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令和元年第１回定例会

三 沢 市 議 会 会 議 録

第２号（令和元年７月４日）
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午前１０時００分 開議

○議長（舩見亮悦君） 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（舩見亮悦君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。

小比類巻孝幸議員の登壇を願います。

○２番（小比類巻孝幸君） 議席２番、市民

クラブの小比類巻孝幸です。

一般質問に先立ち、議長のお許しをいただ

き、はじめに私の市議としての所信を述べさ

せていただきたく、お願いいたします。

このたびの市議会議員補欠選挙で、市議会

の一員に選出していただきました。市民の代

表の一員として、気を引き締めて市民のため

に尽くしてまいりたいと思います。

そのためにも、市民の意見をしっかり聞

き、相手の立場に立った丁寧な説明、対応を

心がけて、市民一人一人が抱える日常の問題

を提案や行動に変えていきたいと思います。

そして、三沢市の経済の活性化と職場、学習

環境の充実を図り、市民の生活と文化を守っ

ていくために、市民と手を取り合って、みん

なでつくり上げていくことが実感できる、わ

くわくした未来が描ける、そんな三沢にして

いきたいと思います。

地域づくりに終わりはありません。持続可

能な三沢をつくるため、市職員の皆様と生き

生きとしたやりがいのある職場の中でともに

市政のために働きたいと思っています。これ

からよろしくお願いします。

それでは、通告に従いまして、一般質問を

させていただきたいと思います。

まず、一般質問の第１点目、障害者との共

生についてお伺いいたします。

三沢市は、第二次三沢市総合振興計画にお

いて、年齢、障害、性別などにかかわらず、

市民の誰もが安心して、自分らしい暮らしが

できる創造性のある共生社会の実現を施策に

挙げ、東京オリンピック・パラリンピックの

ホストタウン及び東北・北海道地区では初の

共生社会ホストタウンに登録されています。

世界的にも、２０１５年９月の国連サミッ

トで採択された、持続可能な開発目標である

ＳＤＧｓにおいて、２０３０年までの達成目

標である共生のための１７ゴールが掲げられ

ております。

そのうち、社会福祉に関連するものは、

「３．すべての人に健康と福祉を」、「４．

質の高い教育をみんなに」、「10．人や国の

不平等をなくそう」など、多くのゴールが該

当するものと思います。

その活動の根本原理である、誰一人取り残

さない社会を実現するためには、障害を持っ

た方々を社会的弱者とせずに活躍していただ

くためのサポートが重要と考えます。

人生１００年時代を迎え、誰もが、いつ、

身体的・精神的及び経済的な困難を抱えてし

まうのかわからない時代を生きています。共

生は、誰か他人のためのものではなく、自分

自身のための理念であると言えます。

そこで、はじめに、三沢市が掲げる障害者

の有無にかかわらず全ての人を対象とした共

生の理念について、これまでの成果を含めて

お伺いいたします。

さらに、三沢市では、２００７年３月から

三沢市障害者計画が策定され、ことし３月に

は、三沢市第３期障がい者計画において、

「一人ひとりの個性が尊重され お互いを理

解し、支えあい 安心して暮らせるまち」を

目指した活動が始動しております。また、理

想とする三沢市の姿として、「多様性を認め

合い、誰もが活躍できるまち」が掲げられて

おりますが、第３期障がい者計画策定前のア

ンケート調査においては、グループホームな

ど居住施設の不足、障害への相互理解、雇用

に対する環境づくりなどが自立への課題意見

として挙がっております。
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雇用の現状は、全国で、身体・知的障害者

の雇用率が３割程度、精神障害者は約２％で

あり、三沢市もこれに準じた数値となってお

ります。多くの方が自立した生活を営み、生

きがいを持って社会で活躍するための課題解

決のためには、就業環境を整えることはもと

より、現在５０人に１人と言われる何らかの

障害を抱える子供たちへの教育対策が急務で

あると言えます。

青森県教育委員会においても、平成３１年

度施策の柱の一つに、特別支援教育推進ビ

ジョンを策定し、学びを「つなぐ」・「深め

る」・「生かす」ための今後１０年の特別支

援教育の道筋を示しています。

三沢市においても、特に特別支援学校と地

域との連携や、キャリア教育、職業教育のた

めの専攻科の開設を地域の特別支援学校に要

望するなど、これまでより一歩踏み込んだ施

策が求められると思います。

このような観点から、三沢市第３期障がい

者計画に基づく市の重点施策についてお伺い

いたします。

続きまして、一般質問の第２点目、子育て

支援対策についてお伺いいたします。

三沢市では、妊娠期から切れ目のない支援

を目的に、保健師などの専門職を配置した子

育て世帯包括支援センターの機能を備えた、

三沢キッズセンターそらいえに代表される子

育て支援対策設備の充実が図られるととも

に、妊娠・出産から就学前までの子育てに関

する各種行政サービスの充実や、ゼロ歳から

１５歳までの所得制限のない子ども医療費給

付事業、他市町村に先んじた施策を充実させ

ております。

また、市長におかれましても、未来を拓く

人づくり、子育て支援を所信のトップに掲げ

られており、新たな子育て分野における行

政、学校、地域の連携を提唱されておりま

す。

子供一人一人の個性に合わせ、個性を伸ば

す育児のためには、子供の人数と同じ数だけ

の支援の形が必要です。育児相談、ファミ

リーサポートセンター及び子育てサロンなど

の支援の場において、現在行っている子育て

支援プランの作成及びそのプランに沿って、

じっくりと時間をかける見守り支援のほかに

も迅速に問題解決支援が行える体制、例えば

子育ての経験者や専門知識を持ってＮＰＯ活

動などを行っている方、教育機関の専門家な

どがリーダー的に介在して、共同で問題解決

していくタスクフォース型コミュニティー

や、あおもり子育てネットとの連携強化な

ど、三沢市以外の支援の活用も必要ではない

かと思っています。

そこで、三沢市の子育て支援対策につい

て、ソフト、ハードの両面から、市の今後の

展開、計画をお伺いいたします。

以上で、私の一般質問を終わらせていただ

きます。

御答弁のほど、よろしくお願いいたしま

す。

○議長（舩見亮悦君） ただいまの小比類巻

孝幸議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。

ただいまの小比類巻議員の御質問にお答え

いたします。

障害者との共生についての第１点目、障害

の有無にかかわらず全ての人を対象とした共

生の理念については私から、そのほかにつき

ましては福祉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。

共生社会とは、年齢や性別、障害の有無、

国籍、宗教、文化、価値観の違いなどにかか

わらず、お互いを認め合い、尊重し、誰もが

暮らしやすい社会であると理解しておりま

す。

当市では、共生社会の実現を念頭に、第二

次三沢市総合振興計画のもと各種政策・施策

を推進しており、東京オリンピック・パラリ

ンピックという貴重な機会を少しでも市民の

方に実感していただくとともに、共生社会の
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実現を三沢市のレガシーとすべく、さまざま

な取り組みを行っております。

車椅子ラグビーカナダチームの事前キャン

プ中には、子供たちとの交流事業を行ってお

りますが、６月３０日から行われている今回

のキャンプにおいても、きょうまさに市内の

小中学生と車椅子ラグビーの体験授業を実施

しており、これも共生社会への理解を深める

一つの事業となっております。

このほかにも、障害当事者が講師を務める

ユニバーサルサマー教室や、心のバリアフ

リー絵画コンクール、パラスポーツ体験イベ

ント、心のバリアフリーに関する講演会な

ど、どなたでも参加できる事業を実施してき

ており、このような取り組みが評価され、平

成２９年１２月には、国から共生ホストタウ

ンとして登録されたところであります。

当市といたしましては、年齢や性別、障害

の有無などにかかわらず、市民一人一人が安

心して心豊かに生活できるまちを総合的に構

築していくことが、共生社会の理念につなが

るものと考えておりますので、今後におきま

しても、各種施策の推進に努めてまいりま

す。

私からは、以上であります。

○議長（舩見亮悦君） 福祉部長。

○福祉部長（田面木るり子君） 障害者との

共生についての御質問の第２点目、三沢市第

３期障がい者計画に基づく市の重点施策につ

いてお答えいたします。

当市では、障害のある方はもとより、その

家族や地域住民も含めた三沢市全体が安心し

て暮らせる地域を目指し、市民、地域、事業

所、関係機関とともに連携して、お互いの理

解促進を図りながら、障害者施策を総合的か

つ着実に推進するため、計画期間を５カ年と

する三沢市第３期障がい者計画を本年３月に

策定いたしました。

御質問の当該計画に基づく市の重点施策に

ついてでありますが、基本理念を「一人ひと

りの個性が尊重され お互いを理解し、支え

あい 安心して暮らせるまち」とし、１０の

基本目標を掲げ、それに基づく２５の施策の

展開を行うこととしております。

具体的には、基本目標の一つであります雇

用・就労の支援では、一般就労に向けた障害

者雇用の促進といたしまして、適切な障害福

祉サービスの実施により一般就労の定着を図

るほか、障害のある方に適応した福祉的就労

の機会を確保することで、障害のある方が仕

事を持ち、地域社会に参画できる環境づくり

に努めているところであります。

また、基本目標の生活支援の充実では、障

害福祉・障害児福祉サービスの充実といたし

まして、住みなれた地域で本人が希望する生

活を送ることができるよう、一人一人の障害

の特性や生活環境に応じた適切な各種サービ

スの充実に努めているところであります。

さらには、相談支援体制の強化といたしま

して、市と相談支援事業所などの関係機関の

連携を強化し、一人一人が希望する生活が可

能となるよう支援に努めているところであり

ます。

今後におきましても、共生社会実現に向

け、障害の有無にかかわらず、あらゆる人が

住みなれた地域で生活ができるよう、関係部

署や関係機関との共通理解と連携を図りなが

ら、各種施策を推進してまいりたいと考えて

おります。

続きまして、子育て支援対策の当市におけ

る今後の展開と計画についてお答えいたしま

す。

本年４月、これまで実施してきた子育て事

業の拡大を図り、相談体制の整備、遊び場の

設置など、子育て支援の総合的な拠点とし

て、三沢キッズセンターそらいえをオープン

いたしました。三沢キッズセンターそらいえ

では、子育て支援拠点の一つである子育てサ

ロンを施設内に設置し、一時預かり事業、

ファミリーサポートセンター事業などを拡

充、さらには遊戯室やサークル支援室などを

整備し、子育て支援施策の充実を図っている

ところであります。

また、妊娠期から子育て期にわたる切れ目



― 17 ―

ない支援を行うことを目的に、子育て世代包

括支援センターを同時に設置しており、母子

健康手帳の交付をするとともに、新たに個々

の状況に合った必要な支援プランを作成し、

両親学級、産前産後サポート事業、母乳相

談、育児支援サービスなど、各種サービスの

提供につなげ、一体的な支援が可能となりま

した。

遊戯室では、安心して子供を遊ばせること

ができるとともに、子供同士の交流、保護者

同士の交流が新たに生まれ、人と人とのつな

がりが自然にできる環境づくりを進めてお

り、オープン以来、６月末までで利用者数が

２万人を超え、たくさんの親子連れに御利用

いただいているところであります。

一方で、核家族化が進行する中、孤立しが

ちな親子の相談や妊娠・出産、子育ての悩み

など気軽に相談できるよう、保育士、保健

師、助産師、家庭相談員、婦人相談員などを

配置し、専門的な知識を生かした相談体制の

充実を図っているところであります。

今後におきましても、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

事業の推進を図ることを目的とした、三沢市

子ども・子育て支援事業計画に基づき、各種

施策を推進しながら、三沢キッズセンターそ

らいえを拠点とする子育て支援の充実に取り

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（舩見亮悦君） 小比類巻議員。

○２番（小比類巻孝幸君） 御答弁ありがと

うございました。

まず、第１点目、障害者との共生について

ということで、最初の質問の全ての人を対象

とした共生の理念についての三沢市の取り組

みですが、質問ではなく意見ということにな

るかと思いますが、非常にパラリンピック、

カナダ車椅子ラグビーチームの受け入れ、非

常に積極的な展開でよかったと思います。

現在も２次的な受け入れということで、車

椅子ラグビーの方々が来日して、どんどん練

習を組んでいると。そこの場面で、私は一言

言いたいのは、やはりこういう活動は一過性

ではなく、１回で済むことではなく、こう

やって２度、３度受け入れることによって、

その体制ですとか、その施設、国際交流セン

ターもやはりバリアフリーのためにさまざま

な改良がされているということを聞きます。

さらにこれをまた２度、３度受け入れること

によって、さまざまな方へ対応できる形がで

きてくると。そのためにも必要ではないかと

思いますので、この共生の理念についての取

り組みを続けていっていただきたいと思いま

す。

続きましての三沢市第３期障がい者計画に

基づく市の重点施策についての御答弁につい

て再質問させていただきたいと思います。

やはり関係機関と連携して、第３期障がい

者計画では１０の基本目標と２５の施策と、

非常に多くの取り組みに挑戦するということ

になっております。やはり障害者に対する取

り組みというのがまだまだ必要だということ

が、この数字でもあらわれているのですが、

先ほども申しましたように、２５の施策を並

行に進めるというのには、非常に三沢市だけ

で進めるというのには限界があると思いま

す。

やはり重点施策として、県ですとか、国で

すとかに要望していく。その重点的な、三沢

市はこの障害者に対してこういうところを手

厚く考えているんだよというところのアピー

ルにもなると思うのですが、その重点施策、

重点になるような、この２５の施策の中でこ

こが特に重点なのだというところがあれば教

えてください。

よろしくお願いいたします。

○議長（舩見亮悦君） 答弁願います。

福祉部長。

○福祉部長（田面木るり子君） 御質問の第

３期障がい者計画の重点要望についてお答え

いたします。

１０の基本目標全てが重点な課題だという

ふうに捉えておりますけれども、この中でも

特にということになりますと、先ほど申し上
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げました雇用・就労の支援です。障害者の方

がスムーズに就労ができるように支援をする

というところでございます。

もう１点としましては、相談体制の整備と

いうことで、まずは相談窓口のところから、

皆さんは支援のサービスのほうに入ってまい

りますので、その点について重点的に掲げて

まいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（舩見亮悦君） 小比類巻議員。

○２番（小比類巻孝幸君） 再質問への御答

弁ありがとうございました。

その２点について、人的な保証も必要で

しょうから、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

それでは、第２点目、子育て支援対策につ

いての御答弁に対してですが、やはり専門的

な支援の人材確保というものが問題になって

くるのではないかと思います。

一体的な支援が可能になったということ

で、利用者もただいまの答弁で２万人と、延

べ数がそこまで達しているということは、や

はり相談件数ですとかその対応の数、それに

対する専門家の人数、これも必要になってく

ると思います。子育て支援に対する専門的な

知識を持った方々の人的な確保と、これはど

のような方向性をお持ちでしょうか。お答え

をお願いいたします。

○議長（舩見亮悦君） 答弁願います。

福祉部長。

○福祉部長（田面木るり子君） 子育て支援

につきましての専門的な人材確保の方向性と

いうことについてお答えいたします。

専門的人材確保につきましては、先ほど御

答弁申し上げましたとおり、専門職を配置し

まして相談対応とかに当たっている現状で

す。

今後におきましては、先ほどお話がありま

したような子育て経験者ですとかＮＰＯ、ま

た教育関係、また県とか関係機関などの連携

により、仕組みを構築していきたいというふ

うに考えております。

また、資格はあるのだけれども、現在何も

お仕事をしていらっしゃらないとか、フルタ

イムは考えてないとかというふうな潜在的な

方もいらっしゃると思うので、ボランティア

という形で活躍していただくようなことも考

えてまいりたいというふうに考えておりま

す。

以上でございます。

○議長（舩見亮悦君） よろしいですか。

以上で、小比類巻孝幸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。

佐々木卓也議員の登壇を願います。

○４番（佐々木卓也君） ４番、市民クラブ

の佐々木卓也でございます。通告に従いまし

て、一般質問をさせていただきます。

まずはじめに、市長の政治姿勢についてお

伺いいたします。

去る６月２日に投開票されました三沢市長

選挙において初当選され、市民の皆様から市

政運営を負託されました小檜山市長に、心か

らお祝いを申し上げます。

このたびの市長選挙では、市長の政治経験

や実績はもとより、すぐれた人格、識見が多

くの市民から評価され、幅広い支持を得られ

たものと考えます。このことは、裏を返せば

市民の期待の大きさを物語っていると言える

のではないでしょうか。

今議会は、小檜山市長にとりまして当選後

はじめての定例会であり、今後、選挙公約が

どのように実行されていくのか、市政運営に

対する市長の政治姿勢について市民が注目す

る定例市議会であると思います。

さて、小檜山市長は、今回の選挙では、２

０１８年からスタートした第二次三沢市総合

振興計画の実現に全力で取り組む姿勢を明確

に打ち出すとともに、多様化、高度化する市

民ニーズに対応するため、「ＭＡＮＩＦＥＳ

ＴＯ ｎｅｘｔ ２０２３」において、六つ

の項目について前進させていくという約束を

されました。

まず、子育て支援では、家族だけで悩まな
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い、市を挙げて子育てを応援していく仕組み

の構築や若者の結婚、就職支援と男女共同参

画を応援する幸せの種応援クラブを民間と共

同で設置するとしています。

教育環境の充実では、学校と保護者、地域

の皆様がともに知恵を出し合い、協働しなが

ら子供たちの豊かな成長を支える仕組みづく

りとして、三沢市子どもしあわせ憲章を市民

とともに制定するとしています。

共生社会の浸透では、２０２０東京オリン

ピック・パラリンピックの共生社会ホストタ

ウンに登録されたことをばねに、障害のある

なしにかかわらず、暮らしやすい地域社会の

構築などを進めるとしています。

ＩＣＴタウンの推進では、情報通信技術を

行政改革、教育、医療・福祉、防災・減災な

どの各分野で活用できるよう、ＩＣＴ推進プ

ロジェクトチームを設置し、調査研究を進め

ることとし、まずはインバウンド観光等に対

応したＷｉ－Ｆｉ環境の整備などに取り組む

としています。

また、地域力の向上では、地場産品のブラ

ンド化、空港機能の強化、雇用の場の拡充、

まちのにぎわい創出などに取り組むことと

し、具体的には三沢空港のさらなる利便性向

上のため、三沢空港－羽田空港間の増便など

を目標に掲げています。

みさわ愛の醸成では、国際文化都市ならで

はの特色に光を当て、磨き上げ、意識するこ

とでみさわ愛の醸成につなげていくとしてい

ます。

以上がマニフェストに掲げられた主な政策

でありますが、市長は今後の市政運営におい

て、独自色というものをどのように打ち出し

ながら、マニフェスト、市民との約束を実行

し、市民の負託に応えていくのか、市長のお

考え、そしてその意気込みについてお伺いい

たします。

次に、一般質問の第２点目、三沢駅周辺地

域の活性化についてお伺いします。

現在、鉄道とバス等との交通結節機能の強

化や、交通混雑を解消し、利用者の利便性向

上及び駅周辺地域の活性化を図るため、ター

ミナルなど三沢駅正面口の整備を行う三沢駅

前広場整備事業が進められています。来年３

月には完成の予定となっており、その完成が

待ち遠しいのは、私だけではないでしょう。

また、この整備に先立ち、平成２９年に完

成した春日台トンネル、千代田トンネル、三

沢大橋、市道春日台・十和田線により、駅前

を通る車の流れにも変化が生じ、車両通行の

分散化が図られ、交通混雑緩和への大きな効

果があらわれています。そして、この地域で

は、青森県による主要地方道三沢十和田線橋

梁かけかえ工事も進められています。

さて、現在、三沢駅前交流プラザの文字が

見えてきた複合施設や交通ターミナルなどの

整備により、景観は見違えるようになると思

います。しかし、それだけで終わってはいけ

ないと思うのであります。このままでは、駅

利用者しか駅に来ないということになりかね

ません。

三沢駅は、まさに三沢市の陸の玄関口であ

ります。その玄関口が元気がなければ、市の

活性化にはつながらない。つまり、駅及び駅

周辺の活性化が市全体の活性化につながって

いくと私は思います。

財源投入して新しくなった、きれいになっ

ただけで終わらせてはならないと思います。

この事業によって、どういう成果が得られた

か、そして得られるかが重要なのであり、ぜ

ひとも三沢駅及び駅周辺地域の活性化が図ら

れ、付加価値が生まれる空間になってほしい

と願っております。

確かに多様な交通手段間での乗りかえ機能

の強化や乗降客の動線の円滑化等、交通結節

機能の強化や交通混雑の解消等により、観光

客や駅利用者の利便性が向上することは想像

にかたくありません。まさに、交通施設とし

ての大きな役割を果たすことになります。

しかし、駅及び駅周辺は、まちの顔として

のシンボル機能、多くの人々の集散と滞留に

よる市民交流機能、商業、飲食、娯楽等によ

るにぎわい機能もあわせ持っています。まさ
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に、事業のもう一方の目的にもあるように、

駅周辺地域の活性化、その成果については短

期・中期に得られる利益や変化、そして長期

的に生まれる利益や変化というふうに段階を

踏みながら、最終的ににぎわいのある、人が

行き交う、憩いや利益をもたらす駅周辺地域

の活性化をぜひとも実現させていかなければ

ならないと考えております。

人口減少社会の中にあって、どこの自治体

でも、何とか人口減少に歯どめをかけ、まち

の活性化を図るため、試行錯誤を繰り返しな

がら取り組みを進めているというのが現状だ

と思います。

そこで、私は、観光、経済活動等による交

流人口の拡大が、人口減少社会における市の

活性化につながる一つの突破口になってくる

のではないかと思っています。

せっかくのトンネル、橋ができ、星野リ

ゾート青森屋があり、駅複合施設ができ、駅

前広場が新しくなる。また、この地域は、寺

山修司が少年時代を過ごしたゆかりの地でも

あります。

そこで、この事業を契機に、これらを複合

的に組み合わせた、この地域ならではのイベ

ントの創出を考えてみてはいかがでしょう

か。

現在、駅東口では、三沢まつりの期間中に

古間木三社奉納まつりが実施されています。

過去には、駅正面口で、地元町内会が主催し

た駅広祭りが開催されていました。地域の

人々に憩いと潤いを感じていただける、そし

て観光客も楽しめる、そのようなイベントが

あってもいいのではないでしょうか。

市民との協働による観光資源の育成は、市

民にとっても、また観光客にとっても、三沢

市のよさを知る大きな機会となり、このこと

は交流人口の拡大、ひいては三沢市への移

住・定住へとつながっていくのではないかと

思っています。

また、以前議論されたこともある寺山修司

記念館の当該地域への移築や、地域住民から

要望がある医療機関やスーパーマーケット、

産直施設の誘致など、民間活力の活用も活性

化につながっていくのではないでしょうか。

そこで、本事業の目的に掲げている駅周辺

地域の活性化について、市としてどのように

考えているのか、お伺いいたします。

以上で、私の一般質問を終わります。御答

弁のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（舩見亮悦君） ただいまの佐々木卓

也議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。

小檜山市長。

○市長（小檜山吉紀君） 佐々木議員の質問

にお答えをいたします。

市長の政治姿勢については、これは当然私

からということで、三沢駅周辺地域の活性化

につきましては副市長からそれぞれお答えを

させますので、御了承願いたいと思います。

ただいま、身に余るお言葉をいただき、大

変ありがたい思いで拝聴しておりました。

私は、県議会議員活動の傍ら、約４５年に

わたり幼児教育に携わってまいりましたが、

その中で、よく目にする光景がありました。

それは、子供たちが、信号のない横断歩道

で道を譲ってくれた車の運転手に向かって、

ありがとうございますとおじぎをしたり、ま

た、通学路では、道行く大人の方に、おはよ

うございます、こんにちはなど、元気に挨拶

をしてくれます。そんなすてきできらきら輝

く三沢の子供たちを私は大好きであります。

そのような、元気ですてきな三沢の子供た

ちが安心して暮らせ、将来に向かってもっと

もっと希望が持てる三沢市を築きたいという

強い思いのもと、このたび市長選挙に立候補

し、多くの市民の皆様方からの御支持、御支

援を賜り、三沢市長として市政のかじ取りと

いう重責を担うこととなりました。改めまし

て、責任の重さを痛感するとともに、市民の

皆様の期待に応えなければならないという使

命感でいっぱいであります。

御質問の、市政運営においてどのように市

民の負託に応えていくのかにつきましては、

２０１８年に策定されました第二次三沢市総
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合振興計画の基本理念である、「未来へつな

ぐ 心安らぐ 国際文化都市」を着実に前に

進めるため、確かな歩みを前へとする基本方

針を掲げ、六つの政策を基本に市政運営に取

り込んでまいりたいと考えております。

特に、子育て支援や教育、国際交流に関し

ては、政治家としてだけではなく、個人とし

ても長年にわたり携わってまいりました。こ

の分野については、自分なりのビジョンを

持っていますので、今後、力強く独自の政策

を打ち出してまいりたいと考えております。

また、市政運営を進めるに当たりまして

は、まちづくりの主役はあくまでも市民の皆

様であります。市民の思いをいかに具体的な

政策として反映していくかが、最も大事であ

ろうと考えております。そのためには、市政

に対する期待や課題などの実情を肌で感じる

ため、でき得る限り現場に足を運びたいと

思っております。

市民の皆様と対話を通じて直接御意見を伺

うことや、議論を重ねながら、健全財政を基

本に、一つ一つ市民目線による施策を前へ進

める所存です。

このことにより、市民の皆様方からの負託

にしっかりと応えてまいりたいと考えており

ますので、御理解を賜りたいと思います。

私からは、以上であります。

〇議長（舩見亮悦君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 三沢駅周辺の活

性化についてお答え申し上げます。

三沢駅前広場整備事業につきましては、関

係機関や地域住民等からの御意見をいただ

き、平成２８年度から工事に着手し、来年３

月末までに全ての工事を完成させる予定で進

んでおります。

令和２年４月の供用開始を目指し、調整を

図っているところでございます。

御承知のとおり、本事業は、交通結節機能

の強化や交通間混雑を解消し、利用者の利便

性向上及び駅周辺地域の活性化を図ることを

目的とした事業であり、さまざまな活動が行

われることを想定した施設計画となっており

ます。

具体的には、駅前交流広場プラザ２階の仕

切りを収納できるようにしたほか、２階に屋

外スペースを設け、夏の時期には開放的な雰

囲気でさまざまな活動ができるよう工夫をし

たところでございます。

さらには、三沢駅の利用者は半数以上が高

校生であることから、多くの高校生等が待合

スペースに滞留することが想定されます。高

校生の若い力を生かした取り組みを検討する

ほか、駅周辺住民の方々の御意見を伺いなが

ら、駅前広場と駅前交流プラザが一体となっ

たイベントの開催などを検討したいと考えて

おります。

さらに、周辺地域が活性化するためには、

人が行き交う流れが必要であることから、こ

れまで駅舎と星野リゾート青森屋との人の流

れがスムーズでなかった状況について、交通

ロータリーの整備により人の流れに連続性が

生じ、開放感ある空間となります。

このような環境を活用し、民間と連携した

活動を行い、周辺の交流人口をふやしながら

駅周辺のにぎわいを創出する取り組みで、地

域の活性化を図ってまいりたいと考えており

ます。

○議長（舩見亮悦君） 佐々木議員。

○４番（佐々木卓也君） 御答弁ありがとう

ございました。

まず、市長の政治姿勢についてなのですけ

れども、ただいまの答弁で、市民の皆様には

市長の意気込みが伝わったものと思っており

ます。今後、小檜山市長におかれましては、

強いリーダーシップで三沢市のさらなる発展

のために御活躍されますようお祈り申し上げ

たいと思います。

再質問はございません。

次に、２点目の三沢駅周辺の地域の活性化

についてということで、この整備事業の前か

ら地元の人たちとの意見交換等を通して、施

設の内容だとかをやってきたと。計画して、

実際にそのようになってきている、進んでい

るということで理解をいたしました。
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それで、さらには、できた暁には交流プラ

ザ、それから駅前を一体としたいろいろなイ

ベントを、今後地域の人たちだとかと一緒に

考えて、にぎわいの創出に取り組んでいきた

いというふうな答弁だったと思います。

ぜひそのように進めていただきたいと思う

のですけれども、再質問としては、例えばそ

ういう新たなイベントの創出だとかを考える

場合には、例えば関係機関、商工会だとか観

光協会だとか、例えばさっき話が出た星野リ

ゾート青森屋、もちろん鉄道、バス、タク

シー会社、専門家、地域住民、ＮＰＯなど、

そういう方々で組織する協議会などがあれ

ば、その関係機関との調整だとか検討がス

ムーズにいくのではないかなと思うところで

もありますけれども、その辺のところについ

ては一応どのようにお考えか、お知らせいた

だきたいと思います。

〇議長（舩見亮悦君） 副市長。

○副市長（米田光一郎君） 今、再質問で駅

周辺の町内会や商店街など、星野リゾートも

含めて協議会などを設置したらどうかという

御意見がございました。

これまで、先ほど御答弁申し上げましたよ

うに、構想段階でかなり住民の意見を承っ

て、そして施設にも可能な限り反映したとい

う経緯がございますので、幅広い協議会につ

いては想定しておりませんでしたが、イベン

トそのものであれば、やはり地元の方々の積

極的な御参加並びに主体的なかかわりが必要

でございますので、これについては積極的

に、前向きに検討いたしたいと考えておりま

す。

以上であります。

○議長（舩見亮悦君） 以上で、佐々木卓也

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。

○６番（遠藤泰子君） ６番、拓心会、遠藤

泰子でございます。通告に基づきまして、政

治姿勢問題、小檜山市長のマニフェストに係

る施策についてと、行政問題、高齢者のバス

のニーズについての２点を質問いたします。

６月２日に行われました三沢市長選挙にお

おきまして当選されました小檜山市長におか

れましては、これからの三沢市をつくり上げ

ていく重要なかじ取り役としての御活躍を心

から御期待申し上げます。

私といたしましても、三沢市をさらによく

していくという熱い思いを持ち続けながら、

三沢市民が安心して暮らせるまちづくりのた

め全力で頑張ってまいりますので、よろしく

お願いいたします。

先ほど、佐々木議員からの質問で、全体的

な市政運営に対する市長の政治姿勢について

の意気込みが答弁されました。

私からは、もう少し市長の思いをお聞かせ

いただきたいと思います。

さて、小檜山市長は、選挙戦において、子

育て支援や教育環境の充実など、六つの項目

から成る市民との約束、「ＭＡＮＩＦＥＳＴ

Ｏ ｎｅｘｔ ２０２３」を掲げられまし

た。その内容を拝見いたしますと、三沢市の

未来を見据えた内容となっていると感じら

れ、少子化対策、学力向上、障害者支援、Ｉ

ＣＴ化、地域経済、三沢らしい魅力づくりに

ついての思いとともに、それぞれの達成すべ

き数値が記載されております。

私といたしましては、高齢者施策が盛り込

まれていないことは残念でありました。超高

齢社会における対策が急務であることは、市

長も御承知のことと思いますので、ぜひとも

高齢者対策も積極的に取り組んでいただきた

いと思います。

質問に入らせていただきますが、小檜山市

長のマニフェストには、先ほど申し上げた達

成数値が記載されておりますが、どのように

して達成するのか、マニフェストに込められ

た市長の思いと具体の対策について伺うもの

であります。

１点目の質問は、出生率８.７から１０.９

への引き上げ、合計特殊出生率を１.７９か

ら２.００へ引き上げるというものでありま

す。大変すばらしい数字であると思っている



― 23 ―

一方で、達成するためには、これまでにはな

い相当の覚悟を持った取り組み方が必要であ

ると感じています。

ほかの自治体においては、子育て世帯の支

援として、給食費を無料化している自治体も

あります。また、出産祝い金として、１００

万円以上を給付している自治体もあります。

さまざまな施策が考えられますが、小檜山

市長はどのようにして引き上げようと考えて

おられるのか、その施策、取り組みについて

お伺いするものであります。

２点目は、婚姻率についてであります。婚

姻率６.６から８.０へとのことであります。

この数値は、県内平均の２倍ということで記

載がありました。大変すばらしいと思いま

す。この婚姻率を上昇させていくことが、出

生率の上昇につながる第一歩でありますの

で、非常に大切な取り組みであると思いま

す。

内閣府等の未婚化に関する調査におきまし

ては、婚姻率低下の要因として、経済的不安

や出会いの場の減少が挙げられております。

このことから、出会いの場を提供する婚活事

業の取り組みに関しましては、私自身も実践

してまいりました。

また、平成２８年第２回定例会、さらに平

成２９年第３回定例会において、婚活事業に

対する一般質問をしてまいりました。その時

点においての答弁では、定住自立圏に取り組

んでいるが、婚活イベントを実施しておら

ず、結婚には至っていないとのことでありま

した。取り組みはしているが、結果にはつな

がっていないということであります。

私は、婚姻率はまちの活発度を示すバロ

メーターであると感じておりますが、小檜山

市長は、婚姻率アップに向けた対策として、

結果にコミットした施策を考えておられるの

かお伺いいたします。

３点目の質問は、町内会の加入率を５７.

６％から７０.０％に引き上げることについ

てであります。

御承知のとおり、町内会は交通安全、防

犯、防災、環境美化、福祉、地域の親睦な

ど、さまざまな機能とそれに伴う活動があ

り、地域における重要な役割を果たしており

ます。このことから、これまでも各町内会に

おいて、加入促進のためのさまざまな努力を

してきているものと思います。しかし、任意

加入でもあり、特に転入、転出の多い町内会

や、貸家、アパートなどが多い地域などで

は、なかなか加入率向上につながらない現状

もあります。

ほかの自治体の事例といたしましては、金

沢市の集合住宅コミュニティ条例の制定や、

岩見沢市の宅建協会との協定締結による不動

産契約時の町内会加入手続など、さまざまな

取り組み方があります。

当市において、今後加入率７０％に引き上

げるための具体の施策について考えをお伺い

いたします。

次に、行政問題、高齢者のバスのニーズに

ついての質問となります。

最近、高齢者の事故と免許返納に関する

ニュースが頻繁に取り上げられているように

感じています。また、高齢者が詐欺などの事

件に巻き込まれるケースもたびたび発生して

おります。さらに年金問題もクローズアップ

され、認知症対策・医療・介護の問題など、

高齢者を取り巻く対応すべき課題は数多くあ

ります。

青森県で国体が開催される２０２５年、厚

生労働省の試算では、全人口に対する高齢者

の割合は、７５歳以上で１８％、６５歳以上

では３０％を超えるとされており、これから

超高齢社会が加速し、ハイスピードで高齢化

が進みます。市としても、未来を予測しなが

ら市民のニーズを迅速に捉え、現状と課題に

対してよりベターなレスポンスが必要である

と思います。

さて、今回、高齢者のバスのニーズについ

て取り上げたきっかけとなりましたのは、市

内の高齢者の方から、市民の森の温泉に行く

ためにぐるっとバスを利用しているが、市民

の森行きのバスを多くできないものかとの相
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談を受けたことによるものです。

三沢市観光施設巡回無料バス、通称ＭＩＳ

ＡＷＡぐるっとバスは、夏休み等の期間を除

き、毎週土曜日と日曜日に運行されています

が、免許を返納された高齢者にとって温泉に

行くことができる手段となっており、とても

よいことだなと感じたところであります。

このほかに、高齢者が市民の森に行くため

の手段として、老人クラブが利用している月

に１回程度の福祉バスがありますが、三沢市

コミュニティバス・みーばすの運行経路には

市民の森が入っていないため、免許のない高

齢者が市民の森の温泉に行くためには、週２

回のぐるっとバスか、月１回程度の福祉バス

を利用するしかありません。

ぐるっとバスは、当市の観光施設を巡回す

る目的のバスではあるとは思いますが、免許

のない高齢者にとっては、市民の森の温泉に

行くことによって、健康面、衛生面のほか、

生きがいにもつながり、観光面と両面でのメ

リットあるいは相乗効果も期待ができます。

一つの事業で一つの効果ではなく、二つの効

果、三つの効果となれば、一粒で３度おいし

い事業となります。

これからの高齢社会に向けて、観光施策と

高齢者施策は融合させていく必要があるので

はないでしょうか。広い視点でパラダイムを

シフトし、既存の施策のブラッシュアップを

図っていただきたいと考えるところでありま

す。

このことを踏まえ、２点質問いたします。

１点目の質問は、市ではぐるっとバスの運

行状況と利用者の実態をどのように捉えてい

るのか、お伺いするものであります。

２点目の質問は、市民の森行きバスのニー

ズについて、市ではどのように捉えているの

か、その見解について伺うものであります。

冒頭にも申し上げましたが、小檜山市長に

は、マニフェストにはなくても緊急度の高い

高齢者への取り組みを充実させていただきた

いと願っております。御答弁、よろしくお願

いいたします。

○議長（舩見亮悦君） 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（小檜山吉紀君） 遠藤議員の御質問

にお答えいたします。

政治姿勢問題の市長のマニフェストに係る

施策については私から、行政問題の高齢者を

取り巻く数多くの課題に対する取り組みにつ

きましては経済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。

市長のマニフェストに係る施策についての

第１点目、出生率及び合計特殊出生率を引き

上げるための施策についてお答えをいたしま

す。

御承知のとおり、私は子育て支援、教育と

いった分野に関し、政治家としてだけではな

く個人としても長く携わってきた中で、この

知識、経験、人脈を大好きな三沢のために役

立てることこそが、当市に生まれ、育てても

らったことへの恩返しであり、責務であると

認識しております。

人口減少は、今や地方の直面する喫緊の課

題でありますが、青森県の人口動態統計によ

りますと、当市の出生率、合計特殊出生率及

び婚姻率は、県内随一の高い数値を誇ってお

り、これをさらに高める施策を実施すること

が魅力的な三沢をつくるものと考えておりま

す。

具体的な施策としては、４月にオープンし

た三沢キッズセンターそらいえを拠点とした

子育て支援の充実、並びに地産地消でわんぱ

く家族米支援事業や、所得制限のない子ども

医療費給付事業等の支援策を継続して実施い

たします。

さらに、子育て分野における行政、学校、

地域の連携などにより、家族だけで悩まな

い、市を挙げて子育てを応援する仕組みを強

化してまいります。

これらの施策により、子供を安心して産み

育てられる子育て環境の整備、充実を図って

いくことで、出生率及び合計特殊出生率を引

き上げていけるものと考えております。
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次に、第２点目、婚姻率を上げるための施

策についてお答えいたします。

当市では、上十三十和田湖広域定住自立圏

の圏域１０市町村と連携し、各種結婚支援イ

ベント等の情報発信を実施するとともに、圏

域各地において、計１０回の婚活出張相談会

を実施する予定であります。

さらに、当市独自の取り組みとしては、若

者の結婚・就職支援とイクメン、カジダンと

いった男女共同参画を応援する幸せの種応援

クラブを設立し、市を挙げて結婚をためら

う、また、望みながら機会を逃している若者

の後押しをする仕組みを検討してまいりま

す。

これら地道な取り組みを着実に進めること

により、少しずつ婚姻率が上昇していくもの

と考えております。

次に、第３点目、町内会の加入率を引き上

げるための施策についてをお答えします。

町内会は、同じ地域に住む人たちで自主的

に運営されている最も身近な住民自治組織で

あり、地域内の共通課題の解決や防犯活動、

災害時における助け合い等、安心安全なまち

づくりにおいて欠かせない大変重要な組織で

あると考えております。

しかしながら、当市の町内会加入率は、関

係各位によるさまざまな御努力が行われてい

るにもかかわらず、なかなか数値が上がらな

いと伺っておりましたことから、７０％を目

標に加入をふやす取り組みを行うことを公約

に掲げさせていただきました。

具体的な施策といたしましては、まず、こ

れまで当市が実施してきた取り組みである町

内会活性化のためのセミナーの開催や、貸

家・アパート入居者の加入促進、転入者への

加入促進チラシの配付、市役所における町内

会加入相談臨時窓口の設置等を引き続き実施

したいと考えております。

そして、新たな取り組みとして、さまざま

な情報発信ツールを使い、市民に対し町内会

加入の必要性について周知の強化を図るとと

もに、町内会へ入っていない人々にアンケー

トを実施して、入らない理由についての生の

声を集め、どのような対策を行えばより多く

の人が町内会へ入ってもらえるかを連合町内

会と連携しながら考えてまいりたいと思いま

す。

いずれにいたしましても、町内会の加入率

を高める目標を掲げた公約は、地域コミュニ

ティーがとても大切なものであるという私の

思いをあらわしているものであり、御理解を

願いたいと思います。

私からは、以上であります。

○議長（舩見亮悦君） 経済部長。

○経済部長（関 敏徳君） 行政問題につい

ての第１点目、ぐるっとバスの運行状況と利

用者の実態についてお答えいたします。

観光施設を回るバスにつきましては、市内

外からの誘客を図り、観光振興の一翼を担う

ものとしてバス事業者へ委託し、平成８年に

運行を開始した定期観光バスが始まりであり

ますが、利用者の低迷から、平成１１年度に

一時運行を見合わせ、航空科学館がオープン

した平成１５年度から再開した経緯がござい

ます。

再開当初は、観光協会が運営主体となり、

夏休みと観光シーズンの土日祝日のみ運行で

したが、平成２３年度から、観光需要に応

じ、航空科学館指定管理者であるテイクオフ

みさわが、夏休み、観光シーズン以外の土日

祝日の自主運行を無料で行い、平成２５年度

には、運営主体をテイクオフみさわに一本化

し、通年で無料の観光バスを運行する形とな

りました。

現在は、観光客誘致対策事業補助金とし

て、テイクオフみさわへぐるっとバス事業経

費として補助し、星野リゾート青森屋から途

中８カ所を経由し、斗南藩記念観光村までの

間で１日３.５便運行しておりますが、平成

３０年度実績では、年間１４９日、７,１４

９人の利用者がございました。

市民の森温泉浴場御利用者から、ぐるっと

バスの毎日運行を望む声があるとのことでご

ざいますが、観光客誘致のための補助金によ
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る無料観光バスであることや費用対効果を勘

案しますと、現時点では増便による毎日運行

は難しいものと考えております。

次に、第２点目の市民の森行きバスのニー

ズについてお答えいたします。

市民の森行きのバスにつきましては、ぐ

るっとバスと福祉バスがございます。どちら

も無料であり、毎日運行ではございません

が、これまでどちらのバスに対しても増便等

の要望は出されておりませんでした。

しかしながら、利用者は一定程度あるこ

と、特に交通事故の多発による免許返納者の

増加など、現在の高齢者を取り巻く環境が大

きく変化していることを見ますと、ぐるっと

バスに限らず、当市全体の課題として、今後

において協議が必要であるものと考えており

ます。

以上でございます。

○議長（舩見亮悦君） 遠藤議員。

○６番（遠藤泰子君） 御答弁、ありがとう

ございました。

政治姿勢問題につきましては、市長から御

答弁いただきました。この質問の趣旨は、小

檜山市長が市民との約束、マニフェストに掲

げた合計出生率２.０、町内会加入率７０％

という数字ですが、絶対に達成するのだとい

う市長の本気度を伺ったものであります。

さまざまな今までの政策を含め、新しい政

策もしていくということで、思いが伝わりま

したので、理解しております。

ただ、壇上でも申し上げましたが、取り組

みはしています、頑張っています、でも結果

は出ていませんという、それでは失敗の施策

だと思っております。やはり、やり方を変え

ていく必要もあるかと思います。

例えば、先ほど答弁いただいた、２年間

やっても結果が出なかった場合とか、新たな

取り組みを考えてトライしていく考えがある

のか、再度質問させていただきたいと思いま

す。

○議長（舩見亮悦君） 答弁願います。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） ２年後の結果を見

てから取り組みたいと思います。

○議長（舩見亮悦君） 遠藤議員。

○６番（遠藤泰子君） ありがとうございま

した。

市長の思いは伝わりましたので、今回の

再々質問はございません。

行政問題のぐるっとバスに関する再質問で

すが、高齢者の対策というのは非常に緊急度

が高く、要望はなかったということもありま

すが、実際に本当に困っている方もあるとい

う背景もあるかと思いますので、少子化はも

ちろん大切ですけれども、目の前の高齢者の

対策も必要ではないのかなと思います。

７,１４９人という形であるのですけれど

も、その中の数字に関しては、どういう対象

者がというのは大体わかるのでしょうか。

済みません、よろしくお願いします。

○議長（舩見亮悦君） 答弁願います。

経済部長。

○経済部長（関 敏徳君） ただいまの再質

問の利用者の方々をどう把握しているかとい

うことなのですが、７,１４９人の中で市民

の森におりた方が、そのうち７４６名ござい

ます。

この方々は、観光客も含めておりますの

で、カウントはしているのですが、一般の方

とは区別はしておりませんので、そこら辺の

内容は具体的には把握しておりませんでし

た。

○議長（舩見亮悦君） 遠藤議員。

○６番（遠藤泰子君） ありがとうございま

す。

ぐるっとバスの御利用についての質問をし

たのですけれども、この事業を一つとって

も、経済部だけで考えるのではなくて、福

祉、それから教育、さまざまな部署と連携を

とれば、さらに改善できることがあるのでは

ないかなと思うところであります。

今後、みーばす、ぐるっとバス、福祉バ

ス、あるいは違う手段もあるかもしれません

けれども、トータルで高齢者の足、交通手段
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を考える必要があると思いますので、先ほど

の答弁の中でも検討していただけるというこ

とでありますので、少子化対策、高齢者対策

は特に市全体で取り組んでいただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。

再々質問はありません。

○議長（舩見亮悦君） 以上で、遠藤泰子議

員の質問を終わります。

この際、午後１時まで休憩します。

午前１１時１７分 休憩

────────────────

午後 １時００分 再開

○議長（舩見亮悦君） 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。

○１３番（春日洋子君） １３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、食品ロス削

減に向けての推進計画策定についてお伺いし

ます。

まだ食べられるのに捨ててしまう食品ロス

の削減を目指す食品ロス削減推進法、議員立

法は、５月２４日午前の参院本会議で全会一

致で可決成立しました。

日本では、２０１６年度で６４３万トンも

の大量の食品が廃棄されています。同法は、

食品ロス問題について、国連の持続可能な開

発目標・ＳＤＧｓで食料廃棄の半減が定めら

れていることを踏まえ、自治体や事業者、消

費者が一体となり、削減を推進する内容で

す。

政府や自治体、企業の責務や消費者の役割

を定め、国民運動として問題解決に取り組む

よう求めており、未利用食品を福祉施設や災

害被災地などに提供するフードバンク活動へ

の支援なども法律に盛り込まれ、関係者から

喜びと期待の声が上がっているとのことで

す。

さらに、同法は、政府に対し食品ロス削減

推進の基本方針を定めることを義務づけ、都

道府県と市町村に削減推進計画を策定するよ

う求めています。

そこで、今後、本市において食品ロス削減

に向けての推進計画策定については、どのよ

うに進めていくのか、お考えをお伺いしま

す。

次に、２点目のデマンドタクシー実証運行

の導入についてお伺いします。

高齢者の移動手段の充実を目指し、電話予

約で自宅などから指定場所に送迎する、デマ

ンドタクシー実証運行を実施している茨木県

守谷市の例を紹介してみますと、利用対象者

は６５歳以上の市民で登録をしている方と

し、運行日は月曜日から土曜日で、運行区域

は市内限定です。利用料金は１回３００円、

同伴として１人の乗車が可能で、１人当たり

１日２回まで利用できます。

乗車の予約受け付けは、希望する日の３日

前から運行の１時間前まで、電話で名前と連

絡先、乗車日時と場所、目的地などを伝えま

す。市内の公共施設や医療機関、店舗などの

指定場所や自宅を目的地に設定できるとされ

ています。

本市においては、高齢者免許返納優遇者特

典を導入しておりますが、高齢ドライバーが

自動車運転免許証を自主返納した後の移動手

段をどう確保するのかも課題となっており、

デマンドタクシーの運行は、高齢者の皆さん

が元気に安心して暮らしていける一助になる

ものと思います。

これまで、市民の皆様からも切実な声が届

いていますことから、デマンドタクシー実証

運行を導入すべきと考え、本市の御見解をお

伺いします。

次に、３点目の子供や歩行者の安全確保に

ついてお伺いします。

新聞報道によると、本年５月２５日、公益

社団法人交通事故総合分析センターの集計に

より、保育園や幼稚園の園児が通園のため歩
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行していた際、自動車などによる交通事故に

巻き込まれ、昨年までの５年間に５４１人が

けがをしていたことがわかり、死亡者は４人

いたとのことです。滋賀県大津市で、散歩中

だった保育園児らの列に車が突っ込んだ事故

を踏まえ、共同通信が同センターに集計を依

頼されたものです。

また、通園中に車にはねられてけがをする

子供が年間に１００人にも上っていることが

わかり、交通事故に詳しい有識者は、保護者

や園、行政、警察が事故情報を共有し、交通

安全の知識を広めることが大切であるとし、

背が低い園児はドライバーから見えないこと

が多いことから、事故防止のため、ドライ

バーへの啓発や、ガードレール、歩道の整備

を積極的に進めるよう提言しています。

昨今の相次ぐ悲惨な事故を踏まえ、全国各

地においては、子供たちの安全確保に積極的

に取り組んでおり、改めて安全対策の強化が

求められています。

そこで、本市における子供や歩行者の安全

確保についての取り組み状況をお伺いしま

す。

次に、４点目の子供の弱視の早期発見につ

いてお伺いします。

子供の弱視を早期に発見し、早期治療につ

なげようと、千葉県船橋市は、３歳児健康診

査で、手持ち自動判定機能つきフォトスク

リーナーを活用した視力検査を開始していま

す。

同装置は、一眼レフカメラくらいの大きさ

で、カメラで撮影するように子供の目元を映

し出し、屈折異常や斜視など両目の状態を自

動で測定できるものです。目の異常を発見す

るスクリーニングの効果も高く、母親の膝に

乗ったままでも検査が可能で、受診者の負担

が少ないことが特徴になっています。

視力は、成長に伴って発達し、６歳で大部

分の子供が大人と同じ視力を持つとされてい

ますが、正常な発達が妨げられると弱視にな

ると言われています。

しかし、視力の発達時期に早期治療を開始

することで、視力の大幅な回復が期待される

ことから、本市においても導入すべきと考

え、御見解をお伺いします。

次に、５点目の認知症対策についてお伺い

します。

昨年１年間に全国の警察に届け出のあった

認知症の行方不明者数が前年比１,０６４人

増の１万６,９２７人だったことが、６月２

０日、警察庁のまとめでわかりました。統計

を開始した２０１２年以降、毎年ふえ続けて

おり、過去最多を更新しております。

青森県は９９人であり、昨年中に所在を確

認できなかったのは、全国で１９７人に上っ

ています。

団塊世代が７５歳以上になる２０２５年に

は、認知症の高齢者が約７００万人に達する

と推計されることから、政府は認知症対策を

強化するため、発症や進行をおくらせる予防

に重点を置いた新たな大綱を決定しました。

新たに、予防の定義として、認知症にならな

いという意味ではなく、なるのをおくらせ

る、進行を緩やかにするという意味を明記し

ています。

また、共生社会の実現を目指し、認知症の

人や家族を支援する認知症サポーターを２０

２５年までに企業で４００万人養成する新た

な目標を掲げました。

企業や団体に所属するサポーターは、約２

３０万人いますが、働き手の中心世代に当た

る２０歳代から５０歳代が少ないことが課題

となっており、養成講座の受講を各業界団体

に呼びかけ、企業単位での取り組みを強化す

るとしています。

このことから、認知症サポーターへのこれ

までの取り組み状況と、今後、どのように推

進していかれるのかをお伺いします。

最後に、６点目の障害者への郵送貸し出し

サービスについてお伺いします。

誰もが気軽に利用できる図書館にと、八戸

市立図書館は、本年度、重度の障害があり、

来館が困難な市民に対し、無料の郵送貸し出

しサービスを開始されたとの新聞報道があり
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ました。郵送や宅配による貸し出しは、青森

市の青森県立図書館や十和田市などでも行っ

ています。

郵送貸し出しサービスを利用できる方は、

身体障害者手帳があり、肢体不自由の方は１

級、２級の方、内部障害が１級から３級、愛

護手帳があり判定がＡの方、介護保険制度で

要介護１から５認定のいずれかに該当する人

が対象で、事前に利用登録しますと、自宅に

いながら市立図書館の本を借りることができ

ます。

八戸市立図書館の副館長は、図書館に来て

もらうだけではなく、来られない人へのサー

ビスも充実させていきたいと強調しており、

貸し出しサービスを行う事例が全国的にもふ

えているとのことです。

そこで、本市においても郵送貸し出しサー

ビスを導入すべきと考え、御見解をお伺いし

ます。

以上で、私の質問は終わります。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（小檜山吉紀君） ただいまの春日議

員の御質問にお答えいたします。

行政問題の３点目、子供や歩行者の安全確

保については私から、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

承願います。

ことしに入り、交通ルールを守っている歩

行者、特に子供が犠牲となる悲惨な交通事故

が続いている中、依然としてアクセルとブ

レーキの踏み間違いによる交通事故が全国各

地で起きております。また、悪質なあおり運

転も後を絶たない状況にあります。

当市においても、６月１７日、庭構の市道

において、自動車を運転していた女性が犠牲

となる交通事故が発生しております。

このような状況にあって、交通安全対策の

推進は、当市としても重要課題と位置づけ、

これまでさまざまな施策を講じてきておりま

す。

まず、新学期を迎える春には、小学校や保

育園、幼稚園において、三沢警察署と三沢交

通安全協会の協力を得て、児童、幼児に安全

な通行方法等を学ぶ交通安全教室を実施して

いるほか、各交通安全運動では、国や県が定

める重点目標に従い、関係団体と連携し交通

安全を呼びかける街頭活動を実施しておりま

す。

また、地域やＰＴＡなどからの要望等に

は、職員が現地を確認した上で注意喚起を促

す路面標示や看板、カーブミラーなどを設置

するなど、交通事故防止に努めております。

さらには、昨年度から、自動車等の運転に

不安のある運転免許証所持者にバス券やタク

シー券などの支援を行い、運転免許証の自主

返納を促す運転免許証自主返納支援事業を実

施し、交通事故の抑制を図っております。

いずれにいたしましても、交通事故防止を

図るためには、一人一人が交通安全に対する

意識を高めることが何よりも重要でありま

す。

今後におきましても、引き続き三沢警察署

をはじめ関係団体との連携をより一層強化

し、市民の皆様を交通事故から守る環境づく

りに努め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） 政策部長。

○政策部長（山本剛志君） 行政問題の第２

点目、デマンドタクシー実証運行の導入につ

いてお答えいたします。

利用者の事前予約に応じて運行するデマン

ドタクシーにつきましては、バスと同様に乗

り合いで運行されているほか、通常のタク

シー料金より安価な設定としている事例が多

くございます。

自治体がデマンドタクシーを導入するきっ

かけといたしましては、その多くは路線バス

の利用者が減少したことによるバス運行の撤

退により、交通弱者の移動手段を確保するた

めに導入されております。
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当市におきましては、市民の足となるバス

の便数は少ないものの、交通空白地域はほぼ

なく、デマンドタクシーを導入した場合に

は、バス路線と重複する課題がございます。

しかしながら、市内の高齢者の中には、バ

スが利用できず、タクシーでスーパーなどに

買物に行く方がいらっしゃることも伺ってお

りますので、バスでの移動ができにくい方の

対応も必要でありますことから、タクシーの

活用方法や、北部地区における乗り合い方法

などについて、現在、三沢市タクシー協会と

協議しているところであります。

また、交通の不便な地域にお住いの高齢者

の皆様が、バスやタクシーの公共交通におい

てどういった取り組みを望んでいるのかなど

の意見を聞く機会を設け、公共交通に対する

ニーズの把握に努めるとともに、他の自治体

の先進的な事例を参考にしながら、当市の地

域性に合った取り組みを早期に実施できるよ

う、関係団体と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） 市民生活部長。

○市民生活部長（山本 優君） 行政問題の

第１点目、食品ロス削減に向けての推進計画

策定についてお答えいたします。

令和元年５月、食品ロスの削減の推進に関

する法律が成立いたしましたが、その法律は

食品ロスの削減に関する国、地方公共団体等

の責務を明らかにするとともに、基本方針や

施策の基本事項などを定めることで、食品ロ

スの削減を総合的に推進することを目的とし

ております。

同法では、国に食品ロス削減のための基本

方針を定めること、また、地方公共団体に

は、基本方針を踏まえ、食品ロスの推進に関

する計画の策定に努めることを規定しており

ます。

当市では、これまで、食品の食べ切り、食

材の使い切り、食品残渣の水切りの３切り運

動の取り組みによる生ごみの減量化や、宴会

等から出る食べ残しを削減するための３０１

０運動について、広報みさわや健康フェア、

食生活改善推進員の活動等を通じ、普及啓発

を図ってまいりました。

食品ロスの削減を進めていく上では、市民

一人一人が食品ロスの現状や、その削減の必

要性について認識を深め、みずから主体的に

取り組むことが必要不可欠となります。した

がって、今後につきましては、これまでの取

り組みをより一層推進するとともに、国の基

本方針並びに県の推進計画が策定されました

ら、その内容を踏まえ、関係部署等と連携を

図りながら、食品ロス削減推進計画の策定及

びその推進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。

行政問題の第４点目、子供の弱視の早期発

見についてお答えいたします。

当市では、３歳６カ月の幼児を対象に、毎

月１回、保健相談センターで３歳児健康診査

を実施しており、その中で問診と視力検査に

より、目の疾病や異常の有無について健診を

行っております。

検査方法といたしましては、１次検査とし

て事前に視力検査のキットと問診票を自宅に

郵送し、絵を用いた視標検査を保護者が実施

した上で、問診票にその結果やふだん気にな

るところなどを記入し、健診当日に持参して

いただいております。

当日は、２次検査として保健師等が健診を

するとともに、事前の検査ができなかった幼

児や、保護者から見え方が気になるとの報告

を受けた幼児については、再度視力検査を

行った上で、必要と認められる場合は、小児

科診察の際、医師に相談をしております。

また、小児科診察において精密健康診査が

必要とされた場合は、受診票を交付して眼科

医療機関での精密健康診査を勧めておりま

す。

子供の目の機能は、生まれてから発達を続

け、６歳までにほぼ完成するとされており、

弱視の早期発見は、治療に大きな効果がある

とされ、大変重要と考えております。
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御質問の手持ち自動判定機能つきフォトス

クリーナーを活用した視力検査の導入につき

ましては、眼科専門医等の御意見を伺うとと

もに、まだ導入をしている自治体は少ないと

ころではありますが、その自治体の実施状況

等を確認しながら、導入の有効性について調

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） 行政問題の

第５点目、認知症対策についてお答えいたし

ます。

政府は、共生と予防を柱とする認知症施策

推進大綱を本年６月に決定し、その中で認知

症サポーターの養成を重要施策として位置づ

けております。

認知症サポーターとは、認知症に対する正

しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人や

その家族に対して、できる範囲で手助けをす

る応援者であり、その目的は、認知症高齢者

等に優しい地域づくりであります。

認知症は、深刻な社会問題となっており、

当市におきましても、高齢福祉の充実を図る

上で、極めて優先度の高い課題であると考え

ております。

当市の取り組み状況でございますが、平成

２１年度より認知症サポーター養成講座を市

民、企業、各種団体等を対象として開催して

おり、６月末現在で延べ３,０５３名のサ

ポーターを養成しております。企業につきま

しては、金融機関や建設業など８１事業所の

方々に受講していただいており、児童生徒に

つきましても、木崎野小学校や三沢高校、児

童館において講座を実施しております。

平成３０年度は、三沢市議会に対しサポー

ター養成講座を実施し、認知症サポーターの

目印であるオレンジリングを配付したところ

でございます。

市職員につきましては、消防職員を対象に

既に実施したほか、講座を受講していない職

員は、順次実施してまいりたいと考えており

ます。

今後におきましても、企業や各種団体に対

し働きかけを継続するとともに、未実施の小

中学校につきましては、教育委員会と連携を

図りながら普及啓発に努め、認知症があって

も住みなれた地域で自分らしく暮らし続ける

ことができる、優しい地域づくりを目指して

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（山﨑 徹君） 行政問題の第６

点目、障害者への郵送貸し出しサービスにつ

いてお答えいたします。

図書館法第２条によると、図書館は、図

書、記録その他必要な資料を収集、整理、保

存して、一般公衆の利用に供し、その教養や

調査研究、レクリエーション等に資すること

を目的としております。

三沢市立図書館におきましても、サービス

提供の充実と拡大を目標に、より多くの市民

に利用していただけるよう、春日議員御承知

のとおり、乳幼児への読み聞かせ、写生会、

豆本等の手づくり講習会などを実施しており

ます。

また、障害者へのサービスとしましては、

視覚支援コーナーに拡大読書器、電子図書及

び大活字本を設置しているほか、聴覚障害者

への筆談や車椅子の方への付き添い等のサー

ビスに努めているところであります。

御質問の障害者への郵送貸し出しサービス

につきましては、当市が目指す共生社会の理

念に沿って、対象者や配送方法、費用負担な

ど、他市の実施状況を参考にしながら利用者

目線に立って、実施に向け検討してまいりま

す。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 春日議員。

○１３番（春日洋子君） 御答弁、ありがと

うございました。

質問順に再質問をさせていただきます。

はじめに、行政問題の１点目、食品ロス削

減に向けての推進計画策定について、市民生

活部長より御答弁をいただきました。
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さまざまな、これまで３切り運動、３０１

０運動等々、取り組んでこられたことも承知

でありましたけれども、今回の質問の趣旨

は、計画ありきではなく、この計画に向けて

これまで本市が取り組んできた、そこに加え

てさらなる、まだまだ食品ロスは減らないと

いう現状があります。三沢市のみならず、こ

れは全国的に取り組んでいくべきものですけ

れども、一朝一夕には効果は上がらないとい

う思いもございます。でも、それを進めてい

かなければならないということであります。

前段でも申し述べさせていただきました。

５月に食品ロス削減推進法、これがようやく

制定をしたということであります。今後にお

いて、市でもさらなる取り組みを目指すべき

ということを、思いを一つにして積極的に取

り組んでいきましょうという思いでありま

す。

そこで、１０月は食品ロス削減月間であり

ます。市としても、これに準じた、何かの

フェアの折に盛り込んだ取り組みもなさって

きたのかなというふうなことを私なりにも承

知しているところではありますけれども、特

にことしは５月に法が制定したということを

受けまして、国民運動ということであるなら

ば、三沢市の市民運動として、１０月のこの

期間を活用しながらイベントを開催してみる

のはいかがでしょうか。そういう考えがあり

ます。これについての御見解をお聞きしたい

と思います。

○副議長（太田博之君） 答弁願います。

市民生活部長。

○市民生活部長（山本 優君） １０月に食

品ロス月間ということで、これに向けた取り

組み、市民一丸となってということを何か考

えはないのかということでございます。その

質問にお答えいたします。

まず、食品ロスの削減ということについて

は、当然のことながら行政だけではできるも

のではないです。いろいろな方々にかかわっ

ていただいて、そしてこれを推進していく。

それによって、実質的な効果を生んでいくと

いうことになろうかと思います。

今、実際に目標にしているのは、食品リサ

イクル法でも、２０００年から見て半分に削

減するのだと。事業系のごみを、食品ロスを

半減するのだと。そしてまた、循環型社会形

成推進基本法においても、同じように２００

０年から２０３０年まで、家庭系の食品ロス

を半減させるのだということがうたわれてお

ります。

したがって、これに基づいて、今のところ

はそれぞれ２０１６年までに約半分たってい

ますが、２０３０年までですので、２０００

年から約半分たった時点での数値では、それ

ぞれ三十数％の削減が図られている。半減す

るということは５０％ですから、まだまだ二

十何％の数値が必要だということで、これを

推進するための一つの法律として、この食品

ロス削減の推進に関する法律ができているも

のだというふうにも認識しております。

したがって、今後、１０月の食品ロス月間

というのは、この食品ロス削減の推進に関す

る法律の中で規定されているのですが、実際

の法律は５月３１日に公布され、そして６カ

月を超えない範囲内において施行令において

定めるということで、期限としては１１月

末、国のほうとしては１１月の施行を目指し

て、内閣において閣議決定するという予定で

進めております。

ですから、この１０月の月間というのはま

だなのですが、ちょうどこのあたりに健康

フェアも実施する予定になっております。こ

の法律の施行をまたないまでも、いろいろな

方々の協力を得なければならない部分もあり

ますので、そのイベントに当たっても検討し

てまいりたいと思っております。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 春日議員。

○１３番（春日洋子君） 再質問に係る御答

弁、ありがとうございました。さまざまな、

詳しく御説明いただき、ありがとうございま

す。

今後、できるところから着実に、日本には
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世界に誇るもったいない精神がございますの

で、いま一度、私自身もその１人ではありま

すけれども、その思いをまたひたひたと広め

ていきながら効果が上がる取り組みをともに

進めていければありがたいというふうに思っ

ていますので、よろしくお願いいたします。

次の再質問は、２点目のデマンドタクシー

実証運行の導入についてであります。政策部

長より、これまでの経緯等も御答弁をいただ

きました。

先日も、これまでの経緯、全く手つかずで

はなく、さまざまな調査をしながら、また、

協議もしながら、どの形が望ましいのか、で

きるのかというようなところを御検討いただ

いてきたのだなということも承知であります

けれども、やはり私のみならず皆さんも同じ

思いではありますけれども、やはりバス会社

撤退という、そういう一番の線引きもあるよ

うですけれども。

答弁の中にもありました、御自宅からバス

停にまで行くにも困難である。シルバーカー

を押したり、さまざまな状況の中で、私の町

内にも、通院の折にタクシーが来まして、タ

クシーで通院に行く高齢者の方がおります。

お一人暮らしで年金生活、大変な御負担であ

るだろうなというふうに思っておりまして、

いつもその光景を見るたびに胸が痛むという

ような状況であります。

御答弁の中では、タクシー協会と協議をし

て、今後、速やかにそのことも調査研究をし

てまいりたいということですけれども、もう

数年来、さまざまに御検討されてきているの

ではないでしょうかという思いも実はありま

す。

ですので、やはり速やかに、ある程度の、

なかなか市単独でできるものではなく、タク

シー協会との協議、さまざまな協議の結果、

導入できるかどうかということの形にできる

かどうかというふうにはなるとは思いますけ

れども、やはりもう何年来、こういう状況が

あります。

市内全域全ての方から私に声が届いている

わけではございません。どうしても私は北部

地域に住んでおりますので、北部地域の方か

ら多く、本当にすがりつくような思いで声が

届くわけです。そういう状況をこれまで積み

重ねてまいりまして、ぜひ、ある程度、どの

ぐらいまで、例えば年度内ですとか、そうい

うものが見出せないものかなというような思

いがありますけれども、この辺の、ある程

度、例えば年度内が厳しかったら次の次年度

になるかもしれないのですけれども、ただ、

その思いとして、担当部、課ではどのような

また思いを持ちながら、これから調査研究を

していっていただけるのか、その御決意も含

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） デマンドタク

シー実証運行の再質問にお答えいたします。

御答弁で申し上げましたが、今、バス、タ

クシーの公共交通においてどういった取り組

みを望んでいられるのか、住民の方々から意

見を聞く機会を設けたいと思っております。

それによりまして、その後にデマンドタク

シー導入に向けてどのようにしていけばいい

のか、引き続き検討し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。

○１３番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。

ぜひ、速やかに、早期にということを強く

願うものです。よろしくお願いいたします。

次の再質問は、３点目の子供や歩行者の安

全確保についてであります。

前段でも申し述べさせていただきましたけ

れども、安全確保は、さまざまな各自治体に

おいての課題や取り組むべきものがあるかと

思っております。

これも御答弁の中にもありましたとおり、

情報提供があれば現地に赴いて、その手だて

をなさっている、これはもちろんのことその

とおりだというふうに思っておりまして、一

方で、他の自治体の取り組みではありますけ
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れども、市内の全保育施設などを対象にして

アンケート調査を実施している自治体があり

ます。

声が届いて対応するのは、これはもちろん

のことでありますけれども、実態を把握する

ということが非常に大事ではないかなという

ふうに思っております。全体的なことも、ど

ういうことを皆さんが日ごろ、ここは危ない

とか、声に届くものと届かないものもあるか

と思うのです。ですので、まずは第一に実態

を調査し、そして必要な対策を講じる、これ

が最も大事であるというふうに思っておりま

すけれども、この点についての御見解をお聞

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。

市民生活部長。

○市民生活部長（山本 優君） ただいまの

対策についての御質問にお答えいたします。

三沢市では、三沢市通学路安全推進会議と

いうのが設置されておりまして、これは警察

署、それから地域県民局、それから学校の校

長会、ＰＴＡ、連合町内会、それに市の関係

部局、教育委員会などが入って会議をやって

おります。その中で、児童生徒の通学路上の

事件・事故による被害から守るための対策と

いうのを、実際の調査等を踏まえて検討して

おりまして、不定期という形ではあります

が、年２回ほど開いて、その対策会議をやっ

ていると。これと、先ほど言いましたＰＴＡ

や地域からの声が上がった要望等を踏まえ

て、実際の対策を講じているということでご

ざいますので、そういう意味では、しっかり

といろいろな各方面からの視点を取り入れた

形での対策をとっているということでござい

ます。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 春日議員。

○１３番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。

全国の中で多発しているさまざまな事故、

我が市でやはりこのことが、決して起こさな

い、起こしてはならないという決意のもと

に、対策を強化していっていただきたいとい

うふうに願っております。よろしくお願いい

たします。

再質問は、４点目の子供の弱視の早期発見

についてであります。

先ほどの御答弁の中で、ちょっと的確なメ

モがかなわなかったのですけれども、眼科医

の見解云々の御答弁があったかと思います。

今回、先ほどは千葉県船橋市の取り組みも

御紹介をさせていただいたところであります

けれども、実は八戸市の私の知り合いの方

が、お子さんが目がかゆいということで眼科

に行かれたそうです。そうしましたら、目が

かゆいというのはさほどの病気というのでは

なく、視力検査をしたら、そちらのお子さん

弱視であった。既に５歳でありました。現在

は、その矯正のための眼鏡をかけております

けれども、このときに八戸市の眼科医のほう

から、実はこういうスクリーナー、早期発見

できるものが、いいものがあるのですよと。

ぜひ、これを八戸市でも導入をされたらいい

と思っているのですという、そのことをヒン

トにして議会で提案をし、そして取り上げ

た、導入をしたということです。

ことしの６月の３歳児健診、このスクリー

ナーを使って健診をしましたところ、６５名

中９名の子供に異常が発見された。驚きまし

た。これだけの子供たちに異常が発見される

のだ、１回の６月の健診ですけれども。もう

これはどれほど大切なことかなというふうに

思いました。

やはり早期発見、早期治療がいかに大事

か。これは子供の視力検査のみならず、私た

ち大人にとっても、さまざまな病気に対す

る、これは基本中の基本であるというふうな

ことを思っておりまして、眼科医の見解

云々、言葉がちょっと間違っていたら申しわ

けありませんけれども、既に開業している眼

科医がすぐに、これは大事ですよ、これは

使ってやるべきですよというようなことを常

日ごろ思っているのだというところですの

で、病院に行って受診した方には、その病院
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では使っているけれども、広く市民に向け

て、そして多くの子供たちの中でこういう子

供たち、かかわる子たちがいるということを

思ったときに、市の３歳児健診で導入するこ

とは非常に大事ということを思っておりま

す。

導入に当たって、素人ながら思うのですけ

れども、行政もすぐに一足飛びにできないだ

ろう、さまざまな手順が必要かもしれません

けれども、例えば仮にこの場でお答えできる

範囲でよろしいですけれども、導入するに当

たって、どのような手順が必要になるので

しょうか。参考にお聞かせください。

○副議長（太田博之君） 市民生活部長。

○市民生活部長（山本 優君） フォトスク

リーナーの導入に当たって、どのような手順

が必要かということについてお答えいたしま

す。

手順というのは、はっきりとしたものはな

いのですが、それぞれの自治体によって違っ

ていると。

県内では、五所川原がまず最初に導入して

おります。これは、五所川原の医師会が中心

になって市に要望し、そして最終的に導入す

ることになったと。これが平成２９年５月に

導入し、それ以降利用されているということ

でございます。

八戸市については、今年６月に導入し、そ

してそれから実際に運用されているというこ

とでございます。

県においても、平成３０年１０月に市町村

に対して、３歳児健診に当たってフォトスク

リーナーを導入する検討を進めるために、ア

ンケートといいますか、意向調査を行ってお

ります。最終的には、県のほうで検討した結

果、現時点では事業化しないということでご

ざいました。

本来であれば、県が導入し、一つの機械を

１カ月に１回しか使いませんので、持ち回り

で使えるような形になればそれにこしたこと

はないなと、効率的だなというふうに考えた

ところなのですが、実際には県のほうでは、

その調査結果において導入しないということ

だったそうでございます。

ただ、実際には、確かに３歳児の健診で発

見し、そして早期治療をするというのは非常

に大事なことだという、効果があるというふ

うに言われておりますので、三沢市として

も、例えば他市と共同で導入するということ

も考えられますし、一機１２０万円ですが、

５年間で大体寿命が来るというふうなことで

すので、そういう意味では、要するに効率的

な運用の仕方も検討してやっていかなければ

ならない。

また、導入した自治体に確認したところ、

五所川原などでは、検査は簡易なのですが、

その使い方の説明をし、そして実際にやる

と、全体でかなり時間がかかっていると。若

干、３歳児、その親を含めて、検査の時間に

負担を強いている部分があるという部分もあ

りますので、それらも含めて、どういうよう

な形で進めたらいいのか、このスクリーナー

も含めて目の検査というものをどういう形で

やったらいいのかというのをもうちょっと検

討しながら進めていく、研究しながら進めて

まいりたいと思っております。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 春日議員。

○１３番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。

時間がかかるということでありましたけれ

ども、でも毎月受けるわけではありません

ね。長い将来を考えたときには、それは決し

て大変な負担ではないというふうに思ってお

りますので、ぜひ前向きにまた検討願えれば

と願っております。ありがとうございます。

次の再質問は、認知症対策についてであり

ます。

先般、新聞報道に、むつ市の田名部高校Ｊ

ＲＣ部員１５名が、６月に県内高校初の認知

症キャラバン・メイトになったとの報道があ

りました。生徒が中心となって認知症への理

解を広め、患者や家族の応援者となる認知症

サポーター養成講座の講師役になったという
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ことです。

折しも、きょうの新聞にございました。１

日に、むつ市内の小学校で初の講座を開催を

したということで、その模様を掲載しており

まして、非常に有意義であったのだろうなと

いうことで、高校生が小学校の子供たちへで

すので、とても和やかな雰囲気だったのだろ

うなというふうに想像したところでありま

す。

そしてまた、同校の生徒の皆さんは、９月

には大人向けも開催をする予定であって、サ

ポーター増員を目指すとの、そういう新聞報

道がありまして、すばらしい取り組みだなと

いうふうに感銘を受けたところであります。

先ほどの御答弁の中で福祉部長から、市内

のサポーターの人数であるとか、企業の８１

事業所、そしてまた、木崎野小学校、三沢高

校、児童館で養成講座を受けていらっしゃ

る。これも進んでいらっしゃるだろうなとい

うふうには思っておりましたけれども、さら

にやはりますますふやしていかなければなら

ないという。国に言われたからではなくて、

これは全国的に必要である。皆さんが本当に

見守りをしながら、知識を深めていただくと

いうことで、そういう思いでありました。

先般、消防本部に伺ったときに、御答弁に

もありましたとおり、玄関に認知症サポー

ターがいますというラベルが張ってあって、

市の職員の皆さんも受講していらっしゃるの

かなというふうに思ったのですけれども、ま

だまだ全体的にはそうではないということも

わかったところであります。

ぜひ、やはり子供たちの取り組みが家庭の

中に広がり、大人の意識が高まるということ

を常日ごろから何かと思っている一人であり

ますので、ぜひ市内の、まずは小中学校、そ

して高校に至っても受講していただきたい。

さらにはまた、市職員の方が、やはりこれは

率先して受けるべきだったのではないでしょ

うかということを思います。さまざまな諸事

情があったかもしれませんけれども、ぜひ計

画を立てて、早期に受講をしていただきた

い。

そんなことも含めながらですけれども、こ

の辺の周知、啓発ということを推し進めるた

めの担当部としてはいかがでしょうか。どの

ような御見解で、またさらに進めていかれる

かということを、再度再質問させていただき

ます。

○副議長（太田博之君） 答弁願います。

福祉部長。

○福祉部長（田面木るり子君） 認知症サ

ポーターにつきまして、さらに今後の進め方

という御質問にお答えいたします。

子供たちにつきましては、むつ市の取り組

みについては、とても参考になる取り組みだ

なというふうに感じております。

児童生徒による養成講座につきましては、

市内の高校にもボランティア部等があると思

いますので、そちらのほうへの協力、活用等

も含めまして、まずは多くの児童生徒のサ

ポーターを養成した上で、またさらに講師役

となりますと、キャラバン・メイトというま

たさらに講座が必要になりますけれども、そ

ちらのメイトの養成にも努めてまいりたいと

考えております。

また、市の職員についてでございますが、

市の職員につきましては、新採用職員につい

て、県の新採用研修の際にサポーターを受講

しているですとか、あとは自主的に講演会、

また、地域でのイベント等で認知症サポー

ターの講座を受けているという職員もおりま

す。また、職務上受けているという職員もお

りましたので、今後につきまして、まだ受講

していない職員につきましては、計画的に何

年かかけて、全員が取得できるような、養成

講座を受けられるような体制を進めてまいり

たいというふうに考えております。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） 春日議員。

○１３番（春日洋子君） ありがとうござい

ました。

ぜひ、今後ともまた進めていかれるよう

に、よろしくお願いいたします。
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最後に、６点目の障害者への郵送貸し出し

サービスに再質問させていただきます。

このことは、やはりＳＤＧｓの精神にも通

じているなというふうに思っておりまして、

誰一人取り残さないということです。さまざ

まな状況の中で、皆さんは一生懸命生きてい

らっしゃいます。人にやさしい福祉のまちづ

くりということを、私もずっとそういうこと

を目指しながらこれまでも活動をしてまいり

ました。大事な取り組みであるなということ

を常々思っておりまして、先ほどの質問の中

でも、一部県内の導入している自治体を紹介

させていただきました。

全国的にはどのくらいの自治体が導入して

いるのかなということで、全ての自治体を検

索できたわけではありませんけれども、かな

りの自治体がばあっと出て、検索したところ

でありました。多くの自治体というのはまだ

これからだというふうに思いますけれども、

これは非常に大事な取り組みだなということ

を思っております。

やはり文字に親しむ、本に親しむというこ

と、これが子供たちから、また、私たち大人

に対しても非常に大事である。願ってもそれ

がかなわない状況、私たちは、まだ直接そう

いう方のお声を聞く機会が私自身もありませ

んでしたけれども、こういう取り組みをなさ

れていることによって、御自身たちも、やは

り皆さんから心にかけていただき、目を向け

てくださっているのだなという思いにもなる

かなというふうに思っておりました。

こういうことでは、ぜひ導入すべきだとい

うことは、私個人は非常に強く思っていると

ころでありますけれども、これについて、先

ほどの答弁は教育部長でありました。これか

ら全てが予算ありきということにもなるわけ

でありますけれども、この辺についての御決

意というものはどのような思いであるかとい

うことを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） 教育部長。

○教育部長（山﨑 徹君） 再質問にお答え

します。

図書館は、今、指定管理者であります図書

館流通センター、こちらと調整いたしまし

て、できるだけ速やかに実施したいと考えて

おります。

以上でございます。

○副議長（太田博之君） よろしいですか。

以上で、春日洋子議員の質問を終わりま

す。

これをもって、一般質問を終わります。

─────────────────

◎日程第 ２ 議案第 １号から

日程第１２ 議案第１１号まで

○副議長（太田博之君） 次に、日程第２

議案第１号専決処分の承認を求めることにつ

いて（平成３０年度三沢市一般会計補正予算

（第７号））から日程第１２ 議案第１１号

三沢市火災予防条例の一部を改正する条例の

制定についてまでを一括議題といたします。

─────────────────

◎日程第１３ 総括質疑

○副議長（太田博之君） 日程第１３ 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１４ 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１４ 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



― 38 ―

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１号から

議案第３号までの計３件を、条例等審査特別

委員会には、議案第４号から議案第１１号ま

での計８件を、それぞれ付託します。

─────────────────

◎日程第１５ 特別委員会委員の選

任

○副議長（太田博之君） 日程第１５ 特別

委員会の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０１分 休憩

────────────────

午後 ２時０６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、加澤明委員、

副委員長、小比類巻孝幸委員。条例等審査特

別委員会委員長、瀬崎雅弘委員、副委員長、

田嶋孝安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１０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。

次回本会議は、１１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０７分 散会


