O.20
20
NO.
発行日：
発行日：2015 年 1 月
発行：加古川市議会
創誠かこがわ
加古川町北在家 2000
079
079-427-9395

岡 田 市 長 へ 重 要 政 策 提 言 を 提 出
10 月 22 日、岡田市長へ、創成かこがわとし
ての「平成 27 年度当初予算に対する重要政
策提言」を提出し、懇談をしました。
重要政策提言は、

次世代に誇れる加古川のために
次世代に誇れる
加古川のために

①加古川市の体質を改善する

厳しい寒さが続いており、体調を崩される方も増えているようです。インフルエン
厳しい寒さが続いており、体調を崩される方も増えているようです。インフルエン
②魅力ある“かこがわ”のために

ザも流行しているところですので、日々の健康管理に更に注意をしたいところです。
③未来のための新しい“かこがわ”を創る

そのような中、
そのような中、加古川市議会においては、
加古川市議会においては、12
加古川市議会においては、 月議会が行われました。議案審議の
月議会が行われました。議案審議のほ
ほ
の 3 つの柱から成るものです。
つの柱から成るものです。

か、私は一般質問も行い、障がい児施策と広域行政について質問をしました
か、私は一般質問も行い、障がい児施策と広域行政について質問をしました
、障がい児施策と広域行政について質問をしました。行政
行政
なお、この重要政策提言は冊子にもしており、

の支援の在り方と行財政の効率化がまだまだ足りていないとの認識からです。
ご希望の方にはお渡しもできますので、会派

次世代に誇れる
次世代に誇れる加古川のために
加古川のために
加古川のためにも、今このまちに住む我々で責任をもってまちづく
も、今このまちに住む我々で責任をもってまちづく
までお問い合わせ下さい。

りをせねばなりません。

わ い わ い ミ ー テ ィ ン グ 満 員 御 礼 ！

平成 26 年第 5 回定例会

（平成 26 年 11 月 28 日～
日～12 月 11
1 日）

勤労会館にて、第一回「
勤労会館にて、第一回「わいわいミーティング
わいわいミーティング
わいわいミーティング」を

主な議案
主な議案の審議結果
の審議結果
開催しましたところ、多くの方にご参加いただきま
した。ありがとうございました。
した。ありがとうございました。
「わいわいミーティング」は名前のとおり、参加さ

議案第87号 加古川市人権文化センターの設置及び管理に関する条例を定めること

可決（賛成多数）

加古川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
める条例を定めること

可決（全会一致）

れる市民の方々と、わいわいと話をしながら、とも

議案第88号
に市の今後を考えたいという思いからスタートし
ました。そこには、
ました。そこには、4 年に 1 度選挙があるというも

議案第89号 加古川市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例を定めること

可決（全会一致）

議案第92号 加古川市事務分掌条例の一部を改正する条例を定めること

可決（全会一致）

のの、その間にも社会情勢や市民ニーズは変化
その間にも社会情勢や市民ニーズは変化する
ため施策もそれに対応させねばならないこと、また
そこに政策集団である会派が関わらねばならない
そこに政策集団である会派が関わらねばならない

議案第99号

加古川市と高砂市との間におけるごみの処理に関する事務の事務委託
可決（賛成多数）
に関する規約を定めること

との理念があります。
理念があります。
また、ただの報告会ではなく語り合うことで、現場

ポイント！

≪ 議案 88 号＆89
号＆89 号：放課後児童健全育成事業について≫
号：放課後児童健全育成事業について≫

から政策を作り上げていけると思っています。

放課後児童健全育成事業とは、いわゆる学童保育のことです。今回の条例のポイントは、①
のことです。今回の条例のポイントは、①「専用区画を児童
のことです。今回の条例のポイントは、①「専用区画を児童 1
放課後児童健全育成事業とは、いわゆる
人あたり 1.65 ㎡に広げる」②「一つのクラスは 40 人以下とする」③「受け入れ年齢を小学校 3 年生から 6 年生
にする」ことです。各学校で事情が違いますので徐々にではありますが、受け入れ態勢を整えていきます。
にする」ことです。各学校で事情が違いますので徐々にではありますが、受け入れ態勢を整えていきます。

こうした取り組みは本市でも初めてですが、継続し
て行ってまいりますので、皆さんのお越しをお待ち
しています！
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人権文化センターの条例
条例について≫
条例
について≫
≪人権文化センターの

この市政報告は、基本的にポスティングと駅前等での配布となっております。郵送をご希望されます方は、ご遠慮な
まず一点目は指定管理の件です。
く下記までご連絡下さい。次回より、郵送にてお送り致します。（お名前とご住所を明記下さいますよう、お願い致
これについては、議場及び委員会にて「指定管理は考えていない」旨の答弁をいただいています。人権文化センターの
これについては、議場及び委員会にて「指定管理は考えていない」旨の答弁をいただいています。人権文化センターの

します。頂戴した個人情報につきましては、厳重に管理を致しております。）
予定する業務は行政でしか行えないものもあり妥当だと考えます。

住所：加古川市加古川町北在家 2000 加古川市議会 創誠かこがわ

中村亮太
二点目は隣保館についてです。

TEL：
427--9395（会派控室）
TEL：079079-427
9395（会派控室） FAX：
FAX：050050-31563156-1255

人権文化センターの設置と同時に市内 4 か所の隣保館は地元移管となります。これは以前から決まっていたことです
か所の隣保館は地元移管となります。これは以前から決まっていたことです

E-MAIL：
MAIL：info@ryotanakamura.com

が、現状及び委員会答弁からは、地元との協議が遅れているように感じています。

ホームページからでもお申込みいただけます。
ホームページからでもお申込みいただけます。http://ryotanakamura.com/
http://ryotanakamura.com/

各隣保館及び隣保館を有する地域で事情は違いますので、
各隣保館及び隣保館を有する地域で事情は違いますので、それぞれ地元連合町内会と話し合いを進め、各地域に合った
ていただきたい。
形での移管計画を早急に策定し
形での移管計画を早急に策定していただきたい

障がい児支援の充実と窓口対応の向上
障がい児支援の充実 と窓口対応の向上を提言
と窓口対応の向上 を提言
再 Q：利用者が予定を上回った要因は？

県との連携を深め、施策の効率化を！
２．第 4 期加古川市障害福祉計画について
期加古川市障害福祉計画について

３．市施策推進のための県と市の連携に

◆一般質問項目
ついて

答弁：サービス開始当初は施設数も少なく、利用者の
答弁

１．障がい児支援における放課後等デイサ

間にも“あきらめ”
“あきらめ”があったように思う。それが施設
“あきらめ”

第 3 期の加古川市障害福祉計画が今年度で終了となり、現

数の増加によって顕在化したと考えている。

在は第 4 期にむけた計画策定中である。次期計画では、国

ービスの今後について
ービスの今後について

Q：県と市の協議の場は？

における「障害者の権利に関する条約」の批准とそれを踏
当時の施設数があきらめの要因であったよう

不足する障がい児支援。家族の負
担軽減を！

まえた「第 3 次障害者基本計画（平成 25 年度～29 年度）」

答弁：知事との協議の場である「地域づくり懇話会」は
答弁
年一回開催だが、昨年度は行われておらず、本年度は調

に、現在は上限日数の制限が新たなあきらめの
を尊重した計画策定が求められている。国の方針に従って

整中である。県民局長との協議の場である「地域政策懇

要因になっている可能性がある。
計画策定をせねばならないが、市の実態と今後の計画を問

話会」は 11 月 20 日に開催され、本市から「国道 2 号の

う。

整備について」をテーマとして提案し議論した。

Q：上限日数の引き上げは？

放課後等デイサービスって？
放課後等デイサービスって ？

Q：相談支援体制は？
Q：県メニューの利用については？

答弁：上限日数は
2 市 2 町で協議しながら決定してい
答弁
答弁：相談件数が増加している上、国から福祉施設入所
答弁
障がいのある子供たちの学齢期における療育を目的と

る。考え方としては、平成 23 年度までの自立支援法

して、平成 24 年の児童福祉法改正によって設立された

である児童デイサービスの上限が 15 日であったこと

サービス。障がいをもつ学童の療育の場、放課後等での

を基に、2 市 2 町の事業所の整備状況を考慮し定めて

者の地域生活への移行の方向性が打ち出されており、更
答弁：事業を進める上で特定財源を最大限確保すること
答弁
なる相談支援体制の充実が求められている。しかし、現
が必要であり、積極的に国・県の補助制度を活用する。
状は相談専門員の不足等から、十分な相談体制の確立に
居場所作り、家族への余暇提供などの役割を担ってい

いる。上限の引き上げについては、利用日数が月当た

る。

り 8 日～9 日である実績や分布状況を考慮すると、現

なお、予算総額における県補助金の割合は 2.1％で、東

は至っていない。
播磨圏域での平均水準である。
今後は体制整備を図るとともに、地域における相談支援
「障がい児の学童保育
障がい児の学童保育」とも表現される。
障がい児の学童保育

時点で直ちに引き上げる必要はないと考えるが、要望

なお、加古川市では月に 15 日支給と上限が決まってい

等、利用者の声を聴くなかで対応していきたい。

の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの設置に向
基幹相談支援センターの設置に向

Q：県議会議員との連携は？

けた検討を行っていきたいと考えている。
けた検討を行っていきたいと考えている
る。

既存事業は平均的かもしれないが、新規、または加古川

再 Q：担当課での現状の評価は？
Q：利用状況は？

Q：行政サービスにおける配慮は？

にマッチした施策を考えた時に、県議会議員との連携は
不可欠と考える。しかし現在は連携が取れているとは言

答弁：施設とのバランスやコスト面で現状の引き上げ
答弁
第 3 次障害者基本計画では、行政サービス等における配慮

い難い。二重行政のような無駄や、効率の低下など様々な

は難しいが、このままで良いとは思っていない。
答弁：
答弁 平成 24 年では 182 名だったものが、平成 26 年

として、障害者差別解消法に基づき、障がい者が必要とす
弊害を避けるためにも、協議の場を持つべきでは。

度は 8 月末実績で 253 名と年々増加している。

再 Q：予備日を設けるのはどうか？

1 人当たりの利用日数の月平均は、平成 24 年度は 7 日
で平成 26 年度は 8 月末までの実績で 9 日となっている。

る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配
慮を行うこと、また障害者に関する理解を促進するため必

利用日数の平均は 9 日程度だが、15 日上限の人も突出

答弁：必要に応じて適宜、情報交換を行っているところ
答弁
要な研修を実施し、窓口等における障害者等への配慮の徹

であり、会派での聞き取りなどはあった。
している答弁だった。その人たちに対応するため、冠
底を図るとされているが、現状と今後は。

分布としては、6～8 を頂点とした放物線であるが、12
日と 15 日については突出した利用状況である。

再 Q：必要性の認識は？

婚葬祭など急な出来事への対処のときには、上限を超
えた予備日を設けてはどうか
答弁：これまでも様々な取り組みをおこなってきたが、
答弁

加古川市選出の県議が 4 人いる意味を考えると、会派だ

Q：事業所の整備は？

引き続き障害者差別解消法に基づき、国の基本方針も
けでなく「加古川市」単位で連携する必要があると思う

答弁：ご指摘の点については対応したい。
答弁 ご指摘の点については対応したい。急なことが
ご指摘の点については対応したい。
参考にしながら研修を継続的に行い、障がい者への配
答弁：制度開始当初は
1 事業所のみだったが、現在で
答弁

が？

起きた時には既に日数を使われている方もおり、申し
慮をより一層促進する取組みを行う。

は市内 13 事業所がサービスを提供している。

出があれば臨時で対処する。

実利用者の計画量は平成 25 年度 121 人に対して 187

窓口での対応は未だ不充分。もっと相談者に寄り

答弁：今後ますます広域連携や、県と市の適切な役割分
答弁

人と、計画に対して実績数量が大幅に増加している。

障がい児やその家族のニーズには、まだ応えら

添い、その立場から共に考える姿勢をもつ職員の

担による効率的な行政運営が求められるので、県議会議

サービス事業者の新規参入により事業所の増加は図

れていない。施設を今後も増やすのだから、そ

育成が必要。

員との協議を行う機会の確保について検討する。
員との協議を行う機会の確保について検討

られてきたものの、計画を上回る実利用者に対し、施

れに対応したサービス形態にする必要がある。

設数及び定員数はまだまだその要望に応えられてい
まだまだその要望に応えられてい

2 市 2 町の協議が必要とはいえ、明石並みのサ

ない。
ない 受け入れ態勢の整備を促進していくことが必要

ービス水準は必要であるし、利用者の声に耳を

だと考えている。

傾け考えてもらいたい。

一般質問の様子はインターネットでご覧いただけます。
配信 URL：http://www.kakogawa-city.stream.jfit.co.jp/

