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申し込み・お問い合わせはネットの事務所の留守電かＦＡＸにて。
あるいは 04-2939-8620（池田）まで

ら

せ

・

報

告

◆ブルーベリー狩りに行きましょう！ 【報告】猫のパネル展〜６／９

日時：７月３０日（木）午前１１時より
場所：所沢市城

510 陽子ファーム

参加費：1,000 円（入園料・ブルーベリー摘み代）

申し込み 池田 04-2939-8620
末吉 090-7242-7555（7／25 まで）
※集合場所は、所沢駅東口（志木駅南口行きバ
ス 10 時 37 分発に乗車、城（しろ）下車）に

生活環境課が主催し、所沢ねこのネットワ
ーク（とこねこネット）とＮＰＯねこだすけ
の会協力で、人と動物の共生のパネル展が行
われました。訪れた市内の方が 200 人、さま
ざまな相談に乗り、盛況な一日になりました。
川口、新座、入間、なんと愛知県からも見
学者があり「所沢はすばらしいですね」と言
って下さいました。 とこねこネットはガイ
ドライン制定・地域猫モデル地区など市の政
策に協力しながら活動していきます。
とこねこネットの問合せ
池田 04-2939-8620

10 時 30 分集合。直接現地集合の場合は 11 時。

（年会費は 2000 円。
メンバーにはナタネ油１本
進呈します。ぜひお仲間に！）

http://tokorozawa-net.cool.n e.jp/
Email : cnet-toko@net.email.ne.jp

障害者の社会参加のために

福 祉 タ クシ ーの見 直 し !
所沢市議会議員

末吉美帆子

６月議会は、予定納税された法人市民税が赤字決算に転じたための還付金等の

◆菜の花エコプロジェクト所沢
松郷、亀ケ谷の菜の花は機械で刈り取り、北野は
６／２０に早稲田の学生のご協力で約３０人で鎌
での刈り取りが終わり約 200 ㌔以上収穫しまし
た。搾油して所沢産 100%ナタネ油にします。秋
以降の予定はホームページで！

発行：市民ネットワーク所沢
６月議会で一般質問中の末吉美帆子

所沢市城の「陽子ファーム」でブルーベリー
摘みをしましょう。お昼は軽食、陽子さんの野
菜中心の手作りおかずを用意します。無農薬野
菜や美味しいジャム等も買えます。どなたでも
参加できます！お待ちしています！

追加補正、ＤＶ被害者への定額給付金（スマイル応援手当）等を審議し、すべて

【報告】協同のまちづくりシンポジウム
５／３０ 吾妻公民館
会派民主ネットリベラルが主催したシンポ
ジウムが行われました。福嶋浩彦 前我孫子
市長の基調講演、それに続くパネルデイスカ
ッションともたいへん充実したものでした。
これをスタートに協同のまちづくりをさらに
進めていきます。

千葉産の美味しい枇杷の実を食する機会があり味を堪能。枇杷
の実には大きな 種が入って いて食べる 部分が少な いのが難と思
っていたら、種も捨てずに食べられると聞いたらほっとけない。
水分を拭いて低 温の油でゆ っくり揚げ 、浮いてき たら出来上が
り。熱い内に塩を降り掛け、外側の硬い皮を剥いて食べる。味は
ほろ苦くビールのおつまみにピッタリ。葉の部分も干してお風呂
に入れるとあせもなど湿疹に良いとされ万能な枇杷に脱帽！
みなさまもお試しを。
代表 渡辺恭子
●ネットの仲間 になって一緒に活動しませんか。
年会費 1,500 円 郵便振替口座 00160-6-179015
●この「つうしん」はボランティアの方が配布しています。
購読ご希望の方は定期的に郵送します。どうぞご連絡下さい。
〒 359-1141 所沢市小手指町 1-16-10 ロイヤルコーポ 201 号

TEL/FAX 04-2921-1414

の議案を可決しました。また７月に任期満了を迎える鈴木秀昭教育長のご挨拶、
新たに佐藤徳一氏（所沢中学校長）が教育委員に選任されました。
福祉タクシー制度が３月議会で改定さ
れました。
しかし４月からの配布までほと
んど説明期間がなく、一律 24 枚（初乗り
710 円）になったことから、車椅子で乗り
込める大型タクシー利用者等が大きな影
響を受けました。
３月議会での答弁で、
早急に市の実態把
握を行う約束でしたが、調査結果は「視覚
障害者と身体障害者の方に大きな影響が
出ている」とのことでした。
私の一般質問では
「車椅子で乗り込める
大型タクシーの券を認めること」
「生活状
況を勘案して必要な方に必要な枚数が届
くこと」を中心に質疑しました。
その結果、８月からの見直し案では福祉
タクシー72 枚が認められ、今年度の不足
分 は追加配 布され ることに なりま し
た！！生活状況により市長が特に認める
方はさらに 72枚の追加配布が受けられま
す。これで交通手段がなく就労や通院に支

障をきたす方が救われます。
（ 例）
身体障害者１級、肢体不自由１・２級等の方
前年度は一般 24 枚＋福祉タクシー180 枚また
は一般 48 枚の選択
21.4 ～一般 24 枚『710 円/枚』寝台は 72 枚
21.8 ～（案）一般 48 枚（710 円／枚）または福祉
タクシー72 枚（1500 円／枚）の選択

［福祉タクシー選択者のうち市長が特に
認める場合さらに福祉 72 枚を追加配布］
前年度の福祉タクシー180 枚の 70％以
上が有効利用されていませんでした。しか
し急な変更に伴う歪みがあったことも否
めません。必要な方に必要な枚数が届く見
直しが早急にされたことを評価します。県
の補助もなくなり制度は市の税金で全額
賄われています。有効に使っていただき、
障害者の社会参加がもっと進むことを願
っています。

平成 21 年（2009 年）所沢市議会

６月定例議会

末吉美帆子の

一般質問の報告

一般質問

クラブが運営委託されている児童クラブは最高 16,600 円です。市のどこ
の学区に住んでいるか・・だけで負担料が何と年間 13 万円近く違ってくる
のです。公設ですから 市は委託先に運営費を支払って運営しています。し
かし保護者負担金 額は市内施 設でバラバラ で運営委託先 が直接徴収 してい

※県西部にはサポートステーションがなく誘致する要件は揃っ
ています。受託する団体の調査を進めます。

ます。市は保護者負担料を統一し、所沢市が直接徴収すべきです。
また、委託先も１年更新であるはずなのに、全く更新などの話し合いがさ
れておらず、寡占独占状態になっています。今回、東所沢柳瀬児童クラブが
新設されたんぽぽ保育園が受託し 15,000 円と負担料も下げられました。
この秋、大規模分割に伴い新設される美原第２・所沢第２児童クラブの運営
委託の選定が始まります。来年度以降は、市民環境委員会が３月に出した付
帯決議に沿ってすべての児童クラブの指定管理者の選定が始まります。

指定管理者ガイドライン～利用者の満足は？
市の公的施設の評価は、管理者だけでなく利用 者の声が大事で
す。4 月からガイドラインが制定さ れました。モニタリング、満
足度調査をどう進め運営に生かすのか質疑しました。

＊利用者アンケート、アンケート箱、利用者懇談会など進めて
いきます。

児童館の民間委託化計画と合わせ、さまざまな長年の課題を整理し、市内

ミホコのつぶやき 委託されたら数年間安泰・・では
ダメ。施設の特性に合わせて利用者の声を聞き、質を
高める努力を願っています。

で公平な負担料、質の高い保育が実現されることを求めて質疑しました。

※市は、さまざまな課題があることを認めた上で負担料の軽減や公平性
等を含め、必ず改善していくことを約束しました。今年の選定も早目に
進めるよう改善が進んでいます。１年入学は働く親にとって大きな関門
なのです。安心して学校生活に馴染み、安全な放課後を過ごせるよう整
備していくため、待機児童ゼロを早急に目指しましょう。また障害児学
童の充実も進めると答弁しました。

平成 年度 の︑末吉美帆子 の政務調査費 の収支 ︵
右︶
と︑市民ネットワーク所沢の会計︵
下︶
の報告 は︑ご覧 の

所沢市の保護者負担料は、児童館の生活クラブが 6,000 円、ＮＰＯ学童

厚生労働省の事業「若者サポートステーション」は全国 92 カ
所にあり、東京は５ カ所もあるのに 埼玉県には川 口にしかありま
せん。ハローワーク を有し、人口規 模があり、就 労企業の数も多
い所沢市はすべての 要件を満たして おり、県西部 に設置が待望さ
れます。
ハローワークも機械 検索するだけで 数時間待ち・ ・という日もあ
るそうで、この社会 状況の中一人で も多くの若者 が就労し、働く
喜びを得て自立すれば社会にとってはこの上ないことです。

表のようになっています︒

待機児童ゼロに向けて～放課後児童対策～

あなたの“ひとこと・提案・ご意見”をお寄せ下さい。
●電話・ＦＡＸ ０４－２９４９－４３１７
●住所 所沢市小手指町３－２０ Q２１１ 市民ネットワーク所沢
●Ｅメール prinmint@shore.ocn.ne.jp（末吉）
就労支援！若者サポートステーション
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エンデイングノートで生活と心の整理を！
不測の事態の時のために連絡先や自分の意思
を書き留める「もしもノート」を紹介しました
（写真）。

＊市は、高齢者大学や地域包括支援センター等
で紹介したいと答えました。

市制６０周年にこども議会を！
ミホコのつぶやき 学校代表の議会ごっこではツマラナイ、
市政は生活とつながっていることを体感できるようなこ
ども議会をできたらと思います・・

末吉美帆子の常任委員会報告
議会運営委員会の副委員長となりました。３月に
制定された基本条例に沿って、議会改革の実行の
具体化に向けてがんばります。また、議会報・図

ミホコのつぶやき 単なる老い支援・死に支度でなく今を
ゆたかに生きるために活用してほしいです！

所属：総務常任委員会・議会運営委員会
・議会報図書室委員会

書室委員会も議会改革の広報部分の一翼です。引
き続きがんばります。常任委員会は総務委員会の
所属になりました。

◆ブログ更新中！

末吉美帆子

検 索

クリック！

日々の課題や議会の報告を出来る限りブログに書き込んでいます。
また議会の録画中継はインターネットでいつでも見られます。
ぜひご覧下さい。
所沢市役所ホームページ http://www.gikaitv.net/dvl‑
tokorozawa/2.html

