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令和５年市議会３月定例会施政方針説明  

 

○ 令和５年市議会３月定例会の開催にあたりまして、令和５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、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、松谷副市長の帰任について申し上げます。 

これまで私を支えていただきました松谷いづみ副市長が令和５

年３月３１日をもちまして東京都に帰任されることとなりました。

松谷副市長におかれましては、令和２年４月１日就任以来、３年

間にわたり、私を補佐いただきました。  

ご案内のとおり着任直後の令和２年４月７日には、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に伴い、緊急事態宣言が発出され、国

難ともいえる状況の中、東京都で培われた保健医療分野や危機管

理分野などでの経験を活かし、令和３年２月１日より今日まで新

型コロナウイルスワクチン接種事業本部長の任を担っていただい

たところであります。  

ワクチンの配分やワクチン接種の拡大・充実について東京都や

東村山医師会や市内医療機関などと調整を行うと共に、ワクチン

接種の全庁組織体制を構築するなど、市民の命と健康を守るため、

当市のワクチン接種事業の推進に、松谷副市長には先頭に立って

ご尽力いただきました。  

また女性のリーダー育成面においても、総務人事分野の経験を

活かし、研修や日々の相談などを通じて、指導いただいたことで
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女性職員のモチベーションを高め、管理職の育成につながったも

のであります。 

そして、東京都という大規模な広域自治体からの視点による事

務の進め方や意思決定の進め方についても様々指導いただいたこ

とで職員のスキルアップにつながりました。  

あらためて、松谷副市長に心より感謝申し上げるところでござ

います。今後も健康にご留意いただき東京都に帰任されましても

ご活躍いただき、今後も引き続き当市に対し、ご助言をいただき

ますようお願い申し上げます。  

 

○ 次に、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年市議会１２月定例会以降の動きを中心に申し上

げます。 

 

○ 先ず、ワクチン接種への対応状況について申し上げます。 

オミクロン株に対応した新型コロナワクチン接種につきまして

は、ワクチンの接種間隔が３か月に短縮されたことを受け、１０

月下旬より接種体制を拡大しつつ、１２月には集団接種会場の拡

大、市内各地域と集団接種会場を結ぶ巡回バスの運行を行うなど

接種体制の整備に努めてまいりました。  

年内にワクチン接種を希望される方への接種を進めるため、１

２月中旬にはオミクロン株対応２価ワクチンの接種がお済でない

高齢者の方に対して、接種勧奨を行ったところでございます。こ

れら対応を行ったうえで、１２月下旬には予約会場に一定の余裕
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が出てきましたことから、年内の接種ニーズには概ねお応えでき

たものと捉えております。  

また、１月に入ってからは、オミクロン株対応２価ワクチンの

接種がお済でない６５歳未満の方に対して接種勧奨を行うととも

に、１月２８日・２９日には予約なしで接種可能な会場を設置し、

２日間で１千名以上の方に接種いただきました。 

これまでの取り組みの結果、当市の２月１４日時点のオミクロ

ン株対応２価ワクチンの接種実績としましては、１２歳以上の約

５０.６パーセントの方が接種を完了しており、東京都全体の接種

率約４４.６パーセントを上回っている状況となっております。  

 

○ 続きまして、令和５年度以降のワクチン接種について申し上げ

ます。 

去る１月３０日と２月１０日に開催されました厚生労働省によ

る自治体説明会では、ワクチン接種は、感染症法上の位置づけの

変更にかかわらず予防接種法に基づいて実施することや、令和５

年の秋冬に次の接種を行う検討を進めていることのほか、必要な

接種については、引き続き自己負担なく受けられるようにするこ

となどの方針説明がなされたところであります。 

引き続き、国の状況を注視しつつ、適切な接種体制が確保でき

るよう努めてまいります。 

 

○ それでは、令和５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５年度の予算編成等について申し上げます。 
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第５次総合計画の３年次目となる令和５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ことに加

え、光熱費や燃料費をはじめとした物価高騰の影響もあり、元来、

市税などの自主財源が少なく財政基盤が脆弱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が、これまでの

執行努力により積み上げてきた基金と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、将来都市像の実現に向けて第５次総合計画に基づく施策を着

実に進めていけるよう予算を編成したところであります。  

一般会計の予算規模は６４２億５千７６６万９千円で、令和４

年度対比５.１パーセント、３１億２千７３５万６千円の増、特別

会計・公営企業会計をあわせた予算総体は１千４３億９千８８３

万３千円、令和４年度対比３.５パーセント、３５億６千２５８万

５千円の増となりました。 

財政調整基金の残高がこれまで目安としていた標準財政規模の

１０パーセントを大きく下回り、他も含めた基金総体の残高も減

少する令和５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となります。  

令和４年度におきましては、行財政改革の一環として短期集中

的に財政効果を挙げ、財政運営の持続可能性を高めるためのアク

ションプランを策定・実行することとし、先般、令和５年度当初

予算案とあわせて具体的な取組項目について公表いたしました。

短期間の取り組みにもかかわらず、各所管の努力により２ヶ年合
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計で約５億１千９７０万円余にのぼる財政効果を挙げることがで

きましたが、結果的には、現下の物価高騰等の影響を軽減し、基

金取崩額を押し下げたものの、残念ながらこれをもって財政運営

の持続可能性を十分に確保したとは言い切れない状況であります。 

令和５年度は、従来からの行財政改革の取り組みに加え、この

間取り組んできた庁内及びまちのＤＸ、産業振興などの東村山創

生、都市インフラ整備などにより、私たち行政と市内産業の生産

性や都市の価値を高め、人と企業を呼び込み、できるだけ早期に

投資効果を確実に生み出していくようにするとともに、公共施設

の再生や秋水園の施設整備、連続立体交差事業、都市計画道路事

業、公園整備事業など、後年度に多大な財政需要が見込まれる大

規模事業の財源対策を踏まえた中長期的な財政計画を策定するこ

とで、これら大規模事業を着実に実施していけるよう、財政運営

の持続可能性を確保してまいります。  

 

〇 続きまして、令和５年度の職員定数について申し上げます。 

当市におきましては、退職手当債の活用に伴う正規職員の定数

の制約の解除に伴い、令和４年度より、それまでの７９０名とい

う定数から増員することとしつつも、具体的な総数については、

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うえ

で、各年度の実情に即し、都度、決定していくことを方針とし、

令和４年度におきましては、７９９名を定数といたしました。 

令和５年度は、防災安全部に昨年７月に配置した総合調整担当

部長を継続配置することとしたほか、デジタル技術の活用により、

地域課題の解決や魅力向上を目指すため、デジタル田園都市国家
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構想交付金などを活用して取り組む子ども子育てデジタルワンス

トップサービス事業などへの対応として、経営政策部情報政策課

に、デジタルワンストップサービス担当主幹を配置するほか、子

育て世帯訪問事業やヤングケアラー支援体制の構築への対応のた

め、子ども家庭部子ども家庭支援センターに職員の増員を行うこ

とといたしました。 

令和５年度におきましても、今申し上げました方針を基に、各

所管が課題や業務を的確に対処するために必要となる人員を考慮

した結果、職員定数につきましては、令和４年度に引き続き、７

９９名と定める予定であります。引き続き、理事者・職員が総力

を結集して、諸課題に取り組んでまいる所存であります。  

 

○ 続きまして、第５次総合計画における実施計画事業及びＳＤ

Ｇｓ未来都市への再チャレンジについて申し上げます。 

令和５年度の実施計画事業は、前期基本計画の最終年度である

令和７年度を見据えるとともに、コロナ禍に加え昨年からのロシ

アによるウクライナ侵攻や原油をはじめとする物価の高騰などの

極めて厳しく不透明な状況を踏まえ、地域経済と市民生活のさら

なる活性化、ＳＤＧｓの趣旨をふまえたまちづくりの好循環の創

出、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

ーションの３つの視点から、行財政の持続可能性と東村山市の価

値を高めることを目指し、事業の選定を進めてまいりました。  

地域経済と市民生活のさらなる活性化の視点では、新たにデジ

タル地域ポイント事業や女性活躍推進事業を採択するとともに、

成年後見制度報酬助成を拡大し、物価高騰などへの対策とともに、
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ポストコロナを見据え、地域経済と市民生活を守りつつ、その活

性化を図ってまいります。  

ＳＤＧｓの趣旨をふまえたまちづくりの好循環の創出の視点で

は、まずは引き続き連続立体交差事業をはじめ、中心核や都市計

画道路などの都市基盤整備事業を進め、前川公園整備事業に本格

的に着手するとともに、市内事業者のオープンイノベーションや

デジタル化を促進し、持続可能な豊かで活力あるまちづくりを進

めてまいります。併せて、切れ目のない子育て支援や支え合う地

域福祉、教育内容などの拡充を図るとともに、カーボンニュート

ラルに向けて再生可能エネルギー電力への切り替えを促進するな

どにより、まちの価値・ひとの活力・くらしの質をそれぞれ向上

させながら、それらの間にまちづくりの好循環を創出してまいり

ます。 

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

ションの視点では、引き続き庁内デジタルワークプレイスの構築

や情報システムの標準化・共通化を進めるとともに、新たに子ど

も子育てデジタルワンストップサービス事業を採択し、切れ目の

ない子育て支援をデジタルの力で強化するなど、ＤＸによる市民

サービスの向上と、私たち行政の生産性向上を図る土台を築いて

まいります。 

また、ＳＤＧｓの推進につきましては、令和５年度に向けては、

去る２月１日に三井住友海上火災保険株式会社とのＳＤＧｓ推進

に関する連携協定を締結し、ＳＤＧｓパートナー向けの研修の実

施など、パートナーが具体的なＳＤＧｓの取り組みを進めるにあ

たってご支援をいただけることとなったほか、去る２月１３日に
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は、株式会社ＥＮＥＯＳ、早稲田大学と連携し、第７回となるＳ

ＤＧｓオープンラボを開催し、パートナーが１７のゴールのどこ

に繋がっているのか、取り組みの見える化を図ったところであり、

今後もパートナーへの支援を充実し、連携を促進することで更な

るＳＤＧｓ推進に取り組んでまいります。 

このように当市におけるＳＤＧｓの取り組みが進んでいること

もあり、内閣府が募集するＳＤＧｓ未来都市へ、再びチャレンジ

することを決意いたしました。ＳＤＧｓ未来都市につきましては、

令和２年度に応募し残念ながら選定には至りませんでしたが、こ

の２年間で、市民・事業者・学校など多様な主体との具体的なＳ

ＤＧｓの取り組みが進んできていることもあり、今回、改めて挑

戦することといたしたところです。市民の皆さまに、良い報告が

できるよう、応募に向けた作業を鋭意進めてまいります。 

 

○ 続きまして、令和５年度の市政運営の方針等を受けて推進する具体

的な施策について、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。 

市内の低層用途地域につきましては、東京都の区域区分の変更

に合わせて、住宅都市として持続可能な望ましい市街地形成がさ
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れるよう、アンケート調査結果やオープンハウスでのご意見を踏

まえ、令和５年度も検討を深めてまいります。  

続きまして、魅力創造核として位置付くスポーツセンター周辺

地域全体のまちづくりにつきましては、これまで地域の事業者の

皆さまなどを対象としたアンケート調査や地域勉強会での意見交

換を行ってまいりました。更に、令和５年度は、先行的に整備す

る地区として既に決定している地区計画の方針や地区整備計画も

踏まえ、地区全体について、市民の交流を豊かにするにぎわいの

拠点の形成、及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。  

はじめに、東村山駅周辺のまちづくりにつきましては、これまで

にいただきました市民や駅利用者の皆さまのご意見のほか、令和５

年度は、有識者を交えた会議体を組織し、検討を深めながら、東口

駅前広場の再整備基本計画を策定してまいります。 

また、駅東口地区の土地の高度利用につきましては、約６ヘクタ

ールの区域について、地権者の皆さまを対象とした勉強会や先進事

例視察会をスタートさせており、令和５年度も引き続き、地権者の

皆さまと今後の土地利用やまちづくりについて、話し合いを進めて

まいります。 

続きまして、久米川駅周辺のまちづくりにつきましては、これ

までに久米川駅南口駅前広場検討会議を５回開催し、地元の皆さ

まと検討を進めてきたところであります。約２か年に渡り精力的

な協議を行い、再整備の方向性をまとめてくださった地元の皆さ
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まに、この場をお借りして感謝を申し上げます。今後、座長・副

座長から検討会議の成果となる報告書を受け取る予定となってお

りますことから、令和５年度はこの報告書を踏まえ、有識者のご

意見もいただきながら、久米川第１号踏切の拡幅とも整合がとれ

た南口駅前広場の再整備基本計画の策定に取り組んでまいります。 

 続きまして、秋津駅・新秋津駅周辺のまちづくりにつきましては、

機運醸成の取り組みとして、令和４年度中の取り組みとなりますが、

来る２月２７日と３月６日にまちづくりワークショップを開催し

てまいります。当日は、ご登壇いただく２名のゲストと共に、秋津

地域の持つ良さや改善点、アイデアを話し合いながら、今後のまち

づくりへの足がかりを醸成してまいりたいと考えており、令和５年

度には、ワークショップでいただいたアイデアを、秋津のまちづく

りに活かすための検討を進めるとともに、国の補助制度を活用し、

新たに官民の様々な人材にお集まりいただき、まちづくりを考える

組織の立ち上げも含め、包括的に検討を進めてまいります。 

 

○ 続きまして、道路の整備について申し上げます。  

はじめに、連続立体交差事業の工事の進捗ですが、駅部以外に

ついても高架橋の構築が進められ、令和４年１１月には鷹の道の

久米川第３号踏切の上空に橋梁が架設されるなど進捗が図られて

おります。令和５年度におきましても鋭意、高架橋構築工事に、

東京都並びに西武鉄道と連携し、引き続き安全対策を万全に講じ

ながら取り組んでまいります。 

続きまして、都市計画道路３・４・９号線につきまして、令和

５年度には、東京における都市計画道路の整備方針・第四次事業
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化計画の優先整備路線に位置付く延長約２６０メートルの区間に

つきましても、事業認可の取得を目指し、事業概要及び測量説明

会を開催し、測量作業を実施してまいりたいと考えております。

３・４・９号線は、市西側地域における重要な広域幹線道路であ

ることから、事業認可の取得にあたっては、市民の皆さまにご理

解いただけますよう、丁寧な説明に努めてまいります。  

また、都市計画道路３・４・５号線の新規区間並びに３・４・

１０号線及び３・４・３１号線につきましても、令和５年度も引

き続き、関係権利者の皆さまのご理解をいただき用地取得を順次

進めてまいります。  

なお、これまでも報告しております３・４・５号線の継続区間

において、残る未取得の事業用地につきましては、地権者の方と

売買交渉による解決を目指してまいりましたが、今般、本事業期

間を考慮し、事業の進捗管理の適正化や用地取得の円滑化を図る

ため、やむを得ず去る２月１０日に、裁決申請書及び明渡裁決申

立書を東京都収用委員会へ提出するに至りました。  

同委員会の裁決に至るまでには、今後、様々な手続きを経るこ

ととなりますが、概ね１年以上かかるものと想定しております。  

 

○ 続きまして、前川公園用地取得及び整備スケジュールについ

て申し上げます。  

都市計画公園 前川公園は、この間、不動産鑑定、物件補償調査

に着手し、当該都市計画公園用地の多くを所有するシチズン健康

保険組合と協議を進めた結果、同用地の売買に関して、概ね合意

する旨の回答をいただくことができたところであります。 
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また並行して、野崎副市長をトップとした庁内検討会議を開催

し、資金計画や整備方針及び供用開始時期などを関係所管による

検討を重ねてまいりました。 

はじめに、用地取得につきましては、令和５年４月の仮契約締

結に向け、現在、シチズン健康保険組合及びシチズン時計株式会

社と最終の調整に入っており、あわせて、本契約は、議会の議決

に付すべき財産の取得にあたりますことから、市議会６月定例会

への提案に必要な準備作業も進めているところであります。 

これらを整理し、令和５年度に市と土地開発公社で、当該都市

計画公園用地内のシチズン健康保険組合が所有する用地全体を取

得してまいります。そのうえで、令和６年度から順次、毎年度の

予算の範囲内で、土地開発公社より公園用地の買戻しを行ってい

く予定であります。  

続きまして、公園整備につきましては、既に野球場やテニスコ

ートが備わっておりますが、これら施設を活かしながら地域にお

ける防災性の向上を目的に、公園用地として土地開発公社より買

戻した箇所から順に公園施設の整備を進めていく予定をしている

ほか、普通河川である前川の準用河川化を見据えて、前川  河川改

修計画の策定を合わせて進め、すべての用地買い戻しが完了した

後に、調節池整備を行ってまいりたいと考えております。  

また、同公園内では公共施設再生計画の基本的な考え方を踏ま

え、かねてより課題となっている野口町エリアの集会所機能を含

め、多くの市民の皆さまが多目的に活用できるよう、運動施設と

共に管理棟施設の在り方につきましても、庁内検討会議で検討を

進めてまいります。  
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  最後に施設管理につきましては、現況の施設である野球場やテ

ニスコートなどについて、当面、体育施設として暫定供用を開始

し管理を行う予定としております。その後、公園施設としての整

備が完了した箇所より、改めて市立公園として供用開始及び管理

を行っていくことを予定しております。  

いずれにいたしましても、完成までには一定の期間を要します

が、地域における最大の課題である前川の溢水対策に資するとと

もに、スポーツ施設の充実、避難所としての役割、集会施設の設

置など数多くの機能を持つ公園として、地域やスポーツ関係者な

ど市民の皆さまのご意見をお聞きしながら、しっかりと整備を進

めてまいります。  

 

○ 続きまして、地域創生の取り組みについて申し上げます。  

  新型コロナウイルスパンデミックやロシアによるウクライナ侵

攻、急激な物価の高騰などにより、世界経済の先行きが見通しに

くく不確実になる中、我が国経済は人口減少、超高齢化、ＩＣＴ

技術の進展などもあいまって、大きな転換期に置かれ、市内の中

小企業・小規模事業者も経営の在り方を抜本的に見直すことが求

められています。そこで、まずは市内事業者の経営改革・経営基

盤の強化に向け、オープンイノベーション推進事業と中小企業等

デジタル化推進支援事業の２つの支援策を開始いたします。 

まず、オープンイノベーション推進事業ですが、市内事業者が

その規模から、自社のリソースだけではイノベーションを起こし

にくい状況にあることから、市内事業者と全国のスタートアップ

企業とのオープンイノベーションを支援し、それぞれの強みを活
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かした新事業の立ち上げ、商品開発、販路拡大などを後押し、市

内事業者の収益性を高め、更なる成長・発展の実現を図っていく

ものでございます。  

 また中小企業等デジタル化推進支援事業は、中小企業などへの

ＩＣＴなどのデジタル技術の導入の支援を通し、各社に対し新た

なビジネスモデルの創出や業務プロセスなとの改善を後押しする

ことで、中小企業などの持続可能性の向上に取り組んでいくもの

であります。 

こうした個々の市内事業者の支援に加え、令和５年度は市内経

済の活性化と市民の皆さまの行動変容を促すツールとして、東村

山市独自の「デジタル地域ポイント」の導入を進めてまいります。

「デジタル地域ポイント」は、市内で流通する電子マネーである

デジタル地域通貨機能と、行政の給付サービスをデジタルポイン

トとして付与するデジタル行政ポイント機能を合わせ持つもので、

市内消費の拡大や市内における経済循環率の向上、市内の農業・

商工業の活性化や、新型コロナウイルスをはじめとする感染症の

拡大防止、市民の皆さまの温室効果ガス削減の取り組みなどの行

動変容やコミュニティ形成の促進、地域のデジタル化推進など、

様々な面でまちの価値を向上させる地域創生の取り組みの一環と

して実施してまいります。  

続きまして、東村山駅周辺のまちづくりに合わせた公共空間利

活用の検討の推進について申し上げます。令和４年５月に東村山

駅周辺を対象として道路を活用し開催した「社会実験マーケット

イベントそらいち東村山」では、その効果が、市内の経済・産業

やひとづくりなどの多方面にわたる好影響が広範囲に及ぶ可能性



15 

を示しました。 

「そらいち東村山」につきましては、令和５年度以降も継続し

て実施することで、東村山駅周辺のにぎわいと交流の創出を図り

つつ、そこで得られた様々な知見を東村山駅周辺のハード整備に

フィードバックさせていくとともに、市内の公共空間全体を地域

資源と捉え、市内経済・産業やひとづくりなどの地域創生を進め

る地域資源の活用の可能性を模索してまいりたいと考えておりま

す。 

 

○ 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、子ども・子育て世帯・妊産婦に対する相談支援体制の強

化と支援メニューの充実について申し上げます。  

国は、子育て世帯に対する包括的な支援体制強化などのために

児童福祉法の改正を行ったところであり、今後は市区町村におい

て児童福祉、母子保健の隔てなく「こども」の最善の利益を実現

する観点から施策を一体的に推進することが求められます。 

当市におきましても、庁内連携、地域との連携により、地域全

体で子どもの育ちを支援できるよう、虐待などの発生をあらかじ

め防止する予防的な観点から、一般家庭への子育て支援情報の発

信や地域子育て相談機関の充実を図ることで要支援となるリスク

を軽減していくとともに、困難を抱える家庭に対しては、児童福

祉と母子保健の一体的支援が可能となる相談支援体制を強化する

ほか、提供する支援メニューの充実も図ってまいります。  
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令和５年度はまず、要保護児童対策地域協議会の関係機関向け

のヤングケアラー研修を実施することで、困難を抱える方の早期

発見や相談を受け止める力の向上を図ってまいります。  

また、妊産婦や子育て家庭への相談支援は、経済的な支援と組

み合わせることでより効果が高まるものと考えており、国が示す

「出産・子育て応援交付金を活用した伴走型相談支援及び経済的

支援の一体的実施」として、従来から実施している妊娠届出時の

面談や出産後の訪問に加えて、妊娠８か月頃にもアンケートや面

談を行うとともに、合計１０万円分の応援ギフトをお配りする「出

産・子育て応援事業」、低所得の妊婦のかたに、妊娠判定のため

の初回産科受診費用を補助する事業を実施するほか、１歳の誕生

日頃にも全ての家庭に対してアプローチを行うために、都のママ

パパ応援事業を活用し、相談支援・情報発信・１万円相当の応援

ギフトの配布をセットで行う、バースデーサポート事業を開始し

てまいります。 

更に、子育て家庭の負担軽減につながる具体的な支援メニュー

につきましては、助産所などで母子のケアを行う「産後ケア事業」、

多胎児家庭を対象として家事育児サポーターを派遣する事業、そ

して、市内２ヵ所目となる施設における病児・病後児保育事業の

開始など、新たな取り組みを進めてまいります。  

このように令和５年度は、児童福祉と母子保健の一体的な相談

支援体制の整備に向けて、人員体制の強化も図りながら、相談支

援、具体的な支援メニューを充実させることで、子どもの幸せの

実現を主眼とした子ども・子育て施策を推進してまいります。  
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○ 続きまして、野火止児童クラブの民営化に向けた引き継ぎ保育

等の実施と令和６年度に向けた取り組みについて申し上げます。  

先の市議会１２月定例会にて、株式会社明日
あ し た

葉
ば

を野火止児童ク

ラブの指定管理者として指定いただいたことに伴い、市と当該事

業者の間では、運営開始に向けた協議を進めており、すでに４月

より勤務を予定する指定管理者の職員が、現在公営の第１野火止

児童クラブの保育現場に入り、市の職員とともに引き継ぎ保育を

行うなどの取り組みを進めております。  

同時に、保護者への情報提供のみならず、在籍する児童に対し

ても、日々の保育の中で指定管理者の職員との交流の機会を確保

するなど工夫を凝らしながら取り組んでいるところであります。

また、去る２月１９日には、指定管理者の紹介や運営概要の説明

などを中心とした保護者説明会を開催いたしました。  

野火止児童クラブに続き、令和６年度に民間活力の導入を図る

予定の児童クラブにつきましても、２月１７日から２４日にかけ

て、該当クラブを対象に、それぞれ保護者説明の機会を設けさせ

ていただいているところであります。  

今後とも、「基本方針」に基づき、引き続き 公
おおやけ

による運営を

行う児童館が、市の責任において、児童クラブに対する指導・サ

ポートの役割を担うことを前提に、すべての児童クラブの運営を

保育について実績と専門性を有する指定管理者への移行を順次段

階的に進めてまいります。 

  なお、保護者の代表組織である学保連の代表者とは、この間も

継続した協議を重ねてきたところであり、これまでの話し合いに

より合意に至った内容については、改めて書面化し、去る２月２
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日付で合意書として取り交わしを行ったことについても併せてご

報告させていただきます。引き続き「基本方針」並びに本合意書

の考え方をもとに、子どもたちの最善の利益のため、児童館の充

実と児童クラブの安定的な運営に取り組んでまいります。  

 

○ 続きまして、令和５年度の東村山スマートスクール構想の取り

組みについて申し上げます。  

  東村山スマートスクール構想もスタートから２年が経過し、学

校や家庭でのＩＣＴ機器の利用も定着し、現在では、タブレット

型端末を使用した一単位時間の「授業展開モデル」や「家庭学習

モデル」を全校で共有し、授業改善や家庭学習の支援を行うなど、

デジタルの力を活用し児童・生徒の学力向上を図っているところ

であります。 

令和５年度においても、この歩みを止めることなく、ＩＣＴを

活用した教育環境・教育内容の更なる充実を図っていくとともに、

教職員の働き方改革・負担軽減を目的として、令和４年度に試行

実施として導入した中学校への採点支援システムの本格運用を予

定しております。  

ＩＣＴ機器はこれからの社会生活には必要不可欠なアイテムで

あり、未来を担う子どもたちが、ＩＣＴのスキルや能力を身に付

け、日常生活や社会の中で活かすことができるようにするととも

に、子どもたち自身が主体的に判断し、他者と協働しながら課題

を解決する力を育むために、引き続き東村山スマートスクール構

想を着実に推進してまいります。  
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○ 続きまして、小学校給食あり方検討会の進捗について申し上げ

ます。 

一部の小学校において、給食調理室の老朽化や狭隘化が喫緊の

課題となっていることから、令和４年７月に小学校給食あり方検

討会を設置し、この間、３回の会議を開き、委員の皆さまには活

発なご議論をいただいているところでございます。  

  検討会では、安全かつ安心な給食の実施、温かく美味しい給食

提供、給食を通じた食育の実施、将来にわたり安定的な給食体制

の構築という大きな４つの視点から、未来ある子どもたちへ持続

可能な小学校給食をテーマに議論を進めており、当市における小

学校給食の歴史的背景や実施状況を踏まえた上で、従来の手法や

発想にとらわれることなく多角的な議論が展開されております。  

  給食調理室の更新は、今後の学校を核とした公共施設の再生と

も連携をさせる必要がある一方で、学校施設全体の更新スケジュ

ールまで時間的猶予がないほど老朽化が進んでしまっている給食

調理室については、現在の自校方式のみならず、親子方式や外部

調理方式についても視野に入れながら検討を行う必要があり、そ

の点についても検討会では様々な角度から議論が続けられている

ところでございます。  

こうしたことから、検討会委員のご意向も踏まえ、このたび、

当初令和４年度末までとしていた検討期間を延長して、令和５年

度中に検討会より提言をいただくというスケジュールに変更をさ

せていただきました。  

  引き続き、委員の皆さまには難しいテーマではありますが、活

発な議論を行っていただき、提言につなげていただきたいと考え
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ております。 

 

○ 続きまして、久米川庭球場について申し上げます。  

久米川庭球場については、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次実行プログラムやスポーツ推

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を踏まえ、庭球場の再編等に

ついて庁内検討及び地権者との協議・調整を進めてまいりました。 

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

まり、令和６年３月末をもって庭球場用地を返還することとなり

ました。このため、市民の皆さまがテニスを楽しんでいただける

機会を確保する観点から、取得する予定のシチズングランドのテ

ニスコートをできるだけ早期に利活用する方向で調整を行ってい

るところであります。  

 

○ 続きまして、東村山市第６次地域福祉計画及び地域包括ケア推

進計画などの個別計画の策定について申し上げます。  

現在、令和４年１２月までに実施いたしました、地域福祉計画

などに関する市民意向調査や基礎調査の結果集計と分析を行って

いるところであり、令和５年４月以降、東村山市保健福祉協議会

や専門部会などの協力を得ながら、本格的な策定作業に取り組ん

でまいります。 

次期地域福祉計画及び内包される個別計画につきましては、こ

れら調査などで得られました市民の皆さまの生活の様子や現況、

地域課題などを反映するとともに、コロナ禍における住民活動の
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変化やＳＤＧｓの理念を反映させるものにしてまいります。  

特に東村山市地域包括ケア推進計画につきましては、わが国全

体で超高齢化が進む中、これまで推進してきた「地域包括ケアシ

ステム東村山モデル」を、更に深化させ、東村山の地域性に根差

したものになるよう、計画の見直しを含め策定作業に取り組んで

まいります。 

 

○ 続きまして、ひきこもり相談体制の充実について申し上げます。 

  これまで、当市へのひきこもりのご相談に関しましては、特定

の窓口が明確にされておらず、ご相談の内容に応じ、相談をお受

けした所管が、関係する各部署と連携して必要な支援につなげる

形で対応してまいりました。 

 ひきこもりにつきましては、その方の状況や年齢、ひきこもり

に至る背景や家族構成なども含めて様々でありますが、ご家族や

当事者の方が、より気軽に市へ相談に来られるよう体制を明確に

整えることが課題と認識しております。  

この間、庁内におけるひきこもり支援に関連する部署による検

討を重ね、幅広い年齢の方や様々なお困りごとに対応するべく、

ひきこもりの当事者やご家族からの初期相談をお受けする専用の

相談窓口を、令和５年秋頃を目途に健康福祉部自立相談課に設置

し、明確化することといたしました。  

関係機関との連携構築などに取り組むとともに、それぞれの方

の状況を個々の状態に応じて丁寧に伺うことで、いただいた相談

内容を整理し、担当所管のほか保健所や東京都ひきこもりサポー

トネットをはじめとした専門機関などの必要な支援につなげてい
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くことで、「誰一人取り残さない」ひきこもり相談体制の充実に努

めてまいります。  

 

○ 続きまして、成年後見制度の充実につきまして申し上げます。  

市では、これまで成年後見制度推進機関による相談業務の他、

市長申立てや市民後見人の育成、更に市長申立てや市民後見人と

いった仕組みを利用されている方のうち、一定の所得以下の方に

対し成年後見人への報酬費用を助成するなど、多角的に施策を展

開することで、成年後見制度の利用促進に努めてまいりました。  

このうち、成年後見人などに対する報酬助成につきましては、

かねてより、市議会におきまして対象者の拡大に関する請願・陳

情の採択やご要望をいただいておりましたほか、昨今の高齢化の

進展による成年後見制度の利用ニーズの増加、当市の成年後見制

度推進機関運営委員会においても必要性について多くのご意見を

いただいたことなども受けまして、令和５年度より、助成対象を

拡大することで、成年後見制度の充実を図ってまいります。 

 

○ 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、第４次男女共同参画基本計画及び第３次多文化共生推進

プランの策定について申し上げます。  

この２つの計画につきましては、令和４年１２月下旬にパブリ

ックコメントを実施し、最終のとりまとめ作業を進めており、年

度中に公表し、令和５年４月より新たな計画に基づく具体的な取
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り組みを開始いたします。 

第４次男女共同参画基本計画におきましては、テーマとして「世

代や性別を超えて  だれもがいきいきと  輝く社会へ」を掲げ、

同時に策定してきた「東村山市男女共同参画市民宣言」の趣旨を

踏まえながら、各種の施策に取り組んでまいります。  

また、第３次多文化共生推進プランにおきましては、将来像と

して「互いを支え個性を活かし共につくる  多文化共生のまち 

東村山」を掲げ、国籍に関係なく、同じ地域に住む住民として、

お互いに協力し、魅力あるまちづくりを日本人市民、外国人市民

が共につくっていくことを基本的な考え方として、諸施策に取り

組んでまいります。  

 

○ 続きまして、女性デジタル人材育成事業について申し上げます。 

ただ今申し上げました第４次男女共同参画基本計画において、

目標３に「女性が個性と能力を発揮できる取組の推進」を位置付

け、その具体的な取り組みとして、令和５年度から女性デジタル

人材育成事業を開始いたします。  

本事業は、働く意欲のある女性に対し、今の時代に求められる

デジタルスキル習得のプログラムを提供し、市内企業やテレワー

ク型の就業に結びつけることを狙いとしております。  

また本事業は、先ほど地域創生に関連して申し上げました中小

企業等デジタル化推進支援事業と連携させ、本取り組みでスキル

向上を図られた方とデジタル化を進めようとする市内中小企業と

のマッチングを行うことも視野に取り組むことも予定しており、

政策効果をより高めてまいりたいと考えております。  
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○ 続きまして、東村山市エネルギービジョン策定と脱炭素に向け

た取り組みについて申し上げます。 

地球規模の喫緊の課題である地球温暖化対策について、これま

でも推進してまいりましたが、２０５０年・令和３２年までの脱

炭素社会実現を見据えた２０３０年度・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

進めてまいりました。令和４年１２月に実施いたしましたパブリ

ックコメントでお寄せいただいた市民の皆さまからの様々な意見

も踏まえ、年度中に「東村山市エネルギービジョン」を公表し、

令和５年４月より本ビジョンに基づき、２０５０年のカーボンニ

ュートラルを目指し、各種施策を推進してまいります。  

具体的な脱炭素の取り組みとして、令和５年度は温室効果ガス

の削減をより効果的に行うことを主眼に、住宅用太陽光発電シス

テム設置補助事業並びに住宅用省エネルギー機器設置補助事業を

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助事業に再構築するとともに、

新たに再生可能エネルギー電力切替促進支援事業を開始いたしま

す。 

市といたしましても、市民や事業者の皆さまとともに脱炭素社

会の実現に向けて全力で推進していく決意であります。  

 

○ 続きまして、ごみ焼却施設整備基本計画策定の延伸について申

し上げます。 

新しいごみ焼却施設の整備基本計画につきましては、これまで

令和４年度末に策定する予定で進めてまいりました。しかしなが

ら、昨今のウクライナ情勢に端を発した世界的な原油や建設資材
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などの物価高騰などの経済・社会情勢の激変により、新しいごみ

焼却施設の計画におきましても、建設費用や資材の調達期間など

において、大きな影響を受けることが想定されることから、この

たび再度、現状の課題の整理を行ったうえで、慎重に検討を進め

ることとし、期間を延伸させていただくことといたしました。新

しいごみ焼却施設につきましては、令和５年度にかけて、丁寧に

基本計画のとりまとめを進めてまいります。  

 

○ 続きまして、令和５年度東京都・東村山市合同総合防災訓練の

実施に向けた取り組みについて申し上げます。 

  本訓練は、震災発生直後における自助、共助体制確立の促進や、

行政及び各防災機関の実践的な訓練の実施による災害対応能力の

向上を目的としており、市単独の訓練では実施できない規模の

様々な訓練が行われることによって、職員はもとより東村山消防

署、東村山警察署、東村山消防団、関係機関の他、自主防災組織

や避難所運営連絡会など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ことが

できる、またとない機会と考えております。  

なお、令和５年は関東大震災から１００年という節目の年にあ

たることから、住民や関係機関における防災意識の更なる向上を

図る企画を催す他、防災分野におけるＤＸについて、東京都の「東

京都防災アプリ」や東村山市の「東村山防災ｎａｖｉ
ナ ビ

」をはじめ

とするデジタル技術の紹介や、デジタル技術を活用した訓練とな

るよう進めてまいります。去る１月３０日に関係機関約１３０名

にご参加いただいた第１回訓練調整会議が実施され、訓練の実施



26 

日につきましては、令和５年９月１日に東京都・東村山市関係機

関のみの訓練を実施し、９月２日・３日に市民の皆さまにもご参

加いただく訓練を実施することとなりました。主たる会場として

久米川第１３住宅跡地を予定しております。  

訓練内容の詳細につきましては、引き続き、東京都との調整を

行ったうえで、再度、周知させていただきますので、議員各位、

並びに市民の皆さまのご参加をお願い申し上げます。  

 

○  次に、「計画推進のための都市経営」の取り組みについてであ

ります。 

 

○ まず、公共施設再生推進について申し上げます。  

公共施設再生ディスカッションペーパーでお示ししているとお

り、特に学校施設は、今後次々に更新の目安である築６０年を経

過することから、安全・安心の面でも、令和５年度末を公表の目

途としているアクションプラン策定後には、速やかに具体的な設

計や工事に着手していく必要がございます。 

このため、人口ビジョンを踏まえた長期的な観点から、将来を

見据えた適正規模や適正配置の検討を進めているところであり、

令和５年度の早い段階で市民の皆さまと共有してまいります。  

また一方で、これまでに行ってきた意見交換やアンケートなど

を通じ、複合的な施設、学校を核とした地域活性化の可能性や効

果などについて、多くの世代の方から前向きなご意見をいただき

ましたが、これらの実現のためには、先々の維持管理や運営面、

条例や規則等の整理など、クリアすべき課題も多くございます。  
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今後、新しい時代の学びや地域活動の両立、市民生活の質の向

上を目指していくためにも、令和５年度は、具体的な地域におけ

る複合施設を想定しながら検討を進め、子ども達や市民の皆さま

をはじめ、地域に関わりのある団体や事業者の皆さまとも、しっ

かり対話しながら、公共施設再生を着実に進めてまいります。  

また、昭和３３年の建設から、庁舎機能として多くの市のサー

ビス提供を担ってきた、北庁舎につきましては、既に６４年が経

過し、老朽化が進んでいる状況に鑑み、公共施設再生計画でも、

「北庁舎は除却や土地の売却、利活用も視野に入れ早急に複合

化・多機能化等の方策を講じる。」と定めており、公共施設に求

められる役割も大きく変化してきている社会・経済情勢を踏まえ、

今般、建物を除却することを決断いたしました。  

今後の北庁舎跡地につきましては、当面の間、暫定的に駐車場

として使用できる状態とする予定ですが、現在市役所周辺では、

連続立体交差事業や関連道路整備事業に注力してきたことで、ま

ちの骨格構造が変わろうとしており、将来的な土地利用のポテン

シャル、利便性が高まることが見込まれますことから、本庁舎や

中央図書館など、老朽化の進む公共施設も考慮しながら、センタ

ー地区構想における行政サービスの最適化をどのように具体化し

ていくかといった点も含め、検討を行っていく時期に差し掛かっ

ているものと考えております。  

本格的な検討はこれからとなりますが、市の中心部として魅力

のある新たな発展のため、行政機能の適切な配置、まちづくりの

ＤＸや公民連携の一層の推進などを通じ、センター地区のビジョ

ンである「新たな活力を生み出し、快適に暮らし働ける質の高い
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スマートな地区」という、新たな時代にふさわしい魅力創造核の

形成を目指してまいりたいと考えております。  

 

○ 続きまして、第５次行革大綱第２次実行プログラム策定につい

て申し上げます。  

令和５年度より、第５次行財政改革大綱第２次実行プログラム

の策定に着手してまいります。同プログラムは、令和６年度から

７年度までの２か年を期間として、先に申し上げましたように、

近年急激に厳しさを増す当市の財政状況を踏まえながら、職員の

生産性の向上や創造性の発揮、公民連携・協働の推進、資産の活

用、経営資源の最適化、業務プロセスの見直しなどの行政運営の

効率化などの具体的な取組項目を設定することで、持続可能な行

財政の構築を図ってまいりたいと考えております。  

 

○ 続きまして、ＤＸの推進について申し上げます。 

  この間、令和４年４月から就任いただいた夏目
な つ め

ＣＩＯ補佐官から、

ＤＸ全般にわたる助言をいただきながら、デジタルワークプレイスの

構築による職員の働き方改革や、庁内ネットワークなどのインフラや

セキュリティの高度化も大きく前進させることができたほか、子育て

や介護に関する２６手続きのオンライン化対応など、庁内環境、市民

サービスの両面でＤＸのファーストステップを着実に進めることが

できたものと手ごたえを感じているところであります。 

令和５年度は、この流れを止めることなく、地域全体のＤＸの実現

に向けた次のステップとして「子育てするなら東村山」をデジタルで

補強することを目指し、「子ども子育てデジタルワンストップサービ
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ス事業」に取り組んでまいりたいと考えております。 

  本事業は、情報発信力の強化を目的とした市の公式ホームページの

リニューアルと併せて、利用者一人ひとりにパーソナライズされた情

報をプッシュ型で提供するサービスや予約申請サービス、オンライン

相談サービス、動画配信サービスなどを一体的に整備するものでござ

います。事業コンセプトや技術的要素に関する提案をいただいた地域

の事業者やシステムベンダー事業者などとの協業により、国のデジタ

ル田園都市国家構想交付金事業の公募にエントリーを行い、財源の確

保にも鋭意努力しているところであります。 

他の行政分野においてもデジタルによる市民サービスの統合化や

ワンストップ化を併せて進めることで、誰一人取り残すことのない市

民サービスの向上とシステムの最適化の両立を目指して、庁内のみな

らず地域の皆さまとともに横断的なプロジェクトとして取り組んで

まいりたいと考えております。 

 

○ さて、ご案内のように、昨年末に住宅ローン専門の金融機関「アル

ヒ」が発表した首都圏における「本当に住みやすい街大賞２０２３」

で、『東村山』が見事第９位を獲得いたしました。 

「アルヒ」の「本当に住みやすい街大賞」は「アルヒ」の金融など

のサービスを利用して実際に住宅を取得した顧客の膨大なデータを

ベースに発展性や住環境、交通の利便性、コストパフォーマンス、教

育・文化環境の５つの視点からランク付けするものですので、単なる

人気投票とは一線を画すものでございます。 

こうしたランキングで、昨年度の『新秋津』に続いて東村山市内の

街が２年連続でランクインとなったことは、コロナ禍の中で東村山市
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が持つ交通の利便性、豊かなみどり、コストパフォーマンスなどの特

性に加え、当市の進める「まちの価値・ひとの活力・くらしの質の向

上を目指したまちづくり」の取り組みが住宅を取得しようとしている

方々にご評価いただいた証左と言えます。 

２年連続のランクインを糧に、今後も豊かな緑を守りつつ、東村山

駅周辺をはじめ、久米川駅周辺、秋津・新秋津駅周辺の中心核、そし

て市民スポーツセンター周辺の魅力創造核などの拠点並びに道路ネ

ットワーク整備をしっかりと前に進めながら、合わせて市民・事業者

の皆さまと共ににぎわいや交流の創出にチャレンジし、まち・ひと・

くらしとの間に持続的なまちづくりの好循環を生み出して、東村山市

の価値と魅力を高め、今後も本当に住みやすいまち・住みたいまち・

住み続けたいまちとして選ばれるよう、私は先頭に立って全力で頑張

ってまいる決意であります。 

 

○ 以上、令和５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、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１９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。 


