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はじめに

2020 年度の政府予算案の一般会計総額は過去最高の 102 兆 6,580 億円となりました。昨

年 10 月に強行した消費税の税収は 21 兆 7,190 億円と大きな国民負担が見込まれています

が、増税に対する景気対策はマイナンバーカードを活用した消費活性化など一部の人にし

か利用できない内容であり、経済効果としても疑問があります。

防衛費はアメリカの高額な兵器の購入など 8 年連続で過去最高を更新する一方、社会保

障については自然増分が圧縮され続けています。高齢化に伴う増額分は概算要求の 5,300

億円から 4,111 億円に圧縮されています。政府の全世代型社会保障検討会議では今後、75

歳以上の医療費負担 2 割化など社会保障改悪のメニューが検討されています。年金のマク

ロ経済スライドの 2 年連続実施や、また介護保険でも低所得者層の施設入居者が支払う居

住費・食費の自己負担額引き上げが言われています。私たちはこれまでのような大企業や

富裕層を優遇する税制をあらためて、国民の負担能力に応じた応能負担を原則として税金

を集め、社会保障など国民のくらしを応援する財源を確保するべきと考えています。

地方財政の一般財源総額は 63.4 兆円と幼児教育無償化など社会保障費の増額分が見込

まれています。しかし実際に根室市に配分される交付税額は減り続けています。

深刻な漁業不振のもと地域経済の縮小・人口減少を続ける中、根室市行政に求められる

役割はさらに多様化し、拡大しています。積極的な財源対策を政府に求めていく必要があ

ります。

2019年度補正予算をふくめ活用可能な財源を積極的に模索しながら、市民の暮らしや命、

健康、安全をまもるという自治体本来の使命を、市長を先頭に職員の民さんが果たされる

ことを望みます。

よって以下の通り、市政に関わる様々な分野の個別事項について要望いたします。



1. 領土問題について

2020年度の根室市予算編成等に関する要望書 日本共産党根室市議会議員団 2020.01.22

１．元島民のみなさんの思いに寄り添い、「返還運動原点の地」の市長としての主張を明確にし、

力強い返還運動を進めること。

２．領土交渉について。ロシア側は「戦争に勝利した結果」と主張しているが、ソ連（当時）が

「領土不拡大」という第２次世界大戦の戦後処理の大原則を踏みにじった不公正を正すとい

う原則的立場で、国際正義と道理にそった交渉を進めるよう、政府に対して強く求めること。

３．「北方領土関連予算」について。以下の点について国および道に要請すること。

① 領土を失ったことによる地域の疲弊に対して、国の責任で抜本的かつ十分な振興策が図ら

れるよう、新たな法整備を国に求めること。

② 領土返還要求運動および地域振興対策としてふさわしい予算措置を国および道に求める

こと。

(ア)今後の北方基金の補助金について、地域の要望が適切に反映されるよう要請するこ

と。

(イ)北方基金取り崩し後の財源確保について、対策の具体的な検討を進めるよう求める

こと。

③ 国土交通省の地域振興補助金の１億円については、今後の継続はもとより、引き続き増額

についても求めること。

④ 道の「特例対策費」の継続と抜本的な増額等による地域財源の確保を要求すること。

４．四島交流事業について。これまでの交流事業を、戦略的にも、また次の段階へ踏み込んだも

のにするためにも、以下の３点を要望する。

① ビザなし交流については、民間交流であることも踏まえ、広い意味で「領土問題の解決」

に寄与するものとすること。そのためにも人的な交流の活発化、隣接地域の住民をより多

く参加できるような仕組みづくり、根室市等隣接地域での領土研修の内容・時間の充実な

どを、国等関係機関に求めること。

② 戦前は隣接地域と四島とが社会的・経済的に一体のつながりを持っていた地域であったこ

とをふまえ、研究者・専門家交流等を通じ、知床世界自然遺産の国後島・択捉島への延長

と自然保護、続縄文やオホーツク文化等の埋蔵物並びにアイヌ文化から近代までの史跡な

どの調査研究と適切な保存、根室沖と国後沖の活断層調査及び千島海溝付近における太平

洋プレート型地震等の防災・減災対策の共同研究事業等の推進を求めること。



1. 領土問題について

2020年度の根室市予算編成等に関する要望書 日本共産党根室市議会議員団 2020.01.22

③ 現在「道推進委員会」と「北対協」の２団体となっているビザなし交流の実施団体を一本

化し、体制の抜本的な強化をはかるとともに、その「実施団体本部」を根室市に設置する

こと。

５．道の第８期振興計画について、その実効性を担保するための財源確保を国に強く求めること。

沿岸水産資源を増大させる増養殖事業、四島・ロシア側の患者を受け入れる市立根室病院の

「国際拠点病院」化とそれにふさわしい診療体制の充実、日ロの人的交流の活発化、特に青

少年の交流が実現できる「教育環境」の整備等々についても検討すること。

６．「北方墓参」・「自由訪問」について、入域手続地点の拡大、墓地及び墓地に通じる道路整

備など、元島民等の自由な往来の実現に向けた積極的な交渉を政府に求めること。あわせて

日本政府としてもこれらの事業に対する支援策を強化すること。

７．元島民への援護措置などの対策の拡充、返還運動後継者対策の強化等について強く政府に求

めていくとともに、根室市としても新たな独自施策を積極的に展開すること。

８．共同経済活動について、５つのプロジェクトが先行して進められているが、実現の可能性の

困難さに加え、隣接地域の振興に寄与するものなのか、不透明な状況にある。５つのプロジ

ェクト以外にも、中間ライン付近及び四島周辺海域における漁船操業や海洋環境・水産資源

の共同調査研究、自由往来に向けた定期航路の整備など、隣接地域の振興に結びつく事業に

ついても現地として積極的に提案し、あわせて検討するよう政府に強く求めていくこと。

９．「北方領土」問題の学習啓発及び関連させた観光への取り組みの推進

① 内閣府「北方領土を目で見る運動」修学旅行誘致事業について、補助金の増額や対象団体

の拡大など、全国の学校・教育団体が修学旅行などで根室市を訪問しやすい環境整備を求

めること。

② 市としても、４町と協力しながら、北方領土資料館や旧逓信省千島回線陸揚庫等の史跡を

含む啓発施設を内外に積極的にＰＲし、修学旅行等の誘致活動をさらに推進すること。

③ 啓発施設の展示や資料等について、その内容のさらなる充実とともに、四島の現状がわか

るような新しい資料等の適切な更新を進めていくこと。

④ 「北方領土」に関わる歴史的経緯については、修学旅行生の理解が偏ることの無いよう、

史実に即した内容を伝えること。



2. 産業問題について

2020年度の根室市予算編成等に関する要望書                            日本共産党根室市議会議員団 2020.01.22

1. 「北方四島周辺海域における安全操業」について、だ捕などのない真の意味での「安全な操

業」が出来るように、ロシア側と確認するよう国に求めること。

2. 「日ロ地先沖合漁業」については、妥結内容をしっかりと地元と漁業者に説明するよう国・

関係機関に求めること。

3. 2019年は主要魚種であるサンマ、秋サケ等の記録的な不漁により、市中経済は著しく冷え込

んだ。漁獲量の変化を含めた海洋環境等の激変に対応するため、大学等の研究者と現場の漁

業者や漁協等の「協議」ができる場の設定を推進し、沿岸資源、海洋環境の変化に対応でき

る漁業振興策を図ること。

4. 「栽培漁業研究センター」を積極的に活用するためにも、「日ロ共同経済活動」の枠組みで、

海洋環境・水産資源の共同調査研究の実施を求めること。「栽培漁業研究センター」の維持

管理費の支援及び「日ロ共同経済活動」における漁業分野でのプログラムの具体化を図り、

ウニの養殖の他カニ、エビなどの漁業活動の可能性について積極的に推進するよう国に求め

ること。

5. 研究機関等の連携を強化し、地元の加工業、特に小規模企業が取り組める一次・二次加工品

の開発等に対する行政的な支援対策を進めること。

① 水産加工振興センターについて、今後の未利用魚種等の小品の研究開発に必要な機材整

備を進めること。

② 東海大との共同研究が進められているが、民間事業者への技術提供の支援とともに、さ

らなる商品開発へ向けた取り組みを促進すること。

③ 近年の海洋環境の変化等から水揚げされるようになってきた新たな魚種に対し、より付

加価値を高めていくための研究対策と支援を進めること。

6. 「異常気象」が頻発している状況を踏まえ、漁業を持続可能な産業として強化していくため

に、漁業共済・積立プラス制度の拡充などで、漁業者の所得対策の確立を図るための精度の

充実を国に求めること。

7. 農林漁業の後継者対策を各機関と連携しながら推進するとともに、道や国に対しても総合

的・抜本的な対策を求めること。また、根室市としても独自の後継者対策を充実させること。



2. 産業問題について

2020年度の根室市予算編成等に関する要望書                            日本共産党根室市議会議員団 2020.01.22

8. エゾシカの農林業への被害を最小限にするため、生育頭数のより正確な把握と、ハンターの

後継者育成を含めた駆除体制の充実を図り、エゾシカの適正な管理を進めること。市街地に

も頻繁に出没する状況下では、人的な被害が発生する可能性もあることから、市街地におけ

るエゾシカ対策も強化すること。エゾシカ資源を活かした地域の活性化対策等を推進するこ

と。



3. 中小企業支援、生活関連公共事業、地域の雇用問題等について

2020年度の根室市予算編成等に関する要望書                             日本共産党根室市議会議員団 2020.01.22

1. 中小企業振興基本条例・産業振興ビジョンにもとづく施策の推進。

① 中小企業団体や地域の金融機関の役割の明確化と行政やそれら関係機関による共同の取

り組みをすすめること。

② 市内では大学等研究機関との連携しながら新たな商品開発を積極的に進めている企業も

あり、より多くの企業がこうした取り組みを実施できるよう行政としての支援策を検討

すること。

③ 地元商店街への支援対策の強化。

④ 創業支援の充実をはかること。

⑤ 小規模修繕登録事業者制度の活用を工夫すること。また住宅リフォーム制度などについ

ては新たな施策の検討を行うこと。

2. 生活関連公共事業について。

① 生活環境改善が求められている市道の計画的な整備。舗装が実施されていない市道等に

ついても近隣住民の声を聴きながら、適切な雨水対策等を推進すること。また、これら

の財源として北方領土に関する地域振興策の一つとしての位置づけを国にもとめること。

② 子どもたちの登下校の安全、高齢者の冬場の歩行の安全に配慮した除雪体制を維持整備。

③ 公営住宅について、2020年度以降の長寿命化計画策定にむけ、市民動向やニーズを十分

に把握するとともに、国に対して適切な予算配分を強く求めること。

(ア)長寿命化計画にもとづく計画的な営繕のための予算確保。

(イ)急激に進む高齢社会に対応した市営住宅の建設整備。

(ウ)生活困窮者等が緊急時に利用しやすい低所得者向け住宅の整備。

(エ)災害発生時にすぐに対応できる「災害対応住宅」の整備。

(オ)市営住宅使用料の減免制度について、対象の拡大・減免割合の拡充をすすめること。

(カ)公営住宅の高層階における停電時の給水を確保するための抜本的な対策をすすめ

ること。

3. 市内の外国人技能実習生や特定技能外国人等について、市としても現状を十分に把握すると

ともに、外国の方々が将来的に地域で働きやすい環境づくり整備にむけて、地域が、どうい

った取り組みが必要になるのか課題を整理すること。



3. 中小企業支援、生活関連公共事業、地域の雇用問題等について

2020年度の根室市予算編成等に関する要望書                             日本共産党根室市議会議員団 2020.01.22

4. 雇用・労働環境の改善について

① 8時間働けば普通にくらせる社会の実現にむけて、最低賃金の引き上げとともに中小企業

支援対策の国の予算拡大含めた抜本強化を求めること。

② 近年の労働力不足に対して地元雇用を促進するために、働きやすい労働環境の充実・改

善を市内企業とともに築いていくこと。

③ 若年者の地元定着をはかる諸対策をすすめるとともに、各種資格取得制度の実施と支援

対策を強化すること。

④ UI ターン者への登録や補助事業の要件が緩和されたところだが、こうした内容も含めて

より多くの企業や労働者が活用していくよう広報・周知に努めること。

⑤ 高齢者・障がい者など就業に困難を抱える方々へ、相談援助や助成支援等の対策を市と

しても進めること。

5. 季節労働者の「通年雇用推進事業」が真に実効性の上がるものになるようその制度の抜本的

改善について道、国に強く求めること。技能講習の内容や開催時期などについて、季節労働

者の意見要望などを踏まえたものに充実させていくこと。

6. 根室市勤労者福祉基金について、市内の利用ニーズの把握につとめるとともに、貸付金の種

類・金額などについても、さらなる検討をおこなうこと。

7. 交通共済の基金を活用した交通安全対策事業のさらなる拡大。特に町会や関係団体が実施す

る交通安全上に対する支援の検討を行うこと。

8. 公共交通の維持・確保対策

① 住民が自由に安全に移動できる権利を保障するための公共交通政策の確立とそれにもと

づく「（仮称）生活交通基本計画」を早期に策定すること。

② 根室本線花咲線をふくむ JR北海道の問題について、公共交通機関に対する国および北海

道の責任をしっかりと果たすよう強く要請するとともに、地元自治体として鉄路を活用

した将来的なまちづくりのあり方について、市民と十分に協議しながら構想すること。

③ 市内および地域間を結ぶ生活交通等のバス路線について、地域住民にとっての安心安全

な移動手段の確保という観点から、相互理解を深めまた役割分担をしっかりと果たして

いく上でも、行政・事業者・地域住民をふくめた「協議の場」を設置していくこと。

(ア)市内でバスやＪＲなど公共交通機関の無い地域に暮らす住民へタクシーチケット



3. 中小企業支援、生活関連公共事業、地域の雇用問題等について

2020年度の根室市予算編成等に関する要望書                             日本共産党根室市議会議員団 2020.01.22

配布など必要な移動手段の確保対策をすすめること。

④ 高齢者優待バス券について有料化後の利用の実態把握調査など、よりニーズにそった制

度として見直しを図ること。

(ア)市内のバス路線を乗りついた場合に料金が倍になることから、乗り継ぎ料金の設定

など必要な対策を講じるようバス事業者と協議をすすめること。

9. 市内の観光関連施設について、老朽化した施設補修が追い付いていない実情もあり、整備の

ための予算拡充を図ること。

10. 公園施設長寿命化計画にもとづく、都市公園の計画的な整備をすすめること。特に運動公園

の散策路（ジョギングコース）のゴムチップ舗装は経年劣化などにより破損が著しく、危険

性もあるため、早期の改修を進めること。



4. 行財政運営について

2020年度の根室市予算編成等に関する要望書 日本共産党根室市議会議員団 2020.01.22

１．根室市は、市民憲章においてまちづくりの基本理念と市民の行動規範を示しているところで

あるが、憲法に規定されている地方自治の本旨を実現するためには、まちづくりの基本方針

を定め、市民参加と協働を広げる具体的な制度や仕組みづくりが必要である。そのためにも

自治基本条例の制定に向けた検討を行うこと。

２．「住民の命と健康、安全をまもる」という自治体の目的を果たせるよう、国に対して地方交

付税の拡充等の財源保障、財源確保を強く求めること。市の予算編成にあたっては、福祉・

介護・医療、教育、基幹産業振興、防災・減災のいっそうの拡充を図ること。

３．職員の定数管理については、直接市民サービスを担当する現場への人員配置を充実させ、市

民サービスの向上・充実につなげること。また、各分野で専門的なスキルをもつ職員の採用、

要請を図ること。

４．安心して住み続けられるまちづくりにとって、地域・福祉コミュニティの活性化が不可欠で

あり、コミュニティの再構築に向けては、公民館活動等を軸にしながら地域住民と一体とな

った活動が必要である。そのために、人員配置を含めたハード・ソフト両面にわたる施策の

充実、地域会館等の計画的な施設整備を進めること。

５．市役所庁舎の建て替えにあたっては、財源問題も含め、広範な市民の理解を得られるよう説

明責任を果たすこと。国に対し、「市町村役場緊急保全事業」のさらなる延長を求めること。

６．水道料金が引き上げられたが、特に低所得者の生活や水産業をはじめとする地域経済への影

響が大きい問題である。水道事業の持続可能性を確保するとともに、今後も市民や事業者が

安心して水を利用できる環境維持に努めること。

① 水道施設の老朽化と人口減により全国的に経営難となっている水道事業への対策として、

国は財源確保など公的な責任を負わずに広域化と民営化を進めようとしており、今回の

水道法改定もその一環である。しかし、世界各国では、水道民営化は破たんし公営に戻

す流れとなっている。住民生活を守る自治体として、民営化反対の意見を表明すること。

(ア)根室市においてはコンセッション方式などの民営化を行わず、低廉で安心安全な

水の供給という公営企業としての原則を引き続き維持すること。

(イ)水道・下水道事業について、行政として今後も住民に対して適切な情報提供を行

うとともに、住民の意見などが十分に反映されるような運営を行うこと。

② 水道施設の整備行進などに対する補助事業の拡充など、ナショナルミニマムの観点から、

国の抜本的な財政支援の強化を強く求めること。
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③ 市民の水道料金の負担軽減や水道会計を支える観点から、今後においても一般会計から

の繰り入れ増額など、必要な財政支援を進めること。

④ 低所得者への減免制度について、割合や対象者の拡充を行うとともに、生活保護に準じ

た煩雑な手続きについては見直しを図ること。

７．指定管理制度につては、日常的な行政の指導・監督等を強化し、市民が公正なサービスを受

けられるよう、その質の向上に努めること。また、教育・福祉分野へのこれ以上の導入は、

原則行わないこと。

８．市として公共・民間で働く市民の労働環境を改善する「労働政策」を確立すること。また、

公契約制度の趣旨を活かし、市の委託業者などの実態を十分に把握して、必要に応じて労働

条件の改善を積極的に働き掛けること。

９．ジェンダー平等社会の実現を市が積極的に実践していくためにも、ジェンダー平等を担当す

る部署を明確にすること。女性職員の採用、管理職への昇格等に十分配慮した組織機構と人

事等に努めること。また、地域や家庭等でジェンダー平等社会が推進される施策の方向性を

検討すること。

１０．新たな会計制度任用職員の制度について、市として働く者の権利が守られる労働条件とな

るよう制度とすること。また国に対して十分な財源対策を求めるとともに、不十分な法制度

の改善を強く主張すること。

１１．「スポーツ健康都市宣言」にふさわしい施策の展開、地域コミュニティの活性化等に向け

た社会体育主事、社会教育主事、保健師等の採用・養成などをはじめ、長期的な視点から各

種専門職の育成に努めること。

１２．空家等対策推進計画が策定されたところだが、市内の危険・老朽家屋は依然として数多く、

周辺住民から対策を求める声が多く上がっている。市として空き家対策をより一層強化する

こと。また空き地・空家の寄付制度など他の先進事例を参考にした空家の利活用について検

討をすすめること。
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1. 市民が安心して暮らせる社会保障制度の確立を国に対して求めること。

2. 子育て支援対策の推進

① 子どもたちが安心して生活するため、保育所や放課後児童教室の計画的な施設整備と職員

体制の充実をはかること。

(ア)必要な保育士体制について引き続き十分な体制を維持するとともに、「潜在保育士」

などの復職支援など含め人材確保対策について積極的に取り組むこと。

(イ)放課後児童教室については、指導員の体制が深刻な状況にあることから、新制度の

活用なども含め、人員確保を早急に行うこと。

(ウ)放課後児童教室指導員の「キャリアアップ事業」において、「5 年以上の現場勤務、

研修受講」の制度についても、市で取り入れること。

(エ)特別な支援を必要とする子どもたちの保育については、人員配置・研修など受け入

れ対応の強化をはかること。民間施設に対しても必要に応じた支援対策を行うこと。

② 地域の子育て世代のニーズを踏まえた中で、必要に応じて地域子ども子育て支援事業の拡

大をはかること。それらの事業にあてる十分な財源確保を国に求めること。

(ア)子育て支援員研修の修了者の積極的な活用を図ること。

③ 子ども医療費助成制度について、

(ア)中高生の通院費も対象とすること。

(イ)ひとり親家庭等医療費給付制度について、母親の外来通院費の負担軽減など、対象

や給付内容を拡充すること。

(ウ)また、これらの医療給付・助成制度の拡充は、本来的には国・道の責任で行われる

べきものであり、今後も市として強く要望していくこと。

④ 小児を対象としたインフルエンザ予防接種は、任意のため特に多子世帯では経済的な負担

が大きい。高齢者へのワクチン接種と同様に市としての補助を実施すること。

3. 地域にとって必要な医療・介護のあり方を明確化するビジョンを確立し、医療・福祉・介護

の連携を推進すること。

4. 「地域福祉計画」については、具体的にその策定作業を推進するための庁内及び関係機関に

よる組織や人員体制の確立を図り、また先進地の視察研究などを深めながら取り組みをすす

めること。
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5. 地域医療をまもるために、不足する医師、看護師、薬剤師など医療従事者の確保に努め、必

要な診療体制を確立すること。

6. 市立根室病院ですべての妊婦さんの分娩が再開できる体制整備を進めること。

7. 健康への意識が低い学齢期から若年者層への意識啓発を含めた対策の充実をはかること。自

営業など法的な健診機会の無い40歳以下の若年者層に対する制度の検討を行うこと。

8. 市民のくらしの実態を踏まえ、各種使用料・手数料の減免制度の周知徹底・相談活動を強め

るとともに、市営住宅や上下水道料金等の減免制度の拡充をはかるなど、低所得者対策を抜

本的に強化すること。

9. 2020年は第8期介護保険事業計画・高齢者福祉計画にむけた策定作業がすすめられるが、誰

もが安心して必要なサービスが受けられるよう、改善・充実をはかること。

① 国に対し介護保険料を抑制するために介護保険財政における国庫負担割合の増額を求め

ること。

② 介護保険料の見直しにあたっては、これ以上の値上げを行わないこと。

③ 低所得者に対する介護保険料・利用料の軽減措置を国に求めるとともに、市独自の減免制

度について、市民周知を徹底し、拡充をはかること。また、社会福祉法人等の減免制度に

ついてもさらに利用がすすむような制度としていくこと。

④ 不足する施設サービス基盤の整備・人材確保対策。

(ア)市内の各事業所が連携する新たな組織体制の構築も含め、市と事業所が一体となっ

て介護福祉の充実のための取り組みをすすめること。

(イ)深刻な介護人材の不足に対して、短期・中長期的な観点から総合的な施策を推進す

ること。

(ウ)医療的な処置・管理を必要とする人は施設入所が困難である状況に対して、医療系

人材の確保も含め対策を検討すること。

(エ)初任者研修や介護福祉士の実務者研修について、既存の補助対象を拡充して、すで

に就労している従事者のキャリアアップに活用できるようにすること。

⑤ 家族介護の負担軽減をはかるために、家族介護支援金の対象者の拡大など、対策を進める

こと。
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⑥ 市民が長く安心して暮らせる地域社会の実現に向けた「地域包括ケア」のあり方について、

関係機関・団体と積極的に協議し、市としての構想を取りまとめていくこと。そのために

も地域包括支援センターの活動を人員体制の充実も含め、さらに発展させていくこと。

⑦ 地域支援事業の新しい介護予防・日常生活支援総合支援事業について、市内事業者や利用

者の家族と協議した中で、どのような形で実施していくのが地域として望ましいのか、慎

重な検討を行うこと。新しい事業の財源については、国に責任を果たすよう強く求めるこ

と。

⑧ 独居高齢者あるいは高齢者世帯の急増に対応する見守りや従来の介護サービスの枠組み

だけでは対応できない生活支援などについて、市として施策の構築や制度の拡充をはかる

こと。

⑨ 地域での高齢者の自主的活動や生きがい対策などの施策の充実をはかること。

⑩ 認知症対策の強化及び認知症の方を地域的に支援するための施策を充実させること。

⑪ 老人クラブの活性化にむけて、市内のニーズを把握する作業を進めるとともに、必要な施

策を講じること。

⑫

10. 後期高齢者医療制度については廃止を求めること。また、国の財政的支援措置が適切に行わ

れるよう求めること。歯科検診の実施および健康診査の受診率向上に向けた取り組みの強化

に努めること。

11. 国民健康保険について、「社会保障」としての概念・位置づけをしっかりと堅持し、国民皆

保険の精神のもとに適切な運営を行うこと。

① 納付相談において、被保険者の生活実態の把握とそれに対する減免・分割などの対策を、

これまで以上にきめ細やかに行うこと。滞納処分にあたっては、対象世帯の生活が脅かさ

れることの無いよう、十分な調査を行いながら慎重に取り進めること。また仮に差し押さ

え等の処分を実施したことにより対象世帯の生活苦が生じることが判明した場合には、い

のちと健康を守ることを第一優先し、差し押さえ金額の返還など柔軟な対応を速やかに取

り計らうこと。

② 国民健康保険の短期被保険者証、および制裁措置である資格証明書の発行は原則として行

わないこと。



5. 市民のいのちと健康・福祉について

2020 年度の予算編成等に関する要望書                 日本共産党根室市議会議員団 2020.01.22

③ 国保法第 44 条に基づく一部負担金の減免制度を、被保険者の生活実態に合わせて、より

活用しやすいように規定及び運営の改善をはかっていくこと。あわせて保険税の減免の申

請相談に来た被保険者に対してもこうした制度の紹介をしていくこと。

12. 2020年は根室市障害者計画および障がい福祉計画・障がい児福祉計画の次期計画の策定作業

をすすめることになるが、根室市障がい者（児）の施策は、当事者・家族や関係者の声が届

き、障がい者が真に地域で自立した生活が営めるようなものとするよう充実させていくこと。

① サービス基盤、特に不足する在宅サービス分野の事業を整備すること。

② 専門職種の配置など、障がい者およびその家族への相談体制を改善・強化させること。

③ 障がい者の就労支援について、周知や地域理解を進めていく観点からも、関係機関や福祉

事業者だけではなく、市内一般企業などとも協議し、実施すること。

④ 地域自立支援協議会の運営において、その機能が十分に発揮されるよう各関係機関・団体

と連携をはかっていくこと。

⑤ 障がい児の放課後デイサービス事業に対し、市行政としての基本的な考え方や責任を明確

化し、財政ならびに人材確保・育成等を含めた抜本的な支援を強化すること。

⑥ 重度身体障がい者の医療費助成制度の拡充をはかること。

⑦ 障がい者（児）に対し、市として乳幼児期から学齢期への相談・生活への支援と教育環境

の整備、青年期以降の就労定着を含めた生活支援、高齢期の支援体制と住民の理解を促進

し適切な配慮が受けられるよう取り組みを進めること。

⑧ 手話言語条例にもとづき、周知 PR や講習会などより多くの市民が手話に親しみ、また市

内のあらゆる場面で手話が活用できるよう、一層の施策推進をはかること。

13. 社会福祉施設を設置・改修する場合の市の補助事業について、社会福祉法人以外にも対象と

なる団体の拡張がされたところだが、福祉避難所の受託を要件とした場合に、対応できない

事業所も考えられるため、必要な対策を引き続き検討・実施すること。

14. 生活保護は、市民にとっては最後のセーフティネットであり、その機能が十分に発揮される

よう対応すること。

① 国による生活保護基準の引き下げに対し、市民の生活実態を反映した保護基準となるよう

改善を求めていくこと。

② ケースワーカーの配置について、急増する保護世帯数及び自立支援への取り組み強化も見

据えた適正な人員配置とすること。
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③ 就労プログラムについては、単なる就労支援にとどまらず、社会的な自立を支えるための

支援となるよう事業を進めること。

15. 今冬は中東の不安定な情勢を反映して再び灯油価格が上昇しているが、天候や灯油価格の動

向、またその時々の市民生活の実態に即して、福祉（ぬくもり）灯油給付事業を実施するこ

と。また、制度の恒常化に向けた検討を行うこと。

16. 全国的に増加している子どもの貧困について、市行政として実施可能な支援のあり方を検討

すること。

① 特に、貧困率が高くなるといわれているひとり親家庭については、重点的な対応・支援を

行うこと。

② 市内で民間団体など実施している事業に対する支援のあり方について、関係団体と協議・

検討を行うこと。

17. 子どもの虐待に対応する市全体のシステムについて、保健所、医療機関、警察等とも連携を

密にしながら、予防、早期発見、防止等、その機能が十分に発揮されるよう充実させること。

あわせて市の「虐待対応マニュアル」作成の必要性について要保護児童対策協議会で十分な

議論・検討を行うこと。
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1. 子どもの権利条約の理念の普及啓発に努め、子どもの健やかな成長を支える様々な施策を地

域の実態に即した形で総合的に推進すること。また条約の理念をもとに、将来に渡り市民と

市が一体となって子どもの権利を大切にするための「子どもの権利条例」を策定すること。

2. 全国的な教職員の不足に対して、抜本的な教員の定数増を国に求めること。

3. いじめ問題対策の推進

① 憲法や子どもの権利条約の精神を活かし、いじめのない教育現場をめざすとともに、いじ

めが起きても早期発見し、学校全体さらにはPTA、地域とも協力して解決していける体制

づくりを進めること。

② 教育行政としていじめ対応の改善をはかること。

(ア)数字の操作や隠ぺいが発生する可能性のある「いじめ半減」などの数値目標の設定

は行わないこと。

(イ)教職員が密に連絡、協力できる体制づくりをはかること。

(ウ)いじめを不登校などと一緒に生徒指導上の諸問題として扱うことなく、いじめ問題

の位置づけを明確にすること。

4. 学力を数値目標だけで競争させるやり方に反対し、子どもたちに「真の学力」が身につき、

一人ひとりの人格形成をめざした教育に努めること。

5. 小中学校の「適正配置」について、子どもたちと地域にとってよりよい教育環境を整備して

いくために何が必要かを中心課題として、児童生徒、父母、教職員、地域の意見を十分に反

映させること。

6. 教育予算の増額で、次代を担う子どもたちの教育条件を整備すること。

① 老朽化した学校施設の改修・改善を進め、教育環境を整備すること。

② 災害時の安全・安心な避難所としても、耐震化工事及び備蓄等の整備を進めること。

③ 学校図書館について、児童生徒の活字離れ対策の観点からも、学校司書を配置するなど、

その充実をはかること。

④ 情報化推進計画にもとづく、学校へのプロジェクターやモニター、タブレット端末等の必

要な機材の計画的な整備の推進をはかること。

7. 特別支援教育について必要とする児童生徒が増加している実態をふまえ、専門員と支援員お

よび介助員は、国の責任による身分保障、補助制度などの創設を求めるとともに、現場の実

態に見合った配置や処遇改善を進めること。
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8. 貧困や虐待など、子どもたちの置かれている複雑・困難な状況に対応するために、小中学校

にスクールソーシャルワーカーを配置すること。

9. 学校給食施設について、3施設とも築40年以上が経過し、適宜改修を行っているものの、根

本的にハード面では現在求められている衛生管理基準を十分に満たすことが厳しい状況であ

り、子どもたちの健康・安全を考慮し、子どもたちの食育、地産地消の観点も含め、根室市

に適した学校給食のあり方について、市としての構想を取りまとめること。

10. スポーツ健康都市宣言の意義や行政効果について検証するとともに、より有意義なものにす

るために、行政全体のなかでの宣言の位置づけを確認し、宣言に基づく施策の改善・充実を

はかること。

① 公認陸上競技場について、陸上競技の実施はもちろんのこと、社会人や学生競技団体の合

宿誘致の観点からも、検討を行うこと。

② 総合スポーツの推進など市民の生涯スポーツの普及をはかる上でも、市としてスポーツや

体育指導の専門知識技術を備えた職員の育成と市民による指導員の養成を進めること。

③ 総合体育館の建設にあたっては、市内の競技者・団体の意見を十分に反映するとともに、

市民が気軽にスポーツ・健康づくりに取り組める施設にすること。

④ 青少年センターについて、必要に応じて耐力度調査を実施するなど、将来的な建て替えま

での期間を安全にかつ長期間活用するための調査と必要な補修を検証すること。

⑤ 障害者スポーツの普及・促進に努めること。

⑥ これまで競技団体が実施してきたスポーツ大会などの参加者数が減少している状況から、

学校現場や地域もふくめ今後の運営や参加集約のあり方について検討を行うこと。

11. 市民の教育文化の向上に資する施策を充実させること。また、文化サークル、市民活動を推

奨するための必要な予算を確保するとともに、公共施設を積極的に活用できるよう、利用料

の減免率の見直しなどを行うこと。

12. 総合文化会館に保管されている美術品などについて、今後の保管場所や保管方法について、

専門的な知見を踏まえた検討を行うこと。

13. 根室の貴重な文化のひとつ、「女工節」を後世に引き継いでいくための施策を講じること。

14. 図書館の整備。読書サークル活動を推進するためにも、図書館のハード面の改善を行うこと。

サークルで利用する会議室等の冬季の暖房、体の不自由な方でも2階3階へ無理なく上がれ

るような施設整備（エレベーター、リフトなど）の検討を行うこと。
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15. 歴史と自然の資料館は、老朽化や急増する資料に対して狭隘となっており、将来的な整備方

針を策定すること。また根室および千島の貴重な歴史・自然・文化に関わる史跡や資料など

の保存と研究・展示等について、将来的に「国立博物館」の設立など国の責任で整備するよ

う強く求めること。
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１．巨大地震の発生確率がきわめて高いことが示されている現状を踏まえ、市の防災・減災対策

の更なる充実を図ること。

① 公共施設の耐震化事業の計画的な促進。

② 被害想定等に基づいて避難訓練の回数や避難路の見直しなど、検討すべき課題の洗い出し

を進めること。

③ 災害時において、自主防災組織がその役割を十分に果たせるように、日常的な指導・助言

を行うこと。また、市が交付する自主防災組織に対する活動助成金についても、より有効

に活用されるような情報提供を行うこと。

④ 避難所の備蓄品の整備及び食料や水等の適切な更新。備蓄備品の安全な保管場所の確保。

⑤ 冬期間の災害発生に対して、あらためて避難や備蓄など総合的な検証を行いながら、必要

な対策を推進すること。

２．大型台風、爆弾低気圧、高潮、竜巻やゲリラ豪雨、大規模停電など、最近の異常気象に対応

した防災計画の見直しについて。

① 特別警報に伴う市民への速やかな情報伝達が市の責務となっていることから、既設の防災

無線の点検を徹底すること。防災無線が届かない地域の住民、緊急メールなどの情報を入

手できない方への情報伝達方法についても検討すること。

② 防災無線のデジタル化により、沿岸地域以外の市街地域もカバーされる設計方針となって

いるが、不特定多数の住民が集中し、また災害時には避難所となる公共施設へ戸別受信機

の設置を検討すること。

③ 異常気象に見合った避難勧告、避難指示のあり方を強化すること。その際、早期の勧告等

が出せるよう、自主防災組織と連携して体制の整備を図ること。

④ 発電機などの設置に対する民間への支援のあり方を検討すること。

⑤ 公営住宅の高層階へ上水道を供給するための対策の抜本的な強化をすすめること。

３．消防力の充実強化について

① 老朽化している消防車両については、更新の年次計画に沿った予算化を着実に行うこと。

② 水利施設の老朽化に対応した整備を引き続き実施するとともに、水利の確保が困難な地域

の防火水槽の整備を図り、消火栓等の設置も計画的にすすめること。

③ 常備職員の体制充実、救急救命士の増員を図るとともに、潜水士等の養成について防災担

当とも連携し具体的な検討を進めること。



7. 防災・減災対策について

2020 年度の根室市予算編成等に関する要望書              日本共産党根室市議会議員団 2020.01.22

④ 消防デジタル無線の整備・更新に必要な財源確保を国に求めること。

⑤ 消防団員の報酬や手当のあり方について、消防庁の通知等を踏まえた中で、その役割にふ

さわしい水準とすること。

４．民間住宅の耐震化率の向上のために必要とされる課題を整理し、その対策をすすめること。

既存の住宅耐震化リフォーム制度のあり方について十分な検討を行うこと。

５．災害時要支援者の対策の強化。

① 災害時要支援者に対する避難支援体制をより実効性のあるものにするため、自主防災組織

や関係者との協力推進体制のあり方について具体的な検討を進めること。

② 福祉避難所について

(ア)必要な人員体制の確保とともに、運営マニュアルの早急な整備をおこなうこと。

(イ)民間事業所との連携をより強化し、必要性の高い備品等の整備を早急にすすめること。

(ウ)備蓄品が福祉交流館から離れた場所に保管されていることから、緊急時にすぐに活用

しやすい保管場所の確保に努めること。

(エ)必要に応じて医療機関との連携が十分図られる体制整備を進めること。福祉避難所を

実際に利用する場合を想定した避難訓練の実施についても、関係機関を含め具体的な

検討を進めること。
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１．憲法違反の「安保法制」の廃止を国に求めること。

２．「非核平和都市宣言」にふさわしい事業計画の策定と実施。

① 「核兵器禁止条約」を批准するよう政府に求めること。また、核保有国をはじめ、批准

に反対する国々対し、被爆国として批准を求める役割があることを政府に対して強く訴

えること。

② 平和祈念碑（恒久平和と根室空襲等）について広く市民周知を行い、その有効活用を図

るための施策を実施すること。

③ 7月、8月を「非核都市宣言」の強化月間と位置づけて、「原爆展」「空襲展」などの事

業を積極的に行うこと。

④ 原水爆禁止世界大会、平和市長会議へ積極的に参加すること。

⑤ 牧の内飛行場跡、掩体壕、トーチカ等、市内各所にある「戦争遺産」については、戦争

の悲惨さと平和の尊さを後世に伝える貴重な史跡であることから、それらの研究等を行

うとともに、史跡の保存や標柱の設置など利活用のための方策について、国をはじめと

した関係機関と協議を行うこと。

３．固定化されつつある米海兵隊の矢臼別移転訓練については、花咲港を陸揚げ港とすることに

対して明確に反対の態度をとること。やむなく使用される場合には、米軍からの事前通知、

陸揚げ貨物等に関する情報提供をしっかり求め、情報公開を行うこと。

４．来年度以降も想定される米軍による軍事訓練の拡大に対し、地元自治体として反対の姿勢を

明確化すること。

① 矢臼別演習場でのオスプレイ訓練は行わないよう関係機関に働きかけるとともに、住民

の安全を確保するため、演習場周辺自治体との共同をすすめること。

② オスプレイ訓練はもちろん、日米共同訓練に関する情報を全面的かつ早急に公表するよ

う関係機関に働きかけること。

③ 把握した情報は速やかに市民に伝えるよう努めること。

④ 日米共同訓練について、在沖縄米海兵隊移転訓練（沖縄県道104号線越え実弾射撃訓練

の分散実施）と同様、問い合わせや苦情等に対応できる現地窓口を設置するよう関係機

関に働きかけること。
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５．「北海道生物多様性保全計画」に基づき、根室市においても「根室市生物多様性保全計画」

を策定し、貴重な自然である高層湿原、希少動植物等の「保全計画」及びそれらを活かした

「地域戦略」をしっかりと確立すること。

６．ラムサール条約登録湿地である春国岱・風蓮湖周辺等の自然の保護と活用、市がもつ歴史・

文化等の地域資源を十分に生かしたまちづくりを進めること。

① チャシ跡群などをはじめとした根室の歴史遺産について、その活用のあり方を抜本的に

確立するとともに、大型バスの駐車への対応を含めて周辺環境の更なる整備促進を図る

こと。

７．野鳥観察観光の積極的な推進を図るとともに、根室の自然、農業や漁業、歴史、文化を活か

した観光ルート（メニュー）の研究を進めること。「市民の森」の有効活用を図ること。

８．根室の優れた景観や自然環境を守るためにも、風力発電用の風車や太陽光発電用のパネル設

置等に関しての市独自の条例を制定すること。

９．エネルギービジョンに基づく施策の具体化を進めること。また、原発と化石燃料からの脱却

を地域としても位置付け、行政と民間が一体となり、根室の自然環境と共生する省エネルギ

ー化、再生可能エネルギーの導入促進に向けた取り組みをすすめること。

１０．老朽化が著しいじん芥焼却場の建て替えにあたっては、ごみ処理方法の見直しなど、「温

室効果ガス排出量実質ゼロ」に対応する施設をめざすこと。廃棄物の最終処分量を抑制する

ための方策を推進すること。

１１．プラスチックごみ等による海洋汚染が大きな問題となっており、政府に対してより実効性

のある対策強化を求めるとともに、地域としてプラスチックごみを減量するための対策を検

討すること。


