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○ 平成２２年３月定例市議会の開催に当たりまして、平成２

２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様のご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

○ 先月１２日に、カリブ海の島国「ハイチ」で起きたマグニ

チュード７．０の大地震では、死者が２３万人を超え、１００

万人が家を失うなど、被災者総計で３００万人との報道もされ

ております。６年前に発生した「スマトラ沖地震・インド洋大

津波」を超える規模の支援が必要との見方も示され、衛生面や

治安の悪化も心配される中、現在、各国の救援チームが必死の

救援活動を行っているのは議員各位ご案内のとおりであります。 

一日も早い復興を願うとともに、被害に遭われた方々にお見

舞い申し上げ、犠牲になられた方々のご冥福を心よりお祈り申

し上げます。 

当市といたしましても、発生が予想される大地震や近年頻発

する集中豪雨などの自然災害の被害を最小限にくい止めるため

に、雨水の地下浸透の推進や学校の耐震化などを進めるととも

に、消防署並びに消防団等関係機関との連携を図り、災害に強

いまちづくりを進めてまいる所存であります。 

本年は、ボランティア元年とも言われております「阪神淡路

大震災」から１５年が経過いたしました。平成７年１月１７日

の朝、テレビに映し出された惨状は、今でも生々しく思い出さ

れますが、その中で、全国から駆けつけたボランティアの姿は、

やがて、ナホトカ号重油流出事故の海岸清掃作業、あるいは特

定非営利活動促進法の成立などへと結実してまいりました。 

近年、少子・高齢化の急速な進展やライフスタイルの多様化
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などにより、社会構造が大きく変化し、人が本来持っている「助

け合う」という共助の精神が希薄化しているとも言われており

ます。万が一の災害時には「自らの身の安全は、自ら守る」と

いった自助、お互い「助け合う」という共助、そして行政の力

による公助がかみ合ってこそ、犠牲を最小限にくい止めること

ができると言われております。 

今も、市内の自治会など、地域住民の方には様々な防災活動

にご尽力いただいておりますが、いざという時に、より迅速で

スムーズな行動をとるためには、あらゆる分野の地域住民や事

業所、行政などが日頃から顔の見える関係を築き、協力し合っ

て、様々な地域的課題に取り組める社会を築くことが大変重要

なことであります。 

現在、市内の各自治会には地域コミュニティの一つとして、

実に多様な地域課題に取り組んでいただき、重要な役割を担っ

ていただいております。しかし、当市の自治会はここ数年、単

身世帯の増加なども影響して、加入率が減少傾向にあり、また、

高齢化や核家族化による活動の低迷等、様々な課題を抱えてい

る状況もあります。そこで、こうした自治会の抱える問題の活

動のヒントとなるような情報提供、情報交換を行い、自治会活

性化の方策を市と共に考える場として、今月６日に「自治会フ

ォーラム」を開催させていただいたところであります。 

議員の皆様には、ご多忙の中、多数ご参加いただき、この場

をお借りして厚くお礼申し上げます。 

今、当市を取り巻く環境は、厳しい財政状況をはじめ大変多

くの課題はございますが、こうした厳しい状況の今だからこそ、

議会や行政、市民の皆さん、そして、当市に関係する組織や団
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体が、ともに知恵と力を出し合い、協力し合って、東村山市の

次の時代を切り開いていく、「みんなで創る、みんなの東村山」

を、さらに確かなものとしてまいりたいと考えているところで

ございます。  
何とぞ議員各位、そして市民の皆さんのご理解をいただきま

すよう心よりお願い申し上げます。  
○ はじめに、第４次総合計画策定の取り組みについて申し上

げます。 

２１年度の取り組みといたしましては、総合計画審議会にお

きまして、１０年後の東村山の目指すべきまちの、あるべき姿

「将来都市像」と、その将来都市像の実現に向け、まちづくり

の目標である「基本目標」につきまして、ご審議いただいたと

ころでございます。これら「将来都市像」並びに「基本目標」

につきましては、市民ワークショップ「東村山の未来を考える

市民会議」からご提出いただいた「市への提言」や市民アンケ

ートなど、多くの市民の皆さんからの貴重なご意見を、一つひ

とつ積み上げて作成されたところであります。 

特に将来都市像につきましては、第３次総合計画に掲げる「緑

あふれ、くらし輝く都市」に代わる新たな将来都市像として、

「東村山らしさが表されているか」、「今後１０年間にわたり東

村山市が大事にしていかなければならない価値や理念といった

ものが表現されているか」、「言葉に広がりがあり、多くの市民

の皆さんと想いを共有できるか」などに着目しながら、昨年の

１２月１８日と本年１月２５日の２回にわたり熱心にご審議い

ただき、「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東

村山」に決定いただいたところであります。  
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この将来都市像は、一つひとつの音が独立しながらも出あい、

重なり、響きあうことで、素晴らしいハーモニーを生み出すよ

うに、多様な市民が生きいきと個性を発揮しながら、社会的に

孤立することなく、互いにつながり、支え合うことで新たなも

のを生み出す、協働・協和のまちづくりを進めるとともに、最

大の東村山らしさである、水やみどりなど自然環境と都市機能

とが調和する東村山らしいまちづくりを推進し、市民一人ひと

りが安全と安心を享受し、このまちでくらすことで、より豊か

な人生を歩み、笑顔に象徴される、元気や活力、喜びや誇り、

そして希望を持つことができる東村山を目指す、という決意が

込められたビジョンだと認識しております。今後、このビジョ

ンに基づき総合計画の策定を進めるとともに、私自身も「響き

あい」と「笑顔」を常に念頭におきながら市政を推進してまい

りたいと考えております。 

具体的な施策につきましては、基本計画、実施計画に委ねら

れることになりますが、本市が歩み出そうとしている新たな 

１０年間の方向性が、少しずつではありますが、具体的になっ

てきているという実感がしております。 

また、第４次総合計画の策定過程について市民の皆様に広く

周知させていただくとともに、今後１０年間における本市の取

り組みについて、市民の皆さんから広くご意見をお聞きするこ

とを目的として、２月８日から１８日にかけて１３町すべての

町におきまして、「地域フォーラム」を開催するとともに、この

フォーラムの集大成として、「全市フォーラム」を２月１９日に

中央公民館ホールにて開催いたしました。 

市民の皆さんからは、東村山市に対する熱い想いを伺うこと
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ができたところであり、ご参加いただきました市民の皆さん、

そして議員各位に対しまして、この場をお借りして感謝申し上

げる次第であります。 

総合計画策定に係る今後の取り組みでございますが、平成２

２年度の早い時期に、基本構想につきまして総合計画審議会よ

り答申をいただき、パブリックコメントを実施し、９月には「東

村山市第４次総合計画基本構想（案）」として議会に上程させて

いただき、ご審議いただく予定でございます。 

○ 次に、行財政改革の取り組みについて申し上げます。 

２１年度の行革の取り組みとしては、第３次行革大綱・後期

実施計画項目を着実に推進していくことに加え、主として市職

員が担うべき業務範囲の考え方について議論を進めてまいりま

した。 

基本的な市の方針を議論する一方、具体的な所管の検討事例

として、４つの公の施設と、市民サービスに直接的には影響を

及ぼさない２つの間接部門に焦点を絞り、市職員で担う業務範

囲や、民間に託せる部分などの検討を、所管部署と事業点検部

会が共同して行ってまいりました。その具体的な成果として、

図書館における正職員と嘱託職員の職員体制の見直しを行うな

ど、２２年度予算案に折り込めるものについては反映させたと

ころでございます。 

２２年度におきましては、対象職場をさらに拡大し、展開を

図ってまいりたいと考えているところであります。 

また、第４次行財政改革大綱の策定に向けた取り組みについ

てですが、昨年１０月に行財政改革審議会へ諮問を行った後、

審議会委員による自主的な勉強会が開催されるなど本格的な審
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議が始まりました。 

今後審議会において、如何に財政を健全化していくか、如何

に市民との協働による自治を構築していくか、また、如何によ

り一層市民に信頼される市役所の実現を目指していくか、とい

った様々な視点でご審議いただき、夏頃を目途に答申をいただ

く予定であります。 

○ 次に職員定数の適正化について申し上げます。 

職員定数の適正化については、平成１８年３月に策定された

第３次東村山市行財政改革大綱において、平成２２年度までの

５ヵ年で９０人以上の削減を数値目標として掲げ、取り組んで

まいりました。 

平成２２年度は、第３次行財政改革大綱における最終年度と

なりますが、平成１８年度から平成２１年度までの４ヵ年の取

り組みにおいて、数値目標を上回る１００名以上の削減を達成

したところであります。 

定数適正化に向けての取り組みにあたっては、今後の大量退

職時代を見据え、定年退職者不補充方針を基本に新規採用の抑

制など、業務の効率化を図るべく、より効果的な職員配置によ

る内部努力に努めるとともに、市民課窓口業務及び現業業務の

委託化や図書館・公民館における職員体制の見直しなど業務執

行体制の改革を進め、定数適正化に努めてまいりました。 

平成２２年度においては、事務事業に見合った職員配置を基

本としながら、第３次行財政改革大綱の最終年度として、更な

る定数適正化の具現化に向け、取り組んでまいる所存でござい

ます。 

○ 次に、新年度予算をはじめ、財政状況について申し上げま
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す。 

ご案内のとおり、平成２２年度は、一昨年のリーマンショッ

ク、昨年のドバイショックによる世界的経済不況の影響による

税収の大幅な落ち込みや、政権交代により国等の動きが大きく

様変わりした関係で、かつてない、厳しく難しい予算編成を強

いられたところでございます。 

○ この新年度予算を中心に何点か申し上げます。 

まず、新年度予算に大きな影響のありました国・都の平成２

２年度予算案及び地方財政対策について申し上げます。 

○ はじめに、国の平成２２年度当初予算ですが、一般会計総

額は９２兆２千９９２億円と過去最大の規模となっております。 

 歳入のうち、税収は、景気情勢の影響を受け、前年度比約１

８．９パーセントと大幅減の３７兆３千９６０億円にとどまり、

当初予算としては、２５年ぶりに４０兆円を割り込んでおりま

す。一方、国債発行額は、前年度額を大幅に上回る過去最大の

４４兆３千３０億円となり、当初予算段階としては、戦後初め

て国債発行額が税収を上回ることとなりました。 

 歳出につきましては、子ども手当を始め、新政権のマニュフ

ェストを意識した新規事業が多数盛り込まれた内容となってお

り、政策的経費に充てる一般歳出が対前年度比３．３パーセン

ト増の５３兆４千５４２億円と、過去最大の額となっておりま

す。 

また、地方財源となる地方交付税交付金等については、前年

度比５．５パーセント、９千４４億円増の１７兆４千７７７億

円とし、更に、地方交付税の出口ベースでは、前年度より６．

８パーセント、１兆７３３億円増の１６兆８千９３５億円とな
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っております。昨今の厳しい社会経済情勢に鑑み、地方財政に

一定の配慮がなされたものと考えるところでございます。 

○ 次に東京都の平成２２年度当初予算案ですが、一般会計の

総額は、前年度比５．１パーセント、３千３４０億円減の、６

兆２千６４０億円で２年連続の減となっております。 

 歳入では、昨今の経済情勢を反映し、都税収入が１２．７パ

ーセント、６千６３億円減の４兆１千５１４億円と、２年連続

の大幅な減であり、大変厳しいものとなっております。 

 一方、歳出では、大幅な税収減に対応するため、総額は前年

度を下回る額に抑制するものの、政策的な経費である一般歳出

は、前年度比１．９パーセント、８６７億円増の４兆６千２８

９億円と、５年連続の増となっております。 

 なお、復活予算につきましては、東京都市長会の強い要望を

受け入れ、２００億円の復活予算のうち、４０億６千万円が市

町村総合交付金などの区市町村の振興経費として、増額が認め

られたところであります。 

○ 次に、平成２２年度の地方財政対策でございますが、計画

の規模は約８２兆１千２００億円で、前年度比０．５パーセン

ト、約４千３００億円の減となっております。歳入部分の一般

財源総額は、５９兆４千１０３億円と、前年度比０．６パーセ

ント、３千３１７億円の増を見込んでおります。なお、地方税

等の減収による財源不足については、前年度に引き続き、臨時

財政対策加算及び臨時財政対策債等による補てん措置を行い、

地方一般財源を確保するものとしており、先に述べましたとお

り、地方の自主財源確保に一定の配慮をしたものと考えている

ところでございます。 
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○ 次に、当市の平成２２年度予算編成について申し上げます。 

２２年度は、一昨年から続く景気低迷の影響などにより、大

変厳しい財政状況であることに加え、政権交代による国等の動

向の予測が困難であるなど、収支が厳しいだけでなく、例年以

上に財政見通しの難しい年度となりました。 

また、同時に、当市にとりましてもまちづくり、行財政運営

の締め括りの年度として、極めて重要な予算と位置づけており

ます。 

限られた財源の中、様々な行財政課題に対応するため、極め

て困難で厳しい予算編成でございましたが、私といたしまして

も、これらの行財政課題を一つひとつクリアしながら、市民の

くらしを守るべく、議員各位や各種の審議会、タウンミーティ

ングなどを通じて市民の皆さんからいただいたご意見を真摯に

受け止め、子育て支援策などを始めとして、市民の皆さんが安

心して生活できるまちづくりを目指し、予算編成を行ってきた

ところであります。 

○ それでは、一般会計予算の概要について申し上げます。 

一般会計の予算規模は、４６０億５千２７０万３千円で、前

年度対比６．６パーセント、２８億４千６２１万９千円の増と

なっております。 

 歳入・歳出の内訳等、詳細につきましては、ご提案の際ご説

明申し上げ、本予算の特徴的なことを何点か申し上げます。 

 第１に、ただいま申し上げましたように、予算規模が６．６

パーセントの増となったところですが、これは、第３次行財政

改革大綱の最終年度として、職員定数の適正化や事業点検によ

る事業の適正化などによる一般財源の圧縮に努めた一方で、子
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ども手当などの新規政策の影響や、職員の退職手当の増などの

影響によるものでございます。 

 第２に、歳入の根幹を占める市税が、低迷を続ける日本経済

の動向を反映し、前年度に比べ６億９千７３８万１千円もの減

収となるなど、極めて深刻な財政状況となる中、減収による財

源不足から行政運営に支障をきたすことのないよう、地方交付

税に算定される臨時財政対策債について、当市の発行可能見込

額である２３億１００万円を見込まざるを得ず、そのため市債

の発行額がトータルで４５億１千８１０万円と、前年度に比べ

８億１千６１２万４千円の増となったことでございます。 

 今後、臨時財政対策債などの特例債の発行に如何に歯止めを

かけるか、市税の増収ならびに一般財源ベースでの歳出の削減

と表裏一体のことですが、このことが大きな課題であると認識

しているところであります。 

 第３に、その一方、第３次総合計画の最終年度であることか

ら、例年以上に、実施計画事業の予算化に努めるとともに、学

校の耐震化など市民の安全・安心に繋がるものにつきましては、

計画を前倒しするなど、可能な限り予算化を図ったことでござ

います。 

第４に、政権交代により、財政施策を含め国等の政策方針が

大きく変わりましたが、歳入あるいは歳出において、只今申し

上げた子ども手当を始め、政権交代の影響等を可能な限り、予

算計上させていただいたことでございます。 

 第５に、特別会計の繰出金について、一般会計が危機的な状

況にあることから、特別会計での自助努力による節減を求めつ

つも、医療費等の負担が大きい国民健康保険事業特別会計や公



 

 11 

債費が増となる下水道事業特別会計を中心として、一定の予算

額を見込まざるを得なかったことでございます。 

 第６に、ポスト団塊世代の職員の定年退職がこの平成２２年

度、２３年度で最大のピークを迎えることとなり、大変厳しい

財政状況のもと、この大量退職に伴う退職金等が、著しく予算

を圧迫することのないよう、負担の均衡を図ることを目的に、

退職手当債の発行を見込まざるを得なかったことでございます。 

 第７に、職員の給与適正化や定数適正化、事業の適正化など

の行財政改革の取組みや、ただいま申し上げた退職手当債の発

行などの財源確保の努力の結果、財政調整基金の取り崩しをす

ることなく、予算編成を完了することができたことでございま

す。 

 以上、一般会計予算の特徴的なことを７点にまとめ、申し上

げました。 

○ 次に、国民健康保険事業特別会計について申し上げます。 

国民健康保険事業特別会計の予算規模は、総額１５２億９千

４７８万７千円で、前年度対比１３億１千８１７万１千円、 

７．９％の減となっております。これは、共同事業拠出金の

大幅な減によるものと、前年度の医療費の伸びが低かったこと

によるものであります。 

歳入では、国保税賦課限度額の改定による増額を計上し、 

歳出では、保険給付費、後期高齢者医療支援金、介護納付金の

ほか、特定健診・特定保健指導にかかわる費用を盛り込んだも

のであります。 

○ 次に、後期高齢者医療特別会計について申し上げます。 

後期高齢者医療特別会計の予算規模は、２４億５千４５４万
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３千円で、前年度対比１億２千６６１万８千円、５．４％の増

となっております。このうち保険料収入は１１億３８１万４千

円であります。 

○ 次に、介護保険事業特別会計について申し上げます。 

介護保険事業特別会計は、２２年度は第４期介護保険事業計

画３年間の２年度目となりますが、保険給付費７６億３千６１

８万２千円に地域支援事業費２億３２７万４千円及び総務費等

を加えた総額８１億１９１万３千円の予算規模を予定していま

す。前年度に対して、４億２千４２９万３千円、５．５％の増

となっております。 

○ 次に、下水道事業特別会計について申し上げます。 

下水道事業特別会計は、汚水事業では都道拡幅に伴う管渠布

設替工事、東村山３・４・１１号線の整備に伴う汚水管布設工

事の実施、雨水事業では雨水事業計画認可変更などが主な支出

となり、また、元利償還金が４億２千４７４万円増になったこ

となどにより予算規模は前年度より３億１千５３３万円、７．

７％増の４４億１千４８０万２千円となっております。 

○ それでは、２２年度の市政運営の方針と、予算に盛り込ま

れました主要施策について、第３次総合計画の基本目標に沿っ

て申し上げます。 

○  まず、１つ目の基本目標「東村山の風土を守り、つくり育

てるまち」であります。 

○ はじめに、「豊かな緑とゆとりのあるまち」について、申し

上げます。 

 貴重な自然環境を守り・つくり・育て、次世代に伝えること

は、地球温暖化現象や異常気象の抑制など、いまや地球規模で
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の取り組みが必要となっております。 

 これまでも「緑の基本計画」に基づき、市民とのパートナー

シップのもと、みどりの保全と育成など数々の施策を展開して

まいりました。２１年度におきましては、民設公園「萩山四季

の森公園」の公開や、多くの市民に親しまれている菖蒲田、北

山公園の一部ではありますが、用地取得や公園整備を手がけて

まいりました。今後も年度計画に基づき毎年少しずつではあり

ますが、平成２７年度までの予定で、優先整備公園として、地

権者のご理解とご協力を得、公有地化を図り水辺空間の整備を

図っていく予定であります。また、現在、新たな「緑の基本計

画」を平成２２年度に策定すべく取り組んでいるところでござ

います。 

貴重な自然を守り、つくり、育てることを念頭に置き、関係

する方々の様々なご意見をいただきながら「東村山らしい景観」

の実現に向け積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

○ 次に、東村山市民設公園取得基金条例（案）について申し

上げます。 

 ご案内のとおり、萩山テニスコート跡地の「民設公園」事業

については、東京都民設公園制度の認定を得て、民間事業者に

より事業化され、平成２１年１０月４日に民設公園「萩山四季

の森公園」として開設されております。  

この民設公園制度は、民間の資金を活用することにより、公

園整備について早期に公園的空間として整備し開設する制度で

あり、東京都で第１号の民設公園として導入いたしております。 

開設から３５年以上経過し、集合住宅の建替えの必要が生じ

た場合は、事業者が市に対し都市計画公園の事業化を要請でき、
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市は民設公園取得の都市計画事業化をするようになっておりま

す。 

民設公園の都市計画事業化に伴い、民設公園開設から３５年

以降に、取得することとなった場合の資金を積み立てることを

目的とした、新たな公園整備手法として東村山市民設公園取得

基金条例（案）を今回、創設させていただくものであります。 

○ 次に、「環境を支える農のあるまち」について申し上げます。 

 農地は安全・安心な農作物を提供する生産基盤であるととも

に、貴重な緑や防災上の空間地などの多面的な機能を有し、重

要な役割を担っています。しかし、年々相続等により減少傾向

にあり、農地の保全は大きな課題であります。 

新政権の農業振興策はまだ全容が明らかではありませんが、

引き続き、都内３８自治体で構成する都市農地保全推進自治体

協議会において、都市農地保全のための関係法令の整備や、相

続税納税猶予制度の維持について国に求めてまいります。 

また、２２年度は東京都の「都市農業経営パワーアップ事業

補助金」を活用し、都市の有利性を活かした農業経営の強化を

推進するとともに、当市独自に認定農業者に対する支援制度を

立ち上げるなど、農業振興に努めてまいります。また、平成１

３年度に策定しました農業振興計画が、１０年を経過いたしま

すので、新たな計画の策定を予定しているところであります。 

○ 次に、「やさしいライフスタイルをつくるまち」について申

し上げます。 

先般、環境基本計画の推進を確保するために欠かせない、 

１０２の施策についての点検・評価を実施し、環境報告書とし

てまとめ公表いたしました。エコオフィスプランの策定、実行
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にとどまらず、クール東村山コンテストなど市民の皆さんへ向

け、生活様式にかかわる問題提起をさせていただいたところで

あります。 

 また、現在、新たな「環境基本計画」を平成２２年度策定に

向け取り組んでいるところであり、目指す環境像への一層の推

進を図るべく市民の皆さん、事業者、環境団体等のパートナー

シップの構築を目指し取り組んでまいりたいと考えております。 

○ 次に、一般廃棄物処理基本計画について申し上げます。 

現在の一般廃棄物処理基本計画の期間は、平成１８年度から

平成２２年度までの５ケ年でありますので、平成２２年度にお

きまして、新たな基本計画の策定を予定しております。 

策定に当りましては、「廃棄物減量等推進審議会」の諮問に

先立って、本年１月から３月までの間、ごみ処理の方法に関し

市民の皆さんからご意見を伺うため、意見交換会を６回程開催

させていただく予定であります。 

そのご意見や趣旨等も参考にさせていただき、リデュース、

リユース、リサイクルの３Ｒをさらに推進し、持続可能な資源

利用と、安定した中間処理施設の機能充実を図る新たな計画づ

くりをスタートさせてまいりたいと考えております。 

○ 次に、ごみ焼却施設延命化改修工事について申し上げま 

す。 

９月定例会の所信表明で申し上げましたが、延命化改修工事

につきましては、循環型社会形成推進交付金に「長寿命化工事

支援」のメニューが追加されたことにより、この交付金の対象

となる可能性が生じましたことから、工事の一年繰延べを判断

させていただきました。 
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この交付金要綱の決定は、当初の予定では昨年の１２月末頃

でありましたが、政権が代わったこともあり、まだ要綱自体が

決定されていない状況であります。 

安全で円滑なごみ焼却処理を日常的に行っていくために、２

２年度から２ケ年で延命化改修工事を行うべく、当初予算の歳

出に事業化予算を計上させていただきましたが、交付金につき

ましては、只今申し上げました事情から歳入での計上はいたし

ておりません。 

今後は、引き続き交付金の獲得に向け、全力を尽くしてまい

りますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

○ 次に、リサイクルセンター整備基本計画について申し上げ

ます。 

整備基本計画につきましては、周辺自治会を中心とした「検

討会」を昨年１１月に発足し、既に６回開催させていただき、

年度内にあと２回の開催を予定しております。私も、できる限

り出席させていただき、ご意見を伺ってまいりましたが、その

ご意見や検討経緯などを踏まえまして、充実した基本計画の推

進をさらに図ってまいりたいと考えております。 

具体的には、建設の準備として、平成２２年度中に環境影響

調査と土壌汚染調査を予定しております。 

市議会におかれましても、秋水園リサイクルセンター計画に

関する調査特別委員会を設置いただきましたので、積極的なご

議論・ご検証と共に、リサイクルセンター整備に向けまして、

ご指導を賜りたいと存じます。 

○ 次に、基本目標の２「これからも住み続けたい快適なま 

ち」の推進であります。 
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〇 はじめに、「くらしを結ぶネットワークが整ったまち」 

について申し上げます。 

まず、市施工によります、都市計画道路３・４・２７号東村

山駅秋津線でありますが、昨年の７月１３日に事業認可をいた

だき、現在、用地取得等の事業を進めているところであります。 

全体の事業概要といたしましては、事業延長約７３５ｍ・道路

幅員１６ｍで、総事業費約３２億円を予定しております。 

○ 次に、都市計画道路３・４・５号久留米東村山線でありま

すが、東京都との新みちづくり・まちづくりパートナー事業と

して、昨年より現況測量等の作業に入っており、２２年度は用

地測量を実施し、一部用地の取得を予定しております。全体の

事業概要といたしましては、事業延長約６４０ｍ・道路幅員１

６ｍで、総事業費約５２億円を予定しております。 

○ 次に、懸案でありましたコミニティバス諏訪町循環の東村

山駅西口乗り入れについてでありますが、これまで警視庁をは

じめとする関係者との協議を進め、この程協定が整ったところ

でございます。 

これまで、関係者並びに地域住民の皆さんには、大変ご不便

をおかけしてまいりましたが、４月初旬を目途に運行できる運

びとなりましたのでご報告申し上げます。 

これにより、西口方面のコミバスの利便性が更に向上し、交

通不便地域の解消が図れるものと期待しております。 

○ 次に、「くらしの便利さと住みやすさが調和するまち」につ

いて申し上げます。 

まず、東村山駅周辺のまちづくりについて申し上げます。 

平成２０年度より検討をスタートさせました「東村山駅周辺ま
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ちづくり基本構想」につきましては、今後の駅周辺の土地利用

の方向性など、まちづくりの目標を示したものとして、この度、

策定することができました。 

この「まちづくり基本構想」では、東村山駅周辺の将来像を

『「出会い」「ふれあい」があり、ぶらぶらと歩いて楽しいまち』

としております。市民の皆さんの想いが大変詰まった、この地

域ならではの、「らしさ」がよく現れており、将来に向かっての

メッセージも込められた、大変に素晴らしい内容で策定するこ

とができました。 

この間、アンケート調査やまちづくりワークショップなどで、

多くのご意見をいただきました市民の皆さんに感謝申し上げま

すとともに、今後は、この「まちづくり基本構想」に示した考

え方に基づき、引き続き、まちづくりを推進してまいる所存で

あります。 

○ 次に、懸案となっております西口駅前広場、人工地盤の上

屋でありますが、来年度中の設置に向け、引き続き努力してま

いりたいと考えておりますが、その準備として、現在、構造計

算等の予備設計を行っているところであります。 

○ 次に、久米川駅北口駅前広場整備工事、並びに、武蔵大和

駅エレベーター設置について、その進捗状況を申し上げます。 

久米川駅北口駅前広場整備工事に合わせて西武鉄道が進め

ておりました、駅舎改修工事は、１月２９日から供用開始され

たことに伴い、駅舎の出入口が駅前広場側へ付け替えられまし

た。このことにより、広場と駅舎の動線が一定整理されるなど、

駅前広場整備工事につきましては、４月１日からの一般開放に

向け、順調に進捗している状況であります。 
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また、武蔵大和駅のエレベーター設置につきましては、現在、

東村山市、東大和市、西武鉄道の三者で協定締結の最終調整を

行っており、平成２２年度の施工に向けて取り組んでいるとこ

ろであります。 

○ 次に、「くらしを支える活力ある商工業のあるまち」につい

て申し上げます。 

２１年度は定額給付金とタイミングを合わせて実施いたし

ました、ビックドリームスタンプ事業が建設業等を含む市内３

２０店舗の参加により、推定売上額も９億円を超え、大きな効

果がございました。これをさらに全市的なスタンプ事業とする

よう、２２年度も商工会と連携して実施し、商工業の活性化に

努めてまいりたいと考えております。 

また、国の２１年度第１次補正予算、また、新政権が打ち出

した第２次補正予算に組み込まれた、地域活性化・雇用創出等

を目的とした交付金なども最大限活用しながら、より一層の地

域活性化に向け努力をしてまいる所存であります。 

○ 次に、基本目標３「明日を拓く豊かな心と創造力を育てる

まち」であります。 

〇 はじめに、「子どもたちが明日にはばたくまち」について申

し上げます。 

まず、昨年１２月「子育てするなら東村山緊急プロジェクト」

をまとめ、平成２２年度予算でさらに具体化したものも含めご

報告させていただきます。 

はじめに、保育園の待機児対策でありますが、平成２３年４

月開設に向け、本町都営住宅跡地北ブロック内に民設民営の「認

可保育園」の建設が始まります。 
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また、現在更地となっております市内青葉町の軽費老人ホー

ム「むさしの園」跡地につきまして、このたび東京都より、東

京都東村山老人ホームの建替用地として活用する利用計画が提

示されたところであります。加えて、同敷地の一部には、待機

児を多く抱える当市の現状を踏まえていただいた中で、民設民

営の保育園用地としての活用も予定されているところでありま

す。今後、平成２４年度の開設を目指し、保育園事業者の公募

等の手続きが進められるとのことであり、待機児解消へ向け期

待するところであります。 

そのほか、２２年度中に、３０名程度の認証保育所１園が開

設される予定であり、既存の市立第２保育園では、１・２歳児

枠１０名の拡大を行うこととなりました。さらに、幼稚園型の

認定子ども園１園が開始され、新たな子育て支援の選択肢に期

待するものであります。 

以上、平成２２年度は保育園の待機児対策の解消に向け、大

きな一歩を踏み出す年になるものと考えております。 

また、平成１７年度に作成した「東村山子育てレインボープ

ラン」につきましては、平成２２年度より５年間の計画となり、

昨年より児童育成計画推進部会及び計画策定作業部会や庁内で

議論を行ってまいりました。本年２月１５日からパブリックコ

メントを行い、３月末には後期計画として決定していく予定で

あります。 

○ 次に、経済支援策でありますが、２２年度より幼稚園入園

時の負担軽減を行うため新たな制度を創設し、保育園関係では、

第２子以降を認可保育園以外に通園させている保護者に対して

も、補助を創設し、負担軽減をそれぞれ行う予定であります。 
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○ 次に、公立保育園の民営化について申し上げます。  
これまで慎重に検討を進めてまいりましたが、昨年１０月、

児童育成計画推進部会に平成２４年４月をもって、当面１園を

民間へ移管したい旨お伝えし、「民間移管のガイドライン」作成

のための議論をいただきました。  
現在、これを受け東村山市としての「ガイドライン」を作成

し、３月１５日から市民の皆様に「パブリックコメント」をい

ただく予定であります。これにより４月早期には、ガイドライ

ンを確定し、その後具体的作業に入る予定であります。  
当面、平成２４年４月に１園を民間に移管してまいるもので

ありますが、予定する園といたしましては、萩山町１丁目にあ

ります「市立第２保育園」を考えております。今後の公立保育

園については、現在の子育て４エリアに最低１園は、存続して

いくものと考えております。  
これまで、東村山市の公立保育園は、保育水準等の維持・向

上の役割を果たしてきたものと考えておりますが、このたびの

移管によってもその役割は変るものではありません。移管によ

り、産みだす効果は、新たな子育て支援施策の充実に振り向け

るものであります。  
また、保護者の方への周知やご理解を十分にいただきながら

進め、保護者の方やお子さんの不安解消などにも、万全の配慮

をしてまいる所存であり、事業者選定・基準などにつきまして

も透明性・公平性に十分な配慮を行ってまいりたいと考えてお

りますので、議員各位のご理解・ご協力をお願い申し上げる次

第であります。  

○ 次に、児童クラブの運営について申し上げます。  
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大規模解消のため、この間、関係機関や保護者の方々と協議

してまいりましたが、２２年４月から、萩山・野火止・回田の

３箇所で第２児童クラブを開設する運びとなりました。また、

残る大規模箇所においても、２２年度中に青葉・化成・秋津東・

東萩山・久米川の５箇所でそれぞれ新設・増設の予算化をし、

一刻も早い解消を目指してまいりたいと考えております。 

○ 次に、子ども手当につきまして申し上げます。 

子ども手当の創設につきましては、次世代の社会を担う子ど

も１人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修

了までの児童を対象に、平成２２年度は一人につき月額１万３

千円を支給するものであります。所得制限は設けず、支給事務

の主体は市区町村となり、支払月は６月・１０月・２月であり

ます。 

また、平成２２年度は、子ども手当の一部として児童手当法

に基づく児童手当を支給する仕組みとし、従前からの児童手当

分に関しては、これまでと同様に国および事業主、都道府県、

市区町村が費用を負担する、という内容であります。 

子ども手当につきましては、恒常的な財源確保という課題は

あるものの、現下の大変深刻な社会経済状況の中では、大きな

子育て支援となるものと私自身期待しておりますが、従前の児

童手当を子ども手当の一部とみなし、地方負担を求めてきたこ

とは、当初の全額国費で賄うとの説明とくい違っており、自治

体をお預かりする立場としては、今後、全額を国庫負担で実施

するよう、東京都市長会等を通じて強く要望してまいりたいと

考えております。 

○ 次に、学校耐震化について申し上げます。 
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学校施設の耐震化につきましては、国及び東京都の補助制度

を活用するなかで平成１６年度より順次、改築及び耐震補強工

事に着手しており、２１年度末において６１．４％の耐震化率

となる状況であります。 

 児童・生徒たちの安全・安心な学校づくりの観点や災害時の

避難場所としての役割から、学校施設の耐震化は市の重要施策

と位置づけ、２２年度においては、施設の耐震度を推し量るＩ

Ｓ値０．３未満の校舎及び体育館について耐震化を完了すべく

実施してまいる所存であります。これにより２２年度末には７

２．７％の耐震化率とするものであり、学校施設におけるさら

なる教育環境の充実を図るものであります。 

なお、耐震化に関する国の来年度予算が、高校の授業料無料

化の関連で大幅に削減されるとの報道がなされていることから、

今後、国の動向を注視しつつ進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○ 次に、生涯学習の推進について申し上げます。 

「第二次東村山市子ども読書活動推進計画」でありますが、

「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づき、当市の子

ども読書活動推進に関わる総合的な計画として、第一次推進計

画を平成１７年度よりスタートしたところであります。 

計画の目的であります読書の楽しさや大切さを伝え、本に出

会うための環境を整え、多くの子どもたちが生きていく力を育

めることを願い、取り組んでまいりました。おかげさまで多く

の市民の方々のご協力により読書に関わる人の輪づくりの確実

な１歩を踏み出すことができ、感謝する次第であります。 

５ヵ年の第一次推進計画も２１年度末に終了となりますの
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で、平成２２年度から２６年度までの５年間の第二次推進計画

を策定させていただいたところであります。 

策定に当たりましては、第一次で築き上げた子どもの読書に

関心ある市民の方々と、協働の視点に立った取り組みを重要と

捉え、また、より多くの皆様からのご意見も頂きたく、市内１

００箇所におよぶ、本との出会いの場に関わる方々からの聞き

取りや、パブリックコメント等もいただき、まとめさせていた

だきました。 

第二次推進計画を着実に進めることにより、子どもたちが明

日にはばたくまちとして、子どもたちの本に出会うための環境

を整え、よりよく生きていく力を育てられるよう取り組んでま

いりたいと考えております。 

○ 次に、基本目標４「誰もが健やかに暮らせるあたたかい 

まち」であります。 

〇 はじめに、「健やかな生活を支えるまち」について申し上げ

ます。 

長年、多摩北部地域を中心に小児医療を担ってきました「清

瀬小児病院」は、平成２２年３月１日、府中市の小児総合医療

センターに移転・統合され、今後は、小児医療の拠点として、

小児の「こころ」から「 からだ」に至る高度・専門的な医療が

整備されることとなりました。 

移転後の地域の医療体制については、地域の中核病院として、

多摩北部医療センターが引き継ぎ、地域の皆さんが安心して医

療を受けられる体制を強化し、市や医師会などをはじめとした

関係機関と連携して小児医療の充実を図っていくとしておりま

すので、併せてご理解・ご協力をお願いするものであります。 



 

 25 

○ 次に、「誰もが自立して暮らせるまち」について申し上げま

す。 

長期にわたる経済及び雇用環境・状況の悪化、高齢化の進展、

離婚率の上昇等々の影響から、全国的にも当市におきましても

被保護世帯数が年々増加しています。 

生活保護制度の目的は「健康で文化的な最低限度の生活の保

障」であるとともに「自立の助長」もその目的としています。 

今後とも最後のセーフティネットとしての生活保護制度の

適正実施に努めることはもちろん、自立の助長に向けて、関係

所管・機関等と連携を深め、一人でも多くの方の自立に繋がる

よう、努めてまいります。 

○ 次に、高齢者施策について申し上げます。 

高齢者がいつまでも、住み慣れた地域で生活を送り続けるこ

とができるよう、地域全体で高齢者の生活を支えていくことが

重要であります。 

市では介護保険事業計画に基づき、多様で柔軟なサービス提

供である「地域密着型サービス」の「小規模多機能型居宅介護

施設」と「認知症対応型共同生活介護施設」の事業者公募を実

施し、平成２２年度指定予定のサービス提供事業者として、株

式会社ニチイ学館を決定したところであります。今後も事業所

の整備を推進し、高齢化に対応してまいります。 

○ 以上、基本目標に沿って申し上げてまいりましたが、平成

２２年度は、１５年間にわたりました第３次総合計画の最終年

度であるとともに、平成２３年度から始まる第４次総合計画へ

と繋いでいく、極めて重要な節目の年となるという認識のもと、

市政運営にあたってまいる所存であります。 
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○ 次に、課題の何点かについて申し上げます。 

○ はじめに、財政事情の公表について申し上げます。 

 去る１２月中旬に、当市の財政状況等を広く市民の皆さんに

お知らせする目的から、今年度におきましても、財政白書を発

行させていただきました。また、今後、新たに新地方公会計制

度による財務書類の公表を予定しております。これは、地方自

治体の自立性を高めるため、資産や負債などの行政資源の残高

や増減の状況、コストの発生状況を把握することを目的として、

発生主義・複式簿記会計を導入した連結ベースの財務書類を作

成するものであります。 

○ 次に、徴収率向上の取り組みについて申し上げます。 

平成２０年度の市税と国民健康保険税の収納率はともに２

６市中２５位と低迷しております。 

この事態を深刻に捉え、収納率向上のための基本方針の策定

を市税等収納率向上推進部会に指示し、「基本方針」を策定した

ところであります。 

 前段で過去５年間の分析と他市との関係を記載し、平成２２

年度から２６年度までの基本方針を定めるとしております。後

段では、今後の取り組みとして、現年課税分の徴収強化、滞納

繰越分の圧縮、課税客体の適確な把握、納税環境の整備等の４

本の基本方針を定めております。 

 その内容といたしましては、現年度課税分未納者に納税を促

し、新規滞納の抑制を図ること、財産調査を強化するとともに、

タイヤロック・捜索等を実施し、債権・不動産のみならず、動

産の差押えにも着手し、また、新たな換価の手段として、イン

ターネット公売の積極的な活用を図るとしております。 
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また、適正・公平な課税の観点から課税客体の適確な把握に

努めることや、納付しやすい環境づくりに努め、納期内納付の

向上を目指すこととしており、具体には日曜納税窓口の継続や、

口座振替の加入促進、納税機会の拡大としてコンビニ収納実施

を最優先事項に置き、将来的にはクレジット納付・マルチペイ

メントネットワークを視野に入れた、納税機会の拡充を検討す

るとしております。 

この基本方針のもとに、収納率を多摩２６市平均値に近づけ

るべく収納率向上対策を実施し、２２年度から２６年度の５年

間の各年度の目標数値を設定しており、市税では２０年度の９

３．９％から２６年度では９５．９％、国民健康保険税では２

０年度６５．４％から２６年度では７４．３％と定め、目標に

向け、今後なお一層の努力をしてまいりたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、収納率の向上につきましては、所

管はもとより、市をあげて取り組まなければならない大きな課

題であり、厳しい納税環境ではありますが、優先課題として取

り組んでまいりたいと考えております。  
○ 次に、本会議にご提案申し上げます議案についてであり 

ますが、先ほど申し上げました各会計の新年度予算案をはじめ、

平成２１年度補正予算案及び条例案等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、ご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、平成２２年３月定例市議会にあたりまして、予算 

案をはじめ、多くの重要案件のご審議をお願いするにあたり、

平成２２年度の市政運営の方針と当面する諸課題について、所
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信の一端を申し上げてまいりました。 

 イギリスのマーガレット・サッチャー氏は「明るい未来は自

ら構想できなければ、決して明るい未来は来ない」と述べてお

ります。今、当市を取り巻く環境は、依然として厳しい状況で

ありますが、東村山の明るい未来を創るため、今何をすべきか、

また、今後何をしていくべきか、議員各位並びに市民の皆さん

お一人お一人と、共に考え、意見を積み重ねながら、次の時代

を切り開いてまいる所存であります。 

議員各位並びに市民の皆さんの、より一層のご理解とご支援

をお願い申し上げ、ご提案いたします諸案件のご審議を賜り、

ご可決いただきますよう重ねてお願い申し上げ、私の発言を終

わります。 

 


