
令和４年度の市政報告です。 
６⽉議会までの議事録と３⽉の予算に関する報告、９⽉議会での決算報告です。 
 
 

令和４年度西東京市予算が可決されました。 

本年は昨年の２月に当選された池澤たかし市長の２年目の年となり、また１年分の本予

算を編成するのは今回が初めてという予算編成であります。 

その池澤たかし市長の議会初日に行なった施政方針に沿って市政報告をさせて頂きます。 

 

◆はじめに 

池澤市長は、今の時代を生きる私たちが、今後の西東京市のために、今、何をやるべき

なのか、それを政策判断の基軸に、次世代への責任ある選択を果たしてまいる覚悟である

と語り、子供がど真ん中にいるまちづくりを目指します。 

 

◆まずは、新型コロナウイルス感染症対策について 

 本市の新型コロナウイルス感染症対策については、令和 2年 1月に国内で最初の感染者

が確認されてから、すでに 2年以上が経過しました。 

この間、市民の皆様、事業者の皆様にとりましては、大変厳しい状況が続いた事と察し

ます。西東京市は、ご希望される皆様へのワクチン接種を着実に進めつつ、必要とされる

支援について近隣他市と比べてもスピード感をもって対応しております。 

特に医療従事者の皆様をはじめとするエッセンシャルワーカーの皆様に対しましては、

献身的なご尽力に、改めてこの場を借りて深く感謝と敬意を表します。 

 

 西東京市では、「人」のいのちと健康を守ること、そして、市内経済の活力をまち全

体で支える取組、の 2点を対策の中心として対応しております。 

まず、「人」のいのちと健康を守る取組として、新型コロナウイルスワクチン接種を着

実に実施してきており、3回目の追加接種についても昨年 12 月 1日から開始し、本年 2月

からは 2回目の接種完了から 6か月以上経過した 18 歳以上のすべての方を対象に、スケ

ジュールを前倒しして追加接種を行っております。 

今回のワクチン接種の予約に関しては前回の（1、2 回目の接種）に対して予約センター

の受付人数や体制、そして接種会場等も大幅に増やして対応しておりますので、既にご存

知のことと思いますが、予約の電話のつながり方から、接種に至る日数までかなり早くで

きていると、私の知りうる限りの皆様からも感謝の声が寄せられております。 

 また、新たにワクチン接種の対象となる 5歳から 11 歳までの方につきましては、3月か

らの開始を予定しており、西東京市医師会のご協力をいただき、安心して接種を受けてい

ただけるよう取り組んでいます。 



 年明けのオミクロン株による感染症の急拡大に伴い、自宅療養者の方々等に対し、専用

の受付ダイヤルを設け、東京都からの支援が届くまで、食料等の物資支援のほか、療養中

のご相談に全庁あげて対応しています。 

 新型コロナウイルス感染症の収束には、今しばらく時間を要する状況と思われますが、

感染症対策には、今後も庁内一丸となって臨むとともに、引き続き、西東京市医師会が運

営する発熱外来への継続的な支援をはじめ、市内医療機関とも連携を図りながら、市民の

皆様に少しでもご安心いただけるよう、職員さん方も一丸となり取り組んでおります。 

 西東京の市議となり２８年の歳月が流れましたが、今回のコロナ対応については、特に

市職員さん方のご努力が実っていると強く発信いたします。 

新聞等の感染状況を見た市民の民様からよく言われますのが、「西東京市は感染者数が

多いんじゃないか」・・・という件ですが、正確にはのちの科学的分析に委ねるといたし

ましても、その原因と思われるものには、近隣市と比べても 20 万人を超える人口の多

さ、そして 80を超える検査ができる医療機関の多さかと言われております。 

検査期間が多ければ、自ずと検査数が増え感染者の数も増えるという状況であると言わ

れております。 

また、西武新宿・池袋線の急行が止まる駅が二つもあるのも原因かと思います。 

 

次に、市内経済の活力をまち全体で支える取組についてでは、 

 本年度は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金も効果的に活用しな

がら、「新たな生活様式」の定着及び市内経済の活性化に向けた「キャッシュレス決済ポ

イント還元事業」及び「市内消費喚起事業」について、新たな要素を加えて継続します。 

 また、65歳以上の高齢者の方々に対しましては、フレイル予防の視点やご高齢の方々の

生活を応援する目的で、市内消費喚起事業の仕組みを活用した「高齢者応援カード」を配

布いたします。 

 同様にコロナ禍の中、学びを止めない対応として、市内公立小中学校全学年でのオンラ

イン授業も実施してまいりましたが、様々な制約が学校教育の場においても生じていま

す。そこで教育的な支援として、市内の小中学生に加え、高校生等に図書カードを昨年に

引き続きお渡しいたします。 

 

 

 

 

 

環境施策 

環境施策については、「次世代につなげる「西東京市ゼロカーボンシティ」を目指し

て」が一番に掲げられています。 



 市長は、地域全体で脱炭素社会の実現を目指し、環境負荷の少ないまちを次世代につな

ぐためにも、2050年二酸化炭素排出量実質ゼロを目指し、オール西東京による「西東京市

ゼロカーボンシティ」を宣言しました。 

私たちの生活において、エネルギーを消費することなどで発生する二酸化炭素が約 9割

を占める温室効果ガスを 2013 年度比 46パーセント削減することを当面の目標としまし

た。この施策は、継続していくことが重要となるため、すでに、令和 3年度から保育園、

幼稚園や小学校において出前講座等を実施し、本年度も引き続き、実施します。 

 

財政状況と本年度予算の概要 

 本市の財政状況は、令和 2年度決算において、経常収支比率は前年度から 1.1ポイント

改善され、また財政調整基金残高（簡単に言うと家庭の家系での貯金）についても、前年

度から 3億 4,000 万円の回復となる 33億 7,000 万円となりましたが、第 4次行財政改革

大綱の目標値には至っておりません。 

 

歳入面では、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、本度以降も先行きが不透明

な状況が見込まれます。 

歳出面では、社会保障関係経費の増加のほか、公共施設やインフラの更新が控えてお

り、行政需要の増加は避けられない見通しです。 

 

このような厳しい財政状況ではありますが、「人」のいのちと健康を守り、市内経済の

活力をまち全体で支えることを最優先課題とし、まちづくりを進めていくためには、財政

基盤の強化に取り組むことも重要であると市長は述べております。 

一般会計の予算額は、前年度比 6.7%増の 770 億 9,000 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 5.3%増の 

1,233億 9,651万円となります。 

 

 歳入では、市税が、個人市民税や固定資産税の増などにより、322億 7,176万 1千円、

普通交付税については、35 億 3,500 万円、臨時財政対策債については、14 億 300 万円 

と見込んでおります。これらをあわせた実質的な普通交付税については、前年度比で 

3.4%減と見込んでおります。 

 一方で、財政調整基金繰入金は、4 億 6,800 万円増の 6億 5,900 万円となり、本年度末

の見込残高については 18.3%増となる約 27億 3,000 万円と見込んでいます。 

 

 歳出では、義務的経費が前年度比 1.5%増の 345 億 9,203万 2千円となり、歳出予算全体

に占める割合は 44.9%となりました。その内訳は、扶助費については、障害福祉関係など

の社会保障関係経費の増加により、前年比 2.2%増となり、人件費についても、前年度比



1.1%増となりました。また、これまで減少傾向であった公債費は、令和 3年度で合併特例

債の償還が終了したことにより、ほぼ横ばいとなっております。 

 

 また、投資的経費については、都市計画道路 3・4・24号線整備事業等により、前年度

比 42.8%増の 60 億 7,576万 7 千円となったところでございます。 

 さらに、次世代への責任ある選択として、臨時財政対策債の借入れについては、後年度

負担を考慮し、昨年度同様、予算段階で 5 億円の借入抑制を行ったことにより、令和 4年

度末の市債現在高については、約 13億 6,300 万円の減と見込んでおります。 

 コロナ禍において市民生活や市内経済が直面している様々な課題に、しっかりと対応す

るとともに、安定的で自立的な行財政運営を目指していくとの事です。 

 なお、社会保障関係経費の増加や公共施設の更新等、行政需要は、今後ますます増大す

る見込みであることから、次期行財政改革大綱の策定も進めるそうです。 

 

本年度の主要な取組 

 令和 4年度におきましては、新型コロナウイルス感染症への対応、そしてゼロカーボン

シティの推進を図るとともに、市長が市政運営に当たって掲げた 6つの重点的な取組を紹

介します。 

 

１、子どもにやさしいまち 

 子どもの命を大切にし、そして「子どもがど真ん中」のまちづくりを進めます。 

 

母子保健分野 

 核家族化やコロナ禍での妊娠などにより、産前産後の身体的・精神的に不安定な時期

に、家族や身近な人の助けを十分に得ることができず、不安や孤立感を感じる中で育児を

行う母親が増加する傾向に対応して、本市では、これまでの産前・産後ケア事業に加え、

母親の身体的回復や心理的な安定を促進し、家族が健やかに生活できることを目的に、本

年度から新たにショートステイサービス等を取り入れ、産後ケア事業の拡充を図ります。 

児童発達支援 

 こどもの発達センターひいらぎは、「子どもの発達を一緒に考え、地域の中ではぐく

む」ことを基本方針に、本年度から児童福祉法に基づく児童発達支援センターとしての事

業を開始します。お子様本人への発達支援をはじめ、保育所、幼稚園、市内民間事業者等

との連携や、保護者の方への支援も拡充します。 

 

 また、児童発達支援センターの開設に併せて、田無総合福祉センターを改修し、地域に

おける療育の質を高めることを目的に、児童発達支援等障害児通所事業の民間事業者を公

募し、児童発達支援センターとの公民連携により、市内全体での面的な支援の拡充も図り



ます。  

  

子どもの居場所づくりや、子どもを守る体制の充実 

 本年度は、すべての学童クラブに Wi－Fi環境を整備し、タブレット端末等が使える学

習機会の拡充等を行い、多くの子どもが過ごす居場所の充実を図ります。 

 また、本年度から新たに、保谷柳沢児童館、芝久保児童館で隔週日曜日の開館を実施す

ることとし、合計 8 つの児童館で、週末に子どもたちが集える場の拡充も図ります。 

 さらに、児童福祉法に基づく「子ども家庭総合支援拠点」を子ども家庭支援センターに

位置付け、子どもの見守り及び支援が必要な子どもとその家庭の早期発見、早期対応を更

に図るため、人員体制の整備や新たなセーフティネットの構築に取り組みます。 

 

 幼児教育・保育の充実 

 本年度は、4月に認可保育園 1園、小規模保育事業 2施設を開設するとともに、既存の

保育施設に関し定員の見直し等により待機児童の解消に向けて、対策を進めます。 

 幼児教育分野では、幼稚園の利用促進を図ることを目的に、令和 5年 4月に私立幼稚園

等に入園する際に必要となる費用について、その一部を補助する制度を開始します。 

さらに、幼児教育・保育の無償化の施設等利用給付については、令和 5年度から、施設

等利用給付の幼稚園への法定代理受領（現物給付）に見直すため、その準備をします。  

 

学校に「登校しない、できない」児童や生徒への対応 

 様々な理由により、学校に登校していない児童や生徒、そして保護者の皆様のために

も、必要な時に情報が得られるよう、相談体制や支援サービスの充実、居場所機能の更な

る充実も図ります。 

 

 学校環境の整備 

学校のトイレにつきましては、乾式化を行うとともに、便器の洋式化、手洗いの自動水

栓への取替などの改修を実施いたします。また、使用頻度の高い手洗い、水飲み場のレバ

ー式蛇口への取替を行うなど、学校環境の向上と、新型コロナウイルス感染症対策も講じ

ます。 

 

２、健康で元気なまち 

 健康で元気なまち 

 まずは、予防接種事業では、積極的なワクチン接種の勧奨を控えておりました子宮頸が

んワクチンは、積極的な勧奨を再開することになり、ワクチンの接種を見送られてきた

方々に対しまして、公平な接種機会を確保するために、本年度から 3年間、時限的に従来

の定期接種の対象年齢を超えて接種を行います。 



 骨髄移植等の医療行為により、これまでに受けた予防接種の効果が期待できなくなった

20歳未満の方を対象に、令和 4年度以降の接種について、再接種費用の助成を実施いたし

ます。 

  

高齢福祉分野 

 新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い高齢者の皆様は、感染リスクを避ける

ため外出機会が失われ、会話も遠慮がちに・・・また閉じこもりがちの生活が続くこと

で、フレイル（虚弱）や認知症の進行が懸念されます。 

 本市は、平成 28 年 12 月に東京都内の自治体では初めて、東京大学高齢社会総合研究機

構との間で「連携協力に関する協定」を締結し、フレイル予防サポーターの養成など、市

内各所でフレイル予防事業を展開しています。 

 本年度は、健康デジタル指導士を養成の上、フレイル予防の拠点となる地域の通いの場

に派遣し、高齢者の方々同士による「eスポーツ」などを通して、楽しく交流ができる環

境を整えます。 

 また、本年度から、東京大学高齢社会総合研究機構に市職員を 2年間派遣し、地域活力

と多様性のある超高齢社会の実現に向けた施策研究を通じて、本市の高齢者施策に反映さ

せたいと市長は考えています。 

  

 

認知症対策に対する取組では、令和 3年度からは、「もの忘れ予防検診」を実施してい

ます。70歳から 80歳までの皆様に検診の案内等を送り、同封した「気づきチェックリス

ト」を用いたセルフチェックの結果、対象となる方々に検診を受診していただくもので、

本年度も引き続き市内医療機関のご協力により実施します。 

 

 障害福祉分野 

 障害のある方の障害の状態や特性は異なります。不安や必要な支援も多様化しているこ

とから、本年度からは、専門職を中心としたケースワーカー制の導入を順次進めます。 

 また、障害者の重度化や高齢化、さらには、親亡き後を見据え、泉小学校跡地において

令和 3年度から地域生活支援拠点等整備として、令和 4年度からは、「相談機能」「地域

の体制づくりの機能」「専門的人材の確保・養成の機能」についても、本格的に実施しま

す。 

 重層的支援体制整備事業 

 社会的な孤立を背景とした「8050問題」や「ダブルケア」などが社会問題化して来まし

た。これらの多くには、複数の生活上の課題やケースごとへの対応に加え、全体を捉えて

関わることが重要となります。 

 これらの課題に対し、「福祉丸ごと相談窓口」と庁内関係部署や西東京市社会福祉協議



会等による連携した取組を行っており、本年度からは、多機関協働での相談支援や社会と

のつながりを回復する参加支援のほか、孤立の防止と多世代交流の場を確保する地域づく

りを一体的に実施する「重層的支援体制整備事業」に取り組みます。 

 これまでも「人」の健康だけでなく、「まち」を健康にするという理念を掲げ、まち全

体の健康水準を高めるため、「健康になること、健康でいること」を皆で応援できるま

ち、「健康」応援都市の実現を目指して来ました。引き続き、これら施策の推進に努めま

す。 

 

３、集える場とつながりのあるまち 

  文化・スポーツ分野 

 令和 5年、開館 25周年を迎える保谷こもれびホールについては、メインホール舞台の

制御機構や高圧受変電設備の更新等を実施します。 

 平成 30年度に閉館した市民会館の跡地活用については、定期借地権を設定し、民間事

業者による建物整備の上、市がその一部を公共施設として賃借する公民連携による取組を

進め、現在当該事業者の選定が終了し、令和 6年 4月までに施設の供用開始ができるよ

う、基本協定や定期借地契約の締結に向けた準備を進めます。 

 スポーツを通じたつながり 

 2 月 4日に、「2022 年北京オリンピック競技大会」が開幕しました。女子アイスホッケ

ー競技には、西東京市民である小西あかね選手をはじめ、東伏見を拠点に活動する

「SEIBU プリンセスラビッツ」から 8名の選手が出場されました。 

 本市では、オリンピック・パラリンピックを通じた生涯スポーツへの関心や共生社会の

実現、そしてスポーツを通じた人とのつながりに期待して、より専門的な相談対応も行え

るスポーツ相談窓口を、令和 4年度中に南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」に

設置してまいります。  

社会教育分野 

 中央図書館・田無公民館の耐震補強等改修工事は、完了し、令和 4年 4月から再開館し

ました。施設の安全性を確保することに加え、社会教育環境の充実を図るとともに、公民

館のロビー機能を強化し、学習スペースとしても活用できます。 

 また、地域人材の活躍の場を広げる取組といたしまして、「まちなか先生」と称して、

地域の団体の方々や学芸員・司書資格を有する方に協力いただき、学校教育の現場におい

て講師役として授業を行う取組を本格的に実施します。 

「下野谷遺跡」 

 下野谷遺跡は、縄文時代の大集落が、ほぼ全域で残されている未来に残すべき貴重な文

化遺産であり、本年度は竪穴住居等の整備工事を行い「したのや縄文里山プロジェクト」

の完成を目指し、史跡の追加指定を進めながら、下野谷遺跡の保存・活用を進めます。 

 



４、安心・安全で快適なまち 

 ゼロカーボンシティに関する取組み 

 「国・地方脱炭素実現会議」は、令和 3年 6月に地域脱炭素ロードマップをとりまと

め、「地域脱炭素は、脱炭素を成長の機会と捉える時代の地域の成長戦略」としており、

環境負荷をできる限り小さくしていくためにも、まずは、庁舎をはじめとする公共施設に

は、電力調達を再生可能エネルギー由来のものに積極的に切り換えていきます。 

 また、温室効果ガスの排出抑制の効果が高い設備の導入も進めます。 

 さらに、皆様や市内事業者ともに脱炭素に向けた機運をより醸成することを目的に、環

境に配慮した行動への動機付けとなるよう西東京市版「環境ポイント制度（にしとうきょ

う環境チャレンジ）」を創設するとともに、実践的な取組を進める市民、事業者の皆様を

対象とした表彰制度、「（仮称）にしとうきょう環境アワード」を新たに設け、より良い

取組を多くの方が実践できる広報活動も行います。 

本年度は、二酸化炭素排出量実質ゼロを目標として掲げ、脱炭素社会への実現に向けた

取組に賛同する市区町村をもって組織する「ゼロカーボン市区町村協議会」に参画し、市

民、事業者の皆様、行政が一体となり、各種取組の普及啓発や関連行事を実施します。 

 それ以外にも、温室効果ガスの排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備

等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された、森林環境譲与税を財源とす

る「地球温暖化防止対策基金」を新たに設置、二酸化炭素の吸収源として、森林の有する

公益的機能に関する普及啓発や環境学習、木材利用の促進等（学校の改修や建設などに木

材を利用）を通じて、地球温暖化の防止につなげます。 

 

 廃棄物分野 

更なるごみの減量化、資源化を推進することで、環境への負荷を小さくするよう、令和

3年度中に策定予定の一般廃棄物処理基本計画における取組等を通じて、その周知徹底を

図ります。（西東京市のごみ減量化はかなり進んでおります） 

 

 みどりに親しむまちづくり 

 「下保谷四丁目特別緑地保全地区保全活用計画」は、緑地の一般開放の機会を試行的に

増やし、四季折々のイベントを開催や、皆様がみどりに親しみながら、集える場所となる

よう、みどりのあるまちづくりを進めます。 

 そして、生垣造成補助事業を実施していましたが、身近な場所での緑化をさらに進める

ため、沿道における花壇等の整備についても、制度の対象とするよう拡充し、「緑と花の

沿道推進事業」として、新たなみどりの創出に関する取組を実施します。 

 

 市内には、「東大生態調和農学機構」や令和 5年 6月に一般開放を予定している三菱

UFJ 銀行が所有する「武蔵野運動場」など、みどり豊かな地域資源があり、まち全体で、



みどりに親しむ機会を創出し、ゼロカーボンシティの積極的な推進を図ります。 

 

 まちづくりの分野 

 令和元年度から用地買収が進む田無駅南口駅前広場整備事業は、関係地権者のご理解・

ご協力を賜るよう努め、引き続き用地の取得について協議を重ねます。本年度は、具体的

な設備等を含めた設計を行い、整備イメージが示されます。 

 

 

 

 無電柱化の推進 

 無電柱化推進計画に位置付けている優先整備路線のうち、東京都の補助事業に認定され

ている市道 220号線、田無庁舎北側の市役所通りについて、本年度は、工事に向けた設計

を行います。 

  

空き家対策 

 空き家件数は、近年増加傾向にあり、より以上に空き家化の予防や空き家の利活用に向

けた取組を進めていく必要があります。 

 空き家対策セミナーや個別相談会の開催等を継続し、空き家化の予防を図るとともに、

空き家の所有者等と利活用希望者をつなぐ仕組みとして、「（仮称）西東京市空き家バン

ク」を関係団体との連携・協力のもと、本年度中に創設し、運営開始を目指します。 

  

ひばりヶ丘駅周辺のまちづくり 

 ひばりヶ丘駅南口の市道 104号線の整備事業に関しては、東側歩道の幅員を従来より 2

メートル拡幅し、幅 4.5メートルを確保しました。残りは、みどりの形態を見直すことで

歩道幅を広げ、利用しやすい駅前空間となるよう整備します。また、拡幅を契機に、南口

の環境空間とあわせ賑わいの機会創出に努め、利活用の意向も調査し、運用に向けた調整

を行います。 

 都市計画道路 3・4・11号線の調布保谷線から都道保谷志木線までの区間については、

引き続き、権利者の方々の意向を聞き取りながら、早期完了を目指します。 

 

西武線連続立体化  

西武新宿線の井荻駅から西武柳沢駅間の連続立体交差事業については、都が行う連続立

体交差化と連携し、関連する付属街路等の事業認可取得に向け用地測量等を進めます。 

 

 都市インフラ関係 

 本市で管理しています道路管理情報のうち、道路台帳や舗装の種別、掘削に関する規制



情報をインターネット上に公開する「道路情報公開型 GIS」を導入します。これにより、

情報流通の促進を図り、市民・事業者の皆様の利便性向上、行政事務の効率化を図りま

す。 

  

 

 

防災分野 

令和元年の台風第 19号では、床下浸水や道路冠水などの被害がありました。また、開

設した自主避難所においては、運営体制も含め課題が出て来ました。 

 このような状況を踏まえ、地域防災計画「風水害編」を分冊化し、内容の充実を図りま

した。本年度は、組織対応が迅速に行えるよう、訓練等を通じながら、組織の対応力向上

を図ります。 

 

５、市民とともに発展するまち 

 本市の最上位計画となるのは次期総合計画の策定です。 

 本年度は、計画策定作業が本格化されます。総合計画策定審議会を立ち上げ、市民委員

4名を含む 12名の方々にご協議いただきます。市民委員のなかには学生枠を設け、活発に

議論してもらいます。 

ゼロカーボンシティへの取組、そして、持続可能で多様性のある社会、誰にでも手を差

し伸べられるような包摂性のある社会を実現するための取組である SDGsの視点を踏ま

え、総合計画と各種個別計画を調和のとれた内容とするそうです。 

あわせて、西東京市のグランドデザインの策定にも取り組み、まちづくりへの共感を得

られるよう努めます。 

 

 学校を核としたまちづくり、地域づくり 

 コミュニティ・スクールと地域学校協働活動は、幅広い地域住民等の参画を得て、地域

全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」を目指

すものです。 

 各校が、学校や地域を支える個人・団体として、「学校応援団」を募り、子ども達や地

域のために、できることを、できるときに、お力をお貸しいただきます。 

 

産業・農業振興分野 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内商店街の組織力強化や地域の絆を取り戻

すためのイベント開催への支援として、商店街活性化推進事業補助金の補助率を拡充し、

地域活力の向上を図ります。 

 また、起業・創業を志す方々に対し、西東京商工会や金融機関などと構成する創業支援



ネットワークを活用した伴走型の支援を進めるとともに、本市独自の「女性の働き方サポ

ート推進事業」の取組を通して、本市の魅力を発信します。 

 

 農業振興 

令和 3年度に実施の小中学生が考案したメニューを飲食店で販売する「めぐみちゃんメ

ニュー事業」を継続するほか、都市農地保全支援プロジェクト補助金を活用して、農業者

が開設する市民農園への支援を図るなど、都市農地の保全にも努めてまいります。 

 

６、行財政基盤の強化を絶えず目指すまち 

 情報政策分野 

市の組織として新たに「（仮称）デジタル戦略推進係」を設置し、本市の情報システム

の標準化・共通化に向けた取組や行政手続のオンライン化を加速させ、事務等の改善も併

せ、推進します。 

 また、令和 3年 12 月に運用を開始の西東京市の公式 LINEでは、新型コロナウイルスワ

クチン接種等に関しましても、簡単に情報を得ることができます。 

本年度は、LINEにより、市民の皆様から道路や公園遊具等の不具合を画像でいただくよ

うな仕組みも構築してまいります。 

  

キャッシュレス決済等 

市民の皆様の利便性の向上及びコロナ禍における感染症対策の一環として、証明書等交

付手数料をお納めいただく際のキャッシュレス化を進めます。 

導入初年度としては本年度中に、住民票の写しなどの証明書等交付手数料のキャッシュ

レス決済とともに、市税や国民健康保険料の収納について、スマートフォンを活用した決

済も導入する予定です。 

 

 「（仮称）おくやみ窓口」 

 身近な方を亡くされたご遺族が、ご負担なく市役所での手続が行えるよう、ワンストッ

プでご遺族の方を支援する専用窓口を令和 4年度に田無庁舎に設置し、ご遺族のお気持ち

に寄り添った対応を行うとともに、手続に係る時間の短縮も図れます。 

 

 行政サービスにおけるエリア（圏域）の検討 

 エリア（圏域）の考え方とは、サービスを提供するため行政がいかに地域の中に入り、

協力関係を築くことができるかが大切です。それには日頃から一定の地域性がある学校を

念頭に、市内の中学校区程度が一つの単位としてふさわしいと市は考えており、今後の行

政サービスの在り方や地域コミュニティの在り方などを考える上での基礎となります。 

 



 統合庁舎の実現 

検討状況は、令和 3年度には、田無庁舎の耐力度調査を実施、事務棟に関しては 20年

以上、議会棟については、一定の補修で 40年以上の使用が可能であるとの結果が出まし

た。 

 この結果を踏まえ、庁舎機能維持の観点から本年度は、保谷庁舎機能として利用してい

る防災・保谷保健福祉総合センター等の耐力度調査の実施と、田無庁舎に関しては、使用

可能年数の期間における設備更新に要する経費等を試算、これらの情報をもとに統合の時

期を見極め、現在の庁舎統合方針の見直すとされております。 

今まで、色々とあった庁舎統合については、西東京市として誕生した時からの最大の課

題であったと思います。この間４名の市長が市政を運営されましたが、合併市の特色なの

でしょうか、どちらの旧庁舎がいいかとか、新しいところがいいかなど色々意見も出て、

まとまることはありませんでした。 

しかし、池澤市政となりこれまでの庁舎問題を一旦白紙に戻し、保谷庁舎は耐震等の問

題により解体、少しだけ新しい田無庁舎の延命を図りながら統合庁舎を目指すと言う結論

に達しました。 

思えば、合併当時からの議員さんも私を含め数名となり多くの議員さんは、考えは別と

してほとんどが純粋な西東京市議になりました。このようなことも要因の一つでしょう

が、今後の調査結果を踏まえた池澤市長のご提案を待ちたいと思います。 

 

 結びに 

 新型コロナウイルス感染症により、私たちの生活は、多くの不自由さに直面していま

す。そのような中で、改めて思うことは、人と人とのつながりがいかに大切であるのかと

いうことだと市長は結びに記しております。 

 また一方で、この感染症により、新たなビジネスが注目されたり、私たちが当たり前の

ように過ごしてきた生活の中でも、価値観の変化、新たな生活スタイルへの転換など、発

想や視点を変え、順応していくことも重要であると感じたそうです。 

 市長は、このような視点も踏まえながら、市民の皆様のいのちと健康を守り、市内経済

の活力をまち全体で支えられるよう全力で取り組むそうです。そして、20 万市民の皆様の

声を受け止め、次世代への責任ある選択を行い、持続可能なまちづくりを進めてまいりま

す。と結んでおります。  

私も同意見であり、池澤市政を支える議員として今後とも頑張って参りたいと思ってお

ります。 

予算書から（主な予算執行状況） 

 

歳入：市税：約 322億 7,200 万円 

          個人：約 149 億 6,900 万円 



            法人：約 11億 1,400 万円 

    固定資産税：約 124 億 3,300 万円 

軽自動車税：約 1億 4,000 万円 

市たばこ税：約 10 億 2800 万円 

   都市計画税：約 25 億 8600 万円 

地方消費税交付金：約 41億 4,700 万円 

地方特例交付金：約  2億 7,100 万円（個人住民税減収補てん特例交付金） 

(このうち 9,400 万円が新型コロナ感染症対策地方税減収補てん特別交付金) 

  地方交付金：  38億 6,000 万円 

使用料及び手数料：約  8億 7,000 万円 

国庫支出金：約 156億 3,100 万円 

    都支出金：約 116億 1，000 万円 

繰入金        ：約 13億 900 万円 

   

 

 

歳出： 

 議会費：約  4 億 5,600 万円 

 総務費：約 71億 2,000 万円 

 民生費：約 427億円 

   国民健康保険特別会計繰出金 ：約 25 億 2,600 万円  

  介護保険特別会計繰入金   ：約 27億 7,700 万円  

   後期高齢者医療録別会計繰入金 ：約 24 億 4,400 万円   

  

 

 新型コロナ感染症生活困窮者自立支援金：約 5,700 万円 

 

 

 

 高齢者福祉手技治療割引券支給事業  ：約 1,200 万円 

 この券は、65歳以上の高齢者に対し月１枚を半年分まとめて支給されます。 

市内登録の鍼、灸院・あんま・指圧・マッサージ院で施術が受けられる制度です。 

 施術 1 回につき 1,000円の割引が受けられます。 

 この事業は、旧田無市時代より続いており、当初 500円の補助を私が増やしたもので

す。他市でも同様の施策がありましたが軒並み休止や中止になっております。私が、鍼灸



師と言うこともありこの制度を今まで死守して来ました。６５歳以上の方ならどなたでも

使うことができますのでどうそご利用ください。 

 

フレイル予防事業費   ：約 2億 9,200 万円 

 今年度は eスポーツ等が行われます。 

 

子ども食堂推進事業費（子ども家庭支援センター）：約 1,400 万円 

 

生活保護費               :約 78億 4,600 万円 前年度比 0,2%UP 

     内 扶助費          :約 74 億 9,700 万円 約 1億 5,300 万円 UP 

 

 

予防費         ：約 6億 9,000 万円 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

清掃費         ：約 29 億 2,800 万円 2%UP 

  

西東京市内のごみは東久留米の柳泉園組合で処理されます。施政方針にもあるように 

ごみ処理は問題なく行われております。現在柳泉園組合議会の副議長として組合議会にも

出ておりますが、ごみ処理に関し色々な陳情があり、私見ですが、明らかに組合の運営の

邪魔をする意図が見られるようなものも中にはあるようです。 

組合議会を訴え、裁判になるような案件もあり、裁判費用として市民の税金がそこで使

われてしまいます。先日も最高裁まで行き組合が勝訴した件では、それに関連した陳情

に地元西東京市の議員が３名、名を連ねております。 

この人たちが市民の税金を無駄な裁判費用に費やされることを知っているか、知らない

かは不明ですが、約 1,500 万円の裁判費用が無駄に費やされた事は事実で市民の皆様の判

断を仰ぎたいところです。 

組合議会の理事会でこのような訴えを起こす市民（プロ市民？）に対し、訴えを逆に起

こすことができないのかと聞きましたが難しいようです。 



現在もほぼ同じ用件での新たな訴えも起きたようです。（３月現在） 

また市民の皆様の税金が本来のごみ処理のためではなく、無駄に使われてしまう事に強

い憤りを感じております。   

 

資源循環等負担金        ：約 11億 5,300 万円 

 

商工費             ：約 5億 4,100 万円 

 新型コロナウイルス感染症対策キャッシュレス決済ポイント還元事業委託料 

                    :約 1億 4,200 万円 

  新型コロナウイルス感染症対策市内消費喚起事業委託料 

                   ：約 1億 6,100 万円 

 

 商店街活性化推進事業補助金     ：約   5,400 万円 

 

 

土木費              ：約 53億 4,900 万円 

 公園費                ：約  2億 4,100 万円 

 

ドッグ・ラン建設について 

 ドッグ・ラン建設に関しては既に１０年以上の歳月をかけ市に提言をして来ました。

過去には一度予算も付きましたが、その当時の同僚議員の妨害？？？により計画は頓挫し

てしまいました。現在はドッグラン建設を進める市民団体の方々（いぬい〜な）や獣医師

会の先生方のご助言も受けゆっくりと進めております。（同会派には獣医師の議員もおり

色々ご助言をいただいております）単に場所を作り「さあ、どうぞ」と言うわけにはいか

ない複雑な事情が多々あります。飼い主の皆様には家族同様のここでは犬が主役です。生

き物のことですので万が一の事故などが起きぬよう慎重に今後も進めて参ります。 

選挙の立候補のためのパホーマンスとして安易にドッグラン建設を取り上げられる方が

いるとも聞いておりますが、そう簡単な事業ではないと明言いたします。 

 

教育費関連 

 

 

 児童・生徒応援事業費        ：約 6,600 万円 

                   図書カードを送る事業です 

 

小学校費            ：約 24 億円 



 トイレの改修にあたり洋式化等を進めます    

 

中学校費            ：約 13億 4,200 万円 

 

 

 

今回はこれで、市議会報告は終わります。 

細かい市の事業については、今議会では、自由民主党西東京市議団１０名を代表し代表

質問を質問日程初日に行なっておりますので、そちらの議事録を掲載いたします。そちら

に詳しく記載されておりますのでご確認ください。 

 

 

 

令和４年度３⽉議会の代表質問です。 
１０年ぶりくらいの代表質問です。 
 
（小林たつや君） それでは、せっかくもらったので、（現物提示）これに入

れてきたので、ちょっとやってみます。途中で紙ベースに戻るかもしれません

が。（タブレットを提示しています） 

 令和４年第１回定例会の自由民主党西東京市議団の代表質問をさせていただ

きます。 

 まず、代表質問の冒頭に当たり、一言所信を述べさせていただきます。 

 ２月 24 日にロシアがウクライナ人民共和国へ侵攻しました。ロシアによる

ウクライナへの侵攻は、第２次世界大戦後、私たちがつくってきた国際秩序に

対する深刻な挑戦であり、断じて許すわけにはいきません。ウクライナといえ

ば、1986 年４月、ウクライナがソビエト連邦の一部だった当時、チェルノブイ

リ原発が爆発事故を起こしたことで有名です。ロシア軍はチェルノブイリにも

侵攻しております。 

 新約聖書「ヨハネの黙示録」第８章 10 から 11 節、「第三の御使が、ラッパ

を吹き鳴らした。すると、たいまつのように燃えている大きな星が、空から落

ちてきた。そしてそれは、川の三分の一とその水源との上に落ちた。この星の

名は苦よもぎと言い、水の三分の一が苦よもぎのように苦くなった。水が苦く

なったので、そのために多くの人が死んだ」。当時、このニガヨモギがチェル

ノブイリという名前だという説がノストラダムスの予言とともにささやかれて

いたことを思い出しました。現在では、このニガヨモギとよく似たアルテミシ

ア・ウルガリスという植物の名前であると言われております。ほっと一安心か



と思いきや、よく似ている２つは同じ意味で使われることがあるそうで、しか

し、聖書で言われるニガヨモギは、アルテミシア・アブシンチウムではなくア

ルテミシア・ユダイカであるという説が有力であるそうです。 

 チェルノブイリの預言とされる黙示録の前後には、血の混じったひょうと火

が降ってきて地上の３分の１が焼け、海の３分の１が地に変わってしまうとあ

り、その後には、太陽と月と星の３分の１が失われて、世界が暗黒に包まれる

ことになるとあります。不安をあおる気はありませんが、こうならないことを

信じたいものです。 

 英国のシンクタンク、ヘンリー・ジャクソン協会の研究員タラス・クジオ博

士は、チェルノブイリ占拠はプーチン大統領にとって象徴的な勝利と位置づけ

るべきだと言われております。博士は、プーチン大統領が西側を牽制するため

に核兵器について脅しているだけかもしれないが、ソシオパス（反社会的人格

障害者）のように行動しているだけに、その動きに注視するべきだと釘を刺し

ております。ロシアのプーチンがウクライナでしていることは前代未聞だ、ほ

かにも前代未聞なことをやらないなど思い込むべきではないとされておりま

す。 

 どうせ日本は関係ないと思われる方もいるかもしれませんが、既に経済的な

波及効果が出始めているようですし、隣国の動きも心配なところであります。

今後も政府には断固たる対応をされることを求めます。どう考えようと武力や

暴力で人を支配するようなことは決してあってはならず、たとえ言葉の暴力で

あっても、言葉によるものであっても、決して行ってはならないことだと私は

思います。ネットなどでは、いわれのない誹謗や中傷も許されるものではない

と私は考えております。 

 やっぱり紙のほうでいきます。これ、反射してすごく見にくい。 

 それでは、通告に従いまして、自由民主党西東京市議団を代表して質問をさ

せていただきます。 

 まず初めに、早いもので、池澤市長が令和３年２月 18 日にスタートして約

１年が経過いたしました。新型コロナウイルス感染症流行の真っただ中での市

長就任ではありましたが、副市長８年の経験、そしてこれまでの市職員だった

業務経験をいかんなく発揮され、コロナ禍で混乱するこの状況下で、行政組織

をまとめ、職員の皆様と一丸となって厳しい行政運営に立ち向かう姿を、我が

会派といたしましては高く評価いたします。また、我々自由民主党西東京市議

団に寄せられる市民の皆様、そして事業者の皆様からの要望をしっかりと受け

止めていただき、次世代へのまちづくりを進める池澤市長と共に、西東京市議

会が両輪となり、この難局を共に乗り越えよう、そのような気持ちでこの場に

立たせていただいております。令和４年度こそは明るい西東京市となるよう



な、そんな１年を過ごしたいと強く願っております。 

 それでは、令和４年の施政方針に対する代表質問をさせていただきます。 

 初めに、大きな１点目といたしまして、市長の政治姿勢について伺います。

その中で、まずは政策判断の基軸について伺います。市長は、政策判断の基軸

をなぜ次世代への責任ある選択としたのか、その理由について伺います。昨年

の市長選挙の公約においても、子どもにやさしいまちづくりを進めると公約に

掲げられておりました。今回の施政方針にもその方向性を強く打ち出した、そ

のようなことが施政方針からも読み取れます。次世代への責任とは改めてどの

ような意味を込められたものなのか、市長の見解をお聞きしたいと思います。

あわせて、若者への期待ということに関し、池澤市長は若い世代に何を期待し

ているのか、具体的にどのようなことをしたいのか、このあたりもお聞かせく

ださい。 

 大きく２点目、今回の施政方針についてであります。これは、質問というよ

りも、池澤市長の施政方針をお聞きしての率直な意見としてお聞きください。

新年度を迎えるに当たり、この施政方針は池澤市長の思いが明確に伝わるメッ

セージ性がある内容であると感じました。初めての施政方針であった昨年５月

の施政方針に引き続き、決してぶれることのない強いメッセージが籠もった、

現場を知るからこその湧き出るその内容に、我が会派も共感いたします。ぜひ

次世代への責任あるまちづくりをしっかりとつくり上げていただきたいとの意

見を申し上げます。 

 続いて、大きな３点目、新型コロナウイルス感染症対策について伺います。 

 この間、コロナウイルス感染症により不幸にもお亡くなりになられた市民の

皆様、そして御家族の皆様に対しては、深く哀悼の意を表します。 

 冒頭、このコロナ対策に全力で挑む池澤市長について触れさせてもらいまし

た。昨年の市長選挙でも訴えておられましたワクチン接種は、先代丸山市長か

らの万全とも言うべき関係を築き上げてきた市内医療機関の皆様、そしてそれ

に付随するエッセンシャルワーカーの皆様方の御協力に、この場をお借りして

深く感謝申し上げます。そして何よりも、新たな組織を立ち上げ、市内の接種

体制をつくり上げ、希望する全ての方に、ワクチン接種を他市に比べても遜色

がないどころか一歩リードする形で行ってきた行政職員の皆様に、改めて感謝

を申し上げます。 

 現在、ワクチン３回目の追加接種が行われております。まだまだ収束までは

時間がかかりそうですが、着実に接種を希望する方々へのワクチン接種を進め

ていただきたいと考えております。３回目の接種においての予約状況は、昨年

の１回目、２回目に比べましても万全の体制で、多くの市民の皆様から感謝の

お言葉を頂いておりますことをこの場をお借りして紹介させていただきます。 



 特に高齢者の皆様は、昨年の接種予約時の電話予約がなかなかつながりにく

く、ネット予約もままならず、大変苦労をされておりました。以前にもお話し

したと思いますが、母の友人や近隣の皆さんの予約をネットで取るお手伝いを

させていただき、そのときも感謝されましたが、今回は私のところに、そのと

き登録してあったメルアドが登録したままであったのですが、予約完了の連絡

がどんどんとやってきました。そのたびに大体の日時が分かりますので、あ

あ、何々さんが自分で電話予約できたなとか、誰々さんちの御夫婦が予約でき

たなと、まあ、分からない人も数名いるんですけれども、ちゃんと予約ができ

たことが分かりました。中には丁寧にお礼の手紙を下さる方もいて、西東京市

は大変すばらしいと本当に喜んでおられました。その方は市長にくれぐれもよ

ろしくと、お伝えくださいと言われておりましたので、この場で御紹介をさせ

ていただきます。 

 新型コロナウイルスについては、国立感染症研究所やマスコミの報道により

ますと、現在の感染、第６波とされているオミクロン株はＢＡ.１系統とされ

ており、その変異種であるＢＡ.２系統が日本でも散見されるようになってき

たとされ、現在のオミクロン株よりも感染力が強いとも言われております。オ

ミクロン株の重症化率は、デルタ株に比べ現状は低く、ブースター接種、追加

接種を行っている人に関してはその効果があるとのことですが、国内において

の重症例や死亡例は高齢者に多く、高齢者において感染者が大幅に増加するこ

とで、相対的な重症化リスクの低下分が相殺される可能性に注意が必要とされ

ております。 

 ＢＡ.２系統ウイルスの病原性に関する実験科学的な知見については報告が

なく、今後の解析が待たれるところでございます。いずれにしても、当面推奨

される対策としては、早期の３回目の接種、ブースター接種によるオミクロン

株に対する発症並びに入院予防効果が期待されることから、早期の接種を検討

することが望ましいとされております。重いアレルギー症状などの要因でワク

チン接種が受けたくても受けられない方々以外は、ぜひともブースター接種ま

でされることが、自分がかからない、そして他人にうつさない、これが現状で

は一番望ましいことと私も思っております。 

 また、個人の基本的な感染予防対策としましては、変異株であっても、従来

同様に３密の回避、適切なマスクの着用、手洗い、特に手指消毒が大切なので

はないかと私は思いますが、それに換気などの徹底が推奨されるとのことで、

この議場においても多くの職員さんたちと我々議員が集うわけでありますの

で、事務局の皆様の御努力により、万全とは言えないまでも、でき得る限りの

感染予防対策はされておりますが、厳重注意が必要と感じております。 

 それでは、新型コロナウイルス感染症対策について何点か質問をさせていた



だきます。初めに、市内医療機関の状況について伺います。第６波と言われる

現在、市内医療機関を見てみましても、発熱症状と思われる患者さんが診療所

の入り口付近でお待ちいただいているような状況を目にいたします。先生方も

本当に休むことなく診療に当たられているのではないかと思います。新型コロ

ナばかりがクローズアップされますが、その他の病気など通常の診療は問題な

く行われているのか、そのために重篤な症状が受診できずに見逃されているよ

うなことが起きないか心配であります。また、濃厚接触者になれば、医療スタ

ッフでも仕事に従事できない状況もあるのではないかと思います。いわゆる医

療崩壊であります。この点について、状況が分かるようであれば教えてくださ

い。 

 次に、追加接種の進捗状況について伺います。国の見解も目まぐるしく変化

し、前倒しで接種が求められております。現時点で３回目となる追加接種の状

況などについてお伺いいたします。 

 続いて、小児接種への反応について伺います。いよいよ３月からは、５歳か

ら 11歳まで、これまでのワクチン接種の対象とはされてこなかった小児への

接種が開始されます。保護者の反応や問合せなどにはどのようなものがあるの

かお聞かせください。 

 次に、自宅療養者支援の状況について伺います。市内新規感染者数は、第６

波の急激な上昇カーブがあった時期から見ますと少し落ち着いた傾向と言えま

すが、たしか昨日で８日連続前週より少なくなったという話があった思いま

す。依然として新規感染者は多く、軽症者も多いと言われる中で、自宅療養

者、あるいは入院、宿泊施設での療養等の調整中の方々も含めますと、1,500

名以上の方が御自宅で過ごされていると聞き及びます。西東京市では、自宅療

養者からの専門相談窓口を設け、食料支援と併せ対応に当たっていると把握し

ております。専用ダイヤルでの内容は具体的にはどのようなもので、どのよう

に対応しているのか。東京都の食料支援は療養者に届いているのか、市として

どのように把握しているか、お聞かせください。 

 次に、東京都との情報連携について伺います。東京都、西東京市で言えば多

摩小平保健所ということになりますが、自宅で過ごされている方々の情報を保

健所とある程度共有しながら対応に当たっていると伺っております。情報連携

している市内自宅療養者へのアプローチについて、市でどのように支援してい

るかを伺います。 

 次に、発熱外来への行政支援についてであります。西東京市医師会が運営す

る発熱外来への継続的な支援について、他の医療機関での対応もある中で、市

が支援を継続していく理由をお聞かせください。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について伺いま



す。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止とともに、感染拡大の影響を受

けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、国の経済対策とし

て、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細かに必要な事業を実施できるよ

う、この臨時交付金が創設されました。地方創生臨時交付金は、コロナ対応の

ための取組である限り、原則、地方公共団体が自由に使えるとのことでありま

す。国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、本市と

しての予算規模はどの程度なのか、また、本市が交付金の対象とした事業につ

いて、その選定理由についてお聞かせください。それと、自治体への交付金の

配分はどのように算出されるものなのか伺います。 

 次に、市内事業者支援については、後ほど酒井ごう一郎議員の関連質問とい

たします。 

 次に、コロナ禍における高齢者の生活状況把握について伺います。特に重症

化リスクが高いと言われる高齢者の皆様の中には、感染を恐れ、自宅から出か

けることなく自宅で過ごされている方が多いと聞きます。家にいることで、軽

度な運動もおろそかになり、人との会話も少なくなることで、いわゆるフレイ

ルの進行や認知症が進むのではないかと危惧しております。コロナ禍における

高齢者の生活状況を市としてどのように捉え、どのようなアプローチをしてき

たのか、また結果としてどのような懸念があったのかについてお聞かせくださ

い。 

 次に、施政方針でも述べられました市内消費喚起事業の仕組みを活用した高

齢者応援カードの内容、対象、またどのような期待を考えているのかについて

伺います。 

 続いて、コロナ禍における小中学校でのオンライン授業についてであります

が、こちらについては冨永雄二議員、田中のりあき議員、遠藤源太郎議員より

後ほど関連質問がありますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、中学校の部活動や学校行事などについて伺います。第６波の影響によ

りどの程度学校行事に影響があったのか、また代替対応を行ったような事例は

あるのか。また、部活などはどのような状況であったのかをお聞きいたしま

す。 

 次に、施政方針にあります図書カードの配布について伺います。市内の小中

学生、高校生等を対象に図書カードを配布しようとした目的は何か、また図書

カードとした理由についても伺います。 

 続いて、大きな４点目、西東京市ゼロカーボンシティ宣言についてでありま

す。昨年５月の施政方針において令和３年度中の宣言を目指すと言われてきま

した。改めて市長はなぜこの時期にゼロカーボンシティを宣言しようと至った

のか、その理由について伺います。 



 次に、西東京市は、近隣の同規模自治体に比べ二酸化炭素排出量は多いのか

少ないのか、またそのような比較ができているのか。どの自治体もゼロカーボ

ンを掲げております。自治体間競争というわけではありませんが、ゼロカーボ

ンの取組が目に見える形があれば市民の努力が成果として示せるのではない

か、そのように考えますが、いかがでしょうか。 

 次に、脱炭素に向けた効果的な取組とはどのようなものでしょうか。二酸化

炭素が約９割を占める温室効果ガスを 2013年度比 46％削減することを当面の

目標としておりますが、この高いハードルをクリアするために一番効果がある

と考えられるものは、具体的にどのようなものがあるのかをお示しください。 

 次に、環境学習に関する出前講座の内容についてであります。令和３年度か

ら実施している保育園、幼稚園や小学校における出前講座とはどのようなもの

か、またやってみて反応をどう感じているのでしょうか。それと、幼少期から

の環境学習を進めていくとした理由は何でしょうか。お聞きいたします。 

 次に、環境への関心をより高めるための具体的手法について伺います。市民

に環境への関心をより高めていただく工夫とは、具体的に何があるのか。ま

た、幅広い世代に向けた事業には、現時点でどのようなものを想定しているの

か、お示しください。また、施政方針ではガイドラインを策定するとありま

す。ガイドラインの対象は市民、事業者、行政のどこまでを対象とするのか、

またどのように周知を図るのか、ガイドラインの到達状況はどのように検証し

ていくのかをお伺います。 

 続いて、大きな５点目であります。本市の財政状況としては、まずは、コロ

ナ禍での財政状況について伺います。新型コロナの影響で、税収の落ち込み等

の心配、そしてコロナ対策への多額の財政支出もあり、本市におけるコロナ禍

での財政状況は非常に心配されるところでありますが、現時点でどのように分

析されているのでしょうか。 

 次に、歳入面での影響についてであります。令和４年度を迎えるに当たり、

市税等の歳入面での影響は、コロナ禍でどのような状況にあるのか伺います。 

 また、財政調整基金についてでございますが、令和４年度予算において、財

政調整基金繰入額が増加し、一方で基金残高も増となっているが、現状をどの

ように捉えているのか伺います。 

 次に、施政方針で述べられている借入れ抑制と市財政への影響についてであ

ります。公債費管理の徹底による臨時財政対策債の借入れ抑制は、本市財政に

マイナスの影響が生じないのか、次世代へツケを回さないということなのかと

推測いたしますが、大丈夫なのでしょうか。 

 続いて、大きく６点目、令和４年度の主要な取組について伺います。まず

は、子どもにやさしいまちについて伺います。産前・産後ケア事業について、



拡充の内容、これまでの事業との違いについて伺います。また、産後の方であ

れば誰でも利用できる制度なのか、どのくらいの方が利用されると見込んでい

るのか伺います。 

 次に、児童発達支援センターについてであります。センターになることによ

る変更点としてどのようなものがあるのでしょうか。 

 続いて、田無総合福祉センターの改修、児童発達支援等障害児通所事業につ

いて伺います。公募による民間事業者にどのようなことを期待するのでしょう

か。市内にある他の児童発達支援に関係する民間事業者と今回の公募事業者に

は違いがあるのか伺います。 

 次に、学童クラブへのＷｉ－Ｆｉ環境の整備について、児童館の日曜開館に

ついて、子ども家庭総合支援拠点については、酒井ごう一郎議員より後ほど質

問をいたします。 

 続いて、待機児童の解消について、保育園の民設民営化・実施計画につきま

しては、我が会派の稲垣裕二幹事長より後ほど質問をいたします。 

 次に、幼稚園等入園補助制度については、酒井ごう一郎議員より質問いたし

ます。 

 続いて、施設等利用給付の幼稚園への法定代理受領（現物支給）について伺

います。こちらは、施設や利用者にとってのメリットはどのようなものがある

のか、また、このことにより行政側の負担は生じるのか。このあたりをお聞か

せください。 

 子育て関連では、最後に、組織見直しについてであります。幼児教育・保育

分野の組織の見直しは、具体的にどのような内容なのでしょうか。 

 次に、学校教育に関しまして、学校に登校しない、できない児童や生徒への

対応についてであります。コロナ前後での変化はあったのか。また、現在、こ

のような児童生徒の皆さんに対して教育委員会はどのような対応を行っている

のでしょうか。伺います。 

 次に、学校のトイレ改修であります。改修の内容、またどの程度の経費を見

込んでいるのか。また、改修完了時期はいつ頃を予定しているのか。詳しくは

予算特別委員会での審査となりますが、概略をお示しください。 

 次に、健康で元気なまちから伺います。初めに、子宮頸がんワクチンについ

ては、中川清志議員より後ほど質問をいたします。 

 次に、骨髄移植等の医療行為による再接種費用助成についてであります。こ

れまでに市民から再接種に関わる費用助成等への要請はあったのかについて伺

います。 

 次に、コロナ禍でのフレイル予防について伺います。感染流行期においてど

のような取組を進めてきたのか。また、コロナによるフレイル進行をどのよう



に分析しているのか。御所見をお願いいたします。 

 次に、フレイル予防事業における健康デジタル指導士の養成について伺いま

す。健康デジタル指導士にはどのような役割を与えるのか。また、デジタル技

術を活用した高齢者の方々同士によるｅスポーツとは、どんな内容を想定して

いるのか。お伺いいたします。 

 次に、東京大学高齢社会総合研究機構への職員派遣について伺います。東京

大学高齢社会総合研究機構への職員派遣について、その狙いとは具体的にどの

ようなことを期待しているのでしょうか、伺います。 

 次に、もの忘れ予防検診について伺います。令和３年度の実績として、チェ

ックリストで該当となった方は全体でどの程度だったのか、検診を受診した方

は対象年齢全体でどの程度だったのか伺います。 

 続いて、障害福祉分野におけるケースワーカー制の導入について、障害福祉

分野における地域生活支援拠点整備については、酒井ごう一郎議員より質問を

いたします。 

 次に、福祉丸ごと相談窓口についてであります。コロナ感染拡大第６波によ

り相談者の傾向に変化はあったのか、また今後どのような相談支援が市として

必要と考えているのかを伺います。 

 次に、重層的支援体制整備事業についてです。これまでも関係機関が連携し

て支援に当たっていたと思われますが、より重層的に支援が必要とされる事例

として、最近ではどのようなものがあるのでしょうか、伺います。 

 健康分野では、最後に、健康応援都市の実現であります。丸山前市政を引き

継いだ池澤市長は、副市長時代からこの健康応援都市の実現を掲げ、まちづく

りを進めてきたと思いますが、これまでの評価についてお伺いいたします。 

 続いて、大きくは集える場とつながりのあるまちから、まずは、市民会館の

跡地利用についてであります。昭和 44 年に開館した市民会館は、平成 31 年３

月 31 日に閉館し、現在、取壊しが行われております。この市民会館の跡地活

用として、民間事業者との公民連携が進められようとしておりますが、まず

は、提案のあった内容についてお伺いいたします。また、今回の事業者選定の

決め手は何であったのか、その辺りを伺いたいと思います。 

 次に、北京オリンピックについて伺います。２月４日から 20 日まで中国の

北京で開催された冬季オリンピックでの日本チームのメダル数は、冬季オリン

ピックでは過去最高の獲得数である金メダル３個、銀メダル６個、銅メダル９

個でトータル 18個を獲得し、国別順位では 12位となり、日本代表選手たちの

大活躍によりオリンピックは幕を下しました。多くの議員さんはオリンピック

のことを言いづらそうなので、私がしょっぱなに言わせていただきます。男子

スキージャンプノーマルヒルの小林陵侑選手の金メダルはお見事でした。親戚



ではないですけれども、親戚の子がメダルを取ったみたいで大変うれしかった

です。高梨沙羅選手のノルディックスキージャンプ混合団体でのスーツ規定違

反には、納得のいかないところがあります。また、男子スノーボードハーフパ

イプでは平野歩夢選手の大活躍、女子の冨田せな選手も銅メダル、女子ビッグ

エアでは村瀬心椛選手の最年少記録もありました。ビッグエアでは、それ以外

にも、果敢に大技にアタックした選手に参加選手たちが国を問わず絶賛する姿

がとても清々しく、またすばらしく見えましたが、テンエイティとかフロント

サイド何ちゃらとか、技の内容が数字を和訳しているうちに終わってしまい、

おじさんにはちょっと見づらかったところでございます。それ以外にも、羽生

選手をはじめとする男女のフィギュアスケートはもちろんのこと、スピードス

ケートの小平選手や高木姉妹。最後には、笑顔が印象的だったカーリングのロ

コ・ソラーレのチームプレーには、試合に出場できずともいろいろと精神的に

も支えになったリザーブの石崎選手などのことが印象に残りました。そのよう

な中でも、地元東伏見のチームから多くの選手を輩出した女子アイスホッケー

チームは、見事に初の決勝トーナメントに進出し、最終結果は６位入賞という

好成績を残されました。スマイルジャパンのメンバーに選出されたのは、先日

の 24 日でしたかね、市長と議長のところにも御訪問された西東京市民でもあ

る小西あかね選手をはじめ、ＳＥＩＢＵプリンセスラビッツのメンバー、床亜

矢可・秦留可姉妹、鈴木世奈選手、山下光・栞姉妹、久保英恵選手、小山玲弥

選手の８名が出場されました。このような機運を今後西東京市としてどのよう

に生かしていくのか、スポーツをどのように政策に結びつけていくのか伺いた

いと思います。 

 次に、施政方針で触れられていましたスポーツ相談窓口については、山田忠

良議員より後ほど質問があります。 

 次に、中央図書館・田無公民館の耐震補強等改修工事について伺います。間

もなく工事は完了と思われますが、この改修により実現する利用者にとっての

一番のポイントはどこにあるのかお聞かせください。 

 次に、まちなか先生については、中川議員、遠藤議員が質問されます。 

 次に、したのや縄文里山プロジェクトについて伺います。このプロジェクト

を活用する中で、いかに遺跡と関わる市民が１人でも多く増えることが肝腎で

あります。今後整備が進んでいく中で遺跡をどのように活用していくのか、関

わりが広がる組織を今後どのように展開しようとしているのかお伺いいたしま

す。 

 次に、大きくは安心・安全で快適なまちについてであります。「いつまでも

元気な地球守りたい きれいな地球を未来の人へ」とのスローガンで、先日の

25日、先ほども申しましたゼロカーボンシティ宣言が市長からなされました。



この件については、初めに、ゼロカーボンへの取組として、公共施設における

電力調達についてであります。電力調達の切替えによりコストはどの程度増減

するのか、その見込みについてお答えください。 

 次に、温室効果ガス排出抑制についてであります。公共施設の空調を高効率

のものに改修すると、どの程度の削減効果があるのでしょうか。一般に言われ

ているような内容で結構ですので、分かりやすくお答えください。 

 次に、西東京市版環境ポイント制度（にしとうきょう環境チャレンジ）につ

いて伺います。制度内容について伺います。また、この取組のターゲット層を

どのような世代と考えているのでしょうか、その理由も含めてお答えくださ

い。 

 次に、（仮称）にしとうきょう環境アワードについて伺います。表彰の対象

は個人、団体、事業者などが考えられますが、どのような表彰内容を想定して

いるのか、表彰対象となるポイントなどがあれば教えてください。 

 次に、ゼロカーボン市区町村協議会についてです。毎年度どのような活動を

行っている協議会なのかを伺います。 

 続きまして、森林環境譲与税の活用についてであります。これまでどのよう

な事業に充当してきたのか、また今後はどのような狙いで活用をしていくのか

お示しください。 

 次に、一般廃棄物処理基本計画についてであります。新たに策定する計画の

一番のポイントはどこでしょうか、またどのような取組を計画上に位置づけて

いるのか伺います。 

 次に、下保谷四丁目特別緑地保全地区保全活用計画については、田中のりあ

き議員が後ほど質問をいたします。 

 次に、緑と花の沿道推進事業については、稲垣議員、遠藤議員が質問されま

す。 

 続いて、東大生態調和農学機構についてであります。機構との連携や関わり

方は現在どのようになっているかを伺います。 

 次に、三菱ＭＵＦＧパークについてであります。現在、銀行とはどのような

関わりを持っているのか、また令和５年６月のオープンに向けた銀行との調整

は現在どのようになっているのか伺います。 

 次に、田無駅南口駅前広場整備事業についてですが、進捗状況についてを伺

いたいと思います。 

 続いて、本市の空き家対策について伺います。空き家の状況は日頃どのよう

に把握しているのか、空き家バンクの需要は市内に潜在的にあると見込んでい

るのかお聞きいたします。 

 次に、ひばりヶ丘駅南口の市道 104号線の整備事業については、田中議員よ



り質問があります。 

 次に、都市計画道路３・４・11号線についてでございますが、用地交渉等の

進捗状況について伺います。あわせて、令和４年度はどの程度の進捗を見込ん

でいるのでしょうか、伺います。 

 続いて、連続立体交差事業について伺います。東京都の連続立体交差化の進

捗状況も含めて、西東京市の今後の事業スケジュールについてお聞かせくださ

い。 

 次に、道路情報公開型ＧＩＳについては、坂井かずひこ議員より後ほど質問

があります。 

 安心・安全分野では、最後に、風水害への対応について伺います。2019 年の

台風 19号での経験も振り返ってみたときに、当時、一番の課題は何であった

のか、作成した風水害編のポイントはどこなのか御説明ください。 

 続いて、次は、市民とともに発展するまちについてであります。ここでは、

まずは、総合計画の策定について伺います。現在、審議会で議論が進められて

いると思いますが、その状況、そして、学生委員を入れたということですが、

その利点について、また策定のポイントはどのような内容を見込んでいるのか

併せて伺います。 

 次に、総合計画策定のために実施した市民意識調査の結果について、今回の

調査結果の概要、前回の調査と比較すると特徴はどのあたりか伺います。 

 次に、ＳＤＧｓとの関係性についてです。西東京市の施策とＳＤＧｓの関係

性についてはどのように整理していくのか、この辺りもお聞かせください。 

 次に、総合計画と各種個別計画の調和については、中川議員、稲垣議員より

後ほど質問があります。 

 次に、まちのグランドデザインの策定については、稲垣議員より後ほど質問

があります。 

 次に、教育分野ですが、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動と学校

応援団については、中川議員から後ほど質問があります。 

 次に、市内経済分野からお尋ねをいたします。商店街活性化推進事業補助金

については、後ほど稲垣議員から質問があります。 

 続いて、女性の働き方サポート推進事業の取組について伺います。コロナ禍

において本事業の取組を進めることができたのでしょうか。また、行政はどの

ように関与することができたのか併せてお聞きいたします。 

 続いて、めぐみちゃんメニュー事業と農業者が開設する市民農園について

は、後ほど酒井ごう一郎議員、遠藤源太郎議員が質問いたします。 

 最後に、行財政基盤の強化を絶えず目指すまちについて質問いたします。ま

ずは、（仮称）デジタル戦略推進係についてですが、組織新設の狙いとどのよ



うな事業から着手しようとしているのかお尋ねいたします。 

 次に、西東京市公式ＬＩＮＥについて伺います。運用開始から登録者の推

移、市民の反応はどうでしょうか。令和４年度以降の機能追加等、どのような

予定があるのか併せてお尋ねいたします。 

 続いて、キャッシュレス決済についてです。支払い等の手続の時間短縮が期

待できますが、どの程度の試算をしているのか教えてください。また、交付事

務に関係する職員の業務負担軽減も期待できるものなのでしょうか、お聞きい

たします。 

 続いて、（仮称）おくやみ窓口についてです。まずは、この窓口はどのよう

な窓口となるのでしょうか。その運用は令和４年度のどの程度の時期から開始

できるのか、併せてお示しください。 

 次に、行政サービスにおけるエリア（圏域）の考え方です。施政方針で市長

が述べられたように、改めて中学校を適切なエリアの範囲とした理由について

お伺いいたします。 

 次に、田無庁舎における庁舎耐力度調査に関してであります。令和３年度実

施した庁舎耐力度調査の結果についてお伺いいたします。また、この結果を受

けて令和４年度はどのようなことを行うのか併せてお聞かせください。 

 最後に、庁舎統合方針の見直しについては、稲垣議員より後ほど質問があり

ます。 

 以上、市長の施政方針に沿って市政全般の大まかな部分を代表質問といたし

まして行わせていただきました。質問が多岐にわたり御答弁する側も大変でし

ょうが、御答弁のほどよろしくお願いいたします。また、御答弁により意見ま

たは再質問をさせていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうご

ざいました。 

 
 

• 市長（池澤隆史君） 初めに、次世代への責任ある選択についてお答え

いたします。市長就任以降、私は、子どもにやさしいまちづくり、子ど

もがど真ん中のまちづくりを政策理念として掲げ、政策の優先順位を考

える上でも常にこのことを念頭に置きながら市政を進めてまいりまし

た。次世代を担う子どもたちのために、現役世代の私たちがしっかりと

次世代に向けた責任ある行動と選択を果たすことが大切であり、ＳＤＧ

ｓに掲げられております目標の達成と持続可能な社会に向けた行動、そ

して選択をしていく必要がございます。私は、将来のまちづくりの担い

手となる今の子どもたちの声をしっかりと受け止め、まちづくりを進め

てまいる、そのような覚悟で今後も市政運営に臨んでまいります。 



 次に、若者への期待についてお答えいたします。今年の１月１日発行

の広報西東京において、４名の大学生の方々と対談を行う機会があり、

その様子を大きく掲載させていただきました。西東京市の魅力とは何

か、また新型コロナウイルス感染症の流行における生活の変化やその思

い、また自身の将来目標など、限られた時間ではありましたが、とても

新鮮なひとときを過ごさせていただきました。地元西東京市への熱い思

い、魅力発信の重要性、そして西東京市を盛り上げたいという思い、一

人一人がとても前向きな考え方を語る姿に、私自身、大きな力を頂いた

ような気がいたしました。令和４年度以降は様々な行政計画の策定が本

格化する時期を迎えます。今後のまちづくりのための計画策定、そして

計画の策定後も、継続して将来世代と言われる若者の力も借りながら、

より一層活力ある地域となるためにも、あらゆる場面で若者と関われる

ような機会が持てるよう、手法も含め検討を進めてまいります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対策について、まずは、コロナウイ

ルス感染症によりお亡くなりになられた方々に深く哀悼の意を表します

とともに、感染症に罹患された方々に心よりお見舞い申し上げます。 

 それでは、市内医療機関の状況についてお答えいたします。西東京市

医師会とは、市内の感染者の状況、医療機関の状況等について、これま

でも継続的に情報共有を行ってきたところであり、電話、メールに加

え、直接医師会長に面会等する中で、市民の皆様への対応について御協

議させていただいております。市内の医療機関につきましては、ワクチ

ンの追加接種の対応も始まっているところでございますが、発熱外来と

の連携も含め、市民の皆様の受診体制を医師会員の先生方の連携の中で

図っていただいております。現状、市内医療機関の受診につきまして

は、大きな制限等はなく、全体として通常診療に影響のない状況である

と伺っております。 

 次に、新型コロナワクチンの追加接種の進捗状況についてお答えいた

します。２月 21 日時点におきまして、本市の追加接種の接種率は全人

口で 21.6％、65 歳以上で 61.1％でございます。同日付での国の接種率

は全人口で 15.3％、65 歳以上で 38.8％と公表されておりますので、本

市では国よりも全人口で６ポイント、65 歳以上で 22ポイント高く、接

種が進んでいる状況でございます。接種が進んでいる要因といたしまし

ては、本市の接種では、西東京市医師会の御協力を受け、市民の方に身

近なかかりつけ医など、約 80 の市内医療機関において個別接種を進め

ていただいていることがございます。また、現状では市内５か所に集団

接種会場を設置し、御自宅の近くの医療機関とのいずれかで接種を受け



ることができる環境が整っており、こうした接種を受けやすい環境もあ

り、追加接種が進んでいるものと考えております。現在、２回目の接種

からの接種間隔を前倒しし、18歳以上の全ての方が２回目の接種から６

か月の接種間隔により予約、接種することができる体制を確保し、接種

の加速化を図っております。見通しといたしましては、６か月の接種間

隔は置いていただくこととなりますが、接種券が届き次第予約を行って

いただくことで、希望される全ての方に速やかに追加接種を行っていた

だくことができるものと考えております。 

 続きまして、小児接種についてお答えいたします。小児接種につきま

しては、診療所、クリニック等も含め、小児接種の開始時期や接種券の

送付時期などの具体的なお問合せを頂いております。一方、新たな年齢

層のお子様が対象となりますので、接種に対しての御不安や、接種しな

い場合についての周りの方からの反応への御心配も伺っております。市

といたしましては、接種券の送付時に効果や安全性、副反応について記

載した文書を同封し、保護者の皆様に御判断いただく際に参考としてい

ただきたいと考えております。また、文書中、接種をされない方への差

別的な対応があってはならないことについても記載してまいります。送

付文書には紙面に限りがございますので、文書中に２次元コード（ＱＲ

コード）を記載し、厚生労働省などの関連するホームページを御紹介す

るとともに、市ホームページにおきましてもリンクを設定し、丁寧な情

報提供を行ってまいります。 

 次に、自宅療養者支援についてお答えいたします。新規感染者が増加

している状況ではございますが、国が示す感染症法に基づく疫学調査の

実施主体は都道府県であるとの基本原則を踏まえ、市としましては、引

き続き日常生活上の支援及び御相談に対応することが責務であると考え

ております。その上で、東京都の対応につながるまでの御支援として、

本市におきましては、御希望される市民の皆様に、令和３年８月から食

料等支援及びパルスオキシメーターの貸与を行っております。市内の感

染拡大の状況を踏まえ、本年２月１日からは食料支援等の受け付け以外

のお問合せに係る電話番号を設けさせていただき、全庁体制による御対

応をさせていただいております。電話での御相談内容につきましては、

陽性と診断された後の保健所の対応に関するもの、療養証明に関するも

の、体調の相談先に関するものなどとなっており、関係機関等の連絡先

を適切に御案内させていただいております。東京都の食料支援につきま

しては、現在の第６波以降、陽性者本人から直接自宅療養サポートセン

ターに申し込めるようになったことで、従前よりも円滑に対応されてい



るとの説明を保健所から受けております。 

 次に、東京都との情報連携についてお答えいたします。東京都は、令

和３年９月 16 日付の通知により、市町村が情報共有に係る同意書を提

出した場合に、自宅療養者の情報提供を行うとしたところでございま

す。このことにつきまして、各種調整を踏まえ、11 月 10 日付で圏域５

市と同意書に係る内容等を合わせた上で東京都への手続を行い、12 月３

日より東京都からの情報提供を受けている状況にございます。情報提供

につきまして、本市も含め圏域５市においては、これまでの国が示す基

本原則を踏まえ、平常時は日常生活支援その他必要なサービスの提供、

災害時は防災及び避難に関する情報提供に活用することとしておりま

す。本市におきましては、令和３年８月から行っております食料等支援

及びパルスオキシメーターの貸与を御希望される方の御連絡があった場

合に、伺った情報内容の確認に活用し、円滑な配送体制につなげており

ます。 

 次に、発熱外来についてお答えいたします。令和２年４月 28 日より

西東京市医師会が運営してきた発熱外来につきましては、新型コロナウ

イルス感染症への対応に向け、これまで運営に対し市が支援を行ってま

いりました。このことにより、市民の皆様に対する新型コロナウイルス

感染症への適切な地域医療体制を確保するとともに、感染拡大の防止及

び市民の皆様の健康維持等を図っているところでございます。いわゆる

第５波の収束以降、医師会との協議を行った結果、今後のワクチン追加

接種の体制確保も踏まえ、令和４年度以降も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いたしま

した。特に今後、５歳以上のお子さんのワクチン接種につきましても、

小児科等の医療機関を中心に行うことから、発熱外来が担う有症状の方

への対応は重要となるものと考えております。 

 次に、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についてお

答えいたします。地方創生臨時交付金につきましては、感染防止策の徹

底に向けた対応や、感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や

生活、暮らしの支援に向けた対応、社会経済活動の再開に向けた対応な

ど、地域の実情に応じ必要な取組を実施するため交付されるものでござ

います。この交付金の配分方法といたしましては、人口や人口構成、事

業所数、感染状況及び財政力などに基づき算定することとなっており、

令和２年度からこれまでで本市の交付決定額は約 28億円となり、その

うち令和４年度当初予算において約５億 1,500万円を新型コロナウイル

ス感染症への対応の財源として活用することとしております。令和４年



度におきましては、新型コロナウイルス感染症への対応として 10億円

規模の取組を実施してまいりたいと考えており、人の命と健康を守り、

市内経済の活力をまち全体で支える取組に対し、本交付金を効果的に活

用しながら、市民生活や市内経済が直面している様々な課題にしっかり

と対応してまいりたいと考えております。 

 次に、高齢者の生活状況把握についてお答えいたします。高齢者の生

活状況の把握については、地域包括支援センター職員や民生委員の方な

どが連携を取りながら、気になる高齢者の方にお声をかけるなど対応を

行ってまいりました。また、ささえあいネットワーク事業により、地域

住民や事業所などとも連携し、地域での見守り活動を行っているほか、

高齢者見守り配食サービスなども実施しているところでございます。コ

ロナ禍における外出自粛等の影響により、高齢者の方の身体機能や認知

機能の低下が懸念されていたことから、令和２年度には、75 歳以上の方

を対象に、おうち時間応援パックの配布等の取組を行ってまいりまし

た。令和４年度は、高齢者応援事業として、コロナ禍における行動制限

の影響を受けている 65 歳以上の高齢者の方々に、買物や外食などによ

る外出や交流機会の創出によってフレイル予防につなげるとともに、生

活を広く応援することを目的に、市内消費喚起事業の仕組みを活用し

て、高齢者応援カードの取組を本年９月から 12 月までの４か月間で実

施をいたします。 

 次に、ゼロカーボンシティ宣言についてお答えいたします。世界各地

で発生している異常気象は、私たちの暮らしに影響を及ぼしており、こ

の異常気象は、二酸化炭素の増加による地球温暖化が原因と言われてい

る中で、国連気候変動枠組条約第 26 回締約国会議（ＣＯＰ26）では、

産業革命前からの世界の気温上昇を 1.5度に抑える方向性を明らかにし

ています。また、日本政府も、2050 年までに二酸化炭素をはじめとする

温室効果ガスの排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルを表明して

おります。本市の子どもたちからは、温暖化防止をして、みんなが暮ら

せる自然豊かな西東京市でいてほしいという声や、ＳＤＧｓに伴った食

品ロスやＣＯ２排出などを削減していくといった未来の西東京市への思

いが寄せられています。これら子どもたちの声や思いを大切に受け止

め、地域全体で脱炭素社会の実現を目指して、環境負荷の少ないまちを

次世代につなぐことが今の時代を生きる私たちがやらなければならない

待ったなしの課題と認識し、よりよい環境を残して地球を未来へつない

でいくために、2050 年二酸化炭素排出実質ゼロを目指すゼロカーボンシ

ティを宣言する決意をいたしたところでございます。この宣言を着実に



進めていくために、ガイドラインを策定し、市民の皆様、事業者の皆様

と市行政が一体となり、オール西東京で取り組んでまいります。 

 次に、市内における二酸化炭素排出量についてお答えいたします。オ

ール東京 62 市区町村共同事業みどり東京・温暖化防止プロジェクトが

昨年３月に取りまとめたデータによりますと、2018 年度の本市区域にお

ける温室効果ガス排出量は約 54万 6,000 トンＣＯ２ｅｑとなり、前年

度から約 0.5％減少いたしました。多摩地域全体では、2011 年度以降、

数年増加した後、2014 年度から減少に転じており、2017年度は微増と

なりましたが、2018 年度に再び減少に転じており、本市における温室効

果ガス排出量も同様に推移しているところでございます。温室効果ガス

排出量の大半を占める二酸化炭素排出量につきましては、人口や立地、

産業構造など様々な要因により算出されることから、自治体ごとに比較

することは難しいものがありますが、都内類似団体６市で比較いたしま

すと、二酸化炭素排出量は少ないものの、前年度からの削減率は低いと

いった傾向となっております。なお、本市においては、家庭からの二酸

化炭素排出量が区域全体の約半分を占めていることから、策定いたしま

したゼロカーボンシティガイドラインにおける様々な取組を通じて、特

に市民の皆様への環境配慮行動への動機づけや周知啓発等に力を入れて

まいりたいと考えております。また、東京都と連携した電力の共同購入

による再生可能エネルギー由来の電力への切替えや、省エネルギー・脱

炭素型の製品への買替え、サービスの利用、ライフスタイルの選択な

ど、賢い選択を促すＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの推進などにも引き続き取

り組んでまいります。 

 次に、出前講座の内容及び幼少期からの環境学習についてお答えいた

します。保育園、幼稚園の５歳児を対象といたしました出前講座では、

シロクマやペンギンに扮した職員がオリジナルのスライドを使用してＣ

ＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥについてのお話やクイズを行い、飛び出す絵本の

ような仕掛けとシールで構成されたリーフレットも配布いたしました。

保育園での講座に私も参加させていただきましたが、クイズに手を挙げ

て積極的に参加し、職員の話を楽しそうに聞き入る園児、リーフレット

を開いては楽しんでいる園児の姿がそこにはありました。講座で覚えて

ほしい「地球温暖化」「二酸化炭素」「ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ」とい

う３つのキーワードの意味を理解している子どもさんもおり、将来を担

う園児たちの頼もしさを感じたところでございます。また、小学５年生

を対象といたしました出前講座では、子ども向け環境啓発冊子を使用し

た学習を行い、学んだ知識を生かして環境かるたの作成を行うことで、



環境問題について考えていただきました。拝見しました環境かるたから

は、児童が考える環境に対する思いや、環境に優しい行動を行おうとす

る思いなどが伝わりました。本市児童の環境に対する意識は高いものと

いう印象を受け、西東京市ゼロカーボンシティの宣言文のサブタイトル

に、「いつまでも元気な地球守りたい きれいな地球を未来の人へ」と

いう環境かるたからの子どもたちの生の声を採用させていただきまし

た。幼少期からの環境学習につきましては、地球の環境をよくしていこ

うとする心を子どもの頃から育むことで、省エネルギー行動を促し、将

来の社会を変えていく大きな力となると考えて実施しております。ま

た、大人が子どもたちの環境学習を支えることで、自身の環境意識を醸

成し、地球に優しい行動が実践されていくことも期待しているところで

ございます。 

 次に、環境への関心を高める手法についてお答えいたします。脱炭素

社会の実現は、市、市民、事業者の３者が取り組んで実現しなければな

らない課題であり、ゼロカーボンシティの取組に向けましては、市民の

皆様、事業者の皆様に環境に配慮した行動を実践していただく必要があ

り、市といたしましては、その動機づけとなるような事業を展開してい

く工夫を行ってまいります。令和３年度から保育園や幼稚園において出

前講座等を実施し、楽しみながら環境への関心を高めてもらう取組を展

開するなど、幼少期からの環境学習に力を注いでまいりましたが、引き

続きこの取組を実施してまいります。また、意識啓発や機運醸成に向け

たイベントや講座等の開催に取り組むとともに、いずれも令和４年度に

新たに実施いたします環境に配慮した行動を実践するにしとうきょう環

境チャレンジ、環境保全に貢献する活動に取り組む市民、事業者を表彰

する（仮称）にしとうきょう環境アワード等により、市民の皆様に環境

への関心をより高めていただく工夫を取り入れながら、幅広い世代の

方々に向けた事業を展開してまいります。また、あらゆる媒体を使用し

て環境に関する情報を市民の皆様が触れられるようにする取組や、エコ

プラザ西東京での環境講座、体験教室、市民の方と協働で開催する環境

フェスティバルなどといった事業を引き続き展開することで、市民の皆

様が主体となって環境に関心を持っていただけるようにしてまいりま

す。 

 次に、ゼロカーボンシティガイドライン策定についてお答えいたしま

す。このたびのゼロカーボンシティ宣言に併せて、取組を着実に進めて

いくためにガイドラインを策定いたしました。ガイドラインは、現行の

第２次環境基本計画後期計画に新たな取組を加えるとともに、今後策定



いたします令和６年度を初年度とする次期環境基本計画におきまして、

さらに実効性の高い取組を位置づけることで、市民の皆様、事業者の皆

様と市が一体となり、オール西東京でゼロカーボンシティの実現を図っ

てまいりたいと考えております。2050 年に温室効果ガス実質ゼロを目指

すために、計画に定められた取組を加速化するとともに、新しい取組に

追加して低炭素施策から脱炭素施策への転換を目指すものであり、ガイ

ドラインに位置づけた取組については、より分かりやすくお伝えできる

ように、ホームページ、市報、ＥＣＯ羅針盤などで周知してまいりま

す。ガイドラインにおける取組の状況につきましては、計画策定の中で

評価、検証を行うことを通じて次期環境基本計画に包含される形で引き

継ぎ、脱炭素社会の実現に向けた取組をより実効的なものにしてまいり

ます。 

 次に、コロナ禍での財政状況についてお答えいたします。本市の財政

状況は、新型コロナウイルス感染症が拡大した令和２年度決算におきま

して、経常収支比率については、前年度から 1.1ポイント改善となる

94.0％となり、５年ぶりに 95％台を下回り、また、財政調整基金残高に

つきましても、前年度から３億 4,000万円の回復となる 33億 7,000万

円となりましたが、いずれの指標も第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。令和３年度当初予算における市税

の見込みといたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により市

税収入が 10億円以上の減収と見込んでおりましたが、決算見込みにお

いて約６億 5,000万円増となるなど、税収面への影響は想定より抑えら

れると見込んでおります。また、令和４年度当初予算につきましては、

全ての税目で令和３年度当初予算と比べ増、市税全体で 10億 6,000万

円の増と見込んでおり、現時点におきましては、歳入面では回復傾向で

あると認識しております。しかし、市税や税連動交付金などの歳入面に

おいては、景気動向等により先行きが不透明な状況も見込まれ、また、

歳出面では、新型コロナウイルス感染症への対応をはじめ、社会保障関

係経費の増加や、公共施設やインフラの更新が控えており、行政需要の

増加は避けられない見通しであると認識しております。引き続き景気動

向や国・都の動向に注視しながら、安定的で自立的な行財政運営を目指

してまいります。 

 次に、財政調整基金についてお答えいたします。財政調整基金につい

ては、当初予算や補正予算の編成において、様々な行政需要に対応する

ための財源として活用しており、財政調整基金残高の回復は、本市の財

政運営の課題の１つであると考えております。一方で、令和４年度の予



算編成に当たりましては、新型コロナウイルス感染症への対応を最優先

課題としたところであり、人の命と健康を守るため、また市内経済の活

力をまち全体で支えるため、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨

時交付金などのほか財政調整基金も活用し、対応を図ったところであり

ます。令和４年度当初予算では、基金繰入金が前年度比４億 6,800万円

増となる６億 5,900万円となりましたが、年度末の見込現在高について

は、令和３年度予算編成時点から約４億 2,000万円の回復となったとこ

ろでございます。引き続き不測の事態にも弾力的に対応できる財政運営

を目指し、基金残高の回復にも努めるとともに、必要な市民サービスを

継続していくため、市民サービスと行政運営の両面でバランス感のある

市政運営に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、借入れ抑制と市財政への影響についてお答えいたします。公債

費につきましては、これまで合併特例債の償還が進んできたことなどに

より減少傾向で推移してまいりましたが、合併特例債の償還が令和３年

度で終了したことにより、今後の公債費の推移といたしましては、50億

円程度の横ばいで推移するものと見込んでおります。臨時財政対策債

は、制度上、交付税の代替財源で、貴重な一般財源であるとの認識に変

わりはありませんが、次世代への責任ある選択の考えに基づき、令和３

年度に引き続き当初予算の段階から借入れを抑制することといたしまし

た。市財政の影響につきましては、借入れを抑制することで、その分、

一般財源が減少することとなりますが、一方で、公債費は、義務的経費

であり、後年度の財政負担となるといった観点から、５億円の借入れ抑

制を図ることとしたところであり、健全な財政運営につながるものと考

えております。今後につきましても、市債現在高の縮減に向け、毎年度

作成している財政フレームの３年間において、借入見込額が償還見込額

の範囲内となることを目指しつつ、単年度の増減要因にも注視しなが

ら、公債費の適正管理に努めてまいります。 

 次に、産前・産後ケア事業についてお答えいたします。国は、令和３

年４月に母子保健法を改正し、出産後１年以内の母子及び乳児に対する

産後ケア事業の実施を全国の自治体に対し、努力義務といたしました。

本事業の概要としましては、出産後１年以内の母子等に対して、心身の

ケアや育児のサポート等を専門家が実施するもので、国が示す産後ケア

事業には、短期入所型、通所型、居宅訪問型の３つの支援策がございま

す。本市では、居宅訪問型につきましては既に同等の事業を平成 28 年

度から実施しており、令和４年度においては新たに短期入所型及び通所

型を実施するものでございます。本事業は、御希望される方の申込みに



より御支援させていただくもので、御家庭の状況により複数の支援策を

御提案できる体制を構築することで、より市民の皆様が安心して出産、

育児を迎える環境整備を進めたいと考えております。初年度につきまし

ては、事業開始を令和４年８月以降としていること、また、事業周知期

間が必要なことから、年間で利用件数を各事業ごとに延べ 110件程度見

込んでおります。 

 次に、児童発達支援センターについてお答えいたします。本市におけ

る児童発達支援に係る相談件数の増加、障害の早期発見・早期支援の必

要性を踏まえ、児童発達支援センターにつきましては、障害児通所支援

事業を実施するとともに、地域の障害があるお子さんやその御家族への

相談、発達支援を必要とするお子さんを預かる施設への助言を行うな

ど、地域の中核的な役割を担う発達支援の施設として位置づけることが

重要であると考えております。センター化による事業の見直しにつきま

して、相談・専門療育の面では、相談スタッフの配置見直し等により、

効果的な相談体制の構築を図ります。通所事業の面では、センターとし

ての面積要件等を満たしながら、年齢、状態に合わせたクラスの設置を

検討し、より効果的な発達支援事業を展開してまいります。地域連携の

面では、幼稚園・保育園訪問の回数増加、各種研修・講座の回数増加、

他の児童発達支援事業所との調整等を進めてまいります。全体として、

子どもの発達を一緒に考え、地域の中で育むことをセンター化の基本理

念に位置づけ、各事業の見直しの中で、発達支援を必要とするお子さん

の早期発見、早期支援及び地域における連携体制の構築を進めてまいり

ます。 

 次に、田無総合福祉センターにおける児童発達支援事業についてお答

えいたします。本事業は、児童発達支援センターの開設に併せて、田無

総合福祉センターを改修し、地域における療育の質を高めることなどを

目的に、児童発達支援等障害児通所事業の民間事業者を公募し、児童発

達支援センターとの公民連携により、市内全体での面的な支援の拡充を

図るものでございます。このたび、本市が行う公募による公民連携事業

につきましては、事前に東京都の担当部署に訪問等によるヒアリングを

行い、事業の実現性等は確認しているところでございます。本事業のメ

リットとしましては、公募手続の中で本市において必要な支援事業を明

確にすることで、市民の皆様のニーズに広くお応えする事業を展開でき

るとともに、地域支援の拡充を目指す児童発達支援センターの取組と連

携した新たな拠点づくりにもつながると考えております。また、市側へ

の賃料収入が見込めることに加え、児童発達支援センターとの連携も効



率的に行うことができることから、財政的な効果も期待できるものと考

えております。 

 次に、施設等利用給付の幼稚園への法定代理受領についてお答えいた

します。法定代理受領の実施に当たりましては、幼稚園の事務負担の軽

減を図るため、令和４年度中に補助金クラウドシステムを新たに導入

し、市と幼稚園の事務連携を図るためのシステム構築等の準備を進めて

まいります。また、法定代理受領の導入により、無償化分の費用を保護

者が支払うことがなくなり、保護者の負担軽減につながるものと考えて

おります。市では、子どもの発達を切れ目なく支援するため、地域型保

育事業を２歳で卒園し、３歳から新たな教育・保育施設に通うことがで

きるよう、引き続き幼児教育・保育を実施する法人等の意向を尊重しつ

つ、既存の施設の最大限の活用に努めてまいります。 

 次に、組織の見直しについてお答えいたします。現在、子育て支援課

が所管している幼稚園と保育課が所管している保育園を同一の所管課と

し、幼保連携に基づく組織体制の強化を図ってまいります。あわせて、

一時保育や緊急一時保育、病児・病後児保育事業やファミリーサポート

事業などの保育サービス等を総合的に所管することで、未就学の子育て

をしている保護者に対する利用者支援を強化してまいりたいと考えてお

ります。この見直しにより、子育て支援課が子ども条例に基づく子ども

施策推進本部の運営や、子育ち・子育てワイワイプランを通じた子ども

施策をより一層推進することができると考えております。一部の事務の

所管替えにつきましては令和４年４月に、組織改正につきましては令和

４年７月に実施する予定でございます。 

 次に、再接種費用助成についてお答えいたします。本事業につきまし

ては、骨髄移植手術等の医療行為により、これまでに受けた予防接種の

効果が期待できなくなった 20歳未満の方が再接種を受ける際の費用を

新たに助成するものでございます。これまで医師会との情報共有の中で

は、対象者は少ないものの、医療技術の進歩の中で対象となる方の御相

談の可能性はあるものと伺っております。健康応援都市の実現を目指す

本市において、市民の皆様に寄り添う支援策として、事業実施に当たり

ましては丁寧に周知させていただきたいと考えております。 

 次に、コロナ禍でのフレイル予防についてお答えいたします。コロナ

禍における市民の方々の生活状況については、令和２年４月に市内団地

においてアンケート調査を実施し、その把握に努めたところでございま

す。調査結果によると、多くの方が外出頻度が大幅に低下しているこ

と、人と話す機会や運動の機会が減っていたことが分かりました。この



ため、これまでおうち時間応援パックによる運動用品であるトレーニン

グバンドや冊子などフレイル予防のためのグッズ等の配布をはじめ、フ

レイルサポーター等による啓発チラシの配布、フレイルトレーナーによ

る家の中でできる運動動画をホームページで公開するなどの取組を行っ

てまいりました。また、フレイルチェックにつきましては、今年度は、

１回当たりの参加者数を減らし、その分、開催回数を増やすことやオン

ライン開催なども活用することにより、感染対策を取りながら継続して

実施してまいりました。令和４年度は、高齢者応援カードの取組及びｅ

スポーツの取組を実施する中で、さらなるフレイル予防対策を図ってま

いりたいと考えております。なお、これまで実施してまいりましたフレ

イルチェックデータの分析等につきましては、東京大学と連携し準備を

進めているところでございます。本年６月頃に分析結果が出る予定とな

っております。 

 次に、ｅスポーツの取組についてお答えいたします。フレイル予防の

ため、家庭用ゲーム機を用いて、市の公共施設や地域の通いの場で、高

齢者向けに体を使った太鼓ゲームやレーシングゲームなどの対戦型コン

ピュータゲームを取り入れたｅスポーツ講座に取り組むこととしており

ます。これにより、高齢者同士の新たな交流のきっかけや若者世代との

交流など、フレイル予防としての新たな社会参加の広がりを目指してま

いります。ｅスポーツ講座の実施に当たりましては、健康デジタル指導

士養成研修により養成された市民の方を健康デジタル指導士として任命

し、ｅスポーツ講座の講師を担っていただくほか、高齢者の方のデジタ

ルデバイド対策のための啓発、支援活動等を行うこととしております。 

 次に、東京大学高齢社会総合研究機構への職員派遣についてお答えい

たします。東京大学高齢社会総合研究機構につきましては、日本初の老

年学研究拠点として、９研究科、２センターが連携して、分野横断的に

研究している機構でございます。当市におきましては、2017年に同機構

との間で連携協力による協定を締結し、フレイルチェックできるプログ

ラムを共同で実施するなど、高齢者施策に取り組んできたところでござ

います。今回の派遣につきましては、本市の職員が２年間派遣期間を通

じて、同機構における地域活力と多様性のある超高齢社会の実現に向け

た政策研究の実務に直接関わるものでございます。そこで得られる様々

な知識や経験をこれからの本市の高齢者施策に反映させるために実施す

るもので、健康応援都市の実現を目指す本市の政策推進、また人材育成

の両面で大きな効果が期待できるものと考えております。 

 次に、もの忘れ予防検診についてお答えいたします。もの忘れ予防検



診は、認知症に関する正しい知識の普及啓発を進めるとともに、認知症

検診を実施することにより、認知症の早期診断・対応を促進することを

目的とするものでございます。令和３年度は、対象となる 70歳から 80

歳の方、約２万 3,000 人にもの忘れ予防検診の御案内を送付いたしまし

た。同封したチェックリストで基準点以上となった方は、医療機関でも

の忘れ予防検診を受診することができることになっております。本事業

は昨年 10 月から開始し、本年１月末までの受診件数は 32件、このうち

認知機能低下の疑いありとして要精密検査となったものが 17件でござ

いました。検査の結果、認知機能低下の疑いありの方には、専門医療機

関への受診につなげるほか、認知機能低下の疑いなしの方には、検診し

た医療機関からの予防指導を実施しております。令和４年度に関しまし

ても、御案内の送付の際に認知症ガイドブックを同封し、認知症に関す

る普及啓発を行うとともに、引き続きもの忘れ予防検診を実施すること

で、より多くの方に認知症に関心を持っていただき、早期発見・対応に

つなげていくとともに、地域の中での認知症の方を支える体制を構築で

きるよう取り組んでまいります。 

 次に、福祉丸ごと相談窓口についてお答えいたします。福祉丸ごと相

談窓口につきましては、福祉に関する相談を丸ごと受け止め、複合的な

課題や制度のはざまの課題などについて何でも相談できる窓口として、

令和２年２月に開設いたしました。窓口では、依然として、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により、生活困窮に陥ってしまった方々からの

御相談を多くお受けしております。現在の第６波においては、御家族の

中に感染者が出てしまった方からの御相談が増えております。また、小

学生や保育園児が濃厚接触者となってしまい登校・登園できず、保護者

が仕事に行けなくなったために、一時的に収入が減ってしまうという御

相談も出ております。それらの御相談に対しては、各機関が行っている

手当金や支援金等の中から対象となる支援策に関する情報を御案内して

おります。また、２月から受け付け開始いたしました住民税非課税世帯

等に対する臨時特別給付金の支給対象である家計急変世帯に該当する場

合は、申請窓口へおつなぎして、速やかに制度を御利用いただけるよう

努めております。引き続き支援を必要とする方からの御相談に丁寧に対

応してまいります。 

 次に、重層的支援体制整備事業についてお答えいたします。令和２年

６月の社会福祉法の改正に伴い、包括的な支援体制、参加支援、地域づ

くりに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業が新たに

創設されました。本市では、このような施策動向を踏まえ、他市に先駆



けて福祉丸ごと相談窓口を開設し、8050 問題やダブルケアなどといった

複合的な問題を抱える市民の皆様からの御相談に対し、関係部署間が包

括的に関われるように取り組んでまいりました。重層的な支援が必要と

される事例につきましては、生活困窮、高齢、障害、子どもなど様々で

あり、それらの課題が重複している場合につきまして、まずは支援会議

により解決すべき課題を整理するものでございます。その後の具体的な

支援策につきましては、別に設置する重層的支援会議の中で、具体的な

支援プランを策定するなど、多機関協働で実施してまいります。また、

既存の取組では対応が難しいはざまのニーズについては、本人のニーズ

と地域資源との間をマッチングさせ、必要な資源を開拓し、社会とのつ

ながりを回復する仕組みや、地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域

における多世代の交流や多様な活動の場、居場所などの確保をコーディ

ネートする支援についても充実してまいります。令和４年度から重層的

支援体制整備事業を本実施することに当たりましては、福祉丸ごと相談

窓口における経験を生かしつつ、分野を超えた課題について、必要とさ

れる関係部署、関係機関が一体的に連携できるよう取り組んでまいりま

す。 

 次に、健康応援都市の実現についてお答えいたします。現在、新型コ

ロナウイルス感染症の発生に伴う外出自粛等により生活習慣の変化が生

じる中、市民の皆様の健康上のリスクや不安が膨らむ状況になっており

ます。第２次西東京市健康づくり推進プラン後期計画では、総合目標と

して健康寿命の延伸及び主観的健康感の向上が位置づけられており、市

民の皆様一人一人の運動習慣等への取組が重要とされております。この

ことを踏まえ、新しい生活様式における健康応援都市の取組として、歩

くことを中心に日常の中で健康づくりを実践する機会を提供し、市民の

皆様の取組に対してインセンティブを付与する仕組みとして、令和２年

度、新たに健康ポイントアプリ「あるこ」を構築いたしました。一方

で、元気高齢者の指標となります 65 歳健康寿命につきましては、要介

護度２以上を基準とした数値で見ますと、男性、女性ともに横ばいの状

況でございます。健康寿命につきましては、要介護期間ともつながりが

深いこともあり、今後も数値の検証を関係部署、関係機関で行う中で、

コロナ禍における各種の健康施策を効果的に展開し、市民の皆様が健康

になること、健康であることを地域で支え合う体制づくりを進めてまい

ります。 

 次に、市民会館の跡地活用についてお答えいたします。市民会館跡地

活用につきましては、令和４年１月 28 日に西東京市民会館跡地活用事



業実施事業者選定委員会において事業者選定を行い、立花商事株式会社

を代表団体とする戸田中央医科グループを優先交渉権者として決定した

ところでございます。事業者募集に当たりまして、市民会館跡地活用基

本方針において整理した市が求める機能等の基本的な考え方を踏まえた

条件等をお示しし、それを踏まえた御提案を頂いております。今後につ

きましては、令和４年４月末までに基本協定を締結し、令和６年４月ま

での開設に向け、事業者が円滑に施設整備の準備に取りかかれるよう進

めてまいりたいと考えております。 

 次に、北京オリンピックについてお答えいたします。2022 年北京オリ

ンピック競技大会では、東伏見を拠点として活動する女子アイスホッケ

ーチーム、ＳＥＩＢＵプリンセスラビッツから８名の皆様が日本代表選

手として選出され、史上初の決勝トーナメントへの進出により６位入賞

を成し遂げるなど、女子アイスホッケー競技に新たな歴史を刻んだ原動

力として活躍されました。先週の２月 24 日には、西東京市民でもある

小西あかね選手とお会いする機会を頂き、オリンピックへの思いや競技

に向かう姿勢のほか、本市における応援に感謝の言葉を直接伺うことが

できました。小西あかね選手にお会いして、地元を拠点として活躍され

る選手やチームを応援することで、改めてスポーツが私たちの勇気や希

望となるものと再認識したところでございます。今後も引き続き地元に

ゆかりのある選手やチームを応援し、市民との一体感を生むことによ

り、スポーツへの関心や西東京市に愛着が持てるまちづくりを目指して

まいります。 

 次に、公共施設における電力調達についてお答えいたします。石油、

石炭、ガスなどの化石燃料の消費による温室効果ガスの排出は、地球温

暖化の大きな要因とされており、昨年 10 月に閣議決定されたエネルギ

ー基本計画及び地球温暖化対策計画においては、2050 年カーボンニュー

トラルの実現に向けて、再生可能エネルギーに関し、安全性、安定供給

などを前提に、主力電源化として最優先の原則の下で、最大限の導入に

取り組むこととされております。本市におきましても、電力調達を再生

可能エネルギー由来のものに切り替えることは、ゼロカーボンシティの

実現に当たり重要な取組の１つであると位置づけ、区域における先導的

な取組として、公共施設における積極的な導入を進めてまいります。電

力調達に係る供給形態により直ちに切替えが難しい街灯や公園灯など一

部施設を除いて、100％再生可能エネルギー由来の電力に転換を図るこ

ととし、受変電設備のない比較的小規模な約 120施設等は７月から、庁

舎等の受変電設備のある比較的大規模な約 50施設等につきましては 10



月からの切替えを予定し、令和４年度予算において、再生可能エネルギ

ー調達に係る増加分として、約 3,300万円を計上いたしております。国

の計画によれば、我が国の再生可能エネルギーの発電コストは、着実に

低減が進んできているものの、国際水準と比較すると依然高い状況にあ

り、他の電源と比較して競争力のある水準まで低減を早期に実現するも

のとされております。本市におきましては、再生可能エネルギーの導

入・活用、省エネルギーの推進を図ることにより、二酸化炭素排出量の

削減とともに、費用増加の縮減を図ってまいります。 

 次に、温室効果ガスの排出抑制についてお答えいたします。温室効果

ガスを抑制するためには、小さなエネルギーで大きな冷房・暖房能力を

引き出すことができる空調設備の高効率化が有効であると考えておりま

す。空調機器のメーカー各社のデータによれば、10 年前と比較すると、

空調を高効率の機器に改修することで、ＣＯ２の排出量を約 30％削減す

る効果があると示されております。そのため、今後、公共施設において

も、空調機器の更新の際は高効率のものに改修することで、一定の温室

効果ガスの削減が見込まれるものと考えております。 

 次に、西東京市版環境ポイント制度（にしとうきょう環境チャレン

ジ）及び（仮称）にしとうきょう環境アワードについてお答えいたしま

す。両事業につきましては、市民の皆様や事業者の皆様と共に、脱炭素

に向けた機運をより醸成することを目的に、環境に配慮した行動への動

機づけとなるように創設する制度でございます。にしとうきょう環境チ

ャレンジは、環境に配慮した行動に対しポイントを付与し、一定のポイ

ントがたまりますと、市内産農産物などの賞品が当たる抽せんに応募で

きる制度を予定しております。本制度は、ゼロカーボンシティの実現の

機運醸成を目的として創設する制度であり、世代を問わず、西東京市民

の皆様が広く対象になると考えております。（仮称）にしとうきょう環

境アワードの表彰につきましては、個人、団体及び事業者の地球温暖化

の防止対策に関する活動、循環型社会の推進に関する活動などを対象と

し、活動内容の斬新性、発展性、成果などの視点で評価してまいりたい

と考えております。 

 次に、ゼロカーボン市区町村協議会についてお答えいたします。ゼロ

カーボンシティ市区町村協議会は、二酸化炭素排出量実質ゼロを目標と

して掲げ、脱炭素社会への実現に向けた取組に賛同する市区町村をもっ

て組織し、具体的な取組のための議論を進めていくことを目的として設

立されたものでございます。協議会は、会員自治体における共通課題を

調査研究するとともに、それぞれの地域が直面する課題への対応を検討



し、国への提言を行うなど、脱炭素社会の実現に向けて取り組んでおり

ます。脱炭素社会を実現するためには、規模、地域特性といった背景が

違う様々な市区町村が連携し、その知見を共有し、議論することが重要

であると考え、本市におきましても、この協議会に参画し、積極的に本

市の考えを申し述べるとともに、他の会員自治体との意見交換を行って

まいりたいと考えております。 

 次に、森林環境譲与税の活用についてお答えいたします。森林環境譲

与税は、地球環境保全など森林の有する公益的機能の維持増進の重要性

に鑑み、地方自治体が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の

財源として制度が創設されたものでございます。本市では、これまで中

原小学校校舎等建替事業、（仮称）泉小学校跡地公園整備事業、上向台

小学校校舎内大規模改造事業といった公共施設への木材利用に係る費用

に充当してまいりました。今後は、地球温暖化の防止対策の推進を図る

ため、森林環境譲与税及び地球温暖化対策に資する寄附金を原資といた

します地球温暖化防止対策基金を創設し、これまで以上に戦略的、効果

的な活用を行ってまいります。積み立てた基金の具体的な活用につきま

しては、自治体間連携による森林整備でのカーボンオフセット事業や環

境学習事業、森林整備より発生する間伐材を使用した木工品等を活用し

た事業など、森林環境譲与税積立分の使途範囲を含めて広く地球温暖化

の防止対策を図る施策に充てることを検討してまいります。 

 次に、一般廃棄物処理基本計画についてお答えいたします。改定とな

る一般廃棄物処理基本計画について、本年度中に策定するため、昨年５

月に廃棄物減量等推進審議会に諮問し、議論していただくとともに、清

瀬市、東久留米市及び柳泉園組合との協議、調整及び庁内における調整

をし、先日、答申を頂いたところでございます。答申では、現行の計画

の取組について、全国でも高いごみ減量と資源化を達成していることを

評価した上で、新たな一般廃棄物処理基本計画においても、引き続きご

みの排出抑制、減量化、資源化に向けて努力する必要があるとされてお

ります。貴重な資源を有効に活用し、環境負荷を軽減した循環型社会の

構築を目指し、本市における豊かな暮らしを次世代に引き継ぎ、持続的

な発展を遂げるため、計画の基本目標として、「協働で築く 環境にや

さしい 持続可能な循環型社会の推進」を掲げることを考えておりま

す。また、基本目標達成のために、つくる責任、つかう責任の意識の醸

成、協働によるごみの発生抑制・資源化の促進、環境負荷の少ない資源

循環の推進、安全・安心な適正処理と処分の実施、この４点を基本方針

とする予定でございます。持続可能な循環型社会の推進を達成するため



には、市民、事業者、行政がそれぞれの立場でそれぞれの役割を果たす

ことが重要と考えております。市は、自らがごみの発生抑制や資源化に

取り組むとともに、市民や事業者のごみの減量や資源化への自主的な活

動を支え、各種施策の周知に努め、地域や時代の変遷に応じた新たな施

策を立案、実施してまいります。 

 次に、東大生態調和農学機構についてお答えいたします。正式には東

京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構と申しまして、

かつては東大農場と呼ばれており、今でも東大農場と言ったほうがよく

伝わるのではないかと思っております。この機構は、2010 年に設置さ

れ、持続的な生態系サービスと調和する農林業と社会のあり方を探求

し、今後の持続的社会への移行に際して、農林業と農山村の果たす役割

を明らかにすることを設立の目的としております。また、機構の組織の

１つであり、機構の教育研究や業務運営の在り方について定期的な評価

を行う運営諮問会議には、私が委員として出席しております。さらに、

生態調和農学機構・市民・行政の３者が対等の立場で話し合い、社会連

携を通じた教育・研究の発展と社会への貢献及び市民・行政との協働事

業の推進に資することを目的とした社会連携協議会も設けられており、

本市も毎月１回の定例の会議に参加しております。昨年 10 月には、こ

の社会連携協議会が主催する「市民と考える東大農場・演習林の活かし

方」をテーマにしたオンラインシンポジウムが協議会発足以来初めて開

催されるなど、これまでの協働事業の振り返りとこれからの生かし方の

議論がございました。また、長年この東大農場で草花の観察をされてき

た市民の方々の記録が、大学研究者の手により論文としてまとめられま

した。市民と大学研究者の協働によるこのような成果は、全国的に見て

も極めてまれだというようなことでございます。今後についてでござい

ますが、市といたしましては、昨年 10 月のシンポジウム、また市民協

働による研究成果等を踏まえ、本市にとりまして貴重な地域の財産とも

言える生態調和農学機構と連携し、ＳＤＧｓの目標達成やゼロカーボン

シティを目指した取組を積極的に進めていきたいと考えております。 

 次に、ＭＵＦＧパークについてお答えいたします。本市の柳沢４丁目

に所在します株式会社三菱ＵＦＪ銀行が所有する武蔵野運動場が、令和

５年６月頃に一般に開放されるとの報道が昨年５月にございました。約

６ヘクタールもの広大な緑とスポーツ施設を備えた空間を開放していた

だけるとのことでございましたので、昨年５月 24 日に三菱ＵＦＪ銀行

と連携・協力に関する協定を締結させていただきました。現在、この協

定に従い、地域住民、学校、その他の団体や事業者等との調整をはじ



め、一般開放の前に実施する銀行主催のイベント等の企画運営にも御協

力させていただいております。また、銀行関係者と行政との準備会を設

けさせていただいており、運動場の利用に向けた調整も今後進めていく

こととしております。今後、三菱ＵＦＪ銀行から地域利用も含めた周知

や近隣住民の方への御説明等につきましても協力、連携を図りつつ、民

間事業者、隣接する学校、地域住民、そして行政が一体となり、本市に

とって地域の魅力あるエリアとなればと考えております。 

 次に、田無駅南口駅前広場についてお答えいたします。都市計画道路

３・４・24号田無駅南口線交通広場の整備につきましては、昨年度まで

に２件の用地取得を完了し、今年度は１件の契約締結を行いました。令

和４年度は、２件の用地買収を予定しております。田無駅南口駅前広場

の整備につきましては、早期の完了を目指し、引き続き用地買収等に係

る権利者の皆様に対して事業協力のお願いを継続するとともに、契約に

向けて個別具体的に移転方法や生活再建等の協議を重ねてまいります。 

 次に、空き家対策についてお答えいたします。本市では、平成 29 年

度に実施しました空き家等の実態調査を基に、空き家等のデータベース

を構築しており、その後、必要に応じて実態調査を行うことで随時更新

し、最新の空き家等の情報を把握しているところでございます。空き家

等の所有者の方に対するアンケート調査結果では、空き家等を売却や賃

貸する等の意向がある程度多いことが分かっており、これまで先行自治

体等の事例を研究するなど、空き家等の所有者の方と利活用希望者の方

をつなぐ仕組みづくりの検討を進めてまいりました。また、先行自治体

等の事例研究では、空き家等の供給量に比べて、利活用希望者が多いと

いう状況であることも分かりました。このため、（仮称）西東京市空き

家バンクにつきましては、空き家等の所有者の方に利活用に向けた働き

かけを積極的に行い、空き家等の不動産の流動性を高めることで、将来

的な空き家化の予防や、既に空き家となってしまった建物等の有効な利

活用が図られるような仕組みになるものと期待しており、本市の空き家

等の対策がより一層進むよう取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、都市計画道路３・４・11号線についてお答えいたします。本路

線は、平成 29 年度に第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業と

して東京都と都道整備に関する協定を締結しました。なお、事業用地に

関しては、帰属が東京都となることから、東京都と締結した用地取得委

託協定に基づき事務手続を進めております。事業進捗状況といたしまし

ては、令和３年度に事業面積に対して累計で約 24.2％の用地取得に伴う

契約を締結いたしました。令和４年度の用地取得の見込みといたしまし



ては、事業面積に対して累計で約 35％の契約締結を予定しております。

引き続き早期交渉要望の権利者の皆様に対して、事業協力のお願いと契

約に向けた個別協議を継続するとともに、事業関係者の皆様に対して

は、事業進捗状況の情報提供をするなどして丁寧に事業を進め、早期の

完成を目指してまいりたいと考えております。 

 次に、連続立体交差事業についてお答えいたします。西武新宿線の井

荻駅から西武柳沢駅間の連続立体交差計画につきましては、昨年 11 月

26 日に東京都が事業主体となる鉄道の連続立体交差化計画並びに市が整

備予定の都市高速鉄道付属街路の計画及び東伏見駅南口駅前広場の計画

変更について、都市計画決定いたしました。現在は、東京都において、

用地測量等説明会の開催方法、時期等について検討を行っている状況で

あり、市が整備予定の都市高速鉄道付属街路等につきましても、東京都

と歩調を合わせて対応する予定としております。今後のスケジュールに

つきましては、用地測量等を実施した後、令和５年度に都市計画事業認

可を取得する予定で、事業期間は 15年間を想定していると伺っており

ます。 

 次に、風水害への対応についてお答えいたします。令和元年台風第 19

号における対応では、市の施設の確認をはじめ、道路や河川の状況確

認、自主避難所の開設及び運営など、多くの部署が災害業務に携わり、

様々な課題が見えたところでもございました。今年度に見直しをしまし

た地域防災計画では、様々な課題を受け、地震・火山編を準用する風水

害編ではなく、風水害編を分冊化し、風水害時の行動内容等を明確にす

ることにより、災害種別に応じた災害活動体制となるよう修正したとこ

ろでございます。課題でありました自主避難所の開設、運営等につきま

しては、地域防災計画の修正に合わせ、新たに記載したところでありま

す。市民の皆様へ避難行動を促す周知方法や発信のタイミングにつきま

しても、風水害タイムラインに基づき適切に行ってまいりたいと考えて

おります。また、自主避難所が災害対策基本法に定められた指定避難所

ではないため、開設に御協力いただいた地域住民の方が事故やけがなど

の際の補償が課題でありましたが、令和４年度予算におきまして、自主

避難所として指定されている避難所の避難所運営協議会の皆様に対し、

万が一の事故等に備えた保険に加入する予定でおります。 

 次に、地域防災計画風水害編の作成ポイントについてお答えいたしま

す。地域防災計画の主な修正点としては、地震・火山編と風水害編に災

害別に分冊化し、令和元年台風第 15号及び第 19号への対応や教訓に基

づき、刻々と変化する気象状況への対応力強化として、市の動員体制を



見直し、また自主避難所や土砂災害警戒区域専用避難所を明記したとこ

ろでございます。市の動員体制につきましては、組織全体で体制が取

れ、万全に災害対応できるように職員配備体制の見直しを行うととも

に、各班における訓練等につきましても、地域防災計画で見直した内容

に基づき行ってまいります。今後も、風水害への備えについては、危機

管理訓練等で職員の対応力強化と防災意識の向上に努めてまいります。 

 次に、総合計画の策定状況についてお答えいたします。令和６年度を

計画の開始年度とする次期総合計画につきましては、現在の計画策定の

基本方針に関しまして、総合計画策定審議会に諮問させていただき、現

在、御審議をお願いしております。策定審議会はこれまで合計で４回開

催され、今月に開催された審議会において、基本方針の内容が大筋取り

まとめられたと伺っております。今後、審議会から基本方針の答申を頂

き、令和４年度は、この基本方針に基づき、本格的な策定作業を行うこ

ととしております。また、策定審議会の委員 12 名のうち、市民委員を

４名公募とさせていただき、うち２名はあらかじめ学生枠での公募とい

たしました。現在、２名の現役学生の方に審議への参加を頂いており、

市政への参画や事業の狙いをどこに置くかなど、若者目線での発言が審

議の内容をより深めるものとなっております。 

 最後に、総合計画策定のポイントでございます。現在集計中の市民意

識調査や市内公立中学校の２年生を対象に実施したアンケートの分析を

はじめ、審議会委員によるワークショップなどで交わされた意見を参考

に、現在、総合計画策定のポイントとなる基本方針を審議会において御

審議いただいております。今後は、それらを総合的に踏まえ、計画策定

を本格化させたいと考えております。 

 次に、総合計画策定における市民意識調査についてであります。昨年

11 月に 18歳以上の市民の皆様 5,000 名を無作為に抽出させていただ

き、全 17項目から成る調査を実施させていただきました。今回の調査

は、平成 29 年に実施した前回の調査よりも５ポイントも回答率が上昇

しており、コロナ禍ではありましたが、市民の皆様には改めてアンケー

トへの御協力に感謝を申し上げる次第でございます。現在、アンケート

結果を報告書としてまとめる最終の段階でありますが、日頃の住み心地

に満足している方、あるいは市政全般への評価に満足している方の割合

が前回の調査よりも上昇している一方で、西東京市への愛着度について

感じている方の割合がやや減少傾向となっておりますが、今後、その要

因を分析してまいりたいと思っております。今後は、他の項目とクロス

集計や東京都等で実施しております様々な調査結果などの活用、さらに



は令和４年度に実施をいたします個別の行政計画の調査等も参考にしな

がら、政策課題等を多角的に分析してまいりたいと考えております。 

 次に、西東京市の施策とＳＤＧｓの関係性についてお答えいたしま

す。ＳＤＧｓは、世界共通の成長戦略であり、人類共通の課題解決に向

けた取組が網羅的に示されているものであります。私は、行政が担う

様々な業務、既に実施している事業そのものがＳＤＧｓであるという認

識を持つことが重要であると考えております。その上で、自治体が多く

の主体と連携することにより、多くの地域課題を共有するとともに、今

まで見えづらかった課題を発見し、より多くの支え手があるような地域

社会を目指してまいります。本市では、第２次総合計画・後期基本計画

において、85項目から成るまちの健康指標を定め、それぞれの項目とＳ

ＤＧｓの関係性も整理し、指標の経年変化も含め公表させていただきま

した。現在、次期総合計画の策定作業をスタートさせておりますが、そ

れぞれの施策分野ごとに改めてＳＤＧｓの理念との関係性も整理してま

いりたいと考えております。 

 次に、女性の働き方サポート推進事業の取組についてお答えいたしま

す。本事業は、平成 28 年度から開始した本市独自の事業であり、これ

までの講義、交流会などは対面形式による開催方法により実施をしてま

いりましたが、コロナ禍の中ではオンライン形式による方法を導入する

などの工夫を行いながら事業を進めているところでございます。参加者

の方々からは、子育て中で外出することに不安がある中で、自宅で受講

や交流する機会が得られる環境に対し、評価を頂いております。なお、

ハンサム・ママフェスタなどのイベントにつきましては、参加者及びス

タッフによる感染防止対策を図った上で開催を続けております。また、

行政の関与といたしましては、講義やイベントなど、開催前の準備段階

から市の職員が関わりを持つとともに、常に現場に足を運び、関係機関

とのマッチングや本市の各種制度に関する御相談など、丁寧に対応させ

ていただいております。 

 次に、（仮称）デジタル戦略推進係設置についてお答え申し上げま

す。国のデジタル・トランスフォーメーション推進計画を踏まえ、本市

におけるデジタル化を推進させるため、本年４月より企画部情報推進課

内に新たに３名体制の係を設置することとしております。既存の現行シ

ステムの運用業務を担う係と今後のＤＸを推進する係の２係体制となり

ますが、２係が連携を図りながら協力体制で取組を推進していきたいと

考えております。今回取り組もうとしておりますＤＸの推進につきまし

ては、これまでのＩＴ化と呼ばれたシステムの電子化や単純なパソコン



整備、環境整備とは異なり、市全体の業務を俯瞰した上であらゆる分野

においてデジタル化を進め、その効果を見える形で市民サービスの向上

につなげ、あわせて、将来を見据え、業務を効率化させていくためのも

のと考えております。そのため、業務改善といった概念から、ＩＴを利

活用し、もう一歩先にある業務改革を進める意識の醸成が大変重要であ

り、庁内全体でその意識の底上げを図りつつ、取組を進めてまいりたい

と考えております。令和４年度の取組としましては、地域情報化方針

《重点》におきまして、重点取組として行政手続のオンライン化を位置

づけておりますので、手続内容や手続方法について具体的な調整を行う

とともに、令和８年度の自治体システムの標準化・共通化を見据え、既

存システムとのフィット・アンド・ギャップや個別システムとの連携状

況の調査などを行ってまいります。 

 次に、西東京市公式ＬＩＮＥについてお答えします。西東京市公式Ｌ

ＩＮＥにつきましては、昨年 12 月に運用を開始し、ワクチン接種に関

する情報をはじめ、様々な市政情報を発信しているところでございま

す。登録者数の推移につきましては、２月 23日現在で 2,971 人の方々

にお友達登録をしていただいております。市民の皆様からは、自分の欲

しい情報だけ受け取ることができて便利であるといった意見、また、ホ

ームページを開かなくても手続などについて調べられて便利であるとい

ったお声を頂いているところでございます。令和４年度には、道路等の

不具合などを通報できる仕組みの構築について、庁内で検討していると

ころでございます。今後につきましては、他自治体の事例等を参考にし

ながら機能の向上等に努めてまいります。 

 次に、キャッシュレス決済についてお答えいたします。キャッシュレ

ス決済は、支払い方法の多様化、支払い時間の短縮など、市民の皆様の

利便性の向上が図られるとともに、紙幣や硬貨を介した接触がなくなる

ことから、新型コロナウイルス感染症対策としての効果も期待できると

考えております。そこで、市民課及び各出張所における住民票の写しや

戸籍謄本などの証明書等の交付に係る手数料の支払いに、クレジットカ

ードや電子マネー、ＱＲコード決済を活用したキャッシュレス決済を令

和４年 10 月を目途に導入する予定でございます。また、市税及び国民

健康保険料の収納につきましては、令和４年４月からスマートフォンを

活用したキャッシュレス決済を導入する予定でございます。コンビニエ

ンスストアや金融機関の窓口に出向くことなく、スマートフォンを操作

することにより、いつでもどこでも市税や国民健康保険料の納付が可能

となることから、徴収率の向上に資するだけでなく、督促等に係る事務



処理の削減を図ることができると考えております。キャッシュレス決済

の導入により業務の効率化に伴う職員の負担軽減にもつながることか

ら、行政のデジタル化を推進する上で必要なツールの１つとして、導入

後の検証を踏まえ、さらなる活用について検討してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、（仮称）おくやみ窓口についてお答えいたします。御親族を亡

くされた御家族にとりましては、お亡くなりになられた方に必要な手続

がお分かりにならない場合があるほか、手続が複雑なものなど多岐にわ

たっていることから、大きな負担になっているものと認識しておりま

す。そこで、申請書の作成や受け付けなど御遺族が市役所で行う手続に

ついて、対面によりワンストップで行う専用の窓口として、（仮称）お

くやみ窓口を令和４年８月を目途に田無庁舎２階フロアに設置し、御遺

族のお気持ちに寄り添った丁寧な対応に努めてまいります。（仮称）お

くやみ窓口では、御遺族からお亡くなりになられた方の情報をお聞きし

た上で、必要な手続を抽出し、関係部署と調整した後、御遺族に御来庁

いただくことにより、手続に要する時間や必要のない部署を回る時間が

短縮できることから、原則として事前予約制とさせていただきますが、

窓口の利用状況等によりましては事前の予約がなくてもお受けするな

ど、臨機応変に対応してまいりたいと考えております。なお、（仮称）

おくやみ窓口を円滑に運営するためには、担当する職員の各種制度・手

続への理解やヒアリング・案内スキルの向上が重要になるものと考えて

おります。窓口の開設に当たりましては、対応マニュアルの作成や配置

する職員の研修を行い、職員のスキルアップを図るとともに、担当職員

のサポート体制を充実させることなど、円滑な窓口運営につながるよう

努めてまいりたいと考えております。 

 次に、行政サービスにおけるエリア（圏域）についてであります。第

２次総合計画・後期基本計画において検討することとしておりますエリ

アの考え方につきましては、これまで庁内で議論を重ねてきているとこ

ろでございます。具体的には、行政サービスの提供のほか、地域コミュ

ニティやネットワーク、さらには公共施設の機能面等にも着目しながら

整備を進めていく必要があると考えており、まずはエリア（圏域）自体

の範囲をどの程度として見込むのか検討してきたところでございます。

エリア（圏域）に関しましては、本市の日常生活圏域、あるいは福祉行

政圏域、その他行政サービスを御提供する上で様々な圏域設定があり、

各種の行政サービスを提供してきた経緯もございます。そのような中

で、後期基本計画の期間中において、このエリア（圏域）の再設定の検



討を行う中では、中学校区程度を１つのエリアの範囲としてみてはどう

かと、そのように考えてきたところであり、市議会の皆様からの御質問

にもそのようにお答えさせていただいたところでございます。この中学

校区を念頭に置いた考えにつきましては、いわゆる通学区域としての現

実的なものではなく、中学校の所在する位置、あるいは複数の小学校区

を基礎に抽象的に捉えたものであり、エリアごとに明確な線引きをする

必要はないものと考えております。例とするならば、国が示す地域包括

ケアシステムは、おおむね 30 分以内に必要なサービスが提供される日

常生活圏域を具体的には中学校区を単位として設定しておりますよう

に、その範囲といたしましては、本市においても中学校区がおおむね妥

当な範囲ではないかと捉えております。また、コミュニティの醸成を念

頭に置きましても、学校という１つの拠点は、単に教育という側面のみ

ならず、地域のつながり、行政との連携などにおいても、まとまりやす

い要素があると考えております。今後、エリア（圏域）の再設定につき

ましては、これまでの経緯もございますので、直ちに全てのサービスの

領域を切り替えるわけにはまいりませんが、今後の方向性として、あく

まで抽象的に捉えた中学校区を念頭に、将来的な行政サービスの展開を

検討してまいりたいと考えております。 

 最後に、田無庁舎の耐力度調査についてお答えいたします。耐力度調

査につきましては、田無庁舎の躯体について、今後使用が可能な期間を

判定することを目的に実施したものでございます。この調査の内容は、

鉄筋の腐食度、コンクリートの圧縮強度、コンクリートの中性化の深さ

及び躯体の状態の４項目について専門的な調査を行い、総合的に使用可

能期間を評価するものでございますが、調査の結果からは、事務棟では

20 年以上、議会棟につきましては一定の補修を施した上で 40 年以上の

使用が可能であるとの結果が得られたところでございます。さらに、令

和４年度には、田無庁舎における電気や給排水関連などの設備面につい

て、今回の調査結果から得られた使用可能期間における更新費用を試算

するための調査を実施する予定としております。また、同じく令和４年

度において、庁舎機能を担っている防災・保谷保健福祉総合センター、

保谷東分庁舎及びエコプラザ西東京の耐力度調査を併せて実施する予定

でございます。 

 

 

 



教育長（木村俊二君） 初めに、第６波における学校行事及び部活動等への影響について

お答えします。学校行事は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、多くの内容につ

いて中止及び縮小しております。移動教室などの宿泊行事が中止になった学校、学年につ

いては、日帰りの校外学習を行うなど、代替の行事を行いました。また、部活動につきま

しては、中学校の校長会と協議の上、まん延防止等重点措置の適用期間中は中止といたし

ました。 

 次に、図書カードの贈呈についてお答えいたします。新型コロナウイルス感染症の流行

から約２年が経過し、教育委員会としましては、子どもたちやその御家族の皆様の命と健

康を守りつつ、子どもの学びを止めてはならないという思いから、昨年の９月、また今年

の１月から２月にかけて、全国的にも先駆けてオンライン授業を実施するなど、様々な対

策を講じてまいりました。一方で、感染拡大防止対策に伴う臨時休校や学校行事等の中

止、縮小などにより、学校行事をはじめ、子どもたちが楽しみにしていた教育活動にも

様々な制約がありました。こうしたことから、これまでと異なる生活の中で頑張ってきた

子どもたちの心を支えるとともに、本を通じた学びや成長を支援することを目的に、市内

の全児童生徒、高校生等を対象とし、学習支援の一環として図書カードを贈呈させていた

だくことといたしました。図書カードにつきましては、令和２年度に市内小中学生を対象

に贈呈した経緯があり、各学校で実施している読書活動と連携させながら、児童生徒の皆

様に有意義に御利用いただけるよう取り組み、コロナ禍で行動が制限されている中、自宅

での読書や学習に役立てることができたといったお声を頂戴するなど、子どもたちを支

え、学習支援につながる明るい材料となったものと認識しており、影響が長期化している

中で、改めて図書カードを贈呈させていただくものでございます。 

 次に、学校に登校しない、できない児童生徒への対応についてお答えします。コロナ禍

での変化といたしましては、令和元年度 238 人の不登校児童生徒数が令和２年度は 260 人

と増加しております。令和３年度においても増加傾向となる見込みでございます。コロナ

禍において学校の中の活動に制限があることで、児童生徒によっては活躍する場が減り登

校できなくなるなど、通常とは異なる様々な不安やストレスを抱えて何らかの影響を受け

ております。また、家庭の状況といたしましては、外出自粛による孤立化、家庭内の密化

によるストレス増大などが見られ、これまで顕在化していなかった家庭の問題が表面化

し、深刻化するなどがございます。現在の対応といたしましては、市内小中学校では、長

期休業明けに児童生徒全員との個人面談を実施するなど、子どもたちの小さな心の変化も

見逃さずに必要なケアを行えるよう心がけています。また、スクールソーシャルワーカー

が市内小中学校の不登校児童生徒の状況を確認し、年間を通して学校と連携して対応して

おります。児童生徒によっては、学校に登校しない日々が休養や自分を見つめ直すなどの

積極的な意味を持つことがある場合もございますが、一方で、社会的自立を心配するとい

う面もございます。今後につきましては、児童生徒やその保護者の状況や希望に応じた対

応を行うために、学校に登校しない、できない児童生徒の自分らしさを応援する支援シス



テムを構築します。具体的には、情報提供や相談支援の専用窓口を設置し、その中で各支

援機関の紹介や学校との連携等を行うとともに、どこにもつながっていない児童生徒のた

めの居場所を開設してまいります。 

 次に、学校のトイレ改修についてお答えします。経年により老朽化が進んだ小中学校の

トイレにつきましては、改修を実施し、教育環境の充実を図ってまいります。市立小中学

校につきましては、建て替えや大規模改造を実施した学校以外の小学校 12校、中学校７

校で実施してまいります。 

 次に、改修内容については、床の乾式化への改修、便器洋式化の促進、ＬＥＤ照明器具

取替え、手洗いの自動水洗化などを行い、衛生的なトイレの確保に努めてまいります。な

お、経費については、小中学校合わせてトイレ改修総事業として約４億円を予定しており

ます。改修完了時期につきましては、各学校と調整を行いながら、令和４年度中に完了す

る予定でございます。 

 次に、中央図書館・田無公民館の耐震補強等改修工事についてお答えいたします。本工

事は、施設を御利用いただく方々の安全性を高めるための耐震補強と老朽化していた照明

のＬＥＤ化、エレベーター設備の更新、トイレの洋式化等の改修、利便性を高めるため施

設内のレイアウト変更等の工事を実施しているものでございます。田無公民館について

は、１階ロビーを拡充し、常設の学習専用のスペースと授乳室を設置し、ロビーの機能強

化を図ります。３階には、団体の活動に御利用いただける活動室が新たに１部屋追加され

ます。また、地下１階のトイレは全て個室化いたしました。中央図書館については、１階

開架室において、雑誌書架、文庫新書の書架を入れ替え本の収納力の向上を図り、２階地

域・行政資料室のレイアウト変更を行い、利用しやすい環境を整備しています。現在、工

事はほぼ完了し、令和４年４月１日の再開に向け準備に取り組んでいるところです。今後

も、市民の学習と活動を支援する社会教育施設としてだけではなく、年代を問わず様々な

地域の方々が過ごす居場所環境の充実を図るとともに、市民の学びに寄与する事業運営に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 最後に、したのや縄文里山プロジェクトについてお答えします。下野谷遺跡につきまし

ては、これまで長きにわたり、市民の皆様をはじめ、地域団体、地元商店会、大学生など

の皆様に支えられながら、縄文の森の秋まつりの実施など、様々な活動を行ってまいりま

した。したのや縄文里山プロジェクトの一環として、昨年度実施したクラウドファンディ

ングで御寄附を頂きました皆様へ、したのやムラに住む仲間のお一人として、したのやム

ラ「ムラびと証」と名づけたメンバーズカードをお送りいたしました。ムラびと証は、こ

れまで下野谷遺跡に関する活動をしていただいた皆様に対しても敬意と感謝を込めてお送

りし、ムラびとは現在合計約 400 人の御登録を頂いており、引き続き仲間を広げてまいり

ます。また、昨年８月には、下野谷遺跡に関する広報紙したのやムラだよりを発行して、

より多くの皆様に遺跡への関心をさらに高めていただくようにいたしました。下野谷遺跡

の活用の方向性といたしましては、「つなげる」「広げる」「集う・結ぶ」「ともに育つ」を



コンセプトに、史跡下野谷遺跡保存活用計画に沿って取組を進めております。今後につき

ましては、下野谷遺跡の整備を進める中で、文化資源、地域資源である下野谷遺跡を拠点

とした取組をムラびとの皆様、市民の皆様と一緒に展開してまいります。 

 
生活文化スポーツ部長（下田立人君） それでは、市民会館の跡地活用について、市長に補

足してお答えいたします。事業者の主な提案内容につきましては、公共施設のほか、民間施

設として、健診センター、透析センター、クリニック、健康支援スタジオ、カフェ・健康レ

ストラン等となっております。公共施設部分につきましては、４分割も可能な多目的室、会

議室２室、防音室、ギャラリーを４階に、また学習スペースを１階に整備する提案を事業者

から頂いております。このうち、多目的室は分割もつなげて使うことも可能なことから、日

頃の活動の場、発表の場としての活用等も含め、多様な利用目的に対応できるものとなって

おります。また、民間施設部分で最大の面積を占める２階の健診センターは、地域の健康を

促進させるものとして、また、１階には子どもたちの新しい居場所となるえほん図書館等の

提案がございました。事業者の選定理由といたしましては、跡地活用の基本理念の実現に寄

与する施設内容であったことのほか、環境負荷低減に関する取組や実効性、リスク対策等の

事業遂行力等が選定委員会において高く評価されたことがございます。 

 

市民部長（森谷修君） キャッシュレス決済につきまして、市長に補足してお答えいたしま

す。市税及び国民健康保険料の納付につきましては、ヤフー公金支払いによるクレジットカ

ード納付が令和３年度末をもって終了することから、新たな納付環境を確保するため、スマ

ートフォンを活用したキャッシュレス決済を導入するものでございます。また、窓口での証

明書、謄本の交付に当たりましては、クレジットカードや電子マネー、ＱＲコードを専用端

末にかざすことで支払いが完了することから、現金の受渡しが不要となるため、手続時間の

短縮化が図られるものと考えております。なお、具体的な短縮時間等につきましては、導入

後に検証してまいりたいと考えております。 

 

（小林たつや君） 大変多岐にわたり、また大量の御答弁を、丁寧な御答弁を頂きまして、

誠にありがとうございます。 

 私のほうからは、あとはちょっと意見を２～３個言わせていただいて終わりにしたいと

思いますが、この後、議長を除く８名の会派の所属議員の皆さんからの再質問等があります

ので、よろしくお願いします。 

 私のほうからは、道路のほうで、都道３・４・９号線の件ですね。こちらはもうこの間も

要望させていただいているところでございますが、北原の２丁目のバス停付近のいわゆる

横断歩道の件、それから東大農場通りのところですね、そこに横断歩道もしくは信号をつけ

ていただきたいという地域住民からの要望が参っております。その２点について、特に市の

ほうから東京都へ、浜中都議会議員も一生懸命頑張ってくれているようですが、また再度御



要望のほうよろしくお願いいたしたいと思います。 

 それからあと、子ども食堂の件なんですが、こちらは質問にはなかったんですけれども、

私のいとこがやっている子ども食堂でも、かなりやはりコロナ禍のこの状況で人が増えて

いるよという話。先日は、また後で冨永議員のほうから御質問があるかと思いますけれども、

そういうことに対してのいろいろと子どもさんを助けたいというようなボランティアの方

のお話なんかも、市民からのお話も聞いたりもしております。これは引き続きそういうとこ

ろの細かなお手伝いをしていただきたいとお願い申し上げます。 

 最後のヤフー公金は、ヤフーで公金を、税金を支払うと、１月あれが延びるんですよね、

支払いが、たしか。ヤフーが立て替えておいてくれて、カード払いになるので、あれがなく

なると私は大変困ってしまうんじゃないかなと今自分で個人的に思いましたが、その辺は

詳しくまた後で担当部長とか課長のほうからお聞きしたいと思います。 

 それで、最後、コロナに関してですけれども、先ほども申しましたけれども、特に高齢者

の方々は大変喜んでいらっしゃっています。犬の散歩をしながらいろんな方とお会いする

んですけれども、「どう、３回目受けられた」と言ったら、「うん、受けられた」とみんなに

こにこしながら言うんですよね。これはみんな感謝していると思うんです。「よかったね」

と。それで、分からないという人が最初３回目が始まる前にお一人、２人かな、電話があっ

て、「もうすぐだから。クーポン券が届くから、届いたら電話してきて」と言ったんだけど、

１人は電話が来たんですけどね。「自分でできた」と言って、「よかった、よかった」と、「今

回は電話がすぐつながったよ」と。私も自分でもう既に３回目を打ってちょうど３週間たつ

のかな。エッセンシャルワーカーとしてのあれよりも先に、近所のかかりつけ医の先生のと

ころでたまたま１人キャンセルが出たから、「おまえ、やっとけば」みたいな感じでやらせ

ていただいたので早くやれたのもあるんですけれども、とにかく私が電話したとき、３回目

電話したときも、もう１回つながらないで、あれ、駄目かといって切ってすぐかけ直したら

すぐつながったんです。そんな程度で皆さんつながっているという話でした。 

 とても喜んでいらっしゃったのは、すごく簡単に親切に教えていただいて、「何月何日の

どこが一番早いですよ」とか、「お近くだったらここの病院がありますよ」と。病院は、い

わゆるかかりつけ医とか、まちの診療所とか、そういう先生方のところは、もう１日に何人

分と決まっているらしいんですね。そうすると、その分でもういっぱいですから、例えば今

日申し込んだとすると「３月 25日まで待ってもらわないといけない」というような話なん

ですけれども、ただ、エコプラザなんかのほうに、「じゃ、エコプラザは」と言うと、「あ、

あさってできます」とか、そんな感じで、すぐできるらしいんですよ。私もそれで電話をし

た翌日にエコプラザでファイザー、ファイザーのモデルナという形で交互接種をしてみた

んですけれども、自分がどういうふうに症状が出るのかなと思ったんだけど、翌日、ちょっ

と体がだるくなって、風邪の初期症状みたいな感じ。先ほど議長にもお聞きしたんだけど、

やはりそんな症状が出て、議長はもう少し重かったらしいですけれども。それから、坂井か

ずひこ議員も２日間熱が出てしまったというんですが、それでもそれで終わりなんですよ



ね。 

 要するに、入れるわけですから、ワクチンというのは。ある意味、病原体、ウイルスを弱

めた弱毒化させたものとか、ちょっとやり方は詳しくは分かりませんけれども、そういうも

のを入れるのが予防接種ですので、そうすると、当然、体で反応が起きて、そこで抗体がつ

くられると。そういう仕組みになっておりますので、それが起きても、そうなったおかげで

いわゆる抵抗力がついて重症化しにくくなる、また感染しにくくなるということでござい

ますので、ぜひとも今後もこのワクチン接種については、もしかすると４回目もあり得る、

先ほど言った２系統というのが来る場合を考えるとあり得るのかもしれない。また別の変

異ウイルスがやってくることもゼロではないと私は思っています。ただ、このまま終わって

くれればいいのかなと思うことを一言付け加えさせていただきまして、私の質問はこれで

終わりにいたします。あとは同僚議員より関連質問となりますので、どうぞよろしくお願い

します。ありがとうございました。 

 

この後は、市のホームページ議事録の検索でご確認ください。 

 

 

小林たつや君） 一般質問の前に所信を述べさせていただきます。去る５月 29日、水防訓

練がたしか３年ぶりに行われました。数年前までは「西東京市で水害？」と思っていました

が、最近の気象変動を見ると西東京市でも水害が起きることもあり得ると。実際少し起きて

いることもあるので、再認識する今日この頃であります。訓練に参加された消防団をはじめ

とする関係諸機関及びボランティアの皆様におかれましては、私からも感謝の意を述べさ

せていただきたいと思います。また、今週の日曜日の５日には、解体中の保谷庁舎におきま

して、日本救助犬協会と田無警察による災害時の救助犬訓練が執り行われ、今回は同僚の中

川議員も獣医師として参加され、救助時等の救助犬の状況を調査され、大変勉強になったと

のことでした。そして、終日にわたり訓練の間、記録や参加された皆様のお手伝いをされた

市側の早川参与を先頭にお集まりいただいた職員の皆様にも深く感謝するところでござい

ます。いざ事あるときにはきっと頼りになる存在となることでしょう。 

 それでは、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

感染予防対策等について伺います。2019年の 12月、中国の武漢で確認されたウイルス性肺

炎は、翌 2020年の１月６日に武漢で原因不明の肺炎が確認されたと厚生労働省が注意喚起

を行いました。１月８日にはＷＨＯは新型ウイルスの可能性を否定できずと発表。11 日に

は中国で初の死亡例が確認。14日にはＷＨＯが新型コロナウイルスと確認。15日には武漢

に渡航の中国人男性が日本で感染確認され、30 日にはＷＨＯより国際的緊急事態宣言が出

されたところでございます。続く２月３日には感染確認されたクルーズ船が入港し話題と

なり、３月 11日にはＷＨＯによるパンデミック宣言がなされ、29日にはこのウイルス性肺

炎によると思われる原因で有名なあの志村けんさんがお亡くなりになられたところです。



４月３日には感染者が 300 人を超え、11 日が感染第１波のピークとされ、１万人を超える

感染者が出ました。第２波のピークは８月７日、第３波は翌年の 21年１月８日、４波のピ

ークは５月８日、５波のピークは８月 20日、そして第６波のピークは本年の２月３日とさ

れております。この後も油断はできず、早期に２回目のワクチン接種をした高齢者の皆さん

はワクチン効果が低下してきており、80 代の感染者が増えたりもいたしました。感染して

も症状の重症化を防ぐとされたワクチン接種は３回目を必要とされ、それからはや４か月

余り、現在流行中のオミクロン株は症状が軽く出る人が多くいるためか、連休等のためか、

一時期感染者が増加するも、このところは３週間以上連続で前週を下回る感染者数が記録

されております。この間、毎回議会の一般質問でコロナ関連の質問をしてきました。今回は

西東京市の３回目のワクチン接種状況は、近隣他市に比べても相当よい状況と私は思って

おりますが、詳しいことは後の統計に任せて、現在の接種状況がどのようなものかを伺いま

す。また、その後の国の方針として、先日、予算も賛成多数で通過した４回目の接種体制の

状況についても伺います。それから同じく感染対策として、マスクの着用については国の対

処方針が変わり、着用の推奨と考え方が示されておりますが、こちらについての御見解も伺

います。 

 ２点目は、先ほど田中議員から同様の質問がありましたが、私のほうからは新規設置の要

望ということで、防犯カメラの設置について。先ほどもお話のあった田無駅北口商店街から

の更新の件です。更新については田中議員の御質問と御答弁でよく分かりましたが、新規の

設置についての現状と市の制度対応について伺います。 

 続いて３点目は、西東京フィルムコミッションについて伺います。もう 10年ほど前より

市に提言しておりますが、西東京フィルムコミッションについては、公明党の佐藤（公）議

員とともに多くの質問をいたしております。知らない人がいるといけないのでお話しいた

しますが、西東京フィルムコミッションとは、簡単に言うと、映画やドラマの撮影に関して

西東京市の公共施設やその他の特徴のある施設や景観を撮影する側にまちの魅力や景観を

紹介し、西東京市のことを世界に知らしめるシティプロモーションの一環です。近隣市など

でもたまに見かけますが、西東京市としては、池澤市長が御就任されてからはコロナ禍の件

もあり、あまり進んでいるとは思えません。映画やドラマの聖地巡りとか、聖地巡礼という

撮影地をファンが訪れるようなことが今後コロナ禍が過ぎた後は盛んになるとも思われま

すが、この件について市としてどのように考えていられるか、またいかれるか、それをお伺

いしたいと思います。 

 ４点目は、市民会館跡地利用についてでございます。市民会館については昨年より解体工

事も始まり、跡地はプロポーザル方式により選定された民間企業が自ら施設整備や管理運

営を行うということで、その一部に設ける公共施設を市民が以前のように利用できるとい

う話でありました。選定事業者は医療系の企業と聞いておりますが、横を車で通ると解体工

事も進んでいるようです。本年４月には基本協定も結ばれ、今後は施設の全貌がだんだんと

見えてくる時期と思います。そこで、この施設概要とはどのようなものか伺います。当然利



用されていた市民の皆様の要望を踏まえ、市が示した施設整備の条件を取り入れたものが

業者側から提示されていることと思います。それから、この提示についてまだ協議の余地は

あるのかも伺いたいと思います。 

 ５点目は、公園行政についてですね。まずはおなじみドッグランの建設についてです。５

月 22日の日曜日にグループドッグランの２回目が南町児童広場で行われました。あまり使

われていない公園というか、空き地や草むらと呼んだほうがいいような場所でもあります

が、逆に言えば自由度の広い公園とも言えます。出入口以外がフェンスで囲われ、石神井川

の護岸があるんですね。それもあって、そういうフェンスで囲われ、ドッグランをやるには

大変向いている場所であります。ドッグラン建設のボランティア団体である「いぬい～な」

の皆様の御協力の下、渡邉みどり公園課長をはじめとする市の職員の皆様にもお手伝いい

ただき、草むしりから始まり、フェンスの設置やごみ拾いとやることはたくさんあり、ラン

するドッグのほうは走り回ればよいのですが、飼い主さんたちは結構大変なようでした。今

までも常設に向けた要望や質問を数多くしてまいりましたが、ドッグラン常設に向けた検

討状況と、今回のようなグループでのドッグランの実施についてはどのように考えている

か伺います。 

 もう１点は、ＭＵＦＧパークについてです。昨年、利用者協定を結ばれたと記憶しており

ますが、市民はいつ利用できるのか。それと、先ほどお話ししたドッグランのときにたまた

ま通りかかった犬連れの女性に聞かれました。また、その方はよく周りを散歩しているそう

ですが、ＭＵＦＧパークのところが公園になることは知らず、犬と一緒に入って遊びたいの

よねなどと言われたので、いつから公園として利用できるのかをたしか来年だと思います

とは一旦その場では言いましたが、また犬連れで入れる予定があるかを伺いたいと思いま

す。それともう１点は、公園予定地北西部の角のところは、今後公園化されるとテニスコー

トなどがあるので入場される車も多くなり、交通量は増加されることと予想されます。そこ

で、通学路でもあるこの地点には信号が必要と同僚の中川議員より要望がありますが、この

点についてはどのようにお考えかを伺います。 

 ６点目は、こちらも常に要望等をいたしております市内駅頭における分煙のための喫煙

所設置についての質問です。ここ数年は、新型コロナウイルス感染拡大のために２年強の期

間、駅頭付近にある喫煙所は休止となっております。しかし、いまだにその近辺ではマナー

の悪い人たちの喫煙が行われ、吸い殻等のポイ捨ても散見されます。この間いろいろと提言

もさせていただきましたが、その経過と今後の再開予定やその他の喫煙所に対する考え方

を伺います。 

 最後に、高齢者応援カードについて。午前中に酒井ごう一郎議員より御質問があったとこ

ろでございますが、私からも伺いたいと思います。コロナ禍において出かけることもできず、

友達などと会うのも気が引ける。カラオケや飲食はもってのほか。高齢者の皆様はかなりス

トレスがたまり、いらいらされているようです。うちの母もカラオケや会食に友人たちとは

行けず、最近は少しずつ行き出してはいるんですが、行けないときは何か不機嫌で、当然私



が被害を被るわけでございます。出かけられないとなるとフレイルも進みますし、市のフレ

イル予防等もありますが、やはり買物やお出かけすることが軽度の運動にもなり、一番の気

分転換のようです。今回、市が 65歳以上の方々に対し、交流機会や外出の機会を創出する

ことにより、高齢者の皆様を広く応援される市内消費喚起事業の仕組みを利用した高齢者

応援カードの事業について進捗状況を伺います。それから、カードの名称などありましたら

教えてください。また、これに付随して高齢者が使いやすいフレイル予防効果のある事業展

開もされるとのことですが、その内容も伺いたいと思います。 

 以上、多岐にわたりますが、御答弁により再質問させていただきます。 

 

市長（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いたします。

新型コロナワクチン接種の３回目接種につきましては昨年 12月１日から開始し、本年１月

下旬からは接種間隔の前倒しに伴い、これまでに多くの市民の皆様に接種を受けていただ

いたところでございます。３回目接種の状況といたしましては、ワクチン接種記録システム

での速報値によりますと、５月 31日現在、12万 1,331 人の方に接種を受けていただき、対

象人口では 65.3％、65歳以上人口では 87.9％と、都の平均を上回る進捗となっております。

また、５月 25日からは、同日付の厚生労働大臣の指示に基づき、重症化予防を目的として

西東京市医師会の先生方の御協力を頂き、４回目接種を開始したところでございます。引き

続き接種を希望される方が一人でも多く安全に安心して接種を受けていただけるよう、接

種機会を提供してまいります。次に、マスクについてお答えいたします。国が示す感染対策

において、マスクの着用は引き続き基本的な感染防止策として重要とされております。ただ

し、本年５月 23日に変更された国の基本的対処方針では、身体的な距離が確保できないが、

会話をほとんど行わない場合などのマスクの着用の考え方が明確化されたところでござい

ます。本市におきましては、本方針に基づくマスクの着用について速やかに庁内共有を行い、

市ホームページへの掲載及びチラシの作成により、市民の皆様への周知を図ったところで

ございます。 

 次に、防犯カメラの設置についてお答えいたします。本市における商店街の防犯カメラに

つきましては、ひばりヶ丘駅北口と田無駅北口に計 17 台設置されております。この 17 台

の防犯カメラにつきましては、平成 25年度に経済産業省中小企業庁の補助を活用し、商店

街がそれぞれ３分の１を負担して設置されたものでございます。しかし、当時活用した中小

企業庁の補助が終了しており、また現在、本市におきましては防犯カメラに関する補助制度

はございません。東京都の補助制度としましては、地域における見守り活動支援事業及び東

京都商店街支援メニューである防犯設備補助事業とともに、今年度から新たに子どもの安

全確保に向けた防犯設備区市町村補助事業が創設されたと伺っております。防犯カメラに

つきましては、犯罪の抑止だけではなく、犯罪が発生した際の犯人検挙にもつながるなど、

地域の防犯に寄与するものと認識しており、安全・安心まちづくりを推進するため、他自治

体における取組なども参考に東京都の補助制度の活用について検討してまいりたいと考え



ております。 

 次に、西東京フィルムコミッションについてお答えいたします。映画やテレビドラマ等の

ロケ撮影の円滑化を図り、映像作品を通じてまちの魅力を発信し、観光客の誘致や地域の活

性化を促すことを目的として、地方自治体や観光協会などがフィルムコミッションの取組

を進めていることは認識をしております。また、多摩地域の自治体においても、フィルムコ

ミッションを活用したシティプロモーション等の取組を始めたと伺っております。本市と

いたしましては、今年度、観光やシティプロモーションの観点から新たにモバイル端末を活

用したスタンプラリー、北多摩ＴＯＫＹＯアニメスタンプラリーを近隣市と協力して 10月

から開始することとしております。モバイル端末の活用により各地域の観光情報等を掲載

することで、情報等の発信をさらに強化してまいりたいと考えております。今後も先進自治

体の状況や近隣自治体との情報交換、商工会や商店街及び事業者の皆様との意見交換など

を行う中で、地域資源を活用したフィルムコミッション等の取組について引き続き調査研

究してまいりたいと考えております。 

 次に、市民会館跡地の活用についてお答えいたします。市民会館跡地活用事業におきまし

ては、公共施設部分のほか、民間施設部分として健診センター、人工透析センター、クリニ

ック、健康支援スタジオ、カフェ＆健康レストラン等が提案されており、現在、令和６年４

月の施設オープンに向け、事業者との協議を重ねているところでございます。公共施設部分

につきましては、令和元年 10月に取りまとめた市民会館跡地活用基本方針に基づき、多目

的に使用できるフリースペースでの整備を主体に、会議室、多目的室、防音室、ギャラリー

機能、学習スペースを整備することとしております。多目的室につきましては、可動間仕切

りによる柔軟な規模設定ができるようにすることのほか、天井高や防音対策に配慮するこ

となどにより、様々な用途にお使いいただけるよう整備するものでございます。これを踏ま

え、跡地活用事業者の募集の際に公表した要求水準書において市が事業者に求める施設性

能等を示しており、事業者からはこの要求水準に沿った提案を頂いております。今後、事業

者が提案書に基づき基本設計等を行いますが、事業者との協議におきましては、公共施設部

分や共用部分の利便性の向上を図れるよう検討を進めてまいります。 

 次に、ドッグラン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他の自治体や民間施設の視察を行いながら、様々な課題を検証する

とともに、本市の指定管理者の事業として実施をしている犬のマナーアップキャンペーン

の中で、愛犬のしつけ教室や犬のスマホ写真教室を実施するなど、犬の公園利用について意

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を実現するため、愛犬家団体の御協力を得なが

ら検討してまいりました。仲間同士によるグループでのドッグランにつきましては、昨年 12

月と今年の５月に試行実施を行ったところでございます。２回の試行実施を行う中で、５月

の開催につきましては、雑草の繁茂や気温の上昇など季節や気候による課題が明らかにな

るとともに、参加者アンケートや意見交換により課題の抽出や検討を行っているところで



ございます。グループでのドッグランにつきましては、試行実施を行いながら利用条件の整

理や活用できる公園の選定などを行うとともに、引き続きマナーの向上や意識の醸成を図

りながら検討してまいります。 

 次に、仮称ＭＵＦＧパークについてお答えいたします。本市の柳沢４丁目に所在しており

ます株式会社三菱ＵＦＪ銀行が所有する武蔵野運動場につきましては、一般利用、地域利用

を推進するため、昨年５月 24日に三菱ＵＦＪ銀行と連携・協力に関する協定を締結させて

いただきました。仮称ＭＵＦＧパークは令和５年６月の開園を予定しており、本年３月から

一般開放に向けた園内整備工事が着工しております。現在のところ、協定に基づき、地域住

民、学校、その他団体、事業者等との調整をはじめ、周知等について連携して協力を行うと

ともに、一般開放に向けた準備会を銀行関係者と設け、開園後の施設利用等に関する調整を

進めております。なお、市民の皆様を含めた一般開放の開始日や犬の園内への入場可否につ

きましては、現時点では具体的な取扱いは未定と伺っており、市としましては、引き続き市

民の皆様からの御要望等も含め、開園後の施設利用に向けた調整を図ってまいります。また、

新たな信号機の設置につきましては、一定基準以上の自動車交通量があること。また、自動

車が安全にすれ違うために必要な道路幅員や歩行者の信号待ちのための滞留スペースが確

保されていることなどが条件となっており、仮称ＭＵＦＧパーク北西部の深大寺街道と保

谷二小通りとの交差点への設置は難しいと、交通規制を所管する田無警察署から伺ってお

ります。 

 次に、市内駅頭の喫煙所設置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症の拡大防止のため、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。基本的な感染防止対策の徹底を図ることから、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が

課題であると認識しており、喫煙所自体の在り方について、まちの美化と安全を推進する事

業市民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

形で引き続き検討をしております。喫煙所について、民間事業者が空き店舗等を利用して喫

煙所を運営している事例や、武蔵野市で導入しているトレーラー型、三鷹市や立川市で導入

しているコンテナ型などの受動喫煙防止に対応した喫煙所の事例の視察を行うとともに、

事業者や設置業者に詳しい話を聞くなど調査研究をしているところでございます。 

 最後に、高齢者応援カードについてお答えいたします。高齢者応援カードは、コロナ禍で

の外出自粛等の影響を受けていらっしゃる 65歳以上の高齢者の皆様に外出や交流機会を創

出することによって、フレイル予防につなげるとともに生活を広く応援することを目的に、

市内消費喚起事業の仕組みを活用して実施するものでございます。買物やお出かけを通し

て地域のお店や御家族、御友人とのつながりづくり、さらにフレイル予防につなげていただ

きたいとのメッセージを本カードに込めさせていただき、カードの名称を「つながり応援カ

ード」といたしました。現在、事業実施に向け準備を進めているところでございます。８月



下旬頃を目途に高齢者の皆様のお手元に電子商品券方式のカードとカードの使い方などの

御案内を同封させていただき、お届けする予定でございます。また、事業実施期間の９月か

ら 12月までの４か月をフレイル予防の重点期間とし、チラシ配布やイベント等によりフレ

イル予防を効果的に周知し、本事業との相乗効果を図ってまいります。さらに、カード事業

の参加店の皆様に御協力いただき、保健師等の提案も含め、フレイル予防につながるメニュ

ー、サービス等を御提供いただくなどの仕掛けづくりを行っていきたいと考えております。

お一人でも多くの高齢者の皆様に本カードを御利用いただき、様々なつながりの中でフレ

イル予防に効果的につながっていただけるよう取り組んでまいります。 

 

（小林たつや君） 多岐にわたる御答弁、ありがとうございました。再質問をさせていただ

きます。 

 ワクチン接種については、都よりも多い割合での接種率ということで、大変安心いたしま

した。今後も他の人にうつさないためが一番だと思うんですけど、もちろん自分がかからな

いのもそうですけど、４回目のワクチン接種を進めることをお願いいたしたいと思います。

既に高齢者の皆様には案内状が届いて、昨日かな、犬の散歩で朝歩いていたら、近所の高齢

者の男の方なんですけど声をかけられて、「もう取れたよ」と言って、「酒枝さんのところで

すぐ打てることになったから、どうもありがとう」と、私がやったわけじゃないんですけど

大変喜ばれていたということもあって、そういう方が２人も３人もいらっしゃいます。こち

らについては終わります。それから、マスク装着については、庁舎内での取扱いはいかがな

ものか、伺いたいと思います。また、小さなお子さんのマスク着用については、世界的に見

ても他国に比べて、少なくともＫ防疫や中国のロックダウンよりも感染状況が少ない日本

の感染状況は、マスクの着用を義務化せずとも国民の皆様が自主的に装着し、生活すること

で感染予防効果が上がり、それが現在の状況に寄与しているものと私は思っています。しか

し、御答弁にもあったように国の対策方針も変わりましたので、子どもさんたちに対する着

用についての取扱いはどうされるのか、こちらを伺いたいと思います。 

 ２点目の防犯カメラについては、先ほど田中議員も言われていましたが、よく海外ドラマ

なんかで、捜査物などを見ておりますと防犯カメラの設置は大変重要で、すぐに犯人の特定

や逮捕につながっています。また、あらぬ疑いをかけられても、アリバイの確定になること

もあります。悪いことをしていなければ、自分の生きざまにやましさがなければ、防犯カメ

ラに映っていても何でもないと私は思うんですね。それよりも犯罪の抑止力として防犯カ

メラの設置は大変重要であり、地域に根差す商店街にその管理を預け、犯罪撲滅の一役を担

ってもらうためにも、補助制度の新設の折には今以上の手厚い補助と、さらにはまた更新に

当たって、こちらは、私、田無駅の北口商店街から先ほどの田中議員と同じようなことを言

われていて、そろそろがたがきていていろいろと問題があるので、何とかしてくれというよ

うな話も受けております。こういうことも更新に当たっての御対応も強く要望いたして、こ

の件に関しては質問を終わります。 



 それから３点目、フィルムコミッションについては、神奈川県の綾瀬市は、この間テレビ

でちらっと映ったんですけど、フィルムコミッションが大変いいということで、それで、ち

ょっと調べてみたんですけど、綾瀬ロケーションサービスというやり方をしていて、いろん

な商工会だの何だのと皆さんで協力し合ってやっていらっしゃるということで、市長を筆

頭に官民一体で受入体制を整備しているということでございます。では、どんなフィルムロ

ケーション、場所があるかというと、そんなに特別なところじゃないんですよね。綾瀬市さ

んに失礼なんですけど、金融機関、幼稚園、保育園、和風店舗、それから和風店舗の外側と

か、ラーメン屋、重厚な会議室、重厚な応接室、こんなのはどこにでもありそうな感じのこ

とで、それから市役所庁舎。何か市役所の庁舎のそばにベンチがあって、そこのベンチが聖

地巡礼のような感じであるなんていう話をちらっとテレビで、途中から見たのでよく分か

らなかったんですけど、調べたんだけどちょっとそこまで調べ切れなかったんですが、そん

なのがあったり、それ以外にも、神社とか畑、公園、お寺、畳の部屋 36畳と。私の知って

いるところで 70畳以上ある畳の部屋が西東京市内にありますので、そういうことを考える

と全く負けることもなく、別に綾瀬市とけんかするとか争う話ではないんですけど、そうい

うことができるのではないかと私は思っています。受入体制としては求めている撮影所を

探します。それから御希望の撮影場所、エキストラの派遣も対応します。それから、市長、

商工会長、自治会長協議連絡会などで強力なバックアップをしますという話なんです。だか

ら、そんなに大変ではないのかなと、ちょっとやってみたらいかがかなというのが私の意見

でございます。 

 最近は、この間、映画を見たんですけど、「サマーフィルムにのって」という映画、これ

は欅坂か何かを引退した女性が主役の高校生役なんですけど、この子がスマホの動画撮影

で映画をつくっていくんですね。その学校には映画部があって、映画部は恋愛映画をつくっ

ているんですけど、それに対抗して、その子が好きな時代劇なんです。その時代劇を一生懸

命つくっていくという話で、最後の文化祭のときに上映会をするんですけど、この後のクラ

イマックスのところはネタバレになってしまうので言いませんけど、興味があったら見て

いただたい。とても映画愛に満ちた話で、必ずああいう映画を見ていると、その後に、最後

に何々フィルムコミッションとか、何々市の皆さんと書いてある、そういう協力者の字幕が

出てくるんですけど、あれがとっても私は最近気になって見ているんですけど、結構なとこ

ろがやっていらっしゃると思っております。それ以外にも、最近、邦画がいいのがあって、

東映のやくざシリーズも最近再放送をやって、例の「仁義なき戦い」から始まってずっと見

ているんですけど、はまっています。そういうところにも、ああ、この時代のこのところは

こうだったんだなとか、行ったところのあるところなんかが出ると、大変楽しく見たりいた

しております。西東京市の撮影の素材というか、そういう場所としては東大農場があります

よね。あの景観、東大農場の景観をバックにしてしゃべったりすれば、そこそこの映像が撮

れると私は思います。それから、今の東大農場の間を抜けている３・４・９号線もとてもい

い道なんですよね。今の時期なんか、車やオートバイで走ると気持ちがいいです。ここもと



てもいいと思う。もちろん田無神社、伏見稲荷、総持寺、いいところがいっぱいあるんです

よ。最近では、何といっても、正式名称はローズガーデンというんですか、うちから本当に

歩いて 100 メートルぐらいのところにありますが、５月の連休前後は 50 人から 100 人ぐら

いいたときもあるぐらいの、すごい人数の人で混み合っている、密になっちゃうよというぐ

らいのレベルで人がいらっしゃって見学されている。それだけすばらしい花が咲いている。

あそこだって撮影の何かの素材としてはすごくできるんじゃないかななんて思いますので、

ぜひそういうことをやっていただければと思いますので、御検討のほどお願いいたしたい

と思います。 

 市民会館跡地についてですが、こちらは市の要求水準に沿った提案であり、施設の概要も

そのとおりということは分かりました。そこで、以前の市民会館では武道場もあり、それ以

外にも卓球ができる場所などスポーツができるスペースもあったと思いますが、仕様書で

は、多目的室などを使い、結構激しい運動ができると思います。このような運動ができる場

所があるならば、やはり更衣室やシャワールームがあったほうがよいと思うんですが、既存

の今までの施設ではどのようであったかをまずは伺いたいと思います。 

 公園行政のドッグランについてですが、先ほどの市長の御答弁の中で課題の抽出や検討

とありましたが、その内容にはどのようなものがあるのかを再度伺います。 

 信号設置については、今後も中川議員から別の機会で御質問、提言があると思いますので、

そちらに譲りますが、今回は質問に入れなかった３・４・９号線の北原町２丁目近辺の信号

設置なども同じように、道路や他の施設ができてからやっぱり信号が必要になったではな

くて、そこに住む市民や利用者の状況を見て、警察が行う──警察も警察でお役所仕事です

から仕方がないところもあるんですが、杓子定規の信号設置ではなく、市民の要望に沿う形

での設置をお考えいただくようお願いいたします。 

 ６点目の喫煙所については、意見とさせていただきますが、いろいろ調査研究中であると

いうことで、ありがとうございます。ここで１つ事例を紹介させていただきますが、以前に

もお話ししたコンテナ型のトレーラーやトレーラー型の喫煙所設置は大変好評のようで、

各地で設置が広まっているとのことです。港区ではみなとタバコルールというのがあり、簡

単に言うと、喫煙場所以外では喫煙禁止だが、そのルールを徹底するには喫煙所の整備も不

可欠であるというコンセプトでやられているそうです。駅前などにはコンテナ型の喫煙所

があり、プラズマ脱臭機などもついており、99 パーセント臭いを除去するそうです。この

ようなコンテナ設置をぜひ御検討くださるようお願いいたしまして、また、コンテナ等が置

けない場合は空き店舗などを借りて喫煙所とするアイデアもありますので、先ほど市長も

言われていましたが、そういうふうにお願いしたいと、臨機応変な御対応をしていただきた

いと思います。いずれにしても、たばこ税収入は毎年 10 億円前後ありますので、吸う人へ

の配慮はもちろんのこと、吸わない人への配慮も考えれば、完全分離型の喫煙所が必要であ

ると私は考えます。そういう意味で、ぜひ早期の喫煙所設置を願うものでございますので、

よろしくお願いいたします。 



 最後、高齢者応援カードですね。つながり応援カードというネーミングは大変すばらしい

ネーミングだと思います。コロナ禍の中、感染防止対策等の影響で人のつながりが希薄化さ

れて寂しい思いを抱かれる高齢者の方々も多くいると思います。先ほども言った犬の散歩

で歩いていて、そういう高齢者の方に会うと、話が長いんですよ。本当に久しぶりに人と話

したなんていう方もいらっしゃって、こういうことも含めて、西東京市が配布するつながり

応援カードが、人とのつながり、地域とのつながり、そして行政とのつながりを紡いでいく

というすばらしい企画と評価いたしたいと思います。再質問のほうは、先ほど御答弁の中で、

保健師等が提案するフレイル予防につながるメニューやサービスは具体的にどのようなも

のか。先ほどの御答弁では仕掛けづくりと言われておりますが、どのような仕掛けが施され

ているのか伺いたいと思います。また、今回初となるカード決済については、市内の事業者

の皆様の中にもこれまた高齢者の方々がそこそこいらっしゃると思います。私ごとですが、

私ぐらいの年齢からは、いわゆるカード決済、スマホ決済など、特にコロナ禍においてはコ

ンビニなどでもかなり増えてきておりますが、そのような決済を行うのはなかなか覚悟が

要るもので、うまくいかずに並んでいる後ろの人に舌打ちでもされたものには本当にどき

どきしちゃいまして、むしろ普通にレジで現金払いしたほうがいいんじゃないか、そのよう

に思うときもあります。お店側も同じで、カードごとに決済が違うなど企業努力が求められ

ますが、こちらの高齢者の方々を含むお店側の対策に対してどのようにお考えか、再度伺い

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

ささえあい・健康づくり担当部長（五十嵐豊君） マスクの着用について再質問にお答えし

ます。国の基本的対処方針では、屋内における着用が必要な状況について、他者と身体的距

離が取れていない場合、他者と会話を行う場合としていることから、庁舎内につきましては

マスクを着用することとしております。お子様のマスクの着用につきましては、同対処方針

に基づきまして、２歳未満のお子様にはマスクの着用は推奨せず、２歳以上の就学前のお子

様についてはマスクの着用を一律には求めないこととしておりまして、ホームページ等で

周知させていただいております。また、小学校から高校生年代までの皆様について、屋内で

は他者と身体距離が取れていない場合、または他者と会話を行う場合について、屋外では他

者と会話を行う場合について、マスクを着用することとして周知を図っているところでご

ざいます。 

 続きまして、つながり応援カードの再質問にお答えいたします。一例ではございますが、

市内商業施設に御協力いただき、イベントを予定しているところでございます。商業施設内

をグループで回っていただき、商品を手に取り、店員の方と気軽に御相談できる機会を設け、

参加者同士のつながりやお店の方とのつながりを楽しめるイベントを予定しております。

また、食・栄養に関しましては、飲食店や弁当、総菜店の皆様に御協力いただき、高齢者の

方に特に不足しがちな高タンパクかつ低カロリーのメニューを店頭で御紹介いただく予定

でございます。そのほか、市内のスポーツ施設にお声がけをさせていただき、フレイル予防



につながる運動メニューやコースの御提供等を頂く御相談をさせていただいているところ

でございます。いずれの場面におきましても、市の専門職の知見及びこれまでのフレイル予

防事業で得た情報等を多くの市民の皆様にお伝えする機会とさせていただき、市域全体で

取り組むつながりを応援する事業として展開してまいりたいと考えております。 

 

生活文化スポーツ部長（下田立人君） 幾つか再質問を頂いていますので、お答えいたしま

す。 

 最初に、つながり応援カードにつきましてお答えさせていただきます。こちらは、モバイ

ル端末の取扱いに不安のある事業者の方々につきましては、現在、５月２日から参加を希望

される事業者の方々への説明会や、また、市内商店街等への個別の説明も実施しているとこ

ろでございます。６月から事業実施期間中の間におきましては、コールセンターを設置する

など引き続き丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。 

 続きまして、市民会館跡地活用についての再質問にお答えいたします。現在、スポーツが

できる施設、軽運動ができる施設としましてスポーツ施設がございますが、屋内のスポーツ

施設にはシャワー室がございますが、屋外施設につきましては、１施設を除き設置していな

いという状況でございます。 

 

みどり環境部長（白井一嘉君） ドッグランの再質問についてお答えいたします。グループ

でのドッグランの課題でございますが、一例とはなりますが、大型犬と小型犬を一緒に実施

することは体格差があり、難しいこと。また、たばこの吸い殻などが落ちていた場合に犬が

食べてしまう可能性があるため、清掃が必要なこと。入口を閉鎖するネットなどの資機材の

置場を確保することなどが課題となっております。引き続き試行実施を行いながら検討を

進めてまいります。 

 

（小林たつや君） 子どもさんのマスク着用については、基本的には保護者のお考えを尊重

し、着用できない子どもさんや、逆に着用しないと怖いという子どもさんや保護者の皆様も

たくさんいらっしゃると思います。お互いに相手を思いやる気持ちを持って相手を尊重し

合えば、乗り越えられる問題であると私は思っています。もう少しの辛抱でコロナの感染も

収まって、マスクなしの通常生活ができることを大いに期待するものであります。私も、は

っきり言ってマスクは大変嫌いです。邪魔くさいし、耳は痛いし、顔にも合っていないし、

眼鏡は曇るし、ふだんはアウトドアが好きでよく外にいるので、マスクをしないときがこの

頃は多くなってきました。あと、強制的にオートバイに乗って空気を取り入れているので少

しは我慢できるんですけど、早くマスクをしないで皆さんと語り合えるときが来ることを

願いたいと思います。 

 市民会館につきましては、既存の施設ではスポーツ施設でもシャワー室がないところが

あるということが分かりましたが、今回の市民会館については、せっかく新設されるところ



ですので、シャワー室などがあったら大変便利だと思います。更衣室は多目的室などを使え

ば何とかなるのでしょうけど、シャワー室は水場ですので、トイレの部分を共有できるよう

にして何とかできないかななどと思ってしまいます。多目的な施設整備をしていることは

十分理解しております。また、民間企業が整備し、管理する施設ですので、その業者が対応

できるかできないかは分かりませんが、ぜひシャワー室の設置については事業者にお伝え

願いますことを強く要望いたします。 

 ドッグランについては、この間、５月 22 日のドッグランについて見ていたんですけど、

うちの小型犬の藤丸も連れて行ってきましたが、レトリーバーとかラブラドールのあの辺

の大型犬が本当に楽しそうにはしゃぎ回っている、飛び跳ねているんですね。それは奥側の

ところでやっていただいて、小型犬は手前でやったんですけど、とっても犬たちは楽しそう

でした。やっているボランティアの皆さんは、ごみ拾いとかちょっと大変だったというのは

後で聞いていますが、そこを通りかかる犬連れの方は興味津々なんですね。「やっていいの」

とか言って、「どうぞどうぞ」と入れてもらって、それで、先ほどの方のように私と話した

方もいらっしゃいました。うちの藤丸は残念ながらびびりで、すぐに市の軽トラの後ろに隠

れて、それっきり出てこないで、早く帰ろうぜ早く帰ろうぜと私に上がってきちゃうので、

結局早めに退散したという残念な結果に終わってしまいましたが、ぜひとも今後も指定管

理者への依頼や有料化も視野に入れたドッグラン建設、「いぬい～な」の皆さんの意見も聞

いていただいて、できればやるときにはもう少し宣伝もされたほうがいいんじゃないかな

と思いました。今はボランティア団体が中心ですので難しいところもあるかもしれません

が、どうぞよろしくお願いいたします。 

 高齢者応援カードのつながりカードですね。これのカードがまだ油断のできないところ

ではあれ、コロナ禍の中、高齢者の皆様のフレイル予防や、それこそ市が考える高齢者の皆

様とのいろいろなつながりができることを願いまして、私の質問を終わらせていただきま

す。 

 

 

令和３年度の決算報告です。 

 

22.09  令和３年度 決算報告 
 

令和３年度の決算報告をいたします。令和３年度の決算特別委員会の資料と
して配布された「⻄東京市各会計決算及び各基⾦の運⽤状況審査意⾒書と⻄東
京市下⽔道事業会計決算審査意⾒書」等よりの抜粋を報告いたします。 
 

決算規模 
⼀般会計及び各特別会計を単純に合算した歳⼊決算額の合計は、1,279 億

 



1,405 万 3,275 円、歳出決算額の合計は 1,219 億 6,541 万 3,706 円。 
歳⼊歳出差引額、いわゆる形式収⽀額は 59 億 4,863 万 9,569 円となり、前年

度に引き続き⿊字でした。 
 
決算収⽀ 

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 10 億 2,757 万 5,000 円を差し引いた実質収⽀額は 49 億 2,106 万 4,569 円の
⿊字で、この実質収⽀額から前年度実質収⽀額の 28 億 2,754 万 6,888 円を差し
引いた単年度収⽀額は 20 億 9,351 万 7,681 円の⿊字となり、前年度と⽐べると
15 億 1,959 万 6,207 円の増加となります。 

 
財政状況 

(1) 財政⼒指数（単年度） 
本年度の指数は 0.864 で、前年度の 0.914 に⽐べ 0.050 ポイント低下し

ています。これは、分⼦の基準財政収⼊額が 1.9％の減となったのに対し、
分⺟の基準財政需要額は 3.7％の増であったことによります。 
 

(2) 経常収⽀⽐率 
本年度の⽐率は 89.5％で、前年度の 94.0％に⽐べ 4.5 ポイント低下し

ており、分⼦の経常経費充当⼀般財源等が、補助費等などが増加したもの
の、公債費などの減少により 0.2％の減となったのに対し、分⺟の経常⼀
般財源等は、臨時財政対策債などが減少したものの、普通交付税や地⽅消
費税交付⾦などの増加により 4.9％増加したものです。 

 
経常収⽀⽐率については、現状では多くの団体で 80％台後半から 90％ 

台となっており、本市では 90％を超えない範囲を維持することを⽬標にし
ています。平成 30 年度から前年度までは、緩やかに低下していましたが、
本年度は 4.5 ポイント減の 89.5％と改善し、⽬標である 90％を超えない範
囲となれました。主な要因は、普通交付税が急増したことにあります。（コ
ロナ禍の影響等で・・・）また、社会保障関係経費は依然として増加傾向に
あることも踏まえると、次年度以降も⽬標とする 90％を超えない範囲を維
持することは難しいものと思われています。 

 
 
 
 



(3) 経常⼀般財源等⽐率 
本年度の⽐率は 97.7％で、前年度の 96.0％に⽐べ 1.7 ポイント上昇し

ています。これは、分⼦の経常⼀般財源等収⼊額が、普通交付税や地⽅消
費税交付⾦などの増加により 7.3％の増となったのに対し、分⺟の標準財
政規模は 5.5％の増であったことによります。 

 
(4) 公債費負担⽐率 

本年度の⽐率は 9.3％で、前年度の 10.3％に⽐べ 1.0 ポイント低下して
います。これは、分⼦の公債費充当⼀般財源等が、教育・福祉施設等整備
事業債や臨時財政対策債などの元利償還⾦が増加したものの、合併特例債
や減税補てん債などの元利償還⾦の減少により 6.5％の減となったのに対
し、分⺟の⼀般財源等総額は、国庫⽀出⾦や臨時財政対策債などが減少し
たものの、地⽅交付税や地⽅消費税交付⾦などの増加により 3.0％の増で
あったことによります。 

 
(5) 公債費⽐率 

本年度の⽐率は 4.3％で、前年度の 4.7％に⽐べ 0.4 ポイント低下してい
ます。これは、分⼦の公債費充当⼀般財源等が、合併特例債の元利償還⾦
が減少したことなどにより 3.4％の減となったのに対し、分⺟の標準財政
規模は 6.7％の増であったことによります。 

 
(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 113.4％で、前年度の 130.6％に⽐べ 17.2
ポイント低下しております。これは、分⼦の実質的将来財政負担額が、地
⽅債現在⾼の減少、債務負担⾏為翌年度以降⽀出予定額の増加、積⽴⾦現
在⾼の増加により 8.4％の減となったのに対し、分⺟の標準財政規模は
5.5％の増であったことによるもので、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考えられております。 

 
 
 
 
 
 
 



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 98.8％で、前年度の 98.5％に⽐べ 0.3 ポ
イント上昇し、合併後最⾼の実績となりました。 

現年課税分は 99.4％で前年度より 0.2 ポイント上昇、滞納繰越分は
55.7％で前年度より 12.0 ポイント上昇しました。都内 26 市平均の徴収率
は 98.9％で、26 市中 13位（前年度 13位）という結果になりました。 

 
現年分の徴収強化では、⼝座振替の推進や納税係全員による集中対策を実施、
滞納繰越分の徴収では、徹底した財産調査を⾏い、それを基に、納税交渉及び
滞納処分の判断材料としました。また、納税係と債権回収対策係の連携により、
効率的な滞納整理を実施し、滞納繰越額を圧縮しました。 
 
(2) 国⺠健康保険料（⼀般会計繰⼊⾦ 約２４億７千万円） 

徴収率は、本年度が 89.8％で、前年度の 88.3％に⽐べ 1.5 ポイント上昇
しており、都内 26 市の中では 10位（前年度 11位）に位置します。   
担当課では、現年度分の徴収を強化しており、現年度分の徴収率は 94.8％ 
（1.1 ポイント上昇）滞納繰越分の徴収率は 44.6％で（2.9 ポイント上昇） 
また、債権回収対策係と連携して、本年度は 239件（前年度 235件）の徴
収困難債権を引き継ぎ、組織的な徴収活動を展開しています。 
 

収⼊未済額の合計は、３億 8,186 万 7,098 円で、前年度⽐ 6,836 万 1,173
円（15.2％）の減少。また、不納⽋損額は、5,666 万 9,719 円で、前年度⽐
131 万 4,457 円（2.4％）の増加となりました。今後も時効の更新等を含め適
正な判断と処理をすることが必要とされています。国⺠健康保険財政の健全
化及び負担の公平性の観点から、納⼊強化に向けた取組を期待するものであ
るとされております。 

 
(3) 介護保険料（⼀般会計繰⼊⾦ 約２８億３千万円） 

徴収率は、本年度は 98.8％で、前年度の 98.3％に⽐べ 0.5 ポイント上昇、
本年度は 72件（前年度 74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、3,619 万 6,173 円、前年度と⽐べ 1,674 万 2,468 円
（31.6％）の減少で、不納⽋損額の合計は、648 万 8,700 円で、前年度と
⽐べ 337 万 8,000 円（34.2％）の減少となっております。 



 
 
 
 
4) 後期⾼齢者医療保険料（⼀般会計繰⼊⾦ 約２１億６千万円） 

徴収率は、本年度が 99.5％で、前年度の 99.4％に⽐べ 0.1 ポイント上昇
しています。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 29件）の徴収困難債権を債権回収対策係に引き継いでおります。 

収⼊未済額の合計は、1,083 万 4,925 円で、前年度と⽐べ 44 万 4,350 円
（3.9％）の減少。不納⽋損額の合計は、158 万 4,600 円で、前年度と⽐べ
184 万 1,700 円（53.8％）の減少となり、不納⽋損の理由は、即時消滅（該
当者が死亡等の場合）及び時効の完成によるものです。 

 
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 5,738 万 5,753 円の
（14.9％）の増加となっており、増の主なものは、保育所運営費負担⾦（保   
護者負担⾦）6,295 万 9,825 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 5,344 万 7,044 円（17.1％）
の増加となっており,増の主なものは、学童クラブ育成料 3,060 万 120 円、道
路占⽤料 2,106 万 7,185 円であり、減の主なものは、市営住宅使⽤料 107 万
300 円でございます。 
⼿数料については、前年度と⽐べると 551 万 3,429 円（1.2％）の減少とな

っており、減の主なものは、清掃⼿数料 393 万 829 円です。 
 

7)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
であるので、本年度も関係各課においては、現年度分の徴収業務に⼒を⼊
れ、滞納繰越額の圧縮にも努めるとともに、債権回収対策係と連携し、保
育料等 15 件（前年度 16 件）、学童クラブ育成料等 10 件（前年度 15 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なければなり
ません。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ます。 
 
 
 
 
 
 
 

また、⽣活保護費返還徴収⾦につきましては、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のですが、残りの 25％は市の負担とな
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債権管
理を実施しますが、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、可能な限り返還徴収⾦が⽣じない
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られます。 

 
国⺠健康保険特別会計の⼀般会計繰⼊⾦の状況（約２４億７千万円） 

⼀般会計繰⼊⾦は、前年度と⽐べると 853 万 8,769 円（0.3％）の減少と 
なっており、法定外繰⼊⾦の減の主な要因は、徴収努⼒により徴収率が向 
上したことによるもので、繰⼊⾦の歳⼊総額に占める割合は 12.8％で、その
うち法定外繰⼊⾦の割合は 7.7％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。 
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 
市では令和元年度から第２次総合計画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、
総合計画の⽬指すまちづくりと連動した⾏財政改⾰の取組を進めており、⾏
政運営の効率化と財源の確保に努めています。本年度の実績として、歳出⾯
では、主に「戦略的な⾏政資源の活⽤」における「予算編成業務改⾰」、「特
別会計の持続性の確保」における「国⺠健康保険特別会計の健全化」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「市
有財産の有効活⽤」、「新たな歳⼊項⽬の創出」における「寄附⾦制度等の有
効活⽤」などにより臨時的な歳⼊を確保するとともに、「⺠間活⼒の活⽤促
進」における「保育園の運営体制の⾒直し」など、経常的な歳⼊確保に向け



た取組も成果を上げています。今後も、新型コロナウイルス感染症への対応
に係る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、⾏政サービスを確実に提供し続けるため、更なる⾏財政改⾰
の推進に努めることを望むとのことです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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もあり、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、都市計画事業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、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、歳計現⾦を定
期預⾦により運⽤しており、資⾦管理においては、基⾦の保有（⾼）状況及
び市中⾦利の動向に留意し、的確な現⾦収⽀の把握に努め、計画的かつ効率
的な資⾦運⽤を⾏うことが良いとされております。 

 
まとめ  

令和３年度は、⻑引く新型コロナウイルス感染症が及ぼす経済情勢や雇⽤情
勢を始め様々な影響が懸念され、先⾏きが不透明な状況の中、本市の財政基盤
の根幹を成す市税、さらには景気動向によって影響のある税連動交付⾦の動向
に注視しながらの財政運営が求められた年度でした。 
その結果、新型コロナウイルス対策事業の取組などにより 11回に及ぶ補正
予算が編成され、⼀般会計の歳⼊・歳出とも 800 億円を超え、過去２番⽬に⾼
い決算額となりました。 

主要な財務⽐率では、経常収⽀⽐率 89.5％と前年度と⽐較し 4.5 ポイント
改善しましたが、その要因は、地⽅交付税の臨時的な⼤幅増が影響しているこ
とに留意する必要があります。 



また、公債費負担⽐率 9.3％及び公債費⽐率 4.3％と、それぞれ改善してい
ますが、今後も適正な公債費管理が求められます。             

財政調整基⾦残⾼は第４次⾏財政改⾰⼤綱の⽬標値である標準財政規模の
10％程度に近付いているものの、新型コロナウイルス感染症や原油価格・物価
⾼騰の影響などの不確定要素を踏まえると、年度を通して安定的な財政運営を
⾏うとともに新規の財政需要に対応するためには、引き続き基⾦残⾼の早期回
復に向けた取組が求められております。  

令和３年度の決算状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症を始め原油価 
格・物価⾼騰などによる様々な影響が懸念される中、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考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下⽔道事業会計 
 

審査の結果  
本市では、令和３年度の公共下⽔道事業として建設改良事業を実施している
ほか、経常的な維持管理業務に加え、⻄東京市下⽔道プランに基づき、⽼朽化が
進む施設等の適切な改築更新を計画的に進めていくため、管路のカメラ調査や
マンホールの点検を継続実施し、予防保全型の維持管理に取り組んでいます。  

また、⾬天時侵⼊⽔対策として、侵⼊⽔量が多い区域に対し、流量計による流
⼊箇所の絞り込みと管路のカメラ調査を⾏っています。 

主な経営指標では、経常収⽀⽐率が 4.2 ポイントの低下、経費回収率が 7.3 ポ
イントの低下となっていますが、単年度の経常的な活動における収⽀は昨年度
に続き⿊字であり、汚⽔処理に掛かる全ての経費を下⽔道使⽤料で賄えている
状況となっております。また、流動⽐率が 28.1 ポイントの上昇となり、本年度
も 100％を上回ったことから、短期的な債務⽀払能⼒も向上しております。以上
の経営指標を⾒ると、健全な事業運営及び事業管理が⾏われていると推察され
ます。 

しかし、⼀⽅⻄東京市下⽔道プランでは、下⽔道管渠の布設から 50 年後に当



たる令和６年度から令和 23 年度にかけて、市内の管渠の改築・更新時期のピー
クを迎えます。今後、多額の更新費⽤が複数年度に渡り発⽣していくことや、将
来的な⼈⼝減少等を⾒据えると、下⽔道事業を取り巻く経営環境は、急速に厳し
さを増していくことが予想されます。 
今後は、⻄東京市下⽔道プランの着実な実⾏に向け、財務諸表等による経年⽐
較や他⾃治体との⽐較などを通じて経営状況や課題の把握に努めるとともに、
下⽔道サービスを将来にわたり安定的に提供できるよう、「経営基盤の強化と財
政マネジメント向上に取り組むべき」と思います。また、市⺠のみなさまに下⽔
道事業に対する理解の向上を図るため、経営状況等の情報をわかりやすく「⾒え
る化」するなど、⼯夫をした周知が必要です。 

 
以上で、令和３年度の⻄東京市各会計決算及び各基⾦の運⽤状況審査意⾒書
並びに⻄東京市下⽔道事業会計決算審査意⾒書の報告とさせていただきます。 

 
 
９⽉議会の⼀般質問については、まだ正式な議事録ができてません。 
令和４年 11⽉３⽇現在 
 

 

 

 
 
 
 
 


