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○  平成２２年６月定例市議会の開催にあたりまして、

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。  

〇   はじめに、本年３月２６日に、宮崎県都農町
つ の ち ょ う

におい

て、国内１０年ぶりに発生が疑われ、４月２０日に確認・

公表されました家畜伝染病「口蹄疫」の感染被害であり

ますが、５月１８日に東国原宮崎県知事による「非常事

態宣言」がなされ、以降２週間を経過する現在もなお、

同県を中心に拡大し、九州地方南部のみならず、日本全

国に大きな緊張と不安をもたらしておりますことは、連

日の報道により既にご案内のとおりであります。  

最終的な殺処分数は、過去最悪の２８万頭にのぼると

の報道もされており、このような未曾有の感染被害に見

舞われた地域のみなさまの精神的不安や経済的打撃は計

り知れないものであり、そのご心痛に対しまして、心よ

りお見舞い申し上げます。  

この度の「口蹄疫」の問題では、所管省庁である農水

省の感染拡大に対する予防や対応についての危機管理の

甘さ、とりわけトップである赤松大臣の海外出張に伴う

「初動体制」の遅れを指摘する報道もされているところ

であります。  

緊急事態というものは予期せずに襲ってまいります。

突然起こることは、前兆もなければ本当に危機なのかど

うかの判断に迷う場合もあると考えられます。しかし、

判然としないときにも、速やかに情報が組織のトップに

伝わり、トップは果断に状況を判断し、迅速な処置を講



ずることが重要であり、初動が早ければ早いほど、危機

に際しての被害は最小限に食い止められ、危機に対して

は、常に最悪の事態を想定して対処するべきであると考

えるところであります。  

 

私も市長に就任して以来、財政危機をはじめとして幾

度となく危機に遭遇してまいりましたが、その都度、で

きる限りの情報収集を図り、危機の全体像の把握に努め、

問題を先送りすることなく果断に対策を打ち出し、対応

してきたところであります。  

昨年の新型インフルエンザでは、幸いに大きな影響を

出すことなく経過いたしましたが、即座に庁内連絡会並

びに対策本部を設置し、強毒性のインフルエンザに備え

たのは記憶に新しいところであります。今後も、今回の

「口蹄疫」問題を教訓とし、行政のトップとして危機を

読み取る鋭敏な感覚と、的確な状況判断ができる力を養

うとともに、市役所の組織としての危機管理能力を高め

てまいる所存であります。  

また、災害に対する危機管理の一環といたしまして、

毎年実施してまいりました夜間震災訓練を、今年度より

「地域防災訓練」と名称を変更し、７月２４日の土曜日

に萩山小学校で実施する予定であります。  

夜間震災訓練は、平成１０年から避難誘導や避難所開

設訓練を中心に、市で作成したプログラムにより実施し

てまいりました。しかし、向こう３０年間に７割の確率

で発生するとされる首都直下型の大地震の際、最初に必

要となるのは、「自分たちの住んでいる地域は自分たちで

守る」という自助・共助の精神であり、地域の皆さんに



よる安否確認や救出救護活動、さらには避難誘導活動で

あります。  

そのため、行政主体の訓練から、地域の皆さんが中心

となって計画・実行する地域の実情に即した「地域防災

訓練」に切替え、市民相互の連携強化を図ってまいりた

いと考えております。  

また、これに関連し、このたび震災時の避難の際に役

立つ防災情報と、洪水ハザードマップを両面に載せた新

しい防災マップを、携帯しやすい折りたたみ式で作成い

たしました。洪水ハザードマップは、過去の浸水履歴と

東京都のシミュレーションによる浸水想定図が記載され

ています。  

今後、総合震災訓練のお知らせをいたします市報８月

１５日号とともに、８月中には全戸配付し、市民の皆さ

んの防災意識の高揚と減災対策の一つにしたいと考えて

おります。  

 

○   さて、国政に目を向けますと、平成２１年９月に発

足いたしました鳩山政権も、内閣成立以来９か月を経過

しようとしており、現在、経済対策、外交問題、行政改

革その他の諸課題に対するさまざまな取り組みが進めら

れております。  

特に、行政改革につきましては、官僚依存を排し、「政

治家自らが汗をかき、最終的な結論、意思、政策に関し

て政治家が責任を取る」という「政治主導」を提唱し、

とりわけ、「地域主権の確立」につきましては、現内閣に

おける最重要課題となっており、「改革の一丁目一番地」

と言われていることはご案内のとおりであります。  



地域主権改革の取り組みとしましては、昨年１１月１

７日の閣議決定により、内閣府に地域主権戦略会議が設

置され、「義務付け・枠付けの見直し」、「基礎自治体への

権限移譲」、「ひも付き補助金の一括交付金化」、「出先機

関の抜本的改革」を４つの柱に、フェーズ I として、本

年６月までに推進体制の確立から「地域主権戦略大綱」

を策定し、フェーズ II として、平成２４年夏までに大綱

の実現と「地域主権推進基本法」の制定を行う予定とし

ております。  

さらに、地域主権改革の推進にあたっては、国は、地

方公共団体の自主性・自立性を阻害することのないよう

努め、地方公共団体の代表者から現場の実態と感覚とを

聴取し、国と地方の適切な役割分担の実現に取り組むと

しております。  

こうしたことから、本国会におきまして、「地域主権改

革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」、

「国と地方の協議の場に関する法律案」、「地方自治法の

一部を改正する法律案」の、いわゆる地域主権改革３法

案が、去る４月２８日に参議院で可決され、衆議院での

採決を待つという状況にあることは、ご案内のとおりで

あります。  

この地域主権改革３法案が成立いたしますと、基礎自

治体のひとつであります東村山市にとりましても、様々

な事務事業に極めて大きな影響が及ぼされることが想定

されるところであり、現在、庁内各課の事務事業におき

まして、これらの法改正により、どのような影響が生じ

るか、また、どのような対応が必要となるかということ

につきまして、調査検討を進めているところであります。 



おそらく、これまで法律によって義務付けられ、行っ

てきた事務事業の、法の義務付けが廃止されることに伴

い、私たち基礎自治体が行う事務事業の根拠を自ら条例

等で明確にしていく必要が生じてくるものと思われます。 

いずれにいたしましても、７月に行われる参議院選挙

でも、今後の日本の国のかたちを築く上で、地域主権・

地方分権は争点の一つであり、明治以来の中央集権シス

テムによって築かれてきた現在の地方制度が、今後、国

と地方の関係が大きく見直される中で、地方自治の仕組

みを、新たに、自ら構築するという大きな転換期を、今、

まさに迎えようとしているのであります。  

東村山市におきましても、新たな自治のしくみをつく

っていくため、議員各位並びに市民の皆さんとともに、

更に一歩前に踏み出してまいりたいと考えております。  

 

○  本年度は、市民部に市民協働課を設置し、新たな自治

の核となる市民参加と協働の仕組みづくりとその推進を

実現する取り組みを開始いたしました。  

市民参加、市民協働は、私が市長選挙時に掲げたマニ

フェストのひとつであり、自分たちのまちを自分たちで

創っていくという自治体経営として欠かすことのできな

い重要課題であります。  

この間、私は常に市民参加・市民協働を念頭において

市政運営に取り組んでまいりました。昨年の総合計画に

おける市民ワークショップをはじめ、現在まで各所管で

多様な協働の取り組みが行われております。協働の実態

把握及び内容精査を実施し、この調査結果をもとに今後

の市民協働に関する庁内の共有化を図り、合わせて市民



意識の共有化も図っていければと考えております。  

 

○   また、去る３月定例会におきまして、おそらくは全

国で初めてとなる『東村山市の「（仮称）自治基本条例」

をみんなで考えるための手続きに関する条例』をご可決

いただきましたが、本年度は、この手続き条例に基づき、

「東村山市自治基本条例市民参画推進審議会」を設置し、

審議を開始してまいります。  

明治大学政治経済学部教授の牛山久仁彦氏をはじめ、

学識経験者６名と市民４名の１０名の委員の方の内諾も

いただき、今後、６月末を目途に第１回目の審議会を開

催し、自治基本条例策定の是非や、検討における市民参

画及び協働の方策につきまして、また、私たちのまち東

村山の自治のあり方等につきましてご審議いただき、本

年度末には、当市における自治基本条例策定の方向性を

お示ししてまいりたいと考えております。  

 

〇   とりわけ本年度は、平成８年度から取り組んでまい

りました第３次総合計画並びに第３次行財政改革大綱の

最終年度であり、総仕上げの年であります。同時に、第

４次総合計画並びに第４次行財政改革大綱と、今後１０

年間を見据えた市政の重要な方針と計画を策定する年で

もあり、大きな節目にあたっております。  

また、私の市長としての任期の最終年度でもあります

が、市長就任以来これまで、私の掲げる「改革！そして、

未来に向けたまちづくり」の理念に、議員各位並びに市

民の皆さんのご理解とご協力を賜り、「市民本位の市政運

営と市民サービスの向上」「持続的成長を見据えた安全と



安心、そして活力と魅力あるまちづくり」「市民参加・協

働による地域の活性化と新たな自治の仕組みづくり」「職

員と一丸となっての行財政改革と財政健全化の推進」を

大きな柱として果敢に取り組んでまいりました。  

おかげさまをもちまして、平成２１年度決算におきま

しても、２０年度同様、実質単年度収支が黒字決算で迎

えることができる見込みであります。  

本年度も、なお一層、議会、そして市民の皆さんとと

もに、市政運営や東村山の自治のあり方を考える機会を

重ねるよう努力してまいる所存でおります。  

議員各位におかれましては、行財政全般を通して、引

き続きご指導ご協力を賜りますよう、心からお願い申し

上げるところであります。  

 

○  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。  

第４次総合計画策定方針に基づき、昨年度は、市民ワ

ークショップ「東村山の未来を考える市民会議」や市民

フォーラムの開催を通じ、より多くの市民の皆さんの声

を総合計画に反映させるべく取り組んでまいりました。  

また、総合計画審議会におきましては、これら市民の

皆さんからの貴重なご意見や当市を取り巻く現況など、

大所・高所から様々な分析やご審議を重ねていただき、

基本構想の答申案がまとめられ、去る４月２６日に、総

合計画審議会高山会長より第４次総合計画基本構想の答

申をお受けしたところであります。  

この基本構想の答申の主な内容でありますが、１０年

後の東村山のあるべきまちの姿を現す「将来都市像」を



「人と人  人とみどりが響きあい  笑顔あふれる  東村

山」と掲げ、その実現に向けた「基本目標」、その骨格と

なる「施策大綱」、今後１０年間の市政運営の原則となる、

基本的な考え方を定めた「基本姿勢」が掲げられており

ます。  

この答申をもとに、庁内の総合計画策定委員会におき

まして審議を行った結果、同内容を本市の基本構想の素

案とすることと決定いたしました。  

この基本構想の素案につきましては、広く市民の皆さ

んに周知を図るとともに、ご意見をいただきたくため、

５月１日から５月２１日までの間、パブリックコメント

を実施したところであります。  

今後、このパブリックコメントで出されたご意見も踏

まえ、来たる９月定例会におきまして、「東村山市第４次

総合計画基本構想（案）」として、上程させていただき、

ご審議いただくことを予定しております。  

また、基本構想素案にある基本目標、基本姿勢に基づ

き、今後５年間に取り組むべき施策につきまして、これ

までいただいた多くのご意見を踏まえ、鋭意検討し基本

計画の策定を進めてまいる所存であります。  

 

○  次に、行財政改革の取り組みについて申し上げます。 

今年度は、第３次行財政改革大綱・後期実施計画の総

仕上げと、２３年度以降の第４次行財政改革大綱の策定

を柱として取り組みを進めております。  

はじめに、第３次行革大綱・後期実施計画の取り組み

状況についてでありますが、４月から１１４項目全てに

わたる所管部署とのヒアリングを終え、その進捗状況に



ついて現在とりまとめを行っているところであり、その

結果については、夏頃を目途にホームページ等で公表す

る予定であります。  

加えて、今年度も引き続き、庁内職員で構成する事業

点検部会を立ち上げ、公の施設と間接部門における職員

の業務範囲の見直しを始めており、２３年度当初予算及

び第４次行財政改革大綱に具体的な成果として反映でき

るよう鋭意取り組んでまいりたいと考えております。  

また、今年度の２つ目の大きな取り組みの柱となる第

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

ありますが、行財政改革審議会におきまして、現在、精

力的に審議を重ねていただいており、総合計画の市民ワ

ークショップや地域フォーラム等で、市民の皆さんから

いただいた市の行財政改革への取り組みに対する多くの

ご意見なども踏まえ、大綱の基礎となる大きな柱立ての

整理を行っていただいているところであります。  

今後、夏頃に審議会より答申をいただく予定であり、

その後大綱策定に向けての作業に移行してまいりたいと

考えております。  

 

○  次に、平成２１年度の決算見込みについて申し上げ

ます。  

平成２１年度の財政状況を振り返りますと、歳入につ

きましては、普通交付税、臨時財政対策債が増額となっ

たものの、昨今の世界的経済不況の影響による景気の後

退を受け、個人・法人市民税を中心とした市税の落ち込

みや、税関連交付金などの税外収入の多くについて、落

ち込みが見られたところであります。  



一方、歳出につきましては、生活保護費の増、国民健

康保険を始めとした繰出金の増、２０年度に引き続く職

員の退職金の影響などにより、大変厳しい財政運営を強

いられました。  

また、定額給付金事業や地域活性化・経済危機対策臨

時交付金事業を始め、国の経済対策に伴う多くの事業を

実施させていただいたことに加え、政権交代に伴う影響

などもあり、財政運営上、これら国の政策の大きなうね

りに迅速な対応を迫られた年度でもありました。  

このような中、当市といたしましても、これら国の経

済対策の活用を含め、国都の補助金等の財源確保に努め

るとともに、市税の徴収対策についても、景気低迷によ

る徴収環境の悪化の影響を最小限にとどめるように努力

するなど、あらゆる方策を講じた結果、減収補てん債な

どの起債を活用しながらではありますが、先般の３月補

正予算において、財政調整基金への積み立てを行い、そ

の拡充を図ることができました。  

利子の積み立てを除き、決算剰余金以外から財政調整

基金への積み立てを行うことができたのは、平成５年度

以来１６年ぶりのことであります。私といたしましても、

市長就任以来、市民、議会、そして、行政が一体となっ

て歯を食いしばり、血のにじむ思いで取り組んでまいり

ました行財政改革の成果が結実した一つの現れではない

かと実感しているところであります。  

決算の詳細につきましては、改めてご説明申し上げた

いと存じますが、一般会計決算につきましては、このよ

うな努力の結果に加え、東京都の市町村総合交付金が増



となったこともありまして、前年度と同様、実質収支、

実質単年度収支とも黒字が予測されるところであります。 

また、その他の会計につきましても、黒字決算を行う

べく努力してまいりました結果、おかげさまをもちまし

て、これら全会計につきまして、実質収支を黒字で迎え

る見込みとなっております。  

議員各位におかれましては、平成２１年度を通じ、行

財政運営全般にわたりご指導、ご協力をいただきました

ことを、改めて感謝申し上げる次第であります。  

 

○  次に、新地方公会計制度による財務書類４表の公表

について申し上げます。  

４月末に、地方自治体の資産や負債などの行政資源の

残高や増減の状況、コストの発生状況などを把握するこ

とを目的として、平成２０年度決算に基づく貸借対照表、

行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書

からなる財務書類を公表させていただきました。  

これは、現金主義、単式簿記によるこれまでの会計制

度に発生主義、複式簿記といった手法を取り入れること

により、自治体の財政状況等をより分かり易く開示する

とともに、中・長期的視点に立った自治体経営の強化に

資するものであると考えているところであります。  

現状では、普通会計ベースのものであることを始め、

その分析、活用、他市との比較などについて、まだ多く

の課題を残している状況ではありますが、今後、これら

の分析を進めていく中で、行財政改革の視点から資産と

負債のあり方などを整理し、市政運営に資するツールと



して活用を図ってまいりたいと期待しているところであ

ります。  

 

○  次に、指定管理者の評価の取り組みについて申し上

げます。  

当市では、平成１８年４月１日から指定管理者制度を

本格的に導入し、現在までに５つの事業で制度導入して

いるのはご案内のとおりであります。  

これらの指定管理者の評価につきましては、平成１９

年度に指定管理者制度検討会にて「制度導入に関する基

本的な考え方」をまとめ、これを基本として、昨年度ま

で担当所管内で評価システムの構築方法等の検討を行っ

てまいりました。  

現在、関係所管と評価シートの作成方法等調整を行っ

ており、今月中には評価計画や評価手法の検討を行うた

め、指定管理者評価内部検討委員会を設置する予定であ

ります。また、本年８月頃を目途に有識者で構成される

外部評価委員会を設置し、管理運営状況等について客観

的なお立場から評価・検証を行っていただくことを予定

しております。  

 

○  次に、新入職員研修等、人材育成について申し上げ

ます。  

職員定数の適正化につきましては、現段階で平成２２

年度が最終年度となります「第３次東村山市行財政改革

大綱」の数値目標を上回る１００名以上の削減を達成し

たところであります。  

一方で、平成２２年度末には定年退職者４３名が見込



まれる大量退職の時期を迎えることとなります。普通退

職を合わせると、恐らく６０名を超える退職者が見込ま

れ、平成２３年度をどのような形で迎えるかは、当市の

市政運営にとっての正念場と捉えております。現在、ど

の部分を民間委託するのか、再任用で賄っていくのか、

そして新規職員を何名採用するのか、事務引継ぎをどの

ように円滑に行うか、退職者の様々なノウハウやナレッ

ジをどう若手・中堅職員に継承していくか、等の検討を

進めているところであり、できるだけ早期に方針を決定

し、実施してまいりたいと考えております。  

４月には新たに２２名の新入職員を迎えたところであ

りますが、タウンウォッチングを採り入れるなど、正味

７日間と従来より長めの研修期間を設定し、この他にも、

「菖蒲まつり」への応援や「タウンミーティング」の見

学等、多くの研修機会を設け、当市の将来を担い得る人

材に育ててまいりたいと考えております。  

市民サービスの質は個々の職員力の集積により担保さ

れるものでありますことから、今後の大量退職に備え、

新入職員はもとより全庁的な人材育成に一層力を注いで

まいりたいと考えております。  

また、昨年度試行的に導入してまいりました目標管理

につきまして、今年度から本格実施することといたしま

した。市の目標を「市民満足度の向上」と設定し、その

達成に向け各部におきましても組織目標を定め、去る５

月１２日にその内容をホームページで公表させていただ

いたところであります。  

限られた財源、人員の中で市民満足度を上げていくた

めには、職員一人ひとりが「お客様本位」「成果重視」の



意識を持ってそれぞれの組織目標を掲げ、創意工夫しな

がら仕事を進めていくことが重要であり、これが個々の

職員の資質向上に結びついてくるものと考えております。 

これに合わせ、行財政改革大綱の実施項目の一つでも

あります「親切窓口の推進」に資するために、去る４月

２１日から２７日までの間、「接遇アンケート」を実施い

たしました。  

職員の応対や説明などに対しご意見をいただくため、

市民課など主に事務手続系の窓口１９職場で実施し、５

日間で８８３件の回答をいただいたところであります。  

今回のアンケートの結果につきましては、既に、職場

にフィードバックするとともに、市のホームページに掲

載しておりますが、今後、概ね四半期ごとに実施し、市

民満足度の経年変化を測る指標とするとともに、接遇向

上に繋がる職員の意欲向上を図ってまいりたいと考えて

おります。  

 

○  次に、市税収納について申し上げます。  

課税ベースでの減収と収納率の低下により厳しい状況

が続いておりますが、２１年度は市税収納率の向上に向

け「市税等収納率向上基本方針」を策定して、税の公平

性を担保するための取り組みに努めてまいりました。  

２１年度の差押件数は、前年度の２倍を超える 577 件

を数え、滞納者との交渉の機会を拡大して、滞納事案の

早期解決に努め、また財産調査、実態調査を行い、徴収

困難と判断する滞納税につきましては執行停止処理を行

う等、より早い年次での徴収率改善を目指しております。 

平成２２年度は、納税課内に新たに「収納対策係」を



設置するとともに、東京都主税局へ職員研修派遣を行い、

更なる徴収力の強化を図るとともに、平成２３年度に向

け、納税者の利便性の向上と収納確保を期するため、コ

ンビニ収納を導入する予定であります。市政運営におけ

る貴重な財源確保と税負担の公平性の観点から、より積

極的かつ徹底した徴収業務を進めながら、市民の皆さん

の信頼に応えるよう納税秩序の維持 ･改善に努めてまい

りたいと考えております。  

 

○  次に、本年で２２回目を迎える菖蒲まつりについて

申し上げます。  

今年は東村山駅西口の整備に伴う産業・観光案内コー

ナーの開設、北西部地域の案内標識の設置、公園内園路

の整備などによって市内外からのお客様を迎える体制が

整ってまいりました。  

今回新たな取り組みとして、５月１７日より都庁第１

本庁舎１階にあります東京観光情報センターＰＲコーナ

ーを活用して、パンフレットの配布、花菖蒲の写真パネ

ル展示や昨年度のビデオ上映等を行い、ＰＲの強化に努

めたところであります。また、「旅行読売」５月２日号や

西武鉄道のパンフレット「花さんぽ」でも取り上げてい

ただくことができました。更に、庁内におきましても、

菖蒲にちなんだ事業の取り込みやＰＲ、応援職員の増員

など、全庁をあげての取り組みを予定しており、期間中

は土曜日・日曜日を中心に新たなイベントや八国山の新

緑とともに花菖蒲の美しさに触れていただけるものと考

えております。  

 



○  次に高齢者施策について申し上げます。  

現在、第４期介護保険事業計画に基づき、高齢者の自

立のための支えの一つである「地域密着型サービス」の

「小規模多機能型居宅介護事業所」と「認知症対応型共

同生活介護事業所」の更なる整備を進めております。  

新たなサービス提供事業者である、株式会社ニチイ学

館につきましては、去る４月にサービス展開する用地所

有者と協定書を交わし、今年度末の開設を目指し、準備

を進めているところであります。  

更に、７月には平成２３年度中の開設を予定した、サ

ービス提供事業者の公募を市報及び市のホームページに

て開始する運びとなっております。  

 

○  次に、子育て施策で何点か申し上げます。  

○  はじめに、子ども手当につきまして申し上げます。  

 「平成２２年度における子ども手当の支給に関する法

律」が４月１日より施行されたことから、当市では、４

月１日より市民センターの特設会場におきまして、申請

の受付を行っているところであります。  

申請を必要としない児童手当該当者を含み、対象児童

数を約２万人と見込んでおり、５月中旬までに申請をさ

れた方々につきましては６月上旬の振込みを目指し、精

力的に事務作業を進めております。なお、５月１４日ま

でに新規及び額の改定を含め約３千１９６世帯、対象世

帯の約６割が手続きを終了しております。  

 

○  次に、次世代育成支援後期行動計画の策定につきま

して申し上げます。  



平成１６年度に策定した「東村山子育てレインボープ

ラン」につきましては、平成２２年度から２６年度まで

５ヵ年の後期計画を策定いたしました。  

策定に当たっては、児童育成計画推進部会および、部

会の中に設置された作業部会におきまして、市民委員の

皆さんに、前期計画の検証をしていただく中、様々な角

度から当市の子育て支援施策の現状と課題、取り組むべ

き施策などについて検討していただきました。また、本

計画と同時並行的に策定作業を進めている第４次総合計

画における市民ワークショップからの、子育てについて

の提言も踏まえ、計画づくりを進めてまいりました。  

おかげさまをもちまして、本年３月の児童育成計画推

進部会で計画案がまとまり、それを受け行政計画として

確定させたところであります。  

このように、本計画は多くの市民の皆さんの熱意と英

知によって策定されたものであり、厳しい財政状況の中

ではありますが、「子育てするなら東村山」を目指し、ま

た市民の皆さんの思いが詰まった本計画の実現を目指し、

更に努力してまいりたいと考えております。  

 

○  次に、子育て環境の整備について申し上げます。  

今年４月の保育園待機児童数につきましては、新カウ

ントで２０９名と大幅な増加となりました。これは、近

年の乳幼児数は、ほぼ横ばい状況にあることから、不況

による共働き世帯の増加等がその要因にあるものと考え

ております。このため、昨年とりまとめました「子育て

するなら東村山緊急プロジェクト」の着実な推進に取り

組んでいるところであります。  



現在の新設予定保育園の進捗状況ですが、平成２３年

４月開設予定の本町都営北ブロックの民設民営認可保育

園につきましては、いよいよ建設に着手するとの報告を

いただいており、定員は１００名規模を予定していると

のことであります。  

市内青葉町の軽費老人ホーム「むさしの園」跡地を活

用した、１００名規模の民設民営保育園につきましては、

過日、東京都のホームページに平成２４年４月開設に向

け、事業者の募集・説明会が行われたとのことであり、

市といたしましても待機児解消へ向け期待をしていると

ころであります。  

また、今年度、３０人規模の認証保育所１園の開設を

目指して、本日６月１日号の市報及びホームページ等で

事業者の募集を行ってまいります。  

こうした取り組みによって、保育園待機児の着実な解

消を図ってまいりたいと考えております。  

一方、待機児解消対策を含め新たな保育サービスの拡

充には、多額の財源が必要となることから、市の一般財

源の持ち出しが大きい公立保育園の運営のあり方を見直

し、そこから生み出される財源を新たな保育サービス等

の展開に充ててまいりたいと考えております。  

現在、「公立保育園の民営化ガイドライン」に沿って、

市立第２保育園の民間移管について、保護者の皆さんと

協議を進めさせていただいておりますが、保護者の方や

お子さんの不安を解消すべく、一つ一つ丁寧に課題の解

決を図ってまいりたいと考えております。  

 

○  次に、環境・建設行政について申し上げます。  



○  はじめに、ごみ焼却施設延命化改修工事について申

し上げます。  

昨年９月定例会の所信表明におきまして、循環型社会

形成推進交付金のメニューに焼却炉長寿命化工事に関す

る計画策定が追加され、交付金対象の可能性が生じまし

たことから、工事の一年繰延べの報告をさせていただき

ましたが、本年３月末に交付金要綱と基幹的設備改良マ

ニュアルが提示されたところであります。  

その内容は、ごみ焼却施設の稼動に必要なエネルギー

の消費に伴い、排出される二酸化炭素の量が３％以上削

減される場合は、交付率が１／３となるものであります。 

従いまして、現在、どの設備が交付対象となるのか、

また環境負荷低減のためのＣＯ２削減効果などについて、

第三者機関であります、社団法人全国都市清掃会議の専

門的な技術支援を受け、工事内容や見積書について適正

価格や費用対効果の検証を客観的に行い、精査をしてい

るところであります。  

こうした取り組みを踏まえまして、７月末頃までに仮

契約を行い、来たる９月定例会に工事請負契約の議案を

上程させていただく準備を進めております。  

 

○  次に、住宅用太陽光発電システム設置費補助につい

て申し上げます。  

 今年度当初予算にて、３０台分の補助を見込み予算措

置させていただいたところでありますが、発電システム

の余剰電力の買い取り価格が倍増したことなどにより申

請数が急増し、４月に申請受付を開始しましたところ、

約一月半で予算全額分の申請があり、現在も問い合わせ



が続いている状況であります。  

 地球温暖化対策は、全人類に対して速やかな対応が求

められている大きな課題でありますので、当市といたし

ましても、市民の皆さんのご要望にできる限り対応すべ

く、現在、新規募集分について補助形態も含め検討を進

め、７月頃の再募集に向け準備しているところでありま

すので、ご理解いただきたいと存じます。  

 

○  次に、東村山駅周辺のまちづくりについて申し上げ

ます。  

多くの市民の皆さんが参加され、ご意見、ご協議をい

ただきまして、今年の２月に、「東村山駅周辺まちづくり

基本構想」がまとまりました。  

現在は、この「まちづくり基本構想」に示す、鉄道沿

線のまちづくりとして、西武新宿線東村山駅付近の連続

立体交差事業の検討対象区間にある、鉄道と交差する道

路、鉄道沿いの道路、新たな東西方向の道路について、

検討を進めているところであります。  

これらは、東京都の鉄道連続立体交差事業とよく整合

を図り、考えをまとめていく必要がありますことから、

引き続き関係機関と連携し、検討を深めてまいりたいと

考えております。  

 

○  次に、東村山駅西口地区のペデストリアンデッキに

ついてでありますが、昨年の９月１日に供用開始して以

降、降雨時あるいは降雪時などの際に、施設を利用され

る市民の皆さんにご不便をおかけしております。  

供用開始以降、東京都に対して建築許可が認められる



よう、西口利用者の交通量調査の結果や公共性・公益性

の観点から上屋設置の必要性を十分に説明し協議を進め、

また、平成１９年度の建築基準法改正による新基準での

構造計算の結果におきましても上屋が設置できることが

確認されるなど、設置に向け一定の理解を受けたところ

であります。  

現在、建築許可申請の手続きを進めているところであ

り、本年度中には上屋が設置できるよう最大限の努力を

してまいりますので、ご理解いただきたいと存じます。  

 

○  次に、教育行政について何点か申し上げます。  

○  はじめに、学力の向上に関する取組みでありますが、

教育委員会では、学校、保護者、地域と教育委員会が手

を携え、子どもたちの成長を促していくことを目的に、

「共創と連携」を平成２２年度の標語としております。  

その中でも、学力の向上に向けた取組みは、一つの柱

となっており、中学校においては、土曜スクールのモデ

ル校を７月までに開校する予定でおります。  

この土曜スクールは、学校での学習活動を補完するた

め、大学院生などによる外部講師が、補修を中心として

２時間程度の学習の機会を設けるものであり、生徒たち

の学びの機会を充実させてまいりたいと考えております。 

 

○  次に、第三中学校萩山分校でありますが、平成２２

年度から、文部科学省による教育課程特例指定校の認定

を受け、全国の自立支援施設併設の学校では初めて、「自

立支援科」という教科を新設いたしました。  

この新教科は、既存の総合的な学習の時間や選択教科



で履修していた内容と、自然及び社会体験を融合させ、

情操面や課題解決の能力を高めていくことを目的として

おり、萩山分校に在籍する生徒一人一人が、生活自立と

学習面での成長を図れる取り組みを行ってまいります。  

 

○  次に、通学区域の見直しについて申し上げます。  

市立小中学校では、学級数が２０クラス以上の大規模

校と１５クラス以下の小規模校があり、格差が生じてい

る地域があることから、現在、その格差の是正を図るた

め、４地域の調整区域を検討しております。  

対象となる地域は、野火止小学校と青葉小学校、久米

川小学校と大岱小学校、第二中学校と第五中学校及び第

四中学校と第七中学校の通学区域の一部を考えておりま

す。  

それらの学校に、保護者や学校長及び評議員の方を委

員とする通学区域検討委員会を立ち上げたところであり、

地域の理解を得ながら、今後、更に検討を進めてまいり

たいと考えております。  

 

○  次に、東村山市特別支援教育推進計画について申し

上げます。  

東村山市特別支援教育推進計画は、平成１９年度から

平成２１年度を「第一次実施計画」とし、平成２２年度

から平成２４年度を「第二次実施計画」といたしました。  

平成２１年度に、東村山市特別支援教育推進計画委員

会を立ち上げ、第一次計画の検証や今後に向けて、検討

を行ったところであります。  

推進計画委員会では、支援に関する連携の必要性、施



設等の整備のあり方、通級指導学級の充実、特別支援教

育に関わる人員の配置、保護者や市民の方への啓発及び

広報活動などが検討され、報告をいただきました。  

その報告内容を踏まえ、第二次実施計画において、通

級学級の増設等を検討してまいります。  

また、その他にも教員サポーター事業の充実や身体的

理由により支援が必要な児童、生徒の保護者に対する負

担軽減策など、特別支援教育推進計画の推進を図ってい

るところであります。  

 

○  次に、市民スポーツセンター屋内プールの進捗状況

について申し上げます。  

屋内プールにつきましては、ろ過装置をはじめとした

機器設備やプールサイドの床材、プール天井硝子のシー

ル部分の老朽化など、施設各所に故障や不具合が生じて

おり、このため、施設全体の点検、工事の実施設計、改

修工事の工期などを考慮した中で、平成２１年１０月か

ら利用を休止させていただいていることは、ご案内のと

おりであります。  

本年３月末に、実施設計が完了し、改修工事費用の概

算も示されたところでありますが、総額２億３千万円を

超える莫大な額が示されたところであります。これらは

全て一般財源で対応しなければならず、開館後１０年あ

まりで２億円を超える改修費用が必要となる施設の維持

について、市民の皆さんにどのようにご理解いただくか

大変苦慮しているところであります。  

いずれにいたしましても、現在、平成２３年４月再開

を目指す中で、財源の手当ても含め改修工事のスケジュ



ール等鋭意検討を進めているところでありますので、ご

理解賜りたいと存じます。  

 

○  最後に、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、「東村山市職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例」をはじめ、条例案

等９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、平成２２年６月定例会にあたりまして、当面い

たします諸課題の何点かについて申し上げ、所信の一端

を申し述べてまいりました。  

 

国及び地方行政を取り巻く環境は、「地域主権改革」の

もとに、大きな転換期を迎えております。当市といたし

ましても、申し上げましたように行財政改革の結果、財

政調整基金への積み増しなど、相撲にたとえますと、俵

に足がかかった状態から、ようやく土俵の中央へ一歩押

し返したところであり、引き続き厳しい財政運営が続い

ております。これを乗り越え次代の東村山市を守り育て

ていくためには、市民の皆さんの参加と協働、そして、

議員各位のご理解・ご指導を賜りながら、積極果敢な計

画づくり・まちづくりを進めていかなければならないこ

とは、申し述べるまでもありません。  

本年度を、「協働元年」、東村山市の自治のあり方を市

民・議会とともに見直す年と捉え、議員各位ならびに市



民の皆さんとともに、明日の東村山へと渡る橋を掛け、

一歩一歩確実に歩みを進めてまいる所存であります。  

 

議員各位と市民の皆さんの深いご理解とご支援を賜り

ますようお願い申し上げるとともに、ご提案申し上げま

す諸案件のご審議を賜り、ご可決賜りますよう重ねてお

願い申し上げ、私の発言を終わります。  

 


