
平成１７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 

 

3 番 

 

濱中俊男 議員 

 

1 未来の羽村市の発展に向け、少子化対策を推し進めよ 

（1）少子化対策に関しての市長の基本的な考えを伺いたい 

（2）第四次長期総合計画において目標年次（平成 23 年度）に

おける 0～14 歳の人口は何人と推計しているか。24 年連続

減少を受け、その人口を下方修正する考えはないか 

（3）4月から「子ども家庭部」が新設されたが、その狙いは何

か 

（4）市立保育園の管理運営形態は、今後どのようにしていく

予定か 

（5）学童クラブについて 

①4月 1日現在の待機児童数は何人か。その数は、前年・前々

年と比べてどうか。また、増大している要因をどう分析し

ているか 

②来年度における新設予定のほかに、東小学区にも１カ所

新設すべきと考えるがどうか。また、通学途上における安

全対策のためにも、学童クラブを校内に設置する考えはな

いか 

（6）「羽村市次世代育成支援行動計画」について 

①本計画を実効性のあるものとするため、推進委員会を設

置するものと伺っているが、その進捗状況はどうか 

②本計画において、「今後のニーズを踏まえながら、乳幼児

医療助成制度の所得制限の撤廃など、制度の充実について

検討します」と記載されている。当市としての考えを伺う

（7）不妊治療について公的支援をしている市町村があるが、

当市の取り組みはどうか 

 

 

2 人目 

 

 4 番 

 

瀧島愛夫 議員 

 

1 職員定数・給与管理について 

（1）職員定数について 

①平成 14年度から平成18年度の 5カ年の定数管理計画は、

平成 16 年にほぼ達成されているが、17 年度、18 年度につ

いてはどのように考えているか 

②平成 14 年度から、パート・臨時職員等は増加しているの

か、減少しているのか 

③現在の羽村市の行政規模で、他市との比較でなく、羽村

市として何人が適正であると考えるか 

（2）諸手当、給与について 

①特殊勤務手当および通勤手当のうち、廃止した徒歩通勤

手当は、いつからどのような経緯で支給が始まったのか 

②今年 4 月から廃止になったが、どのような理由で廃止し

たのか 

③徒歩通勤手当は、26 市のうち何市が支給していたか 

④他の手当等に、給与に関してすべてを洗い出し検討した

と思うが、今回と同様、問題が起こってから改廃するよう

なものは他にはないか 

 

2 職員互助組合について 

（1）互助組合の設立の経緯を問う 

（2）補助金の算定基準を問う 



（3）平成 16 年度の補助金 14,502 千円から平成 17 年度 11,625

千円に減額されているが、支給費目の、どこでどのような

理由で減額されたのか 

（4）補助金の決定は、どの機関がどのようにするのか 

 

 

3 人目 

 

14 番 

 

桑原 寿 議員 

 

1 子ども読書活動推進計画について 

（1）乳幼児の読書活動の課題 

①地域での読み聞かせの機会の充実についての具体的な考

えを伺う 

②子育てに図書館を積極的に活用できる、新たな取り組み

について伺う 

（2）小中学校の読書活動の課題 

①全小中学校で、「朝の読書」時間は設けているのか 

②小学生高学年からの「読書離れ」が指摘されているが、

本を読む楽しさ、読書の動機づけ、読書活動の援助や読書

指導推進のため、専任の学校図書館司書の配置が必要と考

えるが、市の考えを伺う 

③学校図書館の整備と充実への考えを伺う 

④図書館と学校図書館の相互利用のためのネットワーク整

備についての考えを伺う 

 

2 学童クラブの設置について 

（1）今後、新たな学童クラブ設置に当たっては、学校内に設

置することを基本にすべきと考える。教育委員会の考えを

伺う 

 

3 介護保険制度、新予防給付について 

（1）市は、本年度事業として、おおむね 60 歳以上の方を対象

として、東京都老人総合研究所が開発した予防健診「おた

っしゃ 21 健診」を実施している。 

①リスク判定された人を、どのように介護予防につなげて

いくのか 

②予防訪問介護のサービスについての市の考えを伺う 

③都は、全域に効果の普及拡大を図るとしている。市とし

て、「おたっしゃ 21 健診」事業に対する考えを伺う 

④「おたっしゃ 21 健診」を地域に普及させるための、市民

ボランティア等の養成への考えを伺う 

（2）「地域包括支援センター」への考えと役割について伺う 

（3）新予防給付サービスについての市の考えを伺う 

 

 

4 人目 

 

9 番 

 

露木諒一 議員 

 

1 福生病院に、ミリ単位のがんも発見できるＰＥＴ装置の導入

について 

（1）ＰＥＴ装置導入についての市長の見解について伺う 

（2）ＰＥＴ装置の近隣導入状況について伺う 

（3）福生病院へのＰＥＴ導入について伺う 

 

2 団塊世代の大量離職対策について 

（1）団塊世代の「2007 年問題」についての、市長の見解につ

いて伺う 

（2）団塊世代の市役所内、羽村市全体の状況について伺う 

（3）特色ある地域づくりのための、団塊世代を活かすことに



ついて伺う 

 

3 オストメイト対応トイレについて 

（1）オストメイト対応トイレを、公共施設に設置することに

ついて伺う 

 

 

5 人目 

 

 6 番 

 

中根康雄 議員 

 

1 組積造の塀等の転倒および落下危険物対策を急げ 

（1）市内に存在する組積造の塀の実態を調査したことがある

か。ない場合、危険度の把握と安全対策を指導すべきでは

ないか 

（2）非構造部材や付属設備機器類の落下の危険性についても、

その実態を調査し、対策を講じておくべきではないか 

（3）生け垣に関する要綱の目的にもあるが、塀の構造替えと

防災面の利点をより強くアピールして、推進する考えにつ

いて伺う 

 

2 消防水利の確保と管理は充分か 

（1）市内の消火栓と防火貯水槽の数はいくつか。その内、耐

震貯水槽はいくつあるか 

（2）消防水利について、大震災時に使用可能な状態はどのく

らいの充足率になっているか。また１平方キロメートル当

たり何カ所で、総務省消防庁の基準を満たしているか 

（3）防火貯水槽で民有地に設置されている数はいくつか。公

有地への布設替えを積極的に進める考えはあるか 

（4）防火貯水槽の蓋の中で、道路上に設置されているものが

ある。それらは何カ所か。また、その蓋は鉄板製で、ノン

スリップ加工がされてなく、降雪時に滑りやすく危険であ

る。改善する考えはあるか 

 

 

6 人目 

 

11 番 

 

門間淑子 議員 

 

1 住民基本台帳の大量閲覧について 

（1）羽村市個人情報保護条例第 12 条、同条例第 29 条の規定

に基づき、住民基本台帳の閲覧・転記に対し「中止請求」

ができると解釈できるが、市長の判断を伺う 

（2）住民基本台帳法と個人情報保護法は整合性が図られてい

ないが、申請者の本人確認、転記の複写保存で市民の個人

情報が保護されていると考えているか 

（3）条例や要綱を策定し、商業目的の大量閲覧を制限する自

治体が増えているが、羽村市でも条例・要綱を策定しては

どうか 

 

2 国勢調査について 

（1）12 年度調査では、どのような苦情が寄せられたか 

（2）17 年度調査は市に説明責任が発生するが、住民説明、調

査員研修、苦情相談窓口の設置などの日程は決まっている

か 

（3）機関委任事務から法定受託事務になって、困難が増した

ことはあるか。市として総務省に申し入れたことはあるか

（4）今回調査では、調査票は封入りに一本化すべきではない

か 

（5）封をしたことが確認できる、何らかの羽村市独自の印を

調査票に付けられないか（シールとは別個に） 



（6）調査終了後、苦情件数、聞き取り調査件数、持参・郵送

件数を公表すべきではないか 

 

 

7 人目 

 

1 番 

 

馳平耕三 議員 

 

1 市内の小中学校で使う教科書の採択に、現場の教師や地域の

教育関係者のより広い意見の反映を 

（1）これまでの市の教科書採択の仕組みと教科書採択の基準

は、どのようなものであったか 

（2）教科書採択の際、委員はすべての教科書を実際に読んで

いるか 

（3）これまで、教科書の採択に関して、現場の教師をどう反

映させてきたか。また、市内の教育関係者の意見を聞いた

ことがあるか 

（4）教科書の採択に関して、都から助言を受けたことがある

か 

（5）来年度の教科書の採択に関して、住民から何か要望は提

出されているか 

（6）もっと現場の教師や、地域の教育関係者の意見を反映さ

せるべきだという意見があるが、市では来年度の採択に関

してそうした考えはないか 

 

2 郷土博物館に来る児童・生徒の増加に対応し、より子どもた

ちに愛される郷土博物館に 

（1）この５年間、毎年、何校の学校が郷土博物館を訪れてい

るか 

（2）去年、もっとも多くの学校が郷土博物館を訪れた日は、

何校の学校が訪れ、約何人の訪問者があったか 

（3）郷土博物館に、「荷物置き場」の設置の考えはないか 

（4）郷土博物館に、トイレの増設の考えはないか 

（5）郷土博物館のボランティアや、その他のボランティアの

皆さまに対し、市ではボランティア保険をかける考えはな

いか 

 

3 子育て支援に対する市長の考えを伺う 

（1）過去 30 年間の５年ごとの合計特殊出生率は、羽村市では

どう変化してきたか 

（2）今後の羽村市の出生率はどう変化すると推測されるか 

（3）羽村市では、保育所と幼稚園を兼ねる「総合モデル」設

置の考えはないか 

（4）子育て相談に応じる仕組みを充実させる考えはないか 

（5）役所や市内の企業で働く男性が、育児休暇を取得し、積

極的に子育てに参加するためには、市は何をすべきだと考

えているか 

 

 

8 人目 

 

13 番 

 

市川英子 議員 

 

1 緑の保全と活用について 

（1）樹林地管理制度の内容はどのように考えているのか 

（2）樹林地を使った緑の教室とはどのようなものを考えてい

るのか 

（3）樹林地の管理を市民ボランティアに託したらどうか 

（4）樹木が成長し過ぎて、市民から、繁りすぎて暗い、風通

しが悪い等の苦情が寄せられている。市の対応はどのよう

にしているか 



 

2 職員互助組合への補助金について 

（1）補助金の額はいくらか。その額は市民一人当たりいくら

か。一人当たりの額は、三多摩の自治体と比較してどのよ

うになっているか 

（2）補助金はどのように使われているか 

（3）職員組合の考えはどうなのか聞いているか 

（4）市長は補助金支給について、どのように考えているか 

 

3 商業の振興計画について 

（1）商業実態調査の進捗状況はいかがか伺う 

（2）振興計画の前記計画として、店先や歩道へのベンチ設置

が検討されている。ベンチの材料を、奥多摩や檜原の材木

を利用したらどうか。また、ベンチ設置の場所をコミュニ

ティバスの停留所まで含めて考えたらどうか 

（3）「産業振興基本条例」の制定が各自治体で進んでいる。羽

村市でも研究する時期にあると考える。市の考えはいかが

か伺う 

 

 

9 人目 

 

7 番 

 

佐藤征一 議員 

 

1 市民による自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用について問

う 

（1）自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置について 

 

2 地球温暖化防止のためのライフスタイルについて問う 

（1）市民が実践できるライフスタイルのＰＲについて 

（2）市職員が実践できるライフスタイルについて 

 

3 『もったいない』を「市民の合い言葉に」について問う 

（1）日本のすばらしき言葉『もったいない』を、市民の合い

言葉とする私の提案について 

 

 

10 人目 

 

19 番 

 

高橋美枝子 

 議員 

 

1 耐震改修工事等への助成で安心・安全な住宅を 

（1）木造個人住宅の耐震改修工事等へ助成を 

  ①相談等の窓口を設置すべきではないか 

 ②木造住宅の耐震診断を無料で実施すべきではないか 

 ③耐震改修工事に助成をすべきではないか 

 ④高齢者や障害者の住宅の耐震改修工事については、助成額

をアップするなど配慮すべきではないか 

（2）東京都に対して、耐震診断や耐震改修工事の助成を、一

刻も早く実施するよう要請すべきではないか 

 

2 国民健康保険の一部負担金の減免について 

（1）羽村市で、国民健康保険法 44 条の規定による減免などを

されたことはあるか 

（2）一部負担金の減免等ができることを、これまで市民にど

う知らせてきたか 

（3）特別の理由があり一部負担金を支払うことが困難である

と認められる被保険者に対しては、減額や免除、徴収猶予

ができることを、広報やホームページ、関係窓口などで市

民に知らせるべきだと思うがいかがか 

 



3 学校で「日の丸・君が代」の強制はしないように 

（1）国旗・国歌の「強制はダメ」が世界の常識である。しか

し、羽村市の小中学校は、入学式・卒業式に「日の丸・君

が代」が強制されているようだ。小学校の入学式でさえ「君

が代」を歌っている。異常としか思えないが、教育長の感

想を伺いたい 

（2）学校現場で「日の丸・君が代」を強制する東京都の通達

は撤回し、国旗・国歌の扱いの判断は学校に任せ、個人に

強制しないようにすべきではないか。また、処分などもや

めさせるべきではないか 

 

 

11 人目 

 

8 番 

 

舩木良教 議員 

 

1 廃棄物（ごみ）広域処理行政の一元化について 

（1）羽村市の西多摩衛生組合に関わる固定経費および職員数

の現状と今後の推移はいかがか伺う 

（2）廃棄物行政に関する今後の課題はいかがか伺う 

（3）西多摩衛生組合を構成する三市一町（青梅市、福生市、

羽村市、瑞穂町）において、一般家庭廃棄物・事業系一般

廃棄物の収集システム、分別方法等の共通点と相違点につ

いていかがか伺う 

（4）事業系一般廃棄物の徴収業務は、羽村市にもあるのかど

うか伺う 

（5）廃棄物の「排出抑制」について、規制、予防、助成、負

担、減量等、各政策で三市一町の制度的共通点と相違点は

いかがか伺う 

（6）有害とならない方法としての分別、リサイクル率の向上・

資源化、収集、運搬等のシステムを整備することによる効

率化、苦情処理等一連の廃棄物に関わる事務事業を、西多

摩衛生組合を構成する三市一町くらいは統一し、西多摩衛

生組合に一元化することは、廃棄物を切り口とした行政改

革の一環として有効策と捉えているがいかがか伺う 

（7）廃棄物に関わる一連の事務事業を統一して一元化するこ

とで、どのような面で市民サービスの向上が考えられるか

伺う 

（8）統一一元化の可能性について、調査研究し、制度化する

政策を推進すべきと考えるが、羽村市としてどのように捉

えるか考えを伺う 

 

 

12 人目 

 

2 番 

 

石居尚郎 議員 

 

1 教育改革を問う 

 （コミュニティスクールと現場に即した教員研修について）

（1）コミュニティスクールについて問う 

 ①学校評議員制度の成果と課題は何か 

 ②特色ある学校づくり交付金の活用についての評価は 

 ③コミュニティスクールについて、市の考えは 

（2）教員研修について問う 

 ①今年度採用した教員は何名か、また２年目の教員、３年目

の教員はそれぞれ何名か。さらに、今後の教員採用の予定人

数は何名か 

 ②教員研修の内容について、どのように実施されているか 

 ③昨年、羽村三中内に設置された教職員センターの活動内容

は 

 ④教職員研修センター講師の増員を検討してはどうか 



 

2 文化・芸術・コミュニティの振興拠点、生涯学習施設（仮称）

西棟について 

（1）管理運営の基本的な方針はどのように考えているか 

 ①その内容について 

 ②市民との協働という考えの中で、今後、市民参画のあり方

について、市はどのようにしていくのか 

（2）事業展開をどのように考えているのか 

 ①基本的視点と方針について 

 ②ホールの事業展開について 

 ③学習・文化活動エリアの事業展開について 

（3）メセナ協会などを通し、財政的支援をどう進めていくの

か 

 

3 羽村市も「クール・ビズ（夏の軽装）」を試行してはどうか

試行的に夏季において、軽装の励行を実施してはどうか、市の

考えを聞く 

 

 

13 人目 

 

12 番 

 

菱田楢樹 議員 

 

1 教育問題について 

（1）羽村市教育委員会としての「ゆとり教育」の考え方は 

（2）学力低下を救う道として、総合学習は効果があると考え

るか 

（3）あるとすれば、効果の実証を具体的に示してほしい 

（4）２学期制について、羽村市立小中学校における問題点と

対策について伺う 

 

2 首都圏直下地震対策について 

（1）羽村市の地震対策の作業工程を伺う 

（2）地震による市内の危険急傾斜地の把握状況と対策を問う

 

 

14 人目 

 

5 番 

 

水野義裕 議員 

 

1 教育委員会の諸施策について 

（1）教育委員会を２部構成に改編した狙いは何か 

（2）社会教育委員の会のあり方について伺う 

（3）生涯学習施設（仮称）西棟のこれからについて伺う 

（4）学校における個人情報保護について伺う 

 

2 地域防災計画について 

（1）建物の耐震性について伺う 

（2）ボランティアについて伺う 

 

 

15 人目 

 

20 番 

 

中原雅之 議員 

 

1 米軍横田基地の再編強化、軍民共有化に反対する行動につい

て 

（1) 横田基地の再編強化、軍民共有化について 

 ①国に対する申し入れと国側の対応はどうか 

 ②基地周辺自治体との間での議論はされているか 

 ③基地問題について、市民に情報提供を行い、反対の世論を

つくっていくべきであると思うが、市長の考えはいかがか 

（2) 航空機騒音対策についての取り組みと成果を問う 

 

2 市長交際費の見直しについて 



（1) 市長交際費の内訳をインターネットで公開しているが、

市民の反応はどうか 

（2) 東大和市では、市職員や議員への慶弔・見舞金を廃止し

た。羽村市でも市長交際費の見直しをする考えはないか 

 

3 市の窓口業務の改善について 

（1)市民が転入・転出の時、また、家族の死亡で世帯主が変わ

る時、市役所の多くの窓口で手続きが必要となる。窓口業務

の改善が必要と思うがどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


