平成２２年３月定例市議会

施政方針説明

平成２２年２月２４日

○

平成２ ２年３月 定例市議 会の開 催に当たり まして、 平成２

２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 位並びに市 民の皆様 のご理
解とご協力 をお願い 申し上げ ます。
○

先月１ ２日に、 カリブ海 の島国 「ハイチ」 で起きた マグニ

チュード７ ．０の大 地震では 、死者 が２３万人 を超え、 １００
万人が家を 失うなど 、被災者 総計で ３００万人 との報道 もされ
ております 。６年前 に発生し た「ス マトラ沖地 震・イン ド洋大
津波」を超 える規模 の支援が 必要と の見方も示 され、衛 生面や
治安の悪化 も心配さ れる中、 現在、 各国の救援 チームが 必死の
救援活動を 行ってい るのは議 員各位 ご案内のと おりであ ります 。
一日も早い 復興を願 うととも に、被 害に遭われ た方々に お見
舞い申し上 げ、犠牲 になられ た方々 のご冥福を 心よりお 祈り申
し上げます 。
当市といた しまして も、発生 が予想 される大地 震や近年 頻発
する集中豪 雨などの 自然災害 の被害 を最小限に くい止め るため
に、雨水の 地下浸透 の推進や 学校の 耐震化など を進める ととも
に、消防署 並びに消 防団等関 係機関 との連携を 図り、災 害に強
いまちづく りを進め てまいる 所存で あります。
本年は、ボ ランティ ア元年と も言わ れておりま す「阪神 淡路
大震災」か ら１５年 が経過い たしま した。平成 ７年１月 １７日
の朝、テレ ビに映し 出された 惨状は 、今でも生 々しく思 い出さ
れますが 、その中 で、全国から 駆けつ けたボラン ティアの 姿は、
やがて、ナ ホトカ号 重油流出 事故の 海岸清掃作 業、ある いは特
定非営利活 動促進法 の成立な どへと 結実してま いりまし た。
近年、少子 ・高齢化 の急速な 進展や ライフスタ イルの多 様化
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などにより、社会構 造が大き く変化 し、人が本来 持って いる「助
け合う」と いう共助 の精神が 希薄化 していると も言われ ており
ます。万が 一の災害 時には「 自らの 身の安全は 、自ら守 る」と
いった自助 、お互い 「助け合 う」と いう共助、 そして行 政の力
による公助 がかみ合 ってこそ 、犠牲 を最小限に くい止め ること
ができると 言われて おります 。
今も、市内 の自治会 など、地 域住民 の方には様 々な防災 活動
にご尽力い ただいて おります が、い ざという時 に、より 迅速で
スムーズな 行動をと るために は、あ らゆる分野 の地域住 民や事
業所、行政 などが日 頃から顔 の見え る関係を築 き、協力 し合っ
て、様々な 地域的課 題に取り 組める 社会を築く ことが大 変重要
なことであ ります。
現在、市内の各自治会には地域コミュニティの一つとして、
実に多様な 地域課題 に取り組 んでい ただき、重 要な役割 を担っ
ていただい ておりま す。しか し、当 市の自治会 はここ数 年、単
身世帯の増 加なども 影響して 、加 入 率が減少傾 向にあり 、ま た、
高齢化や核 家族化に よる活動 の低迷 等、様々な 課題を抱 えてい
る状況もあ ります。 そこで、 こうし た自治会の 抱える問 題の活
動のヒント となるよ うな情報 提供、 情報交換を 行い、自 治会活
性化の方策 を市と共 に考える 場とし て、今月６ 日に「自 治会フ
ォーラム」 を開催さ せていた だいた ところであ ります。
議員の皆様 には、ご 多忙の中 、多数 ご参加いた だき、こ の場
をお借りし て厚くお 礼申し上 げます 。
今、当市を 取り巻く 環境は、 厳しい 財政状況を はじめ大 変多
くの課題は ございま すが 、こうし た 厳しい状況 の今だか らこそ 、
議会や行政 、市民の 皆さん、 そして 、当市に関 係する組 織や団
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体が、とも に知恵と 力を出し 合い、 協力し合っ て、東村 山市の
次の時代を 切り開い ていく 、「み ん なで創る、 みんなの 東村山 」
を、さらに 確かなも のとして まいり たいと考え ていると ころで
ございます 。
何とぞ議員 各位、そ して市民 の皆さ んのご理解 をいただ きま
すよう心よ りお願い 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。
２１年度の 取り組み といたし まして は、総合計 画審議会 にお
きまして、 １０年後 の東村山 の目指 すべきまち の、ある べき姿
「将来都市 像」と、 その将来 都市像 の実現に向 け、まち づくり
の目標であ る「基本 目標」に つきま して、ご審 議いただ いたと
ころでござ います。 これら「 将来都 市像」並び に「基本 目標」
につきまし ては、市 民ワーク ショッ プ「東村山 の未来を 考える
市民会議」 からご提 出いただ いた「 市への提言 」や市民 アンケ
ートなど、 多くの市 民の皆さ んから の貴重なご 意見を、 一つひ
とつ積み上 げて作成 されたと ころで あります。
特に将来都 市像につ きまして は、第 ３次総合計 画に掲げ る「緑
あふれ、く らし輝く 都市」に 代わる 新たな将来 都市像と して、
「東村山ら しさが表 されてい るか 」、「今後１０ 年間にわ たり東
村山市が大 事にして いかなけ ればな らない価値 や理念と いった
ものが表現 されてい るか 」、「 言葉に 広がりがあ り、多く の市民
の皆さんと 想いを共 有できる か」な どに着目し ながら、 昨年の
１２月１８ 日と本年 １月２５ 日の２ 回にわたり 熱心にご 審議い
た だ き 、「 人 と 人

人とみどりが響きあい

笑顔あふれる

村山」に決 定いただ いたとこ ろであ ります。
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東

この将来都 市像は 、一つひ とつの 音 が独立しな がらも出 あい 、
重なり、響 きあうこ とで、素 晴らし いハーモニ ーを生み 出すよ
うに、多様 な市民が 生きいき と個性 を発揮しな がら、社 会的に
孤立するこ となく、 互いにつ ながり 、支え合う ことで新 たなも
のを生み出 す、協働 ・協和の まちづ くりを進め るととも に、最
大の東村山 らしさで ある、水 やみど りなど自然 環境と都 市機能
とが調和す る東村山 らしいま ちづく りを推進し 、市民一 人ひと
りが安全と 安心を享 受し、こ のまち でくらすこ とで、よ り豊か
な人生を歩 み、笑顔 に象徴さ れる、 元気や活力 、喜びや 誇り、
そして希望 を持つこ とができ る東村 山を目指す 、という 決意が
込められた ビジョン だと認識 してお ります。今 後、この ビジョ
ンに基づき 総合計画 の策定を 進める とともに、 私自身も 「響き
あい」と「 笑顔」を 常に念頭 におき ながら市政 を推進し てまい
りたいと考 えており ます。
具体的な施 策につき ましては 、基本 計画、実施 計画に委 ねら
れることに なります が、本市 が歩み 出そうとし ている新 たな
１０年間の 方向性が 、少しず つでは ありますが 、具体的 になっ
てきている という実 感がして おりま す。
また、第４ 次総合計 画の策定 過程に ついて市民 の皆様に 広く
周知させて いただく とともに 、今後 １０年間に おける本 市の取
り組みにつ いて、市 民の皆さ んから 広くご意見 をお聞き するこ
とを目的と して、２ 月８日か ら１８ 日にかけて １３町す べての
町におきま して、「地域 フォーラ ム 」を開催 するとと もに、この
フォーラム の集大成 として 、「全 市 フォーラム 」を２ 月１９ 日に
中央公民館 ホールに て開催い たしま した。
市民の皆さ んからは 、東村山 市に対 する熱い想 いを伺う こと
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ができたと ころであ り、ご参 加いた だきました 市民の皆 さん、
そして議員 各位に対 しまして 、この 場をお借り して感謝 申し上
げる次第で あります 。
総合計画策 定に係る 今後の取 り組み でございま すが、平 成２
２年度の早 い時期に 、基本構 想につ きまして総 合計画審 議会よ
り答申をい ただき、パブリッ クコメ ントを実施 し、９月 には「東
村山市第４ 次総合計 画基本構 想（案 ）」と して議会 に上程さ せて
いただき、 ご審議い ただく予 定でご ざいます。
○

次に、 行財政改 革の取り 組みに ついて申し 上げます 。
２１年度の 行革の取 り組みと しては 、第３次行 革大綱・ 後期

実施計画項 目を着実 に推進し ていく ことに加え 、主とし て市職
員が担うべ き業務範 囲の考え 方につ いて議論を 進めてま いりま
した。
基本的な市 の方針を 議論する 一方、 具体的な所 管の検討 事例
として、４ つの公の 施設と、 市民サ ービスに直 接的には 影響を
及ぼさない ２つの間 接部門に 焦点を 絞り、市職 員で担う 業務範
囲や、民間 に託せる 部分など の検討 を、所管部 署と事業 点検部
会が共同し て行って まいりま した。 その具体的 な成果と して、
図書館にお ける正職 員と嘱託 職員の 職員体制の 見直しを 行うな
ど、２２年 度予算案 に折り込 めるも のについて は反映さ せたと
ころでござ います。
２２年度に おきまし ては、対 象職場 をさらに拡 大し、展 開を
図ってまい りたいと 考えてい るとこ ろでありま す。
また、第４ 次行財政 改革大綱 の策定 に向けた取 り組みに つい
てですが、 昨年１０ 月に行財 政改革 審議会へ諮 問を行っ た後、
審議会委員 による自 主的な勉 強会が 開催される など本格 的な審
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議が始まり ました。
今後審議会 において 、如何に 財政を 健全化して いくか、 如何
に市民との 協働によ る自治を 構築し ていくか、 また、如 何によ
り一層市民 に信頼さ れる市役 所の実 現を目指し ていくか 、とい
った様々な 視点でご 審議いた だき、 夏頃を目途 に答申を いただ
く予定であ ります。
○

次に職 員定数の 適正化に ついて 申し上げま す。
職員定数の 適正化に ついては 、平成 １８年３月 に策定さ れた

第３次東村 山市行財 政改革大 綱にお いて、平成 ２２年度 までの
５ヵ年で９ ０人以上 の削減を 数値目 標として掲 げ、取り 組んで
まいりまし た。
平成２２年 度は、第 ３次行財 政改革 大綱におけ る最終年 度と
なりますが 、平成１ ８年度か ら平成 ２１年度ま での４ヵ 年の取
り組みにお いて、数 値目標を 上回る １００名以 上の削減 を達成
したところ でありま す。
定数適正化 に向けて の取り組 みにあ たっては、 今後の大 量退
職時代を見 据え、定 年退職者 不補充 方針を基本 に新規採 用の抑
制など、業 務の効率 化を図る べく、 より効果的 な職員配 置によ
る内部努力 に努める とともに 、市民 課窓口業務 及び現業 業務の
委託化や図 書館・公 民館にお ける職 員体制の見 直しなど 業務執
行体制の改 革を進め 、定数適 正化に 努めてまい りました 。
平成２２年 度におい ては、事 務事業 に見合った 職員配置 を基
本としなが ら、第３ 次行財政 改革大 綱の最終年 度として 、更な
る定数適正 化の具現 化に向け 、取り 組んでまい る所存で ござい
ます。
○

次に、 新年度予 算をはじ め、財 政状況につ いて申し 上げま
6

す。
ご案内のと おり、平 成２２年 度は、 一昨年のリ ーマンシ ョッ
ク、昨年の ドバイシ ョックに よる世 界的経済不 況の影響 による
税収の大幅 な落ち込 みや、政 権交代 により国等 の動きが 大きく
様変わりし た関係で 、かつて ない、 厳しく難し い予算編 成を強
いられたと ころでご ざいます 。
○

この新 年度予算 を中心に 何点か 申し上げま す。
まず、新年 度予算に 大きな影 響のあ りました国 ・都の平 成２

２年度予算 案及び地 方財政対 策につ いて申し上 げます。
○

はじめ に、国の 平成２２ 年度当 初予算です が、一般 会計総

額は９２兆 ２千９９ ２億円と 過去最 大の規模と なってお ります 。
歳入のう ち、税収 は、景気 情勢の 影響を受け 、前年度 比約１
８．９パ ーセント と大幅 減の３７ 兆 ３千９６０ 億円にと どまり 、
当初予算と しては、 ２５年ぶ りに４ ０兆円を割 り込んで おりま
す。一方、 国債発行 額は、前 年度額 を大幅に上 回る過去 最大の
４４兆３千 ３０億円 となり、 当初予 算段階とし ては、戦 後初め
て国債発行 額が税収 を上回る ことと なりました 。
歳出につ きまして は、子ど も手当 を始め、新 政権のマ ニュフ
ェストを意 識した新 規事業が 多数盛 り込まれた 内容とな ってお
り、政策的 経費に充 てる一般 歳出が 対前年度比 ３．３パ ーセン
ト増の５３ 兆４千５ ４２億円 と、過 去最大の額 となって おりま
す。
また、地方 財源とな る地方交 付税交 付金等につ いては、 前年
度比５．５ パーセン ト、９千 ４４億 円増の１７ 兆４千７ ７７億
円とし、更 に、地方 交付税の 出口ベ ースでは、 前年度よ り６．
８パーセン ト、１兆 ７３３億 円増の １６兆８千 ９３５億 円とな
7

っておりま す。昨今 の厳しい 社会経 済情勢に鑑 み、地方 財政に
一定の配慮 がなされ たものと 考える ところでご ざいます 。
○

次に東 京都の平 成２２年 度当初 予算案です が、一般 会計の

総額は、前 年度比５ ．１パー セント 、３千３４ ０億円減 の、６
兆２千６４ ０億円で ２年連続 の減と なっており ます。
歳入では 、昨今の 経済情勢 を反映 し、都税収 入が１２ ．７パ
ーセント、 ６千６３ 億円減の ４兆１ 千５１４億 円と、２ 年連続
の大幅な減 であり、 大変厳し いもの となってお ります。
一方、歳 出では、 大幅な税 収減に 対応するた め、総額 は前年
度を下回る 額に抑制 するもの の、政 策的な経費 である一 般歳出
は、前年度 比１．９ パーセン ト、８ ６７億円増 の４兆６ 千２８
９億円と、 ５年連続 の増とな ってお ります。
なお、復 活予算に つきまし ては、 東京都市長 会の強い 要望を
受け入れ、 ２００億 円の復活 予算の うち、４０ 億６千万 円が市
町村総合交 付金など の区市町 村の振 興経費とし て、増額 が認め
られたとこ ろであり ます。
○

次に、 平成２２ 年度の地 方財政 対策でござ いますが 、計画

の規模は約 ８２兆１ 千２００ 億円で 、前年度比 ０．５パ ーセン
ト、約４千 ３００億 円の減と なって おります。 歳入部分 の一般
財源総額は 、５９兆 ４千１０ ３億円 と、前年度 比０．６ パーセ
ント、３千 ３１７億 円の増を 見込ん でおります 。なお、 地方税
等の減収に よる財源 不足につ いては 、前年度に 引き続き 、臨時
財政対策加 算及び臨 時財政対 策債等 による補て ん措置を 行い、
地方一般財 源を確保 するもの として おり、先に 述べまし たとお
り、地方の 自主財源 確保に一 定の配 慮をしたも のと考え ている
ところでご ざいます 。
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○

次に 、当市の 平成２ ２年度予 算 編成につい て申し上 げます 。
２２年度は 、一昨年 から続く 景気低 迷の影響な どにより 、大

変厳しい財 政状況で あること に加え 、政権交代 による国 等の動
向の予測が 困難であ るなど、 収支が 厳しいだけ でなく、 例年以
上に財政見 通しの難 しい年度 となり ました。
また、同時 に、当市 にとりま しても まちづくり 、行財政 運営
の締め括り の年度と して、極 めて重 要な予算と 位置づけ ており
ます。
限られた財 源の中、 様々な行 財政課 題に対応す るため、 極め
て困難で厳 しい予算 編成でご ざいま したが、私 といたし まして
も、これら の行財政 課題を一 つひと つクリアし ながら、 市民の
くらしを守 るべく、 議員各位 や各種 の審議会、 タウンミ ーティ
ングなどを 通じて市 民の皆さ んから いただいた ご意見を 真摯に
受け止め、 子育て支 援策など を始め として、市 民の皆さ んが安
心して生活 できるま ちづくり を目指 し、予算編 成を行っ てきた
ところであ ります。
○

それで は、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、４６ ０億５ 千２７０万 ３千円で 、前

年度対比６ ．６パー セント、 ２８億 ４千６２１ 万９千円 の増と
なっており ます。
歳入・歳 出の内訳 等、詳細 につき ましては、 ご提案の 際ご説
明申し上げ 、本予算 の特徴的 なこと を何点か申 し上げま す。
第１に、 ただいま 申し上げ ました ように、予 算規模が ６．６
パーセント の増とな ったとこ ろです が、これは 、第３次 行財政
改革大綱の 最終年度 として、 職員定 数の適正化 や事業点 検によ
る事業の適 正化など による一 般財源 の圧縮に努 めた一方 で、子
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ども手当な どの新規 政策の影 響や、 職員の退職 手当の増 などの
影響による ものでご ざいます 。
第２に、 歳入の根 幹を占め る市税 が、低迷を 続ける日 本経済
の動向を反 映し、前 年度に比 べ６億 ９千７３８ 万１千円 もの減
収となるな ど、極め て深刻な 財政状 況となる中 、減収に よる財
源不足から 行政運営 に支障を きたす ことのない よう、地 方交付
税に算定さ れる臨時 財政対策 債につ いて、当市 の発行可 能見込
額である２ ３億１０ ０万円を 見込ま ざるを得ず 、そのた め市債
の発行額が トータル で４５億 １千８ １０万円と 、前年度 に比べ
８億１千６ １２万４ 千円の増 となっ たことでご ざいます 。
今後、臨 時財政対 策債など の特例 債の発行に 如何に歯 止めを
かけるか、 市税の増 収ならび に一般 財源ベース での歳出 の削減
と表裏一体 のことで すが、こ のこと が大きな課 題である と認識
していると ころであ ります。
第３に、 その一方 、第３次 総合計 画の最終年 度である ことか
ら、例年以 上に、実 施計画事 業の予 算化に努め るととも に、学
校の耐震化 など市民 の安全・安心 に 繋がるもの につきま しては 、
計画を前倒 しするな ど、可能 な限り 予算化を図 ったこと でござ
います。
第４に、政 権交代に より、財 政施策 を含め国等 の政策方 針が
大きく変わ りました が、歳入 あるい は歳出にお いて、只 今申し
上げた子ど も手当を 始め、政 権交代 の影響等を 可能な限 り、予
算計上させ ていただ いたこと でござ います。
第５に、 特別会計 の繰出金 につい て、一般会 計が危機 的な状
況にあるこ とから、 特別会計 での自 助努力によ る節減を 求めつ
つも、医療 費等の負 担が大き い国民 健康保険事 業特別会 計や公
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債費が増と なる下水 道事業特 別会計 を中心とし て、一定 の予算
額を見込ま ざるを得 なかった ことで ございます 。
第６に、 ポスト団 塊世代の 職員の 定年退職が この平成 ２２年
度、２３年 度で最大 のピーク を迎え ることとな り、大変 厳しい
財政状況の もと、こ の大量退 職に伴 う退職金等 が、著し く予算
を圧迫する ことのな いよう、 負担の 均衡を図る ことを目 的に、
退職手当債 の発行を 見込まざ るを得 なかったこ とでござ います 。
第７に、 職員の給 与適正化 や定数 適正化、事 業の適正 化など
の行財政改 革の取組 みや、た だいま 申し上げた 退職手当 債の発
行などの財 源確保の 努力の結 果、財 政調整基金 の取り崩 しをす
ることなく 、予算編 成を完了 するこ とができた ことでご ざいま
す。
以上、一 般会計予 算の特徴 的なこ とを７点に まとめ、 申し上
げました。
○

次に、 国民健康 保険事業 特別会 計について 申し上げ ます。
国民健康保 険事業特 別会計の 予算規 模は、総額 １５２億 ９千

４７８万７ 千円で、 前年度対 比１３ 億１千８１ ７万１千 円、
７．９ ％の 減と なっ ており ます 。こ れは、 共同 事業 拠出 金の
大幅な減に よるもの と、前年 度の医 療費の伸び が低かっ たこと
によるもの でありま す。
歳入では、国保税賦課限度額の改定による増額を計上し、
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 導にか かわる費用 を盛り込 んだも
のでありま す。
○

次に、 後期高齢 者医療特 別会計 について申 し上げま す。
後期高齢者 医療特別 会計の予 算規模 は、２４億 ５千４５ ４万
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３千円で、 前年度対 比１億２ 千６６ １万８千円 、５．４ ％の増
となってお ります。 このうち 保険料 収入は１１ 億３８１ 万４千
円でありま す。
○

次に、 介護保険 事業特別 会計に ついて申し 上げます 。
介護保険事 業特別会 計は、２ ２年度 は第４期介 護保険事 業計

画３年間の ２年度目 となりま すが、 保険給付費 ７６億３ 千６１
８万２千円 に地域支 援事業費 ２億３ ２７万４千 円及び総 務費等
を加えた総 額８１億 １９１万 ３千円 の予算規模 を予定し ていま
す。前年度 に対して 、４億２ 千４２ ９万３千円 、５．５ ％の増
となってお ります。
○

次に、 下水道事 業特別会 計につ いて申し上 げます。
下水道事業 特別会計 は、汚水 事業で は都道拡幅 に伴う管 渠布

設替工事、 東村山３ ・４・１ １号線 の整備に伴 う汚水管 布設工
事の実施、 雨水事業 では雨水 事業計 画認可変更 などが主 な支出
となり、ま た、元利 償還金が ４億２ 千４７４万 円増にな ったこ
となどによ り予算規 模は前年 度より ３億１千５ ３３万円 、７．
７％増の４ ４億１千 ４８０万 ２千円 となってお ります。
○

それで は、２２ 年度の市 政運営 の方針と、 予算に盛 り込ま

れました主 要施策に ついて、 第３次 総合計画の 基本目標 に沿っ
て申し上げ ます。
○

まず、１つ目の 基本目標 「東村 山の風土を 守り、つ くり育

てるまち」 でありま す。
○

はじめ に、
「豊か な緑と ゆとり のあるまち 」に ついて 、申し

上げます。
貴重な自 然環境を 守り・つ くり・ 育て、次世 代に伝え ること
は、地球温 暖化現象 や異常気 象の抑 制など、い まや地球 規模で
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の取り組み が必要と なってお ります 。
これまで も「緑の 基本計画 」に基 づき、市民 とのパー トナー
シップのも と、みど りの保全 と育成 など数々の 施策を展 開して
まいりまし た。２１ 年度にお きまし ては、民設 公園「萩 山四季
の森公園」 の公開や 、多くの 市民に 親しまれて いる菖蒲 田、北
山公園の一 部ではあ りますが 、用地 取得や公園 整備を手 がけて
まいりまし た。今後 も年度計 画に基 づき毎年少 しずつで はあり
ますが、平 成２７年 度までの 予定で 、優先整備 公園とし て、地
権者のご理 解とご協 力を得、 公有地 化を図り水 辺空間の 整備を
図っていく 予定であ ります。 また、 現在、新た な「緑の 基本計
画」を平成 ２２年度 に策定す べく取 り組んでい るところ でござ
います。
貴重な自然 を守り、 つくり、 育てる ことを念頭 に置き、 関係
する方々の 様々なご 意見をい ただき ながら「 東村山ら しい景 観」
の実現に向 け積極的 に取り組 んでま いりたいと 考えてお ります 。
○

次に、 東村山市 民設公園 取得基 金条例（案 ）につい て申し

上げます。
ご案内の とおり、 萩山テニ スコー ト跡地の「 民設公園 」事業
については 、東京都 民設公園 制度の 認定を得て 、民間事 業者に
より事業化 され、平 成２１年 １０月 ４日に民設 公園「萩 山四季
の森公園」 として開 設されて おりま す。
この民設公 園制度は 、民間の 資金を 活用するこ とにより 、公
園整備につ いて早期 に公園的 空間と して整備し 開設する 制度で
あり、東 京都で第 １号の 民設公園 と して導入い たしてお ります 。
開設から３ ５年以上 経過し、 集合住 宅の建替え の必要が 生じ
た場合は 、事業者 が市に 対し都市 計 画公園の事 業化を要 請でき 、
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市は民設公 園取得の 都市計画 事業化 をするよう になって おりま
す。
民設公園の 都市計画 事業化に 伴い、 民設公園開 設から３ ５年
以降に、取 得するこ ととなっ た場合 の資金を積 み立てる ことを
目的とした 、新たな 公園整備 手法と して東村山 市民設公 園取得
基金条例（ 案）を今 回、創設 させて いただくも のであり ます。
○

次に、
「 環境を 支える 農のある まち」について申 し上げま す 。
農地は安 全・安心 な農作物 を提供 する生産基 盤である ととも

に、貴重な 緑や防災 上の空間 地など の多面的な 機能を有 し、重
要な役割を 担ってい ます。し かし、 年々相続等 により減 少傾向
にあり、農 地の保全 は大きな 課題で あります。
新政権の農業振興策はまだ全容が明らかではありませんが、
引き続き、 都内３８ 自治体で 構成す る都市農地 保全推進 自治体
協議会にお いて、都 市農地保 全のた めの関係法 令の整備 や、相
続税納税猶 予制度の 維持につ いて国 に求めてま いります 。
また、２２ 年度は東 京都の「 都市農 業経営パワ ーアップ 事業
補助金」を 活用し、 都市の有 利性を 活かした農 業経営の 強化を
推進すると ともに、 当市独自 に認定 農業者に対 する支援 制度を
立ち上げる など、農 業振興に 努めて まいります 。また、 平成１
３年度に策 定しまし た農業振 興計画 が、１０年 を経過い たしま
すので、新 たな計画 の策定を 予定し ているとこ ろであり ます。
○

次に 、
「や さしいラ イフス タイ ルをつくる まち」について 申

し上げます 。
先般、環境 基本計画 の推進を 確保す るために欠 かせない 、
１０２の施 策につい ての点検 ・評価 を実施し、 環境報告 書とし
てまとめ公 表いたし ました。 エコオ フィスプラ ンの策定 、実行
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にとどまら ず、クー ル東村山 コンテ ストなど市 民の皆さ んへ向
け、生活様 式にかか わる問題 提起を させていた だいたと ころで
あります。
また、現 在、新た な「環境 基本計 画」を平成 ２２年度 策定に
向け取り組 んでいる ところで あり、 目指す環境 像への一 層の推
進を図るべ く市民の 皆さん、 事業者 、環境団体 等のパー トナー
シップの構 築を目指 し取り組 んでま いりたいと 考えてお ります 。
○

次に、 一般廃棄 物処理基 本計画 について申 し上げま す。
現在の一般 廃棄物処 理基本計 画の期 間は、平成 １８年度 から

平成２２年 度までの ５ケ年で ありま すので、平 成２２年 度にお
きまして、 新たな基 本計画の 策定を 予定してお ります。
策 定 に 当 り ま し て は 、「 廃 棄 物 減 量 等 推 進 審 議 会 」 の 諮 問 に
先立って、 本年１月 から３月 までの 間、ごみ処 理の方法 に関し
市民の皆さ んからご 意見を伺 うため 、意見交換 会を６回 程開催
させていた だく予定 でありま す。
そのご意見や趣旨等も参考にさせていただき、リデュース、
リユース、 リサイク ルの３Ｒ をさら に推進し、 持続可能 な資源
利用と、安 定した中 間処理施 設の機 能充実を図 る新たな 計画づ
くりをスタ ートさせ てまいり たいと 考えており ます。
○

次に、 ごみ焼却 施設延命 化改修 工事につい て申し上 げま

す。
９月定例会 の所信表 明で申し 上げま したが、延 命化改修 工事
につきまし ては、循 環型社会 形成推 進交付金に 「長寿命 化工事
支援」のメ ニューが 追加され たこと により、こ の交付金 の対象
となる可能 性が生じ ましたこ とから 、工事の一 年繰延べ を判断
させていた だきまし た。
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この交付金 要綱の決 定は、当 初の予 定では昨年 の１２月 末頃
でありまし たが、政 権が代わ ったこ ともあり、 まだ要綱 自体が
決定されて いない状 況であり ます。
安全で円滑 なごみ焼 却処理を 日常的 に行ってい くために 、２
２年度から ２ケ年で 延命化改 修工事 を行うべく 、当初予 算の歳
出に事業化 予算を計 上させて いただ きましたが 、交付金 につき
ましては、 只今申し 上げまし た事情 から歳入で の計上は いたし
ておりませ ん。
今後は、引 き続き交 付金の獲 得に向 け、全力を 尽くして まい
りますので 、ご理解 いただき ますよ うお願い申 し上げま す。
○

次に、 リサイク ルセンタ ー整備 基本計画に ついて申 し上げ

ます。
整備基本計 画につき ましては 、周辺 自治会を中 心とした 「検
討会」を昨 年１１月 に発足し 、既に ６回開催さ せていた だき、
年度内にあ と２回の 開催を予 定して おります。 私も、で きる限
り出席させ ていただ き、ご意 見を伺 ってまいり ましたが 、その
ご意見や検 討経緯な どを踏ま えまし て、充実し た基本計 画の推
進をさらに 図ってま いりたい と考え ております 。
具体的には 、建設の 準備とし て、平 成２２年度 中に環境 影響
調査と土壌 汚染調査 を予定し ており ます。
市議会にお かれまし ても、秋 水園リ サイクルセ ンター計 画に
関する調査 特別委員 会を設置 いただ きましたの で、積極 的なご
議論・ご検 証と共に 、リサイ クルセ ンター整備 に向けま して、
ご指導を賜 りたいと 存じます 。
○

次に、 基本目標 の２「こ れから も住み続け たい快適 なま

ち」の推進 でありま す。
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〇

はじめ に、「 くらし を結ぶネ ッ トワークが 整ったま ち」

について申 し上げま す。
まず、市施 工により ます、都 市計画 道路３・４ ・２７号 東村
山駅秋津線 でありま すが、昨 年の７ 月１３日に 事業認可 をいた
だき、現 在、用地取得 等の事業 を進め ているとこ ろであり ます 。
全体の事業 概要とい たしまし ては、 事業延長約 ７３５ｍ ・道路
幅員１６ｍ で、総事 業費約３ ２億円 を予定して おります 。
○

次に、 都市計画 道路３・ ４・５ 号久留米東 村山線で ありま

すが、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、昨年 より現況 測量等の 作業に 入っており 、２２年 度は用
地測量を実 施し、一 部用地の 取得を 予定してお ります。 全体の
事業概要と いたしま しては、 事業延 長約６４０ ｍ・道路 幅員１
６ｍで、総 事業費約 ５２億円 を予定 しておりま す。
○

次に、 懸案であ りました コミニ ティバス諏 訪町循環 の東村

山駅西口乗 り入れに ついてで ありま すが、これ まで警視 庁をは
じめとする 関係者と の協議を 進め、 この程協定 が整った ところ
でございま す。
これまで、 関係者並 びに地域 住民の 皆さんには 、大変ご 不便
をおかけし てまいり ましたが 、４月 初旬を目途 に運行で きる運
びとなりま したので ご報告申 し上げ ます。
これにより 、西口方 面のコミ バスの 利便性が更 に向上し 、交
通不便地域 の解消が 図れるも のと期 待しており ます。
○

次に 、「くら しの便 利さと住 み やすさが調 和するま ち」につ

いて申し上 げます。
まず、東村 山駅周辺 のまちづ くりに ついて申し 上げます 。
平成２０年 度より検 討をスタ ートさ せました「 東村山駅 周辺ま
17

ちづくり基 本構想」 につきま しては 、今後の駅 周辺の土 地利用
の方向性な ど、ま ちづく りの目標 を 示したもの として 、この 度、
策定するこ とができ ました。
この「まち づくり基 本構想」 では、 東村山駅周 辺の将来 像を
『「出会 い」「ふれあ い」が あり、ぶ らぶらと歩 いて楽し いまち 』
としており ます。市 民の皆さ んの想 いが大変詰 まった、 この地
域ならでは の、「 らしさ 」がよ く現 れており 、将来に 向かって の
メッセージ も込めら れた、大 変に素 晴らしい内 容で策定 するこ
とができま した。
この間、ア ンケート 調査やま ちづく りワークシ ョップな どで 、
多くのご意 見をいた だきまし た市民 の皆さんに 感謝申し 上げま
すとともに 、今後は 、この「 まちづ くり基本構 想」に示 した考
え方に基づ き、引き 続き、ま ちづく りを推進し てまいる 所存で
あります。
○

次に、 懸案とな っており ます西 口駅前広場 、人工地 盤の上

屋でありま すが、来 年度中の 設置に 向け、引き 続き努力 してま
いりたいと 考えてお りますが 、その 準備として 、現在、 構造計
算等の予備 設計を行 っている ところ であります 。
○

次に、 久米川駅 北口駅前 広場整 備工事、並 びに、武 蔵大和

駅エレベー ター設置 について 、その 進捗状況を 申し上げ ます。
久米川駅北口駅前広場整備工事に合わせて西武鉄道が進め
ておりまし た、駅舎 改修工事 は、１ 月２９日か ら供用開 始され
たことに伴 い、駅舎 の出入口 が駅前 広場側へ付 け替えら れまし
た。この ことによ り、広場と駅 舎の動 線が一定整 理される など、
駅前広場整 備工事に つきまし ては、 ４月１日か らの一般 開放に
向け、順調 に進捗し ている状 況であ ります。
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また、武蔵 大和駅 のエレベ ーター設 置につきま しては 、現在 、
東村山市、 東大和市 、西武鉄 道の三 者で協定締 結の最終 調整を
行っており 、平成２ ２年度の 施工に 向けて取り 組んでい るとこ
ろでありま す。
○

次に 、「くら しを支 える活力 あ る商工業の あるまち 」に つい

て申し上げ ます。
２１年度は定額給付金とタイミングを合わせて実施いたし
ました、ビ ックドリ ームスタ ンプ事 業が建設業 等を含む 市内３
２０店舗の 参加によ り、推定 売上額 も９億円を 超え、大 きな効
果がござい ました。 これをさ らに全 市的なスタ ンプ事業 とする
よう、２２ 年度も商 工会と連 携して 実施し、商 工業の活 性化に
努めてまい りたいと 考えてお ります 。
また、国の ２１年度 第１次補 正予算 、また、新 政権が打 ち出
した第２次 補正予算 に組み込 まれた 、地域活性 化・雇用 創出等
を目的とし た交付金 なども最 大限活 用しながら 、より一 層の地
域活性化に 向け努力 をしてま いる所 存でありま す。
○

次に、 基本目標 ３「明日 を拓く 豊かな心と 創造力を 育てる

まち」であ ります。
〇

はじめ に、「 子ども たちが明 日 にはばたく まち」につい て申

し上げます 。
まず、昨年 １２月「子育て するな ら 東村山緊急 プロジェ クト 」
をまとめ、 平成２２ 年度予算 でさら に具体化し たものも 含めご
報告させて いただき ます。
はじめに、 保育園の 待機児対 策であ りますが、 平成２３ 年４
月開設に向 け、本 町都営 住宅跡地 北 ブロック内 に民設民 営の「認
可保育園」 の建設が 始まりま す。
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また、現在 更地とな っており ます市 内青葉町の 軽費老人 ホー
ム「むさし の園」跡 地につき まして 、このたび 東京都よ り、東
京都東村山 老人ホー ムの建替 用地と して活用す る利用計 画が提
示されたと ころであ ります。 加えて 、同敷地の 一部には 、待機
児を多く抱 える当市 の現状を 踏まえ ていただい た中で、 民設民
営の保育園 用地とし ての活用 も予定 されている ところで ありま
す。今後、 平成２４ 年度の開 設を目 指し、保育 園事業者 の公募
等の手続き が進めら れるとの ことで あり、待機 児解消へ 向け期
待するとこ ろであり ます。
そのほか、 ２２年度 中に、３ ０名程 度の認証保 育所１園 が開
設される予 定であり 、既存の 市立第 ２保育園で は、１・ ２歳児
枠１０名の 拡大を行 うことと なりま した。さら に、幼稚 園型の
認定子ども 園１園が 開始され 、新た な子育て支 援の選択 肢に期
待するもの でありま す。
以上、平成 ２２年度 は保育園 の待機 児対策の解 消に向け 、大
きな一歩を 踏み出す 年になる ものと 考えており ます。
また、平成 １７年度 に作成し た「東 村山子育て レインボ ープ
ラン」に つきまし ては 、平成２ ２年度 より５年間 の計画と なり、
昨年より児 童育成計 画推進部 会及び 計画策定作 業部会や 庁内で
議論を行っ てまいり ました。 本年２ 月１５日か らパブリ ックコ
メントを行 い、３月 末には後 期計画 として決定 していく 予定で
あります。
○

次に、 経済支援 策であり ますが 、２２年度 より幼稚 園入園

時の負担軽 減を行う ため新た な制度 を創設し 、保育園 関係で は、
第２子以降 を認可保 育園以外 に通園 させている 保護者に 対して
も、補助を 創設し、 負担軽減 をそれ ぞれ行う予 定であり ます。
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○

次に、 公立保育 園の民営 化につ いて申し上 げます。
これまで慎重に検討を進めてまいりましたが、昨年１０月、

児童育成計 画推進部 会に平成 ２４年 ４月をもっ て、当面 １園を
民間へ移管 したい旨 お伝えし 、「 民 間移管のガ イドライ ン」作成
のための議 論をいた だきまし た。
現在、これ を受け東 村山市と しての 「ガイドラ イン」を 作成
し、３月１ ５日から 市民の皆 様に「 パブリック コメント 」をい
ただく予定 でありま す。これ により ４月早期に は、ガイ ドライ
ンを確定し 、その後 具体的作 業に入 る予定であ ります。
当面、平成 ２４年４ 月に１園 を民間 に移管して まいるも ので
ありますが 、予定す る園とい たしま しては、萩 山町１丁 目にあ
ります「市 立第２保 育園」を 考えて おります。 今後の公 立保育
園について は、現在 の子育て ４エリ アに最低１ 園は、存 続して
いくものと 考えてお ります。
これまで、 東村山市 の公立保 育園は 、保育水準 等の維持 ・向
上の役割を 果たして きたもの と考え ております が、この たびの
移管によっ てもその 役割は変 るもの ではありま せん。移 管によ
り、産みだ す効果は 、新たな 子育て 支援施策の 充実に振 り向け
るものであ ります。
また、保護 者の方へ の周知や ご理解 を十分にい ただきな がら
進め、保護 者の方や お子さん の不安 解消などに も、万全 の配慮
をしてまい る所存で あり、事 業者選 定・基準な どにつき まして
も透明性・ 公平性に 十分な配 慮を行 ってまいり たいと考 えてお
りますので 、議員各 位のご理 解・ご 協力をお願 い申し上 げる次
第でありま す。
○

次に、 児童クラ ブの運営 につい て申し上げ ます。
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大規模解消 のため、 この間、 関係機 関や保護者 の方々と 協議
してまいり ましたが 、２２年 ４月か ら、萩山・ 野火止・ 回田の
３箇所で第 ２児童ク ラブを開 設する 運びとなり ました。 また、
残る大規模 箇所にお いても 、２２年 度中に青葉・化成・秋津 東・
東萩山・久 米川の５ 箇所でそ れぞれ 新設・増設 の予算化 をし、
一刻も早い 解消を目 指してま いりた いと考えて おります 。
○

次に、 子ども手 当につき まして 申し上げま す。
子ども手当 の創設に つきまし ては、 次世代の社 会を担う 子ど

も１人ひと りの育ち を社会全 体で応 援する観点 から、中 学校修
了までの児 童を対象 に、平成 ２２年 度は一人に つき月額 １万３
千円を支給 するもの でありま す。所 得制限は設 けず、支 給事務
の主体は市 区町村と なり、支 払月は ６月・１０ 月・２月 であり
ます。
また、平成 ２２年度 は、子ど も手当 の一部とし て児童手 当法
に基づく児 童手当を 支給する 仕組み とし、従前 からの児 童手当
分に関して は、これ までと同 様に国 および事業 主、都道 府県、
市区町村が 費用を負 担する、 という 内容であり ます。
子ども手当 につきま しては、 恒常的 な財源確保 という課 題は
あるものの 、現下の 大変深刻 な社会 経済状況の 中では、 大きな
子育て支援 となるも のと私自 身期待 しておりま すが、従 前の児
童手当を子 ども手当 の一部と みなし 、地方負担 を求めて きたこ
とは、当初 の全額国 費で賄う との説 明とくい違 っており 、自治
体をお預か りする立 場として は、今 後、全額を 国庫負担 で実施
するよう、 東京都市 長会等を 通じて 強く要望し てまいり たいと
考えており ます。
○

次に、 学校耐震 化につい て申し 上げます。
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学校施設の 耐震化に つきまし ては、 国及び東京 都の補助 制度
を活用する なかで平 成１６年 度より 順次、改築 及び耐震 補強工
事に着手し ており、 ２１年度 末にお いて６１． ４％の耐 震化率
となる状況 でありま す。
児童・生 徒たちの 安全・安 心な学 校づくりの 観点や災 害時の
避難場所と しての役 割から、 学校施 設の耐震化 は市の重 要施策
と位置づけ 、２２年 度におい ては、 施設の耐震 度を推し 量るＩ
Ｓ値０．３ 未満の校 舎及び体 育館に ついて耐震 化を完了 すべく
実施してま いる所存 でありま す。こ れにより２ ２年度末 には７
２．７％の 耐震化率 とするも のであ り、学校施 設におけ るさら
なる教育環 境の充実 を図るも のであ ります。
なお、耐震 化に関す る国の来 年度予 算が、高校 の授業料 無料
化の関連で 大幅に削 減される との報 道がなされ ているこ とから 、
今後、国の 動向を注 視しつつ 進めて まいりたい と考えて おりま
す。
○

次に、 生涯学習 の推進に ついて 申し上げま す。
「第二次東村山市子ども読書活動推進計画」でありますが、

「子どもの 読書活動 の推進に 関する 法律」に基 づき、当 市の子
ども読書活 動推進に 関わる総 合的な 計画として 、第一次 推進計
画を平成１ ７年度よ りスター トした ところであ ります。
計画の目的 でありま す読書の 楽しさ や大切さを 伝え、本 に出
会うための 環境を整 え、多く の子ど もたちが生 きていく 力を育
めることを 願い、取 り組んで まいり ました。お かげさま で多く
の市民の方 々のご協 力により 読書に 関わる人の 輪づくり の確実
な１歩を踏 み出すこ とができ 、感謝 する次第で あります 。
５ヵ年の第一次推進計画も２１年度末に終了となりますの
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で、平成２ ２年度か ら２６年 度まで の５年間の 第二次推 進計画
を策定させ ていただ いたとこ ろであ ります。
策定に当た りまして は、第一 次で築 き上げた子 どもの読 書に
関心ある市 民の方々 と、協働 の視点 に立った取 り組みを 重要と
捉え、また 、より多 くの皆様 からの ご意見も頂 きたく、 市内１
００箇所に およぶ、 本との出 会いの 場に関わる 方々から の聞き
取りや、パ ブリック コメント 等もい ただき、ま とめさせ ていた
だきました 。
第二次推進 計画を着 実に進め ること により、子 どもたち が明
日にはばた くまちと して、子 どもた ちの本に出 会うため の環境
を整え、よ りよく生 きていく 力を育 てられるよ う取り組 んでま
いりたいと 考えてお ります。
○

次に、 基本目標 ４「誰も が健や かに暮らせ るあたた かい

まち」であ ります。
〇

はじめ に、
「健やか な生活 を支 えるまち 」につい て申し上 げ

ます。
長年、多摩 北部地域 を中心に 小児医 療を担って きました 「清
瀬小児病院 」は、平 成２２年 ３月１ 日、府中市 の小児総 合医療
センターに 移転・統 合され、 今後は 、小児医療 の拠点と して、
小児の「こ ころ」か ら「 からだ」に至る 高度・専門的 な医療 が
整備される こととな りました 。
移転後の地 域の医療 体制につ いては 、地域の中 核病院と して 、
多摩北部医 療センタ ーが引き 継ぎ、 地域の皆さ んが安心 して医
療を受けら れる体制 を強化し 、市や 医師会など をはじめ とした
関係機関と 連携して 小児医療 の充実 を図ってい くとして おりま
すので、併 せてご理 解・ご協 力をお 願いするも のであり ます。
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○

次に 、「誰も が自立 して暮ら せ るまち」について 申し上 げま

す。
長期にわた る経済及 び雇用環 境・状 況の悪化、高齢化 の進展 、
離婚率の上 昇等々の 影響から 、全国 的にも当市 におきま しても
被保護世帯 数が年々 増加して います 。
生活保護制 度の目的 は「健康 で文化 的な最低限 度の生活 の保
障」である とともに 「自立の 助長」 もその目的 としてい ます。
今後とも最後のセーフティネットとしての生活保護制度の
適正実施に 努めるこ とはもち ろん、 自立の助長 に向けて 、関係
所管・機関 等と連携 を深め、 一人で も多くの方 の自立に 繋がる
よう、努め てまいり ます。
○

次に、 高齢者施 策につい て申し 上げます。
高齢者がい つまでも 、住み慣 れた地 域で生活を 送り続け るこ

とができる よう、地 域全体で 高齢者 の生活を支 えていく ことが
重要であり ます。
市では介護 保険事業 計画に基 づき、 多様で柔軟 なサービ ス提
供である「 地域密着 型サービ ス」の 「小規模多 機能型居 宅介護
施設」と「 認知症対 応型共同 生活介 護施設」の 事業者公 募を実
施し、平成 ２２年度 指定予定 のサー ビス提供事 業者とし て、株
式会社ニチ イ学館を 決定した ところ であります 。今後も 事業所
の整備を推 進し、高 齢化に対 応して まいります 。
○

以上、 基本目標 に沿って 申し上 げてまいり ましたが 、平成

２２年度は 、１５年 間にわた りまし た第３次総 合計画の 最終年
度であると ともに、 平成２３ 年度か ら始まる第 ４次総合 計画へ
と繋いでい く、極 めて重 要な節目 の 年となると いう認識 のもと 、
市政運営に あたって まいる所 存であ ります。
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○

次に、課題 の何点か について 申し上 げます。

○

はじめ に、財政 事情の公 表につ いて申し上 げます。
去る１２ 月中旬に 、当市の 財政状 況等を広く 市民の皆 さんに

お知らせす る目的か ら、今年 度にお きましても 、財政白 書を発
行させてい ただきま した。ま た、今 後、新たに 新地方公 会計制
度による財 務書類の 公表を予 定して おります。 これは、 地方自
治体の自立 性を高め るため、 資産や 負債などの 行政資源 の残高
や増減の状 況、コ ストの 発生状況 を 把握するこ とを目的 として 、
発生主義・ 複式簿記 会計を導 入した 連結ベース の財務書 類を作
成するもの でありま す。
○

次に、 徴収率向 上の取り 組みに ついて申し 上げます 。
平成２０年度の市税と国民健康保険税の収納率はともに２

６市中２５ 位と低迷 しており ます。
この事態を 深刻に捉 え、収納 率向上 のための基 本方針の 策定
を市税等収 納率向上 推進部会 に指示 し、
「 基本方針 」を策 定した
ところであ ります。
前段で過 去５年間 の分析と 他市と の関係を記 載し、平 成２２
年度から２ ６年度ま での基本 方針を 定めるとし ておりま す。後
段では、今 後の取り 組みとし て、現 年課税分の 徴収強化 、滞納
繰越分の圧 縮、課税 客体の適 確な把 握、納税環 境の整備 等の４
本の基本方 針を定め ておりま す。
その内容 といたし ましては 、現年 度課税分未 納者に納 税を促
し、新規 滞納の抑 制を図 ること 、財産 調査を強化 するとと もに、
タイヤロッ ク・捜索 等を実施 し、債 権・不動産 のみなら ず、動
産の差押え にも着手 し、また 、新た な換価の手 段として 、イン
ターネット 公売の積 極的な活 用を図 るとしてお ります。
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また、適正 ・公平な 課税の観 点から 課税客体の 適確な把 握に
努めること や、納付 しやすい 環境づ くりに努め 、納期内 納付の
向上を目指 すことと しており 、具 体 には日曜納 税窓口の 継続や 、
口座振替の 加入促進 、納税機 会の拡 大としてコ ンビニ収 納実施
を最優先事 項に置き 、将来的 にはク レジット納 付・マル チペイ
メントネッ トワーク を視野に 入れた 、納税機会 の拡充を 検討す
るとしてお ります。
この基本方 針のもと に、収納 率を多 摩２６市平 均値に近 づけ
るべく収納 率向上対 策を実施 し、２ ２年度から ２６年度 の５年
間の各年度 の目標数 値を設定 してお り、市税で は２０年 度の９
３．９％か ら２６年 度では９ ５．９ ％、国民健 康保険税 では２
０年度６５ ．４％か ら２６年 度では ７４．３％ と定め、 目標に
向け、今 後なお一 層の努 力をして ま いりたいと 考えてお ります 。
いずれに いたしま しても、 収納率 の向上につ きまして は、所
管はもとよ り、市を あげて取 り組ま なければな らない大 きな課
題であり、 厳しい納 税環境で はあり ますが、優 先課題と して取
り組んでま いりたい と考えて おりま す。
○

次に、 本会議に ご提案申 し上げ ます議案に ついてで あり

ますが、先ほど申 し上げ ました各 会 計の新年度 予算案を はじめ 、
平成２１年 度補正予 算案及び 条例案 等１９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、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。
○

以上、 平成２２ 年３月定 例市議 会にあたり まして、 予算

案をはじめ 、多くの 重要案件 のご審 議をお願い するにあ たり、
平成２２年 度の市政 運営の方 針と当 面する諸課 題につい て、所
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信の一端を 申し上げ てまいり ました 。
イギリス のマーガ レット・ サッチ ャー氏は「 明るい未 来は自
ら構想でき なければ 、決して 明るい 未来は来な い」と述 べてお
ります。今 、当市を 取り巻く 環境は 、依然とし て厳しい 状況で
ありますが 、東村 山の明 るい未来 を 創るため 、今何を すべき か、
また、今後 何をして いくべき か、議 員各位並び に市民の 皆さん
お一人お一 人と、共 に考え、 意見を 積み重ねな がら、次 の時代
を切り開い てまいる 所存であ ります 。
議員各位並 びに市民 の皆さん の、よ り一層のご 理解とご 支援
をお願い申 し上げ、 ご提案い 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。
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