って初めてが町田市に

なるので、ちょっとしたニュースにはなるかと思いますし、シバヒロでの東

京都で最初の聖火到着セレモニーは、テレビでもやるのかなと思います。 

 聖火ランナーについては、五十何年前とはさま変わりをしていまして、市

民がみんなで一緒に走るということがほとんどありません。12月にコースも、

聖火ランナーも、発表になると聞いています。 

 聖火リレーは、オリンピックのお金とは別にスポンサーを集めてやってい

ます。どうするかというと、自動車を走らせて、自動車の荷台に広告という

のか、ぴかぴか光っている、そういう車が走って広告をして、そのお金で運

営費を出そうとやっていますので、広告の車がいっぱい走るようなことにな

っております。市民の皆さんが私も走りたいというのは、なかなか難しいと

思います。 

 それから、今度は公園の話です。薬師池公園の今井谷戸から薬師中学校に

上がるところの左側にウェルカムゲートというものを整備していまして、も

う何棟か建物が建ち上がってきましたが、あそこに、正式には道の駅ではな

いのですが、道の駅もどきを今整備中です。基本は団体バスも入れる大きな

駐車場、それから、レストランとか、もちろんトイレだとか休憩所だとか、

ちょっとした体験とか。あとは、市内産を中心とした農産物の直売所をつく

るので、あの街道を通る人に寄ってもらって、買い物をしてもらうというこ

とを考えております。それが来年の４月にオープンすることになっています。 

 それから、11月13日にグランベリーパークという名前で、営業が始まりま

す。店舗数は前の２倍ぐらいになると思います。今度のグランベリーパーク
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は一緒にある鶴間公園も再整備をしているので、公園の中に商業施設がある

という感じのしつらえで今つくっています。今月から、平日も急行が南町田

駅にとまることになりました。南町田駅と言いましたが、駅名も変わりまし

て、南町田グランベリーパーク駅という、長い駅名になりました。 

 あと、12月14日にスヌーピーミュージアムがオープンします。また、11月

には、南町田グランベリーパークの中にきそっちと同じサイズの児童館がオ

ープンします。ここは、ソニー・クリエイティブプロダクツにつくってよと

頼んでしまいましたので、うちはお金を出さずにつくりました。 

 それから、来年の７月にはノンストップで羽田まで行けるようになります。

ノンストップというのはどういうことかというと、信号がない高速道路だけ

で羽田まで行けることになりました。全部ノンストップで、横浜青葉インタ

ーで右折して、港北インターに行って、そこから地下に潜って、生麦で表に

出てきて、横羽に乗って、そのまま空港まで入ってしまうルートになりまし

た。オリンピック前にもう開通するので、南町田から空港へ行くバスに乗る

と時間がはかれます。何時までに行かなければいけないといっても、どこも

とまるところがありませんから、さっさと行けてしまう。 

 逆に言うと、外国からスヌーピーミュージアムに来たいと、羽田でおりて、

バス乗ったら、もう30分でもうスヌーピーミュージアムに着いているのです。

30分というのは非常に短い時間なので、海外あるいは国内の飛行機で来る人

もさっさと着いてしまう。高速道路だけのルートが来年７月に開通すること

になりますので、そのころにはもっともっとにぎわうことになります。 

 １つだけちょっと心配をしているのは、年内に行くと混雑に紛れて、人の

顔だけ見に行くことになるような気がします。早くあけないのかとか、いろ

いろ言われています。もう待っている人がいっぱいいますので、車は絶対に

使わないほうがいいと思います。年内は多分動かないのではないですかね。

駅の前にあるのですから、電車で来ていただきたいと思います。 

 それから、熱回収施設、先ほどの市営プールの前に工場を建設しています

が、これが2022年１月、あと２年で大体完成します。それからほどなくして

温浴施設、多分、スーパー銭湯みたいなものができます。もちろん有料です

が、お風呂屋さんを清掃工場の向かいのプールの横に今つくっています。こ

れまではプールの横に駐車場があったのですが、あそこがお風呂になります。 

 それから、清掃工場についてですが、焼却施設と併設でその２年後からは

バイオガス化施設という、生ごみを発酵させて10日～15日ぐるぐる回して、

メタンガスを発生させてガスにして、ガスエンジンで発電する施設ができる

予定です。ごみの出し方は生ごみだけを分けて出してくださいということで

はなくて、基本的に出し方は今までと同じです。 

 最後になると思いますが、子育てとか保育とか、小中学校の話をしたいと

思います。保育園の待機児童は、今年４月で127人でした。少なくなったとは
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いえ、まだまだ127人がおります。ただ、最近話題になっているのですが、会

社に保育園を断られたという証明書を持ってきなさいと言われて、入らない

のですけれども、証明書をくださいという人がいます。あれも待機児童に数

えているのですが、本当は違うのではないかという気がします。会社に対し

て、休んで、何がしかの休業手当みたいなものをもらうためには、町田市役

所に頼んで、断られたという証明書が要るのです。そういう人たちも結構い

まして、その127人の中に入っています。 

 それは別として、とにかく待機児童がこれだけいるわけですから何とかし

ようということで、今、100人定員の保育園と、あと19人か20人ぐらいの０、

１、２歳だけの保育園、両方の整備を進めています。この12月にはもう来年

４月の募集をするので、それには間に合わないのですが、再来年４月の入所

には間に合わせるべく、今作業をしております。できれば数十人とか、場合

によっては１けたとかともくろんでいますが、前の選挙のときも、私は、再

来年にはゼロにしますと字に書いてしまったことがあって、全然ならない。

今、子どもの数はどんどん減っているのですが、入所希望者はどんどん上が

っています。減り方より入所希望者の上がり方が大きくて、待機児童が出て

います。ですから、昔と違って、どんどん保育園にという人がふえているの

が事実です。 

 それから、学校ですが、一番議論になっているのは教員の働き方改革です。

最近の話題では、小学校教員の志望者が減っている。もしくはやりたくない。

大学に行って教員免許を取るのですが、免許を持って、普通の会社に就職し

てしまう。大卒の場合、今は売り手市場なので民間企業に行ってしまって、

学校に行かない。小学校は特に不人気です。もちろん、中学も同じように人

気がないのですが、一番大変なのは、不登校は子どもが相手ではないのです。

親御さんというか、家庭なので、そこの対応がすごく大変なので、そんなこ

とをやりたくないという若い人がふえています。民間企業だと、不登校の親

御さんと相対することはありませんから、民間企業がいいなと思っている人

もいて、小学校の教員の志望者が減っています。 

 もう１つは、管理職の志望者が減っています。副校長試験を受けない。副

校長試験を受けないと、もちろん副校長になれないし、校長にはなれません。

私はよくわかっていないのですが、副校長は結構大変です。いろいろな業務

を、営繕も含めて、屋根に上ってトンカチはしませんが、みんな副校長の仕

事です。そこを通らないと校長になれないし、校長になったらなったで大変

なので、やはりやめるかと、普通の教員でいいやという人で、再任用校長が

増えています。再任用というのは、定年を迎えた後に教員として校長先生を

続けるという人が結構います。これも何とかしなければいけないと思うので

すが、根本は教員の働き方を改善しなければならないということですが、な

かなか効果が出ておりません。 
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 部活の指導員も結構配置しているのですが、部活指導員の待遇自体に問題

があって、みんな、これをやりたいというほど魅力的な待遇ではないので、

なかなか集まらない。各学校にいますが、部活は１個ではないので足りませ

ん。指導員のついていない部活は教員がつきますが、６時ぐらいまで部活に

つき合って、それから着がえたり、シャワーを浴びたりして、本来の公務の

整理をする。帰るのは何時かというと、８時、９時になってしまう。この仕

事をどうしてもやりたいという人がだんだん減ってきているのが実情で、や

たら残業が多いです。 

 そこを改善しないことには、教育とか、子どもたちの悩みを引き受ける時

間がなかなかとれないのが実情で、不登校の子どもがいても、頑張ってその

子の話を聞いたり、その子の親と話をしたりする時間がなかなかとれないの

が現在の実情です。 

 それから、中学校給食ですが、９月から１週間、無料でお弁当をみんなで

食べるということをやっております。私も昨日食べました。ご飯は、私には

ちょっと多かったのですが、なかなかおいしくて。中学生用は結構量が多い

ですね。目的は何かというと、もっと弁当を頼んでくださいと、役所の言葉

で言うと、喫食率、食べる人の率を上げていこうということで今やっていま

す。ただし、お金は取っていませんので、その分が７～8000万円出ていって

いますが、何とか頼んでもらおうとしてやっております。 

 最後に高齢者の施設の話ですが、この間、ＮＨＫで高齢者住宅の特集が放

送されていました。高齢者施設の問題として、運営をしっかり行わないと、

実際に入所した方、あるいは家族の方が困る状況が、起きていした。実は特

別養護老人ホームは、介護度が原則要介護３以上の方が入所できる施設です

が、こちらは厚生労働省の人員配置基準が非常に厳しくて、監査も厳しいの

で、安易な運営ができないようになっています。 

 そういう意味で言えば、本当を言えば特別養護老人ホームをどんどん整備

していかなければいけないのですが、その分だけ費用がかかることになって

います。ですが、私どもは特別養護老人ホームを多く整備していて、この10

年間に、約1,000人分の定員を増やしています。どういう効果があるかという

と、昔は、特別養護老人ホームに入るのに2年、3年待つのは当たり前と言わ

れたのですが、今は違います。9年前、10年前は、申し込んでから１年以内に

入所した人の割合は45％です。昨年度の調査では、１年以内に入所した人の

割合は90％で、１年待たずに入所できる状況です。町田市の場合は市内に多

く整備しているので市内の特別養護老人ホームに入所できる状況です。町田

市より東側の市、23区に近いところは、そのようなところはほとんどありま

せん。ですから、すぐに入所しようとすると、群馬県や栃木県まで行かない

と特別養護老人ホームに入所できないのが実情です。 

 これはどこにも書いていないのですが、介護難民というか、私は、あと２
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年ちょっとで後期高齢者になります。75歳以上になる2022年には介護の職員

が圧倒的に足りなくなる。75歳を過ぎると介護サービスの利用者が増え、80

歳を過ぎるとさらに増えます。ですから、そのときに介護の職員が足りなく

なる。私から後ろの年代は圧倒的にふえるので、東京では介護が受けられな

いのではないかという議論もあるし、東京に介護の仕事で出てくる時代にな

る。ただし、東京は土地の値段が高くて、介護の仕事は地べたをたくさん必

要とするのでなかなか成り立ちません。多分、介護を受けるためには23区を

出なければいけない状況になるのだろうと思っていまして、２～３年すると、

そういう問題が新聞紙上をにぎわせるようになると思います。 

 そういう意味で、市内に特別養護老人ホームを整備するという政策は、介

護難民を未然に防ごうということで実施しています。まだまだ介護の仕事の

報酬も大変低いので、どれだけ人が集まるかということ、先ほどの教員もそ

うですし、保育士もそう、介護士もそうです。給与が低いのです。ですから、

そこを上げない限り人は集まらないと思います。ただし、上げるときには、

皆さんからいただく税金、例えば、消費税の10％を15％にするとか、あるい

は皆さんに払っていただいている介護保険料の自己負担を２割にふやしてい

ただくとか、何かしない限りはお金がありませんので、税金を上げるか、皆

さんの介護保険料を上げるか、どこかに行き着かないといけない。 

 ということで、こちらの小さいものの18、19ページ、これは平成30年度の

決算の数字ですが、上に「介護保険事業会計」と書いてありまして、認知症

サポーター養成講座２万7000人とか、介護保険料収納率99.2％。みんな年金

から天引きされてしまうものです。だから99.2％になるのです。 

 下のほうに、行政コスト計算書と貸借対照表があるのですが、それはとも

かくとして、丸いグラフを見ていただきたいと思います。今、私が介護職の

人の人件費を上げなければ人が集まらないと言っているのですが、ここで第

１号、第２号保険料というのは市民です。市民の皆さんの保険料が青と赤で

半分です。介護保険事業会計は、あとは東京都と国と町田市、左半分が税金

です。この円グラフの面積を大きくしないと給料を上げられません。円グラ

フの面積を大きくすると、この円グラフの右側、ここの円グラフの面積も大

きくなる。つまり保険料も上げる、もしくはそちらでだめだったら、このグ

ラフの黄色から伸びている針をずっと赤いほうに寄せていかないといけな

い。つまり、そこに保険料を上げ、税金も投入していかないと、いずれにし

ても給料が上がらないことになっていまして、介護保険の話は、そういう仕

組みでできているということを、この円グラフでは示しております。 

 もう１件だけ、８、９ページ、先ほど保育園の待機児童の話をしました。

給料が安いという話をしました。ここも円グラフを見ていただきたいのは、

９ページに円グラフがあります。保育料収入は14.3％、７分の１です。７分

の６が税金で保育園はやっています。つまり、市のお金が35％弱、国と都で
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51％、残りの７分の１が親御さんの負担で保育園をやっているということで、

７分の６は税金でやっているということです。１人あたりのコストは月間15

万かかっているので、そのうちの７分の１、２万円ぐらいを親御さんが負担

していて、13万円ぐらいが税金を使ってやっているということです。全部説

明する時間はありませんので、後でこういう中身になっていますよというこ

とを見ていただきたいと思います。 

 すみません、長くなりました。以上です。 

 

《質疑》 

木曽南自治会 

 広報担当部長がいらっしゃるのでお願いなのですが、11月４日に、第六地

区委員会が主催で○ごとにエントリーしているものがあるのですが、子供た

ちの夢を応援するプロジェクトがここに載っていないなと思って、ここに載

せろと言っているわけではないのですが、違う形で広めていただけると。実

は去年、市の広報活動で、木曽地区以外の結構遠くのエリアからもお年寄り

が来ていました。来年もぜひ来たいという方とか、直前まで私の携帯に、ど

うやって行ったらいいのかという問い合わせがありました。子供たちの夢を

応援するというプロジェクトなのですが、見に来る人にも元気を与えるとい

うサブタイトルがあるので、高齢者支援センターもそこにのっていたりする

のです。私は一石何鳥という発想が大好きなので、お金もなくて、補助金も

いただかないでやっているので、ぜひ広めていただけたらと思います。 

 あと、先ほど言っていた水かけ祭りですが、おかげさまで大盛況で、来年

は町田消防署長がはしご車を出してくれるということで、すごくおもしろい

防災訓練になるかなと思います。 

 

（司会）地区町内会・自治会連合会会長 

 市長、もしお時間がございましたら、我々は夢プロと言っているのですが、

11月４日に教育センターでやります。ぜひお越しいただいて、ご挨拶いただ

ければ非常にありがたいなと。 

 ○ごとについて私からよろしいでしょうか。期限が2020年９月までという

ことで、これはエントリーが来年９月までということで、来年終わりました

ら、もうないのですか。 

 

広報担当部長 

 ○ごとという形ではなくなるのですが、せっかく地域に芽生えた活動、地

域の力は引き続きやっていただくように、今こちらに座っています市民協働

推進課のほうで引き取っていただく形になります。地域活動サポートオフィ

スでもサポートしていくような形になる予定でございます。 
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（司会）地区町内会・自治会連合会会長 

 せっかくこれだけ○ごとでいろいろな芽が出始めた感じがありますので、

来年に限らず、またその後も継続して、もっと大きな花が開くように、市民

協働のほうでバトンタッチしていただいてと、ありがとうございます。期待

しています。 

 では、また私で申しわけないのですが、地区協議会のことですけれども、

高ヶ坂・成瀬も今回入りまして10地区そろったということで、私も地区協議

会に対しましては、100万円の予算をいただいていますので、非常にありがた

く頂戴して、いろいろなものに使わせていただいているところです。大変失

礼なお話で申しわけないのですが、市長がかわっても、これはずっと継続さ

れるものと考えてよろしいのでしょうか。 

 

町田市長 

 地区協議会そのものは、行政はある程度、今、100万円なのですが、お金を

出して、口は出さないというスタートをしています。各地区の地区協議会が

やるとなれば、とめようがない。金は切るぞというのは反対運動をやればい

いのですけれども、地区協議会が活動すること自体は、そこにお金をどれだ

け出すかというのは、確かに判断はあるけれども、地区協議会そのものは、

民生委員だとか、場合によっては消防団だとか、いろいろなところが集まっ

ているわけですから、それなりのエネルギーを持ってやっていれば、このま

ま続くのではないかと思っています。 

 

（司会）地区町内会・自治会連合会会長 

 この地区協議会は、町田市の場合は石阪市長から始まっているわけですが、

国の後ろ盾の中で、例えば、総務省などがバックアップということはあるの

でしょうか。 

 

町田市長 

 余りないのではないかと思います。一番大事なところは、自分たちで考え

て、自分たちで決めて、自分たちでやるというところをどれだけ行政がサポ

ートできるかがポイントなので、そう言っては失礼なのですが、例えば、国

がいろいろなことを、お金を出すと大体口も出すので、町田市のやり方と合

わないと思います。総務省がこういう形でやりなさいと言ってくるのです。

この枠に入るのであればお金を出すよみたいなことになります。 

 

（司会）地区町内会・自治会連合会会長 

 わかりました。ありがとうございます。市長がこのようなものを発案して、
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町田市に今根が広がっているということで、ますますありがたいと思ってい

ます。実際、我々木曽地区町内会・自治会連合会というのは、母体としてあ

るわけですが、そもそもお金がありません。ですから、何かをやろうとして

も、なかなか動きようがないのが正直なところで、地区協議会ができたこと

によって、本当にいろいろなものができるようになりました。今年もやるの

ですが、去年も木曽境川小学校でＡＲ、ＶＲという、バーチャルリアリティ

ーで洪水の状況を、眼鏡をかけて体験して、防災訓練で授業の中に組み込ん

で、プラス地区協議会の予算を使って地元の人も入れて、授業と地域の人と

コラボレーションでやりました。非常に好評を得て、そうしたら、今年は忠

生第三小学校でもやりたいということで、今回、ダブルでやるということで、

これは地区協議会の予算を使わせていただいて、企画してやります。 

 そういうことで、とてもいい仕組みをつくっていただいて我々は助かって

いるところです。何事についても、何かやろうとすれば必ずお金がかかるの

で、その原資が今なかなか集まりにくい。例えば、昔からの夏祭り、盆踊り

なども、花代が昔から比べて少なくなったり、地域の基盤がだんだん薄れて

きてしまっている。昔からの何代も続いたおうちでも、次の代の人が都心に

行ってしまって家を継がないとか、それが空き家にもつながってくるわけで

すが、昔からの人の力も少しずつ弱まってきて、新しい人が入ってきて、そ

ういう人たちが町内会・自治会に入るかというと、必ずしもそうではないと

いう非常に難しい状況が連合会の中でもあるわけです。 

 そういうことで、本当に予算をいただいて我々も動きやすくなって、そう

した中で新しい会員さんを育て上げたり、あるいは役員さんを育てたりとで

きるのは非常にありがたいと思っていますので、これからも末永くこの仕組

みを継続できるようにお願いしたいところでございます。 

時間もそろそろ差し迫っていますが、ほかにありますか。 

 

 

○閉会の挨拶（連合会副会長） 

 本日は、長時間にわたりまして、本当にお疲れさまでした。お忙しい中を

ご出席いただきまして、ありがとうございました。 

 また、市長を初め各担当の部長さん、本当にありがとうございました。本

日の内容につきましては３点ありましたけれども、１部については、このよ

うな方向で行くのだという見通しも出ました。また、１部については、これ

は難しいなという内容もありました。それは、市の立場としていろいろな問

題があり、私たちとしては私たちの考えがあり、そのようなことをこの時間

に話をしていただきました。 

 また、第２部の市長の話については、なかなかふだん、市長のこのような

砕けた話、また、市の中はこのようになっているということを聞かせていた
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だきました。私自身としては老後のことが、私がそのようになったときには

どうなるのかな、あと何年先かな、そのようなことを個人的には思っており

ました。 

 約２時間ですけれども、長時間にわたりまして、関係の皆さん、ありがと

うございました。地域の皆さん、ありがとうございました。これで散会とい

たします。ご苦労さまでした。（拍手） 

以上 
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