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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８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 
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   ９番  飛 永 勝 次        １０番  野々部   享 
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  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 
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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。 
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副 市 長  葛 谷 賢 二 
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－162－ 

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 
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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 
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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 
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５．本会議に職務のために出席した者の職、氏名 

議 会 事 務 局 長  浅 田 克 幸 

議 事 調 査 課 長  髙 山  敬 

議 事 調 査 課 係 長  石 黒 真 一 

 

６．会議事件は次のとおりである。 

  日程第 １ 一般質問 

  日程第 ２ 議案第２７号 清須市介護保険条例の一部を改正する条例 

  日程第 ３ 議案第２８号 清須市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 

               関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 

  日程第 ４ 議案第２９号 清須市放課後児童健全育成事業の設置及び運営に関する基準を 

               定める条例の一部を改正する条例案 

  日程第 ５ 議案第３０号 清須市ホテル等建築の規制に関する条例の一部を改正する条例 

               案 

  日程第 ６ 議案第３４号 損害賠償の額を定め、和解することについて 

  日程第 ７ 議案第３５号 平成３０年度清須市一般会計補正予算（第１号）案 

 

（ 傍聴者 １２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。 

 日程第１、一般質問を議題といたします。 

 昨日の本会議で８人の方の一般質問が終了いたしておりますので、残っております議員の一般

質問を通告の順に発言を許可いたします。 

 最初に、加藤議員の質問を受けます。 

 加藤議員。 

＜ １３番議員（加藤 光則君）登壇 ＞ 

１３番議員（加藤 光則君） 

 おはようございます。 

 議席番号１３番、日本共産党、加藤光則です。 

 私は、国民健康保険に係る制度の活用について質問させていただきたいと思います。 

 国民健康保険は医療のセーフティネットとして国民の健康を支えてきました。現在の国民健康

保険制度は、１９６１年に国民全員が何らかの医療保険に加入することを義務化するため、他の

保険に入れない人たちが加入する医療保険制度として再編されました。 

 当初から加入者は無職者、低所得者であり、保険税だけで運営することは不可能だったため、

多くを国庫負担で賄うことを条件とした制度設定でスタートしたという歴史があります。そして、

今、国民健康保険は高齢者とワーキングプアが加入者の多数を占める社会的弱者の医療制度とな

っています。 

 ところが、保険税の負担は被用者保険よりも高くなっています。国保法第１条の規定にあると

おり、市町村国保は社会保障の仕組みであり、社会的弱者救済のために国や自治体が必要な公費

を投入するのは当然であり、その保険税が他の医療保険より高いこと自体、制度の矛盾にほかな

りません。 

 今年度から都道府県化によって国民健康保険制度の構造的欠陥の解決が図られているわけでも
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なく、所得が低い世帯が多く、負担割合が高いという保険税の課題は続いています。国民健康保

険税は応能負担に加え応益負担が設けられており、世帯人数が多い低所得者にとっては、所得に

対する負担割合が高くなるという現況があります。 

 国民健康保険の被保険者の職業構成を見ると、無職者世帯、低所得者被保険者世帯の増加が見

られます。そして、国民健康保険税はその支払いが困難になった世帯に対して保険税を軽減する

対策などが講じられています。 

 これまでの国保の歩みを振り返ると、昭和３８年度より低所得者に対する保険税の軽減制度、

６割・４割軽減が創設されましたが、保険税賦課の対象となる所得の低い世帯が増加し、中間所

得層の保険料負担が過重になったことから、応益割合を高め、保険者間及び保険者内の負担の公

平を図る必要が出てきたため、平成７年度に応益割合を高めて、低所得者の保険料負担が増大し

ないように新たに２割軽減を創設し、平成８年度にそれまでの６割軽減を７割軽減に、４割軽減

を５割軽減に引き上げたという経緯があります。 

 この保険税軽減制度は、前年所得が一定額以下の世帯に応益の均等割、平等割が減額される制

度であり、減額制度により減額された保険税相当額は国保の保険基盤安定制度により公費で補填

されます。減額の申請は必要なく、市町村が前年所得に基づいて自動的に行うものでありますが、

所得申告をしていない場合は、所得の多寡にかかわらず減額は行われません。 

 そこで、この制度の活用にあたって以下の質問をします。 

 ①市民税は国税と異なり、申告所得がない者でも申告が必要となっていますが、本市の未申告

者の現状がどうなっているのか伺います。 

 ②国民健康保険税に関する所得の未申告者の現状とその対応について伺います。 

 ③社会保障制度として、国は低所得者の国保税を軽減する「法定軽減」制度を設けています。

総所得（前年）に応じて「応益割（均等割＋平等割）」が軽減されていますが、世帯全員が所得

の申告をしていないと、この軽減措置は適用されません。本市のこの軽減措置の現況を伺います。 

 ④世帯の所得が影響するものにはどういったものがあり、その活用の現況について伺います。 

 以上であります。答弁を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、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、吉田でございます。よろしくお願いいたします。 
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 ①本市の未申告の現状についてご答弁させていただきます。 

 平成２９年度に課税資料がない方のうち扶養特定されている方及び１８歳未満の方を除いた人

数は１千２８５人でありました。そうした方々は遺族年金や障害年金などの非課税の取得しかな

い方や無収入の方が主と考えられますが、毎年夏の時期に申告を促す案内をし、申告受け付けを

しております。 

 なお、申告していないことにより、国民健康保険税等の軽減措置が受けられない場合があるこ

ともあわせて案内し、注意喚起を行っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 今、２９年度が１千２８５人ということでお答えいただいたわけですが、まず、個人市民税の

納税義務者の人数ですね、これについて質問したいと思いますが、中身を聞きたいと思います。 

 実数と均等割、所得割をそれぞれ分けて教えていただきたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 平成２９年度ですと、均等割の課税人数が３万４千３９９人、所得割の人数が３万２千

２９５名でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 これは実数でいうと、もともとの数は幾つなんですか、納税者の義務者。実員数ですね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 今、述べた方が実数だと把握しております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 税負担は国民の間に担税力に則して公平に配分されなければならない、こう一般的に言われて

いるわけですが、この中で、先ほど未申告の方の数を言われました。未申告には２種類の状態が

あると言われているわけですけれども、１つは行政側が納税義務者、これは番号が既についてい

て課税台帳に載っている人。この登録されている人の数だということなんですが、この登録済み

未申告者というのが先ほどの数と理解してよろしいでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 そのとおりでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 そういった方に申告書の送付や申告勧奨や納税勧奨を行っていると思いますが、いろんな自治

体を見ると、最近、未申告の人の実態の中で外国人の人の割合も増えてきておるというように自

治体によっては実態が挙げられているわけですが、本市の場合はどんな状況でしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 議員ご指摘のように、外国人の方も確かにおみえになります。ただ、外国人の方だといって、

その割合が多いわけではありません。大体同じぐらいの割合です。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 ２つあると先ほど言いましたが、あるにもかかわらず届けていないため、行政側が存在を確認

することができないということであるわけですけれども、単に事業所からの俸給が未提出であっ

て、本人がそれを知らなかったということで、改めて届け出があったというような事例というの
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は例年幾つかあるわけでしょうが、これについても質問します。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 ２９年度でお話ししますと、３８６人申告の案内を送りまして１１７件申告がありました。そ

のうち実際に課税になった方は４件、パーセンテージに直しますと３．４％になります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 ４件だったということですけれども、これは３８６人おって１１７人があって、それで４件し

か課税なかったというのは、何か特別な問題があったわけでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 課税がなかった方の主な理由はですね、遺族年金や障害年金などの非課税の所得しかなかった

方や無収入の方が多かったためでございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 わかりました。 

 これは後からの質問につなげていきたいと思って、今、聞いておるわけですけれど、それから、

改めて確認がありますけれども、個人市民税の納税義務者というのは、１月１日現在、清須市内

に住所がある人が均等割及び所得割で、均等割だけについても１月１日現在の事業所や家屋敷を

所有している個人、こういったところにかかわっていくわけでありますが、そこでお聞きするわ

けですが、地方税法の２４条、市町村内に事務所、事業所または家屋敷に有する個人で、その市

町村内に住所を有しない者は応益性の見地から、均等割のみの納税義務を負うということが書か

れておるんですが、この均等割については本市はどういうふうになっておるでしょうか。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 本市のほうでは、今現在、課税のほうは把握できておりませんので、そういう方には、今、課

税はしておりません。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 把握ができておらんから課税していないと、これは全国的にもいろんな自治体で、今、問題に

なっておる部分であろうかと。課題になっておるというかね、そういう部分だろうと思いますけ

れども、均等割というのは地域社会の費用の一部を広く均等に市民に負担を求める趣旨で設けら

れておるということが書かれているわけですけれども、所得の大小にかかわらず一定の税額があ

るということで、この辺については、今、掛けていないということですけれども、課長さん、今

後どういうふうに考えられておるのかという今のお考えをお聞かせいただきたいと思います。こ

れは結構あると思うんですよ、額的には。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 他自治体の事例も参考にしながら、どうやったら把握できるかというのを考えて、また、一部

の方のみ把握できて、片方に課税するのも不公平につながりますので、そこら辺をよく研究しな

がら努めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 清須市も市税の内訳を見ると個人が大体４０億円、法人が１１億円、固定資産税が５５億円と、

大体そんな感じで予算、決算を上げられてきておると思うわけですけれども、今回、これの質問

をさせていただいたのは、本当に低所得者の方々に対してどういう対応をしていくのかというこ
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とと、もう１点は、横着な人ですね、こういう人たちには担税力に合わせて税負担をしていただ

かないかんという、そういう思いで私は質問させていただいとるわけですけれども、ここで補足

状況にかかわってお聞きしたいわけですけれども、行政内部の登録済みの情報、いろいろあるか

と思うわけですけれども、登録情報の内部連携については、今どういうふうになっておるでしょ

うか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 今、所得情報のほうは、国民健康保険の課税や給付とか児童手当等の審査など、各課で広く利

用されております。 

 申請時に未申告の場合には、税務課のほうに案内していただき、申告するようにお願いしてお

ります。本庁方式になったため各課間の連携がとりやすく、市民の皆様にはご負担が少ないなっ

て、以前よりはなくなっております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 本当に連携でワンストップじゃないですけれども、役所に来たらそれぞれが対応の上で連携を

進めていくということは、私、非常に大事だと思うわけですけれども、登録情報の十分な活用と

ともに、情報収集による検証も必要と考えるわけですけれども、適正な届け出や申告させること

で自主財源の確保、これをしていかないかんわけですけれども、先ほど言われた未申告者の対応

についてはどのように申告相談なりされておるのか質問します。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 １月１日に住所がありまして、課税仕様がなく、誰にも扶養されていない方に対して、毎年

７月現在、世帯全員が未申告になっている方の世帯主の方に申告案内を送付して、申告相談を

９月に実施しております。 

 以上でございます。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 ９月に実施したということであります。大体どれぐらいの方がご相談されて、その上で申告さ

れる方がどれぐらい見えるのかということを再度お聞きします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 ２９年度でいくと、先ほどご答弁させていただきましたけれども、１１７件ありました。大体

３割程度、申告のほうをしていただいています。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 この未申告者の動向把握でありますが、大体２９年度と先ほど言われたわけですけれども、こ

こ数年間で見るとどういう実態なのかということと、それからもう１点、先ほど課長が言われた

わけですけれども、無収入の方が多いという実態は、大体そういう把握でしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 ２８年度は４００件送りまして１３６件、これが大体３８％ぐらいです。２７年度が５５６件

送りまして、１５６件申告のほうがありました。大体３２％ぐらいです。 

 毎年、いずれもその後に課税のほうを掛けてやるんですけど、なぜ９月にやるかというと、

１回に納付していただくと厳しいというふうに考えておりまして、９月にやれば１０月と１月の

２回に納期が分かれるということ当初始めたわけなんですが、実際には、呼んでみますと、先ほ

どから申しましたように、収入のない方と非課税の所得の年金とか、そういう方が多い傾向があ

ります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 この未申告者のさまざまな場所での相談サポートの実情を見ると、申告しなかった理由、その

中で一番多いのが、そもそも申告が必要と知らなかったと。あと、領収書をなくしたとか、忙し

かったとか、副業していることが会社にばれると思ったとか、いろんなさまざまな理由が挙げら

れるわけですが、一番多いのは申告が必要と知らなかったという方が非常に多いんですよね。 

 それで、あとの国保のほうにつながっていくわけですが、その知らなかったことによっていろ

いろな不利益も出てくるわけですよね。その辺が申告相談を行っていく中で、毎年３割以上の

方々が申告されているわけですけれども、何年か続いている人というのもかなりみえるわけです

か、割合的には。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

総務部次長兼税務課長（吉田 敬君） 

 申告していただくときに、無申告相談に来ていただく方には、これから毎年申告が必要ですと

いうことでお話ししてますので、ほとんどの方が翌年は申告のほうは期限内にしていただいてお

ります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 清須市の場合はほとんどの方が相談を受けて、毎年するようになってきたという非常にいいこ

とだと思うわけであります。 

 時間があまりなくなってきたので、それでは、２番の回答をいただきたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、浅野保険年金課長、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 保険年金課長の浅野でございます。 

 ２番についてご答弁させていただきます。 

 未申告者の現状については、平成２９年度は６２５世帯７４７人となり、課税対象の被保険者
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数の４．３％の方が未申告となっております。 

 生産年齢人口２０代から５０代におきましては、未申告割合は約８％となっております。 

 未申告者への対応としましては、保険税の計算や高齢受給者証の判定等で申告が必要であるこ

とを確定申告前の２月の広報に掲載、さらに広報と一緒に配布する確定申告の案内に折り込みチ

ラシで案内させていただいています。 

 また、本算定７月の前の６月の広報にも再度掲載させていただいております。６月中旬には高

齢受給者証の対象者である７０歳以上の方で負担割合が判定できない方には、申告案内を個別に

手紙で送付させていただいております。 

 ４月の国保税仮算定の納税通知書、７月の本算定納税通知書に同封のチラシで案内させていた

だいております。先ほど税務課長が答弁させていただきました未申告者への申告案内に国保加入

者の方へと題してお知らせをつけ加えさせていただいております。国保税の収納相談等で来庁し

た方で未申告者と判定された場合については、その場で税務課へ案内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） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 先ほど税務課のほうに質問したときに、２９年度は１千２８５人ということで、そのうち国保

のほうが世帯でいうと６２５世帯があると。人数で７４７人ということを言われたわけですけれ

ども、今、国保というのは、２８年度決算報告を見ると、９千２０７世帯で１万５千人余りの人

が国保に加盟してみえるわけですけれども、類似自治体なんかと比べて清須市の未申告者という

のはどうなんでしょうかね、多いの少ないのか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 未申告者の割合につきましては、各市町の状況が公表されておりませんのでわかりませんが、

隣の北名古屋市と比べましても、ほぼ割合的には同じぐらいだということで把握しております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 
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１３番議員（加藤 光則君） 

 この間ですね、国保の場合、法定外繰り入れを行って非常に清須市は頑張ってきたわけですけ

れども、今年から都道府県化によって法定外繰り入れを段階的に削減解消をし、私から言わせれ

ば、悪いほうに合わせる形で市町村の保険税水準をならしていこうとしていると思うわけですけ

れども、国保の構造問題解決に逆行しておると思うわけであります。 

 今年は５割以上の自治体で１８年度負担増の必要なしとなって、引き上げは４割の自治体で引

き上げられたのみと聞くわけであります。こうした状況を見て、先ほどの未申告者も合わせてど

ういうふうにとらえられてお考えでしょうか、私は構造的な問題抜きにしてこういうあり方はい

かがなものかと思うわけですけれども。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 課税のほうは、引き下げられた市町村につきましては、高齢化率が高い市町村ですね。愛知県

の中でいきますと、新城市なんかだと、現状の税率よりも標準税率が低かったためにという状況

を把握しております。 

 ただ、清須市につきましては、実際には高齢化率がそんなに高くないという状況がありまして、

医療給付費のほうが他の市町村に比べて少ないという状況がありましたので、税率についても低

く抑えられてきたんではないかなと思っております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 清須市の場合、この間３年間連続して引き上げとなっているわけですけれども、国保税という

のは４月１日に賦課されて、納税通知書が来月ですか、先ほど税務課のほうも言われたわけです

けれども、７月に送付されるわけであります。所得等の未申告者に対して、国保の場合はそのと

きにどういう対応されるのかということで、保険者証についてもどのように、今、対応されてい

るのかお聞かせいただきたいと思うんですが。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 
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 課税につきましては、事あるごとに広報等案内させていただいております。保険証につきまし

ては、未申告者であろうとも必ず郵送させていただいておりますので、手元にないという方はほ

とんどいないと思っております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 清須市の場合は社会的弱者に対しての医療制度に対して配慮して行っているという認識を持た

せていただきたいと思います。 

 ３番のほうですね、答弁いただきたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し、浅野保険年金課長、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 軽減世帯の状況としましては、平成２９年度実績課税世帯１万５０５世帯のうち７軽減の世帯

は２千１１９世帯、５割軽減世帯は１千１８３世帯、２割軽減の世帯は１千１７世帯で、合計で

４千３１９世帯が軽減対象となっております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 これは冒頭でも言いましたけれども、保険基盤安定繰入金、負担割合でいえば４分の１だと思

うわけですけれども、この推移についてはどんなもんでしょうか。わかる範囲で、去年、その前

ぐらいというか、増えてきておるのかどうなのか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 基盤安定繰入金につきましては、確かに議員おっしゃるとおり、軽減分だけではなくて、ここ

一、二年については保険者支援分も含まれておりますので、それを加味させていただいた数字と

させていただきまして、平成２６年度で１億４千６００万円、２７年度で２億３００万円、
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２８年度で２億１千３００万円ほどとなっております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 こういうですね、本当に低所得者の人が多くて、国のほうも軽減措置をやらざるを得ないよう

な状況で、年々、清須市も保険安定基盤のほうから繰入金として入ってきている額も増えてきて

いるわけですよね。こういうふうに推移しているわけですけれども、先ほど言いましたけども、

申告していないとこれが受けれないということで、適正な所得割で賦課されているのかと思うわ

けですけれども、こういった申告していないために受け入れなくて、さらに滞納につながってい

るというような方もみえるんでしょうかね。つかんでみえたら。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 滞納の方で収納相談に来庁された方につきまして課税状況を確認させていただき、未申告の場

合でありますと、すぐ税務課のほうへ申告していただき、入力していただきまして、すぐ課税の

ほうのし直しをさせていただいておる現状でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 非常に今の保険制度、構造的な問題を抱えているわけですけれども、こういった現にある制度

を活用しないために滞納につながっていくということはですね、当市の保険財政にとっても非常

にマイナスだと思うんですよ。こういった方々にはきちっと申告していただいて軽減を受けてい

ただいて、市も安定基盤のほうから繰り入れとしてお金はもらえるわけですので、その辺のです

ね、知らなかったという人がないようなですね、保険者にとっても本当に軽減されるということ

はいいことでありますし、市にとっても繰入金がいただけるわけですから、その辺がないように

していくために６月広報に載せられたということもわかりますけれども、その辺でさらに対応的

なことは何か考えられておるんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 市のほうから広報させていただきますものに必ず載せさせていただいていますので、今後、個

別にどう対応させていただくのかは、研究させていただきたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 ぜひ、今ある制度を使わん手はないと思いますので、その辺は研究していただいて、本当に困

った人を助けるためにも検討を重ねて、研究を重ねて、より実行していただきたいと思いますが、

そこで、今回、都道府県化になって国保の運営方針というのが定められたわけであります。県が

６年を１期として定めているわけですけれども、その眼目には赤字の解消の名で市独自の公費繰

り入れの解消をうたっているわけです。 

 先ほども言ったわけでありますが、しかし、加入者の貧困化や高齢化や国保税の異常な高さな

どですね、国保制度の矛盾を覆い隠せずに、今年度、法定外繰り入れを維持してでも住民への配

慮をしてほしいということで値上げをしなかった自治体もかなりあったわけであります。 

 そういう中で、この法定外繰り入れについて厚生労働省なんかがこの中で言ってきたことは、

続けてもよい繰り入れと、先ほど言っておるように解消すべき繰り入れ、これは保険税負担緩和

ということで清須市も毎年引き上げてきておるわけですけれども、続けてもよい繰り入れの中に

減免ということを盛んに今年度から言ってきておるわけですが、その辺については清須市はどう

いうふうにとらえられておるんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 清須市におきましては、その他繰り入れがありますけれども、その中で決算補填目的と考えて

いないものは保健事業、要は、特定健診の自己負担部分ですね、福祉医療給付につきましても清

須市の事業として行っているために減額された分、これについては被保険者のほうに賦課するべ

きものでないということで、それを除きまして、３０年度予算では２億５千８００万円ぐらいを

決算補填目的の繰り入れとさせていただいております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 今お聞きした、いろいろ知恵を絞って続けてもよい繰り入れと続けていかん繰り入れを国があ

あだこうだ言っとるわけですので、本当に保険者のほうを向いて、どうしたらこれに合致するか

ということでやられとると思うわけですけれども、昨日の質問でもいろいろ他の議員の方からも

出ておりましたけれども、今年度、都道府県化に基づいて、先ほど言いましたが、国保の減免と

いう立場に立って、続けてもよい繰り入れという中に子ども均等割の減免とか多子世帯の減免、

こういったところに足を踏み出す自治体も出てきたわけですよね。本市の場合、この減免という

枠の中の見直しというのがされてないと思うわけですけれども、その辺については今後検討して

いただけないでしょうかね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 減免につきましては、実際には数が少なくて、ほかのところに吸収されてしまうぐらいの金額

になっております。ただ、金額的に多いのは福祉医療の波及分になりますので、ここを重点にさ

せていただきたいと思っております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 今、言いましたように、他の自治体もこちらの部分に今ある制度、いろいろ構造的な問題を抱

えて、そこをなかなか国のほうも認めなかったわけですけれども、都道府県化の土壇場になって

いろんなことをまた認め出したというか、解決され出して、こういった減免の部分に足を踏み出

す自治体が出てきたわけですので、本市の場合もぜひ検討・研究を重ねて実行していただきたい

と思うわけであります。 

 ４番目へ行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、④の質問に対し、浅野年金課長、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 ④番について回答させていただきます。 
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 世帯に１人でも未申告者がいる場合、自己負担限度額において影響がございます。 

 ７０歳未満では上位所得区分、７０歳以上７５歳未満では、現役の所得として区分されてしま

います。また、７０歳以上の方を対象にしている高齢受給者証の自己負担割合を判定できないた

め、高齢受給者証を発行することができません。発行できない旨を案内して、窓口に取りにきて

いただくとともに、税務課での申告を案内して、高齢受給者証の発行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） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 今言われたように、申告しない、それから、いろんなことが知らなかったということによって

不利益というか、影響することがいろいろあるわけですよね。それで、例えて言いますと、年金

所得者の確定申告不要制度、これが２３年度、所得税から年金所得者の確定申告が必要ないよと

導入されたわけですけれども、社会保険料の控除を受ける場合、個人市民税の申告をしないこと

で税控除を受けれずに、後期高齢者医療保険の保険料が１割から３割負担に上がってしまう、こ

ういうことが生じてしまわないかということも思うわけですが、その辺についてはどういうふう

に把握されていますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 国民健康保険につきましては、扶養されている方につきましては、扶養情報として未申告とし

てならないように確認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） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 さっき言いました後期の場合はどうですか。申告をしなかったために控除を受けれずに、１割

から３割なり何なりに上がってしまうと、その辺の実態というのはないですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

保険年金課長（浅野 英樹君） 

 後期高齢者医療につきましては、現状把握のための通知をさせていただいておりまして、その

通知で回答をもらった方につきましては、その情報として入力させていただいております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 時間が近づいてきましたので、ここで最後に市長のほうにお聞きしたいと思います。 

 別紙の資料でもいろいろ載せさせて配らさせていただいたわけですけれども、１９９０年前半

には２７０万円を超えていた国保加入世帯の平均所得、これは今や１３８万８千円、１６年度で

すけれども、落ち込んでいるわけであります。加入者の貧困化、高齢化や国保税の異常な高さ、

さらには国の予算の削減、国保制度の矛盾がまさに吹き出してきていると思うわけであります。

こうした構造問題をさらに深刻化させる住民税の負担増などもってのほかだと思うわけですけれ

ども、この国保法に沿った国保税の減免に充てるための繰り入れは、国保法第７７条にある市町

村の判断で減免することができる。今、減免制度のことをいろいろお聞きしましたが、そして、

よい繰り入れとして住民の負担軽減を行うべきということで、いろいろな自治体も足を踏み出し

たということでありますけれども、清須市の場合、まだまだ減免については足を踏み出していな

いわけですけれども、今ある制度でこういうのが活用できるということは私は訴えたいわけであ

ります。 

 先ほども言いましたけれども、お話の中で答弁もありましたが、軽減の問題でいえば、安定基

金の中で繰り入れで負担割合が４分の１の国のほうからいただけるということもいろいろあるわ

けでありますし、さらに、こういった続けてもいい繰り入れもあるということでありますので、

こういった今の国保の実態を見て、清須市の場合、私は減免制度を拡充していく必要があると思

うわけですが、市長はどういうお考えでしょうかね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 国保税のことにつきましては、何も上げたくてするわけではございませんで、ところが、市政

施行以来、議員ご承知のことと思いますけども、ずっと必死になって我慢してやってきたつもり
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でありますが、３０年度から保険者が愛知県になるということで、本市は保険税が低かったもん

ですから、愛知県が示す標準税率は必ず高くなるということを見越して、３年前ですか、２年か

けて段階に少しずつ上げてきたことがございます。 

 今回につきましては、これは県から決められてきた数字でございますので、それについては国

の方針では６年間かけて運営協議会に諮って答申をいただいたとおりで実行していくわけでござ

いますけれども、減免という軽減対策につきましては、法に従いまして行っていきたいと考えて

おりますので、いろいろと勉強をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 加藤議員。 

１３番議員（加藤 光則君） 

 ぜひ、今の制度の中で自治体としてやれるべき最大限のことをやっていただきたいと思うわけ

であります。 

 今、国保の加入者の現状、実態もいろいろ資料で出させていただきました。全国の知事会なん

かも国のほうに声を上げておるわけであります。今までできなかったことを６年かけてやろうと。

今できないことを先送りしてもなかなか構造問題、これを解決しない限りは、さらにこれを深刻

化させる住民負担にかぶせていくような形では、本当に社会的弱者の医療制度かと言えると思い

ますので、ぜひ、その辺の実態を見ていただいて、市民のほうを向いた国保制度運営をよろしく

お願いして、私の質問とします。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、加藤議員の質問を終わります。 

 次に、山内議員の質問を受けます。 

 山内議員。 

＜ ２番議員（山内 徳彦君）登壇 ＞ 

２番議員（山内 徳彦君） 

 皆様、おはようございます。 

 議席番号２場、山内徳彦でございます。議長のお許しを得ましたので、通告に従い一般質問を

させていただきます。 
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 私からは、大きく分けて２つの質問がございます。 

 まず、１番目、歩道の整備についてでございます。 

 本市における「人にやさしい街づくり条例」に基づき、安心・安全な道づくりをされていると

思いますが、現状、車椅子やベビーカーを使用される歩道を必要とする市民の皆様方から、歩道

が通りにくいという声を多数耳にしました。そこで、実際に私自身がベビーカーを押しながら歩

道を歩いて確認したところ、至るところにスムーズに乗り越えるのが困難な段差や人と人のすれ

違いが不自由な歩道など、不便を感じる箇所がありました。自動車免許を持っていない、あるい

は免許を自主返納した高齢者の皆様や車椅子を必要とする皆様、あるいはベビーカーを引く保護

者の方が安心して、日々、毎日まちを元気に歩いていただくためにも歩行空間の充実が望まれる

ところです。また、市民の皆さんの健康推進のためにも、歩行空間の充実は歩くことの促進につ

ながると思っております。 

 モータリゼーション以降、自動車道路整備優先で後回しにされてきた歩道整備でありましたが、

超高齢者社会の本格的な到来を迎えた今だからこそ、より充実した歩道整備を進めていかねばな

らないと私は考えております。 

 そこでお尋ねします。 

 ①現在の基準に適合してない歩道はありますでしょうか。 

 ②不適合な歩道の改修予定はありますか。 

 そして、２点目、官民連携等による観光振興についてでございます。 

 先日、清洲城で開催されました「ガチ甲冑合戦」は全国から参加者が清洲城に集まり、桶狭間

の合戦をほうふつさせる時代絵巻が再現されました。当日は本当にたくさんの観客が清洲城に訪

れ、目の離せない合戦の展開に大きな歓声を上げ、清洲城は活気とにぎわいに満ちあふれていま

した。 

 また、観客の一人として大村愛知県知事も駆けつけ、息を呑む合戦の様子を視察されるととも

に、清洲城にも足を運んでいただき、天主閣の見学や甲冑の試着体験も楽しんでおられました。 

 また、ゴールデンウィークにはキッチンカーが清洲城広場に集結し、清洲城が抱える食の課題

解決に向けての試みがなされました。 

 今週日曜日の６月１０日には、名古屋市との連携により、早朝より清洲城にて桶狭間の戦い再

現イベントが開催されることをお聞きしています。今後も清洲城のにぎわいを高めるためには、

民間の活力を生かした取り組み、あるいは他市町との連携等が求められるところです。このこと
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を踏まえ、清洲城における官民連携等の取り組みの現状や今後の予定についてお伺いします。 

 ①今後も清洲城、ひいては清須市のにぎわいを高めるため、民間の活力を生かした取り組み、

あるいは他市町との連携等が求められるところです。このことを踏まえ、清洲城における官民連

携等の取り組みの現状や今後の予定はどうなっていますか。 

 ②さらなるイベント誘致を望みますが、「ガチ甲冑合戦」においては広報に掲載がなかったと

のご意見をいただきました。今後、より一層、皆様に周知していただくためにどんな方法をとら

れるのでしょうか。 

 以上、ご答弁お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 初めに、１の①の質問に対し、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。 

 １つ目の質問についてお答えいたします。 

 バリアフリー法制定以前に整備した歩道につきましては、現在の基準に適合していない路線も

あります。 

 歩道を新設する場合、清須市においては年間おおむね１００メートル程度、現在の基準に適合

した歩道整備をしており、歩行者の安全対策に努めています。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 ただいま基準に適合していない路線があるとのご答弁をいただきましたが、その箇所というの

は把握しておられますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 把握はしておりません。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 では、ほとんどの路線が現在の基準に一致していないという解釈でよろしいでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 高齢者、身体障がい者が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律、いわゆるハ

ートビル法が平成６年に制定され、また愛知県においては、人にやさしい街まちづくり条例、こ

ちらも平成６年に制定されております。その後、各市町においては、重点地区、重点路線を決め

て、歩道の段差解消工事を一定期間、重点的に行った経緯はありますが、そのときに全ての路線

を改修できたわけではなく、現在に至っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 それ以外に基準外の歩道がどうしてあるのか、要因として考えれることはどういったことでし

ょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 安全を優先するために水路にふたをかけ、上部を歩道として利用した箇所、路肩などを歩道と

した箇所があります。車両の通行を妨げることなく、歩行者の安全を確保する必要及び地域の方

の要望などがあったため、基準外の歩道が設置され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） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、２つ目の答弁をお願いします。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、飯田土木課長、答弁。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 ２つ目の質問についてお答えいたします。 

 新設の歩道設置工事の計画はありますが、現在設置されている歩道で基準に適合していない歩

道の改修計画はありませんが、パトロールなどにより把握した通行に支障のある箇所については、

段差解消などの改修をしております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 通行に支障がある箇所とは、具体的にどのような状況でしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 代表的なものとしましては、交差点部分に車道から歩道に乗り入れる部分の段差が挙げられま

す。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 代表的なものと答弁をいただきましたが、そのほかどのような状況が考えられますでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

土木課長（飯田 英晴君） 

 先ほどの交差点部分の車道から歩道に乗り入れる部分の勾配がきつい箇所もありますが、現場

の状況、例えば水路にふたをかけて上部利用している場合、また民地側の高さの関係で急勾配に

なる場合が考えられます。 

 以上でございます。 



－186－ 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 今後の歩道整備について、建設部長にご意見をお伺いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

建設部長（加藤 三章君） 

 建設部長の加藤でございます。 

 安全・安心に通行できる歩道の設置につきましては、日ごろより心がけているところでござい

ます。 

 道路幅員によりまして歩道の設置が行える箇所、また交通規制体系により歩道が設置すること

ができる箇所など、道路の条件によりまして歩道の設置については異なってまいります。基準・

規格の遵守はもちろんでございますが、水路のふたかけ、路肩の整備により歩道の敷地を確保し

ていくなど、また、関係者の皆様方のご理解とご協力のもとに、できるだけ歩行者の安全な通行

を確保していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 ご答弁ありがとうございました。 

 今後迎える超高齢化社会において、歩行器などを使用される方、また子育て世代もベビーカー

を必要としておりますし、車椅子が必要な方もいます。そのような歩行器具を使用する上で段差、

幅員などは大変大きな問題です。 

 健康推進という意味においても、歩くというのはどんな薬を飲むよりも、どんな食べ物を食べ

るよりも健康に有効的だということをドクターから聞きました。家を出て、まず最初にあるのが

歩道でございます。その歩道を整備していただくことにより、市民の皆様が歩いて出かけようと、

そう思うような安心・安全な道づくりをお願いいたします。また、それが市民の皆様の健康推進

につながるとの思いを持って、今後推進していっていただくようお願いします。 

 それでは、２へお願いいたします。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、２の①の質問に対し、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。 

 ２つ目のご質問でございます官民連携等による観光振興についてご答弁申し上げます。 

 清洲城を始め本市観光振興には、市のみならず市民や企業の協働、あるいは行政間の連携など、

官民連携等による取り組みが求められます。 

 市民協働では、ボランティア武将隊による城内でのおもてなし、ガイドボランティアによる観

光客等へのご案内、甲冑工房による甲冑試着体験支援など、さまざまな観点から本市の観光を支

えていただいております。 

 また、清洲城芸能文化館では茶会やひな人形の展示会など、市民の皆様が主体となって観光客

等をおもてなしいただいております。 

 民間連携では、飲食店舗に乏しい清洲城におきまして、ゴールデンウィーク期間中にキッチン

カーの出店協力をいただきました。 

 また、今月６月からは、市内滞在時間の増加につなげるため、清洲城と集客力のあるキリンビ

ール名古屋工場とのスタンプラリーを行っております。 

 行政間の連携では、信長公が居城としていた城郭がある本市、小牧市、岐阜市、近江八幡市で

構成しております織田信長公居城連携協議会にて、ホームページによる情報発信のほか、誘客イ

ベントとして、居城をめぐるスタンプラリーなどを今年度も行ってまいります。 

 名古屋市との連携では、ご質問にもございましたが、来る６月１０日に清洲城で行われる桶狭

間の戦い再現イベントや周遊型観光誘客を図る信長攻路など、名古屋市関連事業に今年度も協力

してまいります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 ただいま官民連携の現況についてご説明をいただきましたが、これから連携等による市のメリ

ットについてどのようなお考えでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 ボランティア等の市民協働では、市民の皆様が主体的に観光客等をおもてなしすることでまち

づくりへの参画意識や市に対する誇りや愛着が高まるなど、シビックプライドの醸成につながる

ものと考えております。 

 また、民間連携では、清洲城とキリンビールとのスタンプラリーでは、約１０万人の集客があ

るビール工場見学者を清洲城に呼び込むことができ、清洲城の入場者数の増加、市内滞在時間の

増加につながるものと考えております。 

 行政間との連携では、織田信長公居城連携協議会においては、４市連携によるスタンプラリー

を行っておりますが、スタンプラリーでは必ず４つのお城に足を運んでいただくという必要がご

ざいますので、こちらにつきましても清洲城の入場者数の増加につながるものと考えております。 

 名古屋市との連携である桶狭間の戦い再現イベントですが、名古屋市の事業にはなりますが、

清洲城を舞台としたイベントであるため、早朝にもかかわらず毎年大勢の方が清洲城へお越しい

ただいていることや、清洲城の情報発信にも大きく寄与しているものと考えております。 

 また、名古屋市の連携においては、イベント以外にも集客力のある名古屋駅を始め、名古屋市

内の観光案内所に本市の観光パンフレットを設置させていただいており、大勢の方にパンフレッ

トを見ていただく機会が増えることや、この観光パンフレットにつきましては、今年度よりスマ

ホ等を使っていただくと７言語に対応する形となっておりますので、特に外国人観光客の増加が

期待できるもの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） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 ありがとうございます。 

 冒頭でも申し上げました６月１０日早朝ですが、清洲城において桶狭間の戦い再現イベントが

開催されます。当日の桶狭間の戦い再現イベントの内容について、わかる範囲で結構ですので、

お話しいただけますでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 
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市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 少しＰＲになるかもわかりませんが、ＰＲも兼ねてお話をさせていただきます。 

 まず、再現イベントの会場につきましては、清洲城を始め熱田神宮、桶狭間古戦場公園の３か

所になります。このうち清洲城においては、今度の日曜日１０日早朝でございます午前４時より、

天主閣前にて信長公の幸若舞、家臣、濃姫との会話、湯漬け、馬での出陣の模様が再現されると

いうことでございます。 

 その後、５時から大手橋にて出演者の記念写真の撮影が予定されております。 

 この再現イベントに際しましては、バスツアーも組まれておるということで聞いております。 

 加えて、天主閣の特別観覧をさせていただきまして、また、清須の特産野菜である土田カボチ

ャカレーのキッチンカーも出店を予定しているところでございます。 

 なお、詳細につきましては、市及び市観光協会のホームページにも掲載しておりますので、ご

らんいただきたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 ありがとうございました。 

 私もぜひ桶狭間の戦い再現イベントのほうに足を運んでみたいと思っています。 

 最近は、質問の中でも書かせていただきましたが、清洲城のにぎわいを高めるためき民間のイ

ベントの誘致やキッチンカーを呼ぶなど、さまざまな取り組みがなされているようです。キッチ

ンカー出店の試みは清洲城が抱える食事場所などの課題の一助になるものと思います。このゴー

ルデンウィーク期間中、キッチンカーで提供された食事の種類はどのようなものでしょうか。ま

た、出店を行った結果、どのような感想を持たれましたでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 初めに、キッチンカーで提供された食事の種類ですが、キッチンカーにつきましては、４月

２８日から５月５日までの８日間にわたり出店をしていただきました。この間、日によって店舗

数はまちまちでございますが、焼きそば１店舗、唐揚げ３店舗、カレー１店舗、たこ焼き１店舗、
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ハワイアンフード１店舗、イカ焼き１店舗の計８店舗の出店がございました。また、別途、仮設

テントでの出店もありまして、こちらにつきましては、お好み焼き、それから焼きそば各１店舗

の出店がございました。 

 次に、今回出店を行った感想ですが、キッチンカーの出店により食事場所等の課題解決には少

しだけですが、つながったものというふうに感じております。 

 しかし、見方を少し変えますと、キッチンカーだけの出店ではにぎわいの高まり、あるいは集

客の手だてにはならないということも実感いたしました。今回、キッチンカーの出店場所は清洲

城広場でございましたが、広場での催しが何もなかったということもございまして、にぎわいに

欠く時間帯もあり、出展者側にとっては思った以上に売上につながらなかったという店舗もある

ように聞いております。 

 このため、今後につきましては、ご協力いただきました出店側のご意見も踏まえまして、小さ

くとも何か催しを一体的に行って、その中でキッチンカーの出店を行っていければというふうに

思っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 キッチンカーの出店には、にぎわいを高める催しなども含めて考えるというご答弁だったと思

いますが、それを踏まえ、今後の計画としてキッチンカーの出店予定はございますでしょうか。

また、何かお考えでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 清洲城では１０月が信長まつりの月間になっているということもございまして、信長まつりを

始めお茶会など、１か月間、さまざまな催しが行われます。 

 先日の信長公顕彰祭の際に市長の挨拶にもございましたように、この信長まつり月間である

１０月に、信長まつりとは別に既存の事業、また既定の予算の中で、そして清洲城でご活躍いた

だいている市民の皆様の協力を得て、清洲城３０周年を記念した催しを開催したいというふうに

考えておりますが、その一環として、清洲城広場にてキッチンカーの出店を今、考えているとこ
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ろでございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、２つ目の答弁をお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、②の質問に対し、石田市民環境部次長、答弁。 

市民環境部次長兼産業課長（石田 隆君） 

 イベントの周知では、市や観光協会が主催・共催するものは、広報を始め市及び観光協会ホー

ムページ、必要により信長公居城連携協議会ホームページの掲載及びマスコミへの情報提供を行

っております。 

 先日のガチ甲冑合戦は民間のイベントになりますが、市が後援したこともあり、全国的に清洲

城の情報発信につながるものと考え、市や観光協会ホームページを始め観光施設等でのポスター

の掲示、マスコミへの情報発信を行いました。今後も同様な形で周知を図るとともに、最近では

ＳＮＳでの情報発信も効果的というふうに言われていることから、ボランティア武将隊など、清

洲城にかかわる団体等に所属する個人が運用するＳＮＳにおいても、同意を得た上で情報発信を

お願いしていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 山内議員。 

２番議員（山内 徳彦君） 

 ありがとうございました。 

 市からの情報発信は重要かと思います。しかし、近年はＳＮＳによる情報発信が効果的だと私

も思います。１人１人が情報を拡散することにより、本当に多くの方に情報が流れる時代になり

ました。答弁では、ボランティアの方にご協力をいただき情報発信をお願いするとのことでした

が、ボランティアに限らず、より多くの方が情報発信を行えば効果的なＰＲを図れる時代でござ

います。 
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 そういう意味では、私もその一人であり、ぜひ協力していきたいと考えております。 

 今回質問させていただき、官民連携等の取り組みや今後の予定についてもいろいろわかりまし

た。幸い清洲城の周りには貝殻山貝塚資料館などの施設を始め多くの企業もございます。清洲城

とこうした施設等を結びつけ、施設での観光時間、滞在時間の増加を図るのも大切なことだと思

います。 

 その意味で、６月からは清洲城とキリンビールとの施設と企業をつなぐスタンプラリーが行わ

れるとの答弁もございました。今後も清洲城に行くといつも楽しいことが待ってる、そんなわく

わくする清洲城にしていくため、官民との連携、あるいは他市町の連携をさらに進めていただき、

清須市の観光振興の促進につなげていっていただくことを最後にお願いいたしまして、私の質問

を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、山内議員の質問を終了いたします。 

 ここで１０時５０分まで休憩といたします。 

（ 時に午前１０時３４分 休憩 ） 

（ 時に午前１０時５０分 再開 ） 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 休憩前に引き続き議会を再開いたします。 

 次に、松川議員の質問を受けます。 

 松川議員。 

＜ ６番議員（松川 秀康君）登壇 ＞ 

６番議員（松川 秀康君） 

 議席６、新世代、松川秀康でございます。議長のお許しを得ましたので、通告に従って一般質

問させていただきます。 

 私からは、大きく３点質問させていただきます。 

 まず、１点目、清須市指定ごみ袋の取り扱いについて。 

 前回の３月議会において平成２９年３月分の清須市会計データ、そのうち１１節需用費を債権

者別に集計した結果について質問をさせていただきました。そのうち金額別に並べて１０番目に

高かった清須市指定ごみ袋の調達、これが１０番目に高かったものです。そのごみ袋の調達は指
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名競争入札にて適正に行われているとのことでしたが、具体的なごみ袋の仕様、数量、発注から

納品の流れなど、見積もり条件をお聞かせください。 

 また、市民の皆さんが清須市指定ごみ袋をお店で購入するわけですが、そのお店に支払われる

取扱手数料は会計データの１２節役務費に計上されております。この取扱手数料の決済方法につ

いてもお聞かせください。 

 大きく２番目、ガスの自由化後の取り組みについて。 

 同じく、前回の３月議会において私より質問させていただきましたガスの自由化に伴う取り組

みについてでございますが、ぜひとも具体的に電気とガスのセット料金の見積もりを取っていた

だくようお願いしました。今年度以降の取り組みについてお聞かせください。 

 大きく３つ目、通信運搬費の見直しについて。 

 清須市会計データの１２節役務費には、通信運搬費として市内各施設で使用している電話料金

及び郵便料金が計上されております。これらの料金について今まで見直しを実施したことがある

でしょうか。また、今後の取り組みについてもお聞かせください。 

 以上３点、ご答弁、よろしくお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最初に、１の質問に対し、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。 

 ごみ袋の大きさについてでございますが、可燃ごみが大・中・小、不燃ごみは大と中、プラス

チックごみが大と中、空き缶・金物が大と小、事業系が大、こういったサイズがございます。い

ずれも大が４５リットル、中が３０リットル、小が１０リットル、空き缶・金物の小のみ３０リ

ットルでございますが、これら３０枚入りを１セットとして１０セットで１箱、また材質・色・

文字等をそれぞれ指定してございます。 

 次に、数量でございますが、平成２９年度実績において、可燃ごみの大が５万４千４００セッ

ト、可燃ごみの中が３万７千９００セット、可燃ごみの小が１万２００セット、不燃ごみの大が

６千セット、不燃ごみの中が１千セット、プラの大が１万３千１００セット、プラの中が１万

２千８００セット、空き缶・金物の大が２千セット、空き缶・金物の小が１千２００セット、事

業系のごみ２万５００セットを発注しております。このうち残った在庫分と合わせて、平成

３０年度を運営していく予定でございます。 
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 次に、発注から納品までの流れについてでございます。 

 指名競争入札で業者を決定した後、市は落札業者にごみ袋の作成と保管・配送を委託します。

販売店は市と契約を提携、市にごみ袋の配送を依頼し、市は業者にごみ袋の配送を依頼します。

販売店は２か月に一度、市に販売実績に応じた請求を行い、市は販売店に販売手数料をお支払い

するというような流れでございます。 

 次に、販売指定店に支払われる取り扱い手数料の決済方法でございますが、先ほどお話しした

２か月に一度、販売実績を報告いただきますが、それに合わせて請求をいただきます。その都度、

手数料として１セットあたり３０．８６円をお支払いしているような状況でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 市は業者にごみ袋の作成と保管・配送を委託して委託料を支払う。市民は販売店を通じて市に

ごみ袋代金を支払う。市は販売店に販売手数料を支払う、そういう流れはわかりました。 

 では、市が業者に支払う委託料、市民が市に支払うごみ袋代金、市が販売店に支払う販売手数

料、これの総額等はざっとお聞かせいただければありがたいと思います。 

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年度の決算数値を概算で申し上げますと、市が業者に支払う作成の委託料約３千

６００万円、市民にご負担いただいているごみ袋の代金が約３千４００万円、市が販売店に支払

う販売手数料約５００万円でございます。ただし、市にご負担いただいたごみ袋の購入代金は全

てごみの収集処理費に充填しております。すなわち、ごみ袋の作成費用ではなくごみ処理費用の

一部を市民の皆様にご負担いただいている、このような状況でございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 会計処理上は、市民からいただいたごみ袋の代金は、ごみ収集処理費に充当しているというこ
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となんですが、規模的にほぼ市が業者に支払う作成委託料が３千６００万円で、販売店に支払う

販売手数料が５００万円、合わせて４千１００万円で、それに対して、市民がごみ袋を買うのに

支払っている購入費用が３千４００万円なので、ほぼ一緒という、そういった考え、一般的には

そういうふうに考えちゃうわけですが、それにしても４千万円かけてごみ袋を作成して運用して

いるということがわかりました。 

 このごみ袋代金なんですけれども、近隣市と比較してどのようなものなんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 次に、ごみ袋代金でございます。 

 ごみ袋代金、作成委託料とのバランス、近隣市町との均衡を考慮して作成しておりますので、

大きな差はございません。 

 また、ごみ袋代金、販売手数料を含め、近隣より少し安いレベルでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 ありがとうございます。 

 近隣市町と比較して少し低いレベルで運用されてるということにあるので、しっかりとした運

用がされてると理解いたします。 

 あと、県内でですね、他の自治体ではごみ袋の規格を公開して、どの業者からも自由に調達・

購入できる市もあるように聞いていますが、そういう方式とか、それ以外の方式とか、ごみ袋運

用の方式についてお聞かせください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 確かに、県内の一部の自治体では、ごみ袋の比較を公開して、どちらの業者でも市に承認をも

らって自由に作成することができるようにしているところもございます。しかし、品質の確保、

特に強度とか耐用年数の面からは不安が残ります。あくまで市の目が行き届くような現在の制度

で当面は進めてまいりたいというように考えております。 
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 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 具体的にどのように、市がこのような方法をとられていますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 ごみ袋の規格でございますか。 

６番議員（松川 秀康君） 

 規格を公開してやるという方法。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 県内の自治体で行っているのは、ごみ袋の規格をサイズ、品質、そういったものを公開して、

その中で募集をしているというような状況でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 具体的に市の名前はお答えいただけないでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 近隣では名古屋市、一宮市、尾張旭市、大府市、蒲郡市、豊明市、春日井市、稲沢市、このあ

たりが自由化してやっておられるようです。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 先ほどご答弁の中で規格を公開して、どこの業者も自由に作成することができるということで
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すと、品質の確保、特に強度・耐用年数の面から不安が残るということでしたが、規模的に、名

古屋市とか一宮市、大きな都市、名古屋市がもちろんずば抜けて大きいんですが、そこでこのよ

うな運用がなされているということは何とかなるのかなという感じは素人目に見てするんですが、

そのあたりはいかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 実は先日、一宮市に話を伺ってまいりました。そのときにわかったことは、一宮市はあくまで

ごみ袋の作成費用相当のお金を負担いただいているだけだよと。処分費のほうまでは一切含んで

ないというようなことがございました。 

 それで、私どものほうで心配するのは、こういった形で自由化にすると、一番あるのがインタ

ーネットでごみ袋が安く販売されます。販売されて、１箱どころか１ダースあたりとか、日本全

国どこででもごみ袋を入手することができるというようなことが考えられるわけです。まして、

大量につくるということは、今度、いつつくったのか不透明なものも出てまいります。こういっ

た話も一宮市のほうとも話をさせていただいたんですが、大きいであるがゆえにそこまでは目が

行き届いてない。 

 また、品質については、何か苦情があったときには個々で検査をするなり対応をするというよ

うなことでございました。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 一宮市の例なんですが、実際に具体的に、品質面で悪いということが起きているという理解で

よろしいでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 一宮市について申し上げますと、平成２０年からやられてるというように聞いておりますが、

現時点では、そういった苦情はないというように聞いております。 
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 ただし、物によって値段がばらばらになっていると。ある店舗では幾らで買えるけども、ある

店舗ではもっと高かったとかいうような話を聞いているということですが、それは競争原理でお

任せをしているというようなことでございました。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 一宮市が始めて１０年近くたって、具体的にあまり大きな問題になってないと理解いたしまし

した。 

 値段がばらばらなのも、それは市場原理の話なんで当然だと思います。 

 次にですね、県のホームページを見ますと、愛知県の人口１人あたりのごみ処理費用１万４千

円と出ておりました。その点についてどう思われますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 愛知県の平成２８年度の一般廃棄物処理事業実態調査によりますと、１人あたりの処理費は

１万４千３２７円というような数字が出ております。これは資源収集のごみ処分費も全て含めた

報告をしております。しかし、市によっては、こういった資源収集のごみについて把握してない

ところもございます。そういうところについては含まずに報告しているというようなことがござ

いますので、単純には比較をしにくいんではないかというように考えております。 

 平成２８年度の主要施策の成果報告書に記載されてる家庭及び事業所から排出されるごみの収

集運搬及び処分費を人口で割った数値は１万３千８３円ということになっております。 

 ちなみに、さきの資料では、平成２７年度の人口１日あたりの排出量は７３８グラム、県内

５４市町村中６位、そして家庭系のごみでは５２１グラムで、県内では１５位というような結果

でございました。いずれも毎年少しずつ数値は下げておりますので、ごみ減量化等推進委員会、

こういったいろんな協力団体の皆さんを中心に、ごみ減量の意識が高まってきた結果だというよ

うに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 ありがとうございます。 

 清須市は県内でも非常に優秀なごみの減量化が進んでいるというふうな理解をいたしました。 

 県の平均が１万４千３２４円と清須市の１万３千８３円、これは単純に比較できないと考えた

ほうがよろしいでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

生活環境課長（島津 行康君） 

 これについては、単純にできるところ、できないところがございます。また、ごみ処分場を持

っているところ、持っていないところもございます。さらに、うちの名古屋市清掃工場に１トン

あたり２万円をお支払いをするというような状況がありますが、自前で持ってるところもござい

ます。 

 こういったことから、単純には比較は難し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） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 ありがとうございます。 

 いずれにしましても、ちょっと安いかなという感じであるということと、清須市のごみの処理

について非常に優秀であるということがわかります。 

 ただ、１人あたり１万３千円で７万人弱の人口ですから、およそ９億円ぐらいごみ処理にかけ

ているということなんですが、その９億円に比べてごみ袋の年間４千１００万円なんですが、規

模としては小さいんですけれども、小さいとはいえ、市民１人１人ごみ袋を買うわけですから、

ほかの市を見て研究して、いけるんであれば、規格を公開して自由化に踏み切るというのも手じ

ゃないかと。より税金を節約する方法じゃないかと思いますので、そのあたりもぜひ検討してい

っていただきたいと思います。 

 次の質問、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 次に、２の質問に対し、岩田財政課長、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 財政課長、岩田でございます。松川議員のご質問にお答えします。 

 まず、１のガスの自由化後の取り組みについてです。 

 財政課では、施設のエネルギー関係の契約にあたり、従来からコストや災害時の対応等を含め、

さまざまな観点から検証し、契約事務を進めています。ガスの自由化による新規参入業者につい

ては、前回の３月定例会でお答えしたとおり、中部電力の１社のみとなっています。中部電力の

ガスセット料金について概算で試算した結果、東邦ガスとの料金比較においても大きな影響がな

いため、引き続き、東邦ガスとの契約を継続する予定でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 比較した結果、大きな違いがないというのは、全ての事業所についてやられたんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 一部の施設では、切り替えによって若干安くなるという試算が出たところもあります。ただし、

使用量の誤差程度であり、現状のままとしています。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 一部では安いということがわかったんですが、全ての事業所の全てのものについて試算された

ということ、そういう理解でよろしいでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 オール電化の施設もございますので、そのあたりは省いてございます。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 オール電化ということはガスを使ってないということだと思うんですが、ガスを使用している

ところについては、全て試算されたという理解でよろしいでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 そのとおりでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 あとは中部電力での試算と東邦ガスが電気とセットにするとお得という、そういったものって

たしかあると思ったんですが、いかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 今、議員がおっしゃれたとおり、電気についても同様に、東邦ガスに切り替えた場合でも比較

を比較をいたしました。こちらの試算も、現在の中部電力との契約のほうが割安となっています。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 前回の議会から質問させていただいて、全てについて試算していただいたということで、あり

がとうございます。 

 今後もそのあたりを注意して見ていっていただきたいと思います。 

 では、次の質問をお願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、３の質問に対し、岩田財政課長、答弁。 
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財政課長（岩田 喜一君） 

 次に、３の通信運搬費の見直しについてです。 

 まず、電話料金についてです。 

 清須市の合併直後は複数社との契約になっていましたが、平成２２年度に当時の会計課の試算

により、電話料金をＮＴＴ西日本に統一することが最も安価であるという結果となりましたので、

そのときに見直しを図り、現在に至っています。 

 次に、郵便料金についてです。 

 郵便で送る文書は、信書とそれに該当しないものの２つで、このうち信書と言われるものは、

特定の受取人に対し差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書と郵便法及び信書便法に

定義されています。 

 具体的には、請求書や許可証、証明書といったものが該当します。 

 市役所で送付する文書につきましては、おおむね、この信書にあたります。 

 この信書の郵送については、日本郵便のみならず信書便法の許可制度で民間事業者の参入が可

能となりましたが、実際のところは、重量が４キログラムを超える信書便などの特定信書便のみ

について民間業者の参入があり、全国提供義務等のある一般信書便については、民間事業者の参

入はありません。 

 したがいまして、議員が言われる見直しについては、しようにもできないというのが現実でご

ざいます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 郵便なんですけども、信書については、実際、業者の参入状況はお聞きしたとおりなんですが、

実際、市から市民等に送られる郵便というのは、実際、信書とそうでないものの割合はどんなも

んなんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 信書でないものと信書の割合は今わかりませんけども、おおむね信書ということで理解をして
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おります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 おおむね信書、ほとんど信書であれば、実際に郵便を使わざるを得ないという旨、理解いたし

ました。 

 ありがとうございます。 

 後、電話代ですね、これは２２年度に見直したということなんですが、８年ぐらいたっており

まして、通信業界というのは目まぐるしく変わって、料金体系もころころ結構変わる業界であり

まして、８年たったならそろそろ見直しをかけてもいい時期じゃないかなと思うんですが、その

あたりいかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 先ほど冒頭でもお答えしましたとおり、財政課では施設のエネルギー、今回の場合は電話契約

のことでございますが、従来からコスト等を含めてさまざまな観点から検証し、事務を進めてい

ますので、削減効果が大きく見込まれると判断できた場合には、同様に事務を進めてまいりたい

と考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 削減効果が大きく見込まれるというための研究は日々怠らずやっていただけるということで、

そういう理解でよろしいでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 そのとおりでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 松川議員。 

６番議員（松川 秀康君） 

 ありがとうございます。 

 電話通信、電気、ガス等光熱費についていろいろ質問させていただきましたが、今後もいろん

な商品が出てまいりますので、研究を怠らずに、税金の無駄遣いがないように進めていっていた

だきたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、松川議員の質問を終わります。 

 次に、大塚議員の質問を受けます。 

＜ ７番議員（大塚 祥之君）登壇 ＞ 

７番議員（大塚 祥之君） 

 議席番号７番、新世代、大塚祥之でございます。 

 議長のお許しを得ましたので、通告どおり一般質問させていただきます。 

 私の一般質問は、清須市地域防災計画についてでございます。 

 清須市地域防災計画は、本計画を実行する主体となる行政、計画の遂行上関係のある公共機

関・団体等に関して、それぞれの果たすべき事務または業務の大綱について示すとともに、市民、

事業所のとるべき措置を記載し、１９９５年の阪神淡路大震災、２０００年の東海豪雨、

２０１１年の東日本大震災の教訓を踏まえ、「みずからの安全はみずから守る」の基本原則に立

ち、予防・応急・復旧の各対策の実施に市ぐるみで取り組むべきことを示しています。 

 本市の持つ地域としての災害特性の要点を把握するため、本計画に盛り込まれるべき予防・応

急・復旧の各計画策定のために、本市の自然的条件、社会的条件を把握し、風水害に関しては、

２０００年による浸水区域図を発行し、地震災害に関しては、「愛知県東海地震・東南海地震・

南海地震等被害予測調査」の結果を中心としてまとめています。 

 本計画は、市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある風水害の災害に対処す

るため、市・県及び防災関係機関や公共団体、その他の市民がその有する全機能を発揮し、市の

地域並びに市民の生命及び財産を災害から保護し、被害を最小限に軽減、社会秩序の維持と公共

の福祉の確保を図ることを目的としています。 

 このことを踏まえ、「清須市地域防災計画」について、以下ご質問いたします。 
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 ①「不測の事態に際しても、みずからの安全をみずから確保し、しかも被害を最小限度に軽減

するためには、市、防災関係機関、事業所、団体及び市民が臨機応変に対処できるだけの「体力」

「知力」「気力」を鍛え、災害時行動力の強化を図る必要がある」と明記してありますが、具体

的にはどのようなことを市民、職員に指導しておりますでしょうか。 

 ②個人としての防災基礎体力の整備・強化について、「重機類操作の有資格者・無線通信士・

応急危険度判定士・手話通訳者等、非常時に貴重な要員となることが期待される専門家の発掘・

確保」というふうに明記してありますが、災害時に必要となるバックホウ・小型移動式クレー

ン・玉かけ等、重機類操作の資格を職員が取得するべきと考えますが、いかがでしょうか。 

 ③災害応援協定の中で、レンタル企業から災害時に重機・トラックの運搬が必要不可欠となり

ます。重機類操作資格所得の職員以外に、本市在住の資格取得者の方々に防災ボランティアに登

録してもらい、応援要請を依頼する体制づくりも必要と思われますが、いかがお考えでしょうか。 

 ④水防訓練での充実として、水の流れが速い場合、従来の土嚢では流されてしまうため、大型

土嚢を使用した堤防復旧訓練を実施することがさらなる減災対策につながります。こういった訓

練も必要不可欠と考えますが、お考えはいかがでしょうか。 

 以上、ご答弁、よろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最初に、①の質問に対し、後藤防災行政課長、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 防災行政課、後藤でございます。よろしくお願いをいたします。 

 それでは、まず、①についてお答えをいたします。 

 まず、市民の自助の向上として、地域防災リーダー養成講座を開催しております。この講座は

災害の被害を最小限に食いとめるため地域防災力を向上させ、防災の初心者に地域防災リーダー

としての意識を持たせ、発災時に避難所の運営などが行えるような人材を養成することを目的と

しています。平成２６年度から開校し、既に１８２名の方が受講しておられます。 

 また、講座のカリキュラムの１つである防災講演会、シンポジウムも毎年開催をしております。

これは広く一般の方にもご参加いただくことで、災害に対して事前に取り組んでいただきたいこ

とを説明させていただくことで、日ごろから備えていただきたいというふうに考えておるところ

でございます。 

 毎年、各地域では自主防災訓練を実施していただいています。こちらも日ごろから訓練してお
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くことで、いざというときの行動に役立てていただきたいと考えております。 

 水害対応ガイドブックや地震防災ハザードマップを全戸配布し、出前講座等で使い方を講義す

ることで、市民の防災・減災への関心を高め、加えて、自助の向上に努めているところでござい

ます。 

 続きまして、職員においては、水防訓練や総合防災訓練にて土のう作成などの実技訓練を実施

しているところでございます。 

 また、昨年度策定いたしました業務継続計画、ＢＣＰに基づいた訓練及び各課別の対応マニュ

アルの策定に現在取り組んでいるところでございます。 

 非常時参集訓練も毎月メール配信にて実施をしておるところでございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 今、ご答弁の中で市民の自助の向上に取り組んでいただいているということを思います。 

 ５月２０日の防災シンポジウムの件にしても、今月の６月広報での行政ニュースにおける市民

への周知というものは、すばらしいものだというふうに考えております。 

 先ほどのご答弁の中で職員においての業務継続計画に基づいた各課対応のマニュアルづくりの

策定に現在取り組んでいるところということでございましたが、現在の進捗状況というものはど

うなっているかお伺いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 まず、業務継続計画の中にございます各課の職員の参集想定を見直しをしていただきます。そ

の後、業務継続計画を運用するための対応マニュアルの作成に取りかかっ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） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 
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 今、ご答弁していただいた答えの中なんですけども、参集や運用体系ということでしたが、こ

れはいつぐらいまでに期限を決めてつくられるか、目標だとかそういったことというのは、今現

在、決められているんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 既に４月１日に職員の人事異動等がございまして、職員の参集想定に見直しをやっていただき

たいというふうに考えておるところでございますが、まだ、こちらのほうについては取りかかり

ができておりません。早急にやらさせていただきたいと思っております。 

 マニュアルづくりにつきましても、いつ災害が起こるかわかりませんので、できれば近々この

ようにマニュアル策定について取りかかっていただきたいというような通達をした上で、策定づ

くりに取りかかっていただきたいと思っております。 

 現在、６月に入りまして、出水期と呼ばれる時期に入ってまいりましたので、なるべく早く手

がつけられるようにというふうには考えておるところです。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 マニュアル、難しいことだと思いますけど、各課の所管ということで、ぜひ早急に対応してい

ただいて、業務継続体制の強化に向けた取り組みというものが、日ごろからの業務レベルの向上

を図るためのＰＤＣＡサイクルを確立するためのものだというふうに、必要だというふうに認識

しておりますので、早い段階で各課の皆様方で策定していただくことを要望いたします。 

 また、職員に対して危機管理研修や災害応援訓練等の定期的な実施により、各職員の防災レベ

ルの向上を図り、各部署においても特定の職員しか使い方がわからないシステムや機器の手続が

ある場合、該当職員の皆様が登庁できなければ、それらの要する業務が遂行できなくなるため、

各部署では平常時から複数の課の職員がシステムや機器、手続において、その要領を把握してお

く必要があるということが課題として上がってくるかと思います。 

 これに対して、もちろんご存じのとおりだと思うんですが、６月１日から愛知県が運用開始し

ました市町村防災支援システム、ご存じだと思いますけど、このシステムは県が管理する新しい
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システムということで、市町村の防災担当者がこのシステムのほうにログインしまして、インタ

ーネット上で操作ができる仕組みになっていまして、災害発生時、現場の被害状況、住民避難の

状況など、市町村側の端末から入力すればネットを通じて県と情報共有ができ、これまでの各市

町村の職員が被害状況などで見て、独自に行ってきた避難勧告発令などを的確に判断するという

ようなことがうたわれてます。これについて今のその課題解決だとか、このシステムを導入する

ということで、より強固な業務態勢がつくられるんじゃないかというふうに私、感じるんですけ

ど、この辺のご所見はいかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 それでは、まず、初めのご質問のほうにお答えさせていただきます。 

 まず、清須市の場合は、第１非常配備を引いたときに、非常配備班というものが全庁的な職員

をもって構成されております。その職員に対しては既に高度情報システム、愛知県と清須市が無

線で結んでおるシステムなんですけども、こちらのシステムのマニュアル等につきましては指導

しておるところです。ですので、このシステムについては、非常配備班については使用すること

ができるという状況になっております。 

 今、議員のほうからお話がございました、これは５月３１日付の新聞紙上でこちらの市町村防

災支援システムというのが６月１日から運用されるというような新聞発表がございました。この

たびの３０年度につきましては、愛知県内の１７市町村が参加されるということで新聞紙上に載

っております。 

 清須市につきましては、このシステム、ご紹介があって、システムの紹介を受けたのが、今年

２月９日に愛知県が清須市のほうへおみえになって、このシステムの使い方等の指導がございま

した。このシステムの内容なんですが、実際には現状やっております高度情報システムの内容を

要は補完するシステムとなっております。 

 どのようなことかと申し上げますと、先ほど申し上げましたように、高度情報システムが基本

線です。無線でつながっている愛知県と５４市町村が基本線になるシステムになります。今回の

このシステムというのは、その補完システムということになりますので、連絡網が一般回線のイ

ンターネットを使用して使うシステムであるということでございます。 

 内容につきましては、基本的には高度情報システムとこの市町村支援システムというのは、ほ
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ぼ変わらない内容となっております。ただ、情報伝達のたくさん手法があるということで、この

システムを今回１７市町村が入れられたというのが現状でございます。 

 清須市におきましても、今回の３０年度につきましては導入を今、見送っておるところでござ

いますけども、今後、県のほうとこの１７市町村さんの検証結果等が出てまいる予定になってお

ります。その検証結果を見ながら、清須市のほうも導入したほうがいいかどうかの検討をしてい

きたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 今ご答弁いただきましたけど、気象庁のデータをもとに、洪水などの危険度が今後どの程度、

増すかを予測する機能もあると。基準を超える雨量などが想定された場合でも、自動的に警告表

示が出ることになっていて、住民避難の時期を早期に判断する材料にもなる。 

 また、市町村が住民に災害情報を知らせる電子メールやホームページ、簡易性交流サイト、Ｓ

ＮＳ等などの操作を１つにまとめまして、緊急時に一括して情報を送ることができる機能も持た

せてあるということで、私、災害時のときの職員の不足だとかいうことにも、これはすごく意味

を成してくることだというふうには考えています。 

 また、システムのメリットとしまして、先ほどご答弁いただきましたけど、災害対応業務の省

力化、避難判断プロセスの効率化、県への報告業務の負担軽減、一元管理による災害情報の収集

漏れ抜けの防止、住民への避難情報等の一括配信による業務の迅速化など、さまざまなところで

メリットが出てくると思います。こういうことも踏まえて、他市町村の状況を見ていただいて、

清須市でも導入をしていただける方向で検討をしていただきたいというふうに考えますけども、

その点いかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 愛知県といたしましても、５４市町村の参加をこちらのほうに要請しておるという状況ではご

ざいます。ですので、当然のことながら、システムは幾つあってもいいという考え方でおります

ので、使い勝手のよさですとか、本当に必要であるかということの検証につきましては、この後、
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調査研究をさせていただいた上で、導入に向けての判断をさせていただきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 ありがとうございます。 

 また、防災ということで、近年なんですが、災害対策の分野でも期待されているというものは、

新しい試みなんですけど、ドローンということで、２０１６年４月１４日に発生した熊本地震で

も、主に現地被害の状況だとか断層の様子見のための確認のためにドローンが活用されていると。 

 また、東日本大震災以降、災害時にドローンを使って被害確認や物資輸送などを目指す動きが

自治体などで広がっているという情報も入っています。 

 また、国家戦略特区に指定された仙台市なんですけども、全国瞬時警報システムということで、

Ｊアラートを中心にすると自動で飛行を始めて、上空からスピーカー等で避難を促すドローンの

実証実験を行っているという例もあります。 

 また、福島県の南相馬市では、発生した山林火災で実際に市の消防団のドローンが活躍した事

例もあり、視界不良で飛べない防災ヘリのかわりにドローンを飛ばし、伝送された映像で現場を

特定し、地上の消防団員が上空のドローンを目指し、現場に向かって消火活動を行ったケースも

あるということとして受けとめています。 

 また、その他あらゆる災害現場で活用がいろいろあるものと考えますけども、清須市もなんで

すけど、災害時だとか訓練等で今後ドローンを導入していくようなお考えだとかご所見があれば

お伺いしたいなというふうなんですけど、いかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 災害時の被害状況等の情報収集にドローンが有効であるというふうに考えられておるというか、

もう既に実際に使っておられて、有効手段として認識されておるところであります。 

 国の機関であります消防庁が今年の３月に、災害時等における無人航空機による情報収集活動

に関する協定というものを全国の６３事業者と締結をいたしました。その中で２社ほど愛知県内
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に存在する事業所のほうがございます。 

 実は先日、そちらの事業所のほうから、一度、ドローンのことについてお話をさせていただき

たいという申し出がございましたので、この後になりますが、事業所のお話を聞く予定にはして

おります。ですので、この後、そのお話を聞きながら、どのようなことにドローンが活用するこ

とが有効なのか、本当に清須市に必要になってくるのかということを含めながら、これも調査研

究をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 先ほどの防災システムを含めまして、ドローンも活用していただける方向性で、また本市のほ

うの皆さんへの安心・安全というものも含めまして、生命を守るいろんな支援につながっていく

のじゃないかというふうに私は考えますので、ぜひ、防災新システムとドローンのご検討という

ことをですね、各課またがると思いますけども、いろいろ精査していただいて、ぜひ実現に向け

て検討していただきたいというふうに思います。 

 次、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、②の質問に対し、後藤防災行政課長、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 それでは、②番についてお答えをいたします。 

 重機類の操作については、免許・資格が必要になります。職員がこれらの免許・資格を保持す

ることは災害時において有効であるとも考えられます。しかしながら、職員がこれらの免許・資

格を取得する場合に職務として取得させるのか、また、公費で取得することの是非等々、クリア

していく課題が多くあると考えられますので、今後の課題として調査研究を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） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 
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 調査研究をさせていただきますというご答弁でしたけど、今現在、私が今、質問しております

重機操作等の免許保有者の職員の数だとかというのは把握されていますでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 現在、そのような免許・資格をしておる職員の人数については、把握をしておらんところでご

ざいます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 今後、把握されたりだとか、そういったことも含めて、市で登録ではないですけども、そうい

った職員の方を把握されるということは、予定としてはどうでしょう。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 今のところはそのような取得をしておる方の人数を把握するということは考えておりません。 

 また、そのような免許を持っておられても、普段からそのような操作をされていないと、なか

なか本番操作をすることというのは難しいんではないかなというふうに考えております。ですの

で、今のところ、職員が重機の操作をするという考え方は、我々の災害対策のほうでは持ってい

ないということでお答えさせていただきます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 わかりました。 

 ３番、お願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、③の質問に対し、後藤防災行政課長、答弁。 
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防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 それでは、③番についてお答えをいたします。 

 災害時の重機類の操作等につきましては、災害時応援協定に基づき、清須市防災協力会に要請

することとなっています。 

 また、発災直後の防災ボランティア活動は、想定をしていないところでございます。 

 議員のご質問のとおり、重機類の資格取得者の方々に防災ボランティアに登録をしてもらい、

応援要請をすることについては、万が一、事故が起きた場合の補償の問題や、そもそも危険が伴

う業務をボランティアに依頼することの是非も含めて、こちらもクリアしなければならない問題

が多くあると考えられますので、今後の課題として調査研究を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） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 先ほどボランティア活動は想定されていないというお答えでしたけど、本市在住の資格取得者

の把握だけでもすべきだと考えますけど、こちらに関してはいかがでしょうか。実際、防災ボラ

ンティアでなく登録だけしていただくような形なんですけど、そういったお考えは。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 重機操作の方々のボランティア登録につきましては、今のところ、そのような登録をしていた

だきたいというふうには考えておらんところでございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 わかりました。 

 本市は、災害時における重機等、調達に関する災害応援協定を瀧冨工業さんとレントさんと締

結しているということなんですけど、この重機等のオペレーター等の人材確保ですね、実際、重

機は応援協定として結ばれていますけど、これを動かすオペレーター等の人材確保についてはど
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のような本市は取り組みをされているのか、お伺いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 先ほどもお答えをさせていただきましたところですが、災害時の重機等の操作におきましては、

応援協定に基づき、清須市防災協力会に協力要請していくという考えで行きたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 応援協定を結ばれているということで、協力会に要請ということでしたけども、発災があった

ときにですね、本当にこのオペレーター等の派遣していただく協定に基づき、派遣していただけ

るオペレーターだけで実際足りるかどうかということを想定している範囲でいいので、お答えく

ださい。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 災害の規模にもよりますので、どれだけの人数がおればこれは大丈夫だというような判断とい

うのはなかなか難しいと考えております。 

 現在、防災協力会にご登録いただいております業者さんの中の人員ということで対応していた

だけるというふうで今のところは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） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 人員の何名かというのはわかりますでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 



－215－ 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 私どもが清須市防災協力会からいただいております資料に基づきますと、登録業者さんが

１９社、人員のほうにつきましては１３７名おられるということでご報告をいただいております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 応援協定を結んでいる瀧冨工業さんとレントさんとお話をさせていただきましたけども、こち

らというのは北名古屋市さんだとか近隣市町ともこういった応援協定というのは結ばれています

でしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 北名古屋市とは災害時の応援協定は今のところ結んでおりません。近隣ですと、あま市、稲沢

市とは応援協定を結ばさせていただいております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 やはり未曾有の災害が来たときというのは、近隣市町も含めて、清須市も含めてですけど、同

じ状態になるということで、私が懸念しております重機等があって、それを操ることができない、

オペレーターがいないというのはすごく問題になってくるんではないか。そもそも重機等が取り

に行ける状態かどうかは別としまして、そういった場合にも人的力というのが不足してくるとい

うふうに思うわけであります。 

 今、愛知県では、これはちょっと違いますけど、応急危険度判定士を登録して、熊本地震等も

含めて、各市町村に派遣ということもとられているということをお伺いします。 

 今、この制度も含めまして、愛知県はそういった制度があるかもしれないですけど、愛知県と

本市との人材派遣というものを一度協議してみることもありなんじゃないかというふうに私は思

うわけですけど、そちらに関してはいかがでしょう。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 県道など清須市内にある愛知県が所管する施設などにつきましては、愛知県建設部公共土木施

設防災安全協定書というものがございます。それに基づきまして、愛知県が対応していただける

というふうに考えておるところでございますので、この件につきまして愛知県と協議する考えは

今のところございません。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 人材不足ということが懸念される中で、本市としても応援協力会に要請する。愛知県のその制

度にお願いをするということだったんですけども、本当に今、多くの課題があるという答弁いた

だきましたけど、調査研究をしていく中でこういった人材の発掘・確保というものが必要不可欠

というふうに私は感じます。なので、これからもこの課題の調査研究をしていただいて、ぜひこ

ういったオペレーター等も含めてなんですけども、人材確保に努めていただくことを要望いたし

まして、４番、よろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、④の質問に対し、後藤防災行政課長、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 それでは、④についてお答えをいたします。 

 大型土のうを作成する訓練は、過去に水防訓練で庄内川河川事務所さんの協力を得て実施した

ことがございます。現在、清須市防災協力会と大型土のう作成・設置訓練を実施するにあたって

の協議をしているところでございます。 

 また、このような訓練を実施するにあたり、警察始め関係各機関との協議が必要となりますの

で、こちらについても、今後、調査研究をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 



－217－ 

７番議員（大塚 祥之君） 

 水防訓練ではですね、清須市消防団、総務部、建設部が主体となって行われておりますが、他

の部局にも参加してもらうことが、私が述べている清須市地域防災計画の基本目標に位置づけて

いる職員の災害時の行動力の強化につながっていくというふうに考えますけど、こちらのほうは

いかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 水防訓練につきましては、３年前からその年の新規採用職員にも訓練参加をさせております。

その際、土のうの作成、積み込み、備蓄などの方法についての訓練を行っているところでござい

ます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 水防訓練というものは、見学というのは清須市民には誰もができる。特に市政推進委員さんな

ど、行政にかかわっている方というのは参加しやすいというふうに考えます。それ以外、今、新

規採用の職員も参加をしているということでしたけれども、それ以外の市民の皆さんの参加を促

すためにも、先ほど、私、話をしましたけども、例えば、有識者だとか、クレーンだとか重機類

の有資格者、例えば、無線通信士、応急危険度判定士、手話通訳者等の把握をしていただいて、

こういった方たちにも参加を呼びかけるということがさらに周知だとか、皆さん方の機運を上げ

るというふうに私は感じます。 

 そして、また、重機等の免許を持っている職員さんも含めなんですけど、例えば、先ほど調査

していただくということでしたけども、水防訓練等で土のうをつり下げるときにですね、こうい

った訓練等でもやっていただけるということが、いざとなったときの免許の使い道ではないかと

いうふうに考えますが、そういった意味で参加者を募るという意味合いも含めて、重機類等の資

格者等も訓練に参加していただきたいということに関して、いかがお考えでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 
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防災行政課長（後藤 邦夫君） 

 今のところ水防訓練への参加はございませんが、９月に行う総合防災訓練につきましては、重

機類等の操作の有資格者がおみえになる清須市防災協力会のほうから重機の操作等の参加をいた

だいております。また、手話通訳者につきましても、総合防災訓練のほうには既にご参加をいた

だいておるところでございます。 

 市民参加の訓練につきましては、今後、合同で訓練したほうがよろしいのか、それとも先ほど

述べさせていただきました各地域の自主防災訓練、こちらのほうに積極的にご参加をしていただ

くように促し、地域での訓練をしていただいたほうがよいのかというふうに今も考えております

ので、我々としましては、できれば後者であります地域の自主防災訓練のほうに積極的に参加を

していただきまして、土のうの作成訓練等を取り入れていただいた上で、実技訓練をやっていた

だくことを念頭に思って、今後指導していきたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 大塚議員。 

７番議員（大塚 祥之君） 

 先ほどの件に戻りますけども、市民の皆さんにはいろいろ周知していただいて、自主防でもい

ろんな防災訓練等をやっていただいているのはわかっております。 

 しかしながら、全ての方が参加するというのは難しいということを思いますけども、免許等を

有する職員も含め、重機等の操作の資格の方含めて、こういった行政と一体となってやる訓練と

いうことがいざというときの災害に私は役に立つのではないかというふうに考えますので、これ

からもそういう参加を促せるような体制づくりだとか、そういった登録だとか、いろんな調査・

課題をクリアしていかなくちゃいけないことも踏まえながら、ぜひ参加を促していただけるよう

な体制づくりというのをつくっていただけるように要望いたしまして、私の質問を終わらせてい

ただきます。 

 ありがとうございました。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、大塚議員の質問を終わります。 

 ここで、お昼の休憩に入ります。 

 再開は１時３０分を予定いたします。 
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（ 時に午前１１時５３分 休憩 ） 

（ 時に午後 １時３０分 再開 ） 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 議員のお手元のほうには、６月１０日の清洲城のイベントの案内を配付させていただきました

ので、よろしくお願いします。 

 それでは、高橋議員の一般質問を受けます。 

 高橋議員。 

＜ １４番議員（高橋 哲生君）登壇 ＞ 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 １４番、高橋哲生。議長にお許しを得ましたので、通告に従い一般質問をさせていただきます。 

 新世代として最後のバッターとして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。 

 私からは、大きく４つ質問をいたします。 

 まず、第１点目、新潟小２女児殺害事件を踏まえた下校時の安全確保策であります。 

 ５月７日、新潟市で小２女児殺害事件が発生しました。このような残忍で痛ましい事件を清須

市内で決して起こさせてはなりません。そのためにも登下校時、特に下校時に児童が犯罪に巻き

込まれない清須市を市民一丸となってつくっていかなければなりません。 

 この事件は、被害児童が友人と分かれ、一人になった自宅までわずか３００メートルの地点で

発生をしております。しかも新潟市のこの小学校区では、高齢者等の見守り活動が盛んであるに

もかかわらず、活動が空白になるわずかな区間で発生しています。一瞬のすきを見逃さず、その

間隙をついて事件が起きたのです。このような悔しい事件を教訓として、本市の下校時の安全確

保策はどうなっているのか、どうしていくべきか、以下、議論をしたいと思います。 

 （１）まず清須市の危機管理意識について伺います。 

 事件後に庁内や学校、警察など関係機関を交えた会議や学校における集会、保護者に対するメ

ッセージ発信等何らかのアクションを起こしましたか。 

 （２）次に、子どもの下校時における防犯上の安全対策をどのように考えているのかお尋ねし

ます。 

 ①通学路の防犯上の危険箇所、危険な状況についてどのように掌握していますか。 

 ②現在、主たる対策としては各種ボランティアの皆さんによる見守り活動だと思いますが、現
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況をどう評価していますか。 

 ③下校時間に玄関の清掃をする、犬の散歩をするなど、通学路沿道の地域住民や事業者が担え

るささやかな見守り活動があります。沿道地域の住民や事業者に対する呼びかけはどうなってい

ますか。 

 ④そもそも児童の登下校時の安全確保推進のため、統括的な責任は誰が担っていますか。誰が

担うべきとお考えでしょうか。また児童の安全を確保するための保護者・行政・学校・地域それ

ぞれの役割分担はどう考えていらっしゃいますか。 

 ⑤総務省が推奨しているＩＣＴを活用した児童見守りシステムを本市に導入することについて

のご見解を伺います。 

 大きい２番です。旧西枇杷島庁舎の利活用についてであります。 

 前回１２月議会でも質問しました旧西枇杷島庁舎の利活用について、前回、しり切れトンボに

なってしまいましたので、再度質問します。 

 ５月１５日に新世代のメンバーと施設内を視察しました。改めて見させていただくと、２階建

ての床面積約５千平米の広大な空間を長期間にわたり空家にしておくのはもったいないし、一歩

でも前進できる行動を起こさないことは行政の不作為であるとの意を強くしたところであります。

何とか民間事業者に貸し出し、生きた施設として、市民サービスの向上あるいは賃料による市財

政に少しでも収入をプラスにすべきだと考えます。 

 そこで、再度詳しくお伺いしますが、前回の質問で民間の貸し出しを現在は考えていないとい

う当時の平子現総務部長の答弁でしたが、もう一度現在のお考えとその考えに至る理由をお尋ね

します。 

 大きな３番として、パスポート申請窓口の開設についてお尋ねします。 

 平成２４年４月より、愛知県より事務権限移譲によりパスポートの申請・受け取り窓口が市町

村でも可能となっております。現在、瀬戸市・春日井市・豊川市・刈谷市・安城市・西尾市・蒲

郡市・小牧市・東海市・大府市・知多市・田原市・美浜町・設楽町・東栄町・豊根村の１６市町

村が開設しており、名古屋市や本市を含む３８市町村では開設しておりません。本市の市民はパ

スポート取得のためには、基本的には県の窓口である名古屋駅ＪＲセントラルタワーズ１５階に

行かれるのでしょうが、さらなる市民サービス向上のために、清須市内にパスポート申請窓口が

あったほうがよいにこしたことはありません。 

 そこで、お尋ねしますが、現在まで市内に開設されなかった理由は何でしょうか。 
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 ４番目としまして、バスケットゴール設置についてであります。 

 近年のバスケット競技人口の増加や各種スポーツ競技者人口対施設整備状況のバランスを鑑み

た上で、屋外のバスケットゴールがある場所が少ない。バスケットの練習場所を確保してほしい

との声を多数聞いております。 

 清須市内では星の宮児童館と中の切公園、高島公園、片町公園と伊織公園、４か所の公園に存

在しています。２０１６年９月に我が国の男子プロバスケットボールのトップリーグであるＢリ

ーグも開幕し、バスケットボールの競技者人口も今後増加傾向にあります。 

 また、本市には、男子社会人バスケットボールリーグであるＢ３リーグ参加の豊田合成スコー

ピオンズもクラブチームとして存在し、バスケットボールを地域で盛り上げていく必要性も感じ

ております。 

 そこでお尋ねしますが、誰もが気軽にバスケットボールに親しめる環境づくりのために、屋外

にバスケットゴールを増設するお考えはありませんか。 

 以上、大きく４点にわたりご答弁をよろしくお願いいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員に確認いたします。 

 発言通告書と若干質問の幅が変わっておりますが、（２）の②の件でございますが、今の質問

のままでよろしいでしょうか。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 通学路の防犯上の危険箇所というところですか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 （２）の②になります。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 現在、主たる対策としては。済みません、もう一度質問いいですか、入れといてもらって。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 通告書に沿っての質問ということでよろしいですか。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 済みません、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。 
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教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 教育部次長、丹羽でございます。 

 まず、（１）番でございます。 

 この新潟の地震の事件を受けまして、学校における集会や保護者に対するメッセージは発信し

ておりませんが、学校によってはＰＴＡ役員会などで登下校時の防犯に対する取り組みについて

協議をするなど、常に子どもの安全を守っていただくために、保護者と連携を図っておるのが現

状でございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 今、学校によってはＰＴＡで協議しているところもあるとのことですが、それはどこの学校で

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） 

 これは常日ごろの話でございます。学校によってはというのはですね、ＰＴＡの役員会だとか、

あるいは何かの集会のときにＰＴＡの保護者の方々に常に防犯、あるいは交通安全について保護

者の方と連携をして注意喚起を促し、協議を進めておるというような状況でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 ということは、この事件の後は何もやってないということでいいんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 事件の後の学校の体制でございますが、学校によってはということでございます。この事件を

受け、１週間ほどの付き添い下校をしたり、あるいは朝の朝礼のときに注意喚起を促す。また、

下校時において、常日ごろ、注意喚起をしておるんですけども、防犯に対して、知らない人がい
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たら必ず通報するだとか、逃げなさいと、そういったことの指導をしております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 私が確認したいのは、それはどこの学校ですかということで、それを教育委員会が把握してお

るかということを確認したいんで、今、こういう聞き方をしたんですけど、それはわかってます

か。把握してますか。どういった学校がアクションを起こしたかというのはわかってますか。 

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） 

 今回は小学校２年生女子ということでございまして、小学校８校についてどのような対応をし

たかというのは掌握しております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 わかっているんなら、わかっていると言ってください。 

 翻ってですね、行政では何かアクションは起こしたのかどうか。 

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） 

 この事件を受けて特にアクションを起こしたわけではございませんけども、常日ごろの些細な

事件におきましても、そういったきずなネットを通じて保護者の方に不審者情報とか、そういっ

たものを発信しておる状況でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 済みません、ちょっとかみ合ってませんね。 

 常日ごろのことは重々わかっとるんですけど、こういったことがあったときにどういった行動
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をとったかということを問うてるんですね。ないということで理解しましたけど、そういった状

況は危機管理上、問題があると思います。 

 こういった場合ですね、清須市内でないように話し合ったり、これは庁内ですね、何か行動を

とることは必要だと思うんです。 

 例えば、市内で一斉の見守り行動をする呼びかけをするとか、保護者や見守りボランティアの

皆さんに見守りの徹底をお願いするとか、何らかのアクションがあったんじゃないかなと思って

ます。そういうことがあるかないかによって、市民の安心というのは抱けるのかどうかというこ

とにかかわってくると思います。 

 政府は５月１８日に首相官邸で閣僚会議を開催しております。２５日は関係省庁の連絡会議、

６月４日は警察本部長会議など、矢継ぎ早にこの事件に向き合っております。清須市がこの事件

の後、何も動きがないことに不安を感じておりますけど、市長、こんな状況でいいんでしょうか。

今からでも恐らくないので、行動したらいかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 各学校で対応しているというふうには聞いております。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 各学校でなんですけど、それに対して教育委員会なり行政からは何かということは全然考えて

ないんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長、答弁。 

市  長（永田 純夫君） 

 各学校で対応したというふうに聞いております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 
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 ないということで理解をいたします。 

 （２）の①へ行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、（２）の①の質問に対し、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①でございます。 

 基本的には、毎学期、教師が通学路の現地指導をするとともに、危険箇所の把握をして、通学

団会議にて子どもに防犯指導をしております。 

 また、通学路にて子どもが気になることがあれば、担任の教師に報告・相談するよう指導して、

把握に努めております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 これも教師がしているということなんですけど、学校で危険な状況、危険な箇所、特に今回の

事件を受けて、見守りの目が届かない子どもたちが一人になるような場合、そういった状況があ

るのかないのかというようなことを学校が全て掌握しているというふうにとらえていいんでしょ

うか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 下校時のときの話だと思いますけども、集合場所から自宅へ帰るときには、当然、それぞれ家

が点在しておりますので、一人になるという状況は当然掌握しております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 そういった状況を危険だというふうにとらえるのかどうかということだと思うんですけど、そ

ういったことを教育委員会はどこまで今の現状を把握しているのか。見守りボランティアがいな
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いような区間があるはずなんです。そこをどこまで把握しているのかということをお伺いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 危険というよりも、必ず安全ではないというふうに認識しております。その中で、子どもたち

が一人になったときに、常日ごろ、喚起を促しているのが道草をしない、不審な人に会ったら大

声を出す、そういった常日ごろ、自分自身が自分の身を守るといった、そういった教育を常日ご

ろ指導しておる状況でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 かみ合いませんけど、今回のこの事件のあった、そこから導き出される危険性というものをも

う一度よく考えていただきたいと思いますけど、そういったことを学校任せじゃなくて、教育委

員会で一度チェックしたらいかがかと思いますけど、いかがでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 申し上げましたように、一人になるというのは安全ではございませんので、その辺のところは

注意するように子どもたちに教育するしか方法はないと思っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 子どもに任せていいんですか。それは放置するということですか。 

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） 

 放置するのではなくて、どうしても一人になるという時間は必ず生まれると思います。その中

で、子どもが寄り道をしないとか、そういったところで注意深く自宅に帰る、それが一番の最善
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の方法だと思っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 次、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番でございます。 

 小学校児童の登下校時に合わせていただき、毎日、各種ボランティアの皆さんに子どもへ交通

安全、防犯の指導、また挨拶等、声をかけていただき、大変感謝しております。 

 各学校の通学団担当の教師が各種ボランティアの方へ積極的に声をかけさせていただき、意見

交換をしてコミュニケーションを図っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 寿会を始めとした各種ボランティアの皆さんの見守り活動には頭が下がります。本当にありが

たいことだと思っています。しかし、きれいごとばっかり言ってられないと思います。 

 この事件で浮き彫りになった課題をしっかり見つめる必要があると思いますけど、課題は何だ

と思われますか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 課題といたしましては、地域の方々に見守りをしていただいておるということで、私も大変感

謝しとるところでございますけども、何せ人数にも限度がありますので、１００％、学校から自

宅へ全て付き添いはできないというのが課題といいますか、そういったのが理想であればいいと

感じているところでございます。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 そのとおりなんですけどね、高齢化なんですよ、ボランティアも。担い手が年々減少している。

一時は見守りだということで盛り上がったこともあると思うんですけど、我々の地元の地域でも、

今までやってくれた方が高齢で出られなくなった、そういったことで出られなくなっている区間

というのがあるんです、現実に。そういったものがどんだけあるんだということを、これは学校

なのか、教育委員会なのか、どこかがきちっと把握して、そのすき間を埋めることが必要だと思

っています。 

 つまり、現在の課題は見守り活動の限界がある。それを埋めるのが私は教育委員会や、あるい

は行政だと思っております。どうしますか、こういった状況は。 

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） 

 私も今、特に小学校なんですけども、見守りをやってくださるお姿も見させていただいており

ます。かなり年配の方もたくさんおられます。そういった中で、また次世代に向けて橋渡しをし

ていただけるというのが理想の話なんですけども、ただ、その地域のボランティアの方々もそう

ですし、また、保護者の方も一度さらに見つめ直して、一日でもいいものですので、そういった

ところへ参加していただけるように呼びかけ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） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 それが正解だと思います。呼びかけていただくということ。現状をしっかり見てもらって、ボ

ランティアの方々の意見も聞いたり、また、相談にも乗ったりして、そういったクッション役が

行政の役割だと私は思ってます。 

 よろしくお願いします。 

 次へ行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 
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 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番でございます。 

 沿道の地域住民や事業所の方には、子どもの駆け込み場所、いわゆるこども１１０番の家とし

て、現在、約３３０件の方に登録をしていただき、子どもの安全確保に協力をいただいておりま

す。 

 今後はわんわんパトロールや自転車等によるパトロール等さまざまな見守り活動を地域の方に

ご協力いただけることを願っております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 子ども駆け込み場所のこども１１０番の家が３３０件登録いただいていることで、本当に結構

なことで、ありがたいと思いますし、今後ますます協力事業者を確保していただきたいと思って

います。 

 登録されたところは、保護者や地域に対して登録されたことを何か公表するとかいうことはさ

れてるんでしょうか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 それぞれ通学路にてこども１１０番の家というところをマークして、図面に落として、子ども

を通じて保護者の方にお渡しし、周知をしているところでございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 何か紙で渡しておるということですね。そういうことですね。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 
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 基本的には紙がお渡ししております。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 私が言いたいのは、せっかく協力いただける方を検証するという意味合いでも、そういった紙

媒体でもいいですし、ホームページでもいいですけど、検証するのは大事じゃないかなと思って

います。 

 それから、地域住民に対してですけど、下校時に合わせて、今よく聞くんですけど、わんわん

パトロールだとか、家の前の清掃、水やりでもいいですけど、何らか外に出て見守りをいただく

という運動はいいことだと思うんですけど、そのご協力いただけることを願っているんじゃなく

て、これもひとつ呼びかけをしていただきたいと思います。これは要望でいいです。 

 次へ行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、④の質問に対し、丹羽教育部次長、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 ④でございます。 

 児童の登下校時の統括的な責任者は保護者となります。また、児童の安全を確保するため、学

校では集団登下校をさせています。そして、子どもの防犯、交通安全をより確保するために教員

の付き添い、交通指導員の配置、地域ボランティア、保護者による見守りをしていただくなど、

それぞれ役割分担をして安全確保にご協力をいただいております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 児童の登下校時、学校と自宅の間の安全確保、もっと言うと、子どもの生死にかかわるような

最終的な責任者、それは保護者だと私も思います。児童に何か不幸があった場合には、一番悲し

み、後悔するのは保護者であります。 

 しかし、通学路を含めた地域社会における治安を確保する一般的な責務は、当該地域を管轄す

る地方公共団体が有するものであるとすれば、市役所も安全確保、防犯上の責任は免れません。
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そういった認識のもと、行政の担うべき役割はどのように考えているのかお尋ねいたします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

教育部次長兼学校教育課長（丹羽 久登君） 

 申し上げましたように、登下校時の統括的な責任は保護者と、私、申し上げました。行政サイ

ドといたしまして、市教委といたしまして、常日ごろ、学校に呼びかけているのは、交通安全上、

あるいは防犯上という形で、そういった２つを考えて、通学路を決定するように学校に指導して

おります。 

 防犯上の話ですと、人通りが多いところだとか車が多いところになります。 

 反対に、交通安全上を重視するんでしたら、車がどうしても少ないところを重点に置くという、

相反する部分があります。 

 そういった中で、交通安全上、かつ防犯上、両方ともそういった安全が確保される適切な通学

路として、防犯の安全、交通の安全、そういったものを対策をいたしまして、子どもたちの命の

安全に確保している、そんな形で指導している状況でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 ちょっとかみ合ってないんですけど、いいです。 

 次へ行ってください。 

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） 

 ⑤番でございます。 

 児童の登下校時間をメール配信する機能や不審者等の情報を保護者等にメール配信する機能を

有した児童見守りシステムは、安心・安全の効果は大きいと考えますが、児童と地域との温かい

人間関係を築くためにも、システムではなく、あくまでも人が最善であると考えます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 
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１４番議員（高橋 哲生君） 

 このＩＣＴのシステムか人間かといったら、私も人間を選びたいと思います。ただし、これは

１からゼロを議論しているんではなくて、足りないところを補い合うには併用も考える必要があ

ると思います。今日は時間がないので、詳しくは紹介できませんけど、安価で大きな安心を得ら

れるシステムもあると聞いております。本市の学校長とも話し合ったら、そんないいものがある

ならぜひ導入してほしいともおっしゃっております。資料があるので、後日でもまた紹介したい

と思いますけど、こういったＩＣＴですね、通学路上の防犯カメラの設置も含めて、最新の今い

ろんな技術があると思いますけど、そういった情報も取り入れながら、こういったことも同時に

考えていただきたいと、これは要望をしておきます。 

 さて、今回いろいろ質問しましたけど、まとめると、この分野に関して学校任せだけではなく

て、行政のリーダーシップをもっととってほしいと私は思います。行政の役割は、保護者、学校、

地域、そして警察など関係機関の中心となって連携し合える仕組みづくりをするのが行政じゃな

いかと。そしてまた、その連携を支援するのが行政や教育委員会ですね、役割じゃないかなと思

っています。 

 ここで平成３０年５月２５日に開催されました犯罪から子どもを守るための対策に関する関係

省庁連絡会議というのがこの事件の後あったんですけど、その中の文科省の資料の中で、今後の

取り組みについての国の考え方が述べられているので、それを引用したいと思います。 

 「通学路における安全確保を効果的に行うためには、学校のみで対応するのではなく、教育委

員会や自治体の市民安全を担当する部署が中心となって、自治体単位の防犯の取り組み等とも十

分に連携し、広域的な対応、検討の場の設置やコミュニティスクール、地域学校共同本部等の仕

組みを活用するなどして、学校と関係機関、家庭、地域との連携を一層強化する体制を構築する

ことが望まれる」とあります。 

 地域ぐるみで、人の結びつきの中で子どもを守る清須市をつくっていくのが理想だと思ってお

ります。今後、行政のリーダーシップが問われていると思いますけど、最後に、今の議論の中で

市長に、どう行動されていくのかお尋ねをして質問を終えたいと思います。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 永田市長。 

市  長（永田 純夫君） 

 いろいろご議論がございました。教育委員会ともしっかりと協議をしてまいりたいと考えてお
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ります。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 よろしくお願いします。 

 次、お願いします。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、大きく２点目の質問に対し、岩田財政課長、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 財政課長、岩田でございます。高橋議員のご質問にお答えします。 

 ２の旧西枇杷島庁舎の利活用についてです。 

 旧西枇杷島庁舎の利活用につきましては、平成２９年１２月定例会でもご質問いただき、答弁

をしましたが、民間事業者への貸し出しについては考えていません。 

 議員もご承知のとおり、旧西枇杷島庁舎は昭和４６年に建築され、建築後４５年以上が経過し

ているため、耐震性が十分に確保されておらず、劣化度も進んでいるため、震度５以上の地震が

発生した場合、被害を受ける可能性が高い施設ですが、耐震補強することはＵＲも考えていませ

ん。したがいまして、廃止をした旧西枇杷島庁舎を利活用することは、現在も考えておりません。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 今現在でもそういった状況で、レストラン、あるいは診療所、ＵＲさんにも貸しています。そ

してまた、ホールとしても利用しております。ＵＲは２００世帯もの方々が住んでおります。今、

耐震性、老朽化しているから貸し出しができないということをおっしゃったんですけど、なぜ、

できないのか。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 先ほど答弁申しました耐震性が十分に確保されておらず、劣化度も進んでいるため、震度５以
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上の地震が発生した場合、被害を受ける可能性が高い施設だからでございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 だから、矛盾しているんじゃないのと言っているんです。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 今おっしゃいました西枇杷島会館やレストランの利用については、既存不的確ではあるものの、

従来から運営されている点を考慮し、使用許可を出しています。 

 しかしながら、さらなる利用拡大を図ることについては、旧西枇杷島庁舎の耐震性が確保され

てない以上、市として積極的に利用を促進するべきではないと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 角度を変えますね。 

 ＵＲとの契約では昭和４６年から７０年間の契約になってます。ＵＲはその間、家賃収入があ

ります。その額は大変大きな額だと思いますけど、それを放棄してまでＵＲが壊すメリットはな

いと思うんです。それゆえ、ＵＲが解体する、これを今、協議していると言われるんだけど、是

とするとは到底、私は思えません。 

 また、ＵＲと現在、借地権上の法的な精算についても協議しているということを前回も言われ

たんですけど､ＵＲはその精算金を幾ら要求しているんですか。壊したとして、今現在もＵＲか

ら土地の賃料が入ってますので、年間７２０万円からの、そういったものもなくなるわけでござ

いますし、解体するのに莫大な費用がかかる。そして、解体した後、この地をどう活用するのか

というプランもないと思います。２３年後契約が切れたときに、ＵＲは即刻この建物を解体する

んでしょうか。そういったことを考えたときに、現在、ＵＲと協議しているということに対して、

私はあまり意味を感じないんですけど、何のために協議されていますか。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 ＵＲも除却することについては、清須市と同様、同じ考えでございます。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 今、私、言ったんだけど、それでもそう思われるのかな。そんなふうに思えないけどね。 

 また、角度を変えますね。 

 今、あいてるスペースを仮に貸すとすれば、どれだけの家賃収入がありますか。試算したこと

がありますか。その収入があと２３年、それ以上入ってこない場合の損失はどう考えております

か。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 

財政課長（岩田 喜一君） 

 清須市では、建物を貸し付ける場合は、使用面積１平方メートルに建物の価格の１００分の

３と土地評価額の１００分の５を加えた額を乗じた額が年間の使用料になります。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 清須市はきっとすごく裕福で安穏としておるのかと思いますよ。もっと真剣に資産の活用を考

えるべきだと思います。ぜひ、考えていただきたいと述べて、この質問は終わります。 

 次、行ってください。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 次に、大きく３点目の質問に対し、伊藤市民課長、答弁。 

市民課長（伊藤 嘉規君） 

 市民課の伊藤でございます。 
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 パスポート申請窓口の開設についてお答えいたします。 

 市で窓口を開設した場合、市内に本籍のある方は、戸籍謄本取得とパスポート申請が同じ場所

でできることになります。しかし、申請から受け取りまでを市の窓口で行うことになり、受け取

りまでの日数が土曜、日曜、祝日、年末年始を除いた日数で数え、県の旅券センターでは申請の

日から６日目以降であるのに対し、市の窓口では申請の日から８日目以降となります。 

 また、本市においては、名古屋市に隣接しており、名古屋駅までの交通の便もよく、名古屋方

面に通勤通学されている方も多く、県の旅券センターを利用するほうが便利な方もおみえになり

ます。 

 さらに現在、証明書のコンビニ交付を検討しているところでございます。コンビニ交付が実施

されればコンビニで戸籍の証明書を取得できるようになり、市役所の窓口に来ていただく必要も

なくなることからでございます。 

 ただ、今後も近隣市町の動向等に注視しながら、旅券事務の権限移譲については研究してまい

りたいと思います。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 ただいま戸籍取得と申請がワンストップができるいうメリットと、あと、デメリットというこ

とも申されたんだけど、開設しても今までどおり名古屋駅の旅券センターは利用できますので、

何もデメリットはないと思います。そしてまた、コンビニ戸籍取得ですか、できるようになった

としても、それはコンビニで戸籍をとって、また行かなきゃいけない。二度手間になるんですね。

それが役所だったらワンストップでできるということで、この例を挙げられたのは理解できない

んですけど、何も意味がありません。メリットしかないと思いますので、こうした市民サービス、

いいことづくめのことをやらない理由がわかりません。 

 県によりますと、次年度は新たに１０の市町村が窓口開設を検討しているということですので、

周りを眺めているばかりじゃなくて、先駆けとなっていただきたいと思います。現在、年間２千

４００人もの多くの市民がパスポートを取得する中、早急な窓口開設の実現を要望して、この質

問は終わります。 

 次、行ってください。 
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議  長（伊藤 嘉起君） 

 最後に、４の質問に対し、石黒スポーツ課長、答弁。 

スポーツ課長（石黒 直人君） 

 スポーツ課、石黒です。バスケットゴール設置について答弁いたします。 

 アルコ清洲、春日Ｂ＆Ｇ体育館の社会体育施設、また市内１２校の小中学校体育館、５校の小

中学校グラウンドに合計９７面のバスケットゴールが設置されています。 

 都市公園においては５か所に５面のバスケットゴールが設置されています。 

 屋外社会体育施設においては、団体登録を行い、利用申請の提出・許可を得て利用していただ

いております。 

 バスケットゴール設置により騒音などによる周辺住環境への影響が懸念されるため、設置する

予定はありません。 

 バスケットボールの振興につきましては、Ｂ２リーグ所属のファイティングイーグルス名古屋

が行う地元貢献活動を活用して、市内小中学生を対象に教室を開催しています。 

 また、バレーボールチームである豊田合成トレフェルサとは活動支援を行っています。 

 今後は豊田合成のバスケットボールチーム、ハンドボールチームなどとも連携して、スポーツ

の振興に努めてまいります。 

 以上です。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 高橋議員。 

１４番議員（高橋 哲生君） 

 バスケットの今、競技人口が大変増えてると思います。本市でも他のスポーツと比べてもかな

りこの団体ですね、多い団体がやってるはずです。そういった意味もありますし、また、今度、

オリンピックでスリーバイスリーですか、それが正式種目となるということで、ますますバスケ

ットの人気が高まると思いますので、ぜひ前向きに検討していただきたいんですけど、さっき利

用申請ということも言われたんですけど、そのスタイルで全然結構だと思います。 

 また、騒音がということも言われたんですけど、では、騒音がないような場所はないんでしょ

うか。公園や清須市内の施設で設置できるような場所はありませんか、騒音を気にせずに。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 当局、答弁。 
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建設部長（加藤 三章君） 

 建設部長の加藤でございます。 

 公園等の設置につきましては、これまで夜間・早朝の利用、大体やられるのが中高生の皆さん

といった方が早朝からやられるもんですから、非常にたくさんの苦情が来ております。夜間につ

いては、公園の照明を落としたり、そういった対策もしております。したがいまして、今後新た

なバスケットゴールの設置につきましては、近隣住民の皆様のご意見や周辺の環境を考慮して、

慎重に検討していきたいとは考えております。 

 以上でございます。 

議  長（伊藤 嘉起君） 

 以上で、高橋議員の質問を終了いたします。 

 二日間にわたる一般質問の議事日程は全て終了いたしました。 

 ここで告知いたします。 

 昨日の正午までに、議案に対する質疑の通告がありませんでしたので、上程されています議案

については、ただいまから各常任委員会に審査を付託し、６月１２日の本会議は休会といたしま

す。 

 日程第２、議案第２７号については、福祉常任委員会に審査を付託いたします。 

 日程第３、議案第２８号については、福祉常任委員会に審査を付託いたします。 

 日程第４、議案第２９号については、福祉常任委員会に審査を付託いたします。 

 日程第５、議案第３０号については、建設文教委員会に審査を付託いたします。 

 日程第６、議案第３４号については、福祉常任委員会に審査を付託いたします。 

 日程第７、議案第３５号については、総務常任委員会及び福祉常任委員会に審査を付託いたし

ます。 

 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 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 ２時１２分 散会 ） 


