
マニフェスト大賞
2015・2016・2018

受賞

市政や議会へのご意見、ご相談など、どうぞお気軽に
FacebookやTwitter、ブログから発信中。「佐藤まさたか」で検索してみてください︕
メールアドレス︓gachapin@sato-masataka.net

佐藤まさたか
1963（昭和38）年 日野市生まれ／慶應義塾大学経済学部卒／社会教育、野
外教育、保育、学童クラブ等、子どもの現場を中心に勤務後、政党や団体に属
さない完全な無所属として5期目の東村山市議会議員／現・政策総務委員会
委員、広報広聴委員会副委員長／全国の優れた政策実践に対して贈られる
「マニフェスト大賞」を、4年間で3回受賞

2022年3月定例議会の予定
2.24（木）初日 本会議…市長施政方針説明／議案審議等
2.28（月） 本会議…議案審議等
3.1（火） 代表質問
 （3名以上の会派、自民・公明・共産のみ実施）
3.2（水）-４（金） 一般質問
3.7（月）-11（金） 委員会開催
3.14（月）-17（木） 予算特別委員会
3.24（木）最終日 本会議…議案審議等
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【発行】ちゃんと変えよう︕東村山
市議会が公務として3か月ごとに開催しています。
今回は4つのテーマに分かれてご意見を伺います。　
①「どうすりゃいい︖ 投票率向上アップ作戦会議」　
②「ジブンゴトです。受動喫煙と喫煙環境」
③「ボール遊びもBBQも︕ 東村山の公園の未来」
④「皆さ～ん︕ 入ってますか︖ 自治会」
▶詳しくは右のQRコードから

あなたの
声を
聴かせて
ください！
まさたか
聞き耳BOX
●前回のオンラインアンケー
ト「市内の公園について伺い
ます」には6名の方からご意
見をいただきました。本当に
ありがとうございました。12
月議会の一般質問に反映さ
せていただき、間もなく始ま
る3月議会での指定管理者議
案にも繋げてまいります。
●今回のテーマは「市の予算
あなたが気になることは︖」。
いただいた声は3月の予算委
員会の質疑に反映させていき
ます。
●右のQRコードからお入りく
ださい。2 月
末まで受け付
けています。

東村山市議会
オンライン議会報告会

東村山市廻田町2-21-13
TEL. 042-398-5265

2月18日（金）19：00～20：20開催

・12月定例議会の報告と質疑応答
・意見交換会
「あなたの関心 どのテーマ︖」

会議の日程は
変更される
場合があります。

報告内容（予定）

コロナ禍だからこそ
デジタル技術の活用で
取り組むべきことがある
▶オミクロン株の急拡大で、保健所に連絡
がとれなかったり、濃厚接触者となって外
出できない方が身近に急増しています。
▶新型コロナと診断されて自宅療養中
で、東京都の支援が届いていない方は、
市役所・健康増進課 Tel.042-393-5111
(代表）に連絡してください。食料やパル
スオキシメーターを届けてもらえます。
本来は都の業務なのですが、昨年9月議会
の私の質問も契機となり、東村山市によ
る市民向けの対応が実現しています。
▶下の画像は、1月末に開催された全国の
議員有志によるオンライン研修会です。
100名以上が参加し、コロナだけでなく、
未知の感染症や大災害の際に、住民の代
表である議会の機能を決して止めてはな

らない。そのた
めに今何をすべ
きか、というテーマで話し合いました。本
レポートの次号以降で、具体的な先進事
例を報告していきます。
▶コロナ禍で実際に人が集まれなくても、
こういったデジタル技術で、集まるのと同
じ水準で会議を開けるように取り組んで
いる議会も全国に増えており、「地方議会
は主義主張の違いを超えて、全住民のた
めにリスクに備えた仕組み作りに今こそ取
り組まなければならない」という識者の
言葉に大いに力づけられました。コロナ
禍だからこそ、デジタル技術を活用し、将
来を見据えた市民のための仕組み作りに
意欲をもって取り組んでいきます。

ミーティングID: 974 8099 0842
パスコード: 173183ZOOM

市民に開かれた議会へ
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市が列挙する目玉事業は…
▷都市計画道路整備 16億1,650万円
▷連続立体交差化 12億1,453万円
▷萩山公園整備 9億3,149万円
▷小中学校トイレ洋式化 5億7,290万円
▷スマートスクール推進 3億8,217万円
▷公園包括管理 2億2,022万円
▷市内事業者活性化 1億2,059万円
▷障害者の日常支援 9,598万円

超党派
無所属

ただ一人、初当選から19年目
政党や特定の団体の支援を一切受けない
完全無所属の市議会議員

誰でも参加いただけるオープンな場です
市政や市議会への素朴な疑問にお答えすると
共に、3月議会で審議する議案や請願・陳情等
をお伝えして率直なご意見を伺い、議会での発
言に反映させてまいります。
新たに始まる公園包括管理の議案や来年度予
算案もすべてお見せします。
私を支持する・しないに関係なく、情報源のひと
つとしてお気軽にどなたでもご参加ください。

佐藤まさたか活動報告＆意見交換会

午後まさたか＆　  夜まさたか開催

初の総額1,000億円超え
～市が来年度予算案を公表～

逆境を好機に…目立つ新たな取組み

オンライン開催

① 午後まさたか＠サンパルネ
2月20日(日)16時～17時半
東村山駅西口ビル2階

② 午後まさたか＠市民センター
2月23日(祝)14時～16時
東村山市役所北

③ 夜まさたか＠ZOOM
2月23日(祝)20時～21時半
メールやSNSでご連絡いただければ、
当日のZoomアドレスをお送りします。

2月9日、東村山市の令和4年度予算案が公表されました。
一般会計は過去最高額で、3つの特別会計と下水道会計を加えた総額は

史上初めて1,000億円を突破しました。

▷生活困窮者支援 7,296万円
▷再生エネルギー利活用 5,544万円
▷教職員働き方改革 4,244万円
▷小中学校体育館エアコン 3,641万円
▷前川公園整備 1,346万円
▷保育所入所選考にAI導入 1,276万円
▷介護人材育成・確保 250万円 等々
　直接・間接のコロナ対策を進めるとと
もに、逆境を好機と捉え、市民サービスの

デジタル化や業務の継続性確保、脱炭素
化に踏み出す等、新たな取組みが多く見
られます。
　一方で、歳入確保には苦労の跡が見ら
れ、基金取り崩しや、公有地売却も計上さ
れています。限られた財源の中で市民ニー
ズはますます多様化し、どのように優先
順位を決めていくのか…選択はどんどん
難しくなって来ており、結論を出す私たち

令和4年度当初予算案(A) 令和3年度当初予算(B) 増　減（A－B） 伸び率 人口1人当

611億3,031万3千円 592億3,753万6千円 18億9,277万7千円増 3.2%△ 40万2,982円

345億6,126万3千円 336億7,672万6千円 8億8,453万7千円増 2.6%△ 22万7,834円

国民健康保険 157億9,908万円 157億5,280万8千円 4,627万2千円増 0.3％△ 10万4,150円

介護保険 145億8,026万8千円 140億4,553万1千円 5億3,473万7千円増 3.8%△ 9万6,116円

後期高齢者医療 41億8,191万5千円 38億7,838万7千円 3億352万8千円増 7.7％△ 2万7,568円

51億4,467万2千円 52億4,852万1千円 1億384万9千円減 2.0%▼ 3万3,914円

下水道 51億4,467万2千円 52億4,852万1千円 1億384万9千円減 2.0%▼ 3万3,914円

1,008億3,624万8千円 981億6,278万3千円 26億7,346万5千増 2.7％△ 66万4,730円

一般会計

特別会計

公営企業会計

合　　計

区　分

令和4（2022）年度 東村山市予算案概要 ※表作成︓佐藤まさたか

※公表されているデータをもとに佐藤まさたか作成

市議会の責任は一層重くなっています。
ところでワクチン接種の見通しは…
　2回目終了後から6か月経過した方に、
接種券が順次送られています。報道にも
あるように、当市でもファイザーにこだわ
ると接種が遅れる可能性が大きそうです。
モデルナ製でも構わないと判断いただく
方が増えると、全体が順調に進むものと
思われます。

費目 単位︓千円 構成比 前年度比

議会費 358,777 0.6% 0.7％△
総務費 5,745,535 9.4% 2.6％△
民生費 30,782,866 50.4% 1.2％△
衛生費 4,021,014 6.6% 5.1％△
労働費 23,063 0.0% 1.2%▼
農林業費 99,688 0.2% 11.2％▼
商工費 260,768 0.4% 44.2％△
土木費 7,703,525 12.6% 10.7％△
消防費 1,813,709 3.0% 4.7％△
教育費 6,437,752 10.5% 8.4％△
公債費 3,785,186 6.2% 5.4%▼
諸支出金 28,430 0.0% 43.3％△
予備費 70,000 0.1% 増減なし
合　計 61,130,313 100.0% 3.2％△
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