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２０１６年１２月福山市議会 河村ひろ子市議の一般質問と市答弁（第一質問） 

 

河村ひろ子市議 介護保険制度について伺います。 

社会保障の削減をすすめる安倍政権は、年末の予算編成にむけ、医療や介護

の負担増の案を次々と打ち出しています。 

 介護保険は、制度発足以来１５年、利用料は１割負担でしたが、昨年８月、

年金収入のみで年間２８０万円以上の人は２割へと引き上げられたばかりです。 

 ２割負担が始まり、利用者や家族から「食事や外出を節約し続けているが生

活が成り立たない」と、ヘルパー利用の回数を減らしたり、特別養護老人ホー

ムの退所の検討をしている人も生まれるなど深刻な実態です。 

「認知症の人と家族の会」などは、この様な状況を踏まえ、２割負担の中止・

撤回などを求めています。 

 ところが、このような実態に目も向けず、厚労省は１１月２５日の社会保障

審議会介護保険部会に示した素案は「現役並み所得の高齢者」とし、年金収入

のみ単身で３８３万円以上の利用料自己負担を３割にすることを盛り込みまし

た。 

 厚労省は「現役並み」高齢者は、医療保険で３割負担になっていることを挙

げ、「介護３割」を正当化しています。しかし、医療費負担は、治療が終われば

基本的にはなくなりますが、介護は一生使う人が多く、この違いを無視する議

論は乱暴です。 

３割負担になると、利用控えが起こり状態の悪化が進み、結果的に、介護給

付の増高が懸念されます。この悪循環を断ち切るためには、利用料負担を増や

すべきではありませんが、ご所見をお示し下さい。また、国に対し、３割負担

はやめるよう要望することを求めますが、お答えください。 

 高齢者にとって、１割負担でも大きな問題です。市内に住む７０歳代のある

高齢者は、認知症があり要介護１です。「デイサービスやヘルパーを毎日利用す

れば、認知症の悪化を防ぐ事が出来る」と、担当のケアマネジャーは訴えます。

しかし、ひと月６万円の年金では支払が困難なため、デイサービスを週３回と

ヘルパー週２回の最低限しか利用できません。食費は見切り品を買い、近所付

き合いもほとんどせずギリギリの状態で生活をしているとの事です。 

 消費税の増税や年金削減、医療費負担などで、高齢者の多くは厳しい生活を

強いられており、利用料の負担を軽くする取り組みは喫緊の課題です。市独自

の利用料の軽減制度の創設を強く求めますが、ご所見をお示し下さい。 

市はこれまで「高額介護サービス費など負担軽減策はある」と答弁してきま

した。高額介護サービス費は、介護保険の自己負担額の合計が一定額を超えた

時、超えた分の金額が払い戻しされる制度です。ところが、返金は数か月後と
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なるため、その間、自己負担が強いられます。「いくら高額介護サービス費の制

度があっても、払い戻しされるまでの期間の生活が成り立たない」との声も寄

せられています。 

負担の軽減のためにも、受領委任払い方式の導入を求めますが、ご所見をお

示し下さい。 

 

市長答弁 河村議員の御質問にお答えいたします。 

 はじめに、高齢者施策についてであります。 

  

まず、介護保険制度における利用者負担割合については、高齢者世代内にお

ける負担の公平化の観点から、昨年８月、一定以上の所得がある方の負担割合

が２割とされたところです。 

 次期制度改正については、現在、国において議論が行われているところであ

り、その動向を注視してまいります。 

 次に、本市独自の利用者負担軽減制度を創設すべきではないかとの御質問で

あります。 

 低所得者については、国制度において「補足給付」や『高額介護サービス費 

という負担軽減策がすでに講じられております。 

 低所得者の利用料の更なる軽減については、介護保険制度の中で、総合的・

統一的な対策が講じられるよう、全国市長会を通じて、国に要望しているとこ

ろであります。 

 

 次に、高額介護サービス費における受領委任払い方式についてであります。 

 この方式は、高額介護サービス費として支給される額を差し引いた利用料を

利用者がサービス提供事業者に支払うことで、一時的な負担感を軽減するもの

であります。 

 しかしながら、同一世帯内に複数の利用者がおられる場合や、一人で複数の

サービスを利用されている場合には、事業者が利用料を受け取る際に、高額介

護サービス費の額を確定できないなどの課題があるため、導入は困難でありま

す。 

以上 

 

  



3 

 

河村ひろ子市議 障がい者の計画相談について質問します。 

障害者総合支援法により、２０１２年４月から、障がい福祉サービスの支給

決定前に、原則として全ての障害者、障がい児のサービス利用計画の策定が義

務づけられました。 

ヘルパー利用や行動援護など、障害福祉サービスを利用するためには、審査

会で障害支援区分を決定し、その後、指定特定相談支援事業所の相談支援専門

員がサービス等利用計画案を作成します。この計画案をもとに市が障害福祉サ

ービスの支給決定を行い、正式に利用開始となります。 

市の資料によると２０１６年３月時点での、障がい者の計画相談数は２５６

１人、障がい児計画相談数は１０３５人です。そこで伺います。 

本市の計画相談の策定率、家族や当事者が作成するセルフプラン数、指定特

定相談支援事業所数、相談支援専門員の人数の４点を、それぞれお答えくださ

い。 

相談支援専門員は、自宅訪問し、生活状況や課題を把握したのち、計画を作

成、サービス利用につなげます。プラン作成後も、訪問や電話対応など継続支

援も行います。  

しかし、計画策定に係る報酬は、新規で１件１万６千円、継続支援のための

モニタリングは１件１万３千円しかなく、計画やモニタリングをした当月しか

報酬はありません。市内のある事業所の相談員は「自分の担当件数は２００件

以上ある。多い時は、ひと月に９０件の計画作成やモニタリングを行うため、

休みもままならず、休日出勤する事も多い」と話します。また、「前年度は６０

０万円の赤字になり、相談支援事業所だけでは運営は成り立たない。訪問や聞

き取り、計画策定には時間がかかる。残業をすればするほど赤字になる。仕事

内容に見合う報酬が必要」と悲鳴を上げています。 

全国では、報酬があまりにも低いために、事業を続けられず休止せざるを得

ない事態も起きていますが、本市の指定特定相談支援事業所の廃止・休止件数

についてお示し下さい。 

障害者の生活全般を把握し、将来を見据えながら、障がいのある人や家族の

願いにそった支援を行うには、報酬を抜本的に引き上げ、相談員や事業所数を

増やさなくてなりません。 

国に対し、報酬の引き上げを行う事を求めますが、ご所見をお示し下さい。 

名古屋市では、今年度から事業所に対して、市独自の支援策を実施していま

す。計画相談を３０件あたり、基本額１４１万円を補助し、それ以上は、１件

あたり５万２千円補助するとの事です。 

名古屋市ではこれまで、相談支援事業所からは「きめ細かい支援には職員確

保が大切。そのためには、安定的な事業所運営が必要」と強い要望があり、そ
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れに応えて補助制度を始めたとの事です。本市では支援策を検討しているので

しょうか。市の独自支援策を創設することを求めますが、ご所見をお示し下さ

い。 

 

市長答弁 次に、障がい者施策についてであります。 

まず、計画相談の本市の状況についてであります。利用計画の策定率は、本

年９月末現在で、約７６％であり、セルフプランの作成人数は、１、４８７人

であります。 

指定特定相談支援事業所数は、本年１２月１日現在、３７事業所で、従事す

る相談支援専門員は、７２人となっております。 

また、事業所の休廃止については、昨年度、休止はなく、廃止が１か所で、

新規開設は、３カ所であります。 

次に、計画相談の報酬単価についてであります。 

事業所の増加や相談支援専門員の増員により業務が適切に実施できるよう、

計画相談の報酬体系の抜本的見直しを中核市市長会を通じ、国に要望しており

ます。 

なお、本市独自の支援策は、考えておりません。 

以上 
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河村ひろ子市議 

福山市民病院改革プラン、地域医療構想について伺います。 

 11 月 22 日、民生福祉委員会で「新・福山市民病院改革プラン（案）」が示さ

れました。 

 この改革プランは、国が示した「新公立病院ガイドライン」に基づき、2016

年度中に「新公立病院改革プラン」を策定し、病院機能の見直しや経営の改革

に取り組むこととなっています。 

「新ガイドライン」の基本的な考え方は、「前ガイドライン」と変わらないと

していますが、策定の視点はこれまでの「経営効率化」「再編ネットワーク化」

「経営形態の見直し」に「地域医療構想を踏まえた役割の明確化」を加えた 4

点としています。 

 本市が策定した「新・福山市民病院改革プラン」によると、経営の効率化と

して、平均在院日数は 2015 年度の 11.0 日から 2020 年度は 10.0 日へ、病床利

用率は、85.9%から 92.0%へと目標を高く設定しています。 

2015 年度の病床利用率は 85.9%であり、類似１０病院平均 82.6%より高い率

です。類似病院に比べて、病床利用率が高く、平均在院日数が短いことは、毎

日多くの人が入退院をしており、高い営業収益に結びついています。しかし、

その一方では、医療従事者の過重負担の状態化が危惧されます。高い数値目標

を達成するために労働が強化されれば、医療現場はますます疲弊しかねません。

労働環境改善の取り組みと、医師・看護師確保の見通しについてお答えくださ

い。 

また、患者にとって、治療が完結しない状態で退院や転院を迫られる事は大

きな負担になります。経営優先で、成果主義を強調し、患者中心の医療から離

れることがあってはなりません。地域住民の命と健康を守るという自治体病院

の役目を果たすことが必要です。ご所見をお示し下さい。 

今後、患者が早期退院を迫られた場合は、その受け皿として、在宅医療や介

護などの整備が必要となります。ところが、現在、医師や看護師、介護従事者

の確保は非常に困難です。安心して医療や介護が利用できるよう、自治体の責

任として体制を整備することが求められます。その為には、どの部署が地域医

療や介護の全体を把握し、体制を構築していくのでしょうか、お答えください。 

 

 

市長答弁  次に、病院事業についてであります。 

福山市民病院における職場環境改善の取り組みにつきましては、これまでも、

計画的な職員の増員配置や医師・看護師の負担軽減を図るための医師事務作業

補助者や看護補助者の導入など様々な取り組みを行なってきたところでありま
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す。 

また、医師・看護師確保の見通しにつきましては、予定している人数の確保

ができるものと見込んでおります。 

次に、市民病院の果たす役割についてであります。 

広島県地域医療構想において、県は、これまでの「病院完結型」の医療から、

地域全体で治し、支える「地域完結型」の医療をめざすこととしております。 

これをふまえ、市民病院は、「高度急性期」「急性期」機能を担い、地域の医

療機関との連携を深め、安心・安全で良質な医療の提供に努めてまいります。 

 

次に、本市における地域医療や介護などの体制の構築についてであります。 

地域医療体制につきましては、広島県が保健医療計画に基づき、また、介護

体制につきましては、市が介護保険事業計画に基づきそれぞれ整備しておりま

す。 

なお、本市における医療と介護の調整につきましては、関係部署が広島県や

近隣市町と連携を図りながら、取り組んでおります。 

以上 
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河村ひろ子市議  福山市民病院付属神辺診療所について質問します。 

 市は突如、本議会に、福山市民病院付属神辺診療所を 2017 年３月末で廃止

する案を示しました。 

神辺診療所は 1958 年、神辺町立病院として発足し、2006 年に福山市と合併

した後も、福山市民病院付属神辺診療所として、開所から 58 年間、住民の命と

健康を守り続けています。 

市は廃止理由を「建物の老朽化」と「周辺に民間の医療施設が多い」ことを

上げていますが、2015 年度の外来患者数の１日平均は 56.7 人、延べ患者数は年

間１万３７８５人にもなります。今も地域医療の砦として大切な役目を果たし

ています。 

診療所廃止について、多くの住民は「新聞で知った。あまりにも唐突な話」「地

元に十分な説明がされていない」「地域の財産なのに」など、不満と怒りが広が

っています。住民への説明会は、誰を対象に何回行われ、理解は得られたので

しょうか、お答え下さい。 

住民からは「歩いて通院していたが、他の病院へ紹介されても交通手段に困

る」「高齢の母は車いすで通院している。緊急対応もあり安心して在宅介護をし

ていた。今後がとても不安」などの声が寄せられています。 

１１月２９日、「地域医療・神辺診療所を守る会」は「神辺診療所の存続を求

める請願書」を８６８筆の署名を添えて、市議会に提出しました。そして、今

日までに○○○筆新たに署名が寄せられ、合計○○○○筆にもなっています。

この署名は神辺町民の切実な願いです。署名の受け止めについてお答えくださ

い。 

2015 年の「第五次福山市総合計画策定のための基礎調査報告書」によると、

本市は他の中核市と比べ、人口１０万人あたりの診療所や医師・看護師数は少

なく、医療現場の多忙化や人材不足などが問題になっています。 

今後、超高齢化社会を迎え、医療の充実がさらに求められます。自治体病院

を中心に位置づけ、市民や患者の命と健康を守る地域医療を強化するには、建

物の耐震補強や改築等を行い、入院病床を再開し、神辺町での基幹的な役目を

果たすべきではありませんか。 

神辺診療所の廃止案は撤回し、さらに拡充することを求めますが、ご所見を

お示し下さい。 

また、建物の耐震改修や改築等の試算はされているのでしょうか、所要額に

ついてお答えください。 

 

市答弁 次に、福山市民病院附属神辺診療所の廃止についてであります。 

住民への説明会は、神辺町内の自治会・町内会連合会町や６学区の町内会長
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など、住民の代表の方を対象に全体で７回開催したところであります。 

廃止について、住民の方に不安があるものの、方針決定に至る理由につきま

しては、一定のご理解をいただいたところであります。 

署名の受け止めにつきましては、地域住民に親しまれてきた診療所であり、

患者さんの意向に沿いながら、希望される医療機関への紹介を行うなど、丁寧

な対応に努めてまいります。 

神辺診療所の廃止につきましては、周辺地域の医療環境の状況から公的医療

機関の存在意義が失われてきたと考えており、患者数の減少や施設の老朽化な

どを総合的に勘案した上で廃止の方針を決定したものであり、廃止案の撤回や

拡充は考えておりません。 

耐震改修に係る費用につきましては、診療所と同規模の公共施設の耐震改修

の実績から試算すると約２億円程度と見込んでおります。 

なお、改築につきましては、試算しておりません。 
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河村ひろ子市議 環境行政について降下ばいじんの軽減についてお伺いしま

す。 

「福山の環境」２０１６年版が、発表され降下ばいじんの測定結果が掲載さ

れています。 

降下ばいじんは、工場や事業所から排出される、ばい煙の一種です。 

２０１５年度における年平均値は、箕島測定局が市内で最も多く５．３ｔ／

㎢／月、次いで、高島公民館の３．０ｔ／㎢／月、曙小学校の２．７ｔ／㎢／

月です。 

そのうち、鉄分量は、箕島測定局で、０．９３ｔ／㎢／月と１４カ所の測定

局中、最多です。また、灰分は、２．６ｔ／㎢／月であることから、鉄鉱石や

石炭を大量に使う、JFE スチール関連の由来のものが大きく寄与していると推

察されます。 

降下ばいじんは、日常的に市民生活に悪影響を及ぼしています。曙町のある

住民は、「洗濯物が黒くなる」「ふとんがざらつく」「畳が真っ黒」との声を、寄

せています。 

また、「孫がぜん息になり、他の町へ引っ越した」という人もいます。 

 

さらに、水呑町では、「窓をあけると正面に煙突が見え、風が吹くと、部屋は

真っ黒」との意見や、「市はばいじん対策を強めて欲しい」という要望も寄せら

れています。 

「福山の環境」の風配図によると、箕沖町や鋼管町など、海から吹く風は、

向丘中学校と、手城小学校、培遠中学校方面へ、吹き出す傾向があるようです。 

そのため、ばいじんなどの大気汚染物質は、これらの方向へ飛散することが

予想され、この地域の大気汚染物質の詳細な測定は急務です。 

ところが、手城小、培遠中、坪生保育所、向丘中学校、日吉台県営住宅の５

カ所の大気測定局では、降下ばいじんは測定されておらず、実態が分かりませ

ん。 

１１月２２日の文教経済委員会では、「今後、社会環境の変化に応じ対応を検

討する」旨の答弁でした。降下ばいじんの測定場所は、長年、見直されており

ません。 

一方、鋼管町や箕沖町等の工業地域には、新型の発電所や製鉄関連の新設備

等が増築されており、環境は激変しています。 

 

この変化に対応するためには、早急に降下ばいじんの測定機器を増設し、詳

細な現状調査が必要です。 

今後の、具体的取り組みをご説明下さい。 
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また、少なくとも、手城小、培遠中、坪生保育所、向丘中学校、日吉台県営

住宅の５カ所に、降下ばいじん測定の機器の設置を求めますが、お答えくださ

い。 

 

次に、相談体制についてお伺いします。 

ばいじんやばい煙など、大気汚染の被害について、相談体制を構築し、市民

の意見や要望を聞くことが求められます。 

「福山の環境」には公害苦情の件数が記載されていますが、相談窓口や連絡

先が分かりにくいという声が寄せられています。 

市民に分かりやすい相談窓口を設置し、ホームページや広報などで周知する

など、改善することを求めます。 

 

また、市民からの要望や苦情が寄せられた際には、環境保全課による現地調

査など、「現場主義」を徹底することを求めます。 

 

 

 

次に、降下ばいじんの測定結果の公表について伺います。 

「福山の環境」によると、大気環境観測データシステムを発生源測定局とし

て、JFE スチールと瀬戸内共同火力発電所を常時監視しています。ところが、

２カ所の発生源測定局の測定値は、市のホームページには公表されていません。 

さらに、市内の降下ばいじんなどの月毎の測定結果もホームページに掲載さ

れていません。 

結果を月別に公表し、広く市民が、情報にアクセスできるよう改善するべき

ですが、ご所見をお示し下さい。 

 

次に、発生源に対する指導について伺います。 

ＪＦＥスチールでは、構内や原料ヤードへの散水、防風フェンスの設置など

で、一定の対策を講じている、とのことです。 

しかし、敷地内には、様々な高層煙突が敷設され、ここから排出される物質

は広範囲に拡散し、量も膨大です。 

大気への排出抑制を強化するためには、煙突からの排出量を低減することが

重要であり、電気集塵機やバグフィルターの稼働状況の確認は不可欠です。市

はそれらの検査をどのように行っているのでしょうか。詳細にお示し下さい。 

また、煙突からの、コークス、鉄鉱石など、排出される物質の種類と、総排

出量を、それぞれ、お答え下さい。 
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世界では、「ほこりの出ない製鉄所」として、密閉型原料処理システムが稼働

しています。 

韓国にある現代（ヒョンデ）製鉄所では、発生するほこりを根本から遮断す

るため、鉄鉱石や石炭などの原料の荷役で、保管と運送に至る全過程が、外部

に露出しないよう、複数の円形貯蔵ドームに密閉されています。 

このようなドームで覆う方法は、国内にもあり、広島県内では、竹原市で火

力発電所ドーム式貯炭場が稼働しています。 

また、山口県下松市にも、新日本石油の石炭中継基地は、屋内方式です。 

一般社団法人産業環境管理協会が発行する「新公害防止の技術と法規」にも、

粉じん対策として最も効果があるものがドーム式や屋内方式の貯炭施設と紹介

されています。 

JFE に対し、このような方式で原料を覆い、飛散防止対策を行うよう求める

ことを要望しますが、ご所見をお示し下さい。 

 

市長答弁 次に、降下ばいじんの軽減についてであります。 

福山市の大気環境の監視体制は、現在、市内９カ所の自動監視測定局におい

て各種汚染物質の測定や気象観測を行うとともに、簡易測定器を活用し、広域

的分布と長期的変化について、把握に努めているところです。 

はじめに、降下ばいじんの測定機器の増設についてであります。 

降下ばいじんについては、１９６６年（昭和４１年）から測定を開始し、常

時監視体制を補完するものと位置づけ１４カ所で降下ばいじんの実態把握に努

めています。 

これまでも、社会環境の変化等に応じ、測定地点の見直しを行なってきたと

ころです。 

次に、相談体制についてであります。 

環境に関する情報については、定期的に広報やラジオ等を通じて周知してお

り、相談窓口についてもお伝えしているところです。 

また、市民からの要望や苦情については、現地確認を行い、原因究明等の対

応をしているところです。 

次に、降下ばいじんの測定結果の公表についてであります。 

本市の大気環境測定結果は、住民の健康と安全安心なくらしを守ることを目

的に県内他の自治体の結果とともに広島県で集約され、リアルタイムでホーム

ページに公表されております。 

次に、発生源に対する指導についてであります。 

大気汚染防止法に基づく、規制対象工場に対して定期的な立ち入り検査を行
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い、特定施設及び排ガス処理施設の維持管理状況等の確認や煙突からのばい煙

について、行政検査を実施するなどの監視・指導を行なっており、大気汚染防

止法に定められた規制基準が、遵守されていることを確認しております。 

地元製鉄所における環境対策については、これまでにも気象条件に応じた散

水や防風フェンスの設置をはじめ、施設の大規模改修時には、最新設備への更

新などの環境対策が行われてきております。 

引き続き、事業者に対して事業所全体の調査を行い、更なる排出抑制に向け、

助言してまいります。 

以上 
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河村ひろ子市議 鞆町の歴史的まちづくりについてお伺いします。 

 鞆のまちづくりについて、市長は、11 月 25 日に行われた広島県知事との会談

で、山側トンネル案を含めた県の方針の住民説明会を、早期に開催することで

合意しました。 

これは、一つの転換点となったのではないでしょうか。 

特に、いま、多くの市民が、重伝建地区の選定を切望しています。 

言うまでもなく鞆の浦は、江戸期の港湾施設である、雁木・波止・常夜灯・

船番所・焚場という港湾施設がほぼ完全な形で現存するとともに、歴史的町並

みも残る、唯一無二のまちです。 

そのため、この歴史的町並みを保存することは、日本の歴史と文化を後世に

伝えるためにも、最重要課題です。 

これまで市は、独自の補助制度を創設し、町並み保存事業を行っていること

は評価できますが、国の重伝建選定と、自治体の単独事業では大きな差があり

ます。 

2008 年 3 月に、鞆町伝統的建造物群保存地区が決定されて以来、8 年以上が

経過しましたが、いまだに、重伝建地区の選定に至っておりません。このこと

は、全国的に見ても極めて異例です。 

 一刻も早く、選定へ踏み出さなければなりません。 

重伝建の選定に向けた、これまでの取り組みの成果と課題、さらに、新年度

の取り組みについて、お答えください。 

全国的にも知名度のある鞆の浦が、重伝建に選定されることは、極めて大き

なインパクトを与えます。 

重伝建選定による、本市や広島県に与えるメリットをどのように考えておら

れるのか、お示し下さい。 

 

次に重伝建選定までの流れについて、質問します。 

文化財保護法によると、重伝建の選定のためには、様々な手続きを経なけれ

ばなりません。現在は、保存地区が決定された段階に留まり、8 年以上が経過し

ています。 

監督官庁である文化庁は、この状態について、どのような指導助言をおこな

っているでしょうか、お答えください。 

今後は、福山市教育委員会が、重伝建審議会に諮問し、保存計画を作成、保

存計画の決定後、市から文部科学大臣へ選定を申し出ることとなります。 

そして、国が文化審議会に諮問した後、重伝建地区へ選定される、という運び

になります。 

この間は、一定の時間が必要となってきますが、現在の鞆の町並みは、伝統
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的建造物の老朽化や、家屋の空き家が目立っており、重伝建選定は待ったなし

の状態です。 

現状から、重伝建選定までの最短期間は、どれくらいの期間を見通しておら

れるのか、お示し下さい。 

 

現在、将来の鞆の町づくりビジョンを策定するための、ワークショップが開

催されていますが、報道では、「重伝建の選定を急いで」との意見も出されてい

ます。 

市民が切望する、重伝建への選定へ、今こそ、強い指導性が必要であり、関

係者の、理解と合意を得ることが必要です。 

早急な重伝建選定へ向けての決意をお示し下さい。 

 

市答弁 教育行政についてお答えいたします。 

鞆の町並み保存についてであります。 

はじめに重要伝統的建造物群保存地区の選定に向けた取り組みと課題につい

てであります。 

鞆の町並みにつきましては、保存対策調査を実施し、その歴史や特徴を明ら

かにするなかで、歴史的な町並みを保存するため、２０００年（平成１２年）

に、福山市伝統的建造物群保存地区保存条例を制定しました。 

その後、伝統的建造物群保存地区を都市計画決定するとともに、鞆町歴史的

町並み保存基金を設置し、建物の修理・修景に対する補助事業に取り組んでま

いりました。 

また、昨年度から、県の交付金も活用する中で、修理・修景に伴う補助の限

度額や補助率を拡充し、町並みの一層の保全に努めているところですが、保存

地区内には、未だ、修理を必要とする建物が多くあり、早期の修理を促進して

いくことが必要と考えております。 

新年度においても、引き続き、老朽化した建造物の保存整備を進め、歴史的

町並みの保全に努めてまいります。 

次に、重伝建選定によるメリットにつきましては、選定されることにより、

国の支援を受けながら町並みを保全していくことができます。 

なお、これまで、文化庁の指導や助言のもと、保存対策調査を重ねてきたと

ころであり、現在、その報告書をとりまとめているところであります。 

重伝建選定までには 保存計画の策定など、一定の手順を踏む必要があり、

引き続き、住民の皆様のご理解を得ながら、町並みを保全していくための環境

整備を行いつつ、早期の選定に向けた取組を進め、全国に誇れる歴史的な町並

みを後世に継承してまいります。 
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河村ひろ子市議 中学校完全給食の実施について質問します。 

 本市は、９月より加茂中学校で親子方式、駅家中学校でセンター方式の完

全給食を試行しています。 

 １２月２日、我が党は加茂中学校の給食の様子を視察しました。４時間目

終了のチャイムが鳴ると、各教室から当番の生徒がお盆や食器、おかずなどを

教室に運びます。給食着の生徒が素早く配膳していきますが、配膳が始まると、

美味しそうな匂いが辺りに漂います。生徒に給食の感想を聞くと「お腹いっぱ

いになった」「給食のいいところは美味しいこと」と笑顔で答えました。 

 お弁当の時のように、食事に格差を感じることもなく、栄養のある温かい

食事をみんなで食べる事ができる給食は、高い教育効果があり、今回の試行実

施は高く評価できるものです。 

今後、保護者や生徒の意見はどのように集め、試行実施の評価はいつ頃行う

のでしょうか、お示し下さい。 

 ９月議会では、市内中心部での給食試行を早期に行うとの答弁でしたが、

計画の具体をお示し下さい。 

 子どもの貧困対策も含め、全市での自校完全給食を早く実施する事を改め

て求めますが、決意をお答えください。 

 

市答弁 次に、中学校完全給食の実施についてであります。 

保護者や生徒の意見集約と試行実施の評価については、アンケートによる調

査を予定しており、適切な時期に評価することとしております。 

なお、給食調理場周辺の住宅状況や、交通事情など地域性の違いもあること

から、市内中心部での検証が必要と考えており、実施場所・時期について現在

検討しております。 

今後、施行による成果と課題を明らかにしながら、実施方式を含め検討し、

取り組んでまいります。 

以上 


