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一 般 質 問 通 告 書 
 

 

上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62 条第２項

の規定により通告します。 

 

令和元年 11月 21日                議席番号   ２番 

東村山市議会議長 あて           質 問 者 かみまち 弓子 

記 

 

1．台風 19 号を教訓として 
  

台風 19 号でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたします。また、被

災された皆さまにお悔やみを申し上げますと共に一日も早い復旧を願うものです。  

本市でも最大限の対応されたことに感謝をするものです。しかし、「ペットも可能か」

や「防災無線が聞こえない」「市の㏋や防災ナビの情報が重くて開けない」「いつ

の時点で避難したらいいのか」などなど、私にも問い合わせがあった。そこで、台

風 19 号を教訓として活かすために以下、伺う。 

 

 （1）災害時の情報共有について 

①平成２６年７月１６日（水）の東村山市防災会議では、『（１）東京都地域防

災計画の修正に伴う東村山市地域防災計画の修正について・・・ペット対策の

強化は、環境省のガイドラインにより、ペット同行避難への備えを必要とのこと

から、飼い主への災害対応の啓発、避難所への受入れ準備等を検討していく。』

とされている。 

また、◎東村山市避難所運営ガイドライン 平成２５年２月作成では、『P11

［避難所の利用スペース］ペットの飼育場所等を検討し、決める。』となっている。 

  そして、 ◎平成 26 年度 東村山市地域防災計画では、『P66 班長 救護班 

(健康課長)  (8) ペット対策に関すること。』とある。 

 

台風 19号の際、ペット同行可能な自主避難所は私の知るところではスポーツ

センターで、秋津公民館がゲージに入れてあればOKであったかと思われる。ペ

ット同行可能か否かは、どのような基準で決めているのか。その 2カ所以外にペ

ット同行可能な自主避難所はあったのか伺う。また、私の見たところでは事前に

HP に掲載されていなかったように思う。どのように情報を共有したのか伺うと共

に HP に掲載したのか確認する。 

 

②「防災無線が聞こえない」「市の㏋や防災ナビの情報が重くて開けない」「と

の声があったが、所管としてはどのように捉えているか。改善点は何か伺う。 
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③報道では、避難途中で亡くなられた方も多かったとのことである。「いつの

時点で避難したらいいのか」について見解を伺う。 

 

 （2）避難所等での授乳期の方へのプライバシーの配慮、セクハラ、性被害対策

を伺う。 

 

 （3）想定を超える人数が来た場合の対処について伺う。 

 

２. 誰もがいじめで泣かない東村山を！ 
  

 神戸市須磨区での教師間のいじめが報道された。長期化の背景には、学校や

市教育委員会のハラスメントに対する認識の甘さや組織風土問題が挙げられて

いる。ショックで不登校になって児童もいるとのことで 2 次被害も心配される。また、

保育士や保育園の園長による園児へのいじめもニュースになっている。誰もがい

じめで泣かない東村山にするために以下、伺う。 

 

（1）いじめの調査はされているか 

① 平成３１年度 東村山市いじめ防止等のための基本的な方針において、P6

『②早期に発見するために〇市立小・中学校全ての児童・生徒に対して定期的に

アンケート調査（年間３回以上）を実施及び分析、保存（実施年度の末より５年間）

したり、学級担任等による個別面談、悩み相談等を行ったり、学期初め等に「いじ

め発見のチェックシート」（いじめ総合対策【第２次】東京都教育委員会 平成２９年

２月）を活用するなど、児童・生徒の抱える問題の早期発見に努めるよう学校に対

して必要に応じた指導・助言を行う。』とある。 

しかし、『この方針において「いじめ」とは、児童・生徒に対して、当該児童・生徒

が在籍する学校に在籍している等、当該児童・生徒と一定の人的関係にある他の

児童・生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて

行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった児童・生徒が心身の苦

痛を感じているものをいう。』とあり、そもそも教師間のいじめは想定されていな

い。 

 

教師間のいじめやパワハラについてはアンケートなどでの調査を行っているのか

伺う。 

 

② 保育士から園児へのいじめやパワハラをどうやって調査しているのか伺う。 
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（2）長期化の背景には、学校や市教育委員会のハラスメントに対する認識の甘さ

や組織風土問題が挙げられている。いじめやハラスメントに関する研修はどのよう

に行っているのか。以下、それぞれ伺う。 

 

①校長に対して 

②保育園長に対して 

 

（3）教師間のいじめのショックで不登校になって児童もいるとのことで 2 次被害も

心配される。子どもたちの 2 次被害対策について伺う。 

 

３． 「子どもが主役」の児童クラブを 

 
9 月 3 日に開催された第 3 回東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会を傍

聴させていただいた。 

 

「令和元年 9 月 3 日に行われた第 3 回会議までの検討経過を踏まえ作成され

た中間報告書を検討会会長より受理いたしました。市では、本中間報告における

提言の内容を踏まえ、今後の対応を進めてまいります。 

 なお、児童館・児童クラブ全体に関わる今後の運営体制等の方針（グランドデザ

イン）については、引き続き検討を行ってまいります。」とのことである。 

 

令和元年９月５日 「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」における検討

状況について （中間報告）の中で、『令和２年４月に開設する学校施設を活用した

４つの児童クラブの運営体制等については、以下のとおり提言する。先行事例の

ある指定管理者制度を活用し、新たに設置される「公設民営」の児童クラブとし

て、民間活力の導入を図る。  

なお、本提言を踏まえ、必要な情報提供・周知を行う。特に、民間活力の導入に

より整備を行う４つの小学校（回田小学校・大岱小学校・秋津小学校・北山小学

校）の利用児童並びに保護者に対して必要な情報提供・周知を行い、疑問や不安

の解消に努めること。』とある。 

 

また、2019 年 11 月 17 日に開催された子どもの権利条約フォーラム 2019 に参

加した。「子どもたちは、遊ぶ、学ぶ、生きる、守られる、参加する権利を尊重さ

れ、自分らしく生きることを実感できているでしょうか？」の問いかけに、「子どもが

主役」との認識を新たにした。そこで以下、伺う。 

 

（1）「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」における第 3 回会議までの検討

会の中で、放課後児童クラブ運営指針にもある『子どもの最善の利益を考慮して 
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育成を推進すること』「子どもが主役であること」についてどのような意見があった

か伺う。 

 

（２）第 3 回の検討会で配布された「資料 1 児童クラブの機能整理イメージ図」で

は、 『引き続き公営にてその役割を担っていくべきもの』として、サービス水準等

の定期的なチェック・新たなサービス水準等のルールづくりとなっている。憩いの

家の教訓を活かし、『子どもの最善の利益を考慮して育成を推進すること』「子ども

が主役であること」を実施しているかについて、どのようなチェック体制を考えてい

るのか伺う。 

 

（３）中間報告では、『利用児童並びに保護者に対して必要な情報提供・周知を行

い、疑問や不安の解消に努めること。』とのことである。説明会は実施するのか

伺う。 
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一般質問通告書          

 

上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62 条第２項の規定

により通告します。 

令和元年 11 月 21 日           議席番号  3 番 

東村山市議会議長 様              質問者  藤田まさみ 

 

記 

 

１．小中一貫教育およびコミュニティ・スクールの取組について 

 

全国的にも東京都でみても公立の小中一貫教育に取り組む自治体が増えている。9

年間を見通した教育課程の編成、教職員による生徒一人一人の情報共有など学校側に

メリットがあるだけでなく、9 年間の義務教育の途中で友達や教職員との関係が途切

れたり、環境が変わることによる「中１ギャップ」が解消されるという点で生徒や保

護者にとってもメリットは多いと考えられる。何よりも義務教育 9 年間を通じて小学

校から中学校へのスムーズな接続を図ることは重要なことと考える。 

一方で、単純に小学校と中学校を一緒に運営すれば良いという問題でもなく、小中

一貫教育を効果的に推進していくためには、9 年間を見通した具体的な目標を立て、

教育の連続性を強化し、成果を最大限に出すための十分な準備も必要と思われる。ま

た、当市には小中一貫教育を推進していくうえでのハードルもあるのではないかと考

える。 

私自身「中１ギャップ」についての相談を受けていたこともあり、都内および多摩

地区で数校の訪問を含めた調査をした。また、小中校の連携とともに、学校と地域と

の連携を強化し住民や保護者が学校運営に参画するコニュニティ・スクールも推進し

ていくことが望ましいと考えている。以上を踏まえ、当市における小中一貫教育およ

びコニュニティ・スクールに対する取組について伺う。 

 

(1) 小中一貫教育について 

①「小中一貫教育」とはどのようなものか。またどのような類型があるか。 

②最新のデータで、それぞれの類型別に現在、全国および都内には小中一貫校は何

校あるか。そのうち公立の学校は何校か。 

 

(2) 当市の小中一貫教育への取組について 

①当市ではこれまでに小中一貫教育導入の検討がなされたことはあるのか。また今

後そのような計画はあるか。 
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②小中一貫教育を導入していくうえでハードルがあるとすればそれは何か。 

 

(3) 「中１ギャップ」について 

①当市では市立小学校および中学校で不登校児の人数を把握しているか。している

場合、小学 5 年生、6 年生、中学 1 年生、2 年生の経年の不登校児の人数および割

合を伺う。 

②現在、当市の市立中学校では「中１ギャップ」の問題はどのように把握されてい

るか。またどのような対策が取られているのか。 

 

(4) コミュニティ・スクールについて 

①現在、当市でコミュニティ・スクールは導入されているか。されている場合、ど

この学校でどのような形で導入されているか。 

②今後、コニュニティ・スクールを推進（導入校を増やす、内容を進化させる等）

していく計画はあるか。 

 

(5) 以上を踏まえて教育長に小中一貫教育に対する見解と今後の方針を伺う。またコ

ミュニティ・スクールについても同様に伺う。 

 

 

2. 恩多野火止水車苑の保全について 

 

先般、解体撤去されてしまった恩多運動公園の SL、D51684 については大変遺憾で

あるが、恩多にはまだ地元の人に親しまれている文化・観光遺産「水車小屋」がある。

平成 3 年に開設された恩多野火止水車苑は、恩多という土地や野火止用水の歴史に深

く関連のある施設であるが、整備補修がほとんどなされてこなかったため、樹木や雑

草が伸び放題で道路側からは公園内が見えなくなり、ゴミが捨てられたり、未成年者

が隠れてタバコを吸うなど、一般の人が入るのは怖い場所となり、水車小屋、東屋も

壊されたり、落書きされて見る影もなくなったこともある。しかし、地元のボランテ

ィアの方々のご尽力により壊れた個所が修繕され、ゴミ拾い、伸びた枝の伐採、除草

などでかなり改善されて現在に至っている。それでも水車が回っていないのはもちろ

んのこと、粉をひく仕組みが見える小屋の中には入れない、訪れた人が憩えるベンチ

は撤去されたまま、排水溝は土で埋まっているなど、本来の魅力を取り戻すにはまだ

まだの状態である。 

当市にはこのように少し手入れをすればきれいに蘇り、地元の人が集まって憩える

居場所となるほか、他市からも訪ねてもらえるような文化・観光資源があるが、十分

活用されていないものがあることを残念に思う。そこで以下について伺う。 
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(1) 野火止水車苑の建設に至った経緯を伺う。 

①財源となった「ふるさと、ふれあい振興事業資金」とはどういうものか。また実

際に使われた金額はいくらか。 

②建設・設計に関わった業者はどこか。市内の業者なのか。 

③その資金を恩多の水車小屋苑建設に使うことにした理由は何か。 

④当時、そのような経緯で建設に至った水車苑をどのように活用したいと考えてい

たのかを伺う。 

 

(2) 野火止水車苑の整備について 

①現在、当市で整備は行っているのか。その内容、頻度、費用を伺う。 

②地元のボランティアの方 （々恩多見守り隊、稲荷プロジェクトチーム等）が清掃・

補修を行ってきているが、この方々の活動を市では把握しているのか。また、市

としてどのように関わっているのか。 

③これらのボランティアの方々を通じて行われ、市が把握している補修内容を具体

的に伺う。 

④これらのボランティアの方々が行った整備の前後では敷地内の環境はどのよう

に変わったと捉えているか（美観、治安面など）。 

⑤恩多野火止水車苑の補修費用について業者から何らかの見積もりを取ったこと

があるか。ある場合、いくらか。 

 

(3) 野火止水車苑の今後の活用について。 

①水車小屋はかつて東村山 30 景のひとつであったが、現在はどのような位置づけ

であるか。 

②地元のボランティアの方々は野火止水車苑を自分たちでさらに整備し、イベント

を行うことも含め、当市の文化・観光資源として積極的に活用したいと考えてい

るとお聞きした。このような計画・申し出について市は受けたことがあるか。あ

る場合、どのような内容であり、それに対しどのような対応をしたか。 

③業者に頼めば補修費用は高くなるが、これまで整備に取り組んでこられたこれら

のボランティアの協力を受けて行っていけば、材料費などの必要最低限の費用で

再生可能になると考える。これについて市としてはどのように考えているか。 

 

(4)以上を踏まえて、恩多野火止水車苑の保全と活用について市長の見解を伺う。 
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一 般 質 問 通 告 書 

 

 上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62 条第２項の規定

により通告します。 

 

令和元年 11月 20日       議席番号 ４番 

東村山市議会議長 あて      質問者 鈴木 たつお 

 

記 

 

１． 姉妹都市関係を活用した観光・特産品のプロモーションについて 
  自治体間の姉妹都市、友好都市の締結は昭和 30 年代からスタートし、行政間だ

けでなく、ＮＰＯなどの団体や個人による文化、教育、観光、経済、防災そして環

境分野において交流を図っている。 

  当市は、国内では柏崎市とスポーツ姉妹都市を結んでおりテニスやバレーボール

等の大会を通じて、豊かな交流を深めている。一方海外とは昭和 39 年の市制施行

にあわせ平和都市宣言の精神を受けて、昭和 53 年に米国ミズーリ州インディペン

デンス市と姉妹都市提携を行った。そして中国の蘇州市やイ坊市とも友好都市を結

び交流を図ってきた経緯がある。 

  今回の一般質問では、姉妹都市、友好都市との関係について産業振興に着目して 

質問を行う。 

 

①姉妹都市、友好都市という明確な定義が、国は示していない。東村山市の姉妹都

市、友好都市として柏崎市、インディペンデンス市、蘇州市、イ坊市等を上げてい

るが、姉妹都市、友好都市の定義について確認する。 

 

②姉妹都市、友好都市との交流を推進する上で、東村山市民の認知度を高め、行政

と協力団体そして市民に協力していただくことは重要である。 

東村山市は、様々なテーマで市民アンケート調査を実施しているが、姉妹都市、

友好都市に関する市民アンケート調査を行ったことはあるか伺う。もし、ないので

あれば、柏崎市、インディペンデンス市、蘇州市、イ坊市が東村山市の姉妹都市、

友好都市であるという認知度をどのような方法で掴むのかについて伺う。 

 

③インバウンド効果を期待するのであれば、東村山市の観光や特産品のＰＲは、東

村山市民を対象にしたものよりも、市外の姉妹都市、友好都市の市民をターゲット

にした方が効果は大きいと考える。過去３年間で東村山市の観光や特産品をプロモ

ーションした施策と実施した経費について伺う。 

 

④東村山市の特産品や観光について、庁舎１階のホールやサンパルネの２階の東村

山市産業・観光案内コーナーで展示をしている。これら以外で展示を行っている場

所があれば伺う。また、これら展示による効果をどのように検証し認識しているか

も伺う。 
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⑤東村山市の観光や特産品を紹介したパンフレット英語版、中国版を市内で配布し 

ているが、姉妹都市が地元で開催するイベントにおいて配布をしていただくようお

願いしたことがあるかについて伺う。 

 

 ⑥東村山市の姉妹都市、友好都市が誇れる特産物や観光を東村山が認識し協力 

することは密に連携する上で有意と考える。現在、東村山市と締結している姉妹都 

市の特産物や主要産業の認識について伺う。また、姉妹都市の特産品が多摩地域で 

拡販していただくための誘致活動は行ったことがあるかについて伺う。 

 

２．姉妹都市関係を活用した産業・企業誘致について 
①東村山市の産業について海外でアピールすることや、姉妹都市の企業を市内に誘 

致する事は、経済成長を後押しする上で有効な手段と考える。東村山市の産業や姉 

妹都市の企業に関して、当市が海外の友好都市を中心にアピールすることの取り組 

みについて所見を伺う。 

 

②過去に姉妹都市の企業を東村山市に産業誘致する活動をした実績について伺う。 

 

③東村山市の観光ガイドの英語版や中国語版は来訪者向けとなっている。産業誘致 

を目的とした東村山市の特徴を記載した英語版や中国語版にした資料を制作した 

実績について伺う。 

 

④東村山市の姉妹都市、友好都市の企業間で協業することは新たなビジネスにつな 

がることが期待できる。柏崎市、インディペンデンス市、蘇州市、イ坊市の企業と 

市内事業者との協業のための架け橋について所見を市長に伺う。 

 

以上 
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一 般 質 問 通 告 書 

 

上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第６２条第２項の規定により

通告します。 

 

 ２０１９年 １１月２１日                議席番号     ５番 

東村山市議会議長 宛              質 問 者  朝 木 直 子 

 

                  記 

 

１．運動公園のＳＬ，Ｄ５１６８４の解体について 

 

（１） ２０１９年５月３０日付ＪＲ東日本テクノロジーの「報告書」について伺う。 

  

 ① １頁「現状の調査結果と対応策」について、危険性の科学的根拠が何も示されていな

いが、この調査報告書に対して何の疑問も持たなかったのはなぜか。 

 ② 「状態調査」であるにも関わらず、「早期に機関車を解体して撤去・廃棄処分された

方が得策である。」との文言に続き、解体の手順が、調査報告よりも専門的詳細に記載

されているのはなぜか。市側が頼んだのか。 

 ③ この報告書には調査日時、調査方法、調査員の人数および氏名・肩書、社印の押印な

どが何もないが、理由を伺う。 

 

（２）ＪＲ東日本テクノロジーとの契約について 

 

 ① 調査報告をしたＪＲ日本テクノロジーは、自分が解体を請け負うこと前提に報告書を

作成している。報告書の提出から見積書の提出、特命随意契約までの経過を詳細に伺う。 

 ② 見積金額１８８０万円（税抜）と契約金額１４７０万円（税抜）の差額の内訳を伺う。 

 ③ 支払いはいつか、またその際の消費税率は何％で計算したか。 

 ④ 特命随意契約とした理由を伺う。ＳＬの「解体」が地方自治法施行令第１６７条の２

第 1 項第２号に該当する理由を伺う。 

   

（３）アスベスト除去を含む工事について 

 

 ① 現場に設置された工事看板の誤りについて、誤記の箇所、および訂正の経過を伺う。 

 ② 看板の誤記等、アスベスト除去工事に不安を抱く周辺住民やＳＬ解体には反対する市

民に対して、現場の責任者は工事について「市から口止めをされている」と複数の市民

に発言し、実際に一切の工事に関する情報開示を拒否した。この点、所管は事業者に対
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して指導を行ったか否か。 

 ③ 解体した廃材の処理について、詳細に伺う。（鉄の売り払い等含む） 

 ④ 現場に土台のコンクリートが袋詰めにされて放置されている理由。 

 ⑤ 撤去現場をどう使うつもりか。 

 

（４）本件については、ＳＬ保存を継続する方法やＤ５１６８４の補修について、全国から

数多くの情報が寄せられ、またＪＲ東日本の報告書とは別の角度で科学的な根拠に基づ

いた意見書も市長に提出された。他自治体ではＳＬの解体が議会で議決された後に、中

には解体前日に、民意によって判断を変え保存が決定された例まであるが、渡部市長は

市民の署名も一切無視してＳＬ解体工事に執着し、工事を強行したのはなぜか。 

 

 

 

２．生活保護受給者金銭管理支援事業について伺う 

 

（１）次年度の委託料見積もりについて 

 

 ① 次年度の委託料見積もりは提出されているか。提出されていれば内容を伺う。 

 ② 次年度の対象者人数の見込みは所管で算出したのか。そうであれば、どのような基準

および現状を分析した上で算出したのか詳細に伺う。 

 

（２）検査から支払いまでの流れについて伺う。 

 

 ① 検査の方法について詳細に伺う。報告書の受理だけか。 

 ② 検査調書について詳細に伺う。 

 ③ 検査から委託料支払いまでの流れを詳細に伺う。 

 

（３）事業の成果について 

 

 ① 金銭管理支援事業の成果をどのように評価分析しているか。 

 ② 今後の対象者数をどう見込んでいるか。 

 

（４）本委託事業について、総括的に伺う。 
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３．本年１０月の台風１９号における対応について伺う 

 

（１） 台風１９号の災害対応および避難所運営について伺う。 

 

   ① 災害対策本部設置から解散までの経過を伺う。 

   ② 各所管の連携はどのように行ったのか。 

   ③ 自主避難所および避難所の開設の経過、各避難所の避難人数と避難の原因。 

   ④ 自主避難所および避難所開設の周知方法。 

   ⑤ 自主避難所および避難所におけるトラブルはあったか。 

また、今後の課題をどう認識しているか。 

   ⑥ 今回の台風における災害弱者に対する対応はどのように行ったか。 

 

（２）台風（風水害）時の避難所運営について 

 

   ① 自主避難所を含めた避難所の運営マニュアルはあるか。 

   ② 避難所の定員は設定しているか、また災害の種別やレベルによる避難者人数の想

定はどのような根拠に基づき算定しているか。 

   ③ 台風時は避難自体が困難になる事例が多いが、その点対策はマニュアル化されて

いるか。 

 

（３）台風等の豪雨時の河川溢水について伺う。 

 

   ① 繰り返し溢水している各ポイントについて、一定の雨量以上でどのような対策を   

     しているか。 

   ② 浸水危険区域の障がい者や高齢者等の災害弱者に対してどのようなコミュニケ

ーションをとっているか。災害時の対応を個別に相談しているか。 

 

 

                                 以  上 
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一 般 質 問 通 告 書 
 

上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第６２条第２項の規定

により通告します。 

 

令和元年１１月２１日               議席番号     ６番 

東村山市議会議長 あて              質問者  下沢 ゆきお 

 

記 

 

１．台風にも対応した「避難所」の円滑な開設に向けて 

 

１０月の台風 19号等により、東北、関東甲信越を中心に、甚大な被害をもたら

しました。当市においては、大きな被害はありませんでしたが、台風 19号のよう

な巨大台風が、いつ何時、この地を直撃するか分かりません。また、首都直下型地

震の可能性も忘れてはなりません。その意味において、避難訓練等平時からの取り

組みが重要です。今般の経験を通じ、課題、対策等について以下質問します。 

（１）自主避難所と避難所の違いを市民へ周知 

有事の際の自主避難所と避難所の性格の違いが市民に対して、十分に理解され

ていないため、現場での混乱はなかったのか、伺います。 

（２）巨大台風を想定した「避難所運営ガイドライン」へ見直しを 

現行の「東村山市避難所運営ガイドライン」では、台風を想定せず、地震を想

定した内容となっているため、避難所をどのような場合に開設するのかを見直

し、ガイドラインを改正することが急務と考えますが、見解を伺います。 

（３）地元住民でつくる避難所運営連絡会との連携 

先の台風で四中と秋津小学校が自主避難所として開設され、その後避難所に移

行していると理解しています。このような場合には、市の災害対策本部と「避難

所運営連絡会」との間で、早い段階から連絡の取れる連絡体制の構築が必要と考

えます。避難所の開設は市役所で行い、その後の避難所運営は地域住民が担うの

で、円滑な連携が求められます。この点についてどのように考えるか、伺いま

す。 

（４）第一回東村山市避難所運営連絡会（全体会）の開催を 
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 以上のような課題等を踏まえ、早急にガイドラインの改定を行い、その改正内

容の周知を図るとともに、各校の連絡会の取組事例の情報交換、課題等の共有化

を図りることで、地域の防災力を向上させることにつながるものと考えます。 

全 22校の避難所運営連絡会を一堂に会した会議を提案しますが、ご検討いた

だけるでしょうか、市長の見解を伺います。 

（５）防災情報の伝達方法の周知徹底 

先の有事の際、防災行政無線の放送内容が聞き取れなかったという声が市民か

ら多く寄せられました。防災行政無線以外の情報伝達方法を周知することも重要

ですが、スピーカーの向きを変えるなど防災行政無線システムの向上ための対応

も必要と考えます。これまでの取り組みと今後の対策について伺います。 

 

２．要支援者にとって必要な地域のつながり 

 

（１）要支援者に交付される身分証を写真入りへ 

要支援者登録制度の運用の現場では、民生委員等が要支援者宅を訪問し、防災

に関する注意点などをまとめた書類を渡し、ご様子や困りごとなどを伺うことを

されています。本制度の実施にあたって、来訪時には身分証を提示するのですか

ら、少なくとも写真入りの身分証に変更することを提案します。ご見解を伺いま

す。 

（２）要支援者名簿に登録された情報は、地域の関係機関に提供され、緊急時の支

援やそれぞれの団体の活動の中で活用されることとなります。その中で、市役

所が民間事業者と協定を締結して、事業者の日常業務の中で見守り活動が行わ

れている「みまもり支援」の現状について、伺います。 

（３）これまでに、事業者が見守り活動をしていて異変に気づき、相談のあった事

例はあったのか、伺います。 

（４）家庭ごみの個別収集が導入され、生活環境も変わりましたが、一方、市内に

は都営住宅等に住む要支援者にとって、地階までのごみ収集所への持ち込みが

容易でない方もいます。自治会であったり、隣近所で支えあったり、地域地域

で様々な活動をされています。要支援者から「ごみ出し」について、相談はな

いか伺います。 

（５）対策として、ごみ出しの支援を希望する要支援者に対して、個別収集とは別

に「見回り回収」など当市の制度として検討できないか、市長の見解を伺いま

す。 



                                            

No.１ 

一 般 質 問 通 告 書 

 

 上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62条第２項の規定

により通告します。 

令年元年１１月２０日                       議席番号     ７番 

東村山市議会議長 あて                  質問者 小林 美緒 

記 

 

１ Be better,together より良い未来へ、ともに進もう。 

 

 東村山市が中国のホストタウンとなり、事前キャンプの覚書を交わし、いよいよ東

京２０２０オリンピック開催まで２５０日・パラリンピック開催まで２８０日を切り

ました。先日、日本で開催されたラグビーW杯選手キャンプ地では、選手をはじめと

するサポーターの姿が街中で頻繁にみられ時間とお金に余裕のある富裕層が長期滞

在し、周辺観光などのコト消費需要の高まりがみられたと言われています。観客動員

数は１７０万人、JNTO によると訪日外客数は２０１８年９月と比べ、５.2%増の

2,272,900人となっています。また、何より日本大会は「開催国として最高だった」

と謙虚で歴史的なホスト国と高い評価を得ています。リピーターも多く来日するだろ

うと言われる中、当市としても引き続き万全な準備に努め、２０２０年を大成功に収

められるよう以下、質問します。 

 

【１】これまでの取り組みについて 

① 中国蘇州市の少年サッカーチームとの交流事業は今年で３年目を迎えた。昨年度

からは中央公民館での報告会なども行っている。２０２０年度の交流予定と、こ

れまでの事業成果について伺う。 

② 先日、中国より朱雨玲選手をはじめとするナショナルチームの選手が東村山に来

て市民との交流をはかった。これは、本国でも有り得ないほど貴重な体験だと聞

いている。事前キャンプ地候補として様々な取り組みや、中国側とのやり取りな

どがあったかと思うが、これまでの卓球の事業での成果を伺う。また市内ではど

ういった機関との連携が行われているのか伺う。 

③ 東京２０２０オリンピック・パラリンピック音頭を通じて市民の気運醸成を推進

しているかと思うが、現状での取り組み内容、成果、今後の取り組み予定につい

て伺う。 

④ ボッチャの大会を予定しているが、これまでの取り組み内容、今後の取り組み予

定、展望を伺う。 

⑤ 教育現場でオリンピック、パラリンピック気運醸成に向けての推進事業、授業内

容などを伺う。 

⑥ プロジェクトチームが発足したと伺っているが、内容について伺う。 

⑦ 産業祭ではスポーツ体験ブースを展開し、市民への周知をはかっていた。これに

ついて成果等伺う。 



                                                                                  No.2 

⑧ 以上の取り組みについて、これを継続していくことで２０２０年に期待すること

を伺う。 

 

【２】２０２０年について 

① 事前キャンプ地の覚書は交わしているものの、現状ではキャンプについては確定

ではないと理解している。現段階で確定している当市として２０２０年に関われ

ることとしては、７月１４日に全生園にくる聖火リレーかと思う。これについて、

わかる範囲で計画内容を伺う。 

② 所管として、決定ではないものの「このような取り組みをしたい」と考えている

ものがあれば伺う。 

③ 事業への予算配分は都補助なども不透明である場合も考えられる為、悩ましいと

思うが子供たちや市民にとってのレガシーであり将来への投資であると考える、

またハード面の整備についてもネーミングライツなども活用して積極的に進め

て欲しいと思う。②について、またその他についても課題があれば伺う。 

 

【３】訪日外国人を掴む、インバウンド対策について 

① 先日の産業祭では一部店舗がキャッシュレス対応となっていたが、その経緯と反

応、効果などを聞いていれば伺う。 

② １０月の増税以来、消費者還元制度が導入され、市内にもキャッシュレス端末（特

にスマホ決済）を導入している店舗が増えてきたと実感している。市として把握

していることがあれば伺う。 

③ 訪日外国人（特に事前キャンプを想定すると中国人）が市内に多く来た場合、使

用できるものと、できないものがあるが把握しているか伺う。また、そういった

アドバイスを出来る状況にあるか伺う。 

④ 準備という面からみて、特に観光スポットと飲食店には訪日外国人は訪れると考

える。必要なツールとして店舗位置、メニュー、観光スポット、マップが一緒に

なったものを（スマホで閲覧）準備する必要があると考える。見解を伺う。 

⑤ また、市内には多くの祭りや行事がある為、そのコンテンツを使って呼び込むと

いうことも可能であると考える。見解を伺う。また来年以降の開催について各団

体などにアドバイス等しているか伺う。 

⑥ 個人店の支援という点では、どこまで力を注げるかという面において難しさもあ

ると理解するが、市や商工会が出来ることはまだあり、するべきと考えるが、ど

のような支援が考えられるか伺う。 

⑦ 世界各国が SDGs の取り組みを開始している中で、日本は「地方創生」と SDGs

の推進を連動させるという特徴を持って進めている。自治体と企業、市民一人一

人の意識改革や生活行動の変革が大事であり、この東京２０２０オリンピック・

パラリンピックも SDGs のコンセプトを掲げ取り組んでいる。環境・社会・経

済が循環する、そのうちの経済ビジネスの大きなチャンスがある。これを契機に

持続可能なまち、そして商店を多く持つ為にも先回りした支援が必要ではないか

と考える。今後の経済交流という面から見てもインバウンドのみならず、２０２

０年以降はレガシーとしてアウトバウンドをしっかりしていきたい。市長の考え

を伺う。 
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一 般 質 問 通 告 書 

 

上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62 条第 2 項の規定

により通告します。 

 

令和元年 11 月 21 日                 議席番号     8 番 

東村山市議会議長 あて              質 問 者 清水 あづさ 

 

記 

 

 

1.前川の徳蔵寺橋付近における溢水被害防止対策 

前川への水位測定システムの導入により、地域周辺の皆様は水位状況をリアルタイ

ムで把握していただけるようになりましたが、台風 15 号、19 号、大雨と次々と襲っ

てくる災害の溢水被害に大きな不安を抱きながら生活をされています。中でも徳蔵寺

橋付近は、橋脚の部分が川幅を狭めて浸水被害の要因となっているのか、長い間付近

の住民の皆様は水害と向き合う日々を送っています。 

そこで、上流の廻田町や野口町でも浸水被害の発生のある前川流域の溢水対策と、

徳蔵寺橋付近の被害防止対策について伺います。 

① 今回の台風、大雨の前川溢水による被害状況について伺う。 

② 小瀬川橋、小川橋、徳蔵寺橋の安全性について伺う。 

③ 前川流域は令和 2 年度迄、雨水流出抑制重点地域として貯留施設設置の補助金

が拡大されていますが、設備の進捗状況を伺う。 

④ 地域で取り組むことで災害対策になり、各家庭が雨水を再利用することで節水

にもなる、この設備の令和 3年度以降の取り組みについて伺う。 

⑤ 徳蔵寺橋下の排水口からの雨水の水量を伺う。 

⑥ 徳蔵寺橋下で⑤の雨水と前川が合流することにより、水位の上昇の原因になる

と思われるが、この場所に排水口がある必要性を伺う。 

⑦ 過去 5 年間において、前川全体の溢水対策として実施してきた取り組みと成果

について伺う。 

⑧ 平成 26年度、東京都豪雨対策基本方針に基づく公共施設における一時貯留施設

等の設置に対する支援の進捗状況を伺う。 

⑨ 雨水貯留施設の整備により、溢水の危険性は低減できると考えますが、徳蔵寺

橋付近の住民が求めているのは、長期的な取組みではなく、短期的にできる取

組み、実効性のある取組みを求めています。現在、短期的にできる取組みとし

て検討している内容があれば伺う。 

⑩ 今後の徳蔵寺橋付近の溢水対策として市長の見解を伺う。 



No.2 

 

2.もしもの時、あなたや私の命を守るために 

毎年のように日本の何処かで起きる災害に、私たちは常に命の危険と隣り合わせの

状況に追い込まれています。東村山市では、防災ガイドマップの発行で「自助」「共

助」「公助」の【防災の基本理念】の意義を周知すると共に、３つの「助」が最適に

機能する事による災害に強い体制作りを、又、防災ナビの活用により、市民の皆様や

関係機関からの災害情報で迅速な災害対応力の強化を目指しています。 

当たり前の日常が一変してしまう災害に立ち向かっていく為に、私たちはどのよう

な行動をとれば良いのか、以下伺います。 

① 今回の台風、大雨での被害状況を伺う。 

② 台風 15号、19号、それぞれの避難所開設による避難者人数を伺う。 

③ 台風 15号では防災無線が聞き取れない方や、インターネットが出来ない方から、

避難所の確認など情報の周知に不安な声があがったが、どの様に振り返り、改

善したのか伺う。 

④ 台風 19号では③での改善点を活かすことが出来たのか伺う。 

⑤ 今回の風水害での所管、及び消防団の対応や活動について伺う。 

⑥ 指定避難所と自主避難所の違いについて伺う。 

⑦ ペットと一緒の避難はどこまで可能なのか、又、さらに拡充していくための課

題を伺う。 

⑧ 避難してきた市民の皆様から、要望や意見が有ったのか伺う。 

⑨ 防災ナビの登録者数を伺う。今回の風水害時の相互発信のなかでの効果と改善

点を伺う。 

⑩ 災害時の正確な情報把握に役立つ【防災ナビ】を多くの人に利用して頂くため

に、今後の取り組みについて伺う。 

⑪ いざという時の救命処置方法の一つである AEDの使い方講習の必要性について

伺う。 

⑫ 平成 26年度に策定された【東京都無電柱化推進計画】の更なる加速の考えの中

で、市内の無電柱化の進捗状況を伺う。又、今後の方向性を伺う。 

⑬ 災害時の地方自治体や民間事業者との相互協定の締結で広域的な公助の推進と

共に、自衛隊の支援などの速やかな受け入れの取り組みについて伺う。 

 



9番 佐藤まさたか P.1 

 

一 般 質 問 通 告 書 
 

上記の件について下記のとおり、会議規則第 62 条第 2項の規定により通告します。 

 

令和元年 11月 21日               議席番号     9番 

東村山市議会議長 様               質問者  佐藤 まさたか 

記 

 

１．誰もが生き心地のよい東村山をつくるために 

～精神保健福祉行政の進展を願って～ 

 

差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる地域社会を実現させていくことは、

私たち共通の責任であり、当市行政においても、日々、全庁挙げて鋭意取り組まれ

ているものと理解している。その上で、今回は精神保健福祉行政に焦点を絞り、当

市の現状と課題について議論したい。 

 

１）「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」等について 

入院医療中心から地域生活中心へ、という理念のもと、国では、それを支える仕

組みとして、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」を掲げ、精神障がい者

が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、

障害福祉・介護、住まい、社会参加（就労）、地域の助け合い、教育が包括的に確保

されたシステムの構築を目指している。当市における取組みがあるべき方向へしっ

かりと進むことを願い、以下伺う。 

① 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」とは何か。それが示され

た背景、要因、経過等を伺う。 

② 国が示す「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業（地域生

活支援促進事業）」並びに「同支援事業」の内容を伺う。 

③ これに対する当市の考え方、対応を伺う。 

④ 推進事業として 11 事業が挙げられている。「保健・医療・福祉関係者による協

議の場の設置」については必須とされているが、当市においてはどのような状況な

のか伺う。 

⑤ 今年度新たに加えられた「普及啓発に係る事業」への当市の取組みを伺う。 

⑥ ピアサポートの活用、アウトリーチ支援についての状況と、今後の取組みを伺う。 
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⑦ 精神障がい者の地域移行関係職員に対する研修の充実も重要とされる。現状と課

題があれば伺う。 

⑧ 国が示す構築プロセスの PDCA サイクル「地域の課題の共有」「目標設定」「個

別の支援を通じた連携構築」「成果の評価」について当市の状況をご説明願いたい。 

⑨ 国も都も、地域移行が想定していたようには進んでいない、としている。その理

由や背景を伺う。 

また、地域移行及び地域定着の給付状況を見ると、区部が総じて市部より高く、

特に江戸川区が突出している。多摩 26市においては府中市が高く、狛江市は地域

定着の実績が高い。それらの理由と共に、当市の状況についてご説明願いたい。 

⑩ 関係者が参加している場として、当市では「精神保健福祉ケア検討会」が活発に

開催されていると受け止めている。その位置づけ、意義、構成、おもな議論や課題

等について伺う。 

⑪ 都の資料（「平成 30 年度版 東京都の精神保健福祉の動向 多摩地域編）によ

れば、「庁内関連部署と連携」の欄に、当市は「庁内関連部署と随時連携」とある。

たとえば、生活保護所管、障害福祉所管、高齢介護所管はどのように連携し、成果

をあげているのか。それぞれに指定管理者や委託を含め民間事業者も多い。具体的

な事例で説明いただけるとありがたい。 

 

２）ひきこもりへの支援について 

  ひきこもりへの支援については、議会においても度々取り上げられ、答弁もされ

てきたが、市として「ひきこもりの窓口」といえる部署は明確ではなく、実際のケ

ースについてどう連携しているのかについても見えてこない。そこで改めて伺う。 

① 生活保護や生活困窮者支援にあたる生活福祉課、若者支援を担うとされる社会教

育課でキャッチした事案についてどのように対応されているのか。関係部署への繋

ぎも含め、できれば事例を挙げてご説明願いたい。 

② 地域包括支援センターが高齢者対応・支援を進める中で、8050と言われるよう

な支援の手が全く入っていないケースを発見することも少なくないと聞く。障害福

祉課との連携をはじめ、どう対応されているのか。解決に至った事例があれば伺う

と共に、就労支援以前の問題として深刻な課題と考える。見解と、今後どう取り組

みを進めていくのか伺いたい。 
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３）自殺対策の推進について 

平成 22年 12月の一般質問で「生きる支援としての自殺対策」として初めて取

り上げて以来、幾度となく対策の推進を求め、29年 12月議会では市としての計

画策定についても具体的な話をさせていただいた。そこで伺う。 

① 30年度中には、としていた計画策定は、今どうなっているのか伺う。 

② 「いのち支える自殺対策推進協議会」の開催状況、議論の概要、開催している所

管としての受け止めを伺う。 

③ 会議は非公開とされているが、その理由を伺う。開催後は、会議録や資料を公開

いただきたいと思うが、どうか。 

④ 計画策定に当たり、市は、その過程こそが重要、としてきた。であれば、たとえ

ば、精神保健福祉行政に携わる事業所は市内に複数あるが、それら現場の声はどう

反映されているのか。また、すべての市民が自分ゴトとして受け止め、共に考える

取り組みはどう進めるのか伺う。 

⑤ 計画に盛り込むべき基本パッケージ（ⅰ～ⅴ）について、それぞれそのような議

論、状況にあるのか伺う。 

ⅰ地域におけるネットワークの強化 ⅱ 自殺対策を支える人材の育成 ⅲ 住

民への啓発と周知 ⅳ 生きることの促進要因への支援 ⅴ 児童生徒のＳＯＳの

出し方に関する教育 

⑥ 当市としての重点はどこに置き、どう取り組んでいくのか。今後のスケジュール

を含めて伺う。 

 

４）地域生活支援拠点の整備について 

国は、障がい者等の高齢化・重度化や「親亡き後」を見据え、令和 2年度末まで

に各市町村又は各圏域に少なくとも地域生活支援拠点等を一つ整備することとし

ている。そこで伺う。 

① 当市の現状と取組みについて伺う。 

② 東大和市では「整備に関する基本方針」を本年 3月に当事者も参加して定める中

で、現状の見える化を図り、課題と自治体としての基本方針を明らかにしている。

このことへの見解を伺う。 

 

５）オープンダイアローグの導入など、わが国の精神保健福祉行政の新たな展開、進

展を求める動きもあると聞く。今後の重点、要諦について、市長のお考えを伺う。  
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一 般 質 問 通 告 書 
 

上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62 条第 2 項の規定

により通告します。 

 

 令和元年 11 月 21 日               議席番号    10 番 

 

東村山市議会議長 あて              質 問 者  白石えつ子 

 

記 

1.日本の食環境は、ゲノム編集食品でどう変わるのか！ 

 

 令和元年 10 月 1 日消費税増税と同時にゲノム編集食品が日本でも解禁になりま

した。今や、食べ物を人工的に作ることが、企業では主流になり、競争も激化して

います。日本の食環境は、ゲノム編集に限らず、遺伝子組み換え食品、種子法廃止

など危険の一途です。私達消費者には、どのような物で作られたのかトレーサビリ

ティーにあたる履歴を知る権利と選ぶ権利が必須です。特に、食を選べない子ども

達の食環境を守るのは、大人の責任と考えます。日本の食、家庭の食は、新たな遺

伝子操作ゲノム編集により、どう変わるのかについて以下質問します。 

   

  1. 農業技術である育種や品種改良とはどのようなものか概要を伺う。 

 

  2. 遺伝子組み換え（ＧＭＯ）技術とは、どのようなものか概要を伺う。 

 

  3 品種改良と遺伝子組み換えとゲノム編集技術を比較した違いと国のルールを

伺う。 

 

4. 新たなゲノム編集技術を活用した日本での研究、栽培されている代表的なも     

    のと、企業のゲノム編集食品への参入の割合と国の今の動向を伺う。 

 

  5.  ゲノム編集食品の安全性審査に関して、海外(米国・ＥＵ等)との違い・動向

と消費者の知る権利を行使できる予防原則についても伺う。 

 

 6.  先行してアメリカでは、ゲノム編集の大豆の栽培面積は、急速に拡大して 

    いる。日本の参考になると思われるアメリカでの企業と消費者の動向はど
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うか伺う。 

 

  7 ゲノム編集食品は、遺伝子組み換えでない表示を米国では認めています。そ

れに倣う日本で一番危険なのは、給食です。大量に決まった材料を必要とし

ます。給食食材には、食品安全選定基準を設けていますが、安全性を確かめ

る対策はどう取り組んでいくのか伺う。 

 

  8. 益々、日本の食環境が脅かされる可能性があるゲノム編集食品を、知らずに 

    市民も口にする可能性があります。市民の生命と財産を守る事が大命題です

が、どう市民に告知し、知る権利や選ぶ権利を保障していく対策をどう考え

ているのか、一自治体としての見解を市長に伺います。 

  

 

2.東村山市「子どもの権利条例」の制定を！ 

国連 子どもの権利条約から 30 年、日本が批准してから 25 年。今、子ども

達のおかれている現状は、虐待、いじめ、不登校、貧困など、尊いいのちが脅

かされています。本市でも、乳児遺棄事件が新たに起きました。どんな状況に

あっても、子どもは誰のものでもない尊い存在です。子どもが権利の主体であ

ることを保障する、東村山市「子どもの権利条例」を制定し、共に育ちあう環

境を地域に作っていくことが必要です。そのための課題や問題点は何か、以下、

質問していきます。 

  

  1.. 子どもの基本的人権を保障する「子どもの権利条約」が国際基準で認められ

ている代表的な 4 つの権利は何か、今年 2 月に子どもの権利委員会より出

された日本への勧告は、多岐に渡ります概要を伺う。 

 

  2. 子どもの権利保障を図る総合的な条例を制定する自治体は、現時点全国での

数、東京都の数を、東京都で子どもが主体的に関わっている自治体、オンブ

ズパーソン制度を設けている自治体はあるか伺う。 

 

3 東京都子どもを虐待から守る条例が制定されています。制定の背景や 

  目的、定義の概要を伺う。条例が制定されたことで、本市の虐待対策にどう

反映されたか伺う。 

  

  4. 子どもが生まれながらに持っている権利を認識するのは、大人の役割と考え
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ます。特に、保育、教育に従事する人達が子どもの権利を学ぶべきと 

  考えます。学ぶ機会はあるか、児童虐待防止法改正等でどう変わったか伺う。 

 

5.  「子ども・若者育成支援推進法に基づき、平成 28 年に制定された「子ども・

若者育成支援推進大綱」にある困難を有するニート、障がい、非行、ひきこ

もり、不登校状態にある子ども・若者やその家族への支援対策についてどう

連携を取られてきたか、成果と課題を伺う。 

 

6. 子ども達は、障がいの有無に関わらず共に遊ぶことで、お互いの違いを学び

育ちあう機会になります。冒険遊び場など子どもを尊重する自由な居場所が

誰にも必要です。小金井市、世田谷市、町田市などでも常設のプレーパーク

があります。これは、子どもの学ぶ権利や遊ぶ権利、生きる権利を保障する

ことにつながります。子どもの権利条約や障害者権利条約に照らし、民間と

の連携で実現するべきと考えます。見解を伺う。 

 

7.  世田谷区では、母子手帳に子ども権利条約を入れいます。本市でも、子ども

は誰のものでもないことや子どもの 4 つの権利を知ることで、多様な人達の

理解につながると考えます。国からの指導はどうなのか、反映されていない

理由を伺う。 

 

  8. 令和 2 年度～6 年度を計画期間とする「第 2 期東村山市子ども・子育て 

    支援事業計画」に、子どもの意見集約、公民館、児童館、図書館などに 

    子どもが主体的に関わる仕組みは盛り込まれるのか、現状を伺う。 

 

9. 子どもを権利の主体として位置付ける「子どもの権利条例」制定について 

  総括的に市長に見解を伺います。 

 



NO.1 

 

                  

一 般 質 問 通 告 書 

 上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第６２条第２項の規定

により通告します。 

 

令和元年 11 月 20 日              議席番号   １１番 

東村山市議会議長 あて           質 問 者    横尾たかお 

 

記 

 

１.災害情報を市民にどう伝えるか！ 

 

 先月 10 月 12 日に日本上陸し甚大な被害を及ぼした台風 19 号。 

改めて、被災された方々にお見舞いを申し上げます。 

当市においても、自主避難所・避難所を開設し対応された。防災減災の取り組みは、

公明党として、政治の中心軸に置いていくとの理念から、今後の対応含め質問する。 

 

（1） 市民への情報伝達のあり方とは 

 

① 市民から「防災行政無線が聞こえない」との声が以前からあったが、 

今回の台風 19 号ではどうであったか。 

 

② 防災行政無線の調整は設置から現在まで、どのように行ってきたか。 

 

③ 防災メール、防災ナビ及び防災行政無線の内容を確認できる電話番号の登録の

推進強化をどのように取り組まれているか伺う。 

 

④ 電話がつながらない時があり、防災メール、防災ナビを利用できない高齢者等

から不安の声も耳にした。防災行政無線電話応答システムは、同時に何回線つ

ながるのか。また、課題と考えるものがあれば伺う。 

 

⑤ 市民が情報を取得するための推進強化にあたっては、自治会、町会、各種任意

団体、民生委員、社会福祉協議会、福祉協力員、小中学校 PTA など、あらゆ

る団体の協力を得て推進するべきと考える、見解を伺う。 



NO.2 

 

⑥ 市の HP にアクセスが集中し、防災ナビからも情報がとれない状況があった

と認識している。市としてはどのように把握していたか、見解を伺う。 

 

⑦ ⑥の対応については、周辺市ではヤフーと災害協定を締結し、アクセス集中へ

対応している。当市では検討されているか伺う。 

   （26 市中 20 市 1 町 1 村が協定を締結済み） 

 

⑧ 防災ナビの災害レポートもアクセス集中により、他の人が投稿したものが確認

できない状況にあった。サーバーなどはどのような仕様になっているのか、伺

う。 

 

⑨ 「防災ナビ」災害レポート投稿方法について確認する。投稿する際には、現場

で写真を撮り投稿することとなっているが、安全に投稿してもらう観点から、

この仕様は改めるべきと考えるが、見解を伺う。 

 

⑩ 以前、議会でも「わたなべ英子議員」から提案があった、Twitter によるレポ

ートに対しても再考すべきと考えるが、見解を伺う。 

 

 

（2） 避難所の運営について 

 

① 台風 19 号の避難所開設について「避難所」ではなく「自主避難所」を開設し

た経緯を伺う。 

 

② 「自主避難所」の開設するタイミングならびに告知のタイミングについては、

どのように検討されたか。また、前日あるいは前々日に決定および告知するこ

とは検討されなかったのか伺う。 

 

③ 「自主避難所」については、防災ガイドマップには具体的な表記が無い。  

「避難所」と「自主避難所」の違いについて、周知することが必要と考えるが

いかがか。 

 

④ 「自主避難所」が「避難所」にあらためて変更となった場所がある。この際の

対応は変わるものなのか伺う。（例えば、避難所→飲食料提供あり。自主避難

所→飲食料提供なしなど） 



NO.3 

 

⑤ 「地域防災計画」および「防災ガイドブック」では、ペットの同行避難を容認

している。今回の各避難所において対応がまちまちだったという話をきている。

避難所での「ペット」の対応について、今回の「自主避難所」においてもペッ

ト同行避難は可能だったのか伺う。 

 

⑥ ペットとしての定義が非常に不明確であると考える。「避難所」の中には原則

ペットは入れないと認識しているが、いかなるペットであってもケージ等で自

由に動き回れない状態を想定しているのか伺う。 

 

⑦ 避難所内での、動物性アレルギーが発生する可能性についても含め「避難所」

および「自主避難所」のペット対応を明確化し、周知する必要があると考える

見解を伺う。 

 

⑧ 「避難所」となる学校体育館の空調設備の調査を行ったと思うが、結果はどの

ようになったか伺う。 

 

⑨ 近年の異常気象や今回の台風 19 号での市民の避難行動からみても「避難所」

となる学校体育館への空調設置は速やかに整備が必要であるとあらためて感

じた。設置の是非についてどのように考えているか、市長に伺う。 

 

⑩ 防災教育の更なる充実が必要と考えるが、教育部および環境安全部の見解を伺

う。 

 

⑪ 風水害対応（台風への対応）については「避難所」「自主避難所」の開設のタ

イミングや運営の方針（短期間での避難におけるペット同行避難なども含め）、

市民への周知など見直しが必要と考える。今回「自主避難所」を開設し数多く

の方が自主避難をされたことも含め、見解を伺う。 

 

⑫ 観測史上最高と予想されていた台風 19 号であったが、当市の被害として今

までの防災減災に尽力したことにより最小限にくいとめることができた。   

しかしながら、未だ床上床下浸水や道路冠水があることも受け止めなければな

らない事実である。今回の対応の総括も含め、今後防災減災にどう努めていく

かを市長に伺う。                
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一般質問通告書 
 

 上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62条第２項の規定

により通告します。 

 

令和元年 11月 21日                 議席番号   １２番 

東村山市議会議長 あて                質問者 渡辺 英子 

 

記 

 

１．選ばれるまち、東村山へ 市民窓口としての HP 

 

 公共サービスのこれからを考える時、市民対応は二極化していくことが想定されて

いる。これまでも書かない窓口やワンストップ窓口など、公明党としても窓口業務に

ついて寄り添い型のご提案をしてきた。こうした寄り添い型サービスと同時に、もう

一極で共働き世帯が増える中、「市役所に来なくても手続きができる」、あるいは「市

役所滞在時間を最短で済ませることができる」サービスが求められている。 

 

（1）ホームページ（HP）アクセス数の変遷 

①HP 開設時から市民の情報獲得の方法に変化があるか。HP アクセス数の変遷をト

レンドで伺う。どのように分析しているか。 

②市民の意見を聞くチャンネルを東村山市では多数用意しているが、利用形態の選択

に変化はあるか。 

 

（２）若い世帯の変化を見る 

①20 代～40 代の東村山市の共働き世帯の推移を伺う。（数字ではなくトレンドで） 

②窓口業務において、共働き世帯に対して必要なサービスとはなにか。見解を伺う。 

 

（３）市役所の手続きのために「有給をとらなくてよい市」になるために 

①電子自治体というと、オンラインですべてができるシステムの構築に一気に話が進

みがちだが、その手前で、1回で用事を済ませるために必要な書類、窓口、必要時

間がわかることが重要だと考える。 

四條畷市や鎌倉市などで導入している「暮らしの手続きガイド」も参考になる。 

転入手続きを例に、HPでの案内の難しさについて伺う。 

②第 4次総合計画後期基本計画施策４－４－１「情報環境の整備」には、「電子自治
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体の推進による市民に身近な行政サービスの利便性の向上」がうたわれ、創生総合

戦略でも「情報環境の充実」が挙げられている。第 4次総合計画策定からこれまで

の取組みを伺う。 

③第 5 次総合計画の策定を進めているが、現段階で電子自治体への取り組みについ

てどのような方向性を持っているか。 

 

（４）これまで行政サービスはすべての人に平等に恩恵があるものを重視してきたが、

情報の獲得について世代間格差があることをふまえ、20 代～40 代に選ばれる自

治体になるために、市民サービスの方向性を整理し、エッジのきいた施策に踏み出

すことが必要になると考える。渡部市長に伺う。 

 

 

２．選ばれるまち、東村山へ 教育水準向上のために 

  

平成30年度決算で東村山市の小中学校における学校図書館の標準図書数について

質疑した際、「市内の公立図書館からリサイクル本を利用する、また学校が必要な時

期に必要な本を購入できるよう予算配当などを行っている。また本を選定する際には

図書館担当教諭や学校図書館司書が連携した中で授業が充実するための教科書関連

の本や調べ学習用の本を重点的にそろえたり、読書意欲が高まるように一人ひとりの

個性や発達に合わせた本を揃えており、学校図書の質の向上と充実に努めているとこ

ろである。」との答弁だった。 

 学校図書の充実については、教育水準の向上は 20代～40代に選ばれるまちにな

るために重要な条件であることから、量と質の両面から確認したい。 

 

（1）量的な充実、標準冊数の充足率について 

①平成２８年１０月１３日文部科学省児童生徒課作成の平成 28年度「学校図書館の

現状に関する調査」の結果について、見解を伺う。 

②平成 30年度末の市内小中学校各校の蔵書数、購入数、廃棄数、標準冊数に対する

充足率を踏まえて、最低と最高及び平均を伺う。 

③②や周辺市との比較を踏まえて、見解を伺う。 

 

（２）質的な充実、廃棄基準及び図書購入費について 

①平成 30年度の市内小中学校の学校図書費決算額を踏まえ、最高と最低及び平均を

伺う。 

②このような差額が生じる理由を伺う。 
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③図書を置く場所が足りないというご意見もあるが、昭和時代の百科事典や読まれな

い本などは廃棄する必要がある。現行の廃棄基準を伺う。 

 

（３）次の 10 年間の総合計画を考えるうえで、20 代～40 代に選ばれるまちにな

るために、教育水準の向上は重要な条件であり、SDGｓの観点からも第 4のゴール

「質の高い教育をみんなに」にも呼応するところである。 

学校図書の充実は目に見えない空気のような環境づくりであり、特に子供たちの読

書習慣が育つ小学校においては大人たちの責務であると考える。渡部市長の見解を

伺う。 

以上 



一般質問通告書 

上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62 条第 2項の

規定により通告します。 

2019年 11月 21日                議席番号   13番 

東村山議長あて                 質問者  山口 みよ 

記 

一 運動公園内蒸気機関車のアスベスト除去作業について 

（1） 工事工程表によると 9 月 10 日から 9 月 16 日までに負圧養生を行うとな

っている。しかし、17日になっても負圧養生をしていなかったがなぜか 

（2） 14 日には網ネットの仮囲いのまま、アスベストがある前面の窯の蓋が開

けられ作業を行っている。また、テニスコート側のシリンダーに巻き付け

てあるアスベストにも作業をしていた。近くにいた人は、ガスで鉄を焼い

ているような異臭とのどの痛みを訴えていた。機関車のわきにガスボン

ベがおいてあり、網越しに炎が見えていた。施行計画書には「負圧除塵装

置は粉塵飛散抑制吹き付けから除去完了まで常時稼働させる」となって

いる。現場監督の方は、アスベストには触らず、飛散防止の液体を吹き付

けただけなので問題ないと言っていた。負圧養生をする必要がなかった

のか。 

（3） アスベスト除去作業をするときは除去作業をする事業者名と住所、連絡

先、責任者名、日程などを掲示しなければならないはずだが、行政として

認識していたか。 

（4） その後、通報により基準監督署から指導が入ったようだが、どのような指

導があったか。その内容をうかがう・ 

（5） アスベスト調査結果が一度も掲示されていなかったがなぜか。市として

確認をしていたか。 

（6） 「解体などの作業に関するお知らせ」看板に掲示してある内容を確認し

ていたか。 

最初建てられた看板は、工事現場が長野県になっていたが、その後書き換

えられた。 

さらにそのあと、会社名、社長名、事業所の住所まで市民から指摘され、

何度も書き換えている。アスベストの種類もクリソタイルから毒性の強

いクロシドライトに書き換えられ、市民から指摘されるとまたクリソタ

イルに書き換えた。単に間違えたでは済まされないことではないか。発注

者としての責任をどのように考えているのか。また、住民への不安に対し



ての責任はないのか。 

（7） 契約書で解体撤去物の中に土台のコンクリートが入っていないのはなぜ

か。 

（8） コンクリート土台は今後、どのように処理するのか。また、撤去する場合、

撤去費用はいくらかかるのか。 

（9） 機関車は鉄としても高く売れると聞いている。いくらで売却したのか。 

（10） 市長に伺う。解体工事をなぜ、随意契約にしたのか。解体費用が全国の例

と比較して、東村山の場合高すぎると思わないか。なぜ、市民からの声や

他市の経験に耳を貸すことをしないのかその理由をうかがう。 

 

二 学校の中でジェンダー平等を推進せよ 

 9月議会でも質問したが、その後の状況をうかがう。 

（1） 性別によらない名簿について 

① 東村山市では 8 校中 7 校が男女別名簿である。男子が先で女子が後とな

っているところは何校あるか。 

② 性別によって順位が決まっていると、性別のジェンダー刷り込みの問題

がある。 

また、性的マイノリティの子どもにとっては苦痛である。 

堺市では全小中学校で 100％、山口県では高校まで 100％、混合名簿を

実施しているという。混合名簿を実施した学校では、男女の壁が消えて雰

囲気が明るくなったと聞く。東村山市でも各学校に、実施するよう指導す

べきと考えるがいかがか。 

 

（2） 性別で固定された制服・標準服の見直しを 

① 心の性と体の性が異なる子どもたちは、ほとんどの場合、不快感をもっ

て過ごしていると考えられる。誰にも相談できず、毎日を悩みながら過

ごしていることを考えれば、見直しを早急に推進するべきと考えるがい

かがか。 

（3） 子どもたちが相談しやすい窓口設置を 

① 市の子ども相談室のホームページはわかりやすいが、ここに「性の悩み」

も追加できないか。 

（4） 学校長をはじめ教職員の人権教育はどのように行われているか。 

研修時間、内容について 

三 実態に即した避難所設営を 



（1） 避難所の設置場所の見直しが必要と考えるが対策はどのようにとってい

るか。冠水や橋の撤回などがあれば通行不可となる。 

（2） 要支援者（高齢者・障がい者など）が、一人で避難所に行けないとき 

などへの配慮はどのように考えているか。 

（3） 自主避難所に来られた方たちへの対応はどのようになっているか。 

臨機応変の対応が必要ではないか。 

 

 



   14番 浅見みどり 
 

 

 

一般質問通告書 

上記の件について、下記のとおりに質問したいので、会議規則第６２条第２項の

規定により通告します。 

２０１９年１１月２１日              議席番号  １４番 

東村山市議会議長 あて              質問者   浅見 みどり 

記 

Ⅰ 小中学校での指導について ～子どもの人権を尊重し育む～ 

 安心（不安や恐怖をもたずに心が安らかにいられる） 

 自信（ありのままの自分でいいと信じていられる） 

 自由（大事なことを自分で自由に選んでいきられる） 

人権が守られる社会とは、この３点が確保されている状態です。義務教育で

ある小中学校において、子ども達の人権をどのような形で尊重し、育んでいく

のか確認するため、以下質問してまいります。 

１ 子どもの権利条約について 

子どもを、人権を持つ独立した人格として尊重するとともに、その成長・発達

に必要なものが保障されなければならないという理念のもとにつくられたのが

子どもの権利条約です。 

 国連子どもの権利委員会が公表した日本政府の定期報告書に対する勧告では、

「競争的な環境により子ども時代と発達が害されることなく、子どもがその子

ども時代を享受することを確保するための措置をとること」と述べています。 

① 子どもの権利条約についての認識をうかがう。 

② 子どもの権利条約を子ども達が自らの権利としてとらえ、理解するために実

施している施策をうかがう。 

③ 国連子どもの権利委員会が公表した勧告では競争的な環境を改善すること

が示されているが、小中学校における過度な競争についての当市の見解と課

題をうかがう。 
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２ 学校の指導とスクールハラスメントについて 

行き過ぎた指導はスクールハラスメントにつながります。例えば「覚えの悪い

お前に教えるのは時間の無駄だと言って精神的な苦痛を与える」「クラスや委員

会・部活動などで、その活動とは関係のない仕事分担を一方的にやらせる」「見

せしめのために特定の子どもを攻撃し、周囲を委縮させる」「長時間、大声で怒

鳴る」「使えない、頭が悪いなどと言って人格を否定する」など、熱心すぎる指

導が子どもへのハラスメントになっている事例もあります。 

① 教室や廊下に学校のルールが張り出されている事がある。子ども達が１日を

過ごす場所に、たくさんのルールが存在し、指導することは、子どもにとっ

て息苦しさにつながると考えるが見解をうかがう。 

② 全国で実施される学力テストについてうかがう。文科省では、調査の目的・

結果は学力の特定の一部分であること，学校における教育活動の一側面であ

ることなどを明示するようにとしているが、当市ではどのような配慮が行わ

れているか。 

③ 当市では、養護教諭やハラスメント相談員の役割を担った教員が配置されて

いて、児童・生徒や保護者が相談できる仕組みになっているが、学校の開庁

時間内であれば、いつでも相談ができるのか。 

④ 行き過ぎた指導（スクールハラスメント）に対してどのような認識を持って

いるか。 

⑤ 行き過ぎた指導を未然に防止し、是正するために実施している内容にはどの

ようなものがあるか。 

⑥ 子ども達自身がスクールハラスメントに気付くために実施している施策に

はどのようなものがあるか。 

３ 教職員の環境について 

直接子どもと接する教職員の環境は、子ども達に影響を与える重要なものと

考えます。 

① 教職員の勤務時間について、一人あたりの１日の在校時間を常勤・非常勤・

職員それぞれでうかがう。 

② 教職員の長時間労働を改善するための当市の取組みについてうかがう。 

③ 教職員を問わず学校で子どもに接する大人がハラスメントや行き過ぎた指

導を行わないために実施している施策をうかがう。 

④ 子ども達と教員がゆとりを持って信頼関係を築くためにも、教員１人当たり

の仕事量を減らし、教員を増やす取組みが必要と考える。見解をうかがう。  



   14番 浅見みどり 
 

 

 

Ⅱ 東村山駅を始めとする市内の駅にホームドア設置を 

東村山駅周辺の連続立体交差事業が進んでいます。駅の高架化により、開かず

の踏切が解消され、道路のバリアフリーが進むものと考えます。障がいのある

方からは、バリアフリーが不十分な駅は使えない、「移動するだけで命がけ」

を早く解消してほしいという切実な声をうかがいます。新しくなる駅施設・ホ

ームについてもバリアフリーを市が主導して進めてほしいと願い、以下質問し

てまいります。 

 

① 東村山駅周辺の連続立体交差事業に合わせた面的整備等は改正バリアフリ

ー法に基づいて実施する、都市施設だけでなく鉄道事業者等々についても

バリアフリー化基準に適合させ、バリアフリーを進めていくのは当然であ

るとの市長の答弁があったが、市長の見解を改めてうかがう。 

② 京成電鉄立石駅で起きた視覚障がい者の転落事故をみてもホームドア設置

は急務であると考える。ホームからの転落防止効果の高いホームドアの設

置は、障がいのある方だけではなく高齢者や乳幼児連れの保護者にも安

心・安全、必要な設備である。見解をうかがう。 

③ エレベーターの設置個所は駅によって様々であるが、短い距離でたどり着

ける導線が必要であると考える。見解をうかがう。 

④ バリアフリー化を進めるように西武鉄道との協議が重要であると考える

が、協議の予定はあるか。 

⑤ 高齢の方が増える中、市内の駅にホームドア設置の必要性が高まってい

る。市が主導して西武鉄道と協議を行うべきではないか。市長の見解をう

かがう。 

Ⅲ 保育の質が守られた児童クラブの増設で小１の壁の解消を 

児童クラブ４施設の新設が進む一方で、児童クラブに入りたくても入れない子

ども達もいます。子どもが小１になる時、退職せざるを得ない保護者も存在

し、児童クラブの待機児対策は必要です。児童クラブの増設を求め、以下、質

問致します。 

① ３１年度の入会申込をしても入会できなかった児童数をうかがう。 

② 入会できなかった児童に対して、児童クラブの新設が必要であると考える

が、市長の見解をうかがう。 

以上 



                       NO.1                                

 一 般 質 問 通 告 書          

 

上記の件について、下記の通り質問したいので、会議規則第６２条第２項の規定によ

り通告します。 

令和元年 11 月 20 日                議席番号     15 番 

東村山市議会議長 あて               質問者   志村 誠  

 

記 

 

 

１．自転車利用の交通ルールとマナーについて 

  自転車は子供から高齢者まで多くの人たちが気軽に利用できる便利で快適な乗

り物です。運転免許は必要ありませんが「車」と名がつき道路を走るからには

ルールというものがあります。日本全国どこも道路事情は決して良いとはいえ

ませんが皆さんでルールとマナーを守って事故の無い社会になる様に以下質問

致します。 

 

 

（１）平成 27年 6月 1日に「自転車のルール違反」をターゲットにした道路交通法

が改正された。それ以降、市内で違反切符を交付された方がいるか伺う。 

 

 

（２） 平成 30年度、東村山市内で車両対自転車の交通事故の発生件数を伺う。 

    また、わかれば自転車の運転手のケガの程度も伺う。  

 

（３） 平成 29 年中、自転車乗車中の交通事故による死者の 8 割、負傷者の 6 割は

自転車側にも何らかの法令違反が認められています。 

    信号無視、一時停止無視、右側通行ら主な 3つを違反しなければ事故は激減

すると思うが交通管理者等とどのような方法で周知することが良策か見解

を伺う。 

 

 

（４） 市内の小中学校では自転車利用の交通ルールに関しての講習等は行われて

いるか伺う。 
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（５） 平成 27 年 9 月 21 日よりさくら通りで自転車専用通行帯の供用が開始され

た。とあるが通行帯が青く塗られはっきりと認識できたのはいつか伺う。 

また、自転車専用通行帯と自転車ナビマークの違いの周知は HP 以外でしてい

るか伺う。 

     

 

（６） 平成30年度、東村山市内で自転車対歩行者の事故発生件数を伺う。 

    また、わかれば歩行者のケガの程度も伺う 

 

 

（７） 平成14年からの資料だが日本全国で、自転車対自転車、自転車対歩行者の

事故で1000万円を超える高額賠償事例が10数件ある。 

    このような事例を見て自転車利用者のために損害賠償責任保険の義務付け

についてどのような考えを持つか伺う 

   

 

（８） 当市でも「有料自転車等駐輪場条例」や「自転車等の放置防止に関する条例」

があるが全国で 88 の自治体が制定している「自転車の安全利用促進に関す

る条例」について市長の考えを伺う。 
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 一 般 質 問 通 告 書          

 

上記の件について、下記の通り質問したいので、会議規則第６２条第２項の規定に

より通告します。 

令和元年 11 月 21 日                 議席番号     16 番 

東村山市議会議長 あて               質問者   土方  桂 

 

記 

 

１．児童の支給認定区分について 

認定こども園に１号児として幼稚園に通い、保護者の就労・介護等で 2 号児に

変更しなければならない状況になる方が多くなっている。 

そうした状況で、幼稚園型から保育園型に施設内での移動が難しい状況と聞き、以

下質問いたします。 

 

（１）1号認定、2号認定、待機児童の過去３年間の推移を伺う。 

 

（２）1号認定から2号認定に移行された児童の過去３年間の推移と、変更の理由を

多い順に伺う。 

 

（３）1号認定から2号認定に移行された児童に対して、全ての人を保育園が受け入

れる姿勢なのか、その対応を伺う。 

 

（４）1号認定から2号認定に移行した場合、①幼稚園から認可・認可外保育園、②

幼稚園から幼稚園預かり保育、③認定こども園内で移動した場合の当市の負

担額と、保護者の負担額を伺う。 

 

（６）100人規模の公立保育園を作るとしたら、市の負担額を伺う。 

 

（７）国の方針では、認定こども園内で1号認定から2号認定に移行された児童は、 

   市町村の利用調整も視野に入れて、同施設での移行が望ましいとあるが、当

市の対応と見解を伺う。また、近隣市の状況も伺う。 
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（８）認定こども園の役割を伺う。また、当市ではその役割をどう捉えているのか

伺う。 

 

（９）市長に伺う。待機児童、就労問題、女性活躍の場、人口減少、介護など、当

市だけで無く日本全体が抱える問題に対して、認定こども園の役割や年度途

中の移行は必要と考えます。ここでも隠れた待機児童が増えている状況の中

で、保育園を増やすのが良いのか、こども園内での柔軟な対応を進めるのが

良いのか等を踏まえ、子育てや保育と教育について市長の見解を伺う。 

 

２.プログラミング教育について 

  先日、富士見小学校でプログラミングの公開授業を、拝見いたしました。生

徒たちは、とても楽しく集中して授業を行っていました。これも、じっくりと1年

をかけて、校長先生をはじめとした“チーム 富士見小”として各先生達が試行

錯誤しながら進めた結果だと思います。当市では、２校だけがこの様に取り組み

をして万全な状態で2020年を迎えるが、他の小学校の教員についてはどの様に取

り組んでいるか、以下質問します。 

 

（１）小学校におけるプログラミング教育の推進のねらいを伺う。 

 

（２）プログラミング推進校の低学年、中学年、高学年とプログラミングの授業         

   内容と児童の実態はどの様なものになったか伺う。 

① その授業から生まれた課題について伺う。 

② その課題をどの様に他の小学校の教員に共有するのか伺う。 

 

（３）推進校では、かなりの時間を使って教員の研修を行なって、不安を抱えなが

らも、トライ＆エラーを繰り返しプログラミング授業を行ったと聞くが、他

の小学校の教員の研修はどの様に行ってきたか、また、どの様な研修を行う

のか、これからのスケジュールを伺う。 

 

（４）市内小学校の状況を伺う。（全校の平均と最高と最低） 

①教育用コンピュータ１台あたりの児童生徒数 

②普通教室の無線LAN整備率 

③普通教室の校内LAN整備率 

④高速インターネット接続率 

⑤普通教室の電子黒板整備率 



    

 

 

                                  NO.３ 

 

（５）プログラミング授業では、多くの専門器具を使うと認識している。今回の公

開授業も大学から借りて授業を行ったとの事、小学校全校の授業で困らない

数は確保できるか伺う 

 

（６）高学年の授業では、内容によってパソコン教室内で授業を行うには狭いとの

声がある。その課題についてはどの様に解決するか伺う。 

 

 

 

 

 

                                                 



                                                       

 一 般 質 問 通 告 書          

 

上記の件について、下記の通り質問したいので、会議規則第６２条第２項の規定に

より通告します。 

令和元年 11 月 20 日                議席番号     17 番 

東村山市議会議長 あて               質問者   木村  隆 

 

記 

 

１、東村山市の河川について 

市内には一級河川の空堀川をはじめ前川、北川など柳瀬川支流の河川があります。都

市化や近年温暖化の影響でゲリラ豪雨が多発する傾向もあり河川の溢水対策を余儀

なくされております。このことなどを中心に質問をしていきます 

 

 

（１） 台風 15 号、19 号の被害状況について伺う。 

 

（２） 床上浸水、床下浸水の被害に対して事前の対策や住宅に対する補償、および

事後の被災してしまった方への補償制度について伺います。 

 

（３）  

①ハザードマップ更新の予算が補正予算（第２号）において計上されましたが、

なぜこのタイミングで実施するのでしょうか。また、市民に対しどのように周知をし

ますか。新築一戸建てや建替えなどをおこなう方への周知は十分にされているのでし

ょうか。 

 

② ハザードマップ上にある介護施設の対応についてどのようにお考えでしょう

か。 

 

（４） 台風 19 号の際に、市の防災 NAVI にアクセスしにくい状況がありました。

そのような状況になった原因、今後の対策について伺います。 

 

（５）当市においてエリアメールの導入についてどのようにお考えでしょうか。 

 

（６）川のライブカメラについて伺う。 



 

（７）前川等護岸に植生している樹木の対応について伺います。 

 

（８）ゲリラ豪雨など大雨に対する前川の溢水対策として市で取り組んでいることを

伺います。 

 

（９）前川の護岸工事等の検討業務の進捗について伺います。 

 

（１０）柳瀬川の整備の進捗状況を伺います。 

 

（１１）空堀川の整備の進捗状況についても伺います。 

 

（１２）前川における更なる溢水対策、今後整備の方向性、そして市内全体における

減災対策にむけたお考えを市長に伺います。 
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一 般 質 問 通 告 書 
 

上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62 条第 2 項の規定

により通告します。 

 

 令和元年 11月 18日                議席番号     18番 

東村山市議会議長 あて              質 問 者  小町 明夫 

 

記 

 

１． 防災力を更に向上させるために 

① 災害対応全般について 

（1） 本年発生した台風 15号、19号の被害状況を伺う。 

（2） ここ数年、総合治水対策やアプリ導入を含めハード、ソフト両面から防災、水

防対策の強化について指摘、提案してきた。その効果や進捗について伺う。 

（3） 市災害対策本部設置してからの対応はスムーズに行われたのか伺う。 

（4） 被災自治体に職員派遣を行ったが、環境安全部、資源循環部それぞれの 

支援内容と東村山市の災害対策へどのようにフィードバックするのか伺う。 

（5） 「土のうステーション」設置後のストック数と搬出数の推移、恩多分室におけ

る土のうストックと搬出数の推移を伺う。 

（6） 東京都は「東京都地域防災計画」の改定に向けた作業を進めているが、当市と

しては今後東村山市地域防災計画の改定にどのように取り組むのか伺う。 

（7） 近年の豪雨災害、とりわけ都市型水害で被害を拡大させる要因に「内水氾濫」

があげられる。当市としての対策を伺う。 

（8） 「東京マイタイムライン」は当市としてどのように周知、活用しているのか伺

う。 

 

② 災害情報関係について 

（1） 台風発生時、市 HP が閲覧しづらい（繋がりにくい）状況は時間にしてどれく

らいあったのか、今後の対応策と合わせて伺う。 

（2） 市役所 HP（通常モード）において防災情報は「もしものときに」のカテゴリー

に纏めてある。普段から「災害に備えて」とし、独立させることは出来ないか

伺う。 

（3） 東村山市防災ガイドマップを「東村山防災ナビ」から閲覧できるようにと指摘

してきたがその後の検討状況を伺う。 



№ 2 
 

（4） 東村山防災ナビの多言語化対応は検討するのか伺う。 

（5） 防災行政無線が聞き取りにくい等、市民からご意見を多く寄せられる。防災行

政メールの周知、登録の他に対策は検討しているのか伺う。 

（6） 情報を受け取りづらい高齢者、障がい者をはじめ、広く市民に正確な情報を届

けるツールとして「クレードル型防災ラジオ」の導入を提案するが見解を伺う。 

（7） 災害対策にゴールは無い。減災に向けて被害の教訓を活かし不断の努力が行政

には求められるが市長としての決意を伺う。 
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一般質問通告書 
 

 上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第６２条第２項の規

定により通告します。 

 

令和元年 11月 21日               議席番号  19番 

東村山市議会議長 あて              質 問 者 村山じゅん子 

 

記 

 

１． 高齢者肺炎球菌ワクチンの接種状況について 
 

２０１４年１０月から高齢者の肺炎予防のため、高齢者肺炎球菌ワクチンの定期

接種制度が開始されました。２０１４年から５年間で、６５歳以上の全人口がカバ

ーできる経過措置期間を設け、生涯に１回だけ制度を活用した接種を可能とし、こ

れまでの５年間で６５歳以上の全員の接種を目指し実施されました。 

同対象者に対し、国は２０１９年度から２０２３年度末までの５年間経過措置を

延長することを決定しています。 

厚労省の検討会では「制度が十分に知られていないのではないか」という指摘も

あり、国は更なる接種率の向上のための取り組みを自治体に求めています。 

当市の現状、接種率向上の取組み等について、以下質問します。 

 

（１） 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種が始まってから５年間の接種率を伺います。 

（２） ２０１９年度の対象者数（新６５歳）、接種済み人数、接種率を伺います。 

（３） 国は、２０１９年度より高齢者肺炎球菌ワクチンの定期接種対象者を６５歳

だけにするとしていましたが、５年間延長となりました。その理由を伺います。 

（４） 国からの更なる接種率向上の意向を受け、当市で行なっている取組みについ

て伺います。 

（５） 新６５歳の対象者に対して、これまで５年間の対象者のように経過措置期間

が設けられることは考えにくいと思います。新６５歳の対象者に対して、再勧奨

を行なうことは、国が求めている更なる接種率向上の取り組みとなると考えま

す。見解を伺います。 
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２． 妊娠期から“孤育て”予防の子育て支援を 
   

子育て世代の家庭環境は、核家族化が進み、共働き家庭も多くなっています。また、

子育て世代の外国籍住民も増えてきています。また、“孤育て”による産後うつや虐待

につながるケースも増えてきています。そのような子育て世代の生活に則した子育て

支援の拡充を求め、以下質問します。 

 

（１） 東村山市の子育て情報ナビ「ころころネット」の内容を伺います。 

（２） 現在、母子健康手帳アプリ（予防接種ナビ）など、子育て支援アプリを導入し

ている自治体が増えています。子育て支援アプリ導入に向けた研究・検討をして

いるか伺います。 

（３） 東久留米市では、妊娠期からの“孤育て”予防として、「きずなメール」を導

入しています。当市でこのようなアプリを導入した場合のメリット・デメリット

を伺います。 

（４） 母子健康手帳アプリについて、導入した場合のメリット・デメリットを伺い

ます。 

（５） 母子健康手帳の多言語対応について伺います。 

（６） 「子どもの権利条約」が、１９８９年に国連で採択され３０周年を迎えます。

日本が批准してから２５年ですが、条約の意義を知る機会が少ないまま大人に成

長しています。親となる準備段階で、「子どもの権利条約」への理解を深めること

が、子どもの幸せ、我が子の幸せにつながることになります。子ども権利条約を

子ども支援施策の視点でどう捉えているか伺います。 

（７） 子ども権利条約を子ども支援施策の視点で捉えている場合、市 HP の子ども

関連ページなどに「子どもの権利条約」を知ってもらう工夫をしてはどうかと考

えます。見解を伺います。 

（８） 当市の母子健康手帳には児童憲章が掲載されていますが、多文化共生の視点

から国連で採択された「子どもの権利条約」の掲載を提案します。見解を伺いま

す。 

（９） 総括して、市長の見解を伺います。 
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一般質問通告書 

 

上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62 条第２項の規定

により通告します。 

 

 令和元年 11月 21日                 議席番号 20番 

 東村山市議会議長あて             質 問 者 石橋 光明 

記 

 

１. 第四次総合計画後期基本計画の目標を達成するために 

第四次総合計画後期基本計画は令和 2年度が最終年度であるが故に、基本目標毎に

設定した目標数値を達成するには来年度の予算編成とその取組み方が最重要となる。 

そこで、各項目において目標値を達成するため、現状値とより具体的な対策を伺う。 

●基本目標 1 みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

質問ＮＯ 項目 現状値 目標値（Ｈ32年度） 

①  保育園待機児童数 32人（Ｈ27年度） 0 

②  児童クラブ待機児童数 43人（Ｈ27年度） 0 

③  65歳健康寿命（都資料） 

男性 82.17歳 

女性 85.40歳 

（Ｈ25年度） 

男性 82.17歳以上 

女性 85.40歳以上 

④  
災害時外国人支援 

ボランティア登録者数 
－ 50人 

 

●基本目標 2 みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち 

⑤ 

東京ベーシック・ドリル「診

断シート」における平均正答

率 

66.0％（小 5） 

75.6％（小 6） 

（Ｈ26年度） 

75.0％（小 5） 

85.6％（小 6） 

⑥ 

児童・生徒が 1か月間に読ん

だ本の平均冊数 

15.0（小 3） 

3.7（中 2） 

（Ｈ26年度） 

18.0（小 3） 

4.4（中 2） 

 

●基本目標 3 みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

⑦ 

緑と水辺環境の保全と創造

に関する取組みに満足して

いる市民の割合 

－ 

Ｈ28年度 

調査比 

5.0 ポイント増 
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⑧ 

市内の自治会のうち東村山

防犯協会に参加している自

治会の割合 

46.0％ 

（Ｈ26年度） 
56.0％ 

⑨ 

市内全町丁目のうち自主防

災組織を結成している町丁

目の割合 

56.6％ 

（Ｈ26年度） 
60.0％ 

 

●基本目標 4 みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

⑩ 

公共施設の最適化に関する

取組みを重要だと思う市民

の割合 

－ 

Ｈ28年度 

調査比 

5.0 ポイント増 

⑪ 

幹線道路の整備・推進に関す

る取組みに満足している市

民の割合 

28.7％ 

（Ｈ26年度） 
33.7％ 

⑫ 

生活道路の整備に関する取

組みに満足している市民の

割合 

27.3％ 

（Ｈ26年度） 
32.3％ 

⑬ 
東村山市に愛着があると感

じている市民の割合 

64.0％ 

（Ｈ26年度） 
70.0％ 

⑭ 

市ホームページの各ページ

について「役に立った」と答

えた人の割合 

64.8％ 

（Ｈ26年度） 
70.0％ 

 

⑮現状で達成率が低い項目（質問ＮＯ①②は除いて）について、達成するための予算

編成や取組みを改めて市長に伺う。 

 

2.自治会の加入促進や応援する条例の制定について 

①自治会加入世帯数の推移の確認と近年の傾向性を伺う。 

・昭和 57年 ・平成元年 ・平成 10年 ・平成 15年 ・平成 20年 ・平成 25年 

・平成 30年 

 

②市民協働課設置以前に実施されていた、また設置以後の施策内容を伺う。 

 

③推進された施策の成果、課題は。そして課題を踏まえた今後の推進すべき施策は何

か伺う。 
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④「みんなで進めるまちづくり基本条例」第 11 条（市民の活動）では「市民は、地域

を基盤とする自治会等の地域コミュニティーや共通の目的・関心を持つＮＰＯ，ボラ

ンティア等の活動を通じて、互いに助け合いながら、地域のふれあいや課題解決等に

向けて主体的に取り組むよう努めます」と定めている。 

この条文からも、自治会等はまちづくりに欠かせない存在の一つと認識されていると

考える。実際に活動を推進するのは自治会等ではあるが、今後、行政として担う、担

うべき役割は何と考えているか、また考えるべきか。 

 

⑤町別の自治会加入率を調査すると、加入率の低い地域の特徴の一つは「民間の集合

住宅（マンション等）」が多いことである。 

これらの住民、或いは入居予定者に対し自治会等への加入促進や参加の促進、また市

内に住んでいただくための市のＰＲ活動を推進する上で、住宅関連事業者に協力（協

定締結含め）を求めることは、お互いにとって効果が期待でき、且つ非常に重要と考

えるが見解を伺う。 

 

⑥自治会の役割の重要性や、自治会への加入促進や応援する条例を制定する自治体が

徐々にではあるが増えてきている。制定した自治体名や当該条例の内容を確認する。 

 

⑦当市の自治会支援の歴史や経過、成果。また今後推進すべきことを考え、条例とい

う形で当市の考え方を明文化しておくべき時期にきているのではないか。見解を伺う。 
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一般質問通告書 
 

 上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62 条第２項の規定

により通告します。 

 

令和 1 年 11 月 21 日               議席番号  21 番 

東村山市議会議長 様                質問者 伊藤 真一 

 

記 

1．相続人不存在、所有者不明空き家への対策 

 
 親族関係者等からの証言等により、明らかに相続人がいないことが確認されてい

る空き家が市内に実在しています。相続人がいない場合、死亡者の遺産は単純に国庫

に帰属するわけではなく利害関係人からの問題提起がなければ、家屋は確実に老朽化

し、地域社会の問題となっていきます。また、相続人が特定されていても行方不明と

なっているケースも珍しくないといわれています。深刻な老朽化空き家から市民の安

全な暮らしを守るため、法が定める相続財産管理人による問題解決が注目されていま

す。 

民法第 952 条①は、相続人が不存在の場合の財産管理について利害関係人、また

は検察官の請求によって家庭裁判所は相続財産管理人を選任すべしと規定していま

す。 

また、昨年 11 月「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が施行

されましたが、この法律の空き家問題解決への運用が考えられます。 

空き家の処分に必要な経費は、地方の過疎地域と異なり、当市の場合、地価が相当

程度の水準にあり、土地の売却益をもって充当できるケースが多いとも考えられます。 

 今後、所有者不明や相続人不存在によって増大のおそれがある空き家への対策とし

て財産管理人制度を活用した空き家対策について市の考えをお尋ねします。 

 

 

（1） 相続人不存在、所有者不明の空き家の現状 

 ① 所管で把握している当該住宅戸数はどの程度あるか。 

 ②   固定資産税等課税所管との情報共有、連携は可能か 

 ③ これらについて市・空家等対策協議会では議論の俎上に上がっているか。 

 ④ これらについて市民からの苦情、情報としてどのようなものがあるか。 

 ⑤ 解決が困難な空き家は、これら以外にどのようなものがあるか。 
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（２）空き家問題の法的対策としての財産管理人制度と、略式代執行について 

① 財産管理人制度について、そのメリット、デメリットを伺う。 

② 略式代執行について、そのメリット、デメリットを伺う。 

③ やむを得ず最終的な法的措置として考えられる、財産管理人制度と略式代執行

をどう使いわけるべきと考えられるか。 

 

（3）民法第 25 条第一項(不在者の財産の管理)による、所在者不明土地等の対策 

   ① 老朽化が甚だしく、周辺環境等へ与える悪影響から住民の生活を守ることを理

由に、自治体が同条項の「利害関係人」として家庭裁判所に必要な命令を請求す

ることができるか。 

   ② ①において、固定資産税の徴収権をもって同条項の「利害関係人」に自治体が 

      相当すると考えられるか。 

 

（4）民法第 952 条第一項(相続財産管理人の選任)による、相続人不存在空き家へ

の対策 

   ① 老朽化が甚だしく、周辺環境等へ与える悪影響から住民の生活を守ることを理

由に、自治体が同条項の「利害関係人」として家庭裁判所に相続財産管理人の選

任を請求することができるか。 

   ② ①において、固定資産税の徴収権をもって、同条項の「利害関係人」に自治体 

      が相当すると考えられるか。 

  

（5）「所有者不明土地の利用円滑化特別措置法」の空き家対策への活用 

   ① 所有者不明空き家や相続人不存在空き家の法的処理に特措法を適用して所有

者不存在や所有者不明の土地問題を解決できないか、ご見解を伺う。 

   ② これらの法的措置が可能とした場合、それに関わる必要経費はどのようなもの

で、どの程度になると考えられるか。 

   ③ これらの法的措置が可能とした場合、特措法ないし民法によるこれらの空き家

対策は、憲法 29 条など国民の財産権の保障を定める関連法令とどのように整

合すると考えられるか、ご見解を伺う。 

 

（6）所有者不明、相続人不存在など、法的な交渉相手の見えない空き家問題への今

後の対策について、市長のご見解を伺う。 
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一般質問通告書 

 

 上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62

条第 2 項の規定により通告します。  

 

 令和元年 11月 21日                議席番号    ２２番 

 東村山市議会議長 あて              質問者   駒崎 高行 

 

記 

 

 

1 選挙の投票環境の整備について 

９月定例会で通告していましたが、残時間が無く質問できませんでした。そのまま

の内容で今回質問させていただきます。 

 

4 月、７月と選挙が行われ、その中で、サンパルネの期日前投票の時間拡大など評

価している。但し、私以外の議員も何回か伺っているが、投票所が遠いことや、投

票所が坂の上にあることなど、課題もある。私自身、投票所が恩多稲荷公園から移

動したことにより遠くなったことや、野火止小学校より遙かに近い第三中学校があ

ることなど経験している。そしてまた、第三中学校は自動車の駐車が可能であるが、

野火止小学校は不可であり、更に隣のスーパーの駐車場に人を配置して駐車を不可

としているなど異なりがあるようだ。以下、最終的にはどこの投票所であっても投

票できることを目指して伺う。また特に比例のある選挙の場合の投票所内の候補表

示、掲示について一点伺う。 

（１） 前の答弁で、どこの投票所でも投票できるためには、選挙人名簿のデ

ータへの接続、即時更新が必要であり、各投票所から回線を引く費用が高

額であるというものがあった。その回線についての具体的な説明と、具体

的な費用を伺いたい。 

（２） 回線の安定性という答弁もあった。二重とするなど対処はできないか。 

（３） 投票所へ自動車でいくことの市の見解は。 

（４） 自動車可不可の駐車場有無・可能台数の状況を投票所毎に伺う。 

（５） 投票所の範囲の見直しは必要と考えるが如何か。また、他の地域でも

あるかもしれないが、恩多町２丁目と３丁目の一部、新青梅街道側の東萩
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山小学校を学区とする地域については第三中学校を投票所とするべきと考

えるが如何か。 

（６） 事前登録による選択制も考慮すべきと考えるがいかがか。 

（７） ７月の参議院議員選挙において、投票所の記入台に貼ってある比例区

の候補者名が小さ過ぎて読めないという意見をいただいた。記入台に貼る

ものを大きくすること、拡大鏡を各記入台に用意すること、投票所内に大

きなものを用意することを求めるが如何か。 

 

2 障害者移動手当について 

本年３月定例議会において、東村山市障害者移動費用支援手当支給条例が可決さ

れ、申請が７月から開始、８月１日から施行されている。障害福祉に関する市単

独事業再構築検討会で５年かけて議論した結果を受けた条例であり、手続きの簡

素化や、限られた財源の活用、想定される市の予算増額が約１６００万円と大き

いことなど、大きな一歩であったと評価している。一方、支給額が月１５００円

となり、従来制度の最大補助額３０００円から減少することは、利用者にとって

大きな変化である。制度として開始早々であるが、当手当に加える形で、本当に

必要な方へより多い支給・補助できることを目指して検討が開始されることを求

めて以下伺う。 

 

（１） 申請の状況について 

３月の時点で、この手当の対象者は２０５２人ということだが、申請の状

況を総数と月毎に伺う。また１２月に初めての支給になると思うが、申請

手続きの遅れに対する対応と申請日と支給対象月の関係、今考えている広

報の内容を確認したい。 

（２） ３月定例会以後の、当手当に対する市民からの意見、件数を伺う。 

（３） 障害の種別による移動に関する支援について、基本的な事を伺いたい。 

（４） 私がお受けした市民相談で、知的障害の 30歳台のお子さんをお持ち

の方から、月に一度の通院で、どうしてもタクシーを利用せざるを得ない。

タクシーは往復約３千円で、料金補助に助けられていた。平等は分かるけ

れども、本当に必要な人への制度は必要ではないか。申請の手間は郵送す

るだけなので負担ではなかったという内容でした。例えば、厳しい審査を

おこない、結果として少人数であっても本当に必要な状況を見極め、それ

に対して厚くしていくという考え方はあってよいと思う。今回、５年かけ

て検討した結果の大きな一歩であったからこそ、敢えて１年以内に障害者
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移動費用支援手当支給制度に加える制度の検討を開始していただきたいが、

見解を伺う。 

（５） 平等・公平と必要な人への福祉、このバランスと細やかな施策が大切

だと考える。市長に、これに対する見解と、障害者の移動に対する手当ま

たは補助の将来展望を伺いたい。 

 

以上 



 一 般 質 問 通 告 書 

 

上記の件について、下記のとおりに質問したいので、会議規則第６２条第２項の

規定により通告します。 

 

２０１９年１１月２１日              議席番号    ２３番 

東村山市議会議長  あて             質問者  山田 たか子 

 

記 

 

１．いのちと暮らしを守る水害・溢水対策を 

 台風や豪雨の度に「川の増水が不安で眠れない」「家に居られずに親戚の家に避難

している」等、多くの不安な声を伺う。浸水した住宅では、生活を取り戻すまでに大

変な労力と精神的・金銭的な負担が重くのしかかる。細菌やカビの繁殖、感染症リス

クが上がり、健康被害にもつながる。水害から市民のいのちと暮らしを守る為に、東

村山市の水害対策について以下伺う。 

 

 １．台風１９号被害状況 

 （１）床下浸水・床上浸水・道路冠水件数を河川ごと・町別ごとに伺う。 

 （２）台風の影響による傷病者の人数を伺う。 

 

 ２．豪雨災害への今後の対策 

 （１）東村山市ハザードマップの見直しの経緯と内容を伺う。 

（２）過去の浸水履歴状況をどのように検証し、河川・道路ごとにどのような対策

が取られてきたのか。 

（３）雨水貯留・浸透施設等の補助による設置件数が、年々減少している。補助枠

を拡大する予定はあるか。 

 （４）市民への協力依頼と同時に、行政として大規模な対策が急務と考える。河川

工事の状況や貯留施設の設置計画等を、前川・柳瀬川・空堀川それぞれ伺う。 
 

２．給食は誰のものか 
東村山市の学校給食がどんなに魅力的でも、子ども達がそれを食べなければ意味が

ない。家庭の状況に関わらず、どの子も安心して食べられる食事を保障することが、

学校給食の役割。学校給食をどのような視点から誰の為に実施するのか、あらためて

共通認識とする事が重要だと考え、以下伺う。 

 

１．給食費徴収について 

 （１）小学校では毎月給食費を徴収しているが、紛失や未納の状況と、その対応方

法を伺う。 

（２）小学校で口座引き落としを行っている理由と、実施している学校数を伺う。 

 （３）中学校のスクールランチは、ランチカードの残高がある事が前提となる事前

予約制をとっている。この給食費徴収方法に対する市の考え方と評価を伺う。 

 



２．学校給食費の公会計化について 

（１）これまで学校給食費の公会計への検証について、どのような調査・研究をさ

れてきたのか。 

（２）２０１９年７月に文部科学省から出された「学校給食費等の徴収に関する公

会計化等の推進」に対する当市の見解を伺う。 

（３）公会計化され、市の予算に組み入れられれば監査機能が充実する。学校・教

員の本来の業務ではない学校給食費の徴収・管理に係る業務負担の軽減につなが

る。また急な食材費の高騰にも予算での対応が可能となり、給食が安定すること

で児童生徒・保護者の給食への期待が一層高まる。それこそが、公的な給食提供

であると考える。教育長の見解を伺う。 

 

３．中学校給食にもうひと工夫 

（１）当市では６年生向けにスクールランチの試食を行うなどの取組を始めている。

児童の様子や反応、感想等を伺う。 

（２）大阪府寝屋川市では、生徒からの市長宛の手紙をきっかけに、デリバリー給

食が動き始めた。主菜を保温効果のある食缶方式とし、「温かくておいしい」「食

事のにおいが食欲をかきたてる」と喜ばれている。「そもそも食べないと意味がな

い。消費者の立場に立っていない」「おいしい給食が提供できるよう取り組んでい

きたい」と、市長自ら工夫を試みている様子がうかがえる。このような他自治体

の取組について市長の見解を伺う。 

 

３．秋津駅南北通行について 
 秋津駅北側にお住まいの方から、秋津駅の南北通行を求める切実な要望が出ている。

買い物・金融機関・通院といった生活の多くが秋津駅の南側に存在し、高齢や障がい

により、踏切まで回る事に大変苦労されている実態がある。早急な対応を強く求め、

以下伺う。 

  

１．秋津駅南北通行に関する検討の進捗状況を伺う。 

 

２．秋津駅と似た造りである高尾駅・春日部駅では、八王子市・春日部市の各自治

体が、利用する市民への鉄道駅通行補助事業を行っている。こうした先進的取組も

参考にできるのではないか。 

以 上 



No.1 

一 般 質 問 通 告 書  

 上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則第 62 条第 2 項の規定

により通告します。 

2019年 11月 21日                議席番号     24 番 

 東村山市議会議長 あて              質 問 者 渡辺 みのる 

                             

記 

 

1. まつり模擬店でのアレルギー表示について 

11月 9日、10日に開催された「第 58回東村山市民産業まつり」は天候にも恵まれ

多くの来場者でにぎわっていた。 

まつりは子どもからお年寄りまで多くの市民が楽しみ、市内の産業に触れる重要な

機会と考えているが、一方で、食物アレルギーを持つ市民(またはその子どもを持つ

親)にとっては、楽しみがたいものになっている。そこで、以下質問する。 

(1)第 58回市民産業まつりに模擬店を出店した店舗で、アレルギー表示をしていた模 

擬店はあったのか。また、アレルギーについて出店者にどのような注意喚起をし

ているのか。 

(2)今後、食物アレルギーもつ市民も楽しめるように、市が主催に関わるまつりの模 

擬店やパンフレットに、少なくとも 7 大アレルゲンの表示を義務化することを提

案するが、見解を伺う。 

 

2．子どもたちに投資を ～子育て政策の充実のために～ 

 10月から「幼児教育・保育の無償化」がスタートし、子育て政策への注目が改めて

高まっている。 

 東村山市では 5歳まで預かれる認可保育園を増設していないことなどにより、昨年

より待機児が 85 名も増加した。認可保育園と認可外保育園、新制度へ移行した幼稚

園と未移行幼稚園など、施設の形態などにより負担軽減やサービスの格差が広がって

いる。 

10 月 14 日には、市内で 19 歳の少女が自宅で男児を出産して遺体を遺棄したとい

う事件も発覚した。意図しない妊娠や望まない妊娠、性暴力被害など、「だれにも相談

できない」と一人で抱え込んでいる方への支援の強化も求められていると考える。 

 同じく 10 月から「子育て世代包括支援センター」が開設し、子育て支援窓口など

の一本化へのスタートが切られた。当市の子育て等への支援が「子育て」のみではな

く、相談できずに抱え込んでいる市民にまで届くよう強化する必要がある。 



No.2 

子どもにまつわる施策により予算を投じて支援を拡げていくことを求めて、以下質

問する。 

(1)待機児の現状と今後の保育所整備について 

①当市の 2019年 4月時点での待機児は昨年と比べて 85名増の 91名となった。多 

摩 26市の中でどのような状況か。 

②厚生労働省「保育所等関連状況取りまとめ」によると、当市の待機児の増加数は 

全国で 3番目となっている。この状況をどのように分析し、来年度に向けてどの 

ような対策をとるのか。保育所整備は検討しているのか。 

(2)「幼児教育・保育の無償化」の影響について 

 ①幼稚園への影響 

  1)「無償化」に伴って費用の金額を変更や、費目を変更した幼稚園はあるのか。

内容もあわせて伺う。 

  2)「無償化」分を差し引いて保護者の負担はいくらになっているのか。 

 ②保育園への影響 

  1)「無償化」分を差し引いて、認可保育園での保護者負担はいくらか。 

  2)認可外施設で「無償化」に伴って費用の金額や費目を変更した園はあるのか。

内容もあわせて伺う。 

 ③「無償化」に対応するための事務負担について、各施設から意見は出ているのか。 

  ④「無償化」について未就学の子どもを持つ保護者からどのような意見が出ている 

のか。 

 ⑤「各種学校」について 

1)「各種学校」に通っている未就学の子どもは市内で何人いるのか。 

2)「各種学校」は無償化の対象とならないが、対策は検討しているのか。 

 ⑥以上について総括的に伺う。 

(3)子育て世代包括支援センターについて 

 ①開設から 2か月経過したが、課題等はあるか。 

 ②今後どのような支援が必要と考えているか。 

 ③直通の電話やメール、SNSなどでの相談を受け付けられるよう整備する必要が 

あると考えるが、見解を伺う。 

以上 



一般質問通告書 

 

上記の件について、下記のとおり質問したいので、会議規則６２条第２項の規定により通告しま

す 

 

2019年 11月 21日                                          

議席番号  ２５番 

東村山市議会議長 あて                                                        

                      質 問 者  さとう直子 

記 

 

１． 介護認定の現状と課題について 

 

１） 認定審査について 

① 認定審査員の人数の推移を 5年経年で伺う 

② 直近の認定審査員の職種別の人数を伺う 

③ 認定審査会の開催日数を 5年経年で伺う 

④ 認定審査会が 5人以下の人数で開催された回数の割合を伺う 

⑤ 認定審査の件数の推移を 5年経年で伺う 

⑥ 1回あたりの審査時間はどのようになっているのか伺う 

⑦ 現状の審査の状況で必要な介護が受けられる認定がされていると考えているのか見解

を伺う 

 

２） 介護認定について 

① 認定を受けた件数を 5年経年で伺う 

② 更新の認定審査で介護度が下がった件数を介護度別に伺う 

③ 認定期間はどのような基準で設定されているのか伺う 

④ 認定通知を受け認定された介護度に不服として再審査の申請はあるか、あれば 5 年経

年で件数を伺う 

⑤ 現状の認定状況で必要な介護サービスが受けられていると考えているか見解を伺う 

 

２． 介護施設・サービスの現状について 

   

１）入所施設について 

    ①高齢者の入所施設にはどのような種類があるか伺う 

    ②それぞれの施設の入所施設の定員を伺う 

    ③それぞれの施設の利用料を介護度別に伺う 

    ④当市の高齢者の所得階層別人数を伺う 



    ⑤特別養護老人ホームの待機者数を 5年経年で伺う 

    ⑥来年開設予定の特別養護老人ホームの定員は何人か、当市の待機者が優先的入所はで

きるのか、その割合はどのくらいか伺う 

⑦ さらに 100 床規模の特別養護老人ホームを開設したら、介護保険被保険者の保険料の

負担はどのようになるのか伺う 

⑧ 市長は特別養護老人ホームは十分あり、これ以上開設しないと断言しているが、当市

の現状を見ても開設の必要はないと考えているのか見解を伺う 

 

３） 地域密着型サービスについて 

① 「介護保険の手引き（2019年版）」の地域密着型サービスのなかで手引きに掲載されて

いて市内で利用できないサービス・施設はあるか伺う 

② 地域密着型サービスの頁の「住み慣れた地域で受けるサービス」に示されているのは

国として最低限自治体に求めているサービスではないのか。利用したくてもできない

サービスがあることをどのように改善するか具体的に検討すべきと思うが、見解を伺

う 

 

３.体育館のエアコン設置について 

 

１） 体育館のエアコン設置の調査 

① 調査結果を学校ごとに伺う 

② 調査結果をどのように分析し今後の設置をどのように進めていくのか伺う 

③ 小学校についての調査はどのようにするのか伺う 

④ 国・都の補助金の活用 はどのようにするのか伺う 

⑤ 2019年 3月「市立小・中学校の体育館にエアコン設置を要請する陳情」を議会として

も賛成多数で採択している。このことと調査結果を合わせて、早急に設置のための補

正予算を組むべきと考えるが見解を伺う 


