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http://tokorozawa-net.com/

菜の花カフェ

NO.88(2018.4）

（ネット事務所開放日）

◆4 月 25 日（水） 午後１時～３時
◆5 月 25 日（金） 午後１時～３時
お茶飲み、相談、DVD 試写会など行います。
申し込み不要。どなたでもいらして下さい！
フードバンクの食料（消費期限１ヶ月以上）も大歓迎。

学習会「所沢の学校給食って？」

発行：市民ネットワーク所沢

〒359-1141 所沢市小手指町４-17-48 光ビル 1F-B
TEL/FAX 04-2947-6370 メール: cnet-toko@net.email.ne.jp

可愛い小箱「カルトナージュ」
2 月の菜の花カフェで作りました。
何を入れようかな？

5 月 18 日(金) 10 時～13 時
所沢市の職員に話して頂きます。
会場など詳細は次回の通信でお知らせします。予定しておいて下さいね！

所沢市議会議員

末吉美帆子

（総務経済常任委員・広聴広報委員・基地対策協議会委員）

漫画家やタレントが「お手紙が励みになります」と言いますがリップサービスかな？などと思って
いました。
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だけど、ネット総会欠席の方々から委任状に添えられた言葉の数々を読んだら、コミュニティミー
ティングや対話集会のご提案。
「ネット応援しています」という暖かい言葉。胸が温かくなり心の底
から勇気が湧いてきました。
総会当日には出席者からも真摯で忌憚ないご意見をたくさん頂き、新年度のスタートを切ることが
できました。今年度はご提案頂いた具体的なイベントに積極的に取り組んでいきます。
（末吉美帆子）

【お問い合わせ・連絡先】
※常駐していません。留守電・FAX でお願いします。

●住所

所沢市小手指町４-17-48 光ビル 1F

●メール

04-2947-6370

駐輪場、放課後学童など多くの施設が指定管理者
制度で委託されており、この２団体もその中のひと
つに過ぎません。市は宮本町の旧庁舎閉鎖に伴
い、使用していた団体の移転先が必要だったため
小手指市民ギャラリーを廃止したと説明していま
す。しかし、市職員 OB が多く雇用されている２団体
が破格の厚遇をされています。
他の団体の移転先（一部）
所沢青年会議所→生涯学習推進センター
三階体験実習室
50.000 円/月額
所沢青色申告会→新所沢コミュニティセンタ
ー2 階ラウンジスペース（39 ㎡）
62.000 円/月額
所沢商店街連合会→ふらっと図書コーナー
奥（30 ㎡）
月額 90.800 円/月額（管理組合費込）

prinmint@shore.ocn.ne.jp （末吉）
cnet-toko@net.email.ne.jp（事務所）

◆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。
どうぞご連絡ください。

（旧）エバー（東棟）
貸出先 公共施設管理公社
貸付料 15 万円/月額
面積 72.06 坪（238 ㎡）
坪当たり @2,083 円
（旧） ディア（西棟）
貸出先 シルバー人材センター
貸付料 7 万円/月額
面積 42.81 坪（141 ㎡）
坪当たり @1,400 円

〒359-1141

●電話・FAX

小手指市民ギャラリーが平成 30 年 3 月末で閉
鎖されました。４月から東棟エバーは公共施設管
理公社、西棟ディアはシルバー人材センター事務
所として貸し出されます。
タワーマンション 2 階の２つのギャラリーは、小手
指駅改札口から 30 秒の好立地。

小手指駅南口下車徒歩８分

不動産業者によると相場は二階では坪 15,000
円位ではないかとのことです。駅至近 72 坪で 15
万円、42 坪で 7 万円という賃料は破格です。
公共施設管理公社は、公共施設の管理委託を そもそもタワーマンション建設時に「公共として活用
受ける公益財団法人、シルバー人材センターは高 してほしい」と無償で寄付された貴重なスペースで
齢者の就労支援の財団です。現在、図書館分館、 す。 （次ぺージへつづく）

再三、市政情報コーナーやお休み処、図書
館予約・返却本取り次ぎなど公益サービスをやることを
要望してきましたが、市は消極的姿勢のまま、遂に貸し
事務所にしてしまいました。少なくとも市民の役に立つ場
所でなければ寄付者の意向も無にしてしまいます。市有
財産の活用方法として宝の持ちぐされになるのではない
でしょうか？
（前ぺージより）

「まちの未来図をいっしょに描きましょう！」

2018 年度一般会計予算は 1014 億円。
3 月 28 日、 市議会定例会は全議案を可決して終了しました。
地域新電力「ところざわ未来電力」をもっと精査するようにという修正案は
15 対 17 で否決されました。（詳細は次号通信で報告します）
また「森友学園問題の徹底的解明を求める意見書」など４件を議会から国に
提出します。

「まちを変えるのは私たち市民 私たちのまち私たちの手で」

◆福祉タクシー見直しについて

◆災害時避難

①身体一級・知的マル A
1500 円券 72 枚→1730 円券 48 枚に削減
②透析患者（生活保護）72 枚→48 枚など削減。

①福祉避難所へのスムーズな避難は可能か？
②災害時用トイレの備え充実を

ミホコのつぶやき
ミホコのつぶやき

精神障害一級への福祉タクシー券交付にあたり、知的・身体最重度
障害者から減額した形となりました。合わせて最重度身体障害者手
当も月額 11500 円から 9000 円に減額されます。一切事前説明されな
かった障害者団体からは怒りの声があがり、市は３年間の激変緩和
措置を設けるなど見直しを約束しました。知的・身体・精神障害者間で
確執を作るような政策形成はゆるされません。

◆投票環境のバリアフリーを
投票所の点検や人的支援の更なる充実を図ると答弁。

◆期日前投票の充実を
期日前投票
平成 29 年衆議院選挙 27.11%
平成 28 年参議院
22.3 %
平成 27 年市議会
16.52%

災害時まず必要になるのがトイレです。市民も携帯用トイレを備蓄し
備えましょう。

集中豪雨により数年、市内でも水害事故が発生しています。避難後
の膨大な事務手続きは、避難生活者には大変なストレスです。ワンス
トップで案内できるよう要望しました。

◆市立第 2 幼稚園の来年度入園希望数は？
【答弁】140 名定員のところ 4 才児 17 名、5 才児 27 名、合計 44 名。

◆所沢シティマラソンに車椅子部門を
【答弁】安全確保が難しいが、関係各課と連携し多くの障害者が楽し
めるようにしたい。

◆公園の役割
①安全できれいなトイレの充実を
②ボール遊びのできる公園を

◆日本農業遺産となった「武蔵野の落ち葉堆肥農
法」をどう振興していくか
◆犬猫殺処分ゼロへ
殺処分ピークは昭和 60 年 48.548 頭。28 年度は犬 280、猫 880 頭。

ミホコのつぶやき

期日前投票率は増え続けています。昨年 10 月衆議院選挙では長蛇
の列となり、多くの苦情が寄せられました。議会からの再三の期日前
投票所増設の提言にも関わらず、市は頑なに増設に難色を示してい
ます。なぜやらないのか?!

◆山口中学校崩落事故の現状とその後

ミホコのつぶやき

殺処分される猫の多くは赤ちゃん猫です。里親に出すために哺乳する
ミルクボランティア養成を県が検討。と同時に安易な繁殖業者などの
入口規制も重要です。

ミホコのつぶやき

平成 21 年に幼稚園運営協議会から廃園が望ましいと答申を受けて
いますが 3 月の予算委員会で「答申に向き合う」と答弁。大幅な定員
割れに向き合い方向性を議論すべきです。

民設民営児童クラブ「わくわくくらぶ」
企業組合たすけあい輪っはっは
ワーカーズコレクティブはな に委託！！
生活クラブ所沢生活館一階で所沢市放課後児童健全育成事業（放課
後学童）を受託します（平成 30 年 4 月～）対象は伸栄小、美原小。所沢
市事業の Wco.への初委託になります。緊急課題となっている放課後学
童の過密化、狭隘化の緩和、民営ならではの独自工夫、取組みに期待
が高まります。わくわくくらぶ、期待しています！！

市役所内に「わくわくチャレンジオフィス」
障害者３人が市役所職員課で非常勤職員として働くオフィスが誕生し
ました。封入や印刷仕分けなど丁寧に取り組みとても好評です。法定
雇用率引き上げが追い風になり実
現しました。ともに働く職場がもっと
広がりますように。

