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日から
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可 決

① 地方創生に係る新型交付金等の財源確保を求める意見書
② 憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回と
関連法「改正」反対を求める意見書
③ 地方財政の充実・強化を求める意見書
④ 子ども医療費無料化の制度化と国庫負担削減の廃止を求める意見書
⑤ 地方創生に関する要望意見書

て / まち・ひと・しごと創生総合戦略について/愛真ホーム移譲に関する経過報告
について / 統合中学校に係る経過報告について
7/23 第2回臨時会
(名誉市民の同意 高尾 弘明氏）

【８月】
8/10 議会改革検討協議会
8/25 行政常任委員会
・ＪＲ赤平駅の無人化について / まち・ひと・しごと創生総合戦略について / マイ
ナンバー（社会保障・税番号)制度について/ ＡＫＡＢＩＲＡベースの状況について

【９月】
9/ 4
9/ 9
9/ 9
9/ 9
9/11
9/11

議会運営委員会
第3回定例会 (～18日)
決算審査特別委員会 （委員長 獅畑 輝明 副委員長 向井 義擴）
議会運営委員会
議会運営委員会
行政常任委員会
・赤平市個人情報保護条例の一部改正について / 赤平市職員の再任用に関する条例及
び赤平市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例・赤平市手
数料徴収条例の一部改正について / 赤平市国民健康保険事業財政調整基金条例の
制定について / 旧大町コミュニティセンターの活用について / 車庫物置等全棟調
査について
9/14 決算審査特別委員会（～17日）
・平成26年度赤平市一般会計決算認定 / 平成26年度赤平市国民健康保険・後期高齢者
医療・土地造成事業・下水道事業・霊園・用地取得・介護サービス事業・介護保険
各特別会計決算認定 / 平成26年度赤平市水道・病院各事業会計決算認定

編集後記

日までの日程で開催

年度各会計の決算認定、補正予算など議案
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され、平成

公平委員に

選 任 されました。

井上 廣 氏
宮川 徹 氏
小林 貢 氏

◎意見書５件
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年

名の議員が次

赤い羽根チャリティーで議員合唱団の歌声発表（8月30日）

件を原案どおり可決・認定。平成

日間にわたり、

7

件、意見書案

日の

2

度決算に基づく赤平市健全化判断比率、資金不足比率等

日・

10

の報告 件を報告済とし、閉会しました。

また、

芦別にて（8月7日）

のとおり一般質問を行いました。

道央支部協議会議員研修会
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第３回定例会の主な議題

決算審査特別委員会 （9月14日～17日）

7/23 議会運営委員会
7/23 行政常任委員会
・あかびら市立病院の経理状況(4・5・6月分)について / ＪＲ赤平駅の無人化につい

夏が過ぎ、朝晩と寒くなってきましたね ！ 収穫の秋、地元で採れた食材を楽しめる季
節ですので、体に栄養をたっぷり取り入れて、風邪などひかないようにしてくださいね ！
今回の定例会で３名の新議員が一般質問を行いました。また、決算審査特別委員
会では各会派からの総括質問が行われ、まちづくりに向け、取り組むべき課題などが見
えてきた時間でありました。 これからも市民の皆さまのご意見をお寄せいただきたく、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
※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 TEL32-1858までお願いいたします。
また、赤平市議会のホームページでもご覧いただけます。

心の病が増加傾向にある。職場環
境を改善し、現在実施中の「試し
出勤」等も含めたメンタルヘルス
対策に取り組んでいく。

う「地域包括ケアシステム」の構
築に向け、「生活支援、介護予防
サービスの充実・強化」に取り組
みたい。 地域の自助・公助による
支援も必要。社会福祉協議会とと
もに取り組み、高齢者が活動でき
る場の確保や「地域サロン」の開
催も考える。

植村 真美
【質問】地域の特性を活かしたま
ちづくりについて
①エルム高原近くで絶滅危惧種の
クマゲラが生息しているという情
報があり、森林に囲まれた自然豊
かな地域の特徴を活かすために、
動植物の生態系調査を実施し、今
後のまちづくりに活かしてはどう
か。
【答弁】クマゲラは「不便な便利
屋」のドラマでもエルム高原近く
で目撃され、以前にも生息が確認
されている。動植物の調査は、範
囲や四季等によって費用が変わる

夢現会

若山 武信
竹村 恵一
【質問】人が集まり、住みたくな
るまちづくりについて
①若年層・子育て世代に対する支
援として、平成 年度も様々な事
業を検討しているが他市と比較し
先駆的な対策はあるのか。
【答弁】平成 年度から「中学生
以下の医療費無料化」を実施し、
当時は先駆的だったが高校生まで
拡大する自治体もある。今年度か
らは保育料を ％軽減しているが
将来的には無料化へ向けた検討を
したい。 月末策定予定の総合戦
略に基づき、新たな支援策を新年
度予算に反映させたい。
②高齢者に対する支援について、
今まで行ってきた対策の評価と今
後の独居、高齢者のみ世帯への対
策を伺う。
【答弁】既存の策はできるだけ市
民の要望に答え、利用しやすいも
のにしていきたい。高齢者が住み
慣れた地域で自立生活が営めるよ
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【質問】人口減少対策について、
みらい部会の意見集約を見ると課
題点が多く出されており、人口流
出が待ったなしの状況だという印
象をもった。戦略会議でも同じよ
うな意見がある。市職員や市民の
政策提言、子供アンケートの状況
と今後の活用はどうなるのか。

木村 恵

【質問】旧平岸小学校の現在の状 【答弁】市職員７名１課から 件、 いても、この基準に沿い、平成
況と今後の活用について
市民 名から 件の政策提言があ 年度までには完了するよう作業を
【答弁】平岸地区のイベントなど、 り、子供アンケートは１５２名
・ 進めている。
限られた条件の中で利用いただいて
％の回収率で、今後、総合戦略 ②複式簿記化について
いる状況であるが、地域住民と十分
会議、みらい部会に提示し議論を 【答弁】中・長期的な視点に立っ
協議をし、年内に具体的利用方法を
た自治体経営の強化に活用するも
お願いしていく。
決定し、地域にとって効果的に利用
【質問】ＪＲ赤平駅の無人化につ のであると考えている。しかし、
いただけるよう進めて参りたい。
現在の単式簿記会計の補完であり、
【質問】スプレー缶、ガスボンベ いて、来年３月まで先送りとなっ 予算並びに決算書類が複式簿記に
等の回収時、スプレー缶等に穴を たが新聞報道の中に富良野市長の 変わる訳ではない。
あけているが、火花が散り爆発、 「今後は赤平市・芦別市が独自で ③職員の養成について
火災につながる危険性があるため、 駅の無人化について交渉する」と
の内容があったが、今後の対応は。 【答弁】公会計整備、公会計シス
穴あけ不要にできないか。
テムの理解や精通した職員を育成
【答弁】穴あけが危険である、不 【答弁】協議会や要請の場で発言 していくため、今後も研修機会を
安であるという現状があることか された内容ではなく、協議会でも 設けていきたいと思う。
ら、穴あけ不要にできないかを中 議論された経過はない。ＪＲには 【質問】除雪センターの改築につ
空知衛生施設組合の関係市町と今 詳しい理由を明らかにしてもらい、
市民も行政も理解できる内容か確 いて
後協議をしていく。
認した上で今後の対応を検討して ①移転増改築の計画について
【答弁】早期の建設は難しいもの
いく。
と考えており、適切な車両管理等
について検討していきたいと考え
ている。
②今後の運営について
【答弁】維持管理組合移行に伴う
体制の確保など課題も多く検討を
している。

【質問】子供の「居場所」として
の児童館の役割について
【答弁】児童厚生員は地域の子供
たちの遊びを援助し、日常的に子
供たちを観察しながら、福祉や育
成に関わる人たちをつなぐコーディ
ネーターとして、子供たちが健や
かに育つ環境づくりに尽力してい
る。今後、地域における子育て支
援、家庭教育支援、保育所・幼稚
園、小学校の連携にあたっての総
合相談・調整窓口のための体制強
化を図っていく。
【質問】市職員の健康管理につい
て
①恒常的な超過勤務体制の改善に
ついて
【答弁】長時間勤務削減のため、
事務事業の見直し、適正な職員配
置、部署間での応援体制、場合に
より臨時職員の雇用等、関係部署
と十分協議し是正していく。
②うつ病などへの対応・対策につ
いて
【答弁】仕事や家庭、人間関係等、
様々な精神的ストレスが原因によ
る「うつ病」や「適応障害」など

夢現会
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向井 義擴
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【質問】公会計について
①今後の進め方について
【答弁】統一的な基準による財務
書類を全ての地方公共団体におい
て作成することとされ、当市にお

民主クラブ
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ため、それらも加味した上で検討
していく。また、その後、まちづ
くりや環境対策などが必要かも含
め検討していく。
②ふるさと納税体験型返礼品につ
いては、当市においても、他市と
の差別化を図る意味で、団体と協
議の上、取り入れるべきでは。
【答弁】可能ではあるが、各団体
からの相談がない状況。行政の働
きかけではなく団体や事業者から
の企画、相談があれば導入につい
て前向きに検討する。

伊藤 新一

②持家住宅の建設促進について
【答弁】まち・ひと・しごと創生
総合戦略会議の動向を見ながら検
討していく。

【答弁】民間賃貸住宅の情報を提
供する窓口を設けている。また、
建設促進のための助成制度により
一定の効果はあるが、今後関係先
と意見交換の場を設け、建設促進
に向け積極的に対応していく。

②遠距離通学費助成について
【答弁】子ども・子育て支援計画
やまち・ひと・しごと創生総合戦
略会議の経緯を検証しながら検討
していく。
【質問】移住定住の促進について
①民間賃貸住宅政策の現況と将来
展望について

【質問】子育て支援施策について
①小中学校生徒の教材費助成につ
いて
【答弁】認定基準世帯には一定額
の就学援助をしているほか、クラ
ブ活動等への助成を行い、スキー
や武道での保護者の負担が軽減さ
れるよう努めている。

御家瀬 遵

【質問】幼保連携型認定子ども園
のアンケート調査等の結果、子ど
も園の利用を希望した保護者は少
数であったが、今後どう取り組ん
でいくのか。
【答弁】 認定子ども園については
メリット、デメリット等多様な意
見はあるが、市内全ての子供達に
統一的かつ適正な教育、保育環境
を安定して提供し続けなければな
らない。保護者の意見を聞き、丁
寧に説明していく。

民主クラブ
新政クラブ

11

民主クラブ
日本共産党

