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３月定例議会報告
一般質問 『市政を問う』
本会議審議事項、31 年度予算概要
31 年度予算賛成討論要旨
議員活動 4 年間の実績（高田）
引退のご挨拶（小宮）
小宮國暉
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２月３日

福生消防署管内消防団員研修会・懇親会（小宮議長代行）

２月７日

会派新しい風政策研究会、
（30 年度補正予算他）

２月８日

30 年度予算説明・第五次羽村市長期総合計画実施計画（３１年～３３年度）

２月１３日
２月１９日
２月２1 日

正副議長、議運委員長、理事者会議・15 日西多摩地域広域行政圏協議会審議
会
議会運営委員会（３月議会日程、議案取扱審議）
東京たま広域資源循環組合議会定例会（平成３１年度予算議決）
福生病院組合議会

２月２７日―３月５日

本会議一般質問（小宮。高田。１日目）４日補正予算審議、５日本会議議決

3 月７日

厚生委員会(陳情 3 件・審議議決)・総務委員会（新規条例議案・審議議決）

３月１１・１２・1３日

平成 3１年度予算審査特別委員会（一般会計・特別会計他 審議議決）

３月１９日

本会議最終日(陳情、3１年度予算ほか議案審議可決)勇退者挨拶小宮國暉
市理事者部課長・議員懇親会・定年退職者７名紹介挨拶・勇退者挨拶小宮國暉

3 月 26 日

土地開発公社評議員会

総務委員会（福生市、日野市視察）

東京都市議会議員研修会、広報委員会（１/1０、３/１８）

教育・福祉・環境分野での活動
１月

２月

“新しい風”小宮・高田は
それぞれ多くの行事に参加し、
地域活性化に取り組んでいます。

◆朝起き会元朝式◆小作台西福祉委員会 寺社めぐり
◆どんと焼き◆成人式◆ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ新年会◆ｼﾆｱｸﾗﾌﾞおざく台西 公園清掃◆小作台西福祉委員会
ふれあいの会◆栄小・東小 学校公開◆小作台小他３校 学校公開◆地域教育ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ◆富士見小学
校公開◆ゆとろぎ 小学校書写展◆羽村市綱引き大会◆男女共同参画 講演会

◆小作台西町内会文化祭◆いきいき展(いこいの里)◆小作台西福祉委員会 新年会◆小作
台西福祉委員会 ふれあいの会◆教育研究会研究発表会

３月

◆小作台小金管ﾊﾞﾝﾄﾞ定期演奏会◆駅伝大会◆羽村一中卒業式◆小作本町町内会 文化祭
◆小作台小・東小卒業式◆羽村三中定期演奏会◆羽村一中定期演奏会◆宗禅寺文化展
◆多摩川、羽村堰周辺クリーン作戦（明社会）◆青梅市民合唱団他ファミリーコンサート

産業・コミュ二テイ・防犯・防災分野での活動
１月

２月
３月

◆稲荷神社元旦祭◆金刀比羅神社元旦祭◆並木心 市政報告会・懇親会 ◆消防 出初め式
◆商工会 賀詞交換会◆本一東寿会 新年会 ◆交通安全推進委員会 出動式・新年会
◆横田基地周辺友好クラブ 新年会◆小作台東もちつき会◆伝統文化交流公演（御嶽神楽公演）
◆福生警察署武道式
◆稲荷神社建国祭◆福島県人会蕎麦打ち会◆防衛協会定期総会◆金刀比羅神社節分祭
◆宗禅寺節分会
◆本町西口商店会総会◆本町第一町内会総会 ◆青梅チャリテイ空手大会◆羽村市交通安全推進
委員任命・退任式◆多摩川神輿渡御事前点検清掃◆金刀比羅神社春季例大祭◆羽村市消防団入
退団式・第三分団・第六分団◆オリジナル交通安全体操・お披露目式◆花と水のまつりオープ
ニング式典（予定）

朝起き会元朝式

福生警察署武道式

羽村市消防団出初式

薬物乱用防止教室（羽村ライオンズクラブ）

成人式

交通安全協会 出動式

永昌院 火渡り行事

ライオンズ献血活動

宗禅寺

綱引き大会 開会式

文化展

福生消防署管内消防
団員研修会

東京土建 50 周年記念式典

羽村市駅伝大会

～市政を問う～

小宮國暉

１．明日の羽村を築くため羽村駅西口周辺の活性化に向けて
要旨 羽村駅西口周辺地域のまちづくりは、西口土地区画整理事業として、個々の利害が錯綜する
中で、数十年前より紆余曲折の道を歩んで来た。平成１４年東京都福生都市計画事業との合同事業
として、東京都の認可を受け、地権者による審議会の審議、仮換地指定を経て、現在４か所で施工
を進めている。永らく市民の要望が強かった、駅舎・自由通路の拡幅工事は、ＪＲとの粘り強い交
渉を経て工事が開始され、現在完成に近づいている。羽村駅西口周辺の活性化に向けて、事業を更
に円滑に推進するため、地権者の意見要望に耳を傾け、真摯に答えていくことが重要と考える。
羽村駅西口土地区画整理事業の今後の行方（西口土地権利者の会などからの意見要望）
質問

駅前広場及び都市計画道路３・４・１３号線は、可能な限り優先して整備を進めるべき

市長

駅前周辺については、優先度の高いエリアとして位置づけ、事業の進展に合わせて、より効

率的な事業展開を考えており、今後の駅前周辺の整備を促進するため、複数の権利者の皆様に同時
期に移転いただく、「集団移転手法」を取り入れ、事業の展開を図っていく考えであります。
質問
市長

事業実施にあたっては、施工地区内及び隣接の権利者等を対象に事前説明会を開催するべき
これまでにも、建物等の移転を進めていく上では、個別に移転・補償に関する説明を行うと

ともに具体的な調整を図ってまいりました。引き続き、必要に応じ、移転・工事等に関する共通の
事項について、施工範囲ごとの説明会を実施していく考えであります。
質問

現位置換地や仮換地先への曳家(ひきや)移転に伴い、建築時には適法に建築された建物が、

都市計画法の改正や『羽村駅西口地区 地区計画』の条例制定により、適合しなくなる場合があっ
ても、当該権利者にとって不都合とならない対応・対策を考えるべき
市長 換地先における建物配置等を考慮した上で、必要な緩和措置を図っていく考えであります。
将来建て替える場合には、その時点の都市計画法、建築基準法、地区計画制度等が適用されること
となりますが、権利者の皆様の実情を踏まえ、可能な限り寄り添った対応に努めてまいります。
質問

羽村駅自由通路拡幅後のスペース利用について、有効な活用方法を考えているか

市長

拡幅後のスペース利用については、掲示板等を設置し、

市内公共施設等の案内表示やイベントなどの情報発信の場とし
て活用するほか、さまざまな活用方法について検討してまいります。
質問

今後思い切った見直しも考慮に入れ、駅前周辺に的を絞る等

の打開策を見出す必要がある
市長 駅前周辺の整備にあたっては、関係権利者の皆様の土地利用に対する考え方や意向を踏まえ
たうえで、民間コンサルタント等の参画を視野に、市街地再開発事業等の導入の検討、また、民間
による共同ビル化の支援制度の導入や公共施設を含めた複合施設化への誘導などの検討を進めな
がら、引き続き、優先度の高いエリアとして、整備促進を図っていく考えであります。

２. 明日の羽村に向けて行財政改革と健全財政への再構築
要旨
近年右肩上がりの経済が終焉を迎え、状況が大きく変化する中、羽
村市は抜本的な対策を打てず、現在非常に厳しい財政状況となっている。明
日の羽村に向けて財政面の問題点、立て直しに向けた取組み、及び財政負担
が重くなっている土地開発公社の現状について、以下質問する。
質問 市の歳入歳出面での問題点、要因は何か、財政の立直しに向けた歳入
歳出面の対策は
市長 歳入面では市税をはじめとする経常的な一般財源が、急激かつ大幅
に減少していることが、最も大きな要因である。歳出面では、少子高齢化や
障害者福祉サービスの利用の増加などにより、児童福祉費や社会福祉費などが大幅に増加している
こと、また、後期高齢者医療会計や介護保険事業会計などの社会保険に係る特別会計への繰出金に
ついても、高齢化の影響により増加しており、一般財源の負担が大きくなっている。
歳入面での対策は、「法人市民税の確保に向けた産業支援施策の展開」、「収納特別対策の実施」な
どの税収確保の取組みを進めるとともに、普通財産の売却や有料貸付けなどについても取り組んで
まいります。歳出面からは、経常的、定型的な事業の見直しによる経費の削減が必要であると捉え
ており、事務事業の点検・見直しの取組みをさらに進めていく。
公会計の活用について
質問 健全財政再構築のため、各行政サービスの費用対効果を明確にし、効果が見込めないものに
ついては、再検討が必要と考える
市長 各行政サービスに係る費用や効果、課題、あるいは、当該行政サービスに係る国や東京都の
動き、社会経済情勢、近隣市町村の状況を把握するなど、様々な角度から行政サービスを分析し、
今後のあり方を導き出していく必要があると捉えております。
土地開発公社は、存在意義が年々乏しくなってきている
質問 土地開発公社の組織、構成はどうか
市長 現在、８人の理事と２人の監事で運営されております。定款では土地開発公社運営に関する
理事長の諮問機関として、羽村市議会議長の推薦により羽村市議会議員６人が選任されております。
質問 土地開発公社の役割、メリット、デメリットは何か
市長 土地開発公社のメリットとしては、企業活動形態を活かし、緊急の用地取得の際に土地の取
得手続きが機動的かつ弾力的に行えること、市が買い戻す際には国や東京都の補助金を活用するこ
とや計画的に買い戻すことで、財政負担の平準化や一般財源の軽減を図ることができることなどが
挙げられております。
また、デメリットは、地価が下落傾向にある場合、先行取得する経済的有効性が薄れ、資産を時価
評価した場合に実質的に債務超過となる場合があることや、市による買取りが遅れた場合には借入
金の金利負担が増加することが挙げられる。
質問 解散を視野に入れた組織改革を検討すべきと考えるが如何か。
市長 市では、公園等の借地の公有化や都市基盤の充実を図るための整備事業を進めており、公用
地の取得の一部を引き続き土地開発公社が担うことが必要であります。土地開発公社のメリットを
活かし、補助金を活用した一般財源の軽減や財政負担の平準化を考慮した事業を進めるとともに、
今後の土地開発公社のあり方について、他団体の状況を検証し、検討していく。

～市政を問う～

高田和登

１ 消費生活センターのさらなる充実について
要旨 市の消費生活センターは西多摩地域の中で充実している。私は消費生活アドバイザーと消
費生活専門相談員の資格を約 25 年前に取得し、今も資格を更新している。その時の教科書には
羽村町が出てくる。今から約 45 年前に婦人会などが、国に先んじてＡＦ２という食品添加物の
危険性を指摘して使用禁止にした実績が記載されており、羽村は消費者運動の先駆けであること
を知った。この流れを受けて誕生した羽村市消費生活センターの充実について、歴史の周知、消
費者展で取り上げた「プラスチックゴミ」（以後にプラゴミ）の問題について質問する。
質問 羽村が消費者運動の先駆けの地である
ことを知っている市民は少ないと考えるが、
広報はむらやテレビはむらで特集を組んで、
周知すべきと考えるが、いかがか。
市長 今後も、消費生活センターの活動に関
しては、効果的に記事や番組に取り上げ、周
知していく考えです。
質問 羽村市消費生活センターが発行してい
1974 年(昭和 49 年）羽村町消費者センター
る「くらしの豆知識」を無料で配布している
引用；「羽村市史 資料編 近現代図録」129 ページ
ことを広報はむらなどで周知すべきと考える
が、いかがか。
市長 部数に限りがあることから、掲載されているトピックの内容を、広報はむらの「はい！こち
ら消費生活センター」のコーナーや、消費生活運営委員会が発行する「消費生活センターだより」
に掲載していくことで、消費者問題の未然防止を図っていきたいと考えています。
質問 平成 30 年の消費者展で取り上げたプラゴミついて、 世界的にプラゴミやマイクロプラス
チックが海洋汚染の原因になっていることを市民に周知徹底すべきと考えるが、いかがか。
市長 引き続き、産業祭における消費者展や消費生活センターだより等を通じ、市民の皆様への
啓発活動を行うとともに、環境フェスティバル等での周知についても検討してまいります。
質問 京都府亀岡市は「レジ袋使用禁止」の条例を 2020 年度までに施行する方針のようである
が、市の見解を問う。 また、環境省が素案を示したレジ袋有料化への市の見解を問う。
市長 レジ袋の使用禁止や有料化は目的ではなく、その趣旨は、羽村市も共通の認識に立つものと
捉えています。循環型社会の構築に向け、その動向を注視していきます。

２ 特殊詐欺の予防について
要旨 特殊詐欺が巧妙かつ悪質化している。「私は大丈夫」と言っていた人も被害にあってい
る。市における特殊詐欺の現状について問い、予防策について提案する。
質問 特殊詐欺防止に市が無料で貸与している自動通話録音機は極めて有効と考える。希望者に
は設置のサービスを検討しても良いと考えるが、いかがか。
市長 利用者が自ら設置していただくことを基本としておりますが、希望者には、職員が自宅ま
で出向き、設置及び動作確認を行う対応をとっています。
質問

「ＳＴＯＰ！悪質商法カレンダー」を無料で市民に配布していることを周知すべき。

市長 「ＳＴＯＰ！悪質商法カレンダー」は東京都消費者行政推進交付金を活用し、購入してい
ますが、部数に限りがあるため、広報はむらや、消費生活センターだよりの紙面を活用し、トピ
ックの内容を掲載することで、広く周知を図っていきたいと考えています。
質問 八王子警察署では、特殊詐欺をＡＴＭで防ぐシステムが導入されたとのことである。市は
福生警察署に働きかけるべきと考えるが、いかがか。
市長 大東京信用組合と連携し、ＡＴＭの前で電話を利用すると、それを感知し、通話をやめるよ
う音声と警告灯で促し、同時に金融機関の従業員にも状況が伝わる特殊詐欺防止システムを八王子
営業部のＡＴＭ１台に導入したと聞いています。

3

外国人への対応について

要旨 改正出入国管理及び難民認定法が成立して、市でも外国人労働者の増加が見込まれる。
2017 年 12 月議会における他の議員の一般質問・答弁を踏まえて、窓口でのＡＩ通訳機の導入
について質問する。 また、広報「はむら」は外国人向けに、抜粋版が英語とスペイン語で発行さ
れているが、翻訳アプリの検討について質問する。
質問 市内在住の外国人の直近の人数と国籍を問う。
市長 市内在住の外国人住民の人数は１千３９３人で、国籍別の上位５位は、ペルーが３３６人、
フィリピンが２９３人、 中国が２１１人、ベトナムが９７人、 韓国が９４人です。
質問 市内の外国籍児童・生徒数・日本語指導員数について問う。
教育長 小学校児童数は６５人、中学校生徒数は２２人です。児童・生徒の母国語が話せる日本語
指導員を、スペイン語、中国語、フィリピノ語、インドネシア語の４人を週２日配置しています。
質問 学校における外国籍児童・生徒に 関わる人権教育には、どう取り組んでいるか。
教育長 外国籍児童・生徒に関わる人権教育については、人種や民族、国籍等を理由に、外国籍の
児童・生徒の人権が損なわれることがないように配慮しています。
質問 市の窓口に日本語が理解できない外国人が来庁した場合の対応について問う。
市長 非常勤特別職として雇用している２人の外国籍市民支援員がスペイン語と英語において、窓
口での手続等を支援しています。中国語や韓国語などの言語にも対応できるよう、１１人の方にご
登録いただいています。英語の外国籍市民支援員は、毎週火曜日と木曜日、スペイン語の外国籍市
民支援員は、月曜日、水曜日、金曜日のそれぞれ午前９時から、午後４時まで勤務しており、業務
内容としては、広報はむらの翻訳を行いながら、通訳業務を行っています。
質問 福生市が導入した「テレビ電話多言語通訳サービス」を市でも導入すべきと考えるが。
市長 福生市では、これまで英語とスペイン語の通訳が多く、職員で対応していたが、近年、ベト
ナムの外国人住民が急増し、「テレビ電話多言語通訳サービス」を導入したと聞いています。
質問 甲賀市役所では 74 言語に対応しているＡＩ通訳機を試験的に５台配置している。レンタ
ル費用は月８万円とのことであるが、市でも導入を検討すべきと考えるが、いかがか。
市長 今後、市内での外国人住民の皆様の動向等に注視し、ＡＩ翻訳機の導入など、効果的な対
策について研究をしていきます。
質問 広報「はむら」を 10 ヶ国語に自動翻訳するアプリの導入が広がっている。全国で 80 自
治体、都内でも７区市が取り入れているが、市でも導入を検討すべきと考えるが、いかがか。
市長 市では、広報はむらに掲載している記事の中から、抜粋して英語版スペイン語版を月２回
発行しており、さらに、市公式サイトは、翻訳機能の多言語化に対応をしています。

本会議審議：〔２月２７日～3 月１９日〕
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１１号
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平成３１年度羽村市一般会計、国民健康保険事業会計、後期高齢者医療会
計、介護保険事業会計、西口土地区画整理事業会計、下水道事業会計、水
道事業会計の予算
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
羽村市長等の給料等の特例に関する条例の一部を改正する条例
羽村市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一
部を改正する条例
羽村市印鑑条例等の一部を改正する条例
羽村市給水条例及び羽村市下水道条例の一部を改正する条例
羽村市児童育成手当条例等の一部を改正する条例
学校教育法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例
羽村市火葬費等の助成に関する条例を廃止する条例
羽村市住宅資金融資条例を廃止する条例
羽村市森林環境譲与税基金条例
平成３１年度羽村市一般会計（第４号）
、国民健康保険事業会計（第３号）
、後
期高齢者医療会計（第２号）
、介護保険事業会計（第４号）
、西口土地区画整理
事業会計（第４号）
、下水道事業会計（第３号）
、水道事業会計（第３号）
人権擁護委員候補者の推薦について

補正
予算

２６号

平成３０年度羽村市一般会計補正予算（第５号）
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市長提出 議案
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情

アスベスト被害者補償基金制度の創設と全面解決を国に働きかける意見書
提出を求める陳情書
介護保険制度の改善を求める陳情書
後期高齢者医療の一部負担金の割合を引き上げないよう求める陳情書
アスベスト被害者補償基金制度の創設とアスベスト被害者の早期救済・全
面解決を求める意見書
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羽村市議会委員会条例の一部を改正する条例

予算概要
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1,575,331 千円

63,087 千円

4.0 ％

37,011,718 千円

37,230,531 千円

▲ 218,813 千円

▲ 0.6 ％

全 会 計 単 純 合計

●基金繰入額（当初予算額）の推移
財政調整基金

減債基金

●基金・市債残高の推移
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平成３１年度 一般会計予算賛成討論
新しい風
高田和登
厳しい財政状況を踏まえ、「行政のスリム化に向けた全事業の点検・見直し」を実施し、経常的
経費の削減に取り組み、歳出の削減を図ったことは評価されます。この一般会計予算は、厳しい財
政状況の中、選択と集中の考えのもとで、予算化がされています。今後とも、財政マネジメントの
強化に取り組み、公会計制度を有効に活用し、健全財政への道に向かって、全庁をあげて行財政改
革を強力に取り組むことをお願いして、議案第１号「平成３１年度羽村市一般会計予算」の原案に
賛成し、修正案に反対の立場からの討論といたします。
（※原案反対者：門間議員・水野議員・山崎議員・鈴木議員・浜中(順)議員）

4 年間の活動実績
新しい風 高田和登
◆ 気象観測装置「ＰＯＴＥＫＡ」の導入
2018 年９月議会の一般質問で提案した「気象観測装置」の導入が予算化さ
れました（2019 年度）。「暑さ指数」「雨量」など１１種類の気象データを測
定でき、どなたでもインターネットから羽村市の気象データを無料で検索でき
ます。
◆ 新生児の聴力検査無償化
2017 年９月議会の一般質問で提案した「新生児の聴力検査
無償化」が予算化されました（2019 年度）。従来、保護者負
担であった費用の一部を市が助成する制度への改善が実現し
ました。このことにより先天性の聴覚障害が早期に発見できる
ようになります。
◆ 羽村市動物公園のリニューアル
2016 年 6 月議会の一般質問で、羽村市動物公園のリニューアルの際には、
羽村市出身イラストレーター「ＳＡＮＡ」さんの作品を採用するように提案し、
実現しました。
◆その他の活動
一般質問で、道路の整備、公園樹木の低木化、健康寿命延伸、高齢者への助成、音楽のあるま
ちづくり、住居表示、防災行政無線、自転車事故防止、はむらん、地域会館、AED のコンビニ
設置、防犯カメラ増設、水はむらなど幅広い問題について提案し、取り組んできました。また、
市議会傍聴も全力で推進してきました。
****会派「新しい風」の志を引き継いでいくため、初心を忘れずに、

皆様のお役に立つよう、実直なる活動に精励致します。

ご挨拶

引退にあたって

平成 19 年の初当選以来３期 12 年間の任期を、まもなく
終えようとしております。皆様のおかげで健康で議員活動に
精励できましたこと、ここに心より感謝致しますとともに、
ご指導ご鞭撻をたまわりましたことに厚く御礼申し上げます。
時に平成の終わりをつげ新しい元号になります。
今後とも、会派「新しい風」の継続・発展のため、皆様の
更なるお力添えをよろしくお願い申し上げます。
平成３１年３月吉日

小宮國暉

事務所羽東 1-2-9
電話・ＦＡＸ：042-554-1555
携帯電話

高田和登

：070-5594-7198

E-mail：k.komiya@t-net.ne.jp

敬具

小宮國暉
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

