行政視察報告
せとして︑タクシー利用

保︑外出支援の組み合わ
市②岐阜県岐阜市

視察先 ①岐阜県各務原
月

視察日 平成
年

助成制度は︑その一つの
日㈮

①各務原市は濃尾平野の

日㈭〜

確認できた︒

選択肢となりうることが
フレット等を活用しなが

を遂げた︒目的に掲げた

全国の市町村の特色あ

関の連携した個別指導計
事業は平成 年度よりバ

北部に位置し︑近年は自

画と特別支援教育に関し
ージョンアップしており︑

②湖南市は︑乳幼児期か

て︑厚生労働省も参考と

ら相談体制を整備した上

なか自転車利用環境向上
した事業を実施していた︒ 参加者及び協力者の意見

る施策を今後のまちづく

計画を策定し﹁はしる・
では︑全ての事業におい

衛隊岐阜基地などに関連

とめる・つかう・まも
児童発達支援と特別支援
て肯定的な内容となって

ら学齢期︑就労期におけ

る﹂の４つの基本方針に
教育の連携︑早期発見・
おり︑効果は出てきてい

で︑空き家の適正な維持

なお︑視察報告書の本

基づき︑各種施策を実施
早期対応から学齢期︑学
ると思われる︒

りの参考にするため実施

文を市議会ホームページ

年度︑
齢期からそれ以降へのつ

する工業都市として発展

に掲載しています︒

計画期間の中間年を迎え
なぎ︑これらの連携と職

る︑福祉・医療等関係機

視察目的 ①空き家等対
るにあたり︑現状や課題
員体制は参考となった︒

管理を促進している︒

策計画及び空き家情報バ
の整理︑これまでの取り
健康福祉部社会福祉課に

した︑常任委員会の先進

ンクについて②まちなか
組みの検証︑計画を時点
発達支援室を設置し︑そ

年に金沢市まち

自転車利用環境向上計画
修正し︑中間見直しを実
の室長は市教委指導主事

②平成

について
施した︒公共レンタサイ
経験者ということが︑教

月

建設環境委員会

視察先 ①富山県富山市
クルを整備し︑自転車利
育と福祉の連携における

視察日 平成 年
日㈫〜 日㈬
①急激に進む人口減少に
より︑全国的な問題とし
て空き家対策が求められ
ている︒富山市において
は先進的な事業を行って
おり︑一定の成果をあげ
ている︒具体的な内容と
しては︑空き家基礎調査
を徹底的に実施し︑パン

正しい乗り方の啓発など
も同時に行っている︒

市民厚生委員会
視察目的 ①高齢者タク
シー利用助成について
②発達支援システムにつ
いて
視察先 ①岐阜県瑞穂市

総務文教委員会

自転車走行空間の整備や︑ ポイントとなっている︒

している︒平成

②石川県金沢市
用の推進を図りながら︑

地視察を報告します︒

10

②岐阜市は岐阜県の中南

委員会の審査から

原価計算をした結果︑

答

は︑現行料金と比べて低

担金を市が全額負担する

い結果となったため新た

小さな部屋の基準手数料

答

理由は︒

計を行うため︑そのシス

に設定する︒

下水道事業が企業会

テム改良の原因者が下水

道事業者であることから︑ ◇平成 年度福生市一般

に個別に案件と予算額を

ないため︑工事件名ごと

ては︑議会の議決を要し

得︑管理及び処分につい

て

指定管理者の指定につい

◇福生市自転車駐車場の

守りシステムの概要は︒

市( 民厚 生委員 会 所 管 分 ︶
問 高齢者住宅事業の見

福生市が全額負担をする︒ 会計補正予算︵第３号︶

室内に設置された端

でコールセンターと相互

答

問

コールセンターでは

深夜の苦情対応はど

表記するなど︑今まで以

のように行われているか︒ 末機器がインターネット

︵建設環境委員会所管分︶

会計補正予算︵第３号︶

日の対応になる︒

の対応は難しいので︑翌

いるが︑深夜だとその場

が状況確認し︑必要に応

検出時にコールセンター

ベルを常時見守る︒異常

や異常音︑室内の温度レ

通信し︑生活気配の有無

問

◇福生市営福生駅西口駐

じて生活協力員や在宅介

時間苦情を受け付けて

担金の減額の内容は︒

車場の指定管理者の指定

護支援センターに通報す

年度福生市一般

答

について

る︒また︑入居者が相談

繰越金の確定による

西多摩衛生組合の負

歳入額の増加︑さらには

問

ボタンを押すとコールセ

託料の確定に伴い契約差

また︑環境調査などの委

◇市道路線の廃止につい

れるように整備する︒

自動車が４台程度停めら

台で︑そのうち軽

駐車場には何台停め

歳出のうち塵芥処理費が

られるのか︒

金が発生したことによる

て

備改良などの工事請負費︑ 答

減額によって負担金の総

道路としての機能を

廃道の手続を進めた︒

有していないことから︑

答

道に至ったのか︒

どのような経緯で廃

問

年度福生市下水

額が減額となった︒
◇平成

道事業会計補正予算︵第

公金システム改良負

２号︶
問

日に委員会が開

市民厚生委員会

月

師に 時間健康相談が可

案を審査し︑原案のとお

指定管理者の指定につい

◇福生市福祉センターの

能︒

り可決されました︒

て

書類審査と外部審査

員の結果報告後︑評価総

答

の審査方法は︒

プレゼンテーション

◇福生市福祉センター条

㎡未

問

使用料に１室

理由は︒

満という区分を設定した

問

例の一部を改正する条例

催されました︒３件の議

ンターに接続され︑看護

施設維持整備や基幹的設

◇平成

明資料等を作成していく︒ 答

上にわかりやすい予算説

契約の締結及び財産の取

各常任委員会から報告された
主な審査概要をまとめました

建設環境委員会
月 日に委員会が開
催され︑８件の議案を審
査し︑原案のとおり可決
されました︒
◇福生市福東会館条例の
料金体系を変更した

一部を改正する条例
問

原価計算を行った結

理由と影響額は︒
答

果︑全体的に地域会館な
どの比較的小さい貸し部
屋の基準使用料が現行の
料金と比べて低い結果と
万円の減︒

なったことから︒影響額
は年間約

◇福生市営駐車場条例の
何台の定期契約があ

一部を改正する条例
問

り︑閉鎖に伴う利用者の
契約解除の状況は︒
答

年度は年間１

部に位置する中核市で︑

１９台で︑閉鎖の半年ほ

った︒

だき︑トラブル等はなか

替の駐車場を探していた

ど前からお知らせし︑代

平成
同県の県庁所在地である︒
市立図書館で行っている
﹁子ども司書養成事業﹂
を調査した︒中央図書館
が設置されている﹁みん

◇福生市下水道事業の設

ぎふメディアコ

なの森

置等に関する条例
１億５千万円以上の

スモス﹂の視察も行った︒

問

建設事業の議決が要らな

子どもたちが﹁本と人と
を結ぶリーダー﹂になる

くなるとのことだが︑今

１億５千万円以上の

のか︒

後︑どのように審議する

ことを目的として始まり︑
人の子

図書館開館１年目から続
いている︒毎年

答

案件は︑地方自治法の適

どもたちを集め︑夏休み
の４日間集中講義を行い
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▲岐阜県岐阜市の「みんなの森 ぎふメディアコスモス」を視察
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用除外で︑業務に関する
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司書として養成している︒

▲見守りシステムの端末機器

24
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②滋賀県湖南市

視察日 平成 年 月３

日㈬〜４日㈭
①瑞穂市は︑免許を所有

視察目的 ①かかみがは
ら寺子屋事業２・０につ

歳以上の
高齢者で一定の条件に該

いて②子ども司書につい

しない世帯の

当する方へ︑タクシーチ

て︑﹁みんなの森

メディアコスモス﹂につ

ぎふ
ケットを発行して助成を
開始している︒

いて
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▲滋賀県湖南市の発達支援システムを視察
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高齢者の移動手段の確

▲市道第269号線を現地視察

16
▲富山県富山市の空き家等対策計画及び空き家情報バンクを視察
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