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開会 午前 ９時５６分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） ただいまから、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１ 諸般報告に入ります。 

 一般行政報告の追加について市長から報告を求めます。 

 市長、登壇報告願います。 

 小林市長。 

（市長小林和男氏 登壇） 

◎市長（小林和男氏） 行政報告をさせていただきます。 

 報告第１号財産の取得についてでございます。 

 今回の財産につきましては、既に平成１６年イオン株式会社が本市に進出するに当たっ

て、中小企業基盤整備機構が所有していた土地、これを購入いたしましたが、当時の財政

状況等を考慮して、イオン株式会社が使用しない部分につきまして、手付金を払って５年

以内に買収をするという契約のもとでイオンの土地を確保したわけであります。 

 その後、何とかこの土地につきまして、経済情勢もその後ずっと変わってまいりまし

た。特に、中小企業整備機構につきましては、三笠市ばかりでなく、旧産炭地は各地にい

わゆる土地を持っておりまして、なかなか進出しないということで、夕張市も含めまし

て、隣の岩見沢、それから５市１町の関係市町村にもございました。 

 そんなことから、土地がどんどん下がってまいりまして、したがいまして当時契約した

金額から見ますと大幅に下がっているというような状況がございました。私どもとして

は、そういう状況の中で当時の予定価格でありました金額からすれば、到底購入すること

はできないということで、とにかく安くすれということで今日まで来たわけであります。 

 そういう経過をたどりまして、今回、手付金と俗に言われます仮契約時に納めました４

３２万３,０００円で、これを購入するということに、最終的に決定いたしました。当時

のこの手付金というのは、土地の５％の値段でありますから、したがいまして５％の値段

で購入することができたわけであります。 

 以上、報告第１号財産の取得について御報告させていただきます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、一般行政報告に対する質問に入ります。 

 報告第１号企画経済部関係について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質問ないようですから、一般行政報告については、報告済みとい
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たします。 

 次に、教育行政報告の追加について教育長から報告を求めます。 

 教育長、登壇報告願います。 

 冨樫教育長。 

（教育長冨樫繁樹氏 登壇） 

◎教育長（冨樫繁樹氏） 教育行政報告を申し上げます。 

 報告第１号市内小中学校教職員の人事についてでありますが、校長人事では定年退職者

が２名、転出者が１名であり、転入者は３名となっております。 

 一般教職員の人事については、転出者が１１名、転入者は５名、市内異動が３名となっ

ており、差し引き６名の定数減となります。特別支援学級の閉鎖及び児童数の減による複

式学級となることが主な要因であり、この結果、平成２１年度当初の教職員定数は９２名

となるものであります。 

 次に、報告第２号三笠高等学校教職員の人事についてでありますが、校長の定年退職と

教頭の転出に伴い、校長、教頭の２名が転入となりました。 

 一般教職員の人事については、転出者が４名となり、この結果、平成２１年と当初の教

職員定数は、校長、教頭、事務長を含め１６名となるものであります。 

 次に、報告第３号平成２０年度市内中学校卒業生の進路状況についてでありますが、平

成２０年度の卒業生は８４名であり、３月１７日現在における進学予定者は７８名で、未

定が６名となっております。学校別については別紙のとおりでありますので、御参照いた

だきたいと思います。 

 次に、報告第４号平成２１年度三笠高等学校合格者の状況でありますが、平成２１年度

の募集状況については、間口１学級定員４０名に対し、第１次の受験生は１６名で、全員

が合格となり、３月１７日現在の入学予定者は１６名であります。また、２次募集につい

ては３月２５日から２７日正午まで行われ、合格発表が３月３１日となっていることか

ら、最終合格者の数は若干の変動が生じる見込みであります。 

 最後に、報告第５号平成２０年度三笠高等学校卒業生の進路状況でありますが、３月１

７日現在で卒業者数３３名のうち、進学者が１１名、就職者が１５名であり、家事手伝い

及び進路未定者は７名となっております。 

 以上、教育行政報告といたします。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、教育行政報告に対する質問に入ります。 

 まず、報告第１号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） ないようですので、次に、報告第２号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） ないようですので、次に、報告第３号について。 

（「なし」の声あり） 
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◎議長（髙橋 守氏） ないようですので、次に、報告第４号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） ないようですので、最後、報告第５号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質問ないようですから、教育行政報告については、報告済みとい

たします。 

 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第２ 議案第１号から議案第１４号まで、議案第１６号 

            から議案第２９号まで及び議案第３１号について 

            （委報第１号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の２ 委報第１号、議案第１号から議案第１４号まで、議案

第１６号から議案第２９号まで及び議案第３１号についてを一括議題といたします。 

 本件は、さきの本会議において予算審査特別委員会に付託したものであり、委員長より

審査報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 藤浪委員長、登壇報告願います。 

（予算審査特別委員会委員長藤浪成憲氏 登壇） 

◎予算審査特別委員会委員長（藤浪成憲氏） さきの本会議において付託になりました議

案につきまして、その審査の経過と結果について御報告いたします。 

 本委員会に付託された案件は、議案第１号から議案第１４号まで、議案第１６号から議

案第２９号まで及び議案第３１号についての計２９件であります。 

 以下、御報告申し上げますが、議長を除く全議員が委員となり審査を行っておりますの

で、審査の詳細及び質疑答弁の内容につきましては省略させていただき、審査の結果につ

いてのみを御報告させていただきます。 

 なお、御配付の文書及び資料の説明につきましても、省略させていただきますので、御

了承賜りたいと思います。 

 それでは、御報告申し上げます。 

 議案第１号三笠市未来づくり基本条例の制定について、議案第２号三笠市介護従事者処

遇改善臨時特例基金条例の制定について、議案第３号三笠市表彰条例の一部を改正する条

例の制定について、議案第４号三笠市情報公開条例等の一部を改正する条例の制定につい

て、議案第５号三笠市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について、議案第６号三

笠市公民館設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第７号三笠市営バス設置

条例の一部を改正する条例の制定について、議案第８号三笠市保育所設置条例の一部を改

正する条例の制定について、議案第９号三笠市保健福祉事業利用料条例の一部を改正する
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条例の制定について、議案第１０号三笠市デイサービスセンター設置条例等の一部を改正

する条例の制定について、議案第１１号三笠市重度心身障害者医療費条例等の一部を改正

する条例の制定について、議案第１２号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第１３号三笠市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第１４号桂沢水道企業団規約の変更に関する協議について、議案第１６号平成２０年

度三笠市一般会計補正予算（第５回）について、議案第１７号平成２０年度三笠市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１回）について、議案第１８号平成２０年度三笠市国民健

康保険特別会計補正予算（第３回）について、議案第１９号平成２０年度三笠市介護保険

特別会計補正予算（第３回）について、議案第２０号平成２０年度市立三笠総合病院事業

会計補正予算（第３回）について、議案第２１号平成２１年度三笠市一般会計予算につい

て、議案第２２号平成２１年度三笠市老人保健特別会計予算について、議案第２３号平成

２１年度三笠市後期高齢者医療特別会計予算について、議案第２４号平成２１年度三笠市

国民健康保険特別会計予算について、議案第２５号平成２１年度三笠市介護保険特別会計

予算について、議案第２６号平成２１年度三笠市公共下水道事業特別会計予算について、

議案第２７号平成２１年度三笠市育英特別会計予算について、議案第２８号平成２１年度

三笠市水道事業会計予算について、議案第２９号平成２１年度市立三笠総合病院事業会計

予算について、議案第３１号三笠市議会基本条例の制定については、特段の討論もなく、

原案可決するものと決定いたしました。 

 なお、議案第２９号平成２１年度市立三笠総合病院事業会計予算について、６名の委員

から成る附帯決議の提出があり、その内容は、自治体病院は、地域における基幹的な公的

医療機関として、地域医療の確保のため重要な役割を果たしてきたが、近年、自治体病院

を取り巻く経営環境は極めて厳しい状況となっている。さらに、地方公共団体の財政の健

全化に関する法律の施行に伴い、地方公共団体が経営する病院事業は、事業単体としても

地方公共団体の財政運営全体の観点から一層の健全経営が求められており、市議会として

もその経営内容を憂慮している。このような状況の中で、職員各位の熱意のもとに病院改

革プランが策定され、鋭意努力されていることは十分理解しているが、将来にわたって安

定した地域医療体制の確立を図るためには、これまで以上に病院各分野で働く職員すべて

が意識改革のもとに組織としての一体感を持ち、収益構造の改善について全力で取り組む

ことを要請する。あわせて、基幹的医療機関である市立病院を市民みずからの手で守るた

め、市民に対しての情報提供や親しまれる病院づくり、市民による協力体制づくりを早期

に実現されるよう要請し、本議案に対する附帯決議とするとの内容であり、全会一致を

もって決議しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の審査の経過と結果について御報告いたします

ので、よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） これより、委員長報告に対する質疑を行います。 

 初めに、議案第１号について質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第３号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第４号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第５号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第６号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第７号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第８号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第９号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１０号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１１号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１２号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１３号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１４号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１６号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１７号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１８号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第１９号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２０号について質疑を受けます。 
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（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２１号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２２号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２３号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２４号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２５号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２６号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２７号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２８号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 次に、議案第２９号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 最後に、議案第３１号について質疑を受けます。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 質疑ないようですから、議案第１号から議案第１４号まで、議案

第１６号から議案第２９号まで及び議案第３１号についての質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 初めに、議案第１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１号三笠市未来づくり基本条例の制定については、委員長報告のとおり原案可決

されました。 

 次に、議案第２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 
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 お諮りします。 

 議案第２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２号三笠市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 

 議案第３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３号三笠市表彰条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告のとお

り原案可決されました。 

 次に、議案第４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 

 議案第４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４号三笠市情報公開条例等の一部を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 

 議案第５号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５号三笠市職員定数条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 次に、議案第６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 
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 お諮りします。 

 議案第６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６号三笠市公民館設置条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 

 議案第７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第７号三笠市営バス設置条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 

 議案第８号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第８号三笠市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 

 議案第９号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第９号三笠市保健福祉事業利用料条例の一部を改正する条例の制定については、委

員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 
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 お諮りします。 

 議案第１０号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１０号三笠市デイサービスセンター設置条例等の一部を改正する条例の制定につ

いては、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１１号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１１号三笠市重度心身障害者医療費条例等の一部を改正する条例の制定について

は、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１２号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、委員長

報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１３号三笠市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 
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 お諮りします。 

 議案第１４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１４号桂沢水道企業団規約の変更に関する協議については、委員長報告のとおり

原案可決されました。 

 次に、議案第１６号について討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１６号平成２０年度三笠市一般会計補正予算については、委員長報告のとおり原

案可決されました。 

 次に、議案第１７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１７号平成２０年度三笠市後期高齢者医療特別会計補正予算については、委員長

報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第１８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１８号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１８号平成２０年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算については、委員長報

告のとおり原案可決することに決定しました。 

 次に、議案第１９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 
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 お諮りします。 

 議案第１９号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１９号平成２０年度三笠市介護保険特別会計補正予算については、委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 次に、議案第２０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２０号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２０号平成２０年度市立三笠総合病院事業会計補正予算については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２１号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２１号平成２１年度三笠市一般会計予算については、委員長報告のとおり原案可

決されました。 

 次に、議案第２２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 

 議案第２２号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２２号平成２１年度三笠市老人保健特別会計予算については、委員長報告のとお

り原案可決されました。 

 次に、議案第２３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 
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 お諮りします。 

 議案第２３号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２３号平成２１年度三笠市後期高齢者医療特別会計予算については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 

 議案第２４号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２４号平成２１年度三笠市国民健康保険特別会計予算については、委員長報告の

とおり原案可決されました。 

 次に、議案第２５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 

 議案第２５号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２５号平成２１年度三笠市介護保険特別会計予算については、委員長報告のとお

り原案可決されました。 

 次に、議案第２６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第２６号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２６号平成２１年度三笠市公共下水道事業特別会計予算については、委員長報告

のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第２７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 
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 お諮りします。 

 議案第２７号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２７号平成２１年度三笠市育英特別会計予算については、委員長報告のとおり原

案可決されました。 

 次に、議案第２８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 

 議案第２８号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２８号平成２１年度三笠市水道事業会計予算については、委員長報告のとおり原

案可決されました。 

 次に、議案第２９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 

 議案第２９号について、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２９号平成２１年度市立三笠総合病院事業会計予算については、委員長報告のと

おり原案可決いたしました。 

 最後に、議案第３１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 討論ないようですから、討論を終了いたします。 

 お諮りします。 

 議案第３１号については、委員長報告のとおり原案可決することに御異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３１号三笠市議会基本条例の制定については、委員長報告のとおり原案可決され

ました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第３ 議案第３２号 議会運営委員会及び各常任委員会 
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            所管事項調査について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の３ 議案第３２号議会運営委員会及び各常任委員会所管事

項調査についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 本案については、議会運営委員長及び各常任委員長の共同提案にかかわるものであり、

文書記載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 議案第３２号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第３２号議会運営委員会及び各常任委員会所管事項調査については、原案のとおり

可決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第４ 意見書案第１号 北海道の自衛隊体制維持を求め 

            る意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の４ 意見書案第１号北海道の自衛隊体制維持を求める意見

書を議題といたします。 

 本案については、佐藤議員ほか３名からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、武田議員から提案理由の説明を求めます。 

 武田議員、登壇説明願います。 

（６番武田悌一氏 登壇） 

◎６番（武田悌一氏） 意見書案第１号北海道の自衛隊体制維持を求める意見書につきま

して朗読提案させていただきます。 

 北海道に配置されている自衛隊は、国土防衛はもとより、災害発生時の救援・救難活動

や救急患者の搬送など、道民の安全と安心の確保に向けて大きな役割を果たしてきたとこ

ろでありますが、近年、第５師団及び第１１師団が旅団化されるなど、特に陸上自衛隊の

削減が行われ、地域の安全と安定、さらには地域経済や地域社会に大きな影響を与えてい

ることは、大変遺憾であります。 

 現在、国においては、平成２１年度末をめどに「防衛計画の大綱の見直し」と「次期中

期防衛力整備計画の策定」の検討に着手されていると承知していますが、今後さらに本道
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における自衛隊の大幅な削減は、我が国の防衛上の問題はもとより、災害発生時の派遣や

地域経済への影響などさらに大きな影響を及ぼすことは必至であります。 

 また、本道には大規模な演習場や射場など整備された施設が存在し、１年を通して本道

の部隊のみならず、全国の部隊がこれらの施設を利用するなど、長年にわたる地域の自衛

隊に対するバックアップ体制があり、その有形無形の体制は一朝一夕で得られるものでな

く、その貴重な財産を将来にわたって活用すべきであります。 

 よって、国においては「防衛計画の大綱の見直し」及び「次期中期防衛力整備計画の策

定」に際し、地域の意向を十分に配慮され、本道における自衛隊の体制が確実に維持され

るよう強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成２１年３月２５日。 

 北海道三笠市議会。 

 提出先につきましては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防衛大臣。 

 以上でありますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定いたしました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第１号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第１号北海道の自衛隊体制維持を求める意見書は、原案可決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付させていただきます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第５ 意見書案第２号 酪農畜産政策・価格対策に関す 

            る意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の５ 意見書案第２号酪農畜産政策・価格対策に関する意見

書を議題といたします。 

 本案については、丸山議員ほか３名からの共同提案に係るものであり、この際、提出者

を代表し、谷津議員から提案理由の説明を求めます。 

 谷津議員、登壇説明願います。 

（９番谷津邦夫氏 登壇） 

◎９番（谷津邦夫氏） ただいま上程になりました酪農畜産政策・価格対策に関する意見
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書を朗読提案を申し上げます。 

 本道の酪農畜産は、ここ数年に及ぶ配合飼料等の価格高騰や販売価格の低迷等の影響に

より、厳しい経営を余儀なくされております。 

 その結果、経営収支の悪化による負債の累積や担い手の減少などが顕在化し、将来にわ

たる畜産物の安定的な供給体制が危惧される状況にあります。 

 そのような中、国は食料自給率をおおむね１０年度に５０％へ引き上げる目標を示して

おり、また、さきの内閣府の世論調査においても「食料自給率を高めるべき」との意見が

約９３％に上っています。 

 今後の農業政策の展開に当たって、食料自給率の向上を図っていくことは極めて重要な

基本方針でありますが、その目標を確実に実現していくため、政府一体となった中で、地

域の実情を踏まえた実効性のある政策を着実かつ集中的に実施していく必要があります。 

 つきましては、食料自給率の向上や地域経済の維持・発展等に向け、その重要な役割を

有している多様な担い手の育成・確保とともに、生産者が将来展望を持ち、安心して営農

に携わることができる政策の確立に向けて、次の要旨を踏まえた意見書を提出するもので

あります。 

記 

 １、食料自給率目標の実現に向けた政策を強力に推進するとともに、それらを実現し得

る万全な予算を確保すること。 

 ２、ＷＴＯ農業交渉対策においては、適切な国境措置の確保に向け、毅然とした姿勢で

交渉に臨むこと。 

 ３、加工原料乳生産者補助金単価は、現行水準以上とするとともに、限度数量は現行水

準を基本に適切に決定すること。 

 ４、乳用種等の肉用子牛保証基準価格は、現行水準以上とするとともに、乳用種等の肉

用牛育成経営の安定に資するよう、生産性向上等の取り組みに対する支援対策を措置する

こと。 

 ５、畜産物への適切な価格転嫁を図るための環境整備に向けた国の強力な支援と、消費

拡大対策の充実強化を図ること。 

 ６、自給飼料生産基盤の強化に向けた各種事業の充実強化と十分な予算を確保するこ

と。 

 ７、ＢＳＥ関連対策の円滑な推進と十分な予算の確保を図ること。 

 ８、負債償還圧の軽減に資するよう金利緩和措置の継続とあわせ、スーパーＬ資金等の

予算枠を確保すること。 

 ９、海外悪性伝染病の万全な侵入防止対策とともに、家畜伝染病の発生農家の経営再建

に向け、家畜防疫互助事業による支援対策の充実強化等を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成２１年３月２５日。 
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 北海道三笠市議会。 

 提出先は記載のとおりでございます。よろしく御採択をお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定いたしました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 意見書案第２号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第２号酪農畜産政策・価格対策に関する意見書は、原案可決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付させていただきます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第６ 意見書案第３号 介護療養病床廃止の中止を求め 

            る意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の６ 意見書案第３号介護療養病床廃止の中止を求める意見

書を議題といたします。 

 本案については、岩崎議員ほか３名の方からの共同提案にかかわるものであり、この

際、提出者を代表し、岩崎議員から提案理由の説明を求めます。 

 岩崎議員、登壇説明願います。 

（２番岩崎龍子氏 登壇） 

◎２番（岩崎龍子氏） 読み上げて提案させていただきます。 

 意見書案第３号介護療養病床廃止の中止を求める意見書。 

 一昨年の第１６４通常国会で「医療制度改革関連法」が成立し、介護療養病床が２０１

２年３月末までに廃止され、医療療養病床も大幅に削減されることが決まりました。その

結果、北海道では昨年４月時点で８,７１３床あった介護療養病床が完全に廃止されま

す。 

 厚生労働省は、介護療養病床の転換先として介護療養型老人保健施設などを示していま

すが、介護療養型老人保健施設は夜間の医師や、看護職員の配置が手薄くなるなど、現在

の介護療養病床のように必要な医療を提供することは困難になります。また、都道府県が

実施した「療養病床アンケート調査」では、介護療養病床における医療区分１のうち、最

低でも５８.４％が「都道府県が例示した医療処置」を実施していることが明らかとな

り、さらに「日中・夜間とも自宅では介護ができる人がいない」との回答が、介護療養病

床では６１.４％にも上っております。 
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 しかし、介護療養病床の廃止が決まってから２年以上経過していますが、こうした人た

ちにどう対処していくかについては十分な対策がなされていません。このまま介護療養病

床が廃止されれば、どこにも行き場のない、いわゆる「医療難民」「介護難民」が各地で

多数出ることは明白であり、今回の政策は「過疎・広域・寒冷」という北海道特有の地域

事情を全く無視した改革と言っても過言ではありません。 

 以上により、下記の事項を強く要望します。 

記 

 １、介護療養病床廃止を中止すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成２１年３月２５日。 

 北海道三笠市議会。 

 提出先につきましては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣となっ

ております。 

 以上、御審議よろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第３号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第３号介護療養病床廃止の中止を求める意見書は、原案可決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付させていただきます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第７ 意見書案第４号 「協同出資・協同経営で働く協 

            同組合法」（仮称）の速やかな制定を求める意見 

            書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の７ 意見書案第４号「協同出資・協同経営で働く協同組合

法」（仮称）の速やかな制定を求める意見書を議題といたします。 

 本案については、丸山議員ほか２名からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、熊谷議員から提案理由の説明を求めます。 

（１２番熊谷進氏 登壇） 

◎１２番（熊谷 進氏） 意見書案第４号「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮
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称）の速やかな制定を求める意見書。 

 急速な少子・高齢化により、年金・医療・福祉などの社会保障制度はもちろんこと、労

働環境にも大きな変化の波が押し寄せ、働くことに困難を抱えている人々が増加し、社会

問題となっています。 

 こうした中、市民自身が協同で地域に必要なサービスを事業化し、社会に貢献する喜び

や尊厳を大切にして働き、人と人とのつながりとコミュニティーの再生を目指す「協同労

働」という新しい働き方が注目されています。地域社会においても、自由競争を前提とし

た経済システムの中では成り立ちにくい「安全な食、高齢者支援、子育て支援、環境保

全、障害者の就労」などに関する非営利事業へのニーズが飛躍的に高まっている状況にあ

ります。また、労働者協同組合（ワーカーズコープ）、ワーカーズコレクティブ、農村女

性ワーカーズ、障害者団体などにおいて、多くの人々がこの「協同労働」に携わってお

り、その波は日本社会に着実に広がりつつあります。 

 しかしながら、日本は「協同労働」の協同組合制度を承認する他のＧ７各国と異なり、

働く人、利用者及び支援者が協同して新しい事業とその経営組織を産み出し、また振興す

るための法制度がない状況にあります。既に、欧州で「社会的協同組合法」（イタリ

ア）、「生産労働者協同組合法」（フランス）などの名称で失業や社会的排除、貧困に苦

しむ市民や仕事を求める人々にとって、仕事起こし、地域再生を図る有効な制度となって

おり、日本においても、国会での法制化の検討が始まっています。 

 よって、国会及び政府においては、社会の実情を踏まえ、市民運動という側面のみなら

ず、新しい労働のあり方や就労の創出、地域の再生、少子・高齢社会に対応する有力な制

度として「協同出資・協同経営で働く協同組合法」を速やかに制定するよう強く要望しま

す。 

 以上、文案朗読をもって提案説明をいたしますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、提出先については、本文記載のとおりであります。 

 前後いたしましたが、平成２１年３月２５日。 

 北海道三笠市議会。 

 以上ですので、よろしく御審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定いたしました。 

 続いて、お諮りいたします。 

 意見書案第４号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 
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 意見書案第４号「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな制定を求

める意見書は、原案可決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付させていただきます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第８ 意見書案第５号 公契約に関する基本法の制定及 

            び雇用対策の充実・強化とセーフティーネットの 

            拡充を求める意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の８ 意見書案第５号公契約に関する基本法の制定及び雇用

対策の充実・強化とセーフティーネットの拡充を求める意見書を議題といたします。 

 本案については、丸山議員ほか４名からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、丸山議員から提案理由の説明を求めます。 

（１番丸山修一氏 登壇） 

◎１番（丸山修一氏） 公契約に関する基本法の制定及び雇用対策の充実・強化とセーフ

ティーネットの拡充を求める意見書を朗読提案いたします。 

 真の豊かさを実感できるよりよい社会を実現するためには、不公平な取引関係を改善す

るとともに、公正労働基準の確保や労働関係法の遵守、社会保険や労働保険の全面適用を

徹底させることが必要であります。 

 さらに、男女平等参画社会の構築や障害者雇用の促進など、社会的価値を高めるために

積極的に施策を講じることが求められております。 

 また、ＩＬＯ９４号条約（公契約における労働条項に関する条約）を早期に批准すると

ともに、地域における公契約条例の制定に向けた環境整備のために、公契約基本法の制定

が急務であります。 

 加えて、雇用の維持・安定は、経済社会の健全な発展に不可欠であり、国は雇用対策を

充実するとともに、生活不安を解消するようセーフティーネットを拡充整備することが必

要であります。 

 よって、三笠市議会は、国会及び政府に対し、国民の雇用と生活の安定、安心、安全な

社会構築のため、次の事項を実現するよう要請します。 

記 

 １、公契約に関する基本法の制定。 

 （１）良質な公共サービスの安定的提供とその事業に従事する者の労働条件の改善、並

びに職場の安全確保のため、公契約に関する基本法を早期に制定を要望します。 

 （２）公契約に関する基本法を制定する際には、公正労働基準と労働関係法の遵守、社

会保険の全面適用等が公契約の必須条件であること。 

 ２、雇用対策の充実・強化。 

 （１）間伐などの森林整備への支援、木質バイオマスの活用を促進する技術開発や事業
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化支援、雪氷、ヒートポンプなど自然エネルギーを活用した自然環境型農業の推進、太陽

光発電など新エネルギーの導入と事業展開により、環境保全と産業振興、雇用の創出を要

望する。 

 （２）「ふるさと雇用再生特別交付金」「緊急雇用創出事業交付金」の使途について

は、地域ニーズや創意工夫が図られ弾力運用が可能になるよう条件を緩和するとともに、

交付金は地方自治体に直接交付を要望する。 

 ３、セーフティーネットの拡充。 

 （１）法に反する「雇いどめ」や「解雇」、「時間外手当不払い」に対する罰則規定の

強化、「有給休暇の取得促進」などに向け関係法令を改正するとともに監督指導を強化を

要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成２１年３月２５日。 

 北海道三笠市議会。 

 提出先については下記のとおりであります。採択されるよう、よろしくお願いいたしま

す。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第５号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第５号公契約に関する基本法の制定及び雇用対策の充実・強化とセーフティー

ネットの拡充を求める意見書は、原案可決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付させていただきます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第９ 意見書案第６号 障害者自立支援法の見直しを求 

            める意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の９ 意見書案第６号障害者自立支援法の見直しを求める意

見書を議題といたします。 

 本案については、丸山議員ほか２名からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、齊藤議員から提案理由の説明を求めます。 

 齊藤議員、登壇説明願います。 
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（４番齊藤 且氏 登壇） 

◎４番（齊藤 且氏） ただいま上程されました意見書案第６号障害者自立支援法の見直

しを求める意見書を朗読提案させていただきます。 

 平成１８年に施行された障害者自立支援法については、法の円滑な運営のための特別対

策や平成１９年１２月にまとめられた与党・障害者自立支援に関するプロジェクトチーム

報告書に基づく利用者負担の見直しなど緊急措置もとられてきたところであります。 

 その上で、現在、政府・与党において、法施行３年後の抜本的見直しに向けて検討が進

められており、その中では見直しの全体像や介護保険制度との関連、利用者負担のあり方

などが議論されていると理解しています。 

 ついては、自立支援法施行に伴い、利用者負担などに係る今日までの障害者団体などか

ら寄せられた厳しい声などを十分に踏まえ、以下の点について適切な見直しを行われるよ

う、強く要請します。 

記 

 １、障害者自立支援法の見直しに当たっては、介護保険制度との統合を前提とせず、あ

くまでも障害者施策としてのあるべき仕組みを検討すること。 

 ２、最大の問題となっている利用者負担については、これまでの特別対策や緊急措置に

よって改善されている現行の負担水準の継続は当然として、これまでの経緯を十分に踏ま

え、新たな利用者負担の考え方に基づき、法の規定を見直すこと。 

 ３、新体系の移行が円滑に進まない状況を踏まえ、施設利用要件の抜本的な見直しを行

うこと。 

 ４、障害者の範囲について、発達障害や高次脳機能障害が自立支援法の対象となること

を明確化し、障害程度区分についても、身体、精神、知的、発達障害などの障害特性を反

映するものとなるよう見直しを行うこと。 

 ５、地域生活支援事業について、障害者が地域で暮らすために不可欠な事業は、自立支

援給付とし、移動支援やコミュニケーション支援の充実を図ること。 

 ６、福祉的就労分野での利用者の負担解消について、関連施策との関係を含め議論を深

めること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成２１年３月２５日。 

 北海道三笠市議会。 

 提出先は、厚生労働大臣。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 
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 質疑、討論を省略することに決定しました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第６号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第６号障害者自立支援法の見直しを求める意見書は、原案可決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付させていただきます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１０ 意見書案第７号 「緑の社会」への構造改革を 

             求める意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１０ 意見書案第７号「緑の社会」への構造改革を求める

意見書を議題といたします。 

 本案については、佐藤議員ほか２名からの共同提案にかかわるものであり、この際、提

出者を代表し、佐藤議員から提案理由の説明を求めます。 

 佐藤議員、登壇説明願います。 

（３番佐藤孝治氏 登壇） 

◎３番（佐藤孝治氏） 意見書案第７号を朗読提案させていただきます。 

 「緑の社会」への構造改革を求める意見書。 

 １００年に１度と言われる経済危機の打開策として、各国政府は今、環境・エネルギー

分野への巨額の集中投資と、それによる雇用創出を目指す、いわゆる「グリーン・ニュー

ディール」を選択し始めています。米国のオバマ大統領が提唱し、ドイツ、イギリス、韓

国などで矢継ぎ早に独自策を打ち出しました。世界同時不況の様相を呈する中で、各国は

経済危機を脱する道として「環境」を選んだと言えます。 

 こうした世界的な動きの中で、日本政府も環境分野を経済成長の牽引役とする「日本版

グリーン・ニューディール」をまとめる方針を固め、具体化に着手いたしました。 

 我が国は環境分野で最先端の技術を持っており、それを生かすことが大きな経済効果や

雇用創出が期待されています。また、環境保全と経済発展を結びつけ両立させることは、

持続可能な社会を構築していく上でも極めて重要です。 

 経済危機の今こそ、「緑の社会」への大転換するチャンスととらえ、「日本版グリー

ン・ニューディール」を推進すべきです。そして、我が国が諸外国に先駆けて不況を克服

し、低炭素社会・循環型社会・自然共生社会のモデルとなるような社会を示すべきと考え

ます。 

 よって、政府におかれては、環境分野へ大胆に投資し、需要を喚起することで産業を振

興し雇用創出するなど、下記の項目を実現するよう要望いたします。 

記 
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 一つ、日本の誇る環境技術を駆使して環境産業の活性化を促すこと。そのために、３年

間で１０兆円規模の投資を行い、今後５年間で１００兆円の市場規模、２００万人超の雇

用を実現すること。 

 一つ、２０２０年には、太陽光発電などの再生エネルギーの１次エネルギー構成率２０

％を目指すこと。特に太陽光発電については２０２０年までに１０倍とする政府の導入量

目標の倍増を検討し、例えば全小中学校への設置など大胆な取り組みをすること。 

 一つ、電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車など次世代自動車の普及を急ぎ、５年

後には１００万台、２０２０年の新車販売の７０％超を目指すとともに、温室効果ガス排

出削減に資する観点から公共交通機関の活性化に対する支援を大幅に拡充すること。 

 一つ、省エネ住宅・ビル等の建設を大規模に促進するとともに、環境モデル都市の対象

都市を拡大するなど、さらなる国の支援を拡充すること。 

 一つ、森林吸収量の目標として掲げる温室効果ガス排出削減３.８％の実現に向けて、

林業と建設業の協働も行いつつ間伐・植林などの森林整備を進めること。さらにこれによ

り林業、造園・建設業など関連業種で新たな雇用を創出すること。 

 一つ、バイオ燃料事業を拡大強化し、その利活用によって地域の特性を生かした活性化

を図り、バイオマスタウン３００地区を早期に実現すること。 

 一つ、エコポイント事業（温暖化対策行動に対してポイントを発行するもの）を拡充さ

せるなど、国民生活部門における温室効果ガス排出削減のための活動を支援すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 平成２１年３月２５日。 

 北海道三笠市議会。 

 提出先、内閣総理大臣、環境大臣。 

 以上、よろしく御審議くださいますよう、お願いいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 質疑、討論を省略することに決定いたしました。 

 続いて、お諮りします。 

 意見書案第７号については、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第７号「緑の社会」への構造改革を求める意見書は、原案可決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付させていただきます。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第１１ 決議案第１号 「議案第２９号平成２１年度市 



─ 27 ─

             立三笠総合病院事業会計予算について」に対す 

             る附帯決議 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 日程の１１ 決議案第１号「議案第２９号平成２１年度市立三笠

総合病院事業会計予算について」に対する附帯決議を議題といたします。 

 本案については、扇谷議員ほか５名の共同提案にかかわるものであり、この際、提出者

を代表し、扇谷議員から提案理由の説明を求めます。 

 扇谷議員、登壇説明願います。 

（１１番扇谷知巳氏 登壇） 

◎１１番（扇谷知巳氏） ただいま上程されました決議案第１号「議案第２９号平成２１

年度市立三笠総合病院事業会計予算について」に対する附帯決議につきまして、三笠市議

会の議会意思として決定するため、提出者を代表して、朗読により提案をいたします。 

 自治体病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保のため重要

な役割を果たしてきたが、近年、自治体病院を取り巻く経営環境は、極めて厳しい状況と

なっている。 

 さらに「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行に伴い、地方公共団体が経

営する病院事業は、事業単体としても地方公共団体の財政運営全体の観点から一層の健全

経営が求められており、市議会としてもその経営内容を憂慮している。 

 このような状況の中で、職員各位の熱意のもとに病院改革プランが策定され、鋭意努力

されていることは十分に理解しているが、将来にわたって安定した地域医療体制の確立を

図るためには、これまで以上に病院各分野で働く職員すべてが意識改革のもとに組織とし

ての一体感を持ち、収益構造の改善について全力で取り組むことを要請する。 

 あわせて、基幹的医療機関である市立病院を市民みずからの手で守るため、市民に対し

ての情報提供や親しまれる病院づくり、市民による協力体制づくりを早期に実現されるよ

う要請するものである。 

 以上、決議する。 

 平成２１年３月２５日。 

 北海道三笠市議会。 

 御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

◎議長（髙橋 守氏） お諮りします。 

 本案については、質疑、討論を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、質疑、討論を省略することに決定いたしました。 

 続いて、お諮りします。 

 決議案第１号については、原案可決することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（髙橋 守氏） 御異議なしと認めます。 

 決議案第１号「議案第２９号平成２１年度市立三笠総合病院事業会計予算について」に

対する附帯決議は、原案のとおり可決されました。 

 以上で、今定例会に付議された事件は、すべて終了いたしました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（髙橋 守氏） 以上をもちまして、平成２１年第１回定例会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

閉会 午前１１時１１分   
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

平成  年  月  日 

 

 

   議 長       
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