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令和４年市議会９月定例会所信表明 

 

○  令和４年市議会９月定例会の開催にあたりまして、当面する

諸課題につきまして、ご報告かたがた所信の一端を申し上げ、議員

各位、並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４年６月定例会以降の動きを中心に申し上

げます。 

 

〇 先ず、当市における感染状況等についてご報告申し上げます。  

  ６月定例会の頃には様々なイベントも再開され、感染拡大防止

と地域経済活動の両立が図られるようになるなど、新型コロナも

一定の落ち着きを見せておりました。当市の６月における１日あ

たりの新規感染者数は、一番多い日でも２６人と低い水準で、少

しずつ明るい兆しが見えてきたように感じておりました。 

しかしながら、７月に入りますと徐々に新規感染者数が増加し、

東京都全体におきましては、７月１２日に１万人を超えて以降、

７月２８日には過去最多の４万４０６人を記録したところであり

ます。当市の７月における１日あたりの新規感染者数は一番多い

日で３４０人、また、７月のひと月あたりの新規感染者数は、過

去最多の３千６２４人となったところであります。  

８月に入りましてからも、東京都全体では、ほぼ連日２万人台

から３万人台で推移しており、８月５日には当市では過去最多の
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４３３人を記録したところであり、引き続き爆発的な感染状況を

注視し、市として取り得る対策を適宜講じてまいります。  

 

○ 続きまして、その一環として行いました自宅療養者支援の体

制強化について申し上げます。  

第６波の際におきましては、これまでに１千８９５箱、１日平

均にいたしますと１８ .４箱の配送を行ってまいりましたが、今般

の第７波におきましては、８月２２日現在、１千１３箱、１日平

均にいたしますと２３ .４箱の配送を行っているところでござい

ます。 

配送にあたりましては、これまでに職員の人員体制を２名から

４名に増員し、２便で配送できる体制にして対応してまいりまし

たが、現下の感染状況や長期休暇期間の終了に伴う社会・経済活

動の活発化を見据え、自宅療養者への日用品の配送による支援を

８月１８日から、民間事業者を活用することで、より迅速かつ円

滑に対応できるよう、自宅療養者支援の体制強化を図ったところ

でございます。 

 

○ 続きまして、対策の２つ目といたしまして、新たな取り組みと

なります、抗原検査キットの配布について申し上げます。  

今般の感染急拡大に際しまして、市民の方から市に対しても「検

査を受けたくても受けることができない」、「検査キットが手に入

らない」といったご相談が大変多くなっております。  

清瀬市と合同で設置したＰＣＲ検査センターは、現在、一時休

止しておりますが、このような状況下から東村山市医師会と再開
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を協議したところ、市内の医療機関での検査が拡充されてきてい

る中、ＰＣＲ検査センターに検査機能を割くことは医療従事者の

負担も考えますと得策ではないとの判断に至り、また市民の皆さ

まの負担も考え、市では本日８月２９日から９月末まで、１日最

大５０人の方に抗原検査キットを配布することといたしました。  

  なお、抗原検査キットにつきましては、国が都道府県に対して

薬事承認された抗原検査キットを重症化リスクが低いと考えられ

る有症状者に配布する体制整備を求めて一定数配布したもので、

東京都では国が提示する条件に合致した市区町村にも配布するこ

とが可能であることから当市に配布したものであり、この取り組

みは、都内自治体で当市が第１号とお伺いしているところであり

ます。 

対象者につきましては、申請時点で新型コロナウイルス感染を

疑う症状のある方、または無症状の濃厚接触者の方とさせていた

だいておりまして、お申込みにあたりましては市のホームページ

等から申込フォームにて、お申込みいただけます。申込時間は平

日８時３０分から正午までとなっており、抗原検査キットの配送

につきましては郵送にて即日配送することといたしております。  

本事業の実施により、感染拡大に伴う市内医療機関での検査・

受診の集中の緩和及び医療従事者の皆さまのご負担の軽減、そし

て市民の皆さまが速やかにご自宅等で検査ができるようにするこ

とで、ご不安な思いを少しでも解消することに繋げてまいります。 

 

○ 続きまして、小・中学校の現状について申し上げます。 

市内小・中学校におきましては、令和４年度当初は感染状況が
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一定程度減少傾向に転じたため、少しずつ通常の教育活動に戻す

取り組みを進め、小学校の移動教室を始めとする１学期の学校行

事は概ね計画通りに実施することができたところであります。  

しかしながら、７月初旬からの第７波の影響を受け、多くの児

童・生徒、教職員が陽性者となり、学級閉鎖や学年閉鎖の対応を

取らざるを得ない状況が続きました。夏季休業期間に入ってから

も、児童・生徒の感染者数が減少しないことから、家庭での丁寧

な健康観察を依頼するとともに、中学校の部活動においても感染

対策を徹底する中で実施してまいりました。  

また、夏季休業中におきましても、一人１台のタブレット型端

末を活用した自主学習が進められたところでございます。例えば、

植物の観察を行う際には写真や動画を用いて工夫して記録したり、

インターネットを通して調べたことをプレゼンテーションソフト

でまとめたりするなど、夏休みの宿題の取り組み方も大きく変化

しております。 

  本日から市立小・中学校全校で２学期がスタートしていますが、

修学旅行や移動教室などの宿泊行事も予定されており、児童・生

徒の思い出に残る、安全で実り多い学習が行われるよう、引続き

感染拡大防止対策を講じて実施してまいります。  

 

〇 続きまして、ワクチン接種への対応状況について申し上げます。 

  はじめに、当市の８月２３日時点の接種実績を申し上げます。

３回目接種につきましては１２歳以上の約７２ .８パーセントの

方が、４回目接種につきましては、６０歳以上の約６２ .４パーセ

ントの方が接種を完了しております。東京都全体の接種率は、３
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回目接種が約６９ .２パーセント、４回目接種が約５９ .１パーセ

ントとなっており、東村山市はいずれも都平均を上回っておりま

す。 

また、３回目接種の促進に向け、７月末に３回目接種がお済で

ない方へあらためて個別案内を送付し、予約なしで接種可能な都

内会場についてご案内したところであります。 

当市の保健センターにおきましても８月２０日と２７日に予約

なし接種を実施し、２０日には１３７名の方に、２７日には９１

名の方にご来場いただいたところであります。 

  次に、４回目接種の対象拡大について申し上げます。７月２２

日から新たに「医療従事者等及び高齢者施設等の従事者」が対象

とされたことから、東村山市医師会をはじめとする医療関係機関、

市内高齢者施設等に対しまして、速やかに制度の周知及び接種券

の発行等を行い、７月下旬より順次、接種が行われております。 

  また、報道等にありますオミクロン株に対応した新型コロナワ

クチンの接種につきましては、対象者や開始時期、ワクチンの供

給スケジュールなど、国において検討中ではありますが、「１０月

半ば以降に接種が開始されることも想定して準備を進めるよう

に」との国通知を踏まえ、現在、医師会・薬剤師会との情報共有

をはじめとした体制整備に関する準備を進めているところであり

ます。 

 

〇 以上、当市における新型コロナウイルス感染症への、これまで

の主な対応や今後の方針について申し上げました。  
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○ 次に、こども基本法の制定に伴う取り組みについて申し上げま

す。 

  国による子どもの権利を包括的に定めたこども基本法の制定や

子ども家庭庁設置に向けた動きなど、子どもを取り巻く環境は大

きな転換期を迎え、さらなる子どもの権利擁護に向けた対応が求

められているものと認識しております。 

今後は、国及び地方公共団体が連携を図りつつ、憲法や児童の

権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの権利を包括的に定

めるこども基本法に基づき、こどもの基本的人権の尊重、意見を

表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会の確保、教育

を受ける機会が等しく与えられることといった基本理念を念頭に

置き、こども施策を総合的に推進していくこととなります。  

 当市としましても、これまで子どもの最善の利益の実現に向け

て様々な取り組みを進めてまいりましたが、今回のこども基本法

の制定を受けまして、まずは全庁の管理職や業務のなかで子ども

と触れ合う保育士や児童クラブ職員などを対象に、こども基本法

の理念の共通認識を図るため、外部講師を招きまして、庁内研修

の実施を予定しているところであります。 

 また、こどもの意見を表明する機会の確保、こどもの意見の施

策への反映などを東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例と

整合を図りながら、具体的にどのように進めていくかについて、

先ずは関連する経営政策部、子ども家庭部、教育部で検討するよ

う指示したところであります。  

 いずれにしましても、子ども家庭庁設置に向けた国の動向を注

視するとともに、先進自治体の取り組みなども参考にしながら、
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当事者である子ども達の意見を発達段階に応じて聴取し、できる

だけ反映させ、子ども達が一人の人間として尊重されて、健やか

に心豊かに育つまちの実現に向けて、各種取り組みを進めてまい

りたいと考えております。  

 

〇 次に、令和３年度決算の概要と今後の財政運営についてご報告

申し上げます。 

一般会計決算額につきましては、歳入が７０８億２千７１３万

２千円で、対前年度比８ .１パーセントの減、歳出が６７３億５千

２３万６千円で９ .２パーセントの減となりましたが、歳入・歳出

ともに１人１０万円の特別定額給付金事業の影響により過去最大

となった令和２年度に次ぐ過去２番目の規模となりました。  

  歳入歳出の差し引きである形式収支は、 ３４億７千６８９万  

６千円で、翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支は３３億

６９５万４千円と過去最大となりました。  

  第５次行財政改革大綱前期基本方針に示しております成果指標

「実質的な財政収支」は黒字となり、「財政調整基金残高の標準財

政規模に対する比率」につきましても、引き続き１０パーセント

以上を維持することができました。  

  健全化判断比率は、４つのすべての指標について、前年度に引

き続き早期健全化基準を下回り、適正な範囲内となりました。実

質公債費比率は０ .１ポイント上昇したものの、将来負担比率は前

年度に引き続きマイナス比率となるなど、これまでの財政健全化

へ向けた取組の成果が数字となって表れているものと捉えており

ます。 
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  これら令和３年度末時点の状況のみを切り取ってみると、一見、

当市の財政状況は好転しているようにも見受けられますが、過去

最大となった実質収支額には例年より多い割合で国都補助金の返

還金が含まれていることや、令和３年度は基金・地方債を最大限

活用しており、これらの影響は後年度に表れること、加えて、歳

入の根幹となる市税は依然として低い水準で推移しており、依存

財源の割合が高く国の地方財政計画による影響を受けやすい状況

に変わりないこと等を踏まえますと、更なる行財政改革を進める

とともに、都市としての魅力と価値を高め、地域経済を活性化さ

せていくことが、持続可能な東村山市を築いていく上では必須で

あると、あらためて強く認識しているところであります。 

このような背景を踏まえ、私としては令和３年度のみの単年度

の決算結果だけで財政状況を捉えるのではなく、あくまでも中長

期的な視点から、財政運営の持続可能性を高めるために、改革の

ためのアクションプランの策定作業に、引き続き取り組んでまい

りたいと考えております。これまでのところ、経営会議等を通じ

まして、あらためて当市の財政状況や策定の意義を庁内向けに説

明したうえで、事務事業の見直しにつきまして事前調査を行いま

した。現在、この事前調査の回答を精査したうえで、具体的な取

組項目の整理・確認作業をしているところでございまして、今後、

できるだけ早期に、個々具体的な改革に向けたプランを、議会な

らびに市民の皆さまにお示ししてまいりたいと考えております。  

 

〇 続きまして、令和３年度の市税及び国民健康保険税の収納率の

状況について、ご報告いたします。  
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市税等収納率につきましては、令和２年度より第３次市税等

収納率向上基本方針を策定し、市税・国民健康保険税につきま

して、前年度収納率を下限値として、収納率の維持及び向上を

図ることを方針のひとつに掲げているところであります。  

令和３年度の市税収納率は、９８ .５パーセントとなり、令和

２年度の収納率を０ .２ポイント上回り、国民健康保険税におけ

る収納率は、８６ .５パーセントとなり、前年比で０ .１ポイン

ト上回ることができたところであります。  

しかしながら、多摩２６市平均でみますと、市税としては  

０ .４ポイント下回り、また、国民健康保険税につきましても  

１ .９ポイント下回っている状況となっています。  

未だコロナ禍の影響等により厳しい状況ではありますが、引

き続き徴収対策の一層の推進を図り、収納率の維持向上並びに

市税等の収納確保に努めてまいります。  

 

〇 以上のような令和３年度の状況を踏まえ、令和４年度の財政運営に

おきましては、新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価高騰へ

の対策としまして、令和３年度からの繰越事業のほか、この間、２

回補正予算を編成し、国や東京都の施策への対応や市民生活と地域

経済を守る施策の展開を図ってまいりました。 

新型コロナウイルスの感染拡大と原油価格をはじめとする物価の

高騰は、依然として収束の兆しすら見えない状況が続いております

が、引き続き厳しい状況に置かれている市民生活と地域経済を守る

ことを最優先に機動的な行財政運営に努めるとともに、将来を見据

え、第５次総合計画に基づく各施策を着実に推進しながら、１０月
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以降は、令和５年度当初予算の編成に臨んでまいりたいと考えてお

ります。 

 

〇 それでは、各事業の進捗状況や新たな取り組みなどについて

ご説明申し上げます。 

 

○ 先ず、施設再生の今後の進め方について申し上げます。 

現在、市民の皆さまや施設、サービスに関わる様々な方々と意

見を交換させていただく際のツールとして、今後の大まかな方向

性や進め方をまとめた、公共施設再生ディスカッションペーパー

を作成しており、９月中に公表をしてまいります。その後、年度

内には、まず市内全域で、市民の皆さまや事業者の方々、将来を

担う子ども達も含めた意見交換をさせていただく予定です。  

また、将来を見据え、町丁別の児童・生徒数の推計、それらに

基づく学級数の試算、ＧＩＳデータを活用した通学環境の把握、

学校機能を中心とした施設の規模など、施設再生の具体的な想定

に必要となる要素を整理し、市内全域における公共施設の複合化

のシミュレーションを行ってまいります。  

令和５年度には、これらの各種データ等とともに、早期に再生

に着手していくべき優先検討校や施設及びその考え方をアクショ

ンプランの素案としてお示しし、改めて当該施設の近隣地域の市

民の方々を中心に、より具体的な意見交換をさせていただく場を

設けていきたいと考えております。  

こうした分析や市民参加の段階を経て、市内の公共施設をどの

ように複合化、再生することが、市民生活の質の向上に寄与する
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のか、また将来にわたる都市経営としても効果的なものであるか

といった検討を深め、公共施設再生アクションプランとしてとり

まとめてまいります。  

先に開催されました総合教育会議、行財政改革審議会におきま

しても、施設再生の進め方やディスカッションペーパーの案につ

いて、ご説明し、多くの委員よりご評価をいただきました。  

また、厳しい課題であるからこそ、正面から問題に向き合う必

要があること、施設再生全体にわたり、皆さんに使っていただけ

るようなコンセプトづくりが必要であるなど、大変前向きなご意

見を様々いただいたところであり、今後も教育委員会をはじめと

して、様々な関係者や市民の皆さんからご意見をいただきながら、

データに基づいた分析や推計、検討段階に合わせた対話の両面か

ら着実に施設再生の推進に取り組んでまいります。  

 

○ 次に、久米川少年野球場について申し上げます。  

久米川少年野球場については、借地施設のため、行財政改革大

綱第１次実行プログラム「屋外スポーツ施設の再編、再配置の検

討」において優先的に方向性を決定することとしており、この間、

地権者と借地返還について協議・調整を行ってまいりました。  

また、令和４年３月にスポーツ推進審議会より「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」についていただい

た答申のなかでも、「年間の稼働日数や借地料を含む維持管理コス

トなど、費用対効果や持続可能性を踏まえ、今後の方向性を判断

する必要がある。」と提言されておりました。 

そしてこのたび、地権者と借地返還について協議・調整がまと
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まり、令和５年３月末をもって同野球場を返還することとなりま

した。 

同野球場の返還にあたり、現利用者である少年野球連盟が活動

する代替の場所を確保する必要があることから、シチズン健康保

険組合と用地取得の契約前である令和５年４月から、シチズング

ランドを利用させていただけるよう、去る６月１日に野崎副市長

が同組合に対してお願いにまいりました。 

その結果、同組合より野球をする場所がなくなる子どもたちに

対し、ご高配を賜り、少年野球に限り借用いただける内諾をいた

だくことができたところであります。  

返還に伴う原状回復に係る経費などについては、本定例会最終

日に、令和４年度一般会計補正予算・第３号として提案させてい

ただく予定でありますので、ご理解を賜りますようお願い申し上

げます。 

 

○ 次に、シティプロモーションについて申し上げます。  

「東村山市シティプロモーション基本方針」及び「第２次東村

山市観光振興プラン」の改定に向け、７月の創生総合戦略推進協

議会や８月の観光振興連絡会から改定に関するご意見をいただき

ました。 

各会議体からの貴重なご意見なども踏まえ、それぞれの基本方

針を統合した「東村山市シティプロモーション基本方針」の改定

案を取りまとめましたことから、９月９日から２８日までパブリ

ックコメントを実施してまいります。  

「東村山をたのしむ人が増えればこのまちはもっとたのしくな



13 

る」というブランドメッセージを基本方針として踏襲しつつ、第

５次総合計画の実施計画として位置づけた各種の関連事業と整合

を図り、市民・団体・事業者等と連携しながら、東村山に関わる

すべての皆さまが東村山市で暮らす喜びや楽しみを享受・共有で

きることを目指してまいりたいと考えております。  

また、この基本方針に沿って、今後、市役所と一緒に市民の皆

さまからも、東村山のまち・人・活動などの魅力に関する情報を

投稿・発信していただくことができるよう「地域ライター」を募

集したところであり、広範で多種多様な皆さまとともに地域全体

で当市のシティプロモーションをさらに推進してまいります。  

 

○ 次に、東京都のパートナーシップ宣誓制度創設に伴う市の対応

について申し上げます。  

去る６月１５日に、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権

尊重の理念の実現を目指す条例が一部改正され、１１月１日より

「東京都パートナーシップ宣誓制度」が創設されます。  

市におきましても、東京都の条例に基づき、多様な性への理解

促進、当事者の生活上の不便軽減に取り組み、暮らしやすい環境

づくりにつなげることが、ＳＤＧｓの掲げる理念に沿い、誰ひと

り取り残さず、すべての人が、健康で平等に権利を得る社会を目

指すことにつながると考え、都の制度に基づき宣誓した当事者が

活用できる市のサービスを順次検討してまいります。  

本定例会では、その一環といたしまして都の制度に基づき宣誓

された方等を市営住宅条例の入居者資格等に追加する市営住宅条

例の一部改正の議案を提出させていただきました。  
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これにより、パートナーシップ関係にある方の市営住宅への入

居申し込みが可能となり、パートナーシップ関係に係る生活上の

不便の軽減など、当事者が暮らしやすい環境づくりにつながるも

のと考えており、市としましても、この機会に多様な性への理解

促進に、より一層努めてまいります。 

 

○ 次に、令和５年度における東京都との総合防災訓練の合同実施

について申し上げます。  

令和３年度の総合防災訓練につきましては、新型コロナウイル

ス感染症の感染状況に鑑み中止となったところであります。 

しかしながら、東京都との合同総合防災訓練開催につきまして

は、その訓練規模もさることながら、市単独訓練で実施できない

様々な訓練が実施され、職員はもとより東村山消防署、東村山警

察署、東村山市消防団、関係機関の他、自主防災組織等の地域の

皆さまを始め多くの市民にご参加いただくことによって東村山市

全体の防災力を高める貴重な経験となる、またとない機会と考え

ております。 

このようなことから、私と松谷副市長とで都庁を訪問し、防災

所管のトップである危機管理監に面会し、あらためて令和５年度

の総合防災訓練の実施にあたっては、是非とも当市との合同開催

をお願いしたところであります。 

その後、東京都から当市との合同実施についての依頼文が発出

され、先般、当市から東京都に対し正式に開催承諾を回答させて

いただき、令和５年度総合防災訓練について、東京都と合同で東

村山市において実施することが決定したところであります。 
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これに先立ち、当市におきましても、新たに担当部長を配置す

るとともに、合同総合防災訓練実施プロジェクトチームを立上げ、

全庁を挙げ組織横断的となるべく準備体制を強化したところであ

ります。 

今後につきましては、主に東京都と共同でプロジェクトチーム

が組織され、１年弱の期間をかけ訓練当日に向け内容を詰めてい

くこととなります。訓練の日程や内容などの詳細につきましては、

引き続き、東京都との調整を行った上で、再度、周知させていた

だく所存であります。 

 

○ 次に粗大ごみ収集のインターネット受付について申し上げます。 

  現在、粗大ごみの収集受付については、委託先である、東村山

市環境整備事業協同組合において、平日の午前８時３０分から午

後５時までの受付時間内に、電話受付で対応しております。 

受付方法につきましては、市民の利便性の向上を図るため、令

和４年度の実施計画事業として位置付け、受付方法の拡充に向け

た検討・準備を進めてきたところ、今般、１０月１日より従来の

電話対応に加え、新たにインターネットでの収集受付を開始する

運びとなりました。  

インターネット受付は、市ホームページまたはごみ分別アプリ

から３６５日２４時間いつでもお申し込みいただけるようになる

ことから、市民の皆さまの利便性が格段に向上するものと期待し

ております。 

なお、お申し込みの手順などにつきましては、９月１５日号の

市報のほか、９月初旬に全戸配布いたします、ごみ・資源収集カ
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レンダーを活用して周知してまいります。  

 

〇 次に、東村山市第６次地域福祉計画の策定について申し上げま

す。 

現在、市では東村山市第５次地域福祉計画に基づき、地域福祉

の推進に努めているところでありますが、本計画は令和５年度ま

でを計画期間としておりますことから、令和６年度を始期とする

第６次地域福祉計画の策定に向け、準備を開始いたしました。  

第６次地域福祉計画では、地域住民の複合・複雑化した支援ニ

ーズに対応する包括的な支援体制の整備や、地域住民の地域福祉

活動への参加を促進する環境整備等といった、この間の社会福祉

法の改正内容にも対応しつつ、市民一人ひとりを地域社会につな

げ持続可能なまちをつくっていくというＳＤＧｓの理念等を反映

させるとともに、昨今のコロナ禍における住民活動の変化等も踏

まえながら、計画策定していく必要があるものと考えております。 

このことから、令和４年度におきましては、計画策定に先立ち

まして、市民の皆さまの生活の様子や現況等をあらためてお伺い

するため、「地域福祉に関わる市民意向調査」を実施する予定であ

り、現在、東村山市保健福祉協議会や各専門部会等の協力を得な

がら、調査票を作成しているところであります。 

これらの調査結果等を踏まえまして、これまで実施してきた各

福祉施策をさらに推進・充実できるよう、地域福祉計画及び関連

計画の策定作業に取り組んでまいります。  

 

○ 次に、地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な
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集団活動事業の利用支援事業の検討状況について申し上げます。  

本事業は、国制度において、地域子ども・子育て支援事業の一

つである多様な事業者の参入促進・能力活用事業として、令和３

年度に新たに追加されたものであり、多様化する地域や保護者の

かたのニーズに対応する事業として、地域において重要な役割を

果たしている集団活動を利用する満３歳以上の子どもに係る利用

料の一部に対して、給付を行うものであります。 

令和３年１２月定例会における陳情採択を踏まえ、この間事業

化に向けて、実施自治体の制度研究、他市に所在する多様な集団

活動の視察や庁内検討を行ってまいりました。８月の当市子ど

も・子育て会議においての審議を踏まえ、事業実施に向けて、本

定例会の最終日に追加議案として提案を予定している令和４年度

一般会計補正予算・第３号に反映できるよう、準備を進めている

ところであります。 

今後につきましては、予算をご可決賜りました後、早期の実施

に向けて、他市所在の多様な集団活動を実施する事業者に対して

ご案内を行うとともに、市ホームページ等を通じて市民の皆さま

に対して周知をさせていただく予定であります。 

 今後も地域における多様なニーズに対応し、より一層の子育て

支援の充実を図ってまいります。  

 

○ 次に、高校生等医療費助成事業の検討状況について申し上げま

す。 

６月定例会以降、条例・規則の参考例が東京都より順次示され

ましたことから、これらを踏まえて、令和５年４月の事業開始を
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目指し、実務的な作業を進めているところであります。 

条例案の策定につきましては、現在パブリックコメントを実施

しているところでございまして、いただいたご意見を踏まえたう

えで、大変恐縮ですが、本定例会の会期中に準備に係る補正予算

とあわせて、提案させていただく予定であります。 

実施内容につきましては、まずは東京都が示す対象者、助成範

囲による実施を予定しているところでありますが、一方で、令和

８年度以降の恒久的な財源措置、所得制限や自己負担など、財政

面の取り扱いに関しては、都との協議事項となっていることから、

都内の自治体間において、子育て環境における格差が生じないよ

う、協議の場において強く要望をしてまいります。  

 

○ 次に、保育所等の待機児童解消に向けた取り組み等について

申し上げます。 

この間、小規模保育事業等の認可行政の推進や、幼稚園を始め

とした既存の子育て施設の活用などの取り組みを進めてまいりま

した。令和５年度に向けましては、「有限会社鷺
さぎ

沼
ぬま

なかよし保育園」

から、小規模保育事業の設置に関する事業計画の提案をいただい

ているところであり、待機児童が依然として０歳児から２歳児を

中心としている状況などを勘案し、開設に向けた具体的な取り組

みを市としても進めてまいります。 

続きまして、児童クラブの待機児童の状況について申し上げま

す。今年度の児童クラブの待機児童数は、国の調査基準日である

５月１日現在におきまして、７９名となりました。これは令和３

年度に引き続き、一部地域のクラブへの申し込みが集中している
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ことが直接的な要因であると捉えているところでございまして、

今後も一定の期間は同様の傾向が見込まれることから、 特に八坂

小学校、富士見小学校の学区域におきましては、富士見文化セン

ター内の市民サロンを改修し、富士見児童館育成室の面積を拡張

することで、施設定員を増やすよう年度内の対応をしてまいりま

す。 

児童クラブの待機児童につきましては、保育所の待機児童と異

なり、年度始めをピークに年度末に向けて減少していく傾向にあ

り、９月１日時点では、１１名となる見込みで、その後はさらに

減少するものと想定しております。  

依然として全体の半数近いクラブで定員割れが生じている状況

にありますが、就学児童数が減少傾向にある中で入会申し込み児

童が増加している状況について、適切に見極めていくことが重要

であると捉えているところであり、今後もこうした状況を注視し

つつ、柔軟な対応に努めてまいります。  

また、児童クラブにつきましては、「児童館・児童クラブ運営等

基本方針」に基づき、令和４年度末に指定の更新を迎える第２野

火止児童クラブに併せて、第１野火止児童クラブにつきましても、

令和５年度より民間活力の導入を図るべく、去る８月１５日より

指定管理者候補者の公募を開始しているところであり、今後は、

９月から１０月にかけて予定される選定委員会において質の高い

児童クラブ事業の運営・管理を継続的に行うことができる事業者

を選定するべく準備を進めてまいります。  

 

〇 次に、適切な土地利用の誘導に向けた取り組みについて申し
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上げます。  

魅力創造核として位置付くスポーツセンタ―周辺のまちづく

りについては、先行的に整備する地区の実現に向けて、事業者

の皆さまなどを対象にアンケート調査やまちづくりニュースの

配布、まちづくり懇談会を開催してまいりました。そして、都

市計画の原案をとりまとめ、原案説明会を開催したところであ

ります。現在は、先行整備地区の土地利用に関する基本方針な

どを定める地区計画や用途地域などの都市計画の案を取りまと

め、関係機関と協議を進めており、この協議が整い次第、都市

計画法の規定に基づく都市計画の案の縦覧など、必要な手続き

を速やかに進めてまいります。  

また、東京都による一括した区域区分の変更に合わせた用途

地域等の見直しにつきましては、市内の低層住宅地にお住まい

の   １８歳以上の方を対象に、無作為抽出による２千人にアン

ケート調査を実施し、アンケート集計報告書を公表いたしまし

た。  

現在は、更に市民の皆さまの意見を伺うため、１１月からの

市民懇談会の開催に向けた準備を進めており、引き続き、災害

に強く持続可能なまちの実現に向け、最適な土地利用が図られ

るよう、低層住宅地における居住水準の向上に資する検討を進

めてまいります。  

 

○ 次に、東村山駅の連続立体交差事業と併せたホームドアの整備

について申し上げます。  

ホームドアの設置につきましては、これまで多くの市民の皆さ
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まや議会から強い要望をいただき、令和２年９月定例会において、

設置の実現に向けて努力することについての請願が全会一致で採

択されております。  

これを受け市としましては、実現に向け昨年８月、私と西武鉄

道の社長とのトップ会談を行い、コロナ禍における鉄道事業をめ

ぐる厳しい事業環境下を踏まえ、市としても財政面の負担を含め

最大限の協力をさせていただくことをお伝えし、ホームドアの整

備について、連続立体交差事業と一体的に進めるよう申し入れた

ところであります。 

その後、同社と事務レベルでの協議を重ねてまいりましたが、

この度、野崎副市長と同社の鉄道本部長との面会におきまして、

連続立体交差事業における新しい東村山駅のホーム供用開始に併

せ、ホームドアを設置・稼働させていくこと、また設置に要する

費用のうち、工事に係る費用を双方で負担することで協議がまと

まり、去る８月１９日付で覚書を締結させていただけました。同

社におかれましては、東京都における鉄道駅バリアフリーに関す

る整備計画に位置付け、本日付で公表される予定と伺っておりま

す。 

西武鉄道には、連続立体交差事業によって更新される東村山駅

に対する市民の皆さまの想いを汲み取っていただけたものと感謝

を申し上げるとともに、市としましても今後の手続きや財源の確

保などについて、鋭意取り組んでまいります。 

 

〇 次に、小学校給食のあり方検討について申し上げます。  

  小学校給食調理室の老朽化への対応、将来的な児童・生徒数の
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推移、そして今後の学校を核とした公共施設の再編の考え方との

整合性等、多角的な検討が必要なことから、この度、「東村山市小

学校給食あり方検討会」を教育委員会に設置し検討を開始いたし

ました。 

  去る７月１１日に第１回目の会議を開催し、９名の委員の皆さ

まに検討会設置の目的、小学校給食の歴史的背景、法的な側面、

そして当市における小学校給食の現状と課題についてご説明をさ

せていただきましたが、とりわけ、委員の皆さまからは老朽化、

狭隘化が顕著な複数の小学校の給食調理室の状況や、小学校給食

におけるアレルギー対応状況、他自治体における自校調理方式以

外の給食提供方式等についてご意見、ご質問を頂戴し、初回から

活発なご議論をいただいたと聞いております。 

  今後、委員の皆さまには実際に小学校給食調理室を視察してい

ただき、現状をご確認いただくとともに、栄養士や調理関係者と

のヒアリングなども行っていただくことを予定しているところで

す。次回以降の検討会に向けて、持続可能な小学校給食のあり方、

そして今後の方向性について、ご議論を深めていただければと考

えております。 

 

○ 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、

「東村山市会計年度任用職員に関する条例の一部を改正する条

例」をはじめ、議案１１件をご送付申し上げました。  

いずれにつきましても、提案の際にご説明申し上げますので、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。  
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○ 以上、令和４年市議会９月定例会にあたりまして、当面する諸

課題の主な点について申し上げ、所信の一端を述べてまいりまし

た。 

 

〇 あらためて、議員各位、並びに、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、また、提案いたします

諸案件のご審議をいただき、ご可決賜りますようお願い申し上げ、

私の発言を終わります。  


