議会運営委員長に就任しました
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7 月 27 日・28 日に臨時市議会が開催され、議長・副議長及びその他の役員について改選が行われ
ました。
その結果、私は議会運営委員長の役に就くことになりました。議会運営委員会は、議会運営に関わ
る全般を決定する機関で、重要な決め事をするところであり、議会改革についても最終決定をしてい

未来へ！
～次世代に誇れる加古川のために～

く場になります。
重要な職に就かせていただき、身が引き締まる思いがするとともに、改めて「変えるべきを変える」
議会改革を行っていく思いを強くしました。
なお、今年から議会改革の一環として、議長は 2 年間その役を務めることになっています。

本年度選出、正副議長
本年度選出、正副議長
議長：井上隆司（創政会） 副議長：松本裕一（志政加古川）
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同時に、
同時に、会派幹事長に
会派幹事長にも
幹事長にも就任しました。
会派設立以来、共同代表として取り組んで参りましたが、代表 1 名に整理するとともに幹事長と
なりました。政調会長の原田幸廣議員（志方町）とともに、会派運営に取り組んで参ります。
創政会の強みとして、6 期から 1 期まで様々な経歴・年齢の議員が所属している点があります。
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ベテランの経験と知恵を借りながら、若手が推進役となり、市長と緊張感をもった二元代表の一
翼となる議会になるように、議会改革を引っ張る会派として活動していきます。

リョータがゆく！「議会版事務事業評価にむけて」
議会が独自に事業を選定し、評価を行う「議会版事務事業評価」が 9 月議会で
行われることになっています。決算審査から事業を抜き出した形ですが、如何
に来年度予算に絡めていくか。良い仕組みとなるよう発展させたいですね。
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補正予算を含む議案を
補正予算を含む議案を受領！
含む議案を受領！
議案第64号 平成28年度加古川市一般会計補正予算（第一回）
議案第66号 加古川市付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を定めること
議案第70号 平岡東小学校教室棟大規模改修工事請負契約締結のこと
議案第71号 浜の宮中学校教室棟大規模改修工事請負契約締結のこと

可決
可決
可決
可決

E
白陵中学・高校

注目の議案
注目の議案 PICKUP！
PICKUP！

～議案第 66 号～

関西学院大学法学部卒、神戸大学大学院 博士課程前期修了（政治学修士）
尊敬する政治家は廣田弘毅・後藤田正晴

改正内容は、加古川市の付属機関に「加古川市空家等対策審議会」を設置するというものです。

加古川町木村にて、妻と娘（5 か月）と 3 人暮らし。

加古川市空家等対策審議会は、特定空家等の認定やその他の空家等に関する措置、また空家等対策計画の
作成等に関する審議を行うと規定されています。

後 援 会 員 募 集 中 ！
なかむら亮太後援会では、後援会員を募集しております。会員の皆様には、後援会報の

特定空家って何だ？
特定空家って何だ？

ほか様々なご案内を差し上げます。また同時に、市政報告書をご近所にお配りいただけ

「空き家等対策特別措置法」で、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

るボランティアの方、後援会看板をご自宅や店舗等に設置いただける方も募集しており

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことによ

ます。ぜひ、下記までご連絡下さい。

り著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であ
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る状態にあると認められる空家等をいう』とされています。指定されれば、市長は適切な措置について、
助言・指導をし、それでも従わなければ勧告・代執行をとることが可能です。

災害関連死を防ぐため、福祉避難所
災害関連 死を防ぐため、福祉避難所整備を
死を防ぐため、福祉避難所 整備を！
整備を ！
福祉避難所及び共助の意識の高揚について
福祉避難所及び共助の意識の高揚について

地域・
地域 ・ 要支援者・
要支援者 ・ 施設が繋がる仕組み作りを！
施設が繋がる 仕組み作りを！
再 Q：総合福祉会館への直接避難は？

Q：量の確保は？

１．周知について
１．周知について

答弁：今回の熊本地震を踏まえ、高齢者施設の
答弁

２．量の
２．量の確保
量の確保について
確保について

みならず、多様な災害弱者に対応できる施設や

３．人材確保
３．人材確保について
人材確保について

民間施設等について、福祉避難所として指定で

４．個別支援計画
４．個別支援計画について
個別支援計画について

きるよう積極的に働きかけてゆく。

これから大規模改修を行う総合福祉会館につい
て、改修後は直接避難の可能な福祉避難所とでき
ないか？
答弁：まだ詳細は決まっていないが、
そのあたり
答弁
も踏まえて総合的に考える。

５．防災訓練
５．防災訓練について
防災訓練について
６．共助の
６．共助の意識を広げること
共助の意識を広げることについて
意識を広げることについて

Q：福祉避難スペースは？
Q：福祉避難所も加えた防災訓練は？

答弁：現在のところ具体的に指定はしていない
答弁

所の重要性が認識された。同時に、福祉避難所と
いうものがどういうものか、どのように運用して
いくかという課題も浮き彫りとなった。

避難行動用支援者名簿を町内会に配布する際に

ースとして活用できる。市の管理する施

も、地域の防災訓練に用支援者の参加を促す依頼

してもらいたい。

いて、今回の教訓を活かし、福祉避難所を充実さ

Q：福祉避難所の人材確保は？

Q：周知は？

応を訓練することは重要なことと考える。

小・中学校の保健室などは福祉避難スペ
設でもあるので、早急に対応し、指定を

今後、南海トラフ地震が予想される当地域にお

答弁：施設職員のみによる対応ができないと想
答弁

答弁：福祉避難所については、これまで二次的な
答弁

定される場合や施設から要請があった場合、市

避難所として積極的な広報は行ってこなかった。

が必要な分野の支援者を確保し派遣する。

だが、今後はホームページ等で福祉避難所の説明

この場合の必要な人材は、市職員の医療職を予

や避難方法とともに、施設一覧を掲載するなど、

定しているが、それでも不足する場合は、他の

福祉避難所を理解してもらえる形で周知を行っ

自治体との応援協定に基づく派遣要請などに

てゆく。

より対応することとしている。

福祉避難所とは？
福祉避難所とは？

また地域住民が一緒に参加して要配慮者への対

て、福祉避難スペースの確保などを検討する。

避難所にいられない人が続出し、改めて福祉避難

せてゆくのか、市の考えを伺う。

答弁：福祉避難所の開設を念頭にした防災訓練、
答弁

が、今後は小・中学校などの指定避難所におい

このたびの熊本地震においても、様々な理由で

・・・災害関連死を防ぐための避難所
・・・災害関連死を防ぐための避難所

災害時に要配慮者を受け入れるために必要な配慮のされた避難所で、災害関連死等の二次災害を防ぐこと

Q：個別支援計画の活用は？

をしているが、今後も更に取り組んでいきたい。

自主防災組織が作成する、要配慮者の避難行動を

地域の方が、要支援者の存在を知ること

記す個別支援計画では、そこに規定すれば要配慮

が第一歩となる。そのきっかけにもなる

者が福祉避難所へ直接避難することも可能とな

ため、地域への呼びかけが重要。

っている。この点について、どのような考えか？
答弁：現在、避難行動用支援者制度による個別
答弁
計画の作成においては、指定避難所など、まず
は危険から逃れるための場所を記入し、地域の
支援関係者に避難のご協力をお願いしている。
個別支援計画による直接避難については、受け
入れ施設やスタッフの要因により現状は困難だ
が、受け入れ拡大と指定避難所での支援充実を
図ることで、要配慮者の避難をより円滑に行え
るように努める

Q：共助の意識、地域の連携は？
答弁：自主防災組織の高齢化や人数減少は課
答弁
題である。近隣の町内会が合同で設立したり、
合同の防災訓練を行うところもある。連携が
活性化につながる面もあり、支援したい。
町内会同士の連携も含めて、地域コミュ
ニティが繋がることが大切。災害時にい
ち早く助け合える体制整備を。

を目的としている。一般の避難者は受け入れない。加古川では 19 施設と福祉会館が設定されている。
国は広く周知をすることを求めているが、加古川市ではこれまで積極的な広報をしていない。
※要配慮者とは・・・①身体障がい者
②知的障がい者
※要配慮者とは・・・
している在宅の難病患者

精神障がい者

高齢者

第一歩！

質問の結果、
質問の結果、福祉避難所一覧が
結果、福祉避難所一覧が公開されました
福祉避難所一覧が公開されました

人工呼吸器等を使用

妊産婦・乳幼児・病弱者・傷病者など

※この中に福祉避難
※この中に福祉避難スペースという
福祉避難スペースという考え方も含まれています。
スペースという考え方も含まれています。

これまで周知を積極的に行ってこなかった福祉避難所について、説明と
ともに施設一覧が公開されました。
（詳細は加古川市 HP へ）
早急な対応に感謝をするところですが、まだまだスタート地点に立った

介護や医療相談等を受けることのできる空間のことで、少なくとも小学校区に１カ所程度の割合で

ところであり、課題克服に向けて答弁通りに進めていくのか、しっかり

指定することを目標とするよう、国から要請がある。

とチェックしてまいります。

