《Ｑ》町内会・自治会の加入率は
《Ａ》活用方法や導入に向けた課題等検討していく

《Ａ》３５. ９パーセントである
秋山 義徳 議員（新政会）

地域コミュニティの

信手段の整備についても、

ＳＮＳなどの新たな情報発
継続すべき

水上公園の流れるプールは

つではないのか。
った思い出が地域に愛着を

子どもたちの楽しか

質問
持つ一つの要素であること

市長

検討していく。
緯を明らかに。これまで同
は、ご指摘のとおりである。

振興について

町内会・自治会について
団体間の連携について
様に稼働するための、修繕

る。この中で、他団体の活

休止するに至った経

質問 町内会・自治会の加
質問

加入率の低下・人材

入率の推移は。
羽村駅西口土地区画整理

への市の支援体制は。
動を知ることで、新しい視

があったが、まずはじめに、

質問 区画整理も行財政改

担が見込まれる。経年劣化
区画整理こそ、大幅に見直

市長 継続するには５年間

により、水上公園の抜本的
すべきではないか。

革の対象としていると回答

な再整備の時期を迎えてい
市長 羽村駅西口区画整理

地域に関心をもてる若者を

ろうという気持ちになる。

っても地域のために、頑張

があるからこそ、大人にな

いろ楽しかったという経験

質問 子ども時代に、いろ

断をしている。

施していく事業であると判

財政状況を考慮しながら実

の将来像を実現するために、

ける点検を行った結果、市

検・見直し」の取組みにお

に向けた全事務事業の点

に、集団移転手法で工期を
決定。資金計画は約

弾

質問

あり、整理して示す。

項目

決定は「非現実的」と、東

質問 ２０２５年度の市費

理。市の裁量権を逸脱、濫

期間の設定が不確実、不合

市長

約

千４００万円を差し引いた

市長 国の交付金約１億７

内訳と財源根拠は。

億７千１００万円が実
用し違法、取り消す」との
判断は、容認できず判決取

都市計画税から約４億８千

質的な市費負担分。財源は
億８
訴の意味は何か。弁護委託

なら２次決定違法への、控

道路廃止は法令無視ではな

質問 川崎４丁目地区工事、

千４００万円を計画。

７００万円、市債約

料６２５万円は無駄では。

いか。１か月で廃道にする

第３回事業計画変更

第１審判決取消しを

市長 既設路線廃止は道路

市長

なぜ第３回変更で

と告げたそうだが事実か。

市長

移転実施計画を基本

道路への切り替えは事業進

で廃道計画はないが、計画

がない場合である。現時点

年間延長か。事業費明細は。 の新設、改良など交通支障

質問

求め、弁護委託料が必要。

質問

り消しを求め、控訴した。

「市の負担額、事業

消しを命じた。市の認識は。 負担 億４千５００万円の

第２次事業計画変更

京地方裁判所が違法・取り

区画整理撤回要求第

ルの存在は重要なものの一

育てるためには、屋外プー

しても「休止」を決定した。 事業は、「行政のスリム化

ることから、検討の機会と

で約２億２千万円の支出負

事業の大幅な見直しを

費等の額は。修繕費は真っ

年度が パー

市長 市民活動情報紙「き
点が開かれ、各団体の活動

先に削減すべきものなのか。

不足で組織として存続する

市長 平成

ずな」で、市民活動団体の
がより一層充実するととも

教育長

《Ａ》再整備の時期を迎え、検討の機会として休止を決定

ことも難しくなっている団
体が多い。組織同士が助け
合える仕組みが必要ではな
いかと考えるが、いかがか。

活動内容の紹介や、会員募
に、加入率の低下や人材不

現在、Ｗｉ‐Ｆｉ

できているのか。
教育長
ＩＣＴ機器整備計画の策定

器を整備している。学校に

備は、児童・生徒間や児

《Ａ》事業期間、資金計画が不合理との判断に、控訴

セント、 年度が ・３パ
ーセント、 年度が ・３
パーセント、 年度が ・
９パーセントである。
「市民活動団体交流

集に関する情報を掲載する
足といった、共通の課題に

市長

など、市民活動団体の新た
対する解決策や相互支援の

市民活動団体について

な人材確保のための支援を
仕組みが構築されるよう、

会」を定期的に開催してい

行っている。また、今後、
市として支援していく。

質問 各団体の加入者増加

市民活動団体が活用できる

小・中学校教育の
ⅠＣＴ化の現状について

※

整備が進んで来ている。タ
の中で、今後の整備に向け

環境は整備されていないが、

ブレットＰＣは、児童・生
た検討を行う必要があると

どのような形でＩＣＴ環境

童・生徒と教員間の双方向

17

近年、教育現場のＩＣＴ

徒へのきめ細かい指導と学
認識している。

を整備し、活用していくこ

のやりとりによる協働学習

休止が決定した流れるプール

15

習意欲向上が見込まれるツ

し出し、授業や家庭での個

質問 福生市では、小学３

状と目標は。

別学習に利用している。タ

ールと考える。

教育長 現在、全小中学校

ブレットＰＣと支援アプリ

年生にタブレットＰＣを貸

のコンピュータ教室に、パ

導入を検討しては。

とが効果的であるかとの視

や主体的な学習の機会を充

20

10

質問 ＩＣＴ環境整備の現

ソコンが各 台他、周辺機

点に立ち、ＩＣＴ機器整備

実させることができる。そ

ＩＣＴの環境の整

計画の策定を進めていく。

のため、タブレット端末や

※

Ｗｉ‐Ｆｉ整備は

質問

学習支援アプリの整備につ
いては、その効果的な活用
方法や導入に向けた課題等
について検討していく。
■その他の質問
「空き家の管理状況について」
※ＩＣＴ…情報通信技術

49
15

を説明した。

月の測量時点では、その旨

捗に合わせ行っており、４

区画整理事業、違法・取り消し判決文
（抜粋）東京地方裁判所、２月 22 日

町内会・自治会への加入を
呼びかけるパンフレット
※Ｗｉ‐Ｆｉ…スマホやパソコ
ンなどを無線でインターネッ
トに接続する技術

《Ｑ》流れるプールの修繕費を真っ先に削減すべきなのか

39

35

授業や家庭での個別学習で利用が
期待されるタブレットＰＣ

ぎかいのトビラ（令和元 .8.1） 12

13 ぎかいのトビラ（令和元 .8.1）

浜中 順 議員（日本共産党）

《Ｑ》事業計画、違法・取り消し判決。市の認識は

山崎 陽一 議員（世論）

31

37

38

28

29

30

40

冨松 崇 議員（新政会）

《Ｑ》タブレットＰＣ導入を検討してはいかがか

《Ｑ》区画整理事業を延伸せず、終了する手続きは
《Ａ》西多摩衛生組合構成市町と調整し慎重に対応する

《Ａ》想定していない
門間 淑子 議員（市民ネットワーク）

質問 単年度の事業費はど

計画変更について

羽村駅西口土地区画整理事業

者や国や都に対して、どのよ

年で終了した場合は、権利

質問 延伸せずに２０２２
羽村市長期人口ビジョン

平成

年の合計特殊

創生計画について問う

及びまち・ひと・しごと

質問

ランド調 査で羽 村 市の魅 力
度８７３位 を上回ることを
地 域 ブランド 調 査

目標としているが現状は。
市長
２０１８では全国９６４位で

制 度の導入が検 討されてい

羽村ｄｅいい家 助成

出生率の目標を１・５として

１・３７である。
市長

るが現状は。

徒の学 力 向 上を図るための
に現在研究を進めている。

東 京 都の「 児 童・生

調 査」で各 教 科の正答 率が
質問

仮称・中小企業基本

先進事例などを参考

都の平 均を上回ることを目

に実 施した、小 学 校 第５学
勢を示すことが重要であり、

極 的に支 援していくとの姿

市内の中小企業を積

年と中学校第２学年を対象
基本条例制定に向けた取組

市長

条例を早期に作るべきでは。

年７月５日

とした調査では、それぞれの
みを進めていく。

平成

平 均 正答 率は、都の平 均 を
とあるがどのように改 善に

質問 「確かな学力の育成」

令和元年度に地域ブ
各校の授業改善

努めていくのか。
教育長
や 教 員の指 導 力 向 上、家
庭学習の充実といった取組
みを積み重ねることが必要
だと考えている。

三矢会館
「連絡所」
などの
廃止計画を問う

■その他の質問
「羽村市の人事の
方針について」

西口区画整理事業の
「新事業計画」
を問う

質問 なぜ、市内３か所の

質問

億円増額した。

期間を 年延伸し、

徴は。
市長

事業費を

完了は令和 年度、事業費

コミュニティバス
「は

にしたのか。
市長

むらん」
の運行、コンビニ納

利用状況はどうか。

必要性が低下しているため。

付・交付の開始などにより
質問

質問

３か所合計で、平成

総額は４３６億円とした。
最大いくらかかり、それを

市長

年

年度が

年度が７６８０件、

どう確保するのか。
平均は約９億９千万

度が７７８８件、

７３３９件である。
どれだけお金がかか
っているのか。
市長 ３か所合計で、６４９

移転家屋数は、年平

質問

いく。

具体的な手続きを進

理事業は実施して

るために、区画整

市長 市の将来像を実現す

ではないか。

見直しこそ、先に行うべき

質問 西口区画整理事業の

めて、詳細をお知らせしていく。

市長

催すべきではないか。

質問 市民への説明会を開

万７千円である。
年平均は約 棟、最
大で約 棟である。

市長

均、また最大何棟か。

市債は最大限活用する。

計画税と市債を財源とする。 質問

万円を計画している。都市

円、最大で約 億４千５００

市長

市費は年平均、また

「連絡所」を廃止する予定

「新事業計画」の特

羽村市長期人口ビジョン及び
まち・ひと・しごと創生計画

質問

下回る結果となった。

教育長

標指数としているがどうか。

質問

質問

市長 羽村駅西口土地区画

うな手続きが必要となるか。

億６千万円

のくらいになるか。
市長 平均約
年の 数 値 は

ある。

らハード整備事業に着手し

ど、事業施行期間を 年間

推進については、羽村市の

平成

いるが、最新の数値は。

質問 西口基金からの繰り
た。引き続き、建物等の移

計画している。このほか、
延伸し、令和 年度に変更

努めていく。
将来を見据えた事業として、

市長

整理事業は、平成 年度か

入れは難しいが、どのよう
転、都市計画道路３・４・

新たな財源として住宅市街
するとともに、資金計画の

質問 終了時の２０３７年
継承・継続していくことが
でも、また、現在において
も２０２２年で終了した場
合の想定はしていない。

市長 ごみ質や受入量が分
施する段階ではないとのこ

否すべきだが、市長の見解は。

《Ａ》全国 964 位である

である。

に財源を確保するのか。
号線や区画道路の整備な

地総合整備事業などの国庫
変更を行った。この事業の

市長 都市計画税と市債を

補助金の獲得に、引き続き

に、区画整理事業の市債残高
億円と試算して

はどの位と想定しているか。 行政の責務であり、これま
市長 約
いる。

環境省からの産業廃棄物
拒否しよう

とで、現段階では答えられ

からず、技術的な調査を実

質問 自治体の焼却施設で
ない。

プラスチック焼却要請を

産業廃棄物プラスチックの焼
却要請が出されたが対応は。 質問 要請はきっぱりと拒
市長
市長 現段階では情報量が

東京都市町村清掃協

議会や西多摩衛生組合構成
少なく、見解を述べるには
羽村駅西口土地区画整理

至っていない。

市町と連絡調整を図り、慎
西多摩衛生組合正副

重に対応する。
質問

事業はいつ完成するのか

質問 第３回事業計画書が
公示された。事業期間を

年延長すれば、西口区画整
理は完成するのか。資金計

29
30

管理者会議や組合内部で検
検討は行っていない

討しているか。
市長
と聞いている。
質問

画の詳細な予算を公表すべ

産業廃棄物プラスチ

ックを受け入れれば、西多

年３月 日に
完了させる事業計画である。

市長 令和

摩衛生組合の焼却炉が傷み、 きではないか。
長寿命化計画が実施できな
くなるのでは。

詳細予算は、全体で約 項

目に及んでおり、見やすく
分かりやすい資料に整理し、

《Ａ》期間を 15 年、事業費を 66 億円増やした

20

31
29
30
15

28
羽村駅西口

40

15
20

17

12
可能な範囲で示したい。

《Ｑ》創生計画に示された目標指標「市の魅力度」の現状は

27

15

31

18

54

ぎかいのトビラ（令和元 .8.1） 14

15 ぎかいのトビラ（令和元 .8.1）

馳平 耕三 議員（令和かがやき）

《Ｑ》西口「新事業計画」の特徴は？

鈴木 拓也 議員（日本共産党）

18

19

66

80

整備が進む羽村駅西口駅前
西多摩衛生組合

印南 修太 議員（新政会）

《Ｑ》環境省からの廃プラスチック焼却要請への対応は

《Ｑ》学校へのタイムカード導入の評価は
《Ａ》平均時間外労働は減少傾向

「羽村市立学校における働

き方改革推進プラン」に掲

学校における

働き方改革について

げてある。今後は、各取組

面の裏付けはどうか。

質問 学校へのタイムカー

けた課題を整理しながら

市長

の具現化に向け、実施に向

し、今後に活かすか。

中・長期的な取組みを進め、

ドの導入をどのように評価

教育長 昨年９月から本年

比較的早期に実施可能な業

務改善等は、順次、取組み

３月までの推移をみると、

全体的に時間外労働の平均

を進めていく。

制の確保は。

時間は減少傾向にある。教

する意識の変容がもたらし

教育長 東京都教育委員会

学校を支える人員体

た成果であると評価してい

が実施するスクール・サポ

質問

る。今後は、タイムレコー

ート・スタッフ配置支援事

員一人ひとりの働き方に対

ダーを活用して、教員の時

ソーシャルワーカー、家庭

と子どもの支援員、学習サ

ポーターの配置や学習ボラ

ンティアを活用するなど学

業を活用して、授業準備の

タイムカード導入後の時間外労働の推移

間管理への意識づけや業務

1月

補助など学習指導以外の業

12月

中学校

改善につなげていく。

11月

小学校

務を担うスタッフを小・中

10月

校を支援する体制づくりに

《Ｑ》羽村駅西口土地区画整理事業の財源は
《Ａ》都市計画税や市債を充当する
濱中 俊男 議員（令和かがやき）
羽村駅西口

資金計画は最大で年

務所へ続く道路から北西側

の地区界までは、令和９年度

から 年度までの計画である。

川崎街道の歩道植栽

道路の計画と管理について

質問

の管理がよくない。管理はど

16

土地区画整理事業について

質問

17

億円余となっている。財政

交付金を差し引いた

のように行っているか。

市長

15

億７千１００万円が市費

負 担 分 。都 市 計 画 税 を 約

定期点検により状況を把握

10

道 路のパトロールや

４億８千７００万円、市債を

し、地域を均等にローテーシ

ョンしながら、樹木の剪定や

億８千４００万円充当

約

する計画である。

除草作業を行っている。

各区画の完成年度の

質問

質問
カーブミラー設置の

見通しはいつ頃示されるか。

優先順位は。

福生市側の地区界か

市長

福生警察署が、交通

安全面から設置場所の選定

市長

11

ら羽村駅前周辺に続く地区

27

年 度から令 和

を行い、市は、土地の利用状

は、平 成

年 度 まで。羽 村 駅 前 周 辺に

況に変 化が生じた場 合など

民家の樹木が繁茂し、

続く地区から水 道事 務 所へ

質問

奥多摩街道の電線に接触し

ている。東京都にどう要望し

必要に応じ、東 京都

ているか。

市長

を第一優先としている。

年 度まで。水 道 事

整備が済んだ羽村東小学校前の道路

続 く 道 路 までは、令 和５年

度から
13

西多摩建設事務所へ対応を
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1日 全国市議会議長会基地協議会第94回理事会
		 北方領土の返還を求める都民会議2019年度
		 （令和元年度）通常総会
9日 令和元年第６回広報委員会
12日	経済委員会市民インタビュー（稲荷緑地の会）
		 令和元年第２回青梅、羽村地区工業用水道企
業団議会（臨時会）
		 羽村・瑞穂地区学校給食組合議会議員研修会
		 東京都後期高齢者医療広域連合議会臨時会議案
説明会
19日 令和元年第１回瑞穂斎場組合議会（臨時会）
		 令和元年第１回西多摩衛生組合議会（臨時会）
23日 三多摩上下水及び道路建設促進協議会第2委
員会
26日 2019年第1回東京たま広域資源循環組合議会
（臨時会）
29日 第51回三鷹・立川間立体化複々線促進協議
会・第38回多摩都市モノレール等建設促進協
議会合同総会
30日 三多摩上下水及び道路建設促進協議会第1委
員会
		 令和元年第1回福生病院組合議会（臨時会）		
東京都後期高齢者医療広域連合議会（臨時会）
31日 西多摩地域広域行政圏協議会審議会（代表者
会議）
		 一般社団法人大多摩観光連盟令和元年度第６回
通常総会

9月

依頼している。

10日 令和元年第３回羽村市議会（定例会）初日
11日 全国市議会議長会第95回定期総会
13日 令和元年第３回羽村市議会（定例会）2日目
14日 令和元年第３回羽村市議会（定例会）3日目
17日 令和元年第３回羽村市議会（定例会）4日目
			令和元年第２回羽村市基地対策特別委員会
18日 厚生委員会市民インタビュー（食事サービス
千種）
19日 一般会計等予算審査特別委員会（補正予算）
		 令和元年第２回羽村市モノレール建設促進及び
公共交通対策特別委員会

7月

0

取り組んでいく。

6月

20日 令和元年第３回経済委員会
			令和元年第３回総務委員会
21日 令和元年第４回・第５回厚生委員会
25日 令和元年第６回議会運営委員会
26日 西多摩地区議長会会計監査
			西多摩地区議長会定例会議
27日 令和元年第５回広報委員会
28日 令和元年第３回羽村市議会（定例会）最終日

■その他の質問
「変更された羽村駅
西口区画整理事業計
画について」

1日 羽村市議会議員任期開始
		 （〜令和５年４月30日）
14日 令和元年第２回羽村市議会（臨時会）
		 令和元年第２回総務委員会
			令和元年第２回経済委員会
		 令和元年第３回厚生委員会
		 令和元年第１回羽村市多摩都市モノレール建
設促進及び公共交通対策特別委員会
		 令和元年第１回羽村市基地対策特別委員会
		 令和元年第４回広報委員会
15日〜17日 一期議員研修会
22日 令和元年第２回羽村 ・ 瑞穂地区学校給食組合
議会（臨時会）
		 羽村市土地開発公社評議員会
		 三多摩上下水及び道路建設促進協議会正副会
長・委員長会議
24日 三多摩上下水及び道路建設促進協議会理事会
		 第57回三多摩上下水及び道路建設促進協議会総会
29日 関東市議会議長会第85回定期総会
30日 東京都三多摩地区消防運営協議会通常総会
			東京都市議会議長会理事会
		 東京都市議会議長会定例総会
31日 令和元年第５回議会運営委員会
		 東京都市監査委員会定期総会

10

質問 働き方改革推進委員

20

5月

学校に各１人配置し、教員

30

会の結果を受け、今後具体

40

の負担軽減を図る。スクー

50

化にどう取り組むか。

60

ルカウンセラー、スクール

令和元年５月１日〜７月31日の主な活動

羽村市の教員の時間外労働の平均時間

時間
70

教育長 出された意見等は

市議会議員は、定例会や臨時会のほかにも、各々が所属する委員会や一部事務組合等に
関係する会議や視察、研修などにも出席しています。

水野 義裕 議員（令和かがやき）
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しぎかいカレンダー

議会を見よう！知ろう！

●9月定例会の予定●

～次の定例会は９月～

日

月

火

水

木

金

本会議でどんなことがどのように話し合われて
いるのか、様々な手段で知ることができます。
皆さんの暮らしに直結していることばかりで
す。ぜひご覧ください。

土

８ /22 23

24

陳情〆

25

26

９ /1

2

議運

27

28
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30

31

1
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5
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7

2

本会議 本会議

8
15

9

10

11

16

17

18

決特

22

12

23

24

決特

25

19

13

14

20

21

27

28

3

4

会議録で読む

議会終了後２か月程度で会議録ができあが
ります。 冊子または、羽村市公式ウェブサ
イトから見ることができます。

本会議

29

インターネットで録画中継

開催日の３日後から、インターネットで録画
中継を見ることができます。

決特

26

ケーブルテレビで生中継

TCN 多摩ケーブルネットワークで、本会議
の様子を生中継でご覧になれます。放送日
は横のカレンダーをご参照ください。

本会議

予特
（補正） 本会議 常任委 常任委

議場で傍聴 ーライブで！

当日、直接議場へおいでください。

30

■陳情〆…請願・陳情の９月定例会審議予定分の締切
■議 運…議会運営委員会
■常任委…常任委員会（総務、経済、厚生）
■予特（補正）…一般会計等予算審査特別委員会
■決特…平成30年度決算審査特別委員会

羽村市公式サイト
http://www.city.hamura.tokyo.jp/

新時代
「令和」
とともに、私ども羽村市

議会の議員構成も新しくなりました。そ

してこの広報委員会もフレッシュなメン

バーが加わり、より一層気合いが入ってい

ます。

はむら市議会だより〜ぎかいのトビラ

〜もリニューアルして５年、全国から多

東京都羽村市緑ヶ丘5−2−1 Fax 042（555）0889
Tel 042（555）1111（内線412〜414、416）

くの議員視察も来ています。
「わかりやす

く、読みやすく、親しみやすく」
市 民に

とって身近に感じられる議会報として、

行政課題等を市民の皆さまと共有できれ

ばと思っています。

今後、読者アンケート調査の実施も検

編集／広報委員会

討しています。その際にはご協力いただ

嶋）

〒205−8601

ければ幸いです。これからもさらに精進

（中

発行／羽村市議会

編 集 後 記
してまいりますので、ご愛読のほどよろ

しくお願いいたします。

中嶋 勝
（委員長）

印南 修太
（副委員長）

富永 訓正

梶 正明

浜中 順

濱中 俊男

秋山 義徳

大塚 あかね

【広報委員会委員】

※会議の予定は変更になる場合があります。
詳細は議会事務局までお問合せください。

「ぎかいのトビラ」は
再生紙を使用しています。
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