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令和５年第１回姫路市議会定例会（未定稿） 

令和５年３月３日（金） 

◯日本共産党議員団代表 苦瓜一成議員（登壇） 

 日本共産党議員団を代表して、通告に基づき、以下 5

項目質問します。 

1項目めは、市長の基本姿勢についてです。 

自民党、公明党政権が第 2次安倍内閣として政権復帰を

して 10 年が経過しました。菅内閣、岸田内閣と首相は交

代しましたが、憲法無視、民意無視の暴走政治の連続です。 

今、戦争か平和かの岐路に立つ日本の針路が大きく問わ

れています。岸田政権は、専守防衛を投げ捨て、敵基地攻

撃能力を保有する、そのために 5 年間で 43 兆円を軍事費

に投入し、5年後には現在の 2倍の軍事費へと大軍拡に突

き進もうとしています。安保 3文書の閣議決定だけで日本

の在り方を大転換させることは許されません。 

この閣議決定の中身を分かりやすく言い換えれば、「専

守防衛をやめて、他国に脅威を与える軍事大国になります。

米軍と融合して先制攻撃ができるミサイル戦略を持ちま

す。財源の不足は増税でよろしく。」というものです。 

戦争の準備をすれば戦争の危険が増えます。平和を望む

なら、戦争の準備でなく、平和の準備をこそするべきでは

ないでしょうか。 

 長期の経済低迷が続く中、このところの物価高騰がいよ

いよ深刻です。岸田政権は新自由主義、アベノミクスを踏

襲するだけで、国民の苦しみ解決には無為無策です。 

 岸田政権は、福島原発事故以来の政府の原発政策を大転

換し、原発の新増設、老朽原発を稼働させる原発回帰にか

じを切りました。 

 コロナ危機にも無為無策で、医療崩壊や救急搬送困難、

高齢者施設のクラスターを繰り返し、感染第 8波では第 7

波を上回る死亡者を出しました。 

 政治モラルの崩壊も深刻で、統一協会との癒着、政治と

金との問題で閣僚が相次ぎ辞任に追い込まれても、まとも

な反省もありません。 

 日本共産党は、岸田自公暴走政権と正面から対決すると

ともに、抜本的改革の提案を行い、政治を変えるために全

力を尽くします。 

そこで、市長の基本姿勢として、以下 3点質問をします。 

1点目は、市長の平和に対する姿勢についてです。 

その 1は、安保 3文書の閣議決定撤回を国に求めよです。 

 閣議決定は、アメリカが始めた戦争で、日本が直接武力

攻撃を受けていないのに、自衛隊が米軍を支援するため相

手国領内に敵基地攻撃をすることができるようになり、専

守防衛を完全に有名無実にするものです。 

軍事費に 2023 年度から 5 年間で総額 43 兆円を投入し、

27 年度予算で 8 兆 9,000 億円程度にすると決めました。

2027 年度の軍事関連経費の総額はＧＤＰの 2％以上にす

ると明示したのも重大です。これは極めて異常な増額で、

日本はアメリカ、中国に次ぐ世界第 3位の軍事大国になり

ます。軍事費増額の主な財源は増税です。 

 また、ＧＤＰ2％以上の軍事費が、地方自治体の財政を

も苦境に陥れることも当然予想されます。 

 大軍拡、大増税へとかじを切った安保 3文書の閣議決定

撤回を国に求めるべきではありませんか。答弁を求めます。 

 その 2は、核兵器禁止条約参加を国に求めよについてで

す。 

 ロシアによるウクライナ侵略から 1 年が経過しました。

国連憲章をじゅうりんするロシアのプーチン大統領が核

使用の威嚇を続けた 1年です。 

ロシア以外の核兵器保有国も核戦力の維持強化を図っ

ています。国連のグテレス事務総長は、世界は核戦争の危

険に直面していると核使用への危機感を表明しました。 

一方、核の危機を乗り越える力強い動きも発展していま

す。昨年 6月の核兵器禁止条約第 1回締約国会議が大成功

を収め、現在、禁止条約批准国は 68 か国、署名した国は

92へと発展し、今年 11月には第 2回締約国会議が予定さ

れています。 

しかし、残念なことに日本政府は禁止条約に背を向け続

けています。今、日本に求められていることはヒロシマ・

ナガサキを繰り返させない決意に立って、禁止条約に参加

し、世界の流れに合流し、唯一の戦争被爆国として核廃絶

の先頭に立つことではないでしょうか。 

禁止条約の批准国が 50 か国に達し、条約が発効し、史

上初めて核兵器は違法とする国際法が誕生した 2 年前か

ら、日本国内では禁止条約への日本政府の参加を求める署

名を集める活動が大きく進められ、既に 400万筆を超える

署名が政府に届けられています。 

また、兵庫県被団協は兵庫県内の全首長に対し、署名を

要請しています。清元市長にもその要請が来ています。現

在、県内の 12市長、2町長が署名をしました。昨年 12月

の本会議での谷川真由美議員の行った清元市長の署名を

促す質問に対し、「署名に前向きに検討する。」と答弁して
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います。市長、速やかに署名するとともに、日本政府に対

し核兵器禁止条約参加を求めるべきではありませんか。答

弁を求めます。 

 その 3 は、第 11 回平和首長会議国内加盟都市会議総会

の姫路開催についてです。 

 本年 10月 18、19日の 2日間、アクリエひめじを会場に

開催されます。非核平和都市宣言をし、全国戦災都市空爆

死没者慰霊塔のある都市姫路市での開催を大いに歓迎す

るものです。ぜひ全市民の関心と参加への機運を高め、こ

れを機会に姫路市の平和行政が一層の前進が図れるよう、

総会開催都市の市長として、取組への決意をお聞かせくだ

さい。 

 その 4は、自衛官募集事務への協力は止めよということ

です。 

 姫路市は、2013 年 5 月、当時の石見姫路市長と自衛隊

兵庫地方協力本部長との間で、自衛官募集適齢者情報の取

扱いに関する協定を結んで、毎年高校卒業相当者、大学卒

業相当者の氏名、住所、性別及び生年月日の個人 4情報を

紙媒体あるいは電磁媒体で自衛隊に提供してきましたが、

2020年 12月に協定を変更し、2021年 1月からは自衛官募

集案内はがきに貼り付ける宛名用ラベルシールに氏名、郵

便番号、住所の 3情報を男女別に印刷した形で提供してい

ます。 

日本共産党議員団は、姫路市が自衛隊へ個人情報を提供

していることが明るみになって以来、一貫して、本人、保

護者の同意のない個人情報の提供を中止するよう求めて

きました。 

今、岸田内閣は専守防衛をかなぐり捨て、敵基地攻撃能

力を持ち、海外で戦争することも予想される自衛隊に姫路

市民の若者を送り込む隊員募集事務への協力を止めるこ

とを求めます。答弁を求めます。 

2点目は、原発新増設は許さず、再生可能エネルギーへ

の転換についてです。 

間もなく東京電力福島第一原発事故から丸 12 年になり

ます。政府はこの過酷事故を忘れたかのように、2 月 10

日、原発をめぐる基本方針を閣議決定しました。 

閣議決定は、反省なき原発回帰への大転換です。これま

での原発依存度の低減は原発を最大限活用へ、運転期間は

原則 40年限度から 60年を超えて運転可能へ、新増設はし

ないが廃炉が決まった原発敷地で次世代原子炉に建て替

えるとしています。 

原発事故後の政府方針を 180度転換するものです。日本

共産党は、福島原発事故の反省をほごにする閣議決定の撤

回を求めるものです。 

気候危機打開のために、今、省エネルギーと再生可能エ

ネルギーへの転換を進めることが強く求められています。

しかし、その進展の大きな障害となっているのが原発です。

電力供給調整をする際、原発運転は維持し、太陽光発電な

どの再エネを抑える対応をしているのは、その典型です。 

日本は再生可能エネルギーの資源大国であることを環

境省が認めています。昨年同省が公表した試算では、事業

が成り立つという事業性を考慮しても、年間発電実績の 2

倍を超えるポテンシャルがあるとしています。 

原発が再エネへの転換の大きな障害になっています。原

発ゼロを決断して日本の再エネ潜在能力を生かすのが政

治だと思います。原発に対する市長のお考えをお示しくだ

さい。 

3点目は、不当要求に屈せず、二度と市政混乱を招かな

い市長の姿勢をについてです。 

市長の基本姿勢についての質問の最後は、市政運営に当

たり、公平公正を旨とし、職員が全体の奉仕者として職務

に専念できるよう努めるべき市長の姿勢を聞きます。 

松岡廣幸議員による不当要求によって市政が混乱し、副

市長が引責辞任するに至った一連の事案は、市民の市政運

営に対する信頼を大きく損ないました。 

法令順守を大前提に、公正かつ透明な事業執行をすべき

ところ、幹部職員が不当要求に屈して、予算や法令、規則

を無視し、不当な事業執行が行われてきました。これらは、

不当要求を行った松岡議員が第一義的には指弾されなけ

ればなりませんが、幹部職員も含んで職員のコンプライア

ンス意識の低さが問題であったこと、姫路市の予算執行を

チェックする監査体制の不十分さと内部統制機能の不足

を指摘しなければなりません。 

公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者では決し

てないことを再認識するとともに、職員のコンプライアン

ス意識の向上を図るため、副市長、局長の幹部職員を先頭

にした研修に取り組むなど、二度と市政混乱を招かない市

長の姿勢について答弁を求めます。 

 2項目めは、市民の命とくらしを守る予算について聞き

ます。 

 姫路市の 2023 年度予算案は、一般会計 2,238 億円、全

会計合計 3,909億円で、一般会計は過去 2番目の規模とな
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っています。 

妊婦健診への助成、特定不妊治療への先進医療費助成の

新設、地球温暖化対策に寄与する脱炭素への取組の新規事

業など評価できる施策もありますが、マイナンバー保有者

への過度な優遇には問題が大きいと指摘しなければなり

ません。そこで伺います。 

1点目は、こども医療費無料化は所得制限を撤廃し、高

校生までの適用拡大をについてです。 

予算大綱が発表になった 2 月 13 日には、まず、こども

医療費助成制度に注目しましたが、目を覆いたくなる内容

で、市民の多くが落胆したと思います。 

子どもが 2 人までの家庭にとってはごく一部の前進が

見られますが、子どもが 3人以上いる家庭だけに向けた制

度で、子どもが 2人と 3人の間に大きな隔たりをつくる制

度になっています。 

こども医療費助成制度は、姫路市においては 2015 年 7

月から中学卒業まで窓口負担がなくなりましたが、所得制

限があるために約 2割が依然として有料です。この間、子

育て支援の一環として、全国の自治体にこども医療費助成

制度が急速に進展し、県内では全ての市町が何らかのこど

も医療費助成制度を持つに至っています。 

姫路市においても、いよいよ高校生までの完全無料化が

実施に向かうものと、市民から大きな期待が寄せられてい

ます。清元市長の次期市長選に臨まれる公約には、最優先

の項目として掲げられています。 

新年度予算では、所得制限撤廃し、高校生までの医療費

完全無料化が提案されるものと、市民は注目していました。 

昨年第 4 回定例会では、「これまで経済的な支援の必要

な家庭に福祉制度の側面を重点に置いて実施してきたが、

子育て支援に重心を移していく必要が高まったと認識し

ている。」と答弁して、所得制限を取り払う方向性を示し

ていました。また、市議会では厚生委員会委員による議員

提案決議が全会一致で揚げられています。議会決議の軽視

とも言わなければなりません。 

市の総合計画においても、市の財政は中核市の平均より

強いとの表明もしています。財政の問題ではありません。

予算を組み換え、新年度からのこどもの医療費高校生まで

完全無料化の実施を求めます。明確な答弁をお願いします。 

 2点目は、学校給食費の完全無償化についてです。 

義務教育は無償と憲法 26 条に定められており、給食費

も含まれることは、戦後間もない時期に、当時の我が党参

議院議員の質問に、文部省は、学校給食費も無償化するこ

とが理想という国会答弁で認めています。 

近年になり、全国的な給食費無償化を求める運動が広が

って、小学校・中学校とも給食費を完全無償化している自

治体が 254 になっています。文部科学省の調査によると、

家庭の教育費支出に占める給食費の割合は、小学校では約

37％、中学校では約 22％と大きな比重を占めています。 

姫路市でも、無償化への市民の願いを一部受け入れる形

で、昨年 4月から、長子が高校生以下の場合で第 3子以降

の給食費が無償化されました。完全無償化には 24 億円程

度必要ということですが、姫路市の財政規模から見ると十

分実施可能です。 

学校給食法には給食費補助を禁止する意図はなく、自治

体の判断で全額補助することも否定していないと認める

文部科学大臣の答弁があってから、全国的に急速に進展し

ています。学校給食費完全無償化を求めます。答弁願いま

す。 

3点目は、コミュニティバスなどの運行で市民の移動手

段を確保することです。 

私たちが行った住民アンケートにおいて、市に今後取組

を強めてほしい施策で、常に上位に来るのが、買い物や通

院に困らないようコミュニティバス運行など公共交通の

充実を求めるものです。 

地域住民が、いつでもどこでも自由に安全に移動するこ

とは、健康で文化的な生活を営む上で欠かせないものです。

憲法に保障された生存権、移転の権利、幸福追求権などを

基に、移動の権利を保障する施策が自治体に求められてい

ます。地域公共交通をめぐる深刻な状況をみれば、住民の

移動権を実質的に保障する施策を進める必要があります。 

我が党は、岐阜市などのコミュニティバスの運行の先進

例などを参考にして、住民にとり、もっと身近な公共交通

をつくっていく必要性を指摘してきました。 

姫路市は、新しい姫路市総合交通計画において、主要幹

線を民間バス会社の路線バスが担いつつ、郊外部などの人

口が低密な地域につきましては、スクールバスの活用のほ

か、民間医療機関などで運行されている送迎バスの活用な

ど、多様な移動手段の確保に取り組みながら、公共交通空

白地域・不便地域の縮減に努めるとしています。 

しかし、現在のところは、家島、坊勢のコミュニティバ

ス、夢前町の山之内、前之庄間のスクールバス混乗の雪彦

号、福崎町との連携ふくひめ号などの運行にとどまり、公
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共交通空白地域・不便地域の縮減にはなっていません。 

2021年 3月現在、全国では 8割、1,367自治体が、コミ

ニティバスを導入しています。本格的なコミュニティバス

網の構築に乗り出すことを求めます。答弁を求めます。 

4点目は、引き続き保健所の抜本的体制強化をです。 

1つは、新型コロナ「5類」移行は適切なのかです。 

岸田首相が新型コロナウイルスの感染症法上の位置づ

けを、5月 8日から季節性インフルエンザと同等の 5類に

引き下げる決定をしました。第 8波の感染急拡大で医療・

救急体制は逼迫し、1日の死者数が過去最悪の 500人超と

なるなど深刻な事態が続きました。5 類へ引き下げると

「コロナは終わった。」との誤ったメッセージを社会に広

げ、感染状況をさらに悪化させる危険があります。 

政府のコロナ対策専門家有志は、オミクロン株の感染力

は季節性インフルよりはるかに高いと警告をしています。

高齢者を中心に死亡数が増加しているのは、感染力の強さ

が要因だとされています。 

岸田政権は 5類への移行の際、医療の公費負担を段階的

に見直す方針を明らかしています。医療現場からも公費負

担を縮小することに強い懸念が相次いでいます。「5 類」

移行は適切なのか、答弁を求めます。 

2 つは、新型コロナ「5 類」移行後の保健所体制はとい

うことです。 

入院調整などに保健所や自治体が関わらなくなるため、

入院先の確保が一層困難になるとの不安は消えません。公

的な支援から手を引き、現場に苦難を押しつけることなど

あってはなりません。移行後も、姫路市の保健所体制を引

き続き強化することを求めます。 

 3項目めは、教育問題についてです。 

 1 点目は、市立 3 高校の統廃合は中止をについてです。 

現在の市立高等学校の 3校体制を見直し、統合校 1校を

新設する姫路市立高等学校在り方方針に従って、2026年 4

月に統合した新校を開校させ、姫路、琴丘、飾磨高校を募

集停止にするとしています。 

一方、兵庫県教育委員会は、2025 年度には姫路市内で

は網干、家島、夢前の 3県立高等学校が募集停止となる計

画を進めています。 

姫路市内の公立全日制普通科高等学校は、文字どおり極

端な削減となります。高校選択の幅が狭まり、遠距離通学

によって通学費の負担増や課外活動の時間の制約など、デ

メリットが指摘されています。 

市立 3高校はそれぞれ伝統校で、地域に根差した特色あ

る教育を進めています。今年度の高校入試の応募状況は 3

校とも募集定員を大幅に上回っています。拙速な市立 3

高校の統廃合計画の中止を求めます。明確な答弁を求めま

す。 

 2点目は、不登校児童生徒への支援強化をについてです。 

2021 年度市内小学校の不登校児童数は 449 人、中学校

の不登校生徒数は 979 人で、ここ 5 年間では小学校 3.6

倍、中学校 2.0倍となっています。姫路市の不登校の児童

生徒の占める率は、全国、兵庫県平均をいずれも上回って

います。 

総合教育センター内において適応指導教室が開設され、

登校ができるようになるなど一定の成果も出ているとの

ことですが、姫路市は合併で広大な市域になりました。市

中心部の総合教育センターへは遠方過ぎて、行きたくても

行けない児童・生徒も多いのではないでしょうか。 

出張型の教室が広畑と安富に開設されましたが、開設日

の少なさもあって、通っている児童生徒数も限られている

状況です。広い市域の姫路市です。不登校支援には、適応

指導教室の開設箇所の増設のほか、一層の教育相談体制の

拡充が必要と考えます。答弁を求めます。 

2点目は、少人数学級推進と大規模校解消をということ

です。 

 国の方針によって、小学校で全学年が 35 人の学級編制

に進むことになって 3年目となりました。国民の声が、少

人数学級に長期に背を向けてきた政府を動かした重要な

変化です。一人一人に丁寧に応じられる少人数学級が、子

どもの成長に大きな効果のあることは自明の理です。中学

校、高等学校への拡大が求められています。 

明石市では、2021年度から中学校 1年生を 35人学級に、

小学校 1年生は 2016年度から 30人学級にする取組が行わ

れています。いずれも市費単独での実施です。 

 そこで伺います。 

 1 つは、小学校の 35 人学級は進み始めたとはいえ、ま

だ 3年かかる計画です。兵庫県では加配を使って、既に県

独自で小学校 4 年生まで 35 人学級となっています。姫路

市は、かつて市単独で小学校に非常勤講師を配置して少人

数教育を行った経験を持っています。 

国の制度を待たず小学校 5年生から、中学校 1年生から、

市費単独で 35人学級を順次進めることを求めます。 

2つは、大規模校の解消をということです。 
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姫路市立小中学校適正規模・適正配置基本方針では、大

規模な学校の取組方策として、通学区域の見直し、学校選

択制の導入、学校施設の増設、学校の分離・新設を挙げて

います。 

今後、児童・生徒数の動向を踏まえて、大規模校の積極

的な分離、新設を進めることを求めます。明確な答弁を求

めます。 

4項目めは、自治体行政のデジタル化は基本的人権擁護

の視点をについてです。 

岸田政権は、新しい資本主義の重要な柱の 1つとしてデ

ジタル田園都市国家構想を掲げています。 

 行政が持つ様々なデータを企業に開放し、もうけのタネ

として企業の利益につなげるための改革です。 

行政が保有する個人情報は、公権力を行使して取得、申

請・届出に伴い義務として提出させたもので、企業が保有

する顧客情報とは比べ物にならない、多岐にわたる膨大な

情報量です。これを利活用するには、行政のデジタル化が

必要であり、姫路市でも行政手続の簡素化と市民サービス

の充実を図るためとして、市役所業務のデジタル化を推進

しています。 

地方自治の象徴的存在の 1 つだった個人情報保護条例

を国の個人情報保護法に一元化させ、企業の利益のために、

地方自治体が持っている膨大な情報を提案募集すること

は、匿名加工しているとはいえ、個人情報を守る責務を放

棄し、本人同意なく、目的外に流用し、外部提供すること

は行政の仕事ではありません。 

 市役所のデジタル化に当たって、市民の基本的人権擁護

の視点を堅持することを求めます。答弁を求めます。 

 最後の第 5項目めは、同和行政の完全終結をについてで

す。 

長年の国民の努力と運動によって部落問題は解決に向

かい、国政では 2002 年 3 月、同和対策特別法からの特別

法体制が全て終了し、地方自治体での同和行政終結が基本

的流れとなりました。しかし、姫路市では国の特別法体制

がなくなって 20 年余が経過しても、いまだ完全終結に至

っていません。 

 そこで 2点伺います。 

 1点目は、17の地区総合センターなどの廃止を求めます。 

 地区総合センターや集会所の存在は、同和行政が継続し

ていると市民からの不信感を持たれることになっていま

す。同和問題の真の解決と終結を図るためにも、現行のコ

ミュニティセンターの役割は、市民局に移管された公民館

に集約させ、地区総合センターなどを廃止する方針決定を

すべきと考えます。 

 この間、行革の人員削減には厳しい取組をしながら、地

区総合センターには正規職員を多く配置しています。全住

民対象の公民館には、合併町の家島、香寺、安富公民館だ

け正規職員と再任用職員が配置されていますが、他の公民

館には配置がありません。17 か所の総合センターには、

再任用を含むと 27 人の職員が手厚く配置されています。

全市的にコミュニティセンター機能は公民館に譲って、地

区総合センターなどの廃止を求めます。 

 2 点目は、市営住宅募集の例外廃止をということです。 

 公営住宅 5,341戸のうち地域改善住宅 992戸に関する募

集を一般住宅として、各地区の総合センターでの受付では

なく、住宅課において他の住宅と同様に公募することを求

めます。別途特別の募集を続ける理由がありません。都市

局長の「一般募集化に向けて努力する。」との答弁後、既

に 10 年以上経過しています。改めて住宅募集の例外廃止

の答弁を求めます。 

 以上、それぞれに明確な答弁を求めまして、第 1問とし

ます。ありがとうございました。 

◯宮本吉秀議長 

 清元市長。 

◯清元秀泰市長（登壇） 

 苦瓜議員のご質問中、市長の基本姿勢についてのうち、

1点目のアからウについてお答えいたします。 

まず、安保 3文書閣議決定撤回を国に求めよについてで

ありますが、我が国の安全保障に係る今般の閣議決定につ

きましては、国の専管事項であると認識しております。 

今後、政府には、安保 3文書を踏まえた防衛費増額に伴

う財源確保等について、国民の理解を得られるよう、より

丁寧な説明を期待するとともに、今後の国会等における議

論を注視したいと考えております。 

 次に、核兵器禁止条約参加を国に求めよについてであり

ますが、核兵器の廃絶、世界の恒久平和は、人類共通の願

いであり、私としても同じ思いの下、全ての国に対し、核

兵器を禁止し廃絶する条約を結ぶことを求めるヒバクシ

ャ国際署名に、令和元年 7月に署名しております。 

日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める署名に

つきましては、市長として検討してまいりたいと考えてお

ります。 



（050303 苦瓜議員 未定稿） 

  

- 6 - 

 

 また、本市から政府に核兵器禁止条約への参加を求める

ことにつきましては、本市も加盟する平和首長会議国内加

盟都市を代表して、平和首長会議会長の広島市長等から核

兵器廃絶に向けた取組の推進を求める要請文が提出され

ており、直近では、昨年 12 月に内閣総理大臣宛てに提出

されました。 

この要請文の中で、日本政府に対して、本年 11 月開催

予定の第 2 回締約国会議にオブザーバー参加するととも

に、一刻も早く核兵器禁止条約に署名・批准するよう求め

ていることから、本市から改めて要請することは考えてお

りません。 

 本市といたしましては、決して戦争の惨禍が繰り返され

ることのないよう、国の核兵器のない世界の実現に向けた

適切な対応に期待しつつ、引き続き、非核平和のまちとし

て平和行政を推進してまいります。 

次に、第 11 回平和首長会議国内加盟都市会議総会の姫

路開催についてでありますが、総会を本市の平和行政のさ

らなる推進の契機とするため、現在、プログラムを検討し

ております。 

プログラムの検討に当たっては、平和教育に携わってい

る方や平和の実現に向けて活動されている方、空襲体験者

など、様々な方からいただいたご意見等を参考に、本市の

平和への取組や、戦争や空襲の実相について、参加者及び

市民の皆様に広く知っていただけるように、本市の独自色

を出したプログラムにしたいと考えております。 

同時に、当日のプログラムへの参加や会場となるアクリ

エひめじでの展示、会議の傍聴など、様々な形で市民の皆

様、特に若い世代にも関わっていただけるよう取り組んで

まいります。  

平和首長会議国内加盟都市会議総会の姫路開催が、市民

の平和への意識醸成につながるよう、しっかりと準備を進

めてまいります。 

以上です。 

◯宮本吉秀議長 

 佐野副市長。 

◯佐野直人副市長（登壇） 

 私からは、2項目めの 1点目についてお答えいたします。 

少子化対策の推進や子育て支援を充実させることは、本

市の最重要課題の 1つであると認識しております。 

この課題に対しまして、令和 5年度予算のリーディング

プロジェクトにおいて、出会いから結婚、妊娠・出産期の

支援、健やかな成長を支える子育て環境の整備、子育て世

代の経済的負担の軽減を掲げ、市全体で取り組んでまいり

ます。 

 こども医療費助成制度の拡充のほか、産婦健康診査費の

助成、みらいえの開設、特定不妊治療に関する先進医療費

の助成、多子世帯への出産祝い事業などの事業を進めるこ

とで、少子化対策の推進や子育て支援の充実を図ってまい

ります。 

こども医療費助成制度のさらなる拡充につきましては、

今後、市税等一般財源の伸びが期待できず、社会保障費が

増加傾向にあり、また、これから本格化する大型事業が控

えている中で、中長期的な視点から、財政運営に与える影

響や制度の持続性などを考慮しながら、より一層の行財政

改革により、安定的な財源確保の見通しを立て、さらなる

拡充に取り組んでまいります。 

また、安心して子どもを生み育てることができる環境の

整備は、全国一律の水準で実施されることが望ましいこと

から、引き続き国に対して、全国市長会、中核市市長会を

通じて早期の制度化を求めていくとともに、県に対しても、

制度の拡充を強く要望してまいります。 

以上でございます。 

◯宮本吉秀議長 

 沖塩市民局長。 

◯沖塩宏明市民局長（登壇） 

 私からは、1 項目めの 1 点目のエ、4 項目め、5 項目め

の 1点目についてお答えいたします。 

まず、1項目めの 1点目のエ、自衛官募集事務への協力

は止めよについてでございますが、自衛官募集対象者情報

の提供につきましては、令和 3 年 1 月の情報提供分から、

これまでの電子媒体での提供から宛名シールでの提供に

変更しております。 

自衛隊への自衛官募集対象者情報の提供につきまして

は、自衛隊法や自衛隊法施行令を踏まえ、国がその所掌事

務の遂行に必要な限度で利用し、かつ利用することに相当

な理由があるものと考えております。 

なお、情報提供を希望しない方への対応につきましては、

他都市の実施状況を参考に検討してまいりたいと考えて

おります。 

次に、4項目めの自治体行政のデジタル化は基本的人権

擁護の視点をについてでございますが、令和 5年 4月施行

の改正個人情報保護法により制度化された行政機関等匿
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名加工情報の提案募集は、地域を含む豊かな国民生活の実

現に資することを目的として、市が有するデータを個人を

識別できないよう加工した上で、民間事業者に提供し、そ

の活用を促す制度として創設されたものでございます。 

運用を開始するに当たっては、先行して実施する都道府

県や政令市の運用方法や実施状況等を調査し、兵庫県下の

中核市や近隣市と情報を共有しながら、市民生活の利便性

を向上させる利用方法となるよう研究を進めるとともに、

法の趣旨に沿って個人情報がしっかりと保護されるよう

取り組んでまいります。 

次に、5項目めの 1点目、地区総合センターなどの廃止

をについてでございますが、同和行政につきましては、昭

和 44 年から始まった同和対策事業特別措置法に基づく事

業が平成 14 年 3 月に期限を迎え、その後は一般対策に移

行されております。 

しかし、現在もなお、部落差別が存在するとともに、情

報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じ

ていることを踏まえ、部落差別のない社会を実現すること

を目的に部落差別の解消の推進に関する法律が平成 28 年

12 月に施行されております。 

本法律では、国、地方公共団体の責務として、相談体制

の充実や教育及び啓発、実態調査を行うことが規定されて

おり、本市においては、地区総合センター等における相談

窓口の設置、ホームページや広報誌を活用した教育・啓発

活動、人権についての市民意識調査などを行っております。 

特に、地区総合センターは、同和問題をはじめとする人

権問題解決に向けて、相談事業や啓発事業等を積極的に行

っていること、また、地域交流事業を通じて周辺地域との

交流を深めるなど、地域コミュニティの中核としての役割

も求められていることから、現行の人員配置が適切である

と考えており、現時点におきましては、地域に必要な施設

であると認識しております。 

以上でございます。 

◯宮本吉秀議長 

 福田環境局長。 

◯福田宏二郎環境局長（登壇） 

 私からは、1項目めの 2点目についてお答えいたします。 

国内の 2020 年度の発電電力量に占める再生可能エネル

ギーの比率は 19.8％となっており、2011年度の 10.4％か

ら拡大しております。 

国は、第 6 次エネルギー基本計画の中で、2030 年のエ

ネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの比率を

36～38％にする目標を掲げており、今後も再生可能エネル

ギーの普及拡大が見込まれます。 

同計画では、2050 年カーボンニュートラルを目指す上

でも、安定的で安価なエネルギー供給の確保は重要である

との見地に立ち、再生可能エネルギーを主力電源として最

優先されるべきとの原則の下で最大限その導入に取り組

み、原子力については、国民からの信頼確保に努め、安全

性の確保を大前提として、必要な規模を持続的に活用して

いくとされております。 

本市といたしましても、2050 年のゼロカーボンシティ

の実現に向けて、令和 4年度に改定する「姫路市地球温暖

化対策実行計画 区域施策編」において、2030 年度に温

室効果ガスを 2013年度比で 48％削減し、電力需要量に占

める再生可能エネルギーの割合を現在の 1割から3割に上

げて、1,450ギガワットアワー以上とすることを目標に掲

げております。 

議員お示しの 2 月 10 日に閣議決定されたＧＸ実現に向

けた基本方針の中では、エネルギー安定供給の確保を大前

提としたＧＸに向けた脱炭素の取組として、再生可能エネ

ルギーの主力電源化や原子力の活用が示されたところで

すが、エネルギーの安定供給に必要な供給力の確保につき

ましては、広く国民生活や産業活動に不可欠なものであり、

これらに関するエネルギー政策の立案や実行は、国が責任

を持って取り組むべきものと考えております。 

本市といたしましては、市域における省エネルギーと再

生可能エネルギーの導入拡大に向けた市の事業に最大限

努めつつ、原発の在り方については、今後のエネルギー基

本計画やＧＸ実現に向けた基本方針をはじめとする国の

エネルギー政策の動向を注視してまいります。 

以上でございます。 

◯宮本吉秀議長 

 坂田総務局長。 

◯坂田基秀総務局長（登壇） 

 私からは、1項目めの 3点目についてお答えいたします。 

まず、市議会議員からの不当要求行為にかかる再発防止

に向けた取組につきましては、議員による不当要求行為の

再発防止策等検討共同協議会を市議会と共同で設置し、姫

路市議会議員による不当要求事案に関する報告書に掲げ

ております再発防止策を基に、具体的な取組について協議

を重ねてまいりました。 
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その結果、現在、実施している取組として、市議からの

要望記録の市長への全件報告、市議からの要望等に係る言

動について確認を行うチェックリストの作成、不当要求行

為の該当性の判断等を行う副市長等で構成する姫路市要

望等庁内審議会の設置、予算執行に関する議会への説明基

準の設定等を行っております。 

また、外部専門委員を講師に招き、副市長を含めた幹部

職員への研修を実施するなど、職員の倫理意識の高揚に取

り組んでおります。 

さらに、来年度には、市議からの要望等について全件録

音を実施するとともに、副市長を要望記録作成の対象に加

える予定としております。 

このたびのような不祥事を二度と起こさないためには、

職員と市議会議員の双方が共同協議会で決定した再発防

止に向けた取組を着実に実行することが重要であると考

えております。 

今後も市長の強いリーダーシップの下、全ての職員が全

体の奉仕者であることを常に意識し、再発防止に向けた改

革に一丸となって取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

◯宮本吉秀議長 

 西田教育長。 

◯西田耕太郎教育長（登壇） 

 私からは、2項目めの 2点目及び 3項目めについてお答

えいたします。 

まず、2項目めの 2点目、学校給食費の完全無償化をに

ついてでございますが、本市では、市立小学校、中学校、

義務教育学校及び特別支援学校の給食費について、多子世

帯が抱えている子育ての経済的負担を軽減することで、安

心して子育てができる環境の整備を図り、少子化対策に寄

与することを目的として、令和 4年度から第 3子以降の給

食費を無償にしております。 

今後、学校給食費を完全無償化した場合の事業費を試算

いたしますと、24 億円以上の多額の財源が毎年必要とな

ることから、他の子育て政策も踏まえ、総合的に判断し慎

重に検討する必要があるものと考えております。 

次に、3項目めの 1点目、市立 3高校の統廃合は中止を

についてでございますが、市立高等学校の在り方につきま

しては、姫路市立高等学校在り方審議会において、有識者

やＰＴＡをはじめ幅広い分野の委員に議論していただき

ました。 

市立高等学校は、適正規模をかろうじて維持しているも

のの、少子化が加速する中、今後、現状を維持することが

できないことから、市立高等学校の統合は避けられないも

のと考えております。今後、準備を進める中で、保護者等

に丁寧に説明を行うとともに、中学校の卒業見込生徒数に

あった受入れ人数が確保されるよう、引き続き県教育委員

会と情報共有を進めてまいります。 

次に 2点目、不登校児童生徒への支援強化をについてで

ございますが、令和 3年度より開設いたしました出張型適

応指導教室の利用者は、令和 5年 1月末までで「すまいる

広畑」が延べ 4 人、「すまいる安富」が延べ 2 人でござい

ます。ここを利用する児童生徒は、家から出て他者との関

わりを持てるだけのエネルギーがたまった結果、通所でき

るようになったと判断しております。不登校児童生徒にと

っては、家から一歩外に出ることが大きなハードルとなり

ますので、適応指導教室までの距離や開設日数によって通

所者数が左右されるものではないと捉えており、適応指導

教室の増設については、現在のところ考えておりません。 

また、教育相談体制の拡充につきましては、現在市立総

合教育センターにおいて、電話相談及び来所相談、適応指

導教室のほか、不登校の親の会も実施しております。これ

らは十分とは言えないかもしれませんが、一定のニーズに

応じた相談体制であると考えております。 

したがいまして、教育相談体制の拡充も大切ではござい

ますが、現状では相談の質の向上が最重要であると捉えて

おり、研修や医師・大学教授等の指導による相談員の資質

向上に努めております。今後も相談者に寄り添った丁寧な

支援を実施してまいります。 

次に 3点目、少人数学級推進と大規模校解消をについて

でございますが、35 人学級の編制につきましては、市費

単独によるものではなく、まずは国の制度改革により県費

で実施されるべきものと考えております。 

本市におきましては、従来の兵庫型学習システムによる

少人数での学習指導をさらに充実させながら、今後の国や

県の方針に合わせて 35 人学級の導入が円滑に進められる

よう体制を整えてまいります。 

次に、大規模校解消につきましては、本市では、姫路市

立小中学校適正規模・適正配置基本方針に基づき、大規模

化が進んでいる荒川小学校について、令和 3年 6月に学校

地域協議会を設置し、協議を進めてまいりました。 

  荒川小学校につきましては、今後も児童数が増加する傾
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向が見込まれることから、玉手用地を校地とした小学校の

新設を目指して、準備を進めてまいります。 

令和 11 年 4 月開校を目指しますが、児童数の増加が進

んでおりますことから、今後、準備を進める中で、スケジ

ュールの短縮に努めてまいります。 

 以上でございます。 

◯宮本吉秀議長 

 三輪都市局長。 

◯三輪 徹都市局長（登壇） 

 私からは、2項目めの 3点目、及び 5項目めの 2点目に

ついてお答えいたします。 

 まず、2項目めの 3点目、コミュニティバスなどの運行

で市民の移動確保をについてでございますが、公共交通空

白地域につきましては、新たに策定した姫路市総合交通計

画において、市内 10 地域をコミュニティバスなど公共交

通の導入を優先的に検討すべき地域として位置づけ、その

うち 6地域につきましては、コミュニティバスや乗合タク

シー、バス路線の延伸などにより、地域公共交通を導入し

空白地の縮減に努めてまいりました。 

今後も引き続き、コミュニティバスのほか、デマンド型

乗合タクシーやスクールバスなどの多様な移動手段を最

大限活用するとともに、既に運行している買物支援サービ

ス等の福祉施策とも連携し、地域に最適かつ持続可能な公

共交通の実現に向けて取り組んでまいります。 

次に、5項目めの 2点目、市営住宅募集の例外廃止をに

ついてでございますが、地域改善住宅の申込みにつきまし

ては、将来的に一元化する必要があると考えており、現在

は建て替え事業に併せて地域の理解を得ながら一元化を

進めております。 

地域改善対策として様々な施策を設けて取り組んでき

た経緯を踏まえつつ、他都市の事例等を調査研究し、努力

してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

◯宮本吉秀議長 

 岡本健康福祉局長。 

◯岡本 裕健康福祉局長（登壇） 

 私からは、2項目めの 4点目についてお答えいたします。 

まず、新型コロナ「5類」移行は適切なのかについてで

ございますが、厚生労働省の厚生科学審議会感染症部会に

おいて、「新型コロナウイルス感染症は、感染症法に基づ

く私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響

を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、

新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類

感染症に位置づけるべき。」との意見が取りまとめられま

した。 

これを踏まえ、国の新型コロナウイルス感染症対策本部

において、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株

が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月 8日か

ら 5類感染症に位置づけると決定されたもので、適切なも

のであるとの認識でございます。 

次に、新型コロナ「5類」移行後の保健所体制はについ

てでございますが、5類移行後のワクチン接種や検査・入

院治療等の公費負担等につきましては、3月上旬をめどに

国の具体的な方針が示されるものと認識をしております。 

また、医療提供体制等については、段階的な移行を目指

すとの方針が示されていることから、保健所の体制につき

ましては、今後国から示される方針を踏まえ、その方向性

を見定めた上で、必要な体制を整えてまいりたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

◯宮本吉秀議長 

 日本共産党議員団代表 苦瓜一成議員。 

◯日本共産党議員団代表 苦瓜一成議員 

 それでは、2問目をさせていただきたいというふうに思

います。 

 それぞれのところで少しずつ質問しますので、よろしく

お願いします。 

 1項目めの市長の基本姿勢の中の、市長の平和に対する

姿勢についての中で、核兵器禁止条約に関係する話なんで

すけれど、今ご答弁にもありましたように、市長は広島・

長崎の被爆者が求めて、国連に提出する国際署名、これが

実は核兵器禁止条約が今現在成立して、国際法として、核

兵器を違法のものとすることができる最初のきっかけと

なる動きの署名でした。 

 清元市長は市長に就任されて、いち早く令和元年の 7

月に署名をされました。本当によかったというふうに思い

ます。 

 この署名が基になって、先ほども申しましたように核兵

器禁止条約が成立をして、122 か国の賛成でできていく。

現在 68 か国が批准しているというような格好に一応なっ

てるんです。 

ただ、残念なことに唯一の被爆国であります日本政府が、
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この核兵器禁止条約に背を向け続けるので、核兵器禁止条

約が発効した 2年前のちょうど 1月から、日本政府に核兵

器禁止条約に早く参加してほしいという署名をお願いす

る運動がずっと進んでいるわけなんです。私たちも毎月 6

日と 9日に駅前で署名をお願いする活動をしております。 

 先ほども申しましたように、県内の首長さんには皆さん

依頼されてるんですけども、今現在、12 市長と 2 町長が

署名されました。近隣では、赤穂市長も宍粟市長も署名を

されています。 

 ぜひ、この国際署名にいち早く署名された清元市長、12

月の議会の答弁でも検討するというふうにお答えになら

れたんですけども、今もまた検討するというお答えなんで

すけども、もうすぐに署名をしていただきたいというふう

に思います。 

 よろしくお願いします。これ答弁を求めたいと思います。 

 それから、自衛官募集事務のことなんですけど、これも

やはり全国的に自衛官募集のために協力をして個人情報

を出していくというようなことが本当にいいのかという

ことで、様々なところで問題になって、私たちも、実は姫

路市がこのようにして姫路市民の 18歳と 22歳の情報が自

衛隊側に渡っていることを知りませんでした。 

知った限りは、これはちょっとまずいなということで、

毎回議会でいろいろと質問もさせていただいたりしてい

るわけなんですけれど、今はこの情報、タックシールにし

て渡しているので、あまり情報として渡してないのかみた

いな感じになるんですけど、実は受け取ったほうは、どう

してこういうはがきが、いろいろな文書が自衛隊から家に

来るのかということで、そんなに気にしない方もいるのか

もしれませんけども、何でこんなんが来たんだということ

で、いや実はこれは姫路のほうから情報が出てるんですよ

という話になったときに、それはちょっとまずいんじゃな

いかということが思いますので、しかも今、最近は広報ひ

めじに事後になって、このように提供しましたと。今の 3

月の広報ひめじにも載ってるわけですけども。実は、こう

いうことで後から知らせたらいいのじゃなしに、事前に知

らせて、もうそれはちょっと困ったなと、そういうのはや

めてほしいという方には、私の分は出さないでくださいと

いう、そういうことを検討されるとおっしゃいましたけど

も、事前にそういうことをやって、かつするんだったらま

だしもというふうに思うわけです。 

 しかも、今、一番最初の質問の中で、自衛隊が質が変わ

ってきて専守防衛から、もう先制攻撃ができるという自衛

隊に変わっていく、戦争するいう自衛隊に変わっていくと

いう中で、自衛隊に姫路市民の若者を隊員にするために姫

路市が協力をしていくということは、隊員募集に協力して

いくことは、本当極端な言い方をするんだったら、戦闘人

材の確保に手を貸すというような格好になるので、その点

でもやめるべきだというふうに思いますので、再考された

答弁を求めたいと思います。 

 原発のことなんですけども、先ほど環境局長からのお話

がありましたけども、この 1 問目でも言いましたように、

再生可能エネルギーをどんどんどんどん増やさなければ

ならないというような状況の中に、原発があるから再生可

能エネルギーが発展しないという足かせになっていると

いう考え方を、先ほど私申しましたけど、そのお考えがあ

るのかないのか。ですから、原発に対する市長の考え方を

お聞きをしたわけです。 

 やっぱり原発はすぐゼロにして、それを前提に再生可能

エネルギーを発展させていくという立場が求められるの

でないかというのが私どもの立場でして、姫路市も、市の

保有する遊休地などに太陽光パネルを積極的に設置して

いくという方針があるんですけど、昼間太陽光発電がずっ

と発電をすれば、電力が余って、そのときには原発は出力

を変えないですから、原発を優先して再生可能エネルギー

のほうを抑え込んでいくということを今現在やっている

わけです。こんなことしてたら、再生可能エネルギーが発

展するのが、本当にその障害になるという考え方なんです。 

 したがって、何でこういう質問するかといいますと、や

っぱり脱炭素というか、至急の気候危機を打開するために

も、再生可能エネルギー、自然エネルギーにシフトしてい

く。そして、日本は、もう環境省も認めてるんですけども、

あらゆる再生可能エネルギーのポテンシャルでしたらも

うすごい能力を持ってる。事業ベースだけで考えても、現

在の発電量の 2倍のポテンシャルを持っていると、環境省

も認めてるわけですから、まず原発をゼロにするという姿

勢を示していただきたいというふうに思います。 

 不当要求に関することは、もうこれは質問させていただ

いたのは、これもう市長のリーダーシップで、職員は全体

の奉仕者であるという気持ちで仕事をしていくんだとい

う心構えを市長から、常に市職員に示していただきたいな。

市長のお気持ちっていうか、構えを聞かしていただきたい

なという形で、質問をさせていただきましたので、その決
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意というか、そういうものを答弁をしていただきたかった

というふうに思っています。 

 それから次に、2項目めの子どもの医療費無料化のこと

なんですけども、これはもうほかの代表の方もいろいろ質

問されたんですけども、この子どもの医療費のことで高校

までという発展は本当姫路市の考え方として、これまでは

福祉の施策だという考え方で実施をされてきたんですけ

れども、もうやはり子育て支援のほうにシフトした考え方

でやるんだというふうに市の姿勢を変えられたわけです

から、これはもう財政の問題もいろいろと言われたんです

けど、これやっぱりちょっと決断をしてやっていただきた

いなという思いをしています。 

 ですから、今この来年度の予算に向けましても、今、各

県内の各市町でももう既に発表されてるところがありま

して、相生市も、そして高砂市も、そして市川町も高校卒

業までの医療費無料化で、養父市、朝来市、丹波市もその

ほうにシフトされました。何度も繰り返すようですけれど

も、次々と高校卒業まで、しかも所得制限なしは高砂、市

川、丹波です。完全の 18 歳までの無料化実施を発表され

ています。 

 したがって、姫路市も様々な移住促進だとか、子育てに

優しいまちづくりをというふうにおっしゃるんだったら、

もういの一番にこの子育ての中心であるこどもの医療費

無料化、国にも要望をされる。そして県にもというふうに

なるんですけど。それも当然なんですけど、国の場合、軍

事費を倍にするという方向にはすぐ決めますけど、なかな

かこちらの子育てのほうについてはなかなか決断が遅い

ということがありますので、やはり自治体の福祉増進の役

割としては、やはりこのこども医療費無料化、市長も次期

市長選挙の公約に一番に掲げられておるんですから、ぜひ

やっていただきたいなというふうに思いますので、改めて

答弁を求めたいと思います。 

 学校給食費の無償化のことなんですけども、これも憲法

26 条で義務教育は無償となってますから、もう全部無償

であるべきなんで、これはもう 70 年以上前から、学校給

食も義務教育の一環ですから、無償が当然だという考え方

は、あるんはあったんです。ただ、しかしなかなか経費の

かかることでもありますから、なかなか進行してなかった

んですけども、ここにきて、全国的にものすごく急速に学

校給食の無償化が進んでいます。 

 ですから、姫路市も、3人目以降の無償化ができるよう

になりましたんですけども、やはり全員無償化を進めてい

ただきたいなというふうに思いますし、もう既に学校給食

の無償化をやっている県内の市町では、相生と加西とあり

ます。そして、明石市が中学生で、このたびの新年度予算

のことでは、但馬の香美町、新温泉町、そして猪名川町、

それから太子町は小中学校とも、食材費全部じゃなしに主

食の部分だけですけども、無償化になりました。 

 このように、どんどんとこう進んでいるわけですから、

姫路も第 3子以降と言わずに、完全無償化に大いに進ませ

る、そういう決断をお願いをしたいと思いますし、24 億

円かかるというふうにお聞きしますけども、子どもたちの

給食費全体じゃなしに、給食を指導される教員の給食費の

無償化も、当然それに含まれるべきだというふうに考えま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 この点についても、再度答弁を求めたいと思います。 

 それから、高校の統廃合の問題ですけども、これはもう

審議会がそういうふうな答申を出してきてという格好に

なるんですけども、やはり姫路の 3つの全日制の普通科の

高等学校は本当に人気がありますよね。ですから、それが

今の小学校 6年生の子が高校に行くときには、もう 1校に

なってしまっているというような状況は、本当にいいのか

というふうに思います。 

 なぜ今、この 3校を 1校にしてしまうのは、確かにその

審議会からの答申もありました。しかし、今全体的に学校

を減らしていく中での姫路市立高校を 1 校にしてしまう

というのは、ちょっと全体の中でそういうものに便乗した

学校縮減ではないのかというふうに言わざるを得ない、そ

ういう思いがします。姫路市は 3校をちゃんと維持してい

くんだということを、ちゃんと決断をしていただきたいな

と思うし、10 年余りかけて約 11％の中学校卒業生が減っ

ていくということになるわけですから、そんなに急激に減

ってるわけではございません。 

 ですから、40 人学級ですから、これは国の制度がある

のでなかなかこう難しいかも分かりませんけども、1割減

るんだったら、40人学級が 36人にすれば今の学級数は維

持できるという考え方にもできるわけですから、ちょっと

極端な発想かもしれませんけども、そういう考え方もあっ

てもいいんじゃないかと思いますし、姫路市も 3校を維持

するという決断をしていただくのは、やっぱり今市民の求

められているところではないだろうかというふうに思い

ますので、よろしくお願いします。 
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 それから、小中学校の少人数学級と大規模校改修の問題

ですけども、少人数学級のことにつきましては、これはや

り取りの中で、かつて姫路市も独自の姫路市単で少人数教

育をやった実績がありますよと私申しましたら、いやそん

なんありませんよという話があったんですけども、調べて

もらったら分かると思うんですけども、2005 年、平成 17

年に小学校 2年生に、21校に 31人の非常勤講師を採用し

て、少人数教育をやり遂げた実績がありまして、これが基

で兵庫県が加配を使って 4 年生までの 35 人学級を実施し

た実績となっているわけですから、大いにやっていただき

たいと思うし、明石市は実際のところ、小学校 1 年生は

30人学級、そして中学校 1年生は 35人学級と明石市市単

でやってますからね。 

 だから、市でやってやれないことはないと思うので、や

はり子育ての面からも、姫路はやっぱりいいのだというふ

うに言われるためにも、ぜひ頑張っていただきたいなと思

いますので、その点よろしくお願いします。 

 それから、5項目めの地区総合センター、あるいは市営

住宅の募集の例外廃止をというのですけども、やはりここ

にもちゃんとした決断をしていただかないと、やはりいつ

までたってもという思いが、続くわけです。 

特に、市営住宅の募集の部分については、住宅課で募集

して何の不都合があるのかなというふうに思うわけです

から、ぜひ 10 年もかけてもなかなかこう一元化できない

という話に、もうこれだけはもうすぐに決めていただきた

いなと思います。 

 以上、2問目をさせていただきます。 

◯宮本吉秀議長 

 清元市長。 

◯清元秀泰市長 

 ご質問ありがとうございます。 

 日本政府に核兵器禁止条約の署名批准を求める署名を、

につきましては、国内外の情勢の変化を見据えて、前向き

に検討していきたいと考えております。 

 以上です。 

◯宮本吉秀議長 

 佐野副市長。 

◯佐野直人副市長 

 こども医療費助成制度の高校生までの制度拡充につき

ましては、市議会の決議も重く受け止めているところであ

りまして、このたびの制度拡充を第一歩として、さらなる

制度の拡充に前向きに取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 安定的な財源確保の見通しをつけるためには、行財政改

革、大胆な行財政改革が伴いますが、子ども・子育て施策

としての視点でもって総合的に検討してまいります。 

その過程で、制度拡充の方向性などにつきましてお示し

できる形になりましたら、適宜適切に市議会へのご説明を

させていただきます。 

 以上でございます。 

◯宮本吉秀議長 

 沖塩市民局長。 

◯沖塩宏明市民局長 

 まず、自衛官への募集事務の協力についてでございます

けれども、答弁でもさせていただきましたように、これは

相当な理由があるものというふうには考えております。 

 ただし、希望しない方への対応等につきましては、例え

ば他都市の状況というふうにお話をさせていただきまし

たけども、近隣であれば京都市なんかでそういう除外制度

を新たに設けられたというような情報も入れております。 

 そういった他都市の情報等も参考にさせていただきな

がら、検討させていただきたいとは思っております。 

 次に、総合センターにつきましては、先ほども答弁させ

ていただきましたように、現時点におきましては必要な施

設であるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

◯宮本吉秀議長 

 福田環境局長。 

◯福田宏二郎環境局長 

 再生可能エネルギーと原発の関係についての意見との

ことでした。 

 国の安全で安定的、安価なエネルギー確保に向けたコン

トロール、いわゆるエネルギーミックスの戦略は、施策の

強度やタイミングなど総合的な考え方で、国が責任を持っ

て取り組むべきものでございまして、相関関係について端

的に評価することはできないと考えております。 

 以上でございます。 

◯宮本吉秀議長 

 坂田総務局長。 

◯坂田基秀総務局長 

 市長のリーダーシップの下に職員一丸となって再発防

止に取り組んでまいります。 
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 以上でございます。 

◯宮本吉秀議長 

 西田教育長。 

◯西田耕太郎教育長 

 まず、給食費無償化のことでございます。 

 先ほども答弁させていただいたように、24 億円以上の

多額の財源が、これが毎年いるというふうなことですので、

他の子育て政策も踏まえて総合的に判断し、本当に慎重に

検討する必要があることであると考えております。 

 それから、市立高校のことについてでございますが、少

子化が本当に進んできております。 

 それで、議員もご存じだと思うんですけれど、現在市立

高校は各 6クラスございます。けれど、これが 5クラスに

なると教員の数がぐっと減ります。そして、高等学校はや

はりそれぞれ専門性がかなり必要になってきますので、教

員が確保できないと、同じ社会でも専門外のことを教えな

くてはいけないと。そういうふうなことになってきますと、

やはり生徒が学びたいことはしっかり学べないと、そうい

ったことも懸念されます。 

 そういったことも含めて、やはり先を見据えて、これか

ら市立高等学校へ入って来る子どもたちのことをまず一

番に考えて、やはりこの少子化が進んでいく中、統合再編

は避けられないと考えております。 

 それから、最後の少人数教育のことなんですけれど、議

員ご指摘のとおり、平成 17 年、少人数学級低学年のほう

で実施しております。 

 それも市単でやっておるわけなんですけれど、現在姫路

市におきましては、市単で、特にこの特別支援教育支援員

のほう、来年度も 11 人増員します。それから、県の補助

があると言いながら、スクールサポートスタッフの方も

52 人から 109 人に拡充いたします。ですから、そういっ

た形で職員の負担を軽減することで、職員がしっかりと子

どもたちのほうに注力できるように、少人数教育とはまた

違う形で、子どもたちへの支援を現在市単のほうで行って

おりますので、何もしてないというふうなことではなくて、

教育委員会、市としましては、子どもたちのために、いろ

んな形で財源も使っているということをご理解願いたい

と思います。 

 以上です。 

◯宮本吉秀議長 

 三輪都市局長。 

◯三輪 徹都市局長 

 繰り返しになりますけども、やはり今までの経緯を踏ま

え、やはり地域の理解を得ながらしていくべきと考えてお

りますので、建て替え事業に合わせて一元化のほうを進め

てまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

◯宮本吉秀議長 

 日本共産党議員団代表 苦瓜一成議員。 

◯日本共産党議員団代表 苦瓜一成議員 

 じゃあ 3問目を、時間が許す限りやらせていただきたい

と思いますけれども、教育長、少人数学級のことはいろい

ろ言われたんですけども、姫路市も実績があってというそ

のときは、姫路市のやったことが県が動かしたということ

があるんです。 

いろいろ言われますけども、明石市がそうやってホーム

ルームを潰して、小さい少人数学級をやってるという実績

があるわけです。小学校 1年生とそれから中学校の 1年生

と。市単で臨時講師を雇って、ホームルームを小さくする

ということを実際やってるわけですから、これがやはりも

ともとは国ないし学級編成の責任は都道府県にあります

から、兵庫県がやるべきなんで、非常にこれ遅れてるのは、

大阪と兵庫と広島というふうに言われてますので、大変残

念なことなんですけど、そこを動かすために姫路市が先頭

に立って市単でホームルームを小さくして、小学校の 5

年生、6年生、それから中学 1年生と、少なくともそのあ

たりの少人数学級に踏み出してほしいと。これもう明石に

例があるので、やってできないことはないというふうに思

います。 

 それから、ちょっと前後しますけども、学校給食費もど

んどんと無償化になったので、姫路市、第 3子以降が無償

化になりました。24億と言ったら大体市町村レベルでは、

一般会計の 1％ぐらいでできるんだというふうに聞いて

ます。24億だったら 1％超えるわけですけども、これちょ

っと計算の仕方が若干なんかおかしいのかなと思ったり

もするんですけども、決断を持って生み出していただきた

いなというふうに思いますので、この点答弁があれば、よ

ろしくお願いします。 

◯宮本吉秀議長 

 以上で、日本共産党議員団代表質疑を終了します。 

 


