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令和３年市議会９月定例会所信表明 

 

○  令和３年市議会９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６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いて申し上げます。  

  ワクチン接種につきましては、５月の接種開始からこれまでの

間、市医師会、薬剤師会、地域の看護師等多くのご協力を賜り、

概ね円滑な接種を実施することができました。６５歳以上で接種を

希望されるかたにつきましては、７月末時点で概ね接種を完了する

とともに、７月初旬から開始いたしました６４歳以下で基礎疾患

を有するかた、高齢者施設や保育、廃棄物収集等の特定の職種に

従事するかた等、優先接種対象者への接種につきましても、８月中

には概ね完了する見通しとなっております。 

これ以外のかたの接種につきましては、７月２０日以降、８月

５日、８月１６日と集団接種を含めた予約を受け付け、順次接種を

進めているところですが、いずれも早期に定員に達し、予約を終了

させていただいております。国からのワクチン供給の減少による

体制縮小の影響ではありますが、接種を希望するかたの多くを
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お待たせしてしまう状況となっており、東村山市におけるワクチン

接種の責任者としてたいへん心苦しく感じているところでござい

ます。 

なお、具体的な接種状況でありますが、今週の月曜日、８月２３日

時点で１回目の接種を終えたかたは７万２千８３名であり、接種

率といたしましては、６５歳以上のかたで約８３．８パーセント、

接種対象者全体では約５３．６パーセントとなっております。この

うち大規模接種会場や職域接種を受けられたかたは２３日のＶＲ

Ｓ抽出データでは、９千９８３名で、接種済のかたの約１４パー

セントとなっております。 

また、先日８月１５日号の市報でもお伝えしておりますとおり、

都内におきまして５０歳代の重症者の発生が急速に増加している

状況を受け、５０歳代の市民のかたへの接種推進として、東京都

から市へ約１千７００名分のワクチンの貸与がされることとなり

ました。このワクチンにつきましては、対象年齢のかたのみ予約が

可能な会場を設定し接種を進めることとし、すでに多摩北整形外科

病院、東京白十字病院では接種を開始しており、あきつこども

クリニックでも２９日に接種する予定となっております。  

さらに、当市におきましては、感染後の重症化リスクが高いと

されております妊娠されているかたにつきましても、優先接種

対象者としてワクチン接種の予約受付を開始いたします。接種対象

といたしましては、接種日時点で妊娠されているかたで、コロナ

ワクチンを接種することに産科主治医の同意を得ているかたと

なります。接種会場は市民センター、接種日は９月１２日午後

及び９月１９日午前を予定しており、８月３０日から予約を開始
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いたします。 

コロナワクチンの供給につきましては、接種開始から７月半ば

までは、週に１万回程度接種できる量の供給がありましたが、

７月後半からは全国的な供給不足の影響から週に５～６千回分まで

減少したことから、ご案内のとおり、当市におきましても、集団

接種会場の一部休止や、個別接種会場の予約枠の縮小をお願い

しながら接種を進めている状況となっております。  

さらに、８月１０日、東京都から都内の区市町村に対し、８月

下旬以降のワクチン供給量が示されましたが、これまでのさらに

半数程度に減少することが明らかになりました。この供給量では

目標としてきた１１月末までに希望されるかた全員へのワクチン

接種が困難となることが明白であることから、急遽、直接、また、

市長会を通じて東京都に対して追加のワクチン配分を強く要望

させていただいたところ、８月下旬以降、東京都の大規模接種

会場分のワクチンの一部を、ワクチンの不足する区市町村に対し

再配分することとなり、当市に対しても一定数の追加配分を

いただけることとなったところであります。 

こうしたワクチンの供給状況を踏まえ、９月７日のワクチン

接種の予約受付では、集団接種会場と個別接種会場とを合わせ、

約７千人程度の枠はご用意できるものと考えており、現在、個別

接種会場の病院やクリニック等の医療機関と調整を進めている

ところであります。 

新規感染者数の増加に歯止めがかからない状況で、不安に

思われる市民の皆さまに一日も早く接種いただけるよう最大限の

努力をしている中、「２回目の接種が３週間後にできない」という



4 

状態が各地でも話題になっておりますが、当市は「この状態を

回避する」との考えに基づいて、ワクチン供給の見通しに応じ、

計画的に接種体制を整えておりますことに、何卒ご理解いただき

ますようお願い申し上げます。  

あわせて、日本全体に入ってくるワクチンの総量は決まって

おりますことから、東京都の大規模接種会場、あるいは職域・職

場、大学等での接種が可能なかたにおかれましては、そちらでの接

種もご検討いただければと思います。  

今後も引き続きワクチン供給が滞らないよう国や東京都に対し

要請し、接種を希望する市民の皆さまに一日も早く接種いただける

よう、市内関係機関と連携を密に、ワクチン接種を職員一丸と

なって進めてまいりますので、議員各位、並びに市民の皆さまの

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。 

 

〇 まず、当市における感染状況等についてご報告申し上げます。

７月１２日からの緊急事態宣言期間が８月末までに延長されて

以降も、国内の感染拡大は極めて厳しい状況で、８月に入って

過去最多の新規感染者数が出ている地域が相次ぎ、デルタ株の

感染拡大も報告される中、８月６日には国内での累計感染者数が

１００万人を超えるなど、これまでの波を超えて感染が急速に

拡大しております。 

当市におきましても、７月中旬から下旬にかけて感染者報告数が
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急増し、累計患者数でも１千人を超える状況となっており、療養

状況につきましても、自宅療養や調整中とされる件数が非常に多く

なっております。保健所の報告によりますと、年齢も２０歳代の

割合が多くなり、家族間での感染も広がっているとのことで、

当市の公立、私立保育所でも職員や保護者が感染するという報告が

続いており、一部の施設におきましては休園となった例もあります。 

また、市役所におきましても、複数の職場において職員に陽性

反応が確認され、この間、当該職員と接触した複数の職員については

健康観察等のため在宅勤務としたことから、窓口を縮小するなど

一部の業務に影響が生じ、結果として市民の皆さまにご迷惑を

おかけする事態が発生しました。 

こうしたことから、各所管にてあらためて感染予防の対応を徹底

するとともに、職場全体への波及を防ぐためにも、在宅勤務等を

積極的に活用した分散型の業務執行体制に早急に切り替えるよう

指示したところであります。 

市内小中学校、並びに児童クラブにおきましても、引き続き

児童・生徒、職員の感染が確認されており、今後も児童・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の

対策を強化してまいります。  

 

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ご報告

申し上げます。 

 

〇 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について
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申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお困りのかた

には、住居確保給付金や市独自の住居確保給付金受給者臨時生活

支援金による支援を行うとともに、社会福祉協議会で実施する

緊急小口資金等の特例貸付等による支援が行われてまいりました。

このたび、影響が長期化する中、既に総合支援資金の再貸付が終了

するなど、これ以上特例貸付を利用できず生活に困窮するかたへ、

就労による自立を図るため、それが困難な場合円滑に生活保護への

受給へつなげるため、国により３か月間の自立支援金の支給が

開始されました。  

当市では７月１日より申請を開始し、８月３１日まで受付を

予定しておりましたが、国により、申請期限が１１月３０日まで

延長されました。周知につきましては、総合支援資金の再貸付を

借り終えた世帯等のかたには、あらかじめご案内を送付し、その

うち、収入や資産、求職活動等の要件に該当するかたより申請い

ただき、迅速な支援を行っております。手続きにあたりましては、

新型コロナウイルス感染症拡大を考慮して郵送での申請をお願い

しておりますが、８月３１日までは地域福祉センター１階に申請窓

口も設置し、９月１日からは自立相談課にて対面によるご相談にも

対応してまいります。また、本支援金の支給期間中は、ほっと

シティ東村山におきまして、受給者のかたのおかれた状況に寄り添

いながら、生活状況や求職活動等の状況を把握し、生活自立に向

けた相談対応等を円滑かつ丁寧に行ってまいります。  

 

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
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の主な対応や今後の方針について申し上げました。  

 

〇 次に、東京２０２０オリンピック聖火リレーの点火セレモニー

について申し上げます。  

令和３年７月１３日に予定されておりました東京２０２０

オリンピック聖火リレー・セレブレーションにつきましては、

公道での聖火リレーが見合わされ、多磨全生園にて無観客での

点火セレモニーとして開催されました。  

点火セレモニーでは、昨年３月に新型コロナウイルス感染症により

残念ながら急逝された志村けんさんのお兄様であります志村知之

さんから、最終ランナーの多磨全生園入所者自治会前会長の平沢

保治さんまで２２名のランナーの皆さんにより、聖火をトーチキス

でつなぎ、多磨全生園に聖火を灯すことができました。  

本来であれば、多くの皆さまに多磨全生園にご来場いただき

たかったところではありますが、人権侵害と人間回復という二つの

歴史を刻む多磨全生園から、一人ひとりの人間の尊厳、命の大切さ、

命のかけがえのなさ、平和な共生社会の実現を目指す私たちの決意を

世界にお伝えすることができたのではないかと考えております。  

当日、平沢さんがスピーチの中で、「コロナによって世界は分断

されようとしていますが、東京オリンピックは、人間らしく生きる

人権のふさわしさを尊ぶオリンピックになるだろう」とご発言され、

私自身もたいへん感銘を受けたところであります。  

未だ新型コロナウイルス感染症の終息が見えない状況が続く中、

どんな時でも希望を失わず懸命に生きてこられたハンセン病の

患者の皆さま、回復者の皆さま、そのご家族の皆さまの生き方に
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学びながら、この困難をみんなで乗り越え、未来に向かって希望の

道をつないでいきたいと考えております。  

〇 続きまして、東京２０２０オリンピック競技大会に出場された

東村山市ゆかりのアスリートの皆さんについて申し上げます。  

市では、市民の皆さまなどから募った応援メッセージを選手に届け、

それを受け取った選手本人から大会への意気込みなどについて

メッセージをいただくエールラリー事業を実施いたしました。  

市内を拠点に活動する、トライアスロン男子代表の小田倉真

（おだくら まこと）選手は「皆様に元気のあるパフォーマンスを

お届けできるように頑張ります」と抱負を語り、野火止小学校・

東村山第三中学校を卒業された陸上男子４００メートル代表の

ウォルシュ・ジュリアン選手からは「本番ではこの応援を胸に

頑張ります」とメッセージをいただきました。  

そして、秋津東小学校・東村山第六中学校を卒業されたオコエ桃仁花

選手からは「メッセージに勇気づけられました。コロナ禍ですが、

皆さんに明るい話題が届けられるように頑張ります」とメッセージを

いただき、見事、バスケットボール女子代表として銀メダルを獲得

されました。選手の皆さんからは、最後まであきらめない姿や勇気を

いただくともに、東村山市のみならず、日本中に明るい話題を

届けていただきました。  

８月２４日には、東京２０２０パラリンピック競技大会が開幕

いたしましたが、それに先立ち８月２０日には、東京２０２０

パラリンピックの聖火となる「東村山市の火」の採火式を地域福祉

センターで行いました。採火式で使用する種火は、東村山市ならでは

の旧跡である「下宅部遺跡はっけんの森」にて弓ぎり式で起こし、
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東村山市在住で車いすバスケットボール女子元代表、シドニー

パラリンピック大会銅メダリストの上村知佳さんによりランタンに

採火していただきました。上村さんからは、この大会を契機に

「共生社会に向けて加速していく大会になることを期待しています」

とのメッセージをいただきました。 

東京２０２０パラリンピック聖火リレーにおきましても、公道での

聖火リレーが見合わされ、８月２２日に国分寺市で開催された

点火セレモニーに東村山市在住で、仁川（いんちょん）２０１４

アジアパラ競技大会でボッチャ競技団体４位入賞を果たされた

二澤歩海（にさわ  あゆみ）さんが聖火ランナーを笑顔で務められ

ました。 

東京２０２０パラリンピック大会には、市民で視覚障害者の

米岡聡（よねおかさとる）選手が、明日２８日午前８時３０分

スタートのパラトライアスロン男子に出場する予定であり、「ガイドの

椿浩平（つばきこうへい）選手と力を合わせてメダルを獲得したい」

とコメントされておりました。 

パラリンピック大会もコロナ禍での開催となりますが、この

大会が障害の有無に関わらず誰もが一人の人間として尊重され、

誰もがお互いに「誰かの光」となるような共生社会への大きな

契機になればと願っており、私たち行政としても、障害への理解や

障害者の社会参加の促進等に、さらに取り組んでまいりたいと

考えております。  

 

〇 次に、令和２年度決算の概要と今後の財政運営についてご報告

申し上げます。 
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一般会計決算額につきましては、歳入が７７０億６千１２１万

７千円で、対前年度比３５．２パーセントの増、歳出が７４１億

４千９１３万４千円で３５．２パーセントの増と、特別定額給付金

事業の影響により歳入・歳出ともに大幅な増となりました。  

  歳入歳出の差し引きである形式収支は２９億１千２０８万３千円で、

翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支は２６億５千４２５万

１千円となり、このうち１４億円を財政調整基金へ積み立て、

残りの１２億５千４２５万１千円を翌年度繰越金としたところです。 

  令和２年度までの第４次行財政改革大綱第４次実行プログラム

に示しております成果指標「実質的な財政収支」は黒字となり、

「財政調整基金残高の標準財政規模に対する比率」につきましても、

引き続き１０パーセント以上を維持することができました。  

  健全化判断比率は、４つのすべての指標につきまして、前年度に

引き続き早期健全化基準を下回り、適正な範囲内となりました。

とりわけ、前年度０．２パーセントであった将来負担比率の算定値が

令和２年度はマイナスとなったほか、実質公債費比率も２．３

パーセントと前年度より０．４ポイント改善するなど、これまでの

財政健全化へ向けた取り組みの成果が数字となって表れているもの

と捉えております。  

おかげさまで、令和２年度一般会計、特別会計、公営企業会計の

歳入歳出決算につきましては、すべての会計におきまして黒字と

なったところであります。 

 

〇 続きまして、令和２年度決算に関連し、市税及び国民健康保険税

の収納率の状況についてご報告いたします。  
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市税等収納率につきましては、令和２年度より第３次市税等

収納率向上基本方針を策定し、市税・国民健康保険税につきまして

前年度収納率を下限値として、収納率の維持及び向上を図ることを

方針のひとつに掲げているところでございます。  

令和２年度の市税収納率は、９８．３パーセントとなり、令和

元年度と同様の収納率を維持し、国民健康保険税における収納率は

８６．４パーセントとなり、前年比で０．４ポイント上回ることが

できたところであります。 

ただし、多摩２６市平均でみますと市税としては０．３ポイント

下回り、また、国民健康保険税につきましても０．５ポイント

下回っている状況であります。 

今後も令和２年度同様コロナ禍の影響等により厳しい状況では

ありますが、引き続き、徴収対策の一層の推進を図り、収納率の

維持向上並びに市税等の収納確保に努めてまいります。  

 

〇 以上のような令和２年度の状況を踏まえ、令和３年度の財政運営に

おきましては、新型コロナウイルス感染症への対応といたしまして、

令和２年度からの繰越事業のほか、この間、３回補正予算を編成し、

新型コロナウイルス感染症対策に資する国や東京都の施策への

対応や当市の実情を踏まえた市民・地域経済への独自の支援策、

ポストコロナを見据えた新しい生活様式を実践するための施策の

推進を図ってまいりました。  

新型コロナウイルス感染症は依然として予断を許さない状況が

続いておりますが、引き続き市民生活を守ることを最優先に堅実な

行財政運営に努めつつ、第５次総合計画の初年度として新たな
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将来都市像の実現へ向け、各施策を着実に推進しながら、令和

４年度当初予算の編成に臨んでまいりたいと考えております。  

 

○ 令和３年度前半の新たな取り組みといたしましては、先の定例会

にてご案内いたしましたとおり、去る６月１８日には、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５次総合計画推進の一環といたしまして、「東村山市わたしたちの

ＳＤＧｓオープンラボ」の第１回の企画をオンラインで実施いたし

ました。 

市内事業者のかたを中心にわかりやすいＳＤＧｓの取り組み事例

のご紹介があり、私も含め、皆さまにとって自分の身近なところ、

小さなことから持続可能なまちづくりを考える契機にもなったの

ではないかと考えております。参加者からも多くのご意見をいただき、

中にはＳＤＧｓの宣言やパートナー制度といった、市民に広くＰＲ

できる仕組みがあるとよいとのご提案もいただきましたことから、

今後も、地域の力を結集し、よりよいまちづくりの施策が進められる

よう総合計画の推進に注力してまいりたいと考えております。  

 

〇 また、今後のまちづくりの観点として不可欠なものとなっている

行政のデジタル化やスマートシティ推進の取り組みについてですが、

令和３年６月には「デジタル社会の実現に向けた重点計画」、

７月には「自治体ＤＸ推進手順書」が国から示され、データ利活用

によるスマートシティの取組の加速化、手続きのオンライン化や

システムの統一・標準化への対応等がかなり具体化されつつあります。 

こうした背景から、当市におきましても考え方の整理・検討の
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フェーズから、試行・実践フェーズへと移行していく段階に差し

掛かっているものと認識しており、市民生活の質の向上に資する

デジタル化及び自治体ＤＸにかかる取組をさらに推進するため、

「デジタルトランスフォーメーション推進プロジェクトチーム」を

設置し分野横断的な推進体制を整備したところであります。 

また、今後は多様な地域課題へのアプローチのため、検討テーマの

設定、試行や実践に向けた企画検討を進めてまいりますとともに、

８月１５日号の市報でも周知しております「ひがしむらやまの

みらいを考えるスマートシティ出張講座」などを通じ、スマート

シティとは何か、どんなことが実現できるのかなどにつきまして、

市民の皆さまと広く意見交換をしながら、地域課題へアプローチ

しつつ、行政手続きのオンライン化等、庁内業務のデジタル化に

向けた検討も進め、ＱＯＬの向上及び自治体ＤＸの実現に向けた

取り組みを推進してまいります。  

 

〇 それでは、各事業の進捗状況や新たな取り組みなどについて

ご説明申し上げます。 

 

〇 はじめに、路上喫煙等禁止地区の指定について申し上げます。  

現在、路上喫煙等防止推進地区である東村山駅周辺及び久米川駅

周辺につきましては、これまで、パブリックコメントを含め、

路上喫煙等禁止地区への指定を検討してまいりました。  

また、課題であった公衆喫煙所整備につきましても、久米川駅

南口、東村山駅西口に続き、東村山駅東口にも中央公民館庁用車

駐車場へパーテーション型の喫煙所を設置し、去る７月１２日より
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運用が開始されましたことから、令和３年１０月１日より東村山駅

周辺及び久米川駅周辺の同様の範囲を路上喫煙等禁止地区に指定し、

さらなる喫煙マナーの向上を図ってまいりたいと考えております。 

 

〇 次に、地域密着型サービスの整備について申し上げます。  

現在、令和３年度よりスタートいたしました第８期「東村山市

地域包括ケア推進計画」に基づき、高齢者の皆さまが住み慣れた

地域で生活を続けるための「地域密着型サービス」の整備を進めて

おります。 

このうち認知症対応型共同生活介護、いわゆる認知症高齢者

グループホームにつきましては、平成２６年度までに市内５圏域

すべてに事業所の整備を行い、これまで９事業所の整備を行った

ところでありますが、団塊世代のかたが７５歳以上となる令和

７年を見据えた事業展開を図る観点から、第８期におきましては、

地域密着型サービスをさらに充実させるために、南部もしくは

北部圏域に認知症対応型共同生活介護等の整備を計画しており、

今後事業者の公募を予定しているところであります。 

 

○ 次に、保育所等の待機児童解消に向けた取り組み等について

申し上げます。 

令和３年４月の待機児童につきましては、市議会６月定例会にて

既にご案内のとおり、３９人となったところでありますが、今年度も

令和４年度に向け、鈴木アセットマネジメント株式会社から、

小規模保育事業の設置に関する事業計画の提案をいただいている

ところであり、開設に向けた具体的な取組みを市としても進めて
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まいりたいと考えております。  

増加の一途を辿っていた保育所等の申込児童数が、この１０年間で

初めて減少になったことや、新型コロナウイルス感染症拡大による

保育需要への影響等も踏まえ、需給バランス考慮をしながら、

引き続き待機児童解消に向けた更なる分析を進め、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 続きまして、児童館・児童クラブにおける諸課題について申し

上げます。 

まず、児童クラブの待機児童の状況についてでありますが、

令和３年５月１日現在におきまして、４９名となりました。  

これは、全体の半数を超える児童クラブで定員割れが生じている

一方、一部のクラブへの申込者数が大幅に増加したことが直接的な

要因であると捉えております。児童クラブは保育所とは異なり、

学区域との結びつきが強いといった性質に鑑みますと、申込者数の

増加が一過性のものなのか継続的に生じうるものなのかなどに

つきまして、しっかりと見極めていくことが重要であると考えて

いるところであり、今後とも状況等を注視しつつ、柔軟に対応して

まいります。 

 

〇 続きまして、東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会の検討

状況についてご報告申し上げます。  

本検討会におきましては、令和元年６月からの長きにわたり、

児童館・児童クラブの今後の運営のあり方等につきまして、丁寧に

ご議論いただいてきたところであり、昨日８月２６日に本検討会の
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井原  哲人（いはら  あきひと）会長より私へ、検討会としての

最終的な提言書を頂戴したところであります。 

本提言書では、地域の子育て支援拠点の一つとして、児童館が

引き続き「公」の立場で児童クラブにおけるサービス水準の維持・

向上や、チェック等の役割を担っていくことをはじめとした機能強

化を図りつつ、児童クラブにおきましては多様性のある「民間」

の活用を進めていくことが必要である旨などが示されたところであ

り、今後はこの提言書をもとに市としての方針を定め、児童館・

児童クラブのグランドデザインの具現化に向けて着実に歩みを進

めてまいりたいと考えております。  

 

〇 次に、新しくなる東村山駅への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いて申し上げます。 

これまでも多くの市民の皆さまや議会から強い要望を頂いており、

市としても実現を目指し、西武鉄道との協議を重ねてまいりましたが、

去る８月５日、西武鉄道の喜多村社長に直接面会し、私から市として

最大限協力すること、あわせて市民の皆さまの思い、そして子や孫の

世代、１００年先の東村山市民への思いにつきましても、あらためて

伝えさせていただきました。  

西武鉄道としては新型コロナウイルス感染拡大の影響がある中、

ホームドアにつきましては国の動向を注視するとともに、連続

立体交差事業の進捗を見据え方向性について検討していきたい。

また、自由通路については実現に向け協議をしていきたい。との

ご説明をいただきました。 

ホームドアの設置と自由通路の実現は、連続立体交差事業と
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合わせて進めるまちづくりの重要な施策であり、引き続き私自身が

先頭に立って全力で取り組んでまいります。  

 

〇 続きまして、市立公園における指定管理者制度についてご報告

申し上げます。 

民間の柔軟な発想やノウハウを活用した指定管理者制度の導入に

向け、現在、事業者の募集に必要な条件を整理しているところで

あります。市立公園の管理に指定管理者制度を導入するにあたり

ましては、市内全域の市立公園を包括的に管理し、地域住民の

能動的な利用を誘発させ、将来的に課題となるであろう、公園の

機能の再配分や再整備に繋がる事業者を選定できるよう、検討を

進めております。 

以上のことを踏まえ、単なる公園の維持管理のみでなく、市民

協働をさらに効果的に進めていく地域連携推進型という当市の

特色を活かしたものとするため、募集要項や仕様書に必要な要件を

盛り込めるよう検討を進めてまいった結果として、当初の見込み

よりも制度設計に時間を要したため、指定管理の開始時期につき

ましては、これまで申し上げておりました令和４年４月から令和

４年７月に変更させていただきたいと考えております。  

また、時間を要した要因といたしまして、公園管理事務所を設置

する公園の候補として、本町の天王森公園を想定しておりましたが、

地権者である東京都と協議を進めていく中で、関係部署が複数の

局にまたがり、東京都との調整に時間を要したこともあります。 

東京都の関係所管には事業の趣旨についてご理解をいただき、

前向きにご検討いただいたものの、結果として天王森公園を候補
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から外さざるを得ないということになり、代替案を検討する必要が

生じたため、当面の間は、公園管理事務所の設置場所については

「農とみどりの体験パーク（秋津ちろりん村）」に変更することを

想定しております。 

結果的に開始時期が後ろ倒しにはなりますが、１０年にわたる

指定管理者の選定に関わることでありますので、拙速なものと

ならぬよう、ご理解いただきますようお願い申し上げます。  

また、今回の募集では、指定管理者と同時に、市立公園全体の

効用をさらに発揮させることを目的として、公募設置管理、いわゆる

Park-PFI（パーク・ピーエフアイ）を、萩山公園及び南台公園の

２公園のうち、両方若しくは片方の公園で提案を求めてまいりたい

と考えております。  

今後は令和３年１０月に指定管理者募集要項等を公表し、事業者の

募集、選考委員会による選考を経て、適切な指定管理者候補者を

選定してまいりたいと考えております。  

 

〇 次に、学校教育について申し上げます。  

市立小・中学校におきましては、４度目の緊急事態宣言を受け、

感染拡大防止対策の一層の徹底を図り、教育活動を継続しております。 

「東京２０２０オリンピック」におきましては、残念ながら

子どもたちの直接の観戦は中止となりました。また、パラリンピック

の観戦につきましても、子どもたちの健康安全を考慮し、当市

としての学校連携観戦の参加に係る判断は変えず、見送ることと

させていただきました。子どもたちは、アスリートの卓越した

技術をテレビ等で観戦するなど、これまで取り組んできたオリン
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ピック・パラリンピック学習のまとめを実施してまいります。  

また、１２歳から１５歳までの児童・生徒におけるワクチン

接種につきましては、接種券の配布に先立ち、市立小・中学校の

保護者向け通知を発出し、ワクチン接種による差別やいじめ等が

起きることのないよう、家庭と連携した指導について協力を依頼

いたしました。東村山市医師会、東村山市学校保健会、多摩北部

医療センターから児童・生徒向けの学習資料を提供していただき、

「新型コロナウイルス感染症に係る基礎知識」や「ワクチンの

利点と欠点」等につきまして、夏季休業前に指導するとともに、

保護者と児童・生徒が十分話し合った上で、接種の判断をするよう、

各家庭へお願いをしております。 

 

最後に、これまでの児童・生徒が新型コロナウイルス感染症の

感染者となった累計は、本日現在、児童３３名・生徒３９名、

合計７２名であり、夏季休業日においても、児童１６名・生徒

２３名、合計３９名と増加傾向にあります。  

このような当市の実態から、予定どおりに２学期を開始する

ことは、感染をさらに拡大する恐れがあるため、２学期開始の

教育活動について変更いたしました。  

当初、９月１日以外に始業式を予定していた学校が７校あり

ましたが、全校の２学期の始業式を合わせ、９月１日（水）と

いたします。始業式は、全校児童・生徒が一堂に介することはせず、

放送等を用いて実施される予定です。  

また、９月１２日（日）までの期間を健康観察期間と位置付け

ました。本期間中は午前授業とし、給食やスクールランチを食べて
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から下校することで、子どもたちの健康状態を把握し、感染防止対策

をあらためて丁寧に指導いたします。また、午後は、タブレット型

端末を活用し、家庭でのオンライン学習に取り組み、学習保障を

図ってまいります。  

今後も予断を許さない状況が継続いたしますが、９月１３日（月）

からの対応につきましては、東村山市の感染状況等を踏まえて

判断してまいります。  

 

〇 続きまして、東村山スマートスクール構想の進捗状況について

申し上げます。 

令和３年４月より本格的にスタートいたしました１人１台

タブレット型端末を活用した東村山スマートスクール構想であり

ますが、この間、各学校におきまして様々な形でタブレット型

端末や大型提示装置を活用した教育活動が進められております。  

一方、度重なる緊急事態宣言発令という状況の中、萩山小学校

では、家庭へ持ち帰ったタブレット型端末を活用した土曜授業を

実施しており、私もこの様子を視察させていただきましたが、

子どもたちがスムーズにタブレット型端末を使いこなす様子に

とても感心いたしました。  

また、萩山小学校に本年４月より開設された「あじさい学級」

での授業の様子も拝見いたしましたが、タブレット型端末を使い、

児童の特性等に応じたきめ細かい授業が行えるようになり、

これまで普通学級では不登校ぎみだった児童も、新年度に入って

からは休まず「あじさい学級」に登校を続けているとの嬉しい

報告を校長先生より受けました。  
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他にも、療養の都合など、様々な課題を抱えている児童生徒が、

タブレット型端末で授業に参加できたという報告もあり、まさに

ＳＤＧｓの「誰１人取り残さない」理念のもと、ＩＣＴを活用

しながら、多様な子どもたちが個別最適な学びと、創造性を育む

学びに寄与できるよう、引き続き取り組んでまいります。  

 

〇 続きまして、学校水泳授業の民間事業者活用に向けた試行実施

ついて申し上げます。  

学校プールにつきましては、老朽化や維持管理と運営コスト等の

問題とあわせ、児童・生徒の安全安心の確保、教職員の負担軽減や

水泳授業の質の向上といった課題解決のため、第５次行財政改革

大綱第１次実行プログラムとして「学校プールの機能集約」の

検討を行っております。  

具体的には、資産の有効活用の視点も踏まえ、市民スポーツ

センター屋内プールを活用し、公民連携による水泳授業の手法に

つきまして、早ければ令和４年度からの試行実施を目指した検討

を始めております。  

水泳授業は、新型コロナウイルス感染拡大の影響から、令和

２年度は市内すべての公立小・中学校で中止といたしましたが、

令和３年度は感染症対策を徹底したうえでの実施となっており、

これまで以上に水泳授業への教職員の負担が増加しております。  

また、学校プールでの水泳授業は天候に左右され、雨天等の

気温が低い日に加え、近年では熱中症対策のため気温が高すぎても

中止とするケースも増えております。  

こうした学校での水泳授業における課題とリスクを解消するため、
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市民スポーツセンターの屋内プールという利点や、民間事業者の

プールスタッフのノウハウを活用することで、安定的かつ、安全

安心で、児童・生徒の泳力に応じた、きめ細かく質の高い授業に

繋げてまいりたいと考えております。  

このたび、来年度からの試行実施にあたりまして、市民スポーツ

センターに隣接する東村山第五中学校と指定管理者のご協力により、

円滑な授業実施に向けた課題抽出を目的としてトライアルを実施

することといたしました。  

具体的には、第五中学校の第１学年６クラスを対象に、本年

１０月の実施を目指した協議を進めており、安全安心で質の高い

授業となるよう、次年度の試行実施、将来的な展開に向け様々な

課題も確認し、有意義なものにしてまいりたいと考えております。 

 

〇 続きまして、児童・生徒の通学路の安全対策について申し上げ

ます。 

去る６月２８日に千葉県八街市におきまして、トラックが下校中の

小学生５人を死傷させるという痛ましい事故が発生いたしました。

当市におきましては、平成２４年に全国で相次いだ登下校中に

おける交通事故を受け、毎年度小学校を対象に、概ね４校ずつ、

学校・ＰＴＡ・教育委員会・警察と各道路管理者がともに通学路の

安全点検を行う合同点検を実施してまいりました。  

しかしながら、今般の八街市での事故を受け、再度、通学路の

安全について確認する必要性があると考えており、また国からも

通学路の点検についての要請を受けていることから、市立小中学校

２２校の指定通学路を主な対象として、「車の速度が上がりやすい
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箇所や大型車両の進入が多い箇所」、また、「過去にＰＴＡ等から

安全対策の要望がされている箇所」などを重点的に、９月末までを

目途に安全点検を実施する予定としております。 

市といたしましては、安全点検の結果を踏まえまして、警察とも

連携したうえで、児童・生徒が安全で安心して通学ができるよう、

それぞれの危険箇所に応じた交通安全施設の設置等、交通安全

対策の実施を検討してまいりたいと考えております。  

 

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、

「東村山市総合計画審議会条例の一部を改正する条例」をはじめ、

議案１１件、報告１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９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。 

 

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。  


