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4 月

午後 1:30 議会基本条例点検部会

午前 10:00 広報委員会

午後 1:30 議会費検証部会

午後 3:00 東京都北多摩議長連絡協議会役員市（監事）議長（・局長）
会が府中市役所で開かれ、大和議長が出席

午前 10:40 広島県呉市議会議員６名が行政視察に来庁
【視察事項：総合オンブズマン制度について】

午後 2:25 東京都市議会議長会臨時総会が東京自治会館で開かれ、大和
議長が出席

午前 10:00 東京都日野市議会議員１名が行政視察に来庁
【視察事項：国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推
進する条例について】

午前 9:59 議会運営委員会

午前 10:00 広聴委員会

午後 2:00 第84回関東市議会議長会定期総会が桐生市市民文化会館で開
かれ、大和議長が出席

午後 2:00 平成30年第２回多摩川衛生組合議会構成市議員代表者会議が
開かれ、青木（健）議員が出席

午前 9:30 愛知県半田市議会議員９名が行政視察に来庁
【視察事項：ごみ減量に対する抜本的な取り組みについて】

午前 11:00 会派代表者会議

午後 3:00 東京都北多摩議長連絡協議会定例総会が東京自治会館で開か
れ、大和議長が出席

市 　議 　会 　日 　誌

11 日 (水)

17 日 (火)

19 日 (木)

23 日 (月)

25 日 (水)

9 日 (月)

10 日 (火)

26 日 (木)

12 日 (木)

13 日 (金)

18 日 (水)

24 日 (火)

27 日 (金)
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5 月

午前 10:00 議会基本条例点検部会

午後 1:30 議会改革特別委員会

午後 2:35 広聴委員会

午前 10:00 建設環境委員会（陳情継続審査分）

午後 7:00 国立市議会意見交換会（第１日）を市役所会議室で開催

午後 2:00 国立市議会意見交換会（第２日）を北市民プラザ多目的ホー
ルで開催

午前 9:58 議会運営委員会

午前 9:58 広聴委員会

午前 10:00 京都府京田辺市議会議会運営委員会委員７名、議長、議会事
務局職員２名が行政視察に来庁
【視察事項：広聴委員会における広聴活動について】

午前 10:45 国立市土地開発公社評議委員会及び理事会が開かれ、青木
（健）議員、石井（伸）議員、遠藤議員、藤江議員、高原議
員、中川議員、青木（淳）議員、関口議員が出席

午後 1:30 議会費検証部会

午前 9:00 東京都国分寺市議会議員２名が行政視察に来庁
【視察事項：国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推
進する条例ついて】

午後 1:30 静岡県三島市議会議員５名、担当部局職員３名が行政視察に
来庁
【視察事項：公共施設保全計画・再編計画について】

午後 2:00 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事会が東京自治会館
で開かれ、大和議長が出席

午後 3:00 第56回三多摩上下水及び道路建設促進協議会総会が東京自治
会館で開かれ、大和議長、関口議員、渡辺議員、小口議員が
出席

午前 10:00 東京都稲城市議会議員２名が行政視察に来庁
【視察事項：国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推
進する条例ついて】

午前 11:57 会派代表者会議

午後 2:15 東京都市議会議長会理事会・定例総会が東京自治会館で開か
れ、大和議長が出席

午後 1:30 議会基本条例点検部会

午後 3:00 岩手県大船渡市議長、事務局長が派遣職員御礼（挨拶）のた
め来庁

午後 1:00 全国市議会議長会第94回定期総会が東京国際フォーラムで開
かれ、大和議長が出席

午後 2:00 東京都三多摩地区消防運営協議会役員会・通常総会が東京自
治会館で開かれ、大和議長が出席

31 日 (木)

24 日 (木)

30 日 (水)

23 日 (水)

17 日 (木)

25 日 (金)

7 日 (月)

市 　議 　会 　日 　誌

11 日 (金)

16 日 (水)

18 日 (金)

29 日 (火)

12 日 (土)

28 日 (月)
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議  会  の  動  き 

会 派 代 表 者 会 議 

 

 

１．日 時   ４月 26日（木）  午前 11時 00分 

２．場 所   議会応接室 

３．議 題  （１）政治倫理条例の施行について 

（２）多摩地域都市モノレール等建設促進協議会への加盟について 

（３）議会改革特別委員会のスーパーバイザーについて 

（４）多摩川衛生組合議会議員について 

※クールビズについて 

 

―――――――――――――◇――――――――――――◇――――――――――――  

 

１．日 時   ５月 25日（金）  午前 11時 57分 

２．場 所   議会応接室 

３．議 題  （１）政治倫理条例の施行について 

（２）多摩地域都市モノレール等建設促進協議会委員について 

（３）多摩川衛生組合議会議員について 
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議 会 運 営 委 員 会 

 

 

１．日 時   ４月 19日（木）  午前 9時 59分 

２．場 所   委員会室 

３．議 題   （１）懸案事項について 

 

―――――――――――――◇――――――――――――◇―――――――――――― 

 

１．日 時   ５月 16日（水）  午前９時 58分 

２．場 所   委員会室 

３．議 題   （１）懸案事項について 

        （２）議長の諮問事項について 

 

 

 

議 会 改 革 特 別 委 員 会 

 

 

１．日 時   ５月７日（月）  午後１時 30分 

２．場 所   委員会室 

３．議 題   （１）意見交換会について 

        （２）スーパーバイザーについて 

        （３）視察について 

        （４）各部会からの報告について 

        （５）今後の予定について 
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広 報 委 員 会 

 

 

１．日 時   ４月 10日（火）  午前 10時 00分 

２．場 所   議会応接室 

３．議 題   （１）議会だより№243の編集内容の確認について 

【平成 30年５月５日付発行 12P立て】 

 

 

 

広 聴 委 員 会 

 

 

１．日 時   ４月 23日（月）  午前 10時 00分 

２．場 所   議会応接室 

３．議 題   （１）平成 30年５月 11日、12日開催意見交換会の運営方法について 

 

―――――――――――――◇――――――――――――◇―――――――――――― 

 

１．日 時   ５月７日（月）  午後２時 35分 

２．場 所   議会応接室 

３．議 題   （１）広聴委員長の互選について 

 

―――――――――――――◇――――――――――――◇―――――――――――― 

 

１．日 時   ５月 17日（木）  午前９時 58分 

２．場 所   議会応接室 

３．議 題   （１）平成 30年度農業まつりへの参加について 

        （２）平成 30年５月国立市議会意見交換会の報告、反省 

平成 30年５月国立市議会意見交換会の報告、反省 



開催日時 平成３０年５月１１日（金）　午後７時から午後９時

開催場所 市役所３階　会議室　　　

出席議員

参加人数 26 名

報告内容

国立市議会議長

大和　祥郎 様

平成３０年 5 月 18 日 報告者 広聴委員長　石井めぐみ

・市報や市議会便りを見ての来場者が多かったが、来場の動機に

超党派でのチラシ配りを見て議員の活動を知ったという声もあり、地道な

広報活動が重要であることを実感した。

「手配りされたチラシを受け取って」と書き添えてくれた方もいらっしゃった。

20時40分よりテーブルごとの報告。関口副委員長の閉会の挨拶。

【主な意見】（アンケートより）

1.開催日時、会場：よかった（6名）・ふつう（3名）・改善を求む（0名）

2.進行、タイムテーブル：よかった（7名）・ふつう（2名）・改善を求む（0名）

3.報告内容：よかった（7名）・ふつう（2名）・改善を求む（0名）

【意見交換会の概要】

大和議長による開会の挨拶の後、各常任委員会・議会改革特別委員会からの報告

各常任委員会のテーマごとにテーブルに分かれ、議員が進行役と書記を務めた。

参加者と意見交換を行った。

20時に5分間の休憩と席替えの時間を設けた。

代　表　者 石井めぐみ　広聴委員長 司　会　者 石井めぐみ　広聴委員長

報　告　者 各常任委員会委員長など 記　録　者 石井めぐみ　広聴委員長

高原　幸雄 関口　博 中川　喜美代 大和　祥郎

青木　健

大谷　俊樹 藤田　貴裕 重松　朋宏 青木　淳子

石井　めぐみ 稗田　美菜子 髙柳　貴美代 石井　伸之

意　見　交　換　会　報　告　書

平成３０年５月１１日、１２日開催　国立市議会意見交換会

上村　和子 望月　健一 渡辺　大祐 遠藤　直弘

4.質問、意見の取扱い：よかった（9名）・ふつう（0名）・改善を求む（0名）

アンケートの提出：10名

・平素は接触の少ない市議会に市民の要望を聞いてもらえるのはよかった。

・またこのような機会を持って欲しい。議会から出掛けて行く方法も考えてほしい。

・初めて参加してたいへん勉強になった。もっと市政をPRしてほしい。

・回数を増やしてもっと開催してほしい。

・意見交換会のまとめを行政の方針に活かしてほしい。

・直接議員と話せたことが嬉しかった。

・事前に音声の調整やマイクのテストが必要。

・隣りの声が聞こえるのでパーテーションで仕切ってほしいというご意見

・国立市がよりよい市になるよう、自分も頑張りたいと思った。

【意見交換会の集約】

・議員と直接話せる機会が嬉しいという意見を多くいただいた。

・市役所の会議室では、25名程度の参加者で満席となる。会場は今後の課題。

・聴覚しょうがい者の参加者が多く、手話通訳を含めて座る位置などは検討課題。

・挙手をしながら発言するシステムはなるべく実行していただきたい。

・ビッグパットの使用は見やすくて良かった。
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開催日時 平成３０年５月１２日（土）　午後２時から午後４時

開催場所 北市民プラザ　多目的ホール

出席議員

参加人数 33 名

報告内容

・2日間続けて参加してくださった市民も多かった。（別のテーブルについていた）

国立市議会議長

大和　祥郎 様

平成３０年 5 月 18 日 報告者 広聴委員長　石井めぐみ

いただいた意見を報告書に纏めて閲覧できることも説明が必要か。

・プロジェクターが見えづらいとのご意見をいただいた。

石井めぐみ　広聴委員長

石井　めぐみ

高原　幸雄

大和　祥郎

3分で発表をするのは難しいが、全体の時間を考えると3分が限界であろうと思われる。

時間に限界があることを予め参加者に伝え、今後はアラームなどで時間をくぎる。

【意見交換会の集約】

・北プラザは会場が広いので福祉保険のテーブルを増やすことができた。

意見交換の時間をなるべく多く取れるよう時間は厳守してほしい。

・テーブルが増えたことで、最後の発表の時間が足りなくなった。

・本会が条例に位置づけられていることを知らなかった。

・記録を取っている議員の主観が入らないか心配。

・2日目は、テーマ報告が5分以内に収まらず時間が押してしまった。

石井めぐみ　広聴委員長

各常任委員会委員長など

・また開催して欲しい

代　表　者

報　告　者

司　会　者

記　録　者

15時に5分間の休憩と席替えの時間を設けた。

15時40分よりテーブルごとの報告。関口副委員長の閉会の挨拶。

【主な意見】

1.開催日時、会場：よかった（8名）・ふつう（0名）・改善を求む（1名・狭い）

2.進行、タイムテーブル：よかった（6名）・ふつう（2名）・改善を求む（0名）

3.報告内容：よかった（6名）・ふつう（1名）・改善を求む（1名・主観が入っている）

・国立に梨園を残すため、ぜひ都の農林水産振興財団の「青空塾」の施策を

国立市の援農システムに取り入れて早期の実現を目指してほしい。

意　見　交　換　会　報　告　書

参加者と意見交換を行った。

【意見交換会の概要】

大和議長による開会の挨拶の後、各常任委員会・議会改革特別委員会からの報告

各常任委員会のテーマごとにテーブルに分かれ、議員が進行役と書記を務めた。

望月　健一

藤田　貴裕

稗田　美菜子

関口　博

青木　健

重松　朋宏

髙柳　貴美代

尾張　美也子渡辺　大祐

青木　淳子

住友　珠美

平成３０年５月１１日、１２日開催　国立市議会意見交換会

石井めぐみ　広聴委員長

4.質問、意見の取扱い：よかった（7名）・ふつう（1名）・改善を求む（0名）

アンケートの提出：9名

・依存症の啓発をしたくて参加した

中川　喜美代

藤江　竜三

小口　俊明

- 8 -



開催日時 平成３０年５月１１日（金）　午後７時から午後９時

開催場所 市役所３階　会議室　　　

出席議員

参加人数 6 名

報告内容

○防災備蓄等も現段階では対応しきれていない。災害時どうするのか。

国立市議会議長

大和　祥郎 様

平成３０年 5 月 31 日 報告者 総務文教委員　　　　稗田　美菜子

○学校の建て替えでコミュニティが壊れないようにしてほしい。

○学校の建て替えとともにその学校特有の教育もしっかり取り組んでほしい。

安全は何よりも確保してほしい。

○建替えと共に国立市の学校は私立学校と交流がないから教育のビジョンを示すべき

○統廃合後は学校名を地域名など新たな愛着を持てるものにしたほうがいい。

○聾学校に子供を送っていたころ子供の心配が絶えなかった。通学を含めた子供の

○文教地区指定のある国立だからこそ教育が大切にされる議論をしてほしい。

【主な質問】

○二小の芝生や六小の矢川など学校周囲の環境も含めて学校施設と考えてほしい。

○統廃合を積極的に進め、空き教室などに高齢者向け施設などを入れてはどうか

○学校を公共施設として統廃合も議論すべき

【主な教育に関する意見】

代　表　者 髙柳貴美代　委員長 司　会　者

意　見　交　換　会　報　告　書　（総務文教委員会）
平成３０年５月１１日、１２日開催　国立市議会意見交換会

髙柳　貴美代 遠藤　直弘 稗田　美菜子 中川　喜美代

報　告　者 稗田　美菜子 記　録　者 稗田　美菜子

【意見交換会の概要】

学校施設の更新の取り組みについて市議会だよりとPPT資料を基に参加者全員から

順番に意見を頂いた。

【主な意見】

〇中学校のPTAとしても、教育を受ける環境が古いものより新しいもののほうが良い

と思うし、よりよい環境で子供たちに教育を受けさせたいので早期建て替えの要望も

11日の意見交換会では6名の方から意見を頂戴いたしました。
現役の子育て世代の方からの率直な意見も、国立在住歴が長く、今は小学生の見守り
をしている方からの国立への熱いなども伺うことができました。
学校については単に教育の施設というだけでなく、地域において重要な役割を果たし
ている意見が多かったです。
学校の施設更新については、公共施設更新と共に様々な世代に意見を聞く必要がある
とおもいました。

出している。

○第二中学校ではプレハブ校舎が常設のように使われているので、施設の違いが

○東京つくし会さんより「こんな時どうしたらいいの？」精神疾患の子供の早期発見

早期治療に関する中学生向け冊子の紹介があり、すでに各中学校に100部ずつ配布

差別を生みかねない状況がある。耐用年数のぎりぎりまで使う必要はない。

○生徒数の見込みなど、甘いように感じる。

○新しい順になくしていくのではなく、納得できる形で進めてほしい。

○第二小学校について

　○芝生は残してほしい。芝生がコミュニティづくりにも大きく貢献している。

　○建て替えたらトイレは様式にしてほしい。

　○建て替えの時の代替え教室を第8小学校に作ったりすることはできないのか。

しているが、どのように使われているかわからない。

【意見交換の集約】

○学校区は減らさないでほしい。

○地域福祉や防災などを取り入れた学校施設にしていくべき

- 9 -



開催日時 平成３０年５月１２日（土）　午後２時から午後４時

開催場所 北市民プラザ　多目的ホール

出席議員

参加人数 7 名

国立市議会議長

大和　祥郎 様

平成　30年 5月 16 日 報告者 総務文教委員　　　尾張美也子

報告内容

学校に関する質問
・数年前に市が出した「公共施設保全計画」と今回の学校施設整備計画の関係はどう
なっているのか
・以前、学校選択制や自由化があったが、国立市ではどうか
・各避難所の資材の保管場所は、どうなっているのか。身体しょうがいしゃなどの対
応はできているのか
２小建替えに関する要望
・２小周辺の歩道環境が悪いので整備してほしい。
・たとえば２小をなくし、周辺の学校で補うという考え方や、今の規模を維持するな
らば、多目的に利用できるよう複合化するなど工夫が必要
・学校の建替えでは、多摩で育った木を使った温もりのあるものにしてほしい
学校の多目的活用に関する意見
・小・中学校は、心の故郷。小学校での同窓会は飲食ができないとのことで断られ
た。学校が様々なことに活用できるよう柔軟に対応できないのだろうか。
・今までの学校は子供と教師と親のものから、日常的にいろいろなイベントで使える
施設にしてほしい。
学校を地域の核にすべきという意見
・３小・１中・２小・２中などは、文教都市国立のブランドであり、国立の核なの
で、なくしてほしくない。
・小学校は地域の核となる大切な存在。こどもや高齢者が、歩いていける場所に地域
コミュニティの場が必要で、それが小学校区なので、安易に統廃合すべきでない。統
廃合については、当事者、関係する人、全市民の合意形成が必要。
・国立に住んだ人が戻ってくるような街にするためにも、小学校を核としたふるさと
づくりをしてほしい。
・8小に子供を通わせて、見守りの人や民生委員の方などたくさんの方が入ってきてい
る。小学校を核にして地域の方が活動していることがわかった。
・通学路の見守りや挨拶の声かけ活動で、地域の大人との交流が広がっている。これ
を全市的に行い、学校の子どもを介して地域づくりを行えば、国立全体が知り合いに
なれ、震災の時、避難所を使うときにもよいと考える。
その他の要望
・国立市内の小中学校と聾学校の交流なども行ってほしい。
・公立学校の施設整備が遅れているし汚い、公立への入学者が減り、私立に流れてい
る。公立学校の施設整備など物理的な整備に予算を増やすことを議会で取り組んでほ
しい。

出された意見の多くは、小中学校が地域の核、故郷として国立らしさを大切にした多
目的な活用ができる施設にしていってほしいという意見が多く寄せられた。
立川聾学校と国立市内の小中学校との交流がないので、お互いの理解を醸成するため
にも、聾学校と市内の小中学校との交流をという意見が出て参加者が共感しあった。

【意見交換会の集約】

意　見　交　換　会　報　告　書　（総務文教委員会）

【主な意見】

髙柳　貴美代

中川　喜美代

稗田　美菜子

藤江　竜三代　表　者

報　告　者

司　会　者

【意見交換会の概要】
最初に髙柳委員長よりテーマ「国立市学校施設更新の取組について」の概略説明を
行ったのち、テーブルにおいて、参加者からの質問や意見を伺った。途中休憩を挟み
約1時間ほどの意見交換の後、尾張議員が主な内容を発表した。

平成３０年５月１１日、１２日開催　国立市議会意見交換会

尾張　美也子

髙柳貴美代　委員長

尾張　美也子

藤江　竜三

尾張　美也子記　録　者
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開催日時 平成３０年５月１１日（金）　午後７時から午後９時

開催場所 市役所３階　会議室　　　

出席議員

参加人数 8 名

報告内容

国立市議会議長
大和　祥郎 様

平成３０年 5 月 31 日 報告者 建設環境委員長 渡辺　大祐

・富士見台１丁目の地域には未だに、南部地域指定のままの区域があり、逆差別ではないか。少
なくとも、南武線以北は全て用途地域として指定してほしい。
・谷保ー矢川を結ぶ路線バスがほしい。
・南武線高架化について詳しく知りたい。
・南武線の高架化を早急に実現してほしい。
・泉の地域のバイパス付近の道路のせいで、生活において緊張感を強いられているように感じ
る。停止線の課題（後方に下げてほしい）、角のすみきりの課題（もっとゆるやかにできない
か）、街路樹の課題（より低くできないか）、などが懸念材料だ。
・多摩川沿いにある狭い道路の特に一方通行区間を両通にできるようにしてほしい。
・谷保4000番台の地域にはコミュバスが通っていない。高齢者が多いだけでなく、坂も多いの
で、なんとかしてほしい。市役所に問い合わせたこともあるが、「予算がない」と言われてし
まった。駅やスーパーに行くのも苦労するので改善してほしい。
・ハケ（土砂災害警戒区域に指定されている）の補強はどうなっているのか。
・文化幼稚園周辺から多摩青果のエリアは大きな道路に接続しておらず不便だ。道路を作るべき
だ。
・国立府中インターは、国立市の南側の玄関口と言えるので、もっと有益な役割を考えてみては
どうか。（例えば植樹園などの、人が集まるスポットを作ってみてはどうか。インター付近の強
みを活かすべきだ。）
・南部地域に長く住んでいるが、住んでいて良かったと感じる。
・石神道が狭く、車ですれ違うのに一苦労するので整備してほしい。
・矢川通りの7-11付近は、道の狭さの割に、消防車などの緊急車両の通行が多いように感じる。
交通量そのものは減ってきているように感じる。
・泉地域に交番がないと感じるが新規で作れないか。
・南部地域では行政境での課題が多いのではないか。自治体間でうまくすり合わせを行なってこ
とにあたってほしい。
・谷保駅は、インターに近いこともあり、羽田空港行きのリムジンバスや大阪行きの深夜バスな
どが発着する。この特性を生かして、例えばディズニーランド行きのバスや、様々な地方を結ぶ
路線を呼び込んではどうか。（バスタ谷保構想としても良いのではないか）
→全国どこへでも行きやすくなれば、定住人口増につながるのではないか？
・谷保天満宮に観光客が集まるようにできるのではないか。（谷保駅の出口表示を「合格口」に
したり、線路以南から谷保天満宮までの道路を石畳にするなどできないか）

【主な意見】

【意見交換会の概要】

・テーマ「南部地域のまちづくり」に関する補足説明
→”都市計画マスタープラン”、”南部地域狭あい道路整備方針”、”南部地域整備基本計画”
に言及
・進行方法に関する補足説明
→概ね１テーマずつ・３～５分程度の発言/参加者一人当たり、との確認をし、参加者の着席順に
意見を拝聴。一周するなど、区切りがついたところで、解消できる疑問点などがあれば、その回
答などを行なった。時間の許す限り、かかる行程を繰り返した。
・拝聴した意見のまとめ・発表
→意見が集中した項目は論点や趣旨を整理、また様々な視点においては、なるべく漏らすことの
ないように紹介をした。ただの紹介に終始するのではなく、意見交換会の流れを踏まえ、どのよ
うな経緯で発せられた意見なのか、がわかりやすいようにまとめた。

代　表　者 渡辺大祐　委員長 司　会　者 高原　幸雄

報　告　者 大谷　俊樹 記　録　者 渡辺　大祐

意　見　交　換　会　報　告　書　（建設環境委員会）

平成３０年５月１１日、１２日開催　国立市議会意見交換会

渡辺　大祐 高原　幸雄 大谷　俊樹 関口　博
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開催日時 平成３０年５月１２日（土）　午後２時から午後４時

開催場所 北市民プラザ　多目的ホール

出席議員

参加人数 4 名

報告内容

国立市議会議長

大和　祥郎 様

平成３０年 5 月 31 日 報告者 建設環境委員長 渡辺　大祐

・テーマ「南部地域のまちづくり」に関する補足説明
→”都市計画マスタープラン”、”南部地域狭あい道路整備方針”、”南部地域整備基本計
画”に言及
・進行方法に関する補足説明
→概ね１テーマずつ・３～５分程度の発言/参加者一人当たり、との確認をし、参加者の着席順
に意見を拝聴。一周するなど、区切りがついたところで、解消できる疑問点などがあれば、そ
の回答などを行なった。時間の許す限り、かかる行程を繰り返した。
・拝聴した意見のまとめ・発表
→意見が集中した項目は論点や趣旨を整理、また様々な視点においては、なるべく漏らすこと
のないように紹介をした。ただの紹介に終始するのではなく、意見交換会の流れを踏まえ、ど
のような経緯で発せられた意見なのか、がわかりやすいようにまとめた。

・梨園のボランティアでは、高齢化が進み支援力が低下している。
市報、インターネット（SNSなど）多方面で新規会員獲得に向け尽力したが、成果は得られな
かった。
止むを得ず、2020年に（ボランティア団体の）解散を決定した。市には新しい組織を作ってほ
しいと考えている。
また、援農ボランティア募集における市の取り組みはどのようになっているのか。東京都農林
水産振興財団などの仕組みもあるので都と連携してやってほしい。
・狭あい道路整備方針に関して、優先順位を考え直してほしい箇所がある。
・大型トラックの運転手からすると、国立市内への侵入経路は制限されすぎている。矢川通り
などを使っても、幅員が狭く通行しづらい。東八道路とさくら通りの開通工事を急いでほし
い。
・大学通り沿いにある、アートビエンナーレの作品は展示方法や作品の評価に疑問がある。
（鎌倉・横浜などの野外展示は好例だと思うので参考にすべきだ。）
・谷保・府中の市境では、民間のタクシーを呼んでもなかなか来ない。道が狭いせいなのか、
場所が入り組んでいるからか、原因はわからないが、呼んでから20分程度待たされることもあ
る。なんとかしてほしい。
・文教都市を辞すべきだ。団地はディベロッパーなどに買い取らせ、無くしてしまう方が良い
のではないか。
・谷保駅周辺の、道路の凹凸が気になる。安心して歩行できないと感じる。特に、線路以南の
地域に多いと感じる。
・矢川駅周辺について、駅の階段を降りてすぐにある道路（横断歩道がない箇所）を平気で横
断する人が多く、いつも危険ではないかと感じている。当該箇所は、踏切の手前であり、駐輪
場へ向かう人などからすれば、横断歩道のあるところまで迂回するのを面倒に感じるのはわか
らなくもないが、事故が起きてからでは遅いのではないか。何か、対策を講じるべきだ。
・震災など有事の際に備えて、充電機能付きのソーラーパネル街灯をもっと増やしてほしい。
・見た目も良くないし、鳥のフン害などがあるため、電柱の地中化を進めるべきだ。

以下、他のテーブルから寄せられた意見を掲載。
・災害時に電光掲示板で表示できるようにしてもらいたい。電車内も同様。
・立川市の伊勢丹等の電光掲示板にはワイプが出るので国立市も同様の対応をしてほしい。
・旧国立駅舎の復元は必要ない。新しい駅舎で十分。単なるノスタルジーであり、市民全ての
意見を聞いて欲しい。
・家庭ゴミの有料化について、ペットボトルのラベルは剥がさないでも捨てられるようにして
ほしい。高齢者にとってはラベルをはがすことが困難なこともある。

高原　幸雄 小口　俊明

高原　幸雄

渡辺　大祐

【主な意見】

意　見　交　換　会　報　告　書　（建設環境委員会）

【意見交換会の概要】

渡辺　大祐 関口　博

平成３０年５月１１日、１２日開催　国立市議会意見交換会

代　表　者

報　告　者

司　会　者

記　録　者

渡辺大祐　委員長

小口　俊明
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開催日時 平成３０年５月１１日（金）　午後７時から午後９時

開催場所 市役所３階　会議室　　　

出席議員

参加人数 10 名

報告内容

【意見交換会の集約】　

2日間の意見交換会における意見まとめをもとに、5月18日福祉保険委員会の委員で

６．行政用語を市民にわかりやすく説明すること

また、以下の意見について委員全員で調査を求めることで一致したが、総務文教委員会

所掌事項に関わることであり、総務文教委員長にそうした市民意見があった旨伝えた。

　状況の改善

市当局に対し改善を求める意見があがった。

以下、それらを列挙する。

・子どもの居場所・学習支援における民間と行政・教育機関との連携及び予算配分

・発達しょうがいの子どもの中学卒業後の相談先

・働き方の多様化（週３～４日預けたいなど）に対応した保育

上記以外の市民から頂いた意見に関して、各委員が一般質問・委員会質疑などを通じて

市当局と意見を深めることに努めてまいりたい。
さらに、市民からの意見一覧を関係担当部局に伝えたことをお伝えする。

国立市議会議長
大和　祥郎 様

平成３０年 5 月 29 日 報告者 福祉保険委員会委員長　望月健一

　　学習会などを含めた調査・研究

・発達しょうがいの子どもに対する他市の加配の状況の調査。調査結果を踏まえた

この他、意見交換会から頂いた市民からの意見において複数（３名以上の委員）から

【主な意見】

聴覚しょうがいの問題、居場所・学習支援・子ども食堂、発達しょうがい、受動喫煙

の問題を中心に議論が進んだ。

詳細は別紙を参照されたい。

対し調査または改善を求めていく。

２．子どもの居場所・学習支援に対するＰＲが不足していることから、クニペディア

懇談会を実施した。

特に、以下の６項目について委員全員の同意を得て、福祉保険委員会として市当局に

１．聴覚しょうがい者に対する支援及びその理解を深める教育

　　（子どもの居場所等の地図）の児童・生徒に対して全員配布

４．北保育園における週１回の園庭開放日における子育て相談場所に対する市の支援

５．アルコール・スマホ・ギャンブルなど依存症対策として、国の動向を踏まえつつ

報　告　者 望月健一　委員長 記　録　者 石井伸之　委員

３．受動喫煙対策として、谷保駅・矢川駅における喫煙場所及び喫煙禁止エリアの設置

【意見交換会の概要】

福祉保険委員会のテーマである子ども・子育ての問題を中心に参加者から意見を

伺った。

多くの聴覚しょうがいしゃの参加もあり、聴覚しょうがいに関する意見も多くあ

った。

代　表　者 望月健一　委員長 司　会　者 望月健一　委員長

青木　淳子

意　見　交　換　会　報　告　書　（福祉保険委員会）

平成３０年５月１１日、１２日開催　国立市議会意見交換会

望月　健一 石井　めぐみ 大和　祥郎 石井　伸之
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開催日時 平成３０年５月１２日（土）　午後２時から午後４時

開催場所 北市民プラザ　多目的ホール

出席議員

参加人数 16 名

報告内容 【意見交換会の概要】

福祉保険委員会のテーマである子ども・子育ての問題を中心に参加者から意見を

伺った。

多くの参加者があり、福祉保険委員会だけで２つのテーブルに分かれ参加者の意見を

伺った。

【主な意見】

事例検討をする子どものネットワークづくり、幼児教育無償化の問題、依存症問題

、待機児童問題、子育て相談場所の設置、子どもオンブズマンの問題など中心

に議論が進んだ。

詳細は別紙を参照されたい。

【意見交換会の集約】　

2日間の意見交換会における意見まとめをもとに、5月18日福祉保険委員会の委員で

懇談会を実施した。

特に、７項目について委員全員の同意を得て、福祉保険委員会として市当局に

対し調査または改善を求めていくこととした。

聴覚しょうがい者に対する支援及びその理解を深める教育、子どもの居場所のＰＲ

受動喫煙対策、子育て相談場所に関する支援、依存症対策、発達しょうがいの子ども

に対する加配調査及び検討、行政用語のわかりやすい説明

詳細については、5月11日意見交換会報告書と同様である。そちらを参照されたい。

今後も市民の意見を市政に反映できるよう努めたい。

国立市議会議長

大和　祥郎 様

平成３０年 5 月 29 日 報告者 福祉保険委員会委員長　望月健一

望月健一委員長・大和祥郎委員

青木淳子委員・住友珠美委員

意　見　交　換　会　報　告　書　（福祉保険委員会）

望月　健一

青木　淳子

平成３０年５月１１日、１２日開催　国立市議会意見交換会

石井　めぐみ 大和　祥郎 住友　珠美

代　表　者

報　告　者

司　会　者

記　録　者

望月健一　委員長

望月健一　委員長
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国立市議会意見交換会 1 日目 福祉保険委員会「子ども・子育てについて」  

市民のご意見・ご要望まとめ 

 

（聴覚しょうがい） 

・聴覚しょうがいしゃに対する市の支援が足りない 

 例：災害時・病気など緊急時、連絡手段がＦＡＸのみでは不安 

・災害が起きた時の手話通訳できる人が少ない。みなさんも手話を学んでほしい。 

・少し聴こえる子どもを普通学級に行かせたいとのことだが、子どもにとっては負担 

・耳が聴こえない人がいること、手話があることを子どもに教えてほしい 

・聴覚しょうがいは見てわからない。理解が進まない、格差がある。差別解消法があって

も理解が進まない。 

・しょうがいしゃの自立支援についてしっかり考えてほしい 

・自分の子どもが聴覚にしょうがいがある。現在は他の場所で生活しているが、国立市に

戻ってきたとききちんとした支援が受けられるか不安。 

・小学校の時代から手話を学ぶ機会をつくり、しょうがいへの理解をしてほしい。 

・聴覚しょうがいなどさまざまなしょうがいに対してまだまだ理解が不足している児童・

生徒がいる。しょうがいの理解のための授業を行ってほしい。 

・しょうがいしゃへの差別解消に向けた教育が必要。心のバリアフリー 

・手話通訳が必要としても、手話通訳の数が少ない。 

 

（居場所・学習支援・子ども食堂） 

・学習支援事業・子ども食堂、大学の食堂などを活用して行ってはどうか 

・子どもの居場所・学習支援、民間と行政・学校との連携が取りにくい。さまざまな課題

があるが連携がとれない。 

・校長先生、副校長先生など学校の先生の入れ替わりでそれまで構築していた連携関係が

なくなってしまう。先生の移動も気を使ってほしい 

・民間の居場所・学習支援などに予算配分してほしい 

・さまざまな課題のある子どもに対して公平な学習支援に対する予算が必要 

・学習支援、生活困窮者のみを対象とすると子どもが集まりにくい。学習支援を必要とし

ている子どもは、特別支援の子ども、不登校の子どもなど多種にわたる 

・少しずつ進みつつあるが、連携が進んでいない。問題への対応が必要 

・学校のＡＳＳがあっても、学校に行きたくない、行けない子どもはＡＳＳに参加できな

い。 

・子どもの居場所・学習支援に対するＰＲが足りない。クニペディア、児童・生徒に全員

配布してほしい 
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（しょうがい） 

・杉並区は、発達しょうがいの子ども対象の民間の塾に対して助成をしている 

・他市は発達障害に関して加配がしっかりついていた。国立市は、スマイリースタッフが

週 2 時間、増やしてほしい 

・教員免許、保育士免許など資格は持っているが現在働いていない方を、発達に配慮が必

要な子どものサポートとして入ってもらえないか。 

・就学前の子どもをどうするか、保護者の判断が悩む。特別支援級に入ると、普通級に戻

れないと考えている。 

・特別支援級と普通級が離れている。別々に分かれている教育になっている。合理的配慮、

差別や排除がないようにしてほしい。 

・特別支援級と普通級の子ども同士の交流が少ない。 

・スクールサポートが全校についた。しかし、学校によってサポートの内容が異なる。 

・発達しょうがいの子供向けの塾が多摩地区には少ない。 

・高校・大学の保護者、中学卒業後は相談先がわからない。 

・教育委員会が街の市政 

（受動喫煙） 

・矢川駅など駅周辺の受動喫煙の子ども達への影響が心配。喫煙者の権利も理解するとこ

ろなので喫煙所を設け、受動喫煙の影響を減らしてほしい。 

（待機児童） 

・待機児童の現状は 
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国立市議会意見交換会 2 日目 福祉保険委員会「子ども・子育てについて」  

市民のご意見・ご要望まとめ 

（青木淳子・望月班） 

 

（子ども・子育ての問題） 

・わが子と丸ごと、地域で連携しいろんなことをつなげていけるのか。どう進

めるのか 

・助けられる側、助ける側の関係はつらい 

・自立支援協議会のような事例検討をする子どものネットワークづくりが必用 

・国立で子ども食堂があるとは知らなかった。知っていれば手助けしたい人も

いる。もっとＰＲを！ 

・子どもの虐待、現場（民間の福祉団体など）には届かない。地域資源はたく

さんあるのに、現場に情報が降りてこない。 

・子どもショートステイ事業、広報が足りない。ほんとうに必要なところに届

いていない。 

・幼児教室風の子、幼児教育無償化の対象にならないのではないかと不安。 

・自然を大切にする幼児教育を。そうした自治体のネットワークに入ってほし

い。 

・保育士の待遇が低いまま、待機児童解消がどこまで必要なのか。 

・待機児童対策が、本当に働く親のためになっているのか。いろいろな子育て

ができる国立市にしてほしい。 

・子どもの事件が多くつらい。子どもを社会全体で育ててほしい。 

・子ども食堂、大人も子どもも受け入れるということを大きく伝えてほしい。 

 

（依存症の問題） 

・アルコール、スマホ、ギャンブル、薬物など依存症の勉強会をしてほしい。 

 

（その他） 

・出した意見はフィードバックをするのか？ 

・福祉が市民に届けていない。他市との連携など広域連携を 

・福祉の状況、国立市はどうか？ 

・行政の用語、言葉が難しくわかりづらい。市民にわかりやすくしてほしい。 

・地域包括支援センターは何歳から利用できるのか。 

・発信の仕方が大事である。受け取る側がわかりやすいように伝えてほしい。 

・市議会議員、選挙の時しか会わない。ＰＲが不足している。 
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国立市議会意見交換会２日目 福祉保険委員会「子ども・子育てについて」  

市民のご意見・ご要望まとめ     

（大和・住友班） 

 

《一巡目》・・・子ども・子育てについて今思っている事 

・待機時対策として、一番問題になっている０～２歳児の枠をもっととる必要

がある。市内の幼稚園の活用にも積極的に取り組むべきではないか。 

 また、現在、働き方は多様化しているので、（例：週 3～4 日預けたいなど）

それに合わせた保育園の整備もあっても良いのでは？働き方の段階に合わせ

てほしい。 

 

・待機児ゼロをかかげているのであれば、もっと迅速に目指してほしい。 

 子育て支援がいまは個々に行っているので、もっと地域の連携が必要。ネッ

トワークづくりを進めてほしい。 

 

・しょうがいのある子どものための介護所が圧倒的に少ない。増やすことを要

望する。地域で、しょうがいがある子も友達が作れる、暮らしていける環境

整備をしてほしい。 

 

・北保育園・副園長より、保育園の協力として地域や利用所に何ができるのか

聞きに来ました。 

 いまは、週一回（水曜日）に園庭開放をしているが、その時に相談が出来る

よう市当局の支援があると良い。（保育園が気軽に子育て相談できる場所の提案） 

 

・自分も子供も聴覚障害者なので、子育ての時は本当に大変だった。なので、

市から様々な支援（赤ちゃんが泣くと分かる機械？）をしてもらって良かっ

た 

 

・待機児問題に取り組んでいることは評価するが、ただしどんな施設でも良い

わけでは無く、しっかりと公立保育園を維持しながら、質を保った保育を続

けてほしいと要望する。こども食堂など市民の取り組みは素晴らしい。それ

だけではなく学校や公が最終的には責任をもつことは必要。 

 

・多摩市にある寿大学のようなしょうがい者にも対応出来る機関の設置を求め

る。 
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《二巡目》・・・様々な意見を聞いてさらに深めたご意見 

・子どもオンブズマンは市報に載っていたが、学校に周知しないうちに市報に

出たことは遺憾です。本当に子どものことを考えているのならば、まずは学

校に行って周知するべきではないか。（子供にきちんと伝える） 

 

・しょうがいを持つ子供さんや家族は本当に大変。国立市はまだまだしょうが

いしゃ、高齢者、子どもに冷たいまちだと思う。 

 口で言っている事と、現場には大きく乖離がある。 

 

・養護学校に 5 年生まで通ったが、学校だけでなく外の世界で学ぶことは沢山

ある。「くにペディア」が出来たがこうしたところに参加することによっても

っと世界が広がっていく。 

 

・立川ろう学校と国立市の学校の交流がない。いわゆる健常者といわれている

こどもでも様々な人とのかかわりは大切だと思う（多様性）。交流する機会を

考えてほしい。 

 

・特別支援学級は学校にあり、インクルーシブ教育を行っているが、現在しょ

うがい児だけを取り出して教育するというシステムだが、真にインクルーシ

ブ教育を行うならいろいろなスタイルの教育も必要ではないか。それは、普

通教育の子どもにとっても必要だと思う。 

 

・重度のしょうがい児でもに一緒に学べる機会があると良い。 

 

・しょうがい者が議会を傍聴する際、隣に介護者が付くが声かけや説明が必要

になる。その点もう少し考慮してほしい。 

 

・しょうがいのある児童が通学する際、通学支援をしてほしい。 
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国立市議会意見交換会での意見 まとめ 

議会改革特別委員会 

 

「議会基本条例の検証、見直し」 

 

 

開催日時 平成 30年 5月 11日（金）午後 7時から午後 9時 

開催場所 市役所 3階 会議室 

出席議員 青木 健 上村 和子 重松 朋宏 藤田 貴裕 

代 表 者 青木 健 委員長 司 会 者 重松 朋宏 

報 告 者 上村 和子 記 録 者 青木 健 

参加人数  3名 

 

 

報 告 内 容 

 

○住民福祉の向上について 

・ソーシャルインクルージョンなど良いのだが伝わっていない 

・以前より開かれた議会になってきた 

・今、国立市議会が抱えている問題を 5 つあげて欲しい。それを住民につきつ

けて欲しい。住民投票して欲しい 

・市民の政治意識や期待されていないことから関心が低い 

 

○議員定数、報酬について 

・市民が関心あるのは定数と報酬、政務活動費は安いと思う 

・議員は 22名必要ですか？(７万人の都市に 22名なぜ必要か) 

・少数精鋭半分(11名)で良い。やっていけるのではないか。議論が深まる 

・定数について法的にある程度の目安はある 

・7万人都市にふさわしい人数について、住民投票で決めて 

・何も知らなかった時は減らしてしまえと思っていたが、活動を見て、今日見

ていたらそうは思わない。前よりオープンになってきた 
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○議会改革について 変えて欲しいことなど 

・以前より開かれてきた 

・議会だよりがカラーとなり前より読むようになった 

・インターネット中継は、雨などの日には便利 

・改革というのは一回まっさらにしてどうするのか考えてはどうか。税収は増

えないのだから 

・現状のどこを変えるのかの議論をして欲しい 

・国立から日本を変える想いが必要 

・国立の市民に夢を与えてきたか 

・今の議員はサラリーマンと同じ。ひとつも良くなっていない。議員がつくる

だけでは無責任 

 

○上記以外の議会に対するご意見 

・ホームページは年配の人は見ないから、市報のように議論がわかる資料を出

すと良いのではないか、要約版をわかりやすくホームページで見れると良い 

・議会だよりがカラー化されて、自分の生活と市議会が身近になった 

・市政の問題を洗い出す力が議員にない 

・議員は市長より身近である。何かあれば相談出来る 

・議会を傍聴していて、特に議員の質問と市の答弁は眠くなる、つまらない、

勉強不足、最後は何もありません的終わり方 

・写真が小さい、顔が違う 

・市の情報を議員個人のパソコンで共有、議員のパソコンについて同じものを

用意して、市の情報が驚くほどつながっていない 

・手話言語条例制定を、議会に手話通訳常設を 

・基本条例の法的表現(文言)の不統一はどう改正されるのか 

・基本条例の文言と上位の地方自治法の文言の不一致はどう改正されるのか 

→委員長へ 
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開催日時 平成 30年 5月 12日（土）午後 2時から午後 4時 

開催場所 北市民プラザ 多目的ホール 

出席議員 青木 健 重松 朋宏 藤田 貴裕  

代 表 者 青木 健 委員長 司 会 者 重松 朋宏 

報 告 者 藤田 貴裕 記 録 者 青木 健 

参加人数  6名 

 

 

報 告 内 容 

 

○議会基本条例について 

・なし 

 

○議員定数、報酬について 

・報酬について、なぜ市長と比べて答えを出すのか 

・市会議員が全員同じ報酬というのはおかしいのでは 

・議員定数と報酬は平均より高い、考え直す必要があるのでは 

・議員自らが自分達の報酬を決める、妥当と判断するのはおかしいのでは、市

民の理解が得られない 

・国立市の議員報酬年 800万円以上は高額すぎる、1人 1人活動が違う、ぎりぎ

りまで下げるべき、全国婦人の友の会の生活費は 57 万円です(40 代後半 4 人

家族) 

・議員定数は妥当ですか 

・議員は議員の仕事に専念しているのですか 

 

○議会改革全般について 

・議会改革の成果、議員の活動とは何か 

・市長との比較ではなく同規模自治体との比較はしなかったのか 

・議会だけで決めないで手話通訳を必要とする人達の意見も聞いて決定しても

らいたい 

・年 1回でなく数回今回のような交流を持ってほしい 

・各議員が議会改革について真剣に考えているのか 
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○その他議会や施政のこと 

・教育委員会の職員の学歴は、五帝大出身者は何割いるのか→メール回答依頼

あり 

・教育委員会に旧制五帝大の出身者の割合はどのくらいいるのか、職員の学力

不足を感じるので公開してほしい 

・市民の質問に対して議員がわかる答ではなく市民にわかる形にしてほしい 

・国立市議会議員と交渉したい 

・議員の給与が高すぎる、平均世帯年収 500万円に近づけるべき 

・市長の給与を決める審議会のメンバーを市長が決めているのはおかしい、公

募で市民からメンバーを決めるべき 

・議員の給与を議員達が決めているのは不適切 

・教育委員会は信用できない、学力不足、市民総合体育館のトレーニング室の

設計をめちゃくちゃにした 

・国立駅舎復元はやめてほしい、私のまわりでも復元の要望者は 1人もいない、

アンケート調査を行ってほしい 

・意見交換会の出席者が少なすぎる、開かれた市政になっていない 

・オンブズマンが議員についても意見を言えるようにすべき 

・なぜ今の額なのかきちんと説明できないのはおかしいのではないか 

・オンブズマンを多くすべきではないか 

・アートビエンナーレの作品が良いという人はいない、財団の人達に芸術を見

る目がないのでは 

・手話言語条例を出してほしい、市政などあらゆる行事をすべて通訳つけてほ

しい、聞こえない人が自由に参加できる権利をもってほしい 

・アートビエンナーレの作品のレベルが低すぎる、議員、教育委員会、財団法

人に審美眼がない、若手の発掘ということは玉石混交で、玉ならいいがごみ

だらけになる可能性が高い 

・報酬審議会に市民公募を入れるべきではないか 

・議員は平均年収にまで下げるべき、足りなければ副業をすればよい 

・教育委員会、議員の芸術レベルは低いのではないか 

・各委員会のメンバーの 2分の 1は一般市民公募とする 

・市長から予算が無いと言われているが、私達の勉強のために使ってほしい、

わくわく塾ではなく聞こえない人達が勉強できる機会を市として企画を立て

て提供してほしい、聴覚障害者協会との話し合いをしてもらいたい、自分達

はなかなか意見を言えない、一般市民と同じように自由に参加できる状況を

作ってほしい 
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・市役所の手話通訳の設置時間を延ばしてほしい、派遣が一週間前予約では緊

急時に間に合わない、職員等で常設にしてもらえないか、待機通訳というの

ではないものに、立川、山梨、八王子 

・審議会委員はノーと言えない人ばかりが選ばれている 

・選挙の前だけ辻立ちするのではなく平素から行ってほしい 

・アートビエンナーレで 1000 万円使うなら、作品 1 点で 1000 万円にしていい

ものを購入して後世に残してほしい 
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議 長 会 の 動 き 

東京都市議会議長会 臨時総会 

 

 日  時  平成 30年４月 17日（火） 午後２時 25分 

 場  所  東京自治会館 ２階 大会議室 

 

 副会長（清瀬市議長）の開会の辞、会長（調布市議長）のあいさつの後、新会長（町田市

議長）紹介、報告事項に続き協議等を行った。 

 

１．報告事項  

（１）会務報告                             【承  認】 

（２）全国市議会議長会第161回社会文教委員会の会議結果について       【承  認】 

（３）全国市議会議長会第161回建設運輸委員会の会議結果について       【承  認】 

（４）全国市議会議長会第161回産業経済委員会の会議結果について       【承  認】 

（５）平成 30年東京市町村総合事務組合議会第１回定例会の会議結果について【承  認】 

（６）東京都区市町村振興協会平成 29年度第２回臨時評議員会の会議結果について【承  認】 

（７）関東市議会議長会支部長会議の会議結果について            【承  認】 

 

２．協議事項 

（１）平成29年度東京都市議会議長会歳入歳出決算の認定について         【認  定】 

 

３．その他 

（１）平成 30年度東京都市議会議長会関係役員 

（２）平成 30年度東京都市議会議長会事業計画 

（３）平成 30年度東京都市議会議長会歳入歳出予算 

（４）東京都市議会議長会会員及び副議長・事務局長名簿 

（５）平成 30年度東京都市議会議長会事業日程 

（６）平成 29年度東京都市議会議長会関係役員 

（７）東京都市議会議長会会則・諸規程 

（８）平成 30年度関東市議会議長会会議等開催予定表 

    

調布市議長より会長退任のあいさつの後、町田市議長より新会長就任のあいさつを受けた。 

 

以上、議事終了後、副会長(町田市議長)の閉会の辞を受け、閉会した。 
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第 84回関東市議会議長会 定期総会 

 

 日  時  平成 30年４月 24日（火） 午後２時 00分 

 場  所  桐生市市民文化会館 １階 シルクホール 

 

 副会長（川越市議長）の開会のことば、会長（桐生市議長）のあいさつに続き、開催市市

長（桐生市長）、来賓祝辞の後、議事に入った。 

 

１．会務報告等  

（１）会務報告                          【承  認】 

（２）慶弔規定に基づく支出報告                  【承  認】 

（３）議長の異動について                     【承  認】 

２．諸報告（全国市議会議長会）                    【承  認】 

３．議案審議 

（１）平成 29年度関東市議会議長会歳入歳出決算          【認  定】 

（２）平成 30年度関東市議会議長会歳入歳出予算          【承  認】 

（３）「教員の働き方改革」を求める要望                【承  認】 

(４) 国民健康保険広域化に伴う財政支援の拡充ついて        【承  認】 

（５）首都圏中央連絡自動車道の早期４車線化について        【承  認】 

（６）農業振興地域内農用地の規制緩和による農地の有効活用     【承  認】 

４．役員改選                            【承  認】 

５．相談役委嘱                           【承  認】 

６．次期総会開催市 【東京都調布市】                【決  定】 

７．全国市議会議長会の役員・委員等について 

 

 以上、議事終了後、閉会した。 
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東京都市議会議長会 理事会・定例総会 

 

○理事会 

日  時  平成 30年５月 28日（月） 午後２時 15分 

 場  所  東京自治会館 ２階 第８会議室 

 

 会長（町田市議長）のあいさつの後、各市議長紹介、定例総会における報告事項、協議事

項、その他について協議を行い、議事終了後、閉会した。 

 

○定例総会 

 日  時  平成 30年５月 28日（月） 午後３時 00分 

 場  所  東京自治会館 ２階 大会議室 

 

 副会長（小金井市議長）の開会の辞、会長（町田市議長）のあいさつの後、各市議長紹介、

報告事項に続き協議等を行った。 

 

１．報告事項  

（１）会務報告                           【承  認】 

（２）関東市議会議長会第２回理事会の会議結果について        【承  認】 

（３）関東市議会議長会新支部長会議の会議結果について        【承  認】 

（４）平成 30年度日中友好交流事業について              【承  認】 

（５）第 221回東京都都市計画審議会の会議結果について         【承  認】 

 

２．協議事項 

（１）各市提出議案について                     【提案なし】 

（２）その他                            【特になし】 

 

３．その他 

（１）平成 30年度東京都市議会議長会研修計画について 

（２）平成 30年度東京都市議会議長会事業計画について 

（３）平成 30年度東京都市議会議長会関係役員について 

（４）東京都市議会議長会会員及び副議長・事務局長名簿 

（５）その他                            【特になし】 

  

以上、議事終了後、副会長(東久留米市議長)の閉会の辞を受け、閉会した。 
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全国市議会議長会 第 94回定期総会 

 

 日  時  平成 30年５月 30日（水） 午後１時 00分 

 場  所  東京国際フォーラム 「ホールＡ」 

 

 会長（札幌市議長）の開会のあいさつに続き、来賓祝辞、祝電披露を受けた後、表彰式を

行い議事に入った。 

 

１．報告  

（１）会務報告                           【承  認】 

（２）その他の報告                         【承  認】 

 

２．議案審議 

（１）・平成 28年度全国市議会議長会各会計決算            【認  定】 

   ・平成 30年度全国市議会議長会各会計予算            【承  認】 

（２）定期総会議案（部会提出議案）                 【承  認】 

（３）定期総会議案（会長提出議案）                 【承  認】 

 

３．役員改選 

（1）部会長・理事・評議員・各委員会委員選任            【承  認】 

（2）顧問及び相談役委嘱                      【承  認】 

 

以上、日程終了後、会長(札幌市議長)の閉会のあいさつを受け閉会した。 

 

 ※会議資料について 

  □1 日程・出席者名簿 

  □2 被表彰者名簿・感謝状受領者名簿 

  □3 会務報告 

  □3 -2その他の報告 

  □4 平成 28年度全国市議会議長会各会計決算 

   平成 30年度全国市議会議長会各会計予算 

  □5 -1定期総会議案（部会提出議案） 

  □5 -2定期総会議案（会長提出議案） 

  □6 部会等推薦役員 

  □7 顧問・相談役委嘱（案） 

  ・各委員会委員長報告要旨 

  ・第 13回全国市議会議長会研究フォーラム in宇都宮のおしらせ 
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協 議 会 の 動 き   
 

東京都北多摩議長連絡協議会 役員市議長（・局長）会 
 
 
日 時  平成 30 年４月 12日（木） 午後３時 00分 

 
 場 所  府中市役所 ２階 第５委員会室 
 
 会長市（府中市議会事務局長）の開会の辞、会長（府中市議長）のあいさつの後、役員紹介、
報告事項に続き、協議等を行った。 
 
 

１．報告事項 

（１）会務報告                                 【承  認】 

（２）その他                                【特になし】 

   

２．協議事項  

（１）平成 29年度東京都北多摩議長連絡協議会事業報告について         【承  認】 

（２）平成 29年度東京都北多摩議長連絡協議会歳入歳出決算の認定について    【認  定】 

（３）平成 30年度東京都北多摩議長連絡協議会事業計画（案）について      【決  定】 

（４）平成 30年度東京都北多摩議長連絡協議会歳入歳出予算（案）について    【決  定】 

（５）平成 31年度東京都北多摩議長連絡協議会役員（案）について        【決  定】 

（６）平成 30年度東京都北多摩議長連絡協議会定例総会日程（案）について   【決  定】 

（７）その他                                【特になし】 

 

３．その他 

（１）参考資料について 

  ①東京北多摩議長連絡協議会 会則 

  ②東京北多摩議長連絡協議会 会員及び副議長・事務局長名簿 

（２）その他                                【特になし】 

 
 
以上、議事終了後、閉会した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 30 - 

東京都北多摩議長連絡協議会 定例総会 
 
 
 日 時  平成 30 年４月 27日（金） 午後３時 00分 
 
 場 所  東京自治会館 ２階 大会議室 
 
 副会長（東村山市議長）の開会の辞、会長（府中市議長）のあいさつの後に、報告事項に続き
議事に入った。 
 

１．報告事項 

（１）会務報告                                 【承  認】 

（２）その他                                【特になし】 

   

２．協議事項  

（１）平成 29年度東京都北多摩議長連絡協議会事業報告について         【承  認】 

（２）平成 29年度東京都北多摩議長連絡協議会歳入歳出決算の認定について    【認  定】 

（３）平成 30年度東京都北多摩議長連絡協議会事業計画（案）について      【決  定】 

（４）平成 30年度東京都北多摩議長連絡協議会歳入歳出予算（案）について    【決  定】 

（５）平成 31年度東京都北多摩議長連絡協議会役員（案）について        【決  定】 

（６）その他                                【特になし】 

 

３．その他 

（１）参考資料について 

  ①東京北多摩議長連絡協議会 会則 

  ②東京北多摩議長連絡協議会 会員及び副議長・事務局長名簿 

（２）その他                                【特になし】 

 
 
 議事終了後、監事（国立市議長）の閉会の辞を受け、閉会した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 31 - 

三多摩上下水及び道路建設促進協議会 理事会 
 
 
 日 時  平成 30 年５月 23日（金） 午後２時 00分 
 
 場 所  東京自治会館 ２階 大会議室 
 
 会長（昭島市議長）のあいさつの後、議事に入った。 
 
１．報告事項 

（１）会務報告                               【承  認】 

 

２．協議事項  

（１）平成 29年度三多摩上下水及び道路建設促進協議会歳入歳出決算の認定について【認  定】 

（２）平成 30年度三多摩上下水及び道路建設促進協議会歳入歳出予算（案）について【決  定】 

（３）役員の選任について                          【決  定】 

（４）総会決議(案)について                          【可  決】 

（５）第 56回総会の開催について 

（６）その他 

 
 
 以上、議事終了後、閉会した。 
 
 
 
 

第 56回三多摩上下水及び道路建設促進協議会 総会 

 
 
日 時  平成 30 年５月 23日（金） 午後３時 00分 

 
 場 所  東京自治会館 ４階 講堂 
 
 副会長（調布市議長）の開会の辞、会長（昭島市議長）のあいさつ、来賓の祝辞を受けた後に、
議事に入った。 
 

１．報告事項 

（１）会務報告                                 【承  認】 

（２）委員会報告 

①第１委員会（上水）活動経過及び運動方針                【承  認】 

②第２委員会（下水）活動経過及び運動方針                【承  認】 

③第３委員会（道路）活動経過及び運動方針                【承  認】 

 

２．協議事項  

（１）平成 29年度三多摩上下水及び道路建設促進協議会歳入歳出決算の認定について【認  定】 

（２）平成 30年度三多摩上下水及び道路建設促進協議会歳入歳出予算（案）について【決  定】 
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（３）役員の選任について                          【決  定】 

（４）総会決議(案)について                          【可  決】 

 

３．新旧役員交代のあいさつ 
  新・旧会長からそれぞれ退任・着任のあいさつを受けた後、各委員会の正副委員長の紹介を

受けた。 
 
 
以上、議事終了後、副会長（稲城市議長）の閉会の辞を受け、閉会した。 
 
 
 
 

東京都三多摩地区消防運営協議会 役員会・通常総会 

 
 
○役員会 

 
日 時  平成 30 年５月 31日（木） 午後２時 00分 

 
 場 所  東京自治会館 ２階 大会議室 
 
 会長（八王子市長）のあいさつの後、議事に入った。 
 

１．議題 

（１）通常総会の運営について                         【承  認】 

（２）その他 
 
以上、議事終了後、閉会した。 
 
 
○通常総会 

 

日 時  平成 30 年５月 31日（木） 午後２時 30分 
 
 場 所  東京自治会館 ４階 講堂 
 
 副会長・第一部会長（府中市長）の開会の辞に続き、会長（八王子市長）のあいさつ、来賓祝
辞を受けた後、議事に入った。 
 

１．議事 

（１）平成 29年度東京都三多摩地区消防運営協議会経過報告            【承  認】 

（２）平成 29年度東京都三多摩地区消防運営協議会歳入歳出決算         【認  定】 

（３）平成 30年度東京都三多摩地区消防運営協議会歳入歳出予算（案）      【決  定】 

 

２．報告事項  

（１）平成 30年度東京消防庁主要事業について 

 

以上、議事終了後、副会長・第二部会長（東久留米市議長）の閉会の辞を受け、閉会した。 
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平成 30年 3月分例月出納検査等結果報告書 

 

１．例月出納検査 

（１）種 類 

地方自治法第 235 条の 2 

（２）概 要 

① 実施期間 

ア．事前調査 

平成 30年 4月 2日（月）から平成 30年 4月 11日（水）まで 

イ．実  施 

平成 30年 4月 23日（月） 

② 対象部局 

会計管理者及び会計課 

（３）対象事項及び範囲 

① 対象事項 

平成 30年 3月分 

ア．歳計現金現在高報告書 

イ．一般会計及び特別会計歳入歳出計算書 

ウ．収支日計表（各会計分累計額）  

エ．資金前渡受払簿（精算整理表） 

② 対象範囲 

平成 30年 3月分 

ア．会計管理者の権限のうち現金の出納 

イ．一般会計、各特別会計、各基金 

ウ．歳入歳出外現金 

（４）手続き 

① 実 施 通 知 平成 30年 4月 2 日（月） 

② 資料提出期限 平成 30年 4月 11日（水） 

③ 事 前 調 査 事務局による調査 

④ 実 施 監査委員による検査（前記のとおり） 

⑤ 帳簿の突 合 

（５）結 果 

① 概 評 

     平成 30年 3月分の一般会計、各特別会計及び歳入歳出外現金並びに各基金に係る

現金の出納状況について、先に提出された資料に基づき、出納簿、預金通帳、その

他の諸帳簿を照合した結果は、次のとおりである。 

    ア．計数の正否 

      検査の結果、計数上の誤りは認められなかった。 

     

〈資料〉 
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イ．現金出納の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．予算に対する収入済額、収入率及び支出済額、執行率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 個別事項 

ア．指摘事項 なし 

イ．要望事項 なし 

会　計　名 年度 予算現額(円） 収入済額（円）
収入率
（％）

予算現額(円） 支出済額（円）
執行率
（％）

一般会計 29 30,701,406,000 27,839,586,117 90.68 30,701,406,000 26,159,352,332 85.21

国民健康保険
特別会計

29 8,418,417,000 7,853,138,057 93.29 8,418,417,000 7,586,351,538 90.12

下水道事業
特別会計

29 2,895,712,000 2,619,757,638 90.47 2,895,712,000 2,365,209,957 81.68

介護保険
特別会計

29 5,483,831,000 5,486,595,475 100.05 5,483,831,000 4,894,577,902 89.25

後期高齢者医
療特別会計

29 1,715,026,000 1,709,545,186 99.68 1,715,026,000 1,600,818,325 93.34

計 49,214,392,000 45,508,622,473 92.47 49,214,392,000 42,606,310,054 86.57

平30年3月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　(単位：円）　　　　　  　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　

 

会　計　名 年度 受入高 払出高 残高累計

一般会計 29 5,001,609,177 3,093,866,690 1,680,233,785

国民健康保険特別会計 29 991,077,247 736,311,199 266,786,519

下水道事業特別会計 29 781,838,064 687,078,845 254,547,681

介護保険特別会計 29 896,199,794 455,432,986 592,017,573

後期高齢者医療特別会計 29 343,107,695 261,706,899 108,726,861

小　　計 8,013,831,977 5,234,396,619 2,902,312,419

繰替運用 29 -87,000,000 0 500,000,000

繰替使用 29 0 0 0

　　　　　　合　　　計 7,926,831,977 5,234,396,619 3,402,312,419

歳入歳出外現金 29 492,582,723 551,471,052 444,391,709

平成30年3月分　　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

※歳入歳出外現金の残高累計には、平成28年度からの繰越分が含まれています。
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 ２．随時監査 

（１）種 類 

地方自治法第 199 条第 1項及び第 5項 

（２）概 要 

① 実施期間 

ア．事前調査 

平成 30年 4月 2日（金）から平成 30年 4月 11日（水）まで 

イ．実  施 

平成 30年 4月 23日（月） 

② 対象部局 

都市整備部南部地域まちづくり課 

（３）対象事項及び範囲 

① 対象事項 

ア．平成 29年度国立市一般会計（歳出） 

   平成 29年度国立市南部地域狭あい道路調査業務委託 

 予算科目 08.02.03.13（19） 

   支 出 額 2,000,000円（6月 20 日支払分 前払金） 

4,933,600円（3月 19 日支払分 残金） 

② 対象範囲 

ア．財務に関する事務の執行等 

イ．一般行政事務の執行及び事務事業の経済性、合理性、正確性等 

（４）手続き 

① 実 施 通 知 平成 30年 4月 2 日（月） 

② 資料提出期限 平成 30年 4月 10日（火） 

③ 事 前 調 査 事務局による調査（前記のとおり） 

④ 実 施 監査委員による監査（前記のとおり） 

ア．先に提出された資料に基づき、監査対象部局より対象事項の概要説明を受 

 け、その後、質疑及び関係書類の監査を実施した。 

（５）監査の着眼点 

① 共通事項 

ア．予算の執行は、計画的かつ効率的に行われているか。 

イ．予算の執行の手続きは適正か。 

ウ．決裁は、定められた手続きを経ているか。 

② 個別事項 

ア．委託の相手方及び選定方法は適切か。 

イ．委託料の算定根拠は合理的な基準に基づき行われているか。  

ウ．委託内容の履行確認は適正に行われているか。また、履行期限は守られている

か。  
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エ．委託の成果物は契約書に基づき適正に受領されているか。 

（６）結 果 

① 概 評 

対象事項を監査した結果、良好であった。 

② 個別事項 

ア．指摘事項 なし 

イ．要望事項 なし 

 以 上 
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平成 30年 4月分例月出納検査結果報告書 

 

１．例月出納検査 

（１）種 類 

     地方自治法第 235 条の 2 

（２）概 要 

    ① 実施期間 

     ア．事前調査  

平成30年5月1日（火）から平成30年5月14日（月）まで 

       イ．実  施 

平成30年5月21日（月） 

② 対象部局 

    会計管理者及び会計課 

（３）対象事項及び範囲 

① 対象事項 

平成 29年度（平成 30年 4月分） 

ア．歳計現金現在高報告書 

イ．一般会計及び特別会計歳入歳出計算書 

ウ．収支日計表(各会計分累計額) 

      平成 30年度（平成 30年 4月分） 

ア．歳計現金現在高報告書 

イ．一般会計及び特別会計歳入歳出計算書 

ウ．収支日計表(各会計分累計額) 

エ．資金前渡受払簿（精算整理表） 

    ② 対象範囲 

       平成 29年度（平成 30年 4月分） 

      ア． 会計管理者の権限のうちの現金の出納 

      イ． 一般会計、各特別会計 

      平成 30年度（平成 30年 4月分） 

ア．会計管理者の権限のうちの現金の出納 

イ. 一般会計、各特別会計、各基金 

ウ．歳入歳出外現金 

（４）手続き 

① 実 施 通 知  平成 30年 5月 1 日（火） 

② 資料提出期限  平成 30年 5月 14 日（月） 
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③ 事 前 調 査  事務局による調査 

④ 実 施  監査委員による検査（前記のとおり） 

⑤ 帳簿等の突合 

 

（５）結 果 

① 概 評 

平成 30 年 4 月分の一般会計、各特別会計及び歳入歳出外現金並びに各基金に 

係る現金の出納状況について、先に提出された資料に基づき、出納簿、預金通帳、 

その他の諸帳簿を照合した結果は、次のとおりである。 

ア．計数の正否 

検査の結果、計数上の誤りは認められなかった。 

イ. 現金出納の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会　計　名 年度 受入高 払出高 残高累計

一般会計 29 869,345,760 2,240,564,141 309,015,404

国民健康保険特別会計 29 471,078,907 635,729,576 102,135,850

下水道事業特別会計 29 86,088,163 454,210,954 △ 113,575,110

介護保険特別会計 29 121,748,465 425,374,747 288,391,291

後期高齢者医療特別会計 29 14,876,617 8,184,144 115,419,334

小　　計 1,563,137,912 3,764,063,562 701,386,769

繰替運用 29 0 0 0

繰替使用 29 △ 500,000,000 0 0

　　　　　　合　　　計 1,063,137,912 3,764,063,562 701,386,769

歳入歳出外現金 29 0 444,391,709 0

会　計　名 年度 受入高 払出高 残高累計

一般会計 30 814,102,608 1,188,482,958 △ 374,380,350

国民健康保険特別会計 30 63,358,193 49,708,341 13,649,852

下水道事業特別会計 30 40,051,871 4,351,235 35,700,636

介護保険特別会計 30 701,801 33,894,496 △ 33,192,695

後期高齢者医療特別会計 30 298,500 112,280,508 △ 111,982,008

小　　計 918,512,973 1,388,717,538 △ 470,204,565

繰替運用 30 1,200,000,000 0 1,200,000,000

繰替使用 30 0 0 0

　　　　　　合　　　計 2,118,512,973 1,388,717,538 729,795,435

歳入歳出外現金 30 405,660,597 481,931,840 368,120,466

平成30年4月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（単位：円） 

平成30年4月分           　　　　　　 　　　　　　　　　　   　　（単位：円）

※歳入歳出外現金の残高累計には、平成29年度からの繰越分が含まれています。
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ウ. 予算に対する収入済額、収入率及び支出済額、執行率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 個別事項 

ア．指摘事項 特になし 

イ．要望事項 特になし 

 

以 上 

会　計　名 年度 予算現額(円） 収入済額（円）
収入率
（％）

予算現額(円） 支出済額（円）
執行率
（％）

一般会計 29 30,701,406,000 28,708,931,877 93.51 30,701,406,000 28,399,916,473 92.50

国民健康保険
特別会計

29 8,418,417,000 8,324,216,964 98.88 8,418,417,000 8,222,081,114 97.67

下水道事業
特別会計

29 2,895,712,000 2,705,845,801 93.44 2,895,712,000 2,819,420,911 97.37

介護保険
特別会計

29 5,483,831,000 5,608,343,940 102.27 5,483,831,000 5,319,952,649 97.01

後期高齢者
医療特別会計

29 1,715,026,000 1,724,421,803 100.55 1,715,026,000 1,609,002,469 93.82

計 49,214,392,000 47,071,760,385 95.65 49,214,392,000 46,370,373,616 94.22

会　計　名 年度 予算現額(円） 収入済額（円）
収入率
（％）

予算現額(円） 支出済額（円）
執行率
（％）

一般会計 30 31,478,411,000 814,102,608 2.59 31,478,411,000 1,188,482,958 3.78

国民健康保険
特別会計

30 7,422,636,000 63,358,193 0.85 7,422,636,000 49,708,341 0.67

下水道事業
特別会計

30 2,916,075,000 40,051,871 1.37 2,916,075,000 4,351,235 0.15

介護保険
特別会計

30 5,521,904,000 701,801 0.01 5,521,904,000 33,894,496 0.61

後期高齢者
医療特別会計

30 1,736,891,000 298,500 0.02 1,736,891,000 112,280,508 6.46

計 49,075,917,000 918,512,973 1.87 49,075,917,000 1,388,717,538 2.83

平成30年4月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　（単位：円）

平成30年4月分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　（単位：円）

 



４月・５月新着図書・資料の紹介

○ 新着図書　…　新規購入なし

○ 資　　料

地方議会人 　4月号・5月号 中央文化社

ガバナンス 　4月号・5月号 ぎょうせい

自治実務セミナー 　5月号・6月号 第一法規
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