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守口市議会市民環境委員会委員長就任

水原よしあき 日々の焦点

・水原よしあき 日々の焦点
守口市議会市民環境委員会委員長就任

・守口財政について
平成30年度守口財政推移グラフ

・市議会だより
令和元年6月、9月定例会

子供たちとの清掃活動

今期、守口市議会 市民環境委員会 委員長に就任致しました。
市民環境委員会では、 防災、地域振興、環境、ごみ、上下水道などに関する
事項について審査致します。
市民の皆さまの声をしっかりと形に変えられるよう、全力で職責を全う致します。

クリーンで住みよい
街づくりを目指して
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危機管理情報の配信及び収集に
ついて

水原 よしあき

難聴は、早期に発見され適切な
支援が行われた場合は、より有
効に音声言語や手話言語の発達
を促すことが可能となることか
ら、難聴児に対する早期支援の
取組みの促進が重要であり、そ
の一層の推進が求められていま
す。
私は、新生児期・小児期の緊急性・
重要性に鑑み、子供の最善の利
益のため、保健・医療・福祉・
教育の関係機関が相互に連携し、
一体となって難聴児の切れ目の
ない支援を行わなければならな
いと考えます。
難聴児とその保護者の方の負担
を減らし、社会への積極的な参
加を支援するためには、守口市
においても国の動きと歩調を合
わせて、必要に応じたきめ細や
かな補助に踏み出すべきではな
いでしょうか。
例えば、新生児の初回検診、再
検診への補助を行えば、受診率
を高め、早期の発見、早期の支
援が可能となります。市内の医
療機関や新生児のお母さん、妊
婦の方々に国などの支援制度を
周知することも有意義でしょう。
市の見解を伺います。

健康福祉部長

新生児聴覚検査については、現
在、母子手帳交付時にリーフ
レットを配布し、生まれてくる
赤ちゃんの「耳のきこえ」の大
切さを伝えることで出産時にお
ける新生児聴覚検査の重要性を
啓発・周知しているところです。
検査費用についての補助制度の
構築は、現在のところ考えてお
りませんが、市としては、引き
続き、精密検査の結果により異
常があると認められた新生児に
対して、子育て世代包括支援セ
ンターと連携を図り、医療や療
育へ適切につなぐなど切れ目の
ない支援に取組んでまいりま
す。

空き家対策について

水原 よしあき

空家は、居住者がおらず災害に
対する備えが不十分になりがち
であることや、損傷を受けた空
家が補修されずに放置されると
台風などその後に発生する災害
により更に被害が拡大する恐れ
があります。
また、防犯や街の美観の確保、
商工業振興、市のイメージ改善
等にもつながる重要な課題で
す。
このため、市としても空き家状
態の解消に取り組むことはもち
ろんですが、早期の解消が難し
い場合には、災害等に備えた適
正管理について、所有者の方々
の意識啓発を充実させることが
必要であると考えます。
守口市においては平成３１年２
月に空家セミナー・個別相談会
を開催していますが、こうした
取組を長期にわたり継続して行
うことが必要です。
併せて、守口の空家対策に情熱
をもって協力しようという団体
等の方々とも連携し、セミナー
をより魅力的なものにするとと
もに、市民の皆様や市内外の事
業者の方々への周知と連携、所
有者の方々への啓発、空家の適
正管理・除却の促進、本市の中
古住宅流通市場の活性化、そし
て空家の利活用による居住魅力
の向上等に取り組むことが守口
市の空家問題の解決に有効と考
えます。市の見解を伺います。

都市整備部長

空き家問題は、防災、衛生、景
観等、地域住民の生活環境に深
刻な影響を及ぼすものであるこ
とから、所有者等への対策とし
て、空き家の適正管理や相続に
関する啓発を目的としたチラ
シ、パンフレットの配布や、不
動産事業者団体などが参画する
「大阪の住まい活性化フォーラ
ム」と連携し、空き家所有者へ
向けたセミナーや個別相談会を
開催してまいりました。
今後も空家対策に取り組む関係
団体とより一層連携を深め、守
口市空家等対策計画に基づき、
総合的な空き家対策に取り組ん
でまいります。

新生児聴覚検査について

水原 よしあき

自治体における、SNS を活用し
た情報発信及び収集は多様な情
報発信・情報共有手段の補完的
利用として注視され、その方法
として３類型あると言われてい
ます。一つ目が気象庁などの様々
な機関からの情報をそのまま発
信する方法。二つ目が自治体の
判断で刻一刻と変わる状況の変
化に合わせて情報を発信する方
法。三つめはユーザーから情報
を収集し政策決定につなげる方
法です。
守口市において、災害時をはじ
めとする非常時に、市民の皆様
への SNS を活用した情報伝達に
ついての市の認識、そして、
SNS の利用方法に関するタイム
ライン等を作成しているのか伺
います。
守口市として、情報伝達手段が
限定された場合の情報提供をど
うするのか、考えを伺います。
特に、高齢者の方々をはじめ、
災害弱者の方々に対しては、市
として、地域自治組織や各種団
体とも連携し、情報伝達手段等
を確保しておくことが重要と考
えますが、併せて考えを伺いま
す。

危機管理官

いわゆる SNS は、プッシュ型通
知を市から迅速に発信すること
が可能でありますことから防災
及び防犯上の情報発信にきわめ
て有効な手段のひとつと考えて
います。
電話やインターネット、SNS な
どが使用できない状況への対応
についてですが、このような場
合に備え、本市では、一定期間、
市内 63 箇所の同報系防災行政無
線により、災害対策などの情報
発信を行うこととしています。
さらに、地域での情報伝達とし
ては、これまでも消防団車両や
市公用車などを活用し、市内を
きめ細かく巡回し、情報伝達に
努めております。
今後とも、地域の皆さまの力も
お借りしながら、高齢者世帯等
すべての市民に対して、必要な
情報が行き渡るよう努めて参り
ます。

全文はホームページをご覧ください。



1981年大阪市生まれ 城星学園小学校卒業、啓光学園中学校・高等学校卒業、
姫路獨協大学経済情報学部卒業、大阪総合保育大学大学院 修士(教育学)取得。
［職歴］自民党大阪府連 広報副委員長、自民党大阪府連青年局 広報戦略部会長、自民党守口支部 幹事長
自民党大阪府連市町村議員連盟 副幹事長、看護を考える地方議員の会 事務局長、保育推進連盟 大阪府支部 支部長
守口ライオンズクラブ 元会長、守口門真商工会議所青年部 所属、守口地区協力雇用主会 理事
教育美術作家協会 理事、自衛官募集相談員、社会福祉法人花修会 橋波幼児舎 副園長、NPO法人 R&H 理事長
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水　
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大阪経慶会 経営研究会ワーキングランチの開催について

大阪経慶会ワーキングランチの様子

２０１９年9月１3日（金）　地域金融機関、地域経済との連携～事業性評価の今後について～
【講師】日下 智晴氏（金融庁 監督局 銀行第二課 地域金融生産性向上支援室長 兼 地域金融企画室長）

大阪経慶会は、参加企業の弥栄を支援することを目指します。
参加企業の交流、研鑽等を通じ、各企業の発展に寄与し、各企業の発展をもって関西地域の経済の活性化に寄与します。
活動内容は勉強会、経営研究会(ワーキングランチ)、現地視察等の活動をしています。
皆様のご参加お待ちしております。

第12回

２０１９年１０月１１日（金）　大阪・関西万博の現状と課題について
【講師】山本　哲弘氏（近畿経済産業局　産業課　課長）

第13回

２０１９年１1月8日（金）　採用市場の 最新動向の把握 ・中小企業が取るべき採用戦略について
【講師】高田 浩明氏（マイナビ株式会社 大阪支社 支社長）

第14回

平成30年度 守口市財政について

守口市の近年における財政推移

皆さまのご要望を形に変えていきます！

解 説
実質収支とは、歳入歳出差引額（形式収支）から翌年度に
繰り越すべき財源を控除したものです。
すなわち、翌年度の財源として自由に使用できる繰越金の
額を意味します。
これにより、年度内の支出が年度内の収入で賄えた（黒字）
かどうか分かります。
平成３０年度守口市の一般会計実質収支額は、９億３,４７９万
７千円の黒字になります。

下記写真は、以前にご要望をいただきました公園整備の一例です。この公園の半分は門真市ですので、中道たつる門真市議会
議員と連携し整備を行いました。どのような事でも、お伺いし最善を尽くさせていただきます。何なりとお声かけ頂けます様宜し
くお願い致します。

災害時の「乳幼児液体ミルク」の
活用について

水原 よしあき

生活保護受給者への「かかりつ
け薬局制度」の創設について伺
います。
平成 30 年９月定例会において
生活保護受給者に対して、薬剤
の副作用の防止による健康被害
の未然防止と適切な医療扶助の
確保の両立を目指した、「かか
りつけ薬局制度」の導入につい
て質問をさせていただきまし
た。
その際、西端市長より「ご提案
のとおり、医療扶助費の適正化
はもとより、薬局を一元化する
ことで、重複調剤の防止や受給
者の健康管理に大きな効果があ
ります。今年度国が示す予定の
取組方針を踏まえ、指定医療機
関や薬局など関係機関と十分調
整の上、その導入を図ってまい
ります。」と大変心強い答弁を
いただきました。
その後の指定医療機関や薬局な
どの関係機関との調整状況や具
体的なスケジュールをお示し下
さい。

健康福祉部長

生活保護受給者への「かかりつ
け薬局制度」の導入は、ご提案
のとおり、
医療扶助費の適正化はもとよ
り、薬局を一元化することで、
重複調剤の防止や受給者の健康
管理に大きな効果があります。
さらに、国からは薬局と連携し
た薬学的管理・指導を強化する
事業として、生活保護受給者の
お薬手帳を一冊に集約すること
で重複処方の適正化を図り、こ
れを将来的に全国展開も視野に
入れて推進する方針が新たに示
されました。
本市としては、まずは、お薬手
帳の集約について、生活保護受
給世帯へ指導してまいります。
また薬局と連携した薬学的管
理・指導の強化を図るための、
かかりつけ薬局制度の導入やお
薬手帳の活用の手法について
は、指定医療機関や薬局など関
係機関と調整を行った上で、今
年度中に方針を決定し、実行に
移してまいります。

小中学校へのエアコンの設置
促進について

水原 よしあき

平成 30 年 12 月定例会において
「市内全小・中学校の所謂「特
別教室」にもエアコンを整備さ
れてはいかがでしょうか。」と
質問させていただき、西端市長
に、早速今年度当初予算に計上、
議会においても議決頂きまし
た。
　一方で、小・中学校体育館へ
のエアコン整備は、「全校への
空調設置については、大きな財
政支出を伴うことから、今後は、
国の動向を注視しつつ、本市の
財政状況も踏まえながら検討
し、まずは特別教室への整備に
ついて、進めて参りたい。」と
教育長からご回答を頂きまし
た。
理事者側の答弁で、大きな財政
支出を伴い、本市の財政状況を
はじめ、様々な事情を考慮しな
ければならないでしょう。
しかしながら、現在は国がこれ
だけの手厚い財政支援措置を用
意しています。その中には、緊
急防災・減災事業債のように、
期限が設定されている措置もあ
ります。
国の財政支援措置の期限も意識
して、迅速、かつ、的確な検討
を行うことが、行政の市民への
責任ではないでしょうか。この
ことも十分に踏まえて、理事者
側の検討状況についてお示し下
さい。

教育次長兼管理部長

体育館の空調設置について、防
災・減災対策のための地方債の
対象であり、学校施設環境改善
交付金の補助対象事業でありま
すが、国が示す交付採択方針で
の優先順位は低く、交付を受け
ることは難しい状況となってお
ります。
教育委員会として、教育活動上
はもとより、災害時における避
難所の環境に係る検討課題の一
つであると考えており、今後も、
本市の財政状況を勘案しつつ、
国の予算動向について積極的に
情報収集に努めるとともに、効
果的な整備手法についても検討
を進めて参りたいと考えており
ます。

生活保護受給者への「かかりつ
け薬局制度」の創設について

水原 よしあき

災害時における避難所の運営に
おいては、心身ともに衰弱した
状況にある避難者の皆様に対し
て、行政として出来得る限り配
慮することが必要となります。
食事の問題は特に重要な課題で
す。避難所では、どうしても水
分・食事が制限され、偏った食
生活を強いられます。
東日本大震災時の記録を紐解け
ば、日本栄養士会等での報告に
おいては、発災から 1 か月後の
避難所における、栄養に特段の
配慮が必要な避難者の中で、最
も数が多かったのは乳児であ
り、災害時には、乳児、妊婦、
授乳婦に対して特に優先して栄
養補給を行うことが必要であ
る、とされています。
守口市は、幼児教育無償化を全
国に先駆けて行われるなど、子
どもを重視する政策を次々に打
ち出されています。
大規模災害時に、乳児の生命と
健康を守るため、早急に乳児用
液体ミルクを備蓄物品に加えら
れるべきと考えますが、いかが
でしょうか。お考えをお聞かせ
ください。

危機管理官

「乳児用液体ミルク」につきま
しては、粉をお湯で溶かす必要
がなく、簡単に摂取できるとい
うメリットがある一方で、国内
製造・販売が、今年から解禁さ
れたばかりで、賞味期限やコス
トの面では粉ミルクに劣ってい
ることから、現時点では、備蓄
物資として取り扱うまでの判断
には至っておりません。
また、大阪府も、現行の流通備
蓄の手法の下では、液体ミルク
は、必要量の確保が困難なため、
それへの置き換えを具体的に検
討していない状況にあり、今後、
市場での流通量の推移等を見極
め、その導入を検討する方針と
お聞きしております。
従いまして、本市といたしまし
ても、大阪府と協調しながら、
取り扱いの可否の検討を深めて
参りたいと考えております。

市議会を、もっと身近に 市議会だより～令和元年6月定例会～

全文はホームページをご覧ください。
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