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平成26年昭島市議会第３回定例会

が９月３日から10月３日までの会期

日程で開催されました︒

今定例会では︑平成26年度昭島市

医療費の無料化を求める陳情書につ

の提出を求める陳情書︑75歳以上の

の速やかな中止を要請する意見書﹂

情︑政府に対し﹁年金２．５％削減

に反対する意見書の提出を求める陳

衛権の行使を容認する憲法解釈変更

致で採択となりましたが︑集団的自

見書の提出に関する陳情書は全会一

一方︑手話言語法制定を求める意

認定されました︒

が慎重に審査され︑原案通り可決・

般会計歳入歳出決算などフつの認定

ど13の議案と︑平成25年度昭島市一

び運営に関する基準を定める条例な

め︑昭島市地域型保育事業の設備及

一般会計補正予算︵第２号︶をはじ
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いては不採択となりました︒
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(10月１目に暫定供用開始となった拝島駅南口地下駐輪場＝2,450台が収容可能)

菅原部言こ恕
情報の収集・広報について
今回のような局地的な大雨が他の
場所でも起きる可能性は充分あり
得るといわれる等︑過去の実績に捉
われない対応が必要となってくる︒
︻問①︼情報の収集から避難勧告に
至るまで︑市民に対する周知はどの
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で活用しているが︑今後は地域で

市が実施する防災対策の説明会

を接続するなどの対策を実施し︑

と時間を要するため︑既設配水管

的な下水道整備だが︑多くの経費

今後の地球温暖化対策にっいて

可能な対策を実施する︒

布や浸水箇所における有効で実施

緊急避難的には︑土のうの事前配

の訓練への活用を検討したい︒

雨水対策について
都は︑時間5011を超える豪雨の頻
発を背景に本年６月︑東京都豪雨
対策基本方針を改定した︒時間60

︻問②︼ハザードマップ

発令を検討する︒

情報や避難勧告の

する土砂災害警戒

避難的対応︑抜

雨に対する緊急

︻問②︼局地的豪

を検討する︒

果的な雨水対策

︻答①︼関係部署で精査し︑より効

市としての具体的な取り組みは？

︻問①︼都の基本方針改定を受け︑

る等の長期目標を定めている︒

︻答①︼地球温暖化対策実行計画に

後の取り組みについては？

暖化実行計画﹂の見直しも含めた今

みに対する評価と︑﹁昭島市地球温

ガス削減について︑これまでの取り組

︻問①︼昭島市域における温室効果

の報告書が公表された︒

ＰＣＣ︶の︑各作業部会における最新

気候変動に関する政府間パネル〒

昨年から本年にかけて開催された

を活用した地域の防

本的対応につい

11の降雨までは浸水被害を防止す

災力向上への取り組

ては？
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ルギー推進の対策を進めてきた

が︑今後は目標設定等︑実行計画の

一部改訂も視野に検討したい︒

２

ような基準で運用されているのか？

Ｉ

基づき省エネルギー︑再生可能エネ
みについては？

︻答②︼抜本的対

●
、.
●

■ ■㎜‑
一一
−
、‑㎜41.らj
㎜
−

一一ふ.・1……？.
.jW−.i

‑･
㎜㎜̲IL.
￣･
ミ･

︻答①︼都からの情報収集一分析を
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こぐ

︻答②︼市民防災マ

応としては計画
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進め︑市域の災害発生予想時には
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水防本部体制を敷き︑市民に対
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●立川市隠町2‑37'マ
コア・ｼﾃｨ立川ビル￨粁

●昭島市役所

市政相談担当

電話:544‑5122

−ﾉi
・

平成27年４月に新たな特別養

●要予約o詳細の日時は予約時に

秘書広報課

凶一ついを

●月曜日〜金曜日 9〜2備
土曜日
9〜将帥
電話:057'O‑Oﾌ'8374

●衆議院議員高木陽介事務所

護老人ホーム︵定員１２０名
トイレ・洗面所付き全室個室ュ
ニット型︶がフオレスト・イン
昭和館の北側に開設する︒
入所を希望する昭島市民ＩＯ
Ｏ名が入所できる予定で︑待養
ホーム入所待機者の解消に向け

●毎水曜日(除第5週川4時

ご確認下さいo

・両＝・＝一回

本年７月１目に施行された﹁水循
環基本法﹂において︑﹁水の目︵８月１
目︶﹂が法定化された︒昭島市では︑

平成20年３月に昭島市水道事某某

本計画を策定しているが︑

︻問①︼計画に沿った取り組みの進捗

て大きく前進することになっ
た︒デイサービス︵一般型・認
知症型︶やショートステイ事業
のほか︑高齢者の総合的な生活
支援窓口となる地域包括支援セ

ンターの設

３

状況と︑今後の課題については？

︻答①︼ほぼ計画通り取り組んでい
るが︑今後の人口減少に伴なう収

益城や︑配水場・配水管の耐震化に

多額の資金を要するため︑一層の

健全経営に努める︒

置︑更には

●法的ﾄﾗﾌﾞﾙ全般

要予約(赤沼まで几
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昭島市役所法律相談

法テラス立川
一

公明党無料法律相談

電話:050‑3383‑5327'

電話:540‑￨155

防災拠点型
地域交流ス
ペースを併・
設し︑福祉
避難所とし千
も機能する︒・

●法的ﾄﾗﾌﾞﾙ全般

立川ｻ二ーハイツ301

︻問②︼現在の水道事業某本計画は
平成29年度までの計画だが︑それ
以降の計画策定については？

︻答②︼﹁新水道ビジョン﹂の基本理
念を踏まえ︑平成30年度からの水

道事業基本計画を平成29年度末
までに策定する︒

●法的ﾄﾗﾌﾞﾙ全般

立川市錦町卜4‑4

第３回定例会ダイジェスト（一般質問から）

平成２６年

11月上旬に①家族向②単身者向③若年
ファミリー向定期使用住宅④多子世帯向定

期使用住宅⑤若年ファミリー向を予定

紐ﾖ込み用紙をご希望の方は赤沼やすおまで‥

ご自宅に撰6けしますo

購読のお申し込みは赤沼やすおまで

都営朝日町４丁目ア

0日刊:1ヶ月1,887円(税込)

パートは三階建ての住

宅で︑エレベーターが

・

｀
今後の『都営住宅』の募集

設置されていなかっ

た︒設置を求める地元

自治会の声を東京都に

届けたところ︑順次︑エ

レペーターが設置され

ることになった︒

⑤言谷水⑤す凱
−
郷地町２丁目38舌先
は袋小路となっている

が︑通り抜け目的等で

進入してくる車両が多

かった︒改善を求める
地域住民の声を市に伝
えたところ﹁この先行
き止まり﹂の看板が新
たに設置された︒

４

エレベー少−の鵬扁
￨『行脅迫窮り』葎朧朧獄」

