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平成２７年市議会３月定例会施政方針説明  

 

○ 平成２７年市議会３月定例会の開催にあたりまして、平成２７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、なら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。  

 

○ 先般、イスラム教スンニ派の過激派組織｢ＩＳＩＬ（アイシル）｣

による後藤
ご と う

 健二
け ん じ

さん、湯川
ゆ か わ

 遥
はる

菜
な

さんの日本人２名を人質と

した後に殺害するという大変ショッキングな事件がございました。

また、一連の交渉の過程において、今後、日本をテロの標的に

加えるとの表明もあったところです。日本は、長らく中東地域の紛争

には距離を置く姿勢をとっており、多くの日本人は中東地域の

紛争を遠いものととらえておりましたが、このたびの日本人が

被害者となる卑劣な行為に対し、大きな怒りを感じるとともに、

新たな危機への対応を考えさせられたところでございます。  

あらためて、このたび、犠牲になられたお二人に対し、衷心より

お悔やみ申し上げるとともに、関係者の皆さまに心よりお見舞い

申し上げます。卑劣なテロ行為は断じて許されるものではなく、

国内はもちろんのこと、海外においても二度とこのような事件が

繰り返されることがないことを祈るとともに、政府に対しテロ対策

に万全を期するよう求めるところでございます。  

さて、早いもので平成２３年５月に私が、市長として２期目を

就任し４年が経とうとしております。就任直前の平成２３年３月

１１日に東日本大震災が発生し、東北地方を中心に甚大な被害が
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もたらされました。幸い当市には大きな被害はございませんでしたが、

電力不足による計画停電や放射性物質の影響への対応など、未だ

かつて経験したことのない課題への迅速な対応が求められました。

その教訓として日頃の危機管理のあり方だけでなく、地域コミュニティ、

エネルギー政策、経済のあり方など、市民生活活動やそれを守る

行政の役割の変革を余儀なくされてまいりました。そのほかでも、

新たに人口減尐問題が多くの自治体で課題となり、当市においても

平成２３年７月をピークに微減傾向が続いております。人口減尐

問題は経済や税収の影響も懸念され、加えて空き家など住環境の

問題の原因ともされております。あらためて自治の活性化が、

人口動態を含め、まち全体の活性化に必要不可欠であることを

痛感したところでございます。  

この様な中、私は市長就任以来「みんなで創る  みんなの東村山」

を基本理念に市民参加と協働のもと市民の皆さまとともに果敢に

諸課題に取り組み、「人と人 人とみどりが響き合い  笑顔あふれる

東村山」の実現に向け、まちづくりに邁進してまいりました。  

まず、市民の安全・安心のまちづくりを推進するため、子ども

たちが多くの時間を過ごし災害時は市民の避難所となる小中学校

の耐震化、外壁改修工事を全校で完了し、あわせてすべての普通

教室にエアコンを設置、防災行政無線のデジタル化、放射能測定

などを行ってまいりました。  

また、安全・安心のまちづくりを推進するために新たに「環境

安全部」を創設し更なる推進を目指してきました。  

子育て分野では、認可保育所３園、分園２園を新設し、認可

保育所の定員を４１８名増、さらに認定子ども園、認証保育所、
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小規模保育所等を増設し待機児の削減に努め、幼稚園児保護者

の助成制度を拡充し「子育てするなら東村山」の実現に努め

てまいりました。  

  まちづくりのハード分野では、都市計画道３・４・２７号線、

通称「さくら通り」の整備を推進するとともに、長年の課題で

あった東村山駅周辺の連続立体交差事業を国や東京都、西武鉄道等に

働きかけ、過日着工の運びとなったところです。 

  さらに、「まちを元気に」するために地域産業活性化基金の創設、

「マルシェ久米川」の開催、観光振興連絡会を立ち上げるなど、

市内商工業・農業・観光の振興を推進し、本年度には新たな課題

である人口減尐問題に対応するため「都市マーケティング課」を

新設いたしました。  

  この間、様々な課題に対応するとともに危機に陥っていた市財政

を立て直し、将来を見据え財政基盤強化を推進するために自らの

給与・退職金の削減や職員の給与構造改革を断行し、平成１８年度

決算と平成２５年度決算比較では、市債を４８億円削減し、一時は

４億円程度となっていた財政調整基金を３７億円増やしたのを

はじめ、基金全体で５２億円の増につなげ、トータルで約１００億円

の財政効果をもたらすことができました。 

  そして、「みんなで創る  みんなの東村山」の理念を具現化する

ために、自治体版株主総会を全国の自治体に先がけて平成２３年度

から開催し、本年度４月からは「東村山市みんなで進めるまちづくり

基本条例」を施行しました。また、市長就任以来、毎月開催して

きました「市民と市長の対話集会（タウンミーティング）」も今月で

８８回を数え、対話を通じ市民の皆さまの声に真摯に耳を傾け、
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まちに対して関心や愛着を持っていただき、行政も市民もみんなで

まちを良くしようと言う気運を醸成し、自治の活性化を推進して

まいりました。 

  これらにつきましては、私一人の力ではなく、私を支えて

くれた職員の努力や市民の皆さまのご理解・ご協力、そして

何よりも議員各位の温かいご指導ご鞭撻の賜物と心より感謝

いたしている次第でございます。  

  ２期８年間は、順調にとまでは申し上げられませんが、市民の

皆さまとのお約束は概ね実現することができたものと考えております。 

この間、ご理解とご協力をいただきました議員各位、並びに

市民の皆さまにあらためてお礼を申し上げるとともに、任期も

残すところあとわずかになりましたが、ひと・まち・みどりが輝き

「笑顔あふれる東村山」に向かってさらなるバージョンアップを

進めるために邁進してまいります。  

 

○ それでは、はじめに、平成２７年度予算編成について申し上げます。 

昨年４月の消費税率８パーセントへの引き上げにより、引き上げ

前の駆け込み需要の反動減が生じ、日本経済の回復の足取りが

鈍る中、平成２７年１０月に予定されていた消費税率１０パーセント

の引き上げが先送りされ、また、衆議院の解散、総選挙により

国の新年度予算案の編成が越年になり、地方財政対策が示される

ことも遅れるという状況から、平成２７年度当初予算は、歳入歳出

ともに見通しが難しい予算編成となりました。  

このような中、１２月定例会でもご報告申し上げましたとおり、

平成２７年度当初予算は「第４次総合計画の前期基本計画の
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総仕上げと、後期基本計画に向け新たな政策の苗を植える予算」を

方針として掲げ、予算編成を進めてまいりました。  

平成２７年度につきましては、前期基本計画の総括となる年度で

あり、実施計画事業について最優先で予算措置を講じるとともに、

平成２８年度からの後期基本計画に向けた足がかりとなるよう、

ローリングを行い、現状の課題への対応を図り、また、将来都市像

の実現に向けた取り組みを進める予算とさせていただいたところで

あります。 

同時に、計画した事業を着実に推進するため、第４次行財政改革

大綱の第２次実行プログラムを着実に行うことにより、必要な

市民サービスの水準を維持するための財源確保を図るなど、持続

可能で安定した財政基盤の構築に、より一層、取り組んでまいる

所存であります。  

 

○ 次に、平成２７年度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５２９億２千７３０万３千円で、前年度

対比５．６パーセント、２８億１千９５８万４千円の増となって

おります。 

本予算の特徴的なことを何点か申し上げます。  

第１に、予算規模が前年度に引き続き過去最大の規模となって

おります。民生費、教育費、総務費の伸びが、予算規模の大幅な

増に繋がっております。  

第２に、先ほども申し上げましたとおり、第４次総合計画の

前期基本計画期間の最終年度となる平成２７年度もこれまでと同様、

毎年度ローリング方式による実施計画事業の見直しを行いながら、
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生活充実都市の実現に向けた、さまざまな事業の予算化に努めて

おります。 

主なものでは、「保育サービスの充実」として第五保育園の

耐震改修工事、いづみ愛児園の整備費助成、「教育環境の充実」

として大岱小学校特別支援学級の整備、「市民文化・生涯学習活動

の支援・充実」として中央公民館の耐震改修工事や中央図書館の

耐震診断、「適切な土地利用誘導と計画的な住環境の整備」として

住環境マネジメントの推進、「幹線道路の整備・推進」として

都市計画道路の整備や連続立体交差事業などに経営資源を重点的

に配分しております。  

第３に、歳出における民生費の増であります。２７２億５千

８７８万６千円と一般会計の予算規模同様、当初予算としては

過去最高額となり構成割合においても５１．５パーセントと高い

水準となりました。これは、障害者支援や生活保護に係る扶助費の

増や高齢化の影響による繰出金の増のほか、子ども子育て支援新制度

や生活困窮者自立支援制度に係る対応、臨時福祉給付金や子育て

世帯臨時特例給付金の給付事業の継続による影響でございます。  

第４に、特別会計への繰出金については、介護報酬が９年ぶり

のマイナス改定となりましたが、一方で、高齢化の進展による

自然増の影響があり、介護保険事業特別会計を中心として、後期

高齢者医療特別会計など、一定の額を確保せざるを得なかった

状況がございます。  

第５に、中・長期的な財政運営の観点から、退職者の第２の

ピークによる退職金が他の事業を圧迫しないよう、平成２６年度

に引き続き、平成２４年度に積み立てた職員退職手当基金の一部
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を予定どおり繰り入れ、これに対応するなど各種基金を活用した

ことでございます。  

第６に、７年ぶりの大規模な財政調整機能の出動でございます。

これまで、中・長期的な財政運営を可能とする財政基盤の構築を

目指し、行財政改革により生み出した財源を財政調整基金に積み

立ててまいりましたが、市税収入や地方交付税、地方交付税の

代替財源であります臨時財政対策債の減収を受け、この財源不足

に対応すべく、財政調整基金より３億３千７８２万７千円の取り

崩しを行った点でございます。  

続きまして、歳入について申し上げます。  

地方財政計画においては、地方税は７．１パーセントの伸び、

市町村税についても０．５パーセントの伸びが見込まれていますが、

歳入の根幹となります市税収入は、固定資産税においては、評価

替えの影響により土地の増収が見込まれる一方で、家屋は減収の

見込みであり、法人市民税については、税制改正による法人税割の

交付税原資化による影響や業績回復の鈍化傾向による減収が

見込まれ、また、市税収入の約半分を占める個人市民税について

も所得の伸びがみられず、総体として前年度比１．０パーセント、

２億５２０万６千円減の２０３億１千４２２万５千円と見込んで

おります。 

なお、収納率につきましては、引き続き、市税等収納率向上基本

方針に基づいた対策に取り組むことにより、前年度を超える収納率

を想定しているところであります。 

一方で、税連動交付金においては、特に、社会保障の財源確保の

ために８パーセントへ引き上げられた消費税率の影響が平年度化
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する地方消費税交付金は６７．７パーセント、１１億２千３００万円

の増収が見込まれる状況です。  

地方交付税は、地方財政対策において、出口ベースでは前年度比

０．８パーセントの減となっておりますが、当市の平成２６年度

の交付見込額を考慮しながら、前年度対比１．１パーセント、

４千３００万円減の３９億６千９５０万円と見込ませていただいて

おります。 

繰入金は、先ほども申し上げました職員退職手当基金からの

繰り入れや、中央公民館の耐震補強工事などで公共施設等再生基金

を活用したほか、財源不足に対応すべく、財源調整機能として

３億３千７８２万７千円の財政調整基金の取り崩しを行い、基金

総額で前年度比５億８千５６０万４千円増の１２億９千９０４万

３千円の活用としたところであります。  

市債は、前年度比１０．７パーセント、４億４千１０万円の減

となっております。建設地方債については、都市計画道路整備事業

や連続立体交差事業、中央公民館耐震等改修事業などを中心に

見込み、前年度より５．４パーセント、８千２９０万円増に、また、

特例債である臨時財政対策債については、地方財政計画における

１９．１パーセントの大幅な減や当市における平成２６年度の

発行可能額などを考慮して２０億６千８００万円と前年度より

２０．２パーセント、５億２千３００万円の大幅な減としております。  

一方、歳出でありますが、さきに申し上げました第４次総合計画

実施計画事業を中心に、これ以外についても、マイナンバー制度に

係る個人番号カード交付事業費、市議会議員・市長選挙費や国勢
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調査経費、総合教育会議経費や小学校トイレ改修工事など、必要な

経費について予算化させていただいたところであります。 

 

〇 次に、平成２７年度の各特別会計予算の概要について申し上げます。 

 はじめに、国民健康保険事業特別会計について申し上げます。  

予算規模といたしましては、総額１９３億３千４０１万６千円

で前年度対比２５億２６７万５千円、１４．９パーセントの増と

なっております。  

保険財政共同安定化事業の対象範囲の拡大により増となって

おります。歳入では、国民健康保険税をはじめ、国・都の補助金

など、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・特定保健指導等、保健事業にかかわる経費を

計上させていただいたものであります。 

 

〇 次に、介護保険事業特別会計について申し上げます。  

平成２７年度は地域包括ケア推進計画３年間の初年度となりますが、

介護保険制度改正に伴う地域支援事業の充実、費用負担の公平化の

影響を含め、歳出において保険給付費１０９億４５３万円、地域

支援事業費２億１千１６６万４千円を計上しており、予算規模は、

総額１１４億５千５８７万２千円となっております。  

 

〇 次に、後期高齢者医療特別会計について申し上げます。  

予算規模といたしましては、総額３３億３千９５９万４千円で

前年度対比１億２千２００万円、３．８パーセントの増となって

おります。歳入は保険料など、歳出は東京都後期高齢者医療広域
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連合に対する負担金等を計上させていただいたものでございます。 

 

○  次に、下水道事業特別会計について申し上げます。  

予算規模としましては、総額４３億４千１８７万７千円を計上

させていただき、前年度比で７千３６８万２千円、１．７パーセント

の増額となりました。  

汚水事業では、都市計画道路３・４・２７号線及び３・４・５号線

築造に伴う管渠布設工事など予算計上したほか、甚大な被害が

予測される大地震の発生時でも汚水管の流下能力が確保できるよう、

緊急輸送路や軌道の下に埋設された優先度の高い重要な管の耐震化

を図る「総合地震対策計画」策定を予定しております。  

また、雤水事業では、空堀川左岸第三排水区（その３）工事を

引き続き予算計上したほか、黒目川第六排水分区工事を予定して

おります。 

 

○ 次に、第４次総合計画後期基本計画の策定状況について申し上げます。 

これまでも策定の各段階において、その進捗状況についてご説明

申し上げてきたところでございますが、策定にあたりましては、

「みんなで創る、みんなの東村山」を計画策定の基本として、「的確

な現状分析」と「将来のまちづくりの意向把握」を柱とした第４次

総合計画後期基本計画策定方針に基づき、策定作業を進めている

ところでありますが、人口推計の結果、明らかになった人口減尐

傾向を踏まえれば、後期基本計画期間の最終年度である平成３２

年度までに取り組むべき施策のみならず、平成３３年度以降の施策

の展開までも見据える必要があると考えているところでございます。 
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  これは、国が示した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」

と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が、平成２６年１２月に

それぞれ閣議決定したことにより、これらに基づく地方版の

「人口ビジョン」と「総合戦略」を、遅くとも平成２７年度中に

策定することになったことに起因するものであります。このことから、

第４次総合計画の後期基本計画は、「地方版総合戦略」の策定とも

歩調をあわせ、地方創生の観点も踏まえた施策を明らかにする

必要があるものと考えているところでございます。  

今後も、平成２７年度中の策定を目指し、引き続き策定作業を

進めてまいります。  

 

○ 続きまして、第４次総合計画平成２７年度版実施計画について

申し上げます。 

  平成２７年度は、第４次総合計画の前期基本計画の最終年度で

あることから、前期基本計画の集大成となるべく、これまで掲げて

きたスマイルプロジェクトをはじめとする事業を着実に推進する

ことを基本とした上で、認可保育所の整備、私立幼稚園児保護者への

補助金の増額など「子育てするなら東村山」の実現や、中央図書館の

耐震診断の実施、消防団の安全装備の充実、通学路への防犯カメラの

設置など、市民の安全・安心の更なる確保などを目指し、あらためて

１５０事業を位置付けたところであります。  

現 在 、 速報 版と し て お示 しさ せ て いた だい て お りま すが 、

本年度内には、完成版として公表し、着実に実施計画事業を推進

してまいる所存でございます。  
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○ 続きまして、第４次行財政改革大綱後期基本方針の策定について

申し上げます。 

  平成２７年度は、第４次行財政改革大綱の前期基本方針の

最終年度となりますことから、平成２８年度からスタートする

後期基本方針の策定に本格的に着手いたします。  

総合計画後期基本計画の策定作業と歩調をあわせ、平成２７年度中

の策定に向け、策定作業を進めるとともに、併せて後期基本方針

の期間における第３次実行プログラムの策定も進めてまいります。 

前期基本方針がスタートした平成２３年度以降、様々な行財政

改革の取り組みを進めてきたところでありますが、今後は、人口

減尐社会を迎えた中での税収の減、高齢化率が高まる中での社会

保障費の増などへの対応として、引き続き更なる行財政改革の

推進が求められております。 

いずれにいたしましても、「みんなで進めるまちづくり基本条例」で

総合計画と行財政改革大綱は、市政運営の柱と位置付けられており

ます。この２つを両輪とする市政運営に資するべく、平成２８年度以降の

市政運営の２つの柱の姿を明らかにしてまいる所存でございます。 

 

○ 次に、平成２７年度の組織・定数について申し上げます。 

平成２６年度は、市制施行５０周年となる節目の年であり、また、

社会状況の変化に対応した新たな組織の構築が求められている

ことから、大規模な組織改正を実施いたしましたが、平成２７年度

については、その２年次目として着実に業務を推進するため、

必要な調整を行う予定でございます。  

組織につきましては、健康福祉部において医療と介護の連携を
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強化するため、高齢介護課と健康課の業務を再編し、「健康課」を

「健康増進課」に改めるとともに、環境安全部においては、空き家

対策等の強化のため「環境・住宅課」を２係制にするなど、体制の

整備を図る予定でございます。この他、多摩北部都市広域行政圏

協議会の会長市となることから担当事務局を設置しますが、その他は

変わらず、平成２７年度の組織体制は、前年度同様１０部５７課

体制とする予定であります。また、職員数につきましては「固定

資産台帳の整備」や「マイナンバー制度導入」などに対応するため、

経営政策部の増員を行う一方「中央公民館の耐震工事」に伴う

閉館にあわせ、教育部の減員などを行い、前年度と同様、定員管理

計画に基づき７９０名とする予定であります。 

定年退職の第２ピークを迎える中で、平成２７年度は、新たな

諸課題に対応していく必要がありますが、限られた人員を適正に

配置するとともに、再任用職員、嘱託職員などを有効に活用

しながら、組織・職員体制の維持・強化に努めてまいりたいと

考えております。  

 

 

○ それでは、市政運営の方針とその施策について、第４次総合計

画基本構想の基本目標に沿って申し上げます。  

 

○ はじめに、基本目標１「みんなで支え助け合う、健やかにいき

いきと暮らせるまち」の実現に向けた施策であります。 

 

○ まず、子ども・子育て支援新制度について申し上げます。 



14 

平成２７年度より、子ども・子育て関連３法に基づいた「東村山市

子ども・子育て支援事業計画」がスタートしますが、当市では、

これまで推進しておりました「東村山子育てレインボープラン」

の将来像『すべての子どもと大人が いっしょに育つまち』の考え方

を受け継ぎながら、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な

提供、地域子ども子育て支援の量的拡充と質的改善を図ることを

目的とし「東村山市地域福祉計画」の理念を踏まえ、関連計画と

の整合性を図りながら今後５年間の本計画を策定いたしました。  

  今後、「東村山市子ども・子育て会議」に計画の進捗状況等を

報告し、実態との乖離が見られる場合は計画中間年度の平成２９年度

に一部見直しを行うこととしております。  

次に、新たに開始いたします新施策やこれまでと仕組みが大きく

変わることになる施策につきましてご説明申し上げます。  

まず、保育園の待機児童でありますが、これは当市の喫緊の

課題であります。認可保育所のみならず、現在の認可外保育施設の

一部が新たに創設される地域型保育事業等に移行すること、幼稚園の

認定こども園化の促進や幼稚園の預かり保育を一層活用すること等を

含め、当市の教育・保育施設を最大限活用して対応する考えであります。 

続きまして、利用者支援事業であります。これは子育てに関する

総合相談窓口を新たに設置するもので、平成２７年度中に１ヶ所

設ける予定であり、これまで施設ごとに設けていた窓口に加え、

ワンストップで子育てに関するあらゆる相談を一つの窓口で受けて

個々人に合った施設や事業を提案することができるようにするもの

であります。 

続きまして、放課後児童健全育成事業であります。児童クラブ
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では４月より小学６年生までを受け入れと、ひとつの集団の規模

を概ね４０人とすることとなります。１２月定例会において

「東村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例」をご可決いただきました。当市ではこの条例と

「東村山市児童クラブの設置運営に関するガイドライン」に基づいた

運営を行ってまいります。 

 

○ 次に、母子保健計画の策定について申し上げます。  

母子保健計画は平成８年度にはじめて策定し、平成１７年度より

「東村山市次世代育成支援行動計画」、愛称「東村山子育てレインボー

プラン」に包含されておりましたが、国より示された母子保健計画

策定指針を基にした第二次の「健やか親子２１」を参考にして

策定したものであります。計画期間は既に開始しております地域

保健計画の更新時期に併せて平成２７年度から２９年度の３年間

としたものであります。  

 

〇 次に、高齢者施策について申し上げます。  

平成２７年度から２９年度を計画期間とする第６期高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画を地域包括ケア推進計画と呼称する

こととし、この間、計画の基本的な考え方や具体的な取り組み、

また、サービス利用量見込みと保険料の設定について、介護保険

運営協議会、高齢者在宅計画推進部会の合同会議等でご議論

いただきながら、策定作業を進めてまいりました。  

本計画の特徴として、市が既存の社会資源をコーディネートし、

一層の協力・連携を図ることや、地域支援事業の充実、施策の
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総合的な成果指標などを盛り込んでおります。  

平成２７年４月より本計画に沿って、地域包括ケアシステムの

東村山モデルを構築・推進してまいります。  

 

〇 続きまして、地域密着型サービスの整備について申し上げます。 

現在、第５期介護保険事業計画に基づき、住み慣れた地域で

生活を続けるためのサービスである「地域密着型サービス」の

整備を推進しております。  

３月には、「認知症対応型共同生活介護事業所」いわゆる「認知症

高齢者グループホーム」と訪問介護、通所介護、ショートステイ、

訪問看護を組みあわせたサービスである「複合型サービス」を

併設する事業所が栄町に開設いたします。また、４月には「認知症

高齢者グループホーム」と「複合型サービス」、さらに単独型

のショートステイや訪問診療を中心とするクリニック等を併設

する事業所が富士見町に開設いたします。  

本サービスは、地域包括ケアシステムの構築のための重要な

役割を果たすものであり、日常生活圏域での介護サービスの一層の

充実が図れるものと考えております。  

 

○  次に、新型インフルエンザ等対策行動計画の策定について申し

上げます。 

新型インフルエンザは、ほとんどの人が免疫を持っていない

ような新型のウィルスで、発生した場合に世界的な規模で大流行

となり、大きな被害等をもたらすことが懸念されております。  

この行動計画策定では、新型インフルエンザ等の対策を強化し、
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住民の生命及び健康を保護し、市民生活及び経済に及ぼす影響を

最尐とするための、市としての役割について記載しております。  

この行動計画（案）につきましては、１月から２月にかけ、

パブリックコメントを実施し、また、この間、関係機関等にも

ご確認していただくなど、策定に向けて取り組んでおり、平成

２７年４月より本計画に基づき、対策に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 

〇 次に、人権の森構想推進の取り組みについて申し上げます。  

「多磨全生園を知ってもらい、訪れてもらいたい」との入所者の

皆さまのご意向を基に、地域住民の方々をはじめ、市民の皆さま、

都民の皆さまなど、多くの方々に多磨全生園の歴史、史跡、建造物、

豊かな緑などすべてを、後世に残し伝えていきたいという「人権

の森構想」推進のための普及啓発・支援活動を行っております。  

今年度は、市内にお住まいの写真家、編集者、デザイナーの方々に

お力添えをいただきながら、１年にわたる取材を経て「いのちの

森に暮らす」と題した写真集を制作いたしました。四季折々の

風景や入所者の方々のインタビューを交えたポートレートを盛り

込み、巻末はハンセン病を理解するための資料として制作させて

いただいたところであります。この写真集につきましても、ポスター・

ＤＶＤ同様、約２千ヶ所に配付させていただき、また、国立ハンセン

病資料館・市立図書館に所蔵させていただいております。 

また、昨秋には１５０名を超える多くの方々にご参加いただいた

清掃ボランティア活動も１０年を迎え、広域的に多くの参加者を

呼び掛けるため、引き続き市報やホームページ、マスコミ各社の
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ご協力をいただき、さらに拡大推進してまいります。  

このような当市の取り組みに対し、全生園入所者自治会の皆さま

からは再び多額のご寄附を賜りました。ご厚志につきましては、

人権の森構想推進基金に積み立て、普及啓発事業ほか構想推進事業

に有効活用させていただきたく、あらためて厚く御礼申し上げる

次第でございます。  

多磨全生園は市民の財産であり、都民・国民共有の財産である

という理念の下に、当市といたしましても、多磨全生園将来構想の

実現のため、今後も引き続き全力を挙げてご支援させていただく

所存であります。  

 

○ 次に、基本目標２「みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち」

の実現に向けた施策であります。  

 

○ はじめに、教育委員会制度について申し上げます。  

  教育委員会制度の見直しにつきましては、教育再生実行会議の

提言を受け、中央教育審議会への諮問を行い、その答申に基づき、

これまで国において様々な議論が重ねられてまいりました。  

その結果、昨年６月２０日に「地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の一部を改正する法律」が公布、本年４月１日の施行

に伴い、大きな制度改正が行われる運びとなりました。  

  この改正の趣旨は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を

確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理

体制の構築、首長との連携強化を図り、地方に対する国の関与の

見直しを図るものでございます。  



19 

  なお、本制度において、教育委員会は引き続き執行機関として

維持されており、これまでどおり教育の政治的中立性、継続性・

安定性を確保しつつ、役割の重要性が変わることなく、市の施策の

方向性に沿った形で、日々子どもたちの健全育成、安全・安心な

学校づくりの具現化に努めていただくものであります。  

また、首長としての権限や責任の明確化につきましても、従来より

当市では、次代を担う子どもたちが安心して学校生活を送れるよう、

生命の安全・安心を重点に教育環境の改善や教育施策に配慮し

取り組んでまいりました。  

今後も引き続き子どもたちの未来を見据え、様々な機会を通じて、

教育委員会との連携・協力を更に強め、地域・家庭・学校・行政が

一体となって、心豊かで健やかな成長を見守るまちづくりをして

まいりたいと考えております。  

 

○ 続きまして、学校施設について申し上げます。  

  １２月定例会でも進捗状況について、ご説明させていただき

ましたが、今年度実施しております学校の「外壁等改修工事」

ならびに「トイレ改修工事」につきましては、概ね順調に進んで

おり、年度内には工事が完了いたします。  

しかしながら、回田・南台・北山・富士見小学校の４校の「トイレ

改修工事」では、２度の入札不調によりまして、事業実施を

見送らざるを得ない状況となり、関係者の皆さまには大変ご迷惑を

おかけしたところでございます。私としても、子どもたちの教育

環境の整備については、これまで重点的に取り組んでまいりました

ので、このような状況になったことは非常に残念でなりません。 
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現在、国の予算も厳しい状況であると伺っておりますが、引き

続き、国や都の動向に注視すると共に、可能な限り交付金を活用

する等、財源確保に努め、４校のトイレ改修についても、ほかの

学校と同様に整備を行い、更なる教育環境の充実を進めてまいり

たいと考えております。  

 

○ 続きまして、切れ目のない一貫した相談支援体制の整備について

申し上げます。 

発達障害など困り感のある子どもへの対応につきましては、

障害の有無に関わらず、その状態についての早期発見、早期支援

と切れ目のない支援体制が、将来の社会参加や自立にとって非常に

重要となっております。 

現在、０歳から就学前の幼児相談は、社会福祉協議会に委託

しておりますが、市が責任をもって相談支援体制を充実させて

いくことが重要であると考え、幼児相談室と教育相談室の機能を

統一した相談窓口を開設する予定です。このことにより、０歳から

１８歳までのお子さんの育ちや心理、発達のさらなる支援の連続性

を確保し、また、保護者のお気持ちや願いに寄り添う相談体制の

整備を進めてまいります。  

幼児相談の円滑な引継を行っていくために、平成２７年度から

準備を進めてまいります。  

 

○ 続きまして、不登校対策事業、スクールソーシャルワーカーの

配置について申し上げます。 

  不登校児童・生徒は学習の機会を失うだけでなく、将来の社会
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生活を営む基盤となる社会性を培う機会を失うこととなってしまい

ます。不登校児童・生徒への対応につきましては、これまでも小・

中学校を中心に教育相談室、適応指導教室など関係機関が連携して

取り組みを進めてまいりました。  

  不登校児童・生徒及びその傾向の児童・生徒の問題を的確に

とらえ解決に向けた支援のため、教育委員会にスクールソーシャル

ワーカーを配置してまいります。児童・生徒の抱える課題の把握、

家庭訪問などによる保護者への働きかけ、関連する福祉機関との

連携、学校における体制整備の支援など、具体的な対応方法等に

関する助言や登校支援を行ってまいります。  

 

○ 次に、中央公民館耐震化工事について申し上げます。  

中央公民館の耐震化工事につきましては、耐震診断結果に基づき、

柱補強の工法を取り入れ、耐震化を図る予定で実施設計を進めて

おります。平成２７年度に競争入札を行い、施工業者を決定し、

速やかに工事を施工する予定でございます。  

また、市民の皆さまからの強い要望があります、トイレ及び

空調設備改修、ホールの舞台ならびに座席の改修等につきましても、

改修を図っていきたいと準備を進めているところであります。 

工事期間は平成２７年７月から平成２８年２月までの概ね

８ヶ月間を予定しており、期間中は安全に工事を進めるために、

全館閉館での対応とさせていただきます。なお、閉館のご案内と

活動場所の変更の手続き等の説明会については、３月下旪に行う

予定でございます。  

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、議員各位ならびに市民の
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皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。  

 

○  次に、基本目標３「みんなでつくる安全・安心とうるおいを

実感できるまち」の実現に向けた施策であります。  

 

○ はじめに、公共の緑の植生管理のあり方について申し上げます。 

昨年９月、緑化審議会から「公共の緑の植生管理のあり方」

について、答申としてご提言いただきましたことを踏まえ、現在、

公園や緑地、街路樹などの緑の基礎調査を行っているところで

あります。 

ひと言で「公共の緑」と申しましても、それぞれの植栽の目的や

立地環境は異なっており、これらの豊かな緑を貴重な財産として、

次の世代に残していくためにも、樹木の種別や立地環境に応じた

植生の維持・管理を計画的に行っていくことが必要であ り、

みどりの立地・構成・樹種を踏まえた目指すべき姿を定め、その

目標に向けた管理を行うための方針として、「植生管理のガイドライン」

を定めてまいりたいと考えております。  

なお、こうした緑に対する取り組みに伴い、すでにご案内の

とおり、来たる２月２８日、マルチメディアホールにおいて、

市制施行５０周年記念事業の市民講座として「緑のシンポジウム」を

開催いたします。当日は、当市緑化審議会の会長をお努めいただいて

いる、東京農工大学名誉教授 福嶋
ふくしま

 司
つかさ

氏を講師にお迎えし、東村山の

「緑」についてご講演いただくとともに、みどりの保全やフィールド

活動されている方々とのパネルディスカッションを行う予定

でございます。 
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このシンポジウムを通じて「これまで」と「これから」の緑に

ついて、市民の皆さまと共に考え、より良い緑を残していくための

新たな一歩を踏み出す機会となることを願うところであります。  

 

〇 次に、集団資源回収補助金単価の見直しについて申し上げます。 

集団資源回収事業につきましては、ごみの減量及び再資源化の

促進と地域コミュニティの活性化を図ることを目的として、一般

廃棄物処理基本計画に位置付け、実施しているところであります。 

参加団体も年々増え、今年度は１３９団体にご参加いただいて

いるところでありますが、参加団体の方々からは補助金を有効に

活用されているお話しとともに、単価の引き上げについても

かねてからご要望をいただいておりました。  

市としましては、この活動の重要性を鑑み、平成２７年度より

補助金単価４円を５円に見直し、市民の皆さまとともにさらなる

ごみの減量化・資源化の推進と地域における活発な活動を促して

まいりたいと考えているところでございます。  

 

○ 次に、秋水園の整備状況について申し上げます。  

秋水園リサイクルセンター管理棟建設工事につきましては、

現在、基礎コンクリート打設、埋め戻しなどが終了したところで

あり、今年の７月末には竣工し、竣工後は、旧管理棟を解体撤去

していく予定でございます。  

次に、秋水園内既存施設解体撤去工事でございますが、現在、

ペットボトル減容化施設ならびに粗大ごみ処理施設の建屋部分の

解体撤去が終了し、今後、汚染土壌の除却と外構工事を行い、
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３月末には園の西側部分は、一定の整備がなされる予定であります。 

次に、秋水園プール改修工事の関係でございますが、現在、

漏水個所の補修やプールサイドの床面改修などを行い、平成２７

年度のプール開放に備えているところであり、終了後にはプール

管理棟の建て替えも予定しております。平成２８年度の夏には、

秋水園周辺の子どもたちにリニューアルしたプールを楽しんで

いただけるものと期待しております。  

おかげさまをもちまして、平成２７年度にはリサイクルセンター

をはじめ、秋水園全体の施設について、一定の整備が終わり、

安全性や利便性の向上に加え、より周辺に対する環境への配慮が

図られた廃棄物処理施設となるものと考えております。  

 

○ 続きまして、一般廃棄物処理基本計画の見直しについて申し

上げます。 

平成２３年度から平成３２年度までの１０年間を計画期間とする

本計画では「低炭素や効率性に配慮した循環型社会の実現」を基本

理念として、各種の取り組みを進めてまいりました。計画策定から

５年目を迎える平成２７年度においては、これまでの成果の総括と

社会状況の変化に応じた中間見直しを行い、取り組みの見直しや

改善を図ってまいりたいと考えております。  

見直しにあたっては、市民の皆さんのご意見を十分に取り入れる

機会を設けるとともに、廃棄物減量等推進審議会からの答申を

いただきながら丁寧に進め、計画の基本理念の実現に向けて、

さらに一歩進んだ施策展開が出来るよう検討を進めてまいりたいと

考えております。  
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○ 次に、公共施設再生計画基本計画の策定に向けた取り組みに

ついて申し上げます。  

本年度は、昨年度策定いたしました「公共施設再生計画基本方針」

に基づく取り組みを着実に推進するため、公共施設の再生の方向性

やロードマップ等を示す「公共施設再生計画基本計画」の策定に

取り組んでまいりました。 

この間、昨年１２月に開催いたしました市民ワークショップの

ご意見や公募市民や学識経験者による「公共施設再生計画基本計画

検討協議会」からご意見をいただきながら検討を重ね、このたび「公共

施設再生計画基本計画（案）」をとりまとめたところでございます。 

今後の予定といたしましては、明日２月２７日より、この案に

ついてのパブリックコメントを実施するとともに、３月上旪より

５回の市民説明会を開催する予定でございます。  

その後、パブリックコメント及び市民説明会でいただきましたご意見

を反映し、来年度の早い時期に公表してまいりたいと考えております。 

 

○ 次に、防犯カメラの設置に向けた取り組みについて申し上げます。 

近年、多摩地域でも、子どもや女性が被害者となる痛ましい

犯罪が発生し、多くの方々が心を痛める状況となっております。  

テレビ・新聞等の報道では、防犯カメラの映像が事件解決の

決め手となっていることから、防犯カメラによる犯罪抑止の効果

に対する期待が大きくなっております。  

その一方で、肖像権の保護やプライバシー保護の問題など、

不特定多数の方が撮影されるということについて、市民の皆さまの

不安を払拭した形で進める必要があり、犯罪の抑止を図り、安全・
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安心なまちづくりのために、市内に設置する防犯カメラの運用に

関しての条例、補助金に関する規則の整備を進めてまいりたいと

考えております。  

 

○ 次に、災害対策の取り組みとして平成２５年度にモデル校３校

からスタートした「避難所運営連絡会」について申し上げます。 

平成２６年度には新たに小学校６校で連絡会を立ち上げ、各地域

において避難所運営の取り組みがはじまりました。平成２７年度

におきましては、さらに６校の小学校で「避難所運営連絡会」を

立ち上げる予定としており、これにより市内小学校全１５校に

おいて連絡会が設置されることとなり、より多くの市民の皆さまの

お力をお借りして、自助・共助の実現に向けた取り組みを推進

して参ります。 

また、平成２７年度からはデジタル化改修工事が完了した防災

行政無線のメール配信・電話応答システムの運用開始、防災マップ

の更新など、災害に強いまちづくりを目指した情報発信の整備を

行うことで、より一層精力的に取り組んでまいる所存であります。 

 

○ 次に、基本目標４「みんなが快適に暮らせる、活力と魅力に

あふれたまち」の実現に向けた施策であります。  

 

○ はじめに、空き家対策について申し上げます。  

平成２５年度に行いました当市の空き家等実態調査におきまして

６００棟の空き家があることをご報告させていただきましたが、

この中で、管理が不適正と思われる戸建て住宅９１棟について
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本年度に所有者、管理状況等の追跡調査を実施した結果、庭木の

繁茂が原因での不適正管理が半数でありました。 

  また、平成２６年１１月２７日に「空家等対策の推進に関する

特別措置法」が公布され、国及び自治体が取り組む空き家対策への

方向性が示されたことを受け、当市といたしましても、地域にある

空き家を単なる近隣トラブルのもとと捉えるだけでなく、地域が

主体となる仕組みづくりや子育て世代の誘導策、支援策を進める

必要があると考えており、平成２７年度においては、対策の方向性

や検討のための基礎情報の整理を視野に、これまで行った調査を

もとに、所有者へのアンケート調査や地域の実態把握、また、

庁内検討会や先進市への視察など、研究・検討を進めてまいります。  

 

○ 次に、久米川駅北口整備事業について申し上げます。  

先の１２月定例会にて、「公益財団法人 東京都道路整備保全公社」

が工事発注したところ、不調となったことを申し上げましたが、

その後、工事内容を含め、積算方法の精査、全体の工事費や工期

などを再検討した結果、事業を１年延伸させていただき、あらためて

平成２７年度に工事の発注を行わせていただきたいと考えております。 

現在、委託先である東京都道路整備保全公社において、最終的な

準備作業を進めており、あわせて市といたしましても、事業認可

期間を平成２８年度末まで延伸する手続きを進めている状況で

ございます。 

議員各位ならびに早期完成を期待される市民の皆さまには大変

申し訳ありませんが、今後も出来る限り早期の完成を目指し事業を

進めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 
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○ 続きまして、東京における都市計画道路の整備方針について

申し上げます。  

これまでも、都市計画道路を計画的、効率的に整備するため、

東京都・特別区・２６市２町は共に連携しながら、おおむね１０

年間で優先的に整備すべき路線を定めた「事業化計画」を過去３回

にわたり策定し、事業推進に努めてまいりました。  

現行の「多摩地域における都市計画道路の整備方針」の目標年次

を平成２７年度末としていることから、区部と多摩地域の事業化

計画を統合し、東京全体の事業化計画として策定することとして、

現在、「次期事業化計画」策定に向けた調査検討を進めている

ところであります。 

今後、東京都と区市町、有識者会議などにおいて、さらに

詳細な検討を進め、平成２７年度末までに平成２８年度からの

概ね１０年間で優先的に整備すべき路線を定める「東京における

都市計画道路の整備方針」を策定していく予定となっております。 

また、一昨日２月２４日に東京都より、都内の都市計画道路が

果たす役割や整備の基本的な方針・考え方を示した「次期整備

方針の中間まとめ」を策定する旨、これについて平成２７年度の

早期に公表する旨の情報提供を受けたところでございます。  

いずれにいたしましても、本格的に事業実施がはじまった

東村山駅周辺の鉄道連続立体交差事業とともに、都市計画道路の

整備により、渋滞の尐ない円滑な交通ネットワークの形成を図り、

活力と魅力あふれ、安全・安心なまちづくりを着実に進めていく

所存であります。  
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○ 続きまして、都市計画道路３・４・２７号線整備事業及び沿道

の土地利用について申し上げます。  

都市計画道路３・４・２７号線「さくら通り」の整備につき

ましては、これまで多くの地権者のご協力をいただき、現在、

約９５％となっております用地取得率の１００％達成を目指し

用地交渉を進めるとともに、早期の供用開始を目指して精力的に

道路築造工事等を進めている状況であります。  

また、この「さくら通り」の沿道の土地利用につきましては、

これまで沿道の土地所有者を対象に、まちづくりのアンケート

調査の実施や「まちづくりニュース」の配付、さらには懇談会を

開催して、沿道の賑わいを創出するための土地利用のあり方とともに、

良好な住環境が守られる地区のルールについて、地域の皆さまと

一緒に検討してまいりました。  

これらを踏まえ、このたび、地区計画や用途地域変更等の都市

計画の原案が固まりましたので、３月上旪を目途に地域の皆さまへ

「まちづくりニュース」を配付した後、説明会を開催し、平成

２７年度末までに都市計画決定してまいりたいと考えております。 

さらに、「さくら通り」のほか、現在事業を進めている都市計画

道路３・４・５号線及び３・４・１１号線の沿道におきましても、

「まちづくりニュース」を配付し、沿道の用途や地区計画について、

沿道のあるべき姿について、地域の皆さまと一緒に検討してまいり

たいと考えております。  

 

〇  続きまして、東村山駅付近の連続立体交差事業等について

申し上げます。 
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連続立体交差事業につきましては、いよいよ工事着手となり、

去る１月２７日、西武鉄道株式会社の主催により、これまでご協力

いただいた地域の皆さまを来賓としてお迎えし、着工感謝式が

開催されました。当日は、連続立体交差事業の土木工事を受注した

施工者から力強い安全宣言が行われたところでございます。今後、

工事が具体的に動き出す中では、沿線住民の皆さまや鉄道利用者

の皆さまに、ご不便ご迷惑をおかけすることもあろうと思いますが、

是非とも、ご理解とご協力を賜りたいと考えております。  

また、東村山駅周辺まちづくり基本計画の取り組みとして、

鉄道を横断する「新たな東西動線」や「広域幹線道路の整備推進」、

「沿線の土地利用と調和した高架下の活用」など、多くの項目が

掲げられております。これらの実現には、様々な課題がありますが、

これまで市民の皆さまの熱心なご議論から生まれてきた「思い」や

「願い」でありますので、そのことをしっかりと受け止めて、

着実に検討を進めてまいりたいと考えております。  

 

○ 次に、総合評価による入札の試行実施について申し上げます。  

  総合評価方式については、「公共工事の品質確保の促進に関する

法律」により、価格以外の要素も考慮し、価格及び品質が総合的

に優れた公共工事の確保を図るため、その実施については、第４次

行財政改革大綱第２次実行プログラムにおいて位置づけている

ところでございます。  

  また、近年では、建設業は、東日本大震災に係る復興事業や

防災・減災、老朽化対策、耐震化などの担い手として、その果たす

べき役割はますます増大しているところですが、技術者、技能
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労働者等の安定的な確保に関する課題も生じているところです。  

このような背景を踏まえ、当市では、価格以外の要素として、

「企業・技術者の能力」に関する項目のほか、市と防災協定を

締結している等「地域精通度・地域貢献度」に関する項目や

中長期的な課題として、建設業界における担い手の確保に関し

意欲的に取り組む体制がある等、「社会貢献度」に関する項目を

適切に審査し、価格と品質が総合的に優れた公共工事を実現する

ため、平成２７年４月から総合評価方式による入札を試行して

まいりたいと考えております。  

 

○  次に、地域サービス窓口の昼休み時間の窓口対応について

申し上げます。 

 地域サービス窓口につきましては、これまで市民の皆さまから、

「お昼休みにも手続きができるようにしてほしい」との要望が

寄せられておりました。そこで、市民サービスの向上を図るべく、

平成２７年４月より、水曜日に開設されている「ふるさと歴史館」、

金曜日に開設されている「多摩湖ふれあいセンター」及び火曜日

から金曜日まで開設されている「秋津・萩山・富士見・廻田の

各文化センター」について、昼休み時間も窓口業務を行うことと

いたしました。 

これにより、開設日において 1 日を通して地域サービス窓口での

手続きが行えることで、利用しやすい窓口へ改善できたものと

考えております。  

 

○ 以上、平成２７年度の市政運営の方針と当面する諸課題、また、
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平成２７年度予算の概要について申し上げてまいりましたが、

おわりに、本定例会にご提案申し上げます議案につきましては、

先に申し上げました各会計の新年度予算をはじめ、特別会計の

平成２６年度補正予算のほか、非常勤の特別職の職員の報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例など、議案２７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、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。  

 

○  さて、今年度は「東村山」が誕生して１２５周年、市制施行

５０周年の大きな節目を迎え、１年を通じ様々な記念事業を展開

してまいりました。あらためて、今日の東村山を築いてこられた

歴代の村長・町長・市長をはじめ、諸先輩の皆さまに対し、その

ご尽力とご労苦に心より敬意と感謝を申し上げます。  

市制施行５０周年記念事業につきましては、この間「人と緑と

笑顔とともに ～これまでもこれからも東村山～」というテーマを

掲げ、この佳節を皆さんとともに祝い、新しい東村山の第一歩を

踏み出すべく、事業を計画してまいりました。新規事業、既存事業の

レベルアップ、市民による公募事業を中心に「市制施行５０周年

記念」に取り組んでいただいた幼稚園・保育園・小学校・中学校、

さらには市民団体・自治会等のイベントが市内各所で数多く開催

され、また、市民公募事業の１つとして「まちジャム」のような

新たな音楽イベントも立ち上がり、節目の年に相応しい活気のある

１年でありました。  

特に、大きな盛り上がりを見せた１０月２６日の市制施行５０
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周年記念式典並びに記念事業につきましては、好天にも恵まれ、

延べ３万６千人もの市民が集い、市制始まって以来のイベントが

無事に挙行されました。そのほか、今年度の市主催イベントの

参加者をあわせますと、３８事業に延べ約３０万人の方々が会場に

足を運ばれております。東村山市民の底力をあらためて体感でき、

また、私自身も新たな東村山の歴史を刻んだ一員となれたこと、

盛大かつ晴れやかに開催できたことは感無量であります。 

残る市制施行５０周年記念事業としましては、昨日からは、中央

公民館にて「東村山市特別支援学級の小・中合同作品展」が開催

されております。また、今月２８日には５０周年記念事業市民

講座といたしまして、マルチメディアホールにて「緑のシンポジウム」

が開催され、３月８日（日）には市民センター駐車場でご当地グルメ

イベント「さと八だヨ ! 全員集合 !!」が開催されます。引き続き、

多くの皆さまにお越しいただきますようよろしくお願いいたします。 

また、東村山駅東口にあります３本のケヤキでございますが、

市報等でもご案内のとおり、今年度中に志村けんさんの直筆

「志村けんの木」プレートを設置いたします。市の新たなスポット

として、親しんでいただければと考えております。  

記念事業の実施に至るまでに、関係者一同が同じ方向を向き、

知恵を出し合い、悩み、一致協力することによって得た経験は、

その成果をみんなで分かち合うだけでなく、これからの東村山を

担う若者世代の心にもしっかりと刻まれ、有形無形の財産として

語り継がれることと思います。  

この経験によって新たに生み出され、あるいは一層強固なものと

なった絆を「これからも東村山」の活力の源として、ともに手を携え、
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次の１００周年に向けて育てていこうではありませんか。  

最後になりましたが、本年の記念事業にご尽力、ご協力いただき

ましたすべての皆様に、心より厚く御礼を申し上げます。  

 

〇  あらためまして、議員各位、ならびに、市民の皆さまの深い

ご理解とご支援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。  

 


