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（ 時に午前 ９時３０分 開会 ） 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから建設文教委員会を開催い

たします。 

 去る８日の本会議において、建設文教委員会に付託となりました議案について御審議いただき

ますが、その前に市長から御挨拶を受けたいと思います。よろしくお願いします。 

 永田市長。 

市長（永田 純夫君） 

 今日はもう梅雨に入っておりますけれども、今日は本当にいい天気になりましたが、今週の日

曜日には水防訓練開催をしましたところ、議員の皆様方には御臨席をいただきまして、本当にあ

りがとうございます。 

 本日は建設文教委員会に御出席大変御苦労さまでございます。 

 付託になりました案件は１件でございますけれども、慎重に御審議をいただきながら、御賛同

いただきますようにお願いを申し上げまして、御挨拶とさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 ありがとうございました。 

 傍聴者はおみえですか。 

議事調査課係長（石黒 真一君） 

 一般傍聴者はおみえになりません。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 それでは、当委員会に付託された所管は、建設部所管です。 

 それでは、議案第３０号 清須市ホテル等建築の規制に関する条例の一部を改正する条例案に

ついて、説明をお願いします。 

 当局。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課長の長谷川でございます。よろしくお願いいたします。 

 提出案件の７ページをお開きください。 

 議案第３０号 清須市ホテル等建築の規制に関する条例の一部を改正する条例案 
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 上記の議案を提出する。 

 平成３０年６月１日提出 

 清須市長 永田 純夫 

 提案理由 

 この案を提出するのは、旅館業法の一部改正に伴い、ホテル営業及び旅館営業の定義が変更さ

れるため規定を整理する必要があるからです。 

 内容につきましては、変更の定義は第２条２項のホテル営業と同条第３項の旅館営業とで分け

て規定されているものが、改正後の同条第２項の旅館・ホテル営業を営業するというふうに改正

するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどお願いいたします。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 ただいまから審議に入るわけですけれども、質疑者、あるいは答弁者は必ず挙手をしていただ

き、指名の後、名前を名乗ってから質疑、あるいは答弁に入っていただくようにお願いいたしま

す。 

 それでは、質疑のある方は挙手をお願いいたします。 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 久野です。よろしくお願いいたします。 

 旅館、ホテルの違いについて、条例上の定義を確認したいと思いますので説明をお願いいたし

ます。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 議案等説明資料の４ページをごらんいただきたいと思います。 

 旅館業法の改正前と改正後の表が載っておりますが、改正前につきましては、ホテル営業とし

て洋式の構造及び設備を主とする施設をホテルというふうに位置づけておりました。また、旅館

につきましては、和式の構造及び設備を主とする施設というふうに位置づけられておりましたも

のが、今回の改正で旅館・ホテルというふうになりまして、和式・洋式の種別がとれまして、単
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に施設の宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものという

ふうに変わっているものでございます。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 現在、市内にはこの施設ってありますか。 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 現在は、我が清須市ではございません。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 春日にあるのですけど、ホテルは。これって、この条例に該当しますか。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課、長谷川です。 

 春日地区にある施設につきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律。い

わゆる風営法の適用を受けた施設というふうになっております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 名古屋市にも近いし、将来、リニアも通りますので、今後、宿泊施設の需要がこの地区にもあ

ると思いますが、その場合は、これ条例が適用されるのですか。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 
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 都市計画課長です。 

 ホテルや旅館を建設しようとする場合には、本条例の第３条の規定にございますように市長の

同意を得る必要があります。市長の諮問に応じ、清須市ホテル等建築審査会にて審議を行うこと

となっております。なお、この同基準としては、学校及び福祉施設、公園などの公共施設の付近

でないということが定められております。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 他。 

 久野委員。 

久野 茂委員 

 今、民泊ちょっとはやりというかありますよね。何かいろいろ問題もあるのですけど。これ、

市の窓口は、これどうなるのですか、民泊のあれは。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課長の長谷川です。 

 民泊スタンスというのは、一般的には住宅などの全部、または一部を活用して宿泊サービスを

提供するものというのを指しております。基本的には旅館業法の届け出が必要となりますので、

届け出は各保健所ということになります。したがいまして、施設の市の窓口というのは特に決ま

っておりません。ただ、もともと民泊というような制度の趣旨からすれば、観光業務とかの所管

課などに相談が行くものではないかと考えられます。 

 以上です。 

久野 茂委員 

 ありがとうございました。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 よろしいですか。 

 他。 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 
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 飛永でございます。 

 ちょっと今のに関連して、民泊の関連でお聞きしますけれども、これ、こういう法律になるこ

とで、いわゆる民泊を推進しておるという理解でいいのですか。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 そうですね。今回のこの旅館業法の改正でも、ホテルと旅館をあわせたというのが、もともと

ホテルの規定と旅館の規定というのが若干違っておりまして、ホテルのほうは、たしか１部屋が、

ごめんなさい、定かではないのですが、９０以上ぐらい１部屋で、旅館も５平米以上とか。ホテ

ルのほうは建物として１０室以上ないといけない、旅館は５部屋以上ないといけないとか、その

ような縛りがあったのですが、そういったものを全て排除したというふうに書いてありました。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 というと、民泊を推進しているという理解でよろしいかと思いますけれども、民泊に関して、

今、この委員会のお話でありましたが、かなりやっぱり問題というか、観光公害といった、そう

いった状況がかなり起きてきてまして、例えば、京都なんかですと、一般の家に民泊やってる家

だと間違えて外人が入ってくるとか、で、夜中まで騒いでいるとか、そういったことが起きてい

るというふうに聞いてますけれども、これ、例えば、現在まで、清須市も清洲城に海外の方が旅

行で、どこだったかな、台湾の方とかツアー組んで、こちらに誘致しているという話をちょっと

小耳に挟んでいるのですけれども、市内の方から、こちら民泊に関して改良できるかできないか

みたいな問い合わせって、今まではあったのでしょうか、なかったのでしょうか。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 長谷川課長。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課、長谷川です。 

 建築に関するものとしては、都市計画課になるのですが、そうした建築に問い合わせはござい

ませんで、この条例に先立ちまして、保健所のほうにも確認をしておりますが、保健所のほうに

は県内での問い合わせというのはあるみたいですが、清須市内としては特に聞いてないというふ
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うに確認しております。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 飛永委員。 

飛永 勝次委員 

 現状は、日本はもう宿泊施設が足りないというふうに、こういう形になっていると言ってるの

ですけども、名古屋もまだ愛知県の名古屋を中心に海外の旅行者が増加してくるという形になっ

てくると思います。今、久野委員も御心配されておったと思うのですけれども、これ県ですか、

保健所って県ですよね。県のほうでいわゆる許認可を出して、立ち上がってくると。だけど、実

際には市民に何かあった場合は、この害をこうむるとは変ですけども、そういうところでマスコ

ミに聞いておるのですが、なっていくので、窓口というか、連携をちゃんとするとか、何かあっ

た場合の問い合わせ窓口とかは、もうつくっておくとか、公開するのであればですよ。するので

しょうけど、民泊を推奨していく中で、県と連携をとって、やっぱり市の立ち上げ時の相談もそ

うですし、運営上の相談もそうだと思いますけれども、そういった窓口は同じように整備してい

ったほうがいいと思いますので、ちょっと要望として申し上げておきます。 

 以上です。 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 他、ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 なさそうですので、これで質疑を終わります。 

 清須市ホテル等建築の規制に関する条例の一部を改正する条例案について採決いたします。 

 原案に賛成の方の挙手をお願いいたします。 

＜ 挙 手 全 員 ＞ 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 ありがとうございます。 

 全員賛成でございます。 

 よって、議案第３０号 清須市ホテル等建築の規制に関する条例の一部を改正する条例案につ

いては、原案のとおり承認されました。 

 以上で、建築文教に付託されました議案についての審議は終了いたしました。 
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 なお、従来どおり常任委員会の閉会中の継続審査の申し出をすることに異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

建設文教委員会委員長（岡山 克彦君） 

 異議はございませんので、議長に閉会中の審査の申出書を提出いたします。 

 これをもちまして、建設文教委員会を閉会いたします。 

 早朝よりどうも御苦労さまでした。ありがとうございます。 

（ 時に午前 ９時３９分 閉会 ） 
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清須市議会委員会条例第２９条第１項の規定により、ここに署名する。 

 

    平成３０年６月１４日 
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