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平成３０年３月清須市議会定例会会議録 

 

 平成３０年３月５日、平成３０年３月清須市議会定例会は清須市役所議事堂に招集された。 

１．開会時間 

   午前 ９時３０分 

 

２．出席議員 

   １番  松 川 秀 康         ２番  横 井 秀 則 

   ３番  大 塚 祥 之         ４番  小 﨑 進 一 

   ５番  飛 永 勝 次         ６番  野々部   享 

   ７番  岡 山 克 彦         ８番  小 﨑   豊 

   ９番  林   真 子        １０番  住 田 元 紀 

  １１番  常 川 則 雄        １２番  加 藤 光 則 

  １３番  高 橋 哲 生        １４番  八 木 勝 之 

  １５番  村 瀬 勝 哉        １６番  伊 藤 嘉 起 

  １７番  岸 本 洋 美        １８番  久 野   茂 

  １９番  白 井   章        ２０番  浅 井 泰 三 

  ２１番  成 田 義 之        ２２番  天 野 武 藏 

計  ２２名 

 

３．欠席議員 

    な      し 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により会議事件説明のために出席した者は次のとおりである。 

市 長  永 田 純 夫 

副 市 長  葛 谷 賢 二 

教 育 長  齊 藤 孝 法 

企 画 部 長  宮 崎  稔 

総 務 部 長  大 橋 徳 昭 
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市民環境部次長兼市民課長  加 藤 和 彦 

健康福祉部次長兼健康推進課長  田 中 直 子 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長  永 渕 貴 徳 

教育部次長兼生涯学習課長  栗 本 和 宜 

総 務 部 参 事  森 高 邦 博 

建 設 部 参 事  岡 島 哲 也 

建 設 部 参 事  池 野  実 

防 災 行 政 課 長  後 藤 邦 夫 

税 務 課 長  吉 田  敬 

収 納 課 長  三 輪 好 邦 

保 険 年 金 課 長  浅 野 英 樹 

生 活 環 境 課 長  島 津 行 康 

産 業 課 長  石 田  隆 

西枇杷島市民サービスセンター所長  岩 花 竜 章 

清洲市民サービスセンター所長  葛 山  悟 

春日市民サービスセンター所長  増 田 一 郎 

社 会 福 祉 課 長  鹿 島 康 浩 

高 齢 福 祉 課 長  森 川 治 美 

子 育 て 支 援 課 長  加 藤 久 喜 

土 木 課 長  長 谷 川 久 高 
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都 市 計 画 課 長  飯 田 英 晴 

上 下 水 道 課 長  菅 野  淳 

会 計 課 長  三 輪 晃 司 

学 校 教 育 課 長  丹 羽 久 登 

ス ポ ー ツ 課 長  石 黒 直 人 
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５．本会議に職務のために出席した者の職、氏名 

議 会 事 務 局 長  浅 田 克 幸 

議 事 調 査 課 長  髙 山  敬 

議 事 調 査 課 課 長 補 佐  吉 野 厚 之 

 

６．会議事件は次のとおりである。 

  日程第 １ 一般質問 

 

（ 傍聴者１４名 ） 
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（ 時に午前 ９時３０分 開議 ） 

議  長（八木 勝之君） 

 おはようございます。 

 平成３０年３月清須市議会定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は２２名でございます。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりでございます。 

 日程第１、一般質問を議題といたします。 

 念のため申し上げます。一般質問については、議会運営上の申し合わせ事項により、質問の時

間は当局の答弁を含め４０分以内となっておりますが、当局の答弁中に時間を超えた場合は、答

弁は最後まで行うものとする。質問する際は、答弁するのに十分な時間を配分するようお願いい

たします。 

 なお、議員の１回目の質問は、議長の許可を受けた後、発言席へ登壇し、議席番号と氏名を述

べてから行い、２回目以降の質問は質問席にて着席して行ってください。当局の答弁は、自席で

挙手をして議長の許可を得てから発言してください。 

 また、一問一答方式により、同一答弁者が連続して答弁する場合は、所属・氏名を省略してく

ださい。 

 去る２月２３日までに１０人の方より一般質問の通告書が提出されておりますので、通告の順

序に従い、発言を許可いたします。 

 最初に、成田議員の質問を受けます。 

 成田議員。 

＜ ２１番議員（成田 義之君）登壇 ＞ 

２１番議員（成田 義之君） 

 皆さん、おはようございます。 

 清政会の成田義之です。一般質問をさせていただきます。 

 議長のお許しをいただきましてやらさせていただきます。 

 私からは２点ほど質問させていただきます。 

 まず、１点目が斎場建設についてであります。 
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 五条広域事務組合の平成３０年度当初予算において、平成３３年度オープンを目指し、清須市、

あま市とともに、建設周辺の地域の皆様方のご理解のもとご協力を得ながら、実施設計業務や造

成工事、さらには周辺環境改善事業に取り組むと、斎場建設の実質的な予算が計上されました。

これも、地元周辺の皆様方及び地権者の皆様方の並々ならぬご理解、ご協力の賜物と感謝をいた

しております。 

 さて、超高齢社会を迎えた今日に当たって、核家族化の増大とともに、ひとり住まいの高齢者

の方が年々増え、行政はいろいろな対応が求められております。 

 ある地域では、自宅で死後数日経った高齢者のご遺体が見つかりました。その方は、ひとり住

まいで近所づき合いもなかったため、葬儀などの対応について、民生委員の方が大変ご苦労され

たという出来事も起こっております。 

 さらに、追い打ちをかけるように、国は高齢者に対して支給はカットし負担はアップするとい

う政策を進めておるように思われます。無駄遣いのつけが高齢者の方にじわりとのしかかってき

ておる今日であります。 

 今の高齢者のひとり住まいの方は日々生活はできていますが、その先が不安と思われます。そ

こで、お伺いします。 

 ①身内と連絡がとれない、僧侶を呼べない、葬儀もできないなど、時として遺体を安置するよ

うなスペースを設け、火葬場の中にそうした方の記憶を残すことも必要でないかと思います。ご

所見をお伺いいたしたいと思います。 

 ２番目に、斎場は人を尊び、厳かで静かな落ち着きのある福祉の最終形態となるものでありま

す。施設の景観はもとより、モニュメントのようなものを設置するなど、工夫が必要になると思

いますが、ご所見を伺います。 

 大きく２番といたしまして、市の税収を上げる策として、農業振興地域農用地の活用について

をお伺いします。 

 高齢化が進み医療費が年々増大し、公共施設は老朽化し、口を開けばお金がかかる話ばかりで

あるのが今日であります。今後、いかに税収を上げるかが喫緊の課題であります。 

 一例を挙げれば、現在進めている斎場周辺の春日一場地区の農業振興地域農用地を地権者の同

意のもと工場団地として整備し、公害を出さない優良企業の誘致をすれば人が集まり、近隣商工

業者の方も潤うのではないでしょうか。 

 宅地開発も結構ですが、ごみや保育園、学校、特別養護施設など取り組まなければなりません。
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工場であれば地元の皆様の就労機会の増加や他の市町からも人の出入りがあり、税収も見込まれ

ます。 

 そこで、お伺いをいたします。 

 ①斎場周辺及び農業振興地域農用地の工場団地整備についてのお考えをお伺いをいたします。 

 ②清洲城から朝日遺跡の中間の地域にイベント等の会場をつくる計画がないかお尋ねします。 

 ③最後に、市内の法人の税収の見通しについてお伺いをいたします。 

 以上でございます。 

 よろしくご回答のほどお願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 最初に、１の①の質問に対し、島津生活環境課長、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 それでは、１の①のご質問について答弁させていただきます。 

 親族がいないなど、身寄りのない方の葬儀についてお答えいたします。 

 死亡届については、戸籍法に基づいてどうしても死亡届をされる方がいない場合には、福祉事

務所長または病院長が届け出ることになります。 

 葬儀は本市が民生委員葬として行い、ご遺体は民間業者が安置いたします。 

 なお、斎場建設計画では、不測の事態に備え、霊安室や多目的室を設置することとしておりま

す。 

 火葬についての記録でございますが、墓地、埋葬等に関する法律施行規則に基づきまして、本

籍、住所、氏名、生年月日などが記載された火葬許可証を斎場で保管することになります。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 ありがとうございました。 

 私、質問させていただきますけど、手短で結構ですので、時間制約があるらしいもんですから、

よろしくお願いします。 

 今、お話あったんですけども、要は、私が言いたいのは、民生委員で今、経費が民間委託して

お金がかかるということで、約十二、三万円かかるんじゃないかな、市の持ち出しがね。だから、
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その持ち出しをなくすために今の霊安室をね、お別れの間というような祭壇を飾るということじ

ゃなくても結構ですので、そういう施設をつくれば、極端な言い方をすれば、お坊さんを呼ばな

くても済むし、葬儀屋も頼まなくても済む。そこで合掌すれば終わりとすれば、焼却もただでや

れるんだから、そうすると経費が助かるということで、ぜひ、そんなような工夫ができないかと

いうことをお尋ねするんですけど、どうでしょう。 

議  長（八木 勝之君） 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 現在、斎場建設計画を今、基本計画を委託しているところでございますが、その中で、例えば、

身寄りのない方の関係ですとか、お金のかからない関係ですとか、そういったのをいろいろ含め

ながら今後検討していくというようなことが出ております。 

 また、遺体の安置、そのほか葬儀についても収骨をする場ですとか、あるいは最後にお別れを

する場、そういったのも炉と一体となった施設を今、考えているところでございます。そういっ

た施設の中で今後検討していきたいと。これは組合で考えますので、組合の中で私どもも意見を

言って進めていきたいというように思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 地元の同意を得るために火葬場の中に葬儀場をつくるということは多分不可能だと思うんです。

ですから、葬儀場という名目じゃなくて違う名目にして、今、おっしゃったようなことをぜひ実

現していただけるとありがたいと思うんですが、そのように進めていかれるということで私、今、

解釈したけども、それでよろしいですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 １点だけご確認をお願いしたいと思うんですが、式場を１晩かけて行うお通夜ですとか、そう

いったのについては、地元の周辺地区との協議の中で、それはやめてくれということになってお

りますので、そういったことはできないと思いますが、例えば、直葬ですとか、あるいはそうい
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った形については、不測の事態に備えての協議は何らかの形では対応できるようにやっていく予

定では、今、進めておるところでございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 いろいろ微妙な問題ですので難しいと思うんですけども、とりあえずは今年度から着工に向か

って進めて、完成後、また、そういう問題が出てくると思いますので、そのときにはひとつよろ

しくお願いしたいと思います。 

 次にお願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、②の質問に対し、島津生活環境課長、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 ②番でございます。 

 斎苑については、議員ご指摘のとおり、厳かで落ちついた雰囲気づくりが大切でございます。

屋外にモニュメント等を設置するなど、工夫を凝らしている先進事例が数多くあります。 

 平成３０年度の五条広域事務組合予算では実施設計業務が予定されていますので、斎苑周辺地

域と協議しまして、あま市とともに検討するよう五条広域事務組合に伝えてまいりたいというよ

うに考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 私は本音を言いますと、できたら共同墓地をつくっていただけたらありがたいんですが、それ

は不可能だということで、言いかえれば、モニュメントのようなものをつくっていただければ地

元もご了解願えるんではないかというような気がいたしましたもんですからこういう質問をさせ

ていただいたんですけども、そういうプランというのは実際取り入れていただけるんですか、ど

うですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 島津課長。 
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生活環境課長（島津 行康君） 

 まだ、実際のところ、先ほど申しました基本設計、詳細設計、まだ結果は出ておりません。詳

細設計については来年度の予定でございます。 

 そういった中で、今後どういう形がいいのか、先進事例等を見ながらということで進めていき

たいというように思っているところでございます。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 ありがとうございました。 

 次に移ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、２の①の質問に対し、石田産業課長、答弁。 

産業課長（石田 隆君） 

 産業課長の石田でございます。 

 ２の①についてご答弁申し上げます。 

 清須市第２次総合計画により、資金融資制度の利用促進、高度先端産業立地の推進、企業の再

投資の支援、さらには創業者への支援体制の構築などにより、活力のあるまちの実現を目指して

まいりました。 

 殊に、先端産業部門の企業において再投資の動きも出てくるなど、着実に成果もあらわれてき

ており、引き続き、第２次総合計画に基づき、高度先端産業立地の支援や企業の再投資の支援に

よって企業誘致を進めてまいります。 

 また、斎苑周辺の農業振興地域農用地等の有効活用につきまして市の将来ビジョンに多大な影

響を与えることから、総合計画の見直しや都市計画マスタープランの策定に合わせ、さまざまな

角度から各課と連携を図り、研究してまいります。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 
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 ありがとうございます。 

 私、これを取り上げさせていただいたのは、斎場用地にかかった人はベストだったですよね。

けども、線引きに外れた方の周辺は本当に残念だったと思われてみえる方も中にはいるんじゃな

いか思うんです。 

 見てみますと、農地が荒れているところもかなりありますし、後続者がいないということもあ

りますけども、土地区画はやっておるんですけども、住宅を建てるとなると、斎場の横に住宅と

いうのは抵抗もあるんじゃないかと思うんです。ですから、市が民間団体を巻き込んで、そして

工業団地なりをつくって、斎場周辺をずっと工業団地とか事務所でもいいですよね。会社の事務

所でも結構ですけども、そういうものでずっと囲われたどうかということで、そうすると線引き

で斎場で収用された方はいいですけども、収用されてない方たちのためにも、私はそういう工夫

があっていいんじゃないかと思うんですが、その辺どうですか。 

 どなたでも結構です、答弁できる方なら。 

議  長（八木 勝之君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 いろいろと地元のほうからもご要望ということもございますが、先ほど私、答弁させていただ

きましたのは、さまざまな角度から連携を図り研究するということで、１つはご理解していただ

かないかんようなところは、農用地というものは農業を振興する地域の中でも特に制限が厳しい

ということでございます。解除というのは非常に難しいということはご理解いただきたいという

ふうに思っております。 

 そういう中でも、将来を見越した土地利用とかビジョンというのは持ってる必要がございます

ので、そういう意味からも多角的な角度から研究していきたいということでございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 もっと具体的に、さまざまなというのはどうことかということですよね。 

 それから、火葬場をつくるということはものすごく難しいことだよね。それに比べたら、僕は

意図も簡単だと思うよ。意図も簡単というのは当然努力しなきゃいかんけどね。それにはある程
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度政治力も必要だろうと思うんだけども、だから、そんなに難しい問題では私はないと思うね。 

 体を張ってでもやらないと、これから高齢化社会を迎えて、９０歳、９５歳なんていう長寿社

会を迎えて税収をどこから上げていくの。我々議員は口を開けば金の要ることばっかり言うんだ

けども、今日のように金を集めることも考えていかなかんと思うんです。後で税収を見込めると

こあるかね。僕は企業誘致が一番いいと思うんだけど、どう思われます。今のような状態で財政

をやっていけますか。だから、難しいなんていうことを乗り越えるだけの努力をこれからしても

らわんといかんと思うわ。 

 火葬場ができたんだから、火葬場なんて簡単にできるもんじゃないよね。何十年もかかってや

っとできるんだから、それに比べたら私は簡単にできると思います。どうですか、その辺。 

 さっきのせいぜいとか、そういうことを具体的に説明してください。 

議  長（八木 勝之君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 さまざまな角度ということで具体的なお話ということでございますが、農用地を解除するとい

うことは、解除する理由はもちろんですが、これは農振法にもございますが、総合計画にその土

地利用について明確にする必要があるということがございます。それと、農業振興地域について

は県の指定でございますので、県との協議ということも出てまいります。そういう中で議論が予

想されるのは、農用地以外の市街化調整区域の開発はできないかとか、そういった議論も予想さ

れると思います。 

 また、農用地については、土地改良事業、例えば、湛水防除事業とか国・県の交付事業を行っ

ている区域もございますので、そういった交付金をいただいている以上、その経過年数がたたな

いと整備できないということもございます。 

 それと、工業団地は確かに議員ご指摘のとおり、住宅建設に比べれば生活基盤の整備の必要性

というのは少ないというふうに思います。ただ、住宅建設と同様、土地基盤整備とか雨水対策を

施す公共投資が必要になります。公共投資をするということは事業費が回収できるかどうかとい

うのが大きな課題でございますので、そのあたりを今後しっかりと整理していく必要があるとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 
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 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 今おっしゃったように、これは県の指導ですよね。だから、うちの場合も県から出向してみえ

る方が３人か４人みえます。土木の関係もみえますけども、要は、火葬場というイメージが悪い

と思うんだよね。そのイメージを払拭するにはその周辺にそういう企業誘致をするとイメージも

落ちると思うよね。 

 今の農振の難しさということは私も重々、甚目寺の飛行場の跡のことについてもわかってます

けども、時間をかけてやればね、１０年も先だから諦めようというんじゃなくて、１０年かかっ

てもいいから今から手当していくということの方針を決められたらどうかと思うんですけども、

課長、今から進めるとおっしゃったらどうですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 今、この場で進めるということは言えないんですが、ただいま申したとおり、市の将来ビジョ

ンというのもございます。農業につきましては、担い手とか、そういった方も今なかなかいない

ということもございますので、いろいろお声を聞く中で研究してまいりたいということでござい

ます。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 そういう答弁になると思います。一般的にそうだろうね。 

 一度、地元でアンケートでもとったらどうかね、仕事をつくって申しわけないけども。難しい

ということであればやめていきますけども、どうですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 そのあたりは今後研究する中で、地元の意向が一番大事だというふうに思いますので、アンケ

ートかどうかあれなんですが、意見のほうはいろいろとお聞きしないかんかなというふうには思

っております。 
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 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 予算でも、例えば、仮に１千円とつけますよね、予算がつく、つかんは別として。それと一緒

で、スタートしんと事は進まないんだよね。だから、私の一般質問を機会として、こういうのを

一遍研究しようと、４月１日からスタートしようと、そういうことをできないかね。 

議  長（八木 勝之君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 私、研究をしていきますということですので、産業課のほうにおいてはいろいろ研究すること

がございます。ただいま申したとおり、農振法の中の農用地ということでございますので、そう

いったことが具体にできるかどうかというようなことも含め、私どもとして研究していかないか

んところはございますので、そのあたりは研究させていただかなかんかなと思います。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 行政の中でやるというのは大変だと思うんで、そういう有識者を交えた研究会なり何なりでも

立ち上げるということはできませんか。 

議  長（八木 勝之君） 

 石田課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 私のほうが研究会という話はあれなんですが、私どものほうでできることはやっていかないか

んかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 
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 押し問答になるけど、私どものことを言っとるわけじゃなくて、行政だけでは無理だから、有

識者を交えたそういうプロジェクトチームを立ち上げてくれないかということを今、言っとるわ

けです。行政だけでは不可能なんです。皆さんの意見を集約するということね。 

議  長（八木 勝之君） 

 鷲見部長。 

市民環境部長（鷲見 雅一君） 

 市民環境部長の鷲見でございます。 

 全体にまず連携をとるという、今、課長が言っているのは、農振地域の解除のことで、まず、

そこは産業課の専権事項になりますので、それの解除の方法についていろいろ研究したい。これ

は県との協議も出てまいりますので、まず、それをやっていきたい。 

 全体に連携を図るという部分では、その先に土地利用については市役所全体の問題になってき

ます。例えば、先ほどご答弁申し上げましたが、マスタープランについても、そこの記述をどう

するかという問題がさきに出てきます。それを受けて、また、その先、総合計画についてどうい

う記述にするんだという部分が出てきますので、そういった意味で、まず、手前のとこからこの

機会に産業課で農振の解除について研究した後に、そういうところについて各課と連携して協議

をしていくことが必要ではないかなと思っております。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 まことに申しわけない話だけど、行政のやる事はスピードが遅いんだよね、何かにつけて。企

業でもそうですよ。雇われ社長はいつまでたっても結論ださん。ところが、創業しとる会社は結

論が早いんだね。創業者の結論はものすごく早い。だから、そういうスピード感がね。 

 本当に冗談置いて、これだけ医療費が重なってくると税収をとにかく上げることを考えると、

５年、１０年かかっても、今からやっていかないと僕は間に合わなくなるような気がしてね。ど

う思われます。 

議  長（八木 勝之君） 

 鷲見部長。 

市民環境部長（鷲見 雅一君） 

 そうした意味でも、まず産業課のほうで農振解除について、先にこまを進めたいということで
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すので、そういうふうに理解をしていただければありがたいなと思っております。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 いずれにしても、国は金がないから、国民健康保険でもそうだけども、みんな地方にぶつけち

ゃって、市に負担をかけるようなことばっかり考えとるんだから、だから、ぜひともひとつそう

いうのをね。農業地域は春日以外にも清洲にもありますよね、新川にもありますもんで、いかに

都市近郊農家の方には申しわけないけど、その土地を生かすということで、現在、大分手放して

みえます、農家の方は。だから、住宅も結構だけども、ぜひともごみの出ないような企業を誘致

していただきたいと思います。 

 次でお願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、②の質問に対し、河口企画部次長、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 企画政策課、河口です。 

 ②について答弁のほうをさせていただきます。 

 清洲城と朝日遺跡の貝塚資料館は、ともに本市の地域資源の魅力を発信するにぎわい創出の拠

点施設です。愛知県による貝塚資料館のリニューアルは、市内外に大きなインパクトを与えられ

る絶好の機会であると認識しております。 

 この機会を捉えるためには、清洲城や貝塚資料館における魅力あるイベントなどのソフト事業

が必要だと考えております。そこで、両施設でのイベント等が相乗効果を生み出せるよう、周遊

性を向上させる取り組みにつきましても現在検討を進めております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 ありがとうございます。 

 僕は今、清洲城もそうだけども、あるだけですねという感じで、実際、清洲城は。清須市には

清洲城があるねというだけで、実際、足を運んでいただけるというような代物ではないような気
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がするんだよね。 

 なぜかというと、その周辺に行くところがないもんで、特にそうだと思うんだけども、昨日歩

け歩けやって、大勢の方が来てみえたけども、「どこか行くところありますか」って聞かれたけ

ど、「いや」って私は答えたんだけども、あそこへ行くとぜひ見てくださいよというようなとこ

ろはないわけだね。 

 だから、せっかくのお城と朝日遺跡を一体化するような、例えば、朝日遺跡から今のお城まで

の間に、そんな莫大な金を使うわけじゃないんだけども、つり橋みたいな橋でいいんだから、ず

っと２階建ての歩道橋をつくって、何キロあるかわかりませんけども、大した距離じゃないね、

直線で８００メートルぐらいかな、それぐらいのやつをつくれば安心して散歩もできるし、それ

ぐらいの雄大な気持ちになれんかなというような気がするんだけど、そんな幅広い６メートルも

７メートルもある歩道橋をつくわけじゃないんだから、鉄骨でちょこちょことしたものをつくっ

て、朝日遺跡からお城まで歩く人も車にびくびくしなくて歩けるから、そういうような歩道橋で

もつくるという、そんな計画はどうかね。 

議  長（八木 勝之君） 

 河口次長。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 今、議員おっしゃられたように、お城と資料館を大きなつり橋で一本でというような、そうい

ったハード的なやり方というのはさておきまして、議員おっしゃるように、お城と資料館、資料

館のほうがリニューアルされれば本市にとりましても、そういったものを利用というとあれです

けれども、活用させていただいて市の発展につなげていきたいということは重々考えておるとこ

ろでありますので、現在、両施設における周遊性の向上という観点におきまして検討しておる最

中でございます。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 私の言っておることは的を外れているかもわからんけど、今、歩く人でも大変困ってみえるん

だよね。自転車は通るし、車は細いし、美濃路街道でもそうだしね。だから、国の予算や県の予

算をとって、お城から朝日遺跡までの間に歩道橋をつくる。曲がったりくちゃくちゃするんじゃ
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なく直線で、そういうことができないかね。 

議  長（八木 勝之君） 

 河口次長。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 今、議員おっしゃられるような構想につきまして、正直申し上げて、それまで一本づりの橋を

どうこうというのは考えたことはございませんけども、その間にいろんな建物等もございますし、

現実的かどうかというのも踏まえて、今どういった形で周遊性の向上をするかというところの検

討最中でございますので、そこのところを持って、確かに両施設をタイアップした企画を組んで

いきたいとは考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 今、言った私の質問ですけど、そういう計画を一遍検討するということはできませんかという

こと。その歩道橋の上に各企業や宣伝する広告でも出してすれば税収も上がるし、夢物語かもわ

からないけど、直線でぽんと、まともに朝日遺跡から行くまでの間に左へ曲がったりするところ

も出てくるかもわからない。ある一定のところだけ直線でできるようなことが、そういう工夫と

いうか、そういう計画をするということはできませんか。 

議  長（八木 勝之君） 

 河口次長。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 そういったものを具体に置いた形にしていくかということにつきましては、今現在、調査中で、

今ここでわかりましたということは言えませんけれども、確かに、再度の答弁になりますけれど

も、両施設への周遊性の向上というのは私どもも一番として考えておりますので、その形につき

ましては、どういう形になるかは別としまして、今現在、検討中だということでご理解いただき

たいと思います。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 成田議員。 
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２１番議員（成田 義之君） 

 ありがとうございました。 

 要望ですけど、朝日遺跡とお城のところの田中か阿原の辺にスーパーマーケットでもいいんだ

けど、とにかく大きなものをね、調整区域がたくさんありますので、あれを活用して民間に任せ

て開発も一度検討していただいて、私の質問を終わります。これで終わります。 

議  長（八木 勝之君） 

 最後１つ残ってますが、よろしいですか。 

 もういいですか。 

２１番議員（成田 義之君） 

 いいです。 

議  長（八木 勝之君） 

 以上で、成田議員の質問を終わります。 

 次に、岸本議員の質問に移ります。 

 岸本議員。 

＜ １７番議員（岸本 洋美君）登壇 ＞ 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 議席１７番、岸本洋美でございます。 

 議長のお許しを得ましたので、一般質問を行います。 

 １点目、視覚障がい者支援につきまして。 

 近年、高齢化の進展に伴い、視覚障がい者のみならず視力が低下した高齢者など、「書類の字

が小さくて読めない」と読み書きに支障がある人への支援の必要性が訴えられています。私たち

が日常生活を送る上で情報を知るための「読むこと」と自己表現のための「書くこと」は欠かせ

ない行為であります。 

 しかし、視覚障がい者にはこれが十分に保証されていません。現在、聴覚障がい者のための手

話通訳者や要約筆記者の派遣はある程度行われていますが、読み書き支援については進んでいな

いのが実態です。 

 高齢化が進む中、視覚障がい者だけでなく、文字を読んだり書いたりすることが困難な人たち

にとっては「情報は命」です。また、共生社会の実現に向けても重要な課題でもあります。こう

した中、視覚障がい者があらゆる場所で読み書き支援を受けれる仕組みづくりが必要と考えます。
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近隣の小牧市や春日井市では既に、市や社協において職員や介護従事者、ボランティアなどを対

象に代読・代筆の支援員の研修が実施されています。 

 国においては、「改正障害者基本法」に情報バリアフリー化の一環として読み書き支援サービ

スを国や地方自治体に求める規定が盛り込まれています。さらに「障害者総合支援法」に自治体

が行う支援の１つに代読や代筆が明記されています。 

 そこでお尋ねいたします。 

 ①本市においても支援員の養成に取り組み、読み書きが困難な人の支援をすべきと考えますが、

いかがでしょうか。 

 ②パソコンなどＩＣＴ講習の実施について。 

 大きな２つ目といたしまして、市民協働のまちづくりについて。 

 地方分権改革が進展した今日、自治体の政策過程における行政と住民の関係を考える上で「協

働」がますます重要になってきています。「協働」と一口に言っても、その内実はさまざまです。 

 まちづくりに住民の発想や思いを反映し、我が町の魅力を高めていくためには、政策実施のみ

ならず政策形成時における参加・協働が必要であります。また、協働という場合、行政と特定の

団体の１対１の関係が発想されることが多いのですが、公共的問題の解決に当たっては、多様な

主体が関与する「ネットワーク」が形成されることも重要です。 

 昨年１１月、全国都市問題会議が「人がつなぐ都市の魅力と地域の創生戦略」とのテーマで沖

縄県の那覇市で盛大に開催をされ、全国の首長や議員が参加する中、私ども公明会派３人も参加

し、２日間にわたり有意義な研修を受けてまいりました。 

 そこで特に印象深かったのは、パネルディスカッションの中で福井県勝山市「ふるさとルネッ

サンス」と静岡県島田市「人を育て・人が育つまちづくり」と、それぞれの首長が我が市の取り

組みを報告、両市とも「市民協働でまちづくり」に取り組まれたすばらしい内容でした。 

 また、この１月には北名古屋市で市民協働フォーラムが開催をされ、「協働から総動へ」と市

の現状を分析しながら将来へのまちづくりを展望した講演会や、総合計画をひも解きながら、現

在活動している団体などをパネラーにパネルディスカッションなども開催され、多くの市民が参

加して行われました。２回にわたって開催されたこのフォーラムに私も参加をし、勉強させてい

ただく思いで出席をいたしました。 

 そこで感じたことは、市民協働の取り組みが北名古屋市は随分進んでいること、また、市民が

積極的に市の事業にかかわり、活動していることに驚くばかりでありました。 
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 さて、本市においては初めての予算編成となります永田市長の施政方針に「市民参加・市民協

働の一層の推進に向け市の方向性を検討するため、企画政策課内に市民協働係を設置します」と

あります。昨年来、議会等で要望をしたことに早速着手をされ、スピード感を持って対応された

ことは大いに評価をするところでございます。 

 今後、少子高齢化や人口減少を迎えようとする中、社会情勢の変化を見据えた「まちづくり」、

それをつくる行政と市民の協働のあり方、また、今後の協働に対する取り組み等につきまして当

局のお考えをお尋ねいたします。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

議  長（八木 勝之君） 

 最初に、１の①の質問に対し、鹿島社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課の鹿島でございます。 

 代読・代筆は、視覚に障がいのある方や視力が低下した高齢の方など、読み書きに支障がある

方のコミュニケーションを支援する有益な手段の１つであり、現在、市役所の窓口等でも必要に

応じて代読・代筆を行っております。 

 しかしながら、障害の特性などを理解した上で、代読・代筆に関する知識・スキルを身につけ

ることは職員の接遇スキルの向上にもつながると考えられるため、既に職員に対して研修を行っ

ている自治体などからの情報収集に努め、清須市における適切な研修方法等について調査してま

いります。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 今、必要に応じて対応してるということと、先進自治体、そういったことをまた勉強していく

という、このようなご答弁だったかと思いますが、今現在、本市の視覚障がい者、手帳をお持ち

の方だと思いますが、どのくらいいらっしゃいますか。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 
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社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 平成２９年４月１日現在の数字なんですけども、視覚障がいによる身体障害者手帳の所持者数

といたしましては、１級から６級までなんですけども、合計で１３０名の方が手帳をお持ちです。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 そこで、今こうした視覚障がい者の方に対しての市としての支援、現在どのような支援、サー

ビスをしてらっしゃるのか、いかがですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 現在、視覚障がい者の方に対する意思疎通の支援というような形では、障がいのほうである福

祉サービスで居宅介護で身の回りのお世話をしたりですとか、同行援護といった形で、視覚障が

い者の方が移動に必要な情報等を提供するようなサービス、あとは自立訓練といいまして、障が

いを持った方が職業的な知識を得るための訓練等のサービス等を行っております。 

 また、地域生活支援事業のほうでは、代読・代筆、あるいは点訳、朗読の後進の養成ですとか

派遣、そういったものをサービスのメニューとしてございます。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 今おっしゃったようなことがなされているかなと思います。社協のプランにおいても、点訳と

か広報のそうしたテープですとかやっていらっしゃることは承知をしております。 

 今回、私がこのような視覚障がい者の支援といいますか、代読・代筆を含めたさまざまな市役

所の窓口対応も含めて取り上げさせていただきましたのは、実は先日、年齢的には私ぐらいの年

齢の方ですが、３０年ぐらい前に視力が落ちて、徐々に落ちていったんだけども、現在はほとん

ど両方の目が見えない状態、子どもを産んで子育てをしようかなというときに、また新しい商売

を始めようかなというときにそのような状態に陥って、本当に奈落の底に落ちたような感じで、
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これまで全て見えていたものが急に見えなくなったという、このようなことをさまざまお話をす

る中で、その方がおっしゃったのは、市役所の窓口に来た。そしたら、書類を持ってきたら、

「少しお待ちください」と言ってしばらく待ってたけども、何をやってらっしゃるのか全くわか

らない。せめてそこで「コピーしてきますから」とか、「上司に聞いてきますから」とか、そう

いう言葉があれば安心して待てれるけども、そのまま待たされて、本当に不安に駆られた。 

 また、白杖づえを申請したけども、その書類が１か月も机の上に置き去りになって、その白杖

づえが認定が来るのが遅くなったという、そうしたことをおっしゃって、ほんのわずかな１、

２のご意見かもしれないけど、職員から見れば多くの中のお一人かもしれないけど、この人にと

っては大きな大きなショックといいますか、そうしたことをさまざまお話をされておりました。 

 そうした中で、こうした視覚障がい者、これから増えるであろう高齢者の方、見えづらい方、

読みにくい方、それは郵便物ですとか契約書とか、さまざまあります。 

 先ほど鹿島課長が言われたように、介護のほうの居宅サービス、読んであげるよとかサービス

はございますが、本当に一部の人が行っていることであって、きちんと研修を受けて、相手に寄

り添った、そこには守秘義務もあります。さまざまありますが、そうした意味で研修ということ

を言っているんですが、この件については、課長さん、いかがですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 先ほども申し上げましたが、我々の対応については、そういった障がいの特性というものをし

っかりとした理解を得た上で、その方に寄り添った支援・対応ができるということが必要だと思

います。 

 我々のほうといたしましては、職員に対しても、こういった障がいの方についてはこういった

支援が必要だというような形で周知のほうは今後も引き続き図っていきたいと思いますが、その

中で、その方それぞれの特性に合わせた支援というのは、１人１人の個人の資質にもかかわって

くるかと思いますので、市役所全体の職員の質が上がるように努めてまいりたいというふうに考

えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 
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１７番議員（岸本 洋美君） 

 市役所全体でということもおっしゃいましたが、同じく、今の質問ですが、福田部長、こうし

た難しい文書を読みづらい方、またプライバシーへの配慮が必要であったりとか、そうしたこと

が多い市役所の業務、特に福祉関係ですが、最初に鹿島課長がそうした先進地の取り組みを参考

にしながら取り組んでいくような前向きな答弁と受けとめましたが、そこも含めていかがですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 福田部長。 

健康福祉部長（福田 晃三君） 

 健康福祉部長の福田でございます。 

 現在、市としましては障害者差別解消法に基づきまして、視覚障がい者だけではなくて障がい

のある方全てに対して窓口対応のサービス向上につながるように研修を行っているところでござ

います。 

 ご質問ございました代読・代筆支援者養成につきましても、先ほど答弁いたしましたように、

先進地のほうの状況を研究させていただきたいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 先進地を研究して行っていく。当然、視覚障がい者だけではないので、障がい者全般だと思い

ます。 

 私も小牧市のほうで１年前に見学がてら研修に行ってまいりました。市の職員、介護従事者、

市のボランティア、そうした方が参加されて２０数名だったんですが、後でアンケートを拝読し

ましたら、行政の職員も大変勉強になりました。少しでも行政に役立てるように尽力していきま

すと、細かいことまでよくわかってなかったという、そうしたコミュニケーションのことにつき

ましてもアンケートを読まさせていただきました。こうしたことは国のほうとか県で補助金も出

てまして、小牧市のほうでお聞きしたらあるんですね。そう大きな金額でもないですし、そうし

たことをまた早急にと思いますが、今、窓口対応のことで全庁的に私はこうした研修の実施が必

要ではないかと思いますが、人事を司ってみえる部長ないし次長、いかがでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 
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 加藤次長。 

企画部次長兼人事秘書課長（加藤 秀樹君） 

 人事秘書課、加藤でございます。 

 まず、職員の窓口対応という意味におきましては、一番大切なのは接遇を向上することが一番

大切であると考えております。まず、基本は、相手の立場に立って、市民の方が何を求められて

いるのかいち早く感じとって、思いやりのある対応をするということが一番大切であると思いま

す。 

 市民にはいろいろなご要望、いろいろなケースの方がおられますので、１人１人が相手の立場

に立って対応をしていくということが大切と考えておりますので、そういった面においても接遇

研修というのは、より充実させていきたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 いろいろ今おっしゃいましたが、以前から言ってる接遇なんですけども、今回、私が取り上げ

たのは、代読・代筆が主になりますけど、その中で江南市が３０年度に全職員を対象に研修を実

施すると、このように聞いておりますので、本市としても、さっき申しました法的義務として合

理的配慮の上からも、国としてもこうした法として課せられておりますので、企画部長、部長に

なられて初めてのこちらの人事のほうですが、いかがですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 宮崎部長。 

企画部長（宮崎 稔君） 

 企画部長の宮崎です。 

 今、次長もお話ししたように、まず、接遇というのは基本的には相手の思いやり、挨拶から始

まっていくというのが基本的な話なもんですから、そういった面で、今までは接遇リーダーとか

サブリーダーを置きながら研修を行っておりました。ただ、いろいろな課がございますので、課

が責任を持って１人１人がその課の中から向上していくというのが私は一番必要だと思っており

ますので、そういった面で、今回の３０年度につきましては、課を中心としたそういった接遇の

講習に努めていきたいと考えております。 
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 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 課を中心としたということでございますが、いずれにしましても、これから高齢化もなってき

ますし、こうした方々の１人の声も私は大事だと思うんですね。嫌な思い、市役所に行きたくな

いとか、本当に白杖づえなんかはひどい話でございまして、あえて申しませんけど、本当にその

方は心を痛められて、清須市はどういうとこなの、福祉はどう思っているのって切実なお声を言

ってみえましたので、そのあたりを市としても胸にとめていただいて、当然、視覚障がい者だけ

ではございませんが、そうした障がいのある方への合理的配慮といいます、そうしたことを今後、

健常者も含めて、もっともっと本当に福祉マインドというんでしょうか、そうしたことの取り組

みを要望いたします。 

 ２番目にお願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、②の質問に対し、鹿島社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課の鹿島でございます。 

 視覚障がい者向けのパソコンなどのＩＣＴ講習につきましては、そのニーズの把握に努めると

ともに、既存の障害福祉サービスのメニューとして提供されるパソコン等のＩＣＴ講習の利用を

進めてまいります。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 今、ニーズをアンケートといいますか、いろいろ調査してということだと思うんですが、先ほ

どのご相談があった方が、ここ３年前から、今はスマホの時代、パソコンの時代ということで、

自分たちはできないものかということで悩んでたときに、一宮のほうの社協のほうから、たまた

ま知ってる人からお声がかかって、３年かかってスマホにパソコンに全て音声に切りかえという

んですか、そうしたことをマスターしたと。３年間、一宮に通いました。 
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 清須市はそうしたことはされないんでしょうかと。自分はマスターしたからいい。でも、ほか

にまだそうしたことを望んでいる方がいらっしゃるのではないですかと、そういうようなことも

あわせておっしゃっていらっしゃって、今回提案をさせていただいたんですが、今おっしゃった

ように、そのニーズといいますか、そういうことを調べていただいて、市で少ないというなら、

せめて隣の北名古屋、豊山、西春日井の広域ででもこうしたことが名古屋の遠くまでいかなくも

できるようなこの実施に向けた取り組みをと思いますが、もう一度ご答弁お願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 議員のほうからご提案いただきました清須市単独だけという考え方ではなく、北名古屋市や豊

山町、現在も手話要支援の養成講座なんかにつきましては、この２市１町で共同で実施のほうを

しておりますので、先ほども申したとおり、他市町のニーズ等もしっかりと把握しながら、やり

方、方法論について研究してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 では、よろしくお願いします。 

 では、大きな２つ目にお願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 最後に、２の質問に対し、河口企画部次長、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 企画政策課、河口です。 

 市民協働について答弁のほうをさせていただきます。 

 本市では、行政運営の基本的な指針となります清須市第２次総合計画の「行政運営の方針」の

１つに「市民参加・市民協働の推進」を掲げ、これまでもさまざまな行政分野において、さまざ

まな形で市民との「協働のまちづくり」を推進してまいりました。 

 「協働のまちづくり」は、自助、共助、公助の考え方に基づき、市民と行政がつながり、市民

と行政それぞれが果たすべき責任と役割を理解し合い、それぞれの特徴や能力を生かし合って、
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まちづくりに取り組んでいくものであると考えております。 

 今後も、これまでの取り組みの継続に加え、情報発信力の強化や交流の拠点づくりなどの機能

強化を行い、市民協働のさらなる推進を図ってまいります。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 今さまざまお尋ねしたことにご答弁をいただきました。これまでの取り組みの継続に加えて情

報の発信、また、そうした交流の拠点づくり、こうしたことに取り組んでいくというご答弁だっ

たかなと思いますが、３０年度、市長の施政方針がございました市民協働係が設置をされるとい

うことですが、これからスタートされるんですが、どのようなことをされていくというお考えな

のか、お聞かせください。 

議  長（八木 勝之君） 

 河口次長。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 市民協働係ということで、市民協働に特化した業務になろうかと思います。その中でのまず第

一歩といたしましては、職員を始め市民の方々に対しまして、市民協働に対する意識の醸成とい

うものをまず考えております。そして、市民参加・市民協働に係る情報発信力の強化といったと

ころをまずの第一歩というふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 情報発信力の強化、職員と市民の意識の醸成、具体的にはどういったことをされますか。 

議  長（八木 勝之君） 

 河口次長。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 意識の醸成と大くくりで言っておりますけれども、まず、職員に対しましては研修ですとか横

断的な情報交換の場を設けて、職員１人１人の意識の向上というのをまず考えております。 
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 市民の方々に関しましては、いろいろな場ですけれども、そういった場をとらえまして、市民

協働に関する説明をさせていただいて、また個別な説明もさせていただく上で、市民の方々に対

しまして市民協働に対する意識の向上というところを狙ってやっていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 職員の横断的なそうしたことへ向けての研修ということで、市民へのさまざまな場とおっしゃ

ったんですが、具体的にどのようなことが連想されるんでしょうか、情景として。 

議  長（八木 勝之君） 

 河口次長。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 一番代表的なのが、今、ボランティアというのが社会福祉協議会でやっております。ボランテ

ィアに関しましてはボランティア協議会というのも社協のほうで立ち上げてございますので、そ

ういったところへ足を運ぶ上で、当然、行政と社協と情報を密にした上で、そういった団体の

方々をより多く市民協働に協力していただけるというような体制づくりをとっていきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 社協のほうということですが、例えば、一般市民の方へはどのようにアピールといいますか、

お考えですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 河口次長。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 一般市民の方といいますと、まず代表的なのは各自治会ですとか、そういったものだというふ

うに理解しております。 
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 そういったところででも、もう既に市民協働と言われるような事業を個々に行っていただいて

おる自治会の方もおみえになろうかと思っておりますので、そういったところにより多く情報共

有した上で、１つでも協働の一歩につなげていきたいというふうには考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 先ほど最初に情報の発信とおっしゃったので、そうしたことで社協との今現在入ってらっしゃ

る方もそうですが、一般市民の方も結構リタイアされてお家にいらっしゃる方も多いので、そう

した方への発信も含めて、さっきおっしゃった自治会もそうですが、幅広いそうした情報発信と

いうのをお願いしたいと思います。 

 それで、そうした市民協働、どのようなことを優先してやられるのか、そこからどのようなこ

とが得られるのか、どのようにその辺はお考えですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 河口次長。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 今、私どものほうが考えておりますのは、市民協働の事業等々についての幅をまず広げて、情

報集約した上で、できれば、そういった団体の事業をマッチングさせて、裾野を広げていきたい

というふうに考えております。 

 そういったマッチングをするに際しまして、まず、議員おっしゃるように、どこを優先的にと

いうようなご質問ですけれども、まず、私どもとしましては、そういった特色を持ってここの施

策をまず持ってというふうな考えではなく、まず、１つでも多くの協働事業を行っていただけれ

ばというふうに考えておりますので、今のところ、各事業・施策によって優先順位を設けるとい

うことは今の時点では考えておりません。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 そうしますと、本当に市民協働とは何ぞやという、その洗い出しをする前に、先ほどおっしゃ
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った職員の意識の向上というのか、醸成というのか、その辺が早くやらなきゃいけないのかなと

思うわけです。 

 まだ、何を優先ということも当然これからなんですけども、そうしたことを今後やっていく上

について、いま一度、職員の皆さんが市民協働とは何ぞや。それぞれ自分の課にあっては何を市

民協働としていくのかという、こうしたことの考え方、持っていき方だと思うんですが、それに

ついてはいかがですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 河口次長。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 議員おっしゃられますように、職員個人個人が自分のやっている個々の事業もどういった側面

を持って協働事業になっていくのかという目を持って、今やっている事業をやっていただくと。

かなり行政側としての協働事業の考え方は広がるのではないかというふうに考えておりますので、

一番冒頭にも答弁させていただきましたように、職員のそういった意識の醸成というところをま

ずはやっていくべきだというふうには考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 私もそのように思いますので、そのあたりを企画のほうで進めていきながらお願いをしたいと

思います。 

 いずれにしても、この市民協働係がスタートしたことが私は大きなことだと思いますので、こ

れからしっかりこの辺を企画課が中心になると協働係が中心になると思うんですが、さまざまな

他の課の行政職員の方の考えもお聞きしながら、市としてどうしていくという１つのかじ取りに

なるのかなと思いますので、期待をしておきます。 

 最後に、永田市長にお尋ねをしたいんですけども、通告でも申し上げましたが、さきの都市問

題会議、沖縄那覇市で開かれましたここには市長もご出席をされていらっしゃり、そこで全国の

さまざまな先進事例のお話もお聞きになられていることも承知しております。私が申し上げるま

でもございませんが、私も市長と一緒に同じ会に参加できたことは大変心強く思っているところ

でございます。 
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 そうした中で、市民協働のまちづくり、こうしたことを、市長も就任されて７、８か月になる

んですが、今後、清須市として、市長として、市民協働のまちづくりをどのように考えていかれ

るのか、またみえるのか。その中で、市民協働のまちづくり、特に何か大きな目玉を考えてみえ

るのか、打ち出されるのか、また、それらのことを市民にどのようにアピールされるのか、市長

の市民協働のまちづくりに対するビジョンをお聞かせいただきたいと思います。 

議  長（八木 勝之君） 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 去年の全国都市問題会議で、特に静岡県の島田市と福井県の勝山市だったと思うんですけども、

お話を聞かせていただきました。印象としては、１千７００幾つの市町村があるんですけども、

それぞれ特色があって、同じことにはいかないということがまずわかったこと、それは当然のこ

とですけども、その地域地域の特性に応じてやり方はあるということで、議員ご質問の清須市は

どうしていくんかというとなんですけども、私、今の現時点で目玉は何にするかということは頭

の中に特定のものを持って進めるという考えは今のところは持っていません。現時点でもいろん

な方がいろんな協働をやっていただいておりまして、それは防災から観光から教育から福祉から

もいろんなことをやっていただいておりまして、優先はこれですよ、目玉はこれですよというと、

それ以外の人はそういうことなのということにもなってはいかんと思いますので、まずは今回、

係をつくらさせていただいたのは公約でも申し上げておりましたけども、これを発展させていか

ないかんと。今までは企画政策課内で、言ってみれば、かけ持ちでやっておったことをそれでは

いかんと思って専門の係をつくって、しかも場所は企画政策課ではあそこではかた苦しいもんで

すから、南館の１階に今オープンになっとるところに席をつくって、それでいろんな人が気軽に

相談ができるようにしていきたいという思いであります。 

 さっき議員がおっしゃったように、これからも本当にやってみたいという人はいっぱいおみえ

になるし、こういうことをやってみたい、だけど、どこへ相談に行ったらいいかわからんという

こともありますので、まずはそういう場所をつくって、そして先ほどから次長が答弁しましたよ

うに、これからそういう取り組みをして、市としてどういう方向に向かっていくかということを

これから決めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 岸本議員。 
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１７番議員（岸本 洋美君） 

 ありがとうございました。 

 以上で終わります。 

 ありがとうございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 以上で、岸本議員の質問を終わります。 

 ここで５０分まで休憩といたします。 

（ 時に午前１０時３６分 休憩 ） 

（ 時に午前１０時５０分 再開 ） 

議  長（八木 勝之君） 

 休憩前に引き続き会議を始めます。 

 次に、林議員の質問に移ります。 

 林議員。 

＜ ９番議員（林 真子君）登壇 ＞ 

９番議員（林 真子君） 

 議席番号９番、林 真子でございます。ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に

基づきまして一般質問をさせていただきます。 

 私の質問は２点でございます。 

 １点目、清洲城を中心とした歴史資源を生かした観光施策の充実についてでございます。 

 清須市のシンボル清洲城模擬天主閣は、平成元年、清洲町町制１００周年を記念して建造され、

今年３０年を迎えました。もともと、ここから桶狭間の戦いへ出撃した織田信長公の居城であっ

たことで知られていましたが、映画「清須会議」で全国的に知名度が高まったこと、デジタルを

活用した、若者も取り込めるユニークな施策の展開などが功を奏し、訪れる方も増えてきていま

す。 

 歴史をたどれば、慶長１５年の清須越しにより城下は名古屋へ移り、清洲城は名古屋城築城の

資材とされ、現在も清洲櫓としてその名残を見ることができます。一方、名古屋城も２０２２年

の完成を目指し、天守閣を木造改修することが決まり、全国から注目が集まっています。 

 こうした現状の中、今後も適切な維持管理を行いながら、より多くの観光客に来ていただき、

市民に愛され、親しまれる心のふるさととしての清洲城のあり方を市民とともに考え、事業の展
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開を図っていっていただきたいと考えます。 

 また、お城、街道、遺跡、山車と魅力にあふれた観光資源を生かし、尾張の歴史観光の中心と

して周辺の市町と連携しながら、観光施策のより一層の充実を図っていただきたいとの観点から、

以下見解をお聞きします。 

 ①清洲城建造３０年を記念して、どのような取り組みを考えていらっしゃいますか。 

 ②ボランティア武将隊、姫隊、城代などによる城内でのおもてなしの充実や外へ向けてのＰＲ

活動について、現状と今後の取り組みについてお聞かせください。 

 ③お城での滞在時間を長く、またリピーターを増やすための新たなイベントや取り組みの考え

についてお聞かせください。 

 ④市民に親しまれ、愛されるお城にしていくために市民の声を取り入れるための仕組みづくり

についてどのように考えていらっしゃるかお聞きをいたします。 

 ⑤歴史を生かした観光の視点から、他市町との連携の現状と今後の課題についてお聞きをいた

します。 

 ２つ目は、清洲総合福祉センター施設の有効活用についてでございます。 

 清洲総合福祉センターは、現在、指定管理者である清須市社会福祉協議会により管理運営がな

されています。２階部分では、高齢者の方を中心に日々にぎやかに集まって交流されており、会

議室やボランティアルームも、ほぼ毎日のように福祉関係の方々が打ち合わせや会議に使ってお

られます。 

 しかし、１階部分に関しては、スタッフの方々の執務スペースと作業所以外はあまり利用され

ておらず、営業していない食堂、ほとんど利用者のいない交流スペースが暗く閑散とした印象を

与えます。 

 一方で、障がい児を持つ親御さん方からは、「障がい児や親が気兼ねなく過ごせるような交流

スペースが欲しい」「会議室など予約が取りにくく苦労している」というようなお声をいただき

ます。 

 以上のような点を踏まえて、この施設の１階部分の有効的な活用について市としてはどのよう

にお考えなのか、見解をお聞かせください。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 最初に、１の①の質問に対し、石田産業課長、答弁。 
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産業課長（石田 隆君） 

 産業課長の石田でございます。 

 １の①につきましてご答弁申し上げます。 

 築造３０年を記念した取り組みにつきましては、清洲城の啓発チラシ等に築城３０年のロゴ等

のデザインを加えることや清洲城信長まつりを例年と違う内容で実施する予定でございます。こ

のほかにもさまざまな催しに築城３０年のロゴをつけ、啓発に努めてまいります。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 ありがとうございます。 

 今、ご答弁の中で清洲城の信長まつりですけれども、これが例年と違う内容の実施を予定され

ていらっしゃるということですけれども、具体に考えて、今お考えがあればお聞かせください。 

議  長（八木 勝之君） 

 石田産業課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 信長まつりにつきましては現在検討しており、内容はまだかたまっておりませんが、例えば、

歴代の信長公役の方々に勢ぞろいしていただくとか、他市町のご当地の武将隊の方に出演しても

らうなどといったことを検討しているところでございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 ご答弁ありがとうございます。 

 この清洲城の築造の３０年という節目の年になりますので、それにふさわしい事業展開を期待

しております。 

 少し私のほうからも要望というかご提案をさせていただきたいんですけども、まず１点目は、

先ほど申し上げましたように、名古屋城のことなんです。 

 今、名古屋城の木造に伴う建て替え、また金シャチの横町、また本丸御殿が完成しまして、本
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当に名古屋城への注目が全国的に集まっているんです。名古屋城はご承知のように、昔の資料が

ありまして、本当に正確にできるということもありまして、珍しいお城なので注目が集まってい

ますので、ぜひこの機会にこれまで以上に名古屋と連携を高めていただいて、清洲城に誘客でき

るように取り組んでいただきたいと思います。 

 あともう１点なんですけれども、皆さんご存じかわかりませんけれども、実は信長公というの

は非常にタカ狩りが好きでいらっしゃって、多いときには１４０羽タカを飼っておられた。中で

も白いタカがお気に入りだったと、このようなことがあります。こうしたことも市民の方にも知

っていただきたいですし、清洲城で狩りはできませんけれども、タカ狩りのようにタカを使った

催しをしていただいたらどうかなと思っているんです。 

 これはほかの自治体でも、実はカラスとかムクドリとかハトの対策にタカを飛ばすということ

をやっているんですが、この清須市であれば観光のイベントの１つと、そしてまた害鳥の対策と

２つ、一石二鳥かわかりませんけども、そういうことができますので、今、急なお話で答弁は難

しいと思うんですが、ぜひ先進的にやっている自治体がタカについてはありますので、ぜひこれ

を研究していただいて、両面ですね、観光とそして環境とまたやっていただきたいと思います。 

 では、次、２番お願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、②の質問に対し、石田産業課長、答弁。 

産業課長（石田 隆君） 

 １の②についてご答弁申し上げます。 

 おもてなしでは姫によるおもてなしを通年とし、ボランティア武将隊を城外の案内役とし、お

もてなしの向上に努めてまいります。さらに、ボランティア武将隊にさくらまつりや信長まつり

に参加いただくとともに、甲冑工房制作の甲冑の試着体験やひな飾りの会によるひな壇飾りの展

示や茶会などを行ってまいります。また、城郭や甲冑マニアなどリピーター向けにご当地武将隊

に参加いただくイベント等を予定しております。 

 市外に向けてのＰＲ活動では、ボランティア武将隊や柴田勝家役などによる他市町等主催のイ

ベントへの参加やアプリを活用した多言語による観光チラシを制作し、県や名古屋市の観光案内

所、中部国際空港、名古屋駅周辺のビジネスホテルなどに設置し、情報を発信してまいります。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 
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 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 いろいろ努力していただいておりまして、その点については私も聞いております。 

 その中で特に、今、ごらんになった方もいらっしゃると思うんですけれども、清洲城でひな壇

の飾りが展示されておりまして、来られる方の目を楽しませています。これらは実は市民の皆さ

んが中心となってこのおもてなしをしようと、こういう思いの活動と聞いております。 

 先ほどもるるお話があったんですけども、市民の皆さんとの協働という、観光においてもこの

観光振興がとても大事だと思うんですけども、その点についてのお考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

議  長（八木 勝之君） 

 石田産業課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 観光振興ですが、先ほど来も市民協働というお話がございましたが、観光面でも行政だけでは

なく、市民の皆さんを始めさまざまな方とのかかわりが必要だというふうに考えております。本

市においても、先ほどご答弁申し上げましたとおり、ボランティア武将隊、甲冑工房、あるいは

ひな壇飾りの会など多くの市民の皆さんに支えていただいております。 

 こうした観光面での市民の皆さんがご協力していただくということは、これはまちへの愛着心

が高まると。それとともに、市を挙げてのおもてなしにつながるということで、来場者の方もそ

れによって満足も高まるものというふうに期待しております。今後も市民の皆さんとともにつく

り上げる、そういった観光振興に注力していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 私も本当に同じ考えで、市民の皆さんがどのぐらい我が城として愛を持ってかかわっていただ

けるのかがすごく大事だなと思っておりますので、この点は進めていただきたいと思います。 

 １点、また私のほうからのご提案なんですけれども、今、芸能文化館は展示をされているわけ

ですけれども、この中で私は清須市の子どもたちにぜひ清洲城の思い出をたくさんつくってほし

いなと思っておりまして、ここを展示だけじゃなくて例えば日本の昔からの遊びですね、お手玉
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とかあやとりとか、また、あとは子どもたちを対象とした寺子屋ではないですけど、昔のお作法

を学んでみようとか、武士の子どもの体験をしてみようとか、そんなようなこともボランティア

さんたちに協力していただきながら開いていってもいいのかなと。今、和室というものがなくな

ってきていますので、そういうことも私、提案したいと思いますので、ぜひまたご検討いただき

たいと思います。 

 次、お願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、③の質問に対し、石田産業課長、答弁。 

産業課長（石田 隆君） 

 １の③についてご答弁申し上げます。 

 滞在時間を長く、リピーターを増やすための取り組みでは、ゴールデンウイーク中に飲食出店

事業者の募集を行うとともに、多くの花見客がにぎわう桜開花時期の週末に清洲城の夜間営業を

予定しております。 

 また、市内周遊型の観光振興を促進するため、官民連携しスタンプラリーを実施するとともに、

信長公や濃姫と写真が撮れるアプリの活用に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 いろいろ取り組みを考えていただいているわけでございますけども、今のお話の中で、まずゴ

ールデンウイーク中の飲食店の出店と清洲城の夜間営業のお話があったんですけども、今時点で

わかる範囲で結構ですので、もう少し内容を詳しく教えていただきたいと思います。 

議  長（八木 勝之君） 

 石田産業課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 清洲城の課題としましては、よく言われるのが飲食するところが近くにないということが昔か

らの課題となっております。しかしながら、出店する側も一定の購買があって採算が得られない

と出店には至らないという形になります。そのため比較的観光客等が見込めるゴールデンウイー

ク期間中を対象に出展者を募り、清洲城はなのき広場にて飲食できるよう、試行的でありますが、
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取り組んでまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 サクラ開花時期の清洲城の夜間営業でございますが、期間中の土曜日、日曜日において午後

９時まで営業を予定しておるところでございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 ありがとうございました。ぜひ、この取り組みが功を奏して、にぎわいが創出できるといいな

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次、お願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、④の質問に対し、石田産業課長、答弁。 

産業課長（石田 隆君） 

 １の④についてご答弁申し上げます。 

 市民の声を取り入れる仕組みづくりでは、清洲城運営協議会や観光協会会員を始め清洲城にか

かわる市民グルーブの皆様からご意見・ご提案をいただいております。 

 また、メール等からも直接ご意見等をいただいており、これら多様なご意見等については運営

の参考とさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 今、いろいろ多様な意見を運営の参考とおっしゃるご答弁だったんですけども、今の清洲城の

運営協議会、そして、観光協会の方などからどのようなご意見があったんでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 石田産業課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 ご意見等については多々いただいておるわけでございますが、先ほどお話しさせていただいた

ように、清洲城には飲食するところがないというような意見が多くありまして、また、例えば鉄
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道が近くで見れることをＰＲしたらとか、新しいイベントを開催してみてはどうかと、そういっ

たご意見等もいただいております。 

 市民グループの方からも清洲城のトイレの便座が冷たいと。これは改善をさせていただいてお

るんですが、それから芸能文化館の庭がもっと見たいとか、そういったお話もいただいておりま

す。 

 メール等のご意見等につきましては、直接市民の方が産業課のほうに意見を言えるわけなんで

すが、こちらは大変手前みそで恐縮なんですが、武将の人柄に感激したとか、それから甲冑の試

着体験に満足できたとかいった比較的お礼のご意見というのが多くございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 ありがとうございました。 

 来ていただいた方が、おおむねこのおもてなしに関してはよいお礼などが来ているということ

で少し安心しましたので、あとはいかにまた大勢の皆さんに来ていただくことなのかなと、また

リピーターとして来ていただくことかなと思いましたので、本当に貴重なご意見だと思いますの

で、しっかりこの意見をもとに今後の清洲城の運営に生かしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 では、次、お願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、⑤の質問に対し、石田産業課長、答弁。 

産業課長（石田 隆君） 

 １の⑤についてご答弁申し上げます。 

 他市町との連携の現状では、１０市町で構成する信長サミットや小牧市、岐阜市、近江八幡市

とで構成する信長公居城連携協議会にて、情報交換や誘客事業に連携し取り組んでおります。 

 また、名古屋市とは、乗降客の多い名古屋駅、金山駅にある観光案内所への本市観光案内チラ

シの設置等でご協力していただいております。 

 本市におきましても、名古屋市が手がける桶狭間の戦いを題材とするさまざまなイベントに協

力し、今後も連携を深めてまいります。 
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 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 私も以前、信長サミットも本市であったときに見させていただいて、おもしろい取り組みだな

と思いましたし、名古屋とかいろんなことで連携されていますので、それは大事なことかなと思

いますけれども、今後、課題というか、今どういう課題を感じていらっしゃるかお聞かせくださ

い。 

議  長（八木 勝之君） 

 石田産業課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 課題もあるんですが、まずは現状の連携や協力体制というものを維持していくことが大切だと

いうふうに考えております。 

 その中で、今後、関係市町とはさらに時代に見合った事業展開等が図れるよう協議してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 ありがとうございます。 

 今の体制も本当にせっかくできてきたものですので、しっかり大事にしていただきながら発展

させていただきたいと思うんですけども、私はいろんな方のご意見を聞く中で、信長公ですとか

武将全体そうですけども、この尾張はすごく足跡があるところだと。名古屋はあるんですけど、

それを取り巻く尾張部といいますか、例えば清須市、一宮市ですとか、稲沢市ですとか、愛西市

ですとか、いろんなところがいろんな歴史の資源を持っていますので、こちらとの連携というの

も、今後、相手のご都合もあるかと思うんですけども、私はそのあたりでお互いが活性化してい

けばいいのかなと。 

 例えば、今ですとこういう周遊の観光の中で泊まるところは名古屋でという感覚だと思うんで

すが、実は少ないですけども、一宮市だって泊まるところはあるはずです。もっと足を伸ばせば



－95－ 

犬山市もいろいろありますけど、そういった意味の新しい連携がどうなのかなということをお聞

きしたかったんですけど、もう一度どうですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 石田産業課長。 

産業課長（石田 隆君） 

 新たな連携ということも、もちろん進めるのは大切だというふうに思いますが、まずは地に足

をつけるといった、そういうことも必要だというふうに考えております。そういう意味からも、

まずは清洲城の来場者の増加に向け注力してまいりたいというふうに考えております。 

 また、連携につきましては、先ほど議員もご指摘があったようにそれぞれ市町村の立場や考え

というものもございますので、産業課としても関係市町との考えが一致し、お互いにメリットが

あると思われれば、そういうことも踏まえて今後考えてまいりたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 今、５点にわたっていろいろお聞きしまして、ご丁寧に答弁をいただき、ありがたく思ってお

ります。 

 私、今の最後のところですね、実は市町村の連携というと言葉が悪いんですけども、市町村を

超えた域で観光というのは見ていかないと、清須市のポイントで見ても、今、遺跡ができるとは

いえ、それでもまだ足りないかなと思いますので、今、結構トレンドというか、皆さんの考え方

は表立って有名なところじゃなくて、自分たちが魅力を発見していくということが多いものです

から、そういう意味ではまだまだこの周辺、尾張部というのは知らないんだけれども、実は魅力

的なところはたくさんあるものですから、そういうところを見つけていただいて、発信していた

だく中でそれを広めてＰＲをしていく。 

 同時に、受け入れる側も、そういう方たちも来るんだなという発想のもとのホスピタリティと

いうか、おもてなしの心を醸成していくことが大事かなと思いますので、今もしっかりとやって

いただいておりますし、この節目の大事なときですので、今回ぜひ誘客というか集客、成功して

いただきまして、今後さらにこの清洲城と魅力を発信していただきながら、観光施策につきまし

ても充実していただきたいということを最後に申し上げまして、この１つ目の質問は終わらせて
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いただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

 次、お願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 最後に、２の質問に対し、鹿島社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課の鹿島でございます。 

 清洲総合福祉センターの施設の有効活用についてでございます。 

 レストラン営業時には、世代間交流ルームから生じる騒音等に対する苦情に対応するため、清

洲総合福祉センターの指定管理者である社会福祉法人清須市社会福祉協議会とも協議をした結果、

食堂と世代間交流ルームをパーティションで仕切るなどの対応をしていたため、スペースの活用

といった面では制約が生じておりました。 

 今のところ、これまでどおりのレストラン営業形態の早期再開は見込めておりません。 

 あいているスペースの活用につきましては、市民ニーズを的確にとらえ、有効な活用方法を検

討し、清須市社会福祉協議会とも連携して、市民が利用しやすい施設づくりに取り組んでまいり

ます。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 ありがとうございました。 

 私、本当によくあそこに行くものですから、いつも行くたびに１階へ入りますと、職員さんた

ちもあまりこっちを見ることもなく仕事に専念されていますし、こっち側の今の交流ですね、い

ろんな世代の人が集まっている交流スペース、私が見たときにもお一人か二人で、どういう方か

なと思って見たら、稲沢市とか、その方が使っている。常連さんなのかわかりませんけれど、そ

ういう感じで、ちょっともったいないなって。お話を聞きますと、あそこにももっともっと絵本

やらいろいろ置いてあったんだけれど、だんだんなくなってきたということも聞いております。

そういった面で社協さんがいろいろ考えていただけるんですけども、ぜひ、あのあたり、もっと

大勢の人がにぎわっていれば職員さんたちも励みにもなりますし、いいのかなと思いますので、
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考えていっていただきたいと思います。 

 もう１つ、今、私、申し上げましたように、あそこは福祉センターですので、障がい者の方も

気兼ねなく集える場というのも、障がい者の方だけという意味ではないんですけれども、そうい

うところも必要なのかなというお声をよくいただいておりますので、そうした方を集っていただ

くためにはいろんな配慮が必要となるんですけれども、そういうような考え方についてはどのよ

うに考えられますか。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 今、おっしゃられた障がい者の方であっても、障がいのあるなしにかかわらず、清洲総合福祉

センターを利用しやすいように施設づくりを努めていくというのは、我々清須市と指定管理者で

ある社会福祉協議会と連携して、先ほども申したとおり、市民のニーズを聞きながら、すぐにレ

イアウト変更等々につきましてはお金もかけずにできるかと思いますので、皆さんが気軽に使っ

ていただくような施設になるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 よろしくお願いします。 

 特に障がい児をお持ちのお母様方からは、ほかの方の目を気にすることなく、ちょっとした着

がえだとか、そういうことができるといいなというお声をよくいただくものですから、そういう

ところの配慮があれば一緒に過ごせるかなと思いますし、ここは福祉センターということで、清

須市の福祉の顔のところだと思うんです。旧町のものですので、そんなに大きな規模ではないん

ですが、福祉にかかわる方が皆さんが集う場ということですので、そういった意味で見たときに、

２階は高齢者の方に配慮はあるんですけれども、障がい者の方にはどうかなということを考えて

いますので、その点も含めてやっていっていただきたいと思います。 

 かといって、難しいと思うんですけれども、今のレストラン部分もほかの部署との連携もある

んですが、現状はどういうお考えでいらっしゃるのか、そこを関連してお聞きしたいと思います。 

議  長（八木 勝之君） 
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 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 レストランにつきましては、昨年、平成２９年５月の下旬以降、レストラン事業者のほうが自

己破産という形で撤退のほうをされました。その後のレストラン事業者につきましては、同じよ

うな営業形態で行っていただける事業者につきまして、まずは地元の事業者の方でお願いができ

ないかというような考えもありましたので、商工会さん等にもご協力を求めて事業者を募集した

ところでありますが、興味を示していただいた事業者も何社かあったんですけれども、条件面

等々で折り合いが合わず、レストラン営業の再開には至ってないところです。 

 ただ、ほかの自治体には障がい者団体の方などが飲食を提供しているようなケースもございま

すので、障がい者の方の社会参加ですとか社会との交流の機会創出といった観点からも、そうい

ったものにつきましても今後研究してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 ありがとうございます。 

 両面で今の観光との一体感を持ったところの考え方ともう１つは福祉という福祉カフェ的な考

えと両方あると思いますので、ぜひ、どちらが有効なのか、また、どちらならやっていただける

のか、そこも含めながら、いつまでもああいうふうではなくて、一日でも早く明るい光が戻るよ

うにお願いしたいと思います。 

 最後に、今の件に関して市民の皆様からの意見も聞きますという団体の方だと思うんですけれ

ど、これはどのように聞いていかれるんですか。このご意見を聞くということはどのようにされ

るんでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 まずは、先ほどおっしゃられたとおり、福祉センターを利用されている常連さんの方ですとか、

各種の福祉団体の方々がみえるかと思いますので、機会をとらえてそういった方々からヒアリン

グを行ったりしていきたいというふうに考えております。 
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 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 ぜひ、皆さんの意見を聞いていただいて、いろんな方に満足していただけるというか、親しん

で使っていただけるような施設のレイアウト変更を一度考えていただきたいと思います。 

 最後に、市長もよくあそこは行かれると思うんですけども、今、１階部分のお話ですね、市長

も何かお考えというか、あったらお聞かせください。 

議  長（八木 勝之君） 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 ご質問の障がい者の方の利用のスペースということにつきましては、担当課長が申し上げまし

たとおり、少しでも有効に利用できるようにしていきたいと思っております。 

 レストランにつきましては、要は、もうかるかもうからんかというお話でありまして、もうか

る見込みがないので今のところは入ってもらえないということだと思うんですけども、よそでや

ってみえますように、福祉団体がその団体のやりがいと、それから市民の皆さんの使い勝手とい

うんですか、両立できればいいなとは思うんですけれども、それも今のところはまだいいお話は

聞けてないということなんですけども、一部、商工会のほうとお話を今しておりまして、いい方

法があればやりたいというお話も何とか探してみたいというお話も聞いておりますので、そこの

ところを待ちたいと思っております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 林議員。 

９番議員（林 真子君） 

 ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

議  長（八木 勝之君） 

 以上で、林議員の質問を終わります。 

 ここで１３時１５分まで休憩といたします。 
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（ 時に午前１１時２１分 休憩 ） 

（ 時に午後 １時１５分 再開 ） 

議  長（八木 勝之君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、飛永議員の質問を受けます。 

 飛永議員。 

＜ ５番議員（飛永 勝次君）登壇 ＞ 

５番議員（飛永 勝次君） 

 議席５番、飛永勝次でございます。 

 ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきま

す。 

 私のほうからの質問は大きく２点でございます。 

 まず、１点目、受動喫煙防止施策の推進につきまして。 

 韓国平昌で行われた冬季オリンピックのアスリートたちの感動的なパフォーマンスは記憶に新

しいところです。日本においても来る２０２０年、東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れることとなり、その成功に向けて着々と準備が進められています。 

 オリンピックは健康に資するレガシーとして位置づけられ、世界保健機構（ＷＨＯ）と国際オ

リンピック委員会（ＩＯＣ）の合意のもと、たばこフリーのイベントとして伝統的に受動喫煙防

止に取り組んできております。東京オリンピック・パラリンピックの準備・運営に関しても受動

喫煙防止施策の強化推進が閣議決定をされ、現在、マスコミで報道があるようにさまざまな議論

を重ね進行をしております。 

 受動喫煙の有害性は既に厚生労働省からも資料が公開されており、妊婦、子どもに対しての健

康被害リスクは周知のことと思います。平成１５年より健康増進法に努力義務を設け、自主的な

取り組みを推進してきましたが、前述したオリンピックの成功に向けて、努力義務によるこれま

での対策では不十分であり、受動喫煙対策の徹底が必要との認識のもと国際基準を視野に入れ、

さらに力強く進められています。 

 私的なことではありますが、私は１日約４０本喫煙をする愛煙家でありましたが、体の変調を

きっかけに７年前に喫煙をやめました。健康管理に気を使うことができるようになり、ウオーキ

ングも喫煙をやめたころから始めました。 
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 先日、市内を歩いていたところ、小学校の敷地沿いの通学路にたばこの吸い殻を発見しました。

また、公園では子ども用ブランコの横にたばこの吸い殻を発見しました。子どもたちのことを思

うと大変残念な発見でありました。 

 平成２８年３月議会においては、がん対策の質問の中で新庁舎を含む庁舎内及び敷地内での喫

煙の状況の確認と受動喫煙対策を進める旨の確認の質問もされ、また、平成２８年１２月議会に

おいても同様の質問がされております。 

 また、昨年秋にはＪＲ清洲駅周辺において路上喫煙禁止エリアの指定を稲沢市が行いました。 

 厚生労働省の資料によりますと喫煙される方は年々減少し、直近の調べでは約８割の方が非喫

煙者であります。我が清須市は、名古屋市に隣接し便利で暮らしやすく、地価が緩やかな価格で

あることも受け、住まいを取得して住まう方も増えています。子育て支援の施策が充実している

こともあり、子どもたちも増えているようです。そして、歴史あるまちとして、朝日貝塚、清洲

城、美濃路をさらに観光で立ち寄ってくださる方に喜んでいただけるような整備を進めている過

程にあると思いますが、これも功を奏し、国内はもちろんのこと、海外からの観光客も増えてき

ていることと思います。 

 このような社会情勢や近隣自治体の取り組み、我が市の状況を踏まえて、健康被害リスクをな

くす受動喫煙防止への取り組みについて伺います。 

 ①今までの取り組みとその結果から導かれる課題。 

 ②現在の取り組み。 

 ③今後の課題。 

 続いて、２番目、成年後見制度の推進について。 

 成年後見制度は平成１２年に創設された制度で、認知症、知的障害、精神障害等によって判断

能力が十分でない方が不利益を受けないようにするため、その方を援助する人を家庭裁判所が選

任し、法律面や生活面で支援する制度です。 

 少子高齢化が急速に進む中、高齢者の人口増加による認知症高齢者の増加に伴って成年後見制

度の利用者数は年々増加しており、平成２８年末時点における全国の利用者数は約２０万人とな

っています。制度の利用対象となり得る認知症高齢者、知的障害者、精神障害者を合わせた数が

約９００万人と推定されるのと比べますと、成年後見制度の利用が進んでいるとは言いがたい状

況であります。 

 認知症高齢者は、現在、全国に約５００万人以上いると推計されていますが、いわゆる団塊の
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世代が７５歳以上に達する平成３７年には約７００万人、６５歳以上の高齢者の５人に１人にま

で増加すると予測されています。 

 また、障がい者は認知症高齢者と異なり、親亡き後も含めて長期間にわたる支援が必要となり

ます。障害者白書によると、知的障害の方は平成１７年には約４２万人であったのが、平成

２３年には約６２万人となっており、６年間で約２０万人増加をしております。精神障害の方に

ついても、平成２０年には約２９０万人であったのが平成２６年には約３６０万人となっており、

６年間で約７０万人増加しており、今後も増加傾向が続くことが予想されています。このように、

今後ますます成年後見制度の利用が必要な方が増加すると見込まれています。 

 また、成年後見制度の担い手である成年後見人等に関しては、制度開始当初は本人の親族が就

任するケースがほとんどでありましたが、徐々に親族以外の第三者が選任されるケースが増加し、

現在は親族が約３割、親族以外の第三者が約７割という状況になっております。高齢者の単身世

帯や夫婦のみ世帯が増加する中で、第三者後見人の必要性はますます増加していくものと考えら

れます。 

 このような状況の中、平成２８年４月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が成立し、

翌月の５月に施行されました。この法律が制定された背景には、認知症、知的障害その他の精神

上の障がいがあることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合う

ことが喫緊の課題であり、成年後見制度がこれらの人たちを支える重要な手段であるにもかかわ

らず、十分に利用されていないという状況があります。 

 成年後見制度の利用が進まない原因については、後見人の職務は財産管理や契約などの法律行

為の代理が中心となり、本人の生活の質の向上より財産をできるだけ減らさないようにすること

に重点が置かれ、本人がメリットをあまり実感できないこと、後見人に医療同意や死後事務を行

う権限が与えられていないこと、後見人をつけた方には医師や弁護士、公務員などの資格は認め

られないといった権利の制限がされること、後見人による財産横領の不正事件が後を絶たないこ

となど、幾つか指摘がされています。 

 また、国においては法の制定を受け、平成２９年３月に成年後見制度利用促進基本計画を閣議

決定し、この基本計画を勘案して、市町村においても基本計画を策定することが求められている

ところです。 

 国の基本計画では、①利用者がメリットを実感できる制度・運用への改善、②権利擁護支援の

地域連携ネットワークづくり、③不正防止の徹底と利用しやすさとの調和の３点がポイントとし
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て挙げられています。 

 １点目については、財産管理だけでなく意思決定支援や身上保護も重視すること、適切な後見

人等の選任、後見開始後の柔軟な後見人等の交代等の環境を整備すること、適切な後見人を選任

するための診断書のあり方の検討を行うとしています。 

 ２点目の地域連携ネットワークづくりでは、権利擁護支援が必要な方の発見と早期からの相談、

後見人等を含めたチームによる本人の見守り、地域連携ネットワークの中核機関の設置等を市町

村に求めています。 

 ３点目については、地域連携ネットワークやチームでの見守り体制の整備による不正防止効果

に期待しつつ、後見制度の信託に並立・代替する新たな方策の検討を行うとされています。 

 成年後見制度の利用が必要な方が制度を適切に安心して利用できるよう、さらなる普及の啓発

を進めるとともに、今後予測される成年後見制度利用者の増加に対応できるよう、弁護士や司法

書士だけでなく、行政書士、社会保険労務士などを始めとする多様な専門職や法人、市民後見人

が担い手として活躍できるよう家庭裁判所や各専門職団体との連携を強化し、さらに円滑に進め

られるようにすることが必要であると考えます。 

 そこで、以下について質問します。 

 ①清須市として現在の課題の認識。 

 ②成年後見制度利用促進法や国の基本計画を受けて、清須市としての基本計画の策定。 

 ③今後の課題と取り組み。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 最初に、１の①の質問について田中健康福祉部次長、答弁。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（田中 直子君） 

 健康推進課、田中でございます。 

 今までの取り組みの結果及び課題についてお答えいたします。 

 市では、健康日本２１清須計画に基づき、たばこの有害性についての普及啓発に合わせて禁煙

の推進と受動喫煙の防止に取り組んでまいりました。 

 取り組みの評価指標となっている喫煙率では、第１次計画の１８．８％に対して第２次計画で

は１３．４％と５．４ポイント減少していました。 

 また、受動喫煙への配慮については、「喫煙できる場所があっても、自分以外に人がいる場所
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では吸わない」と回答した者が前回調査より９．２ポイント増加していました。 

 一方、男性喫煙者の２１．５％、５人に１人が「気をつけていることはない」と回答している

ことから、受動喫煙対策は今後の課題と考えています。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 ありがとうございます。 

 ちょうど１年ぐらい前もこういった質問が何回かされている中で、調査し直したところ、モラ

ルが向上しておるとか状況にあることは啓発が進んでおって、全体的にモラルが進んでおること

は非常にいいことだと思います。 

 こういうモラルの向上をしてきても、実際、ハード面、ここは吸っていいとか、ここは吸っち

ゃだめですよとかいうことの具体的なエリアの設定とか、そういったことまで話が及んでくると

思うので、これに対しては部署も変わると思いますので、また後で改めて質問をさせていただき

ます。 

 ともあれ、年々モラルが向上してきて、私も喫煙家でありましたけれども、やめたことで吸っ

てはないんですが、社会情勢を見ておりますと、立て分けてしているというのは目に見えてわか

るようにはなってきておりますので、これにのっかってオリンピックの成功に向けてもさらに国

のほうも進めていくと言っておりますので、さらに力強く進めていただきたいと思います。 

 ２番に行きますか。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、②の質問に対し、田中健康福祉部次長、答弁。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（田中 直子君） 

 現在の取り組みについてお答えいたします。 

 広報や保健事業、出前講座やイベントなどを通じて、たばこの有害性の啓発や受動喫煙の防止、

未成年者及び妊産婦の喫煙防止に取り組んでいます。 

 具体的には、母子健康手帳交付時や乳幼児健診の際に喫煙状況を把握し、保護者への個別指導

を行っております。 

 また、西名古屋医師会の先生方と共同して、清須市国民健康保険特定健康診査の会場で、たば
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こ肺と言われるＣＯＰＤのスクリーニングと個別指導なども行っています。 

 さらに、働く人や未成年者などへは、ＪＲ枇杷島駅などの街頭や春日五条川さくらまつりなど

での啓発活動にも取り組んでいます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 ありがとうございます。 

 今、取り組みと課題とまとめて聞かせていただきましたけれども、さかのぼってお話しします

けれども、国民の８割以上がたばこを吸っていないというデータがあって、前にお聞きしました

ら、男女で分けると男性が３割で女性が１割というような格好で、平均２割の方が吸っていると

いうことで、相変わらず男性の喫煙率は高いということで、ほぼ男性の方が受動喫煙リスクのあ

る行為をしていらっしゃるという読み方でいいのかなと思いながら、結局、健康被害を受ける可

能性が高い方というのは妊婦と子どもという、こういう構造ができ上がっとるということが非常

に人権問題に近い話じゃないかなと思っておるところでございます。 

 データをいいますと、受動喫煙を受けている人の罹患リスクとしては、肺がん、脳卒中、また

乳幼児性突然死症候群というものもあって、それぞれ肺がんは受けていない人に比べて１．３倍

にリスクが上がる、脳卒中は１．３倍にリスクが上がると。乳幼児の場合、乳幼児突然死症候群

に関しては４．７倍にリスクが上がるということで、明確に被害のあるデータが出てきてしまっ

ている中で、国も以前の健康増進推進法の努力義務だけでは足らないということで、オリンピッ

クに向けてしっかり進めていこうという形になっておりまして、今、ご答弁いただいた健康推進

課のほうでもこれからしっかり取り組んでいかれると思うんですけれども、そこに関して次の

３番の今後の課題のほうに向かっていただいて結構でございますので、３番、お願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、③の質問に対し、田中健康福祉部次長、答弁。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（田中 直子君） 

 たばこの有害性は明らかであり、禁煙に合わせて受動喫煙を防止することが重要であると考え

ています。特に、望まない受動喫煙をなくすことは、子どもたちの未来を守るためにも重要課題

だと認識しております。 
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 今後も国の受動喫煙防止対策を注視しながら、平成３０年度に予定しております第２次健康日

本２１清須計画の中間評価の結果を踏まえて、生涯を通じた健康づくりを推進してまいりたいと

考えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 強力に進めていただいて、マナーの向上も含めて進めていただきたいと。啓蒙活動としてはそ

ういうことであると思うんですけども、これを啓蒙した上で具体的な対策が必要になってくると

思います。この具体的な対策について、例えば公共の建物の敷地の中がどうとか、細かく取り決

めがされておったりします。先ほど言った路上喫煙をしていけないとか、観光エリアに関しては

どういうふうにするとかいうのは、いろいろな自治体がさまざまに決めて、受動喫煙の防止施策

を進めておるところでございますけども、例えば、僕はさっきお話ししたとおり、通学路の横で

吸い殻を見つけてしまったんですけれども、学校がある横ですね。例えば、学校や何かは来られ

る方に、ここは吸っちゃいけませんよという周知するためにやってることって何かあるんでしょ

うか。施設の入口に何か張ってあるとか、そういったことは当然のごとくやってあるんでしょう

か。 

議  長（八木 勝之君） 

 教育長。 

教育長（齊藤 孝法君） 

 教育長の齊藤です。 

 学校の中でそういう周知をするということはございません。どうしてかといいますと、学校内

は敷地内全てが禁煙だということが常識的になっていて、かえって張ることによっていいのかな

ということがあります。 

 それから、社会施設開放のときにもスポーツ課のほうから開放するときにそういうことは禁止

ですよということは第三者が入ったときに言います。学校内はいつも校務主任が朝、見回りをし

ますので、中で喫煙があったような場合はスポーツ課のほうに連絡をし、その利用者に忠告をし

ます。それでだめな場合は、これから施設利用を禁止するという厳しい措置をとるようにしてお

りますので、学校内では基本的には特別しなくても大丈夫のようになっております。 
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議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 ありがとうございます。 

 確認で聞かせていただきましたけども、特に周知しなくてもここは吸っちゃいけないというも

のがしっかり定着しているということになってくるとますます吸う方の肩身が狭くなるし、吸う

場所も限定されるしということにどんどん進んでいかなきゃいけないかなと思っています。学校

の隣になる通学路でさえ灰皿を見つけてしまったので、改めてお聞きしたんですけども、公共の

場所って一言で言っても、市役所も公共でしょうし、道路も公共でしょうし、駅も公共でしょう

し、人が集まるところは公共という形で見ることができると思います。観光で人が来る場所も公

共であると思いますけども、こういうところに具体的な何か取り決めをしっかり施行していくこ

とが必要になってくると思いますけども、こういった施行をすることが必要かどうかに関しては

健康福祉部次長、どう思われるか、所見だけ聞きたいんですけども。 

議  長（八木 勝之君） 

 田中次長。 

健康福祉部次長兼健康推進課長（田中 直子君） 

 健康推進課、田中です。 

 望まない受動喫煙を防ぐことが何よりも大切だというふうに思いますし、特に、子どもについ

ては自分で受動喫煙で避けるという手段が非常に乏しいというふうに思っておりますので、子ど

もたちの受動喫煙を守るためには対策が重要だというふうに認識しております。 

議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 ありがとうございます。 

 全くそのとおり、私も同感でございまして、さっき質問の中で国際基準という話を申し上げま

したけれども、実は海外では公共施設とか例えばショッピングセンターなんかでも、分煙室をつ

くって日本だと吸ってもいいような施設が、海外ではそれすらも設置ができないという縛りがあ

って、先進国はほとんどそういう形になっているんです。日本はショッピングセンターへ行くと

分煙室があって、そこで必ず煙を吸引するので、ここならいいですよという形になっていますけ
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れども、海外はだめなんです。そこのエリアに来たら吸っちゃだめということになって、今、言

われたような望まない受動喫煙を防止するということになって進んでおります。 

 そこで、改めてお聞きしますけれども、清須市内において公共と言われる場所、観光ですとか、

駅ですとか、さっき申し上げたように、ＪＲ清洲駅は稲沢市ですので、路上喫煙禁止エリアに指

定をされております。駅へ行かれるとわかりますけども、恐ろしいぐらいの禁煙のシールが張っ

てございます。ですから、そこでは吸ってないんですが、隣が清須市という自治体ですので、そ

の線を越えたところに吸える場所があって吸っているという、何とも不思議な光景が広がってお

るところなんですけれども、具体的にここのエリアは吸っていいです、いけないという形になっ

てくると、行政のほうで設定なり条例なり何かしなきゃいけないと思うんですけども、例えば、

通学路なんかでいうと、日本の小児科学会は通学路全面禁煙だという要望をずっと国に１０年以

上してきているという実績があったりとかしているので、そういったことを踏まえて、清須市内

における、今、観光地とか駅とか公共施設に関してどのような取り決めがされている状況で、そ

の状況に関してどんな課題をお持ちなのかお聞きしたいんですけども。 

議  長（八木 勝之君） 

 島津生活環境課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 生活環境課長、島津でございます。 

 まず、駅周辺でございますが、多くの者が利用する公共的な空間は、原則として全面禁煙であ

ると言うべきだと認識しております。現に駅構内のオープンスペースには灰皿は設置してござい

ません。 

 また、稲沢市を始め近隣自治体では禁煙禁止区域を設定している先進事例がございます。稲沢

市に限らず一宮市、名古屋市などございます。こういったことから、地域住民のコンセンサスを

得ながら、今後取り組んでいきたいというように考えております。 

 また、観光施設についてでございます。 

 清洲城や清洲公園などの観光施設は子どもも利用しております。こうした施設では屋外にあっ

ても受動喫煙防止のための配慮が必要だと考えております。 

 また、国内の観光施設では喫煙禁止と表示されており、さらに表示がなくても観光地内では喫

煙しないというモラルが定着しているというように認識しております。 

 こうした状況を踏まえ、清洲城の運営協議会等で早急に対応を検討していきたいというように
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考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 駅等に関してはこういったことを進めている自治体もあって、うまくいっているところ、いっ

てないところいろいろあるみたいなので、ご検討をすぐ進めていただいて、構内はもちろんだめ

なんですけども、その周りに関しても協議を進めていただいて、望まない受動喫煙がないように

進めていただきたいなと思いますのと、清洲城周辺においてはまだ灰皿が設置してあって、どこ

でも吸えるような状況になっていると思います。ほかのところへ行くと灰皿そのものがなかった

りしている場所がありますけども、これに関して今、協議して、早急に対応とお話しされました

が、具体的にはこういったことはどんなような対応を検討されるんでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 観光施設のほうでございますが、灰皿等いろいろ設置してあるのは一部限られた場所の中で設

置してございます。こういったのを今後どのように持っていくかというのを協議会で協議する中

で見ていかなかんというように考えているところです。 

 また、駅のほうの関係でございますが、駅については、先ほど申しました地元住民のコンセン

サスというのが一番必要になってくると思います。住民のコンセンサス、要は住民の同意・要望、

こういったのを踏まえながら、分煙がいいのか、禁煙がいいのか、また稲沢市がこういったＪＲ

清洲駅が禁煙になった経緯、こういったのをいろいろ検討をしていきたいというように考えてい

るところでございます。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 分煙というのは、僕ももともと喫煙者なんで発想としてはあったんですけども、それをやっち

ゃうと全く徹底ができないという部分があるというのも、あるところからもお聞きしてて結果的
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に失敗しているという話も聞いているんです。そういったことを踏まえて、清洲城の周辺のとこ

ろもそうですけれども、これに関して具体的に聞かせて。 

議  長（八木 勝之君） 

 鷲見部長。 

市民環境部長（鷲見 雅一君） 

 市民環境部長の鷲見でございます。 

 先ほどご答弁の中でも申し上げましたが、観光施設につきましては、特に子どもさんも利用し

ていると、こういう状況をよく見ます。こうしたところで、屋外だからといって灰皿を置いて分

煙ということはなじまないだろうと。基本的には、原則禁煙であるべきだろうと認識しておりま

す。そうしたことを運営協議会で図って、早急に対応してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 ありがとうございました。そのように進めてもらうのがベストだと思います。よろしくお願い

します。 

 駅に関しても、コンセンサスというのは多分必要だと思いますので、これはできるだけ早く常

習できるように進めていただければと思います。 

 次、お願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、２の①の質問に対し、森川高齢福祉課長、答弁。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 高齢福祉課、森川でございます。 

 ２の成年後見制度の推進についてお答えさせていただきます。 

 清須市としての現在の課題認識でございます。 

 成年後見が必要となった場合の相談先といたしましては、地域包括支援センターにおける高齢

者の総合相談はもとより、リーガルサポート、これは司法書士会でございますが、による相談会

も年に４回、総合福祉センターで開催されております。 

 平成２８年４月に市長申し立てによる成年後見制度の一部改正を行い、被後見人の資産状況に
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より報酬を見込めない後見人に対する助成を開始いたしました。 

 課題といたしましては、成年後見制度そのものの認知度が十分でないことでございます。現在

は成年後見が必要なくても将来的に不安が生じる場合に備えて、制度の啓発並びに相談先等の周

知が必要であると考えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 ありがとうございます。 

 今、ご答弁されたとおりの現状はそんな認識になっておると思います。介護保険が始まった当

時の高齢者サービスが、高齢者の方がそのサービスを受けることが必要だということを認識がで

きないという状況と同じように、こういった成年後見制度も、本当は成年後見制度を利用したほ

うがいいのに、言うに言えない。専門的なことであるのでなかなか言葉にできない。訴える先が

ないとかということになって、非常に潜在的な問題にもなっていると思うので、あえてこういっ

たことを書かせていただいております。 

 先日も、ある高齢者の方と話をすることがありまして、本当に抱えている問題ってなかなか他

人にすぐ言えないんです。だから、今、言われたように窓口があるので、やってますという発想

はやめていただいて、今まで以上にどうやって周知していくかということをもう一回お聞きした

いと思います。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 今、議員がおっしゃられました財産管理や必要なサービスの利用手続をみずから行うことが困

難な状態である方、それにかかわらず必要な支援を受けられていない方、また虐待を受けている

方など、地域において潜在的におみえになるということが現実的に生じておりますので、そうい

った方を早期に発見して、また、速やかに必要な支援に結びつけれるような権利擁護支援の必要

な人の発見支援ということに地域の方々のお力をかりながら十分対策を進めていく必要があると

認識しております。 

 以上でございます。 
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議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 認識されたように進めていくべきだと私も思っております。 

 話を受け取る側には守秘義務があることとか、専門知識を持っていることとかということで、

橋渡しができる。また、現実的に橋渡しになる確率で一番高い方って民生委員さんになると思う

んですけども、民生委員さんが接したときにそういうことがすぐ察知できるような教育とか、そ

ういったものも多分必要じゃないかなと思っておりますので、しっかり進めていっていただけれ

ばなと。課題に向けて一歩でも半歩でも進めていっていただければなと思います。 

 続いて、２番お願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、②の質問に対し、森川高齢福祉課長、答弁。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 森川でございます。 

 成年後見制度の利用促進法や国の基本計画を受けて、清須市としての基本計画の策定について

の回答でございます。 

 成年後見制度の利用促進法が平成２８年４月に施行され、国の基本計画を勘案して、市町村に

おける制度の利用の促進に関する施策についての基本計画を５年間をめどに定めるように努める

ものとされております。近隣市町の状況を見ながら研究してまいります。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 わかりました。 

 今のお話と次の質問と合わせて言いますので、３番のほうもお願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 それでは、最後に、③の質問に対し、森川高齢福祉課長、答弁。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 今後の課題と取り組みについて回答させていただきます。 
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 成年後見制度の手続には専門的な知識が必要となり、相談先となり得る後見センターは、愛知

県内の約７割の自治体において、広域または単独で設置されております。 

 清須市周辺の尾張西部地区においては後見センターが未設置でございます。高齢化の進展を鑑

みますと、成年後見が必要となる高齢者が今後ますます増加することが見込まれ、後見センター

による法人後見や市民後見人の養成等のニーズが高まってまいりますが、市町村単独によるセン

ター設置は、人的にも費用的にも負担が大きくなるため、費用対効果や人材確保など北名古屋市、

豊山町を含む尾張地区の状況を考慮しながら調査・研究を重ねていく必要があると考えておりま

す。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 ありがとうございます。 

 内閣府から出されている基本計画、先ほど答弁があったとおり、そこに合わせて清須市も策定

していきますという答弁がございましたが、これは平成３３年度までに全て７項目あって、これ

を全部つくりなさいという話になっております。その中で地域連携ネットワークづくりというの

がありまして、これは基本的には５年で整備という話になっておるんですが、これは平成３０年

度までに相談体制と地域連携ネットワークの構築支援をしなきゃいけないと、３０年度までにと

いう形になっておりますけども、これは来年度中という話になりますが、来年度はどんなふうに

取り組んでいかれるおつもりか。部長、よろしいですか、一言いただけますか。 

議  長（八木 勝之君） 

 福田福祉部長。 

健康福祉部長（福田 晃三君） 

 健康福祉部長の福田でございます。 

 健康福祉部の福田でございます。 

 相談機能を充実させていくというところで、相談対応ですとか後見ニーズの精査、見守り体制

の調整といったところを優先させて、地域と問題点を把握していきたいというふうに考えており

ます。 

 以上でございます。 
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議  長（八木 勝之君） 

 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 先ほどから申し上げているとおり、潜在的な話になってくることが非常に多いと思いますので、

今、部長がおっしゃられたように、しっかりと連携を図って、高齢者の人権と生活を守るための

使いやすい後見制度、また実行力のある後見制度が構築されるようにしっかり進めていっていた

だきたいなと思います。 

 高齢の方は自分の問題で本当のことをなかなか言えないということがあって、この前もお話が

あったんですけども、役所は申請があるとやりますみたいな話が非常に多いので、こっちから何

か働きかけていって、探して、発見して、一刻も早く救っていけるような制度をつくっていただ

ければなと思います。 

 また、あともう一個、今、答弁の中でセンターの話がありましたけども、センターは愛知県内

に幾つか設置してある相談センターですね、専門職の方が後ろにみえて、窓口で聞いたものが専

門職の方に話が回って、問題解決が早くできるという機能を持っているものだと思いますけども、

愛知県内には幾つかある状況ですが、ここ清須市においては２市１町のところで連携をとりなが

らというお話がありましたけれども、これはいつまでにどんな感じというような、何か今、現状

で構想がもしあるようであればお聞かせをいただきたいと思いますが、部長、お願いできますか。 

議  長（八木 勝之君） 

 福田部長。 

健康福祉部長（福田 晃三君） 

 健康福祉部長の福田でございます。 

 今、国のほうの示しておる指針では３３年度という形でいっておりますけども、現状、社会福

祉協議会のほうの包括支援センターですとか障害者サポートセンターが相談のほうを対応させて

いただいております。順次、それに従って目標に向かって進めていく中で、先ほどご答弁申し上

げましたように、ここの清須市だけではなかなか難しい問題がありますので、２市１町、あるい

は尾張西部地域とも協議しながら、やれるところからやっていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 
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 飛永議員。 

５番議員（飛永 勝次君） 

 早く取り組んでいただいて、早く実現できればなと思います。 

 先ほど課長の答弁にもあったように、申し立てたくても費用がない。生活に困っていらっしゃ

る方もみえると思いますので、一刻も早く進めていただいて、高齢者の方の生活を守っていただ

けるように。また、これを進めていくことによって、当初の課題であります障がい者の方も救っ

ていける形になると思いますので、清須市としても一刻も早く、５年と言わずに、こういったセ

ンターの開設にこぎつけられるように要望させていただきまして、私の質問を終わらさせていた

だきます。 

議  長（八木 勝之君） 

 以上で、飛永議員の質問を終わります。 

 次に、横井議員の質問を受けます。 

 横井議員。 

＜ ２番議員（横井 秀則君）登壇 ＞ 

２番議員（横井 秀則君） 

 議席番号２番、横井秀則です。よろしくお願いいたします。 

 私のほうからは、６点質問をさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 まず、１つ目、学校施設長寿命化計画。 

 清須市学校施設長寿命化計画（清須市教育委員会）資料より、平成２７年小学生３千７１３人、

中学生１千６９２人の合わせて合計５千４０５人。そして、平成３２年予測値は小学生４千

５００人、中学生２千人、合わせて６千５００人と予測されています。この５年間は一旦は増え

るものの、ほぼ横ばいの状況であるとの見解が示され、平成２７年児童・生徒数は５千４０５人、

平成３２年の児童・生徒数は６千５００人、児童・生徒数は５年間で約１千９５人増えていくと

されています。 

 この間の小学校学級数は、平成２７年１４０室、中学校は６０室、平成３２年は小学校

１６０室、中学校７５室と予測され、通学区８区（西枇杷島・古城・清洲・清洲東・新川・星の

宮・桃栄・春日地区内）の児童・生徒数は予測値と同じ傾向値とされています。 

 この当該計画実施中ですが、平成３２年に児童・生徒数が６千５００人、学級数が２３５室と
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予測されていますが、当局では増加分の学級数に対する対応策をお聞きします。 

 ①児童・生徒数６千５００人の予測数、平成３２年の予測はこのまま変わりませんか。 

 ②小学校１６０室、中学校７５室の平成３２年予測はこのまま変わりませんか。 

 ③通学区８区において大きく予測値を超えるところはありませんか。 

 ④平成３２年までの小学校、中学校の学校施設長寿命化改修計画の新たな改修予定（放課後教

室設置等）の改修をお聞きします。 

 ⑤小学校、中学校にエアコンの設置を検討されるとお聞きしています、今後の計画をお聞きし

ます。 

 ２、待機児童。 

 清須市内乳幼児は、平成２９年１０月１日現在０歳児７５５人、１歳児７８７人と１２月の定

例議会にてご回答いただきました。子ども・子育て支援事業計画の中では、平成２９年０歳児

６８１人、１歳児７８３人とあり、現状とかなり差が出てきています。乳幼児の平成３２年予測

をどのようにとらえられていますか。 

 一時預かりは平成２９年度４保育園（西枇杷島・本町・桃栄・ネギヤ保育園）実施され、一時

預かりを６園に実施すると検討していくとの回答でした。待機児童問題の根幹はこの児童等をい

かに受け入れていくかを保護者の方々は希望されています。本市において、平成３２年度までは

児童・生徒数が増えると予想されています。 

 兵庫県明石市はいち早く２０１６年９月に第２子以降の認可保育所、幼稚園の保育料を無料化

しました。本市も実施しています。その後、明石市は人口が増え、待機児童が２倍となる問題が

発生しました（中日新聞より）。清須市も平成３２年まで児童・生徒数が増えると予測されてい

ます。明石市のような待機児童問題が起きないかお聞きいたします。 

 清須市公立保育所、幼稚園整備ガイドライン平成２３年３月資料より、統廃合最低規模児童数

７０名以上としております。この設定数と新設保育園との関連性について、待機児童７０名を超

えるところに計画することはできないかをお聞きします。 

 ①平成３０年度一時保育の保育園受け入れ箇所は６園から増えませんか。 

 ②新たな児童の受け入れ施設の計画はありませんか。 

 ③清須市乳幼児が増えることを踏まえ、兵庫県明石市のような待機児童が増加する問題は起き

ませんか。 

 ④２０１７年４月１日定員数１千９１３人（民間含む）、２０１８年４月時の定員数は何人に
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なりますか。 

 ⑤西枇杷島地区の平成２９年度定員２９０人に対して、平成３０年４月現在２園の受け入れ状

況をお尋ねします。 

 ⑥新規保育園計画基準をお聞きします。 

 ３、小学校通学路表示。 

 星の宮小学校通学路周辺一部に７－９規制が表示されています。星の宮小学校周辺を調査した

結果、この規制表示が一部しかなく、通学路小学校正門前を通勤の車が通過しています。星の宮

小学校体育館角横断歩道へ小学生約２０人、中学生約３０人程度が横断します。この道路は通常

道路であり、車はもちろん通過可能でありますが、児童・生徒たちが横断するための横断歩道は

ありません。また、この箇所は雨水がたまり、住民の方より改善するよう意見が寄せられていま

す。 

 ①通学路７－９時規制表示が一部しかないのはどのような理由ですか。 

 ②星の宮小学校体育館角を横断する小学生約２０人、中学生約３０人が安全に通学する横断歩

道がありません。通学路点検はどのようにされていますか。安全は確保されていますか。 

 ③星の宮小学校体育館角の場所が、雨天時、雨水がいつもたまっていて、住民の方から改善の

意見が多く寄せられています。改善予定はありませんか。 

 ４、子ども食堂。 

 現在日本では、１７歳以下の子どもの中で貧困状態にある子どもが１６．３％（平成２４年）

６人に１人の子どもが貧困状態となって毎年更新し続けています。こうした中、注目を集めてい

る取り組み場所が「子ども食堂」です。 

 「子ども食堂」は２０１０年東京都で始まり、２０１５年より全国各地で開催されています。

愛知県にも７０か所近く開設され、家庭・学校に変わる「第３の居場所」として地域に定着しつ

つあります。福岡市では、行政で支援を行っています。愛知県は２０１６年「県こども調査」を

実施し、大村知事の出席のもと、子ども貧困を考えるシンポジウムを開催し、名古屋市は地域が

取り組む子ども食堂の開設助成金を２０１７年より始めています。清須市は子ども食堂への取り

組みをどのように考えられていますか。お聞きいたします。 

 ①地域が取り組む「子ども食堂」は、現在、清須市にありますか。 

 ②地域が取り組む「子ども食堂」の清須市の支援計画はありますか。 

 ５、清須市火葬場残灰処理。 
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 斎場建設基本計画（平成２９年８月）第４章施設整備計画３、火葬炉設備の検討（４）火葬炉

設備に関するダイオキシン類対策⑤残骨灰及び集じん灰の処理について・残骨灰については、墓

埋法の趣旨に鑑み適正に取り扱うことと表示しています。この適正に取り扱うということとは、

残骨灰の処理方法を具体的にどのようにされるかをお聞きします。 

 ①火葬場残骨灰を適正に取り扱う具体的な処理方法をお聞きいたします。 

 ６、あいちオレンジタウン構想。 

 愛知県２０１８年度予算案より、地域認知症支援の拠点として期待される認知症カフェの開設

促進、国立長寿医療センターを含む「あいち健康の森」が立地する大府市と東浦市がオレンジタ

ウン構想の中心地です。愛知県は２０１８年度に市町村に助成し、各自治体独自のモデル事業に

取り組んでもらうとしています。 

 ①清須市における認知症支援への取り組みをお聞きいたします。 

 以上６点ですが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。 

議  長（八木 勝之君） 

 最初に、１の①の質問に対し、丹羽学校教育課長、答弁。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 学校教育課、丹羽です。 

 １番の①番、現在のところ、平成３２年の児童生徒の予測数は６千人前後であるため、当初の

予測数を超えることはございません。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 １２月にお答え願ったときに、０歳児、１歳児の部分のところで約５０名ほど予測値よりも増

えておりますが、この点でも変わらないと。これを入れてでも６千人は変わらないということで

しょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 丹羽課長。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 そちらの数を入れたとしましても、最初の予測値については超えることはございません。 
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 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 ありがとうございます。 

 次へ行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、②の質問に対し、丹羽学校教育課長、答弁。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 ②番でございます。学級数も現在のところ、平成３２年の予測数は２１０クラス前後であるた

め、当初の予測数を超えることはございません。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 このまま学級数が超えないという部分のところですけど、現在の施設で十分に足り得るという

ふうなご回答でよろしいでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 丹羽課長。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 全ての学校施設にある建物について、普通教室を増やしたとしましても十分増やし得るスペー

スがあるといった状況でございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 ありがとうございます。 

 ３番、お願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 
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 次に、③の質問に対し、丹羽学校教育課長、答弁。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 通学区８区において、どの学校も児童生徒数等が当初の予測数を超えることはございません。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 西枇杷島地区に三菱重工の社宅のかなり大きなものが建てられていますが、ここでもその状況

は起きないということでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 丹羽課長。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 ご指摘のように、西枇杷島小学校区における三菱重工の社宅が増築されました。この数を入れ

たとしましても、当初の長寿命化計画における人口の数値については超えることはございません。 

 というのは、今の実態といたしましては、０歳児、１歳児、２歳児、３歳児、４歳児、５歳児、

乳幼児と幼稚園・保育園児でございます、この人口の流れといたしましては、ここの方々は大抵

は清須市外に家を建てられて、そちらで新たに就学される方が多いといった光景がございます。

そういった意味からして、こちらの今現在の予測値を超えることはないといった認識でございま

す。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 西枇杷島地区の住民の方々から非常にその点についてご意見をよく聞きます。本当に大丈夫で

すかという状況で、そこの部分のところに対して、広報か何かでそういう状況をご説明する機会

は持っておられますか。 

議  長（八木 勝之君） 

 丹羽課長。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 
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 改めて広報という手段を使って周知するという考え方はございません。ただ、西枇杷島小学校

の教師、あるいは西枇杷島地区の保育士からそれぞれ保護者の方々に、将来の子どもの人口の推

移についてこのような流れになっているというところで、十分、小学校に入られて、きちんとし

た授業が受けられるといったことについては、日常の会話の中で周知しております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 次に行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、④の質問に対し、丹羽学校教育課長、答弁。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 この計画につきましては、新たな改修予定はございません。しかしながら、計画とは別に、平

成３０年度に古城小学校、平成３１年度には星の宮・桃栄・清洲東小学校に放課後子ども教室を

設置する予定でございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 放課後子ども教室には大体どれぐらいの生徒が受け入れ可能なんでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 丹羽課長。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 今まさに建設中でございます古城小学校につきましては、最大で７０名前後受け入れられるよ

うな形で、今、着々と進んでおります。３１年度の星の宮から清洲東小学校３校につきましても、

それと同規模のものを考えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 
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 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 ありがとうございます。 

 この年代のご父兄の方は働いている方が多いもんですから、非常に放課後子ども教室を早く設

置というものを多く望まれていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、⑤の質問に対し、丹羽学校教育課長、答弁。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 ⑤番でございます。平成３０年度に実施設計を策定いたしまして、平成３１年度に全ての小中

学校にエアコンを設置する予定となっております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 ありがとうございます。 

 この件も非常にご父兄の方を含めて、長年望まれているという部分のところで、永田市長も市

長のときに政策として掲げられて、いつできるかという部分のところ、特に地元の阿原地区を含

めて非常に聞かれてまして、私も所信表明をお聞きした分のところで、かなり早い時期に実施で

きるというふうにご返答しているんですけど、今のご回答のことで各保護者の方々には伝えます

ので、ありがとうございます。 

 次に行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、２の①の質問に対し、加藤子育て支援課長、答弁。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課の加藤です。よろしくお願いいたします。 

 待機児童につきましてお答えをさせていただきます。 

 ①についてお答えをいたします。現在、本市での一時預かりの保育施設数につきましては、各

地区の公立保育園４か所と民間保育所２か所で実施しております。 
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 一時預かりにつきましては、利用実績を踏まえ、利用ニーズに対応できていると考えておりま

す。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 １２月のときは４園から６園、６園からはどうでしょうか。増やすという計画はありませんか。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤課長。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 先ほども答弁させていただきましたように、利用ニーズに充足していると考えておりますので、

今のところ増設する予定はありません。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 充足しているというように今ご回答いただいたんですが、私が保育所を含めて調査をした結果、

もう１つ、保護者の方々の部分のところでご意見されている分は、充足しているというご意見は、

済みませんが、当てはまらない可能性がありますので、もう一度その辺は後でよく調べていただ

いてお話を聞いていただいて、本当に充足しているかということを確認していただきたいと思い

ます。 

 ４園から６園に増やすという部分のところで非常に受け入れる体制は多くなってくると思うん

ですけど、充足しているという回答をそのまま表にっていう部分のところはもう少し問題点があ

るんではないかと。その辺のところを踏まえてですね、もう一度調べていただくということをお

願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤課長。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 現在、利用されてみえてる方は、確かに短時間勤務をされてみえてる方もおみえになりますし、
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育児ですね、お母様のリフレッシュということで利用されてみえてる方もありますので、今現在

のところ充足をしているというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 わかりました。 

 次に行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、②の質問に対し、加藤子育て支援課長、答弁。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 ②についてお答えをさせていただきます。企業が設置・運営を行い、勤務する従業員の子ども

に加えて、従業員以外の地域の子どもに保育を提供する「企業主導型保育施設」２園が、平成

３０年６月ごろの開設に向け、整備助成決定を受けております。 

 また、平成３２年度には、一場保育園の認定こども園化により、保育園部分では定員９０人か

ら１２０人へ、３０人の定員増を予定しております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 ありがとうございます。 

 次に行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、③の質問に対し、加藤子育て支援課長、答弁。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 ③についてお答えをさせていただきます。明石市が、平成２８年９月より第２子保育料無償化

を実施していることについては、報道などにより承知をしております。 

 中核市への移行を目指している明石市と本市では人口規模や地域形態が大きく異なることもあ

り、明石市が抱える待機児童問題と本市の人口動向内容とは違うものと考えております。 
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 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 確かに、兵庫県明石市と清須市は違うと、そのとおりかと思うんですが、本市も人口が平成

３２年まで増えていくという傾向値がありますので、この辺を注視していただきたいと思います

ので、ありがとうございます。 

 ４番に行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、④の質問に対し、加藤子育て支援課長、答弁。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 ④についてお答えのほうをさせていただきます。平成３０年４月１日現在の認定こども園、小

規模保育園並びに公立保育園を含めた合計入所児童数は１千８３８人を予定しており、入所定員

超過をしておりませんので、平成２９年度と同様の１千９１８人定員を予定しております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 この人数で先ほど充足しているという部分のところ、この数の部分のところで整合性があると

いうふうなご回答でよろしいですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤課長。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 はい、そのとおりでございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 ありがとうございます。 

 次に行ってください。 
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議  長（八木 勝之君） 

 次に、⑤の質問に対し、加藤子育て支援課長、答弁。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 ⑤についてお答えのほうをさせていただきます。平成３０年度４月１日現在での入所児童数は、

西枇杷島保育園では１５９人、芳野保育園では１２３人の合計２８２人を予定しております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 ここの２園を見させていただいて、芳野保育園、設備等を含めて非常に整っており、非常に環

境がいい部分もあります。 

 ただ、一方で、西枇杷島のほうの保育園は非常に古く建てられて、改装を含めて行われている

ことは十分に承知しています。 

 もう１つは、西枇杷島のほうに定員よりも多く受け入れられていることは承知しています。そ

れは今の状況を充足させるためにはやむを得ずという部分のところも十分わかりますが、その中

の施設という部分の手洗い場等を含めて、一部に少し改善をしていただきたいという部分が僕は

見受けられたんですけど、その点はいかがでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤課長。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 施設のほうにつきましては、最低基準に沿いまして、トイレ等手洗い場のほうを設置をさせて

いただいておりますので、今現在のところ特に不足しているところはないと感じております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 もう一度点検のほうをし直していただいて、今のご回答に間違いないかということの再確認を

お願いして、次に行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 
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 次に、⑥の質問に対し、加藤子育て支援課長、答弁。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 ⑥についてお答えのほうをさせていただきます。平成２３年３月策定の「清須市公立保育所・

幼稚園整備ガイドライン」では、統廃合の対象とする保育園の児童数を７０人以下の場合として

おり、待機児童による保育園新設の基準ではありません。 

 また、現時点では、公立保育施設の新設計画もありません。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 統廃合のときは７０人で、新設の部分のところは今で充足しているからないというふうにお聞

きしまして、今の①から⑤のご回答で十分に待機児童の問題はクリアできるという部分のところ

でご回答いただいていると思うんですが、今回の３月２日のときに永田市長の所信表明の中に、

保育士正規・臨職を含めて２２名追加の部分のところで受け入れるというお話を承っているんで

すが、そこのところの整合性はどうなんでしょうか。新しく２２名増やすということは、受け入

れてもらう園児数は増えるということですよね。そこのところでいかがでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤課長。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 現在、入所申し込みの受付をさせていただいた後、今、空き教室のほうが４園ほどありました

ので、そちらのほうを活用させていただきまして、児童数のほうを約８０名ほど多くお受けする

ような形をとらさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 ありがとうございます。 

 このように保育士、臨職を含めて２２名増やすということは、非常に待機児童に実を持って当

たるということと思っておりますので、この実行を必ずしていただくようによろしくお願いした
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いと思います。 

 次に行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、３の①の質問に対し、丹羽学校教育課長、答弁。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 学校教育課長の丹羽です。 

 ３の①番でございます。星の宮小学校の北側道路は歩道があり、沿線住民の車の使用もあるた

め、７－９規制とすることは困難であると聞いております。 

 現在は、終日通過車両を制限する一方通行の規制で児童の安全性を確保しております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 この状況は見ていただきましたか。 

議  長（八木 勝之君） 

 丹羽課長。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 一度見させていただきました。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 では、済みません、このまま２番目のご質問に入っていただきたいと思うんですけど、児童と

中学生がここを横断するという状況があるということはいかがでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 丹羽課長。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 ご質問の内容のとおり、小学生児童、中学生生徒がこの道を横断しとるというのは認識してお

ります。 

 以上でございます。 
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議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 認識しているという部分のところと日々大体５０人から６０人の生徒が、普通だと、通学路で

は何らかの表示をされてるところを通らなければいけないかと思いますけど、その辺については

どう考えられておられますか。 

議  長（八木 勝之君） 

 丹羽課長。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 私、申し上げました７－９規制もさることながら、一方通行の規制でしてある道路が星の宮小

学校の北側にある。そして、北側から南進してくる児童生徒が、この区間についても７－９規制

は現になされております。 

 ただ、今、議員がご指摘のその交差する三差路、こちらを横断するに当たって少し不安を感じ

られるといったご指摘という形で認識しております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 阿原地区の多くの小学生、中学生がここを横断しますので、もう一度、済みませんが、点検を

直していただいて、改善策がないかを次回またお聞き願えるとありがたいと思います。 

 では、次に行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、③の質問に対し、長谷川土木課長、答弁。 

土木課長（長谷川 久高君） 

 土木課、長谷川です。よろしくお願いします。 

 ご指摘の現場につきましては、既に付近で実施中の排水路改修工事で対応することとなってお

ります。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 
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 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 いつまでにこれはされますか。 

議  長（八木 勝之君） 

 長谷川課長。 

土木課長（長谷川 久高君） 

 ３月以内を考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 この雨水がたまるということは、地元の人からのご意見ですと、かなり前からお願いをしてあ

ったというふうに承って、その辺の認識はございましたか。 

議  長（八木 勝之君） 

 長谷川課長。 

土木課長（長谷川 久高君） 

 通学路以外でもそういう水たまりがある、水の排水が悪いというところはたくさんありますの

で、全て現場のほうは確認しておりますが、順番ということで、今回はこの工事に合わせてやる

予定としております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 ありがとうございます。 

 必ず３月末までにお願いいたします。 

 次に行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、４の①の質問に対し、加藤子育て支援課長、答弁。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 
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 子育て支援課の加藤です。 

 子ども食堂についてお答えのほうをさせていただきます。 

 ①につきましては、現在、本市では「子ども食堂」を実施しておりません。また、「子ども食

堂」に該当する実施ボランティアもありません。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 次に、２番の支援計画のほうはいかがでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、②の質問に対し、加藤子育て支援課長、答弁。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 ②についてお答えをさせていただきます。 

 子ども食堂につきましては、子どもの貧困対策の一環として、ひとり親家庭の親子を対象とし、

おおむね２０組の３歳から小学生がいる家庭への食事の提供とひとり親などが抱える悩み・相談

などの意見交換をしていただけるボランティア団体に対して、今後の子ども食堂の実施に向けた

モデル事業として補助金を交付し、１か所開設することとしています。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 その予定の１か所はどちらになりますか。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤課長。 

子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 まだ今のところは決まっておりません。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 
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２番議員（横井 秀則君） 

 決まりましたら、また教えてください。 

 よろしくお願いします。 

 ありがとうございます。 

 次、５番に行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、５の質問に対し、島津生活環境課長、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 生活環境課長の島津でございます。 

 墓地・埋葬等に関する法律では、火葬場の管理及び埋葬等が国民の宗教的感情に適合し、かつ

公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることと規定されています。 

 平成２８年に全国マネジメント協会が実施したアンケートによると、８割以上が残骨灰の処理

を業者委託しております。一方、含まれている有価物を売却している自治体もございます。 

 五条広域事務組合では、平成３０年度の五条広域事務組合予算の中で運営手法の検討が予定さ

れていますので、その中で議論してまいります。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 今、議論中ということですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 島津課長。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 はい、そのとおりでございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 決まりましたら、これもまた教えてください。 

 ありがとうございます。 
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 次に行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 最後に、６の質問に対し、森川高齢福祉課長、答弁。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 高齢福祉課、森川でございます。よろしくお願いします。 

 認知症支援への取り組みについてお答えさせていただきます。 

 認知症施策については、国の認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に基づいて実施し

ております。 

 平成１８年度から認知症サポーター養成講座を開始し、徘徊高齢者捜索メール配信事業や高齢

者見守り活動事業を始めとする高齢者の見守り事業など、行政のみだけなく、地域の住民の方や

事業所にご協力をいただき、認知症の各施策を進めております。 

 また、平成２９年７月の認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の改正に伴い、認知症

サポーターが広域での見守り活動支援ができるようにと唱えられており、今後ますます地域の方

のお力添えが必要となってきております。 

 認知症の予防やその対応、認知症についての正しい知識の普及・啓発など行政出前講座やさま

ざまな場でお伝えするとともに、自身の認知症予防としてチャレンジ教室や地域で行われており

ますサロンや教室などに参加していただけるようそれらを啓発するとともに、体制づくりに努め

てまいります。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 横井議員。 

２番議員（横井 秀則君） 

 ありがとうございます。 

 私も６６歳になりまして、愛知医療短期大学の元気大学に１年間通いまして、いろいろな清須

市の取り組みは実際に経験しておりますので、こういう推進策をもっと広く市民の方に広めて参

加していただく努力をしていただきたいと思います。 

 どうも済みません、ありがとうございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 永田市長。 
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市  長（永田 純夫君） 

 済みません、子ども食堂の件ですけども、担当課長が決まってないという答弁をさせていただ

きましたけども、正式には決まってないんですけども、内々には西枇杷島地区の方からそういう

お話をいただいておりますので、ご報告をさせていただきます。 

議  長（八木 勝之君） 

 以上で、横井議員の質問を終わります。 

 ここで、４０分まで休憩といたします。 

（ 時に午後 ２時２７分 休憩 ） 

（ 時に午後 ２時４０分 再開 ） 

議  長（八木 勝之君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、白井議員の質問を受けます。 

 白井議員。 

＜ １９番議員（白井 章君）登壇 ＞ 

１９番議員（白井 章君） 

 議席１９番、白井 章です。 

 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 質問事項は、福祉を中心とした総合相談窓口の開設についてであります。 

 全国的に年々高齢化が進み、本格的な超高齢社会を迎えています。本市においても高齢化率や

高齢者世帯数の割合が年々増加し、要介護認定者数や認定率も増加傾向であります。 

 市民の誰もが健やかに生きがいを持って安心して暮らせることを望みますが、高齢化に伴って

医療・介護の必要性など健康面や防災や防犯など安全面、さらには経済的な不安が高まり、現実

となることもあるかと思います。このような市民（特に高齢者）のさまざまな相談に対応し、不

安を取り除けるよう手を差し伸べる総合相談窓口が必要ではないかと思います。 

 市では介護や子育てなどさまざまな福祉サービスを提供していますが、福祉サービスは高齢者

や障害者、児童福祉等々、担当部門に分かれ窓口が設置されています。 

 また、社会福祉協議会への委託事業や地域包括支援センターにおける介護相談窓口など一定の

成果を上げられていますが、困ったときに市民はどこに相談したらよいのかわかりにくいのでは

ないかと感じます。福祉を中心とした「総合相談窓口」を開設し、幅広い知識・経験などを有し
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た相談員を配置し対応していくことで、相談内容や希望に添った適切なサービスの提供が効率的

に行えるかと考えます。 

 以上の点から、高齢化の現状や相談状況、そして総合相談窓口の開設の考えなど、次の点につ

いて伺います。 

 ①高齢化率、高齢者世帯数の状況。 

 ②相談対応状況（市窓口や地域包括支援センターにおける相談概要と件数）。 

 ③総合相談窓口の開設の考えについて伺います。 

 以上です。よろしくお願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 最初に、①の質問に対し、森川高齢福祉課長、答弁。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 高齢福祉課長、森川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ①高齢化率、高齢者世帯の状況についてお答えいたします。 

 平成２３年と平成２９年を比較いたしますと、総人口は２千１４８人増え、３．３％の増加と

なっていますが、６５歳以上の高齢者数は、平成２３年が１万３千２１７人であるのに対し１万

５千７７３人と１９．３％の増加となっており、総人口よりも約６倍の伸びがあります。 

 高齢化率は平成２３年が２０．１％であるのに対し、平成２９年は２３．２％と、３．１％の

増加となっています。 

 また、高齢者世帯においては、単身者世帯は平成２３年が２千４４４世帯であるのに対し３千

３７５世帯と３８．１％の増、２人世帯は平成２３年が２千１８９世帯であるに対し２千

７２１世帯で２４．３％の増加となり、特に高齢の単身世帯数が著しく伸びている状況でござい

ます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 今お答えいただいたんですが、先ほど全国的に高齢化がどんどん進んでいると。そして、それ

に伴って死も増えているんじゃないかということで、高齢化の状況はどのようなのかということ

で今回質問をさせていただきました。 
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 お答えいただいたのは、総人口、そして高齢者数、高齢化率、それから世帯数の関係をお答え

いただきましたが、わかりにくい点がありますのでお聞きしますが、人口のほうでは何名増えた

ということを言われてます。総人口で２千１４８名ですか、２３年に比べまして２９年は２千

１４８名が増えているということで、逆に、高齢者のほうは単身世帯の２千４４４世帯が３千

３７５世帯に増えたというようなことですけども、例えば、人口が全体的にどれだけあって、そ

して高齢者人口がどれだけかということと、世帯数についても、全体の世帯数がどれだけあって、

高齢者世帯がどれだけかということをお聞きしないと全体の状況がわかりにくいと思うんですが、

その点いかがでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 それでは、今ご質問いただきましたので、率にしてご説明のほうをさせていただきます。 

 高齢者の高齢化率で見ていくんですけれども、平成２７年が国勢調査の・・・。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 先ほど総人口では２千１４８人が増えてるということですけども、２３年の総人口はどれだけ

で、高齢者がどれだけみえて、高齢者率がわかりますよね。それから、２９年は総人口がどれだ

けで、高齢者の数がどれだけ、そして高齢化率が出てきます。 

 同じく、世帯数もそのように出すとどのようになりますかということをお尋ねしておるんです

けどね。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 ２３年の人口が６万５千８２６人でございます。それに対して高齢者数が１万３千２１７人で

ございます。 

 平成２９年の人口が６万７千９７４人で、高齢者数が１万５千７７３人でございます。 

 世帯数につきましてでございますが、平成２３年の全体の世帯数が今、手元にございません。

済みません。 
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 平成２９年の全体の世帯数が２万８千３６２世帯でございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 でも、世帯数も２３年も全体の世帯に対して高齢者の世帯数、先ほど言われましたけど、どの

ぐらいの率があるかというのは当然比較しないといかんですよね、調べられるときに。そういう

ことはされなかったんでしょうかね。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 ごめんなさい、今、手持ちですぐ出ないだけでございます。申しわけございません。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 わかりました。 

 この数字はまず今回質問させていただいておりますけども、同じ質問をするほうも、そしてご

答弁いただくほうも高齢化率がどれだけあって、あるいは世帯数がどれだけあるかと問題意識を

持って共通認識の上でやりとりをしないと、これからのこともわからないんで、そういう点で、

この上記を確認させていただいております。 

 後でも結構ですけど、事前に調べておいてね。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 済みません、申しわけありません。 

１９番議員（白井 章君） 

 このことは私、２３日に通告を出しておりますので、そのときから大分たってますので、この

点を調べていただける時間は十分あるかと思いますので、よろしくお願いします。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 失礼しました。 

議  長（八木 勝之君） 
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 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 そうしますと、これを見ますと高齢者の世帯数が非常に増えてます。単身世帯と二人世帯を合

わせると高齢者の世帯数ということになりますよね。そうですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 高齢者のいる世帯の中には単身世帯、夫婦世帯、同居世帯等がございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 先ほどお答えいただいたと思いますが、高齢者世帯は２３年と２９年、総数でどれだけでしょ

うか。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 高齢者のいる世帯でございますが、２３年が４千６９０世帯で、２９年が６千１６２世帯でご

ざいます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 わかりました。 

 そうしますと、先ほどの答弁もありましたけど、単身世帯では６年間に約４割ぐらい増えてま

すよね。全体の高齢者の世帯数も、これからいくと３割ぐらい増えてます。高齢者の世帯が急激

に増えておるということはこの数字からもわかるかと思うんです。全国的にもそういう傾向かも

しれませんけども、本市はこういうような状況なんです。 

 こういうような今までの６年間の実績から、今後、超高齢社会をもう迎えているかもわかりま

せんけども、これまでの状況から、これから３年後、あるいは５年後、団塊の世代が７５歳にな
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るところですけども、どのような状況か、どのように本市の予測というのは考えられてみえます

か。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 高齢者の伸びでございますけれども、ますます高齢化率が単身者も伸びていくというふうに予

想しております。 

 具体的にでございますが、今年度策定いたしました計画にもございますけれども、総人口の伸

びも、平成３７年以降、多少減少に転じる見込みとなっておりますけれども、高齢化率に関しま

しては３７年度までも横ばいの見込みでございますが、中でも７５歳以上人口、これは一貫して

増加傾向というふうに見込まれております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 今の２３年、２９年を比較しますと、先ほども言いましたように、世帯数がぐっと伸びてます

よね。そうすると、ここを考えると、３年先、５年先がどういうふうになるかということを考え

られたことはないでしょうか。 

 これは部長に質問させていただきます。 

議  長（八木 勝之君） 

 福田部長。 

健康福祉部長（福田 晃三君） 

 健康福祉部長の福田でございます。 

 ご質問にありますように、今、計画を練っておるところでございまして、作成ができたという

ところで生涯計画３年をスパンとして考えております。 

 今のこの状況ですと、この伸び率というのは相乗的に増えていくであろうということで、計画

の中でもうたっておるところでございます。 

 それに向けてどのように対応していくかということにつきましては、今、お話しさせていただ

きますけど、国のほうは「我が事・丸ごと」地域づくりの取り組みということで、地域共生社会
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の実現ということを、今、言っております。これは２９年度から実施しておりまして、本市にお

いてもこれにのって地域のことは丸ごと考えていくというような施策を練っていくということを

考えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 今までの数値と、それからこれからのこういう高齢化率とか、あるいは高齢者世帯が増えてい

くというようなことを予測しながら、超高齢社会への市として福祉行政サービスをどのようにし

ていくかということを考えていくのは非常に大事なことだと思うんですよ。単にデータをとるだ

けでなく、それをもとに市としてどのような必要性があるかどうか、そういう判断をして施策に

生かしていかないといけないと思うんです。 

 今の仕事もしっかりやっていただかなきゃいけないんですけど、何年先どうなるかということ

を考えながら、どういう施策に重点に置いてやっていくかということも、これは各部門の責任者

である課長とか部長の役割だと思うんですよ。その点もう一度、部長にお聞かせください、どの

ようなお考えか。 

議  長（八木 勝之君） 

 福田部長。 

健康福祉部長（福田 晃三君） 

 超高齢化社会を迎えるに当たりまして、地域の力というのをおかりしないことにはなかなか進

んでいかないということもあります。 

 対応できないケース等がある場合、言葉は悪いですけども、地域で今まで見て見ぬ振りといっ

た風潮があったところを何とか地域のことは他人事から我が事だよ。それから、公的支援として

は今までは部署ごとで縦割り社会であったところを丸ごと全部で見るんだよというような考え方

を進めていくことによってクリアしていかないけないんじゃないかなというふうには考えており

ます。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 
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１９番議員（白井 章君） 

 次へお願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、②の質問に対し、森川高齢福祉課長、答弁。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 相談対応状況についてお答えさせていただきます。 

 相談対応状況といたしましては、地域包括支援センターの相談実績は、平成２５年度からの

５年間で約６０％の伸びとなっております。 

 相談の内容といたしましては、介護保険のサービスや申請手続の代行、利用方法等、介護保険

に関するものが約半数を占めております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 今のご答弁なら先ほどと同じで、質問の答弁にはなってないと思います。 

 私がお聞きしているのは、地域包括支援センターでの相談受付件数がどれだけかというのは、

そういうことを尋ねてますけども、市もお聞きしているんで、件数の伸びとかということと内容

についてはお答えいただきましたけども、ただ、伸びも６０％伸びてるということですよね、こ

の５年間で。ですけど、６０％といっても、例えば１００件から１６０件になっても６０％の伸

びです。それから、１千件から１千６００件になっても６０％の伸びですよね。これだけではわ

からないんですよ、実態では。その辺はどうでしょうか。何件から何件になっているということ

で。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 平成２５年度の相談実績でございますが、延べ相談件数が５千２４５件でございます。平成

２８年度におきましては７千３９１件でございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 
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 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 そうですね。ですから、５千２４５件から７千３９１件、これを差し引くと先ほどの６０％の

伸びということになるかと思うんですけども、件数を聞くと非常に多いですよね。この内容が先

ほど言われました介護保険が大体５割ぐらいあると。介護の関係が５割ぐらいあるということで

すけども、これは置いておきまして、それでは、市の受付件数はどれだけあるんでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 市としての相談業務ということでカウントはしてございませんけれども、基本的には、高齢者

のケース対応の総合窓口ということで包括支援センターにお願いしている状況でございますが、

市におきましても必要に応じて対応をしております。 

 特に身寄りがない高齢者、特に独居高齢者等の親族調査は市でしか対応できないということも

ございますので、包括支援センターで成し得ない業務について市が中心として対応しているよう

な状況でございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 市はつかんでないのかやってないのかわかりませんが、相談受付はやってみえるかと認識して

いますよ、私は。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 高齢福祉係におきましては、先ほど申し上げましたような相談ケースというのが毎日のように

ございます。 

 また、介護予防係におきましても、介護予防を中心として出前講座等いろいろと地域でのご相

談事が入っております。 

 介護保険係については、介護保険に関する相談・手続等、毎日のように相談はございます。 
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 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 私が参考資料としてお配りしました、これは小さくて見えにくいかもわかりませんが、平成

２９年度の清須市がサービスを提供している福祉サービスの一覧なんです。これはガイドの中か

ら全部写して、これだけ多くサービス内容があるわけですね。小さくて見えませんけど、大体の

感じをつかんでいただければわかります。 

 これは多くの区分に分かれまして、そして、それぞれ左のほうに担当問い合わせ先というのが

記載しておりますけども、高齢福祉課高齢福祉係が行うこと、それから、それ以下ずっと子育て

支援とか社会福祉課等々行うことが分かれております。これだけのサービスを提供しているんで

すけど、当然、いろんな相談があればそれを受付して、どれだけのサービスを提供していくとい

うことになるんですけど、その中で、先ほどおっしゃられましたカウントされてないというのは

どうしても理解ができないんですけど、相談事項は相談されたときに内容は把握されてないんで

しょうか。件数とかその内容とかそれぞれされていると思うんですよね。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 例えば、配食等のサービスにつきましては、５万６千５９３件の方がご利用いただいておりま

す。申請等でお越しになったり、こういったことで困っているというようなことでご相談が入っ

ております。 

 また、シルバーカーの補助等でおみえになる方も３１件ございます。 

 また、ひとり暮らしの高齢者の登録だとか、救急時のキットの配付等の相談もございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 途中で申しわけありませんが、先ほど地域包括支援センターの相談実績の件数は答弁されまし

たけど、市は窓口がありますよね、担当問い合わせ先が４つ、これだけの福祉ガイドに載ってる

サービスでも窓口が４つあるわけです。それ以外にも多分あると思うんですよね。経済的ないろ



－144－ 

んなご相談もあるかと思います。ここでどれだけ受付られているのかということはわからないん

でしょうかね。 

 例えば、高齢福祉高齢福祉係が１年間にどれだけの受付をされて対応されているのか、それは

つかまれてないんでしょうか。 

 さっき個々に言われましたけど、全体的にどうかということはつかまれてないんでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 件数といたしましては、申請の出た件数は把握はできておりますけれども、電話での問い合わ

せ、窓口にお越しいただいた方に関しまして詳細に記録をとるというようなことは福祉のほうで

はしておりません。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 そうしますと、先ほども相談される方が直接ここへされても、内容によってはほかの課にまた

がるものもあると思うんですよね、いろんな相談内容によっては。そういうときには、一旦相談

を受けられて、どのように対応されているんでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 相談の内容におきましては、当課だけでは相談に対応し切れない場合は、他課への相談をすぐ

させていただきまして、一緒に協力してやっているような状況でございます。 

 記録につきましては、当課で記録したものを持って、決裁をとったりいろいろと必要な制度を

他課と合わせて実施しているような状況でございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 



－145－ 

 わかりました。 

 地域包括支援センターではきちっとそういうことが把握・管理されてるということはわかりま

したし、地域包括支援センターへは市としては委託先になるわけですよね。だから、委託先がき

ちっとされて、市のほうもいろんな受付がされているけども、それがはっきりしないというのは

どうも理解できないんですけど、そういうことはきちっとされるべきではないかなというように

思います。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 今、議員がおっしゃられましたけれども、例えば、介護保険係ですと、介護認定の申請にいら

っしゃる方がたくさんおみえになります。また、代行で申請なさる方もおりますので、そういっ

た方の記録のほうはきっちりデータはとっております。 

 相談に関しましては非常に件数が多いもんですから、電話となるとなかなかカウントができて

いないというようなのがご指摘いただいている現状でございます。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 今回、私、質問させていただいておるのは、それぞれの窓口が縦割りでサービスが分かれてま

す。一旦、総合的な窓口があれば効率的にどこへ行っていただくか判断できるので、相談する側

も、あるいはそれを受ける側も効率的にうまく相談に対応できるんではないかということで、そ

の前段でこういうようなことを質問しているんですけども、残念ながら、その辺がはっきりとわ

からない部分がありますので、この受付件数の状況を確認しましたのは、お互いに共通する認識、

問題意識を持って、今後の超高齢化社会へどのように福祉対応をしていくべきかを考えていかな

いかんのじゃないかなというように思います。 

 次へお願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 最後に、③の質問に対し、森川高齢福祉課長、答弁。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 
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 ③番の総合相談窓口の開設の考えについてお答えさせていただきます。 

 現在、北館に総合案内を常設し、目的に応じて必要な部署への案内を行っております。 

 また、時間外や休日における緊急な案件に関しましては、宿日直者へご連絡いただくことによ

り、担当部署職員へ迅速につなげております。 

 高齢者に特化した対応といたしましては、社会福祉協議会内の「地域包括支援センター」にお

いて総合的な相談業務を担っておりますが、今年度策定いたします「第７期介護保険事業計画」

におけるアンケートでは、「地域包括支援センターを知っている」との回答が第６期と比較して

数値は伸びたものの、「取り組み内容を知っている」方については１７．３％と低い水準となっ

ていることから、さまざまな媒体を介してさらなる周知が必要であると認識しております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 地域包括支援センターの認知率が低いということで、媒体を介して周知の必要性を認識してい

る。この周知を高めるように、認知率を高めるように取り組んでいただきたいと思います。 

 ここでも残念ながら総合相談窓口の開設の考えをお聞きしてます。これに対してどうなのかと

いうことですね。それはお答えされてない。総合案内と総合相談窓口は違うかと思うんですが、

案内と相談窓口は異なりますので、その点、総合相談窓口の開設についての考え、部長にお聞き

します。 

議  長（八木 勝之君） 

 福田部長。 

健康福祉部長（福田 晃三君） 

 健康福祉部長の福田です。 

 以前から高齢者の総合相談窓口というのは社会福祉協議会の地域包括支援センターとしており

ます。これは包括の機能である保険、医療、福祉に加えまして、社協の持つ地域福祉事業ですと

か社会資源の活用などによりまして、相談に対する素早い、まさにワンストップの対応が可能で

あるというふうに考えるからです。 

 先ほどもありましたけども、認知度がだんだん今、上がってきているという状況でありますの

で、今後も高齢者の身近な存在であるということの周知に努めていきたいと考えております。 
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 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 高齢化、あるいは高齢者世帯の先ほどの伸びですね、本格的に本当に超高齢化社会を迎えてい

るということです。 

 最初の質問でもいたしましたように、高齢者の方が何か不安を感じたときや困ったときに安心

して相談できる、わかりやすい窓口、これは必要性があると思います。 

 また、市としても、そういう高齢者や社会的・肉体的な弱者へ配慮すること、これは重要な市

民サービスであると思います。 

 現在、各課で分かれて対応されてますけど、これからの相談というのは複雑多様化されてくる

と思うんです。課をまたがるようなことも増えてくると思います。そういう相談をするほうも、

先ほども言いましたように、そういう窓口をつくれば、それを受けるほうも効率的・適切な対応

がワンストップでできると思うんですね。ぜひ、開設に向けて検討をお願いしたいということを

提言しておきます。 

 最後に、市長に伺います。 

 施政方針の中で市長は超高齢化社会に向かうこと、そして、高齢者の皆さんが安心できる暮ら

しを望まれておられます。こういうことは施政方針で示されました。そのとおりだと思います。

総合相談窓口の開設について質問しましたけども、今までの質疑のやりとりを含めまして、市長

の率直なお気持ち、あるいは今後の高齢者福祉サービスへの取り組みを含めまして、ご見解をい

ただきたいと思います。 

議  長（八木 勝之君） 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 私は高齢者が安全で安心してという考え方につきましては、もちろん防災や防犯も含めて安全

ということで、それと、年金や医療も含めての安全・安心ということで施政方針のほうには言わ

させていただいたんですけれども、福祉の総合窓口、先ほど健康福祉部長は総合窓口は包括支援

センターだというふうに、それは事実でありますけども、私どもはそこに丸投げしとるわけでも

ございませんので、いかにつなげるかということだというふうに思っております。 
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 総合窓口も結局のところは、議員からこの資料をいただきましたように、本当にサービス１つ

をとっても多岐にわたって専門的になってきておりまして、総合窓口に１人か２人の人間を置い

てもオールマイティにこれだけの仕事を周知する職員というのはおりません。そこで相談をされ

ても結局は担当のところへつなぐという話になると思うんです。私たちは、そのつなぎ方をスム

ーズにどうやってつないでいくかということをしっかり考えていかなかんというふうに思ってお

ります。 

 今、１階のほうに総合受付と、それから市民課のほうで必ず外に出て案内の係がおりますけど

も、それは市民課だけではなくて玄関から入ってみえた方に「どんなご用ですか」と聞いており

ますので、職員自体がレベルアップをして、相談にみえた方をいかに担当のところへきちっと素

早くつないでいくかというのが一番大事だと思っております。 

 福祉の相談窓口というご提案もあるんですけども、そのことにつきましては、本当に効果が出

るような形がよそのところでもやっているかかどうかも含めて、一遍よう勉強せないかんなとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いします。 

議  長（八木 勝之君） 

 森川課長。 

高齢福祉課長（森川 治美君） 

 申しわけありません。世帯数でございますが、平成２３年が２万６千４３０世帯でございます。 

 大変失礼しました。申しわけございませんでした。 

議  長（八木 勝之君） 

 以上で、白井議員の質問を終わります。 

 次に、加藤議員の質問を受けます。 

 加藤議員。 

＜ １２番議員（加藤 光則君）登壇 ＞ 

１２番議員（加藤 光則君） 

 議席番号１２番、日本共産党、加藤光則であります。 

 私は大きく分けて２つの事柄につきまして一般質問をさせていただきます。 

 初めに、生活保護費の見直しによる影響についてであります。 

 政府は、生活保護費の見直しを１０月から３年かけ段階的に行うとしています。２００４年か

らの老齢加算の段階的廃止、２０１３年からの大幅な生活扶助基準の削減、２０１５年からの住
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宅扶助基準、冬季加算の削減に引き継ぐもので、生活保護利用世帯の厳しい生活をさらに追い詰

める過酷なもので、最大で１３．７％もの削減となる世帯、夫婦・子ども２人世帯も生じる可能

性があると言われています。 

 とりわけ、引き下げの理由では、生活保護世帯と所得階層下位１０％の消費実態を比較し、前

者が後者を上回るため、生活保護基準を引き下げるとしています。 

 そもそも生活保護の捕捉率は２割にも満たないと言われ、生活保護基準に満たない可処分所得

の世帯人口が３千万人近くにものぼる実態があることを考えれば、基準が引き下がるのは当然の

ことであります。生活保護基準はナショナルミニマム、国民生活の最低水準であるため、最低賃

金、住民税非課税基準、就学援助などさまざまな低所得者施策と連動しています。生活保護基準

の引き下げスパイラルにつながることになります。 

 そこで、憲法２５条に明記された国民の生存権を保障する最後のセーフティーネットである生

活保護費の見直しで、本市における影響を伺います。 

 ①高齢世帯への影響についてどのように受けとめているのか伺います。また、単身世帯の動向

と世帯数を伺います。 

 ②子育て世帯の４割で受給額が減額になり、６割の子育て世帯が増額と言われていますが、そ

の実態を明らかにされたい。 

 ③就学援助における認定の影響について伺います。 

 ④単独事業で他に影響するものがあるのか伺います。 

 大きく分けた２つ目であります。 

 防災アプリの活用について。 

 素因にかかわる情報を示すハザードマップが適切な避難行動に貢献できるためには、災害を引

き起こす誘因に関する情報となるリアルタイムの防災気象情報と組み合わせた利用が求められま

す。避難する必要性が高いのは、ハザードマップから見た地理的危険性と洪水警報などの防災情

報が発令されているかどうかという時間的危険性がいずれも高いときであります。このため、住

民にとって動的情報のないハザードマップは付加価値性は低く、関連性にも欠けているわけです

が、これが防災アプリを使って動的情報とともにハザードマップにアクセスでき、避難すべきか

どうか、避難するのであればどこに避難するかの意思決定と避難行動支援が行われるようになれ

ば、ハザードマップの情報品質は飛躍的に向上するものと考えます。 

 そこで、①ソフト防災を支援するための防災アプリの活用についてどのように考えているのか
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伺います。 

 ②広島市は、浸水ハザードマップをオープンデータとして公開し、防災アプリ「ハザードチェ

ッカー」で確認できるようにし、安心・安全なまちづくりの一層の促進が期待されるとのことで

す。一覧性が高いこのアプリについてのご見解を伺います。 

 以上であります。 

 誠意あるご回答をよろしくお願いいたします。 

議  長（八木 勝之君） 

 最初に、１の①の質問に対し、鹿島社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課の鹿島でございます。 

 まず、高齢世帯への影響、単身世帯の動向等についてお答えいたします。 

 詳細な生活保護基準はいまだ国から示されていないため、清須市における影響を詳しく分析す

ることはできませんが、国が示したモデルケースから推計すると、平成３０年１０月時点では月

額１千円程度の増減があるという形で想定しております。 

 また、平成３０年１月１日現在、生活保護を受給している高齢単身世帯は１６９世帯でありま

す。 

 人口の高齢化に伴い、単身世帯に限らず、生活保護を受給する高齢世帯は今後も増加すると見

込んでおります。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 いろいろお聞きしたいわけでありますが、今、まずは１６９世帯というお話があったわけであ

ります。 

 実態を見ると、２７年度は３８３世帯で４９６人、２８年度は４０６世帯で５３７人、これが

全体の被保護者の状況でありますが、そのうち今、言われた単身世帯６５歳以上の高齢者の世帯

は１６９世帯ということでありますが、率にするとどれぐらいになるんですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 
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社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 今年の１月の段階で考えますと４１％になります。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 先ほど質問もあったわけですけれども、高齢者の皆さんは大変な状況があるなと思うわけであ

ります。 

 今、清須市の高齢者人口、この伸び率も単身者でいうと非常に多いということで、たしか県内

の市段階でいえば４番目に多いとかいうことがこの間の計画案の中の実態で示されていたわけで

ありますが、清須市全体で２７年度の高齢者の６５歳以上の人口を見ると１万５千３３７人であ

りましたけれども、先ほどの１６９世帯、単身者の保護率があるわけですが、私はこれは非常に

高いと思うんです。全国的に見ても非常に高いと思うんですけど、その辺は課長、どういうふう

に判断されていますか。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 清須市だけに限らず、全国的に生活保護受給者の高齢化というような傾向は見られるというふ

うに認識しております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 厚労省が２０１０年に発表した推計でも、基準で定める最低生活費を下回る所得しかない世帯

のうち１５．３％しか受給していないことがわかっていると。このことについて、今、高齢者は

非常に高いわけですけれども、本市最後のセーフティーネットでありますので、生活保護が必要

な方の把握をどう支援に結びつけるかというところで、どういうふうにこの辺のところはお考え

でしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 
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 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 生活保護の確実に漏れなく補足するということは、今現状では難しいかと思います。 

 我々のほうとしましては、生活に困ったというご相談があった際には、ケースワーカーなり、

また地域には民生委員さんが地域の福祉の見守りをしていただいておりますので、そういった方

からの情報提供をもとに適切な支援につなげてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 国のほうは、まず高齢者の問題でいうと、１９９５年から受給者が非常に増えているのは高齢

者の人口が増えているからだと。その中身を見ると、年金が十分にもらえない高齢者がどうして

も生活保護に頼らざるを得んのだということが厚労省の方から説明されておるわけですけれども、

本市の場合、開始理由についてはどういうふうに受けとめられておるんでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 本市で高齢になってから預貯金もなく生活保護に頼らざるを得ないという方が確かに増えてお

ります。そういった方につきましては、今まではご自身で健康で働くことができていたのが、高

齢とともに働き口がなくなって、今まで賃金等で稼いでいたものが稼げなくなってしまい、また

年金もご自身がかけていない等々で、十分な年金がもらえないという方が生活保護を頼らざるを

得ないというような状況になっているというふうにも認識しております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 国のほうも経済的な困窮と就職活動の困難ということを大きく、今、言われたようなことを挙

げられて、清須もそういう状況だということであると思うわけですけれども、そうすると生活困

窮者の自立支援、この活動について今どういうふうになっているのかお聞きします。 
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議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 現在、臨時職員ではありますが、支援員を２名雇用しておりまして、生活困窮者の方からのさ

まざまなご相談に乗って、自立支援につなげていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 先ほど前任のご質問もあったわけですけども、本当にどこへ行っていいかわからないんですよ

ね。そういう自立支援の困窮者の活動で２名の方を置かれとるということで、本当に庁内の連携

を強めて住民福祉要求をつかんで制度設計を行って、自立支援につなげていくという活動は私、

非常に大事だと思うわけであります。 

 これでもう１つ、先ほど数を聞いたわけですけれども、ケースワーカーについてはどういう実

態があるでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 現在、社会福祉課のほうで生活保護を担当しておりますケースワーカーが査察指導員が１名、

現業のケースワーカーが５名であります。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 査察指導員と現業の人が５人で合わせて６人と考えればいいわけですか。 

 そうすると、先ほどの数からすると、２８年度は５３７人です。世帯でいうと４００世帯を超

えておるわけですけれども、国が言っておる一定の基準から見たらどんな段階なのかお聞きしま

す。 

議  長（八木 勝之君） 
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 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 国のほうが示している目安としては、１人当たり８０世帯を目安にそのケースワーカーの増員

というような形で考えております。 

 清須市におきましても、今年度からケースワーカーを４人から５人に増やしまして、１人当た

りの受け持ちの件数を国が示す８０人に近づけたところでございます。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 ４人から５人に増やして取り組んでいるということを今お聞きしました。 

 国は福祉職員の配置基準を、例えば、１０万人のところでは１５人、２人増員ということで、

いろいろ基準を改めて、伴う経費というのは地方交付税に算出されるということで、自治体の判

断でできるんですよということを言われておるわけですけれども、４から５に増やしたというこ

とでありますけれども、その辺では、今、自立支援の相談員も２名ということで、何とか対応は

できておるという認識でよろしいでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 今現在、実際のところは時間外に対応せざるを得ない部分もありますけれども、昨年度よりは

ケースワーカーも少し余裕を持った形でケースの対応に当たっているというふうに認識しており

ます。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 本当に補足率の話で２割しかないということや、まだまだ大変な状況に置かれている我々がつ

かめていない人が多いという実態もあって、民生委員の方の話とかいろいろ出されたわけですけ

れども、もう１つ、就労支援や自立に向けたきめ細やかな支援には豊富な経験と知識が私、必要
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になってくると思うわけですけれども、どうしても職員の方の入れかわり等があるわけです。そ

の辺で、私は研修とかいろんな知識を身につけていくということが大事だと思うんですけど、そ

の辺についてはどういうふうに職員の皆さんの教育をされておるんでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 就労支援につきましては、ハローワークとも連携しながら、向こうの職員の方にもアドバイス

をいただいたりしながら、生活保護受給者、あるいは生活困窮者の方の就労・自立に向けた支援

に取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 しっかり担当者の方の学習というか、豊富な経験や知識を身につけていただくような取り組み

をぜひ行っていただきたいと思います。 

 それから、言うまでもありませんけれども、生活保護基準というのは憲法２５条の１項が定め

る健康で文化的な最低限度の水準、これを具体化した基準でありますが、そのような基準を引き

下げるというのはよほどの理由があることは明らかなわけですけれども、この基準を引き下げれ

ば、引き下げる前の基準からすると、最低限度の生活すら満たない水準での生活を余儀なくされ

てくるんだというふうにも受け取れるわけです。それで、細かい基準については国のほうから来

ていないけども、大体１千円程度だというふうなお話もあったんですけど、いろいろ出てくる実

例を見ると、高齢者の皆さんとか子育て世代の皆さんがトータル的には、今回、かなりの削減に

３年間にわたってなってくるんだというようなことも言われておるわけでございます。たくさん

もらっている人が５％の削減でこれぐらいだというわけじゃなくて、例えば、ギリギリの生活を

している人が５千円削られれば大変大きな削減になるわけですけれども、その辺については、先

ほど１千円と言われたんですけど、どういうふうに思われますか、課長さん。 

議  長（八木 勝之君） 

 鹿島課長。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 
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 今回の生活保護の基準の見直しにつきましては、国のほうが言ってることにつきましては、一

般的所得世帯の消費実態との均衡を図るとともに、子どもの健全育成に必要な費用等を検証して、

その影響額が大きくならないように５％以内にとどめるということを言っております。 

 本当に限られた財源の中でどんどん社会保障費が増えてきている中で、必要なところに必要な

分だけというような形で今回見直しをしたというふうに考えてはおります。ただ、我々のほうと

しましても、できる限り、市民の方が生活に困らないような形でサポートのほうをしていきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 非常に本当に最低限度の生活をしておる高齢者の皆さんや子育て世帯の大変なところを削るわ

けですので、必要なところに必要な額を支給するわけじゃなくて、そこを削るというわけですか

ら、私はとんでもないことだと思うわけであります。 

 それで、もう１つ、市長さんのほうにお聞きするわけですけれども、市は生活保護利用者の生

活実態に心を寄せて、こういう生活基準の引き下げを撤回するような意見をぜひ上げてほしいわ

けですけれども、もう１つ、高齢者世帯が被保護者世帯の約半数を占めておって、これらの高齢

者世帯は経済的自立の可能性が極めて低いと。こうした高齢者世帯に対する生活保障制度が生活

保護制度以外にはなく、全て生活保護にかかってくる現状にあることから、これら高齢者世帯の

生活保障に対する抜本的な対応策を検討する必要があると、こういうふうに全国市長会が声を上

げておるんですよね。 

 私もそのとおりだと思うんですけれども、この辺で、市長さん、今回また引き下げ、

２０１３年に続いてまたやるということを言われておるんですけど、その辺はどういうふうにお

考えでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 生活保護基準の制度は国がしっかりしたデータをもとに決めてきたんだと思います。担当から

も聞きましたけども、モデルの試算では一概に高齢者の方が減るということでもないもんですか
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ら、増える方もおみえになりますので、議員ご承知のように、一概に高齢者の方が減るというこ

とじゃないもんですから、その辺のところは３年間ということでございますので、しっかりと注

意深く見ていかないかんなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 私としては本当に大変な生活の人たちの最低限度の生活を保障するという生活保護基準を引き

下げるということはやるべきじゃないということをぜひ声を上げていただきたいと思っておりま

すので、ぜひ、その辺は市長会の中でも、先ほど申し上げたようなことの発言があったわけです

ので、ぜひ市長さんのほうからも声を上げる機会があったら言っていただければと思います。 

 ２つ目のほうへ行っていただきたいと思います。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、②の質問に対し、鹿島社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 子育て世帯の実態についてお答えいたします。 

 今回の生活保護制度の見直しに当たっては、子どもの自立助長を図る観点から、子どもの健全

育成に必要な費用等を検証し、必要な見直しを行った上で支給されるとされています。 

 高齢世帯への影響と同様に、清須市における子育て世帯への影響についても詳しく分析するこ

とはできませんが、国から示される基準に基づき、適切に支援してまいります。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 国のほうが言われておるとおりお話しになったと思うわけですけれども、日本のおおよそ

１６％の子どもが深刻な貧困状態に置かれて、とりわけ母子家庭の貧困は深刻で、国の調査では

ひとり親家庭の相対的貧困率は５０．８％にもなっていると、この間ずっとマスコミでも取り上

げられているとおりであります。 

 ところが、国は２０１３年から３年間にわたる最大１０％の引き下げに続いて、今度また新年
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度の生活保護費見直しで、ひとり親世帯への母子加算を平均２割カットや児童扶養加算や教育扶

助も見直そうとしておるわけであります。いろいろ例を見ていくと、子どもの多い世帯ほど削減

額が大きくなっていくということになろうかと思うわけであります。これに対して、全国でこれ

以上削らないでほしいという子どもの貧困対策と逆行するものだというような声が急速に広がっ

ているわけであります。 

 今回の生活保護基準の引き下げについて、国に対して、先ほども言いましたけども、はっきり

とこういう実態、声を市としても上げていただくということをここではお願いしておきます。 

 ３番目に行っていただきたいと思います。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、③の質問に対し、丹羽学校教育課長、答弁。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 ③番の就学支援における認定の影響でございます。 

 就学援助制度における認定基準は、いまだ国から詳細が示されていないため、今後、国の動向

を注視して検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 生活保護基準の見直しに伴い、特に地方単独事業については、その趣旨を理解した上で各自治

体に判断していただくような依頼と一般的にはなっているわけですけれども、今、就学援助、た

しか児童生徒４１７名の方が２０１７年に受けておって、大体７．７％だったと思うわけですけ

れども、今、詳細がないからということだったんですけれども、例えば、２０１３年度のときは

どんな状況だったんでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 丹羽課長。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 ２０１３年度につきましては国からの通達がございまして、生活保護基準が見直しされたとし

ましても、教育の支援を充実させるといった目的で引き続き旧基準で認定するようという、その

推進に基づいて本市は旧基準で実施しております。 
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 また、県内のその他５３市町についても、ほとんどが旧基準で認定しているというふうに認識

しております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 ということは、今回についてもその辺では国が言っておるように影響が出ないようにしていく

んだと理解すればいいわけですか。 

議  長（八木 勝之君） 

 丹羽課長。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 今の時点では、申し上げましたように、通達等はございませんが、そういった指導がございま

したら、そのような形で本市も考えております。 

 しかしながら、今の実態といたしましては、対象者はまず児童扶養手当を受給されている世帯

の方々が約８５％の割合で支給をさせていただいております。それと非課税世帯の方々、年収で

いうと４人家族で約２７０万円の収入以下の方々を対象として、非課税世帯と認定基準として取

り上げさせていただいております。 

 本市におきましては、その他生活保護基準における収入額を需要額で割りまして、それの倍率

として１．３倍未満という形で認定はしておるんですけども、そもそもの目的は、教育を受ける

に当たって生活環境によって平等な公平な教育が受けられないといった子どもたちが犠牲になら

ないことを阻止するがために、そういった援助を支給しているのが現状でございます。したがい

まして、実際の年収というのが今後１．３倍というふうに申し上げておるんですけれども、

２７０万円から３６０万円未満の範囲の中で実施していくのか、そういったことについては全体

の今の生活水準だとか、全国的な基準だとか、そういったものも眺めつつ検証していきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 
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 最後のところは検証していきたいということだったけども、前段を聞いていると、任せておけ、

そんなことはないから清須はやっていくんだというふうにいろいろ聞こえたわけですけれども、

私は前段のほうで受けとめておいていいんでしょうか。 

 もう１つ、いろいろ説明されたんですけれども、子どもの貧困解消の一助として、わかりやす

い応援とか具体的な対象者の明示などをわかりやすくしていかないと、係数の１．３倍でいろい

ろ言われるとわからんのですが、その辺はきちっとやられておるんですよね。全国平均の１５．

６４％からすればまだ、７．７％で低いわけですね。その辺は今のような説明をされても、なか

なかお父さん、お母さんたちには理解されにくいと思うので、その辺は大丈夫ですよね。 

議  長（八木 勝之君） 

 丹羽課長。 

学校教育課長（丹羽 久登君） 

 具体な認定基準は先ほど申し上げた例でありまして、生活保護基準の１．３倍というのは確か

に複雑な表現でわかりづらいかもわかりません。そういった中で、先ほど来からのお話がござい

ましたように、福祉関係の窓口を担った方々について、就学の支援、教育の支援についてのご相

談があったときには、直で福祉部署と連携しているのは今の現状でございます。そういった中で

電話でも、あるいは窓口でもそのような形についての制度の中身についてきちっと説明をさせて

いただきます。 

 周知方法については、全体周知としましては、年に２回ほどのチラシの配布、また実際認定を

受けている世帯の方々については更新の手続のご案内、そのような形で門を広げてわかりやすく、

また相談しやすいような、そういった体制づくりにつくり上げたいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 ぜひ、そういう体制づくりをつくり上げていっていただきたいと思いますが、そこで、前にも

就学援助のことで聞いたんですが、入学準備金の前支給についてここでお聞きしておきたいんで

すけれども、２０１８年から２１自治体、２０１９年から４自治体、予定しているのは９自治体

と、５４愛知県の自治体で４３自治体が就学援助の前支給を実施すると言っているわけです。県

内のいろいろな調査結果でいろいろ答えられた。前に私も聞いて答えていただいておるんですが、
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本市はやらないと言ってみえるんですよね。国のほうも通知を出して、これについてはやるよう

にということを言ってみえるわけですけれども、５４自治体中４３自治体が入学準備金の前支給

をやるということを言っておるんですよね。その考えはいまだに変わってないんでしょうか。こ

れは教育長に聞いたほうがいいのかな。 

議  長（八木 勝之君） 

 齊藤教育長。 

教育長（齊藤 孝法君） 

 教育長の齊藤です。 

 できたらいろいろ考えて、子どもたちが不利益にならないようには考えていきたいというふう

に思います。 

 ですが、いろんな財政面のこととか基準の見直しとか、そういうものもありますので、即、や

れるというふうには今の段階では申し上げられないという状態です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 県内５４のうち４３がやる方向で言ってみえて、せめて検討するとか、研究するとか、前向き

にとかいうように、「やらない」、「しない」って明快に答えておるのは清須市とどこかぐらい

しかあらへんもんですから、国のほうもやるようにと通知を出しとるわけですから、その辺はも

う一度検討していただきたいということをお願いしておきます。 

 ４番目へ行ってください。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、④の質問に対し、鹿島社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課の鹿島でございます。 

 生活保護基準を用いて行う事業はありますが、直ちに影響が生じることはないというふうに考

えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 
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１２番議員（加藤 光則君） 

 この問題、生活保護基準というのは国民生活の最低の基準ですから、最低賃金や住民税の非課

税基準とか、今、言いました就学援助など、さまざまな低所得者施策と連動していくわけであり

ます。 

 生活保護基準の引き下げスパイラルというのは、生活保護を利用していない市民全般の生活水

準の引き下げにつながっていくということでありますので、今回の扶助のカットだけでなくて、

一般的な低所得者世帯にも生活保護世帯にも必要な支援を行っていくと。暮らしの底上げを図っ

ていく、このことこそ私は求められることだということを訴えておきたいと思います。 

 次へ行っていただきたいと思います。 

議  長（八木 勝之君） 

 次に、２の①の質問に対し、後藤防災行政課長、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 防災行政課、後藤でございます。 

 それでは、①についてお答えをいたします。 

 民間機関が作成しております「防災アプリ」につきましては、自宅の場所の災害への危険度を

調べたり、気象情報や避難場所などを調べたりすることができ、スマートフォンやパソコンでイ

ンターネットを利用している市民の方には有用な伝達手段の１つであると考えられますので、こ

れまでも普及・啓発に努めてまいりました。 

 しかしながら、インターネット等を利用できない方には、今までどおり「水害ガイドブック」

の活用、テレビのデータ放送の活用の普及・啓発に努めてまいります。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 そのとおりだと私も思います。両方いろいろやっていかないかんなと思うわけであります。 

 今まで災害時に住民の方に避難を呼びかける情報伝達手段は、一般的に防災行政無線や地域の

コミュニティＦＭ放送などであったわけであります。地域によっては防災行政無線が聞こえにく

いと。ここもそうですけれども、住宅の構造が高機密化しているために伝わらないという。さら

に大雨や何かが降ったら聞こえないということがあるわけであります。しかし、防災行政無線に
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よるスマートフォンを活用した新情報伝達システム、これを導入することで今までの防災行政無

線やコミュニティのＦＭ放送の課題や問題点を補完すると。もしくは代替する伝達手段として、

より多くの方に災害情報の伝達が可能になると私は思うわけであります。 

 調べてみると、スマートフォンの普及というのは今すごいんですよね。利用者が増えて、多く

の方に確実に防災情報を伝えることもできるようになってきているのかなと思うわけであります。 

 さらに、双方向のシステムを活用して、より迅速な救助活動が可能になるということも言える

と思うわけです。 

 １２月議会のときに一般質問でソフト対策に重点を置いてやっていると答弁いただいたわけで

あります。それで、事あるごとに水害対応ガイドブックの周知徹底と災害時における情報の取得

方法を常日ごろから周知をしていきたいと考えているところだというご答弁もいただいたわけで

あります。 

 このことについて、さらに無線のデジタル化で戸別受信もアンテナをつけたりいろいろすると、

なかなか今、対応が前と違って感度が悪いというような答弁も他の議員さんが質問されてお答え

いただいたわけですけれども、いよいよまた雨季が来るわけですけれども、１２月議会から今日

まで、その辺も含めてどういうふうに考えられているのか、再度質問します。 

議  長（八木 勝之君） 

 後藤課長。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 １２月議会でご質問いただいた後にどのような対応をとったかということなんですが、まず、

登録制メールにつきましては、今までハザードマップ等には登録の仕方を周知してあったところ

なんですけども、１２月号広報から、広報紙のほうに登録制メールの登録の方法を随時毎月載せ

ていきたいなというふうに考えておりました。紙面の都合上、２月号はなかったんですけども、

３月号からそちらの登録制メールの周知徹底についてはやらさせていただいておるところでござ

います。 

 防災アプリにつきましては、これは今までの普及状況は、出前講座ですとか、それから自主防

災訓練等でアプリについては普及を図らさせていただきました。ただ、今、加藤議員がおっしゃ

られたように、スマートフォンの普及に伴いまして防災アプリの普及というのもかなりの数が出

ております。だから、どのようなアプリがいいかということについてまではお伝えはしておりま

せんが、このような防災アプリを活用していただいて、みずから情報をとっていただくというよ
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うな啓発には努めさせていただいておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 今、登録メールのことが出たんですけど、この間、いろいろ啓発されたりしてどのぐらい増え

て、今どれぐらいあるかということをお聞きします。 

議  長（八木 勝之君） 

 後藤課長。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 正直なところ、今のところ目に見えて増えておりません。実際には２千６００件ほどの登録に

なっておるということでございます。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 増えない理由なんかも検討されたんでしょうか。 

議  長（八木 勝之君） 

 後藤課長。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 ＱＲコードを読み込んでいただいて、最初に空メールを送ってもらってから登録をするという

やり方がなかなか煩雑なのかと思ったりもしたんですけども、これ以上簡単な登録方法というの

が現在のところありませんので、わからない場合にはお電話なんかをいただきまして、やり方を

逐一教えさせていただいて、登録していただくような方向性を今とっておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 時間がありません、２つ目のほうへ。 



－165－ 

議  長（八木 勝之君） 

 最後に、②の質問に対し、後藤防災行政課長、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 それでは、②についてお答えをいたします。 

 ハザードチェッカーについては、オープンデータを活用することで誰もが利用でき、操作性も

とてもよく、使いやすい印象があります。 

 本市のハザードマップをオープンデータ化して利用することは、安心・安全なまちづくりの促

進に向けて有用であると考えられますが、費用面やオープンデータ化する手法については、今後、

調査・研究を重ねてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 防災情報のオープンデータをすることによって、多様な方法で情報伝達ができて、より多くの

市民にいち早く正確な情報を伝えることができるということで、愛知県内でも今、非常に防災情

報のオープンデータの推進の取り組みがされておると、私も、ある研究を読んだんです。名古屋

市なんかも一生懸命やられておるわけですけれども、本市もこのソフト対策の推進、これをぜひ

進めていっていただきたいし、今回わざわざ先ほどアプリの問題でいろんなものがあって、どれ

がどれだと言えないということがあったわけですけれども、非常にハザードチェッカーがいろん

な情報が網羅されていて、非常にわかりすいと思うわけですけども、その辺について一言いただ

けたらなと思うわけです。 

議  長（八木 勝之君） 

 後藤課長。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 私も議員のご質問の後、ハザードチェッカーを利用させていただきました。それで、非常に操

作性についてはすぐれておると思います。 

 ただ、こちらのハザードチェッカーにつきましては、アイコンアプリではなくてウェブアプリ

となっております。ですので、一度ホームページまで行ってハザードチェッカーを見なければい

けないという操作が通常の防災アプリとは異なるところでございますので、そちらのほうにつき
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ましては、そういうアプリもあるんだよという普及啓発に努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（八木 勝之君） 

 加藤議員。 

１２番議員（加藤 光則君） 

 住民の皆さんが主体的に災害の発生の可能性を予測できて、避難するかどうかの判断をより適

切に行うことができるようにしていく。そのためにどうするかということになるわけですが、こ

うしたものを使って住民の安全と安心をさらに培っていく取り組み、ソフト対策を進めていただ

く、こういうことは必要だと思いますので、ぜひ、これについても検討していただくようお願い

して、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

議  長（八木 勝之君） 

 以上で、加藤議員の質問を終わります。 

 本日の一般質問は以上で終了といたします。 

 残りの方については、明後日３月７日午前９時３０分から再開いたしますので、よろしくお願

いをいたします。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。 

 早朝より大変ご苦労さまでございました。 

 

（ 時に午後 ３時５５分 散会 ） 

 

 


