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市民福祉委員会会議録 

 

１．開催年月日 

   平成３０年２月９日   開会 １３時２５分  閉会 １４時２４分 

 

２．開催場所 

   委員会室 

 

３．出席委員名 

   柳 井 一 徳   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 

   藤 原 浩 司 

 

５．その他の会議出席者 

  （１）議 長    西 田 久 志 

  （２）事務局職員  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）  皆さんお揃いなんで、時間より早いですけど、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、次第にございますように１、議会への提案につい

てから３、その他まででございます。 

 

〈議会への提案について〉 

〈回答案について協議〉 
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・保健センターの建て替えについて 

 

〈継続協議〉 

 

・インフルエンザの予防接種の助成について 

 

〈継続協議〉 

 

〈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）  今お手元に資料として、届いてますよね。執行部のほうに依頼を

しております、市内公共施設における授乳やおむつ交換可能な施設の表示等について、執行

部の回答をまとめた一覧表を手元に配ってあると思います。民間の商業施設については把握

はしていないという回答でございました。 

 この件について、今後どのように取り扱いや進め方をしていくかを協議していきたいと思

います。 

 まず、この一覧表を見ていただいて、４枚、Ａ４判であります。このように、公共施設に

関しては回答がありますので、きょうは民間の商業施設についてを今後どのように図ってい

くべきか。３月中には全員協議会で概要を報告、説明していく上では、割と厳しいタイトな

スケジュールになるかもわかりませんけれども、民間商業施設をピックアップして、手分け

して、同じような様式を事務局のほうで用意していただき、それをチェックしていくという

方法をとりたいと思うんですがいかがでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（柳井一徳君）  今日、市内部の商業施設、どこまでを調べればいいか。皆さんで

ご意見あれば、それぞれの店を挙げていったらいかがでしょうか。コンビニエンスストアも

含めた方がいいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 
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委員長（柳井一徳君）  大型スーパー、それからホームセンター、薬屋さん、個別に名前

を挙げていきたいと思うんですが、皆さん思いつくとこ名前を言っていただいて、スーパー

から。 

委員（簀戸利昭君）  目の前にあるんで、ハローズ。 

委員長（柳井一徳君）  ハローズ。 

委員（簀戸利昭君）  イズミ。 

委員長（柳井一徳君）  ハローズ、イズミ。 

委員（簀戸利昭君）  ディオ。 

委員長（柳井一徳君）  ディオ。 

委員（簀戸利昭君）  ハピーズ。 

委員長（柳井一徳君）  ハピーズ。 

委員（簀戸利昭君）  あと、ホームセンター、ナフコであるとか……。 

委員長（柳井一徳君）  ナフコ。 

委員（簀戸利昭君）  ユーホーであるとか。 

委員長（柳井一徳君）  ユーホー。 

委員（簀戸利昭君）  西江原にあるのは何。 

委員長（柳井一徳君）  コメリがあります。 

委員（簀戸利昭君）  コメリかな。あと、ドラッグストアでいうと……。 

委員長（柳井一徳君）  ドラッグストアが……。 

委員（簀戸利昭君）  コスモス。 

委員長（柳井一徳君）  コスモス。 

委員（簀戸利昭君）  ひまわり。 

委員長（柳井一徳君）  ひまわり。 

委員（簀戸利昭君）  それから、ザグザグ。 

委員長（柳井一徳君）  ザグザグ。 

委員（簀戸利昭君）  それと、大型家電量販店。 

委員長（柳井一徳君）  家電が、デオデオと……。 

委員（三宅文雄君）  ヤマダ電機。 

委員長（柳井一徳君）  ヤマダ。 

委員（柳原英子君）  エディオン。 

委員長（柳井一徳君）  デオデオが今エディオンか。大型店といったらこんなとこです

か。民間スーパーが、ハートがある。 
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委員（簀戸利昭君）  ハートがあるね。 

委員長（柳井一徳君）  コスモスは２軒。ＴＳＵＴＡＹＡは。スーパーじゃないな、本屋

さん。こんなとこですか。 

委員（柳原英子君）  御飯屋さんは。食べ物屋さんとかは、食事するところ。 

委員長（柳井一徳君）  レストラン。 

委員（簀戸利昭君）  食べ物屋。 

委員（柳原英子君）  食事をするところは商業施設とかそういう、赤ちゃんの駅のあれに

は入らんのかな、どんなんじゃろ。 

委員長（柳井一徳君）  どうしましょうか、食堂。大きいお店ってないですよね。でも、

大きい小さい関係なく赤ちゃん連れて、すし屋さんとか、回転ずし。 

委員（柳原英子君）  ジョイフルもあるし。 

委員長（柳井一徳君）  そこらも含めますか。後で追加ということは、例えばこういうこ

とをする、この赤ちゃん事業を認めて、提案していって、執行部がシール作ろうというとこ

ろまでいったとします。そうすると、それはまた周知していけば、食堂がうちも付けていい

よということで福祉課へ言えば済むというような段階でいいんじゃないんですか。 

 それとも、前もって全部へ声かけをしていくという。どっちがいいですか。 

委員（柳原英子君）  お店ということであれば、食べ物屋さんもですけど、小さいお店、

大型店だけを行くというよりも、井原にも商工会もあって、そういうところでお店とか入っ

てられる方もあるわけで、そういうところを抜かすとよくないんじゃない、あったほうが。

当然お声かけをしといたほうが、スポーツ店であるとか、結構小さいところでもあるじゃな

いですか。そういうところを抜かさないほうが、逃さないほうがいいのじゃないかと思いま

す。 

 本屋さんもあると思うんで。柳本だってあるし、本屋さんといえば。 

委員長（柳井一徳君）  今、柳原委員のほうから小さいお店も含めて、業種限らずという

ことでご意見があったんですが。 

委員（柳原英子君）  そのほうがいい。放っといていいんですかね。 

委員長（柳井一徳君）  いかがですか。その点については、どんなでしょうか。あと、こ

れにプラス、コンビニエンスストアが市内部へ１０店舗ぐらいあるんですか。そうすると、

数が今だけで１５店舗、それにプラス、コンビニということになります。それへまださらに

増やすか。 

委員（惣台己吉君）  今、委員長言われたように、ただ単に調べるだけだったらわかる。

僕はいけないんじゃないかな。というのが、周知をする、その周知のタイミングは考えれば

いいことなんですけれど。とした場合に、全部を調べて周知をするのがいいんですけど、仮
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に本屋さんだったら、ここへ赤ちゃんを連れていって、おむつとか授乳をするタイミングと

いうのか、ある程度本屋さんなんかだったら目的を持っていかれるから。そういった場合

に、電気屋さんとかザグザグとかいろんなスーパーとかということは、赤ちゃん連れていっ

たりしてお買い物に行かれている。そういうときにこれは必要じゃないんかなというような

ことを検討してみて、ですから調査するのも、それは全て行けばいいことなんですけど、あ

る程度絞って、こういうことで調べさせていただいておりますということは、ある程度お願

いにもなろうと思いますので。 

委員長（柳井一徳君）  そうすると、柳原委員の言われるように小さいお店も含めて、全

て……。 

委員（惣台己吉君）  僕は含めないほうがいいかと思うんですけど。 

委員長（柳井一徳君）  ある程度大きいところでということ。 

委員（惣台己吉君）  客の流れ、ここのお店だったらこういう客が行かれるとかというよ

うな。 

委員長（柳井一徳君）  今、惣台副議長のほうからそういうご意見が出ました。 

 

            〈なし〉 

 

委員長（柳井一徳君）  それでは、とりあえず今列記したホームセンターとかドラッグス

トアとか本屋さん、民間スーパー、それにプラス、コンビニエンスストアというところで、

コンビニエンスストアが何軒ありますか。 

議長（西田久志君）  何軒あるんか。 

委員（惣台己吉君）  ぎょうさんあるで。 

委員（三宅文雄君）  そりゃ結構あろう。 

委員長（柳井一徳君）  高屋に２軒。 

委員（簀戸利昭君）  ＴＳＵＴＡＹＡといえば……。 

委員長（柳井一徳君）  ＴＳＵＴＡＹＡはもうＴＳＵＴＡＹＡで、２軒。出部が……。 

委員（三宅文雄君）  出部が３つ。 

委員長（柳井一徳君）  ローソン入れて３。西江原が２。あれは、ハートの前は西江原に

なるん。 

委員（簀戸利昭君）  井原、井原。 

委員（三宅文雄君）  井原。 

委員長（柳井一徳君）  井原じゃ。 

委員（惣台己吉君）  コンビニはセブン－イレブンとローソンと、西江原は２軒。 
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議長（西田久志君）  警察の横。 

委員（惣台己吉君）  警察の横に出来たけえ。 

委員長（柳井一徳君）  東江原が１軒。 

委員（簀戸利昭君）  荏原が１軒。芳井が１軒。 

委員（惣台己吉君）  木之子はないですよね。 

委員（森本典夫君）  残念ながらない。 

委員（惣台己吉君）  失礼しました。 

委員（柳原英子君）  木之子の人が出しとってのがあそこにある。 

委員長（柳井一徳君）  高屋２、出部が３。 

委員（森本典夫君）  岩倉にできる。 

委員（柳原英子君）  岩倉にできる。 

委員長（柳井一徳君）  今のはそこのローソンで２。西江原が２。東江原が１。芳井が

１。１０軒。 

委員（惣台己吉君）  ただし、セブン－イレブンとかローソンはマニュアルに沿ったやつ

で、本部の指導が来て、ほとんどの事業者が本部からのマニュアルで、店を経営されようて

ん人じゃなしに土地を借りるから、土地の借り主の名義で家を建てるわけ。償却が大体１５

年じゃと思うんですけども。ですから、それをするとなると本部へ行かないと、マニュアル

化されているから。 

委員長（柳井一徳君）  今、惣台委員から貴重な情報をいただいたんで、コンビニはそう

いうことを考えるとなしのほうがいいですか、今の段階では。難しそうですね。 

委員（惣台己吉君）  店主にこれしてくださいとか、調査でこういうふうにしていただけ

たらということで行っても無理じゃないんかなという。 

委員長（柳井一徳君）  だめもとで声かけだけしてみます、それとも。 

委員（惣台己吉君）  調査、調査。 

委員（簀戸利昭君）  アンケートということだったら、そりゃ。 

委員長（柳井一徳君）  こういうことをしようと思っておりますということで。 

委員（簀戸利昭君）  アンケート調査という形をとればどうにかなるんかなという気はす

るんです、してくれじゃないんです。 

委員長（柳井一徳君）  そうですよね。もちろん、あるかどうかということを調査に行く

だけなんで。それじゃ、今も皆さんのほうからもご意見ありまして、アンケート、これを調

査するということで一応コンビニも１０軒含めて、合計で２５軒。 

委員（三宅文雄君）  今、言ようてんですけど、郵便局とか銀行とか農協とか。 

委員長（柳井一徳君）  トイレありますか。 
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委員（簀戸利昭君）  見たことがねえ。中にはあるんでしょうけど、外にはないでしょ、

職員用はあろうけど。 

委員（柳原英子君）  要らんかな。赤ちゃんの駅は要らんか、あそこに。 

委員（簀戸利昭君）  銀行もないでしょ。 

委員長（柳井一徳君）  銀行もない。 

委員（柳原英子君）  トイレ使わんな。 

委員（簀戸利昭君）  表向いてはない。職員用はあるけどと思いますけど。 

委員長（柳井一徳君）  ということで、コンビニエンスストアを入れて２５軒あります。

これを手分けして１人４軒ほど。お手数かけるんですが、文書、これは議長名がいいのか委

員長名がいいのかは、また事務局のほうで協議してもらって、調査へのご協力をお願いしま

すというような文書と、それからこういう調査表、これは作ってもらいます。それをでき次

第事務局のほうに出していただくということで。 

 次の日程も先の話になってくるんですが、次の日程も２月２６日の本会議開会日があるん

ですが、その前にしたほうがいいか、そこまでに全部終わらせて、事務局でこういう一覧表

をつくってもらえたもので、どのようにその後これをまとめていくかという話をしていける

日を作っていきたいというふうに思うんです。そういうスケジュールの進め方でいかがでし

ょうか。皆さん、お手数かけますが４軒ほどお願いしたいと思います。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（柳井一徳君）  それじゃ、私がここを行きます、私がここを行きますということ

を希望で言っていただいて、なるべくご自宅の近くのところを、コンビニも含めて、あれば

言っていただければ、３軒。 

委員（森本典夫君）  委員長、副委員長にお任せします。 

委員長（柳井一徳君）  振り分け。 

委員（森本典夫君）  こことここに行ってくださいと言うて。 

委員長（柳井一徳君）  そのような振り分けでよろしいでしょうか。 

 

            〈異議なし〉 

 

委員長（柳井一徳君）  それじゃ、副委員長、ちょうど今欠席されとるんで、私事務局と

相談して進めさせていただきたいと思います。一両日中、来週の頭ぐらいには頑張ってやっ

ていけると思いますんで、皆さんのほうへメールとかファクス、それからボックスでお知ら
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せをするようにします。 

委員（惣台己吉君）  お手数をおかけします。 

委員長（柳井一徳君）  そういうことで進めさせていただきたいと思います。 

 今後のスケジュールも先ほど少しお話しさせてもらいましたけれども、これがまとまった

ら、赤ちゃんの駅事業が一つのこの表示。それから、テントの導入という２つの案を進めて

いけるよう協議していきたいというふうに思います。最終日の全協で概要を説明したいと思

うんですけれども、２６日の１日だけで大丈夫ですか。 

委員（簀戸利昭君）  それと、今思うたんですが、授乳とおむつ交換両方が可能なんか、

片一方だけなんか、そこらもはっきりさせておいたほうが、授乳だけが可能なんか、おむつ

交換が可能なんかという、項目分けたほうが、私も思うたんですけど、今障がい者用のお手

洗い入らせてもろうて思いました。おむつ交換は可能、授乳もそこでしよう思やできんこと

はねえですけど、ただ座ってしようと思うたら、便器の上でへたってしようと思や、そりゃ

できんことはねんじゃろうけど、そこらの表示をどうするか。考えていただけりゃええんじ

ゃけど。 

委員長（柳井一徳君）  それも含めて事務局と相談して調査表を作ります。 

 ２６日までよりも、議案説明会の１９日の日に皆さんまた一度お集まりをいただけるわけ

ですけど、そのときに出すような感じで、それまでに出せて、一覧表が、確認をしていただ

くぐらいの、３０分もあれば済むような委員会といいますか……。 

委員（簀戸利昭君）  開会日にすりゃええんじゃねん。 

委員長（柳井一徳君）  開会日で全部……。 

委員（簀戸利昭君）  開会日に委員会……。 

委員長（柳井一徳君）  ２６日。 

委員（簀戸利昭君）  ２６日か、委員会ありますよね。そんときにあれして、本会議の委

員会でどうにかという話になるんかな。それまでに調査しとくかしとかんかという話になる

んかな。 

委員長（柳井一徳君）  閉会日の全協までに２回あるんで、じゃあそれで対応していける

ように、ハードですけどご協力をお願いします。２６日の日の本会議の終了後の委員会、そ

れから本会議中の委員会の中でまた協議をしていくと。素案的なものを、素案までいかない

ものを報告、ほかの議員さんに全協で報告できるところまでを作っていきたいというふうに

思っています。 

 先ほども申しましたけれど、３月の全協で報告が終わって、４月には素案が作れるぐらい

の要望、政策提言の素案ができるようにやっていきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。 
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委員（惣台己吉君）  お世話になります。 

委員長（柳井一徳君）  こちらからはそういったスケジュールで進めていくということを

確認をして終わります。 

委員（森本典夫君）  授乳、おむつ交換の可能なところで、表示の有無というのがあっ

て、ないというのがあります。ここについては、表示してくださいという働きかけをして表

示してもらうというふうにしたらどうかなというふうに思うんですが、その点どうでしょう

か。 

委員長（柳井一徳君）  今、森本委員のほうから、公共施設のほうの調査表の中のあるな

しという項目、最初の施設名の隣の表示の有無というところの、なし、例えば１ページ目、

高屋児童会館なんかなしと。 

委員（森本典夫君）  １６カ所ある。 

委員長（柳井一徳君）  １４カ所ある。 

委員（森本典夫君）  １６カ所。 

委員長（柳井一徳君）  １６カ所ですか。森本委員のほうから今１６カ所……。 

委員（森本典夫君）  なしというところがある。 

委員長（柳井一徳君）  なしというところがあるということで、このないというところに

対して、表示をありに促していく。そういう動きをしていかなければならないのではないか

というご意見でした。 

委員（三宅文雄君）  ええことだと思いますので、お願いしたらいいと思います。 

委員（簀戸利昭君）  それはわかるんですが、まず調査をして、その後の話になるかなと

思います。いきなり、表示してくれという話になるんかな。 

委員（森本典夫君）  調査した結果がこけ出とんじゃけ。 

委員（三宅文雄君）  出とんじゃけ。 

委員（森本典夫君）  １６カ所表示がないということの結果が出とんじゃから、あとはあ

るあるになっとんじゃから。調査というのは今の話の２段目じゃけ。１段目でこれが出とん

じゃから、ほいじゃからなしのところが、いろいろプラスチックとか紙とかいろいろ材質は

あるけど、紙ででも書いてもらうとかというようなことでまずしてもらう、どういうふうな

ことにするかはその施設で考えてもろうて。とにかく一日でも早うに表示してもろうて、こ

こはこういうなことができるんかなというふうな周知徹底するのがいいんじゃないかなとい

うふうに思いますけど。簀戸委員の言いたいことは何かな。 

委員（簀戸利昭君） 要は、できませんよという表示をするんか、できますよという表示を

するんか、ないじゃけ、恐らく設備がないからないんじゃないかなと思よんです。 

委員（三宅文雄君）  それはあるんじゃろ。 
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委員（柳原英子君）  あるんですか、ないんですか。 

委員（簀戸利昭君）  ないけえ表示してねんじゃろ。あるとこはあるで書いてあろう。 

委員長（柳井一徳君）  これについては設備はあるが表示がないということでありまし

て、このないということに対しての対応策をこれから協議していきたいなというふうに思い

ます。 

 総合的に赤ちゃんの駅事業として、ないところがこんなにたくさん公共事業もあるんだか

ら、早く民間施設も含めて、知らしめられるようにやってくださいということを促すことに

したほうがいいのか。それとも、森本委員がおっしゃられるように、ないところは早くシー

ルでもつくってもらって、すぐ張っていくという対応をしていくほうがいいのかというこ

と。これについて、二者択一のような感じになりますが。 

委員（森本典夫君）  僕はこの表示しとるのがいろいろな表示しとるんで、その施設に表

示してくださいよというてお願いして、その施設がどういう判断をして、何に書いて表示す

るかというのはお任せしたらいいと思うんで。できるだけ早く表示していただいて、そこを

利用した人がひょっとこういうことで利用したいなと思うとる人がおられれば、その表示を

見て利用するということになるんで。できれば一日も早いほうがええなというふうに僕は思

います。 

委員長（柳井一徳君）  できるだけ早く、市民の人が使うので使いやすいようにしてあげ

たいということだと思います。 

委員（柳原英子君）  今日、プレスシードという福山で出ている情報誌を見たんですけ

ど、それに浅口の宣伝というが載ってて、移住６年目で、住んでいる浅口市はこんなところ

がいいですよというのが出てたんです。それの端っこのほうに子育て応援していますって、

子育て応援、浅口がやってることの中の一番最初に赤ちゃんの駅が出てたんです。子育て応

援、支援の体制の中に、一番に赤ちゃんの駅というのが出てたので、そういう姿勢的にも赤

ちゃん育てる人を応援します、赤ちゃん育ててる人たちはここ使えますよというのを、私は

今委員会で赤ちゃんの駅を見てきてよかったねと、それを進めようというようなところであ

るならば、できれば統一した、同じような、目立ちやすいような、そういうものの一環でこ

れも一緒に表示もしていただきつつ、赤ちゃんの駅事業も井原市やってますよというのを、

もともとあるといえばあるんですけれども、何かそういう掲げられるものの中の一つになる

んであればいいなとは思います。 

 他にも、そこの子育て支援事業の中には、幼稚園の子供の保育料が第１子は３，０００

円、第２子からは２，５００円とか、中学校の３年までは医療費が無料ですよとか、井原市

とそんなに変わらない、井原市のほうがええかもしれんというようなことも書いてあるんだ

けれども、その中の一番上に赤ちゃんの駅事業、ぱっと載っけてあるというのは、何かそう
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いう一つのあれになって、宣伝ではないけど、井原市のイメージアップになって、言えるこ

とになるから、せっかくだからそういうふうな統一したようなもので何かシール貼っていか

れたらいいかなとか思うんですけど。そしたら遅くなるんですよね。森本委員は、ちょっと

でも早くお父さんやお母さんたちがここでできるというのがわかればいいんだということな

んですけれど。それは思いました。 

委員長（柳井一徳君）  今、柳原委員のほうからは統一したシールを、それもできるだけ

早くということを我々委員会が促していくと、提案をしていくというご意見だと思います

が。今、森本委員からはできるだけないところは早く表示をして、市民の使いやすいように

するというご意見。この２つのご意見が出ていると思います。 

委員（森本典夫君）  できるだけ早く、どんな方法でもええから表示をするということに

するのが一つだと思います。それで、今統一的なということになると、全体的なこれからい

ろいろ研究をしていって、市内の公共施設以外のところにもいろいろ働きかけて、最終的に

まとめをするときに、こういう公共施設については統一的なのをつくって表示しましょうと

いうような提案をしたのがいいんではないかな。 

 そういう意味では、できるだけ早く、どんな方法でもええからわかるようにして、一日も

早うに利用者にわかりやすいようにしてあげるというのが第一弾で、第二弾では、まとめの

ときに、大体公共施設は設置されたけども、統一的なこういうのを提案して、例えば市がそ

れを配付して貼ってもらうというふうなことにしてはどうでしょうかというような、発展的

な提案ができればなというふうなことを今話を聞いてみて思います。 

委員長（柳井一徳君）  今、森本委員のほうからそういったご意見が出ました。統一的な

ものは少し将来的なものといいますか、委員会で所管調査事務事項としてまとめた中での提

案として進めていけばいい。ないところには早々にそういう提案をして、早く市民の方に便

利なように表示をしたほうがいいんではないかということを促すということだと思います。 

委員（簀戸利昭君）  森本委員の言われることもわかるんですが、なしというのが、施設

としての授乳施設であったり、おむつ交換の台があるとかということと、要は施設の代替え

が可能ですよということとの違いがあるのではないかなと。施設の代替えが可能ですよ、そ

こにも貼るんですかという話になるので、そこらきっちりしていかんと、何もかんもあると

いうて貼っとるじゃねえか、どこですんならという話になっても困るので。要は代替施設な

んか、本当に授乳施設としてあるのか、おむつ交換台があるのかという、そこらも研究せん

と、いきなりしてくれ、貼ってくれじゃ、その施設がないのに、代替施設は確かに職員の対

応でこの部屋が空いてますんでどうぞ授乳してくださいとかということは可能だと思うんで

すが、代替施設で代用するのか、本当に施設が要るのかということがあるので、そこら研究

していかんと、いきなり公共施設じゃけ全部表示せえにはならんような気がするんですが。
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いかがなもんでしょうか。 

委員（森本典夫君）  事務局にお尋ねしますが、代替施設で職員に尋ねられたら、今簀戸

委員が言われたように、ここが空いとりますからここでしてくださいというような形の代替

施設で利用していただきますというところは、この中のどこどこでしょうか。 

議会事務局主任（吉原茂充君）  その点については、こちらのほうでは把握ができており

ません。 

委員（森本典夫君）  今、簀戸委員が言われたように、代替施設でやってもらようります

というところは、このないのところへは入ってないわけじゃろ。どういうふうになるんか

な。 

議会事務局主任（吉原茂充君）  この施設の一覧をいただいたものが、執行部から可能か

どうかという、前回委員会の中でいただいたあの一覧表でしか、ここでできますよというも

のしかいただいてはおりませんので、私のほうでここがどういう状況で使われてるのかとい

うところまでが、実際のところ把握ができていません。例えばなんですが、一番最初の授乳

可能施設の、例えば田中美術館のところが表示なしというところは……。 

委員（森本典夫君）  なし。 

委員長（柳井一徳君）  なし。 

議会事務局主任（吉原茂充君）  ここは、職員が聞かれればここを案内してあげるよ、使

ってくださいねっていう意味で、空間としてはあるけどなしという表示になっています。つ

どいの広場もそうなんですが、つどいの広場の中で、ここで授乳ができるよというパーテー

ションで仕切っているスペースがあるわけなんですが、そこは知ってる人とか、職員に聞か

れればここですよという案内ができるというような使われ方をしているというのが、私が知

っている限りではそういうところがあるという程度しか今のところお伝えできない状況では

あります。ここでなしのところがどういう状況なのか、お部屋が別のところにあったりする

のかどうか、そのあたりまでお答えするのが難しい状況ではあります。 

委員（森本典夫君）  とりあえず、授乳、おむつ交換ができるという施設がこれだけある

わけじゃから、そん中でなしとなっとるところはいろいろあるかもわからんけれども、そう

いう問題提起をして表示してくださいよということにすれば、普通案内しょうるところへ表

示するというふうなことを考えてくれるじゃろうと思いますんで、それはそれで簀戸委員さ

んが懸念されるようなこともあるかもわかりませんが、とりあえずそういう施設があること

になっとるわけじゃから、案内するところの場所へそういう表示をしていただければ、そこ

でそういう行為ができるんじゃないかなというふうに思いますんで、そこから先は相手の施

設にお任せするということでどうでしょうか。 

委員長（柳井一徳君）  森本委員のほうからもないところには周知をしていくと。その先
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を向こう、この施設のほうの施設長を含めての考え方になると思いますので、早急に、そう

いうシールを対応するとかというようなことは先方にお任せをするというご意見だと思いま

す。それしかできないと思います。ただ、子育て支援課へ言うべきなのか、それぞれの施設

に、例えば芳井図書館に行って言うのかというところになると思うんですが。 

委員（森本典夫君）  それぞれの施設で、ないよというところがどこの担当課なのかピッ

クアップして、こことこことここはおたくの担当している施設なんですが、議会として、表

示がないということなんで表示をしてもらうようにお願いしていただけませんでしょうかと

いうことで、議長名か委員長の連名か……。 

委員長（柳井一徳君）  委員会名で。 

委員（森本典夫君）  というふうなことが筋じゃねえかなと、筋から言や。こっちがして

くださいということにはならん。 

委員長（柳井一徳君）  ならんですよね。方法として、今森本委員のほうからもそういう

方法をいただきました。 

委員（森本典夫君）  それは検討して。どういう方法がいいか、ようわかりません。 

委員長（柳井一徳君）  どういうやり方がいいか、筋とすれば委員会、議長名での対応と

いう形でしかできないんではないかなというふうにも思います。担当部署の確認をとって、

そこに啓発ぐらいでしかできんと思うんで……。 

委員（森本典夫君）  お願いじゃな。 

委員長（柳井一徳君）  お願いするということだと思います。それと、同時進行でこれだ

け施設があるのに表示がないということも含めて、民間企業へもこんだけのものが調査した

結果出ましたのでということで政策提案をしていけるように、この資料を有効活用していき

たいというふうに思います。 

委員（柳原英子君）  今のことはそれでいいと思うんですけど、例えば、公民館であると

ころが３つだけ、公民館ってもっとたくさんありますよね。そこは授乳施設もおむつ交換を

する施設もないということですか。 

委員長（柳井一徳君）  ないということです。 

委員（柳原英子君）  ということは、そういうことを、別に造りなさいではないけれど

も、そういう場所の確保を何か少し考えてくださいというのは要りますよね、施設的に。そ

のためにするんです。別にお金をかけてああいう多目的トイレを造りなさいということでは

なくて、考え方として、ここの場所でおむつが換えられたり、ここでお乳飲んだりできるん

ですよということも考えてますよという施設ですよということにしていただくための運動だ

と思うので、だからそれもどこかであわせてしていく必要があるのかなと思うんですが。 

委員長（柳井一徳君）  今、ここに載っていない施設ということは、当然便器しかないと
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いうトイレだと思います。そういうところにはどういうふうに促進していくのかと、告知を

していくのかというご意見だと思うんですが。 

委員（三宅文雄君）  今言われたように、赤ちゃんの駅事業として公共施設については執

行部のほうからこういったデータをいただいたんだから、ないところについては表示をつけ

ていただくようにお願いすると。それから、柳原委員がさっき言われたように、公民館につ

いては、交換施設が全くないところについては設置していただくようにお願いするという。

だから、駅事業の中の一環として取り組んでいったらいいんではないかなというふうに私は

思いますけど。 

委員長（柳井一徳君）  三宅委員は、赤ちゃんの駅事業として、事業の中でないところは

取り組むようにということだと思います。例えば、更新する際に増設するとかということで

しか対応できないんじゃないかな。そこらはわかりませんけど、執行部の考え方なんで。 

委員（森本典夫君）  木之子の公民館で考えると、男子用トイレと女子用、女子用という

こともないけども、囲みのある、言ってみれば女子がするトイレとが同じところにあって、

それ以外のスペースは全くないんで、新たに造りなさいということを提案しても無理だなと

いうのが頭にすぐ来るんじゃけど。そういう意味では、そういう啓蒙していくことについて

どういうふうにしたらいいんかなという、悩むのは悩む。 

委員（柳原英子君）  こういうパーテーションというか、お茶のときに使う衝立のような

ものがありさえすれば、畳の部屋でもどこでもおむつは換えられるし、いいんですけど、そ

れだけのことで、囲いしていただくだけで済むことなので。そういう考えを持っていただけ

る。造らなきゃいけないとかということではなくて、あるものを利用していただいてちょっ

と考えて造っていただく。 

委員（森本典夫君）  パーテーションとかおむつを換えるというたら、畳の部屋なんかは

木之子に今あるんで……。 

委員長（柳井一徳君）  そういうところで。 

委員（森本典夫君）  授乳じゃというたら、今言うてんように、出すもの出さないけんの

じゃけ囲いが要るし、そこらあたりでどうするんがええんかなというふうに思う。 

委員（惣台己吉君）  僕は西江原なんで、今公民館を活用しょうるに当たって、子供さん

を連れて来られての公民館活動とか、自治会活動というのは、文化部にしてもないと思うん

です。そういう意味で、公民館とか自治会が主催する中での文化祭とか、年に１回運動場で

したりとか、体育館でしたりとか、そういう事業に関してはテント、これを借りるというこ

とで必要かなという感じで、そんな中で今お二方が言われたように、おむつは畳のところで

換えられると思いますし、西江原の場合じゃったら、畳の部屋が常時使ってないんで、想像

ですが、一応それは全部畳の部屋で用を足しとられるんかなという。ただし、年間行事で
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も、子供さんを連れてこられて、子供たちと食事を作って食事をするんも、おむつが要るよ

うなのは来られてないんで、活用にしたら今西江原の場合はないんかなという気はしまし

た。 

委員長（柳井一徳君）  今、惣台委員のほうから、公民館活動に対して、赤ちゃんを連れ

てきてという活動がない。今見まして、大江、稲倉、出部で、これは新しく建て替えたとこ

ろばっかりなんです。多分防災の関係も含めのそういう設備を充実しとるんだろうと思いま

す。今後そういうふうなことを我々啓発していけばいいんのではないかなというふうに思う

んで、今日はそこまでまだ協議を進めていく段階ではないんじゃないかなと。こういったな

いところに対してのことは一応担当部局をピックアップしていって、そこからどういう考え

方か、どうしたらいいんかということを我々が話していくと。 

委員（森本典夫君）  今後の研究課題じゃ。 

委員長（柳井一徳君）  そういうことです。 

 今後のスケジュールまでもう全部決まりました。一応森本委員のほうからないところに対

してはどういう対応をしたらいいかというご意見があったので、ピックアップをしていきま

す。事務局と相談して、それも含めて、また皆さんに手分けをお願いするようになるかもわ

かりませんが、そのときにはひとつご協力をお願いします。 

 では、次回は２月２６日の本会議の終了後にさせていただきます。それまでに、それぞれ

３、４軒のところを、民間も含めて当たってみていただくと。それまでの資料は、準備は

早々にさせていただくようにしますので、よろしくお願いをいたします。 

 

〈その他〉 

 

            〈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。どうもご苦労さまでご

ざいました。 


