
 
2020.令和２年度 市政報告 
 
3 ⽉議会の市政報告と 9 ⽉議会の決算報告については、作成してあったのです
が、パソコンの不調によりデータが消えてしましました。 
本年は、緊急質問及び⼀般質問、関連質問の議事録掲載のみとなります。 
 
令和 2 年 第１回定例会（3 ⽉議会）の冒頭 緊急質問をいたしました。 
  
（⼩林たつや君） それでは、議⻑より御指名いただきました。新型コロナウイ
ルスに対する市の対策、取り組みについて、緊急質問をいたします。 
 全く⼤変なことになりましたが、昨年 12 ⽉初旬に中国の武漢で第１例⽬の感
染者が公式に報告され、その後、⽇本国内の複数の地域から、いつ、どこで、誰
から感染したかわからない感染例までが報告されており、きょう現在の感染が
急速に拡⼤しかねない状況にあります。世界的に⾒ても、今まさにパンデミック、
感染爆発の可能性がある状態であると推測されます。先ほどのテレビの報道で
は 900 ⼈を超える感染者が国内にいるとのことでございます。 
 厚⽣労働省によれば、新型コロナウイルスに感染した⼈は、ほとんどが無症状
ないし軽症であり、既に回復している⼈もいる⼀⽅で、特に⾼齢者や糖尿病、腎
臓病等の持病を持つ⼀部の症例においては、⼈⼯呼吸器など集中治療を要する
重篤な肺炎症状を呈しており、予後も重篤化するリスクが⾼いと考えられてお
ります。また、きのう、⼤阪府では、症状が回復し、陰性が確認されたにもかか
わらず、再び症状が出て陽性になった⽅がいるとの報道もございました。今後、
最も懸念されるのは、このような状況下において、１⼈の感染者から多数の⼈に
感染するような事態がさまざまな場所で続けて起きることです。先⽇、厚⽣労働
省の審議官が話しておりましたが、感染者集団、クラスターをいかに捉え、対策
するかが問題であるとのことでございます。 
 その第⼀歩として、国では、今後１〜２週間の動向が国内で急速に感染が拡⼤
するかどうかの瀬⼾際であるとのことであり、昨⽇、政府は全国の⼩中学校を春
休みまで休校にし、⼦どもたちに感染が広まらないような対策を急遽決定いた
しました。まさにパンデミックを封鎖する封じ込めを開始したものと考えます。
しかし、その反⾯、急遽学校が休みになり、⼦どもの⾯倒や⾷事の世話を誰がす
るのか。北海道では新型コロナウイルスの感染拡⼤を防ぐため、⼩中学校の臨時
休校が 27⽇から始まりました。⼗勝地⽅では最⼤規模の帯広市の帯広厚⽣病院
は、⼦どものいる看護師の⼀部が出勤できなくなるとして、28 ⽇から学校の再
開まで、予約や救急以外の外来の診療を取りやめることになったとの報道もあ



ります。 
 ⼩中学校の休⽌に関して、先ほど述べましたような事態も起きております。医
療機関のみならず、⼀般企業に勤めている⽅々も、⼦どもの居場所がなくなるた
め出勤ができなくなるなど、事態は⼗分に予想できます。今後、このような場合
が⽣じたとき、市としてはどのように対応するのか、⼦どもたちの居場所を確保
できるのかが問題になると思います。学童においては所要の対策を講じていた
だくとして、これに通っていないお⼦さんへの対応も考えていかなければなら
ないのではないかと思っております。⼦どもたちの居場所を確保できるのかが
問題になると思いますが、⻄東京市においても、昨⽇、市内⾏事や公共施設の休
⽌の判断が⽰されました。先ほどの件も含め、⽇々状況が⽬まぐるしく変わる状
況において、市ではこの間、どのような対応が検討され、実施してきたのか、ま
た、今後どのような対策を講じていくのか伺います。 
 また、この時期はインフルエンザ等の流⾏期でもありまして、⼀説には、コロ
ナウイルスの予防策のおかげでインフルエンザの流⾏は抑えられているという
話もありますが、発熱、せき等の症状があった場合、医療機関を受診するにも、
この状況下でどのような⾏動をとったらよいのか不安になる⽅も多いと思いま
す。市⺠の⽅から、発熱等の症状に関し相談等があった際は、⻄東京市ではどの
ように応じているのか伺います。現在、市の感染者がいるのか、また、確認して
いるのか、こちらもあわせてお伺いしたいと思います。 
 次に、ＰＣＲ検査、核酸増幅法について伺います。ＰＣＲ検査は、現状では万
全ではないが、新型コロナウイルスを検出できる唯⼀の検査法であります。⼀般
にウイルス感染が疑われた際はどのような流れで検査が⾏われているのかお伺
いします。 
 先ほども申しましたが、最後に学校施設の休⽌について伺います。昨⽇、国よ
り、全国の公⽴⼩中学校、⾼等学校を、週明けの３⽉２⽇（⽉曜⽇）から臨時休
校とするよう要請されたことが発表されました。昨⽇のことなので対応もこれ
からかと思いますが、本市においてはどのような措置を講じようとしているの
か、お聞かせください。 
 以上、１回⽬の質問とします。 
  
市⻑（丸⼭浩⼀君） ⼩林たつや議員の緊急質問、新型コロナウイルスに対する
市の対応、対策についてお答えします。 
 ⻄東京市では、新型コロナウイルスに対する情報を１⽉ 27⽇から市のトップ
ページに掲載し、市⺠への情報提供を開始いたしました。また、１⽉ 29 ⽇に庁
内において危機管理対策会議を設置しまして、２⽉ 21 ⽇までの間、合計４回の
会議を開催しまして、国及び東京都の感染者数や国及び東京都の動向等の情報



共有を図るとともに、東京都及び関係機関と連携し、市⺠の皆様への情報提供に
取り組んでまいりました。２⽉ 21 ⽇の危機管理対策会議におきまして、⻄東京
市新型コロナウイルス感染症危機管理対策本部を設置することを決定いたしま
して、２⽉ 26 ⽇の対策本部におきまして、市主催⾏事については２⽉ 27 ⽇か
ら３⽉ 15⽇までの間、⾏事は原則中⽌すること、また、市内公共施設の使⽤に
つきましても、３⽉２⽇から３⽉ 15⽇の間で⼀部休⽌とすることを決定いたし
ました。今後は、感染拡⼤状況等によりまして、職員体制の検討も含め、休⽌対
象施設や期間などを適時⾒直してまいりたいと考えております。 
 次に、発熱等の症状がある⽅からの市への相談対応についてお答えします。新
型コロナウイルス感染症につきましては、令和２年１⽉ 24⽇に都内でお⼀⼈⽬
の感染が確認されて以降、担当課へのメール、電話によるお問い合わせなどを連
⽇いただいているところでございます。御相談への対応におきましては、御不安
になっている内容を丁寧にお伺いし、御本⼈または御家族等の症状に係る御相
談となった場合は、国、東京都からの指導に基づき、東京都が開設するコールセ
ンターの御案内をさせていただいております。 
 次に、市内感染者の情報についてお答えします。新型コロナウイルスに関連す
る新型肺炎の陽性者につきましては、国は都道府県単位での公表とする⽅針で
あると承知しております。東京都では、陽性者が確認された場合、国の⽅針にの
っとり、福祉保健局におきまして、年代、性別、職業、症状、発症⽇、渡航歴の
ほか、居住地については⼀律で都内として公表しております。 
 次に、ウイルス感染が疑われた際の検査の流れについてお答えします。発症の
疑いのある⽅につきましては、まず、東京都が開設する帰国者・接触者相談セン
ターに、電話により相談を⾏っていただきます。その際、⾵邪の症状や 37.5度
以上の発熱が４⽇間以上続いている、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困
難）がある場合については、センターとの御相談の結果、新型コロナウイルス感
染症の疑いがある場合には、専⾨の帰国者・接触者外来を紹介され、受診するこ
ととなります。なお、⾼齢者や基礎疾患のある⽅は重症化しやすいため、当該状
態が２⽇以上続く場合には受診することをお勧めしております。受診先では、国
が指定するＰＣＲ検査を実施し、感染の判定を⾏っております。 
  
教育⻑（⽊村俊⼆君） 臨時休校に伴う⼦どもの居場所についてお答えいたしま
す。保護者の⽅の御都合により⾃宅等で過ごすことが困難な⼩学校低学年の児
童の居場所の確保につきましては、対応を検討してまいります。 
 次に、臨時休校への対応についてお答えいたします。昨⽇の国の発表を受け、
市内全校の公⽴学校は３⽉２⽇から春休みまで休校いたします。本⽇、臨時校⻑
会議を招集し、その旨を伝えるとともに、各校で臨時休業期間の過ごし⽅につい



て⼦どもたちに指導するよう周知いたしました。また、本⽇付、教育⻑名で、学
校を通じて保護者宛て通知を配付いたしました。臨時校⻑会議においては、休業
中は感染拡⼤に⼗分配慮して不要不急の外出を控えることや、学習課題は各学
校を通して別途伝えること、卒業式は感染防⽌に関する措置を講じた上で必要
最⼩限の範囲で実施することなどを伝えました。東京都教育委員会からは、中学
⽣が受験する都⽴⾼等学校の⼊学者選抜については予定どおり実施する旨の連
絡がありました。 
 教育委員会といたしましては、各校や関係機関と連携し、臨時休業中の⼦ども
たちが安全で安⼼して過ごせるよう努めてまいります。 
  
（⼩林たつや君） 御答弁ありがとうございます。あとは意⾒にさせていただき
ますが、備蓄マスクですね、こちらについては、ある程度の⽤意があると認識し
ておりますが、先ほど御答弁でわかりましたとおり、保育所、また、学童、そし
て特に⾼齢者施設等への配分などを御考慮されますよう意⾒いたします。 
 また、３⽉２⽇には、これは学校のほうですが、都⽴⾼校の合格発表があると
聞いております。こちらも御対応願いますようよろしくお願いいたします。 
 公共施設の休館については、突然のことなので、今後も丁寧な説明と御配慮を
お願いいたします。 
 もう１つ、コロナウイルス感染拡⼤による弊害を受けている地元中⼩企業へ
の財政的⽀援につきましても御配慮いただきたいと思います。 
 我々議員、そしてこの市議会も、全⼒で感染拡⼤の予防への協⼒をしていきた
いと思っております。もう既にいろいろなデマ、そしてＬＩＮＥを使ったチェー
ンメールですか、こういうものもありまして、先⽇、私のところにも、25 度か
ら 27度ぐらいのお湯を飲めばコロナウイルスは死滅できるとかというチェーン
メールが──それ以外のことは、⼤体、⾵邪を引いたとか、いわゆるインフルエ
ンザウイルスなんかに対策するのと同じことが書いてあって、間違っているこ
とは書いていないんですけれども、お湯を飲めば⼤丈夫という、これは完全なデ
マで、すぐにお医者さんが、これは間違いですよと。体内体温は 37度以上ある
と思うんですけれども、体温よりも低いお湯を飲んだだけでウイルスがなくな
るわけがないわけですよね。でも、「医師から聞いた情報ですが」という頭⽂が
ついて送られてきたと。そうすると、それをみんな信じて親切に回してくれると。
こういうことがなきよう、こういうものも市のほうから御注意願いたいという
ことを⼀⾔申し述べまして、私からの緊急質問を終わらせていただきます。どう
ぞこれからも、本当にこの１週間⼤変なことになると思いますが──２週間で
すね、ぜひとも皆様もお体を壊さないように、そして、コロナウイルスの感染が



拡⼤しないように、封じ込めのためにいろいろと御努⼒されることを願いまし
て私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和 2 年 6⽉議会の⼀般質問です 
  
（⼩林たつや君） それでは、議⻑のお許しをいただきましたので、通告に基づ
き⼀般質問を⾏います。 
 今回は、新型コロナウイルスの感染防⽌対策についての質問であります。昨年
末からことしの初めにかけて、中国湖北省武漢市を発端とした新型コロナウイ
ルスの感染が中国の旧正⽉、そして春節休暇と重なったことで世界各国に感染
拡⼤が起こりました。今までも 2002 年、中国南部広東省を端に北半球に拡⼤し
た重症性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）、2009 年に⾒られたＨ５Ｎ１型新型インフ
ルエンザ、2012 年以降の中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）、2014年ごろから⻄ア
フリカで発⽣し、現在もコンゴ⺠主共和国においてアウトブレイクが続いてい
るエボラ出⾎熱、そして、2015 年から 16 年に南アメリカ⼤陸で⼤流⾏したジ
カ熱などがありますが、今後もこのような感染症の⼤流⾏が同様の頻度で発⽣
することは否定できない状況でございます。 
 今回の新型コロナウイルスは、本年１⽉下旬に感染法に基づく指定感染症及
び検疫法に基づく検疫感染症に指定されました。３⽉中旬には新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法、いわゆる特措法ですね、こちらが改正され、新型コロナ
ウイルスが加わりました。その後、緊急事態宣⾔が出され、より強⼒な執⾏権を
確⽴しましたが、中国や欧⽶諸国とは異なり、個⼈や⺠主主義が尊重され、その
強制⼒には罰則規定などはなく、あくまでも⾃主性を尊重するものでありまし
た。当初こんなものでよいのかというマスコミ等の意⾒や、他国からのよけいな
お世話的な批判もありましたが、⽇本国⺠の⾃主性と協調性が実を結び、現在に
⾄るわけでございます。そして、当初流⾏していた武漢由来のウイルス株から⽣
じた第１波に関しては、感染確認がされた中⼩集団、クラスターですね、これに
対しその感染の連鎖を断ち切る対策が功を奏し、かなり押さえ込みができまし
たが、３⽉中旬以降の感染経路が不明な感染者の増加とともに、欧州由来のウイ



ルス株に変わったことで感染の第２波が始まりました。この感染拡⼤は２次感
染させる実効⽣産数を上昇させ、３⽉下旬には都市部を中⼼に急激に患者数が
増加、オーバーシュートする可能性が⾼くなり、４⽉７⽇、緊急事態宣⾔が東京、
埼⽟、千葉、神奈川、⼤阪、兵庫、福岡の７都府県に発令され、16 ⽇には全国
に拡⼤されました。 
 このウイルスの病原体は、⼈体の各組織、器官にさまざまなダメージを与えつ
つ、その抗体がどの程度の強さを持って免疫⼒を構成するのかなど不明な点が
多く、季節性があるのかも不明であり、現在も含め、秋以降の再発の可能性も極
めて⾼いところでございます。今後は病原体の病理分析が早急に望まれるとこ
ろでありますが、我が国では病理分析機能は国⽴感染症研究所が担っており、追
跡調査の体制づくりと疫学的な専⾨知識に基づく取り組みが必要とされており
ます。マスクをしてしゃべるとすごく苦しいよね。初めて、こんなに⻑くしゃべ
ったのは。すみません。世界的にはフランスのバスツール研究所やドイツのロベ
ルト・コッホ研究所などが同様の対応をしているため、国際的な協⼒と対応も極
めて重要になると考えられます。 
 ⼀⽅、⻄東京市においては、３⽉ 27⽇に⻄東京市新型コロナウイルス感染症
対策本部が本部⻑丸⼭市⻑により設置され、市内の学校や公共施設の休業や市
主催事業の休⽌等を判断してきました。また感染症対策としては、医師会と常に
連携して、医師会が運営する発熱外来事業への運営⽀援が⾏われております。５
⽉ 14⽇からは医師会の御尽⼒によるＰＣＲ検査センターも市内に設置されまし
た。このほかにもたくさんの御対応を含め、⻄東京市⺠に対し、市⻑を先頭とし
て職員⼀丸となって新型コロナウイルスに対し戦ってきたことは周知の事実で
あり、市内の医療関係者、介護や障害福祉関係者、そして市⺠のライフラインを
守り続けてくれた皆様に対し、この場をおかりして敬意と感謝の意を表明させ
ていただきます。 
 それでは、質問に⼊ります。介護施設の予防対策に対する市の対応ということ
で、まずは５⽉ 22 ⽇の２号補正で⼭⽥議員からも同質問があったところでござ
いますが、介護施設の予防策に対する市の対応を伺います。マスコミ等で話題と
なっております感染予防に関する機材、資材についてはどのような御対応をさ
れているのか、またデイサービス等の運営上の補助等はどうなっているか。そし
て現在、感染者の半数近くは医療従事者の皆様や、この質問の介護従事者の皆様
であるとの報道もありますが、この点についての情報把握や御対応はどのよう
なものか伺います。 
 ２番⽬に、フレイル予防対策について。フレイル予防対策についてですけれど
も、さきの２号補正予算で予防グッズの配布等があると聞いておりますが、それ
以外にはどのようなことを考えておられるか伺います。それから、フレイルサポ



ーターの皆様はいかがされているのでしょうか。何かわかることがあれば、よろ
しくお願いいたします。 
 ３点⽬は、市職員の感染予防対策や勤務体制について。先ほども述べましたが、
市職員の対策について伺います。本当に市職員の皆様は、市⻑をはじめ執⾏部の
皆様ももちろん含めまして、５⽉の連休中も含め、先ほどからもお話がありまし
たが、不眠不休の市⺠対応をされていると聞いております。本当に頭の下がる思
いでいっぱいでございます。それが仕事とはいえ、改めて感謝申し上げます。そ
こで、これからは新しい⽣活様式の定着等を考えに⼊れ、市⺠の⽣活⽀援や社会
経済活動のレベルを上げるためにも、その御対応に当たる市の職員の健康が重
要と考えます。時差出勤、在宅勤務、分散勤務等が⾏われているとも聞き及びま
すが、感染予防対策や勤務体制を含めての御対応を伺います。 
 最後に、市内の公園施設開放について伺います。感染拡⼤に伴い、公共施設の
⼀部休⽌や休館等が現在でも⼀部実施されております。市内の公園につきまし
ては、遊具の使⽤が⼀部で禁⽌されたりしておりましたが、これからはどのよう
になるのか伺います。また、うちの近所のバラ公園はまだ⼊園禁⽌となっており
ますが、その理由と開園時期をお聞かせください。それから、今後の対応も伺い
たいと思います。 
 以上、御答弁により再質問をさせていただきます。ありがとうございました。 
  
市⻑（丸⼭浩⼀君） ⼩林たつや議員の⼀般質問について、初めに介護施設の予
防対策についてお答えします。介護保険施設や介護サービス事業所においては、
国から発出された通知等をもとにさまざまな新型コロナウイルス感染症拡⼤防
⽌対策をとりながら、事業を実施していただいているところでございます。感染
予防資器材の不⾜につきましては、本年３⽉の時期に不⾜が懸念されていたと
ころであり、東京都の特別対策で配布されたマスク 9,500 枚や市⺠の⽅から御
寄附いただいたマスク１万枚を市内介護事業所及び施設へ配布したところでご
ざいます。本年５⽉に介護事業者の⽅たちにアンケート調査を実施したところ、
感染予防対策として職員のマスク着⽤、⼿指の消毒、業者等の⼊室制限、予防教
育等の取り組みを⾏い、事業を継続していただいていると実態を把握いたしま
した。⼀⽅で、サービス提供上の課題や利⽤者の⽅への影響、感染予防資器材等
の課題、職員体制等さまざまな課題も挙がったところでございます。また、緊急
事態宣⾔後の外出⾃粛や御家族からの御希望等の影響により、デイサービスで
は約半数の事業所が平時の稼働率と⽐較して７割を下回るなど、事業運営上の
課題が挙げられたところでございます。本市では感染拡⼤防⽌を図りつつ、事業
を継続していただくことを⽬的として、介護事業所等への運営補助事業を実施
いたしました。今後、引き続き各事業所及び施設と連携し、介護が必要な⽅への



サービスの継続に取り組んでまいります。 
 次に、フレイル予防対策についてお答えします。今回新型コロナウイルス感染
症拡⼤防⽌のために外出を控えている⽅もいる中で、⽣活が不活発になり、⼼⾝
の活⼒が低下することが懸念され、特に⾼齢者の⽅にとってはフレイル状態に
なる可能性が危惧されていることから、その対策として、運動⽤品であるトレー
ニングバンドや冊⼦等フレイル予防のためのグッズ等を配布することとしたも
のでございます。その他にもフレイルサポーター等による啓発チラシの配布や、
フレイルトレーナーによる家の中でできる運動動画をホームページで公開する
など対策を⾏っております。現在、フレイルチェックにつきましては休⽌してお
りますが、今後配布予定のトレーニングバンドについて御⾃宅以外での活⽤⽅
法の検討を含め、新型コロナウイルス感染症対策・拡⼤防⽌を実施しながら、今
後もフレイル予防事業を推進してまいります。 
 次に、職員の感染予防対策と勤務体制についてお答えします。緊急事態宣⾔発
出後の職員の勤務体制につきましては、緊急事態宣⾔等の趣旨を踏まえ、新型コ
ロナウイルス感染症の拡⼤防⽌及び職員等に感染者が発⽣しても事業継続が可
能な体制を構築するため、在宅勤務、会議室等を利⽤した分散勤務及び時差出勤
を実施してまいりました。５⽉ 25⽇の緊急事態解除宣⾔に伴い、妊婦の⽅や重
症化リスクの⾼い基礎疾患のある職員を除き、在宅勤務と分散勤務は終了とし
ましたが、時差出勤につきましては、公共交通機関の利⽤により、新型コロナウ
イルス感染またはその感染拡⼤防⽌を⽬的として現在も継続して実施している
ところでございます。また、職員の健康管理につきましては、厚⽣労働省が⽰し
ている新型コロナウイルスを想定しました新しい⽣活様式を具体的にイメージ
できるよう、⽇常⽣活の中に取り⼊れるべき実践例を踏まえ、取り組みを⾏って
おります。具体的な取り組みにつきましては、３つの密の回避やマスクの着⽤、
⼿洗いなど基本的な感染症予防策を継続し、⾃⼰管理として⽇ごろから定時の
体温測定、健康チェックなどの健康管理を引き続き促してまいりたいと考えて
おります。なお、新型コロナウイルス感染症の影響拡⼤に伴い、市⺠⽣活や社会
経済活動を⽀援する相談窓⼝や特別定額給付⾦事務などをはじめとする新たな
業務の発⽣に対しましては、全庁の職員が⼀丸となって協⼒、⽀え合いながら市
としての責務を果たしてまいりたいと考えております。 
 最後に、市内公園の開放等についてお答えします。市内公園の新型コロナウイ
ルス感染防⽌対策につきましては、指定管理者との協議によりまして、施錠可能
な⻄東京いこいの森公園の⼀部施設の利⽤を３⽉上旬から休⽌いたしました。
また、緊急事態宣⾔発令を受け、他の公園を含むボール広場や複合遊具の利⽤を
休⽌するとともに、５⽉中旬からのバラの最盛期には市外から多くのお客様が
お⾒えになる保⾕町ローズガーデン等を閉鎖し、密集・密接の防⽌に努めてきた



ところでございます。このほか、公園施設以外の感染拡⼤防⽌対策といたしまし
ては、全ての市⽴公園に外出及び公園利⽤の⾃粛看板を設置するとともに、公園
や駅など利⽤者の⽅の多い施設を中⼼に、広報⾞によるパトロールを実施いた
しました。次に、施設の再開につきましては、緊急事態宣⾔解除の翌⽇に複合遊
具の利⽤を再開したほか、感染拡⼤防⽌に努めながらボール広場などを再開し
てまいりました。今後につきましては、バラの⾒ごろが終わる６⽉中旬に保⾕町
ローズガーデン等を再開するとともに、⻄東京いこいの森公園のバーベキュー
施設につきましても、再開の時期について指定管理者と協議してまいります。こ
れからの公園利⽤につきましては、新しい⽣活様式による公園利⽤を⼼がけな
がら御利⽤いただけるよう、周知に努めてまいります。 
  
健康福祉部⻑（萩原直規君） ２点、市⻑に補⾜してお答えを申し上げます。 
 まず介護施設等の予防対策についてでございますが、４⽉の初旬より、サービ
ス提供事業者やケアマネージャーなどから「サービス利⽤者が発熱で⼊院をし
た」、「ＰＣＲ検査を受けたようだ」などの情報が多く⼊るようになりました。
その際、市では改めてその⽅のサービスの受給状況を確認し、情報を全体的に整
理し、直ちに保健所に出向くなど、その後の対応について保健所と協議を⾏って
きたところでございます。保健所では、対象の世帯やサービス提供先に連絡をと
り、必要に応じ調査や助⾔・指導を⾏ってまいりました。市は保健所の指⽰に従
い、事業所等との情報の共有、調整を図ってきたところでございます。 
 次に、フレイル予防に関して市⻑に補⾜して御答弁申し上げます。フレイル予
防事業につきましてはこの間、フレイルチェック等の通常の事業活動を休⽌し
てきたため、フレイルサポーターの皆さんにはフレイル予防の啓発のチラシの
配布等を⾏っていただいてきたところでございます。５⽉中旬には、⻄東京市⺠
まつり実⾏委員会などから御寄附をいただきましたごみ袋を材料として、医療
や介護現場で活⽤できる代⽤ガウンを在宅療養連携⽀援センターにしのわが試
作をいたしました。この作製をフレイルサポーターの皆さんほか、⾼齢者のボラ
ンティアの⽅々にお願いをし、御⾃宅でたくさんつくっていただきました。約
400着程度でございます。これらにつきましては、市内の主に訪問系の医療機関、
訪問看護・訪問介護事業所に順次配布を開始しており、⼤変に喜ばれているとこ
ろでございます。フレイル予防におきましては、社会とのつながりづくりや社会
参加が⼤変に重要な事柄でございますけれども、このコロナ禍にありましては、
新しい形の社会とのつながりづくりや社会参加というものが求められます。今
回の取り組みにつきましては、フレイルサポーターの皆さんほかの御⾃宅での
ボランティア活動、社会貢献活動となりましたが、新たな社会とのつながりづく



り、社会参加の１つの例になったのではないかというふうに考えているところ
でございます。 
  
（⼩林たつや君） 御答弁ありがとうございました。まず介護施設につきまして
は、５⽉のアンケート調査により、課題や利⽤者への影響があり、感染予防機材
等の主にマスクやシールド、それから防護服等になると思うんですけれども、不
⾜があったということがわかりました。これは全国的にそういう状況だったと
思います。先⽇の⼤⽵議員の御質問の中の御答弁からもわかりましたが、今後と
も介護事業運営補助事業を引き続き⾏っていかれることを強く要望申し上げま
す。 
 情報提供があった場合の対応につきましては、保健所との協議をしながら対
応されるとのことですが、既に⾏われているとは思うんですけれども、１⼈の利
⽤者が複数の施設を利⽤するのが介護施設だと思っております。１⼈の⽅が複
数の施設を利⽤されることによる感染の拡⼤が危惧されております。もしその
ようなことがあれば、感染経路の推定を⾏い、その先への感染拡⼤が起きないよ
うな御対応を願いたいと思っております。個⼈情報の問題、施設の問題等がある
ため、⼤変でしょうがどうぞよろしくお願いを申し上げます。 
 続いて、フレイル予防につきましては、トレーニングバンドや冊⼦等が配布さ
れるとのことで、フィジカルフレイル、そしてメンタルフレイルの予防になると
思います。また、ガウンをつくられているということで、防護ガウンですかね、
をつくる。⼤変すばらしいことと思います。ここで１つ提案させていただきたい
のは、この後の公園についての質問にもかかわりますが、やはり密を避けながら
も、天気のよい⽇、これからは暑いのでなかなか難しいかもしれませんが、そう
いう天気のよい⽇などは近所の公園に少⼈数で集まり、トレーニングバンドを
使いトレーニングを⾏う等の⾏事をフレイルサポーターの皆様のお⼒をかりて
⾏ってみてはいかがかと提⾔をさせていただきます。 
 ⾼齢者の皆様はかなりストレスがたまっておられるようで、例を申し上げま
すと、私の⺟のことでございますが、その近隣に住む私の⼦どものころからの同
級⽣たちのお⽗さんやお⺟さん、そういう⼈たちは⽼⼈クラブとかそういうの
で⼀緒なんですけど、うちの⺟はカラオケが好きなので、週２〜３回カラオケボ
ックスとかに⾏っていたんですけど、今、絶対⾏っちゃだめと⾔っているので⾏
っていないんですね。そうするとだんだんストレスがたまってきて、いろいろと
つらく当たられるものですから怖くなってしまいまして、私も⺟の⽇にカラオ
ケのマイク、マイクのボタンを押すとカラオケが流れて、テレビに映すだけとい
うテレビで宣伝しているやつですけど、それを注⽂したんですね。私、⼦どもの
⽇に何ももらっていないし、誕⽣⽇もほったらかしにされているんですけど、⺟



の誕⽣⽇になると必ず何かを要求されるものですから、その１つとしてカラオ
ケマイクを注⽂して、もうそこそこ２週間ぐらいたつんですが、まだ来ないんで
す。確認してみたところ、すごく⼈気があって品切れ状態になっているというこ
とで、そういうことでなかなかカラオケもできない。うちでそのマイクが来れば
多分お友達が寄ってきて⼀緒にやられると思いますけど、そろそろそういうこ
とも含めて、じゃ、集まるのはだめだから、⾼齢者の集まりとか、⽼⼈会として
の集まりはだめだからといって、誰々さんのうちにきょうは⾏ってくる、誰々さ
んがきょうは来るみたいな形で皆さん動き出して、そういうことが始まりまし
たよね。そういうのが今の状況だと思っております。 
 先ほどのお話でもありましたけれども、フィジカル、それからメンタルの件に
つきましては、公園でやることにすれば、１⼈でやっているとフィジカルとメン
タルは多少よくなっても、やっぱり公園とかで少⼈数でいいから集まって、サポ
ーターの⽅にお助けいただいてやっていただければ、いわゆるソーシャルフレ
イルが消えていく。⼈によっては少し⻑い時間うちに１⼈でいたり、御夫婦２⼈
だけでいることが多くなってきているので、認知が進んでしまっているんじゃ
ないかと。御主⼈の認知が進んでしまって、奥様が⼼配されているというような
お話も聞いております。そのようなことがないように、ぜひそういうことをお考
えいただけたらと思っております。それから、何か次にグッズを配るときは、散
歩に使えるようなお散歩グッズみたいな、熱中症対策でタオルを配るなんてい
うのも、あれもそれだと思うんですけど、そういうものもお考えいただけたらと
思いますので、よろしくお願いいたします。 
 職員さんの感染予防対策と勤務時間体制につきましては、分散勤務、時差出勤
の実施や、新しい⽣活様式に沿った取り組みを⾏うとのことでございました。き
のう、浜中議員の御質問にもありましたが、本当に連⽇の御対応に感謝するとこ
ろでございます。特に新型コロナウイルスの関係の⽀援相談窓⼝の皆様は⼤変
なことと思います。3.11 のときもそうでしたが、このようないわゆる⼤災害の
ときには、ふだんは普通でも精神的に不安定になる⽅々が数多く市役所に来ら
れます。時にそのような⽅々は感情的になりやすく、⽂句の⾔いやすい市の職員
さんに⼤声を上げたりすることも多いと聞き及んでおりますし、実際私も⾒て
おります。私が議⻑をやっているとき、3.11 のときなんですけど、⾼齢者の⽅
が⼤声で「議⻑を出せ」と事務局にいらっしゃいました。「どうしたんですか。
何かあったんですか」と話を聞くと、「もう俺は怒っているんだ」と⾔って、「ど
うしました。何を怒っているんですか」と⾔うと、よくわからないみたいな感じ
なんですね。よくよく聞いてみると、不安で不安でしようがないということで、
⻄東京市は地盤もかたいし、そんなに⼼配しなくて⼤丈夫ですよと⾔ってお話
をすると、とても安⼼してお帰りになられて、それからは⼀度も来られていませ



んが、そういう⽅が多いと思いますので、⼤⼈の対応というか本当に優しく、対
応はもちろんやってくださっていると思いますが、そういうことをしていただ
ければ、そういう⽅はあまり来られなくなるのではないかなということを⼀⾔、
例として挙げさせていただきますが、これからも⼤変でしょうけど、まだまだこ
の状況は続くと思います。職員の皆様におかれましては、どうぞお気をつけいた
だきまして、お願いしたいと思います。本当に、それを⾔いますと、この議会⾃
体を開催していること⾃体が、ある意味３密の１つに⼊るのではないかと私は
思っております。我が会派では質問時間を⾃主的に少しずつ減らして、少しの協
⼒をさせていただいておりますが、これは強要するものではございませんので、
我々⾃⺠党としての会派はそういうことをやらせていただいておりますという
ことを私から⾔わせていただきます。 
 最後になりますが、公園につきましては、多くはいわゆる３密回避のためのこ
とと理解いたします。ローズガーデンは中旬にはオープンということでござい
ますが、残念ながら⾒ごろは過ぎてしまいまして、いたし⽅ないことと理解いた
します。今後は、先ほどの提⾔の⼩集団でのフレイル予防体操や⼈々の集まれる
場所としての公園事業に取り組んでいただきたいと思います。ローズガーデン
は、私は夜、ちょうどうちの藤丸と寝る前の散歩に⾏って、ちょうど途中でおし
っこして、それでローズガーデンのあたりでうんちをするといういつものパタ
ーンがありまして、それが終わってうちに帰って寝るんですけれども、それを通
ってきれいなときはライトアップされているので、縄は張られているんですけ
ど、外側から⾒てもかなりきれいな状態で、⼤変ことしは惜しいことをしたなと
思って⾒ていましたが、あけばまたそれなりに。去年なんかは、夜でも本当に５
⼈、６⼈の⼈が歩かれているので、さすがそこをよくわかっていらっしゃると思
いまして、あそこは本当に閉めておいてよかったと私は思っております。 
 最後に、公園とはちょっと違うんですけれども、近所の都営の遊⽔地に実はご
みがいっぱいあるんですね。なぜかといいますと、そこはちょっと低くなってい
て、遊⽔地ですから⽔がたまるようになっているんですけど、毎⽇、天気のいい
⽇、平⽇は⼦どもさんたちがとにかく集まって、朝から晩までキャーキャー⾔っ
て野球やったり、サッカーやったりして、楽しく遊んでいる。そのときにおやつ
を持ってくるんです、コンビニ袋に⼊れて。⼤体ポテトチップスとかチョコレー
トの箱とか、それを⾷べて、そのまま置いて帰っちゃうんですね。これをちょっ
と問題なのかなと思って、私が注意するのもなんだし、あと親御さんがいて、親
御さんが⼀緒になって⾃分もお仕事が休みだったと思うんですけど、それでサ
ッカーをやっている。さすがに親御さんがいるときは、その⼈たちは⾃分のごみ
は持って帰っていると思うんですけど、そういうことで、⼦どもたちだけで遊ん
でいるとどうしても、⼤体⼩学⽣、４年、５年ぐらいでしょうかね、そのぐらい



の⼦どもたちが中⼼でやっていまして、知っている⼦も何⼈かいるので何度か
注意もしましたが、なかなか⽚づいていません。これについてはぜひ教育のほう
から、学校のほうからぜひ⼦どもたちに、ごみはきちっと持ち帰りなさいと。そ
れも⼀つの教育だと私は思いますので、どうぞそういう御助⾔を。私が直接校⻑
先⽣とかにお伝えしてもよかったんですけれども、この場をお借りいたしまし
て、どうぞよろしくお願いいたします。 
 あとは遊具に関してなんですけど、遊具は、今まで滑り台とかが遊べなくて、
⼦どもたちが残念そうな顔をしているんですけれども、あれがやっぱり今の感
染拡⼤をとめた１つではないかと。⼀説では、空気感染とか⾶沫感染よりも接触
感染が⼀番強いのではないかというのが⾔われてきつつあります。新型コロナ
ウイルスに対して、だから、帰った後の⼿指消毒ですね。⼿洗い、それからうが
い、こういうことを徹底させるように、既に公園にはそういうことが書いてあり
ますけど、それをまたできましたらいろんなところで広めていただきたいとい
うことをお願いいたしまして、私からの質問を終わらせていただきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和２年 9 ⽉議会の⼀般質問です 
 
（⼩林たつや君） ⼀般質問の前に⼀⾔申し上げさせていただきます。８⽉ 30、
31 ⽇でお通夜、そして御葬儀がありました、８⽉ 26⽇にお亡くなりになられた
前⽥無市議会議員⼩林孝⼀先⽣のことを少し話させていただきます。⼩林孝⼀
先⽣は、昭和 13 年、⽥無町にお⽣まれになり、昭和 62 年から⽥無市議となら
れ、平成７年まで２期８年間を⽥無市政のために御尽⼒された⽅でございます。
享年 82歳でございました。議会では⾃⺠クラブのメンバーとして各種の常任委
員を務められ、議員を勇退されてからは⽥無市消防団副団⻑、ＪＡあぐり組合⻑、
消防少年団の団⻑等を歴任され、お元気に過ごされておりました。趣味のゴルフ
はプロ級で、御⼀緒させていただいたときにはスコアどおりに回られている腕
前に⾆を巻いたものです。また、⾞やオートバイが⼤変好きで、若いころは早逝
された弟さんと⽇本のオートバイレース界の草分け的存在だったというお話も
お聞きしております。そのオートバイ好きが私との出会いのきっかけで、その後
議員を勇退されるときには私を後継指名していただき、現在の私がこうして市
議会議員をやらせていただいているのも⼩林孝⼀先⽣のおかげであります。同
じ⼩林姓ですが、⾎縁はなく、たまたま同じ苗字だったことにも何か深い縁を感
じずにはいられません。⼼より御冥福と哀悼の意をここに表しまして追悼の⾔
葉とさせていただきます。 
  
それでは、議⻑の御指名をいただいておりますので、⼀般質問をさせていただき
ます。 
 まず１点⽬として、⼦ども⾷堂について。ネット等によりますと、⼦ども⾷堂
とは、地域住⺠や⾃治体が主体となり、無料または低価格で⼦どもたちに⾷事を
提供するコミュニティの場を指しています。また、単に⼦どもたちの⾷事提供の
場としてだけではなく、帰りが遅い会社員、家事をする時間のない家族などが集
まって⾷事をとり、コミュニティの１つとして成り⽴つということも可能だと
聞いております。そして、⺠間初の⾃主的⾃発的な取り組みから始まったとも聞
いておりますが、東京都⼤⽥区にある⼋百屋さんが 2012 年に始めたことがきっ
かけと⾔われております。しかし、⺠間のボランティアが中⼼となって進められ
ているこの事業は、無償で、⼦ども⾷堂を開催できる場所が少ないのが課題と⾔
え、全国では居住している⺠家で⾏ったり、メンバーの⽅が営んでいるお店を使
って⾏ったりと、さまざまな⼯夫で⼦ども⾷堂が運営されているそうです。⼀般
的な⼦ども⾷堂では、料⾦設定を無料から 300 円程度としており、⾷材などは
フードバンクや地域住⺠の寄附などで賄っているそうです。活動資⾦について
は⼦ども⾷堂を運営している⼈々の持ち出しで準備することが多いため、⾏政



からの助成⾦などの⽀援が待たれるところと仄聞するところです。市内にも数
カ所の⼦ども⾷堂があり、ボランティア活動されている皆様⽅の御努⼒により
運営されているとのことですが、新型コロナウイルスの感染拡⼤により運営が
⾏き詰まるなど⼤変困っていらっしゃるとの話も聞き及ぶところであります。
⼀⽅、新型コロナウイルスの影響により家庭の経済状況が厳しくなり、⼦どもた
ちの⽇々の⾷事に困るような⽅々がふえているとも聞き及びますが、本市での
現状と、でき得れば⼦ども⾷堂が今よりもふえて多くの⽅々に⾷⽀援ができれ
ばと考えますが、市のお考えを伺います。 
 続いて、市⺠会館の跡地スケジュールについて伺います。平成 31 年３⽉に閉
館した⻄東京市⺠会館は令和２年度から取り壊す予定でしたが、こちらも新型
コロナウイルス感染拡⼤の影響で今年度の解体作業は延期され、改めてスケジ
ュールを検討すると聞いております。跡地については、⽂化施設機能の整備など
を条件に⺠間事業者に⼟地を貸し付けるなど、官⺠連携事業による跡地活⽤の
検討を進めたいとのことでした。また、⽂化施設の規模、機能を含め、跡地活⽤
に求める機能などの基本的な考え⽅を取りまとめた市⺠会館跡地活⽤基本⽅針
については⼤きな変化がないものと思います。⼀⽅で、新型コロナウイルス感染
拡⼤の影響を受けた経済状況についてはいまだ回復途上なのではないかとの認
識でありますが、跡地活⽤事業の今後の取り組みについてを伺います。 
 ３点⽬は、こちらも新型コロナウイルスの影響により市内商店街の事業が軒
並み中⽌になっており、商店街の今後が⼼配になるところであります。⼀般質問
初⽇に⼭⽥議員、それから酒井ごう⼀郎議員からも同様の質問があったところ
でありますが、各種盆踊り、夏祭り、秋祭りも含め⼤きなイベントは軒並み中⽌
であります。事業者には、持続化給付⾦をはじめとした補助事業が、また東京都
からも各種の補助事業があり、我が市においては市内事業者応援資⾦助成事業
などをはじめとする市独⾃の補助事業も⾏われております。商店街に対しても
本来ならばにぎわいの創出のための補助事業が⾏われる予定でしたが、残念な
がらそれもできず、また各種イベントが中⽌となり、商店街⾃体の活性が失われ
つつあると感じております。そこで、中⽌になったイベント等の詳細をお聞かせ
願います。また、商店街に対してもこのままでは真綿で⾸を絞めるがごとくじわ
じわと影響が出つつあるかと思いますが、こちらに対しての対策を伺います。 
 ４点⽬、市内５駅の分煙対策について。こちらについては、４⽉末ごろよりこ
ちらも新型コロナウイルスの影響で市内５駅の喫煙所の閉鎖が続いております。
分煙対策の⼀環として特に駅前の喫煙所は必要であると私は考えますが、現在
は閉鎖が続いたままで、⺠間の喫煙所も⼀部では再開させたところもあるよう
ですが、かなりの間閉鎖が続いておりました。現状は、⽥無駅北⼝で⾔いますと、
テープが張られ、閉鎖されている隣で喫煙されている⽅々をよく⾒かけます。こ



れでは市⻑の⽬指す健康応援都市⻄東京への影響も出るのではないかと危惧さ
れることと思いますが、市のお考えを伺います。また、近隣市ではトレーラー型
の喫煙所を駅前に配置して分煙を進めているとも聞きますが、これについてど
のように考えられるか伺います。 
 ５点⽬は、ひばりヶ丘駅南⼝の交通について。こちらは以前にも質問したもの
でございます。ひばりヶ丘駅北⼝、埼⽟⽅⾯のほうから⻄東京市に通勤されてい
る⽅からお聞きしました。ひばりヶ丘駅の北⼝から駅⻄側の踏切を渡り⽥無⽅
⾯に向かうには、パルコの前でＵターンするように通⾏し、ロータリーを回らな
ければなりませんが、その⼿前には横断歩道があり、⻄友、パルコの駐⾞場側に
はバスの降⾞場があり、駅へ向かう⼈の流れで北⼝からの⾞が通勤時間は曲が
りにくく渋滞が起きているそうです。この渋滞は踏切まで延びており、いつ踏切
事故が起きるのか⼼配であるとのことですが、対応策があるか伺います。という
趣旨の質問を昨年の６⽉議会でいたしました。そのときの御答弁は、今後、現地
を確認し、どのような対策ができるかを含め関係機関と協議してまいりたいと
考えておりますということでしたが、１年以上たちましたが特に変化は⾒られ
ず、依然、踏切事故が起きてもおかしくない状態が続いております。この渋滞の
緩和について伺います。 
 最後に、コロナ禍におけるペットの飼育対策について伺います。公益社団法⼈
東京都獣医師会危機管理室感染症対策セクションによりますと、飼育環境下で
のペットから⼈への新型コロナウイルスの感染は確認されていないようです。
しかし、８⽉３⽇のペット保険会社の預かり事業で、ウイルスが感染した飼い主
から預かった２頭の⽝がＰＣＲ検査で陽性が出たとのプレスリリースがありま
した。これを受け、10 ⽇ほど前でしょうかね。朝のニュースショーで、ペット
から感染するのが怖いので⽝を処分したいという問い合わせがあったとのこと
で⼤騒ぎになったそうです。東京都獣医師会の副会⻑がテレビに出てきて冷静
にお話しされていた映像を⾒ていると、その副会⻑が何か⾒たことがある⼈で、
テロップを⾒ると「中川清志」とここに出ている。ここにいらっしゃる中川議員
が御登場されておりました。このような早合点の勘違い飼い主さんが出ないた
めにも、市としてもどのような対策をとられているか。また、今後とっていくか
を伺います。 
 また、ちょうど今どきは台⾵シーズン、つい先⽇も 10号でしたっけ。この地
域はそれほどでもなかったんですけれども、九州⽅⾯、⿅児島⽅⾯は⼤変なこと
になって、あちらの被害を受けられた⽅に対しましてはお悔やみを申し上げた
いと思います。また、お⾒舞い申し上げます。この台⾵シーズンですが、ことし
はまだ関東地⽅には上陸しておりませんが、今後このような⼤型の台⾵が接近
もしくは直撃したときにペット同伴で⾃主避難できる施設の設置はどうなって



いるのでしょうか、伺います。 
 以上、御答弁により再質問させていただきます。 
  
市⻑（丸⼭浩⼀君） 冒頭お名前を出された⼩林孝⼀さん、毎年、少年消防団の
団⻑と、またいろんな場⾯でお会いして、本当に⼼からお悔やみ申し上げます。 
 ⼩林たつや議員の⼀般質問について、初めに⼦ども⾷堂についてお答えしま
す。本市では８⽉末現在 11カ所の⼦ども⾷堂がございます。本年３⽉以降、新
型コロナウイルス感染症の拡⼤により、市内の⼦ども⾷堂もほとんどの⾷堂が
休⽌を余儀なくされるという事態となりましたが、５⽉に緊急事態宣⾔が解除
された後は 11 カ所のうち７カ所の⼦ども⾷堂が開催している状況でございま
す。８⽉には市内⼦ども⾷堂の皆様にお集まりいただき、意⾒交換会を開催し、
⼦どもの⾷の確保事業補助⾦についても御説明をさせていただいたところでご
ざいます。その際、新型コロナウイルスの感染が拡⼤する状況でも可能な限り⼦
ども⾷堂を継続できるよう、保健衛⽣⽤品や必要な⾷材の購⼊など、この補助⾦
を積極的に活⽤していただくよう、各⾷堂の皆様に御案内したところでござい
ます。補助⾦を活⽤していただき、⾷の確保が必要なお⼦さんに⾷事や⾷材が提
供できる環境を整えていければと考えております。引き続き、市内の⼦ども⾷堂
の皆様との連携を図りつつ、市内の⼦ども⾷堂の充実に努めてまいります。 
 次に、市⺠会館跡地活⽤についてお答えします。平成 31 年３⽉末をもって閉
館した旧市⺠会館の跡地活⽤につきましては、令和元年 10 ⽉に策定いたしまし
た市⺠会館跡地活⽤基本⽅針に基づき、本年度、⺠間事業者の公募及び選定を⾏
う予定としております。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡⼤に伴うさま
ざまな影響を勘案し、旧市⺠会館の解体事業も含め延期するとともに、跡地活⽤
事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況等を考慮し、改めてスケ
ジュール等を検討することといたしました。現在、募集要項の整理、作成を進め
ておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響による経済の回復状況等を勘
案し、⺠間事業者の状況を確認するなどを⽬的として、本年度中に再度サウンデ
ィング調査を実施し、今後の公募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、市内商店街への補助についてお答えします。市内の商店街の皆様には、
これまで夏祭り、秋祭り、⼤売り出し、イルミネーション事業などさまざまなイ
ベントを実施していただき、にぎわいの創出や消費喚起等、地域経済の活性化に
御尽⼒いただいているところでございます。本市では、イベント等の実施や施設
整備等にかかる経費の⼀部に対し、東京都の補助事業とあわせ、商店街活性化推
進事業補助⾦として御⽀援させていただいており、本年度は 13 の商店会から 25
の事業について補助申請がございました。しかしながら、新型コロナウイルス感



染症拡⼤に伴うイベントの⾃粛要請などの影響により、９のイベント事業が中
⽌となったところでございます。このような状況の中、東京都からは、代替イベ
ントの実施や⼤幅な内容変更などに対応するため、東京都商店街チャレンジ戦
略⽀援事業費補助⾦について９⽉１⽇から９⽉ 10 ⽇まで追加申請を受ける旨の
通知があり、市から商店会の皆様に情報提供させていただいたところでござい
ます。また、市といたしましては、賃貸店舗等家賃補助事業や市内事業者応援資
⾦助成事業などを通じて事業継続に向けた事業者⽀援を実施し、商店会員の減
少防⽌に努めているところでございます。商店街は、市の顔としてのイメージの
ほか、地域コミュニティの核として重要な役割を担っていただいておりますが、
新型コロナウイルス感染症の影響により商店街活動が縮⼩される中で、引き続
き商店会の皆様からの御意⾒を伺い、今後の対策につなげてまいりたいと考え
ております。 
 次に、市内５駅の分煙対策についてお答えします。市内の指定喫煙所について
は、密集密接の状態になりやすいことから、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌の
ため、４⽉ 27⽇から閉鎖をしております。喫煙所の利⽤においては、⾝体的距
離の確保、マスクの着⽤がいずれも難しいこと、さらに新規感染者数の増加など
を勘案し、引き続き喫煙所の閉鎖を継続しております。喫煙所の周辺をはじめ、
路上喫煙・ポイ捨て防⽌地区においては、美化・喫煙マナー推進事業により、吸
い殻等のポイ捨てについて清掃やマナー向上を呼びかける啓発活動等を実施し
ており、さまざまな種類の看板を作成、掲⽰するなど、喫煙の防⽌や周辺の美化
に配慮しております。指定喫煙所につきましては、喫煙所内での密集密接状態を
避ける対策等、再開に当たっての課題について検討しているところでございま
す。今後の指定喫煙所につきましては、歩きたばこやポイ捨て抑制等の理由から、
指定喫煙所を設置した経緯を踏まえ、指定喫煙所を設置していないひばりヶ丘
駅周辺の状況の検証、トレーラー型喫煙所の設置事例の研究、まちの美化と安全
を推進する事業市⺠会議の皆様との意⾒交換をするなど、喫煙所⾃体のあり⽅
を含め、引き続き検討を⾏ってまいりたいと考えております。 
 次に、ひばりヶ丘駅南⼝の交通についてお答えします。ひばりヶ丘駅南⼝駅前
広場改良⼯事後の都道 112 号線、ひばりが丘パルコ前の状況につきましては、
以前同様に朝⼣に渋滞が発⽣していることは承知しております。この渋滞を解
消するために、交通管理者である⽥無警察署と信号機等の設置を含め協議を⾏
っておりますが、踏切と近接しているなど、信号機の設置は難しいと伺っており
ます。今後、引き続き、渋滞解消のために、交通管理者である⽥無警察署と協議
を⾏ってまいりたいと考えております。 
 最後に、コロナ禍におけるペット飼育対策についてお答えします。新型コロナ
ウイルス感染症は⼈とペットとのつき合い⽅にも影響を与え、飼い主の⽅へ不



安を与えることもあると認識しております。市では、４⽉からペットに関連する
新型コロナウイルスの情報を市ホームページに掲載し、飼い主の⽅が新型コロ
ナウイルスに感染した場合の対応をはじめ、その時点での公表されているペッ
トに関する情報を御案内しております。また、５⽉から６⽉までの１カ⽉間、市
内掲⽰板を活⽤し、「ペットを飼っている皆さまへ─新型コロナウイルスへの対
応─」といったポスターを掲⽰し、「もしもの時の預かり先を決めておきましょ
う」などの啓発を⾏ってまいりました。厚⽣労働省によりますと、現時点では⼈
から動物への感染事例はわずかな数に限られているとのことで、また、新型コロ
ナウイルスがペットから⼈に感染した事例は報告されていないとのことでござ
います。 
 また、ペット同伴避難につきましては、今般、台⾵接近時を想定して作成しま
した時系列による防災⾏動項⽬を⽰すタイムラインの中におきまして、⾃主避
難所を開設する予定施設の１つとしてペット同伴避難専⽤にエコプラザ⻄東京
を位置づけたところでございます。今後もコロナ禍での適正な飼育やペットに
関する情報について周知、啓発を⾏ってまいります。 
  
（⼩林たつや君） それでは、御答弁ありがとうございました。再質問させてい
ただきます。 
 まず、⼦ども⾷堂についてですが、私のいとこが⾏っております⼦ども⾷堂で
は、いとこのうちは宗教団体で敷地が広いものですから、新型コロナのソーシャ
ルディスタンスの問題もなく、現在も⽉に数回ですが、開催させていただいてい
るようです。この時期は、いただき物の花⽕などもたくさんあるらしくて、夜は
広い駐⾞場で、近隣の皆様も⾃宅前でやはり花⽕遊びはやりづらいということ
で、そういう⽅々もお越しになられるようで、この⼦ども⾷堂の本来のテーマで
ある新しいコミュニティの担い⼿としても活躍されているようです。今後も引
き続き、市内の⼦ども⾷堂の皆様と連携をとり、補助⾦の確保に向けた⼿続の⽀
援なども滞ることがないようにお願いしたいものです。新型コロナウイルス感
染症に対する緊急対応策の１つとして、今年度１年間の⼦ども⾷堂等の活動費
の⼀部を⽀援するとのことでしたが、でき得ればこちらももう少し⾒直してい
ただき、事前に補助がいただけるような形にしていただきたいという意⾒、関係
者の⽅からそういう御要望をいただいておりますので、ぜひこのようなことも
御検討を願いまして、こちらの質問は終わりにさせていただきます。 
 続いて、市⺠会館跡地についてですが、こちらは平成 31 年２⽉、だから昨年
ですよね。昨年２⽉だと思うんですが、雅楽の第⼀⼈者である鈴⽊治夫先⽣の御
指導のもと、ちょうど市⺠会館のエンディングコンサートとして雅楽のコンサ
ートをさせていただいたのもよい思い出でありますが、近隣住⺠の皆様や以前



からの利⽤者の皆様からは⼀⽇も早い再開を望まれる声が私のもとにも届いて
おります。今後サウンディング調査によってどのような形のものができるかは
わかりませんが、跡地活⽤の最⼤⽬的である、地域に親しまれ、⼼に潤いと豊か
さをもたらす場の創出をテーマとした、ぜひともすばらしいものになることを
期待いたします。本来であれば、あそこは３館合築をして、図書館、それから市
⺠会館、公⺠館と、こういうふうに進んでいればこんなことも起きなかったのか
ななんていうことも考えるところではあります。 
 続いて、商店街への補助事業については、私は市内の各商店街に対してその規
模に合わせた補助⾦等を市としても考えていくころになったのではと思います。
市財政が厳しく⼤変なことも重々承知しておりますが、市⺠、そして利⽤者側か
ら⾒れば、また近隣の⾼齢者の皆様にとっては、まさにこの夏の暑さ、それから
コロナ禍の中で、まさにライフラインと⾔っても過⾔ではないこの商店街に新
しい形の補助体制を組まれることを強く希望いたします。持続化給付⾦のとき
とか、それから市内事業者応援資⾦助成事業などの御案内を持って、この地区で
は同僚の議員と⼀緒にいろいろとお⼿伝いをさせていただいたんですけれども、
このときに、各商店街の皆さんのところ、主に旧⽥無市地区を歩いたんですけれ
ども、そうすると、やはり⾃分たちではできない⽅々、持続化給付⾦なんかのネ
ットの申し込みができないとか、市の市内事業者の応援資⾦のほうでも、やっぱ
りやり⽅がわからないから、「うちはもらえないんでしょう」なんていう⽅々が
たくさんいらっしゃったんです。でも、いろいろ聞いてよくよく話をしてみると、
できるんじゃないんですかということで、お⼿伝いいただいて、冨永議員と浜中
議員に⼀⽣懸命やっていただいて、私が営業で回っているような形でやってみ
たんですけれども、そうするとすごい喜ばれるんですよ。実際、給付⾦をいただ
けた⽅がたくさんいらっしゃいます。そういう⼈たちは、本当に困っていたと、
助かったと、店を畳むかどうか考えていたんだと。この間もメールで１本いただ
いたんですけれども、本当にこれをいただけました、ありがとうございますとい
うメールをくれる⽅とか、そういう⽅がいる。本当に皆さん⼤変なんだなという
のがよくわかります。今こそ動くべきときではないかとつくづく思うところで
ございます。私が属している⾕⼾商協、こちらは創⽴ 60周年だった。たしか 60
周年だった。50じゃなくて 60 だと思うんですけど、これがことしなんですよ。
本当だったら、このお祭りとか秋の祭りとか夏の盆踊り、こういうところでいろ
んなイベントを考えていたんですが、全部中⽌になっちゃって、今の⼭崎理事⻑
はがっくりきているんですけれども、そういうこともあります。ですから、どう
ぞそのようなことも含めまして何か補助体制でいいことをしていただけますよ
うに、よろしくお願いいたします。 
 それから、分煙対策につきましては再質問します。先ほど御答弁にもありまし



た武蔵野市の事業で三鷹駅の北⼝にトレーラー型喫煙所が設置されたと聞いて
おります。⻄東京市では──正確には禁煙トレーラーというそうですが、あと禁
煙コンテナというのもあるそうです。このような喫煙所は密閉型となり、空気清
浄機等を設置でき、分煙対策や受動喫煙の防⽌になると思いますが、いかがでし
ょうか。再度伺います。 
 ５点⽬のひばりヶ丘駅南⼝の交差点ですね。交通についてですが、踏切近くの
信号機の設置は難しいということを先ほど御答弁でいただきました。では、どう
するか。現在交番も建設中ですが、警察官、お巡りさんに朝⼣だけでも⽴っても
らって、通⾏⼈と⾞との交通整理をお願いするしか私はないのかなと思ってお
ります。警察官の⽅は毎⽇のこととなり⼤変でしょうけれども、事故を起こさな
いためにもそのような要望をぜひ市側から御要望いただけますよう、よろしく
お願いいたしたいと思います。特に、警察官の⽅も毎⽇同じ⼈がやるわけではな
いので、かわりばんこにやっていただければいいのかな。そうすることによって
交通渋滞を緩和するということができるのではないかと思います。それこそも
う 20 年以上前の話ですけれども、⼀度、北側から南に⼊るときに踏切が突然閉
まり出しちゃって、前の⾞は⾏くものだと思っていたら、その前のほうの横断歩
道の⼈を待っていて、本当に踏切の中でとまっちゃったことがあって、バックす
るにもバックできないし、どうしようと思っているときに通⾏⼈の⽅が踏切を
上げて助けてもらったことが私もあります。以前おいでになった保⾕やすひこ
先⽣なんかにおかれましては、いいからあけて⾏っちゃえなんて⾔われていた
ことがあるなんていう話をよく⽥中議⻑から聞いたこともあります。昔の話で
すからそういうこともありますが、そのようなことがないようにぜひお願いし
たいと思います。先⽇ちょうどあそこを通りかかって、昼間だったんですけれど
も、朝⼣の渋滞時間ではないんですが、お巡りさんが⽴ってくれているんですね。
ああ、やってくれているんだと思って⾒ていたら、パルコ側じゃなくて、⻄友側
から来る、⽥無駅のほうから来る、北進してくる⾞が、あそこはとまれがあって、
⼀時停⽌があるんですよ。それを取り締まるために待っていたみたいで、じっと
⾒ているんですよ。私のほうはパルコ側から来たので優先ですから⾏けるんで
すけど。この⼈はそういうのを⾒ているわけじゃないんだな。多分、だから、そ
ういう指⽰は警察から⾏っていないというようにしか思えません。ですから、ぜ
ひその件をお伝え願いたいと思います。 
 続いて、ペットの同伴の件ですが、公益社団法⼈東京都獣医師会危機管理室感
染症対策セクションによりますと、ペットのＰＣＲ検査はどこで受けられるの
かといった問い合わせがありますが、１ 御⾃⾝や同居する家族が新型コロナウ
イルス感染症に感染していない。２ 新型コロナウイルス感染者とペットとの濃
厚な接触がない。３ ペットに呼吸器系の症状が出ていないという状況での検査



は世界的に推奨されていないそうでございます。これまでの各国からの報告に
よりますと、ＰＣＲ検査の後、抗体検査でも陽性となり、感染が確認された⽝や
猫においても 10 ⽇から２週間が経過するとウイルスの量は⼤幅に減り、検出不
可能となります。本会は、感染者の飼育動物に対し、念のため２週間の検疫、感
染対策を講じて接するということですが、こういう期間を置くように提案をし
ております。現時点ではペットから⼈への感染は報告されていません。ひもを介
した感染の可能性は⾮常に少ないと考えられております。万が⼀、新型コロナウ
イルスに感染した⼈との接触があったことがわかり、仮に感染していた場合で
も、検疫期間を置き、その間に適切に対応することで陰性に転じますので、飼い
主の皆様、落ちついて情報を受けとめていただくようにお願いいたします。そし
て、毎回繰り返していますが、ペットを新型コロナウイルスから守るためにすべ
きことは、飼い主であるあなたが感染しないことなのですと結んでおります。仮
にペットからの感染があるようなら既にもっと多くの症状が確認されているは
ずです。市といたしましても、今後も市報やホームページを中⼼に市⺠への啓発
を今以上にお願いいたしたいと思います。 
 ちなみに、私が感染しても、うちの藤丸は先ほどのいとこのところに⾏けます
ので安⼼でございまして、もしかすると神様に近いものとして意識しているの
か、私よりもいとこに⼤変な懐いておりますので⼼配ありません。 
 また、話は違いますが、先⽇９⽉５⽇、保⾕⼆⼩の避難所の訓練では、図⼯室
をペット同伴の専⽤に設定して訓練を⾏ったとも聞いております。これは恐ら
く都内初の試みだそうですが、このようなこともぜひとも進めていただきます
ようお願いいたしまして、再質問の御答弁をお願いします。 
  
みどり環境部⻑（⻘柳元久君） トレーラー型喫煙所について再質問にお答えい
たします。トレーラー型の喫煙所につきまして、導⼊している⾃治体への聞き取
りにより、煙が周囲に漏れないように閉鎖型であるとともに、喫煙所内の煙は脱
臭装置を設けることで受動喫煙の防⽌に配慮した構造・仕様であるというふう
に伺っているところでございます。実際に設置の状況も視察させていただき、導
⼊及び維持管理の費⽤、設置の場所、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のための
実際の運⽤等について調査研究等を⾏っているところでございます。 
  
（⼩林たつや君） 今の部⻑の御答弁、ありがとうございます。私が調べたとこ
ろによりますと、トレーラー型またコンテナ型ともにプラズマ脱臭装置ってい
うんですか、脱臭器がつけられ、においは 99％除去でき、ニコチンもタールも
除去できるそうです。場所的にはコインパーキングのスペース３台分で設置が
可能だということでありますので、特にトレーラー型は⾞両がついているため



基礎⼯事も要らず、バリアフリーにもなるそうでございます。このような分煙施
設をつくれば、より分煙が進み、市⺠にとって⼤変よい施設になると思います。
現在、先ほど紹介した武蔵野市や⾜⽴区で使われているそうです。また、⺠間の
⼟地を借りた⺠間喫煙所でも、港区ではそういうところを募集しているそうで
す。単に場所がないとか周りに迷惑だからと全⾯禁煙にするだけでは完全な分
煙はできないと私は思っております。以上の理由により、今後も考察、研究を進
め、早い時期の分煙施設の運⽤を望むものであります。 
 つい２〜３⽇前ですか、ちょうど⼀般質問が中断された翌⽇だかその⽇だっ
たかに、三鷹市では受動喫煙防⽌法の条例が議決されたと聞いております。そこ
の中でも、三鷹市は、先ほどもお話ししたように、三鷹駅は武蔵野市なんですけ
れども、北⼝に喫煙所がちゃんとあったりとか、そういうことです。駅前のほう
の、だから南⼝ですか、あちらの喫煙については様⼦を⾒るというようなことを
テレビのニュースでやっていたのを⾒ております。これはどういうことかとい
うと、皆さんのマナーに任せて、⼀概に全て禁煙にするのではなく、今後の様⼦
を⾒ますというような形で、段階的なことを踏んでいこうとされているような
感じを受けました。正確にはわかりませんが、このようなことも含めて、市⻑の
お⽴場としては、やはりたばこを吸うのはよくないというのはよくよくわかり
ます。特に最近は肺がんになるというのは、まだ⾔っている⼈もいますけれども、
ほとんどどうやら違っているようだというような話もありまして。ただ、市⻑の
ほうの専⾨のいわゆる循環器系の⾎管の硬化とか⾎流を悪くする、⾎圧の異常
とか、そういうのには明らかに喫煙はよくないということは重々承知しており
ますが、それにしても、吸う⼈と吸わない⼈を分けるためにはやはりそういう分
煙に対する⾏動が必要だと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしまして、私
の質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和２年１２⽉議会の⼀般質問です 
 
（⼩林たつや君） それでは、議⻑のお許しを得ましたので、通告に基づき質
問させていただきますが、その前に、新型コロナウイルスの蔓延ということ
で、⼤変な状態に陥っております。よく市⺠の⽅に聞かれるんですけれども、
⻄東京市は感染者が多いんじゃないかという話をされます。現実、多少多いよ
うな状態ではあると私も思っているんですが、20万都市であるということ、こ
の近隣の市と⽐べて⼈⼝が多いこと。それから、急⾏がとまる駅が２つもあ
る。ひばりヶ丘駅と⽥無駅と２つありますね。それで、池袋、新宿という、い
わゆる感染爆発が起きているような──感染爆発とまではいかないまでも、感
染症が多いとされる場所、歓楽街、そういうところからすぐ、30分以内で⾏け
ちゃうような場所であると。そして、そこのベッドタウンである。それからあ
と、23区と隣接していると。そういうようなことが原因ではないかというよう
なことを市⺠の皆様には話しております。これが全て正しいかどうかは、はっ
きり⾔って科学的な根拠は全くありませんが。 
 それとともにちょっと気になるのが、いわゆるスパというんですか、⼤きな
お⾵呂屋さん、こういうところでは私の知る限りでは感染者が出ていない。や
はり湿気が多いというのが⼤きな原因の１つ。それから、⽔で洗い流す。⽔と
いうかお湯ですけどね。⽇本⼈は⼤変お⾵呂が好きと。それから、温泉施設と
か、そういうお⾵呂場、⾃宅のお⾵呂も含めて、お⾵呂に⼊ること、こういう
ことが多いのが⽇本⼈。それが感染の少なさに影響しているんじゃないかなな
んていうことを最近ちょっと思っております。これも単なる私の想像であっ
て、科学的根拠は全くありません。 
 ただし、はり・きゅう師として私が仕事をしているときに、Ｂ型肝炎、それ
からＣ型肝炎、これは⾎液性のウイルスによって、接触感染によってうつる確
率があるものですから、そういう⽅が患者さんとして来られたときの予防法と
しては、器具は⾼圧滅菌というのにかければ全く問題ないんですけれども、そ
れ以外の、当然汚染されるのは⼿指ですね。⼿の部分はどうにもならないの
で、いわゆる⼿術⽤の⼿袋をされる⽅、それからあれをしていると我々も──
はり・きゅうというのは、特にはりは体に刺していくときにゆっくり刺してい
くんですけれども、そのときにその感覚でつぼに当たるとか効果を⾒るんです
ね。それで、そのときにやはり⼿袋をしているとだめだという⽅は素⼿でやら
れると。そのときどうするかというと、いわゆるアルコール、エタノールでは
消毒し切れないんですね。消毒というか、滅菌なんですが、滅菌し切れない。
どうするかというと、流⽔で１分以上流すんです。⽯けんはつけなくてもいい
んです。ずっとジャーっと流して。そうすると、⼿にはまずそのウイルスが残



らないという科学的な実験結果が出ております。こういうことを、ここにいら
っしゃる皆様、ちょっと頭に⼊れておいて、よく⼿指消毒というか、⼿を洗う
こと。マスクは、これは予防ではなく⾃分が⼈にうつさないためのものであっ
て、予防にはならないというか、ある程度は──ある程度じゃない、相当量は
なっているとは思いますが、それでも 100％ではないということを、皆様、頭
に⼊れていらっしゃっていただけると⼤変いいと思います。 
 また、我々議員のほうは、今、間引きと⾔ったらおかしいかもしれませんけ
れども、少しずつ気をつけているのは事実でございますが、職員さんも、議⻑
からもそういうお⾔葉が⾔っていると思いますが、市⻑とか副市⻑は残念なが
らだめかもしれませんけれども、教育⻑もだめかもしれませんけれども、その
他の職員さんは、あまりこの議員の質問には関係がないと思ったらお席を外さ
れても私はよろしいのではないかと思います。特に私のときは、あまり関係の
ない⽅は、もしよかったら席を外してお休みくださって結構でございます。 
 それでは、通告に基づき⼀般質問をいたします。 
 まずは、わんわんパトロールについて伺います。かれこれ７〜８年前からで
しょうか。まだうちの先代の愛⽝、シーズー⽝の⼩太郎が元気だったころなん
ですけれども、緑町にお住まいの、当時、育成会の会⻑をされていた、今もそ
うかもしれませんが、⽯⽥ひろこ元市議より、⽝の散歩⽤のリードにつける緑
⾊の、いわゆる⾻の形をしたわんわんパトロールのリードカバー──今、持っ
てきて「ちょっと⾒せていいか」と⾔ったら何か許可がもらえないからだめと
いうことで、⾒せられないのが⼤変残念ではございますが。先に断っておけば
いいのを忘れていた私が悪いんですけれども。議⻑には全く責任はありませ
ん。このリードカバーを数枚いただきました。近所のわんちゃん仲間にも配り
まして、私の住む北原町を中⼼としたわんわんパトロールの部隊が創設されま
した。その数年後、そのリードカバーは、リフレクター式の⽩いものに変わ
り、それを現在の愛⽝、３⽇ほど前にもまたかみつきやがった藤丸という──
ここにしっかりと跡が、⻭形がついているぐらいの、きちっと⻭の形に⼊って
いるという、すごく⻭が鋭いので困っているんですが、それに装着しまして散
歩中に使⽤しておりますが、近ごろ市報を⾒たときに、新しいわんわんパトロ
ールのリードカバーが市公認で配られているということがわかりました。獣医
師会の先⽣⽅の御協⼒を得て今回のわんわんパトロールリードカバーの配布で
すが、今回のものは、形はまた同じく⾻形の、⾊は緑⾊、全体がベルクロテー
プで分かれる、ベリベリベリっと剥がれるようになっているんですね。それ
で、リードのどの位置につけても、またそのベルクロを閉じればしっかりとく
っついてくれるという、とてもいい、つけやすいものでございます。リフレク
ター機能も多分ついていると思って、まだ夜ちょっと歩いていないのでよくわ



からないんですけれども、そんな感じでございます。まだ装着して散歩してい
る⼈には──１名だけお会いしたんですけれども、このわんわんパトロールの
事業の現状と今後についてまずは伺います。 
 それから２点⽬は、がん検診についてです。ことしは新型コロナのせいでま
だ健康診断に⾏っていないですが、この私もよわいを重ねまして、何かと体の
不調が少なからず出現しております。多分⼤丈夫と思いたいのですが、そろそ
ろそのような時期が来ても決しておかしくないお年ごろになってしまいまし
た。そんなときに頼りになるのが市の検診事業であると思っております。 
 そこで、がん検診についての１点⽬は、本市のがん検診事業について、これ
までも市の医師会との連携の中で広く市⺠が受診できるように環境整備を進め
られてきたと思っております。対策型の５がん、胃がん、肺がん、⼤腸がん、
⼦宮頸がん、乳がんと、任意型の２がん、喉頭がん、前⽴腺がんについて、現
在の検診の受診状況とその受診に際しての取り組み⽅、そして⾃⼰負担との関
係と市⺠ニーズとの関係をまずは伺いたいと思います。 
 ２点⽬は、平成 31 年度版第４次⾏財政改⾰⼤綱アクションプランによりま
すと、「胃内視鏡検査の導⼊を⾒据え、効率的・効果的な実施⽅法や利⽤者負
担のあり⽅を検討する」とありました。このように位置づけられた「胃がん検
診」の⾒直し検討状況を伺います。 
 続いて、⼤きな３点⽬、北原地区会館について伺います。こちらももう何度
も質問しているものの１つで、また公明党の⼩幡議員からもお話がよくあると
ころでございます。毎年 11 ⽉３⽇に地元六星会──６つの星の会と書いて
「ろくせいかい」と読みますが、こちらで⾏われる恒例の餅つき⼤会とチャリ
ティバザーも、ことしはコロナ禍のために中⽌となりました。この地域の拠点
とも⾔える北原地区会館は⽼朽化が進み、いざ災害となれば地域のよりどころ
となる場所のはずですが、真っ先にこの地区会館が地震などでは崩壊してしま
うのではないかと常に⼼配をしております。道路づけ等の関係で建て直しなど
は難しいとの御答弁もいただいておりますが、その点は⼗分理解しております
が、改めて今後の対応について伺います。 
 最後に、公園⾏政について伺います。こちらもしょっちゅう聞いているお話
ではございますが。 
 まずは、ドッグランの建設についてでございます。こちらもいつも質問して
いるんですけれども、いつもの御答弁は、機運が醸成したらとか、運営上での
問題等々さまざまな問題があり難しいとのことです。そこで、建設費もある程
度かかることから運営⾃体を有料化して、登録制にしたり、トラブルに対する
取り決めをきちっと進めて⾏えば可能ではないかと思いますが、市⻑のお考え
を伺います。 



 また、２点⽬は、いこいの森公園やせせらぎ公園の池についてでございます
が、建設当初、せせらぎ公園の池の上流部ですね、せせらぎ公園のジャブジャ
ブ池というのかな、それの上流部といこいの森公園の池全体ですね、こちらは
ビオトープとして建設されたものと記憶しております。しかし、最近はその感
じも⼤分薄れてしまいまして、以前にも質問しましたが、せせらぎ公園ではザ
リガニ釣りがはやっていて、⼤きなコイ、ニシキゴイが泳いでるというような
場所でございます。また、そういうことも含めてビオトープと呼べなくなって
きているのではないかということを私は今思っております。そこで、指定管理
者との関係もありますが、本来のビオトープとしての再⽣計画を⽴て直し、⽔
抜きやかい掘りを⾏って外来種の駆除や移動を⾏い、在来種の放流等を⾏うべ
きと私は思いますが、市⻑のお考えを伺いたいと思います。 
 以上、御答弁により再質問をさせていただきます。ありがとうございまし
た。 
  
市⻑（丸⼭浩⼀君） ⼩林たつや議員の⼀般質問について、初めにわんわんパ
トロールについてお答えします。市では、犯罪の発⽣を防ぎ、犯罪に遭わない
ために、市内の全ての関係者が協働して誰もが安⼼して暮らすことのできる、
犯罪のない安全なまちづくりを推進するため、毎年、防犯推進計画を定め、計
画に基づき地域合同パトロールや防犯講演会、⾃動通話録⾳機の配布、広報啓
発活動等、各種の防犯活動の充実に努めているところでございます。わんわん
パトロールにつきましては、愛⽝の散歩の時間を活⽤した防犯活動の１つとし
て、⻄東京市獣医師会の皆さんに御協⼒をいただき、昨年９⽉から取り組みを
始めており、通学の時間帯の⼦どもたちの安全を⾒守るなど、地域での防犯の
⽬をふやす効果の⾼い取り組みであると考えております。わんわんパトロール
には、本年 11 ⽉ 20 ⽇現在で 148⼈の飼い主の⽅に御協⼒をいただいておりま
すが、不審者の発⾒通報などの防犯効果のほか、飼い主の⽅の散歩マナーの向
上などにも期待できることから、事業の取り組みと効果的な展開について、今
後も引き続き⻄東京市獣医師会の皆様の御協⼒をいただきながら充実を図って
まいりたいと考えております。 
 次に、がん検診の受診状況についてお答えします。令和元年度の実績といた
しまして、対策型の５がんにつきましては、全体として受診者数の増加が⾒ら
れました。また、東京都が取りまとめました平成 30 年度の多摩 26市のがん検
診の受診率におきましては、引き続き本市の肺がんと乳がんの受診率が⾼くな
っております。がん検診の受診勧奨につきましては、リーフレット等のデザイ
ンの⾒直しに加え、イベント会場等でのＰＲも⾏っているところであり、特に
令和元年度につきましては、⼦宮頸がん検診及び乳がん検診の受診勧奨の⽅法



を⾒直したことにより、受診者の増加につながったところでございます。⾃⼰
負担をいただいております任意型の２がんのうち喉頭がんにつきましては、平
成 27年度から平成 30 年度までは減少傾向でございましたが、令和元年度につ
きましては対前年度⽐で受診者数が増加しております。また、前⽴腺がんにつ
きましては、平成 27年度から平成 30 年度までの受診者数に増減がありました
が、令和元年度につきましては対前年度⽐で受診者数が増加しております。こ
れは職員が各種健診会場及び講座等におきまして受診勧奨の⾒直しを⾏ったこ
とによる効果があったものと考えております。このような状況から、がん検診
の受診者数の増減は利⽤者負担のみが理由であると考えていないところであ
り、引き続き国の動向を注視し、医師会との意⾒交換も⾏いながら、効果検証
を⾏ってまいります。 
 次に、「胃がん検診」の⾒直しについてお答えします。第４次⾏財政改⾰⼤
綱アクションプランにおけるがん検診に係る基本的な考えは、早期発⾒に向け
た効果的な取り組みとともに、継続的な事業実施や新たな検査項⽬の拡充等に
適切に対応し、利⽤者負担の適正化を図るというものでございます。がん検診
のうち胃がん検診につきましては、国の指針の変更に伴い内視鏡検査が加えら
れ、導⼊に向けた検討を⾏うものとしております。令和元年度は先⾏⾃治体に
おける取り組みの情報収集及び検証を⾏い、令和２年度につきましては、⻄東
京市医師会において市と検討いただく先⽣の選出をいただいたところであり、
受診勧奨を含めた検討を⾏ってまいります。しかしながら、新型コロナウイル
ス感染症の発⽣に伴い、各医療機関におきましては、感染防⽌対策により内視
鏡検査の実施に困難な状況が⽣じております。このことは、市⺠の皆様の受診
機会及び検診費⽤の算定にも⼤きく影響することから、導⼊に当たっては慎重
に検討すべきものと考えております。また、東京都からは、国の指針に基づき
死亡率減少の効果が科学的に証明され、不利益を最⼩限に抑えられるがん検診
を実施するよう通知を受けているところでございます。引き続き市⺠の皆様の
健康を応援する事業として有効性のあるがん検診実施に向けた取り組みが必要
であると考えており、より効果的な取り組みを検討してまいります。 
 次に、北原地区会館についてお答えします。北原地区会館につきましては、
昭和 29 年竣⼯の⽊造平屋の建物で、平成 31 年３⽉に策定しました市⺠交流施
設・⽂化施設のあり⽅におきまして、施設の⽼朽化や利⽤率に課題があること
を把握しております。施設につきましては、これまで部分的な劣化に対する維
持補修⼯事等を⾏ってまいりましたが、今後は市の財政状況を勘案しつつ、引
き続きそのあり⽅について検討してまいります。 
 最後に、公園⾏政についてお答えします。ドッグランの建設につきまして
は、⺠間企業が運営するドッグランや運営を委託している施設の視察を⾏うな



ど、情報収集に努めているところでございます。また、指定管理者とは、ドッ
グイベントの実施により機運醸成に努めるとともに、⻄東京いこいの森公園以
外の候補地についても検討しているところでございます。ドッグランの有料化
につきましては、登録や利⽤を有料で⾏っている⾃治体があることは承知して
おります。ドッグランの常設に向けては、施設の設置や運営などさまざまな課
題がありますが、運営形態などの情報収集を⾏うとともに、引き続き指定管理
者と検討を進めてまいります。 
 また、ビオトープの管理につきましては、現在、指定管理者とも池の管理⽅
法について検討しているところでございます。現在の検討状況でございます
が、⾕⼾せせらぎ公園の下流の池につきましては、池の清掃に合わせて⽣物調
査を⾏い、現在の池の状態や⽣物の種類などを確認したところでございます。
今後につきましては、地域の⽣態系を⼤切にするため、⽣息する在来種の保全
に努めるとともに、⽣息する⽣物についての紹介などを⾏ってまいります。ま
た、⽣態系に影響を与える外来種などについての対応を検討してまいります。 
  
（⼩林たつや君） 御答弁ありがとうございました。 
 まず、わんわんパトロールから。登録者が 148⼈、11 ⽉ 20 ⽇現在でという
ことで、148⼈⽬が私なのか、149 ⼈⽬が藤丸なのかわかりませんが、それは
別として、その次の⼈は近所の⽅のララちゃんという、トイプードルの⿊いの
なんですけれどもその⼦であることは間違いないかと思います。ほかの⼦かも
しれませんけれども。その後も、きのうの段階であと２名うちの近所の⽅で、
シーズーのポロンちゃんと、それから⼩林⼩太郎君がいるんですけれども、う
ちと同姓同名で、⼀時期、本家、元祖を争っていたわんこがいるんですが、そ
の⼩太郎君の分もふえております。近所の⼦どもたちには⼤変あのリードカバ
ーは⼈気でございまして、あれが変わったその初⽇にもうつけて歩いていた
ら、「あっ、変わった」と。⾒てくれているんですね、⼦どもたちは。「何で
新しくなったの」とか「わんわんパトロールって何なの」といって⼀々聞かれ
るんですけれども、いろいろ適当に答えているんですけれども。それはそれと
して、そうやって⼦どもたちもすごく認識してくれています。それから、飼い
主同⼠はこのリードカバーによって親近感も⽣まれたり、それからただの⽝の
飼い主仲間から新しいコミュニティができると、このように私は、いつも⾔っ
ていますけれども、そういうふうに思っております。⻑年、⽝の散歩を⾬の⽇
も⾵の⽇も雪の⽇も毎⽇やっているわけです、⽝の散歩ですから。そうしてい
くと、⽝の仲間の皆さんも⼤体年代によって、⽝⾃体ももちろんのこと、⼈間
のほうまでも世代交代をだんだんしていくんですね。だけど、意外と続いてい
る。「あっ、何々ちゃんのお⺟さんだったのが今度娘さんになった」とかね。



「何々ちゃんだったのが別の何々ちゃんになった」と、名前が変わったりと
か、⽝が変わったりとかというのが意外と続いているコミュニティの１つだと
私は思っております。犯罪者には、「パトロール」と書いてある、⽝連れの⽅
があちこち時間になると朝、⼣と──昼間歩いている⽅もいらっしゃいますの
で、⼀⽇中誰かが市内を歩いていらっしゃるんですね。それだけでかなりの抑
⽌⼒になることは間違いないことであると思っておりますので、今後ともさら
なる継続と拡⼤を願いたいと思いまして、この質問は終わります。 
 続いて、がん検診については改めて伺いますが、胃がん検診の内視鏡検査の
導⼊については、９⽉の決算特別委員会においての藤岡議員の御質疑や、今回
も⼀般質問でされていたと思うんですが、また、とある政党の市議会ニュース
には、内視鏡検査の導⼊と有料化⽅針が検討されている云々とありましたが、
その件については改めて確認したいと思います。胃がん検診の導⼊について、
市はこれまでに有料化の時期、⾦額等を明確にしているのか。また、市の医師
会との調整は整っているのか。この点について伺いたいと思います。 
 それから、北原の地区会館につきましては、すぐ建てかえができないことは
重々承知して理解もしておりますが、当⾯の⽅策は何かないかなと思いまし
て、ちょっともう⼀度伺いたいと思います。 
 それから、ドッグランにつきましては、いろんな今までに市⻑が御答弁の中
で挙げた諸条件が合っているのは、私はいこいの森公園。事務所がある、それ
から──東伏⾒の公園も、都⽴ですけれども、ここもいけるのかなと思います
けれども。駐⾞場がある。事務所がある。まあ、管理者がいるということです
ね。管理⽤団体も、いぬい〜なの皆様とか、そういう⽅がいらっしゃるので、
割と簡単にできる。これで有料化すればある程度できるんじゃないかなと私は
思って、機運は醸成していると思っております。有料化によりまた管理体制の
強化が進められ、また獣医師会の先⽣⽅にも御協⼒を得られるのではないかと
私は思っておりますので、引き続きぜひ御検討いただき、ぜひ早期の段階でド
ッグランの建設をお願いしたいと思います。 
 ビオトープにつきましては、かい掘りというのは、今、テレビで「池の⽔ぜ
んぶ抜く」というのをやっていますよね。前にもお話ししましたけれども、池
の⽔や沼の⽔をくみ出して泥をさらって、⿂などの⽣物をとり、天⽇に⼲すこ
とで、かい掘り。「掻い掘り」というのは、⼿へんに⼜に⾍と書いて、あのか
い掘り。もしくは「換え掘り」ですね。それから「換え乾し」「池⼲し」「泥
流し」などという呼び⽅もあるようでありまして、井⼾の⽔をくみ出してたま
った⼟砂を取り除く井⼾さらえなどを指すこともあるそうでございます。農業
⽤のため池を維持するために⾏われてきた⽇本の伝統的な管理⽅法で、稲作が
終わる晩秋から早春にかけての農閑期に、池の⽔を抜き天⽇に⼲し、堆積した



ヘドロや⼟砂を取り除いて肥料にし、とった⿂を利⽤した。これは⾷べちゃっ
たりもすると思うんですね。栄養塩類を含んだ泥や⽔を排出し、また池の底を
空気にさらして微⽣物による分解を促進することで、⽔質を浄化する効果があ
るということでございます。現在は、農業⽬的のほかに、⽔質改善や外来⽣物
の駆除のためにかい掘りが各地で⾏われているのが現状でありますので、ぜひ
こういうのを市主導によって進めていきたいと思います。 
 いずれは、どこかに、私は釣り堀みたいな形で⼩さな⿂を放してそれが釣れ
る──今、実は最近なんですけれども、タナゴ釣りというのがすごくはやって
いまして、私もすっかりはまっているんですが。体⻑、⼤きくても７センチぐ
らい、⼩さいのは２センチ。⼩さければ⼩さいものを釣るほうがタナゴ釣りと
いうのは偉いんです。そのサイズというのは１円⽟サイズですね。１円⽟に乗
る⿂を釣るのがすごいと。そうすると、それに対しての仕掛けも当然極⼩のも
のになって、さおの⻑さも 50センチとか 60センチとかという短いもの。全て
を全部⼿づくりでやっている⽅がたくさんいらっしゃる。⼤体は年齢の⾼い
⽅、⾼齢者の⽅が多いんですけれども。浮きも、ヤマブキという⽊の芯をくり
抜いて、そうすると発泡スチロールの円柱状のような形になっている、それを
また⼩さく切って、リューターに芯を差し込んで、その芯をリューターでくる
くる回しながら紙やすりで削っていって、極⼩の、５ミリとか、⼤きくても１
センチぐらいのそういう浮きをつくって、そこに漆を塗ったり、塗料を塗った
りして、その後、コーティングしてと、そうやって⾃分専⽤の浮きをつくっ
て。針も、⾃分でワイヤーを削ってからペンチで曲げてなんて、顕微鏡下の世
界で針先を磨いたりとか。こういうすごくマニアックな世界ではあるんですけ
れども、⼤変愛好者が多い。そして、⽇本古来のキャッチ・アンド・リリー
ス、ヘラブナ釣りと同じで、釣った⿂はみんなもとに戻すんですね。 
 こういうのがとてもはやっていて、埼⽟県ではたくさん釣れる場所があっ
て、最近私もそういうところに⾏っているんですけれども、そういうところに
⾏くと、みんなそこにいるおじいちゃんたちがいろんなことを教えてくれるん
ですね。おばあちゃんもいるんですけれども。そういうところから学んで、毎
⽇毎⽇そこに集まられるんですね、そういう⽅が。それで、毎⽇のように来て
いて、「きょうは何とかさんが来ないな」「きょうは誰々さんは」「あっ、病
院⾏ってるよ」なんて、みんな情報があって、これも新しいコミュニティの１
つではないかと。ビオトープとは話がずれますけれども、こういうこともやる
べきではないかなと。いずれの話で、まだこの先、ビオトープをまず整備しな
ければ私はいけないと思いますが、そのように考えております。 
 なかなか簡単にはできないと思いますけれども、ビオトープも、先ほど御答
弁にもありましたせせらぎ公園の下の池は、要するに夏はザリガニがいっぱい



釣れるので⼦どもたちが集まる。ことしは何かいまいちだったような話をちら
っと聞いておりますが、去年はすごかったらしいんですね。逆に⾔えば、ザリ
ガニ池にしちゃったって私はいいと思います。そうやってちゃんと管理をして
いれば。ただ、どこにでもでっかいコイが泳いでいる。これは、コイというの
は基本中国産の外来種でありますので、こういうのを、駆除までしなくても、
とって別の場所に移動させてそこで泳がせると。そういうふうにやって、⽣き
物の命の⼤切さも含めて、在来種にはこういったものがいるという理科的な勉
強も含めて、環境的な勉強も含めてやっていくことができるのがそういう公園
の池ではないかと私は思っておりますので、ぜひそのようにお進めいただきた
いと思いまして、この質問も終わります。 
 それでは、再質問の御答弁をお願いいたします。 
  
ささえあい・健康づくり担当部⻑（佐藤謙君） 胃がん検診につきまして再質
問に御答弁申し上げます。第３回定例会の決算特別委員会でも質疑がございま
したが、内視鏡検査の導⼊に当たりましては、まず、市⺠の皆様の受診環境を
医師会の先⽣⽅と調整する必要があると考えております。その上で、検査の対
象年齢、想定⼈数等を調整し、検診単価及び利⽤者負担のあり⽅の検討を進め
てまいりたいと考えているところでございます。しかしながら、市⻑答弁にも
ございましたとおり、今般の新型コロナウイルス感染症の発⽣に伴い、検診環
境の確保が難しくなっていることが⽇本消化器内視鏡学会などから⽰されてお
ります。事業構築に当たりましては、実施時期等も含め、慎重に検討する必要
があるものと考えております。 
  
⽣活⽂化スポーツ部⻑（萱野洋君） 北原地区会館の再質問についてお答えい
たします。北原地区会館につきましては、公共施設等マネジメント実⾏計画に
基づく類似機能を持つ施設との⼀体的な有効活⽤の検討のほか、近隣に所在い
たします市以外が所有する集会施設の活⽤につきましても、その可能性を模索
してまいりました。現状では、利⽤制限や使⽤料などの課題があり、直ちに活
⽤することは難しい状況ではございますが、引き続き関係団体と調整を図って
まいりたいというふうに考えております。 
  
（⼩林たつや君） それでは、胃がん検診のほうから。内視鏡検査の導⼊につ
いては、新型コロナウイルスの感染症の影響もあり、医師会の先⽣⽅と慎重に
検討していると理解いたしました。実は私もまだ受けていなくて、本当は内視
鏡の検査を受けなきゃいけない。⽯⽥先⽣のところでいつもやってもらってい
るんですが。⿐から⼊れるのはそんなに苦しくはないんですけれども、やっぱ



り⾏くとなると、どうしようかな、どうしようかなと、ここ２〜３年サボって
いるんですけれども。その胃がん検診でございますが、それ以外にも新型コロ
ナの影響もあるので、なかなか受け⼊れてもらえるかどうかもまだ聞いていな
いのでわかりませんが、何とか年内とは思っていたんだけど、ちょっと無理か
なと思うので、年明け早々には⾏きたいと。ここで誓っておけば⾏くかなと思
いますので、誓っておきます。値上げありきのような市政報告がちょっとあり
ましたけれども、それはどうかなと私は思っております。内視鏡検査について
は、バリウムによる従来の胃がん検診と⽐較して、検査単価も⾼い──当然、
発⾒率というんですか、それははるかに⾼いということはもう今証明されてお
りますが、それに伴い検査単価も⾼額になることから、アクションプランにも
あるように、当然、利⽤者負担は検討すべきだと私は思っております。先ほど
も申しましたが、最近サボっている私はもちろん有料で受診を受けております
が──そうだ、これによって、私が受けたことを友⼈に話したときに、もう何
年も前ですけれども、１⼈、「私もちょっと胃が」という後輩がいたんです
ね。その⼦に⽯⽥先⽣のところを紹介して、「⾏ったほうがいいよ」と、「⿐
からだからそんな苦しくないよ」と、その⼦はすぐに⾏ったんです。すぐ⾏っ
たら胃がんが発覚して、その後、⼿術をされて、今もぴんぴん元気で、もう８
年か９年たつと思いますけれども元気でいらっしゃいます。知っている⽅もい
らっしゃいますが、あえて名前は⾔いませんけれども、そういう⽅もいます。
やっぱりこれはこの検診事業が正しいことだったということのまさに証明だと
私は思っております。ただし、単に有料化だけを強調し、検討にブレーキをか
けるようなことは、市⺠のがんの早期発⾒に向けた国の⽅針に逆⾏するだけで
はなくて、これまでよりもさらによい検診のあり⽅に向け御尽⼒をされてきて
いる市の医師会の先⽣⽅との連携にも⼤きな影響が出ると、そういうふうに私
は考えております。引き続き市の医師会の先⽣⽅との協議を丁寧に進め、市⺠
の健全な暮らしを⽀えるがん検診を検討していただきたいと強く要望いたしま
して、この質問は終わりにいたします。 
 それから、北原地区会館についてです。これが最後になりますが、ぜひ地域
住⺠の皆様の意⾒を⼀番重きを置いて尊重し、でき得れば最良の形で残してほ
しいなと私は思っております。数少ないあそこは、前にも話しましたけれど
も、昭和の名残がある建物でございます。だから、単に壊してしまうだけでな
く、何かうまいぐあいに残していただきたいということをお願いいたしまし
て、私の質問を終わりにいたします。ありがとうございました。 
 
 
 



 


