
2020 年 9 月 7 日 令和 2 年令和元年度決算審査特別委員会 

第 1 分科会（市民人権委員会所管事項） 

 

○西委員 堺創志会の西でございます。お疲れさまです。通告に基づいて質問をさせていた

だきます。１つ目、回覧板についてであります。２款総務費、７項自治振興費、１目地域活

動振興費のうち、令和元年度における自治会活動推進事業の主な取組内容とその決算額に

ついてお示しください。 

 

○片山市民協働課長 自治会活動推進事業では、地域の結束力の強化を図り、市民参加や市

民協働による明るく住みよい安全な地域コミュニティの形成、住民相互の共助による災害

に強い地域社会の実現に向けた各種取組の活性化を推進しております。具体的には、自主的

に自治会活動を推進している団体である堺市自治連合協議会に対し、相互交流や連帯活動

を助成するなど、地域コニュニティの活性化を図っております。令和元年度における決算額

は、市民協働課と各区の合計で総額２億６，９０７万３，２４１円となっております。以上

でございます。 

 

○西委員 もう私も自治会の役員もさせていただいていますが、知れば知るほどやっぱり

この堺市の施策進める中で、自治会活動というのは重要なんだなと思いますが、この回覧板

がその要になってくると思うんですが、この回覧板について、なかなかコロナが出てきた中

で、いろいろと不安があるという声もあります。さらには、このネット社会が進んでいく中

で、回覧板というのは少し質が変わってくるんじゃないかという声もあります。回覧板は自

治会内でどのような役割を果たしているかということをお示しください。 

 

○片山市民協働課長 回覧板は、自治会にもよりますが、月に二、三回の頻度で回覧されて

おり、自治会や校区内の小・中学校からの広報資料のほか行政からのお知らせなど、地域に

根差した豊富な情報が積み込まれた伝達ツールの１つでございます。住民同士のフェイス・

トゥー・フェイスのつながりを育む役割のほか、高齢化が進む中におきまして、パソコンや

スマホの使用に不慣れな高齢者の方々にとって安心して読むことができる有効な情報資源

でございます。回覧板は単なる情報伝達ツールとしてだけでなく、地域住民同士をつなぐ温

かみのある伝統的なコミュニケーション手段でございます。以上でございます。 

 

○西委員 そうですよね。市民をつなぐ、つまり情報伝達だけじゃなくて、市民の皆さんが

顔を合わせる、いろんな連絡をつながっていくということは非常に重要なことだとは思う

んですが、それはそうなんですけれども、実際、今コロナということもありますし、また併

せまして即時性ということで、なかなか共働き社会とか進んでいく中で、非常に大変な状況

になってくると思います。アプリも低コストでつくれるようになったり、様々なデジタルツ



ールを活用して、回覧板を補完する、的なものをつくっていくことも考えるべきじゃないか。

そういうことを堺市から自治会の皆さんが最終的にどう判断されるかということが大事だ

と思いますけれども、提案をしていく、そういうことも大事だと思いますが、どのように考

えておられるかお示しください。 

 

○片山市民協働課長 昨今の新型コロナウイルス感染症の影響などを踏まえますと、自治

会活動が将来にわたって安定的に継続されるよう、時代の変化に即した新しい技術やサー

ビス等を活用することも有効な選択肢になると考えております。現在、当課におきまして他

市事例を調査するなど、地域にとって無理なく活用できる手法等を研究しているところで

ございます。今後、具体的に進めていく際は、自治会関係者の皆さんの御意見などもお伺い

しながら、丁寧に進めていく必要があると思っております。地域が利用しやすいコミュニケ

ーションアプリの導入など、ＩＣＴを活用した手法について御提案し、御希望される自治会

に御案内してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

○西委員 決められるのは当然自治会ですんで、御提案のみにとどまると思いますが、ぜひ

積極的に研究をしていただいて、提案をしていただけたらなと思います。よろしくお願いし

ます。次の項目に移ります。２款総務費、第１項総務管理費、第１２目防災対策費に係る事

業概要についてお示しください。 

 

○尾崎危機管理課長 防災対策費は、防災設備をはじめとする危機管理体制の整備、自主防

災組織の活動支援、防災、減災に係る施策の拡充に要した費用で、決算額は１億３，８５９

万６１９円でございます。主要な事業ですが、危機管理体制整備事業として、防災行政無線

の整備や、危機管理体制の拡充・適正化を図るための施策を進め、災害救助法適用時におけ

る救助実施体制の強化、災害時における各種事業者との連携体制の強化を進めました。また、

防災・減災対策推進事業として、災害時における迅速かつ確実な避難の確保や、避難者の生

活確保を図るための取組を推進いたしました。以上でございます。 

 

○西委員 この危機管理体制についてお聞きをしていきたいわけですが、まず決算ですの

で、一昨年の台風２１号の被害に対してどのように昨年度、対応、取組を進められていった

かお聞きしたいんですが、台風２１号の被害のときには、堺市内で多数の樹木や電柱の倒壊

によって道路が通行できなくなったことがたくさんありました。復旧に時間を要した事案

もありましたけれども、この事案に対する本市の課題、どのように認識かお示しください。 

 

○鈴鹿危機管理室参事 平成３０年台風２１号では、早期に幹線道路の通行状態は確保で

きましたが、一部の地域では倒れた樹木や電柱などによる道路啓開に時間を要し、市民生活

に大きな影響を及ぼしました。これは倒れた樹木や電柱などが電線に影響を及ぼしている



場合、関西電力による電気遮断など、保安措置を取った後に樹木などの撤去を行う必要があ

りますが、広域的な被害であったため、関西電力による被害の全容把握や復旧活動などに時

間を要したことによるものです。 

加えまして、被害情報の共有方法について、倒木現場等から関西電力へ直接連絡する方法で

はなく、被害情報を危機管理センターで集約し、関西電力へ連絡する方法であったため、情

報共有に時間がかかってしまったことなど、ライフライン、特に電力事業者との迅速な連携

が重要であると認識いたしました。なお、関西電力の連絡窓口が、一般の方からの連絡もあ

る窓口であったため、電話がつながりにくい状況でありました。以上でございます。 

 

○西委員 一般の方から連絡もある窓口にずっとかけてて全くつながらない、当時もそう

いうふうにお聞きをしました。それに対していろいろと研究をしていただいているんだと

思いますが、ライフ事業者との連携という課題に対してどのような対応を取られたのかお

示しください。 

 

○鈴鹿危機管理室参事 平成３０年台風２１号による教訓を生かし、昨年、関西電力送配電

株式会社と樹木や土砂、飛来物による停電時における連絡体制の強化と、障害物除去などの

対応方法について協議をいたしました。具体的には、関西電力側の対応としまして、早期に

被害情報を収集するための調査班を増強し、情報を効率的に収集するためのシステムの強

化をするとともに、自治体等からの連絡を受けるためのコールセンターが新設されました。

また、配電設備に対する保安措置は、関西電力送配電株式会社で実施し、道路啓開及び廃棄

物の処理は行政側で実施することを原則としつつ、お互い現場で協議ができるよう連絡体

制といたしました。さらに電線が通っているＮＴＴ柱につきましても、関西電力による保安

措置が必要となることから、関西電力と同様に現地での協議ができるよう、今後、ＮＴＴと

連絡体制の強化を進めてまいります。以上でございます。 

 

○西委員 つまり堺市、関西電力の中、いろんな方が経由をしていた。さらに連絡先も一般

の方と同じだったので、結局連絡が滞っていた。そのことに対して、一言で言葉で言えば簡

単なんでしょうが、非常に危機管理の皆さんが頑張ってくださって、いろいろと連絡を円滑

にできるようにする、現場で話ができるようにする、非常に去年、まさにこの決算の対象の

年度で頑張っていただいたということだと思います。非常にあのときは１週間近く連絡悪

くてつながらなくて、非常に困ったこともあったことを記憶してますけども、今後そのよう

な同じような規模の災害が起きたときにどうなるというふうに考えておられるのかお示し

ください。 

 

○鈴鹿危機管理室参事 今後同様の広域的な災害が起きた場合については、堺市、関西電力、

ＮＴＴが連携を密にし、現場相互の連絡体制とすることで、復旧までの時間は短縮するもの



と考えております。以上でございます。 

 

○西委員 ありがとうございます。ぜひですね、災害は忘れた頃に来るそうですので、ぜひ

そういう体制を整備していただいたからには、整備だけじゃなくて、ぜひ顔も合わせていた

だく、連絡も密にしていただく、訓練もしていただく、ぜひこの仕組みを無駄にすることな

く、さらに密に取り組んでいただけたらなと思います。避難所の電力供給についてなんです

が、まさに同じときに、停電、避難所で停電がたくさん起きて困ってしまうということがあ

りました。ソーラー発電、一部の小学校にあるものに関しては、避難所にも開放するという

ことでやっていただいたこと、大いに評価をしているところでありますけれども、しかしな

がら、夜間は使えなかったということがありました。それでいろんな困難が起きていました。

これについて、今どのように取り組んでいるかお示しください。 

 

○久保防災課長 本市では、指定避難所の停電対策といたしまして、１６１か所の全ての避

難所に発電機、ガソリン、ハロゲンライトを配備するとともに、指定避難所となる堺市立の

学校では太陽光発電の設置が順次進められております。このような中、本年８月２１日には、

大阪トヨタ自動車株式会社、大阪トヨペット株式会社、トヨタカローラ南海株式会社及びネ

ッツトヨタ南海株式会社と地域防災力の向上をめざした地域社会の連携に関する協定を締

結いたしまして、ハイブリッド車など外部給電車両などの貸出しを受け、電力の提供体制の

強化を図ることができました。これによりまして、避難所における夜間部の電力供給はもと

より、避難者が情報収集や連絡を行うためのスマートフォンの充電や、電気機器の使用など

が可能となります。さらに行事におきましても、市や地域が主催する訓練などに参加・協力

いただくことができ、今後のさらなる防災力の向上を推進していきます。以上です。 

 

○西委員 ありがとうございます。これ重要な取組だと思います。今、ちょうど連携が進ん

でいるということですから、私も避難所の、避難所というか、自主防災隊の役員もさせてい

ただいてますけれども、まだまだこの話伝わってませんから、どのように訓練をするか、ど

のように連携をさすかということも含めて、早急に地域に共有していただく、よろしくお願

いしたいと思います。次の項目に移ります。私ごとですけれども、私、議員をめざそうと思

った１つは、神戸に高２のときに１か月行かせていただいて、阪神・淡路大震災の現場見た

ということも大きくあるので、災害の問題、非常に気になっております。その後、新潟にも

行って、そして東日本でもよく聞いた話は、都道府県がいろいろ判断をするから遅れるんだ、

現場で判断ができないんだと、一言で言えばそういう話もいっぱい聞いて、そういうことが

あっちゃ困るなというふうに感じたことが多々あるわけですけれども、毎日新聞の６月４

日の記事に、救助実施市指定、被災対応混乱きっかけ、熊本県介在し仮設遅れ、大阪府が調

整という記事が出ています。先ほど、まずさっきの取組について非常に、災害救助法適用時

における救助事務体制の強化ということで決算の御説明がありましたが、こういう状況だ



ったら非常に不安になるわけでありますけれども、まず救助実施市制度の概要をお示しく

ださい。 

 

○尾崎危機管理課長 災害救助法は、一定規模以上の災害が発生した場合に適用され、避難

所の設置や応急仮設住宅の供与などの救助を都道府県知事が実施主体となって行い、その

費用は都道府県が最大１００分の５０負担し、残りを国が負担することを定めております。

平成３１年４月より適用されております救助実施市制度は、救助の実施主体を政令指定都

市とすることで、被災者の救助を迅速に行うことを目的としたものであります。救助実施市

は、自らの権限で救助事務を行うとともに、救助に要する費用を自ら負担することとなりま

す。ただし、都道府県と救助の実施に必要となる人的・物的資源の取り合いが起こらないよ

う、救助実施市が行う物資調達や他都市からの応援職員の派遣など、都道府県の広域調整権

のもとに行われます。令和２年８月末現在で、仙台市、神戸市、熊本市など１２の政令指定

都市が救助実施市となっております。本市も含め、札幌市、大阪市、広島市など８市は指定

を受けておりません。以上でございます。 

 

○西委員 今お示しいただいたことは、この毎日新聞の図になってますけれども、予定なし

ってなってるのは大阪の２市だけであります。そういった中で、この毎日新聞の記事なんで

すけど、途中出てくるんですけど、災害初期には食料など国からの支援物資が十分に届かな

いといった問題も起きた、国と直接やり取りできる県が間に入ることで情報が錯綜したと

いい、担当者は救助法に縛られる部分で対応が遅れたと振り返るということであります。 

そういった中で不安に思うのは、これは市民の皆さんから出ている声ですけども、そうする

と、指定を受けずに速やかに市民が必要となる救助を行うことができるのかなと思うわけ

ですが、いかがですか。 

 

○尾崎危機管理課長 救助実施市制度の創設以前から、災害救助法に基づく救助事務の多

くの部分につきましては、都道府県から市町村に事務委任がなされる運用が慣習化してお

ります。平成３０年大阪北部地震におきましても、災害救助法が適用された府内市町村に避

難所の設置など多くの事務が大阪府から委任されたところでございます。この委任の範囲

及び内容につきまして、事前に大阪府と事前の事務委任の取決めを行い、あらかじめ本市が

実施する救助事務の範囲を定めておくことにより、速やかな救助事務の実施が可能である

と考えられます。本市におきましては、救助実施市制度の創設や、大阪北部地震の発生など

を踏まえ、大阪府と本市及び府域にとって適切な救助実施体制について協議し、令和２年３

月に大阪府と事前の事務委任の取決めを行ったところでございます。以上でございます。 

 

○西委員 大阪府と堺市は、大阪市もですけども、事前の事務委任の取決めを行っていると。

救助実施市制度のほうがいいのかなと思いきや、堺市はそういうふうにやっている。これど



ちらのやり方がいいのかということは、市民の皆さんにも御提供すべきだと思いますが、ど

ちらのやり方がいいのか、これは堺市が取っている事前の事務委任の取決めのほうがいい

ということであれば、その有意性について御説明いただけますでしょうか。 

 

○尾崎危機管理課長 本市は他の政令市に比べて面積が狭小で、大規模災害時において応

急仮設住宅の建設用地が不足し、単独での用地確保の困難性が想定されます。このような事

務に対しては、救助事務に関する事務の実施主体が全て市である救助実施市制度より、救助

事務の実施に関しての適切な役割分担を含めて、大阪府とより密接な連携を図ることが可

能な事前の事務委任制度のほうが有利であると考えております。また、本市が選択した大阪

府との事前の事務委任の取決めと、法に基づく救助実施市を比べますと、費用負担について

の違いが大きく、救助実施市制度では国の負担は基本５０％で残りは救助実施市の負担と

なる反面、事前の事務委任制度では、堺市の費用負担はありません。なお、事前の事務委任

制度は、救助事務ごとに委任を受けるかどうかを決めることができるものでありますが、本

市は基礎自治体として主体的に救助事務を行うべきとの判断から、災害救助法上の１２の

救助事務のうち委任を受けていない事務はなく、１２の救助事務全てに対して全部及び一

部の事務を委任する旨の協定書を締結しております。そのため、事前の事務委任により堺市

に不利な状況になることはないと考えております。以上のことから、事前の事務委任制度が

よいと判断したところでございます。以上でございます。 

 

○西委員 確認をしたいわけですが、メリットとしては財政上、国の負担が５０％なのでお

得であると。逆にデメリットは全部及び一部の事務委任を受けていれば、堺市にとってこの

事務委任の制度のほうを選択してもデメリットはないということでいいですか。 

 

○尾崎危機管理課長 はい、堺市が実施すべき事務については、全て実施できる体制となっ

ております。その上で、大阪府とより連携をして、府下全体あるいは堺市としてもより効果

が上がるような体制として、事前の事務委任制度が有効であると判断しているところでご

ざいます。以上です。 

 

○西委員 端的にお答えいただきたいんですが、デメリットはないということでいいです

か。 

 

○尾崎危機管理課長 はい、私どもの判断する中では、デメリットはないと考えております。

以上でございます。 

 

○西委員 ではそのメリット、デメリットについてお聞きをしていきたいんですが、内閣府

の災害救助法の概要のところですね、財政について５０％なんて書いてないんですよね。実



際、今日朝、京都市に聞いたら、小規模災害は５０％ですが、大規模災害はほぼ国の負担と

いうふうに答えられました。今おっしゃっていたことちょっとずれがあるんじゃないかと

思いますが、いかがですか。 

 

○尾崎危機管理課長 普通交付税の収入額の一定割合に対しては５０％です。それを上回

る救助費用に関しては８０％、さらに上がると９０％国が負担するという制度となってお

ります。以上でございます。 

 

○西委員 何か答弁と違うじゃないですか。 

 

○尾崎危機管理課長 先ほど災害救助法の説明のところで費用の説明を行いましたが、都

道府県が、通常のときでしたら都道府県が最大１００分の５０負担し、残りが国が負担する

という説明を行ったもので、今の説明との矛盾はないものと考えております。以上でござい

ます。 

 

○西委員 読みましょうか、違うんじゃないんですか。お答えくださいよ。 

これを見て、基本５０％で残りが救助実施市の負担って言えるんですかと言っているんで

す。 

 

○尾崎危機管理課長 すみません、私、非常に目が悪くて、表が見えにくいのですけども、

災害救助法の中で、１８条で災害救助に要した費用の支弁という項目があります。また国庫

負担という規定もございます。 

 

○芝田会長 今、資料を事務局から渡しますので、落ち着いてお答えください。 

 

○尾崎危機管理課長 中段に書いてありますように、普通税収入見込額の１００分の２以

下の部分につきましては国庫負担が１００分の５０でございます。収入見込額の１００分

の２から１００分の４の部分については、国庫負担が８０％でございます。収入見込額の１

００分の４を超える部分については、１００分の９０が国庫負担になります。ですので、先

ほど申し上げた、救助実施市になれば、救助実施市が費用支弁をするということにつきまし

ては、法の１８条の中で規定されているものでございます。 

 

○西委員 時間がなくなるので困るんですけど、答えになってないです。基本５０％ってこ

の状況で言えるんですかと言っているんですけど、実情どうですか。 

 

○尾崎危機管理課長 繰り返しになりますけども、普通交付税の収入見込額の１００分の



２までの部分については５０％で、それより救助事務に対して非常に多額の、収入額に対し

て多額の費用がかかる部分については、国の負担額が増額されるというところでございま

すので、最初に、都道府県が最大１００分の５０ですね、救助実施市になれば救助実施市が

最大１００分の５０を負担をして、残りが国が負担をするという御説明に矛盾はないもの

と考えております。 

 

○西委員 最初のとおりって、そんなん答えられてないんで、基本５０％って言ったから聞

いているんです。８０％の負担の場合もあります、ちょっと資料はそっち行ってますけど。

だから、負担割合５０％じゃないんです。基本５０とはちょっと違うんです。そこ正確に答

えていただきたい。メリットなのでね。次行きます。 

じゃあ、デメリットの話、ないとおっしゃいましたけど、今日の朝も京都市さんに問合せを

させていただきました。さいたま市さんにも問合せをさせていただきました。このメリット

は、特別基準だというふうに京都市とさいたま市は言ってます。今さっき特別基準について

は一切デメリットについて触れられなかったですが、いかがですか。 

 

○尾崎危機管理課長 特別基準という制度はありますが、大阪府下の場合、先ほど申し上げ

たように、非常に面積が小さいので、大阪府等との協議の中でも、特別基準をそれぞれ救助

実施市になったところが単独で出していくメリットというのは感じておりません。以上で

ございます。 

 

○西委員 まず特別基準についてちゃんと説明してほしいんですが、それではお聞きをし

ますが、災害救助法が定める救助の原則についてお示しください。 

 

○尾崎危機管理課長 災害救助法が定める救助の原則ですが、法の基本原則としまして、必

要即応の原則、見舞金じゃなくて実際に困っている方に対して手当てをするという制度で

ございます。それから現物支給の原則です。例外はありますけども、基本的にお金で払うの

ではなくて、役務で手当てをするということでございます。３つ目、現在地支援の原則とい

う、現在地で支援をするというところ、それから最後４つ目ですけども、職務救助の原則、

困っている方に対して行政が主体的に支援を行うという、その４つでございます。 

 

○西委員 毎日新聞が去年の３月１３日に東日本大震災を受けて書いている記事ですが、

被災者目線で同法による特別基準を活用することが生活再建に重要であると。兵庫県立大

学の室崎先生は、特別基準を活用するための備えの必要性を説いているということであり

ます。また、日弁連の津久井先生は、国は過去の基準例を被災地で学んだ対策として一般化

し、被災自治体は一般基準を最低限の被災者対応として認識して、もっと被災者に即した対

応を考えるべきだというふうにお話をされています。それぞれさいたま市さんにお聞きを



しても、やっぱり単に仮設住宅の問題だけじゃなくて、例えば被災者にどのような食事を提

供するか、そういうことも考えるために、やっぱり特別基準の交渉が国と重要になるという

ふうにお話をされているようであります。また、仮設住宅についても、さいたま市は空き賃

貸の確保ということの観点で特別基準の議論が必要になるというふうに言ってます。先ほ

ど仮設住宅の課題をおっしゃられましたが、まさにこの仮設住宅を市民のために提供する

ための一般基準の議論だけではないから必要になるというふうに言っています。大阪府、狭

い狭いとおっしゃりますが、それでも地理的条件は全く府下の端と端では全く違う状況が

あります。そういった中で、特別基準の議論、他市は非常に国と直接議論することが市民の

ためになるというふうにおっしゃってますが、どう思われますか。 

 

○尾崎危機管理課長 先ほど私どもが有意性を説明したあの内容を判断した内容でござい

ますが、様々それ以外にも当然いろいろあると思います。ただし、大阪市も含めて、大阪府

の全体体制の中で、大阪府としっかり足並みをそろえて連携してやっていけるというとこ

ろが大きなメリットだと考えております。そういうのも含めて、先ほどのような有意性の判

断をしたところでございます。以上でございます。 

 

○西委員 大阪府が入るということに対して、様々な政令市が、別に府がいいとか悪いとか

じゃなくて、やっぱり出演人物が増える、そういうことに対する課題を感じている、それは

避難所で様々な被災支援に関われば当然感じるんです。特別基準がない、一般的な基準があ

る、先ほど平等基準のこともおっしゃいました。災害救助法が求めている平等の原則で、大

阪府の南北、端から端までと堺の状況は違う。こういったことでは特別基準の議論をちゃん

とやっていかなくちゃいけない。でも議論できない。そのことをさいたま市や京都市の皆さ

んは非常に大事にされている。仮設住宅についてもそのとおりです。仮設住宅も京都市は聞

いたらびっくりしてましたよ。堺市がそういうふうにおっしゃっているということだった

んですが、仮設住宅は資源配分計画もあり連絡協議会もある。救助実施市になったから府か

ら協力が得られないものではないと京都市の担当はおっしゃっていました。つまり仮設住

宅を、最初、冒頭大きな理由に挙げられましたが、これも救助実施市制度であっても大丈夫

だということだと思います。そういった意味であまり最後まで時間ももうないので言いま

せんが、救助実施市をやらないことありきで議論してるんじゃないかというふうに思わざ

るを得ません。避難者中心、被災者中心でもっと考えていただきたいと思います。都構想が

あるから言えないんじゃないかというぼやきも聞こえます。このことについて管理監、最後

に御見解お願いします。 

 

○松本危機管理監 失礼します。今ちょっと課長のほうの答弁が不十分でございまして、本

当に誠に申し訳ございませんでした。今、るる事前の事務委任の有意性についてということ

でお話をいただいておったんですけども、救助実施市でありましても、事前の事務委任であ



りましても、市民に対して救助事務を実施するという、主体的に実施するというのは、我々

堺市というのは変わりはございません。しかしながら、災害対応はその内容によりまして、

市単独で行うよりも、広域で行うほうが効果的だという部分もございます。 

先ほど危機管理課長御答弁申しましたとおり、先ほど仮設住宅の件もそうなんですけどね、

我々がやっていく、それを後ろから大阪府が補完してくれる、連携してやってくれるという

ことは、非常に大きな単独でやるよりもいいのではないかなというふうに考えております。

大阪府との事前の協定でも、災害救助法に想定されている１２の救助事務、これ全て堺市が

やるようになっております。それを補完する形まで大阪府はございますんで、その辺のとこ

ろも、この有意性としての部分あるのかなと思います。権限委譲を受けて、全て本市単独で

行うよりも、単独で行うところは単独で迅速に本市が実施して、連携すべきところは大阪府、

大阪市と連携する、京都さんの話もさいたまさんの話もありましたけども、大阪府というの

は、大阪の中に大きな政令市が２個あるという、他府県にはないような状況もあります。そ

の中で、事前の事務委任が市民の皆様にとって、あるいは最善な一番いい選択であるという

ことを考えて、これを選択いたしました。委員のおっしゃるような心配事も十分分かります。

これについては、やり方もあると思います。私はしっかりとその御心配を受け止めて、この

事前の事務委任、進めてまいりたいと思いますので、どうぞ御理解よろしくお願いいたしま

す。 

 

○西委員 終わります。ありがとうございます。 


