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令和４年市議会１２月定例会所信表明 

 

○  令和４年市議会１２月定例会の開催にあたりまして、まずは

本日の本会議を欠席することとなりましたことに、心よりお詫

び申し上げますとともに、書面にて所信表明させていただきま

すことをお許しいただければと存じます。  

 

○ 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９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。  

  先般の９月議会でご案内いたしましたとおり、令和４年９月２

６日から、全国一律で新型コロナウイルス感染症に係る全数届け

出の見直しが行われ、同日以降、新型コロナウイルス感染症に感

染した方で医療機関から保健所に提出される発生届の対象範囲が、

６５歳以上の方、入院を要する方、重症化リスクがあり新型コロ

ナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要な方、

妊婦の方の４類型に限定されたことに伴い、東京都から当市への

情報提供の内容も変更されております。 

９月２６日発生届報告分からの新規感染者数は減少しており、

しばらくは当市の新規感染者数は概ね１ケタ台で推移してまいり

ました。その後、東京都内での新規感染者数が増加していく中で、

当市においても同様に増えてきており、特に１１月に入ってから
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は、１日あたりの最多人数が４１人を記録するなど、増加傾向に

ございます。なお、９月２６日発生届報告分からの新規感染者数

は１１月２１日公表現在で、合計４５２人となっております。  

インフルエンザとの同時流行も懸念される中、市といたしまし

ては引き続きワクチン接種のご案内のほか、感染拡大防止につい

て市民の皆様にご協力をお願いしてまいります。  

 

○ 続きまして、抗原検査キットの配布の再開について申し上げま

す。 

既に議員各位にご案内いたしましたが、このたびの新型コロナ

ウイルス感染拡大の状況を受け、新型コロナウイルス抗原検査キ

ットの配布を１１月２４日から再開いたしました。  

対象者は市内在住の方で、新型コロナウイルス感染症の症状が

ある場合、もしくは濃厚接触者となった方のうち、基礎疾患のな

い方や妊娠されてない方などに対しまして、１日５０キットを配

布いたします。 

  これから年末年始に向けて感染拡大が懸念されますことから、

市民の皆様のご不安、ご心配を少しでも払拭するとともに、医療

機関の負担軽減も図れるよう、速やかに検査が受けられる体制を

整備させていただいたところでございます。  

 

○ 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、夏休み以降、児童・生徒の感

染状況は減少傾向にあり、多くの学校で通常の教育活動を実施す

ることができました。２学期は宿泊学習や運動会などの大きな学
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校行事が予定されておりましたが、実施方法を工夫し、感染対策

を徹底したうえで実施いたしました。特に、多くの中学校で３年

ぶりの実施となった修学旅行については、生徒、保護者、教職員

の願いが叶い、京都や奈良の歴史的建造物や景勝地を訪ね、事前・

事後の学習の成果に結び付けるとともに、友達と協力して楽しい

時間を共有することで、中学校生活の大きな思い出を作り、集団

生活の在り方や公衆道徳などについて体験的に学ぶことができま

した。 

しかしながら、この冬は新型コロナウイルスと季節性インフル

エンザの同時流行が想定されており、依然として予断を許さない

状況が続きます。引き続き、学校と家庭の連携を深め、児童・生

徒における感染拡大を未然に防ぐよう感染予防に努めながら、教

育活動を進めてまいります。  

 

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、オミクロン株に対応した新型コロナワクチン接種に

ついて申し上げます。  

ワクチンの接種間隔が５か月から３か月に短縮されたことを受

け、１０月下旬には４回目接種を完了した高齢者を中心とした約

２万６千人の方へ接種券を送付させていただきました。あわせて、

年内に接種を希望する方の接種が完了できるよう、１２月から新

たに市民センターでの集団接種を実施するとともに、市内各地域

と集団接種会場を結ぶ巡回バスの運行を予定しております。  

次に、当市のミクロン株対応ワクチン接種実績を申し上げます。 

１１月２４日時点で、１２歳以上の約２０.７パーセントの方が
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接種を完了しており、東京都全体の接種状況と比較いたしますと

都内平均を上回る結果となっております。 

  次に、生後６ヶ月から４歳の乳幼児へのコロナワクチン接種に

ついて申し上げます。  

１０月２４日から乳幼児接種が開始されたことを受け、当市で

は対象となる約５千人の方へ、接種に関するご案内を送付させて

いただきました。  

なお、乳幼児接種につきましては、まずは「新型コロナワクチ

ン接種についてのお知らせ」をはじめとしたご案内を送付し、接

種を希望される場合には、保護者の皆さまから接種券の発行申請

をしていただく方式を取らせていただいており、１１月２４日時

点で、約２９０人の方から接種券の発行申請をいただいていると

ころでございます。  

また、接種会場につきましては、対象年齢が生後６ヶ月から４

歳ということを踏まえ、集団接種会場は設置せず、市内小児科を

中心とした個別接種会場をご案内しております。  

 

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。  

 

○ 次に、こども基本法等の制定に伴う取り組みについて申し上げ

ます。 

去る１１月１日に、「こども基本法の施行、こども家庭庁の設立

に向けて自治体に求められる対応を考える」と題しまして、内閣

官房こども家庭庁設立準備室こども政策参与で前三鷹市長の清原
きよはら
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慶子
け い こ

氏を講師にお招きしまして、研修を実施いたしました。 

本研修におきましては、令和５年４月１日から施行される、こ

ども基本法の基本理念である基本的人権の保障、意見を表明する

機会の確保などをはじめとして、政策決定過程におけるこどもの

意見聴取、反映などの取組事例や効果、こども家庭庁の創設意義

などについて、まずは全庁の管理職で共有を図ることができたも

のと考えております。  

なお、教育現場では、およそ１２年ぶりの改訂となる、学校の

生活指導の基本方針を示す、新しい『生徒指導提要』が公表され、

こども基本法の理念を踏まえ、児童・生徒の意見を表明する権利

を尊重し、学校のきまりを主体的に捉えるための指導の重要性が

示されております。  

このことを受け、市立小・中学校では、学校のきまりの見直し

を進めるうえで、児童・生徒が発達段階に応じて、主体的に考え

る機会を設定するとともに、中学校の生徒会役員が一堂に会する

「中学校生徒会サミット」においても、学校のきまりの意義や重

要性について議論し合う機会を設定いたします。  

こども施策や教育施策に限らず、あらゆる行政施策について「こ

どもまんなか社会」を実現するべく、全庁の所管が一丸となって

対応を図ってまいります。 

 

○ 次に、宣言の表明並びに計画の策定に向けた取り組みについて

申し上げます。 

市では、複数の宣言の表明並びに計画の策定に関する事務を進

めており、宣言や計画について案がまとまりましたことから、市
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民の皆様より広くご意見を募るため、パブリックコメントの手続

きを進めております。  

まず、宣言の表明に向けた取り組みついて申し上げます。  

現在、ＳＤＧｓ推進都市宣言、男女共同参画市民宣言、ゼロカー

ボンシティ宣言の３つの宣言を表明することを予定しているため、

順次申し上げます。  

 

○ はじめに、ＳＤＧｓ推進都市宣言につきましては、これまでの

市のＳＤＧｓ推進の取組や、わたしたちのＳＤＧｓオープンラボか

らの提言を踏まえ、今後、２０３０年・令和１２年までの１７の

ゴール達成に向けて、さらに取組みを加速させるため、このたび、

わたしたちのＳＤＧｓ推進都市宣言を行うことといたしました。 

宣言案につきましては、わたしたちのＳＤＧｓオープンラボや総

合計画審議会等から寄せられた様々な意見や想いを基にして作成

しており、１２月１日から２０日にかけてパブリックコメントを

実施することを予定しております。  

 

○ 続いて、男女共同参画市民宣言につきましては、令和４年９月

に東村山市男女共同参画推進審議会より、市の男女共同参画のあ

り方を示す宣言の制定、および第４次男女共同参画基本計画の基

本的な考え方について答申をいただき、このたび宣言案がまとま

り、１１月１６日から１２月５日までの間、パブリックコメント

を実施しているところであります。  

また、第４次男女共同参画基本計画につきましても、答申に基

づき具体的な取組を整理しており、基本計画案につきましては、
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１２月下旬よりパブリックコメントを実施することを予定してお

ります。 

 

○ 続いて、ゼロカーボンシティ宣言につきましては、２０５０年・

令和３２年までの温室効果ガス排出量実質ゼロの実現が明記され

た改正温暖化対策推進法や国の地球温暖化対策計画、東京都の２

０３０年カーボンハーフ表明などを受けまして、当市におきまし

ても脱炭素社会実現を見据えた２０３０年・令和１２年度までの

具体的なロードマップとして、東村山市エネルギービジョンの策

定を進めているところであります。 

カーボンニュートラルの実現に向けて、このたび、市民・事業

者と連携して取り組む姿勢を示すべく、東村山市ゼロカーボンシ

ティ宣言を行うことといたしました。市としての宣言案がまとま

りましたので、１２月１日から２０日にかけてパブリックコメン

トを実施することを予定しております。  

 

○ 以上、申し上げました３つの宣言につきましては、令和５年３

月定例会においてご審議いただくことを予定しております。  

 

○ 次に、計画の策定に向けた取り組みについて申し上げます。現

在、東村山市第３次多文化共生推進プラン、東村山市地域防犯計

画、第２次東村山市空家等対策計画の３つの計画策定を進めてい

るため、順次申し上げます。  

 

○ はじめに、東村山市第３次多文化共生推進プランにつきまして
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は、令和５年度を計画の開始時期としており、国や東京都の方針、

また令和３年度に実施した市民意識調査結果からの課題抽出など

を踏まえ、東村山市多文化共生推進プラン推進等協議会において

ご意見をいただきながら、策定作業を鋭意進めてまいりました。

同プラン案につきましては、１２月下旬からパブリックコメント

を実施することを予定しております。  

 

 ○ 続いて、東村山市地域防犯計画につきましては、特殊詐欺を

はじめとした犯罪手口の巧妙化・複雑化が進み深刻な問題になっ

ていることを踏まえ、市、市民、地域団体、事業者、警察などと

のつながりについて強化・徹底を図ることで、地域の防犯力の向

上と犯罪を未然に防ぐための指針とすることを主眼に策定の準備

を進めているところであります。 

現状、素案の段階でございますが、「防犯意識の高揚」「子ども、

女性、高齢者、障害者等を犯罪被害から守る」「防犯に配慮した環

境整備」を基本的な方針として、その実現に向けた個別の施策を

展開していくものとなっております。  

また、現在、東村山市安全安心まちづくり連絡会における、関

係機関や庁内関係所管等から意見をいただいているところであり、

今後につきましては、令和５年１月下旬からパブリックコメント

を実施することを予定しております。  

 

○ 続いて、第２次東村山市空家等対策計画につきましては、平成

３０年３月に５年間を計画期間とする東村山市空家等対策計画を

策定し、令和４年度末までの計画期間において、空家等対策を総
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合的かつ計画的に取り組んでまいりました。  

現在、空家等対策計画の改定作業を進めており、令和３年度に

おいて計画改定の基礎資料となる空き家等実態調査を行い、令和

４年度に入りまして、市民の方や学識経験者等からなる東村山市

空家等対策協議会にて精力的にご議論いただいたところでありま

す。 

このたび、これまで寄せられた様々な意見や想いとともに、総

合計画など関連計画との整合を図ったうえで、第２次東村山市空

家等対策計画案を１２月 1 日に公表し、同日から２０日にかけて

パブリックコメントを実施することを予定しております。  

 

○ 以上、これら３つの計画につきましては、令和４年度末に計画

の策定を完了させることを予定しております。  

 

○ 次に、令和４年度の財政運営についてご報告申し上げます。  

当市では、コロナ禍でのウクライナ情勢の長期化に伴う原油価

格・物価の高騰などへの対応といたしまして、この間、４回の補

正予算を編成し、国都の施策と足並みを揃えながら市民生活や地

域経済を守る施策について、時機を捉えて着実に対策を講じてい

るところであります。  

このうち、９月２６日付の国通知を受け、エネルギー・食料品

等の価格高騰による家計への負担増の影響が大きい住民税非課税

世帯等に対する、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付

金」の支給に要する予算を計上した、令和４年度一般会計補正予

算・第４号につきましては、緊急の対応を図るため、１０月１１
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日に専決処分を行い、速やかに支給ができるよう進めさせていた

だいたところであります。１１月２２日現在、確認書を送付いた

しました対象世帯のうち、７９.５％の受付けが完了しており、順

次、給付金を支給しているところであります。 

さらに、このたび、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金の枠組みの中で、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支

援地方交付金が創設されたことを受けまして、主にこれに対応す

るものとして、市内事業者へのさらなる支援に要する経費等につ

いて、本定例会に「令和４年度一般会計補正予算・第５号」とし

て提案させていただいております。  

引き続き、国都の動向や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対応し、中・長期

的な影響を見据えながら安定的な財政運営に努めてまいります。 

 

○ 次に、令和５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３年次目となる令和５年度の当初予算は「市

民生活と地域経済を守り、行財政の持続可能性と東村山市の価値

を高める予算」と位置付け、１０月４日に予算編成方針の示達を

行いました。 

ウクライナ情勢の長期化等によって国際秩序・世界経済の先行

きは不確実性が増大しており、このことに伴う原油価格・物価の

高騰の影響など、先行きを見通すことが難しい状況ではございま

すが、まずは市民生活と地域経済を守ることに主眼を置き、高齢
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化の進展に伴う社会保障経費の増や公共施設の老朽化対策、防災

減災対策、引き続き求められる新型コロナウイルス感染症対策な

どの喫緊の課題へ的確に対応しながら、行財政運営の持続可能性

を高めて、さらには東村山市の魅力や価値を高められるよう、現

在、予算編成に鋭意取り組んでいるところであります。  

また、令和５年度の予算編成作業と並行して、財政運営の持続

可能性を高めるためのアクションプランの策定作業を進めており

ますが、現在、庁内で事務事業見直し・最適化にかかる具体的な

取組項目の内容を確認・整理しているところでございます。  

今後、内容を十分に精査したうえで、令和５年度の当初予算案

とあわせて、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 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、高齢者等スマートフォン無償貸与事業について申し上げま

す。 

  本事業の業務委託につきましては、ソフトバンク株式会社が受託

事業者となり、この間、受託事業者と協議を重ね、貸与開始に向け

て様々な準備を進めてきたところでございます。 

 本事業の周知につきましては、１２月１５日号の市報で事前告知

をさせていただいたのち、応募方法などの詳細につきましては、市

報１月１日号の全戸配布にあわせて、折込みチラシの配布を予定し

ております。 
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この他にも、高齢者がお集まりになる憩いの家などでの周知チラ

シの配布も予定するなど、様々な機会を通じて本事業の周知をして

まいりたいと考えております。 

今後の予定といたしましては、令和５年１月から、貸与を希望さ

れるかたの募集、申込受付、事前説明会の開催などを経て、令和５

年３月から貸与開始とする予定であります。引き続き、貸与開始に

向けた準備を遅滞なく進めてまいります。 

 

○ 次に、地域活性化包括連携協定の締結について申し上げます。 

地域活性化包括連携協定につきましては、現在、株式会社イトー

ヨーカ堂及び株式会社セブンイレブンジャパンと締結しております

が、それに続くものとして、第一生命保険株式会社、明治安田生命

保険相互会社、そして日本郵便株式会社の３者それぞれと協定締結

する運びとなりました。 

この協定は、東村山市における、より一層の地域活性化及び市民

サービスの向上を目的としたもので、地産地消や健康増進、災害対

策等、複数の分野において幅広く相互連携と協働による活動を推進

するものでございます。 

すでに３者とは災害対応や高齢者見守り等の分野において連携し

た取組みを実施しているところでございますが、あらためて、幅広

い分野において、相互連携を拡大することとなったものであります。 

地域活性化包括連携協定による更なるまちづくりの進展を目指し

て、民間事業者の持つ強みを活かしながら、相互連携による効果を

市民の皆様に提供してまいります。 
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○ 次に、公共施設再生の進捗と今後の進め方について申し上げます。 

はじめに、市報等でご案内しております、公共施設再生アクショ

ンプラン策定に向けた意見交換会につきましては、既に１１月２６

日、２７日の会をスタートしております。 

意見交換会の前半では、ディスカッションペーパーを基に、公共

施設再生を取り巻く様々な課題を共有するとともに、少人数のグル

ープに分かれ、日常の生活スタイルなどについて、それぞれの立場

からご意見をいただきました。後半では、グループごとに、将来を

見渡した上で、今後も必要と考えられるサービスや機能、新しい公

共施設に求めるものなどについて意見を出し合っていただき、望ま

しい姿や施設のコンセプトなどについてまとめていただきました。 

意見交換では世代間の対話も重要なテーマとしており、多様な世

代の方が交流される和やかな雰囲気の中、様々なご意見をいただく

ことができました。引き続き、１２月１１日まで、残り５か所にお

いて実施をしてまいりますので、皆さまからのご意見を今後のアク

ションプラン策定に向けた検討にしっかり活用してまいります。 

次に、この意見交換会と並行した取り組みであります、「新しい

学校には何があったらいい？」と題したウェブアンケートですが、

１１月２４日時点で５３１件と、大変多くの回答をいただき、公共

施設再生についての関心の高さを実感しております。 

以前にも実施した公共施設の利用状況についての現状を再度把

握させていただくとともに、学校を複合施設として建て替えるとき

に求める機能やサービスなどについて伺う内容となっており、「子

どもの安全・教育が第一」「自然や環境を感じられる場所」「自習や

運動のスペース」「社会人と学生がカジュアルに交流できるコワー
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キングスペース」「子どもや子育てのための複合施設」といった、

様々なメリット、相乗効果を見込むような意見も多くあり、将来に

ツケを残さず、魅力あるサービスや機能を充実させていくための取

り組みへの決意を新たにしたところでございます。 

私も、アンケート周知のポストカードについて、１１月７日の朝、

久米川駅にて通勤、通学される方を中心に配布させていただきまし

た。特に若い世代の方への情報発信を意識し、市内の公共施設はも

とより、保育施設や高等学校にもお声がけをしており、意見交換会

実施後の１２月１６日まで回答を受け付けておりますので、多くの

方にご参加いただけるよう、引き続き周知に努めてまいります。 

今後は、まさに「学校を核とした公共施設の再生」の当事者とな

る児童・生徒をはじめ、多様な地域活動をされている市民の方や事

業者の方などとも意見交換を進めるとともに、既に着手している、

学校の適正規模や適正配置の想定に必要となる要素の整理、市内全

域における公共施設の複合化シミュレーションなどをしっかり行

い、着実な公共施設再生に取り組んでまいります。 

 

○ 次に、公共スポーツ施設のあり方検討について申し上げます。  

はじめに、既にご案内のとおり、令和５年３月末をもって返還

することとなりました久米川少年野球場につきましては、１２月

から原状回復するための解体撤去工事を開始する予定としており、

同野球場の使用は１１月３０日をもって終了させていただきます。

昭和５３年の開設から約４５年間、少年野球の活動拠点として使

用させていただいたことに対し、１２月１１日には少年野球連盟

にご協力いただき、地権者の方々に感謝の意をお伝えするセレモ
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ニーを予定しておりますが、市としまして、あらためて地権者並

びに近隣住民の皆様に感謝と御礼を申し上げる次第であります。 

  なお、工事期間中は、隣接する道路が比較的狭いことも考慮し、

近隣住民の皆様の安全対策等には万全を期してまいります。  

続いて、久米川庭球場につきましては、久米川少年野球場と同

様に借地施設であるため、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ます。  

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すことから、現在、地権者

と借地の返還について協議を行っております。 

市といたしましては、今後取得する予定のシチズングランドの

テニスコートの利活用なども十分踏まえ、庭球場の再編等につき

まして庁内検討及び地権者との協議等を進めてまいります。  

続いて、運動公園プールにつきましては、今年度に実施いたし

ました劣化状況調査の結果、プールを再開するためには、ろ過装

置の交換をはじめ、現行の安全標準指針や衛生基準に適合してい

ない事項の改善など、必要となる改修工事等の費用が、約 1 億３

千３００万円となることなどが判明したところであります。  

また、今後必要となるライフサイクルコストや公共施設再生計

画、スポーツ推進審議会の答申などを踏まえ、令和５年度中に施

設の方向性を決定してまいります。そのため、令和５年度のプー
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ルの営業については引き続き休止とさせていただきますので、議

員各位並びに市民・利用者の皆さまのご理解を賜りますようお願

い申し上げます。  

 

○ 次に、確定申告時期における市都民税申告会場の体制見直しに

ついて申し上げます。  

課税課では、毎年、２月中旬から３月中旬にかけて、所得税の

確定申告期間に合わせ庁内に申告会場を設けて市都民税申告書の

受付を行っておりますが、その際、確定申告が必要な方につきま

しては、同会場内にて職員が確定申告書の作成補助を行ってまい

りました。 

これは、東村山税務署管内は申告者の数が非常に多いこともあ

り、国・都・市の三者の協力関係の一環として実施してきたもの

でございます。しかしながら、近年では電子申告が推奨されてい

ることもあり、税務署に書面で確定申告書を提出する件数は減少

傾向にあり、それに伴い、市都民税申告会場にて作成補助を行う

件数も１日平均で１０件にも満たない状況となっております。  

このようなことから、令和５年の申告より市都民税申告会場の

職員体制を見直し、同会場内での確定申告書の作成補助は行わず、

本来の税務署でのお手続きをご案内させていただくことといたし

ました。 

東村山税務署では昨今の新型コロナウイルス感染症の状況を踏

まえ、予約制や実質的に申告期限を延長するなど柔軟な対応をと

っていただいており、市民の方に大きな影響は生じないものと考

えております。また、課税所管におきましては、体制の見直しに
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より、職員配置を調整することで繁忙期における当初課税事務の

効率化を図ってまいります。 

今後、市民の皆さまに対しましては、市都民税申告会場では確

定申告書の作成補助は行わない旨や税務署に書面で確定申告書を

提出するうえでの予約の取り方などにつきまして、市報・ホーム

ページなどにより、丁寧に周知をしてまいります。  

 

〇 次に、民生委員・児童委員、主任児童委員の改選について申し

上げます。 

現在ご活躍いただいている民生委員・児童委員、主任児童委員

の任期が１１月３０日で満了することに伴い、民生委員・児童委

員８２名、主任児童委員７名の合計８９名のかたが、１２月１日

付けで厚生労働大臣から委嘱・指名を受け、地域の身近な相談相

手としてご活躍いただく予定であります。 

なお、定数１１７名のうち欠員が生じている地区におきまして

は、市職員及び地域包括支援センター職員などによる支援を行っ

てまいります。引き続き民生委員推薦会を中心に欠員の補充に努

めてまいります。  

 

○ 次に、出産・子育て応援交付金事業について申し上げます。  

本事業については、国の物価高克服・経済再生実現のための総

合経済対策において示された、出産・子育て応援交付金事業であ

り、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援の充実

を図るとともに、出産・子育てに関する１０万円相当の経済的支

援を一体として実施するものであります。  
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先日、国の自治体向け説明会において同交付金事業の実施・運

用に関する概要が示され、１２月中旬には実施要綱等も示される

予定となっております。  

本市の「ゆりかご・ひがしむらやま」事業を始めとした切れ目

のない子育て支援の拡充や妊婦・子育て家庭がより安心して出

産・子育てできる環境整備に向け、同交付金事業の実施の検討、

準備を進めてまいります。  

 

○ 次に、多胎児家庭支援事業の充実について申し上げます。  

本事業は、同時期に同じ年齢、月齢の子育てが重なり、大きな

身体的・精神的な負担が生じる多胎児を子育てする家庭の負担軽

減を図ることを目的に実施しております。  

今般、東京都の「とうきょうママパパ応援事業補助金」を活用

することにより、新たに、家事時間の短縮に資するスマート家電

等の家事支援用品の購入支援を行うことで、多胎児家庭への支援

の拡充を図るものであります。事業の拡充に係る経費については、

本定例会に「令和４年度一般会計補正予算・第５号」として提案

させていただいております。今後も多胎児家庭支援の更なる充実

を目指し、検討を進めてまいります。  

 

〇 次に、魅力創造核に関する取り組みについて申し上げます。  

魅力創造核に位置付くスポーツセンター周辺のまちづくりに

つきましては、先行的に整備する地区について土地利用に関す

る基本方針などを定める地区計画や用途地域などについて、都

市計画審議会での審議を経て、１０月２５日に決定の告示を行
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いました。  

現在、地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

の一部改正や、地区施設として決定した新設道路の認定及び整

備に向けた準備作業を進めております。  

引き続き、先行的に整備する地区を含めたスポーツセンター

周辺の魅力創造核の形成に向け、地域勉強会を開催するなど、

地域の皆さまのご意向を踏まえ、都市計画の面からも東村山創

生に取り組んでまいります。  

 

○ 次に、廻田町四丁目土地区画整理事業について申し上げます。  

本事業は、公有地化を計画している (仮称)薬師山緑地の南エリ

アにあたる、廻田町四丁目の農地等を対象として、地権者の皆さ

まが組合施行での実施に向け準備を進められているもので、令和

３年度から計画の具体化に向けたご相談を受けていたところです。 

この度、東村山市廻田町四丁目土地区画整理事業発起人会  会長

より、発起人会の設立の報告とともに、組合設立に向けた検討や

調査、設計などを進める準備会設立の目途がつきましたことから、

今後、市の助成規則に基づく補助金の申請をしたいと、要望をい

ただきました。 

本事業により、当該地区の適切な土地利用が促進され、農地の

保全と良好な住環境の整備が進むことから、市としましては引き

続き相談支援に取り組むとともに、要望がありました補助金の交

付につきましては、令和５年度予算編成全体の中で十分検討して

まいります。 
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○ 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、

「東村山市議会議員及び東村山市長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例の一部を改正する条例」をはじめ、議案１２

件、報告１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。  

 

○ 以上、令和４年市議会１２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。 


