
令和３年度の市政報告です 
３⽉にまとめた予算に対する報告は、昨年度同様パソコンの故障により 
どこかへ・・・⾏ってしまいました。 
９⽉議会の決算報告はあります。 
まずは、市⻑選挙後の臨時議会での質問からです。 
 
令和３年３⽉ 臨時議会 池澤新市⻑に対する緊急質問です 
 
 
それでは、私が最後の緊急質問になるかと思いますけれども、質問をさせていた
だきます。今回の選挙については、もう既に同僚議員から多くの質問がありまし
た。最後に私から⼀⾔質問させていただきます。 
 前逗⼦市⻑の御本⼈のオフィシャルウェブサイトには、「財政危機脱出宣⾔！」
と題するページにて、逗⼦市の平成 28 年度の決算が⾚字になってしまうという
財政危機が現実であったこと。そして、取りあえずこの危機的状況を回避したこ
とが報告されております。その後には、逗⼦市⺠の皆様に御不便をおかけしたこ
とを、当時市⻑であった御本⼈⾃らがおわび申し上げますと書かれております。 
 先ほどの稲垣議員の話と重複しているところもあると思うんですが、この「財
政危機脱出宣⾔！」と題したページは、たまたま検索サイトで「平井⻯⼀ 財政
危機」と検索したところ⾒つかりました。なぜか分からないですけれども、この
ページはどういうわけかは知りませんが、選挙前から、オフィシャルウェブサイ
トのメインメニューからはたどれなくなっておりました。つまり、通常の⽅法で
は⾒ることができない。まるで⻄東京市⺠に不都合な真実を隠すがごとくとで
も⾔いましょうか、何と表現すればよいかは分かりませんが、そこには逗⼦市の
財政の現状と今後、財政の悪化の原因等が⽰されており、⾃治体の貯⾦に当たる
財政調整基⾦に⾄っては、2017 年度には１億円まで減少したが云々と、そして、
回復予定と表まで⽰しております。11 年間にわたり逗⼦市のトップとして財政
を担いながら財政を危機的状況に陥らせた責任のある⽅が果たして⻄東京市の
新市⻑にふさわしいのか。緊急避難的に危機を回避したことよりも、市⺠の貴重
な税⾦を預かりながら財政危機を招いた市政のトップは誰だったのか、そちら
のほうが問題になるのではないかと私は思っております。消えた年⾦ではあり
ませんが、この消えたページでは、その後に⼈件費の削減、リストラ、多くの各
種市⺠サービスを休⽌、もしくは中⽌、削減等の対策を断⾏したことが⽰されて
おります。逗⼦市の市⺠や職員に多⼤なる痛みを強いる財政再建策を実⾏し、市
⻑選挙の４選⽬に挑むも市⺠の⽀持を得られなかったことと理解をしておりま
す。このように、財政再建に努⼒したわけですので、財政再建に⼿腕を発揮した



というのはあながち間違いではないかもしれません。しかし、なぜ財政危機にし
てしまったことは⾔わずに、危機を脱出したことだけを強調するのでしょうか。
また、この消えたページを⻄東京市⺠の⽬に触れないようにした対応について
は、⻄東京市⺠の皆様はどのようにお考えになるでしょうか。そして、選挙期間
前より、⻄東京市⺠の中には、この⽅に対し、前職時代の財政問題に関⼼を持た
れた⽅々がおられて、各種ＳＮＳで問題提起をされておりました。逗⼦市の財政
が危機的状況になったことを切実に誠実に⻄東京市⺠に対して説明しなかった
のは⼤変⼤きな問題だと私は思っているし、そういう市⺠の⽅も……（発⾔する
者あり） 
 
（⾊々野次が⾶んだのを覚えてます。） 
 
 
⼤勢いると聞いております。私の個⼈的⾒解を述べれば、前職の逗⼦市⻑は市政
11 年⽬に財政危機を迎え、⼀時的な緊急対策を実⾏し、多年度にわたる財政再
建プログラムを作成した。プログラム実⾏中に市⻑選挙の４選⽬に出⾺するも
市⺠の理解を得られなかったと考えております。逗⼦市が現在も財政再建の道
半ば、途中にあることは、逗⼦市において財政再建検討会議が平成 31 年より組
織され、喫緊では令和２年 11 ⽉ 16 ⽇。次の市⻑である桐ケ⾕市⻑、副市⻑、
事務局及び有識者の出席の上で開催されていることからも明らかであります。
このような状況を踏まえると、池澤さんに対しての対⽴候補、平井陣営の法定ビ
ラに書かれた「財政を再建した実績のあるリーダーとともに市を⽴て直します」
との⽂⾔は事実とはいえないのではと私は思いますが、これは虚偽記載に当た
るのではないかという疑義が……（発⾔する者あり） 
 
（ここでもヤジが⾶び交いました） 
 
議⻑（⽥中のりあき君） 御静粛に願います。（発⾔する者あり） 
 
発⽣すると思います。選管の⾒解を伺いたいと思います。 
 なお、この選挙公報、法定ビラの⽂⾔については、市内の⾃治体財政を研究し
ている市⺠グループが調査に⼊っているとのことです。 
 それから、池澤市⻑の確認団体のビラにつきましては、確かに賛否両論があっ
たというお話を私も聞いております。ただ、前逗⼦市⻑は当時の逗⼦市の財政を
再建させたのか、そうではなかったのか、市⺠の皆様に御判断を仰ぐために、こ
の法定ビラが提供した情報はこのたびの選挙の争点を明らかにする上で極めて



有意義であったという御意⾒も頂いていることをここに紹介させていただきま
す。 
 それからもう１点は、先ほど稲垣議員がおっしゃっていた平成 21 年、今から
12 年前の過去の選挙におきまして、稲垣議員の御紹介もありました。また、午
前中には⽥村議員からもお話があって、私のことを紹介してくださいましたが、
当時、池澤市⻑は職員だったと思いますけれども、この件について覚えていらっ
しゃるか。また、何かコメントがあれば⼀⾔お願いしたいと思います。 
 
 
市⻑（池澤隆史君） 12 年前の市⻑選挙についてのお尋ねだと思いますけれど
も、先ほどもお答えをさせていただきましたが、当時は企画部参与でおりまし
たので、この議場にも⼊っておりました。やり取りについてはそういったこと
があったという記憶はございますけれども、私⾃⾝は直接選挙には携わってお
りませんので、コメントについては差し控えさせていただきたいと思います。 
 
 選挙管理委員会事務局参与（坂本眞実君） 法定ビラについてお答えいたし
ます。確認団体が作成したビラにつきましては、選挙管理委員会では、必要記
載事項の確認団体の名称、選挙の種類、公職選挙法の規定によるビラである旨
を表⽰する記号の３点の記載の基、特定の候補者の⽒名、またはその⽒名が類
推されるような事項が記載されていないことを確認し、受理しております。公
職選挙法に抵触しているかどうかの判断は、司法によるものとなります。選挙
管理委員会にはそうした権限はないため、これ以上の発⾔は差し控えさせてい
ただきたいと思います。 
 
 
⼩林たつや君 まず、ポスターの件からいきます。先ほど同僚の稲垣議員も指
摘しておりましたが、先ほど紹介したような出来事は事実としてあったわけで
すね。他の議員からも今回の選挙戦についてたくさんの指摘がありました。ど

うか御⾃⾝の胸に⼿を当てて冷静にお考えいただきたいと思います。 
 平成 21 年２⽉、当時の市⻑選挙の際、当時の⼥性候補者に対するあまりに
もぞんざいな⾏動・活動を取られた⽅が、もしかしたらこの議場にもいらっし
ゃるのではないか。私は絶対いないと信じておりますが、今⽇は市議会を傍聴
していらっしゃる多くの市⺠の⽅々もいらっしゃいますので、もしかしたら傍
聴者の⽅々の中にも当時の記憶がよみがえった⽅がいらっしゃると思います。
忘れないように、もう⼀度、平成 21 年２⽉の市⻑選挙の際に作成された広報
物を、先ほどと同様、読ませていただきます。「推薦 ⺠主党、共産党、社⺠



党、⻄東京・⽣活者ネットワーク、市⺠派無所属 無節操な⼥性候補 ⾃⺠党
市政の「復活」許さない！」、発⾏はチャレンジ⻄東京市⺠の会です。当時、
３⽉２⽇だから、ちょうど本当にぴったり 12 年前ですか、代表質問に私が⽴
っておりまして、先ほどお話ししましたポスターと、それからビラもあったと
思います。質問は平成 21 年の３⽉議会の議事録を⾒ていただければきっちり
書いてありますので、後で気になる⽅はお読みいただければいいと思うんです
が、法定１号ビラと、そのとき私は発⾔しております。そこには、現在も議場
におられます、無節操でない⼥性候補、そこにはその⼈にそっくりなシルエッ
トのイラストが、そして無節操な⼥性候補云々とありまして、その点について
私なりに追及をしたものでございます。私以外にも、現在、議⻑をやられてい
る⽥中議員、それから鈴⽊久幸議員など、多くの議員がこの件について質問し
ています。当時の坂⼝市⻑、この市⻑の御答弁は、節操という⾔葉についての
辞書的説明の後に、何だかんだ⾔って、御想像いただければ云々という御答弁
で、その後の再質問への御答弁では、詳細につきましては省略させていただき
ますと、と私は透かされちゃっているんですね。坂⼝市⻑を悪く⾔う気は全く
ないんですけれども、この御答弁に⽐べれば池澤市⻑の今までの御答弁は真摯
なものと感じております。無節操な⼥性市議会議員、今、これを⾔ったら完全

にアウトですよね。 
 それ以外にも、桐ケ⾕覚⽒をよく知る⼈から、今回の⻄東京市⻑選に当たっ
て、平井⻯⼀⽒の確認団体が発⾏したチラシに掲載されている桐ケ⾕市⻑のコ
メントについて、桐ケ⾕市⻑本⼈の発⾔を聞いてもらいました。内容ですが、
メールで平井⽒に⽂書を送った。いろいろ書いたが、その⼀部だけが切り取ら
れた形で掲載されている。⾮常に遺憾に思うと語ったとお聞きしております。
御本⼈の許可なく切取りをし、チラシを掲載していたことが分かりました。そ
のことをここで報告させていただきます。（「全⽂ですよ」と呼ぶ者あり）
が、しかし、しょせん争い事からは何も⽣まれないんですよ。と私は思いま

す。（「事実を⾔ってよ」と呼ぶ者あり）我々は誰のために、何のためにこの
議場にいるのか。私は⻄東京市⺠のために、よりよいまちづくりのためにここ
にいるんですよ。皆さんもそうでしょう。市⺠の皆さんも同じだと思います。

（「そういう意味で出したのか、じゃあ」と呼ぶ者あり） 
 

議⻑（⽥中のりあき君） 御静粛に願います。 
 
 ほかの⽅も同じ意⾒だと思いますよ。そのような観点からも、今回の
市⻑選挙で当選された池澤市⻑におかれましては、これからの⻄東京市



⺠のために奮闘努⼒されることをお願い申し上げて、私からの質問は終
わります。 
 
感想：かなり荒れた議会となりました、令和４年１１⽉現在もまだ燻っ
ているような気もしますが、誹謗中傷を始めたのは対⽴候補側の⽅々が
最初であるとここで断⾔いたします。 
 

 
 
 
 
 
 
 
令和 3年 3⽉議会の酒井豪⼀郎議員の代表質問に対しての関連質問です。 
池澤たかし新市政になって初めての暫定予算に対する質問です。 
 
（⼩林たつや君） それでは、引き続き酒井ごう⼀郎議員の代表質問についての
関連質問をいたします。 
 私のほうからは、新型コロナウイルス感染症に対する市の対策について幾つ
か関連してお話を伺いたいと思います。先ほど酒井議員の質問にもありました、
また稲垣議員、中川議員の質問にもあったと思いますが、それ以外にも先⽇我が
会派の緊急質問で中川議員より幾つかの質問がなされております。希望者全員
にワクチン接種ができる体制づくり等については、医師会に協⼒要請を既にし
ており、早期のコールセンターの⽴ち上げや市独⾃でのネットサイトなどで広
く市⺠への情報提供を⾏うとし、本市では市内の５つの病院や約 90 の医療機関
での個別接種を基本としつつ、市役所両庁舎等での集団接種も⾏う予定とのこ
とでございました。まだまだワクチンの供給については不確定要素が多く、完全
なことは⾔えないものも多々あるとは思います。昨⽇、また健康課のほうから
「コロナワクチンの供給等に伴う本市の対応について」ということで、４⽉ 12
⽇の週に国から２箱、975⼈分掛ける２回接種分ということで新型コロナワクチ
ンが供給される予定であると。それから、当初は⾼齢者施設、特別養護⽼⼈ホー
ムへの接種を先⾏して⾏うというようなことと、⾼齢者の⽅への接種券の発送
時期の変更についてということで、３⽉下旬頃を当初発送予定をしておりまし
たが、そういうお知らせがあったということですが、国からの通知に基づき４⽉
中旬頃に変更しますという御連絡を受けております。また、先⽇の報道では、ワ



クチンの発送が 26 市では⼋王⼦市が４⽉５⽇、その後４⽉ 12 ⽇は⻄東京市、
今⾔った話ですね、⻄東京市のほか、町⽥市、府中市、調布市にワクチンが配送
されるスケジュールとのことでございます。まだまだ供給量は圧倒的に少ない
状況ではありますが、いよいよ動き出すのかなという実感もあるところでござ
います。そこで、本市におけるこれまでの新型コロナ対策に対する総括的な⾯か
らワクチン接種が急がれるこの状況下で、市としてはどのような対応を図られ
るかを伺いたいと思います。それから、市⻑は、先⽇の選挙公約の中でも１丁⽬
１番地として位置づけておりましたワクチン接種です。先ほどは浜中議員が、⼦
どもさん関連の関係で１丁⽬１番地と。それを⾔ったら、市⻑が⾔われることが
全て１丁⽬１番地で、どれも３丁⽬３番地にはならないというような話である
とは思うんですが、それの中でも本当の意味での１丁⽬１番地は、私はワクチン
接種だと思っております。このワクチン接種につきまして、その理由と現在の準
備段階の現状、それから今後の⾒通しについて市⻑⾃ら発信してもらいたいと
思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
市⻑（池澤隆史君） 初めに、新型コロナウイルス対策についてお答え申し上げ
ます。さきの所信表明でも述べさせていただきましたが、昨年１⽉に新型コロナ
ウイルス感染症の国内感染者が初めて確認されてから、この１年間はまさにコ
ロナ⼀⾊でありました。私は、このたびの市⻑選挙におきましても、最も優先す
べき課題、これはまず取り組まなければならない課題ということでございます
けれども、新型コロナウイルス感染症への対応であると申し上げさせていただ
きました。対策と申し上げましても、ワクチン接種に向けた体制づくりはもちろ
んでありますけれども、選挙期間中に御⾼齢の⽅から、もし発熱した際に医療機
関まで⾏く⼿だてはどうしたらいいんでしょうかといったような、そういうお
⼀⼈お⼀⼈から、この新型コロナウイルスに対する御不安の声を頂きました。市
としてできること、できないこと、その状況により様々でございますけれども、
私は常に市⺠の皆様の不安、疑問をしっかりと受け⽌めまして、コロナ禍におい
ても市として⾏うべき対応をしっかりと図ってまいりたいと考えております。 
 次に、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種事業についてお答えいたし
ます。新型コロナウイルス感染症につきましては、昨年１⽉、国内で初めての感
染者が確認されて以来、感染拡⼤によって⽣じた社会経済活動への影響をはじ
め、本市においても市⺠⽣活に多⼤な影響を及ぼしているところでございます。
また、この間の市⺠の皆様のお話をお伺いする中でも、新型コロナウイルス感染
症に対する御不安が⾮常に強く感じられる、そのような現状がございました。改
正予防接種法が昨年 12 ⽉に成⽴をいたしまして、新型コロナウイルス感染症ワ
クチン接種の実施主体とされた市町村は、ワクチンが実⽤化された際には迅速



に接種を開始できる環境整備を担うこととなり、希望される市⺠の皆様が確実
に接種を受けられる体制をお届けすることは⼤変重要な責務であると捉え、お
約束をさせていただいたところでございます。本市では 12 ⽉ 15 ⽇、昨年でご
ざいますが、新型コロナウイルスワクチン準備担当を設置いたしまして、接種場
所の調整や相談体制の構築など接種体制の確保に努め、今年３⽉１⽇からは市
⺠の皆様に向けたコールセンターを開設するとともに、市が実施するワクチン
接種に関する情報集約、発信する専⽤サイトの公開を開始したところでござい
ます。さらに今般、国から⾼齢者向けワクチンを段階的に配送する⽅針が⽰され、
このことに基づきまして、東京都からは、本市には４⽉ 12⽇の週に 975⼈の⽅
への２回接種分となるワクチン２箱が配送される通知がございました。このワ
クチン数量から、当初は重症化リスクの⼤きさなどを踏まえまして限定的な実
施とせざるを得ませんが、４⽉中旬頃には⾼齢者の皆様へ接種券を送付するな
ど御案内してまいりたいと考えております。また、ワクチン接種につきましては、
最終的には個⼈の御判断で接種されるものでございますので、ワクチン接種に
よる感染症予防の効果と副反応のリスクの双⽅について御理解していただけま
すよう、分かりやすく丁寧な情報提供に努めてまいりたいと考えております。 
 
（⼩林たつや君） もろもろの御答弁ありがとうございました。５⽇の参議院予
算委員会で、政府の新型コロナウイルス感染対策分科会の尾⾝茂会⻑さんが⾔
われているんですけれども、参議院の予算委員会でのお⾔葉ですけど、今年 12
⽉までに国⺠の６から７割がワクチンを接種しても、今年の冬までは恐らく感
染が広がって重症者も出るであろうという⾒⽅をされております。季節性イン
フルエンザのようにそれほど不安感や恐怖⼼がなくなれば、新型コロナが終息
したと⾔えると指摘もされております。ワクチン接種が年内に⼀通り終わって
も時々クラスター、集団感染ですね、これが発⽣し、不安感が払拭されるにはさ
らにもう１年、あるいはさらにもう１年が必要であるのではないかというよう
なことを語られたということでございます。また、ニューズウィークによります
と、アメリカのワシントン⼤学保健指標評価研究所（ＩＨＭＥ）というシアトル
のクリス・マーレイ所⻑が、新型コロナウイルスの感染数と死者数について⽰す
予測は世界中から注視されているということでございますが、マーレイ⽒は、幾
つかの有効なワクチンの発⾒が集団免疫の活性を助ける可能性があることに希
望を⼤変抱いていると。しかし、最近話題になっている変異株がちょっと引っか
かってきているという話でございます。昨年の遅い時期に約 95％の有効性を⽰
す２種類のワクチンが登場したことで、はしかのように新型コロナウイルスも
おおむね抑制できるとの希望が⼀旦は強まっていたといいます。しかし、南アフ
リカ型やブラジル型の新たな変異株をめぐって、ここ数週間で出てきたデータ



はそうした楽観的なムードを打ち壊してしまったということで、変異株が感染
⼒を⾼めている中でもなお⼊院や死亡が防いでいるように今のところは⾒えて
いるそうでございますが、南アフリカ型などの変異株が急速に広がり続けた場
合は、次の冬の新型コロナによる⼊院患者数や死亡数がインフルエンザ流⾏の
４倍に⾼まる可能性もあるというお⾔葉がありました。緊急事態局⾯が過ぎる
というのは、⼀体何をどういうふうな意味にするのかということになりますと、
病院が満杯でなくなり、集中治療室もいっぱいでなくなり、⼈々が悲劇的な死を
迎えなくて済む状態だというように⾔われております。このように、ちょっとま
だ先⾏きというか、ワクチン接種によって多分⼤分よくなっていくとは思うん
ですけど、その後に起き得る変異株による症状によっていろいろなものが出て
くるということもあり得るということを常に⼼の隅に置いていただいて、今後
とも新型コロナウイルス対策を進めていきたいと思います。 
 それ以外にも、ワクチン接種による副反応と今は⾔うんですかね、昔は副作⽤
と⾔っていたんですけど、最近は副反応という呼ばれ⽅をしているようですが、
こちらでよく⾔われるアナフィラキシーショック、これは何かしらのアレルゲ
ンなどに対して全⾝性のアレルギー反応が引き起こされ、⾎圧の低下や意識状
態の悪化が出現した状態を⽰すそうです。アナフィラキシーショックが⽣じた
際には迅速な治療が必要で、また⼀度アナフィラキシーショックを起こしたこ
とがある⽅は、再度同じ原因物質に暴露されることで同じように⾮常に重い症
状を起こすということになって、これはアナフィラキシーの定義ですね、御存じ
だと思いますが。こちらも今、⽇本では昨⽇の段階で私が知る限りでは３例起き
ていると思います。⼀度アナフィラキシーショックを起こした⽅は、再度同じ原
因物質に暴露されることで同じような⾮常に強い重い症状を⽰し、そのために
不測の事態に備えて、あらかじめアドレナリン⾃⼰注射液、エピペンという、よ
くエピと呼ばれているものですね、海外の医療ドラマなんかでよく「エピを投⼊」
とか⾔っているものと思うんですが、これが⼤変必要であるということでござ
いますが、やっぱりこれからのワクチン接種においていろいろとやっていかれ
ると、こういうことが⻄東京市でも起き得るのではないかということ。当然医師
会の先⽣⽅がそばにいますから、そばにいらっしゃる間は全く⼼配がないと思
います。また、アナフィラキシーショックは割と短時間で出るとされているよう
に聞いておりますので、何 10 分かお休みになるとか、外の駐⾞場で待機される
とかしてからお帰りになれば⼼配はないのかもしれませんが、⽇本ではまだフ
ァイザー製のワクチンで、５⽇までに約４万 6,000 ⼈の医療従事者に接種され、
７⽇までに３⼈の⼥性のアナフィラキシーが報告されたということで、多分こ
れ以上まだ増えていないということだと思うんですけれども、特に⼥性が多い
というようなデータが出ているようで、男性には起きにくいみたいな話は聞い



ております。この症状が出たりしたとき、医師会とのつながりが⻄東京市は丸⼭
前市⻑のおかげで⼤変深いですから、あまり⼼配する必要はないと思うんです
けど、それ以外にも対応に当たる職員さんたちもそういう症状が出るときにど
ういう対処をしたらいいかというようなことをぜひともよく訓練されて、これ
からのワクチン接種に当たっていただきたいと思っております。 
 最近は、先ほどもちょっと知り合いの⽅とお電話したんですけど、本当に⾝近
な⽅がぽつりぽつりと、職員さんも何⼈か感染されたという話を聞いて、幸い重
篤な症状に陥ったという話は聞きませんけれども、先ほど電話した⽅も、御当⼈
が昨⽇まで⼊院していたと。びっくりしたというような、笑い話でというぐらい
のレベルなんですけど、でも、⾼熱が出て、味覚障害は少し残っているというよ
うなことを⾔われていました。まだ幸いお若くて元気な⽅ですからそれで済み
ますが、私のような⺟と２⼈で住んでいるような⼈間が無症状であっても感染
してしまいますと、私は何でもなくても⺟のほうが命に関わると。88 歳の⺟と
⼀緒に住んでいますので、そういうことも起き得るわけですので、それを予防す
るにはやはりワクチン接種しか今の段階ではないと私も思っております。その
ワクチン接種を⻄東京市は本当に他市に⽐べても進んだ状態で対応、またこれ
からもそうされていくと思いますので、そのことに強く期待をいたしまして、ま
た今後の御対応をきちっとやっていただくことをお願い申し上げまして、私の
質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 
 
 
令和 3年 6⽉議会 池澤市⻑の本予算、稲垣裕⼆議員の代表質問に対する 
関連質問です。 
 
（⼩林たつや君） 稲垣代表の代表質問に関連いたしまして質問いたします。 
 まずは新型コロナワクチンの接種状況について質問いたします。稲垣幹事
⻑、そして⽥中議員より既に御質問があったところですが、⼤⽅の疑問点は御
答弁をもう頂いております。現在、⻄東京市は近隣市に⽐べても、医師会との
協⼒体制をはじめ、職員の皆様の準備体制、御対応状況も相当進んでいると考
えられます。まさに池澤市⻑が選挙公約に挙げた早急な新型コロナ対策の部分
が順調に進み始めていると感じられる、そういう御答弁でございました。 
 さて、私からは１点⽬としてインターネット等による予約体制について伺い
ます。電話での問題点は先ほど⽥中議員からの御質問にありましたが、ネット
予約は現状 85歳以上の⽅や 75歳以上の⽅々ではなかなか難しいのが現実では
あるまいかと思っております。事実、私の⺟をはじめその⼀味というか、近所
の皆さんは、数回電話をしてつながらないと、つながらないのでもうすぐ諦め



てしまい、私が聞きますと、全然駄⽬だったということで、すぐに私がネット
予約をして差し上げまして、85歳以上の⽅々の予約が今⽇までに約 12件だっ
たと思うんですけどね。あと、先⽇の 75歳以上の⽅々でも 10件ぐらいの代理
予約をして、私のスマホにはしょっちゅう──メールアドレスがない⼈たちで
すから、予約が決まりましたとか、次の予約はいつですというのがばんばん⼊
ってくる。誰のだかよく分からなくなっちゃっているんだけれども、皆さん持
っているからね。それで⼤丈夫だと思っていますが、そんな状況でございま
す。今後このような状況は年齢層が下がるにつれて少なくなるとは思います
が、どのような⽀援を⾏われているか、これを伺いたいと思います。 
 次に、接種会場の状況について伺います。１回⽬の接種を受けられた⽅々の
反応は上々で、先ほど⽥中さんも⾔っていらっしゃいましたが、とっても親切
にドクターや看護師さんたちをはじめ、その前後の受付を始める前からの職員
さんたちをはじめとする皆様に親切に声をかけられて、不安なく接種を受けら
れたとの感想とお礼を⾔われる⽅々が⼤勢いらっしゃいました。現状、⽥無庁
舎、エコプラザ、それから（仮称）第 10中学校という３か所での集団接種が
始まり、近隣市から⽐べても多くの⼈数を安全で不安なく進めていかれている
ことと思っておりますが、接種会場の体制は、他市と⽐べて会場数や１⽇の接
種回数に関してどのようなものか伺いたいと思います。また、６⽉からは集団
接種会場に加えて市内５か所の病院や、またそれ以外の診療所、クリニック等
で接種が受けられるとお聞きしておりますが、その状況を伺います。 
 次に、発熱外来の運営⽀援として、医師会が運営する発熱外来につきまして
は今後も御活躍いただき、不運にも感染してしまった⽅々やその家族に対して
や、また疑いのある⽅々に対し御対応いただくものと確信しておりますが、こ
ちらに対しても他市と⽐べてかなり進んだ対応をされていることと思います。
これは前任の丸⼭市⻑からの市内の医師会との強いつながりと信頼関係のたま
ものであり、深く感謝いたすところでございます。 
 さて、市では発熱外来に対し財政⽀援を⾏っていると聞いておりますが、こ
の発熱外来と市内の診療所等に来院された患者さんとの御対応の違いはどうな
っているのか。また、近隣市において同じようなことをしている市があるのか
伺います。 
 次に、⾼齢者施設、障害者施設が⾏うＰＣＲ検査等の経費補助について伺い
ます。経費の補助等がこういった施設に対してはあると聞き及んでおります
が、検査実績が伸び悩んでいるとも聞くところでございます。現在までの検査
体制の状況と実情をお聞きいたします。また、東京都との連携状況はどうなっ
ているのかお聞きいたします。特に令和２年度の実績についてはできましたら
⼈数等も含めたものを、そして今後、令和３年度はどうするのか伺います。 



 このコロナ禍ということで関連させていただきますが、⼦ども⾷堂への補助
等について、これをまずお聞きします。続いては、コロナ禍に関連して、数々
の⾏政の執⾏に⽀障や影響が出ていることは周知の事実であります。こちらに
関連して、まずは⼦ども⾷堂の補助等についてはどうなっているか伺います。 
 もう１つは分煙対策、コロナ禍の中、⽥無駅北⼝ペデストリアンデッキにあ
る禁煙ゾーンも⼤分前から喫煙禁⽌になり、今では何らかの事故現場であるか
のごときテープが貼られて禁煙となっておりますが、現状は昼休みの時間など
では数名の⽅がその場の近所で喫煙されているのが事実であります。迫害され
ているような近頃の喫煙者の皆様の⼩さな抵抗ともとれますが、いつも⾔って
いるとおり、きちんとした分煙を進めればこの問題は解決できるものと思いま
す。現状と今後の⽅向性を伺います。また、以前に提⾔いたしました分煙⽤の
トレーラーの設置についてはどのようにお考えか伺います。 
 フレイル予防については、先ほど酒井ごう⼀郎議員のほうから御質問があり
ましたが、平成 29年度の取組で、現状の⾼齢者の皆様が体⼒や認知機能が低
下しているとの声も聞かれているとのことでした。現在はフレイルチェックや
サポーターの養成講座も開催できない状況であるとも御答弁にありました。今
後はアウトリーチ型の通いやすい場での活動やオンラインでの取組などを⾏う
とのことですが、最近、私の鍼灸院も昨年の暮れ頃からに⽐べれば少し患者さ
んが復活して来ていただくようになってきておりますが、施術形態は来院から
往診に変わった⽅が多いのですが、どうしても御⾃宅に籠もってしまいがちに
なり、外に⾏けないので運動不⾜による膝の痛みや腰の痛みなどを愁訴として
御連絡くださる⽅が多くいらっしゃいます。他の同業者の柔道整復師の皆様も
同じようですし、いつも申し上げているとおり、我々のような鍼灸師、柔道整
復師、あん摩マッサージ師等の国家資格を有する市内在住または市内で開業し
ている先⽣⽅の御協⼒を得られるような努⼒も引き続きなされてフレイル予防
対策の⼀助にしていただきたいと要望を申し上げます。こちらは意⾒とさせて
いただきます。 
 続いて、施政⽅針にもありました（仮称）ＭＵＦＧパークについて伺いま
す。昭和 27 年より当地において開場された武蔵野運動場ですが、令和５年６
⽉を⽬途に地域の皆様に開放していただけるとのことで、⼤変ありがたいこと
であります。まさに棚からぼた餅とはこのようなことを⾔うのではないでしょ
うか。いこいの森公園をしのぐ広⼤な緑地と運動施設を御利⽤させていただけ
るということで、まさに他⼈の⼟地ながら夢は膨らむ⼀⽅でございます。今回
の施政⽅針にあまり公園⾏政についての記述がありませんでしたが、この１点
だけでも⼗分といえば⼗分なものかと思います。そこで伺いますが、広⼤な⼟
地を三菱側が地域に開放するに⾄った理由とその狙いについてはどのようなも



のか伺います。 
 続いて、「市内最⼤のみどり空間の創出と魅⼒ある集いの場所づくりについ
て、「公・⺠・学」の連携により取り組んでまいります」ともありましたが、
こちらについては今後どのような連携をなされるのか具体的にお⽰し願いま
す。 
 続いて、下野⾕遺跡プロジェクトについて伺います。こちらについては私は
よく分からないのですが、クラウドファンディングという⼿法を使い御寄附を
集め、当初の予想以上の反響が得られたと聞いております。先⽇の報道では、
北海道・北東北の縄⽂遺跡群が国連教育科学⽂化機関（ユネスコ）の世界⽂化
遺産に登録される⾒通しとなったとも聞いております。このようなことも影響
しているのか、最近、縄⽂⽂化についての記事や情報がよく⾒聞きされます。
そこで、⻄東京市としては今回のクラウドファンディングをどのように⽣かし
ているのか伺いたいと思います。 
 最後に、旧市⺠会館の解体⼯事等について伺います。昨年 11 ⽉にたしか２
回⽬のサウンディング調査を⾏われたと記憶しております。その結果はどのよ
うなもので、成果があったのか、まずは伺いたいと思います。また、公⺠連携
となる施設整備は業者が⾏うこととなると思いますが、その建設設備仕様はど
のように業者に要望していくのか伺います。それと、解体⼯事についてはコロ
ナ禍により１年延伸されたと思いますが、周辺住⺠の皆様を含め利⽤者の皆様
も御⼼配のことと思います。どのように御対応されているのか伺います。 
 以上、よろしく御答弁のほどお願いいたします。 
市⻑（池澤隆史君） 初めに、新型コロナワクチン接種に係るインターネット予
約についてお答えいたします。新型コロナワクチンの集団接種会場の予約につ
きましては、電話またはインターネットから御予約いただく⽅法を取っており
まして、受付開始直後はコールセンターへの電話がつながりにくい状況となっ
ている⼀⽅で、インターネットにつきましては、懸念されていたアクセス集中に
よるシステム障害も発⽣しておらず、順調に予約受付を⾏っております。６⽉か
らは３か所の集団接種会場に加えまして５か所の病院での接種ができるように
なり、病院で接種を受ける予約につきましてもインターネットで可能となりま
す。インターネット予約の利点といたしましては、24 時間受付が可能であり、
メールアドレスを御登録いただきますと接種⽇の前⽇などにお知らせメールが
届くなど、利便性が⾼いものとなっております。また、御⾼齢の⽅などインター
ネット予約⼿続の操作が不慣れな⽅への御⽀援につきましては、市報６⽉１⽇
号１⾯でも御案内しておりますが、６⽉３⽇（⽊曜⽇）午前８時 30 分から予約
サポート窓⼝を、⽥無公⺠館を除く、柳沢、芝久保、⾕⼾、ひばりが丘、保⾕駅
前公⺠館に開設いたします。引き続き円滑に接種を受けていただけるよう⼯夫



してまいりたいと考えております。 
 次に、新型コロナワクチン接種体制についてお答えいたします。本市での集団
接種会場数は現状で３か所でございますが、効率よく接種ができる会場レイア
ウトが可能であり、近隣に⼀定程度の駐⾞場を有し、密を避ける空間が確保でき、
公共交通機関でアクセス可能な公共施設を選定しております。また、集団接種３
会場での１⽇当たりの最⼤接種回数でございますけれども、約 1,100 回を⾒込
んでおり、⽉曜⽇から⼟曜⽇まで週６⽇間の開設が可能となっております。また、
６⽉からは集団接種３会場に加え５か所の病院や、今後順次増えてまいります
が、今回市報で掲載いたしました 52 の診療所、クリニック等で接種を受けてい
ただけるものでございます。来場しやすい公共施設と⼤規模会場の集団接種会
場、設備が整い安⼼の病院、より⾝近でかかりつけ医のいる診療所、クリニック
と地域で⽀える接種体制がバランスよく構築できたものと考えております。ワ
クチン接種を希望する全ての⽅、⼀⼈でも多くの⽅に安⼼して接種を受けてい
ただけるよう、今後も引き続き新型コロナワクチン接種体制の整備に努めてま
いりたいと考えております。 
 次に、発熱外来の運営⽀援についてお答えいたします。令和２年４⽉ 28⽇よ
り⻄東京市医師会が運営しております発熱外来について、これまでの間、市とし
て⽀援を⾏ってまいりました。このことによりまして、市⺠の皆様に対する新型
コロナウイルス感染症への適切な医療体制を確保するとともに、感染拡⼤の防
⽌及び市⺠の皆様の健康維持等を図ってきたところでございます。コロナ禍の
状況が⻑期間に及ぶ中、医師会と協議した結果、今後の各医療機関における新型
コロナワクチン接種の体制確保も踏まえ、令和３年度末まで発熱外来の運営を
継続する旨の意向を確認したことから、引き続き運営を⽀援することとしたも
のでございます。医師会の先⽣におかれましては、引き続き輪番による体制を確
保していただき、かかりつけ医との連携による発熱患者の受診体制を確保いた
だいております。なお、令和３年度、多摩 26市におきまして、地元医師会との
連携により発熱外来を運営している事例は本市のみでございます。 
 次に、⾼齢者施設、障害者施設へのＰＣＲ検査についてお答えいたします。⾼
齢者施設等へのＰＣＲ検査につきましては、東京都の感染症対策として検査経
費補助を令和２年度実施したところでございます。本事業は、⾼齢者施設につき
ましては都内の広域型の特別養護⽼⼈ホーム、介護⽼⼈保健施設、介護医療院等
に対しまして、障害者施設につきましては障害者⼊所施設に対し、それぞれ東京
都が直接補助を実施しており、この対象となっていない市内の両分野の施設等
が⾏う通所、短期⼊所サービス等について市が補助を⾏ったものでございます。
令和２年度は、東京都は当初、広域型施設のみを対象としておりましたが、その
後、市が対象としていた特定施設や養護⽼⼈ホーム等へ対象を拡充するなど範



囲が拡⼤されたこともあり、市の補助以外の事業を利⽤しＰＣＲ検査を実施し
た施設があったと伺っております。令和３年度は訪問型事業所へ範囲を拡⼤し
たところでございますが、引き続き東京都と連携し、ＰＣＲ検査による感染拡⼤
防⽌対策を取ってまいります。 
 次に、⼦ども⾷堂についてお答えいたします。⼦どもの⾷の⽀援につきまして
は、コロナ禍にあって、⾷の確保が必要な⼦どもたちに⾷事や⾷材が提供できる
環境を整えるとともに、⾷の⽀援を通じた⼦どもの⾒守りの強化を図るため、令
和２年度に都の補助制度を活⽤し、⼦どもの⾷の確保への緊急対応として⼦ど
も⾷堂の皆様を⽀援する制度を⽴ち上げたところでございます。その後も依然
としてコロナ禍が続く状況を踏まえ、⼦ども⾷堂の皆様を⽀援する制度につき
ましては令和３年度も継続することとし、感染状況を踏まえ、暫定予算にも計上
することで事業の継続を⽀援してきたところでございます。⼀⽅で、さきの定例
会でも申し上げましたとおり、具体的な補助の内容や仕組みにつきましては、令
和２年度までの緊急⽀援としての取組の成果を踏まえつつも、それを継続する
のではなく、⼦ども⾷堂の継続により効果的なものとなるよう、関係者の皆様の
御意⾒を伺いながら検討していく必要があるものと考えております。その際は、
例えばフードロスの視点やフードドライブといった仕組みにつきましても検討
を進めていく上での視点の１つと認識をしております。この５⽉には改めて関
係者の皆様との意⾒交換の場を設けさせていただきました。引き続き、関係者の
皆様の御意⾒を伺いながら⼦どもの⾷の確保に向けて取り組んでまいりたいと
考えております。 
 次に、喫煙についてお答えいたします。市内の指定喫煙所につきましては、利
⽤の際の⾝体的距離の確保、マスクの着⽤がいずれも難しく、新型コロナウイル
ス感染拡⼤防⽌のため、新規感染者数の増加などを勘案し、現在も引き続き休⽌
を継続しております。喫煙所の周辺をはじめ、路上喫煙・ポイ捨て防⽌地区にお
きましては、美化・喫煙マナー推進事業により、吸い殻等のポイ捨てについて清
掃やマナー向上を呼びかける啓発活動等を実施しており、様々な種類の看板を
作成、掲⽰するなど、喫煙の防⽌や周辺の美化に配慮しております。指定喫煙所
につきましては、喫煙所内での密集・密接状態を避ける対策や喫煙所周辺への配
慮など課題について検討しているところでございます。また、トレーラー型の喫
煙所につきましては、設置の場所や経費について課題があると考えているとこ
ろでございます。今後の指定喫煙所につきましては、歩きたばこやポイ捨て抑制
等の理由から指定喫煙所を設置した経過を踏まえ、まちの美化と安全を推進す
る事業市⺠会議の皆様との意⾒交換をするなど、喫煙所⾃体の在り⽅を含め、引
き続き検討を⾏ってまいりたいと考えております。 
 次に、（仮称）ＭＵＦＧパークについてお答えいたします。本市柳沢にござい



ます株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏が所有する武蔵野運動場でございますが、このた
び三菱ＵＦＪ銀⾏から、（仮称）ＭＵＦＧパークとして令和５年６⽉を⽬途に地
域に⼀般開放されるとの発表がございました。その理由でございますが、持続可
能な環境・社会の実現に向けた取組の⼀環として、都⼼部における貴重な⾃然価
値の保全・継承、ウィズコロナ、アフターコロナ時代に対応したコミュニティ形
成の⽀援、そしてしなやかな強さを備えた社会の創造など、地域社会の多種多様
な課題解決に取り組み、このＭＵＦＧパークで培われる様々な経験や価値を社
会に向けて発信することにあるとされております。三菱ＵＦＪフィナンシャル
グループは「世界が進むチカラになる」をパーパス、いわゆる存在意義として定
めておりまして、このＭＵＦＧパークをもって地域、社会が進む⼒になりたい。
そのような考えの下、このたび⼀般開放の運びとなったものでございます。本市
といたしましては、これまで関係者の皆様とグラウンド整備に関する内容や活
⽤に向けた今後の地域との関わりについて御相談に応じてまいりました。多く
の⽅々が来訪する空間となるため交通事情にも配慮する必要があると認識して
おり、近隣地域の皆様への丁寧な対応につきましても要望しているところでご
ざいます。 
 次に、公・⺠・学連携による取組についてお答えいたします。令和５年６⽉を
⽬途に⼀般開放されますＭＵＦＧパークの周辺には、保育園や幼稚園をはじめ
⼩学校から⾼等学校、さらには⼤学が⽴地する教育エリアとなっております。今
後整備されるＭＵＦＧパークは総⾯積約６ヘクタールを誇り、都⼼に貴重な広
⼤な緑地エリアのほか、テニスコートやグラウンドなどのスポーツ施設、さらに
は芝⽣広場やコミュニティライブラリーなどの交流エリアにより構成されてお
り、多世代が過ごす活動エリアとしては申し分のない環境になると⾔えます。こ
のような絶好の機会を⽣かし、ぜひとも異世代の交流がこのエリアで実現でき
るよう、去る５⽉ 24⽇に三菱ＵＦＪ銀⾏との間で締結した連携・協⼒に関する
協定の内容を活かし、ＭＵＦＧパーク関係者と児童⽣徒、学⽣の交流を図ってま
いりたいと考えております。また、地域住⺠の皆様と⾏政が共に連携しながら、
新たに誕⽣する居⼼地のよい空間となるよう、公・⺠・学が連携した居場所づく
りに努めてまいります。 
 最後に、旧市⺠会館の解体⼯事及び跡地活⽤についてお答えいたします。市⺠
会館の跡地活⽤につきましては、令和２年 11 ⽉に２回⽬のサウンディング調査
を実施いたしました。その結果、事業⽤定期借地による事業の実現性があること。
新型コロナウイルス感染症の影響により業種によっては出店計画等に影響があ
る⼀⽅で、新たな出店計画等を検討する業種もあること。建設⼯事については、
新型コロナウイルス感染症の影響は少ないことなどが確認できたところでござ
います。また、事業者による施設整備に当たりましては、要求⽔準書により、施



設性能、設計、建設業務、維持管理業務などにつきまして市が⽰す⽔準と同等以
上の提案を求めることを想定しております。これによりまして、事業者の持つ専
⾨的知識や技術、ノウハウ等を⽣かした品質の確保と魅⼒ある施設整備に向け
て取り組んでまいりたいと考えております。 
 次に、解体⼯事につきましては本年度及び来年度の２か年にわたり実施する
予定でございます。周辺にお住まいの皆様には、施⼯業者が決まりましたら、説
明会の開催などにより、解体⼯事に対する不安等がないよう丁寧に対応してま
いりたいと考えております。 
 
教育⻑（⽊村俊⼆君） したのや縄⽂⾥⼭プロジェクトについてお答えいたしま
す。今回のクラウドファンディングにつきましては、総額 474 万 145円の御寄
附を頂き、⽬標額の２倍を超える反響がございました。改めてこの場をお借りし
まして、本プロジェクトに御賛同いただきました皆様に御礼を申し上げます。 
 御寄附を頂いた⽅からは、下野⾕遺跡応援しておりますや、みんなが楽しめる
村づくりにお役に⽴てていただければ幸いですなどの温かいメッセージを頂き
ました。このたびのクラウドファンディングの取組を通じて頂いた多くの皆様
からの下野⾕遺跡に対する熱い思いを受け⽌め、皆様お⼀⼈お⼀⼈が関わり応
援した遺跡として愛着を深め、より多くの皆様と⼀緒に遺跡を育てていくこと
ができるよう、引き続き活動を進めてまいります。現在、御寄附を頂いた⽅全員
にしたのやムラびと証と名づけた会員証をお送りして、下野⾕遺跡に組織的、継
続的に関わる仕組みづくりを進めております。また、７⽉をめどに（仮称）ムラ
びと通信をお送りし、下野⾕遺跡の情報を発信してまいります。今後につきまし
ては、これまで下野⾕遺跡に関する各種活動に御協⼒いただいた皆様をはじめ、
今回のクラウドファンディングを契機として下野⾕遺跡に新たな興味や関⼼を
持っていただけた皆様と協働して多様な取組を進めてまいります。 
 
健康福祉部⻑（萩原直規君） ⾼齢者施設等へのＰＣＲ検査につきまして、市⻑
に補⾜して御答弁申し上げます。令和２年度の実績でございますが、⾼齢者施設
につきましては 14事業所で 224⼈、また、障害者施設につきましては 15事業
所で 284 ⼈の実績でございました。令和３年度につきましては、４⽉に施設及
び訪問型事業所等に周知を⾏い、申請の受付を⾏っているところでございます。
今後、各施設の対策状況を把握しながらＰＣＲ検査の効果的な実施を図ってま
いります。 
 
（⼩林たつや君） 御答弁ありがとうございました。 
 新型コロナのほうは、対策は⼀歩ずつ前進していかれているように思われて



おります。先ほど⽥中議員も⾔われていましたけれども、⼤変⻄東京市はすばら
しい状態で進んでいると私も思います。１つ気になるのが基礎疾患のある⽅に
関するスケジュールで、まだこれからだと思うんですけれども、何かあれば、こ
れについての御答弁を頂きたいと思います。 
 ⼦ども⾷堂につきましては、私のいとこが⼤きな、⽉に１回ですけれども、い
わゆる⼦ども⾷堂をやっております。そこの話を聞くんですけれども、うれしい
悲鳴というか、うれしがっちゃいけないんだけどという話で、とにかく毎⽉毎⽉
来られる⽅が増えてきて、普通のお釜は⼀升炊きとかですよね。あれの 10倍の
⼀⽃炊きというんですか。あれを⼤きな⼈の集まるところですから使っている
んですけれども、それを１つ炊いてカレーを出すんです。それプラス果物とか野
菜とか出してあげて、持ち帰りができるようなものは廊下のところに並べてお
いて、お好きなものをどうぞとやっているんだけれども。毎⽉毎⽉来られる⽅が
多くなって、１つのお釜じゃ御飯が⾜りなくなって、カレーのほうは市のほうか
らもいっぱい頂いて、レトルトとか⽸⼊りの⼤きな業務⽤のものを頂くので全
然⾜りるんだけれども、お⽶が前は余っていたんですね。それがだんだん⾜りな
くなってきている。これだけ厳しい状態だという⼈たちが増えているというの
が現状であるんじゃないかと思っております。そういうことも含めて今後もぜ
ひ補助のほうをよろしくお願いしたいと思います。 
 喫煙所のほうですが、⽥無駅北⼝におきましては現在の場所に分煙⽤トレー
ラーの設置などはちょっと難しいみたいなことも⾔われていたと思うんですけ
れども、その検証をされたか。また、あの場所でできなければそれ以外に、ほか
の吸われない⽅に迷惑のかからないような場所の候補などがあるのかどうか、
これを伺いたいと思います。 
 ＭＵＦＧについては本当にありがたいことで、よく市⺠の皆様から⾔われる
のはラグビー場、サッカー場、野球場、ターゲットバードゴルフの専⽤ゴルフ場
ですね。それから、グランドゴルフの専⽤ゴルフ場が欲しいという⽅がたくさん
いらっしゃる。でも、全部はもちろんできるわけはないですけれども、その⼀部
でも利⽤できるようになれば⼤変いい公園になると思います。市の公園⾏政に
ついては今後もまたいろんな機会に⾔っていくつもりでありますが、ドッグラ
ンもやってもらわなきゃいけないし。私は最近、釣堀もいいんじゃないかという
ことまで考えていまして、⾼齢者の⽅がね──よく埼⽟のほうにこの頃⾏くん
ですけれども、埼⽟は⾃然も豊富ですから川とかを使った公園とかがあるんで
すけれども、そうじゃないところもあって、普通の公園の池に⾃分たちが釣って
きた⿂を放して、それをまた釣って楽しんでいる。それで養殖、その⿂を増やし
ているということやっていらっしゃる。それをみんな市⺠がやっていらっしゃ
るんですね。こういうのもあるので、こういうことがまた⼀つの公園の楽しみじ



ゃないかとも思っております。 
 下野⾕につきましては、魅⼒ある遺跡のこういう場所をつくるには──先⽇、
実は奥多摩のほうからオートバイで⾛っていて勝沼に向けまして、釈迦堂とい
う⾼速道路のパーキングがあるんですけれども、あそこのところに釈迦堂遺跡
博物館というのがありまして、パーキングで⾒て、ちょっと⾏ってみようと。そ
の次の甲府昭和かな。その先かな、ぐらいで下りてすぐなんですよ。５分程度で
⾏けるところなんですけれども、⾒てきたんです。ここもやっぱり縄⽂の⽔煙⽂
⼟器と、あと⼩さな⼟偶なんですね。かわいい顔をしているのがあったりね。そ
ういうのがあって、これはやっぱりうちの⻄東京市とつながっている。学芸員さ
んみたいな⽅とちょっとお話ししたりしていろいろお聞きしたんですけれども、
特に⼭梨のあの辺にはたくさんあって、例の尖⽯遺跡かなんかも含めて、縄⽂の
ビーナスとか、あれがあるところとかも含めてすごくあるんですよね。そこはき
ちっとした博物館があったりとか。資料館みたいなレベルではない、ちゃんとし
た博物館級のがあって、こういうのも⻄東京市の下野⾕のいろいろなクラウド
ファンディングによってやっていけるとは思うんですが、ぜひ進めていってい
ただきたいと思います。 
 市⺠会館についてはぜひとも近隣の住⺠の皆様のお⼼をよく聞いていただい
てお進めいただきたいと思います。 
 では、何点か御答弁願います。 
 
ささえあい・健康づくり担当部⻑（佐藤謙君） 新型コロナワクチンの再質問に
御答弁申し上げます。議員からも御紹介いただきましたとおり、インターネット
予約⼿続の操作が不慣れな⽅への⽀援につきましては他の⾃治体でも様々な取
組がなされております。そうした事例も参考に、接種を受けたいのに受けられな
いといった⽅が出ないよう、効果的な⽀援策について引き続き検討してまいり
たいと考えております。また、今後、若い⽅などが接種を受けていただく際のか
かりつけ医がいない⽅についてでございますが、現状では集団接種会場や病院
におきまして接種を受けていただきたいと考えております。なお、国の説明によ
りますと、今後は職域での接種について体制を拡⼤する⾒込みも⽰されたとこ
ろであり、接種を受けられる場所など新たな情報がありましたら、若い⽅への趣
旨普及も含め、市⺠の皆様に情報提供してまいりたいと考えているところでご
ざいます。 
 
みどり環境部⻑（⻘柳元久君） トレーラー型喫煙所についての再質問にお答え
いたします。喫煙所、分煙の在り⽅の１つとしてトレーラー型喫煙所につきまし
ては調査研究等を⾏っておりまして、実際に設置されている状況等の視察も⾏



わせていただいております。そうした中、現在休⽌中であります喫煙所の周辺に
設置場所等の調査のほうも⾏ったところでございますが、現段階で候補地とす
るまでには⾄っていない、そういった状況でございます。 
 
26 番（⼩林たつや君） 喫煙所のほうはぜひよろしくお願いいたします。ぜひ
⾒つけていただいて、三鷹駅みたいにちゃんと置けるところはあるはずなので、
お願いいたしたいと思います。 
 新型コロナに関してはいろいろ御答弁ありがとうございました。よく分かり
ました。世界の情報は、もちろん皆さん御存じだと思うんですけれども、３⽉末
にはスペインのバルセロナで屋内コンサートを実験で 5,000 ⼈単位で⼊れて、
陽性になった⼈はその 15⽇後で６⼈しか出なかったとか、いわゆる⼤規模集団
感染のスーパースプレッドというんですかね、超拡散というのが起きなかった
と。それから、４⽉ 30⽇にはイギリスのリバプールで６万⼈が参加するダンス
イベント。こちらもノーマスクで、これは屋外みたいだったですけれども、そこ
で新型コロナ陽性になったのは 15 ⼈のみと。イギリスの場合は成⼈の 70％が
１回⽬のワクチンを終了していると。こういう明るい話題まで。アメリカでも何
か似たようなことをやっているなんて話も聞いておりますが、⼀⽅、⽇本では、
28 ⽇に河野太郎⼤⾂が７⽉末までの⾼齢者接種完了を条件に⾃治体独⾃の優先
接種枠導⼊を認めると表明されているということでございますので、そういう
ところで保育⼠さんとか教員さんとかを年齢制限とかしないでどんどんやって
いかれると思うんですけれども。それ以外には、新聞によりますと 31⽇には陰
性証明を政府が検討しているなんていう。もう終わって、この先のオリンピック、
そしてこの先の普通の通常の⽣活に戻そうと、今、政府を含めた、国、都、みん
なそういう動きをして、⻄東京市も真っ先にそれができるような体制を今整え
られているんだと思いますけれども。また、それに関して、先ほどのインターネ
ット申込みですけど、申込みについては職員さんが今度はやってくれるという
ことで。神⼾では何か学⽣のボランティアが⼊⼒するなんていうのもやってい
るそうですということを⼀応お知らせさせていただいて、私の質問を終わりた
いと思いますが、どうぞこれからも。 
 あともう１つだけ⾔わせてもらいたいのは、市⻑はできるだけ早くワクチン
接種を受けてください。やはり執⾏部の皆さん、部⻑級、課⻑級は先に受けるべ
きだと私は思います。市⺠に遠慮する必要はないと思います。市⺠のために働く
⼈間が新型コロナにかかっては⼤変よくないことになると思いますので、ぜひ
とも先に受けて、かからないようにして今後も市⺠のために働いてください。 
 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 
 



 
 
 
 
 
 
令和 3年 ９⽉ 第３回定例会 
 
令和３年９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。2020 東京オリンピックも１年遅れながら開催され、いろいろと批判等もあ
りましたが、無事開幕し、多くの感動と勇気を選⼿たちからはいただきました。
パラリンピックは９⽉５⽇まで開催中ですが、こちらも、いろいろな意味で数々
の障害を乗り越え、⾃分の⼒や能⼒の限界を超えた⼒を選⼿の皆様からは⾒せ
ていただいております。残念ながら、テレビ放映がパラリンピックに関してです
が少なく、メダル獲得シーンばかりが放映されますが、本来ならば、そこまでに
⾏く過程や、結果はどうあれ、オリンピックやパラリンピックに参加することが
本当なら⼀番⼤切なことではなかったのではないかと、私はそう思う今⽇この
頃でございます。また市⺠の中にもいらっしゃったと思いますが、ボランティア
の皆様も猛暑の中⼀⽣懸命お⼿伝いいただき、本当にお疲れさまでございまし
た。この場をお借りいたしまして御礼申し上げます。それに引換え、テレビを中
⼼とするマスメディアの⼀部では、始まる前までの対応からまさに⼿のひらを
返した、⼿のひら返しのお⼿本と⾔えるような報道も⾯⽩かったですよね。世間
では「ダブスタ」と呼ばれているそうですが、国会では野党の議員さんの中にも
少なからずそういう⽅がいらっしゃったようで、「２番じゃ駄⽬なんですか」な
んて⾔っていたようないなかったようなこの⽅は、オリンピック開催は駄⽬だ
けど、サッカーは応援する、このようなことを⾔われて、ツイッターか何かがす
ごく炎上していたというような話も聞いております。⻄東京市では、残念ながら
数年前より準備した数々のイベントなどもほとんどが中⽌になり、御担当の職
員さんたちはさぞや悔しい思いをされたと思います。この場をお借りいたしま
して、私から⾒えない⾦メダルを差し上げたいと思っております。本当にお疲れ
さまでございました。まだこれからも続くと思いますが、どうぞよろしくお願い
いたします。さて、ちまたでは、この期に及んでもオリンピック・パラリンピッ
クを中⽌しろとかなんとか、何の科学的根拠もなくオリンピックのせいでコロ
ナが蔓延したとか⾔われている⽅々もいらっしゃいますが、これも⾃由主義国



家のよさなのかもしれませんね。お隣の中国でこんなことを⾔ったらどうなっ
ちゃうんだろうか、ということが気になるところでございます。コロナ禍の中、
⽇本⼈選⼿団は過去最⾼のメダルを獲得し、オリンピックを含め、スポーツを愛
する皆様からは⼤変よかったとの評価も受けているようです。現状のコロナ禍
の中、外出⾃粛の⼀翼を担ったのではないかと私は思っております。 
 それでは、議⻑に御指名を頂きましたので、通告に基づき⼀般質問をいたしま
す。 
 １点⽬、新型コロナウイルス感染予防対策について伺います。この間、多くの
議員さんたちから数々の御質問が出されてきました。現状の政府の対応に批判
的な意⾒もありました。また、⻄東京市は他市と⽐べてもかなり進んだ対策を取
られているとの御意⾒もありました。その評価は様々ですが、池澤市⻑は、副市
⻑時代はもとより、今年初めの市⻑選挙中より徹底した新型コロナ感染対策を
掲げられ、御就任以来様々な取組を他市に先駆けて⾏っていると私も思ってお
ります。全庁体制で市⺠対応も図られていると思いますが、職員さんたちに対し
ては、このコロナ禍の中、どのような⿎舞、叱咤激励をされてこられたのか、ま
ずは伺います。また、その具体的⾏動施策としてはどのようなことを⾏ってきた
かを伺いたいと思います。 
 次に、公園⾏政についてでございますが、こちらは２点あります。まず、おな
じみのドッグランでございますが、こちらは愛⽝団体のいぬい〜なの皆様から
お聞きいたしました。⼩規模公園を利⽤した新たな活⽤アイデアがあると聞い
ております。その詳細を伺いたいと思います。２点⽬として、市内に市営の釣堀
をつくれないかという質問です。７⽉の中旬、同僚の冨永議員と東久留⽶市を流
れます落合川に環境調査を含めた⿂類の⽣態系調査に出かけてまいりました。
公務ではないんですが、視察の１つとして考えております。落合川は、落合川と
南沢湧⽔群として都内で唯⼀環境省の平成の名⽔百選にも選ばれている⼤変⽔
のきれいなところで、湧き⽔ですから⽔温も夏でも冷たく、川のそばを歩くだけ
でも気持ちのよいところでございます。早朝より毘沙⾨橋のたもとでサシ餌や
練り餌をつけ、釣りを開始いたしました。１投⽬からほとんど⼊れ⾷い状態で、
カワムツやハゼ科のヌマチチブなどが釣れ、正味２時間程度で２⼈で 50匹以上
を釣り上げました。途中、⼦どもたちが下流側から川を上がってきたので、何を
しているかと聞いたところ、川のごみ拾いをしている。そういうことで、多分間
違いはないと思いますが、引率の東久留⽶ほとけどじょうを守る会の⽅のお話
ですと、この川はアユも遡上してくるすばらしい川であるというようなお話も
伺いました。また、散歩中の⾼齢の⼥性に声をかけられ、何が釣れるのかと⾔う
ので、さおを渡してその⾼齢の⽅に釣らせてあげたんですね。そうすると、すぐ
に１匹釣り上げまして、とてもびっくりされておりました。冨永議員と話したの



ですが、⻄東京市でも川釣りがしたいねということで、⽯神井川の再⽣には以前
にもいろいろ提⾔をいたしておりますが、最近では公明党の佐藤（公）議員がこ
の御提⾔をされていたということを思い出しました。先ほども稲垣議員も⽯神
井川に関係することのお話をされておりましたが、そのとき、⽯神井川での釣り
は無理でも、市内の公園などにある池に⼩物を放流し、釣堀にできないかという
話を以前にもいたしましたが、そういうことを思い出しました。当時とは違い、
市内の公園状況も少しずつではありますけどよくなってきていると思いますの
で、そろそろかなと思い、質問をいたします。 
 ３点⽬、最後ですが、こちらは３・４・９号線についてです。こちらも既に多
くの議員さんより質問のあったところでございます。⻄東京市に北海道の景観
が⾒られるところがあると⾔われる⽅もいらっしゃいます。ポプラ並⽊やサイ
ロが残っていればもっとよかったのにと思いますが、これは、六⾓地蔵の交差点
から北原の⾕⼾新道までの３・４・９号線のことでございます。開通前より地元
の北原３丁⽬の皆様から依頼のあったのが、農場通りと呼ばれる道との交差す
る部分の信号機の設置です。「何で信号も歩道もないんだよ！」「農場の⼈たちだ
けが使う部分には信号機があるのにさ、市⺠が使っている農場通りには何でな
いんだよ」というのが近隣にお住まいの⽅々の素直な御意⾒でございます。それ
と、⾕⼾新道との丁字路、その先も東側に開通すればまた状況が変わるかもしれ
ませんが、この部分の渋滞と北原２丁⽬バス停南側の信号機と歩道の撤去でご
ざいます。⾕⼾新道東側は、都営住宅近隣からひばりヶ丘駅⽅⾯のバスに乗ろう
とすると、⼀度ひばりが丘⽅⾯に歩きまして新しい信号機を利⽤し、その後南に
戻り、バス停に⾏くことになります。⻄側からは⽥無⽅⾯に⾏くとき同じ現象と
なります。⾏程 80 メートルぐらいでしょうか。⾼齢者の皆様には、暑い時期、
また路⾯が凍結しているときにはきつい⾏程となります。都道ですから警察と
東京都の間で話し合われたことでこうなったと思いますが、どうしてこうなっ
たのか、以上、質問とします。御答弁により再質問させていただきます。 
 
市⻑（池澤隆史君） 初めに、新型コロナウイルス感染防⽌対策についてお答
えします。私は就任以来、コロナ禍において苦しむ市⺠の皆様に寄り添い、必
要とする⾏政⽀援をいち早くスピード感を持ってお届けすることこそ、基礎⾃
治体である本市の役割であると申し上げてまいりました。このことは全職員に
も伝えてきたところであり、これまでのコロナ対策におきましては、全庁体制
による対応も進めてきたところでございます。具体的にはワクチンの集団接種
会場における対応や、ワクチン配送作業に係る応援体制など、役職等にかかわ
らず対応しているところでございます。また直近では、８⽉ 26 ⽇より開始し
ました⾃宅療養者等への⾷料⽀援について、市⺠の皆様へ御⾃宅への配送を同



じく職員の応援体制により開始をしたところでございます。引き続き市⺠の皆
様の安⼼に向け、職員⼀丸となり、市の全総⼒により対応してまいります。 
 次に、公園⾏政についてお答えいたします。ドッグランにつきましては、常
設に向けて施設の設置や運営など様々な課題を検討するとともに、本市の指定
管理者が関連グループの指定管理者と合同で作成した公園利⽤者向けの動画を
配信するなどのマナーアップキャンペーン実施等により、意識の醸成を図って
まいりました。また、新たな公園利⽤のアイデアとして、⼩規模公園における
団体使⽤の中で、常設以外のドッグラン実現について、愛⽝家団体の⽅と利⽤
条件の整理や活⽤できる公園の選定などを⾏いながら、試⾏に向けての検討を
しているところでございます。 
 次に、池につきまして、まず地域の⽣態系を⼤切にした池の管理を⾏うこと
に努めてまいりたいと考えており、現在、⽣息する⽣物を紹介する準備をして
いるところでございます。池の新たな活⽤⽅法につきましては、市⺠との協働
による清掃や活⽤の御提案を頂いている指定管理者とも引き続き検討してまい
ります。 
 最後に、都市計画道路３・４・９号線についてお答えいたします。本路線の
交通開放に当たって撤去された⾕⼾新道交差点付近の信号機及び横断歩道につ
きましては、事業主体である東京都と警視庁との協議の中で、交通の円滑化、
安全性等を総合的に勘案し、決定されたと伺っております。御指摘の箇所につ
きましては、本路線の開通によって利⽤形態が⼤きく変わっていると認識して
おり、交通開放後の状況を丁寧に把握しながら調整を図ってまいります。今回
の交通開放におきましては部分的な開放であるため、全線開通に向けて市⺠の
皆様が利⽤しやすく安全な道路となるよう、東京都及び警視庁と調整してまい
ります。 
 
（⼩林たつや君） 御答弁ありがとうございます。新型コロナ感染対策につい
てですが、⼀般質問では本⽇までに様々な御意⾒、御提⾔がありました。ＰＣ
Ｒ検査をより進めよという御意⾒も多々あったと思いますが、決してＰＣＲ検
査を否定するわけではありませんが、お医者様に聞いた話として、この検査
は、あくまでも「症状のある⽅」、それから「濃厚接触者と判断された⽅」、
「ＣＯＣＯＡアプリで通知の来た⽅」が受けるものであるとのことでございま
した。これを紹介させていただきます。また、検査はあくまでも検査であり、
感染予防の⼀翼は担うものであるとは⾔えますが、治療ではないということで
す。ましてや、感染者が減少傾向とはいえ⾼⽌まりの現在において、本当に検
査が必要な⼈が受けるべき検査であり、⼼配だからＰＣＲ検査をしておこうと
いう感じで受けるものでは、特に現在は決してそういうことではないと思いま



す。先⽇の御答弁にもありましたが、保健所が現状の感染状況において、検査
結果により陽性者の⽅を迅速に医療につなげるケースも多い状況から、簡易キ
ットのように改めてＰＣＲ検査を別途要する検査スキームの構築は控えていた
だきたいと⾔っているのは、多摩⼩平保健所のみの考え⽅でなく、医療関係機
関の資料などでも⾒られるところでございます。これは、擬陽性などの結果が
出た⽅が医療機関に多く来院することで医療体制の維持が難しくなる状況、い
わゆる医療崩壊が想定されることにつながるからだと理解しております。数⽇
前にも⼥優さんが擬陽性だったり、陽性だったりと、いろいろ何かあったとい
うようなニュース報道もありました。繰り返しになりますが、ＰＣＲ検査その
ものを否定しているものではありません。ただ、市⺠の医療機関の受診環境を
維持させることも⾮常に重要であると私は⾔いたいのです。市⺠が病院に⾏く
のはコロナだけではありません。⽇々の通院の環境等も守らなければならない
と考えております。このような観点から再度伺います。現在の最優先課題であ
るワクチン接種においては⻄東京市は相当進んでいるようだと、市⻑答弁で
も、また近隣市の知り合いから聞いた話でも私は感じております。このことこ
そが今市⺠に提供すべき最⼤の安⼼だと考えております。これまでの御答弁の
中でもそのような話がありましたが、その実態をいま⼀度伺いたいと思いま
す。 
 公園⾏政につきましては、ドッグランについては試⾏に向けての検討中とい
うことで、実現されることを楽しみにしております。以前にもミニドッグラン
というのを、たしかしつけ⽅教室だと思ったんですけれども、３年くらい前に
北宮ノ脇公園でしたね、あそこでやったと思いますが、あのとき私はうちの藤
丸と参加させていただき、天気のいい温かい⽇でポカポカしていてとても気持
ちよくて、あそこはずっと囲いをされているからとてもやりやすくて、ああい
うところがそういうミニドッグランになるのかななどと考えておりますが、⼤
変期待をしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 釣堀については、⼦どもから⾼齢者まで楽しめる、タナゴなどを放流すれば
マニアックな釣り公園になりますし、そういう⼈たちに管理も任せられること
ができると思います。そして、マナーや環境について、また⾃然について学べ
ることがたくさんあると思います。市⺠参加、新しいコミュニティの１つとし
て構築できるなどなど、利点がいっぱいあると私は思っております。埼⽟の⽇
⾼市には市⺠専⽤の釣場というのが既にありまして、ネットで調べると出てく
るんですけど、この時間からこの時間まで、⼤体９時か 10 時から⼣⽅の４時
とか５時で終わっちゃうんですけど、それまでは囲いがされていて⼊っちゃい
けないんですね。管理するのは市⺠の⽅だと思うんですけど誰かが開けて、そ
れで、基本はタナゴとかフナだというふうに聞いていますが、我々みたいな市



外の⼈間が⾏っても混んでいなければ⼊れてくれるような話は聞いて、別に有
料でも何でもなく無料でできるんですが、すごくきれいに管理がされていまし
た。１回⾒てきたんですけど、すばらしいところだなと。やりたかったんだけ
ど鍵が閉まっていてできなかったので、実釣はしていませんが、そういうとこ
ろもありますことを御紹介させていただきます。⻄東京市でもこういうことが
できたらいいなと私は思っております。 
 開⾼健さんという⽂豪の「オーパ！」という釣りに関する書籍にあります
が、中国の古いことわざで、「１時間幸せになりたかったら酒を飲みなさい。
３⽇間幸せになりたかったら結婚しなさい。８⽇間幸せになりたかったら豚を
殺して⾷べなさい。永遠に幸せになりたかったら釣りを覚えなさい」、こうい
うことわざがある。たしかこれはもっと⻑くて１時間の次に１⽇とか、１週間
とか何か、１か⽉とか、まだもっとあったような気もするんですが、ちょっと
そこまで調べきれなかったんですが、この⾔葉を紹介させていただきまして、
⼤変釣りはすばらしいものだということも紹介させていただきまして、この質
問は終わりたいと思います。最後になりますが、落合川で先ほど冨永議員と釣
ったカワムツ等の 50匹につきましては、全て冨永議員が天ぷらや空揚げにし
て⾷べてしまいました。それを御紹介させていただきます。 
 ３・４・９号線の件ですね。⾕⼾新道の東側になる、私のうちからバスに乗
る 88歳になる⺟親やそのお友達の同年代、80代以上の⽅々も⼤変怒っておら
れます。また、同じく東側に住まわれる股関節に障害をお持ちの⽅からも、先
⽇、「⼩林さん、横断歩道の撤去、信号の撤去はひどいよ」と⾔われました。
警察と東京都の杓⼦定規に合わせた道路建設では、そこに住む市⺠の現状は分
からないことだと思います。直接市が関与できるものではないので、難しいこ
とは⼗分分かります。以前にも別の道路の件の質問でお話もいたしましたが、
⻄東京市を⾛る道路は⼀体誰のものなのかということなんですね。その点をい
ま⼀度お考えいただき、できる限りの御対応をよろしくお願いいたします。東
京都へは先⽇、都議会議員になったばかりの浜中都議にお願いいたしておりま
す。どうか協⼒して早急な御対応を重ねてお願いいたします。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（佐藤謙君） 新型コロナウイルス感染防⽌
対策につきましての再質問に御答弁申し上げます。本市におけるワクチン接種
の状況でございますが、ワクチン接種記録システム（ＶＲＳ）による速報値で
は、８⽉ 25⽇時点で接種対象⼈⼝の 52.6％の⽅が１回⽬の接種を終えられ、
40.0％の⽅が２回⽬接種を終えられております。ワクチン接種記録システムで
公開している東京都平均との⽐較につきましては、東京都の実績の登録状況や



⺟集団となる⼈⼝データの抽出時点が異なり、⼀律に⽐較は困難でございます
が、本市が計画していた８⽉末までの接種回数は既に達成しており、順調に進
⾏しているものと認識しているところでございます。 
 
（⼩林たつや君） ８⽉までの接種回数は既に達成しているということで、⼤
変⼼強いお⾔葉を頂きました。本当にこれからも頑張っていただきたいと思い
ます。この後はなかなかワクチンが集まらない確率も⾼いと。現状は、今⽇の
ニュースを⾒ましても、デルタ株、ラムダ株に続いてミューというのが出てき
たと。昭和病院の⼆⽊先⽣でしたか、あの先⽣が⾔われていたのはそんなもの
じゃないんだと。そういう株は 15も 16もまだまだあって、それが確定してい
ないだけで、名前がついていないだけで、その中で危険性のあるものをピック
アップして、ラムダ株とか、デルタ株だとかという名前をつけてやっているん
ですよなんていう話も聞いたので、そこらじゅうでそういう新種が出ている。
新種というか、変形というか、別の形になったウイルス、これ⾃体が、コロナ
ウイルスに起きること⾃体がどうなんだろうかとか、私が信じる説によると⽣
物化学兵器ではないかというような話もささやかれてはおりますが、本当のこ
とはこの後の研究によって明らかにされることだと思いますけれども、本当に
⼤変な状態であると私も思っております。今は、ちょっと東京都は感染者数が
減って少し安⼼なのかななんていうところもありますけれども、これはやっぱ
りワクチン接種が増えていること、そしてまた、市⺠の皆様が⼀⼈⼀⼈の予防
対策をきちっとやっていらっしゃることがいいこと。でも、それとは別に、地
⽅ですけどライブをやっちゃって、お酒も出しちゃって、マスクしていないで
騒いでいる⼈がいたとか、そういう話も連⽇ニュースで聞かれますね。だか
ら、こういうのがなくなればよくなるのかなと。といって、経済を⽌めるわけ
にもいかないから、本当に⼤変な、政府も含めて、もちろん⻄東京市もそうで
すけど、⼤変な状況ではあると私は思っています。 
 この間、市は接種会場の場所を増やし、医師会の協⼒によりパルスオキシメ
ーターの配布も決まったと。⾷料⽀援も始まり、⼤塚製薬からはアルカリイオ
ン飲料というんですか、あれも頂けたということで、そして何よりも丸⼭市⻑
から受け継がれた医師会との強い信頼関係が脈々と続いていることが、現在に
⾄った要因だと私は思っております。先ほど稲垣議員からもお話があったエッ
センシャルワーカーへのチケット配布。これも私もその⼀⼈ですから、友⼈の
そういう関係者の皆様から⼤変好評を得ております。東京都に関しても⼤規模
接種対象者を拡⼤したり、多摩北部医療センターには酸素ステーションもでき
る予定だと聞いております。こちらも我々が東京都へ送り込んだ浜中都議会議
員の活躍を期待したいところでございますが、今後もそう期待しております。



市⻑におかれましては、今後も市⺠のために、市の職員さんとともに御⾃分の
御健康も重々注意されながら、全⼒で対応願うことを強くお願い申し上げまし
て、私の質問はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございまし
た。 
 
 

21.09. 令和 2 年度決算 報告 

 
 
令和 2 年度の決算報告を致します。令和 3 年 9 ⽉の決算特別委員会の資料として配布された

「令和 2 年度 ⻄東京市各会計決算書及び⻄東京市決算等審査意⾒書」他より抜粋して報告致
します。 
 
令和２年度は、公共下⽔道プランの改定（経営戦略の策定）に取り組み、下⽔道施設の投資・

財政計画を策定しました。前年度より公営企業会計に移⾏し、経営成績（損益情報）や財政状
態（ストック情報）などが的確に把握できやすくなりました。 
 
令和２年度の本市の状況ですが、今後も⾏政需要の増加が⾒込まれることを勘案すると、極

めて厳しい財政状況が続いているとの認識のもと、無駄を徹底的に排除し、⼀般財源負担を確
実に軽減し、平成 30 年に過去最低となった財政調整基⾦を早期に回復させ、⼦育て環境の充
実、市⺠の健康づくりの⽀援、災害に強いまちづくり等や「健康」応援都市の実現や池澤新市
⻑が進める「⼦供にやさしいまち⻄東京市」を⽬指しました。 
  
 本市の本年度⼀般会計決算においては、新型コロナウイルス感染症対策事業への取り組みな

どで、12 回の補正予算を編成したことにより歳⼊、歳出ともに約 1,０００億円となる過去最⾼
の決算額となりました。 

歳⼊では、市税が過去最⾼と⾒込んだ⼀⽅、歳出では、中原⼩学校校舎等建て替え事業や社
会保障関係経費の増加が続いているなか、過去最⼩となる財政調整基⾦の繰り⼊れにより収⽀
の均衡を保ちました。  
 
本年度⼀般会計歳⼊決算額は 1,022 億 3,100万円で基幹的収⼊である市税は、これまで 10 年

増額となっていましたが、326億 3，200万円 0.3%の減となりました。 
歳出では、特別定額給付⾦などのコロナウイルス関連の増により 995億 9,447 万 1千円(前年
⽐ 40,7%増)となりました。特別会計を合わせた総予算額は、（下⽔道事業特別会計を除く）
1,486億 2千 2百 65万 9千円となりました。 



 
 
 
 
決算の概要 

決算規模は、各特別会計を単純に合算した歳⼊決算額の合計として 1,438 億 4,342 万 6,020
円、歳出決算額の合計は 1,402 億 4,549万 9,132 円で、歳⼊歳出差引額、いわゆる形式収⽀額は
35億 9,792万 6,888円となり、前年度に引き続き⿊字とります。 
 
決算収⽀ 
上記の歳⼊歳出差引額、いわゆる形式収⽀額から繰越明許費に係る翌年度繰越財源額 7 億
7,038 万円を差し引いた実質収⽀額は 28億 2,754 万 6,888円の⿊字で、この実質収⽀額から前
年度実質収⽀額の 22 億 5,362万 5,414円を差し引いた単年度収⽀額は 5億 7,392万 1,474円の
⿊字となり、前年度と⽐べると 4億 1,4822万 9,898円の増加となります。 

 
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） 
本年度の指数は 0,914で、前年度の 0,904に⽐べ 0,01ポイント上昇しました。 

(2)経常収⽀⽐率 
本年度の⽐率は 94,0％で、前年度の 95,1％に⽐べ 1,1ポイント改善しております。 
経常収⽀⽐率は、本年度は僅かながら改善したものの、都内類似団体との⽐較では、平均値
90,9%を 3,1ポイント上回っています。 
⼦ども・⼦育て臨時給付⾦の皆減などがあったものの地⽅消費税交付⾦等の税連動交付⾦の
⼤幅増などの影響によります。  

(3)経常⼀般財源等⽐率 
本年度の⽐率は 96,0％で、前年度の 97,5％に⽐べ 1,5 ポイント低下しています。 
(4)公債費負担⽐率 

本年度の⽐率は 4,7％で、前年度の 5,8％に⽐べ 1,1ポイント低下しております。 
(5)公債費⽐率 

本年度の⽐率は 5,8％で、前年度の 5,9％に⽐べ 0,1ポイント低下しております。 
(6)将来にわたる実質的な財政負担 
本年度の実質債務残⾼⽐率は 130,6％で、前年度の 144,0％に⽐べ 13,4 ポイント低下しており

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おりませんが、他団体の傾向や類
似団体との⽐較を⾏い、本市では指標の動向に注意する必要があるとされております。 



 
２ 市税等の徴収状況及び使⽤料収⼊等の状況 
(1)市税 
市税総額の徴収率は、本年度は 98,5％で、前年度の 98,6％に⽐べ 0.1 ポイント低下しており

ます。現年課税分は 99,3％で前年度より 0,1 ポイント上昇しており、滞納繰越分は 43,7％で前
年度より 9.3ポイント低下しております。（0,1ポイントで約 3,300万円の影響が出ます） 

都内 26 市の平均の徴収率は 98,6％で、現年課税分が 99,2％、滞納繰越分が 43,0％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 13位（前年度 10位）という結果にな
っております。 

担当課では、現年分の徴収を強化するとともに、納税係と債権回収対策係の連携により、収⼊
未済額の圧縮に努めております。また、東京都への実務派遣研修、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の取組が徴収率の向上につながっているところです。今
後も基幹収⼊である市税の確保と公平性の観点から、徴収体制の強化に向けた取り組みに期待
したいところです。 

 
(2)国⺠健康保険料の徴収 

予算現額 191 億 3,314 万 6,000 円 
徴収率は、本年度が 88,3％で、前年度の 88,4％に⽐べ 0,1ポイント低下しており、都内 26市

の中では 11位（前年度９位）に位置します。 
⼀般会計からの繰⼊⾦は約 24億 8,000万円です。（簡単に⾔うと⾜りない分の補填） 
担当課では、現年度分の徴収を強化するとともに、滞納繰越額の圧縮に努めており、また債権

回収対策係と連携して徴収困難債権を引き継ぎ組織的な徴収活動を展開しております。 
(3) 駐⾞場事業特別会計 
 予算現額 1 億 1,705 万 7,000 円 
  もうすぐ築 30 年になりますので、そろそろ改修が必要です。また、コロナウイルス感染症の
影響で約２万台の利⽤者数の減少がおきました。 
(4) 介護保険料の徴収率 

 予算現額 187億 3,103万 6,000 円 
徴収率は、本年度 98.3％で、前年度の 98.4％に⽐べ 0.1ポイント低下しています。 
⼀般会計からの繰⼊⾦は約 27億 9,000万円です。（簡単に⾔うと⾜りない分の補填） 
本年度は 74 件（前年度 69 件）の徴収困難債権を債権回収対策係に引き継いでおり、収⼊未
済額の合計は、5,293万 8,641 円で、不納⽋損額の合計は、986 万 6,700 円で、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り組みを進めていく
必要があります。 
(5) 後期⾼齢者医療保険料の徴収率 
予算現額 48億 597 万 5,000 円 



本年度が 99.2％で、前年度の 99.3％に⽐べ 0.1ポイント低下しています。 
⼀般会計からの繰⼊⾦は約 22 億 2,000万円です（簡単に⾔うと⾜りない分の補填） 

担当課では、現年度分の徴収を強化するとともに、本年度は 29 件（前年度 25 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、1,127 万 9,275 円で、前年度と⽐べ 668 万 8,430 円の減少となってお

り、不納⽋損額の合計は、342 万 6,300 円で、前年度と⽐べ 230 万 1,500 円の減少となってお
り、その理由は、即時消滅等によるものです。 
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ります。 
 
(6)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 3 億 2,647 万 1,766 円で、45.9％の減少で
す。主なものは、保育所運営費負担⾦（保護者負担⾦）約 3 億 3,000万円です。 
 
(7)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 1,015 万 3,240 円、3,4％の増加となってい
ます。増の主なものは、道路占⽤料であり、減の主なものは、学童クラブ育成料です。 
⼿数料については、前年度と⽐べると 2,341万 5,101 円、5,3％の増加です。主なものは、 
清掃⼿数料 2,568 万 7,891 円です。 
 
(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事になります。本年度も債権回収対策係と連携し、保
育園 16 件（前年度 9件）、学童クラブ 15 件（前年度 6 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ます。 

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り組みの継続を期待して
おります。 

 
 

現在、⽣活保護受給者世帯は 3,135 世帯、4,010⼈となっており、扶助費は約 72 億 2000万円
で、新型コロナウイルス感染症の流⾏により昨年よりやや上昇しました。 
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

るとのことですが、残りの 25％は市の負担とならざるを得ないことになります。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り組みへの⼯夫をすることが必要であると考
えています。 
 
「国⺠健康保険特別会計の⼀般会計繰⼊⾦の状況」（約 24億 8000万円） 

⼀般会計繰⼊⾦は、前年度と⽐べると 7,035 万 4,507 円（2,8％）の減少となっております。
法定外繰⼊⾦の減の主な要因は、徴収努⼒による歳⼊確保に加え、被保険者数の減により⽀出額
が減少したためと考えられます。繰⼊⾦の歳⼊総額に占める割合は 13.3％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ることから、負
担の公平性を確保する上でも、引き続き本特別会計に対する⼀般会計繰⼊⾦の抑制に努めてい
く必要があります。 

 
「⾏財政改⾰の取組状況」 
本市は令和元年から第２次総合後期基本計画による新たな５年間のスタートを切るとともに、
第４次⾏財政改⾰⼤綱後期基本⽅針に基づき総合計画と連動した⾏財政改⾰を進めており、運
営の効率化と財源の確保に努めてきたところです。 

実績として、歳出⾯では「特別会計の持続性の確保」「国⺠健康保険特別会計の健全化」 
「予算編成業務改⾰」「⾏政評価の効率的運⽤」「⼈件費の抑制」等々により計上経費の抑制を図
っています。 
 歳⼊⾯では、「未利⽤市有地等の処分・有効活⽤」「新たな歳⼊項⽬の創出」等により臨時的な
歳⼊を確保するとともに「受益者負担の適正化」における「占有料の適正化」など経常的な歳⼊
確保も成果を上げているようです。今後は、新型コロナウイルス感染症の拡⼤による市財政への
影響を⾒極めるとともに財政の硬直化や社会経済情勢の変化などに的確に対応しさらなる⾏政
改⾰を進められるようにするそうです。 

 
 
 
「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（家庭で⾔うところの貯
⾦やヘソクリのようなもの）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、⺠間市場から借⼊れる場合と⽐べてコストの軽減が図られます。 

⼀⽅、余裕資⾦については、新型コロナウイルス感染症の拡⼤による資⾦計画への影響を考慮
し定期預⾦による運⽤を⾒送っております。 

 



基⾦残⾼ 
 財政調整基⾦：2,972,299,510 円、まちづくり整備基⾦：1,168,420,539 円 
 庁舎整備基⾦：436,869,786円・・・総基⾦残⾼：9,773,000,000 円 
  年度間の財源調整のための貴重な財政調整基⾦（⼀般家庭での貯⾦のようなもの）は 26市中
25番⽬の残⾼で決して安⼼できる状況ではありませんが、やや改善傾向です。 
 
「まとめ」 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の世界的な拡⼤が、経済情勢や雇⽤情勢に影響を及
ぼすか、懸念される⼀⽅市税等にもどのように影響を及ぼすか、先⾏き不透明な状況の中での財
政運営でありました。 
その結果、12 回の補正予算が編成され⼀般会計歳⼊歳出総額は 1000 億を超え最⼤規模の決

算額となりました。 
財政調整基⾦の残⾼は、改善は⾒られるものの引き続き早期回復に向けた取り組みが求めら

れます。今後の景気動向によっては、税連動交付⾦などにも影響が及ぶことも想定され、引き続
き⼀層の慎重かつ的確な財政運営が必要であるとまとめられております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
下⽔道事業会計決算 

本年度末における処理区域内⼈⼝は 20万 6,066 ⼈で、⽔洗化率は 97,5%、年間処理⽔量は約
327 万㎥、不明⽔処理量が増加したことにより有収率は 81,8%、前年度⽐ 8,4 ポイント低下し
ました。 
 収益的収⼊の決算額は約 33 億 8 千万円で前年度と⽐べ約１億円の増加となっています。予
算額に対する収⼊率は 99,8%になります。 

下⽔道使⽤料の収⼊済額は約 21 億円で徴収率は、92,1%です。 
⼀般会計からの繰⼊⾦は約 1 億 6 千万円で約 3千 500万の増加となります。 
概況として経営成績としての純利益は約２億２千万円です。 
本市では、令和２年度にまとめた、「⻄東京市公共下⽔道プランの改定」に取り組み、下⽔道

施設への投資・財政計画を策定しております。今後は布設 50 年後に当たる令和 6年から 23 年
度にかけて管渠の改築、更新時期のピークを迎えます。また将来的におきる⼈⼝減少を⾒据え



ると経営環境は、急速に厳しさをまして⾏くことが予想されます。 
今後は、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組まなければなりません。 

 
以上で令和２年度決算報告を終わります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和３年１２⽉議会の⼀般質問です。 
 

⼀般質問の前に⼀⾔所信を述べさせていただきます。先⽇終わりました衆議
院選挙、どの党が勝ったのか。私にはまだ分かりかねるところがあります。議席
的には⾃⺠党は前回より少し議席を減らし、第２次岸⽥内閣の出航となりまし
た。今頃になってネットなどでは、前総理⼤⾂の菅さんの⼿腕が評価されたり、
現在のコロナ防疫対策については岸⽥総理が評価されているところです。その
反⾯、対⽴した⽴憲⺠主党と共産党は、選挙協⼒を結んだにもかかわらず議席を
減らしてしまい、⽴憲共産党などとやゆされた話も⾒聞きいたしました。⽴憲⺠
主党はその後、党の代表も代わりましたが、名前が思い出せません。⽇本維新の
会は躍進されましたが、事、東京においてはあまり⽬⽴つ存在とは⾔い難い感じ
が私にはいたします。と⾔おうと思ったんですけど、ほら⾙を買っちゃいました
からね。知っている⽅は知っている。ほら⾙を買っちゃったということで、これ
は維新の会の⽅だと思うんですけれども、これに対抗するにはよろいを買うし
かないと最近思っている私でございますが。そうなると、公明党が⼀番勝ったん
じゃないか、そのような気がしますので後で聞いてみたいと思っております。岸
⽥内閣の今後は、コロナ対策に加え、それに付随するいろいろな諸問題、逼迫す
る経済状況や国際問題、少⼦⾼齢化問題と問題は⼭積みです。今後も⽇本がより
よく住みやすい国になることを切に望むものでございます。 
 続いて、⼀⾔お願いを申し上げます。先ほど⽥中議員の御質問の中にありまし
た保⾕町５丁⽬の公共⽤地についてですが、いずれ売却されるとしても、その間、



あそこは囲まれた場所でありますので、ぜひドッグランの試⾏なども⾏ってい
ただきたいと思っております。近隣住⺠の⽅々にまたそのときの御意⾒なども
伺ってくだされば、今後のドッグラン建設に役に⽴つのかなと思っております。 
 もう１つは、下野⾕遺跡の件のお話がありましたが、藤⽥さんでしたか。中期
の⼟器が出たと。中後期と今まで⾔われていたんでしたよね。それが中期という
ことで、中期になると⼟偶も⼊ってくるんじゃないかななんて私は勝⼿に思っ
ているんですけれども、こうなると、今まで三内丸⼭遺跡に対抗して⻄東京丸⼭
⼟偶と⾔っていたんだけど、今度は池澤⼟偶が出てくるんじゃないかと私はち
ょっと楽しみにしているところではございます。⼟偶なのに眼鏡をかけていた
りしてね。そういうのが出てくるんじゃないかなと思っていますが、楽しみであ
ります。 
 それでは、保⾕なおみ市議会議⻑様よりありがたくもお許しを頂きましたも
のですので、通告に基づき⼀般質問をさせていただきます。 
 まず１点⽬として新型コロナウイルス関連の質問をいたします。今年は結局、
昨年からの続きで新型コロナウイルスに翻弄された１年でございました。東京
都レベルでは８⽉５⽇に感染者が 5,042 ⼈を記録いたしましたが、現在は昨⽇
の段階で 21 ⼈の新規感染者と激減しております。だからといって決して油断で
きるものでないのは当たり前のこととして、この間、多くの議員さんよりもお話
がありました。現在分かっているところでは、現在４⼈⽬が国内で確認されたと
聞いております、感染⼒が⾮常に強いと⾔われているオミクロン株の感染状況
が気にかかるところではあります。 
 そこで、１点⽬、改めて現在の市内の新型コロナウイルスの感染者状況を伺い
ます。 
 ２点⽬としては、今後の感染防⽌対策に向けて、本市のみならず、医師会や保
健所、そして近隣市との連携が重要になってくると思いますが、本市の取組状況
を伺います。 
 ３点⽬は、３回⽬のワクチン接種が始まりました。接種の前倒しも⾏われてい
ると聞き及びますが、現在は医療関係者やソーシャルワーカーの皆様が接種を
受けられていると思っております。今後そろそろ８か⽉⽬を迎える⾼齢者の皆
様の予約状況が気になります。前回は 10数⼈の皆様から、電話予約ができずに
ネット予約を頼まれ、感謝もされましたが、同居の息⼦さんや娘さんがいてもな
かなか頼みづらいらしく、どこから聞いてきたのか、私に依頼されている⽅も多
くいらっしゃいましたことが印象に残ります。この予約体制ですが、前回電話予
約はほぼ無理な状態であったとも聞きます。急に⾼齢者の皆様がネットができ
るようになるとは思えませんので、この点について伺います。 
 ２点⽬が市内公共施設の解体時の有効利⽤について。これは、もう数年前の今



頃だったと思いますが、中原⼩学校の解体時に⽇本救助⽝協会の救助訓練の段
取りをさせていただいたことがあります。そのときよりはるかに昔、中学、⾼校
の中野に住む友⼈のお⺟さんからこの救助⽝協会を紹介され、解体中の公共施
設で訓練をしたいので何とかならないかみたいな感じで頼まれたのが始まりで
した。そのときは残念ながらスケジュールが合わず調整できませんでしたが、中
原⼩学校のときはうまくいき、御担当の課⻑さんや職員さん数名には寒い中お
付き合いいただき、⼤変申し訳なかったと今でも思っております。このときに救
助⽝協会の濱野⽒にお会いしたのも初めてで、友⼈のお⺟さんがブリーディン
グをしていたのがミニチュアピンシャーというドーベルマンを⼩さくしたよう
な⽝なんですけれども、これだったものですから、てっきりもっと⼩型⽝を連れ
た少⼈数の集まりの団体かと思っていたんですね。ところが、お会いしたら本格
的ないで⽴ちで、わんこも⼤型のシェパード、間違いなく⾎統書付という、そん
な団体の皆様でした。後⽇、濱野さんよりお礼の電話を頂き、またチャンスがあ
ったら頼みますと⾔われておりました。今回は保⾕庁舎の解体があるとお聞き
して再度御紹介させていただきましたが、どのようなものだったでしょうか、ま
ずは伺います。 
 ３点⽬は市内各駅の喫煙所について伺います。この間何度も聞いてきました
喫煙所についての質問です。特にコロナ禍に伴い、令和２年４⽉ 27⽇より市内
４か所の指定喫煙所が⼀時閉鎖されました。現在の状況を⾔いますと、昼頃には
閉鎖されたままの喫煙所の付近では⽥無駅、それから保⾕駅でも特に喫煙され
ている⽅が⾒受けられます。こうなると、マナーの悪い⼀部の喫煙者のためにイ
メージも悪くなり、また、たばこのポイ捨ても広範囲になっているというような
お話も聞いております。シルバー⼈材センターの駅前を掃除してくれている
⽅々のお話ですと、１⽇に多い⽇は 1,000 本近くの吸い殻を拾うこともあると
もお聞きいたします。他市では、吉祥寺や三鷹駅のコンテナ喫煙所や、ほかでは
トレーラー型のものも以前に御紹介いたしましたが、多くの⾃治体で緊急事態
宣⾔以降喫煙所が再開しておりますが、⻄東京市はどうするのか。１点⽬として、
市内喫煙所の経過について。２点⽬として、駅周辺のポイ捨て状況について。３
点⽬として、喫煙所の再開はどう考えているのか伺います。 
 ⼤きな４点⽬として、こちらは、コロナ禍のためか、最近急増しているように
思えますポスティングチラシの中にある怪しげなチラシというんでしょうか、
それから訪問販売についての質問です。⼀例を挙げますと、「近所で屋根の修理
をしていたらお宅の屋根が壊れているようなので、無料で上がって⾒てあげま
すよ」と⾔って、屋根に上がらせたら最後、屋根を壊して、「ほら、ここが壊れ
ていますよ、修理しましょう」と。その後は御想像のとおり法外な修理費を請求
されるというようなお話を聞いております。先⽇はうちにも私のいるときに、



「光触媒を使ったすばらしい壁⾯塗装の御案内です。ただいまキャンペーン中
ですのでお安くやってあげますよ。とても⻑もちしてすばらしい塗装ですので
いいですよ」と⾔葉巧みに若いスーツ姿のお兄さんに勧誘されました。「これ、
訪問販売じゃないの」と聞くと、「ええ、弁護⼠さんから⼤丈夫と⾔われていま
す」と。顧問弁護⼠さんか、「顧問弁護⼠さんに⼤丈夫と⾔われているんだよ」
みたいな感じでちょっと⼝調が変わってきまして、だんだんお⾥が知れるよう
な⼝調になってきて、「何で弁護⼠に聞く必要があるの」と聞いたら、「あ゛」
と「あ」に点々がつくような感じで⾔われたものですから、⾯倒くさくなったの
で「帰りな」と帰らせたんですけれども、⾆打ちをして帰っていきました。どう
⾒てもさっき⾔った訪問販売のお兄さんでした。また、ポスティングチラシの中
には、不要家電⽤品の無料回収 10 ⽉ 30⽇９時より 17 時まで⾬天決⾏とあり、
チラシの下には社名と茨城県公安委員会第○○○号とありました。こちらは茨
城県公安委員会の⼗条さんという⽅に問い合わせたところ、こちらはちゃんと
登録されている会社であったということです。でも、この会社はともかく、同じ
タイプの紙質で、全く同じタイプだったのでちょっと気になったもので聞いた
んですけれども、少し怪しげな回収勧誘をされている会社がありましたので照
会をさせていただきました。以前、今の副市⻑が部⻑時代に御対応いただいたチ
ラシなどがそれでございます。正確に⾔えば、この前のチラシの件も柳泉園組合
議会議員という⽴場からすれば、家電等のリユース品は資源とも⾔えるので、無
料回収しますと⾔って持っていっちゃうんだから微妙なところではあると思っ
ております。また、軽トラで回る⽵ざお屋さんの詐欺的な話はよく聞きますけれ
ども、詐欺とも営業とも取れる、このようなチラシが多く⾒受けられます。この
ようなチラシや訪問販売に対し、市の対応は既にいろいろやられているとはお
聞きしておりますが、もう⼀度お聞きしたいと思います。 
 最後、５点⽬に、下⽔道事業の運営について伺います。下⽔道事業は安定的な
事業運営ができているとは聞いておりますが、令和元年度より下⽔道事業が公
営企業会計になり、この会計事務については、もう既に落ちこぼれぎみの私とし
ては偉そうに何か⾔う⽴場ではないかもしれませんが、昨年度、本年度と下⽔道
審議会も開催され、下⽔道プランの改定や経営戦略の策定、また使⽤料の検討が
⾏われ、答申があったとお聞きいたします。その検討内容と答申に対する今後の
対応を伺います。 
 御答弁により再質問いたします。ありがとうございました。 
 
市⻑（池澤隆史君） 初めに、新型コロナウイルス感染症対策についてお答えい
たします。本市における直近の状況といたしましては、週単位で新規感染者数が
最も多かった８⽉の２週⽬の 399 ⼈をピークに感染者数は減少傾向が続き、11



⽉の３週⽬以降は新規感染者数が１⼈となっております。このことは、市⺠、事
業者の皆様の感染対策への御協⼒、ワクチン接種率の向上等によるものである
と考えますが、変異株に関する情報等もあるところでございますので、市⺠の皆
様には引き続きマスクの正しい着⽤、３密の回避、換気の励⾏及び、⼈混みを避
け⼈との間隔を空けるなどの基本的な感染防⽌対策の徹底をお願いしたいと考
えております。関係機関等との連携につきまして、⻄東京市医師会とは、国内及
び都内医師会関係の情報、市内医療機関の状況、医療資機材の調達状況、発熱者
対応等の情報を共有してまいりました。多摩⼩平保健所を含む東京都とは、国か
らの情報、東京都の相談窓⼝体制等の状況、医療機関の病床状況等の情報を共有
してまいりました。さらに、保健所の効率的な対応につきましては、圏域５市と
の連携が不可⽋であることから、情報共有、情報交換を積極的に⾏ってきたとこ
ろであり、引き続き、地域医療体制、圏域内関係機関等との連携を効果的に図っ
てまいります。新型コロナワクチンの３回⽬接種の予約体制につきましては、現
状におきまして、２回⽬接種から原則８か⽉を迎える時期に合わせて毎⽉対象
者となる⽅に接種券をお送りする予定といたしておりますが、予約の集中によ
る混乱を防ぐため、それをさらに複数回に分割して発送し、予約の分散化を図っ
てまいりたいと考えております。また、コールセンターや両庁舎の相談窓⼝の⼈
員増を図るなど⼿厚く対応してまいりたいと考えております。 
 次に、公共施設解体時の有効活⽤の実施についてお答えいたします。去る 11
⽉ 14 ⽇及び同⽉ 22 ⽇に解体⼯事中の旧保⾕庁舎を活⽤して、ＮＰＯ法⼈⽇本
救助⽝協会、⻄東京消防署及び⽥無警察署からの依頼を受け、ふだん⾏うことが
できない特殊な訓練を実施していただきました。当⽇は、⽇本救助⽝協会による
災害救助⽝の訓練のほか、消防及び警察合同での建物内部の破壊、救出の訓練、
警察による警備⽝の訓練が実施されたものでございます。特に 20頭を超える災
害救助⽝や警備⽝による訓練は、解体中の建物を利⽤することでより実践に近
い状況での訓練ができたと感謝のお⾔葉を頂いたところでございます。本市と
しましても、今後、災害等が起きた際の救助活動に⼤きく寄与する貴重な機会と
なったものと認識しておりますので、今後もこのような機会がありましたら可
能な範囲で協⼒してまいりたいと考えております。 
 次に、市内各駅の指定喫煙所についてお答えいたします。市内の指定喫煙所に
つきましては、新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌のため、新規感染者数の増加な
どを勘案し、利⽤の際の⾝体的距離の確保、マスクの着⽤がいずれも難しいこと
から、令和２年４⽉ 27⽇から現在まで引き続き休⽌をしております。喫煙所の
周辺をはじめ、路上喫煙・ポイ捨て防⽌地区におきましては、美化・喫煙マナー
推進事業により、吸い殻等のポイ捨てについて清掃やマナー向上を呼びかける
啓発活動等を実施し、喫煙の防⽌や周辺の美化に配慮しております。指定喫煙所



につきましては、喫煙所内での密集密接状態を避ける対策、喫煙所周辺への配慮、
受動喫煙に対する対策等の課題について検討しております。喫煙所⾃体の在り
⽅につきましては、まちの美化と安全を推進する事業市⺠会議の皆様との意⾒
交換をしながら、喫煙者と⾮喫煙者それぞれの⽴場に配慮した形で改めて検討
し直すよう指⽰をしたところでございます。また、喫煙所について⺠間事業者が
実施をしている事例もあり、事業者に詳しい話を聞くなど調査研究を併せてし
ているところでございます。 
 次に、ポスティングチラシ及び訪問販売についてお答えいたします。最近、⾬
どい交換無料のお知らせといったポスティングや、「通りかかったら屋根や⾬ど
いが壊れているのが⾒えた」と⾔って御⾃宅を訪問し、⽕災保険を使⽤し無料で
家の修理をするという勧誘が増加しております。このような勧誘の結果として
粗末な⼯事を施⼯されたり、保険申請後に他の業者で⼯事をしようとすると⾼
額な違約⾦を請求されるといったトラブルが多く報告されております。消費者
センターでは、市⺠の皆様の消費者被害の未然拡⼤防⽌のため、こうした事例へ
の注意喚起や、勧誘があった場合の基本的な対応のポイントなどを市ホームペ
ージに掲載しているほか、相談員による消費者相談や相談事例集の発⾏などに
取り組んでいるところでございます。今後とも様々な機会を通じて引き続き市
⺠の皆様への注意喚起に努めてまいりたいと考えております。 
 最後に、下⽔道事業の運営についてお答えいたします。下⽔道事業につきまし
ては、令和２年 10 ⽉に⻄東京市下⽔道審議会に対して、下⽔道プランの改定や
下⽔道使⽤料の検討などを含む⻄東京市下⽔道事業の健全な運営について諮問
させていただき、令和２年度と３年度の２か年にわたり計６回の審議会が開催
されました。令和２年度の下⽔道審議会におきましては、計画的な下⽔道事業の
推進を図るための下⽔道プランの改定や、公営企業が将来にわたって安定的に
事業を継続していくため、中⻑期の事業経営の基本計画となる経営戦略の策定、
また令和３年度には下⽔道使⽤料について審議をお願いしたものでございます。
現在、下⽔道事業は経費回収率が 100％を超え、安定的な事業運営ができている
ところですが、下⽔道審議会におきまして、将来の⼈⼝減少や⽼朽化が進んでい
る下⽔道施設の改築・更新に必要な費⽤などを踏まえ、下⽔道使⽤料について審
議していただいた結果、下⽔道事業は適正に運営されており、現⾏の下⽔道使⽤
料の排出量区分及び料率を据え置くことが妥当であると本年 11 ⽉に答申を受け
たものでございます。このため、下⽔道使⽤料につきましては、下⽔道審議会か
らの答申を踏まえ、現⾏の排出量区分及び料率を継続するものでございます。 
 
⼩林たつや君 それでは、コロナの感染状況のほうから始めさせていただきた
いと思います。感染状況については、１か⽉ほど新規感染者が１名のみというお



話だったと思います。これは、ひとえにとは⾔えないかもしれませんが、ワクチ
ンの接種の普及が進んだことが主な原因と考えられると思います。⻄東京市は
26 市で最も普及率が進んでいるグループに含まれると思いますが、このワクチ
ン接種普及率についてはどうなっているか、次に伺います。 
 関係諸機関との連絡、連携は、医師会の先⽣⽅や東京都、保健所などとの情報
共有、そして近隣圏域５市との連携も効果的に図るということですが、具体的に
はどのようなことをするのか伺います。我が党の浜中のりかた都議より頂いた
東京都の感染拡⼤に向けた医療提供体制という冊⼦では、９⽉１⽇現在 9,200床
から 9,440床まで病床が増えて、宿泊施設数は 3,200室から 7,900室に、それか
ら⾃宅療養についてはフォローアップセンターを 150 ⼈から 250 ⼈体制に、パ
ルスオキシメーターも 10 万台から 21 万台確保する予定だそうでございます。
そのほかにも電話相談の充実などや、施設には中和抗体薬投与によるクラスタ
ー対策なども予定されているようです。⻄東京市ではこの点の連携が進んでい
るかどうか伺いたいと思います。 
 ２点⽬の救助⽝の件ですが、こちらについては⽇本救助⽝協会の濱野さんか
ら訓練後に私のほうにも御連絡を頂きまして、⼤変喜んでおられました。私から
も御礼申し上げます。後に何か正式に市にお礼をすると聞いたような気がしま
すが、何かありましたか伺います。それから、ぜひまた何かありましたらよろし
くお願いしますということでございました。今後も可能な限り協⼒していくと
のことでしたが、今後の予定はありますか、再度伺います。 
 たばこの件ですが、こちらは指定喫煙所については休⽌中ということですが、
都内において清瀬市と⻄東京市のみが閉鎖中でしたと聞いております。ですが、
先⽇清瀬市も再開したと聞きました。⻄東京市はこの状態をどのようにお考え
か再度伺います。 
 そして、ポイ捨て状況については配慮しているとのことですが、閉鎖中のたば
このポイ捨ては、マナーの問題もありますけれども、やはり多いと思いますが、
どうでしょうか。 
 続いて、喫煙所については、課題についての検討と調査研究ということですが、
今年１⽉に総務省の「地⽅税制改正・地⽅税務⾏政の運営に当たっての留意事項
等について」という事務連絡があります。この中で、駅前などの公共の場におけ
る屋外分煙施設等の⼀層の整備について述べられております。９億 5,000 万円
からのたばこ税を⼀般会計に繰り⼊れておいて、たばこを吸うところはありま
せんではあまりにもひど過ぎるんじゃないかと思いますが、喫煙所の再開等も
含め、どのようにお考えでしょうか。また、以前御紹介したコンテナ型やトレー
ラー型のメリット・デメリットも理解しているつもりですが、このままではいけ
ないと思いますので、市の⾒解を再度伺います。 



 チラシとか訪問販売の件ですね。こちらは、訪問販売というか、廃品回収です
か、この中ですごく⼤きな声で、軽トラックで回ってくるんですけれども、スピ
ーカーを空のほうへ向けてすごい⼤⾳響で、「要らなくなった⾃転⾞、⼤⼈⽤⾃
転⾞、テレビ、パソコン」なんて⼥の⼈の声でしゃべって、「無料で引き取りま
す」なんてやっているすごくうるさいのが来るんですけれども、どうもその⼈た
ちも、「⾃転⾞、じゃ、お願い」と⾔うと「これは古いからちょっとお⾦かかる
んですよね」とかって微妙。詐欺とは⾔えないかもしれませんけれども、微妙な
ことをやっているようだというようなうわさも聞いております。これに対応し
て市としては、ぜひ市の⻘パト、あれでスピーカーを上に向けろとは⾔いません
が、こういう訪問販売や、それからチラシは御注意くださいというのを常に⾔っ
て回していただけると注意喚起になるのではないかということを提⾔させてい
ただきます。 
 それ以外にもチラシの中では排⽔管の⾼圧洗浄をやりますと。１部位 3,000 円
と書いてあるんですよね。3,000 円というのはめちゃくちゃ安い値段だと思いま
す。ただ、それは１か所に限りますとちっちゃい字で下のほうに何かいろいろ細
かく書いてあって、それをもし頼んだとしたら、これは私の想像ですけれども、
そこから先をやっぱりやらなきゃいけないんだけど、そこは何⼗万円ですと、こ
ういう話になっていくと思うんです。実際、私道の掃除をしてくださっている地
元の会社の⽅に、やっているときに聞いたんだけれども、これって、ここからこ
こまでだと幾らぐらいですかと⾔ったら、何⼗万円とかかりますよと⾔われた
のを聞いているので、普通にやってもそうだと思うんで、そのチラシがうそなの
か。それとも、そういうふうにやらないで、１か所だけ近所でやるから安くやる
よみたいな。だけど、ここから先は有料だよという、これも詐欺とも⾔い切れな
い微妙な世界ではあると思うんですけれども、危ないですね。 
 あと、この間うちに⼊っていたものとしてはティラピスという、体を動かすス
トレッチなんかだと思うんだけれども、これの施術と書いてあるんですよね。施
術ということは、何か治療⾏為に近いことを⾏う。治療は医療だから違うと思う
んですけれども、施術をすると。治療の代わりに施術というんですけれども、こ
れをやると⾔って、そのやっている⽅がＰＴといって理学療法⼠のお仕事をさ
れている。でも、理学療法⼠という⽴場では開業権をお持ちじゃないはずなんで
す、私が知る限りでは。開業権を持っている医療関係、ドクターではない開業権
を持っているのは我々鍼灸師、柔道整復師、それからあん摩マッサージ指圧師、
この３種類だけで、あとのカイロプラクティクスとか整体というのも本当は持
っていないんですよね。だけど、みんなやっていますよね。だから、これも微妙
と⾔えば微妙なのかな、それで肩凝りを治しますとかと書いてあるから。我々鍼
灸師は肩凝りを治しますと本当は書いちゃいけないはずなんですね。はあき法



という、はり・きゅう・あん摩マッサージ法という法律があって、それにのっと
ってやっているんだけれども、その法律外の⼈たちはそういうことが平気でや
れる。整体とかカイロもそうです。全てが悪いと⾔っているわけじゃないんであ
れなんですけれども、そういうのもありました。 
 あと、エコ回収と書いてあって、きれいな洋服とか、きれいな何かは引き取り
ます。電化製品は要らないと書いてあったと思うんですけれども、その⼀部はチ
ャリティーに回して、あとはエコのために集めますと。要するに、おまえら、物
を持ってこい、うちが引き取ってやるよと。こんなうがった⾒⽅をすれば、そん
なことが書いてあるチラシなんかもあって、⼀⾒よさげに⾒えるけれども、よく
よく⾒ると、やっぱり⻄東京市の資源物となるものを持っていっちゃっている
のかなというような感じもするので、微妙なところではありますが、そんなのが
あるということを御紹介させていただいて、この質問は終わります。 
 最後の下⽔道事業ですが、コロナ禍における下⽔道料⾦の据置きは、審議会の
皆さんも妥当な判断であり、⼤変評価したいと思っております。しかし、現在の
下⽔道事業は健全に運営されているとはいえ、先ほどの御答弁にもあるとおり、
将来の⼈⼝減少や下⽔道施設の⽼朽化に対する改築や更新のときに必要な費⽤
を鑑み、今後も下⽔道事業が適正に運営されるようお願い申し上げまして、２回
⽬の質問とします。 
 
ささえあい・健康づくり担当部⻑（佐藤謙君） 新型コロナウイルス感染症対策
に関します再質問に御答弁申し上げます。まず、ワクチンの接種状況でございま
す。本年４⽉ 19⽇から⻄東京市医師会の皆様の御協⼒を頂きながら希望される
⽅への接種を進め、12 ⽉６⽇現在、１回⽬、２回⽬の合計接種回数は 31万 4,090
回と 12歳以上の対象⼈⼝の約 84％、全⼈⼝の約 76％の⽅への接種を⾏ってき
たところでございます。また、65歳以上の⽅につきましては約 92％の⽅が２回
⽬の接種を終えられたというような状況でございます。 
 次に、コロナ関係の関係機関との連携についてでございます。⻄東京市医師会
とはこの間様々なコロナ対応について連携させていただき、発熱外来の運営、ワ
クチン接種体制に加え、⾃宅療養者⽀援ではパルスオキシメーターの御提供も
頂戴したところでございます。多摩⼩平保健所及び圏域５市との間では、ウェブ
会議での打合せも活⽤しながら情報共有を密にしてきたところでありまして、
今般の⾃宅療養者⽀援に係る東京都からの情報提供につきましても、できるだ
け保健所の負担を増やさないための調整を図ってまいりました。引き続き、関係
機関との連携による効果的なコロナ対応を図ってまいりたいと考えております。 
 
総務部⻑（柴原洋君） 解体中の旧保⾕庁舎を活⽤した訓練についてお答えいた



します。⽇本救助⽝協会様からは去る 11 ⽉ 14 ⽇に、旧保⾕庁舎を活⽤し実際
に訓練を実施したことに対しまして感謝状を頂いております。また、より実践的
な訓練が可能であったとのことで、再度実施したい旨の要望が伝えられたとこ
ろでございます。現在、旧保⾕庁舎の解体⼯事業者と調整中でありますので、今
後も可能であればお声がけをしていきたいと考えているところでございます。 
 
みどり環境部⻑（⻘柳元久君） 喫煙所についての再質問にお答えいたします。
喫煙所につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌、また喫煙所周辺
への配慮、受動喫煙に対する対策などから慎重に対応する必要があると考えて
いるところでございます。 
 ポイ捨ての状況についてでございますが、先⽇、路上喫煙のポイ捨て防⽌キャ
ンペーンで早朝駅前清掃等を⾏わせていただきました。その際も吸い殻を含む
多くのごみを回収したところでございます。委託事業者によりますと、市内５駅
周辺の清掃の報告では、ポイ捨て量は減少傾向あるいは横ばい状態であるとい
ったところでございますが、新型コロナウイルスの感染状況や、また緊急事態宣
⾔が明けたといったことから今後も慎重にポイ捨て量の推移のほうは⾒守って
いきたいと考えております。 
 喫煙所につきましては、市⻑から改めて検討し直すように指⽰があったとこ
ろでございます。喫煙者と⾮喫煙者それぞれの⽴場に配慮した形となるよう検
討したいというふうに考えております。また、総務省の⾃治税務局発出の事務連
絡、コロナ禍での地⽅たばこ税の項で述べられております屋外分煙施設等の整
備の促進であったり、この間御指摘いただいておりますトレーラー型の喫煙所、
また⺠間事業所が運営している喫煙所等々につきましても引き続き調査研究し
てまいります。 
 
⼩林たつや君 じゃ、コロナからまた、意⾒になると思いますが、やらせていた
だきます。ワクチン接種については、これまで国内の動向を⾒ますと、ワクチン
接種によりコロナウイルスによる死亡、それから重症者数、これが減少している
ことは明らかであり、市⻑はこれまで希望する全ての⽅が接種できる体制を整
備すると述べられております。コロナに感染してしまわれている⽅には医療体
制が重要でありますが、その体制を⽀えるためにもワクチン接種は⼤事である
と私は考えております。コロナ対策におきましては様々な取組が必要ではあり
ますが、市⺠の命を守る最後のセーフティネットである医療体制を⽀えるため
にもワクチン接種を進めていただきたいところでございます。担当部署の苦労
も察するところでありますが、先ほどもお答えいただきました接種率も確実に
伸びていることから、引き続き市⺠の安⼼に向けた接種体制を図っていただき



たいと思いますので、よろしくお願いいたします。⾼齢者の⽅の 92％というの
はすごい数値だと思います。後で多分結果が、何年か何か⽉かすれば出ると思い
ますけれども、この辺の近隣では⻄東京市がトップではないかと思っておりま
す。 
 関係機関との連携につきましては、市⺠に対するコロナ⽀援は、これまでの検
証を踏まえ新たな取組を進めることも必要であります。ただし、市独⾃の取組が
関係機関の負荷や混乱を⽣じさせることは避けるべきでありまして、ただ、今の
答弁にありましたとおり、市はこれまでのコロナの対策における関係機関との
調整、連携により様々な取組を進めてまいったと思っております。特に市⻑は、
感染された⽅の対応については保健所及び圏域５市との連携が重要であると現
場に指⽰を出されていると伺っております。１つの市だけが勝⼿に何かをやっ
てもうまくいかないと思っております。引き続き、市⺠への円滑かつ効果的な対
応に向け、保健所、医師会との連携を進めることをお願いいたします。また、先
ほど御紹介いたしました浜中のりかた都議を通して東京都への要請も引き続き
我々議員団として⾏っていくようにいたしますので、こちらとの連携もよろし
くお願いいたします。 
 現在オミクロン株の⽔際対策がマスコミ等では報道されております。今⽇の
朝４⼈になったというのを聞いております。オミクロン株の有害性というか、毒
性でしょうかね、これはまだ不明な点が多いようですが、これまでの感染対策に
ついては世界的に⾒ても⽇本がやはり⼀番被害が少ない状況ではないかと私は
思います。東京都の「基本的対策徹底期間における対応」でも各種事業や事業者
への細かい指針が⽰されておりました。ＷＨＯからは今回のオミクロン株対策
についての批判もあるように聞きますが、海外の専⾨家からは⾼い評価を受け
ているとも聞いております。オミクロン株の症状については⽐較的軽い症状で
あるとか、ワクチンを打ったせいで症状が出ず感染し、そのせいでクラスターが
起こるなどとわけの分からない本末転倒なことを⾔っている⽅もいると聞きま
すが、⽇本において感染者の数が少ないのは、⽇頃より清潔な暮らしを営むこと
が当たり前の⽇本⼈の気質とワクチン接種の政府ぐるみの、うそや願望でない
確実な抗体獲得数の上昇、及び、感染者が減少しても油断することなくマスクの
着⽤や⼿洗いの励⾏などをすること。要するに、今皆さんが⾏っているその対応
をこのまま続けることが⼀番の予防になるものではと私は思っています。仮に
オミクロン株がここに１⼈でもいれば、今までの医療情報からするともう全員
濃厚接触者に近いようなレベルになって、傍聴者の⽅も含めて感染が爆発的に
広まるという状況かもしれません。ただ、その症状がえらく軽いとか無症状の⼈
が多いという説もあるので、これを⼀々びくびくしていてもしようがないとい
うのもある意味で正しいのかなと思います。また、３回⽬のワクチン接種は、抗



体が減少してきた⽅々へ再度抗体数を増やすための⾏為ですので、仮にオミク
ロン株がさらに感染⼒を増しても重症になりづらい体をつくり、また重症者を
増やさないのが現在のコロナ対策と考えます。⻄東京市におかれましては今後
も油断することなく御対応されるようお願い申し上げまして、この質問は終わ
りにいたします。 
 救助⽝の件ですが、いざ何か災害等があればこの⽅々は真っ先に御協⼒いた
だけると思っております。この関係を⼤切にしていってほしいと思います。また、
今回もお邪魔してはいけないと思い当⽇は伺いませんでしたが、本来ならば市
⺠に公開してもらえれば防災意識の⾼揚につながるとも思いますが、その辺は
いかがでしょうか。この点ちょっともう⼀度伺いたいと思います。 
 たばこの喫煙の件ですけれども、御答弁にありました⺠有地での喫煙所の整
備を推進するというようなお話もあったと思うんですけれども、先ほどお伝え
しました総務省の件ですが、助成⾦もあるという話も聞いておりまして、23 区
ではそれが使われていると。26 市ではまだ導⼊市はないそうですが、こういっ
た制度の導⼊も考えていかれるようお願い申し上げて、こちらの質問も終わり
ます。 
 以上、お願いいたします。 
 
総務部⻑（柴原洋君） 訓練の公開についてお答えいたします。解体中の建物に
つきましては、既に閉鎖されていることですとか、また、何より実際に解体⼯事
が進⾏中であることなどから⼤変危険な状態でありまして、原則として⼀般の
⽅に公開することはできないものと考えているところでございます。しかしな
がら、このような機会が防災意識の⾼揚につながることは認識しておりますの
で、実際に公開することはできませんけれども、周知の⽅法などについては今後
⼯夫をしてまいりたいと考えております。 
 
⼩林たつや君 今の救助⽝の件ですけれども、１度ね、中原⼩のときは本当に⼊
り⼝のとば⼝のところだけで、ちょこっとだけ⾒させていただいたのだけれど
も、本当になかなか⾒れるものじゃないということ。あと、そういうこともあっ
て難しい点があるのは重々分かりますが、関係団体──先ほど中川議員からも
⾔われたんだけれども、獣医師会の先⽣⽅は、訓練⽝がけがをされると。訓練⽝
がどういうけがをするのか⾒てみたいなんて、こういう⽅々はやっぱりこちら
側の⼈たちだと思いますので、そういう⼈たちはぜひ考えていただいて、これか
らもうまくやっていただけるようよろしくお願いいたしまして、私の質問を終
わります。ありがとうございました。 
 



 


