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西東京市

一般質問（3）
万全な新型インフルエンザ対策を
消費者被害解決に国の財政支援を

◇開発中の保谷駅︑ひばり
ヶ丘駅及び周辺にいすの
あるまちづくりを進めよ︒

所得格差と教育費支援策について
芝久保町道路冠水の対策について

がら︑限りある施設を有効

部長

信一︵民主・社︶

質問

森

って子どもの受けられる教

◇住吉会館に︑世代を超え
た利用者の声を聞ける懇

洋子︵生ネ︶

談会等の設置を検討せよ︒

人の外国人が在籍︒日本

地域デイグループ事業を実

市長

も 年 間 １ 億５ 千 万 円 程 度 の

教育長職務代理

館において両館とも毎月４

教育長職務代理

施補助している︒

東京都の放課後対策

してもう一歩進んだ支援策

就学援助費制度を実施して

回の学習活動を行っている︒

線工事が行われるが︑芝久

府中道の公共雨水幹

公民館２

いる︒今年度は奨学金支給

質問

小・中学生の不登校

制度の拡充を実施した︒

効果が得られるのか問う︒

保町の道路冠水にどの程度

市長

雨水幹線工事のほか

教育長職務代理

不登校対

策委員会の取り組みに一定

に田無町の２ カ所の貯留槽

建設計画により︑青梅街道

整備促進をお願いする︒

と東京街道の道路冠水の抑

の発行は現実的ではない︒

◇ 家 庭 ごみ３事 業 実 施 後の

総合的な検討を進める︒

質問

質問

市 民アンケート 調 査 結 果

質問

せて中・高生年代が興味を

質問

駅南口地区計画実施事業者

の施策への反映とごみ対策

質問

制が図られると考える︒

及び保谷庁舎の市民広場整

の表彰は企業寄りの行政と

の具体的な取り組みについて

では地域福祉コーディネー

示す施設にできないか問う︒

なるものを取り除くための

備は市民参加で進めよ︒

の印象が否めない︒見解は︒

勢が法人市民税を中心とし

ター︑地域福祉推進員の育

児童館に特色を持た

の効果が出始めている︒

の対策について問う︒

質問

これまで

が考えられないか問う︒

障害者の余暇活動へ

利用者の声を聞きな

協議会等で協議しながら詳

家庭の所得格差によ

細に対策を考えていきたい︒

に活用して運営していく︒

板垣

緊急時の安心は平常時の対策から
外国人子どもの日本語指導拡充を
災害時要援護者の把

質問

握及びボランティアとの連

外国人の子どもたち

握のために︑当事者︑関係

育の質や量に差が生じてい

の取り組みについて問う︒

質問

◇教育委員会の欠員を補い︑

ると指摘されているが︑不

質問

況により困窮する家庭に対

者︑地域住民への周知︑理

教育行政を円滑に進めよ︒

への日本語指導の実態の把

対象者へのパンフレ

解をどのように進めるのか︒
答弁
携はできているか︒

歳以上の生活

ット郵送︑
関係機関の協力などで地域

日本語適応教室０人︒今後︑

語適応指導は小中各２ 人︑

人︑中学校

答弁

に広める︒説明会の開催な

小学校

状況調査による戸別訪問︑

どを検討し︑実行していく︒

学校教員と日本語教室のス

新型インフルエンザ

質問

タッフとの連絡︑連携の仕

の万年塀のフェンスへのか
既存ブロック塀の安

けかえ促進について︒
答弁

サポートを︒

答弁

答弁 推進協議会への諮問︑

た市税収入にどう影響して

成と配置が重要な柱になっ

全対策は重要な課題︒東大

答弁

民参加の機会を設ける︒

◇ 情 報 教 育 専 門 員の仕 組み

いるか︒また︑雇用状況の

ている︒他方︑ふれあいの

かく子︵生ネ︶

保育・高齢者緊急短期入所

質問

答申を経て︑あらかじめ表

が変わってから１年の成 果

悪化と団塊世代の大量退職

大友

すべての事業に環境優先の視点を
できる限り市民参加の機会を創れ

地域の在宅医療を拡充せよ︒

◇かかりつけ医への啓発等

組みづくりを研究していく︒

を整えるための国の保障は︒

重要な課題︒介護保険連絡

答弁

等緊急時に介護保険サービ

答弁

スを継続するための対策は

質問
の開設延長や新たな人件費

康雄︵共産︶

は世界で感染者が２ 万人を
には該当しない︒都と調整

倉根

突破し︑寒さが本格化する
を図り活用したい︒

意見 十分な検証を行え︒

南半球での拡大が懸念され
質問

できているか︒

ている︒日本でも秋からの
れた市民が裁判に参加する

ライフライン確保の

流行に万全の備えが重要だ︒
際︑保育・介護など障壁と

国の交付金は︑窓口

保健所や医療機関との連携

で発熱外来を

サービス・自立支援ホーム

彰状贈呈基準を定め実施し

と 今 後の情 報 教 育の推 進

で納税義務者数の増加もそ

東大農場の桜並木や

市内のブロック塀の

育の一層の推進について

* バーリテラシー教
及びサイ

農場の万年塀は情報を伝え︑

たが︑大流行の場合は患者

ヘルプサービスなどを活用

都営住宅跡地等︑住民が守

ている︒今後はハード︑ソ

に当 たっての課 題について

資金調達コストが割

ＩＨＩ とひばりヶ丘

をさばき切れない︒大流行

したい︒費用は検討する︒

りたいと思う緑の保全のた

フト両面から行いたい︒

田無庁舎の緑化推進

期における発熱外来の登録

ＩＨＩ 跡地の高齢者

めの市民公募債を設置せよ︒

質問

カ所確保し

制やその補完施策について
質問

答弁

質問

市長

現段階では個人市民

れほど見込めないのでは︒

ないか危惧する︒

ている︒計画倒れに終わら

では人材不足が課題となっ

まちづくりなどの地域活動

第２ 期地域福祉計画

税・法人市民税とも大変厳

市長

民館について今後施設のあ

会館と中央図書館︑田無公

が示されたが︑西東京市民

質問

質問

図っていきたい︒

祉の担い手の発掘や養成を

日常の活動を通して地域福

ティアに関心を持っている︒

と市民の半数以上がボラン

市民意向調査による

しい状況となる︒来年は税

り方をどう検討していくの

市長

地利用計画はどうか︒

田無乳児保育園の跡

か基本方針を問う︒

市長

において調整をしていく︒

今後︑庁内関係部署

朽化した施設については︑

耐用年数を超える老

検討委員会の部会において

公共施設の保全計画

収の落ち込みが懸念される︒

今日の厳しい経済情

市税収入の見通しと
各種計画について問う

医師会と調整している︒

用マンションの計画変更の

高︒最小経費︑最大効果の
事業者から土地を転

保育園での緊急一時

質問 食品被害や悪質商法︑

状況について伺う︒

独自の負担軽減を求める︒

和弘︵民主・社︶

欠陥製品による事故などの
答弁

運営の申し出をしてもらう︒

人と
から就学前まで定員

質問

４月からの要介護認

し︑待機児解消を図る︒説

定制度の見直しによる影響
について伺う︒

市長

相馬

消費者被害を国民の立場で

実態把握の状況と東大農場

暮らしと雇用︑
保育園待機児解消
介護保険制度改善を問う

明会は来年４月ごろ開催︒
質問

市長

智明
︵共産︶

機者解消策が見えない中︑

の把握と検証を行っている︒

人の待
談窓口は今後調査研究する︒

ＵＲ のひばりが丘団地内特

市民の負担増や不安が生じ

特養ホーム

質問

質問

養ホームは︑事業者決定後

議会への参加を促し︑地域

で検討する︒

介護保険利用料の市

現在︑介護認定状況

は深刻な状態だ︒緊急融資

団地内保育園建設で︑統合

ないよう対応したい︒

の介護保険施設として市民

︵仮称︶ひばりが丘

制度の再開と暮らし・雇用

の市との協議はどうなるか︒
市長

現段階からの説明会や協議

ニーズにこたえられる事業

市の介護保険連絡協

市長
の経済情勢を勘案し検討す

を求める︒

第４ 期事業計画の中
市長

新 規 保 育 園 は０ 歳 児

ーの拡張を準備中︒総合相

る︒また︑就職情報コーナ

緊急融資制度は今後

される田無乳児保育園の保

藤岡

市民広場整備では市

解決する消費者庁が発足す

原則の観点から︑現時点で

裁判員制度に登録さ

57

売する届け出がされた︒

日の段階

住吉会館ルピナス
（住吉町６丁目）
東大農場の万年塀
（緑町2丁目）

都 は５ 月

19

護者からは不安の声を聞く︒

景気悪化で市民生活

115

答弁

について伺う︒

新型インフルエンザ

75

る︒市の体制と職員の処遇

19

総合相談窓口開設を求める︒

900

63

