はけと野川を壊してまで
道路はいらない

今こそ生命を守る
予防接種事業の拡充を

の女子を対象に定期接種化
渡辺ふき子
されている。国が積極的な
（公明党）
❶ア外出自粛等により必 接種勧奨を控えてから６年
要な予防接種が受けられな 間の間に、接種率が１％未
かった乳幼児や高齢者に対 満となり、対象者であるこ
し、接種期間の延長や接種 とを知らない子どももいる。
への個別勧奨を行うべき。 定期接種の最終年度となる
イ様々な理由により、免疫 高校１年生に対し、権利失
を無くしてしまった方への 効通知を送ってはどうか。
課長 国の状況を注視し
ワクチン再接種について助
ながら、ホームページ等を
成しないか。
部長 ア３月、４月は大 活用し、適切に広報したい。
❸産後ケア事業の充実に
きく減っておらず、５月の
実績を注視していきたい。 向け、産後間もない母親に
課長 イ支援制度の創出 寄り添い、家事・育児もサ
を、との声も寄せられてい ポートする産後ケアの専門
る。今後、再接種制度につ 家「産後ドゥーラ」の導入
いて前向きに取り組みたい。 を検討しないか。
課長 市内の資格保持者
❷子宮頸がん予防ワクチ
ン接種については、小学校 と顔の見える関係を築くこ
６年生から高校１年生まで とから始めたい。

浴恩館公園の野外
調理場をなくさないで

災時の活用、多世代地域交
田頭祐子
流、子どもの火おこし体験
（生活者ネット）
浴恩館公園の野外調理場 等ができる貴重な場と聞い
は公民館緑分館に利用申請 ている。イ公民館として、
をすれば、誰でも焚き火が 近隣住民の理解を得る働き
できる場所。隣地が宅地開 かけは行わなければならな
発され、煙などの苦情で迷 いと考える。ウ利用団体と
惑施設扱いされない対策が 意見交換して検討したい。
必要である。ア近年利用が ■その他、文化財センター
増えている。市民の声、活 のハクビシン対策などにつ
動の様子についての把握は。 いて確認しました。
イ市民間の苦情や相談事を
解決する役割についての公
民館の考えは。ウこの場所
での継続が困難であれば、
敷地内で移設し、続けると
いう方向性は持っているか。
部長 ア利用団体の活動
が活発になり喜ばしいが、
匂いの苦情もあり、悩まし
くもある。野外調理場は防

円、特別定額給付金の複数
回追加給付 兆円、高等教
育就学支援制度の拡充１兆
円、公務員の積極的採用、
全品目の軽減税率による消
費税率０％を時限的に行う。
このような経済対策を、地
方自治体として政府に求め
るべきである。
市長 議員から紹介のあ
った提言は報道で拝見して
いる。私としては、第２次
補正予算が可決、成立し、
一刻も早く支援策が各地方
自治体に及び、具体的な施
策となって展開されること
が望ましいところであり、
注視をしている。市長とし
て、国や東京都に対し、要
望を引き続き積極的に伝え
ていきたいと思っている。

コロナ対策、 兆円
財政出動を求めるべき

斎藤康夫
（市民会議）
政府の新型コロナウイル
ス対策は、目に付いた部分
の水漏れをモザイクで塞い
でいるような対処療法でし
かない。新型コロナウイル
スの感染による死者数より
も、自殺者数の方が多くな
ってしまうことはあっては
ならない。今、注目すべき
は、自民党議員連盟が主張
している「真水 兆円規模
の財政出動」である。その
概要は次のようなものであ
る。持続化給付金の大幅拡
充 兆円による粗利補償、
中小企業に永久劣後債によ
る資本注入、医療・介護現
場への支援５兆円、地方公
共団体への臨時交付金５兆

かまどで餅つきの準備を手伝う
子どもたち

私が考える「小金井
モデル」となる各種支援

アンケートの分析

半数以上いることもよく分
坂井えつ子
かった。更なる周知と丁寧
（緑・つながる）
ア市が行った優先整備２ な説明を求め、５月 日に
路線のアンケート結果を自 東京都に要望書を出した。
ら分析したところ、計画が イ多様な考え方があること
知られていないということ、 を踏まえるということが一
計画を知っていた人ほど、 番重要と思っている。ウこ
野川やはけを壊してまで新 れまで申し上げてきたこと
しい道路は必要ないと考え を改めて申し上げていく。
ているという結論に至った。 伝えるべきことは市長会な
市長はこの結果をどう受け どを通じて伝えていきたい。
止めているのか。イ要望書
にある「丁寧な説明」とは。
ウ東京都の依命通達を踏ま
え、市長から事業の中止を
求めてほしい。
市長 ア道路整備の効果
を理解している市民も一定
数いる一方、自然環境、景
観に対する多くの懸念があ
り、計画を知らない市民が

奨学金の拡充と家賃・
生活費の支援を求める

の動向を参考に検討したい。
❷アコロナ禍で収入が減
り、家賃が払えない人が増
えている。住居確保給付金
については、学生も対象の
はずが、対象外と言われた
人もおり、対応がばらばら
である。認識を徹底するべ
き。イ住居確保給付金の対
象外の人へ、市の独自支援
が必要ではないか。
部長 ア適切に案内をし
たい。イ必要があれば、し
かるべき時期に検討したい。
❸アルバイトや非正規労
働者、フリーランスの人も
仕事と収入が無くなり大変
である。生活費の補償や支
援が必要ではないか。
部長 まずは生活保護の
案内と丁寧な対応をしたい。
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れていない商店街チャレン
清水がく
ジ戦略事業費補助を何とか
（自民党・信頼）
❶新しい生活様式の徹底 有効に使用することについ
を機に、店内での３密を防 ての検討状況は。
部長 市議会の決議等を
ぐため、店舗前の道路上に
テーブル等を設置して飲食 踏まえ、引き続き商店会支
物を提供するといった道路 援、事業者支援についても
占用許可の緩和を行い、道 追加の支援策を検討したい。
❸家族介護者やヤングケ
路空間の利活用を行うこと
アラーへの理解のための冊
についての検討は。
部長 市民の活動等とも 子製作の検討は。
部長 冊子の作成も含め、
連携し、利活用できるよう
努めていきたい。また、国 必要な支援内容について検
や東京都から要請があった 討していきたい。
際は、道路占用の考え方を ■その他、ケアラー、ヤン
整理し、対応していきたい。 グケアラーが地域で孤立せ
❷「まちの元気は商店街 ず、仕事や人生を諦めない
から」を合言葉に努力され 社会の実現のため、教育委
ている商店、事業者等の支 員会や子ども家庭支援セン
援について。イベントが軒 ター等で連携し、率先した
並み中止となり、活用しき 取組を要望しました。

コロナ禍での
保育施設への対応など

たゆ久貴
（日本共産党）
❶新型コロナウイルスの
影響で若者や学生の生活も
大変な状況になっている。
学費が払えず、学生の５人
に１人が退学を検討してい
るというアンケート調査も
あるように、危機的状況で
ある。一律学費半額を求め
るインターネット署名運動
も全国で起こっており、小
金井市では、市内の大学に
通う学生から市議会に陳情
書も提出された。学生の生
活と未来を守るため、奨学
金について、支給金額も対
象人数も増やし、拡充する
べきではないか。
部長 奨学資金運営委員
会の意見等を踏まえ、国等

26

27

スの供給量自体も不足する
湯沢綾子
ため、課題があるが、今後
（自民党・信頼）
❶ア緊急事態宣言下、自 に備えて解決に努めたい。
❷保護者が新型コロナウ
治体間で保育施設への対応
には大きな違いが生じた。 イルスに感染し、他に面倒
第２波に備えて事例の研究 を見る人がいない場合に子
を行うとともに、認可外施 どもをどこで預かるか想定
設利用者に対し認可施設と しているか。そのためにホ
不公平が生じないよう保育 テルの部屋を借り上げてい
料の補助等を行ってほしい。 る自治体もある。不安の声
イ預かり保育は多くの園で に寄り添い、近隣市との広
利用できなくなった。保育 域連携も視野に検討を。
部長 多摩府中保健所と
の必要性のある保護者から
要望があった場合、利用可 小平児童相談所で預入先等
能な保育サービスへのマッ を協議することになってい
るが、市としても対応でき
チングを行えないか。
部長 ア認可外保育施設 ることは協力していく。
における保育料の減額につ ■その他、給食に関係する
いては、施設の実態調査等 事業者等への臨時休校によ
をした上で、制度を構築し る影響が最小限となるよう
ていきたい。イ代替サービ 配慮を要請しました。
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小規模介護事業所、
障がい者施設への支援を
や事業所との連絡会などを
板倉真也
通して、状況把握に努めた
（日本共産党）
❶ア消毒用アルコールを いと考えている。
❷ア広報物の音訳、点訳
事業所に優先的に配備する
手はずを。イ防護服を買い にあてがわれている部屋は
揃えるのに要した費用を事 作業に適しておらず、何ら
業所単位で補助すべき。ウ かの対策が必要である。イ
財政調整基金を取り崩して 関係団体と意見交換を行い、
でも、小金井市独自の給付 必要なソフト・機材を整備
事業を。エ各事業所・施設 し、録音や編集作業に支障
を対象とした影響把握、実 が出ないよう、責任を持っ
て対応すべきではないか。
態調査を行うべき。
部長 ア施設整備の改善
部長 アどの程度配備す
ることが可能かを検討して については、図書館施設全
いるところである。イ医療 体の老朽化対策などと併せ
資材の調達支援の観点から、 て検討を進めていくことも
支援の方策等について検討 必要なので、すぐに解決策
させていただく。ウ一定の を講じることが難しい。イ
支援を行うべき検討を進め 困ったことがあったら、そ
ているところである。エ今 の都度担当職員に相談いた
後も引き続き、一定の調査 だければ、対応したい。
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