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一般会計予算に賛成！ 平成２９年度 

～ 市議会公明党の主張が随所に反映 ～ 

★病児・病後児保育室を整備

阿伎留医療センター敷地内に

整備するため、今年度は設計に

着手します。 

★非構造部材の耐震化を継続 

児童・生徒の安全な教育環境と避難所としての

機能を確保するため、平成２９年度から校舎内の工

事に取り組みます。体育館などは工事済み。 

★秋川駅自由通路エレベーター整備 

関係機関との協議内容や昨年度の概略設計

を踏まえ、今年度は実施設計に取り組みます。 

平成 29年あきる野市議会第１回定例会 3月定例会議が 2/21～3/24 までの会期で 

開催され、市長による施政方針のほか、一般質問、各常任委員会、予算案件等の審議 

が行われました。平成 29年度一般会計予算の総額は、308億 5722万 5千円。 

前年度比で 1.0％の増となっているが、限られた予算の中で創意工夫が見受けられる 

予算編成となっていると評価し、賛成しました。 

 

★特定不妊治療費に独自助成 

 少子化対策の一環として、経済

的負担軽減を図るため、東京都

の助成に上乗せする形での助成

事業を実施します。 

★若年層ピロリ菌検診を実施

除菌率が高い２０代・３０代の

若年層を対象に実施する新規

事業。粘り強く求めてきた胃がん

対策が前進します。 

★子育て支援拠点施設を整備 

 昨年からルピア２階を整備し

てきた事業。第２期工事とし

て、子育てひろば・一時預か

り・トイレ・授乳室などを整備し

ます。 

発行：公明党西多摩総支部 
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司会 本日は、日頃から積極的に地
域活動をしておられる方々にお集
まりいただき、増﨑議員と市政につ

いて語り合っていただきたいとい
う趣旨で、座談会を設けさせていた
だきました。 

早速ですが、大澤さんの方からご意見を伺え
ればと思います。 
 
大澤 私は、11 年ほど前からボ
ランティアで地域の清掃を行っ
てきました。自分が暮らすこの街
のために何かできないかと考え、
ボランティアとして始めました。
こうした活動を続けていたところ「子供たちの

見守りをお願いできないか」との話を頂き、7
年ほど前から見守りも行うようになりました。
今では、この活動に使命を感じていますし、何
より子供たちや皆さんから元気を頂けること
に、日々感謝しております。 
 
司会 本当に素晴らしい活動ですね。頭が下が
る思いです。こうした活動を続けられている中
で、何か市への要望等はございますか。 
 
大澤 そうですね。この地域は小学校までの距
離も遠く、また、交通量が多い割に狭い道も多

数あります。ドライバーへの注意喚起として、
「通学路」等の看板の整備をぜひお願いしたい
です。 
 
増﨑 貴重なご意見ありがとうございます。早
速、市と相談し、点検したうえで整備を進めた
いと思います。 
 
司会 続いて、山田さんからはいかがでしょう
か。日ごろから、障がい者の方々のためにご尽
力いただき、様々な活動もされていると伺って

います。 
 
山田 息子が障がい者ということ

もあり、親の会で活動しておりま
す。その他、あきる野市内の障が
い者団体からなる連絡協議会の役
員や、社協の評議員もさせて頂い
ております。また、市役所の福祉喫茶や、老人
福祉施設の喫茶店のお手伝い、障がい者の方の
バス旅行の付き添いなどもさせて頂いていま
す。こうした活動を通して、いろいろな方とふ
れあえることが楽しみの一つでもあります。 
 
司会 山田さんの立場から、何かご意見はござ
いますか。 

 
山田 障がいのある子を持つ親としては、やは
り親亡き後のことが気がかりです。グループホ
ーム等もありますが、やはり、住み慣れたこの
地域で暮らしていけるというのが理想です。障
がい者が地域で暮らしていくためには、住んで
いる方々の「共助」といった社会福祉に対する
意識と理解が不可欠です。時間はかかると思い
ますが、子供たちに対する社会福祉への意識付
けの教育に地域ぐるみで取り組んではどうか
と考えています。 
 

増﨑 非常に大事なお話だと思います。こうし
た社会福祉に対する教育が、よりよい地域の発
展につながることは間違いないと考えます。ま
さに、「人にやさしいまち」「誰もが住みたくな
るまち」を目指していきたいと思います。 

 
平野 人にやさしいといえば、
増﨑さんが提案してルピアに作
ってくれた「子育てひろば」はマ
マ友に大変好評ですよ。私も利用
していますが、本当に助かります。 

ますます元気！ さきざき安心！ のまちづくり 

増﨑としひろ：あきる野市議会議員 

大澤千秋  ：ふれあい福祉委員 

山田只夫  ：市障がい者団体連絡協議会役員 

平野法恵  ：子育て世代代表 

木村哲也  ：たい焼き店経営（ルピア） 

磯貝玉江  ：交通安全協会委員 

石原繪哩子 ：富士見台自治会会長 

司会：友の会代表 藤田一明 
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木村 本当に多くの方が利用されていますね。
おかげさまで商売繁盛です。（笑） 

 
増﨑 ありがとうございます。現在、ルピアに
は子ども家庭支援センターとファミリーサポ
ートセンターが移転していますが、今後、「子
育てひろば」や「一時預かり」等も拡充してい
く予定です。 
 
平野 本当ですか。期待しています。欲を言え
ば、このような施設がルピアだけでなく、市内
に数か所できるといいですね。 
 
増﨑 そうですね。さらに検討していきたいと
思います。 

 
司会 そのルピアでたい焼き屋を営まれてい
る木村さんからはいかがでしょうか。 
 

木村 仕事柄、小さなお子さんだ
けでなく、中学・高校の生徒とも
触れ合う機会が多いのですが、み
んないい子たちばかりです。本当
にまっすぐに育ってほしいと願っ

ています。しかし、一方で、家庭崩壊等で家に
居場所がない子供たちがいるというニュース
を見ると、本当に心が痛みます。こうした問題

に、市として何かできないでしょうか。 
 
増﨑 子供たちの居場所づくりに関しては、市
議会公明党としても積極的に取り組んでいま
す。その一環として、昨年からは学習支援とい
う形で子供たちのサポートを行っています。ま
た、秋川駅北口エリアを利用して何かできない
かと検討中です。未来を担う子供たちの健全な
育成には、これからも力を入れていきたいと思
っています。 
 
司会 ところで、磯貝さんは健康推進委員とし
て高齢者の方々のお世話をされていたと伺い

ましたが、そのような経験からご意見はござい
ますか。 

 
磯貝 健康推進委員では、月に 1回
地域の方を対象にした健康の集い
を行っていました。皆さん、毎回の
開催を本当に楽しみにされていま
した。ただ、残念なことに、そこに

参加できるのは、自分で会場に集える方だけな
のです。参加される方々が高齢の方が多く、「本

当は参加したいけど、一人では行けない」と残
念がる方もいました。何かよい方法はないもの
かと思います。 

 
増﨑 それは、本当に残念ですね。何か市とし
てもできることはないか検討してみたいと思
います。 
 
司会 石原さんは３年前から富士見台の自治
会長として、様々な取り組みをされていると伺
っています。 

 
石原 会長として、日本一仲のいい、
朗らかな自治会を目指して活動し
ています。 
先ほど話があったように、居場所が

あるというのは本当に大切なことだと思いま
す。居場所があるということは、顔が見えると
いうこと。ご近所にどんな方が住んでいるのか、
お互いに知り合うことはとても大切なことだ
と思います。 
また、活動にあたっては、とにかく「楽しく」

がモットーです。こちらが楽しまないと、皆さ
んも楽しくないですよね。逆に義務感でやるの
は、つらいだけですから。 
 
司会 こういう方が会長だと、自治会の皆さん
も本当に幸せですよね。（笑） 

 
何か市への要望等はありますか。 
 
石原 自治会館の問題ですね。現在の会館が使
えなくなってしまうため、現在、自治会として
自力で会館を建設しようと決意して取り組ん
でいます。廃品回収や畑で栽培した野菜を販売
して資金を集めています。不可能とも思える壮
大な目標ですが、何とか実現したいと思ってい
ます。市からも何とか支援を頂ければと思いま

す。 
 
増﨑 素晴らしい自治会の取り組み

に、本当に感謝いたします。市として
もできる限りの支援を行っていけれ
ばと思います。 

 
皆様方から貴重なご意見を頂き、本当に参考に
なりました。これからも、皆様と共に「ますま
す元気！さきざき安心！」のあきる野市を目指
して頑張ってまいります。 
 
本日は、大変ありがとうございました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見・ご要望・市民相談等いつでもご連絡ください！ 
 

 

 

 

TEL 080-9804-8248 
E-mail tmashumashu@hotmail.com 

インターネットで検索！ 

ますざき としひろ 

やってます！ 

平成２４年４月から利用可能となったコンビニ

納税サービス。市民税や国民健康保険税など４

つの税に加え、学校給食納付金と学童クラブ育

成料の支払いがコンビニで可能となっています。 

また「保育料もコンビニで支払えるように！」と

議会で訴え、平成２７年度から保育料の支払いも

コンビニで可能となりました。 

平成２７年度決算は、９万１３２２件（平成２４年

度決算：約６万１０００件）、金額で１５億２０００万円

以上（平成２４年度決算：約９億７０００万円)。平成

２４年度と比較し、約５億５０００万円の増！！ま

た、その他の支払い方法（口座振替や金融機

関）との割合は、件数ベースで２７．４％！！たく

さんの市民の皆さまにご利用いただいています。 

平成２２年３月 

議会の一般質問 

で『市民の利便 

性向上のために 

も、早期に導入 

すべき』と訴え、 

実現しました！ 

コンビニ納税が実現！ 
保育料も 

創業・就労・事業承継支援ステーション Bi@Sta

（ビスタ）があきる野ルピア２階にオープンしまし

た。「創業したいけど、どうすればいいのか分から

ない。」といった創業相談や就業に関するアドバイ

ス、「そろそろ事業を引き継ぎたい」といった相談

など、「しごと」に関する支援をしていきます。 

経営に関する専門家を配置し、お悩みなど対応

するとともに、創業後の事業計画や資金計画など

にも対応していきます。 

平成２９年３月現在で、４名の方が創業され、そ

の他相談対応中の方も多数との報告を受けてい

ます。 

未来を夢見る若い方と懇談する中で相談された

ことをきっかけに、「意欲ある若い人、チャレンジす

る人を応援し 

よう！」と平成 

２７年９月定例 

会議一般質問 

で取り上げ、 

実現したもの 

です。 

 

創業・就労・事業承継支援ステーション 

Bi@Sta（ビスタ）開設 

私立高授業料の実質無償化が実現！ 

～ 都議会公明党の強い提言を反映 ～ 

 東京都は2017年度から、年収約760万円未満の世帯を対

象に、私立高校の授業料を実質無償化する方針を決めまし

た。都の特別奨学金（返済不要）を増額し、国の支援金と合

わせて、都内私立高校の平均授業料である年 44万 2000円

まで受け取れるようにします。 

都議会公明党の提案が大きく前進し、今後は特別奨学金

の対象を、世帯年収約 910 万円未満まで引き上げることに

取り組みます。 


