2018.8.10 報告会資料
２０１５年の４月の統一地方選挙で東京都羽村市の市議会議員に当選させていただきました
高田かずと でございます。皆さま方からのご支援に心から感謝申し上げます。ありがとうござ
いました。
私は純粋な無所属です。国政政党とは距離を置いています。政党に所属していると、党の幹
部が決めた政策に拘束されて自由に行動できません。私は羽村市にお住まいの皆さま方の声を
実現し、皆さま方の暮らしが少しでも良くなるよう、羽村市議会議員にさせていただいたと考
えています。私の役割は羽村市にとって、何が必要で、何が優先課題なのかを自分で考え、行
動することであると考えています。
私が大事にしていることは「健康」と「誠実」です。自分自身の健康だけでなく、羽村市
の皆さまが、老若男女を問わず、健康で充実した時を過ごしていただくことを心から願ってい
ます。誠実であることも大切です。地域の皆さまの声に対し、真摯に向き合い、誠意と情熱を
もって取り組んでいくことこそ、市議会議員の使命と考えています。これからもよろしくお願
い申し上げます。
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第1部
１．開会の言葉
２．後援会長挨拶
３．活動報告・質疑応答
４．閉会の言葉
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第２部
１．開会
２．乾杯の音頭
３．交流会（自己紹介）
４．閉会の手締め
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政策
◆市議会にシニア世代の声を
市議会にシニア世代の声を

◆安全で快適な「まちづくり」を
安全で快適な「まちづくり」を

・生涯学習や生涯スポーツの推進と支援
・生涯学習施設「ゆとろぎ」からの文化発信
・地域包括ケアシステムが機能するまちづくり
・高齢者クラブ、自治会、福祉委員会の支援

・子どもたちの命を守る学校防災教育の充実
・自助・互助・共助・公助が機能するコミュニティ
・広域防災無線の高品質化と個別受信機の普及
・コミュニティバス「はむらん」の増便

◆未来を担う次世代
未来を担う次世代に投資を
次世代に投資を

◆皆さまに開かれた市議会を
皆さまに開かれた市議会を

・子ども・子育て支援とすべての学生への優遇策

・市議会を傍聴したくなる一般質問の充実
・組織・団体･政党･企業･組合との癒着ゼロ
・羽村市に合った「議会基本条例」の制定
・子ども議会、女性議会の復活、若者議会の開催

・小中一貫教育の充実と学力向上策の強化
・羽村学で自然･文化･歴史遺産・民族芸能の伝承
・道徳授業、音楽活動、英語教育の更なる充実、

トピックス
・８月 3 日に市長室を訪問し、並木心市長に推薦のお願いをしました。全体のバランスもある
が、推薦する方向で、前向きに検討するとのことです。
・選挙戦は大変厳しい情勢で、当落線上にあると推定しています。これから全力投球で頑張りま
すので、皆様の絶大なご支援をよろしくお願い申し上げます。
・私はこれまで「市議会傍聴」を推進してきました。これからもよろしくお願いいたします。
・高田かずとのホームページをリニューアルするとともに、ブログ
再開しました。パソコンが使える方は是非、検索願います。
高田かずと公式ウェブサイト http://www.takadakazuto.com/
高田かずと公式ブログ https://takadakazuto.blogspot.com/
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羽村市議会 本会議 一般質問
私の一般質問は６０分の制限時間をフルに使用して、３２のテーマで市政を質してきました。
2018.6.7（木）
2018.6.7（木）11
（木）11：
11：3535-11：
11：54 13：
13：0000-13：
13：42（
42（2 人目）
１．市民満足度の向上について
２.「音楽のあるまちづくり」の推進について
３．聴覚に障がいがある方に配慮した市役所について
2018.3.1（木）
2018.3.1（木）11
（木）11：
11：1010-12：
12：00（
00（5 人目）
卓上型補聴支援用具（ヒアリングループ）
１．わかりやすい住居表示について
２．学校のバリアフリー対策とその教育について
2017.12.5（火）
2017.12.5（火）11
（火）11：
11：3535-12：
12：10 13：
13：1010-13：
13：37（
37（2 人目）
ヘルプマーク 耳マーク ヒアリングループマーク
１．羽村堰周辺観光の通年化について
２．高齢者に対する各種助成について
３．市道の舗装修繕促進について
2017.9.7（木）
2017.9.7（木）13
（木）13：
13：1010-14：
14：12（
12（7 人目）
１．耐震改修促進計画について
２．新生児の聴力検査など出産前後の費用補助について
2017.6.8（木）
2017.6.8（木）14
（木）14：
14：0101-15：
15：00（
00（3 人目）
１．がんの予防について
２. 市道の愛称と公園の名称について
2017.2.28（火）
2017.2.28（火）16
（火）16：
16：0000-16：
16：58（
58（4 人目）
１. 防災行政無線戸別受信機について
２. 児童・生徒の自転車事故の防止について
2016.12.6（火）
2016.12.6（火）15
（火）15：
15：3030-16：
16：30（
30（5 人目）
１. 地域包括ケアシステムの進捗状況について
2016.9.6（火）
2016.9.6（火）15
（火）15：
15：0505-16：
16：05（
05（4 人目）
１. 羽村市の水道水と「水はむら」について
２．コミュニティバス「はむらん」について
３．羽村市の公式キャラクター「はむりん」について
2016.6.9（木）
2016.6.9（木）13
（木）13：
13：4545-14：
14：43（
43（3 人目）
１．小作駅東口の環境改善と賑わいの創出などについて
２．羽村市の特色である動物公園などを活用した知名度アップについて
2016.3.2（水）
2016.3.2（水）11
（水）11：
11：1010-12：
12：10（
10（7 人目）
１．学校における避難訓練について
２．健康寿命の延伸策について
３．町内会・自治会の加入率向上について
2015.12.1（火）
2015.12.1（火）15
（火）15：
15：0000-16：
16：01（
01（4 人目）
１．東京都が作成した「東京防災」について
２．公園等の樹木と照明の管理ついて
３．防犯カメラの増設について
2015.9.1（火）
2015.9.1（火）15
（火）15：
15：0000-16：
16：01（
01（4 人目）
１．時代に即した地域会館について
２．今後の図書館分室のあり方について
2015.6.11（木）
2015.6.11（木）16
10-17：
17：12（
12（5 人目）
（木）16：
16：10１．「防災マップはむら」の普及について
２．羽村市総合防災訓練について
３．ＡＥＤの普及について
４．旧町営住宅跡地を暫定整備した小作台５丁目広場について
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羽村市議会 主な委員会活動 (2017.5～現在
2017.5～現在)
～現在)
厚生委員会
・陳情案件審議（生活保護引き下げの見直し、昭島市のゴミ受入れ）（骨髄移植ドナー支援）
・新規条例議案審議（居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例）
・私立保育園協議会・幼稚園協会との懇談会
・視察（ゴミ関連施設[日の出・武蔵村山・入間]）
（青森・六ケ所村周辺（予定））
（長岡・柏崎）
・ぎかいのトビラインタビュー（点字グループわかち）（おはなしいっぱいねずみくん）

福生病院組合
・一部事務組合の議員として一般質問
（地域住民との交流について）（情報公開条例などについて）（診察までの待ち時間について）
・臨時全員協議会（病院組合を被告とする民事訴訟提起）、パワハラ研修会、一般市民公開講座

議会運営委員会
・本会議の前や中間などに開催[年１０回程度]、タウンミーティング実行委員会[7 回]

羽村市議会改革推進委員会
・毎月開催、タウンミーティングを開催、議会改革最終報告を答申予定

羽村市土地開発公社評議員
・副会長として活動[原則年２回]

羽村市多摩都市モノレール建設促進及び公共交通対策特別委員会
・副委員長として活動

その他
・予算審査特別委員会[年１回+補正予算年４回]・決算審査特別委員会[年１回]
・議員研修会・全員協議会・意見書調整会議・会派別説明会・他委員会傍聴

羽村市議会 主な委員会活動 (2015.5～2017.4)
広報委員会
・副委員長として活動、「ぎかいのトビラ」を編集(年８回)
・他自治体からの行政視察受入れ対応
経済委員会
・陳情案件審議（導流帯のない欠陥交差点）（区画整理関連）
・東京都道路整備事業推進大会へ出張（２回）、農業委員会、西多摩土建との懇談会
・視察（金沢市・砺波市）（川上村・佐久市・上田市）
・ぎかいのトビラインタビュー（商工会工業部会）
（観光・歴史ガイド）
（チューリップ生産組合）
羽村・瑞穂地区学校給食組合議会
・一部事務組合の議員として一般質問
（学校給食におけるノロウイルス対策について）
（羽村・瑞穂産の農産物の活用の拡大について）
基地対策特別委員会
・行政視察（横田基地）
羽村市土地開発公社
・原則年２回
三多摩上下水道及び道路建設促進協議会
・年３回出張
羽村市議会改革推進委員会委員
・毎月開催、タブレット導入視察、議会改革中間報告
その他
・予算審査特別委員会[年１回+補正予算年４回]・決算審査特別委員会[年１回]
・議員研修会・全員協議会・意見書調整会議・会派別説明会・他委員会傍聴
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皆様の声
弓道場放置自動車の問題解決
「弓道場の駐車場に２週間以上も放置
されている自動車がある。」との相談を弓
道会会長からいただきました。福生警察署
では問題解決できず、八王子のいわゆる
「車検場」を２度訪問し、判明した使用者
宅を訪問して、問題を解決しました。使用
者は認知症で、家族が自動車を探し続け、福生警察署にも相談していましたが、盗難届は出して
いませんでした。家族や弓道会関係者から大いに喜ばれた問題解決事例です。

道路の舗装
「家の前の舗装状態があまりにもひどい」との相談を
いただきました。早速、現地を確認し、写真を撮って、
市役所を訪問し、舗装の要請をしました。翌日、前向き
の回答をいただいたとの回答を届けようとしたら、既に
工事が実施中でした。速やかな対応にびっくり。スポッ
ト舗装は他にも２件実現しています。羽村市道の舗装が
良くないことは一般質問でも取り上げました。市長から
も今後、良くするとの言質をいただいています。

街路灯の充実
「道路が暗い」との要請は沢山いただいています。小作台地区などはＬ
ＥＤ化で、明るくなったと皆さまから好評です。以前、多かった不点灯ラ
ンプの交換要請は数件実現しましたが、今は少なくなりました。
市境にあるＬＥＤ器具が設置されていない事例も発生しました。マン
ションの管理組合からも要請があり、約１０か月後に設置されました。

カーブミラーの要請
カーブミラー関連の要請も沢山いただいています。西児童館近くで
新設された例はありますが、予算の関係でなかなか実現しません。例
えば写真のように自動車の当て逃げで曲がったカーブミラーを真っ
すぐにするなどは予算をかけずに可能なため、速やかに実現できまし
た。

信号機設置の要請
五ノ神２丁目の富士見平郵便局
前の交差点は交通事故が起こりや
すい危険な交差点です(写真）。
2018 年５月７日にも事故がありました(写真）。昨年３月に住民
の方からご指摘をいただき、市役所に「信号機設置のお願い」
という文書を作成して要望していた案件です。道幅が狭い１車
線の道路（南東―北西）が優先道路で「徐行」に対し、道幅が広く２車線の道路（南西―北
東）が「一時停止」なのです。警察署も違反を強力に取り締まっているとのことですが、ここ
は違反の取り締まりではなく、信号機の設置で、抜本的な解決を図るべきと考えます。福生警
察署の中での優先ランキングは高いようですが、まだ実現していません。
また、小作台西地区でも新奥多摩街道で２か所信号機または横断歩道の要望をしています。
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公園の整備
「アカシア児童公園は石がゴロゴロしていて、子ども
を遊ばせておくと躓いて転倒する。」との相談がありまし
た。現地を確認したところ、確かにコンクリートの破片の
ような直径２０ｃｍ程度の石から小さな石までゴロゴロ
あり、児童公園として相応しくない状況でした。すぐに
市役所に相談しました。すでに多くの住民や議員からも
指摘されているとのことで、石の除去は公園の全面改修
をする必要があり、容易ではない。とのことでした。あかしあ児童公園は西児童館に隣接してお
り、子どもが遊ぶことが多い点などをアピールし続けました。その結果、私だけの要請が実現し
たわけではありませんが、2016 年 12 月に 300 万円の予算で改修工事が実施され、１月には工事
が完了しました。改修前と改修後の同一位置からの写真を掲載します。
公園に関しては「くすのき児童公園の杭の補修を２回実現し、高木の剪定など数多くの要請を
して、実現した事案も多くあります。

小作駅西口の時計
多くの方から強い要望があったのが、小作駅西口の時計です。
止まったまま、動かない。多くの議員などからの要望を受け、や
っと時計が新設されました。ただし、エレベーター塔の所から少
し離れた、階段部の中央のため、気が付かない人が多くいます。
慣れるまでの従来の時計塔に何らかの表示を要請しました。

はむらんのバス停表示
はむらんは実に便利な交通手段で、私も月
に５回以上は利用します。そのバス停の表示
が剥がれており。市役所に修理を要請し実現
しました。２か所ありましらた。また、 はむ
らんを頻繁に利用するバス停を市役所に連
絡すると、無料で専用の時刻表を作ってくれます。私も作成してもらいましたが便利です。

住居表示板の補修
小作駅西口駅前の電柱の表示のワイヤーが切れていたため、市役所
に善処を要請し、速やかに補修されました。強風で飛ばされる場合も
あり、事故が起きる前に善処でき良かったと思います。

放置自転車の撤去
「自宅前に自転車が長期間放置されている」との相談があり、市役
所に撤去してもらいました。警告の貼り紙をして、１週間程度経って
も、所有者が現れない場合は、撤去するとのことでしたが、長期間放
置されているとのことで、即日撤去されました。

その他
羽村市にお住まいの方の暮らしを少しでも良くするために小さな改善を積み重ねています。
・小作台西会館の窓に不具合があり、閉まらないため市役所の善処を要請したところ、翌日に
は対応があり、閉まるようになりました。
・「市役所から介護保険認定日延期の通知が来たが、困る。」との相談がありました。市役所に
行って、内容を確認しようとしたら、市役所の事務ミスだったことが判明しました。
・小作駅近くにお住まいの方から「たばこのポイ捨てが多い」との相談がありました。市役所
に行って、「ポイ捨て禁止のポスター」を入手し、掲示していただきました。
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