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一般質問通告書

№ １／６

質問者氏名 杉谷 伸夫 所属会派 市民クラブ

表 題

趣 旨

事 項（質問・提案等）

１１１１

北野台の雨水貯留槽・雨水流出事故による損害賠償請求裁判に関して私がおこなっ

た、裁判記録の公開請求に対し、市長は閲覧による公開のみとし、コピーの交付を認め

ませんでした。この件について、私は 月 日に情報公開審査会に不服申立しましたの5 1
で、今後審査が行われます。しかし、この情報公開については、全市民の知る権利に関

わる問題ですので、この議会の場で、全面公開するべきであるとする私の意見を述べ、

市長部局の考えを問います。

①先日、私の不服申立に対する市長の弁明書が届きました。多数の理由が示されていま

すが、主なものについて言うと、

（１ 「係争中の裁判の情報なので、その処理方針や内容等を公開すると、市の財産上）

の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあることから、情報公開条例の

非公開情報に該当する。閲覧公開したのは、公益上の理由による裁量的公開である 」。

としています。

、 。 、しかし 私は裁判の処理方針などの公開を求めてはいません 私が求めている文書は

、 。 、裁判所も訴訟の相手方も持っており 裁判所に行けば誰でも閲覧できるものです また

抽象的な「おそれ」で市民の権利を制限することはできません。この点については、ほ

とんど決着済みではないでしょうか。

（２ 「土木技術の専門的知識が必要であり、作成された意図や争点との論理的関係を）

理解した上でなければ、その趣旨を正確に理解できない 」としています。。

「 」 、 。 、市民には理解する能力がない と言われているようであり 承認できません また

市民の理解能力と公開できない理由とは何の関係もありません。

（３ 「近隣住民や関係者から積極的な公開は避けてほしいとの申し出があった 」とし） 。

ています。

これについては、情報公開請求を受けて、条例に基づいて公開することは、積極的な

公開に当たらないので問題になりません。

北野台の雨水流出事故の損害賠償請求裁判の資料を情報公開北野台の雨水流出事故の損害賠償請求裁判の資料を情報公開北野台の雨水流出事故の損害賠償請求裁判の資料を情報公開北野台の雨水流出事故の損害賠償請求裁判の資料を情報公開

することについてすることについてすることについてすることについて

北野台の雨水貯留槽・雨水流出事故を生み出した原因究明と再発防止は、行

政情報を公開して検討するべきです。そのために北野台裁判の裁判記録は、個

人情報等を除き全面公開するよう求めます。市の姿勢を改めて問います。



№ ２／６

（４ 「写しを交付すれば、情報が流布し、関係者の権利利益の侵害が懸念され、当事）

者としての地位を不当に害するおそれがあり、当事者以外の第三者において、さまざま

な解釈や憶測などにより、無用な混乱を招く可能性があり、市の訴訟遂行に支障を及ぼ

すおそれがある 」としています。。

しかし、中途半端な情報に基づく憶測や誤解こそ、無用な混乱の原因です。閲覧より

写しを交付する方が、関係者すべての主張が正確に伝わり、無用な混乱を防ぐことがで

きるのは明らかです。

そこで質問します。

①「公開すると、市の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあ

る」とのことですが、どのように不当に害されるのか？具体的に示してください。

②「写しを交付すれば情報が流布し、関係者の権利利益の侵害が懸念され」るとしてい

ますが、どのような懸念があるのでしょうか？具体的に示してください。

③議会への説明について

時期が来れば議会に説明するとのことですが、今裁判はどのような段階であり、議

会への説明はいつ頃行うつもりですか。

この問題を、なぜ議会、市民が一緒になって考えるべきか。目的は、事故を生み出

した原因究明と再発防止です。前田地下道の工事トラブルについては 「不可抗力」、

で処理してしまったため、原因究明と再発防止の検討は進みませんでした。こうした

過ちは繰り返してはなりません。それが２度にわたる議会決議の精神だと考えます。



一般質問通告書

№ ３／６

質問者氏名 杉谷 伸夫 所属会派 市民クラブ

表 題

趣 旨

事 項（質問・提案等）

２２２２

今年３月、向日市地域公共交通検討委員会の最終会合が開かれました。報告書は、ま

だまとめられていないようですが、生活交通の維持確保にむけた方策として、以下のこ

とが確認されました。

・短期的な取組案として、既存路線バスの再編

・中長期的な取組案として、市内巡回バスや福祉バスの活用

・これらの実現にむけて、向日市地域公共交通会議を設置する

２年弱かけて検討してきた成果は、突き詰めれば 「巡回バス等の導入」は中長期、

的取組とし 「路線バスの再編」を短期的取組とするということです 「中長期的か短、 。

期的か」を除けば、検討する前からわかっていることであり、このような結論を聞く

ために市民は２年間も待っていたのではありません。そもそもこの検討は、市内巡回

バスを走らせてほしい、という市民の要求が出発点であり、そのための課題や、ある

いは代替の具体的な方策の提案を期待していました。

そこで質問します。

①検討委員会のこのような結論について、市長が求めていた検討が尽くされた結果であ

ると評価しますか。

、 、 。②様々なアンケートや調査 分析と検討の中から なぜこの結論になったのでしょうか

分かるように説明を求めます。また短期的・中期的とは、それぞれ何年くらいを想定

しているのですか？

③「既存路線バスの再編」について、具体的に想定している内容を説明して下さい。

④いつ報告書が出されるか。議会への報告はいつになるか。

⑤このまとめの報告を受けて、次に、いつまでに何をする予定ですか？

市内巡回バスの先送りは許されない－向日市地域公共交通検市内巡回バスの先送りは許されない－向日市地域公共交通検市内巡回バスの先送りは許されない－向日市地域公共交通検市内巡回バスの先送りは許されない－向日市地域公共交通検

討委員会の検討結果について討委員会の検討結果について討委員会の検討結果について討委員会の検討結果について

２年弱をかけた向日市地域公共交通検討委員会は、具体的な方策の検討には

、 。全く踏み込まず 市民の期待する具体的な交通支援策を提案しませんでした

この結果について、市長の見解を求めます。



一般 質問 通告 書

№ ４／６

質問者氏名 杉谷 伸夫 所属会派 市民クラブ

表 題

趣 旨

事 項（質問・提案等）

３３３３

大津の中学生のいじめ自殺事件を契機に、いじめ問題が大きく報道され、社会問題に

なっています。私たちも、学校教育の現場が主体的に取り組むことを前提に、その取り

、 。 、組みを支援する立場から この問題を考えていかなければならないと思います その際

日本の学校教育を巡っては、国連子どもの権利委員会が、過去一貫して「過度に競争的

、 」 、な日本の学校環境が 子どもたちの間にいじめや不登校などを助長している と指摘し

また「子どもの権利の実施状況を監視するための権限を持った独立機関が存在しないこ

と」に懸念を表明し続けていることに留意しなければなりません。子ども自身の声を聞

き、子どもの最善の利益の視点から、社会がこの問題を考えるシステムが必要です。

ところが、安倍内閣が設置した教育再生実行会議は、この間立て続けに２回の提言を

出しましたが、その第一次提言の「いじめ対策について」では、道徳教育の教科化、い

じめ対策の法制化、加害者への毅然とした対応を打ち出しました。私は、この提言は実

態からかけ離れた、トンデモ提言であると考えています。しかしこの提言に基づき、い

じめ対策の法制化をはじめ、具体化が進められつつあることから、以下質問します。

（１）教育再生実行会議の提言について

いじめや不登校は、子どもたちの生きづらさの表れです。子どもたちが発信するＳＯ

Ｓを受け止めることが必要です。子どもたちの立場に立って声を聞き、気持ちを理解し

た上で解決していく取組が必要です。その点で、道徳教育の教科化は疑問です。ほとん

どの子どもは、いじめは良くないということはわかっているけれども、その意識が機能

しないのです 「いじめは良くない、卑怯だ」などという規範意識を教え込むことで克。

服できるような問題ではないでしょう。いじめ自殺事件が起きた大津市の中学校は、文

科省の道徳教育研究事業のモデル校だったことが、それを実証しています。いじめに向

かう子どもや傍観者になる子どもが発信する「生きづらさ」のシグナルを受け取り、軽

減する取組みが必要と言われています。そこで教育再生実行会議の提言について質問し

ます。

①道徳教育の教科化について、教育長はどう考えますか？

②いじめ加害者への厳罰化について、教育長はどう考えますか？

いじめ、不登校などに対する子どもへの支援についていじめ、不登校などに対する子どもへの支援についていじめ、不登校などに対する子どもへの支援についていじめ、不登校などに対する子どもへの支援について

大津市のいじめ問題を契機に、政府は厳罰化などの方向を示しています。し

かし、子どもたちの置かれている現状や、教育関係者、国際機関の指摘とかけ

離れています。子どもたちの支援に対する本市の考えを問います。



№ ５／６

（２）向日市の子どもの置かれている現状と向日市の取り組みの現状について

子どもたちの生きづらさは、不登校という形でも表れています。向日市でも、中学生

。 、 、は ～ 人に一人が不登校状態です 不登校は望ましい状態ではなく その子の発達30 40

人間形成において大きな障壁となっている場合もあります。

①市内小中学生の不登校者数は、５，６年前は年間６０－７０人程度と、全国平均より

大きく上回っていたものが、ここ数年かなり減少しているようです。本市の不登校の

実態と減少の理由について説明してください。

②いじめや不登校、その他進路問題など、悩みを抱える子どもたち自身が、教員の他に

直接相談できる窓口は、どんなものがあるでしょうか。また、その相談の現状につい

て報告してください。

③不登校の子どもを抱える家族への支援システムはどうなっているでしょうか。また、

その支援の現状について説明してください。

④いじめ問題や不登校など困難を抱える子どもの指導は、多忙を極める教員だけでは対

応しきれないことが指摘されています。教員の多忙化の問題は、教育委員会や保護者

への報告・対応などの仕事が、質・量ともに増加し、肝心の子どもに接する時間と精

神的余裕を奪っていることにあると言われます。

( ) こうした問題指摘に対する教育委員会としての見解を問います。1

( ) 教員の多忙化の問題に対する、教育委員会の改善施策、教員への支援施策につ2

いて問います。

（３）国連子どもの権利委員会の勧告に対する見解と、今後の取り組みについて

国連子どもの権利委員会は、日本政府に対し「高度に競争的な学校環境が、就学年齢

にある子どもの間で、いじめ、精神障害、不登校、中途退学、自殺を助長している」と

の指摘を繰り返し行っています。また、子どもの権利の実施状況を監視するための権限

、「 、を持った独立機関が存在しないことについて懸念を表明し 子どもの人権専門員制度

あるいはオンブズパーソン又は児童の権利委員会を創設することにより、独立の監視シ

ステムを確立するため必要な措置を取るよう」勧告しています。

子どもたちの救済システムとして、このようなオンブズパーソン等の第三者機関の設

置については 「大津市立中学校におけるいじめに関する第三者調査委員会の調査報告、

書」でも提言されています。

①「高度に競争的な学校環境が、いじめその他を助長している」との国連子どもの権利

委員会からの指摘を、どのように受け止めるべきでしょうか。教育長の見解を問いま

す。

②いじめや不登校に直面している子どもたちを救済し、子どもたちの最善の利益を守る

ために、本市において、これらの勧告・提言についてどのように考えていますか。ま

た、今後の取組にどう生かしていく方針でしょうか。教育長の見解を問います。



一般質問通告書

№ ６／６

質問者氏名 杉谷 伸夫 所属会派 市民クラブ

表 題

趣 旨

事 項（質問・提案等）

４４４４

先日、イギリスの調査機関が 年の世界の発電量の試算を発表しましたが、それ2030
によると 年までに新設される発電施設の ％前後が再生可能エネルギーとなる見2030 70

5 2030通しで、原発はわずか ％に留まります。原発は、もはや過去のエネルギーです。

年には総発電量の ％が再生可能エネルギーになる可能性があります。37
ところが安倍政権は、脱原発を求める国民の声を無視して、原発再稼働の方針を打ち

出しました。原発がなければ電気料金が上がり、国際競争に勝てないと言います。人間

環境の長期的利益を、目先の経済競争を優先するグローバル企業の論理が食いつぶすな

らば、私たちの社会は破滅に至るでしょう。経済競争至上主義の社会でなく、私たちに

とって一番大切な命と健康、人々の平凡な幸せを大切にする社会にしなければなりませ

ん。原発は動かさないことを前提に、原発に頼らなくて良い社会を地域からめざし、地

域社会でも個人でも、できるところから取り組みたいと思います。

（１）向日市は、昨秋から市の本庁舎の電力は一般競争入札で購入することとし、その

結果、原発由来でないＰＰＳの電力を購入していますが、この春から関電の電気料金が

引き上げられたことにより、益々ＰＰＳからの購入を進めるメリットが大きくなってい

。 。ます 市本庁舎以外の施設の電力もＰＰＳへの移行を進めることが望ましいと考えます

①一般競争入札による電力購入を、今後市庁舎以外にも拡大するべきと考えます。その

具体的計画はありますか。また、それに際しての課題や障害はありますか。

②現在のＰＰＳとの電力購入契約は、どのようなものか。契約期間、価格変動の条件、

その他、関電から購入していた時と異なる、特別な条件はありますか。

（２）電力源については、本来的には、化石エネルギーでなく自然エネルギーへの転換

を図っていくことが重要です。その中で、太陽光発電は向日市に適した自然エネルギー

といえます。向日市は、名前のイメージを生かし、太陽光発電の導入を積極的に進める

自治体として、市民に対しても、対外的にもアピール効果があります。太陽光発電につ

いては、２０年の固定価格買い取り制度があり、発電能力 以上については、全量10kW

買い取り請求でき、経済的にメリットがあるため、財政負担なく導入することが可能で

す。今後公共施設の新築、改築等を行う際には、太陽光パネルの設置を検討することを

基本とすべきと考えるが、市の考え、検討状況を問います。

原発に頼らない地域社会づくりについて原発に頼らない地域社会づくりについて原発に頼らない地域社会づくりについて原発に頼らない地域社会づくりについて

原発に頼らない地域社会づくりにむけて、今年度も更に脱原発の電力購入

や太陽光発電の導入などを進めていくべきと考えます。市の計画、検討状況

について問います。


