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平成３０年９月清須市議会定例会会議録 

 

 平成３０年９月５日、平成３０年９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 岡 繁 知         ２番  山 内 徳 彦 

   ３番  冨 田 雄 二         ４番  下堂薗   稔 

   ５番  浅 野 富 典         ６番  松 川 秀 康 

   ７番  大 塚 祥 之         ８番  小 﨑 進 一 

   ９番  飛 永 勝 次        １０番  野々部   享 

  １１番  岡 山 克 彦        １２番  林   真 子 

  １３番  加 藤 光 則        １４番  高 橋 哲 生 

  １５番  八 木 勝 之        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  平 子 幸 夫 
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市 民 環 境 部 長  栗 本 和 宜 

健 康 福 祉 部 長  福 田 晃 三 

建 設 部 長  加 藤 三 章 

会 計 管 理 者  寺 井 秀 樹 

教 育 部 長  加 藤 秀 樹 

監 査 委 員 事 務 局 長  間 下 伸 一 

企画部次長兼企画政策課長  河 口 直 彦 

総 務 部 次 長 兼 税 務 課 長  吉 田  敬 

市民環境部次長兼産業課長  石 田  隆 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長  森 川 治 美 

健康福祉部次長兼子育て支援課長  加 藤 久 喜 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長  永 渕 貴 徳 

次 長 兼 会 計 課 長  三 輪 晃 司 

教育部次長兼学校教育課長  丹 羽 久 登 

総 務 部 参 事  森 高 邦 博 

建 設 部 参 事  横 井 仁 一 

建 設 部 参 事  鈴 木 貴 博 

人 事 秘 書 課 長  舟 橋 監 司 

防 災 行 政 課 長  後 藤 邦 夫 

財 政 課 長  岩 田 喜 一 

収 納 課 長  三 輪 好 邦 

市 民 課 長  伊 藤 嘉 規 

保 険 年 金 課 長  浅 野 英 樹 

生 活 環 境 課 長  島 津 行 康 

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  日 比 野  鋭  治 

社 会 福 祉 課 長  鹿 島 康 浩 

健 康 推 進 課 長  佐 古 智 代 
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土 木 課 長  飯 田 英 晴 

都 市 計 画 課 長  長 谷 川  久  高 

上 下 水 道 課 長  菅 野  淳 

生 涯 学 習 課 長  近 藤 修 好 

ス ポ ー ツ 課 長  石 黒 直 人 

学校給食センター管理事務所長  吉 田  剛 

 

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 主 任  鈴  木  結 佳 理 

 

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 ７名 ） 
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（ 時に午前 ９時３０分 開議 ） 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 おはようございます。平成３０年９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人でございます。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付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も、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のまま行ってください。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８月２７日までに１５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。 

 議席２１番の成田義之でございます。清政会を代表いたしまして一般質問をさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

 私からは３点ほど大きく質問させていただきますので、お願いいたします。 

 第１点目といたしましては、自然災害への対応についてであります。 

 今年４月ごろ、テレビや新聞の報道で南極の氷山が速いスピードで溶けているという番組を見
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ました。氷山が少なくなり、シロクマやアザラシが年々減少していることを知りました。ますま

す温暖化が進み、自然災害が起きるのではないかと危惧をいたしております。そのとき東海豪雨

を思い出しました。 

 その矢先、大阪府での地震でブロック塀が倒壊し、小学生の女子児童が犠牲となる悲しい出来

事が起こりました。全国的に公共施設のブロック塀の調査が行われ、不良なものが多数あること

に驚いております。また、その数日後には、１府１５県にまたがるゲリラ豪雨により、お年寄り

や子どもさんが犠牲になる甚大な被害が報道されております。犠牲になられた皆様方に心よりご

冥福をお祈りし、一日も早い復興を祈念いたすものでございます。 

 この豪雨で特に注目したいのが、倉敷市真備町でございます。２つの川に挟まれており、清須

市内では下河原、西堀江地区などが同様の地形であり、とても心配いたしておりますが、幸い私

ども山間地ではありませんので土石流の心配などはありませんが、いずれにしましても、最近で

は毎年どこかで想定外とか数十年に一度とか言われる豪雨等があり、その報道を見聞きするわけ

でございますが、それになれていってしまっていることも心配をいたしております。 

 将来を担う子どもたちのためにも、世界の国々が自国の利益を考えるのではなく、国連がしっ

かりリーダーシップをとっていただきまして、地球の温暖化が進まないよう願っております。 

 それでは、これらを踏まえまして、以下の質問をさせていただきます。 

 ①市内の公共施設のブロック塀の対策は、終わりましたか。また、民間のブロック塀の指導は

どうあるべきかと質問させていただきます。 

 ②ブロック塀が倒壊した場合、公共施設や民間など人的被害の補償や古い家屋等の倒壊により

道路上での人的被害に行政は関係はありませんか。また、倒壊しそうな建物には、事前に危険で

ある旨の通知や保障について通達すべきではありませんか。 

 ③どの地区をおいてもですね、堤防より低い位置に住宅が建っております。水の逃げ場がなく、

ポンプに頼らざるを得ないわけでありますが、河川上流の市町に対して応分の負担を求めること

はできませんか。 

 ④ハザードマップで床上浸水するおそれがある地区の高齢者や障害者のため、住宅用のエレベ

ーター設置補助金の制度を設けられませんか。 

 大きい２番といたしまして、人為的災害への対応についてであります。 

 今、お尋ねいたしました自然災害のほかに人為的災害、その中でも資源ごみであるポリ袋やペ

ットボトルや食品トレーなどプラスチック類が８０％以上を占め、海底深くに数億トンの量があ
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り、とても取り出すことはできません。メーカーはどんどんつくり、弁当の器や各種トレーなど、

海底でなくとも至るところに散乱をいたしておる現状であります。これまでは、回収された資源

ごみ等の処分は、ほとんどが中国でありましたが、現在では中国は増えておりません。タイが中

心であり、いずれタイも中止になると思われます。 

 そこで、質問させていただきます。 

 ①ペットボトルのなどのラベルをはがし、水洗いをすることを学校などで指導をし、市民に広

めることはできませんか。 

 ②新川ではボランティアの方が、河川ごみの清掃を行っておられます。環境学者の間で海洋ご

みについて、今回、問題視されておりますが、将来の子どもたちのために行政としてどのように

考えておられますか。 

 ３番目ですが、ご承知だと思いますが、明電舎の名古屋事業所におけるＥＶ部品の生産拡大に

ついてであります。 

 去る７月３１日ですが、これは日経新聞に載っておりますが、株式会社明電舎はＥＶ（電気自

動車）用一体型モーター・インバータの新生産拠点として清須市内の名古屋事業所を選定したこ

とを発表しました。世界的な環境保護や規制によりＥＶ用モーターなどの需要拡大が見込まれる

中、名古屋事業所では２０１９年１１月の稼働に向け、約４０億円をかけて、年間最大１７万台

の生産能力を持つ新製造ラインを整備されるそうです。自動車産業を担うＥＶ車は将来性があり、

今後生産の増加により、需要の拡大、税収面の増加が期待されるところであります。明電舎は長

年、本市を支えてきた企業であり、今後も末永く市内で操業を続けていただきたいと思っており

ます。 

 今回の明電舎の設備投資はいわゆる先端技術産業であり、多くの市町では企業への支援制度が

ありますが、しかし、本市においては中小企業向けの支援制度はあるものの、明電舎のような大

企業への支援制度はありません。 

 また、県の先端産業への支援制度はあっても、市町に大企業を含む支援制度がないと、県の支

援制度を受けることはできません。要は、市の制度がないとやらないと、こういうことですね。 

 このような状態を踏まえ、以下質問をさせていただきます。 

 ①県内市町の支援制度の状況をお尋ねいたします。 

 ②明電舎の設備投資により、雇用や税収面でどのくらいの効果があると考えるか、わかれば教

えていただきたいと思います。 
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 ③大企業も含む支援制度に見直す考えはありませんかということでございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最初に、１の①の質問に対し長谷川都市計画課長、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課長の長谷川です。よろしくお願いいたします。 

 ①番についてお答えいたします。 

 市の管理する公共施設のブロック塀については、先日の大阪府北部地震を受け、全ての施設の

点検確認を終えております。そのうち市民センターと星の宮保育園の２か所においてブロック塀

等の不具合がありました。 

 市民センターにつきましては、北側のブロック塀をアルミフェンスに変更する工事を既に発注

しております。また、星の宮保育園のコンクリート塀については、ネットフェンスに取りかえる

ため、今議会で予算上程させていただいております。 

 民間のブロック塀につきましても、所有者に対し自己診断をするよう、広報紙及びホームペー

ジにおいて啓発をしております。 

 また、安全点検パトロールとして、尾張建設事務所と都市計画課職員が現地を巡回し、自己点

検及び修繕または撤去勧奨などの啓発を行っております。 

 なお、ブロック塀等倒壊による第三者被害を防止するため、ブロック塀等の撤去工事を実施す

る所有者に対し、補助金を交付するため、今議会で予算上程させていただいております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 ありがとうございます。 

 質問というよりも内容をお聞きしたいと思うんですけども、これって所得に応じて補助金を出

すのか、それとも所得が高いところ低いところ平等に補助金を出されるのか、その点が一つ。 

 もう一つはね、いつも普通ですと、各市町で横並びで補助金を出しておられるんですよね。今

回、どこの市町を見ても１０万円から８万円のところがほとんどですよね。これを２０万円出さ

れるということは非常にありがたいことだと私は思いますけど、結構なことだと思うんです。別
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に批判するわけじゃないですけどね、これを２０万円にされたというその理由というのは、大し

た件数が出ないからということでこれに決められたのか、人数を先に決めたのか、件数を先に決

めたのか、予算を先に決めたのか、その辺をお聞かせ願いたいと思うんですが。 

 まず、一番知りたいのは、この補助金の中で建築基準法で１．２メートル以上は問題ないんだ

けども、建築基準法は通るんですよね。それを１メートルにした理由を教えていただきたい。

１メートルだったら別に問題ないので壊す必要ないわけですよね。１メートルでもいいという、

その根拠ね、これを知りたいね。１．２メートルまでは建築基準法で認められるから、１．２メ

ートル以上のものについていうことだったら意味がわかるんだけども、１メートルにされたその

理由を知りたい。この３つ。 

 とりあえず３つのこと。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課、長谷川です。よろしくお願いいたします。 

 まず、所得につきましては、特に所得制限は設けておりません。ただし、申請の段階で市税に

滞納がないことが条件とさせていただいております。 

 以上でございます。 

 続きまして、補助につきましてですが、議員おっしゃるとおり、大阪の地震を受けましていろ

いろお問い合わせをいただいている中で、かなり延長が長いところの問い合わせとかもございま

した。この補助基準としましては、１メートル当たり１万円か、もしくはかかった費用の２分の

１を補助させていただいております。それは各市町とも同じような補助要項になっております。

２０メートルにすることによって、より延長の長い敷地でも対象となるというふうに定めさせて

いただきました。 

 そして、１．２メートルのところを１メートルにしたという理由ですが、議員おっしゃるとお

り、１．２メートルが建築基準法上、安全とされているものでございます。ただ、市としまして

も、安全性をとるという形で、安全性を高めたということで１メートルとさせていただきます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 
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２１番議員（成田 義之君） 

 これってあれかね、質問じゃないんですけど、あと何分ということが出ましたが。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 今、調整しておりますので。 

２１番議員（成田 義之君） 

 前もってわかったので、ごめんなさい。 

 要望ですけどね、補助金を出すのは非常に結構だと思うんですよ。例えば、４メートルを満た

してないようなところの道路で新しく建てかえるということであったなら、必ずセットバックし

てもらうことを条件にしてもらわんとね、いつまでたったって道路が広がらんからね、その辺だ

け要望しておきます。 

 次、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 続きまして、②の質問に対して、長谷川都市計画課長、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 引き続き、都市計画課長の長谷川です。答弁させていただきます。 

 ②についてお答えいたします。 

 ブロック塀等はあくまでも所有者の財産であり、管理に不備があって事故等が発生した場合は、

所有者に対し損害賠償責任や過失傷害罪などが適用される可能性がございます。 

 行政のかかわりとして、保安上危険な建築物等については、建築基準法に基づき、特定行政庁

である尾張建設事務所が所有者に対し健全な維持管理を指導することとなります。 

 本市としましても、現状の把握や所有者確認等を行い、県と協力し、安全な施設管理のための

啓発を実施しているところでございます。 

 今後も、パトロールなどによる啓発活動を充実させることにより、危険なブロック塀等の改修

を推進し、災害に強い安全なまちづくりを目指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（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 １つだけ質問しますけどね、私、以前に半年以上前かな、市道の中にひさしが出ている、そし



－54－ 

て瓦が落ちそうになっていることを半年以上前から２回か３回ほどお願いしましたのがね、いま

だに返事がないし、そして、もしこれに落ちたとしたらね、これは人身事故になりますよね。今

まで何をやってみえるかなと思って、その辺をお聞きしたいんだがね。 

 今のように、ブロック塀のようにね、誰かがけがをしたらね、そういう切り落としの費用を市

が出されるのかな。本来なら、こういうブロック塀でも自分で処理しなきゃいかん問題ですよ。

それを行政の温かいお心で２０万円給付されるわけです。だから、危険物でひさしが出てるから

それを切り落としてくれというお願いしても、一向にそれが進まないのは、要は、事故が起きな

いとやらないと、こういう姿勢かね、行政は、それ１点だけまず。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

２１番議員（成田 義之君） 

 いいわ。時間がない。 

 次、行って。 

 よう考えとこう。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し、飯田土木課長、答弁。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課長の飯田です。よろしくお願いします。 

 ３つ目の質問についてお答えいたします。 

 清須市では、河川整備計画、新川流域水害対策計画及び公共下水道計画などに基づき、雨水貯

留施設や雨水ポンプ場などの整備を進めております。 

 また、「新川流域水害対策計画」において、特定都市河川流域における浸水被害対策の基本方

針では、河川・下水道の各管理者と地方公共団体が相互に連携を図りながら、効果的に整備を着

実に実施し、流域の治水安全度を早期に向上させるための施策を進めております。 

 したがいまして、流域関係機関が相互に連携を図りながら効果的な整備を推進していくもので

ございますので、本市を含む下流域市町の負担の軽減を図るために、上流域の関係機関に、市事

業に対して応分の負担を求めることは、できませんので、早期に、着実に雨水貯留施設の整備を

推進していただくよう要望してまいります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 要望で結構ですけどね、それに貯水施設をやっていただけるようにね、今以上に努力してもら

うようにお願いいたしますわ。 

 それで、次ね、４番ですけど、できるかできんかだけでいいです。前ぶれはもう結構だから。

できるかできないかだけ。まず、できないと思うけど。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 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、鹿島でございます。 

 住宅用エレベーター設置補助制度につきましては、国・県・近隣自治体の動向把握に努めてで

すね、研究してまいります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 たとえね、１割でもつけるように努力しますといって、これ多分、無理だと思うんだけど。 

 次、行ってください。 

 次ね、２つを一緒にやってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、大きく２の①、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） 

 生活環境課長の島津でございます。よろしくお願いします。 

 清須市では、ペットボトルは市内４か所の資源ステーションのほか、２０８か所の地区集積所

で集積しております。出し方としては、キャップをとり、軽く水洗いをして、ラベルは、はがさ

ないで出していただいております。これは回収後の作業工程の中でラベルを確認し、ペットボト

ルの分別をするためで、その後ラベルをはがしております。ラベルは一旦はがしてしまうとプラ

ごみとして出していただくということになります。プラごみは、再度の分別が必要になります。

ラベルの再資源化を推進するためにもラベルをつけたまま出していただいております。 

 しかし、最近では、ラベルもミシン目を入れる等してはがしやすくなっており、ラベルもとっ
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て分別して回収している市町も増えてきたように聞いております。市民の皆さんのリサイクル意

識向上にはそれぞれの自治体にあった分別方法があります。委託経費、質のよいリサイクル等さ

まざまな角度から研究していきたいと考えております。 

 次に、水洗いの件につきましては、集積所において確認しましたところ、まだまだ水洗いされ

ていないものがございます。洗っていないと集積所や保管場所において、悪臭、虫の発生等の問

題が生じます。回収時にも中に液体が漏れたり、さらには工場のラインが汚れたりして品質のよ

いリサイクルに支障が生じます。 

 小学校では、環境に関して学ぶ授業があります。その一環として出前講座を実施し、ごみの分

別について指導しております。 

 また、市民の皆様には、広報・ホームページ等により周知してまいります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 ありがとうございました。 

 丁寧に説明してもらって恐縮ですけどね、私が心配しておるのはね、この前もごみの中にビニ

ールがいっぱい出てきた。 

 ささやかだけども、ペットボトルとか、そういうのだけでもいいから、そういう仕分けだけで

も、何もかもというと大変だから、ペットボトルだけでもできないかなというのは私の願いであ

って。今言っておったけど、シールをはがさないのはね、要は、中国が受けてくれないのはシー

ルをはがしてないから受けてくれない。今はどこの自治体でもね、全国的にはシールをはがして

おる。うちだけ、してないのは。だから、それをしていただく意味で、何とかしていただくと分

別がスムーズにいくわね。 

 それともう一つはね、ビニールが粉々になって海水にいっぱい浮いてるわけね。それをシシャ

モや何かが食べるわけよ。そのシシャモは食っちゃうからね、全部入っちゃうわけです。刺身は

いいわね、切るで。そういうことを将来のためにも僕、心配しとるの。あんたは心配せんかもわ

からんけどね。 

 次、３番、行ってください。 

 簡単でいいからね、簡単で、ごく簡単で。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、３の①の質問に対し、市民環境部次長、答弁。 

 簡潔にお願いいたします。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 産業課長の石田でございます。 

 ３の①につきましてご答弁申し上げます。 

 県内５４市町の約７割に当たる３７市町において、県と協調した先端産業を支援する制度がご

ざいます。また、県内の約６割に当たる３３市町では、大手企業も対象とした支援制度となって

おります。 

 支援制度がある３７市町における支援額の限度は、市町負担ベースで最大５億円から最小２千

５００万円となっており、清須市においては中小企業を対象とした支援制度で、支援額の限度は

１億円となっております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 要はね、市が補助金を出さないと県が補助金を出さないという、多分、板挟みになっておられ

るという思いでやっとると思うけども、全般的に考えりゃね、市がプラスになることはやむを得

ないことかなと思うんだけども、これどうだろう。もとをとるという言い方は悪いけども、１億

円か２億円、大体回収はどのぐらいになるのかな。おおよそ。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 税の回収ですので、大変難しい問題ですが、一番高いところは、税にはいろいろ法人市民税、

個人市民税あるんですが、一番高いところは固定資産税ということになるんだと思いますが、こ

れにつきましては一応シミュレーションはさせていただきまして、２０１９年１１月からの稼働

ということになりますので、税の増える年は２０２０年になります。２０２０年から固定資産税

だけなんですが、これはあくまでもシミュレーションですが、５年目に大体８千万円ぐらいじゃ

ないかなというふうには見ているところでございます。 
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 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 これはあくまで固定資産税だけですか。法人税とか都市計画税とか、そういうものじゃなくて、

固定資産税のみの８千万円ですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 はい、そのとおりでございます。法人市民税、個人市民税等の税金は入っておりません。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 そうすると、かなり回収率は早いいうことやね、直接じゃなくても間接的なものがかなり入っ

てくることから、私としてはこういう大規模の制度で市がプラスになることは大いに進めてもら

って結構かと思います。 

 以上で私の質問は終わります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 これで成田議員の質疑を終了いたします。 

 ただいま庁内のモニターが不調になっておりますが、議会事務局のほうから紙のほうで残り時

間をお知らせするようにしております。 

 それから、チャイムを用意しましたので、残り５分と１分とゼロでチャイムを１回ずつ鳴らさ

せていただきますので、ご協力のほうをよろしくお願いいたします。 

 次に、岸本議員の質問を受けます。 

 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。 
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 議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

 その前に、昨日の台風２１号の台風におきましては、先ほどご報告をいただきましたが、当局

におかれましては、大変にお疲れさまでございました。 

 それでは、私の質問第１点目でございます、西日本豪雨災害を受けて。 

 ７月６日に起きた西日本豪雨は土砂災害・水害など、１５都道府県で死者・行方不明者数

２３１人、これは（８月１４日現在・消防庁）を出す大災害となりました。特に、岡山県、広島

県、愛媛県は被害も大きく、中でも岡山県倉敷市真備町では河川の氾濫により市街地の約３割が

浸水し、５１人の方が亡くなりました。また、約２か月近くになりますが、今、約３千人近くの

方々が、多少数は変わると思いますが、避難所生活を余儀なく強いられています。犠牲者のうち

約７割が６０歳以上で、特に真備町では亡くなられた人の約９割が自宅で見つかり、中でも高齢

者が多く、足の不自由な人も多かったと報道されています。尊い命を亡くされた方々に心よりご

冥福をお祈りいたします。 

 このように気候変動・異常気象による豪雨災害は毎年どこかで起き、大災害をもたらしていま

す。そして、そのたびに大切な多くの命が奪われています。堤防６か所が破堤した倉敷市真備町

は１級河川や支流に囲まれ、本市と似た地形状況にあると思いました。 

 私は、８月１日にボランティアで倉敷市真備町へ林議員と行き、猛暑の中でしたが、側溝の泥

上げを手伝ってきました。まずショックを受けたのは、現地のボランティアセンターから現場へ

行く途中、車窓から目に飛び込んできた光景です。「浸水した住宅の家々の２階の窓がない。え

えっ、２階までも」「新築住宅も多く、約５メートルの浸水とは聞いていましたが」また、決壊

現場から住宅が随分離れているのに１階部分が浸水した家々など、さらに家財などのごみも道路

に山になって何十メートルも置かれてありました。「こんなにひどかったとは」と、その光景を

目の当たりにし、胸が痛く、改めて河川決壊の被害の大きさを実感をいたしました。 

 多くの犠牲者を出した今回の災害からさまざまな課題や教訓が浮かび上がってきました。情報

伝達のあり方、避難のあり方、避難所のあり方、また河川整備等々です。本市においては、今回

の災害を受けて課題・教訓等の検証はされたのでしょうか。特に高齢者など要配慮者の方々への

情報伝達、避難のあり方について、いま一度見直す必要があると思います。 

 また、避難所運営ゲーム訓練（ＨＵＧ）も市の防災リーダー養成講座では行っていますが、実

際に各避難所で実地訓練を行うなど、そして我が地域を知る「ハザードマップ」の見方や各地域

での作成等、さらなる自主防災の強化が必要と考えます。 
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 防災・減災対策は自助・共助・公助の役割分担がありますが、公助が当てにできない分、日ご

ろから自助・共助に対する育成・訓練が要求されます。 

 そこで、以下についてお尋ねします。 

 ①防災ラジオの導入について 

 屋外の各所にある同報無線は台風・大雨時には聞き取りにくく、それを補完するものです。名

古屋市は９月から導入しますが、本市のお考えは。 

 ②高齢者など要配慮者の避難のあり方の課題・改善について 

 ③各避難所（小学校区ごとの自主防災組織）における防災訓練の実施 

 大きな２点目といたしまして、市第２次総合計画後期計画の策定について。 

 清須市第２次総合計画が平成２８年１２月に策定をされ、平成２９年度から平成３６年度まで

の８年度間の行政運営の基本的な指針として、市の将来に向けての発展すべき方向と目標が定め

られました。そして、平成３１年度で前期計画が終了するため、現在、後期計画（平成３２年度

から３６年度）の策定にスタートしたところであります。 

 後期基本計画策定のポイントとして、総合計画の進捗状況や社会情勢の変化等への的確な対応

として、行政評価や国の働き方改革など新たな取り組みの動向、また地方創生（まち・ひと・仕

事）の推進が挙げられています。そして、審議会において内容の検討が行われます。 

 そこで、以下についてお尋ねいたします。 

 ①平成２９年度決算については策定にどのように反映されますか。 

 ②国における「人づくり革命」「生産性革命」「働き方改革」等の新たな取り組みの本市の現

況・今後について 

 ③人口減少・少子高齢化への課題と地方創生への取り組みについて 

 以上、よろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 初めに、１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。よろしくお願いをいたします。 

 それでは、①の質問についてお答えをいたします。 

 防災ラジオとは、緊急地震速報や避難勧告などの緊急情報をコミュニティＦＭ放送局を通じて

発信するものであります。防災ラジオは、信号を受信すると待機状態から自動的に立ち上がり、
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強制的にラジオから緊急情報を流します。受信するには専用の受信機が必要で、価格的には、通

常のポータブルラジオよりも少し高目に設定をされておるところでございます。 

 清須市には、現在コミュニティＦＭの放送局がなく、市の緊急放送を発信することができませ

んので、今のところ防災ラジオの導入は考えていません。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 今、防災ラジオの導入ということで質問しましたが、その前に１つ確認をさせていただきたい

んですが、通告文にも書いたんですが、今回の地震、豪雨、こういった災害を受けて、本市とし

てそこから出てきたこと、課題、教訓というのは検証はされているでしょうか。まず、それをお

尋ねいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 検証ということでございますが、常日ごろからですね、同報無線の点検ですとか、安心防災ネ

ット、いわゆる防災メールの取得に関する広報などは、最近は毎月、広報紙等などでも登録して

いただきたいということでお願いをさせていただいているところでございます。 

 あと、地域の自主防災訓練などで出前講座等を開催させていただいているところにおきまして

は、そのような場所でもアピールをさせていただきまして、いろんな情報ツールを備えていただ

きたいことをお願いをしておるところでございます。 

 また、最近はですね、昨日の台風のときでもそうだったんですけども、情報はやはりテレビが

一番早いだろうということの検証は我々もしておるところでございます。ですので、今後もテレ

ビ、いわゆるデータ放送の受信方法を高齢者の方々ですとか要配慮者の方々、あらゆる機会でデ

ータ放送の使い方というものを啓発してまいりたいということで考えておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 
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１７番議員（岸本 洋美君） 

 今、るるおっしゃっていただいて、いろんなところでそうした情報のツールとして検証してい

るということですが、そのほかには特にどうですか、ラジオ以外で、西日本豪雨を教訓として、

本市としての何か課題、教訓というのは検証されましたか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 やはりどうしても避難の関係だと思います。真備町の件を検証したという結果でお話をさせて

いただくんであれば、真備町が作成されたハザードマップ、これは非常によくできておりました。

今回も不幸なことではございましたが、災害の大きさにつきましてはハザードマップがお示しし

たとおりの災害であったということでございます。 

 ただ、残念なことに、清須市も考えていかなきゃいけないのは、ハザードマップの普及、使い

方をどのように市民の方々にお伝えするか、それと、避難情報について、いかに切迫感を市民の

方々にお伝えをしていくか、これはやはり永遠の課題ではないかなというふうに考えております。 

 真備町やら広島の豪雨災害のところでの検証というのは非常におこがましいところではござい

ますが、清須市といたしましても、やはり避難者がいかに避難を早くできるか、避難をしていた

だくかということにつきましては、今後も啓発を含めながら我々もいろいろな調査研究をしてい

く必要があるということで気持ちを新たにしておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 今さまざま西日本豪雨からのハザードマップ、情報のこと、比較といいますか、それを受けて

ということで、本市に当てはめて検証のことをおっしゃっていただきました。 

 私もこのハザードマップについては、本当にそうだなと思いました。もっともっと本市におい

ても、これを日ごろに私たちが研さんをして知らなきゃいけないかないうことを思いました。 

 先ほどの防災ラジオの件に戻りますが、確かにＦＭ局がないということで、導入は厳しい、民

間ということでありますので、そのほかに調べてみましたら、ポケベルの周波数ですね。衛星通

信とポケベルの波を利用した防災ラジオというのを導入している自治体も全国で約３０ぐらいあ
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りました。ただ、やっぱり莫大なお金がかかっておりました。これは厳しいかなと思ったんです

が、１点だけ、全国でデジタル同報無線をキャッチできる防災ラジオというのを使っているとこ

ろがあるんですよね。ただ、１基が３万円から５万円と高価なものではありますが、これについ

てはいかがですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 今、デジタル無線の防災ラジオということでご質問があったところなんですけども、こちらを

ポケベルが議員おっしゃられましたが、これ２８０ＭＨｚ帯という電波が違うものを使っており

ます。こちらの特徴というのが、まず、建物内にあっても電波は受信できる非常に強い波である

ということでございました。ただ、これを現状、清須市の中で導入しようとしますと、議員ご指

摘のとおり、非常にお金がかかるということでございました。 

 ご質問の同報無線のほうの防災ラジオでございますが、これも、一応、業者のほうに、私、確

認をさせてもらいました。そしたら、現状、今うちが使っているデジタル同報系の卓とゲートウ

ェイサーバー、こちらのほうを交換しないと、どうしても防災ラジオに向けた周波数が発せられ

ないということでございました。これを確認をした上でどの程度のお金がかかるんですかという

ことを聞きましたところ、リプレースするのとあまり変わりませんというお答えをいただいてお

ります。 

 前回、デジタル系の整備をしたときには４億円強のお金を使っております。ですので、基本的

にはそれに近いだけの額が必要になってくるというような理解をしておりますので、こちらのほ

うでも何か他に使えることはないかということは、また調査・研究のほうをさせていただきたい

というふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 今、るるおっしゃっていただいて、確かに高価だったり、ほとんど環境整備がないということ

で言われました。ただですね、地域防災計画を読みますと、情報伝達体制として防災行政無線、

またコミュニティＦＭ放送、携帯電話、緊急速報メール等を用いた伝達手段の多重化、多様化を
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図るとありますが、こうしたことでコミュニティＦＭ放送というのも書き込んであるんですが、

これとの整合性はどうですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 計画上、そのようなツールがあるということは計画に明記してございます。それは十分承知し

ておるところでございますが、現状、コミュニティＦＭ等を清須市に誘致ですとかするというこ

とをした場合に、やはりコミュニティＦＭさんのほうもボランティアではなく営利企業というこ

とになります。そういうような考え方をしたときに、やはりコミュニティＦＭをこちらの清須市

に持ってきていただけるような組織ですとか、そういうものがまず参画していただけるというこ

とを前提に防災ラジオがなってくるのかなと思っております。ですので、防災ラジオ１つにこだ

わるのではなくてですね、今の同報系無線につきましても、内容につきましては２４時間以内の

発信でございましたら、緊急ダイヤルということで自動応答装置に電話をかけていただきますと、

無線を電話で聞いていただくことも可能でございます。 

 あと、今後どうなるかわかりませんが、安価でできるようであるならば、例えば、携帯のアプ

リで放送が聞けるようなことができないかなということで調査をさせていただいておるところで

ございます。ですので、計画上、確かに書いてはございます。ですので、今後も調査・研究につ

きましては続けてやっていきたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 調査・研究というところではございますが、やっぱり大事なことは地域防災計画に書いてあっ

て、書いただけよというのはちょっと通らないと思うので、今後、今言われた調査・研究を進め

ていただきたいと思います。 

 それでですね、今回、特に私、高齢者ですとか要配慮者、こういう方々のところに視点を立て

たわけですけども、情報弱者と言われる、いわゆるスマートフォンを持たない、パソコンもない、

特に高齢者、こうした方の情報伝達手段。一部、同報無線から、あと役所のほうにかければいい

よって言われたんですけど、５回線しかないので、いつかけても通話中なんですね。こうしたこ
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とのシステムを知らない、こうした方への情報手段というのはどのようにお考えですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 先ほどの繰り返しになるかと思いますが、やはり最近ではテレビ放送、こちらのデータ放送を

使っていただくのが一番手っ取り早いのではないかというふうに私は考えております。ですので、

こちらのデータ放送から情報を取得していただくというようなことを今後常々、災害弱者と言わ

れる方々と以外でもですね、要配慮者方々というのがおみえになります。ですので、やはりテレ

ビが一番の伝達情報手段になってくるのかなというふうには考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 そこで、昨日、停電が一部市内でありましたが、そういう場合はどういうふうに考えたらいい

ですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 テレビが見れない場合にどうするかと言われますと、やはり同報無線に頼るか、先ほど言いま

した携帯電話を持たれない方はどうされるのかと言われたときに、それ以外のツールが現状ある

かどうかということを、今、私のほうでは把握をしておりません。一般的には、どうしても携帯

電話、スマホですね、そちらのほうを使って情報伝達をするというのが今の主流になってきてお

ります。ですので、同報無線系以外のもので災害弱者の方、いわゆる要配慮者の方々に情報伝達

する方法があるかということは、こちらのほうもまた今後引き続き調査・研究のほうをさせてい

ただきたいというように考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 
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 そうした方々がやっぱり今回の犠牲者となっているんですね。ですから、やっぱりそこは軽く

見ないで、防災無線を補完できるもの、それは地域でのこと、家庭とかそういうこともあると思

うんですね。ですから、もう一つ大きな枠組みで、こうした情報弱者と言われる方へのそういう

情報伝達をもう少し市として、私は真剣に取り組んでいただきたい、それを要望してここは終わ

ります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、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のご質問についてお答えいたします。 

 避難行動要支援者の安否確認・避難誘導については、清須市地域防災計画では、地域住民、自

主防災組織、民生委員・児童委員などの避難支援者の協力を得つつ、避難行動要支援者へ情報伝

達を行うとともに、安否確認・避難誘導を実施すると記載されております。 

 高齢者等の要配慮者の方々への情報提供は、防災行政無線や広報車、メール、テレビなどで行

うことのほかに、民生委員の方々や自主防災組織の協力を得て、電話や訪問により連絡をしてい

ただきたいと考えております。 

 要配慮者の方の避難については、要配慮者の方自身が避難について考え、みずからの身を守る

ための主体的な行動をとることができるようにすることも大切であると考えております。その際

には、水害対応ガイドブックの逃げどきマップなどを参考にしていただきたいと考えております。 

 今後も要配慮者の避難については住民相互の助け合いを促し、避難支援などの体制を構築して

いきたいと考えております。 

 また、地域においても、ボランティア団体や民間企業などの力をかりることも有効な方策の

１つであると考えております。日ごろから顔の見える関係づくりの構築を進めていく必要がある

と考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 今回の真備町におきましても、自宅で亡くなられたほとんどの方が自宅の居間だとか台所、寝
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室で発見されたと報道がありました。今、後藤課長がるるおっしゃっていただいたんですが、こ

れは福祉部門にも関係すると思うんですが、現状どのように把握していらっしゃるのか。 

 例えば、民生委員さん１人で１０人も２０人も見ているというお話を何人からお聞きしており

ます。そうしたことをどのように課題として地域の中でやっていらっしゃるのか、現状を簡単で

結構ですので。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、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。 

 今、議員おっしゃられました民生委員さん等々につきましても、避難行動要支援者の名簿をお

渡ししております。ただ、民生委員さんだけではなく、市政推進委員さんですとか自主防の本部

長さん等々にも避難行動要支援者名簿を提供しまして、地域全体で見守っていただくような形で

ですね、民生委員さん等々につきましても、地域と連携した形で支援のほうをお願いしていると

いうような状況でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 これは次の３番とも関連するんですが、防災計画でもね、毎年の防災訓練で避難誘導体制の確

保・整備と、このようにうたってあるんですね、各地域で。現状を聞くと、多分いろいろご存じ

だと思うんですが、進んでいる地域はそうした要配慮者という方をマップに落としたり、誰が誰

を見るよというグループ化されたりとかしていらっしゃる自主防災もあると伺っております。で

も、多くはそうしたことはなってない。実は、これも昨日ちょっと、桃栄小学校のほうですけど

も、何人かお声をかけて、何人かを車でお連れしたんですね。でも、ご夫婦で本当にようやく歩

いてきたねという方がいらっしゃって、そういった方は奥さんの足が悪くて、つえをついて雨の

中、風に突き飛ばされそうになりながらみえた方があったんです。ここが開いているのをどうし

てわかったのって言ったら、市役所に聞いたと。それは防災無線でとおっしゃっていて、そうし

た方々を地域でどのように誰が見るということは、少しかいま見た感じでもあったんですが、ま

だまだ、それは私の地域でもあったんですが、ほかの地域でもそういうことはあると思うんです
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よね。課長さんに改善策、一言でお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 やはり実際に災害が発生するおそれがある場合、発生した場合について、公助というのはでき

るものではありませんので、自助、あるいは共助という形でですね、避難行動の支援が必要な方

については、地域の皆様方とともに支援をしていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 それでは、３番をお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③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、③についてお答えいたします。 

 小学校区単位の防災訓練は、現在ブロックで実施をしている自主防災訓練の発展的形態と考え、

より実践的な訓練を実施することができるように啓発を行ってまいります。 

 また、訓練を実施するに当たっては、地域防災リーダー養成講座の修了者を中心に、横の連携

を取りながら、訓練が実施できるような体制づくりのサポートも同時に行っていきたいと考えて

おります。 

 現在、市としましても、避難所内の配置や区割りなどの検討を再度行っております。今後、避

難所運営マニュアルの更新を実施していきたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 今、ご答弁いただきました。避難所のいろいろ取り組んでいるよということと、また、避難所
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マニュアルの改定といいますか、それをやっていくということでした。確かに避難所マニュアル、

こうした立派なものがございます。このことにつきましては、私ども公明党議員団としても、毎

年、予算要望にこのことを、各学区ごとの避難訓練、防災訓練のことを要望している現状であり

ますが、なかなか実施への取り組みがなされてないという、ここの理由が本当に、ちょっとまだ

理解ができません。 

 今、少しでも前に進むような気配のご答弁をいただきましたが、今回の西日本豪雨におきまし

ても、山間部の自治会長さんが一人で何軒か回りながら、１０回も２０回もいろいろ気象情報が

出るたびに地域の方に声をかけて言っていた。みんなそのために逃げた。空振りもあった。だけ

ど、今回、本当に危機一髪で助かったというこの自治会長さんの一人の思い、日ごろの訓練とい

うのが生かされたというか、これで地域の全員の命が助かったという、こういったことも報道で

されておりました。 

 私が、県内各市町がどのような状況かなと思って調べてみましたら、長久手市ですとか江南市

は各小学校区ごとで毎年行っているんですね。長久手市なんかはこれで６回目やってますけども、

そこの中でやってみての反省点ということは、１つ目として、高齢者や障害者、こうした方が避

難するのに手助けが必要な方の対応があまりできていなかったと。先ほど２つ目で鹿島課長が言

われたんですが、こうしたこと、また、自治会に加入していない人の参加者が少なかったと。避

難所運営においては、誰が責任者になるのか。役員は毎年交代するし、１つの小学校区でブロッ

ク長が２ブロックだったり３ブロックだったりしたときに、やっぱりせめて１回でも顔を合わせ

て訓練すれば、顔の見えるそうした関係、どこに何があって、また備蓄倉庫も見たことがない。

どこにあるかわからない、学校においては。こうしたなどを踏まえると、やっぱり年に１回はこ

うした訓練をやるときが要るように私は来ているじゃないかなと。 

 先ほど課長がおっしゃいました避難所マニュアル、また防災リーダー養成講座でＨＵＧ等を本

当に、５年間学びました。やっていただきました。いよいよ、これを実地訓練をするときではな

いかなと思いますが、もう一度、市からこうしたことの仕掛けというのはどのように真剣に考え

てみえるのか、いつになったらこれをされるのか、簡単でいいです。決意でも結構です。お願い

します。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 
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 学区単位の避難訓練というものが本当にいいのかどうかという検証はしたいと思います。今、

実際にブロック化をしまして、これで７年目ということになります。自主防災会７年目というこ

とになっています。現在、ブロックでやっていただいておる訓練が非常に機能しておるところも

ございます。それをまた発展的に学区でやるという考え方を、今、考えておりますので、これを

どのようにやっていくかということは今後の検討課題だと思っております。 

 自主防災養成リーダー講座につきましては、これで５年を過ぎました。実際に来年度につきま

しては、実地を加えた研修も行ったらどうだろうかということを講師のほうからも伺っておりま

す。ですので、そのような実現に向けて、今後、来年に向けては養成講座の中身については検討

させていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 最後に前向きな答弁をいただいたと思っております。 

 私ども公明党におきまして、今回、１００万人アンケート調査、今後の調査活動を行いました。

清須市におきましても約１千人の方にアンケートをとりまして、そこの中の防災に関するアンケ

ートで、防災の意識向上について何が必要かというところでは、防災訓練という声がたくさん上

がっておりましたので、つけ加えさせていただきます。 

 最後に、西日本豪雨を受けまして市長にご所見をお伺いいたします。 

 先の西日本豪雨、また昨日の台風２１号等を受けまして、さまざま検証して課題等があったか

と思います。今、私が３回ほど質問させていただきましたが、市としての今後のご所見、お考え

をいただけたらと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 毎年でございますけども、ここ最近は大きな自然災害が続いておりまして、今年も６月に地震

と７月に西日本豪雨がございました。このような状況は減らないと思います。ずっと続くと思い

ますので、前回の西日本の豪雨のときも言われておりましたが、避難指示等の出し方の問題が問

われておりましたけども、この間、新聞に載っておりましたが、なぜ避難しないかということに
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ついては、自分だけは大丈夫だというお考えがどうしてもとれないというのが新聞に書いてあり

ました。 

 市は、先ほど担当者が答えましたけども、ここのところは広報でも相当ページを割いて防災の

ことについてはやっておりますので、何とかそういうことに関心を持っていただきたいと。まず

は、自分がどうすべきかということを関心を持っていただかないと、市が幾らやってもですね、

それはやっていただけないもんですから、まずはご本人の防災に対する意識を上げていただきた

いということを思っております。 

 ラジオのことにつきましては、物理的にも今のところは難しいということでございますけども、

勉強していかなきゃならんというふうに思っております。 

 それから、高齢者を含めまして要支援のことにつきましては、要支援者の避難誘導につきまし

ては、やはりこれはご町内の協力なしではできない話でございますので、ご町内の両隣といいま

すか、まずは地域のコミュニティのつながりをもう少し強めていただきたいというふうに思って

おります。 

 それから、小学校単位の防災訓練につきましては、今、ブロックでやっておりますけども、ブ

ロックごとの了解も必要でございます。ブロックごとに小学校区単位でということにご同意とい

いますか、そのようなことに進んでいけばですね、１つのほうをしっかりと勉強させていただき

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（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 次、お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２の①、②、③の答弁をお願いいたします。 

 当局、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。 

 ①についてお答えいたします。 
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 行政運営マネジメントの基軸という観点から策定しました第２次総合計画では、基本計画を核

といたしました行政運営マネジメントを実行することにしており、現在市におきましては計画体

系に即した行政評価を実施し、その結果を活用して、事務事業単位の見直し・改善に係るＰＤＣ

Ａサイクルを回しております。 

 また、平成３２年度から始まります後期基本計画の策定に当たっては、今年度実施している平

成２９年度決算に係る行政評価を含めまして、来年度までに実施する行政評価の結果の蓄積を活

用しまして、策定作業を進めていきたいと考えております。 

 平成２９年度決算に係る行政評価につきましては、これまでに担当課による自己評価を実施し

た上で、７月には行政改革推進委員会において外部評価を実施したところであります。 

 今後、外部評価を含めたその結果につきましては、取りまとめ後にホームページで公表してい

きたいと考えております。 

 続きまして、②についてお答えいたします。 

 今年６月に閣議決定されました「経済財政運営と改革の基本方針２０１８」では、少子高齢化

が進む中、力強い経済成長の実現に向けた重点的な取り組みといたしまして、１人１人の人材の

質を高める「人づくり革命」と成長戦略の核となる「生産性革命」に最優先で取り組むとともに、

「働き方改革」を推進することを定めております。 

 「人づくり革命」では、本市はこれまでも待機児童ゼロの維持に努めるとともに、国に先行し

て第２子保育料等の段階的無償化を実施するなど、人材への投資に取り組んでおりますが、今後、

国における幼児教育無償化の加速化が見込まれることから、その動向を踏まえつつ、施策を検討

してまいりたいと考えております。 

 また、ＩｏＴやＡＩなどの技術革新が進む中で、その技術の市政運営への積極的な活用ととも

に、ワーク・ライフ・バランスの確保など、「働き方改革」の推進も重要な課題であると認識し

ており、現在市で進めている「行財政改革推進プラン」はその点を踏まえて策定しているところ

でございますが、今後も国の動向を踏まえて、取り組みの検討を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 続きまして、③についてお答えいたします。 

 平成２７年度に策定した本市の「人口ビジョン」では、出生率が現状程度で推移した場合、

２０２０年をピークに人口が減少局面を迎え、２０４５年には高齢化率が３０％を超えることが

見込まれています。 
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 このような状況の中で、人口減少・少子高齢化に対応して、「安心して働けるよう、しごとを

つくる」「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「時代に合った地域をつくり、安

心な暮らしを守る」といった地方創生の目標を実現することは、中長期的な視点に立って取り組

むべき市の重要な政策課題であると認識しております。 

 また、これまで「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づいて、地方創生を推進してきた結

果、現在の人口は「人口ビジョン」を上回る水準で推移しておりますが、引き続きこの傾向を維

持していくためには、次期総合戦略に基づいて、一過性ではなく、継続して地方創生を推進して

いく必要があります。 

 この点を踏まえて、平成３２年度から始まる第２次総合計画の後期基本計画と次期総合戦略の

策定に当たっては、本市の課題を的確に整理するとともに、総合計画の政策体系の中に総合戦略

を位置づけ、より一体的に両計画の推進を図るなど、着実に地方創生に向けた取り組みを進めて

まいりたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 たくさんご答弁ありがとうございます。 

 ２点ほどお尋ねいたします。 

 総合計画から出ている問題点の一つは、どこまで現課の財務評価が生かされるのか、今おっし

ゃいました。 

 総合計画では、現課において個別の事業、要望を積み上げていく。トップダウンと、またボト

ムアップ、新たな事業、そうした融合性についてはどのように考えてみえるのか。 

 もう１点は、今後、総合計画を見直していく中で、総合計画の方向性を確実なものにするため

には、そのもととなる総合戦略が大変に有効に働くことが大事だと思います。そうした中で、総

合戦略の個別数値の目標、ＫＰＩについても、この目標値が本当にそれでいくのにはということ

が大事になってくると思います。この目標値、ＫＰＩそのものの見直しも考えるべきではないか

なと思いますが、この２点について、簡単で結構ですので、ご答弁お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 
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企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 総合計画の策定につきましては、いろいろな方向性、また市民のご意見を聞きつつですね、ま

た事務方の意見も行政評価の中で取り入れていきます。そして、トップダウンということですの

で、当然、それらの意見を集約し、市長の判断を仰ぎながら策定のほうは進めていきたいという

ふうに思っております。 

 総合戦略の数値目標につきましては、第１次の総合戦略がこれで終結を迎えて、今度は第２期

ということでありますので、第１次の総合計画の検証を踏まえつつ、ＫＰＩの設定のところにつ

きましても、見直しといいますか、それを検証した上で、また再度検討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（伊藤 嘉起君） 

 これで岸本議員の質問を終わります。 

 ここで１０時５０分まで休憩といたします。 

（ 時に午前１０時４０分 休憩 ） 

（ 時に午前１０時５０分 再開 ） 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 次に、飛永議員の質問を受けます。 

 飛永議員。 

＜ ９番議員（飛永 勝次君）登壇 ＞ 

９番議員（飛永 勝次君） 

 議席９番、飛永勝次。 

 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。 

 私のほうからは、大きく２点でございます。 

 まず、１点は、乳幼児健診における小児がんの早期発見についてであります。 

 我が国では小児の死亡原因の第１位はがんとなっています。小児がんの患者と家族は、発育や

教育への対応など成人のがん患者とは異なる課題を抱えています。小児がんの発症数は年間に

２千人から２千５００人と少ないですが、小児がんを扱う医療施設は全国に２００程度しかなく、

多くの医療機関では小児がんに対する医療経験の乏しい中、小児がん患者は適切な医療を受けら
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れないことが懸念をされております。 

 国では、昨年より全国１５か所に小児がん拠点病院を指定し、質の高い医療の提供と相談体制

の充実を図っているところです。 

 そこで、小児がんの早期発見のためにどのような取り組みを行っているかを伺います。 

 ②小児がんの中には網膜芽細胞腫という眼のがんがあります。発症は出生児１万５千人から

１万６千人に１人と少ないと見てますが、このがんは５歳までに９５％が診断されており、その

多くは家族が子どもの眼の異常に気づき受診に至っている現状であります。素人でも病状に気づ

きやすい小児がんとも言えます。腫瘍が眼球内にとどまっている場合、眼球を摘出しないで、可

能な限り残す方針で治療することが多い現状であります。そのために早期発見が重要なことは言

うまでもありません。網膜芽細胞腫は「白色瞳孔」や「斜視」の症状があらわれますので、これ

らを乳幼児健診でチェックできれば早期発見につなげることができます。そこで、乳幼児健診の

医師検診アンケートの「眼」の項目に「白色瞳孔」を追加してはどうかと思いますが、所見を伺

います。 

 大きく２つ目に、まちづくりについてでございます。 

 平成２８年１２月に「清須市第２次総合計画」が策定をされ、清須市の第２ステージがスター

トしました。長期的な視点に立ち、市の将来に向けての発展すべき方向と目標を定め、目標の実

現に向けた政策・施策・事業を最適に展開するための行政マネジメントを基軸として、基本構想、

基本計画、そして実施計画を定め、本日の前期三年度間の中間地点まで進んできました。そして

平成３２年度から始まる後期５年度間の新たなスタートに向け、先般その取り組みが発表された

ところです。 

 長期的視点に立って定められた基本構想においては、基本理念「安心・快適・魅力・連携」、

将来像「水と歴史に織りなされた 安心・快適で元気な都市」が掲げられています。理念と将来

像をしっかりと見つめ、防災・減災対策や今後ますます急速に進展していく少子高齢化対策を始

めとする課題に対して勇んで取り組んでいかれることが期待されるところであります。 

 また、後期基本計画策定のポイントとして、「人づくり革命」「生産性革命」「働き方改革」

等の新たな取り組みの動向や、市を取り巻くさまざまな社会情勢の変化などへの的確な対応を加

え、人口減少・少子高齢化への対応とともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれ

の地域での住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある社会を維持していくための「地方

創生」への継続的な取り組みが掲げられており、地域性を最大限に生かした方針や方向性が見据
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えられた計画策定と推進が期待されます。 

 さらなる発展と成長に向かうまちづくりについて、以下について伺います。 

 ①リニアインパクトについて 

 ア．清須市に与える影響 

 イ．そのメリットとデメリット 

 ウ．今後の課題 

 ②ユニバーサルデザインの取り組みについての現状と今後の課題 

 ③都市計画マスタープランと第２次総合計画の整合性及び今後の課題 

 ④公共施設マネジメントと第２次総合計画及び都市計画マスタープランの整合性及び今後の課

題 

 ⑤愛知県内でトップの出生率であったことが先般発表されましたけれども、 

 ア．その要因、素因と誘因についての分析 

 イ．現状と将来にわたる課題 

 ウ．まちづくりの視点から想定する子育てしやすいまちとしてのあるべき姿 

 以上、ご答弁お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最初に、１の①の質問に対し、佐古健康推進課長、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 健康推進課、佐古でございます。よろしくお願いいたします。 

 １．乳幼児健診における小児がんの早期発見について。 

 ①小児がんの早期発見のためにどのような取り組みを行っているかについて答弁いたします。 

 我が国の小児の死亡原因は、平成２８年度厚生労働省の資料によりますと、乳児は先天奇形等、

幼児が先天奇形等と不慮の事故、児童は悪性新生物が上位となっていますが、病気による死亡原

因の第１位は、悪性新生物である小児がんとなっています。 

 平成２６年の愛知県小児がん患者の部位別罹患状況では、白血病が小児がん全体の３６％を占

め、次いで脳腫瘍・脊髄腫瘍が約１４％となっています。本市の乳幼児健康診査は４か月児、

１０か月児、１歳６か月児、３歳児に実施しており、受診率は９８%を超えております。平成

１７年の合併以降、これらの乳幼児健康診査で小児がんを発見したことはありません。 

 白血病の初期症状は発熱など風邪症状に似ており、乳幼児健診で発見することは容易ではあり
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ませんが、繰り返される発熱や内出血など白血病が疑われる合は早急に専門医を紹介し、治療に

しっかりとつなげてまいります。 

 小児がん対策として、国では全国１５か所に小児がん拠点病院を指定し、愛知県は、県内どこ

に住んでいても病状に応じた適切ながん治療の緩和ケアを受けられるよう、がん対策の推進を進

めています。 

 市としましては、小児がん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるよう、こ

れらの対策について情報提供に努めてまいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 ご答弁ありがとうございます。 

 私も小児がんが１位だということは聞いたんですね。今、ご説明があったとおり、不慮の事故

とか先天奇形等とか、これを除くと１万人に１人の割合で小児がんが発症されるという、ちょっ

と私も驚きました。 

 今おっしゃられたとおり、国も平成２４年が最初で、２９年が一番直近で出していて、愛知県

も今年の３月から鶴舞の名古屋大学附属病院だと思うんですけども。こういったことをしっかり

取り組んで、見つけるのもなかなか難しいということでご答弁もいただいたんですけれども、国

と連携しているので、安心していつでもご相談くださいねというような、こういった周知の方法

とか、保護者の方にまた、どのようなことを想定されていますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 白血病とか悪性新生物という言葉については、乳児健診の小さい時期、４か月、１０か月児の

小さいころには、まず赤ちゃんを安心して育てられるような、お母様にとっては自信を持って育

児ができるようなというところで、心配し過ぎないような指導が中心になっておりますが、やは

り早期発見のためには、こんな病気もあるんですよというさりげない周知が必要かと考えており

ますので、励ましとともに、小児がんにはこんな症状があります、こんなときには相談してくだ

さいねというようなお声かけだとか、あとホームページ、それからキヨスマ等で周知をしていき
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たいと考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 今、ご答弁いただいたように、早期発見が主要なポイントになっていることは周知のことだと

思います。今、言われたとおり、しっかり行政はお母さんの不安を受けとめられるような周知の

方法ですとか、できれば定期的に広報とかを使って発信をしていって、ふと目に入る機会も増え

るでしょうし、お母さんの間で話題になったり、お母さん同士でも話し合ったり、確認し合った

り、コミュニケーションがとれる中で安心感が生まれてくると思いますので、すぐにも進めてい

ただきたい。その中で一刻も早く見つかるようなことは、常に考えていっていただきたいなと思

います。 

 ２番、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、佐古健康推進課長、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 ②乳幼児健診の「眼」の問診項目に「白色瞳孔」を追加することについて答弁いたします。 

 「白色瞳孔」とは、瞳孔領が白色に見える症状で、「網膜芽細胞腫」に代表される小児眼科の

領域で、重要な所見になっています。乳幼児健康診査では「網膜芽細胞腫」の早期発見につなが

る項目としまして、４か月児健診では、視標を左右・上下に動かして目で追うかどうかを確認す

る追視検査と、１歳６か月児健診では、瞳孔の位置や眼球の動きなどを観察し、斜視の有無の確

認を実施しています。また、３歳児健診の視力検査のアンケート項目に「瞳（黒目の中央）が白

っぽく見えることがありますか」の質問で「白色瞳孔」について確認をしております。 

 乳幼児健康健診で、保護者の方の問診アンケート、保健師による予診、小児科医による診察で

確認し、「網膜芽細胞腫」が疑われる場合は、専門医の受診を勧めてまいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 
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 今の確認ですけども、３歳児の健診等では、白色ですかという問いがあるんですけれども、

４か月のときは目の動き、追視の確認、１歳半年のときは瞳孔の動き、斜視の有無の確認をして

いくというのがあるんですけれども、現況、これは３歳児に白色瞳孔の話があるですけど、４か

月と１歳半のときは、これは項目としてないということですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 網膜芽細胞腫の後発年齢が２歳から３歳にかけてが一番多いということと、それから網膜芽細

胞腫の症状としては、白色瞳孔以外の斜視も初期症状に入っておりますので、これが１歳半健診

のほうに入れさせてもらっているところです。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 今、２歳からが多いですよというのは、これは単に統計のデータであって、発生確率を確定す

るものではないと思うので、４か月、１歳半のところにも白色瞳孔という言葉を入れていただい

たらどうですかね。お母さん方も目にすることで、お母さん同士で話をすれば意識もしますし、

それは早期発見につながる１つの機会づくりにもなっていくと思うので、目に触れる機会を増や

してあげることが、お母さんたちに、そういう病があるんだよということが早期発見につながる

ことも、１つステップアップしていくことだと思うんですけども、いかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 白色瞳孔という言葉を使うのか、瞳の中に白いものが見えませんかという言葉を使うのか、ど

のような言葉づかい、それから、どの機会に周知していったらいいかは、今後、調査検討してい

きたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 ぜひ、早期発見という観点から、子どもの命を守るという観点からも、こういった言葉をしっ
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かり入れていただいて、どういう表現になるかはあるんですけれども、早期発見につながるよう

に。万が一のときには早く対応できるようにということ要望して終わります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２の①のア、イ、ウの質問に対し、一括して、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。 

 まず、アについてお答えをいたします。 

 ２０２７年に予定されておりますリニア中央新幹線の東京－名古屋間の開業によりまして、東

京－名古屋間の所要時間が４０分となり、首都圏近郊の千葉市、高崎市、宇都宮市などと同程度

の所要時間で東京から名古屋を訪れることが可能になると見込んで、時間短縮に伴う経済効果が

期待されるところであります。 

 続きまして、イについてお答えいたします。 

 第２次総合計画の策定の際に行いましたリニア・インパクトの調査結果では、メリットといた

しまして、名古屋駅へのアクセスの利便性が高い清須市はリニア開業による現状からの所要時間

の短縮率も高くなっており、産業面での企業立地などが期待される一方、デメリットといたしま

して、市外へ流出いたしますストロー効果が懸念されるところであります。 

 ウについてご答弁をさせていただきます。 

 リニア・インパクトを最大限に活用するための施策を展開することが今後の課題であり、第

２次総合計画の後期基本計画の策定等を通じて、各分野での検討を行ってまいりたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 ありがとうございます。 

 今回、一番最初に取り入れさせていただきました。これ、平成３９年には一応、名古屋に開通

すると。あと１０年を切って、どのようにリニア・インパクトそのものが具体的に捉えられてお

るのかなと。市の発展と、そういう観点から見た場合に、どんなふうに生かしていくのかなと思

って聞かせていただきましたが、今、ずっとお聞きしたところ、経済効果を期待しておりますと
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か、アクセスがいいですとか、デメリットが、ストロー効果ですね、通過した後、来るだけ来て、

すぐどこかへ行っちゃうということか、今後考えていきますという内容なんですが、これ、まず

具体的な経済効果とはどんなことを想定されますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 先ほど申し上げました第２次総合計画の策定時点で調査のほうをさせていただいております。

それによりますと、清須市におきましては、開業初年度に年間約３．２億円、開業後５０年間で

約８９億円ということで近隣市町と同程度の経済効果、こちらのほうを便益といいますけれども、

が見込まれておるというふうになっております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 その数字の根拠になるものは何ですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 こちらのほうですけれども、まず、時間の短縮によりましてさまざまな影響が出るということ

で、まず、時間が短縮されるということで、交通のコストが時間換算でいきますと低下します。

それによりまして、生産性が向上する。そして、企業の利潤が増加する。それによりまして、企

業利潤によって、世帯の受け取る所得が上昇する。それによって商品やサービスなどがより多く

購入できるようになるというさまざまなことが、それを効果、市民の方々の満足度を貨幣換算し

たものでありまして、具体的にどれがどういうふうな経済効果がというものではなく、あくまで

も時間短縮による数字上の経済効果ということになっております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 
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 この第２次総合計画の中でも産業と居住環境。産業をオフィス需要に応えていくとか、不動産

価格等コスト面での優位性を生かしとか書いてあるんですけれども、もうちょっと、皆さんね、

非常にまだ消極的だなと思って、こういう姿勢が。例えば、駅の乗降者数でいうと、須ケ口がな

ぜか５万５千人と聞いたんですけども。その次に、枇杷島、清洲という形になって、そこは一桁

下がってきて、５千人、４千人という形になっておりまして。これ、実はいろんな今まで出した

マスタープラン、これをずっと見ましてね、常に一番基軸になるものですから、まちづくりにと

ってすごく課題がある、都市機能に関する課題なんだと、実は。というような、これ今、手元に

マスタープラン、平成２１年につくられたやつですけども、ここから９年たって、内容を聞いて

もらっているというふうにしか見えなくて、あと９年しかないわけですよね。それで、後期にね、

来年度１年限りの後期のプランをつくっていかれると思うんですけども、もうちょっと調査とか

研究とか、前のめりにしていただかないと、おっしゃっていることの経済効果が本当に絵に描い

た餅になっちゃうんじゃないのかなと。 

 ちょっとしゃべらせてもらいますけども、こういう質問をするに当たっていろんな資料を集め

ました。これ１０年ぐらい前ですか、市民の方にアンケートをとると、名古屋市に隣接している

ことを生かしたまちづくりをしてほしいという訴えが３４％、ここ、ほぼ１０年近くたってきて、

リニアがくるからがんばりますよというので、具体なところがあまり見えてこないところなので。

これ、人口の転入増があってるわけですよね。これは以前のマスタープランで見ると、合計６万

３千人ぐらいだったんです。これが今、６万７千とか８千ぐらいになってきて、豊明市と同じ人

口規模にもなっているということで。豊明は駅を中心にしたまちづくりというを、ちゃんと打ち

出しています。にぎわいづくりという視点だけじゃなくて、やっぱり選んでもらえるまちづくり

という。選んでもらえるということは、どういう面で選んでもらえるのか教えていただきたい。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

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、駅前の開発というのが１つの代表的なもので、そういったも

ので積極的に打ち出したらどうかという趣旨のお話ですけれども、そういったことも確かに１つ

です。ただ、先ほど議員のお話にもありましたように、確かに社会増が増えてきている。そして、

自然増、出生率のほうも上がってきておるというのはですね、例えて言うと、議員おっしゃられ

たように、特化した目玉的な事業がないということの視点だけはなく、清須市が満遍なく、より
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よい施策を打っているという結果ではないかというふうにもとられるわけですので、そういった

ところを捉えてですね、決して今まで何もやってきてないということではないというふうに考え

ております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 もちろん何もしてきてないということではないんですが、先輩方のご努力で、東海豪雨を乗り

こえて、ここまで大発展してきているということはそうだと思うんですけども、１つの見地と捉

えて、もう少し何かないのかなというのを第２次総合計画で思いました。 

 例えば、都市づくりの基本的課題に対する都市整備の方針、項目対象表の中には、実は一番上

の項目には駅前の開発と。これ、３つ、ＪＲ枇杷島駅、名鉄新清洲駅、須ケ口駅。これは全て、

この駅って、名古屋駅から乗車して５分から７分で行けるところって名古屋市内でも少ないと思

うんです。栄、５分で行けませんよ、多分。こういう立地をもうちょっと生かす何かがないのか

なと思いましたので、質問させていただきました。 

 駅前の機能って、やっぱりこれだけの立地にあってこれでいきしましょうっていう話ではなく

て、結構、人口減のところが、皆さん、駅っていうのは大事なところで。ただ人が通過するだけ

じゃなくて、いろいろ集客の装置を持ってきたりとかして、結果的にそれでまちが便利になるん

ですね。なので、もうちょっと何かないのかなと思って。 

 例えば、先般、新聞発表されたのがＪＲ稲沢駅前に豊田合成のためにアリーナができるという

話があって、あれを見たときにすごく悲しく感じました。豊田合成さんって、清須市に本社があ

りますよね。ＪＲ稲沢駅の前につくると。もともとは、今は市役所の向こう側にある体育館が、

豊田合成さんの名前でなっているんですけども。そういうことは市のニーズにグリップされたプ

ランになっておるのか、甚だ疑問に思ってしまうと思うので。例えば、駅前だとパーク・アン

ド・ライドってどこでもやっとると思うんですけども、じゃあ枇杷島駅でやってますかとか、新

清洲とかＪＲ清洲駅前だって、それどうやって考えていますかって言葉さえ出てこないというの

は、これは疑問に思うなと思っておりますので。 

 都市機能の充実から見ると、今だと、例えば駅前の保育園ですとかね、観光とビジネスから見

たら、名古屋駅５分ですから、ホテルがあったりとかしてもいいと思うんです。今、言ったアリ
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ーナだって、あれば避難所に使えるわけです。あとは利便性の高い分譲とか賃貸マンションを増

やしていくことで、世帯もまた増えていっていろんな利益が増えると思うんですよ。なのに、こ

ういうことにあまり積極的じゃなくて、あまり手を加えることはどうなのかという話が非常に多

くて、非常に残念に思っています。 

 要するに、リニアインパクトの恩恵が受けられることは、もうわかっているにもかかわらず、

また、人口減少社会の中で世帯増をしているにもかかわらず、相変わらず成り行き任せなんじゃ

ないんですかという感が、ごめんなさい、ちょっと言葉が悪いかもしれませんが、もう少し何か

捉えられるものがあるんじゃないかなと思っております。これは要望だけにして次に行きます。

お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 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についてお答えいたします。 

 ユニバーサルデザインは、全ての人々が共生できる社会をつくるために、バリアフリーとあわ

せて推進するべき概念として位置づけられており、本市では、指針の策定といった具体的な位置

づけはしておりませんが、庁舎整備を始めとした各種取り組みに際しては、当概念に配慮してい

るところであります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 今、すばらしい答弁をいただきましたが、第２次総合計画の中でユニバーサルデザインの言葉

が出てこないんですけど、どうしてですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 第２次総合計画の策定過程におきまして、ユニバーサルデザインにつきましての登載について

の議論はですね、担当のほうでさせていただいております。ただし、その過程でですね、先ほど
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申し上げましたように、ユニバーサルデザインといいますのは、全ての事業に該当してくるとい

う判断をさせていただいております。そうしますと、総合計画ですと７つ、そして、その下

３４というふうに施策・政策事業というふうに分かれておりまして、全てのものが縦でつながっ

ておるということを今回、最優先させていただいた結果、各事業が全ての事業の総括的になって、

そこでユニバーサルデザインをうたうということが難しいということになりましたので、各基本

計画の中での政策、または施策の表題等々についてあえて外して、これは当然的にやるものだと

いう判断の中で、あえて明文化のほうはさせていただいてないというところになっております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 明文化して目に触れることのほうが、よっぽど心の醸成につながると思うんですけども、皆さ

んが皆さん、認識はされとるとは思うんですけどね。言うまでもなくユニバーサルデザインはハ

ンディキャップを受け入れ、年齢や性別、国籍や民族にかかわりなく、誰もがひとしく使いやす

いように安全で便利な都市や建物、製品や道具を表現しようとする考え方、目にちゃんと触れた

ほうがいいんじゃないかなと思うんですが、原課だと福祉のほうになると思うんですが、こうい

った現場でいろんな不便なことをお聞きして、こうあったほうがいいじゃないかというご意見も

伺うと思いますが、そういう現場からしてユニバーサルデザインの取り組みをどのようにお考え

になるか、ちょっと教えてもらっていいですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

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。 

 一般的にユニバーサルデザインが指す道路や建物などハード面の整備に対しまして、住民がお

互いに助け合い、支え合い、思いやりの精神が心のユニバーサルデザインと呼ばれるものです。

全ての人に優しい社会を実現していくことは、ハードに頼らなくても待っている人を助けるとい

う行動は大事なことであると考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 今、心のってありましたけども、まさに、やっぱり心のところから出発しないとなかなか気づ

けないことも多いでしょうし、それで結果的にハードにつながってくると思うので、もう少し原

課としても発信をしっかりしていただけるといいかなと思いますけれども、行政側というか、運

営側にユニバーサル的な発信というのはどうでしょうか。どの程度やられていく認識でしょうか、

認識としては。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部長（福田 晃三君） 

 本市の障害者基本計画ではですね、障害のある人もない人もともに育み、支え合う地域社会の

実現を基本理念としております。全ての人が暮らしやすい共生のまちづくりを進めていくことが

重要なことであると考えておりますので、今後も福祉に関する教育を進めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 お考えになっていることを発信をして、議論をしていくというステージをもっとつくっていた

だきたいなと思います。思っているだけではなかなか形にならないので、やっぱり原課から一番

発信してもらうことが市民の意見だと思いますので、そのあたりよろしくお願いしたいなと思い

ます。 

 次、③番、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し、長谷川都市計画課長、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課長の長谷川です。よろしくお願いいたします。 

 ③についてお答えいたします。 

 前回策定した都市計画マスタープランは、春日地区は合併以前のため統合されておらず、また、
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清須市、春日地区、どちらの計画も目標年次が平成３０年度となっていることから、今後予想さ

れる人口減少、超高齢化社会の進展などの社会情勢の変化に対応した計画づくりが必要になるた

め、平成２９年度、３０年度において新規都市計画マスタープランを策定いたします。 

 策定に当たっては、都市計画法に位置づけられた都市計画に関する基本的な方針を定めるため

に、上位・関連計画である愛知の都市づくりビジョン、名古屋都市計画区域マスタープラン及び

清須市第２次総合計画を踏まえ、都市施設の配置方針や各地域のまちづくりの方針を定めること

となっております。 

 今後、策定に当たり、さまざまな課題が出てまいりますので、関係機関と綿密に連携しながら、

計画の策定に努めたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 １点だけ、これは以前のマスタープランというのは、一回つくってもらった、これ法律でも決

まってて１０年となっているんですけども、今回、また１０年というスパンでつくるんですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 ３１年度から平成４０年度までの１０年間の計画を予定しております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 １０年間のプランをつくられるのはいいんですけども、今まで以上に日本の社会情勢も急速に

変わったりとか、特に高齢化ですね。社会構造も変わってくることですので、上位計画が総合計

画になっていて、そっちの整合性を考えると、もう少しその都度、その都度連携をとった見直し

とか、そういったこともお考えですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 
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 当然ながら、人口推移や経済状況などは常に変化しておりますので、都市計画マスタープラン

の指針についても、社会経済情勢の変化というものを踏まえて変更できると認識していますので、

こちらも５年を目安に変更の必要性などを検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 市民のニーズをしっかりグリップしてつくっていただければと思います。 

 ４番、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、④の質問に対し、岩田財政課長、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 財政課長、岩田でございます。 

 飛永議員のご質問にお答えします。 

 ④の公共施設マネジメントと第２次総合計画及び都市計画マスタープランの整合性及び今後の

課題についてです。 

 本市では、「公共施設マネジメント」として、平成２９年３月に策定した「清須市公共施設等

総合管理計画」に基づき、平成３２年度までに、個別施設ごとに「存続」、「廃止」、「複合化」

等の具体の対応方針を定める「個別計画」を策定し、将来の公共施設の老朽化等による維持管理

費の増加に対応することとしています。 

 「公共施設マネジメント」を進める上では、市の将来のあり方や地域課題解決の視点から、施

設の統廃合等を行っていく必要があります。そのため、「公共施設個別計画」は、本市の「第

２次総合計画」の基本理念である「連携」を踏まえ、「総合計画」や「都市計画マスタープラン」

などの将来を見据えた計画同士が同じ方向を向き、連携していかなければなりません。そのため

には、人口構造や施設利用者の推計、将来起こり得る課題、その課題解決に向けたアプローチや

成果指標といった点を具体的に共有する必要があります。 

 現在、「第２次総合計画」を始めとする各計画の見直しに当たり、こうした共有すべき点を整

理して、個々の計画に反映する作業について、関係課が協力して進めているところであります。 

 今後も、こうした市の将来像を意識し、方向性を確認しながら、計画の見直し作業を進めてま
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いります。 

 それとともに、「公共施設マネジメント」は計画策定が目的ではなく、市民が「よくなった」

という実感があって初めて成功と言えるものと考えています。「公共施設マネジメント」の出発

点は財政問題ではありますが、数字の議論だけでなく、まちづくりの一環として公共施設のあり

方を市民の意見をくみ取って考えるプロセスを大事に進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 あまり時間がないのであれですけども、この間の公共マネジメントのね、一回初めてやったと

きに資料いただいたら、学校のウエートを減らせと書いてありますね。学校のウエートを減らせ

って、これ、どういうことですかって思って。全体プランがあって結果的にこうなんならいいん

ですけど、数字だけ書いてあったもんですから、ちょっとこれ、スタートとしてどうかなとすご

く思ったのが一つと。 

 あと、議論をされていく中で、機能として必要なものはつくらないかんと。そうすると、やっ

ぱり近隣市町との連携の中で清須市の都市機能として、どういったものを持たないかんかと。今

度は第２次総合計画をつくっていらっしゃるなら、しっかり連携とって進めていただければなと

思います。 

 次、行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、⑤の質問に対し、ア、イ、ウ、それぞれ答弁をお願いいたします。 

 初めに、加藤健康福祉部次長、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（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。 

 ⑤の愛知県内トップの出生率のアについてお答えをさせていただきます。 

 出生率トップの要因としては、土田地区の区画整理による住宅居住地の開発及び西枇杷島地区

に大規模な社宅などの建設によるものです。 

 素因としては、本市が名古屋都市圏に位置し、交通機関の利便性が高いため、就業するのに有

利な立地条件により、若い家庭を持つ世帯が居住しやすいと考えられます。 
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 誘因としては、市内に公立保育園が１３園、市立幼稚園が１園、また、学校区ごとに公立児童

館などが整備されていたことなど、総合的に子育てがしやすい環境整備が充実していたことで出

生率が高い結果であったと思われます。 

 イについてお答えいたします。 

 本市では、平成２９年１０月から、国が推進している幼児教育の無償化に向けた取り組みをさ

らに拡充し、多子世帯の経済的負担の軽減として、第２子保育料の段階的無償化を実施し、また、

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援として、「子育て世代包括支援センター」を開設

するなど、スピード感を持って子育てしやすいまちづくりに努めています。 

 急激な乳幼児の増加による保育ニーズ、特に低年齢児ニーズの対応、また、妊娠期から子育て

期にわたる家庭に対して、子育て支援情報が検索できる「子育てアプリ」をどのように周知し、

さらに利用性を高めていくのかが今後の課題としています。 

 ウについてお答えいたします。 

 若い世代が増えることで、核家族化の進行や地域とのつながりの希薄化により、子育てに不安

を抱える保護者がいつでも気軽に悩みを相談できる体制を構築することなど、安心して子育てが

できるまちづくりに取り組むことと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 それでは、時間になりましたので、以上で飛永議員の質問を終わります。 

 次に、林議員の質問を受けます。 

 林議員。 

＜ １２番議員（林 真子君）登壇 ＞ 

１２番議員（林 真子君） 

 議席番号１２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、私の

質問をさせていただきます。 

 私の質問は大きく２点でございます。 

 １点目、就学援助・学習支援が必要な児童・生徒への対策についてでございます。 

 昨今、日本では子どもの貧困問題がクローズアップされています。その割合は７人に１人と高

いものですが、身近な問題として実感している人はあまり多くないと言われています。しかし、

貧困家庭で育った子どもは総じて栄養状態の問題から健康状態がよくなかったり、親子関係に何
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らかの問題を抱えていたりと勉強をする環境すら整えられないことが多く、そのまま育ち就職が

できないことにつながれば、それが貧困の連鎖となってしまいます。「貧困の連鎖」を断ち切る

ためにも低所得層の子どもの教育が重要となります。 

 本市においても本年度より学習支援事業が行われるなど、こうした課題へしっかりと取り組ん

でおられ、大いに評価するものであります。 

 また、就学に係る費用を援助していく取り組みも重要な施策です。 

 そうした中で、平成２９年３月３１日付で文部科学省は「要保護児童生徒援助費補助金要綱」

を改正し、就学援助要保護児童の学用品費の単価を倍額するとともに、支給対象者に新たに就学

予定者を加えました。こうした改正を受け、愛知県下にあっても準要保護児童生徒に対しても

「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給を始める自治体が増えてきております。 

 私は過去の一般質問においても、この入学前の支給についてお考えを伺っておりますが、現在

の他市町の状況を鑑み、再度ご見解をお聞きします。また、学習支援事業の現況と課題、支援が

必要な児童・生徒に対してのさらなる取り組みについてお聞かせください。 

 大きな２点目でございます。地域福祉計画の策定について。 

 少子高齢社会の進行や生活困窮世帯の増加などにより、対象者ごとに整備されてきた現行の福

祉制度では対応が困難なケースが増えています。昨年６月、公的支援のあり方を縦割りから丸ご

とへと転換する「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が

公布されましたが、その重点テーマの一つに「地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進」が

掲げられています。 

 地域共生社会とは、「制度・分野ごとの縦割りや支え手・受け手という関係を超えて、地域住

民や地域の多様な主体が我が事として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて丸ごとつ

ながることで、住民１人１人の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」のことであり、

国は、これを今後の福祉改革の基本コンセプトに位置づけ、「我が事」「丸ごと」をキーワード

に四つの柱に沿った取り組みを進めるとしています。 

 このうち社会福祉法の改正で「地域課題の解決力の強化」に関する取り組みが規定されました。

また、市区町村の努力義務として、地域住民や関係機関との相互協力による「包括的な支援体制

の整備」と「地域福祉計画の策定」が求められています。 

 地域福祉計画は、平成１２年６月の社会福祉事業法等の改正により、社会福祉法に新たに規定

された事項であり、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉計画からなっています。現在、愛
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知県では多くの自治体で策定されており、今回の法改正を受けて新たな項目を盛り込む自治体も

増えてきております。 

 こうした背景の中、本市においても早急に計画を策定し、地域共生社会へ向けてさらなる地域

福祉の充実を図っていただきたいと考えますが、当局の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（伊藤 嘉起君） 

 最初に、１の質問に対し、丹羽教育部次長、答弁、続いて、鹿島社会福祉課長、答弁、引き続

きお願いいたします。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 学校教育課長の丹羽です。 

 １番の前段部分のご質問について答弁をさせていただきます。 

 本市は今まで、市内の小中学校に入学しない子どもの保護者に前倒し支給した場合に転出等に

より返還が困ること、そして、多くの市町村で開始されていなかったため、他市町村との重複支

給が発生した場合の調整等が懸念していたため、新入学用品費の前倒しを実施していなかった理

由でございました。 

 しかしながら、近年では、小中学生の制服・体操服・かばんなどの新入学用品関連品の価格が

高くなってきたこと、また、県内他市町村の状況を見ますと、平成３０年度時点で実施していま

す市町村は約６０％を超え、今後も増えることが予測されています。このことから、他市町村と

の支給調整、制度のバランスを考慮すると、実施する必要性があると考えるため、新入学用品費

の前倒しを前向きに検討してまいります。 

 以上でございます。 

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。 

 学習支援事業の現況と課題についてお答えをいたします。 

 生活困窮世帯への学習支援事業につきましては、受託者を公募型プロポーザル方式により選定

し、今年度７月から、生活保護受給世帯などの生活困窮世帯の中学生・高校生などを対象とし、

週２回、１回当たり９０分の学習支援を行っております。 

 ８月３１日現在、学習支援への参加者は全員が生活保護受給世帯の子どもたちで、生活保護受

給世帯の中学生１３名中１０名、高校生１０名中２名の計１２名が参加しており、中学生の参加
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率が非常に高くなっております。 

 また、事業者からの報告によりますと、学習にみずから意欲的に取り組んでいる様子もうかが

え、保護者からも楽しそうに通っているというふうに聞いております。 

 課題としましては、この学習支援事業の目的である「貧困の連鎖」を断ち切るという成果を検

証するまでには中長期的な視点が必要なこと、ひとり親家庭の子どもに対する学習支援や家庭で

の学習が困難な中学生・高校生に対する地域と学校の連携・協働による学習支援など、他施策と

の整合性を図る必要があることなどです。 

 生活困窮世帯への学習支援事業につきましては、今年度からの新規事業でもありますので、事

業効果等もしっかりと検証し、学習支援事業の継続に取り組んでまいります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 ありがとうございました。 

 まず、新入学用品のほうなんですけれども、非常に前向きに検討するというご答弁をいただき

ました。ありがとうございます。 

 まず、お聞きしたいんですけれども、本年度の小中学生の新１年生は対象者何人で、また、新

入学用品費の支給金額はそれぞれ幾らでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 学校教育課長の丹羽です。 

 対象者につきましては、今年度、小学校新１年生が３２名、それと新中学生１年生が５１名で

ございました。 

 支給額は、小学生が４万６００円、中学生が４万７千４００円であります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 
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 ありがとうございます。 

 今お聞きいたしますと、小学生よりも中学生のほうがかなり対象者が多いという状況であるこ

とがわかりました。 

 先ほどのご答弁の中で、転出等により返還が困ること、そして他市町村との重複支給の調整が

懸念されたのでという理由の答弁がありましたけれども、私も以前、質問をさせていただいたと

きにお聞きしたときに、その他の理由として、小学生にはランドセルを支給していると記憶して

います。 

 しかしながら、先ほど言われましたように、中学生には特にかばんなどの入学用品費が支給さ

れておりませんので、やはり入学準備をする上で対象の子どもの保護者にはかなり負担があると

思いますので、ぜひ前向きに検討していただきたいと思います。 

 今回、前向きに進めていただけるような背景についてもう少しご説明ください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 先ほど申し上げましたとおり、今年度時点で実施している市町村が約６０％を超え、そして今

後も増えることが予測されます。 

 他市町村との調整支給制度のバランスを考慮する必要があると。そして、もう１つは、制度を

導入している市町村のうち、名古屋市を始め、ほとんどの市町村が対象者が在住しているという

基準で取り扱っているということで、本市にとりましても従来の課題が解決できるのではないか

という考え方でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 ありがとうございます。 

 いずれにしましても、前払い制度導入に当たりまして、さまざまな課題はあったと思いますけ

れども、解決いただきまして、対象者の保護者の方が少しでも経済的な負担軽減ができるように

一日も早いというか、なるべく早期に実施していただきますようにお願いして終わります。 

 次に、学習支援のほうなんですけれども、今、担当のほうから無料学習塾の状況と課題につい
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て具体的な数字ですとか説明をいただいて、支援が必要な児童生徒に対する学習支援の取り組み

をお聞きしたところでございます。 

 また、対象者は違うんですけれども、今年度からは子ども食堂も開設されておりまして、放課

後における生活支援、また学習支援が展開されてきておりますけれども、教育委員会として学校

ではこのような事業の取り組みについてどのように考えておられますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 学校におきましては、無料学習塾、そして子ども食堂につきまして、学校長を通じて教師１人

１人に周知をしているところでございます。 

 また、常日ごろ、学校内での子どもの様子ですね、行動、服装、健康状況に目を配りまして、

何か異変があった場合は、本人、児童生徒、あるいは保護者に聞き取りをいたしまして、保護者

の意向を尊重して、教育委員会を通じて福祉部局と連携して学習支援等のご案内をするように心

がけておる次第でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 今、学校と福祉部局の連携というお話が出たわけですけれども、先ほどもおっしゃっていまし

たように、無料塾を今年度、今、始まったばかりでありますので、まだまだこれからの展開があ

るのかなと思いますけれども、今後こうした事業をより実りのあるものにしていくために、教育

委員会のお立場からで結構ですので、今の定員・定数についてどうお考えか。また、今の運営主

体ですね、これについていろんなやり方があると思いますので、ボランティアさんを入れるとか、

地域と一緒にやっていくとかあると思うんですが、そういうことについて教育委員会としての見

解をお聞かせいただきたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 貧困の連鎖を断ち切る１つの施策といたしまして、先ほど説明ありましたように、無料学習塾
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の現状の説明がございました。主にこちらの現状につきましては、生活保護受給世帯の中学生等

を対象にした子ども学習塾でございますが、教育委員会としましても、通所している子どもの学

力の成果、そして問題点等を関係機関から情報・意見等を聞き取りまして、その結果を踏まえて

学校と福祉部局と一緒になって学習支援事業を取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 ありがとうございます。 

 やはり学校現場での問題の提起と連携が大事だと思いますので、これからもいろんな方法を模

索していただきながら、一人でも必要とされる方に、お子さんたちに行き届くように、また事業

の結果、制度を見ながら進めていただきたいと、こちらで今やっていますけれども、また、よろ

しくお願いいします。 

 次、お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 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、鹿島でございます。 

 ２の地域福祉計画の策定についてお答えいたします。 

 社会福祉法に規定されている地域福祉計画は、平成２９年の社会福祉法の改正により、市町村

が地域福祉計画を策定するように努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位

計画として位置づけることになりました。 

 また、法改正に伴い示された「市町村地域福祉計画の策定ガイドライン」には、まちおこし、

商工、土木、防犯・防災など、福祉以外のさまざまな分野との連携に関する事項についても、計

画に盛り込むべき事項として示されております。 

 この策定ガイドラインには、これまでの地域福祉計画にはない新しい概念も含まれているため、

既に地域福祉計画を策定している市町村においても、計画の大幅な見直しが必要になってくると

思われます。 

 現在、清須市では、地域福祉計画を策定しておりませんが、地域共生社会の実現に向け、地域



－97－ 

包括ケアシステムの構築に向けた取り組みなどを進めており、地域福祉の充実につきましても、

社会福祉協議会などとも連携して取り組んでいるところございます。 

 「市町村地域福祉計画の策定ガイドライン」に対応した清須市の地域福祉計画の策定につきま

しては、既に策定済みの団体の動向なども踏まえ、今後研究してまいります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 今後研究されるというお答えで、この質問は何年も前にほかの議員さんからも出たわけですけ

れども、今回まず確認させていただきたいんですけれども、昨年の法改正の中で、地域福祉計画

の中で求められているものが変わったのか、その辺を少しご説明いただけますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 これまでの地域福祉計画では、市町村が策定する計画に盛り込んでいく内容としましては、地

域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項、地域における社会福祉を目的とする

事業の健全な発達に関する事項、地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項が示

されております。まず、地域福祉という大きな概念を計画に盛り込むように求められておりまし

た。 

 昨年の法改正に伴い、新たに示されたガイドラインでは、先ほどもお話ししたとおり、福祉分

野だけに限らず、さまざまな課題をかかげるものの就労や活躍の場の確保等を目的とした、先ほ

ど申したようなまちおこしですとか、商工、そういったような連携にも関連するような事項を踏

まえており、より広い視点に立った地域福祉の策定を求められるというふうに理解しております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 いろんな計画の中に、先ほどもユニバーサルの話がありましたけれども、これからのいろんな

施策の中の中心というか、根底になっていくものなのかなあという感じがしております。 
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 そして、もう１つ、努力義務ということで計画をつくることがなったわけですけれども、これ

がやはり必要性が増してきているのではないかなと私は感じております。 

 先ほど申し上げたんですけれども、今、この社会の中で現行の福祉制度でうまく対応できない

ケースが増えてきているかなと私は実感しているんですけれども、そういう認識はお持ちでしょ

うか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 もちろん社会状況の変化などは、家族・家庭のあり方等々の変化に伴って福祉ニーズは高度化、

複雑化しているというのは皆様方からの寄せられる相談等々によっても非常に力強く感じている

ところでございます。 

 これまでにはないような対応についても、関係機関、関係部署とも連携しながら対応が必要に

なってきているという事案が増えてきているというように実感しております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 私もまさしくそのように思っています。 

 そして、幾つか課題がありますので、ご見解をお聞きしたいんですけども、まずは現行の高齢

者、障害者、それから健康づくり、子育て支援と、それぞれ分かれて計画があります。これが縦

割りになっていることによって、多様化したり複雑化して対応が難しくなっている。また、それ

ぞれの制度のすき間、はざまに入ってしまうようなケース、これへの対応が難しいのかなと思っ

ているんですけども、どのように考えられますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 確かに、これまでにはないケースの対応が求められる場合がございます。我々の担当部署だけ

ではなくですね、関連する部署等々にも連携しながら、それに対する支援というものをさまざま

な角度から検証しながら、その方に寄り添った形で対応のほうはさせていただいているところと
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なりますが、先ほど申されたとおり、我々のほうで対応するための計画がないというようなケー

スにつきましてもですね、計画があるからできるのかできないっていうことではなくですね、そ

の方に合った支援の方法を探しながら、その方に寄り添った形で対応のほうをしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 課長さんですので、あまり酷なのかなと思いながらあるんですけれども、連携はできるんです

けれども、それぞれが越権行為になってはいけないし、聞いてしまって押しつけてはいけないし

というところで私は難しさがあるんではないかなと感じております。 

 総合的ないわゆる丸ごと相談窓口って、あらゆる福祉計画に使われるんですけれども、この丸

ごと相談窓口っていうのはないっていうことが大きな問題だと思うんですね。他市町の計画の中

には、この総合的な窓口をつくる、そして、あるいは１人１人の悩みに寄り添って解決に結びつ

ける、いわゆるケアマネジメントの体制をつくるっていう、こういうことが提起されています。

これは計画がなくてもできるんだよっていうおっしゃり方だったんですけれども、こういうこと

が本市でも必要だと思います。 

 また、もう１つ、個別の計画の中でも、地域の共生とか支え合いっていう表現があると思うん

ですけれども、具体的に地域住民の方がどういう計画を持って行動していくのかなというのがな

いですね。そういうふうに明記されていないと。この地域で支える仕組みづくりのためにも、こ

の地域福祉計画が必要なのではないかと思うんですけども、もう一度お尋ねしますけども、いか

がでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 確かに、地域の住民の方々にもですね、福祉の支え手、担い手になっていただく必要はあるだ

ろうかとは思います。 

 我々行政だけでは対応し切れないケースも、先ほどの避難行動の支援のところでもお話しした

とおり、公助では賄い切れないところについては共助というような形で、地域の住民の方々にも
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福祉の担い手になっていただきたいというふうに考えております。そこにつきましては丁寧に説

明をしながら、担い手になっていただくような形で皆様方に取り組んでいただきたいというふう

に考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 おっしゃることはよくわかるんですけども、なかなかこういうことを計画に明記することによ

って、やはり意識が変わってくるかなと思っております。 

 もう１つですけども、今の福祉サービスというのは、携わる人もそうなんですけども、医療申

請があって初めて提供できると思うんですね。そうすると、潜在的にサービスが必要なんだけれ

ども、まだ申請されていない、こういう方を見つけて、必要なサービスの利用を申請できるよう

にしなければならないと思うんですね。そうやって潜在的にサービスが必要な人を見つけてくれ

るというような、また、このときも住民の方の力が必要になってくると思うんですね。そうした

意味では人材の育成とか発掘、また、行政との連携についてということも計画の中に入れる大事

なことになるんですけども、こうした連携についてはどういうふうにお考えですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 潜在的な利用者等々の発掘につきましてはですね、やはり我々のほうから住民の方を１軒１軒

訪問して、その方を見つけ出すということはできません。民生委員さんですとか、地域の住民の

方々から寄せていただく情報をもとにですね、我々のほうですとか社会福祉協議会のほうと連携

してその方に本当に支援が必要なのかどうかということを見きわめて、支援のほうにつなげてま

いりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 また、今、連携ということで、１つ社会福祉協議会さんとの連携がこれから今まで以上に必要
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になると思いますし、また、社協さんもこの福祉の行動計画をつくっていらっしゃいまして、こ

ことの関係もあると思うんですけども、やっぱり一緒に両者が考えていただいて、もう１つは、

それぞれの役割をもっと明確にしていくということが大事なのではないかなと常々思っているん

ですけども、いかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 確かに、地域福祉計画につきましては、社協のほうがつくる地域福祉充実計画と一体となって

つくっている自治体が結構あるということは認識しております。 

 ただ、先ほどお話にも出ました社会福祉法の改正によってですね、地域福祉とはまた違う新し

い概念が必要になってくるというところがありますので、今までつくっていた団体が今後どのよ

うに社協と連携しながら一体となった地域福祉計画や地域福祉充実計画をつくっていくのかとい

うところも参考にしながら、清須市が地域福祉計画を策定する際には、社協との計画との一体化

ということも検討しながら進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（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 積極的につくるよというお答えがなかなか出てこないわけですけれども、こういう計画をつく

るのに当たっては、非常にお金がかかっている現状もあると思うんですけども、私は計画の体裁

にこだわってコンサルタントの会社を使ったり、そして立派な計画書をつくるということが大事

なのではなくて、これを実行できないと意味ないんですね。これは努力義務の計画ですので、つ

くれという計画でありませんので、やっぱり実効性がなければいけないと思います。 

 また、その計画に沿って進捗についても検証したり、また結果を出さなければ意味がないとも

思っています。しかしながら、地域住民の活動とか地域の住民の皆様の行動計画までも踏み込ん

だ計画となれば、しっかりと住民の皆さんの意見を聞いて対応させていくと思うんですね。です

ので、その計画をつくる過程で横断的な組織も必要になってきますので、今まで以上にこの組織

の連携の強化ができると思います。そして、縦割りの弊害ですとか、また制度のすき間とかはざ

まの問題も課題がはっきりしてくると思うんですね。ですので、私はこの計画をつくる過程のほ
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うが非常に大事であると思っておりますので、ぜひ前向きにまた考えていただきまして、ほとん

どの市がつくっている計画ですので、体裁にはこだわりませんので、ぜひもう一度お考えいただ

きたいと思います。 

 最後に、永田市長にお聞きしたいと思うんですけども、この地域福祉計画は今までのお話の中

で、我がこと丸ごととして住民が地域の福祉を担っていくという計画なんですけれども、それを

行政がバックアップしていくという、こういう仕組みをつくっていく計画になると思います。こ

れはこれからの共生社会、先ほどからも出ていましたけれども、このつくっていく上で私は非常

に大事な計画だなと思います。 

 そして、市はほとんどですかね、多くの自治体で作成されていますので、ぜひ清須市も今後、

作成を前向きに取り組んでいただきたいということで、最後に市長の見解をお聞きしたいと思い

ます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 地域福祉計画は努力義務ということでございますので、今、うちはつくってないんですけども、

県下５４市町村のうち４０がつくっておって、つくっていないのは１４ということで、どういう

わけか尾張地方が比較的多いんですけども。今、お話を聞いておりまして、確かに福祉の関係で

は子育てや、また高齢者、障害者、それから健康部門ということで、それぞれの計画はしっかり

つくっておるんですけども、こうした連携がしっかりできているかということや、それぞれの間

にすき間がないかという、そういうご意見をいただきまして、それは一面ではそういうことがあ

るのかなというふうに感じております。計画をつくるかつくらんかということにつきましては、

先ほど担当者が答えたとおりでございまして、今、いろいろお話がございましたので、研究をし

ていき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（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 お昼になりましたので、終わらさせていただきます。 
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 ありがとうございました。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、林議員の質問を終わります。 

 ここでお昼の休憩に入ります。 

 再開は１時３０分といたしますので、よろしくお願いいたします。 

（ 時に午後 ０時００分 休憩 ） 

（ 時に午後 １時３０分 再開 ） 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 休憩前に引き続き、議会を再開いたします。 

 次に、冨田議員の一般質問を受けます。 

 冨田議員。 

＜ ３番議員（冨田 雄二君）登壇 ＞ 

３番議員（冨田 雄二君） 

 議席番号３番、清政会、冨田雄二でございます。 

 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。 

 何分初めてですので、緊張しておりますが、皆さん、よろしくお願いします。 

 私の質問は１点です。市民協働による自治会運営について。 

 本市においては、市民参加、市民協働の取り組みを一層推進するため、平成３０年度より企画

政策課の中に「市民協働係」を新たに創設されました。今後の取り組みを大いに期待するところ

であります。 

 本市における市民協働の定義は、平成２７年度策定の市民協働指針によると、「市民団体等と

市がそれぞれの役割と責任を自覚し、共通の地域社会の課題を解決するために、補完、協力し合

う活動」としており、ここで言う「市民団体等」の中には自治会も含まれており、清須市では

３８のブロック、９３の町内会で、自治、コミュニティ活動を支えております。 

 これら各ブロック、町内会に目を向けてみますと、市民ニーズが多様化、高度化する中、社会

現象でもある、少子高齢化や住民同士のつながりの希薄化などにより、自治会への加入率の低下、

自治活動事業の廃止、最近では地区の子ども会組織の解体等さまざまな問題が起きており、自治

会の運営自体が大変危機的であるということであります。 

 こうした状況下で、行政からの支援は、縦割り行政の各部局から一律に補助金だけを支給する
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という協働の形態となっております。この補助金については、自立型地域社会の形成を図るため、

活発な地域活動を喚起するための工夫を施した補助金形態にはなっているものの、市政推進委員

が毎年かわる今の自治会の組織では自主性や自立性が低下し、毎年の事業をただ単に消化してい

るだけのように思われます。 

 そこで、以下の質問をさせていただきます。 

 ①現在の各地域（ブロック）に対する補助金に係る各種事業についてですが、補助金の趣旨の

とおり、各地域について工夫を凝らし、さまざまな事業を発展的に展開している地区もあるとは

思いますが、補助金を得るために毎年例年どおりの事業を惰性的に実施している地区も少なくな

いはずです。これでは地区（ブロック）ごとの地域力に格差ができ、清須市全体の活性化にはつ

ながらないと考えますが、所見を伺います。 

 ②各ブロックの自主防災組織が行う自主防災訓練は、毎年かわる自治会の役員が中心になって

進められていますが、いざというときに本当に機能するのかどうか疑問であります。安心安全な

まちづくりを進めていくためには、各地区の自主防災訓練は行政と地域住民のお互いの役割分担

を明確にし、企画段階からお互い十分な情報交換のもとに進める、共催による防災訓練であるべ

きと考えますが、いかがでしょうか。 

 ③自立型地域社会の形成には、各地域において、発展的かつ積極的な考えを持ったリーダー的

存在が必要であると考えます。「補助金の支給だけ行い、あとは各地域で」というような行政の

丸投げでは地域力は高まりません。この各地区の地域づくりを担う人材の発掘及び育成を市が積

極的に行うことが必要であると思われますが、いかがでしょうか。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最初に、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、まず、１番についてお答えをいたします。 

 一般的に、コミュニティ行政を推進するために必要な原則は、適正な規模のエリアを設定する

こと、活動の拠点があること、必要な財政支援があることと言われています。 

 平成１９年度からコミュニティ推進協議会で、コミュニティ行政を行うための規模を検討し、

平成２２年度からブロック制へ移行することとなりました。平成２３年度には、補助金制度を見
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直しました。こちらは、当時の市政推進委員の代表者などの有識者を集めて何度も会議を開催し、

現在の補助金制度を確立した経緯がございます。 

 ブロック制の施行により、当時１０７あった町内会は３８ブロックとなり、世帯数は最小でも

３２２世帯とし、町内会の活動を考えると、大幅な改善となったと考えております。 

 また、補助金制度も、コミュニティ活動が活性化されるよう、実績をベースにした助成となっ

ております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 冨田議員。 

３番議員（冨田 雄二君） 

 今、実績をベースにした行政というふうに答弁されましたけども、各ブロックに対して、現在、

３つの事業があります。自治活動事業補助金を支給されていると思うんですけど、各ブロックご

との、今、支給条件というのはどうなっておるんですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 ご指摘のことなんですが、昨年度ベースでお話をさせていただきますと、まず、各ブロックの

３つの合計の補助額の執行率は９５．３％となっております。これは対前年度比ですと少し落ち

込んでくるんですけども、実際、安心して暮らせる事業の中で、自主防災訓練がございます。そ

の自主防災訓練が昨年度は８月、９月、１０月、土日に雨が続いたということでございまして、

この自主防災訓練が開催できなかったブロックが結構おみえになりました。その関係上、２８年

度比に比べますと２９年度は若干その事業の補助金の使用が少ないということになっております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 冨田議員。 

３番議員（冨田 雄二君） 

 今、ブロックの支給条件についてお話しいただいたんですけど、では、事業の使い道ですね。

３つの事業がございますが、１つは安心して暮らせる事業。これは先ほど言われたように、自主

防災訓練なんかに使われると思うんですけど、２つ目は自然と共生し住みやすく、文化的環境整
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備する事業ですね。これは大体、区ごとにとか、そういうことに使われるんですかね。あと、

３つ目の健康で思いやりあふれる事業、これは体育祭とかでよく使われると思うんですが、こう

いった私が今、例に出した以外に使い道というのは何か把握していますか。それとともにですね、

各ブロックの使い道ですね、これは行政のほうは把握されているんですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 今のご質問でございますが、まず、３つの事業ということでございまして、１つ目が、安心し

て暮らせる事業、こちらが主には自主防災訓練というふうに先ほどお答えさせてもらいました。 

 ほかにはですね、地域で行われます自主的な防犯パトロールですとか、あと、防災・防犯に関

する講演会や研修会、こちらのほうの事業に補助金のほうを充てていただいておる次第でござい

ます。 

 ２つ目です。自然と共生し、住みやすく文化的環境を整備する事業。これは主には盆踊り、地

区のコミュニティとか盆踊りというのが一番メインとなってございますが、そのほかにも地域清

掃、いわゆるごみゼロ運動等ですね。あと、緑化事業ですね。あと、祭事への参加、これも子ど

も会さんなんかもあるかもしれませんが、地域によってはですね、その地域ごとの回覧板的なも

のでコミュニティペーパー等を策定しておられるところもございます。そのように、この事業は

充てられているということでございます。 

 ３つ目です。健康で思いやりあふれる事業、これは主には体育祭等ですね、こちらに挙げてい

ただいておるところなんですが、地域によっては夏休みなんかにお子さんと一緒にラジオ体操を

やられるところですとか、地域によって球技大会、それから歩け歩け運動、地区で敬老会を催さ

れるところもございます。そういうところに補助金を充ていただいておるという実績がございま

す。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 冨田議員。 

３番議員（冨田 雄二君） 

 いろいろ説明いただきましてありがとうございました。 

 私が一番危惧するのは、先ほど言われたように、天候等で事業を中止せざるを得ないと、こう
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いう場合は仕方がないとしてもですね、今後、自治会のほうの役員も高齢化してまして、最近、

私の地区でもあったんですけど、準備等が大変だから、この事業をやめようかとか、そういう話

も今後出てくるということも非常に危惧しているわけですけど。行政の方は把握されてないかも

しれませんが、今、自治会組織でですね、市政推進委員の決め方というのがですね、私どもの春

日のほうは特にそうかもしれませんが、本当に閉鎖的でございまして、本当に地域のわずかな、

昔からの人ですね。要は、私のほうでいうじげの人というんですけど、その人たちのグループで

持ち回りの市政推進の決め方なんですけど。 

 だから、新しく転入されてきた人というのは、ほとんどこういうコミュニティ活動、自治会活

動にはほとんど参加できないというような地域性がございまして。そういった中で、こういう今

の古い家の人も、かなり高齢化しておりまして、本当に自治会活動について、もうやめようかと、

その人が言ったらそれで終わっちゃうんです。今、私はこれを一番危惧しておるところでござい

ますが、また、冒頭にもお話ししましたけど、現在の子ども会の現状ですね。春日の地区で１つ

あるんですけど、子どもさんがいらっしゃらないから子ども会を解散すると、そういう地区もご

ざいますし、子どもさんにとってもですね、子どもさんが小学校４年生までは子ども会に入れと

く、５年生になったらやめさせるんです、親御さんは。これは何でかというと、５年生の親御さ

んが子ども会の役員になるんですね。だから、役員をやりたくないから、子どもを子ども会から

抜けさせると。５・６年になると塾とかクラブ活動も忙しいと思いますけど、そういう理由でだ

んだん子ども会のニーズも減ってきて、子ども会も解体するというのが現状なんですわ。 

 そういう話もよく聞きますし、結局、私が思うには、先ほど防災行政課長のほうからもお話が

あったんですけど、世帯数を増やしてね、コミュニティ活動を活性化させようとしてもですね、

私は最終的には、本当にやっている、中心となっている人の問題だと思っております。この人の

問題についてはですね、私の３番目の質問にもかかわってございますので、後でまた質問させて

いただきます。 

 では、２番についての質問に移ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、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の質問についてお答えをいたします。 

 自主防災組織の育成については、防災資機材費の補助や職員による講話などを行い、随時啓発
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や自主防災組織活性化の促進を図っているところです。 

 平成２６年度からは、災害の被害を最小限に食いとめ、地域防災力を向上させるため、地域防

災リーダーとして養成することを目的として地域防災リーダー養成講座を開催しております。今

年度は４７名の方が受講されました。今後も引き続き、地域防災力を向上させるべく地域防災リ

ーダーを養成し、発災時に防災・減災活動や避難所の運営などに携わることのできる人材を育成

するとともに、講座の修了者が地元で自主防災訓練や防災教育を行う際には、市として継続的な

支援を行っていきたいと考えております。 

 今後も地域の自主性を育てながら、地域防災リーダー養成講座の修了者を中心として、「みず

からのまちはみずから守る」を合い言葉に、自主防災への取り組みをサポートしていきたいと考

えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 冨田議員。 

３番議員（冨田 雄二君） 

 各ブロックによってですね、自主防災訓練をされておられるわけですが、これは全地区やられ

ているんですかね。それと、内容的なものですね、どんな訓練をやられとるかということは行政

の方は把握されておりますでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 基本的には、全３８ブロックで実施をしていただいているというふうに考えております。 

 自主防災訓練につきましては、訓練の実施前に自主防災訓練の実施計画書というのを提出して

いただいております。それによりまして訓練内容につきましては把握させていただいております

し、また、必要な資機材につきましてはこちらから対応させていただいておるということでござ

います。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 冨田議員。 

３番議員（冨田 雄二君） 



－109－ 

 今、全部のブロックが、ほぼやられとると。こういう内容でやるという提出はされとるわけで

すね。これは、提出はされとるということですけど、行政のほうから逆にですね、こういった訓

練をやったらどうかというような企画段階での提案とか、そういうことは行っておるんですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 自主防災訓練の実施計画書を提出していただく際に、ある程度このような訓練をしたらいかが

ですかということは記載してございます。また、新たにこのような訓練がしたいとおっしゃられ

たときにですね、例えば、お貸しできる資材があればお貸しをいたしますし、こういうものはど

こで購入したらいいだろうかというご相談があれば、業者の紹介などもさせていただいた上で、

訓練計画の立案にはアドバイスをさせていただいておるということでございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 冨田議員。 

３番議員（冨田 雄二君） 

 先ほど課長のほうから、防災リーダー養成講座をやられておると。防災リーダー養成講座を修

了者に対して継続した指導を行っているというふうに紹介されておりますが、私どもも今年、防

災リーダー養成講座を受講いたしまして、本年度、私も含めて４７名の方ですか、受講されたと

いうことでしたが、こういった防災リーダー養成講座を受けられた方、平成２６年度から防災リ

ーダー養成講座をやられて５年ほどですね、２００名以上の方が今まで受講されていると思うん

ですが、こういった講座に関して関心を持って意欲的に取り組もうという方が各ブロックで本当

に活躍できるシステムになっているかというと、私もその辺を疑問でありまして、その辺が行政

としてのシステムづくりであるとか、そういうサポート的なものは必要じゃないか。せっかく防

災リーダー養成を受けたとしても埋もれていては何もならん話ですし、そういう意味ではですね、

私、今、自主防災組織のことを考えると、ほとんどが自治会の役員さんの持ち回りでしてですね、

毎年メンバーを総入れかえするわけなんですね。ところどころで防災リーダーの養成講座を受け

た方がみえるだろうと思いますけど、この人たちが本当に防災組織に加わって力を発揮できるよ

うな形には現在なってないんですね。だから、本来なら自主防災組織というのは、やっぱり自治

会とは別に新たに固定されたものであるべきではないかと思いますが、そのために行政のほうの
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サポートも必要であろうと思いますが、その辺いかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 地域防災リーダー養成講座の修了者の方々にはですね、市内の中にも自主防災等によるグルー

プ、これは発生的にできたグループが多いんですが、特に、養成講座にご協力をいただいており

ます愛知防災リーダー会などのご紹介はさせていただいております。ただ、やはりそちらのほう

に参加されるかどうかということをどうしても強制力はございません。ですので、受講修了者の

方々の自主性を持ってそういうのに参加される、もしくは新たにそういうグループをつくられる

ということは、大変恐縮なんですが、自主性にお任せをしておるというところが現状でございま

す。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 冨田議員。 

３番議員（冨田 雄二君） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 私は今年８月２６日に春日地区３ブロックの自主防災訓練を見てきましたけど、ほとんどが初

期消火訓練でありまして、先ほど岸本議員のほうからも質問があったように、やはり私ども学校

区を対象にした、こういうＨＵＧなんかを取り入れて、避難所運営訓練をそろそろ取り入れてい

かなけりゃならない時期だとは思っております。 

 また、先日９月３日の中日新聞の夕刊にあったわけなんですが、豊明市では市内にある２つの

高校で高校生防災サポーター研修、こういうのを開いてまして、これは希望者に１年生のときか

ら３年生のときまでそういう養成講座をされとるわけです。防災の知識を学んだり、ＨＵＧをし

たりしてですね、いざというときに避難所運営などで、若い世代の方に非常に期待をしていると

いう記事がございました。こういうふうに私も清須市としてもこういう若い世代も含めた、取り

込んだ、そういった防災の計画を立ててはどうかと思うんですが、その辺いかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 
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 今年、残念ながら中止となってしまいましたが、総合防災訓練が。こちらは市内４中学校、そ

れから新川高校の生徒が参加していただいております。また、新川高校の生徒は、当日、ＨＵＧ

訓練をやっていただく予定をしておりました。それを地道につなげていきたいということと、そ

れともう１つ、新川高校はですね、昨年、今年と愛知県の高校生の防災セミナーの発表グループ

になってもおります。割と新川高校というのは、その辺の防災に関する意識というのは非常に高

いと思っておりますので、これを生かさない手はないと思っております。ですので、今後もその

ような連携等ができるようでございましたら、同じように訓練を進めていきたいというふうに考

えておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 冨田議員。 

３番議員（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、３つ目の質問に移ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③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、③についてお答えいたします。 

 小規模な町内会では、例えば役員の役回り間隔が短い、体育祭や自主防災訓練などの参加者が

減少している、大規模災害への対応体制がとれないなど、活動が停滞しがちであるため、町内会

を活性させ、地域の問題を解決する能力を向上させるには一定規模以上の組織に再編する必要が

あると考え、ブロック化を推進してまいりました。 

 このように、ブロック化を推進することで、担い手などの人材の発掘ができると考えておりま

す。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 冨田議員。 

３番議員（冨田 雄二君） 

 今ご答弁ありましたけども、確かに組織の規模を大きく、キャパを大きくすればですね、リー
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ダー的な存在の発掘にもつながるとは思いますが、先ほどもお話ししましたように、現状ではそ

ういう市政推進委員、自治会役員というのはほとんど持ち回りですわね。私が聞くところによる

と、４月に初めて市政推進委員が回ってきて、いきなり大量の資料をどんといただいて、どうし

たらいいのかと戸惑っておるということもよく聞いております。 

 そこで、行政が町内会の役員はいわゆるリーダー的存在を、あんたやりなさいとか、そういう

口出しはできんと思うんです。地元によっていろんな、私どもでいうと総代の決め方というのは

ありまして、なかなかそういうことに行政が立ち入るというのは難しいと思いますけど、行政が

サポート役としてできることはあると思うんですね。 

 そこで質問なんですけど、冒頭でも申し上げましたけど、市民協働の中には自治会組織も含ま

れているという認識でよろしいでしょうかね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 企画政策課長の河口です。よろしくお願いします。 

 今、議員おっしゃられましたように、市民協働という中での自治会組織というのも含まれてい

るというふうに私どもとしても考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 冨田議員。 

３番議員（冨田 雄二君） 

 今年の４月に市民協働係が新設されて、私のお聞きしているところによると、市民協働係の担

当の職員がボランティア福祉のほうに、団体のほうに直接足を運んだりとか、窓口での相談を受

け付けられておるというふうに聞いております。市政推進委員もわずかな手当はもらってはおり

ますが、私が言ってみれば、これはボランティアだと思っているんですけどね。せっかく市民協

働係という窓口があるなら、こういった自治会の役員、そういった人も相談に乗っていただける

んでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 
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 今、議員おっしゃられましたように、４月から市民協働係ができました。それからですけども、

まず、各団体のほうの意見を聞いてみようというような発想でですね、まず一番協働の代表的な

ボランティア団体のほうから、時間的な制約もございますので、そちらのほうに足を運んでいろ

んな話を聞いております。 

 あわせまして、窓口のほうでも相談ということで、いろんなところに出向いたときに、お気軽

に相談にしてくださいよということを言っておりまして、今の窓口のほうに来てですね、相談に

来るというような状況でして、窓口におみえになる方は、ボランティア団体に限らず、基本的に

はどなたでもというような形をとっておりますので、議員言われるように、自治会組織の方々の

相談というのも来ていただければ、相談を受けるというふうになっております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 冨田議員。 

３番議員（冨田 雄二君） 

 わかりました。 

 それではですね、そういう自治会の役員、これ、清須市全部に広がっていくわけですけど、現

在、市民協働係というのが市役所の１階のほうに小さなスペースでやっておられるわけですが、

そういう相談に行く人の利便性を考えた場合、協働係の窓口相談をもう少し拡充するという考え

はできませんでしょうか。 

 窓口を拡充するとなると、人の問題とかいろんな問題が出てくると思うんです。すぐには解決

できない問題かもしれませんが、私が思うのには、今現在、各地区にある公共施設ですね。市民

センター、サービスセンターを含めて、公民館だとか老人福祉センターのほうにはですね、役所

を定年退職されて再任用された職員の方が働いていると思います。私が思うには、そういった方

は経験値も高くですね、高いスキルを持った優秀な人がたくさんみえると思っておりますので、

そういった人が地域担当職員というような形で地域づくりのサポート役として相談に乗っていた

だければ、自治会の運営なんかについてもいろんなアイデアも出てくるんじゃないかと思います

が、いかがでしょうかね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 
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 今、議員ご質問の公共施設に協働の窓口を広げたらということと、再任用職員をそういった相

談にですね、どうだということですけれども。まず、再任用の職員につきましては、確かに議員

言われますように、職歴は長いです。ただ、個々によってかなり職歴に差があるのは事実だとい

うこともご理解いただきたいと思います。 

 先ほど述べましたように、今現在４月から協働係ができまして、いろんなところの団体を回っ

て、いろんな方々の意見を聞いてですね、協働係として協働の事業をどの程度どういうふうにな

っていくのかという方向づけを、今、検討している最中であります。そういったところでよりよ

い方向性に向かって進んでいきたいということで、今、検討している最中ですので、そういった

ところでご理解いただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 冨田議員。 

３番議員（冨田 雄二君） 

 ありがとうございました。 

 最後にですね、せっかく市民協働係を４月から創設されたんですから、ＮＰＯだとかボランテ

ィア団体に、これは大事なことはわかります。ただ、やっぱり地域力を高めるというためにはで

すね、自治会組織、これはもう本当に活性化させることが一番私は大事だと思っておりますので、

そういう意味でも、今後も市民協働係のあり方とか期待を込めて質問を終わらさせていただきま

す。 

 ありがとうございました。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、冨田議員の質問を終わります。 

 次に、八木議員の質問を受けます。 

 八木議員。 

＜ １５番議員（八木 勝之君）登壇 ＞ 

１５番議員（八木 勝之君） 

 議席１５番、清政会、八木勝之でございます。 

 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。 

 大変眠い時間でございますが、しばらくおつき合いください。 
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 よろしくお願いいたします。 

 １番として、清洲児童館について。 

 清須市も市制施行から１４年目に入りました。昨年は清須市の出生率が愛知県内の市町村で第

１位となり、大変喜ばしい結果となりました。これも今まで加藤前市長の時代から子育て支援施

策に力を入れてきたことが結果としてあらわれてきたのではないかと考えております。 

 さて、本年度予算で、西枇杷島児童センターの新築に係る設計が予算化され、平成３１年度に

旧西枇杷島給食センター跡地に新西枇杷島児童センターが建設される予定となっております。子

育て支援を進める上で大変すばらしいことであります。 

 一方、清洲児童館は、昭和５３年度に建築され、築４０年以上の建物であります。老朽化が進

み、一部雨漏りもするとも聞いております。そして今、老朽化とともに大きな問題となっており

ますのが施設の大きさであります。清洲小学校は児童数が１千人を超えました。児童数と比較し

ても清洲児童館はあまりにも規模が小さいと思います。 

 それ以上に問題なのは、放課後児童クラブの運営です。清洲児童館以外の児童館は、放課後児

童クラブの数が１つか２つであるのに対し、清洲児童館では、あの狭い施設で３つの児童クラブ

を運営いたしております。児童館の部屋だけでは足りず、清洲小学校の教室を借りて運営してい

るのが現状であり、児童館運営や放課後児童クラブの運営に支障を来してきています。今のまま

では子どもたちの健全育成に十分応えているとは言えず、保護者の方々からも不安や不満の声が

届いております。早急に対策を講じなければならないと考えますが、以下の点について当局のお

考えをお伺いいたします。 

 ①清洲児童館の施設の状況はどうですか。 

 ②８小学校ごとの児童数と８児童館ごとの放課後児童クラブの登録者数はどうですか。 

 ③清洲児童館の状況に対し保護者からの声は届いていますか。 

 ④子ども子育て審議会で清洲児童館のことが議論になったことはありますか。 

 ⑤清洲児童館の建設計画はありますか。 

 大きく２番、リニア効果について。 

 清須市総合計画に記載のある「リニア効果」についてお伺いいたします。 

 具体的に、清須市としてリニア効果として何を期待しているのか。また、そのことについて具

体的な検討は行っているのかお伺いいたします。 

 大きく３番、遊休公用地の利活用について。 
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 清須市が管理している用地について、駐車場等に貸し出すなど未利用地の有効利用についてお

伺いいたします。 

 税収以外に新たな財源を確保する上で、清須市の所有する土地の有効活用として有料駐車場と

して民間に貸し出すことはできないか、なぜしないのかお伺いいたします。 

 大きく４番、有料駐輪場について。 

 現在、市内に２か所の有料駐輪場がありますが、利用状況、収益についてお伺いいたします。 

 ①清須市の負担はありますか。あるのであれば、その額について。 

 ②外部委託としていますが、市が直接運営することはできませんか。その理由、根拠について。 

 ③実情が検証されていないままに外部委託することは、どのような根拠のもとに行っているの

でしょうか。 

 以上３点についてお答えください。 

 大きく５番、市公用車である消防車両（赤パト）の使用状況について。 

 いつも公用車駐車場にとまっている消防車両である赤パトですが、緊急自動車であることから、

その目的などについてお伺いいたします。 

 ①使用状況についてお伺いいたします。 

 ②緊急車両の運転資格についてお伺いいたします。 

 ③目的について具体的にお伺いいたします。 

 ④緊急車両の装備品についてお伺いいたします。 

 以上５点でございますが、よろしくお願いいたします。 

 久しぶりの一般質問でございますので、お手やわらかによろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最初に、１の①の質問に対し、加藤健康福祉部次長、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（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。 

 ①の清洲児童館の施設現状についてお答えいたします。 

 清洲児童館については昭和５３年建築で、建設後約４０年経過をしており、外壁塗装工事の外

部補修、トイレ便器の洋式化、また、空調整備など経年劣化した箇所などの補修を行い、児童館

維持に努めております。 

 議員のご発言の雨漏り箇所については修繕工事などを行い、現時点では児童館運営に大きな影
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響はないと考えておりますが、経年劣化は進んでおり、今後、大規模な補修が必要と考えられま

す。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 八木議員。 

１５番議員（八木 勝之君） 

 続けて、全部答弁いただけますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 それでは、⑤までの答弁を、当局、一括でお願いします。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 ②についてお答えをさせていただきます。 

 ５月１日現在、８小学校の児童数は３千８６３人です。また、放課後児童クラブの登録者数は、

西枇杷島小学校では６９人、古城小学校では４７人、清洲小学校では１５０人、清洲東小学校で

は９２人、新川小学校では９１人、星の宮小学校では５５人、桃栄小学校では６８人、春日小学

校では６１人の合計６３３人が利用しております。 

 清洲小学校での１日当たりの放課後児童クラブの利用人数は約１００人で、他の放課後児童ク

ラブと比較して２倍から３倍の利用者数があります。 

 続きまして、③の保護者からの声についてお答えをさせていただきます。 

 平成２９年度の「声のポスト」では、学校休業日、特に「夏休み」では放課後児童クラブの利

用者が多く、利用者に対して児童館が手狭であることと施設の老朽化が著しいとの意見をいただ

いております。 

 ④子ども・子育て審議会での清洲児童館の議論についてお答えをさせていただきます。 

 子ども・子育て審議会で、放課後児童クラブの利用状況など、児童館運営については毎回報告

を行っております。過去の審議会では、清洲児童館の老朽化対応、また、清洲小学校の児童数の

増加に伴い、放課後児童クラブの利用者が増えることが見込まれるため、今後、清洲児童館の規

模が適切であるかどうかについて検討をしていただくようにご意見をいただきました。 

 続きまして、⑤清洲児童館の建設計画についてお答えをさせていただきます。 

 今後の清洲児童館のあり方については、施設の老朽化や清洲小学校区の児童の増加率などの状

況を踏まえ、子ども・子育て審議会の中で具体的な提案を行い、ご意見をいただきながら検討し
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ていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 八木議員。 

１５番議員（八木 勝之君） 

 建設計画は子ども・子育て審議会で検討されるということでございますが、清洲児童館につい

ては、今までの答弁を聞いていると、老朽化により児童の安全面の確保ができなく、今後の清洲

地区の児童の増加傾向から考えると、児童館の規模が小さく、児童館の運営がさらに難しくなる

と思います。 

 そこで、１つの提案ですが、現在、空地になっている旧農協跡地周辺を活用して児童館の建設

ができないかと思いますけども、当局としてどうお考えかお尋ねをいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 清洲児童館の建設予定地の候補として旧農協跡地は選択肢の１つと考えられます。現在の清洲

児童館の周辺の土地活用につきましては、清洲小学校の先生方の駐車場や児童館の放課後児童ク

ラブの送迎用地として起用されております。しかし、今後、治水対策として西清洲ポンプ場の建

設が計画されておりますので、周辺整備を含めた検討をしていただくと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 八木議員。 

１５番議員（八木 勝之君） 

 それでは、最後に、今後、清洲児童館の建設計画について市長のお考えをお尋ねしたいと思い

ます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 清洲児童館と、それから、そこで行われております放課後児童クラブの状況につきましては、

今、答弁があったとおりでありますけども、私も直接、保護者の方から伺ったことがございます
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し、子ども・子育て審議会の議論をされたということで、何とかしないといかんなという思いは

あります。 

 今、議員からお話がありましたが、仮に建て直すということにしましても、今の児童館が建っ

ている敷地では狭いということになりますし、挙がりました農協の跡地は比較的面積もあります

ので、可能かと思いますが、実は西清洲ポンプ場の建設に伴って今の搬路ですね、児童館に入っ

ていく道がＵターンするぐらいでないと、普通の車でも切り回しをしないと通れないぐらいです

ので、ポンプ場の建設が始まるとですね、あそこの道だとだめだと思いますから、搬路を広げな

きゃいけません。そうすると、農協の跡地までどこまで食い込まれてしまうのかが、まだ今はわ

かってない状況でして、今のところは来年に県のほうが搬路の設計をするということを聞いてお

ります。 

 もう１つは、今の西清洲ポンプ場の建設予定地のところに清洲小学校の教職員が車をとめてお

ります。清洲小学校は生徒も多い分、教職員も多いですから、学校の中にとめれないということ

であそこを使っておるわけでして、あそこにポンプ場が建ちますと不足の駐車場を確保せないか

んということで、いろんな課題があります。 

 今、関係部局、健康福祉部から教育部、建設部、それからお金の件がありますので、総務部と、

全体的な調整という企画部で、今、児童館も含めた西清洲ポンプ場の建設から教職員の駐車場の

確保も含めた全体のあの辺のところの状況について、どうやって進めていったらいいかという調

整会議をたしか２か月ぐらい前につくって今やっておりますので、ある程度の方向性が出ました

ら、また、議会にもご相談をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 八木議員。 

１５番議員（八木 勝之君） 

 ありがとうございました。 

 できるだけ早急に計画を進めていただきたいと思います。 

 それでは、次へ行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 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。 
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 リニア効果について答弁させていただきます。 

 ２０２７年に予定されているリニア中央新幹線の東京－名古屋間の開業によって東京－名古屋

間の所要時間が４０分となり、清須市を含む名古屋都市圏ではさまざまな影響等、いわゆるリニ

ア・インパクトが想定されます。 

 第２次総合計画の策定の際に行いましたリニア・インパクトの調査結果では、名古屋駅へのア

クセスの利便性が高い清須市は、リニア開業による現状からの所要時間の短縮率も高くなってお

り、産業面での企業立地ですとか首都圏等からの移住者の受け入れ、日帰り観光需要の拡大など

が期待されているところであります。 

 これらの調査結果を踏まえまして、名駅エリアに至近の立地のよさを市全体で生かすための市

内移動の利便性向上ですとか、新たな観光需要を補足するための情報発信力向上、また、リニ

ア・インパクトの最大限の活用に向けて、第２次総合計画の後期基本計画の策定等を通じまして、

各分野での施策の展開を検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 八木議員。 

１５番議員（八木 勝之君） 

 今現在、新清洲、名鉄新清洲の駅前、そしてＪＲの清洲駅周辺でいわゆる新しいまちづくりが

進んでいるわけでございますので、そういったところにできれば総合計画、企画のほうでやって

いらっしゃる意見、あるいは勉強会等をしていただいた新しいまちづくりに生かしていきたいと

思いますので、ご指導とご意見を聞かせていただければと思いますので、今後よろしくお願いを

いたします。 

 次に行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、３の質問に対し、岩田財政課長、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 財政課長、岩田でございます。 

 八木議員のご質問にお答えします。 

 ２の遊休公用地の利活用についてです。 

 行政目的のない普通財産の市有地のうち町内会集会所等への貸付地などを除くと、平成３０年
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８月現在では２０か所で約６千７００㎡あります。このような普通財産の土地については、原則

売却して行くことが基本となりますが、売却までの期間の取り組みとして、一定の面積があり、

道路幅員等の地理的条件などが整っている土地については、一時的に、工事等の資材置き場や駐

車場用地として貸し付けるなどし、有効活用しているところであります。 

 ご質問の駐車場としての活用についてですが、市が、直接、運営するとなると、駐車場の整備

費用や維持管理費用が発生するとともに、車庫証明の手続や駐車料金の徴収、駐車場内のトラブ

ル対応といったさまざまな事務の発生が考えられますので、今以上に拡大することは考えていま

せん。 

 一方で、行財政改革の一環として税収以外の財源確保も必要です。そこで、財政課では、現在、

当面の利活用が予定されていない土地について、期間を定めて、コインパーキングを運営する民

間の駐車場管理会社へ貸し付けるための条件等について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（伊藤 嘉起君） 

 八木議員。 

１５番議員（八木 勝之君） 

 いわゆる想定されている場所は、どこを想定されている。差しさわりがなければ。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 やはりコインパーキングとして活用されるとなりますと、駅の近くが第一候補になると思いま

すので、そのあたりで候補を絞りまして検討したいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 八木議員。 

１５番議員（八木 勝之君） 

 ありがとうございました。 

 どちらにしても、新しい財源を確保するために、いわゆる財政会議と各部署から上がってきた

予算要求を金額じゃなくて、財政課としても財源の確保をしつつ、ご努力いただきたいと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 
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 では、次、行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、４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、まず、①についてお答えをいたします。 

 まず、新清洲駅北側及び南側の整備に当たっては、平成２５年度に実施した将来見込み調査の

結果を踏まえ、公益財団法人自転車駐車場整備センターがそれぞれの構造規模などを決定し、こ

れに対する総事業費１億１千８４０万５千円を算出しました。 

 市の負担金算出に当たっては、設定した利用料金、管理台数、利用率、管理期間などに基づく

収入見込みや業務費等を念頭に、イニシャルコストだけでなく、ランニングコストも含めた収支

を算出し、その結果、自転車駐車場整備センターの活用資金約７千１５万５千円を除いた残りの

４千８２５万円、全体の負担割合として４割が市の負担となりました。 

 ＪＲ枇杷島駅につきましても同様の算出方法で、３千３１４万円が市の負担となっております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 八木議員。 

１５番議員（八木 勝之君） 

 続けて、３番まで。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 それでは、続けて、②、③の答弁を、当局、お願いいたします。 

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。 

 「清須市自転車等駐車対策基本方針」では、有料化により期待できる主な効果としましては、

自転車駐車需要の適正化（近距離利用者の抑制）、財政負担の適正化、適切な受益者負担、安心

して利用できる自転車等駐車場の確保（安全性・快適性・防犯性）でございます。 

 利用者が利益を受ける部分について利用料を徴収し、その収入によって維持管理や整備費用を

賄い、駅周辺の美観を維持するための放置自転車対策のみ税金で賄うことで、財政負担の適正化

及び軽減を図ることができるものでございます。 
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 自転車等駐車場を整備するに当たっては、公益財団法人自転車駐車場整備センターを活用する

ことにより、２０年間の管理運営も含めた総事業費に対して約４割の負担金の支払いのみで整備

でき、また、２０年間の管理運営費等の経費がかからないため、市直営で整備するよりもコスト

削減になるものと考えております。 

 続きまして、③についてお答えをいたします。 

 平成２５年度、清須市自転車等駐車対策協議会を設置し、自転車等駐車場の実態調査、駐車場

利用者へのアンケートや一般市民への調査により広く意見を収集し、駅周辺での自転車等の駐車

対策について審議し、「清須市自転車等駐車対策基本方針」を策定いたしました。 

 自転車等駐車場について、駅別自転車等駐車対策方針により全面有料化・有料化検討・当面無

料制存続が示されました。そのうちＪＲ枇杷島駅、ＪＲ清洲駅、名鉄新清洲駅の３駅は有料化す

ることの方針が示されました。 

 また、この方針の中で、「市営自転車等駐車場の再整備は、公設公営による整備だけでなく、

民間事業者などの参入を促進する」とあります。実情が検証されていないとのご指摘でございま

すが、有料化を実施するに当たり、他市町の事例を検証した上で検討した結果、ノウハウを持っ

た、公益財団法人自転車駐車場整備センターを活用することが最良であるとの判断と至りました。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 八木議員。 

１５番議員（八木 勝之君） 

 今後について新しく設置されるときには、ほかにも業者の方がいらっしゃると思いますので、

ぜひ市のためになる業者の選定に努力をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いをい

たします。 

 それでは、次へ行ってください。一括で①から④まで。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、５の①から④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、まず、５の①についてお答えをいたします。 

 緊急時以外は、その他の公用車と同様に使用をしております。ただし、常時１台は市役所に待

機し、緊急時に備えております。 
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 火災などの緊急時や風水害時には、安全情報や避難情報などの広報・周知に活用しております。 

 また、水防訓練、防災訓練などの各種訓練時におけるサイレン吹鳴などにも活用をしておりま

す。 

 ②についてお答えをいたします。 

 緊急車両を運転するには、車両に該当する運転免許のほかに、一定の運転年数要件を満たさな

ければならないとされております。普通自動車の場合は２年以上の運転経験が必要となります。 

 続きまして、③についてお答えをいたします。 

 災害発生時、特に火災発生時には、被災箇所へ一刻も早く到着することが不可欠であります。

しかし、道路の渋滞により目的地への到着が遅れる可能性が懸念をされます。そのような事態に

備え緊急自動車を運行できる体制を整える必要があります。 

 緊急自動車は、緊急走行時、一般車両への規制が免除されるなどの優先規定により、一般車両

に比べ短時間で被災箇所へ到着することが期待できます。 

 続きまして、最後に、④についてお答えをいたします。 

 道路交通法施行令第１４条の規定で、緊急の用務のための運転時にサイレンを鳴らし、かつ、

赤色の蛍光灯をつけなければならないとされておりますので、標準装備として設置をしておりま

す。 

 また、災害時の広報活動に必要となる広報用スピーカー及びマイク、災害対策本部との連絡用

の移動系防災行政無線も設置をしております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 八木議員。 

１５番議員（八木 勝之君） 

 ２点お尋ねしますけども、例えば、運転資格は何人ぐらい持ってみえるのか、あるいは運転資

格を公安委員会に申請して、たしかいただくことになるというふうに理解しておりますので、何

人ぐらいの方がその資格をお持ちなのかということと、それからもう１つ、装備品なんですが、

例えばロープを積んでいくとか、あるいはＡＥＤを積むとか、浮輪を積むとか、そういった緊急

の場合に使えるような装備も積んでおいたほうがいいんじゃないかと思いますけども、それらの

お考えをお尋ねしておきます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 まず、１点目のご質問でございます。 

 公安委員会のほうにつきましては、車両の登録のみでございます。車両に対して緊急自動車の

許可証が発行されますので、それに対して名簿を提出する必要というのは特に義務づけられてお

らんというふうに理解しております。ですので、現実、先ほど申し上げましたように、普通免許

証を所有しておって、なおかつ、その免許証の保持は２年以上である職員であれば、基本的には

誰でも乗れるという判断をしております。 

 まことに申しわけないです。その保有人数が何人ということというのは、ちょっと今、把握は

しておりませんが、ほぼ大多数の職員が乗ることというのは可能だという理解をしております。 

 続きまして、装備品のほうでございます。 

 議員おっしゃられるように、例えばロープですとか、浮輪等は考えられる話だと思うんですけ

ども、通常時そのようなものを配備してですね、車に乗せて動くということは、今のところ検討

はしておりません。 

 また、ＡＥＤにつきましても、基本的にはＡＥＤを積む車というのは、一般車両にない、今回

は緊急車両ということでございますけども、ＡＥＤを積んで普段どこかに行くということは特に

は考えておらんということでございますが、そういうものが必要であるというふうに一度検討す

る必要というのはあるのかなと思います。 

 ただ、ＡＥＤも実際に現場に到着した場合というのは、例えば、交通事故なりということにな

りますと、常備消防のほうが既にＡＥＤを持って現着しておるというのが大多数だと思います。

災害時にそういうものが必要であるというのが検証されればですね、今後そういうものを装備し

ていきたいというふうに考えておりますが、そこのところは特にそのような検討をしておらんと

いうのが答えでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 八木議員。 

１５番議員（八木 勝之君） 

 ありがとうございました。 

 以上で終わります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 以上で、八木議員の質問を終わります。 

 ここで２時４０分まで休憩といたします。 

（ 時に午後 ２時２８分 休憩 ） 

（ 時に午後 ２時４０分 再開 ） 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

 次に、浅野議員の質問を受けます。 

 浅野議員。 

＜ ５番議員（浅野 富典君）登壇 ＞ 

５番議員（浅野 富典君） 

 議席５番、浅野富典でございます。議長のお許しをいただきましたので、通告に基づき、次の

３点について一般質問をさせていただきます。 

 何分、新人でございますので、頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に、永田市長は昨年めでたく初当選をされました。同年８月７日に市長に就任

されました。早いもので、あれから１年が過ぎました。その間、市長は着実に公約を履行されて

こられました。敬意を表するところでございます。 

 そこで、大変僭越ではございますが、この１年を振り返り、市政運営についての感想と今後の

抱負などをお聞かせいただければと、このように思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 ２点目は、学校施設における普通教室などへのエアコン設置工事について質問をさせていただ

きます。 

 今年の夏は皆様ご存じのように、全国的に連日最高気温が３５度を超える猛暑日が続きました。

本市においても最高気温が３９度を超えるなどの猛暑日が３０日を超えました。また、愛知県内

においては、最高気温が３９度を超えるなど、猛暑日が連日観測されました。９月に入っても暑

さが続き、熱中症に注意が必要と、このように言われております。このような異常気象において、

全国で熱中症により多くの方が亡くなられました。また、豊田市の小学校では、１年生の児童が

熱中症により命を落とす痛ましい事故も発生いたしました。あの事故は、炎天下の校外学習から

戻った後、教室で倒れられたと、このように聞いております。 

 このようなことから、本市の小中学校において、このような事故が起こさないようにするため
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に、そして、何よりも児童・生徒の健康を守るとともに、授業への集中力を高めることにより学

力の向上を図ることなどができ、児童・生徒が生き生きとした学校生活を送れるようにするため

にも、小中学校の普通教室などにエアコンを一日でも早く設置されるよう強く求めるものでござ

います。 

 そこで、次の２点についてお尋ねをいたします。 

 ①現在の小中学校普通教室などへのエアコン設置計画はどのようになっておりますか、お尋ね

いたします。 

 ②児童・生徒を熱中症などから守るため設置計画を見直し、小中学校普通教室などへのエアコ

ンの設置時期を前倒し、安全な教育環境の確保を図る考えはありませんか。 

 続きまして、３点目でございます。３点目もエアコンの関係の質問になりますが、指定避難所

に冷暖房設備を設けることについて質問をさせていただきます。 

 昨日はこの質問に合わせるかのように、台風２１号の影響により全ての指定避難所が開所され

ました。私は旧清洲町地内でございましたが、指定避難所を見て回りましたが、その際、気がつ

いたことは、避難所によって冷暖房設備もテレビもあれば、何もない指定避難所もございました。

その際、避難者から、せめて情報を得るためテレビの要望がございました。 

 さて、本題に戻りますが、現在、清須市には２０か所の指定避難所がございます。そのうち

１２か所は小中学校の体育館でございます。指定避難所は、風水害や地震などにより「災害が発

生し、または発生するおそれがあるとき」に開所され、市民の皆さんの生命などを守る大変重要

な施設であります。 

 災害はいつ発生するかわかりません。また、避難する季節も真夏や真冬もあり、過ごしやすい

季節ばかりとは限りません。今年は７月に西日本豪雨災害が発生しました。避難所になった体育

館は連日の猛暑により、仮設のクーラーや大型扇風機を急遽借り入れ導入し、暑さをしのいでみ

えました。本市も７月と８月中旬ごろまで猛暑が続いたところでございます。 

 そこで、お伺いします。 

 ２０か所の指定避難所のうち、避難所として冷暖房設備が使用可能な施設はどこですか。そし

て、冷暖房設備がない指定避難所にこれから財政面などでいろいろな課題があると思いますが、

的確に機会を捉え不測の事態に備えるため、冷暖房設備を設ける考えはございませんですか。 

 以上３点について一般質問をいたします。答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 最初に、１の質問に対し、永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 議員から過分なお言葉をいただきました。本当にありがとうございます。 

 まず、１点目の１年を振り返っての市政運営の感想でございますけども、本当にあっという間

の１年でございました。就任以来この１年間、自分の頭の中にありますのは、選挙の際、市民の

皆様にお約束をしたことをいかに実現していくかいうことばかりが頭の中にございました。 

 特に選挙期間中、集会とか街頭で必ずうったえてきたことにつきましては、できるだけ早く実

現しなければならないという思いでこれまで１年間取り組んでまいりました。公約の大きな柱で

ありました第２子保育料の段階的無償化につきましては、昨年の１０月と今年の４月に実施する

ことができました。また、放課後子ども教室の全校実施につきましても、古城小学校が今年の

４月、残りの３校が来年の４月に開設できることとなりました。あしがるバスにつきましては、

今年の１０月から１台増便することができます。小中学校のエアコンの整備につきましても、来

年度中に完了することになります。火葬場につきましても、用地の買収がほぼ終わりまして、来

年度中には本体の建設工事に着手できるというふうに考えております。 

 ということで、まだまだほかにもございますが、この１年間、そして、来年１年ぐらいで公約

の目玉の事業につきましては、ある程度目鼻がつくかなというふうに思っているところでござい

ます。これは市民の皆さん、そして議員各位のご理解とご協力によるものでございまして、本当

に心から感謝をいたしているところでございます。 

 また、職員にも時には厳しいことや無理なことを言う場合もございますけども、職員も一生懸

命取り組んでくれておりまして、職員に対しても感謝をしているところでございまして、そんな

１年だったというふうに思っております。 

 それから、２点目の今後の方向づけでございますが、まだまだ多くの公約が道半ばでございま

す。これらもしっかりと取り組むと同時に、公約は市政の一部でございます。全ての事業につい

て今よりもよりよくしていかなければならないというふうに考えております。 

 あと３年でございますけども、３年間全力で取り組んでまいりますので、引き続き、ご指導い

ただきますようによろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 浅野議員。 
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５番議員（浅野 富典君） 

 ただいまは丁寧なご答弁ありがとうございました。永田市長には清須市のますますの発展と市

民の皆様方の福祉向上のため、今後ともご活躍されますようご祈念申し上げ、私の１点目の質問

を終わらさせていただきます。 

 それでは、２点目の①の答弁をお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２の①の質問に対し、丹羽教育部次長、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 学校教育課長の丹羽でございます。 

 現在の小中学校の普通教室等へのエアコンの設置計画のお尋ねに対しましてお答えをさせてい

きます。 

 現在、来年度、全ての小中学校の普通教室等へのエアコン設置に向けて実施設計を策定中でご

ざいます。 

 現在の具体的なスケジュールを申し上げます。 

 関連予算を平成３１年度に計上いたしまして、４月に一般競争入札を実施し、５月中に工事請

負契約を締結する予定となっています。 

 したがいまして、授業に極力影響を与えないよう夏休みに集中した工事を行い、工事が完了し

た学校から供用を開始し、平成３１年９月から１２月までには全て完了する予定となっておりま

す。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 浅野議員。 

５番議員（浅野 富典君） 

 ただいまエアコンの設置に向けて実施設計を策定中と、このような答弁をいただきましたが、

この実施設計というのは、いつでき上がるのでございますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 今現在のところ、９月末にでき上がる予定となっております。 
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 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 浅野議員。 

５番議員（浅野 富典君） 

 そうしますとですね、本市のエアコンの設置計画でございますが、ただいま９月末にでき上が

ると、こういうことの答弁と、最近、前倒し、前倒しということで、よく新聞紙上でも設計の前

倒しとか載っているんですが、このような記事からも本市のエアコンの設計の計画が他の市町よ

り進められていることがよくわかりました。 

 それでは、その他関連する質問は２点ほど行いますので、②のほうの答弁をお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、丹羽教育部次長、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 エアコン設置の前倒しについてのご質問でございます。 

 議員ご指摘のように、教育委員会としましても、熱中症による事故を起こさないためにも、児

童生徒の健康管理、学校における快適な教育環境の整備について早急に対応する必要性があると

考えております。 

 今後におきましては、整備資金の確保、工事施工方法の調整等を関係機関と協議をして、でき

るだけ早く設置できるよう検討してまいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 浅野議員。 

５番議員（浅野 富典君） 

 私は、今年の夏の連日の猛暑に鑑みたとき、また異常気象の影響で、あれ以降も厳しい暑さに

見舞われる可能性がある中で、現在の設置計画より来年の夏休み期間を利用し、エアコンの設置

工事をした場合、来年は暑さ対策はほとんどできなくなり、来年は設置する意義が薄れてしまう

んじゃないかと、このように思います。 

 しかし、ただいまの②の答弁において関係機関との協議や整備資金の確保など課題があるよう

でございますが、児童生徒の安全、快適な教育環境の確保を図るため、エアコンの設置工事を前

倒しし、猛暑に備えようとする当局の積極的な姿勢が伺えましたので、安堵といいますか、喜ん
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でいるところでございます。 

 それでですね、くどいようでございますが、早急に検討していただき、エアコンの設置が来年

夏の暑さ本番に間に合うよう努力をしていただきたいと思いますが、大変恐縮でございます。市

長のお考えをいただけたらなと、このように思いますが、よろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 小中学校のエアコンの設置につきまして、一日も早く設置したいという思いは議員と同じでご

ざいます。現時点の計画では、担当者が答弁したとおりでございます。来年の９月を目指してと

いうことでございますが、幸いにして、今年、設計の予算を認めていただいて、今年の９月で設

計が完了するということでございますので、その分を踏まえまして、来年の９月というよりは、

できるだけ前倒しできないかということで、今現在、検討いたしているところでございますので、

それが今後、検討結果がまたまとまりましたら議会にもご相談をさせていただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 浅野議員。 

５番議員（浅野 富典君） 

 ただいま市長から前向きな答弁をいただき、大変安心したところでございます。子どもたちの

ためにひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、３点目の答弁お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、３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、３番の質問にお答えをいたします。 

 指定避難所２０か所で冷暖房設備が使用可能なのは、小中学校及び五条高校を除く７か所でご

ざいます。 

 また、小中学校体育館の中で、アリーナ以外の部屋で冷暖房設備が使用可能なのは、７施設ご

ざいます。 
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 指定避難所の冷暖房設備の設置については、今のところ考えてはおりません。しかしながら、

避難所における最低限の冷暖房備品については、備蓄という選択肢のほかに、どのような調達方

法があるのか検討してまいりたいと考えております。 

 また、今後、小中学校の普通教室に冷暖房設備が設置される予定であります。被災状況によっ

ては、冷暖房設備のある校舎に避難していただくことも検討する必要があると考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 浅野議員。 

５番議員（浅野 富典君） 

 ありがとうございました。 

 これから普通教室などにエアコンを設置するという、大変お金が要る事業になっていますが、

避難所に冷暖房設備は必要だと、このように考えております。 

 そして、ただいま代替案として備品の備蓄という選択肢が示されましたわけですが、体育館に

冷暖房設備があれば、私は教育委員会に所属しておりましたので、暑い、寒い体育館の授業、そ

れから寒い卒業式や、それから入学式もございました。そういうときにも利用でき、私は決して

無駄な設備とは思っておりません。 

 それから、エアコンの設置の普通教室を避難所として利用することについては、私はですね、

学校休業日のみ、これは利用が可能かなと思いますので、難しい対応じゃないかなと私は思って

おります。 

 再度、答弁をお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 今のご質問でございますが、先ほどの答弁どおり、再度検討してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 浅野議員。 

５番議員（浅野 富典君） 

 今年はですね、６月から８月にですね、新聞によりますと１８個の台風が発生し、過去最高だ
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と、このような記事が載っておりました。このようなこともありまして、近年、本市におきまし

ても自主避難者や避難勧告などが多くなりまして、指定避難所を開所される回数が多くなったわ

けでございます。このような状況を考えたときですね、お金のいることで大変でございますが、

エアコンの設置は何度も申し上げておりますが、ぜひ必要であり、無駄な設備投資とは考えてお

りません。これ以上申し上げてもあれですので、ぜひ検討をしてくださいということで、一般質

問を終わらさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、浅野議員の質問を終わります。 

 次に、下堂薗議員の質問を受けます。 

 下堂薗議員。 

＜ ４番議員（下堂薗 稔君）登壇 ＞ 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 議席番号４番、下堂薗。清政会です。 

 恐れながら議長のお許しをいただきましたので、通告に従って質問いたします。私の質問２項

目、あしがるバスと防災についてであります。 

 昨今、高齢化の進展に伴い、また、免許証自主返納推進事業も相まって、交通弱者に対する手

厚いサービスは必要だと思います。また、若者にも利用してもらうよう工夫が必要だと考えます。 

 そこで伺います。 

 過去の市民満足度調査報告書では、平均約３割の方が「満足」「やや満足」と回答していると

あります。「満足」と「やや満足」の正確な数字、比率を教えていただきたいです。 

 その他の７割の方の回答は、どのような意見だったでしょうか。 

 ②満足度調査の方法を詳しく説明お願いします。 

 市民全体の何％の調査結果か、利用者・非利用者の割合はどのくらいか、回答率は何％でした

か。 

 ③車椅子利用者及び身体がご不自由な方の利用状況はいかがだったでしょうか。 

 要望・意見等は何かありましたか。 

 ④運行費用は、１年間いかほどでしたか。 

 近隣市町と比較して、費用対効果はいかがなものでしたか。 
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 ⑤朝・夕の時間（学生の通学時間帯）等、試験運行の考えはありませんか。 

 例えば、西枇杷島駅から新川高校付近、あしがるバスの若者たちへの認知啓発になると思いま

すが、いかがでしょうか。 

 次に、２、防災について伺います。 

 市民の生命・財産を守り、安全・安心なまちづくりに欠かせないものと思います。 

 ①避難所開設について伺います。 

 一時避難所開設にかかる費用は（平均）いかほどですか。 

 近隣市町と比較して、差異はどの程度ありますか。 

 ②避難所開設に至るまでの、市のタイムラインはどうなっていますか。 

 地震・雷は、予知不能の面もあるとしても、水害・台風等は近年著しい進歩で、時間的にも、

局地的にも予測可能となっています。いち早く市民に避難情報を提供してもらいたいと思います

が、三、四日前からでも注意喚起できないものか、いかがでしょうか。 

 防災無線は、風雨の強いと効果がないという意見が多く聞かれます。 

 ③自主避難所開設について伺います。 

 ７月２８日のことですが、自主避難所は７か所開設し、開設確認には、市ホームページとかＮ

ＨＫ避難情報等で知ることができるそうですが、当日、夜の９時ごろのことですが、「星の宮小

学校」へ自主避難された老夫婦がみえたそうです。当然、避難所は開設されておらず、仕方なく

帰宅したそうです。このように、情報入手弱者「高齢者・外国人」等に対する情報提供をどのよ

うに考えていますか、お答えをよろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最初に、１の①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。よろしくお願いします。 

 ①についてお答えいたします。 

 平成２６年度に実施いたしました第４回市民満足度調査では、施策項目の１つである「コミュ

ニティバスの運行」について、施策に対して「満足している」と回答した方は８．３％、「やや

満足している」と回答した方は２３．５％となっています。また、それ以外では、「どちらとも

言えない」と回答した方が４４．５％、「やや不満である」と回答した方が１４．１％、「不満

である」と回答した方は６．７％、無回答の方は２．９％となっております。 



－135－ 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 今の回答は２６年度の回答でよろしいですね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 そのとおりでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 そのほかの面は、何か出てますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 そのほかの面と言われますと、この公共交通の設問のところでということでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 そうです。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 市民満足度調査は、この項目に対しても記名式になっておりますので、「満足である」から

「不満である」というところまでの項目も選択となっておりますので、これ以上はないというこ

とになっております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 ありがとうございます。 

 ２番、お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 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） 

 ②についてお答えいたします。 

 市民満足度調査は、市の施策に対して市民の皆様が現在どの程度満足と感じているか、今後ど

れくらい重要と感じているのかを統計的に整理することにより、今後のまちづくりに活用してい

くことを目的に実施している調査です。 

 市内に居住する満２０歳以上の個人の中から、住民基本台帳による単純無作為抽出法により抽

出した４千５００人に対して、郵送配布・郵送回収によって実施しております。 

 なお、４千５００人は調査対象の８．４％に当たり、回答率は４２．２％となっております。 

 利用者・非利用者の割合につきましては、市民満足度調査では把握するための問いを設けてい

ないため、その割合は不明となっております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 市民全体に対する４千５００人へ郵送、返送をいただいたということですね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 市民２０歳以上の個人から４千５００人ということですので、その比率に直しますと、先ほど

答弁させていただいたように、８．４％となっております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 
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４番議員（下堂薗 稔君） 

 この人数っていうのは、市民全体から見て妥当な数字だとお考えでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 一般的な統計調査から考えますと、２０歳以上の４千５００人というのは妥当な数字だという

ふうに理解しています。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 ありがとうございます。 

 では、次、３番お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③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） 

 ③についてお答えいたします。 

 車椅子利用者、または身体障害者の方の利用状況は把握しておりませんが、運行事業者に聞き

取りを行いましたところ、年間数件程度であるということでした。 

 また、要望、意見等につきましては、高齢者や身体障害者の乗車に配慮した車両の導入を求め

るご要望をいただいたことがありますが、あしがるバスは既に全車両で対応済みとなっておりま

す。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 あしがるバスについて、車椅子利用者は乗降可能ですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 
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企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 今現在、２つの車両で行っております。ハイエースが２台とポンチョが１台となっております

けれども、ともに車椅子の乗車が可能となっております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 ありがとうございます。 

 次、４番、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、④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） 

 ④についてお答えいたします。 

 平成２９年度の実績では、あしがるバスの運行経費は４千５５７万５千円、ここから運賃収入、

国庫補助額を差し引いた実負担額は３千６２７万３千円となっております。 

 費用対効果につきましては、実負担額を年間利用者数で除した「利用者１人当たり実負担額」

を見ますと、６１２円となっております。 

 近隣市町との比較につきましては、各団体で利用料金や運行形態が異なりますので単純な比較

はできませんけれども、年間利用者数の近い団体を見てみますと、犬山市の犬山市コミュニティ

バスは５９７円、弥富市のきんちゃんバスは９５１円、新城市のＳバスは５３８円、津島市のふ

れあいバスは４５７円となっています。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 ありがとうございます。 

 次、５番、お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、⑤の質問に対し、河口企画部次長、答弁。 
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企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 ⑤についてお答えいたします。 

 現在、本市のあしがるバスのコンセプトは、「日中の交通弱者のための市内の移動手段」とし

ております。市内の狭隘な道路まで入り込み、小型車両できめ細かく市内を巡回する運行形態を

とっております。 

 このコンセプトに基づき利便性の向上を図っていくため、これまでもニーズに合わせたルー

ト・ダイヤ改正を行ってきたところであり、利用者数も順調に伸びてきております。この１０月

には、現行ルートを軸としつつ１台増車しブルールートを新設することなどを主な内容とするル

ート・ダイヤ改正を控えており、さらなる利用者の増加を目指して、当面は現状のコンセプトを

継続し、市民の方々の利便性を高めるよう努めていきたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 私が申し上げた学生の通学時間帯、ここへあしがるバスの運行計画を試験的にやっていただい

て、自転車でですね、助七信号付近から新川高校までの間、通常の通勤者の車両がかなりの量が

あるんですね。そこへ自転車で、正直に言いますと縦列や１列で並んでいたら、学生さんたちは

なかなか規則を守らないというか、道路幅に広がって走っているような状況であります。そこへ

あしがるバスが学生の通学に利用できれば、自転車の通行も減るかなという思いでちょっとお聞

きしたんですけど、その辺はいかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 現在行っておりますあしがるバスのコンセプトは、先ほど答弁させていただいたとおりで、通

勤通学の時間帯にコミュニティバスを回すということにつきましては、以前も他の議員の方から

ご質問をいただいたところですけれども、まず、通勤通学に使われるということですと、時間帯

が集中します。議員おっしゃるとおり、利用者も望めます。ただし、そうしますと、乗せるだけ

のキャパの車を用意しなければいけないということで、全く違うコンセプトでの運行形態になり

ますので、先ほどの答弁にもありましたように、現在、清須市のコミュニティバスのコンセプト
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につきましては、先ほど答弁させていただいたことを進めていくということで考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 ありがとうございます。 

 では、次の防災についての１からお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 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、まず、２の①についてお答えをいたします。 

 避難所の開設に係る費用は、勤務時間外の場合、職員の時間外手当が発生いたします。また、

備蓄品等を使用した場合、補充が必要となります。 

 台風発生時には、最接近すると予想される日から逆算して、２日前までに各課から「台風への

取り組み」として、行事予定や災害への対策を防災行政課へ報告をいたします。 

 前日に、災害対策本部員会議を開催し、提出された資料で対応を協議いたします。その後、決

定した事項を全職員にグループウエアにて周知をいたします。 

 避難所の開設は、原則、「清須市避難所運営マニュアル」に基づいて行われます。マニュアル

は、市政推進委員や自主防災本部長等には配付してございます。これまでも、地域での周知に努

めていただいたところでございますが、さらなる周知について啓発をいたしていきたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 一時避難所開設に係る費用の具体的な数字は出ませんか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 
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防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 具体的な数字につきましては、やはり避難所開設に当たる職員等の職責ですとか、その点につ

きまして金額が異なってまいります。ですので、大変恐縮ですが、金額についてはお答えするこ

とはできません。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 ありがとうございます。 

 それと、避難所の装備品についての定期的な点検というのは、どの程度でやられていますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 現状ではですね、職員の場合、初動マニュアルというものが把握されております。そちらのほ

うに避難所配備職員というものが初めから配備をさせていただいております。その配備職員の

方々による点検が年に一度、大体出水期の前に行われるというのが通常となっております。 

 やはり定期的に防災担当のほうで年に一度から二度、備蓄品の入れかえですね、例えば、クラ

ッカーですとか、水の賞味期限が近くなっているものにつきましては新しいものに入れかえると

いうような作業を年に一、二回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（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 昨日も２１号の台風の件で星の宮小学校区の避難所開設が１１時に行われたんですが、私も一

応出向きまして手伝いをいたしました。そのときに市のほうから派遣された２名の男女の方がみ

えましたけど、飲料水とか毛布の点検をされましたかってお聞きしたところ、私たちは管轄外で

すと。避難所の開設だけで来てますので、飲料水、毛布の点検はしておりませんということで、

星の宮小学校の２階に備蓄してある飲料水を私が確認に行ったところ、「期限切れ、飲むべから

ず」という張り紙が全飲料水に張ってありました。これは、いつ点検されたんでしょうか。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 飲むべからずと張っている飲料水につきましては、あえて置いてございます。断水時等につき

ましては飲料には使えませんが、基本的に手を洗うですとか、物を洗うことに使っていただくと

いうことで、それは申しわけありません、わざと置いてあります。 

 あと、備蓄品につきましては、基本的には倉庫のほうにあるというふうに認識をしております。

ただ、職員がそのような発言をされたということにつきましては、もう一度、再度徹底していき

たいと思います。 

 本来ですと、この間の総合防災訓練のときに一度やっていただくことになっておったんですけ

ども、落雷の影響で中止ということになりましたので、その点につきましては一部周知徹底がさ

れてなかったところがあったと思いますので、そこについてはおわびをさせていただきます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 ありがとうございます。 

 ２番、お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 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。 

 ７月２８日の台風１２号の対応についてお答えをいたします。 

 清須市避難所運営マニュアルでは、自主避難所の開設は、原則、暴風警報発令時とされており

ます。しかしながら、台風の上陸が予想されたため、前日の２７日に災害対策本部員会議を開催

し、その場で自主避難所７か所を１５時に開設することが決定をされました。 

 しかしながら、当日１２時５０分に暴風警報が発令されたため、直ちに、避難所配備職員に連

絡をいたした上、１４時２０分までに自主避難所７か所を開設することができました。この時点

で、市ホームページ、あんしん防災ネット、テレビのデータ放送などでは、清須市の自主避難所
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の開設場所が発表されておりました。 

 しかしながら、このような事案が生じていたということですので、いま一度、自主避難所開設

時の周知を徹底したいと考えております。 

 高齢者などの要配慮者の方々への情報提供は、防災行政無線や広報車、メール、テレビなどで

行うことのほかに、民生委員の方々や自主防災組織の協力を得て、電話や訪問により連絡をして

いただきたいと考えております。 

 外国人の方々への情報提供は、市国際交流協会や各種ボランティア団体との連携をしていきた

いと考えております。 

 愛知県災害多言語支援センターが発信をいたします多言語情報の活用の周知にも今後取り組ん

でまいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 下堂薗議員。 

４番議員（下堂薗 稔君） 

 ３番の回答は結構です。岸本議員の質疑とほぼ一緒の内容で、お答えも一緒だと思いますので。 

 とりあえず防災について、市民の生命・財産をとにかく守るということで、行政の方が少ない

人数で対応されていると思いますが、今後とも市民の生命・財産を守るために尽力をお願いした

いと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、下堂薗議員の質問を終わります。 

 ここで、３時３０分まで休憩といたします。 

（ 時に午後 ３時２１分 休憩 ） 

（ 時に午後 ３時３０分 再開 ） 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 休憩前に引き続き、議会を再開いたします。 

 次に、松岡議員の質問を受けます。 

 松岡議員。 

＜ １番議員（松岡 繁知君）登壇 ＞ 
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１番議員（松岡 繁知君） 

 議席番号１番、清政会、松岡繁知です。 

 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。 

 私は、大きく分けて２つ、まず１番として、清須市の観光について。 

 現在の清須市の観光における部署は、産業課の観光協会が主に携わっていると思います。他市

に比べると、観光における清須市としての行事、市民並びに近隣都市への周知が弱いように感じ

ます。 

 そこで質問です。 

 ①現在、清須市の観光事業における予算はどれくらいですか。 

 ②旧４町から清須市に変わって、新たに行った行事は何ですか。 

 ③他市に比べて、清須市の観光の強みは何ですか。 

 ④観光協会をより活動的にするためには、どんな方法がありますか。 

 ２、学校におけるルールの明確。 

 現在、小中学校にて長寿命化工事が進められております。昨今の暑さもあり、エアコンの設置

も前倒しで行ってほしい部分でもあります。 

 そこで質問です。 

 ①エアコン取りつけの前倒しは可能でしょうか。 

 ②エアコンの取りつけにおける順番はどのように決めておられますか。 

 ③長寿命化工事において、校舎だけではなく、体育館、プールなども劣化が進んでおります。

そちらの予算はどこから捻出されますか。 

 ④学校によって熱中症対策のルールが一本化しておりません。塩分もとるためのスポーツドリ

ンク、あめなど、清須市のルールを教えてください。 

 以上が質問になります。よろしくお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最初に、１の①の質問に対し、石田市民環境部次長、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 産業課長の石田でございます。よろしくお願いいたします。 

 １つ目のご質問につきましてご答弁申し上げます。 

 清須市の観光事業における予算は、大きく分けて市と観光協会の予算になります。 
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 まず、市の予算でございますが、五条川沿いのサクラの管理や公衆無線ＬＡＮの運営を始め清

洲城、清洲公園等の施設管理、清洲城信長まつりを始めとする各種まつりの運営などで、観光費

全体で今年度の予算額は１億１千２５０万円でございます。 

 次に、観光協会の予算ですが、観光ポスター、観光マップの製作、土産品の開発・販売、写真

コンテストの実施など、今年度の予算額は７３３万５千円でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

 では、今年度の予算は前年度に比べて増減はございますでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 まず市の観光費全体の前年度２９年度の予算になりますが､１億２２６万３千円で、平成

３０年度予算につきましては、ただいま申し上げましたとおり１億１千２５０万円でありますの

で、平成３０年度予算額は前年度予算額より額にして１千万円増加しているという状況でござい

ます。 

 観光協会の平成２９年度予算額につきましては７３３万８千円で、平成３０年度予算額につき

ましては、ただいま申し上げましたとおり７３３万５千円であることから、平成３０年度予算額

は前年度予算額とほぼ同額という状況でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

 本年度観光費の予算が１千万円以上増加した、この原因は何でしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 
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市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 今年度観光費が約１千万円増加した理由につきましては、清洲城を計画的に維持管理するため

の長寿命化改修の実施設計による委託費が大きな要因になっております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 実施計画を受けて来年度は改修工事という形になると思うんですけども、また来年も今年度よ

り当初の予算は増額ということでよろしいでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 来年度、実施設計に伴いまして、改修工事を予定しておりますので、来年度観光費予算案はで

すね、今年度の予算額よりさらに増額になるというふうに予想されます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 わかりました。ありがとうございます。 

 次の質問をお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、石田市民環境部次長、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 ２つ目の質問につきましてご答弁申し上げます。 

 各種まつりの運営や清洲城の管理など、旧町から継続してきたものが中心となりますが、市に

なって新たに行ったことは、ボランティアによる観光ガイドや武将隊の育成・支援を始め、甲冑

試着体験による清洲城来場者へのおもてなしに取り組んでまいりました。 

 最近では、キリンビール名古屋工場や貝塚資料館とのスタンプラリーを始め、観光情報発信Ｉ

ＣＴ看板や公衆無線ＬＡＮの設置、尾張西枇杷島まつりの協賛金導入、各種観光案内チラシの多
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言語化などに取り組んでまいりました。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

 今、答弁いただいたんですけど、合併後においていろんな取り組みはされていたと感じます。

しかしながら、私の質問に書かせていただきましたが、法人・市民等を巻き込んだ観光行事とし

てまだまだ物足りないようには感じます。今年度、今後どのような観光行事を行っていくでしょ

うか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 今年度の主な観光行事ですが、いろいろございますが、主なものにつきましては、１０月７日

に商工会主催の産業まつりと同時に清洲城信長まつりを開催いたします。 

 今回は、新清洲駅前商店街とも連携して祭りを盛り上げていきたいというふうに考えておると

ころでございます。 

 また、今年度、県の大型観光キャンペーンの期間になっておりますので、その期間が１０月か

ら１２月ということでございますので、その期間中、清洲城とキリンビール名古屋工場との参加

を予定しております。 

 そして、今年度、清洲城３０周年ということでございますので、１０月２０日には清洲城

３０周年を記念して清洲城３０周年感謝デーを開催したいというふうに考えておるところでござ

います。 

 少し内容を申し上げますと、清洲城での秋の大茶会ということで、清洲城庭園にてお茶会を行

うということと、清洲城広場においてもフリーマーケット、それからキッチンカーを出店してい

ただきまして、飲食できるところをつくると。 

 それから、ステージをつくりまして、ボランティアの将隊、織田家臣団天下布舞の演技のほか、

大道芸人のステージを行いたいというふうに考えております。 

 また、市民センターでは、１０月２０日、２１日両日にわたりまして、清洲歴史フェアを同時
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に開催されるということで、特に３０周年感謝デーが開催される２０日においてはですね、市民

センターのほうでも、朝日遺跡、信長に関する講談を始め、甲冑試着体験、貝塚資料館のほうに

もご参加いただきまして行事を開催していただくというふうになっております。 

 また、さらに、１０月の下旬ぐらいにやっておりますが、小中学生を対象とした清洲城の周辺

で、清洲城を描く写生大会というのもやっておるんですが、この写生大会につきましても３０周

年感謝デーに合わせて開催したいということで、盛りだくさんの内容でやってまいりたいという

ふうに思っております。 

 また、１つですね、３０周年感謝デーで、清洲城を無料開放できればというふうに考えている

ところであります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

 １０月７日の新清洲駅前商店街の、今年関連することとなった３０周年ということが今年度あ

るということなんですけど、あと約１か月という形で、この行事に対する市民への周知とか、観

光ＰＲについてはどのようにお考えでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 ３０周年の関係につきましては、チラシのほうを全戸配付する予定ではおるんですが、ただい

ま申し上げた行事につきましては、主催者が異なるものがございますので、基本的には各主催者

において周知するということが基本になりますが、本市の観光ＰＲということもございますので、

観光協会のホームページにも掲載したいというふうには考えておるところでございます。 

 また、観光ＰＲ、こちらにつきましては本年度より、先ほども申し上げましたが、スマホとか

タブレットのアプリを活用して、最大９か国語に対応した観光チラシを作成しておりますので、

市内の公共施設のほか名古屋市圏観光案内所を始め、名古屋市周辺のビジネスホテルなどにも設

置しておるということでございます。 

 以上でございます。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

 では、次の質問、お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し、石田市民環境部次長、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 本市は信長公の居城であった清洲城を始め朝日遺跡、美濃路などさまざまな時代の遺産等がコ

ンパクトに集まっていることや、名古屋に隣接し鉄道網や道路網に恵まれるなど利便性が高く、

アクセス面においても他市町に比べ優位な環境にあると考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

 清須市の強みは、歴史的財源が豊かなことと名古屋市に近いという利便性にすぐれているとい

うことだと思います。 

 その清須市の強みを生かし、今後どのような観光振興を図っていくでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 先ほど来、リニアのお話もございましたが、名古屋駅から至近な距離というのが清須市の強み

でございます。リニア開業後におきましては、ビジネスマンなどが立ち寄るショートトリップの

促進が期待されるというふうに考えております。 

 清洲城のみならず清洲城周辺には朝日遺跡の貝塚資料館であったりキリンビールの工場見学な

ど、そういうところもございますので、連携してですね、できるだけ長い時間、市内で楽しんで

いただけるような観光振興を目指してまいり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（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ぜひ、形にしていっていただきたいと思います。 

 また、つけ加えるならば、清洲城信長公に携わるいろいろな市町とのつながりは、清須市の大

変な強みだと思っております。 

 逆に、現在、清須市のよさは私たちが感じるに、やはり情報発信によるのではないかと感じて

おります。情報発信源の１つとして、観光協会も他市町に比べるとまだまだ周知への働きかけが

弱いように感じております。 

 では、次の質問をお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、④の質問に対し、石田市民環境部次長、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 清須市観光協会の業務は、観光に対する問い合わせへの対応を始め、土産品の開発・販売、観

光ホームページの運営など多岐にわたっております。近年は、ソーシャルネットワークの普及も

あり、個人旅行者や訪日外国人旅行者の増加、加えて２０２０年秋には、清洲貝殻山貝塚資料館

のリニューアルも予定されていることから、観光協会ではさらに清須の魅力を発信し、清須に足

を運んでもらえるよう取り組んでいく必要があるものと考えております。 

 観光協会では、昨年度、役員を若手や実働的な方に入れかえ、本市の観光振興について意見交

換を行っております。今後もこうした意見交換を重ね、清須の観光振興の促進に向けて取り組ん

でまいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 観光協会の役員会という会では、どのような意見がありましたでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 
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 意見はいろいろあるんですが、一番大きいことは、清洲城周辺に飲食ができる場所がないので、

そういった課題がある。 

 それから、地元の人がもっと清洲城に来ていただけるような取り組みが必要じゃないかと。新

たなイベント実施も今後したらどうかといういろんなさまざまなご意見を賜っているところでご

ざいます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 役員会というのは、答弁によると昨年度行われたということなんですが、現状、役員会に出た

意見について形にしたとか、そういうことってありますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 ただいま、少し例を出して申し上げましたが、清洲城周辺で飲食ができる場所がないというこ

とにつきましては、この５月の連休に試験的にキッチンカーを出店させていただきまして、来場

者に飲食を提供させていただきました。これにつきましては、先ほど申したように、３０周年感

謝デーにおきましてもキッチンカーを出店するということでございます。 

 地元の人がもっと清洲城に来ていただけるような取り組みにつきましては、現在、商工会主催

の朝市を始め、芸能文化館のほうでは市民の皆さんの協力によって、ひな人形の展示であるとか、

和楽の展示であるとかという活用を通して市民に来ていただくような取り組みをさせていただい

ているというころでございます。 

 新たなイベントの実施につきましては、さまざまなイベントを広場のほうで、今、展開してお

るわけでございますが、先ほど申した３０周年感謝デーもその一環でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

 やはり清須市の行政としていろいろやっていただいているということが本当に伝わります。し

かしながら、市民の方、近隣の方が来場されるという可能性を秘めているにもかかわらず、やは
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りなかなか集客が集まらない原因は、一番の原因はやはり情報発信力ではないかと感じる答弁で

ありましたけど。 

 それは、清須市の観光行事を幅広く周知していく働きが今一番、僕が行政に望む動きです。魅

力あるものを伝える力、現在は一個人の発信力が大きいものとなってきております。市民の方々

を始め清須市に来ていただいた方の発信力を生かすこと、そして、他市町との広域連携を高め、

開けた観光行事にしていくこと、現在ではインバウンドによる外国人旅行社が増加しております。

リニア開業に伴い、市の観光を取り巻く状況は大きく変容します。この機会を契機に、さらに清

須市の観光振興がより一層進むよう、まずは旧４町の枠を超え、清須市全体の子どもから大人ま

でが自分事のように参加していただけるような働きかけ、その先にこそがさらなる清須市の発展、

魅力ある清須市の波及につながっていき、ボランティアの増加、ボランティアの増員、そして来

場者の増加となっていくと思います。いま一度、観光協会のあり方を始め、新しい観光行事に予

算を出していただけるよう要望となりますが、ぜひともよろしくお願いします。 

 では、次の質問をお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２の①の質問に対し、丹羽教育部次長、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 エアコンの前倒しが可能かというご質問でございます。 

 教育委員会としましても、熱中症による事故を起こさないためにも子どもの健康管理、学校に

おける快適な教育環境の整備について早急に対応する必要性があると考えております。 

 今後におきましては、整備資金の確保、工事施工方法の調整等を関係機関と協議をして、でき

るだけ早く設置できるよう検討してまいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

 先ほど浅野議員のほうからも同様のご質問をさせていただきましたけれども、一日でも早く設

置してもらえるようお願いを申し上げます。子どもたちの快適な学習の場の提供を進めていくこ

とが今のメディアでも取り上げられております。市民満足度につながっていくと思いますので、
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ぜひよろしくお願いいたします。 

 そして、今の答弁の中で整備資金とありましたけども、その整備資金というのはどこから財源

を教えていただければ。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 今のところ国の補助金、そして合併特例債、それと基金、また一般財源、そのような予算、資

金で予定をしております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 わかりました。よろしくお願いします。 

 それでは、次によろしくお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、丹羽教育部次長、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 エアコンの取りつけの順番につきましては、普通教室を最優先に考え、次に老朽化した既設エ

アコンのある特別教室、会議室、職員室等を改修してまいりたいと考えています。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 学校内の教室の順番というのはわかりました。 

 僕が聞きたいのは、清須市小中学校１２校あると思うんですけど、その中学校、小学校の順番

というのは、何かルールというか。例えば、清洲小学校、清洲中学校とか、そういう順番という

のは、明確なルールというのはございますでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 



－154－ 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 現在のところの計画では、小中学校１２校全て学校単位で発注する計画でございます。したが

いまして、どの学校も同時に着手するといった形で計画を立てております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ということは、スタートは全て一緒と。そこは学校と工事請負をする方が打ち合わせがあって、

そこに不公平さというか、平等なということの答弁でよろしいでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 何せ学校も小中学校、規模の小さいところ、大きいところ、いわゆる普通教室の数もさまざま

でございます。スタートはそれぞれ一緒でございますが、設置する台数にもよることによって完

成する時期が学校によってまちまちだと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、次の質問をお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し、丹羽教育部次長、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 まず、体育館につきましては、耐震改修及び非構造部材の撤去などは既に実施いたしました。

これは全ての小中学校体育館でございます。現在は、屋根防水補修工事を順次実施しております。 

 一方、プールについては、その都度、補修にて対応しておりますが、老朽化が著しい場合は計

画的に改修が必要と考えております。 

 予算につきましては、国庫補助金の活用を視野に入れながら、施工方法も含め協議してまいり
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ます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ここに書かせていただいた質問のほうで、学校のほうも、校舎のほうもさることながら、体育

館というのが学校だけで使うものじゃなく、現在では学校開放とか、先ほどの避難所等に使用し

ていると思うんですけども、体育館の床とかに関して、僕がいろいろお話しさせていただいた中

では、体育館の床とかに関して学校が補修に関して予算を立てながら相談するという話なんです

けど、いろいろ使用する人がいる中で、どこに頼めばいいのという市民の方々からの意見がある

んで、そこら辺をはっきり教えていただきたいんですが。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 まず、基本的な考え方といたしましては、老朽化による修繕については学校教育課、そして、

それぞれの学校に配当されました予算の範囲の中で修繕を行っております。 

 今、お話がございました他の団体の方々、不特定多数の方々が使われたことによって破損した

だとか、そういったことが解明された場合は原因者負担となります。そういった理由の中で、原

因者が不明であるといったことにつきましては、基本的には学校のほうで直させていただいてい

るのが現況でございます。 

 壊れたものを直すというのも大事なんですけども、やはり今、議員がおっしゃられましたよう

に、学校施設というのはコミュニティの核ということで、いろんな方が防災観点、あるいはスポ

ーツの場所という形で利用されております。もっと大切なことは、利用される方々がやはりみん

なで大切に使っていただくといったことが大事だと思っております。したがいまして、子どもの

安全、そして学校開放等の住民の方たちが快適に利用できるがためにも、教育委員会のほうから

も利用者に方々に丁寧に使っていただくようにお願いするように発信していきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

 やはり一番使うのは学校の子どもたちとなります。そちらの子どもたちがより安全に使ってい

ただけるように、そこらへんのルールをさらに明確にしていただいて、子どもたちに使っていた

だけるような場所の提供等をしていただきたいと思います。 

 次の質問をお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、④の質問に対し、丹羽教育部次長、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 市内小中学校の熱中症対策に伴う統一ルールでございます。 

 基本的には、ＷＢＧＴ（暑さ指数）を指標に、部活動、体育、外遊び、校外学習等の屋外活動

を禁止することとしております。しかしながら、統一できていない学校も見受けられるため、改

めて全ての学校が統一できるよう周知を図ってまいります。 

 また、その他の暑さ対策といたしまして、各学校の保健室に塩タブレット、スポーツドリンク、

うちわ、保冷剤、ぬれタオル等を常備いたしまして子どもの健康管理に努めております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

 学校では、市としてのルール、ＷＢＧＴなり学校に備品を置くということも、それは全て大切

なんですけども、親として暑さ、熱中症対策ということを踏まえて、やはり親のほうから学校側

にもこういう意見が出ると思うんです。それが例えば、どこどこ中学校はスポーツドリンクと、

例えば、塩のあめとかを持ってきていいとかいうのがあって、全然違う小学校はだめとか、そう

いうのが清須市１２校の中でもまだはっきりと定められていない現状があると聞いております。

今年、夏真っ最中というか、まだまだ暑い日が続くんですけど、なるべく早い形で討議していた

だきたいと思うんですけど、その討議する場とか、そういう予定はございますでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 まず、暑さ指数の部活動における学校による違い、活動の違いに関しましても測定器を各学校

に常備しております。そのはかるタイミングですけども、活動する前に養護教員が、屋外、また

は屋内の数値をはかり、危険度数値、これは気温と湿度を算出した数値、３１度以上が危険とい

う数値なんですけども、そちらを超えた場合には、それぞれ屋内、屋外などで活動するというこ

とは禁止しております。 

 そういった中で、先ほどお話をしましたように、どうしても学校によって部活動に力が入って

しまって、そのまま継続してしまうといった学校もございましたので、そういったことなり、そ

ういったお気持ちもわかるんですけども、子どもの健康管理を第一に鑑みますと、そういったこ

とは未然に防ぎたいというふうに考えております。 

 今度は子どもたちが持参する飲料水の関係でございます。これも学校によってスポーツドリン

クですね、そういったものを許可できる学校もあれば、不可の学校もあると聞いております。こ

こ最近の暑さというのは異常なぐらいの気温でございます。子どもの安全を考えますと、こうい

ったことについても、健康管理を第一に重点的に考えますと、そういったものも取り入れていく

ということを考えておりますので、この双方２つにつきましては、学校長全員に対しまして教育

委員会のほうから指針を設けてお伝えしたいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ぜひ、よろしくお願いします。 

 保護者のほうも、学校としてルールがないと、やはり保護者の言ったらどうにかしてくれると

いう、言ったら勝ちみたいな、そういうのは、やはり市としてはあまりよくないことだと思いま

す。共通のルールをはっきり明確にすることが今、子育て世代の安心した清須市になるんじゃな

いかと思いますので、ぜひお願いします。 

 以上で終わります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、松岡議員の質問を終わります。 
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 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 章でございます。 

 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。 

 皆さん、お疲れのところ大変申しわけありませんが、あとしばらくおつき合いいただきたいと

思います。 

 質問事項は、子どもの貧困対策についてであります。 

 厚生労働省が２０１７年、平成２９年に発表しました全国の子どもの貧困率を示す「相対貧困

率」では、２０１５年、平成２７年ですが１３．９％と、約７人に１人の子どもが貧困となって

います。過去からの推移も増加傾向にあり、世界的に見ても高い水準となっております。 

 貧困が子どもに与える影響としては、学力や心理・行動、そして健康面など、子どもの発達に

悪影響を及ぼす可能性があり、さらには貧困の連鎖も考えられます。子どもの将来が家庭の経済

的状況に左右されることなく健やかに育成されるための環境整備は大変重要です。 

 子どもの貧困対策には、国及び地方公共団体の関係機関相互の連携のもとに総合的な取り組み

を行うことが「子どもの貧困対策の推進に関する法律」にも示され、教育の支援、生活の支援、

保護者の就労支援、経済的な支援などのための必要な施策を講ずることとなっております。 

 本市における子どもの貧困の実態を把握し、計画的・総合的な対策を適正に進めていくことが

必要です。これまで、本市において取り組みが進められているかと思いますが、本市における子

どもの貧困対策の取り組みについて、以下の点についてお伺いします。 

 ①本市における子どもの貧困の状況について 

 ②貧困が子どもに与える影響への見解について 

 ③貧困対策の取り組み状況（教育、生活、就労、経済的各支援など） 

 ④今後の取り組み課題について 

 お伺いします。 

 よろしくお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最初に、①の質問に対し、加藤健康福祉部次長、答弁。 
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健康福祉部次長兼子育て支援課長（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。 

 ①の本市における子どもの貧困の状況についてお答えいたします。 

 平成２６年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行された後、平成２６年８月

には「子どもの貧困対策に関する大綱」が閣議決定され、全ての子どもたちが、夢と希望を持っ

て成長していける社会の実現に向け、「教育の支援」、「生活の支援」、「保護者の就労支援」、

「経済的支援」に対して目標値を定めた重点施策を行うことが決まりました。 

 また、重点施策を実施するに当たり、子どもの貧困の実態把握することで、愛知県では、平成

２８年度に県内全域の約１０％程度の子どもとその保護者を対象に、無作為抽出によるアンケー

ト調査を実施しております。その調査結果では、尾張中部圏域（清須市・北名古屋市・豊山町）

の国民生活基礎調査の貧困線（１人当たり所得が１２２万円以下）による貧困率は５．５％であ

り、愛知県平均値の５．９％より低い状況でありました。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 平成２８年度に愛知県で行われました子どもの貧困の実態を把握するためのアンケート調査に

ついてですが、県内全域を対象として行われていますが、調査対象や、あるいは調査の対象の抽

出方法、あるいはアンケートの調査数などについてもう少し詳しく調査の内容をお聞かせくださ

い。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 対象といたしましては、愛知県の小学校の１年生の子ども・保護者、小学校５年生の子ども、

あと、中学校２年生の子どもに対してアンケート調査を行ったものでございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 
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 対象の１０％ということを言われましたけど、総数ではどのぐらいになるんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 大変申しわけございません。資料を持っておりませんでしたので、申しわけございません。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 愛知県内の全圏域を対象に調査を行っていますが、先ほど清須市は尾張中部圏域の中に入って

おりまして、本市のほかに北名古屋市、豊山町が含まれていますが、全体では５．５％という結

果が出ておりますけど、これは２市１町の平均ですが、清須市だけはどれだけかっていうのは、

結果は把握されているんでしょうか。お聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今の愛知県の子どもの調査の結果につきましては、先ほど報告させていただきましたとおり、

圏域ごとになっております。 

 その理由といたしましては、人口の少ない市町によりますと、調査対象の児童数が１人によっ

て、例えば分母になりますが、こちらの人数が、１人当たりに対して人数が調査をするかしない

という点で大きく数値が異なるということもありまして、誤解を招きやすいということもありま

した。愛知県のほうでは市町ごとの調査の結果を出しておりませんということの回答をいただい

ております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 厚生労働省が３年に１回行っています国民生活基礎調査結果ですね、平成２７年、２０１５年

の子どもの貧困率１３．９％ということになっています。愛知県の今回の調査結果、これは平成

２８年になりますけれども、これが５．５％ということでかけ離れていますよね。私も子どもの
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貧困ですよね、表す定義としましては、絶対的な貧困と相対的な貧困がありますけれども、絶対

的貧困は主に生命の維持に最低限必要な食事が足りてない状況です。相対的な貧困については、

人として社会に認められる最低限の生活水準以下の生活をされている方ということで、厚生労働

省が子どもの貧困率は１７歳以下の子ども全体に占める貧困線以下、先ほど申した貧困線の子ど

もの割合ですね、世帯所得から税や社会保険税などを除いた１人当たりの手取り収入を順に並べ

まして、そのちょうど真ん中になる金額が、これは２０１５年は２４５万円です。この２４５万

円の半分を貧困線といって、この貧困線に満たない収入で暮らす１７歳以下の子どもの割合を先

ほど１３．９％ということで申し上げたんですけど、愛知県ではですね、清須市を含まれる平成

２８年度の５．５％に対して、厚生労働省が調べたのは１３．９％ということでかけ離れてます

が、先ほど対象を聞きましたが、愛知県の場合は小中学校が対象なんです。就学前と中学卒業が

含まれてませんよね。厚労省がやっているのは全国の１７歳以下ということでありますが、この

点どのようにお考えでしょうか。見解をお聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今、議員が言われましたように、国民生活基礎調査で行いました全国の貧困率というのは、今、

言われましたように、定義が１７歳未満の家庭というふうになっておりますが、今回、愛知県の

調査につきましては、先ほどもお伝えさせていただいたように、１年生、５年生、中学２年生を

対象にして、無作為抽出ということで行っているということで、確かに抽出方法によって違いは

あるかと思いますが、最終的には、愛知県のほうが判断をしているところでありますが、全国平

均より低い理由であったということは新聞等でも報告が出ているところでありますが、そちらに

つきましては、愛知県につきましては自動車などの製造業が盛んであり、１人当たりの県民所得

が高水準であったというような報道等もされております。 

 あとはまた、直近の貧困率が低下をしているということにつきましても、雇用環境が改善され

て働く母親等が増えたこととか、あと現給の給料等がパート賃金等の上昇が貧困率の改善につな

がったという調査報告が出ております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 
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１９番議員（白井 章君） 

 本市の貧困率の見方としては、愛知はそういう調査対象ですね、抽出されたんですけど、

１７歳以下と就学前が含まれませんよね。実際、ですから５．５％の実質の数字はもっと高いん

じゃないかと思うんですけども、そのことについてのご見解はどうですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今、国のほうが１７歳以下というふうに提示を出されておりますが、調査を行うのにかかりま

して、中学生以下になりますと、教育委員会等のご協力をいただきながら調査のほうはできるか

と思いますが、それ以上のお子さん等になりますと、高校生だったりとか、もう就職をされた方

とかいろいろあるかと思っておりますので、現在のところ、なかなか調査のほうが１７歳までは

難しいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 実際には愛知県の調査ではですね、尾張中部圏は５．５ということですけども、実際の１７歳

以下になると、この数字よりは高いということは理解されますね。 

 その点と、それから今回の愛知県の調査、２８年に行われましたけど、今回だけなのか、今後

も調査される予定なのか、その辺はいかがでしょうか。この２点についてお聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 まず、１点目の質問です。申しわけありません、最初の１点目の質問。 

 ２点目のほうは、申しわけございません。今後の予定。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 愛知県の調査結果は５．５％ですけど、そこには含まれてない数字がありますね。１７歳未満
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の、要するに、中学卒業から１７歳以下の部分と、それから就学前もございますから、つまり５．

５％より実際高いというふうに認識されますけども。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 申しわけありませんでした。 

 先ほどの貧困率の定義につきましては、１人当たりというところは、世帯で人数を割る形にな

ってくると思いますので、確かに、実際、調査をさせていただかないと、数字のほうは正確に出

てこないと思いますが、やはり調査をさせていただくと、もう少し高い数字になるかもしれない

と、そういう認識はしております。 

 ２点目の愛知県の今後の調査のことにつきまして、まずは愛知県のほうは今後するようなこと、

今のところは内容は聞いておりませんので、こちらの大綱につきましても、市独自で行うにつき

ましては努力義務というような形になっておりますので、また、その点につきましては、今後、

調査研究してまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 本市の今のお話にありました子どもの貧困状況の実態を把握するというのは難しいかもわかり

ませんが、実態の把握というのは大変重要だと思っております。 

 子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づいてさまざまな支援を行って、目標を定めた重点

施策の実施において、その効果を確認する上でも本市の状況を把握することが大事なことだと思

います。その結果、よい方向に行っているのかどうかと判断するためにも必要じゃないかと思う

んですが、この点についてどうお考えでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今の子どもの関連でありますが、子ども・子育て支援事業計画というのを今、私どものほうで

２８年度から５年計画をつくらさせていただいております。次期の計画につきましては３２年度
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からの５年計画になっておりますので、そちらの計画をつくるに当たりまして、来年度、まずニ

ーズ調査のほうをさせていただきたいと思っておりますので、その中で子どもの生活状況を把握

できるような調査項目のほうを載せさせていただくような形で、本市の生活実態が把握できるよ

うに努力してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、加藤健康福祉部次長、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 ②の貧困が子どもに与える影響への見解についてお答えをいたします。 

 教育の機会の均衡では、学習の意欲、進学・進路、スポーツ体験の機会、また、育成の環境で

は、保育園・小学校など等における生活習慣、社会とのつながりなど、保護者の所得に応じて格

差が生じていると考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 貧困が子どもに与える影響につきましては、これまでにいろんな調査結果が出ております。 

 例えば、学力であれば、全国学力学習状況の調査結果を分析いたしますと、世帯年収と成績が

強い相関関係を示しています。世帯収入が高いと学力が高い。それから、逆に低いと学力も低い

という関係にあるということが明らかになっています。 

 その原因は、貧困層の子どもの勉強時間が少ない傾向にあること、そして、教育に支出する金

額が低い、学習塾や各種習い事等の学校外における子どもの教育機会が相対的に少なくなってい

ることが考えられるとされています。また、勉強の意義に疑義を抱いていることや学習意欲が低

いことも考えられるというような結果が出てきております。貧困が子どもに与える影響の１つは、

学力に影響があることははっきりしておりますけれども、このようなことがないように対策を講

じていかなければならない。それから、先ほども申し上げましたように、子どもの貧困対策の推

進に関する法律に示されています。 

 先ほどの答弁の中で、今、私が学力のことを申し上げましたけど、それ以外にもう少し具体的

にお聞かせいただきたいと思うんですが、何か取り上げられたらお願いしたいと思います。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 貧困が子どもに与える影響といたしまして、例えば、食事の摂取状況なんですが、朝食の欠食

者、食事を親と食べずにひとりで食べる孤立した子どもの割合が高くなっていると数字が出てお

ります。また、生活面につきましては、う歯の本数につきましても、低所得者のほうがう歯の本

数が多いという結果もあります。 

 先ほどと同じ形になりますけど、学習塾に行けないとか、進学や進路を自由に選択することが

できないとか、あと、スポーツなどのさまざまな習い事に行けないということで、周りに友だち

ができにくいというようなこともありますので、そういう自己肯定感を下げ、学習がなかなかで

きないというのもありますので、そういうことでさまざまなことに、意欲低下につながっている

かとは思っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 与える影響をしっかりと理解し、どのように受けとめるかによってですね、やはり強い対策を

講じていかなければならない視点につながりますので、ぜひ、そういうことで対策に向けて取り

組んでいただきたいと思います。 

 次、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し、丹羽教育部次長、そして、鹿島社会福祉課長、続けて答弁をいただき

ます。 

 初めに、丹羽教育部次長、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 学校教育課長の丹羽でございます。 

 まず、教育分野では、保護者の経済的負担の軽減につながる就学援助制度の適切な運用、きめ

細やかな周知を促し、この制度の活用・充実を図っています。 

 学校では、家庭環境や住んでいる地域に左右されず、学校に通う子どもの学力が保障されるよ
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う、全ての学校に支援員・少人数指導講師を配置してきめ細やかな指導に取り組んでいます。 

 また、学校を窓口として、貧困家庭の子どもたち等を早期の段階で生活支援や福祉制度につな

げていくことができるよう福祉部門と教育委員会・学校等との連携強化を図っています。 

 以上でございます。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課、鹿島でございます。 

 引き続き、③の貧困対策の取り組み状況についてお答えいたします。 

 子どもの貧困対策につきましては、子どもの貧困対策の推進に関する法律、生活保護法、生活

困窮者自立支援法などの制度に基づき、さまざまな支援を行っております。 

 教育の支援としましては、生活保護受給世帯などの生活困窮世帯の中学生・高校生を対象とし

た学習支援事業を今年度７月から開始いたしました。 

 子どもへの生活支援としましては、「子ども食堂」にて食事の提供を行うことにより、子ども

の居場所づくりに努めております。 

 また、保護者への生活支援としましては、相談支援員などが面談等を通じて、相談者が抱える

複合的な課題解決に向け、関係部署とも連携して包括的な支援を行っております。 

 就労の支援としましては、今年度から、就労に関する相談等に専従する就労支援員１名を配置

し、ハローワーク等とも連携して、就労や自立に向けた支援を行っております。 

 また、経済的な支援としましては、離職等により住居を失った、またはそのおそれがある人に

家賃相当額として住居確保給付金を支給しております。 

 また、生活保護受給世帯に対しては、生活保護による教育扶助、高校や大学などへの進学時の

費用などを支給しております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 学習支援ですね、きょうの質問にご答弁いただきましたので、学習支援は今１２名、中学生が

１０名、高校生が２名と聞いています。これは生活保護の受給世帯の生活困窮世帯に対する教育

支援ということで理解してよろしいでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 そのとおりでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 これは答弁の中にもあったかもしれませんが、現在１２名の方が受講されてますけど、対象は

どのぐらいの人数でしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 生活保護受給世帯の中学生が１３名中１０名、高校生が１０名中２名、計１２名の子どもさん

が学習支援のほうを受けている状況でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 これは今年の７月ぐらいからスタートをされているかと思いますが、非常に好評というような

ことを聞いておりますけれども、午前中の中でも、この事業効果を見てですね、今後継続してい

くようなことをおっしゃってましたですけど、それから、この経過をですね、受けられている方

は、これをずっと受けられてどのような思いをですね、あるいは感想を聞かれて、次にぜひ生か

していただきたいなと思いますが、その点どうでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 この事業は７月から始まった事業でありまして、毎月毎月ですね、事業者のほうからお子様方

にですね、その日どういった支援を行ったかというような報告を毎月月報というような形で報告

を受けております。 

 また、７月の下旬なんですけれども、実際に我々が担当者とともにその事業者のところに行っ

てですね、直接そこの担当の先生等々からお話をお聞きしました。報告書や何かを見るとですね、
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一生懸命学習に取り組んでいるというようなことが書かれております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 あと１点、教育関係でですね、就学支援制度、これも質問がありましたけども、この中できめ

細かい周知というようなことで、大変重要だと思いますけども、就学支援制度について伺います

けども、前にも質問しておりますが、現在の要保護とか準要保護の就学支援制度の状況というの

を参考までに教えてください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 制度に対します対象者でございますが、２９年度でいいますと、小学生の準要保護が６．７％、

そして中学生の準要保護が１１％、合計といたしまして、小中学校合わせて約８％となっており

ます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 わかりました。 

 これは毎年申請をするといいますか、毎年度、進級の申請をしなければいけないということで

すけれども、漏れのないように申請していただくということが大切だと思います。その点はどの

ようにされていますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 こういった制度を対象者にお声かけといいますか、お伝えするというのは、１億円の価値があ

るというふうに言われております。そういった中で、当局といたしましても、毎年度、新１年生、

小中学生の対象の保護者の方に就学通知書に概要書を同封いたしまして、案内をしております。 
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 そして、当該年度の既に認定をされている方につきましては、２月に学校を通じて更新のご案

内をして、さらには、新年度早々、全校の児童生徒のお子さんを通じて保護者の方々に配慮して、

周知徹底を図っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 対象の方でもですね、これを申請されない世帯の方もおみえになるんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 具体な数字はつかんでおりませんが、聞くところによりますと、何かの理由で申請をしたくな

いといったご事情で申請されていないご家庭もあると聞いております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 わかりました。 

 次へお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、④の質問に対し、加藤健康福祉部次長、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 子育て支援課の加藤です。 

 ④の今後の取り組み課題についてお答えをいたします。 

 貧困についてはさまざまな要因があり、また多面的です。大きく分類すると、衣食住など生き

ていくために必要な最低限の物資がない「絶対的貧困」と、一般的な生活水準に達していない状

況の「相対的貧困」があるため、それぞれの家庭が抱える貧困問題を把握する必要があります。 

 個々の家庭においては、支援制度の認知度や理解度に違いがあり、みずから相談をしない場合

も考えられるため、あらゆる機会を捉えて、支援サービスなどの情報提供の発信や関係づくりな
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どの支援体制の構築が速やかにできるかが課題となります。 

 「愛知子ども調査」の結果を踏まえた愛知県の「子どもが輝く未来に向けた提言」を反映する

とともに、本市では、子育てに関する総合相談窓口として「子育て世代包括支援センター」を平

成３０年度から開設し、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行うとともに、個々のニー

ズに応え、学校教育課など等も含めた関係機関と連携を図りながら、今後も貧困対策に取り組ん

でまいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 わかりました。 

 子どもの貧困対策はですね、先ほどもいろいろ質問させていただきましたが、対象者の方への

周知が大変重要だと思いますし、また一番最初に質問させていただきましたけれども、実態の調

査を本市はどのぐらいであるのか。いい方向に行くそのためにもやっぱり把握していく必要があ

るんじゃないかと思います。 

 いろいろな面でご努力いただいておりますけど、子どもの貧困、ゼロにはならないですけど、

少なくなるようにですね。これから、いろんな部門が協力し合って教育とか、学校教育ですね、

それから社会福祉、子育て支援も皆縦割りになっていますから、それぞれの部門がやってみえま

すけれど、総合的にこれを進めていかないといかんと思うもんですから、先ほども答弁いただき

ましたように、子どもの貧困に対して関係機関が連携を図りながら努力していただきたいと思い

ます。 

 最後に、市長にですね、子どもの貧困対策の取り組みについての思いを伺いまして、これで質

問を終わります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 ご質問の中でもありましたが、子どもの将来が、経済的な状況によって左右されてはいかんと

いう私も同じ思いでございます。 

 貧困率につきましては、若干、国の調査と愛知県の調査とは状況が違うもんですから、とはい
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え、やっぱり愛知県は低いということだと思っています。ただ、低いからいいのかとほかっとい

ていいのかということになるもんですから、貧困の対策につきましてはこれからもしっかりと取

り組んでいきたいというように思っております。 

 学習塾のほうにつきまして今年から始めたわけでございますけども、びっくりしましたのが、

中学生の対象者が１３人ということで、そのうちの１０人が通ってくれておるということで、実

はこの３人の方は物理的に通えないという状況で聞いておりまして、通える子は皆参加していた

だいておるということで、学習意欲があるなというふうに感じまして、本当にやってよかったな

というふうに思っています。 

 何とか生活保護の中学生の子でも高校には行ってほしいと。高校に行くと行かないとでは将来、

貧困に陥る比率が相当違うということでございますので、何とか子どもたちをしっかりと頑張っ

て高校に行っていただきたいなと、そんなふうに思っております。 

 あとは、食事のこともそうでございますけども、何とか今、ボランティアの方でやっていただ

いております。 

 就学の準要保護の入学前の支給につきましても、来年３月までには必ずやっていきたいという

ふうに思っておりまして、貧困に対しましてもしっかりとこれからも取り組んでいきたいという

ように思っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、白井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。 

 残りの方につきましては、明日９月６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 ４時３３分 散会 ） 

 


