※原稿は市長部局の答弁も含めて各議員が作成しています。

＜ＱＲコードについて＞
上側：12月 ２ 日、３ 日、４ 日分
下側：12月 ６ 日分
（日曜議会）

?!

（いずれか一方のみ行った議員は、
下側に １ つのみ掲載しています）

会派の略称

スマートフォン等で読み取ると、
YouTubeでご覧いただくことができます。

感染症対応避難所運営
訓練／ジュニア救命士

なぜ洋式化が必要か
トイレ洋式化率向上を
部長 ア子どもの健康を
小林正樹
守る上で、トイレの洋式化
（公明党）
❶９月、文部科学省から、 は大切なことと認識してい
全国の公立小・中学校トイ る。イ和式と洋式で、便や
レの洋式化率が発表され、 尿の飛散量に差があること
都内で小金井市が最下位で は認識している。ウ防災上
あることが大きな話題とな の観点からも、重要な課題
っている。ア和式トイレは、 であると認識している。
市長 エ早期に東京都平
子どもたちの健康を損なう
様々な要因があるのではな 均に近づけるよう適切な時
いか。イ和式トイレは、臭 期に計画を定められるよう
いの原因となり、洋式化は 対応していきたい。
感染症対策にも大きな意味 ■その他、コロナ禍での買
を持つのでは。ウ体育館の 物困難者対策、また、防災
洋式トイレは 校中４校し 意識を高める事にもつなが
か設置されていないが、避 る「日常時」と「非常時」
難所対策として、どのよう と い う フ ェ ー ズ を な く す
な危機感を持っているのか。 「フェーズフリー」の概念
エ東京都平均を目指した年 を採用し、安心で豊かに暮
次計画を、スピード感を持 らせる自治体にしないか等
って示すべきではないか。 について質問しました。

部活による学区変更／
子育て応援券の導入を
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した。来年度以降は、早め
水谷たかこ
に周知したいと考えている。
（こがおも）
教育長 イ今の部活動を
❶将来的には、放課後の
活動は学校の管理下ではな そのまま継続するのが良い
く地域のクラブ等で行うの ことではないとの認識はあ
が望ましいと考えるが、部 る。運用を知らなかったと
活動を理由とした指定校変 いう子どもが出ることは最
更を可能とする運用は前向 大限避けたいので、懸命に
きに受け止める。ア６年生 周知徹底をしていきたい。
❷杉並区等を参考に、保
の児童とその保護者への周
知の時期と方法は。イこの 護者が地域の子育て支援と
運用を知らなかった生徒が、 つながり、まちづくりにも
指定校を変更した生徒に対 つながるという二つの効果
して誤解などしないために、 が期待できる「子育て応援
全児童に広く周知すべきで 券」を導入しないか。
部長 初めて確認した状
ある。進学先の選択に当た
り、部活動は大きな要因と 況なので、本日は貴重な意
なるので、他の学年にも知 見として預かりたい。
■その他、標準服、子ども
らせるべきではないか。
部長 ア今年度は、 月 や親子の居場所、産後ケア
中頃にホームページに掲載 等について質問しました。

ＣｏＣｏバス再編事業の
課題を共有せよ

事業者への補助金を真摯に
岸田正義
検討すべき。エ４路線を一
（みらい）
ＣｏＣｏバス運行サービ 事業者が担っている状況を、
ス拡充には、道路幅員等の 複数の事業者に担わせて負
法的課題と運転士不足等の 担を平準化すべき。オ地域
事業者の課題がある。ア東 の課題を地域で共有するこ
町循環の振動や交通危険を とが重要である。地域懇談
訴える要望書を踏まえ、道 会を増やし、課題の背景や
路舗装を厚くして車両を小 状況を丁寧に説明すべき。
部長 ア検討し、対応の
さくする等、振動を軽減す
るための配慮が必要ではな 可否について整理したい。
いか。イ各路線を新庁舎に イ手法等を整理した上で検
結節しようとすると、効率 討する必要があると考える。
的な運行の妨げとなる。駅 ウ運転士不足や、コロナ禍
と新庁舎を往復するシャト の実情を踏まえて整理した
ルバスの運行を検討すべき。 い。エ今後の調整課題とし
ウ４月からの緊急事態宣言 て整理したい。
市長 オスケジュールへ
以降、減収が続いている。
バス事業者が撤退すれば、 の影響を踏まえて整理する。
更に交通空白地域が広がり、 ■その他、学童保育につい
継続的な運行が難しくなる。 て質問しました。

公園の適正管理に
貫井けやき公園モデルを

ている。今後、地元自治会
鈴木成夫
とＮＰＯ団体等に協力いた
（みらい）
貫井けやき公園の維持管 だけることとなれば、日頃
理や落ち葉清掃等を、地元 の清掃活動などを通じて多
自治会等に有償ボランティ 世代が交流し、地域が活性
アで委託するような形をモ 化できると考えている。今
後、市がコーディネーター
デル事業化できないか。
部長 梶野公園の例は、 役を担い、地元自治会やＮ
ボランティアに対しての補 ＰＯ団体とも協議し、新た
助金助成ではなく、地域活 な仕組み作りが推進できる
性化に資するイベント実施 よう検討したい。
に必要な講師代や消耗品に
補助金を活用している形で
ある。よって、市立公園で
新たに有償ボランティア制
度を導入する考えはない。
しかし、貫井けやき公園は、
特に地元自治会と地域に根
付いたＮＰＯ団体とのつな
がりも深く、市民協働の公
けやきの落葉の適正な剪定を
園作りを進める環境が整っ
求める声が寄せられる。

部長 ア民地への越境は
沖浦あつし
環境政策課、市道への越境
（みらい）
管理不全により、隣地や は道路管理課で対応してい
道路に越境して繁茂する私 る。担当が現地の状況を確
有樹木が、周辺住民等の住 認し、所有者等へ改善のお
環境に悪影響を及ぼす場合 願いの文書を送付している。
の行政の関与について問う。 イ空き家の対応と同じ流れ
ア空き家の樹木越境等にお であるが、空き地は独自の
ける近隣住民からの相談の 条例により市の勧告や有償
対応は。イ空き地の場合の 管理委託等の規定があるた
相談対応は。ウ住居等で現 め、空き家のような苦情相
に使用されている土地の場 談はほぼ無い。ウ民事不介
合の相談対応は。エ市道へ 入の原則から、対応が困難
の越境等の対応は。オ近隣 である。エ所有者宅への訪
住民が相談を寄せても、所 問または通知文により、適
有者等の任意の協力を待つ 正管理をお願いしている。
市長 オ本市が乗り越え
しかない状況である。生活
環境、住環境の保全を目的 るべき課題の一つとして十
として独自条例を制定し、 分認識し、今後の市政運営
行政も関与できる手段を持 に努めたい。条例化につい
ては、研究課題としたい。
つべきではないか。

住環境の保全のため
独自条例の制定を

のチラシを配置している。
ウ市からの具体的な提案は
難しい。エ令和２年１月８
日にＪＲ東日本に市長名で
要望書を提出した。
❷都市計画道路３・４・
１号線と３・４・ 号線に
ついて。ア市長が５月に都
知事に提出した要望書に
「市長が了解できない状況
下での事業化は進めないよ
う 求 め ま す。」 と あ る が、
その状況のままか。イ地質
調査中止を東京都に求めよ。
市長 ア議員が指摘した
とおりの認識で間違いない。
部長 イ地質調査は、事
業認可取得とは直接関係の
ない任意の調査である。東
京都の動向を注視し、必要
に応じて検討したい。

武蔵小金井駅周辺整備／
都市計画道路への対応
村山ひでき
（みらい）
❶ア第二地区広場での市
の主催・後援事業は、無償
での貸出しはできるのか。
イプラウドタワー武蔵小金
井クロスの防災、防犯のた
めの組織が重要である。市
が支援すべき。ウ旧西友ビ
ルについて、民間所有では
あるが、何らかの形で市民
利用できるよう交渉できな
いか。エ武蔵小金井駅から
の始発を増便できないか。
部長 ア令和２年３月に
小金井市等の公益機関主催
事業、後援事業で非営利事
業については無償利用とす
ることで同意した。イ町会
や自治会について周知でき
るよう市民課等に加入案内
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12月 2 日、3 日、4 日、6 日

吹 春やすたか
❷小学校の授業で、ジュ
ニア救命士制度という救命
（自民党・信頼）
❶ア熊本県益城町では、 講習を導入している事例が
新型コロナウイルス感染症 ある。小金井市の小学校で
対応避難所運営訓練が行わ も導入しないか。
部長 小金井消防署で実
れ、ＰＰＥ（個人防護具）
、
受付、居住、生活空間、体 施している小学生向け救命
調不良者対応、車中避難者 講習も同様の活動であり、
対応の６つの訓練が行われ 大変有意義な活動と捉えて
た。これらについてどう考 いる。関係各位と連携を図
えるか。イ市は、発災時の り、検討を進めたい。
ボランティアセンターを新
庁舎内に設置する予定であ
る。感染症対策の観点から、
再検討すべきと繰り返し提
案してきた。検討しないか。
部長 アいずれも、避難
所の実態を踏まえた大変重
要なものと考えている。イ
社会福祉協議会と協議し、
設置場所の検討を進めたい。
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情報公開こがねい
改革連合
生活者ネットワーク
市民といっしょにカエル会
緑・つながる小金井

体調不良者対応訓練の様子
（益城町ホームページより）

一 般 質 問
（ 5 面～ 7 面）

（情 報 公 開）
（改 革 連 合）
（生活者ネット）
（市 民 カ エ ル）
（緑・つながる）
自由民主党・信頼の小金井
小金井市議会公明党
みらいのこがねい
日本共産党小金井市議団
小金井をおもしろくする会
こがねい市民会議
（自民党・信頼）
（公
明
党）
（み
ら
い）
（日 本 共 産 党）
（こ が お も）
（市 民 会 議）
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