九 月定 例 会 が開 催 さ れま し た ！

ひ ば りヶ 丘 南 口広 場 整 備工 事 、 着 手！
ひばりヶ丘駅南口広場 の整備工事の請負契約議案 が、９月定 例会
で可決されました。合併 以前から課題であ った広場内 の民有地 問題
が平成２３年に解決。その後、調査や設計などの準備を進め、いよいよ
工事が始まります。平成三〇年三月には完成予定です。

南口 については、周 辺 歩道 の痛
みが激 しく、整 備 が必要 とさ れ
てきましたが、登記簿上、広場内
に民 有地 が残 存 していたことか
ら、訴 訟となっていたため、整備
が先送りされてきました。
平成２３年に裁判が和解となり
解決 した ため、整 備が可 能 とな
りました。
９月定 例会で、契 約金額 ２億１，
１６８万円 で菊 池建 設 株式 会社
と工 事請負契約を締結す る議案
ひばりが丘 駅 南口 広 場の整 備 が可決されました。
工事が行われます。
ひばりヶ丘 駅は、西武 池袋線 の
二七年 度決 算、 認定 され る
急 行停 車 駅で、乗 降 客数 が、市
内では田無駅に次いで、二番目に
多い駅 です。しかし、駅の南北 口
財 政の硬 直化、 好転 しつつ も、
両 方とも 、使い勝 手 に課 題が あ
りました。
依然厳 しい状 況
北 口については、駅 前広 場とそ
れに続く新 たな道 路の建設 が進 二七 年度 決 算の審査 が行 われ、
められており、エレベーター・エスカ 賛成多数で認定されました。
レーター の設 置も具 体的 な検 討
景 気の回復 基 調や 雇用 情 勢の
段階に入っています。
改善 等に より、市 税収 入は六年
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連続 の増 加 で、過 去 一〇 年 間で ないのにもかかわらず、保 谷庁舎
最高となりました。
の即時 建て替 えを要 求す る市 民
財政 の硬 直 度をみる経 常 収支 団体と、それに同調する議員がい
比率も、前 年度 比３．６ポイント、 ます 。財 政 破綻 を招 くだけの無
五年ぶりの改善となりました。
謀な要求といえましょう。
しかし、それでも、９２．５％で、
庁 舎建設 には、一 般的には８０
９０％を超えています 多 摩二六 億円 から１００億円かかります。
市平 均が８８．２％ なので、依然 この費用を１００％ 起債 借( 金）で
厳しい状況です。
まかなうことは認められていませ
経常収支比率は、簡単に言うと、 ん。２５％は基 金を積むことが求
最初から用途 の決まっている費用 められます。
が、どのくらいあるかを表す目安
２０億から ２５億 円の基 金を積
です。
んで、初めて庁舎整備は可能とな
わかりやすくするために、西東 ります。
京市の財政規模が１００万円だと
皆さ まのご家 庭で、住宅購 入の
します。経常 収支 比率が９２．５ 際 には、頭金 をあ る程 度貯 めて
％だと、１００万円あっても、その から、購入されるのと同様 に、自
うち、９２万５０００円 は、扶助費 治 体においても、頭 金 庁( 舎整 備
や物件費 、人件費、公 債費といっ 基金）がある程度たまった段階で、
た、最初から 支払うことが決まっ 庁舎建設を行うのが通常です
ている費用 義( 務 的 経費 ）に当て
ましてや 、今 後は少子高齢化に
られ、自由 に使えるのは、７万５ 伴い、西東京市においても納税者
０００円しかありません。
人 口が激 減します。将 来世 代に
適正 水準 は、７０％～ ８０％ と 負担の大きいやり方での庁舎建て
言われております。
替えは慎むべきです。
しかし、少子高齢 化の急速な進
丸山市長は、田無庁舎敷地内で
展で、西東京 市に限ら ず、多くの 仮設庁舎をリースで調達し、老朽
自治体 が、９０％ 前後 となってい 化 した 保谷 庁舎 は取り壊 し、整
ます。
備基金を積み、２０３３年までに、
市 内のいず れかの場 所 現( 時 点で
は未定 ）に新庁 舎 を建設 す る案
を提案しています。

新庁 舎の即時 建設

財 政破綻を 招くだ け

庁舎 整 備 基金 は３億 円弱 しか

在宅医療の
現状と課題は？

はそれ以上間隔が空いてしまうこ
とがある。これは望 ましくないの
ではないか。
答弁 受診機会 の拡充 については、
次年度 以降の検診体制 等を踏ま
え、検証したい。

保 谷 な お み の一般 質 問 よ り
どうなる？
泉小学校の跡地活用
質問今 年度中に跡地活用が決定
した場合 、現 在の暫定 解 放や 今
後 の整備 スケジュー ルはどうなる
のか。
答 弁平 成２９年 度 の整 備着 手を
想定 している。暫 定開放 は、整 備
開始とともに終了する。
意 見 整備 期 間中 は地 域 での活
用 ができないので、なるべく活 用
できない空白期間は短 くしてほし
い。
質問西東 京市内の在宅療養支 援
診療 所 ２(４時間 往診 ・訪 問看 護
を行う 診 療所 ）はいくつあ るか。
また、課題は何か。
答弁 ３０か所 の登 録がある。２４
時間対応は、１人の医 師では限 界
があることが課題だ。チーム医療
など、連 携 により支 援す る体 制
づくりの検討を進めていく。

公共施設にかかる費 用
の「見える化」を。
質 問公 共施 設にかかる 費用 は、
納税 者意識で住 民が考えられる
ようにしていくべきと考える。
答弁ファシリティマネジメントシス
テムの構築 を進めている。これを
活 用し、公 共 施設 の維 持管 理 や
修 繕にか かる費 用を示 していく
必要があると考えている。

くりにおいては、一定 の成
果を挙げ つつも、非常に難
しい課題であるため、道半
ばであると分析しました。
また、待 機児 童 対策 や 、超高
齢社 会に備えた地域包 括ケアシ
ステムの構築においては、それぞ
れ積極的に施策を推進してきま
したが、これも、まだ道半ばであ
ると分析しました。
特 に、地 域包 括ケアシステムの
構 築 については、地 元医 師 会や
歯 科医師会、薬 剤師会との強力
な連 携のもと、近隣 市に先 駆け
て、先 進的な取組みと高評 価を
受けていますが、さらに進め、西

丸山浩一市長、２期目への出馬宣言！
十一月 七日、丸 山浩一 西東京
市長 が、記者 会見を開 き、来年
２月に行われる市長選 挙に向 け
て、出馬を表明しました。
丸山市長は、平成２５年２月に
初当選 、第３代西 東京市長に就
任しました。
以 来、多 摩地 域では最 初に健
康都市 連合に加盟し、健康施策
を積極的 に推 し進めてきました。
ほかにも、東伏見 にある下野
谷 遺跡の国 指定の実 現、２庁舎
体制 の課題 を整 理し、庁舎 統合
の道 筋をつけた、など、数多くの
実績を挙げてきました。
その一方で、地域 コミュニティづ

東京モ
デ ルと
言われ
るよう
な シス
テ ムを
構築 し
た いと、
強い意欲を表明しました。
丸山 市 長は、市 長就 任 前、東
京都児童 相談センター 所長とし
て児童虐 待防止 の最前 線に立っ
てきました。
２年前に起 きた市内 中学生 自
死事 件にはたいへんショックを受
け、ひとりひとりの児 童が大 切
にされる西 東京 市にしたいとい
う強 い思いのあること も表明 さ
れました。

保谷なおみ
Facebookページ
こちらからどうぞ

がん検診は
もっと受診しやすく！
質問子宮頚がん、乳がん検診は、
西東京市では、偶数年齢のときに
受 けることとされている。２年に
１度の受診が望ましい受診間隔だ
とされ
ているこ
とから
くるも
のだが、
実際に
は、未受
診 によ
り４年、
も しく

熊本県に続き 、鳥取県でも大きな地震
がしました。
鳥取地震では、死者こそいなかったで
すが、大きな被害がもたらされました。
災害は、日ごろの備えが大切だとよく言
われますが、つい、先送りしがちです。
西東京市民なら、今すぐできる「備え」を
ご紹介します。
も し、スマートフォンを お持ちでし たら、
すぐに「いこいーな西東京ナビ」というアプ
リをダウンロードしてください。
はなバス情報や観光スポットの紹介もあ
りま すが、実は防災情報が充実していま
す。
AEDの設置場所も 、現在場所から一番
近いところ がすぐわかり、しかも ルート案
内までしてくれるスグレものです。
このアプリを暇なときにぼんやり眺めるだ
けでも、立派な「備え」です。
おススメです。

