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館職員の専門性について質問
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2 月 15 日、 常 任 委 員
会で議案外質問がおこな
われました。

もりや 九条俳句不掲載問題

を採用するべきと考える

が低く、改善を求めてきまし

されていないのが現状。

たが、新年度に前進する見通

戸島 公立の処遇改善に国庫

しです。

補助を活用したことは評

戸島 基本給や経験加算など

価する。民間についても処

どのように処遇は改善さ

遇改善等国庫補助（常勤配

れるのか。

置上限 301 万円）を活用

市 詳細は把握していない。

してほしい。新年度に当た

戸島 いつの時点で把握でき

ってどのような努力がさ

るのか。

いるので最大限活用してい
く」と答弁しました。

まち
づくり

権、社会教育法などについ

が。

門性が求められている。社

市 すべての公民館に有資格

会教育主事の資格をもつ職

者を配置する計画を進めて

員は何名か。また採用は。

おり、毎年 2 名ずつを国の

市 60 ある公民館のうち 21

でのベースアップ等がな

もりや すべての公民館に配
置するべき。また有資格者

て、当然研修の中身とする
べきと考えるがいかがか。
市 今回の判決を踏まえて職
員に周知徹底していく。

研修に派遣している。
もりや 司法から「思想信条

もりや市議は、公民館が地

件に採用した者はない。

を理由として差別的扱いを

域の人たちの学び・交流の場

もりや 社会教育主事の資格

してはならない」と指摘さ

として頼られ、大切な教育機

れたことは重大。基本的人

関となるよう強く求めました。

名が有資格者。有資格を条
公立学童保育支援員の処遇

市 持っていない方が多い。

しました。
を通して、公民館職員の専

公立学童保育
処遇改善に国庫補助を活用
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を持たない館長は。

桜区、中央区域で
乗り合いタクシー導入へ

れたのか。

市

かなり狭い道を通るの
で、乗り合いタクシーを前
提に検討している。

山崎 乗り合いタクシーは桜
区と中央区域にまたがっ

市 国に補助金を申請する 5

市 キャリアアップの実績を

山崎あきら市議は、コミュ

区の西与野地区のいずれ

ての運行ということか。

月ごろには把握できるか

見て、公平な処遇改善がで

ニティバス等の導入について

も 5 つの自治会で構成さ

市 地域組織は桜区、中央区

と。

きるよう検討していく。

質問しました。

れた地域組織が 2016 年

のそれぞれの自治会で構

戸島 国庫補助の活用を図っ

戸島市議は、
「施設整備に

山崎 コミュニティバス導入

12 月に立ち上がり、コミ

成されているが、基本的に

たとのことだが、どういう

も国庫補助が拡充されている

の見通しについて、桜区か

ュニティバスの新設に向

をめざして、ルート検討の

は 1 つの組織として検討

活用なのか。

ので、保護者負担にならない

ら中央区域に乗り入れる

けた検討がはじまってい

詳細を進めている状況。

している。

ように活用を図ってほしい」

ということだが、どのよう

る。現在、ルートや運行の

山崎 あくまで乗り合いタク

山崎 早期に実施できるよう

万 5000 円の上限の補助

と求めたのに対し、市は「国

な検討がされているのか。

経費などを勘案しながら、

シーを前提に検討してい

に前向きに検討していた

を活用する。ただ、そこま

の補助メニューも拡充されて

市 桜区の大久保地区、中央

乗り合いタクシーの運行

るということか。

だくことを要望する。

市

処遇改善等事業の 157

市議団ニュースは政務活動費で作られています
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基準はあるのか。
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動物をケアし
殺処分をなくすべき

久保みき市議はこの間、殺

市 1 カ月以上から長くて 1

処分ゼロをめざして質問を重

年以上の時間をかけて判断
している。

する権利の保障を求めました。

市 本市は選挙人名簿登録者

とりうみ 高齢者、障害者、

数や面積などの定量的な基

ねてきました。

準は設定していない。

久保 本市は 2013 年からガ

久保 動物愛護ふれあいセン

検討する。

ス室による処分をやめ、助

ターに入ったばかりの動物

ドッグトレーナーに来ても

病気等で投票をあきらめる

とりうみ市議は、投票所の

かる見込みのないケースや

は、はじめは落ち着かず、

らっている。収容数が年々

市 指定施設における不在者

ことになりかねない。例え

設置基準がないのであれば、

凶暴な犬猫を安楽死させて

問題行動があるのは当然。

減少傾向にあり、専門スタ

投票制度や、障害者手帳の

ば団地の集会所など、高齢

すべての有権者の投票を保障

いる。凶暴な動物について

訓練士などを配置し、動物

ッフの不足はない。

等級などの一定の条件はあ

者が近場で投票できる方策

する立場で方策を検討し、投

の基準等は。

をケアしていくべき。

久保市議はその他に手話言

るが、滞在場所での投票が

は考えられないのか。

票場所や手段などの条件がな

市 動物の大きさや被害の大

入院患者など、投票する意
思がありながら投票所に行
けない人への対策は。

とりうみ とくに高齢や障害、

できる郵便投票制度がある。

市 高齢者をはじめ有権者が

いことで投票できない事態を

きさ等を個別に判断してい

とりうみ 投票所について、

投票しやすい環境づくりに

なくしていくよう、強く求め

る。

人口規模や範囲などの設置

向けてさまざまな視点から

ました。

市 犬等が収容されるたびに

語条例について質問しました。

動物愛護ふれあいセンターに収容された犬猫の頭数

※（）内は殺処分数

2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度
2018 年度
※ 2019 年1月末現在
528（33） 391（16） 322（12） 221（13） 215（8）

久保 期間の基準は。
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空き家対策で
地域の活性化を

大木 空き家等の対策計画で

がある。こうした地域で活

市は空き家対策として、来

に対応し、適切なアドバイス

は、地域の団体や事業者が

動する団体が条件に見合っ

年度にワンストップ相談窓口

をしていく」と答弁がありま

公共の利益を目的とする事

た空き家を探し、活動でき

を設置する予定で、
「空き家の

した。大木市議は消火用貯水

業で空き家等を活動拠点と

るしくみができれば地域の

利活用や管理、
譲渡、
相続など、 槽の耐震化の促進についても

して利用を希望する場合

活性化につながると考える。

所有者等からの相談を一元的

大木学市議は空き家対策に

に、市が物件を紹介し、財

ついて質問しました。市内

政的な支援をおこなう施策

の空き家は 2013 年時点で 5

がある。まだ計画段階だが、

万 6290 戸。全国の空き家率

今後の見通しは。

13.5％に比べ本市は 9.9％と低

市 これまでも放課後児童ク

い水準ですが、人口減少にと

ラブを運営する団体などか

もない空き家の増加が懸念さ

ら、利活用可能な空き家に

れています。

ついての相談を受けたこと

質問しました。

あなたの身近な議員です
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市議（見沼区）

市議（浦和区）

市議（桜区）
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