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開会 午前１０時０１分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○金谷委員長 それでは、開会させていただきます。本日は全員出席でございます。 

１、保健衛生及び福祉に関する事項について、（１）「第２期旭川市子ども・子育てプラン

（案）」に対する意見提出手続の実施について、理事者から報告をいただきます。 

子育て支援部長。 

○中村子育て支援部長 「第２期旭川市子ども・子育てプラン（案）」に対する意見提出手続の実

施について、報告いたします。 

旭川市子ども・子育てプランにつきましては、子どもを安心して生み、育てることができるまち

の実現に向け、平成２７年３月に第１期の計画を策定し、子どもが健やかに育つ環境づくりに関す

る施策を推進してまいりましたが、令和元年度、ことしの３月で計画期間が終了しますことから、

令和２年度から令和６年度までの５年間を計画期間とする第２期の計画の策定作業を進めてきたと

ころでございます。第２期計画につきましては、第１期計画の進捗状況や子育て中の保護者等を対

象としたアンケート調査を踏まえ、庁内関係課で構成する会議や、附属機関である旭川市子ども・

子育て審議会での審議を経て取りまとめており、第１期計画と同様に、旭川市子ども条例に基づく

基本計画、そして子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画等の位置づけ

を含むほか、新たに第２期計画は、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく子どもの貧困対

策についての計画を兼ねるものでございます。第２期計画につきましても、プランの第３章に、子

育てを支える、子どもの育ちを支える、子どもの主体性を育む、社会全体で支えるの４つの項目を

計画における基本的な方向性として、子ども・子育て支援のための取り組みを総合的に整理すると

ともに、第４章には、幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保方策

などを定めるなど、関連する施策の効果的な推進を図るものとしております。 

この第２期計画に対し広く市民の意見をいただくため、令和２年１月２７日から２月２７日まで

の期間、意見提出手続を実施し、お手元の概要版などの資料を市ホームページに掲載するほか、子

育て支援課、市政情報コーナー、各支所及び公民館などで配布してまいります。 

今後の予定でございますが、意見提出手続でお寄せいただいた御意見等を踏まえまして、年度内

の計画決定を目指してまいります。 

○金谷委員長 ただいまの件につきまして、委員の皆様から御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○金谷委員長 では、以上で報告を終了いたします。 

この後、常任委員会行政視察に係る報告についてに入るわけでありますが、その前に、特にここ

で御発言はございますか。 

木下委員。 

○木下委員 前回、１２月３日に行われました当委員会におけます当該事項の議事進行につきまし

て、一言発言をさせていただきたいと思います。 

当該事項につきましては、委員長のほうから幾つか提案事項がなされまして、その後で委員各位

の見解を問われるような形となりましたが、その後の議論が正直に申し上げまして未成熟なまま、

各委員間において、認識の共有が図られないまま同意を求められる議事が進行するようであったと
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いうふうに感じているところでございます。正副委員長にあっては、以降の委員会運営に当たりま

して、もう少し丁寧な議事の進行に努めていただきたいということを一つ申し上げさせていただき

たいと思いますので、お取り計らいのほどよろしくお願いします。 

○金谷委員長 今回の視察報告は、税金を使って行う視察内容を共有すべく行うことにいたしまし

た。これまで、委員会の中で視察報告を行ったのは、前期の総務常任委員会の１回のみで、今回は

２回目ということになります。新しい取り組みということもありまして、その内容について、全委

員の共通認識となっていなかったのではないかという声をその後頂戴したこともありまして、前回

の委員会から今回の委員会の間に、２回にわたりまして委員の皆様と御協議をさせていただきまし

た。その中で、最終的には、全会一致をもってこの委員会の中での報告が整いましたこと、改めま

して、委員の皆様の御協力に感謝を申し上げます。今後は、今の木下委員の御発言も受けとめ、副

委員長、また委員の皆様とできる限りの御相談をしながら、一つ一つの案件に対して運営をしてま

いりたいと思います。 

それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時０７分 

────────────────────────────────────────────────────── 

再開 午前１０時１０分 

○金谷委員長 それでは、再開させていただきます。 

２、常任委員会行政視察に係る報告についてに入ります。報告は、視察日程順とし、初めに委員

長班、次に副委員長班の順で行います。各委員からの視察内容報告につきましては、起立せず、着

席のまま報告することといたします。指名はいたします。なお、今回の視察報告については、情報

共有の場とし、原則として質疑、意見交換の時間は設けておりませんので御承知おきください。 

それでは、委員長班から始めさせていただきます。私からの報告となります。あらかじめ順番を

申し上げますと、私、岩見沢市、次に、江川委員の茅ヶ崎市、続きまして、室井委員の小田原市、

その後に、木下委員の横須賀市でございます。副委員長班につきましては、一番初めに福居委員、

熊本市、次に、高見委員、熊本県のエコアくまもと、その次が、品田副委員長、広島市、最後が小

松委員の金沢市でございます。 

私から報告させていただきます。岩見沢市中間処理施設及びごみ焼却場について、いわみざわ環

境クリーンプラザについて御報告をいたします。資料を全て読み上げることはせず、一部重要と思

うところのみ、私の判断で報告させていただきます。 

ごみ処理基本計画について、平成２７年度から計画し、１０年間を期間としております。基本方

針は、市民及び事業者の自主的なごみ減量への取り組み、発生抑制、もう一点は、ごみ排出のルー

ルの遵守、資源の再利用であります。特徴として、人口８万人のまちに適応した施設を建設、１日

１００トンの処理ができる、これは焼却施設の話でございます。広域的ごみ処理を実践しており、

美唄市と月形町からごみの搬入を受け、合計３０トンを日々受け入れているとのことでございまし

た。費用は、処理量で積算され、委託料の２０％がこの広域の他の市、町からの費用となっており

ました。施設建設に伴っても費用の負担をいただいているということでございます。 

ごみ処理に対する市民からの要望対応につきましては、スタート時から市民の苦情はなく、合意

形成が図られているということであり、再生が可能な資源については、無料で受け入れられており
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ました。 

ごみ処理場と中間処理施設の考え方では、中間処理と焼却物を一体として受け入れているので、

最終処分量が減少しているということであります。売電に関しては、当初予定はなかったけれども、

委託先からの提案があり、現在、売電を行っていて、年間４千万円程度とのことです。必要電力が

不足して買うことはあるとのことです。２０１８年９月のブラックアウト時は、施設は稼働してい

たということでありました。 

中間処理施設運用開始後のごみ処理費用、ごみ処理量の推移については、資源化のため手選別で

職員が作業に当たっていて、実績は見込み量での推移、平成２７年度にごみが有料化となり、ごみ

は一時減少したということでありました。委託料が減少する予定ではありましたが、排出量が有料

化後減少していないため、長期としては結果として費用が減少していないとお聞きいたしました。 

今後の課題については、有料化と同時にごみ分別を実施し、分別について、直後は成果が上がっ

たが、徐々に内容が悪化しているのが現在の課題ということでございます。 

委員からの質問と、相手方の理事者答弁は一部のみ御報告させていただきますが、参考にした自

治体はという問いに対して、道内自治体をかなり参考にしたということです。プラスチックについ

ては燃やしていないかという問いに対して、燃やしていないということでありました。さらに、ご

みステーションのほかにリサイクルステーションというものがありまして、これは各町内会に１つ

から２つ用意しているという特徴がございます。なぜごみが減少しないと思うかについては、人口

は減少しているが、ごみは増加している、また、分別が甘くなっているということで、特に食品く

ずで水分などが多くなっていることが要因ではないかということでございます。運営に関しての国

からの補助はないということでありました。 

私の所見としましては、旭川市は今後、最終処分場建設に向かうため、次期最終処分場のコンパ

クト化を実現するためにも、中間処理がポイントとなると考えておりまして、今回、岩見沢市を視

察先とさせていただきました。その実際の様子から中間処理施設のイメージができたと思います。

また、さらに今後ごみの減量化を行うべき点では、ごみステーションのほかにリサイクルステーシ

ョンが全市に配置されているということが大変参考となりました。以上でございます。 

続きまして、江川委員。 

○江川委員 私のほうからは、茅ヶ崎市に関しての視察報告をさせていただきます。１０月２４日、

大体２時間ぐらいお話を聞くような形になりました。目的としましては、新たな地域コミュニティ

ーの取り組みについてでして、先に茅ヶ崎市にお願いしておりました調査項目は４つで、順番に概

要をお伝えします。 

茅ヶ崎市の地理的条件としては、通勤圏内に横浜市などの都市圏があることから、ベッドタウン

として人気があり、人口が微増の現状ということです。地域の行事などにかかわる年齢構成に関し

ては、旭川と同様の課題、年齢が高いという課題を抱えているようでした。 

１つ目です。まちぢから協議会の活動内容について、地域が解決できること、地域と行政が一緒

になって解決できること、行政が解決すべきことを協議する場として、当事者意識を持って活動す

る場として設けられたとのことで、旭川市に置きかえますと、市民委員会とまちづくり協議会が一

つになったような組織となっておりました。行政が主体的にかかわってつくっていくということで、

ほかの地域とをつなぐ役割を果たしているように見えました。 
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次に、地域担当職員の活動内容に関してですが、さきにも挙げましたが、地区間の情報共有のか

なめとしての役割を地域担当職員が担当しています。１人１つから２つの地区、おおよそ２地区を

担当し、担当会議等でほかの地区の事例を共有し、地区に伝えているということです。この地域担

当職員は、比較的若い年齢層の職員が多くて、今回説明してくださった管理職の方も、私と同年代

の３０代～４０代でして、行動的な様子が言葉からもわかりましたし、前向きに楽しく取り組もう

という意識が伝わってきました。 

茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例制定に至る経緯に関してですが、自治を推進す

るための活動に市民がひとしく参加できることが重要で、地域住民同士が互いに連携協力しながら

自治を推進していくことが必要という考えから、条例を制定して、義務化したということでした。 

最後に、まちぢから協議会及び条例ができる前後の変化と効果についてですが、これまで行政や

地域の団体がそれぞれ個別に活動していた地域の課題に対して、さまざまな分野や世代の力を合わ

せて地域の力を発揮し、うちの地域の課題として当事者意識を持って取り組むということでした。

市職員を先頭に若い世代が地域活動に参加していくであろう展望が見えるという点が、ベッドタウ

ンという茅ヶ崎市やそれぞれの地域の特性を生かそうという意識づけにも感じられました。以上で

す。 

○金谷委員長 続きまして、室井委員。 

○室井委員 私は、１０月２４日の小田原市の視察で、脳血管疾患予防に向けた健康推進プロジェ

クトについて伺ってまいりました。適塩推進が大事であるということで、そのプロジェクト事業の

概要について伺ってまいりましたけれども、食育推進計画及び健康増進計画を推進するに当たって、

市民が至るところで健康を意識するまちづくりを進めるため、健康メニューを考案、提供すること

により、健康づくりにつなげる。この事業を実施する上で必要な知識と技術を有する市内の飲食店

やホテル等が数多く入っている小田原食品衛生協会に、資料の（１）～（４）が出ていますけども、

年度ごとに委託した事業を進めてきたということであります。 

一番最初の平成２８年度には、健康具だくさん味噌汁コンテストを開催したと。この事業は、野

菜をたくさん摂取することで減塩につながるということで、具だくさん味噌汁レシピコンテストを

実施し、レシピ集もあわせて作成をしたと。応募した数なんですが、５１作品が集まったというふ

うに聞いております。 

平成２９年度、今度は適塩・簡単プロレシピブックの作成ということで、これはプロが考えたメ

ニューを市民に知ってもらおうということで、適塩で食べられるコツを伝えるためのレシピ集を作

成したと。参加した店舗が市内で１６店舗、２３作品に上ったというふうに聞いています。 

平成３０年度、健康おだわらイイ塩梅（あんべえ）と読むそうでございますけれども、このマッ

プを作成したそうです。市内の飲食店で適塩メニューや健康メニューを提供して、飲食店がわかる

マップを作成、市民の意識改善を図ったということで、参加店舗は２８店舗、３２作品に上ったと。 

令和元年度、再びこのマップを広げていこうということで、引き続きマップの作成に取り組んで

いるということを伺ってまいりました。 

２番目の取り組みを始めるに至った経緯なんですが、小田原市は、脳血管疾患死亡率が平成２９

年度で県内ワースト４と、かなり高くて、その原因を探るために市民アンケートで食事の現状を把

握したと。その結果、主食の量が少ない、野菜摂取量が少ない、おかずの量が多い、塩分摂取量が
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多い、菓子類、嗜好飲料が多いと、その結果を受けて、脳血管疾患予防対策として、健康食メニュ

ー事業を実施したということです。 

効果なんですけれども、広い年齢層にアプローチができたこと、それから、報道機関等を利用し

て健康問題が認識されたということが大きな事業効果であるということです。 

４番目の市民への周知方法、内容と市民の反応についてですけれども、イベント開催、それから

レシピブックやマップの作成、マスコミ報道、市のホームページへの掲載などで周知した結果、反

応としては、イベント参加やマップを見て健康メニュー提供店に足を運ぶようになってきたという

ふうに聞いております。 

効果として死亡率はどうなっているのかというと、まだ短期間ですから、顕著にあらわれてない

ということなんですが、それでも、平成１３年度から２５年度まで、人口１０万人対比１２０％前

後で、県でワースト１位もしくは２位という状況だったんですが、２６年度以降、直近までに至っ

ては、それが１００％台に推移して、いわゆる中身が伴った効果があらわれたと。同じ県の４位で

はあるけれども、８８．９％となって効果が着実にあらわれているということを聞いてまいりまし

た。 

その他の事業との関連ですけれども、従来の取り組みに脳血管疾患予防プロジェクト事業を加味

して、市民により健康意識を持っていただいたと。令和元年度は新たに、脳血管疾患予防講習会、

脳卒中予防標語コンクール、健幸ポイント事業を行う予定だというふうに聞いています。 

課題なんですが、確かに着実に効果が出てきているんだけれども、依然として、国や県の死亡率

よりは高い数字になっていると。とにかく、健康課題の一つである塩分摂取過多を抑えるために、

ますますこれから市民アンケートをやっていきながら、調査をしていくということです。直近では、

市民アンケートから、減塩に心がけている割合では７割を超えているということですけども、減塩

を心がけていない理由について、どのぐらい塩分をとっているかわからないということで、そうい

う声もあったというふうに聞いています。 

今後の取り組みとしては、継続した取り組みが必要であろうと。中間評価から見えてきた食と運

動の両面についても効果が見えて、継続できる仕組みづくりを行う必要があることから、本年度新

たな運動事業として、スマートフォン向けのアプリ、グッピーヘルスケアを活用した健幸ポイント

事業を活用して、市民が能動的に健康づくりを継続できる仕組みを模索していきたい。また、塩分

摂取量については次年度以降、現状把握のため栄養調査を実施し、食の実態を評価することで、現

状に合った取り組みをしていくということです。 

私の所見ですけれども、こういう取り組みというのは具体的で、非常に的を射た事業ではないか

なというふうに思っています。特に、即死亡につながる脳血管疾患という大きな課題を小田原市は

取り上げていたわけで、非常に的を射た事業であるというふうに思っています。旭川市でもぜひこ

うしたことを見習って、具体的に取り組んでいったらいいのではないかということであります。 

○金谷委員長 続きまして、木下委員。 

○木下委員 それでは、私のほうから、横須賀市の児童相談所について、資料に基づいて報告をさ

せていただきます。平成１６年の児童福祉法の改正によりまして、中核市において児童相談所を設

置することが可能となり、平成１８年に全国で初となる中核市による児童相談所が金沢市と横須賀

市で開設をされました。本市におきましても現在、児童相談所の設置に向けた検討が行われている
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ところでありまして、全国に先んじて中核市による児童相談所を設置した横須賀市を視察すること

により、本市における児童相談所の設置に当たっての参考とするため、今回の視察を実施させてい

ただいております。 

まずは、児童相談所を設置するに至った経緯であります。横須賀市では、平成１４年に子ども虐

待予防相談センターを設置するなど、従前から子どもの虐待防止に係る事業に取り組んできたとい

うことでありました。平成１３年に横須賀市が中核市に移行し、当時の市長が旧自治省の出身とい

うこともありまして、市民に直結する行政は市町村に権限を付与すべきであるといった強い考えの

もと、金沢市と協力をし、中核市における児童相談所の設置権限の拡大について国に働きかけを行

ったということでありました。これを受けまして、国において平成１６年に児童福祉法の改正が行

われ、平成１８年に横須賀市児童相談所が開設されたということであります。開設当初は、別施設

のテナントとして開設され、横須賀市としての一時保護所は開設されていなかったということであ

りました。平成２０年に子どもに関する総合支援体制の中核機能を担う施設として「はぐくみかん」

といったものが開設され、その施設に児童相談所が移転することにより、一時保護所を併設した現

在の横須賀市の児童相談所が本格的に運営開始となったということでありました。 

「はぐくみかん」、児童相談所及び一時保護所の施設概要については資料をごらんいただきたい

と思います。なお、児童相談所は「はぐくみかん」の一部として整備されていることから、正確な

整備費は算定できないということでありましたが、「はぐくみかん」全体での総工費は２５億７千

７７２万円となっており、その財源のうち、一時保護所の部分のみが国庫補助の対象となっている

ということでありまして、その額は３千７３７万円ということでありました。また、「はぐくみか

ん」全体の整備費は、おおむね市債を充てて整備をしているといったことでありました。 

次に、職員体制ですけれども、担当区域制で虐待相談、非行相談などのケースワークを行う支援

係、障害関係の相談に応じる相談係、心理診断、心理療法カウンセリング等を行う心理係、里親支

援、家族支援を行う里親・家族支援係、総務係、一時保護所となっておりまして、所長以下７４名

の体制で運営されているといったことでありました。先ほど申し上げました係のうち、障害関係の

相談に応じる相談係というのは、他の児童相談所には余り例がないということで、横須賀市独自の

係であるという自負を持ってやっているといったことでありました。児童福祉司、児童心理司のほ

か弁護士、医師、一時保護所には栄養管理士や保育士などの有資格者も配置が必要ということであ

ります。なお、一時保護所の職員体制は、あくまでも予算積算上の人数であって、実際にはサポー

ターも含めると４０名以上の方が運営に携わっているということであります。 

次に、運営経費であります。平成３０年度決算では、国及び神奈川県からの負担金、補助金等に

より、歳入として５億４千７１７万円、運営事業費等で歳出が１５億２千４２７万円ということで、

差額の９億７千７１０万円が歳出超過というふうになっております。このうち、９億７千４４万円

は交付税措置をされるということで、市の実質的な負担額は６６６万円ということでありました。

平成２８年の児童福祉法改正により、国のほうでは、児童相談所に対する交付税措置を厚くしてき

ているということで、現段階では市の実質負担額はそれほど大きくないというようなお話もされて

おりました。 

中核市が児童相談所を設置するメリットとしては、虐待相談から公的保護、最終的な措置、その

他のフォローまで市において自己完結ができること、母子保健部門や障害福祉部門、他の関係機関
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との連携が図りやすいことや、初動調査における対応が迅速に行われること、相談サイクルの短縮

などが挙げられるということでありました。 

今後の課題としては、やはり特に、児童福祉司等の資格職を含めた人材確保、児童養護施設など

の最終的な措置児童の受け皿の基盤整備といったことが挙げられていたのと、加えて、関係機関と

の連携強化、児童相談所職員及び一時保護所担当職員のスキルアップなどが挙げられておりました。 

○金谷委員長 続きまして、副委員長班の視察内容の報告をお願いいたします。 

福居委員。 

○福居委員 昨年の１１月６日に熊本市を行政視察してまいりました。熊本市の清掃工場、西部環

境工場というところに行って、事業調査をしてまいりました。中身については、用地選定に至る経

緯、建設に当たり住民理解を得るために取り組んだこと及び住民から出された要望について、西部

環境工場の施設概要、課題と今後の展望について調査してまいりました。 

最初に用地選定に至る経緯と住民理解ということなんですが、ここには書いていませんけれども、

もともとこの隣に古い工場があって、広い敷地の中で、新しく建てかえで隣に建てたというだけな

ので、この２つに関しては何も障害がなかったということでございました。東西に西部環境工場と

東部環境工場という２つの焼却施設、清掃工場があって、この新しい施設では１年間に２０万トン

のごみの焼却をしていて、そのうちの７万５千トンを西部環境工場で焼却しているそうです。処理

コストや長期運営のコストダウンという形の中で、ＰＦＩ法に準じたＤＢＯ方式によって、公設民

営による２０年間の運営という形をとっているそうでございます。１日最大２８０トンのごみの焼

却が可能で、ＳＰＣによって運営されております。入札は、総合評価一般競争入札で、価格点は４

０点、非価格点については６０点で、価格でも２番、総合評価でも２番で両方とも２位の点数だっ

たところが、全体の評価点が一番上で、そこに決定したそうです。 

工場の特徴としては、高温・高圧蒸気による高効率発電ということで、８５０度の一定の高温に

して、その排ガスを利用した高効率な燃焼に努めて、それをタービン化して発電しているという形

になっております。同施設は、体験型学習施設、環境ミュージアムを併設しておりまして、小学校

４年生の社会見学の場所となっているそうです。発電量は、１時間に５千９８０キロワット、一般

家庭に換算すると１万７千５００世帯分、排ガスは、減温塔や集じん装置を利用し、無害できれい

な蒸気となって排出されているそうでございます。耐震性は、一般的な建築物の約１．４倍、水害

時を想定して、高い位置、５メートルぐらいかさ上げをして燃料ポンプや蒸気タービンを設置して

いるということで、水害対策をしているように見受けられました。災害時の避難所にも指定され、

５００人分の食料が備蓄されておりました。 

感想としまして、２０１６年４月１４日の熊本地震のちょうど３カ月前に供用開始されて、避難

所として大いに役立ったばかりでなく、その後の復旧におけるごみ焼却を円滑に運営できたという

ように思っております。また、１日２８０トンの焼却施設は、本市が計画している近文清掃工場と

同規模であり、その建設や運営方法については、非常に参考になるものでなかったかなと思ってお

ります。売電料は、ＳＰＣの運営費用に入れております。これは、毎年３億５千万円から４億円の

売電料が発生して、それをＳＰＣ側の運営費に入れているので、約２０年間の運営費用が非常に安

く抑えられている印象がありました。また、横浜にグローバルリモートセンターがあり、これはＳ

ＰＣが運営している会社の本社内にあるんですけれども、ここにおいて遠隔操作をして燃焼をそこ
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でも管理していることで、燃焼に張りつけになっている人員をコストカットできるようなシステム

になっていて、実際３名のところを、今のところ２名で回していても、横浜のほうで燃焼を２４時

間体制で監視してくれているので、ＳＰＣの人員削減と低コスト化になっているという感想がござ

います。 

○金谷委員長 続きまして、高見委員。 

○高見委員 今、福居委員から報告があった熊本市の西部環境工場の視察後、午後から、熊本県が

取り組んでいるエコアくまもと、産業廃棄物最終処分場について視察してきました。熊本県内の玉

名郡南関町において、公益財団法人熊本県環境整備事業団が管理運営している熊本県公共関与産業

廃棄物管理型最終処分場及び、処分場屋根に太陽光発電システムを導入したエコアくまもとを視察

してきました。環境との調和をあらわすエコと中心を意味するコアを組み合わせ、エコアとし、熊

本県の環境保全と環境教育の拠点であることを表現しております。 

施設の種類は、産業廃棄物管理型最終処分場であり、埋立面積は３万１千１２１平方メートル、

埋立容積は４２万２千３４９立方メートル、敷地面積は１１万５千１６７平方メートル、浸出水処

理能力は１日６０立方メートルということで、ぱっと見、高さはないんですけれども、札幌ドーム

ぐらいの広さだと思います。建設期間は、平成２５年７月から平成２７年１０月までの約３カ年か

かっております。廃棄物の処理の流れは、工場、浄水場、畜産施設、工場現場等で出された産業廃

棄物を中間処理施設で分別、破砕、焼却、脱水等などで減容化、少なくしてリサイクルできる廃棄

物と最終処分される廃棄物に分けられるため、最終的に数％分が埋め立てられております。施設の

整備に当たっては、平成４年からいろいろ計画を組んで、長年にわたって建設に至っていますけれ

ども、その部分はちょっと省略をさせていただきます。 

建設予定地のこの玉名郡なんですけども、半径１キロメートル範囲内の市町村は、玉名市、南関

町、和水町の１市２町で、予定地決定後の地元説明会では、平成１８年３月から平成２５年３月ま

での７年間に実に１５０回以上の説明会を実施しております。熊本県は地下水が豊富なこともあり、

地下水を生活用水で使用している県民も多く、地元区民家の井戸水調査も実施しております。多く

の説明会ではさまざまな意見が出され、循環型社会を目指すべき、建設候補地の選定のやり直し、

遮水工の疑問、受け入れ廃棄物、モニタリング、浸出水処理施設、処理水の放流先、地震、災害、

施設管理、跡地利用、再利用価値の問題、交通安全、大気質、騒音、振動、土壌、動物、風評被害

など、実に多岐にわたり出されたようです。 

また一方で、熊本県内では大規模太陽光発電事業の多くを県外資本に頼っている状況であったた

め、熊本県民発電所のコンセプトでは、熊本県内に事業などの拠点を置く事業主体を要件とする、

県民が参画できる資金調達が示されていることや、地域への利益還元等を条件に、県民発電所とし

て認証を行いました。最終処分場屋根の太陽光発電は３万２千８５７平方メートルを有し、事業者

は、熊本いいくに県民発電所株式会社、発電設備出力は２千２キロワット、推定年間発電量は約２

１２万キロワット、年約５９０世帯分電力消費相当量、総事業費約５億５千万円、発電開始時期は

平成２７年１２月からで、処分場供用開始と同時期であります。 

エコアくまもとの施設の大きな特徴は、クローズド・無放流型と言われ、埋立地を屋根と壁（覆

蓋施設）で覆い、外部環境と隔離している、埋立地内で発生するほこりやにおい、騒音を封じるこ

とができ、周囲の環境に影響を与えない、さらにこの覆蓋施設は震度６から７の地震に対しても、
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主要構造体の機能が保持されるような耐震基準のもとで設計されております。処分場はもともとあ

った２つの大きな窪地の１つを利用し、地下約３０メートルで、最底部には、万が一の漏水対策と

して排水設備を施し、その上に２０センチメートルのコンクリート基盤層、廃棄物投入後は一定の

排気量に応じ、遮水シートや不織布、中間保護土、セメント改良土など法面部も同様に何重にも施

し、とにかく遮水性の確保に最大限の留意を図っております。地上部は１０メートルほどしかなく、

覆われた屋根には、先ほど申し上げましたように太陽光パネルが張り巡らされております。処分場

の建設費は約５８億円、土地取得価格や太陽光発電工事費は除いておりますと聞き、想像していた

より費用が低いのには驚きでありました。 

２１世紀はまさに環境の時代とも言われ、今後このような環境に配慮した産業廃棄物処分場が増

加するであろうと感じました。ちなみに、こうした覆蓋施設形式の処分場は、高知県、鹿児島県に

次ぎ、今回のこの熊本県は３番目であり、現在、沖縄県、栃木県も建設中とのことでありました。

旭川市では現在、各ごみ処理施設等の老朽化が進み、新たな缶・びん等資源物中間処理施設整備基

本構想、これが約３０億円、清掃工場整備基本構想、これが約２５６億円、及び今回視察したエコ

アくまもとのような覆蓋型の最終処分場整備基本構想、約５５億円のビッグプロジェクト事業を検

討中であります。 

○金谷委員長 続きまして、品田副委員長。 

○品田副委員長 私のほうからは、広島市協同労働プラットフォームについて報告させていただき

ます。ちょうど視察に行ったのが、市民と議会の意見交換会の約１週間前で、そのときの民生常任

委員会のテーマが住民主体のまちづくりだったことがあり、この協同労働プラットフーム事業は参

考になるのではないかということで選定いたしました。報告書ですが、事務局で調査項目の概要は

作成するので所見等をと言われて作成したものであるため、改めて読むとわかりづらいと思いまし

たので、少し事例等を加えて報告したいと思います。 

広島市では、就労や社会参加を希望する意欲と能力のある６０歳以上の方が中心となって、地域

課題の解決のために、協同労働という働き方で取り組むことを推進するためのモデル事業を平成２

６年度から実施しています。これは、元気で意欲にあふれ、豊かな知識と経験を持った高齢者の居

場所と出番を創出することが地域の活力維持につながるとの考えから、高齢者の働く場の創出と地

域コミュニティーの再生を目的に実施されたものです。 

協同労働とは、働く意欲のある人々が集い、みんなで出資して経営に参画し、人と地域に役立つ

仕事に取り組むことです。企業に雇われて働く雇用労働と異なり、住民が個々の生活環境や価値観

に応じて、自分の地域のために仲間とともに働き、成果を分かち合うという働き方です。どのよう

なことをやっているかというと、地域サロン事業、障害者や障害児の支援事業、地域の困りごと支

援事業、空き家管理事業、生活総合支援事業、多世代交流サロン事業、スペース貸し出し事業、農

業そのものもお手伝いしたりしています。わら細工技術継承・生産販売事業、地域活性化事業、環

境保全事業、団地活性化事業、お好み焼き等販売事業、災害復興事業、伝承事業、町内会支援事業、

地域の歴史伝承事業、暮らしの手仕事事業、休耕田の活用と交流づくり事業、山谷魅力づくり事業、

暮らしサポート事業、高齢者向け生活支援事業、子どもの居場所支援事業、食事提供や学習支援等

です。地域の農業環境向上事業・支援など、本当に多岐にわたっておりました。地域の中であった

らいいな、こうしたいなと思う地域の課題を事業として立ち上げ、そして起業するなど、取り組ま
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れています。 

活動されている方は、もともと町内会活動やボランティアなどで活動してきた人などが中心を担

っていることが多いようですが、専門のコーディネーターが事業の立ち上げをサポートし、立ち上

げ費用の２分の１、上限１００万円をサポートします。さらに、事業立ち上げ後も専門のコーディ

ネーターが事業運営をサポートしてくれます。そのサポートを市として、特定非営利活動法人ワー

カーズコープに業務委託をして実施しており、具体的事業内容としては、協同労働取り組みの事例

発表会や勉強会の実施、人材発掘・育成、それから、個別プロジェクト事業化支援や立ち上げ後の

事業運営サポート、事業実施報告書の作成、提出などです。ホームページも作成されておりまして、

各事業所の活動内容などが動画で見ることもできます。個別プロジェクトを立ち上げる支援事業で

は、具体的な事業化のめどが立った団体を対象に、外部有識者による評価、事業可能性検討会議等

を行った後、立ち上げ費用２分の１の補助金が交付されることになっております。 

特筆すべきは、中間支援組織というのが構成され、社会福祉協議会や連合、組合ですね。それと、

経営者協会、ＮＰＯセンターや生活協同組合の生協、農協、労働金庫などが事業の普及支援等にも

取り組んでいることです。現在１９団体が登録され、先ほど紹介したような活動を３人から二十数

人の仲間で本当に小規模ですが、取り組まれております。旭川のまちづくり協議会の活動と趣旨は

似ておりますが、多彩な発想の事業実現にサポートを受けながら取り組めることや、気の合った仲

間が少人数からでも始めることができることは、大変魅力的だと思いました。まちづくりに協同労

働の手法を取り入れるのも１案だと思います。ただ、個人の出資が必要なことと、担い手が６０歳

以上なので、中には若いメンバーもいるのですが、中心メンバーの高齢化とともに順調な引き継ぎ

や世代交代ができるのかが課題だと思いました。広島市でも、担い手等、課題があると認識してい

るとのことでした。ノウハウを持ったサポーターのきめ細かな支援がこれからも本当に必要だと思

います。この取り組みが始まり、初代の団体が立ち上がったのが、平成２６年度です。旭川市でも

ワーカーズコープが障害者就労支援やフードバンク事業、地域の居場所づくりや子ども食堂立ち上

げの中心となるなど、いろいろな取り組みを行っております。旭川市のまちづくりの課題を見据え

ながら、広島市の取り組みをこれからも注視していきたいと思います。もっと具体的な活動内容を

知りたい方は広島市協同労働プラットフォームで検索すると、各事業を紹介する映像見ることがで

きますので、事業を立ち上げた思い等も紹介されていますので、ぜひごらんになってください。 

○金谷委員長 続きまして、小松委員。 

○小松委員 金沢市の児童相談所について、報告をいたします。１１月８日、視察してまいりまし

た。 

委員長班でも横須賀の児相の報告は、木下委員からありました。金沢市の設置は、平成１８年４

月で横須賀市と同じ時期であります。中核市での児相設置が可能になったという法改正を受けて、

金沢、横須賀が今から１３年ほど前に設置いたしました。中核市は、たしか今現在５８市あると思

いますが、この両市の設置の後、１３年間、中核市での設置はありませんでした。昨年、３つ目の

設置として明石市が４月に設置をしたという状況になっております。 

一つは、金沢市の財政規模がどうなのかということを見てみました。財政力指数は０．８５、旭

川市が０．５となっていますので、財政力から見ると、金沢市のほうがいいという状況になってお

ります。 
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次に、平成１８年４月に設置をいたしましたけれども、この設置の背景というのが、金沢市では

２つ述べられております。一つは独特のものなんですが、昭和９年から、善隣館という施設をつく

って、福祉部門、助け合いの拠点をつくって、そうした理念がずっと引き継がれてきていたことが

あるというふうに述べられております。誰がつくったかというと、今で言う民生・児童委員のよう

な仕事をされている方の中から、個人名が挙げられていますが、つくってきたと。昭和９年に第１

の善隣館という施設をつくって、昭和３５年までに１９の施設をつくって今現在は１１ぐらいとい

うことで、こういう背景があったというのが一つです。もう一つは、金沢市も旭川市同様に、子育

てに関する施策をずっと系統的に取り組んできました。待機児童ゼロ、夜間保育、乳児保育等々を

取り組んで、ほぼ子育てに関する施策はやり尽くしたといったら大げさだけど、ほぼやってきたと。

残るのは児相の設置というふうに述べられておりました。こうした背景があってつくられたという

ことであります。 

次に、施設ですけれども、事務室、相談室は既存の施設で、一時保育の施設を新たに建設したと。

用地はもともと市が所有していた土地です。ここに児相設置から３年おくれて一時保護所をつくっ

たということです。１０年ほど前ですけれども、２億８千万円の建設費を要したということです。 

今現在といっても平成３０年の件数ですが、金沢市の児童相談所の相談の種別の件数を報告書に

は書かせていただきました。５２２件虐待相談対応があって、半分と少しが心理的虐待、これは全

国の相談の割合でもほぼ同じ、半分が心理的虐待というふうになっています。金沢市が児相を設置

するたしか２年ほど前だったと思いますが、面前ＤＶを心理的虐待に加えるというふうに定義が変

更されて、全国的にもそれを契機にして、相談件数がどんどんふえてきたと。今、大体半分ですね、

金沢市でも、全国の例でも。そうした状況になっています。 

次に、児童相談所は、行政機構でいうと、あそこは局制度をとっているようで、福祉局の子ども

未来部が所管をしていて、こども総合相談センターの所長が児童相談所長を兼ねています。児相の

体制は、常勤２７名と非常勤２１名、４８名で構成しており、相談係は２つの係で、ほかに心理係

と一時保護係というふうになって、所長含めて４８名体制だと。一つは、今、全国的にもいろいろ

報道等が相次いでいますが、虐待でないのかという通告があったら、４８時間以内に訪問して確認

をするということが義務づけられています。これをどういう体制でやっているのかということをお

聞きしましたら、相談係の２つの係に６名と７名で１３名、正規職員がいるんですが、これらの職

員が１週間単位で当番制をしいてやっていると。４８時間以内の対応があるかないかわからないん

だけど、とにかく１週間ごとに当番制をしいて対応していると、そうしたことでありました。 

そして、児相設置から３年おくれで建設した一時保護所は、７部屋で定員２０名だから、１人１

室ではないわけです。複数名が入るというのは、主に姉妹とか、複数で構わないという判断を行っ

た場合にはそういうふうに入室をしてもらっているということで、ほぼ満室の状況です。私も金沢

の児相には興味があって、視察前に若干、見てみると、３年ほど前に千代田区の行政職が行政視察

しているんですよ。一時保護所について、７室で定員１２名という報告がされています。だから結

局、需要がふえてきて、複数可能ということで２０名対応しているということですが、恐らくマッ

クス２０名ですよね。そうしたふうになっています。それから、この一時保護所は、一定期間保護

しておくわけで、夜間も当然、職員が宿直体制をしいています。３名で宿直体制をとっていて、そ

のうちの１名が、児童虐待ではないのかという市民からの通告や相談があった場合に対応するとい
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うことで臨んでいるようでありました。 

運営等において課題があるのかどうなのかということで、お聞きをいたしました。常勤、非常勤

合わせて４８名、常勤だけでも２７名というスタッフですが、所長は、メンタルヘルスに不調を来

して療養に入ったとか、短期間で異動させたという事例はないということを話していましたから、

非常にいいチームワーク等で運営しているのかなという印象を受けました。 

財政的な負担についてお聞きしましたが、これはちょっと具体的な数字までお聞きすることがで

きませんでしたけれども、金沢市の財政当局が言うには、大体、交付税でペイしていると、児相の

所長が、そういうふうに聞いておりますということで述べられておりました。 

旭川市では、今、設置そのものを検討している段階で、何かアドバイスはありますかとお聞きし

たら、連携を深めていくことが重要だと思うと。結局、児童相談所にはいろんな市民や警察や病院

や学校から、通告ないし相談が寄せられていますが、その事前の段階で、教育機関との連携、警察

との連携を強化していくことが重要だろうという話でありました。だから、１３年ほど経過してい

ますが、非常に上手に運営されてきているというのが、私の受けた印象であります。 

○金谷委員長 ここで委員の皆様、特に御発言はございますか。 

小松委員。 

○小松委員 １点だけ。きょう、委員会に提出をしていただいた民生常任委員会の視察報告書とい

うかがみの冊子があります。これが視察報告書なのか、視察報告書はこのほかにもあるのかという

ことをお聞きしたいわけです。なぜかといいますと、これが正式な報告書というふうになると、今、

それぞれが担当した１人１市の報告がありましたけれども、これは誰の名前もなければ、委員会と

しての認識を共有した中身ではありません。しかし、委員会の報告書という表題になりますと、こ

こに書かれていることが民生常任委員会の認識だということになってしまいます。そして、それぞ

れが視察した報告書は、報告を担当した市以外の行政、市についても出しているんですが、これが

この民生常任委員会の報告書には含まれていないわけです。そうすると、第２の報告書が存在する

のかということにもなって、これは、この表題を含めて正しくないというふうに思いますので、こ

の辺についてお考えをお聞かせいただきたい。 

○金谷委員長 ただいまの御指摘につきまして、今回の令和元年度民生常任委員会視察報告書につ

きましては、前回の常任委員会の中で、１月２１日の視察の報告のときの資料とするということで

合意させていただいたことで、本日の資料のための報告書という形をとらせていただきました。ま

た、これとは別に、各委員一人一人が４市ずつ回っておりますので、その全ての報告書につきまし

ては、後日、各委員の机上に配付させていただくということで、その旨を前回までの委員会と今回

の委員会の間で皆様と御協議を申し上げまして、合意させていただいたというふうに考えておりま

す。ですので、今の御指摘につきましてはちょっとお時間をいただいて、これをどのように扱うか、

今の課題もあるということで、一旦受けとめさせていただきたいと思いますが、それでもよろしい

でしょうか。 

○小松委員 それで構いませんけれども、要は、私どもが合意してきたのは、報告会を行う上での

資料として扱うということが合意事項です。資料です。これは報告書となってしまっているから、

これ以外に報告書が出てくると、また扱いが非常に厄介であります。だから、これは報告書ではな

いんだということを明確にしていただかないと、非常に混乱を生じることになるというふうに思い
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ます。 

○金谷委員長 では、今の御指摘も承りまして、本日の資料とさせていただきました令和元年度民

生常任委員会視察報告書につきましては、本日のみの資料であるということで、皆様に御承知おき

いただきまして、後日、各委員の全ての報告につきましては、民生常任委員会視察報告書として皆

様の机上に配付をさせていただくことといたします。御指摘ありがとうございます。 

ほかに発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○金谷委員長 それでは、これをもって報告を終了させていただきます。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０９分 

────────────────────────────────────────────────────── 

再開 午前１１時１１分 

○金谷委員長 それでは、再開させていただきます。 

３、その他、（１）民生委員児童委員連絡協議会との意見交換会において示された課題の整理に

ついてに入ります。前回の委員会において、民児連から示された課題の整理を委員会の場で行うの

であれば、委員間討議の手続を経るということも必要ではないかという発言がございまして、前回

の委員会では、委員間討議を行うか行わないかについても保留となりました。そこで、今回の委員

会において、改めて、委員間討議の実施について各会派にお伺いするということで、一旦、そのよ

うに扱っております。そこで、各会派に、委員間討議を行うことについてどのようにお考えか、ま

ずお聞きをしていきたいと思います。 

民主・市民連合。高見委員。 

○高見委員 委員間討議をする用意はあります。 

○金谷委員長 自民党・市民会議。木下委員。 

○木下委員 先ほどの常任委員会行政施策に係る報告についての序文でも述べさせていただきまし

たが、私のほうで、前回の委員会の中で委員間討議の部分の発言をさせていただきました。趣旨と

して、改めてきちんとお伝えさせていただきたかったんですが、あの場では、非常にフリートーク

のような議事の進行になっていたといった部分もございまして、もし各委員の中でお互いの意見を

ぶつけ合うのであれば、委員間討議をする手続をきちんと経た上でやるべきといったような発言を

させていただいたものでありまして、必ずしも委員間討議をこの場でやってくださいといった部分

の提案ではなかったということで、私自身は発言をしたつもりであります。今回の民生委員児童委

員連絡協議会との意見交換会の課題の整理につきましては、またその進め方につきましても、きち

んとした形の中で協議をしていただきたいというふうに思っていますので、今段階で、委員間討議

の必要性としては、会派としては感じていないとったことで、お伝えさせていただきたいと思いま

す。 

○金谷委員長 前回の委員会の中での木下委員の御発言につきましては、私も、必ずしも委員間討

議が必要という趣旨でおっしゃっていたとは考えておりません。ただ、そういった方法もあるとい

うことで、フリートークのような形になるのであれば、委員間討議という形を経なければいけない

のではないかという御発言と受け取っておりました。それもありまして、今回改めてお聞きしてい
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るところであります。 

それでは、続きまして、公明党。室井委員。 

○室井委員 正直言って委員間討議という前提があるということは、我々はそれぞれの会派を代表

して来ているので、会派の意見というものを代弁する形になるべきだと。なぜかというと、この民

児連から出された課題というのは、今、極めて重要な課題があると。当然、各会派で持ち帰って、

例えば公明党だったら、１についてはどうだ、２ついてはどうだということを一つ一つ丁寧にやっ

ていかなければいけない問題だというふうに思っております。先に委員間討議をやってしまうと、

会派の意見というより個人の意見が中心になってしまうという危険性があるので、いずれ委員間討

議を進めていくということは、これはとても大事なことだと思いますが、その前提に、会派で意思

疎通をきちっと図っていくということが大事だと思いますので、ちょっと時間をいただきたいと思

います。 

○金谷委員長 そうしますと、今の室井委員の御発言は、今回の委員間討議の実施について、いい

か悪いかも含めて一度会派に持ち帰りたいというお考えでございますか。 

○室井委員 そういうことです。 

○金谷委員長 わかりました。それでは、共産党。小松委員。 

○小松委員 いろいろな要望等を聞かせていただきました。その取り扱いをどうするかということ

は、当然、委員会の中で、一致するものはまとめていくという手続、作業が必要かというふうに思

っております。そのやり方については、通常の委員会の中で、委員同士が意見を述べ合って一致点

を見出すということもありましょうし、正式な手続を踏んで、委員間討議という形で展開すること

もあろうかと思います。私としては、そのいずれでも結構ですという立場であります。ただ、委員

間討議は全会一致という原則がありますから、そうならなかった場合は、別な形で、どちらでも対

応できるということであります。 

○金谷委員長 今、各会派でどのような御意見があるかをお伺いいたしました。公明党、室井委員

からは、会派の代表として来ているので、委員間討議するかどうかも含めて今回一旦持ち帰りたい

という御発言でございましたが、自民党・市民会議からこれに対して、委員間討議は必ずしも必要

とは考えないというお考えが示されましたので、この時点で、皆様の御意見を一応、一通りお聞き

いたしましたけれども、委員間討議の実施につきましては、全会一致が原則ということになってお

りますので、この後、今の自民党・市民会議のお考えが変わらない限りは、委員間討議の実施につ

いては難しいというふうに私としましては判断をさせていただきたいと思います。ですので、室井

委員、恐縮ですが、会派のほうにお持ち帰りいただいて、また時間をかけていただきましても、整

う可能性がないということを見ると、ちょっと残念ですけれども、お持ち帰りいただかず、この委

員会では、委員間討議を行わないということをここで皆様と共有してはどうかというふうに思うの

ですが、いかがですか。 

室井委員。 

○室井委員 この一つ一つの中身については、議論していく課題であるという認識は当然あります

ので、恐らくこれも会派に戻って共有していく問題だということはあると思います。ただ、そのや

り方の問題だと思いますね。今、自民党さんの話もありましたけれども、例えば、民児連に対して、

全会一致ということでなければ先に進まないからだめだということではなくて、陳情的な感じで要
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請を上げてもらうとか、いろいろと委員長として汗をかいてもらうということもあってもいいのか

なということだと思います。今回はだめですねという結論づけではなくて、じゃ、どうすればいい

のか。民児連の希望をどういうふうに私たちとしては受けとめていけばいいのかというような視点

に切りかえて考えていただいても結構じゃないかなと思います。 

○金谷委員長 私としましては、今回、この件について、全会一致とならないということも予測し

ておりましたことから、委員間討議が実施できなかった場合についてどのような対応ができるか、

民生常任委員会として、皆様に御相談をしていきたいというふうに考えておりました。その内容に

ついては、さまざまなお考えもそれぞれお持ちかなというふうに思っておりますので、この後、で

きましたら散会をさせていただきまして、散会後に、正式な委員会ではございませんので、フリー

トークにて皆様の御意見を頂戴していきたいというふうに思っているところであります。そこで特

に、この件について、私としては散会後に協議したいのですが、御発言はございますか。 

高見委員。 

○高見委員 最終的に、委員間討議は見送るというか、しないということなんですけれども、先般

行われた民生委員児童委員連絡協議会との意見交換会で、とにかく民生委員児童委員は、ボランテ

ィア精神を持って、非常に取り扱い範囲も広く、多忙をきわめるという中で、大きな問題点として

４つ挙げられていたのかなと思います。その後、そのうちの２点は解決をしているということも聞

いておりますけれども、とにかく民生委員児童委員のなり手、活動費の部分を含めて民生委員を受

けてどうしたらいいんだということについて、やはり野放しにはできないと思っておりますので、

民生常任委員会の中で、課題、問題についてどうすべきかということについて、議題として取り上

げて協議してもいいのではないかと思っております。 

○金谷委員長 今、民主・市民連合、高見委員からそのような御意見も頂戴いたしましたので、今

後、委員会の中でこれを議論するかも含めまして、委員間討議以外の方法について、私としては、

一旦散会させていただきまして、皆様の御意見をざっくばらんにお聞きしていきたいと思いますが、

一旦、散会してよろしいですか。 

木下委員。 

○木下委員 今、民主・市民連合さんのほうから、扱いについて委員会の中である程度の方向づけ

みたいなものぐらいまではしてもいいんじゃないのかという話もありました。先ほど室井委員のほ

うからもるるお話がありましたが、我々としても今段階での委員間討議の必要性は感じないという

話をさせていただいたつもりですが、せっかくああいう形で民生委員児童委員連絡協議会の皆さん

と意見交換会をさせていただきました。それを何らかの形で議会として、例えば、行政のほうにぶ

つけていくだとか、何らかの形にしていくといった取り組みは、ある程度認められるというか、積

極的にしていくべきであるといった考えの中から、そこの部分の方向づけだけは、委員会の中で、

ある程度してもいいのではないかというふうに考えております。その具体的な部分を、散会後にま

た詰めていくといったような作業をするのがいいのではないかというふうに思います。 

○金谷委員長 それでは、方向づけだけは委員会の中で一旦行い、その後、具体的な内容について

は散会後に話し合っていってはどうかというようなお考えだと思うんですけれども、どちらにして

も委員間討議の実施については全会一致いたしませんでしたので、今、これ以上、委員会の中でこ

の件について続けていくということはせずに、私としては、一旦終了させていただきたいと思いま
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す。 

室井委員。 

○室井委員 そういうやり方が僕は性急だと思うんですよ。そうではなくて、先ほど公明党として

言わせてもらいましたけど、実際に会派では何も見ていないわけですよ、現実的に。会派の中でい

ろんな多様な意見があるわけだから、それを協議した上で、会派の代表として、委員間討議をする

のかという流れにしていきたいと。自民党さんも最初から委員間討議は必要ないという考え方では

ないと思うんですよ。全く必要ないのかどうか、ちょっとそれだけ確認させてください。 

○金谷委員長 木下委員。 

○木下委員 現段階では必要がないというふうに認識をしているということです。 

○金谷委員長 室井委員。 

○室井委員 そうであれば、ちょっとこれは、この間出てきた話であって、一つ一つ項目を見たら、

やっぱり課題として民児連としては長い歴史の中で取り組んできた、もしくは要望してきた経緯が

あると思うんですよ。だから、今結論を出すのではなくて、今回はまとまらなかったということで、

次回以降に移してもらっていいんじゃないかと思います、やらないということじゃなくて。 

○金谷委員長 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時２７分 

────────────────────────────────────────────────────── 

再開 午前１１時４３分 

○金谷委員長 再開いたします。 

休憩中に確認できたことを改めてお伝えさせていただきます。 

民生委員児童委員連絡協議会との意見交換会において、民児連から述べられた課題については、

今後、正副委員長案をお示しし、全会一致となったものがあったときに、方向性として、理事者側

に提言書等を提出するというような動きをしていきたいということでございます。ここを御確認い

ただきまして、正副委員長としましては、次回の委員会よりも前に、正副委員長案をまず皆様にお

示しさせていただきたいと思います。それを見ていただきまして、できましたら、次回の２月の常

任委員会のその他のところで、途中休憩しながらでも、皆様と委員間討議ではなく協議をしていき

たいと思います。次回の日程については、散会してから相談をさせてください。そのような形でよ

ろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○金谷委員長 それでは、そのように扱わせていただきたいと思います。 

ここで、きょうの委員会について、特に何か御発言はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○金谷委員長 それでは、以上をもちまして、本日の民生常任委員会を散会とさせていただきます。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１１時４５分 

 

 


