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平成３０年６月清須市議会定例会会議録 

 

 平成３０年６月７日、平成３０年６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 １０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６月清須市議会定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は２２名でございます。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 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して行ってください。当局の答弁は、自席で

挙手をして議長の許可を得てから発言してください。 

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

ださい。 

 去る５月２５日までに１３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。 

 改選後初回の議会で、私、一般質問させていただくのは恐縮なんですけども、議長のお許しを

得まして一般質問させていただきます。 

 ２１番の清政会の成田義之です。よろしくお願いをいたします。 

 私からは２点ほど大きく質問させていただきたいと思います。 

 まず、第１点目は、子育て支援全般についてということでございます。 
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 初めての定例会でもあり、私の公約に掲げました項目の一端を質問させていただきます。 

 次世代を担う子どもを育てながら働くお母さんたちが望んでおられることは、無料塾、子ども

食堂、０歳児からの保育など、市長の公約でも掲げられております項目でもあります。働くお母

さんたちの代弁者として、私、今回、質問を６点ほど質問させていただきますので、ひとつよろ

しくお願いをいたします。 

 まず、第１点目として、清須市には、ふつうのデイサービスはありますが、認知症対応型がな

いため、子育てしながら、働きながら親の面倒も見なくてはいけない方が結構おられます。非常

に苦労されておられます。認知症対応型デイサービスについてのご所見をお伺いしたいと思いま

す。 

 ２番でございます。子どもを３人以上授かった家庭は、子育てが大変だと私は思っております。

何か特典というんですか、減税措置というか、何かお考えはないかお聞かせ願いたいと思います。 

 ３番目に、旧新川町時代には百歳の祝い金の制度がありましたが、子ども３人目から祝い金の

制度をつくることができないかということでございます。そうすることで、子どもが増え、人口

も増え、活気のあるまちになると思いますので、お伺いをさせていただきます。 

 ４番目に、インフルエンザなどの予防接種を学校で集団接種できないかということでございま

す。家庭の事情などで予防接種を受けられないなどのマイナス面はなくなると思いますが、ご所

見を伺いたいと思います。 

 ５番目に、小中学校の卒業式の件でございます。年々、小学校においては卒業式にはお子さん

たちが羽織・袴などの出席が増えてきてると思いますが、できる家庭は結構なんですけど、でき

ない家庭の方を考えますと、何か統一した方法はないかとご所見を伺いたいと思います。 

 ６番目に、最近、歯の矯正が必要な子どもが多数見られます。歯の矯正は保険が適用されませ

んので、市として何らか手だてがないかと。補助金なり手を差し伸べる方策がないかということ

をお伺いしたいと思います。 

 大きく２番目として、将来の財政基盤を考えますと非常に厳しいものがこれから増えていくと

思います。もちろん子育てにも高齢化社会においても医療費の負担など、今から１０年、２０年

を据えた政策を打っていかないと、今のような清須市では財政的にとても不都合なときが来るん

じゃないかと危惧をいたしております。 

 そこで、質問させていただくんですが、補助金等の分配もカットしてくると思われますので、

税収を上げる対策して、これ以上、固定資産税や都市計画税、市民税を変えるべきでないと私は
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と思っております。もう十分、皆さん払っておられます。 

 そこで、２点ほどお伺いしたいと思います。 

 ご存じのように、火葬場周辺に農地がたくさんあります。この農地を宅地に変更することによ

って、難しいこととはわかっておりますが、国道や県道、インターチェンジが近くにあり、企業

団地にはもってこいの場所だと私はかねがね思っております。公害が出ない工場、そして流通セ

ンター、これに最適な位置じゃないかと思います。この開発を進めることによって将来的に税収

が増えるんじゃないかと私は思っております。 

 人口を増やすということにおいても、昼間の人口が増えると非常にありがたいんじゃないかと、

こう思っておりますので、ご所見を伺いたいと思います。 

 ２点目としまして、１年以上の空き家に課税する市条例の制定はできませんか。解体等が進め

ば細い道路などではセットバックに協力を願い、新しい家が建ち、まちが発展し税収が見込まれ

ると思います。いずれにせよ税収を上げる手だてについて、私の思いつきの案ではなく、優秀な

職員のお知恵をお聞かせ願えればありがたいと思っております。 

 いずれにしましても、特に道路がない密集地、これをいかにうまく利用するかによって、私は、

短期的な税収と長期的な税収の確保が見込まれるんじゃないかと思っておりますので、ぜひご所

見をお聞かせいただければありがたいと思います。 

 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） 

 最初に、１の①の質問に対し、森川健康福祉部次長、答弁。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 高齢福祉課長の森川でございます。 

 認知症対応型通所介護についてのご質問にお答えさせていただきます。 

 認知症対応型デイサービスというものは、地域密着型サービスとして設定されている通所型の

サービスの一つでございます。 

 本市においては、認知症対応型デイサービスの事業所はありませんけれども、現在、認知症の

方も通常のデイサービスに通っていただいており、入浴とか排せつ、それから食事等の日常生活

上の支援とか生活機能の向上のための機能訓練などの介護サービスを提供することによって利用

者の心身機能の向上を図って、利用者の社会的孤立感の解消、それから家族の介護負担の軽減に

努めております。 
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 今後は、第７期の介護保険事業計画に記載されてますように、一層の高齢化に伴って認知症の

方の増加が見込まれるということから、提供事業者の市内への整備等の参入意向の把握に努めて

まいりたいと思います。 

 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） 

 ありがとうございました。 

 １点だけお聞きするんですけどね、通所の中に設けれないかということをお聞きするんですけ

ど、今現在ね。 

 通所型の中に認知症の方を一部分でもいいけども、受け入れるということは不可能かなと思っ

てお聞きするんですけど。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 現在、デイサービスの事業所においては、どこの事業所におかれましても認知症の方も十分対

応できるような内容になっております。 

 現在はどこの事業所においても認知症の方がお通いいただいている状況でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 次に移ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、初めに、吉田総務部次長、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 税務課、吉田です。よろしくお願いいたします。 

 子どもを３人以上授かった家庭の減税策はについて答弁させていただきます。 

 個人住民税は、扶養人数と年齢に応じて扶養控除が設けられており、税額の軽減が行われてお

ります。また、担税能力を考慮し、低所得者の税負担に配慮するため、所得が一定水準以下であ
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る方には扶養人数に応じて市税条例や地方税法による非課税枠が設けられております。したがっ

て、地方税法において現行制度上は難しいのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 続いて、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。 

 ②の子育て家庭への減税策についてお答えをさせていただきます。 

 子育て家庭は、出産費用や乳幼児期の子育て費用、教育費など、子どものいない家庭と比べて

負担が多く、経済的負担の軽減が求められることから、保育園利用では特に保育料の高い３歳未

満児のうち第３子以降児の保育料を３歳到達年度末まで無料化しております。 

 また、児童館利用では、放課後児童クラブを同一世帯で２人以上利用している場合、第２子以

降の児童に対しましても利用料を半額にするなど、保護者負担を軽減しております。これらによ

り経済的負担の軽減を図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） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 ありがとうございました。 

 僕もね、今、答弁あったことで大体わかっておるんですけども、議員が発言すると、私がそう

ですけども、金の要ることばっかりでね、予算が決められとる中でこれをつくれというのはおこ

がましいんですけども、私が質問したいのは、説明の仕方が悪いんでね、減税なんて言ったらい

かんけどね、今、言われたことで大体わかっているんですけども、そのほかに何かに特典があげ

られるものがないか。 

 例えば、図書券を３人目の子が生まれたときにはお祝い品としてあげるとか、たいそうなもん

じゃなくて、３人産んでいただいてありがとうございますというような気持ちの問題だわね、そ

んなようなものができないかなということを質問したんだけどね。減税という言い方が悪かった

ですね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 成田議員、③の質問と類似しますが、③に移ってよろしいですか。 

２１番議員（成田 義之君） 

 いいですよ。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 では、③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、加藤です。よろしくお願いいたします。 

 ③の第３子以降の児童祝い金についてお答えをさせていただきます。 

 全国で少子化が問題になっている中、本市の児童の人口は現在微増状況でございます。また、

子育て支援の一環として、他市で出産祝い金など制度を実施している市町村もあることも承知し

ておりますが、現在、祝い金制度は廃止傾向にあります。本市では、現金支給の祝い金制度では

なく、インフラ整備や子育て支援の充実により人口増を図っていきたいと考えておりますので、

現時点では第３子以降の児童に対する祝い金制度の導入については考えておりません。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 さっき２番の中で減税って言ったことは言い過ぎかもわかりませんけど、３人以上子どもを授

かった方に対して、恩典として何かほかに方法ないですかね。 

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） 

 今現在、お答えをさせていただいた以外に、また、同じことになりますが、保育料につきまし

ては、国の制度のほうも３６０万円未満、段階的に無償化のほうを進めておりますので、その以

外につきましてはまた今後の他市の状況を見まして、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） 

 成田議員。 
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２１番議員（成田 義之君） 

 例えば、私、単純に図書券だとか、例えばカルチバの入場券とかお城の入場券だとか、金のか

からないような方策で何かつくれないかということで、今後検討すると言ってもなかなか検討し

ようがないでしょう。どうですか。検討するだけで、実際にあれでしょう。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今、議員が言われますように、手当のほうですね、いろんな制度を設けさせていただきまして

も、定住するということがなかなか難しいところがありますので、まずはそちらのお子さんのほ

うが定住していただけるような政策につきまして、今、進めさせていただいているところであり

ますので、今後、他市の状況を含めて調査・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） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 ご父兄の方が提示って、何を提示されたらということですか。 

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） 

 申しわけありません。定住ですね。ずっと清須のほうに住んでいただけるような政策でありま

す。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 私が聞きたいのは、何か恩典をね、金のかからない恩典だったらね、例えば、今、言ったよう

に、お城の入場券を出すとか、カルチバの入場券ぐらい３人目の生まれた方に出すとかね、これ

だったらそんなに大した持ち出しはないと思うんですよね。何千万円もかかる費用じゃない。だ

から、そういう何か恩典があったよという。 

 これね、若いお母さんたちが私に切実な訴えで言われたことで、私も孫もおるから言うわけじ
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ゃないけど、３人というのはえらいと思うよね。だから、そういう人たちのために、ささやかで

いいから希望の持てるものを何か恩典してあげる。多分、答えられんと思うから、要望で結構で

すけど、次の３番目もそうですけど、廃止することはないと思うんだよね、３人目の祝い金は。

たとえ少しでも、僕、出してあげるべきだと思うんだけど、再度質問したいね。簡単に。 

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、愛知県内で実績のある市町村を私どもが把握をしておりますが、手当を支給するのでは

なく、ほかのインフラ整備とか子育て支援政策のほうに転換をしておりますので、同じような形

で本市としましても考えていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 私と意見が合わんので申しわけない。 

 私はね、よそがやってない、隣町がやってないからって、いつもそうだけど、よそと比較して

よそがやってないからうちもやらないだとか、そんな答弁が多いけども、うち独自でやれること

はやってあげるという姿勢だけでも持つと、ほかのことについてもね。僕はそういうことが大事

じゃないかなという気がするんだけどね。よそがやってないからうちもやらないよ。 

 ちょっと外れますけど、逆に言うたら、例えば清須市は都市計画税もらってる。隣のまちのあ

ま市なんかはとってないよね。それに合わせたらどうやって、一緒のことですね。だから、隣が

やってなくてもうちはやるんだよというところを福祉の関係でやっていただけると。気持ちだけ

でいいからやっていただけるとね。 

 次、４番へ行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、④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） 

 健康推進課長の佐古でございます。よろしくお願いいたします。 

 子どもの予防接種と学校での集団接種についてご答弁させていただきます。 
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 学齢期に必要な予防接種は、ジフテリア・破傷風の２種混合ワクチンと日本脳炎ワクチンでご

ざいます。対象児童に学校から定期予防接種のご案内と予診票をお渡しし、接種勧奨としており

ます。 

 また、予防接種による健康被害を防ぐため、保護者の協力を得て子どもの体調を十分に把握し、

接種実施の同意を明示していただく必要があり、保護者同伴での個別接種の実施をしているとこ

ろであります。 

 定期予防接種実施要項では、医療機関での個別接種を原則としておりますが、医療機関が少な

いなどの理由で、やむを得ず学校などで集団接種する場合でも、原則、保護者の同伴が必要です。

集団接種では接種日が指定されているため、全ての児童の体調が最善とは言いがたい状態になり

ます。また、保護者が学校へ出向いていただく必要があることから、学校での集団接種の考えは

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） 

 ありがとうございます。ないということですね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、⑤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。 

 最近では、ご指摘のとおり、小学校卒業式の児童の羽織・はかまが増えてきております。基本

的には個人の自由でございますが、不必要に華美になっている傾向であり、負担を感じている家

庭への配慮も必要であると考えますので、今後は学校とＰＴＡとが卒業式の児童の服装について

協議をして対応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） 

 ありがとうございました。 
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 私、非常に入学式の祝い品のかばんが気に入っておりますので、おじいさん、おばあさんが新

しいものを買ってあげたいという気持ちはわかるけど、改善が多少でもできたらお願いをいたし

ます。 

 次に行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、⑥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） 

 保険適応のない歯の矯正について市で何か対策はないかのご質問についてご答弁させていただ

きます。 

 現在、歯並びなど、歯の見た目を改善させる矯正は疾病と見なされないため、保険適応になっ

ておりません。子どもの歯の矯正は、不正咬合、歯のかみ合わせが悪いのが改善が主なもので、

矯正の時期としましては、乳歯から永久歯に生えかわる混合歯列期の矯正が有効で、ブラケット

の装着などで矯正をします。矯正の時期や期間・方法などは主治医とよく相談しながら実施し、

金額は自由診療のため歯科医によって料金が異なり、８０万円から１２０万円くらいとなります。 

 子どもの成長に支障を来すようなかみ合わせの異常を矯正する場合は医療費控除の対象となり

ますので、市では歯の矯正について助成は考えておりません。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 ありがとうございました。 

 非常に負担のかかることで、できないような答弁になるんじゃないかと思っておりましたけど

も、そのとおりですね。 

 私は、矯正の種類にもよると思うんだよね。ひどい方ね、医者がこれはひどいで矯正しないと

かんでと言うと。親が、ここを治したほうがいいかなという判断じゃなくて、医者が、これは今

のうちにやっておかないかんよという、Ａ、Ｂ、Ｃぐらいのランクをつけて、そして、本当にや

らなきゃいかん人だけでも何か市として協力することができないかということをご質問したんだ

けども、それで結構です。金のかかることばっかで恐縮なんですけども。 

 大きい２番に行ってください。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２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。ご質問についてご答弁申し上げます。 

 清須市では、第２次総合計画に基づき、資金融資制度の利用促進、高度先端産業の立地の推進、

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

目指してまいりました。 

 殊に、高度先端産業の企業においては再投資も動きも出てくるなど、着実に成果もあらわれて

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

によって企業誘致を進めてまいります。 

 ご質問の火葬場周辺の農地につきましては、農業振興地域農用地となっており、市街化調整区

域の中でもさらに農地の保全が重視され、農地以外の土地利用は原則できない区域となっており

ます。 

 第２次総合計画や都市計画マスタープランにおいても、当地区は市の貴重な緑地として保全し

ていくことが位置づけられております。しかしながら、火葬場周辺の土地利用につきましては、

地元からのご要望や潜在的なご意見等もあり、真摯に受けとめ、考えていく必要もございます。 

 ご質問の内容は、市の将来ビジョンにも多大な影響を与えるものであり、大変難しい案件とは

とらえておりますが、まずは総合計画の見直しや都市計画マスタープランの策定に合わせ、さま

ざまな角度から各課と連携を図り、研究してまいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 成田議員。 

２１番議員（成田 義之君） 

 これは難しい問題だけど、次の世代の税収を確保する上においては取り組まなきゃいかん。考

えだとか必要だとかという意見じゃなくて、行政が取り組んでいくんだと。これは青地と白地の

問題だから難しいことはわかっとるんですよね。 

 今現在、農地は土田にもあるし、清須全体もあるし、新川も一部ある。春日は莫大な農地を抱

えておるということで、まず、全体からやるということは大変だから、一部分でも取っかかりを

つくっていっていただきたい。たとえ５年かかろうが１０年かかろうが、今から次の世代の税収
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確保のためにぜひやっていただきたい。 

 何でやというと、工場誘致したらごみも出ないし、保育園もつくらなくても小学校をつくらな

くてもいいから、よそから昼間の人口が増えるということは市も活性化されるわけですから、ぜ

ひやってください。やるかやらんかだけ、取り組むんじゃなくて、検討するんじゃなくて、計画

を練りますということを答弁できないかな。一言で。 

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） 

 こうした問題につきましては産業課だけという話ではなくて、土地利用全体の話になりますの

で、市全体の土地利用を見通す中で市の位置づけが必要だと思っております。したがいまして、

市の位置づけについて今後考えていかなければならないということでございますので、それが第

一歩につながるということを思っております。 

 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） 

 次、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後、②の質問に対し、吉田総務部次長、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 税務課、吉田です。 

 ②１年以上空家に課税する市条例の制定は考えられるか。また、税収を上げる手だてはという

ご質問について回答させていただきます。 

 固定資産税は、建物の形状・状態で家屋として認定し、賦課を判断しております。１年間、建

物の入居等使用実態の有無で課税の判断が変わるわけではございません。 

 税収を上げる対策としましては、税率の引き上げや法定外課税の創設といった手法が考えられ

ますが、いずれも手続や住民の皆様のご理解を得るのが困難であります。 

 現在、本市では４か所の区画整理事業を行っております。また、都市計画道路等のインフラ整

備も県の協力のもと進めているところでございます。こうした快適なまちづくりにつながる取り
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組みが土地の評価上昇や人口増につながり、ひいては税収の増加につながると考えております。 

 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） 

 空家対策、ほかの議員さんも熱心に取り組んでおられますけど、僕、危険な空家については市

条例で取り壊しをして、そして税収を上げることを考えていかないと、例えば、５年以上空家の

場合とか３年以上空家の場合は、宅地並みに税収をとるような条例をつくらないと、将来、税収

不足になるから、そういうことを思い切ってやれるような体制をつくっていただきたいと私は思

います。 

 固定資産税が上がるということもありますし、道が狭いから壊さないという理由もあると思う

んですけども、それをいつまでも野放しにしていくと発展する妨げになるもんですから、行政が

この問題については本当に真剣に取り組んでいかれる姿勢をこれからやっていただけるとありが

たいと思うんですけど、その点どうですかね。 

 例えば、地方のことを言っちゃいけませんけど、横町なんかは防災道路をつくったおかげで、

今ますます道路が拡張されて、家も壊されて発展しておるんですよね。ああいう一例もあります

し、とにかくこれからの税収は行政が知恵を絞って税収を上げる対策をとってもらわなければ私

はいかんと思うね。 

 例えば、市にね、私もう不要な土地だから差し上げますけど、受け取ってくれないという例が

３件あったですよね、坂町と東町と旗本で。それをもらって利用して、市がもらうと大変かもわ

からんけど、それを利用して再開発のもとになるような、一つそういう考えを持たれる職員が出

てくると僕は助かると思うんですね。言われたことをやるんじゃなくて、この市を私が背負って

いくんだと、私が支えとるんだと、部長さんたちは常にそうだと思うんですけども、その人たち

もこういうふうな考えを持っていただいてやっていただかないと、１０年、２０年先の税収を考

えると、私は大変危惧しておりますので、ぜひお願いしたいと思います。 

 落語の世界でもあるけど、世情の粗で飯を食うというのが議員の務めじゃないと思ってますの

で、僕は粗を探してやってるわけじゃないから、その点をひとつよろしくお願いします。 

 以上で終わります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 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） 

 皆様、おはようございます。 

 議席番号１１番、清政会、岡山克彦です。議長のご指名をいただきましたので、２点、事前通

告に基づき質問させていただきます。 

 １つ目、小学校における英語教育改革について。 

 文部科学省は、初等・中等教育段階からグローバル化に対応した教育環境づくりを進めるため、

小中学校における英語教育の拡充強化に東京オリンピック・パラリンピックを迎える２０２０年

（平成３２年）を見据えて検討を進めています。 

 国が示す教育目標には、１．小中学校の学びを円滑にさせる、２．英語を使用して何ができる

ようになるかという観点から一貫した教育目標を示し、小学校３、４年生、活動型を開始し、音

声になれ親しむ、小学校５・６年生、身近なことについて基本的表現によって四技能（聞く、読

む、話す、書く）を積極的に使える英語力を身につける学習の系統性を持たせるため教科として

行うことが求められている、中学校、授業は英語で行うことを基本として、お互いの考えや気持

ちを伝える言語活動を重視する、このような報告を受けられていると思います。 

 また、小学校では、低学年から英語活動を開始し、音声になれ親しみながらコミュニケーショ

ン能力の素地を養うこと、中高学年では、身近なことについて基本的な表現によって「聞く」

「話す」の態度の育成を含めたコミュニケーション能力を養うために学習に継続性を持たせる教

科として行うこと、また、外国語教育に係る授業時間数や位置づけもされています。 

 近隣市でも小学校の外国語指導助手を増員し、２０２０年度の新しい小学校学習指導要領の授

業に備えてネーティブスピーカーの指導助手の増員に４千８０７万円の予算を計上、また、小学

校の教科担任制度（英語）も掲げられています。そうした報道により、保護者からは、当市は同

様になっているのか心配されている声も聞かれます。 

 平成３２年度において新学習指導要領が全面実施され、今年度から２年間その移行期になって

おります。その中で、英語（外国語）教育も拡大されると聞いております。そこで大きく２つの

ことについてご質問します。 
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 ①小学校における英語（外国語）教育の現状と今後の方向性についてお聞きします。 

 ②英語教育の必修化における今後の指導教員の配置についてお聞きします。 

 大きい２つ目、福祉相談サービスの充実について。 

 永田市長には、教育、介護を特に中心に、安心安全、快適な生活ができるように日頃より尽力

していただき、まことに感謝しております。以前、同僚議員が質問した案件ですが、再度質問さ

せていただきます。 

 福祉サービスを受ける際、「自分に合ったサービスは何があり、どこに、どのような申請をす

ればよいか」がわからず、「まず初めに、どこに行ったらよいのかがわからない」という声を多

く聞きました。そのような人たちのための窓口についてお尋ねします。 

 以上２点です。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、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） 

 学校教育課の丹羽です。 

 ①小学校の英語教育の現状と今後の方向性についてお答えをさせていただきます。 

 小学校の英語教育は、現在５年生、６年生を対象に基本的には１週間に１時間、年間５０時間

の英語活動、または平成３２年度から、３年生、４年生の英語活動の必修化に向けて、移行期間

としまして、３年生、４年生を対象に年間１５時間英語活動を実施しております。 

 今後は、平成３２年度から、５年生、６年生は１週間に２時間の英語を教科授業として実施い

たします。３年生、４年生は１週間に１時間の英語活動を実施す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） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 ありがとうございます。 

 まず、これまで小学校５、６年生では週に１時間の英語、外国の授業が実施されてきましたが、

具体的にはどのような活動を行っていたんですか。 

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） 

 今現在では、５年生、６年生については英語活動を実施しております。まず、身の回りのもの

をあらわす簡単な語句を聞き取れるようにしたり、また、動作を交えながら、自分の考え方や気

持ちなど、簡単な語句や基本的な表現を用いて伝えるようにしたりするなど、英語によるコミュ

ニケーションにおける見解・考え方を働かせて、資質・能力を育成する活動を現在実施しており

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） 

 移行期として、今年度から２年間、小学校５、６年生では、先ほど１週間１時間の英語授業に

加えて、年間１５時間の授業が増えていると聞きました。この１５時間はどのような学習をして

いるのですか。 

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） 

 先ほど申し上げましたように、今までの５年生、６年生が英語活動をしてきた内容を基本的に

３年生、４年生に移行されます。そのため、移行期間中、事前に簡単な事柄に関する英語活動を

実施するものでございます。 

 また、５年生、６年生におきましても、３２年度の教科化に向けまして、現在、この２年間、

移行期間中でございますが、事前に文字、文法、あるいは文の構造、そういったものを習得する

内容の英語の教科授業を、今現在、年間で１５時間実施されておる状況でございます。 

 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） 

 平成３２年度から小学校３、４年でも英語の授業が実施されると聞きます。今年度から移行期

として３、４年生でも年間１５時間の英語の授業が行われるようですけど、この内容はどうでし

ょうか。 
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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、移行期間として、５年生、６年生については１５時間ないし３年生、４年生も１５時

間、５年生、６年生は教科の事前準備の内容でございます。３年生、４年生につきましては、活

動に向けての事前準備という形で、移行期間中、試験的に授業、活動を実施してございます。 

 したがいまして、今現在においては、５年生、６年生については、年間５０時間、そして、

３年生、４年生は１５時間の英語授業ないし活動をいたしまして、３２年度に向けて、今、実質

移行期間として英語の授業、教科を実施しておる、その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） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 ありがとうございます。 

 これは小学校３、４年生が学ぶ英語の授業と５、６年生が学ぶ英語の授業ではどのような違い

がありますか。 

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） 

 申し上げましたように、３年生、４年生は３２年度からの話でございますけども、英語活動で

す。 

 ５年生、６年生は英語の教科でございます。 

 これは大きな違いがございまして、英語活動は教科ではありませんので、国語や社会のように

教科書はありません。よって、学習内容、テキストは学校独自で決められます。また、評価もつ

きません。 

 一方、５年生、６年生の英語教科につきましては、３２年度からでございますけども、検定教

科書を使用いたしましてテストが行われます。通知表に数字ではなくて文書表記で評価がつけら

れる、そのような予定となっております。 

 以上でございます。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 ありがとうございます。 

 次に行ってください。 

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、英語教育の必修化における指導教員の配置でございます。 

 現在、中学校では全学年の英語の授業、小学校では５年生、６年生の英語活動を１週間に１時

間、英語指導助手を配置して、担任と一緒に英語授業を実施しております。 

 今後は、小学校３年生、４年生が必修化になった場合にも、１週間に１時間、英語指導助手や

国より英語専科として加配予定となっている教員を配置し、各学校に定期的に巡回指導しながら

英語教育を実施してまいります。 

 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） 

 中学校では英語専科の教師が英語指導助手、ＡＬＴと一緒に週１回の英語の授業が行われてい

るようですけど、小学校でも英語専科の教師が英語指導助手と一緒に英語の授業を行うのですか。 

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） 

 小学校では、基本的には担任の先生が英語の授業を行います。 

 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） 

 定期的に英語の指導助手とともにも授業を行っているんですか。 
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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） 

 現在でございますけども、今、５年生、６年生は英語活動を実施しておりまして、定期的とい

いますのは１週間に１時間、ＡＬＴ、いわゆる英語指導助手と担任と一緒に授業を行っていると

ころでございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 小学校の担任ですね、これはほとんど英語を教えたことがない教師が多いと聞いていますし、

思っていますが、今後、英語授業等を行う際にどのような英語学習指導方法を習得していったら

いいと思いますか。 

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） 

 平成３０年度に入りまして本格的に、今、動いている状況でございますけども、教員の方々に

つきましては、地区研修会や、あるいは現職教委の研修会などで先進校の授業シミュレーション

などの研修、また学習内容、目当て、授業で使用する方法及び表現等の規定した教育課程に基づ

いて進めていけるように力量の向上を目指し、教員１人１人が資質、あるいは能力の育成を図っ

ているのが現状でございます。今後も続け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） 

 今、教員１人１人が英語教育に対する力量向上を図っているとお聞きしましたけど、他に英語

専科の教師を配置させ、授業等を行う予定はありませんか。 

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） 

 先ほどの答弁でも申し上げましたように、確定ではないんですけども、現在、国の動向といた

しましては、小学校４校ないし５校に１人、英語専科の先生が配置される予定であるというふう

に聞いてお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） 

 岡山議員。 

１１番議員（岡山 克彦君） 

 小学校に英語専科の教師が必要人数分配置された場合、今後、担任及び英語指導助手（ＡＬＴ）

とどのような授業形態で進めていく予定でしょうか。 

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） 

 小学校でございます。基本的には、担任の教師が中心となって授業を進めていくのが基本の指

導方法でございます。 

 そして、英語指導助手、あるいは申し上げました英語専科の教師が配当された暁の場合でござ

いますけども、担任と教師と一緒に授業計画を立てて、各小学校の３年生から加えて５年生、

６年生までの授業を１週間に１回、担任の先生と英語指導助手２人体制で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） 

 ありがとうございます。 

 教育関係ですね、さまざまなケース・バイ・ケースでいろんな問題が出てきます。現在、いろ

いろな対応をしていただいています。また、今後もご尽力いただいて、迅速に対応していただく

ように要望して、次、お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、２の質問に対し、森川健康福祉部次長、答弁。 
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健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 高齢福祉課長の森川でございます。 

 福祉相談サービスの窓口についてのご質問にお答えさせていただきます。 

 社会的な弱者でございます高齢者・障害者等の状況については、人数が年々増加傾向にござい

ます。それに伴って相談支援等の対応件数も増加し、内容も多岐にわたっております。 

 福祉サービスを受ける際の相談窓口については、生活のしづらさを感じている人やその家族、

関係者のあらゆる相談に応じられるよう、市役所の各担当課が連携して対応しております。 

 また、社会福祉協議会においても、高齢者福祉関係であれば包括支援センターで、また、障害

者福祉関係であれば障害者サポートセンターで総合的な相談窓口を行っております。 

 また、身体状況によって相談にお越しになることが困難な方につきましては、お電話などでご

連絡をいただければ、ご自宅まで訪問して、さまざまなサービスに必要な手続を含めて説明させ

ていただくなどの対応をしております。 

 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） 

 ありがとうございます。 

 前にもこのような答弁をいただいています。 

 この中で、まず電話をと言われますけど、最も身近なところに気軽に相談できる体制という点

ではどうでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 平成２９年度に第７期の介護保険事業計画の策定をした際に、６５歳以上の市民の方にアンケ

ートをさせていただいております。その中でも、何かあったときの相談相手はというご質問をし

ているんですけれども、６５歳以上の方全体でも、一人暮らしの高齢者の方でも、相談相手とし

ては、医師、歯科医師、それから看護師と答えられた方が３割、それから市役所、また民生委員、

地域包括支援センター、それから自治会や町内会、それから寿会というふうに答えられた方がそ

れぞれ約１割となっております。 
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 中でも、お一人暮らしの方においては、民生委員と答えられた方が６５歳以上の全体の２倍と

なっております。そういったことで、気軽に相談できるということで、お一人暮らしの方におか

れましては、身近な存在であられます民生委員さんにご相談いただいている方が多いのかなとい

うふうに思っております。 

 以上でございます。 

議  長（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。 

 今、アンケート結果にあった特に民生委員ですね、その辺と連携関係ですね、どのような状況

でありますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 民生委員さんのほうには大変お世話になっている状況でございますけれども、毎年、年度初め

に住民票上の高齢者の一人世帯の名簿を作成しております。民生委員の皆様に実態調査、実態把

握をしていただいて、中には世帯分離をしてお一人世帯となっている方がございますので、生活

実態としてお一人暮らしかどうかということをご確認いただきまして、一人暮らしの高齢者の方

には緊急連絡先を書いていただいたりする登録をしていただいたり、それから体調不良等にも対

応できるように、緊急医療キットの勧奨をしていただいたり、お世話になっている状況でござい

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） 

 いろいろやっていただいているんですけど、私もいろいろ回ってみて、市民の方がそのような

サービスを必要とする方の中には、まだまだ周知不足のような気がします。周知の対策等は講じ

られているのでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼高齢福祉課長（森川 治美君） 

 広報きよすとかホームページでの周知はもちろんでございますけれども、各種の福祉サービス

につきましては、包括的に網羅した福祉ガイドというものを毎年発行しております。必要に応じ

て対象者の方にお渡ししたり、それから高齢者の分野におきましては、先ほど申し上げました一

人暮らしの高齢者においては、不安な方、ご相談されたい内容の方がたくさんいらっしゃいます

ので、チラシを現在さらに改良して作成しているような段階でございます。 

 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。 

 そういった窓口があるということの周知ですね、これは市民の誰もが知っていて、市民の方々

の会話の中からも、ここに行けば相談に乗ってもらえるよと言えるぐらいに徹底した周知を行っ

ていただくように要望しておきます。 

 それと、過去に同僚議員から質問がありましたが、例えば、そういった相談窓口とは別個にサ

ービスセンターで、常設じゃなくても気軽に相談できる窓口の設置はどうでしょうか。これは企

画のほうで返答をお願いします。 

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） 

 企画政策課長の河口です。 

 現在、全庁的な取り組みといたしまして、証明書等のコンビニ交付ですとか、窓口業務の民間

委託化ということを現在検討を進めている最中であります。そうした中にありまして、サービス

センターの窓口での取り扱い業務につきましても、今後どうしていくのかということも合わせま

して、調査・研究してまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岡山議員。 
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１１番議員（岡山 克彦君） 

 ありがとうございます。 

 先ほど成田議員から言われたんじゃなくて、検討じゃなくて、ぜひともやるような格好で前向

きな検討をしていただくように要望して終わります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、岡山議員の質問を終わります。 

 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。 

 議長のお許しを得ましたので、次の２点について質問させていただきます。 

 この２点については、過去何度か私も、また、ほかの方も質問はしてみえますけど、改選もあ

り、あえてまた質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、臭気問題についてでございます。 

 本市に隣接する、あま市北東部に位置する事業所からの臭気問題に際しては、過去に何度も質

問がなされていますが、いまだ十分な成果が出ていないように見受けられます。悪臭に係る臭気

指数規制の導入状況について愛知県では、北設楽郡設楽町、東栄町及び豊根村を省く県内の地域

を悪臭防止法に基づく規制地域に指定し、住居地域や工業地域などの土地利用状況を考慮して規

制地域を第一種、第二種、第三種地域の３つに区分し、物質濃度規制を行ってきました。 

 しかし、近年、北設楽郡において悪臭苦情の発生や、それが懸念される業種の立地が見られる

とともに、複合臭や未規制の物質などを原因とする悪臭苦情が増加し、物質濃度規制では対応が

難しい事例が生じてきています。このため愛知県では、環境審議会における審議、市町村長の意

見の聴取など所要の手続を経て、法第３条の規定に基づき、北設楽郡の３町村を新たに規制地域

に指定するとともに、法第４条の規定に基づき、従来から実施している物質濃度規制に加えて臭

気数規制を導入し、その規制基準を設定しました。 

 近年、悪臭苦情の中には既存の物質濃度規制では効果があらわれない悪臭原因物の複合臭や特

定悪臭物質以外の未規制物質などの原因による事例が見られます。そこで、これらの事例にも対
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応するため、人の嗅覚を用いて、気体または水悪臭の程度に関する値、臭気指数の規制による臭

気指数規制を導入しました。このことは平成１８年４月２８日付、愛知県公報で公示し、平成

１８年１０月１日から、愛知県内の４５市町村において、従来の物質濃度規制から人の臭覚を用

いた臭気指数規制に変更されました。 

 そこで、これらのことを考慮し、次の２点について質問させていただきます。 

 ①現在、市民から寄せられている苦情の件数は何件ですか。 

 ②臭気に関する苦情が市に届いた際、市はどのような対応をしていますか。 

 大きな２として、カラスによるごみ・農作物の被害についてでございます。 

 市内にごみを出す際、カラスに荒らされている現場をよく見つけます。また、農家の方、家庭

菜園をしてみえる人の農作物の被害についても苦情をよく耳にします。 

 カラスは人間が感じている色に加え、紫外線も見ることができます。そして、視力は何と人間

の５倍もいいと言われています。ただし、嗅覚は鋭くないので、ごみをあさるときは視覚で判断

しています。見た目だけで判断しているなら、にせものも狙うかなと思ってしまいますが、紫外

線が見えることで光の反射率などから本物との区別がつけることができます。だから、上手に食

べ物の入ったごみ袋を狙うことができるというわけでございます。 

 そして、カラスは雑食で、昆虫や小動物の死骸、カエルやイモリなどいろいろなものを食べま

す。家庭から出た生ごみも、特に新鮮な生肉の、生肉の脂肪、卵のほか油っぽいもの、フライな

どが好物です。一度、味を覚えてしまえば大好物というわけです。 

 また、カラスは大変頭がよく、すぐに学習してしまうので、こちらがいろいろな対策をしても

すぐになれてしまうので、厄介です。 

 カラスが増えた主な原因が生ごみであることも含め、私たち人間の生活が深くかかわっていま

す。それだけに解決には多岐にわたる分野からのアプローチが必要であります。問題解決までの

道のりは遠く複雑であることも認識しています。現状を客観的に認識し、科学的な対応をする必

要があります。そのため、知識と情報を得て、対処療法的な目先だけの対策に終わらないように

抜本的な解決の模索も視野に入れ考えていく必要があると思います。 

 そこで、次の２点について質問いたします。 

 ①市では土田上条地区に捕獲おりを設置しているが、どのような効果を上げていますか。 

 ②この現状に対する対策はどのように考えていますか。 

 以上、大きく２点を質問させていただきますので、よろしくご答弁をお願いします。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 初めに、１の①の質問に対し、島津生活環境課長、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 生活環境課長の島津でございます。 

 この臭気問題につきまして、清須市、あま市、愛知県に寄せられた苦情の合計件数を過去５年

で申し上げますと、平成２５年度が８件、平成２６年度が１０件、平成２７年度が５件、平成

２８年度が１５件、そして平成２９年度が６件でございました。 

 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） 

 ただいま過去５年で清須市、あま市、愛知県に寄せられた苦情の件数ですが、この清須市だけ

の数字というのはわかりますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 清須市だけの数字でございますが、平成２５年度が５件、平成２６年度が４件、平成２７年度

が５件、平成２８年度が１１件、平成２９年度が２件、以上が清須市だけの数字でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 環境省が平成２９年３月に公表している平成２７年度悪臭防止法の施行状況、悪臭苦情の状況

等について、都道府県、市及び特別区からの報告を取りまとめたものを見ますと、清須市の苦情

は先ほど言われた平成２７年度５件ですが、清須市の苦情は４件となっております。この苦情の

５件と４件との違いというのは、環境省が作成した苦情件数との違いですね、どのような認識を

してみえるか、違いはどうですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 
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生活環境課長（島津 行康君） 

 国・環境省の行った悪臭防止法の施行状況調査結果でございますが、県に報告したのは原因の

特定できる４件でございます。その数字が記載されております。 

 もう１件は、臭気原因が特定しにくい、地区が離れていたり、しかし、においはするといった

ものがありまして、これを合わせて５件として連絡会議が県のほうに報告をさせていただいたと

いうことでございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 報告されたという臭気原因ですが、毎年行われている臭気指数測定はどのような地区で何件ぐ

らい行われているか。また、臭気指数測定結果は苦情件数と、要するに、くさいのがたくさんあ

れば苦情件数も多いんじゃないかというような正比例するような私は考えなんですけど、それは

どうでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 当該事業所に隣接する地元で五条川右岸堤防上で年１回、臭気指数の測定を実施しております。 

 また、平成２９年度は地元の要望もあり、任意の時間、場所で３回実施したところでございま

す。 

 この測定方法は、国が定めたガイドラインに沿った方法ではございませんので、あくまで結果

は参考数値ということになります。 

 苦情の数が多いから臭気が強いとか、苦情の数が少ないから臭気が弱いというようなことでは

ないと認識しております。 

 市民の皆さんとお会いしてお話をする中で、言っても状況が変わるわけではないから声を出さ

ないだけだという声も聞いております。 

 また、市の実施する臭気指数の測定結果からも、基準値は１２なんですけども、毎年、その基

準値を超えた臭気があり、こんな状況だというように認識をしております。 

 以上です。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今、ご答弁の中で、状況が変わらないから諦めているという答弁ですね。そのような声は私も

地元のほうから聞いておりますが、苦情の件数が減っているから状況が改善されるとは僕は思っ

てないです。ですから、状況が改善されてない。状況が変わらないから諦めているという地元の

方の考えですね、そういう声っていうのはどのように当局は考えてみえますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 議員おっしゃられるとおり、苦情の数が減っているから状況が改善されてるというわけではな

いと考えております。私も苦情のあった都度、立ち会わせていただきました。愛知県、あま市、

事業所、そして当市で構成する連絡会議というのがございます。この連絡会議においても、この

点は苦情のあった件数に関係なく、しっかりとしていただいている状況でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今の連絡会議というご答弁でしたけど、この連絡会議があるこということは以前も聞いて認識

しておりますが、この連絡会議の構成員で、また、そこの工場なんかも見学したというようなこ

とも前にお聞きしたことがあるんですが、その辺はどのような頻度で行っているか、会議の回数

とか工場の視察、教えてください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 連絡会議の構成員でございますが、愛知県の環境部大気環境課、生活環境地盤対策室、資源循

環推進課、そして農林水産部の畜産課、愛知県尾張県民事務所の環境保全課、あま県民センター

環境保全課、健康福祉部の保健医療局生活環境課、そして愛知化成事業協同組合、あま市、そし

て清須市でございます。 
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 課長、課長補佐クラスが主に出席しております。 

 年４回、５月、８月、１１月、２月に開催され、年１回、今年は５月９日ですけれども、工場

内の見学もございました。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今、年１回、工場内の見学もあったということですが、どのような印象を持たれましたか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 ５月９日に工場内の見学をしたところ、部分部分ではございますが、設備を新しくしておるな

というような印象を受けました。 

 また、会社の方の説明によると、平成２７年には作業の新ラインを増設、そして平成２８年に

はばっ気槽の散気管の入れ替え等、毎年何らかの設備を改良しているというようなことでござい

ました。 

 また、臭気でございますが、各工程、作業場によって異なった臭気がありました。煙突から出

ている煙のようなものは、あれは蒸気でございまして、においはかなり軽減されておりました。

そんなような印象でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 会社としては努力してみえて、設備を毎年新しくしているということですが、私が平成７年ぐ

らいだったですね、東京都の奥多摩のほうに、こういう設備のところに視察に行ったんですが、

そこはまずにおいというのは高温で燃やす。燃やしてもだめだったら、次は活性炭の中を通す。

それでもだめだったら、水の中にまたくぐらせると、そういう工程で、ほぼ外へはにおいは出て

ませんでした。 

 平成７年、８年当時にそういう設備ができてたですけど、あれから二十何年もたつんですが、
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ここはいまだにそういうにおいがするということなんですが、それだけの設備を今、会社に求め

るとかはかなり厳しいと思う。特に、こういうのは県から以上に、国のほうの施策で大きなお金

がおりてこないと、また、工場の指針もありますので無理かと思うんですけど、僕はこういう見

解だから、においは消せれるというように自分は認識しております。 

 次の②の答弁をお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、島津生活環境課長、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 生活環境課長、島津でございます。 

 最初に、当該事業所は、あま市にございます。したがって、悪臭防止法の規制というのは、あ

ま市の規制を適用するということになります。したがいまして、指導する権限はあま市にござい

ます。清須市に指導する権限はないというようなことになります。 

 そこで、市民の方から臭気の苦情をいただいた際、指導権限のない清須市が単独で動くのでは

なく、指導権限のあるあま市に連絡をとり、あま市と一緒に事業所に立ち入ります。そこで、市

民から苦情の寄せられた時間ですとか場所、その時間帯の作業内容等を確認いたしまして、デー

タを積み重ねているというような状況でございます。 

 この対応は、先ほどの当市、あま市、県、そして当該事業所で構成される連絡会議でこういっ

た対応をということで合意しているような状況でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今のデータの積み重ねをしているということですが、このデータを積み重ねて臭気の減少にど

のようにつながっているか見解を聞かせてください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 この記録データを積み重ねる中で、どの作業工程、気温、湿度等が臭気を強く発生させるのか、

原因を特定する資料になります。そして、改善していくための資料といたします。 
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 いつ、何件の苦情がありましただけではなくて、原因をはっきりさせる生きたデータが全てだ

ということで、さきの連絡会議で取り組んでいるところでございます。 

 過去には、時間帯を調査する中で、この時間帯には停電があった。ばっ気槽が働いていなかっ

たというようなことがございました。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 連絡会議で取り組んでいるということですが、この連絡会議で議論された内容はどのように反

映されて、どのようにしているか、当局考え、答弁。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 さきの生きたデータでございますが、連絡会議で報告、議論いたします。そこで、事業所、県、

そして市、各部署がそれぞれそれを受けて原因を究明し、対策を練っているというような流れに

なっております。 

 先日の工場見学の際には、浄水処理を行うばっ気槽により、薬剤の量をいろいろ調整しながら、

試行錯誤しているというように説明を受けております。 

 事業所、県、市、それぞれ一緒に対策を練っているというような状況でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 先ほどの答弁で事業所があま市にあって、権限はあま市にあるから、清須市は異なるというこ

となんですが、規制方法は清須市は異なるということですが、過去の質問でそういうことは理解

しておりますが、市としてはどのような対策をしているか、現状、今。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 
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 先ほど申しました連絡会議でございますが、年４回開催されております。この会議において、

さきの苦情状況の分析を始め、事業所も交えた対応を協議しております。 

 ご承知のように、当該事業所はあま市にあり、指導権限があま市にあるというようなことでご

ざいますが、清須市としては、毎年、市内の事業所周辺で臭気指数の測定を行っております。ま

た、市民の方による市民の協力を得て臭気モニターの調査等を行います。これらの状況の結果を

常に連絡会議を通して、愛知県、あま市、そして事業所に報告、提供をしているところでござい

ます。 

 また、連絡会議においては、清須市だけでなく愛知県、あま市に寄せられた臭気に対する苦情

内容が報告されますので、情報収集すると同時に、その対策に向けて、市としては地元の声を確

実にその会議の場に伝えるということ、また、改善に向けて強く要望していくというような状況

でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 先ほどの悪臭防止法についてですが、規制方法は清須市とあま市とは異なるという話なんです

が、これはどのような違いですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 ご指摘のとおり、清須市は臭気指数による規制で、あま市は当該地区は物質濃度による規制で

ございます。 

 臭気指数による規制は、人の嗅覚を用いて臭気の濃度を数値化したもので規制いたします。一

方、物質濃度による規制は、敷地境界線、煙突等の気体の排出口、あるいは排出口からの排出水

において特定した定められた物質の濃度をはかって規制するというやり方でございます。 

 ただ、臭気指数の規制のほうが人の感じるにおいは反映されやすい。そして、物質濃度規制の

場合、人がにおいを感じても、特定の物質濃度に反映されにくいというような印象を受けており

ます。 

 以上です。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今、規制方法ですね、これは県が定めるものですか、それとも各市町で定めるものですか。ど

こが規制を、臭気と物質と分けるのは。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 この規制方法ですが、決定するのは事業所の所在するあま市の権限でございます。愛知県の権

限ではございません。 

 また、清須市が、あま市の規制方法を定めるというようなことはできません。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 平成２８年当時で地元の町内会の組織と尾張県民事務所との協議があっと聞きますが、その内

容というのはどのような内容かわかりますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 平成２８年７月２６日、９月２０日、１２月８日、平成２９年２月２８日に４回行われた実績

がございます。清須市、あま市もこの場には同席しております。 

 内容は、地元町内会からのお尋ねに対し、尾張県民事務所が答えるというような形で行われま

した。 

 指導権限ですとか規制方法、そして改善策等において、いろいろな議論が重ねられたというよ

うでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 
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 これも臭気対策委員会ですね、さきの連絡会議ってありますよね、それとの関係というか、位

置づけというのはどのような関係でとってみえますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 地元の町内会で組織されている臭気対策委員会というのがございます。こちらは新清洲４丁目

の窓口になっていただいております。そして、地元の声も取りまとめていただいております。そ

の声は清須市を通じて連絡会議に届けているというような状況でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 私が調べた結果、平成２８年９月２日に清須市からあま市へ要望書を出してみえますけど、そ

の内容を教えてください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 清須市長からあま市長あてで、環境改善に向けて、さらに悪臭防止法に基づく措置をとってほ

しいとの要請でございます。この地元の声は、あま市を通じて事業所、県にも届けております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 この要請は、悪臭防止法の第８条の悪臭原因物の排出が規制基準に適合しない場合において、

その不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれると認めるときは勧告することができると。

第９条では、市町村長は必要があると認めるときは関係市町村長に対し、悪臭原因物を排出する

事業所について、悪臭原因物の排出防止、施設の改良、その他悪臭原因物の排出を減少させるた

めの措置をとるべきことを勧告することができるという、こういう８条と、９条の防止法にのっ

とってこれは出されたと思うんですけど、そういうことでよろしいですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 議員おっしゃるとおりです。悪臭防止法に基づいて要望をいたしました。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 先ほど市の境ですね、あま市のほうに事業所があって、規制に異なるため、清須市が事業所に

対して直接指導は困難だということは十分わかりましたけど、もう１点確認したいんですが、デ

ータ管理の観点から、市内で臭気の常時測定ですね、ずっと測定するということはできないです

か。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 地元の町内会からも同様のご相談を受けております。この測定方法はガイドラインで定められ

た方法で測定する必要がございます。清須市の場合、臭気指数による規制でございますので、人

の嗅覚を用いて、においをかいで、臭気の濃度を数値化するという手法でございます。特定の高

さ、特定の時間、そして採取してから判定試験までの時間制限もございます。こうしたことから、

ＰＭ２．５とか二酸化硫黄とかございますが、これらのように、常時測定することはできません。

また、これらの結果は全て参考値ということになります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 参考値だということですけど、これに関しては、地元の皆さんは臭気に問題は本当に切実な問

題で、特に風向きですね、南風が出る４月から１０月ごろには新清洲のほうは窓もあけることが

できないというようなこと、また気分が悪くなるというような、こういう現実を真摯に受けとめ

て、少しでも改善されるよう市当局の対応をお願いして、次の大きい２のほうに行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 



－77－ 

 次に、２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） 

 市民環境部次長兼産業課長の石田でございます。 

 ご質問につきましてご答弁申し上げます。 

 市では、農地の被害防止を図るため、カラスの捕獲おりを設置し、カラスの駆除を行っており

ますが、農地の被害は少なからず発生しているのが現状でございます。 

 しかしながら、カラスの捕獲等の実績から見ても、農地の被害抑制にはつながっているものと

考えておりまして、今後も継続して対応してまいります。 

 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、農家の被害は少なからず発生しているということですが、どのような被害があるか、具体

的に把握してみえますか。 

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） 

 地元の農家さんから少しお話を聞いたことがございますが、例えば、エンドウ豆をくちばしで

つっつくとか、それからサトイモなどを掘り起こすといった、そのような被害があるということ

はお聞きしております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 質問の中にもありましたカラスの捕獲おりでカラスを捕獲した現状はどれぐらいありますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 カラスの捕獲おりにつきましては、土田上条地区内に２か所設置してございます。 

 年間の合計捕獲数を申しますと、平成２８年度につきましては２４０羽、それから平成２９年
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度は３１７羽ということで増加傾向にございます。 

 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） 

 このカラスの捕獲は市の職員が直接でやってみえるんか、どこでやってみえる。 

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） 

 清洲猟友会の方に市が委託をしております。 

 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） 

 以前、清洲町時代は猟友会の方が猟銃で駆除していたということは僕も認識しておりますが、

現在は駆除はできないというか、しないわけですか、猟銃じゃないね。散弾銃だね。 

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） 

 現在は猟銃での駆除は行っておりません。 

 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） 

 行っていないという理由というのは、どんな理由で。 

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） 

 少し聞いたこともございますが、以前は市街地に近いということで、過去に猟銃で打ち落とし
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たカラスが民家に落ちるなどの被害があったということも聞いております。 

 さらに、区画整理事業がこちらの地区は行われておりますので、市街地が広がったということ

で、猟銃が使えにくい環境になってきたということが考えられますが、そういうことが多分原因

だと思うんですが、結果としまして、現在の清須市全域は特定猟具使用禁止区域というふうに指

定されておりまして、猟銃を使用してのカラスの駆除はできない区域というふうになっておりま

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） 

 禁止区域で猟銃の駆除は決まりでできないということですが、あれだけのカラスというのはど

こで繁殖して、どこに巣があるとか、そんなようなことは把握してみえますか。どのようなとこ

ろで巣をたくさんつくってるとか。 

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） 

 カラスの巣につきましては、一般的に、人から離れた場所に設けられるということを聞いてお

りますので、農地内に設けられることは考えにくいわけでございます。近隣にある高い樹木や鉄

塔などに恐らく設けられているというふうに考えられます。 

 しかしながら、産業課においては、カラスの巣についての情報は入ってきていないのが現状で

ありまして、結果としましては、巣についての把握はしておりません。 

 しかしながら、農地からほど近い公園等の樹木に巣がつくられたということもお聞きしており

ますので、この状況を踏まえますと、カラスの数から考えますと、恐らく繁殖場所につきまして

は広く点在しておるんではないかなというふうなことは推察され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） 

 あまり把握してないということで、僕もあまり見たことはないですけど、もし、そういう届け
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出があったら早目にもとから絶つということでお願いして、②のほうに進んでください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、②の質問に対し、島津生活環境課長、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 生活環境課長の島津でございます。 

 カラスによるごみ被害は、今や清須だけではなく全国的な問題でございます。カラス対策の基

本は、えさとなる生ごみや残飯を減らすことと考えております。 

 清須市では、現在、おおむね１０件程度のまとまりで、２メートル掛ける３メートル、あるい

は２メートル掛ける２メートルのカラスネットをお貸ししております。貸し出し件数は、平成

２５年度は５５件でしたが、昨年度は１７３件でございました。これによってピタッと被害がや

んだ地区もあれば、いまだ荒らされている地区もあるようです。 

 荒らされた現場を確認させていただきましたが、正しくカラスネットが使用されていないよう

に見受けられます。使用には地面との間にすき間ができないようネットをきっちりかぶしていた

だく、あるいはペットボトル等、重しを乗せていただく等の工夫も必要ではないかというように

考えております。この点、引き続き広報等を通じて周知に取り組んでまいりたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 ごみの被害ですね、ごみを荒らされている地区というのは清須市で多いとこと少ないとこがあ

ると思うんですけど、多いようとこは地区で把握してみえますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 時期により、またカラスネットの普及がされているかどうか、さまざまな要因がございますの

で、一概には申し上げられませんが、最近では、清須市上条地区で荒らされるケースが一番多か

ったというように記憶しております。 

 以上です。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今、カラスネットで生ごみの減量が一番大事だと思うんですけど、以前にもよくテレビで見た

んですけど、タカによるカラスの駆除ではないけど追い払いをテレビで見たんですが、こういう

ことは認識してみえるのか、考えられたか、市としては。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 存じております。さまざまな時間帯にカラスの天敵となるタカを飛ばして、カラスが安心でき

ないというような環境にして威嚇していくというもので、一時的には効果は非常にあるというよ

うに聞いております。 

 ただし、１回飛ばして終わりではなくて、週２回、３か月から半年継続して行っていくことが

必要というようなことでございます。 

 また、駆除によって一時的にカラスがいなくなった地域ができたとしても、えさがあって、こ

うした外敵がいなくなれば、他地区のカラスがまた飛来してまいります。根本的な解決にはなら

ないのではないかというように考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 日本全国でネットで調べると、他の自治体で先進事例がたくさんあると思いますが、そういう

ことは検討されていますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 日本全国いろんな実態がございます。折り畳みの集積ケースを設置している自治体、あるいは

カラスが活動するのは夜明けの３０分前と言われています。カラスが活動する夜明けより前に、

夜中でございますが、ごみ収集をしているというような実態もございます。いずれにせよ、どこ
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の自治体でもこの問題は共通の悩みです。費用対効果の面から根本的な解決には至っていないと

いうような状況でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 その他に新たに何かほかの対策というのは考えたりしてみえるかね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 月並みではございますが、カラスネットを設置して、地面との間にすき間ができないようしっ

かりかぶせる。カラスと生ごみを接触しないよう遮断するということが一番効果があるというよ

うに考えております。重しや水、あるいはチェーン、こういったもので囲っているというような

ところもございます。こういった形で周囲を抑えていただく。カラスがネットをめくらないよう

に抑えていただくのが一番効果があるんではないかというように考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 今、折り畳み集積ケースを設置しているところがあるということで答弁がありましたが、この

集積ケースについて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。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 現在、ごみ収集に非常に時間がかかっているというような声を伺います。現在、市内３業者で

分担して回収していただいておりますが、朝８時までに出していただいても回収が昼過ぎになっ

ているというような地区がございます。ごみを出している時間が長ければ長いほどカラスによる

散乱を受けやすいということになります。現在、ごみ収集業者とごみ収集車の台数、収集人員等

の増も含め、改善についてどうしたらいいかということを協議しているところでございます。 
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 また、先ほどのタカを飛ばしている市、集積ケースを設置しているところと、どこの市町もア

イデアを絞りながら対応に苦慮しているのが現状です。他市の状況を含め、効果のある永続的な

方法を研究していきたいというように考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 天野議員。 

２２番議員（天野 武藏君） 

 いずれにせよ、現行のカラスネットの方法の検証ですね、それも含めて研究が必要かと思いま

すけど、僕自身は折り畳みの集積ケースが一番いいのではないかと思います。 

 しかしながら、設置場所だとか交通の便に支障を来しては意味がないので、集積ケースの大き

さ等それも考慮していく必要があるんじゃないかと思います。 

 しかし、この事業についてはコストがかかりますので、市全体ではなく一番被害の多い場所を

決めて、地域を限定してモデル事業的なことで行ってとはどうかと思いますけど、とりあえず市

が設置するのか、補助金対象にするのか、今後の課題だと思いますけど、これは僕からの要望と

して、これで終わります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、天野議員の質問を終わります。 

 ここで１１時１５分まで休憩といたします。 

（ 時に午前１０時５９分 休憩 ） 

（ 時に午前１１時１５分 再開 ） 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 ただいまより議会を再開いたします。 

 次に、林議員の質問を受けます。 

 林議員。 

＜ １２番議員（林 真子君）登壇 ＞ 

１２番議員（林 真子君） 

 議席番号１２番、林 真子でございます。ただいま議長のお許しをいただきましたので、通告

に基づきまして質問させていただきます。 
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 私の質問は大きく２件でございます。 

 １件目は、障がい者の社会参加を促す取り組みの推進についてでございます。 

 高齢者や障がい者が円滑に移動できる社会を目指す改正バリアフリー法が成立しました。

１２年ぶりとなる今回の改正は、急速な人口減少・少子高齢化に対応し、バリアフリー化を一段

と加速させることが目的となっています。障がい者が十分に社会参加できる共生社会の実現に向

けた取り組みを２０２０年東京オリンピック、パラリンピックの開催を機に、全国各地で推進す

る点からも大きな意義があります。 

 本市においても、「障害者基本計画・第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画」が策定さ

れ、改正バリアフリー法とあわせて共生社会の実現へ向け、障がい者施策の一層の充実を図って

いただきたいとの観点から、以下お聞きいたします。 

 ①バリアフリー法の主な改正点の中に、高齢者や障がい者も参画し、バリアフリーの取り組み

を評価する協議会を市町村に設置する、バリアフリー化に向けた「マスタープラン」の策定を求

めるとありますが、本市のお考えをお聞かせください。 

 ②障がい者の社会参加の一つに、スポーツ・レクリエーション活動があります。本市の基本計

画の中にも、「障がいのある人に配慮したスポーツ・レクリエーションの振興」とありますが、

現状と課題、今後のさらなる取り組みについてのお考えについてお聞きをいたします。 

 ③障がいのある人がその適性や能力に応じた職業につき、社会経済活動に参加することは社会

にとっても有益なことであり、障がいのある人自身の生きがいにもなります。障がい者の就労支

援の現状と課題についてお聞きをいたします。 

 大きく２点目は、犬のフン害対策の強化についてでございます。 

 路上に放置された犬のフンの周りに黄色いチョークで円を描く「イエローチョーク作戦」は、

２０１６年に京都府宇治市が始め、ボランティア団体や住民みずからが取り組んだ結果、フンの

放置が９５％も減ったということです。本年から名古屋市でも同様の取り組みが始まり、新聞等

で話題になりました。 

 本市でも、広報、またホームページ上で飼い主のマナー向上のための啓発を行い、啓発看板や

忌避剤のサンプル配布などを行っていますが、フン害はなかなか減らないという現状があり、

「子どもが安心して歩けない、遊べない」と多くの苦情をいただいております。動物愛護の観点

からもしっかりとマナーを啓発し、路上の美化対策を強化していただくための取り組みについて

お聞きします。 
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 ①犬の登録時に飼育マナーについての啓発をしてはいかがでしょうか。 

 ②環境美化パトロールなどをボランティアで行い、イエローチョーク作戦を実施するお考えは

ございませんか。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 初めに、１の①の質問に対し、鹿島社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課長の鹿島でございます。 

 ①バリアフリー化に向けたマスタープランにつきましては、改正されたバリアフリー法が公布

されたばかりであるため、今後、情報収集に努めてまいります。 

 また、当事者の参画する協議会につきましては、これまでにも清須市のまちづくりの根幹とな

る清須市総合計画や各地域のまちづくりの方針を定めた総合的な都市計画プランである清須市都

市計画マスタープランなどにおいても、高齢者や障がい者団体の方にも参画していただいており

ます。当事者の方から賜ったご意見は計画等を策定・評価する上で非常に大切であるため、マス

タープランに限らず、さまざまな場面で当事者の方からのご意見を伺う機会をつくってまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 ありがとうございます。 

 これはまだ法も成立したばかりですし、施行もまだ先の話ですし、情報もないということで、

今のご答弁かなと思うんですけれども、本市清須市で見た場合に非常に駅が多いですよね。しか

も３千人以上の乗降客と利用者がいる駅がほとんどということです。そう考えたときに、今回の

バリアフリー法の改正では、そういう駅、また公共施設、またよく使う場所、ここを点のバリア

フリー化は終わっているので、線でつなぎましょうということになると思います。 

 本市の場合は、今後、駅前のいろいろな整備をされてきますので、その段階から今、言いまし

たように、より一層、当事者の方の考えを聞いてやっていただく。また、実際に現在困っている

こともしっかり聞いていただくということで、この都市計画、建設部のほうではあるんですけど
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も、今後の世の中の流れというのは、ぜひ、そういう発想が必要になってきますので、鹿島課長

の、部長もそうですけれども、そちらの部署でしっかりと今後かかわっていっていただきたいと

思いますけど、もう一度、ご決意をお聞きしたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 もちろんこれまでにもさまざまな当事者の方からいろんなご意見をいただいておる機会も設け

ておりますし、また、会議や何かの参加についてもですね、そういった当事者の方々を委員とし

て参画していただくということは引き続き行っていただきたいと思います。 

 我々の内部的に行う会議や何かにつきましても、当事者からいただいたご意見やご要望につい

ては、しっかりと伝えてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 ありがとうございます。 

 このマスタープランも３００ぐらいですかね、自治体に向けてということですので、清須市は

なかなかここに当てはまっていかない状況もありますけれども、まずは例えば一番利用者の多い

駅、この周辺から、マスタープランではないですけれども、都市計画の中で考えていくというこ

とで、こういう考え方を取り入れたまちづくりもぜひ一緒にやっていっていただきたいと思いま

す。 

 次、お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、鹿島社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課長の鹿島でございます。 

 ②の障がいのある方のスポーツ・レクリエーション活動の現状としましては、清須市民の方も

何人か出場されている愛知県障害者スポーツ大会の卓球と水泳の競技が、隔年ではありますが、

清洲勤労福祉会館（アルコ清洲）で開催されております。 
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 また、西枇杷島勤労福祉会館（さわやかプラザ）では、障がい者団体の方によるフライングデ

ィスクの練習なども行われております。 

 市としましては、障がいのある方の体育施設の利用料の減免などの対応を行っております。 

 また、清須ウオークなど、障がいのある方もない方も気軽に参加できるイベントづくりに努め

ております。 

 課題としましては、バリアフリー化できていない公共施設もあること、障がいのある方向けの

スポーツ・レクリエーションに携わる人が少ないこと、障がいのある方に配慮したスポーツ・レ

クリエーションに対する知識、理解が十分にできていないことなど、ハード・ソフト両面に課題

があると認識しております。障がいのある方がスポーツ・レクリエーション活動へ参加すること

は社会参加への機会の創出にもつながるため、障がいのある方に配慮したスポーツ・レクリエー

ションに対する知識、理解が深まるように、広報や障がい者団体等を通じた周知・啓発に努めて

まいるとともに、体育施設の使用料の減免などの支援も引き続き行ってまいりたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 いろいろな取り組みをしていただいてまして、今、いろいろ課題もおっしゃられたんですけど

も、その課題なんですけども、例えば、バリアフリー化されていない施設があると。全部バリア

フリー化していくということはかなり大変なことだと思うんです。でも、一口に障がい者の方と

いっても、皆さん全てがバリアフリーの設備が必要なわけではないですよね。しかも、必要な方

も、今、心のバリアフリーと言われてますけれども、支援者の方とか、また、その施設にいらっ

しゃる方、勤めていらっしゃる方も含めて、この方々の心のバリアフリー化によって、これは問

題ではなくなると思うんですね。 

 そして、もう一つ、今、障がい者のスポーツ指導員というか、この数が少ないと。本市にどの

ぐらいいらっしゃるのかわかりませんけれども、これを調べてみますと、意外と簡単に基礎的な

資格であれば３日で取得できるそうなんです。おまけにデータを見ますと、資格を持っていても、

全く１年間活動する場がなかったという方が多いそうです。そういうことを考えていっても、清

須市にはたくさんスポーツの指導員さんですとか、いろんなことでスポーツ、運動、携わってい
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らっしゃる方ありますので、こういう方に少しずつこうした資格をとっていただいてやっていけ

ば広がっていきますし、また生かすことができると思います。 

 そして、まず、障がい者スポーツの理解を深めていくということの中では今もやっていただい

ているんですけれども、健常者の人と障がい者の方が一緒に楽しめるイベント、そして教室をも

っとやっていくということが、逆にこれが啓発につながっていくんではないかなと思いますので、

今の課題についてはぜひまた取り組んでいっていただきたいと思います。 

 今、スポーツ大会というか、参加の話ですとか、いろんなことがあったんですけども、なかな

か障がい者の方でスポーツされている方の実態って、把握が難しいと思うんですけども、繰り返

しにもなりますけれども、どのような場があって、どのぐらいの方が利用しているのかというの

は、ざっくりでいいんですけども、わかりますでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 先ほどご紹介しました愛知県の障害者スポーツ大会の清須市民の方の参加人数なんですけれど

も、今年度、平成３０年度につきましてはフライングディスクについては３名の方が、水泳競技

につきましては２名、ボーリングにつきましては７名の方がスポーツ大会のほうに参加されてお

ります。 

 また、この上の競技になるんですけれども、全国の障がい者のスポーツ大会への参加者数とい

たしましては、清須市のほうからは４名の方が、水泳のほうには１名、卓球のほうには１名の方

が参加をしていらっしゃいます。 

 また、清須市のほうの体育協会やレクリエーション協会に登録をしている障がいのある人だけ

の団体という形での登録はございません。 

 また、愛知県の社会福祉協議会のほうに障がい者団体ですとかスポーツ、チーム等の紹介があ

るんですけれども、そういったところで清須市を活動拠点にされているチームですとかクラブは

ないといった状況でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 
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 今、何人かの方が一生懸命やっていらっしゃるということはわかったんですけれども、スポー

ツ人口ですね、これは私、調べてみたんですけれども、データで見ますと週に１回、スポーツを

している成人、これは約５割切るぐらいの方が週に１回は運動していると。これに対して障がい

者の方、運動を週に１回されている方というのは、データ的に見ると２割を切っていると言われ

ています。これが週３回以上の運動になりますと、障がいを持っている方は健常者の方の３分の

１になります。 

 この理由も一応調べてありまして、なぜスポーツできないんですかということに対しては、そ

の方の体力がない。それともう一つ、経済力の問題ということが出てくるそうです。 

 今、利用料の減免ですとかはやっていただいているんですけれども、差別解消法の理念でいけ

ば、本当は障がい者の方も半分ぐらいがいろんなスポーツを親しめるといいのかなと。それで平

等ですのでと思います。 

 体力の問題であれば、先ほど言ったように、いろんなイベントとか教室の中で必ずその人に合

った何か楽しめるスポーツやレクリエーションがありますので、そういった場をつくっていただ

く。それから、利用料の減免も今の状態でいいのか、もう少し使いやすくできるように、また当

事者の方と話し合いをしながら、これも２点考えていっていただきたいなと思うんですけども、

こういうデータを聞かれてどう思われますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 スポーツ人口、健常者に比べて障がいのある方がそういうスポーツですとかレクリエーション

に取り組める機会が少ないというのは、我々のほうとしても障がいの計画をつくる際のアンケー

トや何かについてもですね、要望というわけではないですけども、現状として、さっきおっしゃ

られたような体力がないですとか、経済的な問題があるというようなことも認識しております。 

 先ほどからありますが、市としましても、障がいのある人、ない人にかかわらずスポーツ・レ

クリエーションに取り組めるようなイベントについては、引き続き継続して、さらに拡充をして

いきたいというふうには考えておるところでございます。 

 障がいといってもですね、それぞれ個々に状況が違ってきますので、その方に合ったスポー

ツ・レクリエーションがどういったものなのかというところもお尋ねしながら、より多くの方に

参加できるようなスポーツ・レクリエーションについて考えていきたいというふうに考えており
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ます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 今、本市も総合型地域スポーツクラブというのがあります。ちょっと所管が離れてしまうんで

すけれども、全国にもこういうスポーツクラブがあるんですけれども、いろんな主体がやってま

す。このスポーツクラブの４割には障がい者の方が参加しているという、こういうデータがある

んですね。そうした中で、本市でも総合型地域スポーツクラブの中に障がい者の方限定ではない

んですけども、障がい者の方が気楽に参加できますよという教室を実施していくということにつ

いて、主体が違いますけども、こういう提案をしていただくということは可能ですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 そういったご要望があれば所管の担当課のほうにお伝えしてですね、実現に向けて取り組んで

まいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 これは受益者負担になりますので、お金がかかるんですけども、利用者は恐らくいろんなネッ

トワークを使えばかなり集まると思うんですね。多少なりとも利用料のほうで補助ができれば、

もっともっと楽しめるんではないかなと思いますので、全国にもいろんなスポーツクラブでやっ

てるモデルケースがありまして、このようなマニュアルもありますので、ぜひ一回見ていただき

ながら、必ずできると思いますので、お願いしたいと思います。 

 障がい者の方のスポーツという面で永田市長にもお聞きしたいんですけども、永田市長は日頃

から障がい者の方と直接お話を聞かれていて、本当にありがたいというか、姿勢はすばらしいな

とすごく思っています。 

 そうした中で、このスポーツの機会のお話は出ていると思うんですけれども、市長に、障がい
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者のスポーツの重要性というか、どのようにお考えか、少しお聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 障がい者の皆さんとお話しする機会、私、正直、企画部長とか副市長の時代はそんなにお話し

する機会はなかったんですけども、市長にさせていただいてから、いろんな場面で障がい者の方

とお会いする機会が増えて、本当にいろんなお話をさせていただいております。いろんなご要望

がありますし、困ったこともあるということでお聞きいたしておりまして、スポーツのことにつ

いて直接的にお伺いしたことは記憶にないんですけども、今、担当課長と議員のお話を聞かせて

いただきまして、身体から知的から精神から、いろんな障がいの方がおみえになりますので、障

がいの方がまずどんなスポーツをやりたいとか、そういうところを一遍探ったほうがいいのでは

ないかなというふうに、今、感じました。こちらでスポーツを用意したから、はい、やってちょ

うだいよというのでは多分うまいこといかんと思いますので、さっき課長が答弁しましたように、

スポーツを本当にやりたい方がどれだけおって、どんなスポーツをやりたいのかというのを一遍

探ってみるのが先決かなと。そこで市としてどういうふうにやっていけるかということを考えて

いくのが一番いいのかなというふうに思ってますので、一度進めていきたい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。よろしくお願いいたします。 

 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、鹿島社会福祉課長、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 社会福祉課長の鹿島でございます。 

 障がいのある方への就労支援の現状としましては、尾張中部障害者就業生活支援センターやハ

ローワークなどの関係機関とも連携して、障がいのある方の就労を思案しております。 

 しかしながら、障がいのある方の就労になかなかつながらないという課題もございます。これ
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は障がいや障がいのある方への理解が一般的にはまだまだ低いことなどが要因の一つにもなって

いると認識しております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 ここの就労の問題も非常に私もいろんなお話をお聞きすることがあるんですけれども、いろん

な障がいがあるわけですけども、皆さん一様に、できれば近いところで仕事が見つかればいいな

と。しかもその人にふさわしくてできる仕事が見つかればいいなと。そういう情報をすごく求め

ていらっしゃるんですね。 

 そういう意味では、市内の商工会ですとか、こういうところに働きかけていただいて、商工会

に入っていらっしゃるようなお店ですとか中小企業とか、そういう小さいところが障がい者の就

労というのは進んでいないと思うんですね。それは雇うほうも情報がないし、どうしていいかわ

からない。入りたいんだけれども、こちらもわからない。そういうところのマッチングというの

が支援センターでもできるんですけども、まず市のほうで商工会の方とお話しながら、情報を得

ていただきながら、こういうお仕事なら障がいの方はできますよとか、そういう取り組みをして

いっていただくと、市内で働く場所がちょこちょこ見つかってくるんじゃないかと思うんですけ

ども、そういう商工会の連携はいかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

社会福祉課長（鹿島 康浩君） 

 今現在、商工会と膝を突き合わせてお話というのはしておりませんが、担当する産業課等々は、

商工会さん等を通じて障がい者の方への就労の機会の創出等々についてご協力いただけるように、

どういった形でアプローチしようかというところの取り組みはしております。 

 今後、商工会のほうへ出向いて、そういった事業主の方に障がい者の方の雇用についてアプロ

ーチをしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 
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１２番議員（林 真子君） 

 ぜひ、お願いしたいと思います。 

 最近、私もいろいろ新聞で読んだんですけども、例えば、視覚障がい者の方が教育現場で働い

たりとか、ある方は片足がなくて義足なんですけれども、介護現場で働いているとか、意外とこ

ちらが思っている以上に仕事ができる場合もあるので、そういうところもしっかりと、障がいを

持った方もある程度の訓練とか鍛えればできることもありますので、そういう情報もしっかりお

話をしていただいたり、商工会の方とも連携をとっていただきながら、ぜひ、一人でも働きたい

という方が社会参加できて、お仕事できるように今後もよろしくお願いいたします。 

 済みません、次、２番のほうをお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２の①の質問に対し、佐古健康推進課長、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 健康推進課、佐古でございます。よろしくお願いいたします。 

 ①の犬登録時の飼育マナー啓発についてご答弁させていただきます。 

 犬に関する市民からの苦情相談件数は平成２９年度で２０件あり、その半数の１０件が犬のフ

ン害に関することでありました。ご相談のあった方、またはご希望の方にはフン害予防の看板を

お渡ししております。 

 犬の登録など窓口来所者と狂犬病予防接種集合注射会場におきまして、愛犬健康手帳とマナー

啓発冊子及びフンを入れるマナー袋の配布をしております。犬のフンは持ち帰るというマナー向

上のための啓発を広報やホームページ、啓発チラシの全戸配布など、引き続き実施してまいりま

す。 

 ①については以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 今、平成２９年度の２０件ということで、決算のときに数が出てくるんですけれども、今、犬

の登録の件数というのは大体横ばいなのか、増えてきているのか、その辺、ざっくりした状況的

にはどうでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 ほぼ横ばいで、２９年度の公布件数が２千７９７件となっておりまして、７０％強というとこ

ろでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 そうしますと、今、平成２９年度は２０件ということだったんですが、犬の登録件数は横ばい

で、苦情の件数というのも大体このような横ばい状況なんでしょうか。最近増えてきたとか、そ

ういうことでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 少しデータがありまして、平成２６年度の犬のフンの苦情については１３件、平成２７年度に

つきましては１２件、平成２８年度におきましては１件、２９年度が１０件ということで、その

年度におきましてばらつきはございますが、ほんの少しですが減少傾向にあるかと思っておりま

す。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 今、佐古課長のお話の中で、犬のフンを入れるマナー袋の配布、これはすごく私、いいことだ

と思うんですが、これはいつごろからされていて、その効果というか、反響はどうでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 これは今年度、平成３０年度からフンを入れるマナー袋を１枚サンプルとして配布を始めたば

かりでおりますので、この効果については今のところわかりません。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 
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１２番議員（林 真子君） 

 犬を飼ってらっしゃる方、皆さんが全てこういう袋のことを知らない場合もあるかと思います

ので、お渡ししていただくのと同時に、こういうものがあるよということも広報というか、しっ

かりとお知らせしていっていただきながら、高いものじゃないんだけど、便利にフンはとれるよ

というものがあるわけですので、そういったことも同時にやっていっていただきたいなというこ

とと、もう一つお聞きしたいんですが、例えば、獣医さんですとか、そういったところに何か啓

発のものを、ポスターを置いていただくとか、そういうことは今してらっしゃるんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 議員の今、ご質問がありました広報への掲載ですけれども、マナー袋については今年度から始

めたので広報の掲載はございませんが、今後検討していきたいと思っております。 

 それから、市の預託獣医師会のクリニックにマナー啓発のグッズ等を置かせていただけないか

ということで、今まで依頼してはおりません。ただ、二、三お聞きしたところ、置いてもいいで

すよとか、期間を決めてだったらいいですよというようなご意見を獣医師会のほうからいただい

ておりますので、今後進めてまいりたいと考えております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 林議員。 

１２番議員（林 真子君） 

 そういういろんなところで啓発していただけますと、人間もお医者さんの言うことはよく聞く

ように、意外とお医者さんの意見というのはよく聞くというところもありますので、ぜひ引き続

き、こちらのほうへのアプローチもお願いしたいと思います。 

 次、②番のお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、②の質問に対し、佐古健康推進課長、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 ②のイエローチョーク作戦を実施する考えについてご答弁させていただきます。 

 昨年度、犬のフン害の苦情のうち１件について現地確認し、試行的にイエローチョークでフン

の周りを囲む印と日付をアスファルトに書きました。１件につきましては、その後、犬のフンの
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苦情は届いておりません。 

 イエローチョーク作戦を実施している近隣自治体に確認しましたところ、その効果については

まだ検証されていないとのことでした。 

 また、道路の路肩や花壇など、アスファルト以外にあるフンに対しチョークで囲むことができ

ないため、別の方法として、名刺サイズのイエローカードを割箸に挟み、地面に指して警告をし

ている自治体もあると聞いております。 

 イエロー作戦につきましては、市民が実施することにより市民間トラブルも懸念されることか

ら、イエローカードの利用も含め、他自治体の動向を見ながら研究してまいりたいと思います。 

 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） 

 まさしく私の住んでいる地域ではほとんど路肩の草の中にフンがしてありますので、チョーク

は使えないんですけども、カードを刺すことはできますし、１点、市民間のトラブルになるとい

うことであれば、先ほどの話に戻りますけれども、犬のマナー袋と同時に、例えば、イエローカ

ードとかイエローチョークをお渡ししながらこの当事者の方に協力していただくということにな

れば、一番インパクトというか、ご本人たちの啓発になると思うんですね。そういうことをやっ

てますよということがわかるだけでもいいと思うんです。そうしたことが広がってくれば、もし

かするとほかのボランティアさんも、ついでに私もやってあげるわという方も出てくるかもしれ

ないと。 

 他自治体もこれから効果が出るということでしたけれども、現実にそこには１件のフンはなく

なったわけですね。ということは、イエローで印がつけてあると買い主さんはそこではさせにく

くなるのか、拾っていくようになるんではないかと思うんですね。そういった意味で、ぜひ当事

者の方に啓発をする意味でも、一緒にそういうときにそういうグッズを配ることも検討していた

だいて、ご意見をいろいろ聞きながらでいいんですけども、そこの当事者の飼っていらっしゃる

方が持ち帰ってもらえばそれで済むわけですので、ここしかチャンスがないので、その時点でし

っかりとやっていただきたいと思います。 

 犬には全然罪はないわけなんですよね、この話って。聞くところによりますと、犬もほかの犬

のフンを食べて犬の健康がおかしくなるという場合もあるみたいですので、そういうことも含め
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て、犬を愛するのであればこういうマナーはきちっとしましょうよって、そういう啓発をぜひ続

けていただきたいと思います。 

 私たち年代はそんなに気にしないんですけども、若いお母さん方はお子さんを遊ばせたり歩く

ときに非常にフンが気になるということですので、これはいつまでもほっといてはいけないかな

と思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいということで、最後にもう一度、課長、決意をお

聞きしたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康推進課長（佐古 智代君） 

 議員のおっしゃるとおり、買い主のお一人お一人のマナー啓発ということが非常に大切なこと

だというふうに実感しているところであります。マナー袋の配布と同時にイエローチョーク、イ

エローカードについてはさらに検証を重ねまして、試行的にでも説明を添えて、例えば期間を決

めるとか、地区を決めるとか、いろいろ方法を考えながら試行的に検討していきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

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。ぜひ、よろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、林議員の質問を終わります。 

 ここでお昼の休憩に入ります。 

 １時半を再開といたしますので、よろしくお願いいたします。 

（ 時に午前１１時４８分 休憩 ） 

（ 時に午後 １時３０分 再開 ） 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、飛永議員の質問を受けます。 

 飛永議員。 
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＜ 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。 

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

ます。 

 私からの質問は、大きく２点でございます。 

 まず、初めに、保育事業の運営状況についてお伺いをいたします。 

 清須市は誕生以来、子育て支援に積極的に取り組むまちとして、待機児童ゼロはもちろんのこ

と、市民の声に耳を傾け、さまざまな意見や要望に応えながら、充実した子育て支援施策を推進

してきております。また、その取り組みの姿勢は今も変わらず引き継がれ、本年度は「みんなが

担い手 みんなで子育てのまち ～明日を創る子ども達と共に きよす～」をスローガンに掲げ

「子育て世代包括支援センター」を新しく設置し、「母子保健コーディネーター（保健師・助産

師）」と「子育てコンシェルジュ（保育士）」が連携し、妊娠中から切れ目のないサポート体制

を設けて、さらに充実した支援を推進しています。 

 また、これまでも、ファミリー・サポート・センターの開設、子育てアプリ“キヨスマ”の展

開、病児・病後児保育事業の推進など、積極的に、先進的な取り組みで「安心して子育てできる

まち」を建設してきたことは、教育のあり方ともあわせて、伸びゆくまちづくりの最も重要な根

幹に資する事業の一つであることを鑑みると、まことに僣越でございますけども、最大の評価に

値することと思います。今後も、より一層の推進を期待するところであります。 

 しかし、最近、子育て世代の方々から不安を感じる言葉をちらほらと聞くようになりました。

背景の１つとして、名古屋市に隣接する通勤に便利で暮らしやすいまちとしての認識が広がり、

人口が増加傾向の中、子育て世代の転入が増えていること、それに加えて人材の確保と育成が難

しくなってきていることなど、要するに、質・量ともにニーズとのバランスが揺れてきている状

況であると考えます。 

 今後の清須市のますますの発展と成長を見据えたときに、前述した状況は、今が次代を拓くと

きであるというあらわれであり、最も大事な施策の１つである子育て支援について、次のステー

ジに挑まねばならないときであると感じています。 

 そこで、以下について、確認も含めて伺います。 

 ①３歳未満と３歳以上の保育事業の現状と課題 
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 ②待機児童の認識 

 ③保育士の確保と育成の現状と課題 

 ④今後の保育事業における認定子ども園の位置づけ 

 続いて、２つ目ですが、土田地区及び花水木地区の雨水対策について伺います。 

 昨今の短時間集中降雨は、想定外とも言える冠水状況が発生をします。土田地区・花水木地区

の近年区画整理された地域は貯留池が設置され、地域の雨水対策は整っているように感じます。

しかし、昨今の降雨の影響で一部水はけが悪く、道路冠水がたびたび発生するとの声を聞いてい

ます。そこで、この地域の雨水対策の現状と今後の課題について伺います。 

 答弁、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、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３歳未満と３歳以上の保育事業の現状の課題についてお答えいたします。 

 保育事業の現状では、働き方の変化による女性の社会進出、核家族化などにより、近年、３歳

未満からの保育を必要とする家庭の比率が高い傾向にあります。また、３歳未満３歳以上を問わ

ず、母親の就労形態が多岐にわたることにより、午前７時半からの早朝保育、もしくは午後７時

まで保育園を利用される家庭が増加しております。現状の課題については、平成２８年度の短時

間労働者の社会保険加入条件の変更により、勤務時間を短縮された臨時保育士が多くなっている

ことになります。 

 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） 

 順番に質問をしていきたいと思います。 

 今、３歳未満３歳以上のお話の中で、３歳未満のニーズが増えてきているというお話が１つと、

課題として短時間臨職の方が増えているということ、２点あったと思います。 

 まず、３歳未満３歳以上のところのまず３歳未満のことについて伺いますが、ニーズが増えて

きているという感覚がある中で幾つかお聞きしたいんですけども、清須市内の保育園、３歳未満
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児、３・４・５歳という受け入れの状況がどういうふうだということはインターネットで公表が

されておりますね。３・４・５歳に関しては若干空きになるという話なんですけども、３歳未満

に関しては全てお問い合わせくださいになっておりますが、これは全部いっぱいになっておると

いう認識でいいんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 現状につきましては、まず新規、３０年度の申し込みにつきましては６月までの入所の方を含

めた形で入園調査をさせていただいておりまして、今現在のところ、６月までの方につきまして

は全て入園調査をさせていただいております。 

 ７月以降のお申し込みの方につきましては、入園申し込みは２か月前になりますので、５月か

ら申し込みのほうの受け付けをさせていただい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） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 インターネットに公開されておるのは平成２９年度のもので、そのデータの状況をとらえてど

うですかという質問をしたんですが、３歳未満はとりあえずその時点ではいっぱいになっておっ

て、非常に人気が高いということなんですけど、保育園の中で実は本町保育園だけが３歳未満、

７か月から受け入れますよと。ほかの保育園は全部９か月という形になってますが、これに関し

ての認識と今後の考え方を伺います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 ０歳児の受け付け月数につきましては、多様化する保育ニーズに応えるために低年齢児を受け

入れるような形で順次施設改修などさせていただきまして、受け入れができるような形で旧町の

ところから進めさせていただいているところなんですが、現在、今、議員ご指摘のように、公立

保育園では本町保育園が７か月、それ以外の保育園が９か月の受け入れになっております。 

 今現時点では、保育ニーズにつきましては、育児休業制度をとられる保護者の方が大変多くな



－101－ 

っておりまして、ご希望の方が１歳以上、１歳誕生を迎えられてからご希望される方が多いとい

うことになっておりますので、今、議員のご指摘のところの年齢幅につきましては、今後の保育

ニーズを踏まえまして調査・研究してまいりたいと思っております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 育児休業の方も増えてくるとか、いろんなバランスがある中で、投資も必要でしょうし、人も

お金も投資しなきゃいかんと。それでサービスの向上を図っていかなきゃいけないと思うんです

が、ちなみに、本町保育園だけ７か月で、あと、９か月というのはいつからこういう状態だった

んですか。 

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） 

 こちらにつきましては、合併前からこのような差があ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） 

 合併前からということですね。そういうことですね。 

 私、合併当時はこういう立場にございませんでしたんですけども、チラッと聞きますと、合併

時において市民サービスに対しては、サービスは、より高い方向へ合わせて、費用は、より負担

が軽い方向に合わせるということでいろんな合併がなされていったという認識でございますが、

そこからすると、これは７か月に合わせるべきか、９か月に合わせるべきか、どちらだと思いま

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） 

 それにつきましては同じ答弁になりますが、今後の保育ニーズを踏まえ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。 
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 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・研究しっかりニーズを踏まえてしていただく上で、サービスの低下を招かないようにし

ていただきたいなと思いますけど、関連して、３歳未満のお話でもう１つ行きますけども、いわ

ゆる清洲地区と春日地区に企業主導型の３歳未満の施設が１つずつできておると思いますけども、

これは簡単にどういったもので、現状、地域の方がどういうふうに利用されているか、人数的な

ことでも結構ですけども。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 企業主導型につきましては、企業が設置し、運営を行い、勤務する従業員の子どもに加えて、

従業員以外の地域の子どもが保育を利用できる施設になっております。整備費や運営費につきま

しては児童育成協会のほうから助成を受けれる認可外施設でございます。 

 現状につきましては、利用実績ではございますが、まず、春日地区のほうにつきましては、ゆ

めっこ園というところがありますが、そちらにつきましては、現在１２名の利用の方がおみえに

なりまして、清須市地区のみらい保育園という企業型保育がありますが、そちらにつきましては、

今現在５名の方、市内の方がご利用されてみえてます。 

 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） 

 基本的には、企業が企業で働いている人のお子さんを預かるために地域に設置すると。補助金

も出るし、財団から運営費も出るんですね。なので、地域の方も受け入れ枠をつくるようにとい

うことで、こういった形で清洲地区と春日地区とで。 

 比較的３歳未満のニーズが高いところに幸いにもつくっていただいたわけですけども、これは

企業主導型なのでこちらから、ここをお願いしますとか、そこへお願いしますという話はできな

いと思うんですが、ほかのエリアはこういったものはどのようにお考えになるかだけお聞かせ願



－103－ 

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） 

 ３歳未満児のニーズの調査につきましては、今、言われますように、確かに、地域によって隔

たりがあるかと思っておりますので、そちらにつきましてはニーズ調査をしっかりさせていただ

きまして、どれだけ必要かということを調査をさせていただきながら、今後どのような保育施設

が必要なのか、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） 

 最初の登壇した質問でもお話しさせてもらったように、量・質ともに変化してきている状況を

あちらこちらから聞きますもんですから、今おっしゃられたように、こういったものは研究をし

っかりしていただいて、市としては企業さんに助けていただいているので、しっかりスクラム組

んで、清須市にお暮らしの方が安心してもらえるように進めてもらえれば思うんです。 

 もう１個だけ３歳未満児で、育休明けの産後８週ですか、５７日を預かる施設が１つ廻間にあ

りますが、これはどんな状況かだけ、運営状況とか、そういうところだけお願いできますか。 

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） 

 現在、なのはな保育園のことになるかと思いますが、産後明け５７日から入所、受け入れがで

きる施設でございます。こちらにつきましては定員が１８名になっておりますが、ほぼ定員いっ

ぱいまでお受けしていただいているというふうに理解しております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 こういった育休明けのお子さんを預かれるところも清洲の廻間地区に１つ、市内ではここ１つ

という形なんですけども、これはエリアのニーズを踏まえた上でここだけでいいという判断なの
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か、先ほどご返答にあったとおり、ニーズを改めて調査していく中で、必要じゃないのかなと思

っていらっしゃるのか、見解だけお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 先ほどと同じ答弁になってしまいますが、各地域によってご希望のニーズ量が違う形になって

おりますので、そちらのほうに適切に対応できるような形で調査・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） 

 あとはほかの後ろの質問にかぶってきますので、とりあえずここまでにしておいて、もう１個

だけ、今、課題として言われた短時間勤務の臨職の方が増えてきているということが課題だとお

っしゃられますが、もう少し具体的に、こういった方たちが増えることでどんなことが課題にな

るのか、もう少し具体的にお教えいただけますか。 

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） 

 短時間の勤務をされてみえてる方につきましては、ほとんどの保育士の方が１０時から２時の

ご希望の方が大変多くなっております。実際のところ、今、保育ニーズのほうは多様化している

関係もありまして、早朝保育、延長保育の利用をご希望の保護者の方が大変多くなってきており

ますので、早朝延長の保育担当をしていただくところの保育士を確保するところが課題となって

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） 

 ぜひ、ニーズに合わせた形で、働いていただく方にお願いをしなきゃいけないと思います。 
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 ちょっと聞いたとこだと、短時間の方が増えると、預かるときは迎えに来たときの保育士さん

が違うと、お子さんと親御さんに若干不安を与えるケースもあるというふうにも聞いてますけど

も、そういう視点に関してはどうなんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 その件につきましては、私ども、朝、お子さんをお預かりさせていただいてから退園をされる

ところまでしっかりと連携をとって、日々、子どもさんの日常の生活がこのようだったというよ

うな報告ができるような形をとっております。 

 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） 

 今おっしゃられたように、連携・コミュニケーションですね、保育園に園長さんがみえて、親

御がみえて、スタッフの方がみえて、４者が１人のお子さんのために意識を一にしていかないと

不安も与えてしまうことでしょうし、それはしっかり連携をとっていくという仕事する側のマネ

ジメントも必要だと思いますので、変化していく中、大変ですけれども、しっかり進められるよ

うな人員の確保等、進めていっていただければなと思いますけども、よろしくお願いします。 

 次、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） 

 ②の待機児童の認識についてお答えをいたします。 

 ３歳未満児の入園希望の児童が増えておりますが、入園可能な保育園を紹介するなど、４月

１日現在では待機児童はありません。 

 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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 待機児童ゼロを続けていらっしゃるというお話ですけれども、私が漏れ聞いているところです

と、例えば、申し込みをしてみたけれども、希望のところじゃないからやめたということとか、

今はここは入れんけども、半年後は入れるんで半年後にしましょうとか、その間の半年は待機児

童じゃないのと思ってみたりとか、ご兄弟があった場合に、当然、ご兄弟は同じ保育園に行けた

ほうがお母さんも行事に出れるんだけれども、ごめんなさい、満タンだから入れませんと。こっ

ちだったらいいですよっていうパターンになっちゃったりとかすると、親御さんは大変ですわね。

行事が重なっていると両方行けませんから、お父さん、お母さんが両方休んでどっちか行くのか

という話になっちゃったりするケースも聞いておりまして、これは本来の姿だったら、兄弟で行

ったほうがいいわけになるので、そうすると、これもある意味、気持ちをぐっと堪えて保育園に

預けるという形になるでしょうし、あと、こういう話も聞いたことがあります。離れるのが嫌だ

ったら、お宅、入園できませんよということを言われてしまうとかあるんですが、これはどうと

らえたらいいのかな。待機児童をつくりたくないもんでそうやって言っておるのか、現状こうだ

からしょうがないですって言ってるのか、そこに対して今後どうしていくのかと、何かコメント

があればおっしゃってくださればと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 待機児童の定義につきまして、民間保育施設を含み、利用可能な保育所の情報提供、ご紹介し

た場合につきましては、待機児童と含めないというふうになっておりますので、現時点はどこか

の保育園をご紹介はさせていただいておりますので、私どもの認識としては待機児童ゼロという

ふうに考えております。 

 ただ、第１希望以外の保育園を例えば私どものほうからご紹介をさせていただく場合につきま

しては、保護者の勤務先とか通勤経路とか、そういう時間帯等を考慮させていただきながら保育

園のほうをご紹介させていただいておりまして、兄弟入所の方にもなるべくご負担のないような、

それぞれ別にならないような形でご紹介をさせていただいております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 
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 今のお話の中の２点、１点は、定義はこうですという話になると、定義をクリアしとったら待

機児童って言わんでもええのかという話になってきます。預けるほうにしてみれば、こっちは我

慢しとるにということになりませんかと思います。これが１つ。 

 だから、これは定義から見たらええけども、現場はそうじゃないということをきちっと掌握し

ていかないと、今はやれても、先々やれなくなりますよ。これだけは釘を刺しておきます。でき

なくなりますよ、先々、こういうことを言ってると。 

 最初にも言ったとおり、子育てに手厚いまちをずっとつくってきたにもかかわらず、そうやっ

て定義でオーケーだから市民に負担をかけるということがまた違う話じゃないかなと思います。

実際に負担になっとるのか、皆さんで負担を分かち合っていかないと続けていけないところがあ

ると思いますけども、一概にはこういうことではどうかなと思うのが１つと、働き方をどうやっ

て働く、当然、アンケートをとってどんだけ働きますか、こんだけ働きますかってやって、その

意思表示に伴って優先順位が決まってきて、第１希望じゃなくて第４とか第５しかだめですよと

いう方も出てきたりしますわね。それって逆に、働き方を縛りつけとれへんかなという気もしま

す。応援するために預かるという話なので、応援するために預かるんだったら、家から近くのほ

うがええに決まっとるでしょうし、通勤の都合のいいところがいいに決まっとるんですけども、

こういったこともこういう点数をつけていく中で読み取っていかないと、僕は明日がないと思い

ます。保育事業の明日がないと思っておりますので。 

 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。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 ③の保育士の確保と育成の現状と課題についてお答えいたします。 

 保育士については、引き続き、待機児童ゼロを維持するため、例年の退職者の補充に加え新た

に保育士を採用するなど、保育基準に必要な職員を確保しました。 

 保育士の育成に関しては、厚生労働省の告示である保育所保育指針に基づき、職員の資質向上

に努めています。 

 経験年数の浅い保育士が多くなっておりますが、園長が保育実践の中で新人保育士へのアドバ

イスや意見交換を行うなど、園児の就学までの育ちの共通理解を深め、適切な保育運営を進めて

まいります。 
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 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、資質の向上に努めていきますという答弁と仕組みにのっとって進めていきますというお話

がありましたが、なぜ、ここをこうやって書かさせてもらっておるかというと、現場の話がちら

ほらと耳に入ってきてまして、新卒で確保した人が結構離職率が高いということがまず１つ、も

う１つは、キャリアを積んだマネージャー的な立場になる方も現場から離れていってると。 

 これは一般的に僕の視点で見て、今、保育士さんてどこも足りなくて、私の知り合いでも保育

士さんの給料と漬け物を売っとる給料とそんなに変わらんもんで、漬け物売っとったほうが楽し

いんで、漬け物を売るわっていう人もいます。 

 保育士さんをやると、パートとかいろんな勤務の形式によっては、家に持ち帰って何かしなき

ゃいけないとか、当然、責任も重い仕事になってきますので、そうすると、人材の確保が非常に

難しくなってきていて、育成を今までのルールにのっとってやってきますっていうことをやって

て人材を手放していっとるわけですよね。いわゆる最前線で働くスタッフも、初々しい初心を持

って現場に来たスタッフも頑張ってやってきたスタッフも現場を離れていっていると。こういう

状況をやると、さっきも言ったように、先がないわけでございまして、こういう状況って、僕、

漏れ聞いておるんですけども、それを踏まえて今年度は２１人確保しとる。コメントっていうか、

何かあれば聞かせてください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 まず、正規職員の退職の理由につきましては、私どものほうとしましては、配偶者の職場の転

勤とか結婚とか出産、保育士でありますので、自身のお子さんの育児に専念したいというご希望

の方が多くおみえになりますので、そういうような家庭のご事情で退職されたというふうに私ど

もとしては聞いております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 
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９番議員（飛永 勝次君） 

 そういうことだけでない現場の話が幾つも入ってきていて、そういった事情もあるでしょうけ

ども、そういったことを理由にしておるケースもあるんじゃないかなと僕は思ってます、やめて

いくってケース、特に新卒の方とかね。 

 やめた方は育休明けで来てもらえるかっていうことにつながってくるでしょうし、これは見て

かなかんと思いますけども、僕が聞いとる話ではそういう話ではない話が多いです。職場の環境

とか、仕事の内容とかいうことの改善がされんというふうに聞いております。 

 キャリアがある方がやめてっちゃうというのは何人か聞いておるんですけども、いわゆるマネ

ージャークラスがやめてっちゃうというふうになってくると、仕事のマネジメントが崩れていっ

とると思うんですけども、これに関しての認識はどうでしょうか。 

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） 

 今、議員の言われてますように、確かに、保育士、主任保育士、園長補佐、園長というような

各職種があります。職責等がありますが、実際に新人の職員が多いということは認識しておりま

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） 

 新人の方をしっかり育てていただいてマネージャーをつくっていくなり、マネージャーさんを

どこかで入れていって、新人さんと一緒になって清須市のお子さんのために働いていただくとい

うことと今はどっちかしかないかなと思うんですけども、そうすると、中途キャリアの方を雇い

入れるという話になってくると思うんですが、中途キャリアの方を雇い入れる仕組みが、いわゆ

る給料の体系がまだできてなくて、受け入れが難しいんですわという話をチラッと聞いたことが

あるんですが、これはどうなんですか、現状と今後と。 

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） 
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 職員の採用につきましては、大変申しわけございません、人事秘書課のほうからお願いしたい

かと思っております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

人事秘書課長（舟橋 監司君） 

 人事秘書課、舟橋でございます。 

 議員おっしゃられるとおり、今、課題となっておりますのは、保育士の指導的立場を担う園長

補佐や主任保育士クラスの層が薄くなっているということは我々も認識をしているところでござ

います。そこで、保育士における職員構成の適正化や保育士の育成強化のため、実務経験のある

方を対象とした社会人枠の採用なども視野に入れまして、他の自治体の事例を参考にしながら検

討してまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 ぜひぜひ進めていっていただかないと、結局、保育事業という仕事のマネジメントができてな

いという話になるので、民間で言ったら、マネジメントができておらんということは事業として

は廃止ですわ、赤字になっちゃいますもんね。 

 あまりここまできついことを言ってもあれなんですけども、いち早くやっていかないと、さっ

きも言ったように、人材はもう今、取り合いになっていますので、これは皆さんご存じだと思い

ますけど、例えば、新卒で保育士さんで入ってくると、１年もたてば転職のマッチング会社から

ＤＭが来るんですわ、あなたのキャリア買いますよっていって。それをつなぎとめておけるだけ

の魅力ある職場になってますかと。魅力のある上司がいますか。 

 現状を今ご答弁されましたけども、言いにくいと思いますけども、そうじゃないことがいっぱ

い起こっておると思います、現場で。あるところあるところっていう話も聞いてます。なので、

最初に言ったように、清須市の未来を大事にするのは今なんですよ。 

 調査・研究もいいんですけども、僕がわざわざこれを６月議会で質問しとる意味というのは、

釈迦に説法ですが、来年度の募集が１０月からなので、９月にはきちっと切り替えて体制をつく

ってもらわないかんと。そうすると、６月、９月議会では間に合わへんわけですわ。なので、し
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っかり現場を見て、現場を歩いて、１人１人最前線で頑張っとる新卒の保育士さんに志を聞いて、

未来を今きちんとつくってもらいたいなという思いでいっぱいです。 

 次、４番へ行ってください。 

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の今後の保育士事業における認定こども園の位置づけについてお答えをいたします。 

 本市での認定こども園は、平成２８年度にはゆめのもりこどもえんを開園し、３２年度にはさ

らに１か所開園できるよう現在準備を進めています。 

 認定こども園は、保護者の多様化する就労形態に対応でき、また、幼稚園と保育園の機能をあ

わせ持つ保育・教育施設であることから、今後の保育ニーズに必要な施設と考えております。 

 今後も認定こども園と連携を図りながら、近年の増加傾向にある３歳未満児の保育ニーズに対

応してまいります。 

 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） 

 多様化する保育ニーズに応えられる認定こども園という認識をお持ちだということが１つと、

認定こども園そのものはまだ最近できた制度になって進んできとるわけで、清須市も１つあって、

もう１つできてくるという状況であります。 

 昨今のニュースでは、幼児教育も無償化になっていくということで、ますます子育てに関して

手厚いという言葉でなくて、多分、やらないと先がないという状況になってきていると思います。

少子高齢化の中で働くお父さん、お母さんを支えなきゃいけない人が増えてくわけですから、働

く人が減って。なので、大事なことじゃないかなと思っておりますが、多様化したニーズに対応

できるこども園という認識をお持ちだと言われていますけども、こども園は建設費も運営費に関

しても国から補助金が出てますわね。そうすると、今の直営運営に比べると係る経費も、いわゆ

る行政の財政のほうにいい影響をもたらすものではないかと思いますが、認識として伺っておき

ます。どうですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

健康福祉部次長兼子育て支援課長（加藤 久喜君） 

 今、議員が言われるように、認定こども園につきましては、運営助成として国・県からの財政

支援などがあり、また幼稚園・保育園のあわせ持つ機能を持っておりますので、大変メリットが

あるところだと思っております。ただ、今後の認定こども園のあり方につきましては、民間事業

者のほうから開園の要望があった場合、地域の子どものニーズと保育・教育施設の適正配置を考

慮しつつ考え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） 

 少子高齢化でこういった状況というのはこれからまだ２０年ぐらい十分続くと思っております

が、調査・研究と考えていきたいというお話がね、優位性はわかっているけれどもというご答弁

だと思うんですが、先んじて取り組んでいかないと、清須市にどうやってマッチングするかとい

うことが現実的につかみとれんと思うんですね。机上でわかってることと実際やって起こってい

ることと違うと思うので、先ほども答弁があった、例えば、最先端のスタッフと園長さんを結ぶ

ミドルマネジャーがいなくなるとどうなりますかと。今いろいろ大変なことになっとると思うん

ですよ。そうすると、その仕組みがないとどうなりますかと。もう明日がないわけですよ。対応

できないと。そうすると、そういう人たちがここでおれなくなったら、ほかの自治体に働きに行

っちゃうんです。うちへ来てくださいて言っても来てもらえへんと。なので、早目に取り組んで

いって、トライをしていって、この名古屋市に隣接している働きやすいまちとしての地位をしっ

かりとまた固めていっていただきたいときだなというふうには思っております。 

 子育てと教育に関してはまちづくりの根幹だと思っています。未来の清須市をつくっていくこ

とであります。現場の最前線の保育士さんたちは未来を育てていく大切な尊い方々、１人１人が。

だから、現場の保育士さんと、できました直に懇談などしていただいて、未来を一緒に描いて、

共有して、苦楽をともに職員の方もしてほしいと思います。 

 また、子育て支援の人の採用面ですとか、事業の運営面ですとか、また、こども園の財政に対

する弾力性の優位性とかも踏まえて、市長の所感だけお伺いしたいと思いますけども、いかがで

しょうか。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 済みません、もう一回お願いできますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 今の保育園の現状を僕がずっと述べさせていただいて、現状では今までずっと培ってきたよう

な保育事業の進み方じゃなくなっているという話はよく聞いていて、要するに、ニーズに応えて

もらえないということがあるのが１つと、人の確保がなかなかできないということは、仕事とし

てはマネジメントができてないということになってくるので、そうすると、こども園って民間委

託ですよね。民間委託してそういったプロにやってもらうというのも１つなんですけども、こど

も園をお願いすると、いわゆる建設費だけじゃなくて維持運営費も補助金が出るので、そうする

と、市の財政に寄与できないかという、何点か、これからの保育事業の視点があって、そういう

視点に対して市長の所見だけお伺いしたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 済みませんでした。 

 保育事業につきましては、従前は保育事業は市で賄っていくというのが５年ぐらい前だと方針

だったんですけども、今、保育と幼稚園の新しい制度ができましてからそういう考えではやって

いけないのは事実でございまして、今、市では認定こども園が１つできていまして、もう１つ増

えます。 

 先ほどお話がありました小規模保育所とか企業型保育所も、私は担当には積極的に誘致をする

ようにというふうに話しておりますので、現実にはやってくれる人がなきゃいかんですけども、

そういう方向で動いとってくれるというふうに思っております。 

 それと、ニーズに応え切れないという部分は、これは清須だけではないと思うんですけども、

全国の市町村が本当に今、歯を食いしばってやっとると思うんですけども、さっきご質問の中で、

待機児童はゼロであっても、不満を持つ親御さんが多いということも私は事実だと思います。で
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すけど、どこかで線を引かんことには、行政として指標が出てきませんので、それは引かざるを

得んのですけども、その引き方についても、待機児童の基準も私は全国一律だと思っとったんで

すけども、どうも違うという部分があるそうで、うちはかなり緩やかな基準でやっとるという自

負はあります。 

 保育士の件につきましては、確かに、若い保育士が以前に比べてやめる方が若干多目だという

感じは持っております。ですが、去年、待機児童ゼロにするには２０名足らんということで、急

遽、追加募集しましたけども、応募してくれる方がおりますので、清須の保育事業の評判が悪い

ことではないと思うんですけども、その辺のところも実際に働く保育士のことをしっかりととら

えまして、清須の保育はいいよというふうに言っていただけるように頑張っていきたいというよ

うに思っております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 飛永議員。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 ありがとうございます。 

 預ける側にとっても、働く側にとってもいい保育事業を継続していっていただけるように。 

 現状は非常に悲しい声をいっぱい聞いていますので、さっきあったように、ミドルクラスがい

ないとかいうことでマネジメントが上手にできないということにもなりかねないので、しっかり

また進めていっていただければなと思います。 

 次、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、２の質問に対し、飯田土木課長、答弁。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土木課の飯田です。よろしくお願いします。 

 ２つ目の質問についてお答えいたします。 

 最近の短期間強雨、いわゆるゲリラ豪雨の発生回数は増えており、浸水対策として雨水貯留施

設などの整備や雨水幹線の整備が考えられます。 

 土田地区、花水木地区は、福田川第２号排水路を経て福田川を流下し、日光川に流れる日光川

流域であり、平成２３年度には土田地区の区画整理事業に合わせて調整池を整備し、また車道部

の透水性舗装を一部の路線において施工しました。昨年度は福田川第２号排水路内に覆い繁って
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いたヨシなどの雑草の除去を行い、流下能力の確保に努めました。 

 新清洲駅北土地区画整理事業では、駅前広場に雨水貯留施設が計画されており、土田排水区で

は公共下水道汚水管整備事業、名鉄本線鉄道高架事業と調整を図りながら、土田雨水幹線の設計

まで終えており、事業の進捗に努めています。 

 また、平成３３年度には福田川第２号排水路のしゅんせつも計画しております。 

 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） 

 ありがとうございます。 

 今、言われたことが、今、進められておるということですけども、これ以外に行っていってい

ること、また、行っていこうとすることはほかにございますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 土田・花水木地区の周辺ではございますけど、五条川河川改修事業に合わせ、清洲小学校の南

側にある西清洲ポンプ場の改修計画もあり、ポンプ場用地の確保に向け取り組んでいる現状でご

ざいます。 

 また、雨どいなどを利用し、雨水をためるための貯留槽や地下に浸透させる桝を設置していた

だく補助制度及び下水道供用開始後３年以内と期限がありますけど、下水道接続に伴い不要とな

る浄化槽を雨水貯留施設に転用していただく補助制度を市民の皆さんに活用していただくよう啓

発に努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

９番議員（飛永 勝次君） 

 ありがとうございました。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、飛永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。 
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＜ 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、一般質問させていただきます。 

 第１点目、防災について。 

 その１つ目といたしまして、女性消防団員の採用について。 

 消防団は、市町村の非常備の消防機関であり、その構成員である消防団員は、本業を持ちなが

ら、「みずからの地域はみずからで守る」という精神に基づいて消防・防災活動を行っており、

地域の安心・安全を守る役割は極めて大きなものがあります。また、近年は豪雨災害や地震など

全国各地で頻繁に起こり、そのたびに多くの消防団が出動しています。本市においても同様で、

その活動には感謝と頭の下がる思いでいっぱいです。ゆえに、消防団は地域住民からも大きな期

待と信頼が寄せられています。 

 消防庁の白書によりますと、全国で消防団員が減少、高齢化する中、女性消防団員は毎年増加

し、平成２９年は２万５千７７０人で女性消防団員が活躍・活動し、毎年１千人以上増加傾向に

あります。また、女性消防団員を採用している消防団も年々増加しており、平成２９年は１千

５４３団（全消防団の６９．９％）で、前年より４８団増えています。愛知県でも直近の調査で

は、５４市町村のうち３７市町が女性消防団員を採用（６８．５％）、８４７名が活動している

とのことです。どちらも年々増加しています。 

 女性消防団員は、地域の高齢者世帯への防火訪問や防火啓発活動、また、応急手当等救急救命

活動の普及、災害時における後方支援活動、消防団広報など幅広い分野に活動が広がってきてい

ます。地域の方からも「女性消防団の方が回ってきたり、防災訓練等で教えてもらえると気軽に

聞くことができる」など女性消防団を望むお声を多くお聞きいたします。 

 本市の女性消防団員の採用につきましては、平成２７年９月議会でも提案をさせていただきま

した。社会においても女性の活躍がこれまで以上に、大きく期待をされている昨今です。再度お

考えをお尋ねいたします。 

 ２つ目、女性のための防災ハンドブックの作成。 

 女性の防災への参画を促すとともに、市民の一層きめ細やかな災害への備えを促進することを

目的として、女性の視点から防災ブックを作成する自治体が増えてきました。理由は先の３．

１１東日本大震災や昨年の熊本地震の教訓から、平時から取り組める防災対策や避難所における
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授乳・防犯対策などさまざまな課題への対処法など、女性には配慮が必要なことが多くあること

から作成されたものです。 

 東京都は本年２月に、女性視点の防災ブック「東京くらし防災」を、愛知県の豊川市は「女性

のための防災ハンドブック」を昨年の１１月に作成し、市民に大好評とのことです。女性の周り

には常に子どもや高齢者、また、地域の顔なじみの住民などがおり、もしものときの役割は大き

いものがあります。ハンドブックはイラストやキャラクターが活用され見やすく、また薄い冊子

でもあるので持ち歩きもできます。迫りくる「南海トラフ巨大地震」や毎年のように起こる「水

害」に備えるためにも、「女性のための防災ハンドブック」の作成を提案するものです。 

 当局のお考えをお尋ねいたします。 

 大きな２点目、プログラミング教育について。 

 今やインターネットを活用したＩＯＴの活用分野の拡大、自動車の自動運転も可能にするＡＩ

（人工知能）の開発などＩＴ技術の発展は著しく、実用化に向けた研究が進められ第４次産業と

も呼ばれており、既存の産業構造を変革しております。そうした中、ＩＴ人材が不足するとの予

測もされているところです。 

 文部科学省は昨年３月、２０２０年度から実施する小学校の次期学習指導要領の改正でプログ

ラミング教育の必修化を明記いたしました。コンピュータを動かすプログラムをつくることで論

理的に考える力を養うことが目的とされています。また、子どもたちの能力や想像力を発揮させ、

将来社会で活躍できるきっかけになることも期待をされます。 

 一宮市は２０１７年度から、人型ロボットＰｅｐｐｅｒ（ペッパー）を市内の小中学校に配置

し、プログラミング教育をスタートさせています。「子どもたちの夢を大きく膨らませるよい機

会になれば」と市教育委員会は期待をしているそうです。本市においてのプログラミング教育の

取り組みについてお尋ねをいたします。 

 ①現在の取り組み状況について 

 ②指導者の研修・人材確保について 

 ③子どもたちをどのような人材に育てていくのか 

 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、後藤防災行政課長、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 
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 防災行政課、後藤でございます。 

 それでは、まず、①についてお答えをいたします。 

 平成３０年度の消防団員の現況につきましては、団員数２８５名、平均年齢は４５．３歳、定

員充足率につきましては、欠員が８名で９７．３％となっております。近年、慢性的な欠員が生

じているものの高い充足率で推移しております。 

 課題といたしましては、本市においても全国的な傾向である被雇用者団員、いわゆるサラリー

マン団員の増加で、市におきましての割合も８２．１％となっております。それに伴いまして、

昼間における消防力の低下が懸念されるところであります。 

 女性消防団員の採用については、消防団員数の確保、消防活動充実を図る上で国が示している

女性消防団員の登用などが有効な対策であることは認識をしているところでございます。これま

で本市では、女性消防団員の採用としてではなく、ブロック自主防災組織へ女性を積極的に登用

し、避難所運営など女性の視点に立って活躍していただくことを期待して推奨しているところで

ございました。 

 しかしながら、女性消防団員の採用については、消防団長より市長にご相談があり、市長より、

まず、女性消防団員の消防団での役割などについて議論を深めてほしいと消防団に対してお話が

ありました。これを受けまして、現在、消防団で女性消防団員の採用について議論をしていると

ころであります。 

 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した。 

 今、後藤課長がおっしゃった中で、現在８人の欠員が出ていると。平均年齢は４５．３歳、昼

間は今サラリーマン化して、約８割がサラリーマンということで、昼間の消防力の低下が心配で

ある。また、女性消防団は国も３割ぐらいは登用せよと言っているんですが、有効な対策である

とのご認識をしてらっしゃるという答弁でした。現在、消防団のほうで議論をしていただいてい

るということでございましたが、その議論の内容で女性消防団員の役割等についてということを

おっしゃいましたが、具体的にはどのようなことでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 役割の内容につきましては、まだ消防団の中でも二極化しております。実際には今の男性団員

と同じように、現場で火災があった場合にその場に駆けつけて消火活動などをしていただきたい

と思われる団員の方、もう１つは女性特有の啓発活動、いわゆる訪問事業ですとか火災予防事業

などを進めていったらどうかというような意見をもらっておるところでもございます。ですので、

この意見を、今後、消防団の中で、先ほども申しましたように、議論を深めていく中で、どちら

にしていくのか、それとも両方やっていただくような形をとるのかということにつきましては、

今後の議論の中で行っていくことだというふうに理解をしております。 

 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） 

 今、ご答弁いただきました。二極化しているということと、役割として、そういう啓発という、

そういったことでございました。 

 いずれにしましても、消防団からの議論された上でのご返事、当然あるかと思うんですが、こ

のご返事があった場合、いつの時期がわかりませんが、市として、当然またその上でご協議はさ

れると思うんですが、市として、いつごろにそうしたことをまとめて募集、スタートということ

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） 

 明確にここの期日までにということはまだ消防団のほうには投げかけておりませんが、できれ

ば近々、来年度になるのか、再来年度になるのかわかりませんけども、募集をしていくにあたり

ましては、条例改正が必要になるのか、規則改正が必要になるのかという議論も出てきます。で

すので、消防団の議論が深まった段階で、定員の関係もございますので、今のところ明確に来年

度からということのお答えについては差し控えさせていただきたいと思います。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 明確に今のところわからないということでございますが、私も一部消防団の方にお聞きしたん

ですね。そしたら、確かに先ほどおっしゃった８人欠員があるよと。これは条例で２９３名ある

ということで条例なので改正は難しいけども、欠員があることはあるよと。ただ、おっしゃった

ように、各分団づけにするのか本部づけにするのかということが多分あるかと思います。 

 他市を聞いてみると、分団でいくと男性と同じような消防操法だとかあるもんですから、本部

づけにして啓蒙啓発ですとか防火、そういったことでの女性の役割、そうしたことが多いんです

が、そうなった場合には、条例の人数は変えられませんが、規則ということになるんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 今おっしゃられたように、条例定数につきましては、団員数は２９３名ということで決められ

ております。 

 議員おっしゃられるように、規則のほうで、今、本部部分でいいますと、１３ある小分団がご

ざいます。その小分団の中に既に人数のほうが決められておりますので、条例定数をなぶらずに

女性消防団員を採用するということになりますと、今のところ、私どもの考えとしては、やはり

本部分団づけにするのが一番いいんではなかろうかと思ってます。そうなったときにはどうして

も規則の改正というものが必要になってまいりますので、そこにつきましても、人数を配置する

ことについても消防団の中で再度議論をするということになると思います。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 わかりました。 

 それでは、永田市長にお尋ねするんですが、１つは、今、お手元に中日新聞の記事を配付させ

ていただいたんですが、直近のところで稲沢市が学生、また女性、こうしたことを募集といいま

すか、任命したという記事がございました。 

 本当に、今、国も、学生も言ってますが、特に女性の後方支援、啓発活動を行うという、こう
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したことが、現在１９人いるところと一緒にやるというふうに書いてあります。大いに本当にこ

れからはこういうことなんだろうなと思って記事を配付させていただいたわけですが、前回

２７年９月に質問させていただいたときは、前市長の答弁では、先ほど後藤課長がおっしゃった

ように、女性は地域で頑張ってもらえばいい。女性消防団員は本部づけにしても、消防団は必要

ないという、こういう考え方でございました。しかし、永田市長は、今、女性消防団員の採用に

ついては否定的ではなく、消防団からの今、議論していただいたご返事、ご要望、こうしたとき

は採用してもよいという考え方であるということを私は理解しております。これは大変心強く思

っておりますが、ご所見をお聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 女性消防団のことにつきましては、たしか１月だったと思うんですけども、団長のほうから相

談がありました。３月議会でもたしか総務委員会だったと思いますけども、議員からご質問を受

けまして、ご対応させていただいたとおりでございます。 

 女性の消防団員については、私は否定的ではございません。ただし、団長からは、女性消防団

員の採用についてどう思うかと聞かれただけで、私は、定数を補充するだけとか、イベントのマ

スコット的な存在で採用するんであれば反対ですと。何を女性消防団員にやっていただくんです

かと。そこをまず決めないことには採用するときにも応募ができんじゃないですかということで、

まずは団のほうで女性消防団員に何をやっていただきたいのか、何を求めているのかを検討して

くださいと。その結果を教えていただきたいというところを申し上げまして、団長のほうは、検

討しますということでございました。 

 それ以後、私、直接何も聞いてませんで、今、聞きましたら、課長のほうには随分話が行って

るようでございますけども、まだ報告は受けておりませんけど、私は反対ではございませんので、

しっかりと消防団のほうで検討されれば、前向きに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） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。大変心強く思います。 
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 消防団のほうからお返事がございましたら、ぜひとも早急に対応していただいて、早く時期か

らのスタートができたらなとご要望しておきます。 

 以上でございます。 

 では、次にお願いします。 

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の質問についてお答えをいたします。 

 現在、清須市では、水害対応ガイドブックや地震防災ハザードマップを市民の皆様に配布させ

ていただいており、持ち出し品のリストなど災害に対する日頃の備えについてはお示しをさせて

いただいているところでございます。しかしながら、議員がご指摘される女性の視点ということ

になりますと、まだ十分ではないと思われます。 

 女性の視点で整理がされたハンドブックを作成することは、今後の防災対策として必要である

と考えられますので、東京都や豊川市のハンドブックを参考に清須市バージョンの作成について

検討を進めてまいります。 

 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） 

 ありがとうございます。 

 女性の視点ということになるとまだ十分ではないというふうにおっしゃったわけですが、私も

通告では、女性の視点というのは少し述べさせていただきましたが、具体的に課長として女性の

視点て、もう少しお考えを述べていただけますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 女性の視点といいますと非常に幅広いというふうに考えております。私の認識でいきますと、

若い世代、それから子育て世代、それから中高年の世代、いろいろな世代がある中で、女性の視

点というのは、見方というのは大分変わってくると思います。ですので、どこまでやれるかとい
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うところもありますが、豊川市さんなんかにお聞きをいたしますと、ワークショップですとか、

懇談会などを重ねた上でこういうハンドブックを作成しましたということもお聞きしております

ので、できればそういう方々のお話を聞いた上でハンドブックをつくることができればなという

ふうに今、考えておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 今、若い世代、子育て世代、さまざま立場によってということをおっしゃっていただきました

し、豊川市のつくられた背景も、今、述べていただきました。おっしゃるとおりだと思います。 

 豊川市の場合は表紙しか皆さんにお配りしてないですが、薄いピンクで１５ページ立てて、こ

のようなもので、要は、発災前、また災害が起きたとき、被災後の生活、避難所等とか、こうし

て分けてありまして、こうしたものを事前に例えば女性の会とか、女性が集まったときとか勉強

ができるといいなと私はこのように思ったわけですが、ただ、これをつくって配るだけでは、皆

さん、また、ハザードマップと一緒で見られないので、今、課長がおっしゃったような、例えば、

男女共同参画の委員さんですとか、ＰＴＡの方だとか保育園の方とか保護者とか、そういったい

ろいろ女性が集まられる方たちのワークショップ、私は大事だなと思います。 

 そうした中で、皆さんで本当に声を出してつくって、それが身近なものという、検討というの

はそういったことでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 今、申し上げましたように、今、防災を担当しておる職員は男性がほとんどでございます。そ

の男性の目線から女性の視点のハンドブックをつくるということはなかなか容易ではないなとい

うふうに考えておりますので、できれば、今、議員ご指摘のように、女性の会さんとか、女性の

目線のご意見をいただけるようなところとお話をさせていただいた上で作成できればなというこ

との検討だということをとらえていただければと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 
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１７番議員（岸本 洋美君） 

 今おっしゃっていただいたように、私もそう思いますし、これも早いうちに検討と思いますが、

なぜ「女性」「女性」って申し上げるのかというと、言うまでもございませんが、この冊子の中

にもあるのは、先ほど課長が女性の職員がいないっておっしゃった、女性ならではの特に避難所

での問題がたくさんあるんですね。お洗濯物のことですかと、子どもとか女性を狙った性暴力、

また男性がみんなの前で裸になったりとか、女性の衛生用品ですとか、そうした男性にはわから

ない部分ですとか、女性でしか見えない部分ですとか、女性にしか言えないことだとか、こうい

ったデリケートなこともたくさんここに掲載してあるんですね。そうした中で、今、課長が言わ

れたように、幅を広げてさまざまな部分でワークショップ等、それは本当にそのとおりだと思い

ますし、それはまた反対にやっていただきたいなと思いますが、検討していくとおっしゃいまし

たが、いつごろをめどにでき上がりというのは作成はされますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 今の段階でいつごろということはなかなか申し上げることができないんです、正直。どのよう

なやり方をしてやっていくかということはこれから練らさせていただきますので、早ければ早い

ほどいいなというふうには思っておりますが、申しわけございません。今は、いつごろというこ

とはお答えできないです。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 いつごろとは言えないということでありますが、私も、ちなみに女性の会の方の何人かお見せ

したんですね。本当に見やすいと。また、こうしたことをみんなで勉強していきたい。以前、女

性の会でハザードマップの勉強会もされましたよね。そうしたことで、みんなで集まって勉強し

て、地域の防災訓練でもいいですけど、そうしたことで大変見やすいということで好評でもござ

います。 

 ちなみに、豊川市はこれを２千冊つくって１１万円という安価で聞いておりますので、早急な

作成を要望して、この件は終わります。 
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 次にお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２の①の質問に対し、丹羽教育部次長、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 ①について答弁させていただきます。 

 議員のご指摘のとおり、平成２９年３月に公示されました新学習指導要領では、小学校におけ

るプログラミング教育の実施が明記されております。 

 本年度より平成３２年からの全面実施に向けた移行期間に入っておりますが、この移行期間中

の措置では、国は小学校におけるプログラミング教育の実施を見送っております。 

 しかしながら、全面実施を見据えて、教員研修の一環としてプログラミング教育について学ぶ

場を設定している小学校もあり、各学校において、できるところから準備を始めていると把握し

ております。 

 また、中学校では３年生の技術科の授業において、主にフローチャート図を利用してプログラ

ミングについての学習をしております。 

 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） 

 ありがとうございます。 

 今、小学校、中学校いろいろ教えていただきました。私も今回プログラミングという言葉から

そうですが、なかなか自分も、なぜ今このことを学校現場でやらなきゃいけないのかということ

から始まって、私はアナログ人間でもありますし、いろいろ自分なりに考えていたんですね。 

 そうした中で、学習指導要領が出る前に文科省に行きまして、有識者会議がありました。その

中の文言を少しご披露させてもらいます。 

 「私たちの周りには、現在、自動ドア、冷蔵庫、テレビ、ロボット、掃除機など、身近な生活

の中で意識しなくてもさまざまなものに内蔵されたコンピュータとプログラミングの働きの恩恵

を受けています。このような人間とコンピュータとの関係は人工知能の急速な進化等に伴い、今

後ますます身近なものになってきます。そうした生活のあり方を考えたときに、子どもたちが便

利さの裏側でどのような仕組みが機能しているのか思いをめぐらせ、便利な機械、魔法の箱では
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ないよと。そうした中でプログラミングを通じて人間の意図した処理を行わせることができ、ま

た、人間の英知が生み出したものであるとの理解ができるようにすることは時代の要請として受

けとめていく必要がある」と、このように有識者会議でありました。 

 ここを読んだときに私個人でも納得ということで、それで学校現場でプログラミング教育を必

修化されたということを改めて認識した次第ですが、丹羽次長、このような認識でよろしいでし

ょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 今、議員がご説明したとおりでございます。 

 プログラミング教育という言葉だけを聞くとかなり専門的なものというふうに感じてしまうと

ころがあるんですけども、今ご説明がありましたように、日常生活でテレビだとか電子レンジだ

とか車だと、そういった常識的にどこでもあるような、そういう機械が実はプログラミングとし

て構成されていたんだといったところの再認識をするという、その基本的な考え方を改めて認識

し、小学生に基礎的なものを学ばせるといった教育というふうに認識しております。 

 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） 

 ありがとうございます。 

 それで、今、小学校、中学校ということで少しご紹介いただきましたが、小学校については私

も情報をいただいたものですから、西枇杷島小学校が国のモデル事業で行っているということで、

先般伺ってまいりました。そこにはビスケットということを使っていろいろやって、子どもたち

も大変喜んでいたということをお聞きしたんですが、他の小学校ではどのように行われています

か。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 今ご説明がございました西枇杷島小学校では、昨年度でございますが、授業時間外に地元のご
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協力のもとでこのプログラミング教育普及推進実施実証事業として行われました。 

 一方、他の学校につきましては、学校によってはでございますが、校内においてプログラミン

グ教育の指導方法、またプログラミング教育についての理解、そういったのを校内で今、研修し

て、３２年度に向けて今現在進めておる状況でございます。 

 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） 

 今、研修して、３２年度に向けて準備をしていると。 

 では、中学校では、これも一部、清洲中学校で伺ってはきたんですが、オーロラクロックとい

う時計を使ってのプログラミングを、今、技術家庭で行っているということでしたが、もう少し

詳しくご説明いただけたらと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 中学校についてのプログラミング教育につきましては、これは学習指導要領の考え方でござい

ますけども、まず、身の周りにある電気製品の中で自動的に仕事をする機能について調べ、そこ

に含まれますプログラミングの役割や情報処理の手順について学んでいくということになってお

ります。実際に制御システムのプログラムを作成するということになっております。 

 具体には、今、清洲中学校のお話をしていただいたんですけども、中学校３年生の対象でござ

います。それぞれの生徒がデジタル時計を製作いたしまして、その教材をつくって、その時計に

パソコンを使ってアラームの音色や長さ、あるいは室内温度を設定いたしまして、何度になった

らアラームが鳴るかといった、そういったプログラムを設定して時計に遠隔操作の授業を行って

いると聞いております。 

 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） 

 中学校では技術家庭で、今、詳しく説明いただきました。私も現場で説明を受けたんですが、
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なかなかわかる部分とわからない部分とあるんですが、生徒は本当に楽しそうに生き生きして、

わかる子は先生よりさきにわかったりとかいうことで言ってみえましたが、子どもにとってはす

ごい好奇心が出て、みんなその時間は一生懸命やっているって、そうしたお声も聞きました。 

 それでですね、こうしたプログラミングを進めていくにあたって、ハード面の環境ですね、Ｉ

ＣＴの環境、こうした整備については十分ではないと思うんですが、現況、これからどのように

なっていくでしょうか。十分であるかどうか。 

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） 

 環境整備の状況でございますが、今、全ての小中学校のコンピュータ教室にパソコンを４０台

配置しており、子ども１人に１台使用できるようになっております。 

 また、必要に応じてタブレットだとか、あるいはプロジェクター、電子黒板、そういったＩＴ

の環境整備を整えておるのが現状でございます。 

 加えて、教室だけではなくて体育館、こちらのほうにもＷｉ－Ｆｉが使えるような、そういっ

た無線ＬＡＮを使いまして、例えば、体育の授業だとか、あるいは学習発表会だとか、そういっ

たときに通信を使って授業に取り組むといった、そういったＩＴの環境整備もされております。 

 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） 

 整っている部分もあれば、まだまだこれからということもあるかと思うんですが、たまたま清

洲中学校の担当の先生にお聞きしたら、クラスに大型モニターが欲しいですねと。後ろのほうが

小さいモニターでは見えないからということもおっしゃっていました。 

 それと、プログラミングを進めていく上においてソフトが欲しいですと、こうしたこともおっ

しゃっていまして、さきに視察しました一宮市におきましても、ノートパソコン、タブレット、

Ｗｉ－Ｆｉの環境等、さまざま本当にハード面には随分お金がかかると頭の痛いようなこともお

っしゃっていたんですが、これは国の財政措置もあるようにと、国のほうも２０１８年からでし

たかね、２０２０年まで財政措置をしているようですが、そのあたりはいかがですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 今そちらの事業について交付税算入ということでのお話だと思いますし、また、従来からコン

ピュータについての国からの間接的な財政支援は受けております。 

 市の考え方につきまして、ＩＣＴ教育についてどれだけ力を入れるかということでございます

けども、ほかの市町にも劣らず勝らずというところもあるんですが、今後については、今、パソ

コン４０台配置しているというふうに言っているんですけども、これは５年間の長期継続契約と

いう形の形態で、今、使っております。今後ますます時代に沿ってプログラミング教育というの

は必要になってくると思いますので、更新時期にはこのプログラミングに対応できるパソコン、

あるいはコンピュータ教室に４０台配備しておるというふうに申し上げたんですけども、飛躍的

な考えでいいますと、例えば、移動できるようなこともあればまた便利になるのかなというふう

に感じております。 

 いずれにしましても、その時代に沿って遅れていかないように対応していくのが大事かと思っ

ております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 １点だけ、この財政措置、市のほうでも、また県とも国とも連携して、少しでも多くハード面

にひっぱってきていただきますように要望しておきます。 

 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番でございます。小学校におけるプログラミング教育の実施について、国は「学校の教育活

動は各学校の教育目標のもとで、児童や学校、地域の実情等に応じて、各学校において創意工夫

を生かした教育課程を編成して実施されるものであり、プログラミング教育も例外ではない」と

言っております。これは中学校においても同様でございます。各学校が自校のプログラミング教

育をどのように教育課程に位置づけるかによって、その学習内容も必要とされる研修、指導者も
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異なってまいります。 

 こうした状況を踏まえ、国におきましても学校に対する支援策を講じており、現在、官民、文

部科学省、総務省、経済産業省が連携して成立されました「未来の学びコンソーシアム」という

ものにおいて授業での活用可能なプログラミング教材の開発や普及、企業・団体等による人的支

援などに取り組んでおります。今後さらに充実させる予定があると聞いております。 

 本市としましても、必要に応じてこうした取り組みなどを紹介しながら、各学校が取り組むプ

ログラミング教育を支援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） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 今いろいろ難しいことなどもおっしゃったんですが、要は、今、清須市は、現在、教員で行っ

ている。特別に外部の指導者とか支援員とかは使ってないと、こういったことでしょうか。 

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） 

 今現在、教員の研修等の状況でございますが、学校によってはでございますけども、先行して

専門の外部講師を呼んで、特に、中高学年の担任の教師を対象にプログラミング教育のソフトを

利用とした授業の実践研修を実施しております。 

 また、清須市内全体の学校の教務主任の会議、それと教科担当者会議などで実践研修の成果報

告、実際研修したことの結果報告ですね、そして外部講師による研修会の紹介をするなど、今後

ますますプログラミング教育の指導方法について、さらに小学校８校、中学校４校を情報共有に

進めてお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） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。 

 これからもまだやっていくことなので、さまざまこうしたことも課題かなと思うんですが、十
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分その辺も先進地を調査していただいて、よろしくお願いしたいと思います。 

 では、最後のところでお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、③の質問に対し、丹羽教育部次長、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 ③番でございます。これからの社会を生きていく子どもたちにとって、将来どのような職業に

つくとしましても、コンピュータを理解し、活用していくことは極めて重要なことだと思ってお

ります。 

 こうした状況を見据え、今回実施されますプログラミング教育では、コンピュータに意図した

処理を行うよう指示する体験をさせながら、身近な生活にコンピュータが活用されることや問題

の解決には必要な手順があることを理解させたり、自分の意図を実現させるために論理的に考え

る力、いわゆるプログラミング思考を育成したりすることが求められております。 

 さらに、こうしたコンピュータの働きをよりよい人生や社会づくりに生かそうとする態度を身

につけさせることも挙げられております。 

 こうした狙いも踏まえて、各学校において教育目標に掲げられております目指す子ども像、い

わゆる生きる力を身につけた知・徳・体のバランスのとれた人材に育ててほしいと願っておりま

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、丹羽次長の後半の部分は熱い部分もあったかと思いますが、思いをお聞かせいただきまし

た。 

 では、最後に、これは教育なので教育長にお尋ねしたいんですが、プログラミング教育の教育

長のご認識、それと清須市の子どもたち、今後の教育はどのように考えてみえるのか、また、ど

のような人材にしていかれるおつもりなのか、ご所見をお尋ねします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 齊藤教育長。 

教育長（齊藤 孝法君） 
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 私の考えを述べさせていただきたいと思います。 

 今、人工知能が本当に進化してきて、先ほど議員からもおっしゃったように、いろいろなもの

がコンピュータでなされてる。そういうことを考えますと、人間がこれから活躍できる職業は将

来なくなるのではないかという不安があります。子どもたちに情報化やグローバル化などの急激

な社会変化の中でも未来のつくり手となるための必要な資質や能力を確実に身につけさせたいと

いうふうに私は思っております。 

 主体的で対話的な深い学び、アクティブランニング的な観点から、プログラミング教育におい

て筋道を立てて正確に伝える能力、つまり理論的な思考力を身につけさせ、自信を持って物事に

あたれるような、そんな力を身につけさせ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） 

 岸本議員。 

１７番議員（岸本 洋美君） 

 ありがとうございます。期待をしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 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。 

 ここで３時５分まで休憩といたします。 

（ 時に午後 ２時５０分 休憩 ） 

（ 時に午後 ３時０５分 再開 ） 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 議会を再開いたします。 

 次に、白井議員の質問を受けます。 

 白井議員。 

＜ １９番議員（白井 章君）登壇 ＞ 

１９番議員（白井 章君） 

 議席１９番、白井 章です。 

 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 質問事項は、市民ニーズに応える行政運営についてであります。 
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 これからますます進む少子高齢化及び人口減少により、社会経済や地域社会の状況が大きく変

容していく中で、医療・福祉、教育、防災などさまざまな分野における市民ニーズに対応し、最

少の経費で最大の効果を上げるよう、効率的で効果的な行政運営に努めていく必要があります。 

 現在、本市では、第２次総合計画に基づき、市の将来像の実現に向けたまちづくりの施策、事

業が展開されていますが、今後、人口減少の進行に伴う財源や人材の確保などの厳しい状況の中

でも、市民の視点に立った行政サービスの提供が求められることとなります。そのような環境に

おいても、市民ニーズに応える行政運営を推進するには、行政改革を含め、現在の運営体制を強

化するような取り組みが不可欠であるかと思います。 

 行政運営の効率化、意識の改革や人材育成など、市としての総合力を高めていくこと、そして

市民ニーズに応え得る体制づくりを行い、市民満足度を高めていくことが重要と考えます。 

 既に、進められているかと思いますが、「市民ニーズに応える行政運営」についてどのように

考え、取り組みをされているのか、以下の点についてお聞きします。 

 （１）市民ニーズに応える行政運営の基本的な考え 

 （２）第２次総合計画の施策７０４（市民ニーズに応える行政運営の推進）の取り組み状況に

ついて 

 （３）市民ニーズのとらえ方と評価・分析について 

 （４）推進上の今後の課題について 

であります。 

 以上、よろしくお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 初めに、（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。 

 社会経済や地域社会の状況が大きく変容し、行財政運営を取り巻く状況が今後一層厳しさを増

すことが予想される中においても、市民の皆様のニーズに応えていくため、清須市の行政運営の

基本的な指針であります第２次総合計画において３つの行政運営の方針を定めております。 

 その３つの方針は、総合計画に基づく行政運営の推進、持続可能な行政運営の推進、そして市

民協働の推進です。そして、これら３つの方針に基づいて各分野で取り組むまちづくりの目標で
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ある７つの政策の実現を目指してまいります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 第２次総合計画の基本計画に示されてます３つの行政運営の方針に基づいて政策の実現を目指

すことが基本的な考え方というふうに受けとめさせていただきましたが、人口減、あるいは高齢

化がどんどん進みますと、さまざまな点で行政運営への影響を受けることとなります。そのよう

な環境においても市民ニーズに応える行政運営を推進していかなければなりませんが、容易なこ

とではないと思います。 

 本市の人口の推計を見ますと、これは先日公表されました第２期の清須市の国民健康保険保健

事業実施計画（データヘルス計画）にも記載されております。平成３０年度をピークに減少に転

じております。そして、また、年齢区分を見ますと０から１４歳の人口は減少し、７５歳以上の

人口が増加するなど、少子高齢化が進展することが予測されております。このピークが３０年度

になっておりますけど、若干それが後年ずれることはあるかと思いますが、減少をしていくとい

う進展はこれからどんどん進んでいくんではないかと思います。 

 そういうような中で、人口減、あるいは高齢化が進むと市の行政運営に影響を受けることとな

りますが、どのような影響を受けることになるのか、その想定や認識しておくことが必要だと思

います。どのような影響、そしてどのように認識されておられるのかお聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 今、議員おっしゃられましたように、今後、総人口の減少、そしてその構成比におきましても

高齢化が増加してきます。そして、それに伴いまして生産年齢人口の割合が減少してくるという

ことは予測されておりますので、市の歳入面におきましても先ほど申し上げましたように、生産

年齢の人口が減ってくるということですので、市税が落ち込むことは予想されます。 

 また、今後は、歳出面におきましては、高齢化に伴いまして社会保障関係費が増加するという

ことは予想されておりますが、それに加えまして、今後、少子高齢化が一層進展しまして、地域

の年齢構造が大幅に変動していった場合、そうした場合、これまでと同様な行政サービスを行っ
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ていったんでは期待する効果が今まで以上に見込められないのではないかいうような、そういっ

た危惧も生じるということは想定しているところであります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 今、ご答弁いただきました内容ですが、人口減少が進行した場合に想定される地方のまち、生

活への具体的影響ということで、こういうようなことが参考資料にも記載されているんですけれ

ども、まず、先ほど答弁がありましたように、税収減によりまして行政サービスの水準が低下と

いうようなことが考えられると思います。人口が減りますと、それに伴う経済産業活動の縮小に

より地方公共団体の税収入は減少する。一方で、高齢化によりまして社会保障費の増加が見まれ

ます。地方財政の面でもますます厳しさが増すということですね。それから、こういう状況が続

いた場合に、これまで受けられていた行政サービスが縮小とか、あるいは廃止とか、あるいは有

料化といった場合も生ずるようなことになるんではないかと。結果として、生活の利便性の低下

になってくるんじゃないかな。 

 一方で、インフラが非常に老朽化してますので、そういう公共施設の道路、橋、あるいは水道

関係ですね、インフラの整備の対応も必要になってくると思います。 

 それから、人口が減少しますと、総住宅数が今、増加傾向にありますので、全国的にも空家数

が増加になってくるんじゃないか。ここら辺で管理の不十分になりがちな傾向になってくるんじ

ゃないか。 

 また、地域の経済産業活動の低下や、あるいは後継者不足によりまして、空店舗、あるいは耕

作放棄地が増加し、空家の増加とともに地域のいろんな課題が発生して、魅力の低下にもつなが

っていくんじゃないかなとも言われているんです。 

 それで、人口減少を漠然とした危機意識でとらえるんではなく、これは今、企画政策課でお答

えいただいてますけど、全部門が関係しますので、そういう意味では、それぞれの部門でこの人

口減少に対するどのような影響を受けて、それにどのように対応していくかというのはしっかり

考えて取り組んでいただかないといけないんじゃないかな。そういう重要なことであるというこ

とを申し上げておきます。 

 それで、本市を取り巻く環境が厳しくなる中で、市民ニーズに応えていく行政運営を行ってい
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くためには、先ほども申し上げましたけども、市役所全体の組織力の対応力を高めていくことが

必要となります。自治体と民間企業は比較されますけど、企業においては厳しい経営環境に対応

するためには経営の改革、あるいは経営体制の強化に取り組みます。お客様のニーズに応えれる

ような新商品の開発や営業活動、拡販活動などが起こりますし、内部では業務の無駄の排除、そ

れから業務の効率化、そして品質、あるいは納期・コストの競争力の強化にして取り組み、結果

として売上を伸ばしたり利益を確保したりということで、最終的にはお客様に喜んでいただくこ

とにつながるよう企業全体の経営の改革、あるいは体質強化に取り組むことになると思います。

このことを自治体、市の行政運営においても同じではないかと思うんです。厳しい環境において

も、効率的・効果的に行政運営を行っていくことが、より必要になってくると思います。 

 地方自治法にも示されておりますけれども、地方公共団体は事務を処理するにあたっては、住

民福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしていかなければなら

ない。そして、その結果として、市民の皆さんに満足の評価を得られるようにしていかなければ

ならないと思います。そういう点で、自治体運営に対しての改革への取り組みに対してどのよう

にお考えか、ご見解を伺います。 

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） 

 まさに議員おっしゃるとおりだと理解しております。そういったことに対応していく方策とし

まして、先ほど来から出ております第２次総合計画、こちらのほうにつきまして清須市の行財政

運営の基本的な指針として策定しております。 

 具体的に言いますと、長期的な視点に立ち、市の将来に向けての発展すべき方向性と目標を定

めております。これに伴いまして、目標の実現に向けた政策、施策、事業、そういったものの最

適に展開していくという、そのために行政運営マネジメントの機軸とすると。総合計画自体を行

政運営マネジメントの機軸とするというふうに定めて策定しております。 

 そして、この第２次総合計画を軸としたＰＤＣＡサイクルを回していくことによりまして、少

子高齢化、人口減少に直面する中にあっても市民ニーズに応えつつ、持続可能な行政運営に努め

ていくことができる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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 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 先ほども申し上げましたような市民のニーズは非常に多岐にわたります。今、お答えいただい

たのは企画政策課が全体的なことをお答えいただいておりますけれども、冒頭、質問もいたしま

したけど、福祉や教育や防災や建設も含めましたいろんなニーズがありますので、１部門だけで

はなくて全庁的に、各部門の全職員の皆さんが同じ認識と意識を持って取り組んでいただくこと

が大変重要だと思うんですね。そういう点で、全庁的にどのように取り組まれますか。もう一度、

その点だけお聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 先ほど申し上げましたように、この第２次総合計画に従って各事業を進めていくというふうに

申し上げましたけれども、その過程におきまして、総合計画では７つの政策、そしてその下に

３７の施策を設定しております。その各施策単位ですけれども、この施策につきましては、当然、

複数課にまたがる施策もございます。そうした場合も想定しまして、その施策単位ですけれども、

主担当課というのを定めております。それに基づきまして、主担当課がそれ以外の関連する部局、

担当課と連携を図りながら施策の進行管理を行うこととしております。 

 それ以外にですけれども、この施策の進行管理につきましては、毎年度実施いたします行政評

価を通じて進行管理は行っております。この行政評価の内容につきましては、企画政策課と、そ

して施策の主担当課が意見交換をする場を設けるなどしまして、総合計画自体は全庁的なもので

つくらさせていただきましたけれども、各部局間で温度差があってはいけませんので、そういっ

た温度差をはかる意味を持って、意見交換の場で連絡調整を行っておるということであります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 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。 
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企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 （２）について答弁させていただきます。 

 第２次総合計画では、７つの政策の１つに「つながりを大切にするまちをつくる」との政策を

掲げ、市民を始めとする多様な主体との連携を図りながら、市の総合力を高めるまちづくりを目

指しています。 

 質問にございます施策７０４の市民ニーズに応える行政運営の推進は、先ほど申し上げた政策

の実現に向けて取り組む施策の１つで、行政改革の推進、公共施設等の総合的・計画的な管理、

そして職員の育成などにより市民サービスの質の向上に取り組むこととしております。 

 さらには、第２次総合計画で描いた目標の実現に向けて、その下支えとなる行財政基盤の構築

を図るため、昨年度、行財政改革推進プランを策定いたしました。現在はそのプランに基づいて、

さらなる市民サービスの向上等の方向性に則した２６の項目について取り組みを進めているとこ

ろであります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 今のご答弁の中で市民サービスの向上に取り組んでいくということを言われてました。非常に

重要なことだと思いますし、また、第２次総合計画の７０４の施策の展開の行政改革の推進の中

では、行政サービスの質を高めるというような表現をされております。これは非常に市民サービ

スの向上とか市民サービスの質を高めることに取り組んでいくことは非常に重要なことだと思い

ます。 

 市民サービスの質の向上、あるいはそれはどのようにしていくのか、どのように市民サービス

の質をとらえられているのか、これはそれぞれの部門で違うと思うんですね。建設は建設である

と思います。福祉、あるいは教育、防災、いろんなそれぞれの部門でサービスの質、あるいは市

民サービスを高めていくのにはどうしたらいいかということは、それは違うと思うんですけども、

この辺をどのようにとらえられておられるかお聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 
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 質の向上ということですけれども、こちらのほうにつきましても、先ほども申し上げましたよ

うに、総合計画を軸としたＰＤＣＡサイクルを現在回しておる最中であります。そうした中で、

絶えず目標の実現に向けまして、市の施策事業のブラッシュアップを図っていくということによ

りまして、市民の皆様に提供するサービスの質の向上に努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） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 繰り返しますけど、市民サービスの質とは何かというのをそれぞれの部門で市民サービスの質

を高めていくということなんですけど、それを何か具体的に考えていただいて、それを明確にし

て、その担当業務において皆さんが共通認識の上でそれをより高めていく活動っていうのが真の

市民サービスにつながり、満足度にも反映してくると思うんですよ。 

 施策等については長期間で行われてます。これはこれでやっていくことは大事なんですけども、

ただ、日常業務においてもそういう活動をですね、ＰＤＣＡを回して取り組んでいかなければい

けないんじゃないか、そういう皆さんの共通認識のもとに常に質を高めていく、そういう業務の

進め方、あるいは遂行ですね、そんなことが必要だと思います。 

 そして、第２次総合計画の中にもありますけれども、市民の皆さんから意見がありました。日

常の業務の上で職員お一人お一人の改革心、あるいは改善心を大切に発揮してもらいたいような

意見が市民の皆さんからありましたけど、こういうことも日常の業務の中でね、先ほど申し上げ

ましたけど、取り組んでいくのに非常に必要ではないかと思うんですけども、この点はいかがで

すか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 第２次総合計画を策定する過程の市民参画会議等々で出た意見だというふうに、今、議員が言

われたことはそういったところで出た市民からの意見だというふうに理解しております。そうい

ったことに対応しまして、確かに改善心とか改革心というのは言葉にできました。それに対応す

る今現在、私どもがやっておる方策としましては、職員に対しまして職員提案制度というのをや
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っております。そちらのほうを奨励するとともにですね、市民の方々からの声を始めとしまして、

また職員間、またこれも部局、役職の垣根を越えて、そういった意見等々に積極的に耳を傾けて、

１つでもよりよい方向へ向かっていくというのがそういった改革心、改善心の向上だというふう

に理解しております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 改善心と改革心は非常に大事なんで、そういう提案制度も活発化されましてやっていただきた

いと思います。 

 繰り返しになりますけども、それぞれの部門でサービスの質とはどういうものかというのは、

いま一度しっかりと考えていただいて、共通認識のもとでその質を高めていただくような取り組

みをぜひ行っていただきたいと思います。日常業務の上でお願いしたいと思います。 

 次へお願いします。 

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）について答弁させていただきます。 

 市民ニーズのとらえ方につきましては、幅広い市民を対象として、施策の満足度、重要度を中

心にお尋ねする市民満足度調査を定期的に実施するとともに、施策の進捗状況を測定するための

個別の調査を必要に応じて実施しております。それらの調査結果について、毎年度実施している

行政評価の仕組みの中で評価・分析を行い、今後の施策の展開につなげていきたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 大きく市役所の仕事をいえば、市役所の仕事というのはサービス業だと思うんですね。サービ

スを提供している。市民の皆さんから税金をいただいて、いろんな形でサービスを提供するサー
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ビス業と言えるかと思うんですよ。お客様は市民の皆さん、税金の収入を得ていろんなさまざま

なサービスを提供していくということです。 

 企業とお客様の関係では、企業が提供するいろんな商品とかサービスは魅力がなければお客様

は他の企業のサービスを受ければいいんですよね。これは売上でよしあしが図れますけど、市役

所のサービスは不満があっても、お客様は市民の皆さんですけども、別の市へ変わることはでき

ませんので、ぜひ、そういう点で、市民のニーズと評価というのは非常に把握するというのは大

事なことだと思うんですね。 

 お客満足度はＣＳといいますけども、市民満足度は２年に１回ですかね、ここら辺の頻度は評

価をされているかと思いますが、どのぐらいの頻度でやられているんでしょうか。 

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） 

 満足度調査につきましては、平成２０年度からずっと１年置きに実施のほうをさせていただい

ております。その都度、そちらのほうの調査分析のほうはさせていただいておりますけれども、

今回、第２次総合計画の策定におきまして、この２年に一度というサイクルではなくて、今回、

今まさに第２次総合計画の基本計画の後期計画を策定しておりますけれども、そちらに反映する

ために今年度実施する予定としております。 

 今後の予定といたしましては、今度、後期計画が終わりまして、第３次の策定という話になる

かと思いますけれども、そうしたときにそういった意見を反映するという意味で、その中間年で

あります３３年度、そして改定の前年にあたります３５年度に満足度調査を実施、そういった意

見を反映しつつ、総合計画の改定に移っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 これは２年に１回なんですけども、その間、必要に応じて個別調査も行うということをご答弁

いただいたと思います。具体的にどのようなことでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 
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企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 個別所管課のほうで各計画等を策定するに際して、その際に個別の個々アンケートをとってお

るものもございますし、総合計画の策定、企画政策課にあたってですね、個別といいますのは、

総合計画の策定にあたりまして満足度調査では得られないような本当に専門的なですね、例えて

いいますと、３歳児健診を受診した児童の保護者を対象としたアンケートですとか、保育園の児

童の保護者を対象としたアンケート、また小中学校の児童・生徒を対象としたアンケートといっ

た、そういった個別のアンケートもあわせて実施しておるところであります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 そういう市民アンケート調査等で現状を客観的に把握することは大切なことだと思います。 

 また、市政に対する苦情とか意見とか、そういうものがあると思うんですけども、その要因分

析を行って、そのことの改善・改革をしていくと。そして、サービスの向上につないでいくとい

うことも必要ですが、ここら辺はどのようにされているんでしょうか。 

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） 

 今、清須市には声のポストというのを各施設のほうに設置しております。そちらのほうにはお

褒めの言葉からその逆のお小言もいただいております。そういったことにつきまして、今、人事

秘書課で調整のほうはしておるんですけれども、そういったものを各所管のほうに割り振りまし

て、こういうお小言の場合ですけれども、なぜこういうことが起きたのか、その対応策はどうな

のか等々の分析は絶えず行っておるところであります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 そういうようなことを情報の公開をして、市民の皆さんに知っていただくということも大事な

ことじゃないかなと思うんです。大きな改善、その中でサービスの質の向上につながったことは
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情報を市民の皆さんにも提供していくことが必要ではないかと思うんですけども、いかがでしょ

うか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 どのように市のほうが変化していくのかというところを市民の方々にお知らせするというのも

必要性は感じておりますけれども、それをどのタイミングでどういうふうに発信していくのかと

いうことにつきましては今後研究のほうは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） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 ぜひ、全体でこういうような改善・改革を取り組んでいるんであれば、そういうようなことを

広報のページ数の限りがあるかもわかりませんが、そういう中で一度検討いただいたらどうでし

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） 

 そうですね、先ほども申し上げましたように、今後どのような形で、今、議員のほうが広報紙

ということを出されましたけれども、そういうようなところも含めまして、どのようにどういっ

た時期に発信していくのかということにつきましては、研究のほうはさせていただきたいという

ふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 次へお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、（４）の質問に対し、河口企画部次長、答弁。 
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企画部次長兼企画政策課長（河口 直彦君） 

 （４）に答弁させていただきます。 

 平成２９年度からスタートいたしました第２次総合計画では、行政評価の結果を活用して事務

事業の単位の見直し、改善を行うとともに、総合計画全体の見直しを行うＰＤＣＡサイクルを回

すことを目指しております。 

 平成３１年度には総合計画の後期基本計画を策定する予定ですが、行政評価結果の蓄積を活用

しまして計画の見直しを進めることにより、市民の皆様にまちづくりの成果を実感していただけ

るよう努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 今、答弁内容をお聞きました。これは総合計画の実施していくことや目指すこと、それから

３１年度以降の後期計画の策定、計画の見直し等のことであります。平成２９年度から第２次総

合計画が具体に実施がスタートしております。１年が経過しておりますね。１年経過して、現時

点での推進上の今後の課題は何ですかということをお聞きしたいんですけど、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） 

 確かに、今も答弁のほうで申し上げましたのは、全体的な課題ととらえてこのように考えてお

るということですけれども、議員のご質問のように、具体に今、直面した課題は何なのかという

ご質問ですけれども、平成２９年度、昨年度になりますけれども、試行的ではありますけれども、

第２次総合計画の政策体系による行政評価を実施するとともに、評価の妥当性、客観性を確保す

るために行政改革推進委員会において外部評価の視点からの評価というのを行っております。そ

うすることによって、課題ですとか、そういったものが浮き彫りになってくるというふうに考え

ておりました。そういったところで出てきたことですけれども、各施策の進捗を図るための達成

度指標、これの置き方ですとか、達成度指標とその達成に向けた取り組みの関係性、こういった

ことについてはまだまだ改善する余地があるのではないかというふうに認識をさせられたところ

でありますので、これらにつきましては、後期基本計画の策定過程におきまして改善のほうはし
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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） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 そうしましたら、達成度の指標の置き方とか取り組みとの関連性ということで課題があるとい

うことですか、それとも取り組んでいた内容の中で、今後取り組む推進上の課題というのは、こ

れ以外には特にないというふうに理解してよろしいでしょうか。 

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） 

 先ほど私が述べた答弁ですけれども、わかりにくかったとは思いますけれども、例えば、具体

的にですけれども、今、達成度指標の中に防災のところで大雨が降っても水深被害がないと思う

市民の割合、こちらを向上させるというふうな指標が置かれております。ただ、そういったもの

について実際どんな施策を打ったとしても、これがゼロになることはございませんので、例えば、

会議の場で出たご意見としましては、ハザードマップが清須市はございますので、そういったも

のを理解している市民の割合ですとか、そういったふうに指標の置き方を若干現実に則したとこ

ろにしたほうがいいんではないかというようなご意見もいただきましたので、そういったところ

の指標の置き方をいまひとつ検討する余地があるなというところで考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 わかりました。 

 最後に、市長にご見解を伺いたいと思います。 

 市民ニーズに応える行政運営について質問させていただきました。今後の課題で一番懸念して

いますのは少子高齢化、あるいは人口減に対して市を取り巻く環境は非常に厳しくなる中で、そ

ういう中で市民の皆さんのいろんなニーズにお応えしていくことは大変難しいことですが、市役

所の全体の総合力を高めていき、そういう直面する課題に対応できる効率的、効果的な事務執行



－146－ 

体制を確立して、質の高い行政サービスを提供していくように取り組んでいただきたいと思うん

ですけども、こういう全体的な市の経営改革というんですかね、そういうものを推進していかな

ければならないと感じますが、こういうことはトップ方針でしかなかなか難しいと思いますので、

ぜひ、この点、市長の思いですね、ご見解を伺いたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 人口減につきましてはうれしい誤算ですけども、総合計画で人口推計をしたのは、どうしても

全国的なトレンドに従って推計をしていくわけですけども、おかげさんで人口が増えておりまし

て、平成３２年には減少域に入るというような予想でしたけども、恐らくかなり先に延びるんで

はないかなというふうに思っております。 

 今、議員からの総合力を高めることにつきましては、今まさに議員と担当課長が議論されてお

られましたように、この総合計画は、本市では初めて数値目標をつけました。これは計画とはい

え、市民の皆様に対するお約束でございますので、それを実現するために職員は今、必死になっ

て頑張っているところでありまして、そういうことの積み重ねと、それを達成するための各担当

の合わせたものが総合力となって高まっていくというふうに思っております。 

 これは総合計画だけでなくて、この３月につくりました福祉計画や障害者計画も全て目標値を

つけておりますので、職員には相当プレッシャーになっとるというふうに感じております。 

 清須はこれから大きく変わっていくことになります。外見的には枇杷島橋の架け替えから伏見

町線の改築と大きく変わりますし、名鉄の高架化によっても清須の形は大きく変わります。また、

一場のＪＲ清洲駅前の区画整理も清須の北の玄関口として大きく姿が変わりますので、それらを

含めまして、しっかりと職員とともに清須の魅力を高めて、他の市町に負けないような、そんな

まちづくりを進めていきたいと考えております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 白井議員。 

１９番議員（白井 章君） 

 終わります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、白井議員の質問を終わります。 
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 次に、小﨑議員の質問を受けます。 

 小﨑議員。 

＜ ８番議員（小﨑 進一君）登壇 ＞ 

８番議員（小﨑 進一君） 

 議席番号８番、小﨑進一。議長のお許しをいただきましたので、通告に従い質問させていただ

きます。 

 私のほうからは、大きく３つ質問させていただきます。 

 １つ目、小中学生のスマホ利用状況と取り組みについて。 

 平成３０年２月内閣府発表の平成２９年度青少年のインターネット利用環境実態調査によりま

すと、青少年のインターネットの１日あたり利用時間は前年に比べ約５分増加の平均利用時間は

約１５９分と年々増加しております。 

 利用内容としては、小学生はゲームが７７．９％、動画視聴６３．６％が上位で、中学生は動

画視聴が８０．３％、ゲームが７３．５％、コミュニケーションが７０．４％と上位となってお

ります。青少年のスマートフォンによる無線ＬＡＮ回線の利用率は、小学生で８２．５％、中学

生で９３．８％と年々増加しております。 

 Ｗｉ-Ｆｉ、スマートフォンの普及により便利になる反面、子どもたちに及ぼす影響を危惧し

ております。長時間、強い光を目に受けることにより子どもたちの体に大きな影響を及ぼすだけ

でなく、学習時間の低下やスマートフォンが気になって集中力が欠けることにより、学力の低下

につながっていくと考えられます。 

 また、コミュニケーションサイトを利用した子どもたちがいじめや犯罪の被害に遭うケースも

多発しております。 

 以前は、家庭内のパソコンでインターネットをしたり、親のスマホを利用しているケースが多

かったですが、現在は子ども専用のスマホを所有しているケースが増え、親の管理も徐々に難し

くなってきていると思います。本市として、子どもたちの教育環境を維持していくために、以下

の質問をさせていただきます。 

 ①小中学生のスマホ利用状況の把握について 

 ②以前、ＰＴＡと学校、教育委員会で協議していきますとなっておりましたが、進捗状況につ

いて 

 ③今後の取り組みついて 
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 大きな２番、子ども食堂について。 

 平成２５年「子どもの貧困対策に関する法律」制定により、その一環として全国に子ども食堂

展開されております。全国で２千２８６か所、都道府県では東京３３５か所、大阪２１９か所、

愛知６６か所と、我が愛知では取り組みがまだまだ少ないと思われます。清須市においても、本

年度、モデル事業として西枇杷島地区で予定されており、大いに期待いたしております。 

 子ども食堂の大きな２つの目的、「貧困の子どもたちに食事を」「子どもの孤食を防ぐ」があ

りますが、多くのところは「子どもの孤食を防ぐ」という観点で取り組みされておりますが、本

市ではどのように展開されていきますか。 

 ３．空き家対策について。 

 国土交通省の資料による空家数の推移資料によりますと、この２０年で４４８万戸から

８２０万戸へと１．８倍と増加しております。また、民間調査会社の資料によりますと除去や利

活用が進まなければ、空家は２０３３年には２千１８０万戸、空家率は３０．２％に上昇し、

２０１３年実績値（８２０万戸 １３．５％）の２倍以上になると予測されております。 

 本市におかれても、人口が平成３０年度ピークに緩やかな減少に転ずると予測されております

ので、空家は増加していくと推測されます。空き家が増加すれば、倒壊の危険性の増大、公衆衛

生の悪化、景観の阻害等の問題を生じるということも多く、防災・衛生・景観等の地域住民の生

活環境に深刻な影響を及ぼします。そうした中で、本市では清須市空家等対策協議会を立ち上げ

られ、協議の結果、５月２１日に愛知県土地家屋調査士会、愛知県宅地建物取引業協会と提携さ

れ、空家対策に対し前向きに取り組みされていることに感謝しております。しかしながら、少子

高齢化社会が進む中で、空家問題は深刻化していくと考えております。 

 そこで、以下の質問をさせていただきます。 

 ①今後の展開について 

 ②相談窓口について 

 ③補助政策について 

 以上、質問させていただきます。 

 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、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） 
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 教育部次長、丹羽でございます。よろしくお願いいたします。 

 ①についてお答えいたします。 

 小中学校のスマートフォン利用状況については、少し前ではございますが、平成２６年度に実

施しており、当時の保有率は、小学生が２９．７％、中学生が５１％でございました。 

 先頃、内閣府から出された平成２９年度青少年のインターネットの利用環境実態調査の速報に

よれば、スマートフォン、携帯電話の所有利用率は小学校が５５．５％、中学生が６６．７％と

なっており、年々増加している傾向でございます。 

 また、スマートフォンによるインターネットの利用状況は、小学生はゲームが７７．９％と一

番多く、次いで、ＹｏｕＴｕｂｅだとか、そういった動画視聴が５９．９％、中学生はコミュニ

ケーション、いわゆるＬＩＮＥが８４．５％と一番多く、次いで、動画視聴が７７．６％となっ

ており、本市におきましても同様の状況と考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 ありがとうございます。 

 平成２６年度の保有率と利用状況の調査をされておりましたが、その後の調査等はされており

ますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 学校によってはでございますが、小学校ではスマホ等の所有状況を口頭で確認し、把握してお

ります。 

 また、中学校では、１年生を対象に、保有状況や利用状況をアンケート形式で調査をして把握

をしている状況でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 
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 その結果の保有率はどれぐらいですか。 

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） 

 これは全体ではないんですけども、調査をとった学校におきましては、学校によってばらつき

があるんですけども、約３５％ないし多いところで６３％、中学校では約６１％が調査の結果で

ございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 わかりました。 

 先ほど内閣府から出された平成２９年度の青少年インターネットの利用環境実態調査結果、そ

して清須市の小中学校においても、所有率は以前と比べて年々増加していると受けとめられてい

ます。また、保護者のスマートフォン等を共有して使用している子どもを含めると、ほとんどの

子どもが利用していると感じられますが、その状況下の中で、学校から適切な取り扱い等、どの

ように指導されていますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 まず、小学校では、主に６年生を対象としておりますけども、携帯電話の業者を講師としてお

招きいたしまして、安全に使うための知識やルールを守って使える心を育むスマホ安全教室を開

催して啓発に努めております。 

 また、中学校におきましては、主に１年生を対象に保護者の方と一緒にインターネットのトラ

ブル事例の内容を親子ともども紹介させていただきまして、トラブルに巻き込まれないようにす

るための情報教育を開催している状況でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 
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８番議員（小﨑 進一君） 

 ありがとうございます。 

 学年を決めて定期的にアンケート、あるいはスマホ等に対する情報教育をしているようですが、

さらに他の学年も調査、情報教育をしっかりしていただきますよう要望して、次へお願いいたし

ます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、丹羽教育部次長、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 ②番についてお答えします。 

 まず、学校、ＰＴＡ、教育委員会では、インターネットやコミュニケーションアプリを介して

のトラブルやスマートフォンへの依存による学力低下は深刻な問題としてとらえ、児童生徒はも

とより家庭への啓発の機会ととらえ行っております。 

 今や児童生徒の半数以上がスマートフォンを所有し、インターネットにおきましては、そのほ

とんどが接続できる環境下にありますので、情報コントロールの大切さやトラブルに巻き込まれ

ない方策を協議し、今後さらに啓発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） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 小中学校ではスマホ等の保有率が半数以上を超え、また、ほとんどの家庭においてインターネ

ットが接続可能な状況下において、学校では適切な取り扱い等の指導をしていただいているよう

ですが、家庭内での利用についての指導はどのように行われていますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 現在、ＰＴＡ、学校安全委員会だよりという、そういったお便り、チラシなんですけども、そ

れを保護者にスマホなどの安全な使い方の環境を促すものを配布して、啓発に努めております。

今後必要に応じてさらに発信してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 例えば、学校単位でルールづくりをすることというのはできないでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 そうですね、学校単位、あるいは学校全体としてのルールをつくるのも１つの方法だとは思い

ます。そういったことにするためには、市教委、また学校とＰＴＡの役員の方々と協議をいたし

まして、何せ強制はできないんですけども、努力目標としてルールを決めることも可能かと思い

ます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 ぜひ、検討していただけるようにお願いして、次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、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） 

 ③番についてお答えいたします。 

 今後の取り組みといたしましては、スマートフォン等の校内の持ち込みは引き続き禁止すると

ともに、家庭内での使用において、フィルタリングや家庭でのルールづくりを行うことの必要性

を発信してまいります。 

 また、ＰＴＡ、学校、警察、携帯電話会社や教育委員会などで連携して、メールや無料通信ア

プリなどの使用方法をさまざまな場面で協議をするとともに、映像、ＤＶＤだとか、そういった

ものを使って、より具体的に紹介するなど、周知を図ってまいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 
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８番議員（小﨑 進一君） 

 学校への持ち込みは禁止していることは私も認識しております。学校内で使用することは不可

能なわけで、家庭内においても、子どもが使用した際、トラブルの発生することがほとんどだと

思いますが、主にどんなトラブルが市内の子どもたちにはあるのでしょうか。 

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） 

 最近では主に中学生のトラブルが多いんですけども、ＬＩＮＥだとか、メールだとか、そうい

ったものなんですが、軽い気持ちでの悪口とか、また誤解を招く言葉の表現、そういった小さな

ことからトラブルにつながるといったことがたまに発生しておるのが状況でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 学校でそのようなトラブルが発覚した場合、どのような対処をされていますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 このトラブルにつきましては、まず耐えがたいというか、精神的に追いやられたという状況が

多いんですけども、本人から相談があったり、あるいはほかの子からそのようなことを聞いたと

きに、学校といたしましては教師が双方から聞き取りをいたしまして、気軽に悪口を書き込んだ

り、あるいは誤解を招くようなことをしないように指導を徹底しております。 

 場合によっては保護者にそのことについてお伝えいたしまして、保護者の方にも、そういった

トラブルが起きたら最終的には加害者、被害者になるというような、そういったことにもつなが

りかねませんので、そのときには保護者のご協力もいただき、家族において認識をしていただく

ように進言しております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 
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 わかりました。 

 スマホ、携帯電話は、平常時・緊急時の情報ネットワーク、情報収集としても便利なもので、

子どもたちを始め家庭においては必要不可欠だと思っております。しかしながら、１つ間違えれ

ば誹謗中傷やいじめの温床になったり、事件や犯罪に巻き込まれるきっかけになったりしている

ことも事実で、子どもたちが被害者だけでなく加害者になるケースさえ生じています。学校では

スマホ安全教室の開催や学校安全だよりなどによって啓発に努めていただいているわけですが、

今後におきましても、学校、ＰＴＡ、警察との連携を図って、さらに、より安全で適切なスマホ

等の利用の啓発に取り組んでいただけることを要望して、次へお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、大きく２つ目の質問に対し、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。 

 子ども食堂についてお答えをいたします。 

 本市の子ども食堂の目的は、一人親家庭の子どもは、親との離別、死別などにより、精神面、

経済面で不安定な状況に置かれるとともに、日頃から親と過ごす時間が限られることが多いと考

えられることから、ボランティアの方を通じての地域交流、一人親などが抱える悩み相談を始め

とした意見交換などができる親子の居場所づくりとしております。 

 事業実施内容としては、主に３歳から小学生の子どものいる一人親家庭を中心に１５組を対象

とし、１回目は６月の開催を目指しています。 

 支援団体からは毎月第４日曜日に開催し、食事の提供とともに幼児には絵本の読み聞かせ、小

学生の児童には学生ボランティアが参加児童と一緒に宿題などをする学習支援を行い、その他、

季節に応じたレクリエーションなど、親子で参加しやすい環境づくりを計画していると聞いてお

ります。 

 本市の今後の子ども食堂のあり方については、新規モデル事業ということもあり、事業支援を

するボランティア団体と連携を図りながら検証してまいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 
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 ありがとうございます。 

 今の答弁で一人親が抱える悩み相談を始めとした意見交換などができる親子の居場所づくりを

目的とした本市の子ども食堂の趣旨についてはよくわかりました。 

 また、一人親家庭の子どもたちが母親の就労などにより親子で会話することがなく、寂しい食

事をしていることも報道等で紹介されていることも聞いております。そこで、子どもの孤食を防

ぐ観点から、特別養護施設などを活用した子ども食堂を実施することはできないでしょうか。そ

うすれば入所される高齢の方が子どもなどの交流ができ、双方にお元気になるというメリットが

あると考えますが、市のお考えはいかがでしょうか。 

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、愛知県では、未来を担う子どもたちが健やかに育成される環境を整備するということと

して、今年度から２０２０年の平成３４年度まで５年間を期間として、子どもが輝く未来へのロ

ードマップというものを作成しております。 

 施策の重点的な取り組みとしましては、子どもの社会的孤立を防ぐための居場所として、子ど

も食堂の数値目標を２００か所まで誘致するを図るとしております。本市においても、１か所で

も多くの子どもの居場所が増えることについては大変よいことだと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 子ども食堂を開催することにあたり、先行して実施される団体等から何らか課題等の情報は聞

いていますか。 

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） 

 食事を提供する観点から上げまして、主に衛生面、食物アレルギーの対策などが課題と聞いて

おります。 

 以上でございます。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 児童が口にすることもあり、一番に食の安全と思われますので、孤食など食事の提供に最新の

配慮をいただき、安心した居場所づくりに努めていただきますようよろしくお願いして、要望だ

けで終わっておきます。 

 次、お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、３の①の質問に対し、後藤防災行政課長、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 防災行政課、後藤でございます。よろしくお願いします。 

 それでは、まず、①についてお答えをいたします。 

 昨年度、空家等の実態調査を実施し、市内の空家等の台帳を作成したところでございます。 

 現在、空家等庁内調整会議において、関係各課より調査員を選出し、清須市特定空家等判断基

準の研修を実施したところであります。 

 今後、特定空家等の認定業務を６月中に実施することとし、７月に協議会にお諮りしたいと考

え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） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 特定空家等については、時間の経過とともに対策が困難になってくることが予測されます。 

 例えば、相続の問題が挙げられます。現行法では、所有権を移転する場合、相続人全員の署

名・捺印が必要で、時間の経過とともに、最終的に所有者不明ということになっていくと思いま

すが、どのようにお考えでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 議員おっしゃられますことは確かにございます。建物の場合、まず移転ではなく滅失、いわゆ
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る解体による場合につきましては、抹消登記はさほど困難なことではありませんので、こちらに

ついては積極的に所有者に働きかけていきたいと考えております。 

 しかしながら、土地につきましては確かにおっしゃるとおりで、困難が予測されるところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 登記は強制力がなく、対抗要件で、世の中には登記が変更されてないケースが多く存在すると

理解しております。ですので、できる限り、市民の皆様に対して広報紙などで定期的に注意喚起

を促していただきたいと思います。また、そうすれば、多少でも空家・空地問題の抑制につなが

ると思います。 

 要望だけで、次へお願いいたします。 

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。 

 現状では不動産の無料相談、弁護士による法律相談など定期的に実施いたしておりますが、空

家等に特化した相談窓口は開かれておりません。 

 相談窓口については、今後、清須市空家等対策協議会の委員が加入しておられます各種団体と

協議してまいりたいと考えております。 

 既に、愛知県宅地建物取引業協会におかれましては、空き家マイスターという独自資格を新設

され、空き家総合相談窓口を開設しておられます。先日、本市と協定が締結されましたので、こ

ちらも積極的に活用させていただきたいと考えておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 ありがとうございます。 
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 現状での取り組みをなされています不動産の無料相談、弁護士による法律相談の告知として広

報紙に毎回記載されておりますが、もう少し大きくわかりやすくすることはできないでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 こちらにつきましては、紙面の都合もございますが、できる限りのこと、大きくすることを広

報担当のほうにご相談させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 ぜひともよろしくお願いいたします。 

 次へお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、③の質問に対し、後藤防災行政課長、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 それでは、③についてお答えをいたします。 

 現在、本市におきましては、空家等に関する補助施策はございません。しかしながら、補助施

策につきましては今後の検討課題としてとらえておるところでございますので、他市町を参考に

しながら調査研究を進めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 小﨑議員。 

８番議員（小﨑 進一君） 

 よろしくお願いいたします。 

 最後に、一宮市では、平成３０年４月より、解体に対する補助金が実施されており、また北名

古屋市では、リフォームに対して市内の業者が請け負う場合においての補助金があります。本市

でも内需拡大、工事の安定性という観点から、市内業者限定の補助施策を検討していただくこと

を要望させていただきまして、質問を終わらさせていただきます。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、小﨑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６月８日金曜日午前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０７分 散会 ） 

 

 


