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象とした﹁子どもの生活に関
する調査﹂の結果︑教育・保
育における提供区域の設定や
施設・事業の量の見込み︑基
本理念や基本的視点など計画
の根幹に関わる考え方など︶

３ 公共施設の老朽化対策

重要である︒

など

いくよう︑今後の取り組みが

り具体的な実践に結び付けて

大切なことである︒これをよ

と述べられているが︑非常に

は︑自分たちで創り︑守る﹂

産維持保全計画案など︶

おける検討状況やインフラ資

︵インフラ資産の維持保全に

切にしていただきたい︒など

たっても︑そうした視点は大

ハコモノの在り方の検討に当

いくということがあったが︑

人たちでまちづくりを進めて

▼行政改革大綱でも︑地域の

処遇改善も行っていただきた
い︒
など
︵平成 年度から平成 年度
を計画期間とする次期高齢者
施策推進プランの策定スケ
ジュール︑骨子︑重点施策︑
素案︶
▼初期の認知症は︑公的に取
り組まなければならない問題
である︒施設︑計画を充実し
ていただきたい︒
▼ 今 後︑ 生 活 保 護 受 給 者 が
もっと増えていく中で︑介護
保険の適正利用がなされてい
るかについて︑チェックして

や現状調査は行われている

おける居住者等への意識調査

▼中規模︑大規模住宅団地に

て︵素案︶﹂など︶

た﹁住宅団地の活性化に向け

の検討状況︑研究会で示され

性化に係る庁内調整会議﹂で

課で構成する﹁住宅団地の活

活性化研究会﹂や庁内の関係

係団体で構成する﹁住宅団地

※新しい﹁高齢者施策推進プ
ラン﹂は︑市民意見募集を行っ
た後︑
本年２月に策定された︒
３ 災害に強いまちづくり
︵地域防災計画に基づく防災
対策等の取り組み︑国におけ
る巨大地震対策の検討状況︑
広島県の巨大地震被害想定の
取りまとめを基に見直した地
震被害想定︶
▼液状化対策などについて
は︑もっと具体的に分かるよ
うに抜本的な対策が必要では
ないか︒
など
４ 特別支援教育

も活用できる︒ぜひ︑研究し

バースモーゲージという制度

うした人たちのためには︑リ

いう方が約６割いる中で︑そ

▼この地域に住み続けたいと

うかまだ検討の余地がある︒

網羅するものになり得るかど

ことでは︑本当に地域全体を

にあるもので対応するという

等に関して︑そこの団地の中

ことにしている︒その事業者

ぜひ︑先進事例を習得し︑広
島の子どもの教育に活用して
いただきたい︒
など
以上が︑本特別委員会にお
ける調査の概要ですが︑本特
別委員会で︑調査・研究した
項目は︑近年の少子・高齢化
の進行をはじめとする社会経
済情勢の変化や︑これまでの
想定を上回る規模で発生した
東日本大震災や各地における
集中豪雨の頻発などを踏まえ
ると︑市民の皆さんが安心し
て︑安全に暮らせるまちづく
りを進める上で︑非常に重要

う︑強く要望します︒

り組みを推進していただくよ

め︑これらの課題に対する取

の貴重な意見を真摯に受け止

に重要な課題です︒委員各位

発展していくためには︑非常

と魅力にあふれた都市として
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︵ 基礎 的な情 報を取りまとめ

▼住民にとっては︑幹線道路

が︑もっと不便な団地は山ほ

ていただきたい︒

母谷

た﹁ハコモノ白書﹂や更新によ

はもちろんのこと︑一番身近

どある︒小規模住宅団地につ

▼町内会や子供会の加入率が

も十分な介護保険制度となる

り実現すべき目標︑この目標を

な生活道路の安全点検も必要

いても︑こうした調査はぜひ

低 い 現 状 の 中 で︑ 地 域 の コ

副委員長

達 成するための手 順などの施

である︒職員だけでなく︑住

とも行っていただきたい︒

ミュニティ︑助け合いの精神

委員長

設の更新に関する考え方︑そし

民 の 協 力 も 得 な が ら︑ 両 方

▼都市計画マスタープランで

というのが生まれてくるため

康律
欣子

て市民意見募集を実施した上
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には︑行政が関わっていく必
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で策定した﹁ハコモノ資産の更

制を作る必要がある︒

後︑市が目指す方向性が示さ

要がある︒
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れているが︑それとこの﹁既
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つではないかと思う︒今後︑

▼住民ニーズを多角的に捉え

を実施し︑橋りょうの長寿命

存団地の活性化﹂との整合性

ける調査の概要です︒本特別
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検討していただきたい︒など

る視点での調査を行い︑それ

化を図っていくこととしてい

についても整理し発信してい

委員会で︑調査・研究した項
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２ 行政改革の推進

を精査した上で︑ハコモノの

るが︑それぞれの橋りょうに

ただきたい︒

目は︑少子高齢化の進行︑人
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︵行政改革大綱の修正︑平成

将来像︑考え方について︑市

ついて︑何年維持し︑その後

▼住民が作成した﹁団地の将

口減少社会の到来など︑構造

丘

年度から平成 年度までの

民に示せるようなものを作る

の架け替えをどうするかと

来ビジョン﹂を基に︑その実

的な転換期を迎えている中に

和夫
俊雄

５年間を計画期間とする新し

ようにしなければならない︒

いった計画も︑早めに策定す

現のために協力が必要となる

種清
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い行政改革計画の素案など︶

▼在り方の検討に当たって

など

あって︑本市が︑個性豊かで︑
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木島

▼行政改革大綱︵素案︶の中

は︑都市の方向性︑このまち

ることが必要である︒

事 業 者 等 を 巻 き 込 ん で︑﹁ ま

るオープンスペースなど︑市
が︑子どもの未来を育む事業
として展開するのであれば︑
その実態を十分把握した上
で︑今後の取り組みと充実し
た支援体制をつくっていただ
きたい︒
▼保護者の方が誰でも利用で
きるような︑例えば民間保育
園など施設の利用料︑上乗せ
徴収の在り方については︑施
設に任せきりにするのではな
く︑市も責任を持って進めて
いくべきではないか︒
▼保育園とか留守家庭子ども

の 趣 旨 で︑﹁ 自 分 た ち の ま ち

の行政運営の在り方も同時に

４ 住宅団地の活性化

新しい時代にふさわしい活力

など

考えていかなければいけな

ちづくりプラン﹂を作成する
い︒

︵学識経験者︑団地住民︑関
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都市政策特別委員長報告

本特別委員会において調
査・研究を行った各調査項目
に対する委員の意見は次のと
おりです︒
１ 地方分権の推進
︵県市の連携の取り組みなど︶
▼公営住宅の一体的な管理運
営体制の構築などについて検
討を進めているが︑戸数や住
宅環境の問題など︑市民サイ
ドに立った視点での検討の余
地がある︒
▼市の男女共同参画推進セン
ターと県の女性総合センター
は類似する行政サービスの一

男女共同参画推進センター

本会議で報告する
母谷 龍典 委員長
本会議で報告する
星谷 鉄正 委員長

子育てオープンスペース（安佐南区）
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