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市民福祉委員会会議録 

 

１．開催年月日 

   平成３０年１月１９日   開会 ９時５７分  閉会 １０時４３分 

 

２．開催場所 

   委員会室 

 

３．出席委員名 

   柳 井 一 徳   藤 原 浩 司   柳 原 英 子   惣 台 己 吉 

   三 宅 文 雄   簀 戸 利 昭   森 本 典 夫 

 

４．欠席委員名 

   な  し 

 

５．その他の会議出席者 

  （１）議 長    西 田 久 志 

  （２）事務局職員  事務局長 川 田 純 士   事務局次長 岡 田 光 雄 

主  任 吉 原 茂 充 

 

６．傍聴者 

   な  し 

 

７．発言の概要 

委員長（柳井一徳君）  おはようございます。 

 皆さんお揃いのようなので、時間より早いですが、ただいまから市民福祉委員会を開会い

たします。 

 

〈議長あいさつ〉 

 

委員長（柳井一徳君）  本日の議題は、１、議会への提案についてから３、その他でござ

います。 
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〈議会への提案について〉 

〈回答案について協議〉 

 

・買い物支援について 

 

〈決定〉 

 

〈所管事務調査〉 

 

〈屋外イベント等での授乳やオムツ交換のための移動式テントの導入について〉 

 

委員長（柳井一徳君）  赤ちゃんの駅及び移動式赤ちゃんの駅等について、県内他市及び

備後圏域連携を行っている広島県東部の４市、福山市、府中市、尾道市、三原市に導入状況

を調査した一覧がありますのでご確認ください。お手元に大きいＡ３判のものがあると思い

ます。 

 このことについて、皆さんのご意見をお伺いしたいと思いますので、まずご一読くださ

い。３枚つづりになっております。 

 いかがでしょうか。 

 一番上にありますのが、赤ちゃんの駅、いわゆる表示です。トイレ等々でおむつ交換可能

でありますという表示をしておる他市の情報でございます。それから、２枚目が移動式テン

トの情報をまとめていただいております。３枚目は、赤ちゃんの駅事業の整備、おむつ交換

台を整備するとかトイレを改装するとかというときの補助事業についての回答です。 

 この事業、それぞれ３つあるわけですが、今回事業を選定していったほうがいいのか、そ

れとも３つ全てをまとめて将来的に、本年度、来年度の政策提言に持っていくのか、提案に

持っていくのかということ、どういうふうに進めていくのがいいのかなというふうに思うん

ですが、いかがでしょうか。 

 視察へ行ったときの皆さんのご意見は、移動式テントを大変すばらしいなと、これを何と

かしたいなというご意見が多かったというふうに思っております。それに付随して、こうい

った赤ちゃんの駅等々も視察があったわけですけど、そこらも含めてご意見がありましたら

お願いいたします。 

委員（森本典夫君）  井原市の場合、これからということでありますが、３点全てを網羅

して提言をするというふうなことがいいのではないかなと。その中で、１番目のことをどう

にか市がやりましょうということになって、その次の移動式はちょっと今のところというこ
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とになったり、補助についても今のところということになるかもわかりませんが、まず３点

は提言していくということが必要ではないかな、問題提起するという意味で、と思います。 

委員長（柳井一徳君）  今、問題提起の意味も含め、全て３点を提言として載せていくべ

きではないかと、選択するのは執行部ということですね。そういうご意見でした。 

委員（柳原英子君）  だから、赤ちゃんの駅というのを表に出しての事業ということでや

っていけばいいのではないかと思います。 

委員長（柳井一徳君）  それは、３点全てということで。 

委員（柳原英子君）  ３点。 

委員長（柳井一徳君）  総称、全てを赤ちゃんの駅事業ということで、その中の一つが可

能なところの表示であり、また移動式テントであり補助事業であるという考え方ですね。そ

ういうご意見でございました。 

 副委員長、何かございますか。 

副委員長（藤原浩司君）  皆さんがよろしければ、私は別に。 

委員長（柳井一徳君）  簀戸委員、いかがですか。 

委員（簀戸利昭君）  結構です。 

委員（三宅文雄君）  結構です。 

委員長（柳井一徳君）  三宅委員も。惣台委員も同じですか。 

委員（惣台己吉君）  はい。 

委員長（柳井一徳君）  お二方のご意見が全てということですので、総称赤ちゃんの駅事

業として我々取り組んでいき、この３つを今後もっと詳しく協議していきたいというふうに

思います。 

 今日、まずこの３つを全てという、今日は今後のスケジュール等々ありますが、この事業

を取り上げていく政策提言として将来的に持っていくために全協で何か言う必要があるんで

すか。 

事務局長（川田純士君）  日にちがいつじゃったかあれなんですけど、今年度で。 

委員長（柳井一徳君）  ３月議会の最初の。 

事務局長（川田純士君）  じゃなくて、政策提言につなげる仕組みというものを議運で審

議いただいて、全協で承認いただいております。その中では、委員会で提案をこしらえたも

のを全協でまず皆さんに提案してこれでいいかどうかということを、皆さんの合意形成を図

るということで、ただ一回だけ設けてそれで了承というんじゃなくて、よく吟味を議員の皆

さんがされて合意形成を図って政策提言につなげるというような趣旨での仕組みづくりとい

うものを了承いただいておりますので、そういった方向でいくということになりゃ、ぎりぎ

りに全協へ出すということになれば、差し戻されるというふうなのもありますんで、ある程
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度余裕を持ったほうがいいんじゃないかとは思うんですけど。 

委員長（柳井一徳君）  今、局長のほうからも今後のスケジュール的なタイムスケジュー

ルを教えていただきましたけども、６月を一応最終の締め切りというか、提案を作成すると

きも６月というふうに、６月議会で出せるようにということでやっておりますので、３月議

会までに、まず一月ずつに１個ずつやっていくのがいいのか。 

委員（森本典夫君）  ２月議会。 

委員長（柳井一徳君）  あ、２月議会ですね、失礼しました。２月議会までにあと２回ほ

ど委員会がありますけども、どういうふうに今後進めていったらいいのかなというふうに思

うんですが、いかがでしょうか。 

 この３つを、同時にずっと毎回取り組んでいくか、それとも１つずつ、１カ月に１回は１

つずつを決めていくほうがいいのか、どういうやり方。 

委員（森本典夫君）  僕は、一括、３点。 

委員長（柳井一徳君）  一括に３点、毎回。 

委員（森本典夫君）  そうぼっけえ時間かからんと思いますんで、やってまとめていった

のがいいんではないかなと。ですから、細かい資料が出てますんで、こういう資料もつけな

がらまとめていくというふうなのがいいんではないかなと、僕は思います。 

委員長（柳井一徳君）  今、全てを協議していこうと、まとめていこうということです。 

 

            〈なし〉 

 

委員長（柳井一徳君）  全て、３つをセット、総称を赤ちゃんの駅ということで、事業と

いうことでまとめましたので、この３つを据えていつも協議をしていくということでよろし

いでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（柳井一徳君）  それでは、まず今回は３つのそれぞれの事業、こういう各市の一

覧をつくっていただきました。井原市として、この前の議会の執行部の回答の資料で公共施

設の１２施設が発表されました。それにはついているかどうかというのを、まず確認してい

かなきゃならんと思うんですが、表示が。ついてないところもある、あれはついてあるとこ

ろが１２カ所だったですか。 

委員（三宅文雄君）  授乳可能施設が１２施設です。 

委員長（柳井一徳君）  表示はしてあるかないかは。 
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副委員長（藤原浩司君）  わからん。 

委員長（柳井一徳君）  わからないですよね。 

委員（惣台己吉君）  じゃなかったかな。 

副委員長（藤原浩司君）  そこまでは言わんかった。 

委員長（柳井一徳君）  そこまでは言ってないですよね。 

委員（三宅文雄君）  だから、前回の資料によりますと、授乳可能施設は１２施設、それ

からおむつ交換可能施設が３７施設ということで、表示云々についてはなかったというふう

に覚えています。 

委員長（柳井一徳君）  その中には、済みません、私も手元にありませんけれど、資料持

ってきてないんで申しわけないです。１２カ所と３７カ所は重複しとるとこもあるんですよ

ね。 

副委員長（藤原浩司君）  多分そうです。 

委員長（柳井一徳君）  ですよね、両方可能になっているところ。 

委員（三宅文雄君）  ありますね。 

委員長（柳井一徳君）  そこら辺のところをもう一度、詳しく絞り込んでいくというか、

どんなですかね、そこらを調べる調査していく必要はあるでしょうか、どうでしょう。 

副委員長（藤原浩司君）  次の、確か委員会が９日でしたね、委員長。 

委員長（柳井一徳君）  ９日です。 

副委員長（藤原浩司君）  それまでに、要は我が市の状況を全て聞き出して、そのときに

他市と比べて、ないものはどういうふうにしていくかという順番で皆さんで協議していけば

いいんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

委員長（柳井一徳君）  今、副委員長のほうから２月９日の次回の委員会のときまでに、

本市の３７及び１２の施設を再度調査、これは執行部に。 

委員（森本典夫君）  こっちで調べにゃいけん。 

委員長（柳井一徳君）  こっちで調べるんですね。 

事務局長（川田純士君）  こっちの所管事務調査ですから。 

委員長（柳井一徳君）  ですね、ですから一応我々のほうで調査をしていき、それを他市

と比較していくというご意見だったと思います。 

委員（柳原英子君）  市の施設もなんですけど、民間の施設も、例えばお店あるじゃない

ですか、ああいうとこもしてあるわけだから、そういうところも一緒にすることのほうが皆

さんにわかりやすいし、民間の方にも参加していただいてるという、元々あるところのほう

が今は多いわけで、おむつ交換のところとかは用意して、ハートビル法ですか、ああいうの

を最低採用されてるので、そういうところはきっとあるので、きっともう何も苦労しなくて
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もそういうとこはシール張るだけで事業をしてるような、してくださってるような、参加し

てくださってるようなイメージにもなるので、皆さんが市を挙げて参加、応援してるよって

いうふうになるほうがいいので、民間のはどうするんですか。 

委員長（柳井一徳君）  今、民間はどうするべきかというご意見が出ましたけれども。 

委員（簀戸利昭君）  公共施設もそうなんですが、やはり所管事務調査ですから議員それ

ぞれが手分けをして、地区別になるのか場所別になるのかわかりませんけども、幾らか手分

けをして現地を確認して、どういう状況にあるか、まず何を調べるかという、あるかないか

を調べる、これはついてるところがどういう状況にあるのかと、表示がどうなっているのか

というようなことも含めて調べていかんとできんのじゃねえかなという気はします。 

委員長（柳井一徳君）  そうですね。では、民間も含めてということでよろしいですね。 

委員（簀戸利昭君）  そうですね。 

委員長（柳井一徳君）  簀戸委員も、民間も含めて手分けをする。手分けをする方法はこ

の後また協議をしたいと思いますが、まず民間も一緒に調べるべきか、それとも公共施設だ

けを調べるべきか、この２つで絞っていきたいと思いますがいかがでしょうか。 

副委員長（藤原浩司君）  簀戸委員の言われるとおりで、３枚目のおむつ交換の可能な場

所を整備する場合の補助、あれの中で、津山でも一般の企業に参画していただけるところに

は補助が出るような形もあります。これも協議していく中で、やはり民間の施設も十二分に

把握した中で進めていくべきだと思います。 

委員長（柳井一徳君）  今、副委員長からも、民間のほうへも調査を入れるべきだという

ことがございました。 

 両方を含めて調査をしていきたいというふうに思います。民間のほうは、商業施設のみな

らず工場等も含める必要があるんではないかなというふうに思うんですが、いかがですか、

でも工場は赤ちゃんを連れて仕事に行く方はおられんですね。 

委員（簀戸利昭君）  おられる方は、そりゃ託児所が、そういう話じゃろうな。 

委員長（柳井一徳君）  もう、商業施設だけに絞ってよろしいでしょうか、民間は。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（柳井一徳君）  それじゃ、本市の公共施設と民間の商業施設、商店、スーパー、

そうしたところを含めて調査をしていきたいというふうに思います。 

 先ほど、簀戸委員からもありました方法論、何を調査するか、これはまず赤ちゃんの授

乳、おむつ交換の表示があるかどうかということを調べていく必要があると思います。アン

ケートの中の１から７までありますけれども、どうですか、１と２ぐらいでいいですか。ア
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ンケートの１段目と２段目、デザインの種類も要るんですかね。 

副委員長（藤原浩司君）  デザインの種類は、井原市の。 

委員長（柳井一徳君）  井原市独自のデザインということで。 

副委員長（藤原浩司君）  でんちゅうくんもおるんじゃけ、それを使やお金かからんけ。 

委員長（柳井一徳君）  調べるのは、１番、２番ぐらいでいいですか。いかがでしょう

か。 

委員（惣台己吉君）  １番、２番でいいと思います。 

委員長（柳井一徳君）  デザインはまた、それぞれあると思いますんで。 

委員（簀戸利昭君）  特に民間の場合、どういうことを聞くかということもありましょう

から、できれば文書をこしらえていただいて、当然勝手に見るのも商業施設なら可能だとは

思うんですが、表示がどうなっているのか、おむつ交換ができるとか授乳施設があるという

表示がどうなっているのかとかを、こういう項目でチェックしていくチェックシートがない

と、見てそれぞれの見方もありましょうからある程度のチェックシートをこしらえてそれで

チェックして、こういうお店はこうでした、こういうお店はこうでしたというような報告

が、まして公共施設も含めて表示がどのようになっていたとか、そういうふうにしたら簡単

じゃないかなと思いますが。 

委員長（柳井一徳君）  今、皆さんで調査をしていくときに統一したチェックシート、ア

ンケート的なものがいいのか、そういったものをチェックシートをつくって回ろうというご

意見がございました。いかがでしょうか。 

委員（森本典夫君）  それでいいと思いますが、１と２ということ、あわせてうちは表示

してますよというようなことがあれば、４番のデザインの種類というのがありますが、ここ

もどういうのが表示されてるかというのがわかるようなことにしていったほうがいいと思い

ますのと、それから６番で民間の協力事業所等に対して同様の表示の有無ということであり

ますが、これと１、２、４、６というぐらいのところで、先ほど言われておりましたような

文書をつくってお尋ねするというふうな形にしたのがいいんではないかなというふうに思い

ます。 

委員長（柳井一徳君）  今、森本委員から、４番、６番も追加をするべきであろうという

ことのご意見ございました。項目も多いほうが聞きやすいかもわかりませんし、回答ない場

合も、２つだけですと会等がなかったら、いえ協力しませんと言われたら終わるんで、多い

ほうがいいかもわかりませんが、いかがですか。 

委員（柳原英子君）  １番は、トイレ等において授乳やおむつ交換が可能な場所、同一的

な表示の状況ということで、表示の状況になるので、１番はあるかないかとかというのも要

るのかなと思うんですけど、表示があるかないか、そういう授乳の施設があるかないかと
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か。それを分けてくださるということですか。じゃあお願いします。 

委員長（柳井一徳君）  じゃあ、お手数かけますけども、執行部で、アンケート形式みた

いに持ってったらどんなんかなと思うんですが。この項目についてお伺いをしたいんですが

というふうにして、入っていく、お店に、施設に。 

副委員長（藤原浩司君）  どっちにしても、市民福祉委員会で各お店とかを調べるという

のは絶対にできないことなんです。ですから、我が市の福祉の管轄の部署のほうから、一応

我が市はどうであると、民間ではどうであるというふうな調査、なかったらなかったで仕方

ないんですけど、我が市ではこのようにしてるというふうな、我が市を中心に動向がわから

ないと調べようがないですし、情報を入れるというのはやはり執行部のほうが情報は長けて

いるんで、そこも合わせて聞いた中で我々が足を運んで、実際どういうような形なのかとい

うことを見て調査をしていくというほうが確実にできるんではないかと。また６月の定例会

のときに、前に提案として出すんであればそのようにしていかないと、まずもって間に合わ

ないんではないかと思いますんで、その辺は皆さんでもう一度協議していただければと思う

んですが、やはりある程度の資料は聞いておくべきかなと思いますんで。 

 以上です。 

委員長（柳井一徳君）  まず、執行部のほうでもっと詳しく調査をする。 

副委員長（藤原浩司君）  というか、情報を。 

委員長（柳井一徳君）  情報をもらう。 

副委員長（藤原浩司君）  そうです。 

委員長（柳井一徳君）  この間の情報をもう少し詳しくということですかね。 

副委員長（藤原浩司君）  先ほど、資料、三宅委員のほうから詳細に教えていただいたん

ですが、それに対してシールで張ってあるかというようなことはいただいてない。そこら辺

もちゃんと聞いた中でこうこうの、民間にはほんならそんなとこがあってそういうふうにし

とるとこが、わかっとるとこがございますかというような形で、そこに行けば、一件だけし

かわからないと言えばそこに行けばそこからまた情報を聞けば広がりわかるのかなというよ

うな形でいけばいいのかなと。 

委員長（柳井一徳君）  今のご意見は、前回いただいた資料は施設の発表だけであって、

その中身がわからないので中身を確認、執行部に尋ねたいということでございます。 

 これは聞けるんですか。 

事務局長（川田純士君）  それは、市の施設。 

委員長（柳井一徳君）  市の施設。 

事務局長（川田純士君）  それは把握はしとると思いますけど、民間はちょっと。 

委員長（柳井一徳君）  民間はその後で。 
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副委員長（藤原浩司君）  じゃけ、とりあえず民間は民間で、わかっとること、知り得と

ることがあるのかないかは尋ねるのが当たり前のことであって、それが答えられなければ仕

方ないことであって。とりあえず、我が市で情報をとにかくいただかないと動きようがない

です。 

委員（三宅文雄君）  この前の委員会で、井原市において授乳やおむつ交換可能な公共施

設の状況ということで資料要求しとるわけじゃから。 

副委員長（藤原浩司君）  そうです。 

委員（三宅文雄君）  民間施設については、資料要求してないわけじゃから、やっぱしそ

れは聞いてみる必要があるかと思いますけど。 

委員長（柳井一徳君）  民間も、じゃあわかる範囲で回答をいただければということでよ

ろしいでしょうか。 

副委員長（藤原浩司君）  もしわからなかったら、社会福祉協議会とかにも問い合わせし

てみるべきかなと思うんで、よろしくお願いします。 

委員（簀戸利昭君）  民間は、恐らく把握されてねえような気がするんですが、実際のと

ころ。 

副委員長（藤原浩司君）  聞いてみにゃわからん、そりゃ。 

委員（簀戸利昭君）  それについては、やはり手分けをしてやっていきょうらんと、大儀

なこともありましょうけど、それをしていかんと、じゃけどういう、今番号で言うたら１、

２、４、６について調査を、それぞれの商店であるとか、商店というかほとんどスーパーに

近いようなところは恐らく幾らかの用意はしてあると思いますから、そこらであるとかコン

ビニエンスストアであるとかというところへ、個人的なところへ行こうと思うとやっぱり文

書がないとなかなかお聞きしづらいので、市民福祉委員会でこういう調査をしょうりますと

いう形で文書を委員長名か議長名でこしらえていただいて、それで依頼して、チェックシー

トのもとにチェックさせていただくというような形がいいのではないかと思います。 

副委員長（藤原浩司君）  よろしいですか、何回も言うんですけど、まず執行部に尋ねて

みて、ないものがあるんであればいろんな形で皆さんと協議して調べていくことが調査の趣

旨であって、はなから知らんのんじゃねえかとかというようなことを言うべき問題ではない

と思うんです。一応、うちの井原市自体の公共施設が、こういうふうに知っとるとこがある

かということも尋ねることですから、それを尋ねてないということになれば今簀戸委員が言

われたように動けばいいだけであって、はなからもうない、わからんからというてそういう

ふうに動こうということじゃなしに、淘汰した中で進めていけば皆さんのいい意見も出ます

し、民間のあり方もよくわかってくるんで。だから、一応とにかく執行部へ尋ねることは尋

ねてみるべきだと、私は思います。 
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委員長（柳井一徳君）  執行部には尋ねてみるということ、ゼロ回答ということはあるか

もわかりませんけれども、それは加味しておいて一応尋ねてみるということで統一したいと

思います。 

 簀戸委員の言われるチェックシートは、この４つの項目、１、２、４、６ということにチ

ェックをしていただけるようなことを作っていきたいなというふうに思います。できるだけ

早く作って、執行部のほうにもそれは、民間も含めての再度詳しいことを尋ねてみるという

ことでよろしいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（柳井一徳君）  チェックシートができ次第、皆さんにお渡しをさせていただきま

すけど、どうでしょうか、２月９日に振り分け先を決めるか、今日それともまだ時間があり

ますんで、民間は別として公共施設の振り分け先を８人で分けるか、７人、いかがでしょう

か。 

副委員長（藤原浩司君）  それ、表示に対してですか。 

委員長（柳井一徳君）  チェックシートをするところを、公共施設を３７、重複してれば

もっと数は減ってくると思いますが、いかがですか。 

委員（簀戸利昭君）  それ、振り分けときゃええと思いますけど。 

委員長（柳井一徳君）  じゃあ、資料を。 

委員（三宅文雄君）  済みません、公共施設について、この前の要求では表示云々までは

執行部に尋ねてないと思うんですけど、追加の質問で１２施設上げてもらったんですけれど

も、表示はどういうふうにされてるかということを改めて聞くというのもどんなんですか。 

委員長（柳井一徳君）  それは聞いていきます。それで、今するのはそれが出てきてから

です。その中に、例えばもう表示してあるというのがあればそれはもう消していただけれ

ば。例えば、本庁舎とアクティブと市民病院と３つが自分の担当であって、その３つともあ

ればそれはチェック済みということでいいと思いますし、実際見ていただいたほうがいいか

なというふうに思うんですが、どんなですか。 

委員（惣台己吉君）  公共施設にあるかないかというのと、もう一点はどういう表示して

あるんかというのもあると思うから。 

委員長（柳井一徳君）  そうですよね、確認の意味で１回見といていただければというふ

うに思うんで、それも。 

委員（惣台己吉君）  だから、あるかないかとか表示というような、執行部に聞いてもえ

え思うんじゃけど、どういうやつかというのは実際写真撮ってくるとか、それも検討して。 
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委員長（柳井一徳君）  今、惣台委員からも写真撮ってくれという、今いい意見が出たん

ですが。 

委員（柳原英子君）  写真は撮ってもオーケーなんですか、大丈夫。 

委員（三宅文雄君）  公共施設は大丈夫。 

委員（惣台己吉君）  それも、やっぱり了解を得るべきかどうかというんやこうもあるか

ら、そういうことも、写真撮るためにはというようなことも検討しとったほうが。 

副委員長（藤原浩司君）  施設に行ってから、写真よろしいかとか、簡単でええと思いま

す。 

委員長（柳井一徳君）  懸念は、こういう施設なんで女性トイレになるんじゃないかと思

うんです。施設の人についてきてもらえれば、問題はないんかと思うんです、中へ入らせて

もらうということが、我々、柳原さんは大丈夫ですけど、他の方、セクハラ問題だとか、議

員があがんことをしょうたといって市民に言われたら問題になるんで、そこらのところは。 

副委員長（藤原浩司君）  施設はわかっとるけ、最初からこっちから問い合わせしときゃ

ええ思うんです。 

委員長（柳井一徳君）  施設長に言うて入らせてもらって。一番ええのは、同行してもろ

うてという。 

副委員長（藤原浩司君）  それはそうですね。 

委員長（柳井一徳君）  そこんとこだけ統一させていただいといて。 

副委員長（藤原浩司君）  ご理解をいただいて。 

委員長（柳井一徳君）  そりゃもうええですよ、勝手にどうぞって言われりゃ、もう了解

済みということで見させてもらうということ、まずそれはそこの責任者の人に確認だけとっ

て見させてもらうということをお願いいたします。 

 他に何か調べていく、今三宅委員が言われた、執行部は別方向で尋ねていきます。その回

答出たとき、振り分け先を調べていくとき、惣台委員もおっしゃられたように写真を含めて

実際自分で確認をすると。その場合には、まず女性トイレなんで、確認をしてオーケーをも

らって了解をもらった上でしていくということで、他に何か注意事項ございますか。 

副委員長（藤原浩司君）  ないと思う、公共に関しては。 

委員長（柳井一徳君）  それで、もし執行部から民間がゼロ回答、調査しておりません、

把握しておりませんっていう回答来たときに民間を調べていくのは、その次のときでもいい

ですか、一緒にあわせて、まだわからないですよね、でも。 

副委員長（藤原浩司君）  答えが返ってこないとね。 

委員（森本典夫君）  まず、執行部にお尋ねして、それから副委員長言われよったように

市のほうでわからない場合は社協なんかひょっと掴んでるかもわかりませんので、そのあた
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りの全ての返事が来た段階でどうするかなという話をしたのがいいんではないかなというふ

うに思います。 

 それから、できればそこの施設長さんか職員かについてもろうて入らんと、男性１人が入

ってカメラをパチパチやりょうてもいけんのんで、そういう意味では基本的には誰かに、職

員さんについていってもらうというふうなことをせんと、後ごちゃごちゃ問題になっても大

変なんで、基本は複数、職員さんとあわせて自分らが行くというふうにしたのがいいんじゃ

ないかなと思います。 

委員長（柳井一徳君）  今、森本委員のほうから、全てを把握ができた上でっていうこと

だと思いますんで、民間も含めての、それをじゃあ今日はそういった今後のスケジュールを

決める段階、どういうやり方をするかというのを決めた。実際に取り組むのは、２月９日ま

でには執行部から回答をいただき、２月９日に振り分け先を決めて行動を起こしたいという

ふうに思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（柳井一徳君）  じゃあ、とりあえず今後のスケジュールも確認の上、そういった

スケジュールで進みたいと思いますので、よろしくご協力をお願いいたします。 

 それでは、所管事務調査については本日はここまでにしたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 

            〈なし〉 

 

〈その他〉 

 

委員長（柳井一徳君）  では、次にその他ですが、次回の市民福祉委員会日程、先ほど協

議の中で出ました２月９日１３時３０分からここで行いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 こちらからは以上です。 

 

            〈なし〉 

 

委員長（柳井一徳君）  以上で市民福祉委員会を閉会いたします。本日は大変ご苦労さま

でございました。 


