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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（若山武信君） これより、本日の会議を開

きます。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第78条の規定により、

議長において、１番向井議員、４番竹村議員を指名

いたします。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（栗山滋之君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況でありますが、本日は

獅畑議員が欠席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第３ これより一般質

問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、大綱１、安心して暮らせるまちづく

りについて、２、教育行政について、議席番号８番、

北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 通告に従いまして、

質問いたしますので、ご答弁のほどよろしくお願い

を申し上げます。 

 大綱１、安心して暮らせるまちづくりについてお

尋ねをいたしたいと思います。先日2040年における

赤平市の推定人口が約5,300人、いわゆる現在の半数

という人口、さらに65歳以上の高齢者比率が51.5％

と、想定はしていたとはいえ大変大きなショックを

私は受けました。市民の間にも赤平は一体どうなる

のだろうと、こういった声もあり、私どもにこの不

安を払拭していただきたいというような声もござい

ました。そこで、このような人口減が進む、あるい

は少子高齢化が進む赤平市の中、私どもは市民に安

心して暮らせるまちをつくる努力をしなければなら

ない、そういうことで、では安心して暮らせるまち

とはどういうまちなのかと、私なりに考えもござい

ます。その考えは、いわゆる医、食、住が近いとこ

ろで手の届く生活空間をつくり出すことだと、これ

が私の思っている安心して暮らせるまちであると。

この中でちょっと誤解を招きますけれども、医とは

普通は衣と書くのですが、私は医療の医と捉えまし

た。食は、食料品の購入、いわゆる買い物、それか

ら住は言葉どおり住まいするところということでご

ざいますので、この３つが手近なところで届く生活

空間がいわゆる安心して暮らせるまちであろうと、

このように私は思っております。そこで、今後作成

される第５次赤平市総合計画の後期の実施計画、ま

た第６次となるのでしょう、これからの総合計画に

対しても安心して暮らせるまちをつくることに重点

を置いたものであっていただきたく、この重点とな

る医療環境、それから生活環境、それからさらに住

宅環境の３つの視点からお尋ねをさせていただきた

いと、このように思っております。それぞれの見解

もお尋ねいたしたいと思いますので、よろしくお願

いを申し上げます。 

 まず、最初の①、医療環境について２点について

お尋ねをいたします。その一つとして、市立病院の

病棟建てかえについてお聞きをいたしたいと思いま

す。昨年12月に私どもが長年の懸案であった市立病

院の病棟建てかえを決定させていただきました。久

々に明るいニュースとして市民の間に伝わっており

ます。しかし、今まで多くの市民が市立病院に受診

していただいておりますけれども、赤平市立病院で

入院治療したくとも療養環境が悪いばかりに不便な

他市の病院に行かれて入院治療した市民がいたとい

うことも聞いております。この病棟を建てかえるこ

とにより、そういった市民の不便、不満はある程度

解消されると思っております。しかし、決定してか

ら今日に至るまでの約６カ月間、社会情勢が大分変

わってまいりました。報道にもあるように、東日本
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大震災の復興需要の続く建設業を中心とした人手不

足が強まっていると、このような報道がありました

が、最近では人手不足と円安の影響で資材の不足と

高騰から公共工事の応札がゼロだと、このような報

道も皆様方も見てご存じだと思います。そこで、こ

のような状況の中でこれから病棟を建てかえていこ

うとする市立病院の計画ですが、当初私どもに示さ

れた計画どおりに建てかえができるのか、多分病院

側としても現状のこのようなことは分析されると思

いますが、これからの見通しについてお尋ねをいた

したいと思いますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

〇議長（若山武信君） 病院事務長。 

〇市立赤平総合病院事務長（實吉俊介君） 病棟改

築についてお答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、病棟建てかえにつきまして

は当初に計画を立て住民懇談会などでお話をしてお

りました概算の事業費から比較して、震災復興関連

の影響で資材費や労務費が高騰してきていることは

事実であります。また、基本設計に入り、具体的に

当初見込んでいた以上に必要とするスペースも出て

きていることから、現在医師及び医療職を中心に患

者の利便性、機能性、効率性も十分に考慮した上で

過剰な設備投資とならないよう基本設計の最終協議

に入っているところであります。収支計画につきま

しては、収入において人口減等を十分加味し、将来

への不安要素を抱えることなく、安定的に償還して

いける収支計画を立てるよう精査しているところで

あります。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。現状分析をして協議されているということで

ございますけれども、私どもに示された基本設計、

この基本設計も来月の26日を期限として終わるとい

うことなのですが、いわゆる収支の均衡を図るとい

う意味からいえば、一般病棟60床、療養病床60床、

これがベターであるという報告を私も受けておりま

すが、この辺については変化はないのか、あるいは

面積についても当初5,000平米を守りたいというお

話も伺ったと聞いておりますけれども、それも含め

て、それから償還期間の23年というのも、これにつ

いてもこれから多分変わらないだろうとは思います

けれども、この辺についてはいかがなものか、もし

答弁できるのであればお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 病院事務長。 

〇市立赤平総合病院事務長（實吉俊介君） 議員お

っしゃられましたそういった要素につきましては、

全て含めて検討をしている状況です。一般病床60床

と療養病床60床につきましては、現段階では平成23

年、24年と黒字という結果を出しておりますので、

このまま引き続き進めていきたいということが大前

提の上で精査し、よりコンパクトな病棟をつくって

いきたいというふうに考えております。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 どうもありがとう

ございます。本当に今市民の間で病棟の建てかえと

いうのは、大変大きく期待された部分でありますの

で、ただ私ども議会の委員会としても身の丈に合っ

たものにしていただきたいという要請はしておりま

すので、ぜひその辺を踏まえてこれから実施設計に

当たるに当たっては十分考慮していただきたいと、

このように思っております。どうもありがとうござ

います。 

 もう一点ですが、この医療環境についてのもう一

点としては訪問診療についてお尋ねをいたしたいと

思います。現在国は、在宅医療をしなさいというこ

とで進めておりますけれども、しかし赤平市立病院

は15年以上も前から訪問診療という名称で在宅医療

を実施されてきております。ご存じのように訪問診

療は、患者さんのさまざまな事情により入院せず自

宅で療養を受けられるシステムであります。今では

市民の間ではすっかり定着し、この診療で多くの患

者さんが救われております。そこで、市民から大変
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感謝され、期待されている訪問診療が今後も今まで

どおりに継続できるのか、これについての見通しに

ついてお答えをいただきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 病院事務長。 

〇市立赤平総合病院事務長（實吉俊介君） 訪問診

療についてお答えいたします。 

 現在当院では、地域医療科が担当し、従事者は医

師が内科４名、泌尿器科１名、そして看護師が３名

に合わせ、６月からは理学療法士も訪問リハビリを

開始しているところであります。先月の実績では、

医師による訪問診療回数が25回、看護師の訪問看護

回数が47回となっており、現体制では最大限の訪問

回数となっております。今後も安定した病院経営の

もと医師、看護師を初めとして医療職の確保を踏ま

えた上で市民病院として皆さんのニーズにお応えで

きるよう継続的に本事業を進めていきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。ただいま今後も継続していきたいと、こうい

う前向きの答弁いただきました。お話の中にリハビ

リも可能だと、これは長年私どもが介護の絡みの中

で訪問リハビリできないのかということで要請もし

てまいりましたが、このたび市立病院のほうで理学

療法士が採用ということでこれも可能になったとい

うことでは非常にありがたい話であると。ただ、今

いるドクターの数は確保していただかなければなら

ないのですけれども、その中での訪問診療というの

は本当に継続できるのかと、そういう不安を非常に

感じておる一人でもございます。実は、今医師の訪

問診療が25回とおっしゃっても、１人当たりのお医

者さんの受け持ち患者さんというのはわかりませ

ん。全員がやっているわけでないのです。ですから、

やっておられるのは多分内科のお医者さんがメーン

だろうと思うのですが、その辺のところもう少し、

この25回という意味合いの中身についてわかる範囲

内で結構ですけれども、ちょっと言っていただきた

いと思うのですが。 

〇議長（若山武信君） 病院事務長。 

〇市立赤平総合病院事務長（實吉俊介君） 先ほど

お話ししました訪問診療につきましては、５月の実

績になりますが、対象者が22名のうち25回訪問して

いると、ほぼ１回ずつということになります。対応

しているのは、内科の医師が４名、そして泌尿器科

の医師が１名ということになっております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 どうもありがとう

ございます。患者さんが22名で25回というのは、か

なり密度の濃い診療であると、そのように感じてお

りますけれども、いずれにしても安心して暮らせる

まちづくりの中の大きなウエートを占める医療、特

に高齢化が進めば進むほど医療の必要性は高まりま

す。そういう意味で病棟の建てかえ並びに訪問診療

の充実というのは、やっぱり市民にとって一番安心

できる部分でないだろうかと、このようにも感じて

おりますので、今後も含めてぜひ建てかえと、それ

から訪問診療の継続を切にお願いしたいと思ってお

ります。 

 次に進ませていただきます。②の生活環境につい

てお尋ねをいたしたいと思います。生活環境という

と、非常に幅の広い部分があるのですが、この老齢

化が進む中で特に日常生活に大きく関与する２点に

ついてお尋ねいたしたいと思います。まず、第１点

目がアの買い物の利便性についてお尋ねをいたしま

す。最近赤平市の人口が減少していく中で並行して

市内から商店がなくなってきている、シャッターが

おりてきていると、このような状況になっておりま

すけれども、必要とする買い物するにも遠くに行か

なければならなくなる、非常に大きな不便を感じて

いる市民が多くなってきていると思います。今後老

齢化がさらに進めば買い物ができなくなる、いわゆ

る買い物弱者がふえてくるのでないだろうかと、こ

ういうことは十分予想されます。現在は、民間企業

さんが買い物バスを運行させていただいたり、ある
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いは赤平市内あるいは市外の民間の業者さんが移動

販売という形で赤平市内を回っていただいている

と、こういうことでやって大変助かっておりますけ

れども、しかしこれはいつまでもということになら

ないので、行政としてこの辺のところをどのように

支援ができるのか、お考えあればお聞かせ願いたい

し、見解をお聞かせ願いたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（伊藤嘉悦君） 買い物の利便

性についてお答えします。 

 当市におきましても人口の減少による購買力の低

下や商店の後継者不足、近隣市町村での大型スーパ

ーの開店などにより商店は減少してきておりまし

て、５年前に比べて約25店の店舗が閉鎖していると

ころであります。地域での身近な商店が減少するこ

とにより、特に高齢者の方々の買い物が難しくなっ

てきていると思われます。また、全国的にも買い物

弱者問題は限界集落ばかりでなく、都会においても

起きているとの報道もなされているところでありま

す。現在赤平市内の各店舗では、循環バスによるお

客様の送迎や移動販売、商品を各家庭に配達する宅

配サービスを実施するなどの営業努力をされており

ますので、現在のところ買い物弱者問題は表面化し

ておりませんが、今後近隣商店の撤退や高齢化の進

展から日常の買い物に不便を感じる方がふえてくる

ものと思われます。このような事態に行政としてど

のような手を打つかということでございますが、高

齢者で介護支援を受けている方につきましては介護

サービスの利用なども考えられますが、それ以外と

して現在国では地域自立型買い物弱者対策支援事業

といたしまして、居住する高齢者等が日常の買い物

に不便を感じている買い物困難地域において商店街

振興組合や民間事業者、ＮＰＯ法人、または地域住

民が買い物機会を提供するためミニ店舗事業、移動

販売事業、宅配事業等を開始する場合に買い物機会

の提供に必要な立ち上げ費用を補助する制度もあり

ますことから、それらの制度を利用するなどして買

い物弱者に対応できるものと考えておりますので、

ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。今ほど答弁の中で赤平では買い物弱者の問題

は表面化していないと、そういう答弁ありましたが、

もう六、七年前になりますか、私の経験として移動

販売業者を紹介した地域がございます。それは、ま

さにこの買い物弱者が生まれてくるということで紹

介したわけですけれども、今のところ大きく問題に

なっていないということでは間違いありません。 

 それで、今お話のありました地域自立型買い物弱

者対策支援事業と、これについてはここに立ち上げ

費用を補助するのだと、このようになっていますけ

れども、今のところ赤平市内の中にこれを要請した

機関といいますか、民間業者といいますか、ありま

すでしょうか。もしあれば教えていただきたいと思

います。 

〇議長（若山武信君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（伊藤嘉悦君） 地域自立型買

い物弱者対策支援事業ですが、これは買い物機会の

提供に必要な立ち上げ費用の、事業の３分の２の補

助ということでございますが、現在のところこの制

度の利用についての申し込み等はございません。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。こういうことが、支援事業がなければいいの

ですが、しかしこれは避けて通れない時期も来る可

能性もあります。ぜひそのときにはよろしくお願い

いたしたいと思います。 

 次に、イの通院についてお尋ねをいたします。前

段で買い物弱者がふえているというお話をしまし

た。同じように医療機関にも受診を要する患者の中

に予定どおりの通院ができなくなる、いわゆる通院

弱者がふえてくることが確実に予想されます。今は

自分の車、あるいは家族の車等で医療機関の通院に

不便を感じていなくても、これから先高齢化が進め

ば免許証の返上などもあり、なかなか通院に不便を
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感じる市民がふえてくるのでないかなと、このよう

に思っていますけれども、特に公的交通手段のない

幹線道路から遠く離れたところに住まいする市民に

とってはこれは重大な問題でもあります。このよう

なとき行政としてどのような支援ができるのか、こ

れについてご見解があればお聞かせ願いたいと思い

ます。 

〇議長（若山武信君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 私のほうから通院

についてということでございますが、公共交通とい

ったこの確保の観点からご回答させていただきたい

と思います。 

 公共交通につきましては、自家用車など移動手段

を持たない方が日常生活を送る上で大変重要なもの

であり、特に高齢者などの通院には不可欠な交通手

段となります。しかし、小規模市町村では民間バス

事業者が赤字路線を抱えているため路線廃止を余儀

なくされ、市町村がコミュニティバス等を運行する

ところがふえてきております。こうした状況の中、

当市は地理的から見ますと帯状に形成されているた

め、ほとんどの市民は幹線を走る民間バス路線と比

較的近い地域で生活をされており、さらに市内大型

店による買い物バスも市立病院の通院時間に合わせ

て運行されていることやタクシー事業者も市内に２

社が存在することから、小規模なまちとしてはどち

らかというと現段階では恵まれている地域のほうに

なるのではないかと思っております。このため現状

運行されております民間バス以外のバス運行につき

ましては、現段階としては考えていないという状況

でございます。しかしながら、当市の高齢者比率は

増加傾向にありますので、今後の状況を見きわめな

がら一定の路線を特定し、予約制の中で一部負担を

いただきながら実施されている乗り合いタクシー、

こういったものなども含めまして検討を進めてまい

りたいというふうに考えておりますので、ご理解を

いただきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。乗り合いタクシー等も検討していきたいと、

こういうことでございますが、医療機関というのは

市立病院だけでなくて民間医療機関もあるわけで、

それぞれの病院に受診している市民もいるわけです

から、この辺も含めて今後十分にそういった状況を

把握しながら検討していただきたいと、このように

思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思い

ます。 

 それでは、３番目に住宅環境についてお尋ねをい

たしたいと思います。今回私ども２回目の議会報告

会を開催いたしました。その中で市民の要望として、

コンパクトなまちづくりをつくってほしいという要

請も受けました。私ども議会において、人口減と少

子高齢化の進む中で同じようにコンパクトなまちづ

くりの一案として公共施設の集約化や複合化の要請

をしてきております。そこで、このたびは一般住宅

の集約化ということについてお尋ねをいたしたいと

思います。平成26年度が赤平市住宅ストックプラン

の見直しの計画の年であると、このように聞いてお

りますが、どのような見直しを考えているのか、そ

れについてお話しできる分だけで結構ですから、お

聞かせいただきたいと思います。また、その見直し

の中で市民をまちの中に集めると、いわゆる町なか

市有地にどうやったら市民が住んでいただけるか

と、このことも含めて考え方をお聞かせ願いたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 住宅環境についてお答え

をさせていただきます。 

 本市は、予想を上回る速さで少子高齢化が進んで

おり、それに伴う人口、世帯の減少も続いているこ

とから、第５次赤平市総合計画でも示しております

持続可能な都市形成を図るためにコンパクトなまち

づくりを進めることは重要な課題であります。住環

境整備につきましてもにぎわいのある市街地を目指

し、利便性にすぐれた町なかへの賃貸住宅の建設も

効果的な方法であると認識をしております。現在町

なかにある市有地といたしましては、医師住宅跡地
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がございますが、利便性のよい場所であることから、

公共での賃貸住宅建設ばかりではなく、民間の活力

を最大限生かし、建設を誘導していくことができな

いか、またそのことにより他の遊休市有地への建設

促進へとつながらないか、住環境対策プロジェクト

において検討をしているところであります。そのほ

か市街地にある市有地としましては、学校適正配置

計画により中央中学校跡地の活用もありますが、今

後の計画策定の中で高齢者向け住宅、子育て世帯向

け住宅やテナントつき賃貸住宅など、住環境整備に

向けた利用方法も検討できるのではないかと考えて

おります。また、市街地には現在店舗空き地等の空

き地が点在している状況にありますが、賃貸住宅の

建設に当たっては駐車場等の確保も必要であります

ので、一定程度の面積が必要と考えますし、今年度

商工部局において商工会議所などの関係機関と空き

家活用を協議することとなっており、その中で空き

地の活用方法も含めて検討されますので、まずは商

業地としての活用を優先するものと考えておりま

す。平成26年度の住生活基本計画策定においては、

このような本市の住宅政策の現状と課題を整理し、

本市におけるこれからの住環境のあり方を検討して

まいりますので、ご理解いただきたくお願い申し上

げます。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 どうもありがとう

ございます。ただいま市内に、特に中央に近い市内

の市有地に人を集めると、住まいを求めるというこ

とで今市立病院の医師住宅の横の空き地、それから

中央中学校の跡地利用ということでお話ありまし

た。私も実はその２点をちょっと念頭に置いて質問

させていただいたのですが、赤平市は幸い大型ショ

ッピングセンターといいますか、そういった店舗が

他市と違っていわゆるまちの中央に近いところにあ

ると、そういう意味での赤平市の利点もあるわけで、

ましてその近所に市が持っている土地があるとすれ

ば、これはやっぱり住宅としてそこを利用すること

が要するに住みやすいまちづくりの一つでないかな

と、このようにも思っております。そういうことで

ああいうところにつくっていただければ、いわゆる

空洞化は避けられると、ドーナツ現象はなくなるだ

ろうと、ある程度防げるということで思っておりま

す。 

 それで、もう一つ、実はまちの中に、今課長のほ

うから空き地の活用についていろいろと検討してい

きたいというお話ございました。民有地であっても

地権者と行政が協議すれば、ある程度私は解決する

道があるのでないかと。私ども昨年実は議会の視察

ということでＰＦＩでつくられた施設を見てきまし

た。これは、あくまでも商業施設ですけれども、こ

れを民有地である空き地に住宅として、あるいは一

部店舗として活用できないかと、利用できないかと、

このように思っておりますけれども、先ほど商工部

局において打ち合わせをしたいということなので、

ぜひこのことも含めてまちの地権者、あるいは住宅

の所有者と積極的に話をしていただきたいと思いま

すけれども、これについて話ありましたけれども、

もう一度ご答弁、考えあればお聞かせ願いたいと思

います。 

〇議長（若山武信君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（伊藤嘉悦君） 空き店舗、空

き地の有効活用ということで今年度から私ども商工

部局と商工会議所とで協議するということで、まず

最初には現状把握ということで空き店舗がどれだけ

あるのか、空き地がどれだけあるのかという調査か

ら始めまして、ただし空き店舗につきましても全く

の空き家なのか、居住者がいるのかというような違

いもございますことから、その辺の対応については

なかなか難しいだろうなというふうに考えています

が、他市でも空き店舗対策をやっておるところがご

ざいますので、それらも参考にしながら今後協議し

て必要によっては協議会等の設置も必要かなという

ふうに考えているところですので、これから協議し

てまいりたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 前向きなご答弁あ
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りがとうございます。まず、話をしないことには前

へ進まないと。ただ、あいて困った、困ったでは進

む話ではないので、そういうところ皆さん方にご苦

労かけますけれども、やはり行政が中心となってこ

の辺の話し合いをしていけば、期待どおりの道開け

るかどうかは未定ですけれども、しかし話をしない

ことには前へ進まないということだけは申し上げて

おきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、大綱２の教育行政についてお尋ねを

いたしたいと思います。①、廃校となった各学校の

歴史資料等の保存についてお尋ねをいたします。赤

平市における昭和20年以降学校の統廃合により消え

ていった学校が1970年、昭和45年の旭丘小学校を初

めとして現在までに住吉小学校、中学校、この辺を

含めて11校になっております。そこで、この赤平に

おける各学校の歴史資料は、一体どのように保管、

保存されているのかと。各学校には校章があったり、

校旗があったり、校歌があったり、いわゆるその学

校それぞれの歴史を刻んできたそういったものが残

っているはずなのです。これについては、文書や写

真としては赤平市史を読まれたらわかりますが、記

載されております。私も読ませていただきました。

しかし、実物は一体どうなっているのだと。これは、

一度閉校によって保管というか、保存といいますか、

されたものは恐らく二度と日の目を見ていないと。

私どももそれを見る機会がない。 

 実は、この４月に私どもの仕事で旧幌岡小学校、

今の幼稚園です。ちょっと時間が早かったので、あ

そこの３階をちょっとのぞかせてもらいました。あ

そこに校歌、それから校舎の全景写真、それから歴

代校長先生の肖像画といいますか、写真といいます

か、を含め１カ所にありました。これは、残してあ

るだけで、ではどうするのだと、ついそういう疑問

が湧いてきたわけです。調べてみたら、昭和45年以

来40年近くたっても、私どもの記憶から消えていっ

ているのでないかなと、そういうものが赤平に11校

もあると。ましてや、来年は小学校２校がなくなる

わけです。閉校記念だとかなんとかということでこ

のたびも補正予算上がっていますけれども、そうい

うものをどうするのだという議論は全くされないで

いると。これは、非常に悲しいことであろうと。私

も赤平小学校を卒業しました。赤平小学校のそうい

った校章やら校旗やら一体どこにあるのでしょう

と、そういうことに誰も関心示さないと。本当に将

来私どもの記憶からただ消えていくだけなのかな

と。そういうことで今まで11校の教育的歴史の資料

をどういう形でどこに保管されているのか、わかる

範囲内で結構です。ご答弁願いたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 本市の人口、昭和

35年にピークを迎えて、その後減少を続けていまし

て、児童生徒数についても減少したということで昭

和45年の旭丘小学校初め11校が閉校となっておりま

す。閉校となった学校の資料施設ですが、引き継ぎ

を受けた統合先の学校に保管されることとなってい

るところです。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 教育委員会で把握

しているのですと思っていますけれども、それぞれ

引き継がれた学校に保管されていると、そういうこ

とでありますけれども、そうであれば私どもの記憶

がなくならないうちにそういうことをひとつこれか

らの保存の中でも考えてもらわなければならぬかな

と思っております。 

 それで、関連して２番目の②の赤平教育文化記念

館（仮称）の設置についてお尋ねをいたしたいと思

います。今まで各学校の保存品は、おのおの引き継

がれたところで保管されておるということでござい

ますけれども、保管はされていても先ほど申しまし

た100％見る機会がない、各学校の同窓会あるいは同

期会があってもそういうことが話題にもならなかっ

たかもしれませんけれども、全く赤平の一体どこに

あるのだろうと単純にやっぱり不思議に思う気持ち
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があります。それで、できれば閉校となった各学校

に残された保存品、全部とは申しません。しかし、

最低その学校があったのだという、存在したのだと

いう実物の資料を一堂で会せるような、そういった

施設を考えるべきでないかと、それが私どもの赤平

教育文化記念館（仮称）の設置の考え方です。これ

について教育委員会としての見解をお聞かせ願いた

いと思います。よろしくお願いします。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 今後の保管方法と

いうことも含めてだと思いますが、将来的には１カ

所にまとめるというような保存をしていきたいとは

考えているところです。ただし、その場所というの

は現在特に決まったものでありませんので、期限を

切るということは、これを明示することは今現在で

きません。 

 それで、赤平高校の件も含めてのことということ

でありますので、今後の閉鎖施設を学校の資料施設

とか教育関係の資料館ということだと思いますが、

またさらに文化活動も含めた施設に再利用できない

かとのご指摘ですけれども、高校の跡利用などは本

市の小中学校の適正配置計画の策定時にも質問があ

って説明しておりますので、既に耐用年数の半分過

ぎている古い建築物で、かつ規模も非常に大きいと

いうことで、この後の維持費用を考慮しますと本市

にとっては慎重に検討しなければならないと考えて

いるところです。 

 また、今後このまま人口が減少して学校初め公共

施設の統廃合が避けられないことから、新たな施設

の活用には市当局との協議も重ねて十分な検討が必

要と思っているところです。このような時代の中に

市教委としては数々の歴史を示す資料の保存はどう

あるべきかは思案しているところであります。この

ままでよいとは考えておりませんけれども、いずれ

にしても郷土赤平の資料保存、この全体をどうする

か、その問題の中で検討していくべきと考えている

ところです。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 どうもありがとう

ございます。ちょっと高校の話まで行きましたけれ

ども、実は私が仮称として言っている教育文化記念

館という、仮称ですけれども、この名称は教育関係

だけの記録を残すのであれば文化なんて名前要らな

いのですけれども、文化を入れたというのは、私ど

もの中で先日も赤平に来ていただきました石飛先生

の書の作品を展示する場所がないだろうかという話

が二、三年前から上がっております。それで、正式

に議題に上がったわけでないのですけれども、私は

そういう意味で代表的な著名人とすれば赤平出身の

石飛先生の作品をやはり展示する場所もあっていい

のでないかなと。それと、もう一つ、文化の面でそ

れを展示するような場所がないものだろうかと、つ

くれないものだろうかと。決して新しくつくれなん

ては申しませんけれども、しかしこれだけ公共用地

といいますか、公共施設といいますか、学校が閉校

していく建物がある中でそういった活用も、これは

２年後に閉校する赤平高等学校も含めて考えるべき

でないのかなと、考えていただきたいというのが私

どもの考えです。ぜひこれを提案いたしますので、

ひとつ教育委員会としての答えが出なければ高尾市

長なりの考え方も改めてお聞きしたいなと思ってい

ます。決してこれは我々の記憶の中から記録をなく

していくなんていうことは、どっちも、記録も記憶

もなくしていきたくないと。これは、多くの市民が

感じている部分だと思いますので、もしこれについ

てのご見解があれば市長さんのほうからでもひとつ

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（高尾弘明君） 今の質問のスタートは、教

育関係になりますが、総体でということで私のほう

からも改めてお答えをさせていただきますが、設置

の必要性は私個人としても感じてはおります。ただ

単に閉校した学校の資料だとか、個々にでなくて、

例えば郷土館も廃止をしまして旧公民館に保存とい
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ってもしまってあるだけの話です。炭鉱の資料もこ

のたび閉校を予定しております住友赤平小学校の校

舎１線全部使って、これをどうするかという問題も

ございます。それと、これも赤校のほうから、同窓

会のほうから含めて何とかならないかと。私どもは、

ただ単に資料を残すだけで、市の財産さえ余してい

るのに、あえて道の財産をまたもらってまで、正直

言って管理をどうするのだと、いつ来るかわからな

いために人も置かないで、ただそれだけのために財

産を譲り受けるというのは、これは現実的には非常

に難しいというお話はしています。ただ、どうする

かという課題は残っています。 

 そこで、今それと郷土出身の芸術家の方々の書で

すとか絵画だとか、これも意見をいただいておりま

すし、私も感じております。したがって、これ個々

ばらばらにやるのではなくて、郷土館、炭鉱歴史資

料、それと今言ったこういう学校のも含めて総合的

なやはり施設が必要ではないのかと。加えて文化会

館も廃止をいたしましたので、「みらい」の百二、

三十人のホールしかないという、これまた文化団体

のほうから市長何とかしてほしいと、今回の住民懇

談会でもどうだという、すぐとは言わないけれども

という具体的なやはり提案もいただいております。

こうして考えてみますと、私どもは必要だなという

ことは考えていますが、順番からいくと私が言って

いるのはまず病院を絶対しなければだめだと、それ

と消防本部庁舎も早急にやらなければだめ、学校統

合がありますので、学校の校舎整備もやらなければ

だめだと。残念ながら今言った課題は順番からいけ

ばその後になるだろうなと。図書館も今のままでい

いかどうか、老朽化してきていると、隣に消防本部

庁舎が建つと、これもやはり検討課題になるのかな

というふうに思っていますので、そういう意味では

やはり総合的な施設を計画的に将来を見越してやら

なければ。 

 書も石飛先生物すごく大きい作品あるのです。個

展やって学校の体育館ぐらいのスペースでないと張

れない書もあるのですが、場所がないので、外して

丸めて表具屋に預けているという話を先生言ってい

ました。市長、どこか場所ないですかという、学校

体育館、先生、温度調整要らないのですかと。当然

冷暖房ある程度なっていなければだめだという、し

たがってただ単にそれにぼたっと張っておくわけに

いかないなと。市長、これ管理難しいよと、したが

ってどこかできたときに管理人がいるときにやって

いただけるのが一番現実的ではないでしょうかとい

う、これは石飛先生の雑談ですが、やはりただ単に

学校があるからそこに書をぶら下げれば済むという

ことではなさそうでありますので、この辺十分そう

した設備も、多分照明含めて、美術もそうですが、

やはり相当な費用を要するということでありますの

で、総合的な郷土文化保存含めて私はどこかの時点

ではぜひともしなければならないだろうというふう

には考えておりますが、現状ちょっと順番つけたく

ないのですが、現状の状況からいきますとどうして

もつけざるを得ないということで、十分必要だとい

うことは認識しておりますので、ご理解いただきた

いと思います。 

〇議長（若山武信君） 北市議員。 

〇８番（北市勲君） 〔登壇〕 市長さんからそう

いう前向きのお答えはいただきました。ただ、いろ

いろと条件があってなかなか前へ進まないのだと、

順番も含めてということなのですが、実はこの春に

隣のまちの芦別市の新城小学校を見てきました。新

城ですから、はっきり言って山の中にあります。あ

れも閉校した学校なのです。あそこどんなふうに使

っているか、たまたま行く機会があって見てきたの

ですが、主に絵画展示です。今市長さんがおっしゃ

るような確かに空調だとか必要でしょうけれども、

それもしないかわりにどうぞという形で展示をされ

ていると。冬期間は、全くあけていないと。あける

のは、５月の１日ですか、このぐらいから秋口まで

という話で、なおかつその小学校の跡地は展示もす

るけれども、まちのそういった文化活動する、特に

芸術活動する方々の活動の場所として提供している

と。そういう形で、決して私は先ほども申し上げま
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した新しくつくるなんてさらさら言う気ありませ

ん。やっぱりそういった今まで使ったものをこれか

ら先も有効に使いたいと、こういう気持ちから今回

も提案しているわけで、市長さんのおっしゃるのも

十分承知しております。優先順位もあります。しか

し、今ここで最初の閉校から四十何年もたって本当

に病院の病棟と同じぐらいの古さになってきている

ところをせめて一堂に残せるようなものができれば

という形で提案させていただきました。いずれにし

ても、検討していただくことをお願いいたしたいと

思います。別に答弁要りません。 

 以上で私の２つの大綱の質問は終わらせていただ

きますけれども、私どもの大綱１の安心して暮らせ

るまちづくり、これは2040年で人口は半分ですから、

もうそんなに時間的余裕はないはずなのです。です

から、今からできることから手をつけていかなけれ

ばならないと。もちろんやっていただいています。

皆様方つくられる計画でも十分理解しますが、さら

に突き詰めていったきめの細かい計画をつくってい

ただいて、それを実行に移していくと、こういうこ

とをしていかないと結局赤平というまちが本当にど

うなるのだろうという市民の不安は払拭できない

と、このように思っておりますので、どうかこの辺

を踏まえて今後の計画の中でぜひ生かされるような

計画をつくっていただきたいとお願いするだけで

す。 

 それと、教育問題につきましては、今申し上げま

した私どもの過去の歴史、記憶が消えていくと、日

の目を見ないというのはやっぱりちょっと忍びない

なという感じがあります。地域の中でもただ残して

いるだけであって、意味があるのかということにな

ると思います、見せなければ。見せなければ、悪い

けれども、ごみとは申しませんけれども、残してい

るだけで何ら意味もないのでは困ると。やはりそう

いったおのおのの学校が赤平地区の中においてどう

いう学校の歴史を刻んできたのかといったものを、

ある程度実物があるのであればそれを一堂に会して

見るチャンスを与えていただきたいと、このように

思っております。 

 以上で私の思いも含めてお願いいたしました。以

上をもって私の質問終わりたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

〇議長（若山武信君） 質問順序２、大綱１、福祉

行政について、２、薬物の乱用防止について、議席

番号２番、太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して、質問させていただきますので、ご答弁のほど

よろしくお願いいたします。 

 それでは、大綱１、福祉行政について、①、生活

保護受給者の遊興費の考え方について。ことし３月

中ごろのテレビニュースにて、兵庫県小野市におい

て生活保護受給者がそのお金で遊技、遊興、賭博な

どをしていた場合、それを目撃した人は市の担当者

に通報する旨の条例が３月27日に可決されました。

そして、４月の１日施行ということで報道がなされ

ました。赤平市は、ここ数年にわたる財政危機をや

っと克服し、平成25年度予算から財政運営が正常と

なったわけですが、しかし市民にとっては今までの

経過から財政への関心は高く、生活保護受給者への

見る目は特に厳しいものがあります。生活保護を受

けている人たちの中には真面目に質素に生活してい

る人たちが多いわけですが、中には子供の教育費や

給食費を飲食や遊興費に使ってしまう親もおり、市

民からの指摘により市の担当者もその都度指導や対

応に頭を痛めたことだと思います。しかし、中には

いまだにその傾向が続いている人もおり、一番目立

つのがパチンコ店に通う人たちで、一般市民から見

ると大変ぜいたくなことであります。恐らく市民か

らの批判に遭って小野市では通報システムを取り入

れたのでしょうが、個人情報のこともあり、子供へ

の影響も考えたときに昔風に言えば密告制度ともと

られるこのシステムには賛否両論あると思われま

す。遊技、遊興、賭博などについては、罰則も含め

生活保護法にどの程度触れるのか。また、同種問題

で市民からの苦情が多いわけですが、生活保護受給

者に対しての当市の今後の考え方についてお伺いい
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たします。 

〇議長（若山武信君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（永川郁郎君） お答えいたします。 

 生活保護費や児童扶養手当をパチンコなどのギャ

ンブルで浪費することを禁止し、市民に情報提供を

求める兵庫県小野市の福祉給付制度適正化条例が本

年４月から施行をしております。条例では、不正受

給や常習的な浪費を見つけた場合市への情報提供が

市民の責務と記載されておりまして、情報は警察Ｏ

Ｂら適正化推進員に調査させるものとしておりま

す。どのような福祉給付制度であれ、不正受給がな

されるべきでないことは誰もが異論はないところで

あると思いますが、日本弁護士連合会では福祉制度

により現金給付を受けている者の私生活をその周辺

の人々が監視し、市などに密告し、市の職員が生活

指導をするという仕組みは生活保護法はおろか、あ

らゆる福祉制度が予定ないし許容していないプライ

バシーの侵害であり、私生活への過剰な干渉であり、

憲法第13条に違反するおそれがあるとしてこの条例

を速やかに廃止するよう声明を出しております。ま

た、現行の生活保護法では、支給される扶助費を含

め被保護世帯の収入の使途は基本的には当該世帯の

自由とされております。ただし、法第60条では、支

出の節約を図り、生活の維持向上に努めなければな

らないとされていますことから、この条項に違反し

ていると認められる方には指導指示を行い、それに

従わない場合には保護の停止や廃止を行う場合がご

ざいます。福祉事務所では、これからも定期的な家

庭訪問や遊技場を巡回するなどして生活保護世帯の

日常の生活状況の把握に努め、現行法に基づき適切

に対応していきますので、ご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

にありましたように、私も現行の法制度のもとに適

切な対応をしていただければと思う一人でもありま

す。決して密告制度は許してはいけないと思ってお

ります。 

 最後に、担当職員の皆様に適切な対応をよろしく

お願いいたしまして、この質問を終わらせていただ

きます。 

 続いて、②、認知症患者への対応について。認知

症の中で最も多いのはアルツハイマー病で、世界中

の患者や家族が苦しんでおります。アルツハイマー

病は、1984年に脳内の異常なたんぱく質、アミロイ

ドベータが見つかり、原因物質として有力視され、

その後進行をおくらせる薬が実用化され、脳内画像

診断などの技術も進んだわけですが、この発症の予

防や治療薬にはまだたどり着いていないとのことで

あります。厚生労働省の推計では、認知症高齢者は

2012年現在で305万人おり、25年には470万人になる

との見通しを立てており、世界で最も高齢化が進む

日本にとっては大きな問題であり、医療分野として

も今後への大きな課題の一つであります。特に赤平

市のように人口が急減しつつあるまちにとっては、

医療面や対応施設なども必要であることから、今後

への大きな課題だと思われます。赤平市において認

知症と診断されている人は、今どの程度の人数がい

るのか、またその家族や本人に対して市としてどの

ような対応しているのか。公立の施設、愛真ホーム、

市立病院療養病棟のほか、民間施設、エルムハイツ、

博寿苑、のぞみの家等もあると思いますが、人数に

ついて男女別、年齢別に状況の把握などしておりま

したらお願いするところですが、もし今後の対処の

仕方や考え方があればお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 認知症につい

てお答えいたします。 

 認知症とは、一たん正常に発達した脳に何らかの

原因で記憶、判断力などの障害が起き、日常生活が

うまく行えなくなるような病的な状態をいいます。

原因としましては、アルツハイマー病や脳血管障害

によるものが多く、高齢者の方に多く見られますが、

単なる物忘れとは違ってれっきとした脳の病気であ

り、認知症の症状は本人はもちろん、周囲の人たち

も気づかないところで徐々に進行しながらあらわれ
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てきているところでもあります。市内における介護

認定を受けている方々のほぼ半数に当たる約400名

が、軽度なものを含めて認知症の症状があるものと

推測しております。市内の介護施設等に入所されて

いる市民の方々では、男性では60歳代で４名、70歳

代で14名、80歳代以上では33名の計51名、女性では

60歳代で８名、70歳代で16名、80歳代以上では137

名、計161名の方々が認知症とされています。また、

当課の地域包括支援センターが65歳以上で介護認定

を受けていない市民を対象として現在３年計画で実

施している介護予防事業の２次予防事業対象者把握

事業における基本チェックリスト調査では、認知機

能が低下しているおそれがあると見られる方々は現

時点での調査済み者約1,500名の38％程度となって

おり、その方々は将来的に認知症の症状があらわれ

てくる可能性があるものと思われております。 

 認知症の発症原因のおよそ２割を占める脳梗塞、

脳出血、脳動脈硬化などの脳血管障害の場合は、高

血圧や高脂血症、さらには肥満などへの対策をとる

ことが予防には有効であり、また認知症の半数以上

を占めるアルツハイマー病でも生活習慣病対策によ

り発症のリスクを減らすことができるとされている

ことから、食事や運動、睡眠など生活習慣に気を配

ることで認知症になりにくくするとともに、認知症

の発症や進行をおくらせることができると言われて

おります。今後におきましても認知症の予防のため

に生活習慣の改善や運動習慣の普及啓発を進めてま

いります。また、認知症の方々への理解と支援を目

的として平成20年より認知症サポーター養成講座を

開催し、現在269名の市民の方々が講座の受講を修了

し、認知症サポーターとなられています。今後も認

知症に対する理解が進み、認知症の方々及びその家

族への支援につながるよう引き続きサポーターの養

成に努めてまいります。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 予想以上に症状

があらわれている人たちがたくさんおりまして、驚

いております。 

 それで、家族がプライバシーの維持のために表に

出ていない世帯、それで家族が困っている場合につ

いての対応についてはどう考えておるでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） ２次予防対象

者把握事業における基本チェックリスト調査の未提

出者に対し、戸別訪問による調査を行っております

が、中には認知症などにより回答ができない方もい

ますので、そのような方には保健師が訪問をし、必

要に応じて介護サービスに結びつけており、また地

域の民生委員や町内会などから心配な方がいるとの

情報が入りますと、地区担当となっている保健師が

同様に訪問し、支援を行っているところでもありま

す。いずれにしましても、認知症の方々の把握には

難しい問題もありますが、認知症は脳の病気である

ということを理解いただきながら、家族からの情報

はもとより、民生委員や町内会、さらには認知症サ

ポーターなどからの情報により必要とする支援を引

き続き行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 詳しいご答弁あ

りがとうございました。また、サポーターの方も269

名もいるとのことでありまして、心強い限りであり

ます。今後も一層頑張ってください。これでこの件

に関しての質問は終わらせていただきます。 

 それでは、大綱２、薬物の乱用防止について、①、

脱法ドラッグの危険性と対策について。脱法ドラッ

グとは、麻薬や覚醒剤等の法律で禁止する成分とは

異なるために合法、脱法と言われることもあり、法

律に基づく取り締まりの対象になっていない薬物の

ことであり、厚生労働省では違法ドラッグと称して

いるとのことであります。脱法ドラッグは、口から

摂取するタイプや鼻腔から吸入するタイプがあり、

中枢神経に作用し、酩酊、多幸感、幻覚などの向精

神作用を起こし、麻薬と同様の効果を持つため犯罪

に悪用されたり、乱用による死亡事故を招くことも
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ある危険なものです。平成19年４月、厚生労働省で

は薬事法を改正し、取り締まりを厳しくいたしまし

たが、薬事法への解釈が曖昧なため、現在でもアダ

ルトショップやインターネット上で販売されている

ようであります。販売価格も比較的安く、その気に

なれば誰にでも簡単に手に入るようで、使用者につ

いても年々低年齢化しており、ある調査によると現

在脱法ドラッグは中学生の15％が入手可能と言われ

ているとのことであります。中高生が突然ビルから

飛びおりる等、意味不明の死亡事故が発生したり、

薬物乱用による酩酊運転で交通事故を起こすなど、

時折新聞、テレビでの報道もあるわけです。今月６

月11日の新聞でも愛知県で脱法ハーブを吸って車を

運転し、女子高生をはねて死亡させたとして脱法ハ

ーブ危険運転初認定となり、懲役11年の判決を受け、

脱法ハーブの影響による交通事故は各地で相次いで

おり、既に京都地裁判決などで危険運転致死傷を認

定するケースが出ているとあります。脱法ドラッグ

の乱用が中学生までに及んでいきますと、将来への

麻薬使用の入り口などと言われており、行く末は廃

人となるか、犯罪多発の原因ともなるわけで、大き

な社会問題にもつながっていきます。当市や近隣市

町村の取り組みではどうなっているのか、もし把握

していれば教えていただきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 脱法ドラッグ

とは、ご質問にもありましたように麻薬や覚醒剤と

同様に多幸感や快楽感などを高める目的で使用され

る化学物質や植物などのことで、麻薬や覚醒剤とは

異なり、法律で所持や使用、譲渡等が禁止されてい

ないため合法ドラッグとも呼ばれていましたが、現

在では法の規則の間をすり抜けた薬物ということで

脱法ドラッグと呼ばれております。脱法ドラッグは、

麻薬や覚醒剤などに至るゲートウエードラッグ、い

わゆる入門薬とも言われ、麻薬や覚醒剤に類似した

化学構造を持っており、依存性や精神荒廃など脳に

強いダメージを与える可能性があります。また、覚

醒剤によって生じる精神錯乱、妄想や強迫観念から

家族、友人やかかわりのない人にまで危害を及ぼす

可能性が高い危険な薬物でもあります。 

 脱法ドラッグ等の麻薬乱用防止につきましては、

国において成分構造の似た薬物を一括して薬事法で

規制できる包括指定を本年３月から実施し、輸入、

製造、販売が規制できる薬物の種類が約10倍に拡大

したため、取り締まりが一歩前進すると期待されて

いたところでありましたが、早くも包括指定に含ま

れないような成分をかえた薬物が売られ始めてお

り、イタチごっこが続いているような状況にもあり

ます。薬物乱用防止対策につきましては、市町村事

業としては実施しておりませんが、北海道が行う対

策事業としまして国及び道、さらには警察などの関

係機関が連携して薬物乱用防止対策北海道推進本部

を設置し、その中で赤平にも北海道薬物乱用防止指

導員として有識者の方２名が北海道知事より委嘱を

受け、学校において生徒への薬物乱用防止に向けた

指導と講話の実施、イベント及び街頭において各種

啓発活動などの実施など、薬物乱用防止に積極的に

取り組んでいただいているところでもあります。市

としましてもホームページや広報紙などを活用し、

薬物乱用防止を広く市民に訴え続けていきたいと考

えております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 細部にわたるご

答弁ありがとうございました。これでこの件に対し

ての質問終わらせていただきます。 

 続いて、また教育などを通して子供たちに予防対

策として脱法ドラッグの危険性を訴えるとともに、

子供たちにも指導していかなければと思うところで

すが、薬物乱用防止対策につきましては指導員の資

格を持っている同僚議員も学校を中心に啓蒙活動を

行っているようですが、教育委員会を通しての薬物

乱用防止対策の考え方についてはいかがでしょう

か、お尋ねいたします。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 教育の場での児童
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生徒への指導についてのご質問ですが、全国各地で

禁止薬物等による逮捕事案の発生と近年インターネ

ットの普及の影響ですか、比較的手に入りやすい状

況にあることで道内でも未成年者による事案が発生

し、若年層への影響の兆しを見せているところから、

市教委としても重く受けとめております。そのため、

文部科学省からも道教委を通じまして子供たちが薬

物に手を染めないように違法薬物使用防止のための

講習会の利用などの通知も受けているところです。

脱法であるか否かにかかわらず、それらの薬物、い

わゆる違法な薬物が心身に与える深刻な影響、その

行為の違法性及び社会的影響について適切に指導す

る必要があるとの認識から、市教委ではこれまでも

生徒による違法薬物の乱用を防止するため中学校に

おいて、また高校でも実施していると聞いておりま

すが、警察署や医師会、薬剤師会などの専門家、特

に本市ではライオンズクラブ様の協力もあり、薬物

乱用防止教室を開催してその防止に努めているとこ

ろです。幸いにして赤平での児童生徒による事案は

ありませんけれども、それに油断することなく、そ

のような施策等を継続的に行いましてその防止に努

めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 太田議員。 

〇２番（太田常美君） 〔登壇〕 中学校の３年間

の中で１度の講習と高校に入学してからの講習で、

一番精神が、心が多感な時期での講習だと思います。

今後ともそういういいことは続けていってほしいと

思います。 

 これで私の質問終わらせていただきます。どうも

ありがとうございました。 

〇議長（若山武信君） 質問順序３、大綱１、福祉

行政について、２、モラルに関する条例の制定につ

いて、３、公共工事労務単価について、４、公営住

宅整備について、５、教育行政について、議席番号

６番、五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 通告に従いま

して、質問させていただきますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 件名の１、福祉行政について、①、保育所保育料

の減免支援について伺います。この案件につきまし

ては、本年３月に市民からいただいた相談の中から

でありまして、家庭の事情でゼロ歳の子１人を連れ

て実家である赤平に越してこられて、働きながら子

育てしようと保育所にも入れたのですが、保育料が

給料との兼ね合いで生活が困窮するといったことで

相談されました。現在の条例規定では、前年度分の

所得税世帯とあるのは前々年分の所得課税世帯とす

るとありますが、子供が生まれることは産休があり、

そして育休があるとすれば前々年度に所得があって

も産休や育休で約１年間仕事を休むわけですから、

前年度の所得は減収になりますし、その中で家庭状

況が変わり、親子２人になればこれは本当に生活も

大変になると思いますので、このようなケースの場

合は保育料の減免など考えてあげられないものでし

ょうか、伺います。 

〇議長（若山武信君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（永川郁郎君） お答えいたします。 

 市立保育所の保育料につきましては、保育所設置

条例施行規則に基づき保護者の前年の所得によって

決定をしています。具体的には、保育所を利用され

る年度の前年の１月から12月までの総所得に対して

支払った所得税額や前年度の市民税額によって保育

料を決定しています。当市の保育料の減免制度につ

いてのご質問でございますけれども、現行の減免規

定では災害その他特別の理由により保育料を納付す

ることができない場合、減免額は市長が別に定める

としておりますが、過去にこの条項を適用した事例

は保護者が自己都合ではなく、会社の倒産やリスト

ラにより失業した場合に限り復職までの期間保育料

を全額免除したことがございますが、それ以外の適

用事例はございません。今回議員がご指摘のケース

につきましては、ご家庭の都合により実家のある当

市に転入をし、前年度より著しく所得が減ったとい

うことでございますが、管内の近隣自治体に減免規

定について問い合わせをしましたところ、このよう
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な場合の適用規定はないとのことでありました。た

だし、道内では札幌市や白老町で自己都合を除く失

業や疾病などにより世帯の所得が前年と比較して６

割以下に減少したときなどを対象としまして保育料

の減免制度を設けておりましたので、当市としても

こうした制度を参考にしながら減免する場合の基準

について検討していきたいと考えています。また、

総合計画の後期実施計画の策定時期を迎えておりま

すことから、昨年から立ち上げましたプロジェクト

チームでさまざまな視点から子育て支援策を検討

し、赤平版子ども・子育て会議に諮ってまいります

ので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 社会状況の変

化など含めて若い世帯の中では、自分の不作為によ

るものではない理不尽な結果を招く事柄が現在では

多くなってきているように私は感じているわけであ

りますけれども、その中でも何とかして子育てしな

がら自立しようとしている方々を行政としても支え

ていただきたいと願うものでありまして、お答えに

ありましたように道内の自治体でも取り組んでいる

減免制度を参考にしながらと、基準について検討す

るということでありますが、ぜひ困っている方が現

在当市におられますので、救っていただきたいとい

うことの上で、しつこいようですが、速やかにお願

いできますでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（永川郁郎君） 先ほど申し上げま

したとおり、減免制度を実施しております自治体の

制度を参考とさせていただきながら、当市としての

客観的な判断基準を速やかに検討してまいりたいと

思います。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 よろしくお願

いいたします。 

 では次、②の介護マーク導入について伺います。

外出先で認知症や障害のある人たちを介護している

ことを周囲に知ってもらうために、介護中のマーク

を普及させる取り組みが各自治体で広がりつつあり

ます。マークは、介護中の文字を両手で支えるデザ

インで、緑とオレンジの２色が使われていて、縦が

約７センチ、横が約10センチで、紙に印刷してカー

ドホルダーに入れて介護者が首から提げて使用する

ようでございます。この取り組みは、静岡県が作成

し、昨年４月から介護マークの名称で県内に配付し

たのが始まりのようでございますが、きっかけは

2009年に認知症の奥様を出先でトイレに連れていっ

た際、不審者と間違われ、警察に通報される体験を

したそうでございます。また、認知症の場合周りの

人から見ると介護をしていることがわかりにくいの

で、このため誤解や偏見を持たれることがあり、介

護中であることを示すマークをつくってほしいとの

要望が介護家族から上がったようであります。公益

社団法人認知症の人と家族会は、昨年介護マークを

全国に普及するよう厚生労働省に要望し、これを受

け、厚労省は昨年12月に各都道府県に対し管内の市

町村に周知するよう事務連絡を出すなど後押しをし

ておりますが、当市としての対応を伺いたいと思い

ます。 

〇議長（若山武信君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 介護マークの

導入についてお答えいたします。 

 介護マークにつきましては、介護をする方が介護

中であることを周囲に理解していただくため静岡県

で考案され、平成23年４月から配付する取り組みが

行われ、道内でも昨年以降８市町村で取り組みをさ

れているようでございます。高齢化の進行等に伴い、

介護を必要とする方が増加している中、また認知症

などの高齢者を家族が介護中であることを周囲に理

解していただくために介護マークの普及が推進され

ているものであります。当市におきましても介護マ

ークの普及啓発に当たり、近々ホームページに介護

マークを掲載し、ダウンロードし、活用できるよう

にする予定です。また、要介護者の介護計画を作成

する介護支援専門員、いわゆるケアマネジャーを通

じて介護マークのニーズの調査を行い、必要とする
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方々には介護マークをお渡ししたいと考えていま

す。また、本来であれば介護マークを着用していな

くても周囲の方々が理解し、さりげない気遣いがで

きる社会であるべきで、多くの赤平市民はそういっ

た気遣いができているものと思ってもおります。市

としましては、介護に対する理解を市民により深め

ていただくよう引き続き努力をしてまいります。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ぜひ介護マー

クの周知について多くの市民の方々がわかるように

実施していただきたいと思いますので、お願いいた

します。 

 次、大綱２のモラルに関する条例の制定について

伺います。安心、安全分野とまちの美化分野につい

て、アとイは関連しますので、一括して伺います。

私たちは、日常の生活で安心と安全が確保され、心

身ともに豊かに暮らせるのではないかと思っており

ますが、その一方では今現在でも歩きたばこ、車両

やバイクの暴走行為、自転車の無謀な運転などもご

ざいます。また、まちの美化分野では、飼い主不明

の小動物のふんや飼い主のモラルが問われそうな行

為では犬の首輪を外しての散歩やふんの後始末がさ

れていないということなどがございます。また、飼

い主のいない猫対策などもございます。さらに、ご

みや空き缶のポイ捨てにつきましては、常に集中的

に捨てられ、散乱している場所がございますし、さ

らにどう見てもごみとしか見えないものも集積させ

て見苦しい状態になっているところもございます。

行政としても何らかの指導はしているとは思います

が、そのままの状態でございます。こうした行為は、

日常の生活環境のモラルが問われることであります

ので、行政指導の裏づけとなる条例の制定が必要に

なるのではないかと思いますが、お考えを伺いたい

と思います。 

〇議長（若山武信君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（片山敬康君） お答えいたします。 

 モラル、とりわけ道路、公園等公共の場所の清潔

の保持につきましては、赤平市の廃棄物の資源化・

再利用の促進及び適正処理に関する条例第41条で

「公園、道路、河川その他の公共の場所に紙くず、

空き缶、吸い殻、その他の廃棄物を捨てたり、飼育

する動物のふんを放置すること等により、当該公共

の場所を汚してはならない」と規定しているところ

ですが、残念ながら議員ご指摘のとおり道路や公園

などの公共の場所でのごみも見受けられます。行政

といたしましても市の広報で犬のふんの始末を初

め、公共の場所の清潔保持について啓発を行ってき

ておりますが、本年は先日町内会などの関係機関の

協力によってあかびらリバー＆ロード愛護（ラブ）

実行委員会の主催で開催されましたクリーンナップ

あかびらが行われたところでございます。しかし、

空き缶や吸い殻の投げ捨て、小動物のふんなどなか

なか改善されないのも実態であります。ポイ捨ての

防止等につきましては、市民一人一人のモラルによ

るところが非常に大きいと考えており、この問題に

つきましては広報やホームページでの啓発はもちろ

ん、さらに今後は市民と協力しながらきれいなまち

づくりを推進していくため、違反者に勧告、命令、

公表していく自治体や罰金や過料を科す自治体もあ

るようでございますことから、他市町の条例の内容

やその取り組み等につきましてその実効性も含めて

調査研究を行いたいと考えておりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまお答

えいただきましたけれども、きれいなまちづくりを

推進していくにはまさに市民一人一人のモラルによ

るものだと思います。他市町の条例内容や取り組み

等、実効性も含め調査研究をしていくということで

ありますけれども、現在当市では空き家対策の条例

制定に向けて取り組んでいるということであります

から、まちの美化分野に向けてもかかわりがあるか

と思いますので、同時進行も視野に入れていくべき

だと私は思います。 

 また、飼い主のいない猫対策では、猫の繁殖によ
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って不快な地域環境も生まれつつあるのも現状であ

ります。2012年、動物愛護法において動物の愛護及

び管理に関する法律が改正されております。施行は、

本年９月１日でございます。法律の目的は、人間の

ための法律から動物もともに生きる法律へという内

容でありまして、第７条の４では動物の所有者はで

きる限り当該動物がその命を終えるまで適切に飼養

することに努めなければならないということで、さ

らに逸走、逃げ出すことですね、の防止や繁殖防止

措置なども盛り込まれておりますので、今後の当市

モラル条例制定を進めていただく上で法律の条文が

生かされるように取り組むべきと思いますが、再度

お伺いいたしますが、いかがでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（片山敬康君） ただいまのご質問

の件につきましては、今後調査研究する上で参考に

してまいりたいと思います。ご理解よろしくお願い

いたします。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 よろしくお願

いいたします。 

 次、大綱の３、公共工事労務単価について伺いま

す。①の当市の建設産業の現状認識について伺いま

す。国において平成25年度の公共工事労務単価は、

技能労働者の減少等に伴う労働需要の逼迫傾向を適

切に反映させるとともに、社会保険等への加入の徹

底を図る観点から、必要な法定福利費相当額を適切

に反映させて設定することがその背景にあるものと

思います。内容を見ますと、結果として単価が前年

度と比べ全国平均で15.1％で、道におきましては

17.5％の上昇となっており、こうしたことにつきま

しては極めて意義のあることと思っておりますが、

そこでこのような労務単価の設定となった当市の建

設産業の現状等についてどのような認識をお持ちな

のか伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 当市の建設産業の現状と

認識についてお答えさせていただきます。 

 公共事業につきましては、2000年ごろから顕著に

なった公共事業の削減を受け、業界全体で縮小傾向

が続いていた現実があり、道内の2011年度の公共事

業費はピークであった1990年度の半分以下、就業者

数も1990年代ピーク時の約６割まで減少している状

況にあります。そのようなことから、競争入札にお

ける過度な競争による低落札の件数が多くなり、契

約内容に適合した履行確保の観点から、また建設産

業を取り巻く環境が極めて厳しい状況を鑑み、建設

業が地域の雇用を確保し、持続的に発展することが

できるよう適正価格での契約を推進する観点から、

国においては低入札調査基準価格の引き上げ等の対

策を講じてまいりました。さらに、今年度は建設業

就業者の雇用の確保や入札不調の増加への対策とし

て、労務単価の引き上げも実施されたところであり

ます。本市においても平成12年度には16億円程度で

あった普通建設事業費が、財政上の問題もありまし

たが、平成20年度は６億円程度と、また建設業従事

者も国勢調査においては全就業者に対する割合とし

て平成12年度には13.9％であったものが平成22年度

では9.3％と減少しているなど厳しい環境となって

おり、数年前には低落札による受注も発生しており

ましたことから、国と同様に低入札調査基準価格の

引き上げや現場代理人常駐義務緩和など適正受注へ

の対策や受注機会の拡大を図ってまいりました。建

設産業は、社会資本整備や豊かな自然の保全、安全

な生活を支えるなど重要な役割を担っており、地域

の雇用と経済を支える基幹産業ともなっております

ことから、本市においても重要な産業であると認識

をいたしております。 

 以上でございます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 本当に公共事

業の縮小については、機材も人も減少するというこ

とでまちの衰退にも影響し、お答えにもありました

ように地域の雇用と経済を支える基幹産業として重

要との認識を示していただきましたので、今後にお

きましてもまちの発展に行政として後押しをよろし
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くお願いしたいと思います。 

 次、②の道の特例措置と建設業団体への要請につ

いて伺います。まず初めに、道の特例措置について、

今回の労務単価の大幅な上昇を踏まえ、道は国の取

り扱いに準じることとし、維持管理業務等の委託業

務を含め特例措置の対象としておりますが、この点

の当市の取り組みについて伺いますし、さらに内容

や手続等について速やかに周知徹底を図る必要があ

ると思いますが、対応につきまして伺いたいと思い

ます。 

 また、技能労務者の適切な賃金水準を確保するた

めには、工事を受注されている元請や下請などを含

めた建設業界全体の適切な取り組みが重要ではない

かと思います。したがいまして、今回の見直しの一

層の実効性を確保するためにも関係団体への要請等

についてのお考えを伺います。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 道の特例措置と建設業団

体への要請についてでございますが、国土交通省は

建設投資の減少に伴いダンピング受注の激化と下請

へのしわ寄せによる技能労働者の賃金低下を防ぐた

め、技能労働者の減少等に伴う労働市場の実勢価格

を適切に反映させる平成25年度公共工事設計労務単

価を定めたところであります。道内の公共工事設計

労務単価につきましては、主要12職種の平均上昇率

が約16.4％、全職種単純平均が約17.5％と大幅な引

き上げとなっており、全国全職種平均の15.1％を上

回った上昇率となっております。また、国土交通省

では、今回の大幅な引き上げにあわせて建設業団体、

公共発注者及び民間発注者に技能労働者への適正な

水準の賃金支払いについて要請する通知文書を出す

など、周知徹底を図っているところであります。今

回の労務単価引き上げに伴う国や道の特例措置とし

て、平成25年３月中に入札を行い、契約が４月１日

以降になる工事につきましては発注者が平成25年度

公共工事設計労務単価で予定価格を再び積算し、そ

の金額に当初計画をした際の落札率を掛けて算出を

するものでありますが、本市においては該当するよ

うな工事はありませんでした。また、関係団体への

要請等につきましては、国土交通省による建設業団

体等への周知等に基づき、地元建設業協会へ適正価

格での工事受注や技能労働者の適正な賃金等につい

て要請してまいりますので、ご理解いただきたくお

願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまのお

答えにありました、まず初めに主要12職種を具体的

にお示しいただきたいと思いますし、さらに道が行

った特例措置は当市では該当するような工事はなか

ったということにつきましては理解いたしました。

工事発注の際に労務単価の上昇が反映されているわ

けでありますので、工事を請け負う業者に技能労働

者への賃金等が適切に実施されるようきめ細かく対

応されることを期待いたしますので、よろしくお願

いいたします。まず、主要12職種、お願いします。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 公共工事設計労務単価の

主要12職種でございますが、設計労務単価として国

土交通省より定められております全50種の職種のう

ち主な職種として位置づけられているもので、特殊

作業員、普通作業員、軽作業員、とび工、鉄筋工、

特殊運転手、一般運転手、型枠工、大工、左官、交

通誘導員の有資格者とそれ以外の12職種となってお

ります。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ありがとうご

ざいます。 

 それでは、大綱の４、公営住宅整備について伺い

ます。①、今後の公営住宅のあり方についてであり

ますけれども、公営住宅の整備につきましては老朽

化に伴い当市も建てかえなど現在進められてはおり

ますけれども、年間の建てかえ戸数を見ますと文化

的な生活環境を望んでいる方々が入居できるほどの

戸数ではない状況にあります。また、築40年以上の

団地などの空き家戸数の多い地域の集約なども勢い
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進めなければならない時期に来ているのではないで

しょうか。さらに、高齢化とともにひとり暮らしの

方々も増加してきておりますことから、孤独死など

の現状もございます。一方では、少子化対策から子

育て支援といった考えは、行政全般ではさまざまな

施策を考え、進められておりますが、公営住宅と子

育て世帯の環境ではどうでしょうか。私は、高齢世

帯、子育て世帯も現在のニーズに合ったサービスと

いう付加価値のついた公営住宅などを意識してもよ

いのではないかと思っております。そこで、今後の

公営住宅のあり方について、こうした状況の中どの

ように進められていかれるのか、お考えを伺いたい

と思います。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 今後の公営住宅のあり方

についてでございますが、公的住宅の整備につきま

しては住宅マスタープラン及び公営住宅等長寿命化

計画を基本に団地の集約や戸数の縮減と建設コスト

削減を図りながら、高齢者等に配慮した住環境整備

に努めているところであります。また、これまでの

市営住宅の建替事業等による集約状況につきまして

は、平成元年には管理戸数3,330戸であったものが平

成24年度末では2,623戸と707戸、21.2％の戸数の縮

減を図ってまいりました。現在進めております建替

事業としましては、福栄地区につきましては65棟574

戸を除却し、８棟279戸の建設と管理戸数を半減して

おり、新春日地区では14棟70戸除却し、今年度８戸

の建設を含めて３棟32戸の建設となっております。

今後は、現計画では新春日地区の建てかえのめどが

つきましたら吉野団地に着手し、旭団地、緑ケ丘第

三、第四団地、若草団地など全70棟304戸を70戸程度

への集約建てかえにより、風呂なし住宅の解消を目

指しております。また、既存住宅の長寿命化改善事

業につきましてもこれまで５団地の水洗化、２団地

の屋上防水と配管類改善、３団地の屋根改善、２団

地の外壁改善、その他椅子式階段昇降機も１団地に

設置をしております。今年度は、日の出団地の屋上

防水、外壁改善と宮下東団地の外壁改善、新光東団

地の屋根改善を実施してまいります。 

 これまでの高齢者世帯への対応としましては、平

成元年からシルバーハウジングの建設を進め、これ

まで４団地132戸を建設しており、子育て世帯への対

応としましては子育て世帯向けの市営住宅の活用や

子育て世帯の環境にも配慮した住みかえ要綱の見直

しなども行っており、さらに地域主権改革に伴い市

営住宅の入居収入基準を他自治体では余り例のない

子育て世帯や若年夫婦世帯への裁量世帯範囲拡大へ

の見直しも実施してまいりました。しかし、今後急

速な高齢化や少子化のさらなる発展等によるライフ

スタイルの多様化に対応した住宅ストックの形成

は、大変重要な課題でありますので、来年度に策定

します住生活基本計画において建替事業含め、高齢

者世帯、子育て世帯へのどのような有効な方策があ

るか検討してまいりますので、ご理解いただきたく

お願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 答弁では、こ

れまでの公営住宅の施策について詳しく述べていた

だきましたけれども、変化する地域社会の住民のニ

ーズに合った住生活基本計画を来年度に策定すると

いうことでありますけれども、公住もサービスとい

った付加価値を意識した取り組みをしていただける

ものと期待いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 次、②のＰＰＰ、ＰＦＩの取り組みについて伺い

ます。これまでも伺ってまいりました公民連携の手

法の一つでありますが、政府の経済再生、成長戦略

にも位置づけされ、またこのたび安倍総理はＰＦＩ

を進めていくと記者発表もされました。表題のＰＰ

Ｐ、ＰＦＩの取り組みにつきましては、1992年にイ

ギリスで制度化され、実績のある手法であります。

日本での動きが鈍い状況にありましたが、去る５月

24日、衆議院第一議員会館の大会議室において「今

後の公営住宅整備・支援の方向性とＰＰＰ・ＰＦＩ

の推進について」という内容の講演会があり、興味

がありましたので、行ってまいりました。主催は、
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社団法人国土政策研究会と全国地域ＰＦＩ協会、建

設情報技術センターが官と民のパートナー役として

企画し、開催されました。当初は110人の定員であり

ましたが、参加者の申し込みが多く、会場を移し、

当日は約300人を超え、注目度が増してきているよう

であります。参加者は、行政関係者、民間業者、議

員などでありました。この企画の考え方として、国

土交通省、地方団体、民間の連携によって今後の住

宅セーフティーネット施策の方向性について住宅総

合整備課長さんの講演がありました。その中では、

公営住宅も賃貸住宅で、しかも民間と違い、空き室

リスクが少なく、民間は入居率を上げるために相当

な努力をしているのが現状で、公住も管理者の論理

が先行していて永住性やサービスのマネジメントが

されていないと指摘されておりました。 

 私なりに感じたことは、ＰＦＩ手法の取り組みで

は国からの補助金は45％の補助率で、土地について

は市有地を使い、残りは家賃収入で20年から25年か

けて償還していく考えでありまして、自治体負担は

ゼロということになります。そこで、現在のように

公住施設を管理するといった概念より、子育て、高

齢者１人世帯なども含めサービスを提供するという

付加価値をどうマネジメントしていくのかが大事に

なってくると思います。ＰＦＩ手法の取り組みは、

今後当市にとって必要になってくるのではないかと

思いますが、いかがでしょうか、お考えを伺いたい

と思います。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） ＰＰＰ、パブリック・プ

ライベート・パートナーシップ、ＰＦＩ、プライベ

ート・ファイナンス・イニシアチブの取り組みにつ

いてでございますが、全国的に高度経済成長期に数

多くの公共施設が建設され、2010年以降にこうした

建物の建てかえや維持修繕が集中してくることによ

って国も地方も財源不足が生じるため、公共施設等

の整備の一つの手法として国はＰＰＰ、ＰＦＩ事業

を推進しております。特にＰＦＩに関しましては、

平成23年６月の改正ＰＦＩ法の公布によって対象施

設の拡大が図られ、公営住宅から賃貸住宅に改正さ

れたことによって公営住宅、特定公共賃貸住宅、高

齢者向け賃貸住宅、地方住宅供給公社等が整備する

賃貸住宅が対象施設に位置づけられ、またＰＦＩ事

業者がＰＦＩ施設と民間収益施設とをあわせて整備

する場合に行政財産の貸し付けも可能になりまし

た。国土交通省の社会資本整備総合交付金活用によ

る地域優良賃貸住宅の建設をＰＦＩ方式で事業を進

めている事例はあり、ＰＦＩ事業者の住宅の設計施

工を行い、所有権を公共側に移管した上で事業者が

その住宅の運営を25年間行うというＢＴＯ方式で、

またこれまでのＰＰＰ、ＰＦＩによる公営住宅整備

事業は全国で40件事例はありますが、北海道内での

事例は実績はない状況にあります。 

 公的住宅等整備にＰＦＩ事業を導入する場合のメ

リットとしては、民間のノウハウを活用でき、質の

向上やコスト削減等が期待でき、ＰＦＩ事業者が国

の交付金を受けて、残る財源を事業者自体が家賃収

入をもって賄えるとすれば、市の負担は全く発生せ

ず、市有地を貸し出すのみということになります。

また、国の交付金以外の財源をＰＦＩ事業者が負担

し、国が一括または分割で事業者へ支払うような場

合は、結果として借金と変わらず、市で借りる場合

と事業者が借りる場合のどちらの利息が安いかとい

うことになりますし、公債費に相当する支出であり

ますので、いずれも財政指標の実質公債費比率に関

係してくることになります。 

 ＰＦＩ事業者の核となると思われます建設業関係

者とは、これまで赤平建設業協会との研修会や懇談

会を各１回開催しておりますが、現時点では協会側

としては余り関心を示していない状況にあります。

国はＰＦＩ事業を推進しており、公営住宅整備等に

おいても有効な手法と思われますが、まだまだ導入

実績の割合は極端に少なく、相当手続が煩雑であっ

たり、特に地元企業に対するリスクは生じないかな

ど、行政側としてももっと研究を重ねなければ判断

がつかない非常に難しい事業手法でありますので、

慎重に検討させていただきたいと思いますので、よ
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ろしくお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 リスクなどを

含めて非常に難しいというお答えでございますけれ

ども、まず当市は過去に炭鉱で栄え、人口も約６万

人近くなったまちでございまして、公営住宅が多い

地域として顕著にあらわれております。その中で今

なお居住環境が文化的ではない状況をできるだけス

ピード感を持って解消すべきと思っております。国

におきましても老朽化している公住の建てかえを公

民連携でと打ち出してきているのは、時代の流れに

なってきているからと察しますので、道内にまだ事

例がないのであれば、当市が第１号になればいいの

ではないでしょうか。さらに、当市行政としても民

間の力を引き出していくためにもよきパートナー役

となって市民の公営住宅に求めるニーズをマネジメ

ントする、そういうような最善に努めていただきた

いと思いますし、期待もしたいと思いますが、しつ

こいようですが、いかがでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 先ほどお答えいたしまし

たように、公的住宅の整備につきましては住宅マス

タープラン等を基本に建替事業等を進めております

が、財政事情等により事業進捗は当初計画よりおく

れている状況にあります。そのようなことから、事

業の進捗には国が推進しておりますＰＦＩ事業は有

効な手法であると思われますが、現状では実施に向

けては相当検討を要するものであります。いずれに

しましても、ＰＦＩ事業を進めるにはどのような効

果があるのかを十分検証しながら、本市の今後の公

的住宅のあり方や財政状況及び地元建設業者の現状

などを考慮した中で検討しなければなりませんの

で、住生活基本計画策定においてもそのような点を

含めて検討してまいりますので、ご理解いただきた

くお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 何度もしつこ

く済みませんでした。よろしくお願いいたします。 

 さらに、今回のＰＰＰ、ＰＦＩの講演会において

出されたものの中に今後公民連携住宅整備自治体連

絡会、仮称として本年９月下旬に設立されるようで

あります。活動内容として、補助金、交付金、法改

正動向などの最新情報共有、そして解説をする、制

度改正に向けた要望の取りまとめ、また公民連携手

法に関するノウハウのご提供、公民連携の事例研究、

相談会、公民連携事例のある自治体現地視察などな

どでございまして、時期としては本年９月下旬に発

起人会の開催を予定しているということでありまし

て、会費はうれしいかな無料だそうでございます。

ぜひこういったところにも会員となって今後の公営

住宅整備に情報の収集やそういったことに当たって

いっていただきたいと思いますけれども、そういっ

たことを踏まえて当市のまちに寄与できれば幸いと

思いますので、この点いかがでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 今後検討を進める上で、

補助金等を活用した定住促進施策等の情報の共有等

を目的とした今言われました公民連携住宅整備自治

体連絡会の参加についても今後の設立状況などを見

ながら検討してまいりたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ぜひよろしく

お願いいたします。お互いに何についても勉強が大

事でありますし、情報を得ていくということは重要

なことでありますので、よろしくお願いいたします。 

 次、大綱の５、教育行政について伺います。①、

平成25年度全国学力・学習状況調査について伺いま

す。４月24日に小学６年生は国語、算数で、中学３

年生は数学と国語の２教科で４年ぶりに全校調査が

行われました。テストは、基礎知識を問うＡ問題と

活用力を試すＢ問題に分かれていて、文科省は８月

下旬をめどに都道府県別の平均正答率を公表すると

されておりますが、道内では小中高合わせて1,756

校が参加したようであります。07年から始まった学

力テストですが、昨年度の中学国語Ｂで初めて全国
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平均を上回りましたが、都道府県別では下位に低迷

していて、家庭学習の時間も少ないなど課題が明ら

かになっているということであります。道教委は、

来年度までに全国平均以上を目標に万全の体制で臨

むよう市町村教委に異例の通知を出したほかに、保

護者と児童生徒向けに初めてチラシを作成されたよ

うであります。そこで、通知内容とあわせてチラシ

の内容についても伺いたいと思いますし、またどの

ように対応されたのか、さらに全道から見て当市の

学力状況について伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 平成19年度から実

施されました本調査でありますけれども、ことしで

７回目を迎えております。ご指摘のように、今度の

成績は都道府県別で下位に位置しておりまして、そ

のため道教委では教育の機会均等とその水準の維持

向上という義務教育の趣旨を踏まえ、全国的な水準

を目指して努力するとして、平成26年をめどに全国

平均以上を目標に掲げて諸施策を打ち出しておりま

す。 

 そこで、ご指摘の道教委作成の保護者と児童生徒

向けのチラシについてですが、４月24日の実施を前

に配付の依頼が来たものですが、内容としましては

児童生徒には北海道の調査結果が全国でも低位に位

置していることをグラフなどで示しまして、「今こ

そ、君の本気を」とのタイトルで子供のやる気を鼓

舞するようなものとなっております。保護者宛てに

は、同様に全国比較をした上で子供たちの家庭の学

習が十分でないことを示すものとなっております。

このチラシについては、文言が刺激的など一部批判

があるとの報道もありましたけれども、本市として

はチラシには別に本調査に臨むに当たり、できそう

な問題から取り組もうと、最後まで諦めずに回答し

よう、時間配分を考えようとか、見やすい文字を書

こうなど取り組む姿勢についても語られておりまし

て、また保護者宛てには調査に当たって子供に対し

て声かけをお願いするなどの文言があることから、

それら総合的に判断して配付をしたところでありま

す。 

 次に、本市の学力状況とその取り組みについてで

ありますけれども、過去には全国レベルの学年もあ

りましたが、総じて調査結果は余り芳しいものでは

ありません。市教委では、道教委同様の趣旨から毎

年の調査結果の分析で学力向上プランを作成して学

力の向上に努めております。昨年の調査結果を踏ま

えての学力向上プランでは、児童生徒の実態を分析

しまして基礎、基本の定着を主眼に目標を設定し、

市教委と学校が実施すべき改善内容を提示するもの

となっております。これを基本に各学校ではその状

況に応じて各校ごとの改善プランを作成し、対応す

るよう指示しているところです。また、本調査の結

果については、毎年文科省からの結果通知が秋ごろ

になることから、本市では実施後直ちに学校におい

て自校採点をし、各学校で状況分析を行い、早目に

対応するようにしております。あわせて昨年から夏

休み、冬休み期間中の補習学習の実施、またチャレ

ンジテストや過去の調査問題の活用などを行ってお

りますが、家庭の協力も含めた学力向上策が重要と

の観点から、家庭学習の勧めや規則正しい生活習慣、

家庭での読書の取り組みなど、市教育委員会名にお

いて保護者向けの家庭学習の手引を各家庭に配付さ

せていただいたところです。今後は、文科省からの

正式な結果通知を受けて分析内容の微調整を行いま

して、さらにその向上に向け施策を展開してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 議会初日に教

育長の報告にもございましたので、お答えの内容に

つきましては理解いたしました。 

 もとより日本人は勤勉な国民性として言われてき

た経緯もあり、日本人は昨今の学力・学習状況調査

においてその基本が揺らぐようなことについては、

勉強だけが人間形成にあって重要なわけではないと

思っている私は一人でもあるのですけれども、ただ

将来社会に出たときの生活には基本的な学力や活用

力がなければ現実に厳しい状況になってくると思っ
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ております。しかし、一人一人の置かれている家庭

環境はさまざまでございまして、その中にあっても

一たん学校へ行けば皆平等でありますので、市教委

と学校の先生の職員や、また皆さんが共通認識に立

って、その上で家庭学習においても児童生徒が学ぶ

ことは楽しいというような環境づくりに全力を尽く

していただきたいと私は切に願っておりますので、

この点についてさらに伺いたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 勉強だけが人間形

成に重要なものではないということは、理解いたし

ます。しかし、勉強も必要であるということは否定

できないと考えております。点数至上主義に陥るこ

とは論外ですが、ご指摘のとおり誰もが望ましい生

活習慣を身につけ、基礎、基本的な知識、学力を得

ることがその後の人生で自立して生きるために必要

なことと考えております。そこで、子供たちの置か

れている家庭環境はさまざまであり、中には子供の

学力にマイナスの影響を及ぼす場合もございます。

ご指摘のように、学校では平等であるべきです。学

力・学習状況調査では、点数ばかりが注目されてお

りますが、その向上策において平均点の傾向を分析

することが大切と思っております。できる子をさら

に伸ばすことでもありますけれども、公教育といた

しましては基礎、基本の定着が重要であり、本市の

学力向上プランでもそこに重点を置いて下位層の引

き上げも目標の一つとしているところであります。

学校においてもその目標のもと、読書活動の充実や

放課後や長期休業中の補助的な学習機会の確保など

を通じて個に応じた指導に努めているところです。

加えて教育は学校だけで行うものではありません。

特に学力においては、学校での勉強を家庭において

定着することが大切です。相互の共通認識のもとに

学校と家庭が車の両輪のように作用し、子供の学力

向上に寄与できるよう努めてまいりますので、ご理

解、ご支援くださるようお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 五十嵐議員。 

〇６番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 子供が置かれ

ている環境、地域社会は年々大変厳しさを増してい

るのも現状と思います。情報も氾濫しております。

そういう意味では、当市の児童生徒が健やかに育っ

ていくために市教委の、また学校の先生方の現場の

皆さんの力がなければいかんせんどうにもならない

ところもございますので、どうぞ今後におきまして

も全力を尽くしていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上をもって質問終わります。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩といたします。 

（午後 ０時０３分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序４、大綱１、使用料及び手数料について、

議席番号１番、向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 通告に従いまし

て、質問させていただきたいと思いますので、答弁

よろしくお願いいたしたいというふうに思っており

ます。 

 初めに、大綱の１の使用料及び手数料についてで

あります。この使用料、手数料並びに諸収入などに

ついては特定財源ということであらわれておりまし

て、予算書によりますと道路橋りょう使用料見込み

額306万8,000円、住宅使用料２億9,109万1,000円、

そのほか駐車場使用料等がありますが、支出のほう

を見ますと特定財源から住宅関連では１億1,517万

1,000円、あとは残りは地方債の返済に特定財源から

１億7,000万円というふうに出ております。一般的に

ほかの企業会計につきましては、病院の診療報酬の

中で病院会計の中で一部負担ということで明確であ

りますし、水道料金等は水道会計の中で営業収益等

の中で収支が完結しておりますけれども、一般会計

の特定財源についてはさまざまなものがありまし

て、片や農政予算でいいますとエルムダム関連では

受益他市からの負担金が特定財源として入るし、フ
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ラワーセンター費等では利用期間の実額費用が特定

財源として入っているなどさまざまありますので、

また市税収入、固定資産税を超える特定財源、約４

億を超える財源がありますが、大半は住宅使用料が

２億9,000万ありますので、そういうものであります

けれども、それらのことについてお聞きしたいとい

うふうに思っております。 

 １番目の道路橋りょう使用料及び住宅使用料等の

使い道についてお尋ねしたいと思います。初めに、

その用途や使い道が限定されているのかどうかを聞

きたいと思います。例えば住宅使用料は２億9,000

万円ありますが、住宅管理費に特定財源から１億

1,000万円となっておりますけれども、残りは住宅の

債務の返済に使われているのか。また、公営住宅と

いうのは福祉的な部分がありまして、民間住宅との

単純な比較は無理かと思いますが、住宅使用料の決

める額については国などで定められた範囲などがあ

ろうかと思いますけれども、この中に市の裁量部分

というのはどの程度あるのかということをまずお聞

きしたいというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 道路橋りょう使用料及び

住宅使用料等の使い道についてでございますが、土

木使用料等の歳入につきましては決算確定後に国に

提出をする決算統計のルールに従い、特定財源とし

て充当しております。平成25年度の予算であります

が、土木使用料の道路橋りょう使用料306万8,000円

につきましては道路橋りょう総務費へ122万6,000円

を充当し、残り184万2,000円は職員給与費へ充当し

ております。また、住宅使用料２億9,109万1,000円

につきましては、住宅管理費へ7,512万7,000円、職

員給与費へ4,474万2,000円、公債費へ１億7,122万

2,000円を充当しております。公営住宅等の家賃は、

公営住宅法施行令により算定方法が定められてお

り、国が設定した家賃算定基礎額、市町村立地係数、

規模係数、経過年数係数を掛けたものに利便性係数

を掛けて算出されておりますので、市独自の裁量に

て決定はできないものとなっております。ただし、

入居者の収入が著しく低額であるなど特別な事情が

ある場合は、公営住宅法に基づき条例で定めた場合

は家賃を減免することができることとなっており、

本市においても条例にのっとって減免措置は行って

おります。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 要するに使用料

についてはがんじがらめの規制の中でやっておるわ

けですけれども、それではこの使い道については、

その使用料の、収入の、住宅使用料の、この債務の

返済とか、どういう費用に使うとかといろいろ出て

おりましたけれども、これについては定めとか縛り

とかあるのかお聞きしたいと思いますが、よろしく

お願いします。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 住宅使用料等の特定財源

につきましては、その性質により充当される経費が

特定されている収入であり、公営住宅使用料はまず

公営住宅の維持管理に要する経費として維持補修

費、物件費、管理に係る人件費等に充当し、さらに

余裕がある場合は住宅建設するために借り入れた地

方債の償還財源とすることとなっております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 公営住宅のいろ

んな改善だとかあり方というのは、同僚議員も質問

しておりますけれども、この住宅使用料で全てが維

持管理、債務の返済ができておらないということに

なりますので、この不足部分というのは国からの地

財措置というのが確約されてなされているのかどう

かということでちょっとお聞きしたいと思いますけ

れども。 

〇議長（若山武信君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 使用料で賄い切れ

ない財源ということのお話でございますけれども、

それにつきましては基本的には公営住宅に関しまし
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ては住宅使用料をもって充てるということになって

おります。ただ、そのために地方交付税、そういっ

たものの一応は自由度のある一般財源等についての

措置ということはなされてございません。そこで、

公営住宅を建設する際には公営住宅事業債、この借

金を受けておりますので、先ほど建設課長からもお

話ありましたように充当の順位から申しますと公債

費は一番最終ということになりますので、公営住宅

事業債を借りているときは25年償還ということにな

りますので、その間についてはどうしても地方一般

財源として措置しなければならない財源がふえると

いうことになりますが、償還後においてはその後修

繕等がまたかさんでくるということがありますの

で、一概には申し上げられませんが、建設当時の部

分の一般財源相当額というのは、償還が返済を完了

することによって一般財源は圧縮されるという形に

なってまいります。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 わかりました。 

 また、ほかの問題とも関連しますので、次に移り

たいと思いますけれども、次は駐車場の使用料につ

いて、道路橋梁等になりますけれども、市民感覚か

らすると住宅使用料、駐車場使用料の中には維持管

理や除雪のための経費として支払っているというよ

うな感覚を持っておりますけれども、住宅管理費に

は支出されておりますけれども、道路維持管理とか

除雪予算にはないように見えますが、この駐車場料

でいいますと料金の設定というのはどのようになさ

れているのか、駐車場使用料を例に説明していただ

きというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 駐車場使用料につきまし

ては、自動車を保有する方が敷地を占有することに

よる受益に対して適正な負担をいただくもので、駐

車場整備費や維持管理費に必要な経費に固定資産税

評価額に基づく地代相当額を加えたもので設定をす

ることとなっており、本市の使用料につきましては

市内道営住宅の使用料を参考に決定をしておりま

す。また、駐車場使用料は、特定財源として住宅管

理費に充当されておりますが、駐車場使用料の２割

相当額は駐車場管理委託料として自治会へ支出をし

ております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 整備された駐車

場のみが駐車場使用料というのでいろんな経費でか

かるので、集めておるということでありますけれど

も、一般的に軽自動車などは別にして普通自動車な

どは保管場所の審査がないと保有できないという、

登録できないということがあります。整備された駐

車場は当然ありますが、どのくらいの数があってど

のぐらい利用されておるのかということをちょっと

お聞きしたいというふうに思っておりますし、改良

住宅などは以前からの慣習で空き地に駐車場を設け

てそれぞれやっておりますけれども、ほかの市営住

宅などに住んでいる方の自動車の保管場所の認可な

どについては市のほうではどのようになっているの

かお聞きしたいというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 市営住宅の駐車場等の管

理状況につきましては、有料駐車場としては現在８

団地22住棟に594区画が設けられており、そのうち

381区画が使用されております。市営住宅駐車場の車

両の許可等については、市営住宅の入居者に係る車

庫証明書取得に伴う自動車保管場所承諾書の交付に

ついて、有料駐車場を備えた団地の場合は駐車場の

使用契約を交わした車両に限って、それ以外の団地

においては例えば中層アパートなど専用駐車スペー

スを設けている場合は入居者が占有している区画に

おいて許可し、また長屋タイプの団地のように専用

駐車スペースがない場合は住戸前に十分な駐車スペ

ースがあり、近所の迷惑にならないと判断される場

合においてのみ許可をしております。なお、承諾書

交付後の管理につきましては、団地入居者ごとに整

理保管することにより、同じ場所での二重交付が起
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こらないような注意もしております。しかし、一方

で車庫証明の取得を要しない自動車等は、保管場所

承諾書の交付が必要でないなど、全ての把握は困難

な状況にもあり、近隣入居者からの迷惑駐車や違法

駐車などの苦情があった場合には職員が出向き、対

応しておりますが、所有者の特定や排除などに警察

の協力を要請する場合もありますことから、赤歌警

察署との連携も強化しているところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 594区画で381と

いうと、60％ちょっとの利用率ということで意外に

少ないなというふうに思います。それで、管理され

た381台が駐車場料金を払っているということであ

りますし、そのほかの市営住宅においては市有地を

占有していながら要するに許可は無料であるし、駐

車場料金も取っていないということであればそれか

ら徴収するのか、また逆に整備された駐車場もやは

りほかと同じように占有部分の車両保管ということ

であればそちらのほうを値下げしていくのか、これ

はどういうふうにするかはあれですけれども、公平

の原則からいけば片方が無料で片方が有料というこ

とを単純にはいかないのではないかというふうな気

がいたしますので、今後検討していただきたいとい

うことで答弁は求めませんので、よろしくお願いい

たします。 

 次に、２番目の社会教育施設の使用料等の使い道

についてお尋ねしたいというふうに思います。１つ

は、「みらい」や総合体育館など社会教育施設は社

会教育の振興などの大事な目的があるわけで、非常

に安い料金設定がなされております。しかし、受益

者負担の名目で使用料を定めているなと思います

が、料金の設定だとか使用料の使い道について規定

があるのかお教え願いたいというふうに思います。

よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（吉村春義君） 社会教育施設の使

用料の使い道についてお答え申し上げます。 

 料金設定や使用料の使い道について規定があるの

かどうかとのことですが、使用料の使い道につきま

しては先ほど建設課長の答弁と同様に維持補修費、

物件費、人件費、公債費の順番で充当することにな

っております。使用料の定め等についてですが、社

会教育施設については財産区分上行政財産に当たり

ますが、赤平市行政財産使用料条例の第１条中別の

定めのある場合に当たるため各施設の条例、規則に

より定められており、料金設定については近隣自治

体の状況を踏まえ、赤平市民が利用しやすいよう利

用料の設定をしております。 

 以上でございます。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 それぞれの施設

の維持管理に使われておるということですけれど

も、ほとんど費用の10％に満たない使用料というこ

とで、これは行政の住民サービスの事業の一つだと

いうふうに思って社会教育の振興ということで大変

いいことでありますけれども、予算などについては

広報や説明会でわかりますけれども、市の公共施設

については市民全体というよりそこの施設を利用す

る人がやっぱり一番関心があるのだと思います。そ

ういうことで利用者に予算、決算の説明ができるよ

うなことの、決算が終わったら市の公共施設にここ

の施設はどういうような収支がありますということ

を利用者に周知することも大事ではないかというふ

うに思いますが、それができるかどうか。Ａ４みた

いな小さい判ではなくて、模造紙の半分ぐらいの形

に収支を書いて３カ月ぐらい決算が終わったら張り

出すというようなことができるかどうか、ちょっと

お尋ねしたいというふうに思いますが。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（吉村春義君） 各施設ごとの収支

を張り出すことについてでありますが、ことしで４

回目となります予算の使い方を全戸配布して各施設

の年間予算や財源内訳等のお知らせを行っておりま

す。特に社会教育施設については、使用料等の占め

る割合が低いですが、健康増進や生涯学習の推進等
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の公共性を持った役割も担っていることから、これ

以上の使用料金の見直し等については考えていない

ところであります。住民懇談会などでも先ほどの資

料を用いて説明を行っているところであり、これ以

上の説明は難しいとは思いますが、全ての公共施設

とのことですので、市長部局の指示を仰ぎながら協

議してまいりたいと思いますので、ご理解賜ります

ようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 こういう社会教

育施設だけに限るとそういうことであるのですけれ

ども、ほかの施設についても同様にやっていただけ

れば、やはり市民の協働の意識だとか増すというこ

とにつながるのではないかなというふうに思います

ので、ぜひ今後検討していただければというふうに

要望して終わりたいというふうに思います。 

 ３番目に、次にごみ袋の値上げについてでありま

すけれども、先般の報道で中空知のごみ処理の関係

からごみの処理手数料の値上げが報道されましたけ

れども、その中に４分の１程度を手数料として徴収

したいというようなことが書かれておりましたけれ

ども、赤平市におけるごみ手数料の徴収の考え方と

いうのはどのようになっているのかお聞きしたいと

いうふうに思っています。 

〇議長（若山武信君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（片山敬康君） 現在の有料化は、

平成15年度の中空知衛生施設組合リサイクリーン稼

働による現行の一般廃棄物処理体系が整ったことで

開始しておりますが、その基本方針といたしまして

住民負担の割合を処理に要する経費のおおむね25％

としてございます。したがいまして、処理経費の４

分の３は行政が、４分の１は住民の皆さんにお願い

することとして事業を進めておりますので、ご理解

いただきたいと思います。 

 ちなみに申しますと、赤平市では平成15年度当初

の率が26％強となってございます。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 そういうような

考え方でいくと、稼働状況とか何かによって費用の

かかり方が変われば数年ごとに改正されるというふ

うに思われますけれども、また同じごみの関係でい

けば、じん芥処理費やし尿処理費の考え方もそうい

うふうな変動していくということで負担割合を固定

されるということで理解していいのかどうかお聞き

したいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（片山敬康君） 仰せのように経年

により割合が変動しますので、平成20年度からは皆

さんと一体になってごみの減量化に取り組み、ごみ

袋料金の据え置き、あるいは値上げ時期をおくらせ

るなどの方策をとってまいりました。このように変

動する率をその都度ごみ袋代に反映させた経過は、

現在までございません。ただ、著しい経費の変動や

継続的な上昇、あるいは制度変更などが生じた場合

には２市２町で協議をしながら率のバランスを検討

しなければならないと考えております。現在の状況

を申しますと、処理経費が大きく増加しているとい

う現実がございますほか、ごみ袋自体の製造原価が

当初比1.5倍程度となっているなど、行政の負担率が

上昇し、皆さんに負担をお願いする率のほうが下が

る結果となっております。このことから、現在赤平

市では平成15年度当初から11年間据え置きとなって

いるごみ袋の値上げについて検討いたしておりま

す。 

 なお、じん芥処理場費はごみ処理に要する経費に

含まれますが、し尿処理費につきましては別項目で

ございますので、含まれておりません。 

 以上でございます。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 これでごみ袋が

値上げされるということになれば、相当な影響もあ

るかと思いますし、広域でごみを処理するというこ

とになれば、広域でなくてもそういう場合もあるの

かもしれませんけれども、近隣市町村とのバランス

ということを考えないことには、北空知では一部ご
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みが市町村間で移動するというようなことがあった

というふうに聞いておりますけれども、こういう安

いごみ袋が高いごみ袋のまちだとかというのがバラ

ンスがあるとまずいのではないかというふうに思い

ますが、そこら辺のことはどうでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（片山敬康君） 議員さんご指摘の

とおり、懸念されるところです。ごみ袋料金は、仮

に値上げする場合であっても処理に当たって同じ施

設を利用していることもございますので、中空知衛

生施設組合内の２市２町におきましてはばらついた

値上げはなじまないものと考えております。本件に

つきましては、先ほども申しましたが、今後コスト

資料の精査や管内他市町の動静、加えて排出ごみ減

量化のお願いなどについて随時委員会などを通じ議

会の皆さんにご報告申し上げながら進めてまいりま

すので、ご理解いただきますようよろしくお願い申

し上げます。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 ぜひよろしくお

願いいたしたいというふうに思っております。 

 それで、中空知広域のごみ処理に関してですけれ

ども、今要するに行政の効率化だとか、市がそれぞ

れ独自で持つよりも広域化でやるということが非常

に各部分でだんだん拡大してきておりますけれど

も、広域の事業がふえていくということになれば、

今度広域事業の行財政の効率化だとか、意見や監視

の体制が市民からだんだん離れていってしまうので

はないかと、見えにくくなっていきそうな気がいた

しますが、広域のごみ処理の場合では意見や監視の

体制というのはどういうふうになっているのかお知

らせいただきたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（片山敬康君） 市としてのかかわ

りの件でございますが、中空知衛生施設組合、中・

北空知廃棄物処理広域連合には議会がございまし

て、それぞれ３市２町、５市９町の首長や議員で構

成されております。また、担当者や課長レベルによ

ります連絡会議等がございまして、毎月の処理状況

やトラブルなどの随時報告がございますので、これ

らの中で調整してございます。 

 以上でございます。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 そういう中でき

っちり市民の声といいますか、そういうものを伝え

ていける体制にしていただきたいというふうに思い

ます。広域になりますと議会も関与ができないとい

うような部分も出てきますので、やはりそこら辺を

これから注視して広域体制というものをやっていき

たいというふうに思っております。 

 最後にですけれども、私が予算、決算でもない時

期にこういう質問をなぜしたかといいますと、予算

の部分では一般財源、市債だとか国庫補助など、そ

れから特定財源が幾らとか、どのような収入の見込

みで予算を執行するといったようなことによって記

載されておりますけれども、決算書を見ますと予算

をどう使ったかという部分だけに注目されて、どの

ような財源をどういうふうに使った、その財源の収

入については明確ではないのです。財源のそれぞれ

の総額というのは、決算書に出ておりますけれども、

各項目ごとには予算書のようには載っておらないわ

けでありまして、今回の９月の決算期において決算

書の中に使用料とか負担金など、いわゆる特定財源

がどのぐらい徴収されていたかという決算の項目を

明記していただきたいということでありまして、各

項目が多岐にわたりますので、その時期にいきなり

資料請求をしたいというふうに出しても大変だと思

いますので、決算書に記入されるかどうかというこ

と、可能かどうかも含めて今から準備をお願いした

いという意味で質問させていただきましたけれど

も、この点についてはどのようにお考えでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 決算書に関する財

源内訳を明示してほしいというお話でございます

が、確かに予算の段階では財源内訳が確認できます

が、決算時には財源の負担割合がわからないといっ
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た状況になってございます。このため、現状の決算

書並びに決算報告書のシステムや様式に加えるとい

うことは困難でございますが、別資料といった形で

平成24年度決算から対応させていただきたいという

ふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

〇議長（若山武信君） 向井議員。 

〇１番（向井義擴君） 〔登壇〕 ぜひこういうこ

とを通じて、情報開示はどこまでもしてもいいわけ

で、ディスクロージャーといいますか、その中身が

わかることによってまた市民理解が深まっていくの

ではないかと思いますので、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

 これによりまして私の質問を終わらせていただき

たいと思います。どうもありがとうございました。 

〇議長（若山武信君） 質問順序５、大綱１、市立

病院について、２、教育問題について、議席番号７

番、菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して、一般質問をさせていただきます。ご答弁よろ

しくお願いいたします。 

 質問をさせていただく前に、議長にちょっとお願

いあるのですけれども、大丈夫だと思うのですけれ

ども、途中もし腰が痛くなって足がしびれたり、そ

ういうようなときには座らせていただくかもしれま

せん。見苦しい質問になるかもしれませんけれども、

お許しを願いたいというふうに思います。よろしく

…… 

〇議長（若山武信君） はい、結構です。どうぞ今

から座って結構です。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 はい、大丈夫で

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、市立病院についてお尋ねをしたいとい

うふうに思います。病院の廃棄物についてでござい

ますけれども、病院内から排出される廃棄物には一

般廃棄物、それから産業廃棄物、感染性の医療廃棄

物と、この３つがあるというふうに思います。それ

らの３つの廃棄物の中でも特に感染性の医療廃棄

物、これにつきましては数年前に赤平の市立病院か

ら排出された感染性の医療廃棄物が誤って赤平市の

じん芥処理場に投棄されたと、そういう事実を耳に

したことがありますけれども、その管理や処分の方

法について、これは誤ると重大な事故を引き起こす

ということになりかねません。あれから数年がたっ

て危機管理が薄れていては困ると。本当にこれは赤

平だけの問題でなくて、どこの病院でもそうであり

ましょうが、やはりこういう重大な問題については

繰り返し繰り返し議会で皆さん方の自覚を促すとい

うか、危機管理を持つというか、そういったことで

やっていかなければならない重大な問題であるとい

うふうに思って今回の質問をさせていただきます。 

 そこで、市立病院から排出される今申したところ

の３種類のそれぞれの廃棄物の排出量、これはどの

ぐらいあるのかというのが１点。それから、それら

の廃棄物の処理料金というのはこの近年、23年、24

年ぐらいで結構でございますけれども、どのぐらい

かかっているのだろうかと。それから、それぞれの

廃棄物が間違いなく資格のある業者が処理をしてい

るのかどうかと、これは非常に大事な部分です。そ

れから最後に、それらの業者がどういう資格を持っ

た委託先に納めているのか、処分しているのかと、

こういったことの４点に分けてご説明をいただきた

いというふうに思います。よろしくお願いいたしま

す。 

〇議長（若山武信君） 病院事務長。 

〇市立赤平総合病院事務長（實吉俊介君） 病院の

廃棄物につきまして排出量、処理料金についてお答

えいたします。 

 病院での廃棄物の排出量と処理料金の実績につき

ましては、平成23年度実績で一般廃棄物が排出量９

万9,930キログラムで、処理料金が99万9,300円、産

業廃棄物が排出量１万1,430キログラムで、処理料金

が14万8,580円、感染性医療系廃棄物が排出量８万

1,960リットルで、処理料金が304万8,908円となって

おります。また、平成24年度の実績では、一般廃棄

物が排出量９万8,040キログラムで、処理料金が98
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万1,900円、産業廃棄物が排出量１万1,710キログラ

ムで、処理料金が16万2,480円、感染性の医療系廃棄

物が排出量10万7,718リットルで、処理料金が423万

3,733円となっております。安定的に入院患者さんや

手術件数を確保し、また近年の感染症予防対策の指

導強化によりまして排出量は料金ともに年々増加す

る傾向にあります。今年度は、一般廃棄物、産業廃

棄物、感染性廃棄物全てを合わせ492万円の予算を計

上しているところであります。 

 また、それぞれの委託先は、一般廃棄物がリサイ

クリーン、産業廃棄物の一部が赤平市じん芥処理場、

また産業廃棄物の一部と感染性医療系廃棄物につき

ましては株式会社北海道放射線サービスとなってお

ります。なお、本業者につきましても処理の資格を

持ち、古くからの実績を有している業者にあります。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 ただいまそれぞ

れの質問についてご答弁いただきました。私たちの

家庭においては、一般のごみということなのでしょ

うけれども、事病院に関しましてはそれぞれのごみ

がこうやって、ごみと言ったら大変失礼な言い方で、

廃棄物が出てまいります。その中で今ご答弁いただ

いて、一般廃棄物は23年から24年にかけて減少して

いると、これはやっぱり病院としての物すごい努力

だというふうに思います。私たちの家庭からもごみ

を少なくしようという運動を行っていますけれど

も、ごみを少なくするというには大変な努力が要り

ます。その中で今病院が23年度から24年度の実績の

中で一般ごみの数量も減っている、それから支払い

する料金も減っていると、これは病院なりのそれな

りのそれぞれの努力が実を結んだ結果だというふう

に思います。産業廃棄物と感染性医療廃棄物、これ

については産業廃棄物が微増、そして感染性の医療

廃棄物がかなりふえています。廃棄物がふえればだ

めだよということには決して病院の場合はなりませ

ん。産業廃棄物や感染性の医療廃棄物がふえるとい

うことは、それだけ一生懸命仕事をした結果そうい

ったものがたくさん出てくるから、結局は医療収入

が上がったり、そういった形の中で病院の場合は廃

棄物の種類によって量がふえている部分の感染性医

療廃棄物がふえているということはそれだけ医療が

一生懸命頑張っているということです。我々の自宅

からはごみがいっぱい出たら、何だ、うまくごみの

処理もやっていないなということになりますけれど

も、病院については今お答えいただいた廃棄物の量

を見ただけで本当に頑張っているなというふうに思

います。 

 ただ、その管理の方法や何かも間違うと大変なこ

とになるので、廃棄物の量でもって非常に今の赤平

市立病院の努力の結果がうかがわれるというふうに

思っております。特に感染性の医療廃棄物、これら

についてはその管理が非常に重要な役割を担ってい

ると思われますけれども、誰がこの部分の責任を持

ってどのような管理を行っているのかということを

お聞きしたいというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 病院事務長。 

〇市立赤平総合病院事務長（實吉俊介君） 廃棄物

の管理方法についてお答えいたします。 

 廃棄物の管理は、全て管理課の施設係が責任を持

ってその任務に当たっております。院内の各部署で

分別された廃棄物は、回収された後一般廃棄物と産

業廃棄物でスチール製のものなど不燃性のものと個

人情報を含む可燃性のものと、そして感染性医療系

廃棄物の４分類に分け、一般廃棄物、産業廃棄物は

旧精神科病棟に保管し、感染性医療系廃棄物につき

ましては専用ポリ容器に完全密閉した上で別な倉庫

に一時保管しております。一般廃棄物については、

週３回リサイクリーンへ運搬しております。産業廃

棄物の不燃性のものについては、週１回赤平市じん

芥処理場へ運搬しております。また、個人情報を含

む可燃性の産業廃棄物は、その処理の資格を有する

歌志内市の株式会社北海道放射線サービスにて焼却

処分にしております。あわせて感染性医療系廃棄物

につきましても株式会社北海道放射線サービスに処
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理を委託しているところであります。今後も細心の

注意を図りながら適切な管理と処理に努めてまいり

たいと考えております。よろしくお願いします。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

の中で施設係が管理している、分別をして回収をし

ていると、旧精神病棟に保管をしていますよという

お話がございました。この旧精神病棟は、誰もが今

出入りできるような状態になっているかどうかとい

うことが１つ。 

 それから、もう一つは、別な倉庫に一時保管をし

ているというお話がございました。ここの棟につい

ての感染性廃棄物等については、施錠だとか、そう

いったものがかけられているのかどうかと、誰もが

そこに行って感染性廃棄物を看護師であれば投げる

ことができるのかどうか、この２点をお伺いしたい

というふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 病院事務長。 

〇市立赤平総合病院事務長（實吉俊介君） 精神科

病棟につきましても施錠し、誰でも入れる形にはな

っておりません。施設係もしくは医事係のほうから

鍵を借りて入る形ということになっております。 

 感染性の別な倉庫に入れているものにつきまして

も鍵は施設係のほうで保管し、施設係以外は入るこ

とができないという状況でそこに保管しているとい

う状況です。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 よくわかりまし

た。誰もが出入りできない、あるいは鍵がかかって

いますよということであります。いいことだと思い

ます。それであれば、必ずそこに入る人、何月何日、

どこどこの誰という記録を残していなければ、そう

いう記録をきちっとそこのところに残すと、残して

いればそれでいいです。そういうことを切に望みま

す。いずれにいたしましても、一般家庭と違い病院

の廃棄物管理には、特に感染性の医療系廃棄物には

気を使い過ぎても使い過ぎるという、そのぐらいの

注意をしないと安心だとか安全は保たれません。今

後も気を緩めることなく、重大事故が起きないよう

に分別、そして確認というしっかりとした管理をお

願いしたいというふうに思います。 

 続きまして、外来患者の減少に伴う収入減少対策

ということについてお伺いをさせていただきます。

最近特に外来患者の減少に伴う収入減というのが目

につきます。他の市町村から、例えば自動車学校の

生徒がいろんな地域から赤平の市内を駆けめぐって

自分の学校の生徒を、教習生を乗せて自分のまちに

連れていくという、そういう光景がよく目につくと

いうふうに思います。赤平市内を往来している車の

中に芦別だとか富良野だとか、あるいは滝川だとか、

そういったところから来ているクリニックだとか病

院という、そういう名前の入った車が最近よく目に

つきます。皆さん方もお目にかかったことがあると

いうふうに思いますけれども、そのように非常に他

市においてもそれだけ外来患者の獲得に必死になっ

ているのだなというふうに思わざるを得ません。赤

平市立病院においても職員や事務方の人たちが知恵

を出しながら、いろいろなことを実行しているとい

うふうに聞いております。入院患者が満たされてい

るから、外来患者が多少少なくても今月の収支がい

いからいいだろうと、こういうことにはならないわ

けです。病院の場合は、必ずそうしなければならな

いという、そう言いがたいというところもあります

けれども、企業にとってはだめなところというのは

早期に治療するというか、早期に集中的に対策を急

ぐという、そういうことが求められています。 

 そこで、赤平市立病院としていいものはいいので

す。悪い部分の例えば当面数カ月間外来患者の減少

している部分の中の歯どめをかける対策というか、

そういった部分の収入減対策というか、そういった

ところをどのような対策をとっていこうとしている

のか、あるいはとっているのか、そこら辺について

ご説明をいただきたいというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 病院事務長。 

〇市立赤平総合病院事務長（實吉俊介君） 外来患
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者の減少に伴う収入減少対策についてお答えいたし

ます。 

 平成23年度より経常収支は黒字化となり、以降病

院経営は順調に進んでおります。外来患者において

ここ２年は減少傾向にありましたが、今年度は４月

以降外来患者数も見込み以上に順調に確保されてい

るところであります。しかし、この状況に甘んじる

ことなく、今後の対策といたしまして新たな患者さ

んの確保が重要な課題と認識しております。その新

患確保の方策といたしましては、今後も内科外来の

予約外診療をより一層充実させるため、午前外来は

もとより午後外来についても充実した体制を組んで

いくよう努めてまいります。さらに、各健診の拡充

が外来患者の増加につながることから、特に短時間

で受診のできるスモール健診や国が進めている特定

健診の拡大を積極的に進めてまいりたいと考えてお

ります。スモール健診につきましては、町内会、老

人クラブ等への周知、特定健診につきましては内科

外来横に特設の受付と検査窓口を設置し、それぞれ

今後につながる新患及び新たな受診を確保すべき方

策をとっております。また、透析医療につきまして

も現在実施している送迎サービスの継続と他院、他

医療機関からの紹介患者を積極的に受け入れるな

ど、新たな外来患者の確保に努めてまいりたいと考

えております。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 いろいろ廃棄物

の問題、それから管理の問題、今外来患者の対応に

対する問題、それぞれの質問について答えていただ

きましたけれども、特に先ほど言ったように感染性

の医療廃棄物等についての扱いについては今後も十

分気を抜かないで対応していっていただきたいとい

うふうに思います。 

 以上をもちましてとりあえず市立病院についての

話は終わらせていただきまして、続きまして教育問

題についてお伺いをさせていただきます。①のいじ

めについてでございます。このいじめ問題につきま

しては、毎回毎回議会でテーマに上がる言葉だとい

うふうに思っております。いろいろな地域で学校で

生徒が死に追いやられていると、そういう事件にま

で発展する問題がこのいじめ問題であります。どこ

の学校においても情報の共有化、あるいは未然防止

という言葉が今や合い言葉になっているのではあり

ますけれども、なかなかその解決方法というのは難

しいものがあります。 

 ことしの５月にいじめ防止に取り組むＮＰＯ法

人、これ川崎市にあるのですけれども、ジェントル

ハートプロジェクトというＮＰＯ法人があります。

ここがいじめ問題に関する教員、学校の先生ですね、

教員へのアンケート調査を行ったと。その発表を公

表したわけであります。その中で約70％、10人に７

人の先生がいじめを解決できるかどうか自信を持っ

ていないというのです。10人に７人ですよ。10人に

７人の先生がいじめの問題を解決する自信がないと

いうのです。ですから、そういう部分で我々が解決

しようと思ってもなかなか難しいのかなというふう

に改めて思ったわけですけれども、その対応に不安

を抱えているということがよくわかりました。その

内訳としまして、昨年10月からことしの25年の４月、

この約７カ月間、この中でいじめ問題についての講

演会を各地で開催しているのです。そして、これは

講演会に参加した先生方に調査票、そういったもの

を配付して、13の都道府県、北海道も入っています。

13の都道府県の小中学校の教員約300人、正確には

296人ですけれども、約300人、この先生方が回答し

たと。過去１年以内に担任になってクラスでもって

いじめがありましたかという問いに、129人、約130

人があったという回答をしているのです。43.5％で

す。このいじめがあるかどうかを尋ねた質問に、解

決ができると、あるいはほぼできると、そうやって

自信を持って言った先生、これが32％しかいないで

す。いじめは私は解決できますよと言った先生、32

％しかいないです。だから、赤平もそれだけだとい

うことにはなりませんけれども、データとしてこう

いう結果が出ているということです。56％は解決で



 －65－ 

きるかわからないよと、13％はできないかもしれな

いという、そういう結果なのです。これを見ても明

らかなのですけれども、いじめにどう対応すべきか

をわかっていないという、そういう先生が多いとい

うことです。 

 私がここでもって言いたいのは、学校の先生に対

して赤平の教育委員会というのはどういうことして

いるかということを聞きたいです。今これから言い

ますけれども、教員の現場でのスキルアップ、そう

いうのが非常に僕は重要でないかなというふうに思

いました。そこら辺をどのようにお考えになってい

るか、またそういう部分に対してどのような対応を

とるべきだと思うかということを赤平市の教育委員

会としてのご意見をお聞きしたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） いじめの問題であ

りますけれども、いじめの問題については全国で依

然としてなくならない状況でありまして、それが原

因と思われる憂慮すべき事件も依然発生している状

況であります。そこで、この問題に係る教職員の対

応の協議や研修などの状況ですけれども、全国的に

重要な問題でありますことから、学校自体、また教

職員自身においても対応への意識は高いと感じてい

るところです。そのため各学校では、定期的な情報

交換や連絡会議、校内研修の開催で情報の共有化と

その未然防止に努めているところであり、必要によ

り外部からの講師によって研修も行っているところ

です。いじめのアンケートの調査についても早期に

集計するなどで迅速な情報収集を行ってその実態把

握に、改善に努めております。また、市教委といた

しましても、平成18年の１月に地元警察署と締結い

たしました子どもの健全育成サポートシステムにお

いても、重大ないじめ事案に係る警察との連携につ

いての項目を新たに盛り込むなどの変更協定を結ん

だところであります。いずれにしても、未然防止と

早期の発見が大切なこととなりますので、自他の命

の尊重と公共の精神の保持など教育活動全体を通じ

て行いまして、いじめを絶対に許さないとの共通認

識のもと教職員全員で対応できるよう指導しており

ます。今後も関係各方面と連携して未然防止に努め

てまいりますので、ご理解くださるようお願いいた

します。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

のようにきちっと対応していただきたいというふう

に思います。 

 もう一つ、いじめについての関連質問させていた

だきます。ＡＳＳ、前にも議会でお話をさせていた

だきました。赤歌署セーフティーサービスと、これ

は24年、去年の11月に発足しまして、警察と地域、

あるいは教育委員会とか、みんないっぱい入ってい

ると思いますけれども、そういう方々が連携して地

域から不良をなくそう、あるいはいじめをなくそう

というためにセーフティーサービスが実施されてお

ります。それから、生活安全のほうでは命を大切に

する教室というのを各学校と連携しながら、自分の

命を大切にしようと、いじめによって自分の命を捨

てることなんかやめましょうよというような形、い

ろんな部分の話し合いがあるのでしょうけれども、

そういった教室を開催するという、そういう警察署

では２つの大きなセーフティーサービスと教室を地

域の方々と話し合いをしながら、情報を共有しなが

らいじめだとか、あるいは体罰だとか、いろんな部

分でそういったものをなくそうという努力をしてお

ります。 

 赤歌警察署と連携をして対応していくのだよとい

うことを前回の議会でお話をされました。私が質問

したときには、最終的には前向きに対応していきま

すというお答えをいただきました。そこで、どのよ

うに今まで、前回の議会で答弁なさった部分から今

日までどんな対応をされてきたのかということをお

聞きしたいというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 命を大切にする教
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室についてですが、赤歌署様からの依頼による外部

講師を招いての件と思いますが、前回の質問におい

ては学校では既に次年度の事業計画の立案というの

は11月の時点で策定するものでありまして、当該年

度の途中での実施は困難としたもので、間もなく次

年度計画の立案時期となりますので、早目の対応を

心がけております。命を大切にするということは、

自他を認め合うことであり、決まりや規則などでは

ない生きていくための基本原則でありますので、イ

ンターネット問題、デートＤＶ、薬物問題など全て

に関係するものであります。そのため学校現場では、

全ての学校活動における基本原則として捉まえてい

るところです。 

 そこで、ご指摘の教室については、学校の教育課

程と照らし合わせていかに効果的に教材として活用

し、事業展開ができるか検討し、取り組めるものは

実施してまいりたいと思います。赤歌署様には日ご

ろの情報交換や薬物乱用防止教室などでも身近な存

在となっておりますので、互いに声をかけ合いなが

ら早目の情報の共有を行ってまいりたいと思います

ので、ご理解、ご支援くださるようお願いいたしま

す。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 いじめの問題と

いうのは、いろんな角度から見るいじめの問題とい

うのがあるのです。学校の先生から見るいじめの問

題、あるいは校長、教頭から見るいじめの問題、地

域から見るいじめの問題、教育委員会から見るいじ

めの問題、両親から見るいじめの問題、子供から見

えるいじめの問題、いろんな部分でいじめというの

はあると思うのですけれども、私は今回は先生とい

う部分に特化して質問させていただきました。こう

いう記事を読んだり、ニュースを見たりするのは、

本当に今の学校の先生方というのは真剣になって子

供と向き合っているのだろうかと、子供たちの声を

聞こうとしているのだろうかと、そのぐらい痛切に

心に訴えてきます、こういう話を聞いたり見たりす

ると。７割の先生がいじめを解決できない、いじめ

を解決できないような先生だったらやめてしまえば

いいと、そのぐらい個人的には思います。ですから、

先生方のスキルアップをどうやるのだという質問を

あえてさせてもらったのです。やっぱり先生方が職

業としてその仕事を選んだのであれば、最後までそ

の職業を全うできるような、そういうような先生に

なっていただきたいなというのが私の望みです。今

回そういう意味で別の角度から見るいじめの問題に

ついてお伺いをさせていただきました。いずれにし

ても、いじめ問題は子供の命を奪うというまで発展

する重大な案件であります。常に目配り、気配り、

そういったことを絶やさないようにしっかり学校の

先生方には管理監督をしていただくということをや

っていただきたいというふうに思っております。 

 最後に、給食のアレルギー問題の対応についてお

話をさせていただきます。この件につきましては、

予算委員会においても質問をさせていただいた経緯

があるというふうに思っておりますけれども、最近

全国でこの問題が多く起きていることから、再度一

般質問をさせていただきたいというふうに思ってお

ります。一例を挙げますと、昨年の12月に東京の府

中で５年生の女の子、11歳でありますけれども、給

食を食べた後に体調を崩して死亡してしまった、こ

ういう事案があります。女の子には食物アレルギー

があって、行政解剖の結果、死因はアレルギーの原

因食品を食べたことによるアナフィラキシーショッ

ク、このアナフィラキシーというのを辞書でちょっ

と調べたら、生命を脅かす危険な状態に陥ることを

アナフィラキシーというのです。このショックでも

って亡くなった疑いがあるということで警察も捜査

に乗り出したということであります。この女の子に

は通常乳製品だとか卵だとか、あるいはピーナツ、

こういった部分にアレルギーがありまして、給食で

はもちろんそうなのですけれども、これらを除いた

特別食を用意している。それで、他の児童と違う色

のトレー、それから食器にも名前を書くと、そして

ふたをすると、そのふたにも名前を書くと、そのぐ
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らい調理員が注意を払いながら直接本人に手渡した

のです。それなのになぜこんなことが起きたか、や

っぱりどこかでもってちょっとした気の緩みという

のが出たのだというふうに思うのです。ここまで本

当に神経質な対応を教育委員会としてやってきたの

に、なぜというふうに思うのですけれども、この女

の子がちょっとおいしかったからおかわりを要望し

たのです。おかわりを要望したときにその確認を怠

り残りの給食を少し授けてしまったと、それを女の

子は同じように召し上がってしまったのです。そし

て、そういう事件が起きた。そのとき校長は、来て

何か注射を打ったみたいですけれども、それはもう

間に合わなかった、そういうような事件だったので

す。 

 このアレルギー問題について今確認を、あるいは

対応を誤ったのではないかというふうに思われてい

るという話をしましたけれども、赤平もこれにとっ

ては例外ではないというふうに僕は思っておりま

す。赤平市のアレルギー体質というか、学校に申告

をしている子供たちというのは何人ぐらいいらっし

ゃるのかということ、それからその人たちはどのよ

うに把握してどのような対応を赤平市では、教育委

員会ではとっているのかということをお尋ねしたい

というふうに思います。よろしくお願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（相原弘幸君） 給食のアレルギー

の問題の対応についてですが、近年アレルギー問題

における事故の発生が全国で報道されております。

市の学校給食センターにおいては、施設や人員配置

などの問題から特別なアレルギー食の提供はできな

い状況であり、そのため今年度から給食の献立表に

アレルギー表示マークを加えることなどで少しでも

注意の喚起とその把握に努めております。 

 そこで、学校におけるアレルギー体質の児童につ

いては、現在３名ほど報告を受けているところであ

ります。給食におけるその対応については、事前に

保護者と養護教諭を含めた学校側との協議を行って

おり、その内容を給食センター、学校が共有するこ

とで事故のない体制づくりを進めるようにしており

ます。把握と管理についてですが、小学校に入学す

る際に子供の健康状態を把握するための就学時健診

を全ての新入学予定児童の保護者宛てに案内してい

るところですが、その健診における保護者記入の問

診票の中に子供の健康状態や心配なこと、現在の病

気などを記入していただく欄が設けられておりま

す。それらの記入を受け、学校との保護者面談にお

いてアレルギーの種類などについて医師の診断書の

提示をお願いするなど、その後の対応についての資

料としているところです。また、進級時には各年度

の健康診断前に保護者宛てに事前調査票の提出をお

願いしており、内容に変更があった場合その際に把

握できることになっております。その把握した情報

に基づき学校内、または学校と給食センターとが密

接に打ち合わせを行いまして適切に対応するととも

に、献立内容について保護者へ的確に情報を提供す

ることとしています。また、給食センターでは、ア

レルギー食対応の設備等が整っていないために除去

食、代替食を提供することが困難な状況です。保護

者には、担任、養護教諭と相談の上、除去食、代替

食をご家庭からご持参いただくなどの対応をお願い

しております。いずれにしても、アレルギー問題は

対応を誤りますと重大な事故につながることとなり

ますので、給食センター、学校、また養護教諭、担

任など学校全体で意識の共有化を図り、対応に誤り

のないよう努めてまいります。 

 以上です。 

〇議長（若山武信君） 菊島議員。 

〇７番（菊島好孝君） 〔登壇〕 ありがとうござ

いました。今お答えしていただいたように、対応を

誤ると大変な事態になります。ちょっとのすきや油

断で子供の命を奪うということになったら、大事件

でありますし、各所、各人、各部署が共通した認識、

あるいは情報、そういったものを共有しながら間違

いのない配食、そういったものを徹底していくとい

うことを私のほうから申し上げまして、この一般質

問を終わらせていただきたいというふうに思いま
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す。ご答弁ありがとうございました。 

                       

〇議長（若山武信君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ２時１３分 散 会） 
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