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平成２８年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年６月１７日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１２号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 議案第１３号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第５ 議案第１４号 財産の取得について

日程第６ 意見書案第１号 電力自由化のさらな

る改善を求める意見書

意見書案第２号 スクールカウンセラ

ー・スクールソーシャルワーカーの配

置拡充を求める意見書

意見書案第３号 食品ロス削減に向け

ての取り組みを進める意見書

意見書案第４号 待機児童解消に向け

て緊急的な対応を求める意見書

意見書案第５号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第６号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

子どもの貧困解消など教育予算確保・

拡充と就学保障の充実、「３０人以下

学級」の実現をめざす教職員定数改善

に向けた意見書

意見書案第７号 道教委『新たな高校

教育に関する指針』の見直しとすべて

の子どもにゆたかな学びを保障する高

校教育を求める意見書

意見書案第８号 平成２８年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

日程第７ 報告第６号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 委員の派遣について

日程第10 委員の派遣報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１２号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 議案第１３号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第５ 議案第１４号 財産の取得について

日程第６ 意見書案第１号 電力自由化のさらな

る改善を求める意見書

意見書案第２号 スクールカウンセラ

ー・スクールソーシャルワーカーの配

置拡充を求める意見書

意見書案第３号 食品ロス削減に向け

ての取り組みを進める意見書

意見書案第４号 待機児童解消に向け

て緊急的な対応を求める意見書

意見書案第５号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第６号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

子どもの貧困解消など教育予算確保・

拡充と就学保障の充実、「３０人以下

学級」の実現をめざす教職員定数改善

に向けた意見書

意見書案第７号 道教委『新たな高校

教育に関する指針』の見直しとすべて

の子どもにゆたかな学びを保障する高
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校教育を求める意見書

意見書案第８号 平成２８年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

日程第７ 報告第６号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 委員の派遣について

日程第10 委員の派遣報告について

１．出席議員（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 東 川 孝 義 議員

８番 佐久間 誠 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

食品ロス削減に向けての取り組みについて外２

件を、高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告に従いまして、質問をして

まいりたいというふうに思います。

大きい項目の１番目、食品ロスの削減に向けて

の取り組みについての質問をしてまいります。食

は、世界の人々にとって重要な、大事な、限りあ

る資源であります。世界では、全人類が生きるの

に十分な量の食べ物が生産されております。食べ

られる状態なのに捨てられている食品ロスは、家

庭やスーパーやホテル、レストランなどさまざま

なところで食品廃棄物処分が発生しており、農林

水産省及び環境省の平成２７年度推計にこのうち

の４割近い６４２万トンが食品ロスとして推計さ

れており、捨てられております。この量は、日本

における年間の食用の魚介類６６２万トンとほぼ

同じ量が廃棄されている状況にあります。

既に先進的な自治体では、さまざまな食品ロス

対策が行われてきております。長野県松本市では、

宴会の食べ残しを減らすため、乾杯後の３０分と

終了後の１０分は自席で食事を楽しむ３０・１０

運動が進められております。また、ＮＰＯの活動

として、消費期限が迫った食品を引き取り、生活

困窮者への無償提供をするフードバンクが有名で

す。国連は、持続可能な開発のため２０３０アジ

ェンダでの重要課題として食品ロスのことを語っ

ておりました。２０３０年までに世界全体の１人

当たりの食品廃棄物を半減させる目標が採択され

ました。

そこで、本市においてまず学校や保育所や公共

施設における学校給食、食育、環境教育などを通

して食品のロス削減のための啓発を進め、目標を

設定すべきと思いますが、理事者の御見解をお願

いいたします。

また、家庭における食品在庫の適切な管理や食

材の有効活用の取り組みを初め、飲食店における

食品店で残さず食べる運動やお持ち帰り運動の展

開など市民、事業者が一体となって食品ロスに向

けて削減する取り組みを推進することが重要と考

えますが、理事者の御見解をお願いいたします。

また、本市は災害備蓄食品において賞味期限が

切れれば廃棄したと思われますが、今後未使用備

蓄食品の有効活用の観点から、例えば消費期限６

カ月前などフードバンクへの寄附など検討の考え

を理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目２番目、若者を初めとする有権者の

投票率向上の取り組みについてをお伺いをいたし

ます。近年若者を初めとする有権者の投票が低下

傾向にある中、有権者が投票しやすい環境を一層

整備し、投票率の向上を図っていくことは喫緊の

課題でございます。参議院選挙から選挙権が１８

歳に引き下げられることとなり、２４０万人の新

たな有権者が仲間入りし、一人一人に着目したさ

らなる投票機会の創出や利便性の向上が求められ

てきております。公職選挙法改正では、期日前の

時間延長、選挙当日の有権者が集まりやすい駅、

商店街などの共通投票所の設置、１８歳未満の付

き添いが可能になるなどさまざまな改正が行われ
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ております。本市も若者や有権者に対して投票率

向上への取り組みの理事者の御見解をお願いいた

します。

各市町村では、投票率向上に向けさまざまな取

り組みを行っております。松山市では、期日前投

票を松山大学に設置し、２０代前半の投票率を

７２％上昇させました。さらに、このことにより

全１２大学に期日前投票所を設置する予定になっ

ております。長野県松本市では、期日前投票所を

通勤者が多く利用する主要駅の構内に設置、広島

県福山市では利便性のすぐれたショッピングセン

ターに期日前投票を設置、熊本県大津町では新た

な数十人の県立高校生、２校に期日前投票所を設

置、京都府木津川市では府立高校両校、２校で５

０名の高校生に１日だけ放課後の数時間で期日前

投票の設置、岐阜県関市、関商業高校の剣道場で

は水曜日３時間だけ高校生だけでなく有権者も投

票できる期日前投票体制をつくっているそうであ

ります。

名寄も本庁で期日前投票を実施すると思います

が、最近高齢者のところにお伺いしたところ、ま

た体の不自由な方々に投票日大変だから不在投票

行きましょうと言うと、名寄市の市役所の期日前

投票の階段とスロープ、前回嫌な思いをしたとい

うことで、選挙に行かないというお話をお聞きし

ました。本市としても期日前投票の投票率向上の

考えについて理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目３点目、公的手当の隔月支給につい

てをお伺いをいたします。公的手当の支給頻度を

上げることは、低所得者の生活破綻を防ぐには有

効な方策であります。自制心がないから計画的に

お金を使えないという批判もありますが、このよ

うな方々は計画的にお金を使えないのは将来より

も今の生活を大事に優先してしまう人間共通の性

質のためと大学教授は言われております。

昨年離婚した４０歳女性は、最初の児童扶養手

当は受給しました。ひとまず２カ月先の家賃と子

供の通う保育所の保育料を確保できたと安心する

一方、４カ月に１度しか入ってこないことについ

て忘れてしまい、上手に使いこなせず、苦慮して

います。臨時収入のような感覚で財布のひもが緩

み、いつもより買い物をしてしまった。せめて隔

月に支給してもらえたら家計に把握しやすいし、

気持ちの面でもかなり楽になりますというふうに

言われておりました。児童手当、児童扶養手当の

支給状況について、また児童手当、児童扶養手当、

生活保護の支給の改善と隔月支給の可能性につい

て理事者の御見解をお伺いしまして、壇上での質

問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

ただいま高橋議員から大項目で３点にわたり御質

問をいただきました。大項目１の小項目１につき

ましては私のほうから、小項目２につきましては

経済部長から、小項目３及び大項目２につきまし

ては総務部長から、大項目３につきましては健康

福祉部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

大項目１、食品ロス削減に向けての取り組みに

ついて、小項目１の学校などの教育施設における

食品ロス削減の啓発を進める考え方についてであ

りますが、初めに学校給食においては仕入れ時点

で食材の鮮度を重視した発注、受け入れを行うこ

とにより野菜などの調理等食品ロスが最小限にな

るよう努めております。また、学校給食の残食に

つきましては毎年１１月に調査を実施しており、

若干の変動はございますが、平均すると１０％前

後で推移をしております。学校では、栄養教諭が

行う食に関する指導の中で、食品の栄養や生産過

程などを知ることにより生産者や食物への感謝の

気持ちを養うことや給食だより、いただきたいむ

においても規則正しいバランスのよい栄養を摂取

することの大切さなどの啓発を行っているところ

であります。このことにより、児童生徒が食べ物

を捨てない、残さないという食べ物を大切にする

意識を高め、食品ロスや残食の削減につなげてい
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きたいと考えております。

次に、保育所では毎日の給食日誌において残菜

の有無や人気のあるメニューなどを報告し、翌月

に開催される給食会議にて各保育所長、調理員、

管理栄養士のもと残食を減らしていくための対策

を協議しているところであります。また、保育士

が付き添い、食べることの大事さを伝えながら子

供たちのペースに合わせて給食を食べるようにし

ております。

なお、平成３２年度までの第３次食育推進基本

計画では、食品ロスの削減が掲げられていること

から、食に関する指導や学校給食などを通して今

後も食品ロスを削減していくために子供たちへの

指導や保護者への啓発活動などに取り組んでまい

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、小項目２

の家庭や飲食店における食品ロス削減に向けての

取り組みについてお答えいたします。

国の取り組みとしては、関係省庁と連携して食

品リサイクル法に基づき食品製造業等で生じる加

工残渣や商品の流通、消費過程で生じる売れ残り

や食べ残し等の発生抑制を行い、発生した食品廃

棄物については家畜の飼料や肥料として再利用に

取り組むことで廃棄処分を減らし、環境負荷の少

ない環境型社会の構築を目指した取り組みを行っ

ております。この中で食品関連事業者に発生抑制

の目標値を設定して減量化に取り組んでおります。

また、消費者庁では事業者と家庭双方における食

品ロスの削減を目指し、国民運動として食べもの

のムダをなくそうプロジェクトを展開しています。

北海道では、道内の飲食店で食べ残し削減に取

り組んでいるお店を北のめぐみ愛食レストランと

してインターネットで紹介しております。食品ロ

ス削減については、食料問題、環境問題等と関連

し、世界、国レベルで取り組む重要なテーマであ

ります。名寄市としましては、飲食店や家庭、さ

らに市民一人一人が認識していただくために国、

道、民間の取り組みなどについて調査研究してま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、引

き続き小項目の３及び大項目の２について申し上

げます。

初めに、小項目の３、災害備蓄食品の未使用備

蓄食品の有効活用についてでありますが、防災上

における災害備蓄食品の備蓄量につきましては３

日と示されているところであります。現在市では、

計画的に備蓄食品の備えを進めておりますが、全

ての量を備えることは消費期限の関係から課題が

あるため、主に民間事業者との支援協定により食

料及び飲料水の支援体制を備えているところでご

ざいます。

災害用備蓄食品の消費期限につきましては、お

おむね５年前後となってございまして、これまで

市では各家庭での備蓄などに関する周知啓蒙を図

るため、災害訓練などにおきまして消費期限の近

づいた備蓄食品を訓練参加者に配布するなど行っ

てきているところでございます。また、本年は来

る６月２５日に天塩川水系天塩川水防演習が本市

で開催をされますことから、市が保有する備蓄食

料品の一部につきまして防災意識の向上を図るた

めに同会場の市の展示コーナーにおきまして展示

をし、配布を行う予定でございます。

なお、フードバンク等への寄附についてでござ

いますが、市の備蓄食品が一定程度整い、防災訓

練以外にも余裕がある場合に想定されるものでは

ございますが、備蓄食品は防災啓発という観点も

備えていること、また一部の備蓄食品につきまし

ては高カロリーなものもありますことから、一般

的な食事に用いるものとは用途が異なるため、当

市といたしましては防災上の業務において活用す

ることを優先してまいりたいと、このように考え

てございます。
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続いて、大項目の２、若者を初めとする有権者

の投票率向上についてでございますが、本件につ

きましては名寄市選挙管理委員会の所管となりま

すので、同委員会の事務局として申し上げたいと

思います。また、小項目１、公職選挙法改正によ

る投票率向上の考え方について及び小項目の２、

期日前投票の投票率向上の考え方につきましては

関連がございますので、一括して答弁させていた

だきたいと思います。公職選挙法の改正によりま

して、選挙権年齢が１８歳以上に引き下げられた

ほか、期日前投票におきましては投票時間を最長

で午前６時半から午後１０時まで広げることが可

能となり、また投票日には指定された投票所以外

の場所でも投票できる共通投票所の設置が可能に

なるなど、投票率の向上を目的とする各種改正が

行われ、今月２２日に公示をされます参議院議員

通常選挙から適用されることとなります。若年層

の投票率の低さにつきましては全国的な課題とな

っているところでありますが、市選挙管理委員会

としましてはこれまで市立大学において投票啓発

ポスターや投票立会人募集ポスターの学内掲示な

どを通じまして、学生が選挙に関心を持ってもら

えるよう取り組みを進めてきたところであります。

４年制大学である市立大学では、法改正前から既

に半数程度の学生が選挙権を有しておりましたが、

今回の選挙から全ての学生が有権者となりますこ

とから、従来の取り組みに加えまして大学事務局

と連携をしながら大学ロビーへの選挙公報の配置

や期日前投票、不在者投票につきまして説明文を

作成し、設置するなど、選挙啓発コーナーを新た

に設けて学生が必要とする情報を提供できる体制

の強化、整備を進めているところでございます。

また、高等学校への啓発活動につきましては、

北海道選挙管理委員会が本市の２つの高等学校に

おきまして出前講座を３回実施しているほか、公

営ポスター掲示場を新たに名寄高校前に設置をし、

産業高校の光凌キャンパス、名農キャンパスと同

様常に学生の目に触れるように取り組んでまいり

ます。

次に、期日前投票についてでありますが、多く

の有権者の皆様に浸透しておりまして、近年執行

されました各種選挙におきましては投票総数の３

割以上の方が期日前に投票を済ませており、当日

投票に行けない方に対しまして期日前投票所の利

用を促すよう広く周知することが重要であると考

えております。しかしながら、投票時間の延長に

つきましては本市の現状としまして午後８時まで

投票できる名寄庁舎では午後７時以降投票者が極

端に減少していますことから、現在のところ時間

の延長については行う予定はございません。

期日前投票を実施している名寄庁舎につきまし

ては、車椅子の方に御利用いただける昇降機やス

ロープを設置しておりますが、先ほど議員から伺

いましたような御意見があることを踏まえまして、

一人でも多くの有権者の方に投票いただける期日

前投票所の設置などにつきまして今後さまざまな

面から検討してまいりたいと考えております。

また、駅や商業施設における共通投票所の設置

についてでありますが、二重投票の防止を考えま

すと全投票所とオンラインで結ぶことが必要とな

り、行政で使用しております回線を民間施設まで

延長しなければならず、相当の費用が発生するこ

とと人員、特に職員の配置が必要でありますこと

から、現段階では実施は困難であると考えている

ところであります。

投票率向上に向けましては、今回選挙におきま

しても広報車両や街頭での期日前投票の利用を含

めた選挙啓発を初め、地元新聞への広告掲載やＦ

Ｍ放送などを活用し、広く周知していく考えでご

ざいますので、御理解をいただきますようお願い

申し上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目３の公的手当の隔月支給について申し上げます。

初めに、小項目１の児童手当と児童扶養手当の
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支給状況と隔月支給の可能性について申し上げま

す。家庭等における生活の安定に寄与するととも

に、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資す

ることを目的とした児童手当及び家庭生活の安定

と自立の促進に寄与し、もって児童の福祉の増進

を図ることを目的とした児童扶養手当につきまし

ては、平成２７年度の支給実績として児童手当に

ついては受給者数 ３０６人、支給総額２億 ０

７３万 ０００円であり、２月、６月、１０月の

３期にそれぞれの前月までの分を支給しており、

児童扶養手当については受給者数２５３人、支給

総額１億 ７３７万円であり、４月、８月、１２

月の３期にそれぞれ前月までの分を支給しており

ます。

本制度は、児童手当法第８条第４項及び児童扶

養手当法第７条第３項に規定されている支給方法

に基づき支給されているため、隔月での支給につ

いては法改正が必要となります。ひとり親家庭は、

子育てと生計を１人で担わなければならず、子供

が２人以上のひとり親家庭においてはより経済的

に厳しい状況にあることから、児童扶養手当につ

いては２人目以降の子供への加算額を最大で倍額

にする改正児童扶養手当法が平成２８年５月２日

に第１９０回通常国会で可決成立し、８月１日に

施行されるところです。名寄市においても本年１

２月支給分から加算額の増額を図ってまいります。

また、議員御存じのとおり全国的に受給者から

の要望がある児童扶養手当の支給回数の見直しに

ついては、衆参両院の厚生労働委員会において本

改正法案の成立の際に支給回数について所要の改

善措置を検討するとの附帯決議がされております。

また、本年１月には厚生労働省から児童扶養手当

の支給事務に関する実態調査として、支給回数が

ふえた場合の事務等についての調査が行われてお

ります。名寄市においても国の動向を注視しなが

ら、法改正に伴う支給回数の改定が行われた際に

は同様の措置をとってまいりたいと考えておりま

すので、御理解願います。

次に、小項目２の生活保護費の支給回数の改善

について申し上げます。平成２７年度における保

護受給者数は２３０世帯、２８９人となっており、

生活扶助費、住宅扶助費、教育扶助費などその世

帯の最低生活費を満たすように毎月生活保護費が

扶助されており、月平均の扶助額は約 ８００万

円となっております。また、医療扶助費などは被

保護者を介さず、北海道社会保険診療報酬支払基

金を通じて一月平均約 １００万円を扶助してい

る状況です。生活保護費は、生活保護法第３１条

第２項において生活扶助のための保護金品は一月

分以内を限度として前渡しするものとする。ただ

し、これによりがたいときは一月分を超えて前渡

しすることができるとなっており、またその運用

については被保護世帯が保護基準によって保障さ

れる最低生活を規則正しく営むためには自己の収

入と支給される保護金品によって月を単位とする

一定の家計収支上の均衡が保たれていなければな

らない。もし支給される保護金品がこのような配

慮を無視して隔月、不定期日に支給されるならば、

家計の弾力性に乏しい被保護世帯にとって月々の

家計のやりくりに計画性がなくなり、ひいては最

低生活の維持を脅かす結果ともなりかねない。か

かる意味からも毎月定例の支給日を設けるべきで

あり、その経費の性格、前渡し払いの趣旨からし

て遅くとも各月５日以内に設定すべきであるとさ

れており、名寄市では１カ月分の扶助費を毎月２

日に定期支給しております。現在該当する世帯は

ありませんが、保護費について計画的な消費が極

めて困難な世帯などにおいてはケースワーカーが

この問題について生活指導を行い、改善に向けて

継続して指導、支援を実施しております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

した。順番に再質問をさせていただきます。

先ほどの答弁で食品ロスの部分は、学校給食等

々は鮮度のよい野菜で新鮮なものをつくって残食
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の少ない調理を進めていくということで、学校給

食の部分でも食品ロスというか、残食が１０％ほ

どという部分、また保育所は給食会議で残食を減

らす工夫をしているというふうに言われていまし

た。それで、飲食店のほう、学校のほうはそのよ

うな形で進めている部分がありますので、いいと

思うのですけれども、飲食店の部分でちょっと何

点かお伺いさせていただきます。まず、先ほど川

田部長が言われたように国のリサイクル法で食品

は飲食店等々は再利用されているというふうに言

われました。食べ残しを減らすために北のめぐみ

愛食レストランを出しているというふうに言われ

ましたけれども、この北のめぐみ愛食レストラン、

名寄に何軒ありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 名寄には現在ないと

いうふうに認識しております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 国連で２０３０アジ

ェンダまで食品のロスを今の私たち一人一人が半

減するというふうに目標を設定されているのです

けれども、なかなか国連ではそういう目標が出た

のですけれども、日本ではまだこれからの話にな

ると思いますし、名寄市もこれからの目標設定を

されるというふうに思うのですけれども、先ほど

言いました松本市では３０・１０運動ということ

で、食料品のロスを削減するために宴会が始まっ

て３０分は席を立たずに食を楽しみましょうと。

そして、終了の１０分前にはまた席に着いて残っ

た食を楽しんで、残食を減らしましょうという運

動をされてはいるのです。私はいろんな部分で宴

会や何か出ますけれども、始まって、皆さんもう

すぐ乾杯したら皆さんのところに回らなければい

けないですね、こうやっていつも本当にお世話に

なっておりますと。これをなくして３０分は楽し

む。そして、終わる１０分前には会場の司会から

あと１０分で終了しますと。皆様、きょう最高の

料理を提供しましたので、料理をお楽しみくださ

いという、やはりそういう方策をしていかない限

り、何日か前に市長も一緒に宴会に出ましたけれ

ども、たくさんありますねという、このせつない。

高橋議員、どういう意味ですかというように言わ

れたのですけれども、本当残るのです。机のほと

んど丸ごと残っているような状態が続いて、本当

にもったいないなという。この食を未開発区域に

持っていけば本当にすばらしいなと思うのですけ

れども、宴会で３０・１０運動の推進が名寄では

できないのか、ちょっとお聞きしたいなというふ

うに思うのですけれども、検討を進められないの

かという部分を。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 議員から貴重な御意

見をいただいてございますけれども、宴会、私も

いろんな宴会出させていただいていますけれども、

残渣が出ているというのは十分承知して、もった

いないなというふうには思ってございます。取り

組むに当たっても当然それを飲食店の方にも御理

解いただかなければならないし、参加していただ

いている方の皆さんからも御理解をいただかなけ

ればいけないのかなというふうに思ってございま

す。そういった意味では、市内的な議論を少しし

ていかないと、いきなりはちょっと難しいかなと

いうことでございますので、そこら辺を中心に考

えていかなければいけないのかなというふうに思

ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひこの部分は進め

ていただきたいというのと先ほどの北のめぐみ愛

食レストラン、お持ち帰り運動、この部分で松本

市もお持ち帰り運動を進めております。食の余っ

たものを持って帰る。よく店屋では食中毒を起こ

すので、余り持ち帰らないでほしいだとか、いろ

んな部分あるのですけれども、あとはもう自己責

任になってしまうと思うのですけれども、本当に

そういうお持ち帰り運動の推進というのはどうな
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のか。この名寄に北のめぐみ愛食レストランをつ

くったほうがいいと私は思うのです。こういう取

り組みを旭川だとか札幌はやっているのだから、

名寄でもやっぱり進めなければいけないのかなと

思うのですけれども、その辺どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先ほどお話もさせて

いただきましたけれども、認識としましては大変

重要なテーマだというふうに認識をしてございま

す。その中でも取り組むに当たっても国、道もあ

りますし、それぞれ学校教育や食育、さらには事

業者、家庭と幅広い内容になるのではないかとい

うふうに思ってございます。そういった意味では、

そういったどこに視点を当ててこれに取り組んで

いくのかというのは、やっぱり少し庁内議論を含

めて調査研究をさせていただければというふうに

思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。

あと、もう一点なのですけれども、もう一点と

いうか、この飲食店の関係からなのですけれども、

松本市では宴会なんかの量が多いというアンケー

トをとって、改善するためにプラチナメニューと

いう部分を始めたのです。これ今松本市のインタ

ーネット、市のものを見たらホームページに出る

のですけれども、その中でプラチナメニューの提

供店を募集しております。今現在９軒あるのです

けれども、松本ホテル花月では量についてアンケ

ートをとると量はとても多いと。食べ切れないの

で、通常の９品から８品に減らしたと。洋皿の提

供をやめて前菜など一口サイズの食べ物にして全

体の量を減らしたと。そのかわりウナギ、ハモ、

アワビ等々の高級食材をプラチナメニューに入れ

るようにして地場産の地産地消の観点を進めてい

ると。また、結婚式ではミシュラン１つ星のアル

マン・アルナルがつくられる、そのコンセプトに

乗って量を減らす取り組みを行っているというの

です。だから、私はこういうプラチナメニューも

含めた取り組み、先ほど言った北のめぐみ愛食レ

ストランも進めなければいけないだろうし、プラ

チナメニューの提供店も進めるべきだというふう

に思うのですけれども、どのようなものでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 松本市のプラチナメ

ニュー、大変すぐれた取り組みだというふうに考

えてございます。先ほども申し上げましたとおり、

まだ名寄の中で食品ロスという部分が十分に皆さ

んに浸透していないのかなというふうに思ってご

ざいます。これだけ重要な課題でございますので、

先ほど申し上げましたとおり少し議論をさせてい

ただいて、取り組みが進むように研究してまいり

たいというふうに思ってございますので、よろし

くお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 店の状況もあります

ので、この食品ロスの削減に向けて国連、日本、

名寄もそのような目標達成のために、ぜひ飲食店

等と進めていただきたいというふうに思います。

あと、家庭から出る生ごみのうち約３割がまだ

食べられるのに廃棄されているという部分があり

ます。ほとんど名寄の場合はそういう部分は炭化

ごみ等々に行ってしまうというふうに思うのです

けれども、災害のさっきの部分もあるのですけれ

ども、この賞味期限が切れる前にフードバンクに

提供するというような検討をされているのか、ま

た名寄にはフードバンクはないのですよね。きっ

と旭川にあると思うのですけれども、状況的には

どうなのかちょっと教えていただきたいなという

ふうに思うのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） フードバンクの部分

は詳細に承知してございません。その中でも家庭

用のごみも食べ残しも多いというふうにはお聞き
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しております。そういう実態もあるのかなという

ふうに思ってございます。そういった意味で、そ

こらも名寄の状況が一体どういう状況にあるのか

ということもまず現状をよく把握して、その中で

どの視点に絞ってＰＲなどを含めてやっていった

らいいのかということは、先ほどの繰り返しにな

りますけれども、少し研究してまいりたいという

ふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。先ほど言った外食産業の食品ロス、また家庭

のロスをしっかりと研究していただいて、２０３

０年には平均半分の削減を目標にされております

ので、名寄もそれに近い削減をやっぱり進めてい

かなければならないと思いますので、ぜひ行政の

活躍をお祈りいたしたいというふうに思います。

次に、選挙の推進についてをお伺いをさせてい

ただきます。先ほど総務部長から言われました。

期日前投票は、３割今全国で行われているという

ふうに言われております。それで、今回１８歳か

らの選挙で名寄大学はほとんど全員が選挙権をお

持ちになっている状況にあります。その中で約六

百何十名の大学生が名寄に住民票を移して、有権

者として……不在者投票でとれば名寄でできるの

ですけれども、名寄に現状住民票を移している方

は何人なのかというのと高校生、今回１８歳以上

なのですけれども、どれくらい。ほかの高校は先

ほど言ったように２校で５０人程度ですから、名

寄も百何十人いますからそのうちの何人ぐらい、

わかれば教えていただきたいなというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 大学には、

現在５月で７０３名、短期大学も含めて在籍をし

ておりまして、そのうちどの程度が名寄市に住民

票を移しているのだということなのですけれども、

残念ながら正確に把握調査をしておりませんので、

これはおおむね半分程度が移しているのかなとい

うふうに思われるということで御了承いただけれ

ばと思います。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 高校はわからないと

いうことで、大学は大体７０３名の半分というこ

とで３５０名おられます。先ほど部長言われたの

ですけれども、期日前投票の部分、また当日の選

挙の部分でＰＲはしているという部分なのですけ

れども、松山大学みたいにそういう期日前投票を

設置する予定はないのかというのと私名寄の期日

前投票をやるのは住基ネットだとか何かも張って

ありますから、大丈夫だと思うのです。嫌な思い

したというのは、車椅子の方が昇降機で、普通は

逆に乗せるのに反対に乗せておっかない思いをし

たという部分があってだったのです。でも、結局

高齢者の方々というのはここの名寄の期日前投票

に来られるのにすごく大変なのです。２階に上が

らなければいけない。そして、車椅子でもスロー

プが急である。いろんな部分でやっぱり高齢者、

障害者の方は大変な思いをされているのです。結

局住基ネットを張っているところであれば、ある

程度期日前とれるのではないかなというふうに私

は思うのです。だから、ここでは無理だから、東

のほうにあるから、今の文化センターのＥＮ―Ｒ

ＡＹに住基ネットがきっと回っていると思います

ので、回線等々が。そういう可能性というのはな

いのかどうか、ちょっとお聞きをしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほどの高校生のと

ころは、済みません。ちょっと数字を押さえてい

なかったものですから、また後でも議員のところ

へお知らせをさせていただければと思います。

それで、今期日前の関係の投票所の設置につい

てという御質問だったというふうに思っています。

今回の法改正、議員が言われますようにさまざま
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改正がされたということで、投票率アップに向け

てという国の姿勢がうかがわれてございますが、

今回当選管の中で一番重要だなと思っているのが

実は１８歳まで投票年齢が引き下げられたところ、

ここへの対応が一番必要だろうと思っています。

特に高校もありますけれども、市立大学を有して

いるということがありますので、ここへの対応を

まず優先して行うべきだろうというのが実は選管

の中でも話し合われたところであります。先ほど

言ったように、１つは啓発として既に昨日からだ

ったと思いますが、大学生に対する期日前等、あ

るいは選挙にかかわる啓発コーナーを設置させて

いただいたのが１つであります。それと、もう一

つは、やはり学生さん、期日前の投票所があるほ

うが当然投票率が上がるだろうという判断をして

おりますので、さまざまな制限はありますけれど

も、試験的に設置をしてみたいということで考え

ておりまして、今準備を進めさせていただいてい

るということでありますので、御理解をいただけ

ればと思います。

それと、名寄庁舎のところ、言われるように１

階までは行きませんが、半分上がらなければでき

ないと。昇降機等あるいはスロープも設けており

ますけれども、なかなか御本人だけでは難しいと

いう部分もあって、投票の動機が湧かないという

ことにつながっているのかなと思っております。

そういった意味で文化センターということで御提

言をいただいたのだというふうに思いますが、残

念ながら文化センターについては住基の回線が今

行っていないということであります。新たに回線

を設けるとすると、最終的には精査しないとわか

りません。メーター当たり１万円ぐらいかかると

いうことがあります。それプラス端末ということ

になりますので、それ相応の経費がかかるという

のが１つと、もう一つは投票に当たっては当然記

載に当たっての隔離されたスペースが必要だとい

うことがあったり、あるいは今言ったようにしっ

かりと本人の確認ができなければいけない部分、

あるいは投票の秘密等も守らなければいけない。

さまざまな条件が整わなければ期日前の投票所に

ついては開設ができないというのがありますので、

大学については今言ったようにそういった条件が

一定程度そろっていますので、先行試験的に進め

させていただきますが、ほかの施設については今

言ったような条件が整うかどうか、ここを改めて

チェックをさせていただきたいと思いますし、先

ほど言われた他の自治体の動向についても調査を

させていただきながら対応を検討させていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。

豊西小学校の投票所がなくなります。どこに投

票所を持っていかれるのか、文化センターでない

のですか。ただ、そういう形になればきっとあそ

こに住基を引かなければいけないことになります。

そういった部分で、今回からはきっと無理かもし

れませんけれども、次からは期日前可能ではない

のかなというふうに思うのですけれども、どうで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど言いましたよ

うに、いろんな面から確認しなければ明確に申し

上げることはできないと思いますので、条件が整

うかどうかをまずは調査研究をさせていただきま

して、条件が整い、かつそこに対してのニーズが

あるということであれば設置に向けての検討もさ

せていただければと思いますので、御理解いただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひやはり投票率向

上のために、大学の若者も投票率上げるのも重要

ですけれども、高齢者の方々の投票率は高いので

す。その投票率をやっぱり意識を下げるというの

もどんなものかなという部分もありますので、こ

の豊西小学校の投票所がなくなった。次はどこに
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行くのかと。文化センターかなと私は思うのです

けれども、そういう部分で次からはあそこに期日

前は可能になるのではないのかなという部分を考

えては、頭の中でですよ。余り頭いいものでない

ものですから、そういうふうに考えて、次もしで

きればやはりあそこ高齢者の方々が、また障害者

の方々が期日前やりやすいところだと私は思うの

です。スロープも入り方も車の乗り入れのところ

も楽ですし、そこら辺も検討していただきたいと

いうふうにお願い申し上げます。

最後に、公的手当の隔月のお願いです。きっと

国の法律では無理だというふうにわかっておりま

すので、お願いを含めて今回質問をさせていただ

きました。まず、先ほど児童扶養手当２５３人が

約１億 ７００万円を受け取っておられる。４月、

７月、１２月という部分で言われました。また、

児童手当も ３０６名が約２億 ０００万円いた

だいているというふうに去年の統計で言われてお

りましたけれども、扶養手当法３条の７項にはこ

ういう期日でやりなさいよというふうに言われて

いるのは重々わかっております。その中で大阪の

箕面市長さんがここは私立幼稚園の保護者に対し

て、保育所よりも高いものですから、その分の授

業料差額分を二、三万円お渡しするというのを最

初１１月と３月に２回ためてやっていたと。それ

だといただいた恩恵が少ないのではないかという

ことで、市長が毎月支給どうだいと言ったら、担

当部署の職員が毎月支給は無理ですというふうに

言った。今までは、家庭の方は後払いでもらうも

のですから、全額自分で、自腹で払っていたと。

その担当の方々は、無理というのは６月に課税額

の策定を行って、そして１カ月かけて前年度の課

税分だとか、その分を引いて支給なのですという

ふうに言われているのだけれども、その補助額の

確定まで最低の金額を渡せないかというふうに言

って、始めているそうなのです。名寄も就園補助

金だとかの部分がありますので、それも何カ月お

くれでなっているのですけれども、この部分とい

うのは毎月支給というのは可能なのか、可能では

ないのか、ちょっとお知らせをいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま議員からは、幼稚園就園奨励費の御質問だっ

たかと思います。本市におきましては、既に子ど

も・子育て新制度に移行しております３園につき

ましては施設型給付を行っておりますので、これ

まで就園世帯の保育料に対しまして補助金の交付

を行っていたものを直接幼稚園のほうに給付をさ

せていただいております。保育料の軽減を図る形

をとらせていただいております。新制度に移行し

ていない私立幼稚園が現在２園ございますが、幼

稚園就園奨励費補助金として国の制度に準じまし

て、私立幼稚園就園世帯に補助金の交付をするこ

とで幼児教育の振興、充実を図ってきているとこ

ろです。制度といたしましては、保護者が支給月

までに全額保育料を納めていただきまして、後で

まとめて保護者の所得に応じて補助金が支給され

るという、そういった制度になっております。議

員がおっしゃっていましたとおり、６月の課税額

の確定をもちまして補助額の決定をするとともに、

それぞれ保護者が保育料を払っていただいたこと

を確認がとれなければ補助とならないことから、

本市におきましては年２回、１０月と３月になり

ますが、支給をさせていただいております。

御質問の大阪府箕面市につきましては、公立、

私立の幼稚園の保育料の格差是正のために市独自

の助成をされているというふうにお聞きしており

まして、そのため４月からの幼稚園就園奨励費補

助金の仮払いという形が可能になっているという

ふうに考えているところです。毎月の支給につき

ましては、補助額の確定いたします８月以降にお

いて同様の方法がとれるかどうかの検討が必要と

なりますが、幼稚園からの私立幼稚園就園奨励費

補助金に係る実績報告書を提出いただくことによ
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りまして保育料金の納入状況を把握しまして補助

金の支出とするために、毎月幼稚園に大きな事務

負担をおかけするというようなことから、実施に

ついては困難だと考えておりますので、御理解い

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。幼稚

園の事務負担がふえるという部分でなかなかでき

ないということはわかりました。

箕面の倉田市長が自分のこういう経験から、児

童手当または児童扶養手当も自治体の工夫で毎月

可能ではないかというふうに思っているそうなの

です。そして、先ほど言った６月の課税の部分、

現況届の部分のシステムの挿入、それはアルバイ

トを頼んで３カ月かかったものを１カ月に縮小し

たい。そして、自治体独自の支給頻度を上げる法

改正が必要である。それは、支給条例が２、６、

１０が児童手当、４、８、１２が児童扶養手当法

では決まっているから、そうなのだけれども、毎

月と変えるには合意形成の時間がかかるので、年

３回以上支給と表現を改めれば自治体の判断で何

とかなるかなというふうに箕面は、倉田市長は言

われています。

また、兵庫の明石の泉市長も、ここは児童扶養

手当だけです。毎月支給への準備中、１年ほど前

から市独自の毎月支給を模索したと。厚生労働省

は、毎月支給は自治体の負担を増すだけですよと

言われたというのです。でも、毎月しようとする。

児童扶養手当法で支給月が決められている自治体

の独自の毎月支給だと国の保障の最低限度の公平

性を行うナショナルミニマムが確保できなくなる

ので、だめだと厚生労働省から言われたというの

ですけれども、ひとり親世帯で育つ子供の生活安

定を支えるためには、この手当というのは本当に

やはり４カ月に１回というよりも毎月来て、安定

させた生活をさせたほうがいいというふうに各行

政の市町村も言われているのです。

そこで、先ほど厚生労働省が附帯決議に毎月上

げるような形で検討しようというふうになって、

厚生労働省からもアンケートが来ました。そのア

ンケートの内容というのはどういう内容なのでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 本年

１月１２日付で厚労省の雇用均等・児童家庭局と

いうところから調査のほうが都道府県を通して来

ているわけでございます。内容的には、児童扶養

手当の支給事務に関する実態調査ということでご

ざいました。内容といたしましては、児童扶養手

当の支給回数につきまして現状の年３回から毎月

または年６回にした場合の事務等の内容の調査で

ございます。新たな対応が必要となる事項として、

人件費、システム改修費、振り込み手数料、消耗

品等の問いがございまして、本市におきましては

管理システムの改修費及び消耗品については新た

に必要と考えられるというふうに報告をさせてい

ただいております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） きっとこの手当の部

分で毎月にする、また６カ月程度にするという部

分では、国会でもそんなだめだという党はないと

思うのです。まだそういう事務手続、またはシス

テム改修等々で大変な労、作業が必要だからそう

いう形をとらざるを得ないのかなという部分があ

ると思います。でも、こういうふうに公的資金、

生活保護はわかりました。１日に毎月投入されて

いるということで全然安心しておりますけれども、

厚生労働省から来たアンケート、また各都道府県

の市町村長がやはり児童扶養手当に関しては隔月

支給が無難ではないかというふうに言われており

ますし、国としてもその方向でこれから進んでい

くというふうに私は信じておりますので、そのと

きには名寄もスムーズに対応できる体制を整えて

いただくことをお願い申し上げまして、１分残り
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まして終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

名寄市農業の振興施策について外１件を、山田

典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） ただいま議長の御指

名をいただきましたので、さきの通告に従い大項

目２点について順次質問をしてまいります。

初めに、大項目１点目、名寄市農業の振興施策

についてお伺いいたします。本年も既に本格的な

農作業シーズンが始まり、地域の農家の方々は豊

穣の秋を願いつつ、日々作業にいそしんでいると

ころであります。この春の融雪期は、平年に比べ

５日早い４月１１日となり、その後も比較的安定

した天候が続き順調に春作業が開始されました。

水稲、畑作、野菜、各作物の播種、移植作業も５

月中旬からの天候続きでおおむね順調に推移し、

また当地域の特産品であるアスパラガスも５月１

９日から２２日にかけての真夏並みの高温でさい

先のよいスタートとなりました。本格作業が始ま

ってからは少雨傾向であったため、恵みの雨を待

ち望んでいたところ、５月３１日に１時間最大３

５ミリという大雨とひょうにより収穫中のアス

パラ１７ヘクタールのほか、大豆、タマネギ、カ

ボチャなどが被害を受けました。その後も６月に

入り、一転雨続きで、カボチャ、スイートコーン

などの野菜の移植作業も停滞が続き、各作物の管

理作業にも影響が出てきている状況です。今後い

ち早く天候が回復、安定し、全ての作物において

農家の皆さんの日ごろの努力が報われる年となる

よう期待をするところです。

このように毎年のように繰り返される不安定な

天候による農作物への被害、また高齢化に伴う農

家戸数の減少や遊休農地対策などさまざまな課題

が山積している現状の中、当市の基幹産業である

農業を守り、さらに発展させていくためには今後

どのような実効性の高い施策を打ち出していくの

か、またどのような長期的ビジョンが求められる

のか、いま一度真剣に検討していく必要性がある

と思います。以上のことを改めて認識していただ

き、農業振興施策について３点にわたってお伺い

をいたします。

１点目は、今年度の主要農業施策についてであ

ります。当市においては、地域農業の振興、発展

のためにさまざまな取り組みがされてきていると

認識をしているところですが、近年特に目まぐる

しく変わる国の農業政策においてその動向を注視

しながら、地域農業の施策を推進していくことは

必要不可欠でありますが、それと同時に国の農政

がどのように変わろうともその動向に左右されな

い名寄市独自の農業施策の展開が必要であると考

えます。平成２８年度も既にスタートしておりま

すが、改めて今年度の主要農業施策の具体的な内

容、取り組みについてお知らせを願います。

２点目、次期農業・農村振興計画についてお伺

いをいたします。名寄市と風連町合併後の本市農

業、農村の中長期的指針として、新名寄市農業・

農村振興計画が平成１９年３月に策定され、１０

年間の計画期間の中で当計画に基づきながら地域

の農業施策を展開してきたところですが、今年度

平成２８年度は当計画の最終年度であると同時に、

次期計画策定に向けての具体的な準備に取りかか

る重要な年であると認識をしています。次期計画

策定に当たっての基本的な考え方とあわせて、現

在の状況と今後のスケジュールについてお知らせ

をいただきたいと思います。

３点目、各種事業への対応についてお伺いいた

します。昨年のＴＰＰ大筋合意を受けて決定され

たＴＰＰ関連政策大綱に伴う国の平成２７年度補

正予算や平成２８年度予算において、意欲ある農

業者の経営発展を後押しする対策事業が数多く打

ち出されました。それぞれの事業において採択、

不採択の結果は当然さまざまであったかと思いま

すが、それらを含む各種事業に対して当市経済部

としてどのように対応してこられたのかお伺いを

いたします。



－167－

続いて、大項目２点目、名寄市の教育行政につ

いて、３点にわたってお伺いをいたします。１点

目、名寄市教育改善プロジェクト委員会、最終年

度の取り組みについてですが、本市では知、徳、

体の調和のとれた児童生徒を育むため、平成２４

年度に名寄市教育改善プロジェクト委員会を組織

し、子供たちの確かな学力と生きる力の育成に向

けて取り組みを進めてきたところです。この市内

全小中学校一体となった取り組みの成果は、全国

学力・学習状況調査の結果などに着実にあらわれ

てきていると認識をしており、今後の取り組みの

一層の充実、推進に期待をするところです。そこ

で、今年度、平成２８年度は５年計画の最終年度

となりますが、具体的な取り組みについてお知ら

せを願います。

２点目、児童生徒の国語力の向上についてお伺

いいたします。近年子供たちの国語力の低下を指

摘する声、危惧する声が多く聞かれます。相手の

話の内容が理解できない、自分の感情を言葉で表

現できない、日常的に使える語彙が少ないなどの

日常生活にかかわるものを初め、教育現場におい

ても文章の内容や意図を読み取る能力、いわゆる

読解力や思考力を含めた総合的な言語能力に課題

があるとされています。昨年度の全国学力・学習

状況調査における当市の子供たちの結果からも同

様の傾向があらわれています。当市としてこのよ

うな現状をどう捉え、子供たちの国語力の向上に

向けて取り組んでいくのか、考え方をお伺いいた

します。

最後に、教員住宅の整備についてでありますが、

市内小中学校の教員住宅の現状と今後の整備の考

え方についてお知らせを願いたいと思います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 山田議員からは、大

項目で２件の質問をいただいております。大項目

１は私から、大項目２は教育部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、名寄市農業の振興施策について、小

項目１の今年度の主要農業施策について申し上げ

ます。１点目に、名寄市農業・農村振興計画につ

きましては、昨年度より策定作業に取り組んでお

り、引き続き生産者、関係団体との協議を重ね、

今年度中の策定に向けて取り組んでまいります。

２点目、農作業繁忙期における労働力の確保が

困難になっていることから、市内の就職状況や農

家の雇用実態などの調査に取り組み、今後の改善

策の検討素材としていきたいと考えております。

３点目、農産物のブランド化やＰＲの取り組み

として、もっともち米プロジェクトの実施や原産

地呼称管理制度の取り組み及び実需者、企業の研

修受け入れなどに取り組み、名寄産農産物のよさ

を理解していただくため、市民の方はもとより市

外の方へも広くＰＲし、名寄産ブランドの確立に

向けて取り組んでまいります。

４点目につきましては、有害鳥獣対策として昨

年度から増加しておりますアライグマ対策につい

て、今年度より所定の講習を受講された農業者の

方を防除員として登録し、みずから箱わなを設置

できるようにするとともに、市においても所有す

るわなを増加し、駆除体制の強化を図ります。

５点目として、薬用作物の振興につきましては、

カノコソウの安定生産に向けて名寄市薬用植物研

究会や関係機関と連携し、取り組みを進めるとと

もに、カノコソウに続く薬用作物の試験栽培に取

り組んでまいります。

６点目として、東アジアへの農産物輸出につき

ましては、今年度もＪＡ道北なよろが香港での試

験販売に取り組んでいるところでもあり、市とい

たしましても農産物の本格的な輸出へ展開できる

よう協力して取り組んでまいります。

７点目としては、国の産地パワーアップ事業を

活用し、ＪＡ道北なよろが実施主体となり、麦、

大豆の乾燥調製施設を整備し、処理能力の増加を

図り、近年の作付面積増加に対応してまいりたい

平成２８年６月１７日（金曜日）第２回６月定例会・第４号
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と思います。

以上、主な施策について説明させていただきま

したが、今後におきましてもできる取り組みは敏

速に対応するとともに、情報収集を図り、市内の

農業者の御意見をいただきながら関係機関、団体

とも十分連携し、取り組んでまいりますので、御

理解をお願いいたします。

次に、小項目２、次期農業・農村振興計画につ

いて申し上げます。名寄市農業・農村振興計画に

つきましては、現計画が平成２８年度に最終年次

を迎え、平成２９年度からの新たな計画の策定に

向け昨年度より策定作業に取り組んでいるところ

です。計画については、総合計画の実施計画とし

て位置づけ、本市における農業、農村の現状や役

割を踏まえるとともに、情勢の変化や課題に対応

し、将来に向けて持続的に発展していけるよう振

興施策を計画的に進めるためのものと考えており

ます。また、計画期間については総合計画との整

合を図るため、１０年間としています。

策定状況につきましては、昨年度において検討

委員会を設置するとともに、生産者、関係機関、

団体との懇談会の実施やアンケート調査の取り組

み、現状の課題や今後の農業振興に当たり要望等

について取りまとめてきたところです。参考まで

に特徴的な意見について紹介しますと、農繁期の

労働力確保が困難になってきている、ＧＰＳの利

用により作業効率の向上やコスト低減が期待され

ることから、基地局の設置を希望する、農地の受

け手も手いっぱいになってきており、条件不利地

が残っていくのではないか、新規参入による新規

就農については資金的にも水稲作付は難しく、施

設野菜などの経営がよいのではないか、６次化な

ど加工についてはＪＡなど大きい単位で取り組む

ことで付加価値が上がるのではないかなど、多岐

にわたり御意見をいただいたところです。

今後のスケジュールにつきましては、将来のあ

るべき農業の姿や課題解消に向けた方策について

まとめた計画素案をもとに生産者、関係機関、団

体との意見交換を実施し、取りまとめたものを検

討委員会において協議し、計画書案として年内に

はまとめていきたいと考えております。

次に、小項目３、各種事業への対応について申

し上げます。国、道の補助事業における農業者の

方々への周知については、上川総合振興局より事

業要望等の通知を受けてから農業者の方へ御案内

をしておりますが、現状では振興局の通知から締

め切りまでの期間が短い中での対応となり、農業

者の方々に十分な検討期間を確保できない場合も

あるところです。また、新規事業では、要綱、要

領等の情報が段階的に示されるため、採択要件の

確定までに時間がかかることから、当初の要望内

容が結果的に採択要件と合わなくなるなど、事務

作業負担の増加や対応に苦慮する場合もあるとこ

ろです。農業者においては、計画的な機械、施設

の整備に向けて国、道の補助事業を有効的に活用

することで負担軽減が図られることから、できる

だけ早い時期での的確な情報提供が必要と考えて

おります。今後の対応としましては、継続的に取

り組まれて採択要件などが確定している事業につ

いては例年のスケジュールを参考にあらかじめ情

報提供することは可能と考えておりますが、農業

者に混乱や二度手間とならないような的確な情報

提供に向けて関係機関との連携を強化し、補助制

度についての情報収集と内容を検討する体制整備

や情報提供の手法などについて検討してまいりた

い考えております。

以上、私からの答弁とします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

名寄市の教育行政についてお答えをいたします。

初めに、小項目１の名寄市教育改善プロジェク

ト委員会最終年度の取り組みについてであります

が、名寄市教育改善プロジェクト委員会は知、徳、

体の調和のとれた児童生徒の育成を目指し、平成

２４年度名寄市教育研究所内に設置し、「児童生

徒に「生きる力」を育み、夢と希望を拓く名寄市
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教育の創造」を推進のテーマに取り組んできてお

ります。具体的には、名寄市の全小中学校の校長

と教頭及び教員約５０名の委員が学習指導の工夫

改善、校内研修の充実、教育資源等の活用の３つ

の研究グループに分かれ、全小中学校の教育活動

等の改善、充実を図る取り組みを推進してきまし

た。これまでの主な取り組みといたしましては、

学習指導の工夫改善に関するグループではチャレ

ンジテストの効果的な活用、学習規律の確立、徹

底の取り組み、読み物資料「名寄岩」を用いた道

徳の時間の授業研究の実施及び授業研究交流など、

校内研修の充実に関するグループにおいては確か

な学力を育む校内研修の基本的な進め方の紹介及

びＱアンドＡの作成、子供たちの体力、運動能力

を適切に把握するための研修会や体育の授業改善

を図るための研修会の実施など、教育資源等の活

用に関するグループにおいては地域人材活用事例

集の作成、地域の自然や施設、人材を活用したス

キーや歩くスキー、カーリングの授業の工夫など

に取り組んできたところであります。

最終年度となる本年度の取り組みにつきまして

は、これまでの教育改善プロジェクト委員会の成

果と課題を踏まえ、取り組み内容を精選するとと

もに、授業研究を行うなど実践的な取り組みを推

進することにいたしました。具体的には、学習指

導の充実に関する研究グループでは児童生徒の思

考力、判断力、表現力等を育むための授業研究及

び実践交流、読み物資料「名寄岩」を用いた道徳

の時間の授業研究の実施及び実践交流などを重点

的に行うことといたしました。同様に校内研究の

充実に関する研究グループでは、学校力向上に関

する総合実践事業の成果の普及に関すること、全

国体力・運動能力、運動習慣等調査結果の分析及

び課題を克服するための効果的な指導についての

研修等に取り組んでまいります。教育資源等の活

用に関する研究グループにおいては、各学校の家

庭で取り組む７つのポイントの定着を図る取り組

みの実践交流、授業や補充学習等におけるＩＣＴ

機器の効果的な利活用に係る授業研究及び実践交

流などに取り組んでまいります。教育委員会とい

たしましては、名寄市教育改善プロジェクト委員

会の取り組みを通して知、徳、体の調和のとれた

児童生徒が育成されるよう指導、助言に努めてま

いります。

次に、小項目２の児童生徒の国語力向上につい

てですが、平成１６年の文部科学省の文化審議会

答申において、国語力につきましては考える力、

感じる力、創造する力、あらわす力とその基盤と

なる国語の知識や教養、価値観、感性等と示され

ております。この答申を受け、平成２０年度の学

習指導要領においては国語力は言語に関する能力、

すなわち思考力、判断力、表現力と整理され、学

校教育におきましては国語力である思考力、判断

力、表現力等を育むため、全ての教科等における

言語活動を充実することが求められました。言語

活動につきましては、言語に関する能力を育成す

る中核的な教科である国語科はもとより、国語科

以外の各教科等についてもそれぞれの教科の特質

に応じた活動例が示されました。具体的に言語活

動とは、体験から感じ取ったことを表現する、事

実を正確に理解し、伝達する、概念、法則、意図

などを解釈し、説明したり、活用したりする、互

いの考えを伝え合い、みずからの考えや集団の考

えを発展させるなどの学習活動のことであります。

本市の児童生徒は、平成２７年度全国学力・学

習状況調査の結果から、国語科では資料や情報に

基づいて自分の考えなどを明確に記述すること、

算数、数学では日常的な事象について道筋を立て

て考え、数学的に表現することなど思考力、判断

力、表現力等を問う知識、技能を活用する問題を

中心に多くの課題が見られました。このことを踏

まえて、各学校においては思考力、判断力、表現

力等を育むため、全ての教科等における言語活動

の充実に努めております。例えば小学校算数科で

は、図形の面積の求め方と具体物や言葉、図など

を用いてわかりやすく説明したり、互いの考えを
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伝え合う学習活動を行っております。また、中学

生理科では、観察や実験の前に予想や仮説につい

て考える場面を設定し、グループごとに討論しな

がら考えを深め合う学習活動を行っております。

このように各学校においては、各教科、道徳、総

合的な学習の時間等の全ての領域における言語活

動を発展させ、児童生徒の思考力、判断力、表現

力の育成に努めているところでございます。教育

委員会といたしましては、今後とも全ての児童生

徒に思考力、判断力、表現力など、いわゆる国語

力を確実に育むために全教科等における言語活動

が充実するよう指導、助言に努めてまいります。

次に、小項目３の教員住宅の整備についてです

が、本市の教員住宅については現在入居可能な教

員住宅のうち、名寄地区では５４戸中４８戸、智

恵文地区では８戸中７戸、風連地区では２８戸中

２１戸入居しており、全体では８４％程度の入居

率となっております。また、平成１７年に風連西

町の教員住宅を建設して以来、新たな教員住宅の

整備は行っていない状況にあります。この間予算、

決算特別委員会においても新たな教員住宅の建設

は行わず、現在ある教員住宅を維持管理し、延命

を図ることとあわせ、民間活力による対応をして

いきたいとの考え方を示してきているところであ

ります。教育委員会では、毎年教員住宅の入居者

からの営繕希望をもとに営繕作業員による簡易修

繕などを行ってきていますが、入居者の満足のい

くような修繕はできていない状況にあり、特に農

村部での教員住宅については空き家にしておいて

改修するような手だてがなかなかできないことか

ら、住宅の傷みが激しい状況にあり、何らかの対

応が必要と認識しているところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それでは、御答弁を

いただきましたので、再質問をさせていただきた

いと思います。

まず、農業振興施策について伺いたいと思いま

す。壇上でも申し上げたとおり、春から現在まで

の状況ということで、昨夜からも雨が結構降り続

きまして、きょうもこれから相当量の雨が降ると

いう予報であります。３１日の大雨とひょうの被

害もあってから作業が停滞している状況で、特に

ひょうに関しては風連地区もアスパラがもう全部

刈り倒したという農家さんもいらっしゃるという

ことで、本当に被害に遭われた農家の方々にはお

見舞い申し上げたいと思いますけれども、私のお

ります智恵文地区に関しましても、ひょうはそう

でもなかったのですけれども、やはり短時間に集

中豪雨という形で雨が降りまして、特に傾斜地の

大豆が表土ごと流出する被害が２０ヘクタール前

後ぐらいあったのかな。５月にしては本当に大き

な被害がありました。ただ、農家の皆さんもう既

に気を取り直して前を向いています。まだ序盤戦

です。これからの天候の回復に期待するという気

持ちで頑張ろうという形で述べられていますので、

本当にこれから天気が回復することを祈るばかり

です。

ちなみに、５月３１日の１時間降水量は３ ５

ミリということとその日一日、ほぼ半日で降った

のでしょうけれども、５ ５ミリ、１０分間で２

０ミリ、これ５月としては観測史上最大値という

ことだそうです。また一方で、５月２１日、非常

に暑くなりまして、最高気温が３ ９度と。これ

も５月としては観測史上最大値ということで、本

当に気象条件間違いなくこのあたりも変化してき

ているのは私自身、また地域の方々も感じるとこ

ろだと思います。私たちこの時期は、農家は気象

庁職員並みに本当に天気に敏感なものですから、

こういうことも常に考えながら農作業等進めてい

るという状況です。これから本当に最終的にはま

た去年のようにすばらしい出来秋になるよう期待

をしたいと思いますし、まだこれからの作業を頑

張ってまいりたいと思います。地域の方も頑張る

意欲でこれから取り組んでいかれると思います。

ことしの主要農業施策について御答弁をいただ
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きました。幾つかちょっと再質問をさせていただ

きたい事項がございます。まず、昨年から取り組

むということで進められてきました労働力調査、

労働力不足の解消に向けて行われるということで

あります。まず、経済部長にお伺いします。これ

を当然労働力調査、労働力不足の解消につなげる

のだと思いますけれども、最終的に何を目的にす

るのかお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 労働力調査について

は、先ほど概要についてはお話しさせていただき

ましたけれども、今雇用労働力が非常にないとい

うことで、名寄の農産物におきましてもアスパラ、

スイートコーン、カボチャなどなど全て人手がか

かるということで、その人手がないことでアスパ

ラなども減少傾向にあるということでございます。

そういった中で、潜在的な名寄市内の労働力がど

れだけあって、どんな活用ができるのかというこ

とで考えてこの調査を実施するものでございます。

当然その中では、他産業にかかわってそういった

部分の協力をいただけたりする、そういう体制が

できるのかどうかということも含めて考えて調査

をしてまいりたいというふうに思っています。最

終的には、労働力のミスマッチをどういったふう

に解決して、どんな施策が必要なのかということ

をこの調査の中で明らかにして、次の施策を考え

ていく資料にさせていただきたいと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今川田部長のほうか

らお答えいただいたように、他産業との連携もし

っかりとしていく体制をその調査から検討したい。

本当にそういう形で、農業という分野に限らず、

市内ほかの産業もやはり労働力不足という部分が

言われております。お互いにそういう部分、何か

連携し合いながら、労働力を確保できるのであれ

ばそれぞれの産業にとってメリットでしょうから、

今しっかりお答えいただきましたので、そういう

形での他産業との連携という部分でも労働力の確

保に向けて調査、また内容の検証も含めて行って

いただきたいというふうに思います。

また、労働力にかかわってということに関連し

て、今やはりアスパラ等の主要作物も労働力不足

で面積が減っているという現状の中で、先ほど智

恵文地区の大豆のお話もさせていただきましたけ

れども、やはり慢性的な労働力不足ということで、

若干経営形態も変わりつつあるという部分があり

ます。やっぱり大規模というか、土地利用型農業

も見据えながら、各農家の皆さん、将来的に今本

当に労働力が不足している中でどう遊休農地を出

さないように、また地域の農地を守っていくかと

いうことも含めて、模索しながらなのでしょうけ

れども、取り組まれております。労働力調査とあ

わせてそういった経営形態の変化という部分も出

てきております。それと労働力の関係といいます

か、そういったことも、これはこの後お伺いしよ

うと思う次期農業・農村振興計画について経営形

態の変化もしっかりと捉えて対策をとっていただ

きたいなというふうに思いますが、そのことに関

して御見解をお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） まず、経営形態の変

更ということで、水稲もそうなのですけれども、

だんだん土地が集約をされていくと、農家戸数で

今推定をされているのは５年後におよそ５００戸

で、それ以降１０年後には４３０戸程度になるの

ではないかという想定の中で、その中で土地につ

いても現在が大体平均で１８ヘクタールぐらいで

すけれども、５年後には２０ヘクタール、さらに

は１０年後には２５ヘクタール程度の土地をお持

ちいただかないと、そういう状況になるのではな

いかというふうに想定しています。そういった中

で野菜系、先ほど言った振興作物でアスパラ、ス

イートコーン、カボチャなどについては非常に手

間がかかるということで、水稲とそういった作物

の体系、さらにはそういったことがなかなかでき
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づらくなってきているという状況はございます。

大豆が増加してきたというのもそういった作物に

手間がかかって、人手がないなどの条件の中で機

械化できる大豆に面積が移っているのだろうとい

うふうに思っています。そういった意味でも今回

ＪＡのほうでは大豆の施設も整備されるのだろう

というふうに思ってございますけれども、これか

ら振興させていく作物の中でそういった状況も考

慮しなければいけないというのはあるのですけれ

ども、なかなかその想定というのは、ある程度価

格などの影響にも、相当大きく影響を受けるもの

ですから、当然生産団体のＪＡとも御相談をしな

がら、ＪＡにおきましては来年度ＪＡの振興計画

の見直しの時期にもなっていますので、十分お話

をさせていただきながら検討を加えてまいりたい

と思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういった部分、Ｊ

Ａも含めてしっかりと今の状況の変化も捉えてい

ただいて、取り組んでいただきたいというふうに

思います。

そして、もう一点、原産地呼称管理制度の取り

組みということで、名寄産農産物のブランドの強

力な確立に向けて取り組むということでありまし

た。私は、そういう形で部長からこういう取り組

みで進んでいくということでいろいろとお伺いし

て、どういう仕組みのものなのかという部分は一

定程度理解はしているつもりですけれども、実は

現実からいいますと現場の生産者の理解というの

がなかなか進んでいないと。ある生産者の方とお

話をした中では、やはりそういう取り組み、新聞

等で見て初めて聞いたと。原産地呼称管理制度、

名寄産ということで、そういう原産地、名寄産と

いうものを表示するというようなものなのだろう

けれども、果たして自分たちはどういう取り組み

をすればいいのか、それで自分たちがどうなるの

かというか、それをすることによって自分たちの

所得に何かメリットがあるのかとか、そういった

それがいい、悪い別としてもそういう認識でいる

のです。もう少し生産者の方々への理解等も含め

て、周知も含めて、やはりこれからでも遅くない

のだというふうに思います。やはりしっかりとそ

ういった生産者の方に理解していただけるような

取り組みもあわせて進めていくべきだと思います

が、お考えをお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 原産地呼称管理制度

についての関係でございますけれども、この制度

は良質な名寄産の農産物を原産地認定という形で、

他産地との差別化、ブランド化を図るというのが

大きな目的でございます。そういった中で消費者

からの信頼性だとか、消費拡大につなげていけた

らということを目的に実施しようとするものでご

ざいます。本年度アスパラガスの認証実施に向け

て生産者や生産団体等とも協議を重ねてきました

けれども、今議員御指摘あったとおり制度の内容

が少し生産者に周知を含めて不十分な面があった

のかなということでございます。再度今内容を精

査して、この制度そのものの検討を加えておりま

して、新たに立ち上げる事業でございますので、

少しそういった声に対応できるように慎重に検討

を加えているところでございますので、よろしく

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） せっかく取り組む、

私は本当にいい取り組みだと思いますし、これは

では原産地呼称管理制度が導入されたからすぐに

何か現場、生産者にメリットがあるかどうかとい

う部分、それはなかなか感じづらいのかなという

ふうに思います。そういう部分では時間がかかっ

て、これは今までもそうですけれども、名寄のア

スパラなりカボチャというものは本当に何十年も

時間をかけてブランド化してきたものであります。

それを一層高めていくという取り組みですから、

やっぱり時間はかかります。そういった部分、生
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産者の方にもしっかりと理解をしていただいて、

これはしっかりと理解していただければ生産者の

方もそういう取り組みであればやっぱりしっかり

と自分たちもそれにかかわって取り組むべきだと

いうような考えになるのだというふうに思います。

これからそういった形で丁寧に説明も含めながら

進めていっていただければと。せっかく取り組む

すばらしい取り組みだと思っていますので、よろ

しくお願いをしたいというふうに思います。

次に、次期農業・農村振興計画について伺いた

いと思います。今第２次総計のほうも策定に向け

て準備が進んでいますけれども、私はやはりこれ

は農業という分野での総計に当たるものだという

ふうに捉えています。スケジュールのことに関し

てお答えをいただきました。年内には計画案を示

すというふうなお答えだったと思います。今の現

計画、新名寄市農業・農村振興計画の策定過程と

いうことで、もう既に検討委員会は設置されてい

るということですから、それから比べると若干ス

ケジュール的には早く進んでいるのかなというふ

うに思うのですけれども、これからいろんな検討

委員会、またプロジェクト等も、前回の資料を参

考にさせていただくとプロジェクト班のほうを設

置して、それぞれに分けて検討していくのだとい

うふうに思いますけれども、私１点これを拝見さ

せていただいた中では気になったのですけれども、

お答えの中にもちょっとはっきりと聞こえなかっ

たものですから、今回の新名寄市農業・農村振興

計画について、この計画についての検証というの

はどこの段階でどういった組織において行うのか

お知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 検証する機関として

は、先ほど立ち上げております関係機関、団体で

構成するプロジェクト会議、さらには関係機関の

役職員含めた方が検討会議という中で検証させて

いただいています。さらに、検証に当たっては現

状の地域の中で今回の２７カ所ですか、農事組合

を回らさせていただきまして、そういった中での

御要望、御意見だとか、そういったこともお聞き

をしておりますし、さらにアンケートという部分

で、そういった部分で幅広く御意見はいただいて

いるというふうに思っていますし、さらに青年団

体との懇談会とか、そういった部分でも御意見を

いただいておりますので、ある程度というか、そ

ういった部分での御意見はいただいて、反省など、

課題などをいただいているものというふうに考え

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） しっかりと今の現計

画を検証した上で、やはり次の計画の策定に取り

組むというのがこれは基本中の基本だと思います

し、当然総計もそういう流れで進んでいるのだと

いうふうに思います。しっかりと現計画の検証を

行った上で、次期計画をどうするのかという部分

はしっかりとしていただきたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

あと、振興計画の中で振興作物の位置づけにつ

いてということでお伺いをしておきたいのですけ

れども、現計画の中ではアスパラ、カボチャ、バ

レイショ、花卉、ユリ根、イチゴ、トマト、ナガ

ネギ、ピーマン、この作物が振興作物と位置づけ

られています。振興作物に関しての変更等も含め

て、次期計画はどうなっていく想定をされている

かお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先ほども若干申し上

げましたとおり、作付体系が相当変わってきてい

るということでございまして、一例を言えば過去

１０年ぐらい前大根が物すごくふえていたのです

けれども、結果的にほとんどなくなっているよう

な状況もございますので、そういったことで基本

的には現作物が今後どういうふうに作付されてい

って増加するかというのが基本になってくると思

いますけれども、先ほど申しましたとおりＪＡの



－174－

平成２８年６月１７日（金曜日）第２回６月定例会・第４号

計画も来年度策定ということになりますので、そ

ういった状況に応じて慎重に考えていきたいとい

うふうに思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういった意味では、

振興作物の位置づけもやはり当然変化してくるの

だというふうに思います。これは来年度、２９年

度までですけれども、ＪＡの第３次中期計画では

重点作物としてアスパラガス、生食スイートコー

ン、食用バレイショ、花卉で、振興作物としてカ

ボチャという位置づけであります。２９年度以降

どうするかというのもまたＪＡで御議論している

のだと思いますけれども、やはりそのあたりの整

合性もとっていかなければならないのだというふ

うに思いますし、これはまたそれと一緒くたにで

きるかどうかはちょっと微妙なところもあるので

すが、経営所得安定対策にかかわっての名寄地域

農業再生協議会が指定する作物ということでの地

域振興作物、これはアスパラを含めて今川田部長

からもありました大根、ニンジンなんかも入って

います。タマネギ、どれがいいとか悪いとかでは

なくて、大根なんかほとんど作付がなくなってき

ているという状況もあります。これは、経営所得

安定対策にかかわる地域振興作物という位置づけ

だというのは理解をしていますけれども、実は生

産者の方、これもやはり振興作物という捉え方を

する場合もありますし、ではＪＡの振興計画は中

期計画はアスパラ、生食スイートコーン、食用バ

レイショ、花卉、カボチャ、反面また行政が出す

農業・農村振興計画は違う作物が入っていて、一

体何が振興作物なのだろう。アスパラは共通して

いる部分はありますけれども、やはりそこら辺は

整合性保った中でしっかり絞り込んでいくという

ことも大事かと思いますけれども、お考えをお伺

いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 議員が御指摘いただ

いたとおりだというふうに思ってございまして、

当然市と生産団体の振興作物は同じものが議論さ

れていくべきだというふうに認識しておりますの

で、検討委員会などプロジェクトについてもＪＡ

の担当職員なども入ってございますので、それに

計画部分でいけばＪＡの役職員との協議なり農業

委員会の協議も進めていかなければならぬと思っ

ていますので、その中でも十分検討させていただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういった振興作物

の位置づけも含めて、やはり将来のこの地域の農

業の目指すべきビジョン、また姿がわかりやすい

形であるべきだというふうに思います。そこら辺

をしっかり関係団体とも打ち合わせをしていただ

いて、やはり柱をつくっていくというのはそうい

うことにもつながるのだというふうに思います。

昨日佐藤議員の一般質問の中で、総合計画にか

かわってわかりやすいダイジェスト版というよう

なやりとりがあったと思います。この次期農業・

農村振興計画についても今のそういった振興作物

のわかりやすさというか、目指すものは何かとい

うわかりやすさと同時に、やはり一目で見て地域

の農業、こういう形を目指すのだというような、

何かダイジェスト版ですとか、そういったものを

つくって、特に若い生産者の皆さんにそういった

ものを指針にこれから取り組んでいただくという

ようなことも考えてみてはいかがかと思いますけ

れども、お考えをお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 議員御指摘いただい

たとおり、そういったダイジェスト版、どういう

中身になるかはこれからになりますけれども、少

し見やすい形で、わかりやすい形を工夫しながら

つくっていきたいというふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ぜひそういう形で検
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討をよろしくお願いしたいと思います。いずれに

しても、本当に今回今の計画しっかり検証してい

ただいて、来年度から始まる次期農業・農村振興

計画、期待もしておりますし、すばらしいものに

なるようにと思っていますので、重ねてお願い申

し上げたいというふうに思います。

最後に、各種事業への対応についてということ

でお答えをいただきました。本当に昨年からＴＰ

Ｐの関連の事業等国からどんどん、どんどん時間

のない中で、お答えのとおりだと思います。私逆

にそれを責めるつもりではないのです、実は今回

の質問に当たっては。やはり生産者としてみれば、

現実私のところにもファクス届きますけれども、

ＴＰＰ関連の事業が多分国から道を通じて市に来

られるのだと思いますけれども、例えば月曜日の

日にファクスが来て、締め切りが金曜日、何を検

討すればいいのかという。３回、４回と続くと、

これもう本当に乗りたいのに乗れないという現実

もありましたし、情報に敏感で、生産者の中でし

っかり勉強されている方もいらっしゃって、そう

いうのを知っている方に関してはこれ来たなとい

うことですぐ採択に向けて申し込みをするのです

けれども、やはりそういう現実もあるわけです。

ただ、国の状況の関係で、私はこう理解するので

すけれども、生産者の皆さんにとってみれば何、

月曜日に募集要項来て締め切り金曜日かというよ

うな声たくさん聞かれましたので、やはりそこは

お答えの中にもありましたけれども、事前の情報

周知、それは情報の収集の体制というのも含めて、

事前にこんな事業がありそうだぐらいでもいいの

だと思うのです。予定ではいつごろ皆さんのとこ

ろに周知するので、内容等を検討しておいてくだ

さいぐらいのでもいいと思うのです。特にいい、

悪い別として、農機具メーカーさんなんか事前情

報つかんで走り回っています。不確かな情報も実

は結構多いのですけれども、そういったものに勝

ち負けではですけれども、事前にこんな事業があ

りそうだというような情報の周知体制、そんな体

制もとっていただければと思いますし、職員さん

大変だと思います。地域の若手の農家の方から、

これは聞いた話ですけれども、いろいろと今回産

地パワーアップ事業の関係で非常に親身になって

相談に乗っていただいたということで、本当に感

謝していました。ただ、本当に大変だったと思い

ます。部内での体制も含めて、そういった部分少

し検討してみてはどうかと思いますけれども、御

見解を伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 情報の提供について

は、先ほどお話しさせていただいたとおり、継続

事業はある一定の時期にお話しできるのかなと思

いますけれども、とりわけ新規事業につきまして

はそういったところで二度手間、三度手間になら

ないように、どんな事業がことし新しくなるとい

うところで、少し情報収集を含めてできるだけ早

い時期にある程度のものが提供できればなという

ふうに思ってございますので、よろしくお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 一生懸命頑張ってい

るのに生産者の皆さんからそう思われるのは、私

も本当にこれは余りいいことではないなと思いま

すので、そんな形でしっかりと取り組んでいただ

きたいというふうに思います。

１０分切りましたので、次教育行政のほうに移

りたいと思います。教育改善プロジェクト委員会、

最終年度の取り組み、幾つかちょっと聞こうと思

ったことあったのですが、第２次に向けた構想も

含めて、今年度立てていかれるのだというふうに

思います。繰り返しになりますけれども、本当に

成果も着実にあらわれてきていると私は思います

し、御期待申し上げておりますので、引き続きの

取り組みをお願いしたいというふうに思っていま

す。第２次のプロジェクト委員会、期待しており

ますので。

児童生徒の国語力の向上についてということで、
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これ昨年の第４回定例会で全国学力テストの関連

で同様の質問させていただいて、小川部長からも

非常に丁寧な御答弁いただいて、時間がなくなっ

てしまったので、続きというわけではないのです

けれども、少し再質問させていただきたいと思い

ます。言語活動の充実を図っていくということで、

いわゆる国語力、言葉です。言葉の乱れがやっぱ

り今の子供たち、本当に私も目につくというか、

耳につくというか、まずちょっと本音で、部長、

今子供たちの言葉の乱れに関して率直にどう思わ

れますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 言葉の乱れといいま

すか、本来家庭とか地域とかありますけれども、

マスメディアというか、テレビを含めていろんな

言葉が飛び交って、最近の若い人が使う言葉は私

も理解できなかったり、短くて、いろんな言葉、

昔はおじいちゃん、おばあちゃんから含めてやっ

ぱり丁寧な言葉を使われている、そういった生活

環境にいたので、教えもきちっとしたけれども、

その辺がちょっと今はいろんな部分で欠けていて、

言葉が乱暴になったり、本当に伝わらない簡潔な

言葉になっている状況がふえてきているというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そのとおりだと思い

ますし、この春高校生になった娘も、私こんな偉

そうに言う立場でも……本当に言葉の使い方、も

う再三注意します。今本当に子供たち含めて、う

ざい、きもいなんて当たり前で、もううざいでは

ない。うざ、きもですから。物食べておいしかっ

たらやばいと。まいうならまだいいぐらいです。

本当に何言っているのかさっぱり。私は辛うじて

わかるかなと思いますけれども、年配の方はわか

らないと言います。おいしい食べ物を食べてやば

いですから、本当にこれは言葉の乱れ。私も子供

たちと接する中で使ってしまったりすることもあ

るけれども、それはやっぱり大人として逆に気を

つけなければならないなというふうに思っていま

す。今家庭ということありましたけれども、家庭

での取り組み、国語力というのは言葉という道具

を使って意思の疎通を図る力が国語力だと思いま

すし、それはやっぱりコミュニケーション力。今

本当に家庭、学校では言語活動、読書活動も含め

てそういったことを進めていただければいいです

けれども、家庭での親とのかかわりの中でそうい

うものって育まれていくものだというふうに思う

のですけれども、国語力の向上というか、改善に

向けて、やっぱり家庭の役割というのをいま一度

認識していくべきだろうなというふうに考えてお

りますけれども、そのことに関してお答えをいた

だければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員がおっしゃると

おり、国語力といいますか、言葉遣いを含めて、

私は家庭内でのコミュニケーション含めてが大変

重要というふうに考えているところであります。

具体的に子供たちの国語力が向上するには、家庭

において日常会話を多くしたり、家庭で本の読み

聞かせをしたり、身近なことをお話しする。それ

についてもお互いの意見を出し合いながら話しす

る、そういうところが大変大切だというふうに考

えているところであります。児童生徒の状況につ

きましては、先ほど御説明させてもらいまして、

多くの課題があるというふうにも述べさせていた

だきました。そういった状況を踏まえながら、本

市におきましては家庭で取り組む７つのポイント

の浸透を図るということで、子供たちにテレビや

ゲーム、携帯電話のメディアに触れる時間が長く

ならないように、家庭でやっぱりルールを決める。

このことも家庭でしっかり話し合う。大切なこと

だというふうに思っています。また、日ごろから

親が子供の努力を認め、励ます言葉をかけたり、

親子で命の大切さや思いやりなど、そういったこ

とについても考え、話し合う機会が大切だろうし、

そのようにお願いをしているところであります。
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教育委員会といたしましても、先ほど言いました

家庭で取り組む７つのポイントをしっかり家庭で

取り組むということで、家庭内でも話し合っても

らったり、考え方についてコミュニケーションを

図るような、そういったことをさらにお願いをし

てまいりたいというふうに思っているところです。

そういった意味では、家庭なり親子での取り組み

をさらに充実させるためにも、教育委員会といた

しましても社会教育といたしましては北国博物館

での親子ハイキングであったり、公民館で行って

いる親子書き初め教室、市立図書館では乳幼児、

保護者対象での図書館まつりなど親子で参加する

行事もできるだけ取り入れながらコミュニケーシ

ョンをとって、そのことが例えば家庭に帰って話

題になって親子の会話がふえる、そういったこと

につながっていくことによって国語力が向上して

いければというふうに思っていますので、そうい

った取り組みをさらに充実をさせてまいりたいと

いうふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ぜひ家庭も含めた、

家庭にお願いするという言い方はあれなのかもし

れないですけれども、家庭での取り組みを強化し

ていただけるような取り組みを進めていただけれ

ばと思います。

７つのポイントということで、私も内容を拝見

させていただいていますけれども、やっぱり朝食

を食べる習慣、これ朝食を食べて。おなかすいた

状態で学校へ行く。健康という意味合いだけでは

なくて、やっぱり朝食をとるということで家族と

の話をしなからコミュニケーションということに

もなりますし、節度ある生活習慣ということでは

テレビゲームの時間が長いという中で、そういう

時間を少しでも短くして、親子の対話、コミュニ

ケーションを図るということ、やっぱりコミュニ

ケーション能力という部分を育むということが大

事だと思います。そういったコミュニケーション

能力、国語力も含めた、そういった能力が高まる

と、私はそれがいじめの抑制防止にもやはりつな

がっていくのだというふうに思います。いじめっ

てちょっとした言葉のボタンのかけ違いとか、ネ

ットなんかではぱっとした文言一言が相手に誤解

を与えたりとかという状況が非常に多いと聞きま

す。そういったコミュニケーションが大事だと思

いますので、そういった取り組み、ぜひ家庭でし

っかり取り組んでいただけるような取り組みに力

を入れていただければと思います。

最後、教員住宅の整備についてということで、

お答えあったように農村地区の学校についての御

答弁もありました。特に農村地区の地域特性とい

うことで考えていただきたいなというふうに思い

ます。これから私どもの地域も含めて、特に農村

地域は地域とともにある学校、学校と地域、先生

も含めて、先生が地域に住んで生活する中で地域

に溶け込んでいたたく、地域とのかかわりを密に

していただくというのがやはり農村地区の学校の

地域特性だと思っています。また、町内会活動な

んか、実際住んでいただいている若い先生にも参

加していただいています。ただ、教員住宅の状況

で、これだったらちょっとあそこ入りたくないな

とか、だって私が小学校のときに建った教員住宅

があるのですから、もう４０年近くです。三十何

年は、相当たっていると思います。幾らそういう

ところで教員としてスキルアップしたいと希望す

る先生がいても、教員住宅があれだったらちょっ

となという、実はこれ先生から聞いたことがある

のです。そういったものを解消するために、これ

は当然予算も伴うと思いますけれども、やはりし

っかりと特に農村地区の教員住宅の整備、地域特

性に鑑みて整備をしていただきたいと思いますが、

最後そこのところ前向きなお考えをお聞かせいた

だいて、終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 教員住宅の整備とい

うことで、特に農村地区ということで話がされま

した。議員お話がありましたとおり、例えば智恵
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文であったり、中名寄だったり、下多寄という地

域においては、地域とのかかわりが強くなってき

ている状況にあります。特に管理者住宅などは学

校敷地内に置いているわけですけれども、その学

校管理者、教員もそうですけれども、やっぱり時

には地域と学校とのかけ橋になったり、地域との

連携をとるといった意味では、しっかりそこに居

住していくことが重要だというふうに考えていま

す。先ほど言いました民間の活力といいますと、

市街地でいけばマンションとか、いろいろありま

すので、そういった活用も考えられますけれども、

さっき言った農村部についてはそういった状況に

もないということもありますし、議員おっしゃる

ように住宅は大変ひどい、古くなってきていると

いう状況は、言葉は選んでいますが、あります。

それは承知していますので、そういった面では今

まで既存の教員住宅、民間活力という話もさせて

きましたけれども、農村部のそういった教員住宅

については改めてその対応策を含めて検討する必

要があるというふうに考えていますので、今後検

討していきたいと思いますので、御理解をお願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

市民主体のまちづくりの推進について外３件を、

奥村英俊議員。

〇６番（奥村英俊議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、順次質問したいというふうに思

います。

最初に、市民主体のまちづくりの推進として、

市技指定についての考えを伺います。合併以前の

昭和５４年２月の第３４回国民体育大会冬季大会

スキー競技会、まごころ国体の旧名寄市での開催

を機に、旧名寄市ではスキーを市技に指定し、冬

季スポーツ、とりわけスキーの振興に努めてきま

した。合併時にこの市技指定はなくなりましたが、

総合計画にかかわり市技指定することによって市

民理解が進んだり、円滑に事業が進むと考えられ、

冬季スポーツの拠点化を目指す上でも市技指定の

必要を感じていますが、理事者の考えを伺います。

次に、市民自治に関して伺います。現在の総合

計画では、地域住民がみずから暮らす地域を核と

したまちづくりに参加できる地域自治区の創設を

目指しとなっていますが、この地域自治区の創設

に向けてこれまでの取り組みと現状、今後の取り

組みに当たっての考え方について伺います。

次に、行政報告にも触れられていますが、総合

交通体系について、とりわけ地域の鉄道交通網の

確保について伺います。地域の公共交通網の核で

ある鉄道を運営するＪＲ北海道は、道北だけでは

なく、全道で合理化、地方切り捨てを進めようと

していますが、この地域の現在の状況と名寄市の

対応、取り組みについて伺います。

次に、名寄市立大学の教育研究と地域貢献につ

いて伺います。まず、３月議会で質疑がありまし

た認定こども園に勤務する方の片方のみの資格、

免許取得者への対応と教育職員免許法の改正に伴

う幼稚園教員免許更新時に係る対応について、ニ

ーズを調査して実施に向けて検討してまいります

と答弁されていますが、その後の取り組みと今後

の対応についてお伺いします。

次に、安全保障技術研究推進制度についてです

が、安倍政権の軍事施策拡大の一環である大学軍

事研究の有効活用を目指す国家安全保障戦略の閣

議決定を受けて、防衛省では装備品の適用面から

着目される大学、独立行政法人等の研究機関や企

業等における独創的な研究を発掘し、将来有望な

研究を育成するため、平成２７年度から年額最大

０００万円の競争的資金制度である安全保障技

術研究推進制度を開始しました。こうした状況の
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中、日本学術会議は軍事目的の科学研究を否定す

る原則の見直しを開始しましたが、名寄市立大学

の状況、対応について伺います。

最後になりますが、これまでも本会議で数多く

取り上げられたと思いますが、子供の貧困が大き

な問題となっています。全道、全国でもフリース

クールや子供食堂などが取り組まれていますが、

当市でのそういった取り組みの実態と生活困窮者

自立支援法に基づく生活困窮家庭の子供への学習

支援事業の取り組みの現状についてお伺いをして、

壇上からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま奥村議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１の小項目１につきましては私のほ

うから、小項目２及び大項目２については総務部

長から、大項目３については大学事務局長から、

大項目４については健康福祉部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いをいたします。

大項目１、市民主体のまちづくりの推進につい

て、小項目１の市技指定についてですが、合併以

前における旧名寄市では、市技スキーを掲げ、各

地でスキー授業が減少していく中にあっても本市

特有の自然や施設を生かし、体育の授業でアルペ

ンスキーや歩くスキーを継続的に取り組むなど、

冬期間の児童生徒の健康と体力向上を図りながら、

市技スキーの振興を推進してきました。合併後は、

特定のスポーツに関して市技を制定しないことと

なりましたが、新市では名寄の冬を楽しく暮らす

条例を制定し、スキーを含め冬季スポーツ全体の

振興を図ることとした経過があります。スポーツ

の種目を問わず、市技指定を定め、それらに係る

施策を推進していく手法としては、市民の共通理

解と一定程度のコンセンサスがなされていること

から、円滑な事業の推進が可能となると考えてお

ります。また、市技指定の波及効果は、地域一体

となった取り組みを進める上で効果的な手法の一

つであると考えています。以上のことを踏まえな

がら、今後のスポーツの推進状況や市民のスポー

ツに対する関心の高まりなどを見きわめて、名寄

市として市技指定の必要性について検討してまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、引

き続き小項目の２及び大項目の２について申し上

げます。

初めに、小項目の２、市民自治の制度的な仕組

みづくりについてでありますが、地域自治区の創

設につきましては合併時の協議を踏まえ、平成１

８年度から１９年度にかけ、制度導入に向けた地

域協議を行ってきた経過がございます。地域から

は、法定の地域自治区では制度上の制約が多いこ

とや行政から求められる役割の増加が懸念される

など、現状では受け入れることが難しい組織であ

り、創設は時期尚早であるとの御意見を多くいた

だきました。これらの意見を踏まえ、地域自治組

織を展望する緩やかな組織として平成２０年度か

ら２３年度にかけまして各小学校区を基本に地域

連絡協議会を組織し、これまで取り組みをいただ

いているところでございます。地域連絡協議会は、

現在市内各地域に８つが組織をされ、温度差はあ

るものの地域課題に応じて清掃活動や防災活動、

交流事業など町内会単位の枠を超えた活動をいた

だき、市からは活動交付金の助成による財政支援

や代表者会議の開催による相互の情報交換を促す

などの取り組みを行ってまいりました。今後市民

主体のまちづくりをより一層推進するに当たりま

しては、主体となるコミュニティーとして町内会

や地域連絡協議会の活動が必要であることはもと

より、さきに行ったアンケート結果では地域連絡

協議会の役割に期待する回答が８割程度と多いこ

とからも、それぞれの自主性を尊重しながら支援

を行い、市民と協働して地域を支えていくまちづ

くりに努めてまいりたいと考えているところであ

ります。
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続きまして、大項目の２、総合交通体系につい

て、小項目の１、地域を結ぶ鉄道網の確保につい

て申し上げます。ＪＲ北海道の列車見直しなどに

関する情報につきましては、昨年９月のプレス発

表以降、報道などでも多く伝えられているところ

でございます。その主な内容は、経営不振と安全

性の確保を理由に利用の少ない列車や駅の見直し、

保線要員の集約化などで、特に名寄以北の宗谷本

線沿線自治体にとっては厳しい内容となっており、

その中には本市における旅行センターの閉鎖も含

まれております。これらの状況を踏まえ、この間

本年２月１２日には名寄市長が会長を務めます宗

谷本線活性化推進協議会としてＪＲ北海道に出向

き、要望書を提出したところでございます。

また、去る５月２６日には名寄市、士別市、稚

内市の宗谷本線沿線３市が呼びかけ人となり、当

市におきまして宗谷本線沿線自治体市町村長意見

交換会を開催したところでございます。この意見

交換会は、ＪＲ北海道の現状と課題に係る情報共

有と沿線住民の交通手段の確保、地域振興に係る

意見交換を目的とするものでありまして、ＪＲ北

海道はもとより上川総合振興局、宗谷総合振興局

にもオブザーバー参加をいただき、約１時間半の

意見交換を通じまして、ＪＲが置かれている現状

や課題の共有を図ったほか、特急の見直しなどに

対しては現状維持を強く求めるとともに、自治体

における取り組みのほか、民営化時のスキームが

崩れていることなど、もはやＪＲ北海道や沿線自

治体だけでは解決できない課題を含んでおり、国

などの関係機関への働きかけの必要性なども認識

をされたところでございます。今後に向け、意義

のある意見交換会であったと考えているところで

ございます。今後とも宗谷本線活性化推進協議会

を中心とし、会長職にある自治体としての役割を

しっかりと認識をしながら、沿線関係者を初め、

関係機関、団体による協議や連携を図り、さらに

取り組みを進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目３点目、名寄市立大学の教育研究と地域貢

献について、初めに小項目１点目の教員免許更新

制の取り扱いについて申し上げます。

本年第１回定例会において、保育教諭に義務づ

けられた幼稚園教諭免許と保育士資格の併有に係

る片方のみ資格者に対するもう一方の資格取得の

ための講習会の実施と幼稚園教諭免許更新制の更

新講習に係る選択領域の本学開催について御質問

をいただき、いずれもニーズ調査などを実施し、

その結果を踏まえ実施に向けて検討すると答弁を

いたしました。その後の取り組み経過についてで

ありますが、ニーズ調査については本定例会初日

に議決をいただいた平成２８年度一般会計補正予

算の中で、道北地方に勤務する保育士、幼稚園教

諭などを対象とした実態調査を行う予定です。調

査の項目や内容については、今後本学社会保育学

科教員とこども未来課保育士などの意見を伺いな

がら作成してまいりますが、本年度内に分析を含

めた調査結果をまとめる予定でおります。実態調

査の結果を踏まえ、幼稚園教諭免許または保育士

資格のいずれか片面取得者に対するもう一方の資

格取得に係る講習会の実施や幼稚園教諭免許の更

新講習の選択領域の名寄開催について、次年度以

降の取り組みになると思われますが、実施に向け

て学内及び関係機関との協議を進めてまいります。

次に、名寄市立大学の教育研究と安全保障技術

研究推進制度について申し上げます。議員御指摘

のとおり、防衛省の安全保障技術研究推進制度の

創設に伴い、日本学術会議は従来の軍事目的の科

学研究を否定する原則について見直しを含めて検

討することを明らかにいたしました。日本学術会

議は、日本の人文、社会科学、生命科学、理学、

工学の全分野の約８４万人の科学者が国内外を代

表する機関で、その主な役割は１つとして政府に

対する政策提言、２つとして国際的な活動、３つ

として科学者間ネットワークの構築、４つとして
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科学の役割についての世論啓発などです。学術会

議は、安全保障と学術に関する検討委員会を設置

して、軍事目的のための科学研究を行わない声明

など過去の声明の見直しを含めて安全保障にかか

わる事項と学術のあるべき関係の探求を行うとし

ております。こうした状況を踏まえて、本学の対

応についてでありますが、本学の学部、学科構成

は保健、医療、福祉の分野の専門職を養成する大

学であること、また教員個々の研究分野において

も軍事などにかかわる研究を行っている教員は存

在しないことなどから、このような軍事研究に取

り組む要素は全くないものと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目４の無料学習支援事業について、小項目１の経

済的貧困世帯への学習支援対策について申し上げ

ます。

子どもの貧困対策の推進に関する法律が平成２

６年１月に施行されました。これを受け、政府は

同年８月に子供の将来がその生まれ育った環境に

よって左右されることのないよう、また貧困が世

代を超えて連鎖することのないよう必要な環境整

備と教育の機会均等を図る子供の貧困対策を総合

的に推進するために、子供の貧困対策に関する大

綱を閣議決定しました。この大綱において教育支

援では、学校を子供の貧困対策のプラットホーム

と位置づけ、１つには学力保障、２つには社会関

連機関との連携、３つには教育費負担の軽減を図

ることとされました。また、生活困窮世帯等への

学習支援として、生活困窮者自立支援法に基づき、

学習支援事業を実施するほか、放課後補習や放課

後子ども教室等を子供の状況に配慮し、支援の充

実を図るとされております。また、北海道におい

ても同様に平成２７年１２月に策定された北海道

子どもの貧困対策推進計画に基づき、子供に対す

る学習支援や居場所の提供等に取り組むこととさ

れております。平成２７年４月から始まった生活

困窮者自立支援事業では、子供の学習支援は任意

事業となっておりますが、名寄市では必須事業で

あります自立相談支援事業と住居確保給付金につ

いて事業を開始いたしました。平成２７年度の相

談内容の特徴としては、収入、生活費や多重債務

にかかわることが多かったため、今年度は任意事

業として家計相談支援事業を実施して、家計収支

の改善、再建に向けた滞納、債務整理、貸付あっ

せんなどの支援に取り組むこととしておりますが、

貧困が学力の低下をもたらし、そのことが進学や

就職にも不利に働いて、大人になったとき生まれ

育った家庭と同じように経済的に困窮する、そう

した親から子への貧困の連鎖を断ち切るためにも、

生活保護受給世帯の子供を含む生活困窮世帯の子

供に対する学習支援は重要な事業であると考えて

おります。

子供の学習支援の実施に当たっては、今後の相

談内容などから市立大学と連携してニーズの分析

を行い、就学援助の動向など教育部と連携してこ

の地に合った事業について検討していきたいと考

えております。また、最近の話ではございますが、

市立大学の研究室で教員、学生による子供の学習

支援などの研究や取り組みが検討されており、市

に対して調整と協議の要請がありました。これら

の要請に対しましても、健康福祉部と教育部が連

携して市立大学などと協力していきたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、再質問に入っていきたいという

ふうに思います。

市技指定の関係ですけれども、部長のほうから

答弁をいただきました。答弁の中では、市技を指

定することへ特別否定的な見解ではなかったかと

いうふうに感じます。合併し、１０年経過します

けれども、名寄地区に住んでいる人は今でもスキ

平成２８年６月１７日（金曜日）第２回６月定例会・第４号
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ー市技のまちだというふうに思っている方も数多

く、私の周りにもいらっしゃいます。また、風連

地区に住んでいる方も名寄はスキー市技のまちだ

よねと、そのことについて特に違和感を持ってい

るとおっしゃっていませんし、しっかり今でもス

キー市技というものがなじみ深いものというふう

になっているのではないかというふうに思ってい

ます。総合戦略にかかわる冬季スポーツの拠点化

とか、今２次総計での議論も最中でありますけれ

ども、日本で一番早いジャンプ大会の開催の都市

でありますし、雪質日本一などのスキーの聖地と

言ってもいいというふうに思います。名寄はそう

いうところだというふうに思います。この地での

スキーの振興を図るに当たって、オール名寄の取

り組みとして進める上で、わかりやすい指標、目

標ということでスキーを市技にする、指定にする

ということで取り組みやすくなるのではないかと

思いますが、市長の考えをお聞きしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 奥村議員から市技スキー

に当たって、これは前回どこかの議会議論でも御

指摘をいただいたと思います。先ほど小川部長か

らもお話がありましたとおり、もともと旧名寄市

が市技スキーということだったのですけれども、

合併したということで、市技は取り下げ、しかし

冬を楽しく暮らす条例というのはそれぞれの自治

体にも当然文化としてあったということで、これ

は改めて制定をさせていただいて、新名寄市でも

これを取り組み、またその中で冬季スポーツを振

興していこうという議論がなされたという経過だ

というふうに思います。この間例えばスキー以外

のウインタースポーツとして、スノーボードなど

はピヤシリスキー場にキッカーをつくって、フリ

ースタイル系のボードが行われ、あるいは町中で

も大会が行われたりだとか、この地域からプロボ

ーダーも何人も輩出をしたり、最近では前も御紹

介しましたけれども、ことしの３月に全日本プロ

ボード選手権で風連中央小学校の村中虹介君が優

勝するという快挙をなし遂げたということであり

ます。現在も全道各地からジュニアボーダーを対

象としたインディーカップ等も開催されていると

いうふうに聞いています。

また、平成１８年に道立サンピラーパーク内に

道立のカーリングホールがオープンしまして、こ

としで１０年を迎えるわけでありますけれども、

御案内のとおりことしの２月にユースオリンピッ

クでカーリング種目としては最初の世界のメダル

をかち取ったという選手も出てきていると、こう

いうことでございます。議員がおっしゃるとおり、

市技を指定するというのはそのところを強く推し

進める推進力にはなるのかもしれませんけれども、

これまでの経過や、そしてまた今新たにそうした

発展的な形で新しい芽も出つつある中で、市技を

制定するということはいま一度また慎重な議論も

必要なのかなというふうに思います。北海道だと

か日本だとかも冬季スポーツの拠点化ということ

で、少しずつ名寄もいろんな形で今注目をされつ

つあって、スキー以外のことでも先般もカーリン

グのナショナルチームの合宿がここで行われたり

とかというような動きも出てきているということ

でありますので、今のところはウインタースポー

ツを広く振興していくという形で冬季スポーツの

拠点化、そしてそのうねりをぜひともつくってい

きたいというふうに思っているところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市長から今ありました

けれども、冬季スポーツ、名寄でも実際にいろん

なスポーツが取り組まれているというのはそのと

おりだというふうに思います。ただ、名寄の特徴

であります従前から雪を生かした、冬を楽しく暮

らす条例も含めてそうですけれども、雪を使った

スポーツ、とりわけスキーということをまずキー

ポイントにして、なじみのある市技指定という形

にすることによって、いろんな取り組みがしやす
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くなるというのも一方であるというふうに思いま

す。そういう意味では、市民の皆さんにどういう

ふうに協力して一緒にやっていただくかというふ

うに思いますので、そういう意味での一つの柱と

いうか、そういうためには市技指定という形があ

ってもいいというふうに思いますし、先ほどあり

ましたようにいろんなスポーツに取り組んでいる

ということもありますけれども、いま一度スキー

ということに着目して、この間もピヤシリスキー

場の関係とか、どういうふうに発展させていくか

とか、いろんな議論、議会の中でもされていると

いうふうに思います。そういうのを含めてもう一

度スキーに、今だからこそ全国の中でも名寄がス

キーに取り組んでいるのだという、そういったア

ピールすることにもなるというふうに思いますの

で、ぜひこれからも引き続いて検討していただき

たいというふうに思います。私自身も市民の皆さ

んと一緒に市技の指定の仕方、あり方も含めて考

えていきたいというふうに思いますし、引き続い

て訴えていきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いをしたいというふうに思います。

次に、市民自治に関してであります。先ほど臼

田部長の答弁に対してでありますけれども、当初

から地域自治区創設についてはかなりハードルが

高いというか、難しいのだという、そういったこ

とだったということです。そういう中では、地域

自治区の創設に向けて緩やかな組織として地域連

絡協議会を設置をしたと。現在それについて取り

組みを進めていると、そういうことだというふう

に思います。この地域連絡協議会、今あります地

域連絡協議会の役割についてちょっと改めてお知

らせをいただきたいというふうに思います。

それから、現在総合計画の議論が進められて、

審議会やワークショップや何かも開催をされてい

るというふうに思います。先ほどもありました地

域自治区創設についての議論もその中で、各委員

会の中で出ているようであります。その内容をお

知らせいただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ２点質問があったか

と思います。１つは、地域連絡協議会の役割とそ

こに対する市の取り組みというのが１つだと思い

ます。もう一つについては、現在進めている２次

総計における議論経過ということ、この２点かと

思いますが、まず地域連絡協議会の現状の中での

役割ということですが、この間も申し上げていま

すように、１つは町内会の枠を超えての活動をい

ただくということで、現状の町内会の中で不足す

る機能を地域連絡協議会の中で担っていただくと

いうのが１つだと思いますし、あるいは地域独自

の地域の課題に応じた新たな取り組みなどに取り

組んでいただくことについても地域連絡協議会の

役割だというふうに思っています。いずれの取り

組みにしても、地域の自治を補完したり、あるい

は促進させるという意味での貢献をいただいてい

るという認識をさせていただいております。しか

しながら、現状を申し上げますと、地域協議会、

現状８、今７組織に向かって移行中でありますけ

れども、協議会によって少しやはり活動に温度差

があるというのが実情であります。中には、なか

なか協議会自身の目的が明確でないというような

ところもあって、活動で足踏みをしているような

ところもありますけれども、今年度協議会が７に

移行するというのもありますけれども、各地域で

それぞれ改めて総会を開催いただくことなんかも

お約束させていただきながら、この間進めさせて

いただいているところであります。こういったと

ころを通じながら、改めてそれぞれの地域連絡協

議会がそのあり方について、あるいは役割につい

て明確に知らせていただきたいというふうに思っ

ておりますし、私どもとしても引き続き代表者会

議などを開催をしながら支援もしていきたいと、

そのような考え方をしておりますので、御理解い

ただければと思います。

もう一点につきましては、現在の総合計画にお

ける議論ということで少し御紹介をさせていただ
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ければというふうに思いますが、まちづくりに関

する議論として意見をいただいているところであ

ります。御意見とすると、地域自治区、法に基づ

く組織、地域自治区よりも地域に適した組織を望

むという御意見をいただいたり、あるいは現在進

めている地域連絡協議会の活動を高めていって、

次のステップにつながっていくものではないかと

いう御意見をいただいております。あるいは、合

併後１０年の間に高まった一体感を尊重して今後

も進めるべきではないかなどの御意見をいただい

ているところでございます。私どもとしましては、

それらの意見を尊重しながら、現在進めています

第２次総合計画の中で今後の考え方、改めてお示

しをさせていただきたいと思っておりますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 地域連絡協議会の関係、

役割についてお話がありました。ただ、それぞれ

学区ごとの組織があるけれども、なかなか温度差

があるということだというふうに思います。一定

取り組みが進んでいる、そこでの自治を目指して

ということも含めて取り組みがされているところ

もあるというふうに思いますけれども、全体的に

は当然まだそれこそ地域自治区に向かってという

形ではないというか、そういう状況だというふう

に理解をするところであります。

もう一つありました、今総計の議論の中でのそ

れぞれ委員の皆さんの意見ということでも紹介い

ただきましたけれども、私もそれぞれの議事録、

会議録ホームページに載っていましたから見まし

たけれども、やはり自治区創設は難しいのではな

いかというふうに皆さん発言されている方はおっ

しゃっていましたし、現在ある地域連絡協議会の

活動、それを進めること、それから活性化、充実

が必要だというふうにおっしゃっている方があっ

たというふうに思います。中には、今度の総計の

２次計画の中では地域自治区の表現はもう削減し

てもいいのではないかと、そういうふうにおっし

ゃられている方もいるのが今の状況であります。

最終的にまとめに入っている時期かというふうに

思いますけれども、このまま地域自治区を目指し

て、創設するのだということを大きく掲げて、そ

のことだけに進んでいくということでもないのか

なと。実際に進めています地域連絡協議会をどう

いうふうに発展をさせていく、活動をしっかりそ

れぞれの地域ごとに進めていくか。それぞれのレ

ベルをこうすくい上げるというか、その中で地域

自治をしっかり育んでいただく、そういった取り

組みが今度は、今度からって実際今も進めている

というふうに思いますけれども、改めて総計の中

でその方針化をしてということになっていくのだ

というふうに思います。その議論については、そ

れはそれでしっかり進めていただきたいというふ

うに思いますし、最初からそんな高いハードルで

はなくて、先ほど来言っていますように地域連絡

協議会なら連絡協議会をベースとした地域自治を

どういうふうに育むかというか、そういうことを

きちっと盛り込んでいただければというふうに思

います。

ただ、実際に今活動も既にしています、今も地

域連絡協議会があるわけですから。総計の中にど

ういうふうに位置づけるかという議論については

そこでしていただければいいですけれども、実際

には活動している部分をどういうふうにさらに発

展させていくかということが一番大事だというふ

うに思います。先ほどもありましたように、８つ

から７つにというふうにもなるようですけれども、

全く取り組まれていないところもあれば、少し取

り組みが進んでいるところもあると。そういった

ところにどういうふうに手を差し伸べていくか、

どういう方向づけをするかということが今度市の

ほうの役割になっていくのかなと。今も役割にな

っているのだというふうに思います。その中で、

現状の活動、活性化、充実させていくためには、

やっぱり具体的な方策を少し打ってもらわなけれ

ばならないというふうに思っています。今もあり
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ますけれども、交付金の関係です。交付金のあり

方について、それぞれ活動するに当たって独自の

財源、１つには交付金という形でありますけれど

も、それだけでは少し不足する部分があるのでは

ないかと。一つ一つの取り組みを進めていくに当

たって、当然予算を組みながらやりますけれども、

新たな取り組みをするに当たってはやはり一定の

お金もかかってきますので、そういったために現

在の活動交付金もあるというふうに思います。こ

れも少し見直ししながら現在に至っているのだと

いうふうに思いますけれども、現実的にこれも３

月の予算委員会の中でも話ししましたけれども、

この活動交付金、１０万円の交付金のほうですけ

れども、２年目に７万円になって、３年目に５万

円になるという形になります。一つの事業を継続

してやるに当たっては、どんどんお金が安くなる

かといったらそうではなくて、かかる経費はやっ

ぱり大体同じぐらいかかっていく。それぞれのお

金のやりくり、自分たちで調達できるかといった

ら、集まっている各町内においてもそういった余

裕なかなかないということから、やはり難しいの

が現実であります。そういう意味では、せっかく

の活動がお金の関係も含めてなかなか進んでいか

ないという、そういったことにもちょっとつなが

っていますので、交付金の関係、独自の活動をす

るには大切な財源でありますから、ぜひ現行の交

付金の一つのほうの改善を求めたいというふうに

思いますけれども、お考えをお聞かせいただけれ

ばというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げたよ

うに、地域コミュニティーの主体となる、１つは

町内会でありますし、もう一つは現状でいくと地

域連絡協議会だというふうに思っています。いず

れの組織も非常に大切な組織だというふうに認識

しておりますので、この間も私どものできるさま

ざまな支援をさせていただいたということであり

ます。この地域連絡協議会に対する支援とします

と、今議員が言われたように１つは財政的な支援

をさせていただいたということです。組織が２０

年から２３年にかけて設立がされたという話をさ

せていただきましたけれども、ちょうどこの制度

がスタートしたのが２１年でありますので、組織

とともにこの制度をつくって、支援をあわせて進

めさせていただいたということであります。５年

がたった段階で、平成２５年でありましたけれど

も、この段階で一度見直しをさせていただいたと

いうことであります。このときは、さらに活動が

強化できるようにということで、支援を一定程度

拡充させていただいたということでございます。

このときについては、運営費とすると１万円プラ

ス町内会掛ける ０００円ということで、固定的

な経費、運営経費として支援をさせていただくと

いうことと、あわせて今議員から言われましたよ

うに特定の事業に対する補助も設けたということ

でありまして、ここは初年度は１０万円、２年度

は７万円、３年度以降については５万円というこ

とで実施をさせていただいたということでありま

す。ここについては、私どもも幾つか声を聞いて

いるところがあります。それと、２５年度に見直

しをしましたので、３年目になる５万円について

は昨年度が初めてということになります。少し先

ほど申し上げましたように地域連絡協議会の代表

者会議なども今後引き続き開催していきたいとい

うふうに思っていますので、そこでも改めて実際

に取り組んで、地域の皆様の声などをお聞きしな

がら、この制度がそれぞれの地域協議会を支援す

るのにマッチした制度なのかどうかについていま

一度検証させていただきたいと思いますので、御

理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 代表者会議は、いつ開

催する予定ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まだちょっと日程に

ついては決まっておりません。今各地域連絡協議
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会の中でそれぞれ総会をいただいているというこ

とでありますので、それが終わってから改めて日

程調整をし、代表者会議など開催をさせていただ

きたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 先ほども言いましたけ

れども、３月の予算委員会の中でもこの課題につ

いては一応提起というか、させていただいていま

す。そういう意味では、まだ具体の議論がされて

いないというふうに受けとめるのですけれども、

それはちょっと遅いというか、もうちょっとスピ

ーディーに、実際に活動を進めているわけだから、

そのことを少し保障するというか、そのことを考

えていただかなければ運動自体が停滞をするとい

う方向につながっていく可能性があるという。こ

のまま議論が進んでいって、年度の途中でもやり

ますよという、そういうふうなことであればそれ

はやり方もありますけれども、通常でいえば来年

度ですよという話になるとすれば、ことし１年ど

うしたらいいのということになってしまうから、

それはできる限り早く具体の改善というか、見直

しをやっぱりしていただくことが必要だというふ

うに思うのです。まだその段取りが整っていない

とすれば、それは日ごろ市長が言っているスピー

ド感なり市民のニーズにということからするとち

ょっとどうかなというふうに思うのです。だから、

もう少し具体的なことも含めてお考えもお聞きし

たいというふうに思いますけれども、市長、どう

ですか。地域のそういった自治を高めるために、

町内会もベースでありますけれども、地域連絡協

議会でそれぞれが取り組みを進めている。それに

対する支援というか、一定の今までもしていただ

いていますけれども、やはりさらなる運動する、

全体的に高めていくということでいえば、一定市

のほうで少しずつ先んじてでも考えていただく必

要があるというふうに思って、私３月にも言った

し、今回も取り上げているのですけれども、その

ことについて少し市長のお考えをお聞きしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 前回の予算委員会でも御

指摘があって、今回もまた質問ということであり

まして、この総合計画の中でも町内会あるいは連

絡協議会、コミュニティーをどう再構築していく

のかというのは非常に大きなテーマの一つだとい

うふうに思っていまして、ここはやはり少し踏み

込んだ市民議論が必要だというふうに思っていま

す。今まさにその議論の真っ最中でありまして、

当然総合計画の中でも、あるいは今それぞれの地

域連絡協議会の代表者会議でもということであり

ますので、若干スピード感が感じられないという

ところは受けとめさせていただきながらも、今の

ままではなかなか先にまた進めないという状況も

理解しているつもりでありますので、ここは前向

きに今の意見を受けとめさせていただいて、でき

るだけ次の新年度の段階においては何らかの動き

が進んだなという形ができるような議論を進めて

いきたいというふうに考えていますので、いま一

度少しお時間をいただいてというふうに思ってお

ります。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 今市長からもありまし

たけれども、前向きにぜひ取り組んでというか、

具体の方策を示していただくようにお願いをした

いというふうに思います。こうやって要求する以

上は、地域でしっかりやっぱり取り組む決意も持

ちながら話をしています。そういう意味では、そ

れに応えて、それぞれの地域でもそうだと思いま

すので、そこに応える方策を、先ほどありました

ように総計の議論は議論として、将来どういう形

にするかというのはそれはそれでいいのです。た

だし、実際に今やっていることに対して何ができ

るかということも一方で考えながら進めていただ

かなければならないことだというふうに思います。

そういう意味で市長から前向きな答弁だというふ

うに思いますので、そこはぜひ現場の皆さんの代
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表者会議も開くということでありますけれども、

早急に開催をしていただいて、具体の対策を打っ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願い

をしたいというふうに思います。

次に、鉄道網の確保の関係でありますけれども、

これも具体の取り組みが今それぞれされて、宗谷

線の活性化推進協議会とまた別な形で沿線の皆さ

んにも実際皆さんに集まっていただいて会議を持

ったりということで、答弁だったというふうに思

います。そういう意味では、取り組みがまた１つ

進んでいるのだというふうに思いますけれども、

情報の把握とか、そういう点について言えば、Ｊ

Ｒ側もなかなか情報を出したりしないのだという

ふうに思います。それ戦略だというふうに思いま

すから、プレス発表ぱっとしてすぐ実行したり、

集まってくださいというのはそういうことが実際

だというふうに思いますけれども、やはりこうい

った情報は少しでも早く集まったほうがいいのだ

というふうに思います。議会でも実は昨年の１２

月に道北地域の駅がなくなる、減便されるといっ

たことから、意見書採択をしました。その中にも

国がＪＲ北海道に対して地方路線の廃止は合理化

によらず、地方の公共交通堅持を求めることと政

府として在来線存続のための財政支援をという、

そういった内容も含めた意見書の採択をしていま

す。そういう意味で市と議会の連携の不足もちょ

っとあるのかもしれませんけれども、お互いこの

地域の公共の交通網をどうするかということでは

同じ方向に進んでいるのだというふうに思います。

これ以上の対応のおくれがないように、これから

やっぱり取り組んでいただきたいというふうに思

います。そういう意味では、市長がこれまで培っ

た人脈とか、そういったものをやっぱり駆使して

いただく必要があるというふうに思います。そう

いう中でいろんな情報を集めて情報収集を図って

いただく。そして、名寄の市長、加藤市長がリー

ダーシップをとって、発揮をしていただいて、ス

ピード感を持って、やっぱりＪＲや国の考えてい

ることの先手をとることが大事なのではないかと

いうふうに思っています。そういう意味では、沿

線自治体の皆さんと連携をして利用促進策も示し

ながら、ＪＲ北海道、そして道や国にも働きかけ

ることが必要なのではないかというふうに考えて

いますけれども、市長の考えをお聞かせいただけ

ればというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど部長からも答弁し

ましたが、５月の末に沿線自治体と、そして北海

道も今回入っていただいて、そしてＪＲさんと３

者協議をさせていただいたと。これまでも何回か

もう説明をいただいていましたけれども、改めて

ＪＲさんからお話をいただいて、非常に先行きが

なかなか見通せない、逼迫した経営状況であると

いうことも把握をさせていただきました。我々と

しては、できるだけ中長期の見通しを示してほし

いということでありましたけれども、なかなかそ

れも見通せないぐらいのもう本当に大変な状況で

あるということであります。一方で、北海道は北

海道で北海道の公共交通をどうしていくかという

ビジョンを示していただきたいというふうに我々

思っていますし、沿線の自治体として当然いろん

な意味で知恵も汗もかいていかなければならない

という決意も改めてしたところでございます。

さきの６月２日に上川総合開発期成会の総会が

行われまして、ここで改めて新たに期成会要望で

鉄道維持に関する追加提案を私のほうから行わせ

ていただいて、了承をいただきました。これを受

けて、ことし７月２６日に上川総合開発期成会の

中央要望を行う予定になっていますけれども、こ

こで北海道、そして我々の地域の鉄道の現在の状

況を説明させていただいて、要望活動をさせてい

ただきたいというふうに考えているところでもご

ざいます。

また、もう一つ、先ほどお話ありました宗谷本

線活性化推進協議会ということで、名寄市が会長

を務めていますけれども、こことしても今回初の
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試みで独自に中央要望を行おうと今考えておりま

して、要望内容等についてそれぞれの自治体の皆

さん等々と調整を行っているところでございます。

北海道は、とりわけこの道北地域は冬が長いと。

安心、安全な移動手段として鉄道は不可欠な交通

網であるということは言うまでもないというふう

に思っていまして、市長として、あるいは協議会

の会長として、これからも鉄道維持についてしっ

かりと取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 上川地方総合開発期成

会、それから先ほど来あります宗谷本線の活性化

推進協議会、それぞれ中央要望されるということ

であります。それについてぜひとも何度も足を運

んでいただいて、地域の状況を訴えながらという

ことを引き続きしていただきたいというふうに思

います。

道内の留萌線、留萌―増毛間は１２月に廃止が

決定してしまいました。そして、留萌線の次に営

業係数の悪い札沼線、これは北海道医療大学から

新十津川の間の部分だというふうに思いますけれ

ども、ＪＲと沿線自治体が利用促進などを話し合

う協議会の設置をするというふうに協議が進んで

いるようであります。この協議会というのは、実

は利用促進なり、そういうことでありますけれど

も、確実な利用増や収支改善が見込めない場合は

そのまま路線の存廃を話し合う場になってしまう

のではないかと、そういうふうになっているよう

であります。夕張線のところについては、石勝線

の新夕張―夕張間、そこについては既にそういっ

た協議会も設置をされているようであります。そ

ういう意味では、営業成績が上がらなかった、利

用増見込めない場合はすぐ廃止につながっていく

というふうな方向になるのだという懸念がありま

す。その石勝線の新夕張―夕張間の路線は、下か

ら５番目に、留萌線から数えて５番目に営業係数

が悪いところなのです。実は宗谷線、名寄から稚

内までの間も８番目なのです、下から。そういう

意味では、お尻に火がついている状況であります。

先ほど来中央要請や何かもということであります

けれども、先ほど言いましたように単なる要請行

動だけではなくて、利用促進策を打ち出しながら

実際の利用増も図って要請行動を進めていくとい

うことが必要なのではないかと。そのことも訴え

なければ、ただ要請を聞くかというとそういうこ

とではないというふうに思いますので、先ほど言

いましたように協議会なんか設置をされて、利用

増が見込めない場合はすぐ存続にかかわってくる

というふうな状況もありますので、そういった状

況になってしまうと鉄路を剥がされるようなこと

につながってしまうと、この道北自体の経済、市

民生活に大きな影響を及ぼす。先ほど冬の状況も

市長からも話ありましたけれども、そういったこ

とにも直結をしますので、ここはそういった具体

の策も早急に議員の皆さん、これは市民の皆さん

や道北の地域の皆さんとも一緒になって取り組ま

なければ、ただこれやったりというものだけなら、

実際に利用増したりしなければならないというこ

とになると思いますので、そういった大変な取り

組みにはなると思いますけれども、ぜひそういっ

た取り組みを進めながら、これからの市としての

取り組みを進めていただきたいというふうに思い

ます。そのことも含めて、再度市長からも決意も

含めた答弁いただければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 奥村議員のおっしゃると

おりだと思います。ただ要望するだけではなくて、

我々として何ができるのかということをやっぱり

自治体沿線も汗をかいていかなければならないと

いう、同じ気持ちでございます。

先般弥生の地域に天塩弥生駅という新しい民宿、

レストランができて、そこが非常に全国から注目

されているというニュースが出てきたところであ

ります。利便性を高めることも一つの集客ではあ

るけれども、ああいうふうに鉄道ファンがそのこ

とに魅せられて、それを一つの観光手段として鉄
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路を使ってああいったところを訪れるといった一

つのいい事例を見させていただいたような気がい

たします。いずれにしても、今厳しい自治体沿線

からも寝台列車を走らせたらいいのではないかと

か、いろんな話出ているのですけれども、ぜひこ

こは皆さんと知恵を出し合いながら、またそれそ

れの地域で独自の鉄道文化も持っていて、努力も

しているところでありまして、そうしたことを結

集して新たな資源にしていくだとか、いろんなソ

フトの施策も考えながら、この乗車率の拡大、そ

うした努力を地域でもしていって、その上でしっ

かりと要望していくことはしていきたいというこ

とをさせていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 市長から別な角度から

を含めて決意いただいたというふうに思います。

ぜひ先頭に立って頑張っていただきたい。私たち

も一緒に頑張りたいと思いますので、よろしくお

願いします。

次に、大学の関係に移りたいというふうに思い

ます。局長のほうから答弁をいただきました。そ

れぞれ確認になりますけれども、資格、免許取得

者への対応についてで、今年度中のニーズ調査、

それから学内関係機関との協議ということ、そし

てそのほか開講認定とか教員確保などに大きな障

害があるのかどうか、ないとすれば近隣のニーズ

調査というか、ニーズの関係もあるというふうに

思いますけれども、次年度実施というふうな形で

地域貢献を図っていく、そういうふうに理解をし

てよろしいかお伺いします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まず、こ

れから学内とこども未来課などの関係者からチー

ムをつくりまして、どういう内容にするかですと

か、どういう対象にするかというのを決めまして、

その実態と分析も含めて年度内に終わらせる予定

で、その結果を踏まえてできれば早ければ来年度、

その状況によっては来年度以降ということで答弁

したいのですけれども、できるだけ速やかな対応

はとりたいと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 改めまして、今もあり

ましたように速やかに実施ができるような形で取

り組みを進めていただきたいというふうに思いま

す。

もう一つの関係であります。安全保障技術研究

推進制度の関係ですけれども、それぞれ個々の教

員の方、それから教員の研究の分野においても軍

事などにかかわっている研究を行ってはいない。

そして、軍事研究に取り組む要素は全くないとい

う答弁をいただきました。それを聞いて少しとい

うか、安心、ほっとしたところであります。全国

的に軍事研究はもちろん、軍事研究として疑われ

るものを行わないというふうな方針を持っていた

東大も軍事研究を解禁したようです。ですけれど

も、一方で新潟大学では軍事への寄与を目的とす

る研究を行わないと学内にある科学者の行動指針

というのを改定したそうであります。大学による

戦争や軍事に寄与する研究を行うような戦前回帰

のようなことにならないことを願って、次の質問

に移りたいというふうに思います。

それでは、子供の貧困の関係でありますけれど

も、小川部長のほうから答弁をいただいた中では、

生活困窮者自立支援法の中での子供への学習支援

事業の関係、これ任意ということで名寄市で取り

組みを実施されていないということですけれども、

子供の学習支援は重要な事業であるとの認識も示

されたというふうに思います。さらに、市立大学

との連携による新たな動きについても少し示され

たというふうに思っています。そういう意味で引

き続き取り組みをしていただくように要請をする

ところであります。こうした動きに対する、先ほ

ども出ていましたけれども、教育委員会のほうの

対応があればお聞きをしたいというふうに思いま

す。

また、学習支援という点でいえば、教育委員会
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のほうで進めています放課後子ども教室なども利

用することができるのだというふうに思います。

その利用に当たって、生活状況に合わせて減免措

置などの軽減負担を図って利用しやすくしていた

だく、生活的困窮世帯の学習支援を拡大していた

だいて貧困の連鎖を断ち切るべきではないかとい

うふうに考えますけれども、これについて答弁い

ただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今御質問がありまし

た、先ほど答弁もありましたように市立大学が進

めようとしている取り組みにつきましては、ちょ

っと話は来ましたけれども、これから具体的な話

がまた出てくると思いますので、教育委員会とし

ましてもしっかり連携をとりながら、支援できる

ものはしていきたいというふうに考えているとこ

ろであります。

もう一つありました放課後子ども教室でありま

すけれども、これにつきましては子供たちがみず

から学ぶ意欲を高め、学習習慣の定着を図るため

に、目的にやっております。状況につきましては、

先日の一般質問で答えていますので、省略させて

もらいますけれども、参加費については実費徴収

金として年間 ０００円徴収をして、それにつき

ましては必要な教材等の購入に充てて学習を行っ

ているところであります。議員からありましたよ

うに、生活困窮者といいますか、その負担が厳し

い世帯も実際にはあるのかなというふうにも思い

ますので、そういった世帯の子供たちも学習支援、

そういった支援も受けられるような環境を整備す

るということが重要な課題でもあるかなというふ

うに考えておりますので、今ありました点につき

ましては検討して、例えば就学援助制度を受けて

いる世帯もありますので、そういった世帯も対象

にすべきかどうかも含めてちょっと検討させても

らいながら対応してまいりたいと思いますので、

御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） ぜひとも速やかに対応

していただくように重ねてお願いをするところで

あります。

こうした子供の貧困対策とか、また虐待とか、

差別とか、そういうものをなくしていくための取

り組みについては非常に重要な施策だというふう

に思います。こうした施策を進めるに当たっては、

やはり行政としては子供の権利条例の制定が必要

なのだなというふうに私自身は考えます。どうし

てもこういった点について福祉サイドの考えを聞

くような場面が多いかというふうに思いますけれ

ども、今教育の関係も含めて話をしていましたの

で、ここはちょっと教育長のほうにぜひ個人のお

考えも含めて子供の権利条例の関係、情勢も含め

てお考えを伺いたいというふうに思いますので、

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 子供の権利条例の制定

についての考え方ということでございますけれど

も、子供の権利条例とは各市町村において日本国

憲法や国連で採択された児童の権利に関する条約

が保障する子供の権利をより具体的にわかりやす

く定めたものであるというふうに理解していると

ころでございます。御承知のように児童の権利に

関する条約が効力を発揮するようになりました平

成６年当時ですが、文部省の文部次官通知が出さ

れております。その中で本条約は、基本的人権の

尊重を基本理念とする日本国憲法、それと教育基

本法と軌を一にするものであると。したがって、

本条約の発効により教育関係について特に法令等

の改正の必要のないところであると、このように

指摘しているところでございます。さらに、この

通知の中で各学校では本条約の趣旨を踏まえ、日

本国憲法及び教育基本法の精神にのっとり、教育

活動全体を通じて基本的人権尊重の精神の徹底を

一層図っていくことなどと数点の留意点を挙げて

いるところでございます。このことは、基本的に

教育基本法、学習指導要領に基づいて行われてお
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ります我が国の教育におきましては子どもの権利

条約の精神、理念などが日常展開される教育活動

の中で具体的に反映されているということでござ

います。したがいまして、教育委員会といたしま

しては、子供の貧困や虐待、差別などへの対応に

ついては子供の権利条例の有無にかかわりなく適

切に対応していかなければならない問題であると

考えているところでございます。このようなこと

から、子供の権利条例を制定するかどうかという

ことにつきましては、あくまでもそれぞれの市町

村の考え方、判断によるものと認識しているとこ

ろでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の

質問を終わります。

来年度本格導入予定の介護総合事業への準備に

ついて外３件を、川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目４点にわたって質問をさせていただきます。

まず、１点目、来年度本格導入予定の介護総合

事業への準備について伺います。団塊の世代と言

われる方々が７５歳に達する２０２５年の医療、

介護をどう目指すのか、取り組みが進んでいます。

医療機関の病床数を削減し、平均在院日数も大幅

に短縮する。介護については、施設数は圧縮する

が、それを上回る水準で在宅介護、居住系サービ

スを整備し、病床数の削減や在院日数の短縮に対

処する本格的な受け皿をつくり上げるという構想

です。提供体制は公的給付が薄くなり、企業参入、

市場化の度合いが大きくなるのではとの危惧を拭

えません。要支援サービスの総合事業移行が２年

間の猶予期間がありましたけれども、いよいよ来

年度より本格導入となるわけですが、準備状況等

について伺います。先立って直近の高齢化率、高

齢単身世帯数、高齢夫婦世帯数をお知らせくださ

い。

小項目１、準備状況について、サービス内容、

ボランティアの組織状況、利用料についてお知ら

せください。

小項目２、市民周知について、特に利用者への

周知について伺います。介護の社会化を掲げ、２

０００年介護保険制度がスタートしましたが、今

地域包括ケアの実現に変わり、給付対象は介護度

３以上の施設利用など中重度に限定され、給付水

準も引き下げる。給付内容については、生活援助

などの福祉的な要素は削り、機能訓練、リハビリ、

介護職による医療処置など医療の比重を高めてい

く方向にあります。そんな中で特に現在介護制度

を利用されている方たちの中で、今後の介護への

不安が大きくなっています。変化をよりわかりや

すくお知らせすることが強く求められています。

お考えをお聞かせください。

小項目３、利用者、特に施設利用者の災害時の

対応について伺います。健康な人と同じ避難所で

生活するのが難しい災害弱者、特に施設利用者の

方々の災害時の対応は重要です。熊本県の地震で

も明らかになりました。避難先が見つからないな

どの事態が生じています。昨日函館でも大きな地

震が発生しました。災害時の対応についての準備

が急がれます。お考えをお聞かせください。

小項目４点目、人材確保と居住系サービスにつ

いて伺います。介護職員の確保、また低所得者の

方々も利用しやすい居住系サービスの整備はどの

ようになっているのか伺います。

次に、新名寄市病院事業改革プラン案にかかわ

って伺います。小項目１、市立総合病院の役割に

ついて伺います。地方センター病院、救命救急セ

ンターとして急性期、専門医療を担う必要がある

と述べています。不採算部門を担っているからこ

そ、公立病院と考えます。道北第３次保健医療福

祉圏域の地方センター病院として、救急、高度、

先進医療の機能強化を図る、より一層の急性期医

療の充実を目指していると言われていますが、改

めて市立病院の役割についてお考えをお聞かせく

ださい。

小項目２、地域連携の考え方について伺います。
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早期退院に伴って、医療と介護の一体改革でその

後の受け入れについて不安が募ります。病院完結

型医療から地域完結型医療への転換が図られてい

ます。介護、福祉行政に精通した専門職員の配置

を検討と述べていますが、具体的なお考えをお聞

かせください。

日常医療を担うかかりつけ医等の地域医療機関

の後方支援病院として役割を担うことになるとも

言われていますが、開業医と言われている先生方

にも地域医療へ貢献していただいているわけです

が、この地域連携の考え方が急がれるのではない

でしょうか。お考えをお聞かせください。

小項目３点目、経営の効率化と経営形態の見直

しについて伺います。地方公営企業法の全部適用

について、地方自治体が選択でき、条例によって

定めなければなりません。全部適用にする目的は、

病院事業に民間的な経営手法を導入することと言

われています。地方公営企業は、本来企業として

の経済性を発揮しつつも住民の福祉、健康などを

推進する使命を持っています。経営効率を否定す

るものではありませんが、経営効率や独立採算制

のみを強調すべきではないと考えますし、住民サ

ービスの低下など住民負担増につながるのではな

いかと危惧をされます。お考えをお聞かせくださ

い。

３点目、名寄大学構内に期日前投票所の設置に

ついてについて伺います。１８歳以上が選挙権を

行使できるようになった７月の参議院選挙、選挙

啓発、投票率の向上を図るため、期日前投票所の

設置の考え方について伺います。総務省は、１６

年度予算に投票率向上に向けた投票環境の整備費

として５９億 ０００万円計上しています。午前

中の高橋議員の質問の中で、大学構内で試験的に

設置する旨の御答弁がありましたけれども、改め

て１８歳選挙権行使に対する名寄大学、市の考え、

議論経過等をお知らせをいただきたいと思います。

４点目、南広場の公衆トイレ設置について伺い

ます。名寄高校のあんどん、市民盆踊り、冬の冬

祭りなど市内や市外からもたくさん集まる催しが

南広場を利用して行われています。多くの皆さん、

市民が楽しみにしています。主催者が仮設トイレ

を設置し、費用もかさむという状況にあります。

ひまわりらんどのトイレの利用には限度がありま

す。よろーなまでには距離もあります。公衆トイ

レを望む声が多いのですが、設置の考えはありま

せんか。お考えをお聞かせいただきたいと思いま

す。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま川村議員からは、大項目で４点にわたり御質

問いただきました。大項目１は私から、大項目２

は病院事務部長から、大項目３と４は総務部長か

らの答弁となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、大項目１、来年度本格導入予定の介

護総合事業への準備について、初めに小項目１、

準備状況について申し上げます。本年４月末現在

の高齢者のみの世帯は ５３９世帯で、うち高齢

者の単身世帯数は ５１８世帯となっております。

本市の介護予防・日常生活支援総合事業は、名

寄市第６期高齢者保健医療福祉計画、介護保険事

業計画において団塊の世代が７５歳以上となる平

成３７年を目途に高齢者が可能な限り住みなれた

地域で個々の能力に応じて自立した生活が続けら

れるよう準備期間を踏まえ、平成２９年４月から

実施することとして計画しているものです。本年

１月からその検討を行うための生活支援等サービ

スネットワーク会議を設置し、幅広い意見をいた

だきながら現在も協議を継続しているところです。

生活支援等サービスネットワーク会議では、地域

の支え合いによる体制づくりを進めるため、既に

市内において実施されております介護予防、生活

支援に資する住民主体の取り組み、いわゆる地域
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資源でございますが、この地域資源の発掘を基本

として協議を進めているところです。

サービス内容につきましては、大きな変更点と

して、現行の介護予防訪問介護及び介護予防通所

介護が介護予防・日常生活支援総合事業に移行す

ることとなります。なお、本年４月の利用者数は、

介護予防訪問介護は１０７人、介護予防通所介護

は１８６人となっております。移行に当たっては、

市町村によってサービスの内容や利用料を設定で

きる仕組みとなっておりますが、本市としては提

供するサービスについては基本的に変更しないこ

ととし、利用料の設定についても国が定める介護

報酬の額に基づいて設定しながら、低所得者の方

にも配慮した減免規定も必要と考え、事務レベル

での準備、検討を進めている段階です。

また、生活支援サービスの担い手となりますボ

ランティア組織の育成状況については、介護予防

・日常生活支援総合事業は先ほども申し上げまし

たとおり団塊の世代が７５歳以上となる平成３７

年を目途に地域の支え合いによる地域づくりの構

築を目指して推進していくものですので、来年４

月に事業移行後、平成３７年に向けて少しずつ地

域の支え合いが広まっていくよう社会福祉協議会

などとも連携しながら、ボランティア活動の育成

支援を推進してまいりたいと考えております。

次に、小項目２、市民周知について申し上げま

す。介護予防・日常生活支援総合事業の実施に当

たっては、サービスの低下、利用者の負担増とな

らないよう努めるとともに、全ての現行サービス

利用者が総合事業に移行できるよう進めていく考

えでございます。現行の介護予防サービスを利用

している方のサービス移行に当たっては、基本的

にサービスの変更がないよう検討しておりますが、

委託事業者への移行説明と意見聴取を行い、利用

者への説明期間を十分設けながら同意を得てまい

りたいと考えており、あわせて広報紙、出前講座、

市民向け説明会等により丁寧な説明に努めてまい

ります。

次に、小項目３、災害時の対応について申し上

げます。公共施設等における災害時の対応につき

ましては、一般的な火災等の被害に対する対応に

加え、近年の地球温暖化による異常気象に起因す

る大雨による洪水被害あるいは平成２３年の東日

本大震災やさきの熊本県、大分県での大地震等に

見られる震災による被害など、市民、施設利用者

の安心、安全を守る観点から大変重要な課題とし

てその対策が求められております。

また、特別養護老人ホームにつきましても常日

ごろからこれら災害時の対応について万全の備え

が求められているところであります。名寄市が設

置し、名寄市社会福祉事業団が指定管理者として

運営する特別養護老人ホーム清峰園及び白樺ハイ

ツの２施設におきましては、災害時における対応

として各施設とも消防法に定める総合避難訓練を

年２回、また夜勤者を対象とした通報伝達訓練を

年１回、全職員を対象としました通報伝達訓練を

年１回それぞれ実施しているところでございます。

また、これに加えまして平成２３年９月からは両

施設において風水害及び火災または地震等が発生

したとき、施設が隣接します町内会の支援を受け

ながら施設利用者の迅速な避難を行うことができ

るよう、清峰園におきましては名寄市東地区連絡

協議会、しらかばハイツにおきましては名寄市風

連北栄町内会と災害時避難援助に関する協定書を

締結し、それぞれ会員の皆さんに各施設が年２回

実施する総合避難訓練、通報伝達訓練にも参加を

いただき、町内会との連携を図り、施設利用者が

安全に避難できる体制を構築しているところです。

さらには、平成２５年１０月には上川北部の養

護老人ホーム、特別養護老人ホーム及びケアハウ

スの１２施設におきまして、災害等が発生した場

合、被災していない施設が備品貸与、資材、備蓄

品の提供及び被災施設入所者の受け入れなど相互

協力を円滑に行うための上川北部地区老人福祉施

設における災害時の協力協定書を締結していると

ころです。また、災害が発生した場合の対応とし
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まして、清峰園、しらかばハイツについて利用者

の非常食として水、米などの食料品を３日分備蓄

し、万一の災害時に備えているところでございま

す。今後におきましても避難訓練などを通じて日

ごろから防災意識を高め、利用者が安心して生活

できる環境づくりを行ってまいりたいと考えてお

ります。

次に、小項目４、介護人材確保と居住系サービ

スについて申し上げます。平成２７年３月に策定

しました名寄市第６期高齢者保健医療福祉計画、

介護保険事業計画におきまして、後期高齢者数が

ピークを迎える平成３７年に向け構築を図ること

としております地域包括ケアシステムにおける高

齢者の住まいの確保の一環として、平成２８年度

に認知症グループホーム及びケアハウスの新設を

見込んでおります。本年１月、平成２８年度事業

開始に当たり、北海道が医療介護総合確保基金を

用いて行います介護サービス提供基盤等整備事業

を活用した施設整備につきまして、市内の介護保

険サービス事業者に事業実施の意向を確認しまし

たが、残念ながら応募のない状況でした。今後は、

市外の事業所も視野に入れまして、市のホームペ

ージを通じて公募を行っていく予定としておりま

す。

また、喫緊の課題としております介護人材の確

保につきましては、市内の介護保険事業者間の情

報共有、情報交換を図るための連絡会議の開催に

ついて準備を進めているとともに、北海道が介護

事業所に対し人材確保の相談支援及び雇用管理改

善に関するセミナー等を行う介護従事者定着支援

事業の活用を市内介護保険サービス事業者に対し

て周知をしてきております。介護人材確保につき

ましては、全国的にも課題になっておりますので、

国、道の動きを注視しながら事業者への働きかけ

を続けてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目の２、新名寄市病院事業改革プラン案

についてお答えいたします。

初めに、小項目１、市立総合病院の役割につい

てでありますが、当院は地方、地域センター病院

として民間の医療機関も少なく、主に公立病院が

地域の医療を担っているこの医療圏の中で、不採

算と言われるへき地、周産期、感染症、救急など

の医療分野を含めて急性期医療のとりでとしての

役割を担うことに努めてまいりました。総務省が

平成２７年３月に示した新公立病院改革ガイドラ

インの中では、公立病院改革の究極の目的は公民

の適切な役割分担のもと、地域において必要な地

域医療提供体制の確保を図り、その中で公立病院

が安定した経営のもとでへき地医療、不採算医療

や高度先進医療等を提供する重要な役割を継続的

に担っていくことができるようにすることにある

とされています。

また、今回の改革プランにおいては、２次医療

圏ごとの地域医療構想を踏まえた当該病院の果た

すべき役割を示すことが追加されております。本

年３月に上川北部圏域地域医療構想調整会議で承

認された構想案の中では、平成３７年度の上川北

部圏域における必要病床数は高度急性期と急性期

を合わせて２９２床、回復期で２５１床、慢性期

で２４９床となっており、急性期病床に限ってみ

ますと当院の現在の稼働病床数と一致する数字と

なっております。このたびお示ししましたプラン

においては、上川北部地域に加え、宗谷地域にお

いても医療従事者の不足から、急性期医療の維持

が困難となっている現状を踏まえ、他の医療機関

と連携しながら今後もセンター病院、救命救急セ

ンターとして急性期専門医療を提供する医療体制

を維持していくことを主眼としております。また、

国は総医療費の抑制方向へ向かっており、診療報

酬の改定や医療スタッフの確保などでは厳しい環

境にありますが、周辺地域の協力や市民の皆様の

御理解を得る努力を続けながら、不採算分野も削

減することなく、今後も病院機能の充実、発展を
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図ってまいりたいと考えております。

次に、小項目２、地域連携の考え方についてで

すが、国は現在住まい、医療、介護、予防、生活

支援が一体的に提供され、住民が住みなれた地域

で生活を継続できるよう地域包括ケアシステムの

構築を進める中で、病院完結型から地域完結型の

医療への転換を掲げ、地域における医療と介護の

連携を重視しております。このことに沿って、プ

ランの中ではかかりつけ医としての役割を担う市

内や近隣の病院、診療所が初期診断や継続的な慢

性疾患の経過観察、投薬などを行い、対応が困難

な疾患については急性期医療の役割を担う当院が

検査、診療を行うことを基本としました。当院で

の診療の後は、地域の回復期、慢性期病床を有す

る病院や介護施設で回復、療養を図るとともに、

自宅などでかかりつけ医や在宅医療を活用しなが

ら生活を行うことを想定しております。

従来の初期診療から回復期、慢性期のフォロー

までを一つの病院で実施する病院完結型の医療は、

これまで長く医療のあり方として定着し、あるべ

き姿として理解をされてきておりますが、特に地

方の急性期病院においては医療従事者の確保が非

常に困難な状況となっていることから、多くの患

者のフォローを一つの病院で実施していくことが

難しくなっております。また、初期の段階から大

きな病院やより専門的な医師の診療を受けたいと

の希望が根強いことも理解するところであります

が、このことによる外来患者の増加が結果として

患者の待ち時間の増加やいわゆる３分診療と言わ

れる納得を得にくい状況を招くなど、多くの患者

へ御迷惑をおかけすることにつながっている実情

がございます。既に当院では、地域における病院

間の機能分担を進めていく中で、急性期医療を受

け、一定程度回復した患者が自宅あるいは介護施

設などで生活を送ることができるまでの機能回復

医療を提供するために、平成２６年度に地域包括

ケア病棟を設置し、急性期と在宅、慢性期医療の

連携に取り組んでいるところであります。また、

転院あるいは退院した患者が安心して地域におい

て医療、介護を受けることができるよう転院の調

整や退院後の生活支援を行う医療、介護サービス

を行う各種機関との連携を密にするため、当院の

地域医療支援室への社会福祉士の増員など、機能

の強化を進めてまいります。あわせて、地域のか

かりつけ医において患者が安心して医療が受けら

れるよう当院での診療情報を参照できるポラリス

ネットワークへの加入について、各医療機関への

働きかけを継続しております。そのほか監督機関

の協議組織や病診連携協議会、当院の地域医療支

援室などでの活動を通して連携の強化を図ってま

いりたいと考えております。

次に、小項目３、経営の効率化と経営形態の見

直しについてですが、まず経営形態の見直しにつ

いては計画期間内に地方公営企業法の全部適用に

移行することとしております。これにより人事及

び財務の権限が拡大され、診療報酬の見直しなど

経営環境の変化に速やかに対応し、自立的かつス

ピーディーな意思決定が可能となります。こうし

た強みを生かし、状況に応じた適切な投資や医療

資源の配分などを行い、機動的な経営に取り組ん

でいくことを目標としています。

なお、経営の効率化につきましては、医療スタ

ッフの確保など必要な部分について適切な投資を

行っていくこととあわせて、地域の医療機関との

連携を密にし、急性期医療を必要とする患者数の

増加及び診療単価を向上させることにより、収支

の改善を目指してまいります。また、費用の抑制

策については、診療部門別原価計算システムの導

入による詳細な経営分析を行い、限りある医療資

源を効果的に投資するための適切な人員配置と業

務の効率化を図ってまいりたいと考えております。

一方で、地方公営企業法の全部適用に移行する

ことにより、経営改善のために人件費が抑制され

ることが懸念されるとの御意見もございますが、

これは一部適用、全部適用にかかわらず、経営が

地方自治体となった公営企業の手法であるという
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ふうに理解をしております。ガイドラインでは、

公立病院として不採算部門の機能を維持しながら

経営の改善を行うことが求められており、また当

院が道北地方のセンター病院として引き続き地域

の急性期医療の中核を担う責務を果たしていくこ

とを前提としていることから、今回のプランの策

定に当たって安易な人件費抑制や診療科の縮小な

どによる経営改善については想定しておりません

ので、御理解願います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、大

項目の３及び４について申し上げます。

初めに、大項目の３、名寄市立大学構内の期日

前投票所の設置につきましては、名寄市選挙管理

委員会の所管となりますので、同委員会事務局と

して申し上げたいと思います。今回執行されます

参議院議員通常選挙につきましては、選挙権年齢

が１８歳以上に引き下げられて初めての選挙とな

りますので、選挙管理委員会としても若年層、特

に市立大学の学生に対する啓発が大変重要である

と考えているところであります。大学構内への期

日前投票所の設置につきましては、道内では函館

市が市内４つの大学に１日ずつ、岩見沢市では１

つの大学において７日間、それぞれ開設する予定

であり、本市におきましても啓発や投票率向上の

観点から市立大学への試験的な設置として１日で

はございますが、開設できるよう調整を進めてい

るところでございます。開設に当たりましては、

二重投票の防止や投票者の待ち時間短縮のため、

名寄庁舎と風連庁舎で使用しております期日前投

票システムを使用し、オンラインで結ぶことが最

善であると考えておりまして、投票所スペースま

での通信回線の整備や事務に従事する人員の確保

など、適正な投票環境の整備に向けた準備を大学

事務局と連携、協力しながら進めていきたいと考

えております。

続きまして、大項目の４、南広場の公衆トイレ

設置について申し上げます。南広場を利用される

方のトイレにつきましては、ひまわりらんど開設

以前は親林館内のトイレを一般開放し、御利用い

ただいておりましたが、現在はひまわりらんどの

開設に伴い、ひまわりらんど１階の多目的トイレ

を開館時間である平日の９時から１６時まで一般

開放しております。現在南広場は、市民盆踊り大

会やなよろ雪質日本一フェスティバルなどのイベ

ント会場やアスパラまつり、名寄神社祭りなどの

臨時駐車場としても利用されており、そうしたイ

ベント時においてトイレが不足すると想定される

場合はイベントの主催者が仮設トイレを設置し、

対応することとしております。議員から御要望の

ありました南広場における常設の公衆トイレの設

置につきましては、ひまわりらんど建設時に各関

係団体の意見も踏まえながら、庁内の関係部署で

協議を行い、夜間の利用者数や維持管理費などを

考慮した結果、設置をしないという結論に至って

おり、この間市民の方からの直接的な苦情や要望

については受け付けていないところでございます

ので、御理解をいただきますようお願い申し上げ

まして、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、随時再度質問をさせていただき

たいと思います。

まず、介護総合事業への準備状況でありますけ

れども、サービス内容は変更しないようにしてい

くというふうな御答弁をいただきました。やっぱ

り今介護を受けていらっしゃる方々は、ここのと

ころが非常に不安なのです、どんなになっている

のかと。話はいろいろ尾ひれはひれがついて、あ

れもできなくなるのではないかということが広ま

りますので、非常に不安がっていますので、ここ

のところはやはりもっと皆さんにお伝えしていた

だきたいなというふうに思っています。それで、

周知のところにかかわるのですけれども、やはり

どんどん、どんどん介護保険制度がわかりにくく
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なっているといったところでは、皆さんにお知ら

せするのは非常に難しいかなと思うのですが、説

明期間も十分に設けながらという御答弁もいただ

きましたので、丁寧な説明をしていただきたいな

というふうに思います。

１つちょっと気になりますのがボランティアの

関係です。今まで利用されていた方々、変更しな

いようにという御答弁でしたけれども、今後もそ

ういった介護を必要とされる方々の実態、そうい

ったものを十分に把握しながら介護サービス検討

していただくことになるのだとは思うのですけれ

ども、ただボランティアも少しずつ支え合いが広

がるように育成をしていくというようなことでし

た。住民ボランティアの方向へ移行を押しつける

ようなことはないとは思うのですけれども、この

部分が非常に気になるところなのですが、この部

分について御答弁をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） まず、

今御質問いただいた、今後ボランティアが担うこ

とによってサービスがボランティアのほうに寄せ

られてしまうのではないかという御質問だったか

というふうに思います。いずれにしましても、私

どもサービス利用される際にはケアマネージャー

によりますマネジメントに基づいて実施をすると

いうような形をとらせていただいておりますし、

当面はそのマネジメントに基づいて、現在行われ

ております職業とされているヘルパーさんだとか、

介護職員の方々によるサービスというような形に

なっていくと思いますが、いずれにしましても要

支援のサービスの方々というのは介護というより

も、どちらかというと社会的に支援が必要な方々

というふうに認識しているところでございます。

その方、現在でも例えば社会的な支援を受けなが

ら、それこそ相当な社会参加をされている方もい

らっしゃいますので、今後は逆に介護はそれほど

必要ないのですけれども、ボランティアのちょっ

とした手助けを利用されることによって元気だと

か、介護予防も継続していくことができる方々に

ついては、そちらの方向も選択肢として広がると

いうような形の中で考えていきたいと思っていま

すし、そういう広がりができていければというよ

うな形で私どもとしても努力してまいりたいと思

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 選択肢の一つとして、

こういった方法もありますというのであればいい

のかなというふうに思うのです。当事者の方々が

自分の不自由な部分とあわせながら、どういった

介護が必要なのか、こうしてほしいのだというこ

とで、その中の選択肢の一つであればいいのです

けれども、今現行のサービスが専門的サービスで

あったり、そしてボランティアの方々がするのは

多様なサービスというような、こんな言い方をさ

れていて、必要なサービスを限定的な部分で捉え

ているというふうな感もあります。例えば認知機

能の低下によって日常生活に支障がある症状、行

動を伴うもの、これ選びにくいというか、そうい

ったときにこれは専門的なサービスであって、そ

うでない人は多様なサービスに、この線引きが非

常に難しいのかなというふうに思うのです。それ

が御本人の意思ではない状況で移動されて、こち

らに、ボランティアの支援を受けてくださいとい

うふうにされると、非常に混乱もしてくるのかな

というふうに思うのですけれども、そういうふう

なことのないようにぜひしていただきたいなとい

うふうに思っているのです。

それで、全ての介護の中で必要な介護職員の確

保であったりという部分につながるのですが、実

は５月２５日に厚生労働省が総合事業の実施自治

体が３２％だったということで報告をされていま

す。社会保障審議会介護保険部会で報告している

のですが、その中でボランティアを組織できない

などの理由で実施を延期したり、サービスを切り

捨てる自治体が出ているというようなことで進ん
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でいないのだということです。そして、その報告

の中でいうと、地域包括支援センターの８ ６％

が業務量が過大になってしまっている。それから、

７ ２％が職員数が不足だと、こんなふうに答え

ていらっしゃるのですけれども、名寄の状況でい

うとどんなふうになっているのか、改めて伺いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ちょ

っと古い数字になりますが、介護保険の年報とい

いますか、全国的な数字をちょうど６月１３日に

厚生労働省のほうから発表がありまして、まだ粗

い分析でございますけれども、御紹介させていた

だきますが、私どものところ、要支援１、２の方

々の部分で、特に要支援１の方々の認定にされる

割合が比較的、２６年３月段階ですけれども、全

国では要支援１の割合が１ ４％、全道が１ ７

％、名寄市は２ ３％となっております。要支援

２では、全国が１ ８％、全道が１ ９％、名寄

が ６％ということで、比較的北海道の介護認定

の認定率というのは全国よりも高くて、名寄も全

国平均よりは若干高いのですが、北海道平均より

は名寄の場合少し低いという形になっております

が、その介護認定を受けている方の中で約６割弱

の方々がデイサービス、介護予防通所介護を利用

されていて、約３割ぐらいの方々が介護予防訪問

介護を利用されているというような状況でござい

ます。この方々が現行の来年の４月の状況では今

のサービスをそのまま継続していくというような

形で、先ほど議員おっしゃられたようにケアマネ

ージャーがついておりますので、当然説明会もし

ておきますが、ケアマネージャー通じて丁寧な説

明に努めてまいりたいというふうに思っておりま

す。いかんせんそういう状況でございますので、

今年度については移行の業務がふえてまいります

ので、若干業務量としてはいつもよりはふえると

いうような状況になってくるかというふうに思い

ますけれども、来年度以降、いきなりボランティ

アのサービスというのが来年の４月からすぐでき

るかというのはちょっとまだ未確定でございます

が、ふえることによって必ずしもケアマネージャ

ーが必要なサービスを受ける方ばかりではなくな

ってくると思いますので、そういう意味では専門

職の方が必要な方に必要なサービスを使っていた

だくというような状況がふえてくるのではなかろ

うかなというふうに考えているところでございま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今要支援１、２の方々

の認定率お知らせいただきました。認定の度合い

を下げていく、下げられるのではないかというよ

うな不安視も、介護をこれから受けようとされて

いる方々の中にも不安があります。それで、全国

老人クラブ連合会の方々が認定率を下げるため、

審査が厳しくなることが予想されると。認定率だ

けで成果を見るのは慎重にやるべきだというふう

に書かれているのですが、認定の度合いによって

線引きをし、仕分けするということだけはくれぐ

れも控えていただいて、やはり先ほどお話ししま

したように利用者さんが望む状況、そしてその方

の家族構成であり、生活状態なども含めて寄り添

った形での介護サービス提供といいますか、そう

いったところに進めていただくことを強く求めて

次に移らせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。

次に、病院事業改革プランです。実は、地方公

営企業法全部適用ということを市民の皆さんがど

れだけの方々がああ、そうかというふうにわかっ

ていらっしゃるかなというのがあります。非常に

難しい部分かなというふうに思っています。この

プラン案の中では、広報活動の充実強化について

も述べていらっしゃいまして、病院事業の仕組み

を市民に知らせていく、また診療体制の変化にも

ついていけない、こういった方々への住民の理解

を深めるのだというふうなプランの中身、中に書
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かれてありました。ここは、本当に非常に強く求

められているところではないかなというふうに思

います。先ほども長い時間待たされているといっ

た部分も、どうしてこんなに待たされなければな

らないのかということは、患者さんたちにとって

は理解しながらも、やはりぐあいが悪いですから、

なかなかそうだよねというふうには納得できない

部分があるのではないかというふうに思うのです

が、住民理解をしていただくための広報活動、こ

れを充実強化させていくというふうにプランの中

に書かれています。具体的にどのように進めてい

かれようとしているのか、再度お聞きをしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） まず、

公営企業法の全部適用という部分についてどれだ

け理解をいただけるかという点については、私ど

もも率直大きな変化が起きないということもあり

ますので、なかなかそこの制度変更についての御

理解ということについては言いにくいものかとい

うふうには思っております。ただ、そのことにつ

いても今後広報していくべきだろうというふうに

は考えています。これからどういうふうに変わっ

ていくのかということについて、どのようにお知

らせするかということでございますけれども、ま

ず大前提として役割として急性期を担っていく必

要があるのですよというふうにされているところ

でございまして、そのためには当院のほうに紹介

いただいたり、当院から診療を終えた後の戻り先

といった部分でかかりつけ医の皆様と連携をして

いく必要がどうしても出てくると。そういうふう

に国の制度がそういう方向に持っていかれている

と。診療報酬制度も今年度からかかりつけ医です

とか、やっぱり在宅のほうに重点化されていると

いうようなこともございまして、もう既にそうい

うふうになってきているということなのです。市

民の皆さん方や圏域の住民の皆さん方には、当然

かかりつけ医を持っていただくということが非常

に重要なことになってくるということなのですけ

れども、これは国が一律に求めていますこの制度

自体、この地域に適しているのかということにつ

いては大変厳しいと。これだけ民間の医療機関が

手を出しにくい地域であるということからして、

かかりつけ医制度がどれだけ進んでいくのかとい

うことについては大変厳しい背景があるというこ

とは私どもも理解をした上でございます。ただ、

地域完結型という部分を推進していくためには、

どうしても制度が変わっていくということについ

てお知らせしていかなければなりませんので、こ

れは今後国も道も私どもも情報提供が強化されて

いくことになるのだろうというふうに考えており

ますけれども、当院としても積極的に進めていき

たいというふうに思います。

一例としまして、去る６月６日に病院の主催の

公開講座で和泉院長がみずから「人口減少・高齢

化社会における今後の医療と福祉」という題名で

お話をさせていただいたところでございます。今

後とも多様な関係機関と連携しまして、住民理解

を求める講座ですとか、当然ホームページですと

か広報といったものも通して病院の機能分担とい

うようなことについても周知を図っていきたいと

いうふうに思いますし、御利用いただいている患

者の皆様方にもお伝えをしていきたいというふう

に考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 国の制度がどんどん変

わっていく中で、本当に私たち振り回されている

なというふうには思っているのですが、ただ黒字

化の問題もお聞きをしたいなと思っていたのです

が、ちょっと時間がなくなりましたので、また今

度にしたいと思うのですが、一般会計からの繰り

入れによると、繰り入れはこのまま引き続きとい

うふうに書かれているのですが、そうしたことか

ら市民の皆さん方はやはり昔からの市立病院は私

たち市民のものだと、そういったことが強い意識

の中にあるのだというふうに思います。そうした
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中で紹介状を持っていかないと見てもらえないと

かということになると、制度の中身をきちっと知

っていればそうかなと思いながらできるのですけ

れども、しかしやはり名寄の市立病院でどうして

という思いというのは私はわからなくはないかな

というふうに思います。やっぱり年配の方々の中

には、そういった思いというのが非常に強くあり

ます。ですから、そういったことを市民の皆さん

方に理解していただくことが本当に必要ではない

かなというふうに思うのです。確かに急性期でも

先進的な高度な手術ができる、医療ができる、検

査をしてもらえるといったところは理解をされて

いるのですけれども、ただやはり自分たちの病院

という思いは強くあるかなというふうに思ってい

ます。この部分についてお考えを少しお聞かせを

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） まず、

黒字化の部分については、改革プランの中では現

状の制度をもとに試算をしていった上で平成３１

年度の黒字化という計画を立てさせていただきま

した。背景は大変厳しいということでありますし、

達成に向けても相当の努力が必要だということは

考えております。その中で市であったり、市民の

皆さん方にどれだけ負担をかけずに達成していく

かということでありまして、それにつきましては

先ほども説明していましたとおり、収入を上げる

方法を徹底的に見直すということとコスト削減と

いうところを柱としていますということでありま

す。細部につきましてはこれから具体的に詰めて

いくということでありますけれども、大筋につい

ては新たな原価管理システム等を導入して精査し

ているという数字でございます。

あと、どうしても市立病院ということで、市民

のものだということにどう応えるかということで

ございますが、これはもとから５割程度が市民の

方の御利用で、市外の患者さんも受け入れなけれ

ばならない病院としての立場というものでござい

ます。これは、歴代の院長がやっぱり先見性を持

って道北のセンター病院となるべき姿を描いて投

資をして今の姿になっているわけでございます。

それは、両方のことを私どもも受けとめて病院経

営をしていく必要があるというふうに考えていま

す。本当に複数の診療科、専門科があることから、

一度の受診で複数の受診が可能というようなこと

もございまして、多くの再来患者さんの方に来て

いただいておりますけれども、そうしたことがど

うしても予約が増加して待ち時間がふえるという

ようなことにもつながっている傾向がございます。

それらの解消という部分でも、これはかかりつけ

医制度というのが出てきているということでござ

います。そうしたところで医師の負担の軽減にも

つなげて、今医師の定着化というところも進める

背景がございますので、決してむげにうちでは見

ませんということではなく、両方のバランスをと

りながら、医療スタッフともそういった思いを共

通させながら経営に当たってまいりたいというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 院長先生を初め職員の

皆さんが本当に日々努力していただいて、このプ

ランでいうと３１年度に向けて黒字化を目指すと

されています。コストを抑えることはもちろんだ

とは思うのですけれども、先ほどもお話ししまし

たように経営効率などが強調されると、地域に求

められている病院というところから逸脱してしま

うのではないかという危惧もありますので、ぜひ

ともその点考慮していただいて、よろしくお願い

したいと思います。

次に移りたいと思います。名寄大学構内への期

日前投票の設置でありますが、試験的に設置する

旨という御答弁でありましたし、オンラインシス

テムを使って人員確保も何とかしながらというお

話がありました。先ほど御答弁の中にもありまし

たけれども、道内で４市が期日前投票所を設置と

１１日の読売新聞に出ていましたけれども、期間、
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また場所、例えば室蘭の工業大学では６月２８日

から３０日、岩見沢の教育大岩見沢校では７月３

日から９日、公立はこだて未来大学は５日限りと

いうような、幅が非常に広くありますけれども、

期間、場所等についてどのようにお考えなのかお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 予定ということでお

聞きをいただければと思いますが、期間について

は１日ということで、現段階では７月１日に設け

させていただきたいと思います。また、場所につ

きましても新館１階のほうに会議室を利用して設

置をしたいと、そのような予定でいるということ

で御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 一日でも設置するとい

うことがやっぱり啓発活動につながるのかなとい

うふうに思います。ここは、もういろんな大学の

調べさせていただきましたけれども、やはり設置

することが大きな啓発活動となるのではないかと

いう御意見がたくさん寄せられていたところです。

それとあと、高校生のところの話も出ていたかと

思うのですけれども、岩見沢では北海道教育大岩

見沢校の近くに高校が４校あるということで、高

校生への新有権者の投票にもつなげたいというふ

うな、そういった記事もありました。それで、名

寄市としては設置することを周知していく。やっ

ぱり声を上げて、名寄大学の例えば今７月１日を

予定していますというようなことを広く周知して

いくということが必要かというふうに思うのです

けれども、その部分についてのお考えはどうでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 投票率を上げるため

には、当然啓発が非常に大切だという認識をして

おります。今回は、期日前を７月１日に大学のほ

うで設ける予定をしておりますけれども、当然大

学生には十分活用いただくように周知が必要だと

思っておりますので、先ほど申しましたけれども、

既に啓発コーナーを設けて学生に対する周知はや

らせていただいています。この辺は、大学事務局

とも十分連携をとりながら進めさせていただきた

いと思いますし、高校生も含めているというとこ

ろです。ここは高校は道教委の所管にもなります

ので、道教委あるいは道選管の中でも連携して高

校生に対する働きかけをいただいておりますし、

私どもも高校生も市民の一人という認識のもとに

しっかりと周知をしていきたいと考えております。

周知方法についてはさまざまありますけれども、

いろんな情報媒体を使いながら周知をさせていた

だきたいと思っておりますので、御理解をいただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） さきの高橋議員の質問

の中でも出ていました不在者投票の件も大学の中

でお知らせ、ＰＲしているというふうなお話があ

ったかなというふうに思うのですが、住民票がな

い学生さんたちに対して不在者投票、ちょっと面

倒ですけれども、こういったこともやり方といい

ますか、方法なども丁寧にお知らせをしていただ

きたいなというふうに思っています。

それとあと、今高校生のお話の中でも当然高校

の中で期日前投票所をつくるとかということでは

ないというふうに思うのですが、若い方々にこれ

三重県なのですけれども、労働組合がアンケート

しました。あなたが１８歳以上だとしたら投票に

行きますか。行きますと答えた方が７割というこ

とでした。だから、多くの若者が今この１８歳で

投票権を得たということに大きな関心を持ってい

るのだというふうに思いますので、広く知れ渡る

ように、名寄大学でもこういうふうにしましたよ

ということを広く知らせていただきたいなという

ふうに思っているのですが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 大学の設置コーナー

には、今言いました不在者投票も含めて、選挙の
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制度にかかわるところも含めて周知をさせていた

だいて、一人でも多くの学生が投票いただけるよ

うな形で工夫をさせていただいたということであ

ります。

また、高校生のところについても先般の選挙管

理委員会の中で、特に１８歳以上のところ、拡大

されたところの取り組みが必要だろうということ

で話をされていまして、ここまだ決定ではありま

せんけれども、人の集まるところに啓発のティッ

シュなんかを持って選管の委員さん回るのがある

のです。特に今回は１８歳以上のところを考えて

いまして、場合によっては例えば高校の前で直接

お配りするとか、大学の前で直接お配りするとか、

そういった方法なんかも今視野に入れております

ので、さまざまな方法を駆使して周知徹底に努め

てまいりたいと考えております。御理解いただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 本当に積極的にお知ら

せをしていただきたいなと。やっぱり政治に関心

を持っていただきたい。行く行くはまちづくりに

も関心を持っていただくことにつながるのだとい

うふうに思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

最後の南広場の公衆トイレの設置です。維持管

理の問題も多々あるかというふうに思うのですが、

今後の南広場の利活用、そして町中の公衆トイレ

のあり方についてお考えをお聞きしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 川村議員のほう

から町中におけるトイレの設置ということで御質

問いただきました。たしか以前にも職場のほうに

来て、駅前、駅にはトイレがあるけれども、それ

以降公共のトイレどうなのだというお話少しいた

だいたときにもお話をさせていただいたのですけ

れども、現状でいえば駅前、そしてよろーなもあ

りますし、また商店街も含めて、あるいは金融機

関も含めてそれぞれありますので、公共施設はそ

こには実は余りないですけれども、ぜひ商店街も

含めた御利用をお願いしたいと思っています。よ

ろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 駅前もよろーなができ

て、本当に年配の方々、私と同年配のような方々

は非常に喜んでおります、きれいなトイレを使え

るということで。ですから、町中の公衆トイレ非

常に必要かなというふうに思っています。南広場

の今後の利活用についてもお伺いをして、終わり

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） この間総計の中でもど

ういったような都市空間をつくっていくかという

のはやっぱり議論になっておりまして、特にトイ

レというものはどうしても必要なものであります。

公共施設のトイレもございますけれども、最近で

は西條百貨店の下に社協のほうでオープンしてい

る、あそこもトイレがある。いろんな情報発信も

これ１つあわせわざでないとなかなか利便性高ま

っていかないかなと思っています。ただ、都市自

体を、この名寄のまち自体をどういうふうにデザ

インしていくかというのは、これ課題の一つと認

識しておりますので、その中でも改めて協議させ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 引き続き議案審議に入

ります。

日程第３ 議案第１２号 工事請負契約の締結

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 工事請負
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契約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２８年度風舞団地改修工事につい

て、５月３１日３社による一般競争入札を執行し

た結果、中舘・吉田経常建設共同企業体が１億

０５０万円で落札をし、これに消費税及び地方消

費税 １２４万円を加え１億 １７４万円で契約

を締結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

なお、詳細につきましては建設水道部長より説

明させますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議案第１２号、

平成２８年度風舞団地改修工事の提案理由の追加

説明を申し上げます。

本工事は、名寄市公営住宅等長寿命化計画に基

づき風舞団地の改修を行うものであり、昨年度の

実施設計に基づき１０月の完成に向けて準備が整

い次第工事に着手いたします。

本日議決をお願いいたします平成２８年度風舞

団地改修工事の事業概要について御説明いたしま

す。本工事は、３棟２４戸の躯体を保護するため

に、外壁にはガルバリウム鋼板を張り、また屋根

については既存屋根を撤去し、新たな屋根をつく

り、建物全体の長寿命化を図るものです。

お手元の資料の表紙の次のページをごらんくだ

さい。この図面が全体配置図で、工事対象の住棟

については図面左下網かけの３棟２４戸となって

おります。

次のページをお開きください。建物を北側から

見た立面図で、上下に図面がございますが、住棟

に設置いたします雁木を含めた完成予定図が上部

の図面でございます。

次のページをお開きください。上部の図面は建

物を南側から、下部の図面が東側、西から見た立

面図でございます。

以上、説明とさせていただきます。よろしく御

審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第１３

号 工事請負契約の締結についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号 工事請負

契約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄南小学校屋外運動場整備工事、旧

校舎解体、屋外運動場整備について、６月７日３

社による一般競争入札を執行した結果、昭和産業

・第一建設・明石組特定建設工事共同企業体が３

億４００万円で落札をし、これに消費税及び地方

消費税 ４３２万円を加え３億 ８３２万円で契

約を締結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

なお、詳細につきましては建設水道部長より説

明をさせますので、よろしく御審議くださいます
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ようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議案第１３号、

名寄南小学校屋外運動場整備工事の提案理由の追

加説明を申し上げます。

本工事は、平成２７年度末に完成した名寄南小

学校の旧校舎解体及び屋外運動場を整備するもの

で、準備が整い次第工事に着手いたします。

本日議決をお願いいたします名寄南小学校屋外

運動場整備工事の工事概要について御説明いたし

ます。本工事は、鉄筋コンクリート造３階建て延

べ面積 ６８８平米の旧校舎解体及び屋外運動場

１万 ５６０平米を整備するものです。

次に、お手元の説明資料についてです。旧校舎

解体を省略をいたしまして、屋外運動場について

御説明をいたします。資料１をお開きください。

新校舎の北側にグラウンドを造成し、屋外での授

業や各種行事に活用できるようにするとともに、

バックネット、防球ネットフェンス、遊具などを

設置し、児童の屋外教育環境の充実を図るもので

す。また、グラウンド東側図面の上部になります

が、民間住宅が隣接していることから、緩衝帯と

して植樹を行い、緑地も確保します。最後になり

ますが、図中のトラック、遊具等の配置は現時点

の予定であり、学校側と協議しながら決定してま

いります。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 一言もまだ声出して

いないもので、この機会に二、三お聞きをしたい

と思うのですけれども、今回の工事名は南小学校

の運動場整備工事（旧校舎解体、屋外運動場整

備）ということで、３つ、建物的には幾つかの複

合的な工事発注になるのですけれども、一体工事

をされたという特別な理由等についてお伺いをし

たいというふうに思います。

それから２つ目に、解体工事も含まれています

が、今回の契約に当たって旧校舎等の解体に伴う

有価物の判定についてどのようなキャパを見られ

ているのか、あるいは発注方法等について、これ

まではどちらかといえば名寄の場合は全ての公共

施設の解体の場合は一括して発注されているよう

な気がいたしますけれども、有価物の扱いについ

て少し、北海道的にはもう当然別枠として予定を

されているケースが多いのですけれども、２つ目

についてそのお答えをいただきたいと思います。

それから、先ほど手挙げませんでしたけれども、

今回南小学校の新築と解体ということで、先ほど

風舞団地の関係については長寿命化ということで、

一般的に耐用年数の関係についての長寿命化にお

ける今後の耐用年数、どのくらいしっかりもつの

かどうか、あるいは新築の場合は今回の南小学校

は何十年を予定をしているのかということについ

ての法的なこともあるのでしょうけれども、検証

結果についてお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今回の南小学校

においては、校舎の解体とあわせてグラウンド整

備ということで、一体工事ということについてど

ういうことなのかということだと思います。今回

は、工期の関係も当然ありますけれども、金額に

よってはこれ議決の関係も含めて２回行うような

ことにもなるかなというのもちょっとありまして、

今回やりまして、その次また解体を一回やりまし

て、今回議決をいただいて、その後グラウンド整

備ということになりますと、９月という、実はそ

んなことになるものですから、ぜひ一回で効率よ

く解体とグラウンド整備を進めたいという考え方

で一体の工事ということで発注をさせていただき

ました。

長寿命化の関係については、これは今回の風舞

団地については計画的に進めている部分がありま
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して、２６年、２８年とやりましたので、あと残

っているのが３棟２４戸、これで一通り終わると

いうことに実はなっていまして、どれぐらいもつ

のかということについてはちょっと申しわけない

ですけれども、お時間をいただきたいというふう

に思います。

あと、校舎の関係については、新築ということ

ですので、鉄筋であれば……済みません。その点

についてもちょっとお時間いただいてよろしいで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 ３時１５分

再開 午後 ３時１９分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 済みません。校

舎の新築の関係については、７０年の耐用年数と

いうことで御理解をいただきたいと思います。

あと、風舞団地の関係につきましては、基本的

には住宅としては新築であれば７０年なのですが、

今回外壁と屋根を改修をするということですので、

ちょっと改修後にどれぐらいもつかというのも後

日答弁させていただきたいというふうに思います。

それと、有価物の関係につきまして、今回は、

廃棄物としての処分費を計上していないというこ

とで御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 有価物の扱いは、私

も何回か担当者にもお聞きしている経過が、公の

場ではありませんけれども。北海道全体的には、

契約のあり方として有価物はもちろんお金にして

売却をして、落札価格等の差し引いたりなんかと

いうやりくりを正式にやっているはずなのですけ

れども、名寄的にはまだその扱いについては精査

されていないような気がするので、その辺につい

ては十分な検証をして、具体的な工事の進行の段

階でもいろいろ可能だというふうに思っています

ので、道に準じてやっていただければと思ってい

ます。

耐用年数その他長寿命化あるいは一括発注の関

係については、おおむね工期の関係でということ

でしょうけれども、従前的には３億 ０００万円

ぐらいの大工事でありますから、工期のこともあ

りながらも、広く行き渡るような発注方法という

のは今までもとっていたような気がいたしますか

ら、若干の問題提起としてとどめておきたいと思

いますけれども、不明な部分についてはまた後か

ら事務的お知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） 運動場の件ですけれ

ども、今南小学校運動場がないわけでございまし

て、動きたい盛り、外に出たい盛りの子供たちが

運動場がなくて本当にかわいそうだなというふう

に思っておりますので、一日でも早い、冬になる

のでしょうけれども、工事をお願いしたいのと、

あと運動会のときに感じたのですけれども、小学

校によって排水の状況が違いまして、どろどろの

ところもありますけれども、やはり新しいところ

は排水とか暗渠が非常によくなっているような状

況なのですけれども、南小学校についてはこのこ

とについてどのようになっているのか質問いたし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 現行、これから

の排水のということですか。南小のグラウンド、

これからのグラウンドということですか。排水に

ついてどういうふうになっているかということで

すか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇建設水道部長（中村勝己君） 水の浸透……。

〇議長（黒井 徹議員） 質問の仕方もまずかっ

た。

〇建設水道部長（中村勝己君） 新しいグラウン

ドですので、通常当然暗渠なりも入っていますの

で、水がたまるような状況にもありませんし、現
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状よりは改善はもちろんされるというふうに理解

をしていますけれども、間違いなく改善されると

いうことで御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第１４

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、なよろ健康の森においてクロスカント

リーコースの整備に使用している圧雪車が平成７

年の取得から２１年経過をし、老朽化をしたこと

から、更新しようとするものでございます。

取得しようとする車両は、ドイツのケースボー

ラー社製ピステンブーリーＰＢ４００、１台及び

附属品であり、本年５月６日に物品等審議委員会

において選定をし、国内の代理店で道内に営業所

を有する事業者は１社であることから、東京都千

代田区内神田１丁目４番２号、スノーシステムズ

株式会社から ８３１万 ４００円で随意契約に

より購入しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 意見書案第

１号 電力自由化のさらなる改善を求める意見書、

意見書案第２号 スクールカウンセラー・スクー

ルソーシャルワーカーの配置拡充を求める意見書、

意見書案第３号 食品ロス削減に向けての取り組

みを進める意見書、意見書案第４号 待機児童解

消に向けて緊急的な対応を求める意見書、意見書

案第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書、

意見書案第６号 義務教育費国庫負担制度堅持・

負担率１／２への復元、子どもの貧困解消など教

育予算確保・拡充と就学保障の充実、「３０人以

下学級」の実現をめざす教職員定数改善に向けた

意見書、意見書案第７号 道教委『新たな高校教

育に関する指針』の見直しとすべての子どもにゆ

たかな学びを保障する高校教育を求める意見書、

意見書案第８号 平成２８年度北海道最低賃金改

正等に関する意見書、以上８件を一括議題といた
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します。

お諮りいたします。意見書案第１号外７件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外７件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外７件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 報告第６号

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 委員の派遣

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、委員の派遣が決定いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 委員の派

遣報告を行います。

派遣された委員の報告を求めます。

議会報特別委員会、川村幸栄委員長。

〇議会報特別委員長（川村幸栄議員） 議会報特

別委員会行政視察報告。

議会報特別委員会委員７名は、４月２５、２６

日に仁木町、北広島市、赤平市において行政視察

を行いましたので、報告いたします。

まず、視察研修先については事前に事務局より

道内市議会の情報を収集してもらったものを委員

会において検討し、決定しました。

視察項目については、当委員会の検討課題とし

ている①、表紙の写真の扱い、記事中の写真も含

む、②、一般質問、委員会報告の取り扱い方、③、

住民アンケートの有無を基本研修視察項目として

議会広報の編集と発行について特色ある紙面づく

りについて視察を行いました。

初日の仁木町では、編集に対し特に重視してい

る点、表紙写真のカラー化への住民の反応、「ぷ

ち通信」発行の経緯と効果について、今後の取り

組みについての考えなどを視察研修しました。仁

木町の議会だよりは、全国町村議会広報コンクー

ルで入賞していることから、表紙写真のテーマや

撮影者、被写体の個人情報の取り扱い、余白を生

かした紙面のレイアウト、見出しのつけ方など各

委員から積極的な質問が次々に出されました。こ

うした質問に仁木町議会議会報編集特別委員会の

住吉英子委員長初め各委員の皆さん、そして議会

事務局の議会報担当者から丁寧な説明をいただき

ました。また、仁木町議会は、広報ミニ版として

「ぷち通信」が発行されています。定例議会開催

の周知を主として役場内で印刷をし、北海道新聞、

読売新聞に折り込みし、定例議会の開会を住民に

周知しています。財政的な裏づけが必要ですが、

タイムリーな情報提供として非常に参考となる内

容となりました。
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会広報発行に関する条例を制定していることから、

制定の経緯等について視察研修を行いました。条

例には、広報発行者が議長であり、議長の承認を

得て印刷となっているが、現委員長としての感想

や今後の取り組みについて尾崎弘人委員長、大迫

彰副委員長から説明を受けました。議会広報編集

委員会を正式な委員会にするために、石狩振興局

と協議して昭和５８年１２月制定されています。

現委員長としては、特に意識したことはなかった

の説明がありました。編集に当たっては、当議会

だより「なよろ」と類似していますが、決算特別

委員会や総括質疑の要点が記載されており、一般

質問については質問者の見出しを縦、横での工夫

や見出しの大きさとサブタイトル等参考にする点

が多くあり、２色刷りを生かした改善が可能と感

じました。２年ごとの道外を含めて、先進地への

視察を行い、研さんを重ねているとの説明があり

ました。

最後に、赤平市議会を訪問し、手づくりの議会

広報紙「かわら版」の編集と発行について視察研

修を行いました。厳しい財政状況や発行が２カ月

おくれで余り読まれていないこと、議員みずから

手がけていないことなどの理由により平成１５年

から平成１９年２月まで休止していましたが、議

会からの発信がなくていいのか、市民に寄り添っ

た情報提供を、以前のような議会だよりでは市民

は読まないなどの議論を経て、議員みずからの手

づくりにより議会活動を広く市民に周知するとと

もに、議会に対する理解と協力を得ながら市民と

ともにまちづくりを進めていくため、より身近に

感じる広報紙「かわら版」づくりに取り組んでい

るとの報告が植村真美委員長を初め各委員の皆さ

んよりありました。発行、編集の取り組みでは、

予算は行政研究議員会から支出、議員専用のパソ

コン１台を使い、Ａ３判１枚両面折り込みを編集

ソフトにより編集委員が編集作業を行っていまし

た。パソコンの得意な委員に負担が偏ってしまう

が、楽しんで行っているとの報告でした。また、

印刷は編集委員を含め参加可能な議員によって事

務局で作業を行い、市の広報紙と同時配布のため

市広報紙委託業者及び広報担当係に「かわら版」

を持参するということで、まさしく手づくりです。

各委員の感想では、議会だよりは単なる伝達の

手段だけではなく、市民との対話を引き出す情報

伝達紙であることを意識した。北広島市では、都

会のため、当市のように町内会配布ができない状

況にある。町内会の重要性を感じた。市民が手に

とって読んでいただくためには何が必要なのか、

市民、読み手の立場に立った工夫、対応が必要。

アンケート調査や議会報告会の中で意見をもらい、

少しでも多くの市民に読んでもらえるように取り

組んでいきたい。先進地視察や各種研修会、参考

図書などで研さんをしていることを見習いたいな

どがありました。

今回訪問いたしました２市１町の議会の皆さん

には、事前に送付しました視察研修項目に対し十

分な資料を用意していただきました。また、各委

員からの積極的で活発な質問等にも丁寧に対応し

ていただき、有意義な視察研修を行うことができ

ました。この場をおかりしてお礼を申し上げ、報

告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で委員の派遣報告

を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２８年第２回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ３時３５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。
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議 長 黒 井 徹

署名議員 東 川 孝 義

署名議員 佐久間 誠
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