―7―

市

（270号）

議

会

議会運営委員会

7月22日（水）午前10時 8月27日（木）午後 ２ 時
▶市議会の視察にかかる旅費を全額補正減して、新型コロ
ナウイルス対策費用に充当することを求める陳情書 ▶
（仮称）「新型コロナウイルス感染症対策等調査特別委員
会」を設置し感染対策と市民や事業者の支援充実を図る
ことを求める陳情書 ▶議会動画 本会議 R 2 . 6 . 1 １
０：００～を市民による編集、再掲載可な著作権状態にする
ことを求める陳情書 ▶あらゆるｔｗｉｔｔｅｒおよびｂｌｏｇの投
稿欄もしくはエディタに以下の文字列を書くことへの許諾
を求める陳情書 ▶あらゆるｔｗｉｔｔｅｒおよびｂｌｏｇの投稿欄
もしくはエディタに以下の文字列を書くことへの許諾を求
める陳情書 ▶議員定数を６増、３０人にすることを求める
陳情書 ▶【議会改革】定例議会終了後に、ユーチューブ
で定例議会の結果をわかりやすく広報することを求める陳
情書 ▶【議会改革】市議会が市民からの質問に回答する
システムの導入を求める陳情書 ▶議会改革に関する諸問
題の調査 ▶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
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厚生文教委員会

7月30日（木）午前10時
▶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 ▶小金井市奨学資金支給条例の一部を改正する条
例 ▶リサイクル事業所廃止に対する高齢者就業支援の立
場にある福祉保健部の見解と廃止推進派との調整の内容の
開陳を求める陳情書 ▶リサイクル事業所廃止に対し現職
職員兼務シルバー特別会員理事の果たした役割について福
祉保健部の見解を求める陳情書 ▶総会での理事選任をあ
たかも専断できるように書かれた推薦依頼に対し市がそれ
を看過の上、依頼に応えた理由の説明を求める陳情書 ▶
２陳情４２号にかかる高齢福祉担当課長発言中のシルバー側
からの数字に基づいてなされた答弁の再答弁を求める陳情
書 ▶公益社団法人会長から市長あての公文書を現役市職
員と公益社団法人理事兼使用人が協議の上に隠滅した疑い
への回答を求める陳情書 ▶厚生文教委員会 R 2 . 6 .11
10：06－ 1：４２：２０～１：４４：０６で発言された監視にかか
る確認を求める陳情書 ▶コロナ災害で地域社会教育の学
びを止めないために公民館等の公共集会施設の高速ネット
接続環境の早急な整備を求める陳情書 ▶平成３０年３月２６
日付小福介発第１３９７号において任期を３年としているのは
命令なのか要望なのかの確認を求める陳情書 ▶定款違反
を教唆するような記載にもとづいてされたシルバー常務理
事選任に対してシルバー特別会員理事中谷氏の見解を求め
る陳情書 ▶小金井市シルバー人材センター宛て市長名文
書中に定款違反を教唆するような記載があることについて
の見解を求める陳情書 ▶総務部長宛て事務連絡文中にあ
る「特段のご配慮」の意味について発信者である当時の福
祉保健部長柿崎氏の説明を求める陳情書 ▶総会権限を会
長の一存で決定できるかのように書かれたシルバー発書面
に対する当時の福祉保健部長柿崎氏の見解を求める陳情書
▶シルバー人材センター特別会員理事推薦依頼文中の「連
携上必要」に応えて市推薦を行った市が認定する連携の中
身を問う陳情書 ▶小金井市シルバー人材センター特別会
員理事の市推薦に際し、市役所職員の立候補は認められて
いるか否かの確認を求める陳情書 ▶「適正な補助金執行
を促す」とするシルバー特別会員理事柿崎氏が旧リサイク
ル事業所の赤字に対し行った作業の開陳を求める陳情書
▶小金井市保健福祉総合計画に関する諸問題の調査 ▶子
ども施策に関する諸問題の調査 ▶社会教育施策に関する
諸問題の調査

庁舎及び福祉会館建設等調査特別委員会

8月3日（月）午前10時
▶利用者数の数字も調査されず設計されている新庁舎建設
計画は素人の遊びですから一から設計をやり直すことを求
める陳情書 ▶市民による利用の少ない市役所は、利用頻
度の高い部局を除き、市内の利便の良い土地を無駄に占拠
しない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

小金井市はGPN会員として
印刷のグリーン購入に取り組んでいます

コロナ対策が最優先
新庁舎建設は見直しを

7月10日（金）午後 １ 時 8月19日（水）午前10時
▶公文書管理条例の制定を求める陳情書 ▶東小金井駅北
口まちづくり事業用地の活用に向けて整備基金の創設を求
める陳情書 ▶平成２９年市議会議員選挙で、立候補者が市
の指定管理である施設の名簿を選挙活用した事が法令に照
らし適正だったかの検証陳情書 ▶都選管の収支報告書に
記載されている寄附の事実解明を求める訴え陳情書 ▶元
市議候補による個人情報盗用など一連の疑惑について地方
自治法１００条に基づく調査を求める陳情書 ▶小金井あん
ず園への委託事業継続の是非に関し、小金井市議会に厳正
調査を求める陳情書 ▶行財政改革を推進するために財政
援助団体における天下りの実態を解明することを求める陳
情書 ▶シルバー側から天下り依頼がなかった場合、市は
シルバー人材センターに対していかなるいやがらせもしな
いとの確約を求める陳情書 ▶本会議 R 2 . 6 . 8 １０：０
０／９：３３～１０：３５における総務部長発言中の「適切」につ
いての説明を求める陳情書 ▶小金井市役所における起案
書の運用にかかる確認を求める陳情書 ▶３０年後の焼却炉
建設用地を確保するまでは、市内における大規模土地利用
にかかる事業はすべて凍結することを求める陳情書 ▶コ
ロナ禍のテレワーク中にテレワーク破りをおこなった職員
を調査し、それぞれの弁明を公開することを求める陳情書
▶小金井市公共施設等総合管理計画の進捗状況と方針につ
いての諸問題の調査 ▶地域防災、減災及び被災者支援に
ついての諸問題の調査

令和 2 年
（2020年）8 月18日発行

滞納処分にコロナの
給付金等を充てないこと

総務企画委員会

り

違いない。様々な方策を総
水上洋志
合的に考えながら、長期的
（日本共産党）
❶新型コロナウイルス感 な市財政のことも念頭に置
染症を教訓にした社会や生 き今後構築していきたい。
活の在り方が問われている。 ❷新庁舎建設について、
市政運営では保健・福祉に 総事業費が 億円を超える
重点を置き、開発の問題な とされた。財政的見通しも
どは検討が必要である。ア なく進めることは許されな
第５次基本構想･前期基本 い。今は市民の命と暮らし、
計画パブリックコメント案 営業を守ることが最優先課
には、新型コロナウイルス 題である。新庁舎建設は、
感染症に対する教訓や対応 一旦再検証すべきである。
市 長 新 庁 舎・（ 仮 称 ）
は盛り込まれていない。計
画に反映するとともに、策 新福祉会館、清掃関連施設
定スケジュールの見直しを 建設は重要な事業であり、
求める。イ市財政への多大 成し遂げなければならない。
な影響が予想される。事業 ■その他、本庁舎跡地、本
の見直しを行うべきである。 町暫定庁舎、保健センター、
市長 ア必要があれば臨 東小金井まちづくり事業用
機応変に受け止めたい。イ 地の活用方策について質問
税収は減収になることは間 しました。

コロナ災害後の
学校教育は子ども主体で

片山 薫
室長 イテストの点がそ
（市民カエル）
のまま評価ではなく、これ
❶ア学校休校の判断、休 からの指導に充てる。ウ校
校中の取組、再開の検討等 長会等での対話を大事にし
は 文 書 で 残 し て い る か。 ているが対等ではない。
❷ア生活保護申請のオン
イ休校中の自宅学習の成果
はテストで評価されるのか。 ライン化を。イ生活保護の
ウオンライン授業は、学校 職員体制は。ウ生活保護部
の民営化につながり、公教 分受給の広報を。エ社会福
育の理念が奪われる。校長 祉協議会の体制は。オ福祉
や先生は評価されるので教 総合相談窓口については。
部長 ア対応していない。
育委員会と対等な関係では
ないのでは。エＩＣＴ整備 イ職員を増員して負担を軽
より給食費、副教材費の無 減。ウ工夫したい。エ現状
償化と就学援助の広報を。 は対応できている。オ 月
部長 ア１月後半から指 の試行開始を準備中である。
導室で検討。エ食材料費は、 ❸今回の状況下の施策決
保護者負担が規定で明記。 定過程の公開と記録、議会
副教材費は、保護者の過重 での議論が必要ではないか。
市長 急を要する場合も
な負担とならないよう校長
あるが、資料提供は行う。
会で呼びかけていく。

閉会中の委員会日程及び審査案件

よ

時中止している。
遠藤百合子
❷新型コロナウイルスの
（自民党・信頼）
❶ア国の動向を踏まえ、 各種給付金・協力金・助成
強制徴収手続等の滞納処分 金等の事業者からの相談に
に、新型コロナウイルスの ついて、商工会との連携を
影響に伴う各種給付金・協 更に強固なものにしないか。
部長 各種給付金につい
力金等の着金を充てないこ
とを求める。イ新型コロナ て周知、広報、事業者から
ウイルスに起因する滞納者 の相談等にご協力いただけ
るとの商工会からの申出を
への配慮は。
部長 ア令和２年度特別 いただいている。今後も商
定額給付金等に係る差押え 工会としっかり連携し、継
等に関する法律が４月 日 続して市内事業者の支援に
に可決されている。市とし 取り組む。
❸聞こえの不自由な方々
ても差押えができないもの
と認識している。イ徴収猶 の周りへの周知を明らかに
予の周知をしつつ納税相談 していくために、耳マーク
を行い、必要な方には徴収 を広めないか。
猶予等の手続きをしている。 部長 手話対応と併記表
基本的には、催告書の発送、 示をし、耳マーク対応を強
電話催告、臨戸訪問等は一 めていきたい。

新型コロナウイルスから
市民や事業者を守れ

考えたい。イ現時点におい
渡辺大三
て具体策を練り上げている
（情報公開）
新型コロナウイルス対策 状況にはないが、追加支援
について。ア市役所として 策は引き続き検討させてい
の雇用創出に一定の目標を ただく。ウ近々、一定の策
持って取り組んでいるか。 を取りまとめたい。オ観光
イ事業者支援に関して、追 まちおこし協会とも連携し
加支援はきちんと検討して ながら対応していきたい。
市長 エ本市においても、
いただけるのか。ウアーテ
ィスト支援、文化団体支援、 経済的に困窮している学生
市民活動支援を早急に検討 への支援策を引き続き考え
していただきたい。エ学生 ていきたい。
の支援に関して早急に骨太 ■その他、新型コロナウイ
な施策をとっていただきた ルスの影響による新庁舎建
い。オ総合的な買物代行や 設の延期、凍結の事例を紹
宅配サービスに関しても、 介しつつ、小金井市におい
コミュニティビジネスとし ても、財政上の影響が見通
ての育成を視野に検討して せないため、立ち止まって
考え、市民生活を守る見地
いくべきではないか。
部長 ア社会情勢等を見 から抜本的な見直しをすべ
ながら必要に応じて対応を きであると質問しました。
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建設環境委員会

8月4日（火）午前10時
▶小金井市のリサイクル事業所の継続をのぞむ陳情書 ▶
３０年後の可燃ごみ処理体制の早期確立を求める陳情書 ▶
ココバスの運行サービスの拡充を求める陳情書 ▶現リサ
イクル事業所の存続を求める陳情書 ▶小金井市民の努力
が不当に評価されていることに対してその原因を究明し、
是正策の策定を求める陳情書 ▶市回収金属類に、あって
当然のリユースの網をかけることにより再利用可能な金属
物品を市民に適価で頒布することを求める陳情書 ▶可
燃ごみ処理委託料単価約４８０００円と同期間中他市が同焼却
場、衛生組合に払った同単価の差を調査しその公開を求め
る陳情書 ▶日野市に誤ったメッセージを送らないために
浅川稼働の重要性を心から市民に納得してもらう具体的な
作業の履行を求める陳情書 ▶日野市に誤ったメッセージ
を送らないため３市ごみ減量推進市民会議の提言に挑戦す
る市の過失行為を未然に防ぐことを求める陳情書 ▶他に
類を見ない品揃えが魅力の小金井市リサイクル事業所の閉
鎖を思いとどまって頂きたいとする陳情書 ▶リサイクル
事業所廃止撤回を求める陳情書 ▶蛇の目跡地における今
年９月開始工事がリサイクル事業所の閉鎖を伴わなければ
できないとすることへの論理的な説明を求める陳情書 ▶
庁舎建設工事中にＰＥＴ・缶処理施設は稼働可なのにリサ
イクル事業所のみ稼働不可としていることへの論理的説明
を求める陳情書 ▶隣地からの土埃による環境被害から改
善を求める陳情書 ▶多くの市民に愛される小金井市リサ
イクル事業所の継続を切にお願いしたいとする陳情書 ▶
１３年間の広域支援への感謝を口だけでなく態度で示すため
に３０年後、焼却場を引き受ける為の検討進捗状況の確認を
求める陳情書 ▶再度職務怠慢のごみ対策部局に対し猛省
を促し、市回収金属類のリユース可能性についてリサイク
ル事業所との調整を求める陳情書 ▶「リユース可能品は
ごみ袋へ」政策の市民認知を図るため廃止後のリサイクル
事業所内物品廃棄作業の見学とその公開を求める陳情書
▶リサイクル事業所にジモティーへの登録を認めることを
求める陳情書 ▶福祉保健部が所管するべき書面を環境部
が判断し、協議の上、提出に至らしめなかった環境部の責
任を問う陳情書 ▶環境部長の答弁姿勢に対する斎藤議員
の叱責は当然であるとして２度とそのようなことはしない
旨の当人からの謝罪を求める陳情書 ▶駅周辺整備に関す
る調査 ▶市内都市計画、自然環境及び住環境に関する調
査 ▶資源循環社会形成に関する調査

行財政改革推進調査特別委員会

8月17日（月）午前10時
▶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 ▶コロナ以降のパンデ
ミックに備えるために早急に効率的なテレワークスキーム
を作成し平時からの熟練をはかることを求める陳情書 ▶
行財政改革の推進に係る諸問題の調査
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