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令和２年市議会６月定例会所信表明 

 

○ 令和２年市議会６月定例会の開催にあたりまして、当面する諸

課題につきまして、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。 

 

○  世界に大きな混乱と恐怖をもたらした新型コロナウイルス感

染症（ＣＯＶＩＤ－１９）のパンデミックには未だ歯止めがかか

らず、世界中の研究者の努力にも関わらず現時点では有効な治療

薬もワクチンも開発されておらず、今後の先行きが見通せない状

態がつづいております。  

ＷＨＯの６月２日時点の発表では、全世界における感染者の累

計は６，２１８，７２４人、死亡者の累計は３７４，５２７人で

す。また、６月１日現在の日本における感染者の累計は１６，９３０

人、死亡者の累計は８９４人です。  

  世界中で今も、この未知のウイルスと闘病をされておられる皆

さまに、心からお見舞いを申し上げ、一日も早いご回復をお祈り

させていただくとともに、残念ながらお亡くなりになられた方々

のご冥福を、心よりお祈りさせていただきます。  

 

○  ご案内のとおり、我が国では本年３月下旬以降の国内における

新型コロナウイルス感染症の急激な拡大により、政府は４月７日

に東京都など７都府県に対し、改正新型インフルエンザ等対策特

別措置法に基づき緊急事態宣言を発令しました。４月１６日には
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対象範囲を全国４７都道府県に拡大し、更に５月４日には当初５月

６日までとしていた宣言の発令期間を５月３１日まで延長した

ところであります。しかしながらその後、５月の上旬から地域に

よっては新たな感染者が一定期間確認されないなどの効果がみ

られるようになったことから、政府は５月１４日に３９県に対し

宣言を解除し、その後２１日には大阪府など関西の３府県を解除、

最後まで残った東京都等１都３県ならびに北海道についても国

の定めた基準を概ねクリアしたことから、５月２５日をもって全

面解除したところです。 

当市といたしましても、これまで、緊急事態宣言の発令される

以前から、政府の緊急な休校要請に基づき３月２日より東京都の

方針等も踏まえ、小中学校の休校をはじめ、公共施設等の休館、

一部事業の休止、市主催イベント等の中止、一部駅前のベンチ等

の封鎖などを順次実施するとともに、市民の皆さまには不要不急

の外出の自粛をはじめ、保育所・児童クラブ等へのお子さんの登

所の自粛、こまめな手洗いやマスクの着用、ソーシャルディスタ

ンスの確保、「３密」を避ける行動などを繰り返しお願いしてまい

りました。 

お陰様で、大型連休中も含め３月２日からの一斉休校から緊急

事態宣言の発令期間中には、大きな混乱や市内での集団感染等も

発生することもなく、こうして緊急事態宣言の解除を迎えること

ができましたことに、先ずもって、市民の皆さまの深いご理解と

ご協力に心から感謝を申し上げる次第です。 

また、緊急事態宣言の発令期間中も、高い感染のリスクに曝さ

れながら市民の命を守り市民生活を支えるために、最前線でご尽
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力いただいた医師、看護師等の医療従事者をはじめ、ヘルパー等

の介護職の皆さん、保育士や児童クラブ厚生員、障害者施設の職

員、スーパーの従業員等の物流従事者、金融機関の従業員、そし

て警察・消防・当市の職員など、多くのエッセンシャル・ワーカ

ーの皆さんの献身的なご尽力に、１５万市民を代表し心より敬意

と感謝を申し上げます。  

特に、当市には医療施設や介護施設、障害者施設が多く、こう

した施設での集団感染が懸念されるところでありますが、これま

でのところ市内のこれらの施設において、施設利用者や職員が感

染したという報告を受けておりませんことから、それぞれの機

関・施設において細心の注意を払って感染対策を講じていただい

ているものと、重ねて感謝を申し上げます。  

なお、東村山市では、昨日までに１３名の方々の感染が報告さ

れておりますが、５月１３日に既に感染は確認されていながら住

所地が確定していなかった方３名の方の追加があった以降は新

たな感染者の報告は無く、市民の皆さまのご理解とご協力、各施

設の職員のご尽力により、今のところ市内での感染状況は落ち着

いているものと思われます。  

しかしながら、緊急事態宣言は解除されても新型コロナウイル

スが消滅したわけではありません。東京都内では６月２日には新

たな感染者が３４名確認され、都は「東京アラート」を発動し、

都民に警戒を呼び掛けております。 

「東京アラート」発動の目安となるのは、新たな感染者数が１

週間平均で１日２０名以上、感染経路不明の割合が５０パーセン

ト以上、１週間の新規感染者数が前の週を超えることとなってお
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り、引き続き予断を許さない状況でございますが、これからは「ア

フター緊急事態宣言解除」という新たなフェーズに入り、今後は

第二波、第三波に備えつつ、引き続き新型コロナウイルスの感染

拡大を防止しながら、大きく傷んだ地域経済を立て直し、この間

停滞してきた教育・文化・スポーツをはじめとする市民の皆さま

の様々な社会経済活動・コミュニティ活動等を活性化していくこ

とが、市政の最大の課題となります。  

平成１９年５月の市長就任以来、私は市長として就任直後の財

政危機からリーマンショック、東日本大震災、毎年のように東京

を襲う台風等、幾多の危機に直面してまいりましたが、今回の新

型コロナウイルス感染症のパンデミックは未だ経験したことの

ない、私にとっても最大級の危機ではないかと感じております。 

非常に難しい課題ではありますが、この難局を渡部市政の正念

場としっかり受け止め、「距離を保ちつつ、心を繋ぐ」ことをウ

イズコロナ時代のまちづくりの基本に据え、引き続き議員各位な

らびに市民の皆さま、そして各機関や施設でご尽力いただいてい

るエッセンシャル・ワーカーの皆さまと英知と力を合わせ、市民

への感染症の拡大防止と市民の自由な社会経済活動の両立を図

り、ウイズコロナの時代にあっても第５次総合計画が目指す将来

都市像「みどり にぎわい いろどり豊かに  笑顔つながる東村

山」の実現に全力で取り組んでいく決意であります。 

 

○ それでは、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、これまで市議会の全員協議会や代表者会

議等で議員各位には適宜ご報告してまいりましたが、あらためて
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令和２年３月定例会以降の動きについて順次ご報告を申し上げま

す。 

 

〇 はじめに、当市の新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査体制

の整備に向けての検討状況と医療体制の強化支援等についてご報

告申し上げます。  

３月４日には東村山市医師会の会長はじめ幹部役員の先生方と

連絡会議を持たせていただき、市内の医療体制の現状について報

告をいただくとともに、市の備蓄しているマスクについて外来の

患者用に貸与の要請をいただきました。こちらについては既にマ

スク５，０００枚を貸与させていただいたところです。 

  また、４月２２日には東京都医師会の指示により独自にＰＣＲ

検査施設の設置を模索されていた医師会長と協議を行い、Ｎ９５

マスクや防護衣、フェイスシールド等専用の医療衛生品の確保、

設置場所の選定、多数の新たな陽性者が判明した場合の安全な受

け入れ先の確保等、ＰＣＲ検査施設の設置に当たっては多くの課

題があることを確認しました。 

その後、私としましては先ずは保健所の設置者である東京都に

多摩小平保健所管内５市におけるＰＣＲ検査体制の強化、陽性者

の受け入れ先の確保等を要請することが必要と判断し、多摩小平

保健所管内５市の連携を強化すること等を目的に「多摩小平保健

所管内５市新型コロナウイルス感染症対策連絡協議会」の立ち上

げを４市の市長に提案し、早急に５市の担当課長の会議の開催を

呼びかけさせていただきました。 

５月１日に第１回の担当課長会議が開催され、連絡協議会が正
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式に立ち上がり、私が連絡協議会の会長を務めさせていただくこ

ととなりました。その後５月１４日には都庁を訪問し、小池都知事

宛てに要望書を提出したところでございます。要望書の内容とい

たしましては、多摩小平保健所管内に宿泊療養施設を早急に設置

することのほか、必要な医療従事者を確保すること、ＰＣＲ検査

施設設置にあたっては都が都医師会と契約すること等を要望して

おります。 

また、こうした動きに先立ち公立昭和病院では４月１５日に正面

玄関前に「発熱診療エリア」を開設し、組合構成７市の医療機関

等から紹介を受けた新型コロナウイルスの感染が疑われる方を専

門で診察していただいており、北多摩北部医療圏における医療体

制の強化を図っていただいております。 

その後、東久留米市と西東京市にはそれぞれの医師会が主体と

なり独自のＰＣＲ検査施設が開設され、緊急事態宣言も解除され

る等、状況が変化しておりますが、第二波、第三波の襲来に備え、

ＰＣＲ検査体制の強化、軽症の陽性者の受け入れ先の確保等は喫

緊の課題であると認識しており、引き続きＰＣＲ検査施設の設置

に向けては最新の情報を収集しつつ、医師会等の関係機関と精力

的に検討・協議を重ねてまいります。  

また、宿泊療養施設の設置をはじめ北多摩北部医療圏の医療体

制の拡充につきましては、今後も「多摩小平保健所管内５市新型

コロナウイルス感染症対策連絡協議会」を中心としながら保健所

を有しない５市と多摩小平保健所の連携を強化し、保健所設置者

である東京都へ適時適切に要請を積極的に行っていくとともに、

引き続き、公立昭和病院を支援していくなど、当市を含む北多摩
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北部医療圏における医療体制の拡充に取り組んでまいります。 

 

○ 次に、市職員ならびに来庁された市民の感染防止に向けた取り

組みについて申し上げます。  

当市におきましても、政府の緊急事態宣言及び東京都による緊

急事態措置を受け、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、

職員の出勤を可能な限り削減するとともに、職員が感染した場合

のリスクも想定した業務継続体制を確保するため、全職員を対象

に４月１３日から５月末日までの期間、交代勤務を実施いたしま

した。 

実施方法といたしましては、原則として、各所属の職員を２班

に分類し、職場で業務に従事する通常勤務と自宅で業務に従事す

る在宅勤務を交代で行う対応をとらさせていただきました。  

しかしながら、業務の性質上、交代勤務を行うことにより市民

サービスの提供に重大な支障を生じさせる恐れがある場合につき

ましては、時差勤務制度の活用や、会議室での執務、さらには事

務机を１メートルほど離すなど、職員の密集を極力抑制し、業務

遂行上必要となる最少人数で勤務を行うことといたしました。  

なお、交代勤務の実施に伴い、昼休み中の業務従事者の確保が

困難となりますことから、正午から午後１時までの窓口対応につ

きましては、原則休止とさせていただくとともに、ワンズタワー

内の東村山駅地域サービス窓口の開設時間を午前８時３０分から

午後５時までに短縮する対応を取らせていただきました。  

また、庁舎及び各施設におきましては、以前より消毒液を配備

し、市民、利用者の皆さまに提供してまいりましたが、４月１６日
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よりご来庁の市民の皆さまの飛沫感染を防止するため、各窓口カ

ウンターにビニールシートと高さ６０センチ、厚さ３ミリのアク

リル板２５０枚を設置いたしました。ビニールシートにつきまし

ては、定期的に新しいものに入れ替え、アクリル板につきまして

も常に除菌するよう努めております。  

また、５月２０日には職員用にフェイスシールド１千１０枚を

用意し、カウンターの外での対応時や、様々な作業等で使用する

よう配付したところです。  

市民の皆さまには、たいへんご不便をおかけいたしましたが、

皆さまの命と健康を守ることを最優先に考えつつ、業務の継続性

を確保し、引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図り

ながら安定的な行政サービスに努めてまいります。  

そして、交代勤務につきましては今後しっかり検証し、成果と

課題を抽出し、後ほど申し上げますがＩＣＴ環境を整備しながら、

先ずは第二波、第三波に備えるとともに、新型コロナウイルス感

染症が収束した後も職員の働き方改革の一環として定着すること

を目指してまいります。合わせて、感染リスクを低減させ利便性

を向上させるために、特に法令等の定めがない場合は市民の皆さ

まができるだけ来庁せずとも相談や手続きを済ますことができる

よう、郵送やオンライン、電話等での相談や申請を受け付けられ

る事務の拡大を図ってまいります。  

 

○  次に、学校休校中の対応と再開に向けた取り組みについて申し

上げます。 

先ほども申し上げましたように市内小・中学校は、３月２日から
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臨時休校となり、春休みを挟んで児童・生徒は年度末、年度始め

という１年でも大変重要な時期を約３か月にわたり自宅で過ごす

ことを余儀なくされたところであり、この間、子ども達が味わっ

たであろう新型コロナウイルス感染症への恐怖や先行きが見えな

い不安、急に学校に行けなくなった戸惑い、友達と会えない寂し

さなど、様々なストレスを受けたことは察しても余りあるところ

です。 

そのような中でしたが、開催が危ぶまれた「卒業式・入学式」

がそれぞれ予定されていた日程で、無事に執り行うことができた

ことは、子ども達の心に生涯の思い出として刻み込まれたものと

存じます。 

「卒業式」は、保護者、在校生及び来賓の方の参加はご遠慮い

ただき、式は教職員及び卒業生のみで行いましたが、卒業生の保

護者が校庭等で卒業生を盛大に送り出していただき、卒業生にと

っては忘れられない門出となったことと存じます。 

また、「入学式」につきましても、在校生及び来賓には参加をご

遠慮いただき、教職員、入学生と各家庭保護者１名のみの参列で

行なわせていただきましたが、整然と新入生を迎えることができ、

在校生代表による歓迎の言葉や新入生の代表による誓いの言葉な

どが凛とした雰囲気に花を添え、各校とも素晴らしい入学式とな

りました。 

臨時休校期間中は家庭での過ごし方が極めて重要でありますこ

とから、児童・生徒には、臨時休校は感染の拡大を防止するため

の措置であるということを十分に理解させ、マスクの着用や手洗

い・うがい等の徹底を図るとともに、人の集まる場所等への不要・
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不急の外出を避け、感染拡大の防止に努めるよう指導してまいり

ました。 

各小・中学校では、児童・生徒の家庭での生活状況を把握するこ

とに努め、分散登校日の設定の他、必要な家庭への家庭訪問や電

話連絡等による支援を行うことを通して、家庭との連携を図り、

健康状態の確認や学習の取組み状況、心理的な負担の軽減に努め

てまいりました。  

また、児童クラブに登録していない第１学年から第３学年まで

の児童及び小・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒の中

で、保護者のやむを得ない事情により自宅で過ごすことが困難な

場合におきまして、学校での受入れを４月１３日より実施してき

たところです。 

学校再開に向けては、教育委員会において「東村山市立小・中

学校版感染症予防ガイドライン（新型コロナウイルス感染症）」を

定め、教育活動を再開する際の留意点といたしまして、  

１ 手洗いや咳エチケット等の基本的な感染症対策の徹底  

２ 学校医や学校薬剤師等と連携した校内保健管理体制の整備  

３ 日頃の連絡体制の確認  

４ 集団感染のリスクが高い、密閉・密集・密接の３つの条件の

重複の回避 

を示し、感染防止に努めております。  

 市といたしましても学校再開に向けて、全ての小・中学生にマ

スクを 1人当たり５０枚、全教職員にフェイスシードルを１枚ずつ

配布するとともに、小学校での給食が再開される６月８日から６月

１２日までの間は使い捨ての弁当容器に給食を事前に盛り付けて
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提供する等の措置を講じ、各学校における感染防止の取り組みを

支援してまいります。  

一方で、授業が実施できなかった期間の遅れを取り戻すために、

各小・中学校では、令和２年度の教育課程の改善を進め、長期休

業期間や土曜日等を利用した授業日の確保や、児童・生徒の負担

を考慮した指導計画の作成など、学習保障に向けて、様々な手立

てを講じてまいります。  

さらに、今後再び臨時休校となる局面も想定して、自宅にネッ

トワーク環境が整っていない児童・生徒の家庭用に、ＷＩ－ＦＩ

ルーターや端末の確保に努めるとともに、ＩＣＴを活用した家庭

学習の在り方についても研究を進め、本年度より着手した「ＧＩ

ＧＡスクール構想」の実現に向けた事業の前倒しなどを含め、Ｉ

ＣＴを活用した教育環境の整備を図ってまいります。  

 

○  次に、学校休校中の子ども相談室等の相談対応について申し上

げます。 

子ども相談室、スクールソーシャルワーカー、希望学級などに

おける子どもとその保護者との相談事業については、この間相談

等の予約を原則、延期していただいておりましたが、子ども相談

室などでお受けする相談には、虐待の疑いや自傷行為、いじめに

係る問題や家庭内暴力など迅速な対応が必要となるケースもあり、

一律に相談活動を止めることは、子どもとその家庭の生活への影

響を考えると危ぶまれるものであります。  

このため、定期的な相談が途切れてしまうことの影響が大きい

と考えられる相談ケースについては、来庁による相談から電話に
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よる相談に対応方法を切り替え、引き続き対応を行い、お子さん

の発達段階に応じて、お子さん自身についても、電話での相談を

行ってまいりました。  

また、子どもの安心・安全が脅かされる状況が捉えられた際に

は、子ども家庭支援センター等とも連携し、平常時と変わらず対

応を進めてまいりました。今後もこのような体制のもと、社会の

大きな変化がもたらす家庭や子どもへの影響を可能な限り捉えな

がら、継続的な相談・支援体制の維持に取り組んでございます。  

 

○  次に、就学援助の申請・認定事務について申し上げます。  

就学援助申請者の感染リスク軽減と支給対象者に不利益が生じ

ないよう、新たに、市ホームページから申請書の出力を可能とし、

受付については窓口の他、郵送でも受付けることとしたほか、５月・

６月の申請であっても認定となった場合には、４月分から支給す

る措置を講じたところでございます。  

また、５月２５日、文部科学省より市立小・中学校の臨時休校中

の給食費の取り扱いについて、地方自治体が地域の実情に応じて

学校給食が実施されたこととみなし、就学援助制度で対応いただ

きたい旨の通知がありました。この通知を受け、当市としては従

来、就学援助制度での小・中学校の給食費については、実費負担

分を保護者へ支給しておりますが、特例として、緊急事態宣言下

での保護者の経済的負担を軽減するため、４月・５月の休校期間

中において給食が実施されたこととみなし、一定金額を就学援助

制度の対象保護者へ８月末を目途に支給したいと考えております。 

  次に、学校給食の対応でございますが、学校休校が長期化する
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なか、給食で使用しております姉妹都市であります柏崎市のお米

「こしいぶき（１００パーセント）」が給食に使用できず多く保管

されておりましたことから、納品先であります東村山市米穀小売

商組合にご理解とご協力、さらには、４月３０日に急遽、記者会

見を行い報道各社にも周知をお願いさせていただき、４月３０日か

ら５月３０日の期間限定で市民の皆さまへ給食用のお米を販売さ

せていただきました。販売方法としては、感染リスク軽減のため、

電話注文により直接ご自宅へ配達する方法といたしましたところ、

お陰様で評判も良く、市民の皆さまのご理解・ご協力によりまし

て、予定しておりました２トンを超える売り上げとなりましたこ

とを東村山市米穀小売商組合より報告を受けているところです。  

  また、給食用地場野菜につきましても、各農家の直売所やスー

パー等において、直接市民の方へ販売していただいたところでご

ざいます。 

 

○  次に、保育所及び児童クラブにおける対応状況等について申し

上げます。 

小・中学校等が臨時休校となるとともに、市内の公共施設も閉

館となる中、保育所・児童クラブなどにおきましては、この間の

国・都の方針を踏まえ、登所の自粛をお願いしつつ、保護者の就

労等により保育が必要となる子どもへの保育等を可能な限り実施

してまいりました。  

これらの保育サービス等の提供にあたりましては、マスクや消

毒液などの保健衛生用品等を確保した上で、日々の保育等に際し

ての感染防止策を可能な限り講じ、感染の予防及び拡大防止に努
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めてきたところでございます。  

これらと併せて、保護者の皆さまには緊急事態宣言を始めとし

たこの間の国・都の要請等を踏まえ、保育所・児童クラブなどへ

の登所を極力お控えいただくよう、数回にわたって要請の文書を

発出させていただくともに、４月１４日には保育所の利用者負担

に関する条例等の一部条例改正を専決処分させていただき、利用

しなかった日数に相当する分の保育料等の減額措置等を執らせて

いただいたところでございます。  

これら取り組みの結果、緊急事態宣言下においては、定員の概

ね３割程度の利用率となったところであり、保育所ならびに児童

クラブにおいて一定程度「３密」を解消した中で保育を実施する

ことができたところであります。あらためて保護者の皆さまには

ご理解ご協力をいただいておりますことを、この場を借りて深く

感謝申し上げる次第でございます。  

現在は、緊急事態宣言が解除され、社会活動が再開されつつあ

る中で、子どもの健康と安全に十分配慮しながら、通常通りの保

育等に段階的に移行できるよう対応を進めておりますが、今後も

再開となる幼稚園等も含め公私立の幼児教育・保育施設、児童ク

ラブにおける感染予防対策の推進に、それぞれの施設と緊密に連

携を取りながら、更に努めてまいります。  

 

○  次に、学校休校中の虐待のおそれのある児童等の現状把握と児

童虐待に対する取り組みのさらなる推進について申し上げます。 

  学校などの臨時休校などが実施されたことに伴い、児童や保護

者の在宅時間が大幅に増加するなど生活環境の変化に起因するス
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トレスなどによる、児童虐待の増加や深刻化が全国的に懸念され

ています。 

このような現状において、市としましても児童の状況把握の必

要性を強く感じたところであり、小・中学校や保育所など関係機

関との連携体制などを活用しながら、子ども家庭支援センターに

おいて把握している全ての支援対象世帯に対し、架電による調査

を行うとともに、必要に応じて家庭へ訪問し、児童一人ひとりの

状況の変化の把握に努めているところでございます。  

また、これらと併行して、「東村山市児童虐待防止対策に関する

庁内連携会議」において、改めて全庁的な認識の共有を図ったほ

か、保護者や児童に向け、相談先の周知と併せてメッセージを配

布させていただいたところでございます。  

こうした状況下において、児童虐待の未然防止及び早期発見、

早期対応に向けた更なる体制の強化を図るため、本年度は４月よ

り、子ども家庭支援センターへ新たに職員１名を増配置させてい

ただいたほか、児童虐待防止等に関する庁内全体の意識の向上を

図ることを主眼に、職員研修を実施させていただいたところであ

り、引き続き全庁的な対応を着実に推進してまいりたいと考えて

おります。 

これらに加えて、これまでも申し上げてまいりましたとおり，

私としましても、全ての子どもの健やかな育ちを守るためには、

行政が主体となる取り組みの推進だけでなく、地域全体での見守

り環境を強化していく必要があるものと考えており、この度、全

ての子どもが笑顔で安心して過ごせるまちづくりを進めることを

「東村山市虐待・いじめのないまち宣言」として、市民の皆さま
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にお示しさせていただいたところでございます。 

今後はこれを第一歩として、東村山市全体で、子どもを守り、

支え、育んでいけるよう、引き続き児童虐待の未然防止及び早期

発見、早期対応に取り組んでまいります。  

 

○  次に、介護・障害福祉サービス事業所への支援について申し上

げます。 

社会福祉施設や介護・障害福祉サービス事業所などが提供する

サービスは、利用者やその家族の方々の生活を継続する上で欠か

せないものであり、緊急事態宣言下においても、適切な感染防止

対策を前提として、利用者やご家族などの状況を踏まえ、厳しい

状況の中であっても、必要なサービスを継続して提供していただ

いているところであります。  

感染防止対策を十分に行った上で、事業を継続していただいて

おりますことから、必要なマスクや消毒液などの衛生用品の確保

が十分でないと伺っており、感染症の第二波、第三波に備えるた

めにも、市として、マスクや消毒液等の衛生用品を確保し、これら

市内の社会福祉施設や介護・障害福祉サービス事業所へ配布させ

ていただき、事業継続への支援を開始させていただいたところで

ございます。 

今後も市内の社会福祉施設や介護・障害福祉サービス事業所が

感染防止対策の推進と事業の継続を図っていただくよう、緊密な

連携に努めてまいります。   

  

○  次に、個人住民税、法人市民税の申告期限の延長について申し
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上げます。 

この度の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税であり

ます所得税及び法人税の申告期限が延長されているところであり、

市税であります個人住民税、法人市民税の申告につきましても国

税に合わせた事務の運用を行っていることから、国税と同様に申

告期限を延長して受け付けており、市報や市ホームページ等で周

知し、市民の方々へお知らせしているところでございます。  

次に、市税等の徴収猶予特例について申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が前年同時期に比

べて概ね２０パーセント以上減少し、納付が困難となってしまっ

た納税者を対象とした「徴収猶予制度の特例」が設けられたとこ

ろでございます。  

市報および市ホームページでの掲載に加え、６月１０日に発送を

予定している個人住民税納税通知書にお知らせを同封し、影響を

受けた納税者に広く周知してまいります。  

新型コロナウイルスの影響を受け、納付が困難となってしまった

方には、納税が猶予される場合がありますので、まずはご相談い

ただくようご案内申し上げます。  

 

○  次に、下水道使用料の支払い猶予について申し上げます。 

国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「生活不安

に対応するための緊急措置」が決定され、「新型コロナウイルス

感染症の影響により電気料金等の公共料金の支払いが困難な事

情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払いの猶

予等、迅速かつ柔軟に対応するよう」との要請がなされました。 
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これを踏まえ、東京都水道局では、緊急の取扱いとして、申し

出により水道料金の支払い猶予の対応をすることとなり、同時に

徴収している下水道使用料につきましても同様の扱いとすること

となったものでございます。支払い猶予の申し出は、３月２４日

から東京都水道局にて受付を開始しており、猶予期間は申し出か

ら最長で４か月となっております。  

 

○  次に、公共交通事業者に対する駅前広場の駐車場施設の使用料

等の免除について申し上げます。 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う外出自粛要請により、

バス事業者、タクシー事業者のいわゆる公共交通事業者を取り巻

く環境が著しく変化しております。この環境変化による影響を踏

まえ、今後の公共交通事業者の事業継続を支援することを目的に、

駅前広場の駐車場施設の使用料等を免除したいと考えております。 

詳細は、今定例会に議案を提出させていただいておりますので、

議案をご審議いただく際にあらためてご説明申し上げます。  

 

○  次に、有料自転車等駐輪場使用料の還付について申し上げます。 

学校では、３月以降一斉休校の措置、企業では外出自粛を図る

ため在宅勤務等の対応が行われ、その結果、駐輪場の利用につき

ましても、３月以降は減少している状況でございます。  

このような状況を受けまして、外出自粛要請等により、駐輪場

の契約がありながらも使うことが出来なかった方々に対し、特例

として、該当する月の定期使用契約に係る使用料の一部を還付す

ることといたしました。  
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還付の内容といたしましては、学生は一斉休校となった３月から

５月分の使用料を全額、そのほかの社会人等につきましては、緊

急事態宣言が出された４月から５月分の使用料のうち７０パー

セントの額を還付いたします。  

また、本来であれば、還付申請を行えるのは、契約解除の場合

のみであり、その後の駐輪場の使用ができなくなりますが、今回

の新型コロナウイルス感染症の影響による使用料の還付につきま

しては、契約解除を伴わない形での対応をすることといたしまし

た。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、今後の駐輪場の利用

に対して不安を感じている方も多くおられるかと思いますが、こ

れからも安心して駐輪場を利用していただけるよう、体制を整え

てまいります。 

 

○  次に、市営住宅使用料等の取り扱いについて申し上げます。  

市営住宅の居住者においても就労環境が変化する等により収入

が減少し、生活に困窮するケースが出てくることが予想されます。 

この事態に対し、市では、転職や退職、給与支給なし等、収入

が激変された方には最新の収入状況に応じた住宅使用料の見直し

をし、その収入の度合いによっては更なる減免措置を講じてまい

ります。また、一時的な減収により使用料等の支払いが困難なか

たには、３か月の徴収の猶予を実施し、なお支払いが困難な方に

は猶予の延長を検討していきます。  

公営住宅法に基づき設置されている市営住宅は低所得者のセー

フティネットであるため、居住者のかたの状況に応じ、支援の方
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策を講じていきたいと考えております。  

 

○  次に、市内中小企業への支援について申し上げます。  

まず、先の３月定例会にてご可決いただいた小口事業資金融資

制度に新たに設けた「緊急対策特別資金」の申し込みの状況等に

ついてですが、令和元年度における小口事業資金の融資件数は、

１年間で合計７０件ございましたが、令和２年度については、５

月２９日時点における申し込み件数は、全体で１４５件、緊急対

策特別資金だけですでに１４２件に上っており、わずか２か月弱

で昨年度１年間の実績件数の２倍を上回るお申込みをいただい

ているところです。  

これは、この度設けさせていただいた本制度が、市内中小企業

者の負担をより軽減した制度であり、中小企業者の資金需要に合

致した内容になっているものと捉えているところでございます。 

また、３月より開始された国のセーフティネット保証におきま

しても４号で２５３件、５号で３０件の申請をいただいており、

当市の「緊急対策特別資金」の申し込みの状況と合わせ、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響が、市内中小企業者の売り上げの

大幅な減少など地域経済に深刻な打撃をもたらしていることを物

語っているものと捉えているところでございます。  

続いて、市と東村山市商工会にて設置いたしました中小企業者

向けの無料相談窓口につきまして、ご報告いたします。  

中小企業者等から、国の持続化給付金及び雇用調整助成金等の

申請方法や、活用できる支援策などについて多数お問合せをいた

だいてきたことから、これらの中小企業が抱えるお悩みと雇用の
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維持及び事業の継続等の課題解決を支援するため、６月１日から

７月末日までの間、市と東村山市商工会におきまして、中小企業

者等を対象にした無料の相談窓口を設置することといたしました。  

市におきましては、毎週火曜日、水曜日、木曜日に、社会保険

労務士による労働相談窓口を、東村山市商工会におきましては、

毎週月曜日、金曜日に、中小企業診断士による経営相談窓口をそ

れぞれ開設しております。  

なお、共に予約制でございますが、労働相談におきましては、

東京２０２０オリンピック・パラリンピック推進課が窓口となってお

ります。この間、融資に関する申し込みや、東京都の感染拡大防

止協力金に対する問い合わせなども多く寄せられるようになっ

ていることから、中小企業者の方の問い合わせに迅速に対応でき

るよう、しっかりと体制を整えて対応しているところです。 

今後も市内の経済状況の把握に努め、国や都の動向に注視する

とともに、市内中小企業者の事業継続・雇用維持についてできる

だけの支援や応援できるよう、限られた人員と財源ではあります

が、市としましても適宜適切な施策を展開できるよう全力を傾注

してまいりたいと考えております。  

 

○  次に、特別定額給付金事業について申し上げます。  

国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「新

型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の

維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限

削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆ

る現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、
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人々が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を

克服しなければならない。」と示され、このため、感染拡大防止に

留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う

ため、全国一律の制度として、特別定額給付金事業を実施してお

ります。 

給付対象者は、基準日である令和２年４月２７日において、住

民基本台帳に登録されている方であり、給付対象者１人につき１０万円

を給付するものでございます。  

国からも、迅速に給付を行うよう求められておりますことから

も、当市では野崎副市長を本部長とし、関係所管職員で構成する

庁内プロジェクトチーム「東村山市特別定額給付金事業実施本部」

を４月下旬に立ち上げ、準備を開始いたしました。  

特別定額給付金つきましては、国の趣旨に鑑み、可及的速やか

に対応させていただくことが私としても大変重要であると考え、

当市におきましては、「令和２年度一般会計補正予算（第１号）」

に計上させていただき、去る５月１日に専決処分により早急に予

算を確保させていただきました。  

この間、４月２７日より市独自でのコールセンターの開設、５

月１１日よりマイナンバーカードをお持ちの方のオンライン申請

受付を開始し、その後、５月１５日号市報の１面において制度概

要の周知を行い、５月１８日にはオンライン申請をされ、審査を

終えた世帯の方から、順次お振込みを開始させていただきました。 

同じく、５月１８日より給付対象となる全世帯へ申請書を発送、

同日より郵送分の申請受付も開始し、現在、受付・審査を終えた

世帯の皆さまから順次、お振込みの手続きを進めており、６月３日
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時点で２千８１０件、６億５千４９０万円の給付手続きを完了し

ております。 

なお、感染拡大防止の観点から、給付金の申請は「郵送申請」

または「マイナポータルを利用したオンライン申請」のいずれか

を基本としております。感染症拡大防止の観点から、市役所への

来庁はお控えいただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

１５万市民、７万３千世帯の皆さまへの給付となり、膨大な事

務量となりますが、郵便局、金融機関にもご協力いただきながら、

可能な限り迅速に申請受付、給付を進めていき、国の求める的確

に家計への支援となるよう事業を進めてまいります。  

 

○  続きまして、子育て世帯への臨時特別給付金及び、ひとり親世

帯臨時特別給付金について申し上げます。  

  子育て世帯への臨時特別給付金も、国の新型コロナウイルス感

染症緊急経済対策の一つであり、小学校等の臨時休校等により新

型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取

り組みの一つとして、児童手当を受給する世帯に対し、その対象

児童一人あたり１万円を臨時特別の給付金として支給することと

されたものでございます。  

  早速、対象世帯に対して通知を郵送するなど、早い方には６月

下旬頃には給付できるよう対応を進めさせていただいているとこ

ろでございます。可能な限り速やかに給付金が行きわたるよう引

き続き努めてまいります。  

  なお、子育て世帯への臨時特別給付金につきましても、特別定
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額給付金と同じく「令和２年度一般会計補正予算（第１号）」に計

上させていただき、去る５月１日に専決処分により早急に予算を

確保させていただきました。    

次に、ひとり親世帯臨時特別給付金について申し上げます。 

本給付金も、国の新型コロナウイルス感染症に係る低所得のひ

とり親世帯への生活支援策の一つとして、新型コロナウイルス感

染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を

行うため、児童扶養手当を受給する世帯等に対し、基本給付とし

て主に１世帯当たり５万円の給付金を、その中でさらに収入が大

きく減少した世帯に対しては追加給付として５万円の給付金を臨

時・特別の措置として支給するものでございます。  

現在、国では、本給付金に係る補正予算案が閣議決定されたと

ころであり、当市におきましては、本給付金の趣旨に鑑み、今後

国の補正予算案が可決され次第速やかに対応を図るべく、必要な

準備を進めているところでございます。  

これらの給付金をはじめとする、この度の国の経済対策関連事

業への議員各位、市民の皆さまのご理解とご協力をあらためてお

願い申し上げます。  

引き続き、国の動向を注視しながら、可能な限り速やかに必要

な方に給付金が行きわたるよう進めてまいります。  

  

○  次に、駅前広場での密集、滞留に対する対策について申し上げ

ます。 

かねてより、議会でもご意見を頂いておりました駅前広場内で

の飲食、喫煙及び長時間の滞留について、外出自粛要請以降も長
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時間の滞留が確認されたことから、久米川駅の南口、そして新秋津駅

の駅前広場内にフェンスを設置させていただきました。  

更に、その後の状況を踏まえ、久米川駅の北口駅前広場内とともに、

駅前広場東南側で接する土地開発公社の管理用地につきましても

同様の対応をさせていただきました。  

ご利用されている市民の皆さまにはご不便をおかけすることに

なりますが、何卒趣旨をご理解いただきますようご協力の程よろ

しくお願い申し上げます。  

なお、フェンスの撤去時期は、現時点未定でございますが、こ

の機会にあわせて、特定の方が長時間滞留され喫煙や飲酒等が行

われない方策について検討してまいります。とりわけ久米川駅南

口については、踏切拡幅や道路施設の老朽化といった課題もあり

ますので、これを契機に、市内最大の商業地の玄関口として誰も

が安心して歩行し、かつまた集い憩えるような駅前広場全体のあ

り方を検討し、将来のまちの姿を描いていきたいと考えておりま

す。 

 

○  次に、市のイベントや行事等への対応について申し上げます。 

はじめに、北山公園の花菖蒲開花中の対策についてですが、既

にご案内の通り、毎年６月に開催しています「東村山菖蒲まつり」

については、本年度、残念ながら中止とさせていただきました。 

しかし、花菖蒲開花中も公園の閉鎖は考えておりませんので、

花菖蒲の鑑賞等は可能となっております。ただし、来場者には「３

密」を避けていただき、咳エチケットを徹底していただくことを

目的に、善行橋、関場橋等に警備員を配備し、感染拡大防止の注
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意喚起をしておりますほか、公園内での飲食を伴う集まり等を控

えていただきますよう、お願いしてまいります。 

次に、インディペンデンス市姉妹都市交流事業の中止について

申し上げます。 

これまで東村山市国際友好協会、インディペンデンス市日本姉

妹都市委員会の多大なご尽力により行われてまいりました姉妹都

市交流事業につきましては、６月に予定しておりましたインディ

ペンデンス市からの学生親善訪問団の受入れ、及び８月に予定し

ておりましたインディペンデンス市への親善訪問派遣団の派遣に

ついては、関係機関との協議の結果、誠に残念ではありますが中

止することとなりました。  

次に、地域の戦争・平和の学習及び広島派遣事業の中止につい

て申し上げます。  

この間、東大和市と事業実施について協議を行ってまいりまし

たが、参加する児童・生徒の健康と安全を最優先に考え、誠に残

念ではありますが中止とすることといたしました。  

続きまして、社会教育関係の対応について申し上げます。  

 はじめに、青少年対策地区委員会関係でございますが、例年５

月の中旬に開催されておりました各地区委員会の定期総会は、委

任状等書面による決議で執り行われました。  

また、白州山の家につきましては、６月３０日まで休館とさせ

ていただいたほか、７月２５日より予定しておりました、白州一泊

キャンプにつきましては、密集した空間での長距離バス移動、密

集・密接した宿舎での寝泊まり、長期休業期間を活用し授業等を

設ける可能性があることを踏まえ、今年度は中止としたところで
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ございます。 

  次に学校施設コミュニティ開放でございますが、スポーツ開放、

教室開放ともに、６月３０日まで使用中止、土曜開放（土曜講座）

につきましては、第２学期より開催とさせていただいております。 

  その他、青少年健全育成事業関係につきましては、８月２０日

から２２日の２泊３日において、新潟県柏崎市で開催予定であり

ました「なぎさ体験塾」につきましては、構成市であります、東

久留米市・新潟県柏崎市と協議し、夏休みを活用し授業日を設け

る可能性があること等を踏まえ、今年度は中止といたしました。  

  また、青少年委員主催で実施しております「輝け！東村山っ子

育成塾」につきましては、５月２４日より年８回での開催予定で

ございましたが、現況を踏まえ、体験活動は縮小となりますが、

９月より事業実施とさせていただきます。  

   

○  次に、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、市に対しご寄付

をいくつか頂戴しておりますのでご報告申し上げます。  

はじめに、中国よりマスクの寄贈についてご報告申し上げます。 

去る４月上旬、当市と東京２０２０オリンピック競技大会事前

キャンプに関する覚書を取り交わしております中国国家体育総局

より、「新型コロナウイルスの感染が深刻となる東京都内の状況を

踏まえ、ホストタウンである東村山市を支援したい。」とのご意向

を賜り、去る４月１３日にマスク６千枚が届きました。  

その後、４月中旬には在日中国大使館からもマスク２千枚を支

援したい旨の連絡があり、４月２８日に受け取りいたしました。  

中国から寄贈を受けたマスクには「両国は近しい関係にあり、
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お互い心を寄せ合い難局を乗り越えましょう。近い将来このコロ

ナウイルス感染との戦いに打ち克てることを確信しております。

今後も東村山市との交流を望んでおります」との言葉が添えられ

ていました。 

いただいたマスクにつきましては、新型コロナウイルス感染症

の脅威に立ち向かいながら、懸命に高齢者・障害者・子ども達の

ために日々最前線で働いておられる市内の福祉施設の職員にお役

立ていただこうと、市内の介護や障害者、子育て関連等の事業所

に配布させていただいたところでございます。  

改めて当市が中国のホストタウンとなり、これまで育んできた

様々な交流がこのような支援を受けることにつながり、一基礎自

治体ではありますが、一衣帯水の位置にある日本と中国が友好関

係を保ちお互いを理解し、想い合う心を育むことにも繋がってい

るものと確信したところであります。  

今後もホストタウン交流を促進させることで、相互理解がより

深まるとともに、多文化共生社会の推進にも繋がるものと考えて

おり、引き続き取り組みを進めてまいります。  

次に、竹花貴騎
たけはなたかき

様より１億１円ものご寄附をいただきましたこと

をご報告申し上げます。 

ご案内の通り、竹花様は東村山のご出身であり、東村山市公認イ

ンスタグラムアカウント＠「tanoshi_murayama」を運営いただいて

いる Lim グループ様の代表を務められており、現下の状況下にあ

る東村山の子どもたちのために役立ててほしいというお気持ちか

ら、この度のご寄附のお申し出をいただいたところであり、この

ような多額のご寄附に１５万市民を代表し心より感謝申し上げま
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す。 

  また、４月２０日には匿名の方より、新型コロナウイルス対策

に役立ててほしいと１００万円のご寄附を郵送にて頂戴いたしま

した。 

本来であれば、直接お会いさせていただき、御礼を申し上げた

いところでございますが、ご寄附いただいた方を特定することが

難しいため、この場をお借りいたしまして、いただきました善意

に心より感謝申し上げるところでございます。  

  その他、東村山ロータリークラブ様よりマスク２，５００枚と

フェイスシールド１００枚、(株)ゼロ代表取締役の川上
かわかみ

義
よし

博
ひろ

様か

らマスク７５０枚、莫邦
もーばん

富
ふ

様・陜
きょう

西省
せいしょう

鼎和
て い わ

投資
と う し

有限
ゆうげん

公
こう

司
し

社長
しゃちょう

 馬
まー

立科
りーかー

様

からマスク１，０００枚、(株)小林モーター代表取締役社長の小林
こばやし

保
やす

晴
はる

様からマスク２，５００枚、阿部様からマスク１，０００枚、

栄町の「華の会」様よりお手製の布マスク１００枚、飛雄商事（株）

様から次亜塩素酸水５０缶１，０００リットルをご寄贈いただき

ました。 

この場をお借りしましてご寄付下さった皆さまに、心より厚く

御礼申し上げます。  

この度のこれらのご寄附につきましては、現下の状況に鑑みま

して、寄附者のご意向に沿った使途となるよう、速やかに対応し

てまいります。 

 

○  以上、主な新型コロナウイルス感染症への当市における、これ

までの対応や今後の方針について申し上げてまいりました。今後

も、国や都の動向や、市内の感染状況等にも引き続き注視してま
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いり、市民の皆さまの命と健康を守るためにも、対策本部ほか関

係する会議を適宜開催し、早期対応に努めてまいります。引き続

き、市役所一丸となり対応してまいりますので、議員各位、そし

て市民の皆さまの深いご理解とご協力をお願い申し上げます。  

市ホームページの市長メッセージでも繰り返しお伝えしてお

りますが、市民の皆さまが健康でお元気でお過ごしいただけます

よう、心からお祈りをさせていただきます。引き続き、距離は保

ちながら、心をつないで頑張ってまいりましょう。  

 

○ それでは、各分野別に事業の進捗状況や新たな取り組みなどに

ついてご説明いたします。  

 

〇 はじめに、経営・政策分野であります。 

   

○ 令和２年度の財政運営にあたり、３月定例会はじめ、これまで

の市議会における議論や監査指摘等を踏まえ、予算から決算に至

るまでの一連の事務手続きを適正に執行することにより、信頼性

の高い公務を推進していくため、あらためて、職員が予算の持つ

趣旨をしっかりと理解し、厳格かつ効率的な予算の執行並びに事

務事業に取り組むよう、年度当初に副市長に命じ、通達させたと

ころであります。  

全職員がこれらを肝に銘じ、持続可能な東村山・持続可能な地球に

貢献する東村山を目指し、「私たちのＳＤＧｓ」と名付けた第５

次総合計画を見据え、各施策を着実に推進していくことにより、

第４次総合計画の総仕上げを行ってまいります。  
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また、先ほども申し上げましたように、この間、新型コロナウ

イルス感染症緊急経済対策として４月３０日の国の補正予算成立

を受け、特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金の支

給に要する予算を計上した令和２年度一般会計補正予算（第１号）

につきまして、緊急の対応を図るために５月１日に専決処分をし、

速やかに市民の皆さまへ支給ができるよう取り組んでおります。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手

当金の支給に要する予算を計上した国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）を、本定例会に提案しております。 

引き続き、堅実な行財政運営に努めつつ、市民の命を守り、市

民生活と地域経済を支えることを最優先に、新型コロナウイルス

感染症対策に資する国や東京都の交付金等を活用し、当市の実情

を踏まえた独自の取組みなどを盛り込んだ令和２年度一般会計

補正予算（第２号）を編成し、ご可決後は速やかに必要な財政出

動を積極果敢に実行するとともに、ウィズコロナ・ポストコロナ

を見据えた未来への投資についても推進していく所存でありま

す。 

 

○ 続きまして、第５次総合計画等の策定、第５次行財政改革大綱

の策定に向けた進捗と取り組みについてご報告を申し上げます。  

第５次総合計画につきましては、総合計画審議会より答申を受

けてとりまとめた基本構想案についてのパブリックコメントを実

施し、４月初旬に回答を公表させていただいたところでございま

す。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大が加速化する
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中で、パブリックコメントと同時期に開催しておりました市民説

明会を、市民の皆さんの生命、健康を守ることを最優先とし中断

させていただき、新年度に入りましてからも、政府から緊急事態

宣言が発出されたことに伴い、基本計画を審議いただく予定であ

った４月の総合計画審議会につきましても、同様に中止とさせて

いただきました。  

これまで、６月定例会を目途に基本構想についての議案を提出

させていただくべく、総合計画の策定を進めてまいりましたが、

この間の世界規模での社会経済への甚大な影響に鑑み、社会状況

の変化とともに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と必要と

なる社会経済活動や教育文化活動等と両立を図るために医療、福

祉、子育て、教育、産業、経済などあらゆる面での施策について、

新たな課題をしっかりと認識しながら、単にコロナ禍が過ぎ去る

のを待つのでなく、ウィズコロナ時代での郊外型都市生活モデルを

積極的に生み出していく決意をもって、再度基本構想案や基本計

画の素案に早急に盛り込む必要があるとの認識に至り、これらの

状況を踏まえた上でしっかりご審議をいただける状況になるまで、

議案の提出を延伸させていただくことといたしました。  

将来の見通しとして人口減少傾向が続くことや、市民の皆さま

と作り上げてまいりました将来都市像、またＳＤＧｓとの連動と

いった長期的な大きい骨組みまでが変わるわけではございません

が、おそらく今後数年の間は物理的な距離を取ることが求められ

ることから、ソーシャル・ディスタンスを保ちつつ、第５次総合

計画の将来都市像である「みどり  にぎわい いろどり豊かに 

笑顔つながる東村山」をいかに築いていくかということが中心的
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な課題となると認識しております。  

これまでのやり方ではこの困難な課題を解決することができな

いことをしっかりと認識しながら、国や都の補正予算への緊急対

応、今後の市民生活を支える施策などをしっかり吟味・検討した

上で、新たな発想も加えて政策の方向性や施策の優先順位などを

改めてお示ししてまいりたいと考えておりますので、引き続き、

計画策定へのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

また、行財政改革大綱の策定につきましても、２月の行財政改

革審議会において、今後１０年間を通じての基本理念の案をご審

議いただき、５月を目途に答申をいただく予定としておりました

が、やはり現下の状況を踏まえた社会背景の変化や新たな取組み

の方向性について、改めて視点を整理する必要があるものと考え

ております。 

これまで、あらゆる分野においていかに市民に集まっていただ

くか、にぎわいやオープンイノベーションを創出する場をどう作

っていくか、ということを基本的な軸として施策を構築し展開し

てまいりましたが、今後は、市民や団体、事業者、職員も含め、

物理的に人を集めるという発想自体を転換させていかなければな

らない局面を迎えているのではないかと感じており、今般のよう

な感染症の広がりだけでなく、頻発する大災害などにより社会生

活が大きな制限を受ける状況が繰り返し起こることが想定される

中で、特に市民サービスの提供のあり方、市職員の働き方、業務

の進め方などを抜本的に変える必要があり、こう言った点を大き

なポイントとして盛り込んでいかなければならないものと認識し

ております。 
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これは、単に緊急事態への対応にとどまらず、ポストコロナの

時代を見据えた東村山市のバージョンアップを大きく推し進める

ものとなると考えます。  

ウイズコロナそしてポストコロナの時代においては、距離が離

れていても、また物理的に集まらなくても、多様な人々がゆるや

かにつながりながら、様々な活動が自由にできるよう、オンライ

ン上での場づくりが必要不可欠なものとなり、その上でフェイス

トゥフェイスのコミュニケーションのバランスを取っていくよう

な視点が極めて重要な時代へと移り変わることが予測されます。

こうしたまさに「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」への流れにいち早く対

応していくことが、選ばれる自治体としての一つの必須要件にな

っていくのではないかと認識を新たにしているところでございま

す。 

ただいま申し上げましたような緊急事態への対応のほか、適切

な市民サービスの提供、業務の継続性の確保や職員の働き方改革

など、必要な措置につきましては、従来の発想にとらわれず、ス

ピード感をもって迅速に対応していく所存でございますが、こう

した種々の取組みの方向性は、間違いなく総合計画の基本構想や

基本計画、行財政改革大綱における基本的な理念それぞれにもつ

ながっていくものと認識しております。  

現下の厳しい情勢の中ではございますが、全職員が一丸となっ

て持続可能なまちづくりが一層進展できるよう努めてまいります

ので、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

 

○ 続きまして、民間事業者提案制度による事業化の状況等につい
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て申し上げます。  

令和２年４月から３つの提案を事業化しております。  

１つ目は、「動物看護師による動物相談の充実を図る提案」で

ございます。 

市内事業者でトリミングサロンを営む「あにも」様からの提案

で、動物看護師によるペットの飼育や地域猫、保護動物などの無

料相談窓口を毎月１回開設するものでございます。  

行政のみでは対応しきれない様々な動物の悩みごとに対し、助

言や適切な対応機関などの紹介などを行いつつ、１年程の開設期

間中にどのような相談が、どれほどあるのか等のニーズも探って

まいります。 

２つ目は、「市の広報業務を包括的民間委託することにより、

市民サービス向上や行政の事務負担軽減を目指す提案」でござい

ます。 

市内事業者でデザイン会社を営む「株式会社ドライブドリーム

ストーリー」様からの提案で、当市の広報誌などについて包括的

にデザインや印刷を行い、これまで各担当が個別に行っていた事

務負担を軽減するなど行政の生産性の向上を目指しつつ、当市の

広報誌等にかかる業務全般やより効果的な広報の仕方などにつ

いて助言を頂き、市民サービスの向上も進めるものでございます。 

当面は、「ごみ見聞録」や「きょういく東村山」など一部の広

報誌の発行業務を包括化し、他の広報誌等へのアドバイザリー業

務を行うなどスモールスタートではありますが、今後、包括化の

対象を広げていく検討を進めてまいります。  

３つ目は、「特別目的会社による電力調達の効率化により、当
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該効果を地域課題へ投資する提案」でございます。  

提案者であるＪＸＴＧエネルギー株式会社様、アジア航測株式

会社様と、当市が、それぞれが出資し事業を進めるための「東村山

タウンマネジメント株式会社」を４月に設立したところでござい

ます。 

この会社の設立目的は、これまで施設や道路照明ごと個別に支

払っていた電力料金を、当市に代わって包括的に支払い代行する

ことで、当市職員の事務負担を軽減するなど行政の生産性の向上

を目指しつつ、業務により得た収益を用い当市の課題を解決する

ことでございます。  

令和２年４月利用分の電気料金から包括的に支払い代行を開

始しておりますが、当市の課題解決にどのように収益を用いるか

等については収益の状況を踏まえながら、継続して検討を進めて

まいります。 

その他の提案についても事業化に向け詳細協議を進めており、

例えば「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０（データ利活用型スマートシティ）

の具現化に向けた実証実験を行う提案」などについては、先ほど

も申し上げましたが「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」への流れに対応し

ていくことが選ばれる自治体としての一つの必須要件になって

いくと認識しており、国のスマートシティ関連補助金の獲得など

事業化を進めるための準備を進めております。  

引き続き、多くの事業者と知恵を出し合い、また、庁内でも議

論を重ね、東村山市の未来に向け、順次事業化を目指してまいり

ます。 
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○  続きまして、ＩＣＴ環境の整備について申し上げます。  

新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、多くの企業でＰ

Ｃやタブレット、ウェブ会議用ソフトウェアを活用したリモート

型のワークスタイルが導入されるなど、人々の働き方にかつてな

いほどの大きな変革が起こりつつあります。  

この間、東村山市においても感染拡大防止対策の一環として、

職員の交代制勤務を実施したところですが、今後の第二波の感染

拡大への対策等を見据えますと、新たなワークスタイルに対応し

たＩＣＴ環境を早急に整備していかなければならないと考えてお

ります。 

テレワーク専用ＰＣやウェブ会議システム、それらに付随して

必要となるセキュリティ対策を可及的速やかに導入し、「３密」

の状態を避けつつ、可能な限り生産性を低下させずに業務を継続

できる体制を整え、災害時等におけるレジリエンス強化や働き方

改革の更なる推進につなげてまいります。  

 

○  続きまして、令和２年度全国ハンセン病療養所所在市町連絡協

議会の総会開催についてご報告申し上げます。 

本協議会総会の開催につきましては、本年７月１４日の東京２

０２０オリンピックの聖火リレーセレブレーションに合わせて、

１１年ぶりに当市で開催する予定でございましたが、東京２０２

０オリンピック・パラリンピックの延期及び新型コロナウイルス

感染拡大防止の観点から、全国に療養所を所在するすべての首長

及び議長にご同意いただき、通常の開催ではなく、書面開催とす

ることを決定いたしましたのでご報告いたします。  
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なお、令和３年度において再度、東京２０２０オリンピック聖火

リレーセレブレーションが多磨全生園で開催される日程に合わせ

て、当市での総会開催を予定しております。  

令和２年度は、書面開催とさせていただきますが、例年同様に

国や国会に対し、直接要請を視野に入れた働きかけを行うと共に、

各園の将来構想の実現をはじめとする課題の早期解決に向けて、

引き続き全力で支援していく所存であります。  

 

○  続きまして、去る４月２９日付けで発令されました、令和２年春の
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また、東村山市表彰条例に基づき、市政の振興や公共の福祉の増進

等に功労のあったかた、及び、広く市民の模範となったかたなど３６

名、２団体の方々を被表彰者としてすでに決定しております。 

例年４月下旬に開催しております市民功労表彰式の実施時期につき

ましては、今後の新型コロナウイルス感染症の状況を見定めて決定し

てまいります。 
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あらためて、受章されました皆さま方に心からお祝いを申し上げま

すとともに、これまでのご功績に敬意と感謝を申し上げる次第でござ

います。 

 

○ 以上で経営・政策分野を終了し、次に総務分野について申し上

げます。 

 

○ 令和２年度定期人事異動について申し上げます。  

去る４月１日、昇任者５３名、異動者１０５名、派遣者等８名、

合計１６６名の職員に対して定期人事異動の発令を行うととも

に、新たに２８名の新入職員に辞令を交付いたしました。  

定期人事異動につきましては、例年どおり、自己申告書の内容

や人事評価の結果、職員の能力、適性、希望などを踏まえつつ、

組織全体が中長期にわたって安定的に機能するよう適材適所の

配置に努めたところであります。  

令和２年度は、第４次総合計画の総仕上げとなる年度であると

同時に、令和３年度からスタートする第５次総合計画の筋道を立

てる大変重要な年度でありますことから、各施策の成果を着実に

つなげられるよう、必要な組織体制の見直しを行うとともに、年

度当初から新型コロナウイルス感染症対策や、それに伴う東京２

０２０オリンピック・パラリンピックの延期などに直面している

状況もあり、様々な面で異例の対応に迫られたところであります

が、今般の定期人事異動により、職員それぞれの能力向上や組織

の活性化、公務能率の向上を図ることで、当面する諸課題につい

て、これまで以上に的確に対応してまいりたいと考えております。 
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〇 以上で総務分野を終了し、次に地域創生分野について申し上げ

ます。 

 

○ 先程、経営・政策分野でも申し上げましたが、新型コロナウイ

ルス感染症拡大の影響のため、令和２年３月２４日にアスリート

及び観客の安心・安全の確保が最も重要であるという観点から、

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の延期が発

表されました。 

その後、令和２年３月３０日に、延期された東京２０２０大会

の開催日程として、オリンピック競技大会は令和３年７月２３日

から８月８日、また、パラリンピック競技大会は令和３年８月２４日

から９月５日となることが発表されましたが、東京２０２０オリ

ンピック聖火リレーにつきましては、大会延期日程に合わせた、

新たな聖火リレーの日程が定められることになっております。  

当市におきましては、聖火ランナーとして希望の光である聖火

を掲げて、志村けんさんに走っていただく予定でおりましたが、

残念ながら３月２９日にご逝去されました。  

心より哀悼の誠を捧げ、ご冥福をお祈りします。東村山市民を

はじめ全国にお住まいの皆さまに笑顔や元気を届けていただきた

かった志村けんさんの東村山への想いや多くの人々を笑顔にした

いというお気持ちを私たちはしっかりと受け継ぐとともに、志村

けんさんが聖火ランナーとして走ることを心待ちにしていた多く

の方々の思いに沿えるような、笑顔と元気をお届けできる聖火リ

レーにしたいと考えております。  
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私たちが直面している新型コロナウイルス感染症との戦いのト

ンネルの先にオリンピックの聖火が灯り「希望の光」となるよう

な大会になることを願い準備を進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 

〇 以上で地域創生分野を終了し、次に市民分野について申し上げ

ます。 

 

○  東京２０２０オリンピック・パラリンピックを契機とした国際

文化交流事業について申し上げます。  

昨年９月より、独立行政法人  国際交流基金  日中交流センター

と連携し、友好交流都市であります中国蘇州市より高校生を招へ

いし、学校生活を中心に中国のホストタウンの啓発に携わってい

ただいておりましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大

により、留学生の健康と安全を最優先に考え、日中交流センター

が今期の中国高校生長期招聘事業の終了を決定したことにより、

当市の国際文化交流事業についても終了することといたしました。 

令和２年７月まで滞在いただくことを予定していた、留学生で

ある付佳凝（ふ かぎょう）さんは、急遽、４月１２日に帰国の途に

ついたものでございます。  

付さんには、短い期間ではありましたが、日本の社会や文化を

体験していただき、同世代の日本人との友情関係を築きつつ交流

活動を行っていただくことができたと考えております。  

東村山市滞在中は、ホストファミリーの方々や明治学院東村山

高等学校及び地域の皆さまに多大なるご協力をいただき、あらた
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めて感謝申し上げます。 

 

○ 以上で市民分野を終了し、次に環境・安全分野について申し上

げます。 

 

○ はじめに、避難所における新型コロナウイルス感染症への対応

について申し上げます。  

間もなく出水期に入り、ゲリラ豪雨、台風といった風災害が懸

念される時期となります。風水害時に浸水害、土砂災害をはじめ

とした被害が予想される場合は避難勧告等を発令し、避難所を開

設していくことになりますが、避難所において、多くの市民の皆

さまが一堂に避難をされた場合、過密状態となり、感染症拡大の

可能性が危惧される状態となります。これらのことから、風水害

時の避難所における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講

じたいと考えております。  

従来の風水害時における市の避難所は、原則、市内の小中学校

１１校の体育館を優先的に開設していく方針を決定していたとこ

ろでございますが、新型コロナウイルス感染症への対応として、

避難所の過密化を防止するため、このほか、市民スポーツセンタ

ー及びサンパルネの２か所を臨時の避難所として追加で開設し、

避難者の分散化を図ることといたします。  

避難所内におきましては、マスクの着用を義務付けるほか、ソ

ーシャルディスタンス確保の観点から避難された世帯につき、約

１６㎡の避難スペースを確保するよう努めること、ペットの避難

に関してはペット同士の感染の恐れがあることから当面の間同伴
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避難をお断りすること、また咳エチケットや手洗いなど基本的な

感染症対策の徹底などのあらたなルールを設定いたしました。そ

のほか、感染症の症状が疑われる方につきましては別室へ移動し

ていただき他の避難者との接触を避けるなどの対応もしてまいり

ます。 

市といたしましては、これらの取り組みにより、今後、出水期

を迎えるにあたり、市民の皆さまの命を守る避難所を万全の体制

で運営できるよう努めてまいたいと考えております。  

しかしながら、避難所での感染拡大を防ぐためには市民の皆さ

ま、お一人おひとりの心掛けが不可欠でございます。市民の皆さ

まにおかれましては「安全な場所にいる人は避難所に行く必要が

ない」ことを改めて、ご認識いただきたくとともに避難が必要な

場合におきましても、親戚やご友人宅への避難や、ご自宅での垂

直避難をあらかじめご検討いただくなど、避難所の過密化を防ぐ

ことへの、ご理解とご協力を頂きたくお願い申し上げます。  

これらの情報につきましては市ホームページにてご確認いただ

けるほか、今後６月１５日号の市報配付に合わせ市民の皆さまに

チラシをお配りする予定でございます。  

なお、今回につきましては風水害時の避難所運営について申し

上げたところでございますが震災時における感染症対策につきま

してもこれをもとに避難所運営連絡会の皆さまと協議しながら検

討を進めていく予定でございます。  

 

○  続きまして、東村山市洪水ハザードマップの更新について申し

上げます。 
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市では、５月１日に、東村山市洪水ハザードマップを更新いた

しました。これは、東京都において、当市が関係する柳瀬川、空

堀川流域などの浸水予想区域図について、令和元年度１２月に想

定しうる最大規模の降雨による、浸水想定に拡充・更新されたこ

とを契機として、その浸水想定の情報を入れ込むことと併せて、

市内の小中学校１１校を「自主避難所兼避難所」として開放して

いくことや「土のうステーション」の設置といった、新たな風水

害対策を周知することなども、目的として整理したものでござい

ます。 

また、洪水ハザードマップ裏面の風水害時の行動、避難に関す

る情報などをはじめとする項目につきましても、わかりやすく整

理させていただいております。  

昨今は台風などにより、全国的に多くの被害が出ていることか

ら、市民の皆さまにおかれましては、これを機会に、ご自身がお

住いになっているエリアが大雨の際に、どのくらいの深さまで浸

水するのかを、あらためてご確認・把握いただくとともに、避難

行動が必要となった場合の備えとして、ご活用いただきたいと考

えております。 

更新した洪水ハザードマップにつきましては、令和２年５月１

日の市報に合わせまして全戸配布し、市のホームページ等にも公

表させていただいたところでございます。  

なお、要配慮者対応として、洪水ハザードマップ自体の多言語

化、ユニバーサルデザイン化を図りカラーバリアフリー版の作成

を行ったほか、東村山音訳の会の皆さまにご協力をいただき、音

訳版についてもホームページにて公表をしたところでございます。 
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要配慮者の方にも確認しやすいよう工夫を凝らしておりますの

で、是非多くの方にご活用いただければと存じ上げます。  

 

○  続きまして、新たな移動手段の検討について申し上げます。  

令和元年度から準備を進めてまいりました新たな移動手段の検

討のため、令和２年度には、市民の移動に関する基礎データの取

得を目的とした調査を実施し、新規で立ち上げる地域公共交通あ

り方検討会において新たな移動手段の素案策定に向けた検討に入

る予定でおりました。  

しかし、外出自粛の影響下での調査ではなく、ポストコロナ、

ウィズコロナの新しい生活様式がある程度定着した中で調査を実

施することが、今後の検討のために必要であると判断し、スケジ

ュールを見直しているところです。  

しっかりと地域に定着し、皆さまにご利用いただける移動手段

の検討のため、暫くお時間をいただくこととなりますが、ご理解

いただきますようよろしくお願いいたします。  

 

〇 以上で環境・安全分野を終了し、次に資源循環分野について申

し上げます。 

 

○  はじめに、ごみ排出量、リサイクル率についてご報告申し上げ

ます。 

毎年、環境省が全国の市区町村及び特別地方公共団体に対して

実施しております一般廃棄物処理事業実態調査におきまして、当

市は平成３０年度全国の人口１０万人以上５０万人未満の全国市
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町村の部で、「１人１日当たりのごみ排出量」の少なさが全国第８

位、「リサイクル率」の高さが全国第６位と、昨年より順位を上げ

ると共に、引き続き全国で１０位以内という結果を得ることがで

きました。 

この結果は、ひとえに市民の皆さまが日頃からごみの減量やリ

サイクルに対し高い意識をお持ちいただき、日常的な取り組みや

活動が実を結んだものと考えており、この場をお借りして、感謝

を申し上げます。  

また、新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言発令後、家庭か

ら排出されるごみの量が増加傾向となったことから、市民の皆さ

まに対して「排出抑制のお願い」を「市ホームページ」ならびに

「ごみ分別アプリ」や「資源循環部ツイッター」にて広報させて

いただきました。  

さらにあわせて、廃棄物からの作業員等への感染予防対策とし

てマスク・ティッシュ等の適正な排出、収集袋が破けたり、破裂

することのないよう多少余裕がある状態での排出のご協力もお願

いしてきたところです。  

緊急事態宣言解除後も引き続き、適正排出及びごみの減量と資

源化へのご協力をお願いいたします。  

 

○  続きまして、東村山市一般廃棄物処理基本計画策定状況につい

て申し上げます。  

既にご案内させていただいておりますが、ごみ減量等の基本的

な考え方を定める第５次「東村山市一般廃棄物処理基本計画」の

策定作業を進めております。  
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現在、廃棄物減量等推進審議会において、令和元年度に実施し

た市民アンケートや市民ワークショップでのご意見、ごみ排出状

況調査の結果等を参考として次期計画についてご審議いただいて

いるところであり、今後、審議会からの答申を経て次期計画案を

取りまとめ、１１月頃を目途にパブリックコメントを実施する予

定でございます。社会状況が大きく変化する中ではありますが、

更なるごみの減量に向けて丁寧に計画策定を進め、令和２年度中

には新たな計画を公表してまいりたいと考えています。  

 

○ 以上で資源循環分野を終了し、次に健康福祉分野について申し

上げます。 

 

○ 社会福祉センターの運営について申し上げます。  

社会福祉センターでは、令和２年４月から、就労サポートセン

ターをはじめとした新規事業の開始を予定しておりましたが、緊

急事態宣言をうけ、福祉作業所以外の事業を休止いたしました。 

福祉作業所の運営につきましては、スタッフの配置を見直した

とともに、休止中の部屋を活用し、分散して作業を行うなど、感

染に注意しながら事業を継続しております。  

また、休止した集会施設や就労サポートセンター等の新規事業

につきましては、利用希望者の見込み等を判断のうえ、段階的に

再開してまいります。  

 

〇 以上で健康福祉分野を終了し、次に子育て分野について申し上

げます。 
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○ はじめに、保育所の待機児童の状況について申し上げます。  

令和２年４月１日現在の待機児童数につきましては５８名とな

り、昨年度と比較して３３名の減となりました。 

これは、３歳児の待機児童数が０名となったことを始め、いわ

ゆる２号認定の待機児童が全体として１名まで減少したことが大

きな要因となっているものと考えているところでございます。  

これまでも申し上げてまいりましたように、この間、０歳児か

ら２歳児までのいわゆる３号認定の受け皿の整備に向け小規模保

育施設等の認可行政を推進するとともに、２号認定の受け入れ策

として、幼稚園を始めとした既存の子育て資源の活用を図ってき

たところであり、私としては、これらの取り組みの成果が少しず

つ目に見える形で表れてきているのではないかと考えているとこ

ろでございます。  

一方で、３号認定に関しましては、依然として多くの待機児童

がいる状況でございますので、今後、これらの取り組みをより一

層推進していくことにより、着実に待機児童の解消を図ってまい

りたいと考えているところでございます。  

 

○ 続きまして、児童クラブの入会状況等について申し上げます。  

４つの児童クラブの新設や既存施設の最大限の活用などにより、

令和２年４月１日現在の在籍児童数は、低学年１千４８４名、高

学年１４９名の計１千６３３名となり、昨年度と比較し、９５名

多い児童の入会となったところでございます。  

今後の児童クラブの受け入れ体制につきましては、令和２年度
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より、明確な定員的な概念のもと児童の受け入れを行っているこ

とから、昨年度までお示ししてきた「入会できなかった児童」と

は趣旨の異なる、いわゆる保育所で言うところの「待機児童」を

踏まえ検討してまいりたいと考えております。今後、令和２年度

における国の算出に係る定義が示された後、速やかにご報告して

まいります。 

なお、この度新設した４つの児童クラブにつきましては、この

間、指定管理者や学校との間で実施した協議の内容を踏まえた運

営がなされているところであり、児童の安全・安心に配慮した保

育サービスが提供できているものと承知しているところでござい

ます。 

 

〇 以上で子育て分野を終了し、次に都市整備分野について申し上

げます。 

 

○ はじめに、特定生産緑地制度への移行に向けた取り組みについ

て、申し上げます。  

  市では都市農地の保全に向けて新たな制度が、生産緑地所有者

の皆さまに十分ご理解いただけるよう、市報などに加え、特定生

産緑地指定手続きに関する説明会を開催してまいりました。そし

て、令和元年１１月には、最初に特定生産緑地の指定対象となる

令和４年と５年に３０年の期限を迎える生産緑地所有者の皆さま

に、意向調査を含めた必要書類を送付し、指定受付を開始いたし

ました。 

これら最初に期限を迎える方々の受付期間は、令和３年１２月
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２８日までの約２か年となりますが、開始から４カ月となる令和

２年３月末時点で、対象者３３０名中、１５１名という多くの方

から意向確認書の提出をいただき、その内１４６名、約９７パー

セントの方から、すべての生産緑地を特定生産緑地へ移行する旨

の指定希望をいただいております。  

引き続き、多くの生産緑地所有者の皆さまに特定生産緑地制度

へ移行いただけますよう、丁寧な周知に努めるとともに、指定に

向けた手続きを進めてまいります。  

 

○ 続きまして、次に、みどりの基本計画の改定について申し上げ

ます。 

  令和元年度に進めてまいりました、検討の基礎データとなる緑

被・緑地の現況調査の結果がまとまりしたのでご報告いたします。 

  市の緑被率は、平成２０年の３１．８パーセントから、５．５

ポイント減の２６．３パーセントとなり、残念ながら現行計画で

掲げた緑被率の維持という目標には至りませんでした。  

しかしながら、この間、北山公園や多摩湖緑地、淵の森緑地の

公有地化を積極的に進めたほか、緑地保護区域の所有者への固定

資産税・都市計画税の減免による負担軽減や生垣造成の補助の拡

充など、みどりを守るために様々な取組みを進めてきており、そ

れらは、緑被率の維持に一定の効果があったものと考えておりま

す。 

令和２年度につきましては、現況調査の結果などにより、平成

２９年の都市緑地法等の改正により、従来の「新たな公園・緑地

等の創出」から「既存ストックの保全・活用や維持管理」へと方
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向転換がなされたことも踏まえ、検討を進めてまいります。  

将来にわたって、残された貴重な自然や風景を大切にし、市内

の緑を残していくためには、市民の皆さまが緑のあるライフスタ

イルを楽しむことができるまち、となることが重要と考えており

ます。引き続き、緑化審議会での議論をはじめ、様々な方からの

ご意見をいただき改訂作業を進めてまいります。  

 

〇 以上で都市整備分野を終了し、次に教育分野について申し上げ

ます。 

 

○ はじめに、「ＧＩＧＡスクール構想」について申し上げます。  

ご案内のように「ＧＩＧＡスクール構想」は、学校における高速

大容量ネットワーク環境を整備し、児童・生徒１人１台の端末を

配備することで、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、一

人一人に応じて個別最適化された教育ができる環境を、学校にお

いてハード・ソフト両面で構築するものであります。  

次代を担う子どもたちの学びにとって、ＩＣＴ はマストアイテム

であり、教科書や鉛筆、ノート等の文房具と同様に教育現場にと

っても必要不可欠なものとなりつつあります。そうした中、子ど

も達誰もが端末を持ち、ネットワークにアクセスすることで豊か

な学びを得られる環境を学校に整備していくことは、「Ｓｏｃｉｅ

ｔｙ５．０」を目指す東村山市にとりましては最重要な施策の一

つであると位置づけ、本年度から学校のネットワーク環境を整備

し、段階的に児童・生徒に端末を配備することを柱に「ＧＩＧＡ

スクール構想」の具現化に向け事業をスタートさせたところであ
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ります。 

今般の学校休校中では、先生の電話連絡や家庭訪問等による丁

寧な指導の下、子ども達は家庭で教科書やドリル、プリント等を

活用し学習課題に取り組み、ＩＣＴ機器の配備が十分になされて  

いない状況の中でも、多くの教育成果を挙げたと伺っております。 

更にＩＣＴ機器が十分に配備されれば、誰一人取り残すことな

く、一人一人に応じた学習がさらに充実するとともに、子どもた

ちの不安や悩みにも先生方はよりきめ細やかに対応することも可

能になるものと考えております。 

今後、第二波、第三波に備えるためにも、先に申し上げました

ようにまずは自宅にネットワーク環境が整っていない児童・生徒

用にＷＩ－ＦＩルーターや端末を確保するとともに、「ＧＩＧＡス

クール構想」におけるハード・ソフト・人材を一体とした整備を

加速することで、災害や感染症の発生等による学校の臨時休校等

の緊急時においても、ＩＣＴの活用により全ての子どもたちに豊

かな学びを保証できる環境を目指してまいります。  

そのため、今後数年間で児童・生徒に端末を配備する計画を前

倒し、国都の補助金や竹花貴騎様のご寄附も最大限活用させてい

ただき、本年度中に 1 人１台の端末配備を実現できるよう教育委

員会と一丸となって取り組んでまいります。 

 

〇 次に、下宅部遺跡国重要文化財指定について申し上げます。  

市では、現在、東京都指定有形文化財である「下宅部遺跡出

土品」が、市内にある国宝建造物の正福寺「地蔵堂」、および国
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指定重要文化財の徳蔵寺「元弘の板碑」に次いで、市内３つ目

の国指定重要文化財となるよう、平成２３年より本市の実施計

画事業に位置付け、下宅部遺跡に特化した特別展示や小学校

５・６年生を対象とした「子ども縄文塾」を実施する一方、考

古学講演会や講座等を積極的に行い、平成２６年には国重要文

化財の候補である「国重要考古資料」に選定されました。  

さらに平成３０年度からは、市職員を対象とした下宅部遺跡

の内容を中心とした「東村山の文化財とその歴史に関する研修

会」を実施し、市内外や庁内による両面から国重要文化財指定

に向けた取り組みを推進してまいりました。  

そのような中、去る３月１９日、文化庁の文化審議会が開催

され、同審議会の審議・議決を経て、令和２年度の国宝４件及

び国重要文化財３７件の指定が決定し、当市の下宅部遺跡から

の出土品が国の重要文化財に指定される事が決定いたしました。 

本指定に伴い、今後、市といたしましても指定展示会や指定資

料の保存、展示や保存拠点となる施設整備等の実施を検討してま

いりたいと考えております。  

なお、国重要文化財の指定は、令和２年７月から９月頃に予

定されてございます。  

 

○ 続きまして、図書館、公民館関係について申し上げます。  

はじめに、図書館でございますが、６月２日より各図書館で予
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約資料の貸出と予約受付を再開し、６月９日からは中央図書館の

読書室など一部フロアを制限して開館する予定で準備をすすめて

いるところでございます。  

次に、中央公民館屋上防水・外壁改修工事について申し上げま

す。 

  中央公民館は、昭和５５年１０月に開館し、本年１０月に開館

４０周年を迎えますが、屋上防水や外壁の劣化に伴いまして、特

に４階の第２音楽室、レクリエーションルームにおきまして、雨

漏りの発生が顕著になってきております。  

このことから、本年１１月に実施される市民文化祭の終了を待

ってから工事用足場の設置を開始し、令和２年度内の工事完了を

目指すべく、現在、９月の工事契約に向けた手続きを進めている

ところでございます。  

工事は、開館した状態での「いながら工事」を予定しているこ

とから、工事用足場の設置に伴う駐車・駐輪スペースの減少や、

工事に伴う騒音・振動の発生など、利用者の皆さまにはご不便を

お掛けいたしますが、利用者の通行の動線に十分留意し、交通誘

導員の適正配置や落下防止対策等、安全確保に万全を期した施工

に努めてまいります。  

なお、利用者の皆さまには、８月１５日から１１月分の各部屋

の公共施設予約システムによる抽選予約期間がはじまることから、

本来であれば８月上旬には説明会等を開催したいと考えておりま

したが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からも、ホー

ムページ等を通じてご周知させていただきたいと考えております。 
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○  続きまして、市立小・中学校におけるブロック塀改修工事の完

了について申し上げます。  

令和元年市議会１２月定例会にて、東村山第四中学校の入札不

調による再入札の準備を進める旨のご報告をいたしましたが、無

事に事業者が決定したことにより、対象となる小学校１０校・中

学校５校について、既存ブロック塀を解体し、新たに鉄筋コンク

リート壁及びフェンスの設置等によりまして、令和２年３月をも

って全ての工事を終えることができました。  

この間、児童・生徒、保護者をはじめ地域の皆さまにはご心配

をおかけいたしましたが、工事完了により安全な教育環境の整備

に寄与できたものと認識しております。  

 

〇 以上で教育分野を終了いたします。  

 

○ 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、

「東村山市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例」

をはじめ、議案２６件、報告５件、諮問３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２年市議会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きまして申し上げ、所信の一端を述べて

まいりました。 
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○  さきほども申し上げましたが、去る３月２９日、当市出身のお

笑い界のスーパースター志村けんさんが新型コロナウイルスによ

る肺炎のためご逝去されました。改めて哀悼の誠を捧げ、ご冥福

をお祈り申し上げます。  

志村さんがご逝去されてから、市の内外から数多くの方に東村

山駅東口にあります「志村けんの木」を訪れていただきました。  

  ご逝去が報道された３月３０日に東村山駅利用者の方や通行や

交通安全の確保のため、臨時的に献花台を設け、皆さまのお志を

お受けいたしましたが、志村さんの命を奪った新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の観点から、初七日に当たる４月５日をもちま

して献花台につきましては撤去させていただきました。  

しかしながら、その間、市への来訪を自粛していただいた方を

はじめとした多くの方のお気持ちに何らかの形でお応えできれば

と、４月６日から市のホームページ上で、志村さんへのメッセー

ジを、ご逝去から四十九日となる５月１６日まで募らせていただ

きました。多くの皆さまから、２万２千３３６件というメッセー

ジを頂戴し、５月２０日にはご遺族である志村知之氏へお渡しさ

せていただくとともに、市に寄せられた「名誉市民に」とのお声

や、「モニュメントを作成してほしい」などのお声をお伝えさせて

いただきました。  

ご遺族もメッセージの多さに驚かれていたと同時に、非常に喜

ばれておりましたが、ご逝去されてから献花台に全国から多くの

方が訪れたこと、そしてその後も多数のメッセージが寄せられた

ことに、あらためてすごい存在だと感じさせていただきました。  

未だに「東村山と言えば志村けんさん、志村けんさんと言えば
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東村山」と言われるほど、私たちは深い絆で結ばれているといっ

ても過言ではなく、東村山市民にとっては「東村山音頭」によっ

て一躍東村山の存在を全国区に押し上げてくれた、まさに恩人で

あります。  

志村けんさんのこれまでの比類ないご功績に対し、市として最

大限の敬意と謝意を表するべく、ご遺族や所属事務所様のご意向

を踏まえまして、今後検討させていただきたいと考えております。 

 

○  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。 

 

 

 

 

 

 

 


