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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） ただいまから、平成23年３月

11日に発生いたしました東日本大震災により犠牲に

なられました多くの方々のご冥福をお祈りいたしま

すとともに、被災地域の一日も早い復興を願って黙

祷をささげたいと思います。全員ご起立をお願いい

たします。黙祷。 

（黙  祷） 

〇議長（北市勲君） 黙祷を終わります。ご着席を

お願いいたします。 

                       

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、４番竹村議員、５番若山議員を指名

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。事務局長。 

〇議会事務局長（井波雅彦君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（北市勲君） 日程第３ これより一般質問

を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、１、菊島市政について、議席番号８

番、御家瀬議員。 

〇８番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 通告に従い質問

をいたしますので、ご答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

 件名１、菊島市政について。項目１、１期４年間

の総括について。菊島市長が誕生してから１期４年

間が終わろうとしていますが、市議会議員１期を経

験しているとはいえ、民間出身市長としてそれなり

に苦労があったと思います。しかしながら、行政出

身であれ、民間出身であれ、市長としての職務に変

わりなく、その職責を全うしなければなりません。

市長の仕事は多岐にわたっていますが、その中でも

国や道との交渉は市長として最も重要な仕事だと思

います。当然市長室で決裁することも重要ですが、

市長は国や道へ出向き、必要な情報をもらったり、

言葉は悪いですが、いかにして国からお金を持って

これるか、これは市長にしかできないことです。こ

のことは、国や道との強い信頼関係がなければでき

ません。また、赤平市第５次総合計画や赤平市しご

と・ひと・まち創生総合戦略では、子育て世代から

高齢者まで安心して暮らせる赤平をつくるため多く

の事業が展開されたところですが、まだまだ道半ば

の事業もあるように思います。それらを含め、市長

みずからこの４年間をどのように考えているのか伺

います。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） それでは、私のほうから赤

平市長としての４年間の総括についてお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 私は、赤平市長に就任をするに当たりまして、日

本の人口減少が加速をし、そして地方の知恵と行動

が試され、その成果が将来のまちの生き残りの明暗

を分けると言っても過言ではないと。また、炭鉱閉

山や財政難といった大きな試練を経験した赤平市民

こそが地方創生を実現できるというふうに確信して

おりまして、市民や全ての分野の皆様と十分対話を

する中で、皆様とともに行動し、愛し誇れるまちへ

の思いを共有し、地域活性化を果たすため、失敗を

恐れず何事も果敢に挑戦し、市民力、産業力、行政

力の３つの力を最大限に発揮して任期４年間の中で

赤平市長としての職責を果たしてまいりました。 

 ４年間を振り返ってみますと、私なりには精いっ
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ぱい取り組んできたつもりではございますが、私の

活動や言動によりまして職員の皆様にもご迷惑をお

かけしたこともあるかもしれませんけれども、現在

日々努力をさせていただいているところでもござい

ます。 

 一方で、第５次総合計画や総合戦略の推進に努め

てきたところでございますし、その中でも私自身が

手がけました１期目の成果について、子供医療費助

成の拡充、ふるさと納税の取り組み強化など施策の

充実に努めてきたところでございます。また、地方

創生事業の一環で行ったプロモーション事業による

交流人口の増加や移住定住、また市民まちづくり提

案１％事業、赤平の新たなイベント、エルム高原祭

りの創設、加えて炭鉱遺産の歴史を事前に認識して

いただくためのガイダンス施設のオープン、市内唯

一となった統合中学校の開校、さらに９月に発生し

た北海道胆振東部地震では今なお被災されている方

もおりまして、防災はもとより、減災対策の重要性

を改めて認識したところでもあります。現在では、

災害対策本部の中心的役割を担わなければならない

市役所庁舎の耐震化工事に加えまして、自家発電の

整備も実施しているところでございます。また、安

心、安全の拠点施設であります茂尻分団詰所の建て

かえなど懸案事項の推進に努めてきたところでもご

ざいます。 

 特にガイダンス施設におきましては、ツアー客の

増加、各イベントによる集客効果も図られまして、

海外からの見学も含め、7,000人を突破いたしまし

た。さらに、現在炭鉄港ストーリーに関係する自治

体及び北海道との連携によりまして、私自身も協議

会の会長という立場で平成31年１月には日本遺産登

録の申請をしてきたところでもございます。また、

統合中学校では防災拠点としての活用も想定した体

育館棟、さらに市民の皆様から末永く愛され、ご活

用いただける多目的利用も可能なつくりとしたとこ

ろでございます。ふるさとガンバレ応援寄附金、い

わゆるふるさと納税では市内企業がつくる製品を返

礼品として出品したところ、遠く道外からも寄附の

申し出を受け、大変多くの反響をいただいたところ

であります。 

 私自身は、こう見えてもフットワークが軽いとい

うふうに自負しておりますので、年々寄附金もふえ

てきている要因の一つには担当課を初め、職員皆様

方の努力はもとより、多少なりとも私自身のトップ

セールスの効果も出てきているのではないかという

ふうに考えているところであります。 

 加えて、私は民間企業出身ということでございま

して、市内外問わず、経済界や医療関係を中心にさ

まざまな人脈、そして４年間でつくり上げた関係省

庁や道の方々などの新たな公的機関の方たちとのつ

ながりもできました。非常にありがたいことであり

まして、さまざまな情報提供や施策のアドバイスあ

るいは財源措置など、お知恵をいただけるまでの環

境をつくってきたところでございます。こうした活

動あるいは公約で掲げさせていただきました政策

は、おおむね着手し、実現しているというふうに思

っておりますし、一定程度評価をいただけるものと

いうふうに考えているところであります。 

 また、国や道へ行き、さまざまな情報をいただい

て、その制度が赤平市にとって活用できるものかど

うか、市長としての役割であり、フットワークのよ

さであると自負してきたつもりでございます。地元

企業の本社訪問等により、ふるさと納税の返礼品の

取り扱いに対するご理解や国の直轄事業の採択等に

おいては功を奏したのではないかと考えているとこ

ろであります。 

 加えて、医師確保に向けた協議の場でございます

が、医療対策協議会の委員、最近では北海道市長会

からただ一人でありますけれども、過疎地域を考え

る懇話会ということで北海道副支部長に推薦をいた

だくなど、さまざまな公的な任を担っているところ

でもございます。 

 以上を申し上げましたが、私自身赤平を思う気持

ちは誰にも負けない自負があり、私の最大の目標は

何はともあれ、住んでよかった、住み続けたいとい

う、そういうまち赤平を存続させ、子供たちや孫た



 －47－ 

ちに引き継ぐことであります。そんな思いを持ちつ

つ、４年間があっという間に過ぎようとしておりま

す。いずれにいたしましても、この４年間、議員皆

様方と市民の皆さん方には大変なご理解とご協力を

いただきましたことに改めて感謝を申し上げ、私な

りの４年間の総括とさせていただきます。ご理解賜

りますようお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 御家瀬議員。 

〇８番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 ただいま答弁を

いただきました。菊島市長は、民間出身の市長とし

て、そのバイタリティーと行動力で４年間全力で取

り組んでこられたと思います。この４年間で培った

人脈と信頼関係を無駄にすることのないよう、そし

て赤平市民のために住みよい赤平をつくるため努力

していただきますようお願いし、私の質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

〇議長（北市勲君） 質問順序２、１、子育て支援

について、２、大型連休について、３、交通安全対

策について、議席番号２番、五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 通告に従いま

して一般質問させていただきます。 

 質問に入ります前に、きょう東日本大震災から８

年を迎えました。冒頭黙祷をささげさせていただき

ましたけれども、改めて犠牲になられた方々に哀悼

の意をささげますとともに、被災された皆様に心か

らお見舞いを申し上げるものでございます。さらに、

大震災を教訓に赤平市も防災、減災の意識の高いま

ちづくりが必要になるのではないかと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、通告の質問をさせていただきます。件

名１、子育て支援について、項目の１、保育所の年

末年始休日の考え方について、要旨にありますよう

にさきの12月議会の本会議質問におきまして、今年

度の年末年始の休日は曜日の関係上８連休となり、

働きながら子育てしている保護者より困ることなの

だけれどもといったご意見があり、取り上げさせて

いただきました。このときの答弁では、職員の勤務

時間及び休暇に関する条例によりまして年末年始の

休日は保育所は土曜日が勤務日で、12月30日から１

月６日までの８日間、休日となったようであり、さ

らに保護者の年末年始の休日の状況調査をする予定

としているとの答弁でありましたので、保護者の状

況調査の結果と今後の考えについて伺いたいと思い

ます。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 保育所の年末年始

の休日の考え方についてお答えさせていただきま

す。 

 職員の年末年始の休日につきましては、職員の勤

務時間及び休暇に関する条例第11条により12月31日

から翌年の１月５日までと規定されているところで

あり、また赤平市保育所条例第４条により保育所の

休所日は日曜日、祝日、12月31日から翌年の１月５

日までとなっておりますことから、去年からことし

にかけての年末年始の保育所の休所日は12月30日か

ら１月６日までの８連休となっていたところであり

ます。 

 そこで、12月の定例会でも答弁させていただきま

したが、本年１月に文京保育所、若葉保育所を利用

されている保護者に保護者の年末年始の勤務日を把

握する必要があると判断し、年末年始の勤務状況に

ついてアンケート調査を行ったところであります。

アンケート調査の目的は、年末年始における保護者

の勤務状況を調査し、保育所の休所日と照らし合わ

せ、調査結果により現在の保育所の休所日の変更が

必要であるかなどを検討する目的で実施したもので

あります。 

 アンケート調査の結果の概要につきましては、保

育所利用の92世帯に調査をご依頼し、79世帯からご

回答をいただき、回収率は85.9％で、両親とも勤務

日及びひとり親の勤務日が12月29日土曜日が８世帯

で10.1％、１月４日金曜日が22世帯で27.8％、１月

５日土曜日が12世帯で15.2％となっておりました。

仮に保育所の休所日を12月29日から翌年１月３日と

した場合は、１月４日と５日が開所日となることか

ら、保護者の勤務日と保育所の開所日が12月31日か
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ら翌年１月５日までを休所日とした場合より合致す

るものと考えます。今後の考えにつきましては、12

月29日から翌年１月３日までの休所への変更が必要

かどうかなど保育所保護者会と協議等をさせていた

だく考えでおりますので、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） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまお答

えをいただきまして、アンケート調査の結果は保育

所利用者の92世帯のうち回収が79世帯と、85.9％と

高い回収率だったと思います。お答えでは、回答し

た79世帯の勤務日ですけれども、12月29日土曜日は

８世帯、１月４日金曜日は22世帯と、さらに５日土

曜日が12世帯という状況で、１月４日から勤務して

いる方が多いということがわかると思います。 

 そこで、保護者の年末年始の勤務状況がよく見え

てきたと思いますし、さらに状況調査の結果を踏ま

えて今後は12月29日から１月３日までの保育所の休

所日の変更について保護者会と協議していくという

ことでありますけれども、この点については理解は

いたします。ですが、アンケート調査で12月29日は

勤務している保護者がおりました。そこで、ことし

の12月29日はたまたま日曜日です。ですが、これが

土曜日になったときにはやっぱり考えなくてはなら

ないのではないかというふうに思いますので、ぜひ

この点を考慮してカレンダーの曜日をしっかりと把

握しながら、子供をしっかりと預かる上で取り組ん

でいっていただきたいことを申し添えておきます。 

 件名２、大型連休について伺います。項目の１、

公共施設の考えについてですが、皇太子様が５月１

日に新天皇に即位することに伴い、昨年12月に成立

した特別措置法は５月１日を祝日としました。祝日

法の規定によりまして、祝日に挟まれる４月30日と

５月２日も休日となり、４月27日の土曜日から５月

６日まで10連休となることしのゴールデンウイーク

であります。観光業界などへの経済波及効果が期待

される半面、医療や保育などの社会機能が長期で休

日対応となりますことから、市民生活への影響が懸

念されております。 

 そこで、要旨１の幼稚園、保育所、児童館、児童

センターなどについての対応をどのように考えてい

るか伺いたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 学校教育課長。 

〇学校教育課長（大橋一君） 赤平幼稚園の対応に

ついてお答えいたします。 

 ４月から５月にかけての大型連休につきまして

は、現在のところ保護者の方より幼稚園の開園及び

預かり保育の実施を望む声は寄せられてはいないと

ころです。また、管内で公立幼稚園を設置している

自治体は本市と美唄市のみでありますが、美唄幼稚

園に確認したところ、10連休の予定と聞いておりま

す。これらのことから、赤平市立幼稚園条例施行規

則第11条の規定により、本幼稚園につきましてはカ

レンダーどおりに休園し、預かり保育につきまして

も実施しないこととしておりますので、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） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 保育所、児童館、

児童センターについての対応をどのように考えてい

るかについてお答えさせていただきます。 

 保育所につきましては、４月27日の土曜日は保育

所の開所日になりますことから、４月28日から５月

６日までの９連休となります。保育所の休所日を開

所日に変更した場合は、平日を休所日とすることと

なり、保護者への影響は避けられないと考えます。

また、現在のところ、空知振興局管内市町の中で９

連休中に臨時に保育所を開所する市町はないという

情報を得ているところでございます。このたびの保

育所の９連休の対応につきましては、社会福祉協議

会に委託しておりますファミリーサポートセンター

を活用し、日曜日、祝日にお子さんを預かることも

提供会員様のご都合が合えば可能と子育てガイドブ

ックなどでも周知しているところです。 

 なお、児童館、児童センターにつきましては赤平

市児童館条例施行規則により土曜日、日曜日、祝日

が休館日となっていないため、従前よりゴールデン
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ウイークにつきましては休館とせず、ことしの大型

連休につきましても開館する予定としておりますの

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〕 ただいまの答

弁で、幼稚園は理解いたしました。管内で公立幼稚

園が２カ所と、あとは本当に半官半民か民間が多い

状況なのだなということがよくわかります。 

 また、連休についての考え方もわかりました。保

育所は、９連休になるということであります。もう

今は３月の半ばになろうと思いますから、ことしは

どうにも条例の関係上もあっていかんともしがたい

わけですけれども、本当に仕事を持つ保護者の中に

９連休、10連休で休める方がそんなにいるのかとい

うことであります。私は、ことしはどうにもならな

いにしてもぜひ保護者の皆さんに寄り添い、早い段

階から何らかの方法は考えてほしかったと思ってお

ります。 

 また、お答えにもありましたけれども、ファミリ

ーサポートセンターの活用についても調べてきまし

たら、提供会員さんの登録も８人いらっしゃるとい

うことでありますので、この４月広報でしっかりと

周知の徹底を見やすいようなところにしていただき

たいと思いますので、この点よろしくお願いいたし

ます。 

 要旨２、市役所を含め、出先機関の窓口業務をど

のように考えているか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） 連休中における市役所を

含めた出先機関の窓口業務についてお答えをさせて

いただきます。 

 ことしのゴールデンウイークは、天皇陛下の譲位

により４月27日から５月６日までの10連休となりま

すが、それに伴う出先機関を含めた市役所の窓口等

の対応につきましては近隣市町やこれまでの長期休

暇の状況を踏まえて、市民生活課窓口を連休中ほど

となる５月２日の午前中に開き、戸籍、住民票、印

鑑証明の交付に限り業務を行う予定としておりま

す。 

 幼稚園、保育所などについては、先ほど学校教育

課長、社会福祉課長がお答えしたとおりでございま

すが、そのほか社会教育施設につきましては基本的

には条例に基づいた対応とさせていただきますが、

祝日を開館することで直後の平日を休館する施設が

多いため、利用者が見込まれる日を優先させていた

だき、主な施設として東公民館は４月28日休館、交

流センターみらいと炭鉱遺産ガイダンス施設は４月

30日と５月１日を休館、総合体育館は４月30日から

５月６日までを休館の予定としております。 

 なお、それぞれの施設の業務状況につきましては、

年末年始休暇同様に市広報紙等でお知らせをさせて

いただき、利用される方々が混乱することのないよ

う周知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） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまの答

弁をお聞かせいただきました。ことしは、市役所は

５月２日午前中をあけていくと。その業務の内容は

戸籍、住民票、印鑑証明の交付業務をしていくとい

うことであります。これは、連休中でありながらも

短い１日で午前中だけかもしれませんけれども、助

かる市民はいらっしゃると思います。そして、東公

民館は４月28日のみ休館、交流センターみらいと炭

鉱遺産ガイダンス施設は４月30日と５月１日を休館

して、あとはあけるということでありますね。総合

体育館は、４月30日から５月６日までの７連休とい

うことで理解いたしました。これもしっかりと周知

をされているのだろうとは思いますけれども、この

市役所の５月２日午前中をあけるそのお知らせにつ

いては、ぜひ大きく見やすく周知の徹底を図ってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 要旨の３、あかびら市立病院について考えを伺い

ます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（北市勲君） 病院事務長。 
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〇あかびら市立病院事務長（永川郁郎君） お答え

をいたします。 

 当院における大型連休の診療体制についての質問

でございますけれども、まず初めに直近の長期連休

における診療体制の状況について申し上げますと、

昨年末から本年１月にかけての年末年始において９

連休となりましたが、この期間中は全て休診とした

ところでございます。ただし、この期間中も救急外

来については車等で直接来られた患者さんを含め、

全ての方の受け入れ、診察を行ったところでござい

まして、市民等からの苦情もございませんでした。 

 さて、こうした状況の中、本年４月27日土曜日か

ら５月６日月曜日まで10連休を迎えるわけでござい

ますが、この間の診療体制につきましては先ほどの

事例や近隣の公立病院の情報を踏まえまして、本年

１月から協議を開始し、患者さんの予約日を決定す

る関係上、最終的には院長を初め病院幹部が出席す

る２月開催の経営管理会議において全て休診とする

決定を行ったところでございます。 

 なお、先ほども申し上げましたが、この期間中も

救急外来において当院の常勤医が交代で担当をしな

がら全ての患者さんの受け入れを行い、対応してま

いりますので、ご理解賜りたくお願いを申し上げま

す。 

 また、今回の大型連休中の診療体制につきまして

は、市の広報や当院のホームページ、院内の掲示物

等で周知を図ってまいりますので、よろしくお願い

をいたします。 

〇議長（北市勲君） 五十嵐議員。 

〇２番（五十嵐美知君） 〔登壇〕 ただいまお答

えをいただきました。１月から協議していただいて、

最終的に10連休の休診という判断に至ったというこ

とでありますが、この間の診療受け入れは救急外来

で診察して診ていただけるということですけれど

も、この診察代金は休日加算されますので、患者さ

んにとって例えば行かれたにしても負担がかさむわ

けであります。ですから、とても市民の皆様には厳

しい環境となってしまうのではないかなというふう

に思います。また、あかびら市立病院は公立病院で

ありますので、大切な市民の皆さんのために大型連

休に関し、今後さらなる検討をしていくべきではな

いかと思います。 

 この大型連休について、最後になりますけれども、

公共施設としての考えですが、市民の生活実態に寄

り添うことをまずは考えていっていただきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 件名の３、交通安全対策について伺います。項目

１の横断歩道の確保についてでありますが、昨年７

月に炭鉱遺産ガイダンス施設がオープンいたしまし

て、来館者は教育長の報告にもありましたけれども、

本年２月末現在で7,190名となっており、大勢の皆様

にお越しをいただいております。さらに、昨年11月

にＴＡＮｔａｎまつりでは空知の旧産炭地からご当

地グルメが集まり、行列ができるほどにぎわいを見

せておりました。ガイダンス施設を中心としたイベ

ントでは、駐車場や歩行者誘導では教育委員会を中

心として職員の皆さんで交通整理はされております

が、市民の方より横断歩道がない中で車道を渡るこ

とは危険ではないかとのご意見をことしに入って聞

かせていただきました。要旨の１にありますように、

ガイダンス施設付近の駐車場から車道を渡る際に横

断歩道がないため、歩行者の安全確保の観点から横

断歩道が必要と思いますが、どのように考えるか伺

いたいと思います。 

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） お話のございまし

たガイダンス施設付近に係る横断歩道の設置につい

てでございますが、昨年赤歌警察署にはガイダンス

施設駐車場近郊、旧浴場の近郊の２カ所につきまし

て要望してきていると伺っております。このことか

ら先般、これまで要望している泉町の五差路もあわ

せて、その経過につきまして赤歌警察署に確認に伺

いましたところ、現在北海道公安委員会等に要望し

ているものの、いずれも全道的に要望が多く、時間

がかかっているようだとのことでございまして、来

場者が多く見える場合、職員の誘導等により安全の
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確保もしているようでございますが、旧浴場も開放

することもあり、行き来いたしますことや交通安全

の確保のため、特に社会教育施設であり、お子様が

訪れますことから、改めてその設置につきまして要

望させていただいた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〕 お答えは大変

理解いたします。ですが、ここの道路は本当に交通

量も多くなっているのです。それで、交通安全の確

保と、さらに社会教育施設の観点からも子供の教育

に直結しますので、早期の設置ができるように取り

組んでいただきたいと申し上げ、質問を終わります。 

〇議長（北市勲君） 質問順序３、１、市長の市政

執行について、２、個人情報について、３、人口減

少対策について、４、地域医療について、議席番号

１番、木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 東日本大震災から

８年がたった今もなお５万人以上の方が避難生活を

強いられているということです。一日も早い被災地

の復興を心から願っております。また、福島第一原

発の事故という痛苦の経験を忘れず、原発ゼロ、再

生可能エネルギーへの転換を心から望みます。 

 質問に入ります。件名の１、市長の市政執行につ

いて、項目１、財政運営について、要旨の１です。

基金残高について、市長は財政調整基金の取り崩し

の指摘はあるが、前市長から市政を引き継いだ時点、

平成26年度末の財政調整基金残高は約21億7,000万

円、平成30年度決算見込みで12億3,000万円で９億

4,000万円の減額だが、減債基金やあかびらガンバレ

応援基金などの特定目的基金を含んだ基金総額は26

年度末24億4,000万円に対して30年度見込み25億円

で約6,000万円ふえている、安易な基金取り崩しはし

ていないと昨年12月議会で答弁をされています。そ

して、本年の新年会等でも挨拶で言及をされており

ます。まず、この基金の数字及び考え方について間

違いはないかお伺いをします。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 平成26年度末及び平成30年

12月時点での平成30年度末残高につきましては、議

員のご質問のとおりの数字で間違いはございませ

ん。その後、本会議における補正予算議決後の数字

を加味すると、基金残高は12月時点での見込み額25

億から27億4,000万円となり、平成26年度末と比較す

ると３億円の増となります。ただし、本会議におい

て提案中の平成31年度当初予算計上後の基金残高

は、当初予算においては財政調整基金及び減債基金

の積み立て分を予算計上しないことから20億6,000

万円となり、平成26年度末と比較すると３億8,000

万円の減となります。 

 長期的な財政収支についてでありますが、地方交

付税に依存している本市にとっては地方財政計画の

動向によりまして大きく左右されるものであり、現

時点においてはっきりとお答えすることはできませ

んが、ふるさとガンバレ応援寄附金についての条例

改正により寄附金のうち、ふるさと納税の推進に要

する経費の財源を充てた残額を積み立てるものとし

たことによりまして、平成30年度決算見込みは剰余

金の減債基金への積み立てを考慮すると多少の黒字

決算になると思われます。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 ふるさとガンバレ

応援基金の条例改正について今述べられたのです

が、経費を引いた額が積み立てられることになって、

平成30年度決算見込みが剰余金の減債基金積み立て

を考慮して多少黒字になるという話なのですね、最

後のところ。それが理由になるのがちょっとよくわ

からないのですが、仮に条例改正がなければ黒字が

大きくなるのではないかと考えるのですけれども、

なぜ多少黒字になるということの理由になるのかを

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） 剰余金につきましては、

財政調整基金に積み立てる方法もあるし、減債基金
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に積み立てる方法もあろうかと思います。仮に減債

基金に決算時に積み立てた分もあって、補正予算で

も積み立てた分があるものですから、これが約３億

円程度、30年度ではあります。その部分を仮に減債

基金でなくて財政調整基金に積み立てたとすると、

決算時は多少の黒字になると現在のところ見込んで

いるということであります。 

 以上です。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 市長の答弁なので、

市長に聞いたのですけれども、財政課でも構いませ

んが、ガンバレ応援寄附金の条例改正が黒字の理由

になるという答弁だったので、そこの因果関係がわ

からないので、教えてくださいと言った。もう一度

お願いします。 

〇議長（北市勲君） 財政課長。 

〇財政課長（尾堂裕之君） 条例改正する前につき

ましては、寄附金そのものが全額、寄附金を積み立

てることとなっておりました。そういうことにより

まして、積立金額は将来においてはふえる可能性が

ないですけれども、その年度においての一時的な一

般財源というのはふえるということで、それが条例

改正によって30年度につきましては一般財源を29年

度と比較した場合においては使わなくなったという

ことでありますので、その部分について条例改正が

行われたことによって、より基金の積立金の金額が

減っていると。30年度条例改正をしなかったら、あ

と２億円程度、実は積み立てしなければならないと

いうことになります、あかびらガンバレ応援基金の

ほうに。その２億円相当が30年度決算においては要

らなくなりましたので、その分を考慮すると黒字に

なるということでございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 わかりました。経

費のほうに使うから、その分で決算が多少黒字にな

るということですね。理解できました。ありがとう

ございます。 

 いずれにしても、先ほどの市長の答弁ですけれど

も、さらに基金が積み立てられる予定で、30年度決

算で４年間で約３億円ふえると。考え方としては、

地方財政計画の動向により大きく左右されるので、

はっきりは答えられないというような内容だったと

いうふうに思います。つまり基金総額がふえている

から、財政運営的には問題ないが、国の動向によっ

てはどうなるかはわからないと、こういう認識でよ

ろしいですか。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 12月議会での答弁及び新年

会等の挨拶は、高尾市長から引き継いだ時点での基

金残高の事実を述べたものでございまして、将来に

わたっての財政収支の均衡につきましては議員認識

のとおりでございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 私の認識のとおり

というのは、今私が言ったように基金は４年間で３

億円ふえるけれども、国の動向によっては大きく左

右されるので、はっきりはわからないということだ

ったというふうに思うのです。 

 答弁のときは、高尾市政を引き継いだ時点での数

字、いわゆる算数で現実こうなっているよというこ

とだと思うのです、今の答弁だと。果たしてそれで

いいのかということだと思うのです。市民の方々と

いうのは、そういうふうに聞けば大丈夫だという認

識を持つと思うのです。しかし、財政調整基金と特

定目的基金というのは当然同じものではありませ

ん。目的基金は、文字どおり使い道が決まっている

基金、限定されているということです。一方、財政

調整基金はさまざまなことに使うことができます。

市民の方々からの要望に応えることや急遽必要にな

った場合、そういった事業、つまり政策的な幅が持

てるということになると私は考えます。幾ら総額で

減っていないと言っても将来的な財政不安に対して

の備えという意味では、減債基金、財政調整基金だ

けではないかというふうに思うのです。ふるさと納

税もふえているとはいえ、寄附金ですから、安定し

た財源とも言えないと。将来的な不安、政策的な幅
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という観点から問題ないということを言えますか、

どうですか。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 議員ご質問のとおり、私も

財政調整基金及び減債基金以外の特定目的基金は違

うものというふうに認識をしております。しかし、

市全体の財政状況を考える場合には一般会計だけで

はなく、特別会計や企業会計も含め、市全体として

捉える必要があるという考えから、基金についても

市全体の基金総額でお話をさせていただいたところ

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〕 全体の財政状況と

いうことであれば当然そうでありますけれども、政

策的な幅という観点からということを私は言ったの

ですけれども、その点についてはいかがですか。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 今もお話ししましたように、

全体として捉えているということでございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 いや、答えになら

ないと思うのです。政策的な幅、財政調整基金が減

ると使えるものが減ると、特定目的基金は使い道が

あると、特別会計等々もそうです。なので、私は政

策的な財源という幅でいうと狭まっているというふ

うに思うのです。それを聞いているのですけれども、

もう一度お願いします。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 政策的な幅で狭まっている

と言うかもしれませんけれども、返しておかなけれ

ばならない減債基金が例えばあったとするならば、

そちらで返さなければならない。私は、やっぱり全

体で考えるのが妥当だというふうに思いますし、政

策的に考えるから財政調整基金をふやして減債基金

を例えば減らす、どこを減らすといっても政策的に

どうしても必要なときには財政調整基金をふやす

と。でも、ある程度、標準財政規模の20％が大体標

準規模だというふうに国からもそういうふうな指導

を受けていますし、交付税への影響がもし出たとな

ったら困りますので、そういうような中で財政課と

相談しながら財政調整基金と減債基金の調整をして

いるということでございます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 減債基金を減らせ

と言っていることではないのですけれども、政策的

な幅というものが使える財源がなければできないと

いうことを話しているのです。なかなかご理解いた

だけないのですけれども、減債基金約４億円積み立

てています。しかし、これは平成31年当初で早くも

取り崩しになっていると。当然繰越金も減ってきて

いると。基金の総額、全体、全体と言うのですけれ

ども、基金の総額の中には平成27年の国保事業の基

金積み立てというのがありましたし、あかびら創生

基金の積み立てもありました。返礼品を初め、先ほ

どもありましたけれども、ふるさと納税のあかびら

ガンバレ応援基金の増額もあります。これらが基金

残高を押し上げているのです。創生基金は今減って

いますけれども、現実問題として財政調整基金は４

年間でおおよそ７億円減っているわけです。人口減

少により税収が減って地方交付税も減る中で、将来

的な不安がないと言える状況ではないにもかかわら

ず、特定目的基金がふえていて財政調整基金が減っ

ていることを総額で減っていないということを強調

し、問題ないというように発言するというのは市民

の方々に間違った認識を与えるというふうに私は思

います。人口減少対策に今チャレンジをしています。

総合戦略で基金が減ってきました。それは事実だと

思うのです。戦略が効果を発揮しなければ、今後政

策の幅が狭まっていってしまう可能性があるという

のが現状ではないかと思いますけれども、その点に

ついてはいかがですか。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 繰り返しになりますけれど

も、財政状況について市全体で捉えるとの考え方か

ら、市全体の基金総額の事実を述べたものでありま

して、将来にわたっての財政収支の均衡の話ではな
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く、現時点での財政状況は心配なく、大丈夫との趣

旨から発言したものであります。決して問題ないと

発言したつもりではなく、誤解を受けるようなこと

があったとすれば発言に対し、配慮が足りなかった

という点につきましては素直に陳謝をいたします。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 今陳謝されるとい

うことですけれども、最初に財政運営的に問題はな

いが、国の動向によってはどうなるかわからないと

いう認識でいいですかと言ったら、そうですという

ことをおっしゃっているのです。問題ないと言って

いたのです。結局財政調整基金のそもそもの役割と

いうところの質問を論点をずらして、使い道の決ま

った基金まで全てを入れて問題ないかのようにやっ

ぱり市民に伝えているというのはおかしいというふ

うに私は思います。最初に平成31年度当初予算の基

金総額の答弁がありましたけれども、31年度末の財

政調整基金の残高、積み立てを考慮しないとはいえ、

10億4,000万ぐらいになります。これでは、市民要望

や住民福祉の増進といったことに対して制約がかか

るおそれは払拭されないのではないかというふうに

私は思います。 

 次の質問に入ります。項目の２です。市職員の意

識改革について、要旨の１です。昨年12月議会で職

員組合のアンケート調査結果を受け、今後参考にし

て改めるべきは改めるが、自身の民間の発想を少し

でも職員に共有してもらい、市民に寄り添う行政を

行っていくために職員の意識改革にも期待をする、

自身の思いもわかってもらうよう職員にも寄り添っ

ていきたいと考えており、市政のかじ取りを担う覚

悟だと答弁がありました。改めるべき点というのは

何なのかをお伺いしたいと思います。 

 そして、私はこの答弁を聞いていて大変不思議に

感じたのですけれども、この結果を多くは市長に対

する不信感をあらわしていると思われると質問者が

述べていました。それに対して、職員に意識改革を

期待するというのは一体どういうことなのかお伺い

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） ご質問がありました改める

べき点についてでございますが、私の言葉足らず、

あるいは言動の部分であるというふうに受けとめて

おりますので、課長職はもとより、一般職員に対し

ましても日ごろから言動には気をつけるよう努めて

いるところでございます。 

 一方、職員に期待する意識改革の点につきまして

は、職員に対しましては私からは再三申し上げてお

りますけれども、行政課題を解決する際、各課の横

断的な協力が不可欠であり、事業推進に当たりまし

ては職員一人一人が自分のこととして捉えていただ

き、さらには報告、連絡、相談、いわゆるホウレン

ソウの徹底、そして迅速に対応することを心がけて

いただきたいと考え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〕 改めるべき点とは、

言葉足らずな部分であるとか言動ということでし

た。意識改革を期待するというものは、各課の横断

的な協力、一人一人のことと考えて当たる、ホウレ

ンソウ、迅速に行うということでありました。今言

ったような期待する意識改革のポイントとしては、

各課の協力、一人一人、ホウレンソウ、迅速、これ

は民間でなくても行政でもやることだと私は思うの

ですけれども、それができていないということなの

かなというふうに思うのですが、職員の意識改革と

いうものはどういうことで醸成をされていくのかと

いうことだと思うのです。私は、やっぱり市長が自

分で今言葉足らず、言動等々言いましたけれども、

模範となるべくみずからを律し、その姿を見せて変

わっていく、職員が変わっていくということが大前

提にあるなと思います。トップダウンで民間の考え

方をするようにと言ってもなかなか変わらないとい

うふうには思います。 

 コミュニケーションは、確かに大切だとは思いま

すけれども、そこで12月議会の質問以降、その前も

そうかもしれませんが、ことしに入って私事用務で

の外出が多くなっているというふうに思います。職
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員にも聞きました。例えば２月16日の北海道新聞、

菊島氏、事務所開きという記事がありました。２月

15日金曜日、何時から何時まで行われていて、市長

は何時から何時までその場にいたのかお伺いしま

す。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩します。 

（午前１０時５５分 休 憩） 

                       

（午前１１時０５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。 

 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 大変申しわけございません。

２月15日でございますけれども、当日は１日、私事

用務として休みをいただいておりました。その中で、

今議員のおっしゃる事務所に何時からいたのだとい

うことについては、10時ごろから昼過ぎぐらいでな

かったかというふうには記憶をしております。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 10時ごろから昼過

ぎということでありましたけれども、まず市職員が

仕事をしている最中に公務で外出ということであれ

ば当然理解もできますけれども、自身の後援会事務

所開きを平日、日中に行う現職市長など聞いたこと

もない、見たこともないと数名の市民から私は言わ

れました。議会のほうで何をやっているのだという

ことも叱責されましたけれども、市職員も同じよう

に思うのではないかというふうに思うのです。庁舎

をあけて、そこに行っていたこと自体なのですけれ

ども、先ほど自分の言動あるいは言葉足らずという

ことで改善すべき点ということをおっしゃっていま

したけれども、この件について市職員がそういうふ

うに思うのではないかという認識、問題ないという

認識ですか、お伺いします。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） そういうふうに誤解を受け

る部分があるのであれば、私はここで謝らなければ

いけないなというふうに思いますし、私自身は私事

用務ということで休みをいただいたので、その中で

というふうな、そういう軽率な部分もあったのかも

しれませんけれども、ご理解をいただきたいという

ふうに思います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 特別職ということ

で、法律や規定で問題はない、休みをとったから問

題はないということなのかもしれないですけれど

も、私が言いたいのはモラルの問題ということです。

市職員の意識改革を言及していながら、みずからを

改める、そして自分の姿を見せるということが必要

ではないかと最初に指摘をさせていただきました。

みずから改めるべきだということは、改めて重ねて

指摘をしたいと。市長は、後援会さんに言われて、

民間の考えであると断れなかったのかもしれない

し、わかりませんけれども、今そうやって謝罪され

ましたが、それでも問題はあると私は思いますけれ

ども、副市長はこのことを知っていたと思いますが、

とめたりしなかったのですか。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） 当然事務所開きの日程に

ついては承知しておりましたし、その日については

市長についてはお休みをいただいたということです

ので、お休みの中でやられることについては特段私

は問題な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〕 副市長も休みだか

ら特段問題はないという認識だったと。やっぱり市

長、副市長、庁舎のトップのお二人ですけれども、

２人そろってこういう考えでは市職員の意識改革を

期待するほうが無理ではないかというふうに言わざ

るを得ないと思うのです。副市長にも同じようにモ

ラルの問題として指摘をしておきたいというふうに

思います。 

 さらに、副市長、今問題ないということでしたけ

れども、平日の日中に後援会事務所に学習会と称し

て行っていたということを聞きました。また、同じ

く後援会主催の会合に来賓として行って情勢報告を
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していたということを聞きましたけれども、これは

事実ですか。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） 要請に応じてやっており

ます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 要請に応じてやっ

ていたということであります。赤平市の肩書で特定

の後援会に情勢報告するというのは、私は公平中立

の立場とはとても言えないのではないかというふう

に思います。市職員には、厳しい通達が出ておりま

す。通達を出しておきながら、みずからはこういう

ことをしているというのは全く理解ができません。

これでは、市職員の意識改革など到底できるわけが

ないですし、みずからをしっかり律していただきた

いというふうに重ねて指摘をしたいと思います。今

後は、十分公平中立の立場をわきまえて行動を行っ

ていただきたいというふうに要望を申し上げます。 

 次の質問に移ります。件名の２、個人情報につい

てです。項目の１、自衛官募集に関する対応につい

て、要旨の１です。安倍首相が２月10日の自民党大

会総裁挨拶で、自衛官募集に関して自治体の６割以

上が協力を拒否していると発言したことから、国会

でも取り上げられ、首相発言に地方反発という見出

しで２月17日の北海道新聞などでも報じられていま

す。実際は、いずれの対応もしていない自治体とい

うのは全体の10％、抽出せず閲覧を認めているのは

20％、該当者を抽出した名簿の閲覧を認めているの

は34％、名簿の提出を行っているのは36％となって

いると報じられています。つまり実に９割の自治体

が何らかの協力をしているということが明らかにな

ったわけです。そこで、まず赤平市では昨年この中

のいずれの対応をしていたのかお伺いをします。 

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） 自衛官募集に関す

る対応につきましてお答えを申し上げます。 

 自衛隊法第97条第１項及び自衛隊法施行令第120

条の趣旨を踏まえ、閲覧により得た事項については

個人情報保護等の関連法規を遵守し、目的以外の使

用はしないこと、使用後は速やかに破棄すること等

を付記いたしまして、本年度も住民基本台帳の一部

の写しの閲覧の請求がございましたが、住民基本台

帳法第11条には国または地方公共団体の機関の請求

による住民基本台帳の一部の写しの閲覧について規

定されており、この規定に基づきまして請求対象者

の氏名、住所、生年月日及び性別の４情報を抽出い

たしまして閲覧を認めてきているものでございまし

て、名簿の提出には至っているものではございませ

ん。 

 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） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 一部の写しの閲覧

を認めたと、名簿提供はしていないということです。

先ほど述べた抽出した名簿の閲覧という部分に該当

すると思うのですけれども、その一部の写しという

ものが実際は名簿と同じものになると思います。そ

のまま渡せば名簿の提出になると思います。 

 答弁にありましたけれども、自衛隊法97条は市町

村が募集に関する事務の一部を行うというもので、

同法施行令の120条は市町村に資料の提出を求める

ことができるというふうになっています。どちらも

自治体が名簿提出に応じる義務があるというふうに

は言えないと思います。むしろ個人情報やプライバ

シー権を保護する観点から、本人の同意なしの情報

提供に応じないということが当然だと思います。確

認しますが、抽出して閲覧を認めているということ

でした。わざわざ抽出している理由は何ですか。 

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） ご質問の抽出の理

由でございますが、閲覧の請求に当たっては対象者

の年齢等範囲がわかってございますので、先ほど申

し上げましたとおり請求対象者の氏名、住所、生年

月日及び性別の４情報といたしまして、対象者に限

定した閲覧とするべく抽出いたしまして閲覧用の名

簿を作成し、対応させていただいているものでござ
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います。よろしくご理解をいただきたく存じます。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 関係のない情報を

出さないためということなのだろうというふうに思

います。まさに個人情報保護の観点からそうなるの

かなと。基本的には、同意がない情報提供はしない

という原則に立って対応していただきたいと思いま

すが、現実としてはその自衛隊法の解釈のはざまで

今の答弁のような対応をしているということです。

つまり赤平市としては協力をしている、しかし安倍

首相が言っている協力ではない状態と。安倍首相は、

憲法９条に自衛隊を書き込めば、協力しない自治体

がなくなるというようなことまで言及されています

けれども、仮にそうなった場合、対応を変えるとい

うことになるのかお伺いします。 

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） 個人情報の取り扱

いについては、個人情報保護の観点から、より慎重

であるべきであり、住民基本台帳法の規定によらず、

むやみに住民基本台帳に記載されている情報を提供

することは違法でありますことから、先ほども申し

上げましたとおり法に基づきお答えさせていただい

ているものでありまして、今後におきましても法に

基づき適切に対応し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〕 明言はなかったで

すが、今後におきましてもと言われましたので、変

わらないのだろうというふうに理解したいと思いま

す。 

 北海道新聞２月15日の社説では、こう書いてあり

ました。タイトルは、「事実ねじ曲げ改憲とは」と

いうことです。以下抜粋ですが、安倍晋三首相が改

憲のために筋の通らぬ理屈をこねている。実際は、

自衛隊に住民基本台帳の閲覧を認めるなど、全国の

市区町村約９割が何らかの情報提供を行っているに

もかかわらず、６割以上の自治体が名簿提供をして

いないことを盾に誤りを認めようとせず、協力拒否

と言い募る。事実をねじ曲げて改憲に結びつけると

は、ご都合主義もきわまった感がある。なりふり構

わず憲法を変えようとしていると批判されても仕方

あるまい、こういう記事です。全くそのとおりだと

思います。こういうことにそんたくなどをせず、個

人情報の取り扱いについては、ぜひ適切に行ってい

っていただきたいということを申し上げたいと思い

ます。 

 次の質問に移ります。個人情報についての項目の

２、要支援者台帳についてです。要旨の１です。先

月、２月21日午後９時22分ごろ、胆振地方中東部で

震度６弱の地震が起こりました。赤平市は震度２で

したが、揺れの直前に防災警報が鳴り響き、昨年９

月６日未明の胆振東部地震、ブラックアウトを思い

出し、不安になった方も多かったのではないでしょ

うか。災害時に自力で避難することが困難な方、い

わゆる防災弱者について災害時の避難行動要支援者

台帳があり、これについては昨年も数回、一般質問

等で取り上げられています。現在どのような状況に

なっているのか。 

 昨年６月議会では、防災弱者対策について、町内

会への避難行動要支援者名簿提供を始めたと答弁が

あり、12月議会では町内会に名簿配付の説明をした

が、配付には至っていないという答弁がありました。

名簿提供の際に同意をとっていれば、災害時に支援

に当たる団体等に事前に提供できることとなってお

りますが、提供を始めたが、配付に至っていない、

この状況はどういうことでしょうか。また、配付し

ていない場合ですけれども、例えば民生委員の方や

町内会という団体が閲覧できるものなのかどうかお

伺いします。 

〇議長（北市勲君） 総務課長。 

〇総務課長（熊谷敦君） 要支援者台帳についてお

答えをさせていただきます。 

 避難行動要支援者名簿の提供の状況でございます

が、昨年６月の議会におきまして避難行動要支援者

名簿の提供について、各町内会長へ同意の案内を送

付させていただいており、そのことが防災弱者対策
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の第一歩として町内会等への避難行動要支援者の名

簿の提供を始めたところですとお答えをしたところ

であります。 

 その後の経過といたしましては、赤歌警察署や赤

平消防本部へは名簿を提供しておりますが、町内会

等へは前定例会でお答えしたとおり、残念ながら守

秘義務や名簿保管についての取り決めなど取り扱い

が厳格であることなどから配付までに至っていない

のが現状でございます。 

 ご質問の名簿の閲覧につきましては、災害対策基

本法では名簿の提供が前提であり、内閣府発行の避

難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指

針においても提供をした名簿に対する守秘義務や管

理方法、名簿取扱者の限定など名簿提供を前提とし

た内容の指針となっております。そのようなことか

ら、個人情報保護の観点からも窓口で閲覧させるべ

き名簿ではないと考えておりますので、名簿の提供

を受ける手続を踏んでいただき、名簿のご確認をい

ただきたいと思っております。名簿の提供につきま

しては、今後も災害対策基本法に基づいた中でどの

ような取り扱いができるか検討し、町内会等へ引き

続き名簿提供の趣旨をご説明の上、ご理解いただけ

るよう努めてまいりますので、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） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 町内会へは配付し

ていないというところは、その他の団体、警察や消

防などには提供していると。ただ、町内会へは守秘

義務や名簿保管などで合意ができていなかったとい

うことで配付に至っていないという内容でした。 

 災害時に警察、消防、自衛隊、市職員よりも近く

にいるのがやはり町内会の方々や民生委員の方々に

なると思います。そういった意味では、引き続き説

明をして理解を得るよう努めていくということでし

たので、しっかりと行っていただきたいというふう

に思います。町内会さんのご理解もぜひいただきた

いなというふうに思います。 

 閲覧に関しては、当然個人情報保護の観点から今

答弁にあったような対応になると思います。それが

正しいというふうに思います。民生委員の方々は、

福祉台帳で確認されていることもあります。だから

こそ残る町内会の方々とは、市民の生命、身体、災

害から保護するためにも協議を進めていただきたい

ということを重ねてお願いしたいというふうに思い

ます。 

 次の質問に移ります。件名の３です。人口減少対

策について、項目の１、総合戦略についてです。要

旨の１です。昨年12月26日の行政常任委員会に総合

戦略の効果検証会議の報告がありました。効果が出

ているもの、出ていないもの、いろいろありまして、

引き続き努力していくというのが大まかな内容だっ

たということです。各施策の達成度、進捗状況、改

善点などが資料提出され、それをもとに各施策効果

が出ているとか全く進んでいないといった検証があ

った報告です。総合的な評価というものがされてい

ないのです、この中には。行政としては、この報告

を受けて総合的にどう判断しているのかということ

をお伺いしたいというふうに思います。 

 ちなみに、2015年３月末日現在の人口は１万1,270

人で6,297世帯でありました。ホームページで確認し

たところ、2019年２月末現在、人口は１万139人、世

帯数は5,860世帯となっています。総合戦略は効果を

発揮しているのかどうか、考えをお伺いします。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） 総合戦略についてお答え

させていただきますが、ご承知のとおり本市の総合

戦略は平成28年１月に策定されました。４つの基本

目標、59の施策から成るものでありますけれども、

一部スタートが切れていない施策もございますが、

大きく産業、子供、高齢者、まちづくりについて推

進、支援してまいりました。 

 そこで、ご質問のございます総合戦略を総合的に

どう判断しているのか、効果を発揮したのかという

ことでございますが、総合的に判断すると一定の効

果は発揮したというふうに考えております。本市の

総合戦略は、仕事という部分を前面に出して、優良
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企業のＰＲや学生インターンシップ、起業支援など

地元産業の雇用確保と振興に取り組んでまいりまし

た。また、若者が安心して子供を生み育てられる地

域づくりという部分では子供の医療費無料化の拡

充、高校通学費等の助成を初め、持ち家住宅に関す

る各種助成事業や民間賃貸住宅の建設、リフォーム

助成、特に民間賃貸住宅家賃助成につきましてはこ

れまで68世帯95名の方が転入され、全ての方がこの

制度を目的で転入されたということではないかもし

れませんけれども、転入後に７名の方がご出産され

るなど転入促進、転出抑制に効果があったのではな

いかというふうに考えております。 

 しかしながら、国が示す地方創生の本質、最終目

標は人口減少の歯どめと東京一極集中の是正でござ

いまして、人口減少の歯どめという点につきまして

は議員のおっしゃるとおり残念ながら本市の人口は

減少傾向に変わりはなく、歯どめはかかっていない

ということは事実でもございます。そこを評価判断

の基準とした場合は、効果がなかったのではないか

と問われると非常に心苦しい状況ではございますけ

れども、いずれにいたしましても平成31年度は総合

戦略の最終年度でありますので、またその先には、

国はまだ具体的には示しておりませんけれども、第

２期の総合戦略策定推進という状況になると思われ

ますので、今後におきましても赤平市の地方創生総

合戦略の推進に向け、努力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〕 一定の効果はあっ

たけれども、人口減少に歯どめはかかっていないと

いう内容です。あえて人口を示して質問をしている

のは、何も1,100人余りも減ったことに対して責任は

どうなのだというようなことを言っているわけでは

ありません。効果の出たものもあったし、チャレン

ジしてきたということは理解をしています。 

 しかし、総合戦略と同時に人口ビジョンが示され

ましたが、移動なし、つまり社会増減を加味しない

ケースに目標を設定して行ってまいりました。実際

は、社人研の推計のものであったり、移動あり、社

会増減を加味するケースであったり、そういったも

ののグラフと同じような推移に今なってきてしまっ

ているのです。といいますのは、社会減に思ったほ

ど効果が出なかったのか、あるいは社会減には一定

の歯どめをかけられたけれども、自然減が予想以上

に大きくなっていったとか、具体的には子育て、働

く世代の施策、かなり効果があった、市長の答弁に

もありましたけれども、働く世代への施策の効果と

いうのがあったのだけれども、高齢者施策が足りな

かったとか、総合的にそういったところを分析をし

ておかないと次の施策につながっていかないのでは

ないかというふうに思います。そういう分析のほう

はされているのかということをお伺いしたいと思い

ます。 

〇議長（北市勲君） 副市長。 

〇副市長（伊藤嘉悦君） どのように分析している

かということで、当然この総合戦略の際には人口ビ

ジョンということで策定をさせていただいています

ので、その人口ビジョンの中身についてだというふ

うにご理解させていただきますが、本市の人口ビジ

ョンにつきましては総合戦略策定と同時に策定した

ものでございますけれども、人口ビジョン策定当時、

国立社会保障・人口問題研究所、いわゆる社人研か

ら全国の市町村の将来人口推計が公表されました。

あくまでも当時の推計ですが、赤平市においては

2040年5,299人、2060年が2,762人という結果であり

ました。この人口推計で改めて危機感を感じたとい

うことでございます。何とか総合戦略を中心とした

各種施策を展開し、人口減少傾向を改善、緩和し、

よい意味で社人研の推計値を裏切りたいという思い

で人口ビジョン、将来目標人口を掲げたという経過

がございます。 

 その際、議員のお話にもあったとおり、幾つかの

パターンを想定した中で社人研の推計値から一番改

善、緩和傾向にあるケース４、2040年7,830人、2060

年6,075人という高い目標を選択したわけでござい

ますけれども、結果として人口ビジョンの目標人口
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と実際の人口に乖離の溝が大きくなってきていると

いうのはご指摘されるとおりでございます。人口ビ

ジョンでは、2050年までに１万人をキープするとい

う計画でございましたけれども、前段の質問にもあ

りましたとおり本年２月末現在で１万139人、これま

での減少傾向を考えますと、今年中に１万人を割っ

てしまうのではないかという懸念をしているところ

でもございます。 

 本市のここ数年間の人口動態を見ますと、転出転

入の社会増減については平成25年、26年、27年と毎

年150人程度減少しておりましたが、総合戦略策定後

の28年はマイナスの77人、29年はマイナスの82人と

若干ではございますけれども、社会増減に効果があ

ったのではないかというふうに考えています。また、

出生、死亡の自然増減につきましては、毎年多少ば

らつきはございますけれども、出生数は50人以下、

これに対しまして死亡は毎年200人以上というふう

に推移をしておりまして、平成29年に至っては出生

30人に対し死亡254人でマイナスの224人と、ここ数

年で一番大きな減少となっております。 

 以上のことから、非常に難しい課題ではございま

すが、自然増減においていかに減少率を緩和させる

か、何らかの策を講じる必要があるのではないかと

いうふうに考えられます。いずれにいたしましても、

先ほど申し上げましたけれども、今後策定を予定し

ております第２期の総合戦略において、さまざまな

課題について研究し、反映させていきますとともに、

人口ビジョンにおいても見直しをしていかなければ

ならないというふうに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〕 社会減に対しては

約半数の効果があったと。しかし、自然減について

は出生数の伸び悩み、亡くなられる方が多かったと

いうことであります。今後の課題になるのだろうと

いうふうに思います。働く世代の方々への施策は進

みましたが、明らかに高齢者対策というものが総合

戦略の中でも進んでいなかった。亡くなられるとい

うこととの因果関係はないかもしれませんけれど

も、高齢者対策が弱かったというのは１つの原因に

もなるのかなというふうに思います。 

 いずれにしましても、今副市長答弁されましたが、

企画課ではしっかりそういった分析がされていたと

いうことがわかりました。問題意識を持って分析を

して、次の課題に向けて担当課ではしっかり取り組

まれていたのだろうというふうには思います。人口

ビジョンとの乖離というのは、確かにすごく大きな

問題ではありますが、引き続きさらなる施策の改善

に当た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。総合戦略についての要旨の

２です。私は、総合戦略について企業連携が大切だ

ということを指摘してまいりました。先ほど述べた

効果検証会議の話の中でも、効果検証会議の中でも

同様の意見が出されていたというふうに認識をして

おります。それゆえ地元企業の従業員の動向調査を

して総合戦略に反映するよう繰り返し求めてまいり

ました。昨年やっと商工労政観光課から雇用状況調

査を行い、効果検証に生かしていくとの答弁があり

ました。12月の行政常任委員会で、その効果検証報

告の際に企画課からは基本目標に関して新規雇用者

数が目標を達成していると、そのデータの中から答

弁がありました。改めてですけれども、商工労政観

光課に調査結果から新規採用、離職者、市内居住従

業員割合、転入出状況、それぞれどういうふうにな

っているのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（林伸樹君） 雇用状況調査を

行った結果についてということでございますが、平

成30年９月に赤平市労働基本調査を実施いたしまし

て、雇用状況につきましては新規採用者、離職者の

数だけではなく、採用後、また離職時の居住地につ

きましても調査に加え、さらに調査項目に転入出状

況として１年間での新規採用者を含めた赤平への転

入者、市外への転出者、また離職を機に市外に転出

した者の調査項目を設け、転入出の状況把握を努め

たところでございます。 
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 調査の結果といたしましては、全て正規従業員で

の報告ということになりますが、新規採用者数は152

名でございました。一方、離職者数につきましては

138人となっておりましたが、差し引きでは14人の増

となっております。 

 次に、市内居住の従業員割合につきましては、全

体で1,958人中930人が市内居住となっておりますの

で、割合につきましては47.5％となり、市外からの

通勤者のほうが上回っている状況となっておりまし

た。 

 次に、転入出状況ですが、新規採用者も含めて市

外から赤平市に移り住んだ方が30名でありまして、

逆に赤平市から市外に転出をした方が13名というこ

とになっておりまして17名上回っている状況であり

ましたが、さらに会社を退職したときに市外に転出

をされた方というのも12名いましたことから、トー

タルの差し引きでは５名転入が上回っている状況で

ございました。少ない人数ではありますが、赤平市

での人口減少が進む中、各企業での転入出は５人増

となっておりますので、各施策の効果があらわれて

いると判断しているところでありますので、ご理解

いただければと思います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 調査時、昨年９月

時点で市内居住割合は47.5％と、しかし新採用、離

職では14人ふえていると、その他移住に関していう

と５名がふえたということでした。 

 ここは、もう少し質問したいのですけれども、総

合戦略は仕事がある強みから、しごと・ひと・まち

にしました。企業振興促進条例を改正をし、インタ

ーンシップや合同説明会を開催した、市内へ就職す

る人のための奨学金の返還を免除した、民間賃貸住

宅家賃助成事業を社宅まで拡充をした、いろいろや

ってきました。もう少し効果が出てほしいなと、出

てもいいのではないかなというふうに私は思いま

す。 

 昨年３月議会で一般質問のとき、企業の安定操業

というのは市外からの通勤でもできると、それでは

逆に赤平市を守ることはできないと、いかに住んで

もらうかということを指摘させていただきました。

市長も企業といろいろ話しながらやっていくという

答弁がありました。これだけ施策を行って、先ほど

の市内居住割合を聞くと、企業との連携、協力要請

という面でまだまだ足りなかったという認識はない

か市長にお聞きします。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） 当市におきましては、石炭

産業の衰退に伴いまして企業誘致を進めてきた結

果、物づくり企業を中心とした優良企業が多く進出

いたしまして、地元企業としてしっかりとこの地に

根づき、安定した操業を守っていくことが雇用の場

の確保と地域経済の発展に寄与することから、さま

ざまな施策を実施いたしまして就労のきっかけを図

り、移住定住にも努めているところであります。 

 新規雇用者数は152人と基本目標は達成している

状況でございます。また、赤平市での人口減少が進

む中、各企業での転入出は５名増と、少ない人数で

はございますけれども、多少なりとも効果は出てい

るというふうに思ってございます。私自身も常日ご

ろから市内の企業には連携、協力要請を行っている

ところでございまして、社宅を建てられた企業もあ

ったところであります。決して協力要請が足りなか

ったという認識ではございませんが、引き続き企業

との連携、協力要請が必要と考えておりますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（北市勲君） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 安定した雇用の確

保ということと企業に対する協力要請は足りなかっ

たとは思わないということです。いろいろやらずし

て企業に協力要請というのは、やっぱりできないの

だろうというふうに思いますが、これだけいろいろ

な施策を講じて、できるだけ住んでいただきたいと

いうことで進めてきた施策なので、もう少しやっぱ

り協力していただいて住んでいただく、赤平に住ん

でいただくというところを重要視して協力をしてい

っていただくということが大事なのかなというふう
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に思います。 

 子育て施策に関しても企業の連携というのがある

と思うのですけれども、私は菊島市政のこの４年間

で市長のオリジナルと言うべきものは大きく３つだ

というふうに思っているのです。立坑の無償譲渡と

ガイダンス建設と、そして子育て支援条例、家族の

日もつくったということだと思っているのです。そ

れで、家族の日については、私は４年前の市長の公

約でもあったのではないかというふうに思っている

のですけれども、いずれにしても総合計画や総合戦

略というものはレールが敷かれていて行っていく

と。小学校の市内１校というものも公約だったと思

いますけれども、人口減少対策ではなくて、これは

人口減少対応策だということを私は指摘しているの

です。戦略の中の施策についても市民からの提案も

あれば、議会からの提案もあった中で、戦略会議で

取りまとめて出されたものであります。 

 12月の総合戦略の検証会議において、この子育て

支援条例、家族の日に対して非常に厳しい意見が出

されておりました。条例制定したのは理解するが、

市民に理解されていない、理念条例であって具体的

な取り組みと条文化されていないため、住民も企業

もどのように対応していいかわからないということ

です。第３日曜日、家族の日ということであるが、

市民に知られていない、なかなか厳しい意見が戦略

会議から出されています。市長は、この企業に対し

て協力要請は決して足りないものではないというこ

とをおっしゃっていましたが、企業がこういうこと

がわからないよと言っている、そういう意見が策定

を求めていた戦略会議から出されているということ

に関して何かお気持ち、お考えはありますか。 

〇議長（北市勲君） 市長。 

〇市長（菊島好孝君） もしそういうことでござい

ましたら、企業連携をこれからいろいろ連携をとっ

ていくことを協力要請しながら、そういったことも

含めて理解をしていただくように説明をしながら上

がり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〕 この委員会の報告

はあったと思うのですけれども、私はやっぱり企業

との連携で少なからず前進する施策というのが総合

戦略の中にはかなりあったのではないのかなという

ふうに思っております。民間出身の市長ということ

で、だからこそ企業との連携、協力というところに

は手腕に期待をしておりました。ご本人は足りなく

はなかったけれども、そういうことであれば頑張る

ということでありましたけれども、ちょっと残念な

答弁だなと言わざるを得ません。今後も総合戦略、

いろいろな改善をして企業と一体となって進めてい

っていただきたいということを申し上げたいという

ふうに思います。 

 次の質問です。件名の４、地域医療について、項

目の１、国民健康保険についてお伺いします。要旨

の１です。日本共産党は、昨年11月に国保政策を発

表しました。高過ぎる国保料（税）の大幅な引き下

げを提起したこの政策には、国保に加入する高齢者、

自営業者、医療、福祉団体、商工団体、自治体関係

者などから注目と歓迎の声が寄せられております。

内容は、2014年に全国知事会が要望しました公費１

兆円の投入、協会けんぽ並みの負担率を求めるとい

うものに賛同し、その財源と投入方法を示すことや

人頭税と同じような均等割、平等割を廃止すること

などとなっております。 

 また、この国保政策は自治体独自の防波堤として

の役割にも問いかけをしております。私は、昨年９

月議会で均等割の減免を提案しました。そのときに

は、国保運営協議会で協議していくという答弁があ

りました。先日、国保運営協議会が開かれたと思い

ますが、2019年度の税率及び都道府県化による今後

の方向性についてお伺いしたいと思います。 

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） 来年度の税率及び

都道府県化による今後の方向性につきましてお答え

申し上げます。 

 赤平市国保の１人当たりの医療費の推移は、北海

道平均と比較して非常に高い水準にありますが、１
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人当たりの所得水準は低いことから、結果的に当市

の医療費を１人当たりの医療費が低い他市町村が負

担する状況にあります。しかしながら、いきなり標

準税率に合わせることは加入者負担を伴いますので

困難でございまして、またお話のありましたとおり

医療保険間の格差があることから、全国知事会にお

いては協会けんぽの保険料並みに引き下げることに

ついて要望している現状から、基金を活用し、市独

自の軽減策を講じて低所得者層等に配慮をし、段階

的に標準税率に近づけることができないか、国保運

営協議会で説明させていただいたところでございま

して、さらに次回の運営協議会でさきの議会でご質

問のありました多子世帯への負担軽減の取り組みに

つきましては子育て支援にもつながりますことか

ら、このことも含めまして新年度の税率等、具体的

にご協議をいただくこととし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） 木村議員。 

〇１番（木村恵君） 〔登壇〕 国民健康保険制度

というのは、国民の４人に１人が加入し、国民皆保

険の医療制度の重要な柱になっています。国民健康

保険税の滞納世帯が全加入者の15％を超えるなど重

い負担に苦しんでいるという現実があります。国庫

負担の増額は、早期にぜひ実現してほしいと思いま

すが、それを待たずして子育て支援に逆行すると独

自に減免する自治体が広がっております。一般会計

の繰り入れには、国保加入者以外が支えることにな

るとの異論もあり、政策的な判断となることから、

この時期ですので質問はしませんけれども、均等割

の減免については同じように政策的な判断とは言っ

ても先日の運営協議会で協議されていないというこ

とでありますので、９月に協議すると答弁をいただ

いていることから、ぜひ必ず次の運営協議会では協

議のほうはしていただきたいというふうに重ねてお

願いをします。 

 以上で私の質問を全て終わります。 

〇議長（北市勲君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時４６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。 

 質問順序４、１、子育て支援について、議席番号

７番、伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 通告に基づき質

問いたしますので、答弁のほどをよろしくお願いい

たします。 

 件名１、子育て支援について、項目１、保育所の

新年度入所希望者の受け入れ状況についてでありま

す。社会的に問題視されるようになって久しい待機

児童問題ですが、各自治体でもさまざまな取り組み

を行い、全国的には減少しているとはいえ、いまだ

に多くの待機児童がいるのが現状です。保育所に子

供を入所させられない保護者からは、職場復帰がで

きない、仕事をしたくてもできないとの声が上がっ

ている状況です。 

 当市においては、平成29年度には104名の児童を受

け入れましたが、途中入所希望者には対応ができず、

２名の待機児童が発生しました。また、平成30年度

においても106名の児童を受け入れ、年度途中に入所

希望がありましたが、受け入れることができず、４

名の待機児童が発生しました。さらには、一時預か

り保育の希望に対しては保護者のニーズに応えられ

ない状況でもありました。若葉保育所については、

土曜日の休所という事態までになりました。 

 そこで、新年度の入所希望者の人数はもう把握さ

れていると思いますが、何名の入所希望があり、年

齢要件や加配なども含めた受け入れ状況については

どのようになっているのか、また年度途中で入所希

望があった場合、対応できるのかどうかをお伺いい

たします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 保育所の新年度入

所希望者の受け入れ状況はどうなっているのか、ま
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た年度途中での入所希望には対応できるのかについ

て答弁させていただきます。 

 本年４月からの保育所の入所につきましては、昨

年の広報あかびら11月号及び市ホームページで、ま

た現在入所されている児童に関しましては保育所を

通じ、ご案内させていただいているところでありま

す。 

 年度当初の保育所の入所希望につきましては、文

京保育所が78名、若葉保育所が29名で合計107名とな

っており、前年度は文京保育所81名、若葉保育所25

名、合計106名となっており、合計で１名の増となっ

ているところでございます。 

 また、年齢別の入所希望につきましては、ゼロ歳

児が５名、１歳児が９名、２歳児が30名、３歳児が

16名、４歳児が20名、５歳児が27名となり、２歳児

の入所希望が非常に多い状況となっており、保育に

特別な配慮が必要な児童に対する保育士の加配につ

きましては文京、若葉保育所それぞれ１名の保育士

を配置する予定としており、現在のところ年度当初

の待機児童の発生はないと考えております。 

 年度途中での入所の対応につきましては、３歳以

上児の入所は保育士配置基準に照らし、受け入れ予

定としており、３歳未満児につきましては現在年度

途中での入所を希望し、申請している児童につきま

しては受け入れ予定としており、今後申請される年

度途中での入所についても可能な限り受け入れる考

えでおります。 

 また、本年10月より幼児教育の無償化が実施され

る予定となっておりますことから、年度当初からハ

ローワークへ保育士の求人をするとともに、広報あ

かびら、市ホームページへの掲載や近隣保育士養成

校への照会などをし、保育士確保に努めてまいりま

すので、ご理解いただきますようよろしくお願い申

し上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で、現在のところ年度当初の待機児童の発生はない

と考えているとのことでありました。そのことにつ

いてはわかりましたが、その後の答弁で年度途中の

入所の対応につきましては可能な限り受け入れる考

えでおりますが、ハローワークに求人をするととも

に、広報あかびら、市ホームページへの掲載や近隣

保育士養成校への照会などをし、保育士確保に努め

てまいりますので、ご理解をいただきますようよろ

しくお願い申し上げますとのことではありますが、

私がお聞きしているのは今の状況で年度途中の入所

があった場合、何人、人数ですね。何人受け入れで

きるのかをちょっと聞きたかったということで、求

人状況をちょっと聞いているということではありま

せん。昨年度106名の受け入れをし、その後保育士が

10月に採用になり、４名いたゼロ歳児の待機児童が

解消され、トータルで110名の児童数になりました。

今回の入所希望者は107名ということですので、途中

入所希望があった場合、何名受け入れが可能かをお

聞きしますので、再度答弁のほどをよろしくお願い

いたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 途中入所希望があ

った場合、何名まで受け入れが可能かとのご質問で

すが、現在年度途中の入所を希望し、申請している

児童につきましては６名おりまして、これは受け入

れ予定としているところであります。また、今後申

請される年度途中での入所については、３歳以上児

は保育士配置基準に照らし、入所できる見込みなの

ですが、３歳未満児につきましては、こちらは可能

な限り受け入れる考えでおりますので、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） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で、新年度の受け入れに関しては今のところ待機児

童が発生しないと、また年度途中で入所希望があっ

ても受け入れできるとのことでありますので、特に

３歳未満児に関して可能な限り受け入れるとの答弁

をいただきましたので、待機児童が発生しないよう

取り組みを進める決意として理解いたしました。 

 続きまして、次の質問へ移らせていただきます。
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項目２、保育士の勤務体制についてです。昨年９月、

私の保育所の現状についての質問に対し、保育士確

保のめどが立ち、待機児童は解消される見込みとな

り、通常保育における保育士の確保は充足されてい

る状況となっているが、延長保育、一時保育につい

ては通常保育に支障のない範囲で保育士の勤務体制

をやりくりしながら実施する方向で協議していると

の答弁でした。昨年10月に保育士２名が採用になり、

４名いた待機児童は解消され、一時保育も再開され

ております。若葉保育所におきましては、土曜日の

休所をやめて12月より保育を再開していますが、こ

のような状況で現在保育士の勤務時間は超過してい

ないのかお伺いをいたします。 

〇議長（北市勲君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（野呂道洋君） 保育士の勤務時間

は現在超過していないかについて答弁させていただ

きます。 

 保育所の勤務時間につきましては、職員の勤務時

間及び休暇に関する条例により１日当たり休憩時間

を除き７時間45分、１週間当たり38時間45分と定め

られておりますが、１日当たり３時間、１カ月当た

り45時間、１年間で360時間を限度とし、滝川労働基

準監督署に時間外労働に関する協定届を提出し、そ

の限度内で必要最小限の時間外勤務を命じ、保育士

の健康に配慮しつつ労働時間の管理を行っていると

ころでございます。市といたしましても極力保育士

に時間外勤務を命じないよう配慮するとともに、勤

務時間の途中に事務時間を確保するなど工夫してお

りますが、引き続き労働時間縮減に向け研究してま

いりますので、ご理解いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

〇議長（北市勲君） 伊藤議員。 

〇７番（伊藤新一君） 〔登壇〕 ただいま答弁い

ただきましたけれども、勤務時間外労働に関する協

定届を提出し、その限度内で必要最小限の時間外勤

務を命じ、保育士の健康に配慮しつつ労働時間の管

理を行っているとのことですけれども、現場の実態

をお聞きしたところ、一部では仕事を持ち帰って自

宅で作業をしているとの話もちょっと聞きました。

残業、時間外勤務縮減に向けて努力されているとの

ことですが、このような実態もあることから、保育

の安心、安全の確保と保育士の健康面を考えたとき

に時間外勤務が常態化しないよう勤務時間内での保

育が重要ではないかと思います。 

 最後になりますが、この４年間、保育士不足によ

る待機児童問題や保育士の処遇問題については私以

外の同僚議員からも何回も質問がありました。その

解決策として、市長公約であった認定こども園につ

いても昨年の12月までに方向性を示すとおっしゃっ

ていたはずですが、それを示すこともできず、いま

だに進展がありません。スピーディーをモットーと

する市長の任期ももう少しで終わります。この認定

こども園の建設については、保育士問題について、

あるいは待機児童問題についての質問の中で認定こ

ども園建設について触れておりましたので、ずっと

検討だけで終わってしまったということで、このこ

とを強く申し上げ、私の質問を終わらせていただき

ます。 

〇議長（北市勲君） これをもって、一般質問を終

了いたします。 

                       

〇議長（北市勲君） お諮りいたします。 

 委員会審査及び議案調査日のため、あす12日から

19日までの８日間休会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、あす12日から19日までの８日間休会する

ことに決しました。 

                       

〇議長（北市勲君） この際、ご報告いたします。 

 さきに設置されました予算審査特別委員会の正副

委員長が決定いたしました。 

 委員長に竹村議員、副委員長に御家瀬議員が選任

されましたので、ご報告いたします。 
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〇議長（北市勲君） お知らせいたします。 

 今期定例会最終日の予定であります３月20日の本

会議は、午後１時より会議を開きます。 

                       

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。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 １時１４分 散 会） 
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