
平成2年ユ月泌日 忠時』一二分受領／3

一般質問発
生
ロ 書

二
一
口 通

発言をしたいので、会議規則第51条の規定により通告します。

令和2年2月26日

金井文敏美濃加茂市議会議員

美濃加茂市議会議長様

再質問以降の質問方式（どちらかを○で囲ってください）

｝I一問一答方式 －－梧賢疑芳奇

主題 発
一
三
口 答弁を求める者要

』
日の

1．施政方針について 人口減少に対して各自治体はさまざまな移住定住施策を講じて

いるが美濃加茂市の人口は微増だが増え続けている。知らぬ間

に市内各所で新築の住宅が建っていて驚かされる。美濃加茂市

が住みやすいということだ。 「第6次総合計画の初年度として、将

来都市像を着実に実現するための礎となるjとあるが15年先まで

人口の増加が予測されているなかで人口減少を抑制する取り組

みを推進するとある。

（1）人口減少を抑制する取り組みについて

a.現状認識

b,将来都市像

地域のつながり、共助の意識の希薄化は進行していると思う。地

域は本来多くの人々の営みが重なり合い、影響を与えあう中で

成り立っているにも関わらず、自分たちだけで生きているかのよう

な感覚があるのではないか。そこで、誰もが無縁でない問題を提

起して地域力を培いたい。気候変動などによる不測の変化、この

問題の解決を図る挑戦は多くの世代の連帯を生む触媒となる可

能性がある。そこで、社会的に弱い立場にある人々をも含め市民

ひとりひとり、排除や摩擦、孤独や孤立から援護し、社会(地域社

会)の一員として取り込み、支え合うことで地域力をアップするこ

とができる。

(2)市民の防災･減災意識の向上について

／a.社会的包摂とレジリエンスの強化

孤独や孤立から援護し、社会(地域社

支え合うことで地域力をアップするこ

享

籍、盈一盆
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議員：今井文敏
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質問：
晏全竺巳●●●▲●■●●▲の●●■■▲▲二b■■△▲●●●巳●凸●●●●●の●●､●●●●●●●●凸●Q●●●▲●●■●凸凸●●●C●凸●●●●GCC●●●△･●■●●C●●●●●G凸●●BDCC●●●●Ce●●●●●▲OG●●●｡●■●●●●●GB●●●●●●●ら▲●■

現状認識1
つ●●●■●●●、■■●●■■●■●■｡■■■■の●■b■●●●●●■●●●■●●●●●●●●●●●●●■●●●●■●●●●●●●●●●●●g●●■●■●●●■■､■●●●●●■●●●●●■●●●●■●■●●■■｡●●●■■●●●■●●■の●●､●●●●●●

答弁者：渡切経営企画部長
●●●■●●●ロ■●ひ｡●、●、ゥ｡●■■口ウマ●■●●ウ●■■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ウマ●■■●ロ守口●●●●●●■■●●●●●■●●｡●■●●守守ワ●、■DUP●●●●●●●、●●争●●●●●●●●●●○●●●■●ワマ●■●D●？●●■

作成者：斎木企画課長
・一口一一。ロローーーー●●◆幸一●●●●ロー●｡●わ●妙●●●●－●●｡●匂一■●●寺ロ●－●●●‐年●●●－●幸｡●●‐ー●●●●●｡●●●●F一宇●●●－‐‐‐ゆ●‐‐－4■●●●‐‐●●●●●●●●●●一一一●●●‐争口●●●●争｡●●●●･●●●｡ー

二二三二三 b仁 一＝二二1■1 ニーーーニ 血●二二二 つ亡言二二二 三つ「 三二二二年 ■ロニニニー: ．■■P一一q■‐‐‐一一●●争一一つ●●●‐＝｡■■‐｡■q■q■｡■●●■Dー‐●ローq■‐●●●｡■p‐｡●●一‐‐‐●●●‐‐一4■■‐ｰロー●‐｡一や幸●●一‐

人口減少を抑制する左いう観点の現状認識か
.-■＝＝。■●に二一二口●・ニニニニ●・・二二つ●●症一=二手●ら一一一●二 二,■●一一・■－●由ら一参一｡●●●一つ●●－－－つ●●●U■･■－●の●･■4■q■｡｡■10■q■－－●－つ■0つ●●■'一■,●●●わ□‐●●●－－－1■－●‐一一●●●の一

ら言身ば、美濃加茂市の人口は微増ながらクo
一一二・□、凸全ヨ・BE二二の●●色三三QCDD●●egg●●▲●●●DC今●●●●▲竺号●●●▲●●●●●cc●●●●｡●●●●●●◆●●｡●●●●●●●▲a●●&■●▲●●●●●●●●■●●の●●GB●●●●■●●今●●●●△▲｡■●●●●●●●●●▲●●●●らのCe■

年まで増え続ける可能性が高いシ恩われま35
●●●ロ■■e●□■●■●■■■●●●●■●■●●●■●●●●●●●●●■●●●●□●●●●●●●●●■●●●●●■●●･●●●●●●●●●■●●●●｡●●●●■●､｡●●●■●●●●□●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●O■■●●●●●●■●●●●

す。
｡

●●■●●｡●■■｡‐寺ロ■●●｡●■ロ■■●●●●●●守口●●●●●●●■●■●｡●●ロ■●｡●●●ロ●●●●●●●●●●●■●●●●■●守守●●●●●●｡■■●ロロ●｡●●●▽●●●●●●●●●、●●●●●｡●●●●●●●守●●●●･●●●■●●●●●■●

年間を分析してみる坐、社会しか1／ 言云ク、

､●●－－－－■｡●－守●●つ一一●●●◆一や●●－●－－●p一一一一●●－■ロー－ケ●？■トー●●●‐●●●●●｡ー●●●●つ｡●●●｡‐一‐●●ウーー●●■一一マ●●｡ー‐つ■●●つ‐●●●●●●｡●●●‐‐‐●●ローq■●●●｡｡●●●●●'わ●‐●●○一ー

動熊、 自然動熊共に減少傾向であるでシが言え
ロー■ ＝力正三 ｡一二 コ■二一 二ヱローーーロ●●一一一●‐●ー●÷わ●一一一‐●ゆローq■‐●●一一つ●●‐‐‐■■ロ○一一一ー■○一一-つ◆●一一つ●｡●一一一●bわ一一一●●‐ーq■●■‐q■ーq■■●■'＝q■‐●●●pーq■｡●つ一一口｡‐一ー‐■

主す。
ニニニーヱと■仁＝＝＝●口一一一＝す今 亜今●今一一つ●●｡-.■1■一己1■ｰ｡■つ■－■D-q■‐の｡■､一一‐●｡＠一一●●●●■､一●●わ｡●－1■●■●q■ー｡●●■,ー‐4■ご■ロー‐‐わ●‐一一‐●｡。一一●｡●●－1■●●●一一一●●‐ーq■q■‐｡‐一○●●

ただし、 でれは日本人市民に限っての話であ
0｡▲●●●●cc●●●●a全邑●●●●△●巳巳●●●●●、■一▲全｡■●凸｡●●a●･▲●巳■●｡△●巳●●●●●●●●●●●●●●心●●、●●･凸●●■●凸凸●●●●▲▲●、●●●●●●●●e●●●巳●今●●●、■●●●●●●●●●●｡●凸●●●●DC●●●●●

り、外国人市民を含めるよ社会動熊、 自然動熊
g●●●●●●●●●口｡●●●●■●■●●●■■｡●●●●｡●●●■■●●●●●●●●●●●●■●●●●、●●●□■●●●●●■□､●●□●●●●●●●●■●●●■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■■●●●●●●●●g●■●●●､●●●●、

に微増傾向にあるシ占貴ます。-什アー
／、

pウ●●●c●●●●●●｡■●■●●●●●■●●守eDDp●●●■■●｡●●p●■●｡●●●■P●ロ●■■●●●●●●ワ｡●●●●●●●●●●･守FD●、●｡●p■●寺●｡●●●ウマ●●■●■●●●●●●｡●■●●●●●●●、●●●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●

●p●－－年一一F守一一P①●守一q■●●●●‐‐●ゅ●‐◇●●●●●●一●●●。－■b◆●●｡－●●p●●－－｡●●－－や｡●？●－隼守●｡－－－つ●●●わ●●●●●●－●●●●一●◆◆●｡●一つ･●｡｡－｡●｡‐‐‐ロロ●‐ーー●･●●｡‐●●●●‐｡●●●●●●●

ずれにしても、人口減少問題は全国的な課い
■し_ 一｡= ．｡αニ ーエ｡「 二●ニニ ー●一一q■q■｡｡■､一一－口●‐ー‐ー●●‐＝一｡●●､ー‐‐●●｡｡■‐●●や一つ■●●｡‐ーq■｡■｡一一q■ー‐●●‐｡■g■｡■‐●ーq■ーq■●‐‐ー‐ー●●●‐一一○◆‐‐‐｡CCC｡ー｡●ローーーロローq■ーq■●

顕であるだめ、国産Lては「まち・ひ殴・しぎ
●●し二二｡●三二三午●●■､一一一CCG一一つ②■■'－．■q■－■■q■■■q■の｡■＝q■4■わ■参一一一●■－－－－口●‐一一一●●の‐‐●｡●｡●－●●●｡｡■■■｡●●‐や｡■‐●■■しq■｡■‐●●●ー｡■4■●■●■P一一●●●一一●●●○一●｡●●●‐ロ｡●

坐創牛総合戦略」を策定する『-シで、人口減少
●凸●●●●●a▲●●●■｡▲CG●e●▲●BBD●●e●●●a全●、、●●▲●●●●●▲●●●DC今●●●●●●■●●●▲△●●●■●●a●●｡▲△●●●●C▲●●巳■●●GB●cc▲●■■DC▲●●●●●凸●■●●●●●●●●●●、●●OocaaGD▲｡●●●●C◆e●●●今今

歯Iﾄめ左かけよう坐しているJバーろです。に
●｡●●●●●Ca■●●□●●●●□●●●●●●●●●●●●の●■■●●●●●CD●●●、●■■●●●■■■｡●旬●●●●●●●巳､●｡■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●■●●●●●■●●●●■●●●●●●●●●、●■●■●●●●b●●●●●●●

●●●●●●●●●□●●●で●●■●●●■●●●？●●■ロ●●■甲■口守ロ？■■ﾛ寺守●■■■ワサ●●■●●●P●●●●●●●●●◆●●●●●●｡●●●■●寺●●●●●守●●●●●守●●●●守守●p●､寺守●■●■○守●p●●●eDD■DC●●●●●◆●●■●●

当市において#)、まち・ひシ・しぎ坐創牛総
P●－ウーーーゥ④一一一●｡｡ｰ幸一●｡●●●●●●●●■､今●●pら‐‐‐●｡｡一一●●●pー争申●pp－や4■●②q■q■一一ロローー｡■4■②●。■B－つ●●●■け ●●●●ロq■｡●●●■P●●●●CPU■●の●●‐‐●●●●●‐争PCC■b隼1■｡●｡‐ー‐ロ●●ｰq■4■●●
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/△、 Caminho 、戦略「Cam1nho」を し、 し策定 若世代口

蒟穫繍うそ衝碇一下了う騨要…爵三~W-…猟芳…あ－る「 、 づり 、ノ 〃、ユ ノ

凸▲●●●●●▲●■●●●今●●●●●●●●、●･●●●●、●▲●●■Be4二●●●二二二●■。●●●●●●凸▲●■■●会竺●●●●▲●●●●●の凸●●●●●｡●●●●全二二●●●●▲●●●DGC●●■●●▲●●g●凸●●●●●◆●●、■●｡●●●●●CQ●●●●

新しい人の流れをつくる「ひJ今づくり」 、 朏方
●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●■●●●■●●●●●●■■●●●●■●□●●●●●●●●●●●e●●●｡■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●■●●●●●■●C●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●

指安心して暮ら廿ろ「まちづくり」を目 してで
●

●●■●ウマ●●■、で■■■｡■ずロ■■p●▼｡●●●●‐守●■●●守守■●●■守守●■■p寺守●p●■●●●p■e●マ●■●●●‐、●■pウロロ■●●守守●●■ワひじp■、ワゥロ●●■■ロワ■DDDUゅ●●■●●●●●●●●寺｡●●●守●●■●●･●■、●●●守●

准めております。
●●●●争●●●●●●●●●｡●？●●○の一｡●●●●●D●●●●｡●●●●●‐●争っ｡◆←●｡‐｡●一一画や①●●｡‐わ｡●●‐●争●●●●●◆●●‐一一‐●｡●●‐っ●●‐‐や｡O伊｡■ロ●■■‐の年｡●●eU■‐｡●●ロー‐つ■p－■q■●●●や勾争●●●つ｡■■●

令和口年4月からは第口期Caminho"Xが
｡一一‐q■●●＝。ご=＝．｡ー＝筈＝つむわー一三＝｡‐■pq■‐●●ー｡｡●ー一一一一一一一一｡●‐一【＝＝、●‐●4■｡●●‐一-一｡●■b一一●○一一一●●ー●一○●一一一.■●｡｡－.■4■の●‐■■■■｡■‐｡‐一一一■■p－●●一一－一●●●ーq■一口●‐■P■'一

力ら継始まりますので、第1期Caminho 動
二二 三●●●二二コ●●在二二二E●亡＝＝＝●●●＝二＝つ●●虹一 ℃●●亡＝＝二｡つき 二●●ニニニ子寺●ここ＝ゆ●●今二＝●●●◇■三つ■の○一.■4■｡●今一.■－争・ニーーー◆●こ=－－つ中●ローー‐●の●‐ーわ、●●－q■q■■■■, U■－－●●

続Lた取り組みを実行していまたい坐恩いま
呈竺全●■●争▲●■■巳■凸●●■cc‐●●DDC◆●●、●全全缶B■B●▲●●｡●凸今ロ巳巳匠全全会■●色全一pBDgG▲●DBbC▲●■Bee●●■●旦二今●●■、竺全色色●DC●｡、■●●●●●●CG凸●●●●●●｡eあいらの早■巳｡▲●●■B●凸▲ep■b凸▲●●DB●凸●■B

す。
●●●■●●の●■p■■●●□■■巳●C●●●●●●●●｡●●｡●●●｡●●●●●●ゥ●●■●｡●●■●●●●●■●●●●■●●●●●●●●●●●●｡●■、●●■●DC●■●●●●●■●●●●●■｡●■□●●■■●●●■■■■■■■■■■巳●●●■■●●●●●●

●●●■▼●●■■■●守▽●■●ウマ●■■●●守●●●■●●●■p●●●ゅ●●●わ‐ロ●、■e●CDけ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●？●●●●●●●■●●●●●■■●●●●●●●●▼●●●■毎守｡■■■ママ●■●■C●●●■●●●●●●

●●●●●●●●一年一●●●e－－？pの争一や●●ローーロ｡●●■b幸ロゆむロマq■－ロローーーィ■●ロ毎－1■－ロPのl■－つ｡●わ‐ー｡p●●‐つつ●？｡一一争●①‐ー一幸■争●‐●●｡●●ー■､●年●ワー｡｡□●‐■し‐●｡■‐ｰ‐中ワ■庁一一？●●●ー●●ロ旬●

＝二 つ亡 ＝ ●山 pご吾匹､ J●＝三三 1●こ＝＝一言 二D■レー ■■b●丁 易一二二■一 ユ《二 M■‐ ■ー4■4■一-一一●ローーーー･ー一一一｡●一一一一●●●‐口一口｡□一一一●●●h一一一●1■一一一一.■ニーーー1■■‘一一一q■●●‐ｰ－

三二二二■,匹 晨わ合1■亡こ こむ全ニーニニ●C二三二二●●亡 二℃●●－1 ，つ●C－q b争・－－つ今●一一一｡●●■し－－－■1■■し‐‐一●●●－＝一一●一一一一●巳一一一一●●ゆ一一‐●●■b●●｡●●●一‐4■｡｡d■‐‐‐‐l■■P一一q■｡●一一ｰ‐の

△全わ●●e､竺全●DC●●。●●DQeQ●CD●●●●●●●~●DeDe今●■●毎▲△G■｡｡｡凸｡■■■▲▲●●●■凸▲●●■b今△●Q●●c今●p●■▲△●●｡●の今●■D●｡◆●●｡●cc●●●●●▲●CDら●今●Q●●●凸●●●●｡◆●●●●今の●●●●の凸●●●●●▲●b●

0●●●、｡●●■●■■｡□■●■●a●■■■●●●●■●●●●●●●●●●■、■■●●■●●●●●■●●●●●●●●■●●●●●●、●●●■■●●●■●●●●■●●●●●●●●●、●●■●●●●●●●●●●●■■■●●●B●■色●●■●●●●●●●■●●
ノ

●●●●●●◆●●■■守寸●●●●●●●●●●守守●●●●●｡●●●●●句●、｡●●守●■■●●●■●●●◆ゥ●、●●●●●●ロロ●▽●■●、●●●●●●●▽●●■●●ウ●●■●●●●●●●●●●●●●▽●●●□●●●●DDpウマ●●■●●●●●●●●●●

●｡●の｡‐●PcC‐●●●●●一●●の●●●●●●●●‐や●●●‐■トー4■｡P■‐＝‐。■■卜■bー4■●●ウー‐｡●●●●‐●●●●－－●●●‐‐‐‐●P守幸一や申●○一q■や一●‐一一一●●●■pー●●争｡一つ｡●●●｡‐争｡●●~｡■凸の｡■｝■,~ゅ｡●口一つ●●

■■■己＝ 。●二二二二二のに 苫五口●亡d ､●●αご= l '■｡＝＝＝ 1■■P■■‐ー■1■正 ，■Dローq Q■｡‐‐一一●●一口ロー●●■､○口一■■■､ーーー｡■1■一一＝＝■1■一一一‐'■■‐q■ー■■■■‐ーーq■‐●一一一ーわ②ウー■■一つ‐ー‐

=ニニーニコロ「 ニエーー産: B●＝＝二 コ●｡●‐‐■■●●=一つ●●◆G hoc●一q D●｡●一○●●ー‐ー争一の‐q■｡■｡｡｡｡q■q■‐●●●ルー今｡●●一一一●●‐つ‐つ●｡●‐一の●●つ●‐●●｡●一一q■｡■■, ﾛ■■■q■●｡｡一一●●■｡｡‐●●･●q■‐●●●■

●E奎竺●●●今今●、●●●今●●●●舎当●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●一＝●■■●今●●●●●今●●●●■の●●●●●●●●｡●＆●◆｡●●●｡▲●●●、●●●●●●●▲●●●●▲●●●●●｡●●●｡●▲△●●●a｡｡●cDD●◆●●●●●今●●

、●●eD●●･●●●■●●●●●●●｡■■●●●●●■■●■･●｡●●｡●●■■■●ロロ■●■■●●●●●■●●●■●●●●●■､■●●■●■■■■●●●●Pb■●■●●●●●■●●●●●■●G■､●●●●■巳●●a●●■p■､●■■●●●●●■●■巳●●■■｡■●

ゥ●●●■●ワヴ■■●G●●●DDG●●●●●●守●●●●●●O●●●寺ロ缶■、●●？●●■■昏守●■●F●●●●●｡●ロ●●●､●●●■●■◆●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●･寺●●●●マゥロp●●●●●●■■○ロ■口●分●●●D■ロ●●DDD●◆●

’

◇●●二二＝か●●ﾆｰ P－pp－－1二二｡●一一‐のロー÷一一一■一一一一●‐－－－‐ロー●一口－－■b－eゆ－●‐‐q■○●｡‐ーcCDc‐一つ●●‐‐一○●●｡ーわ●･●‐一つ｡●●●‐一｡●●●●一‐●●●ーー●●‐‐一一一‐●‐ー●◆●｡‐ー●の●●‐●｡●●●｡
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議員
一一一口とめ凸一一一一凸一一－一口･ニーーー凸

質問

金井文敏
ーｰロローーーー~＝－ー一一一勺＝一一一●q■■’一一ー一缶●■■一一一‐1■－－4■■＝4■一■一一一一■‐一一一一●一一一一一告＝－－－－凸一一一＝凸＝■－－－－－－－－－－．■－－－■■D＝ぬい一一一＝四一一一一ロ■。■e一一一一■1■D一一一一己。■ロ

今一●●■■凸▲今●巳●一一●●a‐二一■①■b凸凸△cBba至垂■●昼△÷今GB己凸今･■■■C今▲●■あ･GQQ■■坐4『白色cqa▲心●■●今凸凸巳巳包昼令心be●の今OB●●△▲●●●､▲と呈巳已凸今杢&■■●△▲毛ら｡●▲▲●■■●●△ら｡｡G△凸らあら●冬邑ろあ■巳晶

将来都市像 《、
●▲●●DB写●p■■毎口●●●ああ嘩む■■■●■ロ､■■■●■■■■■●■■＆■■α●唾DB■色●●●●eご■●■■巳●●■■■｡○旬巳低■巳準■D●●凸宇●■■●8●●■■■■α唾■●●｡■■■■■匡唾■■■■■｡■■■■巳●毎■■■●C●■■●け●■毎■■抄

答弁者：渡〕刀経営企画部長
●

●｡●■守守■■■■●マロ■●■■守り■DpPマザワ■BT●●｡■ひ守寺わ■■●す一FP■■守寺Fロ､甘守▼●●■■じゃ■■■■守守寂■■■寺マワ■■pママ？■■口守▼P■■■守守■■■ゆむや●PBF●●■■■■守守り■■■ザマウワ■■守子FD■■U●■■■p呼子■ゆ■す

作成者：斎木企画課長
堵 ｰー‐一一＝pわ一一つ●'■●ーー一‐●●一一＝一‐‐口一一＝1■●●一■■ｰ‐■｡■■一一｡｡一一一一｡。‐ーーー●●‐－－－●p一一ーー●●ー一一一一一一一一一争■●ーーやめ◆●ーー早守ｨ■一一‐一ヶ寺■一一口色一一一一つ｡｡＝‐一口わ守一一一一◆‐一ー4■■‐

e一一一一●‐－－－－ｰ●一一一一一一一一一一＝■一一一一一二■■一一一a■一一一‐一一一一一一一一○q■bd■P-~■缶q■一一一．■■ｰ一一一ロセーーーーー－4■■一一一缶一一ﾛ■■一一一一一一一一＝＝－－－－4■■＝一一一一凸一一一一一一凸一一一一■凸一一

総合戦略「Caminho｣左推推し、国､F
P－■■‐。｡■－－②－■■－－口戸・・七画一一・・一ｰ~一・■四一一つ■・一－－－，■－－ｰ－－－－.■■■ｰ一・・一ｰ－■■-.■－－－■■一一■■＝■■ｰｰ一一一・一■■■■－■｡Pｰ－－。■－■■－－｡■,－－－－．1■P－－－毎.■-■■一・・一－－－凸■■ｰ－＝

社会保障・人口問題研究所の人口推計をト回る
凸●△｡●已谷今■■駐■ら凸G■■●凸▲＆●■ゆ今ユ◆＆■●垂▲■■■邑一今a､■●1-▲a●●心今▲●●●G◆い■■鼻ら凸凸●■●－土ら●凸■ユ今▲●GB一生G■巳●11各B■●▲今●■｡●尖凸QCq巳▲1■｡■p▲4口●●巳▲今邑b■ユュ△●■■巳全一塵●■己己今a■巳

シを目標坐し、少子高齢化の克服や財政運営
一

、 ‐

●●■■■■､昼■■p■PQC■■●■■●｡●■■こ■巳口■■写司■皿■■ロ｡●■●■｡‐色●●●■■■●●●ゆ｡■●■｡■○m■■□■■●■■■口車■■■■昼包●■●■●■●、ﾛ●車■■●●●■■■■●■■｡＄■●●コロロ●●■■■□■■■己ロ●■●●ロロ■●■

『 ▲

健全化シ共に、元気な美濃加茂巾を維持しての
■■■■ママりゅ■●守寺｡｡■■旬やり■■■寺マワ■■■ワヂ■■■■ひ守口■｡■庁●●●D■●●⑭■■r守争■■■■守守‘p■■ひ●毎口■■■守寺ロ■■”可守ロ■■● ザ●■寺■■ﾛ●甸守■■鷹■守寺ひ■●ワゥマロ便■白■▼●■■■じゃ●曾■■吟やクpp■守守ヴ

将来都市坐して像 ’てい掲ず きいたまく号生家い
一一一一一一一一一一■■－－．－－－－■ローーー■■■1－‐一一－一一ー■

＝毎宇一つ幸一●eー一一●｡●‐■'‐ロサーーーー｡‐一ーー‐■寺一一一.■■‐＝一一一？■＝ーーーー一一一一ー｡!■Pー一幸■■芦一一一P●｡｡■ー‐わ‐一一・Dや‐■一・■‐4■■■‐一-一●●一つ一一●●一一‐‘■b■~q■ｰｰ‐P~ー‐ヰローー

凸一一一一一4■P一一一一凸凸一一一一－一＝一一一凸一一一一一4■bロ一一一一一一一一■■－＝ロ■一一一一一一一一一一■P凸一一一一一一一一一■■些凸■一一一一■－←一一一一｡＝ﾛ■､一一缶ローー‐一一，■一一一‐■q■ら一一一■■一一一一●｡一一一一一一一一

躍援体的な施策シしては、女性活支ヤン目
一

三、
｡

‐ー＝q■■ご●二二q■色白己■■－－■■●幸■■口●■凸ニニニニ■｡‐唾ニニーロ■ｰーｰ｡‐■_－■■｡■■P坐二.』■つめ‐ー■一4■●■＝合＝ニーュ｡‐①仁弓＝二二○句‐‐ー■■‐p画1ｰロー■■■ー‐‐●■■ー｡●仁■｡ーー~●●■ｰーや■車＝‐■■や、●陣一一

ター「Re : olalの 声 ･充実、もつすぐハパマ
ニ÷竺毎●●二一▲■■■舎今●■■心全会■b●●凸心巳｡G△▲△●■■■▲一ら｡■｡▲1色●b■み△｡■＆■▲凸●●■p凸今●DB｡▲土＆｡■■今凸●●■●今今●■■■C△、●■■の凸■■■■凸凸のG■Ba隼●■■■ユ▲▲｡●●凸今▲●｡．■今▲■色cc△●垂･･△ら・BG凸

教室な汚お父さんの子育て支援、子育てしな~マ
b■■■■■か全■■■■睡心●●●●■単GB｡■■CD●■p■■｡■■■色｡●■掌●baa■e●■●■●｡●■●●●■●己●■■■●■α●■釦■ロな■■■丘■垂●、■■●■●■■■色●■■■●ユ●■■｡■■座GB■■■■■■■｡■■■■■■巳CD■■●■ロロ■■p■■■■

がら働くで坐ができるように新保育園の轄備、
､■宙●■守？句匡■●守守『■●■ﾛ守ウウ衝■、守守.F■■■▼守口楢■■ママ■■●■●マロザ■b寺マゥワ■けり才ヴワロロザウセ●e■●マワ■けゅ寺ヤ■●■●ザヤロ■●●寺▼、■FD守ザヴロ｡■ザ●■P｡■●寺pFppウマワ■■〃守守■■■■▼守口●■□す？■■■■

また、中学3年牛を対象シして命の大切さや家

の

やの
DP－－－－●･－－－－1■－｡＝■■－■■－－－－■｡■－－－｡｡■p－－‐■0．－－■■－■●－－－＝－■－年－－画■－－－今－．－－－－･申一一一一色■'一一‐‐■b②‐‐画一●●｡一一一●C幸■一つや■‐‐‐句ウー‐ーP－pP字一一一｡●●‐一一ひ●‐ーーやゆ●

族の大切さを学ぶ命のバトンふれあい授業な
’ ･･一…-..---.----･･･-..--･･････--…････－．．．斧-‘….--..--..-..-…-．･･･一････一…---..----------．･･･--..-..----’･･･-....-..-----…---..----....---…-.--...---…･----.-----・

ど、 ノ、－ド・ソフト両面から進めてまいりま

す。

の

0今ユ■●●凸今今▲e●●串今▲●のら△今●■●■凸今･■｡b今▲b●色●4－●■Ca全一ら●●｡｡みこC●▲鼻今cc■■11凸■●●▲△●GBあら÷毎BG己凸今L■●●隼▲Qbbc▲▲色b●●今冬a●BG晶今ら与ら●▲凸a●■L●▲Gb■●凸凸●●b●ぬ企●■■b●邑凸●■巴凸■毎s｡

すぐに効果が出るものばかりではあり主職ん
0■●●■□■■■●●■■き●●■b毎●■■●■●写■p●●pα●●●q■ぬ■●｡■■■垂■■■●■ご旬●｡■●■●●●■●●●●●己令辱■■■■■■■■■■●■■●●●■■■心●堂ロ■p●巴邑●●■■■＆■垂■■■■■座■■■■巳■■■■■●●●｡■■毎｡■■

が、美濃加茂市の10年、 口o年先の将来を見

の

の の
▽▼●■ザゥマロ■pbT寺●け■げ守●ザp●●守守▽、●■●▼■●●●寺や伝●●■守守伝■むひウマ､『■､句●■●●●守守｡●p●す守●●●缶守守■■■■守守つ■●●匂？●●●●つ守▽p■■ウ●p､■Uむ●ヴロ▼毎ひ守宮F■p寺●■●■●け●FD■■守守●●●■▼一

据亥て事業の展開左していきたいシ思います。の
■ウ■PG■‐一一‐‐一一‐‐一一一‐~己■‐‐＝‐の句争一一一一●一一‐一一七ｰ‐一一■‐ーーー●＝‐＝■■‐‐■ゆ‐ｰ‐ﾛ■■凸吟坤一一ロー毎一再ー■◇ｰー＝一■｡q■‐ー｡■ゥ印一一■■ｰ毎口‐ーぬ幸甸②一一.■d■戸口‐9■ー専一ロロー一幸●●●ーーー●■■
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= つ●●●‐ =●●。一一一つ●一‐やq■●●●二 q■●｡｡■D－－Q｡－ローこゆ●=一 二コ●●各ニーニ●●巳三舎今●●●=二コ●●○ 1■pp－－q■q■●のC‐q■q■■●－－－4■●－｡■ロー－■｡■bーー●●｡◆一‐●●●‐■P一つ●｡●‐ー●●●の＝■■‐●

まだ、令和口年4月からは、第6次総合計画
弓全会●●●●●●●■●｡●●●e邑一全舎●●●G●Ce●●｡◆巳●●●●●●●■ら各会●●●●●●●●●G舎全●●●二二全●●●●凸．a●●｡▲凸｡■■●凸▲｡●●G●△ら●●●●▲●●●●凸▲｡●●●●▲●、●●●凸●DB●●▲●●●●凸●●●●●△●早巴■DC今

施していが始まり、 6つのまちづくり宣言を実
●●●■●●■●●■■●●●●●■●●■■●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●■DDo●■■■●●■●■■●●●●●●●●■●●、●●●■●DpQQ●●●●●●●■●、●●■□■■●●●●●■●●■■■■●■■■p■●●■●■□●●■●●●●●■a

〈号とIでなりますが、 「健康」をキーワ､－ドに
●●●●●●●●■●｡●●■●■ロ●U●■●●ワ●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●p●｡●●■守口■■■ロ●●●●●●●●●●●●●？●●■●ロ。●●●①●●●｡●●｡？｡■■●守守p、●●●守●●●●■P宙■■rむつロ●●●●●●●●●●●●●●●●

e

Walkable Ci tyMINOKAM
p－。－－－p●●－－－争口一幸＝－F①－ロー●●●わ｡●ウ●○・ワー‐●｡－－。口◆●わ｡｡－口●二一一や句ゅ■←‐●●●｡■－●●■cc‐●DP口一●p●守一｡■●●●●－－｡ゆ■｡－●●･ロー■－ゆゅ守一幸ウゥロヰーーマ●●●‐‐●●●●‐■●｡●●幸●●｡●や一

左市内外I産広め、健康寿命の証伸な汚のKPO
二二一 二｡＝三二二二●匠 二=●●二二＝二●●｡□三コ●｡■ m－Ⅱ ●｡｡＝二一コこ＝ 二二℃●症一 二。●＝= ＝－■ ，－●由一q■q■●●－ｰ－－●●－－－－－－－－－。｡－.■q■‐●●■b－－つ。●一一｡‐■し｡■－－p－－q■q■－●●一一一一｡‐つつ

達成に向けて痩准I_/てまいります。T
＝ ｡．■■＝【＝＝ わ●わ±1■4■＝＝ローニ＝わ●口と コロ●と圭一＝。●ロー■■●■●●ローコ■●巳二二＝●｡こ＝胃＝。●●●＝っ｡●●● =●●－－.■d■旬ロー■■q■q■■のロー‐q■●■一一÷‐｡●ローd■4●●●争一一つ｡●‐ー●‐●●●‐‐句｡●●‐

二二●●●●G▲●●■DC今●●■e●●●●●●●●●●●C●凸｡●●、G●･●●●●●●●●●●今●●●CG◆●●●与今呈邑●●●C今●｡●●｡◆●●■●△△●●●●●▲●●●●｡●●●●●●●●●､●●●●●●●C今●●●●▲▲●■、●●｡●巳●●｡△●■e●●●●

●●●■●●□●●p■b●■■●●●●■●■●●o●■●●●●●●●■色●●e●●■●●■■■●●●■●B●●●●●●●●●●●□｡●●■●､■■■■●●■●■●■●e●●■■DDcD■●B●●￥●g●●●■■■●旬●■■●●●■●●■■●●●●●●●●●■■●●●

●●●●●●●●□■｡｡●■●■●毎｡●●●寺●●●●■●●●■●■守守●●●■ウ●●●●●●●●●■●｡●白●■●●●●●●●●｡●■●ひ守守■ロ●●｡●●●■●●●､●●●●●●■●■｡｡●●●●●●●■p●●●●、■●●●■｡●●●●●●●●●●●●●ロ｡●

●●●‐q■｡●●●し‐‐‐p●｡■､d■や①ppq■‐●B■ウマq■‐｡■■p‐q■己鹿●‐争一や●口｡■■q■d■●●口■､■■●p■い■ﾛ｡●●●●ー●●■｡●‐●‐p●‐ｰ‐4■口宇●‐■■‐●●ローーーウ●｡‐｡●●｡●ローd■●●●‐ー｡●○一■､d■･●句■‐‐●●●”

= 二 つ｡｡ー‐ー4■仁 ＝ﾆーーコエ Dc1■q■ー4 ●●一一‐●ローー‐●●●q -●｡●一一一●‐一一■■一●◆｡■一‐一1■1■一一一一‐マイ■■ーー一○■一一●‐●●一一一一●争■b一一■■●■■一一4■4■●一一一一●●一一一一●●■bロー●●●一■■一1

＝ ｣｡‐●亡＝ ●●。と一・●●●＝＝工●●● ，｡●■｡｡■｡｡■■リーー。｡●由一q■1■■●－■､一一口●－－6■●●。、申ﾛ■｡●●｡。ロ‐■匿■,＝q■4■｡●‐ｰq■q■●■●■h q■●ロロ一一一一｡●●争q■｡●●●｡｡■｡●｡■bq■q■d■●｡●一口●●●●一一

G●◆●●●■●▲●■■●●●●●●●．●●●●●●●●●｡●｡｡●●●●｡●●●●●●●●、●●●cc●●●．▲●●●●●●●b●●●今●●■●｡▲●□■Q●▲●●●●●凸●●●●●今●●●●●凸●｡●●Q△●●■●a▲●Q●●●凸●●■●の●●●●●凸今●●■毎

0●●●■■■｡●●●●●●●■■■■●■■■■●●●●●■巳●｡■●●●●●□■■●●■●､■D●●■■■C●ね●●●●の●●●DB●●●■､｡●■■●●●●■●●●●●●■●●■●●●■■●●●●●●●●●■■■■●■●●●●α●●●●●●●■●●●●●■■

D●●●●●マ●●●■●●●■●●●●●●●●守守●●●■守●●●●●●●●●､●eロ■■■●b寺●●●●●●●●●●｡●●●■●●●●●■■●●●●●●●●●■●p●｡●●●●●●●●■●●寺●●●●し●●●■●●●●●●●●●●●●●守寺●●●●●｡●●●

●●●●ｰ｡■●●p‐‐｡■PロPp－－‐ロ■‐‐－●●●●■､q■●●●｡‐●‐●●●Pq■‐っ｡●●■し■､●○口■'‐‐q■●●‐‐‐●●●今一つ●●●｡‐申●●‐‐q■■■‐●●‐■bq■‐●●‐一一‐PPc｡ー争●●●｡‐の●●‐幸＝●●ローロー争●●ロー幸●●●●

e＝＝二 ●eニー三=．■1 画■‐毎 二わ｡一＝1 bロロ●‐ー｡●ー■p‐｡■CDウロドー‐●●ー一口■－口一一一一◆●p‐ー｡■■■■b■Dーーロローーー｡■●‐‐‐‐‐●●‐■pー‐●ローq■q■q■■の｡‐q■‐｡●●■bー‐●●一一つ‐4■●●h‐｡■‐■■‐q■‐｡■｡●

の二二芒==卜●r 二君■■1■‐ーー1■■0 1■■bー今●■●‐ー●●●今｡‐｡●①．‐｡‐●●の一一q■●0年■■‐｡■今■､一一一q■■■1■‐‐q■1■4■‐一一｡●凸一一一つ4■■■h‐一｡I■■●‐＝‐4■1■‐q■ー‐守口●●ー■■‐●●｡‐-つ｡‐‐‐‐q■｡■‐ー

be全●●、●二一●●｡｡▲▲■巳●凸己今･●■●●今●●●●今△●●●C●今▲●●●e▲●●●●●今●●●●｡．●●●DoC●●●Oの▲●●●●●｡●●●●●●●●●●●◆pGeD全▲ら■■｡｡▲｡●●●●●●●●●凸今●ら●●◆今｡●■■凸今●●●●今●CG●｡●◆●●●

●●■●●■●●●●●●●●■●■●■●●■■●●●●●｡●●●●｡●●●●●■DB●●巳●●●●●●●■■｡●■●■●●●●●●●●●●●●口｡●e●●●●●●■■■｡●●■、｡■ロ■□｡■●●●■●●●●●C●●●●●●●､●C●●□●●●●●●巳●●●●●●

守口●●●●●●●●●ら●●CD■守守●､●●●●●●●■｡？①●■●句守●●●口●ゆ●■■p寺己●●●●ウマ●■■●●●p●●●●●●●●●●●●●■●｡①●●●｡●守●●■●寺守ロ●■■●●で●｡●●●●■■■ひ｡｡p■●●マサ、●●●寺●●●●●｡●●●●●

ウ｡●‐‐‐●●●■D ー4■4■。｡－－－●●■し一.■‐●‐■b一一‐P｡‐幸一一守守一一q■｡●●●‐ー●●●●争一●p●●‐●‐｡●●‐‐●●④一一一口ー｡●‐‐●●●●●■-つ●｡｡‐ー一今ゆ＝争争｡●●‐d■4■幸？●‐■ローーーロ■ﾛ■p一一ゆ●●‐■p●●●●
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用紙4－1

議員：金井文敏
晏二二つ●｡●■■－4■－1■二一一二＝｡｡1■D-q■■' d■●－－1■I■－－－1■d■｡｡■－‘■■‐■'■G＝ 面ロ●●■b－c●の●－＝=●●●●p画一●■●－－4■q■●●－－4■4■■,■,■､一一●●｡－わ●●●虹＝刀●●●－や●●●●p－q■'■｡●‐■I■｡'■●－－

○

質問：
｡▲BBB●●凸G●‘●●△今cc●●昼全GDG●士公ecGGGLの●■●傘▲●Bee舎全●●■●G●Gee●●▲●、●●▲G凸凸＆aGGBD●BG･●巳●●己らCG■●今▲●ら、●GGb■■●●4GDObCの●●●b全呈a6DB今◆令●｡●凸凸のLGBc今岳●●凸今今DOG●eのG、●e4▲ら凸■a▲・

少 a

社会的句摂生レジリエンスの強化T
●■■■●●0■■■geOCD●、●GBC■■巳●BBC●●●■■■■BeD■●●Q●●●■、●OQQD●■QQD■■■●●■●●●▲●O■■●●DDC、●●●●●●■●■■●●■●■●●●■さ■B●●■●●■■■■GDg●Q■●■巳●●■C●e●●cc●■DDG●●●●口■aas■■■●C■

答弁者：佐藤総務部長
■ザ●●ワやp●●●守守ひげ●ロウ●●●P●●マウロ■■･‐P■、●守▼、p●p守守『●｡●●守り■●『ママDP●｡●●T●p●●守『、●、サマウ■ウ■寺マロワ■peマワ▼●e●‐置P●p▽●｡『●F旬◆･▼●p●▼FOp0G▼●●■●守守DFD■●守げゆpp守寺守PPD◇●●●●、●

作成者：林防災安全課長 ．
の●■■bー●■ロローーー●｡'■‐－‐■P d■■'一一●｡《■■■■一つ■D●｡一一●つつ‐｡■■1■●●●一一○●●●｡‐｡●●●‐●●●1■●‐●●●●●の｡1■｡●●‐一一つ●e一一●q■‐ローー｡■●●●■■‐●｡●｡●､－つ●･●一つ｡●●｡q■‐1■●4■●今一一

●‐一一q■●1■‐ー‐。■1■ー‐｡●●一一■､‐‐ー‐●4■や一一一'■4■4■ーー‐‐■1■｡■一一●●‐＝＝＝令｡●●一つ●●●仁一｡｡●●一一■■｡I■一一一｡■'す 功や告こ ■IC－‐一一三三●｡一一T■､●症一一■‐●●●一一一●p凸●b･一q■■'一一一

市民の防災・減災意識の向卜における、社会
＝一一七一‘■●ーー‐●‐‐ーq■‐‐J■｡■p一一．ロローーロ｡‐●一一一●■■トー一1■■ﾄ｡●q■ーq■●●｡‐‐‐Q●｡‐‐●。●●‐争一●●｡‐一‐l■■I■一一つ■1■。ーーつつ争争一一宇･の●一一I■●●、‐一つ●p●‐一q■｡●■■b一4■｡いい■し－つ｡●

も

的句摂とレジリエンスの強化についてお答身，い
の▲今●GOo▲●●■ら▲◆OG●●凸▲■と■■△凸LGGG凸▲GB■●凸李らGd●凸▲▲G●●●今●ら●Gひ◆G●し●凸凸らeGO4心心b、■▲今争巳巳凸今今G■DD4凸らb●●｡▲b●●bCO●b●gCGGbD●●▲●DgQG4L6B●gCbら●●込凸①巴巳■●◆らし●巳凸凸●GB■●▲▲aaG凸

だします。 ．！
●●■●●■CD■p●●●●●■●は●●●■●■｡●●巳■■CD●●■●●巳●●●C●●●●●●a●､●●■GB●●●■O●●●●●･●●■■●●●●e●●●a●●｡■む●■●●巴CQ●●●●●■■■■■●●●■●●4G●■B●●CG●B■●QCb●DGD●■■■●巳●●●■●B●

社某本的な認識をいだしまして、経済会の構
eD●●●･グpp●●●●●●●●●●①●●令守●○●●●守●●●O守守｡｡、●●守り｡、●守令､｡■、q●P●●｡●マザロワウ●●●●p●■●●●●●守ウレウP●守●ザp●●●●●①｡｡｡●ワ、●●▼寺DP●P●守P●●●●●PC●●守守p○●●で守○｡■■守寺●p●●勺●DP■

浩変化の中で、帥域や職場、家庭でのつなが「
●●の●ﾛ■ー‐｡l■1■ー‐‐の1■■ーーq■ｨ■'■q■ーー■PC4■一一一●■D●｡一一－1■d■凸ロー・｡●●一一｡●‐｡一一の●｡●ロー●●の●■pー●●●●一一｡｡●●ー｡●●Ⅱ■ ,■,■■'‐ー‐CQ■●‐一一■､●●‐‐●●●●一一q■■B●●一一一●●‐●ー‐‐

り」が薄れてきていると言われる中、様々な社
■●●ロー今●●●ーー一1■｡d■‐ー－4■■1■一ーー｡'■ﾛ■ー凸今I■今一一一｡I■ゅ一一一○ゆ‐ー‐ー●●●‐■■●●●●●わ‐■●■ーq■‐●口1■一一‐●1■‐一一ーわ‐○一ー‐4■4■●凸＝一‐｡｡■一一一■d■■レーー‐■1■■一一一■●1■ー‐q■●■

q

的リスクが津鎖・複合し、社会的弱者な汚の
グ△、
云
■●‐｡●の●●‐ー今●のウヰq■今一○｡ーｰーローローーヰ｡｡‐一一q■■1■'■‐■■4■■争●－－q■｡'■●ー｡■｡●1■■一ー｡■の●‐ーq■●主一一毛｡｡■d■‐■■q■I■‘■‐由■■●bp－－－■4■■｡こ＝･■｡■●ロー●●の●■ローつ●●｡●一つe●●－－口

社会的排除の危険性が増しています。
■●今●●●●●C●ら｡●心▲ら●らBa▲●巳巳●▲△GbC●今の●b厚●◆◇ら●巳●▲今b●■｡●･●Ce●cCbQb●●△b●●●｡◆CG■●●今OG●●今今らb■■｡▲●●■●今金●■b■心CDC●eCGc●●●G▲DDG､▲凸BB●●今▲L己ら●凸全い■いら△凸凸阜●●｡◆ら●●●●今

●

特に災害発牛時や災害が記きる恐れがある場
■

0●●●●●●●●●●■｡●巳●●●●●●｡□●●｡■■●●DC●●■●■●●●■､●●●CD●■●●●●●●●●●●ロ●●●●●●●●●■●●●●●｡●●●●▲色ロ｡●◆■●■■●●B●s■■G●●●●●･●■●●BG●、■●｡●■■■●｡●●■■■｡●■■■●●●■●

／△、一 、6， ､ 、s，においては、障がし者を含め誰もが排除吉れ口
●●●●●●●､■■●●▽DP■●ウ●●p●●●●DUO●●●●●①●●●●●●●●守り●、●●●●､●①●寺伊●●、▽ずロ●●ロ守口Fp●●守●●●●●守マαP●●●●●･●●◆●●●●●守▼ウ●●●◆守p●●●●▽●●●●●◆●●●●C◆●●●GGGDp●●●●●●

ない、取り しのないような仕組み作りが琳要残
●●●■｡‐●●●｡ｰロ｡■,｡●‐一つ｡■ロー一■■わ‐■1-ー‐‐1■'■I■‐一一の'■‐p‐｡●●｡‐◇●ゅ●●‐申●●●oC－c●●'■一一｡●わ‐一一？。｡ローー画●■‐‐ー‐●1■q■4■ー●●1■■ロー‐1■I■ｨ■一.■■p■‐1■‐‐●■,｡●一q■■■■｡■

J今なります。
●

●●｡ー■ロー●●p■■ー‐●●●｡‐今●CCI■■一一ccローーロ｡●一一一一｡I■q■＝｡■■■｡■■‐＝‐■■｡■､■■‐●●■P‐ー‐●の｡‐－つ●｡●－－口●●｡ー一一の今－－－－1■■‐ー｡■‐4■4■●q■q■q■‐■■一一.■■■1■一一‐ｨ■●1■q■ー‐‐■

そのだめに、現状坐今後の計画な湾について
e●■p‐●ゆ。今一一'■4■●ー‐ー●わ｡‐一一早‐一F一一‐｡｡‐参一‘■4■、l■一一一‘■｡●ー■■‐■●●‐‐●●ローCー●●｡－口－4■●●e■h－Pわロロー■■＝申｡●－－－－1■■b－－●｡●●q■q■1■｡■,●－－q■■1■1■－－q■■,●ｲ■■'一｡■1■■,■b

取り組んでいる施策なFについて説明いたしま
●

､●◆CG●●◆●●□■●CCGG●Gc4･ひ●、4凸らら■●▲▲むら●●凸▲●●●●◆▲OB●●●▲Ce●●GCbGG●ccL●●●▲今a●●●G心らBG●△▲Q■●●△今▲●■凸▲今Q●●●･▲●▲●●●▲ら●●●の今CD●凸▲▲●C■●いふ●＆●｡▲▲ら、●●▲今色凸●●▲◆OGbG

す。
●●●●●●●･●●●●●●●●■●■α■■●■●●●■■e■gB●●■｡●●●●●●●Q●●■●●●●●●●●●●■●■●●DC●●●●●e■●●●ppC●●●●●■●●●●●■●●●●■●e●●●B●●●●■●●●●0●、●■●●●■■●●G■■■qg■●■■●●●

目には、災害対応力の強化であり、具体‐つ
▲

P●●●●｡◆●■●■●●●合■●●●庁■■●■寺FD■■守守●■■●●●｡●●●●●■●■勺守･●●●●マウp●●守守■●p口●●●●■■守守PFｩ■守年■P■PG●●●■●●●？●■●守●｡●●ロ●旬■●●●●●●●●●｡？p●■■●すげか●■●マ■■■●寺●、■

的には、防災訓練の実施や研修の開催です。
●●｡■一年｡p■●一一q■●●●ー‐争■の■rー一口｡●‐ー＝口中甲一一一申●‐■トー‐‐1■1■‐■b‐‐‐■p＝ー‐早口1■●や争●●●｡‐●●｡一一ー｡●‘■幸一■■一七一画一一一一P｡■‐一句l■甲‘■一一q■‐1■●ー■p■I｡●｡－口●｡●＝■Pー●●■●‐ｰ｡●

I
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用紙4-2

防災訓練Iをついては、毎年各蹴区で実施して
！．＝－．，．．,一.．－－．．‘．－．4．．－曲一＝－．．．，－－q，－．．－＝．．．1．－＝争．．｡．ﾛ｡．4．4．．．＝一一＝,申つ一 面｡．I．｡．,正 ，．．●－－1■・・・・－－｡■■－－争・。。一一凸・■ご･二二つ・CCI■p一幸。・言＝つむ●●●C■

ただいておりますが、今年度は太田"区におい
凸▲..c，合今．凸＆.色凸GB凸ら.今△､BbG琴．Qa..、凸ら..凸△▲QBQ－1.DGec凸凸己.＆凸▲．呈.､▲cQ．．Gc今．､..＆凸.GB･凸▲｡｡･b･▲･GB･･△b■■･4．▲■・・4凸Gら･･｡▲･巳■Q竺今･巳･･合凸acQ・▲L巳･be今凸GB巳■凸▲凸&bbC凸LGGo今･

ﾛ ▲

齢者探索訓練を同時開催したり、福祉いて、局
●●●■●●●●α●●aC■■■●●cc●●■●●CD●●Q●●p●■｡、●●■●●●旬■●■巳●■□■■■争U●■■●●●●●■●●■■■■●●●●●●■●■■●■、●●●●●●●■、●■●●●g●●●●e■■Q■●●●●●■●｡■●c●●●■■■●e■●■■■●●

癖難所開設訓練を、総合福祉会館において関係
P●●｡●●PPD●●●●F●●●●●●●●寺●伊■●･●●ザ●●■･●，｡●●●守伊●●PGcDD●●●●●●●●●マウ●■の●守口ロ■●●マザ●●●●●●●●●●●●●●●セマゥPpD●▼な■α●●守守ヮ■■■●･●●●●守『●■OG●●●●●●●●●●●●●P●●●

者が聿体的に実施するな溶I_/ており、災害時に
●●一・－1■■●っ－－●？■■－－－－－●Ⅱ■－●●●●●●口っ●●●■､‐●●Ⅱ■■●■｡｡●●‐ー●今｡●■p＝己！■4■1■‐一つ●｡｡＝ー‘■●●●‐一一●'■ロー‐‐●■'■‐q■■ﾄや'■｡｡ー｡｡■‐‐一。■‘■'■一一q■●｡｡‐一。｡●●●‐●｡p●の一一

社会的弱者左守る視点を今後も取り入れてまい
■DC＝■■‐●●1■1■■■■ー1■1■4■一一ー一○q■‐■､‐■●●‐‐｡■●●ー‐｡●●●‐一一●●の■'一ー1■■■ーー‐1■d■q■一ー一‐｡｡q■＝‐●の｡一｡■｡■4■｡■‐＝q■1■1■‐‐ーq■●｡●幸一●の｡。一つ‐｡●。一－1■●｡‐一‐●●･‐ー｡■●●｡●●

りだいよ考えます。
●ー‐‐●●■D‐ー‐●1■‐ーe■h●■b‐一‐4■■＝一一■■1■■‐－4■■4■●ー‐｡｡｡一一‐の｡｡一一■■｡‐●B一一一■F一一一一参1■●●－－4■●●｡‐‐･●●●一｡｡｡●●ロー●●●画ウー'■●口一一一今｡｡●ー‐｡●●●｡‐｡'■●■D一一・口｡'■■■一CCc

■

岐阜大学准教授による自治会長の皆様また、
a凸●●Dc4▲●、●Ce今、、■●●凸●●●●●めじら●●●今CD●●①凸●､●巳･今b■ら■今金ccGQa今●●●●●今己ら●O今●●OaDG凸ら●●●●今●■凸■●▲＆＆●凸凸士ら■●■呈旦■色。●●▲●＆●●今今●●●●●凸60●●●△●ら●●▲▲ら●bbe今ccbec△b●

や消防団員を対象坐した事前の備貢 「自助」
0●●■■Bob■●■■こ■■■eGCCD●■■●●●、●■●●●■■●G△■■■e●■■■■■0●●巴●e●■●■●●●･●gGQQ■b●●●00●●●CQD■●●90『●●●■CD■●b■GB■■●●●0①●●■o且■DgQrD■●■●●■●●Q●●a■●■■宙■e■□●●Q●■■■●●●

「什 で ミー助」 I関する研修では、 自助力 人ででき／、

『P｡．ワマヶPp、寺●PP，守寺守．.p,守子Fワ．・・・Ppp・・やp・・？・・rpDo・守P■｡p・●・ひ。p守▼？？・・●●・・・D守守ロ・・・・守り､■・・旬Pp・▽・●PP・・・守りザ旬・守争pFpD・寺ゆ●PP●●ザ？●●寺●D●、●ゥ●Dep●守寺PPD●●●DPP●む●●●●●

ない家具の固定な膠左隣i斤所の鋤域で、支援す
｡

｡｡●●争一●‐1■■‐ー‐｡■e一‐●1■‐｡‐ー■1■4■■,■､‐‐1■1■■'‐-4■■1■●‐一の｡｡●‐ー■｝■‐■一一つ■D■■D一－一‐･口．一●｡●｡ｰ‐●●●の4■ー1■1■●●‐q■●●●●今一一●●●一一‐■b①■'一＝●●●｡つ一●●Q●‐｡‐っ｡●●幸

るでシが共助である『よな湾を学んでおり主
■

｡●○一一○●●一一一●●－－＝←●●‐一一●●CGー‐｡●の一一つ●●｡｡ーつむ｡c一つー●●ローー一一つロー一口‐‐一一一●●‐■p一一●●●一一‐●の早口一一●、の一一●●●ーー‐●。ー一一や●●‐一●‐●●●●‐■■●●◇c4■つ●｡｡‐■■今｡●●＝一ー｡

す。
ノ

Q●－－4■－1■。－■■－1■■｡＝－－毎・・－－■I■ｨ■'■ー0■｡■■'■■‐■'■4■■、ー‐I■4■■■■q■Q■●■4■一一‐■■■し一一口'■'■。■■｡p●●巳■P■■■■■■●‐守口●●‐■■●●■■■b‐'■凸■■■P一｡■■､｡■P■■'■■｡■

目には、わかりやすい災害情報の提供で
ユ

ーつ一

●▲▲●G●●凸▲ら■●D－cLGb●●凸b●b●●凸CbGDcGbLbD今むららb■●●らb■●◆も心DB●凸の●b●■■◆らら●｡●◆●b■■●oGb●●●◆凸be●CcL●●■cCpLGbの凸●●●●●今CG●●凸●bGGG心ccbDo4●らら、凸の÷L■＆｡凸凸■●■c4今Q●●■凸今GbG●●

ざいま ‘ ・
＝●

す。、

■

0．．．．9．・巳｡。■・・■■。G・・■・甲■巳・・・・・・▲・■■■・0．・DB・・p■■、■cc・・・・｡■・●・・GB■■●●●■■■●●｡●●●●●●■●■巳●9℃●●｡■●■■■■巳●●B●●●●o●●■●●●●■●■●Q●B●●●●●●●●●■●●□DC●●●

まで拾防災行政ﾊ､､線や「すぐメ､一ル」など／△－ 4肝
－7や

｡．P．.●守．．．.●わ.｡．．．◆P．．．、守り．・・・守・・ロ・・寺・P･･守●DP・・b守。。■・●やけP・・・守・・旬・句ウゥP・・●●・・・・・・｡p・■・●●・・・●守守む●●今●かP●●●守●｡●●●●P●●■▼守●●■p●▼ひDP●ceFr●ワ寺守P①●、寺守●

情報提供を行ってきまし方が、平成’9年度で’
●

.．｡．－－，．．ﾄ．‐－－，．．，．－－－，．1．1．口一一●一己1．－－｡●⑤口．－．‘．．■q■－．｡,■J■－－e‘■毎‘■－－4■,■－．－q■・・・■b■b＝・・U■,■－■,■J■p・ロー'■■■ら■,■■｡。■■D--pI■■'■■■Q■q■■・■－．■'■■'■■

からはFM波を利用した防災ラジオの無償貸与を
■

．．、一一一．の争一一一－．G－一一．凸一一一一｡｡一一－．．．．－－－つ．．．－、－．．今一つ一・,■p－申｡。・－－－．，．－－一・・－－－■■・・・■■■－．4■'■－－つ｡｡。□＝一・一一一一一つ・令一一一・｡。－－つ■■。一一今・●●－■■年'■'■－－

開始し情報伝達の多重化を行っています。
●4■－－1■4■●■h＝－句■･｡■■b－－－●●一一一1■1■●一一1■4■1■1■■p‐q■ｲ■●■一‐1■｡｡●｡■‐●4■●■D‐一●q■●一‐一｡‐■D●一一の●●｡｡ーの｡‐ゆ■＝‐1■●■'一一や●●●ー凸一口I■一一一一一の‐－－4■q■●ｲ■幸一｡｡●の■b ◆DC●■

今年4月からは、防災ラジオでの火災放洪湯
、

64▲ら●●凸●凸●Cebc◆●●●●4▲らし●●CGC●●●▲◆凸e●●●凸Q●●●▲△凸b●●凸凸も巳■ら●△らLいい◆△G0G●▲▲cae●●▲凸Q●■凸△しbe■▲△LL●■凸今邑阜●●▲CG●●■凸▲らDBC凸▲a●●●△▲b●●●凸cGaBc4△Gac●●凸◆■●BG△●b●■▲▲ら

開始する『坐から、より一層ざ高齢の方や障が
■巳巳■●●■●■■UggFOg■●ﾛQ●■■■●●●●■B●･●■■g●●□■■●■ObbD■■●、■●■●GaC■●ご●●●■●●●■■■8■DB■■BaCG■■■■●●●■●■合口■■■■CG■■■●●●＆■■o●●●●Q■●■●●●●DB●●Q●●■巳■■■GDQB■●CD■■DG

ある方がいらっしゃる世帯への貸与を准めいの
●○｡■●●守●p■●守寺r■■ロ守令●■■●●▽r●■●す●●●●■寺▼pDD●●マ●FワロロザP、■■守守寺●■p守守●●①●●◆ロp●●ママP●ザ●●●■■■UU？『●●●･●｡●●●●●●●●ザ●◆●●●●◆●｡●、●●‐ひP●○◆？■P、ザマ●ワ■p●守寺p●eg

てまいります。

ノ
Ｉ

●●●●し今一つ●●■トーや‐●●｡■'一つ｡‐●一つ●●の●一‐今●●●ロ●●●口今一一一一●●一一勺一口一一一一守宇■トー÷■’ 4■口一一一!■1■●－－■,●■レーーq■●－●q■－－1■●の－－－－4■1■一一一■､ !■●－－●■‘ 4■－－4■■､■－－■卜■
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用紙4－3

線をジタレ防災行政無 デ ノ 置方式I変更すまた､
や一一一か｡｡■■■■－－｡●一一一一●一一一＝＝今申一一一一L一一一一一申ニーーー”P－－－。P－－－－－4■■■－＝＝の争今■D－－C－申一で一■●凸一一一一一■－ー■■■■■＝■■□い■ロー■■■■わ■｡‐‐●ローーーーー｡｡■■■－－や●Q■ー一一回■

るで坐で、子局（マストかの） ら放洪を聞き取
●ム▲bらし▲▲b昌凸b4ふら■b巳44心b■■凸◇みふら凹凸凸今もbあい呈今▲L■G44凸凸めら鼻士■be凸●士、LL■ぬ士らもbe凸土姑らけい=－9▲しBa凸合与仁｡｡凸今Lbb▲■烏Lb心■4凸ら巳BGG令こら□し｡÷とも凸Lロム凸巳厚凸の凸ら偶bb4▲LSD■偉凸ら巴LCG｡＆＆■■①凸出

りやすくする産 卜、もすろシ産 に タブレットを涌
す■■■■■8▲■■巳■an丘■■a4■●■芭巳●■■■■C己ら鹿■■■●●■●●●Dec■●●も■■●●BC■●●●L0B■●■●●■F■■■=＆■■■■EGP■B■且a■■●●9,8■●■Gga■■Beg包口■己■巳ユロ■■ほ● ■邑己■こすB□■■■●■■■■qα■■■■■4a■■

策本部シの双 の』幸瀞難所シ災目対 方向涌信し 、て
rPDロウ●r丘p●▼守P｡■F●マE■PT守手r●●ロママPPDprマPPロロママrr｡●守守で｡■宮守？産PDeママT直■r争争FFF●デマP■守守ヤーデ稜宙●▼？?宙■ず●マF●●､ワャr■■●●●クゥ丘ウロャ▼ロ■■寺で▼P■シママ管rpF寺●E■わ■で▼ぜ｡『●寺●●DDD‐や『erDc句

左可能座して、 卿要な支援左訊にズ 、涼行≦るｰ 坐
＝‐■ーーq■｡■＝ーーーⅡ■●■一一寸■I■Q■－－ー■r一画■一一一4■■●■■一一口■h■pー‐4■‐●一一一一一一一一一一一●一一一一一争一一一一一＝ー一一一＝一一一口‐q■1■■■ー｡■1■1■ー‐ーー■｡‐‐ー＝PI■●ロー‐●‐－－■■｡｡ー‐■ロー

を実現いたしま 。す
‐｡‐一一●■‐ｰ‐‐○○今一一一■卜●‐一一つ｡●■,ー~一■‐‐－－－句■争一■■■■■凸1■ー■■■■｡■■＝■■■わ■■＝■■－■■凸－－－4■‐Ⅱ■－■■ー凸一一一一●ロ｡●‐■■‐凸p一一＝ー●1■■h＝ーーP｡＝＝ﾛ■‐｡●C－－－●●－－■■■■－＝－

添＝支援の充で被災者に寄り つ ゞ実 、=．
▲

目は、ーつ
▲

▲

1■ーーわ｡■｡一■■‐ー一一一一つ‐■4■■■一七一1■ローー。●ローーー｡｡｡一一＝‐■■●－－一●‐q■ー‐●●●~一一‐●・口一一一一F一一一一口1■■一一一■■巳■■一一一●口一一一●●一一ー－4■pロー‐I■■1■唇一一一■戸一一一一一一一一一一ロー■‐

ざいます。鮮 置難所｜おける防災備蓄 の倉庫計画
必さら●●●己士らG●●△今心Ee凸の心ら巳●●44▲ら■△凸▲L＆｡▲。±GLb●4今凸EGb4凸Lし凸■▲今■G＆●▲＆■巳凸■士士ら&●凸込上しめ■▲｡▲しbらb▲△L■■●凸杢とLら跡C凸L■■①凸今GL■野△▲＆凸eB4寺や埠堅be今cc｡●凸士らb“●4とLbcb凸心もBa⑤色むら

的な華備左引き －、続き准める産ま 一い＃） I いろろ
.“.､.．.………….｡:...;5..…….え.､6..…….龍..｡.､泡､5.……….….….…,……….｡.…….……,‘…r､…冒壼:言意冒壼了蜀意豆壼話言憲筐－ －

、

必要な備蓄品の充戸
函 ●＠ヶpp■妙やｳザヮｳ句▽PPD■寺守ザ■ゆ■勺守ヂウロ■●●PFpp寺●PDD●寺●ザPP●▼●伊争ｳpママPFp■令一■

実浄すすめてまいります。
■●e毎｡‐■甲一一一■■ひわ。‐ー‐■’■■＝一宇‐一一一一Pb”。一一今・ロ・●－－P■■寺一子■b■一一■■■■吟一や■■申唾一一一・一一一デーローーーウや■■一つ‐ゆ●■■q一．．‐．ロ－．吟●．．『一－．｡、0．－宇。幸固.．.．.．ローヰーーーロ，古酋

継続また、瀞難所の停電を規定し、停雷が L
■●＝一一●~■一一ー'■■､q■■■－－。●画一■■■■＝＝＝－－－－1■口一一一一垂■■■■■■-申一一一■■－■申q■一一■■凸中■－－－ロローーーー■‐一一一一一＝－■．一一,P.一－一口．』．一－－．．．－－－－．＝－－一．．－－一－．．－－－－争．

た場合、命の危険性が及ばないよう、田 の釜雷池
Q●－－●ー｡《■一一一4■｡■■P‐‐‐ぬ－－－や－－－一一一一一七'■■一一一一一ｰ－－－．－■■－－．．－一一一一一一－－．W■，■・-－－－－－－－q，一一一一一一一一一一＝．．、一一一．今．ﾛ－．．ー◆今．一一争.．－．一一一‐申一一一一由●ローー一．一

自車頂次購 ま代わりに使貴る雷気動詞I 入してい
o‐士LLら●●今bLb■二一Gbb｡●今L仁ら･‐圭ら凸be･今L･色。一一、心｡G･▲Ce・●･▲｡G・・．◆bむゅ巴心冬QLG.今一心&＆わ今冬LL．.②今巳やあ.凸÷もし｡Q4心らら｡.、cbb.｡.一LLL,4今｡b､｡▲今七色らめ凸GBら凸凸今.L,．．.一ら.．b▲今.LL凸凸今bLLbふ

ります。
h9U■■■●●巳●■●巳■な●■■■■■■■・丘･匹廿■■■も■■■■■・値ひ■■■○G.■p■a､■■･･＆■色巳■■▲巳...．▲..．．巳ﾛ..rp毎e4............,...Q白OG．.．g凸．□..⑭...巳.冬．．．.．aL､．巳.百．．｡....｡..｡．､｡．□巳a．□．.Bc

防災意識社会の構築についてで､
妄さs，

四つ目は、
ゥFF○F甸幸r▽『●守寺『『『■毎，守仔●■●守寺令PDD●甲p▼FDや▼PP･P争午伊庁･■･守rPp■･マP･け■ず守｡r･･ママPP守り句やFP便■｡●P｡？■句▼ザP.▽｡▼P.r守守TrP..守守Fﾜｻp守寺”..■寺マザ..､子守PppF▽勺，FrP.●？『『..ﾏ､寺.p､p､▼､FFP寺▼p

ざいます。web版のハザ-ドマップの環境轄備を
b‐●ウーー｡‐●●－－．‐・■‘一一一一一一一一一■■－＝一一垂－．．－q，－q，．ｰ．．＝＝．－．．－－＝．‐｡＝－－．．－．．一．｡←一一一一一1．－－－．．，．1．＝－－．．手一一P｡．＝－－．．口．●一◆．。－－－つ．－－．．－．，．．－－一一一や，．

ザ 清幸 提供き行い、市民に最新のハ §ド， 長が でる
●●一一一■■①毎－一一一＝今一一一一口一一一●・■毎一一一q■・－－－凸争一一■■‐わ－－－－－．．．－－－－．．－－－－｡－－一一一－一－－－－．－．．．．－Ⅱ．－．－－－．-一一－－．e一一－一一句‐一つ－－．－－－－m‐一一一一．．七一一苧．、－

よう賑し、 と言．自身の伽域の危険性を扣握し、泌
●ローーー｡●｡ー一宇｡｡●－－－。●一一一二一・二－－－－．－－－－■■－－－－q■・■－－■■・■、Ⅱ■－＝－－■、－－－－卓．----1.．一一＝．－の－－＝、の－－－＝．．．ｰー－－．．－－－口④．一一4．．口一一一一。‐一一一一一一ｨ．一－一．．‐一－－句

要な対策が事前に図れるよう轄備してまいりま
･凸凸Lbqb＆△b■｡⑨今とら▲巳b合一L■二.■主らL巳■・＝LL・■土一LLbい●▲bも▲ら毎とら色色いらんbLg邑生もLL座ら±一も心凸・▲凸＆Ba鮎凸凸士ら呂凸．▲L邑凸凸必▲GLaB凸▲L凸｡．▲▲し凸．色凸▲もあcc色▲LL..a△Lと.己争▲LLL.△4L,L△尋舎居ら.▲▲必の凸ら

す。
90●●●■■●●■■毎qOGD0a●々■■■■■●■D■■s●巳■■・■■b･■、■4丘■虹■DUG｡■■･a■■■■･gBgBc■･＄■な□処◆･色BG･&L良■.■DC■.甘巳GDB.．□...｡..a．．.．毎．巳..．.．唾.．.z●．．．．gD.pga.．．．.．.98．．．耳.､9..G匹｡

また、 自聿防災事業補助令の活用左PRし、帥
・しげ寺｡●〒p●■■▽TrPe■寺マクゥロp甘ﾏ亡Pひ守句午⑥｡F旬宇ﾏrPp････r･タマ●P『■①｡●rppD寺●｡.□す●ﾏゼ『..牙･『伊缶茸守や▼伊倹ロママヶ.聾▽すﾏ?ｧ.,守守.P.｡.。、庁.p寺？『．．茸守マザ守.．▼子．FP『◆マ『.▽。.●P．、ぜ守守『｡．．今。．『ザF▼▼ﾛ

域防災リーダゞの育成、女性消団貝による防巨 啓
らつ‐一一一q■b●‐q■ﾛ一一一e‐‐一一一ー｡ーｰーーー＝＝－－＝ー中一一一一■■●｡＝一一口●画一一一●‐｡ー‐｡■■■’■q■‐ー‐句÷今今一一●‐申一一q■､－｡●一一一一一一一-－－●一一ｰｰ⑧一旬－■■｡｡＝1■1■F－－●｡‐汀－－－1■一.■←毛争一争一『一
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一

用紙4-4

発券おぐ~なってまいり 。主す
■●p一○●●●‐g■｡●●●一一一。●一一一｡●の｡｡‐●｡●争一一一●●・匡弓＝口｡■巳■■ロー●po－－－｡一一q■－●ロローロロ●●●■b＝＝。●｡一一●●cc幸‐‐●●●－－つ－●－－－守一＝わ－－4■●●に＝＝わ●●●●－．●●｡‐｡●●●●●わ●｡｡亡弓＝¥＝

なお、障がい者を含すP瀞 了難行動要支援者I対
C今▲●e●●今●●DDG凸己ら巳●凸●■Q凸●今今ら●b●△今G己らb毎▲■CQ●△▲●Ggb4今▲●●ぞﾑ▲も●●bQcO●OG▲△babDa▲●●巳ら凸▲●Bbb●▲凸●●●坐全●■●●◆凸●●●●●▲●G●｡｡△＆凸凸■▲凸&凸｡■▲▲●DOCの凸ら▲●●凸今●b■●▲今●■●●●

ては災害対策某本法の規定に 、某づき癖難し 、
白色■●●●●GB■●cc●●■DC●●■■■Q●●■■●■●●■■■、凸｡■■■Q●、■■■■●DDD●●●a●●●＆●●巳●□■●■●■●｡●●■■■Ca●●■●g●■●■■●●■巳□BcCQ●●●●●■●●■●●■●UUC●DB■■｡●●●Dgp●■■■巳■●●■●●●●●■

●

支援等関係者に情報を提し、 嚴供 それI某づき対
｡●■●？●●●●p●●FD●●守寺●●■p●マウ●●｡●●●●ロﾛ守寺FF●▽●◆ウ■DpU守勺●●■ママFpU●｡●PDD、●●●■●P寺▼ザFロ■●守口FFD守▼、｡■0句寺P■▽p●▼●●●P寺争PFP●寺●▼●■■、守rp●、●．Pp●eママ●DDDe▼ザFDウ守寺■●●●●寺■●●

応する『シになっていろ§~. I 、 、シま議員､=.存じの
●●｡■■一口｡●●‐ー1■■D一1■‐■■1■●●I■‐ー■1■4■‐‐‐●■■1■■D一一1■1■4■一一●●●●‐凸●1■のローー●■Pp－－－‐｡●●●や●●｡●■Pー4■｡｡●一一句■ロー●●■｡｡●今｡●一つ‐一■■わ●｡‐■■卓●●●■L‐｡●●●｡ー‐cc●‐■■

涌りでありまして、 弓|き続き体制は鑿貴てまい
■■し一一一●●●一‐一｡●l■一一一｡■D一一一一｡●●｡‐●●●｡ー一一●●●一一一■■4■一一‐●●■‐‐‐■1■1■---1■■4■q■ー‐1■■■ー‐●●｡｡ーー‐●4■■､‐‐‐■1■■p4■ー‐‐■‐一一｡I■‐●－1■1■●ｰｰーq■1■1■‐一-一■P●‐一一

ります
●｡一‐●｡｡｡ーI■ｨ■｡■ｰ‐■■｡■‘ローー1■｡■｡■＝q■の1■□●一一■P一口｡ー＝‐●｡｡ー一一●●●一ー●わ｡｡‐一いⅡ■●●一一●｡●●一－口の1■~一一｡｡｡●一一今●●●｡‐｡●●一一一ゃ｡｡q令争争●●●ロや‐●●■ローーロロ●'■－－－｡●‐｡｡つ●、●ｰ‐■

や体制轄備な湾
声

た、様々な取り組み1／
ｰ

つI
、

凸凸bDe●●の●●●●●◆●巳●●凸今ら●●●●｡CQ●●●▲CG●●凸今ら●●●の今●b●GQ4も●巳●今▲今、■●●凸GB●●●▲p●●●▲今L●●●▲▲凸＆●●●▲し●●●ccらGpbc◆ら巳●●●令ら●●●ゆら心巳BG晏全GB●●●CD●●●▲△仁らDDC今BG●●≦全■b●

を、弛域防災計画や障がい に い者計画某づて蕊
●●●●●■▲DDQg●●●●●■■Q●●●●■●●●●●Q●●■■■■eBBO■●G●p■、■●●●､■■cc■■■●●●●■｡●QOD■■●？●■●■■gD●●e●･●■●●●e●●●■■●■B■●G●●●●■■●らb■■●むら■■■■Bea■g●g●●■■■●､●ロ■●●B●■●

備・実行するごシで、 云 レ エ社人的句摂シジリ ン
○

｡●●●・・､｡●●●●FCC●守守『●●●･守伊●●●ゅ寺『｡p●守.DpPo●.Pp●●◆●●･●ｩ勺.●P●●守守け●●●.◆●●●●●.､｡●●●●P●●●●守り●●●◆◆●､●p守守●r■､●●●､▼●●･『●ﾛ●句･TP■･寺マゥ伊わ岱守-F■●●守寺かF■守守。｡『●●句｡●●、

考． おります強化につなげたい産 ズて 。スの
1■□のI■ー■､■1■1■＝■■el■1■1■‐ー■●1■●＝‐●1■■｡■P｡■'■｡●Q‐ー凸画●●｡｡●｡●｡‐ー●●ローーーーロI■I■一一口｡'■'■q■‐●ゆ■■‐つc●●○一口●｡●●‐‐‐●■■‐q■'■岳■1■‐ー'■4■□4■毎一●●●1■一一■1■4■1■｡一■

｡●ー‐●●●ロー‐‐●●■､ー‐4■●4■一口‐■,■■D‐‐‐1■口l■一一｡□つ｡ーcq■●■h■b一一●●●一一一■■ロ＝一一一中●●‐一‐●の‐一一一・●つ一一■■｡●｡■p‐‐●●●‐ー4■‐‐‐一一一1■4■1■‐‐‐■■■‐g＝吾＝■■■-一一1■1■1■

｡｡ー｡●●●■■争●●●●■､一q■一つ'■一＝｡I■ロ●‐ロ●の●わ■■ーcc■ローq■'■1■■②‐■■‐■●4■‐■■■､●■■一一q■'■●■h‐ｰ‐●●争一－1■■■■D‐ー1■｡‐●ー■■d■‘■1■d■一一●●‐●■D-q■｡●‐‐一■●｡●｡‐●CCD凸一幸｡■■

凸GBC●●●争●｡●●CむしGCC今▲●●｡●今△●●●●●．Lら●e●｡Gら●●今心し⑤b●の●｡●●｡▲今催■■●｡●●●b●GCcC●●●△LDG●｡▲ら●●●●◆CCG●●▲もら●●号合しし●●●今DB●cc今ゎ●●●o◆しわb●｡●むら●●●●●▲Gbc÷しb●●G▲凸b●●ccbe●

6●●●●■巳●●●●●Q●■■■●■●＠わ●色■●●■●oQF■■■■■■巳■●●■seB■●go●巳g●ggg■■●●C■■■QQqD●●●■as■●■巳●●■■B●●●●●Q●OB■■■Ccb■■■●0■●,■■■CDQ●eQGB■■■■0■●巳●■aae■■●画●■■､●●■■巳｡■CD

◆FcDp●●ひp●､■●●●●ゆ◇●●、｡●●守●｡●P●のひP■●守●砂『■●寺●｡●●p●マケ■ロ▼●ePBD●･●P●●●●●●｡●●●マワウ■｡▼●Fワロ●｡●｡p●●●●G①●●●●●、●▽●◆●●●●●●●●●●◆令色ウ①｡･●FD●●･･●●●●●守eebD勺守PPD●●マ

●｡!■●争一●●■■■,■■｡■■。■＝－4■!■1■‐4■一｡●●●■､‐｡●PC■｡■‐●●守一●●●●■ローゎ!■｡●ー~ー■､マローー●●｡■､ロー＝●'■●‐ーロウ●●今一●｡●●｡■q■｡●■■一ーロ■ﾄ■■‐q■‐■1■●l■一■p■､■■■‐■,■1■｡■■一

●■Dq■一一4■■D 1■■トーーー■‘pp－一一'■'■－4■一ー●●●｡‐●●｡■一ー一一｡‐‐つつ●●●ー一つ●●●｡‐●●‐■p‐一一・｡■トー‐｡。■'一一一1■●●ーー‐‐●‐ーｰ●■1■の一‐q■■4■■ロー一｡｡‐■■ー‐｡●ロっー●●●■r一一ー｡■■｡一‐｡

●●‐今●｡●●●一C口●●ー■■‐甲｡‐一一｡●●ｲ■1■■､●●1■1■ｰ‐●1■q■■~｡■1■●'■'■一車■●●'■‐■■｡■｡‐｡－｡●■●■■■■4■｡●■今一や1■1■1■‐一｡｡｡I■｡一1■●●1■ウー●●｡I■‐■■①‘■■■に＝ゴロ■'■ーー‘■■■●I■‐‐‐

凸凸▲cc●G●▲■●｡●▲凸ら■■凸凸一L巳申●今CGGo●●今凸凸●●a今△CQ●△◆●b●●●今●ら●●◆◆Lら●●●｡■GB●由今ら、己｡△心しe●●今｡｡●■●▲今らわCe凸▲GaCc凸▲ら●●●◆Ccbobp今心●C写今冬こら●●Qobe●●●今●■●●舎全●｡●Q●◆●、●●凸

DC■｡●■gqa●●e■●0○●■巳●■b■■QQQQ●□●◆0■■■■65●●●●●、■旬●■●●●■■■○むほ■■COB●●●●GB■■gqgOBQ0eODD■■｡●DbB●■BG●■●■●●●□CDG●●■巳■●巳己■■■巴■巳■g■CD●●■CCD■■BG▽●●●■qCB■■■、●、●B●●9

伊DC●●●●●●●O●●●①●●●守rc｡｡●寺GOD●●●eDD●▼寺守口■D守●PPC●守守P●●●●守り●■●守今●●●●●寺●､●p●寺『。●■寺●●白■｡●ず●●●g守●ず●●P寺▼Pp●●年守『■ロ●●eﾜDpe●マザザゲ●●●●●●●●◆pDpp●●p●●■●●●●●●

■e■■ー一4■●●1■■Uー4■el■1■。■一｡■●■b●‐‐｡●●｡‐‐●●｡｡‐一口●p●ーー●●｡●－－｡ー●一一一‐｡I■1■｡■､ 1■'■■‘■幸一●■■■■P‐‐●■,■h＝ー4■■1■●1■q■q■'■4■●■P＝字■●｡~や1■'■●今一一●●●●q■ー‐｡｡‐一一一

178
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用紙2‐1

議員：今井文敏
参迄q■‐｡｡一‐q■●の｡｡ーⅡ■●●●●4■－4■‐●｡一一争●争●｡‐●●●｡■p●●●●－－q■｡■●p－－q■●●●。－－●●●｡一一●●●一一一一◇●｡－－｡●●争一q■●●●●－－－●■,－q■q■－●－1■■'－－口●。q■q■－口｡■,－－4■●｡□一一●。｡●－－

質問：
▲｡●●●ら●Cbb●●●●◆●●●cc●■b●●凸●●●●●●●●●●△●●●B●C●●e●●｡●●●●●●●●■■●●凸凸｡●■●▲わ●凸｡●今｡●、●凸▲●の■■●▲●●●●△▲凸｡■●●◆●●●●●の●D●●●●●●●●a▲●●●●●G●●､●●●●ら●●ら凸●

①認知症高齢者の損害賠償保険事業につい
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●■●●■●●●●●●●●●●、●●●●●●、●●●●●●の●●●●■●●□■■●●●●●●●●●●■●●●●●■●●●●●■■｡□●●●｡●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●e●●

て ｡

●●｡●●●■●■●●●●D●●‐●■p■■むむワ■pP●◆●●●●で▽●、■●●●●■■●●●●｡●●●？●●■●｡●●●●●■●①●●●ウロ●●｡●･●●D●●ひ｡p■p■●の包り■●●●●●､●●●●●●●｡●●●●●｡●●●■O●●●●●●●●●●■●●●ワ■

答弁者：藤井健康福祉吉 、M長
｡●｡一一●ゆ●‐や.■●●●｡◇つCDロむつ一●●●●‐‐●●●●参●●●●●ー~●●ローーーマー●‐一一●●●‐‐｡●｡｡●ー一・●の●,●隼一●●争－4■ロ●●●‐●｡●●●｡‐‐●｡●･つ争の●●ー‐●●●●つつ●●●‐ーー●｡●一一一●●●●｡‐●●●の‐つ●

作成者：三田村高齢福祉課長
G

‐‐一一4■○一-一‐■4■‐■■＝‐■1■‐一一一■h l■‐ー■■q■●●ローー‐4■1■‐一-一1■｡｡一一■■l■1■■b一一ロ｡●｡■､‐つ｡●●一一一○ローーーー●■ローーーー●●｡ｰ一一①●‐一‐‐●●●ーつつ｡●●一一｡●｡‐一一口I■ローーーーー●‐－＝ー●｡■

－－－4■●－‐つ‐●●●■p●｡●●｡■p‐‐つ●●‐｡一｡●｡｡■し‐●●●‐ー‐‐●■■し■B－－■q■－－‐の●I■‐‐q■q■●1■■b--争口■凸一一q■●d■凸■■‐の●●‐－－－口｛■－－■■4■1■のu三＝－－1■d■｡■‐－－合●の－－－●1■q■－■1■●

要介護認定左受けられ方高齢者のうち、約7
の今．．．．｡●．巳．．．．．．．．．▲。．｡．．｡．Q■・・●｡●●●c▲●●●●●の●●●●●●●●●●●｡●●｡●会竺舎●●●●△◆●●●邑皇む●●●●｡●●●●●凸●●●●今のロ●●●●●●●●●c●●●●●凸凸。●■｡▲●●●●●●●●●●●●▲●●●

虫 I(ｱー ． ｰーリの方I‘何らかの認知症の症状がある生いつ“ロ
．．．．．．．．.．．．．｡.．．．．．．．．．｡．.．．．．....．．．．e，．．□．□．．．．■．．．．・・■・・・・■ロロ・・・■■・・・・・・・・・・・■・・・・ロ・■・・・・・・・・・■■・・●●■■■●●●●■■■ロ●■■●●●●●●●●●●■●●
Lョ r

坐を把握しております。また平成只9年度に
．．．．●ロ．．．．．．．．．．．．．．．．P◆．．．．．●．．．、．｡．．．．．．．．．．．◆．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p■・・・■・・・・・・・・◆・・・・・・・・・●●●●●●●●●●●ロp■●●●■■●匂ロ●●●ロ●●｡■

市が実施した調杳では、認知症による俳個等の
．●｡●ﾛ．｡．．．,‐q，一．ロローーーロゥ－－－．｡．．－－．．．．1．つ．．．＝ロq，－．．－－－｡・・p－－－．・の－－－｡ppq■q■ロ守口－－－や■むわ｡‐・■■●cゥ・・・■､■､－1■わ”－－‐●。●●b‐●●●●●｡早●●●今一宇÷●の｡｡‐●ゆ●●■､｡■｡

理由で行方不明になる恐れのある高齢者は約6
－－－－－や．．､一一一．1．－口－－．，．q，－－．， ，．－－句4．4．．q，－－－．4．－－－－4．．－－－－，．．．'-.．｡．1．1．－－－－■‘ ,■一一一一■, ,■－－－－4■'■q■－－つ・・．－－一・・q■－－－1■－■'－－●｡‐●D、．●●●p‐ー‐'■

人おられました･0

1

＝＝‐＝＝●て＝‐●●●‐＝‐‐●●●一ー‐●｡■､一｡■●●●●｡‐●●｡｡ー一隼●●｡－つ＝｡｡｡一一つ●｡●b■pq■●●●●『‐‐｡●●●一ー一｡●●一‐｡■｡■‐q■4■‐■■｡ー‐｡｡｡■『｡■一｡。■｡一4■｡■●｡｡‐ーq■●●の■ロー‐守口○一一●●●｡‐一‐●●◇

－号｡■■●●凸●●■●●▲●●●●●●●●●●今●●●●●◆｡●●●●の●●●●●CG●●●●の●●●●●●今●●●●●◆●●●●｡●●●●●●◆●●●●●●●､●●●今●●●●今△●●●■今◇●●●●CGO●●●｡△●■●●今▲●●●●●･●●●●●●●●■

排↑回等の理由により警察や弛域住民等に保護
8つ●●●■□●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●D●●●●､■■●●●●■■●●●●■■●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●口｡●■■■■■●●■●■●●●●●●●●●●●●●●●■●■●●●●g●●●

卓

された高齢者は、平成口R年度がクク人、平成
■

■

●ひ●●■●宇●■■●●●●●●●●●●■■■･守●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●so､●●●●●●■●●●●p●●●●●●●●●●●●●D･守口●■■｡守り●｡□●●ﾛ■■●ひ-℃命p●●■●｡■●口FD■●争●p●｡●･●●｡●■●●●●●●●●●■●

年度は口4人、平成SO年度は10人でし9口
●‐●凸一一つ｡●‐‐‐｡｡‐■‐ー4■｡●一ｰー‐‐●‐‐q■4■●●●‐ー●●●●一一‐●●‐‐q■●‐｡‐q■‐●⑤｡●‐‐●●●｡‐‐‐｡ローーー●●●○一‐●●の｡‐今･●●○一一●●●●‐｡●●●●｡｡●●●｡一‐●｡●｡一一争口●‐‐一●●●｡■､q■●●｡●一一

た。報告され方事案については、介護サ■宿ス
■‐‐■p一一●●●‐申●●●のローd■●●‐一一→｡●｡‐‐早●●の－－｡□●の●‐一●凸一一一q■わ●｡－年今の●■ｰ一一■■●‐q■･●●●一一‐q■●●‐一q■d■■｡‐q■q■1■■｡■､｡■4■4■■■■,q■｡■q■●ローーーロ●●■し一一｡●●‐●－◇｡●●一つ‐

見直し等、再発防Iﾄ策堯ケアマネジャ､－によの
●f＝ニーー｡●｡＝＝＝●1■●亡＝＝アー‐‐一一一中■一一一・つ‐今一一●●の■D‐‐●I■●‐ーー｡●●●●‐●｡●｡‐‐。●●●ーー●ロー一一I■■●‐｡■ローー‐｡《■‐‐一‐●●●ー陰一一一｡●一一一■●や一ーつ●●1■‐ーq■4■1■‐＝‐‐■1■■レーー

り検討いただいております。
●今今●●●●●CG●●●●C●●｡●凸今●■■●▲凸●●●●の｡●●●eの今●●●●凸今●GB｡△今●●●●･▲●●●●●凸●●●●凸▲■｡●●凸凸●●CBC●ら●●●凸▲■●a●▲●巳●■●●｡●●eCc●色●、●●●●●●●cc●●●●●●●●●●●▲●●■●●今●

、●、●●､●●●■●●●●●●●■●●色□■●●●●●■■●●●■●●●●●●●●●●■●､■●●●●､●●●●●●●●●｡●■●■■●p■ロ●■●●●CD●□、■●●●●●●■●●■｡●●●●●■●●●●■●■、●●●●●Q●●●●●●●●●●●●●●●●

市の対策シ1/ては、帥域における見守り支援
●

ゅウ｡●●●●●O●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●守●●●●●●●DpDp●●●●●｡●●｡、①●●●●●●●●●●●●●◆●D●●●●●●｡●●●●●p●●●●●●●●●･●■●●寺●pDp●●●●｡■●●●●●■｡●守口■■■●◆●●●●●●●●●■ウe●｡●

体制の強化及び認知症高齢者に酉R盧しだ対応が
●‐－－0■q■4■。■‐－つ●CD●ー‐●●わ‐‐＝●●●P‐●｡●●・●‐｡●●口一一一●ローーー‐●●‐1■‐の●●●‐ロ●守口●ーーpPp■h一一口●｡●U■‐●●●●p‐ー守口ウーーーロロロ●■■‐‐｡｡｡●､｡□●●●‐●●●●●ーーロ●●●●一つ｡｡｡｡‐●●●

1W



用紙2‐2

できる朏域づくり春目的よし方行方不明高齢者
■q■q■ロ｡‐凸ﾛ■＝1■｡●●○一｡①｡ｰq■由｡●｡■､一‐‐｡｡ｰー＝‐‐ローーq■●●●‐q■1■0■｡●□‐｡■ロ●●一口一参の｡一一~幸争●一一‐●●●一口今争●●●‐凸■●D－q■q■－■今一一.■q■口●一－－q■｡●｡‐q■●●●●｡■一◆｡●‐一.■つロー■b■､｡■

F

探索模擬訓練左平成貝5年度から始めておりま
争

◆●●●●●●凸●●●●●●●●●●｡●●ら●●｡｡●●●●心今凸■●●今▲●●D●●▲●■●●凸の●●●●▲▲｡■●毎凸｡C●●●●｡●●●●●今●●●●●今●●巳●●｡●●●●●｡●●●●｡▲●●●●｡●●●●●●凸●、●●●今●●□｡｡●●●●●●凸●●●●●
●

家す。また、排ｲ回の恐れのある高齢者の族に対
･

●●巳●■●■●●●■●●●■●●●●■●●､●●●●■●●●■■●●●●●●●●●●●●●D●●●D●●●●●■●ロ●●､●●●●●●■●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●■●●■■●｡●●●●□●●●●■●●●●■■､●●●●■●あ●●■●●●●■■

情報涌信端末を貸出L、万が一排ｲ回されたし、 ’
●●●●●●●■●●●｡●●●●●●●●、●●●●●●■｡●ロ●●■●●●●●p●●●b■■守守●e●■●●■●●●●●●●●●●●●O■●●●●●●●●●●■●●ロウ●■■■ロ●■■■■寺｡●■●｡●●●ロ■●毎●●●●●●守●■●D●｡●●■●守●、●●●●

､

場合に居場所存家族に伝貴事故 Iﾄを図る防 事業
DC一一~ウ●ウーー1■‐｡●｡‐d■ゆ●●｡｡‐●●●．ーー。●ロー‐一つ●。●‐‐・●●｡‐｡●●●｡‐‐●●●｡一一勺字●‐争一●●●‐ーq■‐‐申一●‐●■●‐‐●つ●の●●Dつ●●●●｡●●●｡●－●●｡●‐｡●●●｡◇・●●●－－－●●●今●や●●●●｡q■●●

laLて「排↑回高齢者等位置情報提供サー暦ス」
’■一一一一'■ー‐ーー口一一■､｡‐ー4■1■■Dーー‐1■1■‐■■■■ー4■■トーーーー4■1■ーー‐‐●●‐ー｡q■●■｡ｰ‐｡■●●■Dq■q■‐わ｡‐ｰー4■●●■hーごq■●●ウーロ、●●ー－画q■■1■‐ー‐｡■1■ｲ■ーー■｡■1■の■Pq■q■q■q■｡‐■■■■q■

があります。
‐一一‐●一一一一●｡●1■‐‐4■●●‐一q■4■●‐｡q■‐q■口●■レーー。｡‐一一一幸●●‐ー‐●●●●一一●●●‐‐‐‐●○一一一一口●ｰ一一｡■●‐一q■●●●一一一4■●■－ ，つ｡●‐一.■｡●●●bの■●●●○一 0｡●｡●■し｡■一｡－ざ一 ■●●一一

1

CGQ●●●●▲●●●●C今●●●●cc●●●●●●●●｡●▲▲●■●●●COD●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●▲｡●■●巳行一一●●●●▲●●●●●●●●●●一一邑巳●eocC■｡●●●O●●E今一●■●●｡▲●D●●▲●●●●＝二二D●●■●Cニー●●●●●●

議員言提案の認知症高齢者の損害賠償保険事
↓ ●●●●●●●●●●●●●●■●●●●■●●●｡●●●●●●●●●●DC●●■Ba●●●■●●●●●■■●●●●●■●●■●■●●●●●、●｡●●●■●●、●■■●●●●●、cc●●■■■●●●●●●●●●■、●●●●●■●●●●●●●●●●●■●e●●●■

業Iでついては、今年度、県におい事業導入調杏
．●●、●●●●●●●●●●●●、●●●●●■●●●●●●●ロ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●ワロ●■ワゥ●■■●｡●●●●●●●●●●●●●毎℃■■■●●宙■、●－●●●●●●●●p■●●ワ｡●●ロ⑤句■■■■匂守■p■●●｡●

が実施されましだ。それによるシ、令和ク年只
a

■●●●●P●'■争ゆ‐‐争●●●し●b●●●●●‐‐●●●●■､●｡●●●し一命●●●●●‐●●■｡｡‐q■●●●。一わ●●‐ー‐ロワヮー‐ー●ロー‐q■幸｡●●●■､q■●●●■､‐‐‐p●■ーq■‐P●一一一q■｡●e一一‐｡●‐ー●ロ●ひ匂■p‐‐｡■■bー一一ウ｡■

月末現在、 3自治体が取り組み左始めておら
■｡‐‐‐一の●‐ｰ■■一｡●ローーー●●ロー‐｡■●●‐一一.■の‐一｡■Q■凸■●つ‐q■‐●●ロ－－－●●わー‐◇わ●一一q■q■－句一一一一■●■b＝‐‐●●ｰ一｡■｡●●●‐‐‐｡－‐■P－－口■-－一一口口一一q■q■｡●●つ‐の●●■D■0－－つ■－－－－－ロ

れ、行方不明になる恐れのある人の把握につな
■■､‐ー‐｡｡‐ー■■●●●｡‐ー●●●｡‐‐｡●●●‐ー●争●■b一●●●‐｡‐q■●●の‐一‐●■●‐‐‐●●‐一一4■の1■4■ー4■■●｡‐■■‐●■●‐‐●●●●ー‐●●四■D一一‐‐●｡■■一●｡●｡■ー‐■｡｡‐ーq■‐●●ロー-口‐●‐一一‐｡●一一~●●●

がった、事前春録により他機関坐孝)津携し､行
U●◆◆C●●｡●●●●●◆●●●●●◆●●●●●｡●●●●●｡◆●●■●●●●●●●●●●●●●●今●、●●cc●●●CCG●●●●｡▲●●●●｡◆●｡●●●｡●巳●■●●●●●竺舍全三cc●cc●●●●●●●■●●●△●e●●二二●■■●凸▲●●●●▲凸●●｡●●今●

方不明時に対応する体制券作るケルができた、
●

Q●●●●●●●色●●●●●●●●●●●●■■■●●●●●●｡●●、●●●●●DDD●●｡■●●●●●■●●●●、●■、●●●■■●●●●■●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●■●●●●●●9｡●●DB■●●e●□■｡●●●■●●●●■、■

介護者への支援や本人の介護サービスの利用に
●

④FD●●｡●ロ●●●●｡●●●●●●｡●■●｡●●O①●●◇●●●●●●●●●●●●●●●●｡●、●■●●●●｡●●●守ひひ●■●●●p●●｡●●●●●●●●●●●●ウ●●●●守ロウロ■●●ウ●●●●●●●●の●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●｡●●●

ながるきっかけシなつだな汚の効果も報告六マつ
｡●●‐q■｡■●■‐｡‐q■‐Pppq■q■‐■●‐‐q■‐‐P‐■■q■●｡●一一一一●｡■‐q■4■■旬■q■1■■、●ローq■●‐■‐‐ー●ロ■一一.■｡○ロー‐q■ロ｡●●‐‐●●●‐ー‐｡●ロ■■､q■‐■■■■､q■‐●●‐＝わ●■●●■1つ●●●◆ーーつ●●‐‐＝争

れています。

、

○4■‐ー‐‐4■■‐＝ー‐●■‐q■ー‐■｡U■ー■■‐●毎一一一一口●一一一‐‐1■‐‐‐q■1■■‐‐q■q■■■4■一一q■1■4■■b■■‐‐■■一－1■■一●1■｡■一-一1■●■‐一‐●●q■ーq■の1■‐一一‐1■●‐‐＝‐■■‐｡■ーq■1■の｡q■ー‐■

●●一一→今｡｡■し｡■のゆ●‐●一●｡●‐一一●●●ー■､一口の‐‐■し｡■q■｡｡一一‐●－●●‐‐｡｡●●‐－●●●●亡一つ●●亡＝‘幸や●■＝＝＝＝●●｡‐今●●●●－－。●－＝吾＝吾＝－－－＝＝＝=●●●わ‐｡●●●●‐。●C－－q■｡●cc一一一●●口一一つ

当市において、本事業は実施しており主廿ん
ooc●cc●●今●Q●●◆CDC●●CcD●●●の今●●■GGCG■｡●今今●●●●C◆●●●●凸●●●●cc今●●●●◆｡●Q●●竺全●、DBC●●●●BCC●●■●●●●●GBC今●●●●e●●●●●●●●●●●●◆●●｡●●今●●■●●▲●●●●●●●●●●●●●巳●●今CDBD

が、今後の行方不明高齢者対策のつシして調
●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●G●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●■■■●●●●●●●●●■●■●●●●●、●●■B■■●●■●●●●●●●●■●●●■C●●●●■■■｡■●●●●●●●■●●●●●●●■●●●■■■口●●､｡●●●●

研究 考量ております。杏。 していき方いシ
け●■●■●●●■■●●●｡p■p●●●■●●寺守●ワ●■守今○のロロ寺守C■●●●●｡●■●●●、｡●■●●｡、●●｡●●●｡●●●●■●●｡●●●●●●●●、●DC●●●●●◆●口●●●●●●●●●守●●｡●●･◆●●●●●●●●●｡●●①●●●●●●●●●●｡｡

ゆ●字｡一ーq■●●‐つゆ●●｡●●や●ロ●●■b●｡●●｡●｡■‐ppDや‐争●●｡｡α●ゆ●●q■‐◇●●｡■■q■②｡｡‐‐ー‐PC毎q■q■｡｡■ロq■‐｡●●●←ロロ｡■●一口－つ■■‐｡■‐●●｡d■｡■の●●‐‐‐●■ロー‐-4■‐ロ●q■‐‐ロロー■､ー●ロ●口一一口●
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用紙2-1

議員：今井文敏
a

●●ー‐ー●●わ｡●わ●・わぎー一‐ー｡●むゆ亨守｡■､一一.■q■●■｡●■■ケー ーヱ■.■｡I■■■■■，｡■一一一q■q■｡｡｡●●一三 ＝‐わ●●｡●●。一一二つ●●●●●●●1■征一二コⅡ■今●｡｡■■に二 二●●●●●●●心二三 二二●●●●｡●●

質問：
■■■｡●●■巳●■■■●●■■車●p●■●■｡、■■DeD■■△■､●■●●●●●8●､■■■■■■●●●■□■■■●■●Bg●C●、●■■■■■gGG●C■■●●●■●●●写cc●DeD●■●■●。●●■●●■■B､●●●●●■●■■､■9，9●CD●●●●●●SCC色争●●■

現状1
巳■

｡＝I■－－－－句｡□ﾛｰ●一一一一一一一一｡●●争｡q■一÷●●●●●●●●●■'－－－●●？っ。●●－－－－－－－幸一一一一一一一一●●・・p●●●。●一一一一◆●･■■の画■'一.■d■。｡●●‐・今一一一一一つ◆ceさ－ゅ‐‐●'■●●｡●｡｡●｡一一一一一●｡●｡c

答弁者：山田市民協働部長 ・
●■p‐●争一●●●●●●●｡ー一口q■‐●｡●■ﾄ 1■■D一一ー‐｡■｡｡｡●●●●｡‐‐‐今一●●●●●一一一一ロー←●｡｡●｡＝＝-二＝ －1■｡●●｡●ローニ圭一ヱ4■1■■卜●・I■｡ーて＝＝＝･＝=｡●●｡I■ニ ーロ■●●■ｲ■｡I■1■■D 6＝ニニーコ■■､｡｡｡‐ｲ■

作成者：大野環境課長
■■●●●DCB｡●g●■g■ロ●▼DB●●■●●●●●●●巳、■■B●■●●●●●●●■●■●■■■cUcDC●●■■■■■●■Q●●●●●■GQe●●CQ●●■■■■■■己CDFら●＆●●S●●●●●けG●■●●●eDqgeDB■●■●●□●●Gea■■■■■､■■a●●■■●■●●

●1■■､■PG■｡■‐●の●●。｡ｰ‐一一一つ●｡●‐‐●一ー＝一一●■●●､●●●‐ｰ‐‐●●◆●●●●‐‐一■一一F■●・争凸一一一一一一一。●●●●●｡‐‐ﾛ■｡●わ①●②●●‐｡‐‐cpPCC●｡●，一一‐｡●●の●●●●●●■■､寺･■●DcCO｡‐一一一一一ウーウロ

豪

世界では 事、的な局 る干ば
庁 今

や台風等の 、

記録 にす
強大化

温 一つ
ま

●●'■､ー｡‐｡●｡●｡●一一一一＝ー‐口■卜●ー‐一一‐4■1■■■の■●■'一‐‐‐‐1■○七4■●d■‐－－－q■や一つ●｡●一 ＝,C－oc②■トウ■二 一J｡●｡●●｡｡－丁 ■0－●■eec■, 〔=＝ 二二二'■－1■●、●ニーーーPつ●｡●●●■●■ 0－●I■■

大洪、 ． 膣し大規 てぃ 。水 てき模な ます
深刻イ ま山火

雨、 到
な

■●●a●B●e●●●■●●■BCC●■■●■■●巳■C●GCC●●g●●●●●･●●S●■■■●e●ご●●、■B●■■●●●●●●●●●■■■■●■｡●●●■●■●●■●●●●｡●■□■■■■■■●●0■●●●●●●●●●●●●■●●■■■●■●●●■●■●●●●■●

P、 動の気候変 白影織 顕在イカ
■己1■‐1■‐4■●｡‐毎●●｡一一q■一一●pePP｡‐1■‐ーQ■●｡●P●●●●の｡‐｡‐●●‐｡●●●一一ーー‐●ｰわ●‐■~■ﾛ｡d■q■ロロ●P■●●●●‐‐｡■や■p■■■｡●ー■I‐1■■■●■凸凸の句一やﾛ■つq■の②●●●｡■●｡ー‐‐■■。■■q●●｡●つ●●●●

①‐q■ー■､ー4■q■1■‐‐●1■幸一一一一一一■e‐4■■‐‐一口‐4■■し●｡●●の｡ー｡ー‐■､｡●｡■の凸■Pーー－－■■ロ■←I■‐｡■‐‐■■ー‐■■4■■ﾄ q■●凸●●‐‐一一一一4■■■毎口●‐‐一一一‐｡‐一一つ‐1 F‐q■■■ー｡●●●●1■｡｡■一一

シは、 多くの方々が、実感しているし思わ
ー ー

の、、

●●●qOGOe●●■●●●■●●C■●p●●●､■■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●e●●C●●■■●●■■■■｡●●●●●●●●●●●●●｡●●■●●●●■●●e●●■●●eF●●●●●●●■●●■■■●ロ●O●●●●●●●●g●●●Ce●巳■■□●■●

れます。 ‐ ．
骨■‐一‐一1■●ロロp■｡■,■p一一－4■己｡｡■●●一■P‐ー■■P｡●の｡1■●●｡｡ー｡'■●●‐●●●●一一一＝●p●やわ■1■1■■'一‐一●q■の｡●●争●一一｡●P4■ゆ■1■J■J■一一一‐q■■●っ今岳｡今一一一一P｡■●'■■●■｡●‐~‐●｡p●。●凸d■‐一

1■■‐ｰ‐一4■●●ｲ■‐■■1■‐ー‐‐‐■'■■《■＝■G■'一口■■●の‐●｡●●今一｡-.■‐‐■｡●の｡｡｡一一やつ●●口宇｡●●ーウー4■ロ1■■‘■4■1■｡■P一一一‐‐‐■■1■1■‐‐ー‐‐1■■●｡'■4■4■●‐■Pロー‐■1■4■｡■■■‐一一q■

自治体

よう 、 禾な中、 ’ p例年3
を超貴る世界では1.OOO

．ー

の

、 、
●■●●●●●●●●●●●●■CQ0DD■■■■■●●巳●●B■●■■●●■●●●●DB●■■●■●｡■●●●●B■●●●●●●G●■●●●●■■●●●●●●●､●●●●g●●CO●低■bDD●■●●●O●●●●■■●■■●s●OG●■■■■●｡■●●BG●●●●●●口●●●

F常事 、

気候ブ ＝です◎
熊を宣言し 令

が、 、 よっ
本では 月日

■■d■ー‐‐d■‐1■1■P‐■■h■bー'■■ーP一口●■卜q■●‐一一q■q■■,｡■■■■■‐＝‐q■‐■h l■1■q■4■‐‐一一やつ‐‐‐｡｡Ⅱ■ーー一●わ●｡'■●●の｡●‐‐‐守今●わ●●●●b一一－4■■､‐●●■●●4■＝q■ｰ‐｡●●●●｡●●●ｰ‐‐つ●●

現在14 ロ
q

市町 日一村が~二日 し ろ1 てし
●●■､‐｡‐‐●●●●●●｡一一つq■｡●D･ゆわ｡｡－■■ーcc●己●●●●｡■‐｡｡q■｡●■Dロ●●一一一一一q■4■■●1■｡I■1■■ロー一‐4■‘■■｡●｡｡｡｡■B‐一｡●｡●□1■■‘■1■‐■■一ぜ■PC｡‐｡｡‐■q－－＝q■■ﾄ 4■●｡｡●1■■P‐ーつq■4■●⑧の1■Ccp

■■●●0Ce●Q■■■●DC□●な、■巴■●■●●gQG●●●B●●■■■■■C●●､●■■●●●●■●eQ●､■●■■■●●●●e●、●●DDOO●●●●●■●■g●■DBgBes■●●●●■□■●CDG●□●●■■、●●●●●ら■Q●●●■｡CQ●●色a■■●■●●QOBDC●●■●D

方、気 ‘候変動1－記因する温室効果ガスの大幅排
△

●‐一口‐‐‐●｡‐‐｡●●‐一一．．‐●ローマ■●口一一一口｡｡｡●●●●ー●ーﾛ■｡●つ■●●■一｡‐一一‐‐。■｡●‐一、‐‐一・‐●●●●●●●●p‐ー●●●●｡｡●‐ー一一つー一宇一一一一一一一一一つ｡●●●●●●●e‐‐．争●●●●●●●‐一一．｡．●‐

出削減、 、や’資の 、弓塗効利用里山の源有 ノ,し廃牛物多様
●－－－－q■の｡やゆCcC－－－－－申ローC■りゆ‐‐一一・ウ●●●●●●I■‐Cpq■q■●■■'■ロ●わ●ロ－－－－●1■●●4■●■･一一一一口1■!■■●｡｡α＝＝ニェ●●●●ccの｡一一一一．｡｡■lpcoo－■､－つ｡｡●●●●●･ロー＝二つI■●●●｡●｡｡‘■■一一一一

疲弊な渉
性の保全などの 、 人

環境の課I顯士 弛域経済のJ

●巳■■●●●●●DGBbQ●●●●●■●■■●●■■●●BG■■●■●●●●●●＆■●●■■●●●■aC●●■●､■■■巳■●●●●●G■●■■■､●●●D■D■●□●①●●CCCC■■■b巳■■G●●■●巳●■●●●■●●●■DBsD■巳■●●●aDCGD●■●●●辱●●｡■D

経済の課 、 、 ｰ 動
P 一

少子顕坐 局齢化や人口 云減少な溶社の課
■‐守一q■‐■‐●●｡｡ワーーーヰーロわ●わ●ロ一一一．ー●●●●●●‐一一つ‐ローロロ一一一一一一●の｡●｡‐●‐一一一.■｡●●●●●●●ヰー‐一一争｡●･●●一一一一一一ローロロ‐ワーーー■p‐っ‐●●●●｡●‐‐q■‐●｡●●●●●●‐‐一一口｡‐｡｡｡｡●一

相万に 、 一
関連ししコカ手)複雑化して 、

顕が､ ／△、
と力るし

●●．一｡‐‐｡｡｡｡｡●‐‐‐－－亡●｡●●｡｡●‐一一一つ｡●cCcC●ー●一一口｡｡｡｡●一一一一一一q■毎｡●●●■一一ー‐｡‐の｡●●｡｡■､ー■■‐｡｡●●●●琴一一一一口－－－－－－－－｡－●．‐●●●｡α言＝＝っ･●｡●●●｡一一一つ｡●●｡‐の●｡｡‐一争一●●●●●●

境、経、 云 ‘ 、ら、環 済社の／△、 ー 口総的I課題I対して ‘ 向
●●●●0●●b■■●■■■■CG●■g●■■■■●●●Ce●●■■●■■■■●Ce●●■■､□■■DC心●●B■●■■■■■α●Gene■●■●､●CQ●●●●■■■g■■ロ●CDp0●■■●■■C句･■、■●■■■C0CG●p■●■●■eg●●●●g■●a■●■■■●●e●●■■■■

求められて、 。卜してい 、〈ｰ コルが 主すし
●一‐‐｡ー｡●●P■●｡‐‐q■や一一●●｡●。｡一一‐ーq●口。●●●●●■bー1■｡■‐。｡●｡●●●わ‐ー＝■■‐一一■。eロー‐■'一一q■‐・●●｡。●4■q■一年一P｡｡●①。｡●■bー｡。●－‐●一一一一一つ｡●｡●‐｡●●｡一●つ●●●●の●｡■レーーccの●●●‐

179



〕

用紙2-2

I■二 二=●●●●●●Cpp－ D●1■d■■｡‐●●年で 二牟争の■1■'■1■－－－－1■－■e■1■－－ ●●●●●●二言二三一毛●●●●｡■■しcT p－●■,●｡●｡■『 ■申凸●｡,■,■一一一■■－q■－0■－毎■ﾄ■トー－■ q■己の■ﾄ■■ﾄ唇の

『 ~ アP気候非常事日熊～「現段階で

として、 に 、そぞ 、 の3つで巾 の■●DC●●●□●●●■●●●■のCD■●●■■■●●口●●●■□■■●●●●GCC●●a■ロ■■●QQee0■■●●●●U●αCOC■●■g■、■●●●●■■■■●●■■■｡●●●■■■●□●■■毎●●●●●●●●■●、●●●■●●●■●■■■●G●●e●●●●●●●●

奏す 、 、ゞ ， にズ先ほ ばな
課題 対して

J今は ≦ け
一

Fるｰ
一

」 声
一
●－

に．
●●‐．~。‐｡●｡●■。一一.■ー｡■申ロ●‐■の■●‐｡■‐■､｡｡●p■●■‐‐q■q■‐‐■｡■■己■●｡■q■‐や●◆●‐●●●ウー‐‐q■‐■■■●■のロ。‐q■q■やら｡m‐■●‐‐■■q■‐‐●●｡｡｡●‐一画‐一幸■‐‐ロ寺。‐‐■p‐■■ロー口●旬●■‐‐

慎重 考 な らも左保つっズ 、 れくーンス でノブ
●■ドー‐■■一毎1■●pの■｡'■一一一-一‐■‐｡■ｨ■‐‐ー一一q■1■1■■■の■e■ーq■‐I■■■●'■I■‐‐一一一q■｡●｡●●○つ‐ー‐‐q■●‐■‐■白●■一一-一4■1■ｨ■ｨ■□1■1■■b一一一q■■､｡｡｡I■1■1■－－q■q■●｡｡｡■｡●ローー｡‐●わ

■

考身て 。ない ますシ い
｡●eの●●C●■､■■●D●■GGGaD■■●●●●■●●■●の■■■■巳■■oaD●●●●●●■●●●●●■●■●●●●●●〃●●●●■巳■●■●●OG。●■●■●●●■■●●■●■巳■●■■●■●aBBa●●●●●■βCG■●■巳●●●●●●●●■B■●■●■●■●●

'■‐‐‐一一｡■卜●●●●●｡‐‐一一●●●●●●｡■､‐一一一一一P1■‐わ●‐ーー一－一一争｡｡●｡ご‐ーーー■､‐●ロ●●●口一一■■‐q■q■1■■■4■■‐一一一一一1■●1■1■1■'■‐q■‐ーｰ‐■しゆゆ｡■■｡‐‐‘■■一つ●●4■●I■●■一一一一口●

現在、巾で 、 ， 公共
環境基本 ‘ 、計画に某づいて 鋤産馳は

CCC一一つ●●●わ●●●‐‐‐‐つ●今●●●●●ーー‐‐●●oOc凸｡‐一一ー一一●｡｡●■｡｡ｰ－●●●●CCC■ﾛ｡‐ー‐●●●●●●●｡●ー‐‐●｡｡｡●●一←一℃●－口●わ。一－一一一‐つ｡｡●●｡●一一口一○●●｡｡●●■D‐一一つ｡●争■●●｡｡ーq■ーq■q■●｡■●●
●

推准弛球温暖 変動の情報発信や気候 、

消の 、 ス削減
化

･oOODOcOOOoppOOoaOOoODQQD･色oCcOOOOoO●●O●・・・0口･ﾛ｡｡｡●｡．･●●OoOo●oooCcOo●●Q四･･口･coo･●･●ﾛ･ロ宙｡C・巳口cpc･ロロOcoOpQ｡●●･･･Ooo6ODCo･●OooQaooooo●●･●O・“BoQO●●･･･OCC･巳●oOoOOOOOODDob

充実な脚＝

交涌機関の ‘ 、 き、
取り組み 温室果効ガ

●ゆq■ロロー●●●●●●●●●‐一‐ロ●■●●｡■■ーーやや●。●●●■●一｡‐凸一●●。●PC●DP｡｡｡｡●●●｡●●の争一■‐●●●■●●●●の■■□つつ｡●●●●●●ー‐‐一旬‐伊ゆ‐‐●‐一一ーー？｡ー●ロロゆ｡一一一つ‐｡●p●｡●●●‐ローcc●●●●●●

指して 、 、．進めてい テノ△、後も引去続を目 、ろ左ｰろで
●■b‐q■ロー●4■●●●●◆●卜●一‐今つ●●●●●●一‐一一｡‐q■■●●●1■一一－一q■つつ｡●cc●C--ーq■d■1■●●●ロ●1■一口■■ーロI■●｡●●ｲ■■D■い‐q■｡■q■ｲ■●●1■1■■■‐ーー一合■､－の1■｡■一一一‐｡■■1■1■1■e■1■1■■ロ

取り組んでいきたい ます坐考ズてい 。
●●●g●●8●■●■■●■●●●■●g●●●●●●●a･●GaG■■□●■●●●●●■●B●●●巳■●0色●△●■■●●●■●●●●●●□●●●■●●▲GOD●●●●●●Bロ●●●、●●CO●●■●色CD●e●●●■0DGC●●●●●●●■●●●●ODG●a●a■●●●OaDQO●

●●C●‐‐つつ。●d■1■1■■レーーーq■■1■1■｡I■‐●'■｡‐一つq■I■｡｡｡■0 1■一一一一一‐●｡'■｡'■｡｡｡ーローっ●●■Ⅱ●●●｡‐●‐‐●●●●｡●｡●●一一.■‐●cCC●｡●ローーーーー■｡｡‐｡●‐‐一一つ●q■｡●●●●●一幸幸｡｡●●｡｡●今｡‐一一｡②｡

●d■‐‐＝‐4■●1■｡｡●●■P 4■‐‐‐‐1■1■1■1■4■1■■ﾄ 1■‐ー‐I■‐d■1■■■p l■口一一一一一4■■■P q■1■｡｡一一一一｡●｡●●●｡｡‐ー‐｡●●●■●●■0■一ー‐争｡●｡'■●●●‐一一一‐●ロ●｡I■‐●‐ーー‐｡■●●●．●｡◆のP■■‐‐4■●
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それでは､お許しをいただきましたので､通告の順序に従い3項

目について質問させていただきます｡まず､最初に､新型肺炎

COVID(コビッド)19の感染拡大防止ですが､阿部首相が先月

末に｢ここ1，2週間が極めて重要な時期｣と声明を発表してから

2週間が経ちました｡患者クラスターの封じ込めはある程度達成

できたが予断を許さない状況とのこと｡早期終息を祈るばかりで

すが､見えない敵だからこそ､正しく恐れて危険因子を徹底して

減らすことが最重要課題です｡県と連携したリアルタイムの情報

発信と正確な情報の周知啓発､医療機関などと連携し､市内で

感染者が出た場合の対応と手順を明確化することをお願いし、

本題に入ります。

1.施政方針について

現代の特質を｢VUCA(ブーカ)な時代と表現することがあります。

Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity

変動性､不確実性､複雑性､暖昧性の英語の頭文字からなるビ

ジネス用語で､将来の予測が困難な状態を意味します｡グロー

バル化やネット社会の拡大で人々の生活は変化しています｡今

まで､実店舗の販売は全体の2割ほどを占める売れ筋商品に注

力するという手法がとられていました｡これは､パレートの法則で

1



すが、インターネット販売の登場で人的リソースが不要で｢死筋

商品｣＝｢ニッチな商品｣もユーザーに見つけてもらうことが可能

になり総合計として人気商品を上回る売り上げに迫ることができ

る｢ロングテール｣現象が起きています｡行政も時代に合わせて

変化し続けなければ時代に取り残されてしまいます｡美濃加茂

市は人口が微増しているのに､人口減少を抑制する取り組みを

推進しなければならないと言っても力が入らないのではないでし

ょうか｡市内各所で新築の住宅が知らぬ間に建っていて驚かさ

れます｡

そこで、 (1)人口減少を抑制する取り組みについて､a.現状認識

を伺います。

ご返答､ありがとうございました。

2



私の調べた｢美濃加茂市未来カルテ｣とい 濃加

茂市の人口は2040年に56874人になり対2015年比で102.

(が

い美濃加茂市にするためには､地域のつながり、共助の意識の

低下を食い止めることが､最重要課題ではないでしょうか｡地域

は本来多くの人々の営みが重なり合い､影響を与えあう中で成り

立っているにも関わらず、自分たちだけで生きているかのような

感覚で振舞い続けて結果に無頓着なことが問題です｡それが、

自治会離れにも出ているのではないでしょうか。

次は､b.美濃加茂市の将来都市像を伺います。

ご答弁ありがとうございました。

今回のトイレットペーパー騒動もデマから始まり現在もスーパー

の棚は空っぽです｡正確な情報を受け取ることも大事ですが、

デマでもみんなが買えば無くなるから買っておかなければとの心

3



理が働いた結果だと思います｡少しでも目に見えぬ相手の事を

か移矢ﾛ水ません。
思う気持ちがあれば防げたの二唇は絹ﾏﾐｰで七功か｡共同生活を意

識的に行うことが重要であると考えます。

気候変動などによる不測の変化､この問題の解決を図る挑戦は

多くの世代の連帯を生む触媒となる可能性があります｡そこで、

(1)市民の防災･減災意識の向上についてですが､社会的に弱

い立場にある人々をも含め市民ひとりひとり､排除や摩擦､孤独

や孤立から援護し､社会(地域社会)の一員として取り込み､支

え合うことが必要であると考えます｡最大のマイノリテイである障

がい者は､災害が起きた時に最も危険にさらされます｡障がい者

の人々に対する｢社会的な態度の再構築｣をすることにより災害

時における社会的包摂とレジリエンス(困難を乗り越える力)の強

化が図れます｡苦しんでいる人を決して一人のままにしない。困

難を一人で抱えたままの状態にしないためにこの一点を外して

はならないと思います。

a.社会的包摂とレジリエンスの強化について伺います。

4



ご答弁ありがとうございました。

"苦しんでいる人を決して一人のままにしない""困難を一人で抱

えたままの状態にしない"という精神が必要ではないでしょうか。

｢共同生活｣を意識的に行う生き方が困難を抱えた人々を置き去

りにしないことになるのではないでしょうか｡今回のトイレットペー

パー騒動もデマから始まったものですが､少しでも目に見えぬ相

手の事を思いやる心があれば店頭の棚からなくなることも無かっ

たと思います。

5



2.認知症事故､排ｲ回時の賠償負担軽減について

認知症による排ｲ回で生じた損害の責任はだれが負うのか｡民法

713条に、 「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する

能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は､その賠償

の責任を負わない｡」とあります｡不幸な事故を防ぐための取り組

みは必然であります｡様々な施策を打ち出しながら対策を講じる

ことが必要ですが､万一事故が起こってしまった時は､どうでしょ

うか｡個人賠償責任保険というものがあります。日常生活で家族

以外の第三者である他人にケガを負わせたり､他人の物を壊し

てしまったなど､法律上の賠償責任を負ってしまったときに､損

害賠償金や訴訟になった場合の弁護士の費用等､訴訟費用等

を含め保険金が支払われる保険です。日常に潜む賠償リスクに

対して備えることができます｡静岡県の磐田市では新年度から

｢認知症高齢者の損害賠償保険事業｣をスタートします｡磐田市

の場合は､補てんの対象となるのは､人身傷害や財物損壊を伴

う事故｡家族が監督責任を負った場合も含まれます｡補てん額

の上限は1億円｡保険料の自己負担はない｡市は1人当たり

1700円の保険料を計200人分確保するため35万4千円を計上

6



する。対象者を絞り込めば無理な事業ではありません｡少子高

齢化が進み､社会構成が大きく変化する中で､高齢者のニーズ

に沿った新たな事業を展開することで市民生活を安定させること

ができます｡その仕組みを当市でも(1)認知症高齢者の損害賠

償保険事業として事業化しては如何でしょうか。

a.認知症高齢者の現状

b.市の対策

C.見解

認茨2猛毒老敬I寺澪l身毛の億'ご刺､〔 ‘)誠溥約ﾉ等す。
鳥鋳病施審､秒御,ﾌ毛いち,弓‘↑物干,と史-"手す、
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3.気候非常事態と市民生活について

気候変動など不測の変化は世界規模です｡オーストラリアの森

林火災も地球温暖化にあると言われ中国･武漢で発生した新型

コロナウイルスは、日本でも感染拡大が続いています｡もはや一

つの国だけでは対応できない｡国境を越えた視野に立っての行

動が求められています｡気候非常事態宣言は､気候変動がもた

らす深刻な影響を危ぶみ､総力を挙げて対策を進める決意を表

明するものです｡2016年12月にオーストラリアの地方都市デビ

アン市で宣言されたのが始まりです｡現在､約1400の国や自治

体に拡大し日本では､長崎県壱岐市が初めて宣言し､他の自治

体にも広がっています｡国連は昨年の報告書で､気候変動がs

DGs(持続可能な開発目標)の達成に向けた取り組みを脅かし

ていると指摘しました｡昨年末に開催されたCOP25にて｢脱石

炭｣を示せなかった日本は化石賞という不名誉な賞を受賞しまし

た｡SDGsの達成期日である2030年の目標に向けた本年は行

動の10年のスタートの年です｡低炭素社会の実現に向けての

取り組みを加速する必要があります｡市民の皆さんと一体となっ

て､子どもたちの時代につけを残さない施策を推進していこうで

8



はありませんか。

環境運動家のワンガリ･マータイ博士は、 「未来は未来にあるの

ではない｡今､この時からしか､未来は生まれないのです｡将来、

何かを成し遂げたいなら､今､やらなければならないのです｣と。

当市も一歩踏み出そうではありませんか｡そこで、 (1)｢美濃加茂

市気候非常事態宣言｣を制定することについて

a.現状

｢樫の木を植えて､すぐその葉かげに憩おうとしてもそれは無理

だ｣とは作家のサン･テグジュペリの含蓄のある言葉ですが､現

在私たちが享受しているこの自然を未来の子孫に残してあげる

ことが出来るのも私たちです｡そのために将来にわたって住み続

けたいと思える魅力的なまちづくりをすすめるためには､明確な

ビジョンを打ち立てることが必要であると考えます。

＝●

清聴ありがとうございました。ー
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大木町気候非常事態宣言

近年､地球温暖化が原因の気象災害が激しさを増しています｡強い台風や集中

豪雨､干ばつや熱波など､異常気象による災害が世界各地で発生し、多数の死者

を含む甚大な被害をもたらしています。

国連IPCCによると､地球の平均気温は産業革命前から既に1度上昇しており、

2018年発表の「1.5℃特別報告書」の中では、世界への気候変動による影響の甚

犬さと対策の緊急性を改めて強調し､最小限の影響に食い止めるための1.5℃の

気温上昇まで、早ければ10年後にも到達すると警鐘をならしています。今後、

地球温暖化は間違いなく深刻化し、次世代への影響が心配されます。

本町は、地球温暖化による影響の深刻さを踏まえ､.2008年に「大木町もった

いない宣言（ゼロウェイスト宣言)」を公表し、住民との協働で持続可能なまち

づくりを目指してきました。しかし、ここ数年の地球温暖化に起因する気候変動

の影響はまさしく危機的な状態であり、人間社会や自然界にとって脅威となっ

ています。この状況を踏まえ、本町は国連IPCCが提唱する2050年までに温室

効果ガス排出量実質ゼロ社会の実現を目指し、ここに気候非常事態を宣言する

とともに、下記に掲げる温暖化対策に全力で取り組んでいく決意を表明します。

1．気候変動が非常事態であることを住民と共有し､もったいない宣言の精神を

継承して、環境と経済が両立した持続可能なまちづくりに挑戦します。

2．深刻化する自然災害､猛暑による健康被害や農業への影響など、気候変動に
ら

対する適応策を推進します。

3．2030年までに公共施設の使用電力を全て再生可能エネルギーで賄うと共に、

住民との協働により、脱炭素社会の実現に向けた取組みを強化します。

4..同じ志を持つ世界中の人々と手を結び、 日本政府や他の自治体に対し、 「温

室効果ガス排出量実質ゼロ社会の実現」に向けた連携を広く働きかけます。

令和元年12月12日

㈹大木町長



東北SDGs未来都市サミット

気候非常事態宣言

近年､我が国を含め全世界で様々な異常気象が観測されており､WMO(世

界気象機関)は､一連の異常気象は､温室効果ガスの増加による長期的な地

球温暖化傾向と関係していることを示しています｡また､IPCC(気候変動に関す

る政府間パネル)は､温室効果ガスの増加には､私たちの生活や生産活動が

大きく関与していることを報告しています。

このような現状に鑑み､私たち､岩手県陸前高田市､宮城県東松島市､秋田

県仙北市、山形県飯豊町､福島県郡山市は､近年の異常気象が脅威であるこ

とを認識し､東北地方から選定されたSDGs未来都市における持続可能なまち

づくりの一環として､相互に連携し､次の活動を含めた対策を講じることをここに

宣言します。

ごみの排出抑制(リデュース)、再利用(リユース)、再資源化(リサイクル)、

ごみの発生回避(リフューズ)を徹底します。

省エネルギーの推進と併せて､再生可能エネルギーの利用を促進します。
人や社会･環境に配慮した消費行動(エシカル消費)の普及を図ります。

各都市の環境､課題に応じて､地球温暖化防止に資する取組を推進しま

す。

1．

●
■
●

２
３
４

2020年1月16日

シ澗
渥美

門脇

ﾉK、岩手県陸前高田市長

宮城県東松島市長

秋田県仙北市長

"亥藤孝手
澤'’1嘉夏

山形県飯豊町長

福島県郡山市長



産業革命前からの世界の平均気温上昇を「2度未満」に抑える。加えて、平均気温上昇「1.5

度未満」を目指す(第2条1項)。人々は節電などに気を付けて生活し、温甥上に繋がる

行為は極力しないようにし、温暖化を止めるように団体や学校で進める。

化石燃料を使わないことを目指す、人類史上初の国際ルールだから

パリ協定とは、地球温暖化防止を目指して、温室効果ガスの排出についての2020年以降の

各国の取り組みを決めた国際的なルール。

2015年12に国連の会議「COP21」で190カ国以上が合意し採択された。その後、2016年

11月4日に発効され、法的な効力を持つようになった。現在、 147カ国・地域が締結して

いる。

この協定により、世界全体として、主に以下の2つの目標を掲げて努力することが決まっ

た。

・産業革命前からの地球の気温上昇を2℃より十分低く保つ。 1.5℃以下に抑える努力をす

ること

．そのために、21世紀の後半に世界の温室効果ガス排出を実質ゼロにすること

この目標達成のために、各国に対しては「自主的な削減目標を国連に出すこと」と「達成の

ため、削減に向けた国内の対策を取ること」を義務づけている。

日本の目標は、 2030年度の温室効果ガスの排出をに2013年度の水準から26%削減するこ

ととなっている。

パリ協定の意義について、気候ネットワーク研究員の伊与田昌慶さんはハフポスト日本版

への寄稿で、気温上昇を2度未満に抑制するためにはもうほとんどの化石燃料を燃やすこ

とができないとして、 「化石燃料をたくさん使ってきた人類近代史を大きく変えることにな

る」と評価している。

「持続可能な開発目標」 (SustainableDevelopmentGoals:SDGs)を中核とする「持続可能

な開発のための2030アジェンダ」は、平成27(2015)年9月25日に、ニューヨーク・国

連本部で開催された国連サミットで採択されました。

持続可能な開発のための2030アジェンダの特徴

・ 平成28(2016)年から令和12(2030)年までの国際社会共通の目標です。

・ 序文､政治宣言､持続可能な開発目標(SDGs:17ゴール(下記)、169ターゲット)、

実施手段、フォローアップ・レビューで構成されています。途上国の開発目標を定

めた、 ミレニアム開発目標(MillenniumDevelopmentGoals:MDGs)とは異なり、

先進国を含む全ての国に適用される普遍性が最大の特徴です。

・ 採択を受けて、各国・地域・地球規模でアジェンダの実施のための行動を起こす必

要があり、それらの行動のフォローアップ及びレビューが必要です。 a
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首相官邸トツユ＞会鑑等一覧＞地方創生推進事務局＞環境モデル都市・環境未来都市･SDGs未来都市

環境モデル都市・環境未来都市・SDGS未来都市 国家戦略精区

世界的に進む都市化を見据え、持続可能な経済社会システムを実現する都市・地域づくりを目指す「環境未来

都市」構想を進めています。

環境モデル都市は、持続可能な低炭素社会の実現に向け高い目標を掲げて先駆的な取組にチャレンジする都市

で、目指すべき低炭素社会の姿を具体的に示し、 「環境未来都市」構想の基盤を支えています。

環境未来都市は、環境や高鍬上など人類共通の課題に対応し、環境、社会、経済の三つの価値を創造すること

で「誰もが暮らしたいまち」 「誰もが活力あるまち」の実現を目指す、先導的プロジェクトに取り組んでいる都

市・地域です。

これらの環境モデル都市と環境未来都市を一体的に推進することで、 『環境未来都市」構想の理想とする都

市・地域の早期実現を目指しています。

また、持続可能な開発目標(SDGs)は、経済・社会・環境の三側面における持続可能な開発を統合的取組

として推進するものです。一方、これまで取り組んできた「環境未来都市」構想では、早くから環境・社会・経

済の三側面における新たな価値創出によるまちの活性化を目指してきました。この考え方は、SDGsの理念と

軌を一にするものであり、SDGsの達成に向けた取組の先行例といえます。

このため、地方創生を一層促進するために、 「環境未来都市」構想を更に発展させ、新たにSDGsの手法を取

り入れて戦略的に進めていくことにより、我が国全体における持続可能な経済社会づくりの推進を図り、その優

れた取組を世界に発信していきます。

※環境モデル都市・環境未来都市・SDGS未来都市等の取組みについてはこちらの凍一ジ巴をご覧ください。
（随時更新）
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