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議長就任にあたりご挨拶申し上げます。
赤平市は大変厳しい財政危機を全市民の協力
により回避することができ、健全財政に戻るこ
とができました。しかし課題は山積しており、
その一つに人口減少問題があります。人口の減
少は地域経済や行政運営等に大きな影響があり、
早急に解決を要する課題であり市民、議会、行
政が一丸となり問題解決に取り組まなければな
りません。
私どもは多くの市民皆様の声に耳を傾け、さ
らなる議会改革を進め、開かれた議会、より信
頼される議会を目指し、議会報告と意見交換会
を継続して市民皆様の負託に応えてまいります。
今年の議員選挙で３名の新人議員が誕生しま
した。これからは新しい体制でスタートし、赤
平市の発展と住民福祉の向上を目指し、安心し
て暮らせるまちづくりに誠心誠意努力してまい
りますので、赤平市議会に対して市民皆様のあ
たたかいご理解とご支援、ご協力をお願い申し
上げます。
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勲

向井 義擴
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第２回 定例 会は 、６ 月 日か ら 日ま で
開催 され、 国民健 康保険 条例 の 一部 改正 や
補正 予算な ど議案 件 、意見 書案６ 件を 原
案可決し閉会しました。
今 定例会 におい ては、 議会 改 革の 一環 と
して 、本会 議での 手話通 訳を 実 施い たし ま
した 。より 多くの 市民の 皆様 に 傍聴 をし て
いた だきた いとの 思いか ら、 主 に市 長の 所
信表 明演説 と教育 長の教 育行 政 執行 方針 演
説を 中心に 、２名 の手話 奉仕 員 のご 協力 を
得て実現することができました。
また、 日・ 日 の２日 間にわ たり ，各
会派 ・諸派を代表し、５名の議員が一般質
問を行いました。
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新しい議場での取り組みとして、手話通訳を実施しました。
手話奉仕員の方々にご協力いただきました。 ありがとうございました。
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暑い日が続いておりますが、小まめな水分補給や十分な睡眠と熱
中症対策はされていますか？ 今年は統一地方選挙があり、６月定
例会において、新しい市長と議員の顔ぶれになり、国と地方創生の
実現を目指し、当市においてもさらなるまちの可能性を見つけ動き
出す時でございます。市民のみなさまからも赤平がさらに元気にな
る提案をお寄せいただき、赤平をみんなで盛り上げていきましょう！
今後とも何卒よろしくお願いいたします。

かわら版編集委員会 植村・五十嵐・向井・木村・御家瀬
全国市議会議長会表彰状伝達式
正副議長 4年以上

若山武信議員

※このかわら版のお問い合わせは、赤平市議会かわら版編集委員会
また、赤平市議会のホームページでもご覧いただけます。

TEL32-1858までお願いいたします。

若山 武信
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【質問】地方総合戦略における人口
減少対策について
①地場産業の活性化と人材育成の重
要性について
【答弁】人材を育てることは企業の
安定と繁栄につながり、産業の振興、
雇用の安定を図り、赤平市の未来を
開くことになるのでしっかりと企業
を支えていく。また、Ｉターンや
ターンだけでなく、外国人労働者の
受け入れについても検討する。都市
圏の労働力確保については企業と共
に方法を検討していく。
②「産み育てる環境づくり」と保育
料の全面無料化について
【答弁】「子育て世代包括支援セン
ター」の早期設置を目指すとともに、
赤平市産業振興企業協議会等を通じ、
仕事と子育ての両立しやすい環境づ
くりの協力を依頼していく。 月よ
り幼稚園の入園料を無料化、保育所
の保育料を ％減額している、「幼
保連携型認定こども園」の早期実現
を図り、保育料無料化に向け検討し
ていきたい。
【質問】高齢化社会における福祉施
策について
【答弁】施設の増設は介護保険料に
影響することからバランスを図りな

がら整備をする必要がある。地域の
自助・互助やボランティアとの連携
も視野に入れた「介護予防・生活支
援協議体」を設置し、平成 年４月
より「介護予防・日常生活支援総合
事業」を開始する予定。障がい者福
祉サービスの充実も図っていく。

獅畑 輝明

【質問】高齢化率 ・ ％の当市に
は、「サービス付き高齢者向け住宅」
が必要であり、建設促進の支援策を
伺う。
【答弁】独居並びに高齢者のみ世帯
が増加している当市において、必要
とされる住宅であることから、民間
事業者による建設を促進するため、
市有地の活用や建設費の助成制度な
どを創設していく。
【質問】手話に関する基本条例の制
定についての考えを伺う。
【答弁】手話は、障がい者基本法に
おいて、言語として位置付けられて
おり、市民が手話を使用して、心豊
かに暮らせる地域社会をつくるため
には、手話に触れる機会を通じて、
市民への理解を深め、手話を学べる
環境をつくっていくことが必要で、
関係機関と協議しながら検討し取り

【答弁】まちのＰＲ動画を作成し、
組んでいく。
全国移住ナビや都市部施設内での待
【質問】中学校統合計画について
統合中学校校舎に、地域交流施設を 合場所や交差点など、多く人が賑わ
う場所で活用するように検討してい
併設してはどうか。
【答弁】学校内に地域交流スペース 、 く。また、市ホームページにおいて
避難スペースを設置することは 地域 も、赤平の四季の写真や子育て支援
に開かれた学校として、当然検討さ 施策なども盛り込んだ移住定住支援
れなければならないと考えており、 サイトを開設する。
できる限り取り入れられるよう、情 【質問】子どもの減少と教育環境の
充実を考えた場合、小中一貫校のあ
報提供しながら協議していく。
り方も考えられると思うが？
【答弁】小中一貫校については教育
政策全般の根本的な見直しが必要。
また、現在既に平成 年度の建設に
向けて新校舎に係る基本設計予算を
提案していることから極めて困難。
今後、小中の連携については総合教
育会議の中で協議していく。

植村 真美

【質問】北海道は海外からの観光客
の受け入れ体制を強化する方向。当
市でも交流人口を増やす観点で、外
国人観光客を呼び込む手段を検討し
てはどうか？
【答弁】広域観光ルートの企画立案
等に取り組み、パンフレット並びに
公共サインを含めた多言語表記や文
字の代わりに視覚的な図で直感的に
伝達を行うピクトグラムの活用方法
についても検討する。
【質問】定住人口を増やす取り組み
で、おためし暮らしを実施している
がパンフレットのＰＲだけでは、期
待が薄いと感じるが。

夢現会

【答弁】介護度３未満の要介護者に
ついては在宅支援体制の充実と、有
料老人ホームやサービス付き高齢者
住宅の整備を検討していく。また現
在のエルムハイツ、愛真ホームにお
ける入所待機者は約 名となってい
る。

【質問】市長の公約とあかびら創生
について
①市長は社会全体で子育て家庭を応
援し、子どもを産み育てやすい環境
づくりを地域が一体となって進めて
いく必要があると表明されているが、
「家族の日」制定に併せ、子育て世

五十嵐 美知
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①農林水産業の輸出促進に向けた施策の拡充を求める意見書
②地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求める意見書
③認知症への取り組みの充実強化に関する意見書
④道教委「新たな高校教育に関する指針」の見直しと地域や子どもの実態に応じた高校
づくりの実現を求める意見書
⑤環太平洋戦略的経済連携協定の交渉状況に関する情報開示を求める意見書
⑥安全保障法制の慎重審議を求める意見書

4
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【質問】少子化対策で出生率の向上 副 市 長 伊藤 嘉悦氏
７(月７日付 )
は不可欠だと思うが、働く世代の方々
が安心して子育てをし、かつ住み続 監査委員 早坂 忠一氏
７(月１日付 )
けてもらえるように高校生以下の医
選任されました。
療費無料化に踏み切ってはどうか。
また、対象を高校生以下に引き上げ
た場合の負担費用はいくらか。
【答弁】平成 年度から中学生以下
の医療費無料化や社会教育・体育施
設の無料化などを実施している。今
年度から保育料の ％軽減や２歳未
満児に対する紙おむつ用ごみ袋の無
料配布など、子育て世帯の経済的負
担軽減を中心に新たな取組みを進め
ている。医療費無料化を高校生以下
訃報のお知らせ
まで引き上げた場合約４００万円の
公費負担が見込まれ、財政収支見通
三期 年、
市長としてご尽力されま
しも踏まえ慎重に検討していく。
した名誉市民 高尾弘明氏がご逝去
【質問】医療介護総合法案によって
されました。
優しいお人柄に接すること
要支援１・２の方が入所介護待機者
から外されたが、「可能な限り在宅
が出来ないと思うと信じられませんが、
で生活ができるよう適切な介護サー
謹んで哀悼の意を表すとともに、心か
ビスの提供に努める」とあるが具対
策は。また現在待機者は何名なのか。 らご冥福をお祈りいたします。
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帯に月一度の連休の考えと働き方の
改善も必要と思うがどのように進め
られるか伺う。
【答弁】毎月第４日曜日を「家族の
日」と定め、自分の家庭や家族のあ
り方、近所の人とのお付き合いのあ
り方など考える機会を増やしていた
だければと考えるが、月一度の連休
については、まず月一度の家族の日
の協力を私自身が企業者と意見交換
を行い、全市的な取り組みの必要性
について説明していく。
②サービス付き高齢者住宅と継続的
なケアを提供する高齢者向けコミュ
ニティ 日
(本版ＣＣＲＣ）は、高齢
者が移り住み、健康時から介護・医
療が必要となるまで継続的なケアと
生活支援サービス等を受けられる生
活共同体のシステムですが、サービ
ス付き高齢者住宅と一体の取り組み
についてどのような考えか伺う。
【答弁】高齢化が急速に進み、高齢
者の一人暮らしや高齢者のみ世帯が
増加している
中で、生活共
同体という継
続的なケアを
提供する高齢
者向けコミュ
ニティの考え
は、非常に重
要な要素であ
り検討してい
きたい。
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