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二子山古墳　二子山古墳は、墳長９４ｍ、盾形の周溝を含む全長１１６
ｍの前方後円墳で、国の史跡に指定されています。発掘調査により大
量の埴輪や土器が出土しました。現在は二子山公園内に取り込む形で、
市民の憩いの場となっています。

議会では、予算や条例などの議案が審議され、多数決による採決によって議決されます。
その流れは次の通りです。

市議会の仕組み

　提案された議案に対して、
議員が本会議場で質疑を行う
ことができます。

　 本会議での質疑
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２

３ ４

　議案の内容と、提案した理
由について提案者が説明をし
ます。提案者は市長の場合が
多いですが、議員も一定の条
件があれば提案をすることが
できます。

　 本会議での提案理由説明

　　議会に提案される議案数は
　議会によって異なりますが、
３０～５０件ぐらいの議案を審議
　します。それぞれの議案を丁
　寧に審議するために、内容に
　よって役割分担し、議員で構
　成される※常任委員会の場で
　詳細な審査を行います。市民
　から出された請願もここで審
　査します。

　最後に議員全員ですべての
議案について、賛否の討論を
行った後、多数決で採決を行
います。

　 本会議での採決　 委員会審査

　今定例会には、一般会計補正予算案など、補正予算案１件、条例案６件、一般議案３件、人事案
件１件が提出され、原案の通り可決しました。また、請願１件については、不採択としました。な
お、６月３０日には、１４人の議員が一般質問を行い、市の考えをただしました。
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※常任委員会（各委員会とも定員８人）
　総務委員会　　　企画政策部、総務部、財政部、会計管理者、消防本部、監査事務局の所管に属する事項、
　　　　　　　　　他の常任委員会の所管に属さない事項 
　文教経済委員会　市民生活部、文化スポーツ部、産業部、教育委員会の所管に属する事項 
　厚生委員会　　　健康福祉部、青少年子ども部、環境部、市民病院の所管に属する事項 
　建設委員会　　　まちづくり推進部、建設部、上下水道部の所管に属する事項 

道風くん



条例案（6件）

◆議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポス

ターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例

　公職選挙法施行令の一部改正により、国政選挙における

公費負担の限度額が引き上げられたことに準じ、公費負担

の限度額を次のように引き上げるものです。

○選挙運動用自動車の使用において、借入れ契約の場合は、

　１日１５，８００円（現行１５，３００円）とし、燃料の供給に関す

　る契約の場合は、７，５６０円（現行７，３５０円）に候補者届出

　日から選挙期日の前日までの日数を乗じて得た金額とす

　る。

○ポスターの作成において、１枚当たりの単価を、５２５円６

　銭（現行５１０円４８銭）にポスター掲示場数を乗じて得た金

　額に３１０，５００円（現行３０１，８７５円）を加えた金額をポスタ

　ー掲示場数で除して得た金額とする。

◆市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例の一

部を改正する条例

　公職選挙法施行令の一部改正により、国政選挙における

選挙運動用のビラの作成に係る公費負担の限度額が引き上

げられたことに準じ、公費負担の限度額をビラ１枚当たり

７円５１銭（現行７円３０銭）に引き上げるものです。

◆市税条例等の一部を改正する条例

　地方税法の一部改正等に伴い、次のとおり規定を整備す

るものです。

○修正申告書の提出又は納付すべき税額を増加させる更正

　があった場合において、その修正申告又は増額更正に係

　る個人の市民税の所得割又は法人の市民税について期限

　内申告書又は期限後申告書が提出されており、かつ、当

　該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべ

◆一般会計補正予算　

　　文化振興審議会委員報酬１７万３，０００円、ＪＲ神領駅周辺

放置自転車対策３０５万円、防災施設等整備３，４２０万円、私立

幼稚園就園奨励費補助６９５万２，０００円、一般廃棄物最終処分

場整備８，０００万円、消防施設小工事３，３５０万円の計１億５，７８７

万５，０００円を増額補正するものです。財源は、国からの私立

幼稚園就園奨励費に係る補助金や、財政調整基金繰入金、

市債です。

補正予算案（1件）

【原案可決：賛成多数】

【原案可決：全会一致】

【原案可決：全会一致】

【原案可決：全会一致】

平成２８年度 　き税額を減少させる更正があった後に当該修正申告書の

　提出又は増額更正があったときは、当該修正申告書の提

　出又は増額更正により納付すべき税額に達するまでの部

　分について、延滞金の計算期間から一定の期間を控除し

　て計算することとする。

○特別土地保有税の減免申請書への記載事項から個人番号

　を除く。

○平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人の市民

　税に限り、所得割の納税義務者が前年中に支払った特定

　一般用医薬品等購入費が１２，０００円を超える場合において、

　その超える部分の金額を総所得金額等から控除する医療

　費控除の特例について、納税義務者が通常の医療費控除

　とのいずれかを選択できることとする。

○電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す

　る特別措置法に規定する一定の発電設備に係る固定資産

　税の特例措置として、課税標準に乗ずる割合を、太陽光

　発電設備及び風力発電設備の場合は３分の２とし、水力

　発電設備、地熱発電設備及びバイオマス発電設備の場合

　は２分の１とする。

○都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が認定誘

　導事業により新たに取得した一定の公共施設等の用に供

　する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税

　の特例措置として、課税標準に乗ずる割合を５分の４と

　する。

○軽自動車税に係る環境性能に応じた税率の軽減制度を１

　年間継続し、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日ま

　でに初回車両番号指定を受けた３輪以上の環境負荷の小

　さい軽自動車に係る平成２９年度分の軽自動車税の税率を

　軽減する。

◆附属機関設置条例の一部を改正する条例

　文化振興に関する審議を行う附属機関として、新たに春

日井市文化振興審議会を設置するものです。

◆家庭的保育事業等の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

　建築基準法施行令の一部改正に伴い、規定を整備するも

のです。

◆私立幼稚園就園奨励費の補助に関する条例の一部を改正

する条例

　ひとり親世帯等に係る私立幼稚園就園奨励費の補助金の

額を引き上げる等、規定を下記のとおり整備するものです。

なお、本条例の規定は平成２８年度以後の年度分の補助金か

ら適用します。

【原案可決：全会一致】

【原案可決：全会一致】

【原案可決：賛成多数】
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委員会開催状況

◆文教経済委員会（６月３日）

報告事項

　１　新型市民農園基本計画について

◆総務委員会（６月８日）

報告事項

　１　次期総合計画の策定について

　２　ＪＲ神領駅周辺放置自転車対策について

◆文教経済委員会（６月２３日）　付託議案２件

◆厚生委員会（６月２４日）　付託議案４件、請願１件

◆建設委員会（６月２７日）　付託議案１件

◆総務委員会（６月２８日）　付託議案５件

【原案可決：全会一致】

【原案可決：全会一致】

【原案可決：全会一致】◆字の区域の設定及び変更

　春日井庄名土地区画整理事業の施行に伴い、庄名町の字

の区域を設定及び変更するものです。

◆一般廃棄物最終処分場建設工事の請負契約の変更

　工事請負契約の金額を変更するものです。

　工事名　一般廃棄物最終処分場建設工事

　契約の相手方　佐藤・王春・アサヒ特定建設工事共同企

　　　　　　　　業体

　契約金額　変更前　３５億５，３２０万円

　　　　　　変更後　３８億１，７９６万９２０円

◆救急自動車の取得

　救急自動車２台を取得するものです。

　物品内容　災害対応特殊救急自動車（２台）

　購入金額　５，６５９万２，０００円

　契約の相手方　愛知日産自動車株式会社

議員表彰

　５月３１日に開催された第９２回全国市議会議長会定期総会

において、次のとおり表彰状と建設運輸委員会副委員長と

しての感謝状が授与されました。

表彰状

◆議員在職２５年

　　　堀尾　龍二議員

感謝状

　　　水谷　忠成議員

一般議案（3件）

　１件の請願が提出され、委員会に付託し審査しました。

その後、本会議で委員長の審査結果報告があり、採決の結

果は次のとおりです。

◆私立幼稚園就園奨励費補助金の支給対象にない保護者の

公的支援を求める請願書

請願審議（1件）

【不採択】

　固定資産評価員に高氏泰史氏の選任に同意しました。

人事案件（1件）

区　　分 第１子 第２子 第３子 多子計算

生活保護世帯

市民税非

課税世帯

市民税所得割
額が７７，１００円
以下の世帯

市民税所得割額が
２１１，２００円以下の世帯

小学校３年
生までの
兄・姉の数
により算出

兄・姉に係
る年齢制限
なし

３０８，０００ ３０８，０００ ３０８，０００

３０８，０００ ３０８，０００ ３０８，０００

２７２，０００ ２９０，０００ ３０８，０００

２１７，０００ ３０８，０００ ３０８，０００

１１５，２００ ２１１，０００ ３０８，０００

　６２，２００ １８５，０００ ３０８，０００

１５４，０００ ３０８，０００

ひとり親世帯等

ひとり親世帯等

ひとり親世帯
等以外の世帯

ひとり親世帯
等以外の世帯

上記区分以外の世帯

（単位：円）

虚礼廃止にご理解ください

議員は、日頃からお世話になっている人でもお中元やお歳暮を贈ることは禁止されています。
また、暑中見舞いや年賀状などのあいさつ状を出すことも禁止されています。
皆さまのご理解をお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春日井市議会



市政全般にわたる問題について質問します

道風くん

　今回の定例会では、14人の議員が市の考え方や方針など、市政全般にわたり、29項

目の一般質問を行いました。一般質問は、市当局に対し施策・事業などの現状や将来

計画の考え方など、市民に密着した問題をただすため行うものです。

　各議員の質問と当局の答弁を、要旨で掲載します。

（一般質問については、質問者から提出された原稿で掲載しています。）
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3
　　　　　　先行プロジェクトの「民間活力を導入したJR
高蔵寺駅周辺の再整備」において調査を行っている交通動
向等を見ながら検討していきます。　ニュータウンの交通
ネットワークは、周辺の地域を含めたものとなっているこ
とから、今後も同様と考え
ています。　移動手段の充
実を図る観点から調査研究
していきます。

【答弁】

ニュータウンを中心とした交通網の
見直しについて

担当　ニュータウン創生課

小中一貫教育について
　　　　いわゆる「中１ギャップ」問題等、児童・生徒に
関する喫緊の課題は、小・中学校がその問題解決のため、
互いに授業を見合ったり、合同研修を行ったり、小中連携
　　　　　　　　　　　　を進めているところです。今後、
　　　　　　　　　　　　小中一貫教育については、他市
　　　　　　　　　　　　の先進事例についてさらに調査
　　　　　　　　　　　　研究を進め、その成果・課題を
　　　　　　　　　　　　検証し、国・県の動向に注視し
　　　　　　　　　　　　ながら、慎重に検討していきま
　　　　　　　　　　　　す。

【答弁】

担当　学校教育課2

その他の　　 ●介護予防・日常生活支援総合事業について　　
質問事項

　　　　「従来のままでよい」という意見もありましたが、
「食料品や鉄道、バス利用も対象にしてほしい」などの利
用に関する要望や、「利用制限がなくなり使いやすくなり
そうだ」といった期待する声など、合わせて十数件ほど伺
っています。また、利用促進については、分かり易い利用
ガイドを作成するとともに、
応援券に印刷してあるバー
コードで支払管理を行うこ
とによって、月々の利用状
況を検証し、状況に応じて
利用を促していくこととし
ています。

【答弁】

　　　　新事業として福祉応援券が８月より始まる。
昨年８月～１２月まで委員会・議会において審議され、
従来の障がい者福祉サービスを見直し、市独自の創意
で導入が決定した。しかし、その審議経過や趣旨が充
分に理解されているのか、市民からの具体的なお問合
せ・要望の件数や内容について問う。さらに、利用促
進に向けての準備・システムが万全であるかを問う。

質　問

質問者　長谷　和哉

その他の　　 ●道路事業について　　
質問事項

　　　　学校教育法が改正され、義務教育の小学校６
年と中学校３年の９年間を一貫教育として行うことが
可能になった。小中を１つの学校とする場合は、「義
務教育学校」との名称である。小中一貫教育により、
「中一ギャップ」に対応できることや公立学校のレベ
ルアップが可能となる。本市の「小中一貫教育」につ
いての検討状況を問う。

質　問

質問者　あさの　登

その他の　　 ●乳がん検診の充実について　●藤山台旧小学校施設を活用した多世代交流拠点の駐車場確保について　　
質問事項　　 ●かかりつけ機能を担う医師と薬剤師の育成について　●駅やショッピングセンターで投票できる共通投票所の設置について

　　　　　リ・ニュータウン計画の展開プロジェクト
「交通拠点をつなぐ快適移動ネットワークの構築」を前
倒しする考え　主要交通拠点の高蔵寺駅とセンター地
区間をシャトル便で結ぶなど輸送力を向上する考え　
ニュータウン区域内だけでなく、市東部地区全体で施
策を展開する考え　きめ細やかな需要に対応するデマ
ンド交通などの交通手段を導入する考え、所見を問う。

質　問

質問者　末永　けい

福祉応援券について 担当　障がい福祉課1

４

３

１

２



4

3

2

1

7
　　　　本市では、「健康づくり及び地域医療の確保に関
する基本条例」を制定し、市民の健康の維持、回復及び増
進に努めています。特に食べることは、生命を維持し、健
　　　　　　　　　　　やかな成長や健康を増進するため
　　　　　　　　　　　の基本です。そのため、歯と口の
　　　　　　　　　　　健康づくりは、誰もが生涯にわた
　　　　　　　　　　　って主体的に取り組むことが重要
　　　　　　　　　　　であり、歯科口腔保健サービスの
　　　　　　　　　　　充実は市の責務であると認識して
　　　　　　　　　　　います。このことから、条例につ
　　　　　　　　　　　きましては、制定に向けて内容や
　　　　　　　　　　　時期などの検討を進めていきます。

【答弁】
「歯と口腔の健康づくり」について 担当　健康増進課

食品ロス削減の取組みについて
　　　　　燃やせるごみの中には、やむを得ず廃棄されて
しまう食品が含まれていると推測しています。　食品ロス
削減を図るため、広報紙による啓発、食育の推進や小中学
校での栄養指導などに取り組んでいます。　企業等から提
供された食品を生活困窮者等
に提供している団体があり、
利用の支援を行っています。
　災害備蓄品は、地域等へ提
供し、ほぼ全量を活用してい
ますので、フードバンク等へ
の提供については考えていま
せん。

【答弁】

担当　ごみ減量推進課・生活支援課・市民安全課6

　　　　連携強化のため、春日井市幼保小連携推進会議を
設置し、現状把握と意見交換を進め、全ての幼稚園・保育
園・小学校への連携推進担当者の設置や小学校行事一覧の
　　　　　　　　　　　　配布等を行ってきました。小１
　　　　　　　　　　　　プロブレムに対しては、学校に
　　　　　　　　　　　　早くなじめるよう春日井市独自
　　　　　　　　　　　　で作成したスタートカリキュラ
　　　　　　　　　　　　ムを学校の実情に応じて使用し
　　　　　　　　　　　　ています。さらに今年度から、
　　　　　　　　　　　　学校生活を紹介した小学校入学
　　　　　　　　　　　　ガイドを配布する予定です。

【答弁】

　　　　幼保小の連携や小学校への円滑な接続は以前
より言われており、教育基本法改正に伴い当市でも連
携を進めていると思うが、現在までどのような取組を
されてきたか。また先生の話が聞けない、授業中に座
っていられないなど学校生活になじめない「小１プロ
ブレム」に対してどのような対策を行っているか問う。

質　問

質問者　伊藤　あんな

　　　　食品ロスとは、食べられる状態なのに捨てら
れる食品のことです。本市において、　食品や食事を
提供しているスーパー、コンビニ、ホテル、レストラ
ン等事業者や家庭からでる食品ロスの現状をどのよう
に認識されているのか　食品ロス削減に向けての啓発
について　フードバンクの活動、団体の掌握　賞味期
限を迎える災害備蓄品を提供する検討について問う。

質　問

質問者　田口　よしこ

　　　　歯と口の健康は、食べる話す顔の表情を作る
等の機能を支えると共に、生活習慣病の予防や健康の
保持増進等、健康で質の高い生活を営む上で基礎的か
つ重要な役割を果たす。人が生涯を通じ自分の歯でお
いしく食べる事ができる幸せの為、乳幼児期～高齢期
まで一貫した歯の健康づくりが大切。その為「歯と口
腔の健康づくり推進条例」制定について考えを問う。

質　問

質問者　水谷　忠成

幼稚園・保育園と小学校における連携
について

担当　学校教育課5

　　　　本市のＡ類疾病に対する任意接種支援は、これま
でも疾病の重篤性に鑑み、国が接種の緊急促進をする場合
に限り実施しており、Ｂ型肝炎については、こうした特別
な場合でないため実施は考えていません。また、予防接種
の独自情報サービスの導入につ
いては、現在、予防接種情報の
管理、配信をするスマートフォ
ンの無料アプリが多数提供され
ており、本市では、接種時期に
応じた勧奨も行っていることか
ら、導入は考えていません。

【答弁】

　　　　予防接種は、必要なワクチンを最適なタイミ
ングで接種することが、お子さんの命や健康を守る上
でとても重要です。そこで　今回の定期接種になるタ
イミングで、Ｂ型肝炎ワクチン予防接種の対象年齢を
少なくとも３歳児まで拡大し任意接種支援する考えは
ないかを問う。　スマートフォンやアプリを利用した
予防接種の独自情報サービス導入について考えを問う。

質　問

質問者　いしとび　厚治

予防接種の充実について 担当　健康増進課4

２
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１１
　　　　　支給時期は、就学援助の判断基準に前年の所得
金額を用い、県内各市も本市と同時期であることから、現
時点で入学前支給の考えはありません。　支給額は、国の
要保護児童生徒援助費補助金に準じており、この額を上回
　　　　　　　　　　る考えはありません。　メガネ、卒
　　　　　　　　　　業アルバムは、国の要保護児童生徒
　　　　　　　　　　援助費補助金の対象費目になく、ク
　　　　　　　　　　ラブ活動費は、生徒の任意加入であ
　　　　　　　　　　り、他市の支給状況も考慮して、現
　　　　　　　　　　時点では対象とする考えはありませ
　　　　　　　　　　ん。

【答弁】

　　　　就学援助について、　入学準備のための物品
購入への補助である新入学児童生徒学用品費が支給さ
れるのは入学後だが、入学前に支給するようにするこ
と　新入学児童生徒学用品費の支給額で必要なものす
べてをまかないきれないので、補助を増額すること　
部活動に必要な用具、メガネ、卒業アルバムなど、対
象となる費目を拡大することをそれぞれ求める。 

質　問

質問者　原田　祐治

就学援助について 担当　学校教育課

　　　　高蔵寺ニュータウン住宅流通促進協議会の構成団
体と連携しながら、空き家バンクの一層の周知啓発や、各
種セミナーの開催などにより、住宅流通を促進していきま
す。また、空き家バンクの登録数を増やすため、空き家所
有者に対して具体的な活用方法
などの提案を行い、個別に空き
家バンクへの登録を働きかける
とともに、今後も、空き家所有
者が求める情報を調査し、先進
事例の調査研究を行っていきま
す。

【答弁】
高蔵寺リ・ニュータウン計画について 担当　ニュータウン創生課

　　　　市図書館では大活字図書などの蔵書も拡充してき
ており、さらに周知を図り、広く活用していただきたいと
考えていますが、日常生活用具の対象種目への追加につい
ても、視覚障がいのある方の意見や他市の事例を参考に検
討していきます。市窓口での読み書き支援については、本
　　　　　　　　　　　　　　年、春日井市社会福祉協議
　　　　　　　　　　　　　　会が開催予定の講習会へ障
　　　　　　　　　　　　　　がい福祉課職員を参加させ、
　　　　　　　　　　　　　　その職員が必要に応じて各
　　　　　　　　　　　　　　窓口に出向き、対応すると
　　　　　　　　　　　　　　ころから始めたいと考えて
　　　　　　　　　　　　　　います。

【答弁】

担当　 障がい福祉課9

　　　　地域の実情に応じたきめ細かな交通網の整備が必
要であるとの認識に立ち、多様な交通サービスと既存の鉄
道やバス路線との組合せによるネットワーク構築などを調
査研究していきます。観光名所
や飲食店などの観光資源を巡る
観光ルートについては、産業観
光の面から調査研究をします。
また、観光コンベンション協会
と連携を図り、様々な情報を発
信し、街のにぎわいと域外貨の
獲得に努めます。

【答弁】

　　　　基幹バス路線がカバーできていない地域の高
齢者の移動に、この主要バス停まで運ぶ短距離交通と
して、ブランチ（枝）の交通を設けることが最も現実
的な課題解決と思う。ブランチ交通の整備についての
ご所見を問う。また経済活性化の観点から、魅力的な
飲食店や道風記念館等を結ぶ周遊ルートを構築するこ
とは市外の方の訪問を促すと考えるが、ご所見を伺う。

質　問

質問者　田中　千幸

その他の　　 ●航空自衛隊小牧基地の訓練について
質問事項　　 ●障がい者のヘルパー利用について

　　　　文字の読み書きに困難のある高齢者や障がい
者の「読書や読み書きをする権利」を読書権という。
一般的な書籍は文字が小さく視覚障がいのある方など
に大活字図書があるが、価格が高く読書の機会、読書
権を保障する観点から、日常生活用具の対象種目に追
加する考えと、市窓口での手続きなどに読み書き（代
読・代筆）の支援ができる職員の配置について問う。

質　問

質問者　石原　めいこ

　　　　子育て世帯の移住、定住促進のために施設や
サービスを充実するとともに、高蔵寺ニュータウンの
プロモーションを展開する事も重要です。計画段階を
経て、今年度から実施していく中で、高齢化などの要
因により増加傾向にある空き家への対策、活用も重要
な課題であると感じております。住宅流通の促進施策
と空き家バンクの活用促進について問う。

質　問

質問者　加藤　たかあき

新たな公共交通網の整備について

読書権（読み書きが困難な視覚障がい者や
高齢者に対する支援）の推進について

担当　交通対策課・経済振興課8
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オスプレイ等の飛来について１４

１３

１２ 災害対策について

リニア中央新幹線対策について

　　　　今回のオスプレイ等の飛来は、伊勢志摩サミット
の国賓等に対する使用であり、一時的なものと理解してい
ます。これまでも、春日井市飛行場周辺対策市民協議会を
通じて空港周辺の皆様が安心して安全に暮らせることが最
優先との認識の中で、要望活動を行っていますが、今後も
引き続き、県営名古屋空港において、定期的業務以外の他
基地所属の自衛
隊機や米軍機の
利用がないよう、
防衛省等関係機
関に対し要望し
ていきます。

【答弁】

担当　環境政策課

その他の　　 ●東部調理場の電力購入について　●公用車用の燃料の備蓄について
質問事項　　 ●耐震シェルターの展示について　●小学校の通学用かばんについて

　　　　　ＪＲ東海からは、適切な構造及び工法の採用や、
地下水の監視等の環境保全措置を実施することで、影響の
低減を図っていくと説明を受けています。市で地下水利用
　　　　　　　　　　　　に関する調査を行う考えはあり
　　　　　　　　　　　　ませんが、市民の相談等はＪＲ
　　　　　　　　　　　　東海に伝えていきます。　　市
　　　　　　　　　　　　内４か所の非常口とも計画概要
　　　　　　　　　　　　について協議を行っているとこ
　　　　　　　　　　　　ろであり、非常口新設工事に関
　　　　　　　　　　　　しては、工事排水の件も含め協
　　　　　　　　　　　　議が整っていることはありませ
　　　　　　　　　　　　ん。

【答弁】

　　　　　リニア予定路線近くに、地下水を利用して
いる事業者が複数ある。お豆腐屋さん、老人ホーム、障
がい児の入所施設など。地下水が枯れれば死活問題と
心配している。 JRに地下水の利用状況の把握と、補
償の約束を、市からも求めるべきではないか。　間も
なく工事説明会、着工となるが、 JRとの協議の状況
は。　工事によって発生する水の排水はどうなるのか。

質　問

質問者　伊藤　建治

その他の　　 ●夏季限定子どもの家について　
質問事項

　　　　春日井市は防衛大臣に対し、名古屋空港にお
いては「米軍機の利用などがないようにされたい」と
の要望書を出している。これは、周辺住民のみなさん
に対する事故等の軽減を図るためだと思う。オスプレ
イはたびたび事故やトラブルを起こしている。オスプ
レイは、地元の意向を無視し一方的に飛来したもので、
国など関係機関に抗議すべきと思うが見解を問う。

質　問

質問者　内田　　謙

担当　交通対策課

その他の　　 ●認知症サポーターのスキルアップについて
質問事項　　 ●スマホなどで補修箇所の通報をして頂くことについて

　　　　名称変更は、平成26年の防災会議で承認され、広
報等で積極的な周知を行っています。また、各施設に順次、
看板設置を進めていきます。ブロック塀の安全対策は、防
災講話等により継続的に啓発し、補助事業については、国
の制度や他市状況等も踏ま
え、調査研究していきます。
ドローンについては、開発
が日々進化していることか
ら、導入を始めた他市の状
況も参考にし、その活用方
法等を検討していきます。

【答弁】

　　　　熊本地震は現在も続いています。難病患者が
車中泊を続けていた為震災関連死をされた。家族は難
病等被災者向けの避難所を知りませんでした。災害時
要援護者避難所から福祉避難所への名称の変更につい
て、周知について。市内の施設に福祉避難所の表示を
することについて。ブロック塀の安全対策について。
消防活動におけるドローンの活用について。問う。

質　問

質問者　宮地　ゆたか

担当　市民安全課・消防総務課
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市議会だよりのホームページアドレス　http://www.city.kasugai.lg.jp/shigikai/dayori.html

　市議会の本会議や委員会は傍聴することができます。
　平成２７年は、本会議には延べ２５０人、委員会には延べ３９人の方に傍
聴にお越しいただいております。
　皆さんもぜひ、議会の傍聴にお越しください。
　また、本会議の開会中は市役所１階市民ホールに設置したテレビで、
本会議の様子をご覧いただけます。
【本会議を傍聴される方】
　本会議は通常午前１０時に開会します。傍聴を希望される方は市役所５階の議場傍聴席
入口にお越しください。定員は８８人で、うち車いす席は６席です。
【委員会を傍聴される方】
　常任委員会は通常午前９時に開会します。当日の午前８時３０分から午前８時４５分まで
に市役所３階議会事務局にお越しください。定員は５人で定員を超えた場合は抽選によ
り決定します。
問い合わせ　議事課（　85－6492）

傍 聴 の お 知 ら せ

インターネットで次のような情報をご覧いただくことができます。

○市議会議員名簿　○提出議案・請願一覧　○一般質問事項一覧

○市議会だより　　○市議会の予定　　　　○本会議・常任委員会の議事録

○傍聴について　など

【アドレス】http://www.city.kasugai.lg.jp/shigikai/

春日井市のホームページからアクセスしてください。

市議会のホームページ

道風くん

　春日井市の新しい「総合計画」策定のためにかす
がい市民ワークショップ　ＴＡＬＫ＆ＣＡＦＥが始
まり、第１回目が６月25日に西部ふれあいセンター
にて行われました。西部地区の方に限らず、市内全
域からご参加いただき世代も環境も違う市民が率直
な思いを語り合いました。私共議員も市民の皆様か
らのご指摘、ご要望等最大限にお伺いしております
がそれとはまた違い、市民の皆さん同士で自分たち
の地域の良いところや悪いところを話し合い、市職
員と一緒に解決策などをＴＡＬＫできます。
　第３回市議会定例会では14人の議員が一般質問に
て市政についてただしました。
　私共は委員会質疑や一般質問などを通して市政と
ＴＡＬＫして参ります。　　　　　　編集委員一同

編 　 集 　 後 　 記

▽９月９日（金）１０：００～　本会議（提案理由説明）

▽９月１３日（火）１０：００～　本会議（質疑、委員会付託）

▽９月１５日（木）　９：００～　文教経済委員会

▽９月１６日（金）　９：００～　厚生委員会

▽９月２０日（火）　９：００～　建設委員会

▽９月２１日（水）　９：００～　総務委員会

▽９月２７日（火）１０：００～　本会議（一般質問）

▽９月２８日（水）１０：００～　本会議（一般質問）

▽９月３０日（金）１０：００～　本会議（採決）

※議事の都合により、日程が変更になる場合があり

　ます。問い合わせ　議事課（　85－6492）

平成２８年第4回定例会予定


