
議会だより6 No.194

一般質問

子育て世代へ出生奨励策ここを

聞きたい

【その他の質問項目】

太美地区の未使用町有地のインフラ整備と宅地開発、

道徳の教科書採用基準　など

道徳教育の教科化ここを

聞きたい

意識改革を、保護者へは学

級、学校便り等を通して

連携、協力を図ってきた。

教員は道徳の研

究や研修、一貫

教育の取組みで

要がある。教員の意識改革

も含めどのように取り組ん

でいるのか？

道徳教育がいか

に重要か保護者

へ伝えていく必

２０年続く人口減少を止めるために質問の

ねらい

単純に計算したものと認識

している。総合戦略と算出

方法が異なるため、町とし

ては、引き続きしっかりと

総合戦略を中心とした各

施策を推進していく。

この推計は現在

の人口減少と高

齢化率の推進を

町の今後の対応は？また、

当別町まち・ひと・しご

と創生総合戦略の人口ビ

ジョンと大幅に違っている

のは、どのような要因か？

社人研 (※1)が

発表した将来推

計人口の感想と

　国の2040年の将来推計人口１万７人

に対し町の目標人口２万643人と大幅に

異なっているのは、どのような要因か。

　総合戦略の進捗状況と人口減少の推

移から太美地区の環境整備と未使用町

有地のインフラ整備と宅地開発の必要

人口減少対策の視点を変えるここを

聞きたい

が現状の財政ではこれを武

器に子育て世代を増やす財

力がない。少なくとも近隣

市町村に劣後することなく

部分的にでも有利な奨励

策の推進に努力していく。

出生奨励策を手

厚くするのは１つ

の手法ではある

歯止めがかけられない。第

３子以降の奨励策などに

支援の考えはあるか？

第３子が生まれ

る社会にしなけ

れば人口減少に

性を質問しました。また、出生数がピー

クの5分の1で、出生奨励費及び子育

て世代の助成改善を質問し、人口減少

を止める姿勢を引き出す事をねらいまし

た。道徳教育の教科化に伴う今後の指

導と取組みについて質問しました。

たものであり、何もしない

前提での数字である。しっ

かりと計画を推進してい

く。

数字の計算根拠

は、過去の人口

推移から推計し

ト（平成 25 年 3月基準）

では 1万287人、社人研

の推計では1万7人。数年

で 280人も見通しに差が

ある。それでも目標人口を

訂正・修正はしないか？

2040 年の推計

人口、『地方消

滅』の増田レポー

サービスの役割機能は有し

ている。全国的に減少傾向

にあるＡＴＭの設置を促す

ことは難しいと考える。期日

前投票所の設置は先例事

例を参考に検討している。

太美郵便局内の

太美出張所にお

いてワンストップ

の人口増加が期待できる。

ワンストップサービスの役

場機能の復活や銀行ＡＴＭ

の設置、期日前投票所の設

置など環境整備も必要と思

うが、その考えはあるか？

過去の人口推移

やＣＣＲＣ構想な

ど今後太美地区

太美地区の環境整備ここを

聞きたい

●○問 ●○答 ●○問 ●○答

●○問 ●○答

●○問 ●○答 ●○問 ●○答

※ １ 社人研…国立社会保障・人口問題研究所の略。平成27年国勢調査の確定数値を基に将来人口の推計を行い、平成29年4月に公表した。

太美出張所がある太美郵便局

 一般質問　 　　　　 山﨑  公司 議員
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一般質問

計画と現実の町住はここを

聞きたい

【その他の質問項目】

町営住宅の現状と問題点、町営住宅管理戸数、町営住宅の

耐用年数

道の駅３３７号の事故ここを

聞きたい

故が発生しており、道の駅

開業によって増えているこ

とはないとのことである。

警察の話では、以

前からこの時期

では同程度の事

吹雪など気象条件によるも

のと認識しているが、厳し

い認識が必要ではないか？

交通事故が後を

絶たない。町長

は、路面凍結や

安心して住み続けられる町住を質問の

ねらい

安い家賃で賃貸するという

公営住宅法の目的と趣旨に

沿って、我が町の町営住宅

を進めているつもりである。

健康で文化的な

生活を営むに足り

る住宅を整備し、

治体が協力し住宅を提供す

るとなっている。畳の表替え

等の管理について安いから

と問題にしない。改めて目

的、趣旨を点検すべきでは

ないか？

法の目的は、人間

らしく生きるため

に、国と地方自

　町営住宅の現状は、耐用年数を大幅

に超え、公営住宅法の目的にある人間

らしく生きる権利を保障するために『住

宅に困っている低所得者に対して、安

い家賃で賃貸し、よって国民生活の安

定と社会福祉の増進に寄与する』に反

公営住宅法の趣旨の徹底ここを

聞きたい

えがあるが、これまでは老

朽住宅からの移転を行い、

今年度からは東町団地の

改修に着手し、住み心地

の改善に力を入れて進めて

いる。

計画には住宅の

改善・長持ちと

老朽住宅の建替

どのように考えているか？

長寿命化計画と

現実の町営住宅

の実態について、

しています。その原因を明らかにして、

一刻も早く根本的改善を町に迫り町住

を必要としている町民と何よりも入居し

ている人達に夢と希望の持てる町営住

宅政策の実現を迫っていくために質問し

ました。

だ、大量発生したり、手に

負えないケースが出てくれ

ば、担当部局がご協力させ

ていただくことになる。

原則は、入 居

者の管理でお願

いしている。た

が手伝ってなんとか駆除し

た。担当部局でもっと注意

して、人間らしい生活が送

れるよう目配りすべきでは

ないか？

ある団地ではネ

ズミが出て、そ

れを聞いた友人

さんにもわかり易く説明で

きるようしおりの文言など

早急に改定させる。

説明がわかりづ

らいと判断して

おり、町民の皆

しおり」でわかり易く表現

し直すと聞いているが、い

つから直すのか？

経年劣化した畳

の表替え費用に

ついて「入居の

入居のしおりをわかり易くここを

聞きたい

●○問 ●○答 ●○問 ●○答

●○問 ●○答

●○問 ●○答 ●○問 ●○答

町営住宅のネズミの駆除ここを

聞きたい

今年度から改修に着手する東町団地

※ １ 公営住宅法第１条…この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困
窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は、転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

※ 1

 一般質問　 　　　　 澁谷  俊和 議員
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一般質問

学年に応じた教室の設計は？ここを

聞きたい 学ぶ意欲を醸成する仕掛けここを

聞きたい

子どもたちにとって最高の学び舎を質問の

ねらい

数年のうちにできない点は

多少あるが、目標年に向け

現在の取り組みを加速する

ことが重要と考えている。

目標はあくまでも

2040 年の２万人

超えであり、ここ

口減少を食い止めるとい

う目標達成は困難な推移

である。より細かな到達目

標を設定し、一歩ずつ達

成していくというアプロー

チが必要ではないか？

2019年までに転

入・転出ともに

800人として人

　当別小学校と当別中学校を統合して

新築予定の一体型義務教育学校の基

本構想案が示されました。子どもたち

が9年学ぶことになる学校建築は、当

別町の未来を左右するとても重要な事

総合戦略の進捗管理ここを

聞きたい

り口をグラウンドに面した

ところに向ける等は考えて

いる。基本設計なり実施

設計に行く段階で専門家、

学校現場の意見も聞き反

映させていく。

低学年にそう

いった施設をつ

くるとか、出入

口や、手洗い場、たまり

場のようなスペースを確保

し、中高学年は勉強に集中

する形に変えるなど、学年

ブロックごとに異なる設計

となるのか？

教室について、低

学年は校庭と直

接つながる入り

業です。子どもたちにとって最高の学

び舎をつくることが私たち大人の責任

です。これからやらなければいけないこ

と、考えなければいけないことを明ら

かにするために質問しました。

策は、考えにくい手法と思

料する。移住促進や子育

て世帯への支援などの施策

を複合的に進めていくこと

が重要と考えている。

年齢指定や町内

居住地区まで指

定する転入促進

スとなった。文科省及び北

海道の基準の２クラス維持

に必要な人数を目標設定

し、各小学校区ごとに子育

て世代の転入促進に取り

組む予定はあるか？

人口減少の影響

で、当別小学校

の１年生が１クラ●○問 ●○答 ●○問 ●○答

●○問 ●○答
本で、教科センター方式、

特別教室制ということを述

べていない。教科センター

方式は必要性が感じられ

なかったので全く検討して

いない。

これまで通り普

通教室と特別教

室での授業が基

り、子どもがそこを回って

授業を受ける教科センター

方式は、学ぶ意欲を醸成

するいい方法。基本構想

策定の際、選択肢として

検討されたのか？

算数、社会など

各教科にふさわ

しい部屋をつく●○問 ●○答

特別支援教育ここを

聞きたい

配慮と特別教育を考えたと

きの通級制度の充実や施設

の整備など４点について、道

立特別支援教育センターな

どの専門機関の助言を受け

基本・実施設計を進めたい。

障がいの有無に

よる分け隔てがな

いことなど４点の

現のためにも、インクルー

シブ教育 ( ※1)が重要と

考えられている。特別支援

教室について、インクルー

シブ教育の視点は盛り込

まれているか？

町が先導的な役

割を果たしてい

る共生社会の実●○問 ●○答

どの教室にも話し合い用の丸テーブルがある
（姉妹都市レクサンド市の小学校・本人提供 )

※1 インクルーシブ教育…障害の有無にかかわわらず、同じ場所で共に学ぶことができる教育。

 一般質問　 　　　　　佐藤   立 議員
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一般質問

子どもの貧困対策ここを

聞きたい

【その他の質問項目】

道の駅を核とした地域間連携、道の駅来訪客の町内周遊、排

雪に係る町民負担の廃止、堀江病院の閉院

一体型小中一貫校ここを

聞きたい

別地区だけではなく、西当

別地区にも実施したいと

考えている。

平成 34 年度か

ら実施する予定

の当別基準は当

してもらいたいと思うが、１

学級３５人の当別基準を全

町で実施する考えは？

ゆきとどいた教育

を実現するために

も、早期に実施

町民一丸となって乗り越えよう！質問の

ねらい

と考えている。財源確保に

ついては今のところ明確に

はなっていないので、関係

機関と連携して国に対して

求めていきたいと思ってい

る。

町としては今後こ

の国の動きを注

視していきたい

らかになる前にＴＰＰ１１の

国会承認はしないことを

国に求めるべきと考えるが

いかがか？

財源を含めた国

内農業対策と新

規加入条件が明

　人口減少・少子化問題は、行政・

議会・一丸となって乗り越えなくては

ならない課題です。町は、総合戦略を

作成し頑張っているけれど、堀江病院

閉院問題、ＪＲ札沼線廃止・縮小問題、

ＴＰＰ１１の国会承認ここを

聞きたい

き続き予算確保に努めて

いきたいと思う。

平成 28 年度か

ら予算要求を続

けているので、引

鎖につながりかねない問題

だ。就学援助の支給対象

や支給内容を維持・拡充す

べきと考えるが、クラブ活

動費まで拡充する考えはあ

るか。

就学援助の縮小

は子どもの教育

格差、貧困の連

ＴＰＰ１１問題と次 と々難題がつきつけ

られます。どうすれば乗り越えられる

のか、しっかり情報発信し、町民の声

に耳を傾け、国や道ＪＲにも言うべきこ

とはきちんと言うことを求めました。

にしている。全町的な改修

計画を策定した上で、その

計画の中で23線の排水も

応急処置ではなく、本格的

な改修を進めていくことに

なる。

昨年に引き続き、

今年も一部修繕

工事を行う予定

が入り込み底面が上がって

きている、Ｈ鋼の腐食も進

んでいて崩れる場所も出て

きている。改修すべきと考

えるが、改修計画について

伺う。

老朽化が進み側

面の鉄板がそこ

から腐食し土砂

２３線排水の改修ここを

聞きたい

●○問 ●○答

●○問 ●○答

●○問 ●○答 ●○問 ●○答

ＪＲ札沼線廃止・縮小問題に対する本町の対応は？

結果によって、町もＪＲとの

協議を進めていくことにな

る。町としては金沢、中小

屋地区住民の利便性の高

い交通体系を確保するため

最大限の努力をしていく。

今後沿線４町と

しての路線存続

の是非を確認し、

あった。新聞報道の通り

なのか、現時点でのＪＲ札

沼線廃止・縮小問題に対

する本町の対応について伺

う。

６月１９日、本町

の対応について

の新聞報道が

札沼線廃止・縮小ここを

聞きたい

●○問 ●○答

 一般質問　 　　　　 鈴木  岩夫 議員
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一般質問

町道中央十九線の歩道補修ここを

聞きたい 歩道の照明を増設ここを

聞きたい

設置することになっていて、

増設は難しい。町内会で

設置管理する防犯灯の増

設を検討いただくことが早

道になる。 町も補助制度

を持っている。

道路照明灯は市

街地を除いて道

路の交差点等に

が見えづらい。くぼみには

まり転倒したり、不審者に

後をつけられ怖い思いをし

た子どももいる。道路整備

とあわせて、照明灯の増

設のお考えはあるか。

町道中央十九線

の歩道側は、照

明が少なく足元

町民の利便性と安全安心の町作り質問の

ねらい

性格からいっても路線ルー

トがあってもいい。ふれあ

いバスの運行事業者であ

る当別町地域公共交通活

性化協議会と前向きな議

論を行いたい。

太美地区からゆ

とろ間は、コミュ

ニティバスという

方面から西当別コミュニ

ティーセンター前で下車で

きず、夏の暑い日や冬は外

出を控えてしまう傾向があ

る。路線の見直しを検討し

てはどうか。

ふれあいバスは、

西当別方面から

ゆとろ前、本町

　　ふれあいバスは、今ではなくては

ならない町民の足となり交通弱者の外

出支援の充実や、利便性を求める声が

寄せられています。高齢者の移動のみ

ならず、町民の利便性を向上すること

で外出機会や交流を増やし、生きがい

ふれあいバスを使いやすくここを

聞きたい

の危険度がより高い車道

の補修を優先している。当

面は応急処置として歩道

の穴埋め、雑草除去、道

路に白線を引いて安全を

確保する補修は行う。

太美地区は軟弱

地盤で道路が傷

みやすい。事故

近までの歩道がでこぼこ

で、大きな水たまりができ

る。車道へおりても白線は

薄れ、自転車や歩行者に

とって危険。早急に補修す

るべきではないか。

町道中央十九線

は、踏切から遊

遊公園駐車場付

や健康づくりにもつながり交通以外の

分野でもプラスとなりうると考え質問し

ました。また危険な歩道の整備と合わ

せて安全で安心して通行できるよう道

路照明灯の増設について質問しました。

出ると全面的な見直しが

必要になる可能性もある。

利用促進も、タクシーとの

連携も視野にコスト低減

を図り利用が増える対策を

考えたい。

実証実験終了に

加え、ＪＲ問題

に一定の方向が

どうなるか町民もとても気

にされている。運転免許

の返納が促進される中で

関心が高い。今後利用促

進について何か町でお考

えはあるか。

９月には道の駅

線の実証実験が

終了する。次は

区域の拡大は、運転手不足

など運行事業者の課題が

あるが、鋭意研究を深めて

いきたい。

西当別地区のデ

マンド交通の導

入あるいは運行

方面で始まった。今後、西

当別方面での実施や当別

町内の運行区域の拡大で公

共施設や道の駅などへも行

けるよう検討してはどうか。

平成 27年10月

から予約型デマ

ンドバスが本町

デマンドバスの運行拡充ここを

聞きたい

●○問 ●○答 ●○問 ●○答

●○問 ●○答

●○問 ●○答 ●○問 ●○答

歩道の傷みが進んでいる町道中央十九線 (南２号)

 一般質問　 　　　 五十嵐  信子 議員


