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令和３年市議会６月定例会所信表明 

 

○ 令和３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。 

 

○ まず、当市の新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する取り

組みにつきまして、これまでも適宜ご報告してまいりましたが、

あらためて令和３年３月定例会以降の動きにつきまして、順次

ご報告を申し上げます。  

 

〇 はじめに、ワクチン接種への対応状況につきましてご説明申し

上げます。 

  ４月の全員協議会でもご報告したとおり、４月当初は供給量が

限られていたワクチンも、その後安定した供給量が見込めること

となりましたことから、５月１５日からの接種開始に向け、４月

下旬から接種券の送付及び予約受付をスタートいたしました。

予約の集中により大きな混乱を招かないよう、当市におきましては、

まず８５歳以上の方から接種券を発送し、予約状況に応じて年齢を

細かく区切りながら順次送付することといたしました。  

５月３１日時点で、７５歳まで合計約２万人に送付をしており、

今後６月中旬にかけて７４歳から７１歳以上の方、６月下旬までには

７０歳から６５歳の方に順次接種券を送付する予定であります。

届くことを心待ちにされている方も多数いらっしゃるかと存じますが、

必ず接種できるように予約枠を確保しておりますほか、６４歳以下の
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予約につきましても、できるだけ混乱のないようにするため、

接種券の発送と受付の仕方につきまして検討をしておりますので、

もう少々お待ちいただきますようお願い申し上げます。  

接種につきましては、５月１５日からは保健センターで、また

２０日からは市民スポーツセンターにて集団接種を開始しており

ますが、１５日から３１日までの合計で６千８７１人の方に接種を

行うことができました。これは６５歳以上の市民４万７６５人の

うち、約１６．９パーセントの市民が第１回目の接種を完了した

こととなります。これまでのところ、市医師会、薬剤師会、地域の

看護師など多くのご協力を賜り、大きな混乱や重篤な副反応の

症状なども見られることなく概ね円滑に実施できたものと認識して

おります。 

また、施設入所者につきましても、５月７日から嘱託医が訪問しての

接種を開始しております。なお、５月３１日時点での施設からの

報告数でありますが、市内２１か所の施設で接種が行われており、

１千２１７人の方が１回目の接種を終え、７０人の方が２回目の

接種を既に終えております。施設におけるこの実績値は、先の

集団接種による６５歳以上の市民への実績と別のカウントになります。 

このような中、既に多くの報道がされておりますとおり、国からは、

全国一律で、高齢者への接種を７月末までに完了するように、との

方針が示されました。当市といたしましても、国からのこの強い

要請を受け、４月末にお示しした接種計画を段階的に改定し、

７月末までの完了を目指し、引き続き高齢者接種に市役所一丸と

なって全力で取り組んでまいります。  

この目標の達成に向けては、接種体制の更なる拡充を図ることとし、
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まず、集団接種会場につきまして、６月中・下旬を目途に、現在の

保健センターと市民スポーツセンターに加え、新たに市民センター

におきましても土曜日の午後及び日曜日に接種を実施するよう、

現在、関係機関等と調整を進めております。合わせて、集団接種

会場における１日の接種回数をもう少し増やすことができないかに

つきましても検討を行っているところであります。また、医療機関

における個別接種につきましては、久米川病院は５月２７日から、

東京白十字病院は５月２４日から、新山手病院、及び、あきつ

こどもクリニックは６月１日から接種を開始しております。また、

多摩北整形外科病院は６月３日から、緑風荘病院は６月７日から、

西武中央病院は６月９日から、多摩あおば病院は６月１３日から

接種開始の予定であり、現在予約を受け付けております。このほか、

各クリニックにつきましても、調整のついたところから順次接種を

開始していただく予定であり、これらの接種体制の拡充により、

６５歳以上の高齢者につきましては、接種率を８０パーセントと

見込んだ場合、現時点では、７月末までの接種完了は何とか可能と

捉えているところであります。  

一方で、様々報道がなされておりますように、ご本人の体調

などのご事情で、一定程度の当日キャンセルが発生することは

避けられません。特に希釈したファイザー社製ワクチンの保存

期間はごく短く、翌日に繰り越せないことから、貴重なワクチンを

余らせないようにすることが各自治体で課題となっております。

当市におきましても、国が示している優先接種の指針を基本として

優先順位を決めさせていただきました。まずは、各接種会場で

従事する医療従事者、及び受付や誘導などで接種者と接する委託
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事業者、並びに市職員にも接種することといたします。また、

接種会場内の従事者に接種が行き届いた後には、クラスター発生の

リスクを考慮して、高齢者福祉施設などで未接種の方、さらに、

高齢者宅へ訪問する機会の多い老人相談員や、保育園・児童クラブ

などで多くの児童に接する機会の多い保育士等職員のうち、短時間

で集団接種会場にお越しいただける方へ、当面の間、優先して

接種することとし、この内容につきましては、当市の接種計画に

反映させたうえで公表させていただいており、すでに正式運用を

開始しております。 

多くの市民の皆さまをお迎えして安全に接種を実施できる体制を

万全なものとするためにも、ワクチン接種のプロジェクトチームの

強化に努めるとともに、今後も、医療機関及び関係者へ積極的に

働きかけを行い、接種を希望する市民の方に一日でも早く接種

いただけるよう、接種体制の整備に邁進してまいりたいと考えて

おりますので、議員各位、並びに市民の皆さまの深いご理解と

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  

 

〇 次に、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応について申し

上げます。 

 

○ まず、既に市ホームページなどではお知らせしておりますが、

５月末の緊急事態宣言の期間延長を受け、東京都におきましては、

新規感染者数が減少していることなどから、一部措置の緩和に

踏み切りましたが、当市におきましては、新規感染者数に顕著な

減少が見られないことなどから、市の公共施設等につきましては、
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引き続き休館や休止する施設を決定させていただきました。市立

小中学校や保育施設など、感染予防対策に十分配慮しながら通常

どおり運営する施設、スポーツ施設などの一部で順次再開する

施設もありますが、その他多くの施設を休館や休止としており、

利用者の市民の皆さまには引き続きご不便をおかけいたしますが、

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。  

また、こちらも既に市ホームページなどでお知らせしており

ますが、５月下旬より市内小中学校、並びに児童クラブにおいて、

児童・生徒の感染が相次いで確認されており、複数の感染者が

発生した児童クラブにつきましては、本日、臨時休所の措置を

取らせていただいたところであります。今後、当該学校、並びに

児童クラブにおきましては、児童・生徒の健康観察を注意深く

行うとともに、体調に何らかの異変があった場合には、速やかに

ＰＣＲ検査を受けるよう積極的に勧奨するなど、感染拡大防止に

向け、学校や児童クラブと連携し、対策を強化してまいります。  

 

○ 次に、令和３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。 

本協議会の総会の開催につきまして、当初令和３年７月１３日の

東京２０２０オリンピックの聖火リレーセレブレーションに合わせ

当市で開催する予定で準備を進めてまいりましたが、各市町の

感染状況やワクチン接種対応業務などを勘案し、全国の療養所が

所在するすべての自治体にご同意いただき、総会決議事項につき

ましては事前の書面協議を、意見交換会につきましてはオンライン

により開催することといたしました。 
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なお、総会で決議した内容を踏まえ、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ともに、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

支援してまいる所存であります。  

 

〇 続きまして、東京２０２０オリンピック聖火リレー並びにセレブ

レーションについて申し上げます。  

聖火リレーにつきましては、既に全国各地で開催されておりますが、

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、道府県によっては、公道上

での聖火リレーの中止や、無観客でのセレブレーション実施などの

対応を取るところも出てきております。現時点では、東京都からは

そのような意向が示されていないことから、市といたしましては

感染拡大防止に万全を期すとともに、７月１３日に予定されている当

市の聖火リレー並びにセレブレーションの準備を進めているとこ

ろであります。 

まず、当市の聖火ランナーに選ばれながら、昨年３月に新型

コロナウイルスの感染により急逝されました志村けんさんのご遺志を

受け継ぎ走っていただくランナーにつきましては、けんさんの

実兄でございます志村知之さんに、過日、決定いたしましたことを

ご報告申し上げます。  

また、当市における聖火リレー並びにセレブレーションの

コンセプトですが、これまでも申し上げてまいりましたように、

コロナ禍の逆境の中で「新たな出発」に踏み出す一歩として、

「志村けんさんの欅の木」の下で希望の火を灯し、全生園の

「人権の森」にある樹木希林さんたちが植樹された「桜の木」へと
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ランナーの皆さまに希望の火をつないでいただくことで、東村山市

から全国、そして世界の人々に向けて、かけがえのない生命の

素晴らしさと人権の尊さを笑顔とともに送り届けるような聖火

リレーとセレブレーションにしてまいりたいと考えております。 

また、これらの運営を支えていただく市の独自ボランティアで

あります「東村山キャスト」には総勢５５０名もの市民の皆さまに

ご応募をいただきました。この場をお借りしてあらためて感謝、

御礼を申し上げます。  

当市での聖火リレーが行われることを信じ、そのコンセプトで

ある「Hope Lights Our Way / 希望の道を、つなごう。」に沿って、

先行きが見えないコロナ禍だからこそ、市民の皆さまが聖火リレー

とセレブレーションに自らの夢や希望を託すことができるよう

準備を進めてまいりたいと考えております。  

 

〇 次に、新型コロナウイルス感染症対応の子育て世帯への各種

給付事業に関する取り組みについて申し上げます。  

令和３年度に実施いたします各種給付事業につきましては、

大別して３つの給付事業を予定しておりますので、順にご説明申

し上げます。 

１点目は、市の独自施策である「新生児臨時特別給付金事業」

であります。本事業は、議会からの要望に基づき、令和２年４月

２８日以降に当市にて出生し、引き続き当市に在住するかたを対象

に、児童１人あたり１０万円の給付を実施するものであります。  

２点目は、国の施策である「子育て世帯生活支援特別給付金事業」

であります。本事業は、低所得の世帯を対象に、児童１人あたり
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５万円の給付を実施するものであります。  

３点目は、都の施策である「東京都出産応援事業」であります。

本事業につきましては、令和３年１月１日以降に都内で出生し、

引き続き都内に在住するかたを対象に、育児用品を提供する都事業

であり、市は、対象者へＩＤの記載されたギフトカードをお送り

する事務を行うものであります。 

いずれの給付事業におきましても、いわゆるコロナ禍での出産・

育児をされるご家庭に対する支援事業となりますが、複数の給付

事業がほぼ同時に進行いたしますので、対象世帯への個別案内の

発送や機会をとらえた適切な周知広報などを行い、必要な方へ必要な

支援が行き届くよう、円滑な事業実施に取り組んでまいります。  

 

〇 以上、当市における新型コロナウイルス感染症への、これまでの

主な対応や今後の方針について申し上げました。  

 

○ 令和３年度の市政運営がスタートして、ふた月余りが経過いたし

ましたが、令和３年度は、市民や議員の皆さまから多くのご意見を

いただき作り上げてまいりました「第５次総合計画～わたしたちの

ＳＤＧｓ～」がスタートとなる年であります。「みどり  にぎわい 

いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」を将来都市像に掲げる

この総合計画は、東村山市が人口減少局面に転じて初めて策定する、

まちの生き残りをかけた重大な計画ですが、当市としては初めて

サブタイトルを掲げ、その名称を「わたしたちのＳＤＧｓ」と

いたしました。 

今後は、東村山に関わるすべての人々とともにその思いを共有し、
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強いパートナーシップのもと、持続可能で誰一人取り残すことの

ない東村山づくりを推進していくため、ＳＤＧｓの趣旨の理解や

行動促進を目指し、多様な主体が相互につながる場として「東村山市

わたしたちのＳＤＧｓオープンラボ」の創設や、自発的なＳＤＧｓ

推進の取り組みを支援する仕組みの検討も進めております。  

ここで残念なお知らせとなりますが、過日、内閣府が選定する

ＳＤＧｓ未来都市につきましては、エントリーしたものの採択に

至らなかった旨の連絡をいただきました。今回は計画策定中の段階

でのエントリーだったこともあってか、評価・調査検討会からは、

「公民連携での協議後に随意契約ができるなどの発想は興味深い

もので、多くの提案で積極性が感じられる」とのご評価をいただいた

ものの、「行動変化をもたらすような、より具体的な取り組みが

望まれる」などのコメントをいただいたところであります。今後も

市民の皆さまや民間事業者の方々などと連携した取り組みを実際に

進めることとなった際には、あらためて機会を捉えてチャレンジ

してまいりたいと考えております。  

去る５月２２日には、「第５次総合計画等５計画完成シンポジウム」

を開催し、完成した第５次総合計画、都市計画マスタープラン、

創生総合戦略、公共施設再生計画、センター地区構想の５計画の

概要を報告するとともに、その策定にご尽力いただいた審議会・

協議会の会長３名をシンポジストとして、ＳＤＧｓの推進と、これ

からのまちづくりにつきまして、意見交換をさせていただきました。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オンラインに

よる YouTube ライブ配信といたしましたが、最大同時視聴数では

８９名の方にご視聴いただいたほか、アーカイブ動画につきましても
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既に７００回を超える多くの方にご視聴をいただいております。  

当日は各会長から、既にある地域活動や交流の場を活かした

取り組みを伸ばしていくことや、ベッドタウンとしての性格を踏まえ、

環境性能に配慮した住居建築の促進や、多世代同居なども含め、

住宅が適切に循環する仕組みを通じた良質な住環境の整備といった

具体的なご提案をいただいたほか、これまでの当市の独自のまち

づくりを発展させ、「未知で不安な将来」を「望ましい将来」に

転換させていけるよう、未来からの挑戦を受けて立つという姿勢を

もっていただきたいとの力強いエールもいただきました。  

直近では、６月１８日の１８時より、令和２年１２月に連携協定を

締結した東村山青年会議所のご協力を賜り、第１回のオープン

ラボ企画をオンラインで実施予定としており、今後も多くの方の

ご意見をいただき、地域の力を結集しながら、これからの施策推進

につなげることができればと考えております。  

 

○ 次に、本年度より、当該年度の重要課題の認識の共有を図り、

取り組みの方向性やスピード感などについて全庁的な意識統一を

図るため、年度当初に経営方針を掲げることといたしましたので、

ご説明申し上げます。 

既に、市ホームページにおきまして公表いたしましたが、４月

１３日付で、「 Future・Fast・Fun の３F で『笑顔つながる東村山』

への活路を開こう」と題し、令和３年度経営方針を全職員に通達

したところであります。 

東村山の「持続可能なまちづくり」を進めていくため、現下の

新型コロナウイルス感染症による地域経済、市民生活への影響を
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最小限にとどめて安全・安心な生活を取り戻すとともに、全職員が

気持ちを一つにして、この難局を「笑顔つながる東村山の実現」に

向けた転機、チャンスとポジティブに捉え、ポストコロナ時代を

見据えた未来志向（Future）で、行財政のあらゆる面における変革を

素早く（Fast）、かつ職員・市民・事業者が協働、連携できるよう

楽しく（Fun）取り組んでいくことを方針といたしました。  

具体的には、新型コロナウイルス感染症への対応、総合計画の

推進、行財政改革の推進、庁内の情報共有や連携の強化と市民・

事業者との協働・連携推進、予算の適正な執行の五つを重点事項

としたところで、合わせて発出した副市長からの依命通達にて

それぞれの取り組みの留意点を示し、その対応に万全を期すことと

しております。 

この中では特に、市民サービスや職員の生産性向上を目指した

デジタル化をスピーディに進めるとともに、将来の見通しが不透明な

社会状況だからこそ公共施設再生を着実に進めるため、「サービスが

どうあるべきか、どうすればサービスがよりよいものとなるか」

といった市民の皆さまにとって最も重要な論点を明確にし、しっかり

と議論していくため、現状の建物で行われているサービスに関して、

公共施設再生に向けた論点を整理することから始め、早期に全庁で

情報共有できるよう検討を進めたいと考えております。  

また、関連する使用料・手数料につきましても、しばらく料金の

見直しをしておらず、受益者負担の適正化の観点からもその見直しが

必要と考え、「使用料・手数料の基本方針（改訂第３版）（案）」に

関するパブリックコメントを実施したところであります。当然の

ことながら、新型コロナウイルス感染症拡大といったこの間の
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社会経済状況などを考慮し、市民生活への影響が大きくならない

よう、料金見直しのタイミングを計る必要はありますが、鋭意

取り組みを進めてまいりたいと考えております。  

今後、しばらくは厳しい状況下での行財政運営となることが

見込まれますが、市民生活を守ることを最優先に、新たな将来

都市像の実現に向け、新たな財政需要や新型コロナウイルス感染症

の流行状況へ時機を捉えて的確に対応しながらも、中・長期的な

視点で財政運営上の「持続可能性」を高める行財政改革に取り

組んでまいる所存であります。 

 

〇 続きまして、各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、定員管理計画の見直しについて申し上げます。  

当市は、平成２０年度から平成２３年度までの４年間にわたり、

団塊世代職員の大量退職に伴う退職手当の増大により、財源不足や

市民サービスの低下を招かぬよう、退職手当債を活用した経過から、

その償還財源確保のため、この間、職員数の上限を７９０名とする

定員管理を行ってまいりました。  

令和４年度以降は、この退職手当債の活用による職員数の制約が

解除されますことから、令和３年度におきまして、今後の適正な

定数水準を検証してまいりたいと考えております。検証にあたり

ましては、地方公務員の定年延長などの制度改正による影響を十分

踏まえつつ、各所管の業務の執行状況や今後の課題などを把握する

とともに、定員モデルなどの定数水準に関する各種指標を活用し、
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適正な定数水準を検証したうえで、現行の定員管理計画の見直しを

進めてまいりたいと考えております。  

 

〇 次に、多様な性に関する相談の開始について申し上げます。  

市では、これまでも市民講座などを通じて、ＬＧＢＴなど性的

マイノリティの方への理解啓発を進めてまいりました。  

性自認及び性的指向に関する悩みは、家族など身近な人にも

なかなか相談できないという難しさがあります。当事者の方が、

誰にも相談できずに、一人で悩みを抱えることのないように、

７月より専門家による多様な性に関する相談を開始いたします。

相談者の方は、相談すること自体に不安やためらいを感じている

ことが考えられるため、少しでもアプローチしやすいように、

相談は多文化共生・男女共同参画推進交流室におきまして１８時から

実施し、電話での相談にも対応してまいります。当事者の方に寄り

添い、悩みや不安の解消につなげてまいりたいと考えております。 

 

○ 次に、東村山駅東口喫煙所設置工事について申し上げます。 

東村山駅東口の喫煙場所につきましては、当市における聖火

リレー実施までの完成を目途に、現在の青梅信用金庫東村山支店

北側歩道上から、中央公民館庁用車駐車場への移設を進めてまいり

ます。今回の移設につきましては、暫定措置として煙が広がらない

ようにパーテーションで囲われた屋外公衆喫煙所を設置するもので、

駅前ロータリーの見直し後には、適切な場所にあらためて設置

いたします。 

また、東村山駅東口以外にも、主要駅周辺など人通りの多い地域
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への屋外公衆喫煙所の整備につきまして検討を進めてまいります。 

 

〇 次に、保育所等の待機児童の状況について申し上げます。  

令和３年４月１日現在の待機児童数につきましては３９名となり、

昨年度と比較して１９名の減となりました。 

これは、３歳児から５歳児までのいわゆる２号認定の待機児童数が、

１名となり引き続き少ない状況にあることに加えて、０歳児から

２歳児までの３号認定の待機児童数が大幅に減少したことが大きな

要因となっているものと考えております。  

これらの状況を踏まえますと、私としては、小規模保育事業等の

認可行政の推進や、幼稚園をはじめとした既存の子育て施設の

活用などの取り組みをより一層推進していくことが重要であると

考えており、今後もこれまでの取り組みを着実に進めてまいりたい

と考えております。  

一方で、新型コロナウイルス感染症の拡大による保育需要への

影響につきましても注視していく必要があるものと考えております

ので、社会情勢の変化などを総合的に勘案しながら更なる分析を

進め、柔軟に教育・保育環境を整えてまいりたいと考えております。 

 

〇 次に、東村山駅周辺のまちづくりについて申し上げます。  

高架下空間の利活用も見据えた駅周辺の賑わい創出に向け、市民・

事業者の皆さまとワークショップを行い、市民参加型の社会実験に

繋げたいと考えております。感染症の拡大状況を注視しての判断と

なりますが、夏に１回目のワークショップを予定しており、地域で

活躍していただく方や関わる方を増やしてまいりたいと考えており
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ます。また、連続立体交差事業に合わせて整備する東西道路に

つきましては、測量作業に向け関係する皆さまへ丁寧に説明して

具体的な検討を進めてまいります。  

続きまして、連続立体交差事業について申し上げます。 

工事も着実に進んでおり、化成小学校東側の東村山第２号踏切

から所沢方面の下り線の仮線切替えを、５月２９日の終電車後に

行ったところです。また、西武園線、国分寺線につきましても

準備が整い次第、切替えを行う予定です。さらに、東村山第１号

踏切、通称大踏切の北側の西宿通りでは、夏以降高架橋の仮の柱を

設置するため、道路占用の範囲を拡げて工事を進める予定で、

詳細は市報などによりまして周知してまいります。  

なお、ホームドアの設置や東西の駅前広場を繋ぐ自由通路の

実現につきましては、連続立体交差事業の設計などを進める上で、

今年度早い段階で方針をまとめる必要があると考えられます。こ

のため、市といたしましては、東京都及び西武鉄道と鋭意協議を進

めてまいる所存であります。 

続きまして、新たな移動手段の検討状況について申し上げます。

市では残された公共交通空白地域の解消を目指し、当市の公共交通

に関する課題や望ましい公共交通のあり方を明らかにしていく

ために、６月に「コミュニティバス利用実態調査」を、７月には

「公共交通に関する市民意識調査」の実施を予定しており、その後は

調査結果の取りまとめ、分析を行い、新たな移動手段につきまして、

他市の事例も参考にしながら、具体的な検討を進めていきたいと

考えております。  

緊急事態宣言などにより自粛要請がさらに強化され、調査延期
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という可能性もありますが、新たな移動手段の素案策定に向けて、

地域公共交通あり方検討会や、地域公共交通会議での協議を着実に

進めてまいる所存であります。 

 

〇 次に、学校教育について申し上げます。  

市内小・中学校におきましては、「緊急事態宣言」が発出された

ことを受け、引き続き基本的な感染予防対策を徹底しながら、

教育活動を継続しており、今後も令和３年度の教育課程に基づき、

学校の新しい生活様式を踏まえた教育活動を実施してまいります。 

特に、令和２年度には実施できなかった、修学旅行や移動教室と

いった宿泊行事につきましては、子供たちにとってかけがえのない

貴重な思い出となる有意義な教育活動を何とか実現できるよう

準備を進めておりましたが、５月中に予定をしていた学校につき

ましては、秋に順延したところであります。なお、緊急事態宣言下

における宿泊行事は実施しないこととしておりますが、訪問先の

感染状況を踏まえ、必要な感染防止対策を講じ、実施方法を工夫

するとともに、保護者に丁寧に説明した上で、参加の承諾を得る

など、対応を図っております。  

続きまして、東村山スマートスクールの進捗状況について申し

上げます。 

令和３年３月末までに、市立全小・中学校に在籍する児童・生徒分

及び正規教職員分を含めた１人１台タブレット型端末の配備が完了し、

保護者の皆さま方にもご案内させていただいたところであります。 

令和３年１月にモデル校として先行導入をいたしました回田

小学校及び東村山第五中学校におきましては、既にタブレット端末と
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大型提示装置を活用し、調べ学習やタブレットドリルによる授業が

行われているほか、Ｇｏｏｇｌｅ
グ ー グ ル

 Ｃｌａｓｓｒｏｏｍ
ク ラ ス ル ー ム

を活用した

双方向型の授業も行われており、その他の学校におきましても、

オンライン授業の実施に向けた第一歩を踏み出しております。  

私も先日、大岱小学校と第５中学校の授業を視察いたしましたが、

「東村山スマートスクール構想」と位置づけた、当市における

ＧＩＧＡスクール構想は、高速大容量の通信ネットワーク環境などを

活かし、タブレット端末を「新しい文房具」として日常的に活用

しながら、自分の目標に合わせて、それぞれの学びをそれぞれの

ペースで個別に、そして時にみんなで協力して学ぶという、多様な

子どもたちを誰一人取り残すことのない、これからの時代における

学校のスタンダードとなるものと考えております。これまでの

教育実践とＩＣＴをハイブリッドさせた「個別最適な学び」と

「協働的な学び」の実現に向けて、引き続き取り組んでまいります。 

 

〇 以上で、各事業の進捗状況や取り組みの説明を終わります。 

 

○ 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、

「東村山市税条例の一部を改正する条例」をはじめ、議案８件、

報告２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３年市議会６月定例会にあたりまして、当面する

諸課題の主な点について申し上げ、所信の一端を述べてまいりました。 
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〇 第５次総合計画の新たな船出が、新型コロナウイルス感染症の

拡大が収まらない中での、非常に激しい嵐の中でのものとなり、

様々な活動やサービス、事業進捗に大きな影響が出ることが想定

されますが、そうした中であればこそ、将来ありたい姿を多くの

市民の皆さまと共有し、持続可能なまちづくりとともに、新たな

日常への一日も早い対応に全身全霊で取り組んでまいる所存であり

ます。 

 

〇 ３度目の緊急事態宣言も各地での延長が実施され、市民生活や

事業活動の自粛が続く中、２度目の大型連休の時期が過ぎ、本格的に

今年度の事業などが動き出しておりますが、私といたしましても

あらためて今後のまちづくりについての想いを巡らせる時間を

過ごしました。 

社会全体としては密を避けるための自粛行動が必要ではありますが、

コロナウイルスの正しい理解や感染対策につきましても一定認識が

深まってきたこともあってか、私が日課としている中央公園への

散歩などの道すがらでも、多くの市民の方が散策されている姿、

公園でレクリエーションを適度に楽しむ姿が見受けられました。  

総合計画の策定などを通じ、多くの市民の皆さまからお声を

寄せていただいているとおり、やはり都心近郊にありながらも、

適度に自然が残り、それに親しむ環境といった要素は当市のまち

づくり、魅力ある豊かな生活環境の創出に欠かせないものである

ことを再認識するとともに、今後の新しい日常を踏まえ、身近な

公園や緑地の魅力を引き出していくことは、多様な市民の皆さまの
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憩いの場の形成や社会参加の促進といった面でも非常に有効な

ものではないかと考えております。  

今後も、デジタル化やオンライン化が急速に進む中、経済、

社会、環境といった側面からの統合的な好循環の創出にあたっては、

皆さまの生活を支えながら、いかに市民生活や事業活動を豊かな

ものにしていけるのかしっかりと見据えた上で、総合計画をはじめと

する各分野における計画を踏まえ、まちづくりを進めてまいる

決意を新たにしたところであります。 

 

〇 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。  


