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2令和

8 １

　新型コロナウイルス感染症対策に　新型コロナウイルス感染症対策に

　かかる補正予算議案を可決　かかる補正予算議案を可決

●令和2年第2回定例会を 
6月1日から6月12日までの
12日間の会期で開催

⇒14人の議員が一般質問を
行い、市長等と議論
 4～7面

⇒市長提出議案34件を議決
 10面

武蔵国分寺跡（西元町二丁目）

武蔵国分寺は、大地震による災害や疫病が流行していた

奈良時代（8世紀中頃）に、仏教の力で国を安定させ、

人々を苦しみから解放するために、聖武天皇が諸国に建

立させた国分寺の一つです。全国に建てられた国分寺の

中でも規模が大きく、歴史的にも重要なことから大正

11年に国指定史跡に指定されています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和2年第2回定例会の日程を変更するなどの対応をしました（詳細は8面）。
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令和2年 第2回定例会 各委員会における質疑等【要旨】
各議案等の要旨や結果は、10面をご覧ください。

提案議案等

を問う

【議案の審査】

■議案第42号　専決処分について

Ｑ　今回の改正で、未婚のひとり親も寡婦（夫）

控除の対象となるが、その周知は。

Ａ　手当等、ほかの部署に関係することもある

ため、連携を取りながら広く周知していきたい。

■議案第61号　国分寺市市税賦課徴収条例等の

一部を改正する条例について

Ｑ　未婚のひとり親が今回寡婦（夫）控除対象

になった要因は何か。

Ａ　死別・離婚等された方のお子さんと、未婚

のひとり親家庭のお子さんについて、どちらも

同じ視点で考える必要があるという議論が以前

からあった。また未婚のひとり親家庭の件数が、

昔と比べてかなり多くなっていることも要因と

考えられる。

■議案第62号　国分寺市市税賦課徴収条例の一

部を改正する条例について

Ｑ　徴収猶予申請書の提出時に訂正等がある場

合に、訂正等を求めたにもかかわらず訂正等を

しなかったときには、20日を経過した日におい

て当該申請を取り下げたものとみなすようだ

が、このような規定はほかでもあるのか。

Ａ　地方税法第15条で徴収の猶予について20日

と規定されている。また、国税や都税も確認し

たところ、同様に20日と規定されている。

■議案第63号　国分寺市事務手数料条例及び国

分寺市個人情報保護条例の一部を改正する条例

について

Ｑ　記載内容に変更がないマイナンバーの通知

カードはいつまで有効か。

Ａ　国からの経過措置により、マイナンバーを

証明する書類として当面の間有効となってお

り、期限は現時点では示されていない。

【報告事項】

・特別定額給付金給付事業の進捗状況について

・国分寺市立ｃоｃоｂｕｎｊｉプラザ指定管理者の募

集について　など

総務委員会総務委員会

【議案の審査】

■議案第44号　専決処分について

Ｑ　国民健康保険加入者の被用者に傷病手当金

が支給される内容の改正であるが、対象には新

型コロナウイルスに感染した場合だけでなく、

発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含ま

れる。相談や問い合わせはあったか。

Ａ　問い合わせはあったが現時点で対象者はい

ない。ホームページ等でさらに周知していく。

■議案第65号　国分寺市介護保険条例の一部を

改正する条例について

Ｑ　当市は、介護保険料の第1段階から第3段

階までの方を対象に介護保険法施行令で定める

軽減幅を最大限適用し介護保険料を軽減する

が、他自治体の状況は。

Ａ　適用については、各自治体の判断となるた

め、実際に適用していない自治体もある。

■議案第67号　国分寺市立学童保育所条例の一

部を改正する条例について

Ｑ　令和3年4月に開所予定の市立第二小学校区

と第五小学校区に新設される学童保育所は指定

管理での運営となる。今後のスケジュールは。

Ａ　募集要項等を確定した後に、7月頃指定管

理者の公募をして、12月の定例会で議案を上程

する予定である。

■議案第73号　工事請負契約について

Ｑ　市立第二小学校校舎増築工事期間中の安全

対策はどのようにするのか。

Ａ　工事の箇所は、プールの東側のところであ

る。工事車両等の搬入があるため、仮囲いを行

い、児童や保護者等の安全を確保しながら進め

る。詳細は本契約後に検討していく。

ほか■議案第43号などを審査

【報告事項】

・国分寺市いきいき口腔健診（高齢者歯科健診）

について

・令和3年4月開所予定の民設民営保育所誘致

事業について　など

厚生文教委員会厚生文教委員会

【議案の審査】

■議案第68号　国分寺市事務手数料条例の一部

を改正する条例について

Ｑ　今回新たに追加となった建築物省エネ法に

関する申請件数はどの程度想定しているか。

Ａ　年に数件程度と考えている。

Ｑ　申請に関する周知の方法は。

Ａ　事業者からの相談の際に個別に対応する。

■議案第71号　市道路線の一部廃止について

Ｑ　全部廃止としない理由は。

Ａ　一部は通路として使用している。

Ｑ　一部廃止した後の対応は。

Ａ　原則として、隣接する土地所有者に売却する。

【調査】

■都市計画マスタープランに掲げる土地利用計

画の見直しについて

・東恋ヶ窪エリアのまちづくりの検討について

Ｑ　条例制定に関するパブリック・コメントの

期間中に説明会は実施するのか。

Ａ　都市計画決定までに説明会を実施してお

り、その内容を条例化するため、実施しない。

【報告事項】

・雨水浸透ますの譲渡について

Ｑ　雨水浸透ますの設置について、今後どのよ

うな方向で進めていくのか。

Ａ　地下水の保全に大変重要な施策の一つだと

認識している。さらなる増設を目指したい。

・一般廃棄物処理実施計画平成31年度目標達成

状況について

Ｑ　1人1日当たりの排出量が平成30年度から

平成31年度にかけて増加している要因は何か。

Ａ　人口の増加や生活様式の変化が関係してい

ると考えている。

・橋りょう定期点検の結果について

・国分寺市道路占用料等徴収条例の見直しについて

・水道水における有機フッ素化合物について

・新型コロナウイルス感染症対策事業について

・ペットボトルの戸別収集について　など

建設環境委員会建設環境委員会

指定管理者制度を導入するｃｏｃｏｂｕｎｊｉプラザ指定管理者制度を導入するｃｏｃｏｂｕｎｊｉプラザ

国分寺市立第二小学校校舎増築予定地国分寺市立第二小学校校舎増築予定地

ペットボトルの戸別収集開始をＰＲするごみ収集車ペットボトルの戸別収集開始をＰＲするごみ収集車
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【報告事項】

■現庁舎用地の活用について

Ｑ　市民参加はどう進めるか。利用者の声は。

Ａ　近隣住民へはアンケート調査を、施設利用

者へは検討中、適切に対応したい。

Ｑ　跡地に何ができるのか、市の基本方針は。

Ａ　サウンディング調査結果をもとに、スペー

スの有効利用、公共施設の再配置の検証が必要。

Ｑ　跡地活用の検討に伴う支援事業者の選定は。

Ａ　選定・契約は済んでおり、事業者は基礎情

報の整理・収集をしている。

Ｑ　基本方針は最終的にどう決定していくのか。

Ａ　今年12月までに、公共施設の規模、延床面

積、用途等の案を議会に示し、その後、東京都

に示していく。また今年度内には、決定したい。

■「（仮称）国分寺市新庁舎建設基本計画」（案）

のパブリック・コメントの実施について

Ｑ　市民食堂・レストラン設置の考えは。

Ａ　厨房の設置はない。市民も自由に食事や懇

談ができるフリースペースの設置を考えている。

Ｑ　新庁舎建設には、多摩産材の活用を。

Ａ　環境にやさしい建築材料の活用を図る。

Ｑ　コロナ禍の影響で設計施工事業者選定が遅

れているが、竣工時期と供用開始時期は。

Ａ　令和7年1月末竣工、5月供用開始。

Ｑ　エスカレーターを設置する考え方は。

Ａ　窓口部門を設置する1、2階は、円滑に移

動できるよう、エレベーターのほかエスカレー

ターも設置する。

公共施設等総合管理特別委員会公共施設等総合管理特別委員会

【議案の審査】

■議案第41号　専決処分について

Ｑ　特別定額給付金の申請について、1日どれ

くらい処理ができるか。

Ａ　1日3，000件超を目標に取り組んでいる。

Ｑ　国分寺市医師会に緊急協力金を給付する

が、その使途は市に示されているのか。

Ａ　感染症対策に関連する物品購入経費や感染

症に関する検査実施に対する経費、または感染

症見舞金として調整している。

Ｑ　国分寺市医師会への緊急協力金の使途は、

後日報告を受けるのか。

Ａ　国分寺市新型コロナウイルス感染症対策緊

急協力金交付要綱を策定。医師会より実績報告

を受ける。

Ｑ　市民が発熱した場合、検査センターまでの

移動手段について、今後どう対応するのか。

Ａ　東京都から陰圧車の貸出しを受けることを

検討している。

■議案第69号　令和2年度国分寺市一般会計補

正予算（第4号）

Ｑ　特殊詐欺の被害を防止するため自動通話録

音機300台を貸与する予算が計上されているが、

これまでの貸与台数と今後の計画は。

Ａ　平成27年度から実施している事業で、過去

840台を市民へ貸与しているので、合計で1，140

台となる。今後は令和6年度までに1，740台を

目標として取り組む。

■議案第72号　令和2年度国分寺市一般会計補

正予算（第5号）

Ｑ　Ｗｉ-Ｆｉの整備拡充について、設置場所とそ

の目的は。

Ａ　けやき公園、窪東公園、北町公園、国分寺

駅北口駅前広場、国分寺駅南口駅前広場、いず

みホール、いずみプラザ、本多公民館の計8か

所を予定。目的は災害時の新型コロナウイルス

感染症対策として、避難所での密集を避けるた

めに、新たな避難所や避難場所とする主な施設

の通信手段の確保として設置する。

Ｑ　福祉事業所応援特別給付金給付事業につい

て、対象となる法人はどれくらいか。

Ａ　市内の全介護保険サービス事業所の84法人

及び全障害福祉サービス事業所の30法人が対象。

Ｑ　出産・育児支援給付金給付事業について、

新型コロナウイルス感染拡大の影響はまだ続い

ている。今後の状況を考慮してさらに支給対象

を拡充できないか。

Ａ　緊急事態宣言発出期間に出生し、国の特別

定額給付金の給付の対象とならなかった新生児

のいる世帯に対して、出産・育児支援給付金と

して1人当たり5万円を給付するものであり、

5月25日までを対象としたい。

■議案第74号　令和2年度国分寺市一般会計補

正予算（第6号）

Ｑ　新型コロナウイルス感染症対策のため購入

するサーマルカメラの設置場所及びその運用は。

Ａ　来庁者等の体温を速やかに測定し体調の確

認を行うことを目的として市役所、ひかりプラ

ザ、市民スポーツセンター、市立小中学校に設

置予定。各施設で運用基準を定め活用する。

Ｑ　医療機関等応援特別給付金給付事業につい

て、その対象機関及び給付額は。

Ａ　市内の医療機関、薬局、施術所及び助産所

全259機関に、1機関当たり20万円を給付。

Ｑ　小規模事業者経営持続支援事業について、

その対象者及び支援内容は。

Ａ　国や都の支援給付金等事業の支給対象外の

事業者で、主として売上高が減少している従業

員10人未満の小規模事業者に、1事業者当たり

20万円を給付。

補正予算審査特別委員会補正予算審査特別委員会

詐欺被害防止のため貸与する自動通話録音機詐欺被害防止のため貸与する自動通話録音機

跡地活用の検討が進む現庁舎内駐車場跡地活用の検討が進む現庁舎内駐車場

【報告事項】

■（仮称）国分寺駅北口駅前広場設置条例の検

討状況について

Ｑ　駅前広場のバス・タクシーの年間使用料は。

Ａ　乗り場や待機場の面積に応じた維持管理費

相当額として、全体で150万円程度を想定。

Ｑ　イベント広場使用料は、地元の商店会や自

治会が使用する場合は免除などの配慮を。

Ａ　検討したい。

Ｑ　条例制定にあたり関係団体等とのヒアリン

グの状況は。

Ａ　3月から一部団体について実施したが、コ

ロナ禍の影響で中止した。代わりに、アンケー

ト調査を実施して広く意見を伺う。

Ｑ　パブリック・コメントの実施は。

Ａ　予定はない。意見聴取は、アンケート調査

を実施する。

Ｑ　無作為抽出でなく、任意のアンケートでは

対象者の確認ができず、意見の偏りを懸念する。

Ａ　ご指摘はごもっとも。アンケートは条例制

定の参考とし、市民意見の把握方法は検討する。

■その他（交通広場における地中障害物残置に

係る協定の締結について）

Ｑ　今後の対応として協定締結は重要。平成30

年の通知に基づく遅延に伴う費用の歳入状況は。

Ａ　令和2年3月末で歳入を確認している。

・クラウドファンディングについて

・2019駐輪場グランプリBICYCLE PARKING 

OＦ THE YEARグランプリ大賞受賞について

国分寺駅周辺整備特別委員会国分寺駅周辺整備特別委員会

大賞を受賞した国分寺駅北口地下自転車駐車場大賞を受賞した国分寺駅北口地下自転車駐車場
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1．切れ目ない子育て支援について
さの）都から追加支給される育児パッケージの
ギフトカードの対象と対応は。市）事業開始は
7月1日。4月1日時点で妊娠届提出者やこれ
以降出産された方も対象。ゆりかご面接時や郵
送により配布する。さの）ゆりかご・こくぶん
じ事業もこの間中止となったが、今後のために
「オンライン面接や相談」の取り組みを進める
べき。市）中止の間は電話で対応した。オンラ
インの環境整備に向けて検討を始める。さの）
乳幼児の健診や両親学級も中止となったが、特
に母子ともに大事な「3ヶ月児健診」どのよう
に再開していくのか。市）「3～4ヶ月児健診」

は6月から再開予定。個別健診の受診希望者に
は市独自事業として費用を助成する。
さの）東京都は孤立化や産後うつの未然防止を
図るために、産後ドゥーラを含む家事育児サポ
ーターを派遣し、産後の家事・育児支援する事
業を推奨、拡充している。里帰り出産がしにく
い状況下、妊産婦の不安にこたえるためにも「産
後ケア事業」を早期に推進すべき。市）現在、
他自治体の視察やアンケート実施でニーズを把
握中。実施に向けて準備をしていく。
2．安全・安心のまちづくりについて
さの）昨年の台風19号の経験から市民への情報
伝達手段強化策として「防災ラジオ」を提案し

ている。市の考え方を問う。市）ＳＮＳを活用
しない世代への情報伝達方法の確保は重要であ
り、コミュニティ放送の立ち上げについても、
地域を巻き込んで、その可能性を調査する。
さの）コロナ禍での災害の備えのため、避難所
での感染症対策としての備蓄品の拡充と避難所
の3密を防ぐための避難所増設を求める。「在
宅避難」を市民にさらに訴えていくべき。市）
新たな避難所として都立公園の活用を検討。避
難所にＷｉ-Ｆｉ整備する。さの）避難所運営マニ
ュアルの修正が必要。市）協議の上、対応する。

産後ケアの早期実現で安心できる体制確立を
公明党

さの　久美子

コロナ対応による業務の遅延状況について
だて）新型コロナウイルスの感染拡大防止や特
別定額給付金、その他支援策への対応等の業務
量増加と在宅勤務やコロナ関係部署への応援と
いった体制変更により、市の通常業務・計画の
進捗にも大きな影響があったことと推測する。
各部ごとに状況を説明願いたい。
政策部長）三密回避のため、市民参加のワーク
ショップや審査会が開催できず、国分寺ビジョ
ンの後期実行計画や新庁舎基本計画の策定が遅
れている（新庁舎竣工も数カ月遅延予定）。
市民生活部長）第2次国分寺市就労支援プラン
策定に遅れがある。検討手法やスケジュールの

調整を行っていく。
健康部長）地域福祉計画に関連する4計画に遅
延がある。12月までに進捗を調整していきたい。
福祉部長）高齢者保健福祉計画や障害者計画等
の策定に遅れが生じているが、年度内に行う。
まちづくり部長）道路・交通網計画における地
区別カルテ（地区ごとの交通網調査）の作成が
遅延している。また、環境基本計画や第一種低
層住居専用地域指定エリアのまちづくりに関す
る説明会や審議会等が開催できていない。
建設環境部長）都市計画公園・緑地の整備方針
及び、緑確保の総合的な方針は7月改定に遅延
している。内藤さつき公園の整備は市民懇談会

が開催できないため、年度内の設計完了で進め
いている。
子ども家庭部長）プレイステーションと東恋ヶ
窪三丁目での新規親子ひろば事業が開始できて
いない。感染予防対策をしっかり検討する。
総務部長）防災まちづくり学校の開始時期が遅
れており、今後どうするか検討中となっている。
だて）学校施設の整備や保育所誘致等には遅れ
がないようで良かった。今後第二波、第三波も
織り込んだ市政運営を業務の質を落とすことな
く、遅れを取り戻せるようご尽力願いたい。

コロナウイルスによる市政運営への影響は？
国分寺政策市民フォーラム

だて　淳一郎

◆計画策定について◆（問）働き方や暮らし、
社会の価値観が変化している。また、経済の厳
しさは財政に大きく影響する。今年度策定予定
の計画には、これらの要素を反映する必要があ
る（答）市民ワークショップや審議会などが中
止や延期になり、市民参加の代替の手法を検討
している。新しい生活が迫られていることも踏
まえ計画策定を進めたい（問）市民参加は欠か
せない。オンラインの活用も手法の一つとして
取り入れてはどうか。若い世代の参加にも期待
できる（答）情報収集しながら研究検討したい。
（問）感染症対策に柔軟に活用できる寄附制度
や基金の創設を！（答）検討の一つと考える。

◆医療・介護・福祉サービスについて◆
（問）排泄や食事、入浴の介助など利用者との
接触が避けられない介護の現場では、高齢者や
基礎疾患のある方に感染させてはいけないと張
り詰めた緊張が続いている。感染への不安から
利用者が減り収入が減少する一方で、感染防止
に必要なマスクや消毒剤、使い捨て手袋、防護
服等の価格は高騰している。介護保険や障がい
福祉サービス事業者が安定して事業を継続でき
るよう必要物品の支給、経済的支援を求める。
（答）マスクと手指消毒剤は配布してきたが、
今後も事業者の声を聞き必要な支援を行う。
防護服等は、今は医療を優先に配布しているが、

必要な場合は介護現場の相談にも乗っていきた
い。市として給付金の支給について考えている。
（問）外出や介護サービスを控えた高齢者の健
康状態等を把握し、感染リスクも踏まえた今後
の介護の在り方の検討を求める（答）あらゆる
機会を捉えて情報収集し状況の把握に努める。
社会参加も難しい中、どのように介護予防、フ
レイル予防が行えるのか検討していきたい◆他
に、希望する介護や医療従事者が優先してＰＣ
Ｒ検査を受けられる体制整備、発熱外来の設置、
感染症に関する相談体制づくり等提案した。

介護関連事業への支援を強く求める
無会派（国分寺・生活者ネットワーク）

高瀬　かおる

令和2年 第2回定例会 一般質問での質問・答弁【要旨】
一般質問を行った議員の順番で、各議員が一定のスペースで自由にまとめたものを掲載しています。

市政を

問う

※自民党市議団では、感染症対策で一般質問を
自粛、本橋が会派を代表して質問をした。
◆ＰＣＲ検査について
本橋）ＰＣＲ検査については市民の関心が高い。
具体的な検査の方法について問う。市）国分寺
市、府中市、国立市、小金井市の医師会の共同
運営で行い、かかりつけ医や医療機関が必要と
判断した場合に行う。本橋）医師会、保健所と
の連携をしながら新型コロナウイルス感染予防
に取り組んでいただきたい。
◆子育て世帯への支援策について
本橋）子育て世帯へはどのような支援策がある
か問う。市）ひとり親世帯への支援策として、

児童育成手当受給世帯へ3万円の支援を行う。
また出産・育児支援給付金として、国の10万円
の定額給付金の対象が4/27までに出生している
方が対象のため4/28以降でかつ緊急事態宣言中
に出生された方に5万円の支援を行う。本橋）
自民党市議団として求めていた出産・育児支援
給付金について、迅速な支給をお願いしたい。
◆オンライン教育について
本橋）感染症対策の一環でオンライン教育への
対応が社会的にも求められている。市の取り組
み状況を問う。市）インターネットを活用した
学習支援コンテンツを整備している。ギガスク
ール構想を踏まえ、ＰＣやモバイルルーターの

貸与について整備していく。本橋）一人一台Ｉ
Ｔ端末があるのが理想である。充実した整備を
お願いする。
◆市内事業者への経済対策（家賃補助を含む）
について　本橋）自粛要請により、経済的に困
窮をしている事業者もいる。家賃補助について
市の対応を問う。市）国の補正予算に盛り込ま
れている。必要性を認識しているところであり
国分寺市としても検討したい。本橋）経済状況
が刻一刻と変化をしていく状況にある。家賃支
援を含め迅速かつ充実した支援をお願いする。

感染対策で質問自粛、自民党を代表して質問
自由民主党市議団

本橋　たくみ
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■子育て子育ち・学校教育■学校や公共施設の

休業に伴い、子育ての孤立化や家族関係が煮詰

まりやすい状況が続いている。子育て家庭の把

握や見守りとともに、子どもが主体的に考えら

れるよう伴奏型のサポートを求める。子どもの

遊び場・親子の居場所であるプレイステーショ

ンや青空ひろば、親子ひろば等は不安や悩みを

受け止める役割もあるため優先的に事業継続す

べき答対策本部の方針をふまえ利用者の視点で

できる対応をする岩永一斉授業の形態を含めて

今後の教育のあり方を考える機会とすべき。国

や都に少人数学級にむけた環境整備と人員配置

を要望するとともに、市の方針を持ち進めてい

ただきたい答今後も国や都へ働きかける岩永休

校明けの登校を待ち望む一方で不安の声もある。

子どもの様子に細かく目を配り差別や偏見につ

いて話し合う場を持つ等、学校が安心できる場

であり続ける取組を。あわせて不登校対応とし

てトライルーム分室は必須だが、開始の時期は？

答準備を進めている岩永家庭学習は家庭環境に

も左右される他、学童で過ごす子どももいる。

オンライン学習のメリットも活用しつつ体験も

含め、個々に合わせた学びの保障を答機器の貸

出し等の準備も進め活用の研究を深める。

■図書館■外出自粛期間中でもできるだけ開館

し、市民が本と触れ合える環境が必要。加えて本

の宅配等アウトリーチサービスの拡充を答先進

的な取組も参考に効果的な施策を検討する岩永

子育て世代の利用を増やすため、休館日に親子

が気兼ねなく図書館を利用できる「親子スペシャ

ルデー」の実施を答非常に有効と考える。

◆その他、命と暮らしを守ることを最優先に、

生活保護制度の周知、生活困窮者の窓口体制の

増強と納税・子育て・教育部署等との連携強化、

地域防災計画における医師会と連携した感染症

対策と職員研修の実施、避難所での感染症対策

として段ボールベッドの備蓄の追加等を求めた。

 

 

  

  

 

 

 

 

子どもの育ち・遊び・学びを支える取組を！ 無会派（国分寺・生活者ネットワーク）

岩永　康代

新型コロナウイルス感染症拡大防止について

1、市民要望に応える市立図書館の在り方

問）コロナ禍での外出自粛在宅疲れの心を潤す

読書は有用。電子書籍の普及や予約窓口での受

け渡し等新しい貸し出し方法や書籍の感染防止

対策など検討を。

市）新たな貸し出し方法や感染防止の対策と共

に国分寺市の図書館の特徴である、歩いて行け

る中学校区毎に同規模1館の利点を生かし防災

の視点なども含め市民要望に応えていきたい。

2、コロナ禍での市民の健康診査について

問）他の病気の早期発見治療には適切な時期の

検診が重要。市民や子ども達の命と健康を守る

為の体制を整えると共に、乳幼児健診では個別

受診者に費用助成等安心して受診出来る体制を。

市）希望者には費用助成する。高齢者のフレイ

ル健診コーラルフレイルの取り組みも進めたい。

教育）文科省から年度末までに可能な限り速や

かに実施をと通知あり。心臓や腎臓検診をはじ

め子ども達が密集しない実施方法を調整し行う。

問）市境住民待望の立川市内医療機関での検診

について長年要望してきたが進捗があったと聞

く。市報やホームページ等で情報提供周知を。

市）立川市医師会と契約が整い今年度から立川

市内37医療機関で受診可能となり周知していく。

3、感染を懸念した予防接種控えについて

問）乳幼児は母親からの免疫力が徐々に低下し

他の病気の危険性に曝される為できる限り予定

通り受診をと提唱される。市の見解取り組みは。

又妊婦胎児を守る風疹予防接種の着実な推進を。

市）適切な時期に受診頂けるよう推進し、風疹

は集団免疫の観点から引き続き接種勧奨を図る。

問）高齢者は肺炎にかかると重篤化しやすい為

肺炎球菌ワクチン接種が有効と。着実な推進を。

市）市独自の取り組みで定期接種以外の年齢の

方にも受診を可能にした。医師会とも連携し安

心して接種できるよう体制を整え推進する。

コロナ以外の病気や感染防止対策も着実に 公明党

高橋　りょう子

☆都市計画公園「戸倉公園」の進捗状況

市）都と市区町が改定作業を行っている「都市

計画公園・緑地の整備方針」の「優先整備区域」

に「戸倉公園」が位置づけられる見込み。

星）方針の改定後、都からの整備許可を経て公

園完成まで、どのくらいの期間を要すると考え

るか。

市）都の許可を取得できれば、そこから3～4

年が通常のケース。公園の全体像をどう考える

のか。部分的な整備で進めるのか。公共施設を

併設する公園とするのか。許可申請前に整理す

べき課題は多く、完成の時間はまだ読めない。

☆賃金・雇用保障による市民サービスの向上へ

星）事業者が担っている公共施設（民間委託・

指定管理）について。市が事業者に支払う運営

・事業費であるが、コロナに伴う休館・休校中

の分については、現在、協議が行われていると

聞いている。施設で働く職員（正規・非正規）

の賃金・雇用を事業者がしっかり保障できる観

点からの協議をお願いしたい。それが、再開後

の市民サービスの堅持・向上につながる。

市）指摘は重要と考える。丁寧な協議を行う。

☆新型コロナ感染防御の消毒液確保にむけて

星）病院、高齢者・障がい者施設、保育園、小

中学校では、消毒液を確保できているのか。

市）市は必要に応じて支援している。

星）「消毒剤となる微酸性電解水（次亜塩素酸水）

の生成装置を市で購入し、必要としている施設

・市民に無料で配布を」。地域の方よりこの提

案をいただいたので、要望を行う予定だった。

そんな時に「経済産業省は次亜塩素酸水の新型

コロナへの効果の検証を継続する」とのニュー

スが流れた。6月中に効果の結論がでるとのこ

となので、今回は提案を見合わせる。

市）感染症対策の長期化を見据えなければなら

ない。次亜塩素酸水の効果検証については、市

としても情報収集していきたい。

戸倉公園／コロナ対策の消毒液確保にむけて 国分寺政策市民フォーラム

星　いつろう

◆青色回転灯搭載車両による防犯パトロール

問）市の青色回転灯搭載車両は何台か。市）33

台、市民の防犯意識の高まりや一定の効果があ

る。問）「本多連合町会」は、平成24年から本

多公民館の青色回転灯搭載車両を借用し、本多

地域の防犯パトロールを実施。市内他に実施し

ている町会・自治会は。市）他になし。要望）

平成30年頃から、市に拡声器を取り付けて頂き

「戸締り・火の元」呼び掛けを行い巡回。放送

運行には警察への許可が必要で、15日単位で申

請、許可を得て実施。毎年実施している事業な

ので、年間を通して許可をと根気強く警視庁へ

要望し、3か月の許可がでた。手続きを簡素化

し防犯活動が継続できるよう、市に対してこの

状況のご理解、ご支援をお願いしたい。

◆新型コロナウイルス感染症対策に係る市民団

体等との連携と今後の取組み　問）コロナ感染

症対策のこの間に市民団体から活動の連絡や相

談は。市）協働コミュニティ課、連絡相談なし。

（市民団体等の活動紹介）本多のある老人クラブ、

「老人会だより」発行、だよりで安否確認。東元

町の町内会、運動不足にならないよう体操。育

児支援のファミリーサロン、事業も休業し利用

者の方へ通信をポスティング。市と協働運営の

親子ひろば団体、オンラインひろばを開催。内

藤地域センター図書室運営ボランティア団体、

対策をメンバーと十分話し合う。高齢者のフレ

イル予防で集いの場、休止状態で市から休止の

求めや再開に関して何もない。民生児童委員、

心配な高齢者家庭には洗濯物確認で見守り。市

民の方、マスク作って寄付をしたいとボランテ

ィアセンターに相談し、マスク作り募集が実現。

市）市民の発意に基づいた活動を支援し、活性

化させていくことは市民活動センターの大きな

役割の一つ。公民館は地域の拠点で、地域福祉

とか地域コミュニティの分野と連携し地域を支

えていく、活動をさらに展開させていきたい。

市民活動を支援する行政に期待を！ 国分寺政策市民フォーラム

はせべ　豊子
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【新型コロナウイルス感染症対策に全力を】

①市内事業者への事業継続への支援を

木島）地方自治体向け交付金を活用し、市内の

中・小規模事業者、個人事業者等の事業継続の

ための経済的支援に全力を挙げてほしい。

市長）国の持続化給付金の対象とならない等、

十分な支援が行き届いていない事業者に補助を

行いたい。また、医療関係へも支援を進めたい。

木島）事業者が関係給付金等の各種申請の書類

作成等でご苦労されている。相談支援の拡充を。

市民生活部長）商工会と連携し、専門家の活用

など、さらなる充実を図っていきたい。

②医療、介護、保育等の福祉サービスを守れ

木島）介護、障がい福祉サービスの各事業者に

も影響が出ている。特に経営が悪化した事業者

への支援が必要ではないか。

福祉部長）事業を安定的に継続していただける

よう、給付金を支給する事業を行いたい。

木島）保育所運営を守り、各園職員の賃金にも

適切に配分されるよう、確認も行ってほしい。

子ども家庭部長）状況を確認していく。

③児童生徒への心のケアと学びの環境整備を

木島）学校の再開にあたり児童生徒の心のケア

が重要。スクールカウンセラー、スクールソー

シャルワーカーの柔軟な対応を。

教育長）丁寧な取組を行っていきたい。

木島）児童生徒の学びの環境を保障するため、

一人一台のパソコンなどのICT環境の充実を目指

すGIGAスクール構想の取組を進めるべき。

教育部長）必要性が高まっている。推進したい。

木島）今後、学童保育所のICT環境整備も重要

子ども家庭部長）状況を注視しつつ検討したい。

④事前防災が重要。BCP（事業継続計画）改善を

木島）以前に指摘した風水害編のBCP策定を。

また、震災等の災害と感染症への対応が複合し

て発生した場合を想定し、準備に万全を。

総務部長）見直しに向けて取組んでいく。

コロナ禍の支援、スピード感ある対応を 公明党

木島　たかし

1．保育所の待機児童について＝今年は何人

か？⇒4/1現在94名（去年は125名）。内訳は0

歳22名、1歳54名、2歳13名、3歳以上5名。

○今年の保育所計画の進捗状況は？⇒4施設の

うち3施設（定員208名）の事業が決定している。

○都内では待機児童ゼロの自治体があり、育休

延長の人は除いているが、当市の計算方法は？

⇒育休中で申し込みが一園の場合は含まないが

複数園の場合は含んでいる。

○コロナ対策は十分におこない、保護者に不安

を与えないようにていねいに対応してほしい。

2．新型コロナウイルス対策について

○ホームページについて＝情報量が多くて大変

だろうが、見出しでわかるように、また新着情

報は一番上にするなどわかりやすくしてほしい。

○感染者について＝年齢と性別以外の情報は公

表されていないが、府中市では市長がツイッタ

ーで感染者の住所＝町と職業について情報発信

している。当市の考え方は？⇒感染者が発生し

たら保健所から連絡をもらっている。市内施設

で発生したら連絡をもらえるが今のところない。

今後は国や都の考え方に基づいて対応していく。

○今後について＝これまでの反省点などを踏ま

えて何か考えがあるか？⇒4/10に市の対応方針

を定めた。これまでは感染症拡大防止が主眼だ

ったが、今後はそれに加えて社会経済活動を促

進していき、苦労している事業者の方々への対

策をさまざま実施していきたい。

○公共施設の再開について＝ガイドライン等を

市民の方に十分周知していただき混乱のないよ

うにしていただきたい。

○国から支給されたマスクについて＝サイズが

あわない等で使わないので寄付したい場合はど

うしたら良いか？⇒ボランティアセンターに持

ち込みがある。社会福祉協議会と相談して対応

を考えたい。○なるべくたくさんの所で集めら

れるように市も協力していただきたい。

待機児童と新型コロナウイルス対策について 国分寺政策市民フォーラム

及川　妙子

多摩総合医療センター（549床）、小児総合医療

センター（549床）、神経病院（296床）の三つ

で1601床が備えられている。これらへの一日当

りの市民利用は、入院で149人、外来で342人と

沢山の利用、期待の高い医療機関となっている。

●厚労省が全国の公立、公的病院の四分の一で

20万床のベッド削減を担うなかで、都も都立病

院の地方独立行政法人化を進めようとしている。

多くの批判が出ているが、都は方針を変えよう

としない。都民の、市民の利益のために歯止め

をかけるという答弁を。

市長　御指摘のように、国分寺市民にとって大

切な、重要な病院であり、災害時等を含めて今

回も大きな役割を果たしているので、都と連携

して機能が維持されるよう努めたい。

コロナ対策の特定給付金（10万円）を必要な方

には前倒しで、一日も早く！

感染症の拡大や、先の見えない不安と生活苦の

中で、給付金を受けた人の「希望が見えた」「ほ

っと安心した」の声が届いている。必要とする

方には、前倒して一日も早く届けられないか。

都内の生活保護四割増とのニュースもある。先

進例では熊本市、桑名市、高知市などで、本人

の意志確認さえできれば、申請書や添付書類も

不要、生活保護受給者証だけでも可などの自治

体もあり、本人にも、事務方にも、簡単、スピ

ーディと喜ばれている。

部長　書類の省略とかは、可能と考えるが、全

体的に一日も早くということに支障があっては

ならない。

●申請困難な方には、コールセンターだけでな

く、対面、相談で、確定申告のように手続きを

完了させる支援窓口の設置を

部長　対面しての窓口設置はできない。

●暮らしをめぐる可能な限りの支援で市役所の

存在意義を発揮すべきではないか。

●他に、図書館サービスの早期充実を求めた。

 

 

 

都立病院（多摩総など）の独法化に反対を！ 日本共産党国分寺市議団

中沢　正利

≪ＰＣＲ検査センターへの都補助の増額を≫

問）国分寺市も含め4市共同で設置したＰＣＲ

検査センターの医療体制は医師1名、看護師2

名、事務1名。その人件費補助は一日12，700円

しかない。早急に増額を求めるべき。

答）都の補助ではカバーしきれない。市は国分

寺市医師会に補助しているが、保健所の適切な

関与が必要。

≪新型コロナ対策に国の抜本的な補助を≫

問）日本医師会が、コロナ患者受け入れ病院だ

けでなく、地域の医療機関や介護事業所にも抜

本的な補助を国に求めた（表参照）。医療機関

や介護事業所が少なくなれば、地域のくらしが

困難になることから、医師会が求める規模での

補助を、市としても国に要望するべき。

答）医療機関への財政支援と、医療体制の維持

・確保は市長会を通じて要望している。

≪介護保険料の引き下げを≫

問）未曾有の新型コロナ禍の中、市民への負担

増は絶対にしてはならない。特例として介護保

険料の引き下げ、あるいは市民に新たな負担増

は求めない、こうした市長の姿勢を示すべき。

市長）いろいろ考慮した上で決めていきたい。

＊ その他、市としての雇用調整助成金などの給

付金申請サポートや登園自粛に対する保育所

の統一的な対応を求めた。

新型コロナ禍の下　介護保険料は引き下げを 日本共産党国分寺市議団

中山　ごう
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聴覚などに障害のある方のた

め、市議会を傍聴する際に、手

話通訳者または要約筆記者を派

遣します。事前に予約が必要で、

費用は無料です。

また、盲導犬、聴導犬、介助

犬と一緒に傍聴も可能です。

詳しくは、議会事務局にお問

い合わせください。

障害者等への 障害者等への 
合理的配慮について合理的配慮について

どなたでも傍聴できます

令和2年第2回定例会の本会議

で行われた一般質問と議案審議

の模様が市議会ホームページから

8月31日（月）までご覧になれます。

また、次回令和2年第3回定例

会の一般質問と議案審議のライ

ブ中継・録画配信及び決算特別

委員会の録画配信を行います。

ぜひご活用ください。

インターネットインターネット
動画配信について動画配信について

どなたでも視聴できます

令和2年第2回定例会の本会議

録（全文掲載）は、9月1日（火）

より市議会ホームページで閲覧で

きます。

また、本会議録は平成元年、委

員会記録は平成17年以降の記録か

ら閲覧できます。

本会議録・委員会本会議録・委員会
記録について記録について

どなたでも閲覧できます

市民の皆様の行政等に対する

ご要望は、請願・陳情として市

議会に提出できます。

請願・陳情はいつでも提出で

きますが、令和2年第3回定例

会（9月2日（水）開会予定）

からの審議を希望する方は、 

8月13日（木）までに直接議会

事務局へお持ちください。

請願・陳情の請願・陳情の
提出について提出について

どなたでも提出できます

● 議会事務局への問い合わせ　☎（042）325-0111（代表）　ＦＡＸ（042）327-1426

　【定例会・委員会について、インターネット動画配信について　（議事担当）内線468】　【請願・陳情について　（調査担当）内線581】
　【障害者等への合理的配慮について　　　　　　　　　　　　（総務担当）内線467】

● 国分寺市議会ホームページ
　http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shigikai

● ＱＲコード
スマートフォン等で読み取ると
 サイトにアクセス 動画配信ページ市議会ホームページ

上記の詳細は、次の方法で知ることができます。

令和2年第3回定例会は、

9 月 2 日
 （水）開会予定です。

　本会議は市役所第1庁舎3階議場で、委
員会は同委員会室で、午前9時30分から開
始予定です。本会議については、ライブ中
継・録画配信を行う予定ですのでご活用く
ださい。
　傍聴にお越しの際は、マスク着用と手指
消毒にご協力をお願いいたします。また、
体調の優れない方は傍聴をご遠慮いただき
ますようお願いいたします。

次回の定例会開催予定について次回の定例会開催予定について

どなたでも傍聴できます

第2回定例会終了後、令和2年第3回定例会
までの間に開催する委員会等は次のとおりです。
7月15日（水）　議会運営委員会／代表者会議
7月20日（月）　議会運営委員会
7月21日（火）　本会議（臨時会）
7月30日（木）　公共施設等総合管理特別委員会
7月31日（金）　国分寺駅周辺整備特別委員会
8月3日（月）　総務委員会
8月4日（火）　建設環境委員会
8月5日（水）　厚生文教委員会
8月31日（月）　代表者会議／議会運営委員会

詳しくは、市議会ホームページをご参照く
ださい。

閉会中の委員会等閉会中の委員会等

どなたでも傍聴できます

　国分寺市議会では、各議員の資産等報告書

と政務活動費の収支報告書を公開しています。

　資産等報告書は、政策法務課（内線443）

で閲覧ができます。また、政務活動費の収

支報告書は、ホームページ、議会図書室、

オープナー（行政資料室）で閲覧できます。

資産等報告書と政務活動費の 資産等報告書と政務活動費の 
公開について公開について

どなたでも閲覧できます

＜高齢者・障害者サービスへの継続の支援を＞

岡部：事業所では「自分がコロナに感染してい
て利用者に移してしまうのでは」「感染が発生
したら今後悪い評判が広まってしまう」との恐
怖感の中で業務を続けざるを得ない状況。防護
服が必要だが不足しているとの声。
答弁：市が保有している防護服は市内でのクラ
スター発生時の様な緊急時に集中的に提供して
いくためのストック。現時点で事業所への支給
は考えていない。
岡部：全国団体の調査で、経営への影響を受け
ているとの回答がデイサービスで91％に及んで
いる等。コロナが収束したとしても介護サービ

スが崩壊ないし弱体化の恐れ。市は保険者とし
て経営実態アンケートをする必要があるのでは。
答弁：様々な機会に状況を把握する。現時点で
はその様なアンケートの実施は考えていない。
岡部：市独自の施策として1法人あたり10万円、
1事業所あたり10万円を支給するのは評価した
い。一方、これは1回だけなのか、それとも何
らかの継続的支援を考えているのか。
答弁：対応については継続して考えていきたい。
岡部：国による支援で決定的に欠けているのは、
減収分を補てんするという考え方がないこと。
減収分を補てんせよ、の声を上げて頂きたい。
答弁：市として内容をよく精査して、必要に応

じて要望を上げていきたい。
＜学校休業中の家庭学習の支援について＞

岡部：ＩＣＴ機器を持っていない家庭の児童・
生徒が取り残されてしまうという新たな教育格
差が生じる恐れがあるのでは。
答弁：そういう家庭に機器を貸出しできるよう
に検討・準備を進めている。
岡部：母子家庭など時間的ゆとりがない家庭で
は保護者が子どもの学習を見てあげる余裕がな
いという問題もあり、やはり教育格差につなが
りかねない。市民的議論が必要だ。

高齢者・障害者サービス、家庭学習支援 日本共産党国分寺市議団

岡部　宏章

木村＝コロナ対策に関して、給付金や公共施設
の休館・開館などの市報における情報提供の在
り方は、より丁寧にすべきだ。
部長＝発行までに情報の時間差が出てしまうが、
今後対応していかなければならないと考える。
木村＝市内でクラスターが発生したり、職員に
発生した場合の市民への情報提供の在り方は。
部長＝保健所と協議の上、積極的に対応してい
く。市職員で発生した場合は公表する。
木村＝今後の第2波や、大規模地震が同時に起
きた場合に備え、マスクや消毒液等の備蓄は、
今まで以上に行っていくべきだ。
部長＝備蓄や確保の重要性は再認識しており、

対策本部で必要品目や備蓄数を検討していく。
木村＝260名定員のリオンホールや370名のいず
みホールは当面50名以内での利用制限がある
が、使用料の減免がない。速やかな対応を。
部長＝速やかに検討し、結果を明らかにする。
木村＝中止予定の事業予算等は減額補正して、
それを原資に速やかに必要な所に予算付けを。
部長＝12月議会には不要な予算を補正減し、新
たに必要な所に計上する補正予算を提案する。
木村＝今後財政が悪化することは明らかであ
る。来年度（以降）予算は、財政調整基金の活
用や経常経費の考え方の適切な判断を。
市長＝財政調整基金は、他の災害対応の為にも

30億円は維持しつつ、コロナの影響を推測しな
がら対応する。財政規律を保ちながら、判断を
誤らないように運営していく。また、経常経費
も新しい目をもって判断する。
木村＝消防ポンプ車が2台入れ替えとなる。過
去、旧車両は他市等へ無償譲渡しているが、市
内の研究所等へ自主消防用としての譲渡や、子
供も触れられる市内の公園へ設置してはどうか。
部長＝事業者への譲渡は近隣住民への安全にも
つながるので調査検討する。併せて公園の設置
も近隣市の状況を確認しつつ検討する。

コロナへの適切な対応をしつつ財政規律を！ 無会派

木村　 徳
いさお
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第1回定例会と第2回定例会において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国分寺市議会では次の対応を行いました。

・ 第1回定例会終了後から次の定例会までの間、閉会中の委員会の開催を中止しました。また、第2回定例会において、一般質問の時間短縮、

各特別委員会の審査日数の調整などを行いました。

・議場フロアの定期的な換気および机、ドアノブなどの消毒の徹底、議員・職員・傍聴者への手指消毒とマスク着用の協力依頼を実施しました。

・議員席、職員席の配置などを工夫し、3密（密閉・密集・密接）回避のためソーシャルディスタンスを確保しました。

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る国分寺市の対応等について、全員協議会を開催し市長より報告を受け、その内容につい

て協議しました。

主な感染拡大防止対策について主な感染拡大防止対策について

国分寺市議会全員協議会に関する規程では、「議長は、市政に係る重要事業・事件について協議又は調整を図るため、

執行機関からの説明及び報告並びに議員間の討議を行う必要があると認めるときは、全員協議会を開催し、これを主催

する。また、全員協議会は、議員全員をもって構成し、議員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。」

と定めており、会議の公開もしています。

今年の第1回定例会以降、新型コロナウイルス感染症対策の市の取り組みについて、全員協議会を計3回開催し、市長

からの詳細な説明と報告を受け、協議を行っています。

シリーズ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る国分寺市の対応

等について、市長より報告を受け、協議を行うため、全員協議会を

計3回開催しました。

また、常時における各議員からの行政側への質問とその回答につ

いては、議会事務局が一元化して管理することで、効率化を図るこ

とができ、その内容についても全議員で情報を共有しました。

主な質疑は次のとおりです。

◎3月17日全員協議会

Ｑ　学校が休業となったが、今後の学習保障についてどのように臨むか。

Ａ　新年度、新たな学年で補充する。中学3年生は、学習が終了して

いるが、小学校6年生は、進学先の中学校に未学習の情報を提供する。

Ｑ　公共施設の休館に伴い、そこで働く人への収入の影響は。

Ａ　市の臨時職員のほとんどが業務を継続しており、一部職員につ

いて、校庭開放の補助員として雇用を継続している。また、指定管

理者については、今後協議をして対応を図る。

Ｑ　乳幼児健診の延期について、保護者への連絡等はどのように行

っているか。

Ａ　保健師がフォローしている。今後の健診は、感染症対策をした

上で実施する準備をしている。

Ｑ　子どもたちの心のケアについて、どのように考えているか。

Ａ　児童・生徒の状況の把握は、各学校で対応している。今後も個

々の状況に応じて柔軟な対応を図る。また、教育センターの教育相

談を開設しているので、こちらも継続して実施する。

Ｑ　学童保育について、学校施設を使用することを考えているか。

Ａ　校庭は既に多くの学校で利用している。現状、学童や児童館で

一定対応できている。

◎3月26日全員協議会

Ｑ　教員の出勤について、満員電車を避けるなどの感染リスク軽減

の工夫は。

Ａ　若干の時差出勤は認めている。なお、国分寺市では自転車通勤

の教員が多い。

Ｑ　職員の体調管理の徹底及び体調不良時に休暇を取得しやすい庁

内の協力体制の確立は。

Ａ　体温の基準を設けるなどして対応している。御意見を踏まえ、

更なる徹底を図りたい。

◎5月13日全員協議会

Ｑ　就学援助の申請を年度途中からでも受付する必要があるのでは。

Ａ　今年度の就学援助の申請はこれから受付するが、御指摘の点は

検討している。

Ｑ　中小企業の支援対策等、市はどのような対応をしているか。

Ａ　経済課で相談を受け、適切な支援を案内。

Ｑ　社会福祉協議会での生活困窮等に係る相談件数はどうか。

Ａ　住居確保給付金は、5月12日までの申請件数が20件。また、特例

貸付のうち、緊急小口資金の申請件数は186件、総合支援資金は7件。

Ｑ　委託している公共施設等が休業している場合、委託料の支払いは。

Ａ　各所管で指定管理者等と協議しながら、支払いについてそれぞ

れ対応する。

Ｑ　東京都から介護保険事業者対象に配付する8万7，500枚のマス

クの納品日は。

Ａ　東京都から連絡があり、段階的に市に送付される予定。

◎行政側への問合せ

Ｑ　保育所に内定している児童の保護者が、会社の休業や命令、そ

の他の事情で、就労や復職ができない場合、復職期限延長は可能か。

Ａ　4月以降の入所決定の場合、復職期限は7月1日まで延長。（そ

の後8月1日まで延長）

Ｑ　小口事業新型コロナウイルス感染症対策資金融資あっせんにつ

いて、受付期間の延長は。

Ａ　新型コロナウイルスの経済に与える影響の長期化を見据え、受

付期限を9月30日まで延長。

Ｑ　障害者就労施設からの物品等の調達は、委託先事業所の状況把

握に努め、契約期間、期限など柔軟な運用も必要だが、市の考えは。

Ａ　契約内容の変更は、双方の協議と考える。事業所から相談があっ

た場合、可能な限り柔軟な対応を取るよう、発注元に働きかけをする。

Ｑ　市内の医療機関等で消毒用エタノールが不足しているようだ

が、市の対応は。

Ａ　感染拡大防止の観点から医療機関等から相談があった場合、感

染予防関連物品を市の備蓄から支援している。

全員協議会等の主な質疑について全員協議会等の主な質疑について

全員協議会の様子全員協議会の様子

国分寺市議会における新型コロナウイルス感染症に対する主な対応について国分寺市議会における新型コロナウイルス感染症に対する主な対応について
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国分寺市の行政視察受け入れ状況について国分寺市の行政視察受け入れ状況について

平成30年度

年　月　日 自治体等名
人員

視　察　内　容　等
議員 職員

平成30年
5月9日

富山県小矢部市 6 2
国分寺市プレイステーションに
ついて

5月14日 東京都小平市 4 ―
国分寺市プレイステーションに
ついて

7月4日 宮崎県日向市 6 1
国分寺市の自主防災組織及び高木
町自治会地区防災計画について

7月10日 富山県高岡市 10 2 予算特別委員会の運営について

7月20日 三重県鈴鹿市 8 1 公共調達条例について

7月30日 山口県周南市 4 ―
市民防災推進委員及び地区防災
計画について

7月31日 富山県魚津市 6 ― 庁舎建設・駅前開発について

8月7日 茨城県取手市 1 ―
地区防災計画・感震ブレーカー
支給事業・防災用品あっせん事
業について

8月20日 岐阜県関市 3 ―
成年後見制度利用支援事業に
ついて

8月21日 東京都小平市 8 5
国分寺三百年野菜こくベジプロ
ジェクトについて

10月16日 愛知県日進市 7 2 防災まちづくりについて

10月17日 熊本県宇城市 8 2 防災まちづくりの取り組みについて

10月18日 愛知県半田市 7 2 保育園等の民営化について

10月19日 富山県立山町 7 2
避難行動要支援者名簿・支援マ
ニュアルについて

10月25日 大阪府茨木市 6 1
国分寺駅北口地区第一種市街地
再開発事業について

10月25日 愛媛県西条市 1 ― ごみ減量化の取り組みについて

11月5日 新潟県佐渡市 6 1
公共施設等マネジメントと
新庁舎建設について
ふるさと納税の推進について

11月6日 奈良県天理市 4 ―
防災まちづくりの取り組みに
ついて

11月14日 宮崎県都城市 9 1
議会運営上の先進的取り組みに
ついて

11月19日 愛媛県西条市 12 3
国分寺市湧水及び地下水の保全
に関する条例について

11月22日 東京都日野市 1 ―
国分寺市商店街の活性化に
関する条例について

平成31年l
1月18日

愛媛県新居浜市 1 ― ごみの減量について

2月6日 奈良県宇陀市 7 1 ごみ減量化・資源化について

国分寺市では、他自治体の議会等からの行政視察の受け入れを積極的に行っています。行政視察とは、市議会の議員などが市政の発展や行政の適正な運

営を行うために、先進的な取り組みを行っている自治体を訪れ、直接調査し学ぶものです。行政視察の受け入れをすることで、国分寺市を知ってもらうこ

とや相互の情報交換を行うなど市政の発展にもつながります。

今後も、新型コロナウイルス感染症等の状況を考慮しながら、受け入れについては検討してまいります。

国分寺市議会の過去10年間の傍聴者数は、表1のとおり減少傾向となっています。一方、インターネットを活用した議会の情報提供が進み、

録画配信のアクセス数は表2のとおり増加しています。

国分寺市議会では、議会情報をよりタイムリーに利用しやすい方法で提供するため、インターネットを活用した情報提供について検討がな

され、平成22年第1回定例会より、一般質問及び市長の施政方針に対する代表質問の音声配信を始めました。その後、平成27年第4回定例会

より映像配信に切り替え、本会議のライブ中継と録画配信を行っており、令和元年度の日曜議会のライブ中継アクセス数は、145件となって

います。また、平成30年度より、予算特別委員会と決算特別委員会の録画配信も開始しました。

今後も、議会情報をより利用しやすい方法で提供できるよう取り組んで参ります。新型コロナウイルス感染症の状況下において、ご自宅等

でも議会をご覧いただけますので、ぜひご活用ください。

議会の傍聴と動画配信について議会の傍聴と動画配信について

令和元年度

年　月　日 自治体等名
人員

視　察　内　容　等
議員 職員

令和元年
6月10日

高知県高知市 1 ―
議会本会議視察
地区防災計画について

7月23日 北海道伊達市 1 ― 市民防災まちづくり学校について

7月30日 香川県綾川町 5 1 子育て支援施策について

7月31日 大分県日田市 7 2 公共調達条例の制定について

8月23日 広島県三次市 8 1
こくベジプロジェクトについて
こくぶんじ創業塾について

10月2日 京都府城陽市 10 2 ＲＰＡの導入について

10月8日 兵庫県三田市 3 ―
公共施設適正再配置計画・個別
施設計画の策定について

10月16日 福岡県筑紫野市 7 2
地区本部運営マニュアル、
地区防災計画発表会について

10月24日 香川県善通寺市 7 2
市議会災害対応マニュアルの
策定について

10月29日 滋賀県大津市 10 4
市民防災まちづくり学校について
地区防災計画の策定状況について

11月7日
岩手県盛岡市、
水上市、奥州市

6 ―
防災まちづくりの取り組みに
ついて

11月12日 熊本県熊本市 7 4
防災まちづくりの取り組みに
ついて

11月14日 東京都中野区 14 10 国分寺駅周辺整備について

11月19日 東京都清瀬市 5 ― ごみ減量化の推進について

11月19日 福岡県豊前市 8 1

防災まちづくりの取り組みに
ついて
ブロック塀の撤去の助成等に
ついて

令和2年
1月15日

香川県
市議会議長会

16 10 災害時の市議会の対応について

1月31日 兵庫県明石市 9 1

議会における災害時の対応に
ついて
議会運営に関する先進的な
取り組みについて

2月4日 熊本県八代市 6 2
防災まちづくりの取り組みに
ついて

2月17日 東京都狛江市 7 5
国分寺市商店街の現状と課題、
今後の取り組みについて

表1 表2
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議案番号 議　案　名 議　　案　　の　　要　　旨
付託先

委員会
結果

第41号 専決処分について

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に基づき、特別定額給付金を給付する

事業等を早急に実施するための補正予算を編成する必要があり、専決処分したので

議会の承認を求める。

補正予算 全員賛成・承認

第42号 　　　〃　　　　
国分寺市市税賦課徴収条例における扶養親族等申告書に係る規定等を整備する必要

があり、専決処分したので議会の承認を求める。
総務 全員賛成・承認

第43号 　　　〃　　　　
国分寺市国民健康保険条例について、地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税

の減額に関する規定を整備する必要があり、専決処分したので議会の承認を求める。
厚生文教 全員賛成・承認

第44号 　　　〃　　　　

国分寺市国民健康保険条例について、新型コロナウイルス感染症に感染した者等に

係る傷病手当金の支給に関する規定を整備する必要があり、専決処分したので議会

の承認を求める。

〃 全員賛成・承認

第45号 　　　〃　　　　
国分寺市国民健康保険条例の一部改正に基づき支給する傷病手当金について補正を

行う必要があり、専決処分したので議会の承認を求める。
〃 全員賛成・承認

第46号 農業委員会委員の選任について 農業委員会委員の任期満了に伴い、栗原啓輔氏を選任する。 ― 全員賛成・同意

第47号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　齋藤利一氏を選任する。 ― 全員賛成・同意

第48号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　篠宮重彰氏を選任する。 ― 全員賛成・同意

第49号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　清水幸雄氏を選任する。 ― 全員賛成・同意

第50号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　鈴木正治氏を選任する。 ― 全員賛成・同意

第51号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　鈴木弘子氏を選任する。 ― 全員賛成・同意

第52号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　鈴木吉弘氏を選任する。 ― 全員賛成・同意

第53号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　永澤悟氏を選任する。 ― 全員賛成・同意

第54号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　笛田弥生氏を選任する。 ― 全員賛成・同意

第55号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　本多佳郎氏を選任する。 ― 全員賛成・同意

第56号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　尾又守氏を再任する。 ― 全員賛成・同意

第57号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　田中豊氏を再任する。 ― 全員賛成・同意

第58号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　内藤孝雄氏を再任する。 ― 全員賛成・同意

第59号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　濵野周泰氏を再任する。 ― 全員賛成・同意

第60号 　　　　　　 〃 　　　　　　 　　　　　　　〃　　　　　　　　本橋裕司氏を再任する。 ― 全員賛成・同意

第61号 国分寺市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について 地方税法等の一部改正に伴い、国分寺市市税賦課徴収条例等の一部を改正する。 総務 全員賛成・可決

第62号 国分寺市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について 地方税法等の一部改正に伴い、国分寺市市税賦課徴収条例の一部を改正する。 〃 全員賛成・可決

第63号
国分寺市事務手数料条例及び国分寺市個人情報保護条例の一

部を改正する条例について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に

よる通知カードの廃止に伴い、関係規定を整理する。
〃 賛成多数・可決

第64号 国分寺市個人情報保護条例の一部を改正する条例について
国民健康保険法等の改正に伴い、オンライン結合による個人情報の提供に関する規

定を整備する。
厚生文教 賛成多数・可決

第65号 国分寺市介護保険条例の一部を改正する条例について 介護保険法施行令の改正に伴い、保険料の減額賦課に関する規定を整備する。 〃 全員賛成・可決

第66号
国分寺市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関

する条例の一部を改正する条例について

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支

援員の資格要件に関する規定を整備する。
〃 全員賛成・可決

第67号 国分寺市立学童保育所条例の一部を改正する条例について 学童保育所を4施設新設する。 〃 全員賛成・可決

第68号 国分寺市事務手数料条例の一部を改正する条例について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、国分寺市事

務手数料条例に関する規定を整備する。
建設環境 全員賛成・可決

第69号 令和2年度国分寺市一般会計補正予算（第4号）
歳入歳出予算の総額に6， 411万円を増額し、歳入歳出それぞれ609億7， 875万6

千円とする。
補正予算 全員賛成・可決

第70号 令和2年度国分寺市介護保険特別会計補正予算（第1号）

低所得者の介護保険料負担軽減を目的とした、国、都から一般会計への負担金増額

に伴い、歳入において介護保険料3， 931万9千円を減額し、一般会計繰入金3，

931万9千円を増額する。

厚生文教 全員賛成・可決

第71号 市道路線の一部廃止について
西恋ヶ窪一丁目地内の道路について、公共の用に供しておらず、将来にわたり存置

する必要がないと認められるため、市道路線の一部を廃止する。
建設環境 全員賛成・可決

第72号 令和2年度国分寺市一般会計補正予算（第5号）
歳入歳出予算の総額に4億8， 610万2千円を増額し、歳入歳出それぞれ614億6，

485万8千円とする。
補正予算 全員賛成・可決

第73号 工事請負契約について
国分寺市立第二小学校校舎増築工事について、戸倉工業株式会社と3億8， 698万円

で契約する。
厚生文教 全員賛成・可決

第74号 令和2年度国分寺市一般会計補正予算（第6号）
歳入歳出予算の総額に5億3， 934万3千円を増額し、歳入歳出それぞれ620億420

万1千円とする。
補正予算 全員賛成・可決

補正予算＝補正予算審査特別、―＝本会議即決

第2回定例会議案審議結果 第2回定例会には新規34件（市長提出34件）の議案が提出され、承認5件、同意15件、可決14件となりました。

議案に対する議員の表決状況（賛否の分かれたもの）

会　　派　　名 自由民主党市議団自由民主党市議団 フォーラムフォーラム 公明党公明党 共産党共産党 ネットネット 無無
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議案第63号
国分寺市事務手数料条例及び国分寺市個人情報保護条例の一部を改正する条例につ
いて

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議
長

○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○

議案第64号 国分寺市個人情報保護条例の一部を改正する条例について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○

・表　決　（○＝賛成　●＝反対）
・会派名　（フォーラム＝国分寺政策市民フォーラム、共産党＝日本共産党国分寺市議団、ネット＝無会派（国分寺・生活者ネットワーク）、無＝無会派）

令和令和22年　第年　第22回定例会　陳情の審議結果について回定例会　陳情の審議結果について
陳情番号 件　　名 付託先委員会 結　果

陳情第元-4号 小中学校体育館にエアコン設置を求める陳情 厚生文教 審議終了

陳情第2-2号 国に対し「主要農作物種子法廃止法案にかわる日本の種子保全の法整備を求め
る意見書」の提出を求める陳情 総務 継続

陳情第2-3号 学童保育所の狭隘状態解消と高学年児童受け入れに関する陳情 厚生文教 継続


