平成 年第４回定例会の一般質問には、
人の議員が登壇し、市政に関するさまざ
まな議論が展開されました。
各議員が行った質問のうち、１問につい
ての質問・答弁を通告順に記載しています。

睦夫

生活保護対策について
酒井

青野

直

し、観光関連施設・市内の
協賛店舗等で来訪者へ配布
をし、流山本町をさらに詳
しく紹介をしています。一
方、来年には流山発祥の白
みりんが誕生して２００年
という記念の年を迎えるこ
とから、現在キッコーマン
食品株式会社と流山の名称
を冠とした記念のみりんボ
トルの製造や共同の記念イ
ベントの開催などの実施に
向けた具体的な協議を行っ
ています。流山本町におい
ては、地域の皆さまの主体
的活動によるおもてなしの
心が醸成されつつあること
から、大きなイベントがあ
る際にはあらかじめ自治会
等にお知らせするなどして
地域の皆さまのさらなるご
理解とご協力をいただきな
がら、観光交流人口の増加
に努めたいと考えています。

流政会

流山本町地区の
さらなる振興策について

流山本町には史跡等を
訪ねて市内外から多くの観
光客が来流しています。こ
れは行政を始め、地域住民
のおもてなしの心と市民活
動団体等の協力が大きいと
考えています。平成 年に
は、白みりん誕生２００年
の記念の年を迎えることと
なっている本町地区のさら
なる振興策を伺います。
産業振興部長 流山本
町の活性化の母体となる流
山本町活性化協議会では、
本町街歩きコースの開発や
みりんを中心とした食の開
発、本町のおもてなし事業
について、それぞれ部会を
設けて具体策の検討と事業
の展開をしています。特に
本町おもてなし部会では、
切り絵あんどんによる景
観づくりに加え、ＮＰＯ流
山まちなみ会のご協力をい
ただき、千葉大学大学院工
学研究科環境デザイン研究
室・江戸川大学の社会学部
ライフデザイン学科との連
携による本町地区における
観光案内サインの設置に向
けた具体的なデザインの検
討を行っています。このほ
か、 流 山 市 観 光 協 会 で は
流山本町江戸回廊マップ、
市 で は「 こ と り っ ぷ 流 山
散歩」などの小冊子を製作

中川

弘
防災無線子機の自治会設
置、事前調整なく進めた総

誠和会

度重なる防災危機管理課の
不手際について
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災害時連絡拠点の自治
会への一方的割当、突然の

合防災訓練、官民協働危機
管理クラウドシステム実証
実験の直前の延期など、担
当部署の手前勝手、調整不
足に起因する再三の不手際
に対する当局の問題意識と
再発防止策について伺いま
す。
市民生活部長 まず小
中学校における自治会の活
動拠点の割当や防災行政無
線の戸別受信機の設置につ
いては、検討段階で各自治
会のご意見を伺うことがあ
りませんでした。また、総
合防災訓練では各関係機関
の担当者への通知や関係部
署や関係機関の担当者との
協議で準備を進め、参加機
関と訓練内容が煮詰まるま
で、消防団を始め各関係の
代表者に対する文書を出し
ていませんでした。また、
議会に対する報告が「広報
ながれやま」掲載後となり

ました。官民協働危機管理
クラウドシステム実証実験
については、市システムと
防災科学技術研究所が開発
しているシステムの適合性
を確認していませんでし
た。 再 発 防 止 に 向 け、 今
後は事業等の計画、実施に
際しては、手順を明らかに
し、自治会等を始め関係者
を大切にし、連絡を密にし
ながら進めていきます。特
に自治会等との関係におい
ては、今年度初めて自主防
災組織や自治会の代表者等
と情報、意見交換会を実施
し、 今 後 も 継 続 し て 今 ま
で以上に丁寧に説明や意見
交換に努めます。汗をかい
ている方々が一生懸命やっ
ていただけるようにするの
が行政の役割と考え、スケ
ジュール管理をしっかりし、
関係者に早くお知らせをす
るようにします。

浩三

改正災害対策法の
成立を受け、市の対応は？

松田

本法の一部を改正する法律
の交付によって、市町村に
義務づけられた避難行動要
支援者名簿の作成は、これ
らの施策を推進する大きな
転換期と捉えています。な
お、要支援者名簿を提供す
る際に本人の同意を得る方
法については、東京都中野
区では、「地域支え合い活動
の推進に関する条例」をも
とに、本人に文書で提供の
有無を照会しており、返信
がない場合は同意したもの
とみなし、自治会や町会に
提供しています。本市も同
様の方法で要支援者名簿を
作成し、必要とする警察、

誠和会
改正災害対策法が国会
で成立し、災害時に配慮を
要する者の名簿を避難支援
に携わる関係者にあらかじ
め提供し個人情報が利用で
きることとなりました。中
野区の「地域支えあい活動
の推進に関する条例」につ
いて過去に一般質問しまし
たが、本市では情報の共有
に伴う個人情報の取り扱い
について、
どう進めますか。
健康福祉部長 見守り
活動の実施に伴って、多く
の自治会関係者の皆さまか
ら市の要援護者の情報の提
供の要望が多数あります。
平成 年６月の災害対策基

消防や自治会、民生・児童
委員などに情報提供を行
い、災害時支援や見守り活
動にも使えるよう平成 年
度の上半期までに市独自の
情報提供のための取り扱い
を定める条例を制定するた
め、準備を進めています。
今後は、今年度から来年度
初めにかけて自治会を始
め、民生・児童委員の協議

会などの関係機関や議会と
の意見交換を行いながら、
来年度上半期までには条例
の制定を考えています。な
お、条例制定後は十分な周
知期間をとり、自治会など
の皆さんにご理解、ご協力
をいただけるよう、丁寧に
説明したいと考えていま
す。

根本

守

既存のエレベーターをご
利用していただいている現
状ですが、ご指摘のとおり
抜本的な解決には至ってい
ません。そこで、玄関脇の
障害者用駐車場を増やし、
公用車を他の場所に移すな
ど、すぐにできるところか
ら工夫したいと思っていま
す。バリアフリー化につい
ては、館外エレベーターも
担当レベルでは検討があっ
たようですが、自動ドアも
館内エレベーターも開館当
時から設置されていたこと
か ら、 計 画 に 位 置 づ け な
かったと認識しています。
耐震工事後の館外エレベー
ター等の設置については、
補助金等の活用を研究して
いきたいと思います。
市長 中央図書館だけでは
なく北部公民館、東部公民
館や福祉会館などでもこの
ような設備がないところが
あ り ま す。 こ の よ う な 中
で、全体でどのように対策
をとるか、あるいはいつで
きるのかをファシリティー
マネジメントの観点で整理
をし、対応していきたいと
考えます。

誠和会

バリアフリーに対する
当局の政策について

博物館および図書館の
バリアフリーについて伺い
ます。博物館および図書館
来訪者の利便性向上のため
にエレベーターの設置を早
急にすべきと考えますが、
当局の見解を伺います。
生涯学習部長 図書、
博物館については、急勾配
の坂の上に玄関を持つ施設
で、高齢の方やお体の不自
由な方、またベビーカーを
押す方など、多くの皆さま
にご迷惑をおかけしていま
す。エレベーター設置につ
いては、後期基本計画に位
置づけていない現状です。
そのため、坂道の入り口に
大きな看板とインターホン
を設置しており、声をかけ
ていただければ職員がお迎
えに伺い、昨年度スロープ
をつけた事務室から入り、
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市民クラブ
ケースへの個別指導援助な
どを実施しています。これ
以外でも、就労可能な方に
は求職活動状況の報告や収
入申告書の提出を義務づけ
して、その状況を確認し、
適切な指導援助を行ってい
ます。今後も就労支援の事
業を継続していきますが、
さらにその効果を上げるた
めにもケースワーカーの研
修制度は必要と思っていま
す。ただし従前の研修だけ
ではなく、今後は先進的な
活動をされている自治体や
各種団体において視察やさ
まざまなタイプの研修を重
ねて、この就労支援の実を
挙げていきたいと考えてい
ます。また、現在国会でも
生活困窮者自立支援法が審
議されており、生活保護に
至るまでの段階での自立支
援策の強化も、この法律が
成立後、本市においても考
えていきたいと思います。
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図書館に至る坂道
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流山市の生活保護受給
者は約１０００世帯で年間
約 億円かかっています。
対策として最も重要なこと
は「 働 け る 人 に 再 就 職 の
チャンスを与える」ことで
す。市は「就労支援」のた
めどんな活動をしています
か。また今後どのように進
めていきたいと考えていま
すか。
健康福祉部長 本市の
就労支援策としては、外部
委託のキャリアカウンセラ
ーによる就労支援相談事業
への参加指導があります。
さらに、本市と松戸ハロー
ワークとの協定により実施
している生活保護受給者等
就労自立促進事業として、
ケースワーカーがハローワ
ークでの求職相談に同行す
るものやハローワーク職員
が市役所に月１回出向いて
実施している巡回相談への
参加指導、またケースワー
カーが選定した自立助長

切り絵あんどんによる景観づくり
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