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平 成 ２ ８ 年 

 

赤平市議会第２回定例会会議録（第３日） 

 

                          ６月１７日（金曜日）午前１０時００分 開 議 

                                    午後 １時０５分 閉 会 

 

 〇議事日程（第３号） 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名      

  日程第 ２ 諸般の報告           

  日程第 ３ 一般質問            

        ６．竹 村 恵 一 議員    

        ７．植 村 真 美 議員 

  日程第 ４ 議案第１１１号 赤平市家庭的保 

        育事業等の設備及び運営に関する 

        基準を定める条例の一部改正につ 

        いての委員長報告        

  日程第 ５ 議案第１１２号 赤平市国民健康 

        保険条例の一部改正についての委 

        員長報告            

  日程第 ６ 議案第１１３号 赤平市地域コミ 

        ュニティセンター設置条例の一部 

        改正についての委員長報告    

  日程第 ７ 議案第１１４号 中空知広域市町 

        村圏組合規約の変更についての委 

        員長報告            

  日程第 ８ 議案第１１６号 財産の処分につ 

        いての委員長報告        

  日程第 ９ 議案第１１７号 平成２８年度赤 

        平市一般会計補正予算      

  日程第１０ 議案第１１８号 平成２８年度赤 

        平市下水道事業特別会計補正予算 

  日程第１１ 意見書案第22号 次期介護保険制 

        度改正における福祉用具、住宅改 

        修の見直しに関する意見書    

  日程第１２ 意見書案第23号 骨髄移植ドナー 

        に対する支援の充実に関する意見 

        書               

  日程第１３ 意見書案第24号 道教委「新たな 

        高校教育に関する指針」の見直し 

        とすべての子どもにゆたかな学び 

        を保障する高校教育を求める意見 

        書               

  日程第１４ 意見書案第25号 「要介護１・２ 

        の保険外し」を中止し、安心・安 

        全の介護保障を求める意見書   

  日程第１５ 意見書案第26号 日本政府に核兵 

        器全面禁止の為の行動を求める意 

        見書              

  日程第１６ 請願、陳情に関する閉会中審査の 

        議決について          

  日程第１７ 閉会中継続審査の議決について  

 

 〇本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名      

  日程第 ２ 諸般の報告           

  日程第 ３ 一般質問            

  日程第 ４ 議案第１１１号 赤平市家庭的保 

        育事業等の設備及び運営に関する 

        基準を定める条例の一部改正につ 

        いての委員長報告        

  日程第 ５ 議案第１１２号 赤平市国民健康 

        保険条例の一部改正についての委 

        員長報告            

  日程第 ６ 議案第１１３号 赤平市地域コミ 

        ュニティセンター設置条例の一部 

        改正についての委員長報告    

  日程第 ７ 議案第１１４号 中空知広域市町 

        村圏組合規約の変更についての委 
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        員長報告            

  日程第 ８ 議案第１１６号 財産の処分につ 

        いての委員長報告        

  日程第 ９ 議案第１１７号 平成２８年度赤 

        平市一般会計補正予算      

  日程第１０ 議案第１１８号 平成２８年度赤 

        平市下水道事業特別会計補正予算 

  日程第１１ 意見書案第22号 次期介護保険制 

        度改正における福祉用具、住宅改 

        修の見直しに関する意見書    

  日程第１２ 意見書案第23号 骨髄移植ドナー 

        に対する支援の充実に関する意見 

        書               

  日程第１３ 意見書案第24号 道教委「新たな 

        高校教育に関する指針」の見直し 

        とすべての子どもにゆたかな学び 

        を保障する高校教育を求める意見 

        書               

  日程第１４ 意見書案第25号 「要介護１・２ 

        の保険外し」を中止し、安心・安 

        全の介護保障を求める意見書   

  日程第１５ 意見書案第26号 日本政府に核兵 

        器全面禁止の為の行動を求める意 

        見書              

  日程第１６ 請願、陳情に関する閉会中審査の 

        議決について          

  日程第１７ 閉会中継続審査の議決について  
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２．さらなる資源の発掘 

  について 

３．庁舎内の環境整備に 

  ついて 

４．安心した老後のため 

  の環境づくりにつ  

  いて 

５．子育て環境の改善に 

ついて 

 

 

 〇出席議員 １０名 
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        ３番  植 村 真 美 君 
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        ７番  伊 藤 新 一 君 
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  市      長  菊 島 美 孝 君 
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  監 査 委 員  早 坂 忠 一 君 
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  副 市 長  伊 藤 嘉 悦 君 
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  企 画 財 政 課 長  伊 藤 寿 雄 君 

  税 務 課 長  下 村 信 磁 君 
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  市 民 生 活 課 長  野 呂 道 洋 君 

  社 会 福 祉 課 長  井 波 雅 彦 君 

  介護健康推進課長  斉 藤 幸 英 君 

  商工労政観光課長  林   伸 樹 君 

  農 政 課 長  菊 島 美 時 君 

  建 設 課 長  熊 谷   敦 君 

  上 下 水 道 課 長  杉 本 悌 志 君 

  会 計 管 理 者  中 西 智 彦 君 
 
  あかびら市立病院            
            永 川 郁 郎 君 
  事 務 長            
                       
  教 育                 
      教 育 長  多 田   豊 君 
  委員会                 
 
      学校教育            
   〃        尾 堂 裕 之 君 
      課  長            
 
      社会教育            
   〃        蒲 原 英 二 君 
      課  長            
                       
  監 査 事 務 局 長  大 橋   一 君 
                       
  選挙管理委員会            
            町 田 秀 一 君 
  事 務 局 長            
                       
  農 業 委 員 会            
            菊 島 美 時 君 
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 〇本会議事務従事者 

  議 会 事務局長  栗 山 滋 之 君 
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   〃        野 呂 律 子 君 
      担当主幹            
 
      総務議事            
   〃        安 原 敬 二 君 
      係  長            
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（北市勲君） これより、本日の会議を開き

ます。 

                       

〇議長（北市勲君） 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85条の規定により、

議長において、６番向井議員、９番御家瀬議員を指

名いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 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。 

 諸般報告第２号ですが、委員長から送付を受けた

事件は、５件であります。 

 議員から送付を受けた事件は、５件であります。 

 委員長から閉会中継続審査の議決を求めるため申

し出のあった事件は、３件であります。 

 次に、本日の議事日程につきましては、第３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

全員出席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第３ 昨日に引き続き一

般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序６、１、市民サービスの向上について、

２、福祉政策について、３、教育行政について、議

席番号４番、竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 皆さん、おはよ

うございます。通告に基づきまして、夢現会より質

問させていただきます。 

 それでは、大綱１、市民サービスの向上について

に入ります。①、市道管理のあり方について、ア、

携帯端末利用の導入についてお伺いいたします。当

市は、ご存じのとおり、細長い町並みになっており、

市内全域で市道は路線数では399路線、実延長では約

161キロメートルに及んでおります。未改良で約44

キロメートル、砂利道で約49キロメートルと、平成

27年３月末でのデータではそういうふうに示されて

おります。市道は赤平市が管理しなければなりませ

んし、学校や病院、商店など地域の人たちの生活に

密着した施設を結ぶ道路だと考えます。そのほかに

市内には国道38号線が走っており、また道内の市町

村を結ぶ道道が６路線走っております。いずれの道

路も市民にとっては社会生活には重要なもので、補

修などの問い合わせは担当課に数多く寄せられてい

ると聞きます。今までは寄せられた情報の地域へ担

当者が赴き、現地に行き、初めてそこで補修状況の

優先順位が判断できます。これは、限られた人員の

担当課が常に市民の皆さんのニーズに応えるには非

常に効率が悪いと感じるところであります。最近は、

傷んだ場所の情報を携帯端末のスマートフォンで連

絡できるシステム、フィックスマイストリートとい

うアプリが導入されている自治体もあるとお聞きし

ます。当市も担当課の限られた人員での作業効率向

上のため、そして市民の方が一層相談しやすい環境

整備、また災害時の迅速な判断と行動に結びつく一

助のため導入を検討できないものでしょうか。お聞

きいたします。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 携帯端末の利用の導入に

ついてお答えをさせていただきます。 

 現在本市の市道は399路線、延長約161キロメート

ルであり、管理の状況につきましては市職員及び嘱

託職員で道路や側溝、道路附属物などの点検やパト

ロールを行っているところであります。また、道路

等の損傷につきましては、市民の方からの電話や窓

口での連絡により対応していることも多く、連絡を

受け、現地を確認し、その後補修を行うという形態

で行ってきております。通勤、通学など不特定多数

の道路利用者から携帯端末を利用した道路情報が市

役所に入ることは、写真等視覚的な情報が得られる

ため、現状把握、対応の緊急度も判断しやすく、迅
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速、効率的な対応ができることから、道路を管理す

る上では有効な手法であると思われます。災害時に

おいても、写真と位置情報が送信されてくることに

より、被害状況の把握や通行規制の方法などを早期

に判断し、現場に向かえるなど利点も多く、また安

全な避難路の確保など重要性が高いものと思われま

す。そのようなことから、今後携帯端末の利用につ

いてどのような機器が必要か、導入に当たっての費

用や特にセキュリティ面などを調査研究し、普及状

況なども見ながら導入の可能性について検討してま

いりたいと考えておりますので、ご理解いただきた

くお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 このシステムの

導入により、修復までの作業効率が上がるだけでは

なく、作業状況や見通しもネット上で紹介できるた

め、市民の方々が状況を把握しやすくなるというふ

うにも聞いておりますし、災害時の土砂崩れなどで

も迅速に情報を得られる効果を見込めると聞いてお

ります。導入による管理費は、全体的に一堂に会せ

ないとは思いますけれども、80万円ぐらいというよ

うな情報も聞いておりますし、当市にも利用価値が

あるのではないかと感じるところがありますので、

どうかよろしくお願いしたいというふうに感じま

す。 

 続きまして、イ、郵便局との協力体制についてお

伺いいたします。さきにお伺いしました携帯端末ア

プリ利用ともリンクしますが、きのうも防災の観点

から企業との連携の質問もありました。市内隅々を

配達で回っている局員さんから情報を得られれば、

環境整備が整うのがスピーディーに進むのではない

かと思います。市民の方々から苦情が寄せられる前

に担当が対応できますし、市民の方々がお願いする

前に対応してもらえたということで喜んでいただけ

るのではないかというふうにも感じます。また、こ

の後質問する大綱２の質問にもつながっていきます

けれども、限られた職員での対応に仕事の効率向上

していくようにも思えます。そういう観点からも市

と郵便局による協力、協定を結ぶべきではないでし

ょうか。お伺いいたします。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（熊谷敦君） 郵便局との協力体制につ

いてお答えをさせていただきます。 

 郵便局との協力体制につきましては、平成11年10

月に道路等の情報提供に関する覚書により赤平郵便

局、茂尻郵便局と道路等の損傷箇所の情報提供を受

ける覚書を取り交わしておりましたが、郵政民営化

に伴い、平成19年10月には覚書は解除となっており

ます。その後平成20年６月に災害発生時における赤

平市と赤平市内郵便局の協働に関する協定を締結

し、その際道路等の情報提供に関する覚書について

は郵便事業株式会社滝川支店の管轄業務となってい

たことから、今後の課題として整理され、現在に至

っております。道路パトロールにつきましては、先

ほど申し上げましたように、市道399路線を管理して

おり、限られた人員、時間の中で全市をくまなく見

て回ることは難しい状況にありますので、市内一円

を巡回する郵便局からの情報提供は早期に道路の損

傷など危険箇所の把握が行え、道路に起因する事故

防止対策の観点から効果的な方法であると考えます

が、実施に当たっては郵便局のご協力が必要であり

ますので、今後道路等の情報提供に関する覚書のよ

うな方法による道路等の情報提供が可能か検討して

まいりたいと考えておりますので、ご理解いただき

たくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ア、イ、２つの

質問、両方担当としては有効な手段として判断して

いただいているというふうに、前向きに取り組んで

いただけるというふうに認識いたしましたので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 大綱２、福祉政策についてに入ります。①、企業

と連携した高齢者の見守りについてお伺いいたしま

す。きのうの答弁でも企業との連携は考えられてい

るということでお話を聞けましたが、私は少し違う

角度からお聞きいたします。当市の高齢化率は既に
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40％を超え、中でも後期高齢者と言われる75歳以上

の率は高齢者人口の約22％を占めています。そんな

中、高齢者の孤独死防止策として、企業と協定し、

見守りを行う自治体がふえています。例えば運送業

者と連携し、月１回70歳以上の独居の高齢者の方へ

自治体発刊物を宅配し、対面で手渡しをし、安否を

確認する。人口減少の中、高齢者がふえ、見守りの

マンパワーが不足している状況においては心強い協

定になると感じますが、当市でも考えていけないも

のかお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 企業と連携した高

齢者の見守り体制についてお答えいたします。 

 少子化や核家族化の進行及び生活様式の多様化な

どにより、ひとり暮らし高齢者や高齢夫婦世帯が増

加するとともに、地域における人間関係の希薄化な

どから社会的孤立の問題が発生しております。福祉

的な支援を受ける方は配食サービスやホームヘルパ

ー等のサービスを提供する中で、見守りや安否確認

が行われる一方で、福祉的な支援は必要としないが、

地域から孤立する可能性がある高齢者や障がいのあ

る方、福祉的な支援が必要と思われるが、本人が支

援を拒んでいる方など、支援に結びつかない方がお

り、見守りの対象から外れている場合があると考え

ております。こうした方々を含め、日ごろから各町

内会、民生委員、児童委員、社会福祉協議会及びボ

ランティア等による自主的な見守り活動が行われて

いることと思いますが、さらに各地域での見守りを

充実させていくためには多数の近隣住民による日ご

ろからのさりげない見守りが重要であると考えてお

ります。民間運送業者と連携し、高齢者と対面しな

がら安否確認をする方法は今後人口が減少し、人手

不足となった場合には有効な手段の一つと考えられ

ますが、当面は地域と連携した見守り活動に取り組

んでまいりたいと考えております。今後社会福祉課

を初めとした関係各課において、市内各地域の関係

団体等の方々と意見交換をしながら赤平におけるよ

りよい見守り体制の構築を図ってまいりたいと考え

ておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま答弁い

ただきましたけれども、札幌市では多くの企業とま

ちづくりパートナー協定を結び、ともにまちづくり

を行っているという話も聞きます。当市でもぜひこ

ういう協定により高齢者の見守りなどへ生かせない

かというふうに思っているところです。過去にも平

成24年の第２回定例会でまちづくりパートナー協定

についての質問があり、副市長が当時担当課長だっ

たときに答弁をしていただいていたと思いますが、

そういうことについて検討していくというふうに言

っていましたけれども、その後の状態、その後はど

ういうふうな動きになっているかというのを再度お

聞きしたいというふうに思いますので、お願いいた

します。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 民間企業との連携

については、現在地方創生総合戦略やまちづくりな

どについて赤平市産業振興企業協議会の積極的なご

協力をいただいております。このようなことから、

議員がおっしゃるように、民間業者との連携も今後

は必要になることも考えられております。現在は生

活協同組合コープさっぽろのトドックを利用してい

る市民に対しては商品配達時に見守りをしていただ

くよう提携を結んでいるところですが、ふだんから

の日常生活の中で近隣住民によるさりげない声かけ

やちょっとした様子の変化の確認など、行政だけで

はなく、市民の皆様の協力を得ながらよりよい見守

り体制についてこれからも取り組んでまいりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 地域でのさりげ

ない見守り、昔は非常に構築されていたのではない

かなというふうに思いますが、先ほど答弁の中にも

ありましたとおり、最近は希薄化や法律での個人情

報などでなかなかかかわりを持てない社会状況だと
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いうふうに思います。高齢化率の高い当市には何ら

かの対策を行っていく必要を感じますし、答弁の中

にありましたように、人口減少が進み、人手不足と

なった場合には有効な手段とありましたが、私は今

がそういう時期に来ているのではないかというふう

に思いますので、再度お願いをして、この質問は終

わりたいというふうに思います。 

 続きまして、②、高齢者、児童、障がい者の総合

施設についてお伺いいたします。国は人口減少が進

む中山間地などの地方で高齢者介護、児童、障がい

者向け施設の統合を進める方向で検討がなされてい

ると聞きます。これは、福祉の担い手の確保が難し

くなるため、資格取得のあり方もあわせて議論され

るようですが、地方創生の一環として考えられてい

るようです。人口流出によって過疎地ではサービス

提供が困難で、住宅が点在する中山間地では福祉拠

点をそれぞれ設けるには限界があると分析されてお

ります。今後は高齢者、障がい者のケアとともに、

保育の場にもなるような施設を総合的に整備する必

要があると判断されていますし、複数のサービスを

手がけることが事業者の経営安定にもつながると期

待され、中長期的な課題として専門職の統合も議論

されています。しかし、当市は本年の４月に公共施

設等総合管理計画が示されて、公共施設のあり方が

出されていますので、ここであえて新しい建物の建

設への質問にはしませんが、今言ったように高齢者

や児童、障がい者が、きのうも多世代と交流する内

容の質問があったように、３者の交流できる憩う場

のあり方を考えていけないかお聞きしたいというふ

うに思いますので、お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 高齢者、児童、障

がい者の総合施設についてお答えいたします。 

 市内には、高齢者施設といたしまして特別養護老

人ホームや軽費老人ホームが、また子供に関係する

施設といたしましては保育所や幼稚園のほか、子育

て支援センターなどがあり、障がい者施設といたし

ましては社会福祉法人が運営する複数箇所の障がい

者支援施設があります。幼児期のころから高齢者や

障がい者などの自分とは生活環境が違う人たちと親

しく交流することは人の成長過程において心身の健

全な発達と人を思いやる優しい心が育まれるものと

考えております。市内においては、保育所や幼稚園

の子供たちが高齢者施設を訪問し、歌や遊戯を披露

したり、一緒に遊んだりしているほか、子育て支援

センターに通っている子供たちが介護予防事業のは

つらつ塾かえでを訪問し、読み聞かせやクリスマス

会などの交流を行ったり、地元の高齢者の方が児童

センターを訪問し、昔遊びの講習会を開催するなど

さまざまな交流を行っております。また、社会福祉

法人が運営する障がい者支援施設では、各種行事を

通して地域住民との交流も行っていただいておりま

す。子供から高齢者まで、また各世代の方がさまざ

まな機会を通じて交流を深めたり、体に障がいがあ

る方もない方も一緒になって活動し、理解を深めた

りするための環境整備にこれからも取り組んでまい

りたいと考えておりますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま今まで

行ってきた内容をお聞きいたしましたが、この総合

施設の質問の意図は、先ほども言いましたように、

新しい総合施設を建ててほしいということではなく

て、それぞれの分野の施設の人材不足を補うこと、

またそこから生まれる交流での学び、そしてそれぞ

れの年代と障がいの有無にかかわらず得られるこ

と、例えば高齢者では交流することで会話がふえ、

孤独感からの脱却とか、障がい者では生活改善へつ

ながるとか、児童ではそういうお年寄り、高齢者の

方と一緒に時間を過ごすことで思いやりや優しさが

身につくとか、地域ではさまざまな相談に応じる福

祉拠点となるなどのメリットが生まれてくるのでは

ないかという考えからきています。いわゆるその地

域が学校のようになるという考えからきています。

当市が質問した内容の分野の取り組みが少ないとい

うことではありませんので、どうか今いただいた答
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弁の内容が日常的に行われ、示された管理計画の中

でもし対応できるものがあるのであれば、改めて実

行していただきたいというふうに考えますので、お

願いいたします。 

 最後の大綱になります。大綱３、教育行政につい

て。①、非常勤講師の配置についてお伺いいたしま

す。人口減少に伴い生徒数も減少すると、自然と教

員定数も減り、教科の教員がいなくなり、かけ持ち

指導をせざるを得なくなります。特に音楽、美術、

技術、家庭科、保健体育といった５教科に見られる

ようです。ある自治体では、全校28校中25校で免許

外申請が出ている現状があり、非常勤講師を独自に

配置していると耳にします。かけ持ち指導は、学力

向上や授業の質の向上などの点や本来の教科指導に

集中できないという観点で、悪影響を及ぼしかねな

い不安があります。学力向上プランの一つとして退

職職員などの臨時職員としての雇用など、対策は考

えられないかお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（尾堂裕之君） 非常勤講師の配置

についてお答えさせていただきます。 

 免許外担任につきましては、人事異動による教員

配置に応じて毎年度当初にやむを得ない措置として

各学校より申請を行い、道教委の許可を受けている

ところです。今年度の各中学校免許外担任の状況は、

赤平中が家庭、美術、技術の３名、中央中が技術１

名、計４名となっております。数年前から道教委で

は、高校入試選抜に直接関連する国語、数学、社会、

理科、英語の主要５教科の免許外申請につきまして

は原則許可されておりません。よって、北海道及び

赤平市の学力対策向上に直接影響しないような配慮

は人員配置においてもある程度なされているのが現

状です。しかしながら、議員ご質問のとおり、子供

たちにとっては１つの学校において全ての教科の免

許がそろった人員がなされ、より専門性を高めた教

育を行うことは必要と考えますが、両校それぞれ状

況が異なること、また市内における対象教員等の人

材確保の面から現時点で市単独費用での非常勤講師

の配置は困難と思われ、両中学校の学校統合後市内

１校となった段階で配慮が必要となった場合に人材

確保も含め検討したいと考えておりますので、ご理

解賜りますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま主要５

教科では免許外担任は存在しないということで答弁

をいただきましたので、そこについては理解いたし

ます。しかしながら、教員の負担、専門教科へのよ

り一層の専門性を重視した指導などの観点からは、

やはり子供への間接的影響は拭えないというふうに

思います。また、小学校に目を向ければ、多様な児

童への対応に支援員の配置がなされていると思いま

すけれども、私自身各学校行事へ参加させていただ

き、時に目にしますが、対応に苦慮する場面が多い

のではないかというふうに思います。その点支援員

の増員について何かお考え、対応などがあればお聞

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（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（尾堂裕之君） お答えいたします。 

 現在茂尻小、豊里小に各１名、赤間小に短時間勤

務の２名を既に配置しております。支援につきまし

ては、赤間小の１名を除き、教員免許は保有してお

りませんが、授業を含めた学校活動の補助的な役割

を果たし、子供たちの理解力の向上と学力向上に効

果をもたらしていると考えます。よって、小中学校

における支援員の増員は専門教科の非常勤講師を配

置するよりは人材確保が若干期待できるのとさらな

る学力向上を図る上で有効施策と考えますので、今

後教育委員会が設置しております企画室を中心とし

た学力向上委員会において支援員の役割や理想的な

配置人数等を調査研究、協議を行い、予算確保を含

め、市関係部署等に要望してまいりたいと考えます

ので、ご理解賜りますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 予算の面では独

自に行動を起こせないのが現状でしょうが、委員会
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として必要と思う部分はやはり理事者側とせめぎ合

いを重ね、前へ進めていただきたいというふうに思

います。答弁にある配慮が必要となった場合という

のは、免許外申請が出たとき、もしくはかけ持ち指

導になっているときなのではないでしょうか。北海

道教育委員会にも退職教員等外部人材活用事業とい

う予算確保がなされているようですから、もし当市

の財政的に負担にならないものであれば、積極的に

活用してもいいのではないかというふうに感じると

ころがありますので、検討していただいて、お願い

したいというふうに思います。 

 続きまして、②、部活動指導のアスリート派遣に

ついてお伺いいたします。さきの質問の冒頭にも言

いましたが、人口減少に伴い児童生徒数も教員の数

も減っていきます。そうすると、周囲との競争心、

負けたくないという頑張る力が育たなくなります。

全国体力テストの結果のように体力衰退傾向や教員

側にも専門以外の種目指導で指導への不安や顧問の

引き受けに消極的になり、教育業務への間接的悪影

響など教育環境がよいとは決して言えなくなる現状

が引き起こります。そこで、札幌市は運動系部活動

の支援策にアスリート派遣事業に乗り出しました。

これは札幌にあるＡ―ｂａｎｋ北海道という新たな

スポーツビジネスのあり方を発信しようと立ち上が

った団体で、各種活動の目的を持っていますが、そ

の中の一つが義務教育の授業、部活動へのアスリー

ト派遣となっています。そうすることで生徒の意欲

向上、指導歴の浅い教員への技術指導などが考えら

れると言われております。当市のように生徒数が減

少し、活動の活発化が著しく期待できない状況の自

治体にはとても有効になるのではないかというふう

に思いますが、その点お考えをお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（尾堂裕之君） 部活動指導のアス

リート派遣についてお答えさせていただきます。 

 議員のご質問のとおり、部活動指導のアスリート

派遣が実現できれば、子供たちにとって大変刺激的

な出来事になり、かつ有意義な時間になると思われ、

技術の向上ばかりでなく、将来の目標や夢を育むこ

とについての教育的効果は大きいと考えます。札幌

市においては、今年度よりアスリート派遣会社に委

託し、事業を進めているようですが、導入している

自治体も少なく、また予算も伴うことでありますの

で、費用の面も含め近隣、あるいは道内導入団体に

ついての状況や資料収集を行い、アスリートや専門

指導員の派遣事業の導入及び受け入れを行う学校の

体制づくりについて調査研究してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解賜りますようお願いいたし

ます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 前向きとも後ろ

向きとも言えない答弁のように聞こえましたけれど

も、どうか今後赤平の教育環境を考えた上でアスリ

ートというところにいかなくても、専門指導員とい

う、そういうスポーツの各種専門指導員に対するご

検討をお願いしたいというふうにして、この質問は

終わりにしたいというふうに思います。 

 次に、③、子供の貧困と教育格差についてお伺い

いたします。日本の教育問題に子供の貧困状態が着

目され、国内では経済的理由で教育を十分に受ける

ことができない子供がいる、生まれた環境によって

子供たちの将来が左右されることがあってはならな

いと言われていますが、日本は約６人に１人の貧困

状態の子供がいると言われています。先進国34カ国

中、貧困率は実に15.7％で、10番目、決してこれは

低くない状況だというふうに思いますし、さらに母

子世帯においては66％が貧困で、地域のつながりの

希薄化や離婚、核家族化などによる支え合いの減少

が貧困に強く結びついていると言われます。子供の

学力格差、教育格差は家庭の経済格差が生むとも言

われ、2013年度の全国学力テストの結果分析では世

帯収入の違いで正答率に約20％の開きが生じてい

て、世帯収入の低い家庭、子供にかけられる学校外

教育費の少ない家庭というふうに表現されるのです

が、そういうところは正答率が低いというふうに言

われています。これは、経済格差が学力格差を生ん
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でいるというふうに読み取れるのではないでしょう

か。また、教育格差は学校外教育で生まれていて、

文科省の学習費調査の中では家庭が負担する教育支

出、学習費の中のうち約６割から７割が学校外教育

費であるというふうに出ています。そういった現状

を踏まえて、今の質問の中には学校外教育というよ

うな表現で出てきていますけれども、教育を担当す

る課としてお考えや当市の状況、対策などお聞きし

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（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（尾堂裕之君） 子供の貧困と教育

格差についてお答えさせていただきます。 

 赤平市における要、準要保護世帯の状況は、直近

の平成28年度で小学校77人、率にして22.1％、中学

校で63人、率にして26.9％となっており、認定率は

決して低い状況ではありません。このような世帯に

関しましては、就学援助制度により学用品費、修学

旅行費、給食費などを援助し、経済的な軽減を図っ

ているところです。議員ご質問のとおり、学力の面

に関しましては、ひとり親の影響などから家庭の中

で落ちついて学習できる環境が少ないことが要因

で、家庭学習不足により学力の低下を招いているケ

ースもあると考えるところです。学力向上を図るた

めには各学校の教育課程、いわゆる通常の学校での

授業においてわかる授業の構築及び教師力の向上が

不可欠であり、学力向上のための原点とは考えてお

りますが、一方その補完的な役割を担う家庭学習や

保護者の意識の変革も必要と考えます。現在赤平市

学力向上プランに基づき家庭学習の手引きの作成や

学校だよりを通じての啓発事業により家庭学習の推

進を図っておりますが、今後企画室を中心とした赤

平市学力向上委員会の中で各世帯の状況や教育格差

の実態把握に努め、放課後学習の推進などどのよう

な政策が必要かつ有効かを協議し、施策によっては

市福祉部局と連携を図りながら進めてまいりたいと

考えておりますので、ご理解賜りますようお願いい

たします。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 委員会としても

格差の現状はわかっていらっしゃるということが聞

けました。しかし、格差は実際に起こっていますし、

現状苦しむ家庭や子供がいるというのも間違いない

というふうに思います。そうすると、自然と貧困の

世代間連鎖が生まれてくるというふうに思います。

きのうの質問でもその防止策など話もありました

が、親の経済的貧困は子供から学習の機会、さまざ

まな体験活動の機会を奪ってしまいます。機会に恵

まれなかったことで低学力、低学歴となり、そして

その子が大人になり、所得の低い職業につかざるを

得なくなる現状が目の前にあります。そこで、文科

省は社会を生きるために必要な力を生きる力とし

て、生きる力とは確かな学力、豊かな心、健やかな

体と定めています。学校外でのサポートがどれだけ

得られるか、学校外の教育費との関係性は強く確か

な学力に大きく影響し、学校での道徳の授業、家庭

では親からの愛情が豊かな心につながります。そし

て、十分な食事を提供しない育児放棄、いわゆるネ

グレクトというのがふえてくると、親が食事をつく

り、自分自身の健康管理もできず、心身の健康に大

きく左右されていき、健やかな体に成長できないと

いうふうにつながっていくと思います。家庭へのか

かわり方、具体策は今ほど答弁でいただきましたけ

れども、今までも家庭学習の手引きの作成なども取

り組んできていますし、家庭学習の推進を図ってき

ているというふうに思いますが、やはり家庭学習の

定着についてはまだまだ足りないのではないかとい

うふうに思います。家庭へのかかわり方や具体策に

ついてもう少し具体的なお話が聞けたらと思います

ので、もう一度お聞きしたいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（尾堂裕之君） お答えさせていた

だきます。 

 申しわけありませんが、答弁の繰り返しとなるか

もしれませんが、さらなる家庭学習の啓発や推進に

つきましては、先ほど申し上げましたが、学校と教
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育委員会で組織する学力向上委員会の中で本日の竹

村議員さんのご指摘などを問題提起しながら、学校

現場の声を十分聞きながら、先ほども申しましたが、

必要かつ有効な施策を協議してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解賜りますようお願いいたしま

す。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 しっかり問題提

起をしていただいて、今後考えていっていただける

というご答弁をいただきましたので、理解するとこ

ろであります。教育行政の質問に対する答弁の中に

も人員配置についてはある程度という答弁とか、市

内における人材確保が困難とか、配慮が必要になっ

たときとか、近隣の状況を調査などしてからという

ような表現がありますが、やはり当市の教育環境に

必要と思われることは周囲よりも先出て理事者側と

教育委員会とのほうでしっかりとしたせめぎ合いを

重ねて、もっともっと前へ行かなくてはならないの

ではないかというふうに強く感じます。子供たちの

教育環境整備は、いつも私教育行政の問題を質問さ

せていただいたら言うのですけれども、今後赤平の

未来を担う子供たちに対する投資だというふうに私

は思います。どうか前へ進んでいけるような対応、

対策を強くお願いいたしまして、私の質問を全て終

了させていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（北市勲君） 質問順序７、１、おもてなし

の赤平づくりについて、２、さらなる資源の発掘に

ついて、３、庁舎内の環境整備について、４、安心

した老後のための環境づくりについて、５、子育て

環境の改善について、議席番号３番、植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 おはようござい

ます。通告に基づきまして、質問をさせていただき

ます。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 大綱１、おもてなしの赤平づくりについてお伺い

をさせていただきます。①、案内看板設置の検討に

ついて。北海道の観光客が増加傾向にある中でござ

いますが、移動手段としましては30％が鉄道という

ことと70％は主要道路を利用した観光バス、レンタ

カー、自動車であるということが言われています。

また、旅行の目的といたしまして、１位は自然観賞

ということと２位は温泉ということと３位は特産品

などを買うということであるようでございます。そ

こで、当市におきましても自然観賞がたっぷりでき

ます。エルム高原リゾートや世界的にも有名な流政

之氏の彫刻群のさらなる呼び込み、ふるさと納税返

礼品など使用している特産品のＰＲ、また地域を代

表する郷土料理を初め、さらに目に見える形で主要

道路沿いに看板を設置するなどご検討いただけない

でしょうか。最近ではエルム高原リゾートの入り口

の看板は新しく大変見やすくしていただいたのです

けれども、文字の表記だけでございまして、さらに

もう少し前のほうにＰＲ看板があることで寄り道の

きっかけになったり、またこのまちの印象づけにな

ったり、今後の参考にしてもらうなどの方向性に結

びつくというふうに考えますが、そのあたりはいか

がでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 案内看板設置の

検討についてお答えをいたします。 

 当市においての案内看板につきましては、国道38

号のエルム高原リゾートの入り口部分に案内の看板

を設置したほか、赤平工業団地の案内看板の更新を

行ったところであり、赤平と近隣市との市境にはカ

ントリーサインを設置しているところであります。

赤平の特徴がわかる目に見える案内看板を設置して

はということでありますが、ドライバーが目視で確

認できる看板となりますと、情報量が非常に限られ

るものとなりますので、とまって見られる場所に設

置するほうが現実的ではないかなというふうには思

います。どのような方法があるのか勉強をさせてい

ただきたいと思います。何かまたそのようなお考え

がございましたらぜひとも協議をさせていただきた

いと思いますので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 イメージを私の

ほうでも伝えるのが大変難しくて、伝わりづらくて
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大変申しわけございません。そこで、きょうパネル

を用意してまいりました。これは、隣町の芦別の看

板の例でございます。ガタタンのＰＲの案内看板で

ございますが、文字よりも大変見やすい形になって

いまして、「こりゃうまい」というこのキャッチフ

レーズも大変親しみ深く、そしてやはりこういった

インパクトのあるもので地域全体が応援することに

よって効果的なものも、市民も大変その気持ちも、

機運も上がりますし、こういったものが当市におい

ても必要なのではないかなというふうに思ってござ

います。当市もやはりこれぐらいのインパクトのあ

るＰＲしてもいい郷土料理が最近あるというふうに

私も思っていますので、当市も負けずにぜひ前向き

にこういった看板づくりをご検討いただきたいなと

いうふうに思います。また、そのほかにも当市にお

きましてはフォトコンテストも実施している例がご

ざいます。その応募の条件をＰＲ看板の、案内看板

のように募集してみるとか、写真愛好家の方に聞き

ますと、やはり自分の撮った写真が看板になること

は大変うれしいことだということのご意見もいただ

いていますので、ぜひそのあたりも含めてご検討い

ただきたく思ってございます。よろしくお願いいた

します。 

 続きまして、追加の質問でございますが、平成23

年度から26年度にかけまして海外からの道内の観光

客は57万人から154万人と３倍になっているという

現状がございます。そして、パッケージツアーを使

わずに独自で観光を楽しむ傾向に変化しているとい

うことでございます。そこで、これからは外国人観

光客に対しても目で見てわかりやすい看板表示や外

国語表示看板、また今は携帯電話でＱＲコードをか

ざすと音声や多言語に変換されるというような工夫

をされている事例もございます。そしてまた、空知

では美唄や由仁町を初め、サイクリングを楽しむ外

国人観光客がふえてくることが予想されていますの

で、サイクリングを楽しむ方々の目線に合った誘導

看板、案内看板の設置のあり方も空知全域で連携し

ていただくことなどもご検討いただきたく思ってご

ざいますが、このあたりはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 海外からのお客

様に対し、目で見てわかりやすい看板表示や外国語

表示看板、看板のＱＲコード設置ということであり

ますが、現状はいずれも設置をしていない状況であ

りますので、利用ニーズや必要性等を勘案しながら

全市的に検討してまいりたいと思います。また、サ

イクリングの誘導看板ということでありますが、当

市はサイクリングロードの設定がないという状況に

ありますので、外国人観光客のニーズなど近隣市の

状況を確認し、空知全域での連携につきまして検討

してまいりたいと思いますので、ご理解いただけれ

ばと思います。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ただいまサイク

リングロードは当市にはないということなのですけ

れども、私が夏場当市にいる間の中においてもやは

りサイクリングを楽しんでいる方たちはふえている

ような傾向に見えていますので、全市的に今ご検討

いただけるということでございましたので、また外

国人観光客に対するサービスのあり方なども含めて

今後ご検討いただきたく思ってございます。 

 そして最後に、この関連の質問で意見なのですけ

れども、私平成25年に案内看板に関する質問をさせ

ていただいている経緯がございます。そのときにも

既存の看板を見直していただけるというご返答もい

ただいてございました。そして、やはりちょっとい

ろいろ気になる部分がございましたので、それもパ

ネルにてきょう掲示をさせていただきたいと思っ

て、用意してきました。以前にも言っていたのです

けれども、滝川から赤平に入ってくるところ、カン

トリーサインが過ぎて、もうちょっと下行ったとこ

ろなのですけれども、このエルム高原の看板なので

すけれども、その質問をしてから変更はされていな

いのですが、実際に見てみますとさびがすごい状態

になっていることとこの看板を見て、きれいな温泉

だなだったりとか行ってみたいなという雰囲気には
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ちょっとやっぱりならないかなというふうに思うの

です。ですから、こういった今ある既存の看板もぜ

ひ見直していただき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（北市勲君） 植村議員、それ後ろ側どうな

っていますか。後ろの人見えますか。同じですか。 

〇３番（植村真美君） 同じです。 

〇議長（北市勲君） 同じですか。わかりました。 

〇３番（植村真美君） Ｗｉ―Ｆｉサービスについ

てお伺いをさせていただきます。今宿泊の手配や旅

行情報の入手でインターネット利用しているケース

が大半を占めているのですけれども、実際には年齢

層でいきますと若い方、中間層のネット利用率は50

％でございます。高齢者層におきましても40％を超

える利用率で、旅先からの手配を行い、また旅先に

おきましてもフェイスブックなどのＳＮＳでその場

の様子や景色を投函するといった人々も大変ふえて

いる現状でございます。今でも観光客が地域の情報

を日々発信している状態ということでございます。

８割以上の観光客のリピーター率があるこの北海道

でございまして、そのリピーターをふやすというこ

ととともに、新しい観光客を獲得するということに

関しましてはやはりＷｉ―Ｆｉの利用ができる空間

は必要不可欠だというふうに感じるところでござい

ます。そこで、当市におきましてもフリーでインタ

ーネットが楽しめる場所の拡大をご検討いただきた

く思ってございます。多くの市民や観光客が集う場

所、エルム高原リゾートやＡＫＡＢＩＲＡベースな

どの公共施設に優先的にＷｉ―Ｆｉ環境を整備して

いただきたく思ってございますが、この点につきま

してはいかがお考えでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） Ｗｉ―Ｆｉサー

ビスにつきましてお答えをさせていただきます。 

 2015年の訪日外国人につきましては約2,000万人

と言われ、まだまだ2020年の東京五輪までは増加傾

向が続くというふうに言われておりますが、旅行者

の形態は団体ツアーから個人旅行へとシフトしてい

るようで、北海道ではレンタカーの利用者が年々増

加をし、行動の範囲も多様化を見せております。約

９割の方が訪日旅行中にインターネットを利用し、

観光スポットの検索やグルメ情報の入手などを行い

ながら移動しており、訪日外国人観光客が求める第

１位にＷｉ―Ｆｉ環境の整備が挙げられておりま

す。また、スマートフォンやタブレット端末の普及

により民間の施設においてもＷｉ―Ｆｉ環境の整備

が進んできているところです。当市におきましても

市役所を初め、みらい、総合体育館、東公民館、コ

ミセン別館にはＷｉ―Ｆｉ環境を一部整えておりま

すが、観光施設であるエルム高原リゾート、ＡＫＡ

ＢＩＲＡベースは現在整備をしていない状況であり

ます。Ｗｉ―Ｆｉ設備にはさまざまな形態があるよ

うなので、各サービスの特徴ですとか通信回線の諸

条件等を検証させていただきたいと思いますが、各

施設の利用ニーズや必要性、優先順位を勘案しなが

ら検討させてまいりたいと思いますので、ご理解い

ただきますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 大変現状は理解

していただいているということでご答弁いただきま

した。今市内にあるＷｉ―Ｆｉ環境におきましても、

やはりフリーでなかなか使えなかったり、ちょっと

使いづらかったりだったりとか、さらに使用しやす

い環境づくりを全市的にも見直していただきたく思

ってございますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、③、民泊制度等の情報発信について

お伺いをさせていただきます。近年道内の観光客が

増加している中でございますが、宿泊施設も増加傾

向にございます。その増加にある宿泊施設の種類と

いたしましては、民泊を含める簡易宿所が最も伸び

ている現状にあります。以前質問をさせていただき

ましたように、当市は宿がなくて、火まつりといっ

た夜のお祭りがあったといたしましても、集客力が

限られていることや夜の飲食店街も寂しい状態が続

いてございます。今道内においても空き家や空き部

屋を利用した旅行者に有料で宿泊施設として提供し
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ている方やゲストシェアハウスとして使用している

方もございます。その予約も今はインターネット上

で簡単にできてしまう時代でございます。民泊を進

めてございます代表的な企業といたしましてはＡｉ

ｒｂｎｂというサイトがございまして、世界中の方

が利用可能となってございます。北海道では、大変

人気が高い地域でございますので、環境や条件が整

えばすぐに予約で埋まってしまう傾向にあるという

ふうにも伺ってございますし、また子育てしている

方も、実は子育てをしながら管理が可能な状態であ

るということで、先日友達のところにもちょっと行

って、見学をしてきました。そして、当市の補完的

な宿泊施設の検討として今後の空き家の活用の対策

にもつながっていく可能性があるのではないかなと

いうふうに思ってございまして、民泊やシェアハウ

スなどの情報収集や発信、希望者を募り、実際に民

泊を行っている方をお招きし、話を聞くなど、講習

会の開催も視野に入れたご検討をしていただきたく

思ってございますが、このあたりはいかがでしょう

か。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 民泊制度の情報

発信についてお答えをいたします。 

 民泊につきましては、ホテルや旅館などの宿泊施

設のかわりに一般家庭などが空き部屋などに有料で

旅行者を宿泊させるということであり、訪日外国人

客の増加により宿泊施設が不足する中でインターネ

ットを利用して部屋の貸し手と借り手を仲介する新

たな民泊ビジネスが登場しており、日本でも既に２

万件以上の登録物件があるというふうに言われてお

ります。しかしながら、現行法においてはあいてい

る部屋を継続的に提供し、宿泊料を取る場合には旅

館業法上、営業許可がなければ違法になるとされて

おり、その扱いには十分注意しなければいけません。

しかし、今後も需要がふえるとして、国としても2017

年からの規制の緩和に向け、法整備を進めていると

ころでありますが、その中でも利用日数の制限や近

隣住民とのトラブルの問題等もございますので、新

制度の内容について十分に精査をいたしまして、赤

平市しごと・ひと・まち創生総合戦略における宿泊

施設の整備を検討した上で空き家の有効利用や宿泊

施設の補完の必要性など総合的に判断し、情報の発

進をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解

いただきますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 いろいろとまだ

しっかりと法整備をされていないという現実であっ

たりとか、でもそんな中でも今後法整備を強めてい

くという国の流れもあることでございますが、その

あたりもしっかりと情報収集していただいて、また

さらにこのまちでどうしても必要だという方向性に

至りましたら、ぜひ特区制度などもご検討いただき

まして、進めていただきたいなというふうに思って

ございますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、大綱２に移らさせていただきます。

さらなる資源の発掘についてお伺いをさせていただ

きます。①、重要文化財登録に向けた考え方につい

てお伺いをさせていただきます。自分の生まれ育っ

たまちに誇りを持つことはこのまちのことを知るこ

とから始まりまして、私たち大人は次世代を担う子

供たちに赤平の歴史を深く知れる場所をつくってい

かなければならないというふうに、私自身もそう思

っているところでございます。これまで市民生活に

おいて守られてきました、市民活動においても守ら

れてきました、また当市のまちをつくり上げていた

だいた歴史の中で伝承されてきました炭鉱遺産にお

きましては、まさに当市の誇りとなり得るものでご

ざいまして、さらに近年九州の炭鉱遺産群が世界遺

産になったことからも重要文化財の登録に大変可能

性を秘めているところだというふうに感じておりま

す。また、この可能性を追い求めている一人でもご

ざいます。そして、ここで当然文化財登録を代表す

る対象物といたしましては立坑と思うところではご

ざいますが、文化財登録を推し進めるに当たりまし

ては、登録可能なものといたしまして、文化財保護

法では文化財とは有形文化財、無形文化財、民俗文
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化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群の６つ

のカテゴリーに分類されているところがございま

す。その中で、記念物においては史跡、名勝、天然

記念物と３つに分類されているところでございま

す。網走の事例でいいますと、１つのまちに史跡、

名勝、記念物といった３つ種類がございまして、文

化財が登録されているのです、この３つ全てが。多

くの文化財が集積されているということで、その地

域の文化財の価値が高まっているということと特徴

的な地域といたしまして学識経験者から、またさら

に周囲からも評価が上がっていると伺ってございま

す。当市におきましても、立坑という代表的なもの

に着目すると同時にほかのカテゴリーや記念物の種

類におきましても文化財登録に向けた対象物がない

かを探求いただきたく思ってございますが、この点

におきましてはいかがお考えでしょうか。よろしく

お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（蒲原英二君） 重要文化財登録に

向けた考え方についてお答えいたします。 

 現在当市には赤平市指定文化財として無形文化財

の住吉獅子舞と有形文化財の奈江沢遺跡出土の棍棒

形石器の２つが指定されております。また、北海道

遺産として赤平市が含まれております北海幹線用水

路と空知の炭鉱関連施設と生活文化が選定されてお

り、広く知られているところです。さて、文化財に

ついてですが、国が文化財保護法に基づき価値の高

いもの、重要なもの等を国宝、重要文化財、史跡、

名勝、天然記念物等として指定、選定、登録されて

いる文化財及び地方や市町村において指定されてい

る文化財があります。今後重要文化財指定に向けた

考え方といたしましては、旧住友赤平炭鉱立坑やぐ

らはもとより、重要と思われる文化財に対しまして

は段階を踏まえた中で最も格式の高いものを目指す

ほか、史跡、名勝、天然記念物等についても実現可

能なものがないか幅広く掘り起こし、指定、選定、

登録を目指していくところですので、ご理解を賜り

ますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 大変前向きなご

答弁いただきました。この結果次第で今後の赤平市

の遺産に対する周りからの見方、実は支援体制が変

わってくるというところがございます。ということ

もちょっと伺ってございますので、ぜひ前向きに探

していただきたく思ってございますので、よろしく

お願いいたします。 

 続きまして、②、公募型プロポーザル導入の検討

についてお伺いをさせていただきます。先日公共施

設等の総合管理計画が作成されまして、改革計画の

中では幾つかの施設を指定管理へ移行する考えが示

されてございました。これからの公共施設の可能性

を伸ばそうというところが見受けられる中ではござ

いますが、どう伸ばしていくことができるのか、内

部だけの考えや視野ではなくて、外部の視野を入れ

て、さらなる資源の掘り起こしに挑戦していただき

たく思ってございます。例えばエルム高原リゾート

の管理事業、公園づくりに関する事業、また商店街

の活性に関する事業など、当市にとって人が集う施

設であったり、その調査、建設、管理、運営につい

て各業者とともに知恵を出し合い、企画型の検討の

あり方、公募型プロポーザルの導入についてぜひご

検討いただきたいと思ってございますが、この点に

つきましてはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 公募型プロポーザルに

ついてのご質問でございますが、公募型プロポーザ

ル方式は委託業務の受託者を特定する場合におい

て、一定の参加資格要件を満たす提案者を公募いた

しまして、当該業務に係る実施体制、実施方針、技

術提案等に関する企画提案書の提出を受けまして、

原則としてヒアリング、またはプレゼンテーション

を実施した上で当該提案書の審査及び評価を行いま

して、当該業務の履行に最も適した受託者を特定す

る方法とされておりますけれども、催事、講演、イ

ベント等の芸術性、創造性等が求められる業務や高

度な技術力、企画力、開発力及び経験を求められる
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業務など、公募型プロポーザル方式を取り入れ、進

めている団体も見受けられるところでございます。

当市におきましても、例規集システムにつきまして

は公募型ではございませんが、企画提案書を提出し

ていただきまして、比較、検討した上で契約してき

てございますし、昨年も市税等コンビニエンススト

ア収納業務委託につきましては公募型プロポーザル

方式を取り入れ、契約を実施してきているところで

ございます。お話の事業につきましても、事業を担

当する部局において、この公募型プロポーザル方式

を含めまして事業に適した契約方式を十分検討いた

しまして、実施してまいりたいというふうに考えて

おります。よろしくご理解賜りますようお願い申し

上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 前向きなご答弁

いただきまして、ありがとうございます。本当に全

国的にも大変ふえてきてございまして、今後やはり

大型の施設の検討は当市においても大変難しい時期

に入ってくるという中で、今ある公共空間の利用、

利活用、リノベーションといったところでどういっ

た工夫をされていくかというところと有効的な手段

の一つとしてぜひこの導入をご検討いただきたい

と、全課にわたってお願い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。 

 続きまして、大綱３に移らさせていただきます。

庁舎内の環境整備についてお伺いをさせていただき

ます。①、庁舎案内の工夫について。いまだに市民

の声が私のところに届きます。適切な案内の方法を

考えてほしいということでございます。庁舎には２

つの出入り口の玄関がございまして、どちらともや

はりさらなる工夫が必要だなというふうに私の中で

は感じるところがございます。まずは、市民は課の

名前だけを書いていても聞きたいことがどこで聞け

るかまでわからないというところが率直に思ってい

るところだというふうに聞きます。そこで、まずは

利用率が高いコミセン側の出入り口のほうでござい

ますが、来庁者にわかりやすい案内看板の設置をぜ

ひご検討いただきたく思っているところでございま

す。そのためにも入って正面にあります福祉器具や

甲冑の置き場所の再検討もしていただくことが必要

なのではないかなというふうに思っていまして、ま

た他市の方もたくさん見えている庁舎でございます

ので、当市のＰＲ性ももう少し含ませたほうがいい

のではないかというふうに思っています。ふるさと

納税でＰＲしている返礼品であったり、その他の特

産品の紹介、そして今玄関左側のほうに赤平のＰＲ

ビデオが流れているテレビがありますけれども、あ

れをもう少し見やすい場所に設置し直すであったり

とか、出入り口の環境整備を再度ご検討いただきた

く思っているのですが、この点につきましてはいか

がでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 庁舎の案内のご質問で

ございますけれども、この件につきましては以前ご

質問もいただいてございまして、コミセン玄関を利

用する方が多くいらっしゃいますことから、コミセ

ン側にも課、係名と業務内容をお知らせする案内板

の設置を検討しているということで回答させていた

だいておりました。今般そのため広幅プリンターで

印刷し、入り口の壁に張り、案内させていただいて

きておりますけれども、しかし今ご案内のとおり、

目立たないとのご指摘もございますことから、案内

板自体もそうでありますが、テレビ等の配置も含め

まして、入り口付近を整理し、お客様の目につくよ

う工夫してまいりたいというふうに考えてございま

す。よろしくご理解のほうお願いします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 今ご答弁いただ

きましたように、これまでも何度か質問させていた

だいていまして、その対応もしていただいていると

いうことなのですけれども、最初に対応していただ

いたのを見ますと、あれ、どこにそれがあるのかな

だったりとか、やはり余り気づきづらいものであり

ましたので、今課長もおっしゃいましたように、市

民にわかりやすいもの、ご検討いただきまして、さ
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らに市民に対する愛を感じれるような工夫をぜひし

ていただきたいというふうに思ってございますの

で、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、関連して質問をさせていただきます。

②の総合案内の仕組みづくりについてお伺いをさせ

ていただきます。以前総合案内人の配置をご検討い

ただきたいということを質問させていただいたので

すが、実はその配置は難しいということでご答弁い

ただいてございます。そして、実は先ほどの案内看

板と同時にさらなる工夫をもっとしてもらいたいな

というふうに今強く思っているところでございまし

て、実は先日市民の意見交換会の中で高齢者の方が

やはり大きな庁舎内を移動するだけでも本当に大変

だということをご意見でいただいています。そして、

その際も市の職員の案内がやはりどうも優しくない

というところでそのときはご意見いただいたので

す。全てみんながそういうことではないというふう

に思うのですけれども、そして本当に前の質問にも

加えてのお願いなのですが、総合カウンターを設け

ていただきまして、電話を設置して、直接担当に問

い合わせができるように、改めて間違いや混乱を防

ぎ、市民が庁舎内を行ったり来たりすることがない

ようにしていただく工夫はできないものかなという

ふうに考えています。また、市民がわざわざ担当課

のところに行かなくても、対応できる事柄であれば、

１階の出入り口スペースのところで、担当の職員が

総合カウンターに来て、対応するといった仕組みづ

くりなどぜひご検討いただきたく思ってございます

が、この点につきましてはいかがお考えでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（町田秀一君） 総合案内の仕組みとの

ことでございますが、これも以前ご質問いただきま

して、たらい回しにならないよう近くの職員がお客

様のニーズをしっかりお聞きいたしまして、お客様

のお求めに合っている窓口をご案内することでしっ

かりと対応してまいりたい旨回答させていただいて

おりますけれども、このことはもちろん徹底させて

いただきたいと考えておりますし、このほかさきに

回答させていただきました案内板に例えば内線番号

を記載しておきまして、先ほどお話のございました

お客様用の電話を配置するなど、用事の階にみずか

ら電話していただくことができるようにしておくな

ど、お客様の利便のため可能な方法を今後検討して

まいりたいというふうに考えております。よろしく

ご理解のほどお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ただいま検討し

ていただけるということで前向きなご答弁いただき

ました。出入り口のトータルの環境整備、改めて総

合案内人の配置はできないにしても、一日中ではな

くても、市民が多く来る時間帯の配置であったり、

庁舎の案内の仕組みはどうしていくべきか、庁舎の

建物の課の編成も、配置がえも時には考える必要も

あるかもしれませんし、そしてさらに最近見かける

のは、よく各階に来て、各階に行ってもどこに行っ

ていいかわからない。階段を上がったところで戸惑

う市民の方たちも見受けられますので、各階段のと

ころの案内板をさらに工夫していただくなど、それ

とさらに市職員の接遇に対する対応、迷っている市

民を見かけた場合にはこんな形で接しましょうだっ

たりとかという意識統一をぜひぜひご検討いただき

たく思ってございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、大綱４に移らさせていただきます。

安心した老後のための環境づくりについてお伺いを

させていただきます。この関連した３つの質問につ

きましては、赤平の高齢化率は道内の中におきまし

ても大変上位でございまして、170市町村中８番目の

上位に位置しております。高齢者に対する健康サポ

ートは北翔大学との連携などを通しまして取り組ま

れているところではございますが、その後の対応と

してさらに当市におきましても考えていかなければ

ならないこと、また高齢者が多いまちの特徴をこの

地域の強みにしまして、全国の中におきましても先

駆けてお手本となるような取り組みといったものが

必要ではないかということの観点に基づきまして、
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質問をさせていただきたいと思ってございます。 

 それでは、①、後見人の制度の推進についてお伺

いをさせていただきます。後見人制度の全国の利用

者数が平成22年度は14万人、平成23年度は15万人、

平成24年度は16万人と近年のデータによりますと年

度ごとに約１割増という傾向にございます。高齢化

率が高まる当市におきましてもこの制度の積極的な

取り入れをぜひご検討いただきたいところではござ

いますが、当市の後見人の制度の周知が消極的では

ないかという声をよく耳にしました。これまでの経

緯や実績につきまして、この利用状況をお知らせい

ただきたく思いますが、よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 後見人制度のこれ

までの経緯や利用状況についてお答えさせていただ

きます。 

 後見人制度は、知的障がい、精神障がい、認知症

などにより判断能力が十分ではない、あるいは衰え

が認められるなどの場合にそれを補い、法的に支援

するための制度であり、民法に基づく法定後見と任

意後見契約に基づく任意後見があり、未成年にも同

様に未成年後見の制度がございます。また、その後

見人になることができる者としては家族や親族で、

後見人を選定している方の半数以上に上っており、

残りが第三者を後見人として選任しております。高

齢者の後見人制度の相談に関しましては、地域包括

支援センターに家族や担当している介護支援専門員

などから年に数件程度寄せられ、平成21年から現時

点までに22件の問い合わせや相談がございました。

内容によっては財産や法的な問題も含んでいること

から、弁護士や司法書士などの専門職につなげるア

ドバイスをしており、ほとんどが後見人の選任に至

る前に解決に向けた道筋がついているようで、実際

に後見人をつけたケースはまれとなっております。

数年前には家族がいない、またはいても疎遠で、後

見人の申し立て手続ができないというケースが２件

あり、市長が裁判所に後見人選任の申し立てを行っ

たこともございました。以上がこれまでの経過と利

用状況でございます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ただいまの状況

わかりました。平成21年度から22件ということです。

今では後見人の周知や相談窓口といたしまして、今

も地域包括支援センターに当市は委ねているという

ことではございますが、別途団体が組織されている

ケースもございます。当市におきましても今後大変

必要になってくる制度だと思いますので、後見人制

度を知らない方、また知っていたとしても手続が難

しいという状況になっている方もいるということを

現に伺っています。相談窓口の充実、周知方法の見

直しや後見人候補者の選定や養成講座の開催案内な

ど、さらに積極的に行っていただきたく思ってござ

いますが、その点におきましてはいかがでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 市民後見になるた

めには長期間にわたり養成講座で各種プログラムを

受講し、厳格な選考審査を経た受講者の中から市民

後見人候補に選任され、登録されるもので、講座受

講者の全てが候補者になれるわけではございませ

ん。現時点では第三者後見には弁護士、司法書士が

選任されるケースがほとんどであり、市民後見人か

ら選任されるほどの需要はない状況にございます

が、老人クラブ等を通じて後見人制度の周知を図っ

てまいりたいと思いますので、ご理解のほどよろし

くお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 高齢化率が多い

まちでございますので、その利用率が、今聞いたよ

うに、大変少ない状態にあることもすごく心配でご

ざいます。ですから、近隣でそういった団体が組織

されているところもございますので、ぜひそういっ

たところとも連携し合いながら手を差し伸べてあげ

れるような環境づくりをよろしくお願いしたいとい

うふうに思います。 

 続きまして、②、エンディングノートについてお

伺いをさせていただきます。日本の高齢者がいる世
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帯数は、40％以上ということでございます。そのう

ち単身や夫婦のみで暮らす世帯数は半分以上の割合

になっているというデータがございます。当市にお

きましても、平成22年度のデータでございますが、

高齢者がいる世帯が53.8％、高齢者の単身世帯は

35.1％、高齢者夫婦世帯部分は31.4％とやはり当然

のことながらではございますが、高齢者比率に比例

しまして日本全体の数値を上回っている状態でござ

います。その高齢者の方々が病気や突然の事態に不

安を持って生活をしていることも当然理解できま

す。そこで、遠方にいる親族や周りの者たちがいざ

というときに慌てなくてもいいように、さらに当人

の不安を少しでも解消できるための手法といたしま

してエンディングノートの推奨をしていくのはいか

がでしょうか。まず、当市といたしましての推薦エ

ンディングノートを選定しまして、紹介する。その

書き方や保管の仕方などの相談窓口や出前講座に組

み入れるなど、そうすることによって元気なうちに

万が一に備えたご本人の考え方も定まり、そのため

に向けた準備や親族に対しての伝達も早くなってい

くのではないかと考えます。そして、この前に質問

させていただきました後見人制度の必要性も高まっ

ていくことと思いますが、この考え方についてはい

かがお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） エンディングノー

トについてお答えさせていただきます。 

 エンディングノートとは高齢者が人生の終末期に

迎える死に備えて、自身の希望を書きとめておくノ

ートで、自身が死亡したときや判断力、意思疎通能

力の喪失を伴う病気にかかったときに備え、自分の

希望する内容を記入していくものであり、遺言書と

は違い、法的拘束力を伴うものではありませんが、

存命中や死後に残された家族の負担を軽減すること

を目的としています。記載する事柄も特に取り決め

はなく、任意で記載することができますが、主な事

柄といたしましては病気になったときの延命措置を

望むか望まないか、財産記帳に関する情報、葬儀に

関する希望、相続に対する考え方、プロフィール、

自分史などを記載しているようでございます。数年

前に介護予防事業の一環として札幌の相続支援を行

っている事業所から講師をお招きし、エンディング

ノートの講演会を開催したことがありますが、それ

以外の取り組みは現在実施はしておりません。エン

ディングノートは書籍や文具として市販されてお

り、記載はとても簡単なため、高齢者でも十分に記

載が可能なつくりであり、価格も１冊数百円から数

千円程度で、かなりの種類が販売されていますので、

必要に応じてこれらを活用していただければと思い

ます。高齢化が進む中、元気なうちにもしものとき

に備え、自分の意思を記載しておきたいと思う方が

ふえることも予想されることから、各施設や民間事

業者へも働きかけてまいりたいと考えておりますの

で、ご理解をいただきたいとお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 他市の取り組み

におきましては、遺言書の書き方の相談窓口という

こともございましたり、そういったことの窓口も大

変今は他市の取り組みの中でも見られます。そして、

これが行政ですることなのかと感じられる部分もあ

るかもしれません。でも、それがやはり今高齢化率

が高いまちのサービスの一環といたしましてご検討

していただきまして、少しでも高齢者を周りで見守

る体制づくりという、そういったこのまちに住みや

すい雰囲気づくりというものの中で考える中で有効

的な手段の一つといたしましてご検討いただきたく

思ってございますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、③、共同墓地についてお伺いをさせ

ていただきます。ある統計によりますと、日本の年

間の死亡者数120万人のうち孤独死は約３万人と言

われています。そして、割合でいいますと今は100

人に１人なのですが、これはこれから2040年ごろに

なりますと孤独死が年間20万人に到達する可能性が

あるということで指摘をされています。そういった

ことになりますと、当然高齢化率が高い市町村とい

たしましては、孤独死の対策やその後の対策という



 －102－ 

ものも行政の立場で考えざるを得ないときも来るの

ではないかというふうに予測いたします。当市にお

きましてもそのような事態に備えまして、これから

の時代に合った墓地のあり方を模索しておくべきな

のではないかと考えます。そこで、今では共同墓地

を建造する市町村もあると伺ってございますので、

先ほどのエンディングノートの推進とともに、必要

性を市民の方々に聞く機会をつくり出すなど、今後

の当市の墓地のあり方を考えていく時期に来ている

のではないかと考えますが、この点につきましては

いかがお考えでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（野呂道洋君） 共同墓地について

お答えいたします。 

 全国的に親類縁者などがいないなど、人それぞれ

の事情によりお墓の承継が困難な方がふえてきてお

りますが、この問題に対しまして一つの選択肢とし

て、呼び名は違いますが、同じものとして共同墓、

合葬墓、合同墓と呼ばれているものがございます。

議員ご質問の共同墓地につきましては、これらに該

当するものとして答弁させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。ここでは合同墓と呼ばせ

ていただきますが、設置、または設置予定としてい

る市もふえてきておりまして、道内では35市中、札

幌市を含め７市が市で設置しており、設置予定とし

ている市が５市あります。また、空知管内の10市に

つきましては、今のところ設置がございません。岩

見沢市のみが設置予定となっているようでございま

す。合同墓の形態としましては、火葬したお骨を直

接お墓の地下部分に他人のお骨と一緒に埋葬されて

しまうということで、一度埋葬されますとお骨をそ

こから取り出すことができないと、そういうことに

なっておりまして、一般のお墓、家墓、先祖代々の

お墓とちょっと異なっているものでございます。ま

た、市で設置するほか、民間事業者の方が合同墓を

設置する例もふえてきておりまして、当市におきま

してもお寺などが合同墓を設置したケースもござい

ます。このような中、当市の霊園・墓地にあるお骨

を親類縁者のいる札幌市などの霊園に移す方もまた

ふえてきている状況でございます。年々ふえてきて

おります。市民のお墓に対する考えもそれぞれさま

ざまであることから、合同墓に対するニーズの把握

など合同墓に対するアンケート調査も一つの手法と

して、市が設置するべきかどうかなども含めまして

研究してまいりますので、ご理解賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ただいまご答弁

いただきました。他市の取り組みといたしまして、

実はこれからの墓地行政を考える研究会というのが

結構やっぱり各地域でも開かれている現状でござい

ます。終活の問題を地域で考えるところもございま

すので、参考にしていただきたく思います。そして、

墓地のことは暗いことと捉える感覚ではありますけ

れども、大切な市民のサービスの一環として捉えて

いただきますようよろしくお願いいたします。 

 続きまして、大綱５に移らさせていただきます。

子育て環境の改善につきましてお伺いをさせていた

だきます。①、子供カルテの導入の検討についてお

伺いをさせていただきます。障がいのある子供を持

つ親の悩みといたしまして、新しい年度を迎え、教

育環境や先生もかわるたびに子供の特性やこれまで

の経緯の引き継ぎが十分ではなくて、親は最初から

説明をするといった事態になる場合があるというふ

うに伺っています。全てを引き継ぐことは大変難し

いところだというふうに思いますけれども、もう少

しその課題について強化をする部分があってもいい

のではないかと感じているところでございます。ま

た、障がいを持っていても働ける環境づくりをどう

地域でつくり出していくのか、障がい者の人生をど

のように地域で支えていくことができるのかといっ

た課題に対してもさらに強化をと感じているところ

でございます。そこで、例えば障がいを持っている

子供が生まれ、乳幼児、幼少期、就労に至るまで地

域で広く見守る体制づくりを強化するために子供カ

ルテを導入してはと提案いたしますが、この点につ
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きましてはいかがお考えでしょうか。よろしくお願

いいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（井波雅彦君） 子供カルテの導入

検討についてお答えいたします。 

 当市では、保健師や子育て支援センターなどが窓

口となり、保育所や幼稚園、学校とも連携しながら

障がい児や配慮が必要な子供の相談支援を行ってい

ます。赤平市には言語療法士や臨床心理士がいない

ため、外部の専門機関にもご協力をいただき、可能

な限りの支援につなげられるよう取り組んでおり、

昨年度は赤間小学校内に通級指導教室を開設したほ

か、今年度は市内の社会福祉法人が放課後等デイサ

ービスの事業を開始するなど、療育環境も、徐々に

ですが、整ってきたところであります。日ごろより

各関係機関が連携を図り、適切な支援に努めていま

すが、小学校就学の際には教育委員会主催で年３回

教育支援委員会兼特別支援教育連携協議会を開催

し、学校と関係機関が就学に当たり配慮が必要な子

供や特別支援を受けている子供の申し送りや状況確

認を行っているところでございます。子供たちが伸

び伸びと育つためには、特に配慮が必要な子供に対

しては乳幼児期から学校、成人に至るまで成長段階

に応じた切れ目のない支援が必要であり、その支援

をサポートするツールとして、子供カルテなど、名

称はさまざまでございますが、記録を独自に作成し、

活用している自治体が道内でも札幌市や函館市など

数カ所ございます。その内容といたしましては、子

供が生まれたときから就学、就労に至るまで発育や

発達、医療、教育、社会生活の情報が記載された記

録を関係者が手伝いながら保護者が記載し、学校や

医療機関に相談するときに適切に説明するツールの

一つとして使用するものでございます。関係者もこ

れまでの経過などを共通理解することで一貫した支

援を受けることをサポートするものとなります。今

後につきましては、赤平市しごと・ひと・まち創生

総合戦略の中で切れ目のない支援を行うために子育

て相談と支援体制の確立を目指していることから、

子供カルテの作成等も含め、さらによりよい連携や

支援体制のあり方を保健、福祉、医療、教育の関係

者及び当事者の方たちと検討してまいりたいと考え

ておりますので、ご理解いただきますようお願い申

し上げます。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 ただいま子供カ

ルテのご答弁いただきまして、ありがとうございま

す。前向きにお考えいただいた内容を聞きまして、

すごく安心するところではございますが、これまで

以上に課の連携と地域との連携、またさらに企業と

の連携も実は必要になってくる部分が出てくるとい

うふうに思いますので、そのあたりも対応いただき

まして、積極的に行っていただきたく思ってござい

ますので、ぜひご検討のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、②の地域と家族で取り組む学力向上

の推進についてお伺いをさせていただきます。子供

たちの学力に対する興味を底上げするには、地域や

家族にも責任があり、周りの大人たちはそういった

環境づくりをつくり出す行動が必要だと考えていま

す。そこで、よき事例といたしましてご紹介をさせ

ていただきたく思いますが、不登校や高校中退者を

積極的に取り入れている学校といたしまして、池上

学院高等学校の池上先生が言われています、学力が

食育でつくられるといった言葉もありますように、

伝統的な和食が体や脳を育てる最良の食事とされて

いることから、親が今以上に子供の食生活に関心を

持ち、子供の健康状態や学力に集中しやすい環境を

つくり出すこと、またさらなる事例といたしまして

は、座禅は心を落ちつかせ、安らぎが得られまして、

集中力も鍛えられるというふうにされています。そ

ういった家族で取り組む習慣づけが当市においても

広まることが望ましいというふうに感じています。

そこで、親と子が一体となって学力に興味を持つ取

り組みといたしまして、漢字検定を当市においても

取り入れてはいかがでしょうかというふうに考えま

す。当市の小中学校に呼びかけを行いまして、家族
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で検定に取り組むことを応援する事業を考えていく

など、その他当市に合う形を見つけた中でもよろし

いですが、家族が一緒になって子供と学力向上につ

ながる支援づくりを検討するなど、他の地域で取り

組む事例も参考にしていただきながらご検討いただ

きたく思っていますが、この点につきましてはいか

がでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（尾堂裕之君） 地域と家族で取り

組む学力向上の推進についてお答えさせていただき

ます。 

 現在赤平市学力向上プランに基づき、市教委とし

て市広報やホームページにより市全体の学力の状況

や改善策について周知しながら、地域や家族の理解、

協力、支援をお願いしているところです。また、各

学校におきましても、学校だよりを通じてより具体

的な状況、家庭学習の習慣化、望ましい生活環境づ

くりについて保護者や地域のお願いをしているとこ

ろです。議員ご質問のとおり、漢字能力検定等をで

きれば学校全体として取り組み、より見える形で保

護者と子供がともに学習し、上位の級を目標に親子

のコミュニケーションを図ることは保護者の意識の

変革を促す点において有効な手だてと考えるところ

です。しかしながら、漢字検定を例にいたしますと、

検定料が、級により違いますが、1,500円から5,000

円かかり、実施する場合は検定料の支援など予算の

確保も必要になることから、教育委員会が設置いた

しております企画室を中心とした学力向上委員会に

おいて現場の意見等を十分に聞きながら効果的な実

施方法や費用負担を検討したいと考えますので、ご

理解賜りますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 〔登壇〕 いろいろと対策

というのは考えられる部分があるというふうに思う

のですけれども、例えば当市でいいますと、書に関

連いたしますと赤平出身の書道家の石飛博光先生も

いらっしゃいます。また、食に関しては、おいしい

お米がとれる赤平でもございます。そして、座禅に

関しましては、当市のお寺さんとも連携をしていた

だきながら、身近でできる環境もいろいろとあるの

ではないかなというふうに考えていますので、先ほ

ど同僚議員からもございましたが、子供の貧困とい

うことに至っても学力の低下であったり、家族のコ

ミュニティの低下というものがやはり見られている

というところでございまして、人口が少ないから、

そういった環境が劣っているということも思われた

くないというふうに私は思いますので、そのあたり

の全体的な支援体制も今後ぜひ全体的な教育の部分

から考えていただきたいというふうに思ってござい

ましての質問でございました。ありがとうございま

した。地域と家族で支え合える子供たちに対する学

力の向上に向けた子供たちに興味を持たせるような

環境づくりというものもぜひご検討いただきたいと

いうふうに思ってございました。ありがとうござい

ました。 

 以上をもちまして、私の質問を終わらせていただ

きますが、このたびの質問の答弁の内容におきまし

ては実施していただけるとお約束いただいた部分が

ございますので、この部分が今後どのように予算計

上されていくのかということをしっかりと見させて

いただきたいというふうに思ってございます。その

ほか前向きにご答弁いただきましたことにつきまし

ても今後ともに考えていきたいというふうに思って

ございますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 以上をもって、一般質問を終

了いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第４ 議案第111号赤平市

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について、日程第５ 議案第112

号赤平市国民健康保険条例の一部改正について、日

程第６ 議案第113号赤平市地域コミュニティセン

ター設置条例の一部改正について、日程第７ 議案

第114号中空知広域市町村圏組合規約の変更につい

て、日程第８ 議案第116号財産の処分についてを一

括議題といたします。 
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 本案に関する委員長の報告を求めます。行政常任

委員会、竹村委員長。 

〇行政常任委員長（竹村恵一君） 〔登壇〕 審査

報告を申し上げます。 

 平成28年６月14日に行政常任委員会に付託されま

した議案第111号赤平市家庭的保育事業等の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て、議案第112号赤平市国民健康保険条例の一部改正

について、議案第113号赤平市地域コミュニティセン

ター設置条例の一部改正について、議案第114号中空

知広域市町村圏組合規約の変更について、議案第116

号財産の処分について、以上５案件について、多数

意見者の署名を付して報告いたします。 

 審査の経過、平成28年６月15日、委員会を招集し

て審査いたしました。 

 審査の結果、全会一致をもって原案可決と決定し

た次第であります。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） これより、一括質疑に入りま

す。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 これより、一括討論に入ります。討論ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第111号、第112号、第113号、第114

号、第116号について一括採決をいたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案は、委員長報告どおり決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告どおり決定されました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第９ 議案第117号平成28

年度赤平市一般会計補正予算、日程第10 議案第118

号平成28年度赤平市下水道事業特別会計補正予算を

一括議題といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。企画財

政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 〔登壇〕 議案第

117号平成28年度赤平市一般会計補正予算（第２号）

につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。 

 平成28年度赤平市の一般会計補正予算（第２号）

は、次に定めるところによります。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

2,401万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ87億4,430万8,000円といたします。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 

 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

４ページをお願いいたします。最初に、歳入であり

ますが、款13国庫支出金、項２国庫補助金、目２民

生費国庫補助金、節１社会福祉費国庫補助金として

734万9,000円の増額でありますが、国による臨時福

祉給付金給付費補助金として735万9,000円を増額

し、事務費用に充当し、また社会保障・税番号制度

システム整備費補助金の内示により１万円を減額す

るものであります。 

 款15財産収入、項２財産売払収入、目１不動産売

払収入、節１土地売払収入として144万8,000円の増

額でありますが、旧平岸小学校教職員住宅２区画、

茂尻本町１区画の市有地売却に伴うものでありま

す。同じく節２建物売払収入として86万5,000円の増

額でありますが、旧平岸小学校教職員住宅２棟の売

却によるものであります。 

 款17繰入金、項１基金繰入金、目４あかびら創生

基金繰入金として592万5,000円の増額であります

が、赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略施策の

一環として赤平市移住定住プロモーション動画を活

用した移住定住促進ＰＲ事業委託料に200万円、北海

道空知地域創生協議会負担金に50万円、地元農産物
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特産品化業務委託料及び旅費に342万5,000円を充当

するものであります。 

 款18繰越金として842万4,000円の増額であります

が、平成27年度決算に基づく剰余金は３億円以上見

込まれるため、今回の補正による歳入不足額を調整

するものであります。 

 ６ページをお願いいたします。次に、歳出であり

ますが、款２総務費、項１総務管理費、目７財産管

理費、節12役務費として15万7,000円の増額でありま

すが、旧赤平消防署跡地を売却するための不動産鑑

定評価手数料であります。 

 同じく目９企画費、節13委託料として200万円の増

額でありますが、前年度に作成した赤平市移住定住

プロモーション動画を活用し、首都圏の京葉線並び

に埼京線の電車内で１週間放映、東京都並びに札幌

市の映画館で２週間放映、約２万3,000人の来客が見

込まれる札幌市内イベント会場の４公園で放映する

ため、移住定住促進ＰＲ事業委託料を計上するもの

であります。同じく節19負担金補助及び交付金とし

て50万円の増額でありますが、空知総合振興局と空

知24市町が連携して、空知地域の知名度向上並びに

総合的な魅力発信など管内の活性化に向けた取り組

みを実施するため本年５月31日に設立された北海道

空知地域創生協議会負担金であります。 

 同じく目10地域おこし協力隊事業費として300万

円の増額でありますが、地元農産物を生かした特産

品の開発や農産物をＰＲするため、隊員１名に対す

る報償費等の必要経費を計上するものであります。 

 同じく目14市民生活費、節11需用費として53万

5,000円の増額でありますが、雪などの影響により共

和地区集会所の屋根の軒の一部が破損したことによ

る修繕料であります。 

 ８ページをお願いいたします。同じく項２徴税費、

目２賦課徴収費、節７賃金として63万1,000円の増額

でありますが、車庫、物置の課税に向けた調査を行

うため７月から11月までの間事務補助として臨時職

員１名を雇用するものであります。 

 10ページをお願いいたします。款３民生費、項１

社会福祉費、目２障害者福祉費として43万1,000円の

増額でありますが、手話奉仕員養成講座の実施に伴

う臨時職員の時間外勤務手当に係る賃金として８万

9,000円、手話奉仕員並びに通訳士の謝礼などに係る

報償費として34万2,000円を増額するものでありま

す。 

 同じく目11臨時福祉給付金給付事業費として735

万9,000円の増額でありますが、国の施策の一環とし

て低所得の高齢者等を支援する年金生活者等支援臨

時福祉給付金及び平成26年４月の消費税率の影響を

緩和するよう所得の低い方に暫定的、臨時的な措置

として臨時福祉給付金をそれぞれ給付するため、給

付にかかわる時間外勤務手当を初めとする事務経費

を計上するもので、本経費に対して全額国庫補助金

が充当されます。なお、給付金につきましては、対

象人数の情報提供が６月中旬に国から示される予定

となっていることから、９月議会にて補正対応する

予定となっております。 

 12ページをお願いいたします。同じく項２児童福

祉費、目１児童福祉総務費、節13委託料として64万

8,000円の増額でありますが、平成28年４月から国に

おける子供、子育てに関する制度改正が行われ、保

育所等の利用者負担軽減措置を実施することが決定

し、子ども・子育て支援システム改修委託料を計上

するものであります。 

 同じく目３子育て支援センター費、節18備品購入

費として13万8,000円の増額でありますが、臨時保育

士１名の配置に伴い、パソコン等を購入するもので

あります。 

 同じく目４保育所費として49万5,000円の増額で

ありますが、社会保障・税番号制度システム整備費

補助金の内示により児童福祉システム委託料を増額

するものであります。 

 同じく目７児童手当費として社会保障・税番号制

度システム整備費補助金の減額の内示により財源補

正を行うものであります。なお、以降同様の減額に

伴う財源補正につきましては、説明を省略させてい

ただきます。 
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 16ページをお願いいたします。款４衛生費、項１

保健衛生費、目２生活習慣病予防費、節13委託料と

して６万5,000円の増額でありますが、社会保障・税

番号制度システム整備費補助金の内示により健康管

理システム委託料を増額するものであります。 

 18ページをお願いいたします。同じく項２清掃費、

目１じん芥処理費につきましては、じん芥処理場費

の増額補正によりごみ処理手数料の財源補正を行う

ものであります。 

 同じく目２じん芥処理場費、節18備品購入費とし

て14万1,000円の増額でありますが、じん芥処理場に

おける受け入れ内容物の適正管理を強化するため捨

て場と管理棟の交信に必要な無線機を購入するもの

であります。 

 20ページをお願いいたします。款６農林水産業費、

項１農業費、目３農業振興費として342万5,000円の

増額でありますが、地元農産物を活用するための調

査、戦略、商品開発などを専門業者と連携するため

地元農産物特産品化業務委託料として299万7,000

円、委託先との打ち合わせや都市部での試験販売な

どを行うための旅費として42万8,000円を計上して

おります。 

 22ページをお願いいたします。款７商工費、項１

商工費、目１商工業振興費、節13委託料として49万

7,000円の増額でありますが、赤平工業団地内の企業

より団地内の土地の等価交換の申し入れがあり、交

換後の市有地面積のほうが大きくなることもあり、

市として現有市有地の分筆測量を行うものでありま

す。 

 24ページをお願いいたします。款10教育費、項５

社会教育費、目１社会教育総務費、節11需用費とし

て14万9,000円の増額でありますが、本年５月４日か

ら５日にかけての強風等の影響により旧公民館の屋

根の一部が破損したための修繕料として８万1,000

円、炭鉱資料館の施設の老朽化により雪などの影響

によって屋根の一部が破損したための修繕料として

６万8,000円を計上するものであります。同じく節14

使用料及び賃借料として56万1,000円の増額であり

ますが、赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略施

策である炭鉱遺産公園整備を推進するためズリ山展

望広場周辺の市有地の境界から旧住友立坑やぐら周

辺の民有地を本年10月１日から借り受けるための土

地借り上げ料として固定資産税相当額となる56万

1,000円を計上するものであります。 

 26ページをお願いいたします。款12諸支出金、項

１過年度還付金として55万2,000円の増額でありま

すが、平成26年度の未熟児養育医療費等の確定に伴

う国庫支出金の還付金であります。 

 28ページをお願いいたします。同じく項２特別会

計繰出金、目４下水道事業特別会計繰出金として272

万7,000円の増額でありますが、今回補正の経営戦略

策定業務委託料の２分の１を一般会計から繰り出す

ものであります。なお、本繰出金の２分の１につい

ては、特別交付税で措置される予定となっておりま

す。 

 30ページをお願いいたします。款13職員給与費に

つきましては、子育て支援センター費の歳出補正予

算の計上により道支出金を財源補正するものであり

ます。 

 次に、議案第118号平成28年度赤平市下水道事業特

別会計補正予算（第１号）につきまして、提案の趣

旨をご説明申し上げます。 

 平成28年度赤平市の下水道事業特別会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによります。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

545万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ６億1,003万8,000円といたします。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当

該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によります。 

 次に、事項別明細書によりご説明申し上げます。

４ページをお願いいたします。最初に、歳入であり

ますが、款４繰入金、項１他会計繰入金、目１一般

会計繰入金として272万7,000円の増額であります

が、経営戦略策定業務委託料の２分の１を繰り入れ

るものであります。 
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 款５繰越金として272万7,000円の増額であります

が、平成27年度決算に基づく剰余金は500万円以上見

込まれるため、今回の補正に伴う歳入不足額を調整

するものであります。 

 ６ページをお願いいたします。次に、歳出であり

ますが、款１下水道事業費、項１下水道事業費、目

２公共下水道事業費、節13委託料として545万4,000

円の増額でありますが、総務省より地方公営企業会

計の中長期的な経営として10年間の基本計画となる

経営戦略を平成28年度中に策定するよう要請があ

り、経営戦略策定業務委託料を計上するものであり

ます。 

 以上、議案第117号及び第118号につきまして一括

してご提案申し上げますので、よろしくご審議賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） これより、一括質疑に入りま

す。質疑ありませんか。竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 質疑をさせていただきます

が、議案の第118号の下水道事業特別会計のほうです

けれども、６ページ、７ページで今ほどご説明いた

だきましたが、２点ほどお聞きいたします。 

 まず、この経営戦略策定というのはどういった中

身のものになるのかというのを簡単に説明をしてい

ただけたらというふうに思うのと、国のほうで10年

間ということでお話があるのだというふうに思うの

ですけれども、この社会事情の中、10年間の計画と

いうのは当市にとって本当に適正なものになってい

くのかというのが考えられる疑問点になるのですけ

れども、当市として10年間というのは何ら内部で検

討して、国では10年間になっているけれども、当市

としては何か対策を考えておこうというようなこと

があるのかというのを２点お聞きしたいというふう

に思います。よろしくお願いします。 

〇議長（北市勲君） 上下水道課長。 

〇上下水道課長（杉本悌志君） 経営戦略について

お答えいたします。 

 簡単に言いますと、将来にわたって安定的な事業

を継続していくための中長期的な経営の基本計画の

策定で、期間については一応10年以上の期間を設定

するということで投資計画、財政計画を策定するも

のであります。10年ということで先ほど言われたの

ですが、一応計画については10年以上ということに

なっていますので、10年以上の計画を検討していき

たいと思っています。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） 議員おっしゃられ

るように、確かに10年というのは、動向等揺れ動く

ということで、非常に厳しいものもあるのですが、

今総務省のほうで定められた要請に基づいて策定を

しなければ、平成29年度の下水道事業に関します普

通交付税の算定から外されるという部分がございま

して、必ずつくらなければならないと。財源影響を

避けるための策定ということも位置づけられており

ます。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 補足もいただきまして、あ

りがとうございます。当市としては、立てなければ

いけないので、立てるのでしょうけれども、10年間

の中で例えば大きく情勢が変わった場合の対策等の

ことも予備計画として考えていこうという考えがあ

るのか、全くそういうのはなく、定められたように

計画を定めて、要請されたように立てるしかないと

いうことで考えているのか、その点もう一点だけお

願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 上下水道課長。 

〇上下水道課長（杉本悌志君） 一応計画は立てる

のですけれども、状況に応じてローリングという形

でそのとき、そのときの状況に合わせて変更をして

いきたいと思っています。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） １点質疑させていただきた

く思うのですけれども、８ページから９ページでご

ざいます。総務費の徴税費でございますが、先ほど

63万1,000円ということで車庫、物置の調査が始まる

ということで聞きました。その中で、これ以前も調
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査入っているのではないかなというふうに私の中で

は考えていたのですが、今回はどういった対象のも

のであってだったりとか、調査する背景を教えてい

ただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 税務課長。 

〇税務課長（下村信磁君） 調査なのですが、今の

ところ順調に進んでおります。既に課税台帳と航空

写真を照合しまして、昨年から外観の調査が終了し、

課税と思われる車庫、物置について補足をするため

の外観調査を前年度で終えております。これから評

価のための本格的な実地調査、それと評価データベ

ース化の作業を開始していく予定であります。内容

といたしましては、面積の計測だとか、あるいは地

上げ、あるいは建築年度の確認などの調査に入りま

す。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） 補正予算の農業費の20ペー

ジ、21ページについてお伺いいたします。 

 農業振興費として食ブランドの創出、地元農産物

特産品化業務委託料299万7,000円、その他経費とい

うことで合計342万5,000円が計上されておりますけ

れども、これは農業の６次産業化を目指すことなの

か、地元農産物を使った特産品の開発を主眼とする

のか。これ農業予算でありますので、６次産業化が

主であるというふうに理解したいと思いますが、こ

れをどのようにこれから取り進められるのかとい

う、手順についてどう執行していくのかをお聞きし

たいと思います。 

〇議長（北市勲君） 農政課長。 

〇農政課長（菊島美時君） この事業は農産物の商

品開発を目指すものであり、商品の開発により売れ

る農産物をつくり上げることにより農業者の機運を

高め、６次産業化のきっかけづくりに結びつけたい

というものでありまして、特産品推進協議会のメン

バーであるＪＡたきかわ、農業委員会、農業振興協

議会、ベストライス、農村女性部などの農家さんの

主要な団体の代表メンバーによって今回３月の総会

の中でも説明させていただいたのですけれども、こ

れからも現場の農業者や各農業団体と十分協議して

これを進んでやっていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 向井議員。 

〇６番（向井義擴君） これは６次産業化、各地で

やられておりますけれども、なかなか単純に簡単に

成功するような事例が見られないわけでありまし

て、６ページ、７ページの食ブランドの創出、これ

も食ブランドの創出で合計600万円を超えるという

ことはやはりこの赤平の食ブランドの創出に並々な

らぬ補正を組んで、進められるということでありま

すので、ぜひとも成功してほしいと思いますので、

十分検討して、慎重に取り組まれることを望みたい

と思います。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） まず、２点なのですけれども、

１点目、７ページ、一般会計補正のほうなのですが、

企画費の委託料です。200万。先ほどの説明の中で上

映場所と期間は詳しく説明いただいたのですけれど

も、今回の説明にあったところだけの予算なのか、

今後にもやる予定があるのかというのを１点、それ

ともう一点は21ページの、今向井議員も質問しまし

たけれども、節13委託料というところなのですけれ

ども、これについては委員会報告では６次産業化と

いうことで報告を受けていた内容ののれん会に委託

をするということと変わらないのかというのと、特

産品推進協議会というものがあるのですけれども、

そちらとの関連についてお聞きしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画財政課長。 

〇企画財政課長（伊藤寿雄君） まず、移住定住促

進ＰＲ事業委託料の関係でありますが、昨年度作成

しました動画を効果的に活用するということで、現

段階としてはＰＲを主流とした形できっかけづく

り、興味を抱いていただこうということでより多く

の方にごらんいただこうということで考えておりま

す。例えば京葉線でありますと先ほど申し上げた１
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週間放映ということですが、この京葉線につきまし

ては１週間の乗客数は314万人という形で想定して

います。また、埼京線については628万人の利用者と。

映画館２カ所については、ここは利用というのはな

かなか見込みづらいところでありますが、先ほど申

し上げましたイベントの会場について、札幌で行わ

れる部分については２万3,000人が見込まれると。こ

ういう大勢の中できっかけづくりとしてスタートす

ると。今後においては、この動画がどういった形で

反応があったかというものを見きわめた中で、次年

度以降になると思いますが、今年度はまだこの箇所

で試験的な形で放映をさせていただいて、効果が見

出せればさらに来年度以降も継続、あるいはさらに

拡大ということも検討していきたいというふうに思

っております。今年度は、この事業に限ってという

ことで想定しております。 

〇議長（北市勲君） 農政課長。 

〇農政課長（菊島美時君） 最初６次産業化の内容

だったが、内容が変わったのかに対しましては、し

ごと・ひと・まち総合戦略におきまして新商品開発

として農産物の商品のブランド化につなげるという

ことになっていましたので、売れる農産物の推進に

より農業者の機運を高め、６次産業化のきっかけを

つくることと、そして当初農業委員会では６次産業

化という説明をさせていただきましたが、６次産業

化のきっかけづくりの事業なので、この事業としま

した。内容は、別に変わっておりません。それと、

特産品推進協議会ではできないのかという理由につ

きましては、特産品推進協議会の皆さんにはこの話

をさせていただいておりましたが、そのときに協議

会の中ではみずから新たな商品をつくり、またパッ

ケージ等を考えていくにはちょっと難しいという話

がありましたので、まずはこのために外部からの目

線を入れることによって、このたびの委託というこ

とでさせていただきました。また、実施につきまし

ては、当然協議会の積極的な参加と急進的な体制を

とって考えていきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） １点目のほうは、ことしは今

説明された分だけということで確認とれました。た

だ、効果の見きわめというのはこれ本当に難しいと

思いますので、来年度に向けてしっかり調査してい

ただきたいと思います。 

 あと、もう一点、農業関係のほうなのですけれど

も、外部の目線を入れるということに重点を置いて

今回はやるということで、特産品推進協議会ではみ

ずからでは難しいと、パッケージなどできないとい

うご答弁だったと思いますが、特産品推進協議会の

ほうにも予算は当たっているわけで、当然特産品推

進する中心になるべきところだと私は思いますの

で、そちらのほうとしっかり連携とってやっていた

だきたいと思います。 

 以上で終わります。 

〇議長（北市勲君） ほかに質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す議案第117号、第118号については、会議規則第36

条第３項の規定により、委員会の付託を省略いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第117号、第118号については、委員

会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、一括討論に入ります。討論ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第117号について採決をいたしま

す。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 
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 よって、本案は原案どおり可決されました。 

 次に、議案第118号について採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時１５分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（北市勲君） 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第11 意見書案第22号次

期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の

見直しに関する意見書、日程第12 意見書案第23号

骨髄移植ドナーに対する支援の充実に関する意見

書、日程第13 意見書案第24号道教委「新たな高校

教育に関する指針」の見直しとすべての子どもにゆ

たかな学びを保障する高校教育を求める意見書、日

程第14 意見書案第25号「要介護１・２の保険外し」

を中止し、安心・安全の介護保障を求める意見書、

日程第15 意見書案第26号日本政府に核兵器全面禁

止の為の行動を求める意見書を一括議題といたしま

す。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。獅畑議

員。 

（「説明省略」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 説明省略との声がありますの

で、説明を省略いたします。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す意見書案第22号、第23号、第24号、第25号、第26

号については、会議規則第36条第３項の規定により、

委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第22号、第23号、第24号、第25

号、第26号については、委員会の付託を省略するこ

とに決定いたしました。 

 これより、一括討論に入ります。討論ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、意見書案第24号について採決をいたし

ます。 

 本案は、原案どおり決することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

（賛成者起立） 

〇議長（北市勲君） 起立多数であります。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

 次に、意見書案第22号、第23号、第25号、第26号

について一括採決いたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第16 請願、陳情に関す

る閉会中審査の議決についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。閉会中において受理した請願、

陳情については、別紙配付のとおり常任委員会及び

議会運営委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、閉会中受理した請願、陳情については、

常任委員会及び議会運営委員会に付託の上、審査す
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ることに決定いたしました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第17 閉会中継続審査の

議決について。 

 各委員長から、委員会において審査中の事件につ

き会議規則第108条の規定により、閉会中継続審査の

申し出があります。 

 お諮りいたします。各委員長からの申し出のとお

り、閉会中継続審査に付することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（北市勲君） ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中継

続審査に付することに決定いたしました。 

                       

〇議長（北市勲君） 以上をもって、本日の日程は

全部終了いたしました。 

 これをもって、平成28年赤平市議会第２回定例会

を閉会いたします。 

（午後 １時０５分 閉 会） 
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