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手話を交えた質問 

手話前衛書作品 

● 手話言語条例について  2017年第1回定例会  

 (手話を交えて質問しました。)  
 

【質問①】 おはようございます。一

番、森ひさゆき、五月会を代表して手

話言語条例について質問いたします。 

初めに、全日本ろうあ連盟創立70周

年記念ドキュメンタリー映画「段また

段をなして」の内容について質問しま

す。 

後の質問は質問席で行います。よろ

しくお願いいたします。 
 

【答弁①】 生きがい健康部長の辻林です。(手話で自己

紹介) 

映画の内容は、大正4年に日本ろうあ協会が結成され、

戦争の激化で一旦国から解散を命じられましたが、「ろう

あの世界をひとつに」というスローガンを掲げ、昭和22年

に全日本ろうあ連盟の結成大会が開催されました。 

 戦後も、ろうあ者には差別的な欠格条項が各種の法に規

定されており、職業選択において社会的障壁が存在してい

ました。 

 しかし、ろうあ運動の３つの基盤である「仲間」「手

話」「差別解消・権利獲得」をもとに、ろうあ者と聞こえ

る仲間の運動で多くの欠格条項が撤廃され、職業選択の幅

が広がりました。 

 また、手話ができる人を増やし、ろうあ者への理解も進

め、それが社会を変えていくことにつながるものであり、

日本全国で手話が言語として認められるよう、国に手話言

語法の制定を求めていく運動を行っていかなければならな

い。以上の内容でした。   
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【質問②】 ろうあ者とろうあ者でない人の協力で進んできた

というところに感動を覚えています。手話言語条例を制定した

市はありますか。 
 

【答弁②】 大阪府下では、大阪市、大東市、熊取町が制定し

ており、堺市は平成29年4月1日に施行される予定です。 

また、大東市・熊取町では、市が行う各種イベントにて条例

の周知を図ったり、市職員全体に手話研修会を実施すると聞い

ております。 
 

【質問③】 吉川議員から、京都府向日市の手話言語条例がす

ばらしいと聞いていますが、その内容についてお聞きします。 
 

【答弁③】 向日市では、手話への理解促進やその普及を図り、地域において手話が使

いやすい環境を構築することで、ろう者とろう者以外の全ての市民が、共にいきいき暮

らせる地域社会の実現を目指し、平成29年3月3日に条例が施行されています。 

また、その具体的な取組みについては、 

①市職員の誰もが手話で最低限の対応ができるように、朝礼等で手話を学ぶ 

②生活場面で必要となる手話の紹介をホームページ上で動画で公開する 

といったことをされていると聞いております。 
 

【質問④】 障害者差別解消法とはどのようなものですか。 
 

【答弁④】 障害者差別解消法は、障がいを理由とする不当な差別的取り扱いを禁止す

るとともに、社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を提供することを義務付け、

平成28年4月1日から施行されたものです。 
 

【質問⑤】 現在、学校では、障がいのある児童生徒への合理的配慮はどのように行わ

れていますか？ 
 

【答弁⑤】 学校教育部 教育指導監 上野でございます。(手話で自己紹介) 

学校における合理的配慮については、児童生徒・保護者の教育的ニーズをしっかり受け

止め、丁寧に話し合いを重ねながら、できうる限りの配慮に努めております。その上

で、求められている対応ができない場合でも、代替手段がないか、今できることは何か

など、共通理解を測っています。 

配慮の内容としましては、当該児童生徒の校内の移動を考え、教室配置を工夫した

り、授業で使用するプリントの漢字にルビをふり読みやすくする等、一人ひとりの障が

いの状況や、具体的場面に応じて様々な対応をしているところでございます。 
 

【質問⑥】 聴覚障がいに関する取組みや指導、対応・支援として、学校ではどのよう

なことを行っているか教えてください。 
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【答弁⑥】 各学校では、総合的な学習の時間等で、障がい者理解教育を行っており

ます。「ともに学び、ともに生きる」社会の一員としての理解と認識を深めるため

児童生徒の発達段階に応じて計画的に進めております。 

車椅子体験やアイマスク・点字体験、また高齢者疑似体験などの体験活動を中心に

したものがありますが、様々な体験を通して、その障がいの表面的な理解だけにとど

まらず、自分で感じ、考え、行動することからいろいろなことに気づき、かかわり方

を学び、思いやりの心を育むことを大切にしております。また、校内の支援学級との

交流や地域の支援学校との交流、ゲストティーチャーとして障がい者の方をお招きし

て講話を聞かせていただくこともございます。 

障がい者理解教育の中での、「聴覚障がい」や「手話」に関することにつきまして

も、「聴覚障がい者」の方のお話を聴き、手話通訳者の方から手話を学ぶ機会を設け

る等しております。 

音楽の教科書にある手話を使いながら歌う教材に取組んだり、手話で日常の挨拶を

している事例もあります。 

さらに、市内で難聴の支援学級が設置されている小学校がありますが、手話を教え

る全校手話朝礼や手話で授業前の挨拶をする等取り組んでおります。先日行われた卒

業式でも手話が使われました。 

また、聴覚に障がいのある児童への専門的な支援としては、堺聴覚支援学校の通級

指導教室との連携を行っております。この教室では、口の動きで言葉を読み取る聴覚

口話や、発音、コミュニケーションについて個別指導やグループ指導により、意欲や

能力が向上するような支援が行われております。 
 

【質問⑦】 現状での課題と、今後の取組みとして具体的に考えていることについて

お聞きします。 
 

【答弁⑦】 現在学校では、様々な機会に子どもたちが手話にふれることにより、重

要なコミュニケーションの手段の一つとして、身近な言語として学ぶ機会をつくって

おります。しかしながら、その取組みの内容は、指導する教員の持つ専門的知識やス

キルによるところが大きいため、取組

む内容が幅の広いものになっているこ

とが現状での課題でございます。 

今後の取組みとしまして、教職員への

支援として、手話を学ぶ研修を行う

等、児童生徒が更に手話にふれ、学ぶ

機会が増えるように努めてまいりたい

と思います。 

また、今年度、教育委員会にご寄附い

ただいた「FM補聴器」を学校に貸し出
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しできるようにしております。「FM補聴器」をつけることで授業中の先生の声が受信機

をつけている児童生徒に直接届くようになり、より授業内容がわかりやすくなります。

ニーズに応じた有効活用に努めてまいりたいと考えております。 
 

【質問⑧】  社会全体の中で、聴覚

障がい者への対応にどのようなもの

がありますか。またどのようにして

いけば良いと考えていますか。 
 

【答弁⑧】 聴覚障がい者は、 

①外見からはわかりにくく、周囲に

気づいてもらえないことがある 

②音による情報が入ってこないた

め、周囲の状況が理解できない場合

がある 

③複数人での会話が困難である 

等の困りごとがあると思いますの

で、その配慮として 

①しっかりと顔を見て、ゆっくりと

声をかけるようにする 

②困っている状況を見かけたら、手

話や身振りで話しかけてみるか、筆

談などで状況を伝える 

以上のことが必要であると考えま

す。 

また、外見からはわかりにくいこと

から、そのことがわかるように、一

般社団法人 全日本難聴者・中途失

聴者団体連合会が「耳マーク」を、

一般財団法人 全日本ろうあ連盟で

は「手話マーク」「筆談マーク」を 

策定し、普及を図っています。 

民間事業者でも、業務を行っていく

上で手話が必要と考え、自主的に手

話の勉強会を開催し、業務で活用す

ることにより聴覚障がい者に貢献し

ようと取り組んでいるところもある

と聞いております。 

  題名「手話」  
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手話通訳者等の派遣がなくても、意思疎通が可能な社会が理想であると考えており

ます。 
 

【訴え】 私が20年前に書いた作品です。手話の必要性

と、手話の力を表現しました。ご覧ください。 

聴覚障がい者ではじめて弁護士になった松本弁護士が、手

話言語条例を理念だけに終わらせてはいけないと強く訴え

ています。 

障がいは自分の意思ではないのです。ろうあ者の立場で理

解して欲しいのです。手話は命と同じなんです。 

障がいは自分の意思ではないのです。ろうあ者の立場に

立って理解して欲しいのです。手話は命なんです。 

これで一般質問を終わります。ありがとうございました。 
 

● 国民健康保険について 2016年第4回定例会 
 

【質問①】 平成３０年度から、国民健康保険の都道府県化になるということです

が、国保がどのように変わるのか、その概要をお聞きします。 
 

【答弁①】 国保の都道府県化の概要でございますが、平成３０年度から国保の運

営が都道府県単位となり、「大阪府で一つの国保」となります。 

大阪府と市町村の役割でございますが、大阪府は財政運営の責任主体となり、安定

的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営の中心的な役割を担うこととなり

ます。 

市町村は、地域住民と身近な関係の中、保険料の賦課・徴収、資格管理、保険給付

の決定、保健事業など、地域におけるきめ細かい事業を引続き担うこととなりま

す。 
 

【質問②】 次に、平成３０年度まであと１年と少しですが、国保の都道府県化の

現状はどうなっていますか。 
 

【答弁②】 国保の都道府県化の現状でございますが、平成２７年５月に大阪府が

市町村とともに立ち上げた「大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議」におい

て、新たな国保制度において都道府県が定めることとされた「国保運営方針」に盛

り込む内容である事務の広域的・効率的な運営、保険財政の安定化や保険料のあり

方等について、検討を進めているところです。 

今後は、大阪府においても、「大阪府国民健康保険運営協議会」が新たに設置さ

れ、「国保運営方針」が同協議会の審議を経て定められることとなります。 

平成３０年度以降は、今後、策定される「国保運営方針」を踏まえた事務を実施し

ていくこととなります。 
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【質問③】 事前に調べたところ、平成３０年度からの国民健康保険制度改革は、

現在の国民健康保険仕組みが完成し、「国民皆保険制度」が確立した昭和３６年以

来、約５０年ぶりの大改革と聞いています。そのような情報について現状では国民

健康保険の加入者や、これから会社を退職されて国民健康保険に加入される市民に

は、まったく情報がありません。２９年度中にいろんなことが決まってくると思い

ますが、確定していることは市民への情報提供をお願いします。 

次に、都道府県化された場合の国民健康保険料はどのようになるのか。 

また、和泉市の保険料は大阪府内平均との比較した場合どうなっていますか。 
 

【答弁③】 都道府県化された場合の保険料については、大阪府で一つの国保にな

ることや、大阪府に財政責任を一元化し、大阪府内全体で必要な医療費を賄うこと

になります。また、大阪府の場合、医療費水準の差異が比較的小さいことから大阪

府内のどこに住んでも同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料にすべきと広域

化調整会議において検討されています。 

 また、和泉市の保険料は大阪府下平均との比較でございますが、平成２６年度で

申しますと、府内平均所得による保険料額１２２，７９７円で、和泉市の場合は１

２２，４４４円となっております。 

 なお、和泉市では平成２７年度より保険料の引き下げを行っておりまして平成２

８年度も保険料率を据置いております。 
 

【質問④】 医療費水準の差が少ない大阪府は統一の保険料率を検討しているとい

うことですが、現状の和泉市の保険料は、平成２７年度の保険料から引き下げを

行っており、平成２８年度においても据置いているということですが、引き続き努

力していただきたいと思います。 

新聞報道によりますと和泉市で市職員を名乗る男らが保険金の還付を持ちかける

詐欺事件が相次いでいると掲載されています。男らは、国民健康保険課の職員を名

乗っているそうですが還付金詐欺の被害状況、また、詐欺の手口についてお聞きし

ます。 
 

【答弁④】 和泉市において、平成２８年９月以降、和泉市職員を名乗り、国民健

康保険料の還付金名目などで、高齢者にお金を振り込ませてだまし取る詐欺事件が

多発しております。１０月末現在で３９件、約４，７００万円の被害が出ておりま

す。 

次に、詐欺の手口でございますが、一例を申し上げますと市民宅へ「和泉市の国民

健康保険担当の●●です。以前に国民健康保険料の還付金通知を発送しましたが、

まだ連絡をいただいておりません。今日中にお手続きして頂かないと還付金をお返

しできなくなりますのでお取引のある金融機関名を教えて下さい。」と電話がか

かってきます。その後、金融機関を名乗る者から電話があり、コンビニエンススト

アなどのＡＴＭ（現金自動出入機）まで誘導されるものです。 
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市民からの聴き取りでは、「言葉巧みで騙されそうになった。」というものが多く

ありました。 
 

【質問⑤】 市職員を名乗るということですが、その後に別の男が金融機関の担当

者と言って電話を掛けてくる。とても巧妙で複数の男らが関わっていて、高齢者が

詐欺にひっかかってしまってもおかしくない状況と考えます。市民への周知はどの

ように行っていますか。 
 

【答弁⑤】 市といたしまして、ホームページや広報に還付金詐欺についての記事

を掲載するとともにちらしを作成し、町会の回覧板を利用し注意を呼びかけるとと

もに、１０月下旬から１１月初旬にかけて市職員が公用車にて市内の巡回を７回行

いました。 

また、警察、和泉防犯協議会等と協同して、還付金詐欺を防ぐため、１０月２７日

に、「緊急 還付金詐欺被害防止・市民決起集会」を開催いたしました。 

なお、決起集会以降被害は発生しておりません。 

今後は、被害防止のため、市から発送する封筒に注意喚起の文言を記載するなど市

民への周知を行ってまいります。 
 

【質問⑥】 どのような場合に還付金が発生しますか。 
 

【答弁⑥】 還付金が発生する場合でございますが、修正申告などによる所得の更

正や遡って国保の資格喪失があった場合に還付が発生いたします。 
 

【要望】 被害の発生は少なくなったと言うことですが、周知はまだまだ続けていた

だきたいと思います。市も名前をかたられているわけですから、被害者になるかも

しれませんが、これ以上高齢者が被害に遭わないためにもこれまで以上に市民への

周知を継続されることを要望いたします。 
  

● 猫の不妊去勢手術費用助成金について 2016年第3回定例会 
 

【質問①】 今年度から猫の不妊去勢手術費用の助成制度がは

じまりましたが、この事業をはじめた目的と、制度の概要、取

組み状況等とまたわかれば猫殺処分数を教えてください。 
 

【答弁①】 本市には、ここ数年、「野良猫が敷地に入ってき

て、ふん・尿をする」「敷地内で野良猫が子猫を産んで困って

いる」などの野良猫に関する苦情、相談等が、年間50件程度、寄せられているのが

現状でございます。 

このことから、これら苦情対応等の一環として、飼い主がいない猫のみだりな繁殖

を防止し、生活環境の保持と動物愛護の普及に寄与することを目的に、平成２８年
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６月から「猫の不妊去勢手術費用の助成制度」を実施しております。 

 この制度の概要でございますが、助成対象は、市内に棲息する飼い主がいない猫

の不妊去勢手術をした人で、申請件数は１世帯２匹、１団体２０匹までで、１匹に

つき最大５，０００円を助成する制度でございます。 

平成２８年度の申請期間は６月１日から１２月末までで、現在団体からの申請は

０匹、個人世帯からは４０匹の申請があり、助成金を交付した頭数は１３匹です。 

 申請から助成までの流れは、申請後に手術を行いその後、耳カットした写真及び

手術費用の領収書等をご提出いただきまして、審査のうえ助成金を交付しておりま

す。 

 申請から交付決定までは間に、交付条件のひとつになっている市民税の納付状況

の確認を行う必要があることから、基本的には、交付決定まで、１週間程度要する

のが現状となってございます。 

しかしながら、申請者から、「手術日が決まっている」、または、「すでに捕獲

しているので、一日でも早く交付決定をしてほしい」という事情、要望を申請時に

伝えていただければ、可能な限り、その要望等に応えた期間内に、交付決定を行っ

ており、また、申請前に捕獲した猫であっても申請は受け付けているのが現状でご

ざいます。 

 この助成事業を行うなかで、申請者から「野良猫の捕獲が難しい」、「野良猫を

捕獲するための捕獲器の貸し出し等はないのか」などの相談、要望等が、多く寄せ

られており、この事項については、制度導入時には、予想していなかったことでも

あり、現在、安全に猫を捕獲していただくための捕獲器の貸し出しの必要性やその

あり方等について検討しているところでございます。 

最後に猫の殺処分数でございますが、大阪府では猫の捕獲は行っていませんが、

食事のできない子猫や怪我をしている猫については殺処分を前提として引き取りを

行っています。和泉市から持ち込まれた頭数は、平成２５年度は７２匹、平成２６

年度は１２匹、平成２７年度は１１匹でございました。なお、平成２６年度から猫

の引き取り件数が減少している理由としましては、平成２５年９月１日より施行さ

れた、動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、動物の飼い主は、その

動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確

化されたことなどが原因と考えてございます。   
 

【質問②】 始まったばかりの事業ということで、制度を進めるうえで気づいたこ

とや、わからない課題等に対応していただいておりますが、今後も、引き続き、市

民からの要望、相談への対応をお願いいたします。また、事業の目的にあった助成

制度の見直し等についても検討していただけますか。 
 

【答弁②】 事業目的の達成に向け、PDCAサイクルを活用し、今後も、助成制度の

見直し、改善等を行って参ります。 
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まずは、申請者に対して、助成制度等に関するアンケート調査を実施し、申請者

からみた制度の問題点等の把握に努めて参りたいと考えており、また、引き続き、

関係団体などとも協議・調整を図りながら、事業目的、市民ニーズにそった、より

よい制度のあり方等について検討してまいります。 

なお、並行して、飼い猫の場合は終生にわたる室内飼養、飼い主がいない猫には

里親探しなどの活動の普及、また野良猫を増やさないために勝手な餌付け等はしな

いなどの啓発についても実施してまいります。 
 

【要望】  動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、動物の飼い主は、

その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上

明確化されたことによって、今まで飼っていた猫を飼えないということで持ち込ま

れたネコの数が減ったということですが、飼い主が本当に、「終生飼養」をするか

は疑問です。また、市税の納付が審査基準のひとつになっているようですが、事業

の目的がみだりな繁殖を防止することが目的なので、市税納付状況とは無関係な事

柄のように思います。このことも含めて検討していただきたいと思います。 
 

● 和泉市営駐輪場の学生割引導入について 
 

【質問①】 本市の駐輪場における自転車の料金体系は、

どの様になっていますか。 
 

【答弁①】 本市の駐輪場の利用料金ですが、利用車種が

自転車の場合、一時利用では、１日１回１２０円となりま

す。 

定期利用で自転車を駐車する場所が１階か２階の場合、

１ヶ月定期で２，５００円、３ヵ月定期で７，０００円と

なり、３階か４階の場合、１ヶ月定期で１，５００円、

３ヵ月定期で４，０００円となっています。 
 

【質問②】 自転車を駐車する階層によって、定期利用料金が変わると言うのが本

市の駐輪場の特徴の様ですが、他市の駐輪場の料金体系はどうなっていますか。 
 

【答弁②】 近隣市町を調査したところ、 

堺市では、利用車種が自転車の場合、一時利用は、１００円で、定期利用は地下か

ら２階の場合、１ヶ月定期で２，０５０円、３ヵ月定期で５，５５０円となり、そ

れ以外の階層の場合、１ヶ月定期で１，５４０円、３ヵ月定期で４，３２０円と

なっています。 

次に、岸和田市では、利用車種が自転車の場合、一時利用は、１５０円で、定期利

用は１階か２階の場合、１ヶ月定期で２，５００円、３ヵ月定期で７，２００円と
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なり、３階の場合は、１ヶ月定期で２，０００円、３ヵ月定期で５，７００円と

なっています。 

次に、高石市では、利用車種が自転車の場合、一時利用は、１００円で、定期

利用は、駐輪場の所在地によって異なりますが１ヶ月定期で１，３００円から

２，０００円、３ヵ月定期で３，５００円から５，４００円となっています。 

次に、泉大津市では、利用車種が自転車の場合、駐輪場の所在地によって異な

りますが一時利用は、１３０円～１５０円で、定期利用は、１ヶ月定期で２，４

００円～２，８００円、３ヵ月定期で６，４００円～７，５００円となっていま

す。 

また、忠岡町の駐輪場については無料になっていると聞いています。 
 

【質問③】 近隣市で学生割引制度を導入している市町村は、どれぐらいあ

り、割引率はどうなっていますか。府内で学生割引の制度がある市町村もどれぐ

らいありますか。 
 

【答弁③】 近隣市で学生割引制度を実施しているのは、堺市のみとなってお

り、割引率は２割となっています。 

また府内４３市町村の内、学生割引の制度がある市町村は全部で１２市です。 

以上です。 
 

【質問④】 府内で約３割の市町村が学割制度を取り入れていることがよくわか

りました。市営駐輪場については、指定管理者制度を導入し、かなりの純利益を

出していると聞いていますが、その額はいくらになっていますか。  
 

【答弁④】 平成２７年度の市内６駐輪場の市への納付金は、決算ベースで４

２，１２５，６５８円となっております。 
 

【質問⑤】 それだけの納付金が市に入っているのであれば、学生割引を導入す

るのも可能だと考えますがどうですか。 
 

【答弁⑤】 市営駐輪場の学生割引につきましては、民間駐輪場との共存や指定

管理者との協定もあることからすぐに、導入することは難しいと考えています

が、検討の余地は、あると考えております。 

尚、市への納付金については、駐輪場建設時の起債の償還にも充当させていただ

いているものです。 
 

【質問⑥】 駐輪場の起債残額と償還期間はどうなっていますか。 
 

【答弁⑥】 駐輪場の起債残額は、約４６９百万円で、償還期間は平成４２年迄

となっています。 
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【質問⑦】 すぐに学生割引とはいかないようですが因みに、駐輪場の経費に関

し、修繕積立金は計上されていますか。 
 

 【答弁⑦】   修繕積立金は計上されていません。 
 

【要望】 これまでの質疑応答の中で、本市の駐輪場の状況をある程度、把握するこ

とができました。これは私の考えになりますが、優良な企業と言うのは、設備投資をおこ

なった投資額を全て回収してから次の一手を打つのではなく、しっかりとした経営戦略を

立て、積極的に投資を繰り返していく会社が、成長を持続できるものだと考えています。 

本市では、公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・

長寿命化などを計画的に行うための計画である「公共施設等総合管理計画」を平成28 

年度中にも策定すると聞いております。是非、先ほどの修繕積立金の様な概念も考慮

いただき、将来のリスクを担保した上で、まだ利潤が確保できるのであれば、本市駐輪

場においても、学生割引制度導入していただき、速やかに市民の方にサービスを還元し

ていただける様、是非とも検討をお願いいたします。 
 

● 色覚に関する指導について 
 

 【質問①】   平成27年の第2回定例

会で色覚特性についての質問をさせていただきました。信号の色の違いが判らない、エ

アコンのスイッチの電源色がわからないというお話をさせていただきました。色覚特性が

あることを知らないことにより、大学進学や就職に支障をきたすというものでした。 

 今回先の本会議での、教育委員会の点検・評価報告では、今年度より色覚検査が実

施されることになったとありました。どのような経過があり、実施に至っているのか現状を

お聞きします。 
 

 【答弁①】   色覚検査につきましては、色覚特性についての理解が進み、色覚検査で

異常と判別される児童生徒でも、大半は学校生活に支障はないという認識のもとに、学

校における定期健康診断の必須項目から色覚検査が削除されておりました。 

しかし、平成26年に文部科学省の学校保健安全法施行規則の一部改正にかかる通

知があり、その中で色覚の検査について、児童・生徒等が自身の特性を知らないまま不

利益を受けることのないよう保健調査票に色覚に関する項目を新たに追加することなど

により積極的に保護者等へ周知を図る必要があるとされたところです。 

そこで、市といたしましては、保健調査票の眼科欄に「色まちがいをすることがある」と

いう質問項目を新たに追加し、保護者にも色覚特性について注意喚起を行いました。ま

た、最新版の「(石原式)色覚検査表」を全小中学校に配布し、それを用いて小学校4年生

と中学校全学年の中で検査を希望した児童生徒と保健調査票で「色の間違いをすること

がある」と回答し、検査を希望した児童生徒を対象に、各学校の養護教諭が色覚検査を

実施しているところです。 
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現時点で既に検査を行った実施校（１９校）からの報告では、１，６９１人について検査

を行い、９１人に眼科受診を勧奨している状況です。 

また、学校医、養護教諭及び保護者と連携を図り、健康相談等の適切な対応ができる

体制を整えているところです。 
 

【質問②】 各学校現場に対して、どのような配慮や適切な指導・対応を行うよ

う指導してきたのか、また今後どのような対応を考えているか。 
 

【答弁②】 各学校に対しては、校長会等において、大阪府の「色覚障害のある

人に配慮した色使いのガイドライン」や、文科省の「色覚に関する指導の資料」

を紹介し、各校での研修等で活用するように説明しております。 

内容は、学習指導においては、照明の工夫、黒板はきれいな状態を保つ、白と

黄色のチョークを主体に使う、輪郭線や記号など色以外の情報を加える、掲示物

やグラフには文字と背景の色にわかりやすい組み合わせを使用すること、使用す

る色については言葉でも説明する等、様々ございます。 

すでに今までも各学校で配慮してきていることですが、これらのことをあらた

めて再確認し、取り組むよう周知しております。 

また、教職員に対する図工の指導法についての研修等の中でも、児童生徒個々

の見え方や感じ方を大切にし、特性として認める指導が大切であること等を具体

的に伝え、色には微妙な違いがあることを気づかせるように努めております。 

なお、今年度から使用している中学校用教科書については、昨年度採択の際に

はカラーユニバーサルデザインへの配慮を行っているものであることを重視し、

全教科において配慮して編集されたものになっております。 

今年度より、保健調査票に「色まちがいをすることがある」という項目が加え

られたことを受け、各学校における色覚に特性のある児童生徒の現状が把握しや

すくなることになりますので、より丁寧に適切な個別対応を行っていくようにさ

らに努めてまいりたいと考えております。 

特に、進路指導においては、職業選択の幅を狭めることがないように、まず教

職員が正しい情報を理解し、一人ひとりに丁寧にかかわる姿勢を大切にし、児

童・生徒が自分らしく輝き、それぞれの夢に向かってはばたいていけるように取

組み続けてまいりたいと思います。 
 

● 新公会計制度について 
 

【質問①】 国は、平成２８年度決算から、新公会計制度の

導入求められているがその理由はなにか。 
 

【答弁①】 現在、自治体で行われている会計処理は、いわ

ゆる官庁会計で、単式簿記による現金の出入りに重点をおい
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た「現金主義会計」となってございます。 

これは、地方自治法で定められているもので、今後も引き続き行われ、新公会

計制度はこれらを補完する位置づけになっております。 

現在の単式簿記では、予算の適正・確実な執行を図るという観点では、確定

性、客観性、透明性に優れておりますが、市が保有している土地建物などの「資

産」や、市債などの「負債」といったストック情報が見えないことから、そうし

た情報を「見える化」するため、複式簿記である新公会計制度の導入が求められ

ているものでございます。 

また、複式簿記により、減価償却費などの現金移動を伴わないコストについて

も「見える化」できることで、正確な行政コストが明らかになるものでございま

す。 
 

【質問②】 新公会計制度導入の具体的な活用方法を示していただけますか。 
 

【答弁②】 具体的な活用方法としましては、国の例示では、事業別や施設別と

いったセグメント別の財務分析を行い、予算編成への活用や、受益者負担金の適

正化の検討、公共施設の統廃合や配置の最適化のための検討ツールとしての活用

が可能になるとされております。 

また、他の自治体での例では、将来の施設更新に必要な事業費の推計や、施設

の統廃合を検討するためのコスト比較などに活用している事例がございますが、

本市におきましても、現在策定中の「公共施設等総合管理計画」の実施段階で活

用してまいりたいと考えております。 
 

【質問③】 新公会計制度の導入により、どのようなことが期待できるか、また

和泉市にとってはどうか。 
 

【答弁③】 新公会計制度は、現在更新作業を進めている新財務会計システムに

併せて導入し、日々仕訳の手法で検討中でございます。 

日々仕訳になりますと、迅速な財務書類の作成、リアルタイムな財務情報の把

握、職員のコスト意識の向上や複式簿記への理解が進むことなどが期待できると

考えております。 

なお、近隣各市では、日々仕訳はあまり検討されていないことから、一歩先ん

じた取組ができていると考えております。 
 

【要望】 和泉市の今後を検討するうえで「公共施設等総合管理計画」が非常に

重要な役割を担うと考えている。新公会計制度をどのように活用するか、導入す

るだけではなくどのような指標として使うかが重要になってくる。複式簿記の見

方を勉強され、そこに表れている数字などどのようなことを表しているのか理解

することが非常に重要である。 

 



森ひさゆき取り組み目標  (順不同) 
 

●行政運営のチエック 
 

・第5次総合計画の重点施策の検証 

・和泉市自治基本条例の検証 

・新公会計制度導入成果の検証 

・コミュニティバス「めぐーる」の運行経路の検証 

・ごみ袋有料化の効果検証 

・和泉市におけるスポーツ施設の検証 

・未着手都市計画道路の検証 

・武道必修授業の検証 

・私立病院の医療水準の検証 

・認定こども園の運営状況の検証 

・新設施設一体型小中一貫校の取り組みの検証 
 

●議員活動のあり方検討 
 

・議員報酬の妥当性の検証 

・政務活動費意義の検証 

・議員のあるべき姿の研究 
 

●新たな取り組みの推進 
 

・手話言語条例制定の推進並びに手話研修の実施 

・色覚検査導入の推進 

・防災道路の研究 

・下水道事業のPFI導入の研究 

・市営駐輪場の学生割引制度導入の推進 

・地域別まちづくり計画の策定提案 

・税滞納者の相談窓口設置要望 

・シティプラザ出張所業務拡大の検討及び精査要望 

・障がい者用防災マップ作成の要望 

・子ども防災マップ作成要望 

・労働政策ハローワークデータ全共有推進 

・和泉市再開発に関する研究 

・久保惣記念美術館茶室庭園の大阪府文化財登録の研究 

・和泉中央線の延伸の研究(大阪外環状線まで) 

・武道場確保に関する要望 
・ラウンドアバウト設置に関する研究 
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●継続的な取り組みの推進 
 

・暗い場所におけるLED照明設置検討の推進 

・防犯カメラの設置等通学路の安全対策の推進継続 

・障がい者就労支援の推進 

・ゲートキーパー養成の推進継続 

・平成29年度国民健康保険料の前年同様引き下げ継続要望 

・学校設備改善の継続推進 

・遊具の新設等公園利用活性化の推進 

・猫の不妊去勢手術費用助成金内容の検証 

・生活道路対策ゾーン30の検証 

・武道団体連絡協議会の設置の推進 

 

編集後記 
 

青春真っ只中。 

まもなく還暦を迎えようとしている。60ページ目が基準になりそうである。 

 「時代が求めていることがちがう。過去の栄光の話はあまりにも陳腐化され、

現在の求めているものとあまりにもかけはなれてしまった。」とある人との会話

である。 

 昔はこうだったという話しもめっきり聞かなくなった。私の周りだけでも着実

に時代の移り変わりがある。生きてきた年代によって話の内容が違うのは当たり

前である。 

 そんなおり情報が飛び込んできた。四條畷市で28歳の市長が誕生したというの

である。求められた結果である。大いに期待したい。過去の時間より、未来の時

間の方が長いという年代への選択であろうか。 

 サムエル・ウルマンの青春という詩を思いだす。青春とはある期間のことでは

なく心の持ち方のことをいう。年を重ねただけで人は老いない。理想を失う時に

初めて老いがくるというものである。体力に少しの衰えはあるが熱い思いをもっ

て青春といいきってしまおう。自分も踏まえ還暦を迎え、また過ぎた人たちの時

代を期待したい。出番はまだこれからである。 

 経験をどうのこうのいう気はない。自分の価値観をもって進むべき、もって守

るべき、ゆえに道は・・・信じた道を歩むそれだけである。若い者にはまだまだ

負けないなんていわないほうがいい。 

期待したいと２度前述した。青春を謳歌したい。 

会派推進  手話言語条例制定推進・殺処分ゼロの町、犬猫シェルター

設置推進・老朽化する公共施設の統廃合や複合化の近隣市との連携推進 



連絡先 〒594-1117  和泉市鍛治屋町344-2 

TEL 0725-55-3799 FAX 0725-55-4288 

Mail  :  info@morihisayuki.com 
稲穂通信 発行責任者 森ひさゆき 

会派 五月会 ( 関戸繁樹 浜田千秋 松田義人 森 久往 ) 

総務安全委員会委員・議会運営委員会・議会改革検討会議委員  

泉北水道企業団議会議員・南大阪振興促進議員連盟議員 

季節の風情 
 

このままでいいかと土に問う風に問う 

mailto:info@morihisayuki.com

