○

平成２ １年９月 定例会の 開催に あたりまし て、当面 する諸

課題につい てご報告 かたがた 所信の 一端を申し 上げ、議 員各位
ならびに市 民の皆様 のご理解 とご協 力をお願い 申し上げ ます。

去る、７月 １９日か ら２６日 にかけ 中国地方や 九州地方 北部
を襲った記 録的な豪 雨では、 特別養 護老人ホー ムが土石 流の被
害を受け多 くの方が お亡くな りにな るなど、今 年の夏は 、列島
に居座った 梅雨前線 の影響で 、西日 本を中心に 日本各地 で豪雨
や突風によ る災害が 発生いた しまし た。また、 ８月に入 っても
台風９号の 影響によ る豪雨や 、駿河 湾を震源と し最大震 度６弱
を記録した 地震の発 生など自 然災害 が相次ぎ、 列島に大 きな傷
跡を残して おります 。亡くな られた 方のご冥福 をお祈り すると
ともに、被 害に遭わ れた方々 に対し 、心よりお 見舞い申 し上げ
るところで ございま す。
当市といた しまして も、近年 頻発す る台風や集 中豪雨、 地震
の被害を最 小限にく い止める よう雨 水の地下浸 透の推進 、小中
学校の耐震 化など、 災害に強 いまち づくりを進 めるとと もに、
消防署並び に消防団 等関係各 機関と の連携を図 りながら 、万が
一の場合に は、迅速 かつ適切 に対応 できるよう 防災力の 強化に
取り組んで まいる所 存であり ます。
さて、わ が国の経 済は、昨 年秋以 降、世界的 な金融危 機の深
刻化、世界 同時不況 という環 境のも と、景気の 低迷が続 いてま
いりました 。
こうした状 況の中、 政府は、 ６月の 月例経済報 告で、景 気の
基調判断を 上方修正 し、「悪 化」と いう表現を ７ヵ月ぶ りに削
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除し「景気 の底打ち 」の判断 を示し 、７月の報 告では更 に「景
気は、厳し い状況に あるもの の、こ のところ持 ち直しの 動きが
見られる 」と 、景気回 復基調の 判断を 示したとこ ろであり ます。
これにつき ましては 、低燃費 車への 補助金や省 エネ家電 購入の
際のエコポ イントな どによる 景気刺 激策に、公 共事業や 各地方
自治体の臨 時雇用確 保など、 国の経 済対策の効 果も現れ はじめ
ているもの と思われ ます。
しかしなが ら、この ことによ り一気 に景気が回 復すると は考
えにくく、 底を打っ たといっ ても、 企業の在庫 調整が進 み徐々
に生産が戻 ってきて いる段階 で、経 済活動の水 準はなお 極めて
低く、雇用 調整圧力 は依然と して高 い状況にあ ります。 先月末
に発表され た６月の 完全失業 率は５ ．４％で、 過去最悪 の５．
５％に迫る 水準とな っており 、欧米 を中心とし た金融危 機も小
康状態には あるもの の、終息 に向か ったと断定 できる状 況には
ありません 。
国は、景気 低迷への 対応とし て、当 面、景気対 策を最優 先で
進めるとし て、昨年 夏以降の 数次に わたる対策 に続き、 本年度
の第１次補 正予算に て経済危 機対策 の関連予算 を編成し たとこ
ろでありま す。
当市といたしましても、地域における市民生活を活性化し、
市の財政危 機を克服 する新た な活力 を生み出す ため、６ 月定例
市議会に引 き続き本 定例会に も追加 議案として 、これら 経済対
策関連予算 を中心と した補正 予算の 上程を予定 している ところ
でございま す。また 、先の国 の地域 活性化・生 活対策臨 時交付
金を活用し たビック ドリーム スタン プ事業であ りますが 、事業
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期間も残す ところ４ 日となり 、おか げさまで、 市内事業 所３１
８店舗が参 加し、景 品総額を ３千万 円としたこ とで、地 元での
消費喚起が 図られ、 ８月５日 現在、 推定売上高 は７億３ 千万円
と、地域経 済の振興 に寄与す ること ができたの ではない かと考
えていると ころであ ります。
今後も、国の打ち出す施策の推移を慎重に見守るととも に、
それらを最 大限活用 しながら 、より 一層の地域 活性化を 求め、
市民生活の 安定のた めできる 限りの 努力をして まいる所 存であ
ります。
当市を取り 巻く状況 は、財政 の厳し さをはじめ 、大変多 くの
課題が山積 しており ますが、 ６月定 例市議会の 冒頭でも 申し上
げましたが 、今年度 を当市の 魅力と 価値を高め 、生まれ 変わり
成長するた めの大き なチャン スの年 と捉え、「 八国から の新た
な風」を吹 かせ、東 村山の確 かな未 来へ向かっ て、市民 の皆様
とともに力 強く歩ん でまいる 所存で あります。
○

はじめに 、平成 ２１年度 の当市 の 財政運営に つきまし てご

報告申し上 げます。
本年度の財 政運営は 、三位一 体改革 の影響とい う自治体 運営
上の本質的 な課題に 加え、長 引く景 気低迷の影 響を受け 、引き
続き極めて 厳しい状 況である ことは 否めません 。
このような 状況下で はありま すが、 昨年度から 引き続い ての
職員の給与 構造改革 や職員定 数の適 正化、事業 点検によ る事業
の適正化、 そして部 別予算編 成によ る経費の圧 縮など様 々な方
策を講じ、 財政の健 全化へ向 けでき る限りの努 力をして いると
ころであり ます。
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去る７月２ ８日に普 通交付税 及び臨 時財政対策 債の発行 可
能額が決定 され、平 成２１年 度の普 通交付税額 は、２７ 億１千
５１３万３ 千円、こ れは調整 額を含 めた予定額 でありま す。臨
時財政対策 債の発行 可能額は 、１ ７ 億７千３２ 万３千円 であり 、
合わせて当 初予算額 から約６ 億円の 増という結 果であり ました 。
しかしなが ら、長引 く不況の 影響か ら法人市民 税を中心 とし
た市税の減 収、扶助 費や繰出 金等の 増加、加え て、団塊 の世代
の職員の大 量退職に 伴う退職 手当の 増加などの 事情を考 慮しま
すと、依然 として深 刻な財源 不足と いう状況に は何ら変 わりが
なく、今後 も引き続 き持続可 能で安 定した財政 構造の構 築に向
け努力して いくこと が不可欠 であり ます。
私といたし ましても 、先に述 べまし た国の経済 対策を活 用し
た施策を実 施する一 方で、こ れらの 財政構造の 構築に向 け、行
財政改革を 全庁的な 取り組み として 更に推進し てまいり たいと
考え、去る ８月２１ 日には、 当市財 政状況の現 状と課題 につい
て、課長補 佐以上の 職員に私 から直 接説明する とともに 、更な
る努力を求 めたとこ ろであり ます。
○

次に、 平成２２ 年度の予 算編成 へ向けての 取り組み につき

まして申し 上げます 。
平成２２ 年度の当 初予算編 成につ きましては 、国・東 京都の
予算編成方 針を把握 し、当市 の予算 へと的確に 反映して いくこ
とは勿論の こと、平 成２０年 度決算 状況、平成 ２１年度 の財政
運営を斟酌 し、第 ３次行 財政改革 大 綱の総仕上 げの年度 として 、
これら市の 危機的な 財政状況 を踏ま えた内容と してまい りたい
と考えてお ります。
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具体的には 、市税、 地方交付 税をは じめとした 歳入の推 計を
慎重に行う とともに 、歳出に つきま しては、持 続可能で 安定し
た財政運営 に向け、 行政が直 接実施 すべき事業 か、現状 で既に
その役割を 終えてい るものは ないか 、などの視 点をもっ て精査
を行い、真 に必要な 事業に限 った予 算のみとし 、財政調 整基金
からの繰入 金に頼ら ない身の 丈にあ った歳出と するよう 、取り
まとめてい く所存で ございま す。
また、平成 ２２年度 は、１５ 年間に わたりまし た第３次 東村
山市総合計 画の最終 年度でも あり 、当市のまち づくりと しても 、
一つの締め 括りの年 度となり ます。 したがって 、財政状 況を慎
重に見極め ながら、 総合計画 第６次 実施計画事 業を可能 な限り
具体化し、 「緑あふ れ、くら し輝く 都市」を目 指した１ ５年間
のまちづく りの成果 として纏 め上げ ていくとと もに、第 ４次東
村山市総合 計画に繋 げてまい りたい と考えてお ります。
○

次に、 平成２０ 年度決算 の概要 につきまし て、ご報 告申し

上げます。
一般会計決 算につき ましては 、６月 定例市議会 でも報告 させ
ていただい たとおり 、国民健 康保険 特別会計へ の繰出金 が想定
していたほ どの伸び がなかっ たこと や、給与構 造改革を 中心と
した行財政 改革への 努力など が評価 され東京都 の市町村 総合交
付金が増と なったこ ともあり 、実質 収支は、前 年度を上 回る黒
字で決算す ることが できまし た。
また、その 他の会計 につきま しても 、黒字決算 を行うべ く努
力してまい りました 結果、全 会計、 実質収支を 黒字で迎 えるこ
とができま した。議 員各位に おかれ ましては、 この間、 行財政
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運営全般に わたりご 指導、ご 協力を いただきま したこと を、改
めて感謝を 申し上げ る次第で ござい ます。
○

一般会 計決算額 は、歳入 が４５ ２億３千１ ３７万７ 千円、

歳出が４４ ３億８千 ８３０万 ４千円 で、歳入歳 出差し引 き額は
８億４千３ ０７万３ 千円であ ります 。これから 翌年度へ 繰り越
すべき財源 １億２千 ２２４万 ８千円 を差し引い た実質収 支額は 、
７億２千８ ２万５千 円となり 、この うち、５億 円を財政 調整基
金へ積み立 て、残り の２億２ 千８２ 万５千円を 翌年度繰 越金と
したところ でありま す。
決算規模 は、前年 度と比較 いたし ますと、歳 入で４． ４パー
セント、歳 出で３． ４パーセ ントの 増となって おります 。
歳入のう ち、市税 につきま しては 、対前年度 比０．７ パーセ
ントの減と なり、徴収率 も前年度 を ０．７ポ イント下 回る９ ３．
９パーセン トとなり ました。 徴収率 につきまし ては、口 座振り
替えの勧奨 や休日窓 口の開設 、滞納 者への催告 書の差置 きなど
に加え、滞 納者に対 する差押 え等に ついても積 極的に行 ってま
いりました が、数値 としては これら の取り組み の成果が 現れな
かったこと は誠に残 念であり ます。 多摩地区で の順位に ついて
も、結果と して昨年 度から１ つ下が り２５位と なってし まった
ところであ り、今後 はこれま で以上 に不退転の 決意を持 って徴
収対策に努 めてまい りたいと 考えて おります。
また、税 外収入に おきまし ては、 地方特例交 付金及び 地方交
付税を除き 、その多 くが景気 情勢を 反映して前 年度実績 を下回
る結果とな りました 。
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歳出では、 本年１月 から施行 いたし ました職員 の給与構 造改
革等が一定 の効果を 挙げたも のの、 ５０人を超 す職員の 退職に
伴う退職金 の増や、 生活保護 費など の扶助費の 増、特別 会計へ
の繰出金の 増などが 見込まれ る中、 著しい財源 不足が生 じ、か
つてないほ どの厳し い財政運 営を強 いられまし た。
この財源不 足を解消 するため 、既に ご案内のと おり、苦 渋の
選択ではご ざいまし たが、退 職手当 債の発行と いう決断 をさせ
ていただき 、何とか 収支の均 衡を図 ることに努 めてまい りまし
た。
○

財政指 標につき ましては 、財政 力指数は３ か年平均 で０．

８７５と、 前年度の ０．８６ ６より やや上がり 、公債費 比率は
１０．６パ ーセント で、前年 度より ０．９ポイ ント下が り、経
常収支比率 も９５． ８パーセ ントと 、前年度よ り３．４ ポイン
ト下がりま した。数 値だけで みます と財政状況 が好転し たかの
ように見え ますが、 この数値 には、 先ほど述べ ました退 職手当
債の影響等 も含まれ ており、 依然と して財政構 造の硬直 化が危
惧される状 況には変 わりがあ りませ ん。
また、今 年度から 本格実施 となる 「地方公共 団体の財 政の健
全化に関す る法律」 いわゆる 「自治 体財政健全 化法施行 」に基
づく４指標 でござい ますが、 実質公 債費比率は ６．７パ ーセン
トで、前年 度より０ ．４ポイ ント下 がったもの の、将来 負担比
率は１０４ ．７パー セントで 、前年 度より８． ２ポイン ト上が
りました。 これらの 指標は、 現在、 早期健全化 基準を大 きく下
回ってはい るものの 、起債を はじめ とした将来 への負担 を更に
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減少させて いく努力 が必要で あると 考えている ところで ありま
す。
なお、実質 赤字比率 、連結実 質赤字 比率につき ましては 、一
般会計及び 特別会計 を含めた 連結実 質収支が、 いずれも 黒字と
なったこと から、健 全な財政 状況と 判断される 結果とな ってお
ります。し かし、実 質収支に つきま しては、基 金からの 繰入金
や職員退職 手当債等 による財 源手当 の結果とし ての黒字 である
ことなどか ら、その 実態は、 数値以 上に厳しい ものと受 け止め
ております 。
いずれにせ よ、厳し さを増す 一般会 計に加え、 この一般 会計
からの繰入 金への依 存度が高 まって いる特別会 計の現状 からも 、
更なる健全 化が必要 であるも のと認 識しており ます。
平成２０ 年度は、 職員の給 与構造 改革をはじ めとした 行財政
改革に取り 組み、一定の 成果を挙 げ ることがで きました ものの 、
結果的に著 しい財源 不足を生 じ、財 政調整基金 をはじめ とする
基金からの 繰入れに 加え、退 職手当 債の発行と いう苦渋 の選択
を迫られる 大変厳し い年度と なりま した。結果 的には、 前年度
を上回る実 質収支の 黒字とな りまし たが、今後 、大幅な 歳入の
増要因が見 込めない 中で、枯 渇する 財政調整基 金を少し でも増
やしていく とともに 、拡大す る行政 需要に対し 、収支バ ランス
の均衡を保 っていく ためには 、これ まで以上の 危機感を 持って
財政運営に あたらな ければな らない と強く認識 させられ た決算
でございま す。
○

次に、国民健康 保険事業 特別会 計 決算につい て申し上 げま

す。
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平成２０年 度国民健 康保険事 業特別 会計決算額 は、歳入 が１
５０億８４ １万２千 円、歳出が１ ４ ８億９千１ ５６万６ 千円で 、
歳入歳出差 引額、１ 億１千６ ８４万 ６千円が実 質収支額 であり
ます。これ は、歳出 面で、保 険給付 費の伸びが 予定より 低かっ
たこと、歳 入面で国 庫支出金 の増額 があったこ と、一般 会計か
らの繰入金 の増額を 行ったこ とによ るものであ ります。 平成２
０年度は、 一般会計 からの繰 入金の 増額により かろうじ て黒字
決算となり ましたが 、依然と して、 医療費は増 加傾向が 続いて
おり、また 、構造的 な問題も あり、 国保財政は 依然とし て危機
的な状況で あると認 識してい るとこ ろでござい ます。
○

次に、老 人 保 健 医 療 特 別 会 計 決 算 に つ い て 申 し 上 げ ま す 。
平成２０年 度老人保 健医療特 別会計 決算額は、 歳入が９ 億５

千８８２万 ７千円、 歳出が９ 億３千 ２１２万８ 千円で、 歳入歳
出差引額、 ２千６６ ９万９千 円が実 質収支額と なります 。その
剰余金２千 ６６９万 ９千円に つきま しては繰越 金として 、平成
２１年度の 老人保健 医療特別 会計の 歳入として 計上する もので
ございます 。
○

次に介 護保険事 業特別会 計決算 について申 し上げま す。
平成２０年 度介護保 険事業特 別会計 決算額は、 歳入が７ ６億

３千８４０ 万２千円 、歳出が ７５億 ７５８万９ 千円で、 歳入歳
出差引額、 １億３千 ８１万３ 千円が 実質収支額 でありま す。
平成１８年 度には、 介護保険 制度の 持続可能性 を高めて いく
ために法改 正が実施 され、平 成２０ 年度は第３ 期介護保 険事業
計画３年間 の最終年 度であり ました 。
○

次に、 下水道事 業特別会 計決算 について申 し上げま す。
9

平成２０年 度下水道 事業特別 会計決 算は、歳入 が４９億 ４千
９６９万２ 千円、歳 出が４９ 億３千 ３０７万９ 千円で、 歳入歳
出差引額、 １千６６ １万３千 円が実 質収支額で あります 。
○

次に、 受託水道 事業特別 会計決 算について 申し上げ ます。
平成２０年 度受託水 道事業特 別会計 決算額は、 歳入歳出 とも

に５億８千 ６２９万 ２千円と なった ところであ ります。
○

次に、後期高齢 者医療特 別会計 決 算について 申し上げ ます 。
平成２０年 度後期高 齢者医療 特別会 計決算額は 、歳入が ２１

億１千５９ ４万７千 円、歳出 が２０ 億６千８６ ３万４千 円で、
歳入歳出差 引額、４千７ ３１万３ 千 円が実質収 支額とな ります 。
その剰余金 ４千７３ １万３千 円につ きましては 繰越金と して、
平成２１年 度の後期 高齢者医 療特別 会計の歳入 として計 上する
ものでござ います。
以上、平成 ２０年度 決算概要 につき まして申し 上げてま いり
ましたが、 このこと につきま しては 提案説明の 際に改め てご報
告申し上げ ます。平 成２０年 度にお ける議員各 位のご指 導に改
めて感謝を 申し上げ る次第で ござい ます。
○

次に、 ６月定例 市議会後 の行政 推進等につ いて順次 申し上

げます。
はじめに 、第４次 総合計画 策定の 取り組みに ついて申 し上げ
ます。
第４次総 合計画策 定につき まして は、
「 みんなで 創る、みんな
の東村山」 を合言葉 に策定作 業を進 めておりま すが、そ の取り
組みの一環 である市 民ワーク ショッ プ「東村山 の未来を 考える
市民会議」 につきま しては、 本年１ 月３１日の 第１回目 から第
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１０回目と なる８月 ８日の開 催をも って終了い たしまし た。
最終回とな った、第 １０回目 の市民 会議では、 ９つのグ ル ー
プから熱の こもった 力強い「 市への 提言」の発 表と、各 グルー
プのリーダ ーから「 提言書」 が手渡 されました 。この提 言書に
は、市の将 来像 、
「私た ちが考 える あるべき姿 」と、これまで に
市民の皆様 が感じて きた、市 の良い ところと悪 いところ を踏ま
え検討された「あるべき姿の実現に向けた取り組みのアイデ
ア・役割・ 未来の東 村山に対 する熱 い思い」が 記載され ており
ます。この 提言を受 け、私は 、参加 したメンバ ーの「よ りよい
東村山の実 現」に向 けた、熱 い思い をひしひし と感じ、 大変重
く受け止め させてい ただくと ともに 、ここにこ そ東村山 の未来
がある、こ こから東 村山市の 未来は 切り開かれ ると、そ のよう
な思いがし たところ でござい ます 。この間、全くの無 報酬の 中、
東村山への 熱い想い をもって 参加さ れたメンバ ーの皆様 に対し 、
感謝をする ところで ございま す。
この「市へ の提言」 には、ワ ークシ ョップに参 加された 方 々
だけでなく 、広く市 民の皆様 の思い が反映して いるもの と捉え
ており、９ つのグル ープから の提言 内容を十分 精査し、 ９つの
テーマごと の提言を 貫くキー ワード や理念を抽 出し、基 本構想
に反映して まいりた いと考え ており ます。
今後は、基 本構想策 定過程の 節目ご とに市民フ ォーラム やパ
ブリックコ メントを 活用して 、市民 の皆さんの 知恵や経 験、思
いがまちづ くりに活 かされ、 より多 くの市民の 皆様の声 が計画
に反映でき るよう努 め、第４ 次総合 計画の策定 に取り組 んでい
く所存でご ざいます 。
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○

次に、行 財政改革 の取り組 みにつ いて申し上 げます。
平成１９年度から２０年度にかけて既存事務事業について

の事業点検 を実施し てまいり ました が、７月１ 日市報で お知ら
せしており ますよう に、２０ 年度の 行革効果額 としまし ては、
事務事業の 見直しと 職員定数 の適正 化、給与制 度・諸手 当制度
の適正化等 の支出の 減と、こ れらの 経営努力に よる交付 金の確
保、市有地 の売却等 の収入増 により 、合わせて 約１０億 ４千万
円の効果額 を上げる ことがで きまし た。
今年度の行 革の取り 組みにつ きまし ては、昨年 に引続き １ １
名の中堅職 員による 事業点検 部会を ６月５日に 立ち上げ 、市の
職員として の業務の 範囲はど のよう なものなの か、また どのよ
うな業務が 民間の力 に委ねら れるの かといった 点につい て、論
議を行って いるとこ ろであり 、秋頃 を目途に検 討内容に ついて
一定のまと めをして まいりた いと考 えておりま す。
○

次に、平 成 ２ １ 年 度 の 人 事 院 勧 告 に つ い て 申 し 上 げ ま す 。

去る ８月 １１ 日 、人 事院 は 、国 家 公務 員の 給 与改 定に 関す る
勧告を行い ました。
今回の勧 告では、 民間給与 との較 差が△０． ２２％、 金額 で
８６３円と なること から 、月例給 に 関しまして は平均△ ０．２％
の給与改定 を実施し 、また、 期末・ 勤勉手当に つきまし ても、
民間の支給 割合と比 較し、大 幅な乖 離があるこ とから△ ０．３
５月の支給 改定を行 う必要が あると の発表があ ったとこ ろであ
ります。
リーマン・ ショック に端を発 した景 気の長期低 迷により 、雇
用情勢を含 めた労働 環境が厳 しさを 増すなか、 民間の給 与が上
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がらなくな っている 現状が浮 き彫り にされた非 常に厳し い勧告
内容である と認識し ていると ころで あります。
当市の給 与制度に つきまし ては、 本年１月よ り東京都 の給与
制度に基本 的に準拠 しており ますの で、今回の 人事院勧 告のほ
かに、東京 都人事委 員会の勧 告内容 を踏まえ、 慎重に対 応して
いかなけれ ばならな いと考え ており ます。
○

次に 、東村山 駅西口 公益施設 に ついてご報 告申し上 げます 。
西口公益施 設の愛称 を市民公 募によ り「市民ス テーショ ン

サンパルネ 」と決定 させてい ただい たところで あります が、既
に市報等で ご案内の とおり、 行政サ ービス窓口 と産業関 連施設
は９月１日 に、その 他の健康 増進施 設等は１０ 月１日に オープ
ンを予定し ておりま す。
行政サービ ス窓口は 、名称を 「東村 山駅地域サ ービス窓 口」
とし、市民 課を所管 として、 現在、 公民館地区 館等で行 ってお
ります地域 サービス 窓口を基 本に、 駅ビル内で の特性を 活かし
たサービス を図って まいりま す。
開設時間は 、月曜か ら金曜ま での午 前８時３０ 分から午 後７
時３０分ま でとし、 業務内容 は、住 民異動を除 き、現行 地域サ
ービス窓口 業務とほ ぼ同様な 取り扱 いといたし ます。
午後５時以 降は、税 関係の証 明発行 を除き、市 税等の収 納業
務は納付書 による納 期内とい たしま す。また、 住民票・ 印鑑証
明発行業務 は、既存 システム の改修 に時間を要 するため 、ご利
用いただき ます市民 の皆様に は大変 ご不便をお 掛けして 恐縮で
すが、２１ 年度中は 当日申請 、翌日 交付方式で 実施をさ せてい
ただきたい と考えて おります 。
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○

次に、産 業関連 施設であ ります が、こちらの 施設名 称は「東

村山市産業 ・観光案 内コーナ ー」と させていた だきまし た。
産業・観光 案内コー ナーの開 設は市 内の産業お よび観光 資源
の存在、市内物産 品を広 く市内外 の 皆様にＰＲ すること により 、
新たな市民 交流、連 携が育ま れ、心 のふれあい やコミュ ニティ
ーづくり 、地域の 活性化 の創出へ 繋 がるものと 考えてお ります 。
開設時間は 、火曜日 から日曜 日まで の毎日、午 前９時３ ０分
から午後６ 時までと し、基本 的には 月曜日は休 館としま すが、
祭日にあた る場合や 菖蒲まつ り期間 中等は開館 し、こう したイ
ベントの時 には、開 設時間の 延長も 行う考えで あります 。
な お 当 初 、 本 コ ー ナ ー は 、 観 光 案 内 機 能 、 産 業 ･観 光 資 源 の
展示・紹介 機能、加 えて地場 の物産 販売機能の ３点を考 えてお
りましたが 、物産販 売につき まして は、１階の コープで の取り
扱いや２階 のコンベ ンション ホール 等を活用し たイベン トでの
販売等も含 めて幾つ かの選択 肢の中 で検討して いるとこ ろでご
ざいます。
その他の健 康増進施 設等につ きまし ては、指定 管理者で ある
東京ドーム と１０月 １日オー プンに 向け、詰め の協議を 行って
おりますが 、ご利用 方法等詳 細につ きましては 、今後、 ホーム
ページや９ 月１５日 号の市報 でお知 らせさせて いただき ます。
また、１０ 月をオー プン記念 月間と して、この 「市民ス テーシ
ョン

サン パルネ」 の基本コ ンセプ トでありま す「健康 増進」

「くつろぎ 」
「つどい 交流 」に合 った 市民企画を 公募し 、市民 の
方々を中心 としたオ ープニン グイベ ントを実施 する予定 であり
ます。
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○

次に、障 害者・子育て関 連につ き まして何点 かご報告 申し

上げます。
まずはじめ に、障害 者就労支 援事業 の実施に関 してであ りま
すが、この 事業は、 障害者の 一般就 労の機会の 拡大を図 るとと
もに、安心 して働き 続けられ るよう 、身近な地 域におい て就労
面と生活面 の支援を 一体的に 提供す ることによ り、障害 者の一
般就労を促 進すると ともに、 障害者 の自立と社 会参加の 一層の
促進に資す ることを 目的とし たもの であります 。
当初の予定 では、就 労支援セ ンター 開設は、７ 月までに 様々
な手続きの 完了、８ 月中の開 設を目 指しており ましたが 、規則
整備等準備 に若干時 間を要し たこと から、１１ 月中の開 設に向
け準備を進 めている ところで ありま す。
なお、就労 支援セン ターでは 、雇用 職場の情報 収集や企 業訪
問を実施す るととも に関係機 関、周 辺自治体と の連携を 図って
いき、一人 でも多く の障害者 の方々 に対し、就 労を支援 して参
りたいと考 えている ところで ありま す。
○

続いて 、市議会 各党派か らもご 要望いただ いており ます保

育園待機児 対策につ いて申し 上げま す。
待機児対策につきましては、先の６月定例市議会のなかで、
庁内の検討 会を中心 に取組ん でいる ことをご報 告させて いただ
きました。 待機児対 策には、 多額の 支出を伴う ことが予 想され
るだけに、 どのよう な対策が 実現可 能か慎重に 検討をし てまい
りました。 更に、煮 詰める中 で、単 に保育園の 待機児対 策にと
どまらず、 今後の保 育園や大 規模対 策が求めら れている 児童ク
ラブのあり 方などを 含め、包 括的に 子育て支援 政策をお 示しし
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ていくべき との判断 から 、
「子 育て するなら東 村山」緊急プロ ジ
ェクトとし て、年内 には取り まとめ たいと考え ておりま す。
現時点にお きまして は、今後 の対策 として、１ つ目には 、小
さなお子さ んを抱え る保護者 から要 望が高い「 緊急一時 預かり
事業」の年 度内の実 施であり ます。 事業内容は 、既存公 共施設
の一室を利 用し、緊 急雇用創 出事業 を活用する 中で、民 間委託
による緊急 的な「 子育て 一時預か り 事業」を 予定して おりま す。
２ つ 目 に は 、 来 年 度 に 向 け て と な り ま す が 、「 認 証 保 育 園 １
園の新設」 と「幼稚 園を活用 した認 定こども園 の開設」 を検討
させていた だいてお ります。
３つ目には 、現在、 認可保育 園を中 心に定員の 弾力的受 入れ
を実施して おります が、今後 は、さ らに公立保 育園の各 年齢児
枠の見直し や、平成 ２３年４ 月開設 予定の本町 プロジェ クトに
おける認可 保育園の 乳児枠の 拡大等 、待機児数 の多い「 ゼロ歳
児から２歳 児」の受 け入れ枠 の拡大 を積極的に 図ってい くこと
であります 。
さらに、全 生園の入 所者自治 会等の 皆様が推進 してくだ さっ
ている「全 生園の将 来構想に おける 保育園の設 置」に向 けての
動きには、 待機児対 策として も大い に期待して おります 。
このよう に、これ からも、 さまざ まな子育て 支援施設 と連携
しながら、 当市の実 情に即し た効果 的な待機児 解消対策 を推進
してまいり たいと考 えており ます。
○

続いて 、大規模 児童クラ ブの解 消 につきまし て申し上 げま

す。
現在、教育 委員会と 連携して 、学校 の余裕教室 の利用や 学校
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敷地の活用 に向け個 々の児童 クラブ ごとに取組 んでおり 、来年
度から、野 火止児童 クラブ、 萩山児 童クラブ、 廻田児童 クラブ
で、第二 児童クラ ブを併 設させて い ただきたく 考えてお ります 。
また、その 他の７１ 人以上の 児童ク ラブについ ても、効 率的で
効果的な方 法を個別 的に検討 してい るところで ございま す。ま
た、これら に併せ、 懸案であ りまし た乳幼児医 療費助成 の拡大
を進めてま いりたい と考えて おりま す。従前あ りました ４歳以
上の所得制 限の撤廃 を、本年 １０月 より実施し てまいり ます。
更に、第６ 次実施計 画で位置 づけて おります幼 稚園の保 護者負
担軽減につ きまして も、平成 ２２年 度予算で実 現してま いりた
いと考えて おります 。
こ れ ら 各 種 の 子 育 て 施 策 を 実 施 す る に あ た り ま し て は 、「 公
立保育園」 並びに「 児童クラ ブ」の 運営方法に つきまし ても、
民間活力の 導入も視 野に入れ 検討し てまいりた いと考え ており
ます。景 気の低迷 等によ り市財政 が 大変厳しい 状況にあ るなか 、
スクラップ ・アンド ・ビルド による 限られた財 源の有効 活用を
基本に、効 率的な保 育行政を 推進し 、また、そ こから生 み出さ
れた財源を 今後の子 育て支援 施策に 振り向けて 行くこと が必須
であります 。
当市平成２ ０年度の 一般財源 約２７ ８億３千万 円のうち 、一
番大きなシ ェアを占 めている 民生費 の一般財源 は約９９ 億６千
万円で、そ のうち児 童福祉費 は約３ ６億６千万 円と民生 費の中
でも児童分 野に一番 多くの一 般財源 が投入され ておりま す。こ
うした状況 の中では 、よ り効率的・効 果的な施策 展開なく して、
子育て支援 諸施策の 更なる充 実は困 難でありま す。ご案 内のよ
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うに、認可 保育の運 営につき まして 、民設の保 育園には 公設の
保育園に対 して交付 されない 国・都 の補助があ ることな どから 、
公設の保育 園に比べ 市の一般 財源の 支出が低く 抑えられ ており 、
公立保育園 の民営化 は１つの 有効な 方策ではな いかと考 えてお
ります。
いずれにい たしまし ても、今 後、公 立保育園の 再構築と とも
に、保育料 、並びに 児童クラ ブ使用 料について も本来あ るべき
姿はどのよ うなもの かを再検 証し、 望ましい方 向へと施 策を進
めてまいり たいと考 えており ます。
○

次に、環 境・建 設行政に つきま し て何点かご 報告申し 上げ

ます。
はじめに 、ごみ焼 却施設延 命化事 業の延伸に つきまし てご報
告申し上げ ます。
ご案内のと おり、当 市のごみ 焼却施 設について 延命化工 事を
平成２１年 度と２２ 年度の２ ケ年で 行なうため 、耐震化 工事も
含め２１年 度予算に おいて当 初予算 と継続費と して予算 化させ
ていただき ました。 しかしな がら、 国の循環型 社会形成 推進交
付金の交付 対象とな る可能性 がでて きたことか ら、事業 執行を
１年繰り延 べさせて いただき たく考 えておりま す。
環境省では 、廃棄物 処理施設 の長寿 化を図り、 そのライ フサ
イクルコス トを低減 すること を通じ 、効率的な 更新整備 や保全
管理を充実 する「ス トックマ ネジメ ント」の導 入を２１ 年度か
ら本格的に 推進する ことにな り、循 環型社会形 成推進交 付金に
長寿命化計 画書作成 に対する 支援メ ニューが加 わりまし た。
また、長寿 命化工事 交付金支 援につ きましては 平成２２ 年度
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から実施す る予定で 、環境省 と財務 省の調整が 現在行な われて
おります。
このことを 受け、当 市では本 年６月 より東京都 に対して 情報
の収集を行 なってま いりまし たが、 明確な回答 を得るこ とが出
来ず、去る ７月上旬 に私も環 境省を 訪れ、直接 お話を伺 ってま
いりました 。
その結果、 交付金の 要綱が決 定する のが本年１ ２月とな ると
共に、当市 の延命化 工事が交 付金対 象となる可 能性があ ること
から、本事 業への交 付金充当 を前提 に２２年度 ・２３年 度へ繰
延べを行な うことを 判断させ ていた だきました 。ご理解 のほど
よろしくお 願い申し 上げます 。
○

続いて 、西口再 開発の事 業費の 変 更について ご報告申 し上

げます。
平成１９年 ４月から 工事に着 工した 再開発ビル は、おか げ様
で本年６月 末をもっ て完成し 、駅前 広場等につ いても今 月末の
完成予定と なってお ります。
この事業の 完成に伴 いまして 事業費 の変更が生 じており 、現
在、事業計 画の変更 作業を進 めてい るところで あります 。変更
内容は、総 事業費が 約９２億 ６千４ ００万円か ら、約９ ４億７
千６００万 円となり 、約２億 １千２ ００万円の 増額とな りまし
た。その理 由といた しまして は、工 事中の資材 高騰や工 事の延
伸が主なも のであり ますが 、この 増 額分は参加 組合員で ある「三
菱地所㈱及 び西武鉄 道㈱」が 負担す ることで調 整が進め られて
いるところ でありま す。
一方、国費 ・都費を 合わせた 市の事 業費につき ましては 、こ
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れまで市報 やパンフ レットで お知ら せしてまい りました 約４８
億円が、設 計変更や 入札差金 により 約２億円の 減額とな り、総
額で約４６ 億円にな る見込み となっ たところで ございま す。
○

続いて 、東村山 駅周辺の まちづ く りにつきま してご報 告申

し上げます 。
東村山駅周 辺のまち づくりに つきま しては、そ の課題の 整理
を終え、地 域の将来 像や土地 利用な どの考え方 を示した 「東村
山駅周辺ま ちづくり 基本構想 の中間 のまとめ」 を行い、 去る７
月２５日に 、市民説 明会を開 催いた しました。
８月に入り まして、 この中間 のまと めに対する アンケー ト調
査や市民意 見の募集 を実施し ており 、今後は、 都市計画 審議会
や第２回目 となる市 民まちづ くりワ ークショッ プでご意 見をい
ただきたい と考えて おります 。
そ の 後 、 引 き 続 き 、「 東 村 山 駅 周 辺 ま ち づ く り 協 議 会 」 を 中
心に検討を 進め、１ ０月には 「東村 山駅周辺ま ちづくり 基本構
想の案」と して、最 終の報告 を頂く 予定でござ います。
また、東村 山駅付近 の連続立 体交差 事業につき ましては 、今
年４月１日 付の新規 着工準備 採択を 受け、東京 都は、構 造形式
等の検討を 進めてい るとのこ とであ ります。市 といたし まして
は、東村山 駅周辺ま ちづくり 基本構 想の検討の 中で、地 域の課
題が整理さ れました ことから 、踏切 除却後の東 村山駅付 近の道
路交通ネッ トワーク について 検討を スタートさ せたいと 考えて
おります。
○

続いて 、都市計 画道路３ ・４・ ２７号東村 山駅秋津 線及び

都市計画道 路３・４ ・５号久 留米東 村山線につ いて、ご 報告申
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し上げます 。
はじめに、 都市計画 道路３・ ４・２ ７号東村山 駅秋津線 につ
きましては 、７月１ ３日に事 業認可 され、事業 が正式に スター
トいたしま した。事 業区間は 久米川 町１・２・ ３丁目で 、スポ
ーツセンタ ー東側市 道から野 行通り までの７３ ５ｍ、幅 員１６
ｍで施工い たします 。事業期 間は、 事業認可日 から平成 ２８年
３月３１日 までで、 総事業費 ３２億 円を予定し ていると ころで
ございます 。
次に、都 市計画道 路３･４･５号久 留米東村山 線につき まして
は、東京都 との「新 みちづく りまち づくりパー トナー事 業」と
して今年度 よりスタ ートいた します 。今年度は 地元説明 会を予
定するほか 、現況測 量を予定 してお ります。事 業内容と いたし
ましては、 延長６４ ０ｍで、 幅員１ ６ｍで、事 業期間は 、平成
２１年度か ら平成２ ７年度末 を予定 していると ころでご ざいま
す。
○

次に 、秋の諸 行事で あります が、第４８回市 民産業ま つり、

第４６回秋 季市民体 育大会、 第３６ 回東村山市 民文化祭 、第１
７回秋のみ どりの祭 典等、数 多くが 予定されて おります 。議員
各位におか れまして もご臨席 いただ くとともに 、ご支援 賜りま
すようお願 い申し上 げます。
○

最後に 、本議会 にご提案 申し上 ま す議案につ いてであ りま

すが、「い のちとこ ころの人 権の森 宣言」をは じめ、条 例案等
１６件をご 送付申し 上げまし た。い ずれにつき ましても 、ご提
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。
21

○

以上、 平成２１ 年９月定 例市議 会にあたり まして、 当面い

たします諸 課題の何 点かにつ いて申 し上げ、所 信の一端 を述べ
てまいりま した。
「信無く ば国立た ず」とい う言葉 どおり、市 政におき まして
も市民の信 頼なくし て行政の 継続・ 発展はござ いません 。当市
を取り巻く 環境は依 然として 厳しい 状況が続い ておりま すが、
的確・適切 に市民ニ ーズを捉 え、市 民満足度を 高め、東 村山の
明るい未来 に向かっ て、議員 各位並 びに市民の 皆様とと もに一
歩一歩確実 に歩みを 進めてま いる所 存でありま す。
議員各位 と市民の 皆様の深 いご理 解とご支援 を賜りま すよう
お願い申し 上げ、ま た、ご提 案申し 上げます諸 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。
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