（5）

平成 23 年 10 月 25 日

福生市議会だより

平成 23 年 10 月 25 日

NO.181

敬老の日を迎えて敬老記念品・敬老金のお届けの実態は

ファミリー・サポート・センター事業の進捗はどうか

市民が来庁せずに申請できる電子申請サービスの利用状況は

大野 悦子 議員

岩﨑 百合子 議員

武藤 政義 議員

質問 敬老記念品や敬老金を届け
ることで本人確認をするよい機会に
なると思うが、対象者はどのくらい
で、どのように届けられ、実績はど
のくらいか伺いたい。
市長 敬老金は民生・児童委員が、
記念品はシルバー人材センターにお
願いし、直接本人に渡すことを原則
とし、できない場合は家族等に渡し、
不在の場合は不在票を配付しており、
配付率は両方とも約 99％である。

質問 次世代育成支援行動の後期
計画で、ファミリー・サポート・セ
ンター 1 カ所立ち上げとあるが、ど
のように進んでいるか。社協が行う
ほっとサービスと混同されないよう、
PR の工夫はどのようにするのか。
市長 社協と支援方法を協議する
中で、市独自なものを設置するため、
事業実施に向けた検討作業に入って
いる。説明会等でわかりやすく、積
極的に事業の PR に努めていきたい。

放射線から身を守るための給食食材調達の考え方は

放射性廃棄物保管報道と時間差のいきさつは

▲市長訪問（川島悌二様）

質問 インターネットを利用する
ことにより市民が来庁せずに申請す
ることができる電子申請サービスを
実施しているが、利用状況は。
市長 平成 22 年度は 10 の手続き
のうち 6 の手続きで 381 件で、大部
分がスポーツ講座である。年度別で
２２年度が増加しているのは携帯電
話の申請による追加機能の成果が出
たもので、今後とも利用促進や申請
手続の拡大を促していきたい。

質問 給食食材の種類・産地・出
荷段階での放射線検査結果の公表に
ついては評価する。
当日朝の納入なので、当日測定は
難しいとのことだが、お弁当や水筒
の持参については、どうか。
教育次長 現在、牛乳に関しては、
止めている児童がいるが、給食・牛
乳の辞退の希望があった場合は、安
全への取り組みの説明を行なったう
えで、最終的には保護者が判断する
ことになる。

質問 ８月６日、米軍施設内に放
射性廃棄物保管の新聞報道がされ、
この件で、横田基地に関する情報提
供が議員にあったのは、８月 19 日
である。経緯を伺いたい。
市長 横田基地周辺市町基地対策
連絡会幹事市の羽村市が外務省に８
月９日に照会した。その回答が８月
17 日に羽村市にあり、羽村市から
の情報提供に基づき８月 19 日に報
告したもの。

落札率の高止まり傾向を防ぐための一般競争入札制度への切り替えは

路線バスの運行便削減に伴う市内交通手段の現状は

▲放射線測定器

青海 俊伯 議員
質問 指名競争入札の落札率の高
止まり傾向への認識、評価は。地域
要件を加えた、条件付き一般競争入
札制度への切り替えの考えはあるか。
市長 予定価格は東京都基準で積
算しているが、入札価格は業者が難
易度等を積算して決めている。規模
等で落札価格も変わるので、一概に
落札率をもっての比較はできない。
総務部長 条件付き一般競争入札
については、今後勉強していきたい。
▲電子調達サービス

横田基地内自動車税と環境汚染について
奥富 喜一 議員
質問 米軍と日本の自動車税体系
の違いで４倍の開きがあると聞くが、
その事実は。軽飛行機の低空飛行は
騒音だけでなく、大気汚染の問題も
あり、健康被害をもたらす危険につ
いてどう思うか。
市長 横田基地周辺市町基地対策
連絡会で、自動車税の優遇制度是正
要請をしている。また、市内上空で
セスナ機が低空飛行しないよう、事
あるごとに横田基地に要請している。
▲横田基地第２ゲート

次回定例会のお知らせ
平成 23 年第 4 回定例会は、11 月 29 日㈫から 12 月 16 日㈮まで
を予定しています。

◆本会議（予定）午前 10 時開会
11 月 29 日㈫〜 12 月 2 日㈮及び 12 月 16 日㈮
◆常任委員会（予定）午前 10 時開会
12 月 6 日㈫〜 12 月 8 日㈭
★市議会を傍聴してみませんか★
本会議・委員会はどなたでも傍聴できます。傍聴の受付は会議の当日、市役
所第 2 棟 3 階の議会事務局で行います。

▲電子申請サービス

若者の定住策としてハウス村を設立し、魅力的なまちづくりを
町田 成司 議員

乙津 豊彦 議員
質問 福生市独自の文化、財産で
あるハウスを生かして若者を誘致し、
人口増を図れないか。また、ハウス
の街並みが観光名所となり、観光客
を呼び込めるような魅力あるまちづ
くりをすることを提案したい。
市長 ハウス村構想は若者世代が
魅力を感じ、福生市に住んでみたい
と思うまちづくりの手法として民間
の行う自由な発想やアイデアである
と考えている。
▲パソコン授業（第一小学校５年３組）

階段幅を広げ、危険防止を──牛浜駅改修──

▲福生の「米軍ハウス」

交通安全の協力組織としての交通安全推進委員会の活動内容は

末次 和夫 議員

五十嵐 みさ 議員
質問 路線バスの運行便減少によ
りそれぞれの地域への移動が不便に
なったとの市民の声が寄せられてい
るが、現状についての見解は。
市長 バス会社では、定期的に行
うバス路線の需要調査結果を参考に
運行計画を立てており、当該路線は
利用者の増加が見込めないため増便
はできないとのことで、市が補助金
を払うことで増便は可能だが、費用
対効果や市の財政面から難しい。

質問 駅構内の階段幅が従来より
かなり狭い設計だが、通勤等ラッ
シュ時の危険を考え、最低２ｍ位に
できないか。エスカレーターも上下
の切り替えや機種変更は可能か。
市長 ＪＲは、エスカレーターの
利用を含めた人の流れの検証で、階
段幅は支障がないとの見解だが、幅
の拡大要望をしていきたい。またエ
スカレーターの切り替えは可能だが、
機種変更は厳しいので理解願いたい。

空き家比率が他市より高く、新築も少ない。早期の対策を

山王橋通りの安全対策は

串田 金八 議員
質問 市の行事の際の交通整理や
交通安全講習会など多くの活動をさ
れているが、苦労や問題点を理解し
ていない市民も多いので、活動状況
や協力組織の内容を伺いたい。
市長 委員数は 104 名で、今年で
24 年目を迎え、春・秋の交通安全
運動をはじめ七夕まつり、さくらま
つりにおける交通安全対策やさまざ
まな PR 活動に協力いただき、交通
事故の減少に大きな成果を上げてい
▲活動中の交通安全推進委員
る。

▲牛浜駅

富士見通りの拡幅整備に向けての今後の取り組み、見通しは
柳川 英司 議員

清水 義朋 議員

堀 雄一朗 議員

質問 福生駅以東の重要な道路で
あり、商店街活性化や安全安心なま
ちづくりに向け取り組まなければな
らないが、整備に向けての今後の取
り組み、見通しは。
市長 単なる道路の拡幅だけでは
なく魅力的な中心商業地としての整
備が必要であると考えており、地元
の皆さまと懇談会を行い検討し、道
路拡幅については土地開発公社によ
る用地買収を先行していきたい。

質問 空き家が年々増加、働き盛
り世代の転出も多い。一方で新築戸
数が少ない。建替えを促進する施策
が必要では。
市長 新たな宅地開発が困難な中
で、老朽化した賃貸住宅等の空き家
をファミリー層向け住宅へ建替促進
するとともに、空き家の有効活用を
図るための施策が必要である。さら
に住環境も整備し選ばれ続けるまち
を目指して努力していきたい。

質 問 国 道 16 号 線 工 事 に 伴 う
ボックスカルバート工事がされてお
り、その周辺の一つ山王橋通りは熊
川の方々にとり大事な生活道路であ
るが、非常に狭いところもある。現
状どのような安全対策がとられてい
るのか。
市長 市街化が進んでおり、道路
拡幅は大変厳しい状況なので、当面
は危険箇所にカラー舗装、カーブミ
ラー、イメージハンプ等の設置をし
て、安全対策を図っていきたい。

公園のバスケットボードが使用禁止になっているが、現在の状況は

スピ−ディ−に開設された「福生街なか涼み処」の現状は

田村 正秋 議員
質問 夜間の騒音問題等の理由か
らバスケットボードが使用禁止と
なっている公園があるが、利用者か
ら再開の声も聞く中でその後の状況
は。
市長 長沢公園では騒音等の苦情
により現在使用禁止となっているが、
再開させるためには町会や近隣住民
の方の御理解が必要だと考えている。
他の公園では当初８公園に設置され
ていたが、近隣からの苦情等により
▲長沢公園のバスケットボード
現在は３公園となっている。

一 般 質 問（要旨）
今定例会では、18 人の議員が市政全般にわたり一般質問を行いました。質
問方式は３種類の選択制で、一括方式、一問一答方式、併用方式（一括と一
問一答の併用）のいずれかを議員が選択し、質問しました。
概略の掲載は一問とし４ページから５ページに掲載しました。一般質問の項
目は６ページにすべて掲載してあります。
詳しくは、１１月下旬発行予定の会議録を市役所情報コーナー及び図書館
でご覧いただくか、福生市ホームページからご覧ください。
なお、この一般質問の掲載内容は、質問議員に確認してあります。

ICT 教育の推進とその取り組みは
質問 デジタル読解力調査で、韓
国１位、日本４位だったが所見は。
教職員のパソコン等利用の推進状況
とホームページ活用など、学校の
ICT を利用した教育への取り組みは。
教育長 パソコンを活用した効果
的な指導等ができるよう、情報教育
推進委員会で研修等を行うとともに、
夏季休業中に、学習支援ソフトの活
用やパソコンを使った授業づくり等
の教員研修を充実させている。

▲富士見通り

▲山王橋通り

原田 剛 議員
質問 節電意識が高まる中、熱中
症患者も急増し、予防対策に公共施
設を開放する自治体も出てきた。当
市も迅速に「福生街なか涼み処」を
開設したが、その現状を伺いたい。
市長 広報を見てわざわざ来られ
たり、他の場所と比較されたり等、
各所で 1 日平均 2 〜 3 人が 30 〜 40
分滞在し、節電できるのでありがた
い等の声があった。提案いただき、
感謝をするところである。
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市 政 のここが 聞きたい

杉山 行男 議員

阿南 育子 議員
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▲「福生街なか涼み処」案内ポスター

ランチと弁当の併用方式を改め、今こそ中学校給食の実施を
池田 公三 議員
質問 ランチと弁当の併用方式は
食育には活用できず、就学援助家庭
には重い負担となっている。小学校
の給食センター建替えが予定されて
いる今こそ中学校給食を実施すべき
ではないか。
教育長 ランチルーム開設までに
各種検討がされ、昼食対策としての
開設である。食育はさまざまな機会
に指導推進している。また給食セン
ター建替えはあくまでも小学校のも
▲第三中学校ランチルーム
のであり、検討していない。

