
4常任委員会の所管事務
調査報告がまとまりました

委員会
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レポート

　常任委員会は、その部門に属する事務に関して調査を行う
権限をもっています。所管事務調査権は市から提案された予
算案や条例案などの議案を審査するのとは違い、常任委員会
が自主的にテーマを設定し、調査を行うものです。その調査
報告がまとまりましたのでお知らせします。

文教消防
委員会

新総合体育館を活用した
まちづくり

総務経済
委員会

人口減少・高齢化社会における
公共交通のあり方について

認
　識

◯ 現市民体育館は、市民の健康志向の高まりや
ニーズの多様化によりさらなる充実が求められ
ているが、施設や設備の老朽化が著しく、求め
られる耐震基準に達していない上に、耐震補強
が難しい。また、駐車場が少なく市の中心部に
位置する体育館としては不十分である。

◯ 新市民体育館の整備計画は、広く“まちづくり”
を考えていくための計画の一つと考える。

調
　査

◯ 当局を交えての勉強会や、ＮＰＯ法人沼津市体
育協会を招聘しての勉強会を実施した。

◯ 広島県呉市を行政視察し、地域振興にも寄与す
る総合体育館の姿をうかがい知ることができた。
また、建設の際に施設部分を土で覆うことで都
市公園区域としての機能を残す、代替地検討の
際の新しい視点を得た。

提
　言

◯まちの活性化への寄与を。　
◯駐車スペースの確保と体育館へのアクセス向上を。
◯香陵運動場の代替機能の確保を。
◯防災拠点施設としての機能の充実を。
◯スポーツ機能の充実を。

認
　識

◯ 人口減少やマイカー依存が拡大しているため、
路線バス利用者やバス路線長は年々減少し、「市
民の足」となる公共交通の維持が難しくなって
おり、将来を見据えた施策が必要と考える。

調
　査

◯本市の現状と課題について勉強会を行った。
◯ 栃木県宇都宮市に

て「自転車のまち
推進計画への取り
組み」、新潟県三条
市にて「地域公共
交通協議会」につ
い て 行 政 視 察 を
行った。

提
　言

◯ 今後の地域の交通のあり方としてデマンド式を
キーワードに、駅・医療施設・文化施設等を交
通結節点として育て、地域に最も適した交通シ
ステムの構築を。

◯ 地域全体の中で自転車の利活用が図れるよう、
機能分担によるめり張りのある交通体系づくり
の推進を。

建設水道
委員会

市街化調整区域における
土地利用

認
　識

◯ 新東名の開通など、広域交通アクセスの飛躍的
な向上が見込まれている。

◯ 線引き後 40 年が経過し、社会環境の変化や津
波被害が懸念される中で、市街化調整区域にお
けるまちづくりの機運が高まっている。

提
　言

◯ 市街化調整区域における開発行為等の審査基準
( 案 ) を沼津市開発審査会に諮り、行政書士会、
建築士会などの関係機関への周知を行い、速や
かな審査基準の運用を。

◯ 開発行為の技術基準について、将来の社会状況
等の変化に対応し、新たな地域の産業の発展に
寄与できるよう見直しを。

調
　査

◯ 本市独自の判断によ
り、規制緩和可能な
沿道サービス施設の
敷地面積の拡大等の
検討を行った。

◯ 埼玉県三郷市にて「新
三郷駅周辺の土地利
用の事例」について
の行政視察を行った。 ▲ららぽーと新三郷　(三郷市)

▲歩道上自転車駐輪場（宇都宮市）

民生病院
委員会

一般廃棄物処理にかかわる
今後の課題

認
　識

◯ 一般廃棄物処理にかかわる今後の課題として、
最重要であるのが新中間処理施設整備であり、
当局が策定する新中間処理施設整備基本構想の
進捗状況を把握し、当委員会においても意見を
まとめるべきだと考える。

提
　言

◯ エネルギーの有効活用について、熱回収量増加
に向けた埋め立てごみ熱源利用プラスチック（③
類）の焼却は、先行事例で検証されているよう
に健康被害などにはつながらないと考えるが、
周辺住民の不安とならないように十分なチェッ
クと情報開示を。

◯ 事業方式について、事業費負担の軽減に加え、
民間の維持管理運営能力を活用できるＤＢＯ方
式もしくは各種ＰＦＩ方式の十分な検討を。

調
　査

◯ 徳島県上勝町にて「ごみの取り組みについて」、
大阪府堺市にて「堺市クリーンセンター臨海工
場について」の行政視察を行った。

◯ 施設整備基本構想検討委員会の進捗状況に合わ
せて勉強会を開催し、検討内容について意見交
換を行った。
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我が国の労働者は、その大多数が雇用関係のもとで働いている。
この雇用労働者が安定的な雇用のもとで安心して働くことのでき
る環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・
社会の持続的な成長のために必要である。

現在、国においては、成長戦略の中で、「解雇の金銭解決制度」
や「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入、「限定正社員」
制度の普及、労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護
するルールの見直しなどの議論がなされているが、これらは雇用
を不安定にし、国民生活の安定や経済の好循環に逆行する懸念が
ある。

また、国の議論は、労働者保護ルールそのものにとどまらず、
労働政策に係る基本方針の策定のあり方にも及んでおり、労使の
利害調整の枠を超えた総理主導の仕組みを創設することも提言さ
れている。雇用・労働政策は、ＩＬＯ ( 国際労働機関 ) の三者構成
原則に基づき労働者代表委員、使用者代表委員、公益代表委員の
三者で議論すべきであり、こうした提言は、国際標準から逸脱し
たものと言わざるを得ない。

よって、国においては、労働者が安心して働くことができるよう、
下記の事項について強く要望する。

記
１　 不当な解雇として裁判で勝訴しても、企業が金銭さえ払えば

職場復帰の道が閉ざされてしまう「解雇の金銭解決制度」及
び長時間労働を誘発するおそれのある「ホワイトカラー・エ
グゼンプション」の導入や、解雇しやすい正社員をふやす懸
念のある「限定正社員」制度の普及などについては、慎重に
対応すること。

２　 労働者派遣法の見直しは、低賃金や低処遇のままの派遣労働
の拡大につながりかねないことから、より安定した直接雇用
への誘導と処遇改善に向けた制度を整備すること。

３　 雇用・労働政策に係る議論は、ＩＬＯの三者構成原則にのっ
とって行うこと。

手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔
の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使
うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な
情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。

しかしながら、ろう学校では手話は使われず、社会では手話を
使うことで差別されてきた長い歴史があった。

平成 18 年 12 月に採択された国連の障害者権利条約には、「手
話は言語」であることが明記されている。

障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、
平成 23 年８月に成立した「改正障害者基本法」では、「全て障害
者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のため
の手段についての選択の機会が確保される」と定められた。

また、同法第 22 条では、国・地方公共団体に対して情報保障施
策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを
広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、
自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究するこ
とのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必
要であると考えている。

よって、国においては、手話が音声言語と対等な言語であるこ
とを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で
学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究

することのできる環境整
備を目的とした「手話言
語法 ( 仮称 )」を制定す
るよう強く要望する。

日本国憲法第 26 条は、全ての国民に「その能力に応じて、ひと
しく教育を受ける権利」を保障しており、教育基本法第 4 条は、
国及び地方公共団体に「経済的理由によって修学が困難な者に対
して、奨学の措置を講じなければならない」と規定している。

日本を除くＯＥＣＤ（経済協力開発機構）の加盟国 33 カ国のう
ち、授業料が無償の大学がある国は 17 カ国あり、残りの 16 カ国
でも給付型の奨学金が制度化されている。日本においては、国立
大学の初年度納付金の標準額が 81 万 7800 円と高額の上、国に
よる給付型の奨学金がなく、貸与型のみである。そのうち、有利
子奨学金が約 4 分の 3 を占めており、教員・公務員になった場合
の免除制度は既に廃止されている。近年は全国の大学生のおよそ
半分が奨学金を借りている現状がある。

就職難や低賃金の不安定・非正規雇用が広がる日本の社会経済
状況のもと、高金利の貸与型奨学金の返済を遅延すれば「ブラッ
クリスト」化され、卒業後の人生にも大きな支障を来す結果となっ
ている。貸与型奨学金を利用しない理由として、「将来の返済が不
安」と答えた学生が 3 分の 1 に上っているという統計もあり、従
来の貸与型奨学金に限らず、奨学金制度の拡充が求められている。

よって、国においては、現行の貸与型奨学金制度の金利引き下
げを図り、経済的に苦しい立場にあり、真に学ぶ意欲のある高校生・
大学生に対しては、一定の条件のもと、給付型奨学金制度を早急
に創設されるよう強く要望する。

最低賃金は、労働者の生活の安定、労働条件の改善を図る上で
大変重要な役割を担っている。最低賃金を引き上げることは、労
働者の「質」を高め、企業の生産性を向上させ、地域経済の活性
化を図るためにも必要である。

現在、労働者の 4 割近く、若者と女性に至っては半数以上が非正
規労働者という実態にあり、フルタイムで働いても年収 200 万円以
下の「ワーキングプア」という状況が急速に拡大している。経済的
自立や結婚もおぼつかない状況は、少子化の要因であり、社会保障
制度の根幹を揺るがし、地域経済の衰退を招く事態となっている。

本県の最低賃金は、昨年 10 月に時間給 749 円へ改定されたが、
これは、全国平均時間給（現在 764 円）を 5 年連続下回っており、
通常労働者と同じ時間数働いた場合でも、月額 11 万 6095 円（７
時間 45 分× 20 日）と著しく低いものとなっている。これは、地
方から大都市への人口流出の要因ともなっている。

2010 年には、政労使の雇用戦略対話によって、最低賃金は「で
きる限り早期に全国最低 800 円を確保し、景気状況に配慮しつつ、
2020 年までに全国平均 1,000 円を目指すこと」が合意されている。

よって、国においては、次の事項を実現するよう強く要望する。
記

１　 最低賃金について、雇用戦略対話の合意に沿った引き上げを
図ること。

２　 中小企業への支援策を拡充し、最低賃金の引き上げを行う環
境を整備すること。

意見書
　４件の意見書は、平成 26 年 6 月 30 日に全会一致で可決された後、関係官庁等へ
送付しました。
※ 意見書とは、市だけの努力では解決できない公共の利益に関する問題について、市議会の意思をまとめて

国や県に要望するものです。

労働者保護ルールの見直しに関する意見書
「手話言語法」制定を求める意見書

給付型奨学金制度の創設を求める意見書 最低賃金引き上げと中小企業支援の拡充を求める意見書

「手話言語法」制定を求め
る意見書の発案者説明の際
に、議場に手話通訳者が入
りました。
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