多胎児家庭への
支援の必要性について
災害時の電源確保と
医療体制について

がん検診を無料に戻し
早期発見・早期治療を

いう段階までは達していな
板倉真也
いという見解である。ウ指
（日本共産党）
❶ア大腸がん検診の受診 針どおり、来年度以降は
率低下の原因をどのように 歳以上を対象にと考えてい
分析しているか。イ前立腺 る。エ非課税世帯までの軽
がんを検診事業に取り入れ 減の拡大を検討しており、
よ。ウ各種がん検診事業の 現在、立案の途中である。
❷緊急放送時に自動的に
対象年齢を引き下げ、早期
発見、早期治療に結びつけ スイッチが入る緊急告知ラ
よ。エ自己負担額について、 ジオや戸別受信機を、土砂
低所得者や非課税世帯への 災害警戒区域、特別警戒区
軽減策の検討は行われたか。 域の住民に無償貸与すべき。
課長 ア本市においては、 部長 迅速な情報伝達を
がん検診に対する関心が全 行うためには、戸別の受信
体的に低下している年度で 機のような仕組みも必要と
あったのではないか。また、 感じている。現在、国で戸
がん検診の不利益を考慮す 別受信機の貸与の検討をし
る人が増えたことも言える ている旨を伺っている。ア
のではないか。イ研究課題 ンテナを高くして情報収集
という認識に変わりはなく、 に努め、今後の対応につい
優先的に取り組んでいくと ても考えていきたい。

価基準を参考に、適切な時
坂井えつ子
期に見直す予定。他自治体
（緑・つながる）
ア２０１８年度の市公共 の取組を研究し、適切に見
施設からのＣＯ２排出量は、 直しを行っていきたい。
❷アはけと野川を壊す都
２０１７年度と比較し、増
加率が減少している。要因 市計画道路について、市長
分析と今後の対応は。イ電 選挙においてより踏み込ん
力の調達に係る環境配慮方 だ主張がされた。改めて明
針を厳格化しないか。また、 言を求める。イ東京都が行
他自治体を参考に、より環 った意見交換会には問題が
境に配慮した電気事業者か あった。市長の求めてきた
ことは果たされたのか。ウ
ら電力を調達しないか。
部長 ア２０１７年度に 東京都に要望書の提出を。
市長 ア現状、市民の望
契約していた電気事業者よ
り二酸化炭素排出係数の低 まない道路は作らせないと
い電気事業者と契約できた いう立場は、今も大切にし
ため、結果的に減少したが、 なければならない。イ参加
エネルギー使用量は減って 市民の要望に対し、東京都
いないため、引き続き全庁 がどう応えていくのかは課
を挙げた取組が必要。イ環 題として残っている。ウ継
境省が示したより厳しい評 続を要望していきたい。

気候危機対策の強化／
はけと野川を壊す都道

いて、地域防災計画では、
宮下 誠
医療拠点病院等として、小
（公明党）
❶昨年は、台風の際の電 金井太陽病院と桜町病院の
源確保等の課題が浮き彫り ２か所が位置付けられてい
になった。災害時、自主防 るが、これでは東部地域と
災組織等の活動に支障が生 南部地域が手薄ではないか
じないよう、新年度におけ と感じている。医療拠点は
る東京都の補助政策を活用 災害時には近場にある方が
するなど、地域の防災活動 良く、全エリアを視野に再
拠点における電源確保に対 考すべきではないか。
部長 今年度、新たに小
する取組を行わないか。
部長 令和２年度、東京 金井リハビリテーション病
都では非常用電源確保事業 院を緊急医療救護所に加え
として、自主防災組織向け た。また、市内東部地域の
の発電機の補助金制度が創 日本歯科大学口腔リハビリ
設される予定である。今後、 テーション病院とも緊急医
各自主防災組織に対し、同 療救護所の覚書締結の準備
補助金についてお知らせし、 を進めている。これにより、
必要な手続きについては市 市内中央、北部、南部、東
の方で案内していきたい。 部とバランスのとれた配置
❷災害時の拠点病院につ となる予定である。

妊娠中からの支援や
成年後見助成の充実を

と捉え、研究していきたい。
水谷たかこ
エ妊婦面談等で情報提供を
（こがおも）
❶共働きの家庭が増え、 行っている。
❷成年後見制度について、
子どもが１歳になる前に復
職する人も多い。妊娠中か 報酬助成制度を見直さない
らの切れ目ない支援や、地 か。ア権利擁護センターに
域とのつながりづくりが重 委託している案件について
要と考える。ア両親学級等 は、助成金が年間で 万円
で交流を目的としたグルー と限られており、家庭裁判
プワーク等を実施しないか。 所の審判で認められた報酬
イ祖父母などの家族も対象 の全額を助成されない場合
としないか。ウ土曜日のコ がある。見直さないか。
課長 ア満額の助成が困
ースは定員を上回る希望者
がいるが、定員を増やさな 難な場合もあり、課題とし
いか。エ市民団体の活動を て挙げられている。
どのように紹介しているか。 ■その他、市民後見人の報
課長 ア平成 年度まで 酬助成は月額５千円である
は実施していた。他市の事 ことについて、今後の見直
例をみて、工夫できること しを要望し、また、地域福
は取り入れていきたい。イ 祉権利擁護事業の充実を求
対象としていない。ウ課題 めました。
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子ども食堂・おとな食堂
の更なる展開は
白井 亨
ら取り組む考えはあり、検
（こがおも）
討する。イ何らかの支援が
多胎妊娠・育児は特有の できるよう検討したい。ウ
リスクもあり、支援が必要 １か月を過ぎたら利用でき
である。ア妊娠期から多胎 ない訳ではなく、できる限
児向け支援メニューを網羅 り希望に添えるよう努める。
した印刷物を配布するなど エ事業スキームが不明で、
の検討を。イ多胎児は低体 委託の調整も必要であり、
重の傾向もあり、産後ケア 動向を注視し調査研究する。
を優先的に行うべき。ウ育 オ新年度の要望も伺ってお
児支援ヘルパーは、多胎児 り、可能な支援をしたい。
の場合は出産後１年まで利
用できるが、１か月前まで
の利用申請では使いづらい。
スキーム等の見直しを。エ
国の補助を利用し、ファミ
リー・サポート・センター
の登録を訪問型で実施しな
いか。オ多胎児サークルの
２月８日、市内多胎児
交流機会を増やさないか。
サークルに参加し、ヒ
部長 アできるところか
アリングしました。

一人でも生涯安心して
暮らせる施策を
ての市民の相談事は、地域
渡辺ふき子
包括支援センターで相談支
（公明党）
誰もが年齢を重ねると必 援を行っている。薬の適正
ず経験する困り事に対し、 な服用への支援には、地域
市の施策を問う。ア物忘れ でかかりつけ薬局を持つこ
や認知機能に心配が出てき とが重要である。ごみの収
たときの、日常の困りごと、 集については、ふれあい収
薬の適正な飲み方、ごみの 集事業があるが、分別の支
分別やごみ出し支援につい 援については把握できてい
て。イ住まいに困った高齢 ない。イ実態調査や他市等
者、障がい者のため、住宅 の情報収集を行い、居住支
セーフティーネット制度の 援の検討にいかす。ウ社会
確立を。ウ生活費の管理に 福祉協議会内の権利擁護セ
困ったときのため、成年後 ンターでは、成年後見制度
見制度や権利擁護事業の周 の相談だけでなく、日常生
知と利用促進を。エ人生の 活自立支援事業を行ってお
終え方についての不安に応 り、周知に努める。エ権利
える方のための相談窓口や 擁護センターで安心生活サ
ポート事業を実施している。
支援施策について伺う。
部長 ア高齢者の困り事 ■その他、医療的ケア児の
や、気になる高齢者につい 支援について質問しました。
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ている。子ども食堂も、多
小林正樹
様な居場所の一つの方策と
（公明党）
❶小金井市の子ども食堂 位置付け、推進していく。
については、提案に基づき、 ❷一人暮らしの高齢者の
２０１８年に社会福祉協議 孤食を防ぐ「おとな食堂」
会 に、
「 子 ど も 食 堂 推 進 連 の試みが広がっている。東
絡会」を立ち上げていただ 京都では、２０３０年度ま
いたところである。ア運営 でに か所創設する方針を
者に課題を聞いているか。 掲げているが、本市でも積
イ市の計画としての位置付 極的に設置を進めないか。
部長 超高齢社会を迎え
けが不明確ではないか。
部長 ア共通する課題と るに当たり、今後、単身高
し て は、
「 場 所 の 問 題 」 と 齢者世帯や高齢者のみの世
「運営スタッフの確保」が 帯の増加が予想される中、
ある。個別に対応していき 「 見 守 り あ い の ま ち づ く
たい。イ現在策定中の「の り」が重要な取組であると
び ゆ く こ ど も プ ラ ン 小 金 考える。本町住宅について
井」の次期計画において、 は、東京都へ要望する。
計画の課題と方向性として、 ■その他、小中学校のＩＣ
「地域における子どもの居 Ｔ環境の更なる充実につい
場所づくりの推進」を掲げ て質問しました。

々に持てる力を消防団で発
揮していただきたい。
❷市は、商店会連合会と
防災協定を結んでいないと
のことだが、市内に根差す
商店会として地域の安全・
安心を考え活動している商
店会連合会と防災協定を結
ぶ考えはあるか。
部長 研究していきたい。
❸緑中学校プールの目隠
しフェンスが、昨年の台風
号により破損したままと
なっている。部活、授業の
開始前に修繕してほしい。
部長 今年度中に修理を
完成させたい。
■ そ の 他、
「まちの元気は
商店街から」を合言葉に、
商店、事業者等を支援する
体制の構築を要望しました。
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消防団、商店街振興、
母校緑中学校について
清水がく
（自民党・信頼）
❶自分たちのまちは自分
たちで守る、という消防団
員の皆様にはご尽力いただ
いている。例えば、真夜中
の火災現場では団長を筆頭
に第一分団から第五分団ま
でが一つとなり、全身びし
ょ濡れになり震えながらも
消火活動を行ってきた。ま
た、私自身も有事の対応に
出動し、団員の一人として
訓練や有事の際の対応につ
いて都度学んできた。その
状況下において、団員の担
い手不足が大きな課題であ
る。小金井市の消防団の在
り方について市長に問う。
市長 消防団の存在は極
めて重要であり、多くの方
15
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