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小金井市議会議員

2021 年 1 月 26 日

小金井市議会 「みらいのこがねい」会派ニュース
コロナに負けるな！がんばろう小金井！第 1 回定例会 特集号
〇第 1 回定例会が開会：緊急事態宣言に配慮し議会日程を変更
〇新庁舎建設に係る浸水予想区域図の対応について市長報告（1 月 22 日）
○気になる小金井市でのワクチン接種スケジュールと注意事項 ※変更の可能性あり
〇総務企画委員会で審査した陳情が採択され実現！西之台会館が期日前投票所に

1 月 22 日より 2021 年度 第 1 回定例会が開会とな
りました。初日に新庁舎及び（仮称）新福祉会館に
係る浸水予想区域図の対応についての市長報告
がありましたのでお知らせいたします。

東京都の改訂により新たな対応が必要に

【2020 年度 第３回定例会の日程（予定）】
1 月 22 日(金)・26(火)・27 日（木） 本会議（議案説明）
※市長報告
※施政方針に対する質疑
２月８日(月)・9 日(火)１２日(金) 本会議（一般質問）
２月１６日（火） 議会運営委員会・厚生文教委員会
２月１７日（水） 建設環境委員会・総務企画委員会
２月１８日（木） 行革特別委員会・庁舎建設特別委員会
２月１９日（金） 予算特別委員会①
２月２２日（水） 予算特別委員会②
２月２４日（水） 予算特別委員会③
２月２６日（金） 予算特別委員会④
３月 １日（月） 予算特別委員会⑤
３月 ２日（火） 予算特別委員会⑥
３月 ３日（水） 本会議予備日
３月 ５日（金） 本会議（討論・採決）
3 月 21 日に執行される小金井市議会議員選挙のため前
倒し開会となっている今議会は、緊急事態宣言中である
ため、1 日で 2 委員会をまとめて開催するなどの配慮をし
ました。ただし、最重要議案である予算を審議する予算特
別委員会の日程は短縮せず審議時間を確保しています。

浸水深とは、洪水や津波などで浸水した際の水面
から地面までの深さのことです。2019 年 6 月に東京都
が浸水予想区域図を改訂した結果、庁舎建設予定地
の想定浸水深は最大 0.5～1.0ｍとなる場所もあること
が判明し、対策が必要になったとの認識を市は昨年
11 月 19 日の庁舎及び福祉会館建設等調査特別委
員会で示していました。そもそも浸水予想区域図とは
任意の 1 年に発生する確率が 1000 分の 1 以下とい
う稀に見る豪雨（総雨量 690 ㎜時間最大 153 ㎜）を想
定し都が作成し公表しているものではありますが、防
災拠点と位置付けた新庁舎等が、万が一にも浸水の
せいで業務が継続できないようになってしまう事態は
避けなければなりません。

対応策とコスト・スケジュールへの影響は
この間、村山ひできは 1 月半ばくらいまでには市の
対応方針を示すことが急務であると強く主張していま
した。検討に時間がかかってしまいましたが、市は建
物の床レベルを最大浸水深レベルより高くなるように
カサ上げして建物 1 階への浸水を防止し、建物周り
以外の外構レベルは機能確保に必要な盛土をするこ
とを選択しました。
このことにより工事費が 1.2 億円程度の増加、スケ
ジュールは約 7 か月の延伸となり、竣工時期は（仮

称）新福祉会館が 2023（令和 5）年 7 月、新庁舎
が 2024（令和 6）年 8 月へと変更となっています。
また、実施設計も見直しの作業が必要となることから
今定例会で実施設計の変更に伴う補正予算が追加
提出され予算特別委員会で質疑される予定です。ご
注目ください。

小金井市は第 1 回定例会で上程した総額 453 億 5000 万円の 2021 年度一般会計予算で新たにワクチン接種
事業に約 1 億 5600 万円を計上。また、1 月 20 日付で新型コロナウイルス感染症対策担当を新設し、担当課長
以下 6 人の体制で、ワクチン接種等の取組を進めていくことになりました。現時点でワクチン接種場所は未定
ですが、ワクチンの種類によっては超低温冷凍庫が必要になるため、保管が可能な市内の医療機関か市が指
定した会場を検討することになります。さらに接種回数は 2 回を予定しており、予約管理や相談を受けるコール
センターの設置、接種場所ごとのワクチン必要量を把握し配送指示を出すことが市の役割となります。

【ワクチン接種までのスケジュール（予定）】 ※2021/1/26 現在の情報です。ご注意ください。
対象者
接種券の発送
接種時期
① 医療従事者等

2 月下旬～

② 高齢者６５歳以上

3 月上旬～中旬

3 月下旬～

③ 基礎疾患を有する方（６５歳未満）

②の後、順次

④ 高齢者施設・障がい者施設等の従事者

③の後、順次

⑤ ６０～６４歳の方

4 月上旬～中旬

ワクチンの供給量によっては③と同時期

⑥ その他の方

4 月上旬～中旬

ワクチンの供給量を踏まえ、順次接種

※ ワクチンを接種するかしないかは、あくまでも任意です。（強制ではありません）
※ 妊婦の接種順位は、科学的知見等を踏まえ今後の検討により示されることになっています。
※ 16 歳未満への接種については、原則、保護者の同伴または同意の署名が必要となります。

坂下地域で初！西之台会館が３か所目の期日前投票所になります
3 月 21 日に執行される小金井市議会議員選挙から前原町西之台会館も期日前投票所として利用できるようなりました。坂下地
域に期日前投票所を設置することを求める陳情書を市議会が全会一致で採択し実現したものです。

こんなに増えた！期日前投票所の一覧
施設名
１ 市役所第二庁舎
６階６０１号室
２ マロンホール

３か所目の期日前投票所となる西之台会館

実施日時
3/15(月)～3/20(土)
８：３０～２０：００
東町 3-7-21
3/18(木)と 3/19(金)
（東小金井駅開設記念会館）
９：００～２０：００
３ 前原町西之台会館
前原町 3-8-1
3/16(火)と 3/17(水)
９：００～２０：００
投票日に理由があって投票所へ行くことができない場合でも、
選挙中の定められた日時で投票できるのが期日前投票制度です。

村山ひできプロフィール
●1971 年 新潟県南魚沼郡湯沢町生まれ
●1990 年 新潟県立長岡高等学校 卒業
●1995 年 明治大学政治経済学部 卒業
～衆議院議員（岩國哲人・城島正光）秘書
●2005 年 小金井市議会議員選挙に初当選
●2013 年 落選
～㈱ｼﾞｪｲｺﾑ東京に入社し会社員として勤務
●2016 年 復帰を決意し㈱ｼﾞｪｲｺﾑを退職
●2017 年 再び小金井市議会へ
民進党の解党とともに無所属に
現在、総務企画委員会の委員長を務める

所在地
前原町 3-41-15

≪主な地域活動≫
小金井阿波おどり振興協議会 専務理事
小金井薪能 理事・警備委員長
小金井市献血推進協議会 事務局長
小金井市ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ連合 事務局長
子ども達を薬害から守る実行委員会 事務局
名勝 小金井桜の会 会員
明治大学校友会小金井地域支部 幹事
小金井青年会議所シニアクラブ 会員
はけの自然を大切にする会 会員
東京小金井ロータリークラブ 会員
小金井明るい社会づくりの会

常任理事

村山ひでき事務所
〒１８４－０００４
小金井市本町 6‐13‐17
ｻﾝﾗｲｽﾞ武蔵小金井 702
TEL 042-386-5543
FAX 042-386-5560
携帯 090-3428-2715
E メール
hideki@murayama.tv
WEB サイト
http://www.murayama.tv
Twitter
@Murayama_Hideki
Facebook
https://www.facebook.co
m/hideki.murayama.52

