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議員活動２期目の後半に当たる現在、前期に引き続き、常任委員会では総務委員会委員長、
一部事務組合では、南多摩斎場組合の監査委員を拝命しました。
現在総務委員会では、特定所管事務調査で、
「大規模災害後における被災者の生活再建・復興
に向けた取り組みについて」をテーマに調査研究を行っております。今後３０年以内に７０％
の確率で、大規模な地震が起こるといった情報もあることから、先進市の事例などを参考に、
しっかりと調査を行い、報告書をまとめたいと思います。
今後も市民が安全・安心に、そして誇りをもって住み続けられるまちづくりに向け全力で取
り組んで参ります。

経歴
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専修大学商学部マーケティング学科二部 卒業
家族 妻と子ども３人

３月・６月市議会での提案
総合体育館でのボクシング教室

【１】子どもが安全に小学校に通えるよう、
【１】子どもが安全に小学校に通えるよう、横断
子どもが安全に小学校に通えるよう、横断歩道の整備を！
横断歩道の整備を！
課題 南山東部地区は、ヤオコー稲城南山店の開店や大型マンションへの入居に
より開発が進み、日に日に人や車の往来が増えています。特に、地区を横断する多
摩３・４・１６号稲城南多摩線は、これから交通量が増えると予想されます。また、
南山小学校の通学路になっており、子どもたちは、交通量の多い大きな道路の信号
を渡って小学校に通うため、安全対策が急がれます。
坂田たけふみの応え！
（１）多摩３・４・１６号稲城南多摩線の南側歩道の開通予定を確認し、市の都市
建設部から以下の回答を得ました。
・道路予定地内の建物移転に協力を得られた。
・南山東部土地区画整理組合は、警視庁と南側歩道の交通開放に向けて協議を重ねた ヤオコー稲城南山店南側歩道が開通
結果、警視庁との協議に伴うヤオコー稲城南山店付近の交差点における道路改良や安
全対策を完了させた。
（２）２０１８年４月に開通しました！
（２）２０１８年４月に開通しました！➡
２０１８年４月に開通しました！➡子供たちが、大きな道路で信号を渡らずに小学校に通えるようになりました。

【２】２０２０東京
２０２０東京オリンピック・パラリンピック
東京オリンピック・パラリンピックに向けて、新スポーツ
オリンピック・パラリンピックに向けて、新スポーツ「クライミング」
に向けて、新スポーツ「クライミング」の機運醸成を！
「クライミング」の機運醸成を！
課題 稲城市は「市民１人１スポーツ」を掲げています。２０２０東京
オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、新たな正式種目とな
った「クライミング」競技を市民に体験してもらうことは、新たなスポ
ーツの選択肢を市民に提供するために、必要であると考えます。

【クライミングとは？】道具に頼らず、自己のテクニックと体力を使って岩を登ること。
クライミングには、ロープをかけながら岩を登る「リードクライミング」、かけてあるロー
プを使って登る「トップロープクライミング」、ロープを使用しない「ボルダリング」があ
る。
市内工事箇所の事業進捗状況を確認

坂田たけふみの応え！
市民がクライミングを体験できるよう、市の総合体育館内や中庭にある展望塔の外壁にクライミングボードを設置するこ
市の総合体育館内や中庭にある展望塔の外壁にクライミングボードを設置するこ
とを提案しました
とを提案しました。
提案しました。
➡総合体育館にクライミング競技の体験
総合体育館にクライミング競技の体験施設を整備することについて、
体育館にクライミング競技の体験施設を整備することについて、市の体育課
施設を整備することについて、市の体育課から
市の体育課から前向きな回答を得ました。
から前向きな回答を得ました。ぜひご期
前向きな回答を得ました。ぜひご期
待ください！

【３】子どもをいじめから守るための
【３】子どもをいじめから守るためのセーフティーネットの周知徹底を！
子どもをいじめから守るためのセーフティーネットの周知徹底を！
課題 文部科学大臣決定による「いじめ防止のための基本的な方針」として、「いじめの未然防止」
、「いじめの早期発見」
、
「いじめへの対処」が示されています。しかしながらいじめに関する報道は後を絶ちません。
そのため、実際にいじめが起きてしまった場合の「いじめへの対処」に関する取り組みは、特に重要であると考えます。
親にも先生にもいじめを受けていることを言い出せない子どもを守るために、子どもや保護者に対していじめの電話相談の
窓口等のセーフティーネットを周知することが重要です。

坂田たけふみの応え
「いじめへの対処」に関する取り組みについて、市の教育指導課に以下の
以下の
「いじめの未然防止」や「いじめの早期発見」
、
「いじめへの対処」に関する取り組みについて、市の教育指導課に
点を確認しました。
点を確認しました。
（１）ＳＮＳ上のいじめの防止に対する取り組みの実施
（２）いじめの早期発見
（３）電話相談窓口の周知
（３）電話相談窓口の周知
市としては、上記のような取り組みをしているものの、陰湿化・巧妙化しているいじめに対応するためには、より
市としては、上記のような取り組みをしているものの、陰湿化・巧妙化しているいじめに対応するためには、より踏み込
より踏み込
んだ対策が必要になってくると考えます。具体的には、
んだ対策が必要になってくると考えます。具体的には、都のいじめ相談用アプリやＳＮＳの利用を周知することを提案して
具体的には、都のいじめ相談用アプリやＳＮＳの利用を周知することを提案して
参ります。

【４】セクシャル・ハラスメント（セクハラ）の相談者に対するサポート体制の整備を
【４】セクシャル・ハラスメント（セクハラ）の相談者に対するサポート体制の整備を！
・ハラスメント（セクハラ）の相談者に対するサポート体制の整備を！
課題 セクハラが社会問題となって、３０年以上経ちます。近年では、事業者に対して、職場のセクハラに関して雇用管理
上の措置義務が課されるようになりました。こうした措置義務が課されているにもかかわらず、昨今、セクハラ行為に関す
る事業者の対応が問題視される事案が発生しています。
坂田たけふみの応え！
市役所の職員が市民の生活を支える業務に専念するためにも、市役所は、事業者としてのセクハラの対応を見直すことが
大切であると考えます。そこで、市議会でセクハラ対応について提案をし、市の人事課から以下の回答を得ました。
（１）市役所では、セクハラの相談・訴えがあった場合の一連の手続きをフロー図にしていることを確認できました。そこ
で、手続きの流れを確認するフロー図に加えて、各状況
で、手続きの流れを確認するフロー図に加えて、各状況に応じて必要な対応・
状況に応じて必要な対応・配慮
に応じて必要な対応・配慮を確実に実施していくために、各
配慮を確実に実施していくために、各状況
を確実に実施していくために、各状況に
状況に
応じた手続きをマニュ
応じた手続きをマニュア
マニュアル化することを提案しました。
➡これまでの経
これまでの経験に基づ
験に基づいて
基づいて蓄積
いて蓄積された
蓄積されたノウ
されたノウハ
ノウハウを含め、各状況
め、各状況に応じた
状況に応じたマニュ
に応じたマニュア
マニュアルを整備するとの回答を得ました。
（２）市役所では、人事課長
（２）市役所では、人事課長、教育総務課長
、教育総務課長、消防総務課長
防総務課長、市立病院管
、市立病院管理課
立病院管理課長
理課長の４人の課長
の４人の課長をセクハラの相談窓口として
配置していることを確認できました。相談者の精神面
相談者の精神面の
精神面のサポー
サポートなどを考慮
を考慮しながら相談を受
しながら相談を受ける４人の課長
ける４人の課長の役割
の役割は大変
は大変
重要であると考えます。そこで、４人の課長
重要であると考えます。そこで、４人の課長が相談窓口者としてのスキル
が相談窓口者としてのスキルを
スキルを高めるための取り組みを行
めるための取り組みを行っているのか確認し
ました。
➡各種
➡各種ハラスメ
ハラスメン
スメントの相談においては、更
の相談においては、更なる配慮
なる配慮や専
配慮や専門
や専門的な知識
的な知識が求められる場面
められる場面があるため、４人の課
があるため、４人の課長
４人の課長に対して研
に対して研
修の受講や
受講や情報の
情報の共有化に取り組んでいきたいという前向きな回答を得
共有化に取り組んでいきたいという前向きな回答を得ました。
化に取り組んでいきたいという前向きな回答を得ました。

【５】森友問題、
友問題、加計問題…
加計問題…公文書の管理方法
公文書の管理方法について
方法について
課題 学校法人「森友学園」
、
「加計学園」の問題や、防衛相の日報問題と、公文書の管理方法を巡り、不祥事が相次いでい
ます。公文書への信頼を失うことは、行政への信頼を失うことにつながりかねません。そこで、市の公文書管理方法につい
て確認しました。

【公文書とは？】行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、電磁的記録などのうち、その行政機関が組織的に用いるものとして保有
しているものを指す。
坂田たけふみの応え！
（１）
（１）市では、現在
市では、現在、
現在、公文書管理のあり
公文書管理のあり方
理のあり方について、南多摩
について、南多摩５
南多摩５市間で情報交
情報交換を進めているとの回答を得ました
めているとの回答を得ました。
との回答を得ました。
➡安倍総理も、
総理も、公文書管理
公文書管理方法について
方法について政府
について政府を
政府を挙げて見直す
挙げて見直す方針
て見直す方針を
方針を示しています。そこで、
しています。そこで、国
そこで、国や都の動
や都の動きを注
きを注視しつつ、条
視しつつ、条
例の制定も含
定も含め検討を
検討を進めていくことを市に
めていくことを市に提案しました。
市に提案しました。
（２）公文書
（２）公文書の改
公文書の改ざ
の改ざん等を行わない、
行わない、行わ
ない、行わせないよう、職員の
行わせないよう、職員の意識
せないよう、職員の意識を
意識を高める取り組みが必要であると考えます。
➡市では、毎
市では、毎年度当初に
度当初に新規職員
新規職員及び採
職員及び採用
及び採用後５年
後５年程度までの職員を対
程度までの職員を対象
までの職員を対象に、公文書
に、公文書の取り
公文書の取り扱
の取り扱いや作成方法
いや作成方法についての
作成方法についての研修
についての研修を
研修を
行っていることを確認できました。今後
っていることを確認できました。今後も
今後も引き続き、文書
き続き、文書な
文書などで職員に公文書
職員に公文書の重要
公文書の重要性
の重要性を周知していくとともに、中堅
を周知していくとともに、中堅職員
を対象
を対象にした文書
にした文書に関する
文書に関する研修
に関する研修を
研修を行っていくとの回答を得ました。

【６】薬物乱用から子どもたちを守る取り組みについて
薬物乱用から子どもたちを守る取り組みについて
課題 近年、元プロスポーツ選手や芸能人などの薬物使用が相次いで発生しており、薬物乱用が社
会問題となっています。警視庁によりますと、密売グループは組織化・巧妙化しており、薬物を入
手する手口も携帯電話や宅配便を利用するなど、潜在化しているとのことです。薬物が比較的簡単
に入手できるようになる中で、薬物に手を出す人というのが、一般のごく普通の人、また、低年齢
化している状況が起きています。
坂田たけふみの応え
子どもや青少
もや青少年を
青少年を薬
年を薬物から守
物から守るには、薬
るには、薬物乱用の危険性
用の危険性を
危険性を広く周知し、地域
く周知し、地域全体の薬
全体の薬物に
対する意識
対する意識を
意識を高め、地域
め、地域全体で子
全体で子どもや青少
もや青少年を
青少年を見
年を見守る意識づくり
意識づくりが
くりが不可欠であると考えま
不可欠であると考えま 総務委員会の特定所管事務調査
で東京消防庁第九方面を視察
す。地
す。地域全体での取り組みについて確認し、市の
全体での取り組みについて確認し、市の福祉
確認し、市の福祉部から以下の回答を得ました。
福祉部から以下の回答を得ました。
・２０１８年２月１０日
２０１８年２月１０日に、初
に、初めての取り組みとして、地域
めての取り組みとして、地域に関わ
に関わりの深
りの深い方々に
方々に声をかけ
て、薬
て、薬物乱用防止推進
用防止推進の
推進の講演会を開
講演会を開催
会を開催した。今後
た。今後も
今後も、地域
、地域の各種団
の各種団体や子
種団体や子ど
体や子どもと保護
もと保護者が
保護者が同時
者が同時に参加できる
同時に参加できる薬
に参加できる薬物乱用防止推
用防止推
進講座を開
進講座を開催
を開催するなど
するなどして、地域
して、地域全体での意識共有
全体での意識共有と連
意識共有と連携強
と連携強化を図る
携強化を図る。
化を図る。
稲城市議会事務局 〒206-8601 東京都稲城市東長沼 2111
代表電話 042-378-2111
FAX 042-378-9737
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