
２０１９年度　高ヶ坂・成瀬地区　市政懇談会

次　　第

[日時] 2019年10月7日（月） 18：30～20：30　

[場所] 成瀬コミュニティセンター　ホール

司会進行： 市民協働推進担当部長 平林　隆彦

高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会　副会長 中村　清史

○連合会長の挨拶

高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会　会長　木目田　和良 （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

【子ども生活部】

2 「成瀬鞍掛スポーツ施設整備基本計画」説明会後の進捗状況について

【文化スポーツ振興部】

3

【防災安全部】

4

【道路部】

市長からの市政報告 （40分）

○閉会の挨拶

高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会　副会長　中村　清史 （5分）

第２部　市政全般に関する意見交換

消火栓過疎区域の解消について

町田市総合体育館正面道路の速度規制と信号機設置について

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

「子どもセンター」の早期設置要望について
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2019年度 高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会 市政懇談会 

議事録(要旨) 

 

［日 時］2019年10月７日（月）18:30～20:30 

［場 所］成瀬コミュニティセンター ホール 

［出席者］石阪市長 

     防災安全部長 篠﨑 

     文化スポーツ振興部長 黒田 

     子ども生活部長 石坂 

     道路部長 福田 

     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 

     市民部なるせ駅前市民センター長 大塚 

     市民部市民協働推進課担当課長（地域担当） 大場 

     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) 

     高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会長 ほか15名 

 

             司会進行：市民協働推進担当部長 

                  高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会副会長 

 

 

○地区連合会長の挨拶 

 皆さん、こんばんは。会長の木目田です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は高ヶ坂・成瀬地区の市政懇談会にお集まりいただき、ありがとうござ

います。また、石阪市長を初め、町田市の職員の皆様、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 毎年、市政懇談会が行われていますが、市政懇談会についてご説明したいと

思います。市政懇談会は、地域にあるいろいろな問題を市に要望書として提出

し、市から回答をいただきますが、内容によってはすぐできる要望となかなか

できない要望があります。特に道路や警察関係の問題はなかなか進んでいかな

いのが実情ですが、その中でも住民が困っていたり、望んでいることを市に要

望として毎年出しています。警察関係、特に道路問題は予算や市道、都道の問

題もあり、なかなか解決できません。以前も右折レーンや歩道の要望を出しま

したが、なかなか難しいところがあります。私たちも要望は出しますが、市政

懇談会に要望を出したからといってすぐ実現できるものではなく、町田市も尽

力していただいていますが、なかなか解決できないところがあると思います。 

 信号機の設置等警察関係は、市だけでできる問題ではなく、私たちも理解し
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ていかなければいけないが、今できないからといって取り下げるのではなく、

時間をかけて実現に向けていくのが私たち連合としての役目だと考えていま

す。市政懇談会は、あくまで市と私たち町内会の話し合いの場であり、市政懇

談会に要望を出したからといってすぐ実現できる問題ではないことを皆さん

も認識していただきたいと思っています。 

 去年、要望書に対する事前回答を書面でという問題については、私が会長と

してこれから先、市に要望するつもりはないので、皆さんも了承していただき

たいと思っています。市政懇談会で要望書を出して、当日回答をいただくとい

う従来のやり方をこれからもしていきたいと考えていますので、皆さん、ご理

解をお願いします。 

 これから４議題に対する回答をいただけると思いますが、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。町田市長の石阪でございます。足元が悪い中、お集

まりいただき、改めて御礼を申し上げます。 

 ご要望に対し、いろいろな事情をご説明させていただいた後、第２部では

市政全般に関する意見交換として、私から若干お話をさせていただき、その

他のことも含めてご意見をいただきたいと思っています。 

 議会の一般質問を５日間行っています。大体の人が質問され、やりとりを

しています。昔、そういうのをここでやったらどうかとご提案があり、第２

部ができた経緯があります。議会のやりとりもいいですが、地域としての要

望を実現するかしないかではなく、どう考えるかということも、こういう場

として使っていただければありがたいと思っております。改めまして、本日

の会議が有意義な会議になりますよう祈念して、挨拶にかえさせていただき

ます。よろしくお願いします。 

 

○出席者の紹介 

 

第１部 地域からの議題に関する意見交換 

 

１ 「子どもセンター」の早期設置要望について 

 成瀬町内会区域は、子育て世代の転入が増えており、「子どもセンター」

や「子どもクラブ」の設置を求める声が上がっています。現状では、子ども

センターばあんか南大谷子どもクラブに通うしかない状況です。成瀬地区に

「子どもセンター」設置を要望します。 

 

【回答】 
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子ども生活部長 

 子どもセンターの整備については、「町田市子どもセンター基本構想」に基

づき、市内５地区へ整備を進めてきましたが、2016年４月の子どもセンターま

あちの開館をもって５地区への整備を完了しました。 

 現在は、「新・町田市子どもマスタープラン」に基づき、子どもセンターを

補完する施設として、児童の多い中学校区への「子どもクラブ」の整備を進め

ています。 

 成瀬地区は、優先して子どもクラブ整備を進める地域の一つと位置付けてお

り、子どもクラブ整備が可能な土地の確保等について引き続き検討を進めて参

ります。 

 

《質疑》 

成瀬町内会 

 子どもクラブのことをホームページ等で調べたところ、子育て支援の政策の

中に整備を進めるとうたっています。例えば予算等もあると思いますが、重点

地区の予定等は載っていません。何年度に完成等の目標もありません。学童保

育クラブは南一小にありますが、子どもクラブも対象は小学校から18歳までで

す。新しい家を買うときの条件になるし、成瀬地区に転入してくる方にとって

も有用な情報だと思います。ただ、漠然と子育て支援策として整備をしていま

すでは予定が立たないと思います。例えば何年という予定をホームページに表

記することは可能なのでしょうか。 

 

子ども生活部長 

 子どもクラブは乳幼児からで、午前中等は乳幼児を連れたお母様たちが来て

いただいている施設です。 

 子どもクラブの整備の予定はホームページに載せていませんが、子どもマス

タープランの後期の実行計画の中に子どもクラブの整備方針を載せる予定に

なっています。その中で優先する地域、設置していく地域は成瀬エリアという

ことまでは載せるつもりです。ただ、時期については、現在まだ他をつくって

おり、何年以内のお約束はまだできません。今つくっているところが一段落し

たら、その次に成瀬地区エリアで考えています。 

 

 

２ 「成瀬鞍掛スポーツ施設整備基本計画」説明会後の進捗状況について 

 2019年３月２日に開催された上記説明会を踏まえ、成瀬西自治会は、町田

市へ３月11日に要望書を提出しています。説明会では、2019年度に基本設

計、2020年度に実施設計を行い、2021年度に整備工事開始となっています。

地域住民の要望がどのように反映されたのか、以下の３点について進捗状況
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を教えてください。 

(1)整備基本計画は予定通りに実施されるのか 

(2)どのような案で計画が推進されるのか 

(3)近隣住民の要望はどのように反映されるのか 

 

【回答】 

文化スポーツ振興部長 

 (1)成瀬鞍掛スポーツ施設整備につきましては、2019年３月２日の説明会で

お示ししたスケジュールにより予定どおり実施いたします。今後のスケジュー

ルといたしましては、本年度に基本設計、2020年度に実施設計を策定し、2021

年度に工事、2022年度に供用開始の予定で進めてまいります。 

 (2)2019年３月２日の説明会で承認いただきましたＢ案をもとに進めてまい

ります。説明会や３月11日の要望書の中でいただいたご意見につきましては、

基本設計を策定する中で、引き続き検討してまいります。 

 検討した基本設計案につきましては、12月上旬に住民説明会を開催し、その

中でご報告させていただく予定でございます。 

 (3)現在、2019年３月２日の説明会や、３月11日にいただいた要望をもとに

基本設計案を策定しております。 

 12月上旬に予定している住民説明会で基本設計案に対するご意見を伺いな

がら、今年度中に基本設計を策定する予定です。 

 

《質疑》 

成瀬西自治会 

 基本設計のＢ案はきょう初めて聞いたのですが、あのときに承認も誰もでき

なかったと思うのです。僕はＢ案に賛成なので特に問題はないのですが、プロ

セスが不明解なところがあると思います。 

 鞍掛のスポーツグラウンドについては、他の自治会は自治会館をつくっても

らっていますが、成瀬西自治会は共通して使えるものが何もない町田では珍ら

しい自治会なので、そのあたりをぜひ考慮に入れていただきたい。また、グラ

ウンドに行くまでの動線計画をきちんとしていただきたい。それから、誰がど

のように管理をするのか明確にしていただきたい。自治会として使いたいとい

うことではなくて、自治会として使えるものをつくっていただければというニ

ュアンスですので、そのあたりを酌んでいただきたい。 

 住民説明会で説明していただくのはいいが、住民の実際に困っている細々し

たことも、説明会の前にぜひ地元の自治会のコメントをいろいろ聞いていただ

きたい。 

 

文化スポーツ振興部長 
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 承認のプロセスですが、３月２日に私どもで説明をさせていただき、どちら

の案がいいかお話をさせていただいたと聞いています。Ｂ案で説明させていた

だき、反対の意見もなかったのでＢ案で進めさせていただいています。 

 グラウンドまでの動線計画については、12月に説明をさせていただく基本設

計案の説明会で、その辺を踏まえてお話をさせていただきたいと思います。 

 管理については、今のところ、指定管理者で管理していただくことを検討し

ています。 

 自治会の方が使えるものをつくってほしいということについては十分酌ん

で作成していきたいと考えています。 

 説明会の前に自治会のご意見をということですので、担当のスポーツ振興課

に話をさせていただきます。 

 

成瀬西自治会 

 ３月２日にお話があった後、３月11日に要望書を出し、基本的な面ではＢ案

でお話ししてあります。西自治会の中には施設が備わっていないとお話をした

と同時に、防災の問題があり、成瀬中央小学校に移動することになりました。

坂があり、お年寄りの方が多いこともあり、防災の施設を集会の部分につくっ

てほしいと要望しました。その際、中央小学校のような大きな防災の施設はで

きないが、中間的な部分で防災倉庫を含め、防災の集まりの場面をつくってほ

しいと両方あわせて来てもらってお話をしました。市庁舎内で結論を出すのは

なかなか難しいとの話でしたが、スポーツ広場ができる段階で考えてほしいと

要望しました。集会の部分には、西成瀬自治会の集会的な部分の場所、防災的

な集まれる場所を私たちはイメージとしてお話ししてあります。これはペンデ

ィングになっていますので、今年度の12月の部分で防災課の方とも相談しなが

ら進めていってほしいと思います。 

 その際に指定管理者の話が出て、使用料がどのぐらいになるのか、今の段階

での費用と比べ、額がある程度セッティングされていて、その辺はまだペンデ

ィングの問題だとは思いますが、指定管理者が実際にきちんと動いてくれるよ

うな形で市に動いてほしい。契約してしまうと、そのままになってしまうので、

その辺はぜひとも地域住民の意見も大いに話を聞きながら進め、もう決まりま

したという形ではなく、そこもよろしくお願いしたいと思います。 

 

文化スポーツ振興部長 

 集会所の施設は休憩所のような形になると思います。集会所のような形で使

っていただければいいかとは考えています。休憩所は建設をする予定です。 

 利用料金については、どういう形で施設の貸し出しを行っていくか部分まで

決まっていませんので、まだお話はできませんが、市内の他施設を参考に検討

してまいります。 
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 指定管理者ですが、基本計画で掲げたこの施設の基本方針が、達成できる方

たちを指定していきたいと考えています。 

 

成瀬西自治会 

 20年に設計の段階、21年の工事の段階に、どれだけグラウンドが利用できる

のか、全面的にできないのか、その辺がおわかりでしたらお聞きしたいと思い

ます。 

 

文化スポーツ振興部長 

 20年は実施設計であり、グラウンドは通常どおり使えますが、21年は工事に

なるので１年間ぐらい使えないと考えていただければと思います。 

 

成瀬西自治会 

 細かいことなのですが、桜の木は、この工事によって伐採されるのでしょ

うか、そのまま残していただけるのでしょうか。実は毎年４月に地域全体で

大きなお花見を行っており、確認したいと思います。 

 

文化スポーツ振興部長 

 植栽等についても未定ですので、わからないということです。 

 

成瀬西自治会 

 12月の基本設計の際にはわかりますか。 

 

文化スポーツ振興部長 

 そのときにはお話ができると思います。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 言葉の使い方ですが、Ａ案もＢ案も外周緑地を確保すると書いてあるので

すが、Ｂ案は色づけがないので外周緑地はないのではないですか。 

 

文化スポーツ振興部長 

 Ａ案はグラウンドに沿ってある緑のラインが外周緑地になります。Ｂ案は

緑色のところが緑地という形になります。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 凡例と絵が合っていないのではないですか。 

 

文化スポーツ振興部長 
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 Ｂ案は外周を回っていないということですね。一周回っていませんので、

外周緑地という言葉の使い方が間違っていたかもしれません。すみませんで

した。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 Ｂ案には外周緑地はないわけですね。 

 

文化スポーツ振興部長 

 緑地はありますが、外周ではないという形になります。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 先ほど集会施設、休憩所のような使い方をするとお話がありましたが、そ

うであれば休憩所という表現にしたほうがベターではないですか。この文面

では住民の方が自治会優先の使い方ができるのではないかと錯覚するのでは

ないかと思いますが、いかがですか。 

 

文化スポーツ振興部長 

 確かに集会施設というと、集会ができるのではないかという形になります

が、ここは集会施設がつくれない地域です。ここの表現は誤解されやすい表

現になると思いますので、修正をしなければいけないと思います。 

 

成瀬西自治会 

 集会施設の問題に関しては、成瀬西自治会では場所がないので、集会施設

と書いてありますが、会合的なこともできるかというと、可能性として非常

にグレーでしたが、検討もできないわけではない。具体的な話で、12月にど

ういう結論になってくるのかわかりませんが、ある程度集まってそこでちょ

っと話をするだけでもできるようにしてもらいたいと思ったのです。 

 

文化スポーツ振興部長 

 12月の段階では、そこのお話をさせていただこうと思っています。 

 

成瀬西自治会 

 今のお言葉の中に、このエリアは集会所をつくれない地域とご発言があっ

たのですが、そういうものは決まっているのですか。 

 

文化スポーツ振興部長 

 成瀬鞍掛の一帯は第１種低層住居専用地域となっておりまして、集会施設

の建設が非常に難しい地域と聞いています。ですので、休憩所という形には



8/24 

なりますが、集会所等でご利用いただけるものにしたいと考えています。 

 

成瀬西自治会 

 わかりにくいのですが、表現を休憩所にして集会所として使えるようにと

おっしゃっているように聞こえるのですが、そういうことですか。 

 

文化スポーツ振興部長 

 集会所というか、集会等でご利用いただければと考えています。 

 

成瀬西自治会 

 集会施設としてはつくれないが、つくった建物を集会して話し合う場所と

しては使えるようにするというニュアンスですか。 

 

文化スポーツ振興部長 

 そういうことになります。 

 

成瀬西自治会 

 12月上旬の住民説明会は、具体的にはどのような内容を計画されています

か。 

 

文化スポーツ振興部長 

 基本設計の案を今つくっているところです。案を皆様にご提示して、中身

の説明や３月11日にいただいた要望がどのように反映されたか、ご説明させ

ていただくことを考えています。 

 

成瀬西自治会 

 具体的な基本設計についての説明をされるということですね。 

 

文化スポーツ振興部長 

 はい。 

 

成瀬西自治会 

 12月の基本設計が出てきた際に、多分これで決まりだとご説明をされると

思いますが、それまでに必ず僕らの意見を聞いていただけるのかということ

がまず１点。 

 集会施設なのか、倉庫なのか、休憩所なのかよくわからないですが、その

建物の大きさです。現在、84㎡に事務所が入り、トイレが入るスペースを考

えると、集会施設または防災倉庫に使っていただける場所があるとすれば、
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建物の大きさとしてはかなり足りないと個人的には思うのですが、今から84

㎡に決めて構わないのかというのが質問です。 

 それから、駐車台数20台と書いてありますが、現在、実際に来ている台数

から20台では足りません。ふだんは20台行っていませんが、マックスになる

と20台をはるかに超えた台数が来ています。そういったものへの対応はどう

ですか。 

 あと、住宅地の中は全て駐車禁止の路上になっていまして、警察が見回り

に来ていて、普通の遊びに来た人たちは路駐ができません。そのあたりの駐

車場としても利用できるのでしょうか。 

 

文化スポーツ振興部長 

 まず、12月の説明会でこのように決まりましたとご提示する形は考えては

いません。まず、案として見ていただき、そこでご意見をいただく形になる

と思います。事前に地域の方のご意見をということも言っていただいていま

すので、それは所管に伝えて、そのような状況にしたいと思います。 

 集会施設の広さについても、まだ決まっているわけではないので、きょう

ご意見をいただきましたので、持ち帰らせていただきたいと思います。 

 駐車場についても20台で見ています。それより多い場合はどうするのか、

考えさせていただきたいと思います。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 ネーミング自体が法律上、書類に書いてはまずいのではないか。 

 

文化スポーツ振興部長 

 持ち帰らせていただきます。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 自治会のご意見を取り入れながら、運用もうまくやりましょうということ

でネーミングしたと思いますが、法的にまずいものを書類に載せてしまうの

はどうですか。用途の規制は非常に厳しいが、明記できる方法はあると思い

ますので、担当部署とも相談していただければいいと思います。 

 

文化スポーツ振興部長 

 検討させていただきます。 

 

（司会）地区連合会副会長 

 次へ進めさせていただきます。３の消火栓過疎区域の解消についてお願いし

ます。 
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３ 消火栓過疎区域の解消について 

 高ヶ坂４丁目区域が、特に消火栓の配置が少ないです。（別添資料１参照） 

 国の消火栓設置基準では、120メートル間隔以下に設置することが概ねの基

準と聞きます。資料に記載のある通り、開発により宅地化が進んでいる中、

この状況を早期に解消されますよう要望します。 

 

【回答】 

防災安全部長 

 消火栓の配置については、国の定めた「消防水利の基準」にのっとり、120

ｍ以内に１基の消火栓を設置することになっております。 

 町田市では、消火栓について、国の基準を満たした配置としたいと考えてお

りますので、今回は情報提供をいただきありがとうございます。 

 ご要望の件については、既に地域の町内会長から2019年８月にご要望をいた

だいており、東京消防庁町田消防署及び東京都水道局とできる限り早く設置で

きるよう協議を進めております。 

 

《質疑》 

高ヶ坂第一町内会 

 消火栓の位置は初期消火にとっては非常に重要な水理です。消火栓の図面を

つけていますが、結構離れている場所があります。消防の方から聞いても、平

面で120ｍ以内で上がり下がりは全然考慮していません。水道管の工事と絡み

ますが、消火栓１カ所について相当な費用もかかるので大変だと思いますが、

うまく連携をとりながらやっていただければと思います。 

 

防災安全部長 

 この場所に限らず、情報があれば随時消防署の意見を聞きながら、東京都水

道局と協議し、事情を踏まえて新設したり、場合によっては水利をとりやすい

位置に動かしています。これからも他の地域においても同様の情報がありまし

たらよろしくお願いします。 

 

（司会）地区連合会副会長 

 次に、４の町田市総合体育館正面道路の速度規制と信号機設置についてお願

いします。 

 

４ 町田市総合体育館正面道路の速度規制と信号機設置について 

 体育館の駐車場整備が終了し、今後は大型バスが駐車することで周辺がな

お一層混雑することが予想されます。見通しの悪いカーブにデイサービス利
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用者の入口があり危険です。そこで、以下２点を要望します。（別添資料２

参照） 

 (1)市立総合体育館交差点からブラッキービルの交差点までを時速30㎞の速

度規制にする 

 (2)ブラッキービルの交差点に信号機を設置する 

 

【回答】 

道路部長 

 「町田市総合体育館正面道路の速度規制と信号機設置について」お答えしま

す。 

 交通規制及び信号機の設置につきましては、交通管理者である警察が所管に

なります。ご要望内容につきましては、市から町田警察署に伝えるとともに実

現の可能性について確認してまいりました。 

 (1)「総合体育館正面玄関前道路の規制速度を時速40kmから時速30㎞にして

ほしい」という要望につきましては、現在、町田警察署としては新規の時速30

㎞規制はしていないとのことでした。 

 また、警察が行う交通安全対策の一つに「ゾーン30」がございます。「ゾー

ン30」とは、区域（ゾーン）を定めて時速30㎞の速度規制を実施するとともに、

路面標示等の安全対策を必要に応じて組み合わせ、区域内における車両の走行

速度や通り抜けを抑制することを目的とした対策です。この対策を実施するに

は、地域住民の皆様の同意が大前提でございます。詳細につきましては町田警

察署に、ご相談いただきますようお願いいたします。 

 (2)「ブラッキービルの交差点に信号機を設置してほしい」という要望につ

きましては、昨年度もご要望をいただいておりますが、今年度も町田警察署に

確認したところ、車両の交通量が少なく、信号機を設置しても車両が来ない場

合に信号を無視して横断してしまう懸念があることなどから、信号機の設置は

考えていないとのことでした。また、当該交差点につきましては、安全対策と

して交差点のカラー舗装化や減速ドットの設置等を実施済みであります。ま

た、横断歩道等の道路標示が一部薄くなっているため、町田警察署に引き直し

の要請をしてまいります。 

 

《質疑》 

南成瀬中央町内会 

 30㎞規制については、持ち帰って町内会で検討し、文書にて町田警察へお願

いします。 

 ２番目の信号については、以前からお願いしている件です。道路標識の面で

対応していただいているとお話がありましたので、引き続きわかりやすいよう

にしていただきたいと思います。 
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 私が一番懸念するのは、クリエートＳＤから黄色のラインは30㎞規制です。

市立総合体育館で十字路になります。ここまではいいですが、30㎞規制につい

ては非常に速度が速い車が多いです。カーブなために下がってきて、ここで40

㎞になるとまた速度が上がる可能性があります。その危険性と市立総合体育館

から向かっていく場合、信号の先の30㎞表示が全然見えない。一番おかしいの

は、30㎞規制になって総合体育館の前の信号に出たときに、40㎞という表示は

出ていますが、総合体育館から逆にクリエートへ行く場合、30㎞規制の看板さ

えないのは非常に変ではないか。非常に危険ですし、来年度オリンピックを控

え、バスの出入り等交通のふくそうが考えられます。 

 まちピカ町田くんで写真を撮って送っていますが、町田総合体育館の周りを

中心にバスが中央橋の坂のところでとまる可能性があります。前にお尋ねした

ときに、駐車場をどこかに確保して、そこからバスを迎え入れると話をしてい

ましたが、それは順序立ててやらないと、必ずバスが５台も６台もずっととま

って、今は自転車の走行の場所がきちんと整備されていますが、その上にバス

がとまるような形になっています。交通の考え方、面倒くさくてもいろいろな

プロがいるわけですから、バスを呼ぶにしても１台ずつ呼んで時間差で生徒た

ちを乗せる等を考えていただきたいと思います。事故が起きてからでは遅いと

思うのですが、その点、ひとつよろしくお願いします。 

 

道路部長 

 １つ目のゾーン30の警察へのお願いですが、交通規制課に市からも話をして

ありますので、お話はスムーズに進むのではないかと思います。 

 体育館から上がっていく30㎞表示については去年も言われました。早速話を

していますが、交通規制標識は警察でないとつけられません。こちらについて

も、警察で引き続き要請し続けたいと考えています。 

 バスの関係については、去年、体育館の南側の工事を行い、バスが入るスペ

ースを中につくりましたが、今まで道路上にとめて乗降するのは問題であり、

中に３台入れるバススペースをつくり、それでおさめようとしています。バス

がたくさん来てしまうこともあると思いますので、時間差で対応し、入れない

バスについては成瀬クリーンセンターを駐車場として使い、乗降が終わったら

入れかえる等で対応するしかないと思っています。 

 イベント等を行う際の交通対策は、主催者と総合体育館の指定管理者とで対

応していると聞いています。必要に応じて交通誘導員をつけるよう町田警察署

から指示が出ていると聞いています。基本的には主催者に考えていただくこと

になると思っています。 

 

南成瀬中央町内会 

 交通整理の仕方については、つけただけではだめなので、その辺の目配り、
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細かい配慮を重ねてお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 

地区連合会長 

 ブラッキービルの信号機は毎年出していますが、交通量の問題等を考えます

と、何年出しても無理ですね。 

 

道路部長 

 かなり前から要望されていますが、信号をつける場合の条件が５つありま

す。①一方通行の場合を除き赤信号で停止している自動車等の側道を自動車等

が安全にすれ違うために必要な車道の幅員が確保できること。②歩行者が安全

に横断待ちをするために必要な滞留場所を確保すること。ただし、歩行者の横

断がない場合についてはこの限りではない。③主道路の自動車等往復交通量が

最大となる１時間の主道路の自動車等往復交通量が原則として300台以上であ

ること。なぜ300台かというと、信号を守る意思のある歩行者であっても、12

秒以上車が来ない場合は信号を無視して横断を開始する割合がふえる傾向が

見受けられる。信号無視による交通事故の被害が大きくなることを懸念する。

300台というと12秒に１台となり、ピーク時であっても、守れない信号機は終

日守れない信号機となり、児童の教育にも好ましくないということです。です

から、あそこがこれから先、劇的に車の交通量がふえることになれば、当然そ

うなってくると思うが、現状として交通量がふえることは考えられないので、

警察はつけてくれないのではないか。あと２点ほど条件があるが、３点目の条

件が一番大きな問題です。 

 

地区連合会長 

 一昨年、警視庁から見に来たという話を聞きましたが、そのときにもここに

設置することは考えられないとの回答をいただいたと思います。今の条件をお

聞きしたところ、無理だと判断しましたので、市政懇談会に要望を出しても実

現できないのではないか。 

 

道路部長 

 警察からは無理だと言われていますが、今までも要望をいただき、カラー舗

装やドット線を引き、視覚的には安全対策にはなるのではないかと思っていま

す。横断歩道、停止線、とまれを引くのは警察であり、市ではできません。警

察には再三お願いしていますが、優先度の高いところからやっていますと言わ

れる。我々も常に要望していく形で今後も続けていきたいと思います。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 道路の標示は市ではできない、警察でないとできないということですか。市
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が予算を確保して代行する手法は考えられませんか。 

 

道路部長 

 権限は町田市にはありません。道路の舗装打ちかえをした場合の復旧等は行

いますが、白線を引くことは警察で行うことが原則です。どうしても警察が引

けない場合、やることが全くないわけではないですが、基本は警察が行うとい

うことでご理解をいただきたいと思います。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 基本の話を聞いているのではない。重要なので市の仕事としてやっていこう

という発想は以前から全くないのか、また今後も全くないのか。 

 

道路部長 

 法律で決まっていますので、原則的には警察が行うと理解しています。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 道路交通法の何条ですか。 

 

道路部長 

 調べて後ほどご返事します。 

 

（司会）地区連合会副会長 

 その他にご質問がなければ、以上４項目に関する意見交換会を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

 

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、市政全般についての報告をさせていただきます。 

 その前に、交通の問題については公安委員会の権限であり、実際には法令な

り施行令を変えてもらわないとできないと思います。町田市が区画整理で駅前

広場をつくった例があります。鶴川駅西口に、西側にもタクシー乗り場をつく

ろうと新しく交通広場をつくりました。区画整理でできて事業が終わりました

が、最初の交通規制としての駐車禁止規制に至るまで広場ができてから１年た

ち、１年間駐車禁止規制ができずに、一般の人が車を駐車して電車に乗るとい

うことが続きました。 

 それから私どもは警視庁に再三申し入れ、標識をつくってくれ、まずは規制

して駐車禁止のマークを立ててくれと言ったが、お願いしてからポールを立て
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るのにさらに１年間かかりました。交通規制課からは、あちこちに仕事があり、

言われたからすぐやれるものではないと返ってきて、結局、駐車禁止のマーク

のついたポールを立てるのに１年かかりました。町田警察署に幾ら言っても、

うちではありません、これは警視庁と必ず言います。現地に１回見に来て、発

注をかけて、工事が終わったら確認して、桜田門から電車に乗ってきてという

仕事の仕方をしています。町田警察に渡してくださいといつも言っています

が、絶対に権限は渡さない、交通規制課の仕事だ、町田警察には渡さないとい

う考え方です。組織内分権みたいに権限を渡すことはしません。都内全域を交

通規制課で持っています。すぐにできるわけがないが、幾ら言っても簡単には

応えてくれないのが実情です。鶴川の例でも、広場ができてからポールが立つ

まで２年の長い時間がかかっています。町田警察には言っても、そこから先、

線を引くこと１つもなかなか応じてもらえないのが実情です。 

 犯罪の捜査は各署ではなく、警視庁が一元的に東京都内の捜査の権限を持っ

ていないとまずいですが、町田駅の階段をおりてしまえば、町田警察署は及ば

ないです。捜査の権限はおろすべきではないと思いますが、交通だけは権限を

おろしてもいいのではないかと思っています。 

 まちだ○ごと大作戦、２年目も後半になり、いろいろやっていただきまして

ありがとうございます。これからもまだまだ続きますので、まちだ○ごと大作

戦については皆さん奮って活動していただきたいと思います。 

 町内会・自治会中心ではないですが、地域サポートオフィスが市民フォーラ

ムのところにできました。あそこに電話して、来てくれと言うと出張してくる

システムです。来てくれと言っていただければ、それぞれの地域に来てくれま

すので、気軽に電話をいただきたいと思います。 

 オリンピックの話をします。今、ラグビーをやっていますが、来週から決勝

トーナメントになります。町田市はナミビアのキャンプをやっています。次の

望みは、ワールドカップの初めての勝利を祈っているところです。 

 オリンピックは、12月に聖火リレーの細かいことが発表になると聞いており

ます。東京に入る最初の日が町田市になり、最後は「町田シバヒロ」でセレモ

ニーがあります。誰が走るかも発表になります。ただ、1964年のときのように

市民のみんなが走ることは基本的にはありません。聞くところによると、聖火

リレーはオリンピックとは別に運営をやっているらしいのです。聖火リレーは

聖火リレーで費用を工面してやっているということです。車の荷台に広告を出

して、広告費を負担して運営費を出すので、ランナーもスポンサーがお金を出

してやるのだと言っていました。 

 パラリンピックの関係では、来年に向けて、パラバドミントンの国際大会が

国立代々木体育館で行われます。今のところ、来年のキャンプはインドネシア

と中国と南アフリカがキャンプに来ることになっています。国によって全然対

応が違って、他自治体の話になりますが、例えばイギリスはキャンプは張るけ
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れども、交流はしないとはっきり言っています。一方で南アフリカもインドネ

シアも小学生、中学生と交流すると言ってくれています。国によって対応が違

うので、私どもが選んだインドネシア、中国、南アフリカのうち、インドネシ

アと南アフリカは選手と直に触れ合う機会を来年も持てるかと思います。 

 それから、薬師池公園です。今井谷戸から上がっていく鎌倉街道は、薬師中

学の手前の左側にウェルカムゲート、いわゆる道の駅もどき、道の駅という国

交省の指定は受けられないのですが、道の駅ができます。４月にオープンとい

うことで、大分建物が建ち上がってきました。野菜とかお土産品の直売所とレ

ストラン、トイレ、大きな駐車場を備えた施設として来年４月にオープンする

予定になっています。市内の農家の作付計画も終わっています。今から決めて

おかないと、供給する野菜も今から農協を通じて選んでいます。 

 野津田公園ですが、観客席の増設計画で造成工事は既に終わり、先月から建

築工事にかかっています。今ある１万席を１万5000席、つまりプラス5000席の

工事に９月から入っていまして、2021年２月にでき上がる予定になっていま

す。この９月末にＦＣ町田ゼルビアがＪ１に参加するライセンスをＪリーグ機

構からもらいましたので、成績がよければＪ１に行きます。工事中であっても、

１万席であってもＪ１として試合はできますという形で、来年からＪ１に上が

れる条件は整い、建築工事も始まっています。 

 これは直接こちらと関係ないですが、鶴川駅の南北の区画整理事業の都市計

画決定が８月16日に終わりましたので、いよいよ今度は鶴川駅南側の土地区画

整理が始まり、北側の再整備が始まります。あと６年ぐらい南北ではかかると

思います。北と南の間をつなぐ道路、橋上駅舎にかわることになります。 

 南町田周辺の拠点開発計画ですが、南町田駅が10月１日に南町田グランベリ

ーパーク駅という駅名に変わりました。10月１日から平日に急行がとまるよう

になりました。南町田グランベリーパーク駅がかなり便利になりました。来月

の11月13日に新しいショッピングセンターがオープンします。１カ月後、12月

14日にスヌーピーミュージアムがオープンすることになりまして、予約が今月

から始まります。子どもクラブ、児童館は11月13日、モールがオープンする時

期に児童館もオープンするということになっています。ですから、スヌーピー

ミュージアムだけが１カ月おくれる形になっています。 

 ごみですが、２年前に着工し、現在、出来高は10数％ですが、2020年の頭に

稼働する予定です。稼働後は株式会社タクマと株式会社タクマテクノスが出資

して設立した特別目的会社が運営もやるということで、市の職員は大幅に減ら

して工場運営を民間がやることに変えることになりました。 

 子育ての関係ですけれども、まず保育園ですが、待機児童が若干減りました。

20名近く減りまして、127人というのが４月現在の待機児童です。基本的に満

杯の状況ですから、その後、転入してきたり、生まれたりいろいろしています

から、毎月待機児童はふえていくわけです。途中でオープンする保育所はあり
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ませんので、３月31日には相当な数になっています。来年の４月にオープンす

ることはありませんので、来年４月には127人がさらにふえています。再来年

の４月には、今のところゼロにしようということで仕事は進めています。 

 中学校の給食の問題ですが、先月から中学校給食の１週間単位の無料給食を

やっています。学校単位で１週間分、基本的には全員給食を食べるというやり

方をしていきます。私も、きょうのお昼は中学校給食を食べてきました。もち

ろん、御飯の量が私にはちょっと多いかなというくらい多かったですね。それ

から、おかずもおいしくて、これならいいかなと私自身は思いましたが、みん

な一律ですから、こっちが多いとか、こっちが少ないとか、自分の少ないもの

が入っていないとか、いろいろあると思いますが、中学校給食としてはある程

度のレベルには達しているなと食べてみてわかりました。無料の給食の後、翌

月から頼みましょうという人をふやしていくということで給食の率を上げて

いこうということを９月からやっています。 

 学校は、教員の負担軽減というのが非常に大きな課題になっていまして、最

近のニュースですと、小学校の志望者、教員免許を持っていても教員にならな

いという選択が大分ふえているようでして、結構大変ですね。それが１つと、

小中学校の校長先生のなり手が少ない。管理職にならない。副校長試験を受け

ない。ですから、今やっている校長先生が定年を延長してまた校長をやるとい

うのが結構出ていまして、管理職の不足と新しく小学校の教員をやろうという

人の志望率が下がっているということで、ちょっとピンチかなと思っていま

す。別に町田市に限った話ではないですが、教員の時間外が長いということで

すね。 

 例えば去年から部活指導員を雇用しているのですが、時間が短い、時給5000

円ということはないわけですから、給料で食えるわけではないので、なかなか

集まらないということもあって、部活動指導員も入れていますが、教員の負担

軽減は目に見えて改善されていません。例えばサッカーを週４日練習して、土

曜日か日曜日に遠征に行く。基本的にはまだまだ先生が引率しているというこ

とです。部活が５時、５時半に終わったとして、それから着がえて自分の教員

としての仕事を学校でやって、それから帰るのです。ですから、８時、９時に

は毎日なってしまう。部活をやる先生は、それが終わってから成績表だとかい

ろいろなことをやっていますから、あと保護者・家庭との関係も、部活の指導

が終わってからやるということで、なかなか帰れないというのが実際のところ

のようです。そういう意味で、部活指導員の配置とかいろいろやっていますが、

目立って教員の負担が軽減されるところではないようです。 

 それから、小学校の給食費を集めるのは来年からやらなくなります。基本的

には銀行の引き落としにしまして、町田市教育委員会でお金を集める。校長先

生は集めない。あるいは校長先生の指定の口座に振り込んでくださいというの

は全部やめて、市の公金、収入役室を通るお金になるというのが来年からです。
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手で集めているのも４分の１か５分の１の学校がありました。42校あるうちの

何校かは保護者が集めているケースがありました。場合によっては午前中、例

えば２時間、３時間会社を休まないと集められないというのが実情でしたの

で、そこはそろそろ何とかしなければいけないということで、４月からそうし

ます。三多摩では市が集金の責任を持つようになるというのは４市目か５市目

です。 

 最後に、高齢者の特別養護老人ホームの件です。10年ぐらいの間に約1000人

分の定員を増やしました。10年前は、施設に申し込んでから１年以内に入所し

た人の割合が45％でした。昨年度のデータでは、１年以内に入所した人の割合

が90％ということで大幅に改善をしています。市内には多くの特別養護老人ホ

ームが整備されていますので、遠隔地の特別養護老人ホームを選ぶ必要はあり

ません。非常に良くなっています。三多摩の東側の市や23区の場合は、特別養

護老人ホームがあまり整備できていないため、栃木県や群馬県の特別養護老人

ホームへ入所するケースがほとんどです。町田市の場合は例外的に特別養護老

人ホームの整備ができていると思います。特別養護老人ホームは非常に法律上

の規制が厳しいです。これは職員人数や医師、看護師の配置など、その人員基

準は厳しい。そうでない施設の１つの、サービス付きの高齢者向け住宅は規制

があまり厳しくありません。 

 ですから、きちんとした特別養護老人ホームを整備していくことは大事なこ

とです。町田市以外では、どうも民間のサービス付きの高齢者向け住宅に依存

している割合が高いと思いますので、そこの点においては随分条件は良くなっ

てきたのかと思っています。特別養護老人ホームの入所には、入居保証金等は

一切ありません。１カ月の利用料が食事３食と介護サービス、居住費を含めて

16万円くらいです。もちろん低所得者の場合は食費、居住費の負担が軽減され

る制度もありますし、また、多床室の場合は利用料が11万円ぐらいというのが

特別養護老人ホームです。他の場合は入居一時金等もありますので、しっかり

検討していただくと良いと思っています。 

 

《質疑》 

高瀬住宅自治会 

 今回、要望が間に合わなかったのですが、話をまとめてきましたので話をお

聞かせ願いたいと思います。 

 １点目は、当自治会は東京都の供給公社であり、もともと共同アンテナを設

置している42年前に開発された地域です。難聴地域でもあり、テレビの視聴が

難しいために設置されたが、私は建築関係の経営者で、共同アンテナの支柱、

電柱が老朽化している、場所によっては傾いている、クラックが入っているの

が顕著に見えてきたため、前任者の会長に要望を渡したところ、実を言うと自

治会を挙げて老朽化に取り組む姿勢が今進んでいます。2021年に共同アンテナ
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の支柱が自治会内に83本あるが、それを撤去する予定で自治会費から賄おうと

工面して予算を立てている状態です。以前、町田市議にご相談したことがあり、

そのときに１つ案があったのが、本町田のほうで共同アンテアの撤去に伴って

住民の方が一丸となって全部出資をして撤去した経緯があると聞いたことが

あるが、それは非常にまれなケースで、市に相談してみるべきではないかと話

をいただきました。 

 地域を開発したときに設置した40何年前の共同アンテナ、インフラの撤去費

用において、1300万円の見積もりが実は来ており、当自治会でどう工面しよう

と思っています。前任者の時代から撤去しようという動きがあり、もう動いて

いる状態です。撤去費用に補助金があったり、今後そういった取り組みがあれ

ば、自治会員として皆様非常に安堵する気持ちがあり、非常にせっぱ詰まった

自治会運営です。もしご指導とか、参考にいただけるようでしたら、今後の私

たちの運営に伴い、助言をもとに進めていきたいと思っています。 

 ２点目は、私が住んでいるのは高ヶ坂四丁目、南大谷中学校の近くですが、

南大谷中学校は恩田川が目の前にあり、恩田川の向かいにグラウンドがありま

す。その横に町田市所有の高ヶ坂３－18という土地があります。そこはフェン

スで囲まれ、樹木が生い茂っています。朝、ラジオ体操で皆さんと意見交換を

しますが、60人の方と話をしていると、皆様同じ意見が出ます。それは３－18

という場所がフェンスで区切られ、ドッグランにしたほうがいいのではないか

といった意見があります。雑草が生い茂って何も使用していない地域です。今

後、未開拓の地であれば、ドッグランや公園等市民に開放できる場所にしてい

ただければという思いがあります。これに関しては要望書を出したいと思って

います。 

 

町田市長 

 共同アンテナ撤去後は、信号はどこからとることになりますか。 

 

高瀬住宅自治会 

 共同アンテナは、撤去に伴い、ジェイコムの回線を使用します。ジェイコム

とは昨年度から話し合いを進めており、特殊契約、包括契約を結びました。こ

れは独自に高瀬住宅自治会という法人と結び、工事費を通常２万5000円かかる

ところ、１万6500円まで工事費を落とし、月々677円という低額で住民の方に

供給できる取り組みをしてもらいました。２カ月に１度自治委員会があり、そ

こで私も取り組んできた中で、そこまで調整することはできたのですが、今、

実際は208世帯あり、120件が申し込みを希望されています。他の方はアンテナ

だったり光ケーブルを利用したりしています。 

 

町田市長 
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 これから検討させていただきますが、電柱そのものが東京電力の電柱も古く

なっているので、実は千葉県のこの間の状況を見て、何本あるか知りませんが、

とんでもない量ですが、そろそろ40年、50年の電柱がどんどん出てきています。

電柱が100年もつとは思えないので、どうするのか、この間の台風15号で市役

所の中でどうするのだろうという段階です。 

 

高瀬住宅自治会 

 電柱が83本当自治会にあると申しましたが、83本の設置場所が非常に問題で

す。住宅の場合、敷地内に全てあります。それが1200万円から1300万円に撤去

費が膨らんでいる要因です。アームを出して取れるところ、手作業で取れると

ころがあります。現在は主要な電気更新会社に見積もりをとっていますが、ま

だ最終契約には至っていません。非常に前向きでありながら、逆に市に助成金

をもらうのは申しわけないとの意向があり、私が会長職になったのも、前向き

な意見を出していこうと思って、市や市議の方にもいろいろ話をしていく中で

ヒントを得られないかというのがあります。 

 当自治会は超高齢化が進んでいます。８割以上が70代以上の方です。電柱は

50年と言われていますが、今は42年過ぎていますので、早目に地震、台風に備

えていく。今年の目標が地震、防災の取り組みを強化しようという当自治会の

取り組みですので、その一環でお伺いしています。ご検討いただきまして、ご

回答いただけるようでしたらお願いしたいと思います。2021年から撤去工事が

始まる予定です。 

 

町田市長 

 台風も地震も深刻な問題です。50年たっている電柱も相当あると思います。

共同アンテナについては制度がないのか調べさせていただきたいと思います。 

 ドッグランですが、今、野津田公園の中にありますが、前に三輪の地区でや

っていたときには、基本的にドッグランの会をつくり、土地は市の土地ですが、

自主運営を原則に行っています。町田市がドッグランを経営することはできな

いのですけれども、現地を見て、できればドッグランなり、使われていない土

地自体が問題ですから、そちらを早目にチェックしたいと思います。 

 

道路部長 

 電柱はコンクリート柱ですか。 

 

高瀬住宅自治会 

 コンクリート柱です。 

 

道路部長 
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 規模的には東電の電柱と比べてどうですか。 

 

高瀬住宅自治会 

 細いです。４～５ｍの電柱で、地中には１ｍ……。 

 

道路部長 

 全部民地の状態ですか。 

 

高瀬住宅自治会 

 ほぼ民地の中です。 

 

道路部長 

 ほとんど土の状態でないところも……。 

 

高瀬住宅自治会 

 たたきのところもあれば、もっとややこしいのは境界線上に立っているとこ

ろがあって、そこに大谷石があったりして取ると崩れる状況なので、そういっ

たところも予算に入っています。83件の設置状況が非常に曖昧です。これはど

こに求めるのか、自分たちが当初42～43年前に買った方たちが、その土地に共

同アンテナがあると認めた上で買ったのですが、結局は自治会の持ち物なので

す。ただ、会員間で意見が分かれ、この費用は自治会費で賄うものではないの

ではないかという意見があります。民地の中にあるのが一番の問題です。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 高瀬橋は低いから、昔のアナログ、今度は地デジになってくると電波が入ら

ないのです。 

 

高瀬住宅自治会 

高ヶ坂四丁目は山になっていて、そちらの方面がアンテナの向きになります。

自治会内の半分ぐらいは山側の地域です。 

 

道路部長 

 道路上にあれば、道路管理者としては全部抜いてくださいという話になろう

かと思いますが、逆に民地であれば、抜けないところ、工事できないところは

切ってしまう。 

 

高瀬住宅自治会 

 妥協策として１ｍぐらい切って残すか、これも今年４月の総会にかけたが、
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１ｍ残す残さないでいろいろな意見がありました。当自治会の総会の議事録を

見ていただくとわかるのですが、非常にもめています。私の任期は１年ですが、

引き続き委員会の取り組みとしてずっと携わっていきます。１ｍ切っただけで

はだめで、自治会で全部撤去しろという意見も多いです。広い意味でまたご相

談に上がれればと思っています。どうもありがとうございました。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 応急救護訓練が最近、保健所の主導で定期的にやられています。ＡＥＤその

他もろもろです。それを受講すると普通救命士の資格証がもらえるのですが、

従来から消防署が主体でやっていたものです。うちの町内会でも、毎年、防災

部員に講習を受けてもらっていますが、非常にいいことで、行政としても自助、

共助ということでかなり力を入れていると思います。一番の難点はお金がかか

るのです。最低限の応急時の技術を向上させるために、金を出さなければいけ

ない。以前は1100円だったのが、今は1400円に上がってしまいました。金を出

して皆さん受けてくださいというのは会長としても言えないので、現状は会費

で会員が負担して受けてもらっているのです。これを何とか改善したいと消防

署等にもお話をしていますが、何とか市の予算の中で予算を確保し、応急救命

訓練に気軽に市民が参加できるような仕組みをぜひともつくっていただけれ

ばいいのではないか。ぜひとも検討をお願いしたいと思います。 

 

防災安全部長 

 テキスト等があるので、その分は実費を負担くださいということで聞いてい

ます。消防署で行っている救命講習は、自助、共助の視点でぜひ市民の皆様も

多く受けてくださいということで消防署が行っています。ただ、東京都の機関

である消防署が行っていることに市が経費を出すのはどうかという問題もあ

りますので、消防署と少し情報共有をいたします。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 保健所でも講習会をやっているのです。 

 

防災安全部長 

 保健所とも話をさせていただきます。おっしゃるところはわかりました。 

 

道路部長 

 先ほどの路面標示の根拠ですが、道路交通法の第４条で都道府県の公安委員

会は信号機または道路標識等を設置し、及び管理して交通規制をすることがで

きるとなっています。 
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高ヶ坂第一町内会 

 できる規定ですか。 

 

道路部長 

 実際には第２条に内容が書いてあります。規制標示については29種類ありま

す。あとは指示標示が15種類あり、この中に横断歩道や停止線があります。 

 

高ヶ坂第一町内会 

 条文上、できる規定としなければならないとはすごく意味が違うのです。公

安委員会でなければ、ほかのところではできないということですね。 

 

道路部長 

 公安委員会がやらなければいけないということです。 

 

高瀬住宅自治会 

 子ども生活部長にお伺いしたいのですが、今、待機児童が120名少しいらっ

しゃると言いました。これから解消するように取り組んでいらっしゃるという

のですが、その施策、現状の保育園数で賄っていくのか。 

 

子ども生活部長 

 現状の施設だけでなく、さらに施設整備していかなくてはいけないというこ

とで、必要な数をつくっていきたいと思っています。基本として３歳から５歳

は定員が余っています。ゼロ歳、１歳、２歳が１人にかかわる面積や保育士数

が最大ということになっています。 

 

高瀬住宅自治会 

 いわゆる小規模保育所を整備していくということですか。 

 

子ども生活部長 

 ただ、小規模保育ばかりつくっていくと、受け入れの問題がありますので、

それも考えながら、ことし、来年の整備計画を立てています。 

 

（司会）地区連合会副会長 

 ご質問がなければ、これできょうの懇談会を終わりたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 

○閉会の挨拶（高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会副会長） 
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 本日はお忙しい中、また雨が降り出した中をおいでいただき、ありがとうご

ざいます。 

 以上をもちまして、2019年度高ヶ坂・成瀬地区市政懇談会を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。（拍手） 

 

以上 
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