平山光子代表質問報告

市長 の政 治姿 勢に つい て

１２月議会
一
１．特定秘密保護法案と市政運営
肝 心な 部分 は曖 昧 なま ま大 多数 の 国民 の声 を無視 し
強 行採 決 され た特 定秘 密 保護 法は ︑こ の国 を危 うく し
自治体にも影響が及ぶ懸念を指摘し市長の見解を質問
質問 十分な議論がないまま特定秘密保護法
が可決された︒自治体や職員への影響も
懸念され首長として反対すべき︒見解は ︒
答弁 国の安全保障上必要︒影響は限られて
いるが︑知る権利の仕組みは求められる ︒
全国市長会等で反対の意思表示を

二

三

新電力︵ＰＰＳ︶について
一般電気事業者︵九州電力等の電力会社︶以外の新
電力︵ＰＰＳ特定規模電気事業者︶の利用が進んでい
る︒本市は２０１３年１０月より教育施設等４３施設
で導入︑７８２万円の経費削減予定︒経費削減とさら
なる規制緩和に繋がることになり積極的推進を要望

不 登校 ・ひ きこ もり の支 援に つい て
不登校の現状は深刻︒ひきこもりについては全国で
は約７０万人︑本市の現状について把握もされていな
い︒さらなる支援や支援の仕組みを充実しなければ将
来の生活弱者を増やすことになる︒支援充実を要望

１．不登校の現状と支援

要望

２．消費税増税と次年度予算
質問 本市の不登校は昨年度小中学生合わせて１９７人と大変深
刻︒当局の見解と支援の状況は︒
答弁 全国平均と比べて出現率が高い状況で大きな課題︒重点事
業に掲げ取り組みを推進している︒
天童市の取り組み事例等を参考に︑更なる支援の充実を︒

要 望 う きは 市 では 相 談支 援事 業 を行 い成 果
を上げている︒本市でも体制整備を︒

３．不登校ひきこもりの継続した支援

質問 本市では現状把握は行われているか︒
答弁 行っ てい ない がかな りの 数だと 推測︒
要 望 市 とし て第 １次 相談窓 口設 置し︑ 訪問
支援 や当 事者 の居 場所︑ 家族 支援な ど充
実を︒

２．ひきこもりの実態と支援のしくみ

要望

消 費税 増税 によ って更 なる 地方 の疲 弊を 招く ことを
懸念 ︒次 年 度予 算は 厳し い 市民 生活 や会 保障 充実 に配
慮した予算編成が必要と要望

求め られる学力と教育行政の役割について

質問 景気が回復しているとして消費税増税が行われることにな
ったが地方の実感とかけ離れている︒市長の見解は？
答弁 さまざまな 数値には回復傾向が現れている︒地方にも及んで
くることを期待している︒
質問 市の多くの使用料・手数料にも増税分が反映されるが︑市
民生活に配慮し見送ることも検討できたのではないか︒
答弁 様々に市の財政等に影響する︒
要望 法改正の趣旨を受け︑厳しい市民生活と︑社会保障の充実
に配慮して次年度予算の策定をしていくことを要望

四
２ １世 紀︑ 地 球規 模の 多く の 困難 な中 を生 きて いく
子ど も達 は ︑本 物の 知 恵と 判断 力・ 実 践力︑ 人間 関係
力 な ど次 代を 生き 抜 く力 を身 に付 け てい かな ければ な
ら ない ︒競 争と 序 列化 の偏 差 値教 育は 国連 子ど もの 権
利委 員会 の 指摘 ・勧 告に も ある よう に子 ども の成 長を
歪 めて い る︒ 全国 学力 テ スト の公 表 はす べきで ない と
して教育委員会の慎重な対応を要望

１．
次代を生きる力
２．
競争教育と全国学力テスト結果の公表
質問 国では学力テストの指針が見直され︑市町村の判断で学
校別結果の公表ができることになったが競争や序列に繋が
る︒公表すべきではないと考えるが市教委の見解は︒
教育上の配慮に十分留意し︑慎重に検討していく︒

答弁

※ どこにでも、何人からでも！
・議会報告 市政報告
・教育問題 〜不登校、全国学力テスト〜
・原発問題 〜今、福島では・・〜
・おおむた男女共同参画プラン など

○ 出前講座に伺います

五．
下水道事業について
将来 を見 据えて 研究 ・検 討し ︑分 かりや すい 丁寧 な
説 明 ︑市 民の 声を 反 映し た計 画の も とで 事業を 進め る
よ う要 望︒ また ︑ 他市 と比 べて 高 い受 益者 負担 金の 市
民へ の丁 寧 な説 明や 上限 額 の検 討と ︑下 水汚 泥の 有効
活用など循環型システムへの研究・検討も要望

１．生活排水対策の将来展望
２．受益者負担金
３．下水汚泥によるバイオマス発電の検討

・不登校 ・ひきこもり
・発達支援 ・子育ての悩み
・くらし全般
その他何でも
※ お話を聞いて専門機関につなぎます。
平山携帯 ０９０−９０７７−０２２６

頑張っている相談支援員の権藤さんから、
「ま
ずは訪問活動（アウトリーチ）が大切、ネット
でも相談を受ける、簡単には解決しないことが
多いので支援者が一緒に歩いていく姿勢、伴走
型の支援に心がけている、本人や家族の自助努
力で抜け出すのは難しい」等の
お話を伺いました。
毎週会議で意見交換するな
ど教育委員会や他機関とも連携
がしっかり図られています。

○ ご相談下さい

電話・来所相談：
平日8:30〜17:15
当事者フリースペース開設：
平日13:00〜16:15
家族会開催：
毎月第３水曜日19:00〜21:00
その他
啓発のための通年セミナー
様々な機関とのネットワークづくり
中間就労の場（コココンネ）準備
２０１０（Ｈ２２）年から実施
住民の悩みの声を受け止めた福祉課が、緊急
雇用創出事業で社会福祉士を雇用し、事業を社
協に委託し始められたということです。
3年目の昨年の実績では、不登校者の約7割
が、復帰・進学・就職、ひきこもり者の約3割
が進学・就職につながっています。

〜 継続した取り組みで成果〜

主な支援
「不登校・ひきこもり対策相談事業」

会派で視察
11月25日

不登校・ひきこもり支援に先進的に取り組むうきは市

