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平 成 ２ ９ 年 

 

赤平市議会第４回定例会会議録（第３日） 

 

                         １２月１５日（金曜日）午前１０時００分 開 議 

                                    午後 ２時１３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．木 村   恵 議員    

  日程第 ４ 議案第２５９号 赤平市特別職の 

        給与に関す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２６０号 赤平市職員の給 

        与に関する条例の一部改正につい 

        ての委員長報告         

  日程第 ６ 議案第２６１号 赤平市税条例の 

        一部改正についての委員長報告  

  日程第 ７ 議案第２６２号 赤平市立学校設 

        置条例の一部改正についての委員 

        長報告             

  日程第 ８ 議案第２６３号 赤平市学校給食 

        費の管理に関する条例の制定につ 

        いての委員長報告        

  日程第 ９ 議案第２６４号 赤平市子育て支 

        援条例の制定についての委員長報 

        告               

  日程第１０ 議案第２６５号 赤平市道路占用 

        料徴収条例の一部改正についての 

        委員長報告           

  日程第１１ 議案第２６６号 赤平市市営住宅 

        条例の一部改正についての委員長 

        報告              

  日程第１２ 議案第２６７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１３ 議案第２６８号 平成２９年度赤 

        平市一般会計補正予算      

  日程第１４ 議案第２６９号 平成２９年度赤 

        平市国民健康保険特別会計補正予 

        算               

  日程第１５ 議案第２７０号 平成２９年度赤 

        平市後期高齢者医療特別会計補正 

        予算              

  日程第１６ 議案第２７１号 平成２９年度赤 

        平市下水道事業特別会計補正予算 

  日程第１７ 議案第２７２号 平成２９年度赤 

        平市介護サービス事業特別会計補 

        正予算             

  日程第１８ 議案第２７３号 平成２９年度赤 

        平市介護保険特別会計補正予算  

  日程第１９ 議案第２７４号 平成２９年度赤 

        平市水道事業会計補正予算    

  日程第２０ 議案第２７５号 平成２９年度赤 

        平市病院事業会計補正予算    

  日程第２１ 議案第２７９号 赤平市議会委員 

        会条例の一部改正について    

  日程第２２ 選挙第 １６号 滝川地区広域消 

        防事務組合議会議員の選挙につい 

        て               

  日程第２３ 意見書案第５４号 教職員の長時 

        間労働是正を求める意見書    

  日程第２４ 意見書案第５５号 日本国憲法第 

        ９条改正に反対する意見書    

  日程第２５ 意見書案第５６号 森友・加計学 

        園の疑惑の徹底解明と説明責任を 
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        果たすことを求める意見書    

  日程第２６ 意見書案第５７号 消費税１０％ 

        への増税中止を求める意見書   

  日程第２７ 意見書案第５８号 診療報酬を引 

        き下げず、地域医療を守ることを 

        求める意見書          

  日程第２８ 議席の一部変更について     

  日程第２９ 請願、陳情に関する閉会中審査の 

        議決について          

  日程第３０ 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２５９号 赤平市特別職の 

        給与に関す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２６０号 赤平市職員の給 

        与に関する条例の一部改正につい 

        ての委員長報告         

  日程第 ６ 議案第２６１号 赤平市税条例の 

        一部改正についての委員長報告  

  日程第 ７ 議案第２６２号 赤平市立学校設 

        置条例の一部改正についての委員 

        長報告             

  日程第 ８ 議案第２６３号 赤平市学校給食 

        費の管理に関する条例の制定につ 

        いての委員長報告        

  日程第 ９ 議案第２６４号 赤平市子育て支 

        援条例の制定についての委員長報 

        告               

  日程第１０ 議案第２６５号 赤平市道路占用 

        料徴収条例の一部改正についての 

        委員長報告           

  日程第１１ 議案第２６６号 赤平市市営住宅 

        条例の一部改正についての委員長 

        報告              

  日程第１２ 議案第２６７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１３ 議案第２６８号 平成２９年度赤 

        平市一般会計補正予算      

  日程第１４ 議案第２６９号 平成２９年度赤 

        平市国民健康保険特別会計補正予 

        算               

  日程第１５ 議案第２７０号 平成２９年度赤 

        平市後期高齢者医療特別会計補正 

        予算              

  日程第１６ 議案第２７１号 平成２９年度赤 

        平市下水道事業特別会計補正予算 

  日程第１７ 議案第２７２号 平成２９年度赤 

        平市介護サービス事業特別会計補 

        正予算             

  日程第１８ 議案第２７３号 平成２９年度赤 

        平市介護保険特別会計補正予算  

  日程第１９ 議案第２７４号 平成２９年度赤 

        平市水道事業会計補正予算    

  日程第２０ 議案第２７５号 平成２９年度赤 

        平市病院事業会計補正予算    

  日程第２１ 議案第２７９号 赤平市議会委員 

        会条例の一部改正について    

  日程第２２ 選挙第 １６号 滝川地区広域消 

        防事務組合議会議員の選挙につい 

        て               

  日程第２３ 意見書案第５４号 教職員の長時 

        間労働是正を求める意見書    

  日程第２４ 意見書案第５５号 日本国憲法第 

        ９条改正に反対する意見書    

  日程第２５ 意見書案第５６号 森友・加計学 

        園の疑惑の徹底解明と説明責任を 

        果たすことを求める意見書    

  日程第２６ 意見書案第５７号 消費税１０％ 

        への増税中止を求める意見書   

  日程第２７ 意見書案第５８号 診療報酬を引 

        き下げず、地域医療を守ることを 
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        求める意見書          

  日程第２８ 議席の一部変更について     

  日程第２９ 請願、陳情に関する閉会中審査の 

        議決について          

  日程第３０ 閉会中継続審査の議決について  

 

順序 
議 席  
番 号 

氏   名 件      名 

 

  ６ 

 

 

 

 

 

 

  ４ 

 

 

 

 

 

 

竹村 恵一 

 

 

 

 

 

 

１．地域防災について 

２．公共交通機関不便地 

  域について 

３．手話条例制定後の取 

  り組みについて 

４．教育行政について 

 

  ７ 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 

 

 

 

 

 

 

 

木村  恵  

 

 

 

 

 

 

１．人口減少対策につい 

  て 

２．赤平市公共施設等総 

  合管理計画につい

て 

３．福祉行政について 

４．教育行政について 

 

 

 〇出席議員  ８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 

       １０番  北 市   勲 君 

 

 〇欠席議員  １名 

        ９番  御家瀬   遵 君 

 

 〇欠  員  １名 

          ８番 

 

 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 
 
  選挙管理委員会            
            壽 崎 光 吉 君 
  委 員 長            
 
  農業委員会会長  中 村 英 昭 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            
            梶   哲 也 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、２番五十嵐議員、６番向井議員を指

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。 

 委員長から送付を受けた事件は、９件であります。 

 議員から送付を受けた事件は、７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すが、本日は御家瀬

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、地域防災について、２、公共交

通機関不便地域について、３、手話条例制定後の取

り組みについて、４、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、きのうに引き

続き質問させていただきますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 それでは、大綱１、地域防災についてお伺いいた

します。平成29年度市政執行方針の中の第５次総合

計画の健やかで安心して暮らせる社会をつくりまし

ょうの中で、市長は地域防災に対し言及していて、

地域間、地域と行政間の連携強化の協議を進めると

明記しています。そこで、①、町内会連合会や各町

内会長との連携のあり方について４点ほどお聞きい

たします。 

 防災マップの更新、備蓄品、小型発電機等の計画

的な整備、そして毎年行われている防災訓練など、

安心、安全な社会づくりの推進がなされていると思

います。しかし、実際の実働部隊と考えられる町内

会単位の方とのどれくらいの連携がとられているの

か。先日議会報告会開催の中で町内会から不安な声

を幾つか耳にいたしましたので、確認の意味も含め

お聞きいたします。アとしまして、避難所運営、災

害の状況把握、配慮者の支援など町内会へ協力を求

めていますが、どのような体制を整備されているの

か。また、休日の対応なども含め確認いたします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） お答えをさせていただき

ます。 

 避難所運営等の体制整備についてでございます

が、現体制としては赤平市地域防災計画上での体制

であり、避難所運営、状況把握、避難者及び配慮者

避難の支援など赤平市地域防災計画において協力を

要請する住民組織等に赤平市各町内会を位置づけし

て協力を求めているところでございます。 

 各地域との連絡体制については、災害時において

は重要であると認識をしておりますことから、今年

度は赤平市総合防災訓練において早朝の呼集訓練に

町内会連合会会長及び訓練参加地域の各町内会長に

参加いただき、連絡についての確認を行ったところ

でございます。今後におきましては、災害時の事前、

事後の連絡体制についての確立を考え、それにあわ

せ定期的な備蓄品や台帳等の情報共有の仕組みも検

討してまいります。 

 また、休日の連絡体制につきましては、異常気象

等警報発表時は状況を見ながら防災担当者は出勤し

ていますが、限られた職員での対応であることから、

常に職員へ直接連絡をとれる体制は難しいものと思



 －103－ 

われますので、連絡体制の再確認をし、現行体制で

も速やかに対応できるよう努めてまいります。 

 今後も地域との関係を大切にして、スムーズな情

報の交換、共有ができる体制整備に向けて努力して

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〕 ただいま答弁い

ただきましたけれども、大切なのは、１つ目、情報

の共有、２つ目、地域との関係、この２つだと私も

思います。行政が持っている情報の可能な範囲での

早期な共有、そして日ごろから連絡がとれ、顔が見

えている関係性、そういった意味でも休日の連絡体

制のお話を今していただきましたけれども、災害時

に早期に職員と会長さんや代表者の方が連絡のとれ

る仕組み、これ非常に必要だというふうに思います。

もう少し連合会に情報を早期に落として、深く関係

の構築に努めていただきたいと思います。今もやら

れているとは思いますけれども、やはり受ける側と

してはもう少し密に連絡が欲しいという声が大きか

ったので、質問させていただきましたので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、イ、昨年平成28年度の第３回定例会

の中で防災関係の質問をし、自主防災組織の必要性

などのやりとりがあり、地域の防災活動への経費の

助成支援、地域での防災訓練などの協力などを実施

したいと答弁もいただきました。共助の考え方、設

置へ積極的にかかわり、促進していきたいとも言わ

れておりましたが、１年以上経過した今、どのよう

な動きになっているか確認させていただきます。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 自主防災組織の経過状況

についてでございますが、自主防災組織につきまし

ては、阪神・淡路大震災の後、地域防災のかなめと

して注目され結成が進み、以降国や北海道において

も組織結成についての助成事業や結成後のフォロー

アップ研修会の開催など、さまざまな取り組みがな

されているところでございます。 

 赤平市におきましても、過去に自主防災組織結成

についての周知や啓発、物資支給制度など整備をし

たところでございますが、現時点では結成されてい

ないのが現状でありますが、一部の町内会において

は防災部会や連絡網等がつくられているとも伺って

おります。災害対策基本法に定める自主防災組織の

要件を満たせないため、市内には自主防災組織がな

いのが現状でありますが、自主防災組織の結成に関

する啓発を続けながら、結成に向けたフォローアッ

プをするなど、地域防災力の強化に努めてまいりた

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〕 当市の高齢化が

進む中、地域防災力の強化、これ非常に大切なキー

ワードだと私も感じております。災害に強いまちづ

くりのために組織化、これもそうですけれども、２

点提案したいと思います。１点目は、市民の意識向

上です。住民の防災マインド、ベクトルを合わせる

ということですけれども、これを定着させる。一部

の人が懸命に努力をしても、大半の人が協力しない

限り自主防災は成功しないと言われております。防

災訓練のような実践的な研修会を続け、意識を統一

し、実施すること。 

 ２点目は、災害弱者対策よりも防災弱者対策です。

これは、災害弱者を出さないための防災弱者対策の

重要性ということです。耐震補強をしたいができな

い方、家具、家電の固定をしたいが、体力的に資金

面でできない方、こういう方々の対応をどう考えて

いくか。防災対策は、全てが事前の対策です。災害

が起こってからの対策はもちろん大切ですけれど

も、事前の防災弱者対策こそこれから大切になると

いうふうに私は感じております。ぜひこの災害弱者

対策よりも防災弱者対策という点を検討していただ

きたいというふうに言い添えて、この質問を終わり

ます。 

 次に、ウ、イと同様昨年平成28年度の第３回定例

会の中で、質問時防災士ということの普及について
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もお聞きいたしております。ご存じのとおり、自助、

共助、そして協働という基本理念に基づき活動する

防災士ですので、さきの自主防災組織との橋渡し的

存在でもあり、また公助、いわゆる行政との連絡充

実に必要な存在と私は認識しておりますが、防災士

についてどうお考えかお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 防災士についてでござい

ますが、防災士の資格取得につきましては、北海道

での防災士資格取得講座及び試験は年１回程度とな

っており、取得には講習、試験、登録で約６万円の

費用を要するものであります。 

 本市在住者における防災士資格取得者の状況であ

りますが、11月末現在で19名と確認をしているとこ

ろでございます。上川管内のある町では、全25町内

会全てに自主防災組織があり、自主防災組織内に防

災士を配置するため、組織に対し資格取得のための

助成を町が行っているとのことです。防災士につい

てのそのような事例もございますので、参考といた

しまして、今後の事業の検討やさきにご質問のあり

ました自主防災組織設立の啓発も含め、普及促進に

努め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） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 他市の事例も含

め、普及推進してもらえるという答弁でしたけれど

も、推進に関しては防災士を小中学校や事業所に配

置をしたり、自治体でも担当部署の職員にかかわら

ず、全職員が資格の習得を目指しているところなど

もあるようですので、こういうことが広がりを見せ

ているようです。ぜひ安心、安全なまちづくりへ向

かえるよう検討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。 

 また、防災士の話のときに教育委員会のほうにも

防災教育という点でご質問しました。すぐには実施

は困難と考えるが、どのような防災教育が必要かつ

有効かという協議検討をしてくれるという内容の答

弁をいただいておりますので、こちらについても１

年過ぎた状態でどのような状況か確認させていただ

きます。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 防災教育についてお

答えいたします。 

 昨年の第３回定例会においてご質問いただいた子

供への防災教育についてでありますが、今年度にお

きましても学校が実施する避難訓練及び講話、医師

会、消防署による救急蘇生教室における実技講習な

どが行われたところです。 

 なお、民間主体で開催し、毎年参加させていただ

いております防災週間安全の駅防災体験会につきま

しては、今年度同様今後においても例年参加してい

る学校を主体に可能な範囲で参加してまいりたいと

考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申

し上げます。 

 また、北海道におきましても防災教育の取り組み

強化を進めており、来年度の道の事業として学校授

業カリキュラムに防災関係の時間を入れていく趣旨

のもと実施されます一日防災学校を本市において取

り組む予定であり、現在校長会において実施の可能

性及び受け入れ校の選定について検討しているとこ

ろです。 

 今後におきましても子供への防災教育の重要性を

考え、各種方策に取り組んで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〕 道のほうの一日

防災学校の取り組みということが新しく出ましたけ

れども、ほぼほぼ前回と同じ答弁のように私には感

じました。学校の避難訓練は、どこの学校でもやっ

ていますし、どこの自治体でも学校のほうでチャレ

ンジをしているというふうに思います。別に市教委

として、また市として特別なものをやっているとい

うふうには捉えられないと私は思っております。 

 救急蘇生講習は、中学校はもちろんだと思います

けれども、小学校の高学年なども行われているのか
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なというふうに思いますが、これについては大いに

取り組んでいただきたいというふうに思いますし、

また防災週間の民間の活動も大いに参加するべきだ

と私も感じていますが、各校がどのような認識でい

るのか。例えば市主催の防災訓練にどれぐらいの子

供たちが参加しているのか。町内会の方々の興味も

まだまだ少ない状況だというふうに感じております

ので、子供たちはもっと少なく、災害なんて考えて

いないのではないかなというふうに思いますけれど

も、そういう実際の現場への防災教育へつながる動

きは、学校へ判断を任せる状況ではなく、市教委と

して何かお持ちなの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。 

 ご質問の救急蘇生講習につきましては、小学校の

児童が対象であることから、市教委が実施するか、

学校の教育活動として行うのか、いずれの場合も学

校の現状として、蘇生講習に特化するなどその時間

的余裕があるのかという問題もありますし、たとえ

高学年といえども蘇生講習の受講者として小学生が

対象となるか否かについても含め、学校管理者及び

消防担当者に照会の上、検討してまいります。 

 また、ご指摘の民間の防災週間の活動としまして

は、安全の駅防災体験会があり、赤間小学校及び赤

平中学校の児童生徒が参加しておりますが、各学校

で防災教育として独自にも各学年あるいは全校的に

も実施していることから、そのほかに参加対象学年

の拡大には各学校としての検討が必要であります。 

 また、市主催の総合防災訓練が毎年各地区の会場

を変えて実施しておりますが、警察、自衛隊、その

他地域の町内会などの広い参加範囲の住民などが参

加しており、日曜日に行われているのが現状であり

ます。これに子供たちを参加させるとなると、未成

年者の動員の問題が発生しますので、この点で保護

者責任で募集するのか、市役所が送迎体制を考える

のかなど、開催曜日を含めた検討項目は市教委のみ

では答えられない部分もあり、市の防災担当とも検

討させていただきたいと存じますので、ご理解賜り

ますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 再質問の答弁あ

りがとうございます。 

 総合防災訓練のところですけれども、課長、災害

って曜日なんて関係ないのです。朝だろうが、夜だ

ろうが起きます。外出時間が過ぎているから親と避

難してくださいなんていう広報はしませんよね。ぜ

ひ有事の際に子供がみずから対応したり、行動でき

るような関係各課と調整して、教育という観点から

しっかり目を向けて発信していただきたいというふ

うに強く要望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。 

 続きまして、エ、前回の定例会の中でもほかの議

員から質問があった防災無線の設置について、情報

収集や導入できるよう進めるという答弁がございま

した。３カ月ほどしか期間はたっておりませんが、

災害に関することですからスピード感が必要だとい

うふうに思いますので、その後の動きを確認いたし

ます。重ねて災害時の職員の服装についてもそのと

きに答弁をいただいていましたので、その後どうな

った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） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 防災無線及び災害時の服

装の導入の検討についてでございますが、前定例会

においてお答えしたように、災害時等においては住

民周知等に効果的な方法であると考えておりますこ

とから、平成30年度からの事業着手に向け検討をし

ているところでございます。 

 なお、防災無線につきましては、現行のＪアラー

トが平成31年度より使用できないことから、Ｊアラ

ート更新を含め、複数年での事業になりますが、今

後計画的に進めてまいりたいと考えております。 

 また、災害時の職員の服装につきましては、他自

治体の事例も参考に、職員活動用ベストの購入に向

けて準備を進めているところでございます。 

 以上です。 



 －106－ 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

の計画的というところをもう少し詳しく説明してい

ただけたらと思います。防災無線とＪアラートの調

整の関係です。 

 それと、ベストの購入のそういう経過、どのよう

な購入計画で進んでいくのかというところをもう一

度確認させていただきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 導入への年次計画等であ

りますが、防災無線につきましてはＪアラートの更

新を平成30年度に行い、音声周知等の施設整備につ

きましては、平成30年度からの調査、基本設計、実

施設計、整備工事と考えておりますことから、完成

は平成32年度以降になるものと思われます。 

 また、職員活動用ベストにつきましては、30年度

の購入を検討しているところでございます。しかし、

これらの事業実施には財源等の問題もありますの

で、十分検討してまいりたいと考えております。 

 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〕 完成が32年度以

降ということですので、しっかり準備をしなければ

いけないし、財源確保という点も出てくるというこ

とですので、しかしながら災害というのはいつ起こ

るかわからないという点もありますので、しっかり

市民の皆さんにその間周知できるような対応、体制

づくりというのを行っ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。 

 次に、②、砂防対策について３点ほどお聞きいた

します。本年の市政執行方針の中でも砂防対策につ

いて言及があり、道への要請を続けていますとのこ

とで、そこでアとしまして道への要請後の進捗状況

について確認させていただきます。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） 道への要請後の進捗状

況についてお答えさせていただきます。 

 赤平市内の土砂災害危険箇所は、143カ所ございま

して、内訳としまして地すべり危険区域７カ所、急

傾斜地崩壊危険区域76カ所、土石流危険区域60カ所

となっております。北海道による基礎調査実施済み

箇所は現在36カ所となっており、平成31年度までに

全箇所の基礎調査を終わらせると聞いております。 

 北海道への要望状況ですが、豊里第三地区地すべ

り対策事業の促進、モトマチ川土石流危険渓流区域

対策事業、茂尻元町沢川土石流危険渓流区域対策事

業の早期整備及び土砂災害防止法に基づく区域指定

のための基礎調査の早期完了について、毎年２月に

北海道が行っております社会資本整備推進会議の中

で、赤平市内の危険箇所について図面、写真をつけ

説明、要望をしているところであります。 

 事業の進捗状況ですが、桜木町地すべり対策事業

につきましては、平成12年から平成22年度まで集水

井８基の設置、豊里第三地区地すべり対策事業につ

きましては平成24年度から、予定ではございますが、

平成33年度まで集水井10基の設置、モトマチ川土石

流危険渓流対策事業及び茂尻元町沢川土石流危険渓

流区域対策事業につきましては今年度より現地調

査、設計を行っているところであります。 

 今後におきましても土砂災害危険箇所につきまし

て事業の促進、早期整備を要望してまいりますので、

ご理解いただきたくよろし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〕 今詳しく丁寧に

答弁いただきましたけれども、私も正直今の答弁の

中で場所の理解がはっきりできないところがたくさ

んあります。私は、今後調べていけばわかることで

すけれども、傍聴者、もしくはモニターの向こうに

いる方、それから議事録を見た方々は、なかなか理

解に苦しむというふうに思いますので、ただいま言

っていただいた地すべりのところ、もう少しわかり

やすく場所の表現等があればしていただきたいと思

うのと、地すべり対策は危険区域が７カ所あるとい

うことでしたので、残っているところがどのような

ところかというのをもう一度確認させてください。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 
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〇建設課長（高橋雅明君） 事業の場所でございま

すが、桜木町地すべり対策事業は、桜木町にありま

す桜木町公園の山側にて事業を行ってきました。豊

里第三地区地すべり対策事業は、若木町、西豊里町

の赤平バイパスから山側で事業を行っております。

モトマチ川土石流危険渓流区域対策事業は茂尻墓地

の横の沢で、茂尻元町沢川土石流危険渓流区域対策

事業はモトマチ川の１本赤平市街地寄りの沢で現地

調査、設計を行っております。 

 残り５カ所の地すべり対策事業の場所につきまし

ては、住吉町は赤平浄化センターと住吉墓地の間の

山側、桜木町は豊里記念の丘公園の山側、幌岡町は

エルム高原家族旅行村一帯とエルム高原オートキャ

ンプ場東の山側、東豊里町は百戸峠付近となってお

ります。 

 今後におきましても赤平市全体を見ながら、市か

ら北海道へ要望をしてまいりますので、ご理解いた

だきたくお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 今後も残りの危

険箇所があるということですので、道への要請早期

に対応していただけるように、道との調整ですから、

こちらが何ぼ急いでほしいと言っても向こうの調整

もあるでしょうけれども、できるだけ危険を回避し

ていくために要請の継続をお願いしたいというふう

に思います。 

 危険箇所がまだあり、いつどんな状況が起きるか

わからない。道への要請をしても砂防対策は道の管

轄で、市としては手を出せない。しかしながら、市

民を守る義務は市として行政に委ねられている。こ

のような状況で、今回は砂防対策での質問ですので、

地すべり危険箇所の未整備該当地域へ対する対策と

して、イとしまして独自の市としての対策案などを

検討していらっしゃるのかどうかお聞きいたしま

す。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 砂防対策についての独自

の対策案についてでございますが、災害時の対策に

ついては、赤平市地域防災計画の災害予防計画及び

災害応急対策計画に基づき対応することとなってお

ります。災害予防計画は、土砂災害や雪害など災害

の種別での対応となっており、災害応急対策計画は

地震及び事故災害以外の災害に対しての計画となっ

ております。住民の避難行動につきましては、赤平

市防災マップ掲載の避難情報についてにおいて避難

情報の種類、発令時の状況、とるべき行動をお知ら

せしているところでございます。しかしながら、赤

平市防災マップには掲載しており、お知らせしてい

るものの、避難情報の種類、発令時の状況、とるべ

き行動などの防災についての知識を広く周知するた

めの機会も設けなければいけないものと考えている

ところでございます。また、赤平市総合防災訓練の

実施などにより、災害時には的確な行動をとれるよ

う平時より備えるよう努め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） 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、私がこのたび独自の対策案

として答弁を求めているのは、全市的な決められた

ルール上の対策ではなくて、いざというときの緊急

的な事態のときのスピーディーな柔軟な対応へ結び

つくための事前にそういう内部での検討があるかと

いう点ですので、もしご答弁いただけるのであれば

もう一回お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 現時点における独自対策

の具体的な考えにつきましては、的確な行動をとれ

るように平時から備える観点から、毎年行われる赤

平市総合防災訓練の住民避難訓練において実際の避

難によっての避難経路の検証及び避難経路の確保、

周知などを考えているところですが、天候状況や災

害の程度によって避難経路が変わるなども想定した

上での検証を行わなければならないものと考えてい

るところでございます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 
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〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 次のウのところ

でもそういう対策についての質問をしますので、独

自案に関しては今のところは余りないというように

認識をさせていただきましたが、私も新しくなった

防災マップ見ました。私が住んでいる若木地区につ

いてですけれども、ウとして質問しますが、若木地

区、いわゆる若木町、西豊里町のあたりですけれど

も、被害発生時に避難するときには幌岡の方面、文

京地域への避難が強いられております。避難道路が

分断されると、幌岡の近い住民は真逆の文京町へ、

文京町地区に近い住民は道路が分断されると幌岡地

区へ避難を強いられるわけです。その若木地区にい

る支援が必要な方、それから要介護者、高齢者の方

々の対策というのは、避難してくださいというよう

なことで終わってしまうのかどうか。そういう点で

避難所が若木地区にはございませんので、そういう

点でどのような対策をおとりになるのかお聞きいた

します。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 若木地区を含めた要支援

者等の避難支援の対応についてでございますが、今

年度の赤平市総合防災訓練におきましても高齢者等

の避難についての市車両及び自衛隊車両を使い、車

両避難訓練について行ったところでございます。被

害発生時の避難支援につきましては、地域の事情や

地形的な問題もあることから、警察や消防と連携し、

場合によっては自衛隊の派遣要請も視野に入れ、効

果的な避難支援ができるよう対応してまいりたいと

考えております。また、要支援者につきましては、

名簿の整備は行っていますが、関係課と連携して、

的確な避難対応ができるよう協議を重ねてまいりま

す。 

 避難所に関しましては、今後現赤平中学校から統

合される赤平中学校へ避難所の指定変更を行います

し、新しい中学校には備蓄倉庫や非常用発電機も備

えつけられることとなっておりますので、若木地区

の皆様につきましては安心できる要素もふえるので

はないか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） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 先ほどから何度

も言っておりますけれども、例えば経路が分断され

たときに真逆の方向へ避難するとき、そういう行動

時のときに、市として今言われたように自衛隊の要

請、消防の対応もろもろありますけれども、スピー

ディーな対応策が何かないのかと。例えば市の車を

出すとか、そういうのもいろいろ検討されているの

かなというふうに思っておりますが、今のところそ

ういうのが感じられないなというふうに思います。

これは、若木地区にかかわらず、市全体の危険箇所

全てに関係してくるわけですけれども、ここの質問

ですから、まずは若木町地区について触れさせても

らいましたが、若木の町内会との協議が例えば町内

会の中で先ほど最初に言った自主防災組織などなど

そういうのに含めて車の対応を出してもらえるよう

な町内会との密な協議がされているのか、もしくは

防災士などのそういう人的な助け合い情報の共有が

なされているのか、そういうところが若木町とでき

ている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） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 現時点においては、対応

策の具体的な検討には至っていない状況にございま

すが、先ほど申しましたように地域の事情や地形的

な問題もあり、また発生する災害の種類、季節など

も踏まえ、取り組まなければならない課題と認識を

しているところでございます。 

 また、情報の共有につきましても、定期的な備蓄

品や台帳等の情報共有の仕組みの検討とあわせて取

り組みたいと考えますので、ご理解いただけますよ

う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〕 最初のほうの質

問で言いましたが、やはり実働部隊というのは各町

内会単位になっていくというふうに感じます。そう

いう町内会との町内会長さんを含め、町内会の役員
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さんも含め、そういう方々と念入りな協議がされて

いかないと、行政の職員さんだけでは町内、それか

ら市全体の避難の誘導とかには無理だというふうに

思います。それから、自衛隊が現地に来てくれるの

には１秒で来るわけではございませんので、時間が

かかるわけです。そういう意味でも名簿の質問も私

前にしておりますので、100％の名簿ができてから情

報の共有をするというにはまだまだ時間がかかると

思います。ですから、関係各課でとれた情報をでき

るだけ出せるときには各町内会のほうに情報を落と

していただくと、そういうような情報共有をしてい

っていただかなければ避難時にはやはり町内会長さ

んも困るというふうに思います。特に今の砂防対策

のところで質問している若木町地区は、避難所も幌

岡、文京になっているところでございますから、学

校ができるまで大変な思いをするわけです。ですか

ら、そういう面ではもうちょっと町内会との密な連

絡調整を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。 

 ③としまして、消防力の強化についてお聞きいた

します。平成29年度の市政執行方針の中で言及され

ていますが、消防行政は広域化となり、組合での対

応となっております。ここで言われる住民の安心、

安全な暮らしを守ると言われていますが、強化の内

容をお聞きしたいと思います。アとしまして、職員

の専門研修や団員の確保に努めるための行政として

のかかわり方についてお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） お答えをさせていただき

ます。 

 本市の消防業務は、火災、救急などの出動体制に

加え、大規模災害時に迅速に対応できる消防力の強

化を図るため、滝川地区広域消防事務組合に平成26

年度より加入しており、広域化に伴う本市の必要経

費につきましては負担金で対応しているところでご

ざいます。 

 ご質問の職員の専門研修につきましては、質の高

い消防機能を発揮するため専門技術を向上させる人

材育成に向けて、広域消防事務組合において消防学

校で行う初任教育を初め、危険物規制に関する教育

や消防設備に関する指導教育、救急隊員資格取得に

関する教育等各種研修が実施されておりますが、そ

の費用についても負担金に含まれることになります

ので、円滑な実施に向けて予算の確保に努めてまい

りたいと考えております。 

 また、消防団員確保につきましては、全国的に対

応に苦慮している自治体が多いようで、年々消防団

員数は減少している状況にあり、国としても女性消

防団員の活性化、大学生等の消防団員への入団促進

等対策を講じているところであります。赤平消防団

につきましても、消防団長を初め消防団幹部、消防

署長により消防団員確保に向けた市内企業訪問等も

行い、現在105名の団員を確保しているところでござ

います。本市としましても赤平消防署と連携協力の

もと、市広報紙やホームページ、市施設での消防団

募集のポスター掲示による広報活動等を行っており

ますが、今後もどのような方法があるか赤平消防署

とも調整の上、対応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を申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 答弁を聞く限り、

市として協力できる部分は積極的に行っていきたい

というスタンスなのだということで私認識させてい

ただきましたが、よろしかったですか。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） できる範囲の中で対応し

てまいりたいと、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〕 ありがとうござ

います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 答弁にありました団員数、105名の団員さんが私に

は多いのか、少ないのか判断できませんけれども、

団員さんもふだん仕事を持ちながらの活動をされて

いるでしょうから、本当に苛酷な中、訓練し、日々

活動されていることだろうというふうに察します。

研修会への参加なども数の限られた職員さんの中で
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全市的な市民の生命、財産を守っていくために日々

研さんを積んでほしいというふうに感じますので、

ぜひ今後もしっかり協力をしてあげてほしいなとい

うふうに感じますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、④、災害本部設置場所の考え方について２

点ほどお聞きいたします。本部設置の考え方としま

して、所管が総務課で、配置が２階にあるというと

ころで、本部の設置時は２階が本部として設置され

るのかなというふうに私は感じておりますが、いろ

いろな状況も考慮した上で、そういう考慮が必要な

のではないかというふうに思います。果たして２階

に本部があることが適切かどうか、そういうことも

含めて質問に入りますが、アとしまして本庁舎の耐

震工事実施設計の進捗状況をまず初めに確認させて

いただきたいというふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 本庁舎の耐震工事実施設

計の進捗状況についてお答えをさせていただきま

す。 

 庁舎につきましては、災害対策本部を置くなど災

害時の防災拠点となりますことから、庁舎の耐震化

が求められており、改正耐震改修促進法に準じまし

て平成28年度に耐震診断を実施し、診断結果としま

しては耐震性に疑問あり、補強を行う必要があると

されたところであります。 

 本年度は、耐震診断に基づき耐震化工事実施設計

を明年１月末の期限で行っておりますが、現在の状

況といたしましては、耐震改修工法については先月

中旬に耐震改修評定委員会の審査が終了し、工法が

確定したところでございます。改修内容につきまし

ては、耐震診断において示された改修案とほぼ同様

であり、主な工事箇所は１階は介護健康推進課と税

務課の間等、２階は企画課、商工労政観光課と農政

課の間等に耐震ブレースやＲＣ耐震壁の設置、また

地下消費者協会部分、１階書庫、２階庁議室、３階

会議室等は、既存壁のＲＣ化による耐震方法等であ

ります。工事については、地下から塔屋まで全ての

階で行うこととなりますが、工事期間としては５月

上旬に着工し、年内には工事を終わらせる予定で検

討しており、通常業務への支障を極力なくすべく、

基本的に実施作業は土日等休日に行うことで工程を

考えているところでございます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま進捗状

況をお聞きしました。 

 そこで、イの質問ですが、耐震化工事に伴う庁舎

内の課の配置転換と案内看板についての質問です。

耐震ブレースやＲＣ耐震壁の設置が必要になるとい

う改修案で診断が出ていますけれども、先ほども触

れましたが、災害本部が２階にあり、もしもエレベ

ーターが使えなくなり、階段の上りおりをするとき、

高齢化が進む当市の各町内会長さんや年齢層などな

ど、いろいろな荷物など持ち運ぶときに考えたとき

本当に２階が適切なのかどうか。また、高齢者が多

い当市の高齢者に関する部署、例えば介護や社会福

祉の位置関係なども考えたら、この耐震工事の時期

に合わせた課の配置転換など考えるべきではないで

しょうか。そして、かねてより質問に出ています庁

舎の総合案内看板も予算づけがされているところで

はございますが、再配置に伴い作成をしていくとい

う関連して検討していただけたらというふうに思い

ますが、いかがお考えかお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） お答えをさせていただき

ます。 

 災害対策本部の設置場所でありますが、地域防災

計画上は庁舎内に設置と定めており、総務課で防災

業務を所管しており、情報機器が設置されているこ

となどから、庁舎２階での本部設置となっていると

ころでございます。 

 議員ご指摘の介護健康推進課と社会福祉課が離れ

ている現状にあり、利用者の中にはご不便をおかけ

していることもあると思いますが、現行の庁舎内の

各配置につきましては、庁舎建設時における各課の

配置計画から会計課や戸籍簿等の保管場所が設けら

れており、それに関係する課については移動が困難
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な状況にありますので、現状では大規模な課の配置

転換は難しいものと考えております。 

 また、案内看板につきましては、今年度の設置を

予定しておりましたが、昨年末の耐震診断結果によ

り補強壁等が必要になることが判明したことから実

施設計の状況を見てまいりましたが、ほぼ耐震診断

同様の工事内容でありましたので、来年度の耐震改

修工事の進捗状況を見ながら、掲示ボードやパンフ

レットラックを備えた庁舎案内板を設置してまいり

たいと考えておりますので、ご理解いただきますよ

うよろし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〕 本部の設置に関

する考え方、階段の上りおりや高齢化などを考慮し

たときに、今答弁をいただきましたが、もう一度そ

の本部の設置場所についてだけですけれども、どう

思われるか答弁お願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 災害対策本部につきまし

ては、災害時の情報収集及び国や北海道との連絡調

整、災害対策各班への指令系統や各機関などへの連

絡を行うことなどから、円滑に業務を行うために情

報機器のある２階に設けているところであります。

また、浸水のリスク軽減からも現在の場所が適して

いるとも考えているところです。本部の業務内容か

ら住民の方が頻繁に災害対策本部に足を運ぶことは

少ないと思われますし、対策本部における住民対応

は１階に執務室がある市民部局が中心となって行う

ことから、ご不便をおかけすることは少ないものと

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〕 ありがとうござ

います。ただいまのいろいろな理由から２階にあっ

たほうが適切ではないかということですから、よく

理解できるところでございます。 

 高齢者に関する課について、正面玄関と言われる

ほうから入ると介護は目の前です。しかし、社会福

祉は奥になると。逆にコミセン側の入り口から入る

と、社会福祉はすぐですけれども、介護は奥になる

と。高齢者、子育て世代の子供を連れての来庁者に

は優しい配置になっていないのでないかなというふ

うに思いますが、やはり検討も必要ではないかと感

じます。先ほども答弁もらいましたが、もう少し詳

しく答弁いただけたらと思います。お願いいたしま

す。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 先ほどお答えをさせてい

ただきましたとおり、現行の庁舎内の各課配置につ

きましては、会計課金庫や市民生活課戸籍簿等保管

場所が設置されており、それに伴い関係課が配置さ

れておりますので、大規模な移動が困難な状況にあ

りますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 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〕 物理的に無理が

あるというような答弁だというふうに思いますの

で、理解するところでございます。 

 案内看板につきましてですけれども、もう少し看

板について詳しく聞きたいのですが、どこにどれぐ

らいのものが計画されているのか。前回の答弁では、

各階各課の位置がわかる、これは当たり前のことだ

というふうに思いますが、業務内容がわかる、庁舎

内の行事がわかる、行事案内の併設で来庁者にわか

りやすい、利便性の高い案内看板と答弁されていま

すけれども、具体的にこれからと言われておりまし

た。もう少し具体的な内容が明確にできるのであれ

ば確認してお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） 案内看板の現在の考え方

でありますが、設置場所及び規模につきましては、

コミュニティセンター入り口正面付近に高さ２メー

トル、幅2.5メートル程度のものを考えております。 

 看板の内容等につきましては、他市の事例も参考

に、インフォメーション機能も考慮し、各課の配置

等はもとより市の行事などの掲示物の展示スペース
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や各課における各種のパンフレットをまとめて配置

できるようなケースの設置も考えているところでご

ざいます。 

 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。 

 新しい案内看板がコミセン側の入り口にできる

と、ますます正面がどこかわからなくなりそうな心

配もありますけれども、職員さんの意見も取り入れ

たよいものを作成していただけたらというふうに思

いますけれども、親切な看板を設置したから、それ

でいいというものではないというふうに私も思って

おります。職員さんの対応力も磨かれて、よい対応

を心がけていただきたいというふうに思いますし、

日々の業務の多さに追われて大変なときもあると思

いますけれども、前回質問したときの答弁にも一人

一人がコンシェルジュであるというふうに表現され

ておりましたので、案内役ではなく、世話人という

思いでお願いできたら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２、公共交通機関不便地域についてに入りま

す。先月の終わりに議会報告会と意見交換会を実施

いたしました。そこで多くの地域から交通の便の悪

さが話題に上がっております。きのうの質問でも同

様な質問が上がっておりましたが、改めてお聞きい

たします。 

 ①、高齢者、障がい者が生活しやすいまちづくり

の考え方について２点ほどお聞きいたします。ア、

高齢者の免許返納率が悪い状態の調査、検証につい

てと一定程度交通確保がなされているという考えの

根拠についてお聞きします。まず、高齢者の免許返

納率が悪い状態がなぜ起こるのか。やはり免許を失

った後の買い物、通院など交通生活環境が著しく悪

くなると言われていました。そういう現状に対する

調査、検証について昨年も同様な質問が出ていまし

たし、きのうも出ていました。その後は調査、検証

に取り組まれたのかお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 公共交通の観点から私の

ほうから代表いたしまして、高齢者の免許返納率が

低い状態の調査、検証につきましてお答えいたしま

す。 

 高齢者の運転免許証の返納率についてでございま

すが、65歳以上の高齢者の免許証保有者の占める割

合は、全国で21.5％、当市におきましては33.3％と

高い状況にあります。運転免許証の返納状況につき

まして赤歌警察署に確認いたしましたところ、本年

度11月末において26人の返納がございまして、人数

では昨年を上回るという状況にございますが、平成

28年度末の65歳以上の免許証保有者数、2,007人いた

かと思いますけれども、返納した人の占める割合を

計算いたしますと1.3％でございまして、平成28年度

末の全国の返納率が1.9％であるということから、赤

平市の免許証返納率は全国の返納率と比べますと低

いという状況にございます。 

 免許証返納率が低い原因につきましては、ＪＲ駅

やバス停の存在する幹線道路などから遠く、また公

共交通機関の不便な地域に居住されているというこ

とから、自家用車の利便性ということを考えますと

高齢者の方々は危険が伴うことを十分承知しながら

も、運転免許証の返納に踏み切れないということも

あるのではないかと考えているところでございま

す。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 今の答弁は、数

字の結果であって、当市の返納率が悪いと示してい

ただいただけであります。私が求めているのは、な

ぜ悪いのか市民への調査、検証に至ったかどうかと

いうところでございまして、行っていないというこ

とでよろしいですか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 直接市民の皆様方に調査

をしたかということであれば、そういったことはし

てございません。あくまでも警察署のほうに確認さ

せていただいたという内容となってございます。 
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〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 当市の免許保有

者の割合は、昨年より1.6％ほど上がっているので

す。高齢の運転者が悪いということではなく、交通

の便が悪く、やむなく免許の返納を悩んでいるとい

うところなのです。しかしながら、行政側の答弁は、

昨年３回ほど交通に対する質問がありましたけれど

も、一定程度交通確保がなされているということで、

答弁者１人ではありません。何人か課が違って答弁

をしていただいているのですが、どの方も一定程度

交通確保がなされているという答弁をもらっていま

す。市民や私たちが言っているのは、今回の大綱に

あえて出しましたが、公共交通機関の不便な地域な

のです。不便な地域の方、高齢者や障がい者の方々

への対応なのです。一定程度交通確保がなされてい

るという根拠をお聞かせください。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 一定程度交通確保がされ

ているという考えの根拠についてでございますけれ

ども、近年地方の公共交通を取り巻く環境は大変厳

しい状況にございまして、また高齢者によります自

動車運転中の事故もふえ、社会問題化しているとこ

ろでございます。 

 このような状況の中、各自治体におきましては、

地方の公共交通を維持するためのさまざまな取り組

みが行われているところでございます。当市におき

ましてもＪＲや中央バス、民間タクシー会社、さら

には生活協同組合、コープさっぽろによります高齢

者や障がいの方々、優しい店舗づくりの一環といた

しまして無料のお買い物バスが運行されており、現

状としては一定程度の交通機関は確保されていると

判断しているところでございます。しかしながら、

一方では市内のバス路線の中には廃線となった路線

があるということも認識してございますので、今後

このようなことも含めまして公共交通の取り組みに

ついてさまざまな角度から研究してまいりたいと考

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〕 そこなのです。

高齢者の方の免許返納率の悪い理由、そして市民と

行政側の交通確保がなされているという考えの不一

致、だからこそ調査、検証していただきたいという

ふうに思っております。私も市内のバス、ＪＲ、民

間業者がなくてもいいなどとは思っておりませんの

で、上手な協力がぜひできないものかというのをし

っかり調査、検証して、検討していただきたいとい

うふうに思います。 

 そこで、次の質問に移りますが、イ、ライドシェ

ア事業やウーバードライバー制度の取り入れについ

てです。きのうの質問では、デマンドバスや福祉バ

スというのが出ておりましたが、私は今言ったライ

ドシェア事業やウーバードライバー制度の２事業の

検証もお願いしたいと思いましてお聞きいたします

ので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） ライドシェア事業やウー

バードライバー制度の取り入れについてお答えいた

します。 

 ライドシェアとは、目的地が同じ自家用車に他人

が相乗りするということでございまして、ウーバー

につきましては配車アプリを使って、自家用車であ

ればタクシーと同様のサービスを提供して事業を展

開できるものであると思います。料金の安さから配

車から精算まで全てスマートフォンで完結できるな

どのメリットもございますが、客とトラブルになっ

た際の対応と責任、交通事故の際の賠償責任問題や

無許可のタクシーとなることから、さまざまな法律

的な課題もあるというふうに考えてございます。ま

た、地元のハイヤー事業者との競合も考えられるこ

とから、検討するといたしましても慎重な取り扱い

をしなければならないものと考えております。した

がいまして、ライドシェア事業やウーバードライバ

ー制度の取り入れにつきましては、法的な課題の整

理なども含めまして、今後の推移を見守ってまいり

たいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 
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〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 答弁にあります

ように、ウーバー型というのは事業的要素が濃いた

め法規制がありまして、許可が出ていないというの

が実情ですけれども、京都府の京丹後市とか北海道

の中頓別町ですか、ここで交通過疎地域として実証

実験中でございます。しかし、ノッテコ型といいま

すか、ライドシェア型は、おっしゃるとおり、相乗

り型として互助の精神が根底にありますので、少し

ずつ広がりを見せているというふうに感じていま

す。ちょうど１年くらい前だと思いますけれども、

天塩町でも行政の首長がノッテコ型の意義を認め、

交通難民と言われる地域の交通の足の実証実験が始

まっていたというふうに思いますので、ぜひそうい

う点も調べてほしいというふうに思います。近い将

来赤平も交通の不便が大きな問題になるのではと思

います。もうその兆しは見えているのではないかな

というふうに感じておりますので、ぜひ早い解決策

への取り組みを期待しておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 大綱３、手話条例制定後の取り組みについてに入

ります。①、条例の通訳者の確保について２点お聞

きいたします。ことしの４月より施行されておりま

す手話言語条例でありますが、議会の報告会でも非

常によいことだということで評価をいただきまし

た。しかし、制定後のこれからが大切で、いかに市

民の方へ広め、普及していくか、また上手に使って

いくのかだというふうに感じております。そこで、

アとしまして、庁舎、病院、公共施設への配置や研

修による職員の習得についてお聞きいたします。こ

の条例の前文の最後には、赤平市民の全てが安心し

て暮らせる地域社会の実現に向けて制定しますとあ

ります。聾者の方も市内で不自由なく生活していく

ためにも、最低限庁舎、病院、公共施設に通訳者、

もしくは通訳者に近い技術を持つ奉仕員がいなくて

はならないと感じます。現在市にいる通訳者も庁舎

内では対応可能でも、１人ですからなかなか対応に

は苦慮するでしょうし、職員として残れる日数も限

られているというふうに思います。新たな人材の確

保が難しければ職員の方で技術の習得を考えるな

ど、市挙げて取り組むべきと考えますが、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） お答えいたします。 

 ことし４月から施行された手話言語条例の前文で

は、聾者にとっては言葉の壁があることで自己表現

や情報収集に大きな制約がかかっていると記されて

おり、その状況を克服することが求められておりま

す。現在市内公共施設に常駐し、手話通訳が可能な

者は市役所内にいる１名のみであることから、議員

がご提案のように新たに赤平市手話奉仕員に登録さ

れた方や市職員の中から手話通訳が可能な者を育成

し、病院などに配置することは望ましいことと存じ

ます。しかし、技術の習得には長期間必要となるこ

とから、対応可能な方が誕生したときにあわせて公

共施設への派遣等について検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 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〕 答弁にありまし

たように対応可能な方の誕生したときというのは、

現在の通訳者さんの活動可能な時期と計算されての

考えなのでしょうか。習得に長時間かかることとか

習得が大変難しいことというのは、我々議会として

もかかわりを持ちましたので、中にはしっかり時間

を使って習得に頑張っていらっしゃる議員もいます

けれども、私はなかなかうまくいかなくてできませ

んでした。会期初日に市長の報告でも奉仕員が新た

に13名ふえたと、合計で21名の多くの人数になった

とありました。このふえた奉仕員の方々との行政と

してのかかわり方や協力要請とかはどう考えている

のか確認いたします。 

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） さまざまな場面で

聾者と手話で対応できる技術を習得するためには長

期間必要なことや資格も取得しなければならないこ

とから、いつ対応可能な方が誕生すると明確にお答
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えすることは難しいですが、少しでも早い時期に誕

生することを期待しているところであります。また、

それまでの間は、例えば毎年３月に開かれる市議会

定例会において手話による通訳をしていただいてい

るように、赤平市にいる手話通訳者を中心に、手話

奉仕員の皆様の協力もお願いしながら対応してまい

りたいというふ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〕 早い時期に誕生

することを期待しているところということで答弁あ

りましたけれども、やはりこちら側から行動を起こ

さなければ結果にはつながらないのではないかなと

いうふうに思っております。今いる方のほかに何人

の通訳者をどこに何人考えるのか、そういうのを明

確にしていただいて、今後動いていっていただきた

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。 

 そうなると、イの財政措置の問題が出てきますの

で、イの財政措置についてお聞きいたします。条例

には手話に関する施策を推進するため必要な財政上

の措置を講ずるよう努めるとなっております。どの

ようなことを想定して、どのように対応していく可

能性があるのか確認いたします。 

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） 手話通訳者確保の

ための財政措置についてですが、手話奉仕員などの

方が各種研修を受講する場合には教材費や受講料の

ほか、開催場所や日程によっては交通費と宿泊料が

必要となり、現状でも札幌市内において１泊２日の

日程で研修会が開催されておりますが、手話奉仕員

については自己負担での参加となっております。行

政としてどのような財政支援ができるのかを現在担

当課で調査、協議をしておりますので、ご理解いた

だきますよう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〕 現在は自己負担

で各種参加しているということでしたけれども、習

得のための補助や交通費補助、例えばさきにも言い

ましたけれども、新たな通訳者雇用などの人件費で

すか、そういうさまざまなことがあるというふうに

思います。調査、協議は現在何もない状況からスタ

ートなのか、もしくはもう条例制定して、そうしな

ければいけないというような認識のもとで、多少は

何かしらの今ここで言える範囲の検討した材料があ

るのかどうか再度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） これまでは、手話

奉仕員が活動した場合の報償費や手話奉仕員養成講

座に係る必要な経費、常駐する手話通訳者の出張旅

費に対し予算措置をしてまいりました。ことし手話

奉仕員登録者がふえたことから、これからの活動に

対して何が必要なのかを担当課で調査、協議をして

いるところであります。そのため現段階では具体的

にお示しすることはできませんが、手話の会の方々

の意見も参考にしながら取り組んでまいりますの

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） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 手話奉仕員の登

録者がふえたことから、何が必要かということで今

考えていらっしゃると。遅いと思うのです。条例が

もう制定されて動き出していて、市長の考えのもと

講習会を開かれて、奉仕員がふえているわけです。

もう見えていたのです、そういうのが。そうなると、

担当課としては、早目に今後どうやっていくのかと

いう考えが必要だと思うのです。そういう意味では、

今担当課で調査、協議をしていくというのは本当に

遅いというふうに感じております。聞くところによ

りますと、通訳者の方というのは低額で活動されて

いるようですので、何らかの協力によって活動が広

がるように早く前向きに検討していただきたいとい

うふうに要望をして、この質問は終わりたいという

ふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 大綱４、教育行政についてに入ります。①、学習

指導要領の改訂に伴う準備について３点お伺いいた
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します。本年第１回定例会の中で教育行政執行方針

の質問で、学習指導要領の改訂に向けた諸準備につ

いて教育長が答弁されております。そのときは具体

的な内容が示されていないということもあったよう

ですが、当市としては新中学校建設や統合小学校へ

の検討が進んでいくわけです。その中で、新中学校

の建設でグループ学習に対応する教室の広さの確保

や小学校の外国語の導入により先行実施が必要だっ

たり、担当する教員の専門性を高める講習や研修会、

外国語指導助手の複数配置などさまざま考える必要

性が出てくるというふうに思いますが、そこでア、

当市の教育環境と改訂の整合性について現段階で公

教育の立場で何ができ、どのような準備が必要と考

え、どのような協議が進んでいるのかお聞きいたし

ます。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 答弁の前に、先ほど

の防災教育についての答弁の中で市主催の総合防災

訓練の実施曜日を日曜日とお答えしましたが、土曜

日の誤りでしたので、訂正しておわびいたします。 

 教育環境と改訂の整合性についてお答えいたしま

す。学習指導要領の改訂につきましては、幼稚園で

は平成30年度から、小学校では平成32年度から、そ

して中学校では平成33年度から全面実施となり、小

中学校において移行期間が設けられております。中

でも大きく変わるものは、小学校の新学習指導要領

におきまして３年生と４年生に外国語活動が、５年

生と６年生に外国語科が導入されることであり、こ

れに伴い３年生から６年生までの総授業時数がそれ

ぞれ年間35単位時間ずつ増加されることとなりま

す。 

 なお、教育委員会といたしましては、文部科学省

が示す新学習指導要領の内容に沿った赤平市として

の諸準備を進めているところでありますが、ご質問

のその準備や協議については、当面する小中学校の

移行期間における対応として大きなウエートを占め

るのは、学校において既に各学校とも新年度の年間

指導計画の作成や時間割の編成など次期学習指導要

領改訂に対応した適切な教育課程の編成作業が行わ

れております。その仕事は、教育の専門家である学

校の教職員が行っておりますが、私どもは赤平市の

小中学校の設置者として学校の運営を管理する立場

から、赤平市学校管理規則により学校長に委ねると

いうことで、この点の役割分担をしながら準備を進

めております。なお、学校ではできない準備として、

外国語指導助手の増員などを校長会と協議しながら

進めているところであり、学校現場の取り組みに対

して十分連携して進めてまいりますので、ご理解賜

りますようお願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 しっかりやって

いただきたいというふうに思いますが、それに関連

してイのグローバル化による授業時間数増加と外国

語活動の対応について、当市の対応と考え方につい

て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） グローバル化による

授業時間数増加と外国語活動の対応についてお答え

いたします。 

 小学校におきましては、平成30年度から平成31年

度までが新学習指導要領への移行期間となり、時数

や内容がふえる外国語活動につきましては、全面実

施までの２年間を見通した中で移行期間中の教育課

程を編成することが重要であります。 

 そこで、移行期間中における単位時間の確保につ

きましては、３年生及び４年生が新たに年間15単位

時間以上35単位時間以内、５年生及び６年生が新た

に年間15単位時間を加え、年間50単位時間となりま

す。なお、移行期間に限り外国語活動の授業の実施

のために年間総授業時数及び総合的な学習の時間か

ら15単位時間を超えない範囲内の授業時数を減ずる

ことができるという特例が設けられ、また各学校の

判断に委ねるとされておりますことから、校長会で

検討を重ねた結果、市内各小学校ごとに児童の学び

の質の向上に貢献する時間割編成が組まれていくこ

ととなっております。 
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 また、外国語活動への対応としましては、教職員

の専門性を高めるための講習や研修の受講、あるい

は来年度２学期からの外国語指導助手の２名配置に

向けての協議等を行ってまいります。 

 今後におきましても平成32年度から新学習指導要

領の完全実施に向けて、スムーズに移行ができます

よう取り組んで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〕 今時間数等につ

いて丁寧に答弁いただきましたけれども、結局移行

期間があったり、なかったり、減らすことができた

り、しなかったりとかということはありますけれど

も、時間数自体はふえて活動していくということに

なるということですよね。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） そのようになります。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 そうなると、先

ほど答弁でもありましたけれども、指導助手の方を

２名にする検討があるというようなことですけれど

も、中１、小１というような考えなのかなときのう

の前者の答弁聞いて感じましたけれども、一人一人

の先生たちが行うことはまたふえるわけです。そう

すると、研修や講習へ出向けないことが出てきたり、

出向くとほかの残っている職員さんがカバーするこ

とになる。そうすると、また仕事量がふえる。そう

なると、子供と向き合う時間がなくなる。削る時間

はどこかと考えたときに、道徳の時間や部活動とい

うふうに考えられていくと私は思うのです。そうす

ると、全体的に学力、体力、両方の分野で落ち込み

が見られていくのではないかというふうに心配する

ところなのです。例えば市費で職員を補充するとか、

何らかの手だてを考えていくとか、そういうのは市

教委としてお持ちかどう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（大橋一君） お答えいたします。 

 外国語活動の導入により授業時数の増加は現実に

そのとおりであります。その結果、小学校の先生は

担任制でありますから、３、４年生の先生はもちろ

んですが、今まで外国語活動として教えていた５、

６年生の先生も教科としての英語科の部分の指導時

間がふえるということで、授業時数の増となります。 

 また、ご指摘の市費での職員補充などの手だてに

ついてでありますが、他市でも同様の手だてを講じ

る動きがあるようですが、本市が独自に行う外国語

指導助手の増員により、担任の指導の補助をするこ

とで負担軽減を図ることが予算的にも大きな事業と

して考えておりますので、ご理解賜りますようお願

い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 竹村議員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 改訂については

いたし方ないというふうに感じております。時間数

がふえるとか、そういうのはいたし方ないかなとい

うふうに思いますが、幾ら指導助手が１名ふえたか

らといって、特に小学校は担任の先生が授業を持つ

わけです。そうすると、助手はあくまでも助手なわ

けであって、授業を本来持つべきものは担任の先生

が持つわけです。そうすると、その先生の負担とい

うのは、助手がいようが、いまいがやっぱり出てく

るというふうに思うのです。そうすると、担任の先

生、特に小学校は自分のクラスの子供を見ていける

のかと、しっかり見てあげれるのかというような心

配が出てくると思うのです。ですから、そういう意

味で改訂に伴ってしっかり当市の教育環境が落ちな

いように検討していっていただきたいというふうに

感じます。 

 最後のウの質問ですけれども、新中学校や今後の

小学校統合の対応についてです。改訂に伴って範囲

やスペースなどのことも出てくると思いますので、

今もう建築に入っておりますけれども、そういうの

も含めて今後についてお聞きいたします。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 新中学校や今後の小

学校統合の対応についてお答えいたします。 

 新学習指導要領では、総則において主体的、対話
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的で深い学びの実現に向けた授業改善について規定

されております。それに対応すべく統合中学校新校

舎の建設におきましては、授業の中で想定されます

グループ学習などに対応可能な教室の広さの確保、

あわせて校舎各階及び体育館等に多目的な居室やス

ペースを配置し、個別から集団までの子供たちが学

習できる空間を確保する計画としているところで

す。 

 また、統合小学校につきましても赤平市立小中学

校適正配置計画において新校舎を建設する計画とな

っておりますことから、関係者よりご意見をお聞き

しながら、新学習指導要領に対応できるよう進めて

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〕 先ほども言いま

したが、改訂についてはいたし方ないことで、それ

に伴って市の教育環境を整えていくということにな

ると思いますので、しっかり教育の分野が落ち込ま

ないようにしていただきたいというふうに思いま

す。 

 赤平市が今後向かっていく方向は、決して簡単な

道ではないというふうに感じておりますので、市民

一人一人が身近に感じる病院や消防、住宅問題、そ

して特定の世代にかかわる学校建設やこども園のこ

と、そして直接的には身近な問題に感じないかもし

れませんが、負担が出てくる炭鉱遺産などの大きく

言うとまちづくり、いずれの問題、課題も今後の赤

平には負担が残るものだというふうに私は感じてお

ります。しかしながら、負担を残しながらも大切な

ことだというふうに感じておりますので、市長、ど

うか次年度の予算編成に対しましてしっかりと協議

をしていただいて、我々議員からの質問や市民の声

を形にするかじ取りをしていただきたいというふう

にお願いをしまして、私の質問を終わります。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時１９分 休 憩） 

                       

（午前１１時３０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。 

 質問順序７、１、人口減少対策について、２、赤

平市公共施設等総合管理計画について、３、福祉行

政について、４、教育行政について、議席番号１番、

木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 通告に基づき質問

をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 大綱の１、人口減少対策について、①、赤平市し

ごと・ひと・まち創生総合戦略について、ア、人口

減少対策の効果についてお伺いします。一昨日行政

常任委員会において総合戦略の検証会議の結果が報

告されました。効果の出ているものや進んでいるも

の、またそうでないものと各施策について検証がさ

れておりました。委員会において質疑をさせていた

だきましたが、来年度予算編成が始まる時期ですの

で、改めて一般質問で取り上げたいと思います。 

 各担当課において進捗状況、課題などをまとめ提

出し、検証を受けたものと理解していますが、来年

度どのように方向づけをしていくのかということが

重要だと思います。中には方向転換が必要なもの、

代替案を検討すべきものなどが出てきているのでは

ないでしょうか。予算要求の期限は本日と伺ってお

りますが、検証結果を創生推進本部、４つの専門部

会、ワーキンググループでどのように議論されたの

かお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 人口減少対策の効果につ

いてお答えいたします。 

 推進本部、専門部会、ワーキンググループにおけ

る議論についてでございますが、４つの専門部会と

ワーキンググループにおけるそれぞれの基本目標に

つきましては、一部積算できない部分を除きまして

現在のところ数値的にはほぼ達成できているという

ことが言えると思いますけれども、ＫＰＩ指標の中

には平成31年度までに施策、事業に着手というもの

や平成31年度までにＰＲカ所を10カ所とするものも
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ございまして、果たしてＫＰＩ指標としてどうなの

かといった議論がなされております。議員ご指摘の

中には方向転換が必要なもの、あるいは代替案を検

討すべきものなどにつきましても戦略会議の中でも

議論の一つとして発言があったところでございま

す。 

 総合戦略の推進体制における進捗状況の点検と施

策効果検証につきましては、必要に応じて改善内容

を検討する、またＰＤＣＡサイクルの導入につきま

しては必要に応じて総合戦略を改定するとございま

すが、基本的に着実に実施し、改善するＰＤＣＡサ

イクルを確立することが重要であるとされているこ

とから、戦略会議の中でも施策の方向転換や取りや

めるといったところまでは到達しなかったところで

ございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 必要に応じて変更

ということもありましたけれども、検証結果を受け

て、再度それぞれの組織で来年度予算に向けて協議

して、予算要求をしていくべきだと思うのです。そ

れには若干スケジュール的に厳しいのではないかと

いうふうに私は思っていまして、検証結果が反映さ

れないのであれば何のために検証したのかというの

がわからないのではないかと思います。まず、この

検証会議そのものを来年度から少し前倒しをしてい

くというお考えはないのかお伺いしたいと思いま

す。 

 そして、委員会でも事業概要がつけ加えられてい

る事例を指摘しまして、変更できるのではないかと

いうことを私は指摘しました。私は、変更というの

はしていけるものだというふうに思いましたけれど

も、取りやめまでという話ありましたが、取りやめ

まで至らなくとも効果が出ていくように修正してい

く必要というのは十分にあると思いますが、この検

証会議の時期のこと、あるいは修正についてもう一

度お伺いします。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 検証会議の時期、事業概

要等の修正についてお答えいたします。 

 総合戦略における進捗状況の点検と施策の効果検

証につきましては、毎年11月を評価する時期として

おりまして、また必要に応じて改善内容を検討する

としているところでございます。しかしながら、戦

略会議等の中でさまざまな意見も出ておりますこと

から、検証会議の時期につきましては会議形態のあ

り方等を含めた中で検討してまいりたいと考えてお

りますし、事業概要等の修正につきましても適宜行

ってまいりたいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 検討されるという

ことです。きのうの一般質問でも４つの基本目標に

分けて検証してはどうかという指摘もありました。

私も賛成できるところだなと思って聞いておりまし

た。しっかりと検証して、翌年に反映させていくと

いうことが重要だと思います。検証会議の改善はそ

れとして、大事なことは施策の推進だと思います。

そして、ＫＰＩを達成するというのは目標であって、

達成した結果人口減少に歯どめがかかる、これがな

し遂げられるべきことだと思います。ですから、先

ほど言ったように一部事業概要を変更しているそう

いったところも大いにほかのところでもやっていく

必要があるというふうに思います。実情に合った修

正、追加を加えるべきだということを指摘したいと

いうふうに思います。この質問は終わります。 

 次のイの世代ごとの施策についてお伺いします。

働く世代、高齢者世代に分けて大きく各世代の呼び

込み、流出抑制は人口減少対策の基礎となる部分だ

と思います。働く世代については、市内企業に働い

ている人が住んでもらえるような施策が進んでいる

ことから、企業への働きかけ、周知、協力というこ

とが極めて重要になってくると考えております。こ

としの３月議会で市内各企業などにおいてどのぐら

い転入された従業員がいたのかなど調査も必要では

ないかと質問した際、調査をしていくと答弁をいた

だいております。実施されたのであれば、どのよう

な結果だったのかをお伺いしたい。 
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 高齢者施策においては、おためし暮らしなどの呼

び込み施策は一定の効果があると思います。おため

し暮らしの戸数拡充はどうなっているのか。また、

流出もあわせてＣＣＲＣ構想、サ高住はめどが全く

立たないことから方向転換する必要があると考えま

すが、６月議会で取り上げたように市内高齢者施設

の入居費用の一部助成制度化など代替案を取り入れ

ていく必要があると思いますが、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） 世代ごとの施策について

お答えいたします。 

 赤平市しごと・ひと・まち創生総合戦略における

各種施策の着実な実施により、まちの経済発展や人

口減少率を抑制するものと考えております。ことし

３月の第１回定例会にてお答えさせていただいた現

状どのくらいの方が赤平市へ転居していただいたの

かという調査でございますが、単純に転勤等により

ます転入を除いたいわゆる移住としての数値でござ

いますが、14世帯24人と把握してございます。 

 おためし暮らしの戸数の拡充でありますが、現在

医師住宅１戸のみの活用となってございます。今後

は、現在活用しております市街地の１戸のほか、自

然を満喫できる郊外の家屋も利用ということも検討

してまいりたいというふうに考えておりますが、お

ためし暮らしでの活用でございますので、なかなか

適切な物件、これらが見つかっていないというのが

現状でございます。 

 ご質問にありました入居費用の一部助成制度化に

つきましては、有料老人ホームやサービスつき高齢

者向け住宅の入所費用に関することというふうに思

いますけれども、少ない年金収入などで生活されて

いる方々、費用負担が困難なため入所できない方も

多数いらっしゃるというふうに思ってございます。

しかしながら、費用負担の金銭的な支援措置という

ものが現状ございませんので、今後におきましては

総合戦略の中で高齢者の住宅需要の動向も踏まえ、

建設時の助成や入居費用の低減を図る制度、こうい

ったものの創設を検討してまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 調査について今世

帯数述べられましたが、これも多分先ほどの調査の

質問と同じように企業に聞き取りをしたものではな

いのではないかと思います、今の答弁ですと。なぜ

企業に協力をしてもらえないのでしょうか。検証会

議でもさまざま意見が出されておりましたけれど

も、企業がこういった制度を知らないのではないか

とまで言われていたのです。これでは働いている方

が赤平に住んでもらえるわけがないと思います。検

証結果を真摯に受けとめているならば、周知、協力

要請というのは企業に対しもっと力を入れていくべ

きだということを強く指摘したいというふうに思い

ます。 

 そして、高齢者対策に関しましては、半年たって

も残念ながら全く同じ答弁ということでした。おた

めし暮らしの戸数はふえない。サ高住は予定がない。

６月に高齢者の実情を聞いたのではなかったでしょ

うか。入所が困難で赤平から出ていっている方が実

際にいるということです。どうして現実的に考えて

いただけないのか。今の答弁の最後のほうにありま

したけれども、建設時の助成、入居費用の低減を図

る制度とは戦略の中のサ高住整備についてだと思い

ます。では、サ高住は一体いつできるのか。この制

度はいつ創設されるのかお答えいただきたい。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 民間事業者によりますサ

ービスつき高齢者向け住宅、いわゆるサ高住建設に

つきましては、介護事業者の従事者等の確保が厳し

いという状況から建設を予定している事業者はござ

いませんが、市内の有料老人ホームや認知症の対応

もしているグループホーム、これらの入居費用の低

減を図る制度と、こういったものの創設を検討して

まいりたいと考えております。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 戦略以外でも検討

をしていくというふうに捉えたいと思います。でき
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ないものをいつまでも待ってはいられないという現

状、人口減少は待ってはいただけないということな

のです。先ほども戦略内の施策の一つが事業概要を

追加したことを指摘したと言いましたが、委員会で

企画課長は担当課の判断でつけ加えられたものだと

答弁がありました。一方で、きのうは特別対策室を

つくってはどうかという質問に対して、企画課が総

合的に判断する、それを強化していくということを

答弁されました。私ちょっと正直理解に苦しんだの

です、きのうの答弁。しかし、各課から上がってき

た意見を企画課で総合的に判断し、今のような答え

を出されるということで理解をしたいと思います。 

 ここで担当課の声を一回聞いてみたいと、確認し

たいと思うのですが、６月には介護健康推進課長は、

地域包括支援センターに相談に訪れる方の中には入

所費用の負担が難しいということで他市町村へ転出

されてしまう方も現実としてはいる。相談に当たる

職員もその現実に直面し、むなしさにさいなまれる

こともある。担当課の立場としては、新たな支援制

度を総合戦略に追加で盛り込んでいただいた中で対

応していくことが非常に重要と感じている。途中飛

ばしましたが、議事録もここにありますけれども、

間違いないですね、こういうことで。現状変わって

いますか、介護健康推進課長。 

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） ご質問にお答

えいたします。 

 今議員さんがご質問いただいたとおりの現状は変

わっていないというような状況になっております。

ただ、今企画課長がお答えした中で、そういった制

度の創設を今後ということで、そういった意見をい

ただいたことによって一歩進めることができるので

はないかなと、そのように考えております。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 市長、こういうこ

となのです。担当課はこう答えています。高齢者の

現状、職員の現状、そして企画課も総合的に判断す

る企画課、きのう副市長もこれをお認めになりまし

た。こういうことをやっていくべきだということを

おっしゃいました。市民の方々の声、職員の声、ど

うですか。きのうもこんな場面ありましたけれども、

市長、改めてこの施策検討していかれるお考えあり

ますか。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 私も今議員おっしゃるよう

に市民のために、このまちのためにあらゆる努力を

していかなければならないというのは、これはごも

っともな話でございます。今担当課でもってそうい

う話が出て、企画課でそういう話が出ましたよと。

いつも情報を共有しながら、できることは素早くや

れという話をしておりますし、市民の方々にもでき

ることはやっていただきたい。できないことは行政

が応援しましょう。ともにまちをつくっていきまし

ょうという、そういう基本的な考えになって私ども

行政をつかさどっている、そういう立場であります。

ですから、まずはこの役所の中から、行政内部から

そういった連携がきちっととれれば、市民の方々も

安心してまた生活をしていける、そういう環境にな

るというふうに思いますので、職員の方々のご意見

を参考にしながら、ぜひとも仕事のしやすいそうい

う市役所、行政、そういったものを私もご意見を賜

りながらつくり上げていきたいというふうに思って

おります。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。ぜひ市民の声しっかり聞いて、スピーディー

に行っていただきたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 次の質問に移ります。②番、炭鉱遺産公園整備事

業について、アのガイダンス施設についてお伺いを

していきます。11月に炭鉱遺産活用のあり方につい

て九州へ視察に行ってきました。赤平市の炭鉱遺産

活用基本構想について志免町の複合施設シーメイト

の立坑のある公園であったり、荒尾市の万田坑ステ

ーション、これは恐らくガイダンスのイメージだと
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思います。大牟田市の石炭産業科学館など随所に参

考にしたであろう部分を目の当たりにして、今まで

の基本構想のイメージというものがはっきりとわか

ってきました。しかし、人口はもちろん閉山に対す

るあらかじめ対策、これきのうも指摘あったと思い

ます。大都市へのアクセス、そして何より世界遺産

と条件が違うことも同時にわかったと言わなければ

なりません。条件が違うということは、私たちの前

に視察に行った市長、担当課も見てこられたと思い

ます。今までしかしその条件が違うといったところ

がピックアップされなかったのは、やはりどうして

もこの施策進めたいというお気持ちあったからだと

思っています。 

 そこで、ことしの４回にわたる市民説明会、春と

秋の市政報告会や住民懇談会において市長を初め行

政は、立坑保存とガイダンスだけはやらせてほしい。

できるだけお金をかけない。無理するようなことは

しないと述べてまいりました。来年度運用開始に向

けて備品購入費用、維持管理費用、運営費用など予

算要求がされてくると思います。私は、当然抑制的

に行われるものと考えますが、どのような方針なの

か。11月に行った議会報告会と意見交換会において

も市民の方から多くの意見がいまだに出されるこの

炭鉱遺産活用基本構想、十分な市民の理解を得られ

て進められているとお考えでしょうか。私は、市民

の方々にはまだまだ理解がされていない、説明が行

き届いていないと感じました。来年度予算要求、市

民の理解の２点についてお伺いします。 

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） ガイダンス施設に

ついてお答えさせていただきます。 

 初めに、新年度に向けた予算要求に関しまして現

在詳細について最終協議中のため確定的なものでは

ございませんが、備品購入費を含めた資料展示物整

備のために必要な臨時的経費は3,000万円程度で、本

経費には中空知ふるさと基金取り崩し額を炭鉱遺産

に活用するために積み立てておりますあかびら創生

基金を充当させていただきたいと考えております。

また、年間管理運営費につきましては、ガイドを中

心とした臨時職員１名、炭鉱遺産ＰＲ、特産品開発

を中心とした地域おこし協力隊２名、ガイド及びイ

ベント企画を中心としたＮＰＯ法人炭鉱の記憶推進

事業団への委託、その他施設の管理費を加えますと

総額1,500万円程度を想定しておりますが、先ほど申

し上げた地域おこし協力隊につきましては、開設期

間から３年間の期間限定となりますが、人件費及び

活動費に関しましては１人当たり400万円の国から

の財源措置が見込まれるため、合計800万円を差し引

いた市の実質負担は700万円程度と見込んでおりま

す。このほか文化財保護室として市正職員の専任職

員の配置について要望しているところであります。 

 なお、歳入に関しまして施設の入場料につきまし

ては、不特定多数の方にご来場いただくため無料と

して、炭鉱遺産のガイド料金は有料とすることを想

定しております。 

 これら予算査定後における新年度予算及びガイダ

ンス施設条例に関しましては、次期定例市議会にお

いてご提案させていただきたいと思いますので、ご

審議賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、市民理解につきましては、我々行政といた

しましては赤平市総合計画を初め重点的な計画を策

定する際には常に市民代表者による組織を設立し、

市民説明会やパブリックコメントなどを得て策定

し、広報あかびらや市ホームページのみではなくチ

ラシを作成し、全世帯に配布するなど市民周知に努

めております。平成21年の市議会で全会一致をもっ

て議決された第５次赤平市総合計画においても炭鉱

遺産に関しましては保存継承と観光面の施策として

位置づけられており、このたびの赤平市しごと・ひ

と・まち創生総合戦略につきましても産官学金労に

よる市民代表者及び有識者のほか、50歳以下の市民

代表者による総合戦略会議、みらい部会を設置して

しっかりと協議を行い、炭鉱遺産の施策が継続的に

位置づけられたところでございます。これらの計画

を基本として、炭鉱遺産以外の施策につきましても

実現するために全力を挙げて努力しておりますが、
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確かにことしの市民説明会や住民懇談会などでガイ

ダンス施設を初め炭鉱遺産の活用に関する市民から

の反対意見も複数お聞きしており、所管は違います

が、今後こうした市民協議を得た計画施策であって

も具体的な個別事業を行う際には議会での議論もあ

り、全ての事業とは申しませんが、どういった基準

で市民と協議すべきか議員の皆様からの意見も参考

としながら、規定などについて市長部局を中心に協

議する必要があるというふうに考えておりますの

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） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 私は、抑制的に行

うべきだと思うが、方針はということを質問したの

です。ただ、金額的なことがいろいろまず述べられ

ました。中空知ふるさと基金が創生基金に取り崩し

て繰り入れられましたけれども、それが炭鉱のひも

がついていたのかどうかというのは、私は総合戦略

のためにというふうに理解をしていましたが、それ

１点ちょっと財政課に確認したいのですが。 

〇議長（北市勲君） 財政課長。 

〇財政課長（尾堂裕之君） その点につきましては、

今確認がとれないような状況です。私今の現在では

当然創生基金の中で積み立てられておりますので、

しごと・ひと・まちの全体的な事業に使うものかな

ということなのですが、ちょっとその経緯につきま

しては、申しわけありませんが、この場では確認と

れませんので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 今答えられないと

いうことですので、後ほどしっかり答えていただき

たいというふうに思います。 

 そして、今人員についても若干お答えがありまし

たが、昨日の重要文化財についてのいわゆるプロジ

ェクトチーム的なものの答弁と同じ内容だったかと

思います。１点申し上げたいのが視察先で荒尾市の

産業振興課世界遺産推進室長の方がおっしゃってい

たのは、世界遺産の広域連携のプロジェクトチーム

のことであります。私もそれを聞いておりました。

そのトップは内閣府であります。そして、九州電力

や三井造船など現役大手企業や関係自治体のチーム

ということであって、ちょっと重要文化財だけのチ

ームとは意味合いが違うのではないかと。市長の受

けとめに誤解がないよう１点指摘をしておきたいと

いうふうに思います。 

 話を戻しますが、財源についても今ほど言及があ

り、その部分がいわゆる抑制的に考えているという

ところのあらわれだというふうに受けとめます。し

かし、備品購入、委託料削減などできるところは削

減した上で予算編成に臨むか、臨まないか、それが

大事になってくるというふうに思います。これから

各課のヒアリング、そして来年１月には市長、副市

長の査定もあると思いますが、市長、これだけ注目

されているこのガイダンス施設の費用について何か

お考えがあるのか。もう既に指示されているような

ことがあればお伺いしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 当初から申しておりますよ

うに、赤平市の財政に負担をかけるような、決して

それをやるから例えば子育てが細々となりますよ、

あるいは高齢者福祉がおろそかになりますよ、そう

いうようなことは決してないように思います。そう

いうことをやった上で、そしてガイダンス施設とい

うことになろうかと思います。そうしないと、市民

の皆さん方からのご意見をきちっと受けとめたとい

うことにはつながっていかないのかなと。 

 それと、今ご指摘がございますように市民の方々

が十分に理解をされなかったのでないかというご指

摘もいただきました。私自身もそういったものがあ

るのかなというようなことで、本当にそういう市民

の方々に誤解を受けた部分、あるいは間違った認識

を受けた部分があるのであれば、それは私としても

申しわけなかったということを今回の議会をおかり

しながらもおわびを申し上げたいというふうに思い

ます。 

 ただ、赤平のまちづくり、将来に向かってのまち

づくり、そして市民の方々に今までつくってきたも
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のをきちっと形として残す、そして子供たちに引き

継いでいくという部分では、この炭鉱遺産というの

は赤平にとって必要なものだという私は自負を持っ

てこの事業を推進してまいりたいというふうに思っ

ておりますし、決して市民の方々に過分なる負担を

かけながらこの施設をどんどん、どんどんやってい

くというようなことはいたしません。それは、この

議会をもってはっきりと明言をさせていただきます

し、どんなことがあっても私はそういった意味の中

でこの事業を進めてまいりたいというふうに考えて

ございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 まずは、抑制的な

というところを再質問したつもりでありましたけれ

ども、図らずも次に質問しようと思っておりました

が、市民理解についてもう一度聞きたかったのです。

今お答えをいただきました。抑制的にやるべきだと

いう指示があったのか、なかったのかということを

聞きたいのですが、今のお答えの中に無理をしてい

かないということをまた改めておっしゃったので、

そういう考えだというふうに理解をさせていただき

たいというふうに思います。 

 ただ、市民理解についてなのですけれども、先ほ

どの答弁では平成21年の第５次赤平市総合計画、昨

日もこれあったと思うのですけれども、全会一致だ

ったという話が昨日もあったと思うのです。確かに

第５次赤平市総合計画は全会一致でありました。し

かし、そのときには基本構想などもなかったし、大

きな方針の中の一つだったのではないかということ

が言いたいのです。全員協議会の議事要旨、私も読

ませていただきました。その中には身の丈に合った

財政運営をしていくというふうに行政側も答弁をさ

れている場面がありました。そして、この計画の中

には赤平高校の存続も入っておりました。しかし、

現在赤平高校はありません。つまり計画というのは、

その時々でやっぱり変更されていくと思うのです。

計画策定のときに全会一致で認められたから、市民

理解が得られずともよいとはならないということは

申し上げたいというふうに思います。 

 市長部局を中心に協議する必要があると先ほど述

べられておりましたけれども、今市長からそういっ

たご答弁いただきました。きょう道新に載っていま

した、炭鉱の記事。私も朝見て思ったのですけれど

も、これことしの大きいニュースをきのうから８回

載せているやつなのですけれども、きのうは衆議院

議員が３人空知からという記事でした。その次にき

たのがこの炭鉱遺産です。やっぱり注目度は高いわ

けです、空知の中でも。その中で、すごくいいこと

をやっていると思います。アートプロジェクト等き

のうもありました。しかし、事業規模、合意形成、

ここは本当に大事なところだと思うのです。先ほど

も市民の誤解がないようにここでおわびをさせてい

ただきますとまで言っていただいたのですけれど

も、やはりまだまだ理解されていないのだと思うの

です、市民の方々。先ほど言ったように子育てがお

くれないようにやっているのだと言っても、市民の

方々がわかっていない。わかってもらわないと説明

したことにはならないというふうに思うわけです。

ですから、やっぱり丁寧な説明、そして市民理解と

いうものをまた改めて市民の方々に向けてやってい

ただきたいということを再度お願いいたしまして、

この質問は終わらせていただきます。 

 イの立坑やぐらについてお伺いします。無償譲渡

を受け、市の所有になったこの立坑やぐらは、位置

づけがいまだにはっきりしていないのではないかと

私は思っています。炭鉱遺産活用基本構想が策定さ

れ、ガイダンス施設は来年３月に完成する予定です

が、立坑やぐらは一体観光施設なのか、観光資源な

のか、それとも公園の一部のものなのか。文化財を

目指しているということは理解をしておりますが、

条例などで定める必要がないのでしょうか。ガイダ

ンス施設は今後、先ほどあったかと思います。恐ら

く社会教育施設として設置条例定められてくると思

いますが、立坑やぐらにもこの基本構想の中では緊

急的改修、長期的改修、耐震関係、こういったこと

で多額の事業費が見込まれております。坑口浴場や
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自走枠工場等も含め、位置づけがはっきりしないも

のに税金を一部でも使い続けることも市民が理解で

きないところの一つではないかというふうに思いま

すが、お考えを伺います。 

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） 立坑やぐらについ

てお答えさせていただきます。 

 立坑やぐら、自走枠工場、坑口浴場の炭鉱遺産に

つきましては、国のエネルギーを支え、産業発展に

寄与し、赤平を発展させてきたまちの歴史としてし

っかりと保存継承することが最大の目的であります

が、近年は国内外ともに歴史や自然環境に興味を持

った観光客が増加傾向にありまして、当市において

も本年度の炭鉱遺産の来場者数は、国外、市外から

のツアー客を含め前年度の約２倍といった状況とな

りまして、ツアー客に対しましては市内飲食店を紹

介したり、その上で昼食をとっていただくなど観光

資源になっております。 

 本年７月に炭鉱遺産文化財化検討委員会を発足い

たしまして、国の文化財指定を目指した協議を進め

ておりますが、これらの協議経過を経て、国の文化

財指定の見通しが明らかになった段階において改修

費用等に対する国の財源活用を含め、当市の負担額

についても協議を行い、保存継承が可能となった時

点で文化財としての可能性がある立坑やぐら、坑口

浴場、自走枠工場などについて単独で条例を設ける

のではなく、炭鉱遺産を一体化した形の条例制定を

行ってまいりたいと思います。 

 また、先ほど申し上げましたとおり、ガイダンス

施設につきましては、来年度から開設となりますの

で、条例及び予算に関しまして次期定例市議会にお

いてご提案させていただきます。 

 なお、来年度からは、ガイダンス施設に関する経

費が必要となってまいりますが、炭鉱遺産施設に関

しましては、緊急修繕が発生しない限り坑口浴場に

は一切経費がかかっておりませんし、自走枠工場に

おきましては自家発電機の燃料費のみ、立坑やぐら

の事務所につきましてはライトアップを含めた電気

代のみといった現状でございます。今後多額な事業

費を必要とされる場合につきましては、当市の財政

状況を見きわめた上で国等の財源確保の検討を含

め、議員の皆様にご協議をいただきたいと思います

ので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。 

 また、今の質問とは違いますが、先ほどの中空知

ふるさと基金の関係、経過でありますけれども、こ

れにつきましては中空知ふるさと基金自体に道の財

源も入っておりまして、そしてその道の財源を含め

て活用するために、各中空知の自治体が広域的な地

域連携を図って効果を上げれるような事業に対して

活用するのであれば、取り崩しに対して賛成してい

ただけるということで、事業計画というものを各自

治体で出しておりまして、その中でこれは行政常任

委員会等でもご報告させていただいたのですけれど

も、赤平市については炭鉱遺産、それがほかのまち

も含めて連携をしていくという流れもありました

し、またそういうところに人がお越しになったこと

で他のまちにも流れていくといった連携事業にもつ

ながるということで、そこのところの事業として計

画で提示しているので、そこに活用するためにあか

びら創生基金に積み立てるということで、昨年12月

の議会で提案させていただいた上で積み立てている

という経過がありますので、その点ご理解いただき

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） 〔登壇〕 基金のほうは、委

員会にも報告があり、昨年12月にも補正ですか、き

っと、補正でやったということなので、議事録等を

もう一度確認したいと。ただ、行政のほうも見解は

一致していただきたいというふうにお願いしたいと

思います。 

 そして、質問のほう、答弁のほうなのですが、保

存継承が可能になった時点で、単体ではなく一体化

した形で条例制定を考えているということでした。

緊急修繕以外は大きな費用を要しないということも

確認がとれました。また、ガイダンス施設について

も来年３月、設置条例ができるのではないかという
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ことでありました。いつまでも存在根拠がはっきり

しないというのも市民理解の進まない一つの要因だ

と思います。少なからず今ガイダンス施設について

は次期定例会ということで明確になったので、提案

時に改めて予算とともに審議したいというふうに思

います。この質問を終わります。 

 大綱の２、赤平市公共施設等総合管理計画につい

て、①、進捗状況と変更点についてお伺いします。

計画が策定され、約２年がたち、変わってきたとこ

ろも出てきていると思います。例えば旧平岸小学校

が改修され、平岸コミュニティセンターとして運用

開始されたことにより、新たに平岸高齢者コミュニ

ティセンター、平岸児童センターが遊休施設となり

ました。この計画は、あくまで大きな方針なのだろ

うと思いますが、基本方針で2025年に2015年時点よ

り20％削減するとしています。進めるに当たってめ

ど、目途として、いつまでにどこに着手するといっ

た個別計画というか、タイムスケジュール的なもの

が必要ではないでしょうか。子育て支援施設等整備

計画、児童福祉施設整備計画ですけれども、これの

策定もこの計画の具体的な部分とかかわってくると

思いますが、各課で個別計画を出すなどしてまとめ

ていかないと、計画自体が進んでいかないのではな

いかと思います。この計画は、単に方針というだけ

ではなく、市民サービス、財政に大きくかかわるも

のだと思いますので、確認したいと思います。計画

の中にある今後の進め方のところの公共施設等総合

管理計画庁内マネジメント会議（仮称）、これは現

在どのようになっておりますか。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 赤平市公共施設等総合管

理計画の進捗状況と変更点につきましてお答えいた

します。 

 個別計画等につきまして赤平市公共施設等総合管

理計画の中に今後の進め方として記載してございま

すけれども、全庁的な取り組み体制の構築といたし

まして、公共施設の複合化、そして用途変更など公

共施設マネジメントの検討と推進におきましては、

既存の施設類型の枠組みにとらわれない取り組みが

必要でございます。議員ご指摘のとおり、各課を横

断いたします検討組織として組織化した公共施設等

総合管理計画庁内マネジメント会議というようなプ

ロジェクトチームにおきまして、公共施設に関する

情報の共有、一元化、定期的更新と施設管理の進捗

状況の把握と計画の改善を進めていかなければなら

ないと考えているところでございまして、現在関係

各課と検討を進めているところでございます。 

 また、赤平市公共施設等総合管理計画は、社会経

済情勢の変化に対応いたしましたこれからの公共施

設全般の基本方針を定めたものでございまして、公

共施設に関する個別計画の方針を定める総合的、全

市的な計画と位置づけておりまして、個別計画につ

きましては各公共施設の所管課が策定いたしまし

て、具体的な作業に入っていくものと考えておりま

す。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 進めていかなけれ

ばならないということですから、まずマネジメント

会議なるものはまだ立ち上がっていないということ

が確認とれたと思います。 

 それと、もう一点、総合的、全市的な計画という

ことをおっしゃいましたが、やはり大まかな方向を

示したのがこの計画だということに変わりはないと

思います。策定から２年です。そろそろ具体的なこ

とに踏み込んでいかないといけないと思います。新

しく平岸コミュニティセンターができ、ガイダンス

施設、統合中学校などが建設をされ、使われなくな

ったところは解体が進まない。認定こども園や市立

図書館などは計画も立たない。来年の市政執行方針

でも恐らくこの公共施設等総合管理計画に基づきと

いうことが述べられてくるのだと私は思います。で

すから、今の答弁ですと個別計画は各所管が作業に

入っていくとおっしゃっておりましたが、既に指示

されているものなのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 企画課長。 

〇企画課長（畠山渉君） 各公共施設の個別計画に
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つきましてお答えいたします。 

 各公共施設マネジメントの個別計画の策定につき

ましては、公共施設等総合管理計画の策定時に関係

各課にて検討することとされております。公共施設

に関する情報の共有、一元化、定期的更新と施設管

理の進捗状況の把握と計画の改善を進めるため、各

課を横断する検討組織を立ち上げるべく関係課と検

討しているところでございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 公営住宅について

は計画があると思うのです、長期的なものが。しか

し、大きな遊休施設であったり、町内会館の集約だ

ったりというのは、やっぱりしっかり計画を立てな

いと進まないと思うのです。昨日の議論聞いていま

すと、新しい候補地選定するとか見直していくとか

おっしゃっている場面あったのですけれども、何を

もとに変えていくのかというところだと思うので

す。やはり個別計画がないと、それに基づいて変え

ていくということができないのだと思うので、進ま

ないのではないかというふうに思います。今答弁で

公共施設等総合管理計画の策定時に各課で検討する

こととされているということが答弁されたと思いま

すので、そろそろ本当に取り組んでいかないといけ

ないのだというふうに思います。しっかりと各課で

取り組んでいただいて、連携したマネジメント会議

でしっかり方向を定めていっていただきたいという

ふうに思います。 

 次の質問に移ります。②の老朽化施設についてお

伺いします。11月に新聞報道で室蘭市の市有地売却

についての記事を見ました。老朽化した建物がある

市有地を売却する際、購入者の解体費用を一部負担

する仕組みを導入したというものです。更地にする

には解体費用の予算化に時間がかかり、購入希望者

が買いたいというときに売れないという課題があっ

たからだということです。赤平市の公共施設等総合

管理計画では、課題のまとめで４つ課題を挙げてい

ますが、その中に非常に多い市民１人当たりの公共

施設量、そしてもう一つ、改修維持管理費、解体費

の費用措置、この２つが入っております。計画を推

進する上で遊休施設、市有地の早期解決につながる

のなら検討の余地はあるのではないでしょうか。赤

平市でこの件についてどのように把握をし、可能性、

課題などをどう捉えているのかお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 財政課長。 

〇財政課長（尾堂裕之君） 老朽化施設についてお

答えいたします。 

 議員ご質問の新聞報道された室蘭市の例は、用途

廃止した建物がある未利用市有地を落札業者による

解体を前提に入札するもので、土地の価格より解体

に要する費用が高額なため最低入札価格、いわゆる

予定価格をマイナス金額に設定して実施されたよう

です。この場合落札額が１円以上のプラスの場合と

ゼロ円以下のマイナスの場合とでは契約内容が異な

りまして、プラスの場合は建物解体条件つき土地売

買契約を締結し、マイナスの場合は市有地流動化負

担つき土地無償譲渡契約の仮契約を締結し、市議会

の議決をもって本契約となり、落札者が解体工事を

実施した後、そのマイナス金額分を負担金として市

が業者に支払いをすることになります。この入札の

メリットは、市が行う解体工事よりも落札した解体

業等専門業者による工事のほうが安価と予測され、

また解体費用の予算化や工事実施までの時間短縮が

図られることと考えられますが、この方法による入

札を実施する土地の選定方法、予定価格の設定方法、

契約条件の設定内容などさらなる調査、検討が必要

と考えられます。現時点におきましては、制度導入

の有無について明確にはお答えできませんが、歳出

の抑制を図ることを目的に継続して調査、検討を行

ってまいりますので、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） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 新聞報道にあった

今回のケースは、今答弁にあったプラスの場合のケ

ースでありました。マイナスの場合は、仮契約、議

会の承認などいろいろ手続も若干複雑になる、あと

日数も要するということでした。実際にこれを導入
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した場合に、その後の課題として今もありましたが、

例えば落札者が転売をしてしまったり、あるいは住

民トラブルが起きてしまったりという可能性も確か

にあると思います。そういったところのケアも含め

て、当然慎重に検討をしていただきたいというふう

に申し上げたいと。参考にして取り組むことで遊休

市有地の老朽化施設の処分が早まることになるので

あれば、ぜひ積極的に検討していただきたいという

ふうに思います。 

 次の質問に…… 

〇議長（北市勲君） 大綱３、４については、午後

からでよろしいですか。 

〇１番（木村恵君） はい。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午後 ０時１６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。 

 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 午前に引き続き質

問させていただきます。 

 大綱の３、福祉行政についてお伺いします。①、

ヘルプマークについて。北海道では、今年度からヘ

ルプマーク及びヘルプカードの導入を決めました。

北海道保健福祉部障がい者保健福祉課のホームペー

ジでは、ヘルプマークとは義足や人工関節を使用し

ている方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期

の方など、外見からわからなくても援助や配慮を必

要としている方々が周囲の方に配慮を必要としてい

ることを知らせることで援助を得やすくなるよう作

成したマークですと紹介しております。10月中旬か

ら各市町村の窓口において配付が始まるとしてあり

ました。しかし、道内各自治体において対応にばら

つきがあるということが報道されており、赤平市で

は来年１月上旬に受け付け、または周知の開始をす

ることが報道の中にありました。そこで、受け付け

の基準、周知方法、課題も含めてどのように考えて

いるかお伺いしたいと思います。 

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） ヘルプマークにつ

いてお答えいたします。 

 北海道では、希望する全ての障がい者が安心して

地域で暮らせる社会づくりを目指しており、その一

環として今年度からヘルプマークとヘルプカードの

導入を決め、当市においても障がい者が安心して日

常生活や社会生活を営むことができるよう配付する

ことを決めました。配付対象者ですが、議員のご質

問にもありますとおり、人工関節を使用している方

や内部障がいの方など外見からはわかりにくい障が

いのある方のほか、難病の方、妊娠初期の方も対象

となります。使用方法ですが、ヘルプマークは本体

の大きさが一般的なカードと同じで、つり下げバン

ドがついていることから、かばんなどほかの人から

見えるところにつけて使用します。また、ヘルプカ

ードは、免許証サイズで、周囲の人に手助けを求め

たいときなどに提示するものです。 

 市民への周知の方法については、広報あかびら平

成30年１月号に写真入りで掲載するほか、公共施設

などにポスターを掲示したり、市のホームページに

掲載したりしてお知らせする予定であります。また、

ヘルプマークを身につけた方を見たら、列車やバス

などの公共交通機関で席を譲ったり、困っているよ

うであれば声をかけたりするなどの思いやりある行

動をしていただきたいこと、ヘルプカードを提示し

ている方がいた場合にはカードに記載されている内

容の手助けをしていただきたいこと、さらには災害

などの緊急時には避難の支援をお願いしたいことな

どを市民の方に広く知っていただくことも重要であ

ると考えております。 

 ヘルプマークを必要とする方は、市役所社会福祉

課へ申し込みをいただき、交付することとなります

が、ヘルプカードについては市役所で交付するほか、

北海道のホームページから直接印刷して活用するこ

とも可能であります。 

 本制度は、道内では始まったばかりであることか
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ら、運用が進むにつれ課題が生じることも考えられ

ますが、手助けが必要な人と手助けできる人とを結

ぶ制度であることから、市としては今後も広く周知

してまいりたいと存じます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 本来は、このよう

なカードやマークがなくとも助け合って、支え合え

る社会が構築されることが望まれますが、見た目で

は助けが必要かわからない方に配慮できる仕組みと

いうことです。逆にこれ申請されない方というのも

出てくるのではないかとか何点か疑問があるのです

けれども、妊娠初期の方はこのマークを申請し、使

用し、後に返却をするのか。あるいは、カードは北

海道のホームページから直接印刷できるということ

になっていますので、誰でも印刷が可能になるので

はないか。あるいは、マークは本当に必要な方に十

分提供できる個数が自治体に届いているのか、その

辺お伺いしたいと思います。 

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） 今回赤平市でもヘ

ルプマークとヘルプカードを配付するに当たっての

疑問点が出されましたので、お答えいたします。 

 最初に、妊娠初期の方がこのマークを受け取り使

用し、不用となった場合の対応についてですが、北

海道で作成した配付ガイドラインでは、原則として

未使用の場合などを除き返還の必要はないとなって

いることから、当市でも同様の取り扱いとしていき

ます。 

 次に、ヘルプカードは、北海道のホームページか

ら直接印刷し、誰でも可能かという点ですが、ヘル

プカードにはあらかじめ使用される方の障がい名や

病名、緊急時連絡先、かかりつけの医療機関、さら

には周囲の方に配慮してほしいことなどを記載する

ことが求められており、必要なときには手助けをす

る方もされる方もその情報がもととなります。以上

のことから、各種情報を記載できない方がダウンロ

ードして使用することはないことから、誰でも直接

印刷し、使用できることとなっております。 

 最後に、本当に必要な方に十分提供できる個数が

届いているのかという質問についてですが、北海道

では人口割合に基づいて道内各市町村へ配分してお

り、今回赤平市へは32個が配付されました。この制

度は、全道的にも始まったばかりであり、ヘルプマ

ークの１カ月当たりの配付実績等はまだ不明であり

ますが、市民からの交付要望が多くなった場合には

市単独で購入し、対応してまいりたいと考えており

ます。 

 いずれにいたしましても、これからの運用の中で

課題が生じたときには、市民の方が迷惑とならない

ように道とも相談しながら対応してまいりたいと存

じております。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 返す必要がないと

いうことと記載する情報があるので、誰でもという

ことにはならないと。あと、人口割合で配付された

ということで32個来ているということが今述べられ

ました。はっきりと対策になっているのかちょっと

微妙なところがあると思うのですが、北海道もいっ

ときの取り組みで始めたわけではないでしょうか

ら、もう少し自治体に依存しないような仕組みにし

ていただきたいと思いますけれども、聞いていると

やっぱり自治体ごとに対応がばらばらになる理由に

もなるのかなというふうにうなずけます。しかし、

取り組むからにはこういったものは周知が一番重要

だということには変わりないようですから、周知徹

底、先ほどポスターと広報ということありましたけ

れども、市内全域で周知徹底していっていただきた

いというふうに思います。 

 そして、その外見から援助が必要とわからないと

いう点においては同じなのが聾者の方々でありま

す。次の質問に移りたいと思います。②の手話環境

の整備についてです。ことし４月から赤平市思いや

りあふれる手話言語条例が施行され、手話環境の整

備は少しずつ進んでいると思われます。奉仕員養成

講座の修了者と奉仕員登録数は、市長報告でも述べ

られました。午前中の議論でもありました。これに
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加え、赤平手話の会の会員もふえてきており、子供

たちも毎週通ってくるなど、大変広がりを見せてい

ると思います。先日議会報告会では、広報あかびら

の手話にチャレンジのコーナーについても市民から

好意的な声も寄せられたところです。 

 そこで、改めて手話通訳について申し上げたいの

ですが、資格としては市町村の多くに設置されてい

る手話奉仕員、都道府県が認定する手話通訳者、そ

して厚生労働省が認定する手話通訳士とあります。

そして、聾者のニーズはといえば圧倒的に手話通訳

者になるわけです。このことをぜひ理解をしていた

だきたいというふうに思います。養成講座を修了し

たばかりの奉仕員と手話通訳者では、はっきりとし

た技術の差があります。今回新たに13名の奉仕員が

登録されましたが、聾者に安心して暮らしてもらう

ためには、この方々にさらなるステップアップをし

ていただきたいと思っております。通訳者養成講座

に進んでもらいたいということになりますが、この

講座は都道府県で行っており、北海道では札幌まで

行かなければならない。午前中もありました。そう

いった希望者に支援をしていく考えがないのか、改

めてお伺いをしたい。 

 また、自治体によっては、自治体職員向けや大型

店舗従業員向けの手話研修をしているところがあり

ます。条例推進に当たって開催に向けた検討をして

はどうかと思いますが、あわせてお伺いします。 

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） 手話環境の整備に

ついてお答えいたします。 

 ことし４月から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施行されたことに伴

い、市としてもより一層市民への手話に対する理解

を深める活動が重要となり、広報あかびらに手話コ

ーナーを設けるなど取り組みを進めております。 

 昨年からことしにかけて開講した手話奉仕員養成

講座の入門課程と基礎課程の受講を修了した方の中

からこのほど13名の方が赤平市手話奉仕員として新

たに登録していただき、総勢で21名となり、今後の

活動に対し期待しているところであります。しかし、

聾者が病院へ行くときに付き添う場合など専門用語

を手話通訳するためには、より一層の研修が必要で

あり、今回登録していただいた奉仕員の方には今後

も研修を受けていただきたいと考えていることか

ら、奉仕員への研修機会増のためには行政としてど

のような財政支援ができるのかを現在担当課で調

査、協議を進めているところであります。 

 次に、自治体職員や大型店舗従業員に対する手話

研修会についてですが、聾者の方が来たときに簡単

な挨拶ができるだけでもその後のコミュニケーショ

ンは進むと思われることから、研修会の開催は必要

なことと存じます。市では、手話の普及を進めるた

め、庁議において各課が所管する団体への講習会開

催について周知をしたところであり、今後も引き続

き取り組んでまいりたいと存じますので、ご理解い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 研修機会をふやし

ていくために協議しているということなのです。午

前中もそうだったのですけれども、余り積極性を感

じない答弁になると思うのです。来年度何をするの

かということが非常に大事だと思うのです。病院な

どに、各施設に手話通訳者を配置してほしいとか、

複数配置してほしいというのが聾者の最大の願いな

のです。しかし、道から認定されている通訳者は、

午前中もありましたが、赤平市在住の方は１名です。

赤平市あと２名は、芦別市と上砂川町に住んでいら

っしゃる方、３名なのです。通訳者の新規雇用は確

かに難しいだろうと思います。そして、今そのこと

は聾者の方々にも十分理解をしてもらっているとこ

ろでもあるのです。ただ、奉仕員がこのようにふえ

たことで通訳者を目指す方がふえたというのは間違

いない事実だと思うのです。この奉仕員の方たちが

通訳者を目指す、そしてこの方たちすぐには通訳者

にはなれないです。知識と経験が必要です。まだま

だ病院の通訳であったり、役所の手続の通訳であっ

たりというのは難しいわけです。ですから、そうい
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った方たち来年度ぜひ意思のある方は行っていただ

きたいのです、次のステップに。そういった方たち

に来年度ぜひ後押しをしていただきたいということ

を申し上げているのです。先日の委員会でも学生地

域連携の件で交通費の問題出ていました。北海道広

いので、交通費とか交通手段がやっぱり一番支援し

てほしい部分だと思うのです。ぜひそういうところ

を市のほうで援助していただきたいというふうに思

います。 

 11月18日の第50回赤平市社会福祉大会、私も手話

の会の方と聾者の方と参加しました。そこで手話で

自己紹介を市長されていましたよね。今でもできま

すか。継続しないとやっぱり忘れてしまうのです。

ですからこそ来年のいっときをなかなか進まないと

いうブランクにしないで、来年度さらなるステップ

をやっていただきたいと。通訳者養成講座の受講に

対する支援であったり、奉仕員養成講座の次期開催

であったり、手話研修会など来年度積極的に取り組

んでいただきたいというふうに強く要望を申し上げ

まして、この質問は終わりたいと思います。 

 大綱の４、教育行政について質問します。①、幼

稚園についてです。アの２歳児受け入れについて。

待機児童解消に向けて、国の方針として幼稚園の２

歳児受け入れが来年度から始まります。保護者の選

択肢が広がることや既に待機児童が出ていることか

ら、赤平市としては積極的に検討されるべきところ

と考えておりますが、どのように考えているのかを

お伺いしたい。報道では、２歳児の保育経験がなく

ノウハウがないとか、２歳児の場合は排せつや食事

の世話など３歳児以上に個人差が大きいとか、新た

な教室や昼寝のスペース確保など物理的に難しい、

こういった課題も出されており、全体としては慎重

な声が多いということは承知をしております。しか

し、ゼロ歳児から２歳児が待機児童の９割近くを占

めている現状、これは赤平市でも同様ではないでし

ょうか。子育て世代の流出が懸念されます。来年度

の待機児童の可能性も昨日いろいろありました。現

実として起こり得ます。認定こども園もまだまだ先

になることは今までの議論からも明らかでありま

す。教育委員会の考えをお伺いしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） ２歳児受け入れにつ

いてお答えいたします。 

 文部科学省では、待機児童を解消するため来年度

から幼稚園での２歳児の受け入れを認める方針を決

め、２歳児を受け入れる幼稚園は職員配置基準を緩

めるよう検討するとしているところですが、職員配

置基準に関する通知はまだ示されていない状況であ

ります。幼稚園において２歳児を受け入れることに

より、待機児童の解消につながるということは理解

できるものではありますが、議員がご指摘のように

報道で述べられている課題につきましては本市にお

いても同様の課題であり、そのためには新たなスペ

ースの確保や職員の増員が必要となりますことか

ら、困難な状況にあると考えます。 

 教育委員会としましては、待機児童解消のため２

歳児の受け入れについて検討していくとともに、認

定こども園開設に向け、幼稚園現場の声を十分に聞

くなどして協力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申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 検討していくとい

うことは確認とれたのですけれども、検討にもいろ

いろあると思うのです。私も十分理解しているので

すけれども、確かにこの国の方針というのは具体的

なことは何も示されていないわけです。待機児童解

消に対して苦肉の策というのが否めないと思いま

す。抜本的な幼児教育の無償化であったり、保育士

の待遇改善など、選挙が終わると先送りされている

ような状況で、もともとこういったところに消費税

の増税を財源に充てるということも私は全く理解で

きないわけです。今すぐにでもこういったところを

取り組んでいただきたいし、具体的な策を講じてい

ただきたいということは日本共産党はずっと提案を

しているわけですが、ここで国に対する意見ばかり

も言ってはいられませんので、話を戻しますが、赤
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平市の現状を見ますと、きのうも議論ありましたけ

れども、来年度待機児童が出るおそれがあるのです。

保育の質が低下するかもしれない。例えば面積要件

などもありましたけれども、ゼロ歳児から１歳児、

果たして面積要件で受け入れられるのか。あるいは、

保育士の負担、こういったものは高まる一方なので

はないかというのが現場からの声だと思います。ゼ

ロ歳から１歳は当然保育所になりますが、同じ２歳

から５歳を預かる施設として協力し合えるところは

ぜひ協力をしていただきたいということを申し上げ

ております。認定こども園、先ほど言いました。ま

だまだ先であります。それに向かってことしは３回

子ども・子育て会議もやっております。そういうと

きにぜひ双方の現状、問題点などを共有し合って取

り組んでいただきたいというふうに思うのです。こ

のことを申し上げまして、次の質問に移ります。 

 最後の質問です。イの預かり保育について質問し

ます。幼稚園では、在園児を対象に保護者の就労を

条件に預かり保育を実施しております。時間は、通

常保育中は幼稚園終了後から午後５時30分まで、長

期休業中は午前９時10分から午後５時30分までとな

っており、利用料は月額4,000円です。預かり保育の

利用料が月額の定額になっている理由は一体何なの

か。１日預けても毎日預けても同じということで、

保護者の選択肢が狭められていることにはならない

のでしょうか。つまりふだんは幼稚園でいいのだけ

れども、一時預かりを頼まなければいけなくなった

とき月額ならばということで最初から保育所という

ケースもそれほど多いケースではないのかもしれま

せんが、例えば日割りだったら幼稚園がいいという

ような意見は全く出ていないのかということです。

あるいは、月額料金の見直しなどは過去に行われて

いるのか、これとあわせてお伺いをしたいと思いま

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） 預かり保育について

お答えいたします。 

 赤平幼稚園におきましては、平成19年８月より預

かり保育を実施しており、預かり保育料の月額4,000

円につきましては、当時預かり保育を実施していた

他市町村の公立幼稚園の預かり保育料を参考に定め

たものであります。なお、この約10年間において預

かり保育料の改定は行っておらず、このたび空知管

内で預かり保育を実施している４カ所の公立幼稚園

の預かり保育料を調査した結果では、１時間当たり

の額で比較したところ本市が一番低い額となってい

るところです。 

 また、預かり保育料の日額制についてであります

が、幼稚園が保護者に対し毎年１回実施しておりま

すアンケート調査におきましては、日額制を望む声

や預かり保育料の値下げを望む声は聞こえてはこな

い状況であります。また、預かり保育料が月額制か

ら日額制に変わることにより、幼稚園に入園させた

いという保護者の声も聞こえてはいない状況であり

ます。しかしながら、預かり保育料の月額制による

保護者の不公平感はあるものと考えますし、日額制

に変更することにより待機児童の解消、あるいは子

育て支援につながることも考えられますことから検

討してまいりますので、ご理解賜りますようお願い

申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 今のところニーズ

がないというような答弁だったと思うのです。ただ、

不公平感はあるかもしれないということでした。し

かし、共働きが多い現状を考えると、ゼロ歳から預

けられる保育所に意識が向くのは保護者の普通の考

えだと思うのです。幼稚園でもここまでやっていま

すというアプローチは大切だと思います。私は、幼

児教育の重要性というのは非常に大きいと思ってお

ります。できれば幼稚園に入れたいという方いると

思うのです。他市の状況はいろいろ違いがあると思

いますが、これも先ほどと同様赤平市の現状を的確

に捉え、取り組むべきことだということを申し上げ

たい。今は保育所のほうに大きな課題があるという

現状でありますけれども、こども園ができたらどっ

ちが負担があるとか課題があるとかということには
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ならないのだと思うのです。ですから、今からそう

いうことを連携してやって行っていただきたいとい

うふうに思っています。 

 13日の行政常任委員会において就学援助制度の新

入学児童生徒学用品費の入学前支給について報告が

ありました。私もこの３月に取り上げた問題が管内

でも余り取り組まれていないというこういった経緯

の中、大変素早く対応していただいたと思います。

本当に評価されることだと思います。保護者の方に

も喜ばれると思っております。同じように積極的に

取り組んでいっていただきたいと、このことを最後

に申し上げまして、私の質問を終わります。 

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259号赤平市

特別職の給与に関する条例の一部改正について、日

程第５ 議案第260号赤平市職員の給与に関する条

例の一部改正について、日程第６ 議案第261号赤平

市税条例の一部改正について、日程第７ 議案第262

号赤平市立学校設置条例の一部改正について、日程

第８ 議案第263号赤平市学校給食費の管理に関す

る条例の制定について、日程第９ 議案第264号赤平

市子育て支援条例の制定について、日程第10 議案

第265号赤平市道路占用料徴収条例の一部改正につ

いて、日程第11 議案第266号赤平市市営住宅条例の

一部改正について、日程第12 議案第267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12月12日に行政常任委員会に付託されま

した議案第259号赤平市特別職の給与に関する条例

の一部改正について、議案第260号赤平市職員の給与

に関する条例の一部改正について、議案第261号赤平

市税条例の一部改正について、議案第262号赤平市立

学校設置条例の一部改正について、議案第263号赤平

市学校給食費の管理に関する条例の制定について、

議案第264号赤平市子育て支援条例の制定について、

議案第265号赤平市道路占用料徴収条例の一部改正

について、議案第266号赤平市市営住宅条例の一部改

正について、議案第267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、以上９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12月13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259号、第260号、第261号、第262

号、第263号、第264号、第265号、第266号、第267

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13 議案第268号平成29

年度赤平市一般会計補正予算、日程第14 議案第269

号平成29年度赤平市国民健康保険特別会計補正予

算、日程第15 議案第270号平成29年度赤平市後期高

齢者医療特別会計補正予算、日程第16 議案第271
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号平成29年度赤平市下水道事業特別会計補正予算、

日程第17 議案第272号平成29年度赤平市介護サー

ビス事業特別会計補正予算、日程第18 議案第273

号平成29年度赤平市介護保険特別会計補正予算、日

程第19 議案第274号平成29年度赤平市水道事業会

計補正予算、日程第20 議案第275号平成29年度赤平

市病院事業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。財政課

長。 

〇財政課長（尾堂裕之君） 〔登壇〕 議案第268

号から議案第275号までの各会計補正予算につきま

してご説明申し上げますが、金額の増減を伴わない

財源補正及び給与改定、人事異動による調整を理由

に行う職員給与費、事業支弁等人件費関連の補正に

つきましては、内容の説明を省略させていただきま

す。 

 議案第268号の一般会計補正予算（第６号）につき

ましては、第１条で歳入歳出にそれぞれ１億2,929

万8,000円を追加し、予算の総額を107億2,968万円と

するものであります。 

 初めに、歳出予算について説明申し上げますので、

事項別明細書６ページをお願いいたします。２款１

項３目電算管理費９万4,000円の増額は、本年２月よ

り市役所のインターネット回線は北海道自治体情報

セキュリティクラウド経由となっておりますが、来

庁者の利便性を図るＷｉ―Ｆｉ通信や対象外の市議

会及び学校間通信のためには従前の回線を利用する

ほうが効率的であることから、それを維持するため

の通信運搬費であります。 

 ４目広報広聴費６万円の増額は、広報原稿データ

及び写真データ保存用のハードディスクを購入する

ための備品購入費であります。 

 ９目企画費１億3,373万7,000円の増額は、最低賃

金の改定等に伴う増額のほか、ふるさとガンバレ応

援基金の増額補正に伴う返礼品や手数料等の費用並

びにあかびらガンバレ応援基金積立金を計上するも

のであります。 

 14目市民生活費50万円の増額は、各コミュニティ

センター及び町内会館等における今後の緊急修繕対

応見込み額を追加するものであります。 

 ８ページをお願いいたします。３項１目戸籍住民

基本台帳費275万4,000円の増額は、マイナンバーカ

ード及び住民票等への旧姓併記を行うための住民基

本台帳システム改修に伴う社会保障・税番号システ

ム整備業務委託料を計上するもので、全額総務費国

庫補助金が充当されます。 

 10ページをお願いいたします。４項２目衆議院議

員選挙費48万7,000円の減額は、選挙の実績に基づき

精算するものであります。 

 12ページをお願いいたします。３款１項１目社会

福祉総務費６万6,000円の増額は、民生費道委託金交

付決定額の変更に伴い民生委員児童委員協議会補助

金を増額するもので、民生費道委託金６万5,000円が

充当されます。 

 ２目障害者福祉費118万4,000円の増額は、平成30

年４月実施予定の障害者総合支援法改正に対応した

システム改修経費を増額するもので、民生費国庫補

助金59万2,000円が充当されます。 

 ３目老人福祉費22万円の増額は、寿の家幸町老人

クラブ会館トイレ及び玄関ドアの老朽化に伴う修繕

料であります。 

 ５目後期高齢者医療費1,205万5,000円の減額は、

平成28年度医療給付費負担金の確定によるもので

す。 

 14ページをお願いいたします。２項１目児童福祉

総務費287万1,000円の増額は、要保護児童対策調整

機関担当者研修会出席に伴う旅費１万2,000円、児童

発達支援の利用者及び利用回数の増加に伴う障害児

施設給付費支払手数料5,000円及び障害児施設給付

費285万4,000円を増額するもので、給付費に対して

民生費国庫負担金142万7,000円、民生費道負担金71

万3,000円が充当されます。 

 ３目子育て支援センター費38万7,000円の増額は、

賃金改定に伴うものであります。 

 ５目児童館費14万3,000円の増額は、平岸児童セン

ター閉館に伴う開口部等の閉鎖を行うための修繕料
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であります。 

 16ページをお願いいたします。４款２項２目じん

芥処理場費100万円の増額は、じん芥処理場進入用道

路の沈みを改善するための修繕料であります。 

 20ページをお願いいたします。８款５項１目住宅

管理費960万7,000円の増額は、４月18日の強風及び

台風18号の災害時被害を緊急修繕で対応したことに

より、今後の公営住宅緊急修繕料の予算不足が見込

まれるために479万5,000円、台風18号による住吉団

地11号棟の屋根補修工事として481万2,000円を増額

するものです。 

 ２目地域住宅建設費120万円の増額は、福栄地区の

除却に伴う市営住宅等移転補償金８戸分を追加する

もので、土木費国庫補助金60万円が充当されます。 

 22ページをお願いいたします。10款２項１目幼稚

園費150万円の増額は、賃金改定及び支援を要する園

児に対応するための幼稚園教諭任用人数増によるも

のです。 

 24ページをお願いいたします。４項１目学校管理

費140万円の減額は、備品購入費の入札執行残による

ものです。 

 26ページをお願いいたします。５項６目交流セン

ターみらい費43万2,000円の増額は、防犯カメラ用レ

コーダー故障に伴う修繕料であります。 

 28ページをお願いいたします。13款１項１目から

３目及び６目、７目、各特別会計への繰出金につき

ましては、人事異動及び給与改定等に伴う職員給与

費等補正分のほか、繰越金の計上に伴う歳入不足額

及び超過額の調整分を計上するものであります。 

 戻りまして、事項別明細書の４ページをお願いい

たします。次に、歳入ですが、決算見込みによる歳

出補正に伴い国庫支出金、道支出金をそれぞれ増減

し、また収入見込みによりふるさとガンバレ応援寄

附金を9,000万円増額するほか、今回の補正財源とし

て平成28年度決算に基づく剰余金を全額計上するた

め繰越金を2,752万1,000円増額するとともに、本補

正の歳入不足額を補填するため財政調整基金繰入金

613万2,000円を増額するものであります。 

 なお、ふるさとガンバレ応援寄附金の11月末日収

入実績額は、市内寄附分も含め１億6,536万円となっ

ております。 

 続きまして、議案第269号平成29年度赤平市国民健

康保険特別会計補正予算（第３号）につきましてご

説明申し上げます。 

 国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につき

ましては、第１条で歳入歳出にそれぞれ1,809万

8,000円を追加し、予算の総額を18億9,860万4,000

円とするものであります。 

 事項別明細書６ページをお願いいたします。初め

に、歳出ですが、１款１項１目一般管理費70万円の

増額は、国民健康保険事業報告システムについてラ

ンニングコストの軽減を期待できることから、平成

30年度以降国保連によるクラウド環境での提供を選

択したため、そのシステム構築にかかわる初期費用

を追加するものであります。 

 ８ページをお願いいたします。６款１項１目介護

納付金499万9,000円の減額は、納付額の確定による

ものです。 

 10ページをお願いいたします。10款１項３目償還

金2,122万2,000円の増額は、平成28年度療養給付費

等負担金の確定による過年度国、道、市支払基金支

出金等還付金であります。 

 戻りまして、４ページをお願いいたします。本補

正の歳入ですが、給与改定等に伴う一般会計繰入金

117万5,000円の増額のほか、繰越金1,692万3,000円

の増額は、今回の補正による歳入不足額を補填する

ため平成28年度決算に基づく剰余金の一部を計上す

るものであります。 

 続きまして、議案第270号平成29年度赤平市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきまして

ご説明申し上げます。 

 後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、第１条で歳入歳出にそれぞれ６万7,000

円を追加し、予算の総額を２億3,930万5,000円とす

るものであります。 

 裏面の議案書１ページ、第１表、歳入歳出予算補
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正をお願いいたします。歳出は、人件費関連として

総務管理費６万7,000円を増額するもので、その歳入

として平成28年度決算に基づく剰余金の全てを予算

計上するため繰越金52万8,000円を増額し、今回の補

正による歳入超過額を調整するため他会計繰入金46

万1,000円を減額するものであります。 

 続きまして、議案第271号平成29年度赤平市下水道

事業特別会計補正予算（第１号）につきましてご説

明申し上げます。 

 下水道事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、第１条で歳入歳出にそれぞれ23万2,000円を

追加し、予算の総額を５億7,877万9,000円とするも

のであります。 

 裏面の議案書１ページ、第１表、歳入歳出予算補

正をお願いいたします。歳出は、人件費関連として

下水道事業費23万2,000円を増額し、その歳入として

平成28年度決算に基づく剰余金の全てを予算計上す

るため繰越金1,479万1,000円を増額し、今回の補正

による歳入超過額を調整するため他会計繰入金

1,455万9,000円を減額するものであります。 

 続きまして、議案第272号平成29年度赤平市介護サ

ービス事業特別会計補正予算（第１号）につきまし

てご説明申し上げます。 

 介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、第１条で歳入歳出にそれぞれ９万

7,000円を減額し、予算の総額を1,422万5,000円とす

るものであります。 

 裏面の議案書１ページ、第１表、歳入歳出予算補

正をお願いいたします。歳出は、人件費関連として

介護予防支援事業費９万7,000円を減額し、その歳入

として他会計繰入金を同額補正するものです。 

 続きまして、議案第273号平成29年度赤平市介護保

険特別会計補正予算（第２号）につきましてご説明

申し上げます。 

 介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、第１条で歳入歳出にそれぞれ366万8,000円を

追加し、予算の総額を14億6,262万7,000円とするも

のであります。 

 事項別明細書10ページをお願いいたします。初め

に、歳出ですが、２款２項１目介護予防サービス給

付費750万円の増額、12ページ、３款１項１目介護予

防・生活支援サービス事業費750万円の減額は、平成

29年４月から新総合事業の開始により訪問介護及び

通所介護は地域支援事業に移行することとなってお

りますが、認定時期等により完全移行までに期間を

要するため、その間の負担金については従前の介護

予防サービス給付費で対応するため予算の組みかえ

をするものです。 

 戻りまして、４ページをお願いいたします。本補

正の歳入ですが、歳出補正に伴い国庫支出金、道支

出金、支払基金交付金をそれぞれ補正するほか、人

件費関連及び決算見込みにより一般会計繰入金を

350万1,000円増額し、今回の補正による歳入超過額

を調整するため介護給付費準備基金繰入金15万円を

減額するものです。 

 続きまして、議案第274号平成29年度赤平市水道事

業会計補正予算（第２号）につきましてご説明申し

上げます。 

 １ページをお願いいたします。給与改定、人事異

動に伴う人件費関連予算の調整及び一部費用を増額

するため、第２条で収益的支出の予定額を1,106万

4,000円、第３条で経費の金額を623万5,000円増額す

るものであります。 

 ２ページをお願いいたします。人件費関連以外の

費用として、１款１項１目原水及び浄水費216万円の

増額は、浄水場内給水ポンプ分解整備と取水場及び

浄水場動力費電気料金改定によるものであります。 

 続きまして、議案第275号平成29年度赤平市病院事

業会計補正予算（第１号）につきましてご説明申し

上げます。 

 １ページをお願いいたします。給与改定、人事異

動に伴う人件費関連予算を調整するため、第２条で

収益支出の予定額、第３条で経費の金額を446万

5,000円増額するものであります。 

 以上、議案第268号から第275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
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ますよう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、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。植村議員。 

〇３番（植村真美君） 質疑させていただきます。

一般会計補正予算のほうの12ページ、13ページでご

ざいますが、民生費の中に老人福祉費の中の修繕料

ということで、今ほど幸町のほうの修繕ということ

でありましたが、その内容をもう少し詳しく教えて

いただきたいというふうに思います。 

 また、14ページから15ページにかけまして児童福

祉総務費の中で障害児の施設給付費ということで今

ご説明あったのですけれども、もう少しその内容を

詳しく教えていただきたく思います。 

 続きまして、20ページから21ページにかけまして

地域住宅建設費ということで、公的住宅の整備とい

うことで福栄の８戸の移転ということだったのです

けれども、これはその８戸どのような形で移転をさ

れているのか、内容をもう少し詳しく教えていただ

きたく思います。 

 続きまして、26ページから27ページなのですが、

交流センターみらい費の中で修繕料として防犯カメ

ラのレコーダーというので、修繕という形なのか、

何かつけ加えてレコーダーを買う追加なのか、ちょ

っとその内容を、防犯カメラの購入時期から修繕料

に今至るまで少し早いなというふうに感じましたの

で、そのあたり教えていただきたく思います。 

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） 最初に、12ページ、

13ページの老人福祉費の修繕料22万円の内訳でござ

いますが、寿の家幸町老人クラブのトイレがただい

ま冬期間使えないような状況となっております。そ

れで、トイレの暖房設備改修、それから玄関ドアも

老朽化して、しばれ上がったりして寒気が入り込む

ということで、玄関ドアの改修と合わせて22万円の

増額をお願いしているところでございます。 

 続きまして、14ページ、15ページの児童福祉総務

費の中の扶助費285万4,000円でございますが、児童

発達支援制度の利用者及び利用回数の増でございま

して、就学していない障がい児が集団生活訓練のた

めに通うため必要な経費でございまして、対象児童

は２名の増加、そして利用回数は週５日を予定して

おります。それに伴う費用の増でございます。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） 地域住宅建設費の補償

補填及び賠償金の補償金ですが、これにつきまして

は対象団地が集約団地の移転となっておりまして、

11号棟ができましたことから１件15万円掛ける８件

分ということで120万円を見ております。 

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） 交流センターみら

い費の修繕料の関係でありますけれども、交流セン

ターみらいには防犯カメラが15台ございまして、そ

の15台のカメラに対して録画するためのレコーダー

システムというのがありまして、これが平成11年開

設時からありますけれども、このたび２回目の録画

システムの修繕ということで、故障いたしましたの

で、そのための補正予算を計上させていただいてお

ります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） 今ほどお答えいただきまし

た公的住宅の整備のことだったのですけれども、こ

ちらのほうは対象となる方たちというのは全員また

同じ形で移動されているということでよろしかった

ですよね。同じ場所にというか、市内の福栄のとこ

ろで皆さん移動されているということでよろしかっ

たでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 

〇建設課長（高橋雅明君） 今のところ集約団地か

らの移動ということを考えております。 

〇議長（北市勲君） 植村議員。 

〇３番（植村真美君） まだその内容は決まっては

いないところもあるということなのでしょうか。 

〇議長（北市勲君） 建設課長。 
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〇建設課長（高橋雅明君） 全部埋まりましたら決

まると思いますので、ご了解願いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） まず、６ページから７ページ

です。２款１項14目市民生活費、節11需用費、修繕

料50万円の増額についてです。各コミュニティセン

ター、町内会館の緊急修繕の見込み額という説明だ

ったと思いますが、市民要求に沿ったものなのかど

うかというのを１点お伺いしたい。 

 続きまして、12ページから13ページ、今ほどあり

ましたが、３款１項３目老人福祉費、節11需用費、

修繕料22万円の増額、幸町の老人クラブなのですけ

れども、暖房とドアということでしたが、先日伺っ

たときに聞いたら地域住民の方はドアを直してほし

いわけではないのだと、トイレなのだということを

おっしゃっていたのです。ドアがついたらどうなる

ということをなかなか理解得られていない状況なの

かなということがあったので、その説明はちゃんと

されているのかどうかというのを確認したいです。 

 それと、次が16、17ページ、４款２項２目じん芥

処理場費、節11需用費、修繕料100万円の増額、進入

用道路の沈みを改修という提案説明でしたけれど

も、工事進捗状況、平成29年８月31日現在のもの、

９月議会のものですけれども、じん芥処理場施設整

備工事進入用道路新設工事、これが８月30日完成と

なっていたのですが、また新たに何かがあったのか、

緊急なのか、工事が終わってすぐというのがちょっ

とわからないので、それの説明をいただきたい。 

 それと、議案第269号国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）、６ページから７ページ、１款１項１

目一般管理費、節13の委託料70万円の増額、ランニ

ングコストの軽減が図れるためということでした。

それの初期経費。試算では、どのくらい軽減される

ということがわかっているのかお伺いしたい。 

 以上、４点お願いいたします。 

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） まず初めに、市民

生活費のコミュニティ活動の推進に関してですけれ

ども、これまでもご要望ございまして、順次各集会

所、生活館等の修繕をしてきてございます。ただし、

これから冬期間を迎え緊急修繕等もあるだろうとい

うことで、それを見込みまして今般予算確保のため

補正させていただいたというところでございます。 

 もう一点、じん芥処理場費でございますが、確か

に今年度じん芥処理場の進入道路、これを新設した

ものでございますけれども、どうしてもごみの上と

いうことでございまして、大型車両が通行するとす

ぐにでこぼことなってしまう状況でございます。そ

のために固めるために砂利や再生材、これを使いな

がら、どうしても修繕が必要だということで、その

予算を確保させていただいたところでございます。 

 それと、国民健康保険特別会計のほうの国民健康

保険事業報告システムの改修委託の関係でございま

すけれども、国保連の国民健康保険事業報告システ

ム、このクラウド化によりますランニングコストの

削減につきましては、主に制度改正等があった場合

のシステム改修に係る費用の削減が見込まれるとい

うふうに考えてございます。ただし、毎年実施して

ございますシステムの保守に係る費用につきまして

は、これまでのシステムとほぼ同程度の負担ではな

いかというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

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） 12ページ、13ペー

ジ、老人福祉費の修繕料についてお答えいたします。 

 幸町老人クラブについてのトイレの改修でござい

ますが、これは町内会の要望を聞きながら、また町

内会役員、会長を初め役員の方の立ち会いのもと現

場を確認し、説明をして今回提案させていただいた

ところでございます。可決された折には再度町内会

に対して丁寧な説明をし、了解を得てまいりたいと

思います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） まず、幸町の件は、町内会は

トイレを改修してほしいということだったのです。

ただ、トイレの改修という希望はかなわなかったけ
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れどもというところまでは理解されていると思うの

です。ただ、ドアによってどうなるということが多

分理解されていないと思いますので、そこの説明を

しっかりと納得いっていただく必要があるというこ

とで指摘をしました。 

 ６ページ、７ページのところ、市民生活費のとこ

ろなのですが、これは一般会計補正予算（第３号）

において需用費133万円あったものを減額し、町内会

所有施設等整備事業補助金にそのまま増額した経緯

があると思うのです。冬に向かってまたお金が必要

になったというのは理解できますが、だったら減額

する必要なかったと思いますし、そちらの町内会所

有施設整備事業補助金で対応できないものなのか、

そこを１点確認したいと思います。 

 それと、じん芥処理場のところは、季節的なもの

もあったのかなという答弁で聞きましたが、大型が

通るのは、大型が通るための道路ですよね。ですか

ら、すぐぼこぼこになって、また工事というのは少

々納得がいきません。やはり新設工事と言っている

以上は、きちっとした工事でその後お金がかからな

いようになるのが普通ではないかというふうに思い

ます。 

 ランニングコストについては理解しました。 

 １点だけ、市民生活費の減額したのだけれども、

また増額というところだけもう一度聞きたいと思い

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） 前回の減額につき

ましては、どうしても市で所有している公共施設、

これの集会施設等に関しましてはこの修繕料で行い

ます。ただし、同じ町内会でありましても町内会所

有の会館、これに関しましては補助金等でやります

ので、要望があった分修繕料から補助金のほうに移

行しまして、町内会所有の町内会館の修繕をさせて

いただいたというところでございますので、ご理解

賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（北市勲君） ほかにありませんか。 

（「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268号、第269号、第270号、第271号、第272

号、第273号、第274号、第275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268号、第269号、第270号、第271

号、第272号、第273号、第274号、第275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268号、第269号、第270号、第271

号、第272号、第273号、第274号、第275号について

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21 議案第279号赤平市

議会委員会条例の一部改正についてを議題といたし

ます。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。竹村議

員。 

〇４番（竹村恵一君） 〔登壇〕 議案第279号赤平

市議会委員会条例の一部改正について、提案理由の

説明を申し上げます。 

 本案件につきまして、赤平市議会会議規則第14条

の規定により、多数賛成者の署名を付してご提案申
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し上げます。 

 第３条第２項、議会運営委員会委員の定数を６名

から５名に改正するものであります。 

 附則といたしまして、この条例は、平成29年12月

15日から施行するものであります。 

 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） 説明が終わりました。 

 これより、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

す議案第279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279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、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279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。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第22 選挙第16号滝川地

区広域消防事務組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方

自治法第118条第２項の規定により、指名推選にいた

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、選挙の方法は、指名推選で行うことに決

定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長

が指名することに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、議長が指名することに決定いたしました。 

 滝川地区広域消防事務組合議会議員に竹村議員を

指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしま

した竹村議員を滝川地区広域消防事務組合議会議員

の当選人と定め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、ただいま指名いたしました竹村議員が滝

川地区広域消防事務組合議会議員に当選されまし

た。 

 ただいま滝川地区広域消防事務組合議会議員に当

選されました竹村議員が議場におられますので、会

議規則第31条第２項の規定により告知をいたしま

す。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第23 意見書案第54号教

職員の長時間労働是正を求める意見書、日程第24 

意見書案第55号日本国憲法第９条改正に反対する意

見書、日程第25 意見書案第56号森友・加計学園の

疑惑の徹底解明と説明責任を果たすことを求める意

見書、日程第26 意見書案第57号消費税10％への増

税中止を求める意見書、日程第27 意見書案第58号

診療報酬を引き下げず、地域医療を守ることを求め

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
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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54号、第55号、第56号、第57号、第58

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54号、第55号、第56号、第57

号、第58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。 

 最初に、意見書案第54号教職員の長時間労働是正

を求める意見書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55号日本国憲法第９条改正に反

対する意見書について採決いたします。 

 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56号森友・加計学園の疑惑の徹

底解明と説明責任を果たすことを求める意見書につ

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57号消費税10％への増税中止を

求める意見書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58号診療報酬を引き下げず、地

域医療を守ることを求める意見書について採決をい

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。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第28 議席の一部変更に

ついてを議題といたします。 

 会議規則第４条第３項の規定により、議席の一部

を変更いたしたいと思います。議席番号８番に御家

瀬議員、９番に北市議員にそれぞれ変更することに

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、そのように決定いたしました。 

 なお、ただいま変更した議席の適用については、

次期の議会からといたします。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第29 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をいたしたいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 
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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30 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４回定例会

を閉会いたします。 

（午後 ２時１３分 閉 会） 
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