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２０２０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］２０２０年１０月１２日（月）１８:３０～２０:００ 

［場 所］成瀬コミュニティセンター ホール 

［出席者］町田市長 石阪 丈一 

     防災安全部長 篠﨑 陽彦 

     学校教育部長 北澤 英明 

     道路部長 神蔵 重徳 

     市民部市民協働推進担当部長 大貫 一夫 

     高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会長 ほか１６名 

     事務局 市民部市民協働推進課 ５名 

         市民部なるせ駅前市民センター長 

 

             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 

 

〇高ヶ坂・成瀬地区町内会連合会長の挨拶 

〇市長の挨拶 

〇職員の紹介  

〇市政懇談会について 

 

第１部 地域の議題に関する意見交換 

１ 学校受水槽の応急給水場所としての整備について 

小中学校（避難場所）に設置されている受水槽には、常時３０㎥程度飲料

水が貯留されていると思います。これは生命維持のための必要水量を３リッ

トル１人日とすると、１,０００人分程度の飲料水に相当します。この受水槽

に給水栓等設置することで、避難者自ら安全にそして簡便に給水活動が可能

となります。プールの水を濾過するための濾過機が避難所には配備されてい

ますが、この水を飲むにはかなり勇気が必要です。現実的ではありません。

高ヶ坂小学校には都水道局が設置した地下式消火栓型の給水栓もあります

が、利用勝手が悪すぎると思います。最初に受水槽の水の利用、２番目にペ

ットボトルのストック水、3番目に地下式消火栓ではないでしょうか。常時貯

留されている水を積極的に利用しないのはもったいない話です。前向きな整

備をお願いします。なお、吐水口からの漏水防止のための緊急遮断弁も検討

してみてはいかがでしょうか。 

 



2/9 

 

【回答】 

防災安全部長 

 ペットボトル飲料水や応急給水栓、受水槽、プールの水を濾過して活用する

避難施設における応急給水については、各避難施設や地域の実情を考慮し、避

難施設管理者、自主防災組織の皆さま、市職員の三者で構成される避難施設関

係者連絡会において、「避難施設運営マニュアル」の中で優先順位付けをして

いる避難施設もありますが、一律どれを先に利用するかを優先順位付けはして

おりません。 

 

学校教育部長 

 学校では、災害時に断水した際に、児童・生徒、教職員用の飲料水の確保を

目的に、受水槽に蛇口や取出し弁の設置を進めてきました。大規模災害時など

曜日や時間など様々な状況があるかと思いますが、保護者が帰宅困難になり、

児童・生徒が帰宅できないケースでは、学校内に長時間、児童・生徒を預かる

ことになり、ペットボトル水だけでは飲料水が不足するため、受水槽の水をペ

ットボトルに移して、飲料水を確保することを想定しています。さらに、校舎

や体育館内のトイレが使用できる場合では、受水槽の水をトイレ洗浄水として

利用することやその他の生活用水としての使用も想定しているところです。現

在、町田市では、市立小中学校の体育館に空調設備の設置や照明のLED化、非

常用発電機やガスタンク等の設置など、防災対策として避難施設の機能が大き

く向上する工事を進めているところです。給水管への緊急遮断弁の設置につい

ても、防災対策のひとつと考えておりますが、相応の費用もかかることから、

今後の学校施設全体の改修工事などと合わせて検討していきたいと考えてお

ります。 

 

《質疑》 

高ヶ坂第一町内会 

 提案という形で出したんですが、各学校に受水槽から取り出せるように給水

栓が整備されているという理解でよろしいですか。 

 また、受水槽の蛇口は、基本的に学校への避難者には開放しないということ

か。 

 

学校教育部長 

 受水槽を設置している学校５４校については蛇口や取り出し弁の設置を行

いました。それ以外は直結給水となります。 

 児童・生徒がいる場合には、配慮してくださいということで、例えば、児童・

生徒が帰宅したあとには受水槽の水を使っていただいて構いません。 
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高ヶ坂第一町内会 

  そういう設備がないという認識でした。蛇口は一ヶ所ですか。   

 

防災安全部長 

  今、別の地区で話が出ていまして町田第二小学校の写真をもっているのです

が、それだと蛇口は一ヶ所です。高ヶ坂小学校は、プールと教室棟の間に受水

槽があります。 

 

高ヶ坂第一町内会 

  マンションの受水槽に給水栓をつける補助をするなどは考えていないか。 

 

防災安全部長 

現状ではありません。 

 

高ヶ坂第一町内会 

東京都が進めている地下式の緊急用給水栓、なぜ地下式なのか、普通の縦水

栓にすれば簡単に利用できる。場所も非常にわかりにくい、教頭先生も新しく

なり認識できているのか。 

 

防災安全部長 

東京都の提案で地下式になっています。学校での周知が徹底されているかに

ついては、学校側と協議をして整備しておりますので認知されていると思いま

すが、職員の異動もありますので、今後、連絡会で場所について確認できるよ 

うにしたいと思います。 

 

高北自治会 

  受水槽が５４校に設置されているということだが、二中も何年か前にできた 

が、鍵が閉まっていて中に入れない。避難施設として開設されたときにしか、

開放してくれないのか。 

 

防災安全部長 

二年前に第二中学校に受水槽を設置しました。通常はフェンスで囲っていて  

入れないようになっています。避難施設として開設したときには地域の方も含 

めて鍵の施錠管理をしましょうと連絡会で確認済みのはずです。また、一時避 

難の段階では開けないことになっています。 

家に留まれるけれども水がないときですが、まずはご家庭で水をストック 

していただきたい。ただし、ご家庭に水がないときに避難施設に水があるの 
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にお渡しできないということはないと思います。それと、ペットボトルの備 

蓄がありますので、それを配布することになると思います。 

 

２ 道路の整備について 

 （１）①～②の信号を一気に通過できたら、スピードを出す車が多い。

（成瀬中央通り）信号の手前から信号までを、スピードの出にくい色付きの

塗装道路にしてください。①②の信号を時差式にしてください。 

  （２）③総合体育館裏のサイクリング道路（遊歩道）から西へ向かうサイ

クリング道路（遊歩道）へ成瀬中央通りを歩道がないのに渡る人がいる。成

瀬中央通りへ出る手前に、「危険！渡るな！」の看板設置をお願いします。 

  （３）④総合体育館裏（駐車場から出てきた時）の角を見通しが良くなる

ように高い壁を取り外してください。※下り坂なので、自転車が勢いよく通

過する事がある。体育館裏から出てくる車と接触しそうになる。（人も同

様） 

 

【回答】 

道路部長 

 （１）本路線は成瀬駅方面から市立総合体育館交差点に向かって、下り坂の

直線区間となっております。スピード抑制の対策として、市立総合体育館交差

点の成瀬駅方面からの下り坂車線に、視覚的に減速を促す措置の検討を進めて

まいります。具体的には、減速ドットやカラー舗装等のことです。また「①②

の信号を時差式にしてほしい」という内容についてですが、現状としては、ほ

ぼ同じタイミングで青から赤に切り替わるため、信号が変わる前に通過しよう

として加速する車両が見受けられます。信号のタイミングを変えることについ

て、所轄の町田警察署にお伝えしたところ、現地の状況をみて検討すると回答

をいただいております。 

 （２）当該箇所は、桜の時期には多くの方が訪れることから、景観に配慮し、

河川沿いを歩行者専用道路を通行する人から見える位置として、成瀬中央橋の

欄干の右岸側端にある親柱の裏側（河川側）に、横断歩道を利用していただく

ことを促す看板を上流側と下流側各１枚、計２枚設置いたします。看板の大き

さは、横１９センチ、縦７０センチで黄色、黒、赤と目立つものになっていま

す。 

 （３）この壁は体育館につながる広場と構造的に一体となっているので、撤

去することができません。壁の上の植栽については見通しに影響を与えないよ

う、今後も道路にせり出さないように管理を行ってまいります。本件の現地立

会の際にご要望をいただきました「総合体育館前の車道への自転車レーンの設

置」については、車道の幅員が不足するため、設置することができません。そ

こで、自転車の走行を車道に誘導する路面表示（自転車のピクトグラム）の設
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置を検討いたします。また、当面の対策としては、歩道に自転車のスピードを

落とすよう啓発する看板を設置いたします。 

 

《質疑》 

南成瀬中央町内会 

  体育館の角の壁をなくして欲しいと言ったのは、車の出入りもあります

が、中にベンチがあって見通しが悪く、児童には危ない場所だと思います。 

植え込みはないほうがいいと思います。 

 

道路部長 

  周りから見えるように管理して欲しいということをしっかりと体育館 

の担当に伝えさせていただきます。 

 

３ 成瀬コミュニティセンターへのＷｉ－Ｆｉ設置について 

 成瀬コミュニティセンターにＷｉ－Ｆｉを設置してほしい。 

≪理由≫ 

①昨今、会議・打ち合わせ等に於いて、パソコン・スマホで行うケースが増え

ています。 

②新型コロナウイルス感染症の収束がままならない状況の中、ますますＷｉ－

Ｆｉ利用者が増えると思います。 

③当センターは災害時の給水施設に指定されており、各種連絡・情報にも欠か

せないと思います。是非、設置をお願いいたします。 

 

【回答】 

市民協働推進担当部長 

 日頃から成瀬コミュニティセンターをご利用いただきありがとうございま

す。成瀬コミュニティセンターは、２０１６年度に大規模改修をし、おかげさ

まで貸出施設も多くの方々にご利用をいただいております。成瀬コミュニティ

センターへのＷｉ－Ｆｉ設置についてでございますが、新型コロナウイルス感

染症の拡大に伴い、パソコン、スマホを用いたオンラインでの会議、打合せが

増加していることは認識しております。以前はほとんどなかったのですが、実

際にコミュニティセンターでも会議室を利用しオンライン会議を行っている

方もいらっしゃいます。現在、コミュニティセンターでは、利用率向上の取組

みとして、夜間施設使用料学割制度の導入や地元の管理運営委員会との共催事

業等を行っております。今後、Ｗｉ－Ｆｉ設置にかかる設備、設置条件、設置

費用等についての情報収集を進めてまいります。そのうえで、利用率向上の新

たな取組みのひとつとして、その必要性を含め検討してまいります。 

《質疑》なし 
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第２部 市政全般に関する意見交換 

 市長からの市政報告 

 

まず、新型コロナウイルスの対応策について、いくつか紹介します。 

ひとり１０万円の給付をした特別定額給付金事業。予算は４３２億円です。

９月１１日に締め切り、申請内容に不備のあった方に手紙を出しているところ

です。同じく６月に子育て世帯の臨時特別給付金を出しまして、たしか子ども

一人あたり１万円で、これは４億８千万円位かかりました。 

また、飲食店を中心に収入が激減しましたので、売上が１５％以上減った方

には、４０万円の中小企業家賃補助事業を、５月から実施しました。実は国の

制度でもありましたが、こちらは５０％以上の減額ということでハードルが高

いのと手続きが大変でしたので、市の制度で早くできるものを行いました。５

月が約１０億円で、７月の二回目で５億円でした。 

また、病院４か所に合計２億円の支援をしました。これは他市ではやってい

ないものです。さらに市民病院も同じ状況でして、半年で７億円位の赤字です

ので、とりあえず５億円を出しています。 

それから、町田市医師会の全面的な協力をいただき、旭町の体育館の地下駐

車場にＰＣＲの地域検査センターを開設しました。多摩地域では１番目、都内

で８番目、４月２７日からやりました。地域の外来で症状のある方に対して医

師が検査の必要があると判断した場合は検査を受けることができます。この前、

個人が留学をするために検査を受けるときに何万円も出すのは大変だという

話を聞きましたが、なかなかいい案がありません。これから長期の出入国者も

増えてくるので、問題になってくると思います。 

それから６月に市独自制度で、８月に国制度で、ひとり親家庭臨時特別給付

金を支給しています。両方で５億４千万円を計上しています。 

また、キャッシュレス決済プレミアムポイント事業を１２月と１月に行いま

す。支払代金に対して２０％プレミアムがつきます。期間中最大２万円のプレ

ミアムがつきます。会社はＰａｙＰａｙがやります。１２億円を予算化してい

ます。他市では紙のプレミアム商品券を行っていますが、国もキャッシュレス

化を推奨していますので、これでいきたいと思っています。それから介護サー

ビス事業者に２億８千万円の補助金を出しています。 

また、障がい福祉サービス事業者にも１８００万円の補助をしています。さ

らに小中学校にサーモグラフィーを配布しています。 

最初に言いました１０万円の特別定額給付金は４月２８日以降に生まれた

子は対象外でしたが、来年の４月１日生まれまでは、対象となりました。これ

は２億２千万円。 

それから、先週、ふるさと納税で医療機関に支援物資を購入するお金をお渡
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しするということで、１０００万円を町田市医師会、５００万円を町田市歯科

医師会に渡しました。これからもやることはまだまだあると思います。ＰＣＲ

検査センターは、旭町から森野に引越しまして続けていきます。 

まちカフェについても今年はコロナの感染拡大の恐れがあるのでオンライ

ンで開催します。 

あと、保育園の待機児童ですが１２７人から１３０人に増えました。ただし、

来年の４月は待機児童解消を目指し、南町田に新たに保育園を作ったり、定員

を増やしたりします。 

特別養護老人ホームについては、１０年前は申込みから１年未満に入所した

人の割合が４５％でしたが、昨年度は約９割の人が１年未満で入所できるよう

になりました。 

あとは学校の話しですが、予算を１０数億円かけて、小中学校の児童・生徒

ひとりずつにタブレットを配布できるよう購入しました。しかし、毎日授業で

きる体制が整っていません。文部科学省は教科書のデジタル化の準備を進めて

いますが来年には間に合いません。市が勝手に進めることもできませんが、外

国ではオンライン授業をやっているところもあります。 

さきほど、議題でＷｉ－Ｆｉの話しもありましたし、今の時代、需要はある

と思っています。ただし、全てのコミュニティセンターでやるにはお金もかか

りますし、市は成瀬だけやるとかできませんので難しいところですが、デジタ

ルの対応は必要です。慣れてくれば、町内会の防災の補助金申請もデジタル化

できますし、役所に行かなくてもオンラインで聞いてみることもできると思い

ます。デジタル化にシフトすることが必要だと感じています。 

 

《質疑》 

南成瀬ひふみ町内会 

 今年度の市政懇談会の議題として、「成瀬センターまつりでの成瀬駅前セン

ター使用について」を提出しました。結果的に市政懇談会の議題とはならず、

市民協働推進課に個別の対応を取ってもらい、文書での回答をいただきました。

その文書によると、「通常の申込期間前に使用申込みが可能な事例に該当しま

す。これまで同様、なるせ駅前市民センターでお手続き可能です。」という内

容でした。このような回答をいただきましたが、念のための確認です。来年度

以降も成瀬センターまつりを開催する場合は、今まで通り「なるせ駅前市民セ

ンター」を利用することは可能でしょうか。また、成瀬まつりは４町内会が責

任町内会として交代で予約をします。それでも大丈夫でしょうか。 

 

市民協働推進担当部長 

本件については市政懇談会の議題としていただいておりましたが、同時に、

なるせ駅前市民センターにご相談をいただいたため、議題として取り扱わず、
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先に文書にて回答をさせていただいた次第です。 

お問い合わせの内容につきましては、文書での回答のとおり、今まで同様に

「なるせ駅前市民センター」で手続きをしていただければ、利用が可能となり

ます。新型コロナウイルス感染症の影響で開催の判断が難しい状況ではござい

ますが、開催日程等が決まりましたら責任町内会から言っていただければ事前

の予約をさせていただきます。 

 

高ヶ坂第一町内会 

  市から送られてくる回覧物、現在は中止していますが、月で多いと１０数

件あります。コロナの状況もありますので、今後は広報に折り込むとか、ホ

ームページに掲載する等で十分ではないかと思います。掲示物は、今まで通

りでと考えています。 

 

市民協働推進担当部長 

  現在、市からの回覧物は掲示物のみとしてお願いしています。月２回皆さ

まに発送しているものが部数多いことも承知しています。広報に折り込むの

は費用もかかりますので難しいと思いますが、ホームページについては、各

部署が掲載する体制はありますので持ち帰らせていただきます。 

 

鞍掛台自治会 

  スケボー場について野津田公園で計画されていますか。また、町田市では

公立の中高一貫校は予定されていますか。公立の理系の学校があるといいと

思います。 

 

道路部長 

  色々な場所でスケートボードをする場所がほしいとの話を聞いておりま

す。その際にスケートボードの良い面、悪い面のご意見を伺っております。

野津田公園にも色々な施設を整備する計画があり、スケートボードの施設も

その一つとしてあります。若者が集まることで危惧されることもあります

が、ちゃんとした施設を作って楽しんでいただくことが主旨だと思いますの

で、今後、皆様のご意見を踏まえて検討していきます。 

 

学校教育部長 

  中高一貫校の話ですが、市では現在のところ、そういう話はありません。 

 

向陽台自治会 

  芹ヶ谷公園草地広場にスケートボード場を作ってもらいたい。町田市には

スケートボード場がありません。芹ヶ谷公園にはスケートボードをやる人が
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集まっていて接触事故もあると聞いています。それであれば駐車場予定地に

スケートボードができる場所を作れば子どもたちが楽しめる場ができると思

っています。 

 

町田市長 

  ５、６年前から地元説明、協議をして何を作る、何を作らないについて合

意し、２０１９年度から工事をしました。当時の議論はわかりませんが、最

終的に芹ヶ谷公園に作るという話にはならなかった。今から戻って芹ヶ谷公

園にスケートボード場作るという話をするのは難しいと思います。したがっ

て、どこか違うところでという話になるのですが、音の問題があるのでたく

さん反対があります。野津田公園であれば音の問題がクリアできると話があ

がったことはありますが、果たしてあの場所に人が集まるのかどうか。 

参考ですが八王子市ではスケートボードやＢＭＸができる場所を作りまし

たが、なかなか人が集まらないようです。 

 

高北自治会 

 学校にＷｉ－Ｆｉはあるのでしょうか。生徒と先生が一緒になってタブレッ

トを使った授業をすればいいと思う。授業要領はわかりませんが、週１回とか

やればいい。せっかくのタブレットがもったいないです。 

 

学校教育部長 

 Ｗｉ－Ｆｉについては、全教室に入ります。それぞれ家庭もオンライン環境

が整ってきています。問題はソフトで、それぞれの教科の履修すべき内容がデ

ジタル化されたもので、どう教えるかを文部科学省が今開発しています。デジ

タル教科書ができない限り、全過程を履修することが難しい状況です。 

 

○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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