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新しい風
１２月定例議会を終えて〔平成２７年第４回〕
◆ 議会等の活動報告
◆ 一般質問 『市政を問う』
◆ 本会議審議事項・意見討論
◆ 補正予算・視察報告

明けましておめでとうございます。昨年は世界各地でテロや紛争があり不安を抱かせる１年
でありました。景気回復も末端まで及ぶ迄には時間がかかると思います。そういった状況の中、
政府は少子高齢化に対応し地方活性化を意図した【まち・ひと・しごと創生法】を軌道に乗せ
る姿勢でおり、羽村市もいろいろな施策を展開し、実績を積み上げつつあります。
“新しい風”は、2 人の会派として２年目を迎えます。初心を忘れず、明日の羽村のため、
一所懸命働く所存ですのでご指導よろしくお願い致します。皆様にとってより良い 1 年となり
ます様にご祈念致します。
～初心を忘れずに、明日のはむらのために～
平成 2８年 1 月 小宮國暉・高田和登
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福生病院組合議会（小宮）、羽村瑞穂学校給食組合議会（高田）

１２月１日～４日 本会議一般質問（初日

小宮１項目・高田３項目質問）議案審議議決

１２月８日

平成 2７年度補正予算審査特別委員会、審議議決

１２月９日

総務委員会・条例案審議議決

１２月１０日

議会運営委員会・陳情案件審議議決

１２月１７日

本会議最終日（議案・補正予算可決）・議員全員協議会

10 月

都道路整備促進大会／1１月

経済委員会/農業委員会懇談会／12 月

議会改革推進委員会・

議会だより編集委員会（高田）・都市計画審議会（西口区画整理報告共・小宮 ）

経済委員会行政視察

１０月 21 日～２２日

金沢市・砺波市チューリップ公園

教育・福祉・環境・スポ-ツ分野での活動
１０月
◆ふれあい福祉まつり ◆五ノ神幼稚園運動会
◆羽老連グランドゴルフ大会 ◆地域花壇の手入れ
◆東小地域フェステイバル ◆羽村一中公開授業・講演会
◆武蔵野小公開授業 ◆小作台西福祉委員会ふれあいの集い

“新しい風”小宮・高田は
それぞれ多くの市内行事へ
参加し、地域活性化に
取り組んでいます！

１１月

◆郷土博物館主催玉川上水講演会 ◆明社会バスツアー ◆瑞穂空手道選手権大会
◆護国神社秋季例祭 ◆福祉大会 ◆はむら保育展 ◆青少年健全育成の集い
◆子どもフェステイバル ◆美原町内会文化祭 ◆ふるさと祭り反省会
◆私立幼稚園保護者連合会大会・東小作品展 ◆松林小学校公開授業
◆小作台小学習発表会・ＰＴＡ連合会ＯＢ会 ◆羽村二中三中公開・富士見コンサート
◆小作台小ＰＴＡ親子縁日・栄第一町内会文化祭・女と男ともにおりなすフォ-ラム講演会交流会
１２月

◆特別支援学級展示会 ◆西小研究発表会学校公開 ◆西多摩地区キックボウル大会
◆シニアクラブおざく台西・研修旅行 ◆チューリップ保育所クリスマス会
◆航空自衛隊航空中央音楽隊クリスマスコンサート ◆郷土博物館主催講演会・はむらの堰
◆環境省主催「つなげよう、支えよう森里川海」シンポジウムｉｎ羽村 ◆体育協会納会
◆小作台西町内会夜間パトロール ◆子どもからの人権メッセージ発表会（大多摩人権擁護委員協
議会）◆西多摩地区少年サッカ-大会（羽村ライオンズクラブ、カップ・長椅子寄贈）
◆平成２７年度献血功労者厚生労働大臣表彰・感謝状伝達式及び都知事感謝状贈呈式（都庁）
◆青少年健全育成の集い

◆歳末助けあい募金運動・羽村明社会 ◆薬物乱用防止教室・富士見小

産業・コミュ二テイ・防犯分野での活動
10 月

◆金刀比羅神社火災対応 ◆福島県人会いも煮会
◆羽村市産業祭 ◆横田基地司令官主催ハロウィンパーティー(横田羽村友好クラブ)

11 月

◆自治功労者表彰式典

12 月

◆もちつき大会(小作台西/本町第一/双葉富士見町内会) ◆年末繁華街防犯パトロール
◆富士フレーバー工場見学会 ◆伊藤保久氏東京都功労者表彰祝賀会

◆商工会工業部会交流会

－

◆家庭防災フェスティバル

◆AＺＥＭＳプロジェクト稼働開始式

◆羽村駅西口にぎわい音楽祭

◆完歩大会（体育協会主催）

～市政を問う～

小宮國暉

１．多摩川流域の水防対策について
要旨 本年９月１０日に北関東、東北地方の東部が記録的豪雨（線状降水帯）に見舞われ、各地に
大きな被害をもたらした。特に鬼怒川の堤防が決壊し周辺集落が濁流にのまれるありさまは、まさ
に我が町の宮の下地区周辺と根がらみ前水田附近が同じ様になるとの危険が予測できる。平成１９
年９月の台風時に（早朝６時過ぎ視察）宮の下附近の参道、土手は決壊こそ免れたがわずか数十セ
ンチの高さまで濁流が押し寄せていました。この時の雨量は羽村市では時間４０ミリ。青梅、奥多
摩地区で累積８００ミリと、聞き及んでいる。しかるに昨今の異常気象による雨量は時間１００ミ
リを超える状況にあることから喫緊の重要課題と考える。今まで２度（２１年９月、２７年３月）
議会で取り上げ質問を重ねてきましたが、全く進展がないまま現在に至っている。多摩川流域の羽
村市に関わる水防対策について以下質問する。
質問 ２７年度国交省の多摩川流域における重要水防箇所
とはどの様な基準（ランク）で指定されているか、羽村市
内の重要水防箇所はどこか。
市長
多摩川における重要水防箇所は、国土交通省が
「洪水等の時に特に注意が必要な箇所」として定めてい
るもので、重要水防箇所ごとに、堤防の高さ、堤防の断面、
水衝・洗掘などの種別が設定されており、それぞれの種別
において、水防上、最も重要な区間を「重要度Ａ」、重要
な区間を「重要度Ｂ」、そして過去の経験から注意を要す
る箇所などが「要注意区間」と定められております。
市内の重要水防箇所については、川上から川下に向かって、
右岸に６箇所あり、左岸は１１箇所あります
質問 本年９月のような記録的豪雨（線状降水帯）が羽村市、青梅、奥多摩を襲い、市内多摩川流
域の安全が危惧された場合、避難発令、避難場所、誘導、避難実施要領は策定されているか。また
市の防災本部、関係者、関係住民にいきわたっているか。
市長
市では、羽村市地域防災計画において、風水害等による被害の拡大を防止し的確な応急活
動を行うため、水防警戒時の配備態勢を定めており、洪水等が発生する前から態勢を整え、気象庁
や国土交通省から発表される気象や水位の情報に沿って、段階的に避難準備情報、避難勧告、避難
指示を発令するとともに、適切な時期に避難所の安全確認、開設、避難誘導を行うとしている。避
難先は、状況に応じて避難所への避難だけではなく、建物の２階に避難するなどの実施について
定めている。これらの態勢は、市と関係者が連携して取り組み、市民の皆様には、水防訓練や出前
講座などの実施により水害に関する備えや避難行動を啓発するとともに、災害時には、防災行政無
線、メール配信サービス、消防車両による警戒活動などにより、いち早く災害情報をお知らせし、
早めの避難誘導を行うものです。今後も、関係機関が密接に連携して対応できるよう訓練の積重
ねや迅速な情報の提供などを通じて住民の安全な避難誘導に努めます。

宮の下地区周辺については、住民の生命、財産はもとより根がらみ前水田の維持保全、全
市民の飲料水源、工業用水取水源（井戸）等が濁流に没しない様、全市民の問題として市は
認識すべきであり、根本的な方策をたてるべき時であると考える。
質問

いこいの里から上流の河川敷（国有地）と民有地とのいわゆる官民境界は確定されているか。

市長 国土交通省が、平成１３年３月に策定した
「多摩川水系河川整備計画」では、阿蘇神社から
宮の下運動公園に至る箇所の堤防の高さ不足や断
面不足が示されており、多摩川を管理する国土
交通省と地権者の話し合いが付かず、境界は確定
されていないと聞いている。
質問
市は今後の対応・対策についてどのよう
にしていくのか。
市長 この堤防整備は、市民の貴重な生命や財産を守るために必要なことでありますので、地元の
状況を一層正確に伝える中で、国及び東京都による適切な境界確定を願うものであります。
質問 現在、羽村市地域防災計画の見直しをしていると聞いているが、本件についてはどの様な点
の見直しを検討しているのかうかがう。
市長 現在、修正作業を行っている羽村市地域防災計画の水防対策等に関する主な見直し内容につ
効率的な活動ができるよう、タイムラインによる段階的な水防警戒時配備態勢等を明記したほか、
関係法令の改正内容や数値等の時点修正を反映し、より充実した水防活動の体制を整えていく方向
で整理作業を進めております。
質問 市として関係自治体と連携し国交省（河川管理機関）との定期的協議会を持つ必要ありと思
うがいかがか。（河床の良好なる高さ維持、河川敷内の樹木の伐採等）
市長 市では、多摩川の豊かで美しい河川環境の創出を広域的な観点から取り組むため、多摩川流
域に位置している、２区１５市で組織する「多摩川整備促進協議会」に加入することで、治水(ち
すい)を図り、水害を防止し、地域住民の安全と経済の発展に寄与する取り組みを進めております。
市は、昨今の全国各地で水害が発生している状況を受け、堤防等の安全性の向上、早期に実施でき
る対策としての多摩川の堆積土砂の除去、ニセアカシアの伐採等について、多摩川整備促進協議会
に働きかけ、国土交通省及び東京都に対し、強く要請しております。
わたくし小宮は高校時代、地学部に
所属し、当時も『治水』について
研究・発表しておりました！

※１９６０年発行
東京都立立川高等学校地学部 部誌

－４－

～市政を問う～

高田和登

１．東京都が作成した「東京防災」について
要旨
本年９月に東京都がすべての世帯へ配布した「東京防災」の
「防災ＭＡＰ」羽村市版には記載項目に漏れがあり、都と市の連携に
ついて質問する。
質問 「防災ＭＡＰ」羽村市版の作成で都から協力要請はなかったの
か。また、都と市の連携が十分ではなかったと考えるが、いかがか。

市長 都の「防災マップ」羽村市版は、市に対して協力要請等の連絡
が無いまま、東京都が配布したものだが、羽村市の防災マップととも
に活用を図っていく。

２．公園等の樹木と照明の管理ついて
要旨 公園等の樹木が高木になり、日照や落ち葉についての苦情があり、こまめに剪定し、高木
にならないように管理することが肝要と考える。また、
公園が暗く、治安の面などからも公園灯の増設要望が
ある。羽村市の公園の樹木と照明の管理について質問
する。
質問 市で管理している公園等の樹木は、放置してい
ると高木化し、近隣住民から日照や落ち葉についての
苦情もある。また、市民ができる範囲で実施している
公園の落ち葉を収集する作業も落ち葉の量が毎年増
加している。公園等の樹木の高木化に対する市の基本
的な方針は。
市長 公園の適正管理と長寿命化を図る観点から、平
成２６年度に「羽村市公園等施設維持保全計画」を策
定し、その中で、樹木の維持保全については、利用者
や近隣居住者の安全性・利便性の確保と長期的
視点から、樹木の種類に応じ、適正かつ効率的に取り
組むことと定めている。
質問 公園等の樹木は、こまめに剪定し、高木にならないように管理をすることが肝要と考える。
高木の剪定作業は経費的にも多くかかる。都市公園においては、すでに高木化してしまった樹木は
若木に植え替えなどして、その後はこまめな剪定を計画的に実施すべきと考えるが、いかがか。ま
た、樹木の高木化について、具体的な対策を検討すべきと考えるが、いかがか。

市長 公園等の樹木は豊かな緑の空間を形成するとともに、涼しげな木陰をつくりだす一方、高木
化した樹木の枝葉が重なり個々の樹木が十分に生育できなくなることがあることや、日照や落ち葉
等の問題もある。このため定期的に公園景観や樹木の状況を調査、点検し、樹木の間引きや剪定な
どの手法により樹木の維持保全に努めており、今後もこの方針に沿って対応していく考えである。
質問 公園は、災害発生時の一時集合場所になっているケ
ースが多くある。災害は夜間でも発生するので、公園の照
明は重要と考えるが、いかがか。
市長 災害の発生は昼夜を問わず、一時集合場所の役割は
重要であるため、一時集合場所となっている公園について
は、一定の照度を確保することが必要であると考えている。
質問 公園の照明灯を増設して、夜間も明るくして、治安
の面から、安心・安全なまちづくりを推進すべきであると
考えるが、いかがか。
市長 照明灯の増設については、公園の機能や周辺へ与える影響、夜間の利用状況などを考慮し、
利用する皆様の安全確保を第一に対応しており、今後も利用形態や要望等にあわせ、必要な場所に
は設置していく。

３．防犯カメラの増設について
要旨 ３年前から羽村市でも街頭に防犯カメラを設置している。市民からは防犯カメラを増設して
ほしいとの要望が寄せられている。今後の防犯カメラの増設計画について質問する。
質問

これまでの市内での防犯カメラの設置状況を問う。

市長 市内の公共施設で防犯カメラを設置している施設数は２６施設１７６台で、このうち映像録
画装置がある施設数は１８施設１９台である。また、駅周辺などの街頭に設置した防犯カメラは、
小作駅東口に５台、羽村駅東口に４台、羽村駅西口に２台、小作駅西口に２台の合計１３台である。
平成２７年度に予算化した通学路への防犯カメラは各小学校区に１台から３台、合計８か所１２台
を設置することとしている。
質問 市民からは防犯カメラを増設してほしい
との要望があり、防犯カメラを平成２８年度で
予算化すべきと考えるが、いかかが。
市長 １２月１８日に小作駅周辺において、
「年
末繁華街防犯パトロール作戦」を実施するなど
の地域防犯活動とともに、福生警察署や防犯関
係団体と協議する中で、防犯カメラの増設経費
の予算化について検討していきたい。

本会議審議：
〔１２月１日～１２月１７日〕

陳情

委 員

議案

会

番号

議運

陳情５号

羽村市議会の改革に関する陳情—

63 号

総務

案

全体

趣旨採択

趣旨採択

羽村市非常勤勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正

賛成

可決

64 号

羽村市児童遊園条例の一部を改正する条例

賛成

可決

65 号

羽村市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

賛成

可決

66 号

羽村市長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

賛成

可決

67 号

羽村市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関

賛成

可決

する条例（マイナンバー制）

討論

68 号

羽村市 27 年度一般会計補正予算（４号）号

賛成

可決

69 号

人権擁護委員候補者の推薦について

賛成

可決

70～72 号
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討論

羽村駅自由通路拡幅等事業に関する業務委託契約について

賛成

（ＪＲ東日本に委託契約１０１２、９１４千円

討論

出
議
案

80 号

議員

採択・賛否等

名

新しい風

提
補 正

件

提出議案

陳情 5 号

議運にて趣旨採択意見開陳

３１年３月３１日）

年金積み立て金の安全かつ確実な運用に関する意見書

羽村市議会の改革に関する陳情

趣旨採択

賛成

議運意見開陳

可決

可決

小宮國暉

本陳情は（１）市民との対話型市議会報告会の開催（２）議会基本条例の制定
の２点についての陳情であります。はじめに本陳情の『羽村市議会の改革に関すること』は現在市議会とし
て委員会を設置し、会派毎に検討事項を出し合い、従来の改革検討事項の経緯と合わせ、全議員で行ってお
ります。（１）点目については、羽村市議会での報告のありかたについては大いに参考になる内容であり、
検討すべき内容です。（２）点目の議会基本条例の制定については会派“新しい風”としても検討委員会に
提案しております。このように現在、議会改革推進委員会の検討事項になっている。趣旨採択が妥当。

議案第６７号

羽村市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号
の利用に関する条例（マイナンバー制）
本会議 賛成討論

高田和登

この条例は、国が制定した「行政手続における特定の個人を識別するための番号等の利用に関する法律」
に基づき、羽村市が個人番号の利用に関し必要な事項を定めたものであり、その適正な取り扱いを確保する
ためのものです。
国が法律で定めた「マイバンバー制度」には次の３つのメリットがあります。第１は行政の効率化です。
市の業務の中で、情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。第２は市民
の利便性の向上です。添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、市民の負担が軽減されます。。第３は
公平・公正な社会の実現です。所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に
免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うこ
とができます。個人情報の漏えいやサイバー攻撃に対する準備などに万全を期すことをお願いし、条例案に
賛成する。

議案 79 号、一般会計補正予算（５号）号

本会議 賛成討論

小宮國暉

議案８０号、羽村駅自由通路拡幅等事業に関する業務委託契約
○委託契約先 東日本鉄道（株）八王子支社長（執行役員）内田海基夫
○金
額
１,０２６,４６４,千円
○主委託事業、駅舎自由通路拡幅、東口階段改修
○契約期間
契約日～平成３１年３月３１日
●財産区分は図面により整備
村駅自由通路の拡幅事業につきましては、平成 17 年１１月に、羽村駅西口の駅前広場の検討と
並行し、羽村駅舎の基本設計を作成するに当たり「羽村駅西口エレベーター設置等基本設計検討会」が設置
されました。平成 18 年１月迄 6 回におよび延べ 70 人もの人が参加し平成１８年４月市長に検討結果報
告書を提出決裁に至っております。自由通路を含む駅舎特に西口は羽村の顔として情報発信基地としてのコ
ンセプトをもとに、多目的スぺ-スや自由通路の壁面の利用、展示スぺ-スを設ける等、私は検討会に当初か
ら携わった者としてどのような付加価値を生み出す駅舎にするか、
多くの検討を重ねた次第です。この検討結果を基にエレべ―ター
エスカレ―ター共西口駅舎が完成しました。しかしながら自由通路
の拡幅部分の工事が残され現在迄紆余曲折を経ながら１０年余りに
わたってＪＲ東日本と粘り強い交渉が重ねられて参りました。ここ
で事業の完成の見通しを立て、羽村市の更なる発展を目指すことが
地方創生の観点から重要なことであり、ここまでのご努力に感謝す
ると共に、早期完成を強く望むものであります。
討論要旨

↑羽村駅計画平面図（案）

砺波市のチューリップ公園を視察 –高田和登
１０月２１日-２２日に経済委員会
（委員長小宮、委員高田 他 ）が砺
波市と金沢市を行政視察した。砺
波市視察の目的は羽村市の観光
振興のヒントを発見するためであ
る。右の表は羽村市と砺波市の比
較である。ただし、通年観光のた
めに、砺波市はチューリップ四季
彩館を建設しております。
規模の割に羽村市の入場者数は
多く、健闘していると思う。

項目

9.90ｋ㎡

127.03ｋ㎡

市の人口

56,412 人

49,292 人

市の世帯数

25,186 世帯

16,202 世帯

イベント名称

チューリップまつり

チューリップフェア

公園面積

約 3.2ｈａ

約 7.0ｈａ

入場者数

100,000 人

285,000 人

期間

2015.4.9-26

2015.4.23-5.6

球根の種類

64 品種

700 品種

本数

40 万本

300 万本

場所

根がらみ前水田

砺波チューリップ公園

本来の目的

休耕田の活用

チューリップ球根出荷

入場料

無料

1000 円（市民無料日あり）

展望台

無料展望台

チューリップパノラマテラス

特徴

チューリップオーナー制

チューリップ四季彩館・大花

度・子どもたちによる球根

壇・新品種花壇・北陸新幹線

掘り取りと植え付け・リフ

模型展示・合併１０周年プリ

レンズ来場・二連水車

ンセス大集合・五連水車

“新しい風を明日のはむらに“
事務所羽東 1-2-9

電話・ＦＡＸ：042-554-1555
携帯電話

砺波市

市の面積

↑砺波市のチューリップミュージアム

小宮國暉

羽村市

：070-5594-7198

Ｅ－ｍａｉｌ：k.komiya@t-net.ne.jp

ご意見ご要望お待ちしています
高田和登

事務所小作台３-15-3

電話・ＦＡＸ：042-55５-4700
携帯電話 ：0８0-6860-1211
Ｅ－ｍａｉｌ：takadakazuto@gmail.com

