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おはようございます。 

公明党の松田豊臣でございます。 

会派を代表し、質問をさせて頂きます。 

 

自公政権もいよいよ２年目に突入しました。これまで

経済再生と復興の加速を最優先課題として取り組み、景

気・経済においては、デフレ脱却へ向けての明るい兆し

が出てきたものの、中小企業や家庭では景気回復の実感

はなく、その効果波及はこれからが正念場となります。 

 

１月 24日に招集された通常国会は「好循環実現国会」

と位置付けられ、２月に成立した経済対策関連 5.5 兆円

を盛り込んだ平成 25年度補正予算と一体となり、４月１

日からの消費増税に伴う反動減を緩和し、経済再生・デ

フレ脱却と財政健在化及び社会保障と税の一体改革を実

現する平成 26年度予算の早期成立を目指すとともに、切

れ目のない予算執行で経済を持続的な成長につなげ、景

気回復を本格化し、家計や地方、中小企業まで、その実

感を届けることが急務であります。 

 

それでは、通告に従い質問をさせて頂きます。 

 

初めに、１ 市長の政治姿勢についての 

(1) 平成 26年度予算編成についてです。 

 

平成 26年度当初予算は、４年目を迎えます「県都『あ

きた』成長プラン」に位置付けた施策・事業を確実に推

進し、市勢の発展と市民福祉の向上に傾注するとともに、

「県都『あきた』改革プラン」に掲げた取り組みを着実
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に実施し、将来にわたり持続可能な財政構造を構築する

よう、最大限の努力をすることとし、一般会計総額を

1,240 億円、昨年当初予算比で 5.7%の増加、昨年６月度

補正予算等を加えた実質の当初予算対比で 2.8%、約 34

億円の増加となっています。 

 

そこで、アとして、4 年目を迎える県都『あきた』成

長プランの 6つの成長戦略の進捗状況、課題及び平成 26

年度の重点的な取り組みについて、お知らせ下さい。 

 

また本市では地域経済や家庭における景気回復の実感

がありませんが、 

イとして、企業の業績回復等による法人市民税及び個

人市民税の増加により、市民税全体で前年度比約 7.6 億

円の歳入増としていますが、企業の業績及び個人の可処

分所得の見通しをどのように認識しているのでしょうか、

お伺いします。 

 

次に、(2) 行政改革についてです。 

 

「県都『あきた』成長プラン」と両輪をなす「県都『あ

きた』改革プラン」は、経営資源の最適配分を実現する

仕組みを構築することを目的に、「公共サービスの改革」

「財政運営の改革」「組織・執行体制の改革」の視点のも

と改革を推進してきましたが、平成 26年度は最終年度と

なります。 

そこで、アとして、最終年度を迎える県都『あきた』

改革プランの進捗状況及び課題について、お知らせくだ

さい。 
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本市は、平成 18 年８月の国の指針にもとづき、平成

20年度より貸借対照表等財務書類４表を作成し、公表し

ています。 

ただし、「総務省方式改訂モデル」による財務諸表であ

るため、個別データの積み上げはなく、事業や施設ごと

のコスト把握や財務分析ができずに、また固定資産台帳

が未整備であり資産マネジメントに活かせない状態にあ

ります。さらに、公開時期も決算年度の翌年度末となり

約 1年後の公表になっている状況です。 

公会計改革は単なる会計処理方式の変更ではなく、発

生主義の考え方や、複式簿記による会計処理を通じて情

報を整理・分析し「見える化」を行い、市民への説明責

任を果たすとともに、財政運営や事務事業の見直しにつ

なげていくことが目的であると考えます。 

そこで、イとして、「県都『あきた』改革プラン」で掲

げている新公会計制度における財務諸表の活用について、

どのように検討しているのでしょうか、また、公表時期

を早めるべきと思いますが、ご見解をお伺いします。 

 

次に、(3) 消費増税に伴う本市の対応についてです。 

 

平成 26年度の国の予算は、社会保障と税の一体改革を

実現する最初の予算となり、４月１日からの消費税率が

８%に引き上げられることによる増収分を含む消費税収

分は全て社会保障の財源となります。 

そこで、アとして、消費増税分を社会保障の充実に充

てるとしていますが、本市における社会保障の充実にか

かわる施策事業について、お知らせください。 
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先に成立した国の平成 25年度補正予算には、消費増税

で特に負担が重くなる低所得者や子育て世帯に対する給

付金等、増税による生活や経済への影響対策が盛り込ま

れています。 

そこで、イとして、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時

特例給付金の滞りない給付について、どのように対応す

るのでしょうか、お知らせください。 

 

消費税は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負

担する税ですが、下請け・孫請け等企業や事業所が消費

税の円滑かつ適正な転嫁が行われず負担を強いられるこ

とがないように「消費税転嫁対策特別措置法」が昨年 10

月に施行され、広報の徹底、通報者の万全な保護措置、

調査・監視体制の整備等さまざまな施策を講じるとして

います。 

そこで、ウとして、本市の企業や事業所において、消

費増税分の円滑かつ適正な価格転嫁が行われるために、

国及び県とどのように連携し取り組むのでしょうか、お

知らせください。 
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次に、２ 地域経済の活性化についての 

(1) 農業政策についてです。 

 

 国は昨年 12月新たな農業・農村政策の制度設計を示し、

その中で米の生産調整を５年後を目途に廃止する方針を

決定し、その内容を含め農林水産品・食品の輸出倍増な

どを盛り込んだ「農林水産業・地域の活力創造プラン」

を決定しました。 

 同プランでは、強い農林水産業・美しく活力ある農山

漁村の構築を掲げ、「農業・農村全体の所得を今後 10 年

間で倍増させることを目指し」「農政の大改革を実現して

いく」としています。 

 

 国の農政改革は、本市においても大転換の時を迎える

ものであります。 

 

そこで、アとして、国の新たな農業・農村政策につい

て、農業経営者等から不安の声がありますが、本市とし

てどのように対応するのでしょうか、また、本市におけ

る農業経営に及ぼす影響について、お伺いします。 

 

農林水産業・地域の活力創造プランでは、農業の競争

力を強化し、持続可能なものとするためには、農業の構

造改革を加速化することが必要であるとして、農地中間

管理機構いわゆる農地バンクを都道府県ごとに整備し、

地域内に分散、錯綜する農地を整理して、担い手ごとの

集積、集約化を推進するとしています。 

 

県は農業公社を農地中間管理機構に指定し、「人・農地
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プラン」の話し合いの中で農地の借り受け、貸し付けや

合わせて基盤整備、所有者不明の耕作放棄地を借り受け

る手続きの簡素化、農地台帳の法定化をするとしていま

すが、具体的な実務は同機構から市町村への業務委託に

よる方向で検討されており、市の負担の増大が懸念され

ます。 

 

また、農地バンク稼働に伴う零細農家の切り捨てや借

り入れルールへの不安も危惧されるところであります。 

そこで、イとして、農地中間管理機構による農地の集

積及び集約化に対して、どのように対応していくのでし

ょうか、ご見解をお伺いします。 

 

次に、(2) 中小企業支援による地域経済活性化に向け

た取り組みについてです。 

 

市内企業を対象に行った平成 24 年４月の企業景況調

査によれば、「景気は変わらない」との回答が全体の 32%、

「景気は悪いと感じる」との回答が 64%と「景気は悪い

と感じる」が大半であったのに対し、平成 25年４月の調

査では「景気は変わらない」との回答が 57%と約倍にな

っており、「景気は悪いと感じる」との回答が 37%と半分

になっています。 

 

本年 1 月の調査では、景気は感触として好転している

ようですが、中小企業を取り巻く環境は依然厳しく、製

品原価高騰により売上は伸びても収益は改善されない状

況にあります。 
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そこで、アとして、中小企業の経営基盤の強化を図る

ため、中小企業のニーズを把握しながら効果的な施策を

実施すべきと考えますが、ご見解をお伺いします。 

 

次に、(3) 企業誘致と雇用促進についてです。 

 

平成 25年度の企業の誘致受け入れは、３社で、操業時

の従業員数は 52人です。 

 

本市の産業振興や雇用促進をはじめ、良好な市街地形

成及びブランド力向上のために、また、将来的な自主財

源を確保するためにも、さらなる企業誘致への取り組み

は最重要と考えます。 

そこで、アとして、企業誘致の進捗状況及び課題につ

いて、お伺いします、また、県との連携をさらに強化し

最優先で取り組むべきと考えますが、ご見解をお伺いし

ます。 

 

本市の平成 25年度倒産件数は、改善傾向にあるものの、

今年１月現在では、販売不振や既往のシワ寄せにより 11

件、負債額は約９億 5,000万円、98人の従業員が離職の

状態です。一方、本市の有効求人倍率は改善しておりま

すが、今後の人口減少・少子高齢化を見据えたときに働

き手の確保のため、女性・若者の雇用対策が喫緊の課題

であります。 

 

そこで、イとして、有効求人倍率は改善基調にありま

すが、今後、どのように雇用を促進していくのでしょう

か、お伺いします。 
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次に、３ 防災・減災対策についての 

(1) 東日本大震災避難者支援等についてです。 

 

まもなく東日本大震災から３年が経ちます。震災がれ

きの処理は、この３月で撤去が完了する見通しでありま

すが、住宅再建や街づくりはこれからであり、現場の事

情を踏まえ、スピード感を持って進めていかなければな

りません。 

 

また、原発事故の影響が残る福島県では、避難指示区

域の解除に向けた調整が進む中、住み慣れた故郷に戻る

方、新たな地域に移る方、一人ひとりの選択に応じ、ニ

ーズに即した支援が求められています。 

本市への避難者は、今年２月１日現在、195 世帯 494

人、内訳は岩手県 10 世帯、宮城県 42 世帯、福島県 143

世帯であり、特に福島県はほとんどが相馬市及び南相馬

市からとなっています。 

 

被災地における復興事業の本格化により被災自治体の

業務量が増え、多くの職員が必要となる一方、派遣元の

自治体は人員削減などのため応援を出す余力が乏しく、

被災３県で約 2,500 人の職員の不足に対し、職員の補充

予定は岩手県 90%、宮城県 62%、福島県 44%、３県合計で

68％となり、800 人強の職員が不足になる見通しであり

ます。 

そこで、アとして、本市に避難している被災者に対す

る支援及び被災地復興支援について、本市はどのように

取り組んできているのでしょうか、また、今後、どのよ

うに支援を強化していくのでしょうか、お知らせくださ
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い。 

 

「防災・減災等に資する国土強靱化基本法」が昨年 12

月 4日に成立し、17日には同法に基づき政策大綱が決定

しました。政策大綱では、「人命の保護」「国家の重要機

能維持」「国民の財産及び公共施設の被害最小化」「迅速

な復旧復興」を基本目標としています。 

 

今後、脆弱性評価を実施した上で、政策大綱をもとに、

より詳細な「国土強靱化基本計画」が策定される予定で

す。 

 都道府県及び市町村でも基本理念にのっとり、地域計

画の策定及び実施の責務が定められていることから、本

市においても災害から生命を守る「国土強靭化地域計画」

を策定し、その実施に向けての取り組みが求められます。 

 

 そこで、(2)として、「防災・減災等に資する国土強靭

化基本法」の成立を受けて、災害から生命を守る国土強

靭化地域計画の策定にどのような考えで取り組むのでし

ょうか、お伺いします。 

 

次に、(3) 社会インフラの老朽化対策についてです。 

 

平成 24 年 12 月、９人の犠牲者を出した中央自動車道

笹子トンネルの天井板崩落事故は、トンネルの開通から

35年目で発生した大事故でありました。 

社会インフラの老朽化は人命に大きく関わるため、そ

の対策は急務であります。国は老朽化が進む橋やトンネ

ルの安全性を、管理している地方自治体に点検及び診断
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を義務づけ、５年ごとに施設の健全性を４段階で評価す

る全国統一基準を導入し、危険と判断すれば、通行規制

を命令できるようにするなど、平成 26年度からの適用を

目指しています。また、道路補修のための新たな補助金

創設も含め、財政面や技術面での支援も合わせ検討して

います。 

そこで、アとして、橋梁及びトンネルの老朽化対策を

急ぐべきと考えますが、点検・診断状況はどのようにな

っているのでしょうか、また、今後、どのように修繕等

の進捗を早めるのでしょうか、ご見解をお伺いします。 
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次に、４ 高齢者対策についての 

(1) 地域に根差した高齢者対策についてです。 

 

本市の人口は、2030 年には約 25 万 9,000 人と大幅に

減少する中、65歳以上の高齢者は 9万 5,000人、高齢化

率 36.6％と逆に増加する見通しであり、その中で、一人

暮らしの高齢者は平成 24 年度で約１万人となっており、

高齢者に占める割合が 1 割を超え、年々増加傾向にあり

ます。 

一人暮らしの高齢者は社会との接点に乏しいことも多

く、孤独死という形で餓死や病死するケースも頻繁に報

道されています。また、自主防災組織や町内会への参加

が難しいなどの問題も発生しています。 

そこで、アとして、一人暮らし高齢者への安否確認等

の見守り体制はどうなっているのでしょうか、また、高

齢者の状況に応じたサービスの提供をどのように行って

いくのでしょうか、お知らせください。 

 

平成 24年度において、全国の高齢者に占める認知症高

齢者の割合は約 15％となり、軽度認知障がいの高齢者も

含めると、高齢者の４人に一人が認知症とその予備軍と

されております。今後はさらに、10 年から 15 年で５割

前後増える見通しです。 

認知症高齢者の交通事故被害や悪徳商法被害、金融機

関や相続上のトラブルなどの問題も多く発生しており、

地域での認知症高齢者やその家族への支援体制の整備な

ど課題は多岐にわたっています。 

そこで、イとして、認知症を抱える人が増加していま

すが、安心して生活していくためにどのように対応をし

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%A4%E7%8B%AC%E6%AD%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A4%93%E6%AD%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%97%85%E6%AD%BB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E4%B8%BB%E9%98%B2%E7%81%BD%E7%B5%84%E7%B9%94
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ていくのでしょうか、お知らせください。 

 

次に、(2) 高齢者を地域で支え合う環境の整備につい

てです。 

支え合う「高齢者にやさしい都市」の実現のためには、

地域における高齢者の状況を把握し、一人ひとりへの関

わりを強めていくことが重要であると考えます。 

転入してこられた高齢者や住民票と違う居住地で生活

されている高齢者等の情報を高齢者本人の意思を尊重し

つつ、地域全体でいかに活用し対応していけるかが大き

な課題であると考えます。 

そこで、アとして、高齢者の転入・転出情報や居住地

情報を行政、社会福祉協議会及び町内会等で共有する仕

組みをつくるべきと考えますが、ご見解をお伺いします。 

 

次に、(3) 地域包括ケアシステムの構築についてです。 

国は、団塊の世代の約 800万人が 75歳以上となる 2025

年には、国民の医療や介護の需要が増大すると見込んで

おり、国は 2025年を目途に、可能な限り住み慣れた地域

で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで

きるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体

的に提供される地域の包括的な支援及びサービスの提供

体制である地域包括ケアシステムの構築を推進していま

す。 

そこで、アとして、本市においても高齢者人口が増加

する中で、医療・介護・予防・住まい・生活支援のサー

ビスを効果的・効率的に提供するための地域包括ケアシ

ステムの構築が緊急に必要と考えますが、ご見解をお伺

いします。 
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次に、５ 診療報酬明細書（レセプト）の活用による

医療費の適正化についてです。 

 

本市の国民健康保険の世帯数は、平成 23年度末で約 4

万 5,000世帯、加入者数は約 7万 3,000人で、平成 20年

度の制度改正以来、横ばいで推移していますが、一人当

たりの年間医療費は平成 23 年度約 35 万円であり、平成

20 年度比 5.8％の伸びで上昇傾向にありにます。また、

医療費総額は平成 23 年度で約 260 億円と平成 20 年度比

5％の伸びであり、今後さらに医療費が増大することが予

想されます。 

 

人口 24 万人、高齢化率 30％の広島県呉市では、一人

当たり医療費が約 60 万円となった平成 19 年に医療費の

適正化を図るため、国民健康保険加入者のレセプトをデ

ータベース化し、患者に処方された医薬品や診療内容の

分析を行い、ジェネリック医薬品に切り替えることで医

療費削減に効果があるとされる患者を対象に、「ジェネリ

ック医薬品の使用促進通知」を平成 20年７月から毎月実

施し、その結果、対象者の８割がジェネリック医薬品に

切り替え、平成 24年６月までで約３億 5,000万円の削減

につながっています。 

 

そこで、(1)として、本市における国民健康保険ジェネ

リック医薬品差額通知の取り組み状況及び課題はどのよ

うになっていますか、また、今後、どのように取り組み

を強化していくのでしょうか、お知らせください。 

 

また、呉市ではレセプトのデータベースを活用し、頻
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回受診者や重複受診者に対して保健師や看護師による適

正受診を促すための訪問指導を行い、平成 22 年度で約

1,500 万円の医療費の削減となっています。さらに、糖

尿病性腎症の重症化を予防する事業にもレセプトのデー

タベースを活用し取り組んでいます。 

 

そこで、(2)として、保健師や看護師による訪問指導を

行うことにより、医療費の適正化及び医療機関での過度

の受診を抑制することに効果があると考えますが、ご見

解をお伺いします。 

 

医療費の適正化に成果を挙げている呉市において、レ

セプトを活用した保険事業展開時に配慮した点について、

「医師会との連携」「保険事業を担う人材確保」等を挙げ

ており、「地域医療を支える保険者としての医師会との連

携は不可欠」としております。 

そこで、(3)として、医療費の適正化には、行政と医師

会との連携が重要と考えますが、ご見解をお伺いします。 
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次に、６ 障がい者の就労支援についてです。 

 

少子高齢化が進み、労働力人口の減少が加速化する本

市において、女性、若者、元気な高齢者とともに障がい

をもっている方で働きたいと希望する人たちが働ける

「全員参加型社会」への移行が不可欠であります。 

 

平成 24 年６月１日の秋田県の障がい者実雇用率は

1.56％と全国最下位であったことを受け、障がい者雇用

の一層の促進に向け、県は関係機関と連携し取り組みを

強化した結果、昨年６月１日現在の民間企業における障

がい者実雇用者数は 1,714人、実雇用率は 1.67％と昨年

よりも 160 人多い雇用となっています。また、県及び市

町村等における公的機関の雇用者数は前年より 33 人多

い 417 人であり、実雇用率は前年を上回る 2.4％となっ

ています。 

本市では本庁職員、市立秋田総合病院、教育委員会、

上下水道局合計で法定雇用率目標 2.3％に対し、66 人の

2.32％であります。 

 

今後、さらに障がい者の就労支援を充実させ、障がい

者の活躍の場の拡大に向けた取り組みが重要であると考

えます。 

そこで、(1)として、本市における障がい者の就労状況

及び課題について、お知らせください。 

 

障がい者雇用における事業者が抱える問題として、「雇

用したいけれどノウハウがない」「ニーズに合う人材と出

会えない」「どの部署でどんな仕事をしてもらうか見当が
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つかない」などが挙げられ、仮に採用できた場合でも、

互いの情報不足によるミスマッチや現場でのコミュニケ

ーション不足が生じてしまい、早期に退社してしまうケ

ースも少なくありません。 

 

映画館を運営するある企業では、障がい者実雇用率が

約４％となっており、トライアル雇用を活用し、「業務と

しての接客」や「シフト勤務での自己管理」などの実際

の就労経験が、障がい者の業務遂行可能性の確認と障が

い者本人の業務内容の理解や就労意欲の向上につながる

とともに、障がいを持たない従業員が、「障がいを持つ人

と一緒に働く」という職場での経験を通して、障がい者

雇用への理解を深めていっていることが高い障がい者雇

用に結びついています。 

 

 そこで、(2)として、障がい者の就労促進には、障がい

者を理解することが重要と考えますが、理解促進に向け

た取り組みについて、お伺いします。 

 

 県においては、障がい者就業・生活支援センターが民

間企業の協力のもと、短期の職場実習実施後、職場実習

に協力した企業へ奨励金を、実習生へは手当を支給し、

障がい者の職場実習機会を拡大し、就労促進を図る事業

を平成 24年度から実施しており、職場実習の約６割の障

がい者が就労しています。 

 

 障がい者の就労促進に当たっては、特別支援学級での

コーディネーターや職場でのジョブコーチが重要であり、

また、庁内関係部局が連携して対応することが重要であ
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ると考えます。 

そこで、(3)として、事業者の理解と障がい者のモチベ

ーションの向上には実習体験が有効であるとされていま

すが、本市としてどのように認識し対応していくのでし

ょうか、お知らせください。 
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次に、７ 観光振興についての 

(1) 通年・滞在型観光の確立についてです。 

 

県内観光に弾みがつくことが期待され、宿泊客数 120

万人を目標に昨年 10 月１日から３ヶ月間開催された秋

田デスティネーションキャンペーンは、「自然」「食」「温

泉」などをテーマに、各エリアの秀逸な素材を活かした

旅を、全国に提案し、また、今回のデスティネーション

キャンペーンに合わせ、９月 28日には秋田県立美術館が

本オープンするなど、地域と一体となり開催されました。 

そこで、アとして、着地型誘客イベントである秋田デ

スティネーションキャンペーンをどのように評価してい

るのでしょうか、また、その経済効果は当初の予定どお

りであったのでしょうか、さらに、今後にどう生かすの

でしょうか、お知らせください。 

 

本年 10月 4日から文化の日までの 1か月間開催される

「第 29回国民文化祭・あきた２０１４」は、全国に誇れ

る秋田の文化及び文化活動の新たな胎動を背景に、テー

マを『発見×創造 もう一つの秋田』として、有形無形の

「秋田らしさ」の発揮に努めることを基本に、秋田の文

化を全国に情報発信して開催される計画ですが、 

 

そこで、イとして、今秋の国民文化祭の開催が本市の

観光振興にどのような影響をもたらすと考えているので

しょうか、また、経済波及効果をどのように想定してい

るのでしょうか、お伺いします。 

 

次は、(2) バリアフリー観光の促進についてです。 
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観光やレジャー、食事を楽しみたいと思っていても、

旅先でどんなバリアがあるか不安で行動することをため

らう障がい者や高齢者に対し、観光地や宿泊施設のバリ

アフリー情報を積極的に調査・発信し、体の不自由な人々

の観光をサポートする取り組みが全国で広がっています。 

 

日本で最初に設立された三重県鳥羽市の「ＮＰＯ法人

伊勢志摩バリアフリーツアーセンター」は、「お客さまが

行ける所ではなく、“行きたい所”へ行ける旅」をポリシ

ーに、地元障がい者による調査及び施設改修のアドバイ

スを行い、一律のバリアフリーではない、一人ひとりの

障がい者にあったパーソナルバリアフリー基準をもとに、

行政、観光業者と一体となり個々のバリアを取り除く活

動やバリアフリーツアーに関する情報発信、相談等の活

動を行っています。 

 

伊勢志摩地域は現在、バリアフリー観光地として認め

られ、障がい者や高齢者のみならず、その家族や介助者

も一緒に来訪されることもあり、集客の増加につながっ

ており、同時にまちのユニバーサルデザイン化や地域社

会のノーマライゼーション化にも大きく寄与しています。 

 

本市においても障がい者や高齢者の交流人口の増加を

目指す観光振興と住みよい地域づくりの構築の一環とし

て、 

アとして、障がい者や高齢者の観光促進を図るため、

行政と観光事業者、手助けを必要とされる方々が一体と

なってバリアフリー観光を促進すべきと考えますが、ご

見解をお伺いします。 
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ＮＰＯ法人伊勢志摩バリアフリーツアーセンターでは、

平成 15年度より市と旅館組合の協力で「幅広い層の観光

客にやさしい鳥羽市」を目指し、市内 7 ヵ所に車いす貸

し出しステーションを設置し、返却は移動先の観光施設

や旅館でも可能な無料のレンタル車いす事業を開始して

います。平成 24年度では 148台の貸し出しと初年度の約

５倍に増加しています。 

 

本市においても、屋外への持出しや移動先での返却が

可能である車いすの無料貸し出しが望まれているところ

であります。 

 

そこで、イとして、障がい者や高齢者が、市内の屋内

外で利用や返却が自由にできる無料のレンタル車いす事

業を実施すべきと考えますが、ご見解をお伺いします。 
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最後に、８ いじめ対策についてです。 

 

国が行った平成 24年度問題行動調査では、全国小中高

等学校が把握した「いじめ認知件数」は、大津市の中２

男子生徒の自殺問題を受けて、教員らの意識向上に伴う

学校における確認件数が増えたことにより、前年度対比

で 2.8倍の約 19万 8,000件となっています。 

 

秋田市立小中高等学校における平成 24年度の「いじめ

認知件数」は前年度対比で 2.96倍の 166件であり、全国

平均の前年度対比を上回っています。 

昨年６月に成立し、９月 28日より施行されている「い

じめ防止対策推進法」を受け、いじめ対策のさらなる推

進を実施するための本市及び各学校における対応につい

て、お伺います。 

 

(1)として、本市におけるいじめ防止対策基本方針の策

定状況はどのようになっていますか、また、小中高等学

校における同基本方針の策定状況及び対策の組織の設置

状況はどのようになっていますか、お知らせください。 

 

 いじめ防止対策基本方針にのっとり確実に対応し、い

じめ防止推進の強化につなげていかなければならないと

考えます。 

 

そこで、(2)として、小中高等学校が策定するいじめ防

止対策基本方針について、どのように周知し運用してい

くのでしょうか、お知らせください。 
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以上で、通告による質問は終わりますが、公明党は本

年結党 50 周年の節目を迎えます。「大衆とともに」の立

党精神のもと、一人ひとりの庶民の思いを大切にし、そ

の声を政治に届けて参りました。これからも「公明らし

さ」を発揮し、全ての課題に対し真摯に向き合い努力を

してまいります。 

 

最後に、この３月でご勇退される職員の皆様、長い間

本当にお疲れ様でした。また、大変にありがとうござい

ました。今後のご活躍を心よりご祈念申し上げ、私の質

問を終わります。 

 

ご清聴、ありがとうございました。 


