平成 20 年第４回かほく市議会定例会議事日程（第２号）
平成 20 年 12 月４日（木）午前 10 時 00 分開議
開会宣告
日程第１

議案第 77 号～議案第 99 号
（質疑、委員会付託）

日程第２

一般質問

１．宇野 順一 議員
①「学園台」の自治会組織の立ち上げについて
②学校給食の完全米飯給食の実施について
２．安達
肇 議員
①小中学校の校庭及び保育園の園庭の芝生化について
②新型インフルエンザ対策について
３．冨澤 明次 議員
①地域芸能の継承発展支援体制について
②防災対策と体制について
４．遠田
順 議員
①子どもの防犯対策について
②かほく市の男女共同参画について

閉議散会
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第２日目会議録
平成２０年第４回かほく市議会会議録(第２号)
招集年月日

平成２０年１２月

招集の場所

かほく市役所議場

開 会 (開 議 )

平成２０年１２月

応 招 議 員

出席議員に同じ

不応招議員

欠席議員に同じ
議

長

１２１条の規
定により説明
のため出席し
た者の職氏名

午前１０時００分宣告

西田

正剛

８番

杉本

正一

１番

遠田

順

２番

安達

肇

３番

宇野

順一

４番

多々見

武

５番

山口

博之亟

６番

金田

正信

７番

冨澤

明次

９番

荒井

三喜雄

１０番

沖津

千万人

１１番

中村

修一

１２番

竹内

幹雄

１４番

杉本

成一

１５番

寺内

照雄

１６番

山田

孝一

１７番

猪村

博靖

１８番

別宗

明敏

副議長

長

架谷

外茂治

長

板坂

卓之

なし
市

地方自治法第

４日(木)

１３番

出 席 議 員

欠 席 議 員

４日(木)

長

油野 和一郎

副

教育委員会教育長

遠田

敏博

総

市

民

部

長

松本

吉雄

産業建設部長

川島 起世志

教

育

部

長

酒井

弘幸

消

長

髙橋

勲

総

務

課

長

虎谷

寛

財 政 課 長

山越

充

企画情報課長

森田

善明

管 理 課 長

綾瀬

登志勝

税

長

浅野

順平

納 税 課 長

根布

清孝

会計管理者兼会計課長

石山

義久

監査委員事務局長

喜多

学

市

長

川端

憲治

子育て支援課長

酒尾

浩

健康福祉課長

浅野

道人

保険医療課長

髙平

嘉和

介護予防課長

能任

哲正

環境安全課長

田丸

成一

都市建設課長

大西

潤

農林水産課長

杉本

外次

商工観光課長

澤野

安隆

上下水道課長

油野

茂樹

務
民

課
課
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市
務
防

部

地方自治法第

学校教育課長

梶

義裕

生涯学習課長

沖野

利之

１２１条の規

体育振興課長

松田

一雄

消

防

課

長

谷口

孝三

定により説明

予

長

釜井

泰廣

消

防

署

長

牧

武雄

のため出席し

財政課長補佐

中田

肇

議会事務局長

沖野

悌二

議会事務局次長

丸井

厚司

議会事務局書記

竹谷

孝

として出席し 傍 聴 者 受 付 係

網江

克浩

傍聴者受付係

長木

朋子

防

課

た者の職氏名

本会議に職務
のため出席し
た者の職氏名
本会議に係員
た者の職氏名

議 事 日 程 議長は、議事日程を別紙のとおり報告した。
以下余白
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議事の経過

第２日目

す。
これにご異議はありませんか。

開会・開議

（異議なしの声あり）

午前 10 時 00 分 開会

○議長【西田正剛君】ご異議なしと認めます。
よって、議案第 77 号から議案第 99 号までの、

○議長【西田正剛君】ただいまのところ、出席

併せて 23 件については、それぞれ所管の常任

議員数は、18 人であります。定足数に達してお

委員会に付託することに決定をいたしました。

りますので、これより、本日の会議を開きます。

日程第２

議事日程の報告

一般質問

○議長【西田正剛君】なお、本日の議事日程は、

○議長【西田正剛君】日程第２、これから、一

お手元に配付のとおりであります。また、本日、

般質問を行います。あらかじめ、申し上げてお

説明のために委嘱された者の職・氏名は 12 月

きますが、関連質問はかほく市議会の運営に関

２日に配付した説明員職氏名一覧表のとおり

する基準第 37 条第４項により、認められてお

であります。

りません。また、一般質問の発言時間は、かほ
会議時間の延長

く市議会の運営に関する基準第 37 条第７項の

○議長【西田正剛君】あらかじめ、本日の会議

規定により、再質問も含め、発言時間は、30 分

時間を延長しておきます。

以内となっております。また、今定例会より一

日程第１

般質問において議員発言席が設置されました

議案第 77 号～議案第 99 号

ので、総括質問は登壇して行い、そのあと、自

○議長【西田正剛君】日程第１、議案第 77 号

席に戻らず議員発言席へ着席願います。その席

平成 20 年度かほく市一般会計補正予算（第４

で執行部の総括答弁を聞き、その席で起立の上

号）に係る専決処分の承認を求めることについ

再質問を行うこととなりますのでご了承願い

てから議案第 99 号

ます。

かほく市営バス運行施設

設備の区域外設置についての廃止についてま

それでは、通告順に発言を許します。

での、併せて 23 件を一括議題と致します。

３番

質疑

宇野順一君。

○３番【宇野順一君】はい、議長。

○議長【西田正剛君】これから、質疑を行いま

私は、今定例会におきまして、以下の２点に

す。質疑はありませんか。

ついて質問させていただきます。
（なしの声あり）

まず１点目は「学園台」の自治会組織の立ち

○議長【西田正剛君】質疑なしと認めます。こ

上げについてであります。

れで質疑を終わります。

大学の門前街を目指し、地権者各位の絶大な

常任委員会付託

る協力を仰ぎ、設立した土地区画整理事業も関

○議長【西田正剛君】お諮りします。ただいま、

係者の並々ならぬ努力により、保留地の販売区

議題となっております、議案第 77 号から議案

画も本年９月末現在 50 区画を数え、新築住宅

第 99 号までの、併せて 23 件については、それ

が民地の住宅と併せて 40 数戸が建ちならび、

ぞれ所管の常任委員会に付託したいと思いま

さらに民間の学生アパート、美容院や北部統合
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保育園も来春の開園を目指し工事が着々と進

会の協議を踏まえ教育委員会で審議致した

み見事な街なみに変貌してきました。この様な

い。」以上の回答を得ましたが２年間を経過し

新しい街並みが、残りの保留地売却に良い効果

た今日、どの様に変化したのか。

をもたらすものと期待してやみません。さらな

今日、世界穀物価格の急騰はすでに激しい途

る関係者の尚一層の努力を念願するところで

上諸国の食料危機を一層悪化し、飢餓人口９億

あります。

人と報道されています。輸入飼料穀物に依存す

県立看護大インターを利用しての金沢への

る国内の畜産は赤字経営が強いられ畜産危機

行き帰りに高台の素晴らしい街並みに変貌し

が発生しています。バイオ燃料の生産の急増は、

た姿に地域の活力を感じるのは私だけでしょ

2006 年のトウモロコシ生産量の２倍強といわ

うか。世帯が増加する当分の間、隣接の東町町

れています。

内会預かりとなっている「学園台」も在来の世

そうした中、日本は米国の最大の飼料用トウ

帯と併せて 40 数戸を数えるに至った今日、行

モロコシの輸入国であり、この輸入が不可能に

政窓口が中心となり、自治会組織の立ち上げを

なると畜産危機はさらに悪化することになり

急ぐべきと考えます。県内各地から転入した

ます。中国は大豆輸入が爆発的に増加しており

方々ばかりで、しかも若い世帯が多く困難極ま

近い将来日本の大豆輸入は困難になる可能性

りない話と認識するが、世帯が 100 戸を数えて

があるとしています。世界の穀物不足は水不足、

からでは誠に厳しいと思います。

土壌劣化、塩害の深刻化、地球温暖化が大きく

また、将来的にはコミュニティ活動の場とし

影響していると報道されています。この穀物価

ての「集会場」も必要と考えますが、建設用地

格急騰は国内供給を確保するため穀物輸入を

の問題、建設資金等、膨大な経費を必要とする

禁止する制限が、小麦、トウモロコシ、米、大

が、市当局としてどの様に考えていくのか、福

豆、牛肉等、中国を始め、インドなど多くの国

祉施設建設用地の一画で用地確保を出来ない

で行われ、輸入したくても輸入できなくなる日

ものか充分検討していただきたい。

が近く来る。

当分の間は、公共施設の会議室等を夜間貸与

日本の稲作経営の最低規模は 15 ヘクタール

する対策をお願いしたい。東町町内会も戸数が

程度、現実の耕作は平均 1.5 ヘクタール、国は

200 戸を超え、町内会活動が誠に厳しい現状と

地域農業を担う意欲と能力のある個別経営、法

側聞している。早い段階での対応が急務と考え

人経営の育成確保が緊急課題とする農政改革

るが市長の見解をきかせていただきたい。

を行い４から 20 ヘクタールに拡大しても米国
の 500 ヘクタールやタイの稲作と全く競争でき

第２点目でありますが、学校給食の完全米飯

ないのが現実であります。

給食の実施についてであります。
私は、平成 18 年第３回議会定例会に同じ質

しかも日本農業は生産者の高齢化や後継者

問をいたしました。回答は「パンを含めた色々

不足と併せて生産者価格が下落し、誠に厳しい

な食体験をさせることも食育のひとつであり、

現状から耕作放棄地が毎年増え続け 2030 年で

パンを希望する子供たちがいる実態、納入費用

衰退するとしています。今こそ、生産者の顔が

の問題等今後十分な検討が必要であり、地産地

見える安全で安心な農産物の生産拡大を図り、

消や米飯給食の回数を含め、学校給食運営委員

地産地消の推進や食料自給率向上を高めてい
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くべきと思っております。先日福井県の「農業

り、新しい街並みが着々と広がっております。

レストラン」を視察して米粉のパンを試食（１

かほく市全体の均衡ある発展を目指す上でも、

個 70 円）してみましたが誠に美味しいと感じ

この学園台の新しい街づくりは市北部地域の

た。小麦の輸入が困難な状況の中、米粉パンの

活性化の核となるものと認識をしており、事業

採用を含め、地域農業の振興を図る上において

区域内では、ご承知のとおり来年４月の開園を

も学校給食の完全米飯給食の実施をお願いす

目指して仮称ではありますが、かほく市立高松

るものです。将来を担う大切な子供達に豊富な

北部保育園を建設中であり、子育て支援等の福

地域農産物を活用した「美味しい、ご飯と魚と

祉環境整備にも取り組んでいるところであり

野菜を」中心とした学校給食に改善が急務と考

ます。

えるが市長の見解をきかせていただきたい。

さて、ご質問の自治会組織の立ち上げについ

以上について市長の簡潔な答弁をお願いし、

てでありますが、ご存知のとおり、現在、かほ

私の一般質問といたします。

く市内には 55 の町会・区が組織されておりま

○市長【油野和一郎君】はい、議長。

す。その地域にあった規模、特性を活かしなが

○議長【西田正剛君】はい、油野市長。

ら、活動をしていただいておるわけでございま

○市長【油野和一郎君】それでは、宇野議員の

す。

ご質問にお答え致します。

それぞれの町会・区の組織は、自ら組織の運

まず第１点目の「学園台」の自治会組織の立

営や活動などを行っていかなければならない

ち上げについてでありますが、学園台は平成 10

ことを考えますと、学園台の自治会組織立ち上

年に高松北西部における組合施行の土地区画

げにつきましても、現在、東町町会に属する学

整理事業として、高松区の東町から長柄町・中

園台の住民の方々から、自治会組織立ち上げに

沼地内にわたる 27.2 ヘクタールを整備し、県

向けて気運が高まることが、最も重要であると

立看護大学を核として文教、福祉面だけではな

考えております。

く産業、レジャーなどのあらゆる面で、豊かな

来年度には 15 棟の住宅の着工が予定されて

環境資源を活かしつつ、
「若者から高齢者まで、

おり、一戸建て住宅で 50 世帯を超える見込み

だれもが生涯、暮らしたくなる街づくり」を目

であることから、市と致しましては、出来るだ

指して計画されたものであります。

け早期に自治会が立ち上がりますよう学園台

平成 15 年から進められております保留地処

に住む方々との共通認識の醸成と東町町会と

分につきましては、全体計画数 350 区画のうち

の協議を進める機会の提供にもあたりたいと

一般保留地が 115 区画であり、11 月末現在で一

考えております。

般保留地の売却区画数は 53 区画、現在商談中

また、集会場の建設についてでありますが、

の５区画を含めて来年３月までの平成 20 年度

一般的には、自治会の方々で建設に向けての計

中には 58 区画となるとお聞きしております。

画や資金準備などを検討して頂き、本格着工の

区域内の世帯につきましては一戸建て住宅

時期が参りましたら県や市の補助制度の活用

で保留地で 23 世帯、仮換地で 16 世帯、計 39

を前提に協議をして参りたいと考えておりま

世帯の方々が現在のところ居住され、集合住宅

す。

４棟の 24 室のうち 23 室が入居済みの状況であ

また、建設用地につきましては、学園台にお
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住まいの皆様の思い、意向が一番大切でありま

の学校給食におきましては、児童・生徒への「食

すので、どの場所が適切なのか、皆様の意見を

の安全」や「地産地消」を考慮した献立を工夫

十分にお聞きしながら協議して参りたいと思

し、保護者への負担の軽減を優先するように給

います。いずれも自治会が立ち上がった後の課

食単価を据え置きして参りました。

題となりますので、実現するまでの間は、東町

２年前のご質問を頂いた後、食の安全や地産

会館や周辺の集会施設等の活用を検討して頂

地消への取り組みとして昨年度は、高松小学校

くことも一つの方策かとも思いますが、利用可

におきまして、かほく市産の食材を使った食事

能な近隣の市の公共施設の会議室などを状況

会を谷本石川県知事をはじめ市の中核農家の

に応じて提供して参りたいと考えております。

皆様を交えて開催したほか、宇ノ気小学校、高
松小学校で県津幡農林総合事務所、ＪＡ職員、

いずれに致しましても、市と致しましては、

生産者を交えた給食会を開催しております。

地元、「学園台」の住民の方々の協議にもある
程度の時間を要することでもありますが、本市

また、本年度は金津小学校と七塚小学校で生

56 番目の新たな自治会発足に向けできる限り

産者との地場産品昼食会を開催するなど、生産

の支援、協力をして参りたいと考えております。

者の皆様を学校へ招待し、野菜作りの体験や、

宇野議員におかれましては、学園台の区画整理

苦労話をお聞きし、感謝の気持ちと地元食材を

事業の立ち上げからご尽力を頂いております

認識する地場産品給食会を開催致しておりま

ので、今後とも格別のご支援とご協力を賜わり

す。

ますようよろしくお願い申し上げます。

さらに、子供たちには稲作やかほっくり、紋

第２点目の学校給食の完全米飯給食の実施

平柿の収穫などの体験も実施しており、地場産

のご質問につきましては、このあと遠田教育長

品に対する貴重な経験となることから、今後も

からお答え致しますので、以上で、宇野議員の

生産者の協力を得て続けて参りたいと考えて

ご質問に対する私からの答弁とさせて頂きま

おります。

す。

一方、献立につきましては、古代米、かほっ

○教育長【遠田敏博君】議長。

くり、大根及び長芋等のかほく産野菜を季節に

○議長【西田正剛君】遠田教育長。

応じて使用していることや、年間献立計画にお

○教育長【遠田敏博君】それでは、第２点目の

いて、石川県の地場産品を使った料理や、月１、

学校給食の完全米飯給食の実施のご質問につ

２回の河北産の郷土料理で「地産地消」を積極

いてお答え致します。

的に進めながら、「栄養のバランス・質・量」
を確保して取り組んでいるところでございま

まず、平成 18 年第３回議会定例会の質問の

す。

後、２年間を経過した今日、どの様に変化した
かとのご質問ですが、議員お話しのとおり、わ

米飯給食の回数につきましては、本年第２回

が国の農業は、生産者の高齢化や後継者不足と

議会定例会で中村修一議員の質問にもお答え

併せて生産者価格が下落し、大変に厳しい現状

致しましが、学校給食用基本物資のパンと米飯

であります。また、世界の穀物価格が高騰し、

価格の違いから、今日まで、週３回の米飯と週

全国各地で小麦などの食材高騰による学校給

２回のパンを継続して実施しているところで

食費の値上げが検討されている中で、かほく市

ございます。
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米飯給食に際しては、現在、石川県産の米を

○議長【西田正剛君】再質問はありませんか。

使用しておりますが、来年度から週３回の米飯

○３番【宇野順一君】たいへんありがたい答弁

給食を県学校給食会、ＪＡ石川かほくのご協力

をいただきまして誠にありがとうございます。

によりまして「かほく市産コシヒカリ 100 パー

再質問はございません。これで終わります。

セント」を学校給食に導入する計画としており、

○議長【西田正剛君】次に、２番

かほく米の消費拡大に努めたいと考えており

○２番【安達肇君】はい、議長。

ます。

安達肇君。

本日、私の最初の質問は「小中学校の校庭及

また、新聞等でご承知のとおり、米飯給食の

び保育園の園庭の芝生化」について質問させて

納入業者である米心石川株式会社が米粉製粉

いただきます。

機を導入し、本年 12 月から学校給食用に石川

この質問を行なうきっかけとなったのは、10

県産米の米粉をパンや麺類などの原料に活用

月 18 日に「かほく市ＰＴＡ大会」が西田幾多

しての米の消費拡大を図ることを発表してお

郎記念哲学館で行なわれた際に、「ＮＰＯグリ

ります。

ーンスポーツ鳥取」の代表であるニール・スミ

その一事例といたしまして、先般、教育委員

スさんの「グラウンドの芝生化」に関する講演

会の職員が「ＪＡ石川かほく秋まつり」で米粉

を聞かせていただいたことにあります。この講

入りの麺類を試食しましたが美味しかったと

演会には、津幡町から南田副議長や町職員の方

の報告を受けております。

が来られていましたし、遠く春日井市からも市

また、30 パーセント米粉入りパンの導入につ

職員が鳥取に行くより近いということで参加

いてでありますが、県内では、現在、小松市で

しておられました。南田副議長にお聞きしたと

週１回導入しており、かほく市においては地元

ころ、津幡町ではニール・スミスさんと、そし

パン業者の育成やパン食を希望する子ども達

て同じく「ＮＰＯグリーンスポーツ鳥取」の理

のことも考慮して、単価等も含め、今後検討し

事で、鳥取大学農学部中野教授の指導のもと

て参りたいと考えております。

「鳥取方式」で、今年度「津幡運動公園多目的
競技場」の芝生化を行なったそうであり、また、

現在の学校給食における調理方法では、完全
米飯給食を実施すると給食費が相当上がり、保

来年度には井上保育園の園庭を芝生化する予

護者の負担が増大することから完全米飯給食

定とのことでした。

は困難と考えておりますが、かほく市産の米消

今「グリーンスポーツ鳥取」が提唱する「鳥

費拡大と季節に応じた野菜や果物を可能な限

取方式」による芝生化が全国で注目を集めてい

り積極的に使用するよう指導して「地産地消」

ます。６年前、子供たちのため、芝生のグラウ

に努めて参りたいと考えておりますので、ご理

ンドを作ろうとＮＰＯを立ち上げ自治体に働

解賜りますようよろしくお願い致します。

きかけましたが、当初は理解を得られませんで
した。しかし今では、鳥取市で保育園の「園庭

以上で、宇野議員のご質問に対する答弁とさ
せて頂きます。

芝生化モデル事業」がスタートし、全国各地に

○議長【西田正剛君】宇野議員、答弁もれはあ

鳥取方式による芝生化が広まりつつあります。

りませんか。

その今注目されているニールさんの講演内容

○３番【宇野順一君】はい。

を少し話しをさせていただきます。
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ニール・スミスさんはニュージーランド出身

人からすれば、サッカーやラグビーを土の上で

で、奥さんが鳥取市の方ということで鳥取市に

やることは、柔道を板張りの上でやるのと同じ

住んでいます。日本に住み「なぜ日本の校庭は

ことです。
」と言ったことであります。

土ばかりなんだろう」と疑問を抱いて行動を起

ニールさんの講演内容は、私の固定概念を覆

こしました。それは、「芝生はお金と手間がか

すものでした。「グリーンスポーツ鳥取」の活

かりすぎる」といった日本の常識への挑戦でも

動状況を紹介したＤＶＤがあり、それを今、プ

ありました。子供たちが活動する校庭には高価

ロジェクターで流せば、私の説明よりもっと分

な芝は必要なく安価で繁殖力の強いものでよ

かりやすいのですが、議場ではまだ認められて

く、また雑草も芝生の一部と考え、草取りする

いないということなので、事前に「学校教育課」、

必要もありません。そして中野教授と共に地域

「子育て支援課」に、鳥取市・津幡町の資料と

住民を巻き込んだ「鳥取方式」を考案いたしま

共に渡してあります。

した。

「グランドの芝生化」というテーマで、平成

その「鳥取方式」とは、芝生は成長力の強い

17 年６月議会で遠田議員が一般質問しており

バミューダグラス（ティフトン）という洋芝種

ます。その時の答弁で教育長は「うのけ総合公

をグラウンド全面に張り巡らすのでなく、40～

園」
、
「七塚中央公園」
、
「高松運動公園」の高額

50 ㎝間隔でポット苗を一株一株植えていくこ

な維持管理費を示し、芝生の必要性には理解を

とで芝生代を節約しています。バミューダグラ

示しながらも、財政状況を鑑み難しいとのこと

スは繁殖力が強く、初夏に植えた苗は３ヵ月で

でした。その時はその答弁に私も納得したわけ

１㎡以上広がります。また、芝植作業や維持管

ですが、「鳥取方式」を知った今、もう一度再

理作業を生徒・保護者など地域住民が行なうこ

考すべきではと思っています。将来を担う子供

とで地域との一体感、コスト削減を実現してい

たちのため、地域住民と共に「鳥取方式」によ

ます。行政は、芝生代・肥料代・芝刈機、芝刈

る「校庭・園庭の芝生化」に取り組む考えがな

機の燃料費・水遣りの水道代・技術指導を提供

いか伺います。

し、まさに「市民との協働」による低コストで

次に、「新型インフルエンザに対する備え」

行なうのが「鳥取方式」であります。

について質問いたします。

ニールさんは芝生化のメリットについて次

近年、鳥インフルエンザが鳥から人に感染す

のように話されました。「芝生の上では、子供

る事例が数多く報告されています。この鳥イン

たちは裸足で駆け回ることができ、転んでも痛

フルエンザウイルスが変異し、新型インフルエ

くなく、けがの心配もないため、のびのびと気

ンザが発生する可能性が危惧されています。新

持ちよく活動できる。また、緑豊かなきれいな

型インフルエンザは、人類のほとんどが免疫を

環境となり、ＣＯ2 の削減効果もあり、子供た

持っていないために、容易に人から人へ感染す

ちが健全に育つ環境ができる。」ということで

るものであり、世界的な大流行が引き起こされ、

あり、実際に芝生化した学校では、どこも外で

大きな健康被害とこれに伴う社会的影響が懸

遊ぶ子どもの数が増えたということでありま

念されています。こうした新型インフルエンザ

す。私が印象に残ったのは、「日本人は柔道を

は、10 年から 40 年の周期で流行してきました

畳みの上でなく板張りの上でできますか。外国

が、1977 年の「ソ連インフルエンザ」からすで
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に 31 年が経過しております。新型インフルエ

理体制など多くの対策項目があります。かほく

ンザが発生した場合、現時点でその流行規模を

市として「新型インフルエンザ」に対する現状

予測することは難しいわけですが、アメリカ疾

の認識と対策、そして今後「新型インフルエン

病管理センターにより示された推計モデルか

ザ対策行動計画」を策定する考えはないか市長

ら推測すると最悪のケースで、かほく市におい

の見解を伺います。

て、罹患者数は約 8,800 人、死亡者数は約 180

以上で、私の一般質問を終わります。

人となります。また、職場におけるピーク時の

○市長【油野和一郎君】はい、議長。

欠勤率は 40％になるとの予測もあります。

○議長【西田正剛君】油野市長。

それに備え、国や県では「新型インフルエン

○市長【油野和一郎君】それでは、安達議員の

ザ対策行動計画」を策定しており、治療薬（タ

ご質問にお答え致します。

ミフル）の備蓄など対策をとっているところで

まず、私の方から、先に第２点目の新型イン

あります。厚生労働省では市町村にまで「行動

フルエンザ対策についてお答えし、第１点目の

計画」の策定を求めていませんが、自主的に「行

校庭及び園庭の芝生化については、後ほど遠田

動計画」を策定している自治体も数多くありま

教育長から答弁致しますのでよろしくお願い

す。

致します。

それらの自治体では、窓口や庁内での感染拡

新型インフルエンザにつきましては、議員ご

大防止対策や生活弱者への支援対策、また職員

承知のとおり、毎年流行するインフルエンザと

の出勤状況が低下した場合における業務の優

は異なり、発生起源は、鳥類のＡ型インフルエ

先度を整理し、業務の安定的実施のための計画

ンザウイルスの内、Ｈ５型及びＨ７亜型のウイ

などを策定しております。中には火葬場の焼却

ルスによるものであり、ニワトリ等家きん類の

能力を考慮し、死体安置方法を検討している自

感染被害が最も大きいとされ、高病原性鳥イン

治体もあります。業務の優先度においては、消

フルエンザとして家畜法定伝染病に指定され

防署、上下水道など市民の生命やライフライン

ております。

に係わる業務において支障をきたすわけには

特にＨ５型のＨ５Ｎ１亜型ウイルスは、毒性

いきません。民間の電力・ガスなどライフライ

が強いものであり、最近、東南アジア地域を中

ンに携わる会社などでは、すでに「新型インフ

心に、家きん類に多く発生し、人にも感染して

ルエンザ対策行動計画」を策定しています。

いる状況であります。

また、新型インフルエンザ発生後は、マスク

このウイルスが変異し、新型インフルエンザ

など感染予防物品の買占めなどによる品不足

の原因となり人から人に感染する恐れが世界

も予想され、必要な物品を備蓄しておくことも

的に警戒されているところであります。

必要だと考えます。

鳥インフルエンザウイルスの人への感染に

このように、国や県レベルでなく、市町村レ

ついては、この病気にかかったニワトリなどと

ベルでの対策が必要なものとして、情報収集、

接触して、羽や粉末状になったフンを吸い込ん

市民への広報、相談窓口、医療機関との連携、

だり、その鳥のフンや内臓に触れた手を介して

保育園・学校の対策、生活弱者対策、感染拡大

口、鼻からウイルスが大量に入ってしまった場

防止対策、必要物品の確保、欠勤による危機管

合に、ごくまれに感染することがあるとのこと
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であり、まだ、明確な感染経路については、は

グル・防護服・帽子・長靴を活用し、石川県を

っきり解明されていないようであります。

始め関係機関と連携を図り、その指示の下で適

また、世界各地で高病原性鳥インフルエンザ

切に対応するとともに、日頃から職員への研修

が発生し、このウイルス感染による患者数も

や、相談窓口の設置などにより市民の皆様から

年々増加しているとのことであり、ＷＨＯの発

の相談に対応できるようして参りたいと考え

表によりますと 2003 年から本年９月までに 15

ております。

カ国で 387 名が感染し、245 名の方の死亡が確

また、生活弱者への対策につきましても、か

認されております。

ほく市防災計画に基づき、災害時要援護者の安

この新型インフルエンザウイルスについて

全確保を目的に現在、台帳整備を進めており、

は、世界的な問題として取り上げられており、

感染症発生時には、地域と一体となって迅速か

我が国においても平成 17 年５月にＷＨＯが世

つ必要な対応を講じて参りたいと考えており

界インフルエンザ事前対策計画を公表された

ます。

ことを契機として、この計画を基準に国民を守

万が一、新型インフルエンザが発生となりま

るための行動計画を策定し対応を図っている

すと、国をあげて対応が必要となる危機管理体

ところであります。

制が求められると想定されます。

石川県におきましても平成 17 年 12 月に石川

市としての「新型インフルエンザ対策行動計

県新型インフルエンザ対策行動計画を作成し、

画」の策定についてでありますが、石川県健康

新型インフルエンザの感染拡大を防ぐための

推進課によりますと、今年度中に国より県に対

取り組みを進めております。

して「自治体における新型インフルエンザ対策

また先月 25 日には、小松空港において、感

ガイドライン」が示される予定であり、今後は

染した患者が確認されたとの想定で、関係機関

県が作成するガイドラインに沿って関係機関

との合同防疫訓練を実施し、国内への感染拡大

と協議しなから、「かほく市新型インフルエン

を水際で阻止するための手順を確認したとの

ザ対策行動計画」を策定するとともに「新型イ

事でありました。今後、この訓練内容をもとに

ンフルエンザ対策ガイドライン」につきまして

患者発生時の対応マニュアルを作成するとの

も作成して、国、県と連携した市の対策がとれ

事でもありました。

るよう検討して参りたいと考えておりますの
で、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し

かほく市におきましても、「新型インフルエ

上げます。

ンザ」対策に取り組むことは、たいへん重要な
ことであると認識しており、平成 16 年度より

以上で安達議員に対する私からの答弁とさ

高病原性鳥インフルエンザ防疫訓練等への担

せて頂きます。

当職員の参加や、石川県を始め関係機関からの

○教育長【遠田敏博君】議長。

情報収集を行い、感染症が発生した場合の対策

○議長【西田正剛君】遠田教育長。

が円滑に実施できるよう初期対応への取り組

○教育長【遠田敏博君】安達議員のご質問にお

みを始めているところであります。

答え致します。

現時点での初期対応と致しましては、市で備

第１点目の小中学校の校庭及び保育園の園

蓄しております感染症予防物品、マスク・ゴー

庭の芝生化についてでありますが、保育園の関
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係につきましては、後ほど市民部長がお答え致

につきましては、保護者や関係者から責任をも

します。

って実施するという申し入れがあり事業化し
たとのことでございます。

校庭、園庭の土のグラウンドからの芝生化は
単なる緑化の推進のみではなく、芝生の弾力性

植え付け作業は、競技場を利用するサッカー

を生かした安全性の向上、自然・環境教育に生

教室やラグビー教室の子供たちと保護者及び

きた教材としての活用、温度上昇の抑制による

関係者で２日間かけて行ったとのことであり

ヒートアイランド対策などさまざまな効果を

ます。

もたらすと言われております。

また、この方式をスタートさせた鳥取市では、

しかしながら、グラウンドの芝生化と言いま

先行事例として保護者会から保育園の芝生化

すと多額の初期投資と長期にわたる維持管理

の許可申し入れがあり、市の経費負担は求めな

費用が問題となり、なかなか芝生化の整備が進

いことと、材料の調達と維持管理作業は保護者

まないのが現状であります。

会が行うことで導入した経緯があるようであ
ります。

そこで近年、議員のご質問にもあります「Ｎ
ＰＯグリーンスポーツ鳥取」が提唱する、植え

市と致しましては、既に実施されております

付け作業や維持管理を、ＰＴＡなどの保護者や、

津幡運動公園多目的競技場の鳥取方式による

市民が中心となった地域コミュニティ団体を

芝生化の事例も参考とさせて頂きますが、この

中心にした市民との協働によるコスト削減に

方式の成否となります保護者会や地域住民の

重点を置いた「鳥取方式」を採用した芝生化へ

芝生化に対する気運の高まりや、芝生の維持管

の取り組みがあるとお聞き致しております。

理をして頂ける体制など、もうしばらく時間を
かけ見極めて参りたいと考えておりますので、

この「鳥取方式」は、議員の質問にもありま
したように、芝を植える作業や維持管理作業を

議員各位のご理解を賜りますようお願い申し

保護者など地域住民が一体となって実施をす

上げます。

るということであります。芝を植える作業は１

以上で安達議員のご質問に対する答弁とさ

回で済みますが、維持管理では、２週間に１回

せて頂きます。

の刈り込み作業、定期的な施肥及び、夏季期間

○市民部長【松本吉雄君】はい、議長。

におきましては毎日の散水作業が必要となる

○議長【西田正剛君】松本市民部長。

など、かなりの人の手が掛かることを認識しな

○市民部長【松本吉雄君】それでは、保育園の

ければならず、保護者や地域住民が長期的な人

園庭の芝生化についてお答え致します。

的負担を継続して頂く事ができるかどうかが、

保育園の園庭の芝生化の取り組みにつきま

この事業では最も重要であると考えておりま

しては、すでに大海保育園で実施し、また建設

す。

中の仮称高松北部保育園でも予定しておりま

石川県内の事例と致しましては、津幡町が今

す。しかしご提案の鳥取方式ではなく、また、

年度に津幡運動公園多目的競技場１万平方メ

芝の種類につきましても維持管理が容易で高

ートルの芝生化を実施したということでござ

麗芝を改良したビクトール芝や野芝の採用を

います。お聞きしますと、植え付け作業、そし

予定しております。今後、計画している統合保

て、芝刈りや施肥及び散水作業などの維持管理

育園につきましても、園庭の芝生化に取り組ん
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で参りたいと考えております。

わっていくと。その中でそれをどうやって継続

なお、鳥取方式のバミューダーグラスについ

していくか、ここがやはり一番重要なポイント

てでありますが、先日、この方式により本年度

ではないかなと思います。

施工した津幡の運動公園の状況を見てまいり

この前、ニールスミスさんが来たということ

ましたが、植付後すぐに使用したため現在、活

はですね、ＰＴＡ大会の講演で講演したという

着状況が悪く、また刈り込みの維持管理につき

ことはＰＴＡの方々が呼んだわけです。という

ましても、つかめない状況でありました。

ことはＰＴＡの方々はそれに対する熱意とか、

市としては、この機会をとらえまして、この

いま現在のですね、ＰＴＡの方々は熱意をもっ

芝の特徴でもある５月から９月の一番成長す

ていますし、やりたいと思ってその方を呼んだ

る時の刈り込み回数・肥料並びに除草の状況等、

わけであります。たださきほど言いましたよう

年間を通じた維持管理状況をつぶさに観察さ

にＰＴＡの役員の方は数年で交代していきま

せていただきまして、０歳児から５歳児の児童

す。継続していく方策を本当は今のやる気のあ

が芝生の上で寝転んだり走ったりしたときの

るＰＴＡの方々と共に検討していく必要があ

安全性や一番手間がかかる刈り込み作業等を

るのではないかと思っています。市民との協働

保護者に協力をお願いした場合の人的負担等

によるまちづくりということを、そういう事業

も見定め、保育園に適しているかどうかの判断

を検討する場合、行政側だけで検討するのでは

を考えておりますので、ご理解を賜りますよう

なく、住民も巻き込んで、それだけ意欲のある

よろしくお願いを致します。

そういう方々と共に、市民と共に検討していく
のが、本来の姿であると考えます。

以上で安達議員のご質問に対する答弁とさ
せて頂きます。

是非、この機運の高まっているいま、このＰ

○議長【西田正剛君】安達議員、答弁もれはあ

ＴＡの役員の方々とそういう事業の継続とか、

りませんか。

いろんな維持管理の面とか、そういうことも含

○２番【安達肇君】答弁もれはありません。

めて真剣にＰＴＡの方々と芝生化について話

○議長【西田正剛君】再質問はありませんか。

をされる考えは教育長ありませんか。お願いい

○２番【安達肇君】はい、議長

たします。

○議長【西田正剛君】安達議員。

○教育長【遠田敏博君】はい、議長。

○２番【安達肇君】まず芝生化のほうからお聞

○議長【西田正剛君】遠田教育長。

きしたいと思います。

○教育長【遠田敏博君】安達議員の再質問につ

今ほど、教育長、市民部長から、ともに検討

いてのお答えをいたします。

するというような答弁であったかと思います。

ＰＴＡの方々との話し合いをする考えは、と

ただこの中でお二人とも中に出てきたところ

のご質問だと思っております。

で一番危惧されているのは地域住民の、ＰＴＡ

私、安達議員の主旨はよく理解しております。

の方が継続して維持管理していけるかどうか

ＰＴＡの方との建設的な意見をもって話し合

というところが危惧されているところではな

いがなされるならば、その機会をもつことには

いかなと思います。

なんらやぶさかではございません。その際、繰

ＰＴＡの方々というのは毎年役員とかが替

り返しになりますし、また安達議員もおっしゃ
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っておりますように、その賛否の鍵となります

ていく上で、これも含めまして必要だと私は考

のは、そのＰＴＡ保護者、地域の方々の芝生に

えておりますので、その辺をよろしくお願いい

対する、まずは機運の高まりが一番大事なこと

たします。

ではないかと。それに続いて、まさに１年や２

それでは次に新型インフルエンザ対策につ

年のことではないんで、かなり長期にわたって

いて再質問させていただきます。

芝生そのものを、地域の方々あるいはＰＴＡの

さきほど市長の答弁の中でも、防災計画に基

方々に維持管理していただけなければならな

づきということで、対応していきたいという答

いと。ですからその体制づくりなどが非常に大

弁があったかと思うんですけども、この新型イ

事なことでないかなと考えております。

ンフルエンザによる健康被害や社会的影響が、

訊くところによりますと、なかなか難しくて

地震などの災害と大きく異なっている点は、地

うまくいっていない事例もやはり耳にしてお

震などの災害が発生した場合、１、２日で全国

ります。ですからお話を聞いて、まあある程度

から救援物資や救援部隊が集まってくる。しか

時間をかけて見極めていかねばならないもの

しこの新型インフルエンザではどこの自治体

と私は考えております。ご理解のほどよろしく

もみな同じなわけですから、そういう援助とい

お願いいたします。

うものはどこからも見込めないということに

○２番【安達肇君】はい、議長

最大の違いでないかと思っています。つまり、

○議長【西田正剛君】安達議員。

自治体の備え次第で、各自治体間で住民対応に

○２番【安達肇君】教育長のおっしゃることも

差がでてくる可能性があるということです。そ

よく分かるわけですけども、この芝生化に限ら

こで大事なのは、住民対応を行なう市職員の感

ずにですね、市民との協働という事業をこれか

染予防対策と、欠勤率の上昇に伴う危機管理体

ら考えていく場合に、市民を信用しなければや

制だと思います。欠勤においては、本人が感染

っていけないわけなんです。市民がこれから協

していなくても、子供や高齢者のいる家庭では、

働でやっていく事業、これがずっとやっていけ

家族が発病した場合その看病のために欠勤す

るんかどうかということを考えるときに、まず

る場合もあります。

市民を信用しないで、いずれ市民は放り投げる

そこで総務部長に伺います。現状では、どれ

んでないかと思って考えていたら、市民との協

くらいの欠勤率で業務に支障をきたすとお考

働という事業は最初から成り立ちません。その

えですか。またインフルエンザは人から人への

辺でまず市民を信用して、その上で話し合いを

感染により広がることから、各庁舎間や各部署

されることが必要じゃないかと思います。その

間で欠勤率が異なった場合、相互の応援体制は

際にやっぱり行政側からも、やはり市民との協

現状ではどうなっておりますか。よろしくお願

働はこれから必要なんだということを啓発し

いいたします。

ていくことが必要なんだと思います。それは行

○総務部長【板坂卓之君】議長。

政側だけでなく、我々議員にも課せられた使命

○議長【西田正剛君】板坂総務部長。

だと思って、私は思っておりますし、まずそう

○総務部長【板坂卓之君】たいへん難しい再質

いう機運というかそれを働きかけていく、市民

問をいただきました。

との協働の大切さということをこれから考え

欠勤率、職員の欠勤率でございますね、現時
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点では特段詳細な検証をしておりませんので、

ニュースとかですね、いろんな形で今ほど言

どれぐらいの欠勤率で業務に支障が出るかと

われております、通常パンデミックというんで

いうのは詳しいデータは持ち合わせておりま

すか、いわゆる世界中とか、国内中で新型イン

せんし、実際に詳しい検証をすることも非常に

フルエンザが大流行するといった場合になり

難しいのではないかなというふうに思ってお

ますと、通常の業務だけでなくて、それに対応

ります。

するための、今は想定できませんけども、いろ

今現在、市役所の職員は正職で約 400 名。そ

んな業務が出てくると思います。それに対応す

れから嘱託で二百数十名。短時間のアルバイト

るためには、今以上の、今現在勤めている以上

も含めますともう少し増えますけども、六百数

の職員が本当は必要になるのではないかとい

十名の職員が業務をしております。当然、本来

うふうなことも想定されるわけでございます。

であれば、全員が出勤をして業務に当たること

そういうことを考えて参りますとですね、欠勤

が出来ればそれに越したことがないわけでご

率といいますか、そういうふうな的確に対応す

ざいますけども、実際には急な病気や怪我で休

るための市としての計画を立てるのは現時点

んだり、あるいは家庭の事情で有給休暇を活用

では非常に難しいというか、そういうふうに思

したり、中には若手の女性職員では出産や育児

っております。

のために１年２年と、そういうような形で欠勤

さきほど話がありましたが、応援体制の件で

する場合もございます。そういった欠勤につい

もお話でございますけども、現実にどこの部署

ては、短期の場合は当然同じ所属の職員同士が

でどれくらいの職員が欠勤するかとか、応援体

お互いフォローしながら業務を行っており支

制が必要になってくるかということは具体的

障のないようにしておるわけでございますけ

には想定は出来ないわけですよね。そういった

ども、長期にわたる場合は組織において人事を

ことも考えますと、その応援体制についても今

変更したり、あるいは担当業務を変更したりし

の時点で系統立てた今の計画というのは非常

てそれぞれ対応してきております。

に難しいというふうに考えております。

今回のインフルエンザに関する欠勤率でご

しかし、市長の答弁にもありましたように、

ざいますけども、職員の業務体制自体は今ほど

市ではこれまで大雨だとか、台風とか、それか

も申し上げましたように、部署にもよりますけ

ら大雪、そういった災害の発生時にはですね、

ども、一日二日の、そういう短期の間であれば、

例えば臨時の庁議とか、部課長会議とか、関係

ようはかなり多くの職員が欠勤してもそれな

者の会議を開きまして、どういった形で市とし

りにしのぐことが出来るのではないかなとい

て対応していけばいいのかということを話を

うふうに考えております。しかし少人数の欠勤

してその都度対応してきております。今回の新

の場合であっても、それが２、３週間以上ある

型インフルエンザについても、なかなかいろん

いは１月２月というふうに続きますと逆にこ

なケースを想定できるわけではありませんけ

れが非常に難しい対応になってくると。一概に

ども、そういった事態が生じれば市全体がそう

欠勤率だけでは業務に支障がでるでないとい

いったその都度協議を進めて職員の動員体制

うことは申し上げられないのではないかなと

といいますか、業務体制について、その都度検

いうふうに思っております。

討をしていかなければならないというふうに

30

考えております。現時点ではですね、そういう

心して職務に専念できるよう、家族の健康にも

ふうな話になってしまいますので、ちょっと歯

配慮する必要があるのではないかと思ってい

切れの悪い答弁になってしまいますけども、市

ます。

職員においてはですね、いわゆる地方公務員と

新型インフルエンザに対する、消防長の見解

いう認識を更に深くいたしまして、当然、市民

を伺います。よろしくお願いいたします。

側にサービスを与える側になるわけですから、

○消防長【高橋勲君】はい、議長

日頃から新型インフルエンザ、インフルエンザ

○議長【西田正剛君】高橋消防長。

全体の予防対策に努めるとともにですね、自分

○消防長【高橋勲君】それでは安達議員の再質

の家庭環境というかそういった周りの環境に

問にお答えをいたします。

ついても、万が一の場合に備えることが出来る

議員ご承知のとおり、総務省、消防庁では消

ように、日頃から準備を進めておくよう、今後

防機関における新型インフルエンザ対策検討

は周知徹底して参りたいというふうに考えて

会を、今年６月 30 日の第１回を皮切りに７月

おりますので、ちょっと取り留めの無い話にな

30 日、11 月 10 日と３回の検討会を開催をし、

りましたけどもそういう形で安達議員の再質

平成 20 年度中には消防機関における業務継続

問の答弁にかえさせていただきたいと思いま

計画ガイドラインを含む報告書を取りまとめ

す。よろしくお願いいたします。

る予定と聞いております。消防本部としまして

○２番【安達肇君】はい、議長

は今後は県の関係機関及び市担当課と協議し、

○議長【西田正剛君】安達議員。

市作成の高度計画並びにガイドラインに沿っ

○２番【安達肇君】たいへん難しい質問を懇切

た消防機関における業務継続計画ガイドライ

丁寧に答えていただきましてありがとうござ

ンの策定に取り組んでいきたいと考えており

います。

ます。

総務部長に答えていただいたというのは、実

また消防関係者の感染による消防業務の機

は少人数でいかに効率よく業務をこなすかと

能低下対策についてですが、現時点での対応策

いうことを考えるということは行政の定員適

としましては、消火、救助業務以外の予防業務

正化計画にも繋がるのではないかなと思いま

等を縮小し、救急業務の強化及び勤務明け、休

して総務部長に答えていただきました。ありが

日の非番、週休職員を含めた全職員による非常

とうございました。

体制で業務を遂行していきたいと考えている
ところであります。

消防長にも伺います。消防職員はこういう災
害のとき最も市民から頼りにされる存在であ

また職員家族の感染防止対策とのことです

ります。救急出動件数は、最大で現行の５倍近

が、市作成のガイドラインに沿った予防対策を

くになると試算されています。総務省の消防庁

進めて、職員同様、家族の感染防止並びに健康

では、消防関係者が感染する恐れとともに、消

管理に努めていきたいと考えておりますので

防業務の機能低下が想定されることから、業務

ご理解を賜りますようよろしくお願いをいた

維持のため「業務継続計画ガイドライン（案）」

します。以上をもちまして安達議員の再質問の

を提示したところであります。また消防職員が

答弁といたします。

家族の看病で欠勤することがないよう、また安

○２番【安達肇君】はい、議長
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○議長【西田正剛君】安達議員。

子ども会育成委員会、女性の会、壮年団、老人

○２番【安達肇君】どうもありがとうございま

会、そして各種のグループ活動の発表と地域ご

した。さきほどの板坂総務部長、そして今の高

とに取り組み方は様々に行事を実施していま

橋消防長からも、職員及び消防職員の強い職業

す。

意識といいますか、公務員としての、意識とい

地域の伝統行事継承において少子高齢化の

うものを聞かせていただきました。

時代と共に伝承行事はごたぶんにもれず継承

私も安心しているところでありますけども、

に苦慮しています。伝統行事継承の主役であっ

私も議員として、同じような気持ちでそういう

た青年団は消滅寸前であります。

ときには事にあたりたいと思います。

合併して 5 年目を迎えています。旧町を網羅

以上で私の再質問を終わります。ありがとう

した祭礼行事交流会や、フェスティバルの交流

ございました。

等が企画実現しませんでしょうか。新たな発表
暫時休憩

の機会を作り伝統行事継承の起爆剤としてい

○議長【西田正剛君】それでは、ここで、暫時

ただきたいと思いますが、地域の行事を広く市

休憩をいたします。再開は、午前 11 時 15 分か

民全体に知ってもらい、理解しあえる環境を作

らとしますので、よろしくお願いをいたします。

ってください。ケーブルテレビの放映では現在

【休憩 午前 11 時 ４分】

の加入率では市民全体に知ってもらうには時

【再開 午前 11 時 15 分】

間がかかりそうです。今後の支援の考えをお聞
かせ下さい。

再開
○議長【西田正剛君】ただいまのところ、出席

新市のイメージ作りのため「かほく四季まつ

議員数は 18 人であります。定足数に達してお

り」のイベントが実施され定着して来ました。

りますので、休憩前に引き続き会議を開きます。

合併前の旧町で行われていた商工会祭りを一

○議長【西田正剛君】７番

部引き継いだものですが、旧町でそれぞれ実施

冨澤明次君。

して日程を決めていた時には支障がなかった

○７番【冨澤明次君】はい。
２点４項目について質問をいたします。

事が、合併して一本化された事で日程の決め方

まず、地域芸能の継承発展と行政サイドの支

で大きな違いが出てきました。四季祭り実行委
員会で少数意見が通らない事です。

援についてお訪ねします。
お盆、お正月、お祭り、農耕地域では林業、

事が祭りの日取りと成ると地域では神事の

稲作などに関連して、また漁業関係では大漁祈

日程は大幅に変えるには大きな抵抗がありま

願に関してのそれぞれの地域に根ざした生活

す。
「サマーフェスタ in かほく」の日程が賛成

に密着した行事が祖先から引き継がれていま

多数で決定したなら、自分ところが重ならなけ

す。祭礼行事なども今年の分は終了し、ケーブ

ればそれで良しとしたのでしょうか。

ルテレビでそれぞれ何度か放映されました。

近年の地域の祭りは従来の祭礼の日に近い

地域の文化祭行事は、合併してから生涯学習

日曜日に調整をするようになっています。今年

フェスティバルと銘打って、河北台中学講堂、

は石川県から地域の継承すべ行事が指定され、

河北台健民体育館をメーンとした文化行事を

かほく市からも何箇所かの行事の収録が行わ

開催、その 1 週間前には地域の公民館を中心に

れました。継承すべきと指定をした公と四季祭
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りを主催する公の連携はどうなっていますか。

ここで満足することなく、全国を見回します

合併後の市民相互の融合とは、新しく同じく市

ともう一歩進んだ情報伝達があります。コミュ

民となった地域の継承行事を紹介し、互いに見

ニティＦＭと呼ばれる範囲の限られたＦＭ放

学を促すべきものではないですか。四季祭りの

送での伝達・受信であります。ケーブルテレビ

日取りを決めたら、調整するのは地域なのでし

の加入はその後進んでいますか。ケーブルテレ

ょうか。一部では大勢の中のことだからそれは

ビでは１日と 15 日に緊急災害情報の訓練放送

仕方のない事だといいます。合併しての初年度

があります。テレビは画像が出ていないと、あ

は祭りが重なったかと言う思いでしたが、それ

るいはチャンネルが選択されないと情報は入

から４年経過した今年は大いなる矛盾を感じ

りません。また停電では映りませんし、防災行

ました。一地域のこととしないで、他にもあり

政無線も悪天候や機密性の高い家屋では聞き

うることと思いお尋ねいたします。今後におい

取りにくいかもしれません。

て地域と話し合いが行われるのか、調整がある

インターネットで「防災行政ラジオ」を検索

のか、この件に関して実行委員長の副市長の考

しますと全国各地で設置されています。

えをお聞きかせ下さい。

隣の富山県入善町では中越沖地震や能登半

次に防災対策についての情報伝達について

島地震を教訓に、災害情報を伝える防災行政無

を、お尋ねします。

線を家庭や事業所で手軽に受信できるよう「防

喉もと過ぎれば暑さを忘れる。災害は忘れた

災行政ラジオ」の普及に取り組み、住民が自己

ころにやってくる。一年半前の３月 25 日に能

負担３千円で購入できるよう助成し、先ずは

登半島輪島沖を震源とする震度６強の地震が

500 台以上の普及を目指しているとのことです。

発生しました。９時 41 分地震が発生し、かほ

このラジオは、一般のＡＭ･ＦＭ番組も聞く

く市でも液状化現象や建物のひび割れ等の被

ことができ、ライトもついて、小さく持ち運び

害にあいました。

が便利です。ラジオ番組を聴いていても、防災

ことし防災組織結成準備のための防災士養

行政無線が発信されると自動的に切り替わり

成講座があり、かほく市からも６名の受講者が

ます。ラジオを聴いていない時でも、スイッチ

有ったと伺っています。市民の地域の防災体制

を「防災」の位置にセットしておけば自動的に

も少しずつではありますが整いつつあるよう

防災行政無線が入るようになっています。また

です。当市の防災行政無線も設計段階に入り、

全国瞬時警報システムからの緊急情報も聞く

設置場所の選定に取りかかり町会・区長会長等

事ができます。

の自宅にも無線放送が受信できる運びとなっ

総務省の平成７年７月の中央防災会議の防

ています。

災基本計画決定において、「国及び地方公共団

市民の災害情報習得の方法は、公共のテレ

体等は、災害時における情報通信の重要性にか

ビ・ラジオ放送、ケーブルテレビでの情報、携

んがみ、災害時の通信手段の確保のため、情報

帯電話によるＱＲコードによる災害問い合わ

通信施設の耐震性の強化及び停電対策、情報通

せなどで習得できます。それでも防災体制には

信施設の危険分散、通信路の多ルート化、無線

これで万全とか、終わりということは有りませ

を活用したバックアップ対策、デジタル化の促

ん。

進等による防災対策の推進等を図るものとす
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る。」と決定されています。かほく市でも通信

戸配付し市民皆様への防災意識の向上を図っ

路の多ルート化を図るべきと思います。ＦＭ放

て来ているところであります。

送は自動車ラジオでも携帯ラジオでも受信で

本年度、更なる防災対策の取り組みと致しま

きます。今年 10 月１日付けでコミュニティＦ

して、防災行政無線の整備を進めており、来年

Ｍと「災害時の放送に関する協定」が締結した

４月から各地区に設置する放送設備により、災

と伺っています。大変画期的なことです。

害に関する情報を市内全域に放送すると共に、

この協定は市からの依頼を受けたＦＭ局が

町会長・区長宅に防災無線専用の戸別受信機も

内容を放送する様ですが、今一歩踏み込んで、

配置させて頂き、連絡体制の充実を図るもので

市の環境安全課の職員がマイクを前にして市

あります。もちろんケーブルテレビのかほくチ

民に緊急放送が伝えられるようなシステムに

ャンネル、いいメールかほくにおきましても、

したほうが、確かな情報を迅速に伝えることが

これまでと同様に市民の皆様へ広く情報を伝

出来ると思われます。「防災行政ラジオ」の普

達して参りたいと考えております。

及の取り組みや、今後の総合的防災情報伝達の

議員ご質問のコミュニティＦＭとの連携で

考えについてお聞かせ下さい。

災害情報の確実でより広い伝達を図る点であ

以上で私の一般質問とします。真摯な答弁を

りますが、お話のとおり本年 10 月１日付でコ

お願いします。

ミュニティＦＭの「ＦＭかほく」と災害発生時

○市長【油野和一郎君】はい、議長。

の放送に関する協定を締結致しました。緊急放

○議長【西田正剛君】油野市長。

送の運用に当たりましては、放送局の編成権を

○市長【油野和一郎君】それでは、冨澤議員の

尊重し、市は緊急放送である旨を明示しファク

ご質問にお答え致します。

シミリ又は電子メールで放送原稿を送付し、電

まず、私の方から、先に第２点目の防災対策

話で確認を行い、放送事業者が放送を行うとい

と情報連絡体制のご質問についてお答えいた

う協定内容となっております。また災害発生時

しまして、第１点目の地域芸能の継承発展の支

に直接、環境安全課の職員が放送局で災害情報

援体制についてでありますが、「かほく四季ま

を伝達することは、災害に対する対応と同時進

つり」のサマーフェスタと地区の祭礼との日程

行という形となり、迅速かつ適正な対応が求め

の調整のご質問については架谷副市長から、郷

られる非常時においては困難であると考えて

土芸能の継承発展のための支援体制について

おります。また、市で導入する防災行政無線が

は遠田教育長から後ほど答弁致します。

デジタル方式であることから市販の防災ラジ

では、第２点目の防災対策と情報連絡体制の

オへ直接放送することは周波数やデジタルと

ご質問についてでありますが、災害発生時にお

アナログの電波形式の違いから、不可能という

ける情報連絡については、現時点では広報車及

状況であります。

びケーブルテレビ並びにいいメールかほく、町

加えて、放送受信エリアをかほく市だけでな

会長・区長を通しての住民への連絡で対応する

く津幡町、内灘町としている「ＦＭかほく」と

こととしております。

の体制を整えるには各自治体間での放送同意

また、平成 17 年 11 月には災害時における予

等の問題も想定されます。ちなみに、県内の自

備知識や避難場所を掲載した防災ノートを全

治体では、防災行政ラジオの活用を導入してい
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るところはないようであります。

なかでもサマーフェスタは規模や集客、こう

市と致しましては、今後の総合的な防災情報

いったことで四季を通してのかほく市の四季

の伝達方法として、議員のご指摘の通り伝達ル

まつりの中核となる一大イベントということ

ートの多チャンネル化は大変重要なことと認

で、過去５回開催を致しましたが、市内外に定

識をしており、本年度に整備を完了する予定の

着をしてきているというふうに私どもも認識

防災行政無線を核として、ケーブルテレビ、い

を致しております。

いメールかほくの活用を更に充実させるとと

サマーフェスタを含めた年間のイベントの

もに、協定を締結したコミュニティＦＭはもと

日程につきましては、毎年２月に実行委員会を

よりＮＨＫや民放のＡＭ・ＦＭラジオなどにつ

開催し決定を致しておりますけれども、特にサ

きましても最大限に活用することにより、迅速

マーフェスタの開催につきましては、通例、７

で的確な災害情報を速報として市民の皆様へ

月の最後の土曜日、日曜日、この二日間で実施

発信できるよう取り組んで参りたいと考えて

して来ているものでございます。これは、梅雨

おりますのでご理解を賜わりますようよろし

明けが７月下旬まで遅れる場合があること、ま

くお願い致します。

た梅雨開け後の最も天候の安定した時期が７
月の最後の土曜、日曜日であること、また、８

以上で、冨澤議員のご質問に対する私からの
答弁と致します。

月の第１土曜日、日曜日には県民体育大会が開

○副市長【架谷外茂治君】議長。

催されること、その後は旧盆の時期となり、そ

○議長【西田正剛君】架谷副市長。

れぞれの地域での行事が行われていること、さ

○副市長【架谷外茂治君】それでは、冨澤議員

らに旧盆が過ぎた８月の末あるいは９月の上

の第１点目の「かほく四季まつり」のサマーフ

旬ということでございますが、本来のサマーフ

ェスタと地区の祭礼との日程の調整のご質問

ェスタとしての開催時期を失することになる

についてお答えを致します。

というようなことを十分に検討をいたしまし
て、合併当初から役員の皆様方とも十分協議し

議員ご承知のとおり、このサマーフェスタは、

た上で調整をして来たものでございます。

旧３町の合併に伴いまして、それぞれが実施を
しておりましたイベントを、市民相互の融和と

冨澤議員におかれましても、これまで企画運

地域情報の発信や市の活性化を図るという大

営委員会の委員として参画をしていただいた

きな目的を持ちまして、新たに「かほく四季ま

ということもございますので、この辺の経緯、

つり」というふうに統合して実施をいたしてい

経過につきましてはご理解をいただいている

るものでございます。

ものというふうに思っております。

この実施にあたりましては、我々執行部はも

地区祭礼と日程が重複する問題につきまし

ちろんでございますが、議会の皆さん、また商

ては、今ほど申し上げました観点からサマーフ

工会、町会区長会連合会、また多くの各種団体

ェスタの日程が決定されていること、また、特

が構成員となっていただきました｢まつり実行

にサマーフェスタの実施にあたっては深夜ま

委員会」、また企画運営委員会、こういった委

で交通安全推進隊、また防犯委員、消防団など

員会が一丸となって企画運営にあたっている

多くの市民の皆様方のご協力を頂いて開催を

ものでございます。

しているということも、是非ご理解をお願いし
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たいというふうに思います。

承という視点にたった地域としての存続活動

今後につきましては、日程が重なる場合でも

の熱意ある取り組みが大前提となるものであ

双方が対立をするということではなくて、市民

り、地域の連帯や融和の強化とそこから生まれ

の方々にどのようにしたら双方のイベントを

る郷土愛の醸成に引き続き力を注いで頂きた

楽しんで頂けるのか、また、相乗効果で双方の

いと考えております。

イベントが大いに盛り上げるというようなこ

ご質問では、新たな発表の機会をとのことで

とができるかどうか、実行委員会をはじめ関係

ありますが、合併後に実施をしております、か

者の皆様とも十分に協議しながら、どういった

ほく市生涯学習フェスティバルで芸能発表の

ことが出来るか、また出来ないのか、そういっ

機会を設けており、これまでに、かほく市指定

たことも含めて検討して参りたいというふう

文化財の「内日角まだら」や「荷方節」のほか

に考えておりますので、こういったことも含め

「内日角念仏踊り」や「狩鹿野松づくし」など

て何卒ご理解をいただきますようにお願いを

を披露して頂いております。決して発表の機会

申し上げて答弁とさせていただきます。

がないということではありませんが、今後は地

よろしくお願い致します。

域からの要望があれば、「獅子舞やサッサイ」

○教育長【遠田敏博君】議長。

或いは「ホラホイ行列」など、他の伝承芸能に

○議長【西田正剛君】遠田教育長。

おいても大いに発表して頂きたいと思います。

○教育長【遠田敏博君】それでは、地域芸能の

その際には、地域の積極的対応が不可欠であろ

継承発展のための支援体制のご質問について

うかとも考えておりますのでご協力もお願い

お答え致します。

致したいと思います。

祭礼行事を構成する獅子舞などの伝承芸能

いずれに致しましても、生きた伝承芸能とし

は、それぞれの地域の歴史的・文化的背景をも

て継承するには「地域の文化は地域で守り伝え

って生まれ継承されてきたものであり、地域固

支える」という理念と体制が根本であると考え

有の文化を引き継ぎ、歴史を語る貴重なものと

ておりますので、地域の皆様が地域としての誇

理解しております。

りを保ちつつ、伝承芸能の継承に力強く取り組
んで頂きますよう切にお願い申し上げます。

少子高齢化が進み、地域とのつながりや郷土
愛が希薄化する現代社会において、地域の伝統

どうか議員各位のご理解を賜りますよう宜

行事やそれに伴う伝承芸能の継承が困難とな

しくお願い申し上げます。

りつつある状況は、かほく市のみならず全国に

以上で冨澤議員のご質問に対する答弁とさ

認められるところであります。そのような状況

せて頂きます。

に対応するため一部の地域においては、祭礼等

○議長【西田正剛君】冨澤議員、答弁もれはあ

について本来の形態をやむなく一部変更しつ

りませんか。

つ継承に努めている場合も見受けられるよう

○７番【冨澤明次君】はい、ありません。

ございます。

○議長【西田正剛君】再質問はありませんか。

さて、伝承芸能の担い手育成とその相互理解

○７番【冨澤明次君】ちょっと。

促進を意図した発表機会の創出という点につ

○議長【西田正剛君】冨澤議員。

いてでございますが、先ずは、歴史・文化の継

○７番【冨澤明次君】郷土芸能の発表というこ
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とで、舞台の上でできるものは生涯学習フェス

の場所を設定して一堂に集まって交流会等々、

ティバルで行っているということでご答弁が

フェスティバル等々を開くという考え方であ

ありました。

ろうかなという思いをしとるんですけども、実

さきほどの安達議員のＰＴＡの協力という

は伝統行事といいますものは、その地域その地

話もありましたが、どうも執行部側としては下

域固有の文化、歴史的な背景がございます。そ

からの盛り上がりがないとなんにも出来ない

ういった意味で、その地域の人、特定の人々が

ぞと、それはもちろん盛り上がりは大事なんで

参加して特定の場所、特定の日時時間で行うも

すが、発掘なりあるいはそれを支える、一緒に

のでありますし、それが往々にして神事を伴う

やろうというような協働、そういったことのほ

ものでございます。そういったことを考えます

うのきっかけなりなんなりは双方がやらなき

と、やはり地域の方とのやはり思いを充分に考

ゃならんことで、下から言うてこんからなんも

慮したうえでないとなかなか難しいかなと。

せんわいやという答弁は私は納得しかねます

仮に行政主導でやった場合になりますと、押

のでその辺の問いかけあるいは両方の話し合

し付けになってもいけない面もございますし、

い、機会等を通じたもんを今後、支援の体制と

そういう面ではやはり地域の方々とのまさに

いうふうな中へ入れていただきたいというふ

話をしたうえで、積極的にそういう意味で参加

うに思いますがいかがでしょうか。

していただくような機会を、生涯学習フェステ

○教育長【遠田敏博君】議長。

ィバル等々で参加していただける、そういうよ

○議長【西田正剛君】遠田教育長。

うな場を大いに利用していただければなとい

○教育長【遠田敏博君】冨澤議員のご質問にお

う思いもしておりますので、あわせてご理解の

答えいたします。

程よろしくお願いいたします。

安達議員のご質問からもありましたように、

○議長【西田正剛君】ただ今の答弁に対し再質

下から盛り上がるだけではいけないんで、それ

問はありませんか。

こそ一緒に、協働でやるべきであると、と同時

○７番【冨澤明次君】私の方から意見だけとい

に話し合いの場も必要でないかなというご質

うことで。

問でございます。

○議長【西田正剛君】冨澤議員。

確かに、私はおっしゃるとおりだと思ってお

○７番【冨澤明次君】過去に七塚で国体あるい

ります。機会があれば話し合いの場も設けたい

はその他の行事で一堂に集まってやったこと

と思います。ただこの行事、要するに伝統行事

がありました。ですからそういった相互の橋渡

に関しましてひとつ私危惧することが一点だ

しなり、企画なりは不可能なことではないと思

けございます。実は今冨澤議員がお話いただき

っております。今後期待してそんなところを見

ました、それぞれの行事を広く市民全体に知っ

ていきたいと思います。

てもらう、場・機会というのは非常に私は大事

それから、その後の架谷副市長の地域との重

なことであるなという思いをしております。例

なりということで、今後地域と話し合うという

えば議員ご提案のように、祭礼行事交流会とか、

ことですので、その２月のときにまた地域との

フェスティバルを設けたらどうかというよう

話し合い等をもっていただければなというふ

なお話でございましたけども、これ恐らく特定

うに思っております。
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ますんでご理解ご協力よろしくお願いいたし

それでは次に情報伝達において、コミュニテ
ィＦＭが津幡、内灘、かほく市という３つの箇

ます。

所にまたがっているということで、独占という

○７番【冨澤明次君】はい、議長。

ことでは無理だということだったんですが、現

○議長【西田正剛君】冨澤議員。

在 10 月１日にそういった災害時の協定を結ん

○７番【冨澤明次君】防災行政ラジオというこ

でいるということですので、そういったことを

とで少しお尋ねしたんですが、この点について

鑑みれば、そういったことの中で、あるいは今

の今後の考えということでご意見をお聞かせ

のタイムは例えばかほく市だとか、あるいは緊

いただいて最後といたします。

急は限定されたかほく市だけのものだからか

○市長【油野和一郎君】はい、議長。

ほく市が発信するというようなことでは、その

○議長【西田正剛君】油野市長。

箇所を使って情報伝達が一番ベターだという

○市長【油野和一郎君】それでは再質問につい

ことになれば、その多ルート化ということも含

てお答えいたします。

めて検討していく課題だと思うんですが、ご答

先ほど私、答弁いたしましたように、いろん

弁お願いしたいと思います。

なルートを使ってしっかり対応するというこ

○市長【油野和一郎君】はい、議長。

とで対応させていただきたいと。これはこのラ

○議長【西田正剛君】油野市長。

ジオだけではなしにいろんな形で、もしも万一

○市長【油野和一郎君】それでは冨澤議員の再

の際にはいろんな情報ルートを通じてやると

質問にお答えいたします。

いうことは大切だというふうに認識しており
ますので、防災ラジオだけにこだわることなく、

ＦＭかほくとのそういう災害協定は結ばせ
ていただきましたけれども、当然それは災害が

全体でしっかり対応していきたいと考えてお

起きたときにＦＭかほくが、当然我々がそれを

りますのでご理解をお願いします。

言わなくてもしっかり伝えていただける部分

○７番【冨澤明次君】それでは私の一般質問、

も、これは協定の中でしっかり結ばれているふ

再質問を終わります。

うに我々も認識もしております。我々がこれを

○議長【西田正剛君】次に、１番

お願いしなければ出来ないというものでもあ

○１番【遠田順君】はい、議長。

遠田順君。

りませんし、なおかつＦＭかほくだけが情報伝

それでは、通告順に従いまして一般質問をさ

達ではありませんので、これについてはやはり

せていただきます。今回、私の方からは２点に

他のＦＭの会社もありますし、それからＡＭの

つきまして質問をさせていただきます。

ラジオ局もいくつもありますんで、こういった

まず、１点目の質問であります。以前、学校

いろんなひとつの会社だけに対して我々がす

における事件・事故が連続して発生し、大きな

ぐ情報提供してやるという、こういったもので

社会問題となりました。これら事件・事故の発

はないというふうに認識しておりますので、い

生を未然に防止し、子どもを犯罪の被害から守

ろんな形で、もし災害が起きたときにはひとつ

るためには、学校や地域の実情に応じた学校の

の会社だけのそういうことではなしに、皆さん

安全管理体制等の整備、防犯教育の充実、施設

のご協力をいただきながら、これは対応してい

設備の整備等を一層推進していく必要があり

かなけりゃならないというふうに思っており

ます。各学校や教育委員会等においては、登下
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校時の安全も含めた学校における安全確保に

でしょうか。お聞かせ頂きたいと思います。ま

ついて、これまでその対応に御努力いただいて

た、防犯ブザーの点検や子どもたちの防犯講習

きたと思います。

の実施計画はどのようになっているかお聞か

文部科学省においても、関係省庁、関係機関

せいただきたいと思います。そして、子どもた

等と連携しながら、
「子ども安心プロジェクト」

ちを守るために安全対策として、どのような対

の実施等、安全で安心できる学校の確立を目指

策がとられているのか、また通学路における春

し、総合的に取り組んでいると思います。学校

と秋の点検はされているのか。もしされている

へ不審者が侵入した場合などの緊急事態に備

なら先生や保護者の方との間で話し合いは持

えて、迅速に通報や緊急連絡を行えるよう、日

たれているかお聞かせいただきたいと思いま

頃から防犯訓練や防犯教室によって訓練して

す。

おくことは極めて重要であります。

安全意識は、何もない時ほど薄れるものであ

また、登下校時の児童生徒が犯罪に巻き込ま

ります。しかし、何かあってからでは遅いのも

れないようにするためには、様々な機会をとら

事実です。大人が子どもたちの一歩先を照らし

えて危険予測能力や危機回避能力を身に付け

てあげて頂きたいという思いからであります。

させることが必要です。

学校や地域の実情に応じた防犯教育、学校の安
全管理に一層の充実を図っていただけるよう

この点からも、子どもたちに具体的な場面を

お願いをいたします。

設定し、実践的な対処方法を身に付けさせるこ
とが大切であり、防犯教室等の重要性が高まっ

次に２点目の質問に移らせていただきます。

ています。各学校等においても色々な防犯教室

職場でも地域でも「男女共同参画」が叫ばれ、

等の実践を行っていると思いますが、どのよう

少しずつではありますが、女性の社会参画が進

な取り組みをしているかお聞かせいただきた

んでいます。「男女共同参画」は、単に女性が

いと思います。

男性と平等の権利を勝ち取ることだけではな

学校は、子どもたちの健やかな成長と自己実

く、男女が性別に関わりなくその個性と能力を

現を目指して学習活動を行うところであり、そ

発揮できる社会の実現を目指すものであると

の基盤として安全で安心な環境が確保されて

いわれています。

いる必要があります。学校や地域において子ど

わが国で婦人参政権が認められ、初の女性代

もの安全確保のための取り組が行われるよう、

議士が誕生したのが、1946年(昭和21年)4月で

警察庁など関係省庁と連携を図りながら、学校

あります。この月、戦後初の総選挙が行われ、

安全に関する様々な施策を推進しているよう

開票の結果、39人の女性が、当選をしました。

であります。現在、かほく市の各小学校では入

当選した女性議員に、連合国軍最高司令官のマ

学時に防犯ブザーが配布されております。７年

ッカーサーは、「日本の女性は今まで、自分の

前に大阪であった痛ましい事件以来、通学路の

家のためにすべてを捧げ尽くしていた。今後は

危険箇所の点検や「こども 110 番の家」など防

その優れた能力を、自分の住む社会や、世界平

犯に対する備えはできているようであります

和のために捧げるように、目を広く開いてほし

が、子どもたちの日常における備えとしての防

い。
」と語ったそうであります。以来,半世紀が

犯ベルの携帯状況はどのようになっているの

過ぎ、女性が各界各層で活躍する場は、当時と
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比較にならないほど広がってきていると思い

不利にならない。そのため、女性が妊娠・出産

ます。

で一度仕事をやめても、仕事に復帰しやすいし、
能力や実績に応じた評価が受けられるそうで

しかし、いまだ、乗り越えなければならない

あります。

多くの課題があります。男女共同参画の推進に
否定的な意見も少なからずあります。そこであ

日本では、女性の社会進出は進んでいますが、

らためて、男女共同参画が目指すべきものは何

男性が家事や育児を担う時間が極めて少ない

かについて考えてみることが必要ではないか

といわれています。国際的にみて、男性の家事

と思います。

の割合は、カナダやノルウェーが約40%、スウ
ェーデンや米国が30%、イタリアが20%なのに対

非暴力の英雄でインド独立の父である、マハ

し、日本は12.5%とのことであります。

トマ・ガンジーは、「女性の心の平和を確立す
ることによって、社会の平和を築きあげる。そ

さらに、興味ある分析として、男性の家事時

のとき、女性の平和の力は爆発的な偉大な力と

間が長い国のほうが、労働生産性も高い傾向が

なり社会を変えられる」と語っています。また、

顕著に出ており、家事時間が短い日本は、先進

ある識者の方は、「21世紀は女性の世紀」と提

国の中で、労働生産性は、最下位という報告も

唱しつつ、「女性の力が時代を変えてゆく」と

あります。

評価し、次のように述べています。『軍事・経

日本では、母親1人が、家事から育児、仕事

済力などの「ハードパワー」に対し、女性が、

までを担っている場合が多く、その負担を軽く

文化や情報・智慧に象徴される「ソフトパワー」

しなければ、出生率は上がらないのではとの声

によって、賢明に、のびのびと、そして忍耐強

があります。そこで、こうした状況から、「男

く、時代を底流から動かし、変革していくこと

性が仕事と育児の両立ができるためのワーク

ができる。ここにこれからの時代を生きる道が

ライフバランス」をどうするかについて、幅広

ある。
』と結論付けています。

い検討が必要であると考えます。

今日、残念ながら人類は、平和への確かな道

そこで市長にお伺いします。職員および市体

をいまだに暗中模索していると思います。だか

制全般において男女共同参画について今まで

らこそ、女性が、その能力を家庭から広く社会

やってこられた具体的な事業と今後予定して

に開く、すなわち真の男女共同参画社会が実現

いる施策があればお聞かせいただきたいと思

することが、平和な社会実現の要素になると考

います。「みんなが輝き、支え合うまち」を目

えます。少子化が進む原因を尋ねた項目では、

指すかほく市のこれからに期待を寄せ、私から

「経済的負担」に続き「子育てと仕事の両立が

の一般質問を終わります。どうか明快な答弁を

難しい」「子育てに夫の協力が足りない」との

お願いいたします。

回答が目立っているそうであります。

○市長【油野和一郎君】はい、議長。

海外を見ると北欧など出生率の上がった国

○議長【西田正剛君】油野市長。

は、総じて男女平等の意識が高いといわれてい

○市長【油野和一郎君】それでは、遠田議員の

ます。たとえば、「同じ労働であれば男女関係

ご質問にお答え致します。

なく同一賃金」が定着しており、その上、労働

まず、私の方から、第２点目の市職員に対し

市場は流動化が進んでいるため、転職や休職が

ての男女共同参画の取り組みについてお答え
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し、市政全般の男女共同参画の取り組みについ

業を取得している職員は 11 名ですが、対象と

てと、第１点目の子どもの防犯対策については、

なるすべての職員が利用していることとなり

後ほど遠田教育長から答弁致します。

ます。また、部分休業につきましても今年度は

男女共同参画については、議員ご承知のとお

１名の職員が取得しております。

り、平成 11 年に「男女共同参画社会基本法」

このほか、市役所入口の総合案内窓口の受付

が制定され、男女共同参画社会の実現が 21 世

業務につきましても、男女の区別なく担当する

紀のわが国社会を決定する最重要課題として

など、いろいろな面で男女の差のない取組みを

位置付けられております。

できる限り進めているところであります。

市では、平成 18 年 12 月にかほく市男女共同

市と致しましては、今後も男女が平等に個性

参画推進条例を制定し、昨年３月には「かほく

と能力を発揮できる職場づくりに積極的に取

市男女共同参画行動計画」を策定しております。

り組んで参りたいと考えておりますので、ご理

現在、この計画に基づき、市の各部において、

解賜りますようお願い申し上げます。

男女共同参画社会の形成促進に関する施策に、

以上で遠田議員に対する、私からの答弁と致し

横断的に取り組んでいるところであります。

ます。

この計画の中で、市職員に対しての男女共同

○教育長【遠田敏博君】議長。

参画の取り組みといたしましては、「管理職登

○議長【西田正剛君】遠田教育長。

用における男女間格差の是正」や「育児・介護

○教育長【遠田敏博君】それでは、市政全般に

休暇制度の導入、普及の促進」などがあります。

おける男女共同参画及び今までの具体的な事

女性職員の管理職登用につきましては、昨年

業と今後予定している施策のご質問について

度から課長補佐及び係長への昇任について男

お答え致します。

女に格差のない、「職員昇任試験」を実施し、

かほく市内のみならず国内におきましても、

男女平等に昇任の機会を与えております。その

依然として、家庭や地域、職場などの様々な活

結果、本年度、保育園長を含め新たに５名の女

動の場において、男女共同参画社会の確立が未

性の課長補佐を登用したことによりまして、管

だ十分とはいえない状況にあり、家事や育児、

理職全体に占める女性職員の割合が 17.1 パー

介護などにおいて、今なお女性に大きな負担が

セントとなり、昨年の 16.5 パーセントと比較

かかっていることは議員ご指摘のとおりでご

いたしますと、若干ではありますが上昇してお

ざいます。

ります。今後も男女に格差のない管理職への登

先ほど市長の答弁にもございましたが、かほ

用など、適正な人事管理に努めて参りたいと考

く市では、男女共同参画社会の実現を目指して、

えております。

平成 18 年 12 月に条例を制定し、平成 19 年３

また、職員の育児休業等の制度につきまして

月には男女共同参画行動計画を策定致しまし

は、国の制度に準じて子が満３歳に達する日ま

た。そして、同行動計画策定以降、計画の施策

でに取得できる育児休業のほか、１日の勤務時

に基づき、生涯学習課を中心として、県から委

間のうち２時間の範囲で取得できる部分休業

嘱を受けている男女共同参画推進員８名と連

の制度等を導入しております。

携しながら事業に取り組んでおります。

これらの制度におきましては、現在、育児休

さて、これまでの具体的事業と、今後の施策
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についてのご質問でございますが、先ずこれま

識の普及状況を把握するための市民意識調査

での事業につきましては、男女共同参画社会の

を実施する予定であり、その結果を踏まえて、

確立には、男女共同参画の理念の浸透が最も重

先の行動計画の見直しを行い、更なる事業展開

要であるという認識にたち、啓発事業に力を注

に結び付けていく予定でございます。

いで参りました。

今後も、引き続き男女共同参画意識の高揚と

具体的には、市広報誌への継続的特集記事の

理解促進に向けた取り組みを継続的に進め、家

掲載や講演会・講座の開催、標語募集など男女

庭・地域・職場などにおける対等なパートナー

共同参画に対する関心や理解を深める事業を

としての男女共生の環境づくりを推進しなが

実施致しました。その主なものにつきましては、

ら、男女共同参画社会の確立を図って参りたい

平成 19 年度では「自立の自覚と社会参画」副

と考えておりますので、ご理解を賜りますよう

題として「あなたの力が社会を変える」と題し

宜しくお願い申し上げます。

た講演会を開催し、広く市民に男女共同参画意

次に、第１点目の子どもの防犯対策のご質問

識の向上を呼びかけました。また、男女共同参

についてお答え致します。

画推進員との連携事業では「お父さんと子ども

まず、各学校における防犯教室の取り組みに

の関わり講座」を開催し、父親がわが子の日常

ついてでありますが、この防犯教室については、

にどれくらい関わりを持っているかなどにつ

警察署員を招いての防犯教室も含め、各学校で

いて意見交換を行いました。

年間２回から４回実施されております。

さらに、市民レベルでの男女共生の機運を高

また、不審者が侵入した場合を想定した避難

める目的で「標語で浸透やさしい男女共同参画

訓練も実施されておりますが、ある小学校で行

社会」と題した標語募集を行い、入賞作品を生

われた訓練の一部をご紹介致します。

涯学習フェスティバルにおいて展示公開した

不審者が学校へ侵入しようとするのを教職

うえ、最優秀作品については関係冊子やチラシ

員が阻止すると同時に、全児童を安全な場所へ

等に掲載し啓発活動に利用しております。

避難させるという訓練であります。

今年度は、男女共同参画推進員との連携事業

乱暴な言葉を吐きながらインターホン越し

として、子どもから見た家庭における男女共同

に玄関の錠を開けるよう迫る不審者を警察署

参画社会として「子ども夢サミット」を開催し、

員が演じ、それに教職員が適切に対応し退去さ

113 人の小学生が家庭生活を通しての男女共同

せるという訓練でした。玄関前で不審者役の警

参画についてパネルディスカッションを行い

察署員と教職員がにらみ合い、押し問答を繰り

ました。さらに市内中学生を対象とした男女共

返し、最終的には暴れる不審者を刺股で取り押

同参画ポスターを募集し、162 人の生徒がポス

さえ、警察に引き渡すところまでを行ったよう

ター製作を通じて男女共同参画について認識

であります。警察署員の迫真の演技にもかかわ

を深めております。またこの 12 月には一般市

らず、教職員は冷静に対応できたと報告を受け

民を対象として「共同参画で未来の見える人生

ております。最後は、体育館で警察署員の講話

を」と題した講演会の開催も予定をしておりま

を聴いてこの防犯・避難訓練を終えております。

す。

次に、防犯ブザーの携帯状況についてであり

今後の施策につきましては、男女共同参画意

ますが、かほく市の各小学校では、入学時、全
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児童に防犯ブザーを配付しており、ランドセル

継続して各学校で防犯教室等が効果的に実施

の肩ひもに取り付けたり、首からさげるなど防

されるよう指導して参ります。

犯ブザーを携帯しております。

次に、通学路の点検についてでありますが、

しかしながら、破損や紛失が原因で防犯ブザ

子どもたちの通学路につきましては、教職員と

ーを身に付けていない児童も見受けられるの

保護者、ＰＴＡとが連携し、毎月点検している、

が現状であります。

また、教職員が毎学期の始めに点検しているな
ど各学校での状況により実施をいたしており

また、その点検については、新学期の始めな

ます。

どに学校だよりを通して、それぞれの家庭で適
宜点検をお願いしているのが現状であります。

ひとつの例として、年次当初、保護者に対し

防犯ブザーが破損したり紛失した場合には、各

て通学路に関するアンケート調査を実施し、危

家庭の負担で改めて購入するようお願いして

険だと思われる箇所を含め様々な意見を収集

おりますが、今後、各学校を通して保護者の理

し対策を講じております。また、年間２回、児

解も得ながら、全児童が防犯ブザーを携帯する

童と教職員が一緒に集団下校を行うことで、子

よう、再度指導して参りたいと思っております。

どもの目線、大人の目線で通学路の安全性を確

次に、子どもたちの安全対策についてであり

認することも実施している小学校もあります。

ますが、今ほど申し上げた防犯教室のほか、不

いずれに致しましても、全ての学校において、

審者情報が入った時には、子どもたちへの指導

春と秋の通学路の点検は最低限実施されてお

を行うことはもとより、「学校安全メール」で

ります。

その内容を広く知らせると同時に、環境安全課

今後、危険個所に関する情報など、保護者か

や警察との連携を図りながら対応をしており

らの声がより多く学校に届けられるよう、さら

ます。

にＰＴＡとの連携強化に向けた取り組みが行

また、学校保健安全法の改正により、これは

われるよう指導をして参りたいと考えており

平成 21 年４月１日施行でありますが、不審者

ます。

への対応も含めた「危機管理マニュアル」の作

議員ご指摘のように、安全意識は何もない時

成が各学校に義務づけられることとなりまし

は薄れるものであります。しかし、何かあって

た。

からでは遅いのも事実であります。かほく市と

かほく市内の全小・中学校においては、既に、

致しましては、児童生徒の安全を確保するため、

不審者への対応も含めた「危機管理マニュア

学校・家庭・地域が一体となって防犯力を高め、

ル」が作成されており、危険発生時の子どもの

子どもを守ることが大変重要なことであると

安全確保や緊急連絡体制の在り方など、教職員

考えておりますので、議員各位のご理解を賜り

はその都度共通理解を図っております。

ますようよろしくお願い申し上げます。

このように各学校における危機管理意識は

以上で遠田議員のご質問の答弁とさせて頂

かなり高まっているものと考えておりますが、

きます。

議員ご指摘のとおり、様々な機会をとらえて危

○議長【西田正剛君】遠田議員、答弁もれはあ

険予測能力や危機回避能力を身に付けさせる

りませんか。

ことは大変重要なことでありますので、今後も

○１番【遠田順君】ありません。
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○議長【西田正剛君】再質問はありませんか。

ただきます。

○１番【遠田順君】はい、議長。

国は現在男女共同参画の基本計画を策定し

○議長【西田正剛君】遠田議員。

たわけでありますが、その新たな取り組みを必

○１番【遠田順君】いまほど市長並びに教育長

要とする分野の一つに、防災災害復興における

に明快なる答弁をいただきましてほんとうに

ですね、男女共同参画の指定も踏まえたうえで、

ありがとうございます。

防災体制を確立する必要があるということで
ありまして、その中に過去の震災時のですね、

まず一点目ですけれども、子どもの防犯対策
のところにおきましてひとつご質問させてい

被災者女性の数に比べて、行政、ボランティア

ただきたいと思います。

共に支援する側の女性の担当者が少ない。男女

一昨年前にですね、平成 18 年に第１回の定

がですね、ニーズの違いを把握しない予防、応

例会におきまして、私自身、一般質問の中に防

急・復旧、復興対策が行われたことなどの問題

犯の専門家や警察ＯＢの方など、地域学校安全

点が上がってきたということで、男女共同参画

指導員いわゆるスクールガードリーダーにつ

の視点を取り入れてですね、この防災体制に置

いて質問した際に、かほく市と内灘町をワンブ

いての男女共同参画においての推進というも

ロックとしてそういったスクールガードリー

のを考えていらっしゃるのかお聞きしたいと

ダー１名を配置をされているとの答弁をいた

思います。

だいたわけでありますが、現在もスクールガー

○市長【油野和一郎君】はい、議長。

ドリーダーの方は巡回等指導を行っているの

○議長【西田正剛君】油野市長。

か、その点につきましてお聞かせいただきたい

○市長【油野和一郎君】それでは遠田議員のご

と思います。

質問にお答えいたします。

○教育長【遠田敏博君】議長。

今、遠田議員のほうから提案をいただいたわ

○議長【西田正剛君】遠田教育長。

けで、これからその部分について、やはり必要

○教育長【遠田敏博君】遠田議員のご質問にお

な部分かと思いますので検討してまいりたい

答えいたします。

というふうに思います。

平成 18 年にスクールガードリーダーを配置

○１番【遠田順君】はい、議長。

し、かほく市と内灘町を１ブロックとしてリー

○議長【西田正剛君】遠田議員。

ダーが１名配置されており、現在も巡回してお

○１番【遠田順君】はい、今市長の方から前進

られるのかというご質問でございますけども、

的なお答えをいただきました。しっかりまた取

区域内の小学校、月に１度の割合で現在も訪問、

り組んでいただきたいなというふうに思いま

訪れていただいて不審者進取の対応並びに注

す。

意点を指導していただいております。以上です。

以上で私の再質問を終わらせていただきま

○１番【遠田順君】はい、議長。

す。ありがとうございました。

○議長【西田正剛君】遠田議員。

散会

○１番【遠田順君】はい、今の答弁ありがとう

○議長【西田正剛君】以上で、本日の一般質問

ございました。

を終わります。

次に男女共同参画について再質問させてい

次回は、12 月 12 日午前 10 時から会議を開き
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ます。
以上で、本日の日程は、全部終了いたしまし
た。
本日はこれにて散会いたします。ご苦労様で
した。
午後０時 19 分 閉議散会

45

