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午前１０時０１分 開議

○議長（小比類巻正規君） おはようござい

ます。

出席議員は定足数に達しておりますので、

会議は成立いたします。

これより、本日の会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第２号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 市政に対する一般質問

○議長（小比類巻正規君） 日程第１ 市政

に対する一般質問を行います。

お手元に配付しております一般質問一覧表

のとおり進めます。

田嶋孝安議員の登壇を願います。

○２番（田嶋孝安君） おはようございま

す。

２番、拓心会、田嶋孝安でございます。通

告に基づきまして一般質問をさせていただき

ます。

少子化が進み、私たちの住む三沢の１０年

後、２０年後、その先々を考えたとき、まち

の形成はもちろん重要でありますが、時代の

変化に対応できる子供たちを育てることがと

ても重要であると考えます。高齢化社会も進

み、これからの未来を担う子供たちにとっ

て、多くの知識を持ち、新しい社会づくりに

取り組み、今までできなかったことにチャレ

ンジし、厳しい変化の時代にも対応できる世

界に羽ばたける人材を育成することが必要に

なってきているように感じます。

人口減少問題から大量生産による工場生産

にも、国内からの需要が減り、海外需要へと

変化がされ、海外に対して目を向け、事業の

展開を図っている企業もあり、あわせて外国

人とのビジネス展開など、国際社会に対応で

きる人材が求められてくる時代に変化してく

ると考えられます。

宝石の原石である子供たちを新しい時代で

輝かせるために、充実した教育を施していく

ことができるとよいと考えます。また、行政

的な考えとして、人口増加のための多くの政

策が行われておりますが、この三沢市におい

て教育内容の充実化を図り、他地域にない教

育方針により、世界に通用する子供たちが育

つ三沢市となり、若い世代の家族に興味や支

持があれば三沢市への移住・定住の判断基準

につながっていくのではないでしょうか。

現在においては、教育という観点でなく、

不思議な地域として興味を持っている方々が

多いと感じる三沢市ですが、教育においても

興味をもってもらうべく、地域の特性をふん

だんに使い、さらに輝く宝石にかわる子供た

ちを育てるため努力していかなければならな

いと思います。

そこで、昨年１２月に就任され、約１年が

たとうとしている教育長におかれまして、三

沢市の宝である子供たちの教育に対して、ど

のような分析をされ、どのように考え、実施

されるのかなどの思いをお聞かせいただきた

いと思います。

また、２０２０年には、学校教育も新学習

指導要領へと変わり、知識や技能を習得する

だけでなく、自分で考え、表現し、判断し、

社会で役立てることが求められることになり

ます。さらには、現在の高校１年生から英語

においては、「読む、書く」から「読む、書

く、聞く、話す」の４技能型に変わり、国際

社会に対応できる人材の育成へと変化してい

ます。

三沢市においては、平成１７年に英語教育

推進特区の認定を受け、翌年度から学習指導

要領に位置づけられていない英語教育の導入

が小学校で実施されてきました。今後におい

ては、全国の小学校にて実施される中、三沢

市の独自性を持った新たな教育を進めていく

べきと考えます。

三沢市では、姉妹都市ウェナッチ市、東

ウェナッチ市との関係から、三沢市姉妹都市

友好親善使節団や、ウェナッチバレーカレッ

ジ英語研修派遣、三沢米軍基地との関係か

ら、青森グローバルアカデミーなど実施して

おりますが、新たなる三沢の特性を生かした

教育についてなど、３点について伺います。
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一つ目に、教育長就任から約１年になる

が、今後の市の教育方針をどのように考えて

いるか伺います。

二つ目に、２０２０年新学習指導要領への

対応について伺います。

三つ目に、三沢市の特性を生かした英語教

育について伺います。

よろしくお願いいたします。

○議長（小比類巻正規君） ただいまの田嶋

孝安議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

教育長。

○教育長（冨田 敦君） 教育行政について

の御質問の第１点目、今後の市の教育方針に

ついて、お答えをいたします。

今年度、「未来へつなぐ 心安らぐ 国際

文化都市」を基本理念とする第二次三沢市総

合振興計画が始まりました。教育委員会にお

いても、計画の８項目、「みんなが学べるま

ちをつくる」を目指し、「教育は人づくり、

人の中で人になる」という基本理念のもと、

三つの教育方針、「人とのかかわりを基盤に

夢を育み、志を高く持つ子の育成」「不安、

不信感の現象解消」「依存に負けない習慣づ

くりの推進」を実現すべく、具体的な施策を

実施してきているところであります。おかげ

さまで、就任からちょうど１年となるところ

です。

国や県の学習状況調査等の結果を見ます

と、学校や子供たちの努力、そして具体的な

施策等により、学習の定着状況が高まってき

たり、学習習慣や生活習慣の改善傾向が見え

てきたりしております。

一方において、課題を抱えた子供たちへの

早期からの対応や教育環境の計画的な整備等

の必要性も、また感じているところでありま

す。

今後も、「教育は人づくり、人の中で人に

なる」という基本理念のもと、三つの教育方

針の浸透、発展に努め、学校、家庭、地域、

関係機関等の思いや願いを束ね、地域の教育

力の結集を図るとともに、学びの基盤となる

教育環境の整備等を計画的に進めてまいりた

いと考えております。

就任以来、地域の独自性を出しながら、ク

オリティーの高い教育を行い、三沢市の子供

たちが夢を育み志を高く持ち、生き生きと活

動する姿を広く内外に示し、教育の側面か

ら、定住化はもとより市政の発展に尽力した

いという思いでおります。そして、その気概

は今後とも強く持ち続けたいと考えておりま

す。

続いて、教育行政の御質問の第２点目、２

０２０年度実施の新学習指導要領への対応に

ついて、お答えをいたします。

当市では、平成１８年度より国の英語教育

推進特区の指定を受け、その後、平成２０年

度には文部科学省指定、教育課程特例校とな

り、小学校１年生から英語活動化の授業を実

施してきているところであります。

英語活動化の授業実施に当たっては、市教

育委員会発行の三沢市小中学校英語教育指導

計画に基づき、小学校全学級で英語指導助手

を活用した授業を実施し、並びに国際理解の

ための外国人講師の派遣、英語によるコミュ

ニケーションの実践の場としての基地内小学

校との交流授業を指導の重点として実施して

きているところであります。

このように、早期から英語活動の実施によ

り、今年度平成３０年度の青森県学習状況調

査によると、市内中学生の英語力は県平均を

大きく上回り、高い水準を維持していること

を伺い知ることができます。

今回の新学習指導要領の全面実施に当たっ

ては、「聞く、話す、読む、書く」という４

技能の推進、思考力、判断力、表現力等の育

成、社会や世界とかかわり、粘り強く挑戦し

続けるなど、態度の育成を図ることが重視さ

れております。

実施に当たっての課題といたしましては、

小学校５、６先生において、英語週１時間が

２時間に増加することに伴う授業時数の確

保、時数増加に伴う新しい指導計画と教材内

容の整備、小中学校９年間を見通した系統性
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のある計画の整備等が挙げられます。

今後とも、教育課程特例校として、地域の

特性を生かしながら、先進地域としての優位

性を維持、発展していけるよう、英語の４技

能がしっかりと身につき、豊かな国際性を兼

ね備えた子供たちの育成に取り組んでまいる

所存でございます。

続いて、教育行政の御質問の３点目、三沢

市の特性を生かした英語教育の展望につい

て、お答えをいたします。

三沢の英語教育セカンドステージへでは、

中学校卒業時に目指す生徒の姿として、国や

県が目標としている英語検定３級以上取得率

５０％に対し、当市では今後７０％を目標に

し、計画的に授業を展開してまいりたいと考

えております。具体的には、児童生徒、教職

員、環境教材面の三つの柱で、従来の授業を

踏まえながらも、必要に応じて大きく改善

し、見直しを行い、施策を展開していきたい

と考えております。

一つ目の児童生徒の取り組みに関しては、

これまで実施をしてきた日米交流、国際理解

教育のための外国人派遣や中学生イングリッ

シュキャンプに加え、基地内の子供たちと英

語を使って交流を図る小学生対象のジュニア

イングリッシュデイの新規実施や、中学３年

生対象の実用英語検定料助成の機会を拡充を

考えております。

また、三沢市の国際色豊かな特性を生か

し、市の大きなイベント等における英語体験

の場面設定やウェナッチバレーとの国際交流

を踏まえ、日常場面で使える、話せる英語教

育を推進していきたいと考えております。

二つ目の教職員に関しては、現在実施して

いる研修講座、授業研修会、講演会等を継続

するとともに、今後は教職員みずから海外の

方々とかかわる場面を計画的に設定するな

ど、一層研修内容の充実に努め、教職員の専

門性や指導力向上を図っていきたいと考えて

おります。

三つ目の環境、教材面は、ウェナッチバ

レーとの交流場面を盛り込んだ新指導計画第

５版の作成・発行、英単語２,０００の習得

を目指した小中一貫して活用できる英単語集

の作成・配布、小学校での学びを中学校に発

展的につなげる市独自のハンドブックの作

成・配布などです。これらを通して、９年間

の小中一貫した英語教育を推進していきたい

と考えております。

今後とも、三沢の英語教育セカンドステー

ジへに向けて、三沢市の特性や地域の教育力

を活用しながら、三沢から世界にチャレンジ

する子供たちの育成を目指し、関係団体等と

連携を図りながら、計画的に取り組んでまい

る所存でございます。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 田嶋議員。

○２番（田嶋孝安君） 教育長から三沢のこ

の教育行政に対しての思いなども非常に強く

聞かせていただいたように感じております。

そんな中で、１番に関しましては、思いを

伝えていただいたということで、再質問はご

ざいません。

２番について、再質問をさせていただきた

いと思います。

まず、私、今回、質問的には、英語を中心

とした学習指導要領に関してのお話をお聞き

したいということで、質問も進めさせていた

だいたところではありますが、まず、英語教

育以外の点で、２０２０年の学習指導要領に

ついて、何か対応的なものがあるようでした

らお聞かせいただきたいのですが、よろしく

お願いいたします。

○議長（小比類巻正規君） 教育長。

○教育長（冨田 敦君） 田嶋議員、再質問

の新学習指導要領２０２０年度実施の英語以

外の対応についてお答えをいたします。

このたびの学習指導要領の改訂は、生きる

力をより具体化し、変化の激しい社会を生き

抜く資質能力の育成を目指し、社会に開かれ

た教育課程を重視したものでございます。

具体的な対応の主なことといたしまして

は、まず第１点目、主体的・対話的で深い学

びへの実現に対してでございます。
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新学習指導要領では、知識の獲得のみなら

ず、どのように学ぶかが大切であるとしてい

ます。教育委員会では、学校訪問や各種研修

を通して、体験的学習の設定、学習内容への

興味・関心の高まり、友達とのかかわりを通

しての考えの広がり、学習したことの活用な

どをポイントにして授業改善の支援に努めて

いるところであります。

２点目は、プログラミング教育への対応で

あります。

新学習指導要領では、小学校段階からプロ

グラミング教育を行うこととなりました。教

育委員会では、これまで全小中学校に教育用

パソコンを設置するなど、ＩＣＴ機器の整備

を進めてまいりました。現在は、教員の資質

向上のための研修会や地域社会の人材を含め

た環境整備等に努めているところでございま

す。

３点目は、道徳教育充実への対応でありま

す。

新学習指導要領では、特別の教科、道徳が

設定されました。教育委員会では、市内の教

員にリーフレットを作成・配布、説明してき

たところですが、児童生徒が地域社会のさま

ざまな人とかかわる体験活動を通じ、道徳性

が高められるよう、地域の人材、体験活動の

場所、移動手段の確保など、環境整備に努め

ているところであります。

教育委員会といたしましては、今後とも新

学習指導要領の理念を踏まえながら、具体的

な取り組み対応に落ちがないように努めてま

いりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 田嶋議員。

○２番（田嶋孝安君） ありがとうございま

した。

こちらの２番につきましては、今のお話を

伺いながら理解しましたので、２番について

も終了させていただきたいと思います。

３番なのですが、本当はちょっと２番で少

し聞いてみたいなという状況ではあったので

すが、３番の中で英検のお話が出ましたの

で、こちらについて少しお聞かせいただきた

いと思います。

英語検定ということで、本当に国、県の目

標の５０％から７０％へというお話をいただ

きました。その状況にして、英語検定という

のも基本的には必要な内容でありますが、た

だこれは、小学生、中学生に対応する内容に

なるかどうかなのですが、実質、海外の大学

などに行く場合ですとか、あと企業の英語力

を判断するという部分でＴＯＥＩＣ、ＴＯＥ

ＦＬなどのものがありますが、こちらの内容

について、まず英検の場合というのは、細か

く級が示されているところではありますが、

ＴＯＥＩＣですとかＴＯＥＦＬというのは、

点数というところにありますが、そういった

ところで今後ＴＯＥＩＣですとかＴＯＥＦＬ

という資格の部分、そういったものも必要性

が高くなってくるのではないかというように

感じる中で、こちらに関して今後何か検討さ

れるようなことというのはあるかどうかを教

えていただければと思います。

よろしくお願いします。

○議長（小比類巻正規君） 教育長。

○教育長（冨田 敦君） ただいまの田嶋議

員の、三沢市でも英検だけでなくＴＯＩＣＥ

やＴＯＥＦＬなどの外部試験についてどのよ

うに考えているのかということについて、お

答えをいたします。

議員御質問のように、大学入試のみなら

ず、企業の就職試験等、あるいは外国の留学

等にかかわりましてＴＯＩＣＥやＴＯＥＦＬ

などの民間の外部英語検定が活用されている

ことは、私も承知しているところでございま

す。

一方、現在のところ、文部科学省では、中

学校においては、いわゆる英語検定を中心

に、取得率を目標として記載されていること

がございます。これによりまして、県はもと

より当市でも、これに沿って英語検定の取得

を目標にしているところでございます。

しかしながら、議員おっしゃるように、将

来的にはこのいわゆる小中学校においては、
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中学校においては、英語検定のほうが目標に

されておりますが、だんだん移行していく可

能性もあるやに私どもも感じているところで

ございます。ですから、国や県の動向を十分

に見据え、三沢市の子供たちにとって将来役

立てることのできる資格になるように、適切

に対応していきたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 田嶋議員。

○２番（田嶋孝安君） ありがとうございま

す。

３番の特性を生かした英語教育ということ

で、今、ＴＯＥＩＣ、ＴＯＥＦＬに関しての

お話も伺いました。

もう１点お伺いしたい点がございます。三

沢市の特性ということで、いろいろな考えを

今お持ちだということも理解をしました。そ

の中で、学校のお話でいきますと、私も本当

につい最近知ったばかりではありますが、福

島にブリティッシュヒルズという宿泊型の英

語教育、イギリスの文化を伝えながらという

ことで英語教育をしているところがあったり

ということで、まずはそちらを使って英語教

育をされている学校もあるというようにも聞

きますし、そんな話の中で、三沢は本当に地

域等の特性として三沢基地があり、米軍基地

があり、そしてその家族がいてということ

で、英語を使う機会がたくさんあるまちであ

るというふうに感じております。それを生か

した教育方針ということが先ほどお話の中に

も出ていたようにも感じております。ただ、

これは教育委員会さんに聞くというか、お話

しするべきものではないのかもしれません

が、何かこういうブリティッシュヒルズのよ

うな施設が三沢に誘致なりなのか、それを三

沢市で、そのような施設のものを運営できる

ような形で、逆に人を呼び込むというような

ことなんかもできるといいなというように感

じながらおるところではありますが、このよ

うな施設がある中で、それに倣ったような教

育的なことを進めていくというのも、いろい

ろな意味でいい方向に向かうのではないかな

というように感じる中で、そういった活用と

いうことに関してどのようにお考えになるか

教えていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

○議長（小比類巻正規君） 教育長。

○教育長（冨田 敦君） ただいまの田嶋議

員さんの福島県のブリティッシュヒルズのよ

うな英語体験的な施設の活用等について、ど

う考えているのかということでございます。

簡単に言いますと、今こういう英語の体験

的な学習施設が大手の塾といいましょうか、

予備校といいましょうか、そちらのほうの経

営であるとか大学のほうの経営で日本に幾つ

かできてきていると伺っております。

それを踏まえて、英語活動における体験的

な学びの必要性は私も強く感じてるところで

あります。そして、御指摘のあった福島のブ

リティッシュヒルズあるいは東京に今年度同

様の施設がオープンしたことも承知している

ところでございます。それで、三沢市の英語

教育推進維持発展のためには、私は大変魅力

的な施設だと認識しているところでございま

す。そして、これにかかわりまして、現在、

調査研究のためにこの施設に職員を派遣し

て、詳細に視察検討を行うとともに、各方面

から情報を収集している段階でございます。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 以上で、田嶋孝

安議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

下山光義議員の登壇を願います。

下山議員。

○４番（下山光義君） おはようございま

す。

拓心会の下山光義でございます。通告に従

いまして、一般質問をさせていただきます。

最初に、福祉問題としまして、要保護児童

対策について質問をさせていただきます。

本年３月に、東京都目黒区で発生した船戸

結愛ちゃん（当時５歳）が、両親の虐待を受

けて死亡した事件は、複雑化する現在の社会

環境の中で発生する児童と家庭内問題が原因
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となった大きな社会問題であり、それが現実

となってあらわれた非常に悲しい事件であり

ました。

この事件に関しては、本年１０月３日に厚

生労働省の専門委員会より、児童相談所など

の対応を検証した報告書がまとめられており

ます。その内容は、２０１８年１月に結愛

ちゃん一家は香川県善通寺市より東京都目黒

区に引っ越ししており、県から都に児童相談

所同士で情報を引き継ぐ際に、結愛ちゃんの

けがの部位を明らかにする写真などの資料を

添付せず、引き継ぎ書類に継続的な指導が必

要なことを明記しておらず、この結果、都の

児童相談所も積極的なかかわりを認識しな

かった。さらに、東京への転居を知った県警

が、児童相談所の指導内容を警視庁に引き継

ぎしようと書類提出を求めたが、児童相談所

から提出されず、結果的に警察同士で引き継

ぎができなかったことも問題であるとしてお

ります。

このようなことから、専門委員会の委員長

は、香川県、東京都の児童相談所とも国の指

針や手引きに照らし合わせると、対応に問題

があった。適切な対応がされていれば、結愛

ちゃんが死亡する確率は少なかったのではな

いかと指摘し、再発防止に向け、自治体や児

童相談所などは細かいリスク評価や引き継ぎ

時の情報共有を徹底してほしいとコメントし

ております。

また、このような事件が発生する背景に

は、貧困、格差、病気、夫婦関係、孤立、離

婚、育児疲れなど、さまざまな要因が複雑に

絡み合う中で、親たちの抱えるストレスや悩

みが消化不良を起こし、絶対的弱者である子

供に不満をぶつけて事故を正当化していると

も考えられており、ふえ続ける児童虐待相談

件数は、現代を映し出す鏡であるとも言われ

ております。

そして、厚生労働省が公表しております平

成２９年度児童相談所での児童虐待相談対応

件数速報値（平成３０年８月３０日現在）で

は、平成２４年度に全国で６,７０１件で

あったものが、毎年増加を続け、平成２９年

度では１３万３,７７８件となっており、５

年間で約２倍の相談対応件数となっておりま

す。対応内容では、心理的虐待の割合が５４

％、７万２,１９７件と最も多く、次いで身

体的虐待が２４.８％、３万３,２２３件と

なっており、このことは憂慮すべき事態であ

るといえるのではないでしょうか。

以上のような現状を踏まえた上で、この要

保護児童対策として、当市ではあらゆる角度

からの取り組みをしていることと思います。

そこで、この問題の対策として、１、児童相

談所及びさまざまな機関との連携が不可欠で

あると思いますが、要保護児童に対する組織

及び機関連携はどのようになっているのか。

２、児童虐待対応は大変重要であると思い

ますが、相談体制及び虐待の疑いがある場合

の対応については、どのようになっているの

か。

３、未然防止の取り組みはどのように行っ

ているのか、お伺いします。

引き続きまして、行政問題の１点目としま

して、旧市立三沢病院立体駐車場の利活用に

ついて質問させていただきます。

当市では、中心市街地の活性化や観光施策

の一環として、お祭りや多くのイベントが行

われております。代表的なものとしては、三

沢七夕祭り、入込数１５万３,０００人、三

沢祭り１３万６,５００人、アメリカンデー

８万人、三沢基地航空祭７万５,０００人等

であります。このように、多くの市民や観光

客がお祭りやイベントに訪れた際に利用する

中心市街地における駐車場の整備状況は決し

て十分であるとは言えないと思います。その

ような中にありまして、旧市立三沢病院立体

駐車場は平成２２年１０月に業務を終了し、

今日まで利活用はされておりません。

そこで、今日まで利活用されなかった理由

及び今後の利活用法をどのように考えている

のか、お伺いします。

行政問題の２点目としまして、アメリカ広

場に隣接する駐車場の管理について質問させ
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ていただきます。

アメリカ広場は中心市街地のシンボル的都

市空間として、また、多目的に活用できる広

場として整備されており、これまでもアメリ

カンデーやハロウィンフェスタなどの個性的

なイベントが開催されており、市民にも親し

まれている広場であります。さらに、２０１

５年度からは、三沢基地航空祭前夜祭フェス

タ・デル・ソルが開催されるなど、新たな活

動の場としても機能し、中心市街地における

にぎわいや魅力の創出を図ることに大きな役

割を果たしております。そして、このアメリ

カ広場には、隣接する駐車場があり、中心市

街地を訪れる多くの方に利用されておりま

す。しかし、この駐車場は、夜間や週末には

無断駐車等が発生し、市民からはトラブルや

事故等の危険性を指摘する声が挙がっており

ます。

このようなことから、アメリカ広場に隣接

する駐車場管理を万全にするべきであると考

えますが、この駐車場の管理体制はどのよう

に行われているのかお伺いします。

以上をもちまして、一般質問を終わらせて

いただきます。御答弁をよろしくお願いいた

します。

○議長（小比類巻正規君） ただいまの下山

光義議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（種市一正君） おはようございま

す。

ただいまの下山議員御質問の行政問題の旧

市立三沢病院立体駐車場の利活用については

私から、そのほかにつきましては副市長並び

に福祉部長からお答えをさせますので、御了

承を願いたいと存じます。

旧市立三沢病院の立体駐車場は病院の移転

後、跡地の利用者から駐車場として活用した

いとの申し出がありましたが、施設入者等の

利用需要が見込めず、さらには駐車場として

利用できる空き地が発生したことによりまし

て、賃貸契約の締結までは至りませんでし

た。

このために、新たな活用方法として、近隣

公共施設の臨時駐車場としての活用や不動産

会社への売却、貸し付けのほか、地元商店へ

の貸し付けなどの方策を検討したところであ

りましたが、夜間の駐車場利用に対する近隣

住民の懸念などもあり、いずれも断念したも

のであります。また、市直営駐車場としての

活用に当たっては、駐車場内を安全に走行で

きる照度の基準を満たすなど、各種法令に適

合させるがための整備が必要となっておりま

す。

これらのことから、今後におきましては、

駐車場の需要や施設のそのもののあり方を含

め、さまざまな観点から検討を行った上で取

り扱いを決定したいと考えております。

以上であります。

○議長（小比類巻正規君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 行政問題のアメ

リカ広場に隣接する駐車場の管理についてお

答えいたします。

アメリカ広場に隣接する駐車場は、利用さ

れる方の利便性や快適性を第一に継続的かつ

効果的に管理できるように、スカイプラザミ

サワ株式会社に管理業務を委託しておりま

す。

この駐車場は、中心市街地を訪れる方に広

く利用していただくために整備したものでご

ざいますが、最近は無断駐車が増加してお

り、特に夜間や週末にはその傾向がさらに高

いとの報告を受けております。

市といたしましては、この問題を解決する

ため、無断駐車取り締まりに係る各種対策は

もちろんのこと、駐車モラル向上の啓発活動

も重要であると考えており、同社に対しまし

て、対象車両等に対する注意喚起等をお願い

しているところであります。

今後におきましても、引き続きスカイプラ

ザミサワ株式会社と連携を図り、商工会、地

元商店街など多くの関係者の御協力をいただ

きながら、問題解決に向け、検討してまいり

たいと考えております。
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○議長（小比類巻正規君） 福祉部長。

○福祉部長（田面木るり子君） 福祉問題の

要保護児童対策についての第１点目、要保護

児童に対する組織と機関連携についてお答え

いたします。

国では、児童福祉法において、関係機関に

より、子供や保護者に関する情報の交換や、

支援内容の協議を行う場の設置を規定してい

るところであり、当市におきましては、三沢

市要保護児童対策協議会を設置し、児童相談

所をはじめ、医療、警察、保健、教育、地

域、保護者など、さまざまな分野の連携によ

り組織しているところでございます。

この組織は三つの会議で構成されており、

構成員の代表者会議、次に支援対象児童等の

状況確認及び対応方針について情報交換を毎

月行う実務者会議、三つ目としては、特に支

援が必要なケースの関係機関で随時開催され

ている個別ケース検討会議に分かれており、

それぞれの状況に応じた対応をしているとこ

ろであります。

次に、第２点目の相談体制及び虐待対応に

ついてお答えいたします。

相談及び通告があった場合、受理会議にお

いて、緊急性の判断と調査方針を決定し、通

告から４８時間以内に児童の安全確認をいた

します。緊急性の低い場合には、関係機関と

連携し、必要な支援やサービスにつなげるこ

とで、育児の不安や困り感が軽減されるよう

支援しております。一方で、検討を要する場

合や緊急介入、保護を要する場合などには、

児童相談所へケースを送致し、児童相談所が

中心になって子供の安全確保を行い、対応す

ることとしております。また、送致後の情報

については、実務者会議において情報提供を

受け、情報の共有、連携に努めているところ

であります。

次に、第３点目、未然防止の取り組みにつ

きましては、市内全ての小中学校、保育所、

認定こども園、幼稚園を家庭相談員及び保健

師が訪問し、情報交換により実情を把握する

学校訪問事業を継続して実施しております。

また、今年度新たにマックテレビによる通

告義務についての周知番組の放映や、児童相

談所職員を講師とした研修会を開催するな

ど、情報の共有及び啓発に努めているところ

でございます。

さらに、来年度より供用開始する三沢キッ

ズセンターそらいえに子育て世代包括支援セ

ンターを設置し、妊娠期から子育て期までの

切れ目のない支援の体制を整備してまいりた

いと考えております。

今後におきましても、早期発見、早期対応

により、育児に対する不安や困り感に寄り添

いながら、関係機関との連携を強化し、要保

護児童対策に努めてまいりたいと考えており

ます。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 下山議員。

○４番（下山光義君） ただいまの御答弁、

大変ありがとうございました。

それでは、何点か再質問させていただきた

いと思います。

まず、福祉問題でございます。

１点目の件なのですが、連携機関という形

で御質問させていただいております。当市の

連携機関等々は今の説明でよく理解をさせて

いただきました。

ここで質問させていただきたいのは、先ほ

ど質問文中で申し上げました目黒の事件で

す。これで問題になっている点が他県市町村

との機関連携、これがスムーズに行われてい

ないであのような事件が発生したというふう

な形の厚労省の専門委員会の調査報告もござ

いますので、この引き継ぎという部分で、ど

ういうふうな形で行われているのか。これを

再質問としてさせていただきます。

よろしくお願いします。

○議長（小比類巻正規君） 福祉部長。

○福祉部長（田面木るり子君） 再質問の他

県市町村との機関連携、引き継ぎ体制はどの

ようになっているのかという御質問にお答え

いたします。

児童福祉法に基づきまして、支援を行って
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いる家庭が他の市町村に転出する場合、転入

市町村の要保護児童対策協議会調整担当課、

当市でいいますと家庭福祉課になりますけれ

ども、そちらのほうへ事前の電話による通告

をまずいたします。

さらに、県のマニュアルで規定されており

ます情報提供書というのがございまして、そ

ちらのほうを作成しまして、内容のほうをつ

けました形で送付をすることになります。こ

れまでの対応状況と必要な情報を通知し、連

携を図っているところでございます。また、

他市町村から要支援家庭が転入してくる際と

いう場合にも同様な形になりまして、情報の

共有を図っております。

この引き継ぎ体制によりまして、支援が途

切れることのないように取り組んでおりま

す。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 下山議員。

○４番（下山光義君） 答弁、大変ありがと

うございました。

この問題に関しては、当市においても転出

入に絡んでこのようなケースが多々発生して

くるというふうに考えられますので、しっか

りと対応していただければと思います。

続きまして、福祉問題の２点目について再

質問をさせていただきます。

答弁いただいた中に、保護を要する場合と

いうふうにあったのですが、これは私たちが

よく耳にする一時保護という言葉だと思うの

ですが、この一時保護ということは、どのよ

うなときに、どこが判断して、どのように行

われるのかということをお伺いしたいと思い

ます。

よろしくお願いします。

○議長（小比類巻正規君） 福祉部長。

○福祉部長（田面木るり子君） 再質問の一

時保護についてお答えいたします。

どのようなときに、どこが判断して行われ

るかということでございます。

まず、一時保護の目的ですけれども、子供

の生命の安全を確保するということでござい

ます。どのようなときということに関しまし

ては、緊急を要するケースの場合ということ

になります。現在の環境に置くことが子供の

安全な家庭生活に問題があるというふうにさ

れたときに、児童相談所が判断をしまして、

一時保護をいたします。

一時保護された子供ですが、児童相談所と

密接な連携が保てる範囲内に設置されている

一時保護所や里親への委託により保護されま

して、安全が確保されるということになって

おります。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 下山議員。

○４番（下山光義君） 御答弁ありがとうご

ざいました。

このことは、命を守るというふうな観点か

らも非常に大事な措置だというふうに思いま

す。児童相談所と連携してというふうな形だ

と思いますので、その判断を慎重にここの部

分をやっていただければと思います。よろし

くお願いします。

福祉問題の３点目でありますが、先ほどの

答弁で、マックテレビという形の通知義務の

告知です。これは福祉ナビゲーターという形

で職員の方が出演されて告知をしているとい

うふうな番組だと思いますが、私も拝見させ

ていただいて、個人的には未然防止の取り組

みとしては、大変効果が上がっているのでは

ないかと思っていますし、この未然防止の取

り組みが大事だと思いますので、これからも

担当課におかれて、さまざまな形で対応して

いただければと思います。

福祉問題は、以上をもって終わらせていた

だきたいと思います。

続きまして、行政問題について再質問をさ

せていただきたいと思います。

先ほど、行政問題の旧市立病院の立体駐車

場の件でございます。この件に関しまして、

市長さんの答弁の中に、現在さまざまな角度

から検討をして有効活用を考えているという

ふうなことで御答弁をいただいたと思いま

す。その中に、現在、このほかに駐車場とし
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て使用されている私有財産があると思いま

す、数カ所。これは指定管理という形で運営

されていると思います。ですから、このよう

な民間の力もかりながら指定管理ということ

も選択肢の一つとしてあるのではないかとい

うふうに思いますが、この点に関して協議を

されているのかどうか、これをお伺いしたい

と思います。

○議長（小比類巻正規君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 旧市立病院の立

体駐車場に関しまして、指定管理を導入する

考えがあるかということでございますが、先

ほど市長から答弁がございましたように、立

体駐車場の取り扱いにつきましては、現時点

では、廃止も含めまして、駐車場のあり方を

さまざまな角度から検討中でございます。

仮に市営駐車場としての活用が妥当という

結論が出た場合には、公共施設の交流的な管

理運営の観点から指定管理の導入が非常に有

力な選択肢の一つになるものと考えておりま

す。

○議長（小比類巻正規君） 下山議員。

○４番（下山光義君） 御答弁ありがとうご

ざいました。

選択肢の一つとしては、将来的には可能性

があるかもというふうなことだと思います。

まず、市有財産ということですので、市民

の財産ということになると思いますので、こ

れを有効活用するということを念頭に、この

対策をしていただければと思います。

２番目のアメリカ広場に隣接する駐車場の

管理について、これについては、先ほど答弁

をいただいた中で、市当局も現状をよく把握

されていると思います。これに関しては、管

理業務委託先と連携しながら、早期に万全な

管理体制をしていただきますように要望しま

して、一般質問を終わらせていただきます。

以上でございます。ありがとうございまし

た。

○議長（小比類巻正規君） 以上で、下山光

義議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

遠藤泰子議員の登壇を願います。

遠藤議員。

○５番（遠藤泰子君） ５番、拓心会、遠藤

泰子でございます。通告に従い、一般質問を

いたします。

人事管理についてと子育て支援についての

２点、質問いたします。いずれも、今後の人

口減少を見据えた、将来に向けた当市の取り

組み方に対する質問でありますので、よろし

くお願いいたします。

厚生労働省が発表した日本の人口動態統計

によると、２０１７年に生まれた子供の数

は、前年よりも約３万人少ない９４万６,０

６０人となり過去最少を更新、また、合計特

殊出生率は１.４３とのことであり、２年連

続で低下したとのことであります。

少子化と高齢社会への対応の問題は、２０

年以上前からの課題として挙げられておりま

したが、今なお少子化は進行中であり、年齢

構成においては、１９３０年代のピラミッド

型から１９８０年代のひょうたん型、そして

逆ピラミッド型に向かって進んでおります。

人口の推移では、２００４年の約１億２,

７８４万人をピークに、２０５０年には約

３,３００万人の減少が予測されておりま

す。

三沢市におきましても、人口の減少が進

み、ピーク時の約４万４,０００人から、現

在は約４万人となり、国立社会保障人口問題

研究所の推計では、２０３０年に３万４,９

５６人、２０４０年には３万９６９人と発表

されております。約２０年後には、約１万人

の減少、およそ４分の３の人口となることが

予測されているのであります。

一方、技術革新に伴う社会情勢は、１９９

０年代から情報通信技術が急速に発展し、イ

ンターネットや携帯電話、スマートフォンの

普及など、大量の情報が瞬時に入手できる環

境が整備され、このことによって個人のライ

フスタイルが変化し、さまざまな業種の働き

方にも大きな変化をもたらしました。

そして現在、ＩＴからＩＣＴへと変化し、
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産業界においては、ＲＰＡ（業務の自動化）

とＡＩ(人工知能)による働き方の変化が既に

始まっております。ＲＰＡにおいては、一部

の地方自治体においても既に導入が始まって

おり、愛知県一宮市や茨城県つくば市では、

市税業務のＲＰＡ化により、業務の８割が軽

減された事例も紹介されております。

これらのほか、今後起こり得る自然環境の

変化、エネルギー支援の動向など、さまざま

な観点から２０年後、３０年後を見据えなが

ら、今、何をやるべきか、優先すべきか見き

わめ、市民に一番近い自治体としての方向

性、施策を選択しながら行動していく必要が

あると思います。

これらの状況の中で、重要となるのが市職

員一人一人の能力であり、定員管理、人材育

成が自治体運営の基礎となります。将来を見

据えた人事管理は、施策一つ一つのクオリ

ティーにかかわる大きな問題であることか

ら、今後さらに綿密な対策が必要であると感

じているところです。

これまで申し上げてきたとおり、自治体の

行政需要が高まる中、人口減少、年齢構成の

逆ピラミッド化、ＡＩ社会の到来、加えて再

任用制度から定年延長への対応など、人事管

理は今まさに変革期にあり、取り組むべき重

要課題であると思います。

行政問題の人事管理に関する１点目の質問

は、今後における定員管理について、どのよ

うなことに配慮して変化に対応していくの

か、今後の取り組み方についてお伺いするも

のであります。

人事管理の２点目の質問は、再任用につい

てであります。私と同年代の方々がこれから

定年を迎えていきますが、当市ではここ数

年、退職を迎える方が非常に多くなるものと

推察しております。再任用者の活用を考慮し

ながら、綿密な将来推計による新採用者数を

決める必要があると思います。

また、再任用者を決定するに当たっては、

単なる数合わせではなく、ブラックボックス

的要素を排除した選考が求められていると思

いますが、今後、退職者が増加するに当た

り、再任用者の決定はどのようにするのか、

再任用者決定に至るまでのプロセスや基準に

ついてお伺いいたします。

人事管理の３点目は、定年延長導入につい

てですが、公務員の場合、現在、６０歳定年

後は再任用制度によって公務に携わっている

ものと思いますが、新聞報道によると、政府

は２０２１年から３年ごとに定年を１歳引き

上げていき、２０３３年度には定年６５歳に

する方向で進めるとのことでありました。

先ほど申し上げた定年延長について、当市

は導入するのかしないのか、導入する場合に

おいては、将来的な定員管理を踏まえた計画

のもとで進める必要があると思いますが、定

年延長導入についての考え方についてお伺い

いたします。

次に、福祉問題の子育て支援について質問

いたします。

三沢キッズセンターそらいえが完成間近と

なり、来年４月のオープンが近づいてまいり

ました。就学前の総合的な子育て支援施設の

完成は子育て世代の方々に期待をされている

ものと思います。

子育て世代への支援は、未来をつくる子供

たちへの投資であり、少子化、人口減少が進

む中、最優先課題の一つであると考えており

ます。昨年１０月、民生常任委員会の視察

先、兵庫県明石市において、子育て支援に関

する取り組みについて勉強させていただきま

したが、明石市長のまちづくりに対する哲学

のもと、強力なリーダーシップにより、本気

で子供を応援する、子供を核としたまちづく

りを進めておりました。取り組みの一つに、

子供への支援を総合的かつ継続的に進めてい

くための基本となる軸を定め、子供の最善の

利益を実現することを目的とした明石市子ど

も総合支援条例を昨年４月にスタートさせて

おります。

この条例の基本理念は、子供にとってより

よい環境整備、全ての子供の人権を尊重、時

代を担える存在になるために豊かな人間性を
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育てる、みんなの力で支援の四つでありま

す。子供をみんなで支えるという観点から、

市だけではなく保護者、市民等、学校等関係

者、事業者のそれぞれの責務を定めておりま

す。

着目すべき点といたしまして、この本気で

子育てを応援する、子供を核としたまちづく

りの取り組みによりまして、転入者の増加、

出生数の増加により、それまで人口減少から

一転して、４年連続の増加となったとのこと

であります。転入者が増加した年代別の内訳

といたしましては、ゼロ歳から４歳までの層

と２５歳から３４歳までの層のいわゆる子育

て世代が多く、さらには、子育て層の増加に

伴う出生率も上昇に加わり、関西唯一のＶ字

回復のまちと言われるに至りました。申し上

げるまでもなく、この人口増は比例して税収

の増につながり、市民税は６億円の増、固定

資産税は１２億円の増となったとのことであ

ります。

総合的な子育て支援施設そらいえのオープ

ン、この機会に当市においても、ソフト事業

を充実させ、子供を核としたまちづくりを強

力に推し進める必要があるのではないでしょ

うか。

子育て支援についての１点目の質問は、明

石市のように、子育てを支援する条例を制定

する考えがあるかについてお伺いいたしま

す。

子育て支援の２点目は、子育てアプリの導

入に関する質問です。

１１月１６日の東奥日報天地人に子育てア

プリについての内容が掲載されておりまし

た。県内では、平川市、六戸町、弘前市が配

信を始めたとありました。平川市と六戸町の

取り組みを調べましたところ、妊婦検診や乳

幼児健診、予防接種のほか、子育て支援等の

情報、イベント情報が利用者に配信されま

す。そのほか、成長記録作成などの機能もあ

ります。名称は異なりますが、十和田市で

は、「十和田で子育て応援ナビ」を実施して

おり、予防接種や乳幼児健診など、子育てに

関する情報を市民の携帯電話等に配信してい

ます。当市においても、子育てに関する情報

を個人に配信する三沢版の子育てアプリを導

入すれば喜ばれるものと思いますが、導入の

考えがあるかお伺いいたします。

以上で質問を終わります。御答弁、よろし

くお願いいたします。

○議長（小比類巻正規君） ただいまの遠藤

泰子議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（種市一正君） ただいまの遠藤議員

御質問の行政問題の人員管理についての第１

点目、当市の定員管理に係る今後の取り組み

方については私から、そのほかにつきまして

は総務部長並びに福祉部長からお答えをさせ

ますので、御了承願いたいと存じます。

当市の人員管理につきましては、少子高齢

化、人口減少が進む中、今後も厳しい財政状

況が見込まれることから、持続可能な財用運

営と安定した行政サービスを前進するために

中長期的な視点での職員数の適正化に取り組

んでいるところであります。

このような中、本年３月に三沢市定員管理

計画を改定し、計画期間を第二次三沢市総合

振興計画前期基本計画の終了年度である平成

３４年度までといたしました。この三沢市定

員管理計画では、計画の適切な推進の取り組

みとして、社会変化等の状況に応じた組織機

構の見直しをはじめ、行財政改革による事業

の見直し、職員構成に配慮した計画的な採

用、また、再任用職員や臨時的任用職員の活

用などを書いております。

さらには、研修者体制の充実と多様な人事

交流により、職員一人一人の意識改革や資質

の向上を図るとともに、育児や家事などの家

庭との両立ができる職場環境、いわゆるワー

クライフバランスの推進にも努めてまいりた

いと考えております。

以上であります。

○議長（小比類巻正規君） 総務部長。

○総務部長（佐々木 亮君） 行政問題の人
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事管理についての御質問の第２点目、職員の

再任用についてと、第３点目の定年延長導入

についてお答えいたします。

はじめに、第２点目の退職者の増加に伴う

職員の再任用についてお答えいたします。

当市の再任用につきましては、三沢市再任

用職員事務取扱要項の規定により、定年退職

予定者を対象とした再任用意向調査を行い、

希望者から再任用職員選考申出書を提出して

いただき、希望者から従前の勤務実績や健康

状態のほか、知識、経験、勤務意欲、常勤職

員の配置状況等を総合的に勘案して選考して

おります。また、再任用制度の運用につきま

しては、地方公務員法で原則１年の任用とさ

れておりますが、当市ではこの制度の目的で

ある雇用と年金との接続の観点から、公的年

金の支給開始年齢に達した年度まで勤務成績

等によって更新されることになっておりま

す。

次に、御質問の第３点目、定年延長導入に

ついての考え方についてお答えいたします。

定年延長につきましては、定年を引き上げ

る年度においては、定年退職者が生じないこ

ととなるため、職員定数を一定とした場合、

新規採用者が大幅に減少することとなり、年

齢別人員構成、人事管理、組織の活力等に影

響が生じることが懸念されております。

このことから、現行の定年を前提としてい

る人事管理や人事計画の見直し、また個々の

職員の生活設計の見直し等も必要と思われま

すことから、定年の引き上げを円滑に実施す

るためには、その開始までに一定の準備期間

の確保が必要と考えております。

当市としましては、現在国でも定年延長を

めぐる検討が鋭意行われていますので、その

動向を注視しながら順次対応してまいりたい

と考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 福祉部長。

○福祉部長（田面木るり子君） 福祉問題の

第１点目、子育て支援についての御質問中、

子育てを支援する条例を制定する考えがある

かについてお答えいたします。

国は、平成２４年８月、子ども・子育て支

援法を施行し、当該法律に基づく子ども・子

育て支援制度が平成２７年４月にスタートし

ております。

当市におきましては、質の高い幼児期の学

校教育、保育及び地域の子ども・子育て支援

事業の推進を図るため、三沢市子ども・子育

て支援事業計画を策定し、子育ての環境づく

りを目指す基本理念を定め、各種施策を推進

してまいりました。

子ども・子育て支援の推進においては、柔

軟で総合的な取り組みが必要であることか

ら、この取り組みを評価するため、利用者の

視点に立った指標を設定し、点検及び評価を

各年度で行い、施策の改善につなげてきたと

ころであります。

さらに、ソフト面につきましては、来年度

供用開始いたします三沢キッズセンターそら

いえにおきまして、これまで実施しておりま

す子育てサービス事業を拡大するとともに、

遊戯室の設置及び妊娠期から子育て期まで切

れ目ない支援体制の整備により、さらなる子

育て支援の充実を図り、県内一子育てしやす

い環境づくりを目指し取り組んでまいりたい

と考えているところであります。

御質問の子育て支援に関する条例につきま

しては、以上の取り組みを推進しつつ、他市

における先進事例等を参考に、制定の必要性

について調査研究してまいりたいと考えてお

ります。

次に、御質問の第２点目、三沢版の子育て

アプリを導入する考えがあるかについてお答

えいたします。

当市では、市ホームページによる情報提供

のみならず、いつでも、どこでもサイト閲覧

が可能なスマートフォン等の携帯端末におい

て、子ども・子育てに関する情報を提供する

ことを目的に、平成２８年１月に三沢市子育

てナビの提供を開始いたしました。このサー

ビスは、ウエブサイトで検索していただく

か、ＱＲコードを読み取っていただくと、三
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沢市の行政サービスや救急時の連絡先、子育

て関連施設、窓口など、子育てに必要な情報

が紹介されるものであります。

三沢市子育てナビにつきましては、リーフ

レットを作成し、母子手帳交付時や転入者へ

の配布、または広報みさわへＱＲコードを掲

載し周知をしており、子育て中の方々に広く

活用されているものと認識しているところで

あります。

今後におきましても、さらに三沢市子育て

ナビの周知徹底を図るとともに、機能強化等

も検討し、育児を応援する行政サービスとし

て、より利用者の視点でサービス向上につな

がるよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 遠藤議員。

○５番（遠藤泰子君） 御答弁ありがとうご

ざいます。

人事管理についての１点目を再質問させて

いただきます。定員管理に係る今後の取り組

み方についての再質問になります。

今後においては、組織機構の見直しなど計

画的に進めていくとのことでありましたが、

壇上で申し上げたとおり、人件費は予算の中

で非常に大きなウエートを占めております。

一旦採用すれば、３０年以上、定年延長が始

まれば４０年以上の長期間に及ぶ雇用となり

ます。社会環境の変化による将来予測が難し

い中、一定期間の一時的な業務量の変化に対

応するため、任期つき職員の採用を行ってい

る市町村もあります。当市にも、任期つき職

員について検討してみてはどうかと思います

が、お考えをお伺いいたします。

○議長（小比類巻正規君） 総務部長。

○総務部長（佐々木 亮君） ただいまの遠

藤議員の再質問、一時的な業務に対応するた

めに、任期つき職員を採用してはどうかとい

う御質問にお答えしたいと思います。

この任期つき職員というものは、高度な専

門知識を有したり、あと資格を有した職員が

ある一定の期間において必要になったときに

効果が期待されるものと認識しております。

当市では、嘱託職員や臨時的任用職員等で資

格が必要な職員を今現在、カバーしているよ

うな状況ですけれども、平成３２年度から地

方公務員法の改正により臨時的任用職員の任

用形態の見直しが始まります。これにあわせ

て、限られた人件費とか市民のサービスの低

下を招かないように、このような任期つき職

員の採用につきましても、必要に応じて検討

してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 遠藤議員。

○５番（遠藤泰子君） 検討のほど、よろし

くお願いいたします。

次に、人事管理についての２点目、再任用

について再質問いたします。

再任用の選考についてですが、答弁では、

総合的に勘案して選考するとのことでありま

した。先ほど申し上げましたとおり、ブラッ

クボックス的に選考するのではなく、あらか

じめ再任用の予定数を明示し、選考過程にお

いてもわかりやすい、納得のできるようにす

べきだと思いますが、考えをお伺いいたしま

す。

○議長（小比類巻正規君） 総務部長。

○総務部長（佐々木 亮君） 遠藤議員の再

質問、ブラックボックス的という表現がござ

いましたけれども、再任用に当たっての選考

基準をあらかじめ明示したらどうかというこ

とについてお答えいたします。

現在、退職者の皆さんに、再任用を希望す

る皆さんにも含めて、説明会を開催しており

ます。その中で、再任用の基準や条件等を説

明して、あと再任用希望者の同意のもとに再

任用を行ってきておりますので、基準やそう

いう条件などを決して隠しているようなこと

はございません。

しかしながら、現実問題としまして、人件

費とか組織体制などの事情によりまして、ど

うしても希望どおりの配置ができないという

ことも承知しておりますので、今後につきま

しては、再任用職員に雇用と年金との接続と
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いう本来の目的を丁寧に説明して、可能な限

り、希望に沿った再任用ができるように努め

てまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 遠藤議員。

○５番（遠藤泰子君） 退職者の説明会等を

開催して、きちんと行われているということ

は理解しました。

採用についての再々質問になります。再任

用の方のポストなのですけれども、定年退職

される方は経験と実績があります。国や他市

町村、十和田市なんかでもそうだと思います

が、再任用者を課長補佐ポストに配置してい

るところもあります。退職者の実績を踏まえ

た実力を発揮できる役職に配置してはどうか

と思いますが、お考えをお伺いいたします。

○議長（小比類巻正規君） 総務部長。

○総務部長（佐々木 亮君） ただいまの再

質問、再任用の役職配置ということで、課長

補佐のポストを用意してはどうかということ

についてお答えいたします。

再任用の役職配置につきましては、再任用

者の管理職のポストに配置した場合、若年層

とか中堅層の昇進のペースが遅くなり、職員

の士気低下を招くということが大変懸念され

ております。公務全体の能率に悪影響を及ぼ

すことも踏まえまして、現在では管理職の役

職ポストは考えておりません。したがいまし

て、今後、組織の新陳代謝を確保しながら、

退職者の能力、経験をまた生かせるような人

事管理、再任用の配置にいろいろ検討して努

めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 遠藤議員。

○５番（遠藤泰子君） 答弁ありがとうござ

います。

いろいろと検討していただけるということ

なので、やはり、下に使われる側、下の方が

やはり上の方を例えば非常勤という形で使う

というのも結構使いづらいところもあるのか

なという思うところもありますので、その辺

も検討していただけるということなので、よ

ろしくお願いいたします。

次に、子育て支援についてお伺いいたしま

す。

１点目の質問については、十分、調査、研

究していただきたいと思って、条例がなくて

もやっていくということではありますので、

その辺のところは十分検討していただけると

いうことですので、再質問はありません。

次に、子育てアプリについて再質問いたし

ます。

当市においても、ホームページ上の子育て

ナビを実施しているとのことで理解いたしま

した。私も聞き取りのときの調査後にホーム

ページで見させていただいたのですけれど

も、ちょっと残念だったのは、児童館入所申

し込みというところにたどり着いたら、２９

年度１月の申し込みという形になっていて、

その日程が書いてあって、２９年度というこ

とであれば、あれ、今２９年ではないなとい

うことがあって、ちょっとその辺のところの

実際に対応の部分に関してはちょっと残念だ

なというところがありました。

今回質問した趣旨としては、市民の携帯電

話とかスマートフォンにメール配信をする考

えがあるかということでありまして、六戸も

平川市も十和田市も、対象となる市民に健診

とか予防接種などのタイムリーな情報をメー

ル送信するというサービスを実施しておりま

す。当市でも、今後配信サービスを実施して

いく考えがあるのか、再質問いたします。

○議長（小比類巻正規君） 福祉部長。

○福祉部長（田面木るり子君） 再質問の

メール送信の配信の考えがあるかということ

について、お答えいたします。

議員から御指摘ありましたとおり、現在三

沢市では、情報提供のサービスだけでござい

ます。検索をして、情報を探して得るという

ところまでのサービスとなっております。開

設当初には、そのサービスを盛り込んでおり

ませんでしたので、配信のサービスができる

ようにということで、機能の強化につきまし

て、既に見直しの検討を進めている段階でご
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ざいます。

機能の強化につきましては、生年月日を登

録して自動計算された上で、予防接種や健診

日程などが手元に配信されるですとか、イベ

ントの情報ですとか、電子母子手帳のような

形で、スケジュール管理以外に成長記録も管

理できるというようなサービスを現在見直し

として検討しているところですので、今後に

つきましては検討してまいりたいと思いま

す。

以上でございます。

○議長（小比類巻正規君） 遠藤議員。

○５番（遠藤泰子君） 部長のほうから今後

も検討していくということでありますので、

ぜひとも、ソフト面においても頑張っていた

だきたいなと思います。やはり、壇上でもお

話ししましたけれども、子供支援はまちの未

来への投資ということでありますので、考え

ていただければなと思います。

再々質問はございません。ありがとうござ

いました。

○議長（小比類巻正規君） 以上で、遠藤泰

子議員の質問を終わります。

この際、午後１時まで休憩いたします。

午前１１時３３分 休憩

────────────────

午後 １時００分 再開

○議長（小比類巻正規君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

ここで、議長を交代します。

○副議長（太田博之君） 議長を交代しまし

た。

それでは、一般質問を次に移ります。

春日洋子議員の登壇を願います。

○１２番（春日洋子君） １２番、公明党の

春日洋子でございます。通告の順に従い、質

問してまいります。

はじめに、行政問題の１点目、ＳＤＧｓ

（持続可能な目標）の取り組みについてお伺

いします。

国連が２０３０年までの達成を目指す持続

可能な開発ＳＤＧｓは、貧困と飢餓の撲滅、

不平等の是正、地球温暖化のような気候変動

に立ち向かう緊急対策の実施など、１７の項

目を掲げており、日本を含む各国加盟国はＳ

ＤＧｓの達成に向けて、積極的に取り組んで

おります。

ＳＤＧｓが今、日本で注目されるように

なったのは、ＳＤＧｓで示された目標が開発

途上国のみならず、日本を含めた先進国が率

先して取り組むべき目標が多数含まれている

からと言われています。また、その目標に

は、地方自治体レベルで対応すべき課題が数

多くあり、持続可能なまちづくりや貧困、健

康、教育、雇用、環境など、全ての目標が地

方自治体に関するものです。

一方、ＳＤＧｓの事業は行政主導では持続

可能とはならず、町内会や地元企業、ＮＰ

Ｏ、教育機関などとの連携が重要であり、住

民の意識向上と参画が必要となります。この

ように、さまざまな担い手の参加のもと、自

治体、ＳＤＧｓが推進されることが期待され

ていることから、推進に向けて市の御見解を

お伺いします。

次に、２点目の乳児用液体ミルクの備蓄導

入についてお伺いします。

乳児用液体ミルクは、常温で保存でき、容

器に吸い口を装着すれば、すぐに飲ませてあ

げることができ、粉ミルクのようにお湯で溶

かしたり、哺乳瓶の洗浄や消毒をする必要は

なく、海外では広く利用されています。厚生

労働省は、本年８月８日、乳児用液体ミルク

の製造、販売を可能にする規格基準を定めた

改正条例を施行しました。これにより、国内

には、これまで安全性を担保する基準があり

ませんでしたが、企業が製造、販売できるよ

うになりました。子育ての負担軽減ととも

に、水やお湯の確保が難しい災害時での活用

に期待されており、２０１１年の東日本大震

災や２０１６年の熊本地震の発生時には、

フィンランドから救援物資として液体ミルク

が届けられ、育児中の母親たちから喜ばれま

した。

また、東京都は、液体ミルクを災害時に調
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達するために流通大手と協定を結び、海外か

ら緊急輸入する体制を整えており、西日本豪

雨では、この協定を生かして、東京都から岡

山県倉敷市や愛媛県に液体ミルクを提供され

ています。

さきごろの報道によると、江崎グリコが製

品化に成功したと発表し、厚生労働省の承認

や消費者庁の表示許可などを得た上で、来春

を目標に販売を始める見通しになったことが

わかりました。ほかのメーカーも準備や検討

を進めているとのことであります。乳児用液

体ミルクは、外出時や夜間でも手軽に利用で

き、男性の育児参加促進にもつながります。

そして何よりも、清潔な水の確保が難しい災

害時の備蓄として活用できるという利点があ

ります。そこで、導入に向けて、市の御見解

をお伺いします。

次に、３点目の三沢市住宅取得支援助成金

事業の対応についてお伺いします。

本年１０月３日に実施された三沢市住宅取

得支援事業助成金の申請受け付けは、申請額

が予算に到達したため、１日で終了となり、

申請に来られたものの、約１０名ほどの方が

申請できずに帰られたと伺いました。本事業

の交付要綱、趣旨第１条によると、三沢市は

本市へ移住または定住を促進し、域内居住人

口の維持及び拡大を図ることによって、地域

の活性化を実現するため、本市内に住宅を取

得かつ当該住宅に継続して居住する意思を有

するものに対し、平成３０年度予算の範囲内

において、三沢市住宅取得支援事業の助成金

を交付するものとし、その交付については、

この要綱に定めるところによるとありますよ

うに、予算の範囲内での事業であることは承

知しているところでありますが、申請に漏

れ、落胆している市民の方より「申請できな

いとは全く予想していなかった。今後の生活

への計画が成り立たなくなり、途方に暮れて

いる、何とか救済してもらいたい」と、痛切

な声をお聞きし、三沢市で暮らしたいと転居

してきた方の気持ちを思いやると、市として

も、全ての方に平等に適切な対応をすべきと

考えます。そこで、その後の市における検討

状況をお伺いします。

次に、４点目のアピアランス(外見)ケアへ

の対応・助成についてお伺いします。

がん医療の進捗により、がんの生存率は改

善し、仕事をしながら通院・治療をする患者

がふえており、それだけに脱毛や肌のトラブ

ル、爪の変色などの副作用で、術後の傷跡に

心を痛める人が多いと言われます。そうした

外見の変化の悩みに対応するアピアランスケ

アが注目されており、個別相談や情報提供を

行ったり、患者の負担を軽くするため、ウ

イッグや胸部補正具などの購入費用を対象に

した助成制度を設けている自治体もありま

す。

治療の大変さに加え、外見の変化に不安や

悩みを抱えている人に適切な助言を行い助成

することは、就労も含めた社会参加の後押し

につながるものと考えます。そこで、がん患

者が本人らしく、生活の質を保ちながら過ご

すためのアピアランスケアの対応、助成につ

いて、市の御見解をお伺いいたします。

次に、５点目のマンホールカードの制作に

ついてお伺いします。

マンホールカードは、国土交通省などでつ

くる団体、下水道広報プラットホームとマン

ホールを管理する都道府県や市町村が共同で

制作するマンホールぶたのコレクションアイ

テムです。楽しみながら、下水道への興味を

感じてもらうことを目的に、２０１６年から

発行され、第８弾では、マンホールカードの

発行が初となる６３団体を含めた７６自治体

が参画し、第１弾からのシリーズ累計は３６

４自治体であり、４１８種類、発行数は約２

３０万枚になるとのことです。全国各地でデ

ザインが異なり、各地のカードを集めて旅す

るコレクターもいるなど、その繊細なデザイ

ンへの人気が高まっており、国土交通省にお

いても、マンホールカードの発行を通じて、

下水道の役割を知っていただくとともに、各

地に足を運んでいただくことで、観光振興に

もつなげていきたいとしています。新聞報道
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によると、十和田市においては、８５団体が

応募した９月の登録審査に応募し、１０月に

時期発行枠の６０団体に当選されており、制

作を決めた理由については、名所や名跡、特

産品など、趣向を凝らしたマンホールの写

真、位置情報、デザインの由来が記載され、

下水道事業への関心が深まるとともに市の情

報発信強化、集客力向上が期待できると述べ

られています。そこで、マンホールカードの

制作に向けて、市の御見解をお伺いします。

次に、福祉問題の埋込型用人工鼻の購入助

成についてお伺いします。

昨今、がん治療などで、喉頭を摘出した方

が使う埋込型用人工鼻の費用を助成する自治

体がふえています。人工鼻は、声帯を失った

方が、特殊な発声法で意思疎通をするために

必要な器具ですが、器具は消耗品であり、一

月に２万円以上の費用がかかると言われ、健

康保険が使えないため、利用者には重い負担

になっています。

日常生活養護給付等事業は、障害者等の日

常生活がより円滑に行われるための用具を給

付または貸与すること等により、福祉の増進

に資することを目的とした事業であり、対象

者を文字どおり日常生活用具を必要とする障

害者としています。そこで、埋込型用人工鼻

の購入費を日常生活用具給付等事業の対象と

して助成すべきと考え、市の御見解をお伺い

します。

最後に、教育問題の市内小中学校へのエア

コン設置についてお伺いします。

ことしの夏、日本列島は記録的な猛暑に見

舞われ、小学生が亡くなるという痛ましい事

故も起きました。文部科学省の調査の結果で

も、教室内の温度が子供たちの学習意欲や効

率や成績にまで影響を与えることが明らかに

なっています。

さて、この１１月７日に成立した、政府の

２０１８年度補正予算には、学校の緊急重点

安全確保対策として、熱中症対策として、公

立小中学校へのエアコン設置、倒壊のおそれ

のあるブロック塀の撤去、改修の予算も盛り

込まれました。国の特例交付金を活用して、

来年夏までにエアコン設置を順次進めていく

方針の自治体が広がっています。そこで、我

が三沢市においても、市内小中学校へのエア

コンを設置すべきと考え、市の御見解をお伺

いします。

以上で、私の質問を終わります。

御答弁をよろしくお願いいたします。

○副議長（太田博之君） ただいまの春日洋

子議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（種市一正君） ただいまの春日議員

御質問の行政問題、第１点目、ＳＤＧｓの取

り組みについては私から、そのほかにつきま

しては担当部長からお答えをさせますので、

御了承願いたいと思います。

人類及び地球の持続可能な開発のために達

成すべき目標として、２０１５年９月の国連

サミットで採択されたＳＤＧｓ、いわゆる持

続可能な開発目標は途上国のみならず、先進

国自信をも取り組むべきユニバーサルなもの

として、日本でも政府や企業を中心に徐々に

取り組みが広がってきております。また、そ

の検討課題は、健康や福祉、教育以外にまち

づくり等多岐にわたっており、中には地方自

治体が加わるべき課題も多数あるものと認識

しております。

このようなことから、市では、新たな取り

組みとして、平成２５年度から青森県と共催

で実施している青森グローバルアカデミーに

おきまして、今年度、ＳＤＧｓに関する講座

を設けました。これは、青森グローバルアカ

デミーの目的である世界的な視野を持って

チャレンジしていく若い人材の育成のために

は、この開発目標に関する知識の習得が不可

欠であると考えたものであり、さらにこの講

座をアカデミー受講者だけではなく、一般向

けにも開放したことで、多くの市民の皆様に

触れる機会を提供できたものと考えておりま

す。

今後におきましても、この取り組みに関す
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る情報提供に努めていくほか、市の各種業務

とＳＤＧｓの理念との整合性を検証し、世界

規模で進められているこの取り組みについ

て、市といたしましても積極的にかかわりを

持ってまいりたい、このように考えておりま

すので、よろしくお願いします。

以上です。

○副議長（太田博之君） 総務部長。

○総務部長（佐々木 亮君） 行政問題の第

２点目、乳児用液体ミルクの備蓄導入につい

てお答えいたします。

現在、三沢市では、乳児の計画避難人口を

最大４２人と想定して、その３日分に当たる

１,０４４包の粉ミルクを備蓄しておりま

す。この粉ミルクは、調乳時に必要な量を調

整できるという長所がある反面、溶かすため

のお湯や飲料水を用意する必要があります。

これに対して、液体ミルクは、先ほど春日議

員の御質問にもありましたとおり、乳児に必

要な栄養素を加えた乳製品で、飲料水の確保

が難しい状況のもとでも、封を開ければ常温

のまますぐに飲ませることができるという点

において、災害時での活用が期待されるもの

であります。

液体ミルクは、これまで国内での製造販売

は行われておりませんでしたが、２０１６年

の熊本地震の際に、フィンランドから救援物

資として被災地に届けられたことにより、国

内販売への解禁への機運が高まり、本年８月

８日に厚生労働省が液体ミルクの規格基準を

定めた改正省令を公布、施行し、国内での製

造販売が解禁されたところであります。今

後、市としましては、国内における事業者の

安全基準に適合した液体ミルクの製造販売に

関する動向を注視し、また利用者の意見等も

参考にしながら、液体ミルクの備蓄を検討し

てまいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 政策部長。

○政策部長（山本剛志君） 行政問題の第３

点目、三沢市住宅取得支援助成金事業の対応

についてお答えいたします。

三沢市住宅取得支援助成金事業は、市内に

住宅を取得し、居住を希望される方々に助成

金を交付することで、当市への移住・定住を

促進し、域内居住人口の維持及び拡大を図る

ことを目的に、平成２８年度から実施してい

る事業でございます。平成２８年度及び２９

年度の２カ年で、この事業を活用し市内に居

住している方は７２８名で、うち市外からの

転入者は１２１名であり、当該事業の実施に

より、移住・定住の促進が図られたものと認

識しております。

御質問の三沢市住宅取得支援助成金事業の

対応についてでございますが、平成２８年度

及び２９年度におきましては、いずれも年度

当初に１億円を予算措置し、２８年度は７，

４８７万３,０００円、２９年度は５,０００

万円をそれぞれ９月に増額補正し対応をして

まいりました。今年度におきましても、年度

当初の１億円に加え、９月に５,０００万円

を補正し受け付けを行ったところ、受け付け

再開日の午前中で予定額に達し、十数名の方

の申請が受理できなかったところでありま

す。

当該事業は、平成３１年度までを計画区間

とした三沢市まち・ひと・しごと創生総合戦

略に掲げる移住・定住促進のための事業の一

つとして実施しているもので、これまで多く

の方々に御利用いただき、一定の成果を挙げ

てまいりました。このことから、来年度も引

き続き実施する方向で進めたいと考えており

ますが、予算化に当たっては、今年度申請を

受け付けできなかった方への対策や、来年度

の消費税率引き上げにより見込まれる申請動

向の変化等にも柔軟に対応できるよう、民間

企業からの情報収集などにより、実態に近い

申請見込み数の把握に努めるとともに、制度

の見直しも含めて慎重に検討してまいりたい

と考えております。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 市民生活部長。

○市民生活部長（繫 範雄君） 行政問題の

第４点目、アピアランスケアへの対応につい
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てお答えいたします。

国立がん研究センターの２０１８年のがん

統計予測によりますと、我が国では生涯でが

んにかかる確率は、男性が６２％、女性４７

％で、およそ２人に１人ががんになる可能性

があると予測されております。がんの治療に

つきましては、手術療法、化学療法及び放射

線療法等がありますが、放射線療法や化学療

法は、副作用として脱毛や皮膚の変色など、

さまざまな外見の変化を伴うことがございま

す。

医療の進歩により、入院期間の短縮や外来

治療が可能となるなど、現在では社会に出て

普通に仕事をしたり、周りの人とのコミュニ

ケーションをとったりする機会がふえてきた

ということも、外見のケアに関心が集まる一

つの要因であり、アピアランスケアを通し

て、その人がその人らしく生きること、社会

とつながることをサポートすることが必要で

あると考えております。

当市では、地域がん診療連携拠点病院であ

る三沢市立三沢病院が平成１９年４月からが

ん診療相談室を開設し、現在は、がん相談支

援センターとして、国立がんセンター、がん

対策情報センターと連携しながら、がん専門

相談員ががんの診断や治療、症状や副作用、

緩和ケア、アピアランスケアなど、さまざま

な相談に対応しております。

御質問のアピアランスケアの助成につきま

しては、まだ県内では実施している自治体は

ありませんが、三沢市立三沢病院のがん相談

支援センターと連携しながら、実情の把握に

努めるとともに、既に実施しております県外

の状況を調査研究してまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 福祉部長。

○福祉部長（田面木るり子君） 福祉問題の

埋込型用人工鼻の購入費助成についてお答え

いたします。

障害のある方への日常生活用具等給付事業

につきましては、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律の規定に

基づき、日常生活の便宜及び福祉の増進を図

るため、自立生活支援用具の購入に要する費

用を支給するものでございます。

がんなどにより、声帯を含む咽頭を摘出

し、音声機能を失った方の意思疎通の支援用

具として、現在、当市で支給対象となってお

ります首の部分に音声のかわりとなる器具を

当てる電気式人口咽頭は、音声が機械的であ

るという難点がございました。

人工鼻は、シャント法という手術を行い、

より自然な発声ができるようになる機器であ

り、また、失われた鼻の機能のかわりの働き

として、首の部分に開けた永久器官侯での呼

気を加湿、ろ過し、せきやたんを減らす機能

を持つものでございます。この人工鼻の関連

用品は消耗品であり、１日ごとに交換が必要

なフィルターの購入等、利用者の負担が大き

いものですが、法の規定では、給付対象の種

目を市町村の実情により決定できるものとし

ていることから、障害者の自立支援の観点か

らも給付する体制を整えることが必要である

と考えております。

当市では、現在該当する方はおりません

が、他市町村との整合性を図るため、給付基

準を調査するなど、給付開始に向けた要綱の

改正について検討してまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 上下水道部長。

○上下水道部長（関 敏徳君） 行政問題の

第５点目、マンホールカードの制作について

お答えいたします。

下水道のマンホールぶたは、全国各地の名

物、名所、キャラクターを描いた、いわゆる

デザインぶたを使われており、当市の下水道

のマンホールぶたにつきましても、ヒノキ、

松と市の花、サツキを取り入れたデザインぶ

たを設置しております。そのデザインを表し

たマンホールカードは、地方公共団体が企画

元である下水道広報プラットホームと共同で

作成し、訪れた方に無償で配布することで、
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楽しみながら下水道に興味を持っていただく

ことを目的としたカード型下水道広報ツール

として制作されております。また、マンホー

ルカードは、平成２８年４月より、これまで

３６４自治体、４１８種類が発行されてお

り、青森県内では、青森市が平成２９年８月

１日に発行を行い、弘前市及び十和田市は本

年１２月中旬に発行を予定しております。当

市におきましても、マンホールカードを制

作、配布することで、コレクターや観光客へ

三沢市の情報を発信することができ、また市

民に対しては、下水道に興味、関心を持って

いただき、普及促進につながることから、今

後は発行自治体から情報収集等を行い、マン

ホールカード発行へ向け、検討をしてまいり

たいと考えております。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 教育部長。

○教育部長（山本智香子君） 教育問題の市

内小中学校へのエアコン設置についてお答え

いたします。

今回、国の補正予算により、新たな制度と

して、学校施設にエアコンを設置するための

冷房設備対応臨時特例交付金が創設されまし

た。この交付金は、文部科学省の補助事業

で、熱中症対策として各学校の普通教室など

にエアコンを設置するための費用の一部を補

助するものであります。当市の市内小中学校

のエアコンの設置状況につきましては、全小

中学校１２校のうち３校につきましては、全

館に冷房が完備された校舎でございます。残

る９校につきましては、全ての保健室にエア

コンが設置されており、児童生徒の健康管理

に利用されておりますが、普通教室にはエア

コンが整備されておらず、扇風機等で対応し

ている状況でございます。本交付金を活用し

たエアコン設置につきましては、全ての教室

などにエアコンを設置する場合、相当な電力

消費が予想され、各校の受電設備の調査や設

備設計が必要となりましたが、事業実施に向

けた準備期間が短かったことから、今回の国

の補正予算での対応を断念せざるを得ません

でした。

今後におきましては、市内小中学校の普通

教室などにエアコンを設置するための受電設

備等の現状を調べ、学校施設に適した冷房設

備の検討を行い、事業計画策定に向けたさま

ざまな課題を洗い出して、関係課と協議、連

携を図りながら計画的に教育環境の整備に努

めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 春日議員。

○１２番（春日洋子君） 御答弁ありがとう

ございました。

再質問させていただきます。

行政問題の１点目でありますＳＤＧｓであ

ります。

市長より御答弁をいただきました。市とし

ては、青森県と共同で先日、青森グローバル

アカデミーの開催、１日でした。私も終わっ

てから、ちょっとＳＮＳの発信を拝見しまし

て、すばらしい取り組み、この中にＳＤＧｓ

も盛り込まれていたということを後ほど知

り、うれしく思っているものでありましたけ

れども、せっかくの機会ですので、この青森

グローバルアカデミーの当日の内容を簡単で

よろしいですので、この場で御案内できる範

囲で御紹介いただければありがたいというふ

うに思っておりました。

市長からも、このＳＤＧｓの取り組みにつ

いては、積極的に取り組んでまいりたいとい

うような前向きな御答弁ではありました。あ

わせて、今年度から始まったこのＳＤＧ未来

都市事業というのがございます。この地域の

独自性の開拓と地域活性化、誰も取り残さな

いという、ここが一番のキーワードでありま

す。社会的包摂、ＳＤＧｓの誰も取り残さな

いということの観点から、住民の生活の質の

向上ということ、この中で既に先進的に取り

組んでいる全国２９の自治体が選定されたと

いうことを報道で知ることとなりました。

そこで、このＳＤＧｓ事業を持続可能とす

るために、町内会や地元企業、教育機関な

ど、あらゆる機関との連携は欠かせないとい
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うふうに言われております。住民の意識向上

と参画が必要となることから、市として、今

後どのような場、機会を捉えながら推進して

いくのかということを改めてお聞かせいただ

きたいと思います。

○副議長（太田博之君） 政策部長。

○政策部長（山本剛志君） ＳＤＧｓの再質

問についてお答えいたします。

先日、１２月１日に青森グローバルアカデ

ミー２０１１のセミナーを行いました。その

中で、ＳＤＧｓの項目として、３部構成でセ

ミナーを行ったところであります。

まずはじめに、１点目ですが、ＳＤＧｓの

セミナーとして、ＳＤＧｓカードゲームを実

施しております。こちらは、一般社団法人グ

ローバル教育推進プロジェクト、通称ＧｉＦ

Ｔと言われる団体でありますが、その代表理

事である辰野まどかさんから講演をいただい

ております。その中では、カードゲームを通

じてＳＤＧｓに触れたというところでありま

す。

次に、２点目でありますが、社会課題解決

型ビジネスの新潮流と取り組みで、ジェトロ

版ということで行っております。こちらは、

日本貿易振興機構ジェトロの青森貿易情報セ

ンターの所長であります木村慶一さんから

ジェトロのＳＤＧｓの取り組みについて、講

演をいただいたところであります。

その後に、３部目としましては、ＳＤＧｓ

の関連事業の紹介ということで、県内の事業

所においてＳＤＧｓの関連事業の紹介がござ

いました。こちらは、当市にも所在します住

友化学株式会社がアフリカへマラリア感染防

止のために防虫蚊帳を配布するという取り組

みを行っているという紹介がございました。

これはＳＤＧｓの目標の一つである「全ての

人に健康と社会を」に合致する活動でありま

す。なお、この活動におきまして活動が認め

られ、平成２９年１２月２６日に開催されま

した第１回ジャパンＳＤＧｓアワードの授賞

式におきまして、ＳＤＧｓ推進副本部長、外

務大臣表彰をされております。

以上が青森グローバルアカデミーでの講座

となっております。

なお、市の取り組みにつきましては、国に

おいては、地方自治体の積極的な取り組みの

推進のために地方公共団体に対する普及促進

活動の展開をしております。環境未来都市構

想フォーラムの開催や地方公共団体が主催す

るＳＤＧｓ理解促進普及啓発のためのフォー

ラム、事業等に対して支援を行うほか、モデ

ル事例の形成のための資金支援策を検討して

いるところであります。

三沢市におきましても、今現在やっている

施策、事業、計画、いろいろなことがありま

すが、それにつきましてＳＤＧｓに関連する

ものを踏まえまして計画をつくっていきたい

と考えております。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 春日議員。

○１２番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。御丁寧な説明、答弁をいただきまし

て、私なりに理解をさせていただきました。

ありがとうございます。こういう機会を捉え

て、多くの市民の皆様にも、企業、町内会、

あらゆる機関の方に、また理解の第一歩とな

ればという思いでの質問でありました。大変

ありがとうございました。

次に、再質問でありますけれども、先ほど

総務部長より、この乳児用液体ミルクの備蓄

導入についての御答弁をいただいたところで

あります。今後、すぐということではありま

せんけれども、もちろん安全性、さまざまな

ものがこれからありますけれども、思いのほ

か１年後くらいかなというふうに私も思って

いましたところ、比較的進みが早いというこ

とでの、メーカーさんがいち早く着手をして

くださったことだなというふうに思っており

ました。

そこで、先ほどの答弁の中で少し気になっ

た部分がありました。それは、今申し上げ

た、動向を注視するというのはもちろん大事

なことではありますけれども、御答弁の中で

利用者の意見を参考にしながらと、これはあ
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くまでも強制もありませんし、困ったときに

有事に備えて備蓄をするということでありま

すので、これは大事ではないかなというふう

に、消極的なように一瞬感じたところではあ

りましたけれども、この点はどうでしょう

か。私は、さまざまな担保が保証されたとき

には、市としては１人でも助かる話ですか

ら、こういう緊急事態、有事の際には、大事

な備蓄に間違いないというふうに確信をする

ものでありますけれども、この点についても

う一度御見解をお伺いしたいと思います。

○副議長（太田博之君） 総務部長。

○総務部長（佐々木 亮君） 春日議員の再

質問の、先ほど私の答弁で利用者の意見等も

参考にしながらという部分でございますが、

ちょっと勘違いを受けるような答弁であった

のかもしれませんけれども、認知度という点

で、粉ミルクに比べまして液体ミルクが認知

度がまだ薄いということで、実際に北海道の

ほうではその認知度が低いせいで使われな

かったという事例がございました。そういう

意味で、市民がこの液体ミルクというものを

知っていただいて、そういった御意見も聞き

ながらという意味でございますので、導入に

関しては、決して消極的ということではござ

いません。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 春日議員。

○１２番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。承知いたしました。

もちろん、今、総務部長の御答弁にありま

したとおり、もしこの備蓄導入をした暁に

は、広く周知に努める、正しい理解をしてい

ただくということが大前提になりますので、

そのときが来ましたら、ぜひよろしくお願い

いたします。

次に、三沢市住宅取得支援助成金事業の対

応について再質問をさせていただきます。

先ほどの政策部長の御答弁の中に、るる答

弁の中にありました、今後というところであ

りました制度の見直し、もしこれが救済をす

る場合、平等にということが私も強く思うも

のでありますので、早く行った方と普通にと

いうか、その人なりの事情で申請に行ったわ

けですので、その方たち全ての方が平等にこ

の助成を受けなければならないというふうに

思っているところであります。

そこで部長、先ほど制度の見直しという御

答弁もございました。今後、この救済を可能

とするための制度の見直し、手順というもの

は、どのようなものが考えられるのでしょう

か。参考に再質問させていただきます。

○副議長（太田博之君） 政策部長。

○政策部長（山本剛志君） 三沢市住宅取得

支援助成金事業の対応についての再質問につ

いて、お答えいたします。

この事業は、これまで年度内の契約、いわ

ゆるその年の４月１日以降の契約を対象とし

て、年度内の完成を条件として実施しており

ます。今年度に申請受け付けできなかった方

を来年度の事業として対象にするためには、

平成３０年４月１日以降の契約と当該年度で

ない日にしなければならないということがあ

ります。

なお、このような対応をとった場合に、地

方自治法などの関係法令、条例、規則などの

法的な問題がないかを含めまして、制度の見

直しを検討していきたいと考えています。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 春日議員。

○１２番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。

ただいまの答弁に再々質問させていただき

ます。

理解が低くて申しわけないのですけれど

も、そうしますと、これは限りなく可能性は

あるのかな、どうなのかなと、今この場でも

ちろん明快なことは答弁にはできないのかな

というふうに思いつつも、現在の感触として

は、これは可能性あるかないかというような

ところはいかがですか。

○副議長（太田博之君） 政策部長。

○政策部長（山本剛志君） 再々質問にお答

えいたします。
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可能性があるかないか、マルかバツかとい

うことでありますが、現在のところ、対応す

るような方向で、今、前向きに検討しており

ます。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 春日議員。

○１２番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。ぜひ、思いを平等にというところ

で、ぜひよろしくお願いいたします。

次の４番、アピアランスケアの対応、助成

については、再質問はございません。先ほ

ど、非常に国のこの支援センターとあわせて

当市としても寄り添った対応をされてきたの

だなということは承知させていただきました

ので、加えて将来、それの助成等、微々たる

ものでも、そういう思いにということであれ

ば、何かまた先々に御検討いただける余地が

あればいいなということを思っておりまし

た。再質問はございません。

５番のマンホールカードの制作についてで

あります。御答弁の中でも、前向きに今後、

何か検討していただければ、多くの、またさ

まざまなこういう相乗効果が生まれるのかな

というふうに思っての質問でありましたの

で、ぜひまた、よりよい形になればいいなと

いうことを思ってのことでありましたので、

再質問はございません。

また、福祉問題の埋込型用人工鼻、この購

入費助成についてでありますけれども、国と

しても、また県としても、この助成給付等々

への手だてがあるというふうにありました。

前向きな御答弁をいただき、ありがたく思っ

ております。現在は、幸いと申しますか、三

沢市としては、この該当する方がいらっしゃ

らない。ですけれども、いろいろながんの形

もあり、また今後に備えるということは非常

に大事だというふうに思っておりました。制

度の見直しをしていただけるということで、

ぜひよろしくお願い申し上げます。

最後に、この市内小中学校へのエアコン設

置についてであります。教育部長より、これ

までの市の状況、対応等もお聞きいたしまし

たけれども、私はやはり、これまでの建築年

数が以前からのもの、そして最近のもの等々

ございまして、現在設置しているところは、

市内小中学校１２校中３校であると。もちろ

んこれは皆さんも御承知のとおり、建築年数

が新しいものは、もちろんそのとおりですけ

れども、残る９校は保健室、教室は扇風機と

いうことで、さまざまな、もちろんこの国へ

の動きに合わせて、市も積極的に、本当にき

め細かに、ここに何とかという思いを抱いて

くださったのだなと、それでやむなく断念せ

ざるを得なくなった。本当に残念であるとい

うふうに思っておりました。

ただ、ちょっと申しわけない言い方になる

かと思いますけれども、三沢市としては断念

せざるを得なくなった。ですけれどもとい

う、どうしても思いが湧きます。全国で見れ

ば、補正予算でやります、来年の夏までとい

うふうな取り組みをされている自治体もあり

ます。つぶさに私は調査ができることではあ

りません、全国の状況等は。ですけれども、

私が思っているのは、やはりこの学習環境に

差があってはならないというふうに思うので

す。

学校が新しくできるというのは、大変な年

月、巨額がかかります。ですので、この設置

に踏み切るかどうか。願わくば、次の来年の

夏というのは、ここは無理でしょう。ですけ

れども、限りなく計画的にということで、市

全体で進めていっていただきたいというふう

に思っておりますが、この設置に踏み切るか

どうか。あらゆるものを、また手だてがあり

ますので、ここは市の判断に委ねられるのか

なというふうに思いますけれども、その思

い、御決意というものはどのようなふうに

なっているのか、参考にお聞かせいただきた

いと思います。

○副議長（太田博之君） 答弁願います。

教育部長。

○教育部長（山本智香子君） 春日議員の小

中学校へのエアコン導入についての再質問に

お答えいたします。
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先ほども御答弁申し上げましたが、今回の

文部科学省の補助事業につきましては、残念

ながら断念せざるを得なかったということ

で、これにはさまざまな計画等の事情がござ

いまして断念せざるを得なかったということ

でございますが、今後、各小中学校の校舎の

状況、それから受電設備の状況等を確実に調

査をして、そしてその上で、どのような導入

の仕方がいいのか、そういうことを含めまし

て、導入に向けて検討させていただきたいと

思います。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 春日議員。

○１２番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。

前向きにということでありますので、ぜ

ひ、再々質問ではございません。やはり、さ

まざまなニュース報道等で、御父兄からもそ

のような声がありました。期待が大きいとい

うことです。ですので、やはりそういう子育

て中の方たち、青森三沢といえども、今のこ

の異常気象を考え合わせると、どこの地域で

も日本全国、日本列島がもう本当にこの気象

条件が厳しい状況であります。ですので、ぜ

ひ、今後、早い段階でまた、１校１校ずつで

もエアコン設置がなされることを願っての質

問とさせていただきます。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。

○副議長（太田博之君） 以上で、春日洋子

議員の質問を終わります。

それでは、一般質問を次に移ります。

西村盛男議員の登壇を願います。

○９番（西村盛男君） ９番、西村盛男でご

ざいます。

通告に従いまして、一般質問をさせていた

だきます。

まずは、１件目の行政問題。上十三・十和

田湖広域定住自立圏についてであります。

皆様御承知のとおり、我が国におきまして

は、現在、総人口の減少及び少子化・高齢化

が急速に進行するとともに、地方圏から都市

圏へとまらない人口流出が深刻な問題となっ

ております。このような状況を踏まえ、定住

自立圏構想は、今後、特に大幅な人口減少と

急速な少子化、高齢化が見込まれる地方圏に

おいて、安心して暮らせる地域を各地に形成

し、都市圏への人口流出を食いとめるととも

に、地方圏への人の流れを創出するため、全

国的に展開されている施策でございます。

これに関する自治体の主体的取り組みとい

たしましては、一定の都市機能を有する中心

地と近隣市町村が農林水産業、自然環境、歴

史、文化など、それぞれの魅力を活用して、

企業等の民間の担い手を含め、相互に役割分

担をしながら、誘起的に連携、協力すること

により、地域住民の命と暮らしを守るため、

圏域全体で必要な生活機能を確保しながら、

圏域の活性化を図る中長期視点に立った新た

な広域連携の取り組みであると認識しており

ます。

当市の属する上十三・十和田湖広域定住自

立圏につきましては、２０１２年１０月に三

沢市、十和田市を中心市とした２市７町１村

による定住自立圏形成協定が締結、翌年に

は、ともに生きる未来像となる第１次共生ビ

ジョンが策定され、「できることから着実

に」これを合言葉に各種取り組みが進められ

てまいりました。

そして本年１月には、２期目となる第２次

共生ビジョンが新たに策定され、１点目とし

て生活機能の強化。こちらには、医療、福

祉、教育、産業振興、防災、消防、ライフラ

イン、消費生活。２点目、結びつきやネット

ワークの強化といたしまして、地域公共交

通、インフラ整備、これらに関する要望活動

等。また、公共施設、文化、芸術、異種交

流。３点目、圏域マネジメント能力の強化と

いたしまして、人材育成。これらの各分野に

関する各種施策が進められているところでご

ざいます。

今後、人口減少というものが、多くの自治

体で進行していき、既存の行政サービス等の

維持が困難となっていくことが予想される
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中、広域的な連携強化の必要性が叫ばれてお

りますが、一方では、さまざまな地域の事情

から、広域連携が思うように進んでいない実

情、こういった実情もあるということも耳に

しております。

そこで質問でございますが、上十三・十和

田湖広域定住自立圏共生ビジョンに関しまし

て、これまで取り組んで来られた成果、ま

た、第２次共生ビジョン策定に当たり、それ

ら検証結果がどのように反映されたのか、市

の見解を伺います。

次に、２件目、教育問題、ＩＣＴ教育の推

進についてお伺いいたします。

平成２９年３月に公示され、平成３２年度

から順次全面実施されることとなる新学習指

導要領では、今後の学習活動において、より

積極的なＩＣＴ活用の推進が求められている

とともに、小学校段階ではじめてプログラミ

ング教育を導入するほか、中学校、高等学校

等における情報教育につきましても一層の充

実を図ることとされています。

それに伴い、文部科学省では、新学習指導

要領の実施を見据え、学校において最低限必

要とされ、かつ優先的に整備すべきＩＣＴ環

境整備について明示するため、昨年１２月に

平成３０年度以降の学校におけるＩＣＴ環境

の整備方針を公表するとともに、学校におけ

るＩＣＴ環境の整備に必要な経費につきまし

ては、教育のＩＣＴ化に向けた環境整備５カ

年計画、こちらに基づき、単年度１,８０５

億円の地方財政措置が講じられることとなり

ました。

そういった中、２０２０年に必修科目とし

てスタートするプログラミング教育の効果

は、プログラミングのスキルを身につけるだ

けでなく、小学校段階における論理的思考力

や創造性、問題解決能力等の育成、つまり目

的を達成するために、物事を順序立てて考

え、結論を導き出していき、それらを計画的

に実行する力、この力を育てることであると

認識をしております。

これらを身につけることにより、子供たち

にはさまざまな問題に対応していく力や、積

極性を身につけることも期待されているとこ

ろであり、私の同世代の子育てをする方々か

らもプログラミング教育に対する期待の声が

寄せられているところであります。

このように、学習面はもとより、さらには

校務面においても、ＩＣＴの活用が今後期待

されておりますが、本市における現在の取り

組み状況、そして今後の方向性をお伺いいた

します。

以上、壇上からの質問を終わります。御答

弁、よろしくお願いいたします。

○副議長（太田博之君） ただいまの西村盛

男議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（種市一正君） ただいまの西村議員

御質問の行政問題の上十三・十和田湖広域定

住自立圏については私から、教育問題につき

ましては教育長からお答えをさせますので、

御了承願いたいと存じます。

はじめに、これまでの実績と成果等につい

てでありますが、平成２５年３月に策定した

第１次共生ビジョンにおきましては、生活機

能の強化、結びつきやネットワークの強化、

圏域マネジメント能力の強化を図るため、医

療、福祉、教育、防災、消防などに関する３

１事業を制定し、平成２９年度を目標にさま

ざまな事業を進めてまいったわけでありま

す。

その結果、消防関係においては、平成２８

年４月から上十三消防シティーセンター本格

的運用の開始をいたしました。また、消費生

活関係では、市が設置する消費生活センター

に圏域市町村の消費生活相談事業を集約し、

複雑化、多様化する消費生活の相談業に対応

をいたしたわけであります。職員研修、交流

事業を実施するなど、さまざまな形で広域連

携による機能強化が図られております。

次に、第１次生活ビジョンに関する検証結

果が第２次共生ビジョンへどのように生かさ

れるのかにつきましては、当該定住自立圏で
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は、共生ビジョンの策定及び変更する際は連

携項目に知見を有する民間関係者で組織する

共生ビジョン懇談会を設置し、その中で各事

業の検証及び検討作業を行っていただいてお

ります。このたびの第２次共生ビジョンの策

定に関しては、平成２９年１１月に開催いた

しました共生ビジョン懇談会におきまして、

関連事業の統合整備を行うとともに、新たに

２次交通の整備、まちづくり事業、移住情報

の発信ＰＲ事業及び結婚活動支援業務の事業

の三つの事業について、追加の了承をいただ

きました。

このことにおきまして、平成３０年４月に

開催いたしました市町村会議において、３２

事業の実施を決定したところでございます。

今後におきましても、少子高齢化や人口減

少が進行する中にあって、定住自立圏の取り

組みは、地方創生に欠くことのできない活動

であるものと考えておりますことから、圏域

の課題を的確に把握し、これまでの取り組み

を進化させながら、圏域の生活機能の強化を

図ってまいりたいと考えております。

私からは、以上であります。

○副議長（太田博之君） 教育長。

○教育長（冨田 敦君） 教育問題のＩＣＴ

の活用の推進に対してお答えをいたします。

学校教育におけるＩＣＴの活用、いわゆる

情報通信技術の活用につきましては、新学習

指導要領において、情報活用能力が学習の基

盤となる資質能力として位置づけられ、各学

校においてＩＣＴ環境を整え、これらを適切

に活用した学習活動の充実を図ることが明記

されました。

これに伴い、文部科学省では、先ほど西村

議員のほうからお話しいただきましたよう

に、これからの学習活動を支えるＩＣＴ機器

等と設置の考え方として、大型提示装置、実

物投影装置、学習者用コンピューター、指導

者用コンピューター、無線ＬＡＮ等の整備を

促進するため、教育のＩＣＴ化に向けた環境

整備５カ年計画に基づき、各地方公共団体に

よる計画的な整備を促進しているところであ

ります。

こうした中、これまで当市では、児童生徒

の学習用パソコンや教職員の校務用パソコ

ン、有線による整備を行っており、これらに

加えまして、実物投影機や大型液晶ディスプ

レイなど、効果的な授業が行われるよう、Ｉ

ＣＴ関連機器の整備に努めてきているところ

であります。

しかしながら、国の整備方針に示されてお

ります無線ＬＡＮ環境の整備や、タブレット

端末等の整備には至っていないのが実情であ

ります。教育委員会では、現在、事務局職員

及び各小中学校から推薦された教職員による

ＩＣＴ環境整備等に向けたワーキンググルー

プを立ち上げ、市内小中学校における現状と

課題の整理を行った上で、児童生徒や学校の

実情に応じた効果的な整備を検討している状

況であります。

今後におきましては、本ワーキンググルー

プ会議での検討内容を踏まえ、優先的に整備

すべき機器や財源の確保等を精査した上で、

子供たちの学力向上はもとより、教職員の業

務負担の観点からも計画的なＩＣＴ環境の充

実に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 西村議員。

○９番（西村盛男君） では、御答弁をいた

だきましたが、順を追って再質問をさせてい

ただきたいと思います。

まず、１件目、上十三・十和田湖広域定住

自立圏についてございます。

この当該自立圏は、三沢市と十和田市が中

心市となっている複眼型であること、皆さん

御承知だとは思うのですけれども、おいらせ

町さんに至っては八戸のエリアと重複して加

入をされている、重複型という点。そしてま

た、秋田の小坂町さんは県境を越えて、この

当該自立圏に参加をしているというところ

で、この三つのポイントがそろっている自立

圏というのは非常に今、平成３０年１０月現

在で１２３圏域あるそうなのですけれども、

その中でも非常に珍しいケースモデルではな
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いのかなと思っております。その分、非常に

難しい面といいますか、この圏域を発展させ

ていく、さまざまな取り組みを消化させてい

くには非常に難しい面もあるのではないかな

と思ってまして、そういう点では、特に担当

課の方は非常に御苦労されて、その苦労に敬

意を表したいと思っているところではござい

ますけれども、やはりこれからやっていかな

ければいけないこと、クリアしていかなくは

いけない課題というのは、本当に山積の状態

であると思っております。

先ほど御答弁いただいた内容の中でもさま

ざまございましたけれども、やはり少しお話

をさせていただければ、当初、十和田さんが

この圏域をつくることで非常に熱くなってい

たというか、一生懸命やられていた中で、言

葉はちょっとそぐわないのかもしれません

が、三沢市は若干出おくれてのスタートで

あったと私は認識しております。この圏域を

組むことで、交付税措置がなされた。たしか

４,０００万円であったでしょうか、数字が

間違っていたら申しわけないのですけれど

も。それをスタートの地点で国からいただけ

るというところで、三沢市も急遽というか、

若干出おくれた形でこの広域定住自立圏に参

加をしたのではないかなと私は思っておりま

して、そういった中ではあるのですけれど

も、何を言いたいかといえば、今後、長期的

に見れば、三沢市単独で生き残っていくのは

非常に難しいと私は思っているのです。やは

り、こういった定住自立圏というものの取り

組みや活動をしながら、エリアで広域的に助

け合いながら、連携しながら、この地方に

とって厳しい時代を生き抜いていかなければ

いけないのではないかなと思っております。

一つ、若干少し古いデータなのですけれど

も、圏域内の人口というものが共生ビジョン

に載っておりました。現在は約２０万人、こ

の当該圏域の中には暮らしておられる。それ

が、約１０年後の平成４２年には、１７万

５,０００人に減ってしまう。さらには、今

から約２０年後の平成５２年には、約１５万

人になってしまう。現在から比較すると、こ

の２０年のうちに約５万人が圏域内で減少し

てしまう。これは、三沢市の総人口と米軍軍

属の方、合わせた約５万人、これが一気に消

えてしまうような、そういった減少率が数値

として載っておりました。

この人口減はさまざまところで言われてお

りますけれども、全てに悪影響を及ぼしてし

まう。マーケットは縮小するでしょうし、既

存の行政サービスもこの形のまま維持してい

くのが非常に難しいのではないかなと私は

思っておりまして、そういった意味でも、先

ほど申し上げましたとおり、この圏域で助け

合いながら、連携しながら、それぞれの得意

なところでほかの周辺町村とかを助けたり、

また苦手なところは他の町村に助けてもらっ

たり、そういって助け合いながら、ともに歩

んでいかなければいけないのではないかなと

思っております。

一方では、やはりこの圏域の中で人口が、

例えば三沢市からおいらせ町に流れていって

しまうとか、そういった問題もあるとは思う

のですけれども、助け合う中にも、もちろん

競争の原理というのが必要だと思うのです

が、互いに競い合いながら、この圏域が発展

していく道を、大変な課題もあると思うので

すけれども、やっていっていただきたい、

思っているところでございます。

実際、この当該圏域を三沢市は２０１２年

に協定を締結して組んだわけでありますけれ

ども、それから第１期が５年、ことしは６年

目でしょうか。これまで実際、この圏域を組

んでみて、実際メリットとなったこと、デメ

リットとなったこと、これを市としてはどの

ような見解をお持ちなのか、再質問させてい

ただきます。

○副議長（太田博之君） 政策部長。

○政策部長（山本剛志君） 上十三・十和田

湖広域定住自立圏の再質問について、お答え

いたします。

まず、三沢市のメリットでありますけれど

も、広域的な連携体系に関するものは、医療
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機関同士のネットワーク強化や、圏域内の図

書館を同一基準で利用可能となったことを代

表されるような生活機能の強化、バスや鉄道

などの公共交通において、移動手段の確保や

２次交通の充実による交通利便性の向上に代

表される結びつきやネットワークの強化のほ

か、市町村の枠を超え、圏域内の自治体職員

を参加可能にすることで、効率的な職員研修

の開催、資質の向上が可能になったことに代

表される圏域マネジメント能力の強化などの

３項目が挙げられます。また、財政面におい

ては、中心市の場合でありますが、当初は

４,０００万円の特別交付税の措置がありま

したが、現在では６,５００万円程度を上限

に特別交付税による財政措置が講じられてお

ります。このことにより、行政サービスのさ

らなる向上へ資源を投入することができるも

のと考えております。

さらに、ワーキンググループという形で、

定期的に事務担当者が集う機会が設けられた

ため、近隣市町村間での情報交換や情報共有

の回数がふえたこともメリットと挙げられま

す。しかしながら、複眼型ということであり

ますので、中心市である三沢市、十和田市の

２市があるために、実施に当たっては、双方

の合意形成を挟まなければならず、単一の中

心地に比べると、スピード感が欠くことが懸

念されております。また、県境型において

は、本圏域と青森県との連携を行う際に、県

内市町村との取り扱いを異にしなければなら

ず、得られる成果に差が生じることも考えら

れます。

以上がメリットとデメリットの考えであり

ます。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 西村議員。

○９番（西村盛男君） 再々質問でございま

すけれども、メリット、デメリットを御答弁

いただきました。やはり、特殊なモデルであ

るからこその悩みというか、そういったもの

を感じられたわけでありますが、最初の答弁

にありましたとおり、２次交通の関係ですと

か、移住、そしてまた結婚支援等の新たな事

業も進めていくということも答弁いただいた

と思っております。

スタートから６年がたち、できることから

着実にやっていくというところでありますけ

れども、実際は市民の感覚としての定住自立

圏の先ほどお話をいただいた成果ですとかメ

リット、デメリットというところが、なかな

か感じづらいというか、肌に感じとれない部

分があるのかなと思っておりました。もちろ

ん、ホームページとか広報みさわでも市民の

方へ周知をするために掲載をされているわけ

ですけれども、実感としてなかなか定住自立

圏の意味というか必要性というものが若干認

識不足なところも事実上あるかと思います。

やはりそういった意味で、この圏域に暮らす

人々、三沢でいえば市民の方々、加えては民

間の企業、各種団体とか、そういったものを

巻き込んで、この三沢市にとってももっとプ

ラスになるように、この当該圏域についても

もっとプラスになるように、そういった巻き

込む施策というのでしょうか、取り組みが必

要とされているのではないかなと思っており

ます。

最近では、産官学金労言でしょうか、そう

いったところとも手と手を結びながら、つな

ぎながら、一緒に協力をいただきながら、さ

まざまな取り組みをしていくというところも

必要性があるのではないかなと思っていま

す。そういった意味で、民間の力も今後活用

していっていただきたいと思っているわけで

すが、どのように市としてはお考えなのか、

見解を伺いたいと思います。

○副議長（太田博之君） 政策部長。

○政策部長（山本剛志君） 上十三・十和田

湖広域定住自立圏の再々質問にお答えいたし

ます。

西村議員御指摘の民間の力を活用すべきと

いうことは、そのとおりだと十分認識してお

ります。今考えておりますのが、現在、各市

町村において、災害が発生した場合を想定し

まして、食料品を提供していただくような
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スーパーなどの協定とか、県内の金融機関と

地方創生などに関連しまして協定を締結して

いる自治体が三沢市も含めてございます。こ

の関係を含めまして、定住自立圏の中でこう

いうふうな協定もできないかどうかというこ

とも、今検討している最中であります。これ

につきましては、定住自立圏のもう一つの中

心市であります十和田市と相談しながら、鋭

意検討してまいりたいと考えております。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 西村議員。

○９番（西村盛男君） 期待をいたしたいと

思います。

次に、ＩＣＴ活用と推進について再質問を

させていただきます。

まちづくりは人づくりとよく申すわけでご

ざいますけれども、これから子供たちを取り

巻く教育環境がまた大きく変わっていく中

で、ぜひともこの地域の宝である子供たちに

は、恵まれたというか十分な教育環境の整備

というものをしていってあげたいなというこ

とを、この地域に住まう一人の人間として思

うわけでございます。

先ほどの質問の中で申し述べさせていただ

きましたが、小学校でのプログラミング教育

は、日本では２０２０年度からスタートとな

るわけでございますけれども、世界に目を向

けると、イギリス、ロシア、インドなどはも

う必修になっておりまして、インドではもう

２００５年から必修科目としてプログラミン

グ教育がされている。一部必修となっている

ところは、イタリア、スウェーデン、アメリ

カなど。そして今後は、日本、フランス、韓

国などがプログラミング教育を進めていくと

いうことを認識しております。

やはり、私の考えなのですけれども、子供

たちにはぜひ市外、県外、そして国外に出て

いっていただいて、さまざまなものを見てい

ただいて、そして外から三沢を見ていただい

て、三沢のよさとか悪いところ、そういった

のを感じとって、そして未来、将来には、こ

のまちに帰ってきて、このまちの未来をつ

くっていっていただきたいなと思うわけであ

ります。安倍首相も、日本の若者には、第４

次産業革命といわれるこれからの時代を生き

抜き、そして国づくり、まちづくりを主導し

ていっていただきたいということを述べてお

りまして、やはりこれからのプログラミング

教育はもちろんですけれども、それだけでは

なくＩＣＴの活用というものの必要性を私も

強く感じているところでございます。

先ほどの答弁には、パソコンですとか有線

ＬＡＮ、投影機、ディスプレイ等を整備をし

てきたという言葉と、まだまだタブレットや

無線ＬＡＮに至っては整備はされていないと

いう御答弁をいただきました。そして、現在

は、ワーキンググループにおいて今後の優先

順位とか必要なものを検討されているという

内容の答弁であったかと思いますが、ＩＣＴ

教育を今後推進していく上で、先ほど申し上

げたとおり、非常に重要なことだと思うので

すけれども、その反面、しかしながら、一方

では財政事情とか、後は教員のＩＣＴを活用

する指導力、こちらのスキルアップですと

か、あとは情報セキュリティーの問題、さま

ざま障壁となるものがあると思うのです。ま

た、それに加えて、教員の方も非常に今、多

忙な状況だと思っておるのですが、やはり教

員の方も本当に授業を教え、校務もあり、そ

してまた部活動も教え、そしてさらには、新

たなプログラミング教育をしなければいけな

い。本当に手いっぱいの状態なのではないか

なと思っていまして、そういった中で、よく

視察先などで目にするものが、やはり地域の

人材ですとか、民間企業、民の力というもの

を活用している先進地事例を勉強させていた

だいた経験がございます。もちろんこれは、

プログラミング教育とかＩＣＴ環境の整備と

かだけではなく、部活動とかにも話がちょっ

と広がってしまうのですけれども、地域の人

材、企業の力を活用されている自治体があり

まして、非常に成果を挙げているというとこ

ろがございました。

そういった意味で、今後、２０２０年度か
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ら新学習指導要領が順次全面的に実施されて

いく中で、ＩＣＴ教育の推進というものを三

沢市が進めていく中で、こういった地域の力

ですとか企業の力、そういったものを活用さ

れていくお考えがあるのか、お伺いしたいと

思います。

○副議長（太田博之君） 答弁願います。

教育長。

○教育長（冨田 敦君） 西村議員の再質問

にお答えをいたします。

議員御指摘のように、推進に当たりまして

は、いろいろな課題があります。その課題の

幾つかについては、ＩＣＴ環境整備等に向け

たワーキンググループあるいは教育委員会で

も検討されているところでございます。具体

的には、その項目といたしましては、優先的

に整備すべき設備、機材の導入に係る予算の

計画的な確保、教職員の指導力向上のための

研修会の実施、あるいは情報管理セキュリ

ティー確保のための方法のあり方、さらに

は、議員御指摘のありました民間企業の人材

確保を含めたＩＣＴ教育支援員等の導入と、

その方法のあり方であります。これらを含

め、課題については、一層協議を進めるとと

もに先進地域、国内であれば柏市であると

か、県内であれば弘前市等がいわゆる進んで

いるところでございますが、それらの先進地

の事例を参考にしながら、関係課、関係団体

と連携し、計画的に進めてまいりたいと考え

ております。

さらに加えて、新しい学習指導要領とい

う、ちょっと広げた御意見いただきましたの

で、それにかかわってお話を申し上げます

と、現在、市内では、三沢版コミュニティー

スクールを推進しているところでございま

す。そして、各学校にはコーディネーターを

１名配置し、市の教育委員会のほうには、そ

れを統括するコーディネーターが２名配置し

てございます。それぞれの学校において、先

生方の業務の負担の軽減であるとか、地域の

人材活用の部分で教育活動に地域の人材を組

み入れて教育活動に厚みを増している段階で

ございます。この項目の中に、地域のそのＩ

ＣＴにたけた方々、または地域の企業の方々

もここに組み入れることが可能かどうか、現

在検討しているところでございます。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 西村議員。

○９番（西村盛男君） ありがとうございま

した。再々質問させていただきます。

先ほど、ワーキンググループでさまざま検

討されているということでありました。ぜひ

とも、こういうＩＣＴの活用、またプログラ

ミング教育とか、三沢市においても決してほ

かの地域におくれをとることなく、願わくば

三沢市が英語教育だけではなく、こういった

教育、そしてＩＣＴを活用した教育環境、子

供たちにとって恵まれた環境となる先進事例

になっていただければ、私は非常にありがた

いなと思っているところであります。

先ほど教育長のほうからワーキンググルー

プで検討し、今後、優先順位を決めながら段

階的に進めてまいりたいといった旨の御答弁

をいただきましたけれども、大体時期的にと

いうか、スケジュール的には、いつごろそれ

がはっきりと明確になるのか、その時期につ

いて御答弁できるのであればお聞かせ願いた

いと思います。

○副議長（太田博之君） 教育長。

○教育長（冨田 敦君） 西村議員の再々質

問についてお答えをいたします。

ＩＣＴの環境整備について今後の見通しと

いうことで、具体的に時期等もお話しいただ

けるのであればということでございますが、

御質問のことにかかわりましては、施設設備

整備計画というのを文科省のほうでは例示し

てございます。それで、現在進めていくこと

につきましても、多額な費用がかかるとか、

いろいろな乗り越えていかなければだめな課

題がたくさん、るるございます。例えば学校

の設備等におきましても、学校ごとにたくさ

ん違いがありますので、今は文科省のほうの

作成の計画を参考にしながら、それからワー

キンググループのほうの意見等を入れなが
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ら、その実情に合わせた三沢で実施可能な計

画を現在、作成の準備を進めているところで

ございます。

ですから、いつごろまでにということは、

明確にはお話はできないのですけれども、で

きるだけ早急に進めていきたいという答弁に

とどめざるを得ないということを御理解いた

だければと思っております。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 以上で、西村盛男

議員の質問を終わります。

─────────────────

◎日程第 ２ 議案第６１号から

日程第４２ 議案第１０１号まで

○副議長（太田博之君） 次に、日程第２

議案第６１号平成３０年度三沢市一般会計補

正予算（第３号）から日程第４２ 議案第１

０１号市道の路線の認定についてまでを一括

議題といたします。

─────────────────

◎日程第４３ 総括質疑

○副議長（太田博之君） 日程第４３ ただ

いま一括議題といたしました全議案に対し、

総括質疑を行いますが、通告がありませんの

で、総括質疑を終結します。

─────────────────

◎日程第４４ 特別委員会の設置及

び議案の付託

○副議長（太田博之君） 日程第４４ 特別

委員会の設置及び議案の付託を行います。

お諮りします。

ただいま一括議題となっております議案の

審査に当たりましては、８名をもって構成す

る予算審査特別委員会、同じく８名をもって

構成する条例等審査特別委員会をそれぞれ設

置し、慎重に行いたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（太田博之君） 御異議なしと認め

ます。

よって、予算審査特別委員会、定数８名、

条例等審査特別委員会、定数８名をそれぞれ

設置することに決しました。

それでは、議案の付託を行います。

予算審査特別委員会には、議案第６１号か

ら議案第６９号までの計９件を、条例等審査

特別委員会には、議案第７０号から議案第１

０１号までの計３２件をそれぞれ付託しま

す。

─────────────────

◎日程第４５ 特別委員会委員の選

任

○副議長（太田博之君） 日程第４５ 特別

委員会委員の選任を行います。

ただいま設置されました２特別委員会の委

員の選任については、委員会条例第８条第１

項の規定により、お手元に配付しております

特別委員会委員及び付託議案一覧表のとおり

指名します。

なお、特別委員会の委員の方々は、次の休

憩中に委員長、副委員長をそれぞれ互選し、

議長まで報告願います。

また、ただいま設置されました各特別委員

会の組織会は、予算審査特別委員会を大会議

室、条例等審査特別委員会を第２会議室にお

いて、それぞれ願います。

この際、委員会開催のため、暫時休憩しま

す。

午後 ２時３５分 休憩

────────────────

午後 ２時４０分 再開

○副議長（太田博之君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。

先ほど設置されました２特別委員会の委員

長、副委員長の互選の結果を報告します。

予算審査特別委員会委員長、山本彌一委

員、副委員長、舩見亮悦委員。条例等審査特

別委員会委員長、瀬崎雅弘委員、副委員長、

佐々木卓也委員とそれぞれ決しました。

─────────────────

○副議長（太田博之君） 以上で、本日の日

程は終了しました。

なお、明日から１２日までは、特別委員会

審査等のため、本会議は休会となります。
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次回、本会議は１３日午前１０時から会議

を開きます。

本日は、これをもって散会します。

お疲れさまでした。

午後 ２時４１分 散会


