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平成２８年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年９月２１日（水曜日）午前１０時００分
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日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

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
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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

参 事 監 松 岡 将 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
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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、

１０番 川 口 京 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 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。

市民に優しい公共施設のあり方について外３件

を、高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） 皆様、おはようござ

います。ただいま議長の御指名をいただきました

ので、通告順に従い４点について質問いたします。

８月には大型の台風が北海道を直撃し、各地で

多大な被害を受けました。亡くなられた方には心

からの御冥福をお祈り申し上げます。また、災害

に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。

今まで災害のなかった地域でも避難勧告や川の

氾濫などがあり、今まさに災害復興に向けて取り

組まれております。西日本では、今まさに台風１

８号が発生しており、猛威を振るっております。

まだまだ大規模台風が続きますことに大いに不安

に思っているところでございます。老朽化が進ん

だ公共施設等については、施設の管理状況等、こ

の大規模な台風に耐え得るのか不安に思うところ

でございます。

最初に、市民に優しい公共施設のあり方につい

てお伺いいたします。今年度から公共施設の総合

管理計画が策定されました。大いに期待している

ところでございますが、その内容についてお伺い

いたします。

また、計画の公共施設の総床面積の１３％削減

は地域にとって痛みの伴うものもあろうかと考え

ます。スピード感を持ってこの計画を進めるため

にどのような取り組みを考えておられるのか質問

いたします。

また、施設の更新をする際には集約化、複合化

の検討をすることとうたわれています。少子高齢

化、人口減少等で拡大から縮小に取り組んでいる

青森市など他市の例もございます。コンパクトシ

ティーについて当市としてのお考えを伺います。

２点目に、公営住宅の環境整備についてお伺い

いたします。市内の公営住宅において入居者の高

齢化に伴い、環境整備などが困難な状況になって

きているとの指摘がありました。今まで自分で責

任を持って環境の整備を行ってきましたが、高齢

により継続が困難になった場合、誰に頼んだらい

いのかわからないとおっしゃっております。この

ような公営住宅の現状についてお伺いいたします。

また、町内会とか隣近所に距離を置く高齢者や

ひとり住まいの公営住宅入居者の方の相談の対応

についてお伺いいたします。

３点目に、男女共同参画についてお伺いいたし

ます。いよいよ本市でも名寄市男女共同参画推進

条例が制定されました。長い議論を経ての条例制

定だと思っております。条例制定後の具体的な取

り組み内容についてお伺いいたします。

また、名寄市特定事業主行動計画の内容や取り

組み状況について伺います。

次に、大項目４、特別養護老人ホームの運営に

ついて質問いたします。全国的に高齢化が問題に

なっている中、名寄市においても高齢化率が高く

なってまいりました。これからふえ続ける高齢者

やその家族が安心して暮らせる高齢者の施設や取

り組みが最重要課題となっております。そこで、

入所待機者の現状についてお伺いいたします。

また、定員が充足していないことについては、
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これまでも何回か取り上げられたところです。全

国的、全道的に介護士不足であることはこれまで

も再三説明をいただいたところですが、そこに名

寄市としての工夫や努力が見えないとの御意見を

多くの市民の皆様からいただいているところです。

入所待機者を抱える御家庭では、首を長くして、

また危機感を持って順番を待っているというお話

も伺っております。こういう市民からの要望にど

のように取り組まれているのか質問いたします。

介護職員を何回募集しても応募者がいないとい

うお話もお聞きしているところですが、その後の

職員確保に向けた取り組みについて、また職員の

処遇改善についての考え方について質問いたしま

す。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） おはようございます。

ただいま高野議員からは、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のうち小項目

１及び大項目の３につきましては私のほうから、

大項目１のうち小項目の２及び大項目の２につき

ましては建設水道部長から、大項目の４につきま

してはこども・高齢者支援室長からそれぞれ答弁

となりますので、よろしくお願い申し上げます。

初めに、大項目の１、市民に優しい公共施設の

あり方について、小項目の１、公共施設等総合管

理計画について申し上げます。本年３月に策定を

いたしました名寄市公共施設等総合管理計画につ

きましては、厳しい財政状況や人口減少、高齢化

社会を迎える中、老朽化が進む公共施設やインフ

ラ施設の全てを維持、更新していくことが困難な

状況が見込まれることから、原則新規の施設整備

は行わないこと、また施設の集約、複合化、地域

ごとの適正配置などにより平成２８年から４７年

の２０年間で公共施設総量の１３％を削減するこ

とを目標として掲げてございます。

現状の取り組みといたしましては、本年８月に

公共施設の今後のあり方について庁内各部横断的

に議論を行うため、公共施設等検討ワーキンググ

ループを立ち上げ、公共施設を通しさまざまな課

題について議論を進めているところでございます。

さらに、今後は市長を本部長といたします公共施

設等総合管理計画推進本部にワーキンググループ

の意見を諮るとともに、各担当部署が連携をし、

共通認識をしっかりと持ちながら、全庁的な体制

として今後の施設のあり方や計画などについて検

討してまいります。

また、あわせて今後の公共施設等の適正配置の

検討に当たっては、庁内議論のみならず、市民や

地域、施設を御利用いただいている各団体や各関

係機関などともしっかりと議論を深め、名寄市全

体の共通認識として共有化を図り、進めてまいり

たいと考えておりますので、御理解をお願いいた

します。

続いて、大項目の３、男女共同参画について、

初めに小項目の１、条例制定後の具体的な取り組

み内容について申し上げます。名寄市男女共同参

画推進条例は、男女共同参画の推進に関し基本理

念を定め、市はもとより市民、事業者及び教育に

携わる者の責務を明らかにするとともに、市の施

策の基本となる事項を定め、これを総合的かつ計

画的に推進することを通じて男女共同参画社会の

実現を目指すものでございます。御質問をいただ

きました条例制定後の取り組みについてでありま

すが、市ホームページへの掲載を初め市広報紙へ

の記事掲載や概要版の配布のほか、駅前交流プラ

ザよろーなでは男女共同参画週間パネル展で条例

の周知を図るなど、さまざまな機会、情報ツール

を活用し、取り組んでまいりました。また、次期

推進計画策定の基礎資料とすることを目的とし、

市民向けアンケートを８月に実施をし、現在は企

業向けアンケートを実施しているところでござい

ます。今後も啓発活動に加え、市民団体や企業の

取り組みを助長する方策の検討など男女共同参画

を推進してまいります。

次に、小項目の２、特定事業主行動計画を受け
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ての本市の取り組みについてでございます。本市

の特定事業主行動計画につきましては、平成２６

年３月の次世代育成支援対策推進法の改正及び昨

年９月の女性活躍推進法の施行に伴いまして、両

法に基づく２つの行動計画をあわせて策定をした

ものでございまして、本年度より５年間を前期計

画として取り組むものでございます。本計画は、

市役所職場において父親、母親として子育てをし

ながら働く職員が仕事と子育ての両立ができるよ

う子育てしやすい職場環境の整備や職場全体で支

援する体制づくりを推進するものでありまして、

あわせて全職員の仕事と生活の調和を推進するこ

とにより、子育てだけではなく家庭生活の充実を

図り、仕事に取り組む意欲の向上や地域とのかか

わりなど人間性豊かな人材の育成を図っていくこ

とを目的とするものでございます。また、あわせ

て女性が安心して働き続けることができる職場環

境の実現を目指すものでもございます。

御質問のありました市の取り組みについてでご

ざいますが、まず子育てに関する取り組みといた

しましては、育児休暇や男性職員の育児参加休暇

などの各種休暇制度を初め、弾力的な勤務形態や

子育てをする職員がいる職場における周囲の配慮、

また子育てだけではなく、介護を行う職員の両立

支援制度などにつきまして各種研修会の中で周知

を行っているところでございます。

男女共同参画の視点では、男性職員の積極的な

子育てを進め、母親である女性の負担軽減を図る

とともに、女性が安心して仕事を続けられるため

には家庭環境における男性の協力が必要であるこ

とについての理解を深めているところでもありま

す。また、家庭で過ごす時間の余裕など、ワーク

ライフバランスを推進し、生活の充実や心身のリ

フレッシュ、仕事への意欲向上を図るため、時間

外勤務の縮減と休暇の取得促進を重点項目に掲げ、

毎週水曜日を早帰りの日として一斉退庁に取り組

んでいるほか、休暇の取得につきましては厚労省

が進めるプラスワン休暇を導入し、連続休暇の取

得を呼びかけてございます。このほか地域や職場

を通した子育て支援としまして、子供連れの方が

安心して来庁いただける市役所であるため、庁舎

や公共施設内におむつがえや授乳に利用できる施

設、あるいはそのスペースの設置についても進め

るところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、初め

に大項目の１、市民に優しい公共施設のあり方に

ついて、小項目２、コンパクトシティーに対する

考え方についてお答えいたします。

現在我が国の直面している課題は、人口減少、

少子高齢化、財政状況の悪化、地域コミュニティ

ーの衰退などとされており、今後も地方都市では

一定の人口密度に支えられた行政サービスの成立

が困難となり、コストの増大と財政の圧迫が懸念

されているところです。当市においても２０４０

年には人口約２万 ０００人、高齢化率は３ ５

％となり、３人に１人が高齢者となる予測がされ

ております。これらの課題への有効なまちづくり

の方向性として国が示しているキーワードが多極

ネットワーク型コンパクトシティーというもので

す。これは、さまざまな施設がまとまって立地し、

市民が自家用車に過度に頼ることなく徒歩や自転

車や公共交通により医療、福祉施設や商業施設等

にアクセスができて、行政サービスが身近にある

持続可能で集約型のまちづくりを目指し、全ての

施設が一極に集中するのではなく、幾つかのコミ

ュニティーがネットワークで結ばれているイメー

ジです。すなわち、全ての機能を自治体のある区

域に一極集中させるものではなく、自治体の中の

生活拠点である地域コミュニティーを生かしなが

ら、多極型のネットワークシティー化を目指すも

のです。そのため智恵文地区や風連地区などの地

域コミュニティーの維持も必要となりますし、国

が示している多極ネットワーク型コンパクトシテ

ィー化とも共通するものであります。
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国の具体的な動きとしては、コンパクトシティ

ー化をさらに進めるため、法改正により自治体の

中に居住を誘導する区域や福祉、医療、商業など

の都市機能を誘導する区域を設定するマスタープ

ランの策定を自治体に求めており、北海道内では

既に札幌市が策定を終え、幾つかの自治体が現在

策定作業中と聞いております。当市も次期総合計

画の中で利便性の高い中心部への居住の誘導や都

市機能の中心部への配置や中心商業、医療、交流、

居住の拠点となる施設整備など具体的なコンパク

トシティー化に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、大項目２、公営住宅の環境整備について

の小項目１、公営住宅の現状についてお答えいた

します。市営住宅は１５団地ありますが、住宅の

形態や周辺環境はそれぞれ異なっているため、入

居の際は入居者の管理義務として住宅や菜園はも

とより共用廊下や児童遊園等の附帯する共同施設

についてそれぞれの団地に合わせた環境維持のた

めの協力をお願いしております。市営住宅の目的

は、住宅に困窮する低所得者へ低廉な家賃で住宅

を提供することにあり、市営住宅は公募に基づい

て入居いただいております。現状として各団地と

も入居の世帯構成や年齢など団地構成もさまざま

なため、各団地の実情に応じた環境維持は困難と

考えており、入居者間での共同管理意識を持って

快適な住環境の維持に御協力をお願いしていると

ころです。建物自体の維持管理につきましては、

入居者からの連絡による修繕はもちろん、建物や

遊具及び屋外周辺施設の劣化状況調査を毎年行っ

ており、目視点検や調査を行い、ふぐあいや危険

度に応じて優先順位をつけて修繕対応していると

ころです。

次に、小項目２、高齢者に優しい対応について

お答えいたします。高齢者に限らず、入居者から

の相談は窓口や電話で受け付けておりますが、夏

の収入申告時は来庁者が多くあり、提出書類の記

入方法や必要書類の説明のほかに修繕箇所の有無

や福祉関連サービスの確認、案内や各種制度につ

いて必要に応じて他部署の担当者へ連絡をとるよ

う努めております。入居者からの電話相談につい

ても相談内容が多岐にわたることから、状況によ

っては面談により相談内容を聞き取った上で解決

策などについて助言を行っております。また、入

居者への環境維持の周知方法は収入申告時期に合

わせて協力文書を同封していますが、入居者から

の相談による安全管理等にかかわるポスターの掲

示などで周知に努めているところです。今後も周

知方法や回数等について入居者がわかりやすい内

容となるように工夫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） 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） 私か

らは、大項目４、特別養護老人ホームの運営につ

いて、初めに小項目１、入所待機者の現状につい

てお答えいたします。

特別養護老人ホームの運営につきましては、名

寄市が設置し、指定管理者として社会福祉法人名

寄市社会福祉事業団が運営する清峰園及びしらか

ばハイツがございますが、この２施設の現在の入

所状況につきましては、清峰園が入所定員１００

名に対し９０名の入所、しらかばハイツでは入所

定員８０名に対し７０名の入所となっております。

また、両施設の待機者の状況でございますが、清

峰園が１６６名、しらかばハイツが１１７名で、

２施設合わせて２８３名となっております。この

うち両施設を重複して申し込んでいる方が９２名

となっており、実待機者数といたしましては１９

１名となっております。このうち名寄市民の方は

１８２名となっており、この中でお待ちいただい

ている場所が自宅の方が２９名、施設や病院の方

が１５３名という状況とそれぞれ報告を受けてお

ります。

次に、小項目２、定員が充足していないことに
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対する市民からの要望などについてお答えいたし

ます。名寄市が設置しております２つの特別養護

老人ホームにおきまして入所者の定員を充足して

いない現状につきましては、指定運営管理を行っ

ている名寄市社会福祉事業団に対しまして常日ご

ろさまざまな機会を通じ市民からのお問い合わせ

あるいはお叱りのお言葉を頂戴することもあると

のことで、市としても設置者として職員の派遣や

さまざまな運営に対する支援を行っているところ

でありますが、残念ながら結果としてあらわれて

おらず、施設を待たれている市民の皆様とその御

家族の皆様に対しまして大変申しわけない状況で

あると認識しております。

また、入所待機者につきましては、年４回開催

しております清峰園としらかばハイツの入所判定

委員会において市の高齢介護課の職員も入所判定

委員に加わり、判定基準に基づき公正な入所判定

を行っておりますが、入所待機者の順番は新規申

込者につきましては申し込みをいただいた直近の

入所判定委員会の終了後に文書にて大まかな入所

順位をお知らせしておりますし、待機者全員に対

しまして年１回入所順位をお知らせするとともに、

入所申し込み後の要介護度の変更や居場所の変更

があった場合には入所優先度の変更が伴う場合が

あることから、施設のほうに御連絡をいただきま

すようお願いをしていると伺っております。さら

に、在宅の待機者の中にはショートステイを利用

している方もいらっしゃいますので、少しでも介

護者の御負担を軽減するため、利用者の御要望に

応え、柔軟な対応を図っているところであり、引

き続き市民からの要望に対して丁寧に対応してま

いりたいと考えております。

次に、小項目３、職員確保に向けた取り組みに

ついてお答えいたします。社会福祉事業団での介

護職員の確保に向けた取り組みといたしましては、

随時ハローワークを通じた募集を行っており、採

用試験の回数もふやして採用の機会の拡充に努め

ているほか、新聞広告による職員の募集、また事

業団のホームページ開設による情報発信など広く

市内外に向けた採用情報の提供に取り組んでおり

ます。これに加えまして、札幌市、旭川市及びそ

の近隣自治体にある介護福祉士を養成する大学、

専門学校などを訪問し、介護人材の確保に向けた

働きかけを実施しており、一人でも多く職員採用

に向けた取り組みを行っております。

次に、小項目４、職員の処遇改善についてお答

えいたします。職員の処遇改善につきましては、

平成２１年度から交付を受けている介護職員処遇

改善加算も利用する中で改善に努めているところ

であり、これに関する規定の改定も社会福祉事業

団理事会等の意見を踏まえ行っていると承知して

いるところでございます。また、現在社会福祉事

業団で働く介護職員に対するアンケート調査も実

施し、現在の介護職場における問題点の検証をし

ているところであり、処遇に関する問題点にとど

まらず、より広い視点で介護人材の募集や離職防

止といった観点から引き続き対策を講じるよう指

示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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それぞれ答弁をいた

だきました。まず最初に、公共施設等総合管理計

画についてお伺いいたします。

庁舎横断的に公共施設等検討ワーキンググルー

プを立ち上げたということでございますけれども、

具体的にどのようなメンバーでどのような計画を

お持ちなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） ワーキンググループに

ついて質問いただきました。この公共施設等検討

ワーキンググループですけれども、私と総務部長、

財政課長や都市計画課長、建築課長、企画課長を

コアメンバーといたしまして、図書館を含む公共

施設の提言書をいただきましたので、こちらをテ

ーマといたしまして、内容は非常に多岐にわたる

ものですから、コンパクトシティーの論点ですと
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か、図書館を含め、どういう施設を複合化するか、

そしてＰＦＩ手法の検討、そういったところの論

点の洗い出しですとか、課題の整理などを行って

いるところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今御説明いただいた

ところなのですけれども、商工会議所から提言が

出ております。そのことについて説明していただ

いたのだというふうに思うのですけれども、名寄

市西３条南６丁目付近の公有地を活用した公共図

書館を含む複合施設の開発について、官民連携事

業導入の検討に関する提言書のことだというふう

にお答えいただいたのだというふうに思うのです

けれども、このことについて今説明していただい

たのですけれども、ちょっと早くてよく理解でき

なかったのですけれども、もう少しどのような形

でどこで検討されるのか、いつごろ検討されるの

かということを済みません。もう一度お願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 失礼いたしました。こ

ちら提言いただきまして、今まずは庁内で各部横

断的にしっかりと議論をしているというところで

ございまして、どういう施設をどこにつくるかで

すとか、その時期などもいろいろ外的要因などさ

まざまありますから、例えば地方創生の取り組み

ですとか、あるいは周辺のいろいろな動きもあり

ます。そういったところも見きわめながら、関係

するそれこそ商工会議所も含め関係団体の皆様で

すとか、市民との議論も深めながらしっかりと検

討をおかけしていきたいと考えているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今現在そういうふう

に進んでいっているということで、これからの事

業でございますので、なかなか先が見えないとこ

ろだというふうにも私も思いますけれども、やは

り提言が出てきている以上、それについて話し合

うとか、議論し合うとか、横断的にというふうに

おっしゃったのですけれども、早い時期でという

ふうにも思うのですけれども、このことについて

はどのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 御質問のありました西

３条南６丁目、官民連携ということで御提言いた

だいたということでありまして、庁内横断という

作業、これ自体横串を刺しての事業になりますの

で、まずはコアメンバーしっかりとした中でやる

ということでありまして、それは参事監御説明し

たとおりのコアメンバーということでございます。

提言いただきました中にＰＦＩというような言

葉も出てきております。ただ、ＰＦＩにつきまし

ては民間事業者の活用ということもありますので、

それからお金の面、財政的な側面もあります。な

かなかいろんなところから見ていくとハードルが

高いなというのが松岡参事監中心としてやってお

りますワーキンググループでの最初の段階に今来

ているところです。他市の状況を今調査している

という形で報告は受けております。その中でどう

いうような形になっていくか、ちょっと時間かけ

ないとなかなか進まないような事案だと思ってお

ります。これからこのワーキンググループ、これ

を中心にして横串を刺してそれぞれ庁内横断的に

やっておりますので、このワーキンググループい

ろんな面で使っていけるかなと思っております。

あくまでもコアメンバーですので、それぞれの事

例に応じて各担当課を入れてさらに議論をしてい

ただくと。そういうことを繰り返しながら次の作

業、次の作業ということになっておりますが、こ

の件につきましては若干時間を要するかなという

ふうに思っております。ほかの土地の利活用の問

題もございますし、いろんな側面から考えなけれ

ばならない、そういうような問題だと思っており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今地方創生というふ
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うにおっしゃったのですけれども、やはり国のこ

れからの動向が非常に注目されるところですし、

それが出たときに名寄市としてぱっと飛びつくよ

うな、そんな体制になっていればいいというふう

に思いまして、早い、４月からスタートしている

計画でございますけれども、今回質問させていた

だきました。国の動向というのは、松岡参事監に

も来ていらして早くにつかめるのか、早期に対応

できるのかということで、そこのお気持ちをお聞

きしたいところなのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 国の動向、いろいろ動

きがありますところを情報を収集させていただい

て、何でも飛びつくというわけにはいきませんけ

れども、しっかりと何ができるか検討してまいり

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 名寄市民としては、

非常に国からいらしていただいたということで、

これから何が起きるのだろうということで期待し

ている面もございますので、これからのことです

けれども、しっかりと庁内議論を進めていただい

て進めていただきたいというふうに思っておりま

す。

公共施設等総合管理計画推進本部というふうに

もおっしゃいましたけれども、これはどのような

メンバーを予定しているのかということと公共施

設等の適正配置の検討は２０年ですからまだまだ

先の話なのですけれども、何年で何をやろうとか、

３年とか６年とか、そういうスパンで計画は立て

ているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 本部の考え方であり

ますけれども、ここについては管理職を中心に各

部横断的にワーキンググループの内容等が確認で

きるような形で構成をして進めていきたいと、そ

のような考え方をしております。

それと、公共施設の総合管理計画を進める、い

わゆるロードマップ的なものという御質問だった

というふうに思いますが、ここは既存で既に現在

活用している施設をいきなり統廃合するとか廃止

するという議論にはなかなかならないと思います。

既に老朽化している施設もありますけれども、こ

れら老朽化した施設を見直すときというのでしょ

うか、次のときに建てかえが必要だというとき、

そういうときに複数の施設を見渡したときに複合

化できるのかどうかというところの検討が１つあ

ると思いますし、あるいは人口が減少していく中

で当然利用する人数が少なくなったときに現状の

規模が要るのかという部分もあると思いますので、

そういった複数の要素を含めながら検討していく

ということになると思いますので、現段階で何年

後にどんな施設というような計画にはならないと

思いますが、時代の流れとともに従って、今言っ

たような視点で適宜検討させていただきたいと思

っておりますので、御理解いただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） この計画を見ていま

すと、どうもスクラップ、スクラップ、スクラッ

プで、ビルドが見えてこない。複合化、集約化と

いうことでは出ておりますけれども、そしてそこ

に国の財源とか道とかついてくるわけですけれど

も、それもまだ全く見えない状況で質問している

のですけれども、やはり先ほども申しましたよう

に日ごろからの積み重ね、副市長が先ほどおっし

ゃった串刺しのように横断的に全ての職員が話し

合い、そして地域の人間が話し合うことである程

度の形をつくっておくことが必要であるというふ

うに考えますが、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） 今議員が言われまし

たように、横断的な検討については私どもも年々

重要になってきているだろうなというふうに思っ

ています。この間いろんなお話しさせていただい

ている内容についても各部局だけで完結するとい
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うのはだんだんと少なくなってきて、複数の多部

局にわたる視点から物事を考えるというのが非常

に重要になってきていると思っていますので、先

ほど松岡参事監がリーダーとなって進めるワーキ

ングループもありますし、公共施設等総合管理計

画でいきますと市長が本部長となる本部会議もご

ざいますので、そういった横断的な組織を通じな

がら、慎重に、かつ複合的な、複層的な視点で物

事を検討してまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 市民としてここに住

み続けていたい、将来子供たちもこの地域に住ん

でいてほしいということでは、やはりスクラップ

だけでは市民が魅力的なまちとも思いませんし、

外から入ってくる人にも魅力的なまちとは映らな

いというふうに思います。やはりこのまちをいか

に魅力的なまちにするか、そのことにかかってい

る、第２次総合計画のこともこのことを基本にし

てつながっていくのかなというふうに思いますの

で、ぜひ将来に希望が持てる、そういう計画とい

うか、第２次総計になってほしいというふうに思

っておりますので、よろしくお願いいたします。

そのことについて臼田部長、どのように考えます

か。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この計画は１３％縮

減する計画となっていますので、見た目上は議員

が言われるようにスクラップを中心にというふう

に映るのかもしれませんけれども、ただ単にスク

ラップをするだけということではなくて、先ほど

も申し上げたように既存の施設を次の施設につな

ぐときにどうか、そのときに複合化ができないの

か、あるいは統廃合ができないのかという考え方

でありますので、私どもは決してスクラップだけ

という考え方ではおりません。当然スクラップし

た後に、次ビルドをすると。ビルドをするときに、

今言った複合的な視点から統廃合ができないのか、

あるいは面積なんかの縮減ができないのか、場合

によっては面積は縮減しますけれども、機能その

ものはアップするという場合もありますので、そ

こも含めてぜひ御理解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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 次に、公営住宅の環

境整備についてお伺いいたします。

先ほど高齢者のことについても公営住宅の現状

の環境整備についてもいろいろ御説明いただいた

ところなのですけれども、入居に当たってという

ことで、これ２５年３月改訂版ということなので

すけれども、入居される方にこのようなパンフレ

ットをお渡ししているというふうにお聞きしたの

ですけれども、この中に１ページのところに管理

人についてということで、管理人がいますという

ことで、団地によってはいないところもあります

ということで、こういう管理人ということについ

てどのようにお考えかお伺いいたします。

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） 何カ所か忘れま

したけれども、配置をしているところもございま

すし、管理人の皆さんについては一定程度住宅係

のほうから周知をする際に中間役として担ってい

ただくですとか、住んでいらっしゃる皆さんに情

報提供等々の役目をいただいているという認識を

持ってございまして、できれば全団地ということ

もそれが一番いい形なのかもしれませんけれども、

特に高齢者の皆さんに特化した団地ですとか、団

地それぞれ仕様がありますので、それに応じて必

要な団地については現在配置をしているという考

え方でございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それでは、必要がな

いから管理人がいらっしゃらないのかなというふ

うに今受け取ったのですけれども、管理人がいる

団地ではやはり管理人の方に相談されるのですけ
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れども、今なかなか管理人の方がいらっしゃらな

いということで、いろいろな細かいことがありま

すよね、環境整備とか。そういうことについて相

談するところがわからないというふうにおっしゃ

っている高齢者の方もおりますので、ぜひ管理人

について御検討いただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。

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） 済みません。で

きればということで配置をさせていただきたいと

いう考え方でありますので、このチラシはもとよ

り年１回収入申告のときにも担当のほうからチラ

シをお渡しをしていますけれども、それぞれ団地

ごとに先ほども言いましたけれども、菜園ですと

か共用する、みんなで使う廊下ですとか、そうい

った部分については団地ごと皆さんが共通の認識

を持って管理をいただくということが基本になる

かというふうに思っておりまして、全ての団地に

管理人の方を必要というふうには決して思ってお

りません。ただ、先ほど言いましたように状況に

よってはそういう対応も必要かなということで考

えているところです。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 高齢化が進んでおり

まして、今までできていたことができないけれど

も、どうしようとか、そういう細かい部分の相談

事とか、つまずきだとか、ひっかかったとか、そ

ういう細かいことがございますので、ぜひ管理人

とか見守る方を設置していただければというふう

に思っております。

次、３番目の男女共同参画について再質問させ

ていただきます。条例ができていろいろな取り組

みを今なさっているわけですけれども、対企業に

対してとか市民に対してどのような取り組みをな

さっているのか、再度お聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、条例はつくってからが必要だと思っていま

すので、そういう意味では市民の皆さん、特に企

業も含めてどのようにこの条例が浸透していくの

かというのがまさにこれからの課題だというふう

に考えております。そういった意味で、市民の皆

様には先ほど申し上げたように市のさまざまな情

報発信の機能を使って、それはホームページであ

ったり、あるいは広報紙であったり、あるいは先

ほど申し上げたよろーなでの展示会、パネル展示

展なども含めて実施をさせていただいたというこ

とであります。今回の計画、特に企業にどの程度

働きかけができるかというのも一つの課題だとい

うふうに思っておりますが、具体的な計画はこの

後推進計画ができた段階で、その中で検討させて

いただきたいと思いますが、現状の中では先ほど

申しましたアンケートを企業向けにも実施をさせ

ていただいているという話しさせていただきまし

たが、アンケート自身が企業に届くことによって

ある意味では企業の啓発になっているというふう

に考えておりますし、さまざまな自治体の取り組

みなども私どもも認識している部分がございます

ので、それらを踏まえた中でどのような取り組み

ができるか、次期計画の中でしっかりと検討して

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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） アンケートの件なの

ですけれども、８月３１日に締め切ったというこ

とでございます。その内容については、どこで検

討なされたものかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） アンケート自身につ

いては、庁舎内部で検討させて作成をさせていた

だいたものであります。これについては、これま

で実施をしたアンケート、あるいは他自治体など

でも実施しているもの含めて内容を精査させてい

ただきましたし、今回は女性活躍の関係もござい

ますので、その項目も含めてアンケートの内容に
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ついては作成をさせていただいたということであ

ります。この結果については、今まさに分析をし

ている最中でありまして、この内容については次

期の推進計画についても市民委員会の中で十分御

議論いただこうと思っておりますが、その議論の

基礎資料としてアンケートについては活用させて

いただきたい、そのように考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 男女共同参画の推進

委員会がございますけれども、そこでの動きとい

うのですか、アンケートに向けての相談とかはご

ざいましたでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） アンケートの作成そ

のものについては、市民委員会のほうにお諮りす

ることはできませんでしたが、先ほど申し上げた

ようにこの結果については市民委員会の中に報告

をさせていただき、その結果を踏まえた実施計画

の検討についてお願いをしたいと、そのように考

えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） アンケートについて

でもやはり委員会にかけていただきたかったなと

いう御意見もいただいたところですので、結果が

どういうふうに出るかよくわからない。まだ集計

中でございますけれども、結果が出たときに委員

会と相談するということでございますので、十分

な議論をしていただきたいというふうに思います。

あと、特定事業主行動計画のことでございます

けれども、市が中心となって、見本となって進め

ているというところでございますけれども、その

休暇というのですか、一斉退庁というふうなお話

も先ほどなさっていましたけれども、そのことに

ついてどのぐらいの退庁率とか、休暇１日、プラ

スワンの休暇の取得状況についてお尋ねいたしま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ことしから特定事業

主行動計画、取り組みをさせていただいたところ

であります。先ほど申し上げたように、今回の計

画、当面重点で置いているのは、１つは休暇の取

得の推進ということでありますし、もう一点につ

いては早帰りのところということで考えておりま

す。早帰りのところについては、毎週水曜日を一

斉退庁日ということで取り組みをさせていただい

ております。これについてもしっかりと私どもの

ほうで呼びかけをしなければいけないだろうとい

う、そういう認識のもとに、実際に始まったとき

については私も含めて職場を回らせていただきま

したし、毎週水曜日については職員に掲示板ある

いはメールなどで一人一人に呼びかけなどもさせ

ていただいております。実際にまだ数字的な取り

まとめは行っておりませんが、私ども回った、あ

るいは職員から聞いているところでいうと、一つ

のめり張りもできて、職場から水曜日については

早く帰れる様子がうかがえますし、職員の声から

も帰れるというお話も聞いておりますので、引き

続きこういった取り組みを進めてまいりたいと思

っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 本当に一生懸命水曜

日帰りなさいよということで進めていただいてい

るというふうに思っております。

男性職員の育児休暇の取得状況とか、介護休暇

の取得状況についてどのようになっているかお伺

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 介護のほうについて

は今手持ちに資料がございませんけれども、育児

休業については男性も私の記憶でいきますとここ

数年の間にお二方とっておられます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはり男性も女性も

そういう休暇が取得できるように、そしてまた地

域に、市内に御両親を持たない方も、今職員の方

で札幌から来たとか、旭川から就職しましたとい
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う方がいらして結婚なさって、なかなかお子さん

を面倒見てくれる方がいないとか、遠くに親がい

て介護のための休暇をとるために休んでいくのが

大変だというお話も聞いておりますので、そこら

辺男性のほうにも休暇をいただきますように配慮

いただきたいというふうに考えております。

次に、特別養護老人ホームの運営についてお聞

きいたします。このことについては、本当に市民

の関心の高いところでございまして、１０名ずつ

少ないということでございますけれども、いつか

らこのような定員割れの状況になっているかお尋

ねいたします。

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

いまの御質問でございますけれども、清峰園とし

らかばハイツの入所者の状況でございますけれど

も、昨年、平成２７年３月現在ではともに定員を

１名下回る９９名と７９名という状況でございま

した。清峰園では、６月、７月と徐々に定数を割

りまして、９月末には９２名ということになって

いるということでございます。また、介護士の離

職者も重なりまして、１１月末には職員定数の８

名減の５２名となりまして、１２月から職員配置

が厳しいという状況になりまして、１ユニット１

０名のユニットなのですけれども、そちらを閉鎖

して９０名体制で対応させていただいているとい

う状況を報告受けているところでございます。

また、しらかばハイツにつきましては、平成２

７年２月から介護士の離職が続きまして、同年４

月から職員定数の６名減の３１名で対応している

という状況も報告を受けているところでございま

して、入所していらっしゃる利用者の方々も５月、

６月と徐々に減少して７月末には７０名という報

告を受けているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 清峰園については、

ユニット方式ということで、１人や２人採用して

もというふうな話も聞いておりますが、そこら辺

はそうなのでしょうか。

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） 清峰

園は、ユニット方式という議員おっしゃるとおり

の方式を採用させていただいておりまして、その

ユニット一つ一つが一つの施設と言ったらちょっ

と語弊があるのかもしれませんが、一つのユニッ

トの中で職員の運用というか、職員勤務体制を配

置しているというようなこともございまして、一

定の施設の職員数が配置できないとそのユニット

が回せないということで１ユニット、申しわけご

ざいませんが、閉鎖をさせていただいているとい

う状況だということで伺っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはりユニットとい

うことがネックになっているというのもわかりま

すけれども、潜在的な介護士を一生懸命発掘して

いるというふうに思っておりまして、道とかの助

成とかもあるというふうに聞いておりますけれど

も、そこら辺の活用はしていないのでしょうか。

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） 北海

道では、議員おっしゃるとおり国の介護人材の確

保のための事業で、４つほど人材確保のメーンに

なる事業があるそうなのですけれども、国におい

てはそれで都道府県において実施をするというこ

とで、北海道では国が提示している４つの事業の

うち３つを実施しているということで、市からは

各事業所のほうに案内周知をさせていただいてお

りまして、その一つには潜在介護人材の呼び戻し

ということで、再就職準備金を貸し付ける制度だ

とか、あと潜在的有資格者をいっとき有期雇用労

働者として道が委託する機関が雇い上げまして、

そこの機関からそこの事業所のほうに無償で３カ

月なら３カ月の間働きに行っていただいて、うま
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くマッチングができればその後も雇用するという

制度もあるということで伺っておりますが、始ま

ったのがことしの４月、５月でもあるというよう

なこともあるかもしれませんが、現在のところ市

内の事業所、清峰園、しらかばハイツも含めてそ

の事業をお使いになっているというところはまだ

伺っているところではございません。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ４月、５月に始まっ

ているので、なかなか定着していないのだという

ふうにも思いますけれども、足りない、いないと

いうことでございます。市内には潜在的な介護職

員もいらっしゃって、出産によって一時やめられ

たとか、そういう方について保育料を少し助成す

るとか、夜間の保育所に預けて働かないといけな

い、そういう介護職員のために何か対応というの

は考えていないのでしょうか。

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） 子供

を抱えながら実際今介護職員として勤務していた

だいている職員さんがいらっしゃるということは

お伺いしております。市内には、例えば夜勤を行

った場合に夜預かっていただける民間の事業所の

ほうもあるということで、そういうところを御紹

介しながらやるというようなところの部分もお聞

きしておりますし、また潜在的介護士の部分につ

きましては、議員も御承知かと思うのですが、こ

としの３月に社会福祉法の法律改正がありまして、

来年の４月１日から就職していない、離職した介

護福祉士の皆さんは、これあくまでも努力義務に

なりますが、福祉人材センターという都道府県が

設置するセンターのところに働いていないという

ことの登録をする。いわゆる看護師さんも今たし

かそういうようなたてつけになっていたかという

ふうに記憶しておりますけれども、そういうよう

な形になるというふうにお聞きしております。実

際そういう情報を活用することも今後可能になっ

てくるというふうに思いますので、その実施の方

法について研究し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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） いずれにしても、す

ぐには間に合わないような状況ですので、無資格

の方でもベッドメイキングとか、配膳とか、そう

いうことができるわけですけれども、そういう方

を採用するということにはどのようにお考えでし

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） 議員

のおっしゃるところの部分につきましては、病院

でいう看護助手さんというところなのかなという

部分と相まっているのかなというふうに思ってい

るところでございます。それと、今議員から貴重

な御提言だと思っているのですが、ことしの９月

７日に社会保障審議会という、今介護保険部会の

ところで今度の再来年度になるのですか、介護改

定に向けての議論が行われているところで、この

介護人材も国の中の重要な課題として捉まえられ

ているところでございまして、現在三重県のほう

の老人保健施設の協会のほうでモデル事業として

介護助手さんという制度を使って老人保健施設さ

んの中で介護福祉士さんではなくてもできる介護

の周辺業務というのをモデル事業で介護助手さん

に行っていただくという内容をやられているとい

うことで紹介があったところでございます。検証

がまだ申しわけございませんが、出ておりません

ので、その内容等のモデル事業の検証もされると

思いますので、その検証をしながら、実施施設、

市の設置している施設において実施ができるかど

うかということも含めて事業団のところに研究し

ていただけるような方策を練ってまいりたいとい

うふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） こういう緊急事態で
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すので、事業団も一生懸命介護士の募集について

は取り組んできたのだというふうに思うのですけ

れども、やはり市としてこれだけ足りないことに

対して今までどのように対応してきたのかという

のがすごく不思議な感じがするのですけれども、

その点についてお聞きいたします。

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） 市と

いたしましては、市の設置している施設でござい

ますので、ほかの民間事業所にも実施している部

分もございますが、特に設置している施設として

の指定管理者としてという部分もございますけれ

ども、そこの責任として今まで幾つかの事業を実

施させていただいております。ケアプランとかを

点検する介護給付費適正化事業、それから市立病

院の理学療法士さんや作業療法士さんを派遣して

リハビリだとか、あと介護の内容を指導していた

だくだとか、あと去年議決いただきまして、こと

しから研修を終えまして、昨年度末から実施して

おります介護相談員さんというのを派遣をしてお

ります。また、事故等の報告受理、疑義確認等を

行っておりまして、そういうものが発生した際に

どういう理由で発生したのかということの検証の、

設置者として事業団と一緒に検証が足りない部分

については考えていくということで、必要に応じ

て職員を派遣したりだとか、聞き取りしたりだと

かというようなことで実施しております。今後あ

らゆる方策を可能な限り実施してまいりまして、

一日でも早く御家族や入所者の皆さん、待たれて

いる皆さんの御負担の軽減をしてまいりたいと考

えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やっぱり市民の安心

のために行政としてこのことについてどのように

考えているのか、最後にお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さまざまな御指摘ありが

とうございます。

介護員の不足ということで、先ほども申し上げ

ましたけれども、事業団においてもこれまでもさ

まざまな手は打ってきていると。また、市のほう

においてもさまざまな施策を講じているのですけ

れども、結果として現段階において職員が十分確

保されていないで、定員どおりの運営ができてい

ないということは事実でありますので、このこと

は我々としても大変重く受けとめております。今

さまざまな議員からの御提案もいただきました。

目先の危機的な状況の運用も含めて、事業団でさ

らにできることを指示させていただくとともに、

名寄市においてもできることをしっかりと研究、

検討しながら、早急にこうした事態の解消に努め

ていきたいというふうに考えておりますので、よ

ろしくどうぞお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

子ども・子育て支援の状況について外３件を、

塩田昌彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問してまい

ります。

大項目１、子ども・子育て支援の状況について、

３点お聞きをいたします。子ども・子育て支援法

の施行に伴い、本市の次世代社会を担う子供たち

の育成に向け、支援の推進が図られています。名

寄で育って、名寄で育ててよかったと言えるまち

づくりを目指して、さまざまな取り組みが行われ

ていますが、保健師がかかわる妊娠期から就学ま

での一貫した母子保健事業、特にひまわり子育て

ガイドブックなどの取り組みについてお知らせく

ださい。

２点目の親子での遊びを通して仲間をつくる親

子お出かけバスツアー事業のもたらす効果や参加

者の要望把握などについての状況をお知らせくだ

さい。

３点目の子育て支援センターひまわりらんどは、
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昨年１０月に開所し、利用から約１年が経過しま

すが、利用者にとってこの夏の暑さは厳しいもの

があったと思いますが、施設の利用状況について

お知らせ願いたいと思います。

次に、大項目２、名寄市の農業振興についてお

聞きをいたします。昨年から進めております農産

物の地域ブランド化事業、原産地呼称管理制度の

取り組み状況について、現状と課題についてお知

らせください。

次に、大項目３、冬季スポーツ拠点化事業につ

いてお聞きをいたします。名寄市は、これまで２

度の冬季国体を開催するなど冬季競技施設のイン

フラ整備を図り、冬季スポーツの拠点として全国

に発信してまいりました。毎年全道、全国規模の

大会を開催、またワールドカップコンバインド大

会を誘致するなど冬季における交流人口の拡大を

図ってきております。恵まれた気候や一地域に競

技施設が集中して整備されているなど、地理的財

産や地の利を生かした事業の取り組みは名寄市の

経済の活性に寄与するものと思われます。そこで、

事業を推進するに当たり、財団法人名寄市体育協

会や傘下の冬季スポーツ団体等の協力は欠かせな

いものと考えておりますが、現在の対応状況につ

いてお知らせください。

また、冬季スポーツの拠点化を目指すには、各

種大会の合宿など受け入れに際し、宿泊先の確保、

市内のホテルや旅館等の協力が不可欠と考えます

けれども、今行政が考えている構想の理解や協力

についてどのように伝え、その反応なり課題につ

いての認識を深めているのかをお知らせください。

あわせていまだ構想の段階と認識をしております

けれども、（仮称）スポーツコミッション協議会

の設立についてお聞きをいたします。

次に、大項目４、スポーツ振興と施設整備につ

いてお聞きをします。ジュニア育成にかかわる教

育的配慮について、現在小学生を対象とした少年

団活動については競技団体や保護者が主体となっ

て育成活動を行っておりますが、限界があり、団

員の確保を含め、厳しい状況にあります。行政報

告の中で健やかな体を育てる教育の推進について、

全国体力・運動能力、運動習慣等調査を実施した

とあります。その結果を分析して児童生徒の体力

などより一層の向上に向け体育指導などの充実を

図る取り組みを進めるとしております。児童の体

力向上には、体育指導だけではなく、放課後の少

年団活動も含めた総合的な指導が必要ではと考え

ており、そのためにも教育者の勤務外活動に関し

協力体制の構築を図るべきではないかと。ひいて

は、少年団活動を通して保護者と先生のきずなが

深まる場所の醸成にもつながるのではないかと考

えておりますが、お聞かせください。

２点目は、名寄市風連球場の改修整備について

お聞きをいたします。近年野球少年団の大会は、

風連球場を使用するケースがふえております。風

連球場のフェンスは、コンクリートがむき出し状

態になっている状況であります。危険防止の観点

から、早急な改修整備が必要ではないかと考えま

すが、風連球場を管理する設置者として判断につ

いてお聞きをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

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） 塩田議員からは、

大項目４点にわたって御質問をいただきました。

大項目１は私から、大項目２は経済部長から、大

項目３と４は教育部長からお答えをいたしますの

で、よろしくお願いします。

大項目１の子ども・子育て支援の状況について

は、初めに小項目１の乳幼児と保健師のかかわり

について申し上げます。子ども・子育て支援新制

度は、全ての子供たちが笑顔で成長していくため

に全ての家庭が安心して子育てができ、育てる喜

びを感じることができるために、平成２７年４月

にスタートをいたしました。近年少子化、核家族

化の進展、地域のつながりの希薄化、共稼ぎ家庭

の増加など子育て家庭や子供の育ちをめぐる環境
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が変化し、子育てに対する負担や不安、孤立感が

増大しやすい状況にあります。名寄市における母

子支援の流れにつきましては、妊娠の届け出によ

り母子健康手帳と妊婦一般健康診査受診票を交付

して、安全、安心な出産に向けた医療機関への受

診勧奨と家庭、経済基盤に不安のある家庭への早

期支援を実施しております。また、初めて子供を

持つ夫婦及び希望の経産婦を対象としたお母さん

・お父さん教室の開催、生後ゼロから４カ月児を

対象に家庭訪問を行うこんにちは赤ちゃん訪問の

実施を初め、お子さんの年齢に合わせたのびのび

親子教室、ちびっこひろば、親子ふれあいひろば

などを開催して発育、発達、育児支援を行ってお

ります。母子保健法に基づき、４カ月から３歳ま

での間はお子さんの成長の節目に乳幼児健診を実

施し、お子さんの発育、発達の確認、さらには虐

待予防の視点からも必要な場合は早期から医療機

関や子育て支援サービス等関係機関と連携し、継

続支援を行っております。また、こどもらんどが

保護者を含め定期的に開催している支援担当者会

議において通所しているお子さんの発達に応じた

適切なサービスの提供が受けられるよう担当保健

師も参加して情報交換を行っております。平成２

７年度から地区担当制を導入し、地区ごとに担当

保健師を配置、子育て家庭の置かれた状況や地域

の実情を踏まえ、適切な支援に努めております。

３歳児健診以降は定期的な健診は実施しておりま

せんが、継続支援が必要なお子さんには家庭訪問

や保護者の同意をいただき、園回りとして保育所

や幼稚園等の集団場面での成長を確認しながら、

就学まで切れ目のない支援体制の構築を図ってお

ります。

以上、申し上げました内容につきましては、一

目で名寄市の子育てに関連する情報がわかるよう

に、母子健康カレンダーやひまわり子育てガイド

ブックを毎年作成、内容を随時更新しながら、こ

んにちは赤ちゃん訪問や転入等の際に配布し、情

報提供を図っております。今後においても子育て

や子供の成長に喜びや生きがいを感じることがで

きるような子育てに寄り添いながら、妊娠、出産

期から切れ目のない支援体制の構築を図っていき

たいと考えております。

次に、小項目２の親子お出かけバスツアーにつ

いて申し上げます。子育て支援事業の一つとして

平成２４年度から実施しております親子お出かけ

バスツアーについては、ことしで５年目を迎え、

親子でお弁当を持参し、風連日進地区へバスで出

向き、同地区のお年寄りと交流を行っております。

平成２７年度の実績として８５０人の親子に参加

をいただいており、施設の行事として開催してい

る運動会や収穫祭、餅つきには毎回１００名を超

す多くの親子に参加をいただいており、参加者同

士の交流も図られてきております。お尋ねの親子

お出かけバスツアーの事業内容に関するアンケー

ト調査については、これまで単独では実施してお

りませんが、ことし２月に行ったひまわりらんど

利用者アンケートでは、施設の運営や子育て支援

に関する要望とあわせて親子お出かけバスツアー

を初めとする毎月の行事や講座についての希望な

ども伺っております。また、講座等を開催した際

にもアンケートを実施して利用者の声を伺ってお

りますが、バスツアーに対する要望としては御意

見がありませんでしたが、本事業も５年目を迎え

ましたので、改めて今後の事業内容の充実に向け

たニーズの聞き取りを行い、よりよいものとして

いきたいと考えております。

次に、小項目３のひまわりらんどの運営状況に

ついて申し上げます。当市の社会的な特徴として、

官公庁の職場が多いことなどから、転勤者も多く、

近くに子育てに関する相談相手が少ないなど、育

児が孤立化しやすい状況となっております。この

ため子育てに対する不安を抱えた母親やストレス

を感じたり、養育に悩んでいる方が気軽に利用す

ることができ、さらには同じ子育て世代同士が交

流しながら情報の交換ができる地域子育て支援の

拠点施設として平成２７年１０月２７日にひまわ
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りらんどがオープンいたしました。当市の就学前

児童については、約 ４００人のうち約５００人

が幼児教育や保育などを活用していないお子さん

となっております。現在ひまわりらんどには、４

１２組の親子に登録をいただいており、そのうち

３１６組の乳幼児が幼児教育、保育を利用してい

ないお子さんであり、子育て支援に係る交流の場

としてひまわりらんどが活用されております。

ひまわりランドの施設の状況といたしましては、

本定例会初日に御承認いただきました補正予算に

おいて吹き抜け部分の天井工事など一部修繕を実

施させていただくこととなりました。本年は、特

に暑さが続きましたが、ホールの室温について７

月から２カ月間の調査を実施しておりますが、乳

児室についてはエアコンを設置しており、暑さへ

の対策がとられておりますが、ホールにおいては

今夏緊急的に網戸と扇風機を設置して暑さを緩和

いたしましたが、ほぼ半数の日において一時的で

はありますが、３０度を超す室温となり、湿度も

高い状況となりました。暑い日については、屋外

の水遊びのみ利用されて帰られる方や利用を控え

られた方もいらっしゃったと聞いております。今

後の対策といたしましては、現在部内で検討中で

はありますが、新年度に向けて除湿も含めた室温

の管理を研究して、センターを利用する親子が快

適に過ごすことができる空間をつくっていきたい

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） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

名寄市の農業振興について、小項目１、地域農産

物ブランド化、原産地呼称管理制度についてお答

えさせていただきます。

国内においては、少子高齢化や輸入農産物の増

加による国内産農産物の需要縮小が懸念されてお

り、今後他産地との競争が激しくなることが想定

されます。名寄産の農産物については、これまで

安全で品質の高い農産物を生産し、市場から高く

評価をされておりますが、さらに消費者に対して

も名寄産の農産物を選んでいただけるようブラン

ド化、差別化を図り、ＰＲに取り組むことが必要

だと考えており、その手法として原産地呼称管理

制度の確立に向け取り組んでいるところです。

原産地呼称管理制度については、品目における

現状の栽培方法や出荷規格などを基本として基準

を設定し、味覚的な審査を組み合わせ、名寄産と

して認定する仕組みとしています。また、認定に

おける基準については市が設定し、認定の審査に

ついては別に設置し、審査結果に基づいて市が認

証する制度とする予定です。認定品目については、

今後関係団体と協議をしながら決定することとな

りますが、既に産地として生産体制が確立され、

国内外において名寄産をＰＲすることが有効と考

えられる品目を選出していきたいと考えています。

今後は、この制度を活用し、販売する際のＰＲと

して活用していただけるよう生産団体や生産部会

などと協議を重ねながら、制度の理解を深めてい

くとともに、内容を充実させていきたいと考えて

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、初めに大

項目３、冬季スポーツの拠点化事業についてです

が、小項目１の（仮称）スポーツコミッション構

想と協議会の設置について、小項目２の合宿受け

入れと施設整備については関連しておりますので、

一括して答弁をさせていただきます。

スポーツコミッションは、地方自治体やスポー

ツ、環境産業などの民間企業、各種団体等が連携、

共同し、スポーツの大会やイベント、合宿の誘致、

スポーツを通じた交流促進等による地域の活性化

とスポーツ振興を目的とした組織であります。本

市におきましても今後スポーツコミッションを設

立して、冬季の自然環境、施設整備、施設環境、

人材を生かし、冬季スポーツ大会や合宿、冬季ナ

ショナルトレーニングセンター等の誘致など名寄
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市まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策の一つ

である冬季スポーツの拠点化の実現に向けた取り

組みをより一層推進してまいりたいと考えている

ところであります。スポーツコミッションの設置

に向けた取り組みの第一弾として、今年度におい

ては大会合宿にかかわる受け入れ組織の立ち上げ

を行うこととしており、既に関係する各団体等へ

合宿誘致の推進に向けた取り組みやスポーツコミ

ッションの役割と将来的に大会合宿にかかわる受

け入れ組織を母体としてスポーツコミッションへ

と発展させていくことについて説明を行っている

ところであります。

また、１０月に独立行政法人日本スポーツ振興

センターが北海道へ委託している冬季スポーツの

ジュニア強化を目的とした事業、ウインタースポ

ーツコンソーシアム競技会が本市で開催されるこ

ととなっており、プログラムの一つに中心市街地

の市道を利用し、ローラースキーレースを計画し、

商店街を初めとする関係機関等との協議、調整を

行っているところであります。この競技会の開催

には、市民、商店街や関係各機関の皆様の御理解

と御協力を得なければ実現することはできません

し、競技会の成功がスポーツコミッションの設立

にもつながっていくことと考えているところであ

ります。このようなことから、今後スポーツコミ

ッションの設立を視野に入れながら、大会、合宿

にかかわる受け入れ組織の立ち上げのため、関係

する競技団体や体育協会、旅館業や商店街などと

協議を進めながら、各種事業を展開してまいりま

す。また、市民のスポーツに対する関心を高め、

大会合宿に参加する選手を歓迎し、応援する体制

づくりも進めてまいります。

次に、施設整備についてですが、冬季スポーツ

の拠点化を推進していくため、平成２７年度には

国の交付金であります地域活性化・地域住民生活

等緊急支援交付金を活用し、スノーモービルの更

新やクロスカントリースキーのコース整備用機器

を購入しました。また、平成２８年第１回定例会

で補正をしました地方創生加速化交付金を活用し

ての備品整備では、本年度スキー場整備のための

刈り払い機やトレーニング用のランニングマシン

を購入したり、大会運営のためにジャンプ台競技

システム及びクロスカントリースキー競技計時、

計測システムの借り上げ費に充てていきたいと考

えております。今後も大会や合宿を誘致していく

上で施設や備品の整備は随時行っていく必要があ

りますので、その際監督、コーチや選手のニーズ

にも応えながら行ってまいります。また、総合計

画の実施計画やローリングの中でも協議をしてま

いりますので、御理解をお願いいたします。

次に、大項目４、スポーツ振興と施設整備につ

いてお答えいたします。まず、小項目１のジュニ

ア育成にかかわる教育的配慮についてですが、本

年度のスポーツ少年団への加入状況は名寄地区１

８団体、風連地区５団体、計２３団体となってお

り、そのうち指導者登録は１０２人で、教職員な

どの学校関係者が１１人となっています。近年の

少年団の傾向としては、学校単位型の少年団であ

ります野球やバレーボールの団員数の減少が大き

く、その反面、学校の範囲を超えて活動している

少年団は団員数が横ばいから増加している傾向に

あります。このような少年団への加入状況の変化

から、過去には最も団員数が多かった野球少年団

においても市内３小学校で合同のチームをつくっ

ている状況にあります。また、学校関係者が指導

している少年団については、学校単位型の少年団

に限られるものであります。

議員からは、ジュニアの育成にかかわり、学校

関係者が指導者として積極的に関与し、加入して

いる団員はもとより、保護者も含めよりよい人間

関係を構築していく、またすべきという御意見と

考えておりますが、先ほど述べましたように学校

単位型のスポーツ少年団が少なくなってきている

現状や学校関係者が勤務している学校で指導する

という従来の枠組みではおさまらなくなってきて

いることを考慮すると、学校関係者の指導者確保
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も必要と思いますが、少年団の指導者の確保につ

いては地域全体で取り組んでいかなければならな

い課題であると考えているところであります。た

だ、現在も熱意を持って積極的に指導に当たって

いただいていたり、少年団と団員の連絡調整に当

たっていただいている学校関係者もいることから、

今後も関係学校と連携しながら現実に指導してい

る学校関係者が転勤した後任には指導可能な方を

配置するなど人的な面で配慮していきたいと考え

ておりますので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目２、名寄市風連球場の改修整備に

ついてお答えいたします。名寄市風連球場につき

ましては、昭和５４年に設置され、平成１１年の

改修を経て現在の球場として使用されております。

昨年には、球場トイレの男女別室洋式化修繕と本

部席屋根の改修修繕を行い、それぞれ利用者の利

便性を図らせていただきました。名寄市の野球人

口の動向では、人口減少、少子化などに伴い野球

人口が減少しているのが現状で、市内少年団野球

チームも統合が進み、かつては６チームが活動し

ていましたが、現在では３チームまで減少してお

り、また中学校においても風連中学校と下川中学

校が合同チームで活動している状況にあります。

施設を使用するに当たり、安全が第一であること

は言うまでもありませんが、改修費も多額となる

ことから、利用者への注意喚起にとどまっている

のが現状であります。本市といたしましては、ス

ポーツ活動を通じた競技力向上、青少年の健全育

成等の観点から、スポーツ施設整備は重要である

と認識しております。しかし、大規模改修は財源

確保が必要であり、市全体の公共施設の整備計画

との関係、スポーツ施設の老朽化や機器更新の状

況、利用状況、競技団体からの要望などを考慮し、

施設整備をしてまいりますので、御理解をお願い

いたします。

また、本市は２つの市営球場を有しており、球

場の改修や運営等今後の球場のあり方についても

関係する皆さんとも検討していく必要があると考

えております。

以上、私からの答弁させていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁いただ

きました。ありがとうございます。再質問を幾つ

かさせていただきたいというふうに思います。

まず、子ども・子育ての部分でありますけれど

も、保健師さんが子供の成長に携わってきて、い

ろいろ先ほどもこのガイドブック、それからカレ

ンダー等に事細かく年齢に応じた形の中でのかか

わりといいましょうか、受ける事業がたくさん載

っていまして、それに伴って保健師さんが携わっ

ているというふうに理解をしておりまして、この

ようにしっかりとした体制を整えてくれていると

いうことについては非常に理解をしていますし、

親御さんの不安解消につながっているというふう

に思っておりますので、これからも引き続きよろ

しくお願いしたいというふうに思います。

それで、中で先ほどの数の中でも出ましたけれ

ども、３歳児健診のときの対応として、今保育に

欠ける状態の保育所と、それから子供を教育とい

う形で幼稚園に通わせていると。我々の時代です

と四、五歳児が通うとかという状況でしたけれど

も、今はもう３歳からそういう形で集団の中で生

活をともにするということが当たり前の時代にな

ってきているというふうなことでありまして、こ

のことから３歳児健診が３歳３カ月か４カ月ぐら

いで行われると思うのですけれども、そのときに

親御さんから話を聞くと、大体集団生活というの

は保育所とか幼稚園に通っている、通っていない、

先ほどもお話の中で５００人くらいいて、そのう

ち４１２名がということだったというふうに、ち

ょっと数値的に思うのですけれども、実際に健診

のとき３歳児の全体のどれくらいのパーセントと

いいましょうか、集団保育されていないというか、

そしてそのされていない保護者にやはりこの子は

集団の中で少し生活させるほうがいいよなという

ふうに思われる方もいると思うのです。その辺の
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働きかけだとかいうふうな部分について少しお知

らせいただきたいと思います。

それと、親子バスツアーについては非常に人気

が高いというふうなことで、いい事業をこの５年、

５年目になるわけですけれども、展開しているな

というふうに思いますし、先ほどもアンケート調

査は特にそのことでは実施していなくて、ひまわ

りらんどの中での全体の中であわせてしていたと

いうことでありますけれども、５年迎えることか

ら改めてアンケート調査を実施するというふうな

ことでありますから、それをしっかり検証して、

つなげていっていただきたいなというふうに思い

ます。

それと、ひまわりらんどの状況なのですけれど

も、私も見て、夏の朝大変だったのです。ですか

ら、その中でやはり内部で除湿対策といいましょ

うか、空調に関する部分として進めるというふう

な話が出ていたと思いますが、これ始めてまだ１

年たっていないのですけれども、おおむね１サイ

クルというふうなことですから、それら本当に厳

しい状況であることをしっかり受けとめていただ

いて、しっかりとした暑さ対策をしていただきた

いなと。施設は風通しが悪いのです。もともとい

いところと言ったらおかしいですけれども、風が

抜けるような状況で窓が設置されていませんから、

風が抜けないということもあって、それが影響し

て相当湿度が高くなっているのかなというふうに

は思われますけれども、それらのことも含めて対

策を講じてくださるということですから、これは

しっかりと対策を講じていただきたい。

職員の配置で、現在３名なのです。私見ている

と、３人のうち正職員が１人、臨時職員が２人、

１人はコンシェルジュということで、資格も持っ

ていらっしゃるので、一緒に指導に当たっている

という状況ではありますけれども、お母さん方か

ら相談というふうなことになったら別の部屋で相

談を受けるということになりますから、２名にな

ってしまうと。それと、先ほども話もありました

けれども、屋外でのこの暑さに耐えるのにプール

で遊ぶとか、そのほか遊具は外にありますから、

それらを利用して遊ぶわけですけれども、それら

の職員がどういうふうに携われるのかという部分

でいうと、３名は非常に厳しいというふうに思っ

ていますので、このことについて今後どうお考え

なのかお聞かせ願いたいと思います。

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） まず、最初の御

質問であります３歳児健診時の集団生活の利用状

況の聞き取り調査についてでございますけれども、

名寄市におきます子育て支援の一環として、そう

いう聞き取り調査を行ってきております。幼児期

につきましては、社会性ですとか生活習慣が発達

する重要な時期であると捉えておりますので、子

供の発達にとって集団生活がいかに重要であるか

ということをお伝えしながら、育児の孤立化を防

ぐこともあわせて、そのような目的において聞き

取りの調査をさせていただいているところであり

ますが、平成２７年度の３歳児の健診につきまし

ては名寄会場、風連会場を合わせますと１４回実

施いたしまして、対象者が２６０名、うち２５８

名が３歳児健診を受診されております。未受診の

２人につきましても保育所ですとか家庭訪問で確

認はとらさせていただいております。２７年度の

集団生活状況調査では、集団活用なしとお答えに

なった方が１ ４％ございました。集団を利用し

ないで自宅で養育を希望される保護者の方もいら

っしゃいますので、１００％全ての方が就学前に

集団生活を活用されるということはなかなかなら

ないという場合もございますけれども、３歳児健

診時以降は経過観察が必要な子供につきましては

地区の担当の保健師が継続支援を行っている状況

でございます。毎日の通所にはこだわらないで不

定期な形でも、そういうような活用も含めまして

勧奨を行っているというところであります。議員

からも先ほどありましたひまわりらんどの活用も

大変有効であると考えておりますので、そちらの
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御利用も勧めているようなということであります。

それから、２つ目の親子お出かけバスツアーに

つきましては、おっしゃるとおり５年目を迎えま

したので、さらなる事業の充実に向けまして利用

者の御意見をいただきたく思いますので、アンケ

ート調査等実施をさせていただきたいと思います。

それから、ひまわりらんどの暑さ対策につきま

しては、現在部内で検討中ではございますが、来

年の夏に向かいまして湿度関係も含めながら、暑

さ対策、快適な環境で親子に過ごしていただける

ような取り組みを検討させていただきたいと考え

ております。

それと最後に、ひまわりらんどの職員体制の部

分でありますけれども、ひまわりらんどにつきま

しては親子でお出かけいただく場所でありますの

で、一人一人の幼児の皆さんを職員が必ず１人ず

つ見守らなければならないという状況の施設では

ございませんけれども、議員から御指摘ありまし

たようにそれぞれ外の部分、それから文化センタ

ーの部分で職員が分散した場合に職員の体制が少

なくなるということもございます。そのような場

合は、臨時的に１名を増員いたしまして４名体制

では行っているところではございますが、たださ

らなる安全、安心なそういう環境を提供するため

にも今部内で検討させていただいておりますが、

組織機構について今後の課題として検討を進めさ

せていただきたいというふうに考えておりますの

で、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） いろいろ考えてくださ

っているということですから、それが親御さんの

安心につながるということになると思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。

次に、原産地の呼称管理制度についてお聞きを

したいと思います。先ほど認証、この設置の目的

というのはわかるのです。やはり地域と差別化を

して、名寄市でいい農産物を生産されているから、

そのブランド化を図っていくためにも含めてこれ

は必要なことだなというふうには理解はしている

のですけれども、たしか去年から進めていますけ

れども、まだ実際に品目が定まっていない。基準

もこういう基準でやるというふうなこともまだ恐

らく決まっていないと思うのです。先ほどの答弁

でいうと、基準は市でというふうなことでありま

すけれども、協議会方式をとっていらしたと思い

ますから、そちらで恐らく基準について話し合わ

れて、この基準を決めるのかなというふうに思い

ますけれども、実際に私が気になっていたのは認

証は誰がするのかなと思ったのです。その認証は、

先ほどの答弁では行政が行うということだったと

思いますが、よろしかったですか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 認証につきましては、

認証機関としてそこに、今認証機関というのは名

寄市の農業振興対策協議会を想定していますけれ

ども、その中に審査する部会を２つ設けようとし

ています。品目審査を部会という形の中で、書類

だとか品質検査だとか、そういった基準に合って

いるかどうかということを審査する部会ともう一

つが味覚というか、食べてみておいしいというこ

とも含めてそういった部会で御検討いただいて、

認証機関であります農振協の中で認証をいただく

と。その認証したものを名寄市に報告して、名寄

市が決めるという、認定登録するということにな

るのだと思いますけれども、そんなスキームで今

ちょっと考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 認証という、基準とい

うのは、まだだから決まってはいないのですよね。

農振協で決めるということで、こういう例えば残

留農薬のトレーサビリティー制度というのがあり

ますから、これは必ず受けなければだめだよとか

いうふうな、１つたがはめる部分として基準とい

うのを設けるのでないかなというふうに思うので

すけれども、その中で農振協の中に実際に農協も

入っていますから、私が気になっているのは要す



－100－

平成２８年９月２１日（水曜日）第３回９月定例会・第３号

るに承認して認証を与えるのはどこなのかという

ところで、農振協だとしたら自分で申請して自分

で認証を出すというようなことになりかねないの

かなという感じがしています。実際には、多くの

農産物は農協が系統出荷していますから当たり前

の話だと私は思うのですけれども、その辺の部分

について誤解を招かないような形の中で対応すべ

きでないかなというふうに思っているのです。そ

のことについてもお話をいただければなというふ

うに思いますけれども、今まで生産物、生産して

いた人はいろんな形でその生産物を市場に出すわ

けです。出し方としては、系統出荷という部分も

ありますし、細かくは産直とか、それからインタ

ーネットで販売しているとか、いろんな部分はあ

ると思うのですけれども、そういう部分で小ロッ

トの部分についてはこれ認証の対象にならないの

かなという感じも実はしているのです。ですから、

そうなると認証を与えるということからすると、

認証をもらえなかった人とのこの弊害といいまし

ょうか、これはどうなのかなという素朴な疑問が

あります。実際に名寄の表玄関である風連のとこ

ろの道の駅、あそこも毎日今の時期ですと多くの

方々が御利用されて、産直を利用されているので

す。そこでどうなのかというところも素朴に思う

のです。その辺の部分についてどんな考え方をお

持ちなのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 認証の関係で御質問

いただきましたけれども、先ほど若干説明させて

いただきましたけれども、その品目別の審査会を

部会を設けて、そういう審査会を設けるというこ

とでございますので、その中には全く第三者、例

えば大学の方ですとか、料理の方とか、そういっ

た部分を予定していますので、そこでの一定の審

査基準を満たして審査することによって、そうい

った分では担保されるのかなというふうには考え

ているところでございます。

それと、当然生産者への認証する、しないとい

うふうになりますと、そういった御不安もお持ち

だというふうに思います。特に今申請する者とし

ては、販売する方、販売者ということでございま

す。でありますので、例えば生産団体だったり、

インターネットで販売する方だったら、その個人

が認証をいただくというふうに申請していただく

というふうに考えております。その中で今議員か

ら御指摘いただいた、例えば道の駅で認証された

ものとされていないものが並ぶという場合どうな

のだろうという御意見をいただきましたけれども、

それはあくまでも個人が一定の基準で審査を申請

をしていただくものなので、そういうものが出て

くるのは当然あるのかなというふうには考えてお

ります。そういった中で、いずれにしてもそうい

うことが想定されますので、生産者も含めてよく

内容を説明しなければいけないというふうに思っ

ています。その中で今そういった基準だとか、御

指摘いただいた弊害だとか、想定されるものにつ

いてはある程度まとめて生産者にやっぱりよく御

説明して、この線なら御理解いただいた中で進め

ようというふうに考えてございますので、いまし

ばらく時間がかかるかなと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） いろんな方から話を伺

ったりする中で心配している部分があるものです

から、その辺しっかりしていただければ、この制

度はいい制度と私は思っていますから、しっかり

と誤解を招かないような形で作業を進めていただ

きたいというふうに思います。

次に、冬季スポーツの拠点化に関して何点か質

問させていただきます。それこそ阿部雅司さん、

アスリートに名寄に来ていただいて、そのことに

ついて招聘をすることを市長が決めて、そして本

人も名寄に来ることを決断をしてくれたというこ

とについては本当に敬意を表することだなという

ふうに思っています。私たちも拠点化に関する部

分も含めていいことだと思っていますので、応援
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をしたいというふうに思っております。

その中で危惧する部分があるので、幾つか質問

をさせていただきたいと思います。先ほどの部分

でいうと１０月に、１６日でしたか、行われるコ

ンソーシアムローラースキー、これはいいことだ

し、周りもみんな協力してくださるということは、

それは理解をしております。ただ、拠点化事業、

大会、合宿含めたトータルで考えていく中で、ま

ずは冬季に限っていくわけですから、冬季の各種

団体、そしてその頂点にあるのは体協さんという

ことで、そちらとの話し合いといいましょうか、

こういうことで進めたいと思っているということ

をお伝えをしながら、いろんな形の中で問題提起

があったり、課題解決のためにどうしたらいいの

かとかやっていると思うのですけれども、その部

分について先ほどは進めていますというお話でし

たけれども、どの程度まで進んでいるのか、もう

一度お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 御質問ありました冬

季スポーツの拠点化を進めるに当たって、当然議

員おっしゃるとおり体育協会だったり、競技団体

との連携、一緒に足並みをそろえて進んでいくと

いうのが大切ということで考えております。昨年

１０月に名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略

策定するに当たって、私どもは担当のほうで体協

のほうに行きながら、ある程度の素案ができてか

らの話もありますけれども、足を運びながらもこ

ういう形で市として総合戦略にのせて拠点化、あ

れは交流人口、定住人口の拡大の一つとしてのス

ポーツの拠点化、ジュニア育成等のいろんなもの

が入っていましたけれども、こういった事業を進

めていきたいという話もさせていただいて、１０

月にも策定されて進めてきました。昨年の１１月

には、合宿の受け入れをやっぱり組織をしていか

なければならぬという中で、関係する皆さんにお

集まりいただきながら、２７年度の冬季のスポー

ツのこういった合宿なり大会の状況だったり、さ

っき言った総合戦略の中身であったり、今後この

ように進めていきたい、ちょっと具体性には欠け

ていたかもしれませんけれども、そういったお話

もさせていただいた中にも体育協会も入っていた

だきながら進めてきています。その後については、

各種大会等の中での進めの中で特化しての話とい

うのは春になってから、２カ月に１回ほどちょっ

と状況も確認しながらというふうに担当から聞い

ていますけれども、今回のウインターコンソーシ

アム事業も、競技会もそうですけれども、そうい

った事業を進める中で抱き合わせていろんな協議、

話をさせてもらっているという状況で、それに特

化して集中的にやっているという状況にはなって

いませんけれども、いろんな機会を通じながら、

意見を聞きながら進めてきているという状況であ

りますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 今お話をいただいてい

ますけれども、実際スポーツ団体の中ではそうい

う理解には至っていません。ですから、そこが大

事なのです。これと同じように市内の旅館、ホテ

ル、ここも同じだと思うのです。ですから、春に

１度説明に来ました。それだけです。これでいい

のかなと私は思うのです。そうではない。こうい

うふうなことを総合戦略の中でも盛り込み、そし

て２次総計でも３つのうちの１つで目玉として出

そうとしているということを考えると、やはりし

っかりとした形でまず固めて、それからいろんな

人に、その固めるというのはスポーツ、冬季に限

ってですから、冬季スポーツの団体といろいろ話

をして、どんなことが必要なのか、それから大会

誘致に関する部分、合宿に関する部分、どんなこ

とがあるのかと。いろんな課題を提起を受けて、

それをどういうふうに解決をしていきながら、で

は名寄としてどうつくっていくのかということだ

と思うのです。ホテルや何かもそうだと思うので

すけれども、ことしの２月に全中ありましたよね。

その全中の大会の中で、名寄の実際に使っている、
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宿泊した数とか押さえていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 各種大会、合宿にか

かわる数値については、基本的には宿泊数をベー

スにしてカウントしていますので、そういった形

で押さえて確認はしています。今回の行政報告に

もことしの夏期間の数字を各ホテル、旅館を回っ

て確認させてもらっていますし、１０月に向けて

も一つの実績も含めても確認していきたいと思っ

ていますので、そういった状況の中で確認をして

いきたいと思っていますが、今ことしの２月の段

階の数字を用意していませんので、申し上げられ

ませんけれども、基本的にはそういった数字を出

すには宿泊数になりますので、そこの旅館との数

字を確認しながら進めてきているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 実際には３５０です、

名寄に泊まったのは。北は音威子府、南は剣淵、

西興部まで、エリアで２７０名。そのほか名寄に

泊まれないし、地域に泊まれないから、旭川に、

そういう状況だったということを私はお聞きして

います。そういうことを踏まえて考えると、来年

の３月ですか、ジュニアオリンピックが五、六百

来るわけですから、そのことを考えるとどういう

ふうにするのかなと。それと、春に、春といいま

しょうか、予算委員会のときにこの事務局を立ち

上げるに当たって受け入れ態勢の整備を図るとい

うことで御答弁いただいたと思うのですけれども、

その部分についてはどういう組織が立ち上がった

のか教えていただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 昨年から受け入れ組

織の必要性を話しながら立ち上げるという、今年

度の大会、１２月始まりますから、それに向けて

やっぱり必要性もあるので、立ち上げていかれる

という話をしてきたというふうに思っています。

先ほど議員からも御指摘ありましたように、旅

館業でいえば４月に説明会をして、その後引き続

き継続して足を運べていない状況というのは反省

をしている点であります。ただ、先ほど言いまし

たように７月の宿泊状況の調査であったり、９月

末の実績の調査も行う予定でありますので、その

中でもコンソーシアム事業の、そして来年の開催

のジュニアオリンピックカップの話もさせてもら

いながらきているところでありますけれども、そ

ういった面では時期が来て、今コンソーシアム事

業と抱き合わせになっている部分がありますので、

どういった、どこのエリアでつくるかというのは

しっかり近々に判断をしながら、形だけではだめ

だというふうに思っていますので、それは議員も

そういうふうに思っていると思いますので、やっ

ぱり実質的に機能できるような組織、そこはどこ

の団体からスタートするかというところは、こと

しの大会や合宿が入ってくる時期に向けては体制

を整備していかなければならないというふうに考

えています。その点については、また御意見もい

ただきながら進めていきたいと思っていますし、

そういった組織をつくりながら広げていく、拡大

していく、そして事業も進めていく。そして、将

来的にはスポーツコミッションにつなげていけれ

ばという、そういった構想を持っているところで

あります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） そういう中でスポーツ

コミッション協議会の立ち上げをできれば１０月

にというようなことで御答弁いただいたと思うの

ですけれども……１０月とは言わなかったか。先

ほどの答弁の中でスポーツコミッション協議会に

ついて触れられましたよね。この部分についても

やはりこれはしっかりとした理解がないとできな

い部分だと思うので、まずは一番核となるところ

というのはスポーツである。冬季スポーツの団体

であり、そして宿泊が必要ですから旅館、ホテル

であり、そこらとしっかり協議をし、そこで固め

て、それからある意味いろんなそれに関連する部



－103－

分と共同で進めていく。オール名寄で進めていく

というのは、そういうふうにつながっていくのだ

なというふうに思うのですけれども、協議会をつ

くることを意識して先走ると、私はなかなかうま

くいかないのかなというふうに思っているのです。

それが危惧するところなのです。ですから、やは

り町場に理解を求めなければならないということ

と、それから市民周知という部分で、合宿の部分

でいうと名寄に今どこのチームが合宿に入ってい

るか、大学なり高校なり社会人なり、そういうも

のってわからないのです。それをわかっていただ

くように何か掲げるというか、そういうふうな形

で考えることではありませんか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 前段に話がありまし

たスポーツコミッションにつきましては、これは

急いでつくろうというふうには思っていません。

言われるようにしっかりとした土台となるものが

あって、スポーツコミッションは自主運営もある

程度しなければならぬという組織でありますので、

いろんなイベント、スポーツに限らずイベントも

含めながら、そういった収益を上げるということ

も１つにありますので、やっぱりしっかりとした

研究もしながら進めていきたいというふうに考え

ておりますので、御理解をお願いしたいと思いま

す。

今ありました合宿、大会が来たときに選手さん

がどこが来ているかというような市民周知の部分

だというふうに思います。士別市では、スポーツ

センターと何カ所ですか、やっております。その

必要性は私も十分にあるというふうに思っていま

すし、その効果もあるというふうに思っています。

ただ、どこの場所にどういったターゲットという、

例えば選手に向けてやるのか、市民に向ける、そ

ういったこともありますので、いろんな御意見を

いただきながら設置に向けてはしていきたい。時

期はちょっと今明確に言いませんけれども、必要

性は感じますので、議論は進めていきたいという

ふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） まずは、スピードを持

って対応してもらいたいと思います。ただ、急ぐ

といろんなことあると思いますから、今スポーツ

コミッションの協議会立ち上げについては急いで

いませんということですから、それでいいのかな

と。体制が整ってからでお願いしたいなというふ

うに思っています。

それと最後に、風連球場の整備に関する部分で

ありますけれども、市長にちょっとお聞きをした

い。なかなか財政的な部分とか、いろいろお話と

いいましょうか、答弁にありましたけれども、現

実そんなに、名寄市営球場と風連球場と両球場を

使って進めているということで、片方ではできな

いという部分ではあるのは確かなのです。それと、

実際風連球場の部分については、私もずっと使っ

ていて余り意識しなかったのですけれども、考え

てみたらコンクリなのです、塀というか。聞きま

すと、昔には事故もあったというふうにもお聞き

をしていますし、やはりこれ本当にそういう形で

進めてもいいのかなと。事故防止の観点から、や

はりこれは何らかの対策を講じなければならない

のではないかなというふうに思っておりますので、

その辺について市長の御見解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） 議員からは、前回の質問

のときに高校の公式の野球場どうかということで、

なかなか厳しいかもしれないと、そういうお話を

させていただいたのですが、今回は小中学校の大

会が今名寄に集中をしているという状況があると

いうようなことも含めて、名寄、風連が非常に使

う頻度が、特に風連が高くなっていると、こうい

うことだということを改めて私も認識をさせてい

ただきました。コンクリートの壁がどのような危

険性があるのかということも私もよく承知してい

ない部分もありますので、この辺も野球連盟の関
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係者の皆さんや、また頻度の状況、皆様ともまず

は協議をしていく必要があろうと。その上で今い

ろいろなスポーツは特に施設整備も含めてお金が

かかることが結構山積しているということもあり

ますので、優先順位の問題もありましょうけれど

も、御提言をしっかりと受けとめて、各競技団体、

そして庁内でも検討していきたいというふうに思

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） 以上で塩田昌彦議員の

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０４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。

避難行動要支援者の避難と救済支援について外

３件を、高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） まず初めに、今回台

風の災害で亡くなられた方々の御冥福をお祈りす

るとともに、被災地で被災されている方々の早急

の被災の復旧をお祈りをいたします。

議長の御指名いただきましたので、通告順に従

い質問をしてまいります。まず、災害時避難行動

要支援者の避難、救済支援についてお尋ねをいた

します。地球温暖化で気候が大きく変わることに

よりゲリラ豪雨が各地で起こり、大きな被害をも

たらしているのが現状であり、地震や台風、ゲリ

ラ豪雨、同じ時期に発生したら一体どうなるのだ

ろうか、想像を絶する大被害をもたらすことは当

然であります。しかしながら、どこまで防災対策

がとられているのか問いかけてみると、行政や各

個人が十分だと言えないのが現実ではないでしょ

うか。最近台風の被害を見ても、行政はどの自治

体も想定外だったという声が毎回のように聞かれ

ます。防災行政の本質は、どこまでが行政の仕事

であり、どこからが住民自身の責任なのか、その

線引きは大変難しいものがあります。しかし、社

会というものは強い人も弱い人も健康な人も病気

の人も、そして体の不自由な人もそうでない人も

全ての人が同じ住民として社会で連携し、支え合

って生きていくためにあるものではないでしょう

か。そして、行政や地域社会が自助ができる健常

者は後に回してでも、まず一番困っている人たち

に手当てをしていくという考えが基本になってい

かなくてはならないと考えております。したがっ

て、災害になると一番弱い立場にある人に対して

一番配慮しながら対策を進めていくことがとても

重要となっております。災害に対しては、最も弱

い立場である人たちに対してどのような支援が必

要なのか、また支援の質、量、そして体制の取り

組み方等に災害時避難行動要支援者を軸とした対

策をしっかり立てていれば、そこにおのずと健常

者である住民の支援も見えてくるのではないでし

ょうか。防災行政における災害時避難行動要支援

者対策がこうして可視的になると、防災対策も具

体的になり、防災行政における自助、共助、公助

についても種々の約束事が決まってくるのではな

いでしょうか。つまり災害時避難行動要支援者対

策は、防災行政の鍵であります。このような観点

から、災害時避難行動要支援者の避難と救済対策

について質問をいたします。

台風、ゲリラ豪雨、暴風雪、地すべり等によっ

て人身被害を防止するためには、高齢者、身体障

害者、知的障害者、精神障害者、妊産婦、乳幼児、

児童等の多様な要支援者を早期に発見し、避難を

支援することが重要であります。災害時避難行動

要支援者への支援方策は、一人一人が多様であり

ますから、考えれば考えるほど複雑となります。

同じ身体障害者といっても視覚障害者もいれば聴

覚障害者もおられます。手足が不自由な人もいれ

ば体の内部の障害もおられます。一人一人の状況

が違うため、一般的な対策はなく、今後高齢化社

会になってますます増加傾向になることが予想さ

れますが、災害時の避難行動要支援者への支援方

策の理事者の御見解をお尋ねをいたします。
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次に、災害時避難行動要支援者の安否の確認や

支援をするため、災害時要支援者名簿が効果的に

活用されているのかという疑問があります。災害

時避難行動要支援者の名簿を作成して、その名簿

を有効に活用して誰が誰を支援するかを明確にし

ていかなくてはなりません。個人情報なしに地域

の防災を高めることは不可欠であります。しかし

ながら、災害時避難行動要支援者であることは、

個人情報、プライバシー情報であるため、この情

報の保護という課題が常に壁となっているわけで

あります。災害時避難行動要支援者の登録と情報

の共有の範囲が限られていて、効果的に活用され

ていないのではないかと考えられますが、災害時

避難行動要支援者の安否確認と支援について理事

者の御見解をお知らせいただきたいと思います。

市役所や地域、知らない人には情報を提供した

くないという理由で災害時避難行動要支援者名簿

に登録したくない人がいるのであれば、その人と

一番親しい人に対してだけ情報を提供するという

考えもあります。名寄は手挙げ方式ですが、支援

者に対して災害時に誰に支援してもらいたいのか

確認し、その人を支援員として登録する。その人

に情報を伝え、災害時には登録した支援者に連絡

が行くようにしていく。支援者が必ず災害時避難

行動要支援者の支援をする方法もあります。また、

どうしても救助をしなければならない、連れて逃

げなければならないと考えると、地域の人は身を

引いてしまう可能性もあります。難しいことはし

なくてもよいです、とりあえず無事かどうかを、

いるかどうかを、いないかどうかを確認してくだ

さい、救助活動も大事なこともありますが、救助

活動は消防署、消防団、自衛隊などプロがやるの

で、町内会、自主防災組織に連絡をしてください

など負担を軽くすることも大切なことと思います。

災害時避難行動要支援者と地域支援員の登録促進

について理事者の御見解をお願いをいたします。

要介護高齢者や障害者が利用している居宅福祉

事業者との連携についてお尋ねをいたします。居

宅福祉事業者との協定を結び、居宅福祉事業者が

自分たちの施設に通っている方々の安否の確認や

支援を行っていくことも支援者の安否確認、支援

方法の一つであると考えております。居宅福祉事

業者との連携について理事者の御見解をお願いい

たします。

何のために災害時避難行動要支援者情報を収集

し、共有し、名簿をつくるのかといえば、困って

いる人に対して、避難行動要支援者への避難支援

を具体的に一人一人つくっていくためにあると考

えております。支援者に対して災害時に誰が安否

の確認をし、そのときに誰が手助けをして、そこ

にどのようなものが用意をされていて、本人は何

を持っていき、どこの保健や医者につなげていく

のか、具体的なプランを一人一人につくっていく

ことが必要ではないかと考えております。災害時

避難行動要支援者の避難支援プランの作成につい

て理事者の御見解をお願いいたします。

災害時避難行動要支援者は、行政が催すイベン

トや講習会、講演会、防災訓練など、ふだんは家

の中で静かにして余り参加をしていません。ある

高齢者は、ひとり暮らしをしていまして、班長の

番が来たのです。ひとり暮らしで歩くことがおぼ

つかないため、班長ができないと町内会に言いま

した。でも、町内会ではだめだということで、町

内会を退会されました、その方は。このように災

害時に一番困ってしまうこともあります。その対

応を考えていかなければなりません。町内会未加

入の避難行動要支援者対策について理事者の御見

解をお願いをいたします。

大きい項目その２、被災者台帳、被災者支援シ

ステムの導入についてお尋ねをいたします。被災

者台帳とは、災害が発生した場合、被災者の援護

を総合的かつ効果的に実施するために基礎となる

台帳であります。災害対策基本法第９０条の３第

１項に市長が作成すると書かれております。災害

対策基本法第９条の３第１項、被災者台帳の考え

について理事者の御見解をお願いをいたします。
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被災者台帳を導入することによって、被災者の

状況を的確に把握し、迅速な対応が可能となりま

す。被災者が何度も申請に行かずに済む等、被災

者の負担軽減にもなります。そのため近年東日本

大震災、広島土砂災害、熊本地震等々の大規模災

害に被災者台帳の確認が高まっておりますが、こ

の作成は必ずしも進んでおりません。こうした実

態を踏まえ、内閣府防災担当は平成２０年度被災

者台帳調査業務報告書を取りまとめ、地方自治体

に対して先進事例と導入支援実証報告及びチェッ

クリストを提示をしております。この内閣府の報

告書において被災者台帳の先進事例の一つとして

取り上げられている被災者支援システム、１９９

５年に阪神・淡路大震災の壊滅的な被害を受けた

ときに兵庫県西宮市が独自で職員が開発したシス

テムであります。現在地方公共団体情報システム

機構の被災者支援システム全国サポートセンター

において全国の地方自治体に無償で公開、提供を

行っております。被災者支援システムの全国サポ

ートセンターの活用の理事者の御見解をお願いい

たします。

このシステムは、最大特徴は家の被害だけでな

く、被災者を中心に置いている点であります。住

民基本台帳をデータとしてベースに被災者台帳を

作成し、それをもとに罹災証明書等々、支援金、

義援金等々を交付、救援金、物資の管理、仮設住

宅入居等々の被災者支援に必要な情報を一元化管

理するものになっております。被災者支援システ

ム全国サポートセンターの活用について理事者の

御見解をお願いをいたします。

次に、大きい項目３項め、除排雪のあり方につ

いてをお尋ねをいたします。もうそろそろ雪が降

り、１２月の定例議会でと思いましたが、１１月

初旬には除排雪業者との説明会等々が開催される

と思います。そのため現状の市民の皆様からいた

だいている声を除排雪体制に反映していただくた

め、今回は質問を取り上げさせていただきました。

昨年も除排雪にはいろいろと苦情等があったと聞

いておりますが、本年度除排雪体制の考え方につ

いてをお知らせをいただきたいと思います。

市道排雪は、町中、北地区から始まり、最後は

南地区、東地区、ことしは逆の排雪対策に変える

考えと、また排雪助成の中で指定業者は朝早くか

ら除雪作業をやり、日中はロータリーで排雪作業

をやり、夕方５時以降に個人の排雪助成を行って

おります。小さい企業、建築業、塗装業、水道、

電気業者の方々も小型ダンプ、ショベルを持って

排雪を行っております。この小型のショベルの助

成の考えについて、また排雪作業の方法について

お知らせをいただきたいと思います。

交差点での雪が高く積もり、相手の車が見えに

くいというお話があり、事故がなくなるために昨

年から積み上げ作業が行われていると思います。

交差点や道路を広くしていくといいますが、交差

点、道路を広くする効果が余り見られないという

市民の意見が聞かれます。また、個人が道路を除

雪に来た雪を軽トラックにロータリーで積んで雪

投げ場に投げるとき、市の街角にある排雪場に投

げさせてくれれば効果がいいのに、排雪場に雪を

投げられないのかという声を聞きます。また、名

寄には道幅１１メートルのところが指定ですが、

１１メートルのないところがあり、一方通行の除

雪のため、片側にだけ雪が多く積もると。１日ご

とは大変だから、週または月ごとにでも反対回り

ができないのかという声をお聞きします。市民の

除排雪への作業への配慮の考えについて御見解を

お願いをいたします。

最後に、大きい項目４点目、大雨になり道路排

水の安全対策についてお尋ねをいたします。８月

１７、８月２０、２１、大雨が降り、名寄市内の

排水設備等々のない道路では防じん舗装で何度も

積み上げた舗装により、横の素掘り側溝や住宅の

前に低い場所に水がたまり、市民からどうにかな

らないかという苦情が殺到いたしました。このた

め大雨による道路の排水対策について理事者の御

見解をお願いをいたします。
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以上、壇上での質問を終わらせていただきます。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時１６分

再開 午後 １時１６分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま高橋議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１及び大項目の２につきましては

私のほうから、大項目の３及び大項目の４につき

ましては建設水道部長からの答弁となりますので、

よろしくお願い申し上げます。

初めに、大項目の１、避難行動要支援者対策に

ついて、関連でありますので、小項目の１から３

まで一括して申し上げたいと思います。避難行動

要支援者への支援方策につきましては、平成２６

年４月の災害対策基本法の一部改正の施行前には

災害時要援護者に係る支援制度として取り組んで

まいりました。従来の災害時要援護者支援制度に

つきましては、町内会を通じ支援を希望する方の

同意を得て支援を受ける本人及びその避難支援者

を登録するものでありまして、現在は避難行動要

支援者登録制度に引き継ぎがされております。具

体的な避難支援につきましては、支援する方と支

援される方の登録が必要でありますが、従来の災

害時要援護者の登録制度におきましても全ての方

々の支援者が確保されているわけではございませ

んでした。平成２７年３月以降につきましては、

災害時要援護者以外の避難能力の劣る方、いわゆ

る避難行動要支援者の方々を含んだ支援対策が求

められており、リスクの高い地区を優先して取り

組む必要があり、特に平常時の状態確認などが大

変重要であるとされております。

先進事例としての避難支援の具体策といたしま

しては、初動における町内会などの自助、共助に

よる避難支援のほか、災害時の避難行動要支援者

名簿の外部提供を想定し、一部の関係機関にも平

常時から提供を行うこととされております。災害

時の応急的な対応を想定した平常時の対応や計画

づくりが大変重要でありますが、８月２０日の対

応では実際に関係機関とのやりとりで名簿の共有

を図り、一部具体的対策を検討する場面も生じた

ところでありますが、今後は名簿を活用した平常

時からの避難支援の検討が求められているところ

であります。ただいま申し上げましたように、防

災部局以外での活用も重要視されますことから、

個人情報の外部提供のあり方などを含めて対応を

検討してまいります。

また、避難行動要支援者の安否確認につきまし

ては、平成２７年度から地域防災計画に避難行動

要支援者班を新たに設けることとしており、災害

時にはこれらを担当する職員によって安否確認を

行うこととなります。

民間であります居宅福祉事業者との連携につき

ましては、各施設及び事業の形態に適した対応に

ついて各事業者の主体的参画により連携を図って

まいります。避難行動要支援者の避難支援プラン

につきましては、各地域や町内会、福祉関係者の

主体的な計画作成が法の趣旨に位置づけられてお

りますことから、それに沿った取り組みを推進し

てまいります。

町内会未加入者の要援護者対策につきましては、

共助の観点から町内会の加入を促してまいりたい

と考えてございます。また、昨年の関東・東北豪

雨による大規模水害、本年８月末の台風１０号の

被害から、住民全員の避難をいかに達成するかが

重要であり、住民が避難しないという全国的な課

題の解決に向けても町内会と協力し、健常者の避

難対策も同時に進める必要があると考えていると

ころであります。

なお、名寄市内の町内会における具体的な避難

支援プランの取り組みといたしましては、該当者

のリスト作成を行い、具体的避難支援策、行動の

基準などについて準備をされておりまして、先行
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事例として他町内会の情報提供も行ってまいりた

いと考えてございます。

次に、大項目２、被災者台帳、被災者支援シス

テムの導入について、小項目１、災害対策基本法

第９０条の３第１項、被災者台帳の考え方はにつ

いて申し上げます。被災者支援台帳につきまして

は、被災者の手続の重複をなくし、中長期的にわ

たる支援を効率的にするため、情報を集約した台

帳が法定化され、個人情報の有効な利用が可能に

なるよう制度化されたものでございます。災害対

策基本法第９０条の３の規定におきましては、市

町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し

た場合において、当該災害の被災者の援護を総合

的かつ効率的に実施するため必要があると認める

ときは、被災者の援護を実施するための基礎とす

る台帳を作成することができるとされ、被災者台

帳の記載事項としては氏名、生年月日、性別、住

所、住家の被害、援護の実施状況、要配慮者の事

由などとされてございます。台帳作成をシステム

化することで効率化が図られますが、有効なシス

テムの調査に加え、費用対効果などシステム化に

つきましては今後時間をかけて検討を進めること

とし、万が一大規模災害による被災者が出たとき

には当面職員による手作業により台帳作成を考え

ているところであります。

次に、小項目の２、被災者支援システム全国サ

ポートセンターの活用は及び小項目の３、被災者

支援システムの導入については関連がございます

ので、一括して申し上げたいと思います。被災者

支援システムにつきましては、震災の実体験の中、

職員がみずから開発を行ったシステムをベースに

改良が重ねられたものでありまして、被災者支援

台帳の管理が可能とされ、地方公共団体システム

機構が自治体などに無償で提供を行ってございま

す。当該システムでは、避難所関連の情報管理の

ほか、緊急物資の管理、ＧＩＳを活用した被災状

況や復旧、復興状況の分析、予測、仮設住宅を管

理する機能などが用意されておりまして、さきに

申し上げました被災者台帳のシステム化の実施方

法の一つと考えられますことから、運用実績のあ

る自治体を参考とし、あわせて名寄市の災害対応

に係る職員体制やシステム対応の課題などを踏ま

え、有効活用に向けて調査を進めてまいりたいと

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） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目３、除雪のあり方についてお答えいたします。

初めに、小項目１、今年度の除排雪の考え方に

ついてですが、今シーズンにおきましても基本的

には昨シーズンと同様の委託体制の中で除排雪業

務を進めてまいりたいと考えております。除雪作

業につきましては、午前零時から２時の間に市内

の観測地の降雪状況を確認し、降雪が１０センチ

以上とされる場合を基準に出動することとしてお

り、手法としては雪を道路の脇に寄せて実施する

かき分け除雪や道路幅員やすり鉢状の道路改善の

ため、積み上げ方式を実施しているところであり

ます。現状としては、市民の通勤や通学、通院な

どに支障が出ない形での手法を取り入れておりま

すことから、引き続きこれらに配慮しながら同様

の手法をとりつつ、最善の手法について調査研究

してまいります。

次に、小項目の２、排雪の作業方法についてで

ございますが、昨シーズンは排雪の実施延長とし

て名寄地区約１３２キロメートル、風連地区約１

７キロメートルを実施しており、生活道路につい

ては年１回、幹線道路については年２回以上の排

雪を実施してきております。排雪作業では、請負

業者の人員体制と排雪作業に必要な作業機械が１

セット当たりではロータリー車やタイヤショベル、

グレーダー、運搬用のダンプが１１台以上など排

雪に必要な重機が最大で４セットが稼働する作業

体制となります。必要なダンプ台数やオペレータ

ー、交通誘導員などの人員確保、労働環境の保全

といった観点からも十分な配慮が必要であるとと
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もに、事業費についても労務単価を含め高騰して

いることから、現状の体制を維持していくことが

最適と考えているところです。

続きまして、小項目の３の市民の除雪、排雪へ

の作業への配慮についてですが、排雪順路の変更

につきましては初めに重要幹線や幹線道路から道

路幅員の確保ができるように排雪作業を実施して

おります。その後に生活道路の排雪作業を実施す

ることとなりますが、現行の生活道路の排雪作業

順については、雪堆積場を起点として道路幅員が

狭い路線から優先的に順次進めていることと過去

の実績と経験から作業効率のよい順路と判断して

おりますが、今後においてもより効率的な、効果

的な運用について研究してまいります。

また、排雪ダンプ助成において現在の指定業者

以外の利用車両の拡大についてですが、この事業

につきましては事業実施要綱に基づき排雪作業用

ダンプに係る所要経費の一部を助成しております。

この要綱第３条の２項に基づき、排雪を行うもの

は本市建設工事等入札参加資格名簿に登録されて

いるもの並びに貨物運送取扱事業法第２条及び第

３条の許可を受けているものとしております。そ

のため運搬業者は有償で行う事業者であり、国土

交通大臣の許認可が必要なことから、この事業に

おいて一般車両については認めておりません。こ

のことから、利用車両の範囲を拡大することにつ

いては考えてございませんので、御理解願います。

また、雪堆積場に関しましては、現状個人や事

務所などでみずから排雪を行った際に無料で利用

できる市民の雪堆積場として、天塩川の大橋下流

の天塩川左岸河川敷と風連地区においては市営風

連球場横の市有地に配置しております。これ以外

の本市事業の雪堆積場利用について、昨シーズン

は日進雪堆積場のほか７カ所を雪堆積場として利

用しておりますが、これらについては本市の排雪

計画以上の搬入があると本市事業の雪を搬入する

スペースを確保できません。このことにより市街

地の排雪作業において効果的な作業や堆積場内の

安全面に支障が出るものと考えており、現状では

一般の方の搬入は御遠慮いただいておりますので、

先ほどの無料堆積場を御活用いただきたいと考え

ております。

最後に、除雪の経路を現在の回り方から逆に回

ることにつきましては、道路の雪堆積状況や幅員

にもよりますが、狭くなった生活道路では除雪ト

ラックが１度の作業で除雪作業を行うため、車両

についている除雪用の刃が進行方向に向かって左

側のみに雪を堆積させることとなるために、片側

に雪が堆積いたします。逆方向から走れば反対側

に堆積することができますが、箇所によっては逆

から回れない路線や往復走行することで時間的に

ロスが生じてしまい、朝の通勤、通学の時間に間

に合わず、作業効率も落ちてしまうことから、現

状の路線回りが最良と考えておりますので、御理

解いただきたいと考えております。今後市民の安

全確保の観点からも委託業者へ発注時の説明にお

いて配慮と工夫を求め、対応について協議してま

いります。

次に、大項目４、大雨による道路排水の安全対

策について、小項目１、郊外地域の道路排水対策

についてお答えいたします。市内の道路排水設備

につきましては、道路改良工事が完了している舗

装道路では道路内に埋設している雨水管により雨

水処理がされておりますが、郊外地に多い未整備

の防じん道路においては道路の両側にコンクリー

ト製のふたで覆ったトラフ側溝や素掘りの側溝で

処理している現状であります。しかし、防じん道

路の中にはトラフ側溝や素掘りの側溝が埋まって

いる箇所もあり、道路排水の機能がほぼ失われて

いる路線もあります。現在国土交通省所管である

社会資本整備総合交付金の活用により、道路整備

にあわせて雨水処理の整備を進めておりますが、

道路整備には多くの事業費がかかります。今後整

備年次の遅くなってしまう路線や交付基準の規格

とならない路線については、市の単独費である排

水整備工事において整備の必要性の高い路線を見
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きわめ、計画的に排水整備を進めてまいりたいと

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） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。今答弁を受けましたので、再度再質問、また

要望と言ったらいいのですか、提言を好きなだけ

言わさせていただいたほうがいいのかなという部

分があります。

避難行動要支援者を支えていくというのは、行

政は難しい部分というのは本当にあると思います。

この個人情報がネックになり、またいろんな要素

があるというふうに私は感じています。でも、先

ほど言ったように、災害が起きたときに必ず自治

体から出てくる言葉が先ほど言った想定外だった、

こんなはずではなかったというのがまず一言目な

のです。その一言目を災害が起きたときに出さな

いというのがやっぱり行政であり、町内会、自主

防災組織ではないかなというふうに私は思ってお

ります。

そして、何日か前の新聞の中で、災害で最も各

市町村の担当者が悩んでいるのはどのタイミング

で避難指示を出したらいいのか。そして、住民が

危機が迫る実感がないために、避難勧告だとか指

示を出しても避難してくれないという部分がある

そうです。いつ出すというタイミングなのかとい

う部分で、今回は本当にもう南富良野にしろ、十

勝にしろ、十勝の清水町では過去３０年間避難指

示も何も出したことがなかった。今回の部分で早

く出すとかえっておかしくなるのでないかなと思

った中での災害だったといいますし、南富良野も

避難情報と連絡体制が不備だった。そして、連絡

をしようとしたときにはもう広報車が走れる状況

ではなく、職員３０名が南富良野の住民をずっと

回ったというのです。でも、全部回り切れなかっ

たという状況があったというふうに聞いておりま

す。そして、日高町の三輪町長、これ災害あった

ところなのですけれども、やはりこの方はもう空

振りでもいいのだと。空振りでもいいから恐れず

に出すことが第一、空振りを恐れず積極的にオオ

カミ少年になれというふうに職員に叫んでいると

いうのです。やっぱり亡くなる人がいても、その

対策がおくれていることによって亡くなる人がい

ることがもう最大の懸念材料かなというふうに思

いますし、今回私も８月１７日、消防団でちょっ

と大橋のところに呼ばれたのですけれども、豊栄

町内会のほうをやらなければならなかったもので

すから、町内会長とずっと。うちの家の周りが前

回３０センチぐらい水没しまして、その対策だと

か、いろんな部分をやっていまして、広報車が走

ったのは１０時１５分過ぎかな、豊栄町内会が避

難指示を出したのが。しかし、私ずっと外にいた

から私は聞こえたのです、外ですから。家の中の

方がやっぱり雨だとか、今気密性の部分の家です

から、広報車はあの小さい、こんな選挙でも使わ

ないようなスピーカーですから聞こえないという

のです。やっぱり災害時対策ではあのスピーカー

では無理だと思うのですけれども、広報だとか、

連絡体制の考え方もちょっとお聞かせをいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今議員から何点かに

わたって御質問いただきましたが、ある意味提言

だというふうに思いますが、まさに言われるとこ

ろが防災の大きな課題の幾つかなのだろうなとい

うふうに思います。私も同じようにマスコミや何

か、新聞等で見て、まさにこういうことがあるな

というのは実感して読んでいます。特に言われた

避難等の指示をいつ出すのか、このタイミング、

どこがいいのかということです。言われたように、

私どももこの間幾つかの経験値を積んでおります

ので、そういった意味では市長にも勇気を持って

判断をいただいて、空振りを臆せずに早目の発信

をしようということで取り組みをさせていただい

ているところでありますので、ここは引き続き取

り組みをさせていただきたいというふうに思いま
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す。

それと、広報の関係について、広報車の関係で

す。言われるように、災害のまさに一番のピーク

のときについては雨も強いでしょうし、場合によ

っては風もつくということも想定されますので、

最近の住宅気密も高いのもありますので、広報車

だけで十分広報ができるのかというと、そこには

私どもやっぱり限界があるのかなと思っています。

それで、昨日もちょっと申し上げましたけれども、

ここは複数の手段で皆さんに伝達をする必要があ

るだろうというふうに思っていますので、それが

１つはラジオであったり、あるいはＬアラートで

皆さんの携帯あるいはテレビのｄボタン見ていた

だくと詳しい情報が出るという方法もあります。

あるいは、ネット環境があれば市のホームページ

を見ていただくというのもありますので、そうい

った行政の情報伝達システムをあらゆる面で駆使

をしながらひとつ伝えたいというふうに思ってい

ますが、ただより一層きめ細かくやる方法とする

と、やはりここは共助に頼らなければいけない部

分もあるという考えをしています。私ども災害や

何か避難情報を出すときについては、当該の町内

会長さんにもあらかじめ少し前から状況も報告さ

せていただきながら、情報を出すときについては

町内会にもお願いしておりますが、やはり共助の

中で町内会との連絡体制なども極めて有効な手段

なのかなというふうに思っているところでありま

す。

それと、最終的な手段としては、実はおくれて

きた台風９号のときに、これは全地域というのは

無理ですけれども、水深の深い、リスクの高い地

域については職員がそれぞれの住宅に赴いてドア

をノックして声をかけるような、そんな体制もと

らせていただきましたけれども、これもやはり職

員も限られておりますので、広い範囲ではなかな

か難しい。限られた地域となると思いますので、

行政は行政としての役割をしっかり果たしたいと

思いますが、共助の中でできるところについては

ぜひ市民の皆さんの中でも理解をいただいて、協

力をいただければ、そこがあわさって初めて想定

外でない取り組みにつながるかと思っております

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） 先ほど部長が安否確

認、避難行動要支援者を職員で確認すると。今言

われた、きっと家を回るという部分だったという

ふうに言われたと思うのですけれども、これ避難

行動要支援者が何名いて、職員何人で回られよう

とされているのでしょうか。私は、昼間だったら

何とかなると思います。夜あの時間で職員をかき

集めて、何名の方が回れるのかなという。名寄は

水がつかなかったという部分が幸いにもあります

から、回る必要もなかったのかなという部分はあ

ると思いますけれども、前回のように雨がついた

ところがあり、１日で１１３ミリ降ったと。きっ

と士別は１５０降りましたから、士別のように今

回１５０降ったら前回よりもまだまだひどかった

というふうに私は感じていますし、そこの安否確

認の体制を何名の方を何人でやろうとされている

のか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 具体の細かい数字ま

ではちょっと記憶してございませんけれども、市

内全部でいくと ０００人程度が今名簿に登録さ

れているということでありました。議員が言われ

るように、私ども職員だけでは限界があるという

ことでありますので、そこは実は消防団にも御協

力いただくということでありましたが、ただ全域

について対応するのは私どもも当初から難しいだ

ろうという判断をしておりましたので、垂直避難

等でも避難するのが難しい。やはりどこか違うと

ころに移動しなければ命にかかわるようなところ

に限って声かけをさせていただきたいというよう

なところで考えておりました。たしか対象人数に

ついては１００人に及ぶか及ばないか程度の人数
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だったと思いますが、ここちょっと記憶が曖昧で

ありますので、後ほどまた数字をお知らせさせて

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） 後で教えてください。

きっと今言った１００名で、職員が４００名いて、

消防団員が１２０名いて、５００人で２名ずつ助

ければ何とかなりますけれども、そんな状況には

ならないというふうに感じておりますので、その

体制をしっかり組んでいただきたいなというふう

に思います。

日高町の早目の情報の重要性ということもあり

ましたし、名寄も今回本当に避難の防災計画を見

ても各自が命を守ることが一番重要な課題なのだ

ということで言われております。８月１７日、私

さっき言いましたけれども、ある程度豊栄町内会

見終わりまして、広報車で名寄南小学校が避難所

を開設しましたというお話をされていて、１１時

ちょっと過ぎですか、避難所の状況を見に行こう

と思って、行きました。避難所が開設されていて、

職員が２名いて、教頭がいまして、３名でいまし

た。もう開設、いつでも入れる状況で、１０分か

１５分ぐらいあそこでアメダスだとか、いろんな

天気予報を見て待っていたのですけれども、なか

なか避難者が来ないので、そうしたら帰りますと

いうことで表へ出たら、一台の黒い車がありまし

て、そしてどうしたのですかと言ったら、避難所

に避難してきたのですと。入れますかと言うから、

入ってくださいと。そうしたら、今小さい子供が

寝ているので、起きてから避難所に入らせていた

だきますということで言われて、そこで待ってい

ました。その後きっと豊栄町内会のほうはお年寄

りの方々３名だとか来たと思うのですけれども、

その中で、ここで一応入れておきます。私も孫が

いますので、子供が一応大切ですから、アメリカ

のハリケーンだとか、いろんな部分でいえば、ハ

リケーンのときはもう２日前から、３日前から避

難の準備、指示を出して避難します。そして、那

智勝浦町では、前回の教訓を受けて明るいうちの

４時には絶対に避難勧告を出すのです。名寄もタ

イムラインがあります。先ほどオオカミ少年にな

れと言っていました。早くてももう４時には避難

の指示を出し、勧告を出して避難所を開設しても

らわないと、こういう小さい子供を持ったお母さ

ん方は逃げられないのです。夜の１１時に家から

避難所に来るなんて、もうかわいそうで仕方ない

です。だから、台風が来るというのがわかってい

るのですから、こういう状況になるというのはわ

かっているのですから、市内で南小学校は小学校

ですから授業やっているので、なかなか開設する

の難しいと思いますから、それでも子供たち、ど

このそういう災害が起きたところも小学校の体育

館にみんな避難しているのです。でも、小学校の

学校の生徒はそれを受け入れてくれているのです。

でも、それがだめであればやはり名寄市内東西南

北４カ所ぐらいは避難所を日中から開設してもい

いと私は思うのです。その可能性はつくれないの

でしょうか。せっかくタイムライン名寄独自でつ

くっていて、タイムラインの意味がないです。夜

中の１０時に避難せいといっても、その市民の人

が逃げるの不安だし、子供なんてなお暗がりに逃

げるというのは大変です。次のこういう大雨のと

きには、台風のときには、もうお昼から避難所を

４カ所つくって、ここには不安な人はもう逃げて

くださいという体制はつくれないのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 非常に貴重な提言を

いただいたというふうに受けとめております。実

は私どももこれ体験的に夜間の避難がどうなのか

ということについては、内部でも随分議論させて

いただいております。できればリスクのないとき

の避難というのが望ましいのだろうなという思い

も一方ではしているところであります。議員が言

われたように、今既に熊本県のほうでは災害が来

る前に明るいうちに避難をするという、予防避難

というようですけれども、これを実施していると
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いうことであります。夜になりますと、当然暗い

わけですし、災害が来たときは雨があったり、風

があったりで、避難するにもいろいろとリスクが

あるということでありますので、昼間のうちに避

難をするというところに取り組んでいるようであ

ります。これは、ある意味では有効な方法だとい

うふうに私ども思っておりますので、この導入に

ついては考えていきたいというふうに思っていま

す。

ただ、この方法が使えるときと使えないときが

あるということについてはぜひ御理解いただきた

いと思います。今議員が言われたように、台風で

あればその進路が予想されますので、あらかじめ

例えば深夜から朝にかけての災害が想定される場

合については夕方からというふうになりますが、

必ずしも予想ができない災害についてもあります

ので、その際についてはこれまで同様に、たとえ

深夜であっても命を救っていただきたいというこ

とから、避難情報等の発信をさせていただきます

ので、そこについての御協力は引き続きお願いを

したいと思いますので、ぜひ御理解をいただけれ

ばと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひ避難所の開設も

進めていただきたいと思います。やはり災害はい

つ来るか、想定外というのがもう一番のネックに

なっておりますし、その辺をよろしくお願いしま

す。

あともう一点だけ。先ほど言っていました災害

時避難行動支援員の状況なのですけれども、支援

員というのはある程度つくっているといいました

けれども、何％ぐらいでしょうか。私は、この支

援員というのはある程度これから自主防災組織が

各町内会に設立がされることが予想されますので、

その町内会の町内会長とつないで、先ほど言った

ように要支援者の方があの方だったら何とか支援

してほしいという方とつなげたほうがはっきりわ

かるという感じがするのですけれども、その分は

どうなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私どものほうで明確

に今支援員が確保されているというのは、先ほど

申し上げました前制度でありますけれども、災害

時要援護者制度を設けていました。このときに手

挙げ方式でありましたけれども、支援する方の合

意もいただいて、登録いただいたところですけれ

ども、現状の人数でいくと１５０人程度というこ

とでありますので、この方たちについては支援す

る方が確保されているところであります。ただ、

先ほどの答弁の中でも申し上げましたように、町

内会あるいは自主防災組織の中でみずから自主的

に確保いただいているところもありますので、そ

の人数については私どもでまだ把握できておりま

せんけれども、ここの人数にそれらを加えると当

然これよりは多くなるのだというふうに思ってい

ます。いずれにしても、支援が必要な方について

はそういった支援員の確保というのが大切だと思

っておりますので、ここについてはリスクの高い

地区から順に拡大するような形で取り組みを進め

てまいりたいと考えておりますので、ぜひ御理解

を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） よろしくお願いしま

す。

中村建設水道部長と話す時間がなくなってしま

いますので、でももう少し被災者支援システムに

ついてお話をしていきたいと思います。被災者支

援システム全国サポートセンターに置かれていま

す被災者支援システムの部分です。これ先ほど言

ったように全く無償でそのシステムを貸していた

だける。そして、住民台帳を記載して、その方々

の住所まで、地図まで全部記載されるのです。も

うさっきの災害時の活用には本当に使えるものだ

と私は感じています。導入が難しいというのは、

このシステムの経費まで捻出できないだとか、い

つ起こるかわからないことにお金、労力もかけら
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れない、コンピューターに精通した職員がいない

等々の消極的な意見等々があるのですけれども、

仮にこのシステムを民間委託した場合に２０万円

から５０万円でこのシステムが稼働できるのです。

平成２３年度には埼玉県の桶川市で８万人の人口

で約２１万円、福井県の敦賀市、７万 ０００人

で４６万円、新たな設備は特に必要なく、今ある

既存のパソコンにデータとして入れて、それは避

難所や何かに持ち込んでデータ管理も全部できる

というものです。検討されるという部分でしたの

で、ぜひ早目の導入等々を期待をしております。

期待をしているというか、ぜひ入れてください。

使ってください。ぜひ何かあるときのために用意

をしていただきたいというふうに思います。よろ

しくお願いします。

では、中村建設水道部長、お願いします。まず、

除雪体制です。先ほど排雪助成は小さいところは

許可がないので、だめだということで言われまし

たので、それは仕方ないです。雪投げ場の部分で

す。雪投げ場、２年前に１２月に入るまでに大雪

が降って、どうしようもなくて恵陵の裏のグラウ

ンドを市民の除雪だとか何かを入れるということ

で開設をしたというふうに、３年前かな。２５年、

３年前かと思います。開設したと思うのです。本

当にもう中小企業の民間の排雪をやっているとこ

ろも天塩川の無料のところは投げるところもなく

て、どうしようもなくて、年前の１２月、師走中

旬ぐらいにあそこを１週間から１０日開設してい

ただいたと思うのですけれども、私はずっと開設

しなくてもいいですから、東地区、元雪印乳業だ

とか、国立療養所の前だとか、１８線の雪投げ場

だとかというところに排雪回っていると思うので

すけれども、あと名寄の道路センターに行ってい

ると思うのですけれども、投げているとき、道路

センターはちょっと無理ですけれども、町中の雪

印、国立療養所、１８線あたりは南側の人はわざ

わざ大橋までぐっと行くよりもこっちのほうに投

げたほうが効率は早いと思うのです。その可能性

はできないのでしょうか。怒らないでいいですか

ら。

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） 先ほど少し答弁

でも触れさせていただいたのですけれども、基本

的には私ども生活をする上で通勤、通学に必要な

道路の除排雪を優先をさせていただいて、なおか

つ排雪についても生活に支障がないようにという

ことでやらさせていただいているということでご

ざいまして、もちろんそれぞれ地域に住んでいら

っしゃる市民の皆さんも、これは同じことではあ

りますが、私どもは病院と緊急な医療機関と国道

あるいは道道を結ぶ主要な路線含めてしっかりと

除排雪の体制をとりながら、交通網を確保してい

きたいという立場に立っておりまして、今現時点

では身近なところというのは確かに市民の皆さん

も望んでいるかというふうに思いますが、通常の

市内の除排雪についてもぜひ市内、郊外ではなく

て市内にあればそこを利用したいというのが私ど

もの、担当としてはそういう本音といいますか、

そういう気持ちでいますので、そこの部分につい

てなかなか市民の皆さんに御利用いただくという

ことになれば、私どもの本来の重要な幹線をしっ

かりとやるというところでいえば少し申しわけな

いなという気持ちはありますけれども、難しいの

かなというふうに思っています。

なお、今実際に８カ所ほどしか雪堆積場はござ

いませんけれども、そのほかにこれは道も含めて、

あるいは天塩川の河川敷についても少し使える部

分も改めてことしから、この冬からは出てくるか

なというふうにも考えておりますし、先ほど言い

ました緊急で学校のグラウンド等というのはでき

るだけ避けて、ほかの郊外になる部分はあります

けれども、そういったところの利用についてもし

可能であれば考えていきたいと思いますが、堆積

場についてはきょう投げますといっても、これ実

は車両は入れないものですから、常時堆積場自体

の管理をしていくということも必要なものですか
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ら、その点もぜひ考慮しながら検討はさせていた

だきたいと思っています。

以上でございます。

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。

認知症への対応について外１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２点にわたって質問をさせていただきます。

１つ目、認知症への対応について伺います。厚

生労働省は、高齢者の約４人に１人が認知症の人

またはその予備群だと言います。２０２５年には、

高齢化のピークを迎え、認知症高齢者の増加が予

想されるとしています。身近にも認知症などの話

題が多くなってきています。早期に認知症に気づ

くことが介護予防につながります。行政報告では、

気づきのきっかけづくりとして、もの忘れめやす

リストを６５歳以上の市民に配布、介護保険料納

入通知書に同封されているとありました。そこで、

認知症予防など認知症への対応について伺います。

１点目、認知症予防についてであります。認知

症も早期発見、早期治療が大切と言われています。

専門家が見つける正常と認知症の間にある軽度認

知障害、ＭＣＩが注目されています。そして、家

族や本人が気づくために、もの忘れめやすリスト

は有効だと思います。６５歳以上の市民に限らず、

健康まつりなどで配布し、誰でも使えるようにし

てはどうでしょうか。

また、昔を思い出す回想法で認知症予防を提案

したいと思います。北名古屋市は、地域で認知症

予防として回想法に取り組んでいます。アメリカ

の精神科医、ロバート・バトラー氏が提唱した心

理療法、高齢者の鬱状態の改善だけでなく、認知

症の予防やリハビリテーションとして注目されて

います。そこで、北国博物館や風連資料館等の協

力をお願いすることはできないでしょうか。昭和

の生活用具の展示に触れることで、より効果も高

くなると考えますが、お考えをお聞かせください。

２つに、認知症による徘回、行方不明への対応

について伺います。見守りネットワーク等で対応

していただいていますが、行方不明になってしま

った方を早い段階で発見できることが求められて

いることから、早い段階での捜査に有効である警

察犬の活用について提案をしたいと思います。こ

れは、ことしの山形県鶴岡市からの訪問団の一人

からによる情報です。養成所の問題があると思い

ますが、士別警察署で警察犬が嘱託されています

けれども、ことし北見に２回、稚内で２回の出動

をされているとの報道がありました。当市でも検

討してみてはどうでしょうか、お考えをお聞かせ

ください。

３つに、施設整備についてであります。家族支

援にもつながる施設の整備、特に人材確保は急務

であります。どのような対策を練ったのか、これ

からの計画は市民に見える対策が必要と考えます

が、お考えを伺います。

４つに、家族への支援についてであります。女

性への負担が大きい、これは厚労省の２０１３年

の調査で家族の介護で女性が７割という数字が出

ています。介護離職者も多くなっていて、毎年１

０万人に上ると言われます。地域経済のマイナス

にもつながります。さらに、介護疲れによる殺人、

殺人未遂事件は年平均５０件、介護を苦にした自

殺や心中で亡くなった人、この８年間で ２００

人を超えたといいます。家族への支援は重要であ

ります。ここへの支援についてお考えをお聞かせ

をいただきたいと思います。

大項目２点目、男女共同参画推進について伺い

ます。女性が参政権を得て７０年となりました。

本年４月、名寄市男女共同参画推進条例が施行さ

れ、次期推進計画に向けて市民アンケートにも取

り組まれているところですが、名寄市男女共同参

画推進条例にかかわって推進の進捗状況、今後の

取り組み等について伺います。

１つに、名寄市男女共同参画推進条例の周知等

について伺います。行政報告でも触れられていま
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したが、どのような周知を行い、周知効果を期待

したのか伺います。

２つに、基本理念にかかわって伺います。先月

管内の女性議員研修会を当市において開催させて

いただいたところであります。その中で本市の一

般職員の女性管理職の割合が１ ７％であること

がわかりました。女性の役割への正当な評価がさ

れていないのではないかと考えますが、いかがお

考えでしょうか、伺います。

３つに、教育現場での取り組みについて伺いま

す。条例の前文にもあるように、日本国憲法にう

たわれている個人の尊重と法のもとの平等、そし

て人権を尊重し合うことなどを日常の教育現場の

中でどのように進めていこうとされているのか伺

います。

４つ目に、権利の侵害の禁止にかかわって伺い

ます。ドメスティック・バイオレンス、ＤＶ、子

供の目の前で親が配偶者に暴力を振るう面前ＤＶ、

デートＤＶ、これらの対策について伺います。

５つ目に、次期推進計画策定についてでありま

す。市民アンケートを受け、推進委員会の皆さん

の意見を受けながら進められると思いますが、現

段階において名寄市として推進計画をどのように

していきたいとお考えなのかお聞かせをいただき

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。

よろしくお願いいたします。

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） 川村

議員からは、大項目で２点御質問をいただきまし

た。大項目１は私から、大項目２の小項目１、２、

４、５は総務部長から、小項目３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。

初めに、大項目１、認知症への対応について、

小項目１、認知症予防について申し上げます。Ｍ

ＣＩ、軽度認知障害は、日常生活に支障を来す程

度には至らないため、認知症とは診断されません

が、記憶障害と軽度の認知障害が認められ、正常

とも言い切れない中間的な段階の状態で、各種認

知症疾患の前兆としてあらわれる症状が含まれて

おり、このＭＣＩと診断された人の半数以上にそ

の後認知症疾患であるアルツハイマー病などへの

進行が見られるとのデータがある一方で、ＭＣＩ

の状態に長時間とどまったり、正常に戻る人もい

るとのことです。この段階で脳の活性化を図るこ

とや運動習慣は、認知症の予防に重要であると言

われております。認知症が増加し、他人事でなく

なった今、メディア等で認知症予防に対するさま

ざまな情報が毎日のように流れておりますが、ま

だ確立した予防法や治療法はなく、平成２６年に

示されました国の認知症施策推進総合戦略では認

知症を来す疾患のそれぞれの病態解明や行動、心

理症状を起こすメカニズムの解明を通じて、認知

症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーショ

ンモデル、介護モデルなどの研究開発の推進を図

ることとしており、この研究開発により効果が確

認されたものにつきましては速やかに普及に向け

た取り組みを行うとされております。

また、市の取り組みといたしましては、平成２

７年度より「もの忘れ“めやす”チェックリス

ト」を介護保険料通知に同封し、６５歳以上の方

に配布し、今年度から２年分記載できるよう作成

をさせていただいております。今後も物忘れに早

期に気づけるようチェックリストの配布を継続し

てまいります。

また、認知症の予防、認知症の重度化予防には

生活習慣病の予防が重要であることや認知症であ

っても認知症のことをよく理解し、本人主体の介

護を行うことでできる限り認知症の進行を緩やか

にし、行動、心理症状を予防できることが認知症

の重度化予防につながりますので、適切な対応方

法が認知症のケアに携わる御家族や関係職種に浸

透していけるよう介護予防事業及び認知症総合支

援事業において推進をしてまいります。
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次に、小項目２、認知症による徘回、行方不明

への対応について申し上げます。市では、認知症

高齢者見守り事業として徘回高齢者を早期に発見

できる仕組みの構築、運用のための徘徊高齢者Ｓ

ＯＳネットワーク事業と安否が気になる方を早期

に発見できる仕組みである地域見守りネットワー

ク事業を実施しております。徘徊高齢者ＳＯＳネ

ットワーク事業では２５の、地域見守りネットワ

ーク事業では４０もの事業所、関係機関に御協力

をいただいているところです。徘徊高齢者ＳＯＳ

ネットワーク事業への認知症の方への事前登録は、

９月８日現在で４９名となっており、平成２７年

度の行方不明者捜索協力件数は５件、今年度に入

ってからは１件で、いずれも御家族が名寄警察署

に通報され、警察署から市に連絡があってネット

ワーク事業にて捜査協力を開始、幸い全員無事に

発見、保護されているところでございます。地域

見守りネットワーク事業では、平成２７年度は通

報いただきました１０件のうち１件は残念ながら

お亡くなりになっておりましたが、早期の発見で

ございました。今年度は１件の通報となっており、

すぐに無事が確認されているところでございます。

また、お尋ねの嘱託警察犬につきましては、名

寄警察署へ確認したところ、警察署では行方不明

の届け出がなされたときに最大限の体制で捜索を

行いますが、その一つの手段として警察犬を利用

する場合があるとのことです。警察からは、時間

が経過するとそれだけ遠くに行ってしまい、捜査

が困難になるため、御家族が未帰宅に気づいたと

きにとにかく早目に警察に届けていただくことが

早期発見、保護につながる有効な方法であるので、

気兼ねなく早目の届け出をお願いしたいとのこと

でございました。また、ＳＯＳネットワーク事業

に事前登録されている御本人の顔写真や体型等の

特徴といった情報をすぐに利用できるため、早目

の捜索に役立つと考えているところです。認知症

等により徘回して行方不明になる心配のある方は、

徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業への早目の事

前登録も重要で、未帰宅の際も早目の警察署の届

け出とあわせまして徘回高齢者の早期発見に有効

な方法の周知を図ってまいります。

次に、小項目３、施設整備について申し上げま

す。認知症の高齢者を含む介護が必要な高齢者の

ための施設整備に関しましては、名寄市が設置し、

指定管理者として社会福祉法人名寄市社会福祉事

業団が運営する特別養護老人ホーム清峰園及びし

らかばハイツの各施設におきまして高齢者の介護

に関するニーズに対応できるように努めていると

ころでございます。市民の介護ニーズが高くなっ

ている現状におきまして、両施設において介護職

員の不足により空床が発生している状況でありま

す。平成２８年第１回定例会の御質問を受け、事

業団では理事会等の意見を踏まえ、人材確保のた

めの取り組みを行っているところであります。具

体的には、具体的な介護職員の確保の取り組みと

いたしましては社会福祉事業団ホームページを６

月に開設し、施設概要や職員募集などの情報提供

を行っております。また、平成２９年３月に卒業

する人材確保のために、大学、専門学校、高校へ

の訪問により広く情報発信を行っているほか、ハ

ローワークや新聞広告などを活用する中で随時職

員募集を行い、採用試験回数もふやすなどの取り

組みを実施されているところです。さらには、社

会福祉事業団で働く介護職員に対するアンケート

調査も実施しており、この結果を通じて介護人材

の募集あるいは離職の防止といった観点から、引

き続き対策を講じるよう指導してまいりたいと考

えております。

介護職員の確保の問題につきましては、ハロー

ワークなよろ主催の高校生のための企業説明会に

出席し、介護職員としての仕事のすばらしさやや

りがいを紹介するなど、さまざまな取り組みが行

われているところですが、市といたしましても引

き続きこの問題の解決のために取り組んでまいる

とともに、施設入所を待っておられます市民の皆

様の声に一日も早く応えることができるよう努め
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てまいりたいと考えております。

次に、小項目４、家族への支援について申し上

げます。本市では、介護状態の人を介護する介護

の負担を少しでも軽減するための支援といたしま

して、家族介護用品支給事業や家族介護者交流事

業を実施しております。家族介護用品支給事業は、

要介護４または５の市町村民税非課税世帯に属す

る在宅の高齢者を介護している市町村民税非課税

世帯に属する介護者の方を対象に月 ０００円を

限度額として紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て

手袋などの介護用品を支給するもので、８月末で

対象となる方は１１名となっております。

また、家族介護者交流事業は、介護をしている

方のリフレッシュを目的に介護経験者や現在介護

をしている方同士の交流を図ることを目的に事業

として実施しております。平成２７年度までは年

４回の開催でしたが、立ち寄っていただきやすい

開催方法に変更いたしまして、本年度は１回当た

り７日間を年４回、合計２８回を開催予定としな

がら、開催場所を西條デパート空き店舗や智恵文

支所、第３老人クラブなどとし、介護相談会、介

護方法研修会、カラーコーディネート講習会など

多彩な内容を盛り込み、事業内容を変更して開催

をしております。本年度春季開催分は御利用者１

２１人、関係者を含めますと１８０人、夏季開催

分は御利用者９９人、ボランティアなどの関係者

を含めますと１４６人の参加をいただいていると

ころでございます。今後もより多数の介護者の方

に御利用いただけるよう内容や開催場所を事業委

託先の社会福祉協議会と互いに検討しながら事業

を推進してまいりたいと思っております。

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） 続きまして、大項目

の２、男女共同参画の推進について、初めに小項

目の１、名寄市男女共同参画推進条例の周知など

について申し上げます。

本条例は、本年４月から施行され、周知の取り

組みにつきましては本市ホームページでの周知や

広報なよろ２月号で条例の概要版を全戸配布して

おり、また「意識をカイカク。男女でサンカク。

社会をヘンカク。」をキャッチフレーズに本年６

月２３日から２９日までの間国の男女共同参画週

間と連動し、男女共同参画週間パネル展を行い、

概要版チラシの配布や一般市民を対象としたアン

ケート実施などで周知を図ってまいりました。ま

た、今後におきましては男女共同参画セミナーを

開催し、多くの市民に参加いただけるよう努めて

まいります。

この間の効果についてでありますが、意識の醸

成というところもございまして、現段階で目に見

える効果が出るまでには至っておりません。もう

少し時間がかかるものというふうに考えておりま

すが、今後も本市の条例を広く市民に認識、理解

していただけるよう努めてまいりたいと考えてご

ざいます。

次に、小項目の２、基本理念にかかわって申し

上げます。男女共同参画推進条例でうたってござ

います基本理念では、男女の人権尊重として男女

の個人としての尊厳が重んじられること、男女が

性別による差別的扱いを受けないこと、男女が個

人として能力を発揮する機会が確保されること、

その他男女の人権が尊重されることとしており、

男女共同参画社会の実現に向けては条例の基本理

念の市民意識への浸透が必要不可欠と考えており

ます。市民意識として浸透させるためには時間が

必要な部分もあるかと考えておりますが、現在策

定作業を進めております次期推進計画の中でも効

果的な手法を検討してまいりたいと考えていると

ころでございます。

また、女性管理職の考え方についても御質問い

ただきました。名寄市におきましては、女性職員

の管理職の割合につきましては平成２７年度が１

４％、２８年度については先ほど議員が申され

ましたように１ ７％ということで、年々増加の

傾向にあるということでございますし、平成２７
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年度の全道平均を見ますと ５％ということでご

ざいますので、全道の中においてもかなり高い割

合にあるというふうに認識をしているところでご

ざいますが、今後とも名寄市特定事業主行動計画

の確実な推進を図るなどして、性別を問わない公

平な管理職というものを推進してまいりたいと、

このように考えてございます。

最後に、小項目の４、権利の侵害の禁止にかか

わってについて申し上げます。ドメスティック・

バイオレンスにつきましては、ここ数年で年間４

から５件程度の御相談がございます。関係機関、

団体へ適切につながるよう支援してきているとこ

ろでございます。また、被害に遭っていること自

体認識していないケースもあることから、見守る

環境やＤＶに対する理解が不可欠と、このように

考えております。ＤＶのほか、暴力を未然に防止

する啓発を進めるとともに、被害に遭われた方に

対するケアや警察など関係機関との連携など引き

続き支援体制の維持に努めてまいります。

済みません。小項目５が抜けておりました。続

いて、小項目の５、次期推進計画策定について申

し上げます。次期推進計画につきましては、現在

策定作業を進めております。２９年度からの推進

計画となりますが、先ほどの答弁の中で申し上げ

ましたように市民委員会の意見も十分踏まえなが

ら、民間企業の働きなども含め、計画の中で具現

化し、策定後につきましては見直しも行いながら

より効果的な手法を研究し、進めてまいりたいと、

このように考えてございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

小項目３の教育現場での取り組みについてお答え

をいたします。

議員御指摘のように、男女共同参画社会を実現

するためには、国民一人一人が男女平等に関する

意識、自立や社会参加への意欲を高め、個性や能

力を発揮し、社会形成に参画することが不可欠で

あります。このため学校教育においては、日本国

憲法及び教育基本法、学習指導要領等の精神を踏

まえ、児童生徒の発達段階に応じて男女平等の理

念に基づく教育の充実を図ることが極めて重要で

あると考えております。これまでも本市の各学校

では、児童生徒一人一人にお互いの人権を尊重し

合うための資質、能力を育むため、各教科や道徳、

特別活動など全教科活動を通して自立の意識や男

女相互の理解と協力の重要性、家庭生活の大切さ

などについて指導を行っております。例えば小学

校では、道徳においてお互いに信頼し、学び合っ

て友情を深め、男女仲よく協力し、助け合うこと

の大切さについて考えさせる指導をしております。

家庭科では、家族とともに過ごしたり、仕事を分

担するなど家族の一員として協力することによっ

て家族との触れ合いが充実し、家族への心情が深

まることに気づかせる指導をしております。中学

校では、社会科の公民的分野において社会生活の

中で一人一人が平等な人間として尊重されること

に着目させ、個人の尊厳と両性の本質的平等につ

いて理解を深めさせる指導をしております。特別

活動の学級活動では、男女相互の理解と協力の内

容において人間の尊重と男女の平等、男女共同参

画社会と自分の生き方などについて考えさせる指

導をしております。

また、教育委員会では、児童生徒の男女平等に

関する意識、自立や社会参画への意欲を高めるた

め、市が小学校４年生から中学校３年生に対し配

布している男女共同参画に係るリーフレットを効

果的に活用し、各学校において男女共同参画社会

実現に向けた意識啓発に取り組みをお願いをして

いるところであります。今後教育委員会といたし

ましては、名寄市男女共同参画推進条例の基本理

念にのっとり、教育に携わる者の役割を十分に踏

まえ、児童生徒が性別にとらわれず、お互いの人

権を尊重し、能力と個性を十分に発揮して人間ら

しく生きることができるよう取り組みを進めてま

いります。
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以上、私からの答弁といたします。

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。再質問と、また改めて御提案もさせ

ていただきたいなというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

認知症の問題ですが、本当にこの問題は重要に

なってくるなというふうに思っています。今いろ

いろ関係した書物、本等々を読んでみましても、

ほかの病気と同じように早期発見、早期治療が必

要なのだということです。ですから、やっぱり早

い段階で見つけていって、またその病気にかかっ

ても地域でみんなで見守りながら過ごしていくこ

とができるということが多くの中で見受けられて

います。今回行政報告の中でも出されていました

もの忘れめやすリスト、これが１年限りではなく

て２年になったということでは、昨年とことしと

の比較もできていいなというふうに思いながら見

せていただきました。やっぱり６５歳、当事者だ

けでなくて多くの市民の皆さんに見ていただきた

い、使っていただきたいというふうに思っている

のです。それで、いろいろ使っていただく中で、

また使いやすさ、こんなこともいろいろ出てくる

のではないかなというふうに思っているのです。

使っているうちに改善点も見えてくる、そして地

域で認知症予防に取り組むという、こういった意

識も広がるのではないかというふうに思っている

のですが、この点について再度御答弁をお願いで

きればと思います。

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） ただ

いま認知症の早期発見、早期対応について議員か

ら御質問いただいたところでございます。市とい

たしましてももの忘れチェックリストにつきまし

ては昨年の定例会だったというふうに記憶してお

りますが、浜田議員から御質問いただきまして、

そういう御提案いただきまして、ことしから取り

組みをさせていただいているという状況でござい

ます。

また、議員からお話しいただきました地域で支

えていくという取り組みにつきましては、先ほど

も御答弁させていただきましたように認知症サポ

ーター養成講座において地域の方々でどのように

認知症の方々を支えていくのか、地域の方々の気

づきを得ていただくのかというような対応をして

いただくということで、これにつきましてもここ

３年ほど強力に進めさせていただいているところ

でございます。

議員から先ほども即取り組みできるきっかけと

して健康まつりで取り組んではどうかという御提

言もいただきました。ちょうど今週の２４日、い

みじくも健康まつりでございますので、ペーパー

を置かせていただくことで、健康まつりには多く

の保健推進委員さんも御協力いただいているとい

う状況でございますので、議員からいただきまし

た６５歳以上の方だけではなくて、保健推進委員

さんだとか健康まつりに御参集いただいた方々に

も広く周知できるということで、またそれに気づ

いていただいた場合、皆様それぞれかかりつけ医

の先生方をお持ちだというふうに思いますので、

そこに御相談していただくことで早期の対応、早

期治療につながるのではない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） 積極的にこれ使ってい

ただいたらいいなというふうに思っているところ

です。今早期発見、早期治療の部分なのですけれ

ども、物忘れかなと思った、日常生活普通にでき

ていたことがちょっとできなくなった、またずっ

とやってきた趣味がなぜか興味がなくなってきた、

そんなような変化が見られるということなのです

が、ただ日本認知症学会認定専門医である古田先

生がおっしゃっているのですが、加齢による物忘

れだと決めつけることはお勧めできないというふ

うにおっしゃっていて、それで認知症でも軽度の
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ときは物忘れを自覚することが多いというような

ことも御指摘されています。ですから、今室長も

おっしゃったように専門の先生、ドクターに相談

する、このチェックリストを見ていただいて、こ

んなふうに変わってきたというのを見ていただい

て、本当に病気なのか、そうでないのか、またも

っと専門的なところで見てもらう、そんなことも

必要かな、そのきっかけづくりに非常に役に立つ

かなというふうに思っていますので、そういった

部分をやっぱり徹底していくことが必要ではない

かというふうに思っております。

あと、もう一つ、昔を思い出す回想法を御提案

させていただいたのですけれども、北名古屋市で

古い民家を借りて昭和の生活用具、座る、座卓の

丸いテーブルであったり、白黒のテレビであった

り、そういったものをセッティングした中でいろ

いろお茶飲み話をする。昔を思い出す。そうする

と、よく言われている認知症の方々はすぐ目の前、

ちょっと前のことは覚えていないけれども、若い

ときのことはよく覚えているというようなことで、

このことが非常に提唱されているということでし

た。それで、私も北国博物館見に行ったり、また

先日風連のお祭りには風連資料館も久しぶりにあ

いていましたので、見せていただきましたけれど

も、この中では本当に昭和の生活用具、石炭スト

ーブの話もしましたけれども、そういったものも

あったりして、それを見たり、また触れたりする

ことで昔を思い出すということで、また予防につ

ながり、病状の進みぐあいを抑えるというか、そ

ういったことも非常に有効だというふうに言われ

ています。また、大きな設備がなくても個人個人、

家庭で、プチ回想法というのだそうですけれども、

昔の写真を見ながら、思い出しながら話をする。

会話が弾むと、これは非常に効果があるというふ

うに言われていますけれども、ここに対する取り

組みについて再度お考えをお聞かせいただきたい

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） 今議

員から回想法を含めた取り組みについての御質問

だったかと思います。私も北名古屋市のホームペ

ージを見させていただきましたら、博物館がそう

いう回想法を取り入れた形での内容になっていて、

北名古屋市はその部分でそこに一定特化して先進

的にされているのだなというふうに思っておりま

す。

私どもも回想法を意識したわけではないのです

が、実は４年ほど前から北国博物館に御協力をい

ただきまして、毎年年に１回敬老週間に長寿祝い

会というのをさせていただいております。皆様記

念撮影をさせていただいておりますので、記念撮

影の御案内の時間、割とゆっくり目に御案内させ

ていただいているのですけれども、御高齢の方皆

さん真面目ですので、かなり早くからお見えにな

るということもあって、時間退屈されても申しわ

けないということで、実は昔の名寄と風連の北国

博物館に所蔵している写真だとか、スライドだと

かをＤＶＤに落としていただきまして、ＤＶＤ上

映をお待ちいただいている時間にさせていただい

ているところでございます。長寿祝い会は、白寿

と米寿と金婚の方々でございまして、特に白寿と

米寿の方々は同級生でございますので、いみじく

も何か同期会のような感じで先日も、土曜日もや

っていたのですけれども、そのスライドを見なが

ら、議員のおっしゃるように和やかな雰囲気で、

これあったよねとか、昔の名寄小学校の運動会だ

ったねだとかというようなことでさせていただい

ているところでございます。

実は、市内にもいろんな施設がございますけれ

ども、特に地域密着型というグループホームだと

か、あと小規模多機能型の施設には地域の方々と

一緒に私ども市の職員も運営推進会議というのに

２カ月に１回ほど出させていただいているところ

でございます。恐らく回想法を使うと、例えば認

知症の方でも昔を思い出していろんなことを話す
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ことで、和やかで気持ちも穏やかな形になること

が可能なのかなというふうに思っておりますので、

そういうことを取り組みたい施設については運営

推進会議などを通じて、北国博物館に確認させて

いただきましたら、御協力していただくことが可

能だということでございましたので、そういう御

案内をさせていただきたいなというふうに思って

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） 私たち実はことしから

高齢者の仲間入りをしたのですけれども、若いと

きのことを思い出すのは本当に何か話も弾みます

し、一つの事柄でもう何十分でも話していられる

というようなこともありますし、気持ちもやっぱ

り落ちつくのかなというふうに思うのです。そう

いう意味では、本当に回想を有効な予防法だとい

うふうに思っていましたので、積極的に活用して

いただきたいというふうに思っています。

もう一つ、先ほど生活習慣病の予防というとこ

ろら辺も室長のほうからお話があったかなという

ふうに思うのですけれども、認知症というのは誰

でもがなり得る脳の病気だというふうに言われて

います。しかし、生活習慣病の予防が認知症の予

防の決め手となるのだという専門家の方々のお話

があります。特に糖尿病などは認知症につながる

ということもわかってきているということですの

で、こういった部分も含めて生活習慣病の予防を

積極的に推進し、認知症をみんなで理解しながら、

地域で皆さんと楽しく過ごしていけたらいいなと

いうふうに思っています。

その楽しく過ごしていく一つに、認知症に関係

する絵本も複数出版されていました。福岡県の大

牟田市では、長寿社会推進課というのがありまし

て、ここで子供のときから認知症について学ぼう

ということで、この絵本を参考にしながら認知症

を純粋な気持ちで受けとめる。また、どう理解し、

向き合っていったらよいか教えてくれる。そして、

おじいちゃん、おばあちゃんの側に立って受け入

れる道筋になるのではと。記憶って何というよう

なことを学び合うというふうに取り組んでいると

いうことが紹介されていました。この点について

突然の御提案なのですが、お考えがあればちょっ

とお聞かせいただけたらと思います。

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） 今御

提言ありました福岡県の大牟田市さんは、実は日

本国内でも先進的に認知症の施策に取り組まれて

いらっしゃる市でございまして、認知症になって

も一人で暮らせるまちというのを目指してされて

いるということで承知しているところでございま

す。私ども認知症のＳＯＳネットワークだとか、

徘回模擬訓練だとかというようなことをさせてい

ただいたりしておりますが、これは実は大牟田市

さんのまねでございまして、今議員から絵本につ

いての貴重な御提言いただきました。剣淵町さん

では、絵本の里をつくるときのテーマというのが

絵本というのはたまたまどちらかというと社会的

に弱い方を中心に主人公にされているということ

で、剣淵町さんとしてそういう弱い方を皆さんで

支え合っていこうということの取り組みで始めた

というふうにたしか絵本の里の委員会の方からお

聞きしたことがございますが、きっと絵本につい

ても多分そういうスタンスなのかなというふうに

思っております。私ども今小学生や大学生に向け

て認知症等のサポーター養成講座を行わさせてい

ただいておりますので、そのようなことも参考に

しながら今後進めさせていただければというふう

に思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それでは、認知症によ

る徘回、行方不明への対応について再度お伺いを

したいと思います。

これも先ほどもお話ししましたように、ことし

鶴岡市との友好２０年のときの訪問団のお一人か

ら実はこういったことをしているという情報をい
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ただいたところであります。早い段階での届け出

が必要ということですので、こういったことも徹

底していただきながら、後で御紹介したいと思う

のですけれども、なかなか声に出すことが難しい、

御家族の中でも難しいかなというふうに思うので

すが、早い段階で届け出をしていただく、またＳ

ＯＳネットワークに登録していただく、こういっ

たことを積極的にお話をして、皆さんで安全に発

見につながるための知恵を絞っていきたいなとい

うふうに思いますので、ぜひよろしくお願いした

いと思います。

次に、施設整備についてなのですけれども、朝

の高野議員の質問でもありましたが、ちょっと違

う方向で話をさせていただきたいと思うのですが、

先日の北海道新聞で特養、老健で働く人たちへの

アンケート結果ということで、札幌市でアンケー

トをとった。やりがいがある。仕事量がとても多

いといいながらも、これは離職の要因ではないと

いうことでした。離職の要因は何かというと、職

場の人間関係の悪化が影響しているということの

報道でした。忙しい中での介護、本当に心身とも

に負担が大きい。本当にこれはもう頭が下がる思

いです。いろいろ他の施設等を見学させていただ

きながらお話伺いますけれども、どこも同じでし

た。働く場の改善が求められるのかなというふう

に思っていろいろ調べさせていただいたのですが、

先ほど介護助手という提案もあったところですけ

れども、ボランティアでということでちょっと探

ってみたところなのですけれども、実はたまたま

違うことで調べていたら、福島県のいわき市、こ

れは地域包括ケア推進課というところで実施して

いるのですが、いきいきシニアボランティアポイ

ント事業ということです。介護保険を財源とする

事業で、対象は６５歳以上が対象、ボランティア

に登録するということです。それで、事業のボラ

ンティアとしてする内容、これはもちろん施設の

入居者さんにさわったりなんなりということはで

きませんから、ただ利用者さんとの交流、話し相

手だとか、レクリエーションだとか、それからあ

と環境整備、館内の清掃だとか、それから洗濯場

のお手伝いなどそれぞれの施設と相談しながら行

ったり、また認知症カフェというのも利用したり、

利用者さんとの交流や話し相手ということで一覧

表に施設があります。これは、高齢者施設ばかり

ではなくて、障害者の施設やら、また子供の施設

もあるわけですけれども、こういったところのボ

ランティアをすると１ポイント上がって、そのポ

イントをためると商品と交換できるという、そう

いった中身になっていました。質問内容もよくあ

る質問ということで、こんな質問集もわかりやす

く出されている。こういった事業にも取り組み、

やはりそうした中で施設の中に明るい雰囲気とい

いますか、そういった部分を取り込みながら、働

く場の改善ということに取り組んでいるのかなと

いうふうに思うのですが、この点についてどうお

考えかお聞かせをいただきたいと思います。

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） ただ

いま議員からは、地域住民の方々が施設や福祉事

業所等に入っていただきまして、実際の介護では

なくてお話し相手になっていただいたりだとか、

なかなか職員さんが恐らくふだんやりたくてもで

きないようなことをそのボランティアの方々が担

っていただくことで、利用者の福祉の向上につな

がるというようなことをやっていらして、それが

ボランティアポイントになるというような形なの

かなというふうに思っております。

先ほどの御紹介しました三重県の介護助手さん

の事業につきましてもランクがございまして、一

定以上になるとちょっと介護士さんに近いような

こともできるみたいなのですけれども、一番簡単

なところでは本当にお風呂を掃除するだとか、洗

濯物を畳むだとかというところからもできるとい

うことで、それぞれ地域の住民の皆様には得手不

得手だとか、スキルの違いだとかも若干あるかと
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いうふうに思いますが、施設にとってはそういう

地域の方々に来ていただくことで、そういうとこ

ろにかかわってもらうことによって、施設職員が

ふだんできないことをボランティアの方にしてい

ただくことで、施設職員にとってはふだんできな

いというようなことに対しての負い目がもし仮に

あるとするのであれば、そこをフォローしていけ

るのかなというふうに思っております。このポイ

ント制度というのは、私も詳しくはまだ見ており

ませんので、今後研究をしてまいりたいなという

ふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 施設ごとでいろいろと

取り組みをしているところもありますけれども、

これは自治体として先ほども紹介したように地域

包括ケア推進課という課があって、ここで取り組

んでいるというところら辺が大きいのかなという

ふうに思いますので、ぜひ御検討をいただきたい

と思います。

続いて、家族への支援ですけれども、先ほども

紹介したように働く女性がふえていますが、しか

し介護は女性がやるものと。次に、男女共同参画

推進にもつながるのですけれども、介護は女性が

やるものだという、そういった社会的な意識が根

強いのかなというふうに思うのですが、やっぱり

仕事をやめて、また若い人たちが仕事をやめて、

そして祖父母の介護をするだとか、そういったこ

とも非常にふえているということを報道等にも紹

介されているかなというふうに思います。やはり

認知症を見ている家族の方たち、家族会もあちこ

ちでつくられていて、そこでは先ほど御紹介いた

だいたように集い、交流の場、それとあと介護経

験のある人が受ける電話相談が非常に役に立つと

いうことでした。やっぱり御苦労も知っているし、

失敗談も知っているしということなのだというふ

うに思うのですけれども、そういった意味で電話

相談、ぜひ認知症の人のために家族ができる１０

カ条の中に先ほども言った見逃すな、あれ、何か

おかしいと思ったら早目に受診をということだと

か、それから経験者は知識の宝庫、いつでも気軽

に相談をと。最後のほうに自分も大切に、介護以

外の時間を持とうというようなことで、交流を深

めながらちょっと自由になって気持ちをリラック

スできる時間を持ったりという、そういった時間

をつくっていく、その支援が必要なのかなという

ふうに思っていますが、この点について再度お伺

いをしたいと思いますが。

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） 先ほ

ども申し上げましたが、昨年度来行っております

認知症の家族の方々の交流事業につきましては、

ことしから年４回、１回当たり７日間、各いろん

な地域を回らさせていただいておりますし、今議

員からもお話しいただいたように介護経験をお持

ちの方々、また在宅介護者を支える会という、名

寄市にそういう会がございますが、そちらの会の

方々も実は認知症を支える家族の会の支部という

か、そちらの活動のほうもされているというよう

なことがあって、認知症の介護の経験をお持ちの

方もたくさんいらっしゃるということでございま

す。かつ、いろんな事業をやるのですけれども、

終わった後にお茶を飲みながら、サロンといいま

すか、過去の経験をお互いに聞き出したり、私も

ちょっと御一緒させていただいたのですけれども、

例えば病院にお連れする場合になかなかどうやっ

て声かけたらいいのかわからないだとか、奥さん

が旦那さんをどうやってお連れしたらいいのかわ

からないという御相談というのは、やっぱりそう

いう中で地域包括支援センターにも御相談いただ

いておりますが、実際御家族の方がどう連れてい

ったのかというのもすごく有効な手段だというふ

うに思っているところでございます。失礼しまし

た。先ほど在宅介護者をと言いましたが、在宅介

護を支える会でございます。失礼しました。

それで、そういったことでそういうお話をする
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ことで、またいろんな介護の技能だとか、スキル

が上がっていくというようなこともあるかという

ふうに思いますので、今後も今お話のあったこと

も参考にさせていただきながら、実施する回数も

ふえてまいりましたので、社会福祉協議会と検討

しながら進めてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 介護の問題は深くて、

これから介護計画もまた新たにつくっていくわけ

ですけれども、前回の定例会の一般質問の中で来

年１月から始まる新総合事業でも従来どおりのサ

ービスを続けるという御答弁いただいたかなとい

うふうに思うのですが、このままでは認知症が進

んで家族だけでは介護できないと、こういった方

たちの支援が本当にできなくなってしまうのでは

ないかという不安が募ります。国だとか道の対応

も本当にいら立つほど遅々として進まないのです

けれども、そんな中でありますけれども、市民の

皆さんは待っている状況にあります。認知症の人

を含めて、先ほどもお話ししましたけれども、高

齢者と家族が安心して暮らせる社会をつくるため

には介護保険、医療保険の給付を厚くして、そし

て自治体や地域の福祉を抜本的に充実することが

必要であります。介護や福祉の充実は、要介護者

の家族が就労できる条件を整えることにもなりま

すし、また経済成長や税収増にもプラスとなって

まいります。介護福祉は、全産業の中でも経済効

果が非常に高いというふうに言われていますし、

介護職員の待遇改善、特養ホームなど介護基盤の

増設は若い世代の人たちにとっての安定した就労

の場になり、また地元業者の仕事もふえてくるの

ではないか、地域経済の振興に貢献するというふ

うに私は確信しております。市の対応に大いに期

待をするところですけれども、お考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さまざまな事例を挙げて

の御提案をたくさんいただきましてありがとうご

ざいます。高齢者が、あるいはとりわけ認知症に

も今回スポットを当ててお話をいただきましたけ

れども、こうした皆さんがいつまでも地域で安心

して暮らせる仕組みをつくるということは、経済

的にも、あるいはいろんな意味でまちづくりとし

ての効果が高いということを我々も確信するとこ

ろでありまして、この不安を少しでも解消してい

くということが急務であるというふうに我々認識

しております。認知症の関係につきましても先ほ

ども御紹介もさせていただきましたけれども、我

々も認知症サポーター講座でありますとか、徘徊

高齢者ＳＯＳネットワーク、地域見守りネットワ

ーク、こうしたことで地域の中でしっかりとこう

した皆さんを支えていく体制を今後とも加速させ

ていきたいというふうに思っていますし、昨年度

からは認知症グループホームの低所得者居住費の

助成制度等も実施をさせていただいているところ

でもございます。高野議員のところでもお話があ

りましたけれども、こうした特養に今十分に人員

が配置できなくて、満足なサービスを御提供でき

ないということは我々としても重く受けとめてい

るところであります。今ほどは、地域でそうした

多様な、このサービスはこの期間だけということ

ではなくていろいろな主体があって、そこの中で

こうした方たちがこういうサービスを提供できる

のでないかということは、まさにいわゆる総合事

業につながっていく話なのだというふうに思いま

す。これも今後研究、検討課題とさせていただい

て、多様な主体が地域でいろんな形で溶け込んで、

高齢者、障害のある方を支えていくという体制を

きちっとまたつくっていくということが地域包括

ケアシステムだと、これを進化させていくことだ

というふうに思いますので、議員の御提言をしっ

かりと受けとめて、さらに安心、安全なまちづく

りに邁進をしていきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先ほどもお話ししまし

たけれども、大いに期待をしたいというふうに思
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いますので、よろしくお願いいたします。

男女共同参画推進について、移りたいと思いま

す。先ほど一般職員の女性管理職の割合が１ ７

％だった、こういうふうにお話ししました。総務

部長、全道的には高いほうかなというお話だった

のですけれども、道の基準、道段階でもこのぐら

いの、名寄市と同じぐらいだったかなというふう

に思っているのですが、ただ政府が昨年１２月に

閣議決定した第４次男女共同参画計画、これ今ま

で２０２０年までに女性の割合を３０％にしたい

といった目標を取り下げて現実的な数値目標に下

方修正しているのですけれども、これについてお

考えどうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 非常に難しいところ

かと思いますが、目標の考え方によるのだと思い

ます。１つは、高い目標を掲げて、そこに向かっ

て邁進していくのだという考え方もありますし、

一方では現実的な目標を定めて、そこに向かって

着実に進めるのだという方法もあると思いますの

で、一概に下方修正したのがどうかというような

ことについてのコメントについては国の見解でも

ありますので、避けさせていただきたいと思いま

すが、いずれにしても市としても特定事業主行動

計画を定めていますし、恐らく次期の推進計画の

中では何らかの目標設定をさせていただくことに

なると思いますので、どちらの考え方に基づくか

については別として、掲げた目標については達成

できるような形で邁進をしていきたいと思ってお

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） ９月の広報に男女共同

参画のコーナーのところに次のことに取り組みま

すと６項目書かれています。その中で働く女性が

差別されない社会をめざしてという項目の中で、

ちょっと一部御紹介をしたい部分があります。実

は、昨年の２月に連合さんで働く女性の妊娠に関

する調査というのをされています。妊娠後に当時

の仕事をやめた人にその理由を聞いていますけれ

ども、４５％の女性が仕事を続けたかったけれど

も、仕事と育児の両立の難しさ、そして職場で安

心して出産まで過ごせないと考えたと。不利益な

取り扱いを受けたなどと答えているということで

す。マタニティーハラスメントであったり、セク

ハラであったりということなのかなというふうに

思うのですが、働く権利等々を奪うことになるの

かなというふうに思うのですが、そういったこと

はないとはいうふうには思うのですけれども、こ

の点についてお考えをお聞かせいただければと思

いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今国のほうでも一億

総活躍というのが出ていまして、ここは一人一人

がさまざまな場面において人間らしく活躍すると

いうものがうたわれているところでありますので、

今言われたようなことについては望ましくないこ

とだろうなというふうに、これは私見も含めて申

したいというふうに思いますが、私どもの立場と

すると実は２つの立場があります。１つは、事業

主としての立場がありますので、ここについては

先ほど特定事業主の計画についてもお話をさせて

いただいているものがあります。ここは男女の差

別なく、これは管理職の先ほどあった登用を含め

て差別なく実施をしていきたいというふうに思っ

ています。もう一つの一面については、御存じの

ように行政として各事業者に対してどのような働

きかけをしていくかということであります。なか

なか働きかけというのは難しいのかもしれません

けれども、各事業者の意識をどう変えていくのか

ということだと思います。ここについては、御質

問いただいた男女共同参画推進条例、ここの精神

にも合致するところだと思いますので、私どもは

私どものできる方法で市民の皆さんあるいは事業

者の皆さんに啓発を含めて取り組みを進めていき

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。
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〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 暴力のところがちょっ

と質問ができなかったのですけれども、やはり法

律というか、条例ができただけでは平等は生まれ

ないし、女性の解放はできない。やはり社会的な

中での平等が大事であるということ、周知し、ま

た皆さんに情報を流していただくということで男

女間の暴力から逃れることができるのかなという

ふうに思いますので、そのところを強く求めて、

終わりたいと思います。ありがとうございます。

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。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０２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。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 熊 谷 吉 正
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