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学校職場に「年単位の変
形労働時間制」を導入する
給与特別措置法改定案が国
会で可決・成立しました。
「８時間労働」の原則を壊
し、
「 １ 日 時 間・ 週 時
間」まで延長できるという
もの。今後、文科省からの
省令、通知等によって自治
体ごとの条例で導入されよ
うとしています。

菊地葉子道議は、道議会
予算特別委員会で変形労働
時間制を「働き方改革の方

長を抽出で実施した「変形
労働時間制」のアンケート
では、導入に反対が ・４
％、賛成 ・６％、どちら
ともいえない ・９％でし
た。菊地道議がこの結果の

ていないと答弁し、早急に
改善し教育環境の確保を図
っていく必要があると述べ
ました。

札幌養護学校高等部移
転は、父母教員の意見
要望に適切な対応を
札幌養護学校の教室不足
への対策として、高等部を
札幌白陵高校校舎に移転す
る費用が第３回定例会で議
決されました。

の。職員団体との交渉が必
要」との指摘に、松本教職

答弁にとどまりました。
菊地道議の「制度導入は
自治体ごとに判断できるも

摘しました。
現場からは「選択授業を

３月下旬の予定で、あまり
にも期間が短すぎる」と指

説明はそのわずか３週間前
であり又、教員への説明は

認識をただすと、道教委は
「様々な意見がある」との

員局長が「勤務条件に関す
る事項であり、職員団体と

縮小せざるをえない」
「理
科室が減り実験が思うよう

菊地道議は「保護者への

の交渉が必要である」と答
えました。

特別支援学校の教室不
足の改善を速やかに

にできなくなる」
「第２体
育館の雨漏りの補修の予定
もないまま、仮設工事をす
るのか」等の意見が寄せら
れており、これらの声をし
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予算特別委員会で質問する菊地道議

菊地道議は特別支援学校
の教室不足の改善について
質問。
北海道では特別支援の児
童生徒数が２００５年度
４３４０名が２０１９年度
５ ９ ９ ６ 名 に。 特 に 知 的
障がいでは２９４６名が

FAX64－5592

策の一つとして有効」とす
る道教育委員会の姿勢を質
しました。
菊地道議は教員の勤務実
態や健康被害の状況につい
て質問。
道教委側は２０１６年度
調 査 で、
「一ヶ月当たりの
時間外勤務は 時間超が小
学で２割、中学で４割、教
頭は７割超」
であり、
「病気

菊地葉子事務所

っかりくみとり、現場に無
理な工程を強行すべきでな
いと述べました。
又、移転は一時的な対応
に す ぎ ず、 最 終 的 に は 新
設・分校化が本来のあり方
と、道教委に教室不足の解
消の対応を厳しく求めまし
た。

●月曜日～金曜日
●午前10時～午後４時

〒047－0032 小樽市稲穂１－12－205
菊地葉子事務所
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４９５３名と約 ％も増加
しており普通教室の不足
数 は ２ ０ １ ５ 年 度、 ９ 校
１００教室が今年度は 校
１１２教室になっているこ
とが明らかになりました。
菊地道議は、道教委はこ
れまでも教室不足を改善す
るといいながら、不足数が
増加している理由、対策と
して特別教室からの転用を
はかり、特別教室の削減に
つながっていることについ
ても質しました。
道教委は５年間で 教室
増やしたが、特別支援教育
の希望者の増加が続いてお
り、教室不足の改善に至っ

小樽市稲穂１－12－205 ステーションハイツ

☎64－5591

休職者に占める精神疾患は
６割を超える
（１９６人）
」
ことを明らかにしました。
菊地道議が「変形労働時
間制」の導入によって「健
康被害を拡大するのではな
いか。そもそも『変形労働
時間制』の導入は、恒常的
な時間外がない職場が前提
であり、過労死ラインで働
く学校現場への導入は不可
能」と指摘しました。
「変形労働時間制」
導入市
町村教育長の４割が反対

教育専門誌、日本教育新
聞社が、全国の市町村教育

生活相談をうけています
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道政報告

ら北広島市に移転する計画
で、北広島市は、新球場への

日ハム球団は２０２３年、
本拠地を現在の札幌ドームか
針では最低でも
２繁殖期の現地

確認された場
合、環境省の指

2020年第１回定例会
（２月27日開会）

菊地葉子道議は
一般質問にたちます

重ねて求めました。

小林敏克建設部長は「地域
の意見を聞き、必要に応じて
対策を行う。自然環境に配慮
して道路整備をすすめる」と
答弁。
菊地道議は、希少動物保護
の調査が適切に行われるよう

調査が望まし
い」
としていることを指摘し、
追加調査を工事着工と並行し
てすすめる計画に対し「工事
先にありきで、必要な環境調
査がないがしろにされてはな
らない」と追及。

新球場（日ハム）道路建設工事で自然を壊さないで

北電に抗議 原因究明し廃炉めざすべき

アクセス向上を目的に新道路
を来年４月に道道認定めざし
て準備し て い ま す 。
しかし、環境調査ではオオ
タカなどの希少動物や絶滅危
惧種が確認されており、菊地
道議は「オオタカの営巣地が

元日、市議団とともに

（日程は３月上旬予定）

月３日、日

すすめる「日本原子力産業
協会」から脱会すべきと迫

る知事見解をただし、道が
参加している原発再稼働を

問で関西電力と
福井県高浜町の元助役をめ
ぐる「原発マネー」に対す

共産党の宮川潤
道議は、一般質
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日米共同訓練は中止せよ

オスプレイ

１３８団体が退会している
事実をあきらかにし、道の
退会を強く求めました。

というなら退会すべきと、
福島原発事故以後、福島県
はじめ多くの大企業を含め

依存しない北海道をめざす

ーの宝庫の北海道の可能性
を最大限発揮する」と述べ
ていることを示し、原発に

等に有益」
と答弁しました。
宮川道議は、知事が選挙
公約で「再生可能エネルギ

じた情報は原子力安全対策

りました。
鈴木知事は
「国の
原子力政策を取り巻く環境
が変化しており、協会を通

原発推進の「原子力産業協会」は脱会せよ

知事は原子力に依存しない
北海道めざす公約推進を
12月23日、菊地道議は宮川潤道議、
恵庭市、北広島市の議員とともに、
１月～２月に実施する陸上自衛隊と
米海兵隊の実動訓練中止と危険なオ
スプレイの飛行をやめよと、鈴木直
道知事に要請しました。
菊地道議は「道が防衛省の安全宣言をうのみに
し、オスプレイ飛行自粛を求めないのは容認にほ
かならない」と批判。飛行させるなと国に強く申し入れるよう求め
ました。対応した危機対策辻井宏文局長は「道として安全管理の体
制をしっかりとっていく」と答えました。

北海道電力泊原発が大気中に放出した放射性物質量
を試運転の1988年10月から31年間も過少報告していた
ことが発覚しました。
算定ミスが原因で実際には２倍にもなっており、12
月17日原子力規制庁の検査で明らかになったものです。
菊地道議は紙智子参議院議員、畠山和也前衆議院議
員とともに北海道電力本社を訪れ、
「極めて憂慮すべ
き事態」と抗議するとともに、原因を徹底究明し、廃
炉もみすえた決断を行うように強く求めました。

～多数の傍聴お願いします～

～放出放射性物質過小報告問題～

