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令和４年市議会３月定例会施政方針説明  

 

○ 令和４年市議会３月定例会の開催にあたりまして、令和４年度の

市政運営の方針と当面する諸課題について、ご報告かたがた所信の

一端を申し上げ、議員各位、ならびに市民の皆さまのご理解と

ご協力をお願い申し上げます。  

 

○ はじめに、当市の新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する

取り組みにつきまして、これまでも適宜ご報告してまいりましたが、

あらためて令和３年市議会１２月定例会以降の動きを中心に申し

上げます。 

 

○ まず、当市における新型コロナウイルス感染症の感染状況に

ついてご報告申し上げます。 

現在、わが国では感染力の極めて強いオミクロン株により、

年明けより第６波と言われる感染の爆発的な拡大が続いております。

当市におきましても、１２月には１か月間でわずか４名しかいなかった

新規感染者が、１月１４日以降は連日２ケタの日が続き、中でも

１月２９日には当市で初めて１日の感染者数が１００人を突破する

など、１月のわずか１か月間だけで１千８３人の感染が確認されて

おります。２月に入ってからも新規感染者が１００人を超える日が

続いており、たいへん憂慮しているところであります。 

市内の新規感染者数は、２月は２０日までの累計で２千３２７

人と、たいへん多くのかたが感染し、１７日時点で８７７人

の方々がご自宅で療養しておられるなど、極めて厳しい状況であ
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ります。引き続き市としても感染状況を注視しながら、国や東京

都の対処方針等に基づき、市として取り得る感染拡大防止に全庁一

丸となって取り組んでまいります。  

 

○ 続きまして、自宅療養者支援の状況についてご報告申し上げます。 

第６波の急激な感染者の増加に伴い、自宅療養者も急増し、

あまりの急激な増えかたに東京都のフォローアップセンターによる

対応も許容範囲を超えてしまいましたことから、市に対して

食料品等の配送、およびパルスオキシメーターの貸し出しのご要望が

たいへん多くなっております。  

第６波における配送実績といたしましては、２月２１日時点

で、食料品等は３８９世帯７４７箱、パルスオキシメーターは  

２００世帯に貸し出しを行ったところであります。これまで、

配送につきましては、基本的に地域創生部にて行ってまいりまし

たが、配送数が非常に多く、困難が生じたことから、１月２３日

からは健康福祉部も配送に加わり、希望が多いときには２便体

制にて対応しているところであります。 

今後も引き続き、関係機関等との連携を密に、基本的な感染拡大

防止対策とともに、自宅で療養されている市民の皆さまへの必要な

支援策を講じてまいります。  

 

○ 続きまして、ワクチン接種への対応状況についてご報告申し上げます。 

まず、追加接種の実績でありますが、当市では、１月８日から、

高齢者等への前倒し接種を開始しており、２月２１日時点で、約

３万人（２９，６００人）、１８歳以上の人口約２３％、高齢者
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では約５割の方が追加接種を完了しております。  

また、接種券の発送状況でありますが、国からの指示を踏まえ、

１月末には、２回目接種から６か月を経過したかたへ接種券を

前倒しして送付し、現在も接種から６か月程度経過した方へ順次送付

を続けているところでございます。予約センターにつきましては、昨

年の高齢者接種期間以上の回線数を準備しておりましたが、２

か月の前倒しにより、当初２か月間で送付する予定の接種券を半

月ほどで送付したことで、特に２月上旬には、予約センターへの電

話がつながりづらい状況が生じてしまいました。ご不便をおかけし

たことにつきまして、お詫び申し上げます。 

さらに、追加接種で使用するワクチンについてでありますが、

２月１５日号市報等でご案内のとおり、追加接種にあたり国から

供給されるワクチンはファイザー社とモデルナ社が同数程度とされ、

今後はモデルナ社ワクチンを使用した接種会場を増やしていく予定

であり、現在は予約につきましても、モデルナ社ワクチンを使用

する会場のほうが比較的予約が取りやすい状況となっております。

市民の皆さまには、感染予防と重症化予防の観点から、ワクチン

の製造メーカーのいかんに関わらず、追加接種の早期接種をお願

いいたしたく、市といたしましてもＰＲ動画を作成し、インターネ

ット配信するなど、迅速かつ円滑な追加接種を進めていくため、

特に１・２回目の接種をファイザー社ワクチンで受けられたか

たにおかれましても、モデルナ社ワクチンでの追加接種をご検討い

ただきますようお願いしているところであります。 

なお、５歳から１１歳への小児接種についてでありますが、

先日、当市への小児用ファイザーワクチンの供給量が示され、まず２
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月２８日に１００名分（２０バイアル）が供給されたのち、３月には

追加で１６００名分（３２０バイアル）のワクチンが供給される予定

となっております。これを踏まえ、当市では２月２５日に対象となる

方への接種券発送を予定しており、３月４日から予約を受け付ける予

定でございます。接種会場としましては、保健センターでの集団接種

のほか、市内小児科を中心とした個別接種も実施いただく予定となっ

ております。 

 

○ それでは、令和４年度の市政運営の方針等について申し上げます。 

 

○ まず、令和４年度の予算編成等についてご報告申し上げます。  

第５次総合計画の２年次目となる令和４年度は、国の地方財政

計画上で地方税収が過去最大となる見込みとなったことにより、

地方交付税の代替財源となる臨時財政対策債の総額が大幅に減少

したため、元来、市税等の自主財源が少なく脆弱な財政基盤である

当市におきましては、極めて厳しい予算編成作業となりました。 

そのため、これまでの執行努力により積み上げてきた基金と

市の借金となる市債を最大限活用することにより、何とか財源を

捻出し、行政サービスの水準を維持しながら、『市民生活を守り、

東村山の未来を拓く予算』とする「予算編成方針」に基づき、

新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、防災・減災対策等、

市民の生活を守るために、基礎的自治体としての基本的な使命を

果たすとともに、将来都市像の実現に向けて、連続立体交差事業や

中心核の整備、東村山創生や自治体ＤＸ、脱炭素等の推進を

はじめとする第５次総合計画や第５次行財政改革大綱に基づく施策を
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着実に進め、未来に向かって持続可能なまちづくりをしっかり

推進していけるよう予算を編成したところであります。 

その結果、一般会計の予算規模は６１１億３千３１万３千円で、

令和３年度比３．２パーセント、１８億９千２７７万７千円増、

特別会計・公営企業会計をあわせた予算総体は１千８億３千

６２４万８千円、令和３年度比２．７パーセント、２６億７千３

４６万５千円増となったところであります。 

しかしながら一方で、基金残高が総額でピーク時の３分の２程度

まで減少した令和４年度以降の財政運営は極めて厳しい見通しと

なっており、将来都市像の実現のためには、中・長期的な視点で

財政運営上の「持続可能性」を高めていくことが必須であると

強く認識しているところであります。 

さしあたりまして、令和４年度は、現在、取り組んでおります

第５次行財政改革大綱第１次実行プログラムに加えて、財政構造の

分析を行いながら、事務事業の見直し・最適化とファシリティ

マネジメントの推進について、短期集中的に取り組むための

アクションプランを策定し、できる項目は年度内に、それ以外の

項目は令和５年度から順次実行していくことにより、持続可能な

財政運営の確立を目指してまいります。 

今後、議会、ならびに市民の皆さまには、具体的なアクション

プランをできるだけ早期にお示しし、短期集中して実りある議論を

重ね合意形成を図り、順次実行に移してまいりたいと考えており

ますので、議員各位の建設的なご議論を切にお願い申し上げます。 

 

〇 続きまして、令和４年度の職員定数についてご説明申し上げます。 
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当市におきましては、平成２４年度以降、退職手当債の活用に

伴い、正職員の職員数につきましては７９０名を上限とし、定員

管理を行ってまいりました。  

この退職手当債の活用に伴う職員定数の制約につきましては、

令和３年度末を以って解除されることから、令和４年度以降の

新たな定数水準につきまして、様々な視点から検証を行ってまいり

ました。 

その結果、現状の職員定数は概ね適正な水準にあり、大幅な増員の

必要性は認められないものの、新型コロナウイルス感染症への

対応強化や行政のデジタル化、公共施設の再生等、喫緊の課題に

的確に対応していく必要があり、一定規模の増員を行うことが

望ましいのではないか、との認識に至ったところであります。 

一方で、職員の増員に対応した財源の見込みの担保も求められ

ますが、コロナ禍での社会経済情勢を踏まえた財源の精緻な捕捉が

困難な状況にありますことから、令和４年度以降の具体的な職員

定数につきましては、当該年度の財源の見込みや各所管の課題を

総合的に考慮した上で、各年度の実情に即し、都度、決定してまい

りたいと考えております。 

なお、令和４年度の職員数につきましては、平成９年度以来

２５年ぶりに増員を行い、総数を７９９名とする予定であります。

これにより、様々な課題や多様化、高度化する市民ニーズに適切に

対応できる組織体制を構築し、市民サービスのより一層の向上に

繋げてまいりたいと考えております。  

 

○ 続きまして、第５次総合計画における実施計画事業、および
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ＳＤＧｓの推進について申し上げます。  

令和４年度の実施計画事業は、ポストコロナを見据え、従来の

手法にとらわれない未来志向で経済・社会・環境の三側面で新たな

価値を創出するような事業を立案することを目指し、事業の選定

を進めてまいりました。  

令和４年度も引き続き、コロナ禍における事業の展開を余儀なく

されることが見込まれますが、事業者支援をはじめとするコロナ

対策経費のほか、まち・ひと・くらしの好循環を創出し、市民

生活を守る予算を引き続き充実させるほか、攻めの予算として

デジタルワークプレイスの構築やＩＣＴ教育の整備等の自治体

ＤＸやスマートシティの推進による行政手法のイノベーションにも

積極的に取り組んでまいります。  

さて、議会におかれましては、去る９月２９日に「東村山市議会は

ＩＣＴ技術を積極的に活用し、さらなる議会改革を進める決議」

がなされ、今回の予算編成にあたっては、モバイル方式による

タブレットでのデジタル化のご要望をいただいたところであります。

市といたしましても、庁内におけるＬＧＷＡＮ系ネットワークの

無線化をはじめとしたデジタル化やペーパーレス化とともに、

インターネット環境のさらなる充実も課題であると捉えておりました

ことから、今後、多少お時間をいただき、より安定的でセキュリティの

高いインターネット環境等をどのように庁内に整えていくか検討

してまいりますので、その中で議会のデジタル化につきましても

合わせて検討をさせていただきたいと考えております。  

私といたしましても、議会のＩＣＴ化は、行政のデジタル化・

ペーパーレス化にとっても必要不可欠と考えており、今後、議会と
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十分に協議を重ねてまいる所存でありますので、議員各位の

ご理解とご協力を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。  

また、ＳＤＧｓの推進につきましては、ＳＤＧｓに取り組む

市民や企業・団体の皆さまと交流・連携を目指す「わたしたちの

ＳＤＧｓオープンラボ」を立ち上げるとともに、市内のＳＤＧｓ

推進の取り組みを市が認定・公表する「ＳＤＧｓパートナー認定

制度」を創設いたしました。令和４年２月１日現在で、３４件の

個人・事業者・団体・教育機関をパートナーとして認定させて

いただいており、市内におけるＳＤＧｓの輪を着実に広げている

ところであります。 

令和４年度に向けては、３月にＳＤＧｓの理解を深めるための

カードゲームを体験する、第３回オープンラボを開催する予定で

あり、今後もＳＤＧｓパートナーの事業者や団体の皆さまとの

連携を活かした企画を展開してまいりたいと考えております。  

 

○ 続きまして、令和４年度の市政運営の方針等を受けて推進する施策

について、新たな第５次総合計画の基本目標に沿って申し上げます。 

 

○ はじめに、基本目標１「まちの価値の向上」の実現に向けた施策

であります。 

 

○ まず、適切な土地利用の誘導に向けた取り組みについて申し上げ

ます。 

令和４年度におきましては、東京都による一括した区域区分の

変更に合わせた用途地域等の見直しを行うにあたり、住宅都市
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として持続可能な望ましい市街地形成がされるよう、低層住宅が

中心的に立地している地域における効果的な都市計画の取り組みに

ついて検討をしてまいります。  

また、魅力創造核として位置付く市民スポーツセンタ―周辺の

まちづくりにつきましては、これまでに地域の事業者の皆さまなどを

対象に、アンケート調査を行っており、去る２月５日には懇談会を

開催し、地域の位置付けやアンケート調査結果等のご説明とともに、

意見交換をさせていただきました。令和４年度におきましては、

先行的に整備する地区について検討を深め、その実現に向けた

測量等の準備作業を進め、地区全体の機運醸成につながる取り組み

とともに、市民の交流を豊かにするにぎわいの拠点の形成、および

地方創生の観点から、地区の特性に応じた適切な土地利用の誘導に

ついて検討してまいります。  

 

○ 続きまして、中心核の整備について申し上げます。  

令和４年度の東村山駅周辺のまちづくりですが、令和３年度中に

とりまとめる「東村山駅周辺まちづくり実行プラン」に基づき

各事業を推進してまいります。 

その中でも、将来の高架下空間や駅周辺の賑わいの創出に向けては、

市内事業者や子育て世代の市民の皆さまが中心となって企画した

道路空間（ストリート）を活用した社会実験「そらいち東村山」を

本年度中に開催する予定で準備を進めてきたところでありますが、

現在の新型コロナウイルスの感染拡大状況から、誠に残念では

ありますが、延期させていただく判断をいたしました。私自身も

たいへん楽しみにしていたところであり、準備を進めてきた
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スタッフの方々、開催を楽しみにされていた市民の皆さまにおかれ

ましても残念なことではありますが、開催するのであれば、社会

実験の趣旨に合わせて、行動制限等をあまり設けることなく、市民の

皆さまに安心してご来場いただくべきと考えておりますので、

今後の感染状況を注視し、先ずは５月以降を目途に開催できるよう

準備を進めてまいります。  

また、駅東側の土地の高度利用につきましては、令和３年度中に

「東村山駅東口地区市街地総合再生基本計画」をまとめ、令和

４年度におきましては、さらにエリアを細かく分けて地区整備の

基本方針等をまとめるとともに、地権者を対象に勉強会を開催する 

など、さらなる機運を醸成し、引き続き東村山駅を中心とした持

続的な賑わいの創出や活性化に向け、市民の皆さまとともに鋭意

取り組んでまいります。  

なお、２４時間東西駅前広場の往来可能な自由通路につきましては、

今後進められる駅舎全体の設計に反映されるよう、市と西武鉄道で

協議を行ってまいります。さらに、ホームドアにつきましては、

私から直接「東村山駅周辺まちづくり実行プラン」の主旨をご説

明申し上げる中で、重ねて新たなホームの利用にあわせて整備され

るよう要望しておりますので、引き続き実現に向けて全力で取り

組んでまいる所存であります。 

 

○ 続きまして、久米川駅周辺のまちづくりですが、当初、２月に

久米川駅南口駅前広場検討会議の開催を予定しておりましたが、

こちらにつきましても新型コロナウイルス感染症の感染状況を

考慮して延期させていただきました。今後の開催につきましては
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感染状況を注視しての判断となりますが、昨年実施したＷＥＢ

アンケートの結果も踏まえ、議論を深めてまいりたいと考えて

おります。 

ＷＥＢアンケートでいただいた、南口の駅前広場の印象や通行

するときの安全性等の回答から、再整備の必要性をあらためて

感じたところであり、ご回答いただいた結果を踏まえ、令和４年度末

までには検討会議において再整備の方向性をまとめ、地域の皆さまと

将来の南口駅前広場のイメージを共有していきたいと考えており、

今後より具体的な駅前広場のあり方について検討を進めてまいります。 

 

○ 続きまして、秋津駅・新秋津駅周辺のまちづくりですが、３月に

地域の皆さまと今後の秋津駅・新秋津駅周辺まちづくりについて

考えるきっかけとなるような取り組みとして、秋津駅周辺において

開催する予定でありました「まちづくりシンポジウム」につきまして

は、オンラインでの開催に変更して実施することといたしました。

当日は、まちづくりや都市計画の分野でご活躍されている３名の

ゲストをお招きし、様々な観点でお話をいただきながら、視聴

されている皆さまと将来のまちの姿などについて意見交換等を行う

予定であります。 

また、令和４年度は、現在進めている駅周辺の権利者調査の

データを基に、今後の土地利用や建物利用等についてアンケート

調査を実施し、地権者の皆さまのご意向等の把握に努めるとともに、

引き続きまちづくりの機運を高める活動に取り組んでまいります。 

 

○ 続きまして、都市計画公園である前川公園の取得について申し
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上げます。 

当該都市計画公園用地の売買に関して、その大部分を所有する

シチズン健康保険組合と協議を進めておりましたが、このたび、

概ね合意する旨の回答をいただくことができましたことから、

今後は用地の引き渡し時期や支払い方法等の協議を進めていく

とともに、契約に必要な事項や都市計画事業認可に必要な事項等の

検討を進めてまいります。 

本用地は、前川沿い地域の長年の課題である溢水対策等の防災

機能に加えて、緑地保全機能や市民スポーツ、レクリエーション

機能等の向上に資するものと考えておりますが、一方で、財政

運営が逼迫する中での事業化となりますので、国や都に取得する

趣旨を十分にご理解いただき、補助金の確保にも努めてまいりたい

と考えております。  

 

○ 続きまして、特定生産緑地制度への移行に向けた取り組みに

ついて申し上げます。  

市では都市農地の保全に向けて、新たな制度が生産緑地所有者の

皆さまに十分ご理解いただけるよう、市報や説明会での周知を

図ってまいりましたほか、最初に特定生産緑地の指定対象となる

令和４年と５年に３０年の期限を迎える生産緑地所有者の皆さま

には、意向調査を含めた必要書類を送付するなど、特定生産緑地の

指定手続きを進めてまいりました。  

このたび、令和３年１２月末に受付を終了し、面積集計では

生産緑地を特定生産緑地に指定希望されるかたの割合が約９５

パーセントとなりました。当市の農地の保全に向けて、多くの
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農業者の方々に特定生産緑地の指定希望をいただきましたことに

この場をお借りして感謝申し上げます。  

今後は、書類審査後、税務署等、関係機関の同意取得や農業

委員会での営農状況の確認を経て、都市計画審議会での意見聴取を

行うなど、令和４年秋ごろを目途に特定生産緑地の指定公示に

向けた手続きを進めてまいります。  

 

○ 以上で基本目標１「まちの価値の向上」を終了し、次に、基本

目標２「ひとの活力の向上」の実現に向けた施策であります。 

 

○ まず、保育所ＡＩ入所選考システムの活用について申し上げます。 

保育所の入所選考につきましては、保護者の就労状況をはじめと

した子ども・保護者の生活実態等を踏まえた保育の必要性等に基づき

行っておりますが、近年、働き方の変化や新型コロナウイルス感染症

の流行等を背景とした社会情勢の変化に伴い、家庭生活の多様化や

保育ニーズの複雑化が進んでいる状況であります。 

これまでも、年次的に選考基準を見直し、きめ細かい入所選考に

努めてまいりましたが、対応する職員の事務負担も大きく増加して

おり、限られた期間での対応が困難な状況がありました。 

このような状況に鑑み、今後もさらに複雑化・多様化する保育

ニーズへの対応を図るべく、保育所の入所選考にＡＩシステムを

導入し、業務の効率化を図ってまいりたいと考えております。  

導入にあたりましては、職員の手作業と並行してＡＩシステムを

活用した入所選考を実施することで、審査の正確性を担保しながら

丁寧に進めてまいりたいと考えております。  
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○ 続きまして、児童館・児童クラブの今後の運営等に関する基本

方針策定に向けた取り組み状況について申し上げます。  

児童館・児童クラブ運営等検討会より頂戴した提言の趣旨を受け、

東村山学童保育連絡協議会とこれまで複数回にわたる協議を実施し、

民間活力の導入に関する認識や今後の民間の活用方法等について

組織間で情報共有・意見交換等を進めてきたところであります。 

今後、基本方針の策定にあたりましては、令和４年度早々に

実施を予定しているパブリックコメントにより、広く市民の皆さまの

お声を反映させていただくとともに、議員各位からのご指導もいた

だきながら丁寧に進めてまいりたいと考えております。 

 

○ 続きまして、令和４年度に向けた東村山スマートスクール構想の

進捗状況について申し上げます。  

令和３年４月より本格的にスタートした東村山スマートスクール

構想でありますが、先生方の熱心なご指導とご努力とあわせ、

コロナ禍における学びの保障の観点から児童・生徒が日常的に

活用することを通じ、日に日に慣れ親しむことができました。  

現在では、自発的な学びを推し進めるツールとして定着し、

特に令和３年１２月２４日に開催された令和３年度生徒会サミット

におきましては、中学校各校をオンラインで繋ぎ、参加した生徒会

役員がオンライン上で活発な意見交換を行うなど、大型提示装置や

ビデオ会議システムも積極的に活用されております。  

また、教育分野に関連するデジタル化として、令和４年度より

学校と保護者の皆さまを繋ぐ連絡ツール、およびプッシュ通知による
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情報発信が可能となるアプリを導入いたします。これにより学校への

欠席・遅刻連絡が効率化されるほか、学校からの連絡も確実に

保護者の皆さまへお届けできるとともに、学校のペーパーレス化

にも繋がるものと考えております。  

学校を取り巻く様々な環境につきましてもＩＣＴ化を進めていき、

東村山スマートスクール構想をさらに推し進めてまいります。  

 

○ 続きまして、小学校給食のあり方検討について申し上げます。  

当市の大きな経営課題であります学校施設の老朽化とあわせ、

現在、特に小学校の給食調理室の老朽化が大きな課題となっており、

今後の人口減少による児童数の減少が見込まれる中で、持続可能な

給食の提供方法につきまして、しっかりと検討していく必要が

ありますことから、令和４年度は、「（仮称）東村山市小学校給食

のあり方検討会」を教育委員会により設置してまいります。  

当市の小学校給食を取り巻く環境や課題について洗い出すとともに、

小学校給食調理室の今後の方向性を優先課題として検討していくため、

学校関係者や保護者の代表のかたにも委員としてご参加いただき、

持続可能で安全・安心な給食のあり方を検討してまいりたいと考えて

おります。 

 

○ 続きまして、公共スポーツ施設のあり方検討について申し上げます。 

平成３１年３月に策定した「東村山市スポーツ施策基本方針」を

踏まえた施策推進の中でも、特に公共スポーツ施設のあり方検討

につきましては喫緊の課題でありますことから、令和３年７月に

「将来を見据えた持続可能なスポーツサービス提供のあり方」を、
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スポーツ推進審議会に諮問させていただきました。  

これまで４回にわたり活発にご審議いただき、３月に予定されて

おります第５回の審議会を経て、答申をいただく予定としております。 

令和４年度につきましては、本審議会の答申等を踏まえ、施設の

機能向上や維持管理の効率化等を図るため、公共施設再生計画と

合わせて、「公共スポーツ施設の再編の方向性」について検討して

まいります。 

 

○ 続きまして、運動公園プールについて申し上げます。  

運動公園プールにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大

防止の観点から、市民の皆さまの健康と安全を最優先に考え、

令和２年度および令和３年度の営業を休止させていただいたところ

でありますが、開設からすでに４７年が経過しており、施設や設備の

老朽化が顕著になっております。  

令和３年度に実施いたしました「ろ過機」の点検におきまして、

経年劣化により継続使用が難しいとの結果から、安全面および

衛生面を改善するためには少なくとも数千万円かかることが判明

いたしました。 

この２年間、拡大・収束を繰り返してきた新型コロナウイルス

感染症も今後どのような展開になるか不透明な中、この時点で

数千万円をかけて今夏に備えるのは得策ではないと判断し、令和

４年度につきましても、プールの営業は休止させていただきたい

と考えております。  

現在、スポーツ推進審議会におきまして、屋外スポーツ施設の

あり方も含め、「将来を見据えた持続可能なスポーツサービス
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提供のあり方について」を諮問させていただいているところであり、

今後の運動公園プールにつきましては、答申も踏まえた上で検討

してまいりたいと考えております。  

 

○ 以上で基本目標２「ひとの活力の向上」を終了し、次に、基本

目標３「くらしの質の向上」の実現に向けた施策であります。 

 

○ まず、（仮称）男女共同参画都市宣言について申し上げます。  

令和４年度末をもって第３次男女共同参画基本計画が終了するため、

令和４年度は、これまでに実施した市民意識調査や、今後実施する

市内事業所および従業員の意識・実態調査、そしてパブリック

コメント等、広く市民の皆さまのご意見をお聞きした上で、令和

５年３月を目途に第４次計画の策定を進めてまいります。  

策定におきましては、条例に定められた６つの基本理念を軸と

しておりますが、令和４年度は、第３次計画の終了年度となること

から、そのまとめとして「（仮称）男女共同参画都市宣言」を行い、

性別に関わらず、一人ひとりが生き生きと輝けるよう、当市の

男女共同参画のあり方を広く市民の皆さまにお示しできればと

考えております。  

これまでも、「男女共同参画都市宣言を目指した取り組み」を

施策の一つに位置付け、附属機関等の委員の男女比率目標を達成

するなどの実績を積み重ねてまいりましたが、令和４年度は、

これらの男女共同参画の推進と合わせ、男女共同参画推進審議会

への諮問を通し、宣言の内容につきましても計画策定と並行し

検討を進めてまいりたいと考えております。  
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○ 続きまして、森林環境譲与税の活用について申し上げます。  

令和元年度より開始されました森林環境譲与税につきまして、

当初は、当市に対象となる森林がなく、森林整備や人材育成への

活用が難しいということで、木材利用の促進や普及啓発への活用を

検討するため、当面の対応として東村山市森林環境基金に積み立てて

おりました。 

活用についての検討の中で、あらためて国都にも確認したところ、

この間、各自治体からの要望等もあり、使途の対象を緩和し森林

以外の樹林地への活用も可能とする旨の回答がありました。 

東村山市環境基本計画におきましても、緑被率の現状維持等を

目標として定めていることもあり、今後はみどりの維持管理へも

基金を有効に活用し、「みどり  にぎわい  いろどり豊かに  笑顔

つながる  東村山」の実現に向けて、市内の樹林地の保存等、

みどりの確保・保存に努めるため、令和４年度は、みどりの維持

管理経費への充当を行うなどの有効活用を図ってまいります。  

 

○ 続きまして、地域防災力の強化に向けて申し上げます。  

まず、新たな情報発信手段の導入でありますが、台風接近等により

避難情報を発令する際などに、土砂災害等の防災情報をいち早く

お知らせするため、対象地域にお住いの方々の固定電話や携帯電話に

発信し、速やかな避難行動に繋げていただくことを主眼とした

「テレフォンサービス」を導入する予定であります。 

また、先の見えないコロナ禍が続く中、市内の避難所運営連絡会

につきましても状況を注視しつつ、感染防止対策を徹底しながら、
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避難所開設キットの運用等の新たな視点も取入れ、発災時に状況

に応じた適切な行動がとれるよう連携をし、地域の皆さまを巻き

込んだ地域防災力の向上を図ってまいりたいと考えております。  

 

○ 続きまして、新たな移動手段に関する取り組みについて申し

上げます。 

コミュニティバスに関する利用実態調査等を踏まえ、地域公共

交通あり方検討会におきまして、現在検討を進めておりますが、

令和３年度に実施した公共交通に関する市民意識調査では、コミュ

ニティバスの検討地域におきましても、現在の移動に対して７割以

上のかたが不満を感じてらっしゃらないとの結果となり、あり

方検討会の委員から様々なご意見が出されましたことから、ニーズ

の分析に時間を要しているところであります。 

新型コロナウイルスによる影響の長期化等、さらなる移動需要の

低下等が見込まれていることに加え、新たな生活様式への移行が

進み、コミュニティバスにおきましても当面は収支率４０パーセント

を下回る可能性が高く、持続可能性の確保が大きな課題となって

いる中、今まで以上に新たな移動手段を導入する目的等を明確に

して設定する必要があると考えております。  

このことから、あり方検討会では、ニーズ分析等を踏まえた

運行方針をまとめることとし、具体的な手段や運行方式等に

つきましては、令和４年度に検討を行うようスケジュールを変更

したいと考えております。  

議員各位にもたいへんご迷惑をおかけいたしますが、より実態に

即した実験運行の実施を目指し、検討を進めてまいりますので、
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ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。  

 

○  以上で基本目標３「くらしの質の向上」を終了し、 次に、

「計画推進のための都市経営」についてであります。 

 

○ まず、施設再生の今後の進め方について申し上げます。  

この間、庁内や行財政改革審議会で検討を重ね、令和４年度以降は、

施設再生を進める際の論点を示すディスカッションペーパーや

施設再生の基本構想・基本計画に相当するアクションプランといった

ものを順次公表する予定であります。 

これらの公表を通じ、複合施設におきまして、学校機能をはじめ

とした各種市民サービスが提供される「学校を核とした施設再生」

の実行策や再生の順番等を市民の皆さまに明示し、本格的に施設

再生実行を進めていく所存であります。 

また、懸案でありました旧第二保育園の跡地につきましては、

１２月定例会でご報告いたしましたとおり、民間提案による活用を

断念したこと、庁内で活用を希望する部署がないこと、また現下の

たいへん厳しい財政状況等を総合的に勘案し、昨年３月に策定

いたしました「公共施設再生計画」に基づき売却することといたし

ました。議員各位、ならびに市民の皆さまのご理解を賜りますよう

何卒お願い申し上げます。  

 

○ 続きまして、デジタルトランスフォーメーション、いわゆる

「ＤＸ」の推進について申し上げます。  

この間、行財政改革審議会からもご意見をいただきながら庁内の
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情報化推進委員会を中心に検討を重ね、東村山市が目指すべき

ＤＸの姿や職員が意識するべき行動指針、今後の重点的な取り組み

等を盛り込んだ「東村山市ＤＸ推進基本方針」を取りまとめ、

パブリックコメントや東村山市スマートシティ協議会でいただいた

市民や事業者の皆さまからのご意見を踏まえ、さらに内容を精査し、

３月末までに正式に決定する予定であります。 

また、去る１月４日には、小平市、東村山市、東久留米市の

３市による自治体クラウドが、年末年始のシステム切り替えを経て、

無事に稼働開始いたしました。  

このたびの自治体クラウドの導入は、当市におけるＤＸ推進に

向けた大きな一歩となる取り組みであると認識しておりますが、

国におきましては、地方公共団体の情報システムを全国統一的に

標準化し、国が整備するクラウド環境で共同利用していくとしており、

その対応に向けた情報収集を行い、「東村山市ＤＸ推進基本方針」に

基づき、情報システムの標準化・共通化を進めるとともに、市民や

事業者の皆さまを対象とする各種行政手続きのデジタル化・オン

ライン化にも取り組んでまいります。  

とりわけ、国が特に国民の利便性向上に資する手続きとしている

子育て関係・介護関係にかかる２６の手続き等につきましては、

令和４年度末までにマイナポータルのぴったりサービスから、

オンラインで手続きできるようにすることを目指してまいります。 

 

○ 続きまして、市税等における電子納付の推進について申し上げます。 

納税者のさらなる利便性の向上、およびキャッシュレス決済の

普 及促 進を 図る ため 、令 和２ 年１ １月 １日 より 、「 ＬＩＮＥ
ラ イ ン
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Ｐａｙ
ペ イ

」をはじめとする３事業者が提供するスマートフォン決済

ア プ リ に よ る 納 付 を 開 始 し 、 そ の 後 、 令 和 ３ 年 ４ 月 に は

「ＰａｙＰａｙ
ペ イ ペ イ

」、同年１１月には「ａｕＰＡＹ
エ ー ユ ー ペ イ

」での納付を開始

したところであります。 

令和４年５月からは、令和４年度以降の市税等賦課分について

クレジットカードでの納付を開始いたします。納付手続きにつき

ましては、パソコンやスマートフォン等から指定の支払サイトに

アクセスし、クレジットカード等の情報を入力することにより、

ご自宅や外出先からいつでも簡単に納付することができます。  

非対面型のさらなる支払手段を提供することにより、利便性の

向上、およびキャッシュレス決済の普及促進のみならず、市民の

皆さまの新型コロナウイルス感染防止対策の観点からも活用が

期待されるところであります。 

 

○ 以上、令和４年度の市政運営の方針と当面する諸課題や施策の

推進について申し上げてまいりました。  

あらためて、議員各位、ならびに市民の皆さまの深いご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

 

○ 最後に、本定例会にご提案申し上げます議案につきましては、

新年度予算をはじめ、議案１6 件、報告 1 件をご送付申し上げま

した。 

いずれの議案につきましても、提案の際にご説明申し上げますので、

ご理解とご可決を賜りますようお願い申し上げ、私の発言を終わり

ます。 


