安全で暮らしやすい
まちづくりを

学校トイレの洋式化を／
ＰＣＲ検査の拡充を

出掛ける福祉と居住支援
／市役所から脱原発

コロナ禍での児童虐待
防止について
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きないケースが増える等の
影響は出ていないか。
部長 ア児童虐待を含む
養護相談の件数は前年から
４割程度増加しているが、
児童虐待というよりは、生
活が変化する中で養育や子
育てに困難を抱える家庭が
増えているものと捉えてい
る。イケース検討会議は前
年の６割程度の開催となっ
た。臨時休校中は定期的な
情報収集が難しかったが、
子ども家庭支援センターの
職員が訪問するなど、可能
な限り確認に努めた。ウ個
別健診としたことで市に情
報が届くまでのタイムラグ
はあるものの、状況が把握
できない未受診者が例年よ
り多いという状況ではない。

※紙面の都合により、審査案件の掲載は省略しています。

湯沢綾子
（自民党・信頼）
アコロナ禍により親子で
の在宅時間が長くなったこ
とで、児童虐待の増加・深
刻化が懸念されているが、
市への相談状況などから読
み取れる傾向はあるか。イ
市の虐待予防の要となる個
別ケース検討会議の開催状
況はどうか。また、学校や
保育所の出欠状況等が要保
護児童の状況を確認する上
で重要な情報となるが、長
く休校が続いたことで問題
は生じなかったか。ウ乳幼
児健診の未受診者は虐待の
リスクが高いと言われてお
り、所在や状況の把握が重
要となる。集団健診の中止
で未受診者や所在確認がで

※ＱＲコードをスマートフォン等で読み取ると、市議会
ホームページで一覧表をご覧いただくことができます。

設管理室に情報提供してお
片山 薫
り、緊急対応が必要な場合
（市民カエル）
❶ア福祉総合相談窓口の は管理職等に連絡している。
❷ア住宅確保要配慮者へ
新規相談は、 月は 人と
なっている。ひきこもり相 の支援について、住宅マス
談について、具体的にどの タープランへの入れ込みは。
ような支援があるのか。イ イ民間賃貸住宅の借上げな
八王子市の家賃補助制度な ど、低廉家賃住宅の確保を。
部長 ア基本的な検討事
どを参考に低廉な家賃の住
宅確保策の提案を。ウアウ 項とする予定である。イで
トリーチ型の「出掛ける福 きる対応を検討したい。
❸ア市役所においても、
祉」の実践のため、人員配
置の充実を。エ年末年始の 自然エネルギーの使用を。
居所や困窮者の相談体制は。 イ脱原発の実現について、
部長 ア相談件数は 月 市長の見解を伺う。
からの２か月で９件であり、 部長 ア本庁舎・西庁舎
現在、個別に対応している。 の再生可能エネルギー ％
イ居住支援協議会や庁内と 導入に向けて検討する。
市長 イ私としては、脱
の連携に努めたい。ウ社会
福祉協議会と協議し、適切 原発社会の実現を目指して
に対応したい。エ例年、施 いくべきと考えている。

審査案件：計13件

均に近づく計画を定める必
たゆ久貴
要があると認識しており、
（日本共産党）
❶市内の小・中学校のト 検討したい。
❷新型コロナウイルスの
イレの洋式化率は ・４％
であり、東京都内で一番低 第３波を直視し、検査・保
い。東京都の平均は ％で 護・追跡の抜本的強化が必
あり、その半分程度である。 要であり、感染拡大から市
和式トイレの使い方が分か 民生活を守る取組を求める。
らず、学校でトイレを我慢 アＰＣＲの社会的検査につ
する生徒もおり、衛生面だ いて、市が実施を決めた介
けでなく健康面にも影響が 護と障がい者施設だけでな
出ている。学校は、災害時 く、医療機関や学校、保育
には避難所にもなることか 園等の場所でも行い、また
ら、高齢者や障がい者も使 一度きりではなく定期的に
えるトイレが必要である。 行うべき。イ市内の医療機
令和６年度末までに ％を 関が独自にＰＣＲ検査を実
目指すという今の方針では 施できるようにするための
遅すぎる。早急にトイレの 財政支援を行うべきである。
部長 アできる限りの対
改修を行うべきである。
部長 スピードアップを 応をしていきたい。イ必要
図り、多摩 市、東京都平 性は認識している。

審査案件：計２件

しいが、要望は伝えたい。
屋根・ベンチの設置は優先
度を含め設置の可否を検討
している。武蔵小金井駅南
口ロータリーのＣｏＣｏバ
スのバス停のベンチは、現
状では難しい。東小金井駅
北口のバス停のベンチは令
和６年度に設置予定である。
❷宅地開発や住宅新築の
際に環境への配慮を。ア電
柱の敷地内設置を。イ敷地
内の緑化推進を。ウ雨水を
地面に浸み込ませる工夫を。
部長 ア開発区域内の電
柱は宅地内への設置を指導
している。イ緑化指導の適
用面積の引き下げを検討す
る。ウ市道の集水ますの横
に、雨水浸透ますを設置す
る事業を推進する。

審査案件：計16件

渡辺ふき子
（公明党）
❶ア小金井街道に接続す
る道路等、危険な道路の安
全対策を。イ東八道路南側
地域のバス路線の整備や、
都道沿いや駅前ロータリー
のバス停にベンチや屋根の
整備ができないか。
部長 ア七軒家通りから
小金井街道に出る交差点に
ついての安全対策として、
横断中の歩行者との事故を
未然に防ぐため、現在の停
止線の位置となっている。
注意喚起看板については、
設置の要望が多く、早期に
対応したい。イバス路線の
運行の見直しは、利用状況
や採算性、課題となってい
る運転士不足等で対応は難

行財政改革推進調査特別委員会

建設環境委員会

国民健康保険税の
減税を求める

審査案件：計７件

庁舎建設コストダウンへ
円卓会議の開催を

開催日時：１月19日（火）午後２時

庁舎及び福祉会館建設等
調査特別委員会
審査案件：計２件

議会運営委員会

100

や被保険者の負担を総合的
に判断した。イ必要な額の
み繰り入れて、不用額は一
般会計に繰り戻す方針であ
る。ウ法定外繰入金の増額
は一般会計に負担をかける。
財政健全化計画は、見直し
も頭に入れて対応する必要
があると考えている。
❷ＣｏＣｏバスの運行サ
ービス向上を求める陳情が
採択された。北東部循環は、
現行ルートを基本とし、尊
重して検討すべきである。
部長 現状としては、意
見として受け止めたい。
■その他、新庁舎等の建設
について、コストダウンが
必要であり、市民案と現在
の案を比較考慮すべきであ
ると提案しました。

審査案件：計11件
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水上洋志
（日本共産党）
❶国民健康保険税の減税
を求める。ア来年度の増税
を行わない理由は何か。イ
財政健全化計画では、その
他繰入金を毎年の国民健康
保険税の増税などにより、
予算ベースで毎年５千万円
ずつ削減し、６年で３億円
を削減するとしている。２
０１８年度の決算額では、
３億４千万円削減されてお
り、既に６年間の目標を達
成している。計画との整合
性がとれていないのではな
いか。ウ毎年増税する形と
なっている財政健全化計画
を見直すべきである。
部長 ア新型コロナウイ
ルスの影響の中、財政状況

総務企画委員会

開催日時：１月８日（金）午後１時

73

10

38

71

50

渡辺大三
（情報公開）
❶市民団体「庁舎と福祉
会館の建設を考える会」が

を図る必要があるのでは。
市長 大幅な条件の変更
はできない。基礎的与条件、
設計条件として示したもの
を見直すということまでは
考えられない。円卓会議に
ついての提案は、本日は意
見として受け止めたい。
❷類似団体で最も少ない
職員数で運営されている東
久留米市は、非常に参考に
なる。類似団体最少数の職
員とスローガンとして言う
のはたやすいが、相当力を
入れないと数字の差は縮ま
らない。市長の考えを問う。
市長 直ちに東久留米市
以下の職員数で自治体経営
を行えるかと言えば大変難
しいが、取組は学ぶ必要が
あると考えている。

引き続き審査する案件

26

専門家と取りまとめた対案
（市民案）を採用して建設
費の大幅な削減、陽当たり
の良い３千㎡の広場空間の
確保、新庁舎と同等の免震
構造を（仮称）新福祉会館
にも採用、の３点を実現し
たらどうか。地方自治体の
財政運営の大原則は、最少
の経費で最大の効果を挙げ
ることにある。新型コロナ
ウイルス感染症の影響によ
って市の財政は崖っ縁であ
り、緊急に市長と全議員に
よる円卓会議を開催し、大
幅なコストダウンを基調と
した新庁舎建設方針の確立

厚生文教委員会

子育て中でも図書館で
本が読みたい

18

田頭祐子
加が進んでいることを指し
（生活者ネット）
ている。ア策定中の子ども
❶国分寺市本多図書館な オンブズパーソン制度には、
ど、他市の図書館で託児サ 子どもの声は反映されるの
ービスが始まっている。子 か。イ子どもオンブズパー
育ての最中に、月に１時間 ソンの対象年齢は 歳まで
だけでも子どもと離れ、自 であり、若者の相談にはど
分のために時間を使うこと う対応するのか。担当課の
で、親が元気を取り戻せる 設置が必要と考えるが、こ
なら、子どもにも良い効果 の観点についての考えは。
を生む。ぜひ小金井市でも
部長 ア新型コロナウイ
始めてほしい。事例やニー ルスの影響もあり、意見聴
ズの調査は行っているか。 取等は現在検討中である。
部長 昭島市、青梅市、 イ子どもの権利条例では対
国分寺市で始まったと聞い 象が 歳までだが、権利部
ている。ニーズ調査はしっ 会の意見を踏まえて判断す
かり行いたいと考えている。 る。担当課については、検
❷ユニセフでは、子ども 討課題と認識している。
にやさしいまちとは、子ど ■その他、緑地・農地等の
もの意見表明権が保障され、 保全と活用による更なる市
子どものまちづくりへの参 民協働を要望しました。
18
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