子どもの命を守るため
児童虐待防止策強化を

 

 

 

 

▶行財政改革のさらなる推進に向けて、事務事業評価シートの速やかな作成を
求める陳情書 ▶行財政改革の推進に係る諸問題の調査

生産緑地の平成 年問題
行政の対応を問う

庁舎及び福祉会館建設等調査特別委員会

庁舎及び福祉会館建設
大きな広場の確保を

▶①次期定例会（臨時会を含む。）の会期及び会議日割等、議会運営に関する調
査、②議会の会議規則、委員会条例等に関する調査、③議会運営に関する議長
の諮問事項について

議会運営委員会

高齢者の生活支援を／
８０５０問題について

▶小金井市道路新設問題に関する陳情書

森戸洋子 置している。今後も体制強
（日本共産党） 化について検討しなければ
児童虐待事件が相次いで ならない。ウ児童養護施設
いる。国連子どもの権利委 は、他の事象も含めて検討
員会からも厳しく指摘され させていただきたい。
学校教育部長 イ昨年４
ている。子どもの権利条例
を制定している小金井市と 月から不登校カルテを各学
して対策の強化が求められ 校から提出してもらい、虐
る。ア子ども家庭総合拠点 待の疑いがあれば、子ども
の機能を含む子ども家庭支 家庭支援センターと連絡を
援センターの体制の強化が 取り合っている。
福祉保健部長 ウ産後デ
必要ではないか。イ児童相
談所、子ども家庭支援セン イサービスは既に７市が実
ター、教育委委員会との連 施し、本市でも、どのよう
携の速やかな体制整備が必 なことが考えられるか検討
要ではないか。ウ産後のデ を始めている。
イサービスセンターの設置、 ■その他、市民への影響が
養護施設を誘致しないか。 大きい「消費税増税の中止
子ども家庭部長 ア現状 問 題 」、「 国 保 税 の 負 担 軽
では管理職の配置、社会福 減」について質問しました。
祉士、児童福祉司などを配

建設環境委員会

斎藤康夫 業者と農家の仲人役になる
（市民会議） べき。エ駅周辺、幹線道路
平成 年には、生産緑地 沿い等についてまちづくり
に指定されて 年が経過し、 条例による整備をすべき。
環境部長 ア緑の保存対
解除される可能性がある農
地が少なからず存在する。 策と対極にある。相談窓口
緑地の減少は残念であるが、 は難しい。
子ども家庭部長 イ生産
目先の利益追求の不動産業
者の手に渡るくらいなら、 緑地に限らず、引き続き研
市民サービスに貢献できる 究する課題と認識している。
政策にいかすべきと考える。 福祉保健部長 ウ公募が
受け身ではなく、相談窓口 効率的であると考えている。
都市整備部長 エ地主の
を設け、プロジェクトチー
ムの創設等、能動的に対応 方の意向があれば、協議を
すべきである。ア公共施設、 していきたい。
企画財政部長 エ指定が
図書館、公園、市民農園、
新庁舎へのアプローチ等に 解除されても市の資産とな
活用できないか。イ保育施 るわけではない。行政マネ
設建設、園庭を持たない保 ジメントの視点を大切に第
育所の共用遊戯場設置に活 ５次基本構想の策定に当た
用すべき。ウ高齢者施設事 って考えていきたい。

▶小金井市子どもの権利に関する条例の一部を改正する条例 ▶小金井市国民
健康保険加入者生活支援手当条例 ▶小金井市議会平成３０．１１．１９厚生文教委員
会３０陳情第３５号に係る質疑における吏員による虚偽答弁を弾劾する陳情書 ▶
医療的ケア児とその家族に対するサポート体制拡充に対する陳情書 ▶衆参両
院議会への意見書提出に関する陳情書 ▶介護保険料の特別徴収という年金天
引きを弾劾する陳情書

渡辺大三 井市も人件費が年１億円か
（情報公開） ら１億５千万円の増になる。
❶基本設計に向けて、設 待遇改善と野放図な人件費
計業者任せではなく、市と の拡大は別問題である。会
しての考えを持って臨むべ 計年度任用職員を含めた定
き。ア庁舎は床面積の縮減 数条例があってもいいので
の徹底が必要。小金井市は はないか。
企画財政部長 まず制度
職員も議員も多い。それを
前提に床面積を決めていい 導入に向けて検討し、会計
のか。イ現状の案は地表面 年度任用職員の職員数の管
が駐車場で覆われるプラン 理等についても検討したい。
になっている。地下に入れ
れば地上に大きな広場が確
保できるがどうか。
市長 ア更なる精査も必
要かとは思う。イ予定地の
最大限の有効活用が求めら
れる。
❷再来年度からの会計年
度任用職員制度施行により、
何も手を打たないと、小金

厚生文教委員会
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公共施設の自販機では
ペットボトルゼロを

▶同性パートナーシップの公的認証制度の導入を求める陳情書

水上洋志 を通じて要望を続けていく。
（日本共産党） イハローワーク立川・東京
❶高齢者の生活支援を求 しごとセンター多摩と連携
める。ア安倍政権下で、社 し、高齢者福祉担当課とと
会保障費が４兆円以上も削 もに考える。
福祉保健部長 ウ関係機
減されている。年金が減ら
され、 歳から 歳までの 関と連絡を密にして適切な
医療費窓口負担が２割とな 支援につなげたい。エ市民
るなど、負担が増えている。 後見活動に意欲や興味を持
今後、 歳以上の医療費窓 つ方を増やしたい。
❷「８０５０問題」につ
口負担を２割とすることが
検討されており、これ以上 いて。ア福祉総合相談窓口
の削減は中止するよう意見 での対応を整備すべき。イ
を上げるべきである。イ雇 精神障がい者の居住サポー
用の促進を求める。ウ一人 ト事業や家族の一時避難場
暮らし高齢者の支援を求め 所の設置を求める。
る。エ成年後見制度の拡充、 福祉保健部長 ア手を挙
特に市民後見人の育成を求 げづらい方に窓口に来ても
らえるのか今後研究したい。
める。
市民部長 ア各種社会保 イ居住サポート事業は、来
障制度について市長会など 年度計画している。

会計年度任用職員制度を
機に行革を進めよ

総務企画委員会
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田頭祐子 設でも取り組まないか。
環境部長 ア市内の業者
（生活者ネット）
国は、使い捨てプラスチ にはリサイクル推進協力店
ックごみ排出量 ％削減を 制度の拡大に努める。今後
数値目標と定め、レジ袋の もごみゼロ化推進員の市民
有料化を義務付けた。ア市 と意見交換していきたい。
内のコンビニなどへもレジ イ平成 年度は施設によっ
袋など、使い捨てプラスチ ては減量できたが、全体で
ック削減協力店のステッカ は増えた。更に注力しなく
ーを作り、呼び掛けないか。 てはならない。庁舎内のご
イ小金井市施設ごみゼロ化 みゼロ化推進員は各課一人
行動基本計画にある排出量 以上いて、毎年抜き打ちの
％削減は達成できたのか。 ごみ排出状況チェックと報
庁舎内のごみゼロ化推進員 告を行う。ウマイバック等
の役割は。ウこがねいプラ の使用率はまだ完全ではな
スチックごみゼロ宣言を行 い。会議等でのペットボト
って、職員や議員もマイバ ル飲料は提供していない。
総務部長 ウ庁舎の自販
ック持参など、ごみの発生
抑制に取り組まないか。庁 機は管財課が業者に協力を
舎内の自販機のペットボト 依頼している。他施設にも
ルゼロは評価できる。他施 お願いを考えている。

引き続き審査する案件

平成最後の春
（庁舎建設予定地）
職員の業務量の見える化を
行い、役割を整理した上で
仕事の持ち方を見直すべき。
イ効果的な行政運営を実現
するため、ＡＩやＲＰＡを
積極的に活用すべき。ウ市
民目線の挑戦的な目標を掲
げているが故に困難な課題
もある。やらされ感でなく
自分事とする職員の意識改
革のために改善改革運動を
進めるべき。
企画財政部長 アこのチ
ャンスに全業務が最適な担
い手の下で効果的・効率的
に進められるよう戦略を検
討する。イ庁内で検討会を
立ち上げて研究する。
市長 ウ全職員挙げての
意識改革と職場の活性化を
念頭に精一杯取り組む。

▶市庁舎と福祉会館の敷地内に大きな公園（広場）を確保することを求める陳
情書 ▶庁舎及び福祉会館建設等に係る諸問題の調査

 

行財政改革推進調査特別委員会

ネット上の中傷等から
市民や子どもを守ろう

岸田正義
（みらい）
❶臨時・非常勤職員の適
正な任用、勤務条件を確保
する会計年度任用職員制度
施行まで１年である。ア今
後の予定は。イ非常勤職員
の処遇改善を進めるべき。
ウ影響額の試算は約１・６
億円である。処遇改善を図
るからには職務内容を見直
し、不明確な労務・任用管
理、人件費や定数管理の管
理手法を整理すべき。
総務部長 ア今年の第３
回定例会に条例提案できる
よう対応する。イ通知の趣
旨を踏まえ対応する。ウ統
一的労務管理は必要。
❷制度移行をチャンスと
捉えて行革を進めよ。ア全
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湯沢綾子 為であるが、証拠の残るい
（自民党・信頼） じめであり、証拠を得るこ
❶近年、インターネット とが難しかった元来のいじ
上での誹謗中傷や個人情報 めとは異なる対処が可能な
の公開等の人権侵害が増え 側面もあると言われる。ネ
ており、市民から相談を受 ットいじめへの対応は迅速
けることもある。被害者の でなければならない。子ど
受ける精神的苦痛は極めて もが勇気を出して相談した
大きい。市に相談が寄せら にもかかわらず、掲載され
れた場合どう対応するか。 た中傷等が削除されず、被
企画財政部長 窓口とし 害が拡大すれば、その状況
ては人権身の上相談があり、 が明らかに見えるだけに絶
削除依頼の方法を助言する 望感を与えるおそれがある。
など援助を行うことになる。 現代の子どもを取り巻く環
❷一般市民が自分で対応 境を鑑みれば、学校関係者
するのは実際には難しい。 が対処法を身に着けるのは
できる限り具体的な支援を 必須ではないか。
学校教育部長 警察との
行って欲しい。特に重要な
問題として、学校における 連携も考えられる。組織的
ネットいじめがある。ネッ に対応していくよう、体制
トいじめは過酷で卑劣な行 づくりの推進を図っていく。
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