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《はじめに》 

 

平成 31 年度（2019 年）の市政報告をいたします。 

昨年の平成 30 年 12 月に７期目の当選を皆さまのお力で果たさせていただき、 

2 月の臨時議会を経て今日に至っております。 

 

議会の方では本年 2月までの「議会監査」の任期を終了し、今回は「多摩六都

科学館組合議会議員」に任命されました。 

 

さて、早速ですが、市政報告を行います。 

基本的には、丸山市長がお示しになった、平成 3１年度の「施政方針」にのっと

ってお話しさせていただきます。 

 

 《はじめに》 

昨年 10 月には、市は「西東京市子ども条例」を施行されました。今なお繰

り返される子どもへの虐待を根絶するためにも、今と未来を生きるすべての子

どもが、健やかに育つ環境を整え、まち全体で子どもの育ちを支えるという理

念を、まちづくりの理念として、市民の皆様と共有しなければなりません。そ

のためには、条例に基づく取組を着実に進めていく必要があります。 

平成 31 年度は、広報・啓発活動に加え、子どもからの相談を受ける仕組み

の創設や、教育委員会と連携した庁内推進体制の確保などに取り組んでまいり

ます。また、「子ども条例」と仮称 こども相談室を設置する予定です。 

また、昨年同様「健康」応援都市の実現は、市民の心や体の健康はもとより生

活環境や健康水準を向上させるための要素と捉えまち全体で「健康」を達成する

ことで、「住み続けたいまち」を目指します。 

 

 

 

 

 



《これからのまちづくり》                    No.2 

現在、本市では行政サービスごとに提供エリア、圏域がありますが、これを、

市民の皆様一人ひとりが、より効率的にサービスを受けられる体制に構築し直

し、将来の社会の変化に対応したまちづくりを目指します。人口推計や地域コミ

ュニティ、さらには、公共施設の適正規模・適正配置など、エリア、圏域設定を

見直すに当たっての課題については、次期総合計画も視野に、エリア、圏域の再

構築に取り組んでいく予定です。 

 

 

《行政改革の取り組み》 

行財政改革の重点項目の一つである、公共施設等総合管理計画については、平

成 30 年度で当面３年間の取組を定めた短期の期間が終了します。そのため、こ

れまでの取組の成果と課題を整理しつつ、2020 年度の改定に向けた作業に着手

します。なお、改定に当たりましては、同じ時期に策定する学校施設の個別施設

計画との整合を図っていく予定です。 

二庁舎体制については、仮庁舎整備に向けて、情報システムの整備、田無庁舎

等の既存施設のレイアウトの改修工事、保谷庁舎解体工事の実施設計等に取り

組んで行きます。あわせて、田無庁舎、防災・保谷保健福祉総合センター及び東

分庁舎等の老朽化対策として、トイレやエレベーター等の改修工事を実施する

予定です。庁用車の適正化に向けても、削減に向けた取組方針の取りまとめを行

っており、方針を策定次第、全庁的に適正化に取り組みたいとの事で、本年度は

議会車両を買い換えます。（一部では高い買い物だと言う意見もありますが、主

に議長がご使用になる議会車ですからあまり古いのも如何なものかと思います。

現在は 20 年以上前の車を使用しています。） 

官民連携の取組については、本年３月で閉館する市民会館跡地についてサウ

ンディング調査を実施し、その結果を公表したところです。引き続き、跡地活用

への民間活力の導入の可能性について検討し、平成 31 年度中に方針を決定した

いと考えているそうです。（私事恐縮ですが、2月 24日にはエンディングコンサ

ートで雅楽の演奏があり笙の主管を務めさせて頂きました。） 

Cf:サウンディング調査とは・・・ 
 公募による前段階で⺠間事業者の意向調査、直接対話を⾏い 

当該案件のポテンシャルを⾼めるための諸条件の整備を⾏うこと。 
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 平成 3１年度の予算概要 
《国・都の状況》 

はじめに、国の状況ですが、国の平成 31 年度⼀般会計予算は「新経済・財政
再⽣計画」で位置づけた社会保障改⾰を軸とする基盤強化期間の初年度として、
歳出改⾰等に着実に取り組むとともに、⼀⼈ひとりの⼈材の質を⾼める「⼈づく
り⾰命」の推進と、成⻑戦略の核となる「⽣産性⾰命」などの重要な政策課題に
重点配分したとしております。 

総額では、前年度⽐ 3.8％増の 101 兆 4,571 億円となっております。 
また、平成 31 年度の地⽅財政計画では、⼀般財源総額を前年度⽐ 1.0％増の

62 兆 7,072 億円とする中で、地⽅交付税は 1.1％増の 16 兆 1,809 億円、臨時財
政対策債は 18.3％減の３兆 2,568 億円と⾒込まれております。 
 

東京都の平成 31 年度予算については「東京 2020 ⼤会を推進⼒とし、東京が
成熟都市として新たな進化を遂げ、成⻑を⽣み続けられるよう、未来に向けた道
筋をつける予算」と位置づけ、⼀般会計の予算総額は７兆 4,610 億円となってお
ります。 

都税は、前年度⽐ 5.2％増の５兆 5,032 億円となるものの、政策的経費である
⼀般歳出も、前年度⽐ 8.0％増の５兆 5,979 億円となっております。 
 
《⻄東京市の財政状況と平成 30 年度予算の概要》 
 

次に、本市の財政状況と平成 31 年度予算の概要についての説明です。 
本市の財政状況は、平成 29 年度決算において、経常収⽀⽐率が前年度⽐ 0.7 ポ
イント改善の 95.1％となったものの、依然として、財政構造の硬直化が継続し
ている状況です。 

また、平成 30 年度予算においては、基⾦に過度に依存しない予算編成を達成
することで、財政調整基⾦の繰⼊抑制を図ったものの、財政調整基⾦の平成 30
年度末⾒込残⾼は、12 ⽉補正予算段階でも、約 25 億円の回復にとどまってお
り、第４次⾏財政改⾰⼤綱で⽰した⽬標値には⾄っていない状況であります。 

このような極めて厳しい財政状況を踏まえ、平成 31 年度予算編成にあたって
は、財政調整基⾦残⾼の早期回復と、経常収⽀⽐率の改善に努めることを重点課 
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題とした上で、平成 31 年度からはじまる第２次総合計画・後期基本計画、及び
分野別計画の着実な推進と「健康」応援都市の実現に向けて、本市の重要課題に
取り組む予算を編成しております。 
その結果、⼀般会計の予算額は、前年度⽐ 30 億 2,900万円、4.1％減の 714 億

1,300万円、⼀般会計と特別会計、公営企業会計を合わせた予算総額は、前年度
⽐ 0.6％減の 1,171 億 3,743万３千円となりました。 

歳⼊の⼀般財源総額は、前年度⽐ 0.8％減の 432 億 3,788万９千円と⾒込んで
おります。このほか、市債については、普通債と臨時財政対策債を合わせて、前
年度⽐ 45.4％減の 43 億 6,220万円を予定しております。 

歳出では、義務的経費が前年度⽐ 0.6％増の 337 億 2,216万１千円となりまし
た。扶助費については、障害関係の給付費や待機児童対策に係る保育関係経費の
増などにより、前年度⽐ 4.8％増となっております。引き続き、介護保険や後期
⾼齢者医療特別会計への繰出⾦も含め、社会保障関係経費の動向に注視する必
要があります。 

財政調整基⾦繰⼊⾦は過去最少となる４億 6,900 万円となりましたが、⼀⽅
で、基⾦合計の平成 31 年度末⾒込残⾼は、前年同期と⽐較して 48.4％増となり、
⼀定の回復が図られたものの、財政調整基⾦は約 22 億円にとどまり、今後も厳
しい財政状況が続くものとされております。 
引き続き、予算の執⾏管理を徹底し、より⼀層、第４次⾏財政改⾰⼤綱アクシ
ョンプラン等を推進することで財源を確保し、経常収⽀⽐率の改善と基⾦残⾼
の回復を図り、安定的で⾃⽴的な⾏財政運営を⽬指さなければなりません。 
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 平成 30 年度の主要な取り組み 
 
《もっと健康 もっと元気に》 
最初に、健康、福祉、医療についてです。 
健康都市連合⽇本⽀部の会員である本市は、昨年７⽉に開催された⽇本⽀部

総会において副⽀部⻑に選任されました。 
また、本年４⽉から５⽉にかけての、⼤型連休期間中における医療体制を確保

するため、医師会等の医療関係機関に対し協⼒を依頼しています。 
 都内⾃治体では初の取組としてスタートしたフレイル予防事業については、
昨年４⽉、国が策定した「⾼齢者の特性を踏まえた保健事業ガイドライン」で重
点化され、この１⽉に厚⽣労働⼤⾂が本市を視察するなど、（2 ⽉には東京都知
事も視察に⾒えました）全国的に注⽬を集めています。平成 31 年度は、⽇常⽣
活圏域を踏まえ、フレイルチェックの開催回数を増やすなど、事業を拡充してい
きます。 
 ⾼齢者福祉では、看護⼩規模多機能型居宅介護事業所、定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所、認知症⾼齢者グループホームを、それぞれ１箇所ずつ整備
し、泉⼩学校跡地に 2020 年に開設予定の⾼齢者福祉施設では、ホームホスピス
や在宅療養⽀援診療所等の機能を整備することで、在宅看取りの充実を図る予
定です。 

障害者福祉では、障害者の地域⽣活⽀援事業について、移動が困難な障害者に
対する移動や外出の⽀援における質の向上に向け、⽀援者の研修を実施します。 
 ⽣活保護及び⽣活困窮者⾃⽴⽀援法に基づく取組としては、昨年度から実施
している就労準備⽀援事業について、被保護者に対象を拡⼤するとともに、被保
護世帯の中学校既卒者を対象に、学⼒向上に向けた⽀援を拡充します。 
 ⽂化・芸術振興としては、本年３⽉策定予定の第２期⽂化芸術振興計画に基づ
き、パラアートなどの取組を進めます。また、市⺠交流施設・⽂化施設のあり⽅
の検討結果を踏まえ、コミュニティセンター、地区会館及び市⺠集会所と、旧市
の制度が混在していた市⺠交流施設について、地域型、⼀般型に施設機能を分類
した上で、名称や予約⽅法等の統⼀を図る予定です。 
 スポーツ振興では、東京 2020オリンピック・パラリンピック夏季⼤会に向け
て、昨年 12⽉に、オランダのホストタウンとなることが決定しました。ホスト 
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タウンとしての広報・ＰＲ事業に努めるとともに、障害者スポーツの普及啓発を
通じた障害への理解促進に向け、オランダオリンピック委員会・スポーツ連合と
の連携事業を継続し、オリンピアン・パラリンピアンによるスポーツ教室を拡充
するなど、引き続き、機運醸成に努めてまいります。さらには、市内企業との協
定締結を視野に、卓球などの市⺠スポーツ振興も図ります。 
 また、本年開催されるラグビーワールドカップ 2019⽇本⼤会に向けては、タ
グラグビーの⼩学校での体験授業や、市⽴⼩学校の全校が参加する交流⼤会を
⾏います。 
スポーツ施設についても、あり⽅の検討結果を踏まえ、スポーツ施設の確保に
努めてまいります。とりわけ、旧東町テニスコートの代替施設の整備について、
検討していく予定です。 
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《災害に強い快適な都市インフラ整備を進めよう》 
 

次に、危機管理やまちづくり、環境についてです。 
 防災・防犯に向けた取組としては、（仮称）泉⼩学校跡地公園の整備にあわせ
て、防災備蓄倉庫を設置し、本市における災害時緊急物資等の備蓄体制の充実を
図ります。 

また、災害時の衛⽣確保に向けてマンホールトイレを整備し、資機材を確保す
るとともに、消防団装備品の充実も図ってまいります。 
ブロック塀等の安全対策については、公共施設の安全対策として、引き続き、

改修⼯事を実施します。 
⼩学校通学路に設置した防犯カメラについては、効果を含めた設置個所の検
討を⾏い、今後の増設に向けて検討を進めます。 
 ⾬⽔溢⽔対策としては、下保⾕四丁⽬及び住吉町⼀丁⽬地内で対策⼯事を実
施するとともに、芝久保町四丁⽬地内における⾬⽔対策に向けた実施設計を⾏
います。 
 住宅対策としては、空き家等対策協議会を設置するとともに、空き家等の対策
の推進に関する条例を踏まえ、空き家等対策計画を策定します。 
 駅周辺のまちづくりでは、新市建設計画の重点的な取組の⼀つでありました、
ひばりヶ丘駅北⼝の３・４・21 号線について、この３⽉に交通開放することと
なりました。 
 ⻄武新宿線の連続⽴体交差事業の推進に向けては、この２⽉に都市計画の素
案についての説明会を、東京都、杉並区、練⾺区、鉄道事業者及び本市の共催で
実施しました。都市計画決定に向けた準備を進めるとともに、東伏⾒駅周辺の交
通基盤等について、検討します。 
⽥無駅南⼝の３・４・24 号線、⽥無駅南⼝駅前広場については、本年より⽤

地買収等を実施してまいります。 
現道の無電柱化に向けては、本年３⽉策定予定の無電柱化推進計画に基づき
優先検討路線の基礎調査を実施するとともに、都道の無電柱化についても、早期
整備を東京都に要請します。 
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市内に多くある私道については、沿道の市⺠の皆様の⽣活や交通環境の向上

を図るため、整備待ちとなっている状況の解消に向けて、整備⼯事予算を増額し
ます。 

道路や公園などを占⽤する企業者から徴収する道路等占⽤料については、適
正化を図り、固定資産評価額を基準とした料率設定に⾒直します。 

はなバスについては、平成 30 年度に実施した乗降調査結果等(OD調査)を踏
まえ、地域公共交通会議で運賃やルートを⾒直す際の基準について検討してお
り、平成 30 年度中に策定する予定です。 
現在運⾏している各ルートについては、この基準に基づき、評価、検証及び対
応策を検討します。 

交通不便地域における移動⽀援のあり⽅については、向台町⼀丁⽬、南町⼆丁
⽬、柳沢⼆丁⽬から五丁⽬の、⽥無駅から⻄武柳沢駅にかけての南部地域を対象
に、タクシーを活⽤した実証実験を実施します。 

みどり・環境の分野では、（仮称）泉⼩学校跡地公園の整備⼯事を実施すると
ともに、下保⾕四丁⽬特別緑地保全地区について、保全活⽤計画の策定に向けた
調査を実施します。 
最後に、資源物の⼾別収集については、審議会からの答申を踏まえ、本年 10
⽉からの実施に向けて取り組みます。なお、実施に当たりましては、集団回収の
奨励や、⺠間事業者との契約によるアルミ⽸回収の奨励、現在使⽤中の資源物収
集カゴの譲渡など、集合住宅等に向けた対策についても検討されます。 
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《あなたと変える ⼀緒に変える》 
 

次に、地域資源の活⽤、地域コミュニティ、産業振興についてです。 
国史跡である下野⾕遺跡については、本年３⽉策定予定の史跡 下野⾕遺跡整

備基本計画を踏まえ、史跡整備の実施設計に取り組むとともに、引き続き、地権
者のご理解をいただきながら、国史跡指定地の追加指定と⽤地買収に努め、遺跡
の保護に向けて取り組ます。 

公共施設を活⽤した Wi-Fi 環境の整備については、学校施設について、建替
や⼤規模改修にあわせて整備するとともに、地域情報化の観点を踏まえた⽅針
を策定し、整備に取り組みます。 
 次に、市内にある３つの⼤学のうち、武蔵野⼤学とは、学⽣の実習やインター
ンシップ受⼊、ゲートキーパー研修など、本市の研修と、⼤学の講義や単位取得
が連携する取組を進めます。 
早稲⽥⼤学とは、少年野球教室を引き続き実施するとともに、理科算数だいす
き実験教室についても、早稲⽥⼤学⾼等学院との連携事業として継続します。 

東⼤⽣態調和農学機構については、平成 28 年よりキャンパス整備計画に基づ
く施設整備に着⼿します。引き続き、機構が主催する社会連携推進協議会での地
域連携の検討に参加するとともに、今後の３・４・９号線の整備を視野に、地区
整備計画を決定していない処分予定地や、キャンパスに残る廃道敷の取り扱い
などについて、⼤学本部と協議していく予定です。 

地域コミュニティの再構築に向けては、南部、⻄部に続き３つ⽬となる中部地
域におけるネットワーク構築に取り組みます。さらに、本市の市⺠協働のあり⽅
を⽰した、市⺠活動団体との協働の基本⽅針について、市⺠や関係団体の皆様に
よる検討委員会を設置し、⾒直します。 

次に、商⼯業・農業振興についてです。本年３⽉策定予定の産業振興マスター
プラン後期計画に基づき、本市の産業の魅⼒向上や、起業・創業⽀援に取り組み、
新たな事業者の参⼊による市内産業の活性化を進めることが重要ですので、引
き続き、創業⽀援ネットワークを活⽤した伴⾛型のサポート体制を展開してい
くとともに、チャレンジショップ事業や特定創業融資あっせん制度など本市独
⾃の⽀援策を活かし市内事業者の増加につなげたいと考えているとの事です。 
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⼥性の創業・就労⽀援については、地⽅創⽣推進交付⾦を活⽤した３年⽬の取

組として、⼥性の働き⽅サポート推進事業、ビジネスプラン・コンテスト、⺠設
⺠営型創業サポート施設の運営⽀援に継続して取り組みます。 
ハンサムママ・プロジェクト事業に参加する⽅々のネットワーク形成や、企業

とのマッチングの場となる、新たな拠点整備に対する⽀援を⾏います。 
農業振興についても、本年３⽉策定予定の第２次農業振興計画中間⾒直しを
踏まえ、引き続き、都市農業活性化⽀援事業費補助⾦による⽀援策を実施しま
す。 

東京 2020オリンピック・パラリンピック夏季⼤会に続く、2021 年１⽉ 21⽇、
本市は市制施⾏ 20 周年を迎えます。平成 31 年度は、周年事業の実施に向けた
検討にも着⼿してまいります。 
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《次世代への責任をしっかり果たそう》 
 
最後に、⼦育て⽀援や教育環境の充実、将来⾒通しを踏まえた⾏財政運営につ

いてです。 
⼦育て⽀援の分野では、⼦ども条例を踏まえ、2019 年８⽉を⽬途に、住吉会
館ルピナスに（仮称）⼦ども相談室を開設します。 

また平成 30 年度に引き続き、認可保育所の開設に向けた準備などを⾏い、待
機児童の解消に努めます。 

2019 年 10⽉からの幼児教育・保育の無償化については、今⽉、⼦ども・⼦育
て⽀援法の⼀部を改正する法律案が閣議決定されました。引き続き、国や東京都
の動向を⼗分注視しつつ、対応する予定です。 
妊娠期からの切れ⽬のない⽀援としては、2020 年度の⼦育て世代包括⽀援セ

ンターの設置に向けて、組織体制の強化を含めて準備を進めるとともに、新た
に、新⽣児の聴覚検査に係る費⽤の助成を⾏うことで、聞こえの問題を早期に発
⾒し、発達への影響を最⼩限に抑える対策を実施します。 
⼦どもが安全・安⼼に過ごせる居場所の充実については、中原学童クラブを開
設するとともに、芝久保⼩学校内に（仮称）芝久保第２学童クラブの開設に向け
た整備を進めます。 
⼩学校を活⽤したサマー⼦ども教室事業、児童館を活⽤したランチタイム事

業については、試⾏期間を１年延⻑し、⼦育ち・⼦育てワイワイプランの中間⾒
直しの中で検証します。 

また、放課後⼦供教室事業については、市の各種事業との連携により、学習活
動の機会を提供する学校を増やすとともに、学校施設開放運営協議会の負担軽
減に向けたコーディネートに努めます。 
教育環境については、まず、⼩・中学校の施設整備では、中原⼩学校について、
校舎等解体⼯事及び建設⼯事を実施します。 

⼤規模改造事業として、上向台⼩学校の校舎改修⼯事を継続して実施すると
ともに、⽥無⼩学校の校舎改修⼯事に着⼿します。 
学校体育館への空調設備の設置に向けては、⼩学校 17校、中学校７校を対象

に基礎調査を実施し、施設の状況や実施⽅法について整理します。 
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ICT 教育環境については、プログラミング教育推進校の成果を共有するとと

もに、多摩六都科学館での教員研修を⾏います。 
⼩中⼀貫教育については、⼩学⽣が中学校への憧れや希望を持ち、スムーズに

中学校⽣活を開始できるよう、⻄東京市の特性に応じた⼩中⼀貫教育の実施に
向けて取り組みます。 

中央図書館・⽥無公⺠館については、本年３⽉策定予定の図書館計画を踏ま
え、平成 31 年度は、耐震改修⼯事に向けた基本設計を実施します。 

 
⾏財政改⾰の取組については、より⼀層加速させることで、⾏財政運営の⾃⽴

性・持続可能性を確保することが重要となります。 
地⽅公会計制度については、平成 28 年度決算から期末⼀括仕訳の⽅式での導
⼊を図りました。引き続き、財務分析の有効活⽤について、分析⼿法を含めて検
討するとともに、⽇々仕訳⽅式への移⾏に向けた検証作業を進めます。 
特別会計では、国⺠健康保険特別会計について、引き続き、医療費の適正化に

取り組むほか、他⾃治体の状況に留意しながら、国保財政健全化計画の策定に取
り組みます。介護保険特別会計についても、引き続き、適正化に向けた検証を進
めます。下⽔道事業については、平成 31 年４⽉１⽇に地⽅公営企業法の財務規
定等を適⽤します。今後は、⽼朽化の進む下⽔道ストックを適正に維持管理する
ため、2021 年度のストックマネジメント・⻑寿命化計画の策定に向けて取り組
む予定です。 

 
住⺠票等⾃動交付機については、マイナンバーカードの利活⽤の拡充につい

て庁内で検討するとともに、⾼齢者の⽅々向けの広報なども含め、コンビニエン
スストアでの証明書発⾏サービスの周知を充実させることで、カード交付率の
さらなる向上に努めつつ、廃⽌時期を１年延期し、2020 年８⽉の廃⽌に向けて
取り組んでまいります。 

2019 年 10 ⽉消費税率の引き上げへの対応として、使⽤料・⼿数料への影響
について検証します。検証に当たりましては、この間の社会・経済情勢等の変化
を踏まえ、使⽤料・⼿数料等の適正化に関する基本⽅針を⾒直した上で、各使⽤
料・⼿数料の受益者負担の状況について、税率引き上げの影響を含めて整理しま
す。 
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低所得者や⼦育て世帯向けに発⾏するプレミアム付商品券事業については、

国の動向を踏まえつつ、適切な時期に実施してまいります。 
投票率向上に向けた取組として、平成 31 年度に予定されている参議院議員選
挙で、⻄武池袋線沿線に期⽇前投票所を試⾏的に設置します。 

 
以上、市⻑の施政⽅針に沿った本年度の市政運営⽅針を発表させて頂きました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



続いて・・・「予算の概要」から 
No.14 

《平成 30 年度予算規模》 
 
       平成 31 年度 平成 30 年度  増減額     増減率  単位千円 
⼀般会計 71,413,000-   74,442,000- △3,029,000-   △4,1% 
 
          (7,451,846-)  (7,791,862-)  (△340,016-)  (△4,4%) 
特会合計 41,433,923-   43,451,741-  △2,017,818-  △4,6% 
 
各特別会計 
          (2,600,020- )（2,814,059-）(△214,039-)  (△7,6%) 
 国 保  19,177,910-  19,285,407-  △107,497-   △0,6% 
 
          (  266,600-) 
 下 ⽔      -      (266,000-)     皆減 
                        2,815,401-      皆減 
          (繰⼊無) 
 駐⾞場     127,044-    以下略 
 
           (2,609,398-) 
 介 保  17,399,955-       以下略 
 
           (2,242,428-) 
 後 ⾼   4,729,014-    以下略 
 
公営企業会計 （126,900-）              皆増 
（下⽔道会計）  4,290,510-              皆増 
 
      (7,578,746-)  (7,791,862-)  (△213,116-)   (△2,7%) 
合 計    117,137,433-   117,893,741-  △756,308-   0,6 
 （   ）内数値は、⼀般会計繰⼊⾦内書きです。 
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《市⺠１⼈当たり及び１世帯当たりの歳出⾦額》 

 
        平成 31 年年度  平成 30 年度 
市⺠１⼈当たり  352,106 円       370,251 円    （△18,145 円） 

１世帯当たり    733,570 円       776,424 円 
１⽉１⽇現在⼈⼝ 202,817 ⼈       201,058 ⼈ 
１⽉１⽇現在世帯  97,350世帯      95,878世帯 
 
（参考） 
１）地⽅消費税交付⾦：平成 26 年 4⽉から消費税が 8%に引き上げられたこと

に伴う地⽅消費税交付⾦の増収分は、社会保障施策のために活⽤される。 
２）個⼈市⺠税均等割増額分：東⽇本⼤震災を踏まえて、地⽅公共団体が実施す

る施策に要する費⽤の財源を確保するための臨時の措置として平成 26 年か
ら平成 35 年まで、納税者１⼈当たり年額 500 円増加している。 
増加した分は、防災のための施策などに活⽤されている。 

３）森林環境譲与税：平成 31 年度より国から譲与され、その使途については、
間伐や⼈材育成・担い⼿の確保、⽊材利⽤の促進や普及啓発等の森林整備 
及び、その促進に関する費⽤に充てることとされている。本市では、森林整
備を進めるとともに森林や林業への理解促進につながる⽊材利⽤などの取
り組みを進めていきます。 

４）都市計画税：都市計画事業または⼟地区画整理事業に要する費⽤に充てる
ための⽬的税で、平成 31 年度予算においては、都市計画事業及びこれまで
に都市計画事業を実施するときに借り⼊れた地⽅債の償還等の財源として 
活⽤されている。平成 31 年度：2,487,797-千円 (前年度⽐ 1,3%増) 

５）市たばこ税調定⾒込：（現年課税分） 
940,976- 千円    0,5%増 
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《主な基⾦残⾼状況》 
              29 年度残⾼ 30 年度残⾼ 積⽴  取崩額   31 年末残⾼ 
財政調整基⾦  3,007,769-  2,661,384-   267-  469,000-   2,192,651- 
 
その他  10 件合計 
特定⽬的基⾦  2,990,087-  3,823,334-  719,406- 772,627-   3,770,113- 
 
合計      5,997,856-  6,484,718-  719,673- 1,241,627-   5,962,764- 
 
財政調整基⾦繰⼊⾦及び残⾼の推移 
               1,243,534-   1,532,032-                       2,192,651- 
 
《主な事業⼀覧》 
区分  事業内容                    31 年度事業費 
共通  泉⼩跡地整備：公園整備 防災備蓄倉庫×２     243,034-千円 
 
総務  保⾕庁舎：解体後の不動産鑑定等            3,914-千円  
 
⺠⽣  フレイル予防事業拡充：開催回数の拡充          3,317-千円 
 
    障害者スポーツの推進                  698-千円 
 
⼦育  ⼦ども条例の推進：相談窓⼝の開設         24,852-千円 
 
        待機児童対策推進：認可×2 認証の認可移⾏×1      492,671-千円 
 
衛⽣  資源物の⼾別収集開始               373,601-千円 
 
⼟⽊  移動⽀援あり⽅検討：向台 1南 2タクシー実証     3,391-千円 
 
    空き家対策事業の推進：協議会の設置運営       7,022-千円 
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続き・・・ 
   溢⽔対策事業推進：芝久保４⾬⽔対策設計住吉１⼯事等 105,924-千円 
 
教育  ⼩学校⼤規模改修：上向台、⽥無⼩、           322,859-千円 
 
    中原⼩校舎建替⼯事                    787,595-千円  
 
    タグラグビー交流会実施                720千円- 
 
⽂化財保護等：下野⾕遺跡整備に向けた実施設計       294,202-千円 
 
オランダオリンピック等スポーツ振興事業            4,000-千円 
 
 
 

以上 「予算の概要より」 
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《 参 考 資 料 》 
                 平成 30 年度予算書・予算資料より・・・ 
《 主な会計の額 》 
 （⺠⽣費から）      平成 31 年度    平成 30 年度      差額 
国⺠健康保険特別会計繰出⾦ 2,600,020千円  2,814,059千円 △214,039千円 
介護保険特別会計繰出⾦   2,609,398千円  2,530,896千円    78,502千円 
後期⾼齢者医療特別会計繰出⾦ 2,242,428千円 2,180,907千円    61,521千円 
 
              31 年度     30 年度      差額 
⽣活保護費（扶助費）  7,345,886千円  7,254,240千円     91,646千円 
予防接種事業費       481,058千円   477,807千円      3,251千円 
健康審査事業費      301,570-千円     306,816千円    △5,246千円 
がん検診事業費      170,190-千円     179,514千円    △9,324千円 
 
 （衛⽣費から） 
狂⽝病予防事業費         2,086千円    2,273千円     △187千円 
 
塵芥処理費（清掃費）     2,550,519千円  2,446,503千円   104,016千円 
                                     (差額の上昇は⼾別収集開始等による) 
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《 資料から 》 
（企画部） 
資料 No,2「主な補助⾦⼀覧」                                 単位千円 
                                                31 年度   30 年度 
総務費 市⺠まつり補助⾦            8,800-       9,000-        
    ⾃治会・町内会等活性化補助⾦       3,252-       3,242- 
        防犯協会補助⾦             1,289-       1,281- 
 
⺠⽣費 シルバー⼈材センター運営補助⾦     46,863-      49,214- 
    ⽼⼈クラブ運営補助⾦ 41団体分          14,256-      15,972- 
    ⽼⼈クラブ連合会運営費補助⾦(⻄⾼連)     1,524-       1,644- 
 

幼稚園型⼀時預かり事業補助⾦            33,951-      20,196- 
認定こども園等給付⾦(花⼩こども園他)    42,091-       41,763- 

     
衛⽣費 献⾎推進協議会補助⾦                       808-      808- 
     
労働費 勤労者福祉 S.S運営補助⾦                12,456-   12,556- 
    中⼩企業退職⾦共済掛⾦補助⾦             4,794-    4,268- 
 
農林費 農業団体補助⾦(6団体)           1,050-    1,206- 
      
商⼯費 商⼯会補助⾦                            20,822-   20,922- 
        商店街活性化推進事業費(14 件)            54,099-   46,815- 
        チャレンジショップ事業補助⾦              2,346-    2,400- 
    ⼀店逸品事業補助⾦                        5,355-    5,355- 
        創業サポート施設運営⽀援補助⾦            6,000-    6,000-    
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⼟⽊費 運⾏補助⾦(はなバス)           12,849-   137,111- 
        街路灯電気料⾦補助⾦                    3,775-     3,775- 
        
消防費 消防団運営交付⾦                          8,678-   8,678- 
        
教育費 私⽴幼稚園補助⾦                          5,120-   5,190- 
        体育協会運営費補助⾦                      1,919-   1,919- 
        総合型スポーツクラブ補助⾦（ココスポ）   1,920-   2,300- 
 
 
資料 No,6〜  30%以上増額事業⼀覧より     30 年度   29 年度  千円 
 仮庁舎等整備事業費                        226,611-    28,869- 
  多摩六都⽂化事業費              2,873-     1,223- 
  空き家対策事業費               7,022-     4,879- 
 
（危機管理室） 
資料 No.22 安全・安⼼いーなメール 登録状況 
   5,983 件 平成 30 年 1⽉末         6,269 件 31 年１⽉末 
 
（市⺠部） 
資料 No.25 マイナンバーカード交付枚数 
          平成 30 年 1⽉ 累計 28,335枚/15%/200,978 ⼈ 

           平成 31 年 1⽉ 累計 34,953枚/17%/202,815 ⼈ 
 
資料 No.29 多摩 26 市の国⺠健康保険料     H31:89,704 円/⼀⼈ 
 
資料 No.34 国⺠健康保険⼀⼈あたり医療費と保険料 
 H30被保険者数/47,928 ⼈/医療費/15,259,854,176-/⼀⼈当たり/318,391- 
  H31被保険者数/45,408 ⼈/医療費/14,791,396,880-/⼀⼈当たり/325,744- 
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（健康福祉部） 
資料 No.39 ⽣活受給保護世帯数  3,060世帯/3,014世帯（29 年） 
 
資料 No.40 ⽣活保護者受給者数  4,091 ⼈  / 4,051 ⼈ （29 年） 
 
資料 No.45  フレイル予防事業 平成 30 年 26回/434 ⼈参加 
  平成 31 年予定  参加⼈数/750 ⼈  サポーター養成⼈数/40 ⼈ 
 
資料 No.47 特別養護⽼⼈ホーム待機者数推移  4,608 ⼈(30) 4,492 ⼈(29) 

平成 30 年 １⽉末の待機者数 実⼈数   1,191 ⼈   1,457 ⼈(29) 
平成 31 年   1⽉末の待機⾞数 実⼈数    1,234 ⼈    

 
資料 No.48 認知症⾼齢者 G・H待機者数推移       平成 30 年度  135 ⼈ 
                          平成 29 年度   134 ⼈ 
資料 No.49 介護⽼⼈保健施設 待機者数推移      平成 30 年度      36 ⼈ 
                                    平成 29 年度   61 ⼈ 
 
資料 No.50 介護認定者数及び利⽤者数 10,300/8,331 ⼈（H30 年度） 
                                       9,961/8,002 ⼈（H31 年度） 
 
30 年度資料  地域包括⽀援センター相談件数 31,637 件(28)29,964 件(27) 
 
 
資料 No.59 対策型がん検診受診率等 
 胃がん：5,1% 1,9p△(H27/6 位) 7%2pup(H26/6 位)  
肺がん：6,6% 0,6pup(H27/4 位)6,0%0,6p△(H26/4 位) 
⼤腸がん：34,0% 2,5pup(H27/10 位)31,5% 0,23△(H26/5 位) 

 ⼦宮頸癌：21,0%(H27/5 位)  18,4%2,6p△(H26/5 位） 
乳がん：26,0%(H27/3 位) 25,9% 0,1p△(H26/3 位) 
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資料 No,60  喉頭がん・前⽴腺がん検診の状況 
喉頭がん:受信者 753 ⼈/6 ⼈(H29)   900 ⼈/要精検 11 ⼈  
前⽴腺がん:受信者 2,347 ⼈/173 ⼈(H29)  2,282 ⼈要精検 152 ⼈  
 
資料 No,6３ がん 死因別死亡数平成 29 年度   死亡総数 1,738 ⼈中 
       受診率 主要死因別死亡数  
 胃がん   5,5%    66 ⼈       7,0%  54 ⼈(H28) 
 肺がん    6,7%    110 ⼈       6,0%  97 ⼈         
 ⼤腸がん 31,0%     54 ⼈      31,5%  77 ⼈      
 ⼦宮頸がん 19,0%    15 ⼈       18,4%    11 ⼈  
 乳がん    25,6%     28 ⼈            25,9%    16 ⼈  
 
（⼦育て⽀援部） 
資料 No.68  (仮称)⼦ども相談室運営体制（案） 
 開設⽇：平成 31 年８⽉１⽇（予定） 
  場所：住吉会館 ルピナス 2 階 
 
資料 No.70  市内⼦ども⾷堂の実施状況 
⼦ども⾷堂みらい ⽥無町    わいわいクッキング  ⽥無公⺠館 
放課後キッチン・ごろごろ 緑町 しばくぼ〜の 芝久保サロンしゃくなげ 
飯もり⼭ 芝久保サロンしゃくなげ やぎさわ⼦ども⾷堂 キリスト教会    
⽊・々 ⼦ども⾷堂 ⽥無公⺠館 おひさまキッチン 保⾕町４丁⽬ 
 
資料 No,72 病児・病後児保育の利⽤状況  

2,307 ⼈(平成 30 年度)          2,795 ⼈(29 年度)  2,897 ⼈(28) 
 
資料 No,74・75 保育所等待機児童数    

129 ⼈(30 年度)  146 ⼈(29 年度)  154 ⼈(28 年度) 
 平成 31 年度増員予定：144 ⼈  平成 32 年度増員予定：156 ⼈ 
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資料 No.79 年齢別保育所待機児童数 
  0 歳：13 ⼈  １歳：86 ⼈  ２歳：30 ⼈  ３歳〜0 ⼈    
 
資料 No.88 平成 30 年度 学童クラブ定員・在籍数・待機児数 
1,179 ⼈(定員)/2,133 ⼈(登録児童数)/28 ⼈(待機児) 
1,660 ⼈(定員)/2,034 ⼈(在籍)/25 ⼈(待機児)(29)   1,620/1,993/12(28) 
 
資料 No.92 いじめ・虐待に関する通告相談件数(28〜30) 
  853 ⼈(28)      968 ⼈ (29)      581 ⼈ (30)   減少傾向にある 
 
（⽣活⽂化スポーツ部） 
資料 No.93 外国籍市⺠の数の推移(26〜30) 
 3,072(26)  3,277(27)  3,584(28)  3,976(29)  4,283(30) 増加傾向 
 
資料 No.96 ⾃治会・町内会実績 
  64団体  291万円（30） 57団体 272万円(29)   
 
（みどり環境部） 
資料 No.100 26 市に置ける可燃ごみの⼀⼈当たりの排出量   

少ない⽅から３位/26 市中  310,0g/Day 
 
（都市整備部） 
資料(29 年度) 空き家実態調査結果 市内建物数：38,398 件/669 件/1,7% 
資料 No.110 私道整備⼯事完了数 

10 件実施/29残  6 件実施/32残(29) 15/30(28)  
資料 No.118 道路冠⽔地域件数 42箇所(30 年末)    43箇所(29 年末) 
(教育部) 
資料 No.130 平成 30 年度：⼩・中学校調査（中原⼩・ひばり中・三中除く） 
      平成 31 年度：実施設計（中学校７校） 
      平成 32 年度：⼯事（中学校７校） 

以上、平成 31 年度予算特別委員会資料より 
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平成 29 年度決算版 財政⽩書等より・・・ 
 

⽤語説明（29 年決算資料 財政⽩書より） 
 

CF:類似団体：⼈⼝規模や産業構造が同じような状態にある市町村のことでそ 
う実⽣により類似化されている。本市はⅣ−3（⼈⼝１５万⼈以上の⼀般 
市、産業構造はⅡ次・Ⅲ次産業が９０%以上かつⅢ次産業が 65%以上）と 
⾔う類型に属している。 

 
CF：調定：地⽅公共団体が歳⼊を徴収しようとする場合、⻑が収⼊⾦額を決定 
     する⾏為。すなわち、徴収に関する地⽅公共団体の内部的意思決定を⾔う。 
 
CF:不納⽋損額：歳⼊決算において、時効の完成等により既に調定している歳⼊  
  で徴収ができないと認定されたものをいう。 
 
CF:収⼊未済額：調定により収⼊⾦額が決定したもののうち、何らかの事情によ 
  り、当該会計年度内に収納されず、翌年度に繰り越すものをいう。 
 
CF:形式収⽀：単純にその年度の歳⼊決算額から歳出決算額を引いたもの 
       (翌年度へ繰り越すべき財源も含まれる) 
 
CF:実質収⽀：形式収⽀から翌年度へ繰り越すべき財源を引いたもの 
 
CF:単年度収⽀：実質収⽀からさらに繰越⾦の⼀部として歳⼊された前年度の  
               実質収⽀をひいたもの 
 
CF:実質単年度収⽀：単年度収⽀からローンなど繰り上げ返済⾦(繰上償還額)、 
         貯⾦(基⾦積⽴⾦)や貯⾦の引落し(基⾦取崩額)など、後年度  
         の財政運営に影響のある要素を除いた純粋収⽀を⾔う。 
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CF:単年度収⽀は、その年の実質収⽀の⿊字額が前年度の実質収⽀の⿊字額を 
  下回ると⾚字となり、単年度収⽀が⾚字であっても実質単年度収⽀が⿊字に 
 なることもある 
 
CF:臨時財政対策債： 
  地⽅交付税は国が地⽅の財源不⾜を全額補償する制度である。しかし、国だ  
 けでは対応しきれないため、時限的に地⽅にも負担してもらう「折半ルール」 

を適⽤。その地⽅負担分が「臨時財政対策債」である。 
  このような意味合いからも、「臨財債」は「普通交付税」の代替である。 
 
CF:合併算定替が段階的に減縮 
 「合併算定替」は、⼀定期間合併しなかった場合に交付される額よりも少な 
  くないよう補償する特別措置である。 
 合併後 15 年⽬となる平成 27 年度が最終年度となり、28 年度から本来⻄東 

京市として算定される（⼀本算定）が交付されている。 
 
CF:基準財政需要額：地⽅公共団体は気候などの⾃然現象や⼈⼝、年齢構成⽐な 
 ど状況は多様である。そのような各団体の諸事情を考慮しつつ、「全国的に⾒  
 た合理的で妥当な⽔準の⾏政サービス」を各⾃治体が提供するために必要な  
 ⾦額のこと。Ex)平成 29 年度：9 億 2,200万(H28:9 億 8,000万円)：⼩学校費 
 
市債：普通債借⼊額が増加。借⼊額に占める臨時財政対策債の割合は減少。 

  市債とは地⽅債のうち市が発⾏するものでいわゆる借⾦である。 
  建設地⽅債(普通債)と地⽅債(国策により⽣じた財源不⾜を補填する) 
  がある。Ex)：29 年度市債借⼊額：44 億 800万(H28:39 億 6900万円) 
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平成 29 年度決算   資料 財政⽩書より・・・ 
(  )内数値等は前年度分 
・市の財政を⼀般家庭に例えると、年収は、718万円、年間⽀出は約 701万円 
で⿊字となった。現在の預⾦残⾼(基⾦等)64万(△4万) ローン残⾼ 543万 
(△11万) 
 収⼊では、市税 44,2%(44,9%)が⾃分の給与であり、⾃主財源 6,1%(5,8%) 
（市税、基⾦繰⼊⾦を除いたもの）依存財源 40,9%(40,2%)その他の収⼊ 
(市債や基⾦繰⼊れ⾦)に分けられる。 

⽀出では、⼈件費 14,4%(14,8%)が⾷費。医療費、教育費 29,5%(28,7%)が 
扶助費、住宅ローンなどの返済額 8,6%(9,5%)が公債費、その他の⽣活費

26,7%(27,1%)が物件費、補助費等、⼦供への仕送り額 10,8%(11,4%)が繰出⾦、
貯⾦ 額 2,3%(1,9%)が積⽴⾦ と な る 。 ま た 、住宅リホームや⾞の購⼊費
7,8%(6,8%)が投資的経費となり⾃由に使える費⽤であるが、⼀般的に財政状況
が厳しい時には投資的経費は減少する。 
 
形式収⽀  ：単純にその年度の歳⼊決算額から歳出決算額を引いた額。 
実質収⽀額 ：実質収⽀から繰越すべき財源を引いた額。 
       実質収⽀がその年度の⿊字、⾚字を⾒るときの⼤切な指標 
単年度収⽀ ：繰越⾦として歳⼊された前年度の実質収⽀が含まれたもの 
実質単年度収⽀：単年度収⽀から繰り上げ返済、基⾦積⽴額などを除いたもの 
 
・もしも、徴収率が 100%だったら？ 
  平成 29 年市税徴収率は 98,3%(97,8%)、100%の場合の差額は、491,000千 

円(740,000千円)  (H12 では 89,9%  8,4pの増加 2710,680千円の増加) 
0,1%UPで 32,270千円(32,260千円)にもなる。 

 
・臨時財政対策債とは・・・？ 
  国が地⽅の財源不⾜を全額補償するのが、地⽅交付税制度である。 
  しかし、昨今対応しきれなくなり、次元的に地⽅にも負担してもらう 
  折半ルールが適応されるがこの地⽅負担分が「臨時財政対策債」である。 
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・基準財政需要額とは・・・？ 
  全国の地⽅⾃治体は、位置や⾯積、気候などそれぞれ特⾊があり、状況は多 
    種多様である。この諸条件を考慮しつつ、「全国的に⾒た合理的で妥当な⽔   
    準の⾏政サービス」を各⾃治体が提供するために必要な⾦額が基準財政需 
  要額である。 
 
・市債の使⽤内容は・・・？ 
  ⺠間保育園の施設整備、保育園の改修、⼩学校校舎の改修、塵芥収収集⾞の 
  購⼊、緑地の保全、道路整備、⾬⽔対策、防災対策などに使われる。 
  市債借⼊額は 29 年度 44 億 800万円で 4 億 3900万円増加 
(28 年度 39 億 6900万円で前年度から 49 億 3,300万減少) 

 
・性質別経費とは・・・？ 
  義務的経費：どうしても使わなければならない、市制執⾏において必要な額 
        ⼈件費・扶助費・公債費 
  投資的経費：市が⽐較的⾃由に使える額、割合が多いと財政に余⼒あり。 
 
・市が借⾦をする理由・・・？ 
  市の借⾦の⽬的には、事業財源確保以外に道路や公共施設などの将来の世 
  代も利⽤するものもあり、「世代間の負担の公平化」を図る⽬的もある。 
  また、市債と⾔う借⾦をすれば、必ず公債費という形での借⾦返済が⾏われ 
  るが、公債費は、その年の税⾦を財源としているので、事業後に住⺠となっ 
  た⼈でも市税を収めることにより、間接的に負担する事となる。 
 
・下⽔道事業の経営に向けて・・・ 
  公営企業会計の適⽤の推進が図られる中、特に下⽔道会計については、公営 
  企業会計を適⽤する必要性が⾼い事業であり、⼈⼝３万に以上の団体には、 
  平成 31 年までに移⾏するよう要請されている。市は 31 年 4⽉から公営企 
  業会計に移⾏するため準備中である。 
    使⽤料収⼊：20 億 900万円  経費回収率：89.4%(26 市では低い) 
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・財政の硬直化・・・？ 
  経常収⽀⽐率を家計に置き換えて、⼤まかな⾔い⽅をすれば、「毎年確実に 
    ⼊ってきて⾃由に使えるお⾦（⾃分。家族の給与・実家からの仕送り）に対 

する、⾷費・医療費・教育費・ローン返済など絶対に⽀払わなければならな 
いものの他、光熱費や⼦供への仕送りなどの⽀払いが占める割合となる。 

  ⻄東京市では、100万円のお⾦があった場合、951,000-(958,000-)が絶対⽀ 
払わないといけないお⾦であり、⾃由に使えるのは、49,000-しかない  

  これが財政の硬直化である。 
 
・債務償還能⼒を測る考え⽅・・・ 
  ⼀般家庭では、ローン返済期間が重要な問題となるが、市では何年で返済可 
  能か？財政状況を把握する指標の⼀つが、債務償還可能年数である。 
  平成 28 年度決算では、9,6 年だが、30 年には、9 年以内にすることを⽬  
  標にしている。(年々良化してはいるが・・・) 
 
 
・貯⾦はいくら・・・？ 
  貯⾦に当たる基⾦の額が多いに越したことはないが・・・ 
  ⼀定額の基⾦が確保されていれば、貯蓄に回さず、⾏政サービスの充実を⾏ 
  い、市⺠に還元するという考え⽅もある。 
  財政調整基⾦は使い道が⾃由であるが、特定⽬的基⾦と定額運⽤基⾦は使 
  い道が定められている。 
  このような意味からも、基⾦残⾼の多い、少ないだけで財政状況の良し悪し 

の状態を意味するものではない。 
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⽤語説明 

 
あ⾏ 
 
依存財源：市が⾃ら調達する財源以外の国や都の基準に依存し調達する財源。 
     地⽅譲与税・地⽅交付⾦・国庫⽀出⾦・都⽀出⾦・市債など。 
対義語 ：⾃主財源      
 
⼀般財源：財源の使い道が法令等で定められておらず、どのような経費でも使⽤ 
     できるお⾦。市税・地⽅譲与税・地⽅交付税など 
 
⼀般財源⽐率：歳⼊に占める⼀般財源の割合。地⽅交付団体が⾏政需要に円滑に 
             対応する財政運営を⾏うためには、⼀般財源⽐率ができるだけ⾼ 
             いことが望ましいいとされている。 
 
か⾏ 
 
合併特例債：建設地⽅債の⼀種、合併した市町村が⾏う、市町村建設計画(⻄東 
      京市では「新市建設計画」がこれに・・・)に基づく事業を対象と 
      した借り⼊れができ、事業費の 95%については、地⽅債が発⾏で

き、その元利償還⾦の 70%が普通交付税の基準財政需要額に算⼊
される。 

 
元利償還⾦：公債費のうち市債の元⾦・利⼦の償還に充てられたもの。 
類義語  ：公債費 
 
起債制限⽐率:⼀般財源のうち、歳⼊の中で、市債の償還に充てる⾦額が占める 
       割合を表す。この値が⼀定割合を超えると段階的に市債発⾏が制   
             限された。18 年度以降は実質収⽀⽐率が持ちいられている。 
類義語   ：公債費率・実質公債費率 
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⽤語説明 

 
基準財政収⼊額：普通交付税算定の基準をなすもので、標準的な財政収⼊を表し   
        ており、市税や地⽅消費税交付⾦等の収⼊⾒込み額 75%相当 

額、地⽅譲与税の収⼊⾒込み額の 100%相当額を合算したもの。 
基準財政需要額については、⾃治体独⾃サービスは算定され 
てないが、基準財政収⼊額につては、収⼊⾒込み額(市税・地 
⽅消費税交付⾦等)の 25%相当額を留保財源として確保して 
いることで⾃治体の独⾃性は担保される。 

 
基準財政需要額：標準的な財政⽀出(財政需要の⽔準)を表す。想定されている⾏ 
        政経費は、義務的経費や普遍性の強い経費であり、⾃治体の独

⾃サービスについては算定されていない。地⽅公共団体にお
ける最低限必要な⾏政サービス⽔準(ナショナル・ミニマム)を
⾦額で表したものである。 

 
基礎的財政⽀出：歳⼊・歳出決算額から、市債借り⼊れと元利償還⾦の影響を取 
        り除いた収⽀である。 
        市債は、将来の受益者への応分負担。 
        公債費は、過去の投資に対する現在の受益者負担を意味する。 
        このことより、現在の⾏政サービスの受益と負担を表し、 
        「プライマリー・バランス」と呼ばれることもある。 
 
義務的経費：歳出のうち、その⽀出が義務付けられていて、任意に削除すること 
      のできない極めて硬直性の強い経費。⼈件費・扶助費・公債費 
 
繰⼊⾦  ：基⾦の取り崩しや他会計から繰出(⽀出)したお⾦。 
 
繰越⾦  ：前年度からの持ち起こされたお⾦。 
 
繰出⾦  ：特別会計などの⾚字を埋めるために⽀出されるお⾦。 



No.31 
⽤語説明 

形式収⽀  ：歳⼊額から歳出額をそのまま引いたもの。 
 類義語  ：実質収⽀・実質単年度収⽀・単年度収⽀ 
 
経常収⽀⽐率：経常⼀般財源に占める経常経費充当⼀般財源等の割合を表す。 
       市税・普通交付税など毎年経常的に収⼊され市が⾃由に使える 
       財源(経常⼀般財源)に対する⼈件費・扶助費・公債費などの容 
       易に縮減できない義務的、継続的に⽀出する必要のある経費に 
       充当された⼀般財源の⽐率の事。 
 
減収補填債：普通交付税の不⾜額を市が肩代わりする意味合いが強く、元利償 
      還⾦の 75%が普通交付税の基準財政需要額に算⼊される財源補償 
      がされる。 
 
減税補填債：地⽅税が減税された減収分を地⽅債の発⾏により補填する。 
      元利償還⾦の 100%普通交付税の基準財政需要額に算⼊され財源 

補償される。 
 
建設地⽅債：市の普通会計が唯⼀発⾏できる地⽅債で、道路や施設等の整備、 
      いわゆるハコモノ整備の財源。 
 
公営企業会計・公営事業会計 
     ：普通会計以外の独⽴採算的な性格をもつ事業を区分したもの。 
 
公債費  ：歳出を⽬的別に分けた場合、性質別では、市債の元利償還⾦・⼀ 
      時借⼊⾦利⼦が該当する。 
対義語  ：市債・⼀時借⼊⾦    類義語：元利償還⾦ 
 
公債費⽐率：公債費の財政負担の度合いを判断する指標の⼀つ。 
      市債の償還に充てられた⼀般財源の標準財政規模に対する割合。 
類義語  ：起債制限⽐率・実質公債費率 



No.32 
⽤語説明 

公債費負担⽐率：公債費がどの程度財政を圧迫しているかを⽰す指標。 
        公債費に充当された⼀般財源の⼀般財源総額に占める割合。 
 
国(都)庫⽀出⾦:国(都)から市に交付されるお⾦、使途が限定されている 
        国(都)もその責任を負うもの  国(都)負担⾦ 
        国(都)の事務を代⾏する    国(都)依託⾦ 
        国(都)奨励や財政援助の補給⾦ 国(都)補助⾦がある。 
 
さ⾏ 
 
財政調整基⾦：年度間の財源を調整し安定的な財政運営を図ることを⽬的とす 
       る基⾦であり、他の基⾦と異なり、⼀般財源であることが特徴 
       である。    対義語：特定⽬的基⾦ 
財政調整基⾦現在⾼⽐率： 
       標準財政規模に占める財政調整基⾦現在⾼の割合を表すもの。 
       財政調整基⾦現在⾼÷標準財政規模×100 
 
財政⼒指数：市の財政⼒判断する理論上の指標。 
      基準財政収⼊額÷基準財政需要額 の 3カ年の平均 
 
債務負担⾏為：複数年度の契約を⾏う際に、翌年度以降の債務を負担する限度 
       額と期間を定める⾏為。 
 
市債    ：市が発⾏する地⽅債のことで⾦融機関から借り⼊れたお⾦。  
       類義語：⼀時借⼊⾦   対義語：公債費 
 
市債現在⾼倍率：標準財政規模に占める市債現在⾼の割合を表す指標 
 
⾃主財源   ：市が⾃ら調達できる財源。市税・分担⾦・負担⾦・使⽤料・ 
        ⼿数料・財産収⼊・寄付⾦・繰⼊⾦・繰越⾦・諸収⼊が該当 



No.33 
⽤語説明 

実質経常収⽀⽐率：経常収⽀⽐率における経常経費充当⼀般財源に実質的に経 
         常的な経費である国保会計と下⽔道会計に対する財源補填 
         的な繰出⾦を加えたもの。 
 
実質収⽀  ：形式収⽀から繰越明許費などに係る翌年度繰越財源を差し引い 
       たもの 
 
実質収⽀⽐率：標準財政規模に対する実質収⽀の規模。 
        3〜5%が適切。 
 
実質単年度収⽀：単年度収⽀から⿊字要素や⾚字要素を引いたもの。 
 
た⾏ 
 
単年度収⽀  ：実質収⽀から前年度の実質収⽀額を引いたもの。 
 
地⽅交付税  ：⾃治体間の財源の不均衡の調整と最低限のサービス⽔準を確 
        保するための財源補償を⾏うための制度。 
 
地⽅譲与税  ：そのまま地⽅に譲与される税。 
         地⽅道路譲与税・⾃動⾞重量譲与税 
 
投資的経費   ：社会資本の整備に要する経費で災害復旧・失業対策・普通建  
        設事業費の３種類がある。 
 
は⾏ 
 
標準財政規模 ：⼀般財源を基礎に標準的な財政規模を⽰すもの。 
 
 



No.34 
⽤語説明 

分担⾦  ：⾸⻑が条例に基づき賦課・徴収する受益者負担の１種。 
      分担⾦は⻄東京では、実績なし。 
負担⾦  ：⼀定の事業について、利益のあるものが、受益の程度に応じて⽀ 
      払うお⾦。学童の育成費や隣接市の応益分担⾦等。 
 
臨時財政対策債：地⽅交付税の交付にあたりその財源不⾜について折半する事 

を趣旨とした地⽅債。100%財源補償される。 
(平成 28 年までの次元措置 多分伸びる) 

 
以上 

 
2019.03.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019 H31.R1 第１回定例会 議事録 
 
平成 31 年（令和元年）の第１回定例会、酒井豪⼀郎議員の代表質問に対して
の関連質問の私の部分です。 
ネットで検索できる議事録からの転載です。 
  
（⼩林たつや）それでは、酒井ごう⼀郎議員の代表質問に関連いたしまし

て、数点質問をさせていただきます。 
 まず、庁⽤⾞の適正化については削減に向け取り組み、平成 30 年度中の⽅
針策定に向け最終的な取りまとめを⾏っているとのことでしたが、維持管理の
コストの削減は⼤変よいと思いますが、昨年は市⻑がよく使われる共⽤⾞のほ
うが買いかえられました。今年度はもう１台の議⻑がよく使われているほうの
⾞だと思うんですが、こちらは買いかえがあるのでしょうか、まず伺います。 
 続いて、フレイル予防事業については、先⽇、根本厚⽣労働⼤⾂とか、あと
⼩池知事まで視察に来るなど、⻄東京市はやはり⼤変この事業においては注⽬
されているわけでございますが、今後どのように拡充されていくか、その辺を
お聞きしたいと思います。 
 続きまして、看取り体制の整備について伺いますが、こちらはその取り組み
を今後どうされていくか。ここについて⼤変重要なことだと私は思っておりま
すので、それについて伺いたいと思います。 
 続いて、昨年 12⽉、東京 2020オリンピック・パラリンピック夏季⼤会に向
け、オランダのホストタウンになることが、オランダがホストタウンになると
いう意味なのかな、決定していると聞いております。このホストタウンとは何
なのか。事業⽬的と予定、また⽇程について何かやるようなことがあれば、ま
た、オリンピックに向けての⽅向性についてを伺いたいと思います。 
 ５点⽬は、はなバス第４南ルートのみたけ分社通り、次の芝久保２丁⽬も含
みますが、もとのように１時間に２本を望んでおります。この点はいつも⾔っ
ていることですが、この点についての御⾒解を伺いたいと思います。 
 ６点⽬は、東⼤⽣態調和農学機構についての関連質問として３・４・９号線
について、まさに東⼤農場から東のほうに向かって道路が来るわけですが、そ
の進捗についてを伺いたいと思っております。 
 続いて７点⽬は、観光振興事業ですね。産業振興マスタープランの中にある



観光振興事業については、広域化による本年度の取り組みと、それから実績及
び本年度の⽅向性を伺います。 
 最後、８点⽬としては、先ほど中川議員の質問にもありましたが、サマー⼦
ども教室、ランチタイム事業にちょっと関連していると思うんですが、市内に
は⼦ども⾷堂という活動があるというふうに認識しておりますが、こちらにつ
いての市が把握している現状と⽀援等についてを伺いたいと思います。 
 以上、ちょっと多岐にわたりますが、よろしくお願いいたします。 

 

 市⻑（丸⼭浩⼀君） ⼩林たつや議員の関連質問について、初めにフレイル予
防事業の拡充についてお答えします。本市では、平成 28 年 12⽉に東京⼤学⾼
齢社会総合研究機構と連携協⼒に関する協定を締結しました。超⾼齢社会への
対策として都内初となるフレイル予防事業に取り組んでおります。平成 29 年
度からは本格的に事業を開始し、これまで市⺠サポーターの養成や市内４つの
エリアごとにフレイルチェックを進め、市⺠の⽅が市⺠の⽅を⽀える仕組みを
構築してまいりました。平成 31 年度はフレイルチェックの開催回数をふやす
とともに、フレイル出張講座の回数をふやすことでさらなる普及啓発を進め、
フレイル予防の重要性を多くの市⺠の⽅に知っていただきたいと考えておりま
す。また、ふれあいセンターやシルバー⼈材センターで実施しているフレイル
チェックの⾃主運営化をさらに進め、地域への浸透を図ってまいります。 
 次に、在宅看取り体制の整備についてお答えします。超⾼齢社会を迎え、今
後、医療機関や介護保険施設等の受け⼊れにも限界が⽣じることが予想される
中、在宅医療は慢性期及び回復期患者様の受け⽫として、また、看取りを含む
医療提供体制の基盤の１つとして期待されております。市内でも多くの⽅が⾃
宅等住みなれた環境での療養を望んでおられ、⾼齢になっても、病気になって
も⾃分らしい⽣活を⽀える在宅療養の提供体制を構築することが喫緊の課題と
なっております。泉⼩学校跡地の⾼齢者福祉施設は、必須事業として 24 時間
365⽇の緊急対応と定期的な⾃宅訪問を⾏う在宅療養⽀援診療所及びがんの終
末期など⼈⽣の最終段階において⾃宅のような環境で過ごせる医療的ケア付き
のホームホスピスの整備を予定しております。任意事業としては、通所リハビ
リテーション・メディカルフィットネス機能、⾷堂兼学び場機能、地域交流機
能が整備される予定でございます。 
 次に、ホストタウン、オリンピック・パラリンピックについてお答えしま



す。本市では、東京 2020 ⼤会に向けて気運醸成と障害者スポーツの普及啓発
や障害者の理解促進を進めるために、平成 29 年 10⽉よりオランダオリンピッ
ク委員会・スポーツ連合との連携事業を取り組んでおります。これまで実施し
ましたパラリンピック正式種⽬のボッチャ、最近では⾞椅⼦バスケットの銅メ
ダリスト、それから、ウィルチェアラグビー等のパラスポーツの体験事業には
多くの市⺠の皆様に参加いただいており、今後もさらに参加者がふやせるよう
努⼒してまいりたいと考えております。オランダのホストタウン事業につきま
しては、パラスポーツ体験事業やオリンピアン・パラリンピアンの交流事業の
充実を図るとともに、オランダにおいても⽣産されている農産物を中⼼に調理
⽅法等を紹介しながら販売するオランダマルシェや多摩六都地域の障害のある
⽅を対象としたパラアート制作ワークショップ等、産業や⽂化などの分野にお
いても取り組みを促進してまいります。引き続き、平成 30 年 10⽉に取りまと
めました「東京 2020 ⼤会に向けた取組⽅針」に基づきまして、庁内連携はも
とより、市内企業との協定締結を視野に卓球などの市⺠スポーツ振興も図って
まいりたいと考えております。 
 次に、はなバスの運⾏ルートの⾒直しについてお答えします。はなバス第４
南ルートのうち、みたけ分社通りバス停から芝久保町２丁⽬バス停を通り、芝
久保バス停までの区間につきましては、これまで利⽤状況により存続を検討す
る課題区間と位置づけておりました。平成 30 年度設定いたしましたバスの運
賃及びルートを⾒直す際の基準による評価指標等をもとに今後課題区間の評価
を⾏い、改善策について⻄東京市地域公共交通会議において総合的に検討した
後にその改善策を実施し、効果を検証してまいりたいと考えております。 
 次に、都市計画道路３・４・９号線の進捗状況についてお答えします。東京
都が施⾏している都市計画道路３・４・９号保⾕東村⼭線のうち、東久留⽶市
境から⾕⼾新道までの延⻑約 1,380メートル、幅員 16メートルの区間につき
ましては事業期間が 2024 年３⽉ 31⽇までで、平成 30 年３⽉末現在の⽤地取
得率は８割を超えており、現在、排⽔施設設置⼯事など⼀部の⼯事を実施して
いると伺っております。また、都市計画道路３・４・９号線のうち、⾕⼾新道
から都市計画道路３・２・６号調布保⾕線までの延⻑ 1,210メートル、幅員 16
メーターの区間につきましては事業期間が 2021 年３⽉ 31⽇までとなってお
り、平成 30 年３⽉末現在の⽤地取得率は２割程度であると伺っております。 
 次に、観光振興事業についてお答えします。平成 30 年度の取り組みといた



しましては、10⽉６⽇から 12⽉ 24⽇までの 80⽇間、多摩観光推進協議会と
多摩北部都市広域⾏政圏の圏域５市との連携による北多摩ＴＯＫＹＯカードラ
リーが実施されたところでございます。本事業では地域資源をデザインした 30
種類のカードが作成され、70カ所の配布ポイントを設け、５市全体として
7,600名を超える⽅の参加がございました。いこいの森公園は市⺠まつりの効
果もあり、５市の配布ポイント中最もカードの配布枚数が多く、広域における
取り組みの効果が認められたところでございます。また、参加事業者のアンケ
ートでもおおむね事業効果があった旨のお声をいただいております。本年度の
実施結果を踏まえ、圏域５市では、本年１⽉に平成 31 年度の連携の継続を多
摩観光推進協議会に対し御提案させていただき、現在、実施に向けた協議を進
めていただいております。本市といたしましても、本年度の実施効果を踏ま
え、引き続き市内の地域資源を活⽤した産業振興に向け連携を図ってまいりた
いと考えております。 
 最後に、⼦ども⾷堂についてお答えします。現在市内で活動している⼦ども
⾷堂は、市が把握している限りでは９団体ございます。本市といたしまして
は、⼦ども⾷堂は地域で暮らす多様な⼦どもたちの居場所であると認識してお
り、参加する⼦どもと地域の皆様とのつながり、かかわりの中で、⼦どもが抱
える課題が⾒えてくるものと期待しております。⼦ども⾷堂の運営団体とは平
成 28 年度から意⾒交換会を実施しており、課題や現状を情報共有しておりま
す。その中では、⼦ども⾷堂の広報が主な課題となっており、共⽣社会シンポ
ジウムのパネル展⽰や⻄東京市⼦育てハンドブックでの広報に努めてきたとこ
ろでございます。また、⼦ども⾷堂の運営や⽀援に興味のある⽅の問い合わせ
に対しましては、運営団体に情報提供を⾏っております。⼀⽅、地域では⻄東
京市社会福祉法⼈連絡会によるフードドライブが実施され、家庭から持ち寄っ
た⾷品が⼦ども⾷堂に分配されるなど⽀援が地域に広がりつつあります。今後
も運営団体との意⾒交換を通じて、必要な⽀援について検討してまいりたいと
考えております。 

  
総務部⻑（櫻井勉君） 庁⽤⾞につきまして、私のほうからお答えいたしま
す。議会⾞につきましては、平成 10 年の購⼊から既に 20 年以上経過しており
まして、買いかえの時期にあるものと認識しているところでございます。平成
30 年度には⿊塗りの共⽤⾞の買いかえを⾏ったところでございますが、議会⾞



につきましても平成 31 年度に東京都市町村総合交付⾦を活⽤いたしまして、
プラグインハイブリッド⾞に買いかえを⾏う予定としております。 
 
 
（⼩林たつや君） 御答弁ありがとうございました。各答弁に意⾒を⾔わせて
いただきたいと思います。 
 まず最初に、今いただいた庁⽤⾞の件だけど、次にかわるのはハイブリッド
⾞だということなんですけど、それはとてもいいことだと思うんですけど、い
ざ⼤きな災害時にこれが使えるのかなというのがちょっと私は気になるんで
す。今既に１台あるのがハイブリッドなわけですから、普通のフォードア・セ
ダンタイプですよね。もう１つは、私の考えですけど、⼤型の、ちょっと⼤き
⽬の４ＷＤのワゴン型みたいなのが実⽤的なのではないかと思っているんで
す。これは例えば防災無線の基地となれたりとか、救助⽤具なんかも載せるこ
とができると思うんですね。それから、当然のことながら、普通の乗⽤⾞タイ
プであっても８⼈ぐらい乗れますから、あまり⼤きいのを買ってもまたいちい
ち乗っていくのが⼤変でしょうから、乗⽤⾞タイプで⼗分だと思うんですけ
ど、そういう意味を含めて⼈も運ぶことができる──例えばどこか道端で災害
時に倒れている⽅がいらっしゃっても、その⼈を乗せていくことができるとい
うようなことを考えると、そっちのほうがいいのじゃないかなということもひ
とつお考えいただければありがたいと思っております。 
 私も以前乗せていただいたことがある⾞両ナンバー８番の議⻑⾞。あれは 20
年以上たつということで、とてもよく整備されているし、⾞⾃体は⼤変いいも
のだから、あれはあれでとっておくとなかなかおもしろくて、あと 20 年たっ
たら相当いい価値が出ると思うんですけどね。その辺は難しいところではある
と思うんですけど、それがまた「⻄東京市の議⻑⾞はすごいおんぼろだけどき
れいだよな」という名物にもなれるのかなとも思いますけど、それもありなの
かなと思っております。その辺はお任せしますが、以上、意⾒とさせていただ
きます。 
 フレイル事業ですね。こちらについてはいつも⾔っているんですけど、きょ
うの読売新聞に豊島区ではカフェや予防施設を東池袋に開設するなんていう話
も載っておりました。いつも⾔っていることですが、そのような場所に専⾨家
の配置、それから関与を進めるべきと私は思っています。今やっている事業を



悪いなんてことは⼀つも思っておりませんが、より以上にするには、やはりフ
レイルの予防事業に対してよくわかっている⼈たちがそばにいる。どうしても
⼀般の⽅々だけでやっていると、私の知る限りでも、よく病院に勤務していた
ときに、病院の待合室で治療が始まっちゃうんですよ。「私は、向こうの何と
か先⽣のところに⾏って、こうこうこういうふうにやっていたから、こっちの
ほうがあんたもいいからやりなさいよ」って。それがいい場合もあるんだけ
ど、多くはよくないんですよね。それはやめたほうがいいよととめることがよ
くあったので、そういうことを含めると、やはり専⾨家的なある程度のレベル
の⼈たちがフレイル予防事業にはたまには顔を出さないと、よくないんじゃな
いかなということを⼀⾔⾔わせていただきます。これも何度も⾔っていること
で重々御承知だと思いますが、お願いいたします。 
 看取り体制の整備につきましては、きょうの朝のテレビで、神⼾の住宅街か
何かにホスピスができるというニュースというか、番組がありました。それに
対して反対運動が起きちゃっているんですって。例の⻘⼭か何かにできる⼦ど
もの施設でしたっけ、児童相談所か。あれなんかと⼀緒くたにされていたんで
すけど、住⺠エゴというのか何か、本当にその場にいないので、そこの地域の
⼈間ではないので何も私がコメントすることはありませんけど、ちょっと嫌わ
れている。霊柩⾞が出⼊りするのはだめだと⾔う⼈がいるとかと⾔っていまし
たけど、そのときにキャスターの⼩倉さんが、「緊急病院はできると喜ぶんだ
よね。だけど、実際は救急⾞が来て毎⽇うるさいし、死亡率だって同じように
亡くなるわけだから、毎⽇のように霊柩⾞が来るんだけどね」というようなち
ょっと嫌味を⾔われていましたけど、そんなことも含めて、この看取り施設も
なかなかあちこちにつくるというのは難しいかもしれませんけど、市としてこ
れはだんだん必要になってくるものだと思います。いずれ私もお世話になると
思いますので、そのときはよろしくお願いしたいと思うんですけど、本当にこ
れからはそういう時代であるということは重々認識されていると思いますの
で、これからそういうことをまた進めていっていただきたいということをお願
いいたしまして、この質問も終わります。 
 ホストタウンの関係につきましては、これからどんどん盛り上がっていく。
ことしのラグビーもありますし、来年のオリ・パラはもちろん盛り上げること
と思いますが、今後も気運醸成に向けて御努⼒されるよう望むものでございま
す。 



 はなバスですね。これも毎回⾔っていることなのでしつこく⾔う気はないん
ですけど、地元の⽅が⾔われた意⾒があるんです。本数が１時間に１本になっ
ちゃうから乗らなくなっちゃうんですよと。例えば毎回 10 時半、11 時半と 30
分のときに来るとしますよね。そうすると、10 時５分とかだと、「あと 25 分
も待つのかよ」とか、10 時 40 分だったら、「50 分待たなきゃ来ないから、も
うタクシーで⾏っちゃおう」とか違う⼿段で⾏こうって、こういう形になっち
ゃう。だからますます乗らなくなる。２本にしてくれれば、25 分か 30 分、最
悪で 29 分までは乗れるわけですね。30 分待っていれば乗れるわけですから、
そう考えたらどうなんだろうなということを⾔われていました。ぜひよろしく
お願いしたい。この後、遠藤議員のほうからも同じような意⾒で、最低どちら
か１つは実施していただきたいと私は思っていますが、本当に交通不便地域の
解消については、やはり採算性を求めるべきではないのではないか。求めては
いないと思いますけど、お⾦がもったいないからみたいな⾔い⽅をされちゃう
とちょっと残念ですね。乗り⼿がいないからというのは、そこは本当にいない
んじゃなくて、本数が少なくなってしまえばよけい乗らなくなっちゃうんだよ
という意⾒があるということを覚えておいていただきたいと思います。 
 東⼤農場の関係の３・４・９号線ですが、これは私のうちの⽬の前を通る道
路ですので、よく毎⽇のように藤丸と散歩しています。歩いているのでよくわ
かるんですけど、随分抜けてきました。私のうちより⻄側なんていうのは本当
に相当抜けているんですよ。それで、東⼤農場の万年塀のところから⻄のほう
を⾒ますと、六⾓地蔵のところまでほぼ⾏けちゃうようなレベルの距離まで抜
けているんです。今度東側を⾒ますとうちのほうに来るんですけど、うちのと
ころまで、北原町、旧⽥無市までは割と⽚づいていて、あと何件かという感じ
ですよ。なんですけど、そこから先の保⾕町になると、建設省のもとの⼟地の
ところは新築なので、まだ建ってから 10 年前後しかたっていないので、あれ
はこれから少しもめるんじゃないかなと。その先になるとまたパパパッと抜け
ていて、お墓のほうまで進んでいっちゃうんです。こう考えると、保⾕新道ま
では意外と早く⾏くんじゃないかななどとも思いますが、それについてだんだ
ん⻭抜けというか、くしの⻭が折れるように抜けていくというか、そういう状
態になっていくと、治安の関係とかいろんなこと、ごみが不法投棄されたりと
か、⾒つければ私は捨てたりしているんですけど、そういう不安のある⽅など
もいらっしゃったりとか、「この道路はどうなっちゃうんですか」とよく道を



歩いていると聞かれるんですよ。「ここは道路が通るんですよ」と⾔うと、
「なるほど、道路が来るんだ」と喜ばれる⽅もいるし、「道路が来るの」と嫌
な顔をする⼈もいる。これは来てみないとわからないんですが、私はいいと思
うんですけど、そういうことに対して多分市にもたくさんのお問い合わせがあ
ると思うので、それに対しての真摯な対応を望むものでございます。 
 続いて、産業振興マスタープランのカードラリーが⼤変よかったということ
で、よかったと思います。2020 年も含む今後に向けて、また観光課の設置と
かも御検討いただきたいということ、こっちのほうに持っていきたいと思って
いますので、どうぞ御検討いただきたいと思います。ほかのことも含めて、や
はり⻄東京市には観光課があってもいいんじゃないかなと私は思っておりま
す。 
 最後、⼦ども⾷堂の関係ですね。こちらにつきましては、元市議の⽯⽥ひろ
こさんとかが⼀⽣懸命やっていらっしゃって、⾕⼾のほうで地域も近いのでい
ろいろとお⼿伝いをさせていただいて、⼤したことはしていないんですが、先
⽇、実は⾕⼾商協の中華料理屋さんが「私もやりたいんだけど」と私に声をか
けてきたんですよ。ちょうど選挙中で忙しかったのもあったので⽯⽥さんにお
願いして、もちろん私よりもよくわかっているので⽯⽥さんのほうにお願いし
たらとんとん拍⼦で話が進んで、どうもこれからそれを開設されるようだとい
うことも聞いております。社会福祉のほうから⾏政がフードドライブの強化を
もっとやっていけば、地元の農産物なんかもお願いすれば、「これはいいよ」
とかとただでくれるものってたくさんあると思うんですね。そういう⾷材の収
集、それから提供などもできるのではないかと私は思っております。これによ
って⼦ども⾷堂に安⼼して──⼦どもさんが結構来られるそうですよ。そんな
ところに御飯を⾷べに来る⼦がいるのかと思ったら、別に虐待されているとか
じゃなくて、どちらかというと１⼈で⾷べるのが寂しいとかいう⼦が多いらし
いですけど、それでもやっぱりそういうことによってみんながつながって、地
域の活性化につながるのかと私は思っています。この件についてこういうこと
をますます進めていただくようにお願い申し上げまして、私の質問はきょうは
終わらせていただきます。 
 
 
 



2019.R1 第２回定例会 議事録 
令和元年 6⽉議会の⼀般質問です 
  
（⼩林たつや君） それでは、⼀般質問の前に⼀⾔所信を述べさせていただきま
す。昨年のちょうど今の時期に、６⽉の朝、ここの議会に⾞で来たときに、駐⾞
場で共産党の⼤⽵議員が何か騒いでいて、そうしたら、お⺟さんガモがきらっと
の屋上から⾶びおりて、⼦ガモが７⽻ぐらいいたんでしたかね。それを管財課の
皆さんやたきしま議員なんかもいらっしゃってみんなで捕まえて、あれは東伏
⾒の武蔵関公園に放してくれたというお話を聞いておりますが、あのカモたち
が今はもうお⽗さんやお⺟さんになっているのかななんて思っているきょうこ
のごろでございますが、議⻑のお許しをいただきましたので、通告に基づき質問
をいたします。 
 １点⽬として、商⼯会⼯業部会との連携について伺います。直近では昨年の第
４回定例会で御紹介いたしましたが、児童⻘少年課が連携した事業で、１回⽬は
北原児童館で昨年の 12⽉に、２回⽬は⽥無児童館でことしの２⽉に、⼯業部会
の会員の今村さんが製作した真鍮製の精巧なこまを使⽤したこま回し⼤会が⾏
われました。⼤変好評を博したようで、私も北原児童館のときは伺いましたが、
北原児童館は私の⾃宅の近所でございますので、そのおかげで近所では「こまの
おじさん」としばらく呼ばれておりました。その後、企画や仕切りをしてくれた
近所にお住まいの下川さんにお聞きしたところ、ことしも新しい取り組みをす
るということですが、今までの内容も含め、今後のイベントについて伺いたいと
思います。 
 第２点⽬ですが、市⺠会館について。こちらはこれまでに多くの議員さんたち
の御質問がありましたので、私からは意⾒の開陳をさせていただきます。これま
での経過といたしましては、平成 25 年度に耐震診断、26 年度には提⾔書の提出
において合築複合化の検討を附帯意⾒とし、27 年、28 年度は整備案や庁内検討
を⾏ったと認識しております。平成 29 年度には市⻑より、合築複合化について
精⼒的に検討したが、当該敷地では合築複合化を⾏わないこととしたという旨
の報告がありました。そして、平成 30 年３⽉に市⺠会館の対応⽅針についてが
策定され、平成 30 年度末をもって⽼朽化が著しい市⺠会館は閉館することが⽰
されました。先⽇の２⽉ 24⽇には、閉館記念コンサートとして、鈴⽊治夫先⽣
とともに雅楽の演奏会をさせていただき、笙の主管を務めさせていただき、500



⼈以上の満席の会場で演奏させていただいたことは、⼤変すばらしい思い出と
なりました。いずれにせよ、私は３館合築がよかったと今でも思っていますが、
現在は昨年度に⾏われたサウンディング調査を踏まえて、さまざまな検討を⾏
った上で⽅針を決定する予定と認識しております。 
 今回のサウンディング調査は、市が⼟地を定期借地し、⺠間事業者が建物を建
てる想定のもと、さまざまな事業者からの提案が結果概要として公表されてお
ります。市⺠活動の場所の確保を前提にサウンディング調査が⾏われたと理解
していますが、こうした公共施設の確保は、⺠間事業者にとってはテナント等と
異なり、収益を上げにくい部分となる可能性があるかもしれません。現在、サウ
ンディング調査に参加した⺠間事業者との対話を深める中でさまざまな検討を
⾏っているとのことですが、財政の効率化ばかりにとらわれず、公共施設はしっ
かりと確保していただき、その上で官⺠連携としていただきたいと思います。特
にきのうの⼭⽥議員をはじめとする皆様の質問の中で、武道場をぜひつくって
いただきたいと、私も市⺠の⽅から⾔われております。また、市⻑から合築複合
化について報告があった際に、懇談会で議論してきたことや、合築検討部会で検
討してきた内容については今後の施設整備にぜひ⽣かしていきたいとおっしゃ
っていましたが、ぜひともそのとおり⽣かしていただきたいということも、あわ
せて意⾒として述べさせていただきます。 
 ３点⽬は、農業振興について。先⽇の５⽉ 28⽇、坂井かずひこ委員⻑の建設
環境委員会において、「農業・商⼯業の振興、地域経済の活性化について」とい
うテーマで、農業委員会の皆様及びこちらに鎮座なさいます⽥中議⻑と、保⾕副
議⻑をお迎えして、市内農業の現状について伺いました。村⽥会⻑からは減少し
続ける農地を守り、農家の存続を図っていくという⽬的を持ち、委員会活動をし
ているとの御挨拶を受け、事務局からは市内農業の現状を伺いました。その内容
は、農地⾯積 130.9ヘクタール、⼈⼝ 378 ⼈、234世帯等であるとの説明の後、
意⾒交換とビデオを⾒た後、近隣２軒の新倉健治さんと新倉庄次郎さんのお宅
へ⾏き、圃場⾒学をさせていただきました。最近の制度改正では、2022 年には
指定後 30 年が経過する農地の転⽤可能が実現化されたことと、相続税猶予制度
の適⽤を受けられるために⽣産緑地が⼈に貸しやすくなったことが挙げられま
すが、このようなことを踏まえ、市の農業振興についての⾒解はいかがか伺いま
す。 
 ４点⽬はドッグランについて。新⼈議員さん以外にはおなじみのドッグラン



について伺います。イエローチョークの作戦のお話などが⼤林議員や中川議員
からきのうもありましたところですが、これらにも関連して、ドッグランについ
ては、いこいの森公園で１⽇体験ドッグランが昨年の秋には３回⽬を迎えて、初
回参加頭数は数 10頭だったものが、２回⽬には 2,000頭、３回⽬には昨年の 600
頭の参加という──私の紙ベースの議事録は「2,000頭」と書いてあったんです
が、これは絶対１桁間違っていて 200 頭だと思います。それでもやっぱりたく
さんの飼い主さんがお⾒えになっているのは事実でありまして、３回⽬は台⾵
が来るというのに 600 頭近い数の⽝の飼い主さんがいらっしゃっていたという
ことでございます。⼀⽅で、東伏⾒公園では先⽇、６⽉８⽇の⼟曜⽇にマナーア
ップキャンペーンの⼀環として、⽝のしつけ⽅教室がことしで３回⽬を迎え、特
に今回は「プラス防災」とのタイトルもあり、危機管理室の皆様の参加や、いつ
もの訓練だけでなく避難所に⾏ったときのケージへの⼊れ⽅や対処法なども学
べ、⼤変参考になりました。また、こちらの訓練は、秋の防災訓練でも⾏われる
と聞いております。休⽇にもかかわらず職員さんをはじめ、ドッグランの運営ボ
ランティア団体を予定しているいぬい〜なの関係者の皆様に深く感謝申し上げ
ます。当然私も愛⽝の藤丸と参加いたしまして、こちらも回を重ねるたびに参加
頭数がふえており、盛況になっております。これ以外にも後で紹介いたします
が、⽝絡みのイベントが⾏われております。まさに機運は醸成されつつあると思
いますが、まずはドッグランについての市のお考えはどうか伺いたいと思いま
す。 
 ５点⽬、マイクロプラスチック対策については、６⽉３⽇に原⽥環境相は、全
国のコンビニ、スーパー等で使われるレジ袋の無料提供を禁じる法制化に乗り
出す⽅針を明らかにいたしました。これは主にマイクロプラスチックへの対応
と思いますが、市⻑はどのように取り組まれるか伺いたいと思います。 
 次に、市内４駅の喫煙所という、この４駅というのはひばりヶ丘駅を除いたと
いう意味で、ひばりヶ丘駅は全⾯禁煙ということを承知しておりますので、４駅
について聞かせて、あわせてひばりヶ丘についても聞きたいと思います。こちら
も以前より伺っておりますが、東京都でも 2020 年オリ・パラ開催を控え、主に
受動喫煙防⽌対策を進めているようです。先ほどの酒井ごう⼀郎議員の質問に
もありましたけれども、全ての場所を全⾯禁煙にできるはずもなく、いろいろと
問題も出てきているようですが、市内４駅の喫煙所について今後の⽅向性はど
うされるのかを伺いたいと思います。 



 続いて７点⽬、ひばりヶ丘駅南⼝の交通について伺います。埼⽟⽅⾯から⻄東
京市に通勤されている⽅からお聞きしましたが、ひばりヶ丘の北⼝から⻄側の
踏切を渡り、⽥無⽅⾯に向かうにはパルコの前でＵターンするように通⾏し、ロ
ータリーを回らなければなりませんが、その前には横断歩道があり、⻄友、パル
コの駐⾞場側にはバスの降⾞場があり、駅へ向かう⼈の流れで北⼝からの⾞は
通勤時間帯は曲がりにくく、渋滞が起きているそうです。この渋滞は踏切まで延
びており、いつ踏切事故が起きるのか⼼配であるとのことですが、対応策がある
か伺います。また、駅前の交番ですが、昨年の第１回定例会で、ひばりヶ丘駅南
⼝駅前交番の移設について、市議会から都知事宛てにひばりヶ丘駅前への交番
設置の再検討を求める意⾒書が全会⼀致で提出されました。理由は、ひばりヶ丘
駅北⼝地域をはじめ、駅周辺の安全のためでございます。ことしの第１回定例会
での⾃⺠党の代表質問の関連質問に対する答弁では、⻄武鉄道から警視庁に対
してひばりヶ丘駅南⼝駅前広場に⾯した⻄武敷地内への交番移設を提案してい
るとのことでしたが、その後の経過及び結論が出ているようでしたらお聞かせ
ください。 
 最後に、市道の整備については、舗装の⽼朽化の改修、排⽔施設の新規整備な
どさまざまな⽬的を持って⾏うものと認識はしております。そこで、そもそも市
道の整備は何を⽬的に⾏うのかをまず伺いたいと思います。今年度も複数路線
での市道の整備が予定されていますが、その中で市道 224 号線については、こ
の間同僚議員からも質疑が⾏われているところでありますが、改めて当初の整
備⽬的、現状の課題、⼯事の内容についてを伺いたいと思います。なお、既製の
モニュメントについては当時の場所から動かしていることは承知しております
が、既に半分くらいなくなってしまっている壁画の今後の考え⽅についても伺
いたいと思います。以上、御答弁により再質問させていただきます。 
  
  
  
  
  
市⻑（丸⼭浩⼀君） ⼩林たつや議員の⼀般質問について、初めに、商⼯会⼯
業部会との連携についてお答えします。商⼯会⼯業部会から、真鍮を削り出し
て精密に作製したこまのサンプルを児童館等へ紹介できないかとの御提案があ



り、昨年 12⽉と本年２⽉に児童館との連携により、こま教室を実施いたしま
した。実施内容といたしましては、実際にこまを製作している映像を上映し、
製作している作業⼯程を⾒ながら説明をしていただき、その後、実際にこまを
回して、商⼯会⼯業部会の皆様の⾼い技術⼒を⾝近で体験することができたと
のことでございます。商⼯会⼯業部会との今後の連携につきましては、夏休み
に実施いたしますサマー⼦ども教室の⼯作教室で使⽤する材料を御⽤意してい
ただく予定となっております。また、今後も⼯作の製作⽅法やものづくりにつ
いて紹介していただくなど、商⼯会⼯業部会と連携をしてまいります。 
 次に、農業振興についてお答えします。本市では、住み続けたい農のあるま
ち・⻄東京市を実現するため、市⺠、地域及び⾏政が⼀体となり、本市の農業
を⽀える取り組みを推進していく都市と農業が共⽣するまちづくりを進めるこ
とが重要であると考えております。農業振興施策の推進につきましては、平成
26 年に第２次⻄東京市農業振興計画を策定し、各事業の推進を通じて農業の振
興と農地保全を図ってきたところでございます。本計画は策定から５年が経過
したことから、この間の社会情勢や農業を取り巻く環境の変化に対応するた
め、本年３⽉に今後５年間の施策を中間⾒直しとして整理いたしました。中間
⾒直しにおいては、各種統計データの整理や、市⺠の皆様や関係者へのアンケ
ート調査の結果等を踏まえ、学識経験者、農業者や公募市⺠の皆様、ＪＡや東
京都等の関係者から成る農業振興計画推進委員会において御議論をいただいた
ものでございます。今後この中間⾒直しに従い、昨年度施⾏されました特定⽣
産緑地制度や農地の貸借に関する制度への対応などの新規事業に取り組むほ
か、継続してめぐみちゃんメニューや直売所の活⽤などの事業を着実に進めて
まいりたいと考えております。 
 次に、ドッグランについてお答えします。まず各種イベントでございます
が、10⽉に指定管理者の⾃主事業として⻄東京いこいの森公園で実施するほ
か、市⺠の⽅から御提案いただいた事業として、本年３⽉に開催した⼦ども＆
ドッグイベントを、時期及び場所は未定でございますが本年度中に実施する予
定でございます。 
 また、ドッグランにつきましては、指定管理者と協議を⾏っておりますが、
常設には課題も多く、時間を要するものと考えております。引き続きドッグラ
ンの設置に向け、検討してまいります。 
 次に、マイクロプラスチック対策についてお答えします。マイクロプラスチ



ックとは５ミリ以下の⼩さなプラスチックのことで、ペットボトルやレジ袋な
どのプラスチックが海を漂い、波や砂にもまれたり、紫外線を浴びて粉々にな
る⼀⽅で、有害物質を吸着する特徴を持つと⾔われております。また⼩さくな
ってもなくならず、それを⿂などが⾷べてしまい、最終的に⾷物として私たち
の⼝に⼊ることが問題となっております。本市といたしましては、⼀般廃棄物
処理基本計画において、プラスチックごみの減量に対し、マイバッグの利⽤と
容器包装類の返却の促進、過剰包装の⾃粛、流通包装廃棄物の抑制等を位置づ
けております。今後、国や都の動向を注視するとともに、⻄東京商⼯会の御協
⼒もいただきながら、マイバッグの利⽤促進や事業者への過剰包装の⾃粛な
ど、プラスチックごみの減量に向けて働きかけをしてまいりたいと考えており
ます。 
 次に、市内４駅の喫煙所についてお答えします。本市におきましては、これ
まで⻄東京市まちの美化と安全を推進する事業実施要綱に基づき、⽥無駅、保
⾕駅、⻄武柳沢駅、東伏⾒駅及びひばりヶ丘駅の周辺を路上喫煙・ポイ捨て防
⽌地区に指定してまいりました。ひばりヶ丘駅周辺につきましては、平成 30
年９⽉より路上喫煙・ポイ捨て防⽌地区に指定するとともに、新たな取り組み
として指定喫煙所は設置しないことといたしました。ひばりヶ丘駅周辺につき
ましては現在、地区指定後のポイ捨て状況等の把握に努め、課題や効果の検証
を⾏うとともに、市⺠会議の皆様⽅との意⾒交換を通じて、環境美化への取り
組みを進めております。引き続き国や東京都の動向に注視しつつ、ひばりヶ丘
駅周辺の状況を参考に、市内４駅の喫煙所のあり⽅について検討を⾏ってまい
りたいと考えております。 
 次に、ひばりヶ丘駅南⼝の交通についてお答えします。パルコ前の横断歩道
付近の渋滞の状況につきましては、今後現地を確認し、どのような対策ができ
るかを含め、関係機関と協議してまいりたいと考えております。ひばりヶ丘駅
南⼝の駅前交番の移転につきましては、市といたしましても、この地域の市⺠
の皆様が将来にわたって安全で安⼼して暮らすことができるよう、昨年４⽉以
降複数回にわたり警視庁と意⾒交換を⾏ってまいりました。意⾒交換を進める
中で、⻄武鉄道株式会社からも警視庁に対して、ひばりヶ丘駅南⼝駅前広場に
⾯した⻄武敷地内への交番移設について改めて提案があり、現在、警視庁と⻄
武鉄道株式会社で引き続き協議を⾏っていると伺っております。今後も引き続
きひばりヶ丘駅前に交番が設置されるよう、市といたしましても、警視庁や⻄



武鉄道株式会社に協⼒してまいりたいと考えております。 
 最後に、市道の整備についてお答えします。市道の整備は、歩⾏者の⽅や⾃
転⾞、⾞両などそれぞれの安全で円滑な通⾏を確保するため、毎年度計画的に
実施しているものでございます。市道 224号線につきましては、平成４年度に
楽しく安⼼して散策ができる散歩道として、沿道にお住まいの⽅の塀を活⽤し
て壁画を設置するとともに、歩道上に⽯やキツネのモニュメントを配置いたし
ました。また⼈と⾞の調和を図り、あえてスピードが出ないような形でゆっく
り⾛⾏していただくため、Ｓ字に湾曲した構造にしたものでございます。⼀⽅
で、当該道路の沿道では、宅地造成等による取り付け道路の新設整備や保育
園、⼾建住宅の建築などが⾏われ、道路が整備された当時とは周辺状況が変化
しており、壁画の⼀部も既に撤去されております。また、平成 27 年６⽉の道
路交通法改正で⾃転⾞の⾞道⾛⾏が徹底されましたが、⾞道がＳ字に湾曲した
構造のため⾒通しが悪く、⾃転⾞の⾛⾏が危険であることに加え、依然として
歩道内での⾃転⾞通⾏が多く⾒られ、⼀部歩道幅員が狭い部分において⾃転⾞
と歩⾏者が錯綜して危険な状況となっております。今年度の改良⼯事におきま
して、道路幅員が約 6.5メートルと限られる中で、モニュメントや植樹帯の移
設・撤去も含め、歩道と⾞道の幅員を変更することで、より安全に⾃転⾞を⾞
道に誘導することを検討しております。また、壁画につきましては、沿道にお
住まいの⽅の塀と⼀体となった構造となっており、塀の⽼朽化が⾒られること
に加えて、直近を通過する⾃転⾞と歩⾏者の安全確保が必要となることから、
撤去も含めた対策を検討してまいりたいと考えております。 
  
（⼩林たつや君） それでは、再質問をさせていただきます。 
 まず商⼯会の⼯業部会との件ですけれども、夏休みのサマー⼦ども教室の⼯
作室で使⽤する材料を御⽤意いただけるとの御答弁でしたが、具体的にはどの
ような材料を御⽤意いただき、どのようなものを作製されるのか。また、こま
⼤会は今後どうするのか伺いたいと思います。 
 農業振興については、私が農学部出⾝ということもあり、たびたび質問して
きましたが、もう随分前になるんですけど、平成 21 年、2009 年に当時の会⻑
とお話をして、市⺠農園や家族農園などについて質問したことがあります。そ
のときには⽣産緑地の追加指定、再指定について伺ったのを覚えております。
その折、認定農業者のメリットとして、家屋敷及び農具などの置き場に対し税



制優遇などができるかという、それ以外でも何とかならないのかなどという質
問をいたしましたが、この辺について再度伺いたいと思っております。 
 ドッグランにつきましては、⼤分⻑い時間がたったような気がします。御答
弁では常設には課題も多くありということでございますが、聞いていらっしゃ
っている新⼈の議員さんの中ではどういうことが課題なのかもわかっていない
かなとも思いますので、どのような課題があるのかを再度伺いたいと思いま
す。飼い主側のマナーが悪いというのもちょっとありまして、実はこの間いこ
いの森公園で、多頭飼いしている⽅をダブルリードというらしいんですけど、
飼っている⽅が⻑いリードをつけていて、それで公園の管理の⽅がこれはだめ
ですよと。通常５メートル以内とされていると思うんですけれども、それを 10
メートルとか 20メートル伸びるようなずっと⻑いひもをつけている。だか
ら、ほとんど放し飼いと同じ状態になっているんですけど、そういう⽅がいら
っしゃったから公園の⽅が注意をしたら、「何を⾔っているんだ。俺はちゃん
と⽝を管理しているんだ」と⾔って、確かに⽝はいい⼦らしいんですけど、そ
れでもやっぱり、公園のそばにいる例えば⼩さな⼦どもさんがきゃあ、怖いと
⾔ったら、それはもうアウトなんですよね。そういうマナーアップ。でも、こ
れは今、マナーアップキャンペーンなども含め、とてもよくなっている。先ほ
ど紹介しました、またきのうもお話がありましたイエローチョーク作戦など、
こういうのがますますマナーアップになっていくのではないかと思います。そ
の⽅はその後、その職員さんに「俺は知っている議員がいるんだから、そいつ
に⾔って、おまえらやめさせてやる」とかなんとかと⾔ったらしいんですけれ
ども、そんな質問は誰もされていないので、もし聞いていたら私に⾔ってくだ
さい。よろしくお願いします。多分⾔っただけだと思うんですけどね、そんな
ことがありましたので、課題の点についてお答え願います。私にも⾔ってきて
いないので、知らない⼈だと思います。 
 マイクロプラスチックにつきましては意⾒とさせていただきますが、今話題
になっているのは⼆次マイクロプラスチックと⾔うらしいんですよね。サンド
ブラスターなんかに使うマイクロプラスチックではなく、コンビニの袋が紫外
線などの刺激によってぱりぱりになったものが細かくなっていって、海の中に
流れていってしまうと。こういうのが海では先ほどの御答弁にもありましたが
⿂の体内に⼊り、最終的には我々⼈類の体に⼊ると。そのときにＰＣＢやＤＤ
Ｔなどの有害物質がついてしまう、吸着させてしまう。それを⼩さい⿂が⼝の



中に⼊れてしまって、それをまたちょっと⼤きいのが⾷べてという、いわゆる
⽣物濃縮により海⿃や⼈間に影響が出るのではないかとされております。今後
ともコンビニ袋等の抑制に向けた政策を進めていってほしいと思っておりま
す。 
 こちらもマナーに関連するんですけど、ペットボトルとかもすごく⼤きな影
響の１つになるというような話を聞きました。マナーといえば、先⽇テレビで
⾒ましたけど、原宿でタピオカという飲み物がはやっていて、粒々が⼊ってい
て⽢いんですかね。飲んだことがないから知らないですけど、それが飲んだ途
中でポイ捨てしていってしまう。あと、瓶・⽸のごみ捨て場のところに差し込
んでいっちゃうと、⼝が⼤きくてその先⼊らないという、そういうマナーが悪
い。これが、⻄東京市で考えてみると結構ぽんと塀の上に置いていっちゃう。
どうも若い⼦がやっているみたいなんだけど、⾒つけたら叱ってやろうと思う
んですけど、なかなか⼈が⾒ているところでは絶対やらないんですよね、ああ
いう連中は。⾒ていないのをちゃんと確認してから、先ほどのごみのあれじゃ
ないけど資源収集の置いてあるかごの上に置いていったりとか、ならうちへ持
って帰って⽚づけろという話なんですけどね。こういうことをやっている⼈が
いるので、ぜひマイクロプラスチックのときにはマナーの向上も⼀緒にやって
いただければと思いますので、これはこれで提⾔として終わらせていただきま
す。 
 喫煙場所については、東京都では中⼩飲⾷店や宿泊施設における受動喫煙防
⽌対策の⽀援を始めたと聞きますが、こちらもなかなか進んでいないようで、
そのような中、駅前などで気密型の施設が 1,000万円を上限に東京都から補助
されるという話を聞きました。この点について、禁煙スペースをつくるなら完
全な分煙が必要であると。また補助⾦の活⽤も含め調査研究を進めてほしいん
ですが、この辺についてお聞きしたいと思います。 
 ひばりヶ丘駅前の交通のことと交番のことにつきましては、交通に関して、
要するに横断歩道の歩⾏者待ちで、きちっと待っているといつになっても⼈の
流れが途切れないそうです。これはよく調査していただければわかると思いま
すが、横断歩道に信号をつけるのが、私は⼀番いいのかなと。それで多少は待
ってもらわないと。⾞も何台かは⾏く、そしてまた⼈間と、こういう譲り合い
が⼀番だと思いますので、その辺をお願いしたいと思います。また、ひばりヶ
丘駅南⼝の交番につきましては、ひばりヶ丘駅北⼝の安⼼・安全にとって、ま



た駅周辺の安全確保にとっても⼤変重⼤であり、多くの地域住⺠もとても⼼配
しております。引き続き粘り強く協議を継続していただき、駅前交番が南⼝の
敷地内にとどまるようお願いいたしたいと思いまして、これも終わらせていた
だきます。 
 最後の件ですが、これも意⾒にしますが、あの通りには友⼈が実はおりまし
て、１⼈は昔から住んでおります。もう１⼈は花⼩⾦井のマンションに住んで
いたんですけど、私の紹介でちょうど新築の家が建ちまして、そこに引っ越さ
れてきました。住環境がよいこともあり、⼤変住みやすいところだと私も思っ
ております。壁画の件は、以前⽥無市議時代に経緯や今後について末⽊市⻑か
らいろいろ伺った記憶もあります。あそこにははなバスも通っており、⾼校の
⽣徒は歩道で乗ってはいけないはずの⾃転⾞に乗っており、危険も多い場所で
あるとも聞いております。剣道を教えている友⼈も、スピードを出す⾞があっ
て家から出にくく、教え⼦さんたちの⾞、親御さんの⾞も出にくく、ミラーを
つけてほしいとの要望をいただいたこともありました。壁画のほうも万年塀に
鉄板をつけて描いたもので、既に２回⽬のものであるとも聞いております。ま
ずは安全第⼀でお願いしたいと思っております。また、モニュメントも今後の
整備に合わせて公園のほうにずらしてやれば、⾼校⽣の⾜置きにされずに済む
のではないかと思っております。いずれにせよ、近隣住⺠の皆様が安⼼して過
ごせる整備をお願いいたしまして、何点かの再質問にお答え願います 
  
⼦育て⽀援部⻑（古厩忠嗣君） それでは、商⼯会⼯業部会との連携の再質問
についてお答えいたします。サマー⼦ども教室の⼯作教室でございますが、直
径５センチ程度の丸いステンレス板を４枚縦につなぎ合わせて、⾵鈴を作製す
る予定となっております。これは⾵に揺られるときらきら光るというようなも
のですが、商⼯会⼯業部会にはその材料となるステンレス板を 520枚御⽤意い
ただく予定というふうにしております。また昨年度、市⻑のほうから御答弁が
ありました児童館と連携し、開催したこま教室につきましても、今年度引き続
き実施をする予定とさせていただいているところでございます。 
  
市⺠部⻑（松川聡君） 農地の税制に関する再質問にお答えいたします。当市
の農地に係る固定資産税の優遇措置でございますが、保全を⽬的とする⽣産緑
地につきましては、農地として評価し、課税を⾏っているところでございま



す。また、将来的に優良な宅地化を⽬的とする市街化区域農地につきまして
は、宅地並み評価を⾏い課税しておりますが、課税標準の特例が適⽤され、結
果として税額が軽減される措置が図られているところでございます。 
 次に、作業⼩屋などの農業⽤施設でございますが、その⽤に供する⼟地につ
きましては、施設の利⽤状況に応じて農地もしくは宅地として地⽬を認定する
ことになります。また、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、⼟地に
定着した建造物であって、その⽬的とする⽤途に供し得る状態にあるものにつ
きましては、固定資産税の評価基準に基づき家屋として評価し課税を⾏ってお
り、この場合の軽減措置は地⽅税法上特に規定はございません。固定資産税の
課税につきましては地⽅税法に基づく制度でございますので、市の独⾃の対応
は難しいものと認識しております。 
  
みどり環境部⻑（萱野洋君） 初めに、ドッグランの再質問についてお答えい
たします。まず施設設置の課題といたしましては、近隣住⺠に配慮した設置場
所や駐⾞場の設置、それからふん尿や抜け⽑、においなど衛⽣上の問題などが
ございます。また運営上の課題といたしましては、狂⽝病の予防接種の確認、
利⽤者同⼠のトラブルなどに対します管理運営体制の構築、またそれに係る予
算の確保などがございます。加えてドッグランの設置に向けた課題、検討事項
ということになるかと思いますが、公園利⽤者や近隣住⺠の皆様との合意形
成、利⽤のルールづくり、においやアレルギーなどに関する反対意⾒などが考
えられるところでございます。いずれにいたしましても、ドッグランの設置に
つきましてはこれらの課題を⼀つ⼀つ解決していく必要がございますので、引
き続き検討してまいりたいというふうに考えております。 
 市内４駅の喫煙所についての再質問についてお答えいたします。東京都で
は、地域の実情に応じて市町村が取り組む屋内外の公衆⽤の喫煙場所の整備を
通じ、受動喫煙を⽣じさせることのない社会環境の整備の推進を図ることを⽬
的といたしまして、東京都受動喫煙防⽌対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業
に係る補助制度を創設したことは承知をしているところでございますので、引
き続き情報収集に努めてまいりたいと考えております。 
  
（⼩林たつや君） 引き続き３回⽬の質問をさせていただきますが、まず⼯業
部会との連携でございますけど、今後も市内のすばらしい技術を利⽤した事業



を継続していただけるということで、ぜひともやっていただきたいと思いま
す。先ほどのこま⼤会なんですけど、正式名称は「全⽇本製造業コマ⼤戦」
で、ネットなんかで調べてもらうとわかると思うんですけど、⼤⽥区などの、
前にお話しした⼤⽥ファクトリーなどの⼈たちがやっていて、本当にすごいこ
まがつくられて、真鍮製とか⾦属製なんですけど、回しているとそれがぱかっ
と開く、いわゆるトランスフォームするようなやつとか、地球ごまというのが
昔ありましたよね、あんなような形をしているのとか、いろんなのがあるそう
でございます。こういうのも含めてそれに近い、確かに⻄東京の⼯業部会の今
村さんがつくってくださったのはすばらしいこまで、⼀番先端のところに⼩さ
な鉄球が埋まっていて、うまく回すと、なるたけ地⾯に近づけてきゅっと回す
と、⻑い間、３分から５分ぐらい回っているんですよね。ああいうのを⾒て、
⼦どもたちの⽬がきらきらしているのがとてもよかったなと思っておりますの
で、こういうことをぜひ続けていただいて、また新しいイベントも楽しみにし
ているところでございます。 
 農業振興につきましては、家屋、農業⽤地施設については軽減措置は難しい
とのことでしたが、私の勘違いだったと思いますね。しかし、234世帯の農家
の存続を望むものであれば、やはりこういうところからやらなければならない
のかなと私は思っています。例えば 100％でなくても、農機具置き場だけでも
軽減措置なんかしていくとか、税制上⼤きな額にはならないと思いますので、
ぜひ御検討願えたらということを提⾔させていただきまして、この質問も終わ
ります。 
 ドッグランにつきましては、先ほど御紹介ありましたことしの３⽉ 17⽇の
⼦ども＆ドッグイベントも、インストラクターの⻄さんという⽅の御指導のも
と、北宮ノ脇公園で開催されましたが、参加頭数は、初めてということもあっ
たのでしょうか、うちの藤丸を⼊れても６〜７頭でございました。ただし、⾒
学⽝が、そこの公園によく来られているわんちゃんと思うんですけど、３〜４
頭いたこともお知らせしておきます。どうぞ⼊ってくださいと⾔ったんだけ
ど、⼊った⼈もいるし、いやいやと⾔って⾒ているだけの⼈もいらっしゃいま
した。それ以外にも⽝関連では、３⽉ 31⽇に随分前から依頼されていた救助
⽝協会というのがあって、こちらの浜野さんという⽅からの御依頼で、中原⼩
学校の解体途中の現場をお借りした救助訓練のコーディネートができたことを
御紹介させていただきたいと思います。５⼈かそこらが来て、10頭かそこら



の、シェパードが中⼼でしたけど連れてこられて、簡単にやられるのかなと⽢
く⾒ていたんです。そうしたら、30〜40 ⼈の⽅がきちっとした格好で⾒えら
れて、職員さんも来てくださったので助かったんですけど、本当に本格的な訓
練をされています。私、時間がなくてすぐ帰っちゃったんですけど、申しわけ
ないことをしちゃったんですが、その中には中学校、⾼校のときの友⼈で、10
年ぐらい前に同じことを頼まれた中野の料亭の坊ちゃんのお⺟さんがいらっし
ゃいまして、中学校のときからかわいがっていただいていたので、本当に久し
ぶりにその⽅とも会えて楽しかったんですけど、すばらしいことができたな
と。また今後もこういう解体のときは、半⽇でも１⽇でもいいから、救助⽝協
会の⽅々にもそういう御助⼒を⻄東京市としてやっていただきたいと思いま
す。 
 先ほどお話ししたイエローチョーク、それからきのう、中川議員のお話から
出ていたわんわんパトロール、このようなつながりがドッグランを中⼼とした
新しい地域コミュニティの構築となることを私は祈っております。私も、わん
わんパトロールの札をつけたまま、もうかれこれ 15 年ぐらいですかね。最初
は⽥中議⻑が交通擁護員をされていて、そのお話を聞いてすばらしいことだと
思って、私も何かできないかな、⼦どもに声かけができたらなというところ
に、たまたま元ネットの⽯⽥ひろこさんが「あるのよ」と⾔って、わんわんパ
トロールの札を下さったので、先代の⼩太郎のリードにつけて歩き出したのが
始まりで、最初は黙って１⼈で歩いていたんですけど、「何これ、おじさん」
とかと⾔って、リードにつけるのは⾻の格好をしているんですね。それを「⾻
のマークのこれ何？わんわんパトロールって書いてあるけど、何をパトロール
しているの」なんて⼦どもたちに⾔われて、「実は君たちをパトロールしてい
るんだ」なんて⾔いながら、ふざけてやっているとだんだん覚えられて、いろ
んな話ができるようになって、今では結構有名なおじさんになっているようで
ございますけれども、いろんな呼び⽅がありますが、そういうことも含めて、
今では知らないお⽗さん、お⺟さんが「おはようございます」と⾔ってくれる
ぐらいまでになっています。これはやっぱり地域のつながり、地域コミュニテ
ィの１つだと私は思っておりますので、こういうことをやるにはやっぱり⽝仲
間、きのう、中川議員も⾔われていましたが、そういう⽝仲間の地域コミュニ
ティが⼤変⼤事で、朝と⼣⽅必ず散歩に⾏くんですよ。だから、不審者とかい
れば⼀発でわかるんです。それで、⽝同⼠の何さんだか名前は知らなくても、



何ちゃんのお⺟さんだったりお⽗さんで、そういう感じでつき合いがあります
ので、「何か変な⼈がいるらしいよ」と⾔うと、「ああ、さっき⾒た」とかと
いう感じで簡単につながる。これは強い地域コミュニティだと、すばらしいも
のだと思いますので、そのためにもぜひドッグランの建設を⼀⽇も早く、もう
随分たっていますので要望させていただきまして、この件も終わります。 
 あと、喫煙所ですね。これは先ほども⾔いましたけど、補助があるというこ
となので、完全な分煙、密閉型のそういうスペースをつくっていただいて、補
助⾦の活⽤も含めて調査研究を進めていただいて、ぜひやっていただきたいと
いうことを⾔わせていただきます。 
 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.09.平成 30 年度決算 報告 

 
平成 30 年度の決算報告を致します。令和元年 9⽉の決算特別委員会の資料と

して配布された「平成 30 年度 ⻄東京市各会計決算及び各基⾦の運⽤状況審査
意⾒書」より抜粋して報告致します。 
 
 

平成 30 年度における本市の決算は、歳⼊⾯では、地⽅消費税交付⾦などが減少した
ものの、過去最⾼額となった市税収⼊や地⽅債、財産収⼊などが増加したことにより、
前年度を上回り、歳出⾯では、公債費が減少したものの、普通建設事業費、積⽴⾦及び
補助費等などが増加したことにより、同じく前年度を上回った。しかし本年度の経常収
⽀⽐率は、前年度と同様の 95％台であり、依然として財政の硬直化が続いております。 
 

平成 30 年度の⼀般会計の当初予算については、極めて厳しい財政状況であるとの認
識の下、基⾦に過度に依存しない予算編成や財政調整基⾦残⾼の早期回復を前提として、
「健康」応援都市の実現に向けた各種事業の実施や、⼦育て・教育環境の充実、市⺠の
健康づくりの⽀援、災害に強く快適なまちづくり、地域資源の活⽤・地域産業の活性化
など、本市の重要課題に対応した予算編成が⾏われました。 

このような⽅針に基づき編成された平成 30 年度の⼀般会計の当初予算は、前年度⽐
6.0％増の 744 億 4,200 万円、⼀般会計と特別会計を合わせた予算総額は前年度⽐ 1.0％
増の 1,178 億 9,374 万 1,000 円となりました。 

主な事業として、中学校校舎等建替事業、⼩学校校舎等⼤規模改造事業等、ひばりヶ
丘駅周辺まちづくりの推進及び庁舎統合に向けた取組が実施されました。 
 
１ 財政状況 

「地⽅財政状況調査」における普通会計から算定された主要財務⽐率については、
次のとおりです。 

（１） 財政⼒指数（単年度）については、「１」で収⼊と需要が均衡しますが、本年度 
の指数は 0.905 で、前年度の 0.907 に⽐べ 0.002ポイント低下しています。 

（２） 経常収⽀⽐率については、財政構造の弾⼒性を判断する指標として⽤いられ、
本年度の⽐率は 95.3％で、前年度の 95.1％に⽐べ0.2ポイント上昇しています。 



経常収⽀⽐率は、通常 80％を超える場合には、その財政構造は、弾⼒性を失い
つ 

つあると考えられています。待機児童対策費、介護保険及び後期⾼齢者医療特別 
会計への繰出⾦などの社会保障関係経費などの経常的経費は今後も増加する事 
が⾒込まれるため、引き続き厳しい財政状況が続くものと考えられます。 

 
 
 
（３）経常⼀般財源等⽐率については、歳⼊構造の弾⼒性を判断する指標として⽤いら 

れ、この⽐率が 100％を超えるほど経常⼀般財源等に余裕があるとされます。 
本年度の⽐率は 94.7％で、前年度の 94.9％に⽐べ 0.2ポイント低下しています。 

（３） 公債費負担⽐率については、地⽅債の元利償還⾦等の公債費に充当された⼀般
財源等が、⼀般財源等総額に対し、どの程度の割合になっているかを⽰す指標
であり、公債費がどの程度⼀般財源等の使途の⾃由度を制約しているかを⾒る
ことにより、財政構造の弾⼒性を判断するものであり、この⽐率が⾼いほど、財
政運営の硬直性の⾼まりを⽰すものです。⼀般的には、財政運営上、15％が警
戒ライン、20％が危険ラインとされます。 
本年度の⽐率は 12,4％で前年⽐ 0,5ポイント低下しています。 
本年度の数値は改善しましたが、臨時財政対策債や教育・福祉施設等整備事業債

などにおいて多額の借り⼊れを⾏なっていることから、今後も注意が必要です。 
（５）公債費⽐率については、標準財政規模に対する公債費充当⼀般財源等の割合であ

り、この⽐率が⾼いと、将来財政硬直化の⼀因になるとされており、10％を超えな
いことが望ましいとされます。 

この算定における標準財政規模、公債費充当⼀般財源等は、「災害復旧費等に係
る基準財政需要額」を控除した後の数値であり、本年度の⽐率は 5.9％で、前年度
の 5.6％に⽐べ 0.3ポイント上昇しています。 

（６）将来にわたる実質的な財政負担 
地⽅公共団体の財政状況を⾒るには、単年度の収⽀状況のみでなく、地⽅債、債務
負担⾏為等のように将来の財政負担となるものや、財政調整基⾦等の積⽴⾦のよ
うに年度間の財源調整を図り、将来における弾⼒的な財政運営に資するために財
源を留保するものの状況についても、併せて総合的に把握する必要があるとされ
ています。そこで、地⽅債及び債務負担⾏為による実質的な将来の財政負担を、



（地⽅債現在⾼）＋（債務負担⾏為に基づく翌年度以降⽀出予定額）−（積⽴⾦現
在⾼）で算出し、実質的将来財政負担額としている。この「実質的将来財政負担額」
を「標準財政規模」で除したものが「実質債務残⾼⽐率」です。 

本年度の実質債務残⾼⽐率は 142.7％で、前年度の 143.7％に⽐べ 1.0ポイント
低下しています。 
「実質債務残⾼⽐率」の適正な⽔準がどの程度かは⽰されていませんが、他団体の
傾向や類似団体との⽐較を⾏い、指標の動向に注意する必要があるとされていま
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ 決算状況 

総計決算における歳⼊歳出差引額は、前年度に引き続き⿊字であり、その額は 21
億 1,406 万 7,838 円と前年度に⽐べて５億 1,469 万 2,867 円の減少となっています。  

歳⼊歳出差引額から、繰越明許費（⼀般会計）に係る翌年度へ繰り越すべき財源額
1,953 万 4,000 円を差し引いた実質収⽀額は、20 億 9,453 万 3,838 円の⿊字で、この
実質収⽀額から前年度実質収⽀額の 25 億 906 万 6,705 円を差し引いた単年度収⽀額
は４億 1,453 万 2,867 円の⾚字となり、前年度と⽐べると６億 1,334 万 3,918 円の減
少となっています。 

 
３ 市税等の徴収状況及び使⽤料収⼊等の状況 

市税、保険料等の徴収状況及び使⽤料・⼿数料収⼊の主な状況については、以下の
とおりです。 

（１）市 税 
市税総額の徴収率は、本年度は 98.4％で、前年度の 98.2％に⽐べ 0.2ポイント 
上昇し、合併後最⾼の実績となっている。現年課税分は 99.2％で前年度より 0.1 



ポイント低下しており、滞納繰越分は 49.6％で前年度より 3.4ポイント上昇し 
ている。都内 26 市平均の徴収率は 98.5％で、現年課税分が 99.4％、滞納繰越分 
が 39.3％となっており、各市の市税総額に対する徴収率と⽐べると、26 市中 12 
位（前年度 12位）という結果となりました。 
コンビニ収納やクレジット収納といった納付しやすい環境整備など、これまで

の 
取組が徴収率の向上につながっています。 

（２）国⺠健康保険料 
国民健康保険制度は、平成 30 年４月に改正され、東京都が区市町村全体の財政 

運営の責任主体となったことから、国民健康保険特別会計の歳入及び歳出の各

科 

目についても大幅な見直しが行われている。 

国⺠健康保険料（合併前における国⺠健康保険税を含む。）の徴収率は、本年度 
が 86.7％で、前年度の 85.2％に⽐べ 1.5ポイント上昇している。都内 26 市の中 
では９位（前年度８位）に位置している。 

（３）介護保険料 
介護保険料の徴収率は、本年度は 98.1％で、前年度の 97.1％に比べ 1.0 ポイン 

ト上昇している。本年度は、89 件（前年度 63 件）の徴収困難債権を債権回収対 

策係に引き継いでいます。 

収入未済額の合計は、6,247万119円で、前年度と比べ1,517万2,891円（19.5％） 

の減少となっています。不納欠損額の合計は、987 万 400 円で、前年度と比べ 958 

万 4,500 円（49.3％）の減少となっています。 

引き続き、現年度分の滞納者への早期対応と滞納繰越額の圧縮に努め、納入強化 

に向けた取組を進めていく必要がある。 

 

 

 

 

（４）後期⾼齢者医療保険料 
後期高齢者医療保険料の徴収率は、本年度が 99.3％で、前年度の 99.4％に比べ 

0.1 ポイント低下しています。本年度は、24 件（前年度 15 件）の徴収困難債権 

を債権回収対策係に引き継いでいます。 

収入未済額の合計は、1,506 万 7,682 円で、前年度と比べ 221 万 302 円（17.2％） 



の増加となっています。不納欠損額の合計は、６万 3,200 円で、前年度と比べ３ 

万 9,700 円（38.6％）の減少となっています。 

（５）分担⾦及び負担⾦ 
一般会計の負担金については、前年度と比べると 2,608 万 8,014 円（2.8％）の 

増加となっています。増の主なものは、保育所運営費負担金（保護者負担金）

4,237 

万 3,644 円であり、減の主なものは、小学校費負担金 1,493 万 4,468 円です。 

（６）使⽤料及び⼿数料 
⼀般会計の使⽤料については、前年度と⽐べると 20 万 1,909 円（0.1％）の減少 
となっています。減の主なものは、市⺠会館使⽤料 599 万 3,810 円であり、増

の 
主なものは、学童クラブ育成料 491 万 200 円です。 
⼿数料については、前年度と⽐べると 837 万 3,814 円（2.0％）の増加となって 
います。増の主なものは、清掃⼿数料 1,117 万 7,514 円であり、減の主なものは 
総務⼿数料 251 万 3,680 円です。 

（７）下⽔道使⽤料 
下⽔道事業特別会計が平成 31 年４⽉１⽇から公営企業会計に移⾏することに伴 
い、本年度決算は出納整理期間が設けられないため、平成 31 年３⽉ 31 ⽇で出
納 

を打ち切っています。前年度の出納整理期間を含む決算との単純な⽐較となる
が、 

下⽔道使⽤料は、前年度と⽐べると１億 6,160 万 8,205 円（8.0％）の減少とな 
っている。 

（８）不納⽋損額・収⼊未済額 
⼀般会計及び特別会計の歳⼊における市税及び保険料等の収⼊未済額について 
は、公平性の⾒地から不納⽋損に⾄らないようにすることが重要です。 
特に保育所運営費負担⾦及び学童クラブ育成料等は、当該事業に充当する貴重

な 
特定財源であり、その滞納は⼀般財源の負担増を招くものになります。 
こうしたことから、債権回収対策係と連携し、保育園 24件（前年度 26件）、学 
童クラブ８件（前年度８件）の徴収困難債権を引き継ぐなど、組織的な徴収活動 
を展開している。今後も受益者負担の原則と公平性の観点から、納⼊強化に向け 



た取組の継続を期待します。 
また、⽣活保護費返還徴収⾦については、不納⽋損処理後、国負担分は、改めて 
国庫負担⾦の対象になるとのことであるが、残りの 25％は、市の負担とならざ

る 
を得ません。市は「⽣活保護法施⾏に係る返還⾦等事務取扱要領」に基づき、返 
還⾦に係る債権管理を実施していますが、被⽣活保護世帯数は微増であるもの

の、 
返還徴収⾦は依然として増加傾向が続いていることから、その要因を分析し、可 
能な限り滞納が⽣じないような取組への⼯夫をすることが必要です。 
 

４ 国⺠健康保険特別会計及び下⽔道事業特別会計の⼀般会計繰⼊⾦の状況 
（１）国⺠健康保険特別会計 

国民健康保険特別会計の一般会計繰入金は、前年度と比べると１億 46 万 9,397 

円（3.7％）の減少となっています。本年度から、財政運営の責任主体が市から

東 

京都に変更となったため、前年度と単純には比較ができないが、減の主な要因は、 

徴収率の向上や被保険者数及び保険給付費が減少したためと考えられる。 

繰入金の歳入総額に占める割合は 13.1％で、そのうち法定外繰入金の割合は 

8.1％となっており、一般会計を圧迫する要因の一つとなっています。 

（２）下水道事業特別会計 

下⽔道事業特別会計の⼀般会計繰⼊⾦は、前年度と⽐べると１億 368 万 5,000
円（29.6％）の減少となっており、繰⼊⾦の歳⼊総額に占める割合は 10.9％となっ
て 

いる。このうち基準外繰⼊⾦の割合は 5.4％で、年々減少してきているが、依然 
として⼀般会計を圧迫する要因の⼀つとなっている。 
 

５ ⾏財政改⾰の取組状況 
本市は、平成 26 年度から令和５年度までを取組期間とする第４次⾏財政改⾰⼤綱

に基づき、「経営の発想に基づいた将来への備え」、「選択と集中による適正な⾏政資
源の配分」、「効果的なサービス提供の仕組みづくり」及び「安定的な⾃主財源の確保」
の４つの視点を基本⽅針として⾏財政改⾰の取組を進めてきており、本年度は、この
⽅針に沿った全 90 の項⽬からなるアクションプランに取り組んでいます。 



本年度の実績として、歳出⾯では、主に「評価・検証に基づく効果的・効率的な⾏
財政運営と予算編成⼿法の充実」における「予算編成業務改⾰」や「補助⾦、負担⾦
等の適正化と財政⽀援団体の⾒直し」における「⼀部事務組合等の負担⾦の⾒直し」
として柳泉園組合の負担⾦の⾒直しなどにより経常的経費の抑制を図っています。 

また、歳⼊⾯では、「市有財産の有効活⽤による歳⼊の確保」における「未利⽤市
有地等の処分・有効活⽤」として泉⼩学校跡地の処分により臨時的な歳⼊の確保を図
っています。 

 
６ 資⾦事情 

年度途中の予算の執行段階では収入時期と支払時期が必ずしも一致しないことか

ら、一時的に資金の過不足が生じることとなり、一時借入れや余裕資金の運用が必要

になります。一時的な資金不足に対しては、財政調整基金、まちづくり整備基金等の

積立基金を一定程度保有していることから、基金からの繰替運用（借入れ）により対

応しており、民間市場から借り入れる場合と比べてコストの軽減が図られています。 

一方、余裕資金については、有利性、運用期間等を考慮し、歳計現金 20 億円（年

間累計額）を定期預金により運用しています。 

 

 

 

 

７ まとめ  
平成 30 年度は、第２次総合計画前期基本計画の評価、社会経済情勢の変化及び新

たな市民ニーズを踏まえた後期基本計画と、第４次行財政改革大綱の成果と課題を

検証し、社会経済情勢の変化を踏まえて見直しを行った後期基本方針を策定した年

度でありました。 

本年度決算において、歳入では、経常的収入のうち、国庫支出金、都支出金及び

地方税などが増加したものの、地方消費税交付金などが減少している。 

歳出では、経常的経費のうち、維持補修費や公債費などが減少したものの、扶助

費や人件費、繰出金などが増加しています。 

基幹収入である市税等は、景気の変動に影響されやすく、ふるさと納税による減

収もあることから、引き続き留意する必要があります。また、社会保障関係費であ

る待機児童対策費や介護保険特別会計及び後期高齢者医療特別会計への繰出金が増

加傾向にあることから、今後も経常的経費の動向には、十分な注意が必要である。 



本年度の財務比率のうち、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は 95.3％とな

り、前年度 95.1％と比べ 0.2 ポイント上昇しており、依然として財政の硬直化が続

いています。また、公債費負担比率は 12.4％となり、前年度 12.9％と比べ 0.5 ポイ

ント低下しているが、新たな市債の発行もあり、今後も比率の推移には注意が必要

です。また、全庁的な取組として各部署が経常的経費の削減を図ることで、財政調

整基金の取崩しを最小限に抑制しようと努力していますが・・・、財政調整基金残

高は、標準財政規模の約 8.2％に留まり、市が目標とする 10％程度からは大きく下

回っている。年度を通して安定的な資金管理を行うためにも、基金残高の早期回復

が求められます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019(R1) 第３回定例会 議事録 
 
（⼩林たつや君） 議⻑のお許しを得ましたので、⼀般質問をさせていただき
ます。⼀⾔、所信を述べさせていただきます。最近のテレビの報道等でやって
いることでございますが、河野外務⼤⾂から、「歴史は書きかえられない」と
いう⾔葉、これはすばらしい⾔葉だと私は思っております。また、世耕経済産
業相もなかなかすばらしい働きをされて、最近の安倍内閣は⼤変⽴派な働きを
されていることを強く感じている、そういうことを考えるきょうこのごろでご
ざいますが、これから⼀般質問に⼊らせていただきます。 
 まず１点⽬、副市⻑２名制について伺いたいと思います。本市の⼈⼝は８⽉
１⽇現在で 20万 4,410 ⼈と、20万⼈を超えて、当初の⼈⼝増加予想より多く
の⽅々が本市にお住まいになっております。そのような中、市⻑をはじめとす
る⻄東京市を運営する執⾏部の幹部の皆様の仕事量も年々増加傾向だと認識す
るところでございます。もちろん、課⻑以下の職員さん全体にも⾔えることで
すが、職務が上に⾏けば⾏くほど⼈数も限られ、責任も重くなるものと思いま
す。たまたまですが、先⽇、議会運営委員会の視察に同⾏させていただき、多
摩市の議会運営について視察してまいりましたが、その折に議会要覧を確認す
ると、多摩市は⼈⼝ 14万 8,000 ⼈余りと、⻄東京市より５万⼈以上少ないに
もかかわらず副市⻑が２名体制で市政を運営されております。他市の状況も同
じようなものでございまして、そのように聞いておりますが、⻄東京市も副市
⻑は、定数条例では２⼈とするとあります。そこで現状、市⻑の御意⾒を伺い
たいと思います。 
 ２点⽬、健康応援都市・⻄東京について伺います。まずは、昨⽇の⽥代議員
の御質問にもありましたが、まちの健康について伺います。坂⼝市⻑の代から
でしたか、丸⼭市⻑が就任してから、確実に健康応援都市として⻄東京市を位
置づけられました。その後、市⻑の政策の中には、この後にお聞きする内容も
含め、医師である市⻑ならではの政策が⾒受けられます。そのような中、最
近、健康都市連合の⽀部⻑市になられたとも仄聞いたすところでございます
が、今後、市が重視する課題とは何か、また、⽀部⻑市となられた市⻑及び本
市の今後どのような取り組みを⾏っていかれるのかを伺いたいと思います。 
 続いて、同じく健康応援都市・⻄東京についてから、市⺠の健康について伺
います。まずは医療情報・介護情報のデータベース化についてですが、こちら



は８⽉ 18⽇付の読売新聞朝刊で、介護サービス利⽤者の健康状態やケアの内
容を収集・分析するデータベースの運⽤を始める⽅針を決めたとありました。
サービスの質の向上や介護職員の負担軽減につながる云々とありましたが、以
前にも同じような趣旨の質問をした記憶があります。国の取り組みに先駆けて
⻄東京市でも取り組むことができないか伺います。 
 また、フレイル予防事業についてですが、こちらについても予防事業の先進
市として⻄東京市はかなり進んでいると聞き及んでおります。先⽇も、厚⽣労
働⼤⾂や東京都知事、また、公明党の⼭⼝代表にも御視察いただいたと記憶し
ております。このフレイル予防事業についての現場と、私も属しております東
京都鍼灸師会三多摩東⽀部との連携について、以前は講習会等に派遣講師とし
て⾼齢者の団体の集まりに伺わせていただいたとも聞いておりますが、今後は
どうするか伺います。現状と、常々お話ししております地元鍼灸師会との連携
についてお伺いしたいと思います。 
 ３点⽬、戦争の記憶の保存について伺います。さきの⼤戦より戦後 74 年が
たち、その記憶を伝承する⽅々も少なくなり、絶対に忘れてはならない記憶も
薄れつつあります。私が⼦どものころには──といっても、もう今から 40 年
以上前になりますから、新⼈の議員さんなどはまだこの世に⽣を受けていない
⽅もいらっしゃるころのことです。そのころは、戦時中には、戦後のあのころ
はと、何かにつけて「戦争」という⾔葉をよく⽿にしたものです。しかし、最
近はそのような話を聞くことも少なくなり、だんだんと戦争の記憶は薄れつつ
あると思います。このような中、⻄東京市の戦争についての記憶を市としてど
のように保存されていくかを伺います。また、昨年の９⽉議会で、昨年の８⽉
６⽇、⽥無⼩学校の校庭から銃砲や⼑、訓練⽤の⼿投げ弾など約 2,900 点が⾒
つかったという発表がありました。私も現場を⾒ておりますが、管理棟の移設
⼯事のために校庭を掘削した際、発⾒されたとのことで、爆発などの危険はな
いということで、⾃衛隊が⼿投げ弾や銃砲弾を回収いたしました。市によりま
すと、⼯事の初⽇、７⽉ 27⽇に業者が校庭南側を掘り下げていたところ、深
さ約２メートルから銃や⼑などが⼤量に出てまいりました。８⽉３⽇までに銃
砲約 1,400 点、⼑剣類約 1,200 点、訓練⽤⼿投げ弾８個、銃砲弾 302個が⾒つ
かっており、全てさびていたということで、この期間は学校開放も中⽌してお
り、⼦どもたちはおらず、移設⼯事は改めて⾏うとのことでございました。こ
の銃器類についてはどうされたのか、また、郷⼟資料室での展⽰等はどのよう



になっているかを伺いたいと思います。 
 続いては、デイサービス等の送迎⾞の交通安全について伺います。こちらに
ついては、毎朝、うちの藤丸とわんわんパトロール中のときに感じるんです
が、デイサービス等の送迎⾞が近隣の⾼齢者をお迎えに来るときに、⽐較的⼤
きなワンボックスカーでお迎えに来られることが多く、中には丁字路の真ん中
に⾞をとめたままで乗降しているとか、カーブを曲がるときに結構乱暴に曲が
っていく送迎⾞を⾒かけます。運転している⽅も、どちらかといえば⾼齢者が
多く、昨今問題になっている、また、今まで同僚議員何⼈かからお話がありま
したような⾼齢者の交通事故ともオーバーラップするようなことが起きるので
はないかと⼼配ですが、市としてはどのような対策がとれるか伺います。 
 ５点⽬、商業振興について伺います。ハンサム・ママフェスタについては、
昨年の７⽉、10⽉にワークショップが⾏われ、⼤変盛況だったとお聞きしてお
ります。また、ビジネスプランコンテストも、ことしの１⽉にファイナルステ
ージが⾏われ、熱い戦いが⾏われたと聞いております。私も時間の都合がつか
ず、全ては⾒られなかったのですが、幾つかの報告をお聞きいたしましたが、
⼤変すばらしいものでした。このような新規事業についてのサポートが⾏われ
ておりますが、その⽬的や実績、効果について伺いたいと思います。 
 ６点⽬、ドッグランの建設について伺います。今回はドッグランの建設に⾄
る諸問題の中で１点のみ伺いたいと思います。多くの課題があることは承知し
ておりますが、運営上の課題として、誰がこのドッグランを運営し、その予算
をどうするかが挙げられると思いますが、６⽉議会の後、我が会派の中川議員
より御助⾔がありまして、それは、運営⾃体を専⾨の業者に委託すればよいの
ではというものですが、この点についての御⾒解を伺います。また、もう１
つ、申しわけないんですけれども、７⽉にイエローチョーク作戦が獣医師会の
先⽣⽅をはじめドッグラン建設のボランティアのいぬい〜なの皆様と、そして
⼤林議員と中川議員が、私もいましたけれども、キックオフイベントが⾏われ
ました。まだ始まったばかりで何も報告はないかもしれませんが、その後をお
聞きいたしたいと思います。 
 以上、多岐にわたるんですが、御答弁のほどよろしくお願いいたしまして、
御答弁により再質問させていただきます。 
  



（丸⼭浩⼀君） ⼩林たつや議員の⼀般質問について、初めに副市⻑の定数に
ついてお答えします。⻄東京市副市⻑定数条例は、地⽅⾃治法の規定を受け、
平成 19 年に制定されたものでございますが、その当時の議論として、地⽅分
権による役割の⾒直し、あるいは責任の重さの広がりといったもの、さらには
⾃治体規模等も勘案し、トップマネジメントの充実・強化などに向けた体制を
確⽴するため、２名と定めた経緯があると伺っております。このような状況に
つきましては、現状におきましても変化がないものと認識しているところでご
ざいますが、具体的な対応につきましては、さまざまな要素に配慮しつつ、総
合的な判断が必要と考えております。 
 次に、健康応援都市についてお答えします。本市は、地域住⺠の皆様の健康
⽔準の向上、そして健康寿命の延伸を⽬指す意味から、ひと・まちの健康への
取り組みをさらに加速化させるため、本年３⽉に策定いたしました第２次総合
計画・後期基本計画において、３つの柱から成る健康プログラムを設定いたし
ました。多世代交流、拠点づくり、そして健康なライフスタイルを柱とした健
康応援都市実現のためのプログラムであり、市⺠の皆様の主体的な健康づくり
を⽀えるための担い⼿の育成やその活動を⽀える環境づくりを進めるための拠
点づくり、そして、⼀⼈⼀⼈の健康意識がどのように醸成していくかをポイン
トにしております。そして、これらを具体的に進めるための重点的な取り組み
といたしまして、第２次健康づくり推進プラン後期計画におきまして、⼈⽣
100 年を健康に暮らすために、体づくり、⾃分チェック、地域のつながりの３
つのポイントを掲げ、健康づくりに関する各種施策を進めております。また、
本市は、まち全体が健康になることを念頭にした理念に賛同いたしまして、平
成 26 年には健康都市連合に加盟するとともに、健康を視点としたまちづくり
を全庁的に取り組むべきものと考え、まちづくりの戦略の基軸に健康を据えて
まいりました。本年７⽉には、健康都市連合⽇本⽀部の⽀部⻑市に選任された
ところであり、今後は加盟都市との連携をより強固にする中で、健康応援都市
の実現に取り組んでまいります。本年度 11⽉に⽇本⽀部に関係する団体及び
企業等の連携による新たなイベントを企画しているところであり、今後も市⺠
の皆様が健康応援都市をより⾝近に感じていただける取り組みを進めてまいり
ます。 
 次に、医療情報・介護情報のデータベース化についてお答えします。国で
は、介護分野におけるエビデンスの蓄積と活⽤のために必要な介護に関するサ



ービス・状態等を収集するデータベースについて、令和２年度の本格運⽤を⽬
指しております。介護サービス利⽤者の⽅の健康状態やケアの状況をデータベ
ースへ⼊⼒し、国において分析した上で、その結果を全国の介護事業所へ提供
し、介護サービスの効率化を図るものと伺っております。本年６⽉には健康保
険法等の⼀部が改正され、市町村においても⾼齢者の⽅の健康事業と介護予防
を⼀体的に実施する仕組みの構築に取り組むこととされておりますので、今年
度から検討・準備を⾏ってまいります。 
 次に、フレイル予防事業についてお答えします。東京⼤学⾼齢社会総合研究
機構と連携し、平成 29 年度から開始したフレイル予防事業につきましては、
これまで延べ 600 ⼈以上の⽅にフレイルチェックを受講していただいておりま
す。フレイルチェック受講の１カ⽉後に、予防に関するミニ講座を開催し、リ
ピート率を上げる取り組みや、地域の住⺠団体がフレイルチェックを⾃主的に
運営できるようにするなど、本市独⾃の取り組みもあわせて実施しているとこ
ろでございます。また、フレイルチェックの場で活躍していただいているフレ
イルサポーターの養成につきましては、現在、４期⽣までの 54名の⽅に登
録・活動していただいており、８⽉下旬に開催いたしました第５期養成研修に
は 12名の参加をいただいたところでございます。今後のフレイル予防事業推
進のための普及啓発等、各職能団体や専⾨職の⽅との連携につきまして検討し
てまいります。 
 次に、戦争の記憶の保存についてお答えします。⻄東京市は、平和推進に関
する条例と⾮核・平和都市宣⾔を踏まえ、市⺠の皆様との協働により、４⽉ 12
⽇を「⻄東京市平和の⽇」と定め、平和事業に取り組んでおります。終戦から
74 年を迎え、戦争体験を⾵化させず、戦争がどのようにして⼈々の命を奪い、
その中で⼈々がどんなつらい体験をしたのかを伝えていくことが平和を守り続
けるために⼤切なことだと考えております。そのため、市は、戦争遺品等を郷
⼟資料室において展⽰するとともに、その⼀部について、⽥無庁舎２階ロビー
にも展⽰しております。あわせて、平成 27 年に作成いたしました当市の戦争
の歴史を後世に伝えるための映像作品「忘れてはいけない記憶〜⻄東京市にも
あった戦争〜」を活⽤し、ホームページの動画チャンネルで配信したり、市内
⼩学校で実施いたしました平和に関する特別授業で上映したり、若い世代への
意識啓発にも努めております。引き続き市⺠の皆様の協⼒と参加のもと、平和
施策を推進してまいりたいと考えております。 



 次に、デイサービス等の送迎⾞の交通安全についてお答えします。介護保険
のデイサービス等利⽤の際の送迎では介助者が同乗することとなりますが、運
転者の⽅に関しましては介護に関する特段の資格要件はなく、また、必要に応
じて道路通⾏許可を受けていると伺っております。安全指導につきましては、
各事業所でさまざまな取り組みが⾏われていると認識しておりますが、市とい
たしましても、事業者連絡会等の場を通じ、改めて交通安全等に取り組んでい
ただくよう働きかけてまいります。 
 次に、商業振興についてお答えします。ハンサム・ママフェスタにつきまし
ては、イベントを開催する前から、商品開発や集客及び接客の⽀援を⾏うとと
もに、イベント後のフォローアップも実施することで、参加される⽅が実践⼒
のあるスキルを⾝につけることを⽬的に実施しております。本イベントに出店
される⽅は、アクセサリーや⼩物類を販売するほか、サロンや体験型ワークシ
ョップ等の商品、サービスを提供しております。平成 30 年度は７⽉と 10⽉の
２回開催し、各回とも多数の来場者及び売り上げにつながり、参加される⽅の
市場調査及び販路拡⼤につながる取り組みであったと考えております。また、
ビジネスプランコンテストにつきましては、起業・創業者が安定した事業運営
を⾏えるまでの⻑期的なサポートを⾏い、実践⼒のある経営者を育成すること
を⽬的に、平成 30 年度から実施しております。具体的には、現在、ハンサム
Ｍａｍａプロジェクトに参加される⼦育て世代の⼥性をはじめ、男性の⽅やシ
ニア世代の⽅にも御参加いただけるよう、創業初期の⽀援に特化したコンテス
トを実施しまして、当該ビジネスの継続性や地域課題を解決する社会貢献型の
ビジネスプランを評価する場として、プレゼンテーション⽅式の審査会を実施
しております。昨年度の最終審査会に参加された８名の起業家の中には、法⼈
格を取得された⽅や、開業に係る資⾦調達においてクラウドファンディングを
活⽤して事業を⽴ち上げている⽅などがおられました。引き続き、産業振興マ
スタープラン後期計画において掲げる、「地域に根ざし、みんなに必要とされ
る産業が育ち・育てるまち」の実現に向けた取り組みを進めてまいります。 
 次に、ドッグラン建設についてお答えします。ドッグランの常設につきまし
ては、施設の設置や運営など、さまざまな課題があり、引き続き検討してまい
ります。 
 最後に、イエローチョーク作戦でございますが、本年７⽉ 17⽇にエコプラ
ザ⻄東京においてキックオフイベントを開催いたしました。当⽇は、⻄東京市



獣医師会の先⽣⽅をはじめ、いぬい〜なのボランティアの⽅々にも御参加いた
だき、私からのキックオフ宣⾔の後、御参加いただいた⽅々と職員が⼀緒に町
なかを歩き、放置された⽝のふんにイエローチョークを使ったマーキングを⾏
ったところでございます。現在、イエローチョークは、環境保全課や市⺠課の
窓⼝で配布しているほか、獣医師会の御協⼒をいただき、獣医師会加盟の動物
病院でも配布させていただいております。イエローチョーク作戦につきまして
は、既に取り組んでいる⾃治体におきまして効果が確認されておりますので、
本市におきましても積極的に事業の周知に努めてまいりたいと考えておりま
す。 
  
教育⻑（⽊村俊⼆君） 戦争の記憶の保存についてお答えします。昨年、⽥無
⼩学校から出⼟した銃器類は、さびなどによる劣化や損傷が著しいため、詳細
が不明なものが⼤半を占めておりましたが、⽐較的状態のよい銃器に⾒られる
刻印等の特徴から判断しますと、教練⽤のものが中⼼であったと考えられま
す。また、⽥無⼩学校創⽴百周年記念誌では、終戦当時の校⻑が当時を振り返
り、「銃などもみな⽥無に集めて、ガソリンをかけて焼いた」と証⾔してお
り、出⼟した場所とも近いことから、今回の出⼟物との関連性が考えられま
す。郷⼟資料室では、戦後 70 年以上が経過し、戦争の記憶が薄れつつある現
在、市の戦争の歴史を改めて考える機会として、夏の特別展⽰「⾝近にあった
戦争資料 市⽴⼩学校から出⼟した銃器類」を７⽉ 24⽇から９⽉ 28⽇まで開
催し、出⼟した銃器類とともに、当時の学校の配置図や戦後の武器廃棄等に関
する通知⽂書など、当時の様⼦を伝える関連資料を展⽰しております。⾒学者
からは、「コンパクトだが内容の濃い展⽰であった」「戦争が⾝近であったこ
とが感じられた」「当時のものを⾒て、改めて戦争の恐ろしさを感じた」「⼦
どもたちにも伝えていきたい」という感想をいただいており、戦争の歴史を考
える機会として、おおむね好評をいただいているというふうに認識しておりま
す。 
  
みどり環境部⻑（萱野洋君） ドッグランの建設について、補⾜してお答え申
し上げます。ドッグランの常設につきましては、現在も指定管理者との協議を
引き続き⾏っております。具体的には、常設に向けた課題の洗い出しに加えま
して、⻄東京いこいの森公園以外の候補地などについても意⾒交換を⾏ってい



るという状況でございます。また、10⽉５⽇には、いこいの森公園のスケート
広場におきましてドッグフェスタを開催し、「ワン！Ｄａｙ Ｄｏｇ Ｒｕｎ」
と銘打った特設ドッグランを実施するなど、課題の検証に加え、機運醸成にも
取り組んでいく予定としております。⼀⽅で、今、⼩林議員から御意⾒をいた
だきましたドッグランの運営の委託化につきましても、近隣の事例について情
報収集を⾏っております。⼀例を挙げさせていただきますと、台東区におきま
しては、区⽴公園にあるドッグランについて委託による運営を⾏っている旨、
伺っております。また、横浜市内では、株式会社が運営するドッグランが⼤変
好評を得ているという話も伺っております。今後は、指定管理者との協議に加
えまして、運営のあり⽅などの視察を⾏うなど、さまざまな事例について調
査・研究を⾏ってまいりたいというふうに考えております。 
  
（⼩林たつや君） 御答弁ありがとうございました。再質問をさせていただき
ます。まず、副市⻑２名制については、御答弁で、さまざまな要素に配慮しつ
つ、総合的判断が必要と考えているということでございました。当初予想より
早いペースでの⼈⼝増──多少だと思いますけれども、それを初めとして、市
⻑の⾔われるとおりさまざまな要素が市政運営をするには必要であると私も思
っております。細かいことを話すと切りがありませんので、⻄東京市制の施⾏
20周年も間近に迫っておりますし、そういうことも考慮されて、また、今、現
職の副市⻑がお⼀⼈というのもなかなか⼤変そうなんですよ、⾒ていて。いろ
んなイベントや⾏事に出ますよね。市⻑が来られないときは必ずいらっしゃる
ということで、ブラック企業に近いものがあるんじゃないかと、多少……。市
⻑の仕事は、まさにそれに近いんじゃないかなと私は思うんですけれども。休
みをとるとかということになると、なかなかとれないのが現実じゃないかなと
も思っておりますので、そういうことも含めて御対応されることを要望いたし
ます。これはこれで終わります。 
 ２点⽬の健康応援都市の関係ですが、御答弁にありました多世代交流、拠点
づくり、そして健康なライフスタイルを柱とした実現プログラムを設定したと
のことでした。特に担い⼿の育成については後ほどお聞きいたしますが、健康
なライフスタイルの維持、これについてはまた、私個⼈としては、健康なライ
フスタイルを維持することがなかなか難しいのは私でございまして、そういう
ことを感じております。もしかしたら市⻑も同じかなとも思いますが、お互い



健康には気をつけたいものだと思っております。再質問でございますが、本年
度は 11⽉に⽇本⽀部に関係する団体や企業との新たなイベントを企画してい
るとありましたが、その内容について詳細を伺いたいと思います。 
 データベース化についてでございますが、こちらも８⽉ 29⽇の読売新聞に
別の記事がありまして、政府は 2021 年３⽉から、マイナンバーカードが保険
証として使えることを踏まえて、カード読み取り端末を⼀括購⼊し、全国 22
万カ所の医療機関と薬局への設置を⽀援する⽅針を固め、購⼊額の半分以上を
国負担とするとの記事を読みました。2022 年末までに全国のほぼ全ての病
院、また診療所と薬局でマイナンバーカードの保険証と同様の利⽤を可能とす
る⽬標を掲げておるわけでございますが、⾃慢ではありませんけれども、やっ
ぱり⾃慢しますけれども、前にも同じようなことを⾔っていますよね。⽥無市
議時代から、これは⾔っているんですけれども、その当時の状況によって、こ
ういう医療情報、それから介護情報を⼀つにまとめてやったらどうだというこ
とは、ずっと末⽊市⻑の時代から⾔っていると思います。それが実現化に向か
いつつあるなと私は思っておりますが、また、推測では、今後はマイナンバー
カードがまさに個⼈情報のデータ、それを開ける鍵ですね、マイナンバーカー
ド⾃体に何かデータが⼊っているわけじゃなくて、基本は、データはクラウド
上にあると思うんですけれども、そのデータは、個⼈的には緊急時──特にこ
の緊急時ですね、それから病院の転院時などの医療データとなり、持病の有
無、アレルギーの有無、投薬情報などがクラウドに上げられて、必要なときに
必要な⽅が利⽤することができるようになると私は思っております。緊急の救
急搬送されているときなんかにマイナンバーカードをお持ちであれば、それに
よって、すぐに、この⼈はどういう状況かというのがわかるというのは、医療
にとっては⼤変⼤切なことではないかと思います。これに加えまして、先ほど
御答弁いただきました介護サービスの情報も同じ扱いができるように、例えば
国家戦略特区の特に医療特区などを利⽤して、市⺠の医療情報また介護情報な
どのデータベース化、データ統⼀化を進め、真の意味での市⺠の健康に寄与さ
れることを望むものであります。この件に関して再質問しても、国・都の情勢
を踏まえて調査・研究していくなどというような御答弁になると思いますの
で、あえて提⾔といたします。 
 続いて、フレイルの部分でございますが、フレイルサポーターについては、
現在、４期⽣の 54名の⽅々に御活躍いただいて、その後も 12名とかと⾔われ



ていましたけれども、サポーターの上位というかアドバイザー的な位置にフレ
イルトレーナーがおられると聞きますが、当然、専⾨的知識を持った⽅々が配
置されると思います。これらについてはどうなっているかを伺いたいと思いま
す。 
 戦争の記憶の保存については、平成 27 年制作の、先ほど御答弁にもありま
した、⻄東京市にもあった戦争のＤＶＤを先⽇再確認させていただきました
が、内容は御存じの⽅々が多いと思いますので省略いたしますが、故・濱野重
男先⽣のお話や鈴⽊治夫会⻑のお話、そして私が現在会⻑を務めさせていただ
いている⽥無平和観⾳保存会の観⾳様の紹介もあったりとか、⻄東京シネマ倶
楽部の制作ということもあり、すばらしいものでございました。しかし、時間
も短く、全てを網羅し切れたとは⾔えないのではないかと思っております。市
制 20周年ということもあり、もう少し系統⽴てた、今までの記録をまとめた
りした映像記録を残すべきと思いますが、いかがでしょうか。それから、今
後、平和事業でのイベントを何か企画していれば教えていください。 
 デイサービスの送迎⾞の交通安全についてなんですけれども、道路の通⾏許
可証というものがあったと思いますけれども、これはどういうことを⾔ってい
るのか、これだけ、１点のみお聞きします。 
 商業振興について、ハンサムＭａｍａについては、起業される⽅の商品開
発、集客などのフォローもしているということで、たしか以前お聞きしました
が、既に商業ベースに乗ることができている⽅もいらっしゃると思います。ま
た、ビジネスプランコンテストにつきましては、起業・創業者が安定した事業
を⾏えるよう⻑期的サポートを⾏っているとのことで、私的にはクラウドファ
ンディングを使った、オリジナルデザイン⼯房侵略ロボというのがとても気に
なるところでございますが、今年度も来年の１⽉ 11⽇に最終審査が⾏われる
と、先ほど机上配付された匠ＮＡＶＩにも書いてありました。今後は、産業振
興マスタープランにあるような、地域に根差した産業の発展を望むものでござ
います。これも終わります。 
 最後、ドッグランについては、⾏政としての⼀番の懸念である運営に関して
は、私が⾔ったというか、外注でお願いするというので解決できるのではない
かと、⼀番これが懸案事項ではないかと思っているんですね。あとは場所選び
など、そろそろ建設検討プロジェクトのようなものを⽴ち上げていただくよう
な形になっていただけるのではないかなと思っております。 



 これは意⾒ですけれども、先ほどの健康にも関連するんですけれども、公園
での喫煙ですね、こちらは全く関係ない話ですけれども、ちょっと意⾒として
⾔わせていただきますが、やっぱり公園での喫煙、それから公共施設での喫煙
を、これから市⻑は、オリンピックがあることもあって全て禁煙にするという
ことでございますが、やはり分煙という形できちっとされるべきであるという
ことが望ましいと私は思っておりますので、意⾒として⾔わせていただきま
す。 
 イエローチョーク作戦に関しては、いろいろとこれからだと思うんですけれ
ども、私も１個、初めてこの間、１つだけ⾒つけましたが、結構少ないんです
よね。だから、そういうことも含めて、これからまたマナー向上を進めていっ
ていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
 何点か再質問の御答弁をお願いします。 
  
ささえあい・健康づくり担当部⻑（⻘柳元久君） 健康応援都市について、再
質問にお答えいたします。本年度、新たに実施するイベントにつきましては、
健康都市連合⽇本⽀部の関係団体である認定ＮＰＯ法⼈健康都市活動⽀援機構
及び同機構の協⼒企業と連携して⾏うものでございます。内容といたしまして
は、親⼦の⽅を対象にウオーキングと⾷育の事業を⾏うもので、市⺠の皆さん
が⾝近な地域資源とともにみずからの健康を感じ、⽇々の暮らしの中で楽しさ
や潤いを得ることにつなげてまいりたいというふうに考えております。今後と
も健康応援都市の実現に向けまして、市⺠の皆様の健康な暮らしにつながる取
り組み及び情報発信を進めてまいります。 
  
健康福祉部⻑（萩原直規君） ２点、再質問にお答えいたします。まず、フレ
イル予防についての再質問でございます。フレイルトレーナーにつきまして
は、主にフレイルサポーターの養成・指導を⾏うもので、現在３名の専⾨職、
これは、柔道整復師、理学療法⼠が担っているところでございます。フレイル
サポーター養成講座の講師を務めていただいているほか、フレイルチェックの
現場では、チェックが正しく⾏われているかどうか等の確認、指導、助⾔をい
ただいているところでございます。 
 次に、デイサービス等の送迎⾞についての再質問にお答えします。道路通⾏
許可につきましては、送迎時間帯等の関係で、送迎ルート上にスクールゾーン



などの通⾏禁⽌時間帯が設定されている道路を通⾏する際の許可を取っている
というふうに伺っているところでございます。 
  
⽣活⽂化スポーツ部⻑（⼩関俊典君） 平和事業に関する再質問にお答えいたし
ます。まず１点⽬は、映像作品の関係でございます。体系⽴てた新しい作品をと
いう御意⾒だったかと思いますが、こちらに関しましては、平和事業を協働で進
めております⾮核・平和をすすめる⻄東京市⺠の会の御意⾒を伺いながら検討
してまいりたいというふうに考えているところでございます。 
 ２点⽬、平和事業のイベントに対する御質問をいただいております。平成 29
年度と 30 年度につきましては、埼⽟県にあります原爆の図丸⽊美術館や吉⾒百
⽳を訪問するなど、市外の戦争遺跡を訪問し、市⺠の皆様に戦争や平和について
考えるきっかけにしていただいたところでございます。また、平和の⼤切さを考
える機会としていただくために、市⺠の皆様をお連れし、戦争に関連した施設等
を⾒学いたしますピースウオークを毎年度実施しているところでございます。
今年度につきましても、市内の戦争遺跡を訪問することを検討しておりまして、
まち歩きを通し平和の⼤切さを⾝近に感じていただけるよう努めてまいりたい
と考えております。 
  
 
 
（⼩林たつや君） まず、健康応援都市については、ぜひよろしくお願いいた
します。 
 フレイルサポーターのほうで、柔道整復師と理学療法⼠ということでしたけ
れども、前は、鍼灸師のほうも、何か講習とかに、うちの会⻑が呼ばれていた
りしたんだけれども、最近声がかからないんだよといって、なくなっちゃった
のかななんて⼼配されていたので、ぜひまた仲間に⼊れてやってくださいとい
うことをお願いいたします。 
 戦争の記憶についてですが、⾮核・平和をすすめる⻄東京市⺠の会との協働
により調査・研究とのことでしたが、やはり歴史的な資料の保存は⾏政が主導
して進めるべきだと私は思っております。市史編さん室みたいなところがあれ
ばいいんですけれども、例えば、先ほどの⽥無⼩の銃器類についてですが、昨
年の９⽉議会で私がお知らせいたしましたように、⽥無町在住の戦史家の、私



の友⼈でもある柴⽥⼀哉⽒の推測ではあるんですが、これで⾔うと、中島⾶⾏
機の武蔵⼯場のあった⻄東京市は、当時、⽶軍からターゲット 357 と呼ばれ
て、東⽇本における最重要攻撃⽬標の⼀つであり、この地域は軍事態勢と密接
に結びついた、まさに軍郷が成⽴していたことなど、そしてまた、⽥無⼩の銃
⽕器 1,400丁もの歩兵銃を装備していたのはどの機関だったのかということ
で、柴⽥君の話ですと、３候補のうち、ひばりヶ丘駅の南⼝、もとのひばりが
丘ボウルのあたりにあった陸軍兵器補給廠⽥無教育隊であろうと。平和の会の
取材では、⽥無町の濱野敏郎さんが予備隊と呼んでいるとのことでした。最新
の情報としてこの件に触れている⽂献は、多分、私のこの９⽉議会の議事録し
かないのじゃないかと思います。それ以外にも、先ほどのＤＶＤに少し紹介さ
れております、原爆の模擬爆弾が柳沢のしじゅうから公園の付近に投下された
ということで、この爆弾は⻑崎に投下されたプルトニウム爆縮型のファットマ
ンの模擬爆弾で、俗にパンプキン型と呼ばれるものであります。ちなみに、広
島に投下されたものは⾼濃縮ウランを使⽤したガンバレル型のリトルボーイと
されております。ここまでは皆さん、知っている⽅は多いと思うんですけれど
も、このパンプキン型が東京では少なくとも２つは投下されておりますが、そ
のうちの１つは、クロード・イーザリー機⻑が皇居を狙い、それがそれて⼋重
洲に落下したとのことでございます。もう１つは、こちらが武蔵野市のグリー
ンパーク付近にあった中島⾶⾏機⼯場を狙ったものだそうです。後⽇談とし
て、クロード機⻑は、皇居を狙った命令違反のため、広島の爆撃には参加でき
ず、エノラゲイにはポール・ティベッツ機⻑が乗ったということでございまし
て、また、クロード機⻑は、その後、あまりいい⽼後は送れていないというよ
うなお話もあります。 
 平成最後の夏に戦争の記憶を伝える⼤量の遺物が出⼟したこと、そして、戦
争のなかった平成という時代を超え、令和の時代になった今、現在の平和な⻄
東京とかつての軍郷であったこの地域の歴史をつなぐ貴重な遺産及び当時を知
る数少なくなった⽅々のお話を市制施⾏ 20周年を迎える今、その事実をきち
んと系統⽴てて、市の正式な刊⾏物もしくはデジタルを含む記録として残すべ
きと提⾔させていただきたいと思います。 
 デイサービスの⾞の件なんですけれども、その⾞を運転している⼈が若い⼈
だと、割ときちっと乗っていらっしゃるんだけど、全員がそうだとは⾔わない
んですけれども、最近の⾼齢者の事故の件、先ほど稲垣議員もお話しされてい



たような、もうそろそろ私もそういう年代に近づきつつあるんですけれども、
オートバイに乗っていると⾔ったら、藤⽥議員に、もうやめなさいとかと怒ら
れまして、あまりこのことを⾔っていると、今度、ほっぺたをつねられるんじ
ゃないかと思って気をつけていきたいと思いますけれども。そういうことも含
めて、お気をつけいただきたいと、市のほうから⼀⾔⾔っていただければ、別
に事故を起こしているわけでもないし、そんなに危険でもないかもしれません
けれども、やはり⾼齢者の⽅が運転されていると多少危険なところもあるのか
なということがありますので、どうかその辺をお酌み取りいただいて、よろし
くお願いいたします。 
 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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令和元年 12⽉議会の⼀般質問です。 
  
（⼩林たつや君） ⼀般質問に⼊る前に⼀⾔申し述べさせていただきます。 
 天皇陛下におかれましては、国事⾏為である即位正礼殿の儀から始まった即
位にかかわる⼀連の儀式を本⽇皇居、宮中三殿において⾏われた親謁の儀によ
って終わられたとのことでございます。この場をおかりいたしまして、万事何事
もなく御即位なされたことに対しお喜びを申し上げさせていただきます。 
 続いてもう⼀つ、私の⺟校でもあります⾕⼾第⼆⼩学校卒業の棟朝銀河選⼿
が、11⽉ 28⽇から 12⽉１⽇にかけて、有明体操競技場で⾏われておりました
第 34回世界トランポリン競技選⼿権⼤会におきまして、男⼦シンクロナイズド
において、⽥崎勝史選⼿とペアを組み、⼤活躍されました。そして、優勝されま
したことはまことに輝かしく、私ども⻄東京市⺠に元気と勇気を与えてくれる
出来事で、⼤変喜ばしいことだと思っております。⻄東京市におかれましては、
引き続き市報やホームページ、また懸垂幕や横断幕などを活⽤し、このようにス
ポーツで活躍する⽅々を応援するとともに、市⺠の皆様にも、⻄東京市はこんな
に頑張っている選⼿がいるんだということをぜひ周知していただき、東京 2020
オリンピック・パラリンピック⼤会への気運醸成を、後ほど質問もいたします
が、ますます⾼めていっていただきたいと思っております。 
 それでは、通告に基づき質問をさせていただきます。まず第１点⽬として、台
⾵情報のホームページ及びアプリのふぐあいについてを伺います。 
 10⽉ 11⽇から 13⽇の朝まで、市内にも猛威を振るった台⾵ 19号が上陸し
ていたときに、特に 12⽇の夜だと思ったんですけれども、⻄東京市の防災情報
などをインターネット上で⾒ることができなくなっておりました。この⼀般質
問の間も多くの議員さんから御指摘のとおりでございます。またヤフーの防災
情報も⾒られなかったようです。原因は、⼀時的に多くの市⺠、都⺠のアクセス
がふえたことと思われますが、そのときの状況とはどのようなものだったのか
伺いたいと思います。 
 第２点⽬として、ふるさと納税につきましては、当市ではあまり積極的ではな
いという印象を私は持っております。また、市⻑の今までのこの件についての質
問等に対しての御答弁もそのようであると感じております。本来、ふるさと納税



は、⾼齢化、過疎化が進んでいく地⽅⾃治体への救済的な事業であり、そのふる
さとに、都市部に住んでいる⽅々が⾃分に関連がある地域に納税という形で応
援するという趣旨のもとにつくられた制度と私は認識しております。それがい
つの間にか、⾼級和⽜だとか海産物、その他まだ⾼価な品物をあげますから、ど
うぞうちの⾃治体に納税してくださいと、そういうような状況になり、納税チキ
ンレースになってしまったのではないかというような気がしております。当市
は賢明な判断によりそのようなレースには参加していないようですが、もう少
しというか、今よりもちょっとだけ返礼品に⼯夫を凝らしてみてはということ
で質問をいたします。 
 既に⼀店逸品事業のお菓⼦などの当市の逸品を返礼品にしておりますことは
承知しておりますが、前回も御紹介しました商⼯会の⼯業部会の⽅々に御協⼒
をいただき、これもまた以前御紹介いたしました⽂具や置物などの特殊な⼯業
製品等を返礼品にしてはいかがかと思いますが、この点について市のお考えを
お伺いさせていただきます。 
 ３点⽬、市⺠映画祭について伺います。11⽉ 16⽇にこもれびホールで、恒例
の⻄東京市⺠映画祭⾃主制作映画コンペティション 2019 が開催されました。今
回も市の後援を受けての開催です。応募総数 100作品から厳選された全 13作品
が午後１時より上映されて、観客を含めた多くの⽅々の審査により各賞が発表
されました。最優秀作品賞には鈴⽊郁也監督の「閃光」が選ばれ、観客グランプ
リ、⻄東京市⻑賞には「ストレスフルスイング」が、アニメ優秀作品賞には「ぼ
くらの⾃由研究」が受賞されました。当⽇は多くの観客の皆様の中に、ほかの⽅
もいらっしゃったかもしれませんけれども、公明党の佐藤議員や市の⼩関部⻑
もいらっしゃったと思います。毎年すばらしい作品が選考されますが、その前の
100作余りの応募作品から決勝 10作品まで絞り込むシネマ倶楽部、⼭本恵司代
表をはじめとする関係スタッフの皆様の御努⼒には頭が下がるところでござい
ます。 
 ちなみに、私の評価は、今回はアニメ作品の「ぼくらの⾃由研究」、次は「ス
トレスフルスイング」と続きます。上映総時間は 198 分だと思います。これで
500 円というのは⼤変安いと私は思っております。 
 さて、この映画祭に関して、⻄東京市は後援ということで、共催には⻄東京市
公⺠館も関係しておりますが、市の映画祭に対する認識を伺いたいと思います。 
 続いて４点⽬として、もうすぐそこに迫りました東京 2020オリンピック・パ



ラリンピック気運醸成事業について伺います。まずは、その前にラグビーワール
ドカップ 2019 が⼤成功のうちに終わりました。これも関連していると私は思っ
ておりますので、ラグビー全⽇本の活躍や試合内容はもとより、⽇本⼈の外国か
ら来たお客様に対するおもてなし対応や、試合観戦後のごみ拾い、⽇本代表チー
ムを⾒習って、海外のチームまでが試合終了後観客に対しおじぎをするなど、こ
れ以外にももっとたくさんあるんですが、まさに、おもてなしの国、⽇本の真⾻
頂を海外に対し⾒せることができたすばらしいイベントだったと私は思ってお
ります。 
 そこで、かつて全⽇本ラグビーチームのチームドクターだった丸⼭市⻑はど
のように感じられたか。そして、それを今後のオリンピックに関する気運醸成事
業等にどのように⽣かしていくかを伺います。 
 また、オランダオリンピック委員会との連合事業についてはいろいろと聞き
及んでおりますが、詳しくお知らせください。 
 それから、21 ⽇にことしも⾏われるリレーマラソン⼤会については⼤変⼈気
もあるようですが、これからも続けていくのかも含め御答弁を願います。 
 続いて５点⽬として、市内で⼾別配布されることがあるチラシの中にはいろ
いろな種類のちょっと問題のあるものもあると思います。そこで、まずは、先⽇
我が家の郵便受けに⼊っていた廃電化製品の無料回収チラシについて伺います。
こちらはＢ５のコピー⽤紙で、チラシの⼀番上に廃電化製品無料回収とあり、収
集⽇までにチラシを張った状態で⽞関先に出しておいてください云々というも
ので、無料回収できる製品の種類がその下に書いてあります。エアコン、バイク、
プリンター、何々とあり、市でも⼩型家電として回収しているものが多くありま
した。その下には、有料回収としてテレビ、冷蔵庫、乾燥機とあり、御相談くだ
さいと書いてあり、携帯番号とヤマモトという名前が書いてありますが、会社名
や市の関係は何も書いてありません。このチラシは、⾼齢者やよくわからない⼈
が⾒れば、市の⼩型家電回収の妨害というか横取りしているように⾒えますが、
市の御対応を伺います。 
 続いてもう１枚、東京都第４地区にお住まいの皆様にと⼀番上にある排⽔管
⾼圧洗浄キャンペーンのお知らせというものも来ておりました。こちらは⾼圧
洗浄料⾦ 3,000 円プラス税とあり、チラシの下のほうには会社名もありますが、
その下には⼩さな⽂字で、⾼圧洗浄は１カ所 3,000 円となりますとあり、例とし
て、台所の排⽔管 3,000 円、浴室配⽔管 3,000 円とあります。そのほかにもいろ



いろ書いてあり、最後に、上記地区番号、先ほど⾔った東京都第４地区について
は、⾏政とは関係なく独⾃の地区区分であると書いてあります。こちらもうさん
臭いとしか⾔いようのないものと思いますが、いかがでしょうか。あわせて伺い
ます。 
 ６点⽬、⾕⼾せせらぎ公園につきましては、平成７年に市議に初当選して、ま
ずは何ができるかと、その当時は、若い私も悩んだものでした。まずは市の施設
で何が⾜りないのか、そして、市⺠のためになる優先順位はどうかと考えたとこ
ろ、その当時の⽥無市の公園⾯積の少なさに気づき、公園⾏政を⾃分の議員とし
てのライフワークのようなものにしようと思いました。その後は、せせらぎ公園
をはじめ、いこいの森公園はもちろんのこと、その他の公園と公園⾏政に関し
て、誰にも負けない知識と、市政に対しての提⾔を⾏ってきたと⾃負しておりま
す。 
 せせらぎ公園につきましては、当時の薬⼤跡地に公団ができるが、その⼀部分
につくられる公園⽤地をどのような公園にするかという命題ができ、当時の⻘
年会議所のメンバーとワークショップを開催したり、当時の末⽊⽥無市⻑への
陳情などを⾏い、開設は⻄東京市になってからでしたが、⻄東京市初のビオトー
プを持つ環境共⽣型の公園、せせらぎ公園が誕⽣いたしました。開設当時は、流
れの部分の下のブルーシートが⾒えてしまったり、下の池に⼦どもさんが落ち
てしまって柵がつくられたりとかいろいろありましたが、天気のよい⽇にはい
つも、今でも⼦どもたちの歓声が聞こえるすばらしい公園でございます。 
 さて、今回の質問は、先⽇浜中議員からお聞きした話として、浜中議員が⼦ど
もさんたちとその公園の池に遊びにいって、ザリガニが⼤量に発⽣していて、⼦
どもたちが連⽇集まりザリガニ釣りをしているという話を聞きました。それは
それでよいのかとも思うんですが、アメリカザリガニということで、マッカチン
というものです。⼤体の年代の⽅は、男の⼈ならわかっていると思うんですが、
それはそれでよいのかとも思いますが、アメリカザリガニと思える外来種は駆
逐もしくは排除するべきものではないのかとも思うんですが、市のお考えを伺
いたいと思います。 
 最後に、防犯カメラの設置について伺います。今回の質問は、学校関連の防犯
カメラについて伺いますので、教育⻑に御質問となると思います。質問相⼿に書
いていなくて、書き忘れたのは私の責任でございまして、おわび申し上げます。 
 今回の質問は、学校関連の防犯カメラについて伺います。先⽇のニュースにも



ありました。⼤阪、⼩６⼥児誘拐事件についても、まち中に設置された防犯カメ
ラの活躍が相当なものだと認識しております。２年ほど前に、⼩学校の通学路に
防犯カメラを設置したと聞いておりますが、その設置状況と今後の⽅針につい
て伺います。 
 以上、多岐にわたりますが、御答弁のほどよろしくお願いいたしまして、また
御答弁により再質問をさせていただきます。ありがとうございました 
  
市⻑（丸⼭浩⼀君） ⼩林たつや議員の⼀般質問について、初めに、台⾵情報
のホームページ及びアプリの状況についてお答えします。令和元年、台⾵第 19
号に関する情報につきましては、ホームページにおいて、10⽉９⽇から同⽉
13⽇までの５⽇間、台⾵接近への注意喚起をはじめ、各施設や業務等の状況と
ともに、台⾵の影響が懸念されるイベントの開催状況、⾃主避難所の開設状況
をお知らせいたしました。台⾵が本市に接近、通過する 12⽇には、市⺠の皆
様等から多くのお問い合わせをいただいておりますが、⼀部の⽅から、市ホー
ムページの閲覧がしにくいという御指摘を受けております。当⽇は、市ホーム
ページ運営保守事業者がシステムの稼働状況を監視しており、サーバ等への負
荷によるシステムの停⽌等には⾄らず、正常に稼働していることを確認してお
ります。また、スマートフォン⽤アプリのいこいーな⻄東京ナビにつきまして
は、御利⽤者からのお問い合わせはなく、アプリのふぐあいは確認されており
ません。 
 市ホームページの閲覧がしにくい状況につきましては、御利⽤になる⽅の通
信端末や御契約の通信環境の影響もあると考えられますが、東京都によります
と、多数のアクセスにより、都内の全⾃治体が接続しているセキュリティクラ
ウドのサーバに負荷がかかり、⼀時的に通信速度が遅くなっていたという説明
がございました。このことから、市ホームページへの影響があったものと考え
ております。 
 次に、ふるさと納税についてお答えします。本市では、商⼯会⼯業部会の皆
様の御協⼒を得まして、市内児童館におきまして、しんちゅう製の精密こまを
使⽤したこま教室や、サマー⼦ども教室でのステンレス板を材料とする⼯作教
室を実施させていただきました。また、多摩六都科学館でも、年明けに実施さ
れる⻄東京ウイークにおいて、「体験しよう！⻄東京のものづくり」との特別
イベントで、精密こまのこま回しのほか、ミニ電⾞の乗⾞体験などにも御協⼒



いただく予定となっております。このような機会を通じて、⻄東京市内におけ
るものづくりの内容や技術⼒を市内外の皆様にもまちの魅⼒として発信できる
ほか、市内⼯業への理解促進にも寄与できるものと考えております。ふるさと
納税の返礼品に関しましても、そのような取り組みの⼀環として有効なものと
捉えておりますが、⼯業部会の皆様への負担や、専⾨性の⾼い⼯業品などを⼀
般の⽅々に提供するに当たっての課題など、整理すべき点もあることから、ど
のような取り組みが可能なのか、調査研究してまいりたいと考えております。 
 次に、⻄東京市⺠映画祭についてお答えします。当該事業は、⻄東京市⺠映
画祭 2019 実⾏委員会が主催し、⾏政関係からは、保⾕こもれびホール指定管
理者及び公⺠館がかかわっております。市⺠の皆様による映画祭はことしで 18
回と回数を重ね、特にこの中で⾏われる⾃主制作映画コンペティションは、近
年では若⼿映画監督の登⻯⾨の１つとの評価も受けていると伺っており、受賞
作品の監督が、後に話題作を制作された実績も⽿にしているところでございま
す。こうしたことから、この映画祭が市の内外から⾼く評価されていることを
⼤変誇りに思うとともに、市⺠の皆様が気軽に⽂化芸術に親しむことができる
機会づくりに⼤きく寄与していただいているものと認識しております。 
 次に、2020オリンピック気運醸成事業についてお答えします。まず、ラグ
ビーワールドカップの感想ということでございますが、本市におきましても、
去る９⽉ 28⽇に、⽇本対アイルランド戦につきまして、保⾕こもれびホール
のメインホール及びアスタセンターコートにおいてパブリックビューイングを
実施したところでございます。両会場には多くの皆様に御来場いただき、私も
会場が１つになって応援するというパブリックビューイングのだいご味を体感
したところでございます。⽇本チームが、まさしくことしの流⾏語⼤賞にもな
りましたワンチームとなって⼤活躍した本⼤会は、社会的にも⼤きく取り上げ
られ、市⺠の皆様にスポーツ観戦の魅⼒を実感していただくとともに、来年開
催されます東京 2020 ⼤会の気運醸成にもつなげられたことと考えておりま
す。 
 次に、オランダオリンピック委員会・スポーツ連合連携事業につきまして
は、11⽉に５回⽬の訪問がございまして、市内⾼校での⽣徒向けの講演会や児
童センターでのパラ陸上選⼿とのスポーツ交流を通じて、次世代を担っていく
多くの⽣徒や児童の皆さんに、障害者スポーツを通した共⽣社会について学ん
でいただきました。スポーツ以外にも、オランダマルシェやオランダの⺠族⾐



装・⺠謡を紹介したり、保育園や⼩中学校の給⾷でオランダ料理を提供したり
するなど、市⺠や児童⽣徒の皆様にオランダの⾷や⽂化にも触れていただく機
会を創出したところでございます。 
 オランダ連携事業やホストタウン事業以外では、オランダ発祥のスポーツで
ありますコーフボールの⽇本選⼿権が先⽇総合体育館で開催され、コーフボー
ルとスポーツ⾞椅⼦の体験会を地下体育館におきまして同時開催いたしまし
た。また、オリンピック・パラリンピックの気運醸成の⼀環として実施してま
いりましたリレーマラソンにつきましては、本年 12⽉ 21⽇に⾏われます⼤会
の状況も含め、これまでの実績などから、今後の⽅向性について検討していき
たいと考えております。 
 次に、廃電化製品の無料回収チラシについてお答えします。御家庭から排出
される⼀般廃棄物の収集、運搬、または処分をなりわいとして⾏う者は、廃棄
物の処理及び清掃に関する法律第７条で、管轄する市町村⻑の許可を受けなけ
ればならないと規定されており、この法律に基づき、本市では⻄東京市廃棄物
の処理及び再利⽤に関する条例第 25 条におきまして、⼀般廃棄物処理業の許
可の規定を定めております。したがいまして、市の許可を受けていない業者が
⼀般廃棄物の収集、運搬、または処分をすることは認めておりません。 
 本市では、これまで市⺠の皆様からの情報をもとに、適時東京都に対して業
者の情報提供を⾏うとともに、都主催の勉強会にも参加してまいりました。ま
た、平成 27 年には、都職員とも連携し、⽴⼊検査も実施したところでござい
ます。引き続き東京都や関係機関と連携を図るとともに、今後、市⺠の皆様に
対しまして、市報やホームページ等を通じ、ごみや資源物の適切な排出⽅法等
について、注意喚起を含め御案内を⾏ってまいりたいと考えております。 
 次に、排⽔管⾼圧洗浄チラシについてお答えします。折り込みチラシにつき
ましては、市が関与するものではなく、清掃業者が営業として配布しているも
のと考えられます。チラシが市内に配布されますと、排⽔管の清掃について市
⺠の皆様から市へのお問い合わせがございますが、宅地内の排⽔管は個⼈が所
有、管理する施設となっており、管の詰まり等で清掃が必要になった場合につ
きましても、市が直接個⼈宅での清掃や、業者に清掃を依頼することはござい
ません。市⺠の皆様から折り込みチラシの配布や排⽔管の清掃等でお問い合わ
せがあった場合、その都度御説明をさせていただくとともに、悪質な下⽔道の
清掃業者からの勧誘につきましては、今後も引き続き市のホームページにより



注意喚起や情報提供を⾏ってまいりたいと考えております。 
 最後に、⾕⼾せせらぎ公園についてお答えします。⾕⼾せせらぎ公園につき
ましては、平成 13 年４⽉に開園し、約 7,800 平⽶の敷地には遊具や池などが
あり、幅広い世代の⽅々に御利⽤いただいております。⾕⼾せせらぎ公園の池
におけるアメリカザリガニの⼤量発⽣の情報につきましては、現在、市及び指
定管理者にはそのような情報は届いておらず、確認ができておりません。今後
につきましては、⽇常点検や池の清掃時に現場を確認し、⼤量発⽣などの状況
が確認された場合には、公園の利⽤者皆様の安全を第⼀に考え、周辺環境に影
響がないよう、指定管理者とともに適切な管理に努めてまいります。 
  
教育⻑（⽊村俊⼆君） 防犯カメラの設置についてお答えいたします。教育委
員会では、⼦どもたちの安全確保や保護者等による⾒守り活動を補完すること
を⽬的として、平成 28・29 年度の２カ年で、東京都の補助⾦を活⽤し、通学
路の防犯カメラを各⼩学校区に５台、計 90台設置いたしました。東京都にお
ける防犯カメラ設置補助事業につきましては、登下校時の安全確保に対する社
会的な要請を踏まえ、今年度から３年間継続されることとなりました。さら
に、補助の整備対象につきましても、従来は学校が設定した⼩学校通学路とさ
れておりましたが、今年度からは、登下校区域の中から⼦どもの登下校時の安
全対策が必要な箇所と区市町村が認める箇所において実施されるものと拡⼤さ
れたところでございます。教育委員会といたしましては、東京都の補助の整備
対象が拡⼤されたことを踏まえ、令和２年度の整備に向けて、中学校の視点か
ら、登下校時の安全対策が必要な箇所に設置したいと考えており、現在、学
校、保護者、地域の皆様などにより設置箇所の検討を進めているところでござ
います。 
  
みどり環境部⻑（萱野洋君） ⾕⼾せせらぎ公園について補⾜してお答え申し
上げます。⾕⼾せせらぎ公園の上流の池につきましては、外来種を含めた⽣物
が⽣息していることは承知しております。この上流の池につきましては、観察
池としておりまして、さまざまな⽣物が⽣息することで、利⽤者の皆様に楽し
んでいただいているものというふうに認識をしておりますので、現時点では、
現在の⽣態を継続してまいりたいというふうに考えております。 
  



（⼩林たつや君） 御答弁ありがとうございます。それでは、順を追って再質
問させていただきます。 
 台⾵の情報については、東京都のクラウドサーバの原因だったということ
で、アプリは⼤丈夫だった。私が⾒たのが、ヤフーの防災アプリだったのかも
しれない。そちらもつながらなかったんです。こんなことがあったので、これ
は⼤丈夫なのかと⼀応１回だけ危機管理室に連絡はしたんですけれども、危機
管理室も忙しいから、そんなときによけいなことでがちゃがちゃ⾔うのも失礼
だと思ったので、それ以上はやりませんでした。次にはこういうことのないよ
うな御対応をぜひお願いしたいと思います。 
 仄聞いたしますところ、この⽇は避難所も開設されて、数カ所の避難所には
避難された⼈たちがいらっしゃったと聞いておりますが、その際、防災⼠とい
うのを名乗る⼈物が、職員や地域の⼈たちに、私は防災⼠である、丸々はどう
なったとか丸々はどうした、何々はどうしたみたいな感じで、何か避難所での
リーダーにでもなったかのような⾔動を繰り返して、対応に当たられている職
員さんや地域の⽅々にとってはいい迷惑だったと。そのときに避難されていた
市⺠の⽅から後⽇お聞きしたんですが、そういうことを聞いたんです。男性の
⽅だったようなという話を聞いております。それから、避難所の開設において
の初期の段階でのこれが課題になっちゃうのかなと思うんですよね。親切でそ
の⼈もやっているんだと思うんですけれども、はっきり⾔ってよけいなお世話
をしていたんだろうなと私は感じました。このようなときの指⽰系統の確⽴を
ぜひとも強く望むものでございます。今後は、避難している⽅々が困ることの
ないように御対応を願いたいと思います。 
 また、うちの近くでは、地元の消防団の消防⾞が避難勧告の任務につかれて
おりました。こちらは消防団の皆さんも多分初めてに近い。こういう避難勧告
なんていうのは初めてだと思うんです。それで⼾惑われたのかもしれませんけ
れども、⾞の動きがちょっと早かったようで、同じ場所での避難所開設のお知
らせが最後まで聞き取れなかったようだったんです。消防⾞が去った後、私の
ところに近隣の⽅からすぐ電話があって、⾬がざーざー降っているときだった
んですけれども、この⾬の中、避難所に避難しなきゃいけないのかとか、この
年でそんな無理ができるわけないじゃない、あなた、どうするのとか、私が怒
られてもどうにもならないし、私に⾔われても困ってしまうんですが、そんな
ことがありました。 



 最後まで聞き取れなかったのはこれが原因と思えたので、床上浸⽔でもしな
ければ、どうなのと⾔ったら、何でもないと⾔うから、それだったら避難の必
要はないから⼼配しなくていいですよと、この間、森しんいち議員も⾔われて
いたことでございますが、そのように回答し、事なきを得ました。災害時は想
定外のいろいろなことが起きるものであると私も思いましたが、今後はこのよ
うな教訓を踏まえて、次の災害に対し万全の対応ができるよう御準備をお願い
いたします。この質問はこれで終わります。 
 ふるさと納税については、先⽇⾏った全国都市問題会議だっけ、議⻑会だっ
け。どっちだか忘れてしまいましたが、それは⾼知県の⼟佐清⽔市であったん
ですけれども、ロボット型まきストーブ、これを 210万円以上寄附するとくれ
るそうなんです。格好いいんです。ブリキのロボットみたいな⼤きなもので、
まきストーブがおなかにあるわけですから、もちろん地元の業者さんがつくっ
て使われている。残り１点限りとなっているんですけれども、もしかしたら１
点しかつくっていないんじゃないかなという微妙なところもあるんです。こう
いうおもしろいものをやると、まちの宣伝にもなるし、その地元の業者のため
にもなるんじゃないかと私は思うので、このようなことも御参考にされたらい
かがかと思いまして御紹介をさせていただきまして、この質問も終わります。 
 ３点⽬の市⺠映画祭については以前にも質問しました。この映画祭で優秀作
品賞を取った監督に市のＰＲ動画の作成などをお願いしてみてはいかがかとい
うこと、これをもう⼀度、再度伺います。 
 主催のメインの⻄東京シネマ倶楽部に対しては、補助⾦等を検討されること
も考えられないかということをお聞きしたいと思います。 
 オリンピックの気運醸成につきましては、リレーマラソン⼤会をはじめ、オ
ランダの連携事業、ホストタウン事業、パブリックビューイングなど、本市で
はさまざまな気運醸成事業が⾏われていることがよくわかりました。来年は、
いよいよオリンピック・パラリンピックの⼤会実施年となりますが、本市でこ
れまで⾏ってきた取り組みが失速することなく、どうか確実に気運醸成につな
げていっていただきたいと思います。 
 また、来年度は東京都の 30 市町村が 14競技について競い合う第 53回東京
都市町村総合体育⼤会の幹事市が本市ということも聞いております。オリンピ
ック・パラリンピックと同⼀年度中の東京都を挙げての⼀⼤スポーツ⼤会の幹
事市ということで、こちらのほうも準備から実施まで⼤役を担うことと思いま



すが、本市を含む 30 市町村の皆様が安全に楽しく参加できる⼤会になること
をどうぞよろしくお願いいたします。 
 あとリレーマラソンなんですけれども、これについては、12⽉の終わりにや
るというのは、来年度やるとすれば、これはオリンピックの気運醸成事業だか
ら、ことしで終わりかもしれませんけれども、やるとすれば少しずらされるべ
きではないかということを⼀⾔⾔わせていただきます。朝早いんです。⼤変な
んです。そのとおりでございます。 
 次の５番⽬のチラシの関係ですけれども、⼀般廃棄物処理業者の許可を受け
ていない業者は違法な操業をしていると認識していいのかということをお聞き
したいと思います。これは、要するに犯罪かということです。 
 またその際、答弁では、関係機関と連携を図ると⾔われましたが、警察とい
うことでいいんでしょうか。再度お聞きいたしますが、⾼圧洗浄についても、
同じことを聞きたいと思います。 
 ⾕⼾せせらぎ公園につきましては、上流に観察池という御答弁がありまし
た。これがビオトープとされていたんです。いつの間にか観察池という名前に
変わっちゃったんだけれども、たしか環境共⽣型のビオトープだと思います。
同じことなのかもしれませんし、そこはいいとして、外来種が⽣息するべきで
ないと私は考えます。実は、調査に⾏ったんです。イカをつけて、たまたま⾞
に積んであったルアーフィッシングのさおにつけて投げてみたら、落とした瞬
間に、ココンと来ちゃうんです。ザリガニを釣るどころか、30センチ以上のコ
イがかかっちゃうんです。針はついていないから釣れないんですけれども、お
おって感じで、それが２回ぐらいあって、これではとれないということで、ザ
リガニも、寒い⽇だったので、多分⽳に潜っちゃって全くいなかった。下の池
でもやってみた。下の池は逆にいつもはコイが泳いでいるのに、１匹も泳いで
いないで、逆にそこには、いるかと思ってザリガニを探してみたんですけれど
も、全く反応はなかった。浜中君がとり尽くしてしまったのか、もしくはみん
な⽳に潜ってしまった。８〜９割は⽳に潜っているだけだと思うんです。 
 今テレビで、池の⽔を全部抜くなんていうのもやっています。だから、こう
いうのもイベントの１つとして、それから、井の頭公園では、かいぼりという
んですか、ああいうのもやられたと聞きます。10 年 20 年たった池は、少しき
れいにするのも含めて、公園を⾒直すというような形で、そういうようなイベ
ントなんかも含めて、とったザリガニ、例えば上のビオトープでとったものは



下の池に移して、ここではとっていいよとしてもいいと私は思うんです。コイ
も、あそこでコイ釣りしろというのは無理があると思うので、⼩さい池ですか
ら、ですけれども、本当はコイも外来種ですから、いこいの森公園にはいな
い。たしか、いたら排除しているというのを聞いたことがあるんですけれど
も、先週いましたと⾔っているので、いるそうです。 
 最近⾏って⾒ていないので、メダカの⼩さいのが泳いでいるのが正しい。本
来ならば、メダカも微妙なんですけれども、メダカの中にも、本当のメダカ
と、カダヤシとかというちょっとタイプの違うメダカ、普通の⼀般の⼈では区
別がつかないようなレベルでいると思うし、本当ならばヤマベとかオイカワと
呼ばれる⿂、それからハヤと呼ばれる⿂、それから、あとはイトヨとか、そう
いうのがいなければいけない。カマツカとかチチブとか、そういうハゼ系の⿂
とかがいなければいけない場所ではあるんですけれども、残念ながら、そうい
うものはほとんどいないというのが現状です。本来の形にできれば戻したいと
私は思っております。 
 ぜひそういうふうになるように、池の⽔を全部抜くまでいかなくても、みん
なでその池を１回、ガサガサというんですけれども、網でやってみて、ここに
いる部課⻑さんのお顔ぶれも⾒ると、⼤体同年代だから、絶対昔やったことの
ある⼈たちばかりだと思うんです。落合川とか⽵林公園のところとか、⻄東京
は少なかったんですけれども、⽚⼭のほうに⾏けばいっぱい池みたいなのがあ
って、やりましたよね。⼩幡議員もやっているというので、みんなやっている
から、１回ぐらいみんなでやってもいいんじゃないかとか思うので、ぜひその
ときは私も呼んでください。よろしくお願いいたします。 
 防犯カメラについて、実はこの件について、どこか通学路関係でないですか
と⾔ったら、育成会の⽅から、学校の中にはつけてくれないのという形で⾔わ
れたんです。これは、その育成会の⽅の⼦どもさんがもう⼤きくなっちゃって
いるんですけれども、そのお⼦さんが中学⽣のときに、体育館の裏に呼びつけ
られたと。そこでちょっと嫌な⽬に遭った。こういうのをなくすようにしてく
れたらいいんだけれども、学校内はだめなんですかと。この状況とは違うよう
な気がするんですけれども、この点だけお聞きしたいと思います。 
 以上、再質問とします。 
  



⽣活⽂化スポーツ部⻑（⼩関俊典君） ２点御質問をいただいておりますので再
質問にお答えいたします。 
 まず、１点⽬の市⺠映画祭の関係でございます。⻄東京市のＰＲ映像の制作と
いう御提案、それから市⺠映画祭に対する⽀援という御提案が今ございました。
こういったことに関しましては、市の財政状況等を踏まえた上での総合的な検
討が必要になるものというふうに考えているところでございます。 
 ２点⽬で、市内の折り込みチラシの関係の御質問をいただきましたのでお答
えを申し上げます。排⽔管の⾼圧洗浄チラシの関係でございます。このようなチ
ラシを配布する業者の中には、点検商法といって、点検後に消費者の不安をあお
り、ほかの修繕や⾼額な⼯事などを結ばせる⼿⼝で消費者をだまそうとする業
者もございます。消費者センターにも類似した相談が年に２〜３件寄せられて
おりまして、例といたしましては、チラシには 3,000 円というふうに書いてある
んですが、実際は１カ所につき 3,000 円で、７カ所分の修繕料を請求されたり、
あるいは排⽔管以外にもさまざまな箇所に修繕が必要であるということの指摘
をされ、⾼額なリフォーム契約を勧められるというケースもございます。仮に契
約を締結したり⼯事が終了した後でありましても、クーリングオフや契約の取
り消しができる場合がございますので、その場合は消費者センターへ御相談い
ただければ、対応をさせていただくということでございます。 
 なお、⾼圧洗浄を検討される市⺠の皆様には、商⼯会から会員事業者を複数御
紹介いただき、それぞれ⾒積もりをとった上で御契約いただければというふう
に考えているところでございます。 
  
みどり環境部⻑（萱野洋君） 廃電化製品の無料回収チラシの再質問についてお
答えいたします。御家庭から排出される⼀般廃棄物の収集、運搬、または処分を
なりわいとして⾏う者は、⻄東京市廃棄物の処理及び再利⽤に関する条例第 25
条におきまして、⼀般廃棄物処理業の許可を受けなければならないというふう
に規定をしております。したがいまして、市の許可を受けていない業者は収集、
運搬、または処分を⾏うことはできないというものでございます。 
 次に、関係機関との連携でございますが、これまでも⽥無警察署には情報提供
を⾏ってまいりましたが、引き続き連携を図ってまいりたいというふうに考え
ております。また今後、消費者センターとも連携し、市⺠の皆様に対しまして、



市報やホームページなどを通じて、注意喚起を含めた御案内をしてまいりたい
というふうに考えております。 
教育部特命担当部⻑（飯島伸⼀君） 市⽴⼩中学校敷地内の防犯カメラについて
お答えさせていただきます。市⽴⼩中学校敷地内の防犯カメラにつきましては、
不審者の侵⼊予防や児童⽣徒の安全確保を設置⽬的といたしまして、全校の正
⾨または通⽤⾨に設置をしているところでございます。学校敷地内のいわゆる
死⾓部分と⾔われる場所につきましては防犯カメラを設置しておりませんけれ
ども、⼈的警備として、１⽇２回の巡回警備を実施しております。異常などがあ
った場合につきましては、警備会社から学校と教育委員会に通報することとな
っているところでございます。今後も防犯カメラや⼈的警備などにより、児童⽣
徒の安全確保に努めてまいりたいと考えております。 
  
（⼩林たつや君） では最初に、市⺠映画祭についてです。この間、実は市⺠映
画祭のシネマ倶楽部の⼭本さんとちょっとお話ししたんですけれども、100 本
の映像を⾒るというのは、20 分ぐらいで 100 本ですから、10 本ではないですか
ら、それを全部⾒て、13 本まで厳選するのはどれだけ⼤変かと。本当くたびれ
て⼼が折れそうだというような⾔葉を⾔われていた。それと運営も厳しいとい
うことで、何かお助けになるような、だから、さっき⾔ったような監督にＰＲ動
画をつくっていただくとか、そういうのも⼀つのやる気持ちがまた⾼揚するも
のになるのではないか。そして、映画を愛する⽂化的な⼟壌の構築をするために
も必要なのではないか。フィルムコミッションというのも前に⾔っていますか
ら、また⾔うと思いますけれども、そういうのも含めてお考えいただければあり
がたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 廃棄物の件は、やはりこれは問題になります。犯罪ですよね。もっときつく、
強くお願いしたいと思う。１回あったんです。これはちょっと問題があるんじゃ
ないかと⾔ったら、いや、⼤丈夫です、全然平気ですと置いていったんです。だ
から、そうなのかと⼀瞬思っちゃうんです。だけれども、明らかにこれは犯罪だ
とわかりましたので、この次来たら、警察に電話します。 
 配⽔管のほうは置いていっちゃったのでわからなかったんですけれども、も
う⼀つ、実は屋根がいるんです。これは、近所の屋根を修理に来ていたんだけれ
ども、お宅の屋根がちょっとひどいから登らせて⾒せてくれると上がっていく
んです。それで、針⾦とかを引っこ抜いて、壊れていたよ、ほらと、⽡を割っち



ゃってもいいと思うんです。多分、それで持ってくる。それから、ポケットに⼊
れていたってわかりはしないですから、お年寄りの家庭のところで、これだから
直さなきゃだめだよと直すのに、幾らぐらいかかるのと⾔うと、幾らもかからな
いとやっていくと、やっぱり全部やらなければだめだ、200万円、こういうパタ
ーンらしいんです。実は私の知り合いの友達のお⽗さん、もう 90 のひとり暮ら
しのお⽗さんのところで、こう⾔われたんだけれども、どうしようかと⾔われ
て、すぐ別の友⼈の⼤⼯さんに上がってもらったら、⼤丈夫です、ちょっと壊れ
ていたのを直しておきましたと。幾らだと、別にお⾦は要らないですと、そのレ
ベル。こういうことがしょっちゅう起きているというので、ぜひ注意喚起を市報
などを使って、ホームページでやってくださっているということですので、よろ
しくお願いしたいと思います。 
 防犯カメラにつきましては、⾔われたお⺟さんが、もうその⼦どもさんは⼤き
くなっているので、今現状の話ではないので何とも⾔えません。校⾨のところの
防犯カメラ、外部から来る不審者に対しては、校⻑室に映っている防犯カメラを
⾒せてもらっていますからわかりますけれども、そうじゃないところのそうい
う問題のある学校というのがあると思うんです。私の⾏った学校が今そうとは
思えないので何とも⾔えませんが、そういうところがあれば、やはりそれも、あ
と⽣徒のプライバシーとかいろいろ問題もあるのかもしれませんので、その辺
は教育⻑の御判断、また皆様の担当の部課⻑さんの御判断にお任せしますけれ
ども、そういうこともお考えになられてはいかがかということを申し述べまし
て、私の質問を終わらせていただきます。 
 
 
 


