第３回定例会では、 人の議員が一般質問を行
いました。ここでは、その主な質問内容について
お知らせします。詳細については、会議録をご覧
ください。なお、質問内容については、各議員が
執筆し、その責任のもとに掲載しています。
※ 今 定 例 会 の 会 議 録 は 月 下 旬 に 発 行 予 定 で す。
会議録は、市内の各図書館・両庁舎の情報公開
コ ー ナ ー 、議 会 事 務 局 で ご 覧 に な れ ま す 。 ま た 、
ホームページでも公開しています。

重要である。個々の発達状

答弁

勝己（公明）

昨年から開始したサ

地域での見守りや支
援につなげ、必要な施策の

検討、緊急時の病気や災害

答弁

センターの体制づくりは。

質問

質問
答弁

レスパイトケア充実を。
要望があり対応する。

*

定管理制度を含め検討する。

公設民営を基本に指

（仮称）障害者福祉

対応のために活用する。

支援の社会化が大変

就労支援事業の現状は。

答弁

スポットを。

質問

公共施設に赤ちゃん

就労支援センターで

検討していきたい。

答弁

地域活性化 経
･ 済危機対策
臨時交付金の活用は。

されているので執行段階に

笙子（公明）
答弁

質問

ある。有効活用して地域活

岩越

国の第１次補正予算を活用して
全小中学校トイレを洋式化せよ！

帯へ給付を終了しました。

４億７千

性化に取り組んでいく。

五郎（公明）
質問

約７千件が未申請なので周

て、子育て応援手当、全小

新井

市民サービス向上のため
市長・教育長は死力を尽くせ

ささえあいネットワ

西東京市の障害者施

障害者施策の充実

質問

答弁

ーク訪問サービスのＰＲを。 策をさらに充実せよ。
答弁

答弁

施設が閉鎖されてしまうと
況を正しく把握し、持って

イレが臭いという苦情が多

知に努力します。転居先不

中学校のトイレ洋式化、子

調布保谷線の進捗状況は。

万２千円計上し

既に国の要綱が制定

環境施設帯への地域

％以上

年度末の予定で西

用地買収が

設工事を今年度から開始す

組みをつくる。道路排水施

市民の意見を取り入れる仕

行われている。街路樹等は

武新宿線の立体交差工事が

進み、

答弁

の進捗状況はどうか。

道路予定地の現在の工事等

住民の意見反映の仕組み、

質問

「桜街道」に期待！

答弁

予算凍結とした際の影響は。

ポン券等を予定した。国が
くあります。新１年生の中

明者などの実態調査を実施

宮がん・乳がん検診のクー

％の世

には、入学してから利用し

す。二重払い等の事故はあ

ときに１度か２度くらいで、 し、申請の拡大に努力しま

たのは、どうしようもない

りませんが、今後もチェッ

給付金は約

日常は、我慢をして自宅の

れました。販売開始が平日

者が毎週２回行っています。 し、２億７千万円が換金さ

市は２号補正予算に

トイレに駆け込むという子

ク体制に留意していきます。

小学校、中学校のト

着実に成果を上げている。

質問 西東京市の公園にお
ービスの利用者が増えず、
重要だ。重度障害者では療
課題と認識。ＰＲしていく。 育、入所施設が重要になる。 ける遊具の安全確保を。
歳以上高齢者の生
東京都に強力に働きかける。 答弁 集中的に改修を行う。

コールセンターは研究する。 答弁

お年寄りや家族にとって深
いる力を引き出し生かして

小幡

高齢者・障害者施策充実に全力を

時間相談

包括支援センターの

高齢者施策の充実
質問
さらなる周知と
体制の充実を図れ。また安

て、自立的な生活につなげ
質問

心コールセンターの設置を。 質問
て い く 「ハビリテーション」

質問

万一の閉鎖に備え、

刻な事態になるが対策は。

意見

今後とも徹底を図る。 活状況調査の現状と課題は。 質問

が行われている。学ぶべき

の大流行期を迎え、市民一
答弁
いく支援を行いたい。

さおり（無所属）

人一人の命や生活を守る具
迅速に代替の訪問サービス

納田

命を守る新型インフルエンザ対策
市の果たすべき役割は大きい！

体策に真剣に取り組んでい
に移行できるよう、食事と

罹患児童・生徒のインフル

もいます。実態を理解して

商工会が６月１日に発売し
た商品券はプレミアム分を

改善してほしいという要望
がありますが。

学校や保護者からの要望を

だったため購入できなかっ

含め３億３千万円分が完売
質問

た等の苦情や要望もありま

トイレ清掃は委託業
友銀行南側道路の放置自転

受けて、今後便器の改修を

した。年末年始の消費喚起

答弁

車対策の強化を求める。

予定しており、悪臭解消の

田無駅北口、三井住

社会支援として大変

かなくてはならない。小さ
排せつを最重要課題とし、

ものがあるが、見解は。

な子どもは重篤化が懸念さ

新型インフルエンザ

れるが、小児救急医療の体
答弁
エンザワクチン接種状況を

制強化はなされているのか。 対策を立てている。
ーの平日準夜救急医療を週
把握し丁寧な対応に努めよ。

小中学校はぜんそく

５日に拡充し、中町分庁舎

多摩北部医療センタ

の休日診療所を活用できる
障がい児がもともと持つ生

スウェーデンでは、

かせる機能を最大限伸ばし

よう医師会と調整中である。 質問
質問

インフルエンザの蔓

延により通所介護サービス

市民の努力でごみ削減目標を達成
ごみ袋の料金引き下げで還元せよ
公男（公明）

効果を期待しております。

振興計画の策定に当たり、

指導整理員配置強化を行う。 質問

佐藤

答弁

市民の努力で、既に

財源確保も含めて、新たな

路面に自転車放置禁
止標示や立て看板の設置、

につなげるよう、第２弾と
志向性が必要である。

して２億円規模の商品券の

年の家庭ごみ削減の

質問

定額給付金の交付状

平成

中学校給食の早期全校実施

況とプレミアム商品券の効

長期目標を達成した。市民

について

桜を植えてほしい。

る。溢水対策に効果がある。

工事をし、流出はないとし

質問

要望
今後十分に協議していく。

ている。私は以前から、近
ら始まる。丁寧な周知を。

は毎年同じ場所で定点観測

要望していた。しかし、市
武蔵野市の都営住宅

早急に調査するべきだ。

放課後子ども教室の実施は、 武蔵野市はすぐに切りかえ

期の３校に

着手する。来年度は次の３

年度から第

市は親子方式で３期

肺炎球菌ワクチンの

に分けて３校ずつ実施する。

質問

隣住民から異臭がすると苦

発行を予定しています。

はなバスの西原町や芝久保

東伏見児童館の廃止に伴い
放課後子ども教室を実施せよ！

情がある場所の水質調査を

果について伺います。

の努力をごみ袋料金引き下

公民館への延長を求める
質問

審議会の答申を踏ま

答弁

直しはいつごろか。

はなバスルートの見

げで還元すべきである。
え、総合的に判断する。

日か
日号の市報と

月
答弁

予防接種助成が

ともにチラシを配布する。

惠美子（公明）
のために近隣空き店舗を活

質問

中田
予定。市民意見を尊重する。

用し、存続できないか。あ

秋に中間報告を出す

答弁

質問

質問

るいは余裕教室を使い放課

月

ひばりが丘団地周辺道路

にある柳沢児童館東伏見分

東伏見小学校敷地内

がようやく上程された。市

室の一部が、石神井川の拡

団地整備に伴う周辺

質問
市民の自主性と創造

で排水管が雨水管に誤接続

答弁

され、汚水が

答弁

現在、雨水管のはけ

り石神井川に流れ込んだ事

年間にわた

後子ども教室を実施すべき

年間２万人を超える利用者

所は今後検討する。

ブだけを建て替える計画だ。 度の出前事業を考えている。 件が報道で明らかになった。 口を調査している。異臭場

現段階で、月２回程

と考えるが、見解を問う。

そのため平成

ｍに拡幅。南側

10
年３月に廃

答弁

ｍに拡幅する。

90

校を決めるとしているが、
をするだけで、異臭のする
場所は調査してこなかった。 残り６校を一緒に着手して
年度には９校完了とすべ
道路の整備計画は。

1

長の文化芸術観を問う。

文化芸術振興条例案

文化芸術振興条例について

24

幅工事区域内に該当する。
地西側は

年末までに団

性を尊重し、活力と創意を

答弁

平成
生かすことのできる文化芸

止し、併設される学童クラ
を

は、団地西口から交番まで
条例案では市長の責

術振興が重要である。
意見

任が明確に規定されている。 田無駅北口の自転車対策を

18

1

西東京市議会公明党
（公明）
民主党・社民クラブ
（民主・社）
日本共産党西東京市議団
（共産）
生活者ネットワーク （生ネ）
無所属
（無所属）

22

23

計画どおり三期で３

校ずつ行っていく。

答弁

きではないか。

24

西東京自由民主党 （自民）

1
26

10

22

953

91

10

一般質問の要旨
33

75

例
凡

28

11

12
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