あかびら市議会

か

KA

WA

わ ら
RA

BAN

◎意見書４件

版

①複数税率による軽減税率の導入実現を求める意見書
②マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負担軽減
を求める意見書
③介護報酬の再改定を求める意見書
④ＴＰＰ「合意」内容の徹底した情報公開と検証を求める意見書
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定例会の一般質問の様子（12月10日）

■委員会調査案件
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第４回定例会の主な議題
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第４回定例会は、 月８日から 日までの４
日間の日程で開催され、条例、補正予算など議
案 件、意見書案４件を原案どおり可決し閉会
しました。

また、 ・ 日の２日間で６名の議員が次のと
おり一般質問を行いました。
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『手話言語の環境整備について』

行政常任委員会
委員長

議会の動き
【１０月】
10/14 議会改革検討協議会
10/14 行政常任委員会 /ＪＲ赤平駅の無人化について/赤平市まち・ひと・しごと創生総合戦略について
/旧大町コミュニティセンターの活用について
/統合中学校に係る経過報告について
10/28 議会改革検討協議会
10/28 行政常任委員会 /あかびら市立病院の経理状況(7・8・9月分)について

【１１月】
11/11

行政常任委員会 /赤平市公共建築物における杭工事の現状について
/手話言語の環境整備について
… 石狩市視察 …
11/16 行政常任委員会 /赤平市まち・ひと・しごと創生総合戦略について/学生地域定着推進事業につい
て/平成27年度地方税法改正の概要について/愛真ホーム移譲に関する経過報告に
について/認知症施策の推進について/ＡＫＡＢＩＲＡベースについて
11/19 赤平手話の会との意見交換

【１２月】

竹 村 恵 一

12/ 4 議会運営委員会
12/ 8 議会運営委員会（～9日） 第4回定例会 (～11日)
12/ 9 行政常任委員会 /赤平市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について

平成27年6月第2回定例会の
中で、市長の所信表明及び教
育長の教育行政執行方針演説
において、初の手話通訳を行いました。

手話言語の環境整備について石狩市視察（11月11日）

そのうえで今後の環境整備を考え、委員会の調
査案件とし、11月11日に手話条例制定の先進地で
話の会の皆さんと意見交換会を開催しました。
ろうあ者の方々の日々の苦労や困っていることな
ども知り、また当市には聴覚障害者の方々の手助
けをしている手話通訳奉仕員の数も少ないことや、
日々の活動のご苦労も感じ取れました。
い、方向性を見出していきたいと思います。

赤平手話の会と意見交換（11月19日）

編集後記

ある石狩市へ視察に行き、また11月19日に赤平手

赤平が今後どうあるべきか、更に委員会で話し合

可 決

/赤平市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例及び職員の勤務時間及び休
暇に関する条例の一部改正について/赤平市税条例の一部改正について/赤平市国
民健康保険条例及び赤平市介護保険条例の一部改正について/ＪＲ赤平駅の無人
化について/教育行政事務の管理及び執行の状況に関する点検・評価報告書につ
いて/統合中学校に係る経過報告について/赤平中央中学校校舎の耐震二次診断の
結果について/手話言語の環境整備について

明けましておめでとうございます。
本格的な冬を迎え、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
さて、市では地方創生に関する事業計画「赤平市しごと・ひと・まち創生
総合戦略」を取りまとめている最中ですが、今月にはその計画に対しての
住民説明会やパブリックコメント（意見募集）が行われる予定です。
赤平市のこれからの重要な施策を決定していく計画であり、皆さんもぜひ
参加してみてはいかがでしょうか。（御家瀬）

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。

【質問】赤平市まち・ひと・しごと
創生総合戦略の取り組みについて
【答弁】人口減少対策に対する施策
方針を位置づけ、計画に終わること
なくオール赤平、オール行政にて早
期に施策を講じ成果をあげていく。
財源については財政調整基金の一部
を振り替えて、仮称「あかびら創生
基金」へ積み立てることを検討し、
より実効性の高い総合戦略として実
現するよう努力していく。
【質問】今後の「財政調整基金」の
積立適正額について
【答弁】平成 年度末の積立額は
億７千万円、 年度当初予算から３
億４千万円を取り崩し、現状におけ
る本年度末の積立額は 億３千万円
の予定。一般的に財政調整基金は、
標準財政規模の ％程度が適正とさ
れており、平成 年度決算ベースで
は約４億７千万円となるが、最低で
も 億円程 度を確保 し続けた い。
【質問】除・排雪の助成制度へのき
め細やかな対応について
【答弁】助成額の充実や助成対象年
齢の引き下げについての要望もある
が、除雪を請け負う業者や個人も不
足しており、 年度については現状
の要件の中で事業を進め、今後につ
いては社会福祉協議会と制度内容に

【質問】企業と連携した政策づくり
について
①企業と連携したコミュニティゾー
ンの考え方として、企業誘致ととも
に住宅建設や地域のコミュニティス
ぺースを考えている企業には土地を
安価で提供しては。

【答弁】当市企業に勤めている従業
員の約半数が赤平市外から通ってい
るという現状や働き手の確保に苦慮
しているということから、企業誘致
においても、社宅やコミュニティス
ペースを考えている企業に対して、
住宅建設の助成や安価な土地の提供
について検討を行っていく。
②公共サービスの質の向上を図るた
めに分野によってアウトソーシング
を検討しては。
【答弁】民間導入に当たっては、基
本的に地元業者を優先する考え方に
変わりないが、市外業者の方が市民
サービスの向上や運営経費の削減な
どが図れる場合は、市外からの参画
も含めて検討していく。
【質問】ものづくりのまちとしての
教育について
①地元企業紹介本の作成と子どもた
ちに地域の誇りを抱いてもらうため
に地元の企業と連携した教育のあり
方を検討しては。
【答弁】独自の教育プログラムは体
制上大変難しいと判断しているが、
本市の特色に関係した教材・資料の
さらなる掘り起こしに努めていきた
い。

ているが民間賃貸住宅が少なく、現 【答弁】２月号に載せたいと考えて
在建設が進められている。若年労働 いる。
者の募集が少ないのかなど、実態を 【質問】マイナンバーの今後の運用
把握したうえで、若者が赤平市で就 について、番号が分からない場合で
業し定住していただく施策を総合的 も年金、各種手当といった給付や行
政サービスは今まで通り受けられる
に判断し考える。
のか。
【質問】市は財政再建のため、市税 【答弁】行政サービスが受けられな
や各種使用料の改定を行ってきたが、 いということはない。
今後、市民負担解消の考えはないか。 【質問】認知症対策について、認知
【答弁】広報や行政報告会等で説明 症予防はまち全体で力を入れていく
べき課題と考える。積極的に取り組
しているが、軽自動車税、固定資産
まれているようだが、今後の考えは
税、入湯税などは近隣自治体を上回っ どうか。
ていないと認識している。各種使用 【答弁】市民が認知症を正しく理解
料の値上げ部分は 年以上も見直さ し、認知症の方々に可能な範囲で支
れていないものもあったので公平負 援していただくため、認知症サポー
担のため改定したものである。支援 ター養成講座を引き続き開催し、取
制度については、改めて検討してい り組みを強化して市民に広くアピー
ルして認知症になりにくい環境づく
きたい。
りを進めていく。
【質問】ＮＰＯ法人ソーシャルビジ
ネス推進センターでは「認知症にな
りにくいまちづくり宣言」を行うよ
う呼びかけている。率先して行って
いくべきではないか、市長に伺う。
【答弁】「まる元」の提携先でもあ
り、当市が「まる元」発祥の地とし
て、すでに認知症予防プログラムも
実践していることから、今後も連携
を図り
ながら
取り組
んでい
きたい
と考え
ている。

【答弁】空き家に関しては所有者、
管理者が適切な管理を第一義的な責
任を有すると定義しているが、危険
空き家は所有者が明らかなものは適
宜補修などの話しをし、所有者不明
なものは法の施行により、関係書類
が必要であれば内部利用し所有者の
特定を行い、危険度を周知し、法に
則り取り進めていく。空き店舗に関
しては、チャレンジショップが新た
な開業に繋がったので、別の空き店
舗を利用し開設を続ける。このよう
に利活用を考え、所有者と連絡調整
が取れたものは商工会議所のホーム
ページに掲載して呼びかけを行う。
また、景観という部分でシャッター
街にしておかず、シャッターアート
などの可能性も検討し、商店街の活
性化を図りたい。

【質問】マイナンバーの注意事項に
ついて、すでに詐欺事件が起こって
いることから、電話での番号提供に
は応対しない、他人に番号を教えな
い、通知カードは大切に保管する、
再発行に手数料がかかることも含め
て市民に注意喚起するような書面を
広報に掲載する考えはあるか。
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ついて検討していきたい。
【質問】全国学力テストの結果と今
後の取り組みについて
【答弁】全国・全道の平均と比較し
て差があり、基礎・基本の定着に課
題がある。今後、学校の指導力の向
上や家庭学習への働きかけ、放課後
学習や夏・冬休みの補充学習の拡充
に努め、学力の底上げを図っていき
たい。

ことは、ゴミステーションの集約化
につながり、集約コストや衛生面に
寄与することから、助成を検討して
いるところである。効率的な集約化
や管理の面から町内会や町内会連合
会と今後協議していきたい。

【質問】農業基盤整備促進事業の現
在の進捗状況について
【答弁】再度細かく圃場の場所や実
施面積・希望工種等と施工時期を再
確認する為の調査を行い、来年度の
予算で設計の委託を要望した後、公
共工事として、ＪＡなど関係機関と
十分協議して進めたい。
【質問】百戸町の市所有農地の利用
計画として、どのような計画がある
のか。
【答弁】農地として整備するのか、
周辺の土地利用も考え関係機関等と
十分協議して対応したい。
【質問】若者の確保と定住促進、事
業者などへの支援について
【答弁】赤平では働く人の半数が市
外から来ており、今まで定住促進の
事業で単身７名を含め 名が移住し
27

【質問】低所得者への生活支援の拡
大の考えについて
【答弁】現在策定中の「しごと・ひ
と・まち創生総合戦略」で新たな施
策として医療費の無料化を中学生か
ら高校生までの拡充、「ひとり親世
帯」への家賃の一部助成・入学支度
金の助成や将来的には保育料の無料
化まで検討をしていきたい。
【質問】子ども子育て分野からの通
学援助の考えについて
【答弁】高校への通学援助に
ついては「しごと・ひと・まち創生
総合戦略」の中で一部助成に向けて
検討と方向性が示されている。地元
雇用の確保という位置づけで、市内
にＵターンして企業に就労を継続す
ることで奨学資金貸付金の免除など
も検討する。
【質問】空き家、空き店舗の対応に
ついて

木村 恵

植村 真美
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【質問】平常時の高齢者の見守り体
制について、全国各地で高齢者の孤
独死が問題となっている中、各自治
体で見守り活動として民間業者と協
定を結んでいるところもあるが、当
市では何か対策をしているのか。
【答弁】見守り活動を行っていくた
め、生活協同組合コープさっぽろと
の間で協定を締結し、商品の宅配や
配食サービス事業で高齢者宅への訪
問時に、声かけによる見守り活動を
行ったり、平岸地区においては、町
内会、医療機関、商店等の協力によ
り、地域ぐるみで見守りを行ってい
る。介護健康推進課健康づくり推進
係においては、保健師の地区担当制
を導入し、民生委員や町内会長等か
ら支援を必要としている方々の情報
をいただき、保健師が家庭を訪問し、
医療や介護サービスの利用に結びつ
ける支援も行っている。また、地域
包括支援センターと協力し、高齢者
の支援に成果があがっている。今後
も取り組みを継続していくとともに
各町内会の皆様と情報交換をしなが
ら、早急に取りまとめていきたい。
【質問】ゴミステーションのゴミか
ごが老朽化しており、市で助成する
ことはできないか。
【答弁】共同でゴミかごを使用する
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向井 義擴
竹村 恵一
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若山 武信

伊藤 新一
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