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6月議会トピックス
［主な議案の質疑討論：２面］［議案賛否一覧：３面］
［一般(個人)質問：４〜６面］［報告事項：６面］

● 農業委員会法の改正に伴い、農業委員の定数が11人
から10人に変更されました［2面に詳細］

● 一般会計補正予算（第3号）の修正案は否決、原案が可
決し、市役所駐車場の有料化、マイナンバーカード交付
臨時窓口の期間延長が決まりました［２面に詳細］

● 谷保地域の一部が、谷保7丁目に町名変更します
● 受動喫煙防止条例の早期制定を求める陳情［3面に詳細］
ほか陳情1件が採択され、1件は不採択となりました
スマホ対応、音声読み上げ、多言語翻訳など
バリアフリーに配慮しています。
右のQRコードからご覧いただけます。

次の議会は
8/29（月）から始まる予定です。
請願・陳情の受付は8/23（火）正午までです。
※提出される方は、早めに議会事務局へお問い合わせ
下さい。
日程の詳細は
【８面】
をご覧ください
ἁἝἑἓἕἑ

● 国民健康保険の子どもの均等割保険税軽減を求める意
見書は可決、ほか1件は否決されました

● 土地開発公社と文化・スポーツ振興財団の経営状況に
ついて、報告がされました

● ごみ有料化、保育園民営化、給食センターの建て替えに
ついて、各常任委員会で報告がありました［6面に詳細］

本会議、常任委員会はインターネット中継（ライブ・録画）も行っています。スマホ・タブレットでも、ご覧になれます。

国立市議会

検索

−この広報紙は再生紙を使用しています−

Q．スケジュールは︒

有財産の有効活用の３つ︒

不公平感の解消③貸付による公

管 理 ② 長 時 間・目 的 外 利 用への

A．①雨の日など満車時の適正

Q．駐車場有料化の目的は︒

▼原案に対して

市役所駐車場の有料化

Q．しょうがいしゃと話し合 う

▼修正案に対して

できなくなる︒

A．混 雑 緩 和など３つの目的が

影響が出るか︒

Q．減 額 修 正されたら︑どんな

ポーザル条件に盛り込む︒

しゃと協議し︑必要なことはプロ

A．事 業 者選定 前にしょうがい

予算を決めてよいのか︒

者 参 加の理念に反して︑詳 細や

Q．しょうがいしゃ条 例の当 事

事前協議に時間がかかった︒

A．カードを持たない人も含め

もいいと考えているのか︒

Q．待機者に不便を感じさせて

修正する政治判断をした︒

度も理由にして反対し︑今回は

A．当初予算はマイナンバー制

今回は出したのはなぜか︒

当初予算案には修正案を出さず︑

Q．同じ交付事務費が含まれる

▼修正案に対して

ゼロにならない︒

の予算であり︑事務予算全体は

A．今回は円滑に進めるプラス

議会がゼロにできるのか︒

こんな質問が出ました︒

A．８月にプロポーザル方 式で

段 取りを踏めば︑原 案に賛 成で

事務費を負担しており︑早く欲

後︑工事を行い

のものを決めることなので︑その

月下旬の供用

月に市民説明の

開始を目指す︒
きるか︒

A．①他市や近隣の駐車場を参
前に話し合う必要がある︒

る優先度は低いと考える︒

こんな意見が出ました︒
︻原案に賛成︼庁舎利用者の利

A．国のカード作成が遅れた上︑ 円滑なカード交付も必要だ︒

ければならないのか︒

︻原案に賛成︼駐車場料金はし

ゼロにするのは疑問︒待機者が多
い中で利便性を考えて体制をと
るのは︑行政として当然だ︒
︻修正案に賛成︼市民の財産で
ある庁舎敷地の活用に市民負担
年かかる︒マイナン

を求めるのは認められず︑投資
回収にも

バー制度自体が問題だが︑国の
担するのは認められない︒
︻原案に賛成︼予算修正しても
れない︒時間をかけて議論をする
のは問題の先送りだ︒既に市民に
負担はかかっており︑コストの総
体的な比較がされていない︒
︹本会議で原案可決︺

こんな質問が出ました︒

Q．定数が変わるだけなのに︑

が︑公選制に問題があったのか︒

A．全国的に定数以上の候補が

いない状態が続いた︒

の役職者②農業委員会の役職者

市の事例を見ると︑①市長部局

A．今後の課題だが︑他の先進

メンバーで構成されるのか︒

るとなっているが︑どのような

Q．候補者評価委員会を設置す

妥当と考え︑変更した︒

中で︑定数を変える全部改正が

明していたが︑条文を洗い出す

A．３月議会では一部改正と説

から選ばれて推薦されている︒

が推 薦であるが︑実 際は各 地区

A．現 状は６名が公 募︑その他

表制も考慮して﹄とあるが︒

業者の代表機関としての地域代

の代 表 制 も 考 慮した上 ﹄と﹃ 農

農業者の代表機関としての地域

Q．﹃ 選 定にあ たっては 従 前の

が選ばれることはない︒

あたってはまったく由縁のない方

A．住 所 要 件はないが︑選 任に

なぜ条例が全部改正となるのか︒ Q．国立在住者と考えてよいか︒

③東京都農業会議の職員で構成

Q．定 数を

名と定めて︑結果

されており︑参考にする︒

ーバーした場合に︑適正な講評

物かを評価する︒また︑定員オ

A．職務を適切に遂行できる人

か︒

Q．評価委員は何を評価するの

A．まだ決まっていない︒

Q．評価委員の人数は︒

に市長部局の職員が入るなら首

めの評 価 委員 会があるが︑委員

Q．首長の恣意的にならないた

極的に働きかける︒

者が組織する団体や関係者に積

A．推薦と募 集を延長し︑農業

場合どうなるのか︒

９名しか応 募 ︑推 薦がなかった

人から 人に減る

A．まだ決まっていない︒
Q．委員が

ことで︑今行われている実務に
変更はあるのか︒

A．耕作面積が減っているので

Q．任命はいつか︒

の手続きが入る︒

A．最 終 的に︑議 会の選任同 意

よっての条 例の全 部 改 正だが︑

︻賛成︼法 律 が変 わったことに

ていることに敬意を表する︒

まっている︒

適切に行うことができる者と定

所掌に属する事項に関し職務を

A．農業に関する識見を有し︑

の中から選ばれるのか︒

Q．委員は農業の知識がある方

かりと対応する︒

いろな方が選出される事に対し

適 法 性 を十 分に補い︑よりいろ

員 会を設けることで︑透 明 性や

からの推薦を残し候補者評価委

長が任 命するが︑地域の皆さん

︻賛成︼条例を全部改正して市

化する︒

係者の独立性を奪い制度が形骸

の任 命 制に変える事は︑農 業関

︻反対︼公選制を廃止して市長

なものになるのであれ ば︑条 例

素 晴らしい︒後々首 長の恣 意的

業者の働きや農業委員の活動は

根 本 的な疑 問は残るが︑市の農

︻賛成︼国が法改正をしたのは

名とするのは適切と考える︒

えるというバランスを考 えると

が減少しているが必須業務が増

ならない︒その上で︑農地と農家

行する農業委員会にしなければ

が︑必須業務となるにあたり︑遂

なっている︒任意業務だったもの

Q．農業に関係する法人や企業

て評 価する︒また現 在の農 業 委

は推薦できるのか︒
A．可能である︒

を変えればいい︒

こんな意見が出ました︒

推進できる体制づくりが目的と

農地の利用の最適化を効果的に

いる方が︑忙しい中で活 動 され

○農地制度に関する業務執行の全国的な統一、客観性の確保
○市町村長から独立した行政委員会として、公平、中立に事務を実施
○農業者の自主的な組織として、地域の農地の利用調整（農地集積や紛争の仲裁など）に
積極的に取り組む

員においては︑農 業 従 事 されて

問題ないと考えるが︑難しい問

農業委員会設置の意義

Q．公選制から任命制に変わる

題も提起されているので︑しっ

○農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申などを中心に、農
地に関する事務を執行する、市町村に置かれた行政委員会

A．平成 年７月 日︒

Q．評価委員に報酬はあるのか︒ 長の恣意的になるのではないか︒

をする︒

10

事業者選定し

Q．①利用料金と②市の収入見

しいというニーズに

考に︑様々な意見を聞いた上で︑
マイナンバーカード臨時窓口

万円かけ

A．補正予算の可決は有料化そ

事 業 者との契 約の中で決める︒
▼原案に対して

込み額は︒

②月 万円︑年 万円︒

便性のため︑駐車場有料化は必

A．他市の１時間無料措置を参

通信障害でカード交付が遅れて

ょうがいしゃの意見を聞いて決め

Q．庁舎利用者の料金の配慮は︒ Q．なぜ今︑補正予算を組まな
考に︑国立市でも考えている︒

人の待機者に早急

要だ︒市民サービスを考えると︑

Q．市役所利用以外の目的外利
いる︒３千

枚まで増えたが︑申請して

てほしい︒法定受託事務の補正を

用を︑どの程度把握しているか︒

台の利用があり︑ に交付するため︑臨時窓口を

日

Q．臨時窓口をやめると︑どう
なるのか︒

電子証明を利用した確定申告に

交付待ちが２〜３ヶ月延びる︒

A．交付能力が６〜７割に落ち︑ 問題による不具合を市が財政負

12

間に合わないことが予測される︒ 課 題は解 消されず︑対 案も示さ
Q．制度は国の政策で︑遅れの
原因も国にあるなら︑国に財政
補てんを求めないのか︒
A．市長会で要求している︒
Q．法定受託事務の補正予算を

20

A．１日平均

月まで延ばす必要がある︒
Q．カードの交付状況は︒
20

か交付できなかった︒現在は１

10

から２〜３ヶ月待ちである︒

50

29

調 査では︑ ％が庁 舎に入ら ず
に別方面に向かっていた︒

A．１︑２月は１日

コストパフォーマンスが悪い等、４つの理由から

〜 枚し

Q．なぜ６月補正になったのか︒
A．駐車場法に基づく警察との

●マイナンバーカード交付の臨時窓口の
期間延長経費を削除

10

10

12

しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまちくにた
ち条例の理念に反する等、５つの理由から

農業委員会とは

10

10

15

●市役所駐車場の有料化経費を削除

11

10

議員から、約1753万円を減額する
修正案が提案されました。

2
No.235
平成28年8月５日発行

総務文教委員会
市役所駐車場を有料化
マイナンバーカード臨時窓口を期間延長します 【議案第54号】
一般会計補正予算（第3号）

建設環境委員会
農業委員会の選挙・団体推薦がなくなり、
【議案第53号】
推薦・公募で10人を市長が選びます
農業委員会の委員の定数を定める条例

3
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平成28年第２回定例会
議案
番号

各会派の議案への賛否

件名

○：賛成 ×：反対 欠：欠席（６月６日）
会派名（人数は議長を除く数）
議決
自 新 共 公 風 社 こ み 結果
７ ４ ３ ２ ２ １ １ １

概要

予算
条例改正

市長提出

一般会計補正予算（第３号）

【補正額】＋4,935万7千円
【補正後の総額】294億9,697万5千円
市役所駐車場有料化に伴う工事、
マイナンバーカード
交付のための臨時窓口の期間延長、老朽化した大学通 ◯
り街路灯取り替え、市民からの寄附による交通安全パ
トロール車購入、全校でのオリンピック・パラリンピッ
ク教育推進事業など

◯

×

◯

×

◯

×

◯ 可決

一般会計補正予算（第３号）
【修正案】

市役所駐車場の有料化（942万6千円）と、
マイナンバ
ーカード交付臨時窓口の期間延長（810万７千円）を ×
削減する

×

○

×

○

×

○

× 否決

48号

専決処分事項の報告・承認
（市税賦課徴収条例等の一部改正）

地方税法の一部改正に伴い、規定と文言を整理する

◯

○3
欠1

◯

◯

◯

◯

◯

◯ 可決

49号

専決処分事項の報告・承認
（国民健康保険税条例の一部改正）

低所得者に対する保険税の5割・2割軽減措置の対象
○3
○ 欠1 ○
者を拡大する

○

○

○

○

○ 可決

54号

指定地域密着型サービスの事業の人員、 定員18人以下の通所介護（デイサービス）事業を地域

51号 設備及び運営に関する基準を定める条例 密着型サービスとして位置づけ、半年に1回以上の運 ○

○

○

○

○

○

○

○ 可決

指定地域密着型介護予防サービスの事
業の人員、設備及び運営並びに指定地域 要介護認定者に提供される認知症対応型通所介護事
52号 密着型介護予防サービスに係る介護予防 業者に対し、半年に1回以上の運営推進会議の開催を ○
のための効果的な支援の方法に関する基 義務付ける
準を定める条例の一部改正

○

○

○

○

○

○

○ 可決

農業委員会法の改正に伴い公選制が廃止され、推薦・
公募により市長が選任することとなった農業委員会の ○
定数を、11人から10人に変更する

○

×

○

○

○

○

○ 可決

◯

○3
欠1

×

◯

◯

×

×

◯ 可決

大字谷保字下モノ下の一部区域に谷保7丁目を新設する ○

○

○

○

○

○

○

○ 可決

○

○

×

○

○

○

○ 可決

×

○

×

○

○

○

○ 否決

○

○

○

○

○

○

○ 採択

×

◯

◯

○1
×1

◯

◯

◯ 採択

×

○

×

○

○

○

×

の一部改正

営推進会議の開催を義務付ける

53号 農業委員会の委員の定数を定める条例

その他

50号

【金額】４億4,571万3,520円（落札率81.2％）
国立駅南第１自転車駐車場新築工事請
【事業者】戸倉工業株式会社
負契約
電子入札による制限付き一般競争入札に8社が参加

55号 町区域の新設

意見書

議員提出

【提出者：尾張美也子議員ほか2名】

議員 国民健康保険における子どもに係る均等 子育て支援の観点から、他の医療保険制度との公平
×
５号 割保険税（料）の軽減に関する意見書
性を保ちつつ、国の責任と負担による保険税軽減等の
早急な検討と結論を求める
【提出者：上村和子議員ほか３名】
議員 沖縄でまたしても起きた米軍関係者によ
米軍属による女性暴行・殺害事件に厳重に抗議し、遺 ×
6号 る女性暴行・殺害事件に関する意見書
族への謝罪と完全な補償などの早期実現を求める
住民の健康増進と2020東京オリンピッ

【陳情者：スモークフリーキャラバンの会スモークフ

リー in TOKYO 代表】
陳情
4号 ク、パラリンピックにむけて受動喫煙防 住民の健康を守るため、地域特性に応じた受動喫煙 ×
止条例の早期制定を求める陳情

陳情

防止条例の早期制定を求める
【陳情者：竹の会 代表】

陳情 コミュニティワゴンバスの早期運行につ
谷保6丁目に、市民の交通手段としてコミュニティ ◯
5号 いての陳情
ワゴンバスの早期運行を求める

【陳情者：東京民医連労働組合健生会支部 書記次長】

陳情 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改 看護師の労働環境の改善（夜勤労働時間の上限、勤
×
6号 善・大幅増員を求める陳情
務間隔）などについて、国に対する意見書の提出を

不採
択

求める
自＝自由民主党・明政会（青木健・石塚陽一・大和祥郎・石井伸之・髙柳貴美代・大谷俊樹・遠藤直弘） 新＝新しい議会（藤江竜三・稗田美菜子・石井めぐみ・渡辺大祐）
共＝日本共産党（高原幸雄・尾張美也子・住友珠美） 公＝公明党（小口俊明・中川喜美代・青木淳子） 風＝緑と自由の風（重松朋宏・関口博）
社＝社民党（藤田貴裕） こ＝こぶしの木（上村和子） み＝みらいのくにたち（望月健一）

会派略称

福祉保険委員会

受動喫煙防止条例の早期制定を求めます

【陳情第4号】住民の健康増進と2020東京オリンピック、パラリンピックにむけて受動喫煙防止条例の早期制定を求める陳情
考えと捉えたが︑受 動喫煙防 止

Q．実効的なものが必要という

ころは全部屋内と考えている︒

A．建 物の屋 根が続いていると

あるが︑範囲は︒

Q．陳情書には屋内全面禁煙と

が合うと思う︒

A．自然を大切にした生活態度

の方法が合うと考えるか︒

Q．国立市にはどのような禁煙

▼陳情提出者に対して

︻採択︼市民の健康を守るとい

と要望する︒

ので︑丁寧な対応で進めてほしい

応じた制定を求めるという事な

︻採択︼陳情者も地域の特性に

てほしい︒

事から︑ぜひ有 効 な条 例を作っ

人以上の方が被 害を受けている

の高まり︑受 動 喫 煙で１万５千

︻採択︼喫煙によるがん発生率

かなっている︒

よって条 例の制 定は市の方 針に

組んでいる事は何か︒

条例を作る際のポイントは何か︒

う観点において︑市議会議員・市

A．市の保 健センターではたば

A．受 動 喫 煙 被 害は広がってい

当局は責 任があると考 える︒こ

︻陳情の趣旨︼

るため実行力を持った条例が必

のことから早期制定を望む︒

この煙が及 ぼす影響の周知に努

要である︒公共 的な場 所や人が

︻採択︼前から受動喫煙の被害

喫煙の健康被害を広く啓蒙し︑

大勢集まる場所は必要と考える︒

の方が吸う人の健康被害より大

めている︒

Q．陳 情 者が求めているのは受

きいことが 指 摘 されてきた︒本

国民を受動喫煙の被害から守

動喫煙防止の条例であり︑制定

陳 情は良いきっかけを与えてく

こんな意見が出ました︒

の項目内容に関しては国立市に

れた︒感謝する︒

るために︑地域の特性に応じ

委ねても良いのか︒

︻不採択︼地域的な特性という

た受動喫煙防止条例の早期制

A ．そのとお りである︒そこは

より国全体で考えることが大切

︻採択︼第２次国立市健康増進

段 階を踏んで︑特 性に応じてお

だと思う︒現 在国 立市にもたば

定を求める︒

願いしたい︒

こを吸 う 人はいる︒お 互いが 気

計画では︑ＣＯＰDの原因の１つ

▼市長部局に対して

持ちよく過ごせる社会が必要と

である受動喫煙について︑知識の

Q．国立市ポイ捨て及び飼い犬

考える︒

普及を行う事が明記されている︒

のふんの放置の防 止並びに路上

※ＣＯＰD＝慢性閉塞性肺疾患

こんな質問が出ました︒

喫煙等の制限に関する条例の内

容は︒

A ．公 共の場 所 ︑道 路 ︑公 園そ

の他野外公共の用に供する場所

において︑迷惑と感じられないよ

う注意するというものである︒

Q．健康増進法に基づいて取り

実施する︒

今年度も中学校全校で

ィアをお願いできるのか︒

て国高生に学習ボランテ

望月 健一 議員

市債の借り換えをして子ども
たちの将来負担を減らせ！
みらいのくにたち
介護状態になっても在
宅で過ごせる体制づくり
平成 年度と比べると︑

は進んでいるのか︒

億

市中金融機関からの市

公務員は公僕ではない︑
公僕から主人公へという時代だ

大谷 俊樹 議員

国立市のこども居場所づくり
への対応を期待する

の目的と得られる効果は︒

新地方公会計制度導入

選んだ方たちが複式簿記

ビスをするから公務員を

民間では出来ないサー

定ができないか︒

ットワーク作りの場の設

簡素化と関係諸団体のネ

いての補助金申請方法の

こども居場所事業につ

あるまちづくりについて

間の確保による回遊性の

国立駅周辺地区の歩行空

性的な店舗づくり︑広く

づくり公社の支援にて個

大和 祥郎 議員

大学通りの緑地帯の整

官庁会計の単式簿記︑

発生主義を取り入れ︑費

自由民主党・明政会

備で歩行者の安全確保は︒

現金主義の情報不足を補

用対効果を上げることが

自由民主党・明政会

職員のパトロールを徹

い︑資産とか債務改革や

きると思っている︒

底し危険箇所は整備する︒

事務事業の改善・改革へ

のための場づくりを進め

場所づくりネットワーク

付決定の短縮︒子供の居

への影響と対策は︒

ープンに伴う地域商店会

ノノワ国立ウエストオ

調査研究中である︒

大学通りの自転車レー

公務員はコストを忘れ

ていく︒

申請の簡素化により交

ンの損傷が激しいが改修

石塚 陽一 議員

佐藤市政に対する市民の皆さま
からの要望事項等について
自由民主党・明政会
号線の残

自転車駐車場設置を都
計道３・４・
都計道の残地や未利用

地を含めて検討しては︒

駐車場整備の支援を検討︒

地の活用及び民営自転車

出来るのか︒

住民に喜ばれるサービス

債は︑一般会計で約

東京都方式では事業の

の活用可能性が出てくる︒

をしているからいいとい

を支える動きは進んでい
都は劣化部分が確認で

を都に要請できないのか︒

担当職員までコスト感覚

国立駅周辺の建物等の

が身について大きな改革

自転車駐車場の附置義務

泉六丁目地区へのコミ

きれば部分的に補修する︒

う可能性がある︒ただし︑

億８千万円ある︒その
を履行しない事業者への

地方自治法の規定に﹁最

散乱への対応は︒

の影響は大きい︒駅前活

性化協議会への補助事業

等について案内を行って

トの配布とゴミ出し方法

早い時期に開通できる

人・自転車の開通時期は︒

国立駅西側南北通路の

ならない﹂とある︒私ど

に対する支援を充実する︒
日々仕分けでは無く財

もは肝に銘じていきたい

散乱している住宅街・
政担当︑会計担当によっ

商店街等へのカラスネッ
て財務諸表が作られる仕

いく︒

小の経費で最大の効果を
小中学校の通学区域の

と思う︒

挙げるようにしなければ
見直しと一貫校教育の導

他︑国立市総合防災計画︑

でそのことが可能か︒

旭通りの都道拡幅は私

組みだが︑行政コスト計

で福祉的な交通も考慮中︒

地域の重複する店舗へ

対応施策はどうなのか︒

に至ったが国立市が導入

年４月に文書にて是正

も早期実現を期待するが

算書を各所管の事業部署
ンスを考慮し検討︒一貫

児童生徒数の地域バラ

し合うことで十分活用で

と一緒に作り改善策を話

について質問︒

道路整備事業︑組織改正

渡辺 大祐 議員

まちづくり条例を検討

設︑早期に大学通り自転

他︑桜維持管理基金の創

車レーン整備を依頼した︒

藤江 竜三 議員

谷保駅周辺や矢川駅周

新しい議会

窓口の一本化を求む！

旭通り商店会では都市

している地域はあるか︒

ようＪ Ｒに要望する︒

入についての考えは︒

教育も将来は考慮が必要︒

新しい議会

カーシェアリング導入により
な駐車場に！
win-win

強会等で施策を検討中︒

住友 珠美 議員

国立駅南口複合公共施

がけていく︒
南口複合公共施設につ

庁舎駐車場の工事を検

を総合的に支援するワン

みてはどうか︒

南部地域に観光客を誘

地域の既存の住宅におい

辺の近隣商業地域とさく

てのみ旅館業法の許可を

ら通り沿道の第１種住居

らも人を呼び込めるよう

設は他市にはない形のホ

な施設にするべきである︒

ールを作ることで他市か

で︑民間保育園との役割

全ての公立保育園を民

分担が重要になるが︑市

営化するわけではないの
考えはないか︒庁用車の

得ることにより民泊営業

討中とのことだが︑カー

維持費の削減や︑市民へ

ができる︒

シェアリングを導入する
いる︒地域が主体となっ

例えば高画質な映画上映

市では子どもの居場所

て動けるような取り組み

機能を付加していくなど

事業の補助金を交付して
具体的な施設の内容や

の見解を問う︒

いて経過と現状︑今後の

高さ︑用途についてはこ

の機会提供になるのでは︒

方向性はどうなるのか︒

現在は一貫して市民活

を進めていきたい︒

ストップの窓口を創設す

動の相談に応じる体制が

れからだが︑市民の意見︑

地域密着型通所介護への

る︒どのように利用した

便性が高いと認識してい

める中で保育の質や︑セ

援できる仕組み作りを進

点ともなる緑化した駐車
場公園を設置できないか︒

景観に配慮して中低層と

移行に伴いこれから受け

地域の子育て家庭を支

に伴いよりよい市民サー

整っていない︒組織改正

ひきこもり対策として

カーシェアの活用は利

緑化の推進は国立市の

いうことで検討中︒

小規模デイサービスの

計画にもあるが︑南部の

立川断層や首都直下地

ビスに向けて検討したい︒

ら効果が高いかを検証し

市場調査をゆっくり見

談窓口の検討状況は︒

子ども・子育て総合相

新たな駐車場公園につい

良い利用方法があれば採

子育て世帯が必要な情

報を得るためには幾つか

る方の市境を越えた利用

Ｊ Ｒに対しｎｏｎｏｗ

は出来るようにしてほし

ながら検討していきたい︒

他部署が情報提供を密に

児童館がなく屋内の遊

投票率向上のための教

ーフティーネットとして
して連携するためにも︑

たしていきたい︒
公立保育園民営化の議

を検索したりということ

隣接する立川市・府中

の機能向上を先駆的に果
るが︑災害に備えマンシ

震のリスクが高まってい

用するよう検討する︒

慎重に判断したい︒

いがどうか︒

の場所を回ったり︑ある
はどうか︒

﹁情報シート﹂を作って

いは多数のホームページ

心に自主防災組織の強化

ョンの管理組合などを中

短い利用時間の延長を市

び場も少ない南部地域だ

ａ 口の現在は７〜 時と

が︑南市民プラザを子ど

ではなく︑ワンストップ

論が進んできた︒今後の

Ｊ Ｒ東日本の担当者に

市のスタンスを問う︒

として要請できないか︒
市・国分寺市と相互に事

︻選管︼投票機材の貸

前協議を不要とする協定

委と選管の協議の成果は︒
進行管理会議を毎月開

で利用する市民の立場に

催しているが︑その中で

要望︑協議を引き続きし

災害時には地域住民の

ていく︒

を図るべきではないか︒

出︑出前授業ができる旨

もの集う場所として利用

話をした︒︻教委︼主権

することはできないか︒

公立保育園の民営化に

きたい︒

たった制度やサービス︑
際し︑子供たち︑保護者

を締結している︒
南部地域コミバスの検

ケースリストというシー

情報の説明や案内を適切

トを用いて行っている︒

にする窓口を検討してい

共助の取り組みが重要に

国立市の条例に照らし

なる︒地域の自主防災組

合わせると民泊は条例違

子どもの居場所づくり

者教育の一環として︑立

事業の一環として︑他の

川青年会議所主催の〝み

反になるのか︒

を含め環境変化の影響が

らいく〟を行う︒

最小限になるよう最大限

子どもの居場所づくり

の配慮と丁寧な対応を心

矢川駅と谷保駅で折り

として﹁子ども食堂﹂を

返す２コースを検討中︒

討されている内容は何か︒
ンや団地にも結成の働き

織の強化と共にマンショ

市が主体となってやって

部署と連携しながら検討
したい︒

かけをしたい︒

はできないか︒

ては計画外の提案なので

ることはできないか︒

日本共産党

子どもからお年寄りまで
安心して住める国立市へ！

個性的なまちづくりの勉

商店街の方が自主的に

沿道地権者の意見集約は︒

要望を出している︒

市内カラスによるごみ
予定の総務省統一モデル

一般会計で約３千 万

利息は年間いくらか︒

と︑民間ならば借り換え

改装した事業者には平成

駅周辺で検査後に一部

万円である︒

円︑下水道特別会計で約

を当然検討する︒検討で

では足りず狭隘道路なの

道路幅員が車輌制限令

円︑下水道特別会計で

大規模災害時︑聴覚し

境整備に努める︒
ょうがいしゃを個々にサ
ポートする人を確保でき
避難行動要支援者避難
きないか︒

マイナス金利政策のも

支援事業の実施地区を拡

が︑交渉してみたい︒

相手方との契約はある

守り活動員養成事業など
他︑不登校・ひきこもり
問題などを質問︒

28

致する新たな玄関口とし

石井 めぐみ 議員

南部地域の振興と子育て支援
市民が活躍できる窓口創設を

今年も︑中学校におい

とも連携に努める︒

をする︒また︑社協の見

充する中︑幅広く声かけ

ないか︒

11

て︑市民が集い防災の拠

新しい議会

ュニティワゴンの導入は︒

る︒今後は︑市民の自己

医療・看護・介護の在宅

10

決定を支え選択できる環

40

20

市民の活動や起業など

22

一般質問（要旨）につきましては、各議員本人がまとめたものをもとに掲載しております。
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重松 朋宏 議員

財団方式の保育園民営化なら
運営体制変えず国補助増える
緑と自由の風

障がい者用乗降スペース

で︑国立駅の駅前広場の
④非正規職員比率は︒

②勤続年数︑③平均月給︑

間園の正職員①平均年齢︑

市内の公立保育園と民

民間園は① 歳︑②

年︑③ 万円︑④
年︑

丁寧に説明しなかった
体的にどの経費を削減す

果６千 万円／園は︑具

民営化で見込む財政効

ークやセミナー等も実施

て会場とし︑グループワ

小口 俊明 議員

都市計画道路を計画変更する場合
補助金返還が必要となる
公明党

変更理由が無いため計

であるのか︒

佐藤市長は︑上原元市長への
４千 万円の請求を中止せよ

尾張 美也子 議員

市民の声を生かしたまちづくり
と柔軟な施策の工夫を

日本共産党

市民の声に逆行するが︒

ｍ 以内に設けない方針は

関口 博 議員

道 路 構 造 令で停 車 帯

緑と自由の風

１・５ｍ は 義 務 で な く 植

控訴を取り下げたことに

一審判決では︑市長が

道 路 構 造 令で植 樹 帯

ために植樹帯を設けては︒

広げ駐輪施設を設置する

援策を検討する︒

民間の駐輪場整備の支

駐輪施設の整備を︒

買い物のための小規模

等の考え方に基づく︒

市の計画の商業ゾーン

市長は︑上原氏の裁判を

っている︒都計道３・４・

号の延伸部分の歩道を

ついて︑﹁訴訟行為を妨

は持っていない︒

︻市長︼そういう認識

受ける権利を奪ったとい

２期工事の一部を前倒

︱２期工事について問う︒

万円の損害賠償を上原

国立市が行っている求償

都市計画道路３・４・

元市長に求める裁判︶の

裁判︵遅延金を含む約４千

号線の計画変更は可能
しで工事するもの︒仮移

市側の弁護士は︑かつて

樹帯は設置するものとな

転の際の引っ越しの負担

景観裁判や住基ネット裁

う認識はあるのか︒

図書館事業の他市との

軽減のためと聞いている︒

判で︑上原氏や関口を訴

億円の

えていた住民側の弁護士

画変更はできない︒仮に
協定拡充で市民サービス

変更した場合約
を充実できないか︒

０・ ｍ となっている︒

設置する植樹桝の幅は︒

後も地域で暮らす支援は︒

しょうがい者が親亡き

手話言語条例の策定を︒

害したと認定している︒

車より人優先の道路に

先進市を研究する︒

住民側原告代理人は︑

市長が控訴を取り下げ︑

すべき︒マスタープラン

４・ は植樹桝で対応する︒
堀先生である︒所属弁護

弁護士を変えたから︑当

１・５ｍ が 標 準 だ が ３・

士会も問題ないと回答︒

時市長であった関口の陳

法的には変更可能だが

に変更可能の記載がある︒

げたことに当たる﹂とし

今まで争ってきた相手

述書が没になり︑寄付が

て裁判を受ける権利を妨

中央線高架下に図書館

である︒今後も協議する︒

側の弁護士を市の弁護士

損益相殺になった事実が

ではないのか︒

ならない︒今後約７億円

図書を予約できるか検

機能を置く計画だが図書

にしたから︑市の主張は

討しているが難しい状況

館分室の今後の運営に影

全く逆の主張になってい
受けることができるよう

おいて図書館サービスを

図書館分室は各地域に

請求を確定させた︒佐藤

氏への４千 万円の賠償

訟の控訴を取り下げ上原

る︒佐藤市長は︑住民訴

損益相殺を高裁は否定︒

︻市長︼補填に関する

判決が生まれた︒意見は︒

曲げられ︑間違った高裁

％で一番︒国立駅南口

必要なものは駐輪場が

藤田 貴裕 議員

自由民主党・明政会

検討したことは無い︒

期的に検討したことは︒

や相談事業を進める︒

家庭系可燃ごみは減っ

ている︒お金の誘導の有

情報発信の強化をする︒

料化より分別施策徹底を︒

他︑福祉避難所︑備蓄品︑

木造住宅耐震工事等質問︒

Ｈ 年６月完成予定︒

員員
石井 伸之 議員

誰もが気軽に相談できるワン
ストップの電話相談体制確立

アンケートで駅近くに

グループホームの体験
響はあるのか︒

ー向け住戸が建設されて

運営しているもの︒影響

社民党

変更は考えていない︒

いる︒２期工事において

はない︒

矢川北団地建てかえ１

青木 健 議員

熊本地震を教訓とした防災
対策と国立駅前の回遊性は
自由民主党・明政会

仮に民営化する際︑引

電話相談の在り方を定

き継ぎの合同保育はどれ

き審議会で議論する︒

くらいの期間を考えてい

なぜ公立保育園の民営
市全体の保育サービス

るのか︒

が休養できる体制は︒

の質の維持向上と︑子育

児童に影響を及ぼさな

今回の熊本地震での教

て家庭を切れ目なく支援

い様︑細心の注意を払う︒

電話相談でも同様のサー

この時期に矢川プラスの

５千 ㎡が更地になる予定︒

前の予算特別委員会で

月

他︑集 会 所 等を一時 避 難

次年度は校長会と協議︒

短期間︒夏に選考すべき︒

選手選考から大会迄が

経て︑２月当日を迎える︒

選手決定︑３回の練習を

月選手選考会︑

会のスケジュールは︒

中学生﹁東京駅伝﹂大

現在システム移行準備中︒

無料という利点もあり

質疑した一目瞭然な備蓄

︻市長︼簡単なようで

ビスを提供すべきでは︒

でワンストップサービス

１年あるいは数年に及ぶ

他市では１か月︑半年︑

品管理システムの活用は︒
組みを推進しなければな

を確立し大変好評と聞く︒

らないからだ︒

化を目指すのか︒
ノノワ国立からの回遊

していくために︑子育て

基準等が無いため︑一

性と新しい道路の考えは︒

施策の充実に向けた取り
済活性化に努めたい︒新

定の基準を年度内に策定︒
を踏まえ︑策定中の国の

回遊性のため活性化協

熊本地震で起きた課題
指針を参考に検討したい︒

議会の事業と連携した経
たな通路の創出は︑引き

非常に難しいが︑素晴ら

正を行い︑市民に迷惑を

しい提起と認識︒組織改

掛けないよう対応する︒

ものもあった︒今後検討

公立保育園は地域のか

矢川北団地に建設予定

して決めたい︒

震度７を想定してない︒

民営化して生み出した

かりつけ保育園を目指す

の複合公共施設︵仮︶矢

財源を︑どの様な子育て

など意欲的な事を言って

地元商店への資金融資

続き検討したい︒

これから議論していく︒

いる︒これらの事を行い︑
都計道３・４・

支援策に使うのか︒
仮に民営化する際の仕

川プラスに災害時防災拠

金融機関と連携した資

様書は︑公立保育園の基

点機能を組み込むことは︒

制度ができないか︒

号線

金面での支援をしたい︒

成績を見てから公立保育

場 所とすること︑ネーミ

園民営化の話をしたらど

ングライツ
︵施設命名権︶

公園内自販機設置を質問︒

防災拠点として必要性

同団地二期工事完成は︒

を認識︑大枠の中で検討︒

準をきちっと守ってもら

既に聞いている︒

保育士のアイディアは

うか︒

う内容と認識して良いか︒
様々な行政計画等でも

ガイドラインでどの様

を駐輪場等にできるか︒

にするか決める︒ガイド
ラインの作成は︑引き続

を定めて事業化している
ため変更できない︒

市民の意見も聴き必要性

応援・派遣要請などを

発生させないために職員

災害時に人的なミスを

携強化を図りたい︒

想定した常備組織との連

の連携は大丈夫なのか︒

消防・警察・自衛隊と

ことが必要︒

な部分も踏まえ︑見直す

断層の影響する広域的

まえた見直しは︒

立川断層帯の懸念を踏

の確立は︒

国立市はふくふく窓口
震度７を想定した体制

訓は何か︒

中身が無い公立保育園の
民営化に反対

も都と協議している︒

を前提に一定のファミリ

移転から戻る住民の住戸

１期工事においても仮

りは実現できるか︒

伴いファミリー向け間取

矢川北団地建てかえに

が受けられなくなる︒

の補助金を見込んでいる

補助金を返還しなければ

10

10

当事者抜きの警察協議

が整備計画から消えたの
のように﹁福祉車両優先
③ 万円︑④ ％︒

％︒

公立園は① 歳︑②

乗降スペース﹂として表

事は反省している︒道路
ることで得られるか︒

②公立園移管の実績を持

員と共に︑オリジナルの

した︒現在︑市内全域で

19

は問題だ︒せめて三鷹駅

示することはできないか︒

形態を変えずに︑歩道上

万円分

市内民間園 園のうち︑

の人件費等の差がある︒

出金以外に２千

公民比較して国・都支

の標示設置が可能かどう
市長は国立駅南口再開

か︑検討していきたい︒
発ビルの中低層化︑収益
部分の縮小を表明したが︑
いずれにせよ公共施設
①２法人︑②１法人︒

つ法人はいくつあるか︒

①複数園を運営する法人︑

のコストはかかるので︑

資金調達をどうするのか︒

最善の手法を検討する︒

青木 淳子 議員

安心・安全と希望が
ゆきわたる国立へ
公明党

がん教育の充実を問う︒

スタートした︒
国立市の学校教育にお
ける重点施策の１番が命

た認知症の方の探索模擬

の教育の充実である︒平
成

①認知症サポータース

の内容を校長会に示し︑

年度に行った講演会

探索模擬訓練を

月実施

に向け︑実行委員会を開

就労準備支援事業内容

よく検討していきたい︒

プランを立て自立に向け

専門的資格を持つ相談

置き活用していきたい︒

と今後の取り組みを問う︒

③わんわんパトロールの

内の空き店舗を借り上げ

た支援を行っている︒市

がいしゃ支援課と共に︑

セット用意
登録していただいている︒

する予定︒短期間就労に

バンダナを

為にわんパト標と愛犬用

高齢者支援課の窓口にも

②ヘルプカードをしょう

催し協議・検討中である︒

テップアップ講座として

訓練ほか３項目の進捗は︒

年度に提案・要望し

17

業事業者の方と相談する︒

11

51

農業体験が可能か市内農
年度より事業として

42

10

28

10

42

35

14

10

76

35

25

31

10

10

④国立市図書館における

50

雑誌スポンサー制度を平
成

10

27

28
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保育園民営化問題︑
子ども医療費助成の拡充を

災害時の対応について
谷保の狭隘道路整備について

想定する被災者に対す

災害備蓄品は万全か︒
補施設と位置付けられて

遠藤 直弘 議員

る食料は十分ではない︒
いるが︑一時避難所や正

自由民主党・明政会

小学生まで見直しの対

なしで拡充できないのか︒

アルファ米５千食ずつ購
避難所が避難者想定よ

式な避難所とできないか︒

高原 幸雄 議員

象として︑検討する考え
入する計画︒市民にも自

検診の受診率が三多摩

候補施設をどのように考

保育園の民営化でなく︑
に入れば︑避難所へ物資

が災害時活動協力要請先

コンビニエンスストア

ットバック部分の舗装を

道路整備方針としてセ

ら公立保育園民営化で生

公的保育行政の視点か

い声をちゃんと聞きなが

けない︒子どもに一番近

てきた人を無視してはい

つなげやすい︒公立保育

子育て家庭を関係機関と

には一時避難所に指定さ

ポーツセンターが災害時

施設である多摩障害者ス

営化する園を選定すると

りなのに９月までには民

計画︑市民の学習権への

諮問中の生涯学習振興

でに私が行って交渉する︒

︻市長︼９月定例会ま

容器包装
プラスチック
5円
10円
20円
40円

可燃ごみ・
不燃ごみ
10円
20円
40円
80円

日本共産党

はある︒
助の取り組みとして３日
に協力いただけるように

りも下回っているので︑

防災センターは避難候

市民の健康づくりにつ

受験生チャレンジ支援

市平均よりも低い状況で
ある︒胃がん︑肺がん︑

協定を結んでいる︒

いて︑市の調査では︑胃

貸付事業を給付制度に拡
分の飲料水︑食料の備蓄

返済の免除等で対応︒

えて行くのかなど︑検討

認可保育園の増設をでき

じるデメリットは何か︒

︻市長︼担当課長は現

らやるべきではないか︒

平成 年 月 日付で

園４園が連携し保育の質

れているのはおかしい︒

の危機にさらされる医療

いう計画が出て大変驚い

実

条

実

施

例

施

計 画

提 案

方 針

実 施 方 針︵ 案 ︶

実施方針︵素案︶

○国立市保育審議会答申について
⇒公立４保育園民営化の基本的な考え方と方法について、答申された。平成31（2019）年度までに民営化に着手する、１園を社会福祉法人に移管し、
その評価後に順次民営化を進める、１園は公立を維持する、等の内容。引き続き審議会は民営化ガイドラインを作成し、12月議会に報告する。答
申を受けて庁内の行財政健全化推進本部が民営化園を選定し（12月議会報告）、保育整備計画を決定する（３月議会報告）。

福祉保険委員会での報告

がんなど市民の各種がん

充できないか︒
お願いしている︒

大腸がん︑乳がん︑子宮
頸がんの受診率の向上の
保育園待機児対策で︑

ないのか︒

含めてほかの自治体の条

狭隘道路整備の手法を

検討してもらいたい︒

例や要綱等を参考にして︑

効だと思うが︑東京都と
コンビニはフランチャ

連携して提携できないか︒

年認可

保育園２園の新設︑認証

年１園︑ ・

認可保育園の増設では︑

を運ぶ手間がなくなり有

していく︒

ため対策をしているのか︒
受診率の向上を目的と
した︑アクションプラン
の策定と大腸がん検診と
特定検診の同時実施をふ

の認可化めざす︒民営化

制度や方針の可能性につ

くめ効果の高い実施方法
子どもの医療費助成制

いて検討していく︒

を検討する︒

で︑一店舗が市と協定の

他︑オリンピック・パラ

イズ形式の事業形態なの

リンピックについて質問︒

は︑保育審議会答申にあ

帰宅困難者支援に関する

締結は難しい︒東京都は

るように︑民営化で得ら
れる効果を子育て家庭全

整備基本計画案を総務文

直営のメリットは︑保

上村 和子 議員

教委員会に報告予定︒

育の実態を直接把握でき

こぶしの木

公立保育園の民営化は暴走！
保護者︑現場の声を聞け！

体への支援に活用する︒

度の拡充について︑現在︑
小学校３年生まで所得制
限なしで実施されている
が︑中学生まで所得制限

髙柳 貴美代 議員

災害発生時における認

設を更新する必要がある︒

知症を患う高齢者の方々

市と中央郵政研修センタ

を考えた実践をしてきた

器具利用者︑単身の認知

た︒暴走である︒保護者

﹁障害者﹂に特化した
ーで災害時における在宅

ことなど︒民営化しても

災害時にも福祉避難所で

場の声を伝えている︒

療養等の避難所に関する

あるべきではないか︒

る︒様々な課題を抱える

協定を締結した︒対象者

答申が５月に出たばか

保育の水準は下げない︒

への支援を問う︒

は震災によりライフライ

症高齢者の方々︒今年度

○国立市における待機児童解消に向けた取組について
⇒平成28年10月以降、小規模保育所１園の開設に向けて事前協議を進めている。

（継続的な情報提供）

意見募集
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待機児童解消のためにも子育て
応援団を増やす施策を！
自由民主党・明政会
子育て応援団を増やす
取組みとして期待される
祖父母力︒世代間ギャッ
プを埋め︑相互理解を図
るために﹁祖父母手帳﹂
地域における子育ての

ンが絶たれた場合に生命

中に具体的な避難支援内

介入になってはいけない
まさにその通りである︒

と考えるがどうか︒

や現場は知っているか︒
保護者と現場で頑張っ

今の段階では知らない︒

容の明確化を目指す︒
他︑子供の居場所づくり︑
健康施策についてを質問︒

○国立市土地開発公社のあり方について
⇒今後も公社の運営を存続し、市の改善策3項目と公社の改善策を
あげた。実施計画に沿った用地取得を行い、長期保有を行わず、
今後は用地取得費を当初予算に計上しない。

○国立市オンブズマン制度審議会の答申について
⇒名称は国立市総合オンブズマンが適当であり、子どもの権利擁護と
いう理念を掲げたことが特徴。３つの基本的要素は①苦情処理②行
政監視③行政改善とする。

平成28年
9〜10月

平成28年
6〜7月

市民説明会

意見交換会
意見公募
（パブリックコメント）

○国立市立学校給食センター整備基本計画（案）について
⇒平成28年度以降の具体的な事業の検討に向け、整備可能な土地を探
す。新しい敷地ではアレルギー等の対応が可能な「センター方式」
を採用すること、ＰＦＩ等の手法の導入可能性調査を行っていく。

平成29年
9月より
実施開始

○国立市公共施設白書（更新版）の作成と今後の取組について
⇒公共施設のあり方を検討していくための基礎資料である。国立市の
公共施設マネジメント関連の基礎的なデータを一覧できるように作
成した。
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袋の種類
(持ち手付き袋)
５リットル
10リットル
20リットル
40リットル

○家庭ごみ有料化の実施方針（素案)
と実施スケジュールについて
⇒平成29年9月を目途に家庭
ごみ有料化を予定している。

○国立市第5次男女平等・男女共同参画推進計画の策定について
⇒計画期間は8年間とし、「国立市ドメスティック・バイオレンス対策
基本計画」を包含する。女性やＬＧＢＴの方に配慮した防災対策や
女性の就職を後押しするための働きかけを推進し、女性総合相談体制
の整備や配偶者暴力相談支援センターの機能を検討する。

○第2次国立市循環型社会形成推進計画の策定について
⇒パブリックコメントや議会・市民からの意見を踏まえて、集積所方
式を原則とする。排出困難家庭等については柔軟な対応に努める。

〈指定ごみ袋の種類と販売予定価格（1枚あたり）〉

総務文教委員会での報告

31

29

建設環境委員会での報告

市から各委員会への行政報告

30

10

を発行できないか︒
担い手となるきっかけ作
りになり︑相互のコミュ
ニケーションが円滑にな
る試みは非常に大切であ
ると考え︑貴重な提案と
して受け止める︒
給食センターの現状と
今後の在り方を問う︒
施設・内部設備共に老
朽化し︑最新衛生基準と
比較し解決すべき問題が
ある︒維持管理費もかさ
んでいるため給食提供施

27

一般質問（要旨）につきましては、各議員本人がまとめたものをもとに掲載しております。
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家庭ごみ有料化の実施スケジュール
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意見交換会＋議会報告会

5月13日、14日に開催しました
◀13日市役所にて

当日は、多くの方にご参加してい

▼14日南区公会堂にて

ただき、ありがとうございました。
いただいたご意見は各委員会でま
とめ、今後の政策形成に活かします。
詳細は、市議会ホームページに掲
載された議会報告会報告書をご覧く
ださい。

テーマと説明
主
な
意
見
ま と め

総務文教委員会

建設環境委員会

福祉保険委員会

まち・ひと・しごと創生
人口ビジョンについて

国立駅複合公共施設について

子どもについて

2060年、市の人口は7万1819人になる
と推計されています。このままでは税収の
減少と社会保障費の増加で厳しい行財政運
営を余儀なくされます。国立市まち・ひと・
しごと創生人口ビジョン及び総合戦略の中
で人口構造の変化による影響を抑制し、地
域経済の活力を維持・増進し、文教都市の
ブランドを高めるとしています。

国立駅南側の駐輪場と駐車場がある場所
へ公共施設と民間施設の複合施設を整備す
ることを計画しています。子育て支援機能
と講演会や音楽活動などが出来る多目的
ホールの導入が素案として示されています。
その複合公共施設についてどのような民間
施設がいいか市民の皆さんと意見交換をし
たいと考えています。

子どもを授かりたいと思う時期から妊娠、
出産、育児、学生時代を経て社会に出るま
で子どもは家庭におけるかけがえのない存
在です。子育てに関する悩みは尽きないと
思いますが皆様の様々なご意見を聞かせて
いただくことが子育て支援の第一歩と考え
ております。お気軽に世間話をする感覚で
ご来場いただければ幸いに存じます。お子
様連れも大歓迎です。

○人口減少という問題を受けて、 街の維持
をどのようにしていくか が課題となる
のではないか。一つの解として、 皆が稼
げる ような仕組みづくりが考えられる
のではないか。そのために、用地規制を
見直し、自由な経済活動の促進をすべき。
○希望出生率などの数字を見て思うことは、
働きながら子育てをする ための仕組み
づくりのあり方が問われているのではな
いか。
○人口は増やしようがないのではないか。
そもそも、 人口増加 策は本当に幸せな
ことなのだろうか。人口規模に応じた施
策を選択していくべき。
（特に議員定数）
国立には個性があるのだから、転入者増
を狙うための他市民への優遇策より、現
在の市内在住者の幸福を追求する施策を
打つべき。そうすれば、国立市内在住者
の幸福度が上がり、国立ブランド向上に
寄与し、結果的に市外からの転入者増に
つながるのでは。

○国立市はもっと子どもの創造性を伸ばす
施設を作るべきではないか。
○昔からの商店やお店を守ることは大切。
街の回遊性に期待する。
○駅前の１等地には市民の利益にふさわし
い施設を作るべきと考える。
○子育て支援事業・図書館・広場・防災な
どの緊急対策施設などがあると良い。
○駅前にスクリーンがあり、ワイプの手話
通訳があると良いと思う。
○多目的ホールでは音楽会をやったり、図
書館を入れてほしい。
○市民の意見聞いてほしい。
○子どもの施設と言うが大人のことも考え
てほしい。
○長期ビジョンにのっとって運営してほし
い。
○子育て世代に力を入れていくならばそれ
に特化したものを作るべき。

○国立市は自然に満ち溢れ子育て支援、子育
てサークル作りが充実していると感じる。
○子ども総合計画にあるように、子ども達
自身からの声を大切にした教育をしてほ
しい。
○インクルーシブ教育、国立二小での新た
な取り組みの内容を知りたい。
○国立で育った子ども達は教師との繋がり
が強く生涯の先生となっている。国立で
子育てをしたいと願い、ふたたび戻って
くる子ども達が多い。
○公園での禁止事項が多く、限られた使い
方しかできないのが残念。
○南部地域は自然が多いところで親子で交
流できる場所がほしい。
○南部地域は交通移動手段がなく交通不便
地域になっているので、病院や市内の施
設に行くことも大変で子育てしにくいと
感じる。
○予算配分をもっと子どもや教育関係に
使ってほしい。

○若者にとって住みやすい街を目指すべき。
i)国立らしさを活かし発信
→他市並みの開発や都市間競争に身を投
じるのではなく、緑など環境の豊かさや個
性的な個人商店などの魅力を発信して差別
化を図っていくべき。
ii)子育てや住環境の整備
→働きながら子育てができる仕組みの整
備と、家賃緩和策の検討ができないか。
iii)商業振興と産業の強化
→企業誘致により産業を強化し、市内の
就職先を増やす。用地規制の見直しなどを
通じた個人事業の促進。

○意見交換会では複合公共施設について現
状のまま駐輪場・駐車場で良いという意
見、反対に積極的に進めていくべきとい
う意見まで多種多様な意見があった。ま
た多かった意見として、今計画がどうなっ
ているか、どのような状態なのかがわか
らないというものがあった。また回遊性
や人を呼び込む工夫には期待している。
といったものがあった。

○国立市内でも地域により、子育ての環境
も違い、課題も違ってくると感じました。
南部地域は交通不便地域の為、天気の悪
い日等、市役所や保健センターへ行くに
は子育て世代には移動が困難であること
から子育てしにくいと感じました。

次回、意見交換会は

○参加者の多くの方々が、閉鎖的にならず
にいろいろな形で交流ができたら良いと
の思いがあり、そのような機会を作るべ
きだと感じました。最後に手話で「あり
がとう」を教えて頂き、皆さんで手話で
ご挨拶をして、終了となりました。

平成29年1月27日㈮午後7時〜 9時 市役所
にて開催します。詳細はＨＰ等で随時お知らせいたします。
平成29年1月28日㈯午後2時〜 4時 公民館

平成28年8月５日発行
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9月から12月の主な議会日程
日程は変更される場合がありますので、市議会ホームページでご確認ください。
2016
日

9
Sept.

月

火

8/29

水

8/30

8/31

本会議
初日

4

1

本会議

5

8月23日㈫
請願・陳情
11
受付締切
（正午まで）

木

6

7

本会議
一般質問

総務文教
委員会

12

13

14

金
2

土

10
Oct.

3

本会議
本会議
一 般 質 問

8

9

建設環境
委員会

福祉保険
委員会

15

16

日
2

月
3

4

決算特別
委員会

決算特別
委員会

15

17

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

23

24

25

26

27

28

29

30

10/1

30

31

決算特別
委員会

決算特別
委員会

水

木
3

金
4

土

9

10

11

日

12
Dec.

5
議会報
発行

8

12

14

15

4

5

17

18

19

21

22

23

24

25

11

26

18

28

29

請願・陳情
受付締切
（正午まで）

7

30

木

金
2

25

12

13

総務文教
委員会

建設環境
委員会

19

20

26

8

本会議
本会議
一 般 質 問

14

土
3

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

本会議

福祉保険
委員会

21

議会運営
委員会

一 般 質 問 通 告

27

水

6
本会議

16

火

本会議
初日

一般質問通告

20

月

1

建設環境委 員会視察
総務文教委 員会視察
福祉保険委 員会視察

13

8

14

24

7

7

13

23

6

6

12

22

11
Nov.

5

11

21

2

土

10

20

火

金

9

19

1

木

10

18

月

水

本会議
最終日

議会運営
委員会

日

火

本会議
最終日

27

28

議会運営
委員会

○定例会・委員会の傍聴にお越しください。いずれの会議も午前10時の開始予定です。

議員研修会を開催しました（7月6日）『議員の発言に対する責任等について』
・地方自治法では、無礼の
言葉や他人の私生活にわた
る言論が禁じられている

廣瀬和彦先生にご講演いただきました
廣瀬和彦（ひろせ かずひこ）氏
◎プロフィール
昭和48年生まれ。㈱地方議
会総合研究所所長、明治大学
政治経済学部講師・同大学公
共政策大学院講師。元全国市
議会議長会法制参事。
主な著書に『地方議員ハン
ドブック』（ぎょうせい）、
『Ｑ
＆Ａ地方議会議員ハンドブッ
ク』（ぎょうせい）等。

・自治体議員には、国会議
員のような議場での発言に
対する免責特権はなく、不
穏当発言が名誉棄損罪や侮
辱罪に問われることがある

28

掲載記事の訂正とおわび

発

国立市議会

年︵ ２ ０ １ ６ 年 ︶﹃ く に た

号︵５／
5

平成

ち市議会だより﹄№

行︶の望月議員の一般質問のタイト

ルに誤りがありましたので︑次のと

おり訂正し︑市民の皆さま並びに関

◆

係各位におわび申し上げます︒

記

望月議員の一般質問︵６Ｐ︶の

後

各議案の内容や会議録につきましては、市議会ホームページで、閲覧・検索ができます。ご覧ください。

タイトル

誤

市 と 教 育 委 員 会︑ 一 体 と な っ て

集

保障子ども達を守れ！

正

市 と 教 育 委 員 会︑ 一 体 と な っ て

編

子ども達を守れ！

◆

議会報編集委員会から新たに広報

委員会が発足して１年がたちました︒

広報委員会の任期は２年ですので︑

半分が終わったところです︒一人で

も多くの方に読んでいただくための

手探りでの編集作業は１年かけて大

きく変わってきました︒恐れずにチ

ャレンジするため時には失敗もあり

ますが︑失敗から多くを学び︑改善

に繋げるだけでなく青木淳子委員長

を中心に結束も強くなりました︒

これから

もわかりや

すく︑見や

すい議会だ

よりを目指

して参りま

す︒

広報委員

会にご期待

ください
!!

・議場での不穏当発言は、
議会で処分・懲罰対象にな
ることがある

検索

