
田村ひろゆきの
議会トーク!



◇西東京市の新型コロナウイルス感染状況

◇ワクチン接種状況と今後

◇「法定ビラ」問題で池澤市長が謝罪

◇6月議会の質問から

ＭＵＦＧパーク/オリ・パラ/公園でのタバコ など

◇令和3年度一般会計予算に賛成
～子ども・若者支援の取り組みなどを評価～

◇水持ち込み問題は何だったのか

◇都議会議員選挙を振り返る



■西東京市の新型コロナウイルス感染状況

出典：西東京市ＨＰ

1日37名の感染者を確認
累計2000名を超える



出典：西東京市ＨＰ

第3波を
超える急拡大



■ワクチン接種の状況（集団接種会場・市内5病院）

①医療従事者

②高齢者施設（特別養護老人ホーム）入所者等

③高齢者

④基礎疾患のある方、高齢者・障がい者施設、保育園・幼
稚園の従事者 ⇒7/5から受付

⑤60～64歳の方 ⇒7/15から受付

⑥50～59歳の方 ⇒7/20から受付

⑦12～49歳の方 ⇒ワクチン供給状況により予約開始予定

※診療所・クリニックでは12歳以上の予約を受付中



■ワクチン接種の状況

■高齢者への接種状況（7/20→7/28の速報値）

1回目 40009回 77.6％ → 40844回 79.3％

2回目 34681回 67.3％ → 36121回 70.1％

⇒今月末に80％を見込む

■一般接種状況（7/20→7/28の速報値）

1回目 54239回 28.9％ → 59060回 31.5％

2回目 37074回 19.7％ → 40224回 21.4％

⇒8～9月に50～60％を見込む



■集団接種会場の追加開設予定

(仮称)第10中学校 7月末で終了

西東京市役所田無庁舎 開設中～11月まで 300回/日

エコプラザ西東京 開設中～11月まで 300回/日

西東京いこいの森公園 8月中旬以降～11月まで 500回/日

ひばりが丘パルコ 8月中旬以降～11月まで 100回/日

アスタ西東京 9月～11月まで 100回/日

7月19日の臨時会で補正予算可決

若年層に移行することから利便性の高い場所を選定



■緊急事態宣言発令による影響

出典：西東京市ＨＰ

前回宣言時は・・・
基本「閉める」



■緊急事態宣言発令による影響

出典：西東京市ＨＰ

今回は・・・
①夜間利用制限
②人数制限
が基本の対応



■市長選挙「法定ビラ問題」はどうなった？



■改めて振り返る西東京市長選挙

票差1514票

2.15％の惜敗

投票率は

＋9.33％！

出典：西東京市ＨＰ



■法定ビラ問題に対する市民や議員の動き

ネット署名
公開質問状
異議申し立て



■5月14日 抗議署名を提出

市長は・・・

「異議申立て
の判断結果も
踏まえて」

早期にご自身
の思いを表明
すべきと迫る



■5月28日 第3回定例会初日で謝罪

「平井竜一候補者、
支援された皆様、
不快に思われた市
民の皆様に心より
おわび申し上げま
す」

重く受け止めるが、平井氏や公開質問状を出した市民には直接連絡をすべ
きではないか、ビラを発行した確認団体にも何らかの対応を促すべきではな
いかと指摘。市長が本会議陳謝までしているのに、発行元の確認団体が知
らん顔というのは疑問。



■6月議会の質問から

今回の質問は以下の８点

①市長の政治姿勢について

②新型コロナウイルス感染症対策について

③東京オリンピック・パラリンピックについて

④「伝わる」広報について

⑤仮称「ＭＵＦＧパーク」について

⑥田無駅南口交通広場について

⑦公園での受動喫煙防止について

⑧気候危機と食育について



■6月議会の質問から

①市長の政治姿勢について

•質問：議会初日にお詫びした。これで区切りか。

•答弁：1つの区切りをつけさせていただいたと考える。

•質問：平井氏や、市長への手紙や公開質問状を出し
た団体や個人に連絡すべきでは。

•答弁：ご意見は参考にするが、議場での発言で区切
りと考える。

•意見：市長がおわびしたことを確認団体にも伝え、確
認団体にも対応を促していただきたい。



■6月議会の質問から

②新型コロナウイルス感染症対策について

•質問：今日まで図書館が休館。近隣では開館してい
た市もあるのになぜ？という声が多い。

•答弁：人流抑制と感染拡大を抑えることを考えた。都
立図書館と多摩六都4市も休館していた。

•意見：都や多摩六都にならったということだが、図書
館HPでは説明不足。納得いく説明が必要だ。第4回
目の緊急事態宣言の可能性ゼロではない。今後の
対応にぜひ生かしていただきたい。



■6月議会の質問から

③東京オリンピック・パラリンピックについて

•質問：聖火リレーの開催方法等、都に再考を促すべき。

•答弁：東京都聖火リレー実行委員会により運営。安全
な聖火リレーとしていく準備を進めているとのことだ。

•質問：小中学生の観戦計画は予定通り実施するのか。

•答弁：市内全小中学校の小学4年生から中学3年生の
チケットがある。今後の動向を注視し慎重に対応する。

•質問：授業の一環なのか。行かない判断もありなのか。

•答弁：教育課程外である。欠席扱いにはならない。



■6月議会の質問から

④「伝わる」広報について

•質問：市報が十分読まれていない。行政が「伝えたいこ
と」と市民が「知りたいこと」は違う。足立区のシティプロ
モーション課はまちの魅力をいかに住民に伝えるのか
という視点で区の広報物改革に取り組んだ。市としての
課題認識は。

•答弁：他自治体を参考に創意工夫を図っている。外部
講師による研修も行っている。

•質問：子どもが関心を持てる記事、紙面づくりをしては。

•答弁：今後調査研究する。



■6月議会の質問から

⑤仮称「ＭＵＦＧパーク」について

•質問：市にとって渡りに船のような計画。期待したい。
近隣住民からは交通量増加を懸念する声がある。駐
車場の位置や台数、進入経路など決まっているか。

•答弁：今後協議する。

•意見：住宅街に車が進入しない
ような誘導、道路幅員や歩道の
確保などお願いしたい。



■6月議会の質問から

⑥田無駅南口広場の都市計画変更

•質問：広場から南に延びる街路部分と市役所通りの
交差部分の隅切りの長さが変更された理由は。

•答弁：交差点位置変更による。新たな関係権利者の
発生抑制のため。安全上問題は
ない。

•質問：現在空き地の場所を暫定
活用しては。

•答弁：利活用について検討したい。



■6月議会の質問から

⑦公園での受動喫煙防止

•質問：市内の公園での喫煙についてルールは。

•答弁：受動喫煙防止などの喫煙マナー向上の周知に
努めている。

•質問：練馬区は児童遊園禁煙、
三鷹市・調布市では公園と隣接
する路上が禁煙。本市でも検討
せよ。

•答弁：禁煙にした場合の周辺施設
などへの影響を調査研究する。



■6月議会の質問から

⑧給食から気候危機を考える

•質問：本市での学校給食を通じた取り組みは。

•答弁：地場産農産物を積極的に購入。栄養士からの
お便りや校内放送で児童生徒に説明している。

•質問：大豆ミートなどを取り入れて
みてはどうか。

•答弁：一部の学校で栄養バランス
の視点から代替肉を使用した。



■6月議会で決まったこと

■全会一致で可決・採択①
議案第27号 西東京市市税条例等の一部を改正する条例の専決処分について
議案第28号 西東京市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分について

議案第29号 工事請負契約の締結について
議案第31号 令和3年度西東京市国民健康保険特別会計予算
議案第32号 令和3年度西東京市駐車場事業特別会計予算
議案第33号 令和3年度西東京市介護保険特別会計予算
議案第35号 令和3年度西東京市下水道事業会計予算
議案第46号 令和3年度西東京市一般会計補正予算（第1号）
議案第47号 令和3年度西東京市一般会計補正予算（第2号）

議案第36号 西東京市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一
部を改正する条例
議案第37号 西東京市国民健康保険条例の一部を改正する条例
議案第38号 西東京市介護保険条例の一部を改正する条例



■6月議会で決まったこと

■全会一致で可決・採択②
議案第39号 市道路線の認定について
議案第40号 市道路線の認定について

議案第41号 市道路線の認定について
議案第42号 市道路線の認定について
議案第43号 市道路線の認定について
議案第44号 市道路線の認定について
議案第45号 市道路線の変更について
議案第48号 西東京市副市長の選任につき同意を求めることについて
議案第49号 西東京市教員委員会教育長の任命につき同意を求めることについて

議案第50号 西東京市教員委員会委員の任命につき同意を求めることについて
議案第51号 西東京市固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて
委員会提出議案第3号 西東京市会議規則の一部を改正する条例

議員提出議案第3号 介護保険料特別徴収の誤りに関する決議
議員提出議案第5号 令和3年度西東京市一般会計補正予算（第2号）に関する附帯決議



■6月議会で決まったこと

■賛成多数で可決したもの
議案第30号 令和3年度西東京市一般会計予算
議案第34号 令和3年度西東京市後期高齢者医療特別会計予算会計補正予算（第12号）

■賛成少数で否決・不採択となったもの
議員提出議案第4号 今夏の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催中止を
求める意見書
陳情第14号 日本国内のいち早くワクチン接種に関する意見書の提出を求める陳情
陳情第19号 原爆暦77年にオリンピック・パラリンピックを行わない事に関する陳情
陳情第21号 「脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力の割合を高める2030年
エネルギー基本計画の改定を行う意見書の提出」を求める陳情

■賛成なしで不採択となったもの
陳情第6号 使われてない土地を防災公園や緑地に関する陳情

陳情第7号 特例子会社の法律に関する意見書の提出を求める陳情

陳情第9号 年配の方にヘルパーを付き添う制度に関する陳情

陳情第10号東京オリンピック・パラリンピックの外国人客の断念を撤廃して入場制限に関する意見書の提出を求める陳情（※森てるお議員退席）

陳情第12号新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のフィットネスクラブ活用に関する陳情

陳情第13号西東京市内の各公共施設など除菌作業に関する陳情



■6月議会で決まったこと

議案第30号 令和3年度西東京市一般会計予算

賛成 ２１
自民9、公明5、

立憲2、ネット2、

無所属3（小峰・納田・田村）

反対 ５
共産4、無所属1（森て）

⇒賛成多数で可決

3月議会が3か月間の暫定予算だったため、この時期に一般会計予算を審査しました



■田村の一般会計予算賛成理由

①子ども・若者支援の実施

市内の子ども食堂への補助や、市独自の学生応援特別給付金
など。6月26日には、大学生等若者向けの緊急食料支援を実施。

②今年度中の「ゼロカーボンシティ宣言」に向けた取り組み

施政方針で気候危機への懸念を表明し、2050年温室効果ガス

（二酸化炭素）実質排出ゼロに取り組むと表明。全庁的な取り組
みが必要で、市役所のあり方そのものを問い直す契機になる。

【ここは問題！】

昨年10月に「介護保険料の督促状の誤発送」というミスがあった
ことが発覚。その後議会への情報共有も全くされていなかった。



■6月議会で決まったこと

「脱炭素、脱原発を進め、再生可能エネルギー電力の割合を高め
る2030年エネルギー基本計画の改定を行う意見書の提出」を求
める陳情

賛成 １２
共産4、立憲2、ネット2、

無所属4(小峰、森て、

納田、田村)

反対 １４
自民9、公明5

⇒賛成少数で不採択



■6月議会で決まったこと

今夏の東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催中止を求
める意見書

賛成 １０
共産4、立憲2、ネット2、

無所属2(森て、田村)

反対 １５
自民9、公明5、

無所属1(納田)

⇒賛成少数で不採択

※小峰議員は退席

納田議員は「苦渋の選択として感染対策を徹底していくことを求
める」と反対討論。



■水持ち込み問題は何だった？

傍聴規則には
「飲食禁止」の規定

議員には？

⇒明文規定なし

これまで許可制で持ち
込みの実績あり

⇒議長に相談、委員長
にも許可を得たが・・・

前提に「病気」？



■水持ち込み問題は何だった？

ＳＮＳ投稿にいちゃもん
「不用意な投稿」

さらには市民のＳＮＳ
投稿も実名で批判

⇒この騒動で１０時間
も委員会ストップ



出典：ＮＨＫ都議選2021ＨＰ■都議会議員選挙の振り返り

入れたい人がいなかったという声も・・・ 来年末は市議選です



議会トーク!
これからも続けていきます


