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平成２８年第３回 姫路市市議会定例会（未定稿） 

平成２８年９月１２日（月） 

◯竹中隆一議員（登壇） 

おはようございます。改選後初めての一般質問です。関連質問と違って、原稿を見て質

問するのは久しぶりなので、やや戸惑っています。私ごとですが、今回の改選で一番ベテ

ランの議員となりました。今月で 62 歳、議員生活は 34 年目になりました。市役所職員の

8年間を加えると公務員生活は 42年になり、改めて市政の歴史を知るものとして、今後と

もしっかりと調査研究を行い、政策を磨きたいと思います。当然ながら議員の本分はチェ

ック機関ですので、無駄を省き効率的な市政運営のために進言したいと思います。 

さて、私が公務員から議員を目指した最大の理由は、私の身近に存在した部落差別や障

害者差別に対して、政治家として人権運動の先頭に立ち、苦労している人々を支えること

が必要だと強く感じたからであります。そして、議員になって、在日外国人への差別、女

性差別、子どもや高齢者への虐待など、不当なあらゆる人権侵害に対して、常に第一線で

取り組んできました。行政の谷間で陽の当たらないマイノリティーの方々のために、人生

を捧げるのが私の生き方です。そして、その中で培ってきた経験をすべての市民の生活向

上のために役立てたいと思います。 

最近、大変ショックなことがありました。相模原市の障害者施設での大量殺人事件です。

重度の障害者は世の中に必要ではなく安楽死させるべきだとしたこの確信犯の思想は、多

くの障害者にとってまさに恐怖であり、日々の生活に不安を与える何物でもありません。

この世に生をうけたすべての人間は、人として尊厳ある生活を受ける権利があります。一

人は万人のために、万人は一人のためにが私たち人類の永遠の思想であります。この 4 月

からは障害者差別禁止法が施行されました。姫路においても長い間の運動が実り、重度の

知的と身体の重複障害者入所施設が整備されますし、新総合福祉会館も工事に着手されま

す。 

この際、私たち政治家は、命をかけて障害者を守ることを改めて決意し、この気持ちを

伝えたいと思います。 

質問に入ります。 

我が自民党会派は、石見市政について、基本的に支持する方向ではありますが、二元代

表制の議会の本質上、常に是々非々の立場で発言し、行動してまいりました。 

さて、現在の姫路市政は、姫路駅前の発展に見られるように新しい可能性を秘めて大き

く躍動しようとしています。これらは堅実な財政運営と着実な行政執行力のもたらしたも

のであると評価いたします。しかしながら、若干の危惧すべき重要な課題があるのも事実

であり、早急に市民に納得いただける方向性を見出すべきであります。 

その 1点目は県立新病院の問題であります。既存の病院が統合され、先端医療を備えた

病院ができることはすべての市民が歓迎することではありますが、新日鉄病院がなくなる

南西部の住民が納得すべき解決策を見出すことが肝要であります。そして、候補地のイベ

ントゾーンについては、文化コンベンション施設は決定していますので、それぞれの利用

者を考えると敷地の広さが充分ではなく、道路事情や騒音など不安な要素を抱えています。

無理に詰め込むのではなく、病院予定地の変更や隣接の結婚式場の買収も視野に入れて検
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討すべきではありませんか。財源はこの半年の間に、コンベンションホールの審議の中で、

私が指摘して掘り出した 50億円の財源があります。 

2点目は獨協学園が設置する医療系高等教育・研究機関についてであります。県立新病

院のイベントゾーンへの誘致については、イベントゾーンの性格上、この獨協学園が設置

する教育研究機関の併設病院としての役割が必須条件であります。そこで現在、高等教育・

研究機関として、大学院研究科、サテライトキャンパス、獨協医科大学分校が検討され、

研究機関としては地域医療推進センター、国際消化器内視鏡センター、再生医療センター

などが提案されています。新しい時代の先駆けになる施設として大いに期待されます。規

模や機能等具体的な中身については今後の検討待ちですが、これらの実現には、土地の問

題、建設費や運営費など莫大な資金が必要と思われますが、これらは獨協学園がすべて負

担するのか、それとも市の援助を期待しているのか。過日の一部マスコミ報道では市の関

与が取りざたされていますが、真実はどこにあるのか。議会には全く相談抜きで重大な事

が進捗し、しかも県立新病院との兼ね合いが大きいとあらば、透明性のある情報開示を望

むものであります。 

3点目は文化コンベンション施設についてであります。概算事業費が 230億円と大きく

膨れ上がりましたが、国からの財政支援をさらに研究し、21世紀都市創造基金の持ち出し

を縮小すべきです。 

そして、開館後の運営についても、この種施設の集客競争は激化しており、相当な準備

が必要であり、会派要望で文化コンベンション施設整備室が実現しましたが、運営企画の

面では、まだ具体的な動きが見えませんがどうなっていますか。歩行者デッキについては、

駅前からイベントゾーンまでの計画が進んでいますが、現在の計画では屋根がついており

ません。障害者や高齢者のためだけではなく、イベントゾーンまでの歩行者の誘導を考え

ると屋根の必要性は明らかであり、計画の見直しを求めます。 

4点目は中央卸売市場の移転について、以前より移転推進の立場で取り組んできました

ので、現在の市の進め方には賛成でありますが、土壌汚染の問題については、市民の納得

いく解決策は進んでいますか。その費用はどの程度になりますか。また、その費用の分担

は当然出光側になると考えますが、相手に申し入れをしていますか。 

そして、今回の移転に伴う仲卸業者などの廃業や離職者についての救済策は検討されて

いますか。また、市民や観光客向けの場外施設である買い物市場の展開は着実に進んでい

ますか。移転後の跡地についても、地主に返還するだけでなく、新たな活用について提案

すべきではありませんか。 

中央卸売市場の移転には莫大な公費が伴いますので、産業、観光、地産地消の面から、

確実な検討を進めてください。 

5点目は播磨臨海地域道路網の整備について、5月 9日、国土交通省近畿地方整備局は、

3区間を優先区間とする方針を決めました。道路建設に向けて一歩踏み出すことになりま

した。我が自民党会派もこの件に関しましては、政府への陳情だけでなくさまざまな機会

をとらまえて取り組んできただけに大変うれしく、当局の活動に敬意を表します。そして、

今回の内閣改造で兵庫県選出の国会議員が国土交通省副大臣や政務官になったことは、ま

さにさらなる推進のチャンスであると思います。引き続き私どもも積極的に取り組みます

が、今後の展開について具体的な要望内容と要望活動のポイントをお聞かせください。 
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また、地元企業、経済界に対する取り組みも強めてください。本市議会も超党派での要

望活動をさらに進めるべきかと考えます。 

6点目は姫路城ミュージアム構想と姫路の祭り文化についてであります。市長の提案に

より、世界遺産が持つ価値の説明や保存継承の意義を啓発するとともに、文化観光の振興

や来訪者への利便性の向上を図るため、姫路城ミュージアムが市職員によるワーキングチ

ームにより検討されています。姫路城を見学するだけでなく、その価値を高め、学び、伝

えようとすることは大いに賛成であります。そこで現段階ではどのような施設内容を構想

されているのですか。 

また、市内には屋台会館の設置を望む声もありますが、姫路の祭り文化は屋台や秋祭り

に特化させるのではなく、播磨国総社の一ツ山祭、三ツ山祭やゆかたまつり、御田植祭な

ど、風流と伝統文化、庶民の暮らしとの融合に焦点を当て、城下町を支える特性に触れて

みる必要もあろうかと思います。いずれにしても研究者のためではなく、観光客向けの施

設も兼ねるなら、ぜひとも姫路の祭り文化にも着目してほしいと思います。 

以上、姫路市政の重要課題 6点について、まず市長からご意見を伺います。 

次に市政のさまざまな課題について、私の提案を交えながら簡潔に質問をいたします。 

まず、議会開催に関する提案について、1 点目は、臨時議会の開催について、本市では

改選後の初議会を除いて、ほとんど臨時の本会議は開かれておりません。そのために、専

決処分がふえたり、大事な急ぐ案件も定例会を待たなければなりません。現在は休会中で

も委員会を必ず 1 回は開催しようと申し合わせていますので、本会議も適時開催され、議

会の活性化になればと考えます。 

2 点目は、4 町合併 10 周年記念に本会議と委員会を合併 4 町で開催してはどうでしょう

か。この件につきましては、合併 10年という節目の年に改めて合併町の皆様に合併の意義

を理解してもらうとともに、議会の果たす役割について理解を求めるのがねらいです。イ

ベントを実施するよりも効果的かと思われますがいかがでしょうか。 

次に、姫路市民栄誉賞については、平成 9年に制定されました。規則によると、「本市の

住民又は本市に縁故の深い個人若しくは団体で、公共の福祉の増進又は産業、経済、スポ

ーツ、文化、学術等の発展について功績が特に顕著で、姫路市の名を高めるとともに、広

く市民に敬愛され、社会に明るい希望を与えたものに対して栄誉賞を授与することができ

る」となっています。 

同時期に名誉議員待遇者もつくられ、井上由信先生が授与されました。市民栄誉賞はオ

リンピックで金メダルをとるような栄光だけでなく、地道に人々から敬愛される取り組み

を行い、前人未到の業績を残された方にも差し上げるべきでしょう。50万都市の姫路市に

は該当される方はいないのでしょうか。私は、灯台もと暗しではないかと思います。ぜひ

一度、対象者を検討してください。 

次に、人事行政について質問します。住民に対する行政の役割は非常に大きく、基礎自

治体の職員は洪水のような情報の中で、高い識見と温かい人間性で住民に接することが求

められています。住民サービスの向上は職員の資質向上にあり、人事行政は行政運営の大

切な柱です。常日ごろから私が進言している以下の 7 点について、進捗状況をお聞かせく

ださい。 

1点目は、人事評価制度の見直しを行い、能力や業績を反映して、賞与の格付を拡大し、
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結果を本人に明示すること。 

2点目は、人物重視の職員採用試験の見直しを行うこと。 

3点目は、経験者採用の本格実施を行うこと。 

4 点目は、時間外勤務手当の削減を行うこと。削減を守らない者に対する具体的な方策

を講じること。 

5 点目は、技能労務職の段階的廃止を行うこと。現行は最終削減目標が定められてませ

んが、絶対必要人数を示してください。 

6 点目は、技能労務職員の一般行政職への積極的な任用替えの実施です。私が提案した

一定の基準と研修の義務づけと試験の結果により、順調に進んでいますが、さらにその普

及に努めてください。 

7 点目は、懲戒、分限処分の取り扱いの見直しについて、職員の中には、指定場所以外

で喫煙したり、仕事中に株式の投資をしたりするものがいます。また、皆目仕事のできな

い職員がいるのも現実です。犯罪を犯したわけではありませんし、ごく少数の職員ではあ

りますが、分限処分の見直しを行うべきです。 

次に、男女共同参画について、この 4 月から男女共同参画条例が施行されました。人権

問題に取り組んできた私としては、余りにもおそかったと言わねばなりません。応援団が

頑張ってみても当事者の女性の活動が弱いために、行政が日和を見ていたと思われます。

しかし、今回の条例は中身についてはよく吟味された内容であり、その具体的な実効が期

待されます。 

そこで、1 点目は条例の徹底化、特に審議会等の女性登用４割以上 6 割以下が守られて

いない現状に違和感を持ちます。今回の条例の大きなポイントは、数字を定めて女性の審

議会への参加を推進していることです。女性の登用は我々男性では気づかなかった点や立

場の違いを理解し合うことができるでしょう。本年 4 月以降の審議会の女性登用について

調査した結果は、改選もしくは新設された審議会等においては、50件のうち目標が達成さ

れたのはわずか 10 件であり、その女性比率は平均で 25.0％であり、条例施行前よりもわ

ずかですが下がっています。 

これでは、何のために条例をつくったのか残念でなりません。条例の徹底を図るために

は、何をなすべきか責任者の決意をお聞きいたします。 

2 点目は女性管理職をふやすために、まず係長級の増員を行うことです。無理に局長、

部長、課長に引き上げることは職務遂行に悪影響が出ます。そこで積極的な研修活動を企

画し、管理職候補者のすそ野を広げてください。 

3 点目は女性消防職員の採用と管理職への登用について、積極的な取り組みを行うべき

かと思いますが、その方策をお示しください。消防は男性の職場とのイメージがあるだけ

に、ここでの女性の進出は効果的かと思います。 

次に、自治体経営の根幹である税について、2点質問します。 

まず 1 点目は、ふるさと納税の問題点について提起します。ふるさと納税は納税者のふ

るさとに対する思いを自治体に寄附することによって、住民税の都会から地方への移転を

促し、財政面での地域偏在性を是正するというものです。 

全国的には宮崎県都城市の 42億 3,100万円が一番で、県下では南あわじ市の 4億 9,300

万円が最高です。我が姫路市は、寄附金受入額が 8,556万円、寄附金税額控除が 2億 3,833
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万円で収支は 1億 5,277万円の赤字であり、税額控除は全国で 51位であります。 

ふるさとへの愛着に着目した税金の移動は当初の目的よりも自治体の過剰な競争、そし

て納税者のふるさとへの愛着よりも景品目的に変貌しています。しかもこの制度は高額納

税者に有利な制度であり、制度設計をやり直すべきです。いかがお考えですか。 

2 点目は市税の未収について、たびたび指摘しておりますが、高額滞納者については、

最高の滞納額が個人で 8,248 万円、上位 10 人だけで 3 億 2,173 万円になります。しかも、

これらの方は常連でもありますので、より厳しい処分を検討すべきかと考えますがいかが

でしょうか。また、私が提案した高額納税者に対する顕彰も、地域貢献納税感謝状贈呈制

度として 11月に行われます。氏名の公表は相手側の意向ですが、それぞれどの程度の市税

を納められていますか。 

次に、交付金算定の基準と実際の施策に格差があるものについて質問いたします。現在、

国からの普通交付税は約 133 億円であり、6 年連続の減少であります。交付税は、行政サ

ービスに必要な経費から税金などの収入を差し引き、不足額に応じて配分されますが、そ

の算出基礎については明示されておりません。しかし、地方財務協会などの資料により、

概算を推定することは可能であります。そこで次の事業については、国の査定と実際の事

業に格差がありますので、その原因の分析と今後の対応策について金額も明示してお示し

ください。 

1 消防団の費用、2 民生委員・児童委員活動費、3 清掃費、4 公園費、5 小学校費、これ

らの事業は全国的にも同様の事業内容でもありますので、問題があるものはぜひとも改善

していただきたいと思います。 

次に、警備員の処遇改善についてであります。警備員の仕事はビル管理だけでなく、建

築工事や土木工事の警備、あるいはイベントの雑踏警備にと暑さ寒さを問わず、大変な仕

事であると思います。しかしながら、この方たちの賃金は非常に劣悪であります。その原

因はイベントの雑踏警備の入札においても最低制限価格制度が導入されていないため、過

当競争になったり、公共事業においても適正な予定価格の設定が示されていないことだと

思います。この問題は全国的な問題でもありますが、是正に踏み切ってほしいと思います。 

次に、防災マップの作成について、現在 5 年計画の最終年になりますが、あらゆる災害

に備えた取り組みとして、地域主体の防災マップづくりは、成果物もさることながら、住

民参加型の取り組みとして意義あるものと思います。しかし、できるだけ多くの資料を校

区一帯の図面に記入することは不可能であり、結果的に中途半端になってしまう嫌いがあ

ります。そこで、単位自治会ごとの防災マップづくりを推奨してはどうでしょうか。現在

の防災マップづくりのノウハウを生かせば簡単にできると思われますので検討してくださ

い。 

次に、消防ホースの格納箱のあり方について、現在、各町ごとに消防ホース格納箱が設

置されています。全市で 1万カ所に設置され、その総額は 5億から 10億円になると推定し

ます。消防ホース格納箱は消火栓近くに設置され、火事の場合には消防ホースを消火栓に

直接つないで消火活動を行います。しかしながら、実際の火事の現場では、格納箱の消防

ホースが使われることは皆無です。常備消防は人員、車両、技術ともにすぐれており、地

元の人が火事の現場で消防車の到着までに消防ホースを使っての消火活動はあり得ません。

現実には消防ホース格納箱は必要ないと考えます。この現実を消防局は知りながらも、地
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元の意思で自主的に設置しているものであるとして、一切関与しておりません。近年は盗

難に遇うことも多く、その都度地元は多大な出費を強いられております。消防局は関与し

ないとしていますが、消防ホース格納箱が必要ないと判断するなら、その見解を自治会や

消防団に示すべきではないでしょうか。他都市でも消防ホース格納箱のない地域は多くあ

り、現状では時代おくれであり、無用の長物になっていると考えます。 

次に、消防団の活動については、非常にとうとい任務であり、あらゆる災害に備えて、

常日ごろから訓練に励んでいます。彼らは特段高い報酬を得ているわけでもなく、あくま

でも強い使命感でその任務を果たしています。 

国においても、消防団の活動を十分に認めていますが、本市の場合、報酬や出動手当な

ど、余りにも他都市に比較して低いと言わねばなりません。以前にもこの問題を取り上げ、

平成 25年 4月に値上げしてもらいましたが、その時も中途半端な金額であり、現在も姫路

市は低い水準のままであります。報酬は、団員の場合わずか年間 17,600円であり、出動手

当は 1回につき 1,000円であります。予算的に見て、本市消防団約 3,200名の報酬は、7,170

万円であり、消防職員 10名程度にしかすぎません。 

ぜひ消防団に対する評価の１つとして、報酬や出動手当の引き上げを図るべきです。 

また、消防団員の定年引き上げについては、かねてからの要望どおり、本年条例改正が

行われ、一般団員は 65歳までとなりましたが、現場の責任者である分団長の定年が引き上

げられていません。 

健康で時間的に余裕のある消防団の高齢者の方には、ぜひ経験を生かしてもらいたいと

思います。 

次に、地域コミュニティーの再生です。私自身が 40年以上にわたって地域の課題解決の

ために自治会長を初めとして、さまざまなボランティアをやってきて痛切に感じるのが地

域コミュニティーの衰えです。時代の変化によって、他人のために働くことを敬遠する人

がふえています。人は一人では生きていけないのに助け合おうとしない利己的な人、お金

だけに執着する人がふえています。行政も安易に地域コミュニティーに頼りすぎて結果的

に地域コミュニティーを弱くしています。 

そこで 3点質問します。 

まず 1 点目は、自治会、婦人会、老人会、子ども会の組織の推移ですが、組織率、人員

について、現状と 10年前の比較を示してください。 

2 点目は、活動支援のあり方と今後の方向性について、市民に対して、地域コミュニテ

ィーへの理解を深め、加入促進をサポートすべきかと考えますがいかがですか。 

3 点目は、地域コミュニティーを行政が全面的に支えるために公の施設の地域配置を充

実すべきだと思います。すべての校区に公民館はありますが、この施設だけではコミュニ

ティー活動の拠点にはなり得ません。そこで、既存の施設も活用し、ないところは新設し

てでもすべての校区にコミュニティー活動施設を配置してはいかがですか。もちろん、市

職員によるサポート体制も構築すべきです。 

次に、部落差別の解消についてであります。本年 5月 19日、衆議院において部落差別の

解消の推進に関する法律案が自民、公明、民進の 3 党により国会に提案され、参議院選挙

があったために継続審議となっています。そこで、この問題について、4点質問します。 

1 点目は、法律の制定意義と国の動向ですが、私は国においては、現在でもなお、部落
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差別が存在することを認め、部落差別が許されないとの考えを示されたと思いますが、当

局はどのように把握されていますか。 

2 点目は、姫路市の実態調査について、定期的に意識調査を行うことは人権課題の解決

を図る上で貴重な裏づけになります。前回の平成 23年調査から 5年が経過しますが、ぜひ

とも人権意識調査を行ってください。その際、ヘイトスピーチ解消のための法律や障害者

差別解消法など新たな法律や課題についても言及していただきたいと思います。 

3点目は、本市の新たな取り組みとして、土地差別の問題があります。5年前の調査では

不動産の取引に際して、同和地区あるいは同和地区を含む校区を避けたいとする忌避意識

が 60％を超える結果となっています。不動産業界とも連携して、同和地区を教えない、聞

くことが間違いであるということの徹底を図ってほしいと思います。 

4 点目は、部落差別事案の推移と最近の事例についてであります。インターネットなど

情報化の進展により、新たな形の差別事象がふえています。昨年も同和地区内で死亡事故

があった時にとんでもない差別発言がネット上でばらまかれていました。差別事案につい

てどのようにとらえていますか。また具体的な対処はされていますか。 

次に、名古山斎場における火葬残骨灰の処理について、この問題については、昨年の決

算委員会で私が問題提起をいたしました。それは、１つは委託業務が 26年度までは１者随

意契約により 150万円で契約していた業務が、27年度は 1円入札において行われているこ

とに疑問を持ったからであります。 

2 つ目は、委託業務そのものが故人や遺族の感情を無視して冒瀆した扱いになっていな

いかという点であります。 

そこで、昨年 11月には委託業者への立ち入り調査を行い、本年 4月には宗教界代表や知

識人の方、コミュニティー団体代表の方で構成した「姫路市残骨灰処理に係るあり方検討

会議」が開催されました。 

そして、業者間の競争性を発揮させるとともに、市に業者が得る収益の一部が還元され

る入札方式を実施することと、最終的な処理後の残骨灰の一部が姫路市内において、埋葬

されることになりました。 

このたび入札が行われましたが、その結果は何とマイナス 811 万 6,000 円となり、姫路

市に収入として入ることになりました。これまでと比較して、予想をはるかに超える数字

であり、本市に相当な利益をもたらすことになりました。 

そこで、この入札結果についての評価と業務遂行についての信頼性をお聞かせください。 

次に、本年 4月に施行された障害者差別解消法施行に関連して 10点質問します。 

1 点目は、山陽電鉄西飾磨駅での視覚障害者の事故と教訓についてであります。去る 7

月に視覚障害者の方が山陽電鉄西飾磨駅において不慮の事故に遭いました。それは視覚障

害者用の誘導ブロックが工事用フェンスで遮られ、それによって転倒し重大事故に遭った

というものです。幸い命に別状はなかったものの、視覚障害者にとっては社会活動を行う

上でなくてはならない誘導路を遮られることは単に行動の自由を束縛するだけでなく、死

活すら左右しかねず、重大な人権侵害と言わざるを得ません。今回の事故は、工事発注者

及び工事請負業者による過失によって引き起こされたものではありますが、障害者差別解

消法の理念を無視した人権侵害であり、法の理念を正しく理解していれば防ぐことのでき

た事故でもあります。 
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そこで、今回の事故に関して、姫路市の対応と教訓についてお聞かせください。 

2 点目は、「障がい」という字句の使用について、最近、地方公共団体や企業において、

害という字に負のイメージが強いという理由で表記を「障がい」つまり「害」という漢字

を平仮名にしているところが見受けられます。私はこれについては、障害者の置かれてい

る厳しい実体を見ずに、イメージだけが先行し、具体的な解決には結びつきにくいと考え

ます。障害者団体においては、これらのことは余り話題にならない問題であります。当局

の見解をお聞かせください。 

3 点目は、法の施行に伴う職員対応要領のおくれです。法では、障害を理由とする不当

な差別的取り扱いを禁止しており、国・地方公共団体と民間事業者はともに禁止されてい

ます。また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担に

なり過ぎない範囲で「合理的な配慮」を行わなければならないとしています。国や地方公

共団体においては、これが義務づけられており、市長は職員が遵守すべき服務規律の一環

として「対応要領」を作成されることとなっていますが、本市ではいまだにできていませ

ん。全く情けないことです。早急に、具体性のある対応要領の作成と職員の意識改革を求

めます。 

4点目は、手話言語条例の制定について、平成 26年 6月に姫路市議会において手話言語

法の制定を求める請願が決議され、現在ではすべての自治体において議会決議がなされて

います。しかしながら、いまだに法律の実現は難しいとされています。 

そこで、手話言語条例の制定を求める声が関係者から要望されています。平成 28年 6月

に設立された全国手話市長会に加盟されている本市においても、条例を制定し、聴覚障害

者への支援を深めるべきではありませんか。 

5 点目は、公民館など公共施設での土足使用とエレベーターの設置です。日本人の生活

文化として、玄関で靴を脱ぐというのは当然のこととしていますが、公共施設での土足使

用は、肢体障害者や高齢者にとっては、大変利用しやすいものです。また、エレベーター

の設置も多くの利用者が求めています。しかし、現実はいずれもごく一部に限られており

ます。それぞれの地元では、これまで全然対応されていませんのであきらめムードですが、

法律の施行を契機に方針の転換を求めます。 

6点目は、エスコートゾーン(横断歩道の点字ブロック設置）の整備についてであります。

市内の多くの歩道に点字ブロックが整備されていますが、姫路市では横断歩道の中に点字

ブロックは設置されていません。施工方法、耐久性、維持管理、騒音、費用等の課題があ

り実現していませんが、視覚障害者の利用頻度が高いＪＲ姫路駅前の横断歩道や、市役所

から自治福祉会館前までの横断歩道を候補地として整備すべきかと考えます。いかがです

か。 

7 点目は、重度の障害者の老人ホームへの優先枠の確保について、この件はこれまでに

もたびたび要請していますが、具体的には実現をしていません。重度の視覚障害者や聾啞

者にとって老後の不安は想像を絶するものがあります。年老いて、コミュニケーションも

とれず、ひとりで暮らす重度の障害者に思いを寄せてください。視覚障害者や聾啞者にと

ってコミュニケーションがとれる充実した福祉施設に優先枠の確保を図るよう要望するも

のです。 

8 点目は、市営住宅の障害者優先枠の拡大についてであります。現在、入居抽選の際の
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当選確率を一般申込者に比べて２倍にしている優遇措置は、住宅困窮度が高い高齢者世帯、

心身障害者世帯、母子・父子世帯、多家族世帯、ＤＶ被害者世帯でありますが、これらは

余りにも形式的であり、障害者といっても重さには相当の格差があり、その実情に配慮す

べきであります。具体的には重度の障害者の優遇措置をさらに引き上げるべきかと考えま

す。 

9 点目は、文化施設での障害者用ガイドの充実についてであります。最近、美術館等の

展示施設において、個々の映像や視聴環境に合わせて、字幕や音声ガイド、手話映像など

をリアルタイム同期でメガネ用端末に表示したり、スマートフォンやタブレット端末に再

生することができるサービス、ＵＤキャストが開発され、映画館でも一部の映画に導入さ

れています。しかし、視覚障害者や聴覚障害者でスマートフォンを利用する方はまだまだ

少数派であり、普及にはほど遠いのが現実であります。そこで、本市においても、障害者

用ガイド、ＵＤキャストの導入や器具貸し出しについて取り組んでいただきたいと思いま

す。 

10点目は、医療型重度心身障害者施設の進捗状況と今後の展開について、この施設はこ

れまでに姫路市にはなかった施設ですが、希望者は多く、これまでの長い間の運動が実り、

姫路聖マリア病院にて平成 29 年度の開設の運びとなっています。希望者の期待も大きく、

また今後の具体的な入所スケジュールについて明らかにしてください。また相模原福祉施

設での大量殺人の教訓についてもお聞かせください。 

次に、本市の重要福祉政策であり、少子高齢化社会での対応策として、子育て支援の充

実の立場から 4点質問します。 

1 点目は、中学生までの医療費完全無料化について、この制度は長い間の要望が実り、

平成 27年 7月より開始されましたが、当初から所得制限が設けられています。子ども一人

の場合で父のみ年収 730 万円程度の世帯から制限されています。約 1 万 2,000 人の子ども

が制度の対象外になっています。子育て支援の趣旨から考えると、すべての子どもは同様

の取り扱いをすべきだと考えています。県下の他都市でも所得制限をなくしているところ

は 15市町を上回っています。本市で所得制限を撤廃した場合、3億 300万円程度の財源が

必要になりますが、この財源確保は不可能なのでしょうか。 

2 点目は、第 2 子以降の保育料の完全無料化について、対象者はことしの 4 月で 4,674

人で、推計される市費負担は年間で 4 億 5,800 万円と聞いております。確かに、市費負担

は大きいわけですが、医療費と合わせて保育料についても優遇策を導入し、他都市に比較

して、子育てに優しい街をつくるべきではないでしょうか。 

3点目は、小学 1年生への 30人学級の導入についてであります。個別の指導を必要とす

る児童の増加や小一プロブレムが大きな教育上の課題となっている中、少人数学級制を要

望する声は高まっており、小学 1年生の 30人学級の実現は大事な課題となっています。問

題は、教員と人件費の確保が重要であり、教室や備品の確保も必要になるでしょう。試算

では市内で 25学級の増加で 1億 5,800万円程度の市費の確保が必要です。私の提案する 3

件の子育て支援の充実策だけで 10億に近い財源が必要になりますが、若い世代が子育てし

ながら働きやすい環境を整えることで、人口減に歯どめをかけ、地域を活性化させること

になります。ぜひとも検討に着手してください。 

4 点目は、離婚時の養育費の取り決めについて、これは具体的には子どもの養育に関す
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る合意書の配布についてであります。 

養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでにかかる衣食住に必要な経費や教

育費、医療費などです。親の養育費支払い義務は、親の生活に余力がなくても、自分と同

じ水準の生活を保障しなければならない強い義務であります。赤ちゃんが生まれてから大

学卒業までの 22年間にかかる養育費は何と 3,000万円になるとも言われています。もちろ

ん教育費については大きな格差があるので、養育費の総額にも影響があります。さて、厚

生労働省の平成 23年度全国母子世帯等調査によると、6割の離婚母子世帯は父親から養育

費を一度も受け取ったことがなく、さらに驚いたのは、離婚時は養育費を受け取っていた

ものの、途中で支払いが途絶えたケースも多く、実際に養育費を受け取っている離婚母子

世帯は全体の 2 割程度でしかないのが現実であります。離婚するに至った大人同士の事情

はさておき、未成年の子どもに対する責任は親として果たさなければなりません。養育費

の支払いがなければ当然ながら苦しい生活を強いられる可能性が高いのは当然でしょう。

そこで、離婚協議中から養育費に対する意識を高めることが効果的であることから、市民

の方が離婚届用紙を取りに来られた際に、パンフレットや養育費に関する資料の配布を実

施してはいかがでしょうか。他都市では、子どもの養育費に関する合意書を見本として配

布したり、専門相談会を実施したりしています。本市においても、一歩踏み込む施策を要

望するものです。 

次に、太平洋戦全国戦災都市空爆死没者慰霊塔のより一層の顕彰についてお尋ねします。 

全国 113 都市の戦災記録を刻み、不戦の誓いを表現した慰霊塔が竣工した 10 月 26 日に

追悼平和祈念式が催されています。昨年度は戦後 70年の節目の年であることから、秋篠宮

殿下のご参拝を初めとしてさまざまな取り組みが行われています。しかしながら、現在の

加盟都市 107 市のうち、昨年度参列されたのはわずか 4 市のみであり、県下の市も 4 市で

あります。運営資金も約 2,000万円であり、建立 60年を経た慰霊塔の修繕費用も検討せざ

るを得ません。今後のあり方について本格的に検討し、慰霊塔の意義を顕彰すべきかと考

えますがいかがでしょうか。過日の新聞報道では石見市長の談話として、国の責任で維持・

管理を求めたいとありますが、その真意はどこにあるのでしょうか。提唱者である戦後初

代の市長である石見元秀市長の思いは生きるのでしょうか。 

次に、生活保護ケースワーカーの充実についてお尋ねします。 

生活保護事業の円滑な推進において、相談事業の仕事を担うケースワーカーの役割は非

常に重要であり、市職員の仕事の中でも任務の困難さから言えば断トツでしょう。この職

務につかれている方には敬意を表します。ケースワーカーの人員については、社会福祉法

により標準数として、市の設置する福祉事務所にあっては被保護世帯 80世帯にケースワー

カー1 人を配置することが規定されています。本市においてはことしの 4 月 1 日現在で、

ケースワーカー数は 60人と昨年度から 3人の増員となっていますが、一人当たりの担当世

帯数は 111世帯と大幅に超過しており、23人の人員不足が生じています。そのため、残業

時間数も一般職員よりも平均して毎月 13 時間多く、31 時間の残業をしています。ケース

ワーカーの担当世帯が多くなれば当然ながら相談や訪問の密度に影響が出てきますし、違

法行為に対しても取り組みが疎かになってしまうことが予想されます。国においても、交

付税によりこの事業を支えていますが、本市の場合、平成 27年度決算見込みで 7,000万円

の交付税超過となっております。交付税超過分を充当すれば職員不足を補うことができま
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す。現場の苦悩にこたえるべきではないでしょうか。 

次に、じばさんビルの振興についてであります。昭和 58年 3月に竣工したこの建物は築

後 33年が経過し、老朽化対策が課題となっています。 

そこでまず 1 点目は、リニューアルについて検討はなされているのか。この場合、現地

建てかえだけでなく、新たな場所も検討すべきかと思われます。 

2 点目は、販売コーナーである播産館の展示・販売機能が弱く、売り上げが悪いことに

ついて集客対策はどのようになっているのか。 

3 点目は、市役所ＯＢ職員が 2 人、現職が 1 人派遣されていますが、この財団の規模、

業務内容から見て、人件費負担の高い職員ＯＢの任用や現職の派遣はやめて、財団職員を

ふやして販売力を強化すべきであります。 

次に、姫路みなと祭海上花火大会の振興について、毎年恒例の花火大会を楽しみにして

います。夏の風物詩として欠かせぬ行事でしょう。ただ欲を言えばもう少し演出に工夫を

凝らしてほしいと思います。1 つは花火の数ですが、人口 50 万都市の花火大会にしては、

4,000発の花火は少ないのではないでしょうか。 

また、花火を打ち上げる台船が一そうのため、横の広がりがないために花火が単調にな

ります。台船をふやしてより効果的な演出を行い、花火師の腕前を発揮してほしいと思い

ます。せっかくあれだけの大観衆がいるので、さらにグレードアップして感動を与えてほ

しいと思います。問題は財源の確保ですが、明確な目標を示せば寄附金も集まるのではな

いでしょうか。 

次に、スポーツの振興について、スポーツのすそ野を広げ、競技スポーツを発展させ、

オリンピック選手やプロスポーツ選手が育つ環境づくりが大切です。 

この定例会にＡＳハリマアルビオンの練習環境の充実についての補正予算が提案された

ことには賛成でありますが、これだけでは不十分であります。今後、姫路球場のナイター

設備や新たな野球場、サッカー場の建設を初めとして、スポーツ施設の確保を急がねばな

りません。その際、スポンサーも募集し、企業のスポーツへの参入を促進してはいかがで

しょうか。 

また、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催に合わせて、事前キャンプ地と

して名乗りを上げるべきです。東京だけに任せるのではなくて、世界遺産があり、東京や

空港からも至便な立地である我が姫路市に練習会場や宿泊施設、そして観光地として大い

に活用されるよう、早急に準備を進めるべきであります。 

次に、産業振興の新たな取り組みについて、昨年お城で開催したレザーファッションシ

ョーは大成功しましたが、これらを姫路の新しい産業、観光の目玉として育てることが必

要です。また、今回食肉センターが民間主導で改築され、国際的にも神戸ビーフ、姫路和

牛の展開が期待されますが、これを契機として肉フェスティバル、つまりビーフ祭りを一

大イベントにしてはどうでしょうか。 

現在、大手前公園等で開催されているさまざまなイベントはスケール的にも小さく、姫

路市民対象の様相になっている感じがします。これまでのイベントを見直し、魅力あるワ

クワクする企画をどんどん成功させてほしいと思います。そして、イベントそのものが産

業振興に役立つような方向性を強く打ち出すべきであります。 

また、観光客にとって歓楽街の活性化も大切であります。料金が高い、恐いなどのイメ
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ージがあり、年々寂れていく感じがしています。そこで、イベントの実施や観光客向けの

ガイドブックの作成、ホテルとのタイアップなどに支援をしてはいかがでしょうか。 

次に、家島町の飲料水確保についてであります。昭和 41年、赤穂市から水運搬船による

飲料水の購入を行い、昭和 59年から海底送水菅による安定給水が行われています。水道料

金も姫路市に比べて 6 割程度の格安になっております。しかしながら、海底送水菅は敷設

後 32 年が経過し、あと 8 年で法廷年数 40 年に達します。そこで今後の方策として、姫路

市からの送水や海水淡水化設備の導入などについて検討すべきかと考えますがいかがでし

ょうか。 

次に、教育行政について 5点質問します。 

1 点目は、学校のトイレの洋式化の促進について、生活洋式の変化によって、和式トイ

レを使ったことがない子どもたちが多くなっています。現在は大規模改修の際に洋式化に

変えていますが、大規模改修は 1 年に小中学校で数校であり、これでは多くの子どもたち

を犠牲にすることになります。そこで大規模改修とは切り離して、トイレのみの改修工事

を行うことを検討すべきかと考えます。 

2 点目は、公立学校におけるエアコンの導入について、現在は、市内ではパソコン教室

を除いてはほとんど設置されていません。しかしながら、最近の気候変動や日常生活と学

校生活の質の格差を考えると、近い将来には必要になってくると考えます。小中学校の教

室は現在 1,872室ありますので、概算では設備経費に 50億円、電気料金に 2億 5,000万円

かかると見込まれており、整備期間も相当かかると思われます。そこで、エアコン導入に

ついて整備計画を検討してはいかがでしょうか。 

3 点目は、藤森家住宅については平成 27 年 12 月に、藤森医療財団より寄附がなされま

した。藤森家住宅は約 2,000平方メートルの敷地に、昭和 14年に建てられた母屋を初めと

した 450 平方メートルの建物があります。その物件は資産価値だけでなく、母屋、別館、

茶室などは歴史的建造物としても非常にすぐれたものであり、これらを無条件で寄附され

た藤森医療財団に深い敬意を表するものであります。 

本年度 1,480万円の予算で補修をして、29年度よりの活用を検討されていますが、具体

的にはどのようなことを想定されていますか。 

4 点目は、音読グループさえずりの活動支援について、このグループは目の見えない人

や見えにくい人、またさまざまな原因で読書に困難のある人々のために音訳図書ＣＤを作

成して、登録利用者へ貸し出し発送をする活動をしています。大変すばらしい活動であり

ます。現在の会員数は 33名で中央図書館を拠点に活動しています。しかしながら、図書館

には駐車場の台数に限度があり、不足分は有料駐車場で賄っております。市もこれらの活

動に助成金を出してはいますが、駐車料金の補てんにも充分とは言えません。地道な活動

にもう少し後押しをお願いできないでしょうか。 

5 点目は、姫路文学館前のホテルの撤去については、以前より申し上げておりますが、

このたび文学館がリニューアルされたので改めて申し上げます。文学館の価値はもちろん、

その展示内容に尽きるとは思いますが、この施設の借景も大事であり、姫路城の至近距離

にあることでその価値を高めています。しかしながら、入り口付近に俗にいうラブホテル

もどきがあるのでは、風格もやや覚めてしまいます。従前の回答では、駐車場としたいが

緊急性がないとのことですが、余りにも消極的で事務的であります。城周辺の整備を考え
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たときにこのホテルの立ち退きは喫近の課題だと思いますがいかがですか。 

次に、選挙管理委員会について 3点質問します。 

1 点目は、期日前投票所の増設について、今回の参議院選挙において、図書館広畑分館

からイトーヨーカドーに変更したところ、前回の 1 万 2,287 名から今回は 2 万 207 人と大

幅によい結果が出ました。変更はイトーヨーカドーの提案と聞いておりますが、思わぬよ

い結果について、今後もイトーヨーカドーにお願いすべきだし、他の投票所においても場

所の変更や増設について検討すべきではありませんか。 

2 点目は、障害者の選挙参加の促進について、現行の取り組みよりも一段と障害者が参

加できる施策の実現化を図っていただきたいと思います。投票への呼びかけ、投票所での

投票の手助けについて、これまでにも再三指摘しておりますが、さらなる工夫と職員の意

識改革が必要です。 

3 点目は、投票率アップのために町内有線放送による呼びかけの実現化を検討してはい

かがでしょうか。選挙のたびに広報車による呼びかけを行ったり、宣伝媒体を活用してお

りますが、自治会の町内放送を活用してはどうでしょうか。姫路市内の自治会ではほとん

どが町内放送を持っています。これを活用すれば投票への呼びかけが一段と効果的になり

ます。ただし、選挙に際して自治会や自治会長が特定の候補者を支援する場合もあるので、

自治会長等が放送すれば公職選挙法に抵触する恐れがあるので、市の職員が自治会の放送

器具をお借りして放送するという方法をとれば問題はありません。選挙の投票率が余り低

いのは民主主義を根底から揺るがせます。ぜひとも検討してください。 

最後に、動物愛護センターの建設についてお尋ねします。 

私の子どものころには、野犬や野良犬、そして野良猫が数多くいました。しかし、現在

ではごく一部を除いて、そのようなことはありません。犬の誕生はすべて人間による繁殖

から生まれており、犬の一生は人間の飼育動物です。つまり私たちのために生まれ死んで

いく動物であり、長い間の人類の友であります。そんな犬や猫を簡単に虐待したり捨てた

りする人を私は軽蔑します。現在、動物管理センターでは、捨てられて引き取り手のない

動物は、最終的に殺処分しています。職員の努力でその数は減っていますが、昨年度で犬

が 17頭、猫が 176頭です。殺処分は残酷です。殺処分ゼロを宣言し、市民に協力を求めま

しょう。建てかえが検討されている動物管理センターは建物を新しくするだけでは意味が

ありません。引き取られた犬や猫の管理ではなく、動物の愛護施設、市民との交流施設を

設け、積極的な動物愛護のセンターとしましょう。また、広大な敷地を確保してドッグラ

ンも併設し、市民と犬との憩いの広場をつくりましょう。情操教育として、心優しい子ど

もの育成にも大きく寄与するでしょう。道路事情のよい、自然豊かな地域に動物愛護セン

ターの建設を急ぐべきです。 

以上、第 1問を終わります。 

◯石見利勝市長（登壇） 

竹中議員のご質問中、重要課題に対する市長の認識についてお答えいたします。 

まず、県立新病院についてでありますが、新病院の整備候補地につきましては、県の検

討委員会では、想定する病床数の病院整備に十分な敷地面積があることや中播磨・西播磨

圏域の医師確保に対する寄与などの理由から、イベントゾーン高等教育・研究エリアが最

もふさわしいとされています。市としても当該エリアに候補地は絞られたと考えておりま



（280912 竹中議員 未定稿） 

- 14 - 

 

す。ただし、交通アクセスなどさまざまな課題が考えられることから、その解決につきま

しては、あらゆる可能性を検討しながら、県と連携し取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

また、本市南西部の医療機能の確保については絶対に満たすべき条件だと考えており、

本市としましても、製鉄記念広畑病院の建物を活用した急性期を担うことができる医療機

関の誘致を県に要望しているところであります。今後、地域住民の安心につながるよう、

県と連携しできるだけ早期に誘致する医療機関をお示ししたいと考えております。 

次に、獨協学園研究センターについてでありますが、医療系高等教育・研究機関につき

ましては、現時点では 2,000 平方メートルから 3,000 平方メートル程度の面積が必要であ

ると聞いており、県が建設する新県立病院と一体となって整備していただく方向で調整を

進めているところであります。 

 獨協学園に対しましては、市がすべての費用を負担するのではなく、施設の規模や形態、

導入機能などを総合的に判断した上で、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。

具体的な支援内容につきましては、今後、進捗状況に応じて、適宜お示ししてまいります。 

次に、文化コンベンション施設についてでありますが、まず施設の整備事業費につきま

しては、現時点では約 230 億円と試算しており、その財源の内訳につきましては、国庫補

助金約 40億円、基金約 95億円、起債約 90億円、一般財源約 5億円と想定しております。 

そのうち国庫補助金につきましては、当初は約 10億円と想定しておりましたが、他都市

事例の研究等により新たに約 30億円の確保を見込んでおり、現在協議を進めております。 

今後とも、国への要望活動や補助制度への的確な対応により国庫補助金等のさらなる確

保に努めるとともに、基金の運用状況や起債の活用状況を見きわめ、適正かつ効率的な財

源の確保を行ってまいります。 

次に、運営企画の進捗についてでありますが、文化コンベンション施設は、内容、規模

において本市でこれまでにない施設であり、現在、管理運営に係る他都市施設の情報収集

や分析を行い、管理運営方針等の作成に取り組んでおります。 

今後、専門事業者からのアドバイスや他都市事例の研究内容を実施設計に反映すること

で、利用者にとって魅力的な施設になるよう努めるとともに、収支シミュレーションの実

施によって適切な運営費や使用料を設定するなど、効果的、効率的な管理運営体制となる

よう努めてまいります。 

また、施設建設と並行して、当該施設でのＭＩＣＥ誘致を推進するため、姫路観光コン

ベンションビューローと連携し、東京、大阪に本部を置く学会、大会の主催団体等へのＰ

Ｒ活動や、国内外で開催されるＭＩＣＥ専門の展示会、商談会に参加するなど、プロモー

ション活動をより一層進めてまいります。 

また、駅からの歩行者動線についてでありますが、デッキに屋根を設置することも含め

て、安全・快適な歩行者動線となるよう検討を進めてまいります。 

次に、中央卸売市場の移転と跡地についてでありますが、市場の移転再整備に当たって

は、土壌汚染に対する市民や場内事業者の不安を払拭し、安全・安心な食の供給拠点とし

て施設整備することも重要な課題であると考えております。このため、現在、土壌汚染対

策等に関する専門家で構成する専門家会議を立ち上げ、土壌汚染調査の実施方法や工事施

工に当たっての安全対策について検討を行っております。 
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現在までの調査結果では、ベンゼン、砒素、鉛、弗素、油分による土壌汚染が確認され

ておりますが、専門家会議からは、砒素、鉛、弗素は自然由来または埋立材由来と考えら

れ、地表面に被覆等を施した状態で管理していくことで対策が可能であり、ベンゼンにつ

いても、生鮮食料品を取り扱う市場という性格上、除去等の対策を行っておくことが適切

との意見でありました。また、油分につきましては、土壌汚染対策法に定める特定有害物

質ではありませんが、施設の安全管理上、油臭への対策が必要であるとの意見をいただい

ております。 

今後、ベンゼンと油分の汚染の詳細を把握するための追加調査を実施し、効果的かつ効

率的な土壌汚染対策方針を策定した上で、平成 29年度には土壌汚染対策工事に着手する予

定でおります。 

土壌汚染対策に係る経費につきましては、現段階での調査結果によるベンゼンの汚染の

想定からの推測ではありますが、対策費用として約 5 億円程度が見込まれるものと考えて

おります。この経費負担につきましては、土地所有者である出光興産株式会社と、「合理的

な理由があれば一定の負担は行う」との確認をしておりますので、土壌汚染の原因やメカ

ニズムを検証していく中で、所有者責任、原因者責任等を踏まえ、しっかりと協議を進め

てまいります。 

次に、仲卸業者の廃業・離職者に対する救援策の検討についてでありますが、移転に伴

い場内事業者にとっては移転費用の負担や市場使用料の増加が見込まれるため、場内事業

者の懸命の経営努力によっても事業活動に支障が生じ、市場経営に懸念が生じる場合には、

他市場の事例等を研究し、使用料の増加に対する激変緩和措置等の支援策を検討する必要

があると考えております。 

仲卸業者の廃業補償につきましては、法的には市場施設の使用が使用許可に基づくこと

や、希望すれば新市場で営業店舗を確保できることから、基本的に廃業補償の問題は生じ

ないものと考えておりますが、仲卸業者の廃業による離職者に対しましては、場内事業者

の話し合いの中で、移転した仲卸店舗や場外賑わい施設等での就労について配慮していた

だくことが望ましいと考えております。 

いずれにいたしましても、移転に当たりましては場内事業者の事業活動に支障が生じな

いよう配慮してまいります。 

次に、市民・観光客に向けた場外賑わい施設の検討についてでありますが、昨年度より、

場内事業者が主体となって、他都市の事例研究や本市場の特性を踏まえた効果的な整備・

運営手法等について検討を行っておられ、今後も本市場の施設整備と並行して検討が進ん

でいくものと考えております。 

次に、現市場跡地の新たな活用の提案についてでありますが、現市場用地については、

地権者との覚書に、「公共的施設に必要としない場合は区画整理をして返還する」と規定さ

れております。 

今後、当該覚書を前提としつつ、移転後の現市場跡地の活用方法について地権者と協議

を行ってまいりますが、市も地権者の一人であるため、必要に応じて地権者の立場として

提案することも検討してまいります。 

しかしながら、現在の一部借地を前提とした形態では借地料が高額であるため、利活用

には制約が伴うものと考えております。 
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次に、産業・観光・地産地消の面からの検討についてでありますが、移転予定地周辺は、

食品関連の加工施設や海産物直売所等が数多く立地しており、それらとの連携により市民

や観光客にも親しまれる「食の拠点」として相乗効果を生み出すことが見込まれます。そ

のため、本市場がその中核として機能を発揮することにより、食品関連事業や流通業を初

めとする産業や地産地消、また観光振興にも寄与するものと考えております。 

次に、播磨臨海地域道路網の整備についてでありますが、まず、このたびの内閣改造に

より、国土交通副大臣及び大臣政務官に地元選出の国会議員が就任されましたことは、本

道路の早期実現に向けてまたとない好機ととらえており、本市といたしましては、時機を

逃さず要望活動に注力してまいりたいと考えております。 

議員お尋ねの具体的な要望事項といたしましては、まず速やかに計画段階評価を完了さ

せていただくこと、さらには、早期事業化を図るための道路関係予算の総額を確保してい

ただくことの 2点と考えております。 

次に、要望活動のポイントでありますが、本市を中心とする播磨地域は、世界でも有数

のものづくり拠点であり、本道路が国の重視する経済ストック効果や、人流・物流を抜本

的に改善する生産性革命をもたらす社会基盤であり、費用対効果が突出して大きいことを、

国土交通省はもちろん、財務省へも強く訴えていくことと考えております。 

次に、要望会への地域企業や経済界の参加につきましては、昨年から取り組んでいると

ころであり、本年 1 月と 5 月の 2 回、企業との意見交換会を開催しております。そこでい

ただいた本道路に対する多くの期待の声を、2 月の東京での整備促進大会や 6 月の本市で

の国土交通大臣への要望会において、各企業から直接ご発言いただいたところであります。 

今後も引き続き、地域企業や経済界とも連携した、より効果的な要望会や意見交換会を

実施し、本道路の早期実現に向け尽力してまいります。 

最後に、姫路城ミュージアム構想と姫路の祭り文化についてでありますが、（仮称）世界

遺産・姫路城ミュージアムについては、姫路城の本質的価値を高め・学び・伝えるととも

に、城郭や「姫路・はりま」の郷土史に関連する展示・学習機能や調査・研究機能を備え

た施設とすることを基本に、施設そのものに限定せず、幅広い視点から検討を行っている

ところであります。 

引き続き姫路城の本質的価値だけでなく、今日まで継承されてきた播磨地域における三

ツ山大祭や御田植祭、ゆかたまつりを初めとした城下町の文化や庶民の暮らしにも着目す

るなど、播磨の姫路を広く内外に発信できるような施設となるよう検討を深めてまいりま

す。 

 以上でございます。 

◯内海將博副市長（登壇） 

私からは、5項目めの男女共同参画推進条例についてのうち、1点目と 2点目についてお

答えいたします。 

 まず 1 点目の条例の徹底化、特に審議会の女性登用 4 割以上が守られていないについて

でございますが、姫路市男女共同参画推進条例では、「附属機関等における構成員の男女の

比率」に関する規定を設け、「附属機関等の委員その他の構成員の委嘱、任命等をしようと

する場合には、男女それぞれの構成員の数がその総数の 10分の 4以上となるよう努める」

としております。 
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 これまで、審議会等委員への女性の登用につきましては、積極的改善措置の一つとしま

して、「姫路市審議会等委員への女性の登用促進に関する指針」に基づき、取り組みを進め

てまいりました。 

 また、本年 4 月の条例施行に当たりまして、庁内各部局に対し、条例の規定に沿った対

応や改善を図るよう指示や周知を行っているところでございます。 

 しかしながら、施行後に委員を選任した審議会等でも、議員ご指摘のとおり、女性委員

の比率が低く、条例の規定を満たしていないものが多いという状況でございました。 

 今後は、各審議会等の委員について、所管部局に対し、選任を検討している段階から女

性の登用を求め、女性の登用率の低い審議会等については、個別に改善を求めた後、決定

段階でも改めて確認するなど、女性委員の比率が 4 割以上となるよう、より実効性のある

手続を年内を目途に構築し、条例の規定の徹底強化に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、2 点目の女性管理職をふやすために、まず係長級の増員をについてでございます

が、本市では、男女共同参画の観点と公務における職員の平等な取り扱いの観点から、近

年、全職員に占める女性職員の割合が高くなっており、組織運営上、女性の活躍は必要不

可欠なこととなってきております。 

 昨年度には、女性活躍推進法に基づく「特定事業主行動計画」を策定し、当該計画の数

値目標としている「女性管理職の登用」につきましては、係長級以上の女性職員の割合が

本年 4 月 1 日現在 17.3％となっているものを、平成 32 年度末までに 21％以上にすること

を掲げております。 

 それらの取り組みを推進するため、女性職員のキャリア形成においては、本市では男女

の区別なく幅広い業務に配置することで、職務能力の向上を図っております。 

 その一方で、係長を含めた管理職になることへの不安を抱えている職員も少なくないこ

とから、キャリアプランの研修やワークライフバランスに向けた職場環境の整備に取り組

む必要があると考えております。 

 今後、40歳前後の女性職員の比率が高くなることから、それらの中から係長級として積

極的な登用に努め、増員を図ることで、将来の幹部候補を育成し、全体としての女性管理

職の拡充につなげていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

◯舟引隆文総務局長（登壇） 

議員ご質問中、私からは、2項目め及び 4項目めについてお答え申し上げます。 

まず、2 項目めの議会開催に関する提案の 1 点目、臨時議会の開催についてでございま

すが、臨時会は、地方自治法において、議員の請求により市長が招集するもののほか、必

要がある場合において、市長がその事件に限りこれを招集することができると定められて

おり、定例会を待っていては時期を失するような緊急性がある事件が発生した場合に、そ

の審議決定のために招集されるものであります。 

臨時会の開催につきましては、この地方自治法の趣旨にかんがみ、付議すべき事件の緊

急性等を十分に考慮し、適宜、議会と調整を図ってまいります。 

次に、2 点目の合併１０周年記念に本会議や委員会を合併町で開催してはどうかにつき

ましては、本庁舎以外の場所で本会議や委員会を開催することにより、ふだん傍聴しにく

い市民の方が傍聴しやすくなり、市政や議会に関心を持っていただく機会の創出につなが
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るものと考えます。 

また、その課題としては、開催場所や音響設備等の確保、多数の職員が本庁舎を不在に

することによる緊急時の対応等が考えられます。 

合併記念行事として本会議等を合併町において開催することについては意義あることと

考えますが、議会運営に関することであり、議会の判断を尊重すべきものと考えておりま

す。 

続きまして、4 項目めの人事行政についての 1 点目、人事評価制度の見直しを行い、能

力や業績を反映して、賞与の格付を拡大し、結果を本人に明示することでございますが、

本市における賞与の査定については、平成 18年 4月から局長級に導入した目標管理制度を

拡大し、現在では主幹級以上の勤勉手当について、評価結果を 3 つの区分に分け、支給月

数に差をつけて支給し、また、給与支給明細書に区分を明示し、本人に知らせております。 

さらに、平成 26年に地方公務員法が改正され、本年 4月からすべての地方公務員に人事

評価制度が適用されることとなり、これを受け実施している本市の人事評価制度では、目

標管理による「業績評価」と職員の職務上の行動等を通じて発揮された能力について評価

する「能力・行動評価」により評価を行い、日々の勤務意欲や態度なども対象とする多角

的な評価により、人材育成や職務改善を図ることとしております。 

これらの評価結果は、職員の昇給や賞与を査定する際の基礎資料としても用いられ、本

年度については、12月に支給する賞与から全職員に反映し、その査定結果を本人に明示す

ることとしております。 

次に、2 点目の人物重視の職員採用試験の見直しでございますが、幅広い行政課題に対

応するため、主体的に行動する力、課題発見・解決能力などを有する人材を得たいとの思

いから、筆記試験よりも人物を重視した採用試験に取り組んでいるところであり、これま

でも、例えば、2 次試験における集団討論やプレゼンテーション試験など、多面的な観点

からの人物評価を行ってまいりました。 

今年度は、事務職の 1次試験において、幅広い人材を得るため、従来の試験区分に加え、

専門試験を課さない試験区分を設定したほか、2 次試験の集団討論とプレゼンテーション

試験を個別面接に変更し、面接の回数をふやすことで、より多くの目による人物評価を行

いました。 

多様化する行政ニーズに対応していくため、引き続き、人物重視の採用試験を実施して

まいりたいと考えております。 

次に、3 点目の経験者採用の本格実施でございますが、ここ数年、事務職、土木職等に

ついて、民間企業等の経験や柔軟な発想が市の業務に反映されることで、組織の活性化や

職員の意識改革につながり、また、即戦力となり得るものと考え、経験者採用を実施して

おります。 

採用試験におきましては、これまでも、専門職や技術系職員について、受験できる年齢

の上限設定に際して、民間経験者も受験できるよう配慮しておりましたが、さらに、本年

7月 24日に実施した採用試験では、事務職、土木職等において、別枠として経験者に特化

した採用区分を設定し、試験を実施したところであります。 

今後も、職種ごとに、在職職員の年齢分布等を勘案しながら、経験者採用に取り組んで

まいりたいと考えております。 
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次に、4 点目の時間外勤務手当の削減でございますが、その取り組みとしまして、平成

26 年度から職員のワークライフバランスの確保に向け、所属長に対し原則月 60 時間を超

える時間外勤務を命令しない、22 時以降の深夜勤務の禁止、定時退庁の徹底等を指示し、

加えて部長職を労務管理推進員とする制度を導入し、その徹底を図っているところであり

ます。 

これには、管理職である所属長の責任は非常に大きいものと考えており、人事評価制度

の運用においても、時間外勤務の削減など、労務管理にも取り組んでまいります。また、

具体策としては、外部委託、任期付職員などの人員補充、場合によっては職員の配置がえ

等も行ってまいりたいと考えております。 

次に、5 点目の技能労務職の段階的廃止でございますが、住民サービスの質の維持、災

害等への対応などから一定数の技能労務職員を確保する必要があると考えておりまして、

技能労務職のあり方について平成 22 年秋から技能労務職を配置する全職場で検討を重ね、

24年 6月にその報告書を取りまとめました。 

以降、各技能労務職現場とも協議を重ね、引き続き技能労務職が担う必要のある業務や

配置すべき職場を検討し、平成 36年 4月までに約 200人の技能労務職員を削減することと

いたしており、技能労務職員の採用抑制、行政職への任用替え制度の活用、民間事業者へ

の業務委託などにより、まずはこれをしっかりと進めてまいりたいと考えております。 

次に、6点目の技能労務職員の一般行政職への積極的な任用替えの実施でございますが、

これについては、平成 25年度から任用替え希望者対象者を選考した上で、1年間の研修を

経て、行政職として必要な能力の育成と実証を重ねて、行政職の職場へと配置しておりま

す。実績としましては、初年度の平成 26年度から 28年度までの 3年間で 57名の任用替え

を行っております。 

技能労務職の計画的な人員削減の取り組みを踏まえ、今後も任用替え制度に積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。 

最後に、7 点目の懲戒、分限処分の取り扱いの見直しでございますが、懲戒処分につい

ては、職員の身分保障に係るものであるため、国の基準をもとに本市の基準を定めており、

今後も適正に対応してまいりたいと考えております。 

分限処分については、任命権者に一定の裁量がありますが、その分、恣意的でない妥当

性が求められます。職員の適正な服務管理を行うためにも、分限の処分基準や指針等の必

要性も感じているところであり、新たに導入された人事評価の活用と合わせて、慎重に検

討してまいります。 

今後も、服務規律の確保を徹底し、適正な人事行政の運営に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

◯北川俊文市長公室長（登壇） 

 議員ご質問中、私からは、3 項目めの市民栄誉賞の対象者は検討されているかというこ

とについてお答えいたします。 

 まず、市民栄誉賞につきましては、現在のところ具体的に検討している対象者はござい

ませんが、引き続きスポーツの分野を初め、公共福祉の増進、産業、経済、文化、学術等

の各分野における市民栄誉賞の授与対象となる候補者の有無について情報収集に努めてま
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いります。 

 議員ご指摘の「市民の中で、長期にわたって地道に活動されている方」につきましては、

功労表彰や善行表彰を授与しており、さらにその功績が特に卓絶している方には、毎年 4

月 1日の市制記念式典において市民表彰を授与しております。 

 近年、「人生 90 年時代」と言われ、市民が持つ高齢者のイメージや、高齢者自身の意識

が変化してきており、年齢にかかわらず「仕事や趣味を続けたい」、「地域活動等に参加し

たい」という意欲を持たれる高齢者の方々がふえてきております。また、人口減少社会の

到来により高齢者の社会的活動が今後ますます重要になってくるものと認識いたしており

ます。 

 そのため、市民表彰を受けられた後も長期にわたり現役で、公共の福祉増進などのため

に活動されている方に対しまして、そのご功績をたたえる仕組みについて既に検討を始め

ておりますが、議員ご質問の趣旨も十分に踏まえまして、さらに検討を重ね、早期に施策

化を図ってまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

◯中川勝正消防局長（登壇） 

私からは 5 項目めの 3 点目と、10 項目め、11 項目めについてお答え申し上げます。 

まず、5 項目めの 3 点目、女性消防職員の採用と管理職への登用についての積極策につ

いてでございますが、本市では、平成 4 年から県下で初めて女性消防職員の採用をスター

ト、現在 13 人の女性消防職員が在職しております。 

このうち 6 人が消防隊や救急隊など隔日勤務者で、災害対応業務を担当、7 人が火災予

防、危機管理などの事務管理業務を担当しております。 

女性消防職員の採用試験ですが、今年度から救急救命士などの資格者や実務経験を持っ

た女性が受験しやすいように、合否の判定要素である体力検査の項目を見直すとともに、

受験年齢を 29 歳に引き上げております。 

また、女性消防職員の活躍を紹介するポスターやパンフレットの配布、姫路ケーブルテ

レビなどの放送などにより積極的に受験促進を図っております。 

今後、議員のご指摘も踏まえ、女子大学生や高校生を対象とした採用説明会などの開催

を検討して、来年度以降、一層の受験者増加と採用に努めてまいりたいと考えております。 

次に、女性消防職員の管理職への登用についてでございますが、今年度、30 歳台後半の

女性消防職員を初めて係長級に昇任させました。 

今後は、県消防学校などにおける幹部養成研修などを受講させるとともに、人事配置に

より、多様な職域を経験させることで人材を育成し、管理職への登用につなげていきたい

と考えております。 

続きまして、10 項目めの消防ホース格納箱のあり方についてでございますが、消防ホー

ス格納箱は、「自らの街は、自らで守る」を合言葉に、自主防災組織である各自治会で大規

模災害時に備えて自主的に設置、維持管理していただいており、現状では、全市域で配置

されている状況ではございません。 

また、過去には、消防ホース格納箱の収容品の盗難事件が頻発したり、消防ホースはゴ

ム製品でございますので、老朽化に伴う点検などをしていただいたりのご負担は認識いた

しております。 
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本市では、火災などに伴う消火作業については、最寄りの消防署と地域の消防団による

迅速な消火体制を確保しており、消火活動にあっては、地域で自主設置の消防ホースなど

に頼ることなく、各消防自動車に積載しています耐圧性能の高い消防ホースを活用いたし

ております。 

ただ、今後、南海トラフ巨大地震などの発生が危惧される中、大火災の同時発生により、

消防署と消防団の消防力では対応困難となる場合には、自主防災会単独による消火作業も

想定されると考えております。 

また、今年度から「自主防災組織防災資機材交付事業のメニュー」において、消防ホー

スは、活用頻度や盗難、維持管理に伴う自治会のご負担等も考慮し、削除されております。 

このような背景を踏まえ、今後の消防ホース格納箱の新設、更新等については、各自治

会での自主的な判断により、お願いしたいと考えております。 

次に、11 項目めの消防団の活動についての 1 点目、報酬と出動手当の引き上げについて

でございますが、消防団員の郷土愛に根ざしたボランティア精神に敬意を表するとともに、

議員ご指摘のとおり、報酬及び出動手当などの費用弁償は重要であると考えております。 

国におきましても、平成 27 年 12 月に「消防団を中核とした地域防災力の充実強化の在

り方に関する答申」が発出され、消防団等の充実強化のために取り組むべき事項としまし

て、消防団員の処遇改善等が規定されております。 

また、本市では、平成 25 年に報酬を引き上げ、費用弁償におきましては、平成 15 年度

に火災出動などの 1 回当たり 900 円から 1,000 円に引き上げ、それ以降は据え置いており

ます。 

今後、報酬、費用弁償の引き上げについては、国基準の見直し動向や、中核市や県内に

おける近年の改正状況等も調査し、必要となる財源等について関係部局とも協議を行い、

検討してまいりたいと考えております。 

続きまして、2 点目の定年の引き上げについてでございますが、部長以下の定年年齢が

65 歳に引き上げられ、その結果、経験と能力のある消防団員がより長く活動できるように

なりますので、その中から、すぐれた団員が幹部に登用されることが期待できるものと考

えております。 

昨年度、消防団長などを構成員とした「将来を見据えた消防団のあり方を検討する会議」

を開催いたしまして、その中で、分団長などの定年についてもさまざまな意見が出されて

おります。 

議員のご指摘の点につきましては、再度、より現状の把握に努め、団長などの意見を踏

まえながら、検討してまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

◯山田堅一財政局長（登壇） 

私からは、6項目め、7項目め、8項目めについてお答えいたします。 

まず、6 項目めの 1 点目、ふるさと納税の問題点についてでございますが、ふるさと納

税制度は、平成 27年度税制改正により、寄附限度額が 1割から 2割に引き上げられるとと

もに、税額控除手続に関する特例が設けられるなど、制度が拡充されております。 

これに伴い、全国的には寄附額が大幅に増加しているところであり、議員ご指摘のとお

り、本市におきましては、税額控除額が寄附受入額に比して 1 億 5,000 万円の超過となっ
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ております。 

しかしながら、この制度は、「今は都会に住んでいても、自分をはぐくんでくれたふるさ

とに、自分の意志で、幾らかでも納税できる制度があってもよいのではないか」という問

題提起をきっかけに制定されたものであります。 

本市といたしましては、特典競争が過熱している状況は、この本来の趣旨と大きく異な

っていると考えており、今後とも、制度本来の趣旨を重んじながら、節度と良識ある対応

を心がけていきたいと考えております。 

次に、2点目の税の未収についてでございますが、個人の滞納者上位 10人について、よ

り厳しい処分を検討すべきについてでございますが、議員ご指摘の滞納者につきましては、

そのほとんどが不動産の差し押さえまたは参加差し押さえを行っているものの、税に優先

する抵当権等が既に設定されており、その抵当権で担保されている債権額が、差し押さえ

不動産の資産価値を上回っているため換価処分ができず、滞納の解消に至っておりません。

そこで、平成 27年度から、滞納整理専門員として国税ＯＢを配属し、その知識・経験を生

かして不動産以外の財産の滞納処分を進め、滞納額の縮減に努めているところでございま

す。 

また、地域貢献納税感謝状の贈呈制度の対象者がどの程度の市税を納めているかについ

てでございますが、実際の納税額は個人情報でございますので、ご参考といたしまして贈

呈対象者の基準金額についてお答えいたします。 

本店所在地が市内である法人につきましては、前年度の納税額が上位 2 者以内でかつ

5,000 万円以上であるもの、本店所在地が市外である法人については、前年度の納税額が

上位 2 者以内でかつ 1 億円以上であるもの、市内に住所を有する個人については、過去 3

年度間の納税額が上位 1者でかつ 5,000万円以上であるものとしております。 

次に、7 項目めの交付金算定の基準と実際の施策に格差があるものについて、その現状

を変えることは必要かについてでございますが、普通交付税は、地方公共団体間の財源の

不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保

障するためのもので地方の固有財源とされております。 

基準財政需要額は団体ごとの財政需要を一定の基準で測定したものであり、標準的な団

体において合理的かつ妥当な水準により行政を行う場合に必要な経費である単位費用に、

団体ごとの測定単位と自然的社会的条件の違いによる補正係数を乗じて算定されます。 

基準財政需要額の算定に際しては、地方交付税制度解説により大まかな積算内容が示さ

れておりますが、市の個々具体的な事業について交付税措置の有無を判別できるものでは

ございません。 

そのような状況ではございますが、ご指摘の 5つの項目に係る平成 27年度決算における

一般財源所要額と基準財政需要額を比較いたしますと、まず、消防団団員報酬につきまし

ては、本市の団長が 8 万 8,400 円であり、普通交付税の基準財政需要額の単価 8 万 2,500

円を上回るものの、副団長では本市 6 万 6,200 円に対し普通交付税の単価は 6 万 9,000 円

であり、その他も本市の単価が普通交付税の単価を下回っております。 

次に、民生委員・児童委員活動費報酬につきましては、本市が報酬として交付する額 11

万 8,000 円に対して、普通交付税の単価は 5 万 8,200 円であり、本市の単価が普通交付税

の単価を上回っております。 
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清掃費につきましては、平成 27 年度決算における一般財源所要額が 74 億 9,900 万円で

あり、基準財政需要額の 44億 9,400万円を 30億 500万円上回っております。 

公園費につきましては、一般財源所要額が 24億 8,400万円であり、基準財政需要額の 6

億 3,100万円を 18億 5,300万円上回っております。 

小学校費につきましては、一般財源所要額が 41億 6,000万円であり、基準財政需要額の

36億 9,100万円を 4億 6,900万円上回っております。 

清掃費、公園費につきましては、一般財源所要額が基準財政需要額を大きく上回ってお

りますが、いずれも人件費の決算額が普通交付税の算定基準による需要額を上回っており

ます。 

小学校費については、人件費が普通交付税の算定基準を下回っているものの、人件費以

外の物件費などの経費が普通交付税の算定基準を上回っております。 

普通交付税は一般財源であり、特にその使途が定められているものではございません。

とはいえ、トップランナー方式の導入など、普通交付税算定基準においても、歳出効率化

に向けた業務改革が行われており、今後とも、行財政改革を進めつつ、必要な事業に予算

を配分するなど効果的な財政運営に努めてまいりたいと考えております。 

次に、8 項目めの 1 点目、最低制限価格制度の導入についてでございますが、最低制限

価格制度は、発注者が設定した最低制限価格を下回る入札を一律自動的に失格にする入札

制度であり、工事や委託業務の品質を確保する上で大変重要な役割を持っております。 

最低制限価格は、業務の内容や予定価格をもとに設定しますが、単価、経費等を含む明

確な積算基準がない業務については、見積もりにより予定価格を設定することが多いため、

現状では最低制限価格の設定は慎重にならざるを得ない状況です。 

また、警備業務などの業務委託については、各所管課において入札契約事務を行ってい

るため、最低制限価格を導入する場合には、全庁統一的な取り扱いをするための基準づく

りが課題となります。 

いずれにいたしましても、最低制限価格制度の導入は、ダンピング受注の防止に有効な

対策の 1 つであると認識しており、現状の課題などを踏まえ、現在、兵庫県や他都市の事

例を参考にしながら、調査研究を進めているところでございます。 

次に、2 点目の適正な予定価格の設定についてでございますが、最低制限価格は予定価

格をもとに設定されることとなるため、その設定に当たっては積算基準等により算定され

た予定価格の設定が必要となります。今後、最低制限価格の導入なども視野に入れ、予定

価格設定のために必要な発注仕様書や積算基準の作成などにも取り組んでまいりたいと考

えております。 

以上でございます。 

◯川渕良郎防災審議監（登壇） 

議員ご質問中、私からは、9 項目めの防災マップの町ごとの作成についてお答えいたし

ます。 

防災マップは、マップづくりを通じ、地域のマップを囲みながら住民同士が話し合いを

行い、地域の危険箇所や災害時に役立つ情報を共有していただくことで、地域の防災力や

防災意識の向上につながると考えております。 

本市においては、平成 21年度から「町内版防災マップづくり事業」の取り組みを始めて
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おり、まず、住民の方にマップづくりのノウハウ等を習得していただくとともに、町内版

防災マップづくりの機運醸成を図るため、地区連合自主防災会リーダー研修等におきまし

て、町内版防災マップづくりワークショップを開催し、マップづくりの目的と概要を説明

し、平成 22年度に市内の 5自治会で町内版防災マップづくりを実施いたしました。 

さらに、平成 24年度から 5カ年計画で地区連合自治会ごとに防災マップを作成していた

だく地域防災マップづくり事業を進めてまいりました。 

町内版防災マップづくりにつきましては、地域防災マップづくり事業でのノウハウを生

かし、各自治会で自主的に進めていただくこととしており、防災マップ作成手引書をホー

ムページに掲載しておりますが、今後は出前講座等におきましても啓発に努めるとともに、

今回の地域防災マップ作成の過程で得られました資料や情報の活用はもとより、職員によ

る説明・助言などの支援策についても積極的に検討してまいります。 

以上でございます。 

◯中杉隆夫教育長（登壇） 

私からは、12 項目めの 1 点目及び 2 点目、また 15 項目めの 5 点目及び 9 点目、16 項目

めの 3点目、24項目めについてお答えをいたします。 

まず、12項目めの 1点目のうち、子ども会の組織率及び人員の推移でございますが、平

成 28年７月 22日現在、姫路市の児童数 3万 67人に対しまして、子ども会加入人数は 2万

1,856 人で、組織率は 72.7％となっております。姫路市子ども会連合会への加入団体数は

507団体となっております。これを 10年前の平成 18年度におきましては、児童数 3万 4,777

人に対しまして、子ども会加入人数は 2万 8,950人で、組織率は 83.2％、加入団体数は 625

団体でございました。子ども会の組織率、人員とも減少傾向にあると認識しております。 

次に、2 点目の活動支援のあり方と今後の方向性についてでございますが、姫路市子ど

も会連合会では、交流促進事業として球技大会、将棋大会、オセロ大会を、また、体験活

動事業といたしまして、家島・太尾でのキャンプ事業など、さまざまな活動を行っておら

れます。本市といたしましては、これらの活動に対しまして、事業補助として補助金を交

付し活動を支援しておりますが、今後も活発な事業展開のため支援してまいりたいと考え

ております。 

また、組織率の向上、子ども会への加入促進につきましては、ＦＭゲンキの番組に姫路

市子ども会連合会の事務局職員が出演し、子ども会活動の紹介を行うなど、子ども会の広

報活動への協力を行っております。今後、姫路市子ども会連合会からの広報や加入案内等

の配布についても、さらに幅広く行えるよう支援してまいりたいと考えております。 

次に、15項目めの 5点目、公民館など公共施設での土足使用とエレベーターの設置につ

いてでございます。 

この件につきまして、姫路市立公民館におきましては、築後 25年以上経過した公民館に

ついて、今後さらに 30年程度使用し得る施設となるよう、また、利用者に高齢者が多い点

などを考慮いたしまして、段差解消や多目的トイレの設置など、兵庫県福祉のまちづくり

条例に基づく改修とともに、外壁や内装等の老朽箇所や空調機器等の更新を行うため、大

規模改修工事を実施しております。 

大規模改修工事の実施に当たりましては、設計段階から公民館や活動推進委員会を初め

とする地元からの要望をお聞きし、地域ニーズに沿った改修となるよう努めているところ
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でございます。 

お尋ねの土足使用につきましては、この大規模改修工事の機会を捉え、公民館の利用状

況や、また公民館長、さらには地元の意見などもお聞きしながら、対応してまいりたいと

考えております。 

また、エレベーターの設置につきましても、土足使用と同様に大規模改修工事の機会を

捉え、施設の規模や構造、立地条件等を勘案し、検討してまいります。 

次に、9 点目の文化施設での障害者用ガイドの充実についてでございますが、現在、映

画や映像作品の音声をスマートフォンのアプリを利用することによりまして、字幕や音声

ガイド、手話映像などをリアルタイムでメガネ用端末に表示させたり、またスマートフォ

ンやタブレット端末に再生したりすることができるサービスが始まっております。 

このバリアフリー化に向けたサービスは、美術館や水族館、文学館などの施設におきま

しても、鑑賞対象の環境に合わせて活用することが可能なようでございますが、まだサー

ビスが始まってからの日も浅く、全国的に普及していないのが実情であります。 

そのため、ＩＣＴを利用した観覧のための支援ツール及び貸し出し端末については、社

会教育施設などでどのように活用できるのか、今後その情報収集と研究に努めてまいりた

いと考えております。 

次に、16 項目めの 3 点目、小学 1 年生への 30 人学級の導入についてでございますが、

現在、｢公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律｣によりまして、

小学 1年生は 35人学級編制と定められております。そこで本市における今年度の小学 1年

生の現状について申し上げますと、1学級当たりの児童数は､全 69校の平均で 28.4人とな

っております。また、1 学級が 30 人以下となっている学校数につきましては、69 校中 44

校、63.8％となっており、今後少子化が進みますことを勘案いたしますと、現行制度を継

続する中においても、30人以下の学級の割合が高くなっていくものと推察されます。 

したがいまして、市費単独による教員の加配につきましては、現段階では考えてはおり

ませんが、当面、少人数学級や少人数指導のさらなる充実に向けて、文部科学省による新・

教職員定数改善計画が早期に実現するよう、国及び県に要望してまいりたいと考えており

ます。 

続きまして、24項目めの 1点目、学校のトイレの洋式化の促進についてでございますが、

現状といたしましては、校舎においては棟ごとに最低 1 箇所以上、洋式便器を設置済みで

あり、避難所にも位置づけられている小・中学校の屋内運動場につきましては、平成 28年

度大規模改修工事の小学校 2 校、中学校 1 校をもって、すべての小・中学校屋内運動場に

洋式便器が設置完了予定となっております。 

学校のトイレの和式から洋式への改修につきましては、学校現場からの要望も多く、重

要課題の 1つであると認識しております。 

学校の耐震改修が平成 26 年度、また屋内運動場のつり天井対策が平成 27 年度をもって

終了いたしましたので、今後は、大規模改修工事に加え、国の補助金を活用したトイレの

洋式化への改修に取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、2 点目の学校にエアコンの導入をについてでございますが、エアコンは現在、吹

奏楽や合唱等の音楽活動による騒音対策等として、平成 27年度から 5カ年計画ですべての

中学校の音楽室に優先して整備を進めているところでございます。 
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また、小・中学校において、室温管理を必要とする児童生徒が在籍する特別支援教室へ

は、引き続きエアコンを整備してまいります。 

普通教室への整備につきましては、小・中学校の教室すべてに整備することを想定いた

しました場合、先ほど議員もおっしゃいましたが、約 50 億円の多額の設置費、並びに約

2.5 億円の稼働経費が必要になってまいりますので、財源の確保や整備期間等に課題がご

ざいます。 

このため、今後は他都市の事例も参考にしながら、効率的なエアコン導入に向けた調査・

研究を進めてまいります。 

次に、3点目の藤森家住宅の活用についてでございますが、医療法人藤森医療財団から、

姫路市船橋町にある土地と建物について寄附の申し出がありましたので、姫路市に所有権

移転登記をした後、平成 28年 4月 1日に引き渡しを受けたものでございまして、今年度か

ら姫路市が維持管理をしております。 

藤森家住宅は、昭和 10年代の近代和風建築物として文化財的価値があり、また、別館に

つきましても民俗文化財として価値があるものでございます。 

平成 28年度で建物の修理と駐車場の整備を行う予定でございまして、利活用につきまし

ては、まず 1、2年をかけて環境整備を進め、今後、庁内だけでなく、幅広く民間からも意

見をいただきながら、有効活用を検討してまいりたいと考えております。 

次に、4 点目の音読グループさえずりの活動支援についてでございますが、ボランティ

アの皆さん方の活動は、視覚障害のある方への支援として大切な活動であることは認識し

ておりまして、それにまた、従事する方が一部、有料駐車場に車を置かれていることにつ

きましても承知しております。ただ、駐車場の確保につきましては、城内図書館地下にボ

ランティア団体用として無料駐車スペースを設けておりますので、その中で工夫をしてい

ただき、ご理解が得られるよう努めてまいりたいと考えております。 

次に、5 点目の姫路文学館前のホテルの撤去についてでございますが、姫路文学館とい

たしましては、周辺環境への配慮は重要事項と認識しておりますが、営業されている当該

ホテルにつきましては、文学館建設前から存在しているものでございまして、文学館とし

ての用地取得についての喫緊の必要性がないことから、景観上の配慮という理由でもって

撤去を積極的に目指していくことは、現況では困難と考えております。 

加えまして、文学館はこのたびの新たな施設環境や事業展開を盛り込んだ大規模施設整

備を終えまして、先日、リニューアルオープンしたところでございますので、新たな施設

用地としての活用・利用方法については、現在のところ考えておりません。 

以上でございます。 

◯中村 寛市民局長（登壇） 

私からは、12 項目めの市民局所管分と、13 項目め、14 項目めについてお答えいたしま

す。 

まず、12項目めの地域コミュニティーの再生についての１点目、自治会、婦人会、老人

会の推移についてでございますが、自治会については平成 18 年 4 月、平成 28 年 4 月現在

ともに、市内 72地区すべてで地区連合自治会が組織されており、組織率は 100％となって

おります。 

また、平成 18年 4月現在の加入世帯数は 18万 6,210世帯、加入世帯比率は 94.3％、平
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成 28年 4月現在では、加入世帯数は 19万 4,896世帯、加入世帯比率は 91.4％となってお

ります。 

婦人会については、平成 18年度の状況は把握しておりませんが、連合婦人会の加入校区

数が 38校区であったことから、当時はそれを上回る校区婦人会が市内に存在していたもの

と思われます。また、平成 27年度に実施した調査結果によりますと、市内 69校区中 28校

区に校区婦人会があり、組織率は 40.6％となっております。 

老人クラブについては、平成 18 年 4 月現在では、市内 72 地区すべてで地区老人クラブ

が組織されており、平成 28年 4月現在では、市内 72地区中 70地区で地区老人クラブが組

織され、組織率は 97.2％となっております。 

また、平成 18 年 4 月現在のクラブ数は 673 クラブ、会員数は 5 万 4,282 人、平成 28 年

4月現在では、クラブ数は 577クラブ、会員数は 5万 84人となっております。 

これらの地域コミュニティー活動の中核を担う団体の加入率・組織率は減少傾向にあり、

引き続き、注意深く現状把握に努め、今後の施策推進の参考にしていく必要があると考え

ております。 

次に、2 点目の活動支援のあり方と今後の方向性についてでございますが、地域におけ

る課題解決、災害や住民ニーズへの対応など、自治会、婦人会、老人クラブが担うコミュ

ニティー活動の重要性は一層高まっているものと認識しております。 

このため、コミュニティー活動や交流の促進に向けた活動の場や機会を充実させること

は重要であると考えており、現在、連合自治会などに対して、行政事務の委託や事業費補

助を行うほか、コミュニティー活動助成を初め各種事業に対する支援策を実施しておりま

す。 

議員ご提案の加入促進サポートについてでございますが、地域コミュニティーの再生の

ためには、地域コミュニティー団体の情報提供、共有が重要であると認識しており、今後、

各種団体の活動の内容を幅広く市民に知っていただくため、広報ひめじへ記事を掲載する

ほか、転入者へ活動内容をＰＲする資料の配布を検討するなど、新たな加入促進サポート

のアイデアを出しながら、着実に活動支援に努めてまいりたいと考えております。 

次に、3 点目の公の施設の地域配置を充実すべきでないかについてでございますが、地

域コミュニティー再生のため、行政事務補助員の配置など公民館等の公共施設を活用した、

地域における活動拠点の充実を図っておりますが、全市的な観点から策定された公共施設

等総合管理計画に基づき、今ある施設の複合化や時代のニーズに即した施設への転用など、

再配置を含めた充実化についても関係部局と連携しつつ、検討してまいりたいと考えてお

ります。 

続きまして、13項目めの部落差別の解消についての１点目、法律の制定意義と国の動向

についてでございますが、「部落差別の解消の推進に関する法律案」は、初めて「部落差別」

という明確な用語を用いた法律として提案されており、現在は継続審議となっております。 

この法案では、国においては、現在でもなお部落差別が存在することを認め、部落差別

が許されるものではないとの考えを示しております。 

現行では、法的に同和行政の明確な根拠法が存在しない状態が続いており、法律が制定

された場合は、今後の部落差別解消の根拠法ともなり得るものであると考えられます。 

本市におきましては、国の動向にも注視し、法律が制定された際には、必要な措置を講
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ずることができるよう情報収集等に努めてまいりたいと考えております。 

次に、2点目の姫路市の実態調査についてでございますが、姫路市人権啓発センターが、

本年度実施予定の「人権に関する姫路市民意識調査」は、あらゆる人権課題について、科

学的・継続的に実施しておりますが、同和問題については、結婚や土地差別等に関する設

問を予定しております。 

また、ヘイトスピーチや障害者差別解消法等についても、新たに設問を設けることとし

ております。 

次に、3点目の土地差別の問題についてでございますが、平成 23年の市民意識調査にお

いて、不動産購入等に関し、6 割以上の回答者が同和地区に関係する物件を避けるという

結果が出ております。 

このため、本市といたしましては、市民や不動産関連事業者等への啓発におきまして、

特に、「土地差別問題の解消に向けて」のリーフレット等を作成し、差別意識の解消に努め

ているところでございます。 

今後は、不動産関連事業者の多くが加盟する兵庫県宅地建物取引業協会等とも連携を深

め、事業者における研修へ人権啓発指導員を派遣し、従業員への意識啓発の促進に努める

など、差別意識解消に向けて積極的に働きかけていきたいと考えております。 

次に、4 点目の部落差別事案の推移と最近の事例についてでございますが、本市におけ

る部落差別事案の件数、並びに法務省が公表している全国における部落差別事案の件数の

いずれにおいても、ここ数年大きな増減なく推移しております。 

また、最近の動向として、インターネット等への差別書き込みが見受けられるため、姫

路市域に関連するものについてモニタリングを行い、あわせてサイト管理者等への削除要

請を行っております。 

続きまして、14項目めの名古山斎場における火葬残骨灰の処理業務委託についてでござ

いますが、残骨灰処理業務につきましては、昨年 9 月の決算委員会におきまして、1 円入

札に対する業務の信頼性についてご指摘を受け、昨年 11月の立ち入り調査を経て、本年 4

月に、学識経験者、弁護士、宗教界及び地域団体の代表の方による「姫路市残骨灰処理に

係るあり方検討会議」を開催し、残骨灰の分別作業における有価物の売却の是非等につい

て検討いただき、検討会議の結果を踏まえた対応方針を決定しております。 

このたびの入札におきましては、当該方針に基づき、業者間の競争性を発揮させ、業者

が得る収益の一部が市に還元されるよう見直しを行うとともに、残骨灰の一部を名古山霊

苑に、残りを市内に埋葬することを条件として入札を実施しております。 

入札の結果、業者が得る収益の一部が市に入ることとなり、名古山霊苑の維持管理に活

用できるようになったことは、検討会議委員の皆様の意に沿った結果となったと評価して

おります。 

 契約業者の業務遂行につきましては、仕様書どおり業務を適切に遂行しているか、複数

の職員による立入調査を行うなど、しっかりとチェックを行ってまいります。 

また、同業務に係る他都市の動向についても常に留意してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

◯甲良佳司健康福祉局長（登壇） 

私からは、15項目めの 1点目から 4点目まで、7点目、10点目、16項目めの 1点目、17
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項目、18項目、26項目めについてお答えいたします。 

まず、15 項目めの障害者差別解消法施行に関連してについてでございますが、1 点目の

山陽電鉄西飾磨駅での視覚障害者の事故と教訓についてにつきましては、この事故を踏ま

えまして、本市職員に対し、障害に対する理解の促進について通知するとともに、各所属

の所管する施設等におきましても、障害者差別解消法を踏まえた環境の整備に取り組むよ

う周知を図りました。今後は、市職員だけでなく、市民に対しましても、さまざまな機会

を通じ、障害特性等に関する啓発を行い、障害者一人一人の状況に応じた対応の必要性に

ついて、法の周知に積極的に取り組んでまいります。 

次に、2点目の「障がい」という字句の使用についてでございますが、本市では、「障害」

とは、その人の心身の機能の障害だけを言うのではなく、日常生活または社会生活を制限

する社会の仕組みも含むものと考えております。国の法令において常用漢字の「障害」と

いう字句が使用されていること等から、平仮名を用いた「障がい」に表記を改めることは

考えておりません。今後も、障害者差別解消法の趣旨も踏まえ、障害者の権利をしっかり

と守っていくための施策を展開し、障害のある方もない方も、互いに認め合い、ともに充

実して生き生きと暮らしていくことができる「共生のまちづくり」に努めてまいります。 

次に、3 点目の法の施行に伴う職員対応要領のおくれについてでございますが、現在、

障害者団体等からの意見を盛り込み、指針となる職員対応要領と同要領を補完するための

ガイドラインの作成に取り組んでいるところでございます。 

ガイドラインでは、障害特性と対応時の配慮点についてわかりやすく説明し、視覚・聴

覚に障害がある方の支援ツールの活用等、関連する障害者施策についての情報を盛りこみ、

職員研修で活用するほか、庁内に周知を図り、障害を理由とする差別の解消に向けた取り

組みを推進してまいります。 

なお、法の周知・啓発につきましては、既にさまざまな機会をとらえて職員研修を実施

しており、今後とも継続して周知・啓発活動に取り組んでまいります。 

次に、4 点目の手話言語条例の制定についてでございますが、手話言語は、聴覚に障害

がある方に対するコミュニケーションや情報伝達の手段として重要であると認識しており、

聴覚に障害のある方を支援するため、手話通訳の養成事業や派遣事業を実施し、聴覚に障

害のある方々が生活しやすい環境づくりに努めております。 

聴覚に障害がある方の自立と社会参加の実現を目指すとともに、各自治体における施策

展開の情報交換等を行うことを目的とする全国手話言語市区長会が本年 6 月に設立され、

本市もこれに賛同し入会したところでございます。 

本市といたしましては、まずは実質的な普及を図ることが肝要であるとの見地から、手

話通訳者や要約筆記者の養成講座等による人材養成事業を着実に実施して、普及の環境を

整備し、手話市長会を通じて情報収集を図り、条例の制定を含め検討してまいりたいと考

えております。 

次に、7 点目の重度の障害者の老人ホームへの優先枠の確保についてでございますが、

まず、特別養護老人ホームの入所につきましては、入所を申し込まれた方について、各特

別養護老人ホームに設置されている合議制の入所検討委員会において、兵庫県が策定した

入所コーディネートマニュアルに基づき、介護の必要の程度や家族等の状況などを総合的

に評価し、入所申込者の優先順位の決定を行っております。 
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特別養護老人ホームの優先順位の決定においては、視覚障害者や聴覚障害者についても、

介護の必要性が高いと評価されるなどの場合は、入所順位名簿が上位に位置づけられると

考えております。 

また、養護老人ホームにつきましては、家庭環境や経済上の理由により、家庭で生活す

ることの困難な状況を総合的に勘案して入所措置が決定していますが、障害の部位に対応

できる施設もあり、相談があれば、視力などの障害の特性に応じた施設をお伝えしており

ます。 

今後も、障害者差別解消法の趣旨を踏まえまして、「障害者の方にわかりやすい入所」に

ついて、情報の提供や普及啓発に努めてまいりたいと考えております。 

次に、10点目の医療型重度心身障害者施設の進捗状況と今後の展開についてでございま

すが、当該施設への入所を希望される方及びその支援者に対しまして、去る 8月 30日に姫

路聖マリア病院関係者と共同で説明会を開催いたしました。 

姫路聖マリア病院では、入所希望者の受け入れ可否の判断材料とするため、入所を希望

される方に対して、事前の外来受診を依頼されており、今月より始まった外来受診の際に

は、利用希望者の健康状態や家庭の緊急度等について確認をされると伺っております。 

4 月開設時の入所対象者につきましては、来年 2 月ごろに姫路聖マリア病院より情報提

供を受け、3 月に支給決定事務を実施する予定にしており、入所対象者が開設時よりスム

ーズにサービスを利用できるよう、今後も姫路聖マリア病院との連絡調整を密にしたいと

考えております。 

また、相模原市の痛ましい事件を教訓に、緊急時の対応について周知徹底し、厚生労働

省が取りまとめる検証結果及び再発防止対策にも留意し、福祉施設の防犯対策等に取り組

んでまいります。 

次に、16項目の 1点目、中学生までの医療費完全無料化についてでございますが、子ど

もの医療費につきましては、子育て環境を充実させるという観点から、中学３年生までの

一部負担金の無料化を昨年 7月から実施したところでございます。 

この事業は、県市共同事業として実施しているもので、兵庫県では所得制限を設けてお

ります。本市では、3 歳未満の乳幼児につきましては、医療機関を受診する機会が多くな

ることから、子育て世帯の負担の軽減を図るため、所得制限を設けておりませんが、この

事業には、福祉制度の一つとして、経済的支援の必要な方に給付をする事業であるという

側面もあり、3 歳から中学 3 年生までにつきましては、一定以上の所得がある場合は、所

得制限が必要であると考えております。 

また、現制度以上の拡充につきましては、国の制度等の動向、他の制度とのバランス、

本市の財政運営や制度の持続性なども考慮しつつ検討していく必要があると考えておりま

す。 

次に、17項目めの太平洋戦全国戦災都市空爆死没者慰霊塔のより一層の顕彰についてで

ございますが、慰霊塔は、戦争の悲惨さを知らない世代に向けて命のとうとさ、平和の大

切さを語り継ぎ、日本が「平和を望む国」であるということを主張し続ける平和のシンボ

ルとして活用する必要があると考えております。 

現在、慰霊塔の維持管理につきましては、全国 107 都市で構成される一般財団法人太平

洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会が行っており、加盟都市の意向が最大限尊重されるべきと考
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えております。 

しかしながら、慰霊協会の財源が乏しくなりつつあり、また、現実に加盟都市に新たな

負担を求めたとしても、賛同を得られにくい状況にあるため、慰霊塔の維持管理の方法に

ついて検討をしてまいりました。このたびの新聞報道にあった市長の発言は、慰霊塔が全

国の空爆死没者をお祭りしていること、また、平和という国是にかかわることであるとの

思いからのもので、今後、加盟都市の意向を確認しながら、適切な維持管理の方法を検討

してまいりたいと考えております。 

次に、18項目めの生活保護ケースワーカーの充実についてでございますが、ケースワー

カーは、生活保護制度の目的である最低限度の生活の保障及び自立の助長を達成するため

に、保護の決定実施における面談、調査及び訪問活動、並びに被保護者の生活指導及び就

労支援など、複雑多岐にわたる業務に従事しており、心身の負担は多大なものがございま

す。 

生活保護運営を適正に実施するためには、ケースワークの充実とそれを可能にするケー

スワーカー数の充足が不可欠であるため、これまでも人事当局に対し、たび重なる増員要

望を行い、平成 28年度からは新たに任期付職員をケースワーカーとして配置するなど、人

員確保に向けた取り組みを図ってまいりました。 

今後も、多様な勤務形態による対応も視野に入れながら、引き続き人事当局に対しケー

スワーカーの増員要望を行ってまいります。 

最後に、26項目めの動物愛護センターの建設についてでございますが、動物愛護センタ

ーの建設に関しましては、平成 27年度に設置いたしました保健所運営協議会の動物愛護施

設のあり方検討部会からいただいた「動物愛護施設が持つべき主要機能」や「立地条件」

等についての提言を踏まえ、施設の機能や候補地の選定について検討してまいりたいと考

えており、ドッグランの併設につきましては、用地確保や運営ルールの策定といった課題

があることから、他都市の状況も参考にしたいと考えております。 

以上でございます。 

◯後藤竜一建設局長（登壇） 

私からは、15項目めの 6点目、エスコートゾーン（横断歩道の点字ブロック設置）の整

備についてお答えします。 

エスコートゾーンにつきましては、平成 19年に警察庁より「エスコートゾーンの設置に

関する指針の制定」が通達され、目的や設置場所、形状や設置方法などの指針が示されて

おります。 

エスコートゾーンの設置と維持管理は、交通管理者である公安委員会によるとされてお

り、設置事例につきましては、政令指定都市など大都市での設置が見受けられる程度で、

まだまだ数が少ない状況にあります。タイヤとの摩擦による騒音、耐久性や財政面などの

課題が、普及が進まない一因と考えられています。 

姫路市におきましては、過去に設置した場所はありませんが、安心して暮らせるまちづ

くりの観点から、新しく建てかえられる自治福祉会館と市役所とをつなぐ、市役所南交差

点の横断歩道での設置を予定しております。 

また、姫路駅前交番前の横断歩道につきましては、自然石舗装という特殊な舗装のため、

設置に向け施工方法などの調査・研究を含め、現在公安委員会と協議を行っているところ
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でございます。 

今後につきましても、エスコートゾーンなど、障害者の方々への安全配慮について、公

安委員会と協議を行いながら検討してまいりますので、ご理解を賜りますようよろしくお

願いいたします。 

以上でございます。 

◯隈田絹夫都市局長（登壇） 

議員ご質問中、私からは、15項目めの 8点目、市営住宅の障害者優先枠の拡大について

お答えします。 

市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸することを目的と

して建設されたものであります。 

現在のところ、議員ご指摘のとおり、障害者世帯を初め、高齢者世帯、母子及び父子世

帯、多家族世帯、ＤＶ被害者世帯は、特に住宅困窮度が高いとして、入居抽選時に一般世

帯の申込者に比べて当選倍率を 2倍にする優遇措置を実施しております。 

障害に応じた優先枠の拡大につきましては、障害者差別解消法に基づく国や他都市の動

向を注視するとともに、他の住宅困窮者に対する優先措置との整合性が図れるかどうかも

含めて、関係部局との協議、調査・研究を進めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

◯大原耕造こども育成担当理事（登壇） 

議員ご質問中、私からは、16項目めの 2点目及び 4点目につきましてお答え申し上げま

す。 

まず、16 項目めの 2 点目、第 2 子以降の保育料の完全無料化についてでございますが、

国においては、幼児教育の段階的無償化に向けて制度の拡充を進めており、本市におきま

しても国の制度変更を踏まえ、本年 4 月から、年収約 360 万円未満相当の世帯に対して、

多子計算に係る年齢制限を撤廃した上で、第 2 子の保育料を軽減、第 3 子以降の保育料を

無料とするよう見直しを行っております。 

さらに、県の「ひょうご保育料軽減事業」として、国の制度の軽減対象とならない第 3

子以降について、年収約 640 万円未満相当の世帯まで補助対象を拡大するとともに、新た

に第 2 子についても、県と市の共同事業として、第 1 子の年齢にかかわらず、年収約 640

万円未満相当の世帯の月額 5,000円を超える保育料に対して、3歳未満児は月額 4,500円、

3歳以上児は月額 3,000円の補助を行うこととしております。 

議員お尋ねの第 2 子以降の保育料の完全無料化を実施する場合には、本年 4 月現在の市

立・私立の保育所、認定こども園に在籍する児童で推計しますと年間で約 4億 6,000万円、

市立幼稚園に在籍する児童で推計しますと年間で約 6,400 万円、合計で約 5 億 2,400 万円

の市費負担額がさらに必要になるものと考えております。 

つきましては、本市の財政状況や財源の確保等を勘案しながら、中長期的に持続可能な

子育て世帯の負担軽減方策について検討してまいりたいと考えております。 

次に 4 点目、離婚時の養育費の取り決めについてでございますが、養育費につきまして

は、民法第 766 条に、父母が協議離婚の際に協議で定める事項として、子の監護に要する

費用の分担について、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないと規定されて

おります。 
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子どもの権利、子どもの生活を守り育てるため、父として母としてお互いが協力し合っ

て、養育費に対する意識を高め、離婚時の養育費の取り決めを促すことが必要とされてい

ることから、養育費の確保につきましては、「姫路市子ども・子育て支援事業計画」の中で

重要な取り組みと位置づけ、広報・啓発活動を推進するとともに、相談体制の充実を図る

こととしております。 

 現在、広報・啓発につきましては、ひとり親家庭等相談の中で、国作成の養育費啓発パ

ンフレットを配布して養育費の取り決めに係る説明を行っており、本年 9 月より、住民窓

口センター等への市民の方が離婚届用紙を取りに来所された際に、あわせて啓発パンフレ

ットを配布するなど周知に努めております。 

 今後は、養育費の取り決めに関してより理解が進むよう、他都市の先進的な取り組みを

参考にして、養育費に関するパンフレットや合意書の参考書式の内容を検討し、それらを

活用したきめ細やかな広報・啓発に取り組んでまいります。 

なお、相談体制につきましては、母子・父子自立支援員が養育費相談に対応しておりま

すが、さらなる質の向上を目指し、国が実施する「養育費等相談に関する地域研修会」に

派遣し、相談支援のスキルアップに努めているところです。   

それに加えまして、今後、弁護士等による養育費相談の実施を検討するなど、離婚時の

養育費の取り決めに係る相談支援体制の充実を図ってまいります。 

以上でございます。 

◯髙馬豊勝産業局長（登壇） 

議員ご質問中、私からは、19 項目め、20 項目め、22 項目めの 1 点目についてお答えを

いたします。 

まず、19項目めのじばさんビルの振興についてでございますが、議員ご指摘の建物全体

のリニューアルにつきましては、出資団体や建物の区分所有者との調整等の課題があり、

財団の理事会等で十分議論する必要があると考えております。 

本市の地場産業振興施策や同センターの今後の運営にかかわる重要な事項であることか

ら、所管する産業局としても財団と協議し、助言してまいりたいと考えております。 

次に、播産館の集客対策及び売上増の対策についてでございますが、播産館の主たる目

的は、中播磨及び西播磨の地場産品を展示ＰＲすることでありますが、同館を運営する財

団の適正な財政運営のためには、一定の収益を確保する必要があり、このことは、財団の

中期経営計画においても課題として位置づけられております。 

同館への集客対策としましては、ＪＲ姫路駅の観光ナビポートや駅構内中央コンコース

の壁面に案内掲示を行うことなどの取り組みをしております。 

引き続き、市民や観光客を誘客するため、同館のホームページや案内掲示を充実させる

など、各種の案内や情報発信の強化に取り組んでまいりたいと考えております。 

次に、市職員及び市職員ＯＢの財団への派遣についてでございますが、当該派遣は、財

団からの職員あっせんの要請に基づき行っております。議員ご指摘の市関係職員の削減に

つきましては、現体制が財団の所管する各種の業務を適正に運営していく組織体制として

妥当かどうかを、今後、財団内で検討するよう働きかけてまいります。 

次に、20項目めの姫路みなと祭海上花火大会の振興についてでございます。姫路みなと

祭海上花火大会は、主に市民を対象に開催しており、港に親しんでもらう夏の風物詩とし
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て定着をしております。 

今年度の花火大会では、4,000発の花火を打ち上げましたが、姫路港開港 50周年の平成

21 年度や姫路城グランドオープンの平成 27 年度など、記念の年には 5,000 発を打上げて

きております。 

今後、市内での宿泊客の増加やクルーズ船の誘致等を強化していく上で、花火の規模を

拡大し、より魅力あるものとすることは効果的であると考えております。 

現在、同祭りは姫路みなと祭協賛会が主体となって実施しており、その事業費は市内企

業等からの協賛金と市からの補助金で成り立っております。祭りの規模を拡大するために

は、花火打ち上げ用の台船の増船など、新たな費用が発生するため、事業費全体をふやす

必要がございます。 

今後、市民の祭りから観光振興にも寄与するイベントへと事業を拡大していくためには、

花火の打ち上げ方の工夫や、打ち上げ数を増発することにより魅力的な花火大会とする必

要があるため、協賛企業に対しその意義を伝え、協賛に対するより一層の協力を求めてま

いりたいと考えております。 

なお、花火大会の規模を拡大するためには、海上保安部との協議や、観覧客の増加に伴

う警備対策、交通対策も必要となるため、課題もありますが、実現に向け、前向きに検討

してまいりたいと考えております。 

次に、22項目めの 1点目、ファッションショーやビーフ祭りの開催についてでございま

すが、ファッション業界は、さまざまな業種とつながりのあるすそ野の広い産業であり、

議員ご指摘のとおり、産業振興につながるファッションショーの開催は、地域経済活動に

寄与することが期待できると思われます。 

産業振興や観光振興につながるファッションショーとするためには、民間主導による魅

力的な企画で大きな規模での開催が求められますが、その中で、公益的な部分については、

本市も支援する方向で検討してまいりたいと考えております。 

また、議員ご提案のビーフ祭りの開催につきましては、本市で当イベントを開催する意

義を明確にすることが重要となります。 

議員のご説明にもありましたように、現在、民間事業者が整備中であります新食肉セン

ターでは、海外輸出にも対応できる衛生基準を満たした大規模な施設として、来年 3 月末

に完成予定であります。今後、姫路和牛や神戸ビーフとなる多くの優良な牛が当該施設に

出荷されることから、これを一つの契機としてさらに「姫路和牛」をＰＲし、本市の畜産

業、食肉関連産業を振興していくことは意義のあることだと思われます。 

このため、伝統ある肉牛等の品評会である「第 99 回兵庫県畜産共進会」を来年 10 月に

本市へ誘致することが決定しており、その機会をとらえ、積極的に姫路和牛のＰＲや普及

を行ってまいりたいと考えております。 

ファッションショーやビーフ祭りなど、個性的で大規模な集客イベントを開催すること

は、国内外へ本市の魅力を発信することができ、また、地域産業の活性化を図る上で、有

効な取り組みであると思われます。 

いずれにいたしましても、これらのイベントを開催するに当たっては、各業界が主体と

なって企画・運営していくことが重要であるため、各業界に対しイベント開催への機運を

高めていただく働きかけをしてまいりたいと考えております。 



（280912 竹中議員 未定稿） 

- 35 - 

 

以上でございます。 

◯釣 雅典観光交流局長（登壇） 

私からは、21項目めのスポーツの振興についてと、22項目めの 2点目、歓楽街の活性化

についてお答えをいたします。 

まず、スポーツ施設の確保についてでございますが、市内の 26 の体育施設は、築後 25

年以上経過したものが多く、大規模改修が必要なものがあり、現在、全市的な見地から施

設の必要性や配置状況などを精査し、計画的に施設の配置を見直しているところでござい

ます。 

このほか、ご指摘の野球場やサッカー場など、不足するスポーツ施設を補完するために

は、企業や大学が所有するグラウンドなどを活用する「あるもの活用」が有効でございま

す。 

このため、今後は手柄山でのスポーツ施設の整備を具体化させますとともに、スポーツ

施設の配置の最適化を検討し、民間施設の活用も含め、スポーツ環境の整備に努めてまい

りたいと考えております。 

また、ご指摘のように、大規模大会あるいは全国大会を誘致するには、安定した大会運

営が可能となる設備が求められており、例えば、サッカー場では、広さの確保あるいは電

光掲示板、野球場では、ナイター設備の充実などが求められます。 

一方で、これらの整備には多額の経費を要しますことから、企業から支援を募ることも

視野に入れ、スポーツ施設の充実に努めてまいります。 

 次に、2点目の 2020年東京オリンピック・パラリンピックへの取り組みについてでござ

いますが、本市では現在、スポーツ、文化、観光等の施策を連動させた「2020年東京オリ

ンピック・パラリンピック姫路プロジェクト」を進めようと考えております。 

具体的な内容でございますが、世界遺産姫路城を活用したシティプロモーションや海外

のナショナルチームの合宿を誘致するホストタウン事業の推進、五輪経験者であるオリン

ピアン・パラリンピアン等によるスポーツ講座の開催などのスポーツ人材の育成などを幅

広く展開しようとするものでございます。 

東京オリンピック・パラリンピックまでの 4年間、「世界遺産のあるまち」として、本市

の魅力をしっかりとＰＲし、多くの方々にお越しいただけるよう取り組んでまいります。 

 続きまして、歓楽街の活性化についてでございますが、本市の中心市街地にある魚町、

塩町付近には、1,000件以上の飲食店舗があり、県下でも有数の歓楽街でございます。 

議員ご提案のとおり、店舗の営業時間や料金などの情報を紹介した冊子等があれば、観

光客が安心して夜のひとときを楽しむことができ、誘客のツールとして効果があるものと

考えております。 

このため、歓楽街の店舗を紹介するパンフレットにつきましては、地域の飲食関係団体

の協力をちょうだいしながら、中心市街地の活性化や、ナイト観光を推進する観点から、

ホテルなどの民間団体や本市の産業部門と協力して検討してまいります。 

以上でございます。 

◯長井元典水道事業管理者（登壇） 

私からは、23項目めの家島の飲料水確保についてお答え申し上げます。 

まず、赤穂市からの受水の現況についてでございますが、家島地域は、その地理的条件
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により、古くから飲料水の確保が課題でございました。 

昭和 25年からの区営による簡易水道の給水開始以降、昭和 41年には、赤穂市と「浄水」

の購入契約を締結し、水運搬船による飲料水の搬送、昭和 49年には、海水の淡水化設備に

よる「造水」も開始しましたが、島内の水源、水運搬船による水の搬送、海水淡水化設備

の 3 つすべてを活用しても、生活用水や地場産業による需要の増により、水不足の解消に

は至らず、依然、時間給水となる状況もございました。 

常時給水と将来にわたる安定給水を図るため、昭和 57年に赤穂市からの受水量を増量す

るとともに、海底送水管・布設事業に着手し、昭和 58年 5月の赤穂・家島間を初めとして、

家島・坊勢間、坊勢・西島間、家島・男鹿間の海底送水管が順次完成しました結果、長年

の懸案でありました 24時間の安定給水が実現したところでございます。 

現在、総延長 17キロメートルの海底送水管により、1日平均 2,300立方メートルの浄水

を家島地域の皆様に供給するとともに、中央監視装置による日常監視や、電流測定による

防食の劣化度調査などにより、施設の適正な維持管理に努めているところでございます。 

次に、今後の家島地域の飲料水の供給方法についてでございますが、家島地域の地理的

条件、及び現在の施設が海底の土の中 2 メートルから 3 メートルの深さに埋設されている

という特殊性から、将来の給水方法については、早い段階からの検討の着手が必要である

と認識をしております。 

このため、今後、現在の海底送水管の老朽度の調査手法について研究を進めるとともに、

将来の給水手法についても、姫路市域内での「送・受水」の完結も含めた海底送水管の更

新や、再度の海水淡水化設備の導入等を選択肢に入れながら、検討を進めてまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

◯松田貞夫選挙管理委員会委員長（登壇） 

 私からは、竹中議員のご質問中、25項目めの選挙管理委員会についてお答えいたします。 

1点目の期日前投票所の増設についてでございますが、平成 28年の参議院議員選挙、昨

年の統一地方選挙まで期日前投票所として使用しておりました図書館広畑分館からイトー

ヨーカドー広畑店に変更いたしました。 

その結果、期日前投票者数は、2 万 207 人となり、前回の 1 万 2,287 人から 7,900 人余

り増加しております。 

選挙管理委員会といたしましては、今後も引き続きイトーヨーカドーに期日前投票所を

設置したいと考えております。 

また、他の期日前投票所の設置につきましても、地域の人口、交通及び施設等のさまざ

まな事情を考慮した上で、より効果的な期日前投票所の配置を目指して調査してまいりた

いと考えております。 

次に、2 点目の障害者の選挙参加の促進、現行の取り組みよりも一段と障害者が参加で

きる施策の実現化についてでございますが、現在、選挙管理委員会では、啓発チラシ、広

報ひめじ、ホームページ、姫路ケーブルテレビ「ウィンク」、ＦＭゲンキ等の媒体を使用

した広報を行っております。 

視力に障害のある方には、音声による「声の選挙公報」を送付しております。また、投

票に際しましては、点字による投票や代理投票を希望される方には、職員が代理で記載し
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ております。 

なお、投票所に従事する職員には、選挙人の意思を尊重した細やかな配慮と対応ができ

るよう、投票事務説明会を行い事前に十分説明を行っているところでございます。 

また、今後も十分そのことについても努力してまいりたいと考えております。なお今後、

障害のある方がより選挙に参加しやすくなるように検討してまいりたいと、これも重ねて

考えております。 

次に、3 点目の投票率アップのために町内有線放送による呼びかけの実現化についてで

ございますが、自治会の放送設備を使用しての投票の呼びかけは、選挙運動にわたらない

ように十分注意してまいる必要がございます。 

今後、選挙当日、どのようにすれば多くの選挙人の方々に投票を促せるか効果的な方法

をこれから十分考えてまいりたいと考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いい

たします。 

以上でございます。 

◯竹中隆一議員 

 先ほどの 6点の重要課題に対する市長の認識については、私の認識とほぼ同じなので安

心をいたしました。 

 ただ、県立新病院については、南西部の医療施設の問題や交通アクセスなどのさまざま

な課題がありますので、慎重に進めていただき、絶対に不利な条件に対しては譲らないよ

うにお願いを申し上げます。 

 8項目について 2問を行います。 

まず時間外勤務について、平成 27年度で年間 720時間を超えた職場、調べましたら、秘

書課、情報政策課、人事課、住民窓口センター、スポーツ推進室、生活援護室、シティプ

ロモーション推進課、観光振興課、産業振興課であります。そのうち、秘書課、人事課、

観光振興課は過去 5年間の常連であります。 

 平成 26年 7月 7日には、「職員のワーク・ライフ・バランスの推進について」として、

時間外勤務を縮減することや年次休暇の取得の促進について通知が出され、具体的には、1

つには 22時以降の深夜勤務の禁止、2つ目には 1カ月当たり 60時間を超える時間外・休

日勤務を命令しない、3番、達成が困難な場合は、3カ月で 180時間までとするとなってお

ります。 

 しかしながら、年間 720時間を超えて、時間外・休日勤務をした職員数を調べてみます

と、平成 27年度に 49人もいます。 

また、平成 27年度で、時間外勤務時間数の一人当たりの最高は 1,605時間で、時間外手

当は 500万円を越えています。1,605時間は年間の一人当たりの労働時間に匹敵しますし、

200 時間を超える月もあると聞いております。一体この職員はどんな生活を送っているの

でしょうか。睡眠時間と食事、通勤時間を除いたら、この職員はほとんど仕事しているこ

とになります。そして、この職員と同じ課の同じ係の者も同様に 720 時間を超えていると

聞きます。 

果たしてこんなことは許されるのでしょうか。公務員の仕事で、特定の職員だけがこれ

だけの仕事をしなければ業務が遂行できないということがあり得るのでしょうか。お金の

問題よりも、健康、家庭生活など、人間としての基本的な生活が公務によって侵されてい
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ることになります。上司はこの状態をなぜ許しているのか、人事当局は何をしているのか。

制限時間月 60時間を徹底させるためには、絶対に認めないとの強い意志が必要です。守れ

ない者には、年度途中の異動、所属部署、氏名の公表などをルール化してはどうですか。 

 そして、職員の適正管理、適正配置のできない管理職、課長、部長、局長はこれからは

通用しません。賞与、昇給、昇格の査定の重要ポイントに位置づけてください。つまり、

職員を管理できない職員は減給にするということです。 

次に、男女共同参画条例の中でも、私が特に進言したのは、審議会等の女性の参加につ

いて数字を定めてその徹底を図ることにありました。それは重要な施策の意思決定や議論

に女性の参加を促すことこそが、女性差別をなくする最大の方法と思えるからです。 

だから条例の中で男女比率を 4 割から 6 割と定めたにもかかわらず、それが守れないの

はなぜなのか。 

公務員が条例違反をして平気でいられるのはなぜか。これこそ女性を軽視している証拠

ではありませんか。 

改善する方法は幾らでもあります。 

例えば、1 つ目には、各種団体の代表者は圧倒的に男性が多いので、各種団体からの女

性の積極的な登用を事前に依頼する。2つ目には、公募委員は女性中心に増員する。3番目

には、全体の委員数を見直す。4 番目には、弁護士や保育所、幼稚園、小学校、中学校、

高校の教員、看護師、福祉施設施設長など学識経験者を広範囲から求めることなどを行え

ば簡単に解決することができます。 

それと、条例だけではなく規則をつくって、男女比率条項を守らない審議会は、基本的

にその会の運営を認めない。やむを得ない特段の事情のある場合は、第三者機関の了承を

得る工夫をしてはどうですか。つまり、我々がつくった条例を守りなさいということであ

ります。 

次に、ふるさと納税制度の問題については、自治体間での税金の奪い合い合戦に陥って

おり、本来の趣旨から大きくかけ離れている点について、私と共通の認識であると確信し

ました。 

そこでもう 1 点、ふるさと納税に対する職員、そして市会議員のかかわりについて問題

提起をしたいと思います。 

これについて調査した結果、ふるさと納税を利用して、市外へ寄附した姫路市在住の市

職員の平成 27 年中の他の自治体への寄附状況については 164 名いました。そして 967 万

3,500円の寄附をしていました。また、我々市会議員の中にも 1名だけですけれども 20万

円寄附している人がいます。 

このことより、姫路市の市税減収分は、821 万 1,132 円であります。人それぞれいろい

ろと理由があると思いますが、姫路市に一番愛着を持っていただきたい職員、そして市会

議員がこの制度を利用して景品をもらうとはじくじたる思いであります。 

この数字に間違いはありませんか。そしてどのような感想を持たれますか。今後、何ら

かの対応は検討されていますか。 

 次に、消防団について、総務省消防庁のホームページにて、消防団メールマガジンがあ

り、そこではこのように書かれています。 

報酬及び手当 市町村は条例に基づき消防団員に対し、その労苦に報いるための報酬及
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び出動した場合の費用弁償としての出動手当を支給しています。支給額、支給方法は、地

域事情により、必ずしも同一ではないものの、支給額の低い市町村においては、これらの

支給を定める制度の趣旨にかんがみ、引き上げ等、適正化を図る必要があると言えます。 

そして、図表がありまして、報酬、団員は年額 3万 6,500円、団長が年額 8万 2,500円、

出動手当は 1回当たり 7,000円と、こう書かれているわけですね。 

 つまり、国の方針に比べて姫路市の場合は、団員の報酬は約半分であり、出動手当は 7

分の 1であります。中核市及び県下各市と比較しても、姫路市の実状は全くひどい状況で

あります。 

消防局長、先ほど前向きな答弁であったかのように思いますけれども、必ずこの状況を

変えることをできますか。もう一度お聞かせください。 

次に、障害者差別解消法について、私が今回、10点にわたって質問したのは、この法律

の制定は平成 25年 6月なんです。つまり、ことし 4月までの施行まで、約 3年もあったの

にもかかわらず、市役所において余り議論されず、結果的に重大な事故まで起こったこと

に対して憤りを感じるからであります。 

とりわけ、法律の施行に伴う職員対応要領は、具体的な中身や例示を示すことで一段と

理解が進み、障害者にとって有利な状況をつくることができたはずであります。おくれた

分だけすぐれたものになるように取り組んでいますか。 

次に、慰霊塔の今後のあり方についてですが、石見元秀元市長は同じ戦争での死でも軍

人は手厚くまつられ、遺族への補償もあるのに、民間人には何もないという思いから慰霊

塔の建設を提唱しました。全国戦災都市連盟の決議に基づきまして、全国からの浄財を財

源にして、提唱者の姫路市に建立されました。この慰霊塔は、世界遺産姫路城にも劣らな

い姫路市の誇りであります。戦後 90年を経て、関心が薄れているのは否めませんし、財源

に不安があるのも事実ですが、だからといって国に維持管理をお願いするのは早計です。 

国は、総務省において、全国からの追悼平和祈念式参列者 154名に対して 170万円の予

算額を計上しています。国と相談することには賛成ですが、あくまで姫路市が中心になっ

て、慰霊塔を守っていくことが重要です。私ども議会も自分自身はもちろんですが、あら

ゆる機会をとらまえて、啓発する必要があると思います。 

石見利勝市長、あなたの父上の思いは、今も我々姫路市民に脈々と通じているのであり

ます。初志貫徹、お金が足らなくなれば、心配しなくても、心ある人が見放すことはあり

得ません。知恵と工夫を凝らし、平和への思いを伝えようではありませんか。この件につ

いては、ぜひ市長の答弁を求めます。 

次に、姫路みなと祭海上花火大会の演出について、まず花火の数ですが、他都市の花火

大会では、兵庫県内では神戸市が 1万発で 27万 5,000人の人出、洲本市が 6,500発で 6万

5,000人、芦屋市が 6,000発で 9万 9,000人、相生市が 5,000発で 8万人、加古川市が 5,000

発で 9万人、そして姫路市は 4,000発で 6万 5,000人です。 

こうして比較すると姫路市の花火は、県内各市と比較しても少ないのではありませんか。 

また、全国の有名な花火大会では、長野の諏訪湖が 4万発で 50万人の人出、新潟県の長

岡が 2日間 2万発で 104万人、東京都隅田川が 2万発で 95万人、秋田県大曲が 1万 8,000

発で 71万人となっています。 

花火の数は、人出にも大きく影響があり、姫路市においても、ぜひ打ち上げ箇所の台数
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をふやし、打ち上げ本数をふやしてください。 

そのための費用は、現在の 2,365 万円を上回りますが、企業協賛金の増収や市民寄附金

を検討してはどうでしょうか。市税も既に 1,600 万円を負担しています。協賛金や寄附金

の増収を関係者に強く働きかけるべきではありませんか。 

 最後に、現在の動物管理センターについては、そもそも動物を愛護する施設なのに、や

むを得ずとは言え、殺処分という残酷な施設になっていることは、これまではともかく、

これからは理解されにくいのではないでしょうか。 

そこで、1 日も早く動物を管理するためだけの施設ではなく、ドッグラン等を併設して

広く市民に開放された動物愛護センターの建設を急いでください。 

ドッグランは、単なる保護している動物のストレス発散のためではなく、広く市民の交

流の広場として、動物愛護の思想で広めるべきです。 

また、動物虐待防止の精神をより強く施策に反映させるため、殺処分の禁止、飼い主の

義務の明確化、罰則規定の導入を含めた新しい条例の制定などに取り組むことも必要では

ないでしょうか。 

2問を終わります。 

◯石見利勝市長 

特別に答弁の機会をいただきましてありがとうございます。 

この慰霊塔は、先ほど議員も指摘していただきましたが、軍人・軍属でない一般市民の

犠牲者をまつる我が国唯一の施設でございます。しかもその施設には、現平成の天皇陛下

のお手植えの松もございます。 

そういうことで、私の思いは国家の施設にしろというのが強い要望でありまして、その

国家の施設を姫路市が運営・管理すると、こういう形でどうだろうというのが強い意思で

ありまして、私としては、その国家を代表する世界平和を国是とする我が国の国家施設の

位置づけが必要であろうという思いでこういう意見を申し上げたことでございまして、思

いとしてはまさに竹中議員のご指摘を心から感謝申し上げるものでございます。 

以上でございます。 

◯内海將博副市長 

条例がこの 4 月に施行されまして、その検討段階から非常に多くの意見もいただき、さ

らに男女共同参画進めていかなければならないということで、条例の制定、それの推進、

重く受けとめております。 

先ほどご指摘いただいた審議会等への男女の比率の問題ですが、条例施行後、その施行

に当たっての庁内通知におきましても、第一にそのことを掲げて推進を呼びかけておりま

す。 

先ほど第 1 問でも申し上げましたが、さらに実効性ある手法を考えていこうとしており

ます。先ほど 4 点の提案、あるいは規則のご提案もいただきました。そういったことも踏

まえまして、さらに検討を進めてまいりたいと考えております。いずれにしましても、こ

の条例というものは、市が率先して事業者の模範となるというようなこともうたっており

ます。引き続きの徹底強化、努めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

◯舟引隆文総務局長 
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長期にわたる本市の過度な時間外勤務の状態につきましては、組織運営上も職員の健康

管理上も、非常に重く受けとめておるところでございます。 

特に上限 60時間でございますが、期限が切られたものへの対応とか、イベントの対応と

か、いたし方ないものもあると思いますが、上限ということで基準を定めておりますので、

その徹底を図ってまいりたいと。この 60時間でございますが、労基法上からもさらに割増

賃金が支払われるということでございまして、これは労働者の保護の要請からそういう境

目が設けられているものということでも考えておりまして、60時間というのは非常に重要

な時間だと、線引きだというふうに考えております。 

その徹底につきましては、一定期間月 60時間を超えた者につきましては、その職員、所

属長について、人事当局が面談・ヒアリングを行うこととしております。 

また、場合によっては、職員の健康管理上からも職員の配置がえということも考える必

要があろうかというふうに感じております。管理職の責任は、非常に重うございますが、4

月から導入しております人事評価制度の中でも、労務管理につきまして目標設定をしまし

て、取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

◯中川勝正消防局長 

議員にご指摘いただきました費用弁償と報酬でございます。平成 25年に消防団を中核と

する地域防災力の充実強化を図る法律が制定されました。それ以後、本市では化学工場の

爆発火災もございまして、装備の充実に力を入れてまいりました。この法律の主眼は処遇

改善と装備の充実、2 点が主な内容でございます。今後はですね、処遇改善を非常に強い

気持ちで取り組んでいこうと思っております。 

まず、10年以上据え置いております費用弁償、さらには間もなく改正後 5年がたちます

報酬についても順次取り組んでいきたいと思います。ただ、一番重要なのは財源の確保で

ございますので、関係部局ともしっかりと協議を行って、適正な対応をしたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

◯山田堅一財政局長 

私からは、ふるさと納税についてですが、まず議員の述べられた姫路市職員そして議員

の方の他都市への寄附、ふるさと納税の人数、金額については間違いございません。 

感想といたしましては、控除額が 820 万円多いということで、市の状況と重なる状況で

ございますが、これは大変厳しい状況だと考えております。 

しかしながら、その中にはですね、被災地への寄附ですとか、父母のいらっしゃる地域

へのふるさと納税というのも考えられますので、一概にすべてが景品目的というふうには

考えておりません。 

次に、対応でございますけれども、この制度自体は税法上認められた制度でございます

ので、そのふるさと納税の行為自体を禁じるということはできないと思います。市としま

して、市の方針としまして、本来の趣旨を守るということを述べておりますので、職員に

ついてもその旨周知徹底したいと考えております。 

以上です。 

◯甲良佳司健康福祉局長 
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障害者差別解消法等取扱要領等ガイドラインの取り組みがおくれているということで、

よりおくれている分よりよいものにしていただきたいというご提案なんですが、これに関

しましては関係団体から意見を聞いたり、事例の収集に努めておりまして、よりわかりや

すいものになるように努めて、よいものをつくっていきたいというふうに考えております。

今年度内には作成をしたいということで考えております。 

もう 1 点、動物管理センターにつきましては、今後ドッグランの併設も含めて、まず候

補地をどこにするかというところから検討を進めていきたいと思います。また、殺処分ゼ

ロに向けた条例の制定につきましては、基本的には今後、この終生飼育義務の啓発をまず

努めていくことで殺処分ゼロを目指していきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

◯髙馬豊勝産業局長 

花火大会の規模拡大に伴う企業の協賛金の増加の問題でございますが、単に協賛金をふ

やしてほしいと言っても、なかなか理解いただけない可能性もございます。ですので、大

きくする目的とか効果をですね、しっかりご説明して、それをご理解いただくことが協賛

金増加につながると考えております。そのために、先ほど申しましたように、観光客の誘

客ですとか、あるいはまたクルーズ船の誘致、こういった効果があるということをしっか

りお伝えして協賛金の協力について求めていきたいと思います。 

それから、あわせまして市民の寄附に関してですけれども、お城まつりで一部そういう

例がございますので、その例を参考にしながら検討してまいりたいと思います。 

以上でございます。 

◯竹中隆一議員 

先ほどのふるさと納税の問題なんです。人それぞれなんで、そして法で認められている

んだから、これを一概に禁止ということではなくて、私としては職員の方にこの本会議を

通じてよく心して考えてほしいと。私たちは市民から貴重な税金で給料をいただいている、

我々議員も報酬をいただいている。やはりもっと姫路市そのものに対する愛着も持たなく

てはいけないのではないかと。そして、特に私は一番古い議員だから言うわけではないけ

れども、市会議員の中で被災地に、あるいは自分の生まれ育ったふるさとに寄附をしたい

という思いでした方いらっしゃると思う。でもね、もしそうだとしたら自分のポケットマ

ネーでしたらいいんですよ。我々議員は姫路市に寄附することは違法だけれども、自分の

ふるさと、姫路を離れたふるさとや被災地に寄附することは違法でないんです。だったら

ね、20万円税金から寄附せんと、自分のポケットマネーからしてほしかったと、それを申

し上げておきたいと思います。 

そして 3 問でありますけれども、この中で時間外勤務についてだけ申し上げておきたい

と思います。 

一生懸命努力する努力すると言っているんだ。でもこれずっと同じ答弁ばっかしで、全

く変わっていない。今回念のために調べてみたら、ことしやね、この 4月から、平成 28 年

度でもこの 8 月までの 5 カ月間、どうなっているんかと調べたら、去年の 8 月同期と比べ

たらふえているんですよ。60時間を超えている人数も総時間も増加しています。 

つまり、何ぼ一生懸命やるやると言っても、一個も人事管理は改善されていないんです。 

だから、私の提案を受けとめて、この 10 月 1 日のときからでも、60 時間何ぼ言っても
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言うこと聞かない、守らない人間は人事異動をさせてください。そして、厳正なる対処を

私は望みたいと思うんです。 

そして、隗より始めよという言葉がありますけれども、市長の運転手や市長の秘書につ

いても、これ大幅に時間外やっていますから、ぜひ 2人担当制にしてほしいと思うんです。

2 人の人に担当してもらって、日曜日とか休日、時間外多くなる時は 2 人目の担当者の方

にかわってもらう、そういうふうにすれば時間外を大幅に減らすことができるんではない

かと思います。 

要するに、この問題は働き方の改革であり、人事当局の強い意志で解決します。しかし、

人事当局がしっかりとしなければ、職場のたるみと思うんです。そして職場のたるみは不

祥事発生の要因に私はなり兼ねないと、このように思います。 

この答弁については、管理部門の経験の豊富な黒川副市長にご答弁を求めたいと思いま

す。改めて決意をお聞かせください。 

◯黒川 優副市長 

ご指名でございますので。基本的に、まず時間外、これ時間外自体が悪いというわけで

ないということは確認をしておきたいというふうに思います。ただ、総務局長も申しまし

たとおり、やはりワーク・ライフ・バランスの観点から、長期間、長時間の時間外という

のは厳に慎むべきだと思います。今、議員からご指摘をいただきました点、非常に重要な

点だと思います。改めまして、これ私も平成 26 年 4 月から、それから 27 年の 6 月まで総

務局長をいたしておりまして、ちょうど 26年から労務管理推進員制度等を取り入れて、努

力はしてきたつもりではおりますけれども、やはり改善できないということについては非

常に重く受けとめております。 

引き続き、時間外の縮減についてしっかりとやっていくということをお誓い申し上げま

して、答弁とさせていただきます。 

以上でございます。 


