令和３（2021）年３月 18 日（木） 午前８時 40 分～午前 11 時 00 分
令和３（2021）年３月 22 日（月） 午前９時 30 分～午前 11 時 30 分

令和２（2020）年度

４階会議室（調整会議）
５階全員協議会室（政策会議）

第 25 回政策会議・調整会議

＜検討＞
医療的ケア児の受け入れについて（子ども支援課）
<概要>
集団生活を通して社会性を身に付け、他児との体験や感情等を共有することで心身の発達を助
長することを目的に、令和４年４月から医療的ケア児の受入れを当面５年間は精華愛児幼稚園
のみで実施する。
政策会議
決定
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】
① 受け入れた児童について、卒園後の進路は市立小学校への入学を想定しているのか。
→特別支援学校への入学を想定している。
② 要望があった場合は、受け入れ可能とする医療的ケアの範囲を拡大していくのか。
→現時点では、胃ろう、痰吸引、導尿等を想定しており、拡大する予定はない。最終的な受け入れ可
否は、医療的ケア児審査会で個別に検討し、判定する。
③ 園生活全般の支援（見守り）体制はどのようか。
→医療的ケア児１人に対し、看護師１人を配置する。教諭の追加配置については、他の要支援児の場
合と同様に、個別で検討する。
④ 看護師が採用できないと受け入れができないと考える。看護師不足の状況下で、安定的に看護師確保
ができるのか。確保に支障が生じる場合は、雇用形態の見直しも必要ではないか。
→短い時間にメリットを感じた人の応募を見込んでいる。可児市で同様の募集を行った際は、多くの
応募があった。

１

多治見市中小企業小口融資審査委員会の廃止について（産業観光課）
<概要>
多治見市中小企業小口融資の斡旋にあたって調査及び審査を行う多治見市中小企業小口融資
審査委員会の廃止をもって重複審査を省略し、融資実行までに要する時間を短縮することで、
事業者の利便性の向上を図る。
政策会議
決定
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】
① 今までダブルチェックを行うために審査委員会を設置していたが、廃止して問題は無いか。
→審査委員会は廃止するが、市での確認は引き続き実施する。金融機関と保証協会 がダブルチェック
しており、融資までの期間を短縮した方が利便性の向上につながると判断した。

２

押印等見直し基準について（総務課）
<概要>
行政手続を簡素化し、市民の利便性を向上させるため、行政手続に係る押印等（署名又は記名
押印）の見直しを行う。ついては、全庁的な見直しに向けて、押印等見直し基準を定める。
政策会議
決定
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① 休暇届などに押印している職員の私印は、同時に見直すか。
→人事課が庶務管理システムを導入することで、印が不要となるものがあると想定される。システム
導入時期（令和 4 年 1 月）に合わせて見直しを実施する。

３

1

【調整会議での主な意見】
① 申請書に押印等が不要な場合について、委任状の押印は、どのように取り扱うのか。
→委任状は、本人の意思であることを確認したいため、署名又は記名押印が必要と整理する。
② 市が発出する文書の公印について、見直しは行わないか。
→今回の見直しとは、別途の検討としたい。

＜報告＞
救急６号車の譲渡について（救急指令課）
<概要>
南消防署 救急１号車の更新に伴い、予備車として活躍してきた救急６号車を、発展途上国へ
譲渡することとしたため報告する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】－

４

令和３年度介護報酬改定後の第８期介護保険料について（高齢福祉課）
<概要>
令和３年度介護報酬改定内容を反映させた介護保険料について報告する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① 今回の介護報酬改定内容には、職員の処遇改善も含まれているか。
→介護人材の処遇改善も含まれている。今回の介護報酬改定は、地域包括ケアシステムの推進や、介
護予防に重点をおいた内容となっている。介護人材の確保、介護現場の革新、団塊世代が全て 75 歳以
上となる 2025 年度に向けた持続可能性の確保等が改訂内容に盛り込まれた。
【調整会議での主な意見】
① 議会では、基金の取り崩しについてどのように説明しているか。
→確定値ではなく、介護報酬改定後の内容に合わせて取り崩す旨を説明している。
② 介護報酬改定を反映させた内容で、議会に提案することはできないか。
→毎年、この時期に改定内容が通知されるため、不可能である。

５

マイナンバー情報連携に向けたｅラーニング研修の実施結果について（情報課）
<概要>
マイナンバー情報連携を行う担当課等の職員を対象に e ラーニングによる研修を実施した結
果について報告する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① e ラーニング研修は、毎年実施するか。
→異動等もあるため、マイナンバーを取り扱う課においては毎年実施する。
【調整会議での主な意見】－

６
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第 73 回多治見陶器まつりの開催について（産業観光課）
<概要>
第 73 回多治見陶器まつりを、本町オリベストリートを中心に分散開催する。なお、経済部の
みで対応し例年の職員動員はしない。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① 陶磁器販売店は、例年並みの出店数となるか。
→出店規模は縮小となるが、参加する事業者数は例年並みとなる。
【調整会議での主な意見】
① 駐車場は、不足しないか。
→会場周辺に駐車場を確保するよう、交渉中である。

７

「やくならマグカップも」ＰＲ事業の実施状況について（産業観光課）
<概要>
令和２年度中に実施した「やくならマグカップも」に関連する事業を報告する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① ロケーションマップに掲載されている場所や店舗と掲載されていない場所等の違いは何か。
→現在のロケーションマップは、実際に放送される場所が掲載されている。今後、市の周遊マップを
作成予定。その際には、市全体とし、他の店舗等も紹介していく予定。
② 広域観光のマップはないか。
→今後他市の紹介も行われると聞いていることから、広域観光マップの作成を検討していく。
【調整会議での主な意見】
① ラッピングカーを置く位置を駅北庁舎の正面玄関前にした方が多くの人に見てもらえるのではないか。
→今後協議をする。

８

コロナ禍におけるタクシー会社への支援について（都市政策課）
<概要>
コロナ禍において、外出自粛の影響を受け厳しい状況にある市内タクシー事業者３社から支援
の要望書の提出を受けたことに伴い、市民の重要な移動手段の一つであるタクシー運行を維
持、継続するため急遽支援することとしたので報告する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】
① 市内で個人タクシーは運行していないか。運行している場合、支援の対象となるか。
→個人タクシーの運行は把握していない。今回は、タクシー事業者を支援するものである。また、 要
望書が提出されたことにより検討をしたため、個人タクシーは対象としない。

９

多治見市における選挙啓発事業の強化について（選挙管理委員会）
<概要>
近年低下傾向にある選挙の投票率の向上に向け、次回衆議院議員総選挙から、更なる選挙啓発
事業の強化を図ることとする。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
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①スピーカー付きの公用車に啓発マグネットを掲示し、街宣による啓発も行うこと。
【調整会議での主な意見】
① イラスト入り投票済証の交付をすることで、啓発につながるか。
→交付により、投票率が飛躍的に上がるとは考えていない。話題づくりにより、周知に有効であると
判断した。

株式会社中広との連携協定の締結について（秘書広報課）
<概要>
多治見市と㈱中広による連携協定を締結し、市民ニーズを的確に捉え、多治見市の魅力や施策
を効果的に発信する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】
① 全庁に影響することはあるか。
→情報課と連携し、市公式ページの更新を行っていく。現在、ホームぺージが情報過多となっている
ため、全庁的に情報の取捨選択を行い、見やすいホームページとなるよう協力いただきたい。
【調整会議での主な意見】－

11

新規採用職員の条件付採用期間の延長について（人事課）
<概要>
職員の条件付採用期間の延長について、現行の勤務日数不足の場合に加えて、正式採用になる
ためには職務を遂行する能力の実証が十分でないと認められる場合に、１年に至るまで延長す
ることができるものとする。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】
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① ６か月経過時に、正式採用しないという判断もありえるか。
→判断できる。
② メンタル不調等だけでなく、能力的な問題でも判断を延長することは出来るか。
→１年への延長には様々な事由が考えられるため、個別に判断、対応することとなる。

＜周知＞
小泉小学校処分対象物品内覧会の開催について（教育総務課）
<概要>
小泉小学校の新校舎竣工に伴い発生する仮設校舎内の処分対象物品について、市有施設での再
利用に向けて、引取りを希望する物品等の下見のため、現地内覧会を開催する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】－
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合葬式墓地の完成見学会の開催について（環境課）
<概要>
合葬式墓地の完成に伴い、完成見学会を開催するので参加者の出席を願う。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】－

14

東京 2020 オリンピック聖火リレー関連イベントの開催について（文化スポーツ課）
<概要>
東京 2020 オリンピック聖火リレーを実施するに当たり、関連イベントを開催するので、是非
ご観覧いただきたい。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】－
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「令和３年

春の全国交通安全運動」について（道路河川課）

<概要>
４月６日（火）～15 日（木）に「令和３年 春の全国交通安全運動」を実施する。
政策会議
了承
調整会議
了承
【政策会議での主な意見】－
【調整会議での主な意見】－
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【政策会議終了後】
第３回 人事制度等改善本部会議（人事課）
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