
平成１８年第３回羽村市議会（定例会） 一般質問通告項目一覧表 

 
発言順 議席番号 議 員 氏 名 質 問 項 目 

 

１人目 

  

4 番 

 

瀧 島 愛 夫 

 

１学校給食費未納について 

（1）過去 5年の不納欠損の額はいかほどか 

（2）不納欠損処理の基準は、どのようになっているか 

（3）給食費の未納にどのように対処しているか 

（4）未納世帯の中に生活保護を受けている世帯並びに就学

援助を受けている世帯が含まれているか 

（5）給食費の収納義務者はどなたか 

（6）従来の未納に対する対処法では現状よりの改善は望め

ないと思われるが、考えは 

２羽村市生涯学習センターゆとろぎ施設管理委託について 

（1）平成 17 年 12 月 26 日の競争入札について 

①入札最低価格の設定はなかったのか 

②契約内容どおり履行されているかの検証はどのよう

に行っているのか 

（2）平成 18 年度の契約のうち 4 月・5 月の管理委託につい

て 

①この契約は、なぜ随意契約なのか 

②この契約の内訳のうち人件費部分について、月額い

くらになっているか 

（3）平成 18 年度の残り 10 カ月の契約について 

①この契約の入札方法について 

②この入札の落札率は 

③この契約内訳のうち人件費部分について、月額いくら

になっているか 

（4）羽村市の入札について、一定の決まりがあるか 

 

 

2 人目 

 

3 番 

 

濱 中 俊 男 

 

１元気な高齢者を支援し介護予防を 

（1）介護予防を目的とした高齢者向け健康遊具について 

①川崎公園に、高齢者も利用できる健康器具を整備する

予定だが、他の公園にも整備する考えはあるか 

②高齢者向け健康遊具を利用するためのソフト面での

サポートは 

（2）第 3期羽村市介護保険事業計画について 

①今年度以降の具体的な取り組みは 

②老人クラブ会員などによる介護予防の普及啓発を掲

げているが、その取り組み状況は 

２時代の変化に対応し「老人」という呼び方の変更を 

（1）「老人」という名称が使用されている市の施設について

①市が条例等で規定する「老人」という呼称の件数は 

②仮に市が呼称を変更するとすれば、どの程度の経費

が必要か 

（2）条例等に「老人」と「高齢者」がともに使用されてい

る理由について 

①羽村市老人福祉センター条例と、羽村市高齢者在宅

サービスセンター条例を比較すると、一方では「老人」

他方では「高齢者」と呼称しているが、その理由は 

（3）「老人」という呼称の変更について 

①市が管理する施設や集会室等の名称、あるいは市が



行う事業などに関し、「老人」の呼称を「高齢者」など

に変更してはどうか 

②こうした変更を行ったとしても、法律で定める「老

人の日」や「老人週間」の趣旨に反しないと考えるが

いかがか 

３サービス日本一を目指し公共施設の通年開館を 

（1）今までの市（町）の対応について 

①昭和 56 年第 5回羽村町議会においての一般質問「羽

村町公共施設の月曜日休館、休日について」を受けて、

町ではどのような対応を取ったか 

②市内の三児童館は、休館日が重ならないようにして

いるが、そのようにした経緯は 

③ほとんどの市の施設が、月曜休館となっているが、

そのようにしている理由は 

④羽村市図書館は、西多摩の他の図書館と連携してい

るが、他の図書館の休館日は 

⑤土日開庁について、市民からどのような声が届いて

いるか 

⑥市民から月曜開館の要望はあるか 

（2）ホールを持つ施設の曜日ごとの利用者数について 

①「ゆとろぎ」の曜日ごとの利用者数は何人か 

②羽村市コミュニティセンターの曜日ごとの利用者数

は何人か 

（3）市の公共施設を通年開館することについて 

①「ゆとろぎ」の建設には約 50 億円要した。投資効果

という視点から見れば、通年開館にしたほうが良いの

ではないか、市の考えは 

②市の公共施設を通年開館する考えはあるか 

 

 

3 人目 

 

 

 

14 番 

 

 

 

桑 原  壽 

 

 

 

１生活習慣病予防への新たな取り組みについて 

（1）保険者に対する一定の予防健診等の実施が義務づけら

れるが、市の予防健診への取り組みはどのようになるの

か 

①保健センターでの各種健診事業と国保で行う事業の

連携について 

②市町村健康増進計画及び国保の保健指導計画の策定

への取り組みについて伺う 

（2）健診及び事後指導サービスについて 

①内臓脂肪症候群の概念を取り入れた基本的な健診は

どこで、年何回行うのか 

②健診結果に基づいた、それぞれへの生活習慣の改善

支援はどのようになるのか 

③厚生労働省は、医療費適正化計画（5年）を策定し、

目標の達成を検証するとしている。保健師、管理栄養

士等による、運動、食事などのアドバイスが受けられ

る個別面接指導等行う必要がある。また、町内会単位

とか身近な場所で個別面接指導を行うなどの細やかな

対応をしないと効果が期待できないと考えるがいかが

か 

２消費生活センター事業について 

（1）消費生活センターだよりの「広報はむら」折り込みに

よる全戸配布について 



（2）「健康かるた」の更新版を作成してはどうか 

 

 

4 人目 

 

18 番 

 

雨 宮 良 彦 

 

１国民保護法に基づく市民の行動計画について 

（1）有事法制について 

①有事法制について市長の見解を伺う 

②国民保護法についての市長の考え方を伺う 

（2）羽村市国民保護計画の策定について 

①現時点での進捗状況は 

②策定にあたり広域行政圏、基地周辺市町等との整合

性については 

③指定地方公共機関の進捗状況は 

（3）市民の行動計画について 

①市民等への普及・啓発はどのように考えているか 

②訓練の実施についての考えは 

③警報・避難等の指示の伝達方法は 

④避難住民の誘導方法は 

 

 

5 人目 

 

6 番 

 

中 根 康 雄 

 

１羽村駅西口地区整備計画の進め方について 

（1）駅舎改築について 

①なぜ和風外観なのか、また地区のまちなみとの整合

性はどうするのか 

②福生寄りはエスカレーターのみ、小作寄りは階段の

み、しかも回り階段であるのはなぜか 

③キオスクは自由通路の中に入れるのか 

④多目的スペース用途の確定した計画はないのか 

（2）駅前広場について 

①コンセプトは何か、また西口地区開発計画との兼ね

合いをどう考えているか 

②一般市民送迎車対策はどうするつもりなのか 

③移動対象家屋をすべて再築補償するがごとくの文章

が出ているが事実なのか 

④隣接敷地をおおむね 5 階建と明記した根拠と、当該

権利者の合意は得ているのか 

（3）土地区画整理について 

①コンセプトは何か、関係権利者に周知されていると

考えているか 

②仮換地案供覧はいつになるのか。工期の変更は今後

もあるのか。遅延する場合それをどう権利者に説明、

納得させるのか 

③仮換地案を縦覧でなく供覧にする理由は何か。また

仮換地案作成にあたり権利者の意向調査はしないのか 

④地区内既設井戸の対応はどうするのか 

⑤説明会の出席者が少ない。周知の方法は今のままで

良いのか 

⑥事業主体責任者自ら必要性や将来像を説明または説

得に赴くべきと考えるがどうか 

 

 

6 人目 

 

2 番 

 

石 居 尚 郎 

 

１教育相談室体制の拡充を 

（1）教育相談室の実態について問う 

①相談室での相談件数、小学校巡回相談での相談件数、



中学校スクールカウンセラーの相談件数、それぞれこ

の 3年間における相談件数推移と今後の見通しは 

②相談内容はどのように種別され、どのように相談内

容が増加しているか 

（2）相談室と学校、子育て支援相談等の各機関とどのよう

な連携を取り合っているか 

（3）相談現場の指揮、統括すべき役割を担う人の配置が必

要と考えるがいかがか 

（4）来年の 4 月より特別支援教育体制が本格実施される。

教育相談室の任は、ますます重要さを増してくる。特別

支援教育の中で、教育相談室はどのような役割を担って

いくのか 

（5）教育相談員について問う 

①教育相談員の業務内容は高度な知識と高い見識、専

門性が求められている。羽村市では、どのような採用

基準・採用条件（雇用期間・報酬など）で、どういっ

た身分で採用しているのか 

②他の市区での採用基準・採用条件はどのようになっ

ているか 

③羽村市での待遇は、他の自治体と比較して高いと考

えているのか、低いと考えているのか 

 

 

7 人目 

 

16 番 

 

秋 山   猛 

 

１道路・公園の整備改修（バリアフリー化・遊具の設置など）

について 

（1）羽村・小作両駅周辺を重点整備地区として、バリアフ

リーの道路ネットワーク整備が進められているが、完成

路線はどこか。また、今後の整備予定について 

（2）バリアフリーの視点から早期開設が望まれるが、今年

度実施予定の羽村駅西口エレベーター設置等の進捗状況

は 

（3）公園の整備改修（バリアフリー化・遊具の設置など）

として、水木公園と羽加美緑地公園の整備予定があると

聞くがその内容は。また、今後の予定は 

（4）川崎公園のリニューアルが予定されているが、具体的

にどのように考えているか。また、公園内に雨水がたま

り、利用に支障をきたしているが、改修計画はあるか 

（5）羽村市動物公園は、児童・生徒をはじめ多くの人々が

訪れている。レクリエーションの場として、また、情操

教育や楽しみを学ぶことのできる場として、貴重な施設

となっている。開設後 30 年経過し、獣舎などの展示施設

及び外柵が老朽化していると聞くが、安全か。改修の必

要はないのか伺う 

２青梅線以西地区の整備について 

（1）青梅線以西の未整備地区は、狭隘な道路が多く未整備

のため、雨水対策をはじめ、道路・歩道の計画的な整備

が必要と考えるが、市の考えは 

（2）全面的な整備には莫大な予算と時間が伴うので、重点

地区・路線を決め実施していくことも必要と思うが、市

の考えは 

 

 

8 人目 

 

12 番 

 

菱 田 ・ 樹 

 

１小・中一貫教育について 



（1）羽村市における小・中一貫教育の見通しを伺う 

①中学校区と小学校の現状と問題点。区割、通学経路・

距離など 

②小・中一貫教育への取り組みの検討 

③行う場合の問題点とその解決及びおおまかな時程 

２再び地域集会施設の整備について 

（1）栄町 2 丁目は、地域集会施設の利用に不自由を感じて

いるが、整備する考えはないか 

 

 

9 人目 

 

1 番 

 

馳 平 耕 三 

 

１羽村市平和都市宣言に合致した平和教育の充実を 

（1）羽村市平和都市宣言の中にある「世界の人びとと手を

携え」「戦争の防止と、核兵器のない世界平和の実現」の

ために、羽村市はどういったアクションをしているか 

（2）羽村市平和都市宣言が出されてから教育の現場では、

平和教育についてどういった変化があったか 

（3）特色ある授業などの中で、戦争の事実を語り続け、子

どもたちの平和の心を育み、二度と悲惨な戦争に子ども

たちが巻き込まれることのないように、戦争経験者の皆

さまから話を聞いたりするなど、平和教育をさらに充実

させる考えはないか 

（4）近隣アジア諸国と子どもたちの交流が深まり、相互理

解を密にするような国際教育のあり方を模索できないか 

２長期総合計画の中で社会福祉法人をどう位置づけるか 

（1）羽村市は社会福祉法人が果たす役割を、長期総合計画

の中でどう位置づけようと考えているか 

（2）社会福祉協議会に登録している団体の中には、福祉と

は直接関係ないように思われる団体も増え、その活動の

場も増えてきている。恒常的に「福祉」に携わっている

団体が優先して各施設を利用できるように、登録制度を

見直すべきではないか 

（3）「福祉」を担う施設の中で、指定管理者の導入を考えて

いるものはあるか。あるとすれば、それはどのような施

設か 

３公益通報条例の制定を急げ 

（1）検討課題となっている公益通報制度について、検討は

進んでいるか 

（2）他自治体では、職員倫理規定では防ぎきれない諸問題

も発生しているので、条例化を急ぐべきだと考えるが、

市はどう考えるか 

（3）職員以外の方からの通報に対して、市はどう対応する

考えか 

（4）千代田区の条例では、通報の対象は法令に違反する行

為だけではなく、事務事業に関わる行為に対しても適用

を認めている。近年、増加している行政介入暴力に対し

ても、通報の対象とし、警察と協力してこれを排除する

などの要綱等の設置も必要だと考えるが、市の考えは 

 

 

10 人目 

 

5 番 

 

 

水 野 義 裕 

 

１行財政改革推進プランについて 

（1）平成 17 年度の施策評価結果について 

①評価結果は、いつどのように市民に公開されたか 

②それぞれの評価の基準はどうなっているか 



③評価結果について市長はどう考えているか 

（2）基本方針２ 市民参画の推進・「新しい公共空間」の形

成について 

①情報公開制度の推進ではどのような改善を実施して

いるか、また効果はどうか 

②市民意見公募制度の運用状況はどうなっているか 

③地域協働推進（マニュアル）は職員に周知されてい

るか 

④「新しい公共空間」の概念は市民にどのように共有・

浸透させていくか 

２防災対策のその後について 

（1）避難所について 

①避難所の管理者は決めたか、それはどこまで周知さ

れているか 

②避難所管理マニュアルは作成したか、どのように周

知されているか 

（2）防災訓練について 

①本部での訓練に、町内会長などが交代または選抜で

参加してもらうのか 

②避難場所とは別のところで訓練している町内会・自

治会への対応はどうしたか 

③避難所の管理者と地域との顔合わせは 

④訓練内容の見直し計画は立てているか 

⑤ボランティア対応策の立案計画はどうなっているか 

３ 4 年間の教育行政について 

（1）学校 5日制は定着してきているか 

（2）特色ある学校づくりは、具体的にどんな成果があがっ

ているか、改善すべき点はないか 

（3）学期の二期制は、市民にどう評価され、評価している

か 

（4）新規採用教員及び教員の研修について 

①若い教員をかなりの数採用してきたが、その狙いと

影響は 

②教職員研修センターを設置しているが、その成果と

課題は 

 

 

11 人目 

 

19 番 

 

高 橋 美枝子 

 

１安全で楽しいプールを 

（1）小・中学校のプールについて 

①羽村市の小・中学校のプールは、排水口は安全か。

伺う 

②羽村市で授業として行う水泳指導で、指導員の配置

はどうなっているか 

③夏期休業日中の水泳指導については、指導員の配置

はどうなっているか 

④プール施設の安全管理、水質管理はどのように行わ

れているか 

（2）水上公園の流れるプールについて 

①羽村市水上公園の流れるプールは、二重構造で安全

と聞いているが、水圧が大きいといわれる吸水口付近

は安全か。水上公園の流れるプールの水流はどのくら

いか 

②水上公園では、日常点検する項目や緊急時の対応は、



明文化されているか 

③プールの監視員は適切に配置されているか。通常何

人が配置されているか 

④監視員に、プールの施設・構造や監視業務について、

十分な指導を行っているか 

（3）スイミングセンターのプールについて 

①スイミングセンターの施設は、安全性が確保されて

いるか 

②日常点検する項目や緊急時の対応は、明文化されて

いるか 

③プール監視員は適切に配置されているか。通常何人

配置されているか 

④監視員の安全教育はされているか 

（4）指定管理者制度について 

①水上公園もスイミングセンターも今年から指定管理

者制度が導入されたが、羽村市はプールの管理状況を

どのように把握しているか 

②指定管理者の管理業務が分かるよう、情報を公開す

べきではないか 

③指定管理者になってからの運営管理上の変化や、市

民の反応はどうか 

２道路及び道路環境の改善について 

（1）通学路や児童館付近の交通安全対策を 

①武蔵野小学校の近くの交差点は、信号を待つ場所が

狭い。改善を 

②東児童館の近くの交差点は、信号がなく危険。目立

つカラー舗装などで改善を 

③学校周辺の道路の速度制限は適切か、安全対策は十

分かなど点検を 

（2）深夜の自動車騒音の軽減を 

①深夜の重量車両の通行規制など、騒音軽減に取り組

むべきではないか 

②夜間の騒音測定個所を増やすなど、調査活動の拡充

を 

（3）狭くて不便な道路の改善を 

①狭くて不便な道路は、住民と話し合い工夫して改善

を 

②なぜ、細い道の両側に家が建つのか。問題点は何か、

伺う 

３子育て支援の充実を 

（1）小・中学生へ医療費助成の拡大を 

（2）私立幼稚園保護者負担軽減補助の拡充を 

（3）教育関係費への助成拡充を 

（4）子育てファミリー世帯への家賃助成を 

 

 

12 人目 

 

17 番 

 

川 崎 明 夫 

 

１障害者福祉施策の方向を見据えた支援について 

（1）小規模作業所等の支援について 

①市内 3ヶ所の作業所への影響について 

②上記の作業所への支援は 

（2）障害者が地域で生活するために 

①「働く場」・「日常活動の場」等の確保について 

②地域支援事業の体制は出来ているか 



③地域支援事業のサービスは、利用者負担の増加にな

るのか 

（3）羽村市福祉センターでの事業の位置づけについて 

２羽村の教育的な価値の見直しと、生かす街づくりを 

（1）歴史的・文化的な財産や伝統を拾い上げ、伝え学ぶべ

き 

①現時点の有形・無形の市の文化財は 

②羽村の対外的に誇れるものは何か 

（2）中里介山記念館について 

①羽村の生んだ文豪「中里介山」にもっと光りを当て

るべきと考えるが 

②記念館を点としてではなく線としてとらえた街づく

りを 

（3）文化の薫る街づくりのために 

①歴史・文化を観光事業にも繋がるＰＲについて 

 

 

13 人目 

 

 

20 番 

 

 

中 原 雅 之 

 

１これからの行財政改革のありかたについて 

（1）行革推進法についての市長の見解、今後の羽村市の行

財政改革への影響について伺う 

（2）市場化テスト法では地方自治体の競争入札の対象業務

として、戸籍謄本、納税証明書、住民票の写し、印鑑登

録証明書などの書類の「交付の請求の受付及びその引き

渡し」を規定している。これらは住民にとって最も秘匿

したいプライバシー、個人情報が民間事業者の目に触れ

ることになり、漏洩の危険にさらされることになりかね

ないので、この「市場化テスト」の導入をすべきでない

と考えるがどうか 

（3）職員人事について 

①福祉（高齢者、障害者、生活保護など）、保育・子育

て支援、教育、市民サービスなどには、十分なサービ

スが行き届くよう職員を配置すべきではないか 

②推進プランにある、「新たな人事評価制度」「査定給

制度の導入」については、どのような検討がされてい

るか 

（4）推進プランで、「公共施設駐車場の有料化」「公共施設

使用料の適正化」「基本健康診査、がん検診などの受益者

負担の検討」「保育料の適正化」などが検討されることに

なっている。新たな住民負担増はやめるべきと考えるが

市長の見解はどうか 

 

 

14 人目 

 

7 番 

 

佐 藤 征 一 

 

１羽村市中心市街地活性化基本計画の達成度と現況につい

て 

（1）「羽村市の中心市街地活性化基本計画における街地の整

備改善に関する事業」について 

①施策番号 3 羽村駅発着バス路線の拡充要請及び施策番

号 4 民間ベースでの市内バス路線網の形成支援について

の組織づくりにおける事業主体の具体的名称と着手時期

及び達成度は 

②施策番号 6 駐車場の設置、運営の検討について、その

検討結果による事業主体の具体的名称と着手時期は 

③上記①と②の現況は 



（2）基本計画における「商業等の活性化に関する事業」に

ついて 

①施策番号10地域住民とのコンセンサス形成及び施策29

チェーン店等との連携促進についての組織づくりにおけ

る事業主体の名称と現況は 

（3）基本計画における「まちづくりへの情熱の醸成」につ

いて 

①施策番号 6 世代間、事業所間、事業者と住民外部との

交流の促進についての計画事業の具体例と現在進行中の

事業と事業主体は 

２羽村駅地下大規模駐車場建設構想について 

（1）羽村駅地下大規模駐車場建設構想について、市長の感

想を伺う 

（2）中心市街地活性化計画は、おおむね羽村駅東口周辺の

対象地域に事業が集中していることについて 

①羽村駅西口周辺の対象地域の活性化についても検討を

深める必要があると思うが市長の考えを伺う 

 

 

15 人目 

 

9 番 

 

露 木 諒 一 

 

１歩いて暮らせるまちづくり「コンパクトシティ」の構想を

（1）高齢社会に対応した「歩いて暮らせるまち」「コンパク

トシティ」について 

（2）「まちづくり 3法」が改正され、市街地活性化基本計画

が本部長である首相の認定を受ければ、補助金や支援策

を重点的に受けられる。当市の認定申請について 

（3）商店街活性化のために、商店街の駐車場整備について 

（4）「歩いて暮らせるまちづくり」に連動し、そぞろ歩きを

楽しむ、地域の自然、文化、歴史等観光のまちづくりに

ついて 

（5）新バリアフリー法が制定され、市町村は基本構想を作

成し、重点整備地区を指定し、バリアフリー化する施設

や経路を決めることができる。当市の現状と方向性につ

いて 

（6）羽村駅西口開発に伴い、駅前に高齢者や交通弱者が歩

いて買い物できる公共施設も含めた商店活性化計画につ

いて 

 

 

16 人目 

 

13 番 

 

市 川 英 子 

 

１市立保育園について 

（1）常勤職員がいなくて非常勤職員（パート）の保育士が

クラスを持つということがあると聞くが実態はどうか 

（2）パートの時給の引き上げをすべきでは 

（3）保育料の値上げはやめるべき 

（4）保育園の民間委託はすべきではないと考えているが、

市の計画では委託の方向が打ち出されている。どの程度

まで具体化してきているのか伺う 

２市有地の有効活用を 

（1）小作台 5－18 の土地は市営住宅の建設予定地となって

いる。市営住宅や高齢者住宅の建設を急げ 

（2）市営住宅建設が具体化するまで公園として地域に開放

せよ 

（3）市営住宅や高齢者住宅の最近の空きや募集の倍率は何

倍か 



３図書館分室（3室）の充実を 

（1）分室は木曜日と日曜日は開室していないがどうしてか 

（2）分室は夏休みも午後 1 時からだが、小作台分館のよう

に 10 時から開く考えはないか 

（3）川崎・富士見分室のプレハブは建てて何年になるのか 

（4）分室から分館へと移行すべきでは 

 

 

17 人目 

 

8 番 

 

舩 木 良 教 

 

１安心・安全を確保する道路政策について 

（1）国では、電線共同溝の整備等に関する特別措置法・施

行例（政令）や日本電信電話株式会社の株式の売払収入

の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法

など改正し、電線類の地中化（無電柱化）を積極的に推

進している。東京都も大阪や福岡、鹿児島などと共に積

極的であるが、羽村市ではどのようにとらえているか 

（2）幹線道路や商店街など重点的に進めるべきとする地中

化対象地域について、羽村市の場合、どの地域をどのよ

うな観点からとらえているか 

（3）東京電力やＮＴＴなどの電線管理者と羽村市の電線類

地中化策について、長期計画など協議したことはあるか

どうか 

（4）調布・府中共同溝、国立・日野共同溝の取り組みが進

んでいるが、長期的・一体的な道路空間利用が可能な幹

線道路に、羽村・青梅・福生幹線共同溝等、広域的な観

点から計画・建設すべきと考えるがいかがか 

（5）また、（4）について、近隣市町と協議して推進すべき

と考えるがいかがか 

（6）小作地域に現存している巨大な鉄塔を使った架空送電

線は、高圧送電線である。小作地域の都市化と共に、災

害時の倒壊・送電線のたるみ等の危険性をはらんでおり、

送電線の地中化等の安全策を強く望むものである。技術

開発が進み、地中化以外にも、水底（海底、川底）にも

敷設されている。羽村市の小作地区の場合、市道や都道

を使い、地中送電線（電力ケーブル）等、市民の安心・

安全を確保するため、早期に対策を講ずることは市の責

務であるあると考えるがいかがか 

 

 

18 人目 

 

 

11 番 

 

門 間 淑 子 

 

１委託業務のチェック体制について 

（1）業務委託の総数はいくつか（指定管理者を除く） 

（2）委託先へのチェックはどのようになされているか 

①委託業務ごとにチェックリストは作成されているか 

②市職員による目視チェックはなされているか 

③チェック後の報告書は作成されているか 

（3）今後、どのような業務の委託を検討しているか 

２羽村市国民保護計画について 

（1）市国民保護計画に関する市民説明会を開く予定はある

か 

（2）計画の構成に即して問う 

①基本的人権の尊重・強制の禁止は、市計画のどこに

反映されるのか 

②「武力災害への対処に関する平素からの備え」とは

どのようなことか 



③「物資及び資材の備蓄、整備」は、地域防災計画と

の対比で増減するものはあるか 

④市国民保護計画では、自衛隊は災害救助隊に位置付

けられるのか 

⑤大規模テロ等への対処として「平時における警報・

監視」とあるが、何を監視し、どこへ何を警報するの

か 

⑥大規模テロ等の類型に応じた対処とあるが、羽村市

ができる対処とは何か 

⑦市国民保護計画協議会委員で「知識または経験を有

するもの」に、弁護士などの法学関係者を任命しなか

ったのはなぜか 

（3）横田基地について 

①横田基地との連携は、市国民保護計画に盛り込まれ

るのか 

②市が考えられる「基地との連携」には、何があげら

れるか 

③攻撃対象となる米軍基地があることで危険が増すと

考えるが、市長の見解を問う 

（4）パブリックコメントに向けて、計画案の全文は公表さ

れるのか。その時期と方法はどのようなものか 

 

 

 

 

 

 


