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○開催内容 

平成３０年４月２８日（土）午前１０時、栄町ふれあいセンターにおいて、「タウンミー

ティング」を開催いたしました。２７名の方にご参加いただき、ご意見をうかがいました。 

 

○会場アンケート結果（住所地・年齢・性別について） 

アンケート用紙は会場入り口で配付し、うち２１枚を回収しました。 

 

・アンケート回答者の住所地 ・ 年齢 

 

 

 

 

 

 

 

・性別 

 

 

 

 

 

○開催情報 

●対 象 市民の方（在勤・在学の方含む） 

●申込み 申込みは不要です。当日、直接会場にお越しください。 

  （手話通訳・要約筆記が必要な方は、開催日の１週間前までに 

ＦＡＸまたは電話またはＥメールにてご連絡ください） 

   連絡先：東村山市役所 市民協働課 電話/(393)5111  fax/(393)6846 

Ｅメール/kyodo@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

 

開催日 会場 時間 

平成３０年６月 28 日（木） 市 民 セ ン タ ー  午前１０時～正午 

※６月のタウンミーティングは、小中学生のお子さんをもつ保護者の方を対象に開催いたします。 

萩山町 ８人 

栄町 ６人 

その他市内 5 人 

市外 2 人 

合計 ２1 人 

２０代以下 ０人 

３０代 4 人 

４０代 2 人 

５０代 ０人 

６０代 2 人 

７０代 7 人 

８０代以上 5 人 

未記入 1 人 

合計 ２1 人 

男性 １6 人 

女性 5 人 

合計 ２1 人 
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タウンミーティング記録（概要） 

会場での発言内容は発言要旨を記録し、個人名は伏せさせていただきました。 

 

 

【市長あいさつ】 

 

皆さん、おはようございます。市長の渡部尚でございます。本日は、ゴールデンウィーク

の前半初日で、たいへん良い陽気になっているわけでございますけれども、このように多く

の市民の皆さんに第 117 回のタウンミーティング「対話集会」にご参加いただきありがとう

ございます。また、常日頃市制推進にご理解とご協力をいただいておりますことに、この場

をお借りしまして厚く御礼申し上げる次第でございます。 

タウンミーティングも、ほぼ月 1 回程度、各地域にお邪魔しまして、地域の課題あるいは

市制に対する様々な疑問、あるいはご意見ご要望等を直接承りながら、いただいたご意見等

を踏まえて改善できる点はさせていただいて、数えるところ１１７回になったところでござ

います。もちろん、すぐに改善できるところは少ないのですけれども、市民の皆さんがどん

なことで今お困りになっているのか、悩まれているのか、市に対してどういうことをしてほ

しいと思っておられるのか、直接聞かせて頂くことで、よりよい市制運営につなげていくと

いう趣旨でずっと行わせていただいております。 

今回栄町ふれあいセンターをお借りしまして、前半は萩山町・栄町等にお住まいの皆様か

ら地域の課題等ご意見を伺わせていただいて、その後市制全体についてのご意見や疑問点等

あればご指摘をいただければと思っております。 

毎回、その地域の方に司会進行をお願いしておりまして、今日は栄町ふれあいセンターの

総務担当 E さんに司会をお願いさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

市のほうは年度替わりが 4 月でございますので、新年度に入ってほぼ 1 か月経過していた

します。4 月 1 日には市役所も一部組織改正や人事異動などが行われました。細かくは申し

ませんけれども、新たな担当者にも市民の皆さんのご協力をいただければと思っております。 

それから、トピック的に申し上げますと、市役所は大体 10 年単位で大きな計画を作って、

それで市政運営をさせていただいております。現在進行している計画は、第 4 次総合計画と

いっておりますが、これを年度でいいますと平成 32 年度まで。平成は 31 年度で終わりと

いうことなので、2020年で一応終了ということで、2021 年から第 5次総合計画をスター

トさせるべく、今年から第 5 次の総合計画と、市の大きい計画の策定に着手をさせていただ

く予定になっております。計画策定にあたっては、当然これまでタウンミーティング等でい

ただいたご意見を踏まえて、より良い計画に仕上げていきたいと考えております。市全体で

は、人口減少、少子化、高齢化、おそらくそれに伴って税収も減る可能性がある中で、持続

可能なまちをいかに作っていくか、ここに暮らす市民の皆さんに「住んで良かったな」と思

っていただけるような東村山をどう作っていくか、市民の皆さんにご意見をいただきながら、

より良い東村山を作る第 5 次総合計画の策定を進めていきたいと思っております。大上段に
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振りかぶるようなことではなく、気軽にいろいろと地域のことでもお話しいただければと思

っておりますので、限られた時間ですけれども、よろしくお願いいたします。 
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【会場でのご意見】 

 

～みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち～ について 

 

◆廃棄自転車の部品リサイクルについて         （栄町 U さん） 

廃棄物処理のことでお伺いしたい。廃棄物処置というとかつて「3R」といって、リデュ

ース、リユース、リサイクル。それをやらせないという例について質問したい。具体的にど

ういうことかというと、秋水園に廃棄された自転車がたくさん積んである。自分もサイクリ

ングが趣味で、自転車の修理は自分でやるので、そこの自転車から必要な部品がほしいと言

ったら駄目だと言われた。これはリユースの話。廃棄物だから、リユースして良いのではな

いか。できない理由は言わない。なぜか。 

◎ 市長回答 ◎ 

私も、具体例は承知していません。もしかすると、自転車を中古自転車として販売してい

るのではないかと思います。要するに、廃棄物ですけれども、再生可能であれば引き取って

いただいて、まさにリユースしているので、部品を抜き取ってしまうと、販売できなくなる

のではないかと思います。私もうろ覚えで、正確に把握しているわけではありませんので、

確認を取らせていただきたいと思います。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

直接、秋水園へお問合せいただいたほうが正確だと思います。すみません。 

 

◎ 施設課より ◎ 

秋水園に持ち込まれた粗大ごみのうち家具類などにおいては、まだ使えるものや少し修理

すれば使えるものを選別し、秋水園内のとんぼ工房で修理を行い、美住町にあるリサイクル

ショップで販売しています。 

ご指摘の秋水園内に粗大ごみとして運び込まれた廃棄自転車につきましては、中古自転車

として売買するための事務手続き等が困難であることや安全性に課題があることから、修理

販売は行っておりません。また、部品についても、安全性の確保が困難なため販売等は行わ

ず、自転車本体とともに鉄などの金属として売払う形で資源化しています。 

 

今度また行って、同じことを聞いても構わないか？       （栄町 U さん） 
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◆「びん・かんごみ」リサイクルの採算について（萩山町 T さん） 

今、ごみでリサイクルしている「びん・かん」だが、これは採算がまるっきり合わない

が、これをいつまで続けるのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

非常に難しいご質問をいただきました。市の考えとしては、市民の皆さんが排出されるも

のは基本的に分別して出していただいて、リサイクルとして使わせていただくことで地球全

体の環境負荷を減らし、資源の有効活用を図るというのが、市の基本的なスタンスでござい

ます。「びん・かんごみ」についてはご案内の通り、別途に集めさせていただいておりますが、

やはり公の団体でございますので、「びん・かん」を集めてそれを商売にしようということで

進めているわけではございません。市民の皆さんのご理解をいただき、多少税金を使わせて

いただいて、集めたものは売り払いしているわけです。ところが、売り払い収入では全然収

集コストにはならない、比べるとはるかに少ない額しか売り払いの額にしかなっていないだ

ろうとのご指摘だと思いますが、たしかに売り払い収入で全てのコストを賄えるだけの状況

には今はなっておりません。前はアルミ缶が高く売れておりましたが、世界的な経済動向な

どで、中国では以前は古紙を大量に買い付けていたのですが、実質中国は古紙が入っていな

かったりして、値崩れを起こしております。そういったことで、なかなか売り払い収入を確

保することに苦慮はしているところですけれども、だからと言ってリサイクルそのものを止

めてしまうことは現時点では考えておりません。できるだけ効率的にお金をかけないように

集めて、できるだけ高く払い下げできるようにこれからも努力してまいりたいと考えており

ます。 

 

◎ 施設課より ◎ 

びん・かんリサイクル事業は、廃棄物の発生を抑制し資源を有効活用する、循環型社会形

成推進に資する重要な事業だと考えております。また、市民のごみ減量に対する意識を高め

ることにも寄与していると考えております。 

びん・かんリサイクルについては、スーパーや酒類販売店などでの店頭回収が行われてお

り、この、民間ルートによるリサイクルは、市の負担軽減にもつながることから、市民の皆

様には、店頭回収の活用につきましても、ご案内しているところです。 

 

 

◆「容器包装プラスチックごみ」の指定収集袋について  （栄町 N さん） 

ごみ袋のプラの袋が、当市の場合は買ってやっているが、ほかの市は買物袋を使ってい

る場合が多い。そんなところはどうなのか、ちょっとご質問させていただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

「容器包装プラスチックごみ」の指定袋収集についての考え方としては、資源なので有料
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袋で収集するのはおかしいのではないかというご意見があるのも事実です。もともと東村山

市が指定袋収集での有料化に踏み切った際には、資源については基本無料で集め、ごみとし

て廃棄されるものについては、排出される方に負担をお願いするため有料化に踏み切った経

過があります。実は、今「燃やせるごみ」も「燃やせないごみ」もすべて基本的には資源化

されるようになってきていて、かつての理屈が立たなくなってきてしまっているというのが

実はあります。今「びん・かん」については、レジ袋等の半透明な袋に入れて出していただ

ければ回収しておりますが、これは長い間ずっと市がコンテナ収集を無料でさせていただい

た経過があるので、そうさせていただいているわけです。「容器包装プラスチックごみ」につ

いては、以前は「燃やせないごみ」という形で一定期間指定袋を使って集めていた延長とし

て、初めて有料化したわけではありませんということが、我々としても最大の根拠になって

おります。以前「燃やせないごみ」として集めたときから、「燃やせないごみ」はもう既に有

料化した袋で集めておりましたので、それをさらに「容器包装プラスチックごみ」として分

けた際にも、基本的には有料で集めさせていただくことが妥当と考えたところでございます。 

ご指摘がありましたけれども、「燃やせるごみ」「容器包装プラスチックごみ」「燃やせな

いごみ」の指定袋収集、いわゆる有料化を今後変えることは、基本的に考えておりません。

というのは、流れとして、都内特に多摩地域は最終処分場の確保がきわめて難しいというこ

とから、できるだけ排出量を減らして、リサイクルできるものは徹底的にリサイクルすると

いう考え方に立っていて、しかもそれについてはかなりのコストもかかることから、排出し

た量に応じて一定の負担をしていただくことが、総体としてのごみ減量につながるという判

断なので、ぜひそこはご理解いただきたいと考えているところでございます。 

 

◎ 廃棄物総務課より ◎ 

当市での、容器包装プラスチックは、もともと「燃やせないごみ」として有料で収集して

いたものを分別した経過がございます。その際、学識経験者及び一般市民等で構成されてい

る東村山市廃棄物減量等推進審議会において指定収集袋についても審議されました。指定収

集袋を使用することで、発生抑制・排出抑制につながり、ごみの減量化になること、また収

集・選別等による経費も必要とされることから、指定収集袋の採用を図るべきと答申をいた

だき、採用させていただいております。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

東村山市の考え方としては、有料化にした最初のときに、「容器包装プラスチックごみ」

という分け方はしていませんでしたが、「燃やせないごみ」として「燃やせないごみ」有料袋

の中に入れていただいた経過がありましたので、基本的に有料化を続けさせていただいてい

るというふうにご理解いただけるとありがたいと思います。 

プラ以外はいいが、プラを出すときにほかの市、例えば西東京市とか、立川市

とかは、市のほうで買う袋ではなくて、買物袋で皆出している。そういったこと

でお聞きしたい。                     （栄町 U さん） 
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◎ 廃棄物総務課より ◎ 

隣接市においては、有料化未実施である小平市を除き、東大和市・清瀬市・東久留米市は、

容器包装プラスチックについても市指定収集袋を使用しております。ちなみに、西東京市も

市指定収集袋を使用しています。 

 

 

◆行政の人工知能利用の方向性について        （廻田町 S さん） 

世の中 AI、人工知能ということが言われているが、市役所としてどんな方向性で取り組

んでいるのか。役所の中で相当人工知能に置き換えできる部分があるのではないか。それを

市長がやってみようと言ったときに、どういった部分が取り組んでいくのか、その漠然とし

た方向性についてお聞かせいただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

難しいご質問をいただきました。先日多摩市の市長選挙が行われまして、現職の市長さん

が 3 選目を果たされましたが、落選された候補者の方の比較的年齢が若い方が、これからは

AI の時代だということで、ポスターもご自分の顔写真でなくてロボットのようなものを作ら

れたのが、TV やネットでは話題になっていて、行政にどのように AI を取り入れていくのか

と問題提起された選挙だったかなと思っております。 

まだ、具体的にどういう仕事に AI を導入するのかということについては、全く東村山市

では未開拓です。ただ、市役所の職員は楽な仕事をしているのだろうと一般的には思われが

ちなのですが、部署によっては東村山市の職員の 3 割から 4 割弱くらいの職員は、1 か月

30 時間から 40時間の残業をしていて、場合によってはそれが起因してメンタルに影響が出

てしまう職員も、ここ数年何人か出ているので、市役所としてもやはり働き方改革を進めて、

長時間労働を是正するということは大きな課題だと思っております。その中で、例えば契約

の仕方を変え、今まで複数に分かれて契約をしていたものを、１本にすることで職員の負担

を軽減するとか、AI までは行かないけれどもコンピューターをうまく活用して情報化、シス

テム化していくことで職員の負担を減らしていくなどのことがあり得ると考えております。

今後についてはAI を搭載した交通機関等々がおそらく、20年とか 30年とかのスパンで普

及するであろうし、あるいは市民要望等の多いコミュニティバス等についても将来的には AI

を搭載して、無人運行が可能になるのではないかなど、いろんなことが AI やコンピューター

等処理技術の進展でいろんなことが想定できると考えています。 

すぐに、こういう部分を機械に置き換えますというのはなかなか難しいわけですけれども、

例えば一例で、今年 2月から市でもマイナンバーをお使いいただければ、コンビニエンスス

トアで住民票の受け取りができるようになりましたし、6 月からは課税証明書等も受け取れ

るようになります。そういったことを通じて、市民の皆さんの利便に供するとともに、職員

の負担の軽減を図る、ということを考えながら、機械に置き換えられる部分はできるだけ機

械に置き換えたいと思っておりますが、市役所の仕事というのは、基本的にこのように市民

の皆さんと相対（あいたい）でご理解ご協力いただかないとできませんので、肝心要のとこ
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ろは生身の人間が市民の皆さんとこうやっていろいろお話をさせていただいて、より良い東

村山を作っていく、機械に任せられるところと、どうしてもやはり人間が続けてやっていか

なければいけないところはきちっと分けて考えていく必要があるかなと考えております。 

 

 

 

～みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち～ について 

 

◆自転車の交通マナーについて            （萩山町 M さん） 

毎朝学校のあるときに、子どもを見守ろうと野火止橋、八坂駅からすぐのところに立っ

ているが、そこの多摩湖自転車道でのこと。立って注意していると文句を言われる。通勤

通学の人が非常に多くて、自転車がものすごく多い。非常に危険。命にかかわるようなこ

となので大声で注意していると、うるさいのが立っていると言われた。ところが、中央公

園に事故のないように、といくら言っても、中央公園と野川公園という公園があり、都の

管轄で野川公園の方が上で、中央公園がその下になっている。先日も道路から外れている

ところでうずくまっている人がいた。自転車道に付いている枠に引っかけてけがをした人

もいる。側道に新しい道ができていて、最初に作った自転車道のほうには、道路標示があ

るものだから、それを見ながら行っている。是非そういう現場を見て改善してほしい。事

故があってからでは遅い。 

◎ 市長回答 ◎ 

ありがとうございます。毎朝学童見守り活動等を行ってくださっているということで、心

から感謝申し上げたいと思います。多摩湖・狭山自転車道については、たびたびご指摘をい

ただいているところでございます。ご指摘の通り、あの道路は市のものではございません。

東京都の所有の道路で、管理も東京都が行って、直接的には今Mさんがおっしゃられた通り、

地元の東村山中央公園の管理事務所が東村山エリアの管理をしているわけなのですが、西部

公園事務所というのが、今、野川公園ですか、以前は井の頭公園と承知していたのですけれ

ども、そちらの方が上部団体、最終的には都の建設局が管理運営をしているということにな

ります。なので、直接的に私どもがどうこう言えないので、いろいろご指摘をいただく都度、

東京都あるいは直接管理事務所にお願いをさせていただいているという、靴の上から足をか

くような歯がゆさがあるのも事実でございますが、この間いろいろご指導いただいて道路の

整備をしていただいたり、あるいは自転車のスピードを出し過ぎないように注意喚起の看板

を設置していただいたりという取り組みはさせていただいております。名称も、自転車道と

いうと自転車専用道路だと勘違いなさる方がいて、歩行者とのトラブルも多々あるというこ

とで、先般「多摩湖・自転車歩行者道」という名称になったと聞いております。今後も自転

車に乗られる方は適正な速度を守っていただくとともに安全運転に努めていただいて、歩行

なさる方に危険がないように、市としても今後、中央公園の管理事務所、場合によっては直
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接東京都の建設局にお願い申し上げたいと思っております。 

 

◎ 地域安全課より ◎ 

同箇所に関しましては、以前にも市民より指摘されている箇所であり、その際に多摩湖自

転車歩行者道の同箇所の管理を行っている「東京都北多摩北部建設事務所管理課」に対しま

して、看板の設置等、交通安全対策の要望を行い、その後、都から現場確認をした旨の連絡

があり、多摩湖自転車歩行者道は全体的に、名称の変更や看板・路面ステッカーなどでの交

通安全対策を進めているとの回答があった経緯があります。 

 

 

◆横断歩道のペンキ塗り替えを            （萩山町 S さん） 

萩山一丁目の、「希望の郷東村山」福祉園の前に通じる道路があるが、自転車道はきれい

になったが、そこを通過する道路は市のほうで管理していると思う。交通安全ということで、

見守りとかやっているが、路面の横断歩道のペンキがはがれていて、これについては、市な

のか警察なのか。この間も市長への手紙を出したが、財政の関係とかいろいろあると思うが、

せっかく自転車道がきれいになったので、横断歩道だけでもきれいにペンキを塗り替えても

らいたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご指摘の点は、江戸街道から福祉園に行く通りで、自転車道とクロスするところの横断歩

道のペンキがはがれているということでよろしいですか？（質問者：「はい」）横断歩道につ

いて、設置は警察の所管になりますので、現場を確認してできるだけ早急に対応していただ

けるようにお願いをしたいと思います。 

 

◎ 道路河川課より ◎ 

警察に相談をした結果今年度前半に施工の検討をしていただける旨回答をいただきました。 

 

 

◆北山公園の菖蒲管理について             （栄町 K さん） 

北山公園の菖蒲だが、個人的に写真が趣味で撮りに行っているが、年々花の質が悪くなっ

ている。それは、市でお金を出しているのか。あれだけの人が来るので、200 円でもいい、

300 円でもいい、入場料を取ったらどうか。よくほかのところに行くが、しっかりお金を

取られている。 

◎ 市長回答 ◎ 

北山公園の菖蒲の花の質が年々悪くなっているとか、小さくなっているのではないか、と

は我々もよくお聞きしています。花菖蒲は連作障害を起こしてしまいますので、本当は４、
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５年ぐらいのスパンで植え替えをしてあげるのが望ましいのですが、それをしないとだんだ

ん盛りを過ぎて、花が少なくなったり、付ける花が小さくなったり、というようなことがあ

るようです。ただ、植え替えするにはお金がかかるので、市としてもスパンを短くしようと

して、定期的に今年はこの区画、今年はこの区画、として菖蒲の植え替えをやらせていただ

いておりますので、一番メインのところが今植え替えになっているので、全体的にぱっと見

ると本当に貧弱な感じがするのですが、たぶん新しく植え替えた花がまた咲けばきれいには

なるかなと思います。 

財源確保の一つの手法として、せっかくあれだけ立派な公園なのだから、有料化してもい

いのではないかというご指摘と思います。市としても、できれば菖蒲のきれいな時期には、

ご覧いただく方に、少し協力金というような形でご負担いただけたらありがたいとは思って

いるのですが、入場料という形にするには、今の公園の中にはまだ私有地がかなりございま

して、その兼ね合いで入場料を取るということが実際には困難でございます。今、商工会さ

んのほうで、あくまでもお気持ちということで、協力金をいただいて、それを後で市のほう

にご寄附いただいているということで、少し公園整備に活用させていただいています。あと

は、ふるさと納税で北山公園には菖蒲だけでなく貴重な動植物があります。いわゆる環境省

が言っている絶滅危惧種に近いようなレッドリストのような種が保全されていることが確認

されていまして、そのことを全国にアピールしてふるさと納税をいただいて、そのお金を原

資にまた貴重な動植物の保全に努めるということをしているところでございます。将来的に

市有地をすべて市のほうで取得できた暁には、ご指摘のような入場料という形であるかは別

としても、公園を長期にわたってきれいに整備し、かつ貴重な生物を保全するための原資と

して、入場される方に一定のご協力をいただけるように今後も市としても検討を進めてまい

りたいと考えております。 

 

 

◆栄町ふれあいセンターに風除設備を          （栄町 I さん） 

栄町ふれあいセンターのことで質問。受付の場所だが、雨とか、冬とか、落ち葉とか、非

常に吹き込んで来るので、その間にカバーのようなものができないか。というのは、昨年は

年間 1 万 7,200 人の方が利用し、うち高齢者が約 80％いるので、直接なお願いはなかっ

たが、私も観察していてここに塀みたいなものがあったらいいなと。あくまで望みだが、市

のほうで検討していただけたらありがたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

この栄町ふれあいセンターを管理しているふれあいセンター市民協議会の会長をお務めい

ただいているということで、たいへんありがたく感謝申し上げたいと思います。そういった

ことで、受付に来られる方が年間 1 万 7,200 人ですか、受付を通られる方も相当数いらっ

しゃるということだろうと思います。そのうち 80％が高齢者だということで、受付される

とき、雨の日、風の日、暑い日、寒い日いろいろなときに窓を開けると、暖房が抜けたり、

冷房が抜けたりということがあるのだろうと思います。ただ、構造的な建物の問題なので、
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すぐにどうこうというのは非常に難しいと言わざるを得ません。このタウンミーティングの

事業をしております所管が市民協働課ですので、課長も後ろのほうで聞いておりますけれど

も、代替的に対策が取れるのかどうか、建物をいじるというとお金もかかってすぐには難し

いので、どんなことが対策として取れるのか、ちょっと一緒に考えさせていただければと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎ 市民協働課より ◎ 

栄町ふれあいセンター市民協議会の皆様には、センターの運営につきまして日々ご尽力い

ただいており、たいへん感謝申し上げます。 

ご意見のございました栄町ふれあいセンター１階の入り口部分の風雨等の影響に関する課

題についてですが、現施設の建築構造や、スペースの制約等もありますことから、なかなか

対策が難しい課題となりますが、可能な改善策につきましては、市と協議会で検討・協議し

てまいりたいと考えております。 

 

 

◆久米川駅踏切の拡幅について            （栄町 N さん） 

前々から検討されていると思うが、久米川駅の南口から北口へ行く踏切。これの拡幅につ

いて、調査だけはいろいろされているようだが、なかなか進んでないようだけれども、いつ

頃になったら拡幅されるのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

久米川駅の北側の踏切の拡幅については、北口の広場が整備されて、歩道が設置されたこ

とを受けて、何とか踏切自体を広げたい、あるいは広げなさいという強い市民の皆さんのご

要望がございます。一つネックとなりますのは、行政間の問題として、実は踏切部分は都道

なのです。それで都は、広場を広げた結果として歩道を設置したのであって、東京都として

は踏切拡幅の計画がもともとあったわけではないので、やはり市にも応分の責任を負ってい

ただかないと困る、ということで、市と都の役割分担が明確にされていないところがありま

す。ただ、いつまで経っても「それは都の仕事だ」「市の仕事だ」ということを言っていて

も埒（らち）があきませんし、電車を動かす色んなものが地下に埋設されている場合がある

ようなので、市としては基礎調査として、地下埋設物にどんなものがあるか、踏切を広げる

場合にそれを移設して広げるとなると、どういう工事が必要で、どの程度費用がかかるのか

の調査と、あとは踏切の南側に駅舎が建っていまして、踏切を広げるとなると当然南側の歩

道を拡げなければならないので、駅舎の一部をどうするかの調査を、昨年度やらせていただ

きました。まだちゃんとした報告を受けていないのですが、建物の切取りは技術的には可能

ではないか、という報告を口頭では受けています。ただ、事業費その他はどの程度かかるか

まだ出ておりませんし、そのあと西武鉄道さんの了解をいただかないとできませんので、東

京都と西武鉄道さんと市の三者で協議をして、できるだけ早く踏切を広げられるように努め

ていきたいと思っております。また、ホームと踏切の距離が非常に近すぎて、もしかすると
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ホーム自体をもう少し小平駅寄りにずらさなければいけないのではないかとも言われていま

す。そうなると工事も大規模になり、お金もものすごくかかることになるので、今の段階で

は平成何年とか二千何年までに踏切を広げます、とか申し上げられません。今はそういう基

礎調査をさせていただいて、何とか早期に広げられるように努力をしているということでご

理解いただければと思っております。 

 

 

◆市職員の予算把握について             （廻田町 S さん） 

予算の策定、設計について。先般 3 月議会で、予算委員会でかなり紛糾して、史上まれ

に見る議会が一日延長になったということは記憶に新しい。議会中継を見ても、あるいは動

画や録画を見ても、一市民として納得いく説明、質問に対する答えが全然出せなかったとい

うのが現状だと思う。取って付けたような理由を付けて、最後市長が説明をした。そこで予

算の各所管予算策定の方法。職員はその事業に対してどれだけの金額が自分で組立てができ

るのか。これは土木工事に関しても建設に関しても立派なものがあるからできるのかなと思

うが、それ以外の委託事務であるとか、そういうことには職員の方がどれだけ知識をもって

いるのかということが疑問。役所の中の教育を見ても、自分の所管の予算策定この事業に対

してどうやって計算する教育がおそらくプログラムに入っていないのではないか。少なくと

も自分が担当している職種、仕事のこれはいくらぐらいの予算だったら妥当だろうか、市民

の納得が得られる、あるいは議会の納得が得られるだろうか、という辺りを教育の一環とし

てやっていく必要があるのではないか。 

◎ 市長回答 ◎ 

ご指摘の通り、3 月定例会で平成 30年度の予算をご審議いただいた際、憩いの家の運営

委託料の積算根拠をご質問いただいて、所管として十分な説明ができない事を巡って、非常

に議会が紛糾しまして、結果として予算と提案した議題を私のほうで一旦引上げ、憩いの家

の予算、運営委託料については、委託ではなくて直営による運営で積算をし直して、出し直

しをさせていただくということで、ちょっと異例な事態になってしまったということでござ

います。また、当市の予算見積り、また答弁のあり方について、不手際がありましたことは

申し訳なく、この場をお借りしてお詫び申し上げる次第でございます。 

実際に予算の見積りが適正価格に行われているのかということは、当然市民の皆さん、議

会から言われることになるわけです。実際、工事の請負計画のようなものは、東京都が単価

表というのを公表しておりまして、工事する時は大体このくらいの予算が必要になるという

積算の根拠が大体できますし、そういう積算システムみたいなものが世の中に出回っている

ので、工事等請負計画についてはある程度正確な数字というものを出すことが可能になりま

す。 

ただ、問題になるのは今ご指摘のあった通り、請負契約、委託契約等の積算は委託なので、

基本ベースは人件費になるわけです。その人件費の単価をどう見るかによって、ものすごく

安く見積もることも、ものすごく高く見積もることもあり得るということになってしまいま
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す。特に、特殊な技能等を要求されると、例えばコンピューターのシステム等設定をする人

の人件費、単価、あるいは日給いくらで見るかを、実は国も東京都も基準を示しているわけ

ではございません。そうなると、結局世の中の相場が大体どの程度あるのかを、そういう事

業を行っている民間事業者から見積りを取って、大体このくらいが設計相場だろうと我々と

しては予算額を見積もっていくことになるわけです。ただ、新規の事業であれば、大体複数

社から見積りを取るのですが、今回のように長年同じところに委託している事業については、

今やっている事業者さんから見積りを取ります。けれども、細かい積算をしているわけでは

なく、見積りをいただいて何％くらいが総体として伸びているのか、これぐらいであれば人

件費の伸び率としては妥当であろうと、そこで判断として妥当だと思えば予算取りをすると

いうのが、当市だけではなくてどこの自治体もやっているところです。 

問題は、今民間企業に見積りを出してくださいと言っても、自分のところで取れる保証が

ないと、いい加減な見積りが出てきたり、あるいはその見積りは市からお金を出してもらわ

ないと出せませんというところも増えてきたりしていると聞いておりまして、ずっと経年的

にやっている事業に付きまして、複数社から見積りを取るのが結構難しい状況です。お隣の

小平市さんでは、見積りは複数社から取るようにと言われているようなのですが、それでも

現場では実勢価格が本当に反映されているのか、というのはわからないというのが率直なと

ころのようです。ご案内のように、コンピューターのシステムのようなところでは、もとも

との機械が決まってしまうと、受けられる事業者さんが実は決まってしまいます。以前、仕

事を取るのに当初のシステムを 1 円で入札して、あとのシステムでお金を回収するというの

が大手のコンピューターメーカーで行われて問題になったことがありましたが、一回入って

しまうと、例えば A社なら A 社、B 社なら B社、C 社なら C 社のその仕様でしかソフトは

作れませんので、そうなると他社から見積りを取ること自体もできなくなってしまう問題が

あり、それが本当に適正な価格なのかということは非常に難しいところでございます。この

辺の精度をどのように上げていくかということはかなり大きな課題で、憩いの家の業務委託

料くらいでしたら、単純な労務計算と、巡回する人間の人工（にんく）というか労働時間は

どれくらいになるのか、平均単価は市役所の人件費を元にすればおおよそ出すことは可能だ

と思うのですが、委託料の場合ベースとなるのは、先ほど申し上げたように人件費なので、

そのあと市の人件費をベースに積算をします。ただ、特殊なソフト設計だとかいろんな技能

を求める委託料に求める技量についての専門知識をどのように見るかというのは、これから

の課題かなと思っております。 

いずれにしても今回の問題になったことを踏まえて、予算の見積り、それから契約すると

き当然入札をかけるわけで、入札する場合は市としては予定価格を積算しなければなりませ

ん。その予定価格の積算の仕方、それから契約金額です。数社から応札があれば形式的には

妥当な額を判断できるのですが、１社しか応札がない場合それは果たして妥当な額なのかど

うか、どのように市民の皆さんや議会に我々が説明できるか、その辺は課題です。内部的に

少し整理をして、予算の見積りや積算のあり方等々について、きちんとした説明責任を果た

せるだけの材料を、我々として全部手計算でやるということだけではなくて、客観的な根拠

をどう示せるかということを、今研究させていただいているところです。 
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◆市の財政について①                （萩山町 S さん） 

最近、渡部市長になってから財政的ではだいぶ良くなっているよ、と小耳にはさんだこと

があり、どういうことなのかなと思っていたが、今回市報を見たら、スポンサー2 件の宣伝

が入っていたので、こういうところを工夫されているのかなと思った。 

◎ 市長回答 ◎ 

財政問題は実は永遠の課題でございまして、私が市長になりまして財政が良くなったとい

うのは、一時的にいろいろな取り組みをしたことによっていわゆる貯金が増えたとかという

ことを表して、そのようにお考えいただいている市民が増えられたのだろうと考えられます。

というのは、私が市長に就任したのは平成 19 年なのですが、その 3 年ほど前、三位一体の

改革という改革がちょうど小泉総理の時代に行われまして、東村山市はご案内の通り、市民

の皆さんからお預かりしている市税だけでは基本的な行政サービスが賄いきれず、地方交付

税をいただいて行政運営をしている交付団体でございますが、小泉構造改革で交付税が全国

規模で 3 兆円ほど削減されてしまいました。 

東村山市も単年度ベースで約 15 億円財源が減額になってしまい、前市長時代に財政が急

激に悪化してしまって、それまで景気のいい時に貯めていた貯金を取り崩して財政運営を何

年か行って来たのですが、ちょうど私が市長に就任したときには市の財政調整基金という貯

金が、一番多い時には 40 億ほどあったものが引き継いだときにはその十分の一の 4億しか

なく、これ以上赤字を続けるとまさに破たんして、貯金をすべて使い果たしても行政サービ

スが十分に提供できなくなってしまうという恐れが現実にありました。あの当時北海道の夕

張市でも破たんがあって、このままでは東村山市でも存続が危ぶまれるということで、私が

市長の１期目の一番目の課題は、財政をどう立て直すかということで、単純に言うと頂くも

のをできるだけきちっと頂いて、どうしても市民サービスは減らすことができませんが、使

うものについては極力効率的にやるということで、端的に言うと市の職員の給与構造改革を

行うなどすることでだいぶ財政を再建させていただいた経過があります。とはいえ、ここ数

年も収支均衡しているわけではなくて、もう一度増やしてきた貯金を取り崩しながら何とか

予算を組んでいるという状況についてはあまり変わりがあるわけではないので、今後も市と

しては無駄な経費は極力削減させていただきながら、収入を増やす、身近なところで言えば、

ご指摘いただいたように市報に広告を載せるとか、いろいろ細かいところで収入を上げてい

く取り組みは引き続きやらなければならないと考えております。 

 

◎ 財政課より ◎ 

平成１６年度から平成１８年度までの３か年にわたる「三位一体の改革」の当市における

影響額は、 

①国庫補助負担金改革で６億２千万円の減額 

②税源移譲（個人住民税）で１０億１千万円の増額 

③地方交付税改革で１９億３千万円の減額 

となり、３つの改革全体の影響額は１５億４千万円の減額となりました。この影響は平成
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１９年度以降も続いています。 

当市の財政調整基金残高は、平成７年度末には４４億８,６８７万円あったものが、市税や、

「三位一体の改革」による地方交付税の減収を補うために取り崩したことで、平成１８年度

末には４億１ ,６３３万２千円まで減少していましたが、平成２８年度末では、３７億    

２,２５５万６千円まで回復しています。 

 

 

◆市の財政について②                （萩山町 S さん） 

公共施設の一括委託で１社にしたところで、7 千万円浮いたということを新聞でちょっと

見たので、こういうところが渡部市長になってから財政面が変わったところかなと感じてい

る。 

◎ 市長回答 ◎ 

今回市役所が行った包括施設管理委託で、市の管理している施設の数は正確には覚えてお

りませんが、八十数か所だったと思いますが、それぞれその建物一つ一つについて建物管理、

トイレ掃除、警備等々、細かい契約をいくつもやらなければならない、そのことが職員の負

担になっているところがあって、様々な行政需要が増えている中で、市民の皆さんの様々な

ニーズに的確に応えるためには、そうした委託業務の契約事務などを極力軽減しないと、コ

アな業務に時間を割くことができないということがありまして、今回施設については包括管

理委託ということで、今までは 100 本とかの単位であった契約を一つの契約を結ぶことによ

って処理をするという方式に切り変えさせていただきました。そのことで 7 千万が浮いたと

いうのはあくまでも理論値であって、実際 7千万円軽減されたわけではなくて、今までそれ

ぞれの所管で市役所の職員が契約に充てたであろう時間をお金に換算すると年間 7千万くら

いあったので、それを１本の契約にすることによって、理論上は削減をしたことになるとい

うふうに言っているわけですが、その分の時間を市民の皆さんのサービス向上に使うことが

できるということで、包括管理委託を東京都内では初めて当市が始めさせていただきました。

まだ始まったところなので、どういう成果が表れるか、どういう問題点が出てくるかは、こ

れからしばらく見てみないと何とも言えないところがありますけれども、先ほど来申し上げ

てきたように、細かな契約事務を多くの職員がやっていたことをなくすことによって、より

本来的な業務に集中することで市民サービスの向上につなげたいと考えております。 

 

◎ 財政課より ◎ 

平成２４年４月現在の公共施設（ハコモノ）は、２０８施設となっています。（東村山市

公共施設白書より） 

「包括施設管理委託」では、８５施設６３８業務について一括契約を行いました。 
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～みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち～ について 

 

◆介護保険料・後期高齢者医療保険料について     （栄町 N さん） 

介護保険料とか後期高齢者医療保険料について、値上げ時期が来ているようだが、今回は

値上げされるのか、されないのか。 

◎ 市長回答 ◎ 

介護保険については、今年の 4 月から第 7 期の介護計画スタートということで保険料の

改定時期にあたっておりますが、幸いなことに今年東村山市は基準額を引き上げないで済む

ということになりました。介護保険料は、平成 12 年から始まって 3年毎に見直させていた

だいているのですが、介護保険という制度は、介護保険を使う人が増えれば、どうしてもそ

れに伴って保険料を上げざるを得ないという仕組みになっています。ただ、第 6 期までは値

上げをせざるを得なかったくらい、非常に介護給付費が増えてきたのですが、第 6 期から少

し鈍化してまいりまして、というのは市のほうで皆さんに健康で長生きしていただくことで

介護保険料の引上げを何とか抑制したい、健康寿命の延伸をしようということで、市民の皆

さんもいろいろな取り組み、努力をしてくださったのが少しずつ成果として表れているのか

なと思っております。今後もますます高齢化が進みますので、必要な方には介護保険を使っ

ていただくのは当然のことですが、介護保険を使わなくてもいい身体状態、精神状態という

か、そういう状況を長く維持していただき、80 を過ぎても 90 になっても介護保険を使わな

いでも元気に一人で生活できるよう、こういうことをすることで今後も何とか介護保険を大

幅に引き上げないように、今健康寿命を伸ばす取り組みを市民の皆さんにお願いさせていた

だいているところでございます。 

後期高齢者医療保険については、東村山市単独で運営しているものではなくて、多摩地域

の 26 市、それから 23 区、そのほか都内の町や村全部の 69 市区町村で広域連合という連

合体を組んで、そこで運営させていただいております。こちらは都内全体ということなので、

後期高齢者の医療費の伸びが収まらないという状況がございまして、残念ながら今年も後期

高齢医療制度の保険料については若干引き上げるということになっております。こちらも非

常に頭の痛いところで、やはり 75 歳以上の方は医療にかかるケース多いことから、保険料

が上がってしまう傾向があるのですが、こちらも何とか健康状態を維持していただくことで、

健康寿命を伸ばす、お医者さんにかかる機会を減らしていただく、そのほか医薬品について

はジェネリック医薬品を使っていただくことで抑制をするとか、そのようにお願いをさせて

いただいておりますが、実際問題としてはなかなか伸びが収まらない状況があります。 

 

◎ 介護保険課より ◎ 

介護保険料基準額について東京都内 62 市町村で比較した場合、第 6 期（平成 27～29

年度）は高い方から 17 番目、第 7 期（平成 30 年度）は高い方から 36 番目となっていま

す。 
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これからも介護・支援が必要な方にはサービス提供を行うとともに、健康寿命の延伸に向

けた介護予防、健康増進の取り組みを推進していきます。 

 

◎ 保険年金課より ◎ 

後期高齢者医療保険料につきましては、運営主体が広域連合であることから、２年に１回、

広域連合にて保険料率の改定が行われます。今後２年間の医療給付費の推計により、平成

30・31 年度の保険料率につきましては、均等割額は 43,300 円、所得割率は 8.9％に改定

が行われました。平成 29 年度と比較しますと、均等割額は 900 円の増、所得割率は 0.17％

の減となります。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

介護保険も後期高齢者医療保険も使わないで天寿を全うしたというような方に対して何

かないのか、ということなのですけれども、現状東村山市の介護保険制度の中でも、東京都

の後期高齢者医療制度の中でも、残念ながらそういう制度はございません。ただ、健康寿命

を伸ばす日頃の取組みについて、ポイントを付与して、そのポイントが貯まるとその地域の

お店で割引がきくという自治体も実はございます。当市としても、なかなかすぐにそういう

ことができるわけではございませんが、そうしたことも参考にしながら率先してご自身の健

康に気を付けていただいて、介護保険もお使いにならない、後期高齢者医療保険もお使いに

ならないで、医者いらずで保険料だけを払ってくださっている方がお得感を得られる仕組み

をこれから検討したいと考えているところでございます。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

介護保険料だけ払って、介護保険はお使いにはならないで天寿を全うされる方が実際は圧

倒的に多いのです。そういう意味でそういった方は、保険料を払いっぱなしで、実際はどう

なんですかと言われた場合、そこについて保険から出しますと言うのはなかなか難しいので

すが、今後インセンティブとしてどういうことが考えられるのか、市としても研究させてい

ただければと思います。 

介護認定をもう少し厳しくするのと同時に、どうしても保険料を上げるのであれ

ば、餞別金を出せば皆さん認めてくれるのではないかと思う。検討をしていただけ

れば。                           （栄町 N さん） 

保険料の高いある市町村で、介護保険を受けていない方が死亡したときに餞別金

としていくらか出ているところがあると聞いたことがある。そういう形ができる

のかどうかご意見を伺いたい。                （栄町 N さん） 
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◎ 介護保険課より ◎ 

平成 29 年度に亡くなった方のうち約７７％の方が、何らかの介護保険サービスを利用し

ているという実績があります。ご親族も含めて考えればより多くの方が介護保険による給付

を受けています。お一人お一人の保険料と給付額の損得というのは一概には申し上げられま

せんが、介護・支援を必要とする方をみんなで支え合う社会保険の制度であるという趣旨か

らご理解ご協力いただきたく存じます。 

要介護認定につきましては、全国一律の審査方法により調査、審査を行って決定するもの

でございます。市独自の基準を設定することはできませんが、調査員、審査会委員への研修

等を通じて、引き続き適正な審査を行ってまいります。 

 

 

◆保育園入園のきょうだい児配慮について       （萩山町 T さん） 

我が家は子どもが 3 人いる。長男はもう第二保育園を卒園、次男は今第二保育園に通園。

問題なのは三男で、今年で 3 年目になるが、どうしても第二保育園に入れなくて小規模保

育園に通っている。いつか転園できると思い、ずっと転園申請を出していて、もう卒園の年

になるがまだ入れない。東村山市は、きょうだい児が同じ保育園になることに加点がないと

いうことだが、周りの市に聞くとポイントが付く。当市ではポイントが付かない理由は不公

平になるからという話を聞いたが、きょうだい児別々の園に通わせている身としては、何が

不公平なのかわからない。この負担は距離が違うということだけではなく、行事も 2 倍に

なる。お楽しみ会、運動会、全部 2 回。持ち物のルールも、園のルールも違う。子どもが

増えるほど負担が大きいのに、きょうだい児にポイントがないというのはどうかと思う。 

◎ 市長回答 ◎ 

当市の考え方としましては、ポイント自体については基本的には置かれているお子さんの

保育に欠ける状況で判断をするということで、上のお子さんが A園に行ってらっしゃるから

といって、下のお子さんが A 園を希望しても A園に入るときの加点にはなりません。そのよ

うに、上のお子さんがいるから A園に行きたいというお子さんも、上のお子さんが入ってい

なくてもA園に行きたいというほかのお子さんもスタートラインを一緒にすべきだろうとい

うのが市の基本的な考え方です。だた、A 園を希望されるお子さんが同一点で横並びに何人

もおられる場合には、上のお子さんが A園にいらっしゃるお子さんの入園を優先的に認める

というやり方をしています。 

確かにご指摘の通り、親御さんの勤務の状況によって、上のお子さんのときは希望された

全体の中で入れたとしても、下のお子さんのときに希望される方がものすごく多かったりす

ると、なかなかA園に行けないという状況になってしまうので、市としても今後どうするか、

なかなか結論が出ないところです。上のお子さんが行っているからと加点をするのは不公平

だという言い方をされる保護者の方もおられるのも事実でございますが、第二保育園とその

園となりますと、確かにとても距離が離れておりますので、保育園に入れたといっても親御

さんの負担は大きいというのはその通りと思います。ただ、今まで東村山市で行ってきたや
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り方を急激に変換するということについては、なかなか難しいところがありますので、今後

そこは他市の事例等も踏まえて、十分に検討させていただきたいと思います。 

 

◎ 子ども育成課より ◎ 

子どものための教育・保育給付を受けるための認定については、子ども・子育て支援法第

２０条第１項に基づき、子どもごとに保育認定を受けることとなっております。 

その上で、保育の必要な子どもの総数が利用定員を上回る場合には、保育の必要度の高い

順に受け入れることとなっていることから、市町村が児童福祉法第２４条第３項に基づく利

用調整を行うこととなっております。 

また、平成２７年２月３日付 国通知「児童福祉法に基づく保育所等の利用調整の取扱い

について」において、保育所の利用調整の基本的な考え方として「保育の必要度について指

数（優先順位）づけを行う」としたうえで「指数が高い順に利用をあっせんする」こととさ

れています。 

以上を踏まえ、当市の指数判定については、子ども一人一人に対して保育の必要性を認定

していること、また、きょうだいがいない子どもとの公平性などを勘案し、きょうだいにつ

いて指数上高く見ることは実施しておりません。 

 

 

◎ 市長回答 ◎ 

小規模保育園については、基本的には設立の要件として、連携保育園なり連携幼稚園を決

めていただくことが条件になっております。ただ、連携保育園に入れるかどうかというのは、

そのときの先方の定数に対しての措置されているお子さんの状況によりますので、必ずしも

連携保育園に入れるということにはなりません。地域型保育園の場合につきましては、連携

先を市のほうで、こちらとこちらにしなさいと決めるわけではなくて、地域型保育園が独自

で決めて、特に分園の場合は、当然本園が第一になってしまいますので、そこについて市と

三男が行っているのは小規模保育園なので、今年で卒園。卒園後の受入先の保

証がない、というのも入ってみて知った信じられない話。そもそも小規模の地域

型保育園は、どこにも入れない（うちも第 6 希望でやっと入った）子たちが入る

わけで、すごく遠方から来ているのに、その子の受入先がない。保育園によって

は若干ポイントがもらえる連携している保育園があると聞いているが、そこも確

実ではないし、その連携先がきょうだい児と同じ保育園でないとうれしくも何と

もない。同じ園に同じ状況の家庭があり、うちより１学年上で、その保育園を卒

園したあと第二保育園に入れず、最終希望だったその園の本園に決まったと言っ

ていたが、第二保育園とはものすごく距離が離れていて、自転車で 25 分かけて

通わせている。きょうだい児が同じ園になれるようなポイント加点と、卒園後の

連携の保証がほしい。仕事にかかわってくるので、その点を改善していただきた

い。                          （萩山町 T さん） 



- 20 -       第１１７回タウンミーティング 

しても必ず保証しなさいとまでは現行制度上言えないところがあって、優先的に枠があれば

入れてくださいというところです。ただ、待機児が出ているのは今 0、1、2 歳のお子さんで、

3、4、5 歳児については園によっては定員割れしているところもあるので、市としては､0

歳児から 5歳児までを受け入れるフルスペックの保育園をこれから増やすことはあまり考え

ておりません。できれば、小規模保育園で待機児を解消して、定数割れしている保育園は、

物理的な問題は確かにご指摘の通りですが、そういうところとできるだけ連携して、3 歳児

以降も継続した保育ができるようにということを念頭に置いています。 

それとあとは、幼稚園のほうもできるだけ預かり保育を充実していただき、産期休養中も

充実してくださる幼稚園も増えていますので、そことのマッチングをうまく進めていければ

と考えているところでございます。いずれにしても小規模保育園にお子さんを入園させた保

護者の皆さんが、3 歳になったら行き先がなくなってしまうというような状況は回避できる

ように、我々もこれから全力を尽くしていきたいと考えております。あまり良いご答弁がで

きなくて恐縮ですけれども、市としてもきょうだい児の問題、次の連携の問題は大きな課題

であると考えております。 

 

◎ 子ども育成課より ◎ 

小規模保育所への入所の相談があった際には、施設類型上０、１、２歳までしか受入れら

れないことを説明しており、「東村山市教育・保育のしおり」においてもご案内しているとこ

ろです。また、「東村山市教育・保育給付支給認定申請書兼東村山市教育・保育利用申込書」

においても、記入の際には希望施設の情報を確認することを求めているところです。今後も

施設類型の特徴等については、ご案内に努めてまいります。 

小規模保育所の卒園後については、連携施設での受入れや指数の加算などを実施しており

ますが、必ずしもすべての方のご希望に沿えていないことから、３歳以上の受け皿として幼

稚園など保育所以外の施設の活用可能性の検討を含め、あらゆる方法について検討してまい

ります。 

 

 

◆国民健康保険料について              （萩山町 S さん） 

市で発行されている印刷物というのは、市報をはじめとしていっぱいあるが、私の一番

参考にしているのは「国保だより」。これは内容も豊富で知識もあるので、参考にして検診

を受けながら、なるべく病院に行かないで済むような、行っても早く済むような参考にな

る資料だと思って助かっている。「国保だより」を見ると、特定健診で受診率が 50％以下、

若年性で 21 から 22％というような状態で、もっと活用できるなところもあるかなと思

う。4 月 1 日号で都のほうに移管されるということで保険料がどのくらいの変化があるの

か。46％の市では保険料が上がると出ていたのを見たが、どのような状況か。 

◎ 市長回答 ◎ 

国民健康保険制度につきましては、今年国のほうで大改正が行われまして、これまでは各
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区市町村が保険者ということになっておりまして、保険料も基本的には各区市町村が決定す

ることになっています。これまで、運営について都道府県は補助金を出すだけで基本的には

関与してなかったのですが、だんだん市町村だけで国保の運営が厳しい状況が全国的にござ

いまして、国としては、国保制度、国民皆保険制度の最後の砦ということで、各市町村と当

該の都道府県が共同で運営するようなスタイルに切り替わったところでございます。いわゆ

る「国保の都道府県化」といわれているもので、ただ保険者が完全に都道府県になるわけで

はなくて、東村山市の場合は東京都と東村山市がある意味共同で運営するような形になりま

す。 

保険料の決め方も、今まではその当該自治体の国民健康保険に加入されている方の医療費

総体とそれを賄うにはどれだけ保険料をいただかなければならないか、ということを勘案し

ながら、各自治体独自で保険料を決定してきたわけですけれども、今回の改正によりまして、

東京都のほうからそれぞれの自治体の医療費、それからそれぞれ自治体にお住まいの皆さん

の所得等を検討した中で、東京都は基本的には、例えば東村山市だったら、これくらい保険

料を設定しなさいという通知をいただくことになります。 

ただ、必ずしも市はその通りにしなければならないというわけではありません。どうして

も差額が発生した場合には、税金として東京都のほうに拠出するということになります。今

回東京都から示された東村山市の保険料は、正確には言えないのですけれども、かなり上げ

ざるを得ない、高額になるということです。というのは、東村山市の場合は一人当たり医療

費の額が東京都内でも高いほうで、そのことが、結果として東京都が示す保険料水準が高く

なってしまう大きな要因でありますが、現行の 3 月 31 日までの東村山市の決めていた保険

料とあまりにも差があって、いきなりこれだけ引き上げると、被保険者である市民の皆さん

の負担があまりにも過大になりすぎるので、市としては、都の示した保険料と去年までの中

間よりやや下ぐらいの形の保険料を設定させていただいて、3 月議会にお諮りさせていただ

き決定をしたということです。 

市としても今回の保険料の改定で、残念ながら平均でたぶん 10％超の保険料の引上げに

なるということでございまして、保険料として集めたお金を市は東京都のほうに拠出しなけ

ればならないのですが、差があると足りない分は全部税金で拠出しなければならなりません。

東京都に拠出する税金分は、法定外の繰入金といっていますが、約 9 億から 10 億くらいは

拠出しなければならない状況であります。市民全員が国民健康保険に加入しているのであれ

ば税金を使ってもさほど問題はないのですが、市民の皆さんの中には様々な社保で健康保険

をなさっておられる方もいて、あまりにも過重に税金をつぎ込んでしまうと、別のところに

保険料を払っている方は税金の二重取りのようなことになってしまうので、そのバランスを

市としては考えなければならないという課題が一つあります。 

そんなわけで、詳細は 4 月 1 日号の「国保だより」のほうにお示ししている通りです。

残念ながら当市も保険料については上がってしまうということですが、全国的には実は逆に

今回の措置で西日本を中心に保険料が下がる自治体があるようです。今まで保険料が高くて、

保険料を引き下げる努力をしないというか、それだけの余裕が地方ではできなかったのが、

先ほど言ったように今回都道府県化されることによって、国や都道府県の財政的支援がかな

り入ることになり、保険料が下がるところもあるようですが、都内では多くの自治体で保険

料が上がることになっているのではないかと理解しているところでございます。 
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雑駁（ざっぱく）な説明で恐縮ですけれども、大筋の仕組みとしては今年国民健康保険が

大きく変わるということで残念ながら、被保険者、加入者の市民の皆さんの負担が増えてし

まったということで、これを何とか抑えるには、先ほどから申し上げているように、健康で

いただくように、例えばできるだけ特定健診を受けていただいて、早期発見、早期治療する

ことで高額な医療費を抑制することで保険料の伸びをこれから抑えていきたいと考えており

ますので、この中で国民健康保険に加入されている方がおられましたら、ぜひ特定健診を受

けていただきたいと考えております。 

 

◎ 保険年金課より ◎ 

多摩地区 26 市の平成 30 年度の国民健康保険税（料）改定状況は、改定率増が 18 市、

減が 2 市、その他 1 市、改定なしが 5 市となっております。 

 

 

◆国民健康保険事業予算について           （萩山町 S さん） 

30 年度になったところで、国民健康保険事業予算がおよそ 16％下がっているが、その

辺のところがどういういきさつなのかというところをお話しいただきたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

国民健康保険事業予算が全体的に下がっているけれども、どういうことですか、というご

質問ですが、後期高齢者医療制度が創出されてかれこれの年数が経つわけです。75 歳以上

の方は後期高齢者医療に移管されてしまうわけなのですけれども、そういう意味でいうと、

75 歳以上の方はそれまで国民健康保険に加入されていた方が大勢いらっしゃったわけなの

ですけれども、その方々が後期高齢医療保険のほうに移行された後も、被保険者の数は減っ

ていたにもかかわらず、医療費の伸びが収まらなかったのですが、一昨年くらいから被保険

者が少なくなったことに伴って、医療費の伸びが収まってきて平成 30 年度については逆に

予算規模も総体として小さくなったということでございます。被保険者が減れば当然医療費

総体も減るわけで、それによって予算規模が縮小したということでありまして、これまでが

逆に言うとちょっと異常な状態で、被保険者が減っているにもかかわらず、予算規模が増え

ていたということで、それだけ医療費の伸びが著しかったというふうに捉えているところで

ございます。簡単でございますが、財政問題については以上です。 

 

◎ 保険年金課より ◎ 

市長が申し上げていた点に加え、制度改正におきましては、都が新たに保険者となること

で、これまで市に歳入されていた交付金が都の特別会計に歳入され、市が支出していた拠出

金等も都が一括して支払うことになりました。そのため、予算につきましても歳入では、療

養給付費等負担金、財政調整交付金、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、共同事業交

付金が、歳出では後期高齢者支援金、介護納付金、共同事業拠出金など、多くの科目が整理

され、廃止となっております。その影響もあり、予算規模が縮小しております。 
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◆市予算の民生費について               （栄町 N さん） 

市の予算の中で一番大きいのは民生費だと思う。詳しくわからないので、これの内訳につ

いて説明をお願いしたい。 

◎ 市長回答 ◎ 

私が今手元に持っているのが、予算案を発表したときの数字で、確定したのは若干修正が

かかっているので、正確な数字は若干違いますけれどもそこはご容赦いただいて、東村山市

の平成30年一般会計予算は約542億5千万ほどでございます。そのうちの38％くらいが、

市民の皆さんからお預かりしている市税で、約 208 億程度が大きな財源になっています。そ

の他、先ほど申し上げたように国からいただいている地方交付税が 40 億、国からの補助金

が約103億だとか、都の補助金が78億、こんな内訳で大体予算額が542億円であります。

使い道について言いますと、行政の公会計は款（かん）というのがありまして、議会費、総

務費、民生費、衛生費、労務費、という内訳になっています。議会費は、市議会にかける経

費になっています。そのうち断トツに多いのが民生費で 289 億 5 千万くらい、総事業費総

予算の内の大体 53％くらいが民生費になっています。民生費の簡単な内訳ですけれども、

289 億、約 290 億のうち、社会福祉費が 106 億円、それから児童福祉費、これは先ほど

ご質問いただいた保育園や児童クラブそれから手当関係も含めますが、お子さんにかかわる

福祉のお金が約 118億です。社会福祉費というのは、高齢者と障害者にかかわる福祉の関係

で 106 億、児童福祉費が 118 億です。そのほかに、生活保護費。生活に困窮されていても

要件を満たした方が市から援助を受けるというのが、約 65 億でございます。どうしても民

生費は、高齢化に伴って社会福祉費が増え、児童福祉費についても待機児その他完全に十分

な状況ではありませんが、この間保育園の待機児解消に向けて、保育園の増員、定員の増だ

とかを図ってきていますので、伸び率としては児童福祉費が平成 29 年度と比べると 9.2％

ということで、福祉関連予算の中でもっとも伸びが高い、という状況です。逆にリーマンシ

ョック以降、きわめて伸び率が高かった生活保護費ですが、今年度は伸び率としては 0.8％

ということで、生活保護については景気の回復、雇用の改善等も背景にあり、市も今生活困

窮者の自立支援事業とにかなり力を入れていて、生活保護まで至らないけれども、生活に困

窮されている方々が自立できるような生活保護以外の支援をさせていただいて、できれば就

労に結び付けるということで生活保護費の伸びもここでだいぶ収まってきた状況でございま

す。ただ、今後も先ほどから申し上げているように高齢化少子化の中で、子育てしやすいま

ちづくりというのは絶対外せない大きな政策テーマでございますので、民生費については一

定の伸びを見なければいけないかなと考えております。 

 

◎ 財政課より ◎ 

成立した平成３０年度の一般会計予算は、総額が５４２億４,５１９万９千円となっていま

す。 

歳入では、市税が２０７億９,１３５万８千円、国からの地方交付税が４０億１,０５０万円、

国からの補助金である国庫支出金が１０３億６,３２５万６千円、東京都の補助金である都支
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出金が７７億８,４９２万７千円などとなっています。 

歳出のうち最も大きいのが民生費で、２８９億３,７６８万７千円となっています。内訳と

しては、社会福祉費が１０５億９,１２６万７千円、児童福祉費が１１８億２,８１９万円、生

活保護費が６５億１,８２３万円となっており、歳出全体の５３.３％を占めています。 

 

 

【市長まとめ】 

 

今日はゴールデンウィーク前半初日で、しかも外は非常に天気が良いことでありながら、

市へ「こういうところはどうなっているのか」というご指摘、それから「こうしてほしい」

「ここは改善できないのか」というご質問を含めてさまざまなご意見をいただきまして、た

いへんありがとうござました。 

冒頭申し上げましたように、市では今 2021年からスタートする第 5 次計画作りに今年か

ら着手させていただきます。そのときにはこうした市民の皆さんの生の意見をいただくこと

が一番重要で、結果として住んでいただいている皆さんに住んで良かったな、と思っていた

だけるようなまちを作る、住み続けられるような環境を作ることが私たちの仕事でございま

すので、そんな風にこれからも努力してまいります。今日いただいたご意見はそれぞれの各

所管にまたフィードバックしながら、改善できるところは改善させていただきたいと考えて

おりますので、ぜひ機会があれば引き続きご参加をいただければと思います。 

また、明日は中央公園でみどりの祭典が行われます。第 29 回ということでございますが、

ちょうど都立中央公園ができて 30 周年の節目だそうです。あの公園も実は、当時の熊木市

長さんはじめ、多くの市民の皆さんが力を合わせて、国の経済産業省の研究所が筑波に移転

するのに伴って、市ではなかなかあれだけの広大な面積を買い取れませんが、東京都に働き

かけて東京都に公園にしてもらったという経過があって、あれはまさに当時の行政、議会、

市民の皆さんの力を合わせた成果で、まさに 30 年後の我々が恩恵を被っている一つの大き

な事例ではないかなと思っております。ぜひこれからも皆さんと力を合わせて、30 年後の

市民の皆さんにあの時の市民と市長ががんばった成果がこんなふうになって良かったねと言

ってもらったら良いなと思っております。引き続き皆さんのご指導をよろしくお願いいたし

ます。 

また、長時間司会をお務めくださった E 様に心から感謝申し上げて、私の御礼のご挨拶に

代えさせていただきます。ありがとうございました。 
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