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午前 ９時３０分 開議 

○議長（関田正民君） ただいまから本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日程第１ 一般質問 

○議長（関田正民君） 日程第１ 一般質問を行います。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 蜂須賀 千 雅 君 

○議長（関田正民君） 通告順に従い、順次指名いたします。 

  初めに、12番、蜂須賀千雅議員を指名いたします。 

〔１２番 蜂須賀千雅君 登壇〕 

○１２番（蜂須賀千雅君） おはようございます。12番、自由民主党の蜂須賀千雅です。令和４年第２回定例会

に当たり、通告書に従い、一般質問させていただきます。 

  まず１番といたしまして、社会教育委員会議提言（シニアが生き生きと生涯学習できるまちづくりを目指し

て）の中の提言４項目についてお伺いをいたします。 

  ①といたしまして、提言を作成するに至った経緯と目的について。 

  ②といたしまして、提言の対象４項目についての現状、課題と、課題解消に向けた今後の具体的な取組につ

いて。 

  アとして、社会教育施設などの活用の充実について。 

  イとして、地域活動などの充実について。 

  ウとして、学校教育と社会教育の連携の充実について。 

  エとして、コロナ禍以後の課題の対応についてをお伺いをいたします。 

  次に、２番といたしまして、市民の口腔ケア意識の向上への取組についてをお伺いいたします。 

  ①といたしまして、令和４年度の東大和市の口腔ケア事業について。 

  ②といたしまして、歯周病の有無と新型コロナウイルス感染症への罹患率の関連性について。 

  ③といたしまして、市民への口腔ケアの必要性に関する情報提供についてをお伺いをいたします。 

  以上でございます。 

  壇上での質問につきましては以上ですが、再質問に関しましては自席にて行わせていただきます。よろしく

お願いをいたします。 

〔１２番 蜂須賀千雅君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 皆さん、おはようございます。 

  初めに、社会教育委員会議の提言の策定経緯と目的についてでありますが、社会教育委員は、社会教育法の

定めるところにより、社会教育に関する諸計画を立案することを職務の一つとされているところであります。 

  これを受けて、当市社会教育委員会議では、おおむね２年に一度、市の社会教育分野における課題を洗い出

し、諸計画の立案に相当するものとして提言等の取りまとめを行っているところであります。 

  次に、提言の現状と課題を踏まえた今後の具体的な取組についてでありますが、今般、社会教育委員会議か

ら提言のありました社会教育施設などの活用の充実、地域活動などの充実、学校教育と社会教育の連携の充実、
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コロナ禍以後の課題の対応の４項目につきまして、超高齢社会におけるシニアの生涯学習について焦点を当て

た内容であり、東大和市が魅力あるまちとして発展を遂げる上で欠かすことのできない重要な取組であると考

えているところであります。 

  詳細につきましては、教育委員会から説明をお願いします。 

  次に、令和４年度の口腔ケア事業についてでありますが、口腔ケアは虫歯や歯周病を予防し、全身の健康の

保持増進に効果がありますことから、令和４年度におきましても歯科保健事業において口腔ケアに関する事業

を実施してまいります。 

  次に、歯周病の有無と新型コロナウイルス感染症への罹患率の関連性についてでありますが、歯周病になり

ますと、炎症作用のある有害物質が歯茎の血管を通じて全身に拡散され、健康に悪影響を与えるとされており

ます。 

  歯周病が進むと感染症のリスクが高まると言われておりますことから、歯周病と新型コロナウイルス感染症

の罹患率は関連性があると認識しております。 

  次に、市民への口腔ケアの必要性に関する情報提供についてでありますが、口腔ケアは健康の保持増進に重

要でありますことから、日常的なセルフケアとして行うことが必要となります。 

  また、虫歯や歯周病の予防とその悪化の防止には、セルフケアと併せてかかりつけ歯科医による専門的口腔

ケアが必要となります。 

  全身の健康の保持増進のため、こうした両面からの口腔ケアを推進することにつきまして、市の公式ホーム

ページや歯科保健事業での健康教育等を通じ、引き続き市民の皆様に適切な情報提供を行ってまいります。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○教育長（真如昌美君） それでは、提言の現状と課題を踏まえた今後の具体的な取組について御説明をいたし

ます。 

  初めに、社会教育施設などの活用の充実についてでありますが、シニアの積極的な施設の活用は、社会的孤

立の防止はもとより、自らの豊富な知識や経験、技能等を地域に還元することなど、生涯にわたって心豊かに

暮らせる社会を構築する上で欠かすことのできない要素であります。 

  施設の活用に当たり、シニアの利用拡大を図るためには、各施設においてシニア向けプログラム等を充足さ

せる取組が重要であると認識しているところであります。 

  次に、地域活動などの充実についてでありますが、超高齢社会においては、地域活動に参加することのみな

らず、シニア自ら地域の担い手となり、地域の課題を自分たちで解決していくことが求められています。また、

健康づくりの面からも、地域活動への参画意欲を高めるための取組が重要であると認識しているところであり

ます。 

  次に、学校教育と社会教育の連携の充実についてでありますが、子供たちの健やかな成長を遂げるためには、

学校、家庭、地域住民が連携し、取組を進めていくことが求められます。とりわけ経験豊富なシニアは地域の

教育力向上にも期待が寄せられており、今後コミュニティ・スクールを推進する上でも積極的な関わりが期待

できるものと認識しているところであります。 

  次に、コロナ禍以後の課題と対応についてでありますが、コロナ禍により大きく進展したインターネットを

介したＩＴ技術の進展は、とりわけシニアにとって生涯学習に取り組む上での今日的な課題となりました。 
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  シニアのＩＴ格差の解消に向けては、生涯学習と関係づけたスマートフォンやパソコン等の操作方法の習得、

体験の機会の場を充足するための取組が重要であると認識しているところであります。 

  今回の提言につきましては、今後改めてその内容について確認、調査、研究等が必要となりますが、関係団

体や関係各課とも連携を図りながら、実現可能なものから順次、施策に反映してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございました。 

  それでは、幾つか質問させていただきたいと思います。 

  まず１番の社会教育委員会議の提言についてお伺いをさせていただきたいと思います。 

  市長の御答弁もありましたが、シニアの学習については、超高齢化社会におけるシニアの生涯学習について

焦点を当てた内容であり、東大和市が魅力あるまちとして発展を遂げる上で欠かすことができない重要な取組

であるというふうなお話がありました。 

  人生100年時代の到来というふうに言われており、高齢社会という言葉の持つマイナスイメージから脱却し

て、健康で生きがいを持って高齢期を迎えるためには、人生100年時代を想定した人生設計を行うことが大切

であるというふうに言われており、また高齢者の実態としては、社会から支えられる存在でなく、地域が抱え

る課題を解決する地域社会の主役としてまだまだ活躍できる環境をつくっていくということが必要であるとい

うふうに考えております。新たな価値観や高齢者観の新たなものをつくっていくということがこれから大事な

んじゃないかなというふうに思っております。 

  そこで、今回社会教育委員会議が取りまとめを行われたシニアが生き生きと生涯学習できるまちづくりを目

指しての提言につきまして、内容を幾つか拝見をさせていただきました。 

  取りまとめに当たりましては、令和２年４月から令和４年３月までの全22回の会議を行われたというふうに

聞いておりますが、主題設定や提言作成に至るまでの審議経過等、少し詳細を教えていただければと思います。 

○生涯学習課長（高田匡章君） 社会教育委員会議の審議経過についてでありますけども、社会教育委員会議で

は、委員の任期であります２か年におきまして、社会教育分野に関する提言等の取りまとめを行っているとこ

ろであります。 

  今回の社会教育委員会議の提言は、シニア人口の増加、それから超高齢社会から見えてきた課題を、シニア

の活躍、それからシニアの生涯学習といった視点で捉え、意見として述べられたものでありますけども、任期

開始後のおおむね６か月程度かけまして、社会分野における課題の洗い出しを中心に行いまして、９か月頃を

目途に提言の基となる研究テーマを設定したところであります。 

  テーマに対する調査、研究では、必要に応じて、関係者であったり、それから関係機関等への聞き取り、現

地調査なども進めまして、その後、約７か月程度かけまして原稿の作成を行い、今回の提言の完成に至ったと

ころであります。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  大変時間をかけて、今のこの社会情勢、それから高齢化社会を迎えるに当たって様々な恐らく研究だとか、

それから関係機関の聞き取りをしたんだなということも中身見て思うところがありました。 

  それで、幾つか、４項目あったと思いますんで、１つずつちょっとお伺いしたいことがありますので、お伺

いさせていただきたいと思います。 
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  まず１つ目ですが、社会教育施設の活用の充実として、図書館や郷土博物館などの社会教育施設について提

言が述べられております。提言内容を踏まえた市の考え、また今後の取組等をお聞かせいただきたいというふ

うに思います。 

  当然、できること、できないこととか、今まで課題で幾つか上がってきたことでなかなか厳しいということ

もあったものもこの４項目、触れられてることもあったと思うんですが、そのあたり、今後の取組を全般的に

ちょっとこれから１つずつ聞いていきますので、まずは社会教育施設の活用の充実からお伺いさせていただけ

ればと思います。 

○生涯学習課長（高田匡章君） 図書館や郷土博物館などの社会教育施設に関する提言の内容を踏まえた市の考

え、それから今後の取組等についてであります。 

  初めに、図書館についてでありますけども、他自治体における図書館のシニア向け施策の紹介と併せまして、

シニアに特化した図書コーナーの設置、それから出会いや対話の場としての図書館、さらには高齢者施設や病

院などにおける本の読み聞かせなどについて提言がなされたところであります。 

  次に、郷土博物館などについてでありますけども、現在郷土博物館をはじめ市内公共施設で行われておりま

す事業のうち、シニアが多く参加されている事業や、シニアがボランティアとして活躍されているような、活

動されているような内容に触れ、より一層シニアの積極的な施設の利用が図られるよう、交通手段の充足につ

いて提言がなされたところであります。 

  これらの提言につきましては、今回提言の対象となりました事業主管課にも配付をさせていただいていると

ころでございますけども、今後におきましては順次実現可能なものから提言内容の趣旨を尊重した施策、そう

いったものが進められることを期待しているものでありますけども、提言の内容によりましては、既に実施し

ているもの、それから検討を行っているもの、またすぐに実施が困難といったような施策もあろうかと思いま

すので、今後改めて事業主管課と確認等を行ってまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  それでは、２つ目の地域活動の充実というところも少しお伺いさせてください。 

  地域における交流の場や居場所づくりとスポーツ・体育関連について提言が述べられておりますが、提言内

容を踏まえた市の考えと今後の取組をお聞かせいただければと思います。 

○生涯学習課長（高田匡章君） 地域における交流の場や居場所づくり、それからスポーツ・体育関連に関する

提言の内容を踏まえた市の考えと今後の取組等についてであります。 

  初めに、地域における交流の場や居場所づくりについてでありますけども、シニアが住み慣れた地域で安心

して暮らすためには、人との出会いであったり交流、そういったものが大事であり、現在市内で行われており

ます地域サロン、それから気軽に立ち寄れる存在としての止まり木などについて触れ、シニアの見守りやひき

こもりの防止、健康づくり、またシニアが事業に参加するという立場だけでなくて、自らが地域の担い手にな

ること、その重要性について提言がなされたところであります。 

  次に、スポーツ・体育関連についてでありますけども、今回の提言におきましては、その対象をシニアにし

たということもありまして、シニアが生涯にわたって続けられるスポーツといたしまして、体操やボッチャ、

ラインクッブ、ニュースポーツなどを中心に紹介が行われまして、特定非営利活動法人体育協会、それから東

大和市レクリエーション協会との連携、その中でも特に東大和市レクリエーション協会の活動を広く市民等に
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紹介することや支援していくことについて提言がなされたところであります。 

  これらの提言につきましては、さきの図書館や郷土博物館などの社会教育施設の充実、そういったものと同

様に今後も引き続き提言内容の趣旨を踏まえながら施策の充実を図っていく必要があるものと認識していると

ころではございますけども、地域サロンや地域スポーツといった地域活動につきましては、東大和市社会福祉

協議会であったり各種スポーツ団体等の連携や調整も必要となりますことから、今後情報の共有を図ってまい

りたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  地域活動の充実というところで、確かに御自宅で一人でいらっしゃる方、それからなかなか外に出てこれな

い方にはこういう場所の提供をしていただくことをより一層充実していただきたいということは確かにありま

すので、よく研究もされてる部分もあると思うんですが、委員の方の年代もちょうどいい方々が多分そろって

て、恐らくこういう提言になったのかなというふうに思っておりますので、調査、研究していただけるという

ことですので、ここはお願いしたいというふうに思います。 

  次、３つ目の学校教育と社会教育の連携の充実として、コミュニティ・スクールについて提言が述べられて

おりますが、提言内容を踏まえた市の考え、今後の取組をお聞かせいただければというふうに思います。 

○生涯学習課長（高田匡章君） コミュニティ・スクールに関する提言の内容を踏まえた市の考えと今後の取組

についてであります。 

  コミュニティ・スクールは、子供たちの豊かな成長を願い、学校と保護者、地域が一体となり知恵を出し合

い、学校運営を協働して取り組む仕組みであり、市の教育委員会では令和５年度までに市内全校、全ての学校

に設置を目指しているところであります。 

  今回の提言におきましては、既に実施をされておりますコミュニティ・スクールにおきまして、地域の教育

力に経験豊富なシニアが活躍されている事例、そういったことにも触れられておりまして、地域における人材

発掘の方法であったり人材バンクの整備について取りまとめがなされたところであります。学校教育部門と社

会教育部門とが横断的に連携をいたしまして協力し、取組を進めることで、より一層地域に開かれた学校運営

の推進、こういったものが図られるものというふうに認識をしているところであります。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  教育委員会が考える、地域に開かれた学校運営の推進とは具体的にどのようなことなのか、改めて教えてい

ただければと思います。 

○教育部参事（小野隆一君） 地域に開かれた学校運営の推進についてでありますが、具体的には、校長が自校

の教育方針を保護者及び地域に周知するとともに、教育課程の実施に当たっては、地域の人的・物的資源を活

用したり、放課後や週末等を活用した社会教育との連携を図ったりしながら、学校教育を校内に閉じ込めずに、

その目指すところを地域社会と共有・連携しながら実現するということであり、現在各校で取組を進めている

ところでございます。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。地域社会と共有・連携をしながら実現をしていくというこ

と、まさにそのとおりだというふうに思います。 
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  コミュニティ・スクールについては、地域に開かれた学校になるよう、学校運営協議会の委員選定がやっぱ

り重要かなというふうに捉えております。今のところ、各学校長に委員の選定の権限が若干集中、当然してい

ると思います。学校運営連絡協議会のメンバーと同じまま、変化を求めることに消極的な学校長が若干いらっ

しゃるということも事実かなというふうに捉えております。その反面、積極的に異世代の委員の登用をしてい

る学校長の先生がいらっしゃる学校もあるのは事実としてあります。その差が少し今開いてきてるのかなとい

うふうに捉えております。 

  当然、多種多様なメンバーに就任いただくように、例えば学区内の自治会に例えばお願いするとか、それか

ら先輩議員も一生懸命やってますが、おやじの会の中から選出をしていただくだとか、それから学区内団体か

らの選出、様々な団体がありますので、学校運営協議会のメンバーと学校運営連絡協議会の、今までのメン

バーと同じで実施することができる限りないように、もう少し教育委員会の関与が必要とも考えますが、令和

４年度における教育委員会の関与について少しお伺いさせていただければというふうに思います。 

○教育部参事（小野隆一君） 学校運営協議会の委員選定における令和４年度の関与についてでございますが、

教育委員会といたしましては、校長会等にて委員選定を含めた他の地域の実践例を当該校長から紹介していた

だいたり、夏期研修会では市内全校の校長等が実際に先進的な取組をしている地域の学校へ視察をしたりして

いきたいと考えております。 

  また、学校運営協議会委員が本取組の趣旨を理解し、学校と連携して地域のよさを生かせるよう、協議会委

員を対象とした研修会を実施する予定でございます。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  ぜひ、校長会等でということで今御答弁いただきましたので、先ほどお話ししましたとおり、同じ市内でも

先進的に、とにかく取組が明らかに違うなという校長先生もいらっしゃいますんで、ぜひ学校長の中で、

ちょっと控えめな校長先生も踏まえて、少し研修をしていただいて、よいコミュニティ・スクールになるよう

に引き続きお願いしたいというふうに思います。 

  続きまして、提言４項目の最後ですね、コロナ禍以後の課題の対応として、シニアのＩＴの対応についてと

いう提言が述べられておりますが、提言内容を踏まえた市の考え、今後の取組を教えていただければというふ

うに思います。 

○生涯学習課長（高田匡章君） シニアのＩＴ対応に関する提言の内容を踏まえた市の考え、今後の取組であり

ます。 

  新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、外出機会の減少に加え、病院などへの通院機会の減少や介護サー

ビスの利用控え、生活の自粛など、シニアの生活に大きな影響を及ぼしました。また、とりわけ人と接する機

会が少なくなった社会におきましては、様々な手続がインターネットを介して行われることなど、情報技術に

不慣れなシニア層の様子、そういったものがマスコミ等で報道されるなど大きな話題となりました。 

  今回の提言は、このような社会的現象から見えてきたシニアのＩＴ格差、こういったものを生涯学習と関連

づけて解消を図ろうとするものでありまして、シニアが行政サービスのデジタル化から置き去りにされないよ

うに、他自治体における取組事例と併せて取りまとめがなされたところであります。 

  生涯学習課では、生涯学習に関する各種施策を紹介する案内といたしまして、毎年、学びあいガイドを発行

しております。その中には、スマートフォンの基礎知識を習得するための講座の実施であったり、関連団体、
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サークル等の紹介などを行っているところであります。 

  今回の提言を受けまして、改めて今後ＩＴに不慣れな方向けのそういった事業の取組の必要性であったり、

指導者の充実など、関係各課とも情報共有を図ってまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  政府も今回、デジタル国家の関係で支援員を大分これから予算づけしてということでしたので、積極的に情

報収集していただいて、正しい情報をきっちり伝えられることができるほうがシニアの方もいいと思いますん

で、いち早く動かれている自治体もありますので、ぜひ情報収集していただいて、迅速な取組をしていただき

たいというふうに思っておりますので、お願いいたします。 

  最後に、今回のシニアが生き生きと生涯学習できるまちづくりを目指してとして、今回、社会教育委員会議

の提言につきまして教育長のほうから御所見がありましたら、お聞かせを最後いただければというふうに思い

ます。 

○教育長（真如昌美君） 今回、社会教育委員会議からシニアの生涯学習に焦点を当てた内容につきまして提言

をいただいたところであります。シニアの皆様が生涯にわたって健康で生き生きと豊かな人生を送るためには、

シニアが活躍できる場の整備が必要であると考えているところであります。 

  また、地域課題に対応し、地域の活性化を図るためには、豊富な知識と経験を持つシニアの協力が必要不可

欠であり、そのための仕組みづくりが重要であると考えているところであります。 

  提言の内容につきましては、冒頭の答弁で申し上げましたとおり、今後改めてその内容について確認、調査、

研究等が必要となりますが、順次実施可能なものから提言の内容を生かした施策が展開できるよう努めてまい

りたいと考えております。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  もう終わりにしたいと思いますが、地域課題、地域活性化を図るためには、豊富な知識と経験を持つシニア

の協力が必要不可欠であり、そのための仕組みづくりが重要であるということで今お話をいただきました。ま

さに本当にそのとおりだというふうに思っております。 

  生涯学習とは、学習者が自発的に行う自由で広い学習、趣味、教養のみならず、社会との関わりを通して個

人の生き方や考え方に変化をもたらすあらゆる様々な活動を含むというふうに言われています。その中で生き

がいの創出、それから地域が抱える課題の解決、それから新たな絆の構築であったり、これはひいては健康維

持、介護予防にもつながり、体を動かすことで健康維持、介護予防を行うことで社会保障費の抑制に寄与する

ということで言われております。ぜひとも、長寿社会に生きる一人一人が生涯学習を通じて、元気で魅力ある

高齢者になりますように、地域コミュニティーの活性化が図られるために、ぜひともこの提言を踏まえて、調

査、研究等が必要だということですので、できる部分は迅速に執り行っていただけるというふうなお話もいた

だきましたので、引き続き迅速に取組を進めていただきますようお願いを申し上げさせていただきたいと思い

ます。 

  １番におきましては終わりたいと思います。いろいろありがとうございました。 

  次、２番といたしまして、市民の口腔ケア意識の向上のほうを伺いたいと思います。 

  まずは、令和４年度の東大和市の口腔ケア事業の詳細を教えていただければというふうに思います。 
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○健康推進課長（志村明子君） 令和４年度の口腔ケア事業の詳細についてでありますが、成人保健事業では、

生活習慣病教室などの健康教室等におきまして、歯の模型を使用して歯磨き指導を行う予定としております。 

  母子保健では、令和３年度と同様に定員を制限して、幼児歯科健診及びむし歯予防教室などを実施いたしま

す。そのうちの４歳と５歳を対象としましたスマイルクラスにおきましては、保護者の方で希望する方に対し

ましては歯垢の染め出しを新たに令和４年度から行い、磨き残しや御自身の歯磨きの癖などを知っていただき、

正しい口腔のセルフケアに役立てていただくことを予定しております。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  次に、歯周病の有無と新型コロナウイルス感染症への罹患率の関連性ということで少し伺いたいと思います

が、新型コロナウイルス感染症への罹患率の関連性について詳細を少し教えていただければと思います。 

○健康推進課長（志村明子君） 新型コロナウイルス感染症への罹患率への関連性についての詳細は把握してお

りません。 

  ただ、海外のある研究事業の研究論文では、歯周病がある人とない人で新型コロナウイルス感染症の重症化

の割合、また感染後のリスクについて明らかな差が出ており、歯周病のある人が新型コロナウイルス感染症に

罹患すると重症化及び人工呼吸器の使用、合併症の発症などのリスクが高くなるとされております。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  歯周病の各症状の有無と新型コロナウイルス感染症のかかりやすさということで、国会のほうではインドの

事例がありました。当然、歯石のプラークが多い人はない人に比べれば７倍近く、それから重度の歯周病があ

る人に関してはやっぱり11倍近くリスク、コロナウイルスになる可能性が高いと。それから、歯肉炎がある人

は約18倍近くの方がウイルスになっているという結果が出ております。 

  この歯周病ですが、全身疾患との関連性を少し教えていただければと思います。 

○健康推進課長（志村明子君） 歯周病と全身疾患との関連性についてでありますが、歯周病の方は口の中が常

に炎症している状態であります。特に歯周病が進行し状態が不良の場合には、歯茎の血管から歯周病菌などの

有害物質が全身に運ばれますので、糖尿病や高血圧、心臓病などの生活習慣病の発症や、またそれらの疾患の

コントロールに悪影響を与えるなど、全身の疾患に深く関連すると言われております。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  令和４年度における小学校における歯磨きの実施の取組とフッ化物洗口の実施についての詳細、それから保

護者への歯科口腔に関する情報提供について、令和４年度の件、教えていただければと思います。 

○教育総務課長（斎藤謙二郎君） 現在小学校における歯磨き指導につきましては、新型コロナウイルス感染症

の感染拡大防止の観点から、ほぼ全ての学校、学年で休止している状況でございます。今後の感染症の状況を

確認しながら、可能な状況となった場合に順次再開をすると聞いてございます。 

  また、フッ化洗口につきましては、過去、第三小学校、第六小学校で実施しておりましたが、現在第六小学

校におきましては同様の理由から休止しております。ただ、第三小学校におきましては、ここで全部の学年の

歯磨きと、一部の学年のフッ化洗口を再開したところでございます。 

  保護者の方への歯科口腔に関する情報提供につきましては、学校保健だより等を活用して行っているところ



－53－ 

でございます。 

  以上でございます。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。 

  市民への口腔ケアの必要性に関する情報提供についてと、市民講座についての令和４年度の件、教えていた

だければと思います。 

○健康推進課長（志村明子君） 市民の皆様への情報提供といたしましては、成人歯科健診の受診票の送付時に

口腔の健康に関する資料を同封をいたしております。また、市の公式ホームページにおきまして、口腔ケアを

含む口腔の健康に関する掲載内容につきまして情報の更新により内容の充実を図り、市民の皆様への情報提供

を強化してまいります。 

  次に、市民講座につきましては、児童館や保育園などからの依頼に応じて歯科衛生士を派遣し、口腔ケアに

関する講話を行う予定としております。また、保健センターにおきまして口腔ケアに関連する講演会を行う予

定としております。 

  口腔の健康は全身の健康の保持増進に重要であり、口腔の健康づくりの基本となります口腔ケアは、セルフ

ケアの実施とともに、かかりつけ歯科医による定期的な歯科健診と専門的口腔ケアが必要でありますことから、

それらのことにつきまして健康教育や情報提供により市民の皆様への啓発を継続してまいります。 

  以上です。 

○１２番（蜂須賀千雅君） ありがとうございます。幾つか確認させていただきました。ありがとうございまし

た。 

  もう終わりたいというふうに思いますが、歯周病がある人の件、今回のこのコロナウイルスに関しても重症

化した人、約５倍近くというふうにもう数字として出ております。 

  それで、口腔の健康が全身の疾患に影響するということで、我が党の様々な全国の議会で皆さんこのお訴え

をさせていただいたとき、先月の31日、やっと国のほうも動き出しまして、骨太の方針の中で国民皆歯科健診

の実現を具体的に進めていこうということで、７年後ということで決まってきました。国民全員が生涯を通じ

て定期的に歯科診療を受けられる国民皆歯科健診の実現に向けて具体的な検討を進めるということでニュース

になっておりました。これは全国民に義務化をするわけではなく、１年に１回、歯科健診もしくは、例えば今、

案として、唾液から歯周病があるかないかを確認をして、お口の中の健康度を各一人一人が知っていただくと

いう機会をつくるということが大分、それが治療につながっていくということ、またかかりつけ医につながっ

ていくということがメインであるというふうに言われています。 

  口腔の健康は全身の健康に影響すると、中高年になると歯周病になり、歯を失ってリスクが高まり、歯周病

を放置すれば心臓病や糖尿病など全身の病気との関連があるということは、多くの検証から既に分かっている

ことでございます。 

  国民皆歯科健診を実施することで必要のない医療費がかかることを抑制し、何より国民皆歯科健診を通じて

口の、口腔の健康を通じて健康寿命を延ばすことができるというふうに言われています。それは多くの国民の、

市民の方のまた幸せにつながっていくというふうに考えています。 

  誰でも人間は寿命があります。しかし、その寿命のぎりぎりまで自分の健康な歯で食べて、飲んで、そして

何より歯があることで家族と笑って過ごして、そしてまた会話ができてということで、本当に幸せな生活が送

れるというふうに思っております。食べられなくなれば低栄養になって、すぐにフレイル状態になって入院し、
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医療費がかかることになります。 

  これからの日本を救っていくのは、間違いなく健康な国民だというふうに言われています。どんなに年齢を

重ねても社会貢献していきたい、働きたいと思えば働ける健康な状態をしっかり保っていくことがこれからの

日本には必要だというふうに思っております。 

  また、これに関しては、繰り返し過去、教育委員会にもお願いはしましたが、ぜひ次世代の子供たちとやは

り、それから保護者への情報提供をぜひお願いをして、繰り返し繰り返し、歯の健康が大切なんだということ、

どんな病気でも口からほとんどウイルスも、それからバクテリア等も入っていきますので、いかに口腔の健康

が大事かということをぜひとも子供たちにも教えていただければというふうに思います。 

  国民皆歯科健診の時代が間もなくやってくるというふうに言われてますので、子供たちの教育のさらなる取

組とまたお願いを申し上げさせていただきまして、私の今回の一般質問を終わりたいと思います。いろいろあ

りがとうございました。 

○議長（関田正民君） 以上で、蜂須賀千雅議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 木戸岡 秀 彦 君 

○議長（関田正民君） 次に、17番、木戸岡秀彦議員を指名いたします。 

〔１７番 木戸岡秀彦君 登壇〕 

○１７番（木戸岡秀彦君） 議席番号17番、公明党の木戸岡秀彦です。通告に従い、令和４年第２回定例会での

一般質問を行います。 

  初めに、ロシアのウクライナ侵攻が今なお続いており、多くの貴い命が奪われております。ロシアに対し断

固抗議するとともに、ロシア軍の即時撤退とウクライナ国民の方々が一日も早く平和な日常を取り戻せるよう

望みます。 

  それでは、以下質問させていただきます。 

  １点目は、新型コロナウイルス感染症対策についてであります。 

  現在感染者は緩やかな減少傾向が見られますが、いまだ予断を許さない状況が続いています。 

  当市においては、長期にわたり感染症対策に日々奮闘されていることに対し心から感謝申し上げます。 

  新型コロナワクチンの３回目の接種については、感染や重症化の防止に効果があることが分かっています。

感染情報を一元化に管理する国のシステムＨＥＲ－ＳＹＳ（ハーシス）のデータなどを厚生労働省が分析し、

４月に結果を公表しました。年齢層にかかわらず、接種を重ねるごとに新規陽性者の割合が大幅に減少し、３

回目の接種を終えた人は重症化率と致死率がともに低くなる傾向が確認されました。 

  重要なのは、若い人に接種を促す取組です。現状、20代、30代の接種率が３割に満たないと報告されていま

す。若い人ほど軽症で済むケースが多くいることが指摘され、身近にいる高齢者や基礎疾患のある人にうつれ

ば重症化リスクは高まります。高齢者などには間もなく４回目の接種が始まりますが、若者の接種に関しては

接種の加速を促す必要があります。 

  それでは、以下質問いたします。 

  ①ワクチンの接種状況と今後の取組について。 

  ア、若者の接種が進んでいないと聞いているが、感染拡大防止のための接種の加速及び接種の意義や重要性

について情報発信を行うなど、啓発を強化するべきと考えるが、現状の課題と今後の取組について伺う。 



－55－ 

  ②自宅療養者、濃厚接触者に対する食料支援などについて、現状について伺う。 

  ア、対象者に対し、分かりやすく情報を広報する必要があると考えるが、市の認識と取組について伺う。 

  ２点目は、玉川上水駅周辺の魅力あるまちづくりについてであります。 

  駅は、住民の多くが行き交うまちの顔であり、まちを印象づける重要な場所です。東大和市においては、市

民が主に利用する駅は５駅あります。その中でも玉川上水駅は、１日の平均乗降者数を見ると、コロナ禍前の

2018年度は西武鉄道全92駅中22位の４万2,827人、多摩都市モノレールでは全19駅中６位の２万4,569人で、１

日平均６万7,396人が利用されています。 

  しかしながら、近年、駅前を活気づける商店街の店舗が減少しています。活気のあるまちに、にぎわいの創

出につなげるため、関係機関と連携し、人を呼び込む魅力ある施策が必要と考えます。 

  以下伺います。 

  ①駅前の空き店舗の活用について。 

  ア、市の認識について伺う。 

  イ、空き店舗について事業者及び市民に、どのように情報提供をしているのか。 

  ウ、チャレンジショップ等で活用することにより、にぎわいの創出につながると考えるが、商店会、商工会

などに働きかけることはできないか。 

  ②駅前広場の有効活用について。 

  ア、市民の憩いの場として、休憩スペースの設置やイルミネーションなど、魅力ある情報発信はできないか。 

  ③ストリートピアノの設置について。 

  ア、音楽を通して交流を生み出し、まちの活性化につながると考える。西武池袋線江古田駅には鉄道会社及

び近隣大学との連携により設置され好評であったと聞いている。当市においても、乗降客が多い玉川上水駅連

絡通路及び駅構内に設置を働きかけることはできないか。 

  イ、公民館に設置してあるピアノをストリートピアノとして活用できないか。 

  ３点目は、防災対策についてであります。 

  近年、毎年のように全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生しています。 

  10年ぶりに見直された首都直下地震の被害想定では、多摩地区を震源とする地震は、多摩東部直下地震と立

川断層帯地震が対象になりました。本年４月には、多摩東部を震源とする地震が発生しています。今後30年間

で70％の発生確率がある地震の一つ、多摩東部直下地震は、多摩地域の２割の範囲で震度６強以上になると予

想されています。立川断層帯地震想定では、0.5％から２％とされています。災害はいつ起こるか分かりませ

ん。だからこそ日頃の備えが重要です。 

  近年、コロナ禍により防災訓練の中止や規模の縮小がされていますが、対策を十分に取り継続して実施する

ことで、災害に対しての意識を高める必要があると考えます。 

  以下伺います。 

  ①防災訓練の取組について。 

  ア、コロナ禍により通常の訓練が実施できていないが、感染対策を取り趣向を凝らし、オンラインによる訓

練も視野に入れ実施すべきと考えるが、今後の取組について伺う。 

  イ、ペット同行避難訓練の実施に向けた検討状況とペットの避難所受入体制について、どのようになってい

るのか、市の認識について伺う。 
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  ウ、マイ・タイムラインを活用した実施訓練の進捗状況について伺う。 

  ４点目は、放課後等デイサービスとその後の居場所についてであります。 

  放課後等デイサービスについては、過去２度、一般質問で取り上げましたが、施設を利用する方が年々増え、

対象の親御さんから施設の拡充の要望を受けてきました。６歳から18歳までの障害児が放課後や夏休みなどの

長期休暇中に通う放課後等デイサービス、2012年に児童福祉法に位置づけられて以来、大幅に増えています。

当市でも年々増えている中で、利用者のニーズに応えるため、この数年の間に施設が増設され、サービスの向

上に努められていることを評価いたします。 

  その一方、市内では対応できず他市を利用している方や、高校を卒業してからの利用時間なども含め、受入

施設がなく、仕事ができていた家族の人たちがこれまでどおりの勤務が困難になり、悩みを抱えている方が多

くいると聞いています。 

  以下伺います。 

  ①各施設の利用状況と定員の推移及び課題について伺う。 

  ②現状の待機者について伺う。 

  ③高校卒業後の受入施設がなく、悩みを抱えている家庭があると聞いている。支援の体制を充実させる必要

があると考えるが、市の認識について伺う。 

  ５点目は、視覚障害者のためのバリアフリー化についてであります。 

  視覚障害者の大きな悩みの一つに、交差点での横断があります。信号の色の判別がつかないため、横断は命

がけであると聞いています。だからこそ安全に道路を渡れるよう、周囲の人の声かけや必要な場所に音響式信

号機などの設置が必要と考えます。 

  以下伺います。 

  ①音響式信号機の設置について、今まで要望のあった箇所の進捗状況について伺う。 

  ②令和３年度、警察庁が東京・大阪・愛知など都市部の交差点2,000か所に通信機器を設置し、歩行者用信

号の色を音声で伝えるスマートフォンアプリを使えるようにしているが、当市としても検討はできないか。 

  最後に、６点目は自治会の取組についてであります。 

  自治会は、その地域に住む住民が地域の防犯や防災、清掃活動、自治体への要望や連携、お祭りや運動会な

どのイベントである地域交流などの活動を通し、暮らしをよくする目的として自発的に組織して運営をされて

います。 

  近年では、役員の高齢化により大きな負担がかかり、若年層の未加入やコロナ禍の影響により活動が縮小し

形骸化され、今後防災や高齢者の見守りなどの活動も停滞する懸念もあります。いざというとき、地域のつな

がりは大変重要です。加入促進に向け、さらなる強化が必要と考えます。 

  以下伺います。 

  ①高齢化により自治会の担い手不足が問題視されているが、市の認識は。 

  ②自治会加入者が年々減少傾向にある中、加入者の促進を図るため、立川市では、地域のつながりを広げ、

市内の協力店等で優待サービスが受けられる「絆カード」を発行している。当市でも商工会や商店会などと連

携し取り組むことはできないか。 

  壇上での質問は以上とし、再質問に関しては自席にて行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〔１７番 木戸岡秀彦君 降壇〕 
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〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、新型コロナウイルスワクチンの接種状況と今後の取組についてでありますが、

令和４年５月23日時点における３回目の接種率につきましては、全人口で約57％となっております。 

  年代別に見ますと、60歳以上が約87％であるのに対し、20歳代が約37％、30歳代が約43％となっており、若

い世代の接種率の向上が課題であると認識をしております。 

  市としましては、集団接種会場において事前予約を不要とする接種を実施するなど接種率の向上に努めてい

るところです。 

  今後におきましても、市公式ホームページやツイッターなどを活用し、ワクチン接種の効果等について適切

な情報提供に努め、ワクチン接種を促進してまいりたいと考えております。 

  次に、自宅療養者、濃厚接触者に対する食料支援についてでありますが、市では、東京都多摩立川保健所と

連携し、自宅療養者及び同居する濃厚接触者などのうち希望する方に対しまして、食料品等を配送する支援を

行っているところであります。 

  食料品等の支援につきましては、市民の皆様に認知いただくことが必要となりますことから、市報やフェイ

スブックを活用し、周知に努めております。 

  また、申込方法や支援内容につきましては、市公式ホームページに掲載をしております。 

  次に、玉川上水駅前の空き店舗の活用についてでありますが、市内商店街におきましては、廃業などの理由

により空き店舗が増え、商店街の空洞化が進んでいる状況であります。 

  空き店舗の増加は商店街としての魅力の低下につながり、また防犯上の面からも好ましくないと認識をして

おります。 

  市といたしましては、玉川上水駅周辺を含め、地域の活力を維持し、にぎわいのあるまちであるには空き店

舗の活用を図っていくことは必要であると考えております。 

  次に、空き店舗に関する情報提供についてでありますが、東大和市商工会では、平成29年度から商工会の

ホームページに貸店舗紹介サイトを設け、事業者に玉川上水駅周辺を含む市内空き店舗に関する情報提供を

行っております。 

  市としましても、市民の皆様などに向けて広く情報提供することを目的として、市公式ホームページからこ

の紹介サイトへアクセスできるようにしております。 

  次に、空き店舗のチャレンジショップとしての活用についてでありますが、市では、活気ある商店街づくり

事業の取組として、商工会へ働きかけ、連携しながら、チャレンジショップの開設などモデルとなる商店街を

公募し、商店街の活性化に努めているところであります。 

  これまでに、この事業に富士見通り商栄会から御応募いただき、チャレンジショップとしての活用が図られ

ておりますが、引き続き商工会等と連携を図ってまいります。 

  次に、玉川上水駅前広場の有効活用についてでありますが、玉川上水駅前広場につきましては、令和２年度

に樹木の更新や噴水等を撤去するなど、再整備を行いました。その際、ベンチ等の休憩施設につきましては今

後どのように広場内のスペースが活用されていくのかを見極める中で、設置について検討することとしており

ます。 

  イルミネーションにつきましては、近隣市において東京都の補助制度を活用した取組事例などがございます

ので、商店街の意向を確認しながら検討してまいりたいと考えております。 
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  次に、玉川上水駅の連絡通路及び駅構内へのストリートピアノの設置についてでありますが、多摩都市モノ

レール株式会社に確認したところ、過去の同様の事例などを踏まえると、乗降客の安全や設置するピアノの管

理体制等が十分に確保されれば、駅構内への設置について検討を行える可能性があるとのことであります。 

  また、西武鉄道株式会社に確認したところ、他の駅の構内、駅に附属する自由通路や商業施設に期間を限定

して設置した事例はありましたが、乗降客などの安全性の観点、維持管理の観点等から課題があり、設置は難

しいとのことでありました。 

  次に、公民館に設置してあるピアノのストリートピアノとしての活用についてでありますが、現在中央公民

館にはホールに１台、学習室に１台、各地区館には１台ずつピアノを設置しております。これらのピアノは、

公民館を利用する団体やサークルが定期的に使用しておりますことから、ストリートピアノとして活用するこ

とは難しいと考えております。 

  次に、感染症対策としてのオンラインによる防災訓練の実施についてでありますが、令和４年３月に実施し

た防災フェスタは、会場の資料展示のほか、主な内容をオンライン開催とし、避難行動に関する動画等を配信

いたしました。 

  総合防災訓練や水防訓練につきましては、コロナの感染状況を踏まえ、訓練を中止したり、参加者を制限し、

内容を縮小し実施しておりましたが、オンラインによる訓練は実施しておりませんでした。 

  今後オンラインによる防災訓練を実施する場合には、防災フェスタのような動画を活用してまいりたいと考

えております。 

  次に、ペット同行避難訓練の検討状況と避難所受入体制についてでありますが、令和４年３月に改定した避

難所管理運営ガイドラインにおいては、ペットと共に避難する被災者の受入れに関する内容を充実させたとこ

ろであります。避難者の居住区域との分離やゲージ等による管理などを明文化したほか、避難所におけるペッ

ト飼育のルールなどを定めております。 

  なお、実際の同行訓練につきましては、コロナ禍も踏まえ、実施に至っておりません。 

  次に、マイ・タイムラインを活用した訓練の状況についてでありますが、マイ・タイムラインとは、風水害

に備えた一人一人の防災行動を時系列に沿ってまとめたもので、災害時における行動のチェックリストや判断

のサポートツールとして活用されるものであります。 

  市では、障害のある方は避難行動に時間を要すると見込まれることから、令和３年度に障害者への支援体制

の整備を検討する地域自立支援協議会の防災・防犯部会の部会員にマイ・タイムラインの作成を体験していた

だいたところであります。 

  令和４年度におきましては、障害のある方や支援をしている事業者の方にマイ・タイムラインの作成を体験

していただくことを予定しております。 

  次に、放課後等デイサービスについてでありますが、利用者につきましては、近年、発達障害の児童が増え

ていることなどから増加しております。 

  定員につきましては、市内での事業所の開設により増加しております。 

  課題につきましては、良質な放課後等デイサービスの提供が可能となる事業所を一定数確保することである

と考えております。 

  利用状況と定員の推移の詳細につきましては、後ほど担当部長より説明いたします。 

  次に、放課後等デイサービスの利用待機者の現状についてでありますが、市は、障害のある児童の発達を支
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援する観点から、放課後等デイサービスの利用希望につきましては、利用者の必要性を判断した上で、全ての

方に支給決定をしております。その後、受入日数や時間など、放課後等デイサービス事業所のサービス内容に

応じて保護者が事業所を選択することから、利用待機者数は把握しておりませんが、希望する事業所の利用が

できていないという状況が生じていることは認識しているところであります。 

  次に、高校卒業後の受入施設についてでありますが、障害のある方が高校卒業後に利用されることが多い施

設は、生活介護や就労継続支援Ｂ型の障害福祉サービス事業所でありますが、これらの施設はおおむね午後４

時頃までにサービス提供時間が終了します。高校卒業までは、放課後等デイサービスにおいておおむね午後６

時頃まで受け入れていますので、午後４時から６時までの夕方の時間帯におけます保護者等による支援が必要

になるという現状があります。 

  このことから、就労の継続等に向けたこれらの通所施設におけますサービス提供時間終了後の時間帯の支援

体制の充実につきましては、全国的な課題であると認識をしているところであります。 

  次に、音響式信号機の設置の進捗状況についてでありますが、市におきましては、毎年度、東大和警察署を

通じて東京都公安委員会に信号機の改良要請としまして、市内５か所の交差点において音響式信号機の設置等

を要請しており、令和３年３月に市内１か所の交差点に音響式信号機が設置されております。 

  次に、交差点への通信機器の設置についてでありますが、当該機器は、信号機とスマートフォンを連動させ、

信号の色を音声で伝えるものであり、東京都内では現在明治通り等に15か所設置されております。 

  市としましては、東大和警察署を通じた東京都公安委員会に対する設置要望について、今後検討してまいり

ます。 

  次に、自治会の現状についてでありますが、自治会への加入率は全国的に低下傾向が続いており、当市にお

きましても令和３年度末の自治会加入率は約30％となっております。 

  地域活動の中心的役割を担っている自治会の活性化は重要でありますが、現在新たな加入者が少なく、会員

の高齢化が進み、自治会活動の担い手が不足しているものと認識をしているところであります。 

  次に、自治会の加入促進についてでありますが、市では、加入促進の取組といたしまして、現在市報及び自

治会活動紹介リーフレットの配付等により周知に努めているほか、市民ロビーにおきまして自治会の地域活動

写真展を開催するなど、市民の目に見える形で加入促進対策に努めております。 

  御紹介いただきました立川市の取組をはじめ、他市の事例も参考にしながら、今後当市のさらなる加入促進

を図る取組について検討してまいります。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○地域福祉部長（吉沢寿子君） それでは、放課後等デイサービスの利用状況と定員の推移の詳細についてであ

りますが、市内には放課後等デイサービス事業所が７か所あり、合計で１日当たり60人の利用が可能でありま

す。 

  令和４年３月の利用状況としまして、７事業所に延べ131人の方が登録し、利用をしております。また、市

外の事業所に登録して利用している方もおります。 

  定員の推移でありますが、市内の放課後等デイサービス事業所の１日当たりの定員は、平成28年度は20人、

平成29年度は40人、平成30年度は45人、令和２年度は55人、令和４年度は60人となっております。 

  以上でございます。 
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○議長（関田正民君） ここで10分間休憩いたします。 

午前１０時３７分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前１０時４５分 開議 

○議長（関田正民君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） 市長、御答弁ありがとうございました。 

  それでは、順次再質問をさせていただきます。 

  初めに、新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種の状況についてでありますけれども、若者の接種に関

しては東大和市は他市に比べると多少進んでいるっていう状況だと思いますけれども、やはり全国的に若者の

接種が各自治体とも課題になっております。若者が接種しやすいように夜間・休日、時間の延長をしている自

治体、また小金井市では啓発アニメのポスター、500か所に設置をしております。 

  当市においても、予約不要、また休日接種、ＳＮＳなど、工夫をして実施をしておりますけれども、ぜひ他

市の取組も参考に広報の強化をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 若い世代のワクチン接種については課題だと考えて

おります。 

  今後御指摘いただきました他市の取組などを参考といたしまして、広報の強化など、引き続き調査、研究に

努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） ぜひよろしくお願いをしたいと思います。様々工夫をしているところもありますの

で、ぜひ参考にしていただきたいと思います。 

  続きまして、集団接種については、個別接種に切り替えた方が多く発生をし、多く空きが出ていたと聞いて

おりますけれども、この状況についてお伺いをいたします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 市におけるワクチンの接種という話になりますと、

個別接種と集団接種ということで２パターンやらせていただいております。 

  集団接種につきましては、先ほど議員もおっしゃっていただいたとおり、個別接種が始まったということで、

集団接種から個別接種のほうにかなりの方が移行されたという形は考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） これに対して、やはり情報提供も議員にありましたけども、ワクチンのやっぱり廃

棄っていう状況も聞いておりますけども、その状況についてお伺いいたします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 市におけるワクチンの保有状況、御説明させていた

だきます。 

  ファイザー社製ワクチンにつきましては、市内各医療機関に御協力いただく中、また集団接種会場で使用も

併せて期限内の中で使用できております。武田／モデルナ社製ワクチンにつきましては、令和４年５月28日ま

での使用期限であったワクチンにつきましては14バイアルほど廃棄が生じました。 

  国においては、一度自治体に配付したワクチンについては再度回収は行わないとする方針でありますことか

ら、全国の自治体において余剰ワクチンの廃棄が生じております。 

  今後におきましても、４回目となるワクチンの追加接種の状況にもよりますが、可能な限り廃棄を抑制する
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よう努めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） ぜひ廃棄せずに済むように対応をよろしくお願いしたいと思います。 

  また、４回目の接種も間もなく始まります。接種案内が６月１日の市報に掲載をされましたけれども、引き

続き万全を期して進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  続きまして、自宅療養者、濃厚接触者に対する食料支援についてですけれども、今回私が質問したのは、感

染された方や濃厚接触者の方から市での食料支援などを知らなかったというお声を複数の方からお聞きしたか

らであります。市報、ＳＮＳなどでの発信もよろしくお願いをしたいと思います。 

  また、昨年９月より食料などの支援が開始をされておりますけれども、申請者の支援の推移について伺うの

と併せて、今回補正予算が計上されている感染症拡大防止推進事業の補助金ですけれども、どの程度人数を想

定しているのかお伺いをしたいと思います。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 食料支援事業の推移につきましては、感染者の増減

と同じような形で食料品等の支援品配付件数が増減いたします。最大で令和４年２月に１日当たり109箱の食

料等の支援をさせていただきました。その後、支援件数が減少いたしまして、現時点では１日当たり15箱前後

で推移をしているところでございます。 

  また、補正予算への計上につきましては、第２号補正予算につきましては、件数につきまして、食料の支援

分につきましては2,880箱、生活用品の支援につきましては840箱分となってございます。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） ありがとうございます。この点に対しては承知をいたしました。引き続き支援の手

が速やかに届くよう、対応をよろしくお願いをしたいと思います。 

  それでは、１点目の質問は以上で終わります。 

  ２点目ですけれども、玉川上水駅周辺の魅力あるまちづくりについてでありますけれども、駅前の空き店舗

の活用についてですけれども、空き店舗は商店街の魅力の低下と、防犯上好ましくないということですけれど

も、市として空き店舗の増加に対して何か対策を検討しているのかお伺いをいたします。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 空き店舗対策につきましては、東大和市商工会が実施しております空き店舗活

用事業の窓口、ホームページを通じて御紹介しております。御相談のある出店予定者に対しましては、創業・

開業初期の負担を軽減する情報などを提供し、東大和市で事業を始めていただけるよう対応を継続してまいり

たいと考えております。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） 続きまして、空き店舗について、事業者及び市民にどのように情報提供しているの

か詳細をお伺いしたいと思います。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 事業の情報の提供につきましては、先ほど市長から御答弁いたしました情報発

信をしております。そのほかに、ＳＮＳやツイッターなどを用いた情報提供の機会を増やすよう検討してまい

りたいと思います。また、創業支援者等に、参加者に対しましても東大和の空き店舗情報等を紹介するなど、

情報提供に努めてまいります。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） ありがとうございます。情報提供は機会をぜひ増やして、認知をしていただけるよ
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うによろしくお願いをしたいと思います。 

  続きまして、チャレンジショップ等の活用についてでありますけれども、玉川上水駅前商店街では、コロナ

禍の前に玉川上水祭りを開催をしまして、驚く人の数が集っておりました。大変にぎわっておりました。ここ

数年では、金融機関がなくなり、小売店が３店舗閉店、また今年の３月には駅前のＡＴＭが撤去をされており

ます。活気を取り戻すためには商店街の力だけでは困難な状況になっております。ぜひ行政による支援の後押

しが必要です。今後検討している事業はあるのかお伺いをいたします。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 現在６商店街及び商工会が商店街チャレンジ戦略支援事業を活用して事業実施

を検討しております。イベントを実施する商店街及び商店街内の事業者に、ＰＲに一定の効果があるものと考

えております。 

  こうした効果を一時的なものとせず、商店街及び事業者自体の魅力の向上も重要であることから、有効な情

報を引き続き提供してまいります。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） 様々いろいろ取り組んでおられると思いますけども、しっかりとそういった商店街

等に認知をして情報提供をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  続いて、駅前広場の有効活用についてお伺いをしたいと思います。 

  休憩スペースの設置やイルミネーションについてですけども、先日、高崎市に行ってまいりました。駅前通

路に複数のベンチが設置されまして、各ベンチにデコレーションがしておりました。 

  一つの例として、市民の憩いの場としてベンチの設置やデコレーションすることで気軽に立ち寄れるスポッ

トとなると思いますけれども、いかがでしょうか。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 群馬県の高崎市の状況については確認しております。高崎駅前におきまして、

「高崎花のページェント」という名称のイベントが行われておりまして、西口デッキを中心に様々な種類の花

であふれた庭園のような整備を行いまして、その一つとして駅前のベンチの周りを花でデコレーションを行っ

ていたということで承知してございます。 

  玉川上水駅前広場についてでございますが、真ん中の島の部分について、こちらのほう、令和２年度に再整

備を行いまして、市民の憩いの場となるような駅前広場としまして、緑のボランティアの方々によります花植

えなどを行っておりますが、ベンチにつきましては、市長の答弁のとおり、今後の活用等の状況を見た中で設

置について検討したいと考えてございます。 

  なお、デコレーションにつきましては、商店会などと連携した高崎市のイベントのようなものが考えられま

すが、地域の機運や費用対効果などの観点を含め、今後関係課と連携した中で研究が必要であると考えてござ

います。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） 駅前広場に関しては、花を植えてあることでゆっくりと御覧になってる方もいると

思いますけども、駅前広場に関しては喫煙所があって、もうほとんど来る方が喫煙している方のみという今現

状になっております。そういった意味では、まずベンチの設置については早めに検討して実施をしていただき

たいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  続きまして、以前、東大和市駅前で実施されたイルミネーションの補助事業についてでありますけれども、

実施の経緯と効果について伺います。また、実施したことによる市の認識と、現状、補助金等は活用はできる



－63－ 

のかお伺いをしたいと思います。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 東大和市駅前のイルミネーションについてでありますが、平成15年度に東大和

市商工会が歳末期間である12月初旬から約１か月間、東大和市のアピール、商工振興を目的に設置を開始した

ものであり、平成22年度までの８年間にわたり継続されておりました。この間、周辺の飾りつけなどに少しず

つ変化をつけ、平成21年度以降は電球を省エネ型のＬＥＤに変更し、実施されております。この事業は、東大

和市の駅前ににぎわいを持たせ、商業の活性化に一定の効果があったものと認識しております。 

  先ほど答弁いたしました商店街チャレンジ戦略支援事業を活用し、商店街におけるイルミネーションを実施

することも活用可能でもございます。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） ありがとうございます。商店街の費用というのは活用が可能であるということをお

聞きしました。 

  駅前のイルミネーションについては、近隣市では西東京市、東伏見駅、また国立市の国立駅、また羽村市の

小作駅等でも実施をされております。東伏見駅、国立駅については、どちらも商店街事業として実施をされて

おりますけれども、小作駅前のイルミネーションについては羽村の商工会の青年部事業として実施をされてお

ります。 

  東伏見駅前については2018年11月22日から2019年２月14日まで行われ、私も夜、現地に行き、確認をしまし

たけれども、駅の南北及び道路沿いにイルミネーションがあり、おおよそ玉川上水駅前広場と同じ広さになっ

ております。撮影スポットもあり、鮮やかに彩られ、立ち止まり写真撮影などを楽しまれている方もいらっ

しゃいました。 

  ３件の地域は、いずれも商店街チャレンジ戦略支援事業補助を活用して実施されたと聞いております。 

  先ほど市長の答弁で、商店街の意向を確認しながら検討していくということでありました。玉川上水駅前商

店街でも実施を検討したいという声も出ております。 

  今後取り組むことになったときに備え、ぜひ他市の事例なども参考に対応していただきたいと思いますけれ

ども、いかがでしょうか。 

○産業振興課長（佐伯芳幸君） 今後、商店街戦略支援事業の中でイルミネーション事業の相談があった場合に

は、御紹介いただきました先進市の事例を紹介するなど対応してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） ぜひ相談があった場合にしっかり協力をしていただきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  続きまして、③のストリートピアノの設置についてでありますけれども、これに関しては、市としてはスト

リートピアノについてどのような認識を持っているのかお伺いをしたいと思います。 

○総合戦略推進担当課長（田代雄己君） ストリートピアノにつきましては、自由にピアノを演奏したり聞いた

りできることを通じまして、気軽に音楽に接する機会の創出や話題性などがあるものと考えております。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） やはり話題性があって、やっぱり人が集まるということで私も認識しておりますけ

ども、多摩都市モノレールに関しては、安全性や管理体制が十分であれば行えるということでありました。 

  私、西武池袋線の江古田駅構内のストリートピアノについてでありますけども、これ2019年10月19日から
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2020年４月末まで設置をされました。これに関しては、西武鉄道と江古田周辺にある日本大学芸術学部、武蔵

大学、武蔵野音楽大学が連携する「江古田キャンバスプロジェクト」の一環で、ピアノに関しては武蔵野音楽

大学が提供しておりました。管理に関してですけども、西武鉄道と駅構内のコンビニが行っておりました。私

も当時、様子を見させていただきましたけども、通りがかりに順次弾く人がいて、とても癒されました。スト

リートピアノが設置された駅は比較的大規模な駅が多い中で、これは西武線初となる江古田駅は急行も止まら

ず、どちらかというと小ぢんまりした駅であります。 

  また、2018年12月には、多摩モノレール玉川上水駅構内で国立音楽大学の方がコンサートを行い、大変好評

だったと聞いております。また先日、立川市で、音楽でまちを盛り上げようと、５月21、22日、「立川いった

い音楽まつり」で多摩モノレール立川南駅前でストリートピアノを実施し、多くの方が鑑賞しておりました。 

  西武線については設置は難しいということですけども、どの点が課題と考えるのかお伺いをいたします。 

○まちづくり推進担当課長（梅山直人君） 各鉄道事業者にヒアリングをしたところ、一般的に駅などへのスト

リートピアノの設置の課題としまして、乗降客、通行人等の安全性の確保が可能となる設置スペースや、早朝、

夜間など、人通りが少ない時間帯を含めたピアノの管理を行うための体制の確保などがあるものと聞いており

ます。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） 西武鉄道に関しては、２年ほど前、確認したところ、西武線の実例もあるので、同

様のケースであれば検討が行える可能性があるとお聞きをしております。また、別の事業ですけれども、玉川

上水に関しては、2018年、西武鉄道とサンリオ共同で、「ぐでたま」コラボ事業として、玉川上水駅内外にス

ペースを取って、人が集まるように、また展示物を設置して、市内外から撮影スポットとして来られる方が多

くいらっしゃいました。 

  西武線は現状、様々課題、要因があり、設置は困難であるということはまず理解をしました。現実、多くの

駅で設置、利用されておりますので、今後様子を見て提案をさせていただきたいと思います。 

  続いて、所沢市、自治体が絡んでるというか、実際も協力している自治体についてですけども、所沢市は音

楽のあるまちづくり推進事業として、令和３年９月から市内の方の寄附で設置をされております。また、旭川

市では、北海道の旭川ですね、音楽のまちとして、ＪＲ旭川駅舎は「まちのシンボルとなる駅」、「人にやさ

しい駅」として、地場の木材を使用し、旭川家具や彫刻を配置するなど、市民や観光客に本市の魅力を広く発

信をしております。こうしたまちと駅の特性をさらに生かすため、「駅ピアノあさひかわ」と題して期間限定

でＪＲ旭川駅に誰でも自由に弾けるピアノを設置しております。主催については旭川市の地域振興部、協力は

北海道旅客鉄道旭川支社・旭川駅、旭川市教育委員会が協力しております。 

  市として、まちの活性化、にぎわいの創出の取組として参考にしていただきたいと思いますけれども、いか

がでしょうか。 

○総合戦略推進担当課長（田代雄己君） ただいま２市の御紹介いただきましたが、いずれも音楽に触れ合う機

会の創出だったり、にぎわいの創出などの取組としてストリートピアノを設置しているものと認識をしている

ところでございます。 

  当市におきましては、まずその設置する効果が見込める設置場所の検討が必要であると思っております。ま

た、玉川上水駅周辺の活性化やにぎわいの創出などの視点での検討も必要であると考えているところでござい

ます。 
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  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） にぎわいの創出、活性化ということによって様々な人が集まってきます。それを見

て、またどちらかというと行き来してもなかなか下に降りてこないという状況がありますので、ぜひそういっ

たもので誘導できるようなまちづくりが私は必要ではないかなと思います。 

  またこれ、例ですけど、先日、やはりストリートピアノがあるところが幾つか、群馬の藤岡市、また先日、

神戸にも行ってまいりました。神戸に関しては、ストリートピアノが神戸市には30か所設置をしております。

その中で、地下鉄の海岸線ですけれども、今年２月に10か所目が設置されて、全10駅に設置がしてあります。

この２月に10駅全部設置をされたということです。かなりにぎわっておるという、通路と駅構内と駅前という

形になっております。音楽は心と体を癒し、まちの活性化、にぎわいにつながると考えます。 

  また今回、空き店舗の活用、また駅前広場の有効活用、ストリートピアノの設置を提案をしておりますけれ

ども、魅力あるまちづくりにはやはり行政、商店街、地域との連携が重要であると考えます。市の魅力を発信

できるように私も連携を取りながら進めていきたいと思います。ぜひ行政に対しての支援、協力もぜひよろし

くお願いをしたいと思います。 

  続いて、最後に公民館に設置してあるストリートピアノについてでありますけれども、現状、支障を来すの

で難しいということですけども、公民館のピアノの活用は、そういうことですけども、理解はできました。 

  要望ですけれども、可能であれば、時間とか、そういうものを含めて公民館で誰でも自由に弾けるストリー

トピアノに活用していただければなと思います。 

  そういった意味では、こういったまちの活性化、様々なものが絡んでくると思いますけれども、やはり人が

東大和市に来てよかった、玉川上水駅にこういうことをやっているということで人を呼び込むということが大

事だと思いますので、ぜひまた行政の協力もよろしくお願いをしたいと思います。 

  以上で２点目の質問は終了いたします。 

  続きまして、３点目、防災対策についてでありますけども、防災訓練の取組についてお伺いをしたいと思い

ます。 

  今年度、防災フェスタの予定と内容は検討されているのかお伺いをしたいと思います。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 防災フェスタにつきましては、市と東京都公園協会とが共催で例年３月に実施

しておりました。 

  令和４年度でございますけれども、東京都公園協会のほうで実施方法が変更されまして、同協会が管理して

いる他の公園を含めて持ち回り制でフェスタを実施するということでございます。 

  市といたしましても、これを機に防災フェスタについて見直しをする予定でありますが、現段階では具体的

な内容は決まっておりません。 

  以上です。 

○１７番（木戸岡秀彦君） 内容は少し変わってきている、持ち回りということですので、もしかしたら毎年で

きるのかどうか分からないということかもしれませんけど、やはりこういったものは継続して実施をぜひして

いただきたいと思いますけれども、東久留米市ですけれども、東久留米市では、「命を守るリハーサル！」と

うたって、感染症対策も考慮した上で避難防災訓練を実施をしております。当市においても工夫をして実施す

るべきと考えております。 

  ペット同行避難についても、過去一般質問で取り上げ、検討していくということでしたけれども、実施に向
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けた検討が必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 市におきましては、新型コロナウイルス感染症を踏まえ、総合防災訓練につい

て中止や縮小をしておりました。しかし、今年５月にリバウンド警戒期間も終了いたしまして、徐々に社会経

済活動が回復していることを踏まえ、５月29日には水防訓練を実施し、限定的ではありますが、市民参加によ

る水防工法訓練など実動訓練を行ったところであります。 

  総合防災訓練の開催方法につきましては現段階では確定しておりませんが、実動訓練が最も効果的であるこ

とから、感染防止策を講じながら、実施可能な市民参加型の実動訓練について検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  なお、ペット同行訓練につきましては、市民参加の検討結果を踏まえて検討するものと認識しております。 

  以上です。 

○１７番（木戸岡秀彦君） ありがとうございます。 

  やはり実施訓練というのは最も重要であるということで認識をいたしました。ぜひ、検討しているというこ

とですので、ぜひ実施に向けていただきたいんですけども、ペットの同行避難については実施している自治体

が幾つもあります。 

  そのうち、例に挙げるのは神奈川県の海老名市ですけれども、2019年の台風19号のときに避難指示が出され

ました。この2019年の19号は東大和市でも甚大な被害がありましたけれども、避難しなかった方のうち、その

理由がペットがいるからということで避難しなかったという方が多くいらっしゃいました。それはアンケート

を取って聞いた、市としてはガイドラインを作成をして、避難所にペット専用スペースを設けて、今年の２月

に全32避難所にペットが受け入れられるようになりました。簡単に当然できることではありませんけれども、

ぜひ先進事例を参考にして、まずは避難訓練から実施に向けて取り組んでいただきたいと思います。 

  続きまして、避難所のパンフレットについてですけども、この３月に改訂されたということですけども、詳

細と市民への周知方法について伺います。 

  また、今後進めていく上でペットショップや動物病院との連携や協定など検討する必要があると考えますけ

れども、いかがでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 御質問の避難所パンフレットというのは、「動物飼育者の避難所パンフレッ

ト」、これについてというふうに理解しておりますが、このパンフレットにつきましては、犬猫などのペット

を家族の一員と考えている方の増加を踏まえまして、平常時や災害時の飼い主の行動指針等を定めたものであ

ります。平常時に飼い主に求めることといたしましては、ペットがケージやキャリーバッグに慣れること、ま

た決められた場所での排せつや、むやみに吠えないことなどであります。災害時におきましては、飼い主が

ペットと同行避難をしてきた場合には、ペット情報の登録あるいは排せつ物の掃除など、避難所におけるペッ

トの管理は飼い主の責任で行われることを定めております。 

  なお、同行避難というものは、同伴避難とは異なりまして、避難所において飼い主とペットは一緒に生活す

ることはできません。ペットの生活の場は飼い主の生活の場から離れた場所に設置することになり、またケー

ジに収容することやリードでつなぐことなどを定めております。避難所は多様な方が避難されますので、ペッ

トをめぐるトラブルを最小化するために必要なことと考えております。 

  「動物飼育者の避難所パンフレット」につきましては、市役所防災安全課の窓口におきまして無償で配布し

ております。また、パンフレットのデータというものは市のホームページにも公表しておりまして、誰でもダ
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ウンロードできるようになっております。 

  次に、ペットショップや動物病院との連携についてでありますけれども、市は、公益社団法人東京都獣医師

会多摩西支部との間で災害時における動物救護に関する協定、これを締結しております。避難所における動物

の治療、救護、飼育管理の指導において協力を求めることができるようになっております。 

  先ほど御答弁いたしましたように、総合防災訓練における市民参加の実動訓練はこれまで十分対応できてお

りませんでしたが、ようやく再開に向けた条件が整いつつあるというふうに認識しております。したがいまし

て、市民参加の訓練をまず検討していくことになりますが、その後において、ペット同行訓練についても獣医

師などの動物専門職の協力を仰ぎながら検討してまいりたいと、このように考えております。 

  以上です。 

○１７番（木戸岡秀彦君） ありがとうございます。やはりペットの同行避難、同伴避難とはまた違うというこ

とですけども、やはり課題が多くあると思いますけれども、ぜひ実施に向けて進めていただきたいと思います。 

  そこで、「動物飼育者の避難所パンフレット」ですけれども、旧避難所パンフレットもありましたけども、

私もこういうのがありますということで犬を飼ってる方、様々飼ってる方にお話しすると知らない人が多くお

りました。そういった意味では、改訂されたことを市報にも掲載していただきたいと思いますけども、いかが

でしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 今後総合防災訓練を含めて災害対策の記事を市報に掲載することが考えられま

すけれども、こういった機会を利用して「動物飼育者の避難所パンフレット」の周知が可能かどうか検討して

まいりたいと、このように考えております。 

  以上です。 

○１７番（木戸岡秀彦君） ぜひよろしくお願いをしたいと思います。 

  続きまして、マイ・タイムラインを活用した実施訓練の進捗状況についてでありますけれども、災害発生を

前提に取るべく防災行動計画を時系列で整理するタイムライン防災の推進を目指す、これは市長から、タイム

ライン防災・全国ネットワーク国民会議が発足をされました。これは137市区町村で導入をしておりまして、

タイムラインを作っておくことで災害発生時、被害軽減ができます。 

  また、マイ・タイムラインを利用した訓練の実施についてはどのように考えているのかお伺いをしたいと思

います。 

○障害福祉課長（大法 努君） 市では、障害のある方の地域生活の支援を目的として設置しております東大和

市地域自立支援協議会の防災・防犯部会の令和３年度の活動といたしまして、市内での過去におけます溢水箇

所や土砂災害警戒区域に指定されている地域で現地視察を行い、マイ・タイムラインの作成を行いました。 

  令和４年度においては、令和３年度の活動実績を踏まえ、障害のある方や関係者の参加を広げ、現地視察や

マイ・タイムラインの作成を実施することを検討しております。障害のある方や関係者にマイ・タイムライン

を作成していただき、事前の準備を含めました避難行動に向けた課題に気づいていただくことは、御自身の命

を守るための一助になるものではというふうに認識をしております。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） 災害というのはいつ起こるか分かりません。また、マイ・タイムラインというもの

も知らない人も多くいると思いますので、今後作成を実施するという、障害のある方、関係者ということです

けども、ぜひ進めていただきたいと思います。 
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  東京都防災アプリというのがありますけれども、これはマイ・タイムラインを手軽に作成できる機能を今回

追加をしたという記事が都政ニュースに掲載をされておりました。これは、質問に答えていくと自身と家族の

避難行動計画が完成、発災時には大雨警報などの情報と併せてプッシュ通知し、避難行動のチェックリスト化

も可能であります。そういったものもぜひ参考にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたい

と思います。 

  以上で防災についての質問は終了いたします。 

  続きまして、４点目の放課後等デイサービスとその後の居場所についてでありますけども、これに関しては

東大和市としてでも、この数年、事業所が増え、利用者に喜ばれているということをお聞きしております。 

  今後設置を検討する予定はあるのか、また希望事業者があるのか、状況についてお伺いをしたいと思います。 

○障害福祉課長（大法 努君） 今後の放課後等デイサービス事業所の開設に当たっての検討及び開設を希望す

る事業者の状況についてでございますが、市におきましては、放課後等デイサービス事業者からの開設相談が

あった際には、市内事業者の質を保つ観点から、法人の理念や経験、実績などを伺い、必要に応じて協議を行

うこととしております。保護者のニーズや女性の就労率の上昇などを背景といたしました今後の放課後等デイ

サービス利用希望者の増加を見据え、開設を希望する事業者との事前協議を継続しているところであります。 

  また、今後も東大和市障害者総合プランに沿い、適切なサービスの提供体制の整備に努めてまいりたいと考

えております。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） 様々な企業が参入してサービスの提供につながっているということも聞いておりま

す。そういったものを様々見極めていただきまして、ぜひ推進をしていただきたいと思いますので、よろしく

お願いをしたいと思います。 

  ②番の待機者については、一応把握はしてないけど増えているというふうにも聞いております。 

  ３番目の高校卒業後の受入施設がないという受入体制についてですけれども、サービスの提供時間とともに、

重度障害者の受入れについて悩みを抱えている方がいらっしゃいます。市としてどのように認識をしてるのか

お伺いをしたいと思います。 

○障害福祉課長（大法 努君） 重症心身障害のある方々を受入可能な通所系の障害福祉サービス事業所につき

ましては、市内での事業所整備が課題であると認識をしております。 

  重症心身障害のある方々を受入可能な事業所の開設に当たりましては、人員体制の確保や医療的ケアへの対

応などの課題がございまして、事業参入に至らない現状がございます。 

  市といたしましては、引き続き重症心身障害のある方々を受入可能な事業所によるサービスの提供体制の確

保に向け、事業者との協議を行ってまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） 放課後等デイサービスに関しては、本当にここ数年、施設の運営、今現段階で60人

ということで、本当に喜ばしいかなと思います。しかしながら、やはり高校、18歳以上の部分ではかなり皆さ

ん悩んでる方もいらっしゃいますので、一人でも多くの人に受け入れられるように支援をよろしくお願いをし

たいと思います。 

  ４点目の放課後等デイサービスについては終了いたします。 

  続いて、５点目になります。 
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  視覚障害者のためのバリアフリー化についてでありますけれども、この音響式信号機についてであります。 

  現時点で要望がある箇所と、今後の設置の見通しについてお伺いをいたします。 

○道路交通課長（一ツ木正美君） 現時点での要望箇所につきましては、１つ目としまして東大和病院前交差点、

２つ目としまして南街交番前交差点、３つ目としましてハミングホール前交差点、４つ目としまして立野東公

園西交差点の４か所が音響式信号機の設置要望があります。次に、５つ目としまして東大和市駅前交差点の１

か所が音響式信号機のボタンをタッチ式への改良要望があります。 

  今後の見通しにつきましては、具体的な見通しが明らかになる箇所はありませんが、引き続き東大和警察署

を通じて東京都公安委員会に要請してまいります。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） 東大和市においては、昨年３月、市内に１か所増設を、これは新堀のほうの交差点

が追加を、増設をしていただきました。本当にありがとうございます。 

  この音響式信号機については、平成29年の第４回定例会で、私は多摩地区の設置状況を紹介をさせていただ

きました。それ以降、多摩地区では15の市において１か所から14か所増設をされております。当市は１か所で

すけども、多いところ、町田は14か所、調布は８か所、八王子、日野が７か所、福生市は今まで音響式信号機

がなかったですけれども、３か所増えております。ぜひ要望箇所の増設の要請をお願いをしたいと思います。 

  続きまして、スマートフォンを連動させるという信号機のことでありますけれども、以前、一般質問に対す

る障害者の団体から要望があった、これは別件ですけれども、南街交番前の交差点及びハミングホール前の交

差点ですけれども、これ平成18年度から要望が出ておりますけれども、住環境に対する音の問題が障壁になっ

てるということでしたけれども、これ、音響式信号機の設置に併せてアプリを使用できるように要請をお願い

したいと思いますけども、いかがでしょうか。 

○道路交通課長（一ツ木正美君） 議員の御指摘のとおり、信号機とスマートフォンを連動させる機器につきま

しては一定の効果があると認識しております。 

  市としましては、市長答弁にもありましたとおり、東大和警察署を通じて東京都公安委員会に対する設置要

望について今後検討してまいります。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） これだけ多く今設置が進んでいるということは、やはりそれだけ要望が多いという

ことだと思います。ぜひ設置に向けて、やはり要望してからまだ、かなり日がたっておりますので、ぜひ再度

要望をお願いをしたいと思います。 

  この項目については以上で終わります。 

  最後に、６番目の自治会の取組についてお伺いをしたいと思います。 

  これに関してはやはり自治会の加入率が30％ということで、これは当市に限らず全国的に自治会の加入が少

なくなってきて高齢化が進んでるということですけども、先ほど別な形で防災のほうでも取り上げましたけど

も、東久留米市では会員の高齢化が進み、スタッフや役員の成り手不足などの課題の解決策として自治会連合

会を発足しました。 

  また、ラジオ体操、親子芋掘り体験、また餅つき大会などの活動を続け、小学校を会場に避難防災訓練を実

施し、若い世代にアピールをして、「命を守るサークル！」、感染対策を行い実施をいたしました。これに関

しては、未加入世帯への加入の依頼や声かけが必要であるということで進めた結果、新規加入者が増えた実例
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があります。 

  また、この加入の動機を聞いたところ、防災・防犯などの住民の関心が高い、防災訓練を含めてそういうこ

とをすることによってやはり地域のコミュニケーションが取れるということで、そういう動機があるようでご

ざいました。これについては市の防災担当、小学校、消防団、警察署、地域包括センターと連携をしていると

いうことでありました。 

  また、これは地方ですけど、福島県の針生第三町内会というところがございます。これは2018年、218世帯

でしたけども、2021年、234世帯に増えております。これはやはり未加入者への声かけ及び町内会の活動のメ

リットを発するということで増えてきているそうです。 

  加入促進のチラシをＰＲして、年々増加しているということですけども、この自治会連合会の発足を促す必

要があると考えますけども、いかがでしょうか。 

○地域振興課長（石川正憲君） 自治会の連合組織を組織することにつきましては、単独の自治会では行えない

事業や加入促進事業等を実際にする際、スケールメリットでの効果は見込まれると思います。しかし、単独の

自治会でも今課題になっている役員の担い手不足や役員の負担が増加している現状の中、新たに自治会の連合

組織を発足するには、既存自治会へのさらなる人的・事務的な負担が増えるなど、課題が多くあると認識して

おります。 

  また、市内の自治会から発足したいというような情報は、市といたしましてはつかんでおりません。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） この連合会についてですけども、やはり様々高齢化でなかなか成り手不足という部

分があるんですけども、そういうとき、ないからこそ、自治会の連合会を発足したっていう実例になっていま

す。これ、どちらかというと何か正反対なようですけども、やはりどのようにしたらそういったものができる

のかというのをやっぱり考える必要があるんではないかと思います。連合会を発足した自治会ですけれども、

これはやっぱり自治会をヒアリングする必要があるんではないかと思います。 

  多摩地区の近隣の状況についてまた伺うとともに、ぜひ加入促進の後押しをしていただきたいと考えており

ますけれども、市の認識についてお伺いをいたします。 

○地域振興課長（石川正憲君） 多摩地区の自治体の状況でございますが、先ほど議員からもあったように、当

市と同様に自治会の加入率につきましては減少傾向にございます。 

  加入促進や活性化の取組として、不動産業者と連携し、賃借等の契約時に自治会の加入促進に関するパンフ

レットの配付やＳＮＳなどの事業者と連携し、自治会加入促進の宣伝を行うなど、ほかの自治体においても工

夫をしながら取組を行っていることは承知をしております。 

  当市といたしましても、市内に転入された際、自治会に関するリーフレットをお渡しするほか、市報また市

公式ホームページなどで自治会活動を紹介する機会をつくり、自治会の加入促進等を図っておりますが、さら

なる加入促進等の図る取組につきましては、他市の取組を参考にしながら検討してまいりたいと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○１７番（木戸岡秀彦君） ありがとうございます。 

  今回取り上げた立川の絆カードという、店舗で割引ができるということで、やっぱりなかなか特に若い人な

んかはある程度メリットがないとなかなか加入してくれないという状況もありますので、これはやっぱり自治
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会連合会が発足したことでそういったいろんな知恵が出てできたという実例があります。ぜひ参考にしていた

だきたいと思います。 

  あと、こういった様々な自治会の成功例含めて、毎年自治会の会長が集まった会合があると思います。それ

とともにしっかり情報提供をしていただいて、皆さんに認知をしていただければと思いますので、推進をよろ

しくお願いをしたいと思います。 

  以上で、本定例会での私の一般質問は終了させていただきます。様々御答弁ありがとうございました。 

○議長（関田正民君） 以上で、木戸岡秀彦議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 根 岸 聡 彦 君 

○議長（関田正民君） 次に、10番、根岸聡彦議員を指名いたします。 

〔１０番 根岸聡彦君 登壇〕 

○１０番（根岸聡彦君） 議席番号10番、自由民主党の根岸聡彦です。通告に従い、一般質問を始めさせていた

だきます。 

  今回は、新型コロナウイルス感染症について、東大和市の下水道事業についての２点に関して質問させてい

ただきます。 

  まず、新型コロナウイルス感染症について。 

  ①感染状況について。 

  アとして、感染の現状は。 

  イとして、現時点での対応状況と今後の対策は。 

  ②ワクチンの接種状況について。 

  アとして、市内における年齢層別のワクチンの接種状況は。 

  イとして、ワクチン接種率を高めるための対策は。 

  大きな２番として、東大和市の下水道事業について。 

  ①下水道会計について。 

  アとして、下水道会計の収支の現状は。 

  イとして、今後の課題と対応策及び展望は。 

  ②管渠の更新について。 

  アとして、管渠の老朽化の現状に対する市の認識は。 

  イとして、更新のための具体的な手だては。 

  壇上での質問は以上とし、再質問につきましては御答弁を踏まえ、自席にて行わせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

〔１０番 根岸聡彦君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、新型コロナウイルス感染症の現状についてでありますが、令和４年５月23日時

点における市内の感染者数でありますが、累計で6,080人となっております。令和４年１月以降、感染力の強

いオミクロン株が流行し、令和４年２月におきましては、月当たりで最も多い2,072人が感染する状況であり

ました。 
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  現時点におきましても、日々一定の感染者が市内で発生しており、引き続きワクチン接種の促進など感染防

止への対応が必要であると認識しております。 

  次に、新型コロナウイルス感染症への対応状況と今後の対策についてでありますが、市では、東京都の取組

内容に基づき、新型コロナウイルス感染症対策本部会議において市の方針を定め、感染拡大防止を図っている

ところであります。 

  今後におきましても、国や東京都の取組内容を踏まえ、感染状況に応じた適切な対策を実施し、市民の皆様

への情報提供を図るとともに、４回目となるワクチン接種について円滑に進めてまいりたいと考えております。 

  次に、年代別の新型コロナウイルスワクチンの接種状況についてでありますが、令和４年５月23日時点にお

ける３回目の接種率につきましては、12歳以上19歳以下が約18％、20歳代が約37％、30歳代が約43％、40歳代

が約56％、50歳代が約70％、60歳以上が約87％となっております。 

  また、５歳以上11歳以下の接種率につきましては、１回目が約18％、２回目が約15％となっております。 

  次に、新型コロナウイルスワクチンの接種率を高めるための対策についてでありますが、市におきましては、

20歳代及び30歳代の若い世代の接種率を向上させることが課題であると認識しておりますことから、市の集団

接種会場では事前予約を不要とする接種を実施するなど、接種率向上に努めているところであります。 

  また、市の公式ホームページやツイッターなどを活用し、ワクチン接種の効果等について適切な情報提供に

努め、若い世代のワクチン接種を促進してまいりたいと考えております。 

  次に、下水道事業会計の収支の現状についてでありますが、下水道事業につきましては令和２年度から地方

公営企業法を一部適用し、事業会計は公営企業会計に移行しています。移行後初となる令和２年度下水道事業

会計の決算におけます収支の状況につきましては、収益及び現金収支につきまして黒字の状況であります。 

  次に、今後の課題と対応策及び展望についてでありますが、今後の課題としましては、人口減少等に伴う下

水道使用料収入の減少や下水道施設の老朽化、浸水被害の軽減など多額の費用を要することであると考えてお

ります。 

  そのため、下水道事業会計の経営基盤の強化やストックマネジメント事業における下水道施設の老朽化対策

を実施してまいりますとともに、公共下水道雨水整備事業の実施に向けた準備を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、下水道管渠の老朽化の現状についてでありますが、下水道管渠の布設後、標準耐用年数である50年を

経過する下水道管渠が今後増加してまいりますことから、下水道管渠の更新などを実施し、下水道施設を適切

に維持管理することが重要であると考えております。 

  次に、下水道管渠の更新の具体的な方法についてでありますが、平成30年度に策定いたしました東大和市公

共下水道ストックマネジメント基本計画に基づき、事業の平準化を図りながら計画的に更新等の事業を実施し

てまいりたいと考えております。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○１０番（根岸聡彦君） 御答弁ありがとうございました。 

  それでは、順次再質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、新型コロナウイルス感染症についてでありますが、基本的なところからお伺いいたします。 

  新型コロナウイルスのデルタ株とオミクロン株について、またオミクロン株の亜系統としてのＢＡ.２等も
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含め、それぞれの特徴、違いについて簡単に説明していただけますでしょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 厚生労働省の専門家会議によりますと、新型コロナ

ウイルスオミクロン株は、デルタ株と比較しまして感染の広がりやすさというのが2.8倍高いということがご

ざいます。また、海外の事例としてになりますが、オミクロン株は入院が必要になるほどの重症化するリスク、

こちらデルタ株と比べましては３分の１ということの報告がございます。オミクロン株につきましては、令和

４年１月以降に感染が拡大したこと、またデルタ株より感染が強いＢＡ.１系統から、またさらに現在は感染

力が強いＢＡ.２系統に置き換わりつつあるということが認識としてございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。デルタ株は非常に強力で重症化しやすいと、またオミクロン

株はそれほど強力ではないけれども感染力が高いという御答弁でありました。 

  市長の御答弁の中で、令和４年５月23日時点における市内の感染者数が累計で6,080人となっているとのこ

とでありましたが、現在治療中の市民の方の数はどのようになっているのでしょうか。また、この数値は近隣

他市や同規模の自治体と比べてどのように評価されているのでしょうか。治療中の方の数の推移も含めてお願

いをいたします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 東京都多摩立川保健所の報告では、５月23日時点に

おける治療のため入院されている方は128人となってございます。また、治療のため入院されている方の推移

につきましては、令和４年４月１日には101人となってございます。５月１日には120人という形でございまし

た。 

  他市の状況につきましては現状把握はしておりませんが、高齢の方の入院患者が多いということは聞いてご

ざいます。 

  引き続き、感染拡大防止の取組が必要であるという認識でございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 感染者の数がデルタ株のときと比べて爆発的に増えております。先ほどの質問に対す

る御答弁でも、オミクロン株の特徴について御説明をいただき、治療中の人数についても御答弁をいただきま

したが、亜系統のＢＡ.２も含めたオミクロン株の感染力についてもう少し詳細に御説明をいただけますで

しょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 一般的に、ウイルスにつきましては変異を繰り返す

性質を持っておりますことから、新型コロナウイルスにつきましても変異を繰り返し、新たな変異株の発生が

現状続いております。 

  当初、アルファ株などが流行し、その後、2021年夏の５波ではデルタ株が主流となり、感染が広がってござ

います。厚生労働省によれば、デルタ株はアルファ株と比べ感染力が1.5倍高い可能性があるという報告がご

ざいます。また、その後、2022年１月以降に感染が拡大しましたオミクロン株におきましては、デルタ株に比

べさらに高い感染力があるということでございます。 

  現在におきましては、オミクロン株はＢＡ.１系統からさらにＢＡ.２系統へ、さらにＸＥ株に現状変異が続

いているという形が現状でございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 
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  変異が続いているということで、それぞれに対応していかなければいけないということで、現場の御苦労も

ひとしおかと思いますが、こればっかりは途中でやめるわけにもいきませんので、しっかりと対応を続けてい

ただければというふうに思います。 

  先ほど、コロナウイルスワクチンの３回目の接種状況について御答弁をいただきましたが、１回目と２回目

の状況はどのようになっているでしょうか。また、４回目の接種について始まったということを伺っておりま

すが、どのような進捗になっているのでしょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） ５月23日の接種状況で御説明を申し上げさせていた

だきます。 

  １回目の接種率につきましては、20代が約79％、30代が約82％、40代以降の世代におきましては85％を超え

てございます。 

  ２回目の接種率につきましては、20代が78％、30代が80％、40代以降の世代につきましては同じく85％を超

えてございます。 

  次に、４回目の接種につきましては、５月26日に約170件、令和４年１月15日以前に３回目の接種を受けら

れた60歳以上の方へ接種券を発送させていただきました。今後３回目のワクチン接種後おおむね５か月が経過

する60歳以上の方へ順次接種券を発送させていただきます。個別接種につきましては、５月30日から４回目接

種の開始を東大和市医師会の御協力をいただきながら開始をさせていただきました。また、集団接種につきま

しては、７月６日から旧みのり福祉園において４回目ワクチン接種が開始できるよう現在準備を進めておりま

す。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  ３回目のワクチンについて、若い世代での接種率が低いとの御答弁でしたが、若い世代の接種率が低い理由

についてはどのように分析をされているでしょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 若い世代の方につきましては、新型コロナウイルス

感染症へ感染しても重症化リスクが低いと言われております。また、３回目接種後の副反応の発症リスクもあ

りますことから、あえてワクチン接種を控えているということではないかと考えてございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 確かに、そうですね、若い方は適応力といいますか、耐性が強いということが言える

と思いますが、新型コロナウイルスの感染症の防止策として手洗いやうがい、マスクの着用、３密の回避と

いったことが挙げられておりますが、ワクチン接種の効果や重要性についての御認識はいかがでしょうか。ま

た、ワクチン接種と感染抑制の関連性についても併せて御教示いただけますでしょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 厚生労働省におきましては、ワクチンを接種するこ

とで免疫ができることにより、感染や発症の確率を大きく減らすことにつながる、また重症化を防ぐ効果も期

待できるとされております。 

  特に４回目接種につきましては、新型コロナウイルス感染症へ感染した場合、重症化リスクの高いとされる

60歳以上の方及び18歳以上60歳未満で基礎疾患を有している方などが接種の対象とされてございます。 

  感染抑制につきましては、接種後、時間の経過とともに、徐々にではありますが、その効果は下がるとされ

ておりますことから、１・２回目の初回接種を接種後５か月以上の間隔を空け、３回目接種のワクチンを接種
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することで感染予防効果の回復が見込めると認識しているところでございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  市長答弁の中で、３回目の接種率に関しまして、やはりその接種率が全体的に伸び悩んでいるといった報道

が、接種率が全体的に50％前後であるという御答弁がありました。 

  報道の中でも、接種率全体に伸び悩んでいるということが言われていたというふうに記憶があります。その

ことに関して市の見解をお伺いしたいと思います。同時に、年代が下がるほど接種率が低下しているという御

答弁でしたので、その要因についてどのように分析しているのか併せて御説明いただけますでしょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 新型コロナウイルスワクチンのみではありませんが、

どのようなワクチン接種であっても副反応というのは一定程度ございます。これについては避けることができ

ないと考えてございます。ワクチン接種のことの悪いイメージが広がることとともに、接種率が低い要因では

ないかと、そのような形で考えております。また、特にＳＮＳにそのような書き込みがあるということも聞き

及んでるところでございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  ワクチンのその接種率を引き上げることで感染率の抑制につながるのではないかということは漠然と理解で

きるのですが、特に若い世代の接種率を上げることの効果についてはどのように把握をされて、分析をし、把

握しているでしょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 若い世代の方々は行動範囲が比較的広い世代だとい

うことでの認識はございます。このため、若い世代が接種することにより生産や物流、保育や介護、医療など

の社会活動、経済活動などに対する影響の防止効果が期待できるものと考えてございます。 

  また、新型コロナウイルス感染症の後遺症につきましては若い方にも発生しておりますことから、後遺症の

予防としてもワクチン接種は効果があるものと考えてございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 市は、ホームページや市報等の媒体を使ってワクチン接種を奨励していることは承知

しております。御答弁の中で、若い世代、20代、30代の接種率を向上させることが今後の課題であるとも述べ

ておられました。10代の方々も含めた若い世代のワクチン接種率を引き上げるために予約不要の接種の実施を

始めたということも言われておりましたが、それも含め、またそれ以外に特に若い人たちに向けて講じている

対策等がありましたら御説明をお願いいたします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 予約不要接種につきましては、仕事をされている方

などは、ワクチン接種のために時間確保が難しい場合が多々ございます。このような形でありますことから、

集団接種会場において18歳以上の方で３回目のワクチン接種の接種率向上策として予約なし接種─予約を

不要とする接種を実施させていただきまして、一定の効果が今現状見込めてございます。 

  また、予約不要の接種の啓発といたしまして、イトーヨーカドー東大和店及びＴＡＩＲＡＹＡ奈良橋店さん

におきましてポスターを掲示させていただき、周知に努めております。 

  引き続き、市報やフェイスブック、ごみ分別アプリなども活用しまして事業周知にこちら努めていきたいと

考えてございます。 
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  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ワクチンの接種率を引き上げるためには、世代を問わずワクチン接種の必要性を理解

し、接種しようという気を起こさせることが大切ではないかと考えるのですが、その点に対しての市の御見解

を伺いたいと思います。特に若い世代の方々に接種を喚起するために取り組んでいること、または今後取り組

んでいきたいと考えていることがありましたらお願いいたします。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） ワクチンを接種いただくためには、接種の必要性や

意義を御理解いただき、御自分からワクチン接種に対し行動を起こしていただく必要がございます。このため、

国や東京都におきましては、ワクチンを接種することの必要性や、感染した場合の公表などについてホーム

ページなどによりお伝えしております。 

  市におきましては、市報やホームページ、ＳＮＳを活用し、ワクチン接種のお願いを引き続き行うとともに、

他市の接種率向上に対する取組などを参考にさせていただき、今後につなげていきたいと、このような形で考

えてございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 市内の感染者数が6,080人という御答弁をいただいておりました。市内にいらっしゃ

るのかどうか分かりませんけれども、一度感染した方が再度感染してしまった事例もあるというふうに聞いて

おります。感染してしまった方に対するケアとして市が心がけていること、また市民に対して注意をしてほし

いことについては何かありますでしょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 市では、新型コロナウイルス感染症に感染した方及

び濃厚接触者となられた方に対しては食料等の支援、配送することを行ってございます。配送申込みをいただ

いた際に、療養期間中の日常生活での心配ごとなどを確認させていただき、その方の希望に応じて保健師など

専門職が相談に応じる体制、こちらのほうを整えているところでございます。 

  市民の皆様には、手指消毒などの感染予防やワクチン接種の検討、また少しでも体調に変化があった場合、

御自宅の近くの病院などで診察を受けていただくなど体調管理を行っていただきたいと、そのような形で考え

てございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。様々御対応されているということを理解いたしました。 

  お子さんがコロナにかかって、治って学校に行ってから、そこでいじめられるというような話も伺っており

ますので、そういった完治された方々へのケアというところも重要なポイントではないかと思いますので、こ

ちらのほうも併せてよろしくお願いしたいと思います。 

  ワクチン接種に関しまして、そのお子さんを含めた若い世代の接種率が低いことについて、市民の方々に伝

えたいということは何かありますでしょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） ワクチンを接種することにつきましては、新型コロ

ナウイルス感染症へ対し、まず自分を守ること、それはあるんですが、同時に同居する家族や日常的に接する

御友人、高齢者や持病のある方など周囲の方を守ることにもつながる重要な取組だと考えてございます。 

  引き続き、若い世代の接種率向上には取り組んでいきたいと、そのような形で考えてございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） やはり若い世代の方々は病気に強いということもあります。自分が保菌者になって家
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族のもとに行き、またそこから広がっていくということもありますので、そういった注意喚起が必要ではない

かというふうに思います。 

  最後に、新型コロナウイルス感染症全般について、今まで講じてきた防止策のほかに新たに注意すべきこと

や効果的な対策、感染が疑われる事態に陥ったときの対応等、市民の方々にお伝えしたいことについては何か

ありますでしょうか。 

○新型コロナウイルス感染症対策担当課長（中山 仁君） 市といたしましては、現時点ではワクチン接種が予

防効果、また重症化防止効果の中では一番効果的な対策であるという形では考えてございます。 

  感染を防止するためには、並行して基本的感染防止対策である適切なマスクの着用、換気や手洗い、手指消

毒等を実施いただきたいと考えております。また、感染が疑われる場合には早めに病院で診察を受けていただ

き、感染拡大を防ぐ対策を講じていただきたいと考えております。 

  今後におきましても、引き続き市民の皆様へ適切な情報提供と着実なワクチン接種を推進してまいりたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  市の御対応につきましては非常に高く評価をしたいと思います。私も機会があれば市民と会って話をすると

きにそういった形での注意喚起、また接種の奨励をしていきたいと思います。 

  今回コロナ関連で基本的な内容、感染の状況、ワクチン接種の状況と対策について確認をさせていただきま

した。 

  現在コロナウイルス感染症は比較的高い位置で安定しているような状況であると認識をしています。重症者

や死亡者はデルタ株の頃と比べ落ち着いているような感じはいたしますが、現在のオミクロン株、その亜系統

であるＢＡ.２、ＢＡ.１、その他、今後また変異することも視野に入れ対策を講じていく必要があると考えて

おります。 

  ワクチン接種をしたからといってコロナに感染しないということはなく、ブレークスルー感染や過去にか

かった人が２回目に感染するといった事例も出ているようですので、今後も行政が強いイニシアチブを発揮し、

市民生活の安心・安全を守るべく、引き続きワクチン接種の呼びかけを行い、接種率の向上に向けた取組を継

続していただくことを要望して、最初の質問を終わりたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（関田正民君） ここで午後１時30分まで休憩いたします。 

午前１１時５７分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 １時２９分 開議 

○副議長（佐竹康彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○１０番（根岸聡彦君） それでは、午前中に引き続き再質問をさせて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。 

  東大和市の下水道事業についてであります。 

  市長答弁では、令和２年度より公営企業会計に移行したとのことですが、この公営企業会計に移行したこと

による下水道事業会計に対するメリット、デメリット、それぞれ把握していることがあれば教えてください。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 公営企業会計へ移行したことによるメリット、デメリットでございますけれども、
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メリットにつきましては、主に会計方式がこれまでの官庁会計から地方公営企業会計に変わったことにより複

式簿記を導入したことで会計情報の明示性が向上したことや、会計上の資産管理ができるようになったことと

考えております。デメリットにつきましては、現時点では特にございません。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 分かりました。私もちょっと会計の関連につきましては詳しくないものですから、引

き続き自分なりに勉強して、分からないことがあればまた教えていただければと思います。 

  収益及び現金収支につきまして黒字の状況であるとのことでしたので、そのあたりをもう少し詳しく教えて

いただけますでしょうか。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 令和２年度の収支の状況でございますけれども、収益につきましては損益計算書

から約１億3,900万円の黒字で、経営指標である経常収支比率は100％を超えている状況でございます。現金収

支につきましては、キャッシュ・フロー計算書から令和２年度の現金預金は約２億8,000万円の黒字でござい

ました。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 下水道事業会計に関しましては、一般財源からの繰入れが継続して行われております。

その繰入額の推移、特に基準内と基準外があると思うんですが、特に基準外繰入金の額の推移はどのように

なっているでしょうか。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 一般会計からの繰入れにつきましては、平成31年度までの一般会計繰入金は、公

営企業会計へ移行したことに伴い、経費の目的により３つの科目で計上しております。収益的収入の雨水処理

負担金と他会計補助金及び資本的収入の他会計補助金となってございます。 

  一般会計からの繰入額につきまして、令和２年度の決算額及び令和３年度、令和４年度の当初予算額の状況

では、総額は減額の状況でございます。 

  なお、基準外繰入れの額につきましては、令和２年度の決算額と令和３年度の当初予算額を比較すると減額

となっておりますが、令和３年度と令和４年度の当初予算額を比較いたしますと増額となっている状況でござ

います。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 基準外繰入金の額についてはその年、その年によって増減があるということは理解し

ております。 

  下水道事業会計の健全性を維持・向上し黒字経営を継続していくという観点から、市としては基準外繰入金

をどのようにしていこうとお考えなのでしょうか。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 基準外繰入れにつきましては抑制を図る必要があるというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 下水道事業会計において、その健全性を図る指標として経費回収率というものも重要

なファクターになってくると思います。この経費回収率の過去５年間の推移というのはどのようになっている

のか、また今後の見通しはどのようになっているのか教えていただけますでしょうか。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 過去５年間の経費回収率でございますけれども、平成28年度は77.7％、平成29年

度は99.9％、平成30年度も99.9％、平成31年度は打切決算の影響によりまして90.9％、令和２年度は102.5％

の状況でございます。 
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  今後の見通しにつきましては、令和３年度の当初予算は98.5％と見込み、令和４年度当初予算では105.2％

と見込んでいる状況でございます。 

  今後も安定的な経営のため、経費回収率は100％以上になるように努めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 経費回収率につきましては、私が知る限りにおいては26市の平均が大体107から108ぐ

らいで推移していたかなというふうに理解をしております。平成30年度前後の辺りでは下から数えて何番目と

いうような状況であったものが徐々に順位を上げてきて、これからさらにもっと健全な事業会計になっていく

ものというふうに期待をしたいと思います。 

  下水道事業会計の収入は、市民が支払う下水道使用料が大きなウエートを占めているものと推察をいたしま

す。下水道料金の見直しは３年ごとに行われることになっていたと理解をしています。近年はその見直しは行

われていないようですが、今後の見通しについて市はどのようにお考えでしょうか。また、人口減少による下

水道使用料の減少は事業収益に大きな影響をもたらす可能性があるのではないかと考えますが、どのような手

法で収入減少を乗り越えようと計画をしているのでしょうか。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 下水道使用料の見直しにつきましては、令和３年度は第５次行政改革大綱推進計

画に定める３年に一度の見直しの実施時期でございましたが、新型コロナウイルス感染症の状況等を総合的に

勘案し、見直しを実施しないことといたしました。 

  今後も新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえる必要がございますが、下水道事業を取り巻く環境の変化

や決算における経営指標などから適正な下水道使用料水準となるよう、公共下水道事業経営戦略及び第６次行

政改革大綱推進計画において３年ごとの定期的な見直しのための検討を行っていくこととしております。 

  将来人口の減少に伴う使用料収入の減少に対し、効果的な事業運営や適正な下水道使用料水準となるよう検

討するなど、安定した下水道事業経営に取り組む必要があると考えております。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。 

  それでは次に、管渠の老朽化対策のほうに移りたいと思いますが、老朽化対策というのは、まず老朽化に

よって管渠の傷み具合がどのようになっているのかを調査する必要があると思います。これまで人による目視

調査と、管渠の中を走行するテレビカメラ調査を行っているというふうに認識をしておりますが、現時点にお

ける調査の状況というのはどのようになっているでしょうか。また、今後についてはどのようにしていこうと

お考えなのでしょうか。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） これまでの下水道管渠の調査の状況でございますけれども、調査結果といたしま

して、管渠のクラックやたるみ、取付管関係の不具合などが確認された場所がございました。 

  今後も東大和市公共下水道ストックマネジメント基本計画に基づき、優先順位の高い地域から目視調査など

を行う予定でございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 下水道管渠の老朽化に関して、布設後50年を経過している管渠が今後増加してくると

の御答弁がありましたが、現在市内に布設されている管渠は昭和50年に着手が始まり、平成２年前後に布設さ

れたものが非常に多いというふうに伺っております。 

  下水道管渠は布設後50年を経過したものから更新が必要となってくるということですが、現在市が管理して
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いる下水道管渠の全体の長さはどのくらいあり、その中で布設後50年を経過している管渠の総延長はどのくら

いあるのでしょうか。また、遠くない未来において老朽化対策が必要になると考えられる布設後40年以上の管

渠の総延長についても教えていただけますでしょうか。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 令和３年度末現在の下水道管渠につきましては、総延長が約242キロメートル、

50年を経過した下水道管渠が約5.5キロメートル、40年を経過した下水道管渠は、先ほどの5.5キロメートルを

含め約62.7キロメートルでございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） そうしますと、やはりどんどんとその対策を必要とする管渠の長さというものは増え

てくるということで、それに応じて当然更新工事あるいは長寿命化の工事も必要となってくるというふうに理

解をしておりますが、そういった対策を取られていくことを要望したいと思います。 

  布設後50年が経過していても、長寿命化の工事や耐震補強工事等で早急な対応を必要としない管渠というも

のも当然あると思いますが、それ以外の老朽化した管渠の中でやはり早急に対応が必要なもの、長寿命化ある

いは耐震補強等が必要な管渠、またその更新の必要性のある管渠というのは総延長でどのくらいあるというふ

うに認識をされているのでしょうか。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 布設後50年が経過した下水道管渠のうち、現時点で更新が必要な下水道管渠につ

きましては約2.7キロでございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 先ほど、布設後40年、50年を経過した管渠の総延長について御答弁いただきまして、

約60キロぐらいですか、あるというふうに言われたと思いますが、それらの管渠全てを更新するとなると、そ

の費用は概算でどのくらいかかることになるんでしょうか。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 布設後40年を経過した下水道管渠を更新した場合の概算額でございますけれども、

先ほど御答弁差し上げました約2.7キロにつきまして、令和３年度当初予算及び東大和市実施計画の状況など

から約４億円程度がかかると推計してございます。布設後40年を経過した下水道管渠は約62.7キロほどと考慮

すると、おおむね約90から95億円程度かかるのではないかと考えられます。 

  なお、人件費や物価等の状況により工事の金額は異なってくるものと考えております。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） ありがとうございます。やはりかなりの金額が必要になってくるということのようで

ございます。もちろん、90から95億円程度というものが単年度で必要になってくるものではないわけでありま

して、そこはストックマネジメント基本計画に基づいて平準化を図っていただきながら進めていくことが重要

になってくると思います。 

  御答弁の中で、その東大和市公共下水道ストックマネジメント基本計画に基づき事業の平準化を図りながら

計画的に更新等の事業を実施していきたいということでしたが、その老朽化した管渠、今回40年以上の管渠を

対象にした場合でありますけれども、この管渠の更新に充てられる費用、単年度でということにはならないん

ですけども、年間でどのくらいを見込んでくるのか、また更新が完了するまでにどのくらいの期間を見込むこ

とになるのでしょうか。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） 老朽化した管渠を全て更新する場合ということでお答えさせていただきますが、

東大和市公共下水道ストックマネジメント基本計画において段階的に事業費を増減させ、10年間隔で事業費が
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平準化するように事業を進めることとしております。事業期間を100年、更新工事等に係る総事業費を合計で

約262億円としており、単純計算では年平均約２億6,000万円と試算しているところでございます。 

  なお、老朽化等の状況などによりまして、工事方法等の変更などが必要な場合がございます。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 分かりました。年間で大体２億6,000万円程度という試算をされているというふうに

理解をいたしました。 

  先ほど40年以上の管渠が約60キロちょっとあるということで、その更新にかかる費用が90億円とすると、10

年計画でいくと年平均９億円になるということで、さらに平準化を図っていく必要があるのかなというふうに

考える次第であります。10年たてば、布設後30年経過した管渠が40年になってくる、どんどんと老朽化が進ん

でくるわけでありますので、実際に机上で計算をしたとおりにはなかなかならないかとは思いますけれども、

そこは財政の状況を見ながらしっかりと御対応していただければというふうに思います。 

  今の御答弁にありましたように、その管渠の更新を行うにしても巨額な費用がかかるわけであります。長寿

命化と並行しながらその更新工事を実施するにしても、年間で、今の見積りだと２億6,000万円、そういった

費用というのはどのようにして捻出をしていこうというふうにお考えなのでしょうか。 

○下水道課長（廣瀬 裕君） ストックマネジメント事業を進めるに当たりましては、国の下水道ストックマネ

ジメント支援制度などにより、できる限り国費や都費を活用することを考えております。また、可能な範囲で

企業債を活用することなどによりまして財源の確保を図る予定でございます。その際、企業債の償還の原資と

して下水道使用料などを充てていくこととなります。 

  以上でございます。 

○１０番（根岸聡彦君） 下水道事業というのはどちらかというと地味な事業で、一般の方々には分かりにくい

もののような感じがいたします。しかしながら、大切なものは目に見えないところにあるわけで、市民生活の

中の重要なポジションを占めているのがこの下水道事業であると考えております。 

  経費回収率は一定の成果を出していると理解いたしますが、管渠の老朽化は確実に進み、人口減少が見込ま

れる中の下水道使用料の伸び悩みも考慮していかなければなりません。 

  さらに、下水道債の償還等、様々な課題に直面する中で、今後の下水道事業に対してどのような展望を持っ

て市民生活の安定に寄与していこうとお考えでしょうか。 

○まちづくり部長（田辺康弘君） 今後の下水道事業の展望につきましてでございますけれども、まず下水道管

渠の老朽化に対応するためのストックマネジメント事業を進めることや、浸水被害の軽減のための公共下水道

雨水整備事業に取り組んでいく必要がございます。 

  また、公営企業会計へ移行し、財務諸表等による経営分析などによりまして経営的な観点からの課題を把握

し、下水道事業を将来にわたり安定的に経営するために適正な下水道使用料水準とするなどの経営基盤の強化

を図っていく必要がございます。 

  市といたしましては、これらの取組を並行して進めていくことで安定した下水道事業経営に努めていく考え

でございます。 

  以上です。 

○１０番（根岸聡彦君） 様々ありがとうございました。 

  下水道に関しては何度となく質問をさせていただいてまいりました。下水道会計については、公営企業会計
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制度に移行しながら黒字経営をされ、経費回収率についても改善が進んでいることを高く評価したいと思いま

す。 

  下水道使用料に関しては３年ごとの見直しがなされることになっていたということですが、今後の検討につ

きましては、住民に、市民の方々に過度な負担がかからないような対応を期待したいと思います。 

  管渠の更新については、東大和市公共下水道ストックマネジメント基本計画に基づき事業の平準化を図りな

がら、計画的に更新等の事業を実施していきたいとの御答弁をいただきました。老朽化は確実に進んでいくも

のであり、しっかりとした計画の下、着実に実施をしていただきたいと思いますが、やはり更新には莫大なコ

ストがかかるものであり、財政状況を見ながら、効率的かつ効果的に進めていただくようお願いをして、私の

一般質問を終了いたします。ありがとうございました。 

○副議長（佐竹康彦君） 以上で、根岸聡彦議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 床 鍋 義 博 君 

○副議長（佐竹康彦君） 次に、21番、床鍋義博議員を指名いたします。 

〔２１番 床鍋義博君 登壇〕 

○２１番（床鍋義博君） 議席番号21番、やまとみどりの床鍋でございます。通告に従いまして、一般質問を行

わせていただきます。 

  １番、ごみ行政について。 

  ①ごみの量の推移について。 

  ②ごみ減量の取組について。 

  ア、行政の取組について。 

  イ、民間企業との連携について。 

  ③不法投棄について。 

  ④ごみ分別について。 

  ⑤市民への広報について。 

  壇上での質問は以上とし、再質問は自席にて行わせていただきます。 

  以上となります。 

〔２１番 床鍋義博君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、ごみの量の推移についてでありますが、ごみの１人１日当たり排出量は、過去

３年間を見ますと、平成30年度が663グラム、平成31年度が674グラム、令和２年度が692グラムで推移してお

ります。 

  次に、ごみ減量の取組についてでありますが、市民や事業者に発生・排出抑制に努めていただくため、意識

啓発を行うとともに、缶・びん・ペットボトル等の資源物回収をはじめ、使用済み小型家電の回収、不用はが

きのリサイクル、生ごみたい肥化容器の無償貸出しや購入費補助を行っているところであります。 

  次に、民間企業との連携についてでありますが、市では、市内リサイクル協力店における様々な資源物の回

収をはじめとして、ペットボトルの回収・再生事業や使い捨てコンタクトレンズ空ケースの回収事業、不用と

なった家具や家電製品等のリユース活動促進事業、使用済みプラスチック容器の回収事業といった様々な資源
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物の回収について、民間企業と連携し、取組を行っております。 

  次に、不法投棄についてでありますが、不法投棄は地域の衛生環境の維持に悪影響を与えるものであり、行

政の課題であると認識しております。 

  対策といたしましては、人けが少なく不法投棄されやすい場所等において、不法投棄の抑制を促す看板の設

置及び委託業者による巡回などを実施し、防止に努めております。また、悪質な不法投棄については警察との

連携も必要であると考えております。 

  今後も市報等で適切な排出場所や方法について啓発に努めてまいります。 

  次に、ごみの分別についてでありますが、ごみの減量を図る上でごみの分別は必要不可欠であります。 

  現在、可燃・不燃ごみに加え、缶・びん・ペットボトル、紙、布類等の資源物の分別回収を進めております

が、適正な分別方法についてはごみ分別アプリ、ごみ分別ガイド、ごみ排出カレンダーにより市民及び事業者

の方に周知を行い、分別の徹底を呼びかけているところであります。 

  次に、市民への広報についてでありますが、廃棄物広報紙「ごろすけだより」の発行やごみ排出カレンダー

の戸別配付、ごみ分別アプリによる情報提供、職員による出前説明会、その他市報や市公式ホームページへの

掲載など、機会を捉えて市民の皆様へごみの発生・排出抑制、分別等について周知、啓発を行っているところ

であります。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○２１番（床鍋義博君） 御答弁ありがとうございました。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  コロナによって在宅ワーク等が増えていて、ごみの量とか質等も変わっているんじゃないかなと思って今回

質問したところでございますけれども、先ほど、３年間のごみの量の推移、家庭ごみですね、について御答弁

ありましたけれども、若干増えている感じがしています。 

  現在増えてはいても、東大和は多摩全体としては低いほうだなというふうに認識してますけれども、多摩地

域の中での順位といいますか、１人当たりのごみの量の順位というのは今どのくらいになっていますでしょう

か。 

○環境対策課長（梶川義夫君） ごみの１日１人当たりの総排出量で見た場合の多摩市町村の順位でございます

が、低いほうから数えて７位というふうに把握してございます。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） もちろん、環境の対策を市民環境部が取っているというところもありますけれども、

市民の協力によって結構低い位置にいるのかなというふうに思っていますけれども、トップのほうはごみ非常

事態宣言を掲げている小金井市なんですけれども、それも500グラム台ということなんで、基本的に頑張れば

そこまでいくのかなというふうに思います。そのあたりについて、東大和市としては数値目標というものはあ

るのでしょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 私、先ほど７位と申し上げましたが、その７位の順位は令和２年度で捉えた場

合でございます。申し訳ございません。追加させていただきます。 

  ごみの排出の目標でございますが、現在東大和市一般廃棄物処理基本計画では、この量といたしましては

650グラム以下を目指すということになっておりますので、現在の目標としてはそれでございます。 
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  ただし、今年度はこの処理基本計画の見直し年に当たってございますので、この目標について次期の分とい

たしましては今後検討してまいります。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） 目標数値っていうのはやはり大事なところで、もちろん実現不可能な、ゼロにすると

かっていうところだともう何もインセンティブも働かないし、施策としてどうなのかなと思いますけれども、

少なくともトップを目指すような、500グラム台のところに持っていけるような、そういったことを東大和市

としては取り組んでいるという姿勢が市民の方に浸透すると、より一層実現の速度というものが早くなるかな

と思いますので、ぜひ目標数値をできるだけ高く掲げて、高くというのは、目標は高くですね、ただグラム数

は低くですけれども、市民に周知してほしいなというふうに思っております。 

  ペットボトル等、資源化施設できていますけれども、それによる効果というのはどのように市としては考え

ているでしょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設に搬入した量で申し上げますと、

容器包装プラスチック、それからペットボトル、この２つを合わせた数値でございますが、平成31年度で約

880トン、令和２年度で約950トンという成果が出ていますので、この資源物の回収というのは効果があるとい

うふうに認識しております。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） その後、後のほうでも述べますけれども、民間企業とのコラボもあって、そちらのほ

うに持ち込む量もあるんでしょうけれども、それでも増えているっていうことは、市民の中で資源化、これは

資源化できるもの、そうじゃないものっていうものの意識がちゃんとできているのかなというふうに思います。 

  このような数値というものが、一番最後のほうの広報のところにもちょっとかかってしまうんですけれども、

今ごみの量の推移については市のホームページでＰＤＦで見ることができるんですよね。ただ、実際見ると非

常に分かりづらくなっています。もちろん、ごろすけだよりとかでも分かりやすく説明しているところもある

んですけれども、実際調べようと思ったときに見える場所で見たときに、ただ単に数値の羅列というか、それ

がＰＤＦで細かい字で出てくるっていうのはちょっと分かりにくいかなと思うんですけれども、そのあたりの

ほうの改善とかというものは庁内で何か議論とかされたことがあるんでしょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） ホームページ、それから広報紙、それから市報、環境対策課としても市民の方

への周知というのは発生抑制、排出抑制を実現する上で非常にまず貴重な媒体、方法だと考えておりますので、

常にごろすけだより等についてはお伝えする内容や伝え方というのは研究しているところでございます。ホー

ムページにつきましても、そういった見やすさ、伝わりやすさというものを工夫していきたいと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） ぜひ、ごろすけだよりもすごく楽しく読ませていただいております。そのような形で

編集等を考えて、ホームページのほうでも見やすいような形にしていただければなというふうに思います。 

  次、②のごみの減量の取組に移ります。 

  アの行政の取組ですね。 

  幾つか先ほど市長の御答弁ありましたけれども、様々なことをやっていると思います。ただ、その中の一つ

として、現在中止となっている不用食器の改修、中央公民館のところでやっていたものがあると思うんですけ



－85－ 

ども、これはもう再開してもいいんじゃないかなというふうには思っているんですけども、これは今どのよう

な状況で、どういう理由で中止になって、いつ再開だというようなことの議論はどういうふうになってるかと

いうことを教えてください。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 御指摘の不用食器のリユースにつきましては、令和３年の１月から新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止の観点から一旦中止はさせていただいてるところであると認識しております。 

  この感染状況がだんだん落ち着いてきて、再開の見通し等、感染症拡大の動向を見ながら再開時期について

は検討してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） 不用食器を持ってきて、そこで会話をすることもあるでしょうけれども、感染対策十

分行ってやれば、そこに何時間も密で、特に公民館の入り口のところですから換気もしやすい場所ですし、時

期的にも今真冬ではありませんので、開けっ放しにできると思うんですよね。だから、このあたりはもう再開

してほしいなというふうに思います。市民の方からも結構問合せがあって、結局そこでリユースできなければ

結局ごみになってしまうわけなんですよ。そうすると、やはり先ほどごみの減量のところでも話しましたけど

も、やっぱり不用食器は重いですから、グラム数にかなり影響ありますので、ぜひ再開のほうをお願いいたし

ます。これは要望ですので、御答弁結構でございます。 

  次に、生ごみのたい肥化の容器の補助について先ほど御答弁ありましたけれども、現在コンポスターの貸出

しを行っておりますけれども、これの状況について教えてください。 

○環境対策課長（梶川義夫君） コンポスターの貸出状況でございますが、令和２年度では大型が３基、小型が

５基でございます。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） 次に、生ごみのたい肥化の容器等の購入補助についての状況をお聞かせください。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 生ごみたい肥化処理容器等の購入費補助でございますが、こちらは令和２年度

で14件、３万8,100円の利用でございました。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） 貸出件数も補助についても体感的にはすごく少ないなというふうに思っています。こ

れについて、広報とか、なぜこのぐらいの利用にとどまっているのかとかいうような議論はどのようにされて

いるでしょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 私もコンポスターを利用している方のお宅に実際にお邪魔して、状況もお伺い

しました。一応課内では、悪臭や害虫が発生するおそれがあるということ、それから堆肥が作られるまでにあ

る程度日数を要すること、こういったことが一種の手が出ない課題の一つであるというふうに認識しておりま

す。また、こういったものについて私どものほうも何とか、生ごみは水分が多いということで認識しておりま

すので、周知等をもっと発信していければなと思っております。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） そうですね、生ごみは水分がほとんどなんで、乾いてしまうとすごく軽くなるんです

よね。そういう点で言うと、一戸建ての方は結構いい、庭があったりするところの一戸建てはそこにコンポス

ターを置けばいいんですけども、マンションとか集合住宅の場合はなかなかそういうわけにもいかないといっ

たことで、最近普及しているのが家庭用の家電の乾燥機みたいなものがありますけれども、今回この補助につ



－86－ 

いて家電用のやつは除かれているんですよね。ですから、ただほかの自治体を調べるとこれも貸与となってい

るところも実はあったりするので、このあたりも検討していただければなというふうに思うんですけども、い

かがでしょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 電気式のコンポスターにつきましては、機能性もあり、使い勝手もあるという

ふうに認識しているところでございます。一方で、電気式ということで、故障するリスクもあり、また電力を

使うということでその分環境に影響を及ぼすということも考えております。 

  今後電気式の生ごみたい肥化処理容器等につきましては、導入に当たりまして他市の動向等を注視して考え

ていきたいというふうに捉えております。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） コンポスターは結構調べると種類がたくさんあって、いろんなやり方があるんですよ

ね。それに対して担当課として市民の相談にどれぐらい応じられるのかな。これまで貸出状況もありますし、

市民の方からのフィードバックもあるでしょうから、ある程度知識があるのかなというふうに思うんですけど

も、その辺に対して、市民の質問に対してちゃんと答えられる、そういう体制に今なっているのかどうかとい

うことを教えてください。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 私ども、電気式のコンポスターについては認識を深めるようにしておりまして、

市民からの問合せにつきましてはその利便性については御説明できるようにはなっております。例えば乾燥式

ですとか、バイオ式ですとか、それぞれいろいろな機能を持ったものがあるということは存じております。お

客様の住居の様子、それから排出量、それから置き場所、そういったところをお聞きしながら相談に乗ってる

ところでございます。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） 大きく分けてコンポスターって嫌気性、空気を嫌う嫌気性ですね、空気を取り入れて

やる好気性というふうに大きく分けて２つありますよね。そういったもので例えば虫が発生するとかっていう

場合は、大体のパターンとしては、発酵ではなくて腐敗してるときに大体虫が発生するんですね。発酵って大

体50度ぐらいに発酵してると虫は発生はしないわけなんですよ。とすると、土中に埋めて、土の中の微生物を

使いながらできるタイプのコンポスター、土中に埋めてやるコンポスターだとほぼほぼ、環境さえ整っていれ

ば攪拌も必要ないし、虫もなかなか発生しづらいというところがあって、逆に密閉型だったりするとある程度

攪拌しなきゃいけないですし、促進剤みたいな、水溶液みたいなものを入れないとうまく発酵できないんです

よね。だから、そういったことがあるので、そういう市民の方からあったときにそういうことを説明、きっち

りとできて、だからお宅にはこういったものができますよというふうにまでやらないとこれって普及しないん

じゃないかなというふうに思うわけです。 

  もちろん、これまでの実績があるので、前任の担当者とか、ずっと歴代の担当者が蓄積している知識とか、

そういったナレッジマネジメントはしっかりされてると思うんですけども、逆に新しいものができたりすると、

それにどんどんどんどん足していかなきゃいけないわけですよね、より便利なものとか、よりそういった使い

勝手のいいものができたりするので。そういうことを環境の担当課ではやってほしいなというふうに思ってい

ます。 

  これは、このぐらいの少なさ、貸出数とかって少ないですよね。逆に言えば、それに労力をかけてしまうの

は逆にどうかっていうふうに今度思ってしまうわけですね。私としては、環境対策としてはやってほしいんで
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すけども、ただメニューだけ取りあえずずっと昔からあるから、やってるんだ、漫然とやってるっていうわけ

ではないですけども、そういうふうに流れの中でやっているような感じだとこれは爆発的に増えないし、それ

であればもうやめてしまって、その労力を違う方向に使えばいいかなと思うんですよ。もしこれを進めていく

のであれば、しっかりとこういった知識も担当課で押さえておいて、市民に提案ができて、市民のほうも、あ

あそれだったらやってみようかしら、途中でこんな虫が出たんだけどどうしてかしらってなったら、それはこ

ういうものが足りないからこうしますよっていうようなところの指導ができれば、初めて施策として成り立っ

ていくのかなというふうに思うわけです。そういったことも含めて対応していってほしいなというふうに思い

ます。これはもう要望ですので、御答弁は結構でございます。 

  次に、民間企業との連携についてお伺いします。 

  様々な民間企業と当市はコラボしていて、すばらしい取組だというふうに思います。外的なそういったとこ

ろの力を借りれば、内部資源をあまり活用しないでもごみ減量施策が進むのかなというふうに思いますけれど

も、もちろん、セブン－イレブン・ジャパンとコカ・コーラ ボトラーズジャパンと取組等、ペットボトル等

でされていますけれども、これの状況を教えてください。 

○環境対策課長（梶川義夫君） セブン－イレブンの利用状況といたしますと、セブン－イレブン側のほうでは

回収量というのは公表していない状況でございます。ですので、ちょっと回答はできないところでございます。 

  ただし、このペットボトルの民間との連携、回収事業につきましては、本来ペットボトルを製造したところ

に返すという循環型の仕組みづくり、これを軌道に乗せたというところが成果だというふうに考えております。 

  ちなみに、数字的なもので申し上げますと、平成31年度でございますが、小平・村山・大和衛生組合資源物

中間処理施設に搬入したペットボトルの量は約144トンで、前年度に比べて20トン減となっております。この

一因がそうした民間企業とのペットボトルの回収事業であるのではないかというふうに認識しておるところで

ございます。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） 公表していないんだったらしょうがないんですけど、多分、東大和市の市内の業者が

扱ってるものはどれぐらいかは聞いても多分、答えてくれるんじゃないのかなとはちょっと思うんですけど、

もし、公表はされていませんけど、ごみの減量の施策にとって必要な情報ですから頂きたいといえば、恐らく

企業もそんなに拒むものもないのかなと思うんですけども、そういったことはちょっとお願いをしたいなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、ジモティーさんとの取組ですね、これについての状況と認識、お願いします。 

○環境対策課長（梶川義夫君） ジモティーとのリユース事業でございますが、こちらはジモティーさんとの不

用品等の情報のやり取りで交換しているという状況でございまして、実際の利用件数というのは把握しており

ません。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） なるほど。ただジモティーさんは多分データとして持っているはずなんですよね。全

部住所も入れて、誰か個人特定もできてるんで、これもだから、もし東大和市からどれぐらい問合せがあっ

たっていうのは、問合せっていうか取引件数があったことはデータとしてあるんだったらば、これもぜひごみ

減量施策として欲しいデータだと思うので、そちらのほうもよろしくお願いします。 

  特にジモティーは大きいものもあったりしますし、たんすとか、意外と自転車だったりとか、僕もよく見て
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ますけれども、そういった大きいものは粗大ごみのほうになるものが多いと思うので、過去に当市でも、環境

市民の集いだと思うんですけれども、粗大ごみ、たんすとかソファとか、そういったものを現地で、抽せん

だったのかな、販売、ただだったか、そういった市民の人に譲るという、そういった取組があったと思うんで

すけども、ちょっと民間企業との連携のところでついででもう一つあれですけど、そういった施策っていうの

はすごく衛生組合とか、そういったところでもやってるところがあるんですよね。だから、そういうのもあっ

たほうがいいかなというふうに思うので、これも通告していないんであれで、要望でお伝えしておきますので、

ぜひそういった不用品とかっていうものの取組も行ってほしいなというふうに思っております。 

  次に、先ほどコンタクトレンズの話がありましたけども、私ちょっと眼鏡とかコンタクトしないんで、どれ

ぐらいの需要があって、どういった効果があるのかが分からないんでちょっとお聞きしますけれども、そのコ

ンタクトの効果っていうんですかね、それがごみにならないとか、それが再利用されるところの効果っていう

のはどういった効果があるんでしょうか。何か小さいので、ごみの減量とかにはあまり役に立たないんですけ

ども、環境とかそういったところで非常に役に立つというようなことでこういう取組を行っているのかどう

かっていうことを教えてもらえますでしょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） コンタクトレンズの空ケースにつきましては、拠点を設けまして、各場所で公

共施設を利用して使い捨てのコンタクトレンズの空ケースを別のものにリサイクルしているということでござ

います。 

  令和元年の11月からの実施でございますが、平成31年度につきましては13.1キログラム、途中からですので、

でしたが、令和２年度は94キロということでかなり増えております。 

  今年度につきましてもまだ数字は精査しているところですが、これに近い数字は出ているというふうに認識

しておりますので、私の個人的な印象でございますが、ちっちゃいものですが、集まるとかなり効果は目に見

えてあるなというふうに感じております。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） 私も今聞いてびっくりしました。こんな小さい、数100グラムぐらいのものが94キロ

というのは、やはりそれが回収されて次に資源となるという点においてはすごくよい取組だなと思いますので、

このまま推し進めてほしいなというふうに思います。 

  様々、民間の企業との連携がされてますけれども、そういう意味では、前任者の人が非常に頑張ったのかな、

いろいろなところで広報していたおかげで、東大和市って何か民間企業との連携多いよなっていう話も私、外

で聞いたりもします。それはすごくいいブランドだと思いますので、今後様々な企業ともコラボしてほしいと

思うんですけれども、そういったところに予定とか、もしくは営業といったらおかしいですけども、市が、そ

ういうところに声がけをしているのかどうかっていうところを教えてもらえますでしょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 東大和市はかなり民間との連携は先進的なところを走っていると思います。こ

の勢いをなくさないように、今後とも減量効果のあるものについて取組を広げて、市民の皆様への啓発を兼ね

まして、必要な検討をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） そうですね、せっかく前任者、その前の前任者もそうですけれども、民間企業とのコ

ラボを推し進めて、当市がごみ減量に先駆的な市であるというブランドっていうものをちょっとつくったとこ

ろもあると思うので、すごく大きな功績だと思うので、この勢いを殺さずに、そのままもっと推し進めてほし
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いなというふうに思います。 

  次、③の不法投棄についてお尋ねします。 

  先ほど市長答弁では、看板を掲げたり、巡回したりということだったんですけれども、当市はやはり場所柄、

人目につきにくい場所が結構多うございます。そういったところに、いろんな人に見てもらえば、人が見てい

るというところがあるとなかなか捨てづらいですよね。だから、駅前に人がいっぱいいるところにどんって捨

てられないのはそういうことなんで、人が少ないところの対策っていうところが必要だと思うんですよね。常

に見てるぞっていうところが必要だし、逆にごみがちょっとでもあったりすると、そこって捨ててもいいん

じゃないのって思わせたりしてはいけないので、逆にそういうところがあったりするとすぐ通報を受けて撤去

するといったことが必要だと思うんですよ。 

  そういう人目につかないところって意外と、場所をあんまり特定するとよくないんですけども、自転車だっ

たり、マラソンっていうかランニング、ジョギングしている方が多かったりするので、そういう通報システ

ムっていうんですかね、そういったものを見かけたときに市に教えてくださいよっていうような呼びかけをし

たらいいかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 御指摘の通報システムといったものでございますが、不法投棄につきましては

残念ながら絶えることがありません。なおかつ、どうやらでございますが、夜間あるいは周りに人がいない状

況下で行われているのではないかというふうに考えております。そうした状況が課題としてありますので、そ

の通報システムがうまくいくかどうかということも含めて、他の自治体の状況等も見ながら検討させていただ

きたいと考えております。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） ぜひお願いします。 

  今他の自治体というところも出たんでついでにお聞きしますけれども、隣接するところの大体市境とか、そ

ういったところに不法投棄ってされることも多いので、そういったところの連携というのは定期的に行ってる

状況なんでしょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 確かに、行政境などにつきましては不法投棄がされやすいというときもござい

ますが、こういったときに、想定されるということでございますが、そういったときにやはり近隣市と一緒に

現場確認をして再発防止策を考えるなど、必要に応じて情報交換等行っております。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） 定期的に行うのか、不定期でもこういった情報を交換することによって、他の自治体、

こんなことやってるというのはすごく参考になると思うので、ぜひお願いをいたします。 

  先ほど、不法投棄があった場合に警察に届けるという、そういうところがあったんですけれども、実際にこ

こ何年かでそういう警察にまで通報するといったケースはあるんでしょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 私が来てからはありませんし、私の前にあったかどうかというのは、申し訳あ

りませんが確認は取っておりませんが、やはり人目につかない、あるいはかなり大量に不法投棄がされてるよ

うな悪質な状況については、今後警察にも通報して、例えばパトロールしていただくなど、できたらですが、

そういった御協力も仰ぐ必要があるかなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） ありがとうございました。 
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  次に、④ごみ分別についてお尋ねします。 

  ごみ分別アプリですね、非常に私も使ってて、これどっちなのかなって迷ったときに、ああこれ燃えるごみ

なんだ、燃えないごみなんだって使ってるんですけども、このダウンロード数の推移が分かれば教えてくださ

い。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 令和３年度末でダウンロード数は２万330件となっております。ここ数年で毎

年3,000件以上のダウンロード実績があるということを確認しております。世帯普及率を計算しますと、約

51％ということで把握しております。 

  また、令和３年９月１日時点の情報でございますが、当市と同じアプリを活用している自治体が120以上あ

るという中で、世帯普及率は上から第４位と高い位置になっているところでございます。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） ありがとうございます。すごく頼もしい数字だなというふうに思います。これはやは

り、担当課もそうですけれども、やはり市民の意識がごみの分別とか、ごみを出す意識が非常に高くなってい

るんだなというふうに思います。 

  ぜひ、ここはもう１位を目指して、１位になったらちゃんとごろすけだよりじゃなくて、もう市報で宣伝す

るぐらいにしてほしいなというふうに思います。 

  次に、ごみの分別について、実際の現場では危険物とか、または医療機器とか、分別しなきゃいけないもの、

入れちゃいけないもの、そういう混入しているものとかをたまに見聞きするんですけれども、それについての

推移というんですかね、減ってるのか、増えてるのかというのは把握されているでしょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 医療廃棄物の廃棄の量ですとか推移といったものは把握しておりませんが、実

態上はまれにあるというふうに認識しております。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） これは現場レベルですけれども、聞いた話ですけど、やはりたまにそういうものが混

入されてるっていうところがあるんですね。それを防止するための方策っていうのは今のところは意識しかな

くて、他の自治体ではごみの監視員みたいなところを置いたりとかってするようなことも行われたりしている

んですけれども、それがすごく多ければ、恐らく新たなそういう手だてをしなきゃいけないかなと思うんです

けども、今のところ現場でもそれほどすごく多くないということで、そこまでではないと思うんですけども、

景気が悪くなってきたりすると、何か意識が低くなってくるとそういう危険性もありますので、そういったこ

とも視野に対応してほしいなというふうに思っております。 

  次に、紙ごみについてお聞きします。 

  紙ごみについては、歴史的にこの紙ごみの資源化っていうのは行われてきたということなので、非常に市民

にとってもなじみやすいし、分別もしやすいっていうところなんですけども、これの推移はどうなってるで

しょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 段ボール、新聞紙など、資源化の候補としては古くからあるものでございます

が、こちら、中間処理施設に搬入しなければかなりそのごみの量というものは削減できます。そういった意味

で処理経費も減ることから、推移というのはちょっと今ここでは把握しておりませんが、今後も減量化の非常

に大きな柱であるというふうに思っております。 

  以上でございます。 
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○２１番（床鍋義博君） 本当に紙ごみは、繰り返しますけど、資源化しやすいので、ぜひ細かい、紙でもこの

ぐらいの、名刺ぐらいの紙でも全て再利用できるんですよね、要は溶かしてしまうわけなんで。それでごみも

減量になるし、再生できるということなので、ぜひこれは推し進めていただきたいのでこの質問をしたわけで

すけども、今度はこの紙ごみについて、収集についてお聞きしたいと思います。 

  現在各地域ごとに紙ごみについて収集しているわけですけども、市民レベルでは段ボールは段ボール、古紙

なら古紙、雑紙っていうふうに分けて出していると思うんですけれども、これ収集はどうなっているでしょう

か。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 資源ステーション等を利用した資源物、紙ごみの収集でございますが、こちら

はその決まった日に出していただいたところをそれぞれの担当業者が回りまして、パッカー車等で収集した後、

引取業者のところに搬入いたします。混合積載の状態で下ろし、その後、引取業者のほうが紙ごみ等を仕分し

まして引き取っていただいている状況でございます。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） 今パッカー車による混合収集なんですよね。パッカー車等、普通のトラックもありま

すけれども、ほぼパッカー車による混合なんですよ。他市調べてみると、混合のところはもう少なくなってき

て、段ボールなら段ボール、紙と新聞紙、これは一緒になってるところも結構あります。 

  段ボールと分けてるところは結構多くて、実際に処理の下流工程っていうんですかね、最終的に持ち込んだ

ところ、当市も民間企業に出してますけれども、そこの現場での声を聞いてきましたっていうか、現場を見て

きました。そこで搬入する人たちの話も聞いてきたところ、東大和市のパッカー車が自分のところの前にいる

とちょっと嫌な感じになると。なぜかというと、混合収集なんで、そこでだーんて量って下ろすと、普通だと、

分別してるところだとブルドーザーが分けるだけなんですけども、実際そこで手作業でそこで段ボール、一般

ごみ、新聞紙っていうふうに手作業で六、七人ぐらいいて分けるんですよ。その時間だけすごく止まっちゃう

ので、車の列が長くなる。普通、待ちの車の列で、何日か行ったんですけど、あまりないんですよ。東大和市

の対応のところの行った後だけ少し車の列ができちゃうんですよね。そこの持ち込んでいる団体の人によると、

やっぱりこれいつもだよと。ほかの市とか見たらそういうふうになっていないよっていうふうに言われたんで、

ちょっとこれ、もちろん、入札のときにうちは混合で出しますよって出しているから、それはそれでいいのか

もしれませんけれども、金額も安くなってるから、でも実際、全体最適を考えたときに、東大和市はそれで最

適かもしれないけれども、環境負荷って考えた場合にはこれはよろしくないっていうふうに思うんですよ。 

  うちの市はそういう意識、せっかくごみの意識が高くて、市民の意識が高くて、ごみのアプリもさっき４位

か、だし、ごみの１人当たりも多摩26市で、市町村で７位ですよね。そういう意識が高いのにもかかわらず、

最後の下流工程でこういうことをやっていたら、せっかくのイメージというか、東大和市がごみの先進市だっ

ていうような感じにはならないかなと思うので、ぜひそのあたりを、収集の仕方によって変えられると思うん

ですよ。だから、最初の１台目で全部段ボール積んでいって、２台目で普通の紙ごみを積んでいけばいいなと

いうふうに思うんですけども、そのあたりの認識と、そういうふうになってるという認識があるのかどうかを

お聞かせください。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 確かに、混合積載の状態で引取業者のところに荷を下ろしますので、そういっ

た仕分の時間帯、一時的に東大和分が止まる、その場を占領するというのは把握しております。 

  ただ、先ほどおっしゃいましたけれども、契約上そういうふうになっております。また、引取業者のほうか



－92－ 

らは特に何か苦情というのはいただいておりません。 

  また、その収集方法の変更とか解決方法でございますが、ごみの収集運搬の契約内容に関わる可能性もあり

ますので、まずはもう少し実態を確認させていただきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○副議長（佐竹康彦君） ここで10分間休憩いたします。 

午後 ２時３３分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ２時４１分 開議 

○副議長（佐竹康彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○２１番（床鍋義博君） 業者から苦情が出ていた、誤解のないように言うと、苦情を業者が言ってたわけじゃ

ないんですからね。そこに搬入する団体があって、そこの人がちょっと東大和の車が前にいると嫌だなって

言ってたぐらいなんですよ。そこのところを間違えると、業者が何か苦情を言ってたみたくなるので、契約上

は合ってるので全然問題はないですし、工場長もそういうふうには捉えないでほしいというふうに言ってまし

たから。 

  結局、せっかくの紙の種類をちゃんと分別してあったものなんですよ。持ち込むところまで、分別したその

ままの状態で持ち込んでいくことが、結局全体の全体最適、当市だけではなくて全体最適につながるというふ

うに思います。それがやっぱり環境対策だなというふうに思っていますので、この環境対策っていうのは一自

治体でやったって微々たるもんですね。いろいろなところとコラボしたり、いろいろなところと協力しながら

環境を整えて、それが周辺地域から日本全体、もしくは本当に世界というふうにこの環境が世界レベルでよく

なっていくというところだというふうに思いますので、ぜひ東大和は先進的にそういったことを進んでるとこ

ろだというところを見せてほしいなというふうに要望して、この項は終わります。 

  最後、⑤の市民への広報について。 

  先ほども少しずつ、ごろすけだよりのところとか、アプリのところとかというところで取り上げましたけれ

ども、ごみの適正な分別によって資源となるものと、ごみとして処分するもの、それらを市民に周知して協力

するというか、そういうのがやっぱり義務だというふうに思うんですね。先ほど、ごろすけだより、ごみ分別

アプリとかというのもありますけれども、やはりリサイクルも含めてそういった市の取組が、こんなことも

やってますといったところをやっぱり、ここ数年、環境市民の集いも人を集めて行うこともできないですし、

なかなか周知っていうのは、その辺は少し難しいのかなと思うんですけれども、現在このアプリとそのごろす

けだより以外のところで、もし何かこれも含めて今考えてるよみたいなところがあれば教えていただけますで

しょうか。 

○環境対策課長（梶川義夫君） 現在のところ、ごみ分別アプリ、それからごろすけだより、それからカレン

ダー等々使って広報に努めてるところでございます。新しいまたもう一個別個の広報媒体というのは現在もあ

るわけではございませんが、私ども、同じことでも言い方を変えて、何しろ市民の方に伝わるということが重

要でございますので、市として様々な広報媒体やイベント等、機会を捉えて、あるいはある場面では他部署と

も協力して様々な広報、周知に努めてまいりたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○２１番（床鍋義博君） もちろん、他の部とかというところの兼ね合いもありますけど、ごみだけかみたいに
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するとちょっとなかなか難しいところもありますけれども、先ほども述べましたけれども、このごみを扱う環

境部門って非常に重要な部門だと思うんですよね。市民の意識が高くなって、これがシビックプライドってい

うんですかね、東大和はすごいごみの意識が高い、まちへ行ったらすごくきれいだし、ごみの１日１人分の排

出量もすごく少ないよっていうのって結構自慢になると思うんですよ。もちろん、私たち、毎日ごみ出してま

すけれども、そのごみを減らすために何をしたらいいかっていうのはみんなで考えていかなきゃいけない問題

だというふうに思います。 

  もちろん、企業もしかりで、企業に対してもできるだけ環境の負荷の少ないものを製造しなければ、市民の

ほうから消費者に受け入れられないという、そういう時代に今来ていますので、そういったことも企業に

フィードバックして、また企業とも連携をして、そして地方自治体自身が持続可能な社会構築のために、それ

を旗振り役というんですかね、それがやっぱり、ごみが、最終的にごみっていうのは地方自治体が責務を負う

ということに法律上なってますから、そういったところに住民と企業といろいろなところを巻き込んでごみを

減量していくといった施策が必要だなというふうに思っております。 

  このごみという身近な事柄こそが、ごみだけじゃなくて、コミュニティーの形成とか、様々なところの市民

協働とかにつながる、そういういい意味でのそういうやりやすいところだと思うんですよ。ですから、そう

いったところが三位一体となって、市民と企業と自治体が三位一体となって取り組むというような姿勢をつく

るためにも重要な市民環境部だと思いますので、ぜひ職員の皆さんで力を合わせて、もちろん我々も含めて、

市民と一緒になってこのごみの減量、リサイクル、リユース、そういったところをやっていってほしいなとい

うふうに思いますし、私自身もできるだけ啓発とかそういったところに協力をしながら、またいろんな情報が

市民の人からも寄せられますけれども、そういったこともちゃんとしっかりとフィードバックしてやっていき

たいなというふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  以上で私の一般質問は終わります。 

○副議長（佐竹康彦君） 以上で、床鍋義博議員の一般質問は終了いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 大 后 治 雄 君 

○副議長（佐竹康彦君） 次に、２番、大后治雄議員を指名いたします。 

〔２ 番 大后治雄君 登壇〕 

○２番（大后治雄君） ただいま議長より御指名を受けました議席番号２番、興市会、大后治雄でございます。

通告に従いまして、一般質問を始めさせていただきます。 

  １、複合災害について。 

  ①東大和市国土強靭化地域計画と東大和市地域防災計画を中心とした防災と復旧についてであります。 

  アとして、複合災害の定義と考えられ得る最悪の想定とは何か。 

  次に、イとして、地震災害、風水害、火山噴火災害と新型ウイルス等感染症への備えは。 

  次に、ウとして、他自治体の対応は。 

  次に、エとして、関係行政機関からの指針等情報の提供や指導などは。 

  次に、オとして、市民からの要望・意見などは。 

  そして、カとして、目標と課題、今後の対応につきまして伺います。 

  以上、この場におきましての質問を終了させていただきますが、再質問につきましては御答弁を踏まえまし
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て自席にて行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〔２ 番 大后治雄君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、複合災害の定義と最悪の想定についてでありますが、複合災害とは、国の防災

基本計画によれば、「同時又は連続して２以上の災害が発生し、それらの影響が複合化することにより、被害

が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象」と定められております。 

  複合災害につきましては、複合する災害の数や組合せが無限にあり得るため、考えられ得る最悪の想定をお

示しすることは困難でございます。 

  次に、複合災害のうち、地震災害、風水害、火山噴火災害と新型ウイルス等感染症への備えについてであり

ますが、これらの災害の一つ一つにつきましては地域防災計画などでの対応策を定めており、新型ウイルス感

染症につきましては、国・東京都の対応方針を踏まえ対応しているところであります。 

  なお、これらの災害が複合災害として発生した場合につきましては、計画に特段の定めはございません。 

  次に、他の自治体の対応についてでありますが、多摩26市の地域防災計画におきましては、複合災害に対す

る備えについて定めている市は確認できませんでした。これは、東京都の地域防災計画が災害の種別ごとに編

集されており、複合災害に関する定めがないことに起因するものではないかと考えております。 

  次に、関係行政機関からの情報提供についてでありますが、国の災害対策基本計画が令和３年５月に改定さ

れ、複合災害に対する記述が一部盛り込まれました。 

  また、コロナ禍での避難所のレイアウト等に関しましては、国や東京都からガイドラインが出されており、

市の避難所運営マニュアルの改定などに反映しております。 

  次に、複合災害に関する市民からの要望、意見についてでありますが、現在のところ、複合災害について市

民からの御意見、御要望は寄せられておりません。 

  次に、複合災害に対する目標や課題、今後の対応でありますが、複合災害は、通常の災害による被害をはる

かに超えた被害をもたらし、また先行災害で人材や物資など資源を投入したことにより災害対応力が低下した

ところに第二、第三の災害が発生するため、公的機関による救助・救援、いわゆる公助が十分機能しないこと

が予想されるものであります。 

  このため、公助だけでなく、自助や共助も合わせた総合的な災害対応力を高めることが目標になると認識し

ております。 

  災害対応は公的機関が担うとの認識が根強く残っているという課題がありますが、災害への対応は自助、共

助が大事であるという防災教育や啓発を今後も続けてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○２番（大后治雄君） どうもありがとうございました。 

  先月25日に首都直下地震による都内の被害想定を東京都が10年ぶりに見直して発表いたしました。東日本大

震災後の対策の結果、死者、建物被害とも前回より３割以上減ったとしています。このようにデータは時たま

アップデートされる場合がありますので、当市としてもデータと対策をアップデートしつつ、引き続きお取組

いただきたいというふうに思います。 

  なお、今回の被害想定によりますと、当市では、都心南部直下地震の場合、死者３名、負傷者57名、うち重



－95－ 

傷者６名、避難者2,501名、帰宅困難者2,972名、全壊23棟、半壊283棟、火災65件であり、立川断層帯地震の

場合、死者47名、負傷者497名、うち重傷者82名、避難者１万5,548名、帰宅困難者2,972名、全壊377棟、半壊

1,255棟、火災1,453件等々となっています。前回より３割以上減とはいっても、このように市内でも相当な数

の被害が想定されていますし、今回の一般質問で取り上げました複合災害ともなれば、当然これを上回るもの

となるであろうことは想像に難くないところでございます。 

  それでは、順次再質問させていただきます。 

  まず、アの複合災害の定義と考えられ得る最悪の想定とは何かであります。 

  最悪の状況の詳細をどうシミュレーションされているでしょうか。時系列による被害の推移と規模を被害想

定をされているのであれば教えていただきたいと思います。また、それぞれの被害に関する金銭的損失額等、

総額を教えていただきたいと思います。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 市の地域防災計画におきましては、先ほどの市長の答弁にもありましたように、

複合災害に対応する部分というのはございません。したがって、時系列による被害の推移や規模、それからシ

ミュレーションしたもの、金銭的損失額の見込みなども定めておりません。 

  なお、埼玉県の自治体、例えば鶴ヶ島市ですとか幸手市などですけれども、これらの市は県の地域防災計画

を踏まえて複合災害対策計画というものを定めております。その想定シナリオとして、これから申し上げる３

つのパターンを定めております。 

  まずパターン１といたしましては、巨大地震の発生後、巨大台風が直撃するもの、それからパターン２とし

ては、巨大地震の発生後、１年以内の復旧・復興活動中に巨大台風が直撃するもの、それからパターン３とし

ては、市の一部で竜巻が発生し、併せて他の地区で航空機事故が発生するものということになっております。 

  それぞれのパターンごとに災害対応における困難さが指摘されておりまして、パターン１では、先発した地

震災害で災害対応能力が低下している中での後発の台風災害が発生し、被害が拡大すること、それからパター

ン２では、先発の地震災害から復旧・復興中に後発の台風災害に襲われ、継続していた災害対応を大規模にや

り直さなければならないこと、それからパターン３では、同時に発生した竜巻被害と航空機事故により災害対

応能力が分散され、対応力が低下・不足することというふうなものでございます。 

  なお、この鶴ヶ島市あるいは幸手市の例では、今申し上げたように複合災害の具体的なパターンというもの

は定めておりますけれども、これによる金銭的な被害額までは定めておりません。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） どうもありがとうございます。 

  竜巻や航空機事故など、実に興味深いパターンを考えているなというふうに思います。どこまで想定するか

で被害は変わりますし、金銭的損失額も変わるのは当然と考えます。また、このように地域の特性に合わせた

シナリオが必要だということも示しているんだろうというふうに思います。 

  それで、ただいま伺いましたアの項目に関しましては、次以降の、イの地震災害、風水害、火山噴火災害と

新型ウイルス等感染症への備えはに関連いたしますので、イに移りたいと思います。 

  私が考えますに、考えられ得る、想定される最悪の状態というのは、新型ウイルス等感染症が蔓延している

ところに多摩直下地震と台風直撃などの風水害が前後して起きて、そこへ富士山が噴火して降灰、さらに原子

力災害も加わるといったものではないでしょうか。 

  もう少し踏み込んで申し上げれば、こうした複合災害に見舞われている最中に、我が国の領土に対し弾道ミ
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サイルの打ち込みや軍事作戦をもってする上陸、都市占領などを含む他国からの侵略行為が行われるといった

ことも考えられるのではないでしょうか。現在ウクライナの現状や我が国の近隣諸国の状況に鑑みるに、全く

あり得ないとは言い切れないと思います。 

  私、以前も一般質問で取り上げましたが、ＢＣＮ兵器、バイオ、ケミカル、ニュークリアですが、これに対

する備えも怠ってはならないというふうに考えています。ただ、これらは自然災害ではございませんので、今

回はこれ以上申し上げませんが、容易に想定可能なものとして考えておいていただきたいというふうに思って

います。 

  では次に、改めて当市における地震災害、風水害、火山噴火災害と新型ウイルス等感染症への対応と現状の

詳細を伺いたいと思います。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 市の地域防災計画におきましては、地震災害あるいは風水害、火山噴火災害な

どが複合災害として発生した場合に備えての記載というのはございません。したがって、これらの災害が単独

で発生した場合に取るべき対応を組み合わせて行うこと、これが想定されるところでございます。 

  なお、風水害につきましては毎年のように発生しておりまして、コロナ禍における避難所の運営が現実的な

課題となっております。 

  このことから、令和４年３月に避難所管理運営ガイドラインを改定いたしまして、新型コロナウイルス感染

症の感染者が避難してきた場合の対応について、感染者と非感染者との居住区域の完全分離など、記載を充実

させたところでございます。今のところ、この新しいガイドラインでの避難所の運営を設営したケースはござ

いません。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） コロナ禍ということもありますが、この新型コロナウイルス対策に関しては、ほかの新

型ウイルス、コロナのほかのというところに準用できるのではないかというふうに思いますが、次に、これま

での当市における複合災害対応に関する予算規模の推移、これを伺わせてください。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 災害はいつどのような形で発生するか分かりませんので、災害そのものを想定

して当初予算を編成するということはございません。このため、複合災害につきましても予算規模の推移を分

析することはできないものでございます。 

  なお、複合災害は被害が甚大で、復旧・復興期間も長期化し、また先行災害への対応をしている最中に、先

ほど申し上げたように後発災害が発生することにより、災害対応のやり直しが必要となる場合があるなど、単

独の災害への対応と比較して相当多額の経費がかかるものと認識しております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） それぞれの被害想定というか、一つ一つの災害に関しての被害想定はいろいろとされて

るんだろうと思いますが、全体的なものは想定はされてないというようなことなんだろうと思います。 

  では次に、東大和市国土強靭化地域計画と東大和市地域防災計画の市民への周知、説明や情報提供というの

はどういうふうにされていますでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 東大和市地域防災計画及び東大和市国土強靭化地域計画は、市の公式ホーム

ページにおいて誰でも無償でダウンロードすることができます。また、東大和市地域防災計画につきましては、

冊子として編さんいたしまして、関係機関に配付しているほか、防災安全課においても有償で配付をしており

ます。 
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  なお、市民への説明でございますけれども、コロナ禍のため、集合形式の説明会は行っておりませんが、今

後コロナの感染状況を踏まえて、市民からの希望があれば検討したいと考えております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） どうもありがとうございます。 

  ぜひ実施をしていただきたいというところだと思いますが、次に、地震や台風の被害想定と噴火による降灰

の被害にはどのような違いがあると考えられるのかお伺いをいたします。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 一般的には、地震や台風の場合には強い揺れや大雨、強風など物理的な力が働

き、また洪水というものもあり得るため、家屋の倒壊ですとか浸水被害などが想定されるものと考えておりま

す。 

  一方、噴火による降灰被害につきましては、堆積物による家屋倒壊ということが起こるリスクは少ないとい

うふうに考えておりますけれども、道路、鉄道、空港などの交通インフラは深刻な影響を受け、社会経済機能

に相当な被害をもたらすものと認識しております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  火山噴火災害におけます火山灰の除去というのは大きな課題であるというふうに思っています。土のう袋が

必要になるということは想像に難くないわけでございますが、その土のう袋を市にどのくらい備えたほうがい

いのか想定を伺いたいと思います。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 現在の市の地域防災計画におきましては、例えば富士山が噴火した場合には、

降灰量として大体３センチから10センチぐらい積もるというふうに想定しております。降灰除去への備えとし

て土のう袋を備蓄することも考えられるところでございますけれども、この噴火による降灰を経験しておりま

せんので、必要な土のう袋の数量を見積もることというのは困難というふうに認識しております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  数量を見積もるのは難しいということなんですが、例えば土のう袋を一般家庭でも備えるべきものなのかど

うかというところの市の考えを伺いたいと思います。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 一般家庭の備蓄でございますけれども、国は、最低３日分の生活ができるよう

な量の飲料水、食料等を備えることを推奨しております。噴火による降灰への備えにつきましては、富士山噴

火の可能性ですとか降灰被害の生ずる範囲、被害の程度等がどのようなものになるかにつきまして不確定要素

がございます。このため、現段階においては家庭用備蓄品として土のう袋をリストアップするということは考

えておりません。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  複合災害を想定した場合に、市民は何をどの程度備えておく必要があるというふうに市では考えていますで

しょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 一般に、地震災害などがあった場合に備えて、先ほど申し上げましたように最

低３日分の水や食料等を備蓄することが推奨されております。また、国は、大規模災害の場合には１週間分の

備蓄が望ましいというふうにしております。複合災害を直接想定した基準というのはございませんけれども、
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単独の災害よりも被害が明らかに大きくなるため、現段階では、国の推奨する大規模災害の場合の１週間分の

備蓄に準拠するのが妥当ではないかというふうに考えております。 

  なお、備蓄品の種類でございますが、避難者が３日あるいは１週間生活できる量の食料、飲料水のほか、一

般的には懐中電灯、携帯ラジオ、軍手やマスク、タオル、消毒用アルコールなどが挙げられておりまして、複

合災害においても基本的には変わらないものというふうに認識しております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  １週間分というと結構な量になるというふうに思いますし、家に備蓄しておくといっても結構かさ取ります

ので、なかなか置いておけるところもないんじゃないかなというふうに思うんですけども、推奨しているとい

うことであれば、そこをちょっと参照させていただきたいというふうに思います。 

  次に、先ほど東大和市国土強靭化地域計画と地域防災計画の周知は伺ったんですが、市民にも一定の備えを

お願いする、それから備えていただくといったことは必要であるというふうに思います。 

  また、近年言われておりますとおり、東海、東南海、南海、また日向灘なんていうのも最近言われてますが、

これの三連動地震が注目を浴びる中で、歴史的に見てこの３つの地域に関して、大きな地震の後には火山噴火

があった事実もございまして、火山噴火、富士山噴火といったことの周知が必要と考えていますが、いかがで

ございましょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 国の防災基本計画におきましては、先ほど申し上げたように令和３年５月の見

直しの際、複合災害に関する記述というものを追加いたしました。追加した内容としては、備えの充実、外部

支援の早期要請、地域特性に応じて発生可能性の高い複合災害を想定した実動訓練の実施など、一般的な留意

事項でございます。 

  それから、先月、５月でございますが、東京都も被害想定を見直したところでありまして、東京都の地域防

災計画も近々見直しに着手するものと思われます。 

  市といたしましても、こうした状況の変化を踏まえて、市の地域防災計画の見直しについて準備をする段階

であるというふうに認識しております。市の計画が見直された場合には、市民への情報提供ですとか啓発が考

えられるところでありますが、富士山噴火も含めた複合災害に関する注意喚起もこのプロセスの中で対応して

いくものというふうに認識しております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） 冒頭でも申し上げましたけども、常にデータはアップデートされるものというふうに考

えながら対応していただきたいというふうに思っています。なので、この見直しも早急に手をつけていただけ

ればというふうに思います。 

  次に、複合災害における避難と単独災害における避難というのはどう異なっているのか、また避難所への避

難とその他への避難においてはいかがでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 複合災害におきましては、被害の広域化あるいは復旧・復興の長期化が懸念さ

れるところでございます。避難所で過ごす期間も相当に長期になるというふうに推測しております。また、市

の指定した避難所が被災する場合ですとか、避難所への移動自体が危険な場合ということも考えられるところ

でございます。 

  このため、市や東京都の区域を越えての広域避難ですとか、あるいは逆に自宅にとどまる在宅避難あるいは



－99－ 

親類縁者の住居に身を寄せる縁故避難など、複合災害においては様々な形の避難が起こり得るというふうに考

えております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） 様々な形の避難があるというようなことですけども、確かに、できれば市の施設に全員

が避難するというのは多分難しいんじゃないかなというふうに思いますので、基本的には在宅避難というのが

私は基本になるんじゃないかなというふうに思ってるんです。だから、そういったところを考えれば、それぞ

れの市民の皆さんにこれこれこういうこともあるから考えておいてくださいということは常に必要だと思いま

すので、その辺の広報とか周知などもぜひ徹底していっていただきたいなというふうに思っています。 

  続きまして、火山噴火災害時には通信障害というのも当然想定されますが、その際の市内部の情報伝達や市

民への情報提供の方法というのをどう考えてらっしゃいますでしょうか。また、備えというのはどうされてい

ますでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 今年の１月にトンガで海底火山、大規模噴火というのがございました。この際、

携帯電話というものがつながらなかったのですけれども、アマチュア無線につきましてはつながったというふ

うに伺っております。非常時においては、市のほうの職員同士ではＩＰ無線機というものを運用しております

けれども、これは携帯電話と同様に基地局に依存する方式でありますので、基地局に依存しない無線機も運用

可能な状態にしております。 

  また、市内のアマチュア無線クラブとも協定を締結しておりまして、非常時にはこのクラブ員の通信能力を

活用することも考えております。 

  市民への周知につきましては、メール配信ですとか防災行政無線の活用が可能ならば、それを活用いたしま

すし、活用ができないのならば、青パトやスピーカーつきの庁用車で専ら音声による周知というものを行った

り、あるいは公共施設に掲示物の掲示などをするということが考えられるところであります。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） 被害によっては、携帯電話が全く使えなくなったりということも当然考えられますので、

そのアマチュア無線というのは古くからあるものであって、市長もアマチュア無線お取りになってるというふ

うにお聞きしていますけれども、今後どういったものが効果があるというか、そういったものもきっちり考え

ていっていただければなというふうに思います。私自身もアマチュア無線取ろうかなと思いながらも、ついぞ

なかなか免許取ってないんですけども、そういったようなことでそれぞれの部署がやっぱり連携して動くため

には情報というのは重要でございますので、その辺もしっかりと御認識いただければというふうに思います。 

  次に、複合災害時のＢＣＰの概要というのを伺わせてください。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 複合災害に関しましては、先ほどから申し上げてるように、市の地域防災計画

でも特段これを取り上げて対策を講じてはございません。 

  このため、ＢＣＰにおきましても複合災害を前提とした内容とはなってはおりません。 

  現行のＢＣＰを適用して複合災害の場合にも対応することになると思われますが、この複合災害というのは

甚大な被害をもたらすため、通常の災害以上に市の機能は低下する可能性があるというふうに認識しておりま

す。したがいまして、事実上、継続業務をさらに絞り込む可能性はあるものというふうに考えております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） かなりきつい状態になるというのは間違いないと思います。 
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  次に、複合災害時の復旧計画の概要というのを教えてください。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 複合災害の復旧計画につきましては、市の地域防災計画において特段の定めは

ございません。このため、現行の計画に基づいて、個々の災害に対する復旧対応を調整しながら行うというこ

とが考えられるところでございます。 

  なお、前述のとおり、複合災害というのは甚大な被害をもたらすことが想定されるところでございますので、

復旧や復興につきましては相当の時間と経費がかかるものというふうに考えております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  電気、ガス、水道、通信などのインフラ系というのはどういうふうに復旧していくのでしょうか。時系列で

分かれば教えていただきたいと思います。また、その復旧にかかる予算というのはどういうふうになっていま

すでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 地域防災計画によりますと、災害の発生時におきましては電気やガスは停電あ

るいは供給停止、それから水道は排水調整、通信は非常通話優先措置を取ることが定められております。 

  その後の応急対策におきましては、官公庁ですとか都市中枢機能の維持のための応急工事が優先されまして、

その後に通常の状況に回復するための復旧対策を行うというふうに定めております。 

  なお、復旧に要する予算につきましては、被害規模の想定が難しいため、あらかじめその額を見積もること

は困難でございます。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） 分かりました。 

  次に、公共財でございます道路や橋梁、市役所、公民館、公園や学校などの当市の所有、占有する建物や土

地というのはどういうふうに復旧していきますでしょうか。時系列で分かれば教えていただきたいと思います。

また、その復旧にかかる予算というのはどうなっていますでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 市の地域防災計画によれば、市役所本庁舎ですとか公の施設あるいは道路、公

園が被災した場合には、まず応急危険度判定というものを迅速に行うというふうに定めております。その上で、

必要に応じて応急的な復旧工事を施工し、なるべく早期に機能の回復を図るものというふうに定めております。 

  それから、復旧に係る予算でございますが、先ほどと同様でございまして、被害規模の想定が難しいために

あらかじめその額を見積もることは困難でございます。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） 分かりました。 

  次に、交通機関はどういうふうに復旧していくでしょうか。時系列で分かれば教えていただきたいと思いま

す。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 西武鉄道ですとか多摩モノレールの被災直後における対応は基本的に人命優先

でございまして、負傷者救助を優先して行うというふうに定めております。 

  それから、施設や設備につきましては、応急対策は実施いたしますけれども、交通機関というのは都市機能

の確保に重要な役割を果たすため、早期に復旧対応を実施し、輸送の確保を図るというふうに定めております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） なかなか、一般市民がそれを使おうというようなところまではなかなか復旧をしていく
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のはちょっと時間がかかるというようなことなんだろうと思います。 

  次に、市民の私有財産でございます宅地や建物、それから農地はどう復旧していくでしょうか。時系列で教

えていただければと思います。また、その復旧に係る費用に対する補助などの予算というのはどういうふうに

なっていますでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 市民の住居である建物が被災した場合には、市が応急危険度判定というものを

行います。その上で、災害救助法、この法律の適用がある場合には、都道府県が半壊あるいは準半壊等の住宅

への応急修理を行うことになっております。 

  さらに、復旧・復興の段階におきましては、被災者生活再建支援法の適用がある市町村の住民の場合には、

住宅の被害程度に応じて最高100万円までの支援金と、それから住宅の再建方法に応じて最高200万円までの加

算支援金、この支給を受けることができることになっております。 

  なお、この災害救助法による救助は都道府県が職権で行いますが、一方、被災者生活再建支援法の支援金等

の支給は申請主義となっております。 

  また、激甚災害に指定された場合には、農地や農業用施設につきましては災害復旧国庫補助事業の補助率の

特例を受けることができることになっております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） 宅地というか、建物に関しては言わばトリアージが行われて、全壊、半壊というのを判

定していくということなんですけども、広域に災害が起こった場合には、恐らくトリアージを行って、その建

物とか、それから宅地とかを復旧していくための手だてというのが多分かなり限られるというか、難しくなる

んじゃないかなというふうに思います。そこでちょっと時間がどうしてもかかってしまうということになるん

だと思いますが、本当はできれば少しでもその公共施設に避難する人を少なくして、在宅避難者を増やすとい

うような方向でやっていただきたいと思っているんですが、なかなかその在宅避難者を増やすにしても、自分

の建物に対する復旧とかいうのが遅れてくれば、さらにまたその避難者、公共施設の避難者というのが減らな

いというような状況にもなるので、そこはなかなか大変なんだろうというふうに思いますが、そういった手だ

てもやっぱり何らかの形で考えていかなきゃいけないのかなというふうに思います。 

  広域に被害が起きてなければ、東大和市だけであれば近隣の市からの手も借りられるんだろうと思いますが、

そこのところはなかなか東大和市だけっていうのは考えにくいというふうに思いますので、その辺も想定をし

ながら、やっぱりその在宅避難者を増やすような方策も考えていただければというふうに思います。 

  では次に、ウの他の自治体の対応はに移ります。 

  改めて、他自治体におけます対応と現状の詳細を伺わせてください。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 先ほど、埼玉県の鶴ヶ島市あるいは幸手市の例を御紹介いたしましたけれども、

東京都下の多摩26市におきましては、この地域防災計画に複合災害に関する特段の対応を記載している自治体

というのは確認することができませんでした。 

  なお、コロナ禍におきます避難所の運営は複合災害の現実的な課題であるため、他市におきましては当市と

同様に避難所運営マニュアルを改定したり、あるいは特例のマニュアルを整備したりしているという対応をし

ていることを伺っております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） ありがとうございます。 
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  次に、特に富士山噴火に関する他自治体の対応で、当市の参考になるような特筆するべきものがあれば教え

ていただきたいと思います。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 富士山周辺の自治体におきましては、富士山噴火への備えというものをしてお

りますけれども、その想定する主な被害というものは、溶岩流ですとか火砕流あるいは噴石によるものでござ

います。 

  一方、当市におきましては、富士山と直線距離で75キロメートル以上離れておりますので、溶岩流などより

も降灰による被害を想定しているところであります。 

  この点、桜島のある鹿児島市では降灰被害を頻繁に被っていることから、地域防災計画におきまして対応し

ているというところであります。降灰が始まる前から県の建設業協会などと連携して人員や資機材を準備する

など、早めの対応を基本としております。また、降灰後でございますけれども、その除去状況について情報収

集をし、ボランティアの受入れですとか、あるいは地域ぐるみでの降灰除去の円滑化・効率化に努めるという

ふうに定めております。 

  市といたしましては、降灰対策は今後の研究課題というふうに認識しておりますけれども、事前準備ですと

か降灰除去の円滑化に関する部分は参考になるものと考えております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） ありがとうございます。ぜひ他市のいいところは取り入れていただきたいというふうに

思うわけでありますけども、歴史上というか、有史以来、富士山が破局的な噴火というのは認められてないと

いうところなんだと思うんですけども、万が一、想定外の破局噴火を起こした場合にかなり痛手を被るのは間

違いないというふうに思っていますので、浅間山に関してもそうですし、それから遠く阿蘇山に関しても破局

噴火が起こらないとは限らないと。 

  九州のほうにございます喜界島のカルデラですね、あそこは古くは鬼界カルデラといって破局噴火が起こっ

て、相当な甚大な被害があって、もうほとんど日本全滅に近いような話になったんだろうというふうに私聞い

ていますけども、そういったことまで想定しなきゃいけないということではないんですが、そういったことも

あり得るであろうというふうなことを常に頭に置いておきながらいろいろと考えていただきたいというふうに

思います。 

  基本的には降灰対策ということで足りるんだろうというふうに思うんですけども、想定外のことって間違い

なく起こるというふうに考えておいたほうが私はいいと思いますので、そこのところはよろしくお願いしたい

と思います。 

  次に、エの関係行政機関からの指針等情報の提供や指導などはに移ります。 

  改めまして、国や東京都の本件に対します考え方、認識の詳細を伺うとともに、特に富士山噴火に関します

国や東京都からの指針等、情報の提供や指導などの詳細を伺いたいと思います。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 先ほど申し上げましたとおり、国の防災基本計画におきましては、令和３年５

月の見直しの際に複合災害に関する記述を追加いたしました。 

  この内容というのは、ちょっと繰り返しになりますけれども、備えの充実、外部支援の早期要請、地域特性

に応じて発生可能性の高い複合災害を想定した実動訓練の実施等、一般的な留意事項というものでございます。 

  一方、東京都の地域防災計画でございますが、現段階では複合災害に関する特別な記述というものはござい

ません。また、富士山噴火対策といたしましては、専ら降灰被害を想定した計画を策定しているというところ
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でございます。 

  しかしながら、南海トラフ地震の発生リスクというものは高まっているというふうに伺っておりますし、地

震に起因した富士山噴火の可能性も指摘されているところでございます。 

  こうしたことから、今後の東京都の動きを注視してまいりたいと、このように考えております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  次に、復旧に関しまして、国や東京都から何らかの財政措置というのは考えられますでしょうか。また、そ

れはどういったものでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 災害が激甚災害に指定された場合には、国は災害復旧事業の補助金を上乗せし

て特別の財政援助を市町村に対して行うということになっております。それから、仮設住宅ですとか給水、食

料の支給なども国や東京都の負担で行うということになっております。それから、東日本大震災のときには、

国は内閣に復興庁を置きまして、被災自治体に対して復興交付金というものを交付いたしました。 

  富士山噴火を伴う複合災害が発生した場合には、関東地方に広範な被害を及ぼし、その復興の予算も通常の

災害の場合とは比較にならない規模に至ることが考えられております。 

  国の復興支援において、東日本大震災の復興スキームが参考にされる可能性はあり得るというふうに考えて

おります。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） では、復旧に関しまして、国や東京都からの財政面以外での対応というのは考えられま

すでしょうか。また、それはどういったものをお考えでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 東日本大震災におきましては、風評被害や差別などの人権侵害に対する無料相

談を法務省が、それから中小企業向け無料相談を経済産業省が、それから中小の農林事業者向けの融資や返済

に関する相談を日本政策金融公庫がそれぞれ直接行っております。国やその外郭団体が直接サービスを提供し、

都道府県や市町村が対応し切れない部分を担うなどの対応が見られたところでございます。 

  東日本大震災の例を踏まえますと、大規模かつ広範な影響を及ぼす複合災害においても、国等がサービスの

担い手となって住民や事業者を直接支援し、結果として市町村の負担軽減を図る可能性はあるというふうに考

えております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） とにかく国や都のほうがいろいろと財源握ってる場合が多くございますので、やっぱり

市区町村に対していろいろとやっていただかなければならないというふうに思ってます。そこのところをこち

らからも突っつくわけじゃないんですが、そこら辺のところをどんどんどんどん確認していっていただくとと

もに、他の自治体と連携して国や都を、できればそこのところをどんどん突っついていただけたらというふう

に思っています。 

  次に、国や東京都の計画と当市の対応の整合性というのは現状どうなっていますでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 市の地域防災計画ですとか国土強靭化地域計画は、いずれも国の方針ですとか

東京都の計画と整合性を持って策定しておりまして、改定もまた整合性を取っております。また、複合災害で

はなく単独の災害におきましては、国や東京都と連携して対応することが基本となっておりまして、このこと

は複合災害でも変わることはないというふうに認識しております。 
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  現段階では、計画の整合性について議論する段階ではございませんけれども、複合災害が発生した場合には、

相互に連携・協力して対応できるものというふうに認識しております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  次に、オの市民からの要望・意見などはに移ります。 

  改めて、複合災害に関します市民からの要望・意見の詳細を伺わせてください。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 複合災害に関する市民からの御要望あるいは御意見でございますが、先ほど市

長の答弁にもございましたとおり、今のところないものというふうに認識しております。 

  なお、自主防災組織の避難所運営訓練において、コロナ禍における避難所というものは感染者と非感染者と

を完全分離するゾーニングを徹底するということとともに、それから被災者同士を分けるパーティションも設

置すると、そういうことを市民に対して説明したところ、パーティションはもっと進めてほしいというような

御要望がございました。感染防止だけではなく、プライバシーの確保にもつながることから関心が高かったも

のというふうに思っております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） 感染防止、プライバシー確保、重要だと思いますので、そこのところはぜひ取り入れて

いっていただきたいというふうに思います。 

  次に、カの目標と課題、今後の対応はに移ります。 

  複合災害に対します当市の防災に関する目標というのはどう考えていらっしゃいますでしょうか。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 複合災害そのものを対象として具体的な防災目標を立てているわけではござい

ません。しかし、自然災害というものは常に想定を超えて被害をもたらす可能性というものはございまして、

計画に記載がない場合であっても、あらゆる資源を充当して複合災害に対応していく必要があるものと認識し

ております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） ありがとうございます。 

  次に、複合災害に対します当市の防災に関する目標に対しまして、どこまで達成しているのかを伺いたいと

思います。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 複合災害に対する目標及びその達成度につきましては、複合災害に関する計画

が現在はないために数値等をお示しすることはできませんけれども、一つ一つの災害対応を着実に進めていく

ことが基本であるというふうに考えております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） では、改めまして、課題と今後の対応に関する詳細を伺いたいと思います。 

○総務部参事（伊野宮 崇君） 複合災害につきましては、先ほどから繰り返しているように、甚大な被害をも

たらすために、総合力で対応する課題であり、公助のみならず、自助、共助の充実というものが不可欠である

というふうに認識しております。 

  自助、共助の向上につきましては、幅広い世代に対する啓発とともに、若年層に対する防災教育、これを充

実させまして、災害に対する意識の高い人材を育成するなどの長期的な取組、これも必要と考えております。 

  備蓄品の充実など、現在の災害対応能力の向上と人材育成という長期の取組とを両輪にして、自助、共助、



－105－ 

そして公助の災害対応能力を高めていきたいと、このように考えております。 

  以上であります。 

○２番（大后治雄君） どうもありがとうございます。 

  いろいろ伺ってまいりましたけども、ここで最後に、改めまして市長の御所見を伺いたいと思います。 

○市長（尾崎保夫君） 複合災害ということでいろいろと御質疑いただいたわけでございますけども、平成23年

の３月、東日本大震災につきましては、地震、津波、原子力災害が複合的に発生した災害であります。甚大な

被害をもたらしました。 

  これに対応した国土交通省のある官僚の話でございますが、「備えていたことしか、役には立たなかった。

備えていたことだけでは、十分でなかった。備え、しかる後、これを超越してほしい。」との言葉を残してお

ります。自然災害は私たちの想定を超えて襲ってくる場合があることを端的に表した言葉だと認識をしている

ところでございます。 

  近い将来発生すると言われている南海トラフ地震は、複合災害の起因となるおそれがあり、意識して備えな

ければならないものであります。複合災害は、公助のみでの対応は困難であり、自助、共助、公助の多層的な

備えにより社会全体で被害を軽減させることが求められるものと認識をしてるところであります。 

  この考えを多くの市民の方と共有するために、今後も啓発や訓練に努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○２番（大后治雄君） 市長、どうもありがとうございました。まさにおっしゃるとおりだと思います。 

  新型コロナウイルス感染症もまだまだ予断を許さない状況にございますが、最近新たな感染症であるサル痘

が報道されるようになり、これからも新型感染症に振り回される生活が続くのかとうんざりしてしまいます。 

  こうした中、新型コロナウイルス感染症に関しましては、医療に従事される皆様方、市長をはじめ理事者の

皆さん、そして職員の皆さんにはこれまでの御奮闘に改めて敬意を表するものでございます。 

  さて今回、複合災害につきましてるる伺ってまいりました。特に火山噴火災害との複合における状況という

のは想像を絶するものとなるはずでございます。火山灰はガラス質を含むもので呼吸器に甚大な影響があり、

基礎疾患を抱えている方々にとってはまさに生死に関わる重大な問題でございます。また、電車やバスなど公

共交通機関の麻痺は言うに及ばず、電気、ガス、水道、通信などのインフラも麻痺状態になると推定されてい

ます。 

  先月の報道では、山梨県富士山科学研究所などの研究グループが、火山灰が12センチの厚さで積もると二輪

駆動の自動車は動けなくなるとの実験結果をまとめたそうでございます。駐車場に火山灰やスコリアと呼ばれ

る小石を敷きまして、噴火後の道路に似せて実験をしました。火山灰の厚みや道路の傾きを変えるなど、複数

のコースを用意して、車の重さやタイヤの駆動方式が違う９種類を走らせましたところ、火山灰などが約12セ

ンチ積もったコースでは、傾斜２度から３度でも前輪駆動車、後輪駆動車のいずれも途中で前に進めなくなり

まして、厚さが20センチから30センチの平らなコースでも同様であったそうです。タイヤが沈み込んで空回り

することが原因で、金属製や樹脂製のチェーンをつけても効果はなく、かえって走行距離が短くなったケース

もあったそうです。かつては、日産自動車では火山灰仕様車、トヨタ自動車では鹿児島仕様車と言われるよう

な専用車両を用意してたといいます。 

  火山灰は雪と違いまして、水で溶けて流れず、固まる性質があります。内閣府の防災情報によれば、送電設

備に対しては、碍子の絶縁低下による影響、電線の切断、発電所への影響があり、上水道設備に関しましては
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濁度の増加による浄水場の機能停止、ろ過池の機能低下による浄水場の機能停止、水質の悪化があり、下水道

に対しましては管路の詰まり、下水処理場などへの被害があり、通信に対しましては通信不調、通信増による

ふくそう、電気通信設備故障等、機器への影響などがあると考えられています。 

  また、先ほど申し上げました健康への影響や雨どい、ひさしの損壊、木造家屋の損壊、倒壊、空調等設備へ

の影響など、多岐にわたる市民生活への影響が懸念されています。 

  そして、追い打ちをかけるように、他国からの侵略など、不安材料は数多く、自助、共助、公助の意味と、

その内容が改めて問われているものと考えます。 

  さきの震災以来、地震が増えているのは共通認識でございます。地震と噴火はセットであると昔から言われ

てまいりました。オオカミが来るぞと叫んで信頼をなくした少年の物語は有名ですが、私は恐れることなく地

震と噴火が来るぞと、何度でも声を大きくして警鐘を鳴らし続けるとともに、自分や家族を助ける第一人者は

自分なのだと、自助、共助、公助の中でも特に自助努力が大切なのだと、公助はあくまでも最後のセーフティ

ネットであり、全て公に頼り切りでは駄目なのだと、まずは自分自身で守り、備えるべきだと訴え続けたいと

思っています。 

  かつて、ジョン・Ｆ・ケネディは、大統領就任演説で言いました。「あなたの国があなたのために何ができ

るかを問わないでほしい。あなたがあなたの国のために何ができるかを問うてほしい」。 

  間違っていただきたくないのは、私は公は何もしないでよいと言っているわけではございません。国や都や

市は、できる限りの手を尽くすべきであることは当然であります。ただ、その前提として、何をしてもらえる

かではなく、何ができるかを考えられる市民であってほしいと思うのであります。市民一人一人がその能力に

応じてできる限りの力を発揮して備え、公も同様にできる限りの力を発揮して備えることでお互いに補い合う。

それでも何が足りないかを真剣に考え、市民も解決への模索を放棄、思考停止することなく、共に解決策を生

み出していくことで安心・安全が育まれていくと考えています。 

  長くなりました。 

  最後に、市長はじめ理事者の皆さん、そして職員の皆さんには、公共の福祉の増進、市民の生命と財産を守

るという点に関しまして一層の御尽力を改めてお願い申し上げまして、私の今回の一般質問を終了させていた

だきます。どうもありがとうございました。 

○副議長（佐竹康彦君） 以上で、大后治雄議員の一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

午後 ３時４２分 休憩 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ３時５１分 開議 

○副議長（佐竹康彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 東 口 正 美 君 

○副議長（佐竹康彦君） 次に、18番、東口正美議員を指名いたします。 

〔１８番 東口正美君 登壇〕 

○１８番（東口正美君） 議席番号18番、公明党の東口正美です。通告に従い、一般質問させていただきます。 

  初めに、１番、妊婦健康診査受診票について伺います。 
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  妊婦健康診査受診票の取扱いについては、令和３年第２回の一般質問で取り上げ、特に現在償還払いの対象

となっている助産院での取扱いについて確認させていただきました。その際の答弁では、東京都の妊婦健康診

査受診票については医療機関での使用に限定されており、東大和市では助産院での取扱いについては使用でき

ない取扱いとなっているとのことでした。 

  一方、お隣の東村山市では、独自に東京都の受診票を使い東村山市と契約を交わした助産院及び東京都以外

の産婦人科でも取り扱えるようになっていることを紹介いたしました。 

  このことを受けて、都議会予算委員会において公明党のまつば議員が、妊婦健康診査受診票の取扱いに自治

体ごとの差があることについて質疑を行いました。そのことを受けて、令和４年４月４日に各自治体に通知が

なされています。 

  そこで、①として、妊婦健康診査受診票の助産院での取扱いについて伺います。 

  アとして、東京都の見解についてお聞かせください。 

  また、東京都の通知を受けて、市議会公明党としても改めて尾崎市長に妊婦健康診査受診票の助産院での使

用に関する要望書を提出させていただきました。 

  そこで、イとして、東大和市での今後の取扱いについて伺います。 

  また、ウとして、他市の状況について、エとして、今後の課題についてもお聞かせください。 

  次に、２番、樹木の管理について伺います。 

  樹木の管理についても、これまでも何度も質問させていただきました。直近では、令和２年第４回の定例会

で質問し、近年問題となっているナラ枯れ対策を含む取組について確認をさせてもらいました。その際に、東

大和市樹林地・用水保全事業計画に基づき、令和２年から令和４年の３年間で適正な樹木・緑地の管理を行う

ことが示されました。 

  そこで、①として、「東大和市樹林地・用水保全事業計画」に基づく、狭山緑地、野火止用水、上仲原公園

で現在までに行われた事業の内容と今後の取組及び課題についてお聞きします。 

  ②として、「東大和市樹林地・用水保全事業計画」の推進に対する経費の内容についてお聞かせください。 

  水と緑と笑顔が輝くまちを目指す東大和市にとって、緑豊かな環境を整備すべく、雑木林の会などのボラン

ティアさんを含む多くの方にこれまでも尽力していただいてまいりました。しかしながら、高木化・老木化し

た樹木を適正に管理するためには、毎年の剪定だけにも膨大な作業と費用が必要となります。限りある財源の

中で安全に適正な管理をするためには、これまでも申し上げてきたように、緑地、公園、校庭、各種公共施設、

街路樹と市内全体の樹木を計画的に管理する必要があると考えます。 

  そこで、③として、東大和市全体の今後の樹木管理計画に対する考えについてお聞かせください。 

  次に、３番、デジタルデバイド（情報格差）解消の取組について伺います。 

  新型コロナウイルス感染症が社会にもたらした影響の一つに、デジタル技術を活用した取組が推進されたこ

とが挙げられると思います。便利になった反面、様々な課題も顕在化しています。その一つが、今回取り上げ

るデジタルデバイドの問題です。 

  デジタルデバイドとは、インターネットなどの情報通信技術を使える人と使えない人との間に生じる格差を

表す言葉で、情報格差という意味で使われます。総務省の情報通信白書には、誰一人取り残さないデジタル化

の実現がうたわれており、東京都においてもデジタルデバイド解消に向けた取組に予算が組まれています。 

  そこで、①として、東大和市民のデジタルデバイド（情報格差）に対する市の認識を伺います。 
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  次に、②として、スマホ未利用者について伺います。 

  総務省が示す情報通信白書によると、2020年のスマートフォンの普及率は世帯では86.8％、前年度比3.4％

の増、個人では69.3％、前年度比1.7％増と年々増加する一方、スマホを利用しない人を年齢別に調査したと

ころ、18歳から58歳までは１から９％なのに対して、60代では26％、70代では58％と世代による格差が分かり

ます。行政のデジタル化を進める中で、スマホ未利用者に対して自治体ごとに取組を進めているところもあり

ます。 

  そこで、アとして、スマホ教室の開催などの取組について。 

  ａ、東大和市の取組について。 

  ｂ、参考となる他市の事例についてお聞かせください。 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、あらゆるものへの非接触が求められ、中でも現金を使わずに済

むキャッシュレス決済が様々な方法で推進されており、この分野でもスマートフォンが活躍しています。また、

行政のデジタル化を推進するために必要とされているマイナンバーカード普及のために付与されるマイナポイ

ントもデジタル決済のツールが必要とされています。 

  そこで、③として、デジタルデバイド（情報格差）がある中で進められている行政のデジタル化の現状と課

題について伺います。 

  アとして、ＰａｙＰａｙなどのキャッシュレス決済について。 

  イとして、マイナンバーカード取得後のマイナポイントの付与について伺います。 

  最後に、④として、デジタルデバイド（情報格差）解消のための今後の取組について伺います。 

  ここでの質問は以上とし、再質問については自席にて行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〔１８番 東口正美君 降壇〕 

〔市 長 尾崎保夫君 登壇〕 

○市長（尾崎保夫君） 初めに、妊婦健康診査受診票の助産所での取扱いに関する東京都の見解についてであり

ますが、令和４年４月４日付で東京都から、都内の助産所での妊婦健康診査は共通の受診票方式では実施して

おらず、各市町村において償還払いで対応している旨が通知されております。 

  あわせて、助産所と自治体が個別に契約を締結することで、妊婦健康診査受診票を利用可能としている自治

体があり、このような妊婦の方の利便性向上を目的とした取組は、各自治体の判断で実施可能であることが示

されております。 

  次に、市における今後の取扱いについてでございますが、東京都の通知で妊婦の方の利便性向上を目的とし

た取組は各自治体の判断で実施可能であることが示されたことから、他市の動向を把握するなど、今後市の対

応を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、他市の状況についてでありますが、東京都の通知では、助産所における受診票の使用事例として、八

王子市と東村山市の２市の事例が示されております。この２市は、市と助産所で妊婦健康診査受診票の利用に

関する契約を締結し、助産所における受診票の利用方法を定めております。 

  次に、今後の課題についてでありますが、妊婦健康診査受診票につきましては、医療機関での使用を前提に

作成しておりますことから、助産所で受診票を使用するに当たりましては、受診票を併用することについて東

大和市医師会等の関係機関の御意見を伺うなどの調整が必要であると考えております。 

  今後につきましては、他市の動向などを把握し、関係機関の意見や新たな事務負担を考慮しながら東京都の
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通知を参考に対応してまいりたいと考えております。 

  次に、東大和市樹林地・用水保全事業計画に基づき実施した内容と今後の取組及び課題についてであります

が、狭山緑地、野火止用水、上仲原公園につきましては、令和２年度及び令和３年度において、ナラ菌を原因

とするナラ枯れ被害の拡大防止を図るために、老木化した樹木を含め伐採を行うとともに、樹木の萌芽更新及

び未被害樹木への薬剤注入を実施しております。 

  令和４年度につきましても、引き続き同様の措置を実施し、公園・緑地等の適正な維持管理に努めてまいり

ます。 

  今後の課題につきましては、ナラ枯れ被害等の状況を確認していくこと及び公園・緑地等の再整備について

検討し、計画的に実施していくことであると考えております。 

  次に、当該計画の推進に対する経費についてでありますが、一般財源に加えて、公益財団法人東京都環境公

社の地域環境力活性化事業補助金を活用し、ナラ枯れ被害や老木化した樹木の伐採費用に充てております。 

  次に、市全体の今後の樹木管理計画に対する考えについてでありますが、公園及び緑地等につきましては、

現在、樹木管理のための計画はありませんが、都市マスタープランをはじめとした都市づくりに関連する計画

等の改定の検討や、東大和市公園施設長寿命化計画等に基づく公園や緑地等の再整備などを進めていく中で検

討していくものと考えております。 

  次に、市民のデジタルデバイドに対する市の認識についてでありますが、国が策定いたしました自治体デジ

タル・トランスフォーメーション推進計画では、デジタルデバイド対策は、デジタル化の取組と併せて取り組

むべき事項として位置づけられております。 

  市におきましても、行政手続のオンライン化などのデジタル化を推進するに当たりましては、市民の皆様の

中にパソコンやスマートフォン等の機器に不慣れな方がいることを考慮して、デジタルデバイド対策を検討す

る必要があると考えております。 

  次に、スマートフォン教室の開催など、市の取組についてでありますが、市では、令和３年度の公民館講座

においてスマートフォン講座を実施したところであります。 

  詳細につきましては、教育委員会から説明をお願いします。 

  また、東京都のデジタル関連施策であります、高齢者向けスマートフォン利用普及啓発事業等に関しまして、

現在調査、研究しているところであります。 

  次に、他市の事例についてでありますが、国分寺市や多摩市などは東京都の高齢者向けスマートフォン利用

普及啓発事業を活用し、スマートフォンの体験会や相談会などの取組を行っております。また、渋谷区では高

齢者を対象とするスマートフォンに関する無料の相談窓口を開設し、港区では操作方法を学べるスマートフォ

ン教室を開催しているとのことであります。 

  次に、ＰａｙＰａｙなどのキャッシュレス決済についてでありますが、消費活性化事業は、還元率30％の割

合で付与されたポイントを翌月利用できることから、スマートフォンをお持ちの市民の皆様や市内店舗の方々

に好評であると認識をしております。 

  課題としましては、ふだん電子マネー等を使っていない方にはキャッシュレス決済の仕組みや操作方法が分

かりにくいことと捉えており、それらを解消する機会づくりに引き続き取り組んでまいります。 

  次に、マイナンバーカード取得後のマイナポイントの付与についてでありますが、現在マイナンバーカード

の交付を受けた方がそのままマイナポイントの申請ができるよう、１階のロビーに専用ブースを設けて、マイ
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ナポイントの付与に関する支援を行っております。 

  課題としましては、ふだん電子マネー等を使っていない方にはマイナポイントの仕組みが分かりにくいこと

であります。 

  次に、デジタルデバイド解消のための今後の取組についてでありますが、市では今後、令和３年度に策定を

いたしました第五次東大和市情報化推進計画に基づき、行政手続のオンライン化等を推進する予定であります。 

  その進捗の状況等に合わせまして、デジタルデバイド解消のための取組を検討し、デジタル社会の利便性を

多くの市民の皆様に実感していただけるよう努めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

〔市 長 尾崎保夫君 降壇〕 

○教育長（真如昌美君） それでは、公民館講座で実施しましたスマートフォン講座につきまして御説明をいた

します。 

  この講座につきましては、おおむね60歳以上でスマートフォンの操作に慣れていない初任者を対象に、令和

４年２月３日、上北台公民館におきまして開催し、11人の方に参加をいただきました。講座の内容は、スマー

トフォンの持ち方から始まり、様々な操作について講師であるスマホアドバイザーから学びました。 

  なお、講座が好評でありましたことから、令和４年７月に同様の講座を実施する予定であります。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） 御答弁ありがとうございました。 

  それでは、順次再質問させていただきます。 

  まず１番、妊婦健康診査受診票の助産院での取扱いにつきましては、前回確認させていただいたことに端を

発しまして、前回もこの妊婦健康診査受診票の取扱いの主導権は市区町村にあるというふうに私、お調べしま

して、そのように伝えさせてもらったんですけれども、やはり東京都との共通券なので東京都の取組に準じま

すっていうお答えでございましたが、東京都に確認しましたところ、各自治体の判断でそれぞれの市民の方の

利便性の向上に努めてもらいたいということになったという流れだと思っています。 

  そこで、アとイにつきましては市長答弁で理解をいたしましたので、他市の状況について少し聞かせていた

だきます。 

  市長答弁では、前回も御紹介しました八王子市と東村山市の２市の事例が示されておりましたけれども、こ

の４月４日の東京都の通知以降、ほかの市区町村でどのような動きになったのか教えてください。 

○健康推進課長（志村明子君） 東京都の通知を受けまして、その後の助産所での妊婦健康診査受診票の使用可

能とする多摩地域の対応につきまして確認いたしましたところ、三鷹市と福生市では助産所での妊婦健康診査

受診票の使用を可能とする対応を行ったということでありました。また、府中市では使用可能とする方向で準

備を進めているとのことであります。 

  また、対応について検討している市といたしましては、国分寺市、東久留米市、羽村市となっております。 

  以上です。 

○１８番（東口正美君） ぜひそこに東大和市も加わっていただきたいと思っておりますが、今後の課題につい

ても市長からの御答弁をいただきました。 

  まず、この今後の課題を解決していくために、そもそも今使われている妊婦健康受診票がどのような協議の

下、作られて、どのように決めて、取決めによって作られているのか教えてください。 
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○健康推進課長（志村明子君） 現在の妊婦健康診査の実施体制について御説明いたします。 

  まず実施体制としましては、区市町村会が東京都医師会、東京都医師会の非加入の医療機関、また都立病院

と妊婦健康診査の実施に係る委託契約を締結しております。また、請求や支払いに係る事務に関しましては、

国保連合会と委託契約を締結しております。そのため、妊婦健康診査を実施した医療機関への支払いの委託料

や取りまとめを行う地区医師会への事務費の支払いは国保連合会を通じて行う体制となっております。 

  東京都全域に係る事業となりますことから、委託単価は統一金額とし、その金額につきましては五者協とい

う、東京都、特別区、市、町村、東京都医師会という５つの団体で構成する協議会の協議を経て決定をしてお

ります。 

  以上です。 

○１８番（東口正美君） 今回ずっとこの受診票の取扱いについて様々なことを学び、また様々な方から話を伺

いながら、現在までの、今、課長が答弁いただきましたような取決めの下に現在の受診票があるということも

よく分かりました。 

  一方で、埼玉県のホームページを見ますと、同じ妊婦健康診査の業務委託契約医療機関等の請求書のフォー

ムが出ております。この埼玉県の受診票の請求のフォームを見てますと、公費負担でできる14回の妊婦検査の

医療機関と助産所用の請求フォームが出ていて、医療機関では14回分全部使えて、助産所だと６回分は医療機

関にかかってください、助産所ではあとの８回を使うことができますよということが非常にシステムとして既

に機能している、今言ったような国保連合会への支払いのような、ホームページでフォームを見ただけなので

詳細分かりませんけれども、県全体でシステム的にやられているっていうことが分かりました。 

  東京都においても、同じお産をするということでありますので、このようなところを目指してもらいたいと

は私は思っているんですけれども、しかしながら、様々な課題が今ある中で、まずはお隣の市、東村山市と同

じように、少なくとも市内にある助産院で償還払いなしに妊婦健康診査を受けられるように東大和市でも取り

組んでいただきたいと思いますけれども、改めてこの点いかがでしょうか。 

○健康推進課長（志村明子君） ４月４日の東京都の通知を受けまして、各自治体の判断で妊婦の方の利便性の

向上を図ることができるということが示されており、また多摩地域の他市の状況でも、実際に対応を行ってい

る市がありますことから、他市の状況等を把握しながら、実際併用することになります医療機関の医師会等と

の調整も始める中で対応のほうを検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○１８番（東口正美君） ありがとうございます。 

  この件につきましては、会派で要望書も市長に出させていただいております。子育てに対して、今まで地道

に取り組んでくださいました市長ですので、この件、市長としてのお考えを伺えればと思っております。 

○市長（尾崎保夫君） 今回、東京都の妊婦健康診査受診票、これ助産所で使用可能であるということを通知で

示されたということでございます。 

  私ども東大和市も、他市の状況等の把握だとか、あるいは地域の関係医療機関との調整を踏まえて検討して

まいりたいと、そのように考えております。 

○１８番（東口正美君） できるだけ子育て世代に現金での支払いを少なくさせてあげたいって思ってます。里

帰り出産での償還払い等、国等でも検討していかなきゃいけないんじゃないかなっていうことは個人的にも

思っておりますけれども、まずは同じ東京都で地域でお産をする人たちが同じ権利でお子さんができるように
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ぜひとも東大和市も取り組んでいただきたいと思いますので、再度お願いをいたしまして、１番の項目を終了

させていただきます。 

  続きまして、２番に行かせていただきます。 

  樹木のことも何度も行わせていただいておりますけれども、まずこの再質問では、東大和市樹林地・用水保

全事業計画に基づくそれぞれの、先ほど３か所挙げさせていただきましたけど、まず狭山丘陵について、これ

まで伐採した本数、今後伐採する本数、伐採後の本数等、分かりましたら教えてください。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 狭山緑地の樹木の伐採についてでございますが、令和３年度末におけますナ

ラ枯れ被害による伐採、それから老木等による伐採を合わせまして459本伐採しております。 

  また、ナラ枯れにつきましてはおよそ300本ございましたが、令和３年度末時点で207本を伐採しております

ことから、伐採後の本数は残りおよそ93本ということになります。 

  令和４年度につきましても、引き続きナラ枯れ等による伐採を実施していく予定でございまして、当初予算

では138本伐採する見込みで予算化してございますが、既に令和４年度、45本伐採し、今後の調査におきまし

てもさらにナラ枯れの樹木が増えることが予想されると考えております。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） 相当な本数を切ったということと、まだナラ枯れ被害が終わってないっていうことが

分かりました。 

  私が知ってる限りでは、久しぶりにこれだけ木が切られてる状況ですけれども、東大和市が目指している狭

山緑地の在り方っていうのは改めてどのようにお考えでしょうか。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 狭山緑地の在り方ということでございますが、狭山緑地は東大和の重要な緑

と水の資源であり、相当規模のまとまりを持つ樹林地等が残っており、良好な自然環境、優れた自然風景を形

成しております。このような貴重な自然環境を適切に保全していくことや、生態系を守り生物多様性を維持し

ていくことを含めまして、計画的な萌芽更新などを行うことで循環型の緑地の管理を継続するとともに、訪れ

る市民等の利用の増進を図っていくことが求められていると認識してございます。 

  また、東大和市狭山緑地雑木林の会などのボランティア団体の方々の御協力をいただき、市民と行政が協働

で取組を行っていくことも重要であると考えてございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） 狭山緑地は過去の先輩たちが大変な思いをして開発から守り、緑地として守ってきた

東大和市にとっても貴重なところだと思っております。今回このたくさん樹木をナラ枯れによって伐採するこ

とになりましたけれども、改めて光が差して、新しい植生であったり、また新しい萌芽があることも期待でき

ると思います。 

  一方、虫や鳥などの生態系にも少なからず変化があると思いますので、引き続き調査も行っていただき、豊

かな緑地保全を雑木林の会など市民の皆様と一緒に保全をしていただきたいというふうに思っております。 

  続きまして、野火止用水について聞かせていただきます。 

  野火止用水についてのこれまでの伐採本数、今後伐採する本数、伐採後の本数はどのようになっております

でしょうか。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 野火止用水の樹木の伐採についてでございますが、令和３年度末におけます

ナラ枯れ被害による伐採、また老木等による伐採、合わせまして202本となってございます。 
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  ナラ枯れの樹木につきましては41本ございましたが、令和３年度末時点で全て伐採を行いました。令和４年

度につきましても、ナラ枯れの樹木と老木化した樹木、またのり面にある危険な樹木等を合わせて既に35本伐

採してございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） ここも相当な本数を切られている、またそれでもなおナラ枯れ被害が収まっていない

様子が分かりました。 

  この伐採後の、今まで木で見えなかった野火止用水ののり面の状況が改めて明らかになり、課題が大きいな

というふうにも思いましたし、またそうはいっても残っている木もありまして、この木はどのような理由で

残っているのか、またその残っている木には番号などがつけられておりますけれども、この伐採後のこののり

面について、また残されている樹木についてどのような状況かお教えください。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 残した樹木についての理由についてでございますが、今回ナラ枯れや老木化

した等の樹木、またのり面に植生していることが将来的に危険であると判断した樹木を伐採しておりまして、

その他の樹木がそのまま残っているという状況でございます。 

  また、番号がつけられてございますが、こちらにつきましては、ナラ枯れ被害拡大防止のための薬剤注入し

た樹木を実施した順に番号札をつけてございます。白は令和２年度、緑が令和３年度に実施したものでござい

ます。 

  番号札をつけている理由としてですが、薬剤注入した樹木の把握と、薬剤注入した樹木が万が一枯れたとき

にいつ薬剤注入したものであるかの把握による原因の追求が少なからずできることを想定してるためというこ

とでございます。 

  以上でございます。 

  すみません、それから、伐採後の野火止ののり面が状況が見えるような形になりましたけれども、その野火

止用水の課題ということですが、伐採し、見た目では視界がよくなりましたが、のり面が土のままであるため、

のり面の崩壊が危ぶまれる箇所がございます。そのような箇所が課題と捉えてございますが、市としましては、

状況に応じた応急的な対応を行っているところでございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） ありがとうございます。 

  野火止用水は住宅が隣接しているところもありますけれども、この野火止用水の樹木の伐採につきまして、

近隣の住民の方からはどのような反応があったか教えてください。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 近隣住民の方の反応ということでございますが、野火止用水沿いの住民の方

からは、伐採以前から多くの方から伐採の要望がございました。今回の伐採によりまして感謝の声をいただい

ている状況でございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） 私も日当たりの問題とか、落ち葉の問題とか、いろいろ言われてきた中で、住民の方

から喜びの声をいただいております。 

  野火止用水につきましては、東京都の歴史風致地区という指定を受けており、樹木の問題だけでなく、先ほ

ど言いましたあらわになったのり面の保全などについても、東大和市一市だけで解決できる問題でないという

ふうに受け止めておりますので、今後近隣市だけではなく、東京都とも協議を重ねて、より理想的な野火止用
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水がどのような状況なのか、またそれを保つためにはどれぐらいの財源が必要なのか、そこをどこが責任を持

つかなど、まだまだ樹木を切っただけでは解決できない部分があると思いますので、引き続きお取組をよろし

くお願いいたします。 

  続きまして、上仲原公園について伺います。 

  上仲原公園でも相当木を切られておりますけれども、これまでの伐採本数、今後伐採する本数、伐採後残る

本数など、お分かりになれば教えてください。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 上仲原公園でございますが、令和３年度末におけますナラ枯れ被害によりま

す伐採、また老木化等よる伐採、合わせまして90本となります。また、ナラ枯れにつきましては27本ございま

したが、令和３年度末時点で全て伐採してございます。 

  令和４年度につきましても、ナラ枯れの樹木と老木化樹木等を合わせまして既に14本伐採しましたが、これ

からまた夏にかけてまた調査していきますとまた増える可能性がございますので、そういうことも今後考えな

ければいけないということで考えてございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） すみません、上仲原公園の樹木は相当木が太かったので、残された根も相当張ってい

る状況ですけれども、この抜根については市としてどのように考えているのか教えてください。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 伐採後、抜根せずそのまま残っているような状況に現在なってございます。

根本付近から伐採をしたため、今現在は根本部分が残っておりますことから、今後対応を検討していく必要が

あると認識してございます。今後の上仲原公園の公園全体の再整備の際に総合的に検討を行いたいと考えてご

ざいます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） ありがとうございます。 

  上仲原公園につきましても、木を切ってもらいたいというのはずっと言われてきたことですけれども、この

近隣住民の反応はいかがだったでしょうか。お聞かせください。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 公園を利用する方からは、伐採への反対意見も寄せられた一方、近隣住民の

方からは、比較的多くの方から明るくなってよかった、また落ち葉が減ってよかった、倒木による家屋の危険

がなくなったなどの肯定的な意見をいただいているような状況でございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） 今後の上仲原公園、たくさんナラ枯れもあったので、伐採をしたわけですけれども、

今後どのような植樹等をしていこうとされているのか。また先ほど、抜根等については公園全体の整備計画の

中でということでありましたけれども、この上仲原公園の公園長寿命化計画などはどのようになっております

でしょうか。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） ナラ枯れということで緊急的に伐採ということになりましたが、今後の植樹

につきましては、先ほども申し上げましたが、今後公園の全体の検討を行う中で検討していきたいと考えてご

ざいます。 

  また、公園長寿命化の計画についてでございますが、令和４年度につきましては、公園長寿命化計画に基づ

きまして、上仲原公園の遊具エリアの再整備の実施設計、また整備工事を行うことになってございます。 

  以上でございます。 
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○１８番（東口正美君） 公園長寿命化計画は市民にはどのように周知されているのでしょうか。お聞かせくだ

さい。 

○まちづくり部長（田辺康弘君） 公園長寿命化計画の市民への周知についてでございますけれども、当該計画

は、特定財源の確保を目的といたしまして、遊具などの公園施設の長寿命化対策等について必要最小限の内容

を定めたものでございまして、策定した平成25年度から公表などはしてございません。 

  一方で、今後の市民への周知の考え方でございますけれども、今般、都市マスタープラン等の都市づくりに

関連する計画の改定について検討することとなりましたので、公園長寿命化計画などの公園緑地に関する計画

についても樹木の維持管理、更新などの観点を加えつつ、体系的な整理を行いながら、それらの計画との整合

性を図っていく必要がございますため、その検討を通じまして市民の皆様に対しまして周知を図っていく考え

でございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） ありがとうございました。 

  今①でこの令和２年、令和３年、また令和４年にかけての樹林地・用水保全計画の事業内容について伺いま

した。 

  ②といたしまして、これを行うのにどれぐらい経費がかかっているのかということを伺いたいと思っており

ますので、ナラ枯れ等伐採について、狭山緑地、野火止用水、上仲原公園ではそれぞれどれぐらいの費用がか

かっているのか、補助金の額等も含めて詳細にお教えください。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） こちらについては、地域環境力活性化事業補助金に係る事業として実施して

ございます。令和２年度と３年度の実績について述べさせていただきます。 

  まず狭山緑地についてでございますが、令和２年度の実績としまして、ナラ枯れによる伐採及び老木等によ

る伐採、合わせて125本伐採しまして、事業費は990万円でございます。令和３年度の実績につきましては、同

様に334本伐採し、事業費は2,645万2,800円となってございます。 

  野火止用水でございますが、同様としまして、伐採は82本、事業費は738万3,200円となってございます。こ

れが令和２年度でございます。令和３年度の実績ですが、120本伐採しまして、1,331万2,200円の事業費と

なってございます。 

  上仲原公園でございますが、令和２年度は実績はございません。令和３年度の実績としまして、伐採は90本、

事業費は771万6,005円となってございます。 

  地域環境力活性化事業補助金についてでございますが、補助金の額につきましては、個々の場所ではなく、

狭山緑地、野火止用水、上仲原公園に加えまして、下立野林間こども広場と鹿島こども広場を含めた総額に対

しての補助金となっておりますことから、その総額における補助金を述べさせていただきます。また、その補

助金額には、他の補助対象としまして、樹木の剪定、除草、備品購入費も含まれておりますが、その分けも困

難でございますので、この分も含んでいることを御了承していただきたいと思います。 

  まず令和２年度の実績でございますが、総額で事業費2,258万2,958円のところ、補助金額は1,166万5,000円

となってございます。令和３年度の実績でございますが、事業費5,494万7,779円でございまして、その補助金

額が3,334万1,000円となってございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） ありがとうございます。東京都からの補助金を使いながらも、一定程度一般財源も使
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われているということが今分かりました。 

  本当に東大和の豊かな自然のためにこの緑というのは非常に大事なものではありますけれども、持つという

ことはやはり管理に費用がかかるということが改めて分かりまして、公共施設等も管理計画をつくって、でき

るだけお金が平準化するようにとか、下水道などもそのような計画等を立てて取り組んでおりますけれども、

この樹木に関してはこの費用を含めて、管理と費用のデータ化みたいな、そういう管理を市としてお考えなの

かどうかお聞かせください。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 樹木の管理状況と費用等のデータ化ということでございますが、道路や下水

道につきましては台帳を備えておりまして、データ化をして管理してございますが、樹木につきましてはイン

フラの一部であると同時に、数が多い中で一本一本状態が異なり、状況の変化も大きく、データ化によりデー

タの更新頻度等が非常に多くなってしまうということも考えられます。 

  公園・緑地等は、このように数多くの樹木を管理していることから、費用対効果等の観点を踏まえ、現時点

では公園施設長寿命化計画に基づく整備等を行っていく中で、管理システム等についても研究していきたいと

考えてございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） ありがとうございます。なかなか難しいということでございます。 

  ③の今後の、それでも計画についてということで伺いたいんですけれども、私自身も10年近く議員をやらせ

ていただきまして、野火止用水、上仲原公園の周辺の方たちには、本当に日が当たらなくて困ってるとか、先

ほども言いましたけど、多くの要望をいただいてきました。しかし、高木化してしまった木の取扱いは非常に

いろいろ大変、お金もかかるからっていうことでなかなか進まないできました。 

  今回ナラ枯れという自然がもたらす災害の対策のために補助金を活用して、このように多くの樹木を伐採す

ることになりました。このことについて、私としては、今までの経緯等もありますので、非常に評価しており

ますけれども、一方で、特に上仲原公園を外から見たり、また中を歩いたりしますと、あれだけのたくさんの

樹木を一遍に切るということについてはやはり唐突感は否めないなっていうふうに私自身も感じています。 

  ですので、何度も言いますけれども、計画的な樹木の管理とか公園管理っていうのを市民の皆様と一緒に日

頃から考えていく場面というのは必要かなというふうに思います。 

  過去の一般質問では、南町田の鶴間公園の再整備に当たっては、３年にわたり市民の方たちとワークショッ

プを行うなど、どのような環境を守っていくべきなのか、次の公園のありようなどについて時間をかけて市民

の方々と作り上げている様子も伝えさせていただいたと思いますけれども、今後この樹木の管理計画について

は、もう一度、市としてどのように考えているのかお聞かせ願いたいと思います。 

○まちづくり部長（田辺康弘君） 一般的な樹木の維持管理、更新に当たりましては、計画や方針などを市民の

皆様と共有した中で事業を進めていくことが望ましいと認識してございます。 

  一方、ただ、今般の一連の樹木の伐採につきましては、ナラ枯れの被害等によりまして緊急的に樹木を伐採

しなければならなかったことに加えまして、補助金の活用により長年安全上の課題があった樹木も同時に伐採

できることになったことから、先行して実施したものでございます。 

  今後につきましては、都市マスタープランやその他関連する計画等の改定の検討や公園などの再整備に併せ

まして、樹木の維持管理また更新についての計画や方針などの検討が必要であると認識してございます。 

  以上です。 
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○１８番（東口正美君） 東大和市において今年度より土木公園課が創設されまして、今まで以上に一体的な取

組が行えると思います。今回触れませんでしたけれども、街路樹についてもやはり一体的に取り組む必要があ

ると考えております。 

  特に感じるのはけやき通りでございまして、けやき通りに面した上仲原公園のかなりの高木を令和２年度、

切ってると思うんですけど、近隣の人にあそこ切りましたよねって言っても気がつかないぐらい、けやき通り

のけやきと上仲原公園の木が重なっていて、気がつかれてなかったなっていうふうに思ったりとかするので、

やっぱり街路樹についてもしっかりとこの計画の中に取り組んでいただきたいと思うんですけれども、この辺

の考えはいかがでしょうか。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 道路の街路樹につきましてはおよそ3,000本強ございます。また、緑地を除

く公園やこども広場でもおよそ3,000本ございますので、合計6,000本以上と、相当の本数となります。このた

め、体制上の役割分担は必要であると考えますが、街路樹を管理している道路交通課と公園等の樹木を管理し

ております土木公園課とにおいて今後も連携し、情報共有しながら樹木の適正な管理に努めてまいりたいと考

えてございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） ありがとうございます。 

  もう一つ気になっていることがございます。これだけの多くの木を切るということは、様々な環境的なもの

への影響もあると思います。逆を言うと、環境的なことに影響されて温暖化とか、今回は虫、木を食べてしま

う虫の影響でナラ枯れが発生してしまいましたけれども、やはりこの樹木と温暖化とか、また持続可能なＳＤ

Ｇｓの取組など、また木材の取扱いなども皆様が気にして考えている時代となっています。今は再利用も専ら

チップ化の利用が東大和市としてはメインだと思いますけれども、以前にはこのまちの木を製材化する取組等

も紹介させていただきました。 

  今後学校の建て替え等でも樹木のことは出てくると思うので、このような地球温暖化やＳＤＧｓの取組とこ

の樹木の管理について、今後の計画の中で検討が必要だと考えますが、いかがでしょうか。 

○土木公園課長（寺島由紀夫君） 今後の計画ということでございますが、東大和市緑の基本計画の中でも、緑

のリサイクルシステムづくりとしまして、公園や街路樹等の剪定枝のチップ化を進めるとともに、公園等での

活用方法について検討していくこととしてございます。 

  ナラ枯れによります伐採後の樹木につきましては、害虫駆除のため処分せざるを得ない状況にはございます

が、その他の樹木につきましては、伐採した樹木の再利用としましてチップ化などを行ってございます。例え

ば狭山緑地におきましては、雑木林の会の方々によります木の置物作りや、まき・チップ化が行われてござい

ます。 

  このような現状を踏まえまして、今後の管理計画の改定等におきまして、引き続き計画について検討してい

きたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○１８番（東口正美君） ありがとうございました。 

  この樹木の東大和市樹林地・用水保全事業計画は今年の令和４年度まで続く計画でございます。もう１年あ

るわけでございますけれども、様々御苦労があると思いますが、市民の皆様に理解をいただきながら、緑豊か

な東大和市を守るために何とぞよろしくお願いしたいと思います。 
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  ２番につきましては以上で終了いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

○副議長（佐竹康彦君） お諮りいたします。 

  本日の会議はこれをもって延会としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（佐竹康彦君） 御異議ないものと認め、これをもって延会といたします。 

午後 ４時４１分 延会 


