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平成32
（2020）
年以降、
大学通りの自転車レーンが
整備されます

▲自転車レーンの現状

【7・８面特集】

議会改革について、協議が進んでいます
→議会基本条例の９テーマ、議会費の４テーマについて
パブリックコメントを募集中！
（〜11月11日㈰まで）
→市民説明会を開催します！
（11月10日㈯）
廣瀬和彦氏（(株)地方議会総合研究所）から
助言をいただきました（8月27日㈪）▷

Topics

12月議会（第４回定例会）にお越しください。
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［第60号議案→３面に結果］

● 家庭的保育の設備と運営基準の一部緩和期間が延長されます
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● たばこ税が値上げとなり、給与所得控除が改定されます
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初日
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● 都市計画税収のうち、支出されなかった分を基金に積み立て
［第56号議案→２面に詳細］
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● 12月末まで、南部地域でデマンド型交通（予約型乗り合いタ
［委員会報告→２面に詳細］
クシー）が試験運行されています

22

本会議
最終日

開会時刻：午前10時の予定です。
請願・陳情の締切：11月27日（火）正午までに議会事務局へご持参ください。
手話通訳申込の締切：国立市議会では本会議の初日と最終日に、手話通訳者を
配置しております。手話通訳を希望される方は、国立市議会ホー
ムページ又は右ＱＲコードより、「平成30年第4回定例会の手話
通訳の申込みについて」のページをご覧ください。
＊日程は変更になることがありますので、市のホームページでご確
認ください。

● 決算特別委員会で、平成29(2017)年度の全会計決算を認定
しました ［認定１号〜５号→３面に結果、くにたち市議会だより次号で詳
細を掲載予定］

● 11/10（土）
・11（日）国立市農業まつりにて、意見交換会
［→８面に詳細］
を行います

傍聴にお越しください。本会議及び各常任委員会は、インターネット中継（ライブ・録画）も行っています。どうぞ、ご覧ください。 国立市議会

検索

−この広報紙は再生紙を使用しています−
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平成 年度以降はどのようにな
している︒

年度に５千 万７千円

0
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29

26

定も考えられる︒一方︑当市の

26

金に充てるため︑基金条例を制

2

都市計画事業は圧縮していく︑

●国立市社会福祉事業団設立の進捗状況について●
社会福祉事業団の運営の方向性は、子どもの健全な心身の発達と生涯にわ
たる人格形成の基礎を培う質の高い保育・幼児教育を目指す。矢川保育園の民
営化に合わせて園舎を新設する。
平成30（2018）年度基本計画、平成31（2019）年度基本設計・実施設計を
策定、平成32（2020）年度新築工事を予定
矢川保育園基本計画策定については、保護者等のワークショップを開催する
など関係者からの意見を聞く機会を創出するとともに、矢川複合公共施設の基
本計画策定支援業務と同一事業者に委託することで一体的な計画策定に取り
組む。
●平成30年度からの幼児教育の推進に向けた取組について●
幼児教育環境の向上を目指し、子どもが将来に向けて生き抜く力を身につけ

ていくための基礎となる「非認知能力」の視点を、幼稚園、保育所、認定こども
園における幼児教育の実践や乳幼児の家庭内保育に生かせる環境づくりを推
進する。
〇「幼児教育推進プロジェクト」 ここすき！ 開始
〇未就園児家庭への幼児教育支援として10月から週2回程度
10組の通所事業を開始する。
●生活保護業務に係る事務処理について●
ケースワーカーが本来速やかに処理すべき一時扶助、収入認定、生活保護法
第63条・第79条等に関する事務が適正に処理されなかったため、被保護世帯
への保護費の支給漏れ、過支給が生じていることが判明
支給漏れ：31世帯、約120万円
過支給：130世帯、約3,900万円
ケースワーカーの人数：7名
調査終了後第三者委員による検証を実施予定

福祉保険委員会

0

市民に南武線の高架化をどうす
・ ％に下げること

市の平均及び一番高い税率

たと推測できる︒
Ｑ

と一番低い税率はどこか︒

●下水道事業の企業会計方式への移行の進捗状況と今後の主な予定について●
〇平成32（2020）年4月までに公営企業会計に移行する。
〇業務委託先：日本水工設計株式会社（平成32（2020）年3月31日まで）
〇資産状況：平成28（2016）年までの取得価額：約421億円
法適用時での帳簿価額（概算）約198億円（今後変動する可能性有）
〇公営企業会計システム構築については、共同運用により経費削減及び事務の
効率化が見込めることから、7市で公営企業会計システム共同運用協議会に
関する協定を締結
受注者：株式会社ぎょうせい（平成32（2020）年3月31日まで）
●指定管理者の指定に係る検討状況について●
4回の検討を経て、コミュニティ施設（22施設）について、導入手法は各施設
の運営管理委員会に特定し、指定期間を10年、有料公園施設及び有料広場施

設（7施設）について、導入手法は、くにたち文化・スポーツ振興財団に特定し、
指定期間を5年とする。
●大学通り自転車レーンの整備について●
市は沿道住民等との合意形成を図り、整備に積極的に協力する。東京都はフ
ラワーポットを撤去し、整備に必要な予算の確保・事業化を行い、整備完了後
は管理を市に引き継ぐ。
〇平成31（2019）年度：詳細設計（東京都）、平成32（2020）年度：概ね2〜3
年で整備工事
●デマンド型交通導入事業化調査に伴う試験運行の実施について●
期間：10月2日〜12月27日までの火曜日・木曜日・土曜日の計37日間
利用対象者：国立インター周辺等の交通不便地域の住民
利用方法：前日16時までに市役所へ電話予約（土・日・祝日は予約受付不可）
利用料金：1乗車につき一人300円
乗降停留所：16か所

建設環境委員会
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件 名 等

第63号

予算
第64号

第65号

第56号

条例

市長提出議案

第57号

第58号
第59号
第60号
第61号
第62号

人事

第66号
認定第1号

その他

認定第2号
認定第3号
認定第4号
認定第5号

規則

議員提出議案

陳情

陳情
第3号

会派略称

○：賛成 ×：反対
会派名（人数は議長を除く数）

議案
番号

議員提出
第10号

各会派の議案への賛否

自 共 公 風 新 社 立 こ み リ
５ 3 ３ ２ 2 １ 1 1 １ 1

議決
結果

【補正額：+3億1,617万9,000円】
【補正後総額：315億4,600万4,000円】
可決
平成30年度国立市一般会計補正予算（第
【主な増額内容】小・中学校のプール周り、東福祉館、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3号）案
○20
立東福祉館、西児童館、本町学童保育所、清掃分室の
ブロック塀等修繕実施による増額など
【補正額：+1,934万8,000円】
【補正後総額：74億4,198万4,000円】
可決
平成30年度国立市国民健康保険特別会計 東京都国民健康保険団体連合会へ支払う手数料の算
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
定誤りによる増額、平成29年度の交付金及び負担金
補正予算（第1号）案
○20
の確定に伴い超過交付金を国及び東京都に返還する
ための増額
【補正額：+2億7,708万2,000円】
可決
平成30年度国立市介護保険特別会計補正 【補正後総額：57億9,898万6,000円】
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
予算（第1号）案
介護給付費準備基金積立金、国・都支出金等返納金に
○20
係る経費、一般会計繰出金の増額
平成29年度決算において、初めて都市計画税の過充当
可決
国立市都市計画事業基金条例案
が生じたことから、土地区画整理事業の資金に充てるた ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○20
めの基金条例を制定する
国立市行政手続における特定の個人を識
行政手続における特定の個人を識別するための番号
別するための番号の利用等に関する法律
可決
の利用等に関する法律が、進学準備給付金の支給に
に基づく個人番号の利用及び特定個人情
○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○14・×6
関する事務を個人番号の利用できる事務に追加する
報の提供に関する条例の一部を改正する
改正がされたことに伴って、条例の一部を改正する
条例案
工業標準化法の一部改正により「日本工業規格」が
可決
国立市行政不服審査法施行条例の一部を
「日本産業規格」に改められることに伴い、規定の ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
改正する条例案
○20
整理を行う
可決
国立市南区公会堂設置条例の一部を改正 国立市の町区域の変更に伴い、南区公会堂の位置の
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
する条例案
表示を変更する
○20
地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税の非課
可決
国立市市税賦課徴収条例等の一部を改正
税限度額、所得控除の見直し等、市たばこ税の改定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
する条例案
○20
を行う
可決
国立市児童遊園条例の一部を改正する条 国立市の町区域の変更に伴い、児童遊園の名称及び
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
例案
位置を変更する
○20
国立市家庭的保育事業等の設備及び運営 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一
可決
の基準に関する条例の一部を改正する条 部改正に伴い、代替保育の連携施設及び食事の搬入 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○20
例案
施設に関する規定等の整備を行う
澤井 武 氏
挙手による採決 出席議員：20名
国立市農業委員会委員任命の同意について 【任期 平成30（2018）年10月30日から平成32（2020）
同意
同意：20名 不同意：0名
年7月19日まで】
【歳入：299億5,750万7,441円】
平成29年度国立市一般会計歳入歳出決算
【歳出：293億7,886万7,818円】
決算特別委員会へ付託し、
平成29年度国立市国民健康保険特別会計 【歳入：83億5,181万8,596円】
歳入歳出決算
【歳出：82億5,107万6,145円】
閉会中の継続審査となりました
平成29年度国立市下水道事業特別会計歳 【歳入：28億6,548万6,129円】
継続審査
入歳出決算
【歳出：28億4,622万6,903円】
平成29年度国立市介護保険特別会計歳入 【歳入：56億936万2,540円】
歳出決算
【歳出：53億3,267万6,232円】
審査日程：10月1日（月）、10月2日（火）
10月4日（木）、10月5日（金）
平成29年度国立市後期高齢者医療特別会 【歳入：17億2,827万2,543円】
計歳入歳出決算
【歳出：16億9,329万3,377円】
【提出者：遠藤直弘議員ほか5名】
可決
国立市議会会議規則の一部を改正する規 請願文書表の配付省略の要件を緩和し、本会議の議
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
則案
事を速記法その他の方法で記録することに対応する
○20
ため、規則の一部を改正する
【陳情者：国立市まちづくり推進四団体協議会会長】
市としてＪＲに対して下記陳情事項の実現を要望する 付託されていた建設環境委員会において継続審
JR東日本株式会社による国立駅南口開発
①東側用地を緑地として開放
査となり、さらに、9月21日の本会議において、
継続審査
に関する陳情
②西側用地の建物と旧国立駅舎との間に十分な空間 議長が閉会中の継続審査とすることを諮り、異
（平成30年第1回定例会からの継続審査）
を取る
議なく可決されました
③国立駅南口複合公共施設整備用地との連携を図る

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

総務文教委員会
●平成29年度国立市教育委員会活動の点検・評価報告書について●
平成28（2016）年度に比べ「学校教育内容の質的向上に向けた取り組み」と
「社会体育推進の取り組み」の2項目についてA評価だったものをB評価に、
「社会教育推進の取り組み」と「文化財保存の取り組み」、公民館での事業の3
項目についてB評価だったものをA評価とした。
主な取り組み
○第三小学校と第七小学校に特別支援教 室「はばたき」を開室し、平成30
（2018）年度全市立小学校開室に向けて準備を進めた。
○いじめの重大事態（長期欠席）の発生や中学校生徒の不登校の割合の増加
など課題を認識し、成果が後退した。
〇校舎の非構造部材の耐震化やトイレの洋式化を進めた。
〇学校給食については食中毒の事故もなく、給食センターの建て替えに向けた
整備用地を検討
〇公民館とＮHK学園との連携事業で、支援活動の可視化と共有化を図り成果
があった。
〇図書館運営については乳幼児向けブックリストの改訂版の作成

●指定管理者の指定に係る検討状況について●
市民芸術小ホール、郷土文化館、古民家、市民総合体育館の４施設について
４回の検討を経て、公設による指定管理についてはコスト意識を民間企業に比
べ下がることがないように要望したうえで、導入手法は、くにたち文化スポーツ
振興財団に特定し、指定期間を５年とする。
●（仮称）国立市人権・平和基本条例（素案）について●
名称「国立市人権と多様性を尊重する平和なまちづくりを推進する基本条
例」の制定について、以下の特徴と平成３０年第４回定例会での提案予定であ
ることが報告された。
①「人権」
「多様性」
「平和」を結び付けソーシャル・インクルージョンのまちづ
くりを目指す。
② 基本条例として、
「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」
「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」
「国立市平和
都市宣言」
「しょうがいしゃがあたりまえに暮らすまち宣言」の基本となる考
え方を定める。
③条例の理念を具現化するための「基本方針」を、市民と共に定めていく。

小中学校のエアコン設置を
進めよ
ペーパーレス化を推進！

市民と市民を︑情報の交差点で
結び︑くにたちを沸かせ！

新しい事例の取り扱いに
ついて行政の姿勢を問う

わけではないが︑先進事

渡辺 大祐 議員

例の成果に注目する︒

リビルド国立

シェアリングエコノミー

大谷 俊樹 議員

やソーシャルインパクト

自由民主党・明政会

︻副市長︼国立市の話

藤江 竜三 議員

市民協働や市民と市民

になるが︑人材育成方針

新しい議会
分はすべて市町村負担と

商工振興とＮＰＯ支援

をつなぐ取組みの現状は︒

望月 健一 議員
なる見込みである︒市財

みらいのくにたち
国立市財政に関する意
政を預かる立場としては

意見書での指摘は︑事
意見書にない財政健全

感を持っている︒

このことにも大きな危機

民団体︑民間事業者に限

の中で対応していく︒市

く︑ＮＰＯ支援の見直し

策をうまく連携させるべ

どういう組織づくりをし

いう問題を抱えているか︑

している︒管理職がどう

というのを改訂しようと

概念ではあるが︑こうし

があると考える︒新しい

ればより効果を生む事業

ボンドの考え方を導入す

かけては本末転倒だ︒会

事場所を探すのに時間を

い状況を見聞するが︑仕

庁内で会議室が足りな

ては導入を検討している

見書をうけて保育園の民

実上保育士が民営化前と
化策についての考えは︒

市の行う事業の中には︑

費用がかかる︒都に補助
営化の市の考えは︒

高齢者のフレイル︵虚
変わらない事業団方式を

行政でもできないか︒

市内における熱中症で
望している︒

名︑８月は

対象として加えるよう要

７月は

緊急搬送された人数は︒

弱︶予防︑数値目標を持
選択したのだから︑現在

効果的な指標について

議室利用の仕組みや職員

つべきだがどうか︒

の働き方の意識改善を促

すべきだがどうか︒

た考え方を導入して施策

つべきだがどうか︒

はシステムの中で予約を

を展開していく考えを持

織全体の底上げをして市

行うことになっている︒

ていきたいか意見交換を

全体を活性化していく︒

ーの面ではメルチャリの

した︒これを集約して組
くいるので︑垣根を越え

試行運行や︑ベビーカー

らず︑地域の課題解決に

た問題解決を促していき

情報の交差点は積極的に

取り組んでいる団体が多

また基金の運用について

取り組んでいきたい︒こ

ネーミングライツの導

会計課と政策経営課で勉

たい考えだ︒

入について検討している︒

る︒であるならば︑保育

強会を開くなど研究を始

と限りなく近い状態にな
整備計画であげられてい

めたところである︒

の矢川保育園の運営体制

えで︑介護予防と生活習
る検証期間を短縮し︑２

市民の健康を考えるう

検討したい︒

慣病予防はつながる︒施
園目以降もできるだけ速

体育館にエアコンを設置
がいの子どもの福祉避難

他︑高齢者・発達しょう

考える︒推進していく︒

︻市長︼重要であると

無償化が予定されている

月には幼児教育・保育

け止めている︒また来年

であろうというふうに受

スケジュールを示すべき

やかに民営化するための

子メールで取り扱いがで

し込みができるものは電

郵送あるいは電話で申

ジで申請ができないか︒

電子メールやホームペー

さまざまなサービスを

く情報の交差点を見て来

ベーションを創出してい

たな組み合わせからイノ

接する機会を増やし︑新

し︑ヒト・モノ・情報が

はＹａ ｈｏｏ 本社を視察

自民党・明政会会派で

南武線高架のまちづくり

他︑所管業務について︑

徹底して考えていく︒

要性をもう一度各職員に

ながるかということの重

れはいかに人と人とがつ

い︒ソーシャルインパク

るものは検討していきた

もあるので取り入れられ

ている︒他市の先行事例

ビプラという事業を行っ

の無料レンタルを行うベ

討について質問︒

他︑公文書の電子化の検

ある︒対策を講じる︒

録がされなかった事例が

かった際にキャンセル登

や︑予約したが利用しな

余分に予約している事例

会議室の利用について

策の連携の強化を図るべ

すべきと考えるがどうか︒
の拡大︑がんの対策︑健

所︑災害時要支援者制度

トボンドの考え方につい

シェアリングエコノミ

きだがどうか︒

エアコン設置が望まし

について等を質問︒

ては避難場所ともなる︒

酷︒また︑災害時におい

いと考えている︒しかし︑

た︒この様な取り組みを

市民合意のまちづくり目指して！

きる︒

１校あたり６千万円もの

ＳＤＧｓ︵持続可能な開発目標︶
誰一人取り残さない未来へ

止めるのではなく︑社会

住友 珠美 議員

プラスチック製トレー

日本共産党

と思われる症状を訴えた︒

遠藤 直弘 議員
防災訓練の実施状況は︒

保障として機能するよう

自由民主党・明政会
交通計画の改編時には︑

補助すべきだがどうか︒

重松 朋宏 議員
気候変動対策として︑

はリサイクルが難しい為

緑と自由の風

既に満杯状態と把握し

回収出来ない店舗もある︒

年間約 万円︑温室効

﹁生きることの包括的

に具体的に検討したい︒

分があり︑先進例を参考

想定した訓練は行ってい

難者の対応だと思うが︑

の国立市の課題は帰宅困

大規模災害が起きた際

大雨の中でも起こる︒し

かし災害は猛暑や降雪︑

決断もあったと思う︒し

は勇気をもって延期など

数値目標と︑実効性のあ

具体的なごみ量の減量

に引き続き要望していく︒

い状況ではあるが︑店舗

たが︑担当課には専門性

習・生活支援が強化され

の改正では︑子どもの学

き要望していく︒

は市長会を通じて引き続

の継続及び拡大について

財政支援として補助金

暑い時期に行われてい

市が改善を働きかけるよ

る防災訓練だが実施時期

の変更を提案する︒

プラスチック製は資源

減災コーナーの設置︑
ラリーなど行った︒ 名

化が難しい為中々進まな

ＶＲ消火体験やスタンプ
ほどの参加があった︒

ては中止にするべきだっ

２０３０年に目指す社
会としてのＳＤＧｓ 未来

た︒災害級の気温の時に

その理念を反映したい︒

都市に参加する考えは︒

団体約 名参加した︒

自主防災組織の参加は︒

減を︑どう進めるか︒
庁内の報告を受け︑ア

国立市の基本構想や環

市全域の温室効果ガス削

クションプランを作る︒

境基本計画と共有する部

ている︒所有者の希望が
を守るという観点からも

市役所の電力入札によ

果ガス ｔ の削減効果︒

支援﹂としての自殺対策

う要望する︒

空き家活用のモデルケー

る効果はどれくらいか︒
では︑ＮＰＯなど市民の

電力小売自由化の中で

生活困窮者自立支援法
力を活用し︑有効で効率

自然エネルギーを選べる

指すべきと考えるが︒

２０２５年度に２０１

必要と考えるがどうか︒

を持った支援員の配備が

月

既に利用対象を広げる

る対策案を聞く︒

ていただくためには

など対応しているが︑今

かし多くの市民に参加し
実施はしてないが優先

％削減する

計画︒ミニキエーロのモ

制強化もしていきたい︒

後はさらに指摘事項の体

当たり ・

３年度比で市民一人一日

るか︒

の終わりか 月の初めの

ニター事業や駅前での啓

実施が良いのではないか

と考える︒

猛暑の中の訓練日で体

他︑都市計画マスタープ

順位を決めて検討する︒

給水所や救護所を設け

加し︑自殺対策計画策定

策と連携して進めていく︒

他︑高齢者の医療と介護

を検討している︒地域の

市長・職員が研修に参

を︑どう進めていくか︒
源構成の開示を促しては︒

市民協働の考え方や取
り巻く環境が変わってき

ように︑まず行政から電

的なスマートな行政を目

︻市長︼私の反省とし
住民意識の高い国立市

スとして取り組みたい︒

あれば︑子どもの暮らし

石井 めぐみ 議員

児童虐待を根絶する支援策を
市民の力を活用する街づくり
新しい議会
虐待予防につながる乳
幼児健診を受けない子ど
もの数の把握と所在確認
名が未受診だったが︑

は行っているのか︒
家庭訪問などにより全て
の子どもの顔を見て所在
虐待予防の川上の政策

は確認できた︒
として親の支援を積極的
に行うべきと考えるが︒
子ども子育て相談窓口

入札参加者に電源構成
﹁環境的に持続可能な

の連携︑道路の安全対策

の提出をお願いする︒

ている︒関係機関だけで

交通﹂の実現に向け︑ど

国保に対して国や都は

発活動を実施している︒

はなく市民との連携をた
いせつに考え︑支援やコ

ラン︑清掃業務の包括管

調不良を訴える参加者は︒
ーディネイトの拠点とな

理︑子供に対しての虐待

について質問しました︒

加者からは訴えはなかっ

激変緩和措置を６年間で

万全の態勢で臨んだ︒参

について質問した︒

他︑実効的な受動喫煙防

たが︑職員が一人熱中症

止対策︑市報のリニュー
アルについて質問︒

公共交通︑自転車利用
促進を進めている︒公共

のような施策を進めるか︒
りも検討したい︒

方々と共に︑あらゆる施

5
るＮＰＯ活動支援室の在

1

6

や男女平等参画ステーシ

10

り方を再考し︑仕組み作

16

ョンなどで相談を受付け
サポートしたい︒
親の病気や育児疲れに
も迅速に対応できる子ど
もショートステイを︑空
き家などを活用して拡充

防災訓練の実施時期の
見直しを提案する

が︑公立保育園の無償化

11
康ポイント制度を質問︒

授業・部活動を行うのは

猛暑において体育館で

していく︒

適切に判断できるよう促

活動状況により学校が

認めていくべきでは︒

ポーツドリンクの利用を

校においてより柔軟にス

夏季の間だけでも︑学

名である︒

20

できないか︒

25

19
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一般質問とは、議員個人が市政全般について行政当局（市長や教育委員会など）に質問することです。一般質問発言順に、各議員本人が要旨
をまとめたものを掲載しています。

届く支援と悪化予防の
取り組みを！

確認！男女平等の核は女性問題︑
生涯学習の核は社会教育

環境指標の制定︒コンビニ
交付は︑事務事業評価へ

﹁国立版ネウボラの構築﹂
きめ細やかな子育て支援を！

遣いと指摘し︑行政は︑

検討経過を問う︒

動販売機設置に向けての

子育て応援寄付付き自

事業が必要と考えるが︒

児向けのショートステイ

フォローが足りない︒乳

髙柳 貴美代 議員

進める立場にいる︒議会

自由民主党・明政会

グローバルな環境指標

議事録を事務事業評価委

関口 博 議員

としてエコロジカル・フ

緑と自由の風

ットプリントを提案する

上村 和子 議員

﹁国立市人権と多様性
︻市長︼再度国立市第５

意思統一はなされたのか︒

こぶしの木
を尊重する平和なまちづ

稗田 美菜子 議員
機能し学童に集中してい
くりを推進する基本条例

立憲民主党
赤ちゃんふらっとはど
１か所で過ごすこともあ

ることはなく︑６学年が

な発言をしたが︑その後

赤ちゃんふらっとは職

のような状況にあるのか︒

包括連携協定を締結す

今後︑調査研究を進める︒

他市事例を参考にして

期について市部統一を図

会で︑公費負担額導入時

ータと医療情報記入用紙

成出来るように︑画像デ

出してはどうか︒

よる体調不良が起きると

情報収集に努め他の制

るヤクルトグループと導

次男女平等・男女共同参

員会の参考資料として提

画推進計画を部長等と確

が市で採用しないか︒

︵素案︶﹂に対する市長

市民にとって救急医療

タウンミーティングやパ

は日常生活の安心に欠か

来年取り組まれる第六

入に向けた協議を続けて

り︑異学年交流している︒

おり︑オリジナルロゴデ

赤ちゃんふらっとの詳

委員長と相談する︒

せないが︑現在世帯全体

員が現場の確認をした︒

私は︑システムエンジ

産後鬱予防健診費用助

ザイン作成を進めている︒

自分の生活がどのくら

ニアとしてサマータイム

に配布している救急医療

度と比較して検討する︒

の導入に反対︒ＩＴ関連

情報キットを全市民が作

認︒その中核がＤＶ等の

い環境に負荷を与えてい

現在保健衛生担当課長

成導入の検討結果を問う︒

人権問題としての女性問

るか知るソフトがあるが

で多大な混乱と費用がか

ブリックコメントを踏ま

市内しょうがいしゃ団

題であることを共有した︒

かる︒体内時計の狂いに

えて︑今後の課題は何か︒
件のパブリックコメ

市民への普及啓発とい

市民にＰＲしてはどうか︒

小学校の学童の取り組み

ントを踏まえ︑最終案に

体協議会が開いたインク

はどうなっているか︒
指導員か児童館館長︑

ルーシブ教育シンポジウ

細な情報がわからないが︑

事務局職員︑学校の三者
は差別禁止規定と事業者

市はどう把握しているか︒
東京都の事業だが改善

の責務は入れ込む方向で

歳以上の高齢者世帯

を含めてしっかりやる︒
オストメイト対応トイ

で綿密に協議している︒

指摘があり︑ヨーロッパ

が

オリジナル出生届を検
討してこなかった理由は︒

税金の無駄遣いと指摘

︻市長︼基本は通常学

ムに参加した成果は何か︒

うことで開催を検討する︒

検討︒また東京弁護士会

の届出書の提出が一般的

のモデル案を参考にした

レの現状は︒

の電子データを市のホー

公共施設で か所︑公

病院で出生証明書付き

ムページからダウンロー

している証明書コンビニ

り︑東京都内共通の受診
交付事業を事務事業評価

券による︑公費負担制度

級での指導が確認される

では廃止の動きがある︒
べき︒教育大綱を見直す︒

国立市の考えはどうか︒

罰則等の被害者救済につ

ド出来るようにして頂け

いては︑どの様に条例に

児童虐待防止に向けて︑

の導入が協議されている︒

園に１か所のみ︒建て替

実施するしないは決め

一斉に変更するのは大変︒

の親子をフォローすべき

国立市は未然防止ゾーン

︵現在ホームページ上に

前向きに検討する︒

ないだろうか︒

ていない︒大量の機器を

他︑個人情報開示は慎重

事務事業評価委員会評

してはどうか︒

えと共にＵＤトイレの導

策定中の生涯学習振興

検討できるか︒

計画の核は社会教育では︒

で検討しなかった︒

６月議会で︑市長は部

﹁コンビニ交付﹂につ

価対象事業になる予定︒

長との間に男女共同参画

中核はやはり社会教育︒

に対する意思の疎通がで

他︑女性のリーダーシッ

支援コーディネーター︑

への取り組み︑地域生活

掲載済み︶

誰もが住み続けられる施策と
学校のトイレの洋式化は急務

である︒０歳から２歳の
プについて質問︒

南部地域整備と商業振興について

ター掲示場数と投票率の

南部地域におけるポス

狭隘道路整備については

めて東京都に要望したい︒

側が東八道路接道時に改

としてはさくら通りの東

援協議会の設置をすべき︒

法人等が連携した居住支

住支援のために事業者や

高齢や子育て世代等の居

他市のように非課税高

案内した︒他も検討する︒

知を行うべき︒

受けていない︒丁寧な周

尾張 美也子 議員
育の間は所得制限なしで

低い投票場への対策は︒

平成 年度策定の南部地

齢世帯は減免にすべき︒

日本共産党
医療が受けられる環境を

南部地域におけるポス

先進市の調査︑不動産

青木 健 議員
市内の全街路灯︑約５

整えたいと考えており︑

ター掲示場は十分とは言

事業者のアンケートを行

自由民主党・明政会
千 基のＬＥＤ化の進捗

その費用約２千万円を生

域狭隘道路整備方針に基

中川 喜美代 議員

状況とその削減効果は︒

む行財政改革を検討する︒

づいて２件が進行中で︑
い投票場の地域には借り

きたい︒また投票率の低

谷保駅南口整備につい

他に３件相談中である︒

庁内でＬＧＢＴ研修を︒

検討の俎上にのせたい︒

って検討している︒

避難所である学校トイ

約６千 万円程度︒

生活保護には全世帯に

多くがごみ手数料減免を

今後予定している試験運

平成 年度末までに約

えないので有権者の目に
定資産台帳を整備した︒

上げ車による移動支援を

南部地域整備基本計画に

国立に住宅政策がない︒

行について伺う︒

４千 基完了予定︒電気

触れる場所に設置してい

公明党

小中学生の医療費︑中学３年生
までの所得制限撤廃を！

にしていることを確認︒

きていなかったとの重大

入れ込むかは今後の課題︒

入を検討する︒

有効と考える︒

いては︑私は税金の無駄

公文書管理について質問︒

他︑児童虐待防止︑予防

予算編成時に可否を含
めて検討する︒
対象学年が拡大された
学童保育の現状は︒
居場所事業がそれぞれ

小口 俊明 議員

ミ

月 日から

関東運輸局に許可申請

平成 年度決算から新

中である︒

公会計制度を導入し︑固

デマンド交通について︑

水害対策やブロック塀対策など
防災・減災を推進してほしい
公明党
多摩川の水害想定と早
時間の総雨量が

期警戒体制について問う︒
リを超えると水害が想定
される︒水害の恐れがあ

トン︑維持管理

老朽化した公共施設を更

行いたいと考えている︒

おいて基盤整備による駅

は約

代は約２千 万円︑ＣＯ
費は約 万円の削減効果

新する資金を確保するた

都市計画道路の今後の

学校のトイレの半分以

％

上が和式︒洋式化率

教員のＬＧＢＴ研修を︒

にするのに必要な金額は︒

９校で校内研修を行い

Ｏ法人等に空き家の活用

るべく検討を進めていく

を繋ぐ仕組み作りを︒

が︑地域における合意形

平成 年策定の国立市

認識はある︒検討する︒
が見込まれる︒

め︑減価償却の考え方を

見通しと狭隘道路整備は︒

・３・ 号線及び３・４

いて︑学校施設など公共

・５号線は整備される︒

％と

制度等を検討したい︒
整備基金に積み立てる事

施設と通学路に関しどの

女性の居住支援のＮＰ
小中学生の医療費は︑

導入し毎年の税収から現

南部地域全体の公共交

月から小学６年生まで

金で積み立てるべきでは︒

窓口対応や職員の休暇

通のあり方について市は

所得制限が撤廃される事

前広場︑住宅︑商業複合

タイムラインという取

青柳ルートは本格運行

どのように考えているか︒

は高く評価するが︑義務

地による地域活性化を図

人に対して︑サービスを

を目標としている︑参考

生活保護世帯の

要介護４︑５の対象者の

他︑保育園民営化を質問︒

あり様を検討していく︒

スタッフ制度の充実を︒

国立市内のスマイリー

協議する中で進めていく︒

︻市長︼教育委員会と

レの改修こそ優先すべき︒

80

り組みがあるがどうか︒

を検討している︒一本松

南武線高架化事業の進

ての市の考えは︒

地域はデマンド交通で今

捗により都市計画道路３
受けられない生徒は約

全教員に冊子を配布した︒
︻市長︼せめて義務教

15

緊急車両が通れない４

人︑約 ％である︒中学

成の必要性から中長期の

後検討したい︒
メートル未満の道路の整

計画として事業化を進め

ように対応したか伺う︒

備に関しその後の進捗は︒

東京都はこの完成により

施設の点検を行った︒必

甲州街道の２車線化に着

要な箇所は緊急対応を行

にしながら検討する︒
地権者からの申し出が

他︑﹁成年後見制度の利
１件︒協議中が１件︒相

３年生まで所得制限撤廃
った︒通学路の点検も行

の拡充を要望するが︒
い今後の対策は学校関係

ていきたい︒
談が３件ある︒

手とのことであるが︑市

26
用促進﹂について質問︒

者と協議したい︒

34

10

ブロック塀の点検につ

75

狛江市では前年度減価

29
償却費の ％を公共施設

行を考えている︒

月 日まで週３日の運

2
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一般質問

16

10

教育就学児童数約５千

28

30

13

学校施設をはじめ公共

2

10

る時は国都他市と連携し

27

48

情報収集に努める︒
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5

一般質問

災害時に支援が必要な方への
対策を問う

教育費無償化で団地幼児教室
を対象施設に︑国に要請を

表者であるからといって独断で物事を決定する事のないよ

高原 幸雄 議員

Ｑ 最後に、将来の会派代表者へのアドバイスやメッセージを。

日本共産党
どもに対する代替的な措

できないというところを会派の代表者が集まって、懇談会

藤田 貴裕 議員
国がすすめる教育費無

派だったのでなかなか調整には苦労しました。

社民党
りをしている商店や介護

の知恵だなと感じています。議会運営委員会ではなかなか

災害時に支援が必要な

となっている︒東京都を

置で︑通園している子ど

通じて働きかけをする︒

もの保育の必要性が前提

育所などに該当しない幼

償化政策で団地幼児教室

稚園類似施設について明

のような幼稚園や認可保

となることが重要と考え
介護保険の充実のため

てもらい︑そちらが拠点
る︒駅での展開も検討し
の高齢者の実態調査はそ

事業所もあるので協力し

護３以上の方のリストを
記されていないことが明

高齢者支援課では要介
作成している︒認知症や
らかになったが︑市は国

学校における今夏の熱

画と第５次高齢者保険福

て、さらに議会の価値を高める会

たい︒

設を無償化の対象施設と

祉計画を一体のものとし

れてほしくないと思います。そし

医療を必要とする方の避

するよう要請する必要が

れているんだろうなというふうに思います。

Ｑ 会派の代表として苦労したことや難しさを感じたことは？

難所は中央郵政研修セン
部活動では時間を短く
ある︒市の考えをお聞き

て策定する地域包括ケア
計画における保険給付の

受止め、共感する気持ちだけは忘

第７期介護保険事業計

したり︑気温が高い時間

推計については︑現状の

︻教育長︼同事業は先行

んだろうなと。その代表者の集まりであるからこそ、非常に重要に位置づけら

の後どうなったのか︒

を避けるようにした︒体
したい︒

高齢者人口︑介護保険認

自治体により効果は実証

を持ってやってほしいと思います。

に対して︑このような施

でどのように対応するか
育館では冷風機や移動式
﹁認可外保育施設﹂に該

済︒ただ︑赤ちゃんに対

いまいです。

中症対策は何か︒

は未定だ︒防災安全課で
エアコンをレンタルした
当すると思われ︑その点

︻市長︼まずは農業者の

化に関する法の運用は︒

する事前学習︑触れ合う

会派を率いていく、リーダーシップ

ターと協定を締結した︒

は災害時に支援が必要な
が︑体育館全体を冷やせ

定者︑介護保険の給付実

皆様へ周知を図る︒貸借

赤ちゃん及びスタッフの

しての意義があるのかなという反面、位置づけが今でもあ

但し避難の誘導や避難所

方の名簿をつくり︑地域
るものではなかった︒効

績などから将来の保険給

﹁風の子﹂については︑

とで安否確認や避難の事

や関係団体に提供するこ
では幼児教育無償化の対

付の推計を計るもの︒

象施設ということになる︒

他︑財政改革審議会の意

果を検証したうえで来年

ただし︑今回の無償化措

度どうするか決める︒教

置は︑待機児問題により

見書について質問︒

前準備のシステムをつく
育活動では暑さ指数が
を超えたら中止や内容の
変更をした︒

石井 伸之 議員
員員

の斡旋に向け丁寧に対応︒

募集など他の部署と連携

赤ちゃん登校日の実施は︒

農作物の盗難防止は︒

Ｊ Ａ東京みどりと災害

する新たな仕組みが必要︒

９月中には協定を締結︒

時協力協定の締結は︒

を作成︒農業委員会と連
老人クラブ連合会会員

携して被害を防ぐ︒

菜盗難監視中﹂の表示板

立川警察と連携し﹁野

都市農地の貸借の円滑

自由民主党・明政会

ＪＡ東京みどり農協と災害時
協力協定の締結に向けて

認可保育所に入れない子

りたい︒
いいあるきネットｉｎ
くにたちの改善は︒
日頃から高齢者の見守

青木 淳子 議員

子どもから高齢者まで
安心・安全のまちづくりを
公明党

ル展示を予定している︒

環境フェスタでフード

の観点で９月中に緊急合

︻副市長︼電子化は必

役所申請書類電子化は︒
老人クラブは社会奉仕

数の増加と名称変更は︒

然の流れ︑積極的に検討
観光客を呼込む国立市

する︒
マンホールカード作成は︒

活動を通じて︑地域に多
民へ情報提供をする中で

大な貢献をしている︒市
会員増に努める︒正式名

︻市長︼愛され︑宣伝
マンホール蓋を研究する︒

に繋がり観光客が呼べる

称は既存のままとするが︑
愛称を考えて行きたい︒
虐待防止の取組として

次回、
「一般質問」を予定。

他の会派の皆さんと協議する往復作業が非常に重要なんだ

派代表者会議にしていただきたい。

小口 苦労話はすぐ忘れる方です。楽観主義なものですから。ただ、自分が代

石井 他の議員の言葉を理解し、

小口 議会においては会派というものが非常に大切な位置づけにそもそもある

藤江 市全体のことを見ながら、

昔の会議録を見ると結構本音で驚くけれど、そういう場と

司会 以上で、対談を終わります。

うに、心がけておりました。自分の会派の意見を大事に、

在宅療養の取り組みを

フードドライブの取り

ドライブを開催し市内児

組みを問う︒

ね︑在宅療養のネットワ

多職種が連携協議を重

問う︒

ークの構築など様々な施

登下校の安心安全と防

童福祉施設等に提供する︒

ターミナルケアの取り

策を進めている︒

同点検を実施し︑情報共

全小学校通学路を防犯

犯を問う︒

レッジ研修で看取りにつ

市民勉強会やシニアカ

組みを問う︒

いて学んでいる︒また講

乳幼児液体ミルクの災

有して対応していく︒

今後︑備蓄について調

害時備蓄品の検討を問う︒

在宅療養ハンドブック

演会を企画している︒

在宅療養推進協議会で

移動式赤ちゃんフラッ

査研究を行っていく︒

ママロの導入について

トの導入を問う︒
事業者と協議している︒

スカッションなど、場を変えてもらえるといいかなと。

感じています。

重松 規定がないということは自由にできるはず、政策についてのフリーディ

形式で言いたいことを言い合う。非常に私はおもしろみを

と、全体の調和を考えねばなりません。幅広い意見を持つ会

石井 私は、議会としての考え方をまとめる、まさに議会

方への対策は何か︒

31

の医療用語見直しを問う︒

食品ロス削減の市民啓

見直しを検討する︒

環境フェスタで食品ロ

発を問う︒
スブースを設置し︑パネ

代表としてどっちだ、あの時はああだったけどと言われる

ています。

藤江 意見調整が一番大変ですね。意見が分かれたときに、

すべての方が会派を組んでいただいたほうが議会の意思決定力が上がると思っ

をするという、このあたりが非常にもどかしく、ちょっとつらいところですね。

もあるので、その方の意見は反映されないのが歯がゆいところです。できたら

しっかりと持ち帰った中で、6名の議員で協議をして、会派代表者会議で発言
藤江 議会全体の意思を調整するところだと思っています。実際には1人会派

石井 我が会派は6名の議員がおりますので、私個人の意見をぐっとこらえて、
Ｑ みなさんが考える会派代表者会議の意義とは？

重松 結構その場のリアルなやり取りで思わぬ方向に行くことが多いというのが、
司会 本日は、会派代表経験者の方にお集まりいただきました。

▲議会応接室にて

ろうなと思っています。

「会派代表者会議の意義」クロストーク

重松朋宏 議員 小口俊明 議員
石井伸之 議員 藤江竜三 議員
（司会：大谷俊樹 議員）

議員対談企画 第4回

一般質問とは、議員個人が市政全般について行政当局（市長や教育委員会など）に質問
することです。一般質問発言順に、各議員本人が要旨をまとめたものを掲載しています。

要旨・発言順

6
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議会の協議・調整の場として、２人以上で結成する会派の代表者が集まる会派

苦労というより、意味があるのかと。あと、多数決で決める場ではないので、

代表者会議があります。その様子についてお話を伺います。

その場の雰囲気、傍聴者も含めた空気が動いていくリアル感が苦労ですかね。

重松 基本、議会に関わるあらゆる事を話し合える場としての意義があるのか

小口 会派をまとめる役割と対外的な役割のバランスをうまくとる必要がある

なというのと、法律には規定されていないけれども、国立

ということを分かっていただくと、うまく事が運んでいく一助になると思って

市議会は会議録をきちんと作ってホームページで見れる。

います。
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パブリックコメント募集中！

〆切 11/11(日)

▷▷▷

詳しくはＷｅｂへ

議会基本条例の９テーマについて
条例の目的

ご意見お待ちしています！

（①市長との緊張関係/②開かれた議会/③住民福祉の増進）が
達成されているか点検し、条例点検部会で協議してきました
要 旨

⑴前文と市民の定義について

（前文ほか）

条文中に出てくる「市民」という言葉の定義を
厳密に定義をするか、しないか。また定義をする
ならば「市内に在住、また在勤または在学する個
人および市内で活動する法人その他の団体」とす
るか、「国立市に居住するもの」とするかを協議
中です。市民の定義を現状の前者だと条文全体で
齟齬があるとする意見と、現状で問題ないとする
意見があります。

⑵ソーシャルインクルージョンに
配慮した議会運営について（第２条ほか）
条例前文にある「孤立や排除を生み出さず、違
いを認め合い、共に支え合うことをめざすソー
シャルインクルージョンの理念に配慮」を進める
ために、ソーシャルインクルージョンの認識を研
修を通して一致させること、また議会活動におけ
る保育サービスや情報困難者への配慮など具体的
に研究する必要があることを申し送ることを検討
しています。

⑶会派について

（第４条）

第４条第１項「会派」の位置付けや、会派の結
成条件の見直しについて協議した結果、会派の政
策集団としての位置付けを強化するため、議会基
本条例の一部改正を検討しています。

⑷交渉団体について

（第４条）

３人以上の会派は、議会運営について交渉でき
る団体を結成できることを規定するとともに、２
人以下の会派も相互に協議の上、交渉団体を結成
できるよう条例の一部改正を検討しています。

⑺議会図書室の活用について

（第19条）

市民への情報提供のため、市立図書館及び市が
設置する情報公開コーナーとの連携を強化するよ
う条例の一部改正を検討しています。

⑻災害時の対応全般・防災について
⑸市民意見に基づく政策形成
（第５条ほか）
サイクルについて
市民の皆様のご意見を、市議会でこれまでより
さらに政策に反映させていくためにどうしたら良
いか議論しました。
市民意見について、常任委員会で慎重な熟議を
進めます。委員会の賛同を得た意見は、市議会全
体の意思とするため会派代表者会議の協議事項と
し、その承認を得た意見について、議長名で市当
局に意見を提出するということを検討しています。

⑹地方自治法に抵触しない附属
（第18条）
機関の設置について
地方自治法には議会の附属機関の規定がないた
め、附属機関設置の根拠を自治法に置くのか基本
条例に置くのかが論点となり、基本条例の趣旨及
び解説に、基本条例に基づく附属機関であること
を明記することを検討しています。

議会費の４テーマ

（第24条）
現行条文の趣旨及び解説には、国立市議会災害
支援会議設置要綱や災害支援マニュアルが無く、
いざ災害時の議会対応が不明確でした。
そこで、大規模災害発災後、議会としての基本
的な行動を要綱及びマニュアルに定めました。国
立市議会は国立市災害対策本部を支援する中で的
確かつ迅速な対応に務めることを検討しています。

⑼産休・育休・病休などについて
（現条例に規定なし）
議会活動の場で男女共同参画を実効的に推進す
るために以下の条件整備を検討しています。
○前文に「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」を書き加え、趣旨及び解
説にその理念に配慮することを明記します。
○基本条例の議会の活動原則に「男女共同参画」
を明記します。
○議会の欠席届を現実に沿ったものにします。

議会費検証部会でパブリックコメントを求めるのは以下の通りです。
皆さんの忌憚のないご意見をお寄せください。よろしくお願い致します。

について
③
①

政務活動費について
月1万円増額し、月2万円にする

理由
・現状の月１万円では、十分な研修や視察ができない
・市民に対し十分な議会報告を発行できておらず、調査活
動や情報公開が不十分である

その他の意見
・現状の金額でも研修に参加できている
・市民生活が厳しい中、増額は市民の理解を得られない

②

期末手当について
支給月数は人事委員会勧告に準じ、役職加算＊は現状維持する

理由
・期末手当の月数は、人事委員会が民間の期末手当支給月数を調べて公務員の手当てに反映するよう勧告
するものであり、妥当性、客観性があると考えられる
・役職加算は、平成２年の人事院勧告でできた制度で客観性があり、全議員の職責に変わりはないため、
全員一律加算でよいと考える

その他の意見（期末手当）
・勧告があればその都度議会で協議する
・職員の4.5月の支給に比べ、議員は3.95月なので引き下げの勧告
があってもその月数まで下げない、引き上げへの勧告があっても
相当なインフレにならない限り上げない

その他の意見（役職加算）

議員報酬について
月49万円(年820万円)の現状を
維持する

理由
・子育て世代や専門性のある方などが立候補するには、生
活の保障と行動のための費用を保障する必要がある
・議会の多様性、専門性の人材確保の観点から、現状の金
額が妥当である

その他の意見
・選挙で選ばれた議員の職責を考えると、市の部長と課長
の中間まで議員報酬を引き上げるべき
・ICT化など社会状況の変化に合わせ議会も進化していく
姿勢がなければ、住民から理解を得られないので減額も
やむを得ない

・議員自体が役職で、期末手当の加算は市民に分かりづらい
・現状の年収額を維持する主張に聞こえるため廃止すべき

④

＊役職加算
人事院が、民間企業で導入されて
いる職務給の概念を期末手当に盛り
込むよう平成２年に勧告を行いまし
た。このため、国家公務員、地方公
務員、国会議員、都道府県議員、区
市町村議員に役職手当が導入されて
います。国立市の職員は、主任以上
に役職に応じ3 〜 20％の加算を行っ
て い ま す。 国 立 市 議 会 議 員 は 全 員
20％の加算を行っています。

議員定数(現行定数22名)について
定数を削減する

理由
・３常任委員会それぞれ７人ずつの21人が妥当と考える
・欠員１名が生じている現状の21人で、議会運営に問題は起きていないと認識している
・３常任委員会それぞれ6人ずつの18人が妥当と考える

その他の意見
・３常任委員会それぞれ７人ずつの21人に議長を足した22人が妥当と考える
・多様な意見を反映するには、22人が妥当と考える
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議会改革特別委員会の市民説明会を
開催します！
日 時 平成30
（2018）
年 11月10日㈯
会 場 国立市役所 ２階 委員会室
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議会基本条例の９テーマについて

15:00〜17:00
（予定）

議会改革特別委員会の協議と取り組みをご説
明します。また、山梨学院大学大学院研究科長・
法学部教授 江藤俊昭氏（右写真）をお招きし、
助言をいただきます。下記意見交換会と合わせ
て、皆さまのご参加をお待ちしております。
国立市議会ホームページ又は右ＱＲコードよ
りご案内ページにアクセスできます。
いただいた市民の皆さまのご意見も踏ま
え、12 月議会初日（12 月 3 日）に最終報
告書を議長に提出する予定です。

議会費の４テーマについて

パブリックコメント（ご意見）を募集しています！
募集期間

平成 30（2018）年 10 月 10 日（水）〜 11 月 11 日（日）

提出方法
裏面(7面)の議会改革特別委員会の部会報告に関するご意見を簡潔にまとめ
（書式自由。右の書式をご参考ください）、氏名、住所をご記入の上、下記提
出先まで提出してください。口頭や電話によるご意見はお受けできませんので
ご了承ください。

きりとり線

提出先
郵送 ☞〒186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市議会事務局
持参 ☞くにたち北市民プラザ、南市民プラザ、駅前市民プラザ、
公民館、中央図書館、国立市役所 情報公開コーナー及び議会事務局
ＦＡＸ☞042-576-2205
詳細は裏面に
Ｗｅｂ☞国立市議会ホームページ

氏名
住所

きりとり線

第41回国立市農業まつりにて、
国立市議会 意見交換会を行います！
日 時 平成30（2018）年

至立川

至国分寺

JR 中央線

国立駅
通り

見

富士

さくら通り

団地
矢川通り

１１月１１日㈰
9:00〜14:00
（予定）

公園

― 農業まつりとは？―
農業まつりは、くにたち
の農と触れ合い、秋の実り
を堪能できるイベントです。
くにたちで育った農産物の
展示・販売、苗木やけんち
ん汁の無料配布、その他多
くのイベントが開催されます。
また、今年は国立市消費
生活展、国立HISTORICA
G.P.2018が同時開催され
ます。
くにたちの秋の祝祭にぜひ
お越しください！

交番

団地通り
五小
国立
市役所

矢川駅
至立川

大学通り

１１月１０日㈯
12:30〜14:30

会 場 国立市役所 １階 市民ロビー

谷保駅
JR 南武線

至川崎

市政に関して気になること、
ご意見、ご要望などについて
お話しください。
今回は、国立市農業まつりにて、国
立市議会議員が、皆さんからの幅広い
ご意見を承ります。
イスとテーブルとお茶を用意してお
りますので、ご休憩がてら気軽にお立
ち寄りください。
ご意見・ご要望などがありましたら、
右の「ご意見記入カード」にご記入い
ただき、お持ちください。

ご意見記入カード
市政に関して気になること、ご意見・ご要望
がございましたら、ご自由にご記入ください。

