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平成３０年１２月清須市議会定例会会議録 

 

 平成３０年１２月５日、平成３０年１２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 ４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１２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１１月２６日までに１４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。 

 私からは３点ほど質問させていただきます。 

 議席番号２１番の清政会の成田義之でございます。よろしくお願いをいたします。 

 それでは、第１点目でございますが、農業振興地域指定除外についてであります。 

 各地区の農業従事者の皆様から、農業振興地域指定除外に関する請願書が私ども議会へ提出さ

れました。月曜日にもこの請願がされたところでございますが、行政にも陳情として提出されて
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おります。本議会としましても、市当局に働きかけるなど実現に向け、鋭意取り組まなくてはな

らない問題であります。 

 今後ますます高齢化が進み、子育てや教育などの施策に十分対応していくには財源の確保が喫

緊の課題であります。ゆえに、農業振興地域農用地の土地利用に向けて、早急に進める必要があ

ると感じておるわけでございます。 

 そこで、次の点について質問をさせていただきます。 

 ①農業振興地域指定除外に関する各地区の皆様の声を市はどのように受けておられるかという

ことでございます。 

 ②農業振興地域指定除外を実施し土地利用を図っていくためには、まず、市は上位計画である

次期総合計画や都市計画マスタープランの位置づけが必要であると思います。お考えをお伺いい

たします。 

 大きく２といたしまして、会計管理のあり方についてであります。 

 会計の件につきましては、一般質問ではそれほど質問されないんですが、民間企業では経理に

当たる会計のあるべき立場について質問させていただきたいと思います。 

 会計としてのチェック業務に対し気を使っておられることと思いますが、税収の予測はつきま

すが、支出の予測は立ちにくい場合もあります。大変かと思いますが、市内には銀行、農協、信

金などがあり、バランスのとり方も難しいと思います。また、ゼロ金利の折、預金についても借

り入れについても、大変な苦労があると思います。 

 そこで、以下のことについてご質問させていただきます。 

 ①会計管理者は、財政課と収入支出のバランス等についての話し合いや打ち合わせをどのよう

に行われておられるか。 

 ②各基金の運用等については最も有利な方法をとっておられると思いますが、その内容の説明

をお願いをいたします。 

 ③会計管理者が１年ごとにかわっては、よりよい改善策等もできないのではないかと思います

が、いかがでしょうか。 

 大きく３点目でございます。総合窓口についてであります。 

 以前にもこの問題は一般質問でたくさん出ておりますが、清須市内では高齢化が進み、葬儀の

折に喪主になられる方もお年を召され、葬儀後の死亡に伴う市役所の手続には、各課をまたぎ、

大変ご苦労をなされておられます。既に別府市ではお悔やみコーナーを設置され、皆様方から大
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変ご好評を得ているそうであります。 

 当市は別府市より小さい市でありますが、死亡者数は少ない状況でもありますが、各議員等の

総合窓口設置の要望にいち早く取り組んでいただきました実績もあることから、この点について

ご質問させていただきたいと思います。 

 ①総合窓口の中に死亡に伴うお悔やみコーナーを設ける予定はありませんか。 

 ②市民サービスの窓口に市民サービス改善係も同時に検討していただくわけにはいきませんか。 

 以上でございます。よろしくご答弁のほどお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 初めに、大きく１点目の①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つ目のご質問に対しましてご答弁申し上げます。 

 農業振興地域各地区の地権者から市議会に提出された請願は重要なご意見であり、市議会にお

いて採択されたことは、市としても大変重く受けとめております。 

 執行機関である市当局としては、提出された請願に対し、誠実に対応していく必要があるもの

と考えております。 

 以上でございます。 

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） 

 農業振興地域は、市の総合計画や都市計画マスタープランにも掲げているとおり、市街地にお

ける貴重な緑地環境であり、保全を図るべきものとなっていますが、請願の内容を踏まえて、改

めて将来を見据えた土地利用の方向性を検討する必要があると考えております。このため、上位

計画の見直しに当たり、所管する関係各課と連携を図り、まずは課題の抽出や整理などを進めて

まいります。 

 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） 
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 私が言っておりますところの都市計画のマスタープラン、これはどうですか。つくっていただ

けるわけですか。 

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） 

 マスタープランについては、今、見直しを行っておりますが、計画の実現に対しましては、ご

答弁申し上げましたとおり、まずは課題の抽出とか整理を行った上で考え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） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 ちょっとわかりにくいんだけども、今の答弁でね。調査をしてということで、その上でやると

いう、こういうことだと思うんだけども、一応、方針としてはやるということで伺っていていい

んかね。 

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） 

 位置づけについては、今、申したとおり、位置づけるということは、基本的にその内容を計画

期間内に遂行するという形になりますので、それはいわく市民の皆さんのなかば約束ということ

もとらえることができると思います。 

 すなわち、計画にのせるのは大変重みがあるということで、そこには責任も当然生じてくると

いうことですので、計画に位置づけることは慎重に対応する必要があるというふうに思っており

ますので、まずは課題の抽出や整理などを進めてまいりたいということでございます。 

 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） 

 全部が全部ということでなくてね、本当にどんどんやりたい人たちは寄せないかんと思うんだ
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ね。そうすると、土地の替地の問題が出てくると思うんだよね。だから、農業専用地域のところ

を含めて１か所にまとめて、それ以外のところを除外するという僕の思いなんだけども、要は、

旧新川町の寺野の場合もそうだったけれども、約大体半分ですよね、賛成者と反対者がね。今の

時代になってくるとね、これも１０年以上前の話だからあれですけども、今だと大体３割じゃな

いかと思うんだよね。したい方が７割、反対が３割。ですから、当然これも位置づけるべきだと

思うんですよね。ですから、集中的にやらないとね、１０年先でも２０年先でも実行できないと

思うんですよね。だから、今から例えばね、３年で大体めどつけてやるんだということを言うよ

うなことはできないかね、例えば一例として。 

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） 

 今お話があったように、都市計画の中では青地以外にも白地という調整区域がありますので、

その辺の話であるとか、今回の農用地の話であるのかということを総合的に考えていかないかん

というふうに思っておりますので、そこには関係各課が連携していって課題とか整理しないと、

なかなか位置づけということが難しいかなというふうには思っておりますので、今後、引き続き、

調査・研究のほうをしていきたいというふうに考えております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 石田課長は大変ご苦労なされるけども、それぐらいの答弁しかできんと思うんですね。いつも

答えは調査・研究だけで、結構出てたでしょう、調査・研究がね。スピード感がないとね、例え

ば、その辺、あま市なんかはどうですか、状況、周辺の自治体。あま市の分は調整区域やってま

すわな。２か所ばかり、あま市やってますわね。そうするとスピード感があるんよね。 

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） 

 そういうようなことが進んどるということは、直接ではないですけども、聞いております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 
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２１番議員（成田 義之君） 

 もし、石田課長、これわからんがね、あま市でね、どうやったら早く進めたとかいうことを、

今ちょうどいいことをおっしゃった。調査・研究されたらどうですかね。 

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） 

 今せっかくお言葉をいただきましたので、早速、あま市のほうにいろいろご意見をお聞きして、

できるところは反映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） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 極力早くということですのでね、半年後ではいかんからね、今年度３月いっぱいまでにそれを

一遍まとめていただけるように努力をお願いして、以上です。 

 答えは結構です。 

 次に進んでください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２の①の質問に対し、寺井会計管理者、答弁。 

会計管理者（寺井 秀樹君） 

 会計管理者の寺井でございます。 

 会計課では、日々の収支について収支日計表を作成し、歳計現金の確認を行っております。 

 歳計現金は、４月末の固定資産税を始め市民税等の収入があり、６月ごろには資金の余裕が生

じますが、９月から地方債の償還、工事費等の支払いで余裕資金は減少します。資金繰りが行き

詰まらないように、１０月に各課へ１件５００万円以上の大口支払いを月ごとの予定を照会し、

収入・支出の推移を勘案することにより財政課と協議し、基金の繰り入れ時期や臨時財政対策債

の起債を早めるなど、収入支出の調整を図っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 
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２１番議員（成田 義之君） 

 今、収入と支出のバランスておっしゃったんですけども、要は、提案とかそういうことは会計

課のほうからなされるんですか。例えば財政課についてね、物件についてはこれだけの予算内で

抑えてほしいんだとか、そういう提案はいうのはなされるんですかね、言われたとおり支払うと

いうんじゃなくて。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

会計管理者（寺井 秀樹君） 

 会計のほうはあくまでもお金の管理というような考え方でございますので、契約関係について、

財政に対しそういった要求とか、そういったことはすることはございません。 

 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） 

 そういうことをすべきじゃないかと私は質問しとるんだけど、どうかね。 

 ただ言われたことだけやっとるんじゃなくて、自分が思いついたことを会計課としてこれは不

自然だとか、そういうことを財政課のほうに申し入れなきゃいかんのじゃないの。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

会計管理者（寺井 秀樹君） 

 議員言われるとおり、チェック機能ということであれば、私どものほうは、監査のほうはそう

いった無駄遣いしない、そういったこともやられるわけですが、私どもの会計のほうは、担当課

が契約をしていただいて、財政のほうが契約関係で落ち度がないかどうかというのはチェックさ

れると思いますけども、会計のほうとしては間違いのない正確な支払いとか、そういったことを

チェックするところだというふうに考えております。 

 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） 



－49－ 

 私はね、そういうことを多分答弁されると思っておったんですけどね、これは縦割り社会の弊

害だと思うんだよね。 

 会計だから、監査をやってるから進めていいんだよというんじゃなくて、そういう二重チェッ

ク的なところも会計としてやるべきだと思うんだ。だから、そのとおり結構見つけた問題が出て

くるんだよね。報道をやられたテレビもね、みんなの目で見るということが必要になってくると

言っているんだけどね、多分、新聞報道やテレビや何かで大きくやっとったからご存じだと思う

んだけども、備品のお金の扱いのことについてやっていたんだけども、ただ、うちの課ではない

から関係ない、そういう行政の縦割り行政はだめだよと。横の連絡をしっかりしなきゃいかんと

いうことで、他の会計業務についてもあると思うんですよ。ですからね、それをやっていただき

たいということで大事じゃないかと。 

 大きなものについてね、細かいことまで重箱の隅をつつくということではなくて、漠然と大き

なものについてはね、一応、自分なりに、会計として、金を払う立場として考えていかなきゃい

かん。僕は重要じゃないかなというような気がするんですね。僕の思い間違いかもしれませんけ

どね、それとね１年ごとのね、一番最後に質問するんですけども、２番、３番、さきいってくだ

さい。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②、③の質問について、当局、答弁をお願いします。 

 ②の質問に対し、三輪次長、答弁。 

次長兼会計課長（三輪 晃司君） 

 会計課長の三輪でございます。 

 基金の運用につきましては、安全で確実かつ効果的に運用しております。運用については、現

在では１年以内の定期預金と地方債で運用を行っております。 

 定期預金につきましては、指定金融機関の他、市の公金を取り扱う金融機関１１行で、利率に

つきましては、０．０１％から０．０３３％でございます。地方債につきましては、２６年度の

愛知県債の１０年債でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 続いて、③の質問に対し、舟橋人事秘書課長、答弁。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 



－50－ 

 人事秘書課の舟橋でございます。よろしくお願いいたします。 

 ③の質問についてお答えいたします。 

 人事異動につきましては、適材適所の配置を考え実施しているところでございますので、よろ

しくお願いをいたしたいと思います。 

 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） 

 とりあえず質問させてもらいます。 

 今ね、要は、基金の扱いについて答弁があったんですけども、その基金の有り様によって、金

利が違うと思うんですけども、これは野村証券あたりもやってくれると思うんだけども、それは

ないかね、野村証券。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

次長兼会計課長（三輪 晃司君） 

 定期預金につきましては、市の指定金融機関等の１１行がやっております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 野村証券も市の１１行に入っとるわけですね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

次長兼会計課長（三輪 晃司君） 

 愛知県債のほうは野村証券を使っておりますが、野村証券については、扱う金融機関の１１行

には含まれておりません。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 どういう方法が一番いいかということを検討されてます。 
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 例えば、長期じゃないと思うんですよね、基金ですから、すぐ返さなきゃいかんから。ある程

度の何割かは愛知県債でもいいんだと思うんだけども、どういう方法をとるのが一番、もちろん

元本保証というのが基本だから、行政としては、民間と違うから、大事なことだけども、まずは

僕は率のいいとこ、結構あると思うだけどね、そういう点検されてます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

次長兼会計課長（三輪 晃司君） 

 現在、県債の５年が０．０２で、国債のほうが５年でマイナス０．１０８となっておりまして、

今、人口のほうですね、最高の金利が３か月で０．０３３という状況になっておりまして、今、

銀行の定期のほうが率がいい状況になっておりますので、今は銀行の定期のほうを重視しており

ます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 農協だって１千万円以上だったら０．１０で金利とれますよ、今。例えば、農協でも郵便局で

も、ちょっと優遇というか、ちょっと上げてる。それ、知ってみえるでしょう。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

次長兼会計課長（三輪 晃司君） 

 交渉しておりますが、０．０１から０．０３３の間での率だと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 だから、見てみると１億円以上のやつがあるんだから、もっと利率いいはずだよね。どうして

そういう交渉されないの。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

次長兼会計課長（三輪 晃司君） 

 交渉してはおるんですが、それはキャンペーンということで、行政には除外される状況になっ



－52－ 

ております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 これは入札方式で決めるんじゃなくて、それとも個々に呼んでやってるわけ。結構ね、さっき

の話だと０．０幾つだとおっしゃっているでしょう。０．０３３だったら、ただと一緒じゃない。

大体０．１２ぐらいまで上げるんだよね、今。０．１２ぐらい。この金利の差が１０倍位あるよ。

今の話を聞いておったら、金利だけで。もう、こんな細かいことを議会で発言するもんじゃない

から、直接、話してもいいけどね、時間の無駄だから。これを借り入れのときはもう少しあれだ

けど、預金のことについてはもうちょっと厳密にやってもらわないかんと思うんですね。 

 それと、もう一つね、今度、逆に借り入れについてお伺いするんだけど、借入のも政府機関で

今現在借りてみえるのと、民間と両方あると思うんだけど、比率はどんなもんだね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

会計管理者（寺井 秀樹君） 

 起債のほうに関しましては、これは財政が管轄されますので、比率が国のどんだけあるのかと

いうのは私どもは把握してないんですけれども、当然、起債の関係は入札でやりますので、そこ

が一番安いという考え方でいくというふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 財政課がやってるわけ、借り入れは。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部長（平子 幸夫君） 

 総務部長、平子でございます。 

 起債につきましては、まずは合併特例債を中心にほぼほぼ民間資金が主であります。先ほど会

計課長が申し上げましたとおり、入札をさせていただきまして、一番低い利率のところで借り入
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れのほうをさせていただいておりますので。具体は数字は今、ぱっと数字が出てこないんですけ

ど、最近は低金利の影響で、安い貸付金利を選んでやっております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 この前０．４％だという話が出たから言うわけじゃないけども、要は、国のひも付きで借りる

わけ、政府機関というのは。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部長（平子 幸夫君） 

 政府資金ですと、向こうのほうで国、ほぼ国と言っていいと思うんですけども、そちらの決め

た金利というのがございますので、それはどちらかというと、もともと借りられますので、先ほ

どのように合併特例債を借りるのに、今、主ですけども、そちらのほうは民間金融ですか、委託

金融機関ですね、そちらのほうになっております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 入札で借り入れは個々にやってみえるわけだね。金融機関は１１あるんですけども、１１の中

で入札してやってみえるわけだね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部長（平子 幸夫君） 

 他の民間の状況についてはそのようにやっております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 なるほどね、わかりました。 

 ３番目の１年ごとに会計の管理者がかわるということはね、過去３年さかのぼって１年ごとだ

よね。でも、僕から見れば、これは人事だから、人事の言われるとおり異動されるということで、
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人事のことを口出してはいかんのだけども、お宅の場合はこうやって。これ、僕から見るとね、

１年でころころ変わるということはね、要は、今までよくやったからということで、１年は思い

やりの人事だということで、少しは楽にさせてあげたいなという思いでやっておられるように感

じる。これは本音ですわ、うそじゃなくて。 

 人事課長、どうですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 決してそういうことでなくて、あくまでも。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 いやいや、そういう答弁はだめです。本音はそうなんだ、皆さん。僕以外でもそう思ってみえ

る方は５割以上おる。だから、あなたの詭弁じゃなくて本音を言ってほしい。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 決してそうではないというふうに私は考えております。 

 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） 

 こんな答弁聞きたくない。 

 次、３番。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、大きく３点目の①の質問に対し、伊藤課長、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市民課長の伊藤でございます。 

 お悔やみコーナーの設置についてお答えいたします。 
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 現在は、死亡届を提出されたときに、市役所で行っていただく主な手続の一覧表を窓口で配布

しております。そして、その一覧表を配布することにより市民の方の利便性を図っているところ

でございます。 

 また、各課の配置につきまして庁舎増築時に検討いたしまして、届け出に配慮した配置となっ

ております。死亡届を提出された方の手続は、ほぼ北館の１階で済ますことができるようになっ

ております。 

 ご提案いただきましたお悔やみコーナーの設置につきましては、手続の負担を軽減するご遺族

の方々に寄り添った取り組みであり、別府市を始めとした先進地の手法を研究してまいりたいと

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） 

 要は、検討するということ。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市のスペース、事務の人員配置等も含めまして、先進地の事例を研究させていただきます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 これね、別府市のやつとよその市でもあるけどもね、それはそれで障害とかね、死亡したとき

にものすごい手続があるのね。これはこっちの課で、現実に清須市もやっておるんだけども、

１つの判こがないから３回ぐらい繰り返してやっとるわけですね。そこで、一括全部、大体のこ

とを教えていただけると本当にスムーズに行くんだよね。とにかく当局の答弁自体は調査研究を

何回もするんだけども、余り調査研究じゃなくてね、せっかく総合窓口をつくれということで皆

さんおっしゃるのにはね、すばらしく速いスピードで総合窓口をつくっていただいたので、あそ

こへちょっとした詳しい人を１人置いていただけると済む問題だから、そう難しく調査・研究な

んか必要ないような気がするんだけども、その辺どうですか。難しいかね。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 手続に関しましては、関係部署が複雑に各課にまたがりますので、それを一括してお答えでき

るような人材を確保すること、検討することが考えられますので、そういった人材の教育からま

ず進めていかないかんかと思っておりますので、また、先進地がどういった形でそういった形で

進めていったかということも研究しながら進めていきたいと考えております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 確かに、人手不足もあるかと思って大変だと思うのね、人を配置するいうことはね。だから、

専門で配置するというのは大変だと思うの。兼務でやっていただけるような、そう大した仕事は

ないんだから、だから兼務で十分間に合うんだから、そんな人１人を置くというんじゃなく、そ

ういう考え方じゃなくて、兼務できるような人をね、例えば福祉専門でやってこられた人は、定

年後ね、３年間延長できるように、お勤めになれる方にお願いしてやっていただくとかね、方法

は幾らでもあると思うんだよね。だから、１人を専属で置けというんじゃないから、兼務でわか

るような人、そういうのは私、ちょっと教えてあげるわと簡単にいてくれるような、そういう人

を置いていただければ結構なもんですから、そういう程度のものをつくっていただければありが

たいなと思っております。 

 答えは結構です。 

 次。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、②の質問に対し、伊藤市民課長、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市民課の伊藤でございます。 

 市民サービス改善係の検討についてお答えいたします。 

 市民サービスの改善につきましては、日ごろから各部署において、業務改善や市民サービスの

向上に努めているところでございます。 

 市民サービス改善係の設置につきましては、人員や業務内容等を含め、研究が必要であると考
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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） 

 そういう答弁でしたらいいほうじゃないかな。 

 これね、今まで改善してこられたことについてね、どなたが中心になって、どういう組織が今

までやってきた、清須市としては、市民サービスの改善ということについては。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市民サービスの改善とかのご意見につきましては、声のポスト、メールなどについて各課にご

意見が寄せられているところでございます。そのご意見をもとに各課において検討して、改善の

ほうを進めて、市民サービスの向上に努めているところでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 １つ、ディスカッションするときはこういうシステムというのはないわけだね。例えば、各課

の課長さんとか実際窓口で対応しておられる方とか、市民の苦情や何かを、そういったことにつ

いて検討する、そういうシステムはないわけだね、今の話を聞いておったら。メールでぱっと送

るだけやと、それを吸い上げて各課でサービスをやっているということでやって、実際には、そ

のことについて月に１回勉強会をやるという、そういうシステムもないわけやね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市の事務事業の改善及び政策にかかわる職員の提案制度というのがございまして、その職員の

提案をもとに市政の改善とかを検討している場所はございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 僕はそういう月に１回、窓口サービスの検討会とかいう、そういう会議するところ、たとえ

３０分でも１時間でもいいから、月に１回、集中的に市民サービスの改善をどうしたらいいんだ

ろうということで、打ち合わせ会をやっていただけるシステムがあればいいと思っていますので、

一度これも検討してください。 

 以上です。ありがとうございました。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、成田議員の質問を終わります。 

 次に、岡山議員の質問を受けます。 

 岡山議員。 

＜ １１番議員（岡山 克彦君）登壇 ＞ 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 おはようございます。 

 議席番号１１番、清政会、岡山克彦でございます。 

 議長のご指名をいただきましたので、事前通告に基づき質問させていただきます。 

 冒頭に、今年の夏は３０年に一度の異常気象ということで、６月から８月まで３か月間で平均

２７．１度、また１８７５年の観測以来最高で、小中学校の熱中症が多発し、７月には愛知県の

小学校で校外学習に参加した男の子が熱中症で亡くなられたことはご存じでしょう。本市におい

てもそのような悲惨な事故が起きないようにするためにも、子どもの安全対策及び学校施設の環

境改善を早急に進める必要があると思います。 

 本定例会初日に小中学校エアコン設備補正予算が可決され、早期設置が可能になりましたこと

を大変感謝しております。 

 さて、私のほうから３点について質問します。 

 １点目、小・中学校の取り組み。 

 本市は特に教育には力を注いでいただき、問題点が発生すると迅速な対応を今までしていただ

いていると感じています。生命及び自然を尊重し、心と体を鍛え、たくましく生きる子どもを育

成するために力を注いでいただいていると思います。 

 さて、今年６月、大阪府北部で震度６弱の地震が発生し、ブロック塀の倒壊により、通学途中
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の小学校４年生の女児が下敷きになり、尊い命を亡くすという本当に痛ましい事故が発生いたし

ました。本市においても、南海トラフ地震等の大地震が起きて大きな被害が想定されると言われ

ている状況の中、このような悲惨な事故が二度と起きないようにするためにも、学校におけるブ

ロック塀や通学路の安全対策を早急に行うべきであると思います。 

 また、「置き勉」についても、今年１１月５日、名古屋市教育委員会では、小中学生の通学時

のかばんが重くなっている問題で、教材を学校に置いて帰る「置き勉」も含めて対応するよう各

学校に通知、保護者に周知する際の参考として、置いて帰ってよい学習用具を教科ごとにリスト

表を作成しています。 

 このような取り組みについて今まで一般質問され対応されていると思いますが、再度質問いた

します。 

 ①平成３２年度からの小学校の英語教育の指導方法について 

 ②各小中学校の「置き勉」に対する統一的見解について 

 ③通学時における安全対策と公道におけるブロック塀の改修状況について 

 大きい２番目、ふるさと納税について。 

 ふるさと納税について、過度な返礼競争や、また、使い道等がよく報道に掲げられています。

ご承知のように、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度で、手続すると所得税や住民

税の還付、控除が受けられ、多くの自治体では、地域の名産品等のお礼の品の用意、寄附の使い

道が指定でき、お礼の品もいただける魅力的な仕組みです。 

 そこで質問させていただきます。 

 ①総務省では、「過度な返礼品を送付し、制度の趣旨をゆがめているような自治体については、

ふるさと納税の対象外にすることも含めて検討する」との大臣がコメントを出しています。本市

の状況はどうなっていますか。 

 ②あま市や津島市などの自治体で寄附金の使い道を、小中学校のエアコン設備などと用途を指

定したふるさと納税を実施しています。寄附金の使い道をより明確にできるふるさと納税を活用

したクラウドファンディングという方法がありますが、それを実施する考えは。 

 大きい３点目、あしがるバスの他自治体への乗り入れについて。 

 以前、同僚議員からコミュニティバスの北名古屋市との相互乗り入れについて質問がありまし

た。日中の交通弱者のための市内の移動手段として、市内の狭窄な道路まで入り込み、小型車両

できめ細かく市内巡回する運行形態で、１０月には１台増車し、ブルールートを新設していただ
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き、市民の利便性を高めています。 

 そこで、東西の交通網の拡充のため、北名古屋市の「きたバス」と連携ができれば、西春駅や

済衆館病院、エアポートなどへの交通の便もよくなると思いますが、いかがでしょうか。 

 以上でございます。 

 ご答弁のほど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、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、平成３２年度からの小学校３年生、４年生の英語活動の実施及び５年生、６年生の英語

授業の拡充に伴い、現在のところ、国から加配が予定されています英語専科の教諭と５人の英語

指導助手を各小学校へ均等に巡回させ、充実した英語授業等が実施することができるよう進めて

まいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 基本的には各クラス、英語授業等が担任教師と英語指導助手の二人体制で進めていくことにな

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） 

 まず、小学校３年生、４年生は週に１時間の年間３５時間、５年生、６年生につきましては週

に２時間の年間７０時間授業が行われますが、現段階におきましては、全ての学年に対しまして

１週間に１時間、英語指導助手を配置して進めていく予定でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 
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 そうしますと、５、６年生は１週間に２時間の英語授業があると言われましたけど、残りの

１時間は担任の教師が単独で授業を進めることになりますが、担任の教師の力量が求められると

思いますけども、どのような対応をされていますか。 

 また、小学校の担任の教師で英語の免許を持っている人、これは何人いますか。 

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） 

 まず、小学校で英語の免許を持っている教師は、現在のところ、各小学校に１名から３名配置

されております。 

 英語授業の資質向上をするために、現在、主に夏休み期間中なんですけども、現職研究におき

まして、英語の免許を持っている教師が、外国語指導助手と一緒に担任教師に対しまして指導方

法を伝えたり、また、地区英語活動研究に参加しました教師が、学んできたことを他の教師に伝

えたりするなど、英語指導の力量向上に現在努めております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 わかりました。 

 さまざまなことで各教師が英語授業の指導方法については、研究、また研修されていてスキル

アップしていると思いますけど、私としては、できれば全ての英語の時間に英語指導助手をつけ

ていただいて、きめ細かな英語の授業、それから子どもたちによりよい、また、より充実した授

業ができると思いますので、なるべくこのようになるように要望して申し上げて、次にお願いし

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） 

 ②番、小中学校の置き勉でございます。 

 まず、小学校・中学校単位で校長が再度協議をいたしました。その協議をしました結果、登下

校の持ち物について取り決めた内容を統一的見解として各学校に周知し、まさに１２月から実施



－62－ 

しております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 今月から、全ての学校が、教科書、ノート、資料集及び道具箱等を置いていってもいいもの、

また、いけないものを統一的に取り決めて実施されていると私も聞いていますけど、具体的な内

容、これを教えていただけますか。 

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） 

 各小中学校の事情にもよりますが、基本的な取り決めといたしまして、まず、小学校では、小

さいことから申し上げますと、連絡帳は毎日持ち帰ること、中学校では、主要教科５教科の教科

書だけ各生徒の自己判断により置いていってもいいこと、また、音楽、保健体育、総合的な学習

時間の教科書は必要ない限り学校に置いていくこと、そして、小中学校で同じ取り決めをした内

容は、副読本、資料集、道具箱は置いていくこと、その他、部活動に関しましては、部活動の持

ち物につきましては管理可能な範囲で置いていくこと、そして、授業の用具は必要なもののみ学

校に持ってこさせることといったことの内容でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 ありがとうございます。 

 かなり具体的に取り組められた内容を説明していただきましたけど、例えば、教科書とかノー

ト及び美術道具等、これを学校に置いていく場合、どこにどんなふうに置いていくかというのを

事細かく。 

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） 
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 まず、基本的には、各自教室のロッカー、机の中になります。したがいまして、その容量の中

でということになります。その中身は、小学校では、ある程度指示されたものとなりますが、中

学校では各生徒の判断に委ねられることになります。 

 ただし、週に１回程度の教科や副読本、資料集等、今まで一括保管してきたものは、今までど

おり教室内で工夫した場所や特別教室等に置いていく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） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 わかりました。保管する場所、教室のロッカーですね、また、教科ごとに特別教室に置いてい

くということですけども、今後の置き勉の課題、別に何かありますでしょうかね。 

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） 

 こういったことを実施したことによっての課題でございますが、まず、教科書を持って帰らな

くてもいいことに家庭学習をしなくなることになると、そして、また、本人のものを別の生徒が

勝手に使ったり紛失、いたずらされたりする可能性があること、そういったことでございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 確かに、私はそのようなことは危惧しています。そうしたことを対応するために、鍵掛をする

等、万全に保管する必要があると思いますけど、どのような対応を考えていますか。 

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） 

 今現在のところ、特別教室にはクラス単位で段ボールの中にまとめて保管して、教室の施錠を

しております。 

 また、道徳・資料関連の教材につきましては、学年室に特別教室同様に保管しております。こ



－64－ 

こはまちまちでございます。教室にまとめて保管している学校もあると思われます。そして、主

要教科の教科書等につきましては、各自机の中、ロッカーの中に保管することになっています。

したがいまして、各自、机の中・ロッカーには鍵をかけることができませんので、教師から子ど

もに、いたずら等しないように指導しているといったようなことが現状でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 今の説明ですね、学校においても保管用具や保管方法は、教科について工夫配慮しながら対応

されていると思います。私は、ただ単純にですね、置き勉を推奨しているわけではなく、家庭学

習も必要であり、そのために必要な教科は、教科書等を持ち帰って学習する必要があると思いま

す。その結果、かばんの重さですね、時には１０キロを超えることもあると理解しています。 

 大切なことは、各学校・学年・クラスによって取り扱いに相違がある、問題があると思います

ので、先ほどお聞きしました置き勉に対する取り組み、これは全学校統一的な見解で進めてほし

と思いますので、よろしくお願いします。 

 また、できたら保護者関係にもわかるような格好で進めていただきたいと思います。 

 次に、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し、初めに、丹羽教育部次長、答弁。 

 続いて、長谷川都市計画課長、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 通学路におけるブロック塀の安全対策でございますが、大阪府北部地震によるブロック塀倒壊

の原因で小学校の女児が亡くなった事故を受け、７月までに全ての学校にて、通学路沿線のブロ

ック塀等の安全点検を子どもと一緒に通学団担当教員が実施いたしました。 

 その結果ですが、危険性のあるブロック塀につきましては、場所を特定して登下校時に近づか

ないよう子どもに指導したり、通学路を一部変更したりして登下校時の安全確保をしております。 

 また、今後におきましても、定期的に防災面、あるいは交通安全面、防犯面を重点に置き、通

学路の安全点検を実施する予定でございます。 

 以上でございます。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課長、長谷川です。よろしくお願いいたします。 

 私のほうから、公道におけるブロック塀の改修状況についてお答えさせていただきます。 

 本市においても、１０月より、民間ブロック塀の撤去に対する補助制度を開始しました。広報

等の啓発に努めた結果、１１月末現在で１０件の申請、補助額約９７万円となっております。既

に予算額の半分を利用していただいており、順調に進んで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） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 わかりました。 

 今、大阪府北部地震に発生した後に、各学校においてブロック塀の安全点検がされているよう

ですけど、点検方法はどのように行われたか、事務局のほう、よろしくお願いします。 

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） 

 学校教育課長の丹羽でございます。 

 まず、各学校の教師が、目視なんですけども、通学路の沿線のブロック塀が約何メートルある

のか、何か所あるのか、そして、その中で高さが１．２メートル以上あるブロック塀につきまし

ては、ひび割れだとかクラックだとか、あるいは落列だとか、そういったものの有無を確認いた

しまして、現状を把握した調査内容でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 都市計画のほうですね、先ほど１１月現在で１１件の申請で、補助額９７万円て聞いたんです

けど、今現在どのように啓発をしてますか。 
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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、長谷川です。 

 これまでこの実施に向けて、安全点検パトロールということで尾張建設事務所と都市計画課の

職員が現地のほうを巡回しております。そこで、自己点検や修繕、または撤去勧奨などの啓発を

行っております。 

 また、新聞や広報紙、ホームページにも撤去補助についての掲載をして、多くの方からの問い

合わせをいただいているという状況でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 済みません、順番がちょっと狂っちゃって。 

 次の都市計画ですね、これは来年度以降、この制度、どのような考えでいます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 都市計画課長の長谷川です。 

 来年度以降に撤去を実施したいという声も実際に聞いております。危険なブロック塀等を改修

するということを推進し、災害に強い安全なまちづくりを目指す観点からも、来年度以降も継続

したいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 ぜひとも継続していただいて、ただ、もう少し啓発のほうも、より一層、皆さんに遵守するよ

うにお願いします。 

 教育のほうに戻りたいと思うんですけど、先ほど１．２メートルのクラックの関係がありまし
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たけど、そのようなブロック塀から離れて登下校するように指示したり、通学路の一部変更も

１つの手段と思いますけど、他の市民の方も道路を通行するわけですから、所有者の方に改善等

を呼びかけることも必要でないかと思いますけど、その辺いかがでしょうか。 

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） 

 そういった改修、改善策というのは求められるというふうに感じておりますが、まず、通学路

を特化して市民の方にブロック塀の撤去ということを推進するというのは、なかなか言いづらい

部分もございます。 

 そんな中で、建設部と連携いたしまして、市全体の危険ブロック塀の撤去に向けて啓発活動を

一緒になって推進してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 わかりました。 

 ６月１８日に発生しました大阪府の北部地震によるブロック塀倒壊の原因で、何の落ち度もな

い小学校のお子さんが亡くなって半年過ぎました。あの痛ましい事故が二度と起きないように、

教育委員会、また学校、そして保護者等が一体になって子どもが安全、そして安心して登下校が

できるよう震災対策の取り組みをさらに充実して行うように強くお願いいたします。 

 次、行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２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。 

 ①についてお答えいたします。 

 総務大臣通知による返礼品の定義である「価格は寄附金額の３割以下とする」という点につき

ましては、平成２９年９月に当市の全ての返礼品を３割以下の価格に見直しております。 

 もう１点、「返礼品は、地方自治体の区域内で生産されたものや提供されるサービスとするこ
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とが適切である」と点につきましては、「返礼品は地場産品に限る」ということが示唆されてお

りますので、その定義に抵触するおそれのある返礼品につきましては、現在、見直しをする方向

で協賛企業と調整を行っておる最中であります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 地場産品というのは、具体的にどんなものですか。 

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） 

 今のところ、国から地場産品というものに対してどういったものがよくて、また、どういった

ものがだめだよというような具体的な例示は出されておりません。ただ、総務省からは、その自

治体区域内で製造されたものとしておりますので、その考え方で当市も現在調整を進めておる最

中です。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 清須市の返礼品に当てはめると、一番人気のカレーとかビール、これはどうなるんですか。 

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） 

 ＣＯＣＯ壱番屋さんのカレーにつきましては、今までＣＯＣＯ壱さんの発祥の地が清須だとい

うところで返礼品にしておりましたけれども、返礼品としておりますレトルトカレーの製造先は、

当然、清須市ではありませんので、今後、清須市から返礼品として取り扱うことはできなくなる

と考えております。 

 また、キリンビールにつきましては、名古屋工場に製造ラインがある商品につきましては、引

き続いて返礼品として取り扱うこととしております。 
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 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 カレーが返礼品として出せなくなると、清須市としてどのくらいの影響が出ますか。 

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） 

 平成２９年度の実績で見てみますと、ＣＯＣＯ壱番屋さんのカレーにつきましては、全体寄附

額の約６５％を占めておりますので、こちらのほうがなくなるのは事実だということで考えてお

ります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 それと、今回のふるさと納税に関する総務省の対応によって、清須市は大幅に寄附金額が減る

ということで理解してもよろしいですか。 

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） 

 今、申し上げましたように、確かに、現在、ＣＯＣＯ壱さんのカレーが中心となりまして、こ

ちらのほうがなくなるとかなり大幅な減になるというふうに思っております。 

 総務省の見解が全国的に守られることになれば、現在、いろいろな自治体で返礼品で出されて

おりますビール関係ですけれども、今、キリンビールさんの商品がいろんな自治体から出ており

ます。そういったものがなくなるはずです。そうしますと、清須市にとってはプラス要因になる

というふうに考えておりますので、今後、総務省の見解に沿った新たな返礼品の改革も含めまし

て、総務省の対応が清須市にどう影響するかにつきましては、不透明なことであるというふうに

考えております。 

 以上です。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 わかりました。 

 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） 

 ②についてお答えいたします。 

 ふるさと納税制度において寄附金の使い道を明確にする方法といたしまして、いわゆるクラウ

ドファンディング的な手法で自治体が事業起案者となり地域が抱える課題や新しい取り組みを発

信する方法、そして、通常のふるさと納税の使い道の選択肢の１つに個別事業を明記する方法の

２種類が用いられております。ご質問にあったような、あま市、津島市については、後者に該当

をするものと考えております。 

 どちらの手法につきましても、使い道を明確化することにより、その取り組みに対して共感し

た人々から広く支援金を募ることができることから、有用なものであるというふうに考えており

ますので、活用に向けた調査検討を進めてまいりたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 クラウドファンディングを行えば何か問題点ありませんでしょうか。 

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） 

 ふるさと納税と言いましても、クラウドファンディングという名前が使われておりますので、

発表する取り組みですとか、そういったものは何でもかんでもいいというわけではなく、多くの

方々に共感できる事業の選定が鍵になるというふうに考えておりますので、そういった点を含め

まして、そして、他の団体の状況も含め検討してまいりたいというふうに考えております。 
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 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 総務省も言っているように、やはりふるさと納税では使い道の明確化も大事な視点だと思いま

すんで、ぜひとも早急に導入していただくように思います。 

 次、行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、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） 

 前回ご質問いただきましたのは、春日公民館の近くにあります北名古屋市のバス停との乗り継

ぎを可能にして、本市の東西交通の利便性を上げることはできないのかというような趣旨でござ

いました。 

 本市と北名古屋市とではコミュニティバスの運行形態に違いがありますので、両市のバス同士

の乗り継ぎを可能にして、大きく利便性を高めることは難しいものというふうに考えております。 

 本市におきましては、今年の１０月からブルールートを新設し、他のルートにおいても増便を

行いました。引き続き、あしがるバスの利便性向上に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 本市ですね、北名古屋市とのバスの運行形態が違うということはどういうことですか。 

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） 

 バスの運行コンセプトですけれども、本市につきましては、高齢者や主婦層などの日中の市内

移動の利便性を高めるというふうにしておりますのに対しまして、北名古屋市は、通勤・通学者

と高齢者等の交通弱者に対する市内移動の足を確保するとしております。 
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 北名古屋市については、昼間、そして朝夕とでルート、時刻表も変えておりますし、運行日も

月曜日から土曜日というふうになっております。 

 そうしたことからも、先ほど申し上げましたように、両市のバスが乗り継ぎ可能になったとし

ましても、大きな利便性は望めないのではないかというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 わかりました。 

 ただ、最近、市民の方から、地下鉄乗り入れている西春駅、これはあしがるバスで行けたらも

っと便利になるという声もまた聞きます。今後、運行形態は違うかわかりませんけど、あしがる

バスに対応するために、再度、その点も含めて検討をお願いいたします。要望でございます。 

 以上で終わります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、岡山議員の質問を終わります。 

 ここで、１０時４５分まで休憩といたします。 

（ 時に午前１０時３１分 休憩 ） 

（ 時に午前１０時４５分 再開 ） 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、久野議員の一般質問を受けます。 

 久野議員。 

＜ １８番議員（久野 茂君）登壇 ＞ 

１８番議員（久野 茂君） 

 議席１８番、清政会、久野でございます。 

 議長のお許しを得ましたので、大きく３点について質問させていただきます。 

 早いもので、今年も残すところ１か月となりました。昨今の異常気象もこのところ慢性化して

異常が通常化するなど、災害になれてしまい、危機感も薄れてきてしまい、より危険な状況にな

ることが本当に怖いと感じています。 
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 自然災害から逃れるすべはないのでしょうか。地震予知も研究効果はいまひとつの感がありま

す。震度５以上の地震が日本各地で発生しています。６月の大阪北部地震、北海道胆振東部地震

など、多くの方が被災して、いまだ元の生活に戻れない状況であります。また、豪雨による災害

も、地震災害に追い打ちをかけるように発生して、多くの犠牲者を出しています。 

 幸い本市は台風の直撃もなく、台風２１号による街路樹の倒木がありましたが、人的な被害も

なく安心いたしました。しかしながら、これらの自然災害により家族を亡くされた方、家屋を失

った方など、被災された方々には心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早く元の生活を取

り戻していただきたいと願っております。 

 さて、本市議会一般質問において、私より３つの質問をさせていただきます。 

 １ 名鉄名古屋本線高架事業について 

 名鉄名古屋本線高架事業は、１０月末の用地測量など鉄道高架事業に向けた地元説明会が行わ

れ、いよいよ事業が始まり、２０４０年の事業完了を目指すことになります。 

 そこで、鉄道高架事業についてお伺いします。 

 ①現在までの経緯について 

 ②今後の予定について 

 ③課題について 

 ２ ふるさと納税について 

 昨年１２月議会において質問させていただきました「ふるさと納税」についてですが、自治体

間の競争が過熱し、返礼品の額も納税額の３割を超えない範囲にという総務省の通達が行われま

した。本来の「ふるさと納税」の目的から逸脱した自治体への対応と思われますが、本市におい

ては３割を超えない返礼品ということで問題はないと思います。 

 それでは、次のことについてお伺いします。 

 ①清須市に入るべき市民税が市民のふるさと納税により他の自治体へ流失している額について

お伺いします。 

 ②昨年の答弁で「アルコ清洲」、「カルチバ新川」の利用券については、「金銭類似性が高い」

という理由でふるさと納税の趣旨に反するため廃止したとの答弁でありましたが、多くの自治体

では今でも「入場券」、「利用券」などを返礼品としています。他の自治体は総務大臣の通知に

反した対応をしているということで間違いないか、いま一度お伺いします。 

 ③清須市の返礼品は物だけの送付にとどまっているが、他の自治体のように、草刈り・お墓の



－74－ 

管理など代行サービスを本市でもできることがあればアイデアを絞って考えていきたいとの答弁

を１年前にいただきました。一年間かけて絞ったアイデアの結果はどうなりましたか。昨年との

違いについて、お伺いします。 

 他の自治体にできることが本市にできない理由もあわせてお伺いします。 

 ④貝殻山貝塚資料館が平成３２年にリニューアルオープンする予定でありますが、清洲城と貝

塚資料館を結ぶアクセス道路の整備はどこまで進んでいるのでしょうか。 

 旧瀬戸線用地跡は一部散策路となっていますが、県道を渡る場所には横断歩道もなく、歩行者

信号もありません。清洲城から貝塚資料館を結ぶ安全な歩行者道の整備として横断歩道橋をつく

ることが安全と思われます。そこで、ふるさと納税により歩道橋建設費用を求めてはいかがでし

ょうか。また、この歩道橋の建設に賛同していただける企業からの寄附を募ってはどうでしょう

か。ふるさと納税のあり方の一つとして、当局のお考えをお伺いします。 

 ３ 職員採用について 

 最近の就職事情は、単に就職率を見る限り、バブル期を思わせる売り手市場となっているよう

です。職員の採用は将来の清須市の行政を担う大変重要なことであるとともに、その人の人生を

左右する大きな選択であります。また、優秀な人材を確保することは、清須市の発展と清須市民

の発展と清須市民の生活向上に不可欠であります。 

 そこで、職員採用についてお伺いします。 

 ①国・県は高校卒業生を採用しているのに、本市はなぜ採用（募集）しないのですか。 

 ②他の自治体より優秀な人材を確保するための清須市独自の工夫はどのように行っていますか。 

 ③専門知識を持ったキャリア採用を行う予定は。 

 以上につきましてご答弁いただきますよう、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、永渕建設部次長、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 新清洲駅周辺まちづくり課長の永渕でございます。 

 ①の現在までの経緯についてお答えをいたします。 

 平成２５年１２月に、国・県・清須市・稲沢市において確認書が取り交わされ、本市の役割と

しては仮線用地の確保となっており、現在行われている新清洲駅北土地区画整理事業において仮

駅舎、仮線用地を確保する仮換地を指定し、関係地権者に事業協力と理解を求め仮線用地の買収



－75－ 

を行っているところでございます。 

 また、平成２８年１２月には、鉄道高架の概要及び鉄道高架完了後に整備する都市計画道路及

び緑地の説明会を開催し、平成２９年３月には、国及び愛知県より名鉄へ鉄道設計について委託

がなされたところでございます。 

 平成２９年７月には、鉄道高架完了後に整備する都市計画道路及び緑地について都市計画決定

の告示をいたしました。 

 翌平成３０年７月に仮線用地測量業務を発注し、同年９月２８日には、名古屋都市計画道路の

事業認可がされました。そして、１０月３０日から１１月４日にかけまして、鉄道高架事業用地

測量及び都市計画道路事業認可説明会を計４回開催し、関係権利者及び周辺地区の住民の皆様に

説明をしたところでございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 ありがとうございました。 

 今、言われましたように、説明会４回開催されましたけど、その説明会の周知方法と周知の範

囲についてお聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 用地買収に係ります権利者及び隣接者の方には直接郵送いたしました。 

 また、その他広報やホームページへの掲載、さらに、沿線の町内の方々へは回覧をさせていた

だきました。 

 周知の範囲でございますが、全体で６ブロックで、９地区。９地区は、西清洲、西市場四・五

丁目、西市場住宅、廻間、土田住宅、土田、新清洲一・二・三丁目、丸の内、下本町の以上９地

区でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 
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１８番議員（久野 茂君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、４日間の参加者数について把握してみえるでしょうか。そして、あわせて、地域別

の参加者の数をお聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 ４日間のトータルでの参加人数は２１９名でございました。１０月３０日から先ほど１１月

４日まで開催したと申しましたが、１０月３０日については、区域としては稲沢市の境から国道

３０２までの間を中心に説明会を開催し、参加者が３３名でございました。 

 １１月１日には、３０２号から給父清須線、土田踏切まででございますが、５６名ということ

でございます。 

 それから、１１月２日、西清洲上条線から丸ノ内までの間を中心に説明した結果、６９名とい

うことでございました。 

 そして、最終日１１月４日は全体区間の説明として、当日、今までの夜の参加できなかった方

について、１１月４日、説明会を開催いたしました。６１名の参加ということで、合計２１９名

という参加者でございました。 

 ちなみに、参考ですが、稲沢市にもこの区域は入りますので、稲沢市でも同様の説明会がなさ

れたというふうに聞いておりまして、稲沢でも３日間開催したということで、１１４名の参加が

あったというふうに聞いております。 

 地域別の参加者数でございます。 

 廻間地区として１４名、そして西市場地区として６名、新清洲地区として１４名、そして土田

１９名、そして清洲地区２８名、その他が４名、そして直接かかる地権者が９２名ということで

ございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 今、計算したんですけど、２１９名と言われましたが、数字が合わないんですけど。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 合計をいたしますと、この数字と合わないのは、当日の会場での参加者を全部数をした数と、

それから受け付けでの数、どの地区かというのが書いてもらう形としてありませんもんですから、

ご夫婦でみえておったりですとか、ご家族でみえておった方の数がどうしても集計として合わな

かったということだと思います。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 ありがとうございました。 

 それで、４日間の参加者のいろんな意見が出たと思いますけど、それについてお聞かせくださ

い。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 一番多かったのが、買収以外の残地の取り扱いはどうなんですかという話と代替地について。

その他に県道等の交差点では信号機はつくのかとか、あとは振動・騒音、日照なんかの環境問題

についてはどうですかというような質問が主な質問でございました。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 私も、初日と２日目、説明会に参加させていただきましたが、今後問い合わせや要望も多く寄

せられると思いますが、丁重で迅速な対応をお願いいたします。 

 それでは、説明会でも、鉄道高架の折、通り抜けられている道路、箇所について説明がなされ

たんですが、再度、通り抜けの箇所と幅員、高さ、制限について、簡単でいいですけど、説明を

お願いいたします。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 それでは、通り抜けの場所について、起点側の丸ノ内側のほうからの説明をさせていただきま

す。 

 丸ノ内駅から少し離れたところから今回の工事が始まるわけですが、五条川の間、盛土区間に

なります。現在、人道の通り抜けが２か所、そして県道がございます。県道の東側、五条川の左

岸寄りでございますが、人道が幅員８メートル、高さ４．７メートルの車が通れるような道路に

なる計画でございます。 

 次に、五条川の右岸・左岸の堤防道路につきましては、踏切は廃止になります。そして、左岸

の幅員が８メートル、高さが４．７メートル、そして右岸が幅員４メートル、高さが３．２メー

トルのアンダーパスの道路になる予定でございます。そして、五条川から新清洲駅までの間でご

ざいます。現在、人道のトンネルが１か所ございますが、現在の計画では、幅員８メートル、高

さ４．７メートルの車が通れる道路を２か所計画しております。駅部の地下式の自由通路につき

ましては、平面式の自由通路に変更しているところでございます。 

 それから、新清洲駅から３０２号までの間につきましては、県道が１か所と人道が２か所の現

在踏切がございます。これらを廃止いたしまして、県道部分は幅員１２メートル、高さ４．７メ

ートル、それから人道部分につきましては、駅側が幅員１２メートル、３０２号側が幅員８メー

トル、高さ４．７メートルの道路計画をしております。国道の３０２号の踏切につきましても廃

止となります。現在の幅員で、高さは４．７メートルということになります。 

 そして、国道３０２号から稲沢市境までにつきましては、現在１か所の通り抜けもございませ

んが、鉄道高架後には２か所、高架下道路を計画しております。国道３０２号側につきましては、

幅員１０メートル、稲沢市側が幅員８メートル、それぞれ高さについては４．７メートルの道路

計画をしております。 

 いずれにいたしましても、現在、名鉄と協議をしている段階でございますので、詳細設計など

で協議の中で変更なども見られますので、ご了承ください。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 
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１８番議員（久野 茂君） 

 今、説明していただいたんですけど、それで８か所の踏切が全てなくなって、高架下、十何か

所ですか、できますよね。そのうちの信号機の設置云々いうのは何か所考えてみえますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 信号機の設置につきましては、管理者は愛知県警公安委員会のほうになりますので、将来、交

通量等から判断をして決定していただくというものになると思います。市側で明確な答えという

のは現在できませんが、交通量の増加等により信号機が将来必要だというようなときには、今、

代表的な県道と昔の西清洲上条線、県道の旧清洲線と、それから稲沢市境というか、東側になる

んですけど、名古屋祖父江線の交通量の多いものにつきましては右折等を設けるということで、

信号機を将来つくれるような構造での、交差点の道路設計としては行っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、次、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、永渕建設部次長、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 ②の今後の予定についてお答えをいたします。 

 今年度、仮線用地測量業務で地権者及び隣地者との立ち会いを行い、その成果をもとに、平成

３１年度より約５年で仮線用地の買収を予定しております。全て用地が買収できましたら高架工

事に着手をし、鉄道仮線撤去工事までを約１５年の予定で整備をしてまいります。その後、市に

おいて側道の工事を行ってまいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 
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１８番議員（久野 茂君） 

 仮線用地の買収、今、５年ぐらいかけてやると言っておりましたが、いろんな事業において用

地買収は大変大きな問題ですし、今まで住んでみえたところを移転していただかなきゃなりませ

んので、ぜひ、移転される方についてサポートしていただきたいと思います。 

 それで、買収の各年度の予定者はどのように決められるんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 本年度、測量で地権者との立ち会いを行う予定でございます。その際にお宅様はいつごろの時

期がよろしいですかと、買収によって地権者の方の都合なんかもお聞きした中でアンケート調査

というのを実施したいというふうに考えておりまして、希望年度などの調査を行いながら調整を

していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 予算の関係もあり、地権者の意見を全て聞くとできないと思いますが、できるだけ地権者の意

向を汲み、スムーズな用地買収ができるよう調整をお願いいたします。 

 では、次、お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し、永渕建設部次長、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 ③の課題についてお答えをいたします。 

 鉄道高架事業用地測量及び都市計画道路事業認可に関する説明会において、仮線用地買収後の

残地や代替地についての意見が多く出されました。他に振動・騒音・日照などの環境調査や信号

機の設置についてなど、さまざまな意見をいただきましたので、誠実に対応していきたいという

ふうに考えております。 

 また、国の交付金など財源の確保についても事業を行う上で大切な課題と考えております。積

極的に国・県への要望を行ってまいりたいと思います。 
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 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 この名鉄高架事業は清須市における河川事業や交通渋滞、踏切事故の解消など、複数の事業を

１つにまとめる大変大きな事業です。事業が完成すれば複数の事業が一度に完成するという事業

です。１つでも停止するようなことがあれば全てが停滞してしまいます。地元説明会では、鉄道

高架事業仮線用地は５年を目標に進めていくということでありましたが、用地を担当する清須市

駅周辺まちづくり課の職員は次長以下６名であり、新清洲駅北土地区画整理事業を進める中で、

仮線用地について１００件余りの用地買収、物件移転、保証契約を行うと聞いていますが、どう

見ても用地交渉を進めていくには人数が不足と思われます。鉄道高架事業の清須市の役割である

仮線用地が遅延することで事業全体に影響が出ることのないよう、人員配置などについて適切な

配置をお願いします。 

 このことについては、愛知県建設要望のときに担当部局からの清須市とのしっかりと汗をかい

ていただきたいとの言葉もありましたので、担当部局の方だけでなく、市が一丸となって、大変

大きな事業ですので、推進をしていただきたく要望して、次にお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２の①の質問に対し、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。 

 お尋ねの「清須市民のふるさと納税により他の自治体へ流失している市民税の額」につきまし

ては、市民税の寄附金控除額に相当いたしますので、平成２９年中の寄附に対する控除額という

ふうになりますと、平成３０年度の当該金額をお答えしますと８千３１７万円でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 ありがとうございます。 
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 ここ数年の推移を知りたいのですが、過去からの数字、お願いいたします。 

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） 

 先ほど申し上げました数字は平成２９年中の額ですけれども、こちらが平成２８年中になりま

すと５千８２３万円、平成２７年中になりますと３千２００万円というふうになっております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 そうしますと、年々、他の自治体へ流出している金額は増えているのですが、清須市への寄附

額はどうでしょうか。 

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） 

 清須市の寄附金の実績で申し上げますと、平成２７年度が１千２８０万５千円、平成２８年度

が２千８４０万９千円、そして平成２９年度が３千５７万１千円というふうに、当時の寄附金額

も微増ではありますけれども、増えておる傾向にあります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 今、説明していただいたように、微増ですが、流出額はそれ以上に増えてきていますから、そ

の差は増えていますよね。それで、今後まだ増え続けるんでしょうか。 

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） 

 前回の一般質問でもございましたように、今、総務省が制度の趣旨に反するような返礼品に対

しまして、かなり本腰を入れて是正をしようとしております。こちらのほうの総務省の考え方が
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清須市にとってプラスに働くのかマイナスに働くのかというところについては、かなり不透明な

ところがありますので、本市といたしましては、国の趣旨の範囲内でこの寄附金額増加に努めて

まいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 次へお願いします。 

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） 

 ②についてお答えします。 

 本市としましては、アルコ清洲、カルチバ新川の利用券は、平成２９年４月１日の総務大臣通

知において、ふるさと納税の趣旨に反する返礼品とされております「金銭類似性の高いもの」で

例示されておりました「プリペイドカード、商品券等」に該当する可能性があるというふうに判

断し、返礼品から除外をいたしました。 

 この「金銭類似性の高いもの」に該当するか否かにつきましては、示された例示等により各自

治体が判断することとされており、その判断が総務大臣の通知に反しているかどうかということ

につきましては、個別に総務省が判断することとなっております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 国の通知に反しているかどうかは自治体の判断に任されているということなんですが、国の通

知を厳格に解釈している自治体と、拡大解釈している自治体では差が生じてしまうということで

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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 今のところ、国からの通知には細かい具体な例示まではされておりませんので、確かに、通知

の解釈次第では差が生じることはあるかというふうに考えております。 

 ただし、これに対しまして国は制度の趣旨をゆがめているような自治体については、ふるさと

納税の対象外にすることができるような法改正を検討するということで、通知を拡大解釈してい

る自治体に対するペナルティーを実施する予定としておりますので、こういった対策によりまし

て、自治体間の解釈の差というものは今後狭まっていくものだというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 ところで、廃止となったアルコ清洲とカルチバ新川の利用券について、実績はどういうふうだ

ったでしょうか。 

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） 

 やっておる期間中の実績につきましては、アルコ清洲のプール利用券が５件、そしてカルチバ

新川のプール利用券が１件というような実績となっております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 それでは、次、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。 

 物以外の返礼品といたしまして、現在、代行サービスの返礼について事業者と調整を進めてお

り、今年度中にはサービスの提供ができるものと考えております。 

 今後につきましても、物・サービス両面で、引き続き、新規返礼品の掘り起こしに努めていき
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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） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 今、言われました今年度中に提供できるサービスは具体的にどういうものがあるでしょうか。 

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） 

 今、調整のほうをさせていただいておりますのは、市内にある事業者でエアコンのクリーニン

グ、そしてレンジフードのクリーニングのサービスの提供を考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 他には庭の草刈りとか墓掃除とか聞いたことがありますが、今後はサービスの範囲は増やして

いく予定はお持ちでしょうか。 

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） 

 サービスの範囲を増やしていきたいというふうには考えております。しかしながら、この手の

サービスの提供をふるさと納税の返礼品として行うということには、一番問題となりますのは返

礼品代、要は料金ですけれども、こちらのほうを特定する必要がございます。 

 例えていいますと、草刈りですと、庭の面積ですとか、生えている草の量によって料金が異な

るということがありますと、現地に入ってからは追加料金が発生するといったようなことが生じ

ますので、そういったサービスは難しいところがあるというふうに考えております。そういった

点を踏まえつつも、今後、新しい商品の開発には力を入れ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） 
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 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 次、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） 

 本市では、平成３２年の秋の新資料館の拡充整備を契機とした同資料館と清洲城との一体的な

利活用について、昨年度から検討会議を立ち上げ検討しており、お尋ねの県道横断方法につきま

しても、同会議の中で検討を重ねております。 

 ご提案のありました歩道橋の架橋につきましては、建設費用の他、用地買収ですとか冠木門移

設の必要性等の課題がございまして、これらを総合的に考慮した結果、歩道橋以外の県道横断を

軸に成案を得る方針とさせていただいております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 では、市長さんに伺います。 

 今の答弁だと歩道橋は考えていないような答弁でしたけど、清洲城、そして貝塚資料館、でき

れば清須市の観光の目玉となりますよね。そして、そこは割に近いし、この業者、そして間に県

道がありますよね。これを渡ろうと思ったら、市民センターの押しボタンか西田中の交差点を渡

らなきゃいけないので、この歩道橋については旧瀬戸線の跡地ですか、あそこは用地があります

し、今お話ししたように、２つの観光の目玉をつなぐに当たって、この歩道橋はぜひ必要だと思

いますが、市長さんのお考えをお聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 県道をまたぐ歩道橋の可能性でございますけども、一見、用地があるように見ますけども、十

分な用地があるかというと、そうでもないということでございまして、それも含めてですけども、

これまで検討を重ねてまいりました。 
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 結果としては、先ほど担当者が答弁をしたとおりでございまして、総合的に見て、今回は見送

るという判断をさせていただきましたけども、将来に向かってどうかといえば、今回は見送った

わけですけども、将来に向かって排除する必要はないと思っておりますので、条件が整えばその

ときに検討できたらなというふうに思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 ありがとうございました。ぜひ、将来、歩道橋建設に向けてご検討というか、お力をいただき

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①の質問に対し、舟橋人事秘書課長、答弁。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 人事秘書課の舟橋でございます。よろしくお願いをいたします。 

 ①の質問についてお答えします。 

 本市の職員採用数が国や県などと比べて少ないということ、また、県内他市の採用試験につい

て調べますと、受験資格を大卒・短大卒以上に設定しているところが７５％となっており、この

ような状況を踏まえまして、本市の受験資格を設定してきた経緯がございます。 

 今後につきましても、県内他市の状況を見ながら検討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 ありがとうございました。 

 本市は採用してないし、来年度のは終わっていると思いますし、採用はないということですが、

高校を卒業される方でも優秀な方がみえますし、例えば、土木なんかの専門職を３年間勉強して

みえる方もみえますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 次、お願いします。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、３の②の質問に対し、舟橋人事秘書課長、答弁。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 ②の質問についてお答えします。 

 職員の採用につきまして、本市独自の工夫と言えるまでの取り組みは行っておりませんが、今

回、保育士の中間層を担う人材が不足していることを受け、保育士の職務経験者の採用試験を行

う予定でございます。 

 このように、状況に対応した職員採用を今後も行っ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） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 今、採用を行う予定ですと言われましたけど、いつ行うのか、それと、何歳ぐらいの方を採用

というか、行うのかお聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 １次試験の時期でございますが、１２月２３日を予定しております。 

 こちらのほうの対象年齢につきましては、３４歳から５４歳までとなっております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 ありがとうございました。 

 では、次、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、③の質問に対し、舟橋人事秘書課長、答弁。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 ③の質問についてお答えします。 
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 自治体内で得ることのできない高度の専門的な知識経験、または、すぐれた識見を有する者を

任期を定めて採用する制度として、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」

に基づく「任期付職員制度」というものがございます。 

 例えば、訴訟施策や政策法務の充実強化のために弁護士を採用する場合などがございます。 

 近年、行政の役割や市民ニーズの多様化に伴いまして、職員を取り巻く環境もますます厳しい

時代となってきております。こうしたことから、今後、業務上において、高度の専門的な知識経

験などが求められる際に体制を整えられるよう任期付職員制度を活用するなど、必要な職種やそ

の対応について研究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） 

 久野議員。 

１８番議員（久野 茂君） 

 ありがとうございます。 

 最後に、研究してまいりたいという答弁でしたので、よろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

 ありがとうございました。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、久野議員の質問を終わります。 

 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 ＞ 

１番議員（松岡 繁知君） 

 議席番号１番、清政会、松岡繁知です。 

 議長からのお許しをいただきましたので、通告どおり一般質問をさせていただきます。 

 私からは、大きく３点ご質問させていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 １ スポーツ競技激励金について 

 現在、本市ではアマチュアスポーツ競技の国際大会、全国大会等において激励費を支給し、激

励することによって本市の名声及び競技力の向上並びにスポーツの振興を図っております。最近
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では、本市の野球チームが全国大会に出場するなど、子どもたちもよりよい環境のもと、活躍さ

れているというご報告も耳にします。 

 そこで、ご質問です。 

 ①現在、全国大会等に出場が決まり、市としての激励金という形で、個人に対しては１万５千

円（国際大会は３万円）の支給をされています。支給していただけるための条件はありますか。 

 ②支給される条件を適用と判断された方の中で、競技・年齢等での支給額の違いはありますか。 

 ③団体での出場ですと、１人１万５千円、２人３万円、３人から５人４万５千円、６人から

９人６万円、１０人以上７万５千円となっております。 

 ちなみに、各条件の最大人数で割る場合、４万５千円を５人で割ると９千円、６万円を９人で

割ると６千６６６円で、例えば、サッカーなどで、全国大会が決まり１５人のチームで出場する

となると７万５千円を１５人で割ると５千円と今の基準ではなってしまいます。こちらの基準の

現状に対してどうお考えでしょうか。 

 ④小・中学生の出場となると、どうしても保護者の付き添いが必要なときがあると思います。

現在は、保護者の方々が寄附金などを集め、遠征費の足しにしている現状です。本市として小・

中学生の出場に付き添う保護者に対する補助などはお考えでしょうか。 

 大きく２番、新清洲駅周辺まちづくりについて。 

 現在、新清洲駅前周辺は、高架工事に伴い区画整理などを行い、新しいまちづくりが進んでお

ります。新しいまちづくりを行えることは、本市の魅力、利便性が上がり、人口増加や観光客増

加につながっていくと思われます。このまちづくりが新しい清須市のシンボルになることを期待

しております。 

 そこで、質問です。 

 ①本市の観光施設の清洲城、そして新しくなる貝塚資料館、新清洲駅で下車し、施設までの導

線で迷われるという声を聞きますが、今回のまちづくりの計画の中で、観光客目線、観光客増加

を踏まえた計画は入っていますか。 

 ②現在、鉄道により北側と南側の地区が分断されていますが、これまでの説明で、鉄道高架事

業を行うことにより地区の分断が解消されるということですが、新清洲地区を含め南側との利便

性の向上は図れますか。 

 ③駅の利便性、利用者が増加することで地域の活性化にもつながっていってほしいと感じます。

そのためにも、住宅だけではなく商業施設などを設け、本市の魅力発信、そして本市民の方々が
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活躍できる場があればと思いますが、どうでしょう。 

 大きく３番、土田地区の現状について。 

 旧清洲地区にあります土田地区は、区画整理とともに地域人口が増加し、新しい世帯、そして

子どもたちが増加し、活発な地域として成長し続けています。しかし、車道は道路幅が狭く、車

などのすれ違いに支障が及んでおります。ここ近年で大幅に交通量が増えた道もあり、子どもた

ちの安心安全も踏まえ、質問させていただきます。 

 ①現在の土田地区の現状を踏まえ、今後の計画はありますか。 

 ②請願書でも出されましたが、土田地区の農地について今後の計画はありますか。 

 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①の質問に対し、石黒スポーツ課長、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 スポーツ課、石黒です。よろしくお願いいたします。 

 ①について答弁いたします。 

 激励費の支給は市内在住、在勤者の個人または団体で、予選または記録会もしくは選考会を経

て、支給要綱で定められた全国大会に出場する者に対し、同一種目で年１回支給しております。 

 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。 

 ちなみに、支給される条件の中に小中学生の部活動が対象に入っておりますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 部活動につきましても対象に入るというふうに考えております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 
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 年間どのぐらいの方が支給を受けている現状でありますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 過去３か年ですが、平成２７年度は２５件、平成２８年度は４１件、平成２９年度につきまし

ては３７件になっております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 支給される方の中で、個人と団体ではどのような比率というか、分けられますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 ３か年合計でいいますと、団体でチームとして申請がありましたのは５件になります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 その他は個人の方で。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 その他は個人の方の申請になります。 

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。 

 次に進んでください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 



－93－ 

 次に、②の質問に対し、石黒スポーツ課長、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 ②について答弁いたします。 

 支給要綱に定められた全国大会であれば、競技、年齢における支給額の違いはありません。 

 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。 

 年間の予算というのがあると思うんですけど、その予算を超えられた場合というのはどのよう

な対応になっておられますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 保健体育費の中の予算で流用をかけて支給をしております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 となると、予算を超えた場合でも、支給される条件が整えば必ずもらえるということでいいで

すか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 現在のところ、支給をお断りするようなことはありません。 

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。わかりました。 

 次、お願いします。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し、石黒スポーツ課長、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 ③について答弁いたします。 

 団体への支給基準につきましては、主な競技ごとにおける出場者を想定して区分を設けており

ます。団体への激励費の支給は、個々の積み上げとは考えておりません。１チームに対しての支

給と考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 質問の中の現状ですと、金額の違いが結構出ると思うんですけども、そういうことに対しての

現状、こういう数字になるということに対してのお考えは何か検討されておりますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 類似団体が１３市あるんですけれども、そのうち１２の市で激励費を支給しております。そう

いった類似団体のところで比較をしますと、６市が上限５万円となっております。３市が３万円、

２市が２万５千円、１市が２万円で、本市におきましては７万５千円と、この清須市を入れます

１３の中でも一番高い金額となっておりますので、そういった見直しについては考えておりませ

ん。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 ちなみに、人数割の話ですと、人数割の例えば野球とか、サッカーとか、バレーとかでいろい

ろ全国大会もあると思うんですけど、そういう方々のもらうだけでありがたいというのがあると

思うんですけど、そういう不満ということは清須のほうには連絡は今のところは入っていません

か。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 直接、スポーツ課のほうでそういったご意見を聞くということはありません。 

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、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、④の質問に対し、石黒スポーツ課長、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 ④について答弁いたします。 

 激励費は、その大会に出場する個人、団体に対して激励する意図として支給するものであり、

それぞれの出場に係る費用を補助する意味合いではありません。したがいまして、小中学生等の

出場に伴う保護者への補助については考えておりません。 

 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。 

 激励費を渡す目的として、本市の名声及び競技力の向上並びにスポーツの振興となると思いま

すので、スポーツの振興の中には子どもたちのジュニア世代が育成するということも含まれてい

ると僕は感じているんですけど、ちなみにジュニア世代、子どもたちのスポーツに対する補助と

いうのは何かありますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 小中学生に限って補助を手厚くするということはありません。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 松岡議員。 

１番議員（松岡 繁知君） 

 今後、他の市だとジュニアに対するスポーツの支援というか、そういう形の支援という市もあ

ると思うんですけど、本市としては余りそういうのは考えてないという、今のところないという

ことでよろしいですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 激励費を支給することによって、小中学生のスポーツ振興を図るということにはつながらない

かなというふうには考えております。全国へ行くレベルの子どもたち以外、市内で頑張っている

子どもたちに対しても、継続してスポーツが親しんでいただけるような、そういった環境づくり

のほうに努め、スポーツの振興を図っていきたいと考えております。 

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。 

 要望という形になるんですけども、子どもたちが全国大会に行くということは、本当にかけが

えのない経験や今後の自信になると思いますので、ぜひ子どもたちに経験していただきたいと思

います。 

 しかし、経験をさせるためには、保護者である方々の金銭的負担というのはどうしてもついて

くるものだと思いますので、できることであれば、激励費という形を成人、小中学生に分けてい

ただいて、少しでも保護者の負担を市として考えてあげてるというスタンスをとって、それをま

た伝わることによって、せっかく渡しているお金があるのではないのかなというふうに私は感じ

ております。 

 もう１つは、割り算の話にはなっちゃうんですけど、参加人数というんじゃなくて１人幾らと

いうふうに設定したいので、最後は上限幾らまでというふうに規制をかけていくことが、もらう

側もいろいろ不平不満が出ないような状態になると思いますので、一度ご検討のほうをしていた

だければという私の要望で質問を終わります。 

 次にお願いいたします。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２の①の質問に対し、永渕建設部次長、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 新清洲駅周辺まちづくり課長の永渕でございます。 

 ①観光客目線、観光客増加を踏まえた計画は入っていますかについて、お答えをいたします。 

 本地区は歴史資源でございます清洲城や自然資源でございます五条川へのルートとして基本構

想を立てており、駅前広場や幅員１８メートルの都市計画道路を整備することで、安全で快適な

歩行者空間の形成を目指すものとなっており、観光客増加につながる計画となっております。 

 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） 

 ありがとうございます。 

 今、答弁がありました安全で快適な歩行者空間の形成を目指すことにより、観光客増加につな

がる計画とのことですが、新清洲駅北地区区画整理事業における土地利用の将来像についてはど

のようにお考えでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 土地利用の考え方につきましては、土地区画整理事業に進捗に合わせまして、都市拠点にふさ

わしい土地利用の促進を図るため、基本構想をもとに各用途地域でございます第２種住居地域、

商業地域、近隣商業地域、第１種住居地域へそれぞれ適正な地域への変更をいたしました。 

 また、地区計画等を設定することで各地区の特性に応じて建築物の規制・誘導を図り、良好な

市街地空間の形成を図ることとしております。 

 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） 

 ありがとうございます。 
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 私も名鉄名古屋本線新清洲駅付近鉄道高架事業の冊子を見させていただいて、いろいろ知るこ

とができたんですけど、なかなか知る機会がないという話を聞いているんですけど、現在、この

行政の思いとか計画を市民の皆様と共有するためにどのような周知されていっておりますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 地区の計画の方向性ですとか、そういう内容につきましては、まちづくりの研究会ですとか、

まちづくり協議会におきまして、まちづくりの観点から将来の土地利活用につきまして検討し、

新清洲駅の北土地区画整理事業の都市計画決定につきましては、平成２４年８月にまず地元の説

明会を開催しました。そして、平成２５年３月１日に告示をいたしました。 

 また、用途地域高架事業化、それから地区計画などの地域指定の決定につきましては、平成

２９年７月に、こちらも地元の説明会の開催をし、３０年４月１日に告示をしたところでござい

ます。 

 いずれの場合も、広報ですとかホームページへの掲載等を行い、また、都市計画決定後には、

その内容について、再度、広報とホームページに掲載をしてきたところでございます。 

 また、商工会が、今、主催しております企業懇話会というのがございますが、そういった会の

中でも機会をとらえまして、まちづくりのことについてや高架事業などについて説明をさせてい

ただいておるというところでございます。 

 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、次の質問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、永渕建設部次長、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 ②の新清洲地区を含め、南側との利便性の向上は図れますかについてお答えをいたします。 

 地域の分断については、鉄道高架事業により、駅部での自由通路や歩車道が通り抜けることが
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できるようになり、地区が一体となり新たな交流ができるなど、活性化に向けた効果があります。 

 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。 

 現在、新清洲駅商店街と南側に新たなコミュニティができるよう、今回の報告にある一体的な

まちづくり計画をできるようにご努力をいただくようお願いいたします。 

 確認でございます。 

 先ほどの答弁の中で通り抜けの箇所がありましたが、新清洲駅付近のエリアである現在の西清

洲の踏切から五条川までの間に、人道も含めて何か所の通路ができる計画か確認とれますか、お

願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 現在、計画の段階でございますので、また多少変わるということはあるかもしれませんけど、

ご説明させていただきましたが、西清洲の踏切、それから駅部の自由通路、それから新規道路と

既存の道路を結ぶ、拡幅ですね。それと、五条川の右岸の通り抜けということで、５か所という

ことになります。 

 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。 

 ちなみに、その５か所についてはどのような意見や理由をもとに計画されていますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 現在の計画につきましては、名鉄、警察とも協議をしながら、地域の利便性と交通安全のバラ
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ンス等を配慮した計画をさせていただきました。 

 高架下の横断道路につきましては、横断箇所が多ければ多いほど便利になるという反面ですが、

１か所の横断道路を追加することによりまして、同時に２か所の交差点が増えるというような交

通安全上の危険な箇所も増えてくるというような面もございますので、現在、そういった計画で、

名鉄、警察とも協議をしながら決定をしてきたところでございます。 

 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、次の質問へお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し、永渕建設部次長、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 ③の住宅だけではなく商業施設などを設け、本市の魅力配信、そして本市民の方々が活躍でき

る場についてをご答弁します。 

 都市計画道路等交通結節点の強化とともに、地域住民が安全で安心して暮らせる環境整備を行

い、地域として土地活用しやすい基盤づくりを行ってまいります。 

 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。 

 今現在、市としての土地についての基盤整理や規制はしているが、現在の箱物とかの商業施設

に関しては計画にないということでよろしいですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部次長兼新清洲駅周辺まちづくり課長（永渕 貴徳君） 

 現在、市で商業施設等を設ける計画というのはございません。 
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 にぎわいある駅前を創出していくため、庁内の関係各課や商工会などと情報の共有を図りなが

ら取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

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。 

 １５年かかる事業なんで、いろいろ将来の計画を練っていただくことを要望します。 

 私も新清洲駅付近に住んでいるので、要望をさせていただくことがあります。 

 新清洲駅は清須市の顔であり、玄関口であると同時に、清洲城、そして貝塚資料館の重要な交

通結接点でもあります。新清洲駅を名古屋駅の単なる情報の場とするだけではなく、行ってみた

い、降りてみたいと思っていただけるような駅前周辺づくりを検討していただきたいと思います。 

 先日の中日新聞を見ておりましたら、１１月２９日の朝刊に、名鉄が都市部や地域の拠点とな

る駅周辺開発を進め、まちづくりへかかわりを進めているとし、駅併設施設の商業施設の改良や

本格的な高架下での開発に着手などの人口が集中すると見込まれる利便性を図り、都市部や鉄道

駅の近くを中心に、魅力アップの手を打つと記事が載っておりました。 

 こうした名鉄の機運や現状を絶好の機会ととらえ、協力体制をとりながら、新清洲駅地区と西

清洲地区が一体となってにぎわうにはどうしたらよいかという話し合いを行政のほうとして名鉄

を巻き込みながら行っていただくことが必要でないかと思っております。 

 ここからは私の思案となってしまいますが、高架下の開発に合わせ、駅前の１８メートル道路

ができます。この１８メール道路の歩道を石畳にし、昔の街道のイメージを醸し出すとか、お城

の城下町をイメージするモニュメントを設置することで異次元空間を創出させるなどの整備を行

ってみてはどうでしょうか。無電柱化もその１つだと思っております。 

 市としてできること、民間ができることをうまく組み合わせ、相乗効果を得ながら、さらなる

観光客の増加につながる実効性のある計画を策定されることをお願い申し上げます。 

 そして、それとともに、利便性の向上や人が集まる市として、行政の市民サービスの場や安

心・安全のための整備を進めていっていただきたいと思っております。 

 多くの人や企業が魅力を感じるまちづくりを要望してご質問を終わらせていただきます。 

 次に、お願いします。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、３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。 

 ３の①についてお答えいたします。 

 土田地区については、平成１１年から平成２３年までの区画整理事業において、一部地域の整

備が完了しておりますが、旧集落地区では未整理となっております。 

 区画整理地区に新たに住居を構えた方々が駅などへ向かう際、未整理地区の狭い道路を通行す

る場合などはご苦労されていることと思われます。当該未整理地区においても区画整理などの面

整備が有効であると考えておりますが、そのためには地域の機運が高まり、事業化に向けた合意

形成がなされることが必要であると考えます。 

 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。 

 区画整理によって着実にこの地域は人口が増えています。子どもも踏切を渡るのに３００人近

く朝は出てくるので、本当に多くなったという話を聞きますので、新たに清須市にみえた方が住

んでもらうようには安全な通行経路の確保が必要と思われますが、当局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。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 現在計画中の名鉄本線新清洲駅周辺の鉄道高架事業により、土田地区においても現在の踏切

２か所が撤去され、車両・歩行者とも鉄道下の通行が可能になり、利便性につながると考えてお

りますので、まずは鉄道高架事業の円滑な事業推進に努力いた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。 
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１番議員（松岡 繁知君） 

 ありがとうございます。 

 新しい住宅街の人口増加は、本市の利便性を選んでいただいて他地域からの移り住んでいただ

いていると思いますので、駅や商業施設までの通行のためのしっかりとした道路や歩道を確保す

ることとして、子どもたちが安心して通学できる環境の整備を要望して、次の質問に移ります。 

 お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、②の質問に対し、石田環境部次長、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。 

 ３の②土田地区の農地についての今後の計画についてご答弁申し上げます。 

 今回、土田地区から提出された請願は市議会においても採択されており、本市としてはその内

容を踏まえ、誠実に対応していく必要があると考えております。 

 このため、上位計画の見直しに当たり、所管する関係各課と連携を図り、まずは課題の抽出や

整理などを進めてまいります。 

 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。請願書内にも書かれていましたが、農業が抱える課題として、耕作者

の高齢化や後継者不足などの課題が全国的にも見られる中、土田地区も例外ではありません。今

回の請願は、まさしくそうした状況下のある土田地区の地権者の皆様が、地区の将来を不安に感

じたことが１つのきっかけになったと推察しております。 

 請願に対する同意の方も、住所不明により署名できなかった５名の除く地権者９９人の方にお

願いしたところ、実に９０名、率にして約９１％の方がご署名されております。 

 ご答弁にもございましたが、計画への位置づけにはさまざまな課題等もあると思いますし、そ

れを１つ整理するところから始めるものと心得ております。市当局においては、地権者の皆様が

安心して将来を見据えていけるよう今回の請願に対して真摯に受けとめていただき、一歩でも前

に進んでいっていただくことをお願いして、私の発言を終わらせていただきます。 
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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、松岡議員の質問を終わります。 

 ここで、１時３０分までお昼の休憩といたします。 

（ 時に午前１１時５２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、会議を再開いたします。 

 次に、天野議員の質問を受けます。 

 天野議員。 

＜ ２２番議員（天野 武藏君）登壇 ＞ 

２２番議員（天野 武藏君） 

 議席２２番、天野武藏でございます。議長のお許しを受けましたので、ただいまより２点につ

いてご質問させていただきます。 

 初めに、清洲城の改修工事についてでございます。 

 清須市では、合併により旧町から引き継いだ公共建築物について類似のサービスを提供する施

設が複数存在するなどの課題があり、平成２１年度に「公共施設のあり方基本方針」を策定し、

統廃合を進めてきました。 

 こうした中、現在の公共建築物の半数以上が建築後３０年以上経過し、老朽化が進んでいるこ

とから、今後、その修繕・更新等に係る予算の増大や集中が予想されます。このため、財政負担

の軽減や強靭化、平準化を図りながら、公共施設の安全性や機能性の確保が求められます。 

 このような背景を踏まえ、将来人口の見通しや財政状況等の長期的な視点を持って公共建築物

の統廃合、更新、長寿命化などの総合的かつ計画的に実施するため、平成２８年度には公共施設

等総合管理計画が策定されました。今後は当計画に基づき「存続させる公共建築物」や「統廃合

する公共建築物」の選定を行っていくことになりますが、「清洲城」については市のシンボル的

な公共建築物であり、類似の公共建築物がないことから、「存続させる公共建築物」として、昨

年度「長寿命化改修基本調査業務」を実施し、今年度は長寿命化改修実施設計を進めていただい

ております。そして、来年度はこの実施設計に基づき、清洲城の改修工事に入っていくことを伺

っておりますが、そこで、次の点についてご質問をさせていただきます。 
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 ①昨年度実施した「長寿命化改修基本調査業務」の内容と結果について、②来年度実施予定の

改修工事の内容についてお伺いします。 

 大きく２点目として、コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付、いわゆるコンビ

ニ交付でございますが、これについてお尋ねをいたします。 

 コンビニ交付は、マイナンバーカード（または住民基本台帳カード）を利用して市区町村が発

行する証明書（住民票の写し、印鑑登録証明書等）が全国のコンビニエンスストア等のキオスク

端末（マルチコピー機）から取得できるサービスです。このサービスは清須市内にかかわらず、

全国どこでも最寄りのコンビニエンスストア等の店舗内で各種証明書が取得できます。 

 昨年執行されました市長選挙において永田市長は、「暮らしのために、子供たちのために、清

須のために」のスローガンのもと各種公約をされました。この公約を着実に実行されております。

その中で、昨年の夏、日本列島がかつてない記録的な猛暑となり、豊田市では生徒が亡くなると

いう痛ましい事故が起こりました。 

 そのような中、本市の小中学校普通教室にエアコンの設置を前倒してこの１２月議会での補正、

そして議会の協力も得て初日に討論採決をするという、かつてない異例の対応で、来年の夏には

涼しい教室で児童生徒が勉学に向き合うことができます。このことは清須の未来の人材育成にも

つながっていくと思います。 

 そこで、その公約の中に１つにありました、コンビニでの証明書発行について、お聞きします。 

 市民の利便性の向上を図るため、コンビニでの住民票の写し等の証明書の発行について検討す

るとありましたが、現在の状況はどのようになっていますか。また、近隣市町の状況はどのよう

になっていますか。これについてご答弁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、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つ目の長寿命化改修基本調査業務の内容と結果についてご答弁申し上げます。 

 清洲城が今後５０年維持できるよう耐用年数を迎える前に修繕更新を行うことを目的に、躯体

の強度、中性化の状況を始め木製建具、空調、設備、配管などの状況を調査しました。 

 結果につきましては、躯体は比較的健全な状態を保っていましたが、主に、天主閣の木製建具

の劣化や空調設備の一部ふぐあいなどの指摘がございました。 
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 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今の結果についてですが、健全な状態を保っているということですが、特に天主閣の木製建具

ですが、劣化とか施設の一部ふぐあいが指摘されているということですが、その中身についても

う少し具体的にお聞きします。 

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） 

 木製の建具の劣化につきましては、建具の塗装の確認、他にも天主閣の木製高蘭の不足、それ

から漆喰壁のクラック、空調機、それから防火設備、電気設備の老朽化が著しいことから、更新

することへの指摘がございました。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 昨年度の調査業務の結果を、今年度、実施設計に向けてどのようにそれを反映していくかとい

うことですけども。 

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） 

 昨年度の調査業務で指摘された箇所のうち、来場者の安全性や快適性の確保につながる設備等

の更新を始め、足場を組ませて、足場を利用しなければできない改修、また来場者の利便性、そ

れから清洲城でご活躍されてみえる方々がいらっしゃいますので、その方々の利用しやすさとい

う点を考慮しまして、実施設計を進めていかなければならないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 
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２２番議員（天野 武藏君） 

 今、清洲城で活躍しているボランティアの方たちというのは、これも実施設計に入れてないと

いうことですけど、どのような方たちがございますか。 

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） 

 ボランティア武将隊、それからお茶をやっていただいておりますのでお茶会の方、それから最

近、ひな人形の飾りもやっていただいておりますので、ひな飾りの会の皆さん、それから清須市

のガイドボランティアの会、また清洲甲冑工房の皆さんであります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今のボランティアの方たち、清洲城は利用しやすいということで、このボランティアの方々の

意見等は、こうしたらいいとか、ああしたらいいとか、こうしてほしいという意見は聞いていま

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） 

 ボランティア武将隊の皆さんは、甲冑衣装の置き場と着がえの場所を確保していただきたいと。 

 また、お茶会の皆さんからは、庭を眺めながらお茶が楽しめる空間づくりということと、それ

からひな飾りの会の皆さんからは、芸能文化館のロビーから黒木書院内が広く見渡せるようにし

ていただきたいという声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） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 本年度実施設計に入る前に、各種ボランティアの皆さんから積極的意見と要望を聞くことが非

常に大事なことだと自分は思っているし、また、いいことだと思っています。 
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 それで、実施設計に向けてどのような改修工事の内容になるかという、２番なんですけど、

２番の改修工事の内容をご答弁お願いします。②のほう。 

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） 

 天主閣内の防火区画シャッターなどの防火設備、分電盤、変圧器などの電気設備及び空調機器、

換気機器の更新、外壁部等木製建具の塗りかえ、漆喰壁のクラック及び木製高蘭の改修の他、長

寿命化以外にも清洲城の利便性や、先ほど来も話がございましたボランティアの皆さんの利用向

上に向けまして、トイレの洋式化、黒木書院の壁面撤去、倉庫の増築などを予定しております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 改修されることはいいことです。来場者の利便性だとかボランティアの皆さんの意見を聞いて、

利用向上に役立っているということですが、今、改修する必要性というのは何か考えてみえます

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） 

 ご質問の点につきましては、まず、トイレの洋式化でございますが、こちらについては国のほ

うの考え方もございますので、外国人に対応できるようということでございます。特に、訪日外

国人というのが全国的に増加している中で、清須市も例外ではないということで、清洲城のほう

に訪日外国人ツアーが定着しておりまして、昨年度は年間約２千人ぐらいの外国人の方が清洲城

を訪れたということでございます。 

 黒木書院の壁面撤去につきましては、定期的に黒木書院を利用して来場者の皆様へもてなしを

して、展示会やお茶会を行っている皆さんが訪れますが、そのボランティアの方から、黒木書院

内の展示物やお茶会の様子がよく見えるようにしていただきたいというようなご意見を受けて行

うというものでございます。 

 なお、壁面を撤去した跡につきましては、ふすまにかえさせていただく予定でございます。 
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 それから、倉庫の建築につきましては、黒木書院内に置かれている衣装等の荷物、こちらの保

管場所を確保すると。それから、武将隊の着がえの場所として活用するものでございまして、こ

れにより黒木書院内にあった荷物がなくなることで、庭を眺めながらのお茶会が可能になるとい

うものでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 私も清洲城の３０周年記念イベント、これも行かせていただいて、そのときお茶会、行かせて

いただきまして、清洲城の庭でお茶を振る舞っていただきました。そのとき黒木書院の中でお茶

を飲んでみえる方が、ふすまをあけて庭を眺めてると、そういうことはなかなかいい雰囲気にな

るんじゃないかなと理解しております。必要性というのは、その辺、十分わかりました。 

 この改修工事の内容はわかったんですが、工事期間、タイムスケジュールなんかはどのように

考えてみえますか。 

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） 

 産業課のほうとしましては、来場者の皆様にご迷惑をおかけしないよう、できるだけ集約して

効率よく実施していく必要があるというふうに考えておりますが、当然のことながら、本市の財

政状況等も踏まえて進んでいかなければならないということで、今後は財政当局や実施設計を今、

委託しております業者がおりますので、その業者の方と調整を図りながら決めていきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 工事期間やスケジュールは決まってないということですが、そうしますと、財政等のいろんな

ことを考えると、来年度でできるかどうかということも考えられますが、単年度でやれるかどう

かということ。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 工事期間につきましてはまだ決まってはないんですが、単年度というか、複数年度ということ

も工事の中には結構ございますので、十分考えられるということですが、できるだけ年数をかけ

ずに改修工事ができるように努めてまいりたいというふうに考えております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 工事期間がどのぐらいであるかわかりませんけども、工事期間中、休館するというようなこと

も考えられますか。 

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） 

 そちらのほうにつきましても、本課としては営業したいということは、やまやまでございます

が、実際には、先ほど申したように、工事のほうが結構たくさんございます。天主閣の設備、空

調の更新、それから天主部分の改修、そういった工事がございます。場合によっては休館して対

応しなければならないことも十分考えられます。そのあたりも、現在、実施設計を行っておりま

すので、委託業者の方としっかり調整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。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 わかりました。 

 やむを得ない工事で休館しなければならないということがあるかと思いますけども、そのため

にできるだけ早く、住民の方や他の関係の方にも周知していただきたいと思います。 

 また、来年度の改修工事に当たり、この工事の大体の予算というのはそこそこ考えてみえるか。 

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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 工事期間、それからスケジュールの調整を始め、改修工事の内容につきましては、まだまだ精

査する点もございます。また、財政当局との協議等でさらに詰めていかなければならないという

こともございますので、予算額につきましては、もうしばらく時間を頂戴し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） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今のを聞いていると、そこそこお金がかかりそうな感じを受けるんですが、大きな工事になる

ということで、これは全て来年度の一般財源で賄えるのかどうか。 

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） 

 一般財源だけですと非常に大変でございますので、清洲城整備事業基金を取り崩して改修工事

の一部に充てる計画でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 清洲城の２９年度整備基金は１億円ぐらいまで持っていたんじゃないかなと思っておりますが、

それをどんどん使って崩しちゃうのか、それ以上かかるようなことになると改修工事。予想でい

いんですけど。 

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） 

 清洲城整備事業基金の平成２９年度末現在高は、議員ご指摘のとおり、大体１億円なんですが、

１億６０７万７千円でございます。今回の改修工事の規模を考えますと、基金のほとんど、額に

して１億円ほどを改修工事に充てることになるだろうというふうに思っております。 

 以上でございます。 



－112－ 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今、清洲城の整備基金、ほとんど改修工事に使うということで、今、大体計算すれば６００万

円ほどしか残らないということなんですけど、清洲城のような観光施設というのは、いろんな展

示やいろんなことが定期的にリニューアルしなきゃ、いろんな行事があります。そういうときに

一般財源で埋めれるかどうかと非常に危惧するところなもんですから、こういう基金を充てるこ

とが必要かと思いますけど、この先将来、この基金を積み立てるということは必要だと思うんで

すけど、その点については当局はどのような考えを持ってみえますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 財政課長、岩田でございます。 

 清洲城整備事業基金は特定の基金ですので、清洲城整備事業のために設置をしている基金にな

ります。 

 今回の長寿命化の改修工事は、今、市民環境部の次長が答えたとおりでございまして、基金の

取り崩しを予定しております。額にしまして、約１億６００万円ですが、基金を取り崩した後に

残りの基金の残高が残ると思います。現時点では今回の改修工事のその後の整備計画は未定です

ので、その残金をもとに計画的に基金を積み立てていくというような予定はございませんけども、

引き続き、清洲城整備事業基金につきましては継続しまして、新たな整備計画が見込まれる時期

がまいりましたら計画的に基金を積み立て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） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 財政課長が言われるとおりだと思うんですけどね、とりあえず１億円崩してやると。だけど、

基金としては今後残していくということで、事前の積み立て、これは僕もそういう形でしていた

だきたいと思います。 

 今回、清洲城の改修工事について質問させていただきましたが、冒頭でも申したとおり、清洲
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城は存続させる公共建築物で、学校や公園、下水道建築、共用などの施設を除く公共建築物に先

立てて、長寿命化等の改修工事に取り組まれていると理解しています。今後、清洲城以外にも公

共建築物の統廃合などの適正配置や長寿命化等の整備の方針を掲げ取り組んでいくことが求めら

れます。 

 これを踏まえて、現在、当局において、公共建築物の個別施設計画、これを取り組んでおられ

ると思いますが、ぜひ、今後、行政運営において社会保障等との増大に加えて施設の老朽化によ

る管理コストの増大などの懸念が考えられます。いずれにしても、この先、厳しい時代でござい

ますので、本市まちづくりの観点の１つである個別施設整備計画の策定、その実施に向けて早急

に取り組んでいただいて、この質問に対しては終わって、次の大きい２番のほうへお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２の質問に対し、伊藤市民課長、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市民課長の伊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 ２番のコンビニエンスストア等における証明書等の自動交付（コンビニ交付）についてお答え

いたします。 

 多様化する住民ニーズ、共働き世帯の増加など、社会情勢の変化に伴い、休日や時間外での証

明書発行サービスを求める声が多くあります。市役所閉庁時でも証明書の取得が可能となるコン

ビニでの証明書発行サービスの実施により、市民の皆様の利便性の向上が図られることになりま

す。現在、来年度の事業実施に向け検討しておるところでございます。 

 近隣市町の状況につきましては、１１月末現在で県内の２４の自治体がコンビニでの証明書発

行サービスを実施しております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今、コンビニ交付では、清須市はどのような証明書が取得できると考えていますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 
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 現在、住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍の証明書、戸籍の附票の写しが取得できるように

なっています。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今、住民票の写し等において答弁されたんですが、自分が調べたら、他の自治体等では、各種

税証明書とか住民票記載事項証明書も交付できるとあるが、こういうものは清須市はしていかな

いということですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 税証明につきましては、情報連携が進み、行政手続で必要になる証明書の発行が著しく減少す

ることが予想されます。記載事項証明書につきましては、任意様式での証明を求めるケースが多

く、システムから交付するのがごくわずかであるため、コンビニ交付の対象とはしないように現

在考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 証明書が取得できるのは、県内だけのコンビニなのか、一年中証明書全てが発行できるかとい

うことはどうですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 全国のセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどのコンビニで証明書

の取得が可能となります。証明書の発行は１２月２９日から１月３日を除く土日・祝日にも対応

し、サービス時間は午前６時３０分から午後１１時まででありますけれども、夜間のメンテナン

ス等のシステム保守は除いております。 

 以上でございます。 



－115－ 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 証明書の発行ですね、どのような流れで取得するふうになるんですか、利用者が。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 利用者の皆様がコンビニエンスストアにありますマルチコピー機でマイナンバーカードを利用

して画面操作を行うことで証明書を取得できるようになります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今、マイナンバーを利用するということで、十分これは承知しておりますが、現在、清須市は

このマイナンバーカードの普及率というのはどのぐらいですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 １０月３１日現在で交付件数が６千６８２人で、交付率は９．７％になります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今、マイナンバーカードの交付率が９．７％だと。交付率が高いというより非常に低いと僕は

思いますが、これは何か原因て考えられます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 マイナンバーカードの普及に対しましては、カードの付加価値にあると言われております。そ
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のためマイナンバーカードを用いた行政サービスを検討することが必要であると考えております。

そのため、今回、マイナンバーによるコンビニでの証明書の発行サービスを実施することにより

普及率の向上を図るものでございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 来年の１０月に消費税が１０％に上がる予定というか、確定かと思うんですけども、景気対策

として国が現金以外のカード等の支払いについて５％分ポイントで還元するというようなことを

打ち出しております。そのポイントというのがマイナンバーカードにためると考えているという

ようなことを今、マスコミ等で聞いたんですけど、マイナンバーカードを発行していただくとい

うかね、取得する、増やすということが非常にいい機会じゃないかと思うんですけど、このよう

な機会をして啓発するようなことはありませんか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 今、議員が言われるとおり、国の施策等がございますので、そのような機会を捉えまして、マ

イナンバーカードの普及に対しましては啓発して向上を図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） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 それでは、コンビニ交付に係る費用はどのぐらい見込んでおりますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 概算の金額でございますが、初期導入経費としまして約３千６００万円、年間の運用経費とし

て約７５０万円ぐらいの費用が必要となります。 

 以上でございます。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 初期導入費用として３千６００万円が必要だということなんですけど、これに対しての何か国

からの補助金というのは、財源もありますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 平成３１年度までにこのサービスを稼働した場合ですけれども、上限６千万円としまして、初

期導入に係るシステム構築経費及び運用経費の２分の１が、３年間、特別交付税として措置され

ることとなっております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 それだけでも交付されれば非常にいいかと思います。コンビニでの証明書発行手数料ですね、

窓口での発行手数料とは同じになりますか。窓口での清須が発行するのとコンビニで発行する金

額というのは。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 手数料につきましては、他市町の状況を勘案して現在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） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 現在検討しているということで、コンビニを利用することによって、コンビニシステム等に支

払いするお金があると思いますけど、それはどれぐらいの手数料が払われる。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 コンビニ事業者へ支払う手数料につきましては、１件１１５円となります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 １１５円はマイナスされて市のほうに入ってくるということだと思いますが、コンビニに支払

われた発行手数料ですね、どのような形で市にまた戻ってくるというか入ってきますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 コンビニ納付されました手数料につきましては、コンビニ委託手数料より１１５円を差し引い

た金額がコンビニから地方公共団体情報システム機構に支払われます。地方公共団体は、証明交

付センターから統計情報を取得し、証明書の交付手数料から委託手数料を差し引いた金額の請求

書を地方公共団体情報システム機構へ請求することで市への入金で可能になります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 交付するということは、コンビニとの契約についてお伺いしますが、証明書の発行できるコン

ビニ全てと市が契約するという形で契約するのか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 契約につきましては、市がコンビニ事業者それぞれと契約するのではなく、証明書交付サービ

スの運営主体であります地方公共団体情報システム機構と証明書等自動交付事業の運営管理によ

る協定書及び証明書等の自動交付事務委託契約書を提携することになります。 

 地方公共団体情報システム機構とコンビニ事業者等が委託契約を締結することになり、契約事
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務の負担軽減を図ることができます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 この下に書いてあるセキュリティの関係をお伺いしますけど、コンビニ交付した場合、外部と

の市役所のシステムがつながるということになりまして、マイナンバーカードを使われるもんで

すから、外部からの不正アクセス等のいろんな問題も生じるかと思うんですけど、その点につい

ては何か考えていますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 コンビニ交付につきましては、総合行政ネットワークを利用し、暗号化した状態で通信を行う

ため、セキュリティ上の問題はないと考えております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 コンビニ交付に使われた利用者が、その情報というのは市にはどのようなことで申請情報で流

れてくるんですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 コンビニ店舗のマルチコピー機からコンビニ本部を経て、地方公共団体情報システム機構の証

明書交付センターへ届きまして、各地方公共団体へ届きます。この後、地方公共団体から同じル

ートを通って、コンビニ店舗にございますコピー機へ送られることになります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 
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 こんなことは余りないかと思うんですけど、証明書を取りに来て、その証明書を取り忘れたり

するというようなことはないかと思うんですけど、もし、そうなった場合、何か対策てあります

か。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 証明書の出力後に音声による注意喚起のメッセージが流れ、マルチコピー機での確認ボタンの

操作まで音声が流れ続けることになります。 

 音声メッセージが鳴りやまない場合は、取り忘れを意味しますので、店舗従業員が対応します。

取り忘れについては、原則、所轄の警察署に届け出を行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） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 同じようなことで、このことを聞くのもどうかと思うんですけども、今のマイナンバーカード

なんかでも入れたままで、出てくるとは思いますけど、それの取り忘れというのはどのようなこ

とを考えているかありますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 カードの認証後カード取り外しのメッセージが表示されることになっておりまして、カードを

取り外さないと次の画面に移行しない状態になっております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 一番最初に来年度の事業実施に向けて検討しておりますというようなご答弁でしたが、具体的

に、いつごろぐらいから実施するというような考えがありますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 現在、実施時期も含めて検討している段階でございますが、市民の方の利便性の向上を図るた

めに、来年度には実施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） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 ぜひ、来年度実施していただくと同時に、ハード面だけ整備されても市民の皆様が利用されて

利便性の向上を実践するには、まず利用してもらわなければいけないということで、いろいろ必

要性についてマイナンバーカードの普及が必要かと思うんですけど、ぜひ、そちらのほうも継続

していただいて、しっかりケアしていただくようにお願いして終わります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、天野議員の質問を終わります。 

 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、飛永勝次でございます。 

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

す。 

 初めに、空家等の対策についてでございます。 

 空家の増加に伴い、住民の生活環境に悪影響を及ぼす可能性があるとして平成２７年２月に空

家対策特別措置法が施行されました。本市においてもこれを受け、空家等対策協議会が設けられ、

本年も７月に会議が行われました。調査をもとに特定空家の認定が行われ、今後、「空家等対策

計画」の策定に着手するとされました。 

 そこで、以下について伺います。 

 ①市内の空家の数 

 ②今後の課題と対策 
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 ③空家除去のための助成金について 

 次に、防犯についてでございます。 

 本市は、空き巣の発生率が全国でもトップクラスという不名誉な実績がございます。平成

２８年以降減少傾向になっており、日ごろの行政と市民との連携による活動が功を奏してきてい

ます。さらに安全で安心なまちづくりのために、今後もより一層の推進が期待されるところです。 

 そこで、以下について伺います。 

 ①空き巣対策について、現状と今後の課題 

 ②防犯カメラの設置について、現状と今後の課題 

 最後に、保育事業についてでございます。 

 本市は愛知県内において平成２９年度の出生率が第１位となりました。少子高齢化と人口減少

が進む中、たくさんの未来の宝がこの清須市に誕生していることを喜ばしく思うとともに、大変

誇らしくも思い、清須市を建設してこられた先輩諸氏に心から敬意を表するものであります。ま

た、市民にとっても安心して子育てができる環境づくりが今後ますます進んでいくことに大いに

期待が膨らむところです。 

 子ども・子育ての支援制度は平成２４年８月、自民・公明・民主の３党合意を踏まえ子ども・

子育て関連３法が成立をし、幼児教育・保育・地域の子ども・子育てを総合的に推進をしてきま

した。そして、さらなる充実を目指し平成２７年４月には新制度が本格施行されました。来秋実

施予定の消費税率引き上げにより追加の恒久的な財源を確保し、新制度を社会全体で支え、質・

量の拡充が図られます。 

 子ども・子育て支援制度の象徴的な施設である幼保連携型の認定こども園は、今までの改正前

は、幼稚園は学校教育法に基づく認可、保育園は児童福祉法に基づく認可、また、それぞれの指

導監督、財政措置という複雑な形になっていましたが、改正された現在は改正こども園法に基づ

く単一の認可、指導監督の一本化、財政措置も「施設型給付」で一本化されるなど、時代の要請

を受け円滑な拡充と推進が図られるようになりました。教育と保育の両方が充実した認定こども

園は平成１８年に創設をされ、保護者の皆様のニーズに応え続けて今日に至っております。現在

では保護者の方々からの期待はさらに大きくなっているものと思います。 

 また、新制度の基盤となる実施主体は市町村であり、地域住民の多様なニーズを把握した上で、

計画的に地域にふさわしい子育て支援を実施せねばなりません。 

 まちづくりは人づくり。その要は未来の宝、子どもたちへの充実した保育・教育であります。
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本市のさらなる成長と発展において重要な位置を占める子ども・子育て支援について、以下につ

いて伺います。 

 ①今年度一次募集の状況 

 ②待機児童の状況 

 ③地域型保育の取り組み 

 ④認定こども園の必要性の認識 

 ア．保護者のニーズから分析した必要性 

 イ．働く職員のやりがいと人材育成の視点からの必要性 

 ウ．事業を新設置するためのコスト、継続するための維持管理のコストからみた必要性 

 ⑤認定こども園の設置推進について 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

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、後藤です。 

 それでは、まず、①の質問についてお答えをいたします。 

 平成２９年度に実施した空家等実態調査では、あらかじめ現地調査の条件を設定した建物を抽

出し、４５７棟の建物の調査を実施しました。調査結果に基づき２０５棟の建物を空家と判断い

たしました。このうち、所有者が判明した１９９棟の建物所有者に意向調査を実施いたしました。 

 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） 

 調査した上で、今年の７月に、空家等対策協議会が行われておりまして、今、言ったご報告が

この中でもされておりますけれども、今、４５７棟あるうちの２０５棟とありましたけれども、

実はこの協議会の中で、１９９棟、この間はこれだけしかありませんかという質問に対して、い

やいや、もっとありますという話がありましたけども、もっとありますというのは、４５７件、

本当はあるよということなのか、それ以上ありますよということなのか、空家は空家としてどん

なふうに調査をされているのか、再度聞かせてください。 
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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） 

 今のご質問につきましては、まず、空家という定義の中では、基本的には戸建ての建物、長屋、

マンション、共同住宅等々あると思います。今回のケースでいきますと、先ほど申し上げました

ように、あらかじめ抽出をしましたとお答えさせてもらってございます。これは今回に限っては

戸建て住宅のみを対象として調査をさせていただいておりますので、今回は戸建てが中心となっ

て件数が出ましたということでご理解いただければと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 ②番へ行っていただけますか。 

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についてお答えをいたします。 

 今後の課題につきましては、引き続きになりますが、家屋の未登記等により所有者等を特定す

ることが困難な場合が多くありますので、所有者等を特定することが重要と考えております。 

 現在、愛知県が平成３０年１月に作成をいたしました「空家等対策計画の作成に関するガイド

ライン」を参考にして、清須市空家等対策計画を年度内の完成を目指して策定をしております。

計画策定後は特定空家等の対策を進めていく予定でございます。 

 また、空家問題は、行政の関連部署が防災行政課を始め税務課、都市計画課、生活環境課、産

業課、健康推進課と多岐にわたるため、今後も庁内調整会議で常に横の連携をとって対策を行っ

ていく考えでございます。 

 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） 

 ありがとうございます。 
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 今、未登記の物件の所有者が特定しにくいというお話でありましたけれども、これは登記その

ものは義務じゃないんですが、これはどのような調査をしているか簡単に説明してください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 調査方法といたしましては、このたび法律ができましたので、その法律の中でいわゆる課税台

帳ですね、固定資産税等の課税台帳の閲覧等ができるようになりました。それを大きくはもとに

しながら、登記所有者の特定をしておるということでございます。 

 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） 

 的確にスピーディに進むよう進めていただけるように思っていますけども、課題と対策におい

て、最初に１番の答弁の中で、今回抽出したのは戸建てだけですよ、お話しにありました。これ

は実はアパートとか共同住宅、集合住宅で空き部屋などを非常に防犯上よろしくないところが

多々実はございまして、空家というのは清須市は結構、今、アパートなんかは悪く言っちゃいけ

ないですけども、新しいのは結構できてて、築年数もたったのがあいている状況がありまして、

そうなると、いわゆる防犯上というか、治安上というか、よろしくないというのがございますけ

ども、そういう点で何かコメントがあればいただけますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 いわゆる共同住宅等につきましては、大家さんもおみえにもなられるんですけども、清須市内

の大多数が管理会社さんが管理しておられる物件が多いというふうに感じております。その辺の

物件に関しましては、管理会社さん等を通じてそういう対策ということは、今後啓発していく必

要があるかもしれない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） 

 飛永議員。 
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９番議員（飛永 勝次君） 

 適格なご答弁ありがとうございます。まさにそのとおりでございますし、そうだと思いますの

で、進めていただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 ３番、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） 

 それでは、③についてお答えをいたします。 

 危険空家等の除去費などの補助事業については、現在、他市町を参考にして調査・研究を行っ

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） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 こちらも前回７月の議事録の中で、空家等対策計画の作成に着手をしていくと。その上で議論

になってきておりますという、除去費の補助ですね。そういうところの検討も必要だという議事

録が残っております。これは当初、法律が施行された当初から言われておることで、現状、清須

市は耐震を行ったものに対しての除去は補助しているという状況なんですけれども、それは早急

に組み立てられたほうが他市町は施工を同時にやられている物件も多いので、まさに空家の対策

になってくることなんですけれども、これはいつごろだったか、めどとか何か立てていることが

もしあればコメントをいただきたいと思いますけども、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） 

 今の補助事業の関係につきましては、要綱等の策定等を現在進めておるところでございますの

で、できれば新年度を目安にやっていきたいなというふうに考えております。最近また要綱、そ

れから財政当局の協議等が控えておりますので、なるべく早くやっていきたいというふうには考

えております。 
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 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 なるべく早く適格な進行をよろしくお願いします。 

 次、大きい２番、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） 

 それでは、防災行政課、後藤が答弁させていただきます。 

 ①についてお答えします。 

 本市における平成３０年１月から１０月までの侵入盗、自動車盗などの重点犯罪の件数は

６１件でありました。しかし、昨年の同時期の件数は１９８件でありましたので、比較をします

と、件数にしてマイナス１３７件、率にしますとマイナス６９．２％と大きく減少をしておりま

す。 

 これは、これまで本市が日ごろから警察と連携し、防犯協会等とともに青色回転灯装備車によ

るパトロールなどの啓発活動を行い、また見守りカメラ設置費補助金制度を創設するなど、犯罪

抑止活動に取り組んでいる効果が出てきているものと考えております。 

 今後の空き巣等犯罪抑止対策としましては、今年度新たに防犯協会員による防犯診断を実施し、

侵入盗に対する防犯啓発を行いました。また、引き続き、国民健康保険や後期高齢者医療などの

通知書や封筒の余白を利用した「振り込め詐欺防止」などの啓発文の掲載、市広報紙の表紙や特

集記事にて定期的な注意喚起を行ってまいります。そして、これまでの市、警察、防犯協会を始

め自主防犯ボランティア団体等が連携して実施してきました啓発活動やパトロールを継続して行

ってまいります。 

 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） 

 細かい啓発活動を行っていることでお伺いしました。清須市全体において相変わらず空き巣が
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多いということと、結構、不用心で、戸締まりをうっかりという方が結構おみえになられるよう

なので、非常に有効な活動だと思いますけども、大きく減少していることはすごいことだと思っ

ています。愛知県全体でもトップクラスで、通常の数が下がってきておるということも相まって、

相乗効果が出ているんじゃないかなと思っております。 

 また、１点については、市内の防犯灯がＬＥＤ化されてから減っているということがあるもん

ですから、そこら辺のことをしっかり分析をしていただいて、防犯活動に役立てていただければ

なというふうに思います。 

 次、２番、お願いします。 

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についてお答えいたします。 

 見守りカメラ設置補助金は、補助対象がブロックであり、その申請者はブロックの代表である

市政推進委員となるため、毎年４月に開催されます市政推進委員会で制度の説明をし、また、市

ホームページでも情報を掲載し、周知を図っているところでございます。 

 当該事業は平成２５年度から施行し、補助上限額が５０万円、予算額が２ブロック分の

１００万円でありました。しかしながら、設置要望の件数が増加いたしましたので、今年度より

４ブロック分の２００万円に増額したところであります。 

 犯罪件数の減少傾向に見られるように、カメラや看板の設置が抑止力になっていると考えられ

ますので、今後も設置に向けて事業の周知を図っ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） 

 これは倍増していただいて、各ブロックから希望が来ていると思うんですけども、これは倍増

する前と後と、希望数というのは何か変化あったんでしょうか。 

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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 今年度につきましては、申請件数が６ブロックございました。昨年度と比較しますと、ブロッ

ク数である申請件数が増えておりますので、予算額を増やしたことによって、うちもつけたいな

あというところが増えてきたというふうに私どもは分析しておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 この時代を反映して、住民の方から声が出ておると思うんですけども、最後に１点だけ、これ

は万が一の事態で犯罪が起こった場合に、防犯カメラの画像解析ということが非常に有効な手段

だということが皆さん周知の事実だと思うんですけども、清須市内においても、人が集まるとこ

ろの公共の場所、また駅とか、交通量の多い交差点とか、こういったところに公の資源を使って

防犯カメラの設置して抑止をしていくということについて、お考えだけお伺いをできればと思う

んです。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 今、議員ご指摘いただきました特に大きな交差点等へのカメラの設置、これは交通事故の抑止

ですとか、防犯ですとか犯人検挙につながるものだというふうな認識は持っております。ただ、

市としまして、そのようなカメラを交差点に設置する必要性というのが市でやるべきなのか、そ

れとも警察が進んでやるべきものなのかということの議論というのがあると思います。そちらの

ほうの警察のほうと協議をしながら、交差点にカメラを設置することによる事故防止、犯罪防止

につながるんではないでしょうかということの協議を今後進め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） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 今、おっしゃったように議論のテーブルは設けていただいて、より安全で安心できるまちづく

りが大切ではないかと。公安としっかり連携して、こういったものをさらに進めていただければ
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なと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、大きい３番。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、３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の保育園一次募集の状況についてお答えいたします。 

 平成３１年度の保育園入所募集状況については、９月号の広報にて募集を周知し、１０月には、

公立保育園、認定こども園及び小規模保育施設にて書類審査や入園希望の園児面談を行い、

１０月末現在では、５３７名の応募がありました。 

 現在、受付時に受領した「就労証明書」や保護者の就労形態などが把握できる受付票にて書類

審査を行っています。 

 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） 

 今、保育のほうに関しては６月と９月にご質問させていただいてきましたけども、１０月に募

集があったということで改めて聞かせていただきます。 

 今５３７名と言われましたが、量的には市の受け皿は整っているという認識でよろしいですか。 

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） 

 現在、保護者の申し込み等を受け付けをさせていただいている状況、書類審査を行わさせてい

ただいているところでございます。基準を満たす保育園が入園できる状況を、今、調査をさせて

いただいているところでございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 
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 調整を必要だということは、これは量的には受け入れできるといっても、例えば、エリア的に

地域で区切った場合に、今まで第２か第３希望に行かなきゃいけないのかいうことが発生すると

いう認識でいいですか。 

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） 

 今の議員のご質問にあるような第１希望以外のところをご紹介をさせていただく場合が出てく

るかと思っております。 

 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） 

 これを年代に区切っていくと、手元に平成３０年１１月１日の入所、入園状況のデータがある

んですけども、これは０・１・２歳というのがお問い合わせくださいとなっていますけども、お

問い合わせしたところ満員ですと。今回の募集状況において、１次募集で満員という状況なのか。 

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） 

 先ほど答弁させていただきましたように、現在、調整をさせていただいているところでござい

ます。確かに、今の現状は保護者の負担に対応する就労形態が変化をしていることもありまして、

３歳未満児の募集が大変多くなっているのが現状でございます。 

 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） 

 ２番へ行ってください。 

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） 
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 ②の待機児童の状況についてお答えします。 

 公立保育園では、保育士の増員や保育園の空き教室を活用して受け入れ児童数を増やし、また、

平成３０年６月には企業主導型保育、平成３１年４月には公募による小規模保育など、民間保育

施設の増設を行っています。 

 これらの事業を進めることにより、増加傾向にある３歳未満児の保育ニーズの受け入れ規模を

拡大し、待機児童ゼロに努めております。 

 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） 

 待機児童ゼロに努めてまいりますというお言葉をいただきましたが、このままだと待機児童が

出てしまうという認識をお持ちだということでよろしいですか。 

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） 

 今のところ、調整をさせていただいているところでありまして、待機児童はないような形にな

ってくるかと思っております。 

 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） 

 これは特別の部分をお話ししましたけど、０・１・２歳の方を受ける場合は、満員ですとか遠

いですという形になっちゃうと、ちょっと我慢しようかなというような方もみえると思います。

そうすると、多様化するニーズにどこまで出生率一番の自治体として応えていけるのかというの

が１つ大きな課題にしていかないかんかなというように思っております。声は聞いておるので、

しっかり対応していただきたいと思います。 

 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、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） 

 ③の地域型保育の取り組みについてお答えします。 

 地域型保育施設については、保護者の就労形態の変化に伴い、増加する３歳未満児の保育ニー

ズに対応できる保育施設として必要と考えております。 

 現在、３歳未満児の保育の受け皿を拡充するため、平成３１年４月の開設に向け、新たに小規

模保育施設を１か所公募しております。 

 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） 

 即座に手を打っていただいているという認識を改めてさせていただきますけれども、これは地

域、ちなみに確認ですけど、どちらになりますか。 

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） 

 昨年度の申し込み状況は、また現在の公立保育園の保育提供量を踏まえさせていただきまして、

西枇杷島地区１か所に小規模保育事業所の募集をさせていただきました。 

 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） 

 清洲地区と西枇杷島が結構人数があるということで、今年度も人数が多いという状況でありま

すので、これもニーズに応えられるようにしっかり整理を粛々としていただきたい。 

 では、４番、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、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） 

 ④の認定こども園の必要性の認識についてお答えします。 

 アの保護者ニーズからの必要性としては、保育園と幼稚園の機能をあわせ持つ認定こども園で
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は、３歳以上の園児は保護者の就労等の保育理由に変化があっても継続して利用することができ

るなど、多様化する就労形態の保護者ニーズに、対応できるメリットがあると考えられます。 

 また、認定こども園では、教育と保育を一体的に行うことができるというメリットもあります。 

 イの働く職員としてのやりがい、人材育成の視点からは、保育教諭として保育士資格と教諭免

許などの資格を有効に活用できるとともに、認定こども園独自の保育・教育対応が同時に経験で

きるなどと考えています。 

 ウのコスト面からの必要性では、民間の認可保育施設では、運営費や施設の整備費用の一部を

国・県からの補助金や負担金として受け取ることができるなどのメリットがあると考えています。 

 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） 

 ありがとうございます。 

 ここには認定こども園についてお話をさせてもらっていますが、お配りした資料を見てもらう

と、これは野村総研というところが、現況の女性が現況就労率になった場合をもとにして、

２０２０年度以降、潜在ニーズの試算なんですが、就労率がこのままずっと進んでいくと保育ニ

ーズが増えるという話になっております。幼稚園の経営が大変になってくるということになって

きて、幼稚園が受け皿になっていかなきゃいけない必要が出てくるということで幼保連携という

ことになってきておるんです。 

 ただ、都市部では違ってまして、東京都とか幼保連携の認定こども園になった数園が幼稚園に

また戻っていくというケースもあって、これは本当に多様化しているんだな。地域地域で違うん

だなというようなことがこれを見てとれるデータでありますということだと思っておりますけれ

ども、こども園に限って質問をさせていただいておりますけども、こども園の場合は親御さんが

働いて預け入れができるという利点もあります。保育園は就労６０時間以上でないと預かってい

ただけないということがございまして、こういったニーズに対して応えられるのがこども園だと

思うんですけども、もう１つは、プラスアルファの教育的な潜在ニーズがあるんじゃないかなと

いうふうに思っています。 

 これ調べていきますと、おじいちゃん、おばあちゃんの財布がお孫さんに行くように国の施策

が動いとるわけですね。そうすると、そういったところに出してみようかなみたいなことになっ
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てくると、プラスアルファで子どもの教育に向けさせたいと親心がございますのでね、そういっ

たニーズもあると思います。 

 ただ、実は皆さんご存じのように、来年の秋に消費税率の引き上げになって、子育てに投入で

きる財源も確保されてくることになると思いますけども、これによると、こども園の入園ハード

ルが低くなるんじゃないかなと予想がされると思います。いわゆるそれだけ潜在ニーズが高いん

じゃないかなと思っております。その点に関して、こども園の優位性は担当課長、その辺をどう

お思いになるかだけお聞かせ願えますか。 

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） 

 先ほども答弁させていただきましたとおり、保育と教育の両面が同時にできるというところが

認定こども園のメリットだと考えております。そういった認識をしております。 

 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） 

 デメリットがお金がかかるということなんですが、ここはハードルが少ないということがニー

ズとして出てくるというのが１つじゃないかなと思います。 

 イのほうの職員の問題なんですけども、これは内閣府に確認をしました。これは今、保育士さ

んの勉強をしないと、幼稚園教諭も一緒にとるということの規制が大分緩和になっとる。単位数

が少なくなったみたいとかしておるようです。なので、これはどうしても両方資格を持った方を

どんどん進めておるということになってくると思いますが、これも創設して１８年の制度になっ

て、２７年に、より開設を促す方向へ拍車をかけているということで、保育だけの時代を過ぎて、

預かる質の問題が来ておるということにしっかり認識を持たれたらいいと思います。 

 最後のコストのことなんですけども、これは移行することで、維持管理のコストを含めて、現

状、直営の保育園についてもコストパフォーマンスが上がる、経費が今より安くするという認識

はお持ちなんでしょうか、どうなんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、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） 

 今、コスト面につきましては、認定こども園に対する新制度におきまして、民間の認定こども

園につきましては、国・県からの給付費は受けることができ、また、利用者は独自の教育環境を

受けることがメリットについて認識はしております。 

 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） 

 この履行させるための制度が２７年になって、１つは、幼稚園と幼保連携になる場合は、幼稚

園はそのまま残してもいいというルールができていたりして、後押しをしている、いわゆる国策

であるということをしっかり認識していただいて進めていただけると、清須市子ども・子育て支

援事業計画が３２年スタートに向けて来年度見直し強化の年になっておりますけども、こういっ

たことを議論というか、組み立てる予定はございますか。 

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） 

 新たな子ども・子育て支援事業計画につきましては、来年度、ニーズの調査のほうを行ってま

いります。そのニーズ調査の中で認定こども園のあり方など、保護者の就労形態などのいろんな

面を通じまして調査をさせていただきたいと思っておりますので、その中でニーズ量につきまし

て、市民の方が、今、望んでいる姿を的確に考え、把握をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 次、最後５番。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、⑤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） 

 ⑤の認定こども園の設置推進についてお答えいたします。 
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 認定こども園の設置推進については、平成３１年度に行う次期「こども・子育て支援事業計画」

の策定の中で、事前に行う保育ニーズ量調査結果を参考資料とします。 

 また、幼児教育無償化に伴う保護者ニーズの変動把握や公立保育園での受け入れ状況などを総

合的に判断し、「子ども・子育て審議会」で諮った上で検討してまいります。 

 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） 

 こども園の推進については、実は密接に民営化というキーワードとかかわってくるものであり

ます。ご存じだと思いますけども、公立保育園の民営化ということも視野に入って国が進めてい

ることでございます。 

 北名古屋では熊野町の薬師寺保育園を廃止をして統合します。運営は名古芸大が創設をしまし

た社会福祉法人が受けるという状況で決まっております。この統合民営化の折に、北名古屋市が

目的として抱えていらっしゃるのが、「公私連携協力によって保育の質の向上と地域の子育て家

庭への支援を拡充します」と書いております。目的として掲げていらっしゃるわけです。 

 清須市においては出生率が愛知県トップということで、これは大変喜ばしいことでもあります

し、その方々の顕在化して、潜在化している両方ニーズがあると思います。今、次長、ニーズと

言われましたが、これはニーズといってもなかなか言葉にならないニーズもあるでしょうし、こ

っちが誘導していかなきゃいけない部分もあって、その観点から国がフォローして施策を打って

組み立てているわけでございますし、その資格取得者も資格のとりやすいような、次の世代の人

材を用意しているわけであります。 

 こういういわゆるスピードに比べて、清須市はちょっと引いて、後ろのめりになっている気が

してならないので、あえて今回また質問させていただいたわけでございます。 

 また、東京の国立市というところがありまして、こちらは長野県の近郊のまちなんですが、保

育園で１３プラス４保育園があって、これは４が直営で１３が私立と。これプラス幼稚園は８園

あって、かなり待機児童が多かったですね。こういった状況になって、ほとんど民営化されてい

るので、とりあえず直営の保育園のうち１つを、今、民営化しようということで進めております。 

 これはなぜかというと、北名古屋の目的と同じでございまして、質の向上、それプラス人材と

財政の資源というのは限りがありますね、直営でやろうと思うと。そしたら、コストダウンを図
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って、民間資源を使うことで、より市民に対して質の高いサービスができるというのが１つ。 

 もう１つが、民営化されたときに、公の保育と必ず言われます。民営化することで質が落ちる

んじゃないかということで、どこも議論がここでとまってるわけですね。ところが国立市はそう

でなくて、公の保育園の役割をきちんと打ち立てをして、交流を図っているということをしてお

ります。これはこども園が本市に１つございます。さっき言った地域型というものができてきま

したが、こういったところとの保育士さんとかの交流とかいうことをやっていらっしゃるんです

か。情報交換とかどうでしょうか。 

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） 

 現在、民間保育所と保育士間等の交流については、現在行ってはおりません。 

 ただし、意見交流を実施することによって得られることも多くあると感じておりますので、今

後保育園間等で話させていただきまして、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） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 質の向上を見られるときには必ずそこには人が必要なわけで、ある程度たくさんの情報がある

中で、いろんな方の意見を聞いてみないと質というのが上がっていかないし、もっと言ったら、

職場の環境もよくなっていくことではないのかなということ。モチベーションも上がりますし、

今ちょうど中間のマネジャーになる方の募集を始められたということなんですけども、逆に言う

と、こういったマネジャークラスの方が少なくなっておったという認識で、要するに、次の園長

さんという形になりますね。すると、募集をしてちゃんと応募があるのかどうかというのはあえ

て聞きませんが、そういったことの問題には、絶対数が足りなくなってきていると、力として必

要な人材となってくると、なかなかそう、おいそれとしてはいかないと思いますので、しっかり

また進めていただきたい。 

 民営化というのがキーワードになると思います。今、申し上げたように、公には人材にも限り

があって、資源の中でも限りがありますので、北名古屋もこういった決断をされて進めておられ

ると思います。 
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 ことわざに、「鹿を追う者は山を見ず」とい言葉がありますけれども、昨日、今日、明日とい

うことも大事なんですけども、しっかり全体から見てですね、こども園等の保育園の民営化等々

が進めていけるように、来年度もそういった増園になりますのでね、ニーズが計画に反映できる

ように進めていただければと期待をするところでございます。 

 市長にお伺いをしますけれども、子育てと教育、これはまちづくりの根幹で、住みやすくて住

み続けたいまちという人気のあるまちというと変ですけども、ずっと住み続けたいまちが子育て

と教育がかなりしっかりしておるというのが周知の事実でございます。 

 今年度もさっき討論させてもらいましたけども、小学校にエアコンをつけていただく、他の長

寿命化計画もこれからどんどん進めていただく中で、出生率が愛知県一番に対して、未就学児の

教育ということに関して、もう少し前向きで、さっきも申し上げましたが、進んでいただきたい

なと、こうした形で女性も出てきている、お子様をもたれるお母さん方にも就労していただきた

いということを進めている世の中になっておりますので、全体感として何か市長にコメントをい

ただければと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 子育ての特に保育園と幼稚園のことでございますけども、数年前までは、子ども・子育て支援

法ができる前までは、本市の基本的な考え方は、保育園は公立でやるというのが数年前までは基

本的な考え方でした。ただ、今、法律が変わりまして、状況も変わりまして、保護者の皆さんの

考え方といいますか、もちろん就労の仕方も変わりましたし、お子さんを育てる考え方も変わっ

てみえまして、保育園なのか教育を含めた幼稚園なのか、認定こども園なのかという、いろんな

選択肢を求められるようになりました。 

 その中で、清須は人口の割に公立の保育園と幼稚園を１４園持っておるんですけども、多分、

同じ規模の市で公立で持っておるところはないと思ってますけども、前のような公立保育園・幼

稚園で全て市が子育てを賄いますという時代は終わったというふうに思っておりまして、認定こ

ども園も誘致をいたしましたし、また、新たに、再来年にはもう１つ認定こども園が増えます。

そして、今年は小規模保育園も誘致をしておるところでございまして、どういう保護者の方がど

ういう子育てをしたいかということに十分応えれるように、せっかく清須で子どもさんを生んで

いただいて、育てていきたいという方が多分増えとるというのはそういうことだと思うんですけ
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ども、そういう親御さんたちに応えるように、しっかりと子育てについては取り組んでいきたい

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） 

 以上で、飛永議員の質問を終わります。 

 ここで、３時ちょうどまで休憩といたします。 

（ 時に午後 ２時４３分 休憩 ） 

（ 時に午後 ３時００分 再開 ） 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 休憩前に引き続き、議会を開きます。 

 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得ましたので、通告に基づ

きまして一般質問させていただきます。 

 私の質問は、災害に強いまちづくりへのさらなる取り組みについてであります。 

 本年の日本列島は４つの大きな連続災害に見舞われ、特に、７月の西日本豪雨と９月の北海道

胆振東部地震では多くの尊い人命が失われました。この４つの災害は、それぞれ私たちに多くの

教訓を残しました。 

 まず、６月の大阪北部地震では、Ｍ６．１という小さな規模の地震であったにもかかわらず、

道路・鉄道ネットワークの長期不全、生活物資不足、インバウンドへの情報提供の失敗、社会イ

ンフラの脆弱化と耐震化の後の復旧戦略の欠如が指摘をされました。多くの人が列車やエレベー

ターに閉じ込められ、高速道路の通行止め、一般道路の大渋滞の映像はまだ記憶に新しいところ

です。 

 そして、甚大な被害をもたらした西日本豪雨では多くの高齢者の方が亡くなり、人的被害を減

らすには避難行動要支援者の指定避難所への早期避難が必須であること、災害情報だけでは早期

避難は無理で、日常的な避難訓練への参加、危機意識が必要であることが浮き彫りとなりました。 

 続く台風２１号は、暴風による被害を私たちにまざまざと見せつけました。近年は豪雨災害が
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多かったため、風に対する注意喚起が少なく、本市内におきましても多くの住宅や施設が被害を

受けました。 

 そして、北海道胆振東部地震では北海道全域でブラックアウトとなり、改めて電力の重要性が

認識されました。 

 「災害に強いまちづくり」は本市においても最重要施策の一つとして取り組まれ、特に、治水

対策や公共施設の耐震化などハード面の整備が進められ、大きな成果が上がっていることは大い

に評価するものであります。 

 しかしながら、西日本の豪雨被害を見ても、自助、共助のあり方、受援体制の不備など、本市

においても課題として残っている共通のものがあります。「災害に強いまちづくり」はすなわち

「災害に強い地域づくり、ひとづくり」ではないでしょうか。地域づくりの主役は住民です。そ

れを強力にサポートしていく使命が自治体にはあると思います。 

 そこで、かねてより私を含め多くの議員が質問をし、要望をしてきた事項について、進捗状況

と現況について、以下、再度お尋ねをいたします。 

 ①災害時受援計画の策定状況 

 ②地区防災計画の策定推進 

 ③小学校区での防災、減災へ向けた仕組みづくりについて 

 ④２４時間使用できるＡＥＤの設置状況と、公共施設の屋外設置への取り組み 

 以上、ご答弁のほど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、後藤です。 

 それでは、まず、①のご質問についてお答えをいたします。 

 災害時受援計画については、愛知県が平成２８年７月に、「南海トラフ地震における愛知県広

域受援計画」を策定しました。この計画の中で、各市町村の災害対策本部の初動対応などが定め

られているところであります。 

 現段階では、清須市の災害時受援計画を策定する予定はございませんが、簡易版である「受援

マニュアル」については、市の地域防災計画と業務継続計画（ＢＣＰ）を下支えするものであり

ますので、策定に向けて調査・研究してまいりたいと考えております。 
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 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 比較的前向きなご答弁、ありがとうございます。 

 受援計画なんですけれども、後藤課長はよくご存じだと思いますけれども、平成２８年４月に

熊本地震が発生しまして、この地震を受けての課題の中で、さまざまな課題が出てきたんですが、

その中で、熊本の地震のところですけれども、都道府県からの短期の職員の派遣は延べ４万６千

８２７人、そして民間団体からの短期派遣１万４千４００人と、これは、ある時点での話ですけ

ども、本当にこのときの災害の対応に果たした役割はものすごく大きいものがあったと言われて

おります。 

 その一方で、広域的な応援をするほうと受援の熊本市の中に具体的な運用の方法ですとか、役

割の分担というのがまだまだ確立していないということで、この応援の受け入れに当たって、県

と市町村の役割の分担を明確でなかったら本当に多くの混乱が見られたと聞いております。これ

は実は東日本のころから言われていたんですけれども、本年の大阪の地震、また豪雨災害でも受

援計画がなかったばかりに非常に混乱をしたと、このように聞いております。 

 今、マニュアルはつくっていただけるようなんですが、このような熊本地震のこうした経過を

受けて、こうした指摘があるわけですけれども、まず、どのように感想を持たれますでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 まず、受援計画の関係でございますが、マニュアルを前向きに策定し、研究をしていきたいと

いうふうにご答弁差し上げております。 

 このマニュアルの大きな柱となるのが３本ございます。 

 １つが受援体制の整備、もう１つが人的支援の受け入れ、最後に業務資源の受け入れ、この

３点が大きな柱となって、このマニュアルというのが作成されます。 

 今回、マニュアルづくりをしていくに当たって、どのようなものになるのかということは全く

手探り状態でございましたので、たまたま愛知県の職員が、昨年、熊本県へ１年、災害派遣とい

うことで派遣をされておりました。その職員が熊本県の市町村に対して、受援マニュアルのひな
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形を熊本に残してきましたということで、そのマニュアルを実は見せていただきました。それで

今の３本の柱というのが非常に大事であるということでございます。 

 先ほど議員ご指摘のございました、まず受援体制というのはどうしても人の受け入れもそうな

んですけども、どういうふうに人やものを受け入れるのかという、その専門的な案をつくる必要

性、それから関係機関との連絡をとれる人をそこにまず置いていく必要があると。 

 ２つ目の柱であります人的支援の受け入れにつきましては、これは人的な派遣は各市町。確か

にいっぱいしていただきます。ただ、受け入れる際に、どのような業務に対してそういう人を張

りつけるのか。それから、業務別にどういうふうに進めていくのか。これはＢＣＰに基づくもの

ではございますが、受援マニュアルの中で、ある程度、こういう業務にこういう人を張りつけて

いくんだという必要性が非常にあるということで、２本目の柱となっております。 

 ３つ目、業務資源の受け入れということで、これも熊本地震がプッシュ型と言われる、国が直

接被災地の要望を聞かずに、ある程度の資源を投入するというやり方が功を奏したというやり方

でございました。 

 ただ、受け入れるほうとしては、受け入れて、その後、どのようにお配りするのか、被災者に

どのようにお渡しするのかという計画がなかったということで、それもマニュアル的にいわゆる

業務資源、こういうものはこういうふうに整理していくんだよというものや調達先の確保、これ

はプッシュ型の場合ですと特に必要ないんですけども、プッシュ型で来たものをどのように選別

し、どのように避難所、いわゆる避難者にお届けするかというのがマニュアルを策定していく必

要があるであろうということでございます。 

 議員ご指摘のとおり、そういう検証というのは非常に大事でございまして、今回、熊本地震で

受援マニュアルというのが大きく見直されてきたというところでございます。我々のほうといた

しましても、地域防災計画の２８年度の見直し、２９年度には業務継続計画のほうも策定いたし

ました。今、それを動かすマニュアルづくりということを１つやっておるんですけども、今度は

被災者になった場合に受け入れるマニュアルというのも非常に大事であるということの認識は新

たにしてお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） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 
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 ほぼ内閣府のほうから出ているようなガイドラインと同じような考え方でもってマニュアルを

つくっていただけるということで、非常に大変な作業にはなるかと思うんですけれども、いつ大

きな災害が来るかわかりませんので、しっかりとこのマニュアルづくりに取り組んでいただきた

いと思います。 

 災害時はどんなに被害の規模が小さくても、自治体の通常業務の範囲、また量を超えて生じる

新たな業務への対応が必要となっております。先ほどのＢＣＰのお話があったんですけれども、

まず、先ほどいろいろなもの・ひと、それから、もの・ひと以外にも実は施設ですとか、そうい

ったところに関しても、エネルギー、熱源ですが、そういうこともいろいろあるんですけれども、

まず、ＢＣＰで業務というものを各それぞれを見ていただきまして、その中で非常時にどのぐら

いの業務でどのぐらい人が足りないかと、こういうことが見えてくるのかなと思います。 

 それから、各備蓄品ですとか、今の施設を使えるか使えないとか、こういうところの資源とい

うふうにこのガイドラインが呼んでいるんですけども、まずは資源の量と非常時にどのぐらい資

源が必要なのかという、この資源量を把握しておくことが非常に平時から大事であると、先ほど

そういうお話があったんですけども、各部署によって違いますので、まとめるのは大変だと思う

んですが、この辺を考えていらっしゃるんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 先ほど申しましたＢＣＰをつくっただけでは動きませんので、いわゆるＢＣＰを動かすマニュ

アルというのが必要になってくると思います。それにつきましては、昨年度からＢＣＰ計画策定

に当たりまして、そういうマニュアルが必要であるということを各部局単位で訓練等をさせてい

ただいておるところでございます。 

 マニュアルにつきましても、各部局等で作成ができるようにということで、今、動いておると

ころでございますので、これにつきましても早急につくりたいと思っておるんですが、なかなか

部局ごとでやることをまとめることというのがいろいろございますので、そちらにつきましては、

今、前向きに進めておるということでご理解いただければと思います。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 
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１２番議員（林 真子君） 

 今、受援体制というお話があったんですけども、これは受援の受援班ですとか、受援の専門家、

係を置くということの認識でよかったでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 どちらかというと、地震を中心になってくるマニュアルだと思います。現状では、初動配備を

するに当たって、第１非常配備から第３非常配備までのフレーズが地域防災計画の中ではうたわ

れております。 

 ただ、現状では、実は第２非常配備から第３非常配備に移るに当たっての移り置きですとかタ

イミング、そこのところで実はまだ検証がされてないところがございます。その中で今の受援マ

ニュアルをつくったときに、本当にその受援班というのを立ち上げることができるのかどうかと

いうのはまだまだこれからだと思っております。ですので、これにつきましても、受援マニュア

ルを策定するに当たっては、何度も繰り返しますが、調査や研究、また勉強が必要になると思い

ます。ですので、そちらにつきましては、今後進めていきたいというふうに考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 何度も繰り返して申しわけないんですが、ガイドラインの中でも受援体制、受援の計画をつく

っていく中で、こうした専門の受援班をつくることが非常に大事だと繰り返しポイントとして出

てきますので、これは全体を見るところが要るということだと思うんですね。 

 例えば、土木に何人か人が来ていますと。じゃあ、検討チームなりが来ていますと。その全体

がわからないと、それぞれがやり合うんですね。例えば、土木が県とやってます。こっちもやっ

てます。でも、全体で限りある資源をどう配分していくかということをやるときに、お互い報告

をしてもらって助言をするとか、そういうところが必ず必要になるとこの本に書いてありますの

で、これも過去の災害のときの経験から出た話だと思いますので、念頭に置いていただきながら、

人が足りないというところから始まることなんですけれども、受援班に応援に来た人を入れちゃ
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いけないこともないわけですから、そういうところも含めた人の活用ということを、どこが足り

ないということのフェーズであると思うんですけども、そこをしっかりと平時に考えておいてい

ただきたいなと思います。 

 今、特に人の話をさせていただいたんですけれども、先般も男女共同参画の講演会で女性講師

の方がおっしゃっていたんですけれども、せっかく専門のスキルを持った応援の人が入ってきて

も、受け入れ体制のほうがバタバタで十分じゃなくて、とりあえず避難所の運営に行ってくださ

いよって、こういうことがあった。これが受援の中で応援してくださるカテゴリの中でいくと、

避難所の運営でも、一般事務所というところですね、そうじゃなくて、本当はもっとそこの生か

す場所があったのに、そこができていなかったのでそういうことになってしまったってありまし

た。 

 これはまさしく熊本地震のときにもあったんですけども、益城町って最も被害の大きかったと

ころですけれども、ここも災害業務に卓越した専門知識を有した職員を交通整理、また清掃業務

に従事させたと。これが益城町が発災後８か月間の応急対応を検証したときの報告書の一部にこ

ういうことがありましたので、過去のこういう検証結果がありますので、その辺をしっかりと留

意していただいて、人の応援・受援に関しては特にしっかりとＢＣＰの次の計画マニュアルとし

て取り組んでいただきたいなと思います。 

 そして、もう１点ですけれども、以前も他の議員からも質問が出ていたんですけども、受援計

画に直接は関係ないんですけれども、訓練ですよね。例えば、支援物資の受け入れに係るところ

の訓練。これはいろんなところと公も民間も協定を結んでますわね。こういったところと一緒に

物資に係る受援体制の実際的な訓練とか話し合い、こういうことをしてくださいよ、こういう要

望が出ていたと思うんですけど、これはその後、何か進捗はありますでしょうか、この訓練につ

いて。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 災害物流拠点に対する災害物流の訓練なんですけども、こちらは単独でやるということがなか

なか難しいもんですから、愛知県と一緒にやりたいというのは、これは前にもご答弁差し上げた

と思います。 

 実は、今年度も手を挙げさせていただいたんですけども、済みません、選のほうで漏れまして、
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今度１１日の日に愛知県が大府市と半田市のほうで災害物流訓練を行います。うちの職員も見学

のみになるんですけれども、参加させようというふうに思っております。以前にもキリンビール

さんのほうに場所を提供していただきたいという協定を結ばさせていただいておりますので、当

然、そのような訓練をやるときには、その場所を使ってやりたいというふうな思いをずっと持っ

ております。キリンビールさんのほうにはお話をさせていただいて、快諾はいただいたところな

んですけれども、少々お金のかかるところでも出てきますので、できれば愛知県と協働でやりた

いというふうに考えを持っております。 

 来年度以降も県のほうは実施していく予定をしておりますので、うちのほうとしては、これは

本当に毎年手を挙げております。できれば、もしその線にひっかかるようであるならば、もう一

度、キリンビールさんのほうにお話をして、場所の提供なり、どうしても普段の業務があります

ので、その辺のところも考慮しながら、お願いできるかどうかということを進めていきたいとい

うふうに考えております。 

 また、リフトですとかパレットの確認というのは一度確認させていただいたこともございます

が、ただ、実際にはそれを使うオペレーターさんは用意できるかできないかということは前々か

らの懸案であります。こちらのほうは覚書等を結ばさせてもらった市内のトラック業者さんとオ

ペレーターの話というのは常々させていただいておるんですけれども、リフトを使うオペレータ

ーまでと言われるという疑問符がちょっとつくということであります。だから、その辺のところ

を、今後そういう訓練をやっていく中で必要になっていくんじゃないかなと。 

 今回１１日の日にやられるものを一度うちの職員が見てきて、どのような感想を持つかという

ことがありますので、その辺につきましては前向きに本当に考えていくということでご理解いた

だければなと思います。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 訓練は大事ですので、ぜひ懲りずにエントリーしていただいて、ぜひ行っていただきたいと思

います。 

 この受援力ですね、災害時の受援力を高めるということが支援する側の力を最大限に発揮する

ことにつながります。今、ガイドラインですとか他の自治体、また愛知県の計画を見ていただい
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て、本市においても災害時に混乱なく支援を受け入れ、住民の皆様の命を守り、被災からの一日

も早い復旧・復興が果たせるように、今のマニュアルづくりから計画までぜひ進めていただきた

いと再度お願いをしておきたいと思います。 

 では、次、お願いします。 

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をいたします。 

 平成２５年６月に災害対策基本法が改正され、自助及び共助に関する規定が追加された上、平

成２６年４月に「地区防災計画制度」が創設されました。 

 本市では共助の強化のため、自主防災会のブロック化を推進してまいりました。そんな中で、

自主防災会の組織のあり方について規約の策定を行っていただきました。その規約の中で「防災

行動計画」を策定することとなっています。これは、災害発生時における防災組織の編成や任務

分担に関することなど、多くの必要事項を決めることとなっております。これは、「地区防災計

画」の基礎となるものと考えております。 

 「地区防災計画」については、内閣府が普及のために全国でモデル事業を展開しておるところ

でありますが、全国調査の結果では、１割未満の市区町村でしか計画の策定が進んでいないとい

うことでございます。 

 本市では、自主防災会には規約に基づく「防災行動計画」の策定を推進しているところであり

ますが、現在は、行動計画の中の個別事業である地域ハザードマップの作成及び自主防災訓練を

優先して実施していただいておるところでございます。 

 今後につきましては、地域で具体的に行動を起こせる施策や地域に眠っているマンパワーの発

掘など「防災行動計画」策定に向け、自助や共助の支援を出前講座などで、より一層推進できる

よう啓発に努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） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 以前もこの地区防災行動計画があるよというお話をいただいて、これも見させていただいて、
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しっかりしたものがいろんなことが網羅された計画案、これが多分、市のほうから示されたと思

うんですけども、非常にしっかりしたものができていると思います。 

 ただ、私、いろんな住民の皆さんにお話ししますと、この存在すら知らない方ばっかりで、そ

ういうのはあるのって、どこにあるんだろうっていうお話が多いんですね。この計画の存在すら、

皆さんほとんどの方が知らないと思うんですよね。そういうことについてどういうふうに思われ

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） 

 そのようなことが起きておるということは、少なからず把握をしておるところでございます。 

 我々といたしましても、規約の啓発等につきましては、今年度も実施させていただいておりま

す地域防災リーダー養成講座の中でもありました防災シンポジウム、こちらのほうなんかでも、

啓発のほうはさせていただいております。皆さん、防災の訓練も来ていただければなということ

で、広報紙などでも避難準備の関係ですとか、避難勧告の関係等も啓発をさせていただいておる

ところでございますが、なかなか全市民の方に行き渡っておるということは確かに言いがたいと

ころがございます。 

 ただ、これにつきましても、一遍に何か解決できるような特効薬というのはないというふうに

考えております。我々も日ごろの地道な活動と自主防災会のよる普及、自主防災会の活動に照ら

して何かをしていきながら、地道ではありますが、一歩一歩やっていきたいなというふうに考え

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） 

 いろいろしっかり地道にやっておられることは存じておりますけれども、違う角度からなんで

すけども、この行動計画の中には、ある場合には避難所への誘導ですとか、避難の声かけとか、

そういうことをいろいろ書いてあります。現実に今年も台風で何度かこういう自主避難所も開か

れましたし、準備情報も出たりしたわけですけれども、現実にこの計画に基づいて各地区という

か、ブロックというか、動いたのかどうか、そういうような検証はされたことはありますでしょ
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うか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 そのような検証というのは過去にしたことはないです。 

 ただ、自主防災会の本部長さんですとか市政推進委員さんになるんですね。例えば、避難準備

広報等を出す場合には、市政推進委員さんには事前に電話連絡をした上で、市内の防災行政無線

やメールなどで周知をしておるところでございます。 

 ただ、それだけだと何をしていいかわからないというお言葉をいただきましたので、今年度か

ら４月に行う市政推進委員会議と６月に行う本部長会議のこのような連絡があったときにこうい

うような行動をしていただきたいというような資料を１枚おつけさせていただいて、ご説明をさ

せていただきました。これは本年度からやらさせていただいています。ですので、今回の避難準

備情報が出たことで、ある程度、地元でそういうお声かけがあったというお声は聞いております。 

 ただ、お声かけはしたんだけども、なかなか避難をしていただけないというのが現状であるよ

うでございます。ですので、危険が迫る前に避難準備情報等はお出ししておりますので、できれ

ば声かけがあったときに市民の方々が避難できるように、今後ともいろんな機会をとらえまして

お話をさせていただければな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） 

 いろいろな地域の防災リーダーさんの講座なんかやっていただいていまして、随分意識が変わ

っているなというのを感じました。今年は本当に皆さん、名簿に基づいて電話をされたり、訪問

もしてお声かけされている姿を見て、非常に効果が上がっているなということを感じました。 

 ただ、名簿がこれどうなのという、こちらじゃないかもしれませんけど、名簿がありました。

データがちゃんとしてないというか、せっかく張り切ってお声かけしたんですけれども、実はも

う施設に入っているよとか、もう住んでないとか、そういうことがありましたので、連携してい

ただきながら、せっかく避難準備でしっかりとやっていただくわけですので、この名簿の件もち

ゃんとしていただきたいと思います。 
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 そして、話は戻りますけれども、この防災行動計画はちゃんとしたものがありますので、これ

を実効性のあるものというか、生きたものにしていくために、一度これをもとに、まずは地区の

役員さんでもいいですので、話し合うことが大事だと思うんですね。こういう形態であるけれど

も、年度初めでいいんですけども、どうなんだろうと。いざというときにどういうふうに行動し

たらどうだろうということで修正をしながら、その地域の人たちの自分のものにしていかないと

いけないのかなということを感じましたので、それがすなわち私は地区防災計画につながってい

くと思いますので、今後もう少しそこにかかわっていただきながら、走りデータとして入ってい

ただいていいですので、ぜひ、この防災行動計画を実効性のあるものとするように働きかけをし

ていただきたいなということをお願いしておきます。 

 次、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し、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のご質問についてお答えをいたします。 

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

えております。まずは、複数のブロックで、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、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、横の連携をとり

ながら訓練が実施できるような体制づくりに努め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） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 前回も同じようにご答弁いただいたんですけども、全国でいろんな地域を調べてみますと、小

学校区、中学校区のところもあるかもしれませんが、学区というところでこういう訓練をされて

いるところが多いなということを感じましたので、現在、本市では、ほぼ各ブロックで一生懸命

やっていただいているんですけれども、ちょっと見させていただくと、かなり内容に差があるも

んですから、しかもマンネリ化してきているところもありますし、余りにも差がありますので、

これでいいんだろうかというのを少し感じました。これをその上の学区に持っていくことによっ
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て、お互いが刺激になりますし、こういう訓練があるんだなということになるんじゃないかなと

思いまして、また、あえてこの質問をさせていただいたんです。 

 それと、もう１つは、後藤課長、防災行政ということで、行政のほうもあるんですけども、私

は、今、先ほど来、少子化の話ですとか、清須市は子ども増えているんだよとか、こうした話が

あったんですけども、私が見る限り、今、子どもたちの数は減ってきていまして、その地区によ

っては子ども会が運営できなくなるというようなところが見られるんですね。それは大人の都合

ですとか、いろんなことがあるんですけれども、私は、ひとしく子どもたちには同じように楽し

いそういう経験をさせてあげたいなと思いますので、ブロックなり町内会で子どもたちを見てい

くようなことが厳しくなってきているのかなと思いましたので、この防災に限らず、学区という

小学校を中心に子どもたちとその親たちと、あるいは家族と一緒になって地域づくりをしていく

という学区という、校区というのもありますけど、そういう視点も大事なんじゃないかなと思い

ましたので、防災に限らず、こういうことをお話しさせていただきました。 

 これは市長にお聞きしたいんですけども、今、合併から１３年たちました。今の新しく来られ

た方ですとか、これから巣立つ子どもたちは旧春日とか旧西枇杷島とか旧新川という感覚はなく

なってくると思うんですね。残るのは、私、星の宮とか、私、新川とか、そういうふうな時代に

なってきますので、本市は合併がありますので、旧町単位というものが根強く残っているんです

が、もうこのあたりから学区というもので、学校を地域で守っていくというか、学校と連携しな

がらつくっていく地域づくりという視点も私はこれから大事になってくるんじゃないかな。それ

ぐらい学区でリーダーさん、学区長といいますかね、そういう存在もこれから必要になっていく

んじゃないかなと、このように思うんですけども、どうでしょうか。もし、ご感想があれば。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 多分、随分時間がかかるんではないかなということは考えとしては持っております。今、議員

おっしゃいましたように、子どもさんは、旧何々町という感覚はほとんどないと思うんですけど

も、それを引っ張る地区のリーダーの方々はどうしても旧春日とか旧新川とかですね、そういう

思いがある方がおみえになりますので、そういう子どもさんが成長されて大きくなられたときに

そういう姿になってくるんではないかなというふうには思っています。 

 今の小学校区の防災のご質問については、課長が申し上げたとおり、どうしてもブロックで、
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今、進めておりますので、恐らく万が一、災害に遭ったときに、避難所を運営する場合は、恐ら

く学校ごとになるわけでございますけども、その中ではそのブロックの長の皆さんが協力し合い

ながら、避難所を運営していただくという方法が一番いい方法だと思っておりますので、それも

含めて、まずはブロックでしっかり取り組めるように頑張っていき、そして、その後に学区とい

うふうに進めていければなというふうに思っております。 

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した。よろしくお願いします。 

 次、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、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、④についてお答えをいたします。 

 ２４時間使用できるＡＥＤの設置状況につきましては、民間の状況は届け出義務がございませ

んので把握はしておりませんが、公共施設では庁舎の駐車場スロープ下に１台設置をしてござい

ます。 

 また、西消防署や西枇杷島警察署に設置してあるＡＥＤは、２４時間使用することができるこ

とを確認しております。 

 ２４時間ＡＥＤが使用できる整備体制づくり、これも大切ではございますが、まずＡＥＤを使

用することができるように、市民への普通救命訓練等への参加を啓発することが大切であると、

これも考えておりますので、今後も普及・啓発に取り組んでまいりたいと思っております。 

 公共施設のＡＥＤの屋外設置につきましては、県内市町の一部の公共施設で設置したことを確

認はしておりますが、公共施設等に設置してあるＡＥＤの本来の意義につきましては、施設利用

者や来場者の方の救急救命を目的としております。 

 また、公共施設に屋外設置している市町では、２４時間稼動の消防本部が管理しているところ

が多く、本市とは状況が違います。で、ありますので、引き続きＡＥＤの設置状況、本市の状況

に応じた設置に関するコストや管理方法などを調査・研究していきたいというふうに考えており

ます。 
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 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 以前もお話、これ３回目なんですけれども、前回のときも私、まずはＡＥＤのマップづくりは

大事じゃないですかという話をさせていただいたんですね。登録制じゃないのでわからない。で

も、愛知県のＡＥＤのマップが落としたのがある程度ありますので、今後それに少し調査を加え

ればＡＥＤのマップはできると思いますので、これを考えていただきたいです。 

 そして、もう１つ、２４時間どうのこうのといいますのは、明らかに夜中に心疾患ですとか心

停止が多いというようなことがありますので、お話しさせていただきました。 

 そして、もう１つ、屋外にも設置していただいてやってますけれども、江南市は２０１６年に

交番に貸し出しているんですね。市のＡＥＤを交番に。交番でしたら大丈夫ですので、そういう

こともやってます。そして、主にいろんなところで、小・中学校の屋外に設置しております。こ

うしたいろんな工夫をすれば、２４時間使えるＡＥＤというのが増えてくると思いますので、最

後にもう一回、その辺についてご見解をお聞きしたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 まず、交番につきましてでございます。こちらは、まず現状のことをお伝えいたしますと、ま

ず西枇杷島の警察署に確認しましたら、各交番にはＡＥＤのほうは設置はしていないということ

であります。今後も警察単独では設置する予定はないというふうに伺っております。 

 確かに、議員おっしゃられるように、交番というところは２４時間、人の出入りができるとこ

ろでありますので、ＡＥＤの必要性を考えた中で、必要であるならば、そういう検討というのは

していく必要はあるであろうと思います。 

 市内のマップ、県のＡＥＤマップのことをおっしゃってみえると思うんですけど、あれを見ま

した。ここのところ更新されていないと。ほとんどが公共施設の分しか載ってませんでしたので、

あとは、私が知る限りでも結構なスーパー等にはＡＥＤは設置しております。ただ、これは屋外

にあるかと言われるとそうではございませんが、今後、私、期待なんですけども、企業やコンビ

ニ等の社会貢献事業としてこういう救急訓練の道具を設置していただくことというのが増えてく
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るんではなかろうかということで、そちらの期待を込めました上で、今後の普及については進め

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。 

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。 

 先ほど救命講習がっておっしゃいましたけれども、私、そもそもこの講習を受けた方に、使え

るＡＥＤどこにあるのと聞かれたところから始まっていますので、話が逆なんかじゃないかなと

思いましたので、今後もいろいろ何回も私もできれば言い続けようと思いますけれども、ぜひ、

市長笑っておられますけども、ぜひまた前向きに検討をお願いしたいと思います。 

 以上です。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。 

 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。 

 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。 

 皆様には大変お疲れのところとは存じますが、いましばらくおつき合いのほどよろしくお願い

いたします。 

 まず、１点目でございます。ブロック塀の安全対策。 

 ７月の大阪北部地震で小学校のブロック塀が倒壊し、通学途中の児童が死亡する痛ましい事故

がありました。それを受け、国を挙げてブロック塀の安全対策に対する取り組みが緊急に行われ

ました。 

 文部科学省が行った緊急調査では、安全性に問題のある危険なブロック塀を保有する学校施設

は全国に１万２千校以上もあることが判明をいたしました。本市も事故を受けて、直ちに学校施

設や公共施設の危険なブロック塀の調査を実施され、対策を講じられたことは認識をしていると
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ころであります。 

 また、通学路を始めとする一般道路周辺の危険なブロック塀の安全対策の強化も重要です。早

速、本市として、先の９月議会で「民間ブロック塀等撤去費」２００万円の補正予算を計上され

たことは、大いに評価するところであります。 

 ブロック塀の中には設置されてから長期間が経過しているものも少なくありません。現在の耐

震基準に合っているかどうか、いま一度再確認を急がなければなりません。もし、不適合であっ

たり劣化が進んでいれば、災害時のケガの原因となったり、最悪の場合は人命を奪う凶器ともな

ります。また、避難や救助活動の妨げにもなりかねません。 

 そのような中、倒壊のおそれのある塀の所有者に対して、その危険性を伝えるのは自治体の責

務でもあります。法律で定められた点検ポイントを所有者に理解をしてもらい、耐震診断の実施

を促す取り組みも進めるべきと考えます。子どもはもちろん、大人の命を守るためにもブロック

塀の安全対策の強化が急がれています。 

 そこで、以下お尋ねいたします。 

 ①学校施設及び公共施設、通学路の現況について 

 ②民間ブロック塀等撤去費補助金の推進・現況について 

 ③今後の取り組みについて 

 大きな２番目として、備える～防災。 

 ①マンホールトイレの設置 

 大きな災害が発生すると、停電、断水、給水設備の損壊、汚水処理施設・設備の機能停止など

により水洗トイレは使用できなくなることが多くあります。過去の災害では、水が出ないトイレ

はあっという間に汚物の山となりました。一度に多くの人が寝食をともにする避難所はトイレの

問題が深刻です。排せつは誰もが我慢することのできない生理現象です。トイレが不衛生で不快

な場合やトイレが遠い、寒い、暗い、怖いなど、使い勝手が悪いとトイレに行く回数を減らすた

め、水分や食事を控えてしまいがちです。その結果、脱水症状や慢性疾患が悪化するなどして体

調を崩し、エコノミークラス症候群や脳梗塞、心筋梗塞で震災関連死を引き起こすことにもなり

ます。 

 阪神・淡路大震災では約９００人が震災関連死と認定され、うち３割程度が水分や食事をとら

ないために血液の流れが悪くなり、心臓に負担をかけて体調を崩したとも考えられると言われて

います。先の東日本大震災でも「断水でトイレを心配し、水分を控えた」と同じような事例が紹
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介されています。このようなことから災害時における快適なトイレ環境を整備することは命にか

かわる重要な課題と認識いたします。 

 災害用トイレにはさまざまなタイプがあり、大きく分類すると、①携帯トイレ・簡易トイレ、

②マンホールトイレ、③仮設トイレの３タイプです。それぞれ発災後に必要ですが、マンホール

トイレはよそから調達することなく迅速に組み立て可能であり、日常使用している水洗トイレに

近い環境が確保できる利点があります。地域防災計画にも「避難所における良好な生活環境の確

保に向けた取り組み指針」に要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとあります。現在、

市として平成２９年度に西枇杷島小学校にマンホールトイレが設置されましたが、他の避難所施

設にも設置が急がれます。今後の設置計画、整備の予定等についてお尋ねをいたします。 

 ②液体ミルクの備蓄 

 お湯の確保が難しい被災地での活用が期待をされる「乳児用液体ミルク」の国内製造・販売が

この８月に解禁をされました。災害時の備蓄や子育ての負担の軽減に活用できるとして、普及を

求める声が大きくなっています。 

 熊本地震の発生時には、フィンランドから救援物資として液体ミルクが届けられ、お母さんた

ちに大変喜ばれ注目を集めました。また、東京都は液体ミルクを災害時に調達するため、流通大

手と協定を結び、海外から緊急輸入する体制を整えています。先の西日本豪雨、また北海道胆振

東部の被災地にもこの協定を活かして、東京都から岡山県倉敷市や愛媛県、北海道に液体ミルク

が提供されたそうです。 

 液体ミルクは乳児に必要な栄養が含まれており、常温で半年程度保存でき、ふたをあけて吸い

口を装着すればすぐに飲めます。これまでの粉ミルクと違い、沸騰させたお湯に溶かして冷やす

手間がないため乳児を持つ親にとって手軽で安心です。市として今後、「液体ミルク」の備蓄が

必要と考えますが、お考えをお尋ねいたします。 

 大きな３つ目として、子育て応援～祖父母手帳の作成。 

 「子どもたちが健やかに育ってほしい、幸せになってほしい」と祖父母世代や親たちのさまざ

まな愛情に包まれて生まれた祖父母手帳。我が家の、同居・近居の、また地域の方々の「孫育て」

（イクジー・イクバーバ）のお役に立っていると全国的にも好評で普及しつつあります。 

 子育ての考え方は昔と今では大きく変化しています。昔は「抱っこ」は抱き癖がつくのでよく

ないと言われたものですが、今「抱っこ」は大切なスキンシップであるとの考え方が一般的にな

っています。 
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 この手帳作成の背景には、両親だけでなく祖父母にも孫の育児（子育て）に積極的にかかわっ

てほしい、また、現在の育児法を祖父母にも学んでもらいたい、２世代のジェネレーションギャ

ップをなくしたい、祖父母手帳を通じて話をすることで父母との関係を円滑にしたいなど、そし

て何よりも、少しでも育児不安が解消でき、子育てが楽しくなってほしいとの思いがあります。

さらに、地域には、豊かな人生経験を持つ祖父母年代も多く、地域の「孫育て」を通して社会に

かかわることが地域貢献となるだけでなく、やりがいや充実感をもたらします。 

 県内の瀬戸市では「ここが変わった！子育て事情」などの内容で「せとっ子すくすくサポート」

を平成２８年に作成、配布しており、祖父母にも両親にも大変喜ばれているそうです。また、さ

いたま市も増刷するほど好評とのことです。 

 幸いにも、本市は出世率が県内でトップと大変に喜ばしく、３世代同居や近居の方も多いので

はと思います。また反対に、周囲に知り合いもなく孤立して子育てしているお母さんも少なくあ

りません。少子化対策の面からも「清須市で子育てしたい」両親のためにも、子育て応援～祖父

母手帳の作成を提案しますが、当局のお考えをお尋ねいたします。 

 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） 

 ①についてお答えをさせていただきます。 

 大阪府北部地震によるブロック塀倒壊の原因で小学校の女児が亡くなった事故を受けまして本

市も調査しましたところ、市内全ての小中学校におきましては、建築基準法施行令に該当する塀

はありませんでした。 

 しかし、建築基準法施行令に該当しない万代塀が新川中学校敷地内北側の県営住宅敷地との境

界にありますので、今回の国からの平成３０年度第１次補正予算で、学校施設におけるブロック

塀等の改修に特化いたしました臨時特例交付金が創設されましたので、これを活用し万代塀の撤

去を行い、早期安全確保する予定となっています。 

 その他の公共施設につきましては、清洲市民センターと星の宮保育園にブロック塀が設置され

ていましたが、既に撤去をいたしました。そして、通学路につきましては、午前中にも説明させ

ていただきましたように、７月までに全ての学校にて通学路沿線のブロック塀等の安全点検を子

どもと一緒に通学団担当教員が実施いたしました。その結果、危険性があるブロック塀につきま
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しては、場所を特定して、登下校時に近づかないよう子どもに指導したり、通学路を一部変更し

たりして登下校時の安全確保をしております。 

 今後におきましても定期的に防災・交通安全・防犯面を重点に置き、通学路の安全点検を実施

する予定でございます。 

 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） 

 ご答弁ありがとうございます。このことにつきましては午前中もございましたが、一、二点お

尋ねいたします。 

 点検しましたよと。何か所か通学路変更したよとか、危険箇所があったよとおっしゃったんで

すが、その箇所の数を教えてください。 

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） 

 小学校８校に対しまして通学路、また中学校４校について通学路に対しまして、１学校区につ

いて十数か所から２０か所ぐらいそういった組積づくりにおけるブロック塀、そして補強コンク

リートブロック塀につきまして、クラックとかひび割れ、そういったところを確認させていただ

きましたので、そういった数がございました。 

 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） 

 先ほどの通学路変更は何か所か。 

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） 

 今のところ１か所変更させていただきました。 

 以上でございます。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 それで、今のことは保護者の方には周知なりお知らせはされましたか。 

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） 

 当然、通学路を変更する前に、通学路の通っているお子様の保護者の方に事前に手紙でご案内、

周知をしております。 

 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） 

 それは危険箇所の件はどうですか。 

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） 

 特にそういった保護者に対します通知文はないんですけども、まずもって子どもたちに、通学

時における登下校について、危険であろうといった箇所について何度も繰り返し子どもたちに指

導しているというような状況でございます。 

 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） 

 子どもたちは当然なんですけども、私、こうした大阪の事故があったのでね、保護者の方にも、

調査しましたよって、こういう結果でしたよということの、調査したよとか、そういうことはま

ずお知らせしたんですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 
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教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 改めてお知らせしたわけではないんですけども、それぞれ学校のクラス単位でこういった調査

をしたといったことは保護者のほうにも伝わるように教員のほうからお話はされておると、その

ような状況でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 しっかり伝わっていればいいんですけど、その辺がはっきりしているのかどうかわかりません

が、文書でもってきちっとしましたよと。子どもさんに伝えても、伝える子どもさんが親に果た

して伝わるのかという、親御さんもいろいろ不安を持っていらっしゃる方も多いと思いますけど、

この辺の周知をしっかりしていただきたいと思います。 

 それと、今回の補正で上がっておりましたが、新川中の万代塀これ、決定次第されると思うん

ですが、撤去の経緯を教えてください。 

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） 

 もう一度済みません、お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 撤去をいつされるのか。 

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） 

 今回１２月補正の第４号補正で予算の提案をさせていただきます。お認めしていただきました

暁には、来年１月早々に設計に取り組みまして、完成次第、工事のほうを発注するんですけども、

実質の工事に対して着手する時期につきましては、３月ないし４月から着手していただくことに

なります。 

 以上でございます。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 早期にお願いいたしまして、２番のほうお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②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。 

 ②についてお答えいたします。 

 これまで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うとともに、新聞や広報誌、ホームページにも掲載し、

多くの問い合わせをいただいている状況でございます。 

 特に、制度を開始した１０月の広報誌には、制度の案内に合わせてブロック塀危険度チェック

リストも掲載しております。 

 １０月より、民間ブロック塀の撤去に対する補助制度を開始し、広報等の啓発に努めた結果、

１１月末現在で１０件の申請、補助額９７万円となっており、既に予算額の半分を利用していた

だいており、順調に進んでいるのではないかと考えております。 

 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、県のほうと調査したよとおっしゃったんですが、その現地というのはどこなのか、啓蒙啓

発はどのようにされたのかご答弁お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 まず、６月の実施に向けまして、県のほうから重点地区を各市町で指定して、巡回をしてほし

いという要請がございました。そこで、清須市としましては、避難所を中心にしまして、半径
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５００メートルの範囲で区画整理とかが行われてないような比較的狭い道路というのを重点地区

というふうに指定しまして、調査を行いました。 

 調査の際には、県の建築主事の資格を持っている建築家の職員とともに巡回をしておりまして、

中に鉄筋が入っているかどうかというところはわからないので、見て、まずは高さが１．２メー

トル以上か以下か、１．２メートル以上ならば控え壁があるのか、厚さはどうか、傾きがあるの

かないのか、そういったところの調査をしており、また、そのときに補助制度はありませんでし

たので、そのチェック、そして、いかにも崩れそうなというか、悪いところに対しては指導をさ

せていただいております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 避難所から半径５００メートルということでされて、もう一度、いかにも悪い状況ということ

は、今は何か所ですか。もう一度ご答弁お願いします。 

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。 

 見た目で傾いていて、ひびが割れていて、これは相当、倒壊の危険があるのではないかという

ようなところが数か所見受けられましたので、そういったところには所有者にお会いして、修繕

のほうをお願いしますというような指導をさせていただいております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 承知いたしました。 

 啓蒙啓発で後でお尋ねするんですが、今回、市として限度額が２０万円という比較的他市に比

べて高い金額だなと思うんですが、今現在、約半分申し込みがあったとおっしゃったんですが、

順調であると。私も、ある意味では喜ばしいかなと思うんですけども、もし万が一、今年度中に

この予算が不足したらどうされますか。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 ブロック塀というのは所有者の財産であります。したがいまして、その安全の確保についても、

所有者の方が責任を持って行うべきかというふうに思います。 

 補助金というのは、あくまでも倒壊のおそれのあるブロック塀、危険なブロック塀の撤去を所

有者の方にしていただくための支援であると思っております。したがいまして、予算の範囲内で

実施するものではあると思いますが、今回、この事業は６月の事故を受け、急遽創設したもので

ありますので、市民の方々の関心も大変高いというふうに思っております。したがいまして、で

きる限りの対応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） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 できる限りの対応とおっしゃったんですが、万が一、本当に危険なブロックを撤去してほしい

のは、当然、市も思ってみえるんですが、不足したとき補正を組まれますかって聞いたので、部

長、どうですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部長（加藤 三章君） 

 建設の加藤でございます。 

 今、既決予算の範囲内で、そういう申し出がありましたら対応をまずは考えております。 

 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） 

 承知しました。 

 それでは、来年度、予算を組まれると思いますが、金額はまだ言えないかもしれないんですけ

ども、今年度より多く組んでみえますか。答えれる範囲内で。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部長（加藤 三章君） 

 とりあえず、今に関しましては、今年度並みというふうに考えております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 今年度並みとおっしゃったんですが、再度でありますが、どこまでも市民のそうした情報があ

ったら補正を組まれますか。組まれる、組まれないでお答えください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部長（加藤 三章君） 

 それはまだはっきりは申し上げられませんけども、そういう危険排除、安全の確保という観点

から、できるだけ努力をしていきたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 心強いお言葉と確信をいたします。 

 次、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し長谷川都市計画課長、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 それでは、③についてお答えいたします。 

 今後も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す観点からも、

広報等の啓発を継続し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） 
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 先ほどもお答えされましたが、啓発ということで、今、広報とおっしゃったんですが、他にそ

ういう手だてというのは、というのは広報、もちろんホームページは大事ですけど、他市のある

職員に聞きましたら、本当にそれを見ている人は１割、２割だよってお聞きをしたんです。その

辺の啓蒙啓発、もう少しお知恵を出して、何かしらお考えはないですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 まずは、一応、まだ広報紙のほうでは１月号に掲載したいというふうには考えております。そ

れで余り問い合わせとかがなければ、何件か補助が始まる前に問い合わせとかはいただいており

ます。そういった方々に対していろんなご案内をまずはしていただいているんですが、また申請

をされたいという方もおみえになりますので、そういった方については個別に勧奨のほうをして

いきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 １点確認したいんですが、先ほど、当初、県の方と半径５００メートル以内とかおっしゃった

んですが、本当にそんな崩れかけてるところは直接お会いしたよと。そこが第１群として、第

２群のところ、ちょっとここもかなというところは、例えば、チラシを持っていくなり、ポステ

ィングするなりして、あなたのお家は危険ですよとか、そういうことで啓蒙啓発というのは考え

てみえないんですか。 

 といいますのは、例えば、うちの近所でも屋根の塗装をしたほうがいいですよと、よく入って

いるんですね、お宅を対象にしたもので。そのとき一旦は考えるんですね。我が家はそうなって

いるのと、そんなひどいのと、そういう切迫感も含めてですが、いかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

都市計画課長（長谷川 久高君） 

 市として、本来そういったこともやれればいいんですが、責任というところでいいますと、建

築物に対して危険であるかどうかというのは、法律上、建築基準法、そういったところでの指導
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が必要なるかと思います。そうしますと、県の指導ということになりますので、今後、県と調整

させていただいて、連携して進めていければというふうに考えております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 ぜひ県と連携して行っていただきたいと思います。 

 最後、ここのところでもう１点、大阪市とか滋賀県の栗東市、草津市がブロック塀撤去にも補

助金を出し、また新たに建てる軽量フェンスにも補助金を出しているんですけど、こうした考え

は、部長、いかがですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部長（加藤 三章君） 

 建設部長、加藤でございます。 

 今のところ、撤去後のそういったフェンスの設置については考えてはございません。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 このことも先進地がありますので、よく研究していただいて、そういった危険なところが少し

でも多く撤去していただくようにお願いします。 

 次、お願いします。 

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。 

 まず、①についてお答えをいたします。 

 災害対策基本法において、市町村には、避難所における良好な生活環境を確保し、被災者の避

難生活に対するきめ細やかな支援を実施することが求められています。中でも、昨今の大規模災

害の経験から、災害時における快適なトイレ環境の確保については、命にかかわる重要な課題と

して認識されてきました。 
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 また、中央防災会議が作成する防災基本計画では、市町村は避難所の生活環境を確保するため、

必要に応じ仮設トイレやマンホールトイレを早期に設置することなどが定められており、本市の

地域防災計画でも同内容を定めているところでございます。 

 今後は、市内で下水道の供用開始が始まる地域で、下水道接続工事が予定されている施設に計

画的に設置を検討していくため、関係各課と連携しながら調査をしてまいります。 

 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） 

 マンホールトイレの必要性は、今、言っていただきました。これは東松島市から熊本でも実証

済みであります。トイレの避難所における必要性というのは、東北の地震からアンケートをとり

まして調査したら、４人に３人、７５％が避難所における最も必要なものの最上位のランクにあ

りますので、お互いにそこをまた認識しながら進めていけたらなと思うんですが、今、市内の下

水の設置可能というところをおっしゃいましたが、ちなみにどこか予定ありますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 今のところ、供用開始が始まる地域で１か所、接続年度がまだ定まっておらないところがある

んですけども、そこにつきましては、今、近くの入れてある管を上下水道課で確認したりですと

か、そこの施設の担当課とも協議した上で、そこに設置ができるかどうかということを、今、調

査をさせていただいておる最中でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 同じ質問ですが、私がお聞きしたことと違うんですが、多分、建設部のほうで、今、設置可能

な箇所というのは、他の施設はなかったんですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 
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建設部長（加藤 三章君） 

 建設部長の加藤でございます。 

 下水道の供用開始区域内で指定避難所がある施設でございますが、新川中学校、西枇小学校、

新川小学校、清洲市民センター、西枇福祉センター、新川ふれあい防災センターの６施設が供用

開始区域で、そういった施設の接続可能な施設になっております。 

 また、同じく、供用開始区域で公園などの一時避難所のある施設につきましては、清洲文化広

場、新清洲公園、丸川公園、片町公園、東須ケ口公園、助七公園、芳野公園となっております。 

 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） 

 今お聞きしたんですが、恐らく接続されるというか、マンホールトイレの計画というのは今い

ろいろ言っていただいた中の新川中学校かなと思うんですが、それはそれとして、後のことにつ

いては整備計画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） 

 防災行政課、後藤でございます。 

 その他、今、新川中学校、西枇杷島小学校を除いた新川小学校、清洲市民センター、西枇杷島

福祉センター、新川ふれあい防災センターにつきましては、今のところマンホールトイレの設置

計画については持っておりません。 

 当時、新川ふれあい防災センターを１つ例に挙げますと、平成２５年度に接続完了させていた

だいておるんですけれども、マンホールトイレを設置するというよりも、この当時、議論に当た

っておったのは仮設トイレを幾つ置くかという議論が実は平成２４年、２５年あたりでは出てお

りました。現在では各２０か所の避難所につきましては、身障者も使える仮設トイレが一基配置

できる備蓄は持っております。 

 それと、今後につきましては、仮設トイレについては増やすのではなく、愛知県との連携に伴

いまして、県の結ぶ協定に基づき、仮設トイレを配備していただけるように働きかけて、協力し

ていただくような考えを持っております。 
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 マンホールトイレにつきましては、今すぐお答えをすることができないというのは、現状、計

画を持っておりませんので、今後設置していくに当たっても、そこに本当につなげる管があるの

かないのかから話が始まってまいります。ですので、もう一度これについては調査した上で設置

計画を立てていくべきかどうかということの検討をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 るるありがとうございます。 

 今後の整備計画、これは当然、私は立てるべきだと思うんですが、ここのところは市長の考え

をお尋ねいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 今の西枇杷島小学校にはつけてありますけども、小中学校には、今後、下水を通すときにはつ

けていきたいというふうに考えておりますが、パイが小さいとだめだということでありまして、

それで、今、新川小学校は小さいということで、悩んでいるところなんですけども、基本的には

小中学校には今後、供用開始と同時に工事ができるように考えております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 ぜひともその推進も、これだけ毎年、災害が多いですので、私は喫緊の課題だと思っておりま

すので、国の補助も多少はあると聞いておりますので、よろしくお願いします。 

 次、お願いします。 

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についてお答えをいたします。 

 液体ミルクについては、今年の８月に日本での製造・販売が解禁されました。有用性について
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は被災地にて実証されたところでございますが、日本製のものはまだ製造・販売をされていませ

ん。 

 今後は、情報を集約した上で、備蓄品として採用するのかを調査・研究してまいります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 調査・研究とおっしゃいました。文京区が江崎グリコが今度４月に販売するわけですが、２千

パックを提供を受けたということで、また、１２５ミリリットルの大きさで、粉ミルクよりは少

し割高であるとも言われておりますが、文京区が２千パックを提供を受けるということを聞いて

おります。 

 また、熊本地震、ここも大手スーパーとかドラッグストアなどの事業者と提携できないかと、

こうしたことも検討されているそうですので、今、後藤防災課長が調査・研究と言われましたの

で、調査・研究もいろいろ調査・研究だと思うんですが、前向きなお考えなのかどうかお聞かせ

ください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 現実には、まだ、どのような金額でどのようなロットで販売されるかということもまだ決まっ

ていないというふうに考えております。 

 液体ミルクのメリットとデメリットの中で、デメリットとして保存年限が短い。いわゆる最大

で１年しかもちませんと言われたときに、常に備蓄する必要性というか、備蓄ができるのかなと

いうふうに考えます。 

 今、協定というお話がございました。それが例えばランニング備蓄のような形で業者と協定を

結べるようであるならば、そのような検討というのはしていく必要があるであろうと思っており

ます。 

 今、全て自分で買って、自分で備蓄していく世界ではないと思っておりますので、その辺につ

いては勉強が必要かなと思っております。ですので、このような調査・研究をさせていただくと

いうことでご理解をいただければと思います。 
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 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 今おっしゃったようなことでいいと思いますので、ぜひとも前向きな調査研究をお願いします。 

 次にお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、３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。 

 祖父母手帳の作成についてお答えいたします。 

 親世代にとって妊娠・出産・子育ては期待とともに不安もあり、祖父母の存在は精神的な支え

になります。また、共働き家庭も増加し、祖父母世代の助けを借りることも多くなっています。 

 本市の妊娠届け出時のアンケートから、２世代同居の割合は約１割ありました。妊娠届出書質

問では、「困ったときに助けてくれる人がいない」と答えた妊婦は１．７％あり、それらの妊婦

は外国人や未婚妊婦などでした。これらの妊婦が将来、子育てで孤立しないよう支援が必要です。 

 議員ご指摘のとおり、子育てを取り巻く情勢は変化、進捗するため、祖父母世代と子育て世代

の子育て常識のギャップ、子育ての今と昔の違いなどを正しく理解していただく必要があります。 

 今年度から「子育て世代包括支援センター」を開設し、相談支援の充実を図っており、さらに、

保健事業として、子育て経験者やシニア世代の方を対象に産前産後サポート講座を実施します。

受講者に現在の子育て状況を知っていただき、若い方からの妊娠や子育ての悩みを聞ける「話し

相手」になっていただくことで、家庭や地域での孤立感の解消を図ることを目指しています。 

 平成２７年度に作成した子育てガイドブック「キヨスマ」の記載内容の改定の際は、「孫育て」

のページを設け、祖父母世代の方にも活用していただけ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） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 るるご答弁ありがとうございます。瀬戸市のことを例に挙げましたが、原本を少し送っていた
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だいたんですけども、向こうはページ数が２９ページで多過ぎたかなという、かえって見にくい

かなということも反省で挙げておられましたが、２８年度に３千部つくられたんですね。２９年

度はその半分１千５００部、３０年度１千５００部で、また、これをつくらなきゃいけないとこ

ろのようです。予算としても１千５００部で約１０万円ということで、そう高価なものでもない

んですが、子育て支援とかいろいろなところから予算を引っ張ってくればいいと思うんですが、

清須市の場合も同居もですが、結構、近況も多いですね。それと、若い人、今おっしゃったよう

に、結構多いですね。 

 いずれにしても、どの人にでも、この孫育てのこうした祖父母手帳が該当すると思うんですね。

そうしたときに、今、課長が、今年度中に産前産後サポート講座、これは本当にいいことだと思

います。そこにぜひそういうおばあちゃん、おじいちゃんに当たる人も呼んでいただいてと思う

んですが、そこにもちゃんと啓蒙啓発はされますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 健康推進課、佐古でございます。 

 この事業は産前産後サポート事業の中でも祖父母手帳に準じた資料を作成して説明をさせてい

ただく予定にしております。 

 また、議員のお話と同じように考えておりますので、これ以外のさまざまな機会を通して周知

をしてまいりたいと考えております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 こうした身近なところから、ブックだけではなくて、本当に身近に知恵をお伝えしてもらって、

顔と顔を見て、こうだというのは私は本当に大事なことだと思いますし、それは大いに評価いた

します。 

 それと、キヨスマのガイドブックを改訂するとおっしゃったんですが、もうちょっと具体的に

教えていただきたい。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 
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健康推進課長（佐古 智代君） 

 健康推進課、佐古でございます。 

 キヨスマのガイドブックを作成したのが平成２７年度でございまして、それから清洲庁舎がな

くなったりだとか、さまざまな手当の金額だとかも書いてございますので、それらも今後、子育

て支援課の事業の中でもいろいろな改定がありますので、保健のこととか児童館のことなど、そ

れとあわせて健康推進課の情報についても一緒に改訂をさせていただけたらなというふうに考え

ておりまして、３１年度、３２年度あたりを目指しているところでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 早期の作成を期待しております。 

 この先進地で私の田舎の鹿児島の日置市というところが祖父母手帳を取り上げて、鹿児島県全

部に放映しているテレビを見たんですけど、本当にお母さん、また、その娘さん、お嫁さんに喜

ばれておりますので、いち早い取り組みをお願いします。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、岸本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１２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１９分 散会 ） 

 


