○あなだ貴洋議員（登壇） それでは、通告に従
いまして、一般質問をさせていただきます。

そこでまず、先ほどの質問と一部重なる点もご
ざいますが、平成１９年度の時点で、市内には昭

まず、３月１１日に発生しました東日本大震災

和５６年以前の基準で建設された建築物のうち、

で確認された死者、行方不明者は２万人を超え、

耐震化が必要となる住宅戸数が２万４千２００戸

今もなお、１０万人もの方々が、避難所生活を初

ございました。耐震改修促進計画では、住宅の耐

め、苦しい状況を余儀なくされ、さらに多くの個

震化の目標を平成２７年度までに９０％としてい

人避難宅の被災者が苦境に立たされております。

るわけであります。この目標を達成するには、２

まずもって、犠牲となった方々の御冥福をお祈

千５００戸の耐震化を進めていかなければなりま

りするとともに、被災された方々に心からのお見

せん。現状では大きく進んでいないという状況が

舞いを申し上げます。

見受けられますが、その主な原因についてお聞か

さて、このたびの震災では、地震、津波の恐ろ

せをいただきたいと思います。

しさ、また、災害に対する備えと初動対応の重要

また、自然災害が少なく、地震経験も少ない旭

性を再認識するとともに、防災に対する平時から

川市において、今後どのように住民意識の向上を

の取り組みの必要性を痛感しているところであり

図り、
耐震診断及び耐震改修を促進していくのか、

ます。

お答えをいただきたいと思います。

そこで、建築物の耐震化促進について質問をさ
せていただきます。

さらには、災害時において、学校は避難収容拠
点として、病院、保健所は医療・救護活動拠点と

近年、新潟県中越沖地震や福岡県西方沖地震、

して、庁舎は被害情報収集や被害対策指示の災害

能登半島地震など、地震が起こりにくいと言われ

対策の拠点として、重要な役割を担うことになり

てきた地域でも大きな地震が発生し、地震災害に

ます。このため、平常時の利用者の安全の確保だ

対しての危機意識の低さが被害拡大につながった

けではなく、災害時の拠点施設としての機能確保

とも言われております。同じく旭川市におきまし

の観点からも、市有建築物の耐震性確保が求めら

ても、地震が起こりにくいと言われているわけで

れているわけであります。

ありまして、今、地震大国日本において、いつ、

そこで、耐震改修工事を行う前に耐震診断を行

どこで地震が発生してもおかしくない状況にあり、

わなければなりませんが、耐震改修促進計画によ

地震災害に対しての備えを怠らないことが重要で

りますと、平成２３年度までに耐震診断を実施す

あります。地震に対して、死者数と経済被害を軽

ることとなっております。現在の状況と今後の計

減するためには、建築物の耐震化による震災対策

画についてお示しいただきたいと思います。

の充実が不可欠であります。

次に、地域建設業の再生についてであります。

このような中、旭川市においても、国の基本方

現在、縮減の一途をたどる公共事業予算、そし

針、北海道耐震改修促進計画を考慮し、建築物の

て、競争の激化により、建設業を取り巻く環境は

耐震改修の促進に関する法律第５条第７項に基づ

依然厳しい状況が続いております。地域を支える

く市町村の耐震改修促進計画として、平成２０年

重要な基幹産業として、旭川の道を開き、旭川の

度に旭川市耐震改修促進計画が策定されたわけで

まちをつくってきた地元旭川の建設業界は、今、

あります。本計画によりますと、住宅、特定建築

企業も建設職人もともに存亡の危機にあり、この

物、市有建築物の耐震化率を、国や北海道と同じ

ままでは地域経済・社会においても大きな影響を

く、平成２７年度までに９０％にするという目標

及ぼすことが懸念されることから、今後の建設産

が設定されております。

業の再生が急がれているわけであります。
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地元建設業者は、インフラ整備だけではなく、

環境保護や景観保全、市民参加、歴史的遺産など、

今回のような大震災における災害復旧や、冬期に

審査基準すべての項目で最高の評価を受け、４２

欠かせない幹線や生活道路の除雪を担い、私たち

５の都市の中から金賞を受賞した環境都市であり

の地域生活を支えているわけであります。地域か

ます。

ら業者が姿を消す事態は、市民一人一人の安全・

ミュンスター市においては、熱パスという制度

安心にもかかわる問題だけに深刻であります。私

があり、市が認定した診断員が建築物の断熱効果

は、不況時における公共事業は、企業支援・救済

を無料で診断するというものであります。熱パス

が目的ではなく、公的雇用の創出、失業情勢の改

を取得し、エネルギー効率を上げるために改修を

善が最終目的であり、その政策手段が公共事業で

すれば補助金が受けられる仕組みであり、診断結

あると確信をしているわけであります。

果の最もよい建築物においては緑の番地プレート

そこで、西川市長にお尋ねをいたします。

が与えられる。このようなシンプルな政策で、古

コンクリートから人へのスローガンのもと、公

い建物の改修が進み、エネルギー消費が大幅に減

共事業の削減で地元建設業者は大きな打撃を受

ったということであります。このミュンスター市

け、雇用調整も相次いでおります。地震や水害な

の行政施策において、古い建物の省エネ改修を実

どの災害から人を守れるのは地元建設業の高い技

現すると同時に、改修技術を高めた建設業者の仕

術力とコンクリートであり、人の部分においても

事がふえ、雇用創出など地域経済にも大きな波及

一番重要なものが雇用であると思うわけでありま

効果をもたらし、一つの施策で複数の効果を得る

す。

ことに成功しているわけであります。

繰り返しになりますが、
公共投資事業の実施は、

そこで、こうした政策と実情に学び、旭川市に

建設資材・機材等の中間需要を拡大し、同時に雇

おいても、寒冷地にあって古い建物の断熱改修の

用の創出と失業者吸収を可能にするわけでありま

機会をとらえ、同時に耐震改修を実施すれば、省

す。こうした特有の性質を有する建設産業を、雇

エネ化、ＣＯ２削減と同時に耐震化も図れるわけ

用・失業対策としても積極的に活用するべきであ

で、地域建設業においても新しいマーケットを構

ると考えます。御所見をお聞かせください。

築できるわけであります。

次に、環境政策の転換と建設業についてであり
ます。

また、行政がどこまでバックアップできるかと
いう問題もありますが、例えば、ＰＦＩのような

今回の東日本大震災による東京電力福島第一原

民間資金の積極的な導入を図る発想や誘導策を駆

子力発電所の事故の影響により、今後の原発の存

使し、東日本大震災の災害後の都市設計モデルを

続の可能性は、地震国日本に適応した独自の技術

我が旭川市から全道、全国へ発信するような気概

開発のいかんにかかっているわけでございますが、

が求められているのではないでしょうか。そうし

原子力を含むエネルギー政策と低炭素化政策の見

た環境政策を市場原理に組み込んで地域発展につ

直しは必至であります。

なげるような新たな仕組みをいかにつくっていく

ここでまず、環境大国ドイツの北西部に位置す

か、これからの政策立案においても重要であると

るミュンスター市の環境政策について、事例を交

感じているわけでありますが、御所見をお聞かせ

えて質問させていただきたいと思います。

いただきたいと思います。

このミュンスター市は、環境大国ドイツにおい
ても環境首都の称号を得ており、暮らしやすさを

次に、少子高齢化と人口減少社会への対応につ
いてお尋ねをしたいと思います。

審査する国連環境計画が主催したコンテストで、
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我が国の経済は、平成２０年秋の世界的な金融

危機、それに続く急激な景気後退により、依然と

れているわけであります。

して厳しい雇用情勢が続いております。旭川市に

このような急速な少子高齢化、そして人口減少

おいても、企業の雇用調整が相次ぎ、長引く不況

が同時進行する時代において、この先も地域課題

と雇用不安が広がっている中、これらの問題に早

や社会的な課題すべてを公的サービスが支えてい

急に対応することが喫緊の課題であることは、私

くということは不可能であります。多様化する行

も重々承知をしているところであります。

政ニーズに対応していくためにも、ＮＰＯ法人と

しかしながら、同時に、極めて近い将来、訪れ

の連携、活用など、新しい地域での支え合い、こ

るであろう労働力不足が、旭川経済に対してさら

れを進めるための新たな地域社会のあり方を検討

なる大きな打撃を与えることが懸念をされており

することが緊要な課題となってくるわけでありま

ます。それゆえ、この問題に対してしっかりと調

す。

査研究し、中長期的なビジョンを策定していくこ

そこで、近い将来、そうした時代を迎えるに当

とが今こそ求められていると感じているわけであ

たり、市の対応、そして、市民が安心できる持続

ります。

可能な社会を維持するための取り組みについてお

そこで、旭川市の少子高齢化の状況を調べてみ

伺いをいたします。

ました。国立社会保障・人口問題研究所の推計に

以上で、１回目の質問を終わります。（降壇）

なります。旭川市の年少人口ゼロ歳から１４歳ま

○議長（三井幸雄） 東都市建築部長。

で、こちらは、平成１７年には４万４千５８７人

○都市建築部長（東 光男） 民間住宅の耐震化

であったものが、２０年後の平成３７年には２万

が進んでいない原因についてのお尋ねでございま

１千５６１人、４８．４％に減少し、生産年齢人

す。

口１５歳から６４歳においても、平成１７年には

耐震診断及び耐震改修が進まない原因といたし

２３万９５８人であったものが、２０年後の平成

まして、過去の地震で旭川市域の住宅に大きな被

３７年には１３万５千６８１人、５８．７％に減

害を生じさせた記録がないこと、今後３０年以内

少するとのことであります。

に大地震が起こる確率が極めて低いことに起因す

一方で、老年人口、６５歳以上は、平成１７年

る住宅所有者の意識、そして、耐震診断及び耐震

には７万９千４５９人であったものが、同じく２

改修にかかわる多額の費用負担、昭和５６年以前

０年後の平成３７年には１１万３２９人、
１３８．

に建築された住宅所有者の高齢化、また、改修工

８％に増加、続いて、後期老年人口、７５歳以上

事期間が長期になることによる仮住まいなどの問

においても、平成１７年には３万５千４６０人で

題があることから、耐震化が進んでいないものと

あったものが、同じく２０年後の平成３７年には

考えられます。

７万１千５９０人と、２０１．９％にまで増加す
るとのことであります。

次に、住民意識の向上による耐震化の促進につ
いてでございます。

このように、本市において、過去に例を見ない

住民に対する耐震化の啓発や知識の普及にかか

ほどのスピードで高齢化が進み、加えて、生産年

わる事業といたしまして、本市では、旭川市木造

齢人口の減少により、経済規模の縮小や地域社会

住宅無料耐震診断や旭川市住宅耐震診断補助事

における活力の低下が懸念をされております。そ

業、耐震情報の市民広報への掲載、消防本部防災

のため、本市の活力の維持、発展を図っていくた

事業との連携や啓発、耐震診断技術者の育成など

めには、
少子化を食いとめる対策を講じる一方で、

を実施してまいりました。今後につきましては、

より多くの就業参加と労働生産性の向上が求めら

これらの事業を継続し、さらに、地域住民への効
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果的な啓発方法などを検討しながら、住民意識の

今回の東日本大震災における福島第一原子力発

向上、耐震化の促進に努めてまいりたいと考えて

電所の事故が、我が国の環境政策に与える影響は

おります。

極めて大きく、今後のエネルギー政策の見直しは

市有建築物の耐震診断の状況及び今後の計画に
ついてでございます。

避けられない状況にあると認識をいたしておりま
す。本市におきましても、省エネやＣＯ２の削減

市有建築物の耐震診断率は、平成２３年４月現

はもとより、冷涼な気候を生かした雪冷房システ

在８７．１％となっております。耐震診断が実施

ム等による環境負荷軽減や、太陽光パネルの設置

されていない建築物につきましては、今後の利用

を初めとした新エネルギー政策の推進に一層努め

計画が確定されていないもの、あるいは、解体な

ていかなければならないと考えております。

どの可能性があるものなど、現在、施設管理者に

なお、雪氷利用に関しましては、雪の冷熱エネ

おいて、耐震診断の実施を検討しているところで

ルギーを活用した農作物低温貯蔵庫の建設、運用

ございます。今後の計画につきましては、施設管

など、民間が主体的に行っている取り組みもあり

理者の検討結果により、耐震診断の実施を判断す

ますことから、より積極的な情報発信等が必要で

ることとなりますことから、その整理を早急に進

あると認識いたしております。

めてまいりたいと考えております。

また、建設業におきましても、大震災を契機に

以上でございます。

耐震改修に対する意識がさらに高まる中、こうし

○議長（三井幸雄） 佐々木経済観光部長。

た耐震化の対応に加えまして、積雪寒冷地に適し

○経済観光部長（佐々木恵一） 建設産業の雇用・

た地域の建設技術を内外に積極的にアピールする

失業対策への活用についてのお尋ねでございます。

など、販路拡大に向けた取り組みを進めていると

建設産業は、住宅建築や社会資本整備などの担

ころでございます。

い手であり、同時に多くの人々に就業の機会を提

今後、これらの取り組みを発展、充実させるた

供することにより、市民が安心して生活を営む上

めには、御質問にもございましたけれども、一つ

で地域経済、地域社会にとって不可欠な役割を担

の施策で複数の効果を得るための工夫が重要でご

っているものと認識いたしております。

ざいまして、本市から全道、さらには全国へと発

現在、本市が実施しております雇用拡大に向け

信するようなことも意識をしながら、地場の産業

た事業といたしましては、緊急雇用創出事業やふ

振興や経済発展に結びつく効果的な施策展開とな

るさと雇用再生特別対策事業など国の雇用交付金

るよう、より幅広い観点から個々の事業を組み立

を活用した事業を初め、若年者や季節労働者、障

てていかなければならないものと考えているとこ

害者などを対象とした事業など各種の事業がござ

ろでございます。

いますことから、これらの事業の実施状況なども

次に、少子高齢社会、人口減少社会におけるま

踏まえながら、御提言をいただきました建設産業

ちづくりの考え方についての御質問でございます。

の活用による雇用改善につきまして検討してまい

我が国が人口減少時代に突入しましたことは、

ります。

それだけを見ましても国内市場は縮小傾向に入っ

以上でございます。

たということでございます。また、急速に進む少

○議長（三井幸雄） 岡田総合政策部長。

子高齢化は、生産力の低下、さらには、社会を支

○総合政策部長（岡田政勝） ドイツの例も挙げ

える基盤が縮小するということにつながると、大

られまして、環境政策の転換と建設業について御

きな危機感を抱いているところでございます。こ

質問がございました。

のことは、経済、産業における懸念だけではなく、
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担税力の低下と、それに伴う公共サービスの維持

成なくして、将来の持続的な旭川の展望は望めま

に対する懸念にもつながるものであると認識をい

せん。私が抱く旭川市の危機の核心部分はそこに

たしております。

あります。

こうした中で、町内会や市民委員会などの地縁

地域社会における帰属意識や連帯感、郷土愛の

団体とＮＰＯ法人などのテーマ別活動団体などが、

急速な希薄化、自己中心主義の蔓延、道徳観や倫

行政と協働して地域づくりを担える体制を構築し

理観の喪失、家族の分裂など、今日の惨状を招い

ていくことが必要であると考えておりまして、支

た原因は何なのか。私は教育の荒廃にあると考え

所機能の見直しとあわせて、本市における地域に

ます。
将来の担い手である子どもたちにおいては、

おける自治のあり方について検討を進めていく考

祖国日本、郷土旭川の将来のためにも、今こそ、

えでございます。

戦後教育において欠落していた歴史観や文化、伝

以上でございます。

統に対する理解を深め、日本人として恥じない知

○議長（三井幸雄） あなだ議員。

識と教養を磨くことが重要であり、真の国際人を

○あなだ貴洋議員 ２回目です。

育成するためにも、国旗日の丸、国家君が代の教

まずは、建築物の耐震化について、住宅並びに

育指導に力を入れる必要があるわけであります。

市有施設のいずれにおいても耐震改修の推進に努

また、平成１１年８月１３日に施行された国旗

めていきたいというお答えがありました。

及び国家に関する法律により、日章旗を我が国の

日本人は、問題が起きて初めて、効率的に、そ

国旗とすることが法律として定められたわけであ

して迅速に対応するという傾向があると言われて

ります。世界各国、各都市の官公庁においては、

おります。今回の震災、原発からもわかるように、

毎日、国旗が掲揚されており、国歌とともに国旗

注意深く先を見て、起こり得るであろう問題に対

がその国の象徴として大切にされているわけであ

してしっかりと予防するよう準備を進めることが

ります。

重要であると考えます。

自国の国旗を尊重し、
敬意と誇りを持つことは、

また、地域の建設業再生におきましても、雇用

他国の国旗を尊重する態度の育成に資するととも

の点のみならず、産業にも新しいモデルを築かな

に、ひいては、国際社会における尊敬と信頼を得

ければなりませんし、お答えいただきましたとお

ることにもつながることから、国旗の掲揚はその

り、何よりも地場の産業振興や経済発展に結びつ

第一歩となるものであります。

くような政策展開が必要なわけであります。その

そこで、市内の小中学校における国旗の常時掲

ためにも、政治はもとより、国や自治体などの行

揚率と実情についてお聞かせをいただきたいと思

政組織、そして産業界の力を結集し、有用な効果

います。

を生むように議論を深めていきたいと思っている
わけであります。

最後に、私は、教育の荒廃を見過ごすことなく、
市議会を教育改革の場としてとらえ、健全な学校

次に、少子高齢化、人口減少時代においては、
私は、人こそすべて、人材こそ最も大切な資源で

教育の再生を目指していくべきだと考えておりま
す。

あると感じているわけであります。企業は人なり

現在、国の祝日においても国旗を掲揚する家庭

と、しばしば経営者の口から発せられますが、地

がほとんどないという現状に対して、子どもたち

域こそ人と強調をしたいわけでありまして、その

のみならず、市民の地域を愛する意識の涵養に資

人、日本人が崩れ始めてはや久しいわけでありま

するよう、学校はもちろんのこと、市の施設にお

す。強く正しい日本人の再生、立派な日本人の育

いても国旗の掲揚が行われるよう強く要望をいた
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します。
また、国会を初め、全国の都道府県議会におい
て、国旗の掲揚率は既に１００％となっておりま
す。ここ旭川市議会の議場においても速やかに国
旗が掲揚されることを期待いたしまして、私の質
問を終わらせていただきたいと思います。ありが
とうございました。（拍手）
○議長（三井幸雄） 鈴木学校教育部長。
○学校教育部長（鈴木義幸） 市内の小中学校に
おけます国旗の式典時、常時の掲揚率、実情につ
いての御質問がございました。
学習指導要領に位置づけられました儀式的行事
であります入学式、卒業式など、式典における国
旗の掲揚率は１００％でございます。また、国旗
を常時掲揚している学校は４校でございますけれ
ども、国民の祝日にはすべての小中学校において
国旗を掲揚している状況にございます。
以上でございます。
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