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平 成 ２ ９ 年 

 

赤平市議会第２回定例会会議録（第３日） 

 

                          ６月１６日（金曜日）午前１０時００分 開 議 

                                    午後 ０時０９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            

        ６．五十嵐 美 知 議員    

        ７．竹 村 恵 一 議員    

  日程第 ４ 議案第２１０号 赤平市行政手続 

        等における情報通信の技術の利用 

        に関する条例の制定についての委 

        員長報告            

  日程第 ５ 議案第２１１号 赤平市情報公開 

        条例及び赤平市個人情報保護条例 

        の一部改正についての委員長報告 

  日程第 ６ 議案第２１２号 赤平市財政調整 

        基金条例等の一部改正についての 

        委員長報告           

  日程第 ７ 議案第２１３号 赤平市特定教育 

        ・保育施設及び特定地域型保育事 

        業の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 ８ 議案第２１４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 ９ 議案第２１９号 赤平市過疎地域 

        自立促進市町村計画の一部変更に 

        ついての委員長報告       

  日程第１０ 議案第２２０号 平成２９年度赤 

        平市一般会計補正予算の委員長報 

        告               

  日程第１１ 議案第２２２号 平成２９年度赤 

        平市霊園特別会計補正予算の委員 

        長報告             

  日程第１２ 意見書案第４５号 地方財政の充 

        実・強化を求める意見書     

  日程第１３ 意見書案第４６号 平成２９年度 

        北海道最低賃金改正等に関する意 

        見書              

  日程第１４ 意見書案第４７号 ギャンブル等 

        依存症対策の抜本的強化を求める 

        意見書             

  日程第１５ 意見書案第４８号 学校給食の拡 

        充・無料化を求める意見書    

  日程第１６ 意見書案第４９号 組織犯罪処罰 

        法改正案の慎重審議を求める意見 

        書               

  日程第１７ 請願，陳情に関する閉会中審査の 

        議決について          

  日程第１８ 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            

        ６．五十嵐 美 知 議員    

        ７．竹 村 恵 一 議員    

  日程第 ４ 議案第２１０号 赤平市行政手続 

        等における情報通信の技術の利用 

        に関する条例の制定についての委 

        員長報告            

  日程第 ５ 議案第２１１号 赤平市情報公開 

        条例及び赤平市個人情報保護条例 
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        の一部改正についての委員長報告 

  日程第 ６ 議案第２１２号 赤平市財政調整 

        基金条例等の一部改正についての 

        委員長報告           

  日程第 ７ 議案第２１３号 赤平市特定教育 

        ・保育施設及び特定地域型保育事 

        業の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 ８ 議案第２１４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 ９ 議案第２１９号 赤平市過疎地域 

        自立促進市町村計画の一部変更に 

        ついての委員長報告       

  日程第１０ 議案第２２０号 平成２９年度赤 

        平市一般会計補正予算の委員長報 

        告               

  日程第１１ 議案第２２２号 平成２９年度赤 

        平市霊園特別会計補正予算の委員 

        長報告             

  日程第１２ 意見書案第４５号 地方財政の充 

        実・強化を求める意見書     

  日程第１３ 意見書案第４６号 平成２９年度 

        北海道最低賃金改正等に関する意 

        見書              

  日程第１４ 意見書案第４７号 ギャンブル等 

        依存症対策の抜本的強化を求める 

        意見書             

  日程第１５ 意見書案第４８号 学校給食の拡 

        充・無料化を求める意見書    

  日程第１６ 意見書案第４９号 組織犯罪処罰 

        法改正案の慎重審議を求める意見 

        書               

  日程第１７ 請願，陳情に関する閉会中審査の 

        議決について          

  日程第１８ 閉会中継続審査の議決について  

 

順序 
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推進について 

２． 高齢化社会への対応 

について 

３． 受動喫煙防止対策に 

ついて 

４．就学援助について 
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竹村 恵一  

 

 

 

 

 

 

 

１． 健康増進計画につい 

て 

２． 高齢者福祉支援につ 

いて 

３． 地域性を活かした雪 

対策について 

４．教育行政について 

 

 

 〇出席議員  ９名 

        １番  木 村   恵 君 

        ２番  五十嵐 美 知 君 

        ３番  植 村 真 美 君 

        ４番  竹 村 恵 一 君 

        ５番  若 山 武 信 君 

        ６番  向 井 義 擴 君 

        ７番  伊 藤 新 一 君 

        ９番  御家瀬   遵 君 

       １０番  北 市   勲 君 

 

 〇欠席議員  １名 

        ８番  獅 畑 輝 明 君 

 

 〇説 明 員 

  市      長  菊 島 好 孝 君 

  教育委員会教育長  多 田   豊 君 

  監 査 委 員  早 坂 忠 一 君 
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  選挙管理委員会            
            壽 崎 光 吉 君 
  委 員 長            
 
  農業委員会会長  田 村 元 一 君 
                       
  副 市 長  伊 藤 嘉 悦 君 

  総 務 課 長  熊 谷   敦 君 

  企 画 課 長  畠 山   渉 君 

  財 政 課 長  尾 堂 裕 之 君 

  税 務 課 長  田 村 裕 明 君 

  市 民 生 活 課 長  町 田 秀 一 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  野 呂 道 洋 君 

  建 設 課 長  高 橋 雅 明 君 

  上 下 水 道 課 長  杉 本 悌 志 君 

  会 計 管 理 者  蒲 原 英 二 君 
 
  あかびら市立病院            
            永 川 郁 郎 君 
  事 務 長            
                       
  教 育 学校教育            
            大 橋   一 君 
  委員会 課  長 
 
      社会教育            
   〃        伊 藤 寿 雄 君 
      課  長            
                       
  監 査 事 務 局 長  中 西 智 彦 君 
                       
  選挙管理委員会            
            熊 谷   敦 君 
  事 務 局 長            
                       
  農 業 委 員 会            
            野 呂 道 洋 君 
  事 務 局 長            

 

 〇本会議事務従事者 

  議 会 事務局長  栗 山 滋 之 君 
 
      総務議事            
   〃        安 原 敬 二 君 
      係  長            
 
      総  務            
   〃        野 呂 律 子 君 
      議 事 係            
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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、８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、２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

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（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、赤平市思いやりあふれる手話言

語条例の推進について、２、高齢化社会への対応に

ついて、３、受動喫煙防止対策について、４、就学

援助について、議席番号２番、五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 皆さん、おは

ようございます。私、手話少しだけ覚えましたの

で、始めたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 大綱１、赤平市思いやりあふれる手話言語条例の

推進について伺います。手話はここで終わりますの

で、よろしくお願いいたします。さきの３月議会に

おきまして、議会提案により制定されました条例で

ありますが、日本の言語に公用語の日本語と少数言

語のアイヌ語と、そして手話がございます。平成23

年８月に障害者基本法の改正に伴い、日本の言語に

手話を含むことが明記されましたことから、このた

び赤平市思いやりあふれる手話言語条例を制定する

ことができました。この条例制定を機会に、当市に

おきましても耳の聞こえる人、聞こえない人含め、

赤平市民の皆さんに手話を言語と認識していただく

ことで人と人が支え合う意識が強まり、安心して暮

らせる地域社会に寄与するものと確信いたします。 

 そこで、①の各施策の計画と推進についてであり

ますが、議会提案の条例でありましても赤平市の条

例として今後は行政の皆さんによって推進していっ

ていただかなければならないわけでございます。こ

れまでも社会福祉課におきまして手話の入門講座、

あるいは現在行われている基礎講座などにも取り組

んでいただいておりますが、今後の各施策の計画と

推進について、１つには職員研修や情操教育、そし

て商店などには挨拶程度は理解していただきたいと

思っております。さらに、手話という言語を知って

いただくために出前講座に取り入れていただくなど

が考えられるのではないでしょうか。議会において

も条例制定に向けて小委員会の中で昨年12月19日に

手話が言語として広く市民に理解していただくため

に関係する課長さんと意見交換をさせていただきま

したので、ぜひそこを合議体の一つとして参考にし

ていただき、お考えを伺いたいと思います。 

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） 赤平市思いやりあ

ふれる手話言語条例の各施策の計画と推進について

お答えいたします。 

 ことし３月の議会において空知管内では初となる

手話を言語と位置づけた手話言語条例が可決され、

４月１日から施行されたところでございます。この

条例の第１条には、市民に手話の理解を広げ、手話

を必要とする市民が安心して生活できる環境を整え



 －109－ 

ることを目的とすると定められており、これに沿っ

て各種事業を推進してまいりたいと考えておりま

す。これまでも中学校の総合的な学習の時間を利用

し、手話講習会を開催したり、市役所ロビーに手話

のビデオを放映したりして、市民の方に少しでも手

話への理解が広がるように努めてまいりました。条

例が施行されたのを機に新しい取り組みを始めたい

と考えており、近々広報あかびらに手話コーナーを

設けたり、一定の人数がまとまればこちらから出か

けていって手話講習を行う出前講座を計画したりし

て、手話のＰＲ活動を実施していく予定でございま

す。今後は、施策の推進について規定されている市

だけではなく、条例の制定に携わった赤平手話の会

や赤平市身体障害者福祉協会の皆様を初め、市民、

市議会のご協力を得ながら取り組んでまいりたいと

存じますので、ご理解方よろしくお願い申し上げま

す。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 今のお答えで

前向きなご答弁があったというふうに受けとめまし

た。 

 そこで、条例の第５条に施策の推進としてあるの

ですけれども、第５条は、市は、次に掲げる施策を

推進するものとする。（１）、手話の普及啓発に関

する施策、（２）、手話による情報取得及び手話が

使いやすい環境づくりに関する施策、（３）、手話

による意思疎通支援の拡充に関する施策、（４）、

手話通訳者の確保及び養成のための施策。この手話

通訳者の確保は現在も赤平市にはおりますけれど

も、例えばこの方がどこかの時点で退職されたにし

ても、この条例の中の第６条は財政措置であります

ので、しっかりとこの手話通訳者の確保に努めてい

ただきたいと思います。また、（５）に前各号に掲

げるもののほか、この条例の目的を達成するために

必要な施策をというふうに載っておりますので、ぜ

ひこれに沿って前向きに取り組んでいただきたいと

思います。特にこれから始まるわけですけれども、

条例制定に携わった各団体含め、行政の関係する各

課の皆さんとともに誰人も住みよい赤平市を構築す

るために、ひとつ汗を流していくことに努めていた

だきたいというふうにお願いしておきます。 

 大綱２、高齢化社会への対応について伺います。

当市の直近の人口は１万601人、65歳以上は4,815人

と高齢化率は45％を超えております。高齢社会の抱

える課題は多々ある中でありますが、その中で高齢

者の方々からいただいた声に対し、今回以下の点に

絞って伺います。①、合葬式施設整備について、昨

年同様の質問もありましたが、今回市民の方からの

ご意見もあり、取り上げさせていただきましたの

で、簡潔に伺います。近年の少子高齢化や核家族化

などを背景にお墓の継承が難しいといった市民の声

がございます。合葬式施設は、納骨袋に入れて埋葬

する関係上、一度納骨すると返還できなく、無宗教

の施設とするため、供養などの宗教的儀式ではでき

ないようでありますが、管理料がかからず経済的負

担が軽くなる面もあり、市民の選択肢の一つになる

のではないかと思います。近年は、道内の自治体で

整備する事例が増加傾向にあり、当市でも望む声が

ありますので、いかがお考えになるでしょうかお伺

いいたします。 

〇議長（北市勲君） 市民生活課長。 

〇市民生活課長（町田秀一君） 合葬式の墓地の整

備につきましてお答え申し上げます。 

 市で造成した墓地以外では、市内や近隣の寺院な

どで建立されております納骨堂等に納骨される方が

多い状況でございまして、現在のところ合葬式の墓

地を整備する計画はございませんが、しかしながら

お話しのとおり少子高齢化、核家族化、過疎化の進

行や世帯の経済的な事情等もありまして、合葬式の

施設を整備することの必要性や、住民ニーズも一定

程度あるものと受けとめてございます。こうした状

況から、道内におきましても近年合葬式の墓地の整

備を行った市、あるいは整備について検討を行う市

もふえてきております。本市といたしましても、昨

年共同墓地に係る当市の状況につきまして答弁させ

ていただいておりますが、さまざまな事情でお墓を
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建てられない、あるいはお墓を建てても管理ができ

ないといった方がふえてくるものと予想しており、

このため合葬式の墓地の整備につきましては検討が

必要なことと認識しているところでございます。合

葬式の墓地の整備に当たりましては、墓地の整備内

容や維持管理方法、ご遺骨の埋蔵方法、使用料の設

定など課題も多いと考えられますので、既に合葬式

の墓地を整備されている他市の具体的な取り組みや

現状と課題などにつきまして、先進地の調査の実施

も含めまして検討を進めてまいりたいと考えている

ところでございます。 

 以上、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） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 まず、先進地

調査の実施も含め検討するということでありますの

で、よろしくお願いいたします。例えばこの費用で

すけれども、埋葬するお骨１体で、例えば１体

5,000円いただくとしたら、1,000体納骨できる施設

であれば500万円入るわけですよね。ですから、そ

ういう意味で考えれば赤平市のまちに合った規模の

施設整備は可能だと私は思いますので、ぜひ積極的

に施設整備に当たって取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。 

 次、②、高齢者の交通確保について伺います。こ

れまでも議会質問で取り上げられてきました課題で

ありますが、高齢ドライバーによる事故が後を絶た

ない状況は報道等で明らかであります。その中で高

齢ドライバーの安全を社会全体でどう支えるかとい

う視点に関心が集まっております。運転免許の自主

返納や３月から施行された認知症と診断された人に

対する免許取り消しなど、高齢ドライバーだけに特

別の制限や負担をかける方法にはどうしても限界が

あると思います。生活の必要に迫られて自動車を手

放せない人が多いし、免許更新時に行われる認知機

能検査で認知症の人が全てわかるわけでもないはず

であります。75歳以上の直近人口は2,636人で、当

市の免許保有数は赤歌警察署調べで平成28年12月時

点では男性558人、女性137人の合計695人であり、

約４人に１人が免許保有であります。市民の中に

は、免許を返納したいが、住んでいる地域によって

は交通の確保が厳しい環境にある方もおり、自動車

がないと現状は生活に不安や支障を感じながら、い

つまで安全な運転ができるかと心配しながらの日々

を送っている方もおります。今後は、当市の高齢者

の移動に配慮した交通確保に取り組まなければなら

ないのではないかと思いますが、いかがでしょうか

お考えを伺います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 高齢者の交通確保につい

てお答えさせていただきます。 

 本市におきます65歳以上の高齢者割合は45％を超

えておりまして、今後は自動車を運転できない高齢

者も増加してくるというふうに予想されますので、

高齢者の移動手段の確保については高齢化社会に対

応する大きな問題になると予想されております。当

市におきましては、市内の地域を結ぶ民間バスや鉄

道が確保されている中、民間事業者によります買い

物バスも運行されておりますし、ある一定程度の交

通手段の確保という意味では充足されているものと

認識してございます。しかしながら、市内には国

道、道道に設置されておりますバス停留所や駅まで

歩いて来られない高齢者の方がいらっしゃることも

事実でございますので、今後は高齢化社会に対応し

た交通体系のあり方について関連交通事業者等と協

議しながら検討してまいりますので、ご理解賜りま

すようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 この件につい

ては、昨日の同僚議員の質問の内容とさほど変わら

ない感じで聞かせていただきました。当市の現状

は、幹線道路に住んでいる方々ばかりではないで

す。やっぱり地域によっては買い物バス来ていな

い、民間バスも走らない、ＪＲの駅も遠いなどのと

ころにあって行けない、そういうところに住んでい

る方々も多くいらっしゃるわけです。さらに今後は
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団塊の世代が一気に後期高齢者になっていきますの

で、車の運転に不安を感じたときに免許の返納がで

きるような環境整備にしっかり取り組んでいただき

たいと、まずは申し上げておきたいと思います。例

えば昨日の同僚議員の中には、乗合タクシーなんか

もありました。これも私、一考すべきだと思いま

す。これには、例えばタクシーにいっぱい乗って４

人乗れます、お客さん。ワンコイン、500円いただ

いたとしたらタクシー会社は2,000円入ります。距

離によってはそれ以上かかる距離もあるでしょう。

しかしながら、そこまでいかない場合もあります。

そういった意味では、協議の場をしっかり設けて、

こういったいつでも、どんな状況にあっても免許が

返納できるような環境、私はこの内容で今回質問さ

せていただきましたけれども、免許返納に関するお

答えが一文も入っていなかったことは、とても極め

て残念であります。そういう意味で、質問の趣旨を

よく理解した上で答弁のほうもまたよろしくお願い

いたします。 

 大綱３、受動喫煙防止対策について伺います。赤

平市は、喫煙率が高いとされておりますが、喫煙に

伴う病気も多く発生しており、特に虚血性心疾患は

若い年代から患者数が多くなっているようでありま

す。また、禁煙と因果関係の深いがんであります肺

がん、膵臓がん、咽頭喉頭がんも多いようでありま

す。当市は、平均寿命がワースト10に入っている短

さで、若年者の虚血性心疾患やがんによる死亡が多

いのが原因とされ、まち、人を元気にするには、１

つにはたばこ対策にほかならないのではないでしょ

うか。受動喫煙防止対策を中心としたたばこ対策

は、自治体が率先して行うべきであり、その取り組

みが市全体の健康度を上げることにつながると思う

からであります。北海道では、道議会において議会

提案の受動喫煙防止条例制定に取り組んでいる状況

にもあり、こうした動きは健康と病気に向き合う時

代背景という社会全体の流れが後押しをしていると

感じます。 

 このような観点から、まずは市庁舎と関連施設に

おいて、①の公共施設における禁煙、分煙対策の取

り組みについて伺います。さきの５月31日は世界禁

煙デーであり、その１週間、６月６日まで禁煙週間

として当市におきましても市庁舎と関連施設におい

て禁煙週間の周知として、それぞれの施設において

出入り口にお知らせとお願いの文書が張り出され、

灰皿の撤去もされておりました。こうした取り組み

は、当市において初めての取り組みであり、市民の

皆さんに対しても喫煙のあり方を考えていただける

機会の提供になるとの観点から評価をさせていただ

きます。たばこを吸う人も吸わない人も心地よい環

境の整備を、今後におきましても受動喫煙防止対策

として灰皿のない喫煙ブースを設けることによって

分煙を徹底して取り組んでいくべき時代であるとの

認識においてお考えを伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 公共施設禁煙、分煙対策

の取り組みについてお答えをさせていただきます。 

 喫煙は、本人の健康を害するおそれのほか、周り

にいる非喫煙者の健康にも害を与えることもあり、

受動喫煙による健康被害は明白なものとして、世界

的に分煙ではなく全面禁煙化が進んでいると認識を

しております。庁舎等公共施設の取り組みとしまし

ては、現在分煙化を行っておりますが、敷地内完全

禁煙についてはこれまで世界禁煙デー当日に実施し

ており、ことしは国からの趣旨を踏まえ禁煙週間の

期間中実施をしたところであります。今後の取り組

みとしましては、現在国及び道におきましては喫煙

対策並びに受動喫煙防止対策に関し、法令の整備を

図るための議論が行われておりますので、それらの

動向を参考に本市として庁舎等公共施設の禁煙、分

煙対策としてどのような方法が可能なのか、前向き

に取り組んで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） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいま国や

道の喫煙対策と受動喫煙防止対策の議論の動向を参

考とお答えされましたけれども、受動喫煙防止対策
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についてはその分煙に取り組んでいる自治体も既に

ございます。当市としても、今後どのような方法が

可能なのか前向きに検討していくということであり

ますので、時間をかけずによろしくお願いしたいな

と思います。 

 また、社会教育施設のお考えはいかがでしょうか

伺います。 

〇議長（北市勲君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤寿雄君） 社会教育施設の受

動喫煙防止対策に関する現状につきましては、図書

館は全て禁煙となっており、それ以外の施設に関し

ましては全て建物内は禁煙となっておりますが、屋

外での喫煙は可能となっております。喫煙可能な施

設の灰皿の設置場所につきましては、玄関口近くに

設置されている場所がほとんどでありまして、これ

は防火管理上目が届きやすい場所といった目的もご

ざいますが、今後少しでも周辺の方が煙を吸うこと

を防止できるよう、雨天、冬季対策も含めまして喫

煙場所を検討してまいります。なお、交流センター

みらいにおきましても同様の協議を行ってまいりま

すが、本施設の利用に関しましてはビアパーティー

を含め、飲食会場や公共交通の待ち合いの場として

も利用されており、この点につきましては慎重に検

討してまいりたいと思いますので、ご理解いただき

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 施設の出入り

口は、受動喫煙防止の観点から喫煙場所の検討をし

ていただけるということでありますので、出入り口

でたばこの煙を吸わされなくてもいい環境になると

いうふうに思います。そこで、喫煙場所を設けて

も、防火管理上でいえば灰皿を置かない周知をし

て、個人の携帯灰皿を使っていただくということで

解消できるのではないかと思いますので、また参考

に取り組んでいただければと思います。 

 最後になりますけれども、市長もこの受動喫煙防

止対策の分煙については前向きであるというふうに

考えていると私は伺っております。そこで、市長、

お隣の芦別市、新しい市長さんのもとでこの７月１

日から庁舎内全面禁煙として分煙されるようです。

さらに、市内公共施設の外に置いてある灰皿も撤去

するというふうに私は伺っております。そこで、た

ばこを吸う人も吸わない人もお互いの権利が尊重さ

れるように、憲法の条文に公共の福祉がうたわれて

おります。そういった観点から、速やかな分煙の環

境整備に受動喫煙防止対策としてぜひできた段階で

すぐ市長のほうから取り組んでいただくように推進

していただきたいというふうに私は思いますけれど

も、市長、この点どのような見解をお持ちでしょう

か伺います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） ただいま議員からもお話が

ございましたように、とにかく受動喫煙防止対策に

関する法律の制定も間もなくでき上がるというふう

に聞いております。赤平市におきましても、庁舎並

びに公共施設の禁煙及び分煙、これらには積極的に

取り組んでいきたいというふうに考えてございま

す。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ぜひ年内にで

も、もし環境が整ったらぜひその段階で行っていた

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。 

 大綱４、就学援助について伺います。①、新入学

児童生徒、学用品の入学前支給を可能にするための

対応について伺います。就学援助は、児童生徒の家

庭が生活保護を受給するなど、経済的に困窮してい

る場合、学用品や給食、修学旅行などの一部を市区

町村が支給し、国がその２分の１を補助する制度で

あります。しかし、これまでは新入学時に必要なラ

ンドセルなどの学用品の費用については支給される

ものの、国の補助金交付要綱では国庫補助の対象の

費用は入学前を含まない児童または生徒の保護者と

していたため、その費用は入学後の支給になってい

ました。今般文部科学省は、その要保護児童生徒援

助費補助金要綱を平成29年３月31日付で改正するこ
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とにより、就学援助要保護児童のランドセル等の購

入などは新入学児童生徒学用品費の単価を従来の倍

額に、小学校では２万470円から４万600円に、中学

校では２万3,500円から４万7,500円にするととも

に、その支給対象者にこれまでの児童生徒から新た

に就学予定者を加えました。また、文科省はこの改

正に合わせ平成30年度からその予算措置補助率２分

の１を行うとの通知がなされたところであります。

しかしながら、この措置はあくまでも要保護児童生

徒に限ったものであり、今回準要保護児童生徒は対

象にはなっておりません。また、要保護児童生徒の

新入学用品の支給は、基本的には生活保護制度の教

育扶助である入学準備金から既に入学前に支給され

ているため、当市においてこの文科省の制度改正に

伴う要保護児童生徒に対する予算及び制度の改正の

変更は基本的には生じないと認識いたします。準要

保護児童生徒に対する新入学児童生徒学用品費の対

応については、今後文科省の通知に従い、その単価

の変更及び入学前からの支給について当市において

も判断していくことになりますが、当市において準

要保護世帯の多くはひとり親家庭ということであ

り、今年度当初で約117人の児童生徒のうち、入学

支度金助成事業の実績では小学生で11人、中学生で

は12人、高校生は８人ということであります。私

は、今回の国における改正の趣旨及び当市における

準要保護児童生徒の現状を鑑みた場合、平成30年度

から実施できるよう準備を進めることが重要と考え

ます。具体的には、就学援助における、特に準要保

護児童生徒を対象とする新入学児童生徒学用品費の

入学前からの支給に対応するための予算措置や要綱

等の改正について、今からこういった準備を進めて

いくことが必要と考えますので、いかがでしょう

か、お考えを伺います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 新入学児童生徒学用

品費の入学前支給についてお答えいたします。 

 本市における要保護者を除く就学援助の認定者

は、所得要件または児童扶養手当の支給要件により

認定しており、平成29年度の所得要件による認定者

が24名、児童扶養手当支給による認定者が95名、合

計で119名となっております。児童扶養手当支給に

よる認定者につきましては、赤平市しごと・ひと・

まち創生総合戦略の主要事業のうちのひとり親家庭

入学支度金等助成事業において、小学校入学前に３

万円、中学校入学時に５万円、まごころ商品券での

助成を受けており、多くの認定者がこの事業により

入学準備を整えていることと思われます。なお、準

要保護世帯に対して就学援助費の支給時期を入学前

に前倒しして支給する場合、収入の情報が前々年分

の収入状況をもとに判断せざるを得ないこと、ある

いは対象となる児童生徒が３月中に市外へ転出した

場合に支給した就学援助費の返還事務が困難になる

などの課題がありますが、入学前支給を実施してい

る自治体を参考にしながら検討し、支給実施を目指

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） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 まず、この準

要保護世帯は限りなく要保護世帯に準ずるわけであ

りまして、いっときでもまとまったお金を出すとい

うことは当事者にとって本当にゆとりのない中で苦

しい思いをされてきたわけであります。今後は、事

前に受け取れるということでありますので、本当に

助かることと思います。また、学校教育としていろ

いろな課題があったにしてもその中で実施している

自治体を参考に入学前の支給を実施していただける

ということでありますので、当市においての子育て

支援の評価がされたのではないかというふうに思い

ます。ぜひ万全な体制で取り組んでいただきたいと

お願い申し上げます。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございまし

た。 

〇議長（北市勲君） 質問順序７、１、健康増進計

画について、２、高齢者福祉支援について、３、地

域性を活かした雪対策について、４、教育行政につ

いて、議席番号４番、竹村議員。 
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〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 通告に基づきま

して、質問させていただきます。 

 それでは、大綱１、健康増進計画についてに入り

ます。平成29年度市政執行方針の中の第５次総合計

画の（１）、健やかで安心して暮らせる社会をつく

りましょうの中に、市長は生活習慣病の予防に言及

され、さまざまな施策を打ち出しております。当市

におきましては、総合計画を上位計画とした平成27

年度から平成30年度の間、「みらいに向けて元気で

ＧＯ！ＧＯ！」と題しまして健康増進計画の改訂版

を打ち出し、健康づくり推進のための具体的な取り

組みを示しています。 

 そこで、計画の基本目標であります①、健康寿命

の延伸について、各分野ごとにお聞きいたします。

ア、生活習慣病の予防について、（ア）、がん対策

について伺います。当市の高齢化率も40％を大きく

上回り、まさに先日夕張市の率が50％を超えた状況

と耳にしましたが、それに近いと考えます。そし

て、高齢化に伴い、がんによる死亡者は増加にある

と予測されます。当市は、がんによる死亡率が全

国、全道と比較して高くなっているようで、理由と

しましては高い喫煙率30％、食事の偏り30％、運動

不足５％、飲酒３％などの生活習慣病が影響し、こ

の計68％の生活習慣病の改善でがんの発症を予防で

きると言われております。がん検診の受診率も全

国、全道と比較して大きく下回ります。死亡順位の

高い胃、肺、大腸の受診率は10％前後と全国の半分

以下です。特に男性が低いようです。そこで、計画

の折り返し年に入り、理由の60％を占める喫煙、食

事に対する点で経過と改善点、方策が計画に出され

ているとおり進行されているのかお尋ねいたしま

す。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） お答えいたし

ます。 

 当市の６月１日現在の65歳以上の人口は、4,815

人で高齢化率は45.4％となっています。がんは、超

高齢化社会において今後も増加していくことが予想

されています。平成18年から平成27年の10年間の死

因データを見ると、男女合わせた全悪性新生物によ

る当市の死亡者数は全国平均の1.25倍、その中でも

男性は胆のうがんで2.15倍、膵臓がんで1.67倍、肺

がんでは1.27倍であり、女性では膵臓がんで1.69

倍、肺がんで1.68倍、肝臓がんで1.57倍となってお

ります。がんによる早世を減少させるためには、ま

ず検診で見つけられるがんは検診により早期発見、

早期治療に結びつけることが大切であります。その

ためには、より多くの方にがん検診を受けていただ

く必要があり、その方策としまして検診時の自己負

担額を前年の半額の１検診500円としたほか、広報

による検診実施の周知のほか、健康教室や各種イベ

ントでのＰＲ、電話やはがきによる個別勧奨を行っ

ているところです。近年は、各企業でもがん検診を

取り入れているところもふえており、また市の検診

も日曜日開催や一度に全ての検診が受けられる機会

をふやし、検診を受けやすい体制を整えています。

今後も受けやすい体制づくりに努めるとともに、一

定の年齢に達したら定期的に検診を受ける意識づけ

を進めてまいります。 

 また、当市において有意的に多い膵臓がん、肺が

んについては、2016年に厚生労働省がまとめたたば

こ白書において喫煙、受動喫煙との関連が科学的証

拠は因果関係に推定するのに十分であるとされてお

ります。当市の子育て世代のアンケートを見ると、

子育て世代の男性の喫煙率は70％前後、女性におい

ても20％を超えており、市全体の喫煙率も高いこと

が予想されます。喫煙率は、これらのがんだけでは

なく、当市の健康課題である壮年期の虚血性心疾患

や脳血管疾患などの重大な循環器疾患を招くため、

平均寿命及び健康寿命延伸のためには個々人の禁煙

対策はもちろんのこと、市全体としてたばこの煙が

ない環境を整備し、喫煙者の健康はもちろんのこ

と、非喫煙者の受動喫煙による健康被害を防止して

いく取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、当市におきましては食事における塩分摂取
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量が多い傾向や、脂質の多い食べ物を好む傾向にあ

り、各種がんや生活習慣病の高血圧や心筋梗塞、脳

卒中などを発症しやすくもなりますことから、正し

い食生活を身につけていただくため、引き続き検診

時や各地区で開催する健康教育、さらには赤平市食

生活改善推進協議会の方々の協力を得て、健康展開

催時や地区伝達講習会を通じ減塩で栄養バランスの

とれた食事をとることの大切さを引き続き啓発して

まいります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 非常に詳しく答

弁いただきましたけれども、現在行っていることの

検証を踏まえて、この増進計画は平成30年までです

ので、この１年しっかりと対応して進めていってい

ただきたいというふうに思いますけれども、先日先

ほど五十嵐議員も言われていましたが、庁舎内でも

禁煙デーに合わせた行動がなされていたようです。

関係のある方々にとっては逆に大変きつい週間だっ

たのかなというふうにお察ししますが、答弁にあり

ましたように健康被害を防止していく取り組みを進

めていくという考え方をもう少し詳しくお答えいた

だきたいというふうに思いますが、市長も市政執行

方針の中で喫煙対策、受動喫煙防止策に取り組むと

表現していますし、健康増進計画でも喫煙の害の知

識の普及、公共施設などでの能動受動喫煙対策、禁

煙を支援する環境づくり、未成年の喫煙防止、妊娠

期、子育て期の喫煙防止などの多くのことに言及し

た計画になっているわけです。残り１年ある計画で

どのように進めていくのか、先ほどの答弁でも詳し

く聞いておりますが、再度確認させていただきたい

というふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 厚生労働省が

14日に発表しました2015年の都道府県別年齢調整死

亡率の中で、北海道は肺がんによる死亡率で男女と

も都道府県別の１位という大変不名誉な結果となり

ました。道民の喫煙率が高い生活習慣が影響したも

のと見られております。国は、健康増進法の改正を

見込んでおり、喫煙対策が今後さらに強化されてい

く予定であります。北海道の取り組みにつきまして

は、健康増進法に基づく健康増進計画であるすこや

か北海道21の個別計画として、すこやか北海道21た

ばこ対策推進計画を策定し、喫煙が及ぼす健康への

影響について普及、啓発の推進、たばこをやめたい

人に対する禁煙支援体制の充実、未成年者の喫煙防

止、公共施設や職場などにおける禁煙、分煙の推進

の４つの対策を柱にたばこ対策を推進してきまし

た。これらの計画に基づきまして、当然各市町村に

おきましてもたばこ対策の推進が求められています

ので、少なくとも公共施設における館内全面禁煙を

推進していく必要があるものと考えます。 

 また、当課におきましても妊婦や子育て期の方へ

の禁煙に向けた指導や健康教育開催時に喫煙がもた

らす害に関しての知識の普及、啓発をしています

が、以前に比べ喫煙率が下がってきているようでは

ありますが、依然高い水準にあり、結果として肺が

んの死亡率が高い実態となっていますので、今後も

保健師による禁煙への相談、指導をさらに強化し、

必要に応じては医師による治療のための禁煙外来へ

の受診にも結びつけていきたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。健康増進計画がもう一年ありますので、そ

れにしっかり推進をしていただきたいというふうに

お願いをして、この質問を終わります。 

 （イ）、こころの健康、生きがい（自殺者）対策

について伺います。まず、生きがい対策について

は、過去にアンケート調査を行い、16歳から44歳に

ネガティブな回答が多く、65歳以上にはポジティブ

な回答と傾向が出ているようです。方向性や課題も

はっきりしているようですので、今までの状況と折

り返しに向けた取り組みにはどうするのか確認させ

ていただきます。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 
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〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） まず、生きが

い対策につきましては、高齢世代では比較的自由な

時間を持つことができることから、多様な趣味を楽

しむことや友人と過ごすこともでき、外に出る機会

も多く持てるようです。若年層人口の減少により、

支援を必要とする高齢者を支える担い手が減少して

いく中にありましては、元気な高齢者が支え手の一

躍を担っていただくことも必要になり、自身のやり

がいや介護予防にもつながるとも思いますので、エ

リアサポーターなどとして活動する方々を少しでも

ふやしていくよう働きかけを続けてまいりたいと思

っております。また、若い世代につきましては、多

様な交通通信手段を持ち合わせており、それらを活

用しながら交流をしているものとは思いますが、中

には自宅にひきこもりをして仕事や社会活動にも参

加せず、親に生活全面の面倒を見てもらっているよ

うな方もいます。親自身も高齢になり、先行きに不

安を感じまして相談も寄せられていることもあり、

福祉部門と連携し、市が事業を委託している空知生

活サポートセンターによる就労支援制度の活用によ

る就職の促進などの取り組みをしている状況にあり

ますが、本人の就労に対する意欲がないなどの課題

も多くありますが、関係部門と引き続き協力をしな

がら支援をしてまいりたいと思っております。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま答弁に

ありましたように、福祉部門との連携、また関係部

門との協力というのがやはり大きくなっていくとい

うふうに思いますので、しっかりお願いしたいとい

うふうに思います。 

 こころの健康、自殺者の状況のほうをお聞きしま

すけれども、数値については過去のデータから見て

も男女ともに高い数値のようでありますし、何らか

の精神疾患を発症している可能性も多いと言われて

おります。特に鬱病が多いというふうに言われて、

誰もがなり得る病気とされていることから、鬱病に

対する理解を深め、支え合い、見守る地域づくりの

必要性を計画の中で打ち出しています。ここも前の

質問と同様に今までの状況と折り返しに向けた取り

組みをどうするのか、確認させていただきたいとい

うふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 全国の自殺者

数は徐々に減少傾向にありますが、いまだに２万

7,000人の方がみずから命を絶っております。北海

道におきましては、平成20年の1,700人をピークに

平成28年には1,004人と減少をしてきております

が、いまだ一月に84人弱、１日2.7人の方がみずか

ら命を絶っているという現実があります。当市の平

成18年から平成27年までの10年間の死因データを標

準化死亡率で見ますと、男女とも自殺者は全国の

1.8倍を超えているという数字になっております。

自殺は、鬱病などの精神疾患やアルコール依存症な

どが原因とされ、さらにそれに至るまでに健康問題

や金銭問題、家族の問題などさまざまな要因が考え

られます。さまざまな問題を抱え、その解決方法に

自殺しか思いつかなくなってしまっている人に気づ

き話を聞き、専門機関につなぎ、地域で温かく見守

ることが自殺予防の第一歩と考え、当市では平成21

年と平成22年に自殺予防に関する講演会を開催し、

翌平成23年からは自殺予防ゲートキーパー研修を行

い、平成28年度までに147名の方が終了しておりま

す。平成28年からは地域包括ケアのかなめとして要

請されているエリアサポーターへゲートキーパー研

修を行い、今年度からはエリアサポーター要請研修

にゲートキーパーの講義を取り入れ、各地域で誰も

が孤立することなく見守り、見守られる地域づくり

を目指しており、それにより自殺者が少しでも減少

していくことを願っているところでもあります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま答弁に

ありましたエリアサポーターさんの存在が各地区で

非常に大きくなっていくのかなというふうに感じる

ところもあります。反面、そのサポーターの皆様方

がどこまで踏み込んでいっていいのかとか、どこま
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でやったらいいのかというように大きく負担を感じ

るというのも問題に出てくるというふうに思いま

す。先ほど数字で人数言われていましたけれども、

せっかく多くの方々が協力をしていただいている状

況ですから、どのような形が一番適したサポートに

なるのかというのをしっかり見きわめていただきた

いというふうに思いますので、関係課と協力をして

進めていただきたいというふうに思います。 

 （ウ）、身体活動と運動対策について伺います。

これは、喫煙、高血圧に次いで非感染性疾患による

死亡の３番目の危険因子と言われ、最近では高齢者

の運動機能、認知機能低下などとも関係すると明ら

かになっているようです。当市においても就労世

代、いわゆる20歳から64歳までの方が高齢者世代、

65歳以上の方と比較すると運動習慣者が少ないとい

うことになっております。そこについての原因や方

向性は計画の中でももう既に出されているようです

が、身体活動の客観的指標と言われている歩数につ

いては具体的な数値までは把握していないというこ

とになっております。そこで課題や目標を打ち出し

ているので、どのようになっているのか確認させて

いただきたいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 身体活動と

は、安静にしているときよりも多くのエネルギー消

費を伴う活動のことであり、生活の中で体を動かす

ことの全てと捉えられており、家事や労働といった

日常生活の中での活動のほか、趣味やレジャーを行

うことも含んでおります。身体活動、運動の不足

は、喫煙、高血圧に次いで非感染性疾患による死亡

の３番目の危険因子であるとされております。ま

た、身体活動、運動は生活習慣病の発症予防だけで

はなく、高齢者の運動機能や認知機能の低下など、

介護予防にも関係することも明らかになっており、

比較的若い世代から習慣的に身体活動や運動をする

ことが健康寿命の延伸に重要であると言えます。以

前行った調査では、当市の高齢者においては比較的

身体活動や運動を習慣的に行っている方が多い反

面、若い世代では身体活動や運動習慣を持つ方の割

合は全国より少ないことがわかっております。その

原因の一つとしまして、自家用車の使用や学童にお

いてもスクールバスの利用など、日常での身体活

動、特に歩数の少なさが挙げられております。その

ため、生活の中で身体活動を増加させることは難し

く、運動をする習慣を身につけることが必要となっ

ております。当市といたしましても各種イベントや

健康教育、運動教室などを開催し、運動のＤＶＤの

配付などを行うなど家庭でもできる運動の普及、啓

発を行っていますが、個人の運動意欲の向上にはな

かなか結びつかないというのが現状であります。今

後も生涯教育の担当課とも協力し、市民の運動習慣

の獲得や運動意欲の向上のため健康教育、運動教室

に取り組むとともに、各種イベント、各種健診等に

おいても身体活動や運動の必要性について引き続き

広く市民に啓発してまいります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 まさに今答弁に

ありましたように、いかに個人の運動意欲を向上さ

せるかというところだというふうに感じます。それ

は、やはり小さな子供時代から体を動かし、スポー

ツと触れ合う機会の多さということになっていくの

ではないかなというふうに思いますので、今後も対

応をお願いしたいというふうに思います。 

 大綱１は、健康増進計画に沿って質問をさせてい

ただきましたが、これは先ほども言いましたように

平成30年の計画最終年へ向け、着実な実行をお願い

したいというふうに言いまして、この質問を終わり

ます。 

 続きまして、大綱２、高齢者福祉支援についてに

入ります。この質問の根幹は、第６期の赤平市高齢

者保健福祉計画・介護保険計画の内容です。上位計

画に総合計画を持ち、高齢者福祉分野の個別計画と

して今年度が最終年で、今年度全体評価や検証を行

って見直し時期の計画へつなげていかれるというふ

うに認識しております。そういう点で内容を聞かせ



 －118－ 

ていただけたらというふうに思います。 

 ①、地域包括支援センターの体制強化について、

ア、保健師の増員による体制づくりについてお伺い

します。大丈夫な高齢者のまち赤平を目指し、各種

目標と施策に分けて展開してきたというふうに思い

ます。支援センターを平成18年に設置し、高齢者が

長く地域社会で生活し続けられることを目指して活

動されているのは承知しています。そこで、計画の

内容で課題と方針を打ち出していますが、計画年度

途中の経過と分析をお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 高齢者の支援

と総合相談窓口として地域包括支援センターを設置

していますが、高齢者の人口規模により保健師、社

会福祉士、主任介護支援専門員の３職種を配置する

こととされ、当市におきましても各１名を配置し、

さらには介護支援専門員等を配置しているところで

す。体制の強化としましては、本年４月に旧愛真ホ

ームより職員１名を異動させ、さらには欠員となっ

ていた嘱託職員の介護支援専門員も５月から確保

し、体制の強化を図ったところでありますが、65歳

以上の高齢者人口につきましてはピークは過ぎたと

はいえ4,800人以上を抱え、今後も当面4,000人台で

推移する見込みの中で高齢者を支える世代の減少と

独居及び高齢者のみ世帯が多い当市の現状から、地

域包括支援センターが担う高齢者支援の必要性がま

すます増加していくものと思っております。今後も

専門職種を確保した中で体制強化を図っていく必要

がますます高くなっていくものと思っています。 

 また、介護健康推進課におきましては、介護予防

を進めていくために健康づくり推進係の保健師とと

もに事業を進めており、保健師は地区担当制をしい

た中で各地域において生活習慣病の予防を通じ、認

知症や介護を必要としない元気な高齢者を育む取り

組みを進めていますので、健康づくり推進係の保健

師を増員し、集中配置した中で連携して事業を進め

ることがより効率的に事業を進められるものと考え

ているところでもあります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 今課長のほうか

らも増員して集中配置ということで答弁ありました

けれども、先日同じように健康寿命の延伸都市をう

たってまちづくりをしている長野県の松本市さんへ

お邪魔しまして研修させていただきました。現在首

長さんが就任当時から健康という言葉でまちづくり

をされて、現在もう４期目ながら根本は全く変え

ず、その健康についてかじ取りをされているようで

して、中でも印象深かったのは35自治地区がありな

がら、全地区に地域づくりセンターという拠点をつ

くって保健師をそれぞれ２名ずつ配置しているそう

です。さらに、庁舎には別に保健師も配置されてい

るというお話でした。まさにこれが地区担当制の地

域福祉のあり方かなというふうに感じて帰ってきま

した。また、866名もの地域の住民の方々からつく

る健康づくり推進員という地域の方々も配置されて

いるようでございます。当市も同じようにしてはど

うかということでは全くなくて、当市も近い活動や

施策をやっているように感じます。掲げたお題に対

して市長を先頭に担当課、また関係部署の横の連携

がいかに成功へ目指して動いているのかで成功の確

率は変わっていくのだなというふうに視察をさせて

いただいて感じたところでございますので、当市も

そこをしっかり組めたらいいなというふうに指摘を

して、この質問を終わらせていただきます。 

 ②、認知症増加への対策について、ア、施策推進

の進捗状況と今後についてお伺いいたします。当市

の高齢化が進むことにより認知症高齢者が増加し、

一方ではひとり暮らしの方がふえ、発見や対応がお

くれるなどの問題もあり、第６期の計画の中でも掲

げられております。質問に言ったとおり、施策の推

進の進捗状況や計画を立て直すに当たっての今後に

ついて確認いたします。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 高齢化に伴い

認知症の高齢者が増加してきています。当課の地域
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包括支援センターに寄せられる高齢者の相談の半数

近くが認知症による判断力の低下が関連したものと

なってきています。医師会等の協力をいただき地域

包括支援センターを中心に認知症初期集中支援チー

ムを今年度中に設置し、平成30年４月から活動して

いくことにしていることから、平岸病院の医師、支

援チームに従事するための研修を受けていただく医

療技術者等の協力をいただきながら、医療と介護の

連携を進めた中で認知症の方々の支援に努めてまい

ります。また、認知機能低下の早期発見と適切な治

療に結びつけることを目的に毎年高齢者の体力測定

会の開催時に合わせて認知機能検査の簡易機器を使

用した認知力テストを行っていますが、健常者と認

知症の中間で、現時点では日常生活には支障のな

い、いわゆる軽度認知症を疑われる高齢者も多数見

受けられていることから、それらの方々にはまる元

運動教室や認知機能低下予防プログラムを実施して

いるまる元遊びにお誘いし、認知症発症の予防に努

めております。認知症の予防は、若年層からの規則

正しい生活習慣と適切な運動習慣を身につけること

が重要でありますので、健康づくり推進係の保健師

等による健康教育も引き続き実施し、認知症の予防

に努めてまいります。また、認知症を正しく理解

し、認知症の人とその家族を応援していただく方を

養成する講座を受講した認知症サポーターは、当市

におきまして現時点で619名の方々がいますが、引

き続き認知症サポーター養成講座を開催し、認知症

の理解とできる範囲での支援をお願いし、認知症の

方とその家族の支援を進めてまいります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま答弁に

出てきました認知症サポーターの方と計画の中に明

記されています認知症地域支援推進員という方は違

うものになるのでしょうか。もし違うのならば、計

画の中ではこの認知症地域支援推進員という方を今

年度の設置ということに明記されているのですけれ

ども、この辺確認させていただきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 認知症サポー

ターと認知症地域支援推進員は別なものでありま

す。認知症地域支援推進員は、地域包括支援センタ

ーに配置し、医療と介護の連携強化による地域にお

ける支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ること

を目的に平成30年４月までに実施していくものであ

ります。当課におきましても専任者を配置し、現在

研修等を受けているところであります。設置の目的

としましては、認知症の方や家族の状態に応じた適

切なサービスが提供されるよう、関係機関との連携

調整を図ることや地域の実情に応じて認知症の方と

家族を支援する相談支援や支援体制を構築する活動

などを行っていく予定であります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。 

 ちなみに、何名の推進員の方々がいらっしゃいま

すか。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 専任職員は今

のところ包括支援センターには１名配置しておりま

すが、状況に応じては今後また増員等も含めて検討

していくと、そのような予定にしております。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。 

 また、計画内の市単位での捜索体制の構築という

のもうたわれていますし、先ほど答弁にありました

家族への支援というのももう少し具体的にお聞きし

たいというふうに思います。もしまだ構築されてい

ないのであれば、それはそれで今後に期待をします

けれども、お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 徘回等で行方

不明となった高齢者を捜索するネットワークにつき

ましては、中空知管内では滝川保健所を中心として
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中空知徘回高齢者ＳＯＳネットワーク事業が進めら

れており、その中で年々協力団体の加盟もふえ、連

携強化が進められていることから、十分に機能して

いる状況にあります。中空知管内は近隣市町と比較

的隣接した中で生活圏が構成されていることから、

広域による捜索の必要性があり、それにより発見に

結びつくという成果が上がっていることから市単位

での体制構築よりはより機能するとの判断から広域

での体制のみとしている状況にもあります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 家族への支援の

質問についてもお願いします。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 家族の支援に

ついては、やはり保健師を中心とした相談、さらに

は医療へ結びつけるためのいろいろな方策等を、例

えばうちの保健師が行って実際に医療機関への受診

を進めてみたりだとか、そういったような支援制度

をやっております。そのほかには、やはり家族の悩

みの相談というのが非常に多い状況にございますの

で、そういったものにつきましても関係機関と協力

した中で相談等の支援を行っているところです。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。 

 まず１つ、家族への支援については、やっぱり認

知症の患者さんをお持ちになった家族というのは非

常に大変だというふうに認識しております。家族へ

のサポートというのも非常に大きくなっていくので

はないかなというふうに思いますので、その辺も含

めて先ほど質問した保健師の増員というのはかかわ

ってくるというふうに思いますので、お願いしたい

というふうに思いますし、計画の中で市単位の捜索

体制の構築というふうにうたわれていましたので、

市単独で何か考えられるのかなと思って聞きました

ので、広域的な捜索というのは、これはもちろん大

切なことだというふうに思いますので、ただまずは

自治体として市としてどういう体制ができるのかと

いうのもやっぱり検討したほうがいいのではないか

なというふうに思いますので、その辺を指摘してこ

の質問を終わります。 

 ③、ひとり暮らし見守り対策について、ア、ネッ

トワークの再構築と名簿の整備についてお伺いいた

します。独居高齢者見守り台帳は、平成20年度に全

地区対象に整備されています。その後、内容の更新

や連携した体制の強化などはどのようになっている

のか、まずお聞きいたします。 

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） ネットワークの再

構築と名簿の整備についてお答えいたします。 

 ご質問にありました独居高齢者見守り台帳は、平

成27年３月に策定いたしました第６期赤平市高齢者

保健福祉計画・介護保険事業計画に基づくものでご

ざいます。この計画は、議員のご指摘にもございま

すように平成29年度が最終年度であることから、今

後はアンケート調査等を実施し、その結果をもとに

福祉関係団体や医療関係団体などから推薦をいただ

きました策定委員会で協議を行った後、平成30年度

から平成32年度までの３カ年を期間とした第７期の

計画を決定する予定でございます。高齢者見守りネ

ットワークの再構築につきましては、現在の第６期

の計画では町内会や民生委員、関係機関と連携して

見守りの体制の強化を図っていくとしており、昨年

発足いたしましたエリアサポーターの協力も得なが

ら、多くの地区で見守り台帳の整備が進みました。

今後策定される第７期の計画でも引き続き地域にお

ける日ごろからの見守りに加え、生協や郵便局、コ

ンビニエンスストア、新聞販売所と結んだ協定も生

かしながら取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま答弁の

中にありました多くの地区で見守り台帳の整備が進
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んだということですけれども、まだ完全に完成して

いない状況なのか、もしくはもしそうであればどの

ような感じで進められて、完成を目指すのかという

のを確認させていただきたいと思います。 

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） 独居高齢者見守り

台帳の整備につきましては、高齢夫婦の世帯がひと

り世帯になった場合とか、他市町村から転入してき

た方がいるなど、対象者の異動が絶えずありますの

で、完成というのではなく、最新の情報に基づき今

後も随時整備を続けてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 常に最新な情報

で名簿を整備しておいていただきたいというふうに

思いますので、お願いいたします。 

 また、ちょっと質問通告の件名には記載がないの

ですけれども、この答弁にありました日ごろからの

見守りというのをどのようなことで押さえていらっ

しゃるのか、再度確認をさせていただきたいという

ふうに思います。 

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） 日ごろからの見守

りにつきましては、町内会や民生委員、さらにはエ

リアサポーターなどの皆さんのご協力をいただきな

がら、例えばしばらく姿を見かけないなどの状況が

あった場合には市や関係機関、警察署などにご連絡

をいただき、その情報をもとに私たちで活動できる

ような体制を築いていきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 そのとおりだと

いうふうに思いますけれども、やっぱり寄り添った

見守りというのが非常に重要になってくるというふ

うに思いますので、お願いしたいというふうに思い

ます。 

 続きまして、避難行動要支援者名簿の整備はどう

なっているのかお伺いいたします。 

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） 避難行動要支援者

名簿の整備についてお答えいたします。 

 この名簿は、災害が発生した場合にみずから避難

することが難しい方を把握するものでございまし

て、現在の計画では要介護状態区分の介護度３から

５までの方や、身体障害者手帳の等級が１級、また

は２級該当者、特定疾患医療を受けている難病患者

の方などを対象に名簿を整備することとしており、

これに基づき年２回名簿の更新を行ってございま

す。平成30年度から始まる第７期の計画においても

この名簿は必要であると考えていることから、これ

までと同様に整備を進めてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま年２回

というふうに言われていましたけれども、この年２

回の更新というのはいつされているのか。また、今

ある名簿は最新な、最新といいますか、先ほども聞

いたとおり更新されていると思いますので、最新な

新鮮な情報になっているのかというのは、大丈夫な

のか少し確認させてください。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 先ほど社会福祉課長がお

答えしましたように、年２回名簿を更新しておりま

す。現在の名簿は１月のデータということでござい

ます。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 年２回はいつ更

新されるのですか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 半年ごとでございます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ
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います。 

 半年ごとに最新なデータになるということで確認

させていただきましたが、この名簿、ただいま質問

しました独居高齢者見守り台帳、それから避難行動

要支援者名簿、この似たような名簿が２種類出てき

ております、高齢者に対するですね。この利用のさ

れ方、もしくはまた連携の中でどのように使われて

いくのかというのを、これは議長、質問の通告の件

名にはありませんが、もし利用状況とか確認させて

いただけるのであれば、議長の許可をいただいてさ

せていただきたいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 避難行動要支援者名簿に

つきましては、災害発生時における避難行動支援者

に対して災害対策基本法に基づき作成するものでご

ざいます。避難行動支援者の生命、または身体を災

害から保護するために必要な措置を実施するための

基礎となる名簿となっております。 

 以上です。 

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） 続きまして、独居

高齢者見守り台帳でございますが、この台帳は日常

の見守り対象者を把握するためのものでございま

す。また、緊急時の連絡先も記載されていることか

ら、万が一この台帳に記載されている方に何かあっ

た場合には家族等へ連絡する場合にも利用すること

がございます。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 通告の件名にな

い質問でしたけれども、お答えいただきましたが、

ただいまその台帳とか名簿の中身とか利用状況につ

いて聞きましたが、これ大事なのが連携の中でどう

やって使われるかということだと思うのです。町内

会さんとか、個人データがやはり記載されていると

思いますので、そういうものを今まさにやっぱり町

内会さんとの連携の中でその独居の方々の見守りを

進めていかなければ、行政だけではなかなか難しい

というふうに思いますので、ただ個人データが入っ

ているからなかなか共有するのが難しいというのが

実情でしょうから、その辺をどのように進めていく

かというのをしっかり検討していただいて、せっか

く整備されたものがあるのですから、こういうのを

町内会さんといかに共有して独居の方々、ひとり暮

らしの方、もしくは高齢者世帯の方を見守っていく

か、その情報を常に更新していくかというのが大事

だというふうに思いますので、その辺を指摘させて

いただいて、この質問を終わります。 

 続きまして、イ、高齢者住宅の整備についてお伺

いいたします。この質問に関しましては、先ほどか

ら出てきています第６期の計画と赤平市住生活基本

計画の整合性の中で展開されるというふうに思いま

す。その中で住宅施策の課題として高齢者が住みな

れた地域で安心、安全に生活できる住まいと住環境

を充実していくことが求められていると言っており

ます。そんな中、当市には養護老人ホームがなく、

近隣市町村の施設へ入所している状況です。高齢者

向け住宅のニーズは決して低くないというふうに思

いますし、計画の中で施策メニューが出されており

ます。昨日も同じような質問があり答弁されていま

すけれども、計画に上げ、なかなか進んでいかない

状況だというふうに思いますので、今後の考え方な

どを再確認させていただきたいというふうに思いま

す。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） 高齢者が可能

な限り住みなれた地域において自立した生活を営む

ことができるよう、団塊の世代が全て75歳以上を迎

える、いわゆる2025年を見据え、地域包括ケアシス

テムの構築が求められており、その中で高齢者の住

まいの確保はその基礎になるものと思っておりま

す。養護老人ホームは、身体的、精神的、または経

済的理由により自宅で生活することが困難な高齢者

が入所する施設で、介護施設の位置づけではないた

め、入所に当たっては市町村の措置により行われる

施設というふうになっております。当市には養護老
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人ホームの設置はありませんが、近隣には設置され

ており、介護度が重くなると特養などに移らなけれ

ばならないなどにより、定員割れの施設も多いこと

から比較的入所はしやすい施設となっております。

市内におきましては、有料老人ホームが29床増床さ

れ、さらには軽費老人ホーム、いわゆるケアハウス

が来年４月の運用開始を予定し、20床の増床がなさ

れることになっており、入所を望む待機者の解消が

進んでいくものと期待しております。地域によりま

してはシルバーハウジングの増設を望む声がありま

すが、現状では計画はされておりません。その他民

間事業者によるサービスつき高齢者向け住宅、いわ

ゆるサ高住の建設につきましては、介護事業者の従

事者の確保が厳しい状況から建設を予定している事

業者はありませんが、社会福祉協議会と協力した中

で介護従事者初任者研修を秋に開催し、介護従事者

の確保を進めた中で民間事業者に働きかけをしてい

きたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ですから、この

答弁ですと、きのうのほかの議員さんに対しての答

弁と全く一緒になるわけです。私は、進んでいかな

い現状をどうやって進めていくのかと。サ高住の入

所料金が高くて入れないとか、民間の方が建ててく

れないとか、そういう現状は昨日のほかの議員さん

の質問の中で答弁を聞いておりますので、現状の状

況はわかっておりますので、私はそういう進まない

状況を市としてどうやって進めていく方策を持って

いくかというところを聞いているわけでございまし

て、もう一度お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（斉藤幸英君） まず、サ高住

につきましては、やはり従事者確保が最大のネック

になっておりますので、やはりそこをクリアしなけ

ればなかなか整備は進んでいかないものと思ってお

ります。また、入所される方にとりましては入所費

用が割高であるということが最大のネックになって

おりますので、やはり方策として例えば家賃助成、

相当部分の助成制度を創設する、さらには建設に当

たる事業者の支援として補助金等のものをつくり上

げていくと、そういった方法があるとは思いますけ

れども、まず事業者のご意見を聞くとやはり従事者

確保というのが最大のネックということですから、

やはりその従事者を確保していく中で初任者研修、

そういったものを行って、それにある程度人が確保

のめどが立った段階でまたその制度的な部分をつく

った中で建設促進をお願いしていきたいと、そのよ

うに考えております。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 きのうの同僚議

員の質問の中でも同じような答弁をいただいていま

すので、いわゆる従事者の研修をして進めていただ

く、それから補助金制度を設けていただく、高齢者

の方々はそういう入所の場所がなければ出ていく、

そういう意味では人口減少の歯どめに対する計画と

か、それから地域に安心して暮らしていただく施策

とか、そういうことに対しての準備が急がなければ

ならないのではないかというふうに感じるところが

大きく出てくるわけでございます。しっかり進めて

いただきたいなというふうに指摘をして、この質問

を終わらせていただきます。 

 続きまして、大綱３、地域性を活かした雪対策に

ついてに入ります。①、雪室施設の活用についてお

伺いいたします。先ほども言いましたとおり、先日

長野県へ視察に行きました。その中の一つに野沢温

泉村というところを視察したのですけれども、そこ

で活用されています雪冷房施設、いわゆる雪室とい

うものがありました。これは、雪国らしい雪氷冷熱

エネルギーの活用で、雪解けの冷たい水を循環、熱

交換して冷房で利用するものです。また、避難所の

快適性の向上、そして雪中貯蔵として鮮度食品保

持、低温熟成、それから生産された特産品の付加価

値化、または防災施設支援物資の集積場として物資

の鮮度を保持するなども図れます。また、電力使用

量の削減によりＣＯ２削減効果が見込め、環境にも
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優しいシステムというふうにうたわれておりまし

た。当市も冬期間に入れば相当の降雪により積雪が

あり、その自然の贈り物を有効に利用する発想でこ

の雪室利用が活用できないものか、公共施設で雪室

設置が可能な施設の夏期冷房対応の一つになり、エ

ネルギーの有効活用に結びつかないかお考えをお聞

きいたします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 雪室施設の活用について

お答えさせていただきます。 

 雪や氷でございますが、昔から雪室や氷室として

冷蔵庫や冷凍庫のかわりに活用されてきておりま

す。雪氷熱エネルギーの活用につきましては、平成

14年に新エネルギー利用等の促進に関する特別措置

法、この中で新エネルギーとして位置づけられまし

て、公共施設や農業施設などに導入が拡大いたしま

して、近年においては技術の進歩により利用の幅が

広がってきているものと考えてございます。まさに

積雪寒冷地でございます当市にとりましては、雪イ

コール厄介物という考え方から、雪イコールエネル

ギーというプラスの価値への転換は大変大きいもの

でございまして、同様にコストをかけて除排雪して

いたものを有効利用するということは環境に優しい

システムであると認識しているところでございま

す。しかしながら、雪氷熱を利用するためには雪氷

を保存するための施設が必要でございまして、初期

投資額、イニシャルコストにつきましては億単位と

いうふうにも言われてございます。今後の公共施設

等での活用につきましては、雪氷熱だけではなく、

他の新エネルギーも視野に入れまして、これらの施

設を建設した場合において経済的に見合うかどうか

というような検討も短期的ではなく将来を見据えた

課題と認識してございますので、ご理解いただきた

いと思います。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 そうなのです。

私も別に箱物に費用をかけろと言っているわけでも

なく、費用はかけられないという同じ認識のもとで

質問をしております。そこで、私直接先日環境省の

ほうに電話で聞き込みをしました。情報によれば、

残念ながら当時あったその基金の補助というか、事

業は平成26年度で終了しているようでございまし

て、箱物に対する補助金は現在はもうないというこ

とを言われておりました。しかしながら、再生可能

エネルギー電気・熱自立的普及促進事業という名前

のもとで、雪エネルギーの変換機材や機械に対する

導入への補助はあるということで環境省の職員さん

が言っておりました。答弁を聞いた上で、今その環

境省の補助金があるよと、事業があるよというのを

踏まえて、調査などをして検討をしていただけるも

のかどうか、再度お考えをお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） ただいま再質問ございま

した調査と検討についてでございますが、今後施設

を建設する際にはランニングコスト等の試算が非常

に重要でございますので、将来的負担を軽減するた

めにもこれらのことも十分検討していかなければな

らないというふうに考えてございますが、設置に係

るイニシャルコストの問題、費用対効果の問題も含

めまして、先進地の事例と照らし合わせながら検討

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〕 先ほど言いまし

たとおり、電力使用量の削減によってＣＯ２の削減

効果があると、または雪中貯蔵などの面からも雪

国、降雪地に適しているというふうに感じておりま

すし、最初当初の投資金額、費用はかかりますけれ

ども、ただでもらえる有効な雪をいかに今後当市と

して使っていくかというのは非常に大きな資源にな

っていくのかなというふうに感じたものですから、

今回質問させていただきました。検討、調査をして

いただけるということですので、お願いをしてこの

質問を終わります。 

 続きまして、大綱４、教育行政についてに入りま

す。このたびのこの大綱での質問に関しましては、
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昨年の６月定例会において私自身質問をさせていた

だいた項目の振り返りのものというふうになりま

す。①、小中学校における非常勤講師の配置につい

て、ア、現状の対応と検討経過及び今後についてお

伺いいたします。昨年の質問の時点で両中学校で免

許外担任が存在することの確認はとれております。

ことしは、その状況はどうなっているのか。また、

昨年は人材確保の面から市単独費用での非常勤講師

の配置は困難で、統合後配慮の必要性で検討したい

というふうに言われておりました。現在まだ統合前

ではございますが、配慮の必要性では検討がなされ

ているのか、担当者はかわったようではございます

が、再度確認させていただき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（大橋一君） 小中学校における非

常勤講師の配置についてお答えいたします。 

 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、赤平中学校が家庭、美術、技術の３名、中央中

学校が家庭、技術の２名で合計５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向上対策に直

接影響が及ぶことのないよう、教員配置においてあ

る程度配慮されております。なお、学校規模が同じ

ような他市においても本市と同様の教員配置がなさ

れており、主要５教科以外の教科の免許がそろった

教員配置がなされるということは困難な状況にあり

ます。 

 また、議員が昨年質問されていた北海道教育委員

会の退職教員等外部人材活用事業につきましては、

両中学校に対し周知しているところではあります

が、学校判断としては各学校における人事異動によ

る教員配置に応じて教員の勤務時間数のバランスを

考慮しながら、免許外申請により事業を行うことを

選択しているのが現状であります。なお、市内にお

ける退職教員等の人材確保の面では、市内在住退職

教員の数が少ない状況であり、現時点では市単独費

用による非常勤講師の配置は困難と思われます。し

たがって、その年度の教員人事の異動状況により配

置された教員の保有免許、授業時数、公務文書な

ど、学校現場が勘案して市教委と協議をいたします

ので、その上で非常勤講師の配置が必要と判断され

た場合には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〕 ただいま聞いた

ところによりますと、免許外担任の人数は昨年より

１プラスですか、中央中学校で１人多くなっている

ようですので、１プラスというふうになっているよ

うです。同規模他市校と比較したとしても、学力差

や自治体事情もそれぞれ違うというふうに思いま

す。何よりも教育行政執行方針の中で教育長も学校

力、教師力の強化をうたっているというふうに思い

ますし、学力向上とは児童生徒側の対策だけではな

く、やっぱり学校、教師側にも必要なことではない

かなというふうに思います。免許外を指導するとい

うことは、それだけほかへ目が向かなくなるという

ことになると思いますし、児童生徒へ気がつかなく

なったりというふうなこともあるのではないかと私

は感じます。ぜひ教育委員会の中でも検討していた

だきたいというふうに指摘をして、この質問を終わ

ります。 

 ただいま中学校のほうでお聞きしましたけれど

も、昨年も小学校のほうも支援員という表現で質問

させていただきました。その小学校のほうで支援員

の現在はどのようになっているのか、また検討がな

されたのか確認をさせていただきたいというふうに

思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 支援員の増員につい

てお答えいたします。 
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 学校に対する人的な支援施策としまして、現在茂

尻小学校及び豊里小学校に各１名、赤間小学校に短

時間勤務２名の支援員を配置しております。支援員

は、授業を含めた学校の教育活動の補助的な役割を

果たしており、子供たちの理解力の向上等に効果を

もたらしていると考えております。なお、小学校に

おける支援員の増員につきましては、現在学校現場

からの要請は来ておりませんが、今後通常学級に在

籍する支援の必要な児童数の増加があった場合や、

複式学級の発生等の事情が生じたときには支援員の

役割や必要な配置人数等について教育委員会が設置

している企画室及び校長会にも諮り、さらなる検討

を重ね、予算確保を含め市関係部署等に要請してま

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〕 支援員の小学校

のほうでは、人数の変更のほうがないのかなという

ふうに今の答弁を聞いて思いました。ただ、執行方

針の中でも小中学校教育では学力向上、教育行政の

中でもまずは学力向上対策打ち出されております。

義務教育の機会均等、水準の維持向上の観点でしっ

かりとした環境を整えるのも大切なことではないか

なというふうに感じるところもあります。また、平

成30年度からは道徳教育、そしていじめ対策、体

罰、不登校、特別支援教育など、あらゆる教育環境

の問題が出てきます。そういう教育環境の根幹に

は、やはり手薄な教職員体制では対応していけなく

なるのでないかというふうに感じます。先日も小学

校の運動会を見学させていただいたら、先生１人が

優しく一生懸命１人のお子さんに手を携えて頑張っ

ている姿を見ました。そこで先生が１人、一生懸命

時間を割くわけでございます。そうすると、その先

生の分のほかの部分というのは誰が補うのかという

と、ほかの先生が補うわけです。そうすると、やは

りどんどん、どんどん足りない部分を補いながらの

対応になるというふうになると思いますので、どう

か現場を見ていただいて先生方の苦労を見て、補充

が必要であればお金はかかっても市費で対応すると

いうような対応を考えていただきたいというのを指

摘して、この質問を終わらせていただきます。 

 次に、②、教育現場における専門者派遣の活用に

ついてお伺いします。ア、スポーツ分野での活用に

ついてお伺いいたします。昨年度は、ここはアスリ

ート派遣という表現で質問させていただきました

が、昨年調査研究をしたいという考えだということ

で答弁をいただいております。１年経過し、どのよ

うになっているかお伺い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） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 教育現場における専

門者派遣の活用についてお答えいたします。 

 スポーツ分野での活用につきましては、部活動指

導のアスリート派遣に限らず検討してまいりました

が、教育委員会では学校現場からの要請に基づき社

会教育課所属の社会教育主事が昨年度より小学校の

授業においてスキー学習の講師または補助員を、中

学校の部活動においては中体連前の陸上部の外部コ

ーチを行っており、今年度より小学校の授業におい

て走り方教室の講師または補助員を行い、指導の効

果を上げておりますことから、引き続き学校現場の

要請に対し可能な限り派遣してまいりたいと考えて

おります。さらに、本市においては、中学校の部活

動において種目によっては長年外部コーチのお手伝

いをいただき、指導の効果を上げている実績がある

ことも申し添えたいと存じます。また、今年度の人

事異動による教員配置において茂尻小学校に体育専

科の教員が配置され、各学級担任の教員とともに体

育の授業においてより専門性を高めた教育を行い、

指導の効果を上げております。現在各小学校が体力

向上に取り組んでいる状況であることから、茂尻小

学校において行っている指導案を市内の他の小学校

でも活用できるよう配付することにより、波及効果

を高めてまいりたいと考えております。また、本市

の中学校においてはプロスポーツ界で活躍された経

験を持つ教員も在籍しておりますことから、子供た
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ちが刺激を受け、技術の向上及び将来の目標や夢を

育むという教育的効果を期待しているところであり

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〕 ただいま答弁い

ただきましたとおり、昨年から１年たって非常に各

学校へのスポーツ関係に対する配慮がされてきてい

たのだなというふうに確認をしましたけれども、残

念ながら多分対応している社会教育主事の方は１人

というふうに思います。また、体育専科の教員も市

内にある小学校の１校に対して１人というふうに思

います。ただいま言われたとおり、その指導案を配

付できたとしても、専科ティーチャー、専科教員が

行うのではないというふうに思いますので、その専

科教員が行うのとはまたわけが違うというふうに思

います。そうすると、市内全校に対応できていると

いうふうには思えませんが、その点いかがでしょう

か。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 まず、社会教育主事の派遣につきましては、各小

中学校の教育活動の中で必要性があった場合に学校

長を通して指導の場が設けられるもので、全ての学

校が社会教育主事の派遣を求めなくてはならないと

いうものではございません。 

 次に、体育専科の教員につきましては、発令され

た１校の小学校に勤務する正規職員であり、他校の

指導を行う巡回指導教員などとは制度的に異なる教

員であり、勤務校の小学校の各学年の担任教員とと

もに体育の授業のみを指導いたします。したがっ

て、この体育専科の教員が他の小学校で直接授業の

指導をすることはなく、勤務校での体育の授業で作

成した指導案を自主的に他校の教員にも情報提供

し、参考にしてもらいたいという教員間の研修活動

の一環ということでありますので、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〕 ありがとうござ

います。 

 ただいま答弁いただいた社会教育主事の派遣につ

てもそうですし、体育専科の教員についても決して

各学校が必ず求めなくてはならないとか、この体育

専科の教員が巡回指導教員だという認識ではないで

す、私も。市教委として体力向上とか掲げている以

上、小学校分野、中学校分野でもしも各校が希望が

あったときにその対応できる体制は整っているのか

という観点から質問させていただきましたので、私

も決してそういう必ず派遣を求めなくてはならない

ものとか、巡回指導員だという認識でいるわけでは

ございませんので、その辺も踏まえて今後対応して

いただきたいというふうに思います。 

 イです。文化、芸術分野での活用についてお伺い

いたします。今まさに市民の中でも話題になってお

ります炭鉱遺産分野、当市には学芸員がおります。

子供たちに歴史なども含め語りで学ぶ。今は多少影

を潜めておりますけれども、市の重要文化財であり

ます住吉獅子舞、これを語り部さんに話してもら

う。そのように各分野においても副読本を活用しな

がらの専門者を小学校、中学校で活用していくとい

う文化、芸術分野での活用についてお考えをお聞き

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（大橋一君） 文化、芸術分野での

活用についてお答えいたします。 

 教育委員会では、学校現場からの要請に基づき、

社会教育課所属の学芸員が平成27年度より中学校の

授業において立坑見学のガイドサポート、昨年度よ

り小学校の授業において炭鉱歴史資料館のガイドサ

ポートを、中学校において総合的な学習時間の授業

の部分的な講師を行っており、今年度より小学校の

授業において赤平の歴史についての出前講座を行っ

ておりますことから、引き続き学校現場の要請に対

し可能な限り派遣してまいりたいと考えておりま

す。 

 また、副読本にも紹介されております赤平市指定

文化財であります住吉獅子舞につきましては、社会
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教育課所属の学芸員が授業において講師を行う機会

がありましたら、かつての継承者の方にも同行して

いただき、お言葉を添えていただくことは可能かと

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〕 今大綱４で質問

させていただいた分野は、全てに関しまして答弁の

中では要請があれば対応する準備はできていますと

いうような答弁に捉えさせていただきました。私

は、スポーツ分野も文化、芸術分野も委員会側が当

市の教育をどう考えるのかということではないかと

いうふうに思います。裏を返せば、要請がなければ

しませんというスタンスにとられかねないというふ

うに思います。委員会としてそういう点、どうお考

えになるか再度お聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） お答えいたします。 

 当市の社会教育主事及び学芸員は、平成27年度よ

り配置したところでありますが、社会教育の分野の

みならず、学校教育における地域の教育資源の活用

のために専門職員である２人を学校の教育活動の計

画に取り入れてもらうべく校長会の席上で紹介する

とともに、学校回りをして活用をしてもらうことに

なった次第であり、要請がなければ派遣をしないと

いうことではなく、学校の教育活動に資するために

推奨したということでありますので、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〕 指定文化財の住

吉獅子舞さんも過去に質問したことありますけれど

も、地区で保存している住吉地区の方々が保存継承

でいいというようなスタンスだということで現在の

保存方法になっているというのはお聞きしておりま

すが、その指定文化財である住吉獅子舞が副読本に

どのように載っているか、ページを探してもなかな

か見つからないのです。写真がどのように載ってい

るか、なかなかないのです。では、この指定文化財

の獅子舞を子供たちがどうやって知るのか。これ

は、先ほど言いましたように今話題になっている炭

鉱遺産もこれから文化財の指定になったときに、指

定にはなったけれども、子供たちにではどうやって

教えていくのかというのは非常に大きな問題だと思

います。文化財の指定をしてから、子供たちにどう

やってそういうものがあったのだというのを教えて

いかなければいけないのです。そういう意味も含め

て、せっかくこういう社会教育主事、それから学芸

員を置いているわけですから、非常に有効的に小学

校、中学校のそういうスポーツ分野、それから文

化、芸術分野で生かしていただきたいというふうに

非常に感じるところであります。それから、副読本

もしっかり中身を確認していただいた上で赤平の状

況が子供たちに教えていけるような、そのような内

容にしていただけたらありがたいなというふうに思

いますし、住吉獅子舞という獅子舞が文化財である

のだ、炭鉱で成長した赤平はこういうものだという

のをしっかり今後の子供たちに教えていけるような

環境を委員会としてつくっていただきたいというふ

うに思います。当市の教育をどうしていくかという

のが委員会の行動スタンスにより変わるというふう

に私は思っておりますので、どうかその点をお願い

して質問を終わらせていただきたいというふうに思

います。 

 以上で質問を終わります。 

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210号赤平

市行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る条例の制定について、日程第５ 議案第211号赤

平市情報公開条例及び赤平市個人情報保護条例の一

部改正について、日程第６ 議案第212号赤平市財

政調整基金条例等の一部改正について、日程第７ 

議案第213号赤平市特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の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８ 議案第214号赤平市国
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民健康保険条例の一部改正について、日程第９ 議

案第219号赤平市過疎地域自立促進市町村計画の一

部変更について、日程第10 議案第220号平成29年

度赤平市一般会計補正予算、日程第11 議案第222

号平成29年度赤平市霊園特別会計補正予算を一括議

題といたします。 

 本案に関する委員長の報告を求めます。行政常任

委員会、伊藤委員長。 

〇行政常任委員長（伊藤新一君） 〔登壇〕 審査

報告を申し上げます。 

 平成29年６月13日に行政常任委員会に付託されま

した議案第210号赤平市行政手続等における情報通

信の技術の利用に関する条例の制定について、議案

第211号赤平市情報公開条例及び赤平市個人情報保

護条例の一部改正について、議案第212号赤平市財

政調整基金条例等の一部改正について、議案第213

号赤平市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の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214号赤平市国民健康保険条例の一部

改正について、議案第219号赤平市過疎地域自立促

進市町村計画の一部変更について、議案第220号平

成29年度赤平市一般会計補正予算、議案第222号平

成29年度赤平市霊園特別会計補正予算、以上８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29年６月14日、委員会を招集し

て審査いたしました。 

 審査の結果、議案第210号、第211号、第212号、

第213号、第214号、第219号、第222号については、

全会一致をもって原案可決と決定した次第であり、

議案第220号については賛成多数をもって原案可決

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。 

 若山議員。 

〇５番（若山武信君） ただいま議題となっており

ます議案第220号平成29年度赤平市一般会計補正予

算について、修正動議を提出いたします。よろしく

お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時５２分 休 憩） 

                       

（午前１１時５４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） ただいま議案第220号に対し

て、若山議員外３人から修正の動議が提出され、地

方自治法第115条の３及び会議規則第17条の規定に

より、動議は成立しております。 

 よって、これを原案とあわせて議題といたしま

す。 

 提出者に提案説明を求めます。若山議員。 

〇５番（若山武信君） 〔登壇〕 議案第220号平

成29年度赤平市一般会計補正予算（第１号）につい

て、地方自治法第115条の３及び赤平市議会会議規

則第17条により、修正案の提出をいたします。 

 これより、提案の趣旨をご説明いたします。初め

に、修正内容について説明いたします。お手元の資

料をご参照いただきたいと思います。第１条第１項

中、歳入歳出予算の歳入歳出それぞれ１億5,616万

8,000円追加するところを、28万4,000円減額し、１

億5,588万4,000円として、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ104億8,678万2,000円といたしま

す。 

 第１表、歳入歳出予算補正は、１、歳入、18款１

項繰越金の補正額を28万4,000円、記載のとおり減

額します。 

 ２、歳出、10款５項社会教育費の補正額を28万

4,000円、記載のとおり減額いたします。 

 事項別明細書につきましては、26ページの１目12

節役務費、手数料の28万4,000円をゼロ円に減額い
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たします。 

 次に、減額修正案の提案理由を説明いたします。

ただいま減額修正提案したものは、炭鉱遺産公園ガ

イダンス施設にかかわる建築確認申請手数料及び給

水工事手数料でございます。これは、ガイダンス施

設実施設計の時点で既に計上されてしかるべきだと

思います。あらかじめ建設に当たって必要なものが

精査されておらず、今回計上されていることから

も、この計画がいかに拙速に進められてきたのかが

うかがい知られるところでございます。ガイダンス

施設建設は、既に議決を経ているからといって、さ

らなる補正が全て認められるものでもありません。

必要なものは計画段階でしっかり確認し、予算提案

されるべきであって、一旦議決された後に次から次

へと追加補正をされてしまうことになると建設その

ものに異を唱えることも否定できないことでありま

す。このことを危惧し、修正動議提案の理由といた

します。 

 本来、事業において設計から完成を経て運用開始

までが建設費用かと思われます。各事業においても

市民への説明責任を果たし、市民の不安や不満を少

しでも解消することが肝要でございます。このこと

もつけ加え、提案理由の説明を終わります。 

 以上、私は議案第220号平成29年度赤平市一般会

計補正予算（第１号）への修正動議の理由を述べさ

せていただきましたが、議員各位のご賛同賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 説明が終わりました。 

 これより、修正案の質疑に入ります。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、原案、修正案について一括討論に入り

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220号について採決をいたしま

すが、あらかじめ申し上げます。採決は、若山議員

外３人から提出された修正案、次に原案の順に起立

により採決いたします。 

 最初に、議案第220号に対する若山議員外３人か

ら提出された修正案について採決をいたします。 

 本修正案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） 起立により表決の結果、賛

成、反対が同数であります。 

 よって、地方自治法第116条の第１項の規定によ

り、議長において本案に対する可否を採決いたしま

す。 

 本案については、議長は否決と採決いたします。 

 よって、本案は否決することに決定いたしまし

た。 

 次に、原案について採決をいたします。 

 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） 起立による表決の結果、賛

成、反対が同数であります。 

 よって、地方自治法第116条第１項の規定によ

り、議長において本案に対する可否を採決いたしま

す。 

 本案については、議長は可決と採決いたします。 

 よって、本案は可決することに決定いたしまし

た。 

 次に、議案第210号、第211号、第212号、第213

号、第214号、第219号、第222号について、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210号、第211号、第212号、第

213号、第214号、第219号、第222号について、一括

採決をいたします。 
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 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12 意見書案第45号地

方財政の充実・強化を求める意見書、日程第13 意

見書案第46号平成29年度北海道最低賃金改正等に関

する意見書、日程第14 意見書案第47号ギャンブル

等依存症対策の抜本的強化を求める意見書、日程第

15 意見書案第48号学校給食の拡充・無料化を求め

る意見書、日程第16 意見書案第49号 組織犯罪処

罰法改正案の慎重審議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。竹村議

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45号、第46号、第47号、第48号、第49

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45号、第46号、第47号、第48

号、第49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。木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 意見書案第47号ギ

ャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書

案に対して反対討論を行います。 

 本意見書案は、昨年末に成立した特定複合観光施

設区域の整備の推進に関する法律、いわゆるＩＲ法

の附帯決議を根拠にギャンブル依存症対策強化を求

めるものとなっております。このＩＲ法は、刑法で

禁じてきた民間賭博を合法化するものであり、カジ

ノを解禁するものです。そして、この意見書案は公

営ギャンブルによる依存症の実態をつかんでいない

としながら、このカジノを解禁する法律を根拠に対

策の強化を求めている、実に大きな矛盾をはらんで

いると言えます。民間賭博を合法化し、カジノを解

禁すればギャンブル依存症がふえることは火を見る

より明らかです。つまりＩＲ法を撤回することが何

より依存症をふやさないことにつながり、その上で

公営ギャンブルによる依存症対策をすることが必要

だということです。ＩＲ法の附帯決議に基づかず、

既存の公営ギャンブルによるギャンブル依存症対策

を求めるのであれば賛成できるところですが、この

意見書案には以上の理由から賛成できません。 

 カジノ解禁法の撤回を強く求め、反対討論といた

します。 

〇議長（北市勲君） ほかに討論ありませんか。 

          （「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、討論のあった意見書案第47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48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。 
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（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45号、第46号、第49号について

は一括採決をいたします。 

 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。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第17 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

ることに決定いたしました。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第18 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29年赤平市議会第２回定例会

を閉会いたします。 

（午後 ０時０９分 閉 会） 
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