《Ｑ》安倍内閣が進める圏域構想を市長はどう考えるか
《Ａ》権利者との合意など、不確定要素は反映させない

《Ａ》国は枠組みを定め強制すべきではない
鈴木 拓也 議員（日本共産党）

「圏域」構想について
質問 安倍内閣が進める圏

質問

財政基盤の強化に向

けて目標をどう定め何をな

域構想を市長はどう考えるか。 すべきと考えているか。
平成 年度、 年度

流れるプール再開に

流れるプールの
再開に向けて
質問

て、市独自の補助や都の制
度を活用した補助をすべき
では。

向け、市民の意見を尊重し、 市長 高齢者への補聴器助
早急に対応すべきと考える

市長
は基金の取り崩し額が増え、
が、対策はどう進んでいるか。 は、区部で８区と把握して

市長 広域連携に取り組む
か否かは自治体が地域の実
基金残高が大幅に減少して

成事業を行っている自治体

情を踏まえ主体的に判断す
いる。補助事業の実施につ

いる。当該年度の歳入で、

市長 現在の流れるプール

べきであり、国が枠組みを
いて、他市町村における対

当該年度の歳出を賄える財

に代わる、年間を通して市

定め、強制すべきではない

することが望ましいと認識

使用し、「聞こえ」を維持

市長 早期に補聴器などを

重要性についての認識は。

質問 早期の補聴器使用の

高齢者へ補聴器の助成を

自に 歳未満の子どもの均

ら、あきる野市のように独

また、子育て支援の観点か

い負担を早く改善するため、

質問 国民健康保険税の高

引き下げよう

辺利用の検討を進めている。 高すぎる国民健康保険税を

応等も参考に研究に努めて

政構造を目指している。そ

質問 雨天で中止になった

期間を定めた。一人ひとり

きこもりの人が５００人い

民が利用でき、かつ維持管

と考えている。
に向けた事務事業の見直し

市長 第３回変更の事業計
１日分の試合を行えないか。

「新事業計画」を問う ２

の権利者との合意がはから

質問 ６月議会で「反対者

る、という計算になる。こ

いく。

市の財政が厳しい原因を
分析し今後に生かすべき
に取組み、歳出削減を図る

画に基づき効率的な事業運
市長 日程調整、会場確保

長期間の「仮住ま

により計画どおり工事が進

れまでどういった取り組み

理コストの少ない施設や周

質問 羽村駅西口土地区画
とともに、歳入の確保に取

のために、行政のスリム化

整理事業がハード事業に着
り組んでいく。

営に努め着実な進展を図っ
のほか多くの関係者の協力

中止をどう考えるか

ていく。
が必要となることから、改
めて決勝トーナメントを実
施することは難しいと考え
ている。
■その他の質問
「学期制変更の総括は進んだか」

質問
れるか否かなど、不確定要

し、令和 年度までの事業

い」を住民に強いる「中断
素を反映させる性質のもの

羽村駅西口区画整理

移転」の棟数が、５５６棟

本格的にすすめよう

ひきこもり支援を

から７７２棟に増えている。 ではない。
なぜか。
※
集団移転」
市長 各年度の「

まないというリスクは判断

を進めてきたか。

調整、補聴器の購入につい

質問 検査や装着のための

している。
担軽減を図るため、多摩地

市長 多子世帯に対する負

等割を軽減すべきでは。

域５市で軽減制度を実施し
ていることは把握している。
国レベルで取り組むべきも
のであるので、国に対し、
引き続き要望していく。

入札・契約事務の
改善と情報公開を問う

定は令和９年度。

学校トイレの洋式化は、

契約は一般競争入札が原

学校の
トイレ洋式化を急ごう
教育環境改善や災害対策の

質問 一般競争入札が極め

則だが、現状を問う。
問う。

て少ないが何故か。

ためにも急ぐべき。現状を
質問 当初計画より遅れて
教育長

発注をしているが、予定価

会の確保を図るため、分離

市長 市内事業者の受注機
の改修状況、補助金の動向

格が基準額未満になること

いる、理由は何か。

などをふまえ、優先順位を

があるため。
随意契約の件数と総額は。

財政状況、他施設

考慮しながら、毎年、見直

年 度 の ※特 命
質問
期が変更となっている。

市長 ３１９件、 億８４

平成
しをしているため、実施時
質問 現在の洋式化率と全

９１万２９９円である。

特命随意契約…競争入札を原則とする
地 方 公 共 団 体の 契 約 方 法
の 例 外 で あり、 地 方 自 治
法施行令で認められた場合
のみ実施できる契約方法

た案件は掲載している。

いが、契約担当が取り扱っ

約の件数等は掲載していな

市長 市全体の特命随意契

告書に掲載すべきでは。

質問 件数、総額を事務報

託である。

０円で、廃棄物処理業務委

市長 １億２２４２万１６

平成 年３月末で、 質問 最高額と契約内容は。

11

質問 国の調査結果を羽村

していない」旨の答弁があ

市長 民生・児童委員向け

18

校が完了するのはいつか。

30

の範囲を拡大し、合理的な

った。こうした余裕のない

の研修会、電話・メール相

教育長

・８％、中学校
村第三中学校の工事完了予

・５％である。最終の羽

小学校

31

事業推進を図ったからである。 市に当てはめてみると、ひ

計画では、予定どおりに事

行う「東京都ひきこもりサ

談や家庭訪問による対応を

ではないか。

ポートネット」の周知や、

48

業を完了させるのは、無理
市長 建物の移転時期や、

「生活困窮者の自立支援」

休止となった流れるプール
洋式化された小学校のトイレ

道路などの整備時期を設定

において相談に応じてきた。
質問 相談窓口の設置など、
対策を本格化させるべきで
はないか。
市長 現在の対応を継続する。

集団移転…ある一定のエリ
アの 住 宅 を一斉 に 取 り 壊
し、 移転先を整備後に再
築する移転方法。

《Ｑ》全校のトイレ洋式化が完了するのはいつか

《Ｑ》プール再開に向け、早急に対応すべきでは
《Ａ》最終の羽村三中の工事完了予定は令和９年度

《Ａ》プールに代わる、市民が年間利用できる施設へ検討
門間 淑子 議員（市民ネットワーク）

規模等を見直す考えはないか。

手した頃から、市の財政は

浜中 順 議員（日本共産党）

羽村市少年少女球技大会の

29

厳しくなったと考えるが、

28

18
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44

7 月に行われた少年少女球技大会
羽村駅西口

馳平 耕三 議員（令和かがやき）

《Ｑ》西口「新事業計画」は余裕がなく、無理では

《Ｑ》様々なイベントの統廃合について検討したか

《Ａ》健康の日と健康フェアは統合する。今後も検討する

水野 義裕 議員（令和かがやき）
等により効果額や成果を分

める際には、具体的な数値

ごとに、実績等を取りまと

行程を示すこととし、年度

は具体的な取組内容や実施

る。そのため、実施計画に

とが困難な取組みも多くあ

では、目標数値を掲げるこ

市長 行財政改革の取組み

されていないが。

標とする数字や時期等が示

画には、全体に具体的な目

質問 行財政改革の実施計

その後の
行財政改革等について

る「野点」など、新たな形

羽村市茶道連盟の協力によ

富んだ「ステージショー」、

ステージでのバラエティに

踊子草公園に設置した特設

「羽衣の堰歌謡ショー」や、

の皆様の創意工夫により、

市長 実行委員会の各部会

できたか。

たが、変更した目的は達成

は、実行委員会形式になっ

質問 「花と水のまつり」

含めて効率化と充実を図る。

イベントについて統廃合も

ることにした。引き続き、

と「健康フェア」を統合す

市長

どうか。

質問

今までの準備状況は

ホストタウンについて

・パラリンピック競技大会と

東京２０２０オリンピック

市長

てはどのように進めるのか。

質問

画したいと考えている。

競技当日の応援ツアーも計

ショナルチーム事 前キャン

キルギス共和国男子柔道ナ

意識 高 揚 を図る。さらに、

市長

大会気運醸成と市民

質問 これからの計画は。

掲載などを実施してきた。

はむらへの競技紹介記事の

ラリンピアンの招 致、広報

育 祭へのオリン ピアン・パ

を中心とした事業、市民体

ラリンピック競技体験など

ボッチャをはじめとしたパ

き、各 種イベントにおける

についてはどうか。

質問

チケットが届く予定である。

があった。令 和２年７月に

技種目について暫定の通知

中学校毎の日時や会場、競

しており 、羽 村 市には、小

観戦機会を提供することと

は、都内の全公立学校等に

教育長

いては。

質問

を見据えつつ交流を図る。

都市間交流などの国際交流

れまでの交流実績を踏まえ、

月１日〜

日

【対

【会

【日

場】 ゆとろぎ講座室１

時】 令和２年２月１日㈯
午後２時〜４時

員】

容】 議会からの報告／グ
ループワーク

催】 羽村市議会
【問合せ】 議会 事 務 局（ 内 線 ４
１２）

【主

※お子さま連れでの参加も可能
です。

【内

【定

象】 市内在住・在勤の方
人

の魅力」を行います

グ「みんなで考えよう！はむら

■羽村市議会タウンミーティン

【実施期間】

します。

を設置します。ご協力をお願い

の配布と公共施設にアンケート

間中、各議員によるアンケート

アンケート調査を行います。期

り良い議会だよりにするため、

皆さまのご意見を参考に、よ

アンケートを実施します

■ぎかいのトビラに関する

市議会からのお知らせ

シー創出に取り組む。

独自の次世代に誇れるレガ

対 応」を柱として、羽 村 市

「 人 材 育 成 」「 国 際 化への

市 長 「スポーツの推 進」

有形無形のレガシー

東京都教育委員会

児童生徒の観戦につ

プのサポートを行い、柔道

令和２年以降は、こ

ホストタウンについ

かりやすく示すよう努めて
での催し物を実施した。実

トの企画・運営を行うこと
ができたことなどにより、
実行委員会形式に変更した
目的を達成できたものと捉

えている。

■その他の質問

の説明は分かりやすく」

「羽村駅西口土地区画整理事業計画

「学校における働き方改

取組基本方針に基づ

いる。
行委員会の皆様を中心に、

の だて

質問 市の様々なイベント

令和元年８月１日〜10月31日の主な活動
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《Ａ》羽村市内全児童生徒に観戦機会がある

濱中 俊男 議員（令和かがやき）

３日 令和元年第４回羽村市議会（定例会）初日
４日 令和元年第４回羽村市議会（定例会）２日目
５日 羽村市議会タウンミーティング第２回実行委員会
６日 令和元年第４回羽村市議会（定例会）３日目
９日 一般会計等予算審査特別委員会（補正予算）
10日 令和元年第４回羽村市議会（定例会）４日目
			令和元年第７回広報委員会
11日 令和元年第４回経済委員会
			令和元年第４回総務委員会
12日 令和元年第６回厚生委員会
17日〜19日
		 平成30年度一般会計等決算審査特別委員会
24日 令和元年第８回議会運営委員会
			令和元年第３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
25日 令和元年第８回広報委員会
26日 羽村市議会タウンミーティング第3回実行委員会
27日 令和元年第４回羽村市議会（定例会）最終日
			令和元年第3回羽村市基地対策特別委員会
30日 総務委員会行政視察（岐阜県山県市）

30

革について その２」

９月

11

50

《Ｑ》児童生徒のオリンピック・パラリンピック観戦は

１日〜２日
		 総務委員会行政視察（愛知県豊田市・新城市）
３日 行政視察受入れ（茨城県水戸市議会）
７日 経済委員会行政視察（日野自動車株式会社）
			西多摩地区議長会議員研修会（奥多摩町）
		 西多摩地区議長会定例会議
10日 行政視察受入れ（北海道北広島市議会）
11日 令和元年第９回広報委員会
			羽村私立保育園協議会と厚生委員会委員との
懇談会
15日 第30回東京都道路整備事業推進大会
17日 関東市議会議長会第１回理事会
17日〜18日
		 厚生委員会行政視察（愛知県大府市・東海市）
24日 羽村市議会タウンミーティング第4回実行委員会
		 羽村市議会議員と北杜市議会議員との交流会
25日 行政視察受入れ（三重県四日市市議会）
			令和元年第１回青梅、羽村地区工業用水道企
業団議会議員研修及び施設見学
28日 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視察（瑞穂町）			
令和元年度第28回首都圏中央連絡自動車道
建設促進会議総会
29日 2019年第２回東京たま循環組合議会（定例会）
30日〜31日
			第14回全国市議会議長会研究フォーラム
２日 東京都市議会議長会理事会・定例総会
６日 三多摩上下水及び道路建設促進協議会第３委員会
６日 行政視察受入れ（山口県岩国市議会）
26日 羽村市議会タウンミーティング第１回実行委員会
			令和元年第７回議会運営委員会

８月に行われた友好親善コンサート

の統廃合について検討したか。 こうした特色ある各イベン

10月
８月

実行委員会形式で行われた
はむら花と水のまつり
（野点の様子）

市長 「はむら健康の日」

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。

しぎかいカレンダー

議会を見よう！知ろう！

●12月定例会の予定●

～次の定例会は12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。
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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。

本会議

22

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 本会議 本会議 本会議

8

議場で傍聴 ーライブで！

当日、直接議場へおいでください。

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。

■陳情〆…請願・陳情の12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

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

※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。

編 集 後 記
この秋には、超大型台風の襲来によ

り、全国的に大きな被害が生じました。

羽村市内でも、避難を余儀なくされ

た市民の方々も多くいらっしゃいました。

皆さま、ご健勝でお過ごしですか。

さて、議会 だより１２７号 が出来上

がりました。この広報紙は、９月定例会

年度決算の内容を公

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）

で審議した平成

表し、市民生活に直結する様々な施策

や事業についてお伝えすると同時に、議

会の説明責任を果たすという２つの大切

な使命を担っています。今後も議員各々

の立場や主張を明確に伝える為に
「わか

南）
編集／広報委員会

りやすい」「読みやすい」「親しみやすい」

（印

〒205−8601

議会だよりの編集に努めて参ります。

【広報委員会委員】

中嶋 勝
（委員長）

梶 正明

富永 訓正

濱中 俊男

印南 修太
（副委員長）

秋山 義徳

浜中 順

大塚 あかね

発行／羽村市議会
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「ぎかいのトビラ」は
再生紙を使用しています。
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