
令和４年 11月２日（水） 午前８時 40分～午前 11時 00分     ４階会議室（調整会議） 

令和４年 11月７日（月） 午前８時 40分～午前 11時 00分 ５階全員協議会室（政策会議） 
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令和４年度 第 1６回政策会議・調整会議 

＜検討＞ 

１ 

小・中学校における医療的ケア児の受け入れについて（教育相談室） 
<概要> 

（１） 令和５年４月より精華小学校において医療的ケア児の受け入れを実施する。 

（２） 精華小学校以外については、早期に需要を把握した上で保護者と協議を行い必要に応

じて実施する。 

（３） 医療的ケア児の受け入れに当たっては、今後基準を設ける。 

（４） 受け入れを審議する委員会については、既存の就学等支援委員会内の部会とし、その

部会での答申に基づいて受け入れの決定を行う。 

政策会議 決定 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①看護師の雇用形態を会計年度職員（常勤）としたのはなぜか。 

 →緊急時に対応可能であることや費用面を考慮し、常勤とした。 

 ②特別支援学校から地域の学校に通学先を変更することは可能か。保護者、本人の意志を尊重していた

だきたい。 

 →特別支援学校への入学は就学等支援委員会で判断される。医療的ケア児として、校区内の学校へ通学

したいという強い要望があった場合は、受け入れを検討し、可能であれば受け入れる方向で考えている。 

【調整会議での主な意見】  

 ①他の小中学校において医療的ケアの要望があった場合、受け入れを実施するか。 

 →看護師の確保ができ受入体制が整えば実施する方向で考えているが、現時点で保護者からの要望はな

い。 

 ②医療的ケア児の需要が増加した場合、症状に応じて優先的に医療的ケアを行う場合もあるのか。 

 →優先順位をつけて医療的ケアを行う想定はしていない。支援が必要な児童生徒すべてが医療的ケアを

希望するとは限らず、就学等支援委員会で特別支援学校に通学するのが適当と判断される場合もある。 

 ③今後、医療的ケア児を特定の学校に集めて受け入れる体制を整えることは考えていないか。 

 →地域福祉から鑑みると校区内で受け入れることが原則であると考えている。ただし、症状によっては

校区外へ通学していただくこともあり得る。 

 

 

２ 

新北消防署庁舎等の規模について（消防総務課） 
<概要> 

新北消防署整備に関する方針やコンセプトを見える化するため策定した基本計画に基づいて、

設計条件に対する新北消防署の規模等を決定する。 

政策会議 決定 調整会議 了承 

【政策会議での主な意見】 

 ①移転整備計画の素案に職員の意見は反映されているか。 

 →仮眠室の個室化やシャワー室の充実、訓練棟を様々な想定訓練に対応可能とする点は、消防職員で構

成するプロジェクトチームの意見を反映した計画となっている。 

 ②仮眠室の個室化についてはコンセプトにないが、挙げてはどうか。 

 →コンセプトとして追加する。 

 ③児童生徒が庁舎見学することを考慮した設計が可能であれば、検討して欲しい。 

【調整会議での主な意見】 

 ①当初の試算から事業費が増額となっているのはなぜか。 

 →新北消防署の規模等を検討する段階で建築面積が増加となったことや、物価上昇による建築費用の高

騰を見込んだことによる。 
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３ 

産前産後の支援に関する母子保健事業の拡大について（保健センター） 
<概要> 

（１） 現在１回補助している産婦健診（産後の健康診査）を２回補助に拡大する。 

（２） 新生児聴覚検査の助成について、上限額は据え置きで 1/2 補助から全額補助へ一部改

正する。 

（３） 低所得等の理由により妊娠を知りつつも受診していない妊婦へ、初回受診（産前の健

康診査）の費用の補助制度を妊産婦健診助成事業に追加する。 

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低所得に該当する妊婦はどのように把握するのか。 

 →本人からの相談で把握するため、保健センターだけでなく福祉部等と連携し把握することになる。 

 

 

４ 

禁煙外来治療費助成の対象者拡大について（保健センター） 
<概要> 

令和２年度から４年度までの３年間、子どもや妊婦と同居している者または妊婦を対象に禁煙

外来治療費を助成していたが、対象を 20 歳以上の市民全てに拡大し、令和５年度から７年度

まで３年間延長して実施する。 

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】 

 ①20 歳以下の喫煙者に対する助成を実施する予定はあるか。 

 →学校教育の中で防煙教室等を実施し啓発を行っている。助成については、今後検討する。 

 

 

５ 

がん患者医療用補正具購入費助成事業の導入について（保健センター） 
<概要> 

がん患者の治療と就労、社会参加等の両立を支援し、療養生活の質の向上を図るため、医療用

補正具の購入に要する費用の一部を助成する事業を令和５年度から開始する。（上限２万円） 

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】－ 

 

 

６ 

避難行動要支援者に係る個別避難計画の作成方針について 

（企画防災課・福祉課・高齢福祉課） 

<概要> 

避難行動要支援者に係る個別避難計画の以下の作成方針について検討願う。 

（１）災害危険度の高い地域に居住するなどの理由から作成優先度が高いと判断したものを作

成対象者とする。 

（２）実効性を確保するため、避難支援等実施者となり得る者（自主防災組織、民生委員、地

域社協、福祉専門職等）に、計画作成過程における参画を求める。 

（３）第 22 区（根本）をモデル地区に定め、計画作成に着手する。 

（４）企画防災課、福祉課、高齢福祉課の３課が協働して実施する。 

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第 22 区の次に、作成に着手する地区の候補はあるか。 
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 →地区タイムラインの作成を進めている平和町をはじめ、共助に取り組む自治組織を候補と考えている。 

 ②計画作成後、定期的な見直しを行うか。 

 →避難支援に直接影響する事項に変更があった場合などには個別に見直しを行う。 

 ③作成に係る謝礼金 7,000 円は１件の計画作成に携わった方それぞれに支払うのか。 

→それぞれへの支払いではなく、１件当たりの作成費用として予定している。 

 

＜報告＞ 

７ 

尾張東部衛生組合「晴丘センター」への破砕ごみの処理依頼について 

（三の倉センター） 
<概要> 

現在、大畑センターで仮保管中の破砕ごみについて、保管量の早期削減および処理経費の削減

を目的に、尾張東部衛生組合晴丘センター（瀬戸市）へ処理依頼する。 

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】－ 

 

 

８ 

令和４年度上半期カイゼン及び職員提案の取組状況について（企画防災課） 
<概要> 

令和４年度上半期における各課のカイゼン及び職員提案の取組状況を中間報告するとともに、

下半期のカイゼンの取組方針とスケジュールを周知する。 

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】－ 

 

 

９ 

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用について（企画防災課） 
<概要> 

（１） 令和４年度の地方創生臨時交付金の交付見込みは、通常分及びコロナ禍における原油

価格・物価高騰対応分、電力・ガス・食料品等価格高騰重点交付金と合わせて、979,188

千円。 

（２） 各課から重点交付金対象事業を募集し、12 月補正予算に計上。また、通常分対象事業

も合せて計上する。 

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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「（仮称）岐阜県子育て世帯負担軽減給付金」及び「（仮称）多治見市子育て世帯負担

軽減給付金」の実施について（保険年金課） 
<概要> 

岐阜県は、18 歳までの子どもを養育する子育て世帯のうち、主たる生計者の所得水準が一定

以下の世帯に対して、１世帯（１支給対象者）当たり１万５千円を給付することを決定した。

多治見市においても岐阜県と同一の支給対象者に対し、１世帯（１支給対象者）当たり１万円

を給付する。 

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 

11 

燃料価格高騰対策としての公共交通事業者支援について（都市政策課） 
<概要> 

燃料価格高騰により運行経費が過大となっている交通事業者に対して、継続的な運行を支援す

るために補助金を交付する。 

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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（仮称）エネルギー価格高騰対応設備導入補助金（産業観光課） 
<概要> 

エネルギー価格の高騰の影響を受けている多治見市内の陶磁器製造事業者が行う、コスト削

減、生産性向上に繋がる省エネ設備導入に対して支援を行う。本事業は多治見市と連携し多治

見商工会議所が実施し、補助金を交付し支援する。 

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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（仮称）多治見市貨物自動車運送事業者燃料高騰支援補助金（産業観光課） 
<概要> 

新型コロナウイルス感染症及び社会情勢に起因する原油価格の高騰により、事業経営に大きな

影響を受けている中小企業者等のうち、多治見市内に本社のある一般貨物自動車運送業の事業

継続を支援するため、補助金を交付する。 

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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（仮称）多治見市農業者燃料等高騰対策支援補助金（産業観光課） 
<概要> 

「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、エネルギー・食糧品価格等

の物価高騰の影響を受けている多治見市内の認定農業者、施設園芸農家、畜産農家及び農事組

合法人を支援するため、燃料等のエネルギー高騰分について支援する。 

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】－ 

 

 

＜周知＞ 

15 

グリーンフェスタたじみ２０２２の開催について（産業観光課） 
<概要> 

グリーンフェスタたじみ 2022 を開催する。 

【日時】 11 月 26 日（土）9 時～12 時 

【場所】 虎渓用水広場 

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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16 

やくならマグカップも放送１周年記念特別講演会の実施について（産業観光課） 
<概要> 

テレビアニメ「やくならマグカップも」の放送１周年を記念して日本アニメーションメディア

部部長による講演会を実施する。 

【日時】 11 月 27 日（日）14 時開演 

【場所】 産業文化センター 

【参加者】定員 200 名。事前申し込み制。 

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】－ 

 

 

 

17 

「かわまちづくり」について学ぶ会（講演会）の開催について（道路河川課） 
<概要> 

多治見市かわまちづくり計画推進のため、かわまちづくりに係わる関係者の意欲醸成や見識を

深めることを目的として、「かわまちづくり」について学ぶ会（講演会）を開催する。 

【日時】 12 月８日（木）16 時～17 時 

【場所】 産業文化センター 

【参加者】市長、副市長、教育長、部課長および希望者 

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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総括主査級昇任試験の実施について（人事課） 

<概要> 

12 月 14 日（水）に、令和４年度多治見市職員総括主査級昇任試験を実施する。 

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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令和４年度任期付職員採用試験（11 月試験）の実施について（人事課） 

<概要> 

令和４年度任期付職員採用試験（11 月試験）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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20 

令和４年度災害対策本部設置訓練（地震）の実施について（企画防災課） 
<概要> 

令和４年度災害対策本部設置訓練（地震想定）を実施する。多治見市緊急時業務継続計画に基

づき、発災３時間後以降の対応訓練を行うとともに、生活に直結する通常業務の翌日以降の対

応訓練を行う。また、被害状況報告の際、新たに導入した GIS システムを活用する。 

【日時】 12 月 15 日（木）14 時～15 時 

【場所】 駅北庁舎 ４階大ホール 

【参加者】本部員（市長、副市長、教育長、部長）、本部連絡員、エフエムたじみ、おりべネ

ットワーク、建設工業会、中電リエゾン、岐阜県リエゾン 

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】－ 

 

 

 

 

【政策会議終了後】 

   第２回 総合計画策定本部会議（第８次総合計画策定事務局） 


