第 39 号（3）

西東京市

一般質問（2）

急げ‼はなバス新ルート‼
民活に負けるな市長は決断せよ‼

質問

田無庁舎近隣の郵政

省住宅跡地が一般競売され

今日の社会・経済情勢から︑
子どもたちを守る教育行政を
清子︵共産︶

提案と受けとめる︒

生徒からの生の声の聴取は︑

暮らし優先のまちづくり

﹁ 巡 回 指 導 員 ﹂ を６

答弁

質問

施状況について伺う︒

月中に配置︑﹁指導補助員﹂

都市計画道路３・

２ ・６ 号 線 の 副 道 ・ 緑 地 等

保谷

について︑地域住民・東京

る︒市民利用に取得せよ︒

質問

都・市の協議の場の設置を︒

源太郎︵自民・無︶
質問

制は︑﹁テストの範囲が広

答弁 東京都と調整をする︒

遠藤
教育行政の充実について

校給食費の値上がり分への

た﹂等の生徒の声がある︒

くなって勉強が大変になっ

小・中学校の２ 学期

新学習指導要領が前

利用度は高いが困難︒

補助は︑経済状況からも︑

は︑全校に配置していく︒

答弁
質問

全額補助期間の延長を︒

質問

来 年３ 月 ま で の 小 学

質問
金支給制度について︑年度

置き場への︑一時利用制度

児童生徒の負担にな

直接意見を聞くことを求め

事*業再生ＡＤＲ制度

答弁
倒しに実施され授業時間が
途 中 の 募 集 や 中 学３ 年 生 へ

人にやさしいまちづ

質問
を利用して債権者と協議中
増えた︒児童生徒への影響は︒
答弁

る︒

田無駅南口広場の実

質問

答弁

高校生対象の奨学資

くり推進計画の市民ＰＲは︒
と聞く︒工期内に完成予定︒

質問

い︑保護者負担の適正化に

の設置を求める︒

年度途中の対応は課

答弁 検討をしていきたい︒

東伏見駅北口自転車

の制度周知を求める︒
答弁

答弁

ひばりが丘運動場は

り︑慎重に検討している︒

食材費の点検等を行

らないように工夫していく︒
質問

努めていきたい︒

地元や地域の意向を

現へ︑想定スケジュールは︒
答弁

質問

緑や安全安心の農産

な都市農業に行政の力を︒
答弁

題だ︒周知の徹底は提案と

質問

質問

質問

全体計画がないのに
億円の事業を進

東大農場の桜並木の

オバマ米大統領は４

慎一郎︵共産︶

と歓迎の意を表していた︒

安斉

被爆者援護の一環として被爆者
個人への見舞金を検討せよ

質問

個人への見舞金も検討せよ︒

みを高く評価する︒被爆者

本市の非核平和の取り組

爆投下の道義的責任を認め︑

月にチェコのプラハで﹁原

核兵器廃絶を目指す﹂と演

答弁

万円の補助を行っている︒

京市原爆被爆者の会に年額

市の独自施策として西東

等の受け付けを行っている︒

付︑健康診断︑医療の給付

被爆者健康手帳の交

説した︒

本市の原爆被爆者の会の

ある会員は﹁耳を疑った﹂

質問
なっている施設がある︒検

の一環として関与していく

造物の保全も市の文化施策

市民の意見を聞き東
昨今︑市内に外国人

外国人への新型イン

市中最高額で︑広島・長

市中

崎の慰霊式典・墓参等に活

個別の見舞金は︑

用されている︒

市が給付している︒

本市では身体障害者︑知

的障害者等への福祉手当は

あるが︑精神障害者︑発達

障害者等にはない︒被爆者

への個別の給付は︑検討課

題とさせていただく︒

の中で被爆者援護法の前文

の意見を取り入れ︑よりニ
答 弁 ホ*ー ム ビ ジ ッ ト と い
意見 原爆症の認定をめぐ
ーズに適した整備に努める︒ う支援事業を実施している︒ り東京高裁判決が出た︒そ

められるのか︒

さまざまな意見があ

して受けとめる︒

調査し対応する︒

裕二︵自民・無︶

市長

における千駄山広場との一

の要望をしている︒

特別支援員制度の実

水はけが悪い︒改修せよ︒

ＩＨＩ 開発地周辺道

稲垣

新青梅街道までの部
分開通はあるのか︒

質問

質問

部長

部分開通は一般論と

部分等の地元説明会や今後

して出てくると考える︒

ては︑地元関係者との調整

体的な整備計画案は︒

都市計画東伏見公園

が必要である︒東京都とも

市長

完了次第︑順次公園整備に

中学校給食について
質問

年次計画である︒この事業

全体計画があっての
ついて︑遺跡発掘のための

石神井川河川改修に

着手する予定と聞いている︒

調布保谷線の整備が

協議したい︒

交差する市道につい

のスケジュールは︒

調布保谷線の各接道

東伏見地区３事業について

より良い明日の街づくりへ‼
市は地元の声をしっかり東京都へ

答弁

踏まえ計画的に進めていく︒

質問
地元からの要望は警

路の交通規制は住民の声で︒
答弁
ＩＨＩ 開発地に民間

察等へ伝えていきたい︒
質問
路線バスが誘致されている︒
田無駅に向かうはなバスを
通さないと市民の血税が他
市に流れる︒新ルートを︒
ＩＨＩ 跡地の大型マ

答弁 交通会議で検討する︒
質問
ンション建設工事の中断は︑
経済悪化の影響を受けてか︒

たつや︵自民・無︶

東大農場の今後・北原交差点・
市内公園行政について
小林

は︑初期投資

億円を超え

工事中断はあるのか︒

る︒全体計画を示せ︒

遺跡の調査結果によ

市長

交差点とはいえないと思う︒

部長

机上の理論でつくられた人

使用禁止農薬の使用

っては︑計画に一定の影響

計 画 の 中 で 問 題・課 題 を 把

質問

が生じる可能性がある︒

に関する事件について︒

の流れは現状とは違う︒住

改修にあわせて拡幅

高齢者や障がい者が最優先される
真のバリアフリーを実現せよ！

証が必要だが取り組みは︒

答弁

行われるものである﹂と述

答弁

るべきだ︒

祉一般とは区別してとらえ

より身近で利用しや

すい相談事業に取り組む︒

教育相談の重要性が
べている︒被爆者援護の一
大きな高まりを見せている︒ 環としての補助金交付は福

するチラシを発行している︒

英中韓スペインの４

フルエンザの情報提供はど
を踏まえ﹁単なる社会保障
のように取り組んでいるか︒ 的観点に基づくものではな
質問

答弁

大と十分協議していきたい︒ 質問

保全のみならず︑歴史的建
高齢者や障がい者が最優先

これまでバリアフリー化の

質問

国の国家補償的措置として

されるものでなければなら

改修をできる限り進めてき

留学生が増加する傾向にあ

く︑戦争遂行主体であった
ない︒しかし︑人一倍長い

たが︑既存建物の改修では

るが︑支援策は︒

答弁

距離を移動しなければ入り

空間上の制約などにより不

さおり︵無所属︶

26

カ国語で都の相談窓口を紹介

口に到達できないスロープ

十分な状況もある︒利用者

大 変 重 要 な 課 題 だ ︒ 必要があると思うが︒

など︑バリアフリーを真に

納田

26 49

業が共生するまちを目指す︒

物提供に感謝し︑都市と農

魅力ある︑持続可能

答弁 周知策を推進する︒

千駄山広場（東伏見１丁目）

必要とする方々が後回しに

バリアフリー設計は

第 一 次︵３ 校 ︶の 実 施

民本意の改修を今後も望む︒

答弁

昨年の事件に続いて

の発覚であり︑調査の徹底︑

握し二次︑
三次を決めたい︒

申を経て決定されている︒

都の公園審議会の答
今後情報公開や住民意見の

また︑ドッグ・ラン建設

幅員拡幅のため︑下

質問

質問

意見

わりを伺う︒

野谷橋のかけかえで橋を広

安全対策︑情報提供︑市民

答弁

東伏見公園へのかか

への対応を要請した︒
答弁

反映を求めていく︒

については︑市民ニーズも

部長

どうして

10
くするのか︒

質問 農場の現状と今後は︒
心としたまちづくり計画の

キャンパス整備を中

策定について協議を進め︑

意見

近隣住民︑関連団体

緑豊かな特性を生かしたま

等の市民意見を取り入れ︑
緑豊かな地域特性を生かし

北原交差点の狭隘歩

ちづくりを進めたい︒
質問

た公園づくりを環境基本計

また旧道部分の開放につい

あり︑適切な土地とも思え

画にあるように都へ要請し

都へ要請したが︑改

道部分の開放について︒

ても難しいと考えている︒

るので強く要望する︒

答弁

狭い部分がある限り

てほしい︒

意見

修予定はないと聞いている︒

改修されたところも安全な

10

14

IHI跡地周辺の道路（向台町3丁目）

