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平成２８年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年１２月１６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１号 介護保険法及び介護保険

法施行令の改正に伴う介護保険関係条

例等の整備に関する条例の制定につい

て（市民福祉常任委員長報告）

日程第４ 議案第２７号 名寄市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついて

議案第２８号 名寄市職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について

日程第５ 議案第２９号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第６ 議案第３０号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

日程第７ 請願第１号 「現行の介護保険サービ

スの継続と介護従事者の処遇改善を求

める意見書」提出の請願（議会運営委

員長報告）

日程第８ 意見書案第１号 子ども医療費助成制

度の創設を求める意見書

意見書案第２号 ホームドアの設置と

「内方線付き点状ブロック」の整備促

進により駅ホームの安全性向上を求め

る意見書

意見書案第３号 安心な社会保障と強

い地域経済を構築するための地方財政

措置を求める意見書

意見書案第４号 地域防災力の向上と

災害に強い防災拠点の整備を求める意

見書

意見書案第５号 現行の介護保険サー

ビスの継続と介護従事者の処遇改善を

求める意見書

意見書案第６号 ＪＲ北海道宗谷線存

続を求める意見書

日程第９ 報告第１号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第11 委員の派遣について

日程第12 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１号 介護保険法及び介護保険

法施行令の改正に伴う介護保険関係条

例等の整備に関する条例の制定につい

て（市民福祉常任委員長報告）

日程第４ 議案第２７号 名寄市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついて

議案第２８号 名寄市職員の育児休業

等に関する条例の一部改正について

日程第５ 議案第２９号 工事請負契約の変更に

ついて

日程第６ 議案第３０号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

日程第７ 請願第１号 「現行の介護保険サービ

スの継続と介護従事者の処遇改善を求

める意見書」提出の請願（議会運営委

員長報告）

日程第３ 意見書案第１号 子ども医療費助成制

度の創設を求める意見書
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意見書案第２号 ホームドアの設置と

「内方線付き点状ブロック」の整備促

進により駅ホームの安全性向上を求め

る意見書

意見書案第３号 安心な社会保障と強

い地域経済を構築するための地方財政

措置を求める意見書

意見書案第４号 地域防災力の向上と

災害に強い防災拠点の整備を求める意

見書

意見書案第５号 現行の介護保険サー

ビスの継続と介護従事者の処遇改善を

求める意見書

意見書案第６号 ＪＲ北海道宗谷線存

続を求める意見書

日程第９ 報告第１号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第11 委員の派遣について

日程第12 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

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

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、

２番 山 崎 真由美 議員

１５番 高 橋 伸 典 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。

市民の健康づくりについて外２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。ただいま議長から御指名をいただきまし

たので、通告順に従い質問をさせていただきます。

ことしは、例年より根雪が早く、スキー場も無

事オープンいたしました。毎日除雪に追われてい

ますと厄介者の雪ですが、真っ青な名寄ブルーの

下、真っ白い新雪に粉雪のシュプールを描く姿は

非常に美しく、良質な雪に恵まれたこの地域に大

きな誇りと自信を新たにしているところでござい

ます。また、ことしは積雪に恵まれ、安心してジ

ャンプ大会を迎えられることは非常に喜ばしいこ

とでございまして、関係者の皆様の肩の荷がおり

たのではないかと推察するところでございます。

第２次総合計画では、冬季スポーツ拠点化推進

プロジェクトが重点プロジェクトとして取り組ま

れ、雪質日本一、名寄市のパウダースノーからも

オリンピック候補者やメダリスト、市民の健康が

育まれていることに大いに期待をしたいと思って

おります。

そこで、市民の健康づくりについて質問いたし

ます。名寄市には、保健センターがございます。

名寄庁舎から北にありますものですから、なかな

か訪れることがありませんが、市民の健康づくり

について大きな力を発揮しているところでござい

ます。保健センターの果たす役割について質問い

たします。

特に近年は、少子化が全国的に問題となってい

ますが、名寄市の健康について、また乳幼児の健

康づくりについてどのように取り組んでおられる

のか質問いたします。

また、不妊治療については、札幌市では第２子

まで制度が拡大されていますし、反復して妊娠は

しますが、その妊娠を継続できない不育治療につ

いても来年度から予算がつくようです。北海道新

聞に１０月７日から数回にわたり不妊治療につい

て特集が組まれ、連載記事をごらんになられた方

も多くいらっしゃることと思います。少子化や治

療する方の増加に対応するために各自治体でさま

ざまな助成が設けられ、高額な治療費を助成する

まちに転居された方の掲載もされていました。名

寄市での取り組みについてお知らせください。

乳幼児の指導はもとより地域における保健師の

指導は、名寄市民の健康を守る大変重要な役割で

ございます。地区担当制になって２年目を迎えて

います。この間の取り組みと成果についてお知ら

せください。

また、健康まつりなど名寄市立大学との連携が

なされているとお聞きしています。大学との連携

については大いに期待しているところでございま

すが、現状と内容についてお聞かせください。

次に、大項目の２、地域に愛される名寄市立大

学の将来構想について質問いたします。将来構想

については、加藤市長の行政報告で第２次総合計

画にあわせ国の動向を加味しながら年度内に基本

的な方針を目指すとの報告をいただいているとこ

ろでございます。定員確保、教員確保、大学運営

や財政、大学と地域との連携、地域定着などにつ
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いての将来構想についてお知らせください。

また、待望の新図書館が開館することにより、

コミュニティケア教育研究センターが当初の計画

を少し変更され、より地域に開かれ、密着した大

学となるよう取り組んでいるとのことですが、詳

しい内容についてお聞かせください。

今回の定例会で近隣市町村と定住自立圏形成協

定の一部を変更する協定の締結についてが議決さ

れました。今後士別市を初めとする近隣市町村と

の役割分担や連携、協力により圏域全体として生

活機能等を確保することが求められます。近隣市

町村はもとより、より市民に開かれた大学が求め

られるところでございますが、このことについて

お聞かせいただきたいと思います。

次に、大項目の３、市民が利用しやすい市立名

寄図書館について質問いたします。このことにつ

いては、以前にも質問させていただいたところで

ございます。昭和４５年に建築され、ことし４６

年が経過しました。やはり甚だ老朽化が進んでい

ると考えますが、その対策についてお伺いいたし

ます。

行政報告、生涯学習社会の形成の中で市長から

報告がありました、ことしで３８回目、長い間高

い人気で開催されてきました文学講座「夏目漱石

その人と作品」では、２０６名という多数の受講

がありました。高齢の方が２階に上がれないとい

うことで、去年まで市立図書館で開催してきまし

たが、ことしは場所が変わり駅前のよろーなで開

催され、非常に好評でございました。図書館利用

者の高齢化も進んでいまして、エレベーターやエ

スカレーターも必要とされているところでござい

ますし、またバリアフリー化も考えなければなら

ない状況でございます。名寄市第２次総合計画実

施計画案でも新規事業として市民が生涯にわたっ

て主体的に学び、充実した人生を送ることができ

る生涯学習体制を整備するため、名寄市立図書館

の改築に向けて検討していくことが示されました。

このことを受けまして、図書館のあり方について

お伺いいたします。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） おはようござい

ます。高野議員からは、大項目３点にわたり御質

問をいただきました。大項目１は私から、大項目

２は大学事務局長から、大項目３は教育部長から

答弁させていただきますので、よろしくお願いし

ます。

大項目１の市民の健康づくりについて、初めに

小項目１の乳幼児の健康づくりについて申し上げ

ます。子供の健やかな発達を促し、よりよい生活

習慣を形成することは、成人期、高齢期など生涯

を通じた健康的な生活習慣を継続するための基礎

となります。生涯を通じて健やかで心豊かに生活

するためには、子供のころからの健康づくりが重

要です。近年の少子化、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。保健センターにおける母子健康支援

事業では、妊娠が判明した時点から母子健康手帳

交付、妊娠期を健康に過ごすことができるよう妊

婦一般健康診査費用の１４回分を助成、赤ちゃん

が生まれたらこんにちは赤ちゃん訪問として生後

４カ月までに全家庭を訪問し、さまざまな不安や

悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供をして

おります。また、のびのび親子教室など各種教室

では発育、発達、育児支援を行い、特に支援が必

要な家庭に対しては適切なサービスの提供につな

げております。

また、母子保健法に基づき４カ月から３歳まで

の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、発達を確認しており、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

機関や地域子育て支援センターを初めとする子育

て支援サービスなどの関係機関と連携し、継続支

援を行っております。

平成２８年１２月１６日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号
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乳幼児等の予防接種につきましては、予防接種

法に基づき定期予防接種を無料で実施し、ＢＣＧ、

四種混合などで１０種類、任意接種は全額自己負

担ですが、ロタウイルスなど４種類があり、望ま

しい時期により効果的かつ安全に接種できるよう

勧奨しながら接種体制の整備を図っております。

今後も子供が健やかに生まれ育ち、安心して子育

てができるよう妊娠、出産期から切れ目のない母

子健康支援に努めてまいります。

次に、小項目２の不妊治療について申し上げま

す。現在全国的な晩婚、晩産化に伴い、不妊治療

が年々拡大し、年間２１人に１人が体外受精で産

まれたと推計されており、当市における妊娠届け

出時の妊婦の平均年齢は３０歳前後でここ数年推

移しておりますが、初妊婦に占める３５歳以上の

妊婦の割合が平成２７年度は１ ７％となり、平

成１８年度の ７％に比べて増加しており、今後

も晩産化が進む可能性が高いと考えられておりま

す。平成１６年度に北海道による特定不妊治療費

助成事業が開始されてから平成２７年度までに当

市では１０４件の申請がされており、１回の治療

費が平均３０万円から５０万円とされる特定不妊

治療費及び男性不妊治療費は、道の助成を受けた

場合でもなお高額な自己負担が発生することから、

経済的負担の軽減を図る目的で特定不妊治療に係

る治療費を助成する方向で名寄市総合計画第２次

の実施計画事業に盛り込みながら、平成２９年度

予算の計上に向けて現在制度設計を行っておりま

す。

また、不育治療につきましては、厚生労働省研

究班によると不育症は一般的に２回以上流産、死

産あるいは早期新生児死亡がある場合と定義され

ておりますが、学会でも何回流産を繰り返すと不

育症と定義するかはいまだ決まっていない状況で

す。妊娠を経験した女性のうち２回以上の流産経

験がある方は ２％であることから、妊娠する方

の約４％が不育症の可能性があると言われており

ますが、不育症はいろいろなリスクとなる要因が

あり、それぞれの症例ごとの治療方針がまだ医学

的に定まっていないこと、ストレス等の要因が症

例を複雑にすること、赤ちゃんの染色体異常など

の偶発的な症例も多く含まれることなどから、検

査をしても明らかな異常がわからない方が６割以

上も存在し、難しい症例となっております。

また、専門医が少なく、スクリーニングも不十

分で、過剰な医療が行われているケースもある一

方で、カウンセリング等十分な相談を受けること

で妊娠に恵まれることがあるとも言われておりま

す。不育症の１次スクリーニング検査や治療は、

ほとんど保険適用されておりますが、一般に有効

性、安全性などが十分に確認されていない研究段

階の検査や治療については医療保険が適用されて

いないため、自己診療となっております。当市と

しては、不育治療については相談窓口や医療機関

での相談について周知を図りながら、今後の調査

研究状況を注視し、助成のあり方についても研究

してまいりたいと考えております。今後も不妊に

悩む夫婦に対し、治療の経済的負担軽減を図るな

ど支援の充実に努めてまいります。

次に、小項目３の保健師の地区担当制について

申し上げます。地区担当制につきましては、保健

活動を効果的に展開するために総合的な健康施策

に積極的にかかわる必要があることから、健康課

題を業務ごとではなく、個人、世帯や地域全体か

ら捉え、対応していくために、業務担当制の一部

を残しつつ、平成２７年度から導入いたしました。

担当地区については、民生委員児童委員担当地区

を基本に、一つには西地区、一つには南地区、一

つには北地区、一つには東地区と風連地区の４地

区に分け、担当保健師を配置するとともに、管理

栄養士も配置しながらそれぞれの地区との窓口や

顔として健康相談や訪問の際に地区の保健推進委

員さんと連携、情報共有しながら活動を行ってき

ております。

平成２７年度の実績としては、母子保健関係で

延べ８０８人、成人保健関係で延べ４２０人に家
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庭訪問を実施し、そのほかに各地区会館等で行う

健康相談を８９２回、延べ ５３５人、健康教育

を１８１回、延べ ６５１人に行いながら地区の

健康課題の把握に努め、健康の保持増進に向けた

支援を展開しております。保健センター内では、

地区業務調整会議等を開催し、情報の共有を図り、

一部署での対応が困難な事例については地域包括

支援センターやこども未来課など関係部署と連携

しながら支援を展開しております。２年目を迎え、

担当者の名前や顔を覚えていただき、地区からの

同じ保健師さんで相談しやすいなどの御意見があ

り、地区との距離がより近くなってきております

が、地区の規模や構成年齢によって健康づくりへ

の取り組みも違いがあり、地区の実情把握や活動

の活発化については５年から１０年の長いスパン

が必要であると考えております。

次に、小項目４の名寄市立大学との連携につい

て申し上げます。保健センターと名寄市立大学の

連携では、名寄市健康増進計画策定における部会

委員としての参画やアンケート調査においては集

計、助言をいただき、学生の皆さんには毎年実施

しております名寄市民健康づくりチャレンジデー

の参加やなよろ健康まつりにおけるノルディック

ウオーキング体験、ストレスチェック測定コーナ

ーの担当、食生活改善推進員による試食コーナー

への協力、ちびっこひろばへの協力をいただき、

広く市民に健康意識の普及啓発を図ることができ

ました。さらに、親子向けの食育セミナーでは、

児童学科の学生さんによる託児協力を受け、食育、

地産地消の推進を目的とした事業運営にも寄与さ

れております。

また、学生実習の受け入れでは、栄養学科の公

衆栄養学実習、社会福祉学科の社会福祉現場実習、

保健福祉学部の３年次生を対象とした専門職連携

についてのグループワークを行うフィールドグル

ープワークの実施、看護学科の講義など学生実習

指導等を行っております。今後も引き続き大学と

の連携を強化しながら、名寄市におけるさまざま

な地域課題の解決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） 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２点目の地域に愛される名寄市立大学を目

指してについて申し上げます。

初めに、小項目１点目の大学の将来構想につい

て申し上げます。大学教育に対する国の動向や本

学を取り巻く情勢などを踏まえ、第２次総合計画

にあわせて平成２９年度から今後１０年間におけ

る大学の目指すべき基本的な方針を示す名寄市立

大学の将来構想の平成２８年度内の策定を目指し

て、学長を委員長に部局長、学科長等で構成する

将来構想策定会議を大学内に設置し、協議研究を

進めております。

この間の取り組み状況についてでありますが、

当該策定会議は６月６日の第１回会議以降これま

でに８回開催し、各学科等における現状認識と課

題の洗い出し、さらには課題解決への方策などに

ついて検討を行うとともに、教職課程など全学的

な課題に対する今後の方針等について協議をして

まいりました。また、９月には中間報告として全

教員による教授会懇談会を開催し、意義や目的、

策定及び評価の手順、基本的フレーム等について

意見交換する中で将来構想についての全学的な意

識の統一を図りました。現段階で詳しい内容をお

知らせすることはできませんが、今後も当該策定

会議を中心に全学的な議論を重ね、本年度内には

将来を見据えた本学の目指すべき姿である将来構

想を示してまいりますので、御理解をお願いいた

します。

次に、小項目２のコミュニティケア教育研究セ

ンターについて申し上げます。地域社会の教育的

活用と地域貢献の推進などを目的に道北地域研究

所と地域交流センターを発展的に統合し、新たな

教育、研究及び地域貢献の拠点としてコミュニテ

ィケア教育研究センターを本年４月に設置をいた

しました。本センターは、地域との連携協働によ
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り保健、医療、福祉、保育、教育、産業振興、加

えて地域活性化等に関する課題解決に取り組み、

地域貢献に資する教育研究活動を行うことを目的

としております。

センター開設後８カ月が経過しましたので、こ

れまでの主な活動状況について申し上げます。ま

ず、圏域の自治体や保健、医療、福祉等関係機関

との連携協議については、外部評価をお願いする

諮問会議及びセンターの目的を達成するために必

要な連携基盤の整備や業務の連携推進について協

議する連携推進協議会をそれぞれ開催し、センタ

ー設置の目的や活動内容等について情報交換をい

たしました。また、学内では各学科の教員で組織

し、センター事業の企画運営を行う企画運営会議

を毎月開催し、運営内容について検討するととも

に、必要に応じて全教員から成る評議委員会を開

催し、センター事業についての全学的な協議を行

っております。

次に、本年度センターとして取り組んでいる事

業についてでありますが、地域の諸課題について

大学教員が研究を行う課題研究事業を７件、各種

イベントからの要請に応じた学生ボランティアの

派遣、エフエムなよろと連携し、広く市民に大学

の活動や教員を身近に感じでもらう企画、ｉｎｆ

ｏ名大、名大への大学教員への番組出演、北海道

が実施する冬季スポーツ拠点化アスリート育成事

業、ウインタースポーツコンソーシアム事業への

協力、郷土研究に関する覚書を締結している道北

の地域振興を考える会と連携した地域の諸課題に

ついての取り組みなどを行っております。

なお、今月の２５日から２日間の日程でウイン

タースポーツコンソーシアム事業の一つ、未来の

冬季スポーツアスリート発掘を目的とした子ども

スポーツカレッジ事業を本学を会場に市スポーツ

・合宿推進課や近隣町村と連携して実施する予定

となっております。今後もセンターが地域の課題

解決に資する研究の拠点、ケア専門職の継続教育

や市民の皆さんの生涯教育の拠点、地域交流や地

域活性化に資する活動の拠点となるべく積極的に

取り組んでまいりますので、御理解と御協力をお

願いいたします。

次に、小項目３点目の市民に開かれた大学につ

いて申し上げます。大学には、地域の知の拠点と

して地域住民の生涯学習や多様な活動を支える取

り組みが求められております。また、それと同時

にこうした地域貢献に係る取り組みを実施するこ

とで、大学、さらには教職員へや学生一人一人が

この地域に支えられ、育てられ、成長していくも

のだと考えております。本学は、本年度の社会保

育学科設置により栄養、看護、社会福祉、社会保

育とまさに子供から高齢者までケアのあり方を幅

広く研究できる学科構成となり、地域から期待さ

れているさまざまな取り組みが教育、研究などを

通して幅広く行える環境が整いました。これらの

特徴を生かしながら、先ほども申し上げましたコ

ミュニティケア教育研究センターを核として地域

のさまざまな課題の解決に向けて関係機関や地域

住民の皆さんと連携しながら取り組んでまいりま

す。

また、来年４月オープン予定の大学図書館につ

いて申し上げますと、基本的には学生や教員の専

門書が中心となります。図書館のような蔵書の構

成にはなりませんが、これまで２カ所に分離され

ていた図書室が統合されること、コミュニティケ

ア教育研究センターが新図書館の１階に設置され

ること、平成３０年度には図書館北側に新棟が完

成すること、加えて市立図書館との連携など新図

書館が学内外を問わず利用しやすい施設となるよ

う環境の整備に努めております。今後もこの地域

に名寄市立大学が存在してよかったと地域の皆さ

んに思っていただけるようなさまざまな取り組み

を行ってまいりますので、御理解をお願いいたし

たいと思います。

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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３、
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市民が利用しやすい市立名寄図書館であるために

についてお答えをいたします。

小項目１の老朽化対策ですが、市立名寄図書館

本館は旧名寄市の開基７０周年記念事業として昭

和４４年７月に新築工事に着手し、翌年の昭和４

５年８月に郷土資料室とプラネタリウム館を併設

した複合施設として開館した施設であります。そ

の後博物館と天文台の移設により単独施設となり、

本年で４６年が経過しております。その間外壁や

内部の改修を行ってきておりますが、中でも平成

６年には約 ０００万円をかけまして蔵書冊数の

増加に伴う構造上の問題から、２階にありました

一般閲覧室を１階の展示ホールに移設するという

大規模な改修を行っております。しかし、年数が

経過するとともに施設全体の老朽化が進んでおり、

平成２５年には約 ２００万円をかけて読書環境

整備のため窓の二重化や１階トイレの改修、２階

書庫への雨漏り対策を行っております。外回りの

傷みもひどく、昨年度は袖壁の剥離脱落によるシ

ート仮囲い工事、本年は南面外壁の一部剥離脱落

による部分的な改修工事を実施しております。

さらに、もともと複合施設であり、内部構造が

複雑でエレベーターも未設置のために３階を利用

するには階段を上りおりしなければならないとい

うことから、特に高齢者の方や体の不自由な方に

は御不便をおかけしているところであります。そ

のため、先ほど議員からもありましたように、今

年度からは文学講座などをよろーなで開催するな

ど利用しやすい工夫をしているところであります。

次に、小項目２の図書館のあり方についてです

が、近年中心市街地の空洞化が問題となり、平成

１８年にコンパクトシティー形成を目的とした中

心市街地の活性化に関する法律が制定されました。

これにより道内の市町村においては、老朽化が進

み建てかえ時期となった市民の利活用の多い施設

を中心部に集約し、にぎわいを回復させる事例が

増加しております。例えば北見市では、暮らし・

にぎわい再生事業を活用し、集客効果が高い施設

として挙げられた図書館が建設されております。

立地場所がＪＲ北見駅と直結していることから、

複合施設化は行わず、図書館本来の機能を高めた

施設整備となっております。一方では、新しくつ

くられる図書館の多くがほかの機能を含む複合施

設の傾向にあります。複合相手の整備方法のバリ

エーションが広がることで、広範な人々から関心

を寄せられ、大きな注目を集めております。

また、滝川市立図書館は、老朽化により平成２

３年に滝川市役所２階に移転、開館し、貸し出し

冊数は旧図書館の２倍となるなど、全国でも珍し

い市役所との複合施設として行政資料の収集、提

供等を効果的に加え、さらに市民の利便性も高ま

り、有効に活用されております。図書館本館の改

築につきましては、近年建設されている公共図書

館の目的や機能などを参考にしながら、誰でもい

つでも気軽に利用できる図書館を目指し、建設場

所やほかの施設との複合化などについて検討して

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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 説明をいただきまし

たので、順次再質問させていただきます。

保健センターのお話にございました乳幼児の健

診についてでございますけれども、ほかの地域に

比べてもよくやっているとの評価もいただいてい

るところでございますが、やはり核家族で近くに

相談する人もいなく、不安の中で子育てをしてい

る方も多くいらっしゃいます。そのような方にど

のように寄り添い、取り組んでいるのか、現状を

お聞きします。

また、子供を授かったことの喜びと、また責任

と悩みもどんどん出てくるわけですけれども、そ

のようなことにどのように助言し、食べること、

洋服、着ること、住むことについても小さい子が

いることでたくさん悩みが出てきます。そのこと

についてどのように指導しておられるのかお聞き

いたします。

平成２８年１２月１６日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号
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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） ただいま核家族

によって不安な中で育児をされている方への支援

ということで御質問いただきました。センターと

いたしましては、１２カ月児を対象といたしまし

たのびのび親子教室を年１０回、１歳６カ月児か

ら１歳１１カ月児を対象といたしましたちびっこ

ひろばを年４コースを開催いたしまして、親子遊

びの体験を通して子供へのかかわり等振り返り、

子育て情報交換を通して母親の育児の不安を緩和

し、仲間づくりの機会となるよう実施をしており

ます。また、毎月第２、第４金曜日に親子ふれあ

いひろばを開催をいたしまして、発育、発達、育

児面での支援が必要と考えられる親子を対象とし

て、親子遊びを通して親子のスキンシップを図り

つつ、親同士の交流にもつなげてきておりまして、

育児を孤立化させないよう関係機関と連携を図り

ながら支援を続けております。

また、１歳６カ月健診や３歳児健診の案内や問

診票を送らせていただいたときに「ママの声を聞

かせて」という育児の悩みを記入できる用紙をあ

わせて送らせていただきまして、待合や問診等の

場面を利用いたしまして、相談内容により母子支

援専門員、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、こ

ども発達支援センターの指導員による育児や発達

支援に関する個別的な相談を受けておりまして、

気軽に相談できる機会として利用されておりまし

て、重要な子育ての支援の場となっております。

今後の子ども・子育て支援及び母子保健策の推

進に当たりましては、平成３２年度末までに国が

設置を目指しております子育て世代包括支援セン

ターの開設に向けまして今後関係機関と連携しな

がら総合的な子育て支援体制の構築を図り、幼児

期から子育て期にわたります切れ目のない支援を

続けてまいりたいと考えております。安心して子

供を産んで育てられる社会全体から赤ちゃん、よ

うこそと言われるような環境整備に向かいまして、

今後とも検証を進めてまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今ほど厚生労働省の

２０１５年からの子育て世代包括支援センターに

ついてのお話がございまして、整備を推進してい

くということでよろしいのかというふうに思いま

すけれども、具体的にどのように整備していくの

かお聞かせいただきたいと思います。

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） 子育て世代包括

支援センターにつきましては、保健師と専門職が

妊産婦等の状況を継続的に把握しながら、必要に

応じて関係機関と協力しながら支援プランを策定

することによりまして、よりきめ細かな支援を行

っていくという制度でございますが、これにより

まして妊娠、出産期から子育て期にわたる総合的

相談や支援をワンストップで行えるような場所を

設定するということでございますので、今後２０

２０年の開設に向けまして具体的な検討に入って

まいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはり子育ての悩み

は子供だけでなくて、そこの背景にある両親、ま

た家族関係、地域、そのようなことが重複されて

ありますので、この包括センター、まだ道内では

１５自治体ということになっておりますけれども、

早い設置を希望いたします。

次に、不妊治療について、今回実施計画が示さ

れ、特定不妊治療費助成事業費が示されましたが、

この金額の根拠についてお尋ねいたします。

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） 現在先ほども申

し上げましたが、制度設計中でありますので、助

成等の額がまだ確定はしておりませんが、道が実

施しております特定不妊治療費の助成事業による

助成の決定を受けた方を対象といたしまして、そ

ういうことを想定いたしまして考えております。

市民の不妊治療に係る助成の状況について、どの
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ぐらいのニーズがあるのか、保健所より毎年度の

申請件数についてデータの提供を受けておりまし

て、さらに昨年の８月から母子健康手帳の交付時、

妊婦一般健康診査受診票交付時の聞き取りの中で

不妊治療の有無について調査を行ってきておりま

す。平成２３年度から２７年度の５年間の実績で

ありますが、年間平均で１４件程度、それから北

海道と同程度の助成とした場合、１件当たり平均

約７万円程度の費用がかかるのでないかと積算を

させていただいております。

なお、個人や医療機関によって治療費の額に大

きく差が出ることから、実施に当たりましては制

度の周知や手続について保健所と連携、情報交換

しながら進めてまいりたいと考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 基本目標ということ

で示された金額は、２９年度事業費１００万円、

３０年度１００万円、合計２００万円ということ

で示されているわけですけれども、もしかこれが

足りない場合、どのように考えられておられます

でしょうか。

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） 先ほども申し上

げていますが、詳細な制度設計がまだ終わってお

りませんので、今平成２９年度の予算編成に向け

て協議を行っていく中でどの程度の助成額になる

かというところが出てきますので、その額が確定

した後に件数の増減により助成額というか、事業

費全体の事業費額も変更となってくるというふう

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） 私も非常に今まで求

められていたことでございますので、大いに期待

しているところでございます。不妊に悩む、不育

症に悩む、そういう方もたくさんいらっしゃいま

すので、温かい支援をいただきたいというふうに

考えております。

今保健所との連携ということでお話しいただい

たところでございますけれども、やはり道の保健

所との連携が非常に大事だというふうに考えます

けれども、そのことについて再度質問させていた

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） 今も申し上げさ

せていただきましたが、不妊治療につきましては

道の事業との連携が大事だということで、今後と

も情報交換、連携を一層密にさせていただきたい

と思いますし、また一般的には本市でつくってお

ります健康増進計画への委員としての派遣ですと

か御助言、またデータの提供、分析なども行って

いただいたり、また道が所管しております特定疾

病、疾患などの相談をセンターが受けた場合は保

健所に速やかにつなぐような、そのような連携を

図らせていただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 国や道の動向を見つ

つ、名寄市としてしっかり進めていっていただき

たいというふうに考えております。

また、保健師さんの地域担当制なのですけれど

も、町内会ではいろいろなサロンとか催し物も開

催されているところですけれども、そのようなと

ころに行って指導しているということでございま

すよね。そのときにやはり栄養指導とか、生活習

慣病だとか、体がなかなか動かなくなってきたと

か、そういう話し合いも保健師さんとなされてい

ると思いますし、栄養士さんも一緒に行かれてい

るというふうに思っているのですけれども、その

活動の取り組みはどのような内容になっているの

かお聞きいたします。

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） 各地区におきま

して栄養相談ですとか、老人クラブ、それから高

齢者学級での栄養、料理教室に保健センターの管

理栄養士が出向きまして、指導や支援を行ってお

ります。また、食生活や低栄養による生活に支障

がある場合につきましては、地域包括支援センタ
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ーと連携をとりながら、情報提供しながら適切な

支援を行っております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 少子高齢化に向けて

本当に保健センターの果たす役割は大きなものが

ありますので、これからもしっかりと取り組んで

いただくことを要望いたします。

次に、大学について質問させていただきます。

やはり学生確保が一番大切だというふうに思って

おりまして、新棟今つくっておりますし、図書館

もつくっております。学生確保について、また教

員確保についてどのようにお考えか、再度質問さ

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） 今高野議

員からお話がありましたように、学生をしっかり

と確保していくということは、本学がずっとこれ

からも残っていく上で極めて重要だと思っており

ます。それには、１つとしては魅力ある大学づく

りを進めていくということで、１つは国家試験の

合格率などを、看護学科は今かなり高くていいの

ですけれども、例えば管理栄養士、社会福祉士な

んかは課題があるので、そこの引き上げ、あるい

は就職率の維持、それから本学の特徴であります

連携教育ですとか、地域との少人数教育の実践を

しっかりしていく。また、広報、入試活動ではホ

ームページ等の情報をしっかり発信していくこと

と高校訪問なども少しターゲットを絞ってこれか

らやっていく必要などがあるのかなと思うところ

です。

また、それにあわせまして、ハード面も今お話

がありましたように図書館ですとか新棟つくって

おりますので、しっかりとした教育内容の充実に

あわせてハード面もしっかりと整備をしていくこ

とで学生にとって魅力ある大学になるように今後

も努めてまいりたいと思っておりますし、それら

を将来構想の中でも議論をし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） やはり一番心配なの

は学生、教員の確保でございますので、しっかり

と取り組んでいただくことを要望いたします。

先ほどコミュニティケア教育研究センターのこ

とについて詳しく説明していただいたところなの

ですけれども、ケアの未来を開くということで非

常に幅が広いですし、まだ研究というか、題材と

いうのですか、もう本当に一生懸命なさって、私

も何回かお訪ねしてお話をお聞きしたところなの

ですけれども、非常に幅広くなさっているのです

けれども、これ地域でも期待しているものですか

ら、いろんな声もかかってくるのではないかと思

うのですけれども、名寄地域だけでなくて、いろ

いろ中川とか、また南のほうにもいらっしゃって

いるのではないかというふうに思うのですけれど

も、その辺はいかがでしょうか、お聞きいたしま

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） センター

は、先ほども申し上げましたとおりことしの４月

に立ち上げたばかりで、十分な活動ができている

のかというのはこれからの部分もかなり大きいの

ですけれども、ようやく今年度から事務局職員を

１名配置することができまして、かなりかけ持ち

で事務局もやっているのですけれども、これから

徐々に学内での体制と事務局機能の充実に向けて、

御指摘の点も踏まえて検討させていただきたいと

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） 図書館に今度移られ

て、住民の方も気軽に入れるような、そういう組

織にするということですけれども、それに対応で

きるだけの準備とか、人はいらっしゃるのでしょ

うか。

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） 現時点で

センターには兼任のセンター長が１名と事務局は
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私と次長とが兼務で、専任の事務局の係長職が１

名、そして嘱託の職員が１名おります。当面は、

事務所を図書館に移行して、専任となるのは職員

１名と嘱託職員１名で対応するのですけれども、

図書館全体の配置とあわせまして、今すぐ増員は

なかなか難しいですけれども、市民の皆さんに不

便をかけないようにしっかりとその中で見直しを

含めて検討していきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 何度かお尋ねしてい

て、本当にすばらしい取り組みで、行動力のある

方が担当していらっしゃるなというふうに思いま

して、もっともっと地域でいろんな課題を吸い上

げて大学で研究していただけるのではないかと、

そういう思いを強くしておりまして、ぜひマンパ

ワーの面も考えていただきたいというふうに、財

政大変ですとか言っておきながらマンパワーもお

願いしますというような、ちょっとあれなのです

けれども、非常にすばらしい取り組み、例えば薬

草だとか、そういうところにもどんどん行って開

拓している。今回も子供のスポーツに取りかかっ

ている。いろんな食べることからスポーツから、

全てのことを網羅して、障害者から若い人から子

供から高齢者までという、本当に広いと思うので

す。これをいかにうまくコミュニティケア教育研

究センターが乗り切っていくかということで、余

り幅を広げてしまうと人数が足りないのではない

かというふうな思いをいたしましたので、検討し

て進んでいっていただきたいと思います。

あとは、大学図書館のお話も今出たところでご

ざいますけれども、開放時間だとか、土日の開放

だとか、バリアフリーとか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） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今新図書

館の開館に向けましては、学内に委員会を設置を

いたしまして時間等検討しておりまして、まだ現

段階で明確にということではないのですけれども、

１つは学生の期間中は期間を延長して開館できる

ように議論していることと土曜、日曜についても

全部ではないにしても、例えば土曜だけですとか、

一部を開館できるように内部で議論をしておりま

して、その間につきましては学生、教職員はもち

ろん市民の皆さんにも利用していただけるのかな

ということで、そういう準備をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 市民の方は、結構大

学に入りづらいというふうにおっしゃいますけれ

ども、一度入ると学生も本当に挨拶していただけ

ますし、非常に居心地のいい雰囲気の中にあると

いうふうに思うのですけれども、図書館も市民の、

近隣の地域の方がやはり期待しているところでご

ざいますので、入りやすい図書館ということにつ

いてどのようにお考えかお尋ねいたします。

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） 入りやす

いというのは、図書館に限らず教職員、学生、全

ての方が挨拶といいますか、そういう部分が大切

になってくるのかなと思っております。先ほど申

し上げましたバリアフリーに関しましては、新図

書館は相当進んでおりまして、そこはそんなに心

配をしておりませんので、あとは中身の問題です。

いわゆる学長以下全教職員、そして学生が笑顔で

市民の皆さんに会ったときおはようございますと

いうようなことが言えるようなソフト面の充実が

大切なのかなと思っておりまして、引き続きその

ような方向で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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 非常に笑顔で皆さん

挨拶をされて、気持ちのいい大学になっておりま

すので、引き続きどのような方がいらしても挨拶

をするとか、にこやかな態度で迎えていただくと

か、そのような対応をしていただきたいと思いま

すし、駐車場がどのように、学生は学生、外来者

は外来者、お客様はお客様というように区切られ
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ているのか、それともばらばらにとめていられる

のか、そこら辺お聞きしたいと思います。

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） 現在今工

事をしておりますので、教職員については本館と

新館の西側といいますか、あそこを使っておりま

して、基本的に図書館ができますと利用者を中心

にしたいと思っておりますし、また新棟ができま

すとあそこにも３０台前後だったと思うのですけ

れども、駐車場がふえますので、その辺はきちん

とすみ分けができるように対応したいと考えてお

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） 大学につきましては、

厳しい財政管理のもと図書館や新棟の建設を進め

ているとのことですが、大学がどんどん新しくな

ってよかったという声がある一方で、財政的に、

また将来を見据えたときに本当に大丈夫なのかと

いう市民の方の声もお聞きするところです。市民

に向けた丁寧な説明で、市民に愛される大学であ

ることが必要かつ重要であると考えますが、どの

ようにお考えでしょうか。

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） 何回か今

申し上げましたとおり、基本的には学内の教職員

が挨拶を含めてそういう対応ができるということ

と、あとは大学の全体の運営収支なども含めて市

民の皆さんにお知らせをしていって、よりよい大

学をつくっていくことが大切なのかなというふう

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。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 次、図書館について

質問させていただきます。

実施計画で図書館本館の改築は、新規事業で示

されましたが、いつごろからどのような形で取り

組みを開始するのかお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今図書館の改築にお

きまして実施計画の中でも老朽化の図書館本館の

改築について、また施設等複合化や建設場所を検

討するというふうに前期、中期の中で行うとして

おります。これにつきましては、とりあえずは各

自治体で、先ほど滝川市と北見市の事例を話しま

したけれども、いろんな図書館の建て方、特に町

中ににぎわいづくりというような図書館づくりが

多いように思いますけれども、全国のそういった

図書館、どういった図書館、どういった機能を持

たせてやっているかというのはやっぱり情報を収

集していきたいというふうに思っています。それ

を図書館協議会がありますので、その中に情報提

供として渡しながら、名寄市にとってどういった

図書館がいいのかというのを話を進めていきたい

なと思っています。市民意見の取り入れも重要で

ありますけれども、それについては名寄市として

公共施設等の総合管理計画もありますから、場所

であったり、どういったものと複合化、複合する

施設のそういったもののある程度の方向性を出さ

なければ市民のワーキンググループとか、そうい

った中での議論というのはできないというふうに

思っていますので、先ほど申しましたように図書

館の職員だったり、図書館協議会の中で当面は議

論、検討を進めていきたいというふうに考えてい

ますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それでは、公共施設

等総合管理計画の観点から、図書館についてどの

ようにお考えかお尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 公共施設等総合管理

計画の観点からということでありました。今小川

部長の答弁の中にもありましたように、公共施設

の総合管理計画については総体として１３％の縮

減を目指すということでありますので、他の施設

の機能などを含めた複合化の視点も含めて議論を

していかなければいけないだろうという考えをし
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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） しかしながら、老朽

化が激しく、壁は落ちてくる、高齢者が２階に上

がれない、本は多くて座るところもない、こうい

うところをやはり先に計画を立てて進めていくべ

きだと思うのですけれども、その点についてどの

ようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 公共施設等総合管理

計画の中でもお示しをしているように、市内の公

共施設については多くの施設が老朽化していると

いう状況にあります。そういった中でありますの

で、決して図書館だけが古いというわけではなく

て、ほかにもありますので、そこについては市民

の皆さんの御意見を踏まえながら、あるいは庁内

での議論も十分踏まえながら、緊急を要するもの

から順次整備をしていかなければいけないだろう

と思っていますし、その整備の検討に当たっては

先ほどから繰り返しになりますが、複合化なども

含めて多角的な視点からの議論を進めていかない

といけないというふうに考えておりますので、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） 言っている意味はわ

かりますけれども、やはり削減、削減、老朽化さ

れたほかの施設も多いこともわかりますし、取り

壊さないといけない施設も多々あるのだろうとい

うふうに思います。でも、ここはやはり何が大切

で何を大事にしていくか。名寄市は教育のまちと

いうことで、昔から教育施設にはお金を本当に使

ってきた、そういう経緯もございます。本当に今

何が大事か。１３％縮減、それはもうわかってお

ります。わかっているけれども、やはり何を大切

にして何を最初にするのかということをお聞きし

ていますけれども、再度御答弁お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 公共施設等総合管理計

画との兼ね合いでいきますと、総務部長からお答

えしましたとおり老朽施設が並んでおりますので、

これをどのように組み合わせ、あるいは複合化し

て総体的な施設を管理していくか、非常に大きな

問題だと思っています。今小川部長のほうからも

ありましたけれども、図書館の機能が従前より比

べていろいろとふえてきているというのも事実で

ありますし、市内全域を見渡しますとどういう建

設位置が望ましいのか、いろんなハードルがある

と思います。ただ、議論する段階において今どの

ようなハードルがあって、どのような施設が並ん

でいるのか、今後の財政課題の中で一覧表という

ことで示させていただきましたけれども、今後は

地図などを使ってより詳細な検討に入らなければ

ならないと思っておりますし、それを通じてどう

いうような順序で、あるいはどういうような施設

を複合化して機能をより高めるか、これ市も汗を

かきますし、市民の皆さんとともにつくり上げて

いく大きな課題だと思っておりますので、今後こ

の作業に着手していき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） 修繕費にも随分お金

がかかっている状況でございますので、やはりこ

れは早目に取り組んでいただくことが必要かとい

うふうに思っております。私どもも視察にいろん

なところに行きまして、北斗市のかなで～る、ま

た南相馬市、東京都の江戸川区等々、いろんなと

ころに行っておりますけれども、やはり図書館に

対する市民の思いです。市民が集まってこんな図

書館が欲しい、こういうふうにしてほしい、夢を

語れる。将来こうなる。私が言ったことが図書館

に反映されている。そこの一つのところにも市民

の声が生きている。そういう図書館がやはり職員

も自信を持って説明をしていただくわけなのです

けれども、そのことについて部長、どのようにお

考えかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今高野議員から視察
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もしたことも含めて話がありました。おっしゃる

とおり、市民に親しまれて子供から高齢者まで気

軽に足を運んで自分の時間を過ごす、そういった

ような施設が大変重要だというふうに思っていま

す。そして、一回建てますとやっぱり４０年、５

０年という長い期間利用される図書館でなければ

ならないというふうに思っていますので、そうい

った面では建設するに当たってはやっぱり十分市

民の意見を要望を取り入れることも大切ですし、

今回先ほど申し上げましたように当初は今の図書

館、２階に閲覧室あったものを１階に移すような

状況になりましたけれども、そういった将来的な

変化にもある程度対応できるような工夫改善もし

ながら、時々のニーズに合った図書館機能が保て

るような、そういったようなこともちょっと視野

に入れながら、図書館の建設のあり方について考

えていかなければならないかなというふうに思っ

ています。そういった面では、先ほど言いました

ようにいろんな全国的な図書館の事例を見ながら、

今後検討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） 私たちもしっかりと

近隣の図書館、また機会があればいろいろな図書

館を訪問いたしまして、よりよい名寄市の図書館

をつくるためにみんなで汗を流したいというふう

に考えております。

最後に、加藤市長にお聞きいたします。名寄商

工会議所から名寄市西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

いて提言されているところですが、このことにつ

いてどのようにお考えになっているかということ

と教育のまち名寄市として名寄大学は今その姿を

変えようと多額の資金をかけ、図書館、また新棟

の工事が進んでいます。名寄大学の将来展望につ

いてお聞かせいただきたいと思います。

また、図書館の件ですけれども、プラネタリウ

ムのある図書館はそのころ画期的で斬新、名寄市

民として本当に自慢の図書館でございました。市

立名寄図書館の将来構想について、市長はどのよ

うにお考えになっているか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） 大学図書館と市立図書館

のことのお尋ねがございましたけれども、まず忘

れてはならないのは平成１８年３月に名寄短大を

一部４年制化して、新たな名寄市立大学としてス

タートしてきたわけでございますけれども、ここ

数年ずっと大学基準協会から図書館の設置につい

て相当御指摘を強くいただいていたわけです。こ

の図書館がしっかりと機能していないと４大とし

ての機能を果たせないのでないかと厳しい御指摘

もいただきながら、財政的な面もあってなかなか

できなかった経過があると。ことし終わりますけ

れども、総合計画の中で後期計画の議論の中でど

うするのだという議論で大学図書館を優先し、お

互い一緒の機能にはならないので、市立図書館を

先送りするということを市民の皆さんと議論をさ

せていただいて、その優先順位をつけたという経

過があるということをまずお話をしておきたいと。

そのことも含めて、大学の運営経費の中で少しず

つ基金も積み立てをさせていただいて、今回よう

やっと名寄図書館を新しくすることができたとい

うことでございます。

これから２０１８年以降、１８歳人口が減少し

ていくという中で、大学も非常に厳しい競争にさ

らされる可能性も出てくると思います。一方で、

地方創生という中で地方で子供たちを育てて、そ

して地方を知って、できれば地方に人材を還元し

ていくという、この名寄市立大学の役割というの

は、私は名寄だけでない、本当に全国的にも非常

に意義のある施策だというふうに思っておりまし

て、このことをしっかりと進めていくことが地方

創生につながるということで柱の一つに掲げてき

たわけであります。地方が大学を育てて、大学が

地方をよくしていくという相互連関、循環をより

平成２８年１２月１６日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号
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進めていきたいというふうに考えております。

名寄市立図書館については、今ずっと皆さんか

らお話あったとおりで、これはやっぱり市民議論

をこれからしていかなければならないというふう

に思います。町中で、あるいは複合施設でという

ような御提言もいただいているのをぜひ参考にさ

せていただきつつ、全体を俯瞰して公共施設をど

う配置をしてくるか、あるいは教育の中でも生涯

学習あるいは児童を育てていく施設、いろいろあ

るので、こうしたことを見据えてどんな施設にし

ていったらいいのかというのを今後ぜひ市民の皆

さんともよく議論をさせていただいて、夢のある

ものをできるような検討をこれからスタートさせ

ていきたいというふうに思っております。

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。

農業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） ただいま議長より御

指名をいただきましたので、これより通告に従い

大項目２点について順次質問してまいります。

初めに、大項目１点目、農業振興施策について、

小項目１、本年の地域農業を総括して。本年もほ

ぼ全ての収穫作業が終了し、１年間の営農の成果

が問われる時期を迎えました。ことしの融雪期は

平年に比べ早く、その後も比較的安定した天候が

続き、順調に春作業が進みましたが、５月末の集

中豪雨、そしてひょうによる被害、その後６月に

かけての低温、長雨、そして８月には台風の影響

による大雨被害など不安定な天候により、農家の

方々にとっては大変苦労の多い年であったように

思います。そこで、本年の主要作物の状況と農業

施策の推進状況等を含め、本年の地域農業をどの

ように総括し、次年度に向けた取り組みを進めて

いくのか御見解を伺います。

次に、小項目２点目、中長期的視点に立った今

後の施策展開と将来の地域農業の姿について伺い

ます。昨今の地域農業を取り巻く情勢は、農家戸

数の減少や農業従事者の高齢化、農地集積の問題、

また近年では異常気象に伴う農作物被害が繰り返

されるなど課題が山積しています。国内農業全体

においても、近年目まぐるしく変化する国の農業

政策の中で、個々の農家においては依然として先

行きが不透明な中での生産活動を余儀なくされて

いる状況です。これらのさまざまな課題の解決に

向けて、国の農業政策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、その一方で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中長期的視点

に立った名寄市独自の農業施策の展開が必要とさ

れています。

また、今後の地域農業を担う若い担い手が将来

に希望を持って取り組むことができ、次の時代を

担う子供たちにとって魅力のある地域農業にして

いくためには、将来の地域農業の方向性、ビジョ

ン、あるべき姿を明確に定め、行政と関係団体、

そして農業者が共通認識を持って進んでいくこと

が今何よりも求められているのではないでしょう

か。そこで、次年度から始まる第２次総合計画ま

たは次期農業・農村振興計画の中でそれらをどの

ように具現化していくのか、考え方を伺います。

続いて、大項目２点目、教育行政にかかわって、

小項目１、地域とともにある学校づくりの推進に

ついて伺います。昨年中央教育審議会において、

新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校

と地域の連携、協働のあり方と今後の推進方策に

ついての答申がまとめられ、その中で現在の社会

情勢の変化や教育環境の動向を踏まえ、従来の開

かれた学校づくりからさらに一歩踏み込んだ地域

の人々と学校が教育目標やビジョンを共有して協

働するパートナーとなる地域とともにある学校づ

くりが求められたところであります。当市におき

ましても、地域とともにある学校づくりに向け、

既に幾つかの取り組みを進めているところと認識

をしておりますが、１つ目にコミュニティ・スク

ール導入等促進事業の進捗状況について、２つ目

に小中一貫教育推進に向けての現在の状況につい
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て、それぞれお知らせを願います。

次に、今後の名寄市立小中学校施設整備計画に

ついて伺います。当市においては、快適で安心、

安全な学校施設機能を確保し、充実した教育活動

を推進するため、名寄市立小中学校施設整備計画

に基づき計画的な施設整備を進めてきているとこ

ろであります。本計画は、平成２３年度から平成

２９年度までの７年間の計画期間で策定されてお

り、次年度、平成２９年度が最終年となっており

ます。そこで、本計画最終年度を迎えるに当たり、

これまでの計画に基づく施設の整備状況と今後の

学校施設の整備計画の考え方について見解を伺い、

壇上からの質問といたします。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件の御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、名寄市の農業振興施策について、小

項目１、本年の地域農業を総括してについてお答

えいたします。本年は、雪解けはやや早くなりま

したが、畑作物では降雨の影響により播種、移植

作業がおくれる形で春作業が進み、５月の末には

ひょうによる農作物やビニールハウスへ被害が発

生するとともに、大雨による冠水や流出の被害も

あったところです。６月の低温、日照不足により

生育のおくれが心配されましたが、８月に入り気

温も上がり、平年並みの生育に近づきました。し

かし、８月には発生した台風などによる大雨の影

響により一部の農作物において冠水や倒伏、流出

などの被害を受けるとともに、あぜや用排水など

の農業用施設にも被害が及んだところです。その

後各生産者による肥培管理、適期防除により一定

の収穫が確保され、全体としては平年並みの農作

物の供給が可能となりましたが、例年にない早い

積雪により大豆などの作物においては一部収穫が

困難な状況となっております。

作物ごとでは、道北なよろ農協の１１月での農

産物取り扱い見込みでは、本年計画に対してウル

チ米でやや下回るものの、モチ米、小麦、大豆な

どでは計画を上回る状況となっております。また、

青果ではアスパラ、スイートコーン、バレイショ、

カボチャで単収は低かったものの販売単価が上が

ったため、計画を上回りました。

以上、出荷状況等の報告とさせていただきます。

続いて、主要施策の推進状況について申し上げ

ます。農業・農村振興計画の策定につきましては、

検討委員会でまとめていただきました計画素案に

より農業委員会、農業振興対策協議会で議論をい

ただいてきました。今後青年、女性団体や生産部

会などと協議を重ね、最終的な検討委員会での議

論をいただき、計画案を策定し、農業・農村振興

審議会から答申を受けた後にパブリックコメント

にかけ、年度内の計画としていく予定であります。

労働力確保に向けた取り組みとしまして、雇用

労働力の確保における課題を明らかにするととも

に、他業種との連携の可能性を探るため、これま

でに農業者、ＪＡ、ハローワーク、除雪業者を対

象として聞き取り調査に取り組んでまいりました。

現時点での雇用労働力確保の課題としては、農作

業が天候に左右されるため、雇用契約期間内で安

定した収入が確保されない点や農作業そのものに

対する理解がなく、何をするかわからないため、

敬遠されている状況にあることが挙げられていま

す。引き続き調査、分析に取り組み、課題を明ら

かにするとともに、労働力確保に向けた方策につ

いて関係団体と協議を進めてまいりたいと考えて

おります。

有害鳥獣対策では、本年についてはエゾシカ、

ヒグマ、アライグマのいずれも捕獲頭数が昨年度

より増加している状況になっております。特にア

ライグマについては、捕獲された地区も拡大して

いるとともに、現在も酪農家の牛舎において出没

が確認され、捕獲されるなど、生息数の増加が懸

念されますので、今後においても防除登録者の拡
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大に向けた講習会を実施し、捕獲状況や効果的な

捕獲対策について周知を図り、取り組んでまいり

ます。

次に、小項目２、中長期視点に立った今後の施

策展開と将来の地域農業の姿について申し上げま

す。名寄市の農業の課題ですが、１０年前と比較

すると農家戸数については農林業センサスにより

ますと約２５０戸減少し、経営規模については２

０ヘクタール以上の農業者の割合が増加し、経営

規模が拡大する傾向にあり、こうした傾向は今後

も続くものと考えております。また、新規就農者

については、農業後継者の新規学卒やＵターンに

よる就農を中心に毎年１０名前後は確保されてお

り、地域おいて活躍をいただいているところです。

こうした状況を受け、全体として労働力不足の傾

向にあり、作付体系も作業が機械化されている土

地利用型作物へ変化するとともに、作業機械の大

型化に対応していない、農地の流動化が進まなく

なることが懸念されるところです。

農作物については、昼夜の温度差や冬の寒さを

利用した栽培など地域特性を生かした農業生産に

取り組まれ、市場において品質が高く評価される

とともに、モチ米においては日本一のモチ米産地

として知名度が定着しています。今後もこれまで

築き上げた信頼をもとにさらなる販路拡大を目指

すとともに、加工等により付加価値向上にも取り

組む必要があると考えております。

農村環境については、有害鳥獣による被害防止

対策に引き続き取り組むとともに、グリーン・ツ

ーリズムや食育活動を通して市民や市外へ農業、

農村の理解を深めていく必要があると考えており

ます。

こうした課題を踏まえ、これからの農業振興の

方向性については農業生産基盤の整備や土壌改良

による透排水性の改善や地力増進による収量、品

質の向上に取り組みを進めるとともに、既に市場

から高く評価されておりますモチ米を初めとする

農産物の販売拡大に向けて取り組みを進めてまい

ります。

また、付加価値向上に向けた取り組みとしては、

加工品の開発や製造に向けて他産業や研究機関と

の連携により取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。

労働力不足を補うため、ＩＣＴ等の新たな技術

や省力化栽培などの導入に向け農業振興センター

において試験研究に取り組み、名寄に合った技術

の選択や技術普及に取り組んでまいります。

雇用労働力確保に向けては、雇用条件を整備す

ることで求人しやすくなることから、法人化の推

進やより長い期間雇用できるように作型の違う農

業者が連携して雇用できるような体制づくりの推

進、作業受委託やコントラクター組織の育成につ

いてＪＡや他産業との連携も視野に入れながら勧

めてまいりたいと思います。

農地の集積、不耕作地化への対策としては、引

き続き農業委員会と連携し、担い手への農地集積

に取り組むとともに、耕作放棄地とならないよう

農地の賃貸や作業受委託などにより管理を進める

必要があると考えております。また、定期的な不

作地、耕作放棄地の実態状況調査に取り組み、引

き続き対策について検討していきたいと考えてお

ります。

担い手対策としては、新規参入者の確保対策と

して就農体験の取り組みや就農モデルを示し、Ｐ

Ｒに取り組むとともに、研修期間、就農時、就農

後にそれぞれ支援策を設けて対応していきたいと

考えております。また、農業後継者については就

農初期と就農後一定期間がたち、経営継承の準備

段階の時期とに分け、ソフト、ハードの両面での

支援を通じ、担い手の育成を図るとともに、ＪＡ、

普及センター、農業委員会、指導農業士の方で構

成される名寄市農業担い手育成センターを中心に

新規就農者への支援体制を構築し、指導に当たっ

てまいりたいと思います。また、後継者の配偶者

確保に向けては、出会いの場を創出し、引き続き

支援に取り組んでまいります。
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有害鳥獣対策では、エゾシカ、ヒグマについて

は引き続き猟友会の方々の協力のもと駆除活動に

取り組むとともに、アライグマについては年々捕

獲頭数が増加している状況となっていることから、

捕獲体制の整備や出没情報の発信などにより、地

域の協力を得ながら対策の強化に取り組んでまい

ります。

また、グリーン・ツーリズムを通し市民や市外

へ農業、農村の理解を深めていくとともに、食育

活動では第３次となります食育推進計画を策定し、

健康づくりや食文化、環境などの面から農業や地

産地消への理解を深めたいと考えております。

また、中山間地域直接支払交付金など国の制度

を活用し、農地や水路などの農業用施設が持つ多

面的な機能の保全、管理に取り組んでまいります。

以上、今後の農業振興の主な考え方について説

明させていただきましたが、引き続き市内の農業

者の御意見いただきながら、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

をお願いします。

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

の教育行政についてお答えをいたします。

小項目１の地域とともにある学校づくりの推進

について、初めにコミュニティ・スクール導入等

促進事業の進捗状況についてですが、智恵文小学

校と智恵文中学校におきましては従前より運動会、

体育祭を合同で実施したり、小学校と中学校のＰ

ＴＡ組織を一本化したりするなど小中の連携や学

校と地域の連携が進んでいることから、小中一貫

コミュニティースクールのモデル校には適してい

ると考え、調査研究を進めてまいりました。本年

度からは、文科省のコミュニティ・スクール導入

促進事業の指定を受け、まず教育委員会が設置要

領に基づき、保護者や地域代表者、学校関係者な

ど２０人で構成される智恵文小学校、智恵文中学

校コミュニティースクール推進委員会を組織し、

コミュニティースクール導入の取り組みを進めて

おります。

６月２９日に開かれました第１回推進委員会に

おいては、文部科学省のコミュニティ・スクール

導入等促進事業の講師を招いて講演会を行い、推

進委員のほか保護者や市内各小中学校の教職員な

ど約５０人の参加を得て、コミュニティースクー

ルにかかわる先進的な事例や関係法令について理

解を深めました。その後８月２３日の第２回推進

委員会では、智恵文小中学校の学校運営や学校評

価等の概要、小中連携の取り組み状況などについ

て意見を交流しました。１１月１６日の第３回の

推進委員会では、智恵文小中学校の教育目標や学

校づくりのビジョンを共有し、地域と一体となっ

て子供たちを育むため、目指す子供像や学校像に

ついて意見交流をしてきました。これまでの推進

委員会においては、各推進委員が学校づくりの当

事者意識を持ち、学校の課題を共有し、その解決

に向けた支援体制等について熱心な熟議が行われ

てきました。今後教育委員会といたしましては、

１２月下旬の第４回推進委員会において学校運営

協議会の規則や年間行事予定等について理解を深

めた後、１月の推進委員会において学校運営協議

会の組織づくりについて協議をします。

また、３月の教育委員会議においては、教育委

員会規則として学校運営協議会規則を制定する予

定であります。そして、次年度４月に智恵文小学

校、智恵文中学校をコミュニティースクールとし

て指定し、学校運営協議会をスタートさせていき

たいと考えております。

次に、小中一貫教育推進に向けての現在の状況

についてですが、智恵文小学校と智恵文中学校に

ついては、平成３０年の本格実施に向け、智恵文

小中学校の校長、教頭、教務主任、研修主任で構

成される小中一貫教育推進委員会を組織し、平成

２７年度から３カ年計画で取り組んでいるところ

であります。本年度の推進委員会では、智恵文小

中学校の全国学力・学習状況調査や新体力テスト、
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いじめアンケート調査結果などから児童生徒の実

態を明らかにし、目指す児童生徒の姿、いわゆる

１２歳、１５歳の姿について協議しました。また、

智恵文小中学校が連携して取り組んできました運

動会や地域行事などの成果と課題を踏まえ、小中

学校の円滑な接続を目指した教育活動の充実改善

に取り組んでいます。具体的には、生活、学習の

決まりや家庭学習、授業の進め方を系統的に指導

できるよう協議したり、小学校音楽科における中

学校教員による合唱指導や小中学校教職員合同の

研修会、授業参観などを行ってきました。

さらに、１１月２２日に開催されました初山別

小学校と初山別中学校の小中一貫教育研究大会に

小中学校教員４名、教育委員会職員２名が参加し、

算数科と数学科の授業参観や講演会を通して小中

連携による確かな学力の育成について研修を深め

ました。今後教育委員会といたしましては、智恵

文小学校、中学校の児童生徒や地域の実態を踏ま

え、９年間を通じた教育課程に基づいた系統的な

教育がより一層充実するよう指導、助言に努めて

まいります。また、学校関係者、保護者や地域住

民が学校づくりに関するビジョンを共有するため、

学校運営協議会においても熟議を重ねながら、小

中一貫教育の取り組みを推進してまいります。

次に、小項目２の今後の名寄市立小中学校施設

整備計画についてですが、学校は子供たちにとっ

て学習と生活の場であり、学校教育活動を実践す

るための基本的な教育施設です。このため、現在

本市においては平成２３年度４月に策定した小中

学校施設整備計画において計画的な施設整備の考

え方や進め方を示していますが、来年度で現在の

計画は終了します。平成３０年度からスタートす

る次期施設整備計画においても第２次総合計画の

個別計画と位置づけ、来年度末までに策定するこ

ととなります。策定に当たっては、名寄市立小中

学校適正配置計画と連動させ、将来の児童生徒数

の動向を踏まえた中での計画となるよう考えてい

るところであります。

また、老朽危険校舎の年次的な改築、改修とい

う視点からだけではなく、施設の長寿命化や新た

な学校の姿として注目されているコミュニティー

スクールへの取り組み、小中一貫教育の導入など

多様な教育スタイルに対応できる学校施設整備の

あり方などについても検討が必要と思われます。

その反面、市の財政状況を十分に考慮し、後年に

過大な負担を残さないという視点から、計画的な

効率的な学校施設の整備となるよう施設整備計画

づくりが求められると考えているところでありま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をい

ただきましてありがとうございます。それでは、

再質問に入らせていただきたいというふうに思い

ます。

まず、農業振興施策から再質問させていただき

たいと思います。部長のお答えにありましたよう

に、８月の台風を初めとする、ことしも本当に気

象変動激しかったなというふうに思います。一部

若干作物に影響があった部分もあったのかなと思

いますけれども、お答えのとおり最終的には大方

平年並みで各作物終わったということで、いろい

ろとことしも天候に左右された年ではありました

けれども、本当によかったなというふうに率直に

思っております。また、同様お答えあったように、

特に野菜類を中心に価格がよかったという部分も

経営成果には全体的に反映されたということで、

非常によい傾向であったのではないかなというふ

うに、本当にまさに日ごろの努力と苦労が報われ

た年ではなかったかなというふうに感じていると

ころであります。

お答えの中で一部ありましたけれども、まずお

伺いしておきたいなと思いますのは、１０月２４

日でしたよね、たしか。この地域も本当に平年に

比べて早い積雪。１０月末は雪が降ることも多い

のですけれども、それがことしは最終的に根雪に
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なってしまったという、ちょっと異常な状況であ

ったなというふうに思います。少し大豆等の作物

に影響があったというようなお答えありましたけ

れども、実際の具体的な状況をどの程度まで把握

していられるのか、またもしそういった支援の要

請等あったのかないのか、そのあたりちょっと確

認も含めてお知らせ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） １０月の大雪によっ

て大豆の関係で影響が出たということで、ＪＡと

の話の中では１０ヘクタールぐらいの状況がちょ

っとあったのかなという話は聞いてございます。

それで、誰々というのはちょっとお聞きしていま

せんけれども、影響はあったということで、その

後全体的な生産物の状況の中で、特に支援などの

要請はないというふうに伺っております。

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） １０ヘクタールぐら

い、何軒かの方がちょっと残ったようだというよ

うな情報だけはつかんでおりましたけれども、昨

日だったかな。報道にもありましたけれども、今

現在でも士別はもう１００町超えて大豆が収穫で

きないままであるというところであります。そう

いう部分でもことし１年いろいろと天候も厳しか

った状況ありますけれども、そういった部分、こ

の地域本当に救われていたなというか、恵まれて

いたなというふうに思います。個々の経営成果そ

れぞれあるかと思いますけれども、聞いている話

では全般的には昨年非常によかったという部分も

ありますけれども、ことしも同程度にいい状況で

はないかというような予測もあるようです。大変

な状況といえども、また来年もこういう状況にな

ればいいなというふうに本当に思っておりますの

で、いろいろと部長のほうからことしの地域農業

総括した中でお答えいただいて、それぞれの計画

の進捗状況もお話しいただきましたので、そのあ

たりはしっかりと改めて検証をいただいて、次年

度に向けて取り組みを進めていっていただければ

というふうに思います。

１番と（２）の重複する部分はありますが、農

業の関係、次期、第２次の総合計画にかかわって

ちょっと具体的な部分お伺いしたい部分もありま

すので、再質問させていただきたいというふうに

思います。今後農家戸数減少していく中で、規模

が大きくなり、そして労働力不足するという、や

はりそこら辺の見通しは当然想定されますけれど

も、総計の具体的な個別事業も先般示していただ

きましたので、その中で一部お答えの中にもあり

ましたけれども、労働力不足の解消に向けた取り

組みを進めていくということでお答えがありまし

た。先般いただいた資料の中で事業内容、労働力

の不足を補うための労働力確保に向けた制度の確

立と。コントラクター等の作業受委託組織の育成

ということで事業内容が記載されております。実

際このあたりは喫緊の課題かと思いますし、また

労働力調査等も含めて昨年度から取り組まれてい

るのだというふうに思いますけれども、そこらあ

たりの今後の労働力確保の対策について、次期総

計前期で継続して、それぞれ前期２９年度、３０

年度予算措置もされておりますけれども、もう少

し何か具体的な内容についてお知らせを願えれば

というふうに思います。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） 労働力確保事業とい

うことでございまして、若干今の計画の関係でお

話をさせていただきたいと思いますけれども、本

年名寄市立大学の今野先生にお願いして調査活動

を行っていただいております。一応今月中に中間

報告をいただけるということでございますので、

それに基づいてあと数カ月の取り組みをさせてい

ただきたいということでございますけれども、先

ほどのお答えでも申し上げましたとおり、関係機

関でのお話をお伺いして、１点先進参考事例など

の調査も先生にしていただきまして、抽出でした

けれども、農家さんのお話を詳細にお伺いしてい
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る状況でございます。その中で現時点の課題を整

理していただいておりまして、これらの対応につ

いて今まとめていただいておりますので、それが

１２月に少し出るのかなというふうに思ってござ

います。

今後につきましては、さらに加工業者さん、高

齢者事業団さん、また農家さんも若干調整を行い

まして、先ほどいただいた対応課題の部分につい

て確認というか、そういった取り組みを少しやる

ということに、裏づけ調査をやっていくというふ

うになっております。最終的には、まず中長期的

な視点で見た名寄市の農業雇用労働力を取り巻く

状況の整理をしていただきまして、名寄市に合っ

た農業雇用労働力のマッチング案、それを少し御

示唆いただければというふうに思ってございます。

この関係では、この調査自体、市もそうですけれ

ども、ＪＡの営農部門とお話をさせていただいて

おりまして、先日もこの関係でお話をしましたけ

れども、２９年度に向けて農協が３０年度から新

しい計画の策定に入るということでございますの

で、その中で一定の考え方を示すということで考

えてございます。それがコントラクターがいいの

か、受委託がいいのかという、まだそこまでの詳

細は、この結果を見てから判断をさせていただき

たいということで、今後そのようなことで進まさ

せていただきたいと思います。

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） 労働力に関しては、

もうじき中間報告を受けるということであります。

しっかりとそのあたりは、状況整理していただい

て、喫緊の課題ともなっています。早い段階での

労働力確保に向けた体制の整備は、改めてお願い

をしておきたいというふうに思います。

また、もう少し大きな話の中でコントラクター、

作業受委託組織ということで今お答えがありまし

た。先ほどの御答弁の中にも労働力確保の中で法

人化の推進も進めていきたいということでありま

した。農村地域の中でそういったこれからいろん

な個々の農業形態だけではなくて、その地域に何

が望ましいのかは別としまして、コントラクター

組織があったり、また法人化をする組織があった

り、作業のみを受委託する組織があったりという

可能性も今後出てくるのだろうというふうに思い

ます。また、そういった組織によって、先般の総

合戦略の中でもこの中で記載されていましたけれ

ども、特に高齢農業者の持つ知識、技能を生かせ

る環境づくりの推進ということで、農業分野の総

合戦略の中でもうたっております。中身記載され

ておりますけれども、そういった組織体ができる

ことによって、当然作業のほう効率化、集約化、

労働力不足の解消という部分にもつながりますけ

れども、例えばこれから高齢になられてリタイア

されていく、私たちの世代から見たら本当に農業

の先輩という方々がそういう組織の中で、いろん

な事情でリタイアしなければならないけれども、

まだまだ元気もあるし、作業もできると。経営は

やめられるけれどもという状況も見受けられます

けれども、そういった方がそういった組織体の中

で例えば今まで培ってきたノウハウを若い方々に

その組織の中で伝授するですとか、そういったそ

れがまた労働力につながるというような可能性も

探れるのだというふうに思います。そういった可

能性も含めて何が望ましいのか、そのあたりはこ

れからＪＡも含めて検討されるということですけ

れども、そういったものも含めて地域に合った形

でそういった組織体も改めて検討していくべきで

はないかと思いますけれども、そのあたりの考え

方について部長のほうからお答えをまたいただき

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） 農業を御卒業いただ

いた方のその後の御活躍ということだと思います

けれども、その中では結構この部分は振興計画の

農業委員会さんだとか、多くの方からその御意見

いただいております。そういった部分で少し足り
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ない労働力をやっぱり技術も見識もお持ちでござ

いますので、有効に活用のほうをというお話はい

ただいてございます。具体的な部分は今ちょっと

持ち合わせてございませんけれども、先ほど言っ

たとおり例えば法人化の中でそういった方に御活

躍をいただくだとか、コントラクター、トラクタ

ーなど、先ほど近年ＧＰＳ等いろんな部分があり

ますので、御協力いただける可能性とか、そうい

った部分ではあるのかなというふうに思っていま

す。

さらに、新規就農やそういったところ、よくア

ドバイザー的な部分でそういった場面もやっぱり

考えられるのかなというふうに思ってございます。

いずれにしても、そういった御意見いただいてご

ざいますので、当然先ほど申し上げました労働力

確保事業の中でもそういった御意見もいただける

のかなというふうに思ってございますので、その

中で検討し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） その辺可能性も含め

て、そういった声も実際にあるということであり

ますので、ぜひそのあたりは積極的に検討を進め

ていただきたいと思いますし、またこれはこの間

の定例会の中でも決算委員会の中でも、人と農地

の問題の解決もやはりあわせてやっていくべきだ

というふうに思います。そこはきょう深い議論は

避けますけれども、前回の質疑の中ではしっかり

と人、農地の問題も取り組んでいかれるというこ

とでありましたので、そことあわせて検討いただ

きたいというふうに思いますので、改めてお願い

をしておきたいというふうに思います。

次に、担い手の育成の関係でお伺いをしておき

たいというふうに思います。具体的な担い手の支

援事業ということで、従前ずっと継続して行われ

ている事業もたくさんある中ですけれども、特に

この次期総合計画の中では担い手育成支援事業と

いう中でそれぞれ、これは新規ですよね。２９年、

３０年、６００万円ずつの予算措置がされており

ます。これは、新規就農した農業者の経営面、栽

培技術面でのスキルアップ、また所得向上の作物

の導入に向けた支援ということであります。この

あたりの具体的な取り組みについて、既に予算措

置もされているということでありますから、具体

的な内容についてお知らせを願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 担い手の支援策につ

きましては、継続も含めてまず担い手全般にわた

って、この間議員からも御質問いただいてござい

ます。まず、入り口から出口までがきちっとわか

るような施策体系が重要だと。研修に来ていただ

いて、最後は就農ができるという状況をつくると

いうことと、それと加えて指導体制です。そこの

ところが全て整った中で、恐らくそういったもの

を今の新規就農者で来られる方は市のホームペー

ジなどを見て来られる方が相当多くなってござい

ますので、そういったＰＲがぜひ必要なのかなと

いうふうに思ってございます。

その上に立って、支援策ということでございま

す。先ほど大まかな部分ちょっとお話しさせてい

ただきましたけれども、例えば就農初期というか、

その前段にはやっぱり体験で来ていただくものだ

とか、アルバイト的な部分でこちらに来ていただ

いて、そういったことが少し検討できないのかと

いうことでございます。それと、就農初期の部分

につきましては、それぞれ研修に入りますので、

住む関係だとか、それにかかわる資格だとかとい

う部分がございますので、そういったもので少し

支援ができないのかというところ、さらに基本的

には地域おこし協力隊を引き続き取り組んでまい

りたいというふうに思ってございますけれども、

そうでない部分で来られる方の対策も少し考えて

いかなければいけないのかなということです。そ

れと、就農後については、パターンの中だけでは

なくて１年目、２年目が相当厳しい経営になると

いうことでございます。当然国の支援もございま
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すけれども、そこのところに少し集中して支援で

きないのかというところを今検討をしているとこ

ろでございます。新規就農ということでございま

すので、大体そういう考え方でございます。

後継者対策については、先ほど申し上げました

けれども、そういった中身で、今ＪＡともその中

身先日ちょっとお話をさせていただいて、ＪＡと

ともにできる分野はないのかということも含めて

御検討をいただいている状況でございまして、い

ずれにしてもそういった御意見をいただいて、こ

の担い手対策の支援については担い手育成センタ

ーで最終的にまとめるという手順になってござい

ますので、その中で十分検討してまいりたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） わかりました。新規

就農者に向けての対策、また後継者を含む担い手

の対策ということでありましたので、ぜひそこは

しっかりと進めていただきたいと思いますし、従

前の事業の効果等も含めた検証もぜひしていただ

きたいと思います。従前の、今までの状況がどう

かというのは別としても、当然継続してずっとや

っているチャレンジ事業の内容等も含めて、また

新たに事業が出てきてもいいのだと思います。若

い担い手がどこかに研修に行けるような、そんな

支援ですとか、そういうのはやはりこれは再三再

四申し上げておりますけれども、若い農業者の意

見しっかりと把握して、効果的な施策展開をお願

いをしておきたいというふうに思います。

次期総計に基づく、また今策定中の次期農業・

農村振興計画、進捗状況はお話がありましたので、

確認させていただきましたけれども、まさに１０

年後の地域農業の姿、やはりしっかりと絵を描く

ことが大事なのだというふうに思います。この地

域でどのような作物がつくられて、主体に、中心

につくられる作物は何なのか、どのような経営形

態が中心となっているのか、そして先ほど申し上

げた労働力等がどう確保されて、そのためにはど

のような施設、設備が必要なのかというのは、こ

れはあるべき姿、ビジョンをしっかりと、これは

行政だけでやれということではなくて、関係団体、

特にＪＡ、そしてやはり農業者の皆さんと共通認

識を持つ中で、しっかりと１０年後の姿、一つ一

つの事業の積み上げで描いていっていただきたい

というふうに思います。そういった姿は、やはり

見えないと若い方これから先不安もまだまだ残る

のでしょうし、今後に向けての課題が多く残ると

ころだというふうに思っていますので、お願いを

したいと思います。

非常に課題の多い農業分野ですけれども、反面

私も決して悲観はしていません。非常に若い担い

手の方たくさんいらっしゃって、意欲にあふれて

能力を持った若い方がこの地域には本当にいっぱ

いいらっしゃいます。先般ＪＡ青年部の１０周年

記念ということで、私もＯＢですので、呼ばれて

出席をさせていただきました。その中で驚いたの

は、ちょうど合併して１０年、青年部も１０年た

ったのですけれども、私当初その本当に初期に部

長をやらせていただいたときには部員が１２７名

ぐらいだったかな。１２０人いたというところな

のですけれども、今現状で１３８人だということ

で、ふえているのです、１０年前よりも。こうい

う地域って多分どこ探してもないと思うのです。

周りの状況を確認しますと、部員が減って、特に

後継者、担い手が少なくなって青年部自体の活動

もできなくなっているという状況の中で、部員数

がふえているというのは本当にすごいことだなと

いうふうに私思っていますし、その若い担い手の

方の能力を生かすも殺すもやっぱり私たちの責任

だというふうに思っています。そういったしっか

りと先の姿を見据えた形でこの第２次総計、農業

分野も含めて次期農業・農村振興計画しっかりと

進めていただきたいと思いますが、改めてという

か、久保副市長のほうからその辺の決意について

お聞か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） 久保副市長。
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〇副市長（久保和幸君） 山田議員から担い手対

策の部分でさまざまなお考え承りましたけれども、

基本的に全く同じでございますので、冒頭それを

お断り申し上げたいと思います。

状況としては、中長期的な展望を持った農業施

策が必要だというのは、それは実際担い手対策に

かかわってのことですので、改めてその対策につ

いてはしっかり講じてまいりたいというふうに思

っています。現況では、ＴＰＰだとか、あるいは

国の政策でいうと経営安定対策の動向だとか、減

反だとか、もろもろあるわけでありますけれども、

中長期的に見ると人口減少は一途であると。さら

に、地球規模でいうと先ほども御指摘ありました

異常気象、地球環境でいうと温暖化ということも

あって、ここはそういう場面での押さえ方が必要

になってくると思います。それに伴って食料、世

界的ないわゆる人口増にかかわる食料の確保だと

かとなったときに、この名寄市の生産構造でいき

ますと良質で、かつ安全、安心な作物を生産でき

る環境下にあると。これは断言できると思います。

そしてまた、先ほどもさまざまな部分で食という

のはやっぱり魅力がないとその食を誇りを持って

やっていけないのではないかというふうに思って

いるわけでありますけれども、そこは先ほど私ど

もの担い手で活躍いただいている青年農業者の皆

さんはしっかりとそこのところを押さえていらっ

しゃるというふうに私も確信しているところであ

ります。魅力を持って、そして将来に向けて夢と

希望を描けるような、そういう施策を市長の手元

でしっかりと進めていきたいと思っていますので、

これは総合計画、さらには名寄市の新しい農業・

農村振興計画の中で展開をさせていただきたいと

思いますので、その決意を申し上げてお答えをさ

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） ありがとうございま

す。そういう形で進めていただきたいと思います。

改めてお願いしておきたいと思います。

時間の関係もありますので、次、教育行政につ

いて再質問をさせていただきたいと思います。そ

れぞれコミュニティースクールの状況、小中一貫

の状況についてお答えをいただきました。何かち

ょっと地域限定的な話になってしまいますけれど

も、私のおります地域のそういった取り組みにつ

いての状況も確認も含めてお答えをいただいたと

ころであります。コミュニティースクールについ

ては、次年度指定の予定で今進んでいるというこ

とで、推進委員会の状況も御答弁をいただきまし

た。この推進委員会の状況なのですけれども、申

し上げられる範囲で結構なのですけれども、特に

どのような象徴的な意見というか、出ていたのか

という部分、もし差し支えない範囲で把握できて

いれば教えていただければと思うのですが、私も

推進委員に入っていないものですから、一部間接

的に聞いている部分もありますけれども、その状

況についてわかる範囲で。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） これまで３回の推進

委員会を行ってきて、その状況ということですけ

れども、私ちょっと詳細な資料今手元にありませ

んけれども、この間小中連携の中で進められてい

た地域の実情を含めて、今後９年間を見据えての

……９年間ではないですね。済みません。コミュ

ニティースクールですから、地域が学校にかかわ

って運営を含めてやっていくということで、どの

ようなかかわり方含めて進めていくかという点と

か、これまで学校から地域にどのような地域の協

力というか、そういったものをどのようにしてい

くかという、そういったような、このコミュニテ

ィースクール、今まで以上に一体となった連携の

中でどういったことをやっていくというところが

多分議論として出てきているのかなというふうに

考えております。詳細については、ちょっと手持

ち資料ないので、後ほどまたお示ししたいと思い

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。
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〇１１番（山田典幸議員） それぞれ推進委員会

含めて、また小中一貫も具体的に平成３０年の本

格実施に向けての取り組みを進めているというこ

とでありました。その後に御質問申し上げた小中

学校の施設整備計画、ちょっとここは関連づけて

質問させていただきたいのですが、今本当にそう

いった部分で地域とともにある学校づくりという

ことで、ソフト面の準備というか、事前準備が順

調に進んでいるという中で、地域の中でも一部、

私もそろそろという気持ちもあるのですけれども、

ハード面の部分、ここもやはりある程度、一定程

度見えてこないと、ソフト面どんどん、どんどん

進んでいくに従って、そういった部分ついてこな

いと、最近逆に何かそういった部分、核心がぼけ

てしまうような気がしております。ぜひハード面

も含めて整備をお願いしたいということで、関連

づけてというのはそこは３０年以降の次期の小中

学校施設整備計画ということになるのですが、総

計の中でどうこうということではありませんけれ

ども、それも見据えた中で学校のハード面の整備、

これは事智恵文地域の学校にとどまらず、智恵文

小学校は特に４０年たっていますけれども、施設

整備に関しては名寄中学校が３９年、東中学校も

３５年たっているということで、やはりそのあた

りはそういった状況も含めて、優先順位等も含め

てしっかりと位置づけを次の計画の中でしていく

べきと思いますけれども、そのあたりのお考えに

ついてお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今コミュニティース

クール、小中一貫教育を進めるに当たって、ハー

ド面の整備もということの御質問でありますけれ

ども、小中一貫教育におきましては一体型、分離

型という対応がありますけれども、一番効率いい

のは一体型でやるのが９年間を通じて小学生から

中学生まで一緒の学びの校舎で行って、教職員に

ついても移動が少ない部分もあって効果的な教育

活動ができるかというふうに思っているところで

あります。ただ、そうなりますとすぐの整備につ

いてはなかなか難しさもあります。先ほど小中学

校の施設整備計画の話もさせていただきましたけ

れども、来年度策定ということでありましたけれ

ども、先ほど申し上げたとおりコミュニティース

クールであったり、小中一貫教育、こういったこ

とが市内全域に進んでいく状況にあろうかという

ふうに思いますので、そういったことを見据えた

中で、多分向こう１０年間だと思いますけれども、

計画づくりというものも必要だというふうに思っ

ています。

智恵文地区につきましては、智恵文中学校が昭

和６１年から６２年にかけての建設で、比較的新

しい形で、ただ智恵文小学校については昭和５１

年の建築ということで、旧耐震基準ということで

校舎も大分老朽化して、雨漏り等々で御不便をか

けているような状況があるということで、整備の

必要な時期にもかかってきている状況もあるかと

いうふうには思っていますので、そういった状況

も踏まえながら、例えば比較的新しい智恵文中学

校のほうに一体化するとかということも視野に入

れながら、今後整備計画または総合計画の個別事

業の中でも議論を進めてまいりたいというふうに

考えていますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そのような形でソフ

ト面の状況を踏まえた中で、次期の施設整備計画、

そこを踏まえた中でぜひ検討いただきたいと思い

ますし、今このような小中一貫コミュニティース

クール、やはり推進していくにはできれば一体型

が望ましいというような部長のお答えもありまし

た。そういった部分では具体的に今の智恵文中学

校の活用も視野に入れてということでありました

ので、ぜひそのあたりは地域と意見交換しながら

進めていっていただきたいと、ここはお願いして

おきたいというふうに思います。

そこで、問題になるのがやはり財政面なのだと

いうふうに思います。これは、教育委員会のほう
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ではなくて市長部局のほうになるのだと思います

けれども、財政面から先ほどの高野議員との質疑

の中でも財政の部分もありましたけれども、当然

厳しい財政の状況の中というのは重々承知してい

る中ですが、そういった状況の中でやはり特にモ

デル校として名寄市全体の学校のあり方を推進す

るという中でのモデル校ということですから、そ

のあたりは財政面もそこら辺も加味した中でぜひ

早期での計画というふうなことで進んでいってい

ただきたいという希望を持っているのですが、お

答え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） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 先ほど来公共施設、今

文教施設、小中学校のお話でございます。非常に

平たい言い方しますと、小中学校を建てるときに

はかなり事業費がかかる。しかしながら、入って

くる補助金、交付金が少ないというようなのが実

態でありまして、差し引き分はお金を借りるとい

うことになります。ですので、財政面からいくと

なかなかハードルが高いという事業でありまして、

ほかの市町村を引き合いに出すのもなんですけれ

ども、小学校、中学校をもし事業化するとほかの

ハード物が少しストップするような、そういう傾

向も見てとれるのが実態であります。ただ、議員

おっしゃるとおりモデル校という位置づけ、それ

から場合によりますと地域の皆さんとともにつく

り上げる学校という位置づけがありますと、その

辺特定財源のほうの加味も少し探さなければなら

ないかなとは思っております。トータルでどの時

点でどういうような形で進めるかについては、こ

れ非常に慎重な議論が必要でありますけれども、

置かれた学校の状況については私どももよく承知

しておりますので、ここは少し先ほどの答弁もあ

りましたけれども、全体の中でまず議論を活性化

させることが重要と考えておりますので、その中

で丁寧に議論させていただきたいと思っておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） もっと頑張ろうかな

と思いますけれども、理解はしつつも副市長も今

お答えの中で今の学校がやろうとしている役割も

踏まえつつということで言っていただいたと思い

ますので、そこは理解をしたいと思いますが、当

然児童生徒数の推移でいけば今がピークなのかな

というふうに思います。これから爆発的にふえる

ということでは、これは想定しづらい部分であり

ますけれども、やはり今そういった小中一貫コミ

ュニティーというような特色ある教育をしようと

しているという側面、また小規模校としての重要

な役割も担っているという部分も申し上げておき

たいと思います。それは、特認校であるというこ

とで、特別に支援が必要な児童生徒たちを市内か

ら受け入れているという部分も重要な位置づけと

してぜひ考えていただきたいなというふうに思い

ますし、やはり地域とともにある学校、反面地域

からすれば学校を核とした地域づくり、これから

しっかりとしていきたいと。しっかりとコミュニ

ティーを形成していきたい。先ほどの農業の話に

も関連していきますけれども、やはり産業があっ

て、若い人がそこに定着する。そして、結婚して

子供を産んで、やはり学校がないと子供を産もう

という、子供を産んでも教育する場所がなければ

若い人も定着しないのだというふうに思います。

そういった部分も踏まえて、また別な機会で議論

させていただくこともあるかと思いますが、ぜひ

御検討いただきたいということを申し上げて、終

わりたいと思います。ありがとうございました。

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０５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。

介護人材の確保と指定管理について外２件を、
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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、介護人材の確保と指定管理についてで

すが、名寄市が指定管理を行っている介護施設に

ついて、介護職員が不足していることにより定員

を充足させられない状況が続いており、これに関

する現状と問題点及び解決に向けての取り組みに

ついて具体的な提案もしながらさきの第３回定例

会で一般質問を行ってきたところですが、それ以

降これまでの経過及び具体的な取り組みの内容に

ついてお伺いいたします。

次に、名寄市総合計画第２次について伺います。

第３回定例会での総合計画の集中審議における市

長の総括発言、たしか４項目あったと思いますが、

実施計画にどのように反映されたかお伺いいたし

ます。

また、実施計画の策定に当たり、この短い期間

で大変な努力をいただいたのではないかと思いま

すが、市民の方の意見の反映はどのように行われ

たのかについてお伺いいたします。

３点目に、現在特定放射性廃棄物の最終処分に

ついて、国は年内にも地下に埋める地層処分に適

した科学的有望地を公表する方針です。処分を担

う原子力発電環境整備機構、ＮＵＭＯというそう

ですけれども、ＮＵＭＯでは札幌を含む各地で意

見交換会を開催いたしました。以前にも確認して

いることでありますが、北海道の条例においても

特定放射性廃棄物は持ち込まないと制定をしてお

り、こうした状況を踏まえて特定放射性廃棄物の

最終処分について市としての態度、対応について

再度確認させていただきます。

以上、壇上からの質問といたします。

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） 奥村

議員からは、大項目３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は企画担当

参事監から、大項目３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、介護人材の確保と指定管

理について、小項目１、この間の取り組みと対応

策についてお答えを申し上げます。市では、介護

人材確保のための方策として介護職員初任者研修

に係る受講費の助成及び介護に関する資格をお持

ちの方で現在介護職員として就労していない方に

対し、市内介護保険事業所に就労していただく場

合、支度金の助成を行う介護人材確保緊急対策事

業を開始いたします。事業の内容といたしまして

は、１つ目が介護職員初任者研修への助成といた

しまして市内介護保険事業所での就労を確約され、

介護職員初任者研修を受講される方について、当

該研修の受講費８万 ０００円を上限に助成する

というものです。助成事業を行うに当たり、北海

道知事から当該研修の実施機関として指定を受け

ております上川北部地域人材開発センターに研修

の実施を依頼したところ、２月から３月の実施で

あれば高校生の受講も可能であり、人材確保につ

ながるのではとの御意見をいただき、名寄産業高

校やハローワークにも高校生の進路決定の動向や

市内の求人情報なども直接確認しつつ、本事業の

制度設計を進めてまいりました。

２つ目が既に介護福祉士の資格をお持ちの方や

介護職員初任者研修を受講済みの方で、事業実施

後に市内の介護保険事業所へ就労される方に対し

支度金として８万 ０００円を上限に助成するも

のです。いずれの助成制度につきましても市内の

介護保険事業所への就労を条件とするもので、平

成２９年１月からの事業開始を目指し、さきに議

決いただきました平成２８年一般会計補正予算に

て予算措置をしたところです。

なお、上川北部人材開発センターによる介護職

員の初任者研修の日程が平成２９年３月４日から

３１日までと決定したことから、市の助成事業と

あわせて市民の皆様に市広報等を通じ広く開催周
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知をしていくとともに、市全体での介護人材の確

保に向けた緊急対策事業として市内の介護保険事

業所への周知、協力の依頼やハローワークなどの

関係機関との連携を図りながら事業を進めてまい

ります。

また、名寄市が指定管理を委託しております名

寄市社会福祉事業団におきましては次の２点につ

いての取り組みを行っております。１つ目は、無

資格で介護職を希望する方の採用でございます。

事業団では、これまで正職員の介護士については

介護福祉士の資格の取得者、準職員については介

護職員初任者研修の資格取得者の条件のもと募集

をしておりましたが、準職員につきましては採用

条件を見直し、無資格の方についても募集を行っ

ております。このことにより、ホームページの更

新、ハローワークの登録、新聞での募集を行って

きたところです。この結果、しらかばハイツにお

きましてはこれまでにパートタイムの介護補助員

２名を採用しており、今後も介護の仕事に意欲の

ある人材の確保に努めてまいりたいと考えており

ます。

２つ目は、潜在的な介護人材の掘り起こしでご

ざいます。介護人材の掘り起こしに関する取り組

みとして、無資格の方についても準職員介護士と

して新たに募集することになったことに伴い、ハ

ローワークに希望する職種などを登録している方

にダイレクトメールで新たに事業団での募集内容

についてハローワークより通知を行っていただき、

求職登録者に対して情報提供を行い、介護人材の

掘り起こしを行っているところです。このほかに

も事業団を平成２９年３月に退職する職員２名に

ついて再任用職員として任用する予定であり、介

護人材を有効に活用する取り組みを実施している

ところでございます。

また、事業団職員の採用試験を９月に実施して

おり、その後も随時応募があれば採用試験を行っ

ておりますが、平成２９年度新規採用内定者数は

介護士６名で、現時点では職員定数を満たしてお

らず、今後も引き続き募集を行ってまいりたいと

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） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） それでは、私からは大

項目の２番、名寄市総合計画第２次について、小

項目の１、実施計画の策定にかかわってについて

申し上げます。

まず、さきの議会における総合計画の集中審議

における市長総括発言についてでございますが、

大きく４項目ありましたので、まとめて順に述べ

させていただきます。まず初めに、一層の市民議

論をという御指摘につきましては、この後も申し

上げますけれども、実施計画の策定に当たっての

市民との意見交換、それはもとより今後わかりや

すいダイジェスト版等を用いての市民への内容の

周知、各種の機会を捉えての市民との意見交換等

に一層努めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。

２つ目に、市民憲章、都市宣言の反映、とりわ

け非核平和都市宣言についてでございますけれど

も、当市においてはこれまでも非核平和都市宣言

の趣旨にのっとり各種事業等を実施してきており、

また東日本大震災を契機として福島県南相馬市と

の交流を深めるなど、その精神はしっかりと市民

に浸透してきていると考えておりますが、今後も

市民憲章及び４つの都市宣言の意義、精神がさら

に広く浸透されていくよう庁内各部署並びに各関

係機関、団体が一丸となってさまざまな取り組み

を進めてまいりたいと考えております。

３つ目に、市長任期連動制の考え方についてあ

りました。こちら集中審議での総括発言の繰り返

しとなり恐縮ですけれども、市長公約、市長選挙

における議論を反映させやすくするための市長任

期連動制となっておりますけれども、一方でそれ

を踏まえた上で市民委員会で検討され、また議会

手続等を踏むというたてつけであるということを

御理解いただければと思います。
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最後、４つ目、地域自治区の考え方についてで

ございますが、実施計画におきまして町内会や地

域連絡協議会への補助、活動支援や地域コミュニ

ティーのあり方の検討等を掲げております。現在

組織されている地域連絡協議会の活動を推進する

ため、財政及び人的支援についての検討を行うと

ともに、地域課題や望ましい組織のあり方等につ

いて地域との協議や情報交換を重ねながら、協議

会の役割の明確化や地域課題解決に向けた組織と

して成熟を図ることが必要であり、あわせて将来

的な地域自治区への移行も含め検討してまいりた

いと考えております。

続きまして、小項目の２番、市民意見の反映に

ついてでございますが、実施計画の策定の期間に

当たりまして町内会連合会主催のまちづくり懇談

会におきまして基本構想、基本計画の概要につい

て紹介させていただく時間をいただきまして、こ

れに関連して実施計画の策定に当たり、有意義、

建設的な御意見、御提言など数多くいただいてい

るところでございます。総合計画は、策定してお

しまいではなく、市民委員会での毎年度の検証、

ローリングのプロセスはもちろんのこと、日々の

業務の中での市民とのやりとりも含めた市民との

コミュニケーションの中で推進されていくべきも

のであると認識しておりますところ、繰り返しと

なりますが、今後わかりやすいダイジェスト版等

を用いての市民への内容の周知や各種の機会を捉

えての市民との意見交換等一層努めてまいりたい

と考えておりますので、御理解をお願いいたしま

す。

私からの答弁は以上となります。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

３、特定放射性廃棄物の最終処分の動向について

申し上げます。

現在経済産業省では、原発の使用済み燃料から

出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定作

業について、当初の地方自治体による手挙げ方式

を改め、国主導で科学的根拠に基づいた有望地を

選定し、国が重点的な理解活動を行い、複数地域

に申し入れを実施することとしており、この科学

的有望地について年内にも公表するとの動きがご

ざいます。その一方で、北海道においては特定放

射性廃棄物最終処分場について、北海道における

特定放射性廃棄物に関する条例を制定しており、

条文の中で現在と将来の世代が共有する限りある

環境を将来に引き継ぐ責務を有しており、こうし

た状況のもとでは特定放射性廃棄物の持ち込みは

慎重に対処すべきであり、受け入れがたいことを

宣言すると規定しておりますので、当市といたし

ましてもこの条例が尊重され、市民の皆さんの安

全、安心が確保されなければならないと考えてご

ざいます。

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） それぞれ答弁をいただ

きました。ちょっと順番が逆になってしまうかと

思いますけれども、今臼田部長から答弁いただき

ました放射性廃棄物の関係について、改めて特定

放射性廃棄物の最終処分について従前と変わらず

北海道条例の尊重と市民の安全、安心の確保が必

要と、そういう認識を述べていただいたというこ

とで確認させていただきたいと思います。

その上でですけれども、先ほども言いましたけ

れども、国の動きとして特定放射性廃棄物の最終

処分について法制化して、実施主体である原子力

発電環境整備機構を設立し、処分地の選定を進め

ている状況だというふうになっていると思います。

エネルギー庁や処分場を建設するＮＵＭＯの幹部

は、条例があるからといって道内を候補地から外

すことはないと公言しているというふうに報道も

されていたと思います。現在深地層処分研究所が

ある幌延町がその候補地に挙がってくるのではな

いかというふうに言われているところであります

けれども、そのことに対する認識と今後の対応に

ついてお伺いしたいというふうに思います。

平成２８年１２月１６日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号
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〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま再質問をい

ただきました。現在国では、平成１２年に高レベ

ル放射性廃棄物を地層処分するための制度として

最終処分法である特定放射性廃棄物の最終処分に

関する法律を成立をさせまして、その実施主体と

して先ほど奥村議員から御紹介がありました原子

力発電環境整備機構、通称ＮＵＭＯというそうで

ありますが、これを設置をしたということであり

ます。さらには、最終処分地の選定プロセスにつ

いても設定をしているということであります。平

成２６年には、科学的有望地の具体的な要件、基

準などについて検討することを決定しておりまし

て、検討結果として年内に候補地を発表すると、

そういった一連の動きになっているということで

あります。

今具体的に幌延の話も出ておりましたけれども、

ここには現在深地層の研究センターがございます

けれども、平成１２年１１月に北海道、幌延町、

当時の核燃料サイクル開発機構の中で３者の協定

が結ばれてございます。この中でうたわれている

ことがございます。研究期間中はもとよりですが、

研究終了後においても放射性廃棄物を持ち込むこ

とや使用することはないと。あるいは、深地層の

研究所を最終処分を行う事業実施主体へ譲渡した

り、貸与することはない。あるいは、研究終了後

は研究施設を閉鎖し、地下施設を埋め戻すこと。

３つとしては、研究実施区域は将来とも放射性廃

棄物の最終処分とはせずに、幌延町に放射性廃棄

物の中間貯蔵施設を将来とも設置することはない

ということが協定の中で結ばれておりますので、

この協定が遵守がされるものだというふうに思い

ますし、また新たな動きがある場合については当

然ここはしっかりと情報が公開された上で、十分

な議論がされた上で取り組みが行われるべきだろ

うというふうに思っております。いずれにしても、

道の条例、幌延町を含んだ３者の協定がございま

すので、このことがしっかりと遵守されるべきだ

ろうという考え方ということ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） 当然そういうふうに考

えていただくべきものだというふうに思います。

部長からもありましたけれども、道の条例、そ

れから３者協定ですか、本当に重要なことだとい

うふうに思います。名寄と幌延の距離、直線で８

７キロ、８９キロぐらいなのですけれども、先

般の東日本大震災のときにおきまして、福島の第

１号原発の事故で地震や津波が及ぼす被害の恐ろ

しさというのはやっぱり私たちは学んだというふ

うに思います。この大震災の１０年前に決められ

たのですよね、地層処分がいいのではないかとい

うことで。それに基づいて今選定作業に入ってい

るようでありますけれども、この地震多発の国日

本、安全と言い切れるかどうか本当に不安でいっ

ぱいだというふうに思います。

新聞でも日本学術会議が昨年科学的知見を深め

たり、国民の合意形成を図るために高レベル廃棄

物を５０年間地上施設に暫定的に保管するという

提言をしたという記事を見ました。そういう意味

では、あえて地下に埋める、深地層に埋めながら

処分をしていくのだということでなくてもいいと

いうふうに思いますし、その中で現在研究センタ

ーがある幌延の名前も浮上するかというふうな状

況にもなっていると思いますので、そういったこ

とのないようにしていくべきだというふうに思い

ます。こうしたことからも、現状では処分地を絞

り込むことについては時期尚早ではないかという

ふうに思うところであります。市民の安全、安心

の観点からも、これは名寄市長の立場からも反対

ということを表明すべきだと思いますけれども、

いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 部長からもお話のあった

とおり、平成１２年１１月の３者協定、ここが明

確に遵守をされるべきものということで思ってお
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りますし、そうしたことをそれぞれの当事者から

も承っておりますので、見守っていきたいという

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） 市長からも部長答弁と

同様のということでお話があったというふうに思

います。年内にというふうな話が出ているという

ふうに聞いています。現状まだ決まっていないと

いうことでありますけれども、そのときにはやは

りそれなりの対応をしっかり名寄市としても考え

ていただきたいというふうに思います。

次に、これもちょっと逆ですけれども、総合計

画のことについてお伺いをしていきたいというふ

うに思います。先ほどの答弁の中に町内会連合会

主催のまちづくり懇談会でいろんな意見をいただ

いたというふうに答弁があったというふうに思い

ます。実は、私も東地区のまち懇のところに行か

せていただきまして、当日は日本ハムの野球もあ

ったので、１０人ぐらいしか、私入れて１０人だ

ったのですけれども、そのときはまだ具体的な経

過にかかわる要望なり意見というのはそんなにな

かったというように私は記憶をしています。それ

がいいとか悪いとかではないのですけれども、先

ほど松岡参事監のほうからはいろんな意見が出た

ということでありましたので、具体的にどういう

意見があって、その意見が実際今回の実施計画の

中でどういうふうに反映されたのか。例えば事業

名であったり、事業の内容であったり、その辺を

ちょっとお示しをいただければと思います。

先ほどの答弁も私が聞いたのは実施計画にどの

ように反映されたかお伺いをしたのです。だから、

今回示されている、全て決まっているというか、

でき上がったわけではないと思いますけれども、

現状の中でどういうふうに例えば市長の総括発言

には盛り込まれているのか、そういうことを聞き

たかったし、そのほかの細かな市民の皆さんの意

見が今言ったようにどのように具体的に反映され

たか、そのことについてお伺いしたかったので、

重ねてその例について御答弁をいただければとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） まず、先ほどの総括発

言についての反映ということにつきましては、例

えば１つ目と３つ目、市民意見をこれから一層や

っていくとか、３つ目の市長任期連動制のあり方

といったところにつきましては、計画全体の進め

方ですとかあり方の話ですので、実施計画の個別

の事業の内容の中でそれがこれであるというもの

ではないと思うのですけれども、例えば広報とか

広聴とかでいろいろやっていくという話であれば、

それは市民議論の一層の推進の一つではあると思

うのですけれども、これが１対１で対応するとか、

そういったものでないと思いますけれども、ただ

そういう総括発言で発言した内容を今後ともしっ

かりとやっていくということはまず御理解いただ

ければと思います。

そして、順番またこれ前後しますけれども、４

つ目の地域自治区の考え方につきましては実施計

画の表でいいますと、最初のページの基本目標の

Ⅰのところにコミュニティー活動の推進という基

本事業の中の基本計画事業、町内会などの活動支

援と連携、地域連絡協議会の活動支援、そして事

業名、それにさらにぶら下がる形で並びますけれ

ども、そういったところに、これは個別の話です

ので、具体にぶら下がっていると思います。

２つ目の都市宣言ですとか、それも１対１でど

れがどれというものではないのですけれども、そ

の精神をしっかりとこの実施計画をつくるに当た

っては意識をすると。あるいは市民憲章でいいま

すと、５つの並びというのがそもそも前のという

か、現行の第１次の総合計画からそうだと思いま

すけれども、これが基本目標の分野の分かれ方に

も対応しているということで、そういったところ

でその精神をしっかりと意識してつくられている

ということだと認識しております。

そして、具体の話としましてまちづくり懇談会
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の話がありましたけれども、確かに年々少しずつ

参加者が減少していると。これは、特殊な開催日

ですとか、あるいは天候とかの特殊事情を加味し

ても若干少なくなっているのは、それは承知のと

おりだと思います。ただ、参加者は多ければ多い

ほどいい意見が出るかということでもありません

けれども、当然たくさんの方に来ていただけるの

がいいことですので、こちら町内会連合会さんの

ほうと開催時期ですとか周知方法等今後とも相談

してまいりたいと考えております。

そして、この中で私の印象に残った意見など幾

つか述べさせていただきますと、例えば先ほど、

あるいはこの後また議論をされると思いますけれ

ども、介護人材不足の問題につきまして、別の会

場でしたか、参加されていた名寄市立大学の学生

さんのほうから自分たちをぜひこの問題に対して

参画させて使ってほしいという、何らかの形で自

分たちが役に立ちたいという意見を言っていただ

いたですとか、あるいはこれは御高齢の方からの

意見でしたけれども、高齢者といってもただ弱者

というわけではなくて、むしろ元気な高齢者もた

くさんいるのだから、そういう高齢者はまちづく

りに積極的に活用していってほしいといった御意

見をいただきました。

あるいは、財政面など先ほど来といいますか、

大変財政運営これから厳しいということを訴えて

おりますけれども、そういう話を聞いて参加され

た市民の方から、例えば投票所の設置は隣のまち

でやっているように統合して合理化できるところ

もあるのではないかですとか、あるいは除雪の方

法について余り人が通っていないところはもうや

らなくてもいいのではないかですとか、そういっ

たところをいただいて、私などもなかなかすごい

なと聞いておったところであります。そういった

意見、これを市としてまま計画に落とし込むとい

うのはなかなかできないですし、除雪は安全の観

点からやらなければいけないところは当然あると

思いますし、そういうところもありますけれども、

こういう市民の方に問題意識を持っていただいて、

それに対していろんな答えがあったということで、

そういう思いを受けとめながら、この実施計画、

個別のものについてそれぞれ策定をしていって、

また繰り返しになりますけれども、つくって終わ

りでなくて今後とも市民とコミュニケーションと

りながら進めていく、そういうところが大事であ

ると認識し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） 今ありましたように、

具体的に市民の方から上がった意見がどういうふ

うに反映されたり、考え方が盛り込まれているか

というのが今のように伝わらないと、ただ聞いた

だけという形にしかならないというふうに思いま

すし、こういう議会の場で取り上げたりすること

はあります。ふだんどういうふうに伝えるかとい

うことをもう少し工夫してもらって、市民の皆さ

んからお聞きした意見をこういう形で反映をしよ

うと考えているとか、されました、そういった見

えるような形でのプロセスというのは大事なので

はないかと思います。これからもいろいろ意見を

聞いたということでしょうから、その辺について

少し明確に方針化して市民の皆さんにどういうふ

うに伝えるか。最終つくり上げるまでの経過をこ

の後どういうふうに伝えるかということが大事だ

というふうに思いますので、ぜひそういうふうに

していただきたいというふうに思います。

具体的に市民憲章や４つの都市宣言関係も、具

体になっているのもあるのですけれども、全てが

そうかといったらそうではないというふうに、そ

れは私も思います。ただ、私たち市民連合・凛風

会、会派でこの総合計画にかかわっての意見交換

会を実は開催をしました。日程の関係でまだ１回

しかできていませんけれども、その中では市民憲

章や都市宣言、なかなか自分のものになっていな

いというか、中身も十分に伝わってきていないよ

というふうな意見が出ていたのです。そういう意

味では、この間いろんな形で市民の皆さんに伝え
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てはいただいている。理解をしたり、そういった

精神をどういうふうに生かすかということで、い

ろいろ努力していただいてはいると思いますけれ

ども、その割には市民の皆さんに浸透していない

というのが実際のところであります。そういう意

味で、そういった精神もどういうところに生かさ

れているのだとか、周知なり理解をしてもらう方

法についてもこの際総合計画とあわせてしていか

ないと、当然こういった宣言や市民憲章基本に、

ベースにあってそういう総合計画も組み立てとい

うか、なっているというふうに思いますので、そ

こをしっかりもう一度やるということも大事かな

というふうに思います。

それから、すごくやっぱり役所のつくり方とし

て文字面でずらずらとつくることになってしまっ

たのだというふうに思いますけれども、これは前

の集中審議というか、総括質疑や何かでもあった

のですが、なかなかどういうものか描けないとい

うか、イメージが湧かないのです。多少中身わか

っている人でもわからないというか、イメージが

湧かないのが実際ではないかというふうに思いま

す。意見交換会のときもその辺については、たと

え一つでも基本目標を大ざっぱに１０年たったら

こういうふうになるのだとか、こういうことを目

指しているのだ、こういう形のものをつくってい

くのだよというようなことをやっぱり示すべきだ

というふうに言われました。私もそのとおりだと

いうふうに思います。これ以降の市民の皆さんに

総合計画を理解してもらって、当然一緒にこれを

目標にしながら歩んでいただくことになりますか

ら、つくり込みも含めて一緒にしていただく。そ

のために、先ほど来わかりやすいダイジェスト版

を用意してというふうに言われていました。ただ、

そのダイジェスト版もダイジェスト版用意すると

いうのは何回も聞きましたけれども、具体的にど

んなものを用意するかというのは一回も聞いてい

ません。その考えている内容についてお答えを、

どんなものを具体的に考えているのか。これまで

の一生懸命つくってもらった資料ですけれども、

やっぱりわかりにくいので、そういうことではな

いというふうに思いますけれども、具体的にちょ

っとお示しをいただければというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今ダイジェスト版のお

話が出ました。それで、お話ちょっと前後します

けれども、いかにわかりやすく総合計画を市民の

皆さんに伝えるか、その前提として市民の皆さん

の意見をいかに集約していくかということであり

まして、まちづくり懇談会、非常に短い時間の中

でいろいろお話聞かさせていただきまして、松岡

参事監のほうからお答えしましたとおり、部分的

に入っているものもありますし、ほかの会場では

例えば農村地域の情報通信網の整備どうなのだと

いうようなお話もありましたし、そのあたりは市

全域での情報通信網、これは少しそういった考え

も盛り込んでみたり、あるいは除雪のお話もあり

ましたので、除雪のあり方の検討というところで

その辺は意識しながら進めるということで、少し

ずつでありますけれども、さらにレベルアップし

たいなというふうに思っています。

ダイジェスト版ですけれども、文字面で示すに

は恐らく限界があるのではないかなと思っており

ます。ですので、できるだけイラストですとかグ

ラフですとか、そういうものを使いながらがいい

かなというふうに思っています。それと同時に、

この１０年間総合計画進めていって、将来的に名

寄市がどういうような姿になるのか、これは表裏

一体なのですけれども、名寄市の最大の課題は何

なのか、ここをまず鮮明に打ち出す必要があるか

なと思っています。その上で場合によりましては、

いろいろなダイジェスト版つくるときでも市民の

皆さんの参画をいただければわかりやすいものが、

行政の目線ではなくて市民の目線でつくっていく

というのも非常に大事なことだと思っています。

企画中心にどういうような形かというのは練って

いる作業中でありますけれども、大きな課題であ
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り、総合計画進めていく上でも非常に大きなポイ

ントになりますので、ここは努力させていただき

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） 今ありましたように、

今回ずっと言われていますダイジェスト版つくる

こと一つとってもかなり大変な作業だし、重要な

ことなのだなというふうに思います。先ほど来言

われているように、やっぱりわかりやすくどうや

って考え方を伝えるか、皆さんに１０年後名寄が

どうなっているのかと想像してもらうかというも

のになっていなければならないというふうに思い

ます。それをどう活用して、副市長からもありま

したようにどれだけ多くの人にわかってもらうか、

見てもらったりするかということだと思います。

いつまでも意見を聞いてということでもないと思

うのです、つくり込み、最初の形というのは。毎

年のローリングというような話もありますけれど

も、つくり込みをしていくのには一定のいつまで

につくり込むというふうなこともちょっと市民の

皆さんに伝えておくべきだと。今考えている一定

のつくり込みの期間について、お考えがあればお

知らせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） つくり込みの期間であ

りますけれども、きょう既に１２月１６日であり

ますので、本当に残された時間は余りないなと思

っております。今データの整理ですとか図形です

とか、いろんなアイデアは企画のほうで練ってい

る最中なのですが、この辺は作業日程、工程のほ

うがありますので、ちょっと漠然としております

けれども、できましたら２月のお尻ぐらいまでに

はある程度のものをつくらなければならないなと

思っております。そうしませんと年度末に間に合

わないので、そのあたりが一つのポイントになる

かなと思っておりますが、何せ作業が作業であり

ますので、場合によってはちょっと後ろ倒しにな

るかもしれません。ただ、できるだけ早くわかり

やすいものをつくらなければならないと思ってい

ますし、年度開始になりますとそのぐらいが一番

いいのかなと思いますが、多少の３月のマージン

というものは今とらさせていただいた上での発言

ということ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） 今言われたように、日

程的にはそういうふうになっていかなければ間に

合わなくなってしまうといいますか、ただそうい

う意味では時間が本当にない中でより多くの市民

の皆さんに理解をしてもらったりということがあ

ると思います。やはり意見をいただくということ

を考えたときに、たくさん聞いていただくだけで

はなくて、たくさんの方に意見をいただくという

ことに対しては、やはりこちらから思いを伝えな

ければそれに応えてはくれないというふうに思い

ます。そういう意味では、少し基本計画なりから、

先ほどあった１０年後に名寄市がどういうふうに

なっているか、どういうイメージを抱いているか

というのも含めてお伝えする必要があるというふ

うに思います。市長任期の連動というふうにも言

われていましたから、例えば市長の思いと市長が

考える名寄の１０年後というのをこの際お示しし

ていただければというふうに思います。それは、

それぞれダイジェスト版なんかをつくって説明す

るときにも市長の考えこういうことだよというこ

ともやっぱり伝えるべきだというふうに思います

し、その中で改めて市民の皆さんからいろんな意

見を聞いたものをまた最終盛り込んでいくという

ふうな形をとるべきかなというふうに思っていま

す。

例えば１０年後市立病院どうなっているかとか、

そういうふうな個別の課題や何かで少し市長のイ

メージを伝えるとかしてもいいのではないかとい

うふうに思います。これは、ちょっと私が考えた

ものですけれども、例えばこういうことです。１

０年前から取り組んだ名寄市まち医者移住計画、

補助金制度の成果で、来ていただいた皆さんが町
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中に市が提供したメディカルビルに開業し、待合

室ではきょうはＡさんが来ていないようだからぐ

あいでも悪いのかいなどと、これはちょっと冗談

ですけれども、病気の予防も含めて連日にぎわっ

ている。病院にぎわってはだめなのですけれども、

そういうこととか、さらにその中で開業医がふえ

て、ふえたことで病診連携が確立して、その結果

市立病院の機能強化が図られると。その中でさら

に、そういう状況になったので、神の手を持つと

言われたブラックジャック先生の招聘にも成功し

た。そうなると、これは道北圏域を飛び越えて長

年交流のあるサハリンからの患者さんの受け入れ

もできる世界の名寄市立病院と言われるようにな

ったとか、これは完全に物語かもしれませんけれ

ども、一つ一つの施策を打っていったときにそう

いうふうなことを想像できるような、名寄市の病

院事情、医療の状況がそういうふうになるのだと

いうようなことが想像できるような、あるいは市

長が考えているものはやっぱり伝えていくという

ことが必要ではないかと思います。

例えば大学のことも、今実際に地元就業の支度

金助成事業を始めるということになりました。そ

れによって市内に定住した市立大学の卒業生が例

えば起業チャレンジ奨励金制度、これあるかどう

かあれですけれども、を利用して大学時代の仲間

と有資格者のいる栄養管理の行き届いたベビーシ

ッター業を起業し、２４時間対応してくれること

から、夜間の勤務がある介護職員、医師、看護師

などに好評で、介護や医療関係の人材定着にも一

役買うなど評判の事業者となるなど、次々と若者

の起業者がふえ、まちは活気づいているとか、こ

ういったこととかを想像できるようなことにつな

がるような施策を盛り込んでいただくといったこ

とがいいのではないかと。例えば基幹産業の農業

の関係でいえば、それはちょっと考えたのは、基

幹産業の農業を支援するため、名寄市新エネルギ

ー・省エネルギービジョンに基づき取り組んだ太

陽光ミニ発電所事業で、各戸に取りつけた太陽光

発電システムから生み出される電力で全世帯がオ

ール電化の住宅となり、同時に進めたトイレの水

洗化事業とあわせて快適な生活様式が確立され、

発電の容量の大きさから融雪とハウス内冷暖房に

活用され、冬期間の作物の栽培も可能になり、農

家の事業内容にも大きな変化をもたらし、所得も

倍増した。また、農作業の機械も電気を動力とす

る大型機械、小型機械の実験開発の拠点となり、

大きな事業所の誘致に成功し、二酸化炭素の温室

効果ガスの排出量の減少にも貢献する名寄発の農

作業機械が全国で活躍するようになったみたいな

ことがあってもいいのではないかと。そういうや

っぱり少し想像できるような施策になるように皆

さんから意見を拾い出す、そういうことができた

ほうがいいのではないかと思いますけれども、市

長のお考えをお聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これダイジェスト版をそ

のようなことにつくり込めというお話ではなくて、

ちょっとなかなかイメージつかみにくかったわけ

ですけれども、当然今回総合計画をつくり込んで

いく中で、課題だとか目指すべき方向性のとりわ

け名寄らしさというか、名寄が向かうべき今まで

の特色だとか、それを生かしてこう伸ばしていく

のだというようなことは恐らく見えてきているの

だと思うのです。それをうまくピックアップをし

つつ、わかりやすくお示しをすると。さらには、

そこに市民の皆さんがこうなるかもしれないねと

いう夢を描けていけるようなことも、当然今お話

をいただいたということ、そういうエッセンスを

入れたらどうかということだと思います。ぜひそ

こは参考にさせていただいて、見てそうだよねと

いうことで皆さんがこれからのまちづくりをみん

なでやっていきたいと、こう思えるような、そん

なものにできる、そのことは大事な視点だという

ふうに思いますので、しっかりと受けとめさせて

いただいて、できる限りそういう思いが込められ

るように努力をしていきたいというふうに思いま
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す。ありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） せっかくですから、市

長が思っている名寄らしさというか、ぱっと浮か

ぶものって例えばどんなものがありますか。そう

いうことを訴えていっていただければいいかなと

思うので、ぜひそれだけはちょっとお知らせいた

だく。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 私がどうのこうのという

よりも、これまで総合戦略あるいは総合計画の中

で大体浮き彫りになってきていると思うのです。

そこをしっかりと具現化していくということでよ

ろしいのではないかというふうに思います。それ

が私の思いであると。冬季スポーツの問題にして

もそうだし、大学の問題にしてもそうだ。そうし

たことで結構出てきていますよね、問題となって

きているものが。

（「課題としてあるけどさ、名寄らしさって。市

長が思う名寄らしさってどんなもの」と呼ぶ者あ

り）

〇議長（黒井 徹議員） 正式に発言してくださ

い。

奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 済みません。市長が思

う、今課題としてそれぞれこの間ありますという

のはそのとおりだと思いますけれども、市民の皆

さんにメッセージとして市長が思っている名寄ら

しさ、こういうことがあるのだよということは伝

えてもらったほうがいいかなと思ったので、それ

についてお答えいただければと思いますけれども、

どうですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） これまでも議論してきて

いる中で、冬が長いので、冬をいかに楽しんでい

こうかと。それを上手に利活用していこうであり

ますとか、名寄市には歴史的に積み上げた特有の

財産、大学だとか、病院だとか、こうしたものが

ありまして、そこをさらに生かしていくともっと

福祉も含めてよくなるまちではないかとか、いろ

んな思いがありますし、これは私の思いだけでは

なくてみんなが培ってきたものが言わせているの

だというふうにも思います。これは、この間の議

論の中でも積み上がってきているものであります

ので、改めて議論経過の中でしっかりとダイジェ

スト版にも反映させていきたいというふうに思い

ます。

また、新年に入りまして、私も広報で１月号に

自分の思いは述べるので、あるいは新聞でもそう

いう私なりの考えは示そうとは思いますので、そ

こもぜひ参考にさせていただきながら、また総合

計画というのはちょっとまたロングスパンなもの

ですから、これはしっかりと市民の皆さんにいた

だいた議論をもとにつくっていくべきものだとい

うふうに考えていまして、その中でみんながこう

やってまちづくりをつくっていこうというような

仕上がりになるようにぜひ努力をしていきたいと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 無理無理しゃべってい

ただきまして済みません。今ありましたように、

市長のその都度、その都度自分の思いを述べてい

るというふうには思いますけれども、せっかくの

総合計画という形で最上位のものをつくろうとし

ていますから、改めてその辺については今まで以

上に市長からも発言というか、していただいたほ

うがいいと思いますし、そのことも含めて盛り込

まれた、市民の皆さんと一緒につくったものとい

うふうになったほうがいいと思いましたので、そ

のことも強くお聞きしたところであります。

私たちも先ほど言いましたように、まだ１回し

か意見交換していません。この後も引き続き開催

をしていきながら、いろんな意味で計画づくりに

も参画したいというふうに思いますので、一緒に

つくり上げていきたいと思いますので、引き続き

理事者の皆さんについてもよろしくお願いをした
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いというふうに思います。

それでは最後に、介護の関係について、介護人

材の関係についてお聞きをしたいというふうに思

います。冒頭に馬場室長からありましたように、

具体的な対応策をそういう意味ではすぐに打った

というふうに思います。今回の補正含めて取り上

げていただきまして、すぐさま実行できるように

ということで、そういう意味ではスピード感のあ

る対応でありますし、実効性のあるものだという

ふうに思いますので、利用していただく人、これ

からということになると思いますけれども、少し

でも多くの人に利用していただけるように、ぜひ

私どもできる限りのことをしたいというふうに思

いますけれども、実効性の上がるようなものにつ

くり上げていくように再度お願いをするところで

あります。

そういう中で、ちょっと何点かお聞きをしたい

というふうに思います。施設の状況、指定管理し

ています特別養護老人ホームの入所の状況、それ

から入所の推移あるいは職員の状況について、こ

の間の変化についてあればお知らせをいただきた

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

いま議員から特養の入所状況、現状等についての

御質問だと思いますけれども、特別養護老人ホー

ム清峰園としらかばハイツの入所状況でございま

すけれども、清峰園につきましては入所定員１０

０人に対して現在９０名の入所、しらかばハイツ

では８０名に対し７０名の入所となっておりまし

て、依然として両施設を合わせて２０名のあきが

あるという状況でございます。また、職員につき

ましては、現在清峰園では介護職員の定数６０名

に対しまして５１名、しらかばハイツにおきまし

ては定数３７名に対して３１名となっておりまし

て、両施設合わせて１５名の介護職員が不足して

おりまして、９月に御報告させていただきました

状況のときと比較しまして同様な状況が続いてい

るという状況でございます。

清峰園におきましては、定員１０名のユニット

を１つ閉鎖させていただきまして、介護職員に合

わせた受け入れ態勢をとっていますが、しらかば

ハイツにつきましてはこの１２月及び来年２月に

４名の介護職員の退職を予定しているということ

で報告を受けております。退職の理由といたしま

しては、結婚によるものが２名、出産によるもの

が１名、体調不良によるものが１名ということで、

両施設合わせて今年度末におきまして１９名の介

護職員が不足する状況であるということで報告を

受けておりまして、大変厳しい状況であるという

ふうに認識し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） ということになると、

４月の時点でも相変わらず職員については不足を

するということになるということになるのですね。

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

ど年度末で１９名ということでお話しさせていた

だきましたが、壇上で新規職員が６名、４月時点

で採用になるというふうにお話しさせていただき

ましたので、差し引き１３名の介護職員が不足す

るという状況で、現行の１５名よりも２名ほど改

善する状況にはありますけれども、そういった非

常に厳しい状況にあるというところは継続してい

るものでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇６番（奥村英俊議員） 不足の状況が続く。た

だ、４月に向けては新規の採用も含めて少し努力

していただいた形が出ているのではないかという

ふうに思いますけれども、そうなるとやはりどう

やって人材を確保するか、来ていただくか、採用

するかということになると思いますが、また今あ

りましたように退職されないような形をとるとい
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うのも一つの方策だと思います。先ほど来退職の

理由でいえばやむを得ない部分もあるかというふ

うに思いますけれども、改めて前回の定例会の中

では職員アンケートを実施して、その結果に基づ

いて取り組みをするのだというふうにお話があっ

たというふうに思いますけれども、その辺につい

て取り組みの状況、具体的に取り組んだことがあ

ればお知ら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） 事業

団のほうで行いましたアンケート調査につきまし

ては、併設しておりますデイサービスセンターの

介護職員も合わせまして名寄地区で６３名、風連

地区で３４名、合わせまして９７名の方々に対し

て実施したということで報告を受けております。

今回のアンケート調査につきましては、複数回答

を含む選択方式による集計結果でございまして、

アンケート内容の結果では、主な内容では賃金や

手当等の設問に対しては改善を望む意見が最も多

く占めておりまして、また働く上での悩み、不安

や不満などの設問では介護職員の人材不足による

意見が上位を占めていたというような状況でござ

います。これらの調査内容の調査結果に踏まえま

して、事業団では改善に向けた対応策を検討して

おりまして、現場からの要望を受けて徐々にでは

ございますけれども、職員の採用試験にあわせま

して準職員の正職化を図っているといった状況に

な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） アンケートの答えの中

では、具体的な賃金や手当のことについても要望

があったというふうになっているのだと思います。

そういう意味で事業団独自のあれですから、どこ

まで言えるかというのはありますけれども、指導

する立場にあるという点からいえばそれぞれの独

自の賃金体系で明らかに賃金の関係ふえたのだと

いうふうな、そういったことが実感できるような、

そういったことについても指導すべきではないか

というふうに思いますけれども、それについては

いかがでしょうか。

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） 今議

員からの御質問のとおり、事業団の賃金体系につ

きましては名寄市の賃金体系を参考に制定をして

いるということで、私ども独自で確認をさせてい

ただいた状況では、旭川市あたりではいろんなフ

リーペーパーで募集をしているというようなとこ

ろも参考にさせていただいていますけれども、私

どもの準職員で旭川市内の事業所さんの正職員と

大体同じぐらいの金額の設定をされているという

ふうに私どもとしては認識をさせていただいてい

るという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） 具体的な賃金の体系な

り決めるということは当然ならないでしょうし、

どういう形で伝えるかというのは考えていただか

なければならない部分だというふうに思いますけ

れども、働いている人からの要望があるというこ

とでいえば少し実感できるような形で対応するべ

きかというふうに思いますので、それについてそ

ういうふうに要請をするところであります。

市のほうから事業団のほうに数名派遣をしてい

るのだというふうに思います。そういう意味では、

現場の状況を把握しながら職員の皆さんとしっか

りやりとりして、業務の改善や何かに努力をして

いただいているのだというふうに思います。その

中で現場の管理者からの要請や要望、そういった

ものは具体的にありましたか。

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） 事業

団におきましては、議会でも議決いただきました

公益法人等への名寄市職員の派遣等に関する条例

に基づきまして、清峰園に２名、しらかばハイツ
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に１名の管理者を派遣しまして運営を行っており

ます。介護人材を確保するために、現場からの提

言を受けまして、今まで正職員、準職員ともに採

用後半年間の試用期間は日額の賃金を支給してい

たわけですが、２８年４月１日以降の採用者から

給与規定の見直しを行いまして、月額賃金としま

して処遇改善を行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） そのほかにはなかった

のでしょうか。私の聞いたところでは、介護職員

だけではなくて、職種として看護師さんだったり、

いろんな職種の方が清峰園の中にいます。看護師

の増員も希望とか要望があるのだという話も聞い

たところであります。機能的には、そこがふえる

ことによって全体に介護の人たちの負担が軽減さ

れたりということもあるようでありますので、そ

ういったことも要望として出ているというふうに

お聞きしましたので、これを確認をしていただけ

れば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。

先ほど新規の採用者がということでお話があり

ました。聞くところによると、介護の専門学校で

あったり、大学も含めてなかなか専門学校自体が

定員割れしているとか、本当に人材の確保にそこ

からもう苦しんでいる、そういった状況だという

ふうにお聞きしています。新たな高卒の方や新人

の方採用することが何人かできるということであ

りますけれども、さらに例えば清峰園でいえば口

腔ケアとかみとりの関係ですごく利用者の方から

も高い評価を受けているのではないかというふう

に思います。私も直接そういうふうに、すごくい

いのだよというふうにお聞きをしました。そうい

った特徴的な施設の状況、取り組みをやっぱりこ

れから介護を目指す人たちにしっかり宣伝ではな

いですけれども、お伝えをしながら一緒に働いて

もらう気持ちになってもらう、そういうふうな取

り組みが必要ではないかと思います。そういう意

味では、これはもう中学生だったり、高校生であ

ったり、なるべく早い機会を捉えて直接職員の方

が訴えるような、そういった取り組みも必要かと

思います。これは、既に市立病院でも人材確保の

関係では看護師の皆さんみずからそういったこと

に取り組んでいるというふうに思います。名寄市

ではそういったいろんなノウハウもありますから、

それをしっかり今後取り入れていただければとい

うふうに思います。

ちょっと別な話になりますけれども、先ほど来

現状人材が不足をしているということでいえば、

指定管理している状況からいうといいという状況

ではないというふうに思います。ただ、指定管理

を外すとか、そういうことにもならないのではな

いかというふうに思いますけれども、満足な条例

上の指定管理の条件を満たしているというふうに

も言えないというふうに思います。そういう中で

風連のフロンティアハウスとの合併があるという

ふうにもお聞きをしました。現状なかなか安定し

て経営をしているというふうには思えませんので、

そういった中で合併が進んでいるということにつ

いてどうなのかお聞きをしたいというふうに思い

ますけれども、時間がないので、あわせて定員が

不足している、こういった状況が春まで続くとい

うことになりますけれども、これ以降の具体的な

考えている取り組み、それから現状の現在の状況

になっていることに対しての責任の所在とそうい

う意味で課題解決に向けての、これは名寄市挙げ

てということになると思いますので、市長の決意

も含めてお伺いをしたいというふうに思います。

私たちも黙ってあれせい、これせいと言っている

だけではなくて、やっぱり一緒に取り組まなけれ

ばならないというふうに思っています。これは、

名寄市全体として取り組む課題だというふうに思

っていますので、ぜひ市長の決意をいただきなが

らともに進んでいきたいと思いますので、よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さまざまな御心配と御提
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言をいただきありかとうございます。

前回議会からできるあらゆる手段を知恵を出し

てやっていくという覚悟でこれまで取り組んでき

たつもりでありまして、先ほどの介護人材の支援

制度の立ち上げ、さらにはできる限り潜在あるい

は興味を持たれる方の掘り起こしということでや

ってきているわけですけれども、なかなか目先の

成果が出ていないということは事実でありまして、

非常に厳しい状況だと思います。なかなかやっぱ

りこれは即効性のあるもの、あるいは中でやれる

ことをということも、少しでも改善ということも

考えましたけれども、つけ焼き刃の、先ほど議員

がおっしゃるように政策、できることはやるのだ

けれども、しかし中長期的に見てできることをし

っかりと着実にやっていくということが必要なの

だろうというふうに思います。

事業団の関係でいうと、今事業団がやっている

すばらしい部分をＰＲをしてもっと外に、専門学

校やいろんなところに発信をしていくべきではな

いかというのはもう本当にそのとおりだと思いま

す。ここはさらに、今までも回っていますけれど

も、工夫をするように、さらには職員の皆さんが

そこで説明をすることでまた自分たちの仕事への

モチベーションにもつながってくるのではないか

というふうにも思いますので、ぜひ意見を参考に

し、取り入れるところは取り入れていきたいとい

うふうに思います。

フロンティアハウスとの合併は、もうかなり前

から積み上げてきたものでありまして、問題なく

進めていけるというふうに思いますけれども、こ

のことを通じてまた新たな可能性も追求していけ

るのではないかというふうにも思っています。何

よりも職場の環境がやっぱりみんながモチベーシ

ョン高めてやりがいを持ってやっていただく、そ

うした環境になれることが大事だというふうに思

います。報酬の関係もありましたけれども、これ

は全市的に見てなかなか今報酬をどうのこうのと

いうことは難しいわけでありますけれども、組織

でしっかりとモチベーションが高められていける

ようなことをこの合併を契機に組織の大きな刷新

も含めて検討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。

いずれにしても、名寄市は病院もあって、大学

もあって、そして福祉施設、さらには人材開発セ

ンターとか、そういった意味でそうした介護人材

を支えていける基盤がしっかりとあるというふう

に認識していますので、それをしっかりと連携を

させて、今後ともこの課題解決に向けては全力を

もって邁進していきたいというふうに思いますの

で、引き続き議員の御指導、御鞭撻をいただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いします。

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。

国民健康保険の都道府県単位化に伴う市民負担

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、

質問をさせていただきます。

まず最初に、国民健康保険の都道府県単位化に

伴う市民負担について伺います。１つに、国民健

康保険制度の改革について、２０１８年度、平成

３０年度から実施されることとなっています国民

健康保険制度の改革について、１１月１日、全道

市町村説明会が行われたと聞いています。どのよ

うに変わるのかお知らせをください。

２つに、制度の改革内容の市民周知について伺

います。国民皆保険制度として進められてきた国

民健康保険制度ですが、制度の改革についてこの

間の市民周知はどのように行われてきたのか、そ

して今後実施までの１年間どのように市民に周知

していくのかお知らせください。

３つに、市民負担について伺います。道に移管

後の市町村ごとの保険料試算額が公表され、１１

月２日付の地方紙に掲載されました。市民からは、

保険税額がどうなるのかなど不安が広がっていま

す。今後の市民負担についてお知らせをいただき

たいと思います。
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大項目２つ目に、就学援助の充実について伺い

ます。１つに、保護者への周知について伺います。

新入学児童生徒の保護者への周知について、在校

児童生徒の保護者への周知についてどのように行

われているかお知らせください。

２つに、新入学準備金について伺います。さき

の決算審査特別委員会にて前倒しの支給を行って

いる他市の状況等を研究して、本市でも実現に向

けて検討をと要望してまいりましたけれども、本

市として今後どのように取り組まれようとしてい

るのかお聞かせいただきたいと思います。

以上、この場からの質問といたします。よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 川村議員からは、大

項目で２点にわたりまして御質問をいただきまし

た。大項目１につきましては私から、大項目２に

つきましては教育部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いします。

初めに、大項目の１、国民健康保険の都道府県

単位化に伴う市民負担について、小項目１の国民

健康保険制度の改革について、小項目２、制度の

改革内容の市民周知について、小項目３、市民負

担についての３点について、関連がありますので、

一括して申し上げます。国民健康保険は、国民皆

保険制度の根幹として重要な役割を果たしており

ます。加入者は、高齢の方や低所得の方が多く、

財政基盤が脆弱であるという構造的な問題を抱え

ております。加えて高齢化の進展や社会情勢の変

化に伴い、これまでのように市町村で長期に安定

した運営を行うことが大変難しい状況となってき

ております。このような中で、昨年５月に国保の

都道府県単位化が明記された持続可能な医療保険

制度を構築するための国民健康保険法等の一部を

改正する法律が成立をし、平成３０年度から国民

健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道

府県に移行し、都道府県が安定的な財政運営や効

率的な事業運営のための中心的な役割を果たすこ

とになりました。今後は、医療費の負担を都道府

県が担うことになるため、急激な医療費の上昇に

よる財政不安が解消される一方で、市町村は被保

険者の資格管理、保険料の賦課徴収、保険証の発

行、医療費の適正化に向けた保健事業等、地域に

おけるきめ細やかな事業を引き続き担うことにな

ります。これらの役割分担のもと、都道府県は市

町村ごとに年齢調整後の医療費水準や所得水準を

考慮して納付金の額を決定をし、その納付金を納

めるために必要な標準保険料率を市町村に提示、

公表をします。市町村は、これを参考に保険料の

賦課徴収を行うこととなります。

先日新聞報道等で北海道の第１回目の仮算定結

果が公表をされました。納付金を被保険者数で割

った１人当たりの保険料は、全道市町村の約半数

に当たる８５の市町村で上昇し、名寄市におきま

しても ７％の増加となりました。増加した市町

村の主な要因としましては、加入者の所得水準が

全道平均と比較をして高いことや前期高齢者の加

入割合に応じて交付をされている前期高齢者交付

金が市町村への直接交付から北海道へ一括交付と

なることで、前期高齢者の加入割合が高い市町村

は保険料が上昇をする傾向にあると言われており

ます。しかし、今回の仮算定は新制度への移行準

備の一環として、さらには一定の条件のもとで保

険料の変化を把握するためのものであって、実態

の納付金ではなく、あくまでも傾向としてつかん

でいただくものとされております。北海道では、

今回の仮算定の結果を参考に市町村との協議を進

めながら、激変緩和の考え方ですとか基礎データ

となる数字の精度を高める必要があるとしており

ます。来年１月に第２回目の仮算定が行われる予

定となっておりまして、その結果を踏まえ引き続

き北海道に負担の緩和を含めてさまざま要望をし

てまいりたいと考えております。

また、新制度におきましては、これまで同様軽

減や減免措置により被保険者の負担の軽減が図ら

れるほか、新たに今まで市町村単位だった高額医
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療費の多数該当が都道府県単位で引き継がれ、被

保険者の自己負担が軽減されることとなります。

次に、市民周知でございますけれども、今後と

も広報やホームページを通じて新制度の概要など

を市民の皆様に周知をしてまいりたいと考えてお

りますが、今後は現在の負担がどのように変わる

のか、とりわけ関心の高い負担にかかわる制度改

正が予定をされているということでありますから、

できるだけ早く丁寧にお知らせをする必要がある

と考えております。新年１月号の広報では、平成

３０年度から都道府県が国保財政運営の責任主体

となること、市町村は保険税の賦課徴収や保健事

業など市民に身近な業務を引き続き行うことなど

をお知らせをする予定ですので、御理解のほどを

よろしくお願いします。

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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

就学援助の充実についてお答えいたします。

初めに、小項目１の保護者への周知についてで

すが、本市におきましては各小学校が新入学児童

を対象に一日入学を実施する時期に合わせ１月中

には各学校に就学援助制度についてのお知らせと

申請書を送付し、学校より在校生を含め保護者全

員に配付をしていただいております。申請書の受

け付けは、在校生は３月上旬まで、新入学児童生

徒は４月上旬までに学校に提出いただくことにな

っております。提出に当たっては、プライバシー

の確保に十分配慮していただくよう学校にお願い

をしているところであります。各学校からは、学

校長の所見をつけて教育委員会に申請してもらい、

教育委員会では申請をもとに認定事務を進め、４

月末までには申請者に認定の可否通知をしている

ところであります。

次に、小項目２の新入学準備金についてですが、

本市においては新入学用品費の支給については小

項目１でお答えしたとおり４月末の認定事務が終

わってからの手続となりますので、６月中に保護

者へ支給してきております。議員には、入学にか

かわってかかる費用への支弁と考えれば前年度中

に準備金という形で支給すべきとの考えをお受け

しますが、まず所得の捉え方が大きく影響してき

ています。現在は、前年の世帯全員の収入金額等

で認定事務を進めていますが、仮に前年度の３月

に新入学準備金を支給することになると、そのよ

りどころとなる収入金額は前々年のものになりま

す。新入学準備金については、前々年度の所得を

参考とし、他の品目については従来どおり前年度

の所得を用いるとなると認定事務が複雑になり、

申請者へも負担をかけることになります。

就学援助制度の充実ということでは、平成２７

年度からは医療費について認定前の４月分につい

ても医療券を支給し、助成を受けることを可能と

してきております。これは、齲歯などの継続治療

が必要な場合、医療券の支給をしないことにより

助成が受けられなくなることを避けるための措置

であります。新入学用品費については、６月と支

給時期は確かに遅くなりますが、就学援助の認定

を受ければ間違いなく支給されることになります

ので、当面は現状の取り扱いの対応としていきた

いと考えておりますので、御理解をお願い申し上

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） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それでは、国民健康保

険の都道府県単位化に伴う市民負担から再質問を

させていただきたいと思います。

今回の都道府県単位化に向けて、私も何度か一

般質問等でも取り上げさせていただいてまいりま

した。市町村ごとに差がある保険料を平準化する

ことが最大の目的、こんなふうに言われています

けれども、この間私もいろいろ調べてきたところ

です。国民会議報告書、これを見てみますと、都

道府県単位化は医療提供体制の見直しを進めるた

めに行われ、国保財政の運営責任を都道府県が負

うことで効率的な医療提供体制、医療費の抑制を



－188－

平成２８年１２月１６日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号

進める仕組みをつくるのだと、こんなふうに書か

れているかと思います。また、１０月２６日には

美瑛町で行われました上川管内の町村議会議員研

修会、ここにもオブザーバー参加として参加させ

ていただき、道の担当者からお話を聞き、学んで

きたところであります。またさらには、１１月１

日の先ほどもお話ししました全道市町村説明会の

資料を見せていただきながら、これからどう変わ

るのか、私たち国保加入者にどのような影響が及

ぶのか考えてきたところですけれども、どこを見

ても利用者である私たち市民の利便性が考えられ

たものではないというふうに、国民皆保険制度と

してさらによりよいものにしようという、そうい

った部分がなかなか伝わってきません。

では、何のための都道府県単位化をするのかと

いうふうにしていろいろ私なりに見ているのです

けれども、確かに負担の公平化、一律にしていく

ということなのですけれども、しかし地方自治体

が保険料の決定や収納などにかかわるというふう

に言われている。そして、この説明書の中には６

点ほど書かれているのですが、最後に保険料の収

納率向上というのが掲げられています。私はここ

のところが大きいのかなというふうに思っている

のですが、この点について何のために都道府県単

位化を行うのかと。先ほども持続可能な制度へと

いう御説明がありましたけれども、しかし負担の

公平化、医療費水準の地域差を考慮する云々、前

期高齢者交付金等の道への一括交付と。先ほど御

答弁いただいた内容なのですけれども、保険料の

収納率向上と、ここが掲げられていることについ

てどのように捉えているの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） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 議員から御指摘をい

ただきました。とりあえず今回の第１回目の仮算

定では、どういう方向に進むのか、一番市民の関

心が高い負担のあり方がどういうふうになるのか、

これが残念なことに余り見えないということで、

先ほども申し上げました。来年の１月には２回目

の仮算定結果が公表されるということになってご

ざいます。保険税の決定は、引き続き市町村がや

るということになっておりますので、今後数字が

ある程度確定した段階では制度改正、運営協議会

に諮りながら税率を決めていかないとならないと

いうふうに考えております。

それともう一点、どうして収納率が入るのかと

いうことなのですけれども、これは従来から国保

制度、公平性を担保する。保険制度ですから、皆

さんがひとしく保険料を負担してまさかのときに

備えると、こういう制度でありますから、都道府

県化をしたという背景には被保険者を全体をふや

すと、こういう発想がございまして、それの流れ

の中で都道府県化ということが出てきたというふ

うに認識はしておりますけれども、どうしてここ

で収納率がということなのですが、収納率につい

ては先ほど申し上げました公平性を担保するとい

う意味で、従来とも取り組みがされている項目で

ございますし、今後とも公平性を担保するという

意味では収納率、これは１００％は難しいのかも

しれませんけれども、しっかりとして対応してま

いりたいと思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 国保加入者がこれから

高齢化が進む中で、当然国保の社会保険だとか、

また共済だとか、けんぽだとか、健康保険組合だ

とか、そういった部分での保険から、退職されて

多くの方が国民健康保険に加入していくというこ

とになるかなというふうに思うのですが、国保加

入者の変動といいますか、平成２７年６月１日現

在のを調べましたら、名寄市では ９９１世帯の

加入となっていました。あわせて調べたら、滞納

世帯が２０７世帯、短期証交付世帯が７０世帯と

あったところです。大きく広げて平成２８年版の

厚生労働白書を調べてみましたら、大体６５歳ま

での方の３分の１が国保加入、前期高齢者でいう
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と９割方国保に入っていると。その説明の中にこ

んなふうに書いていました。国民健康保険では、

他の医療保険制度と比べると加入者の平均年齢が

高いため、１人当たりの医療費は相対的に高くな

る。当然だと思うのですけれども、また平均所得

が比較的低いため、保険料収入は相対的に不安定

なものになっていると、こういうふうに説明書き

がありました、白書の中で。だからこそ、国の支

援が必要だと私は思っていて、常々言ってきてい

るのですけれども、この滞納者のところも先ほど

ちょっと御紹介しましたけれども、滞納者への対

応について、今現在名寄市資格証を発行せずに短

期証で発行していると。減免実績の状況等お知ら

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） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今短期証の状況につ

いてお尋ねをいただきました。短期証の１２月の

交付状況ということなのですけれども、こちらが

６７世帯１１４人に交付ということで、割合とし

ては ８％ということになってございます。また、

従来ともそうなのですけれども、高校生以下のお

子さんというか、被保険者、これ１２世帯１８人

ということになっているのですけれども、こちら

のほうは３カ月ではなくて６カ月の期限のものを

交付をさせていただいております。

それと、滞納の状況ということであわせてお尋

ねがありました。当市は国民健康保険、市税もそ

うなのですけれども、高い収納率がありまして、

国保の収納率につきましては９ ７６％というこ

とで、全道の都市の中でも高い収納率となってご

ざいます。それで、現年度の中では１９５世帯が

滞納世帯ということになっておりまして、加入世

帯の割合にすると ３％という状況になってござ

います。

滞納についてどうかということでもお尋ねあり

ました。我々としては、先ほども申し上げました

公平性を担保するという意味合いからも納税相談

を中心にきめ細やかな対応を行っておりまして、

引き続き相談を基本にしながら、生活状況を把握

をしながら丁寧な対応をしていきたいというふう

に考えておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今短期証だとか、また

高校生のいる世帯には６カ月の短期証をというよ

うなお話がされました。先ほど冒頭の御答弁の中

で、道に移管されても例えば法定軽減であったり、

減免だったり、こういったことはそのまま引き継

がれるとおっしゃったかというふうに思うのです

が、そのように受けとめていいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 軽減の制度や何かは

そのまま移されるということで、基本的に政令事

項でして、市町村の条例の中で決まるような格好

になっておりますので、今後とも変わらず軽減に

ついては市町村の中で決まるということになると

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） 今滞納者の方々への対

応について、公平性を保つためにもということで

きめ細やかな対応、そして丁寧な対応を、納税相

談を受けていくというふうなお話があったところ

です。

１２月の広報に市税は納期内に、これ当然だと

いうふうに思いながらも、納税に困ったらまず相

談をと小さく書いてあるのです。前に昨年も言っ

たかと思うのですけれども、やっぱり相談のとこ

ろを大きくしていただきたいなというふうに思っ

ているのです。これを見て何人かから、確かに納

めなければならないのは当然だというふうには思

うけれども、相談のところが本当に小さくないか

と。スペースで、相談と書いたらスペースです。

部長がきめ細やかな丁寧な納税相談、こう言って

いる割には夜間窓口も、夜間窓口の日程は２６ペ

ージにということで全然違うページに書いてある

のです、日程が。この広報ですよ。１２月号。で

すから、やっぱりそういった部分でどうなのかな
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というふうに思っていましたら、実は納めなけれ

ばならないと思いながらも病気をして、ちょっと

商売、商売をされている方です、休んでしまった

ので、払うことができないということで窓口に相

談に行かれたということでした。そこで、何とか

聞いたことがあった分納、１回分か、２回分か、

ちょっとそこ確認してこなかったのですけれども、

督促状が来ていて、それで思い切って窓口に相談

に行ったと。分納で何とかしてもらえないだろう

かと。少し多くしてもらって、少しずつ払うよう

にしたいのだという御相談に伺ったら、そのよう

なサービスはしていないと言われたということで

す。これ御本人から聞いてきた言葉なのです。で

すから、税金だし、何とか納めなければならない

と思って、そして相談に伺ったらそういった言葉

が返ってくると、本当にその言葉も高圧的に話さ

れたというふうに御本人はおっしゃっていました。

これは、私はそこに行っていないので、確認する

ことはできませんけれども、もう窓口に行く気に

なれないと。だけれども、周りの人にそうやって

言っていたらどんどん、どんどん滞納になってし

まうので、やっぱり行ったほうがいいということ

で、それから２度ほど窓口に行って分納してもら

うことになったというふうには言っていますけれ

ども、ただ納税意識、意欲をそぐようなことにな

っていないかということだと思うのです。そのと

きには、夜間窓口もありますよというような御案

内はなかったというふうなお話でした。この件に

ついて部長はどのように受けとめるでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 大変どうも失礼をい

たしました。

まずは、広報の関係、その辺はできることから

やるという意味では本当にすぐ直せる部分ですの

で、改善をしたいと思います。

それと、納税相談の件、基本的にそのようなこ

とはないというふうに思っておりました。ただ、

仕事の性質上、どうしてもなかなか難しい仕事で

はあるというふうには認識をしておりますが、だ

からこそ受ける我々としてはしっかりと相手の意

向を確認しながら、丁寧にやっぱり対応していか

ないとならないというふうに思っています。差し

支えなければ後ほど個別の案件教えていただけれ

ばと思ったりしていますけれども、今後ともその

ようなことがないようにしっかりと見守っていき

たいというふうに思っていますので、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） 確かに滞納してはなら

ないし、何とか少しでも納めていかなければとい

うことで、病気をしながら収入も減る中で、やっ

ぱり思い切って窓口へ行って相談をしていると。

そういったところら辺をやっぱり酌み取っていた

だかなければ、おくれた人が全て何かずるをして

とか悪意でということになるのかといったら、そ

うではないと思うのです。本当にごくわずかのと

ころが、悪意の人が全然１００％いないとは言い

ませんけれども、ほとんどの方はそういった事情

がある中で行かれているのだといったところかな

というふうに思います。

先ほどもお話ししたように、夜間窓口の問題も

やっぱりここに文章としてはお気軽に御利用くだ

さいというふうには書いてあるけれども、７時半

までですから、これも検討していただきたいとい

うふうには思うのですけれども、御商売されてい

ると７時まで仕事で、もう本当に慌てていかなけ

ればならないということになるやもしれませんの

で、時間の延長等も御検討いただければなという

ふうに思っているので、その部分についてお考え

をお聞かせいただければと思うのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 夜間納税窓口という

ことで、これ基本的にはそんなにお客さんが来る

というような対応ではないのですけれども、そも

そも滞納者が少ないという背景もあるのですけれ

ども、滞納の方に連絡をとって相談をさせてくだ
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さいということで、最近は連絡をとって約束を取

りつけて、夕方６時ぐらいに来ていただくという

ような対応をとっているというふうに聞いており

ます。さらには、時間が遅くなるということでし

たら、例えば８時とか、その時間まで待って、そ

の上で対応するというようなこともやっておりま

すので、いずれにしても現場の状況を見ながら対

応できることは対応してまいりたいというふうに

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） 広報にもあります、待

っているだけでは税金は払ってもらうことはでき

ませんというふうな書き方をされていますけれど

も、本当に寄り添って、やっぱりそういうやりと

りもしながら都合のいい時間に来てもらうという、

そういう心遣いしていただくことが重要だなとい

うふうに思っていますので、ぜひともよろしくお

願いしたいと思います。

それとあと、滞納を防ぐための対策といいます

か、収納率を上げるための対策のところだという

ふうに思うのですが、先ほども御紹介した美瑛町

での町村議員研修、この説明の中にちょっと気に

なる部分がありました。例えば収納環境の整備と

いうことで、コンビニ納付、クレジットカード納

付促進、名寄市でもそれが可能になっているわけ

ですけれども、私もこのときには本人の利便性も、

利用される方の利便性も含めて必要な部分もある

かなというふうに思いながら反対はしなかったの

ですが、ここに至って説明文の中に、見ますとや

っぱりここを強調しているということです、コン

ビニ納付、クレジットカード納付の。それが調整

交付金のメニューの拡充ということで、それで保

険者努力支援制度の交付額増へつなげるというふ

うなことになっているのです。それが非常に気に

なるところであります。コンビニ納付ですと利用

料がかかってくるわけですから、本人の負担にな

りますし、これは何か補助をというふうなことも

書かれていますけれども、それがそういうふうに

なるのかどうか、ちょっと見えてきません。ただ、

こういう事業をしている大手の企業にお金が回っ

ていくというふうになるのかなというふうに私は

危惧をしているのです。利用者の利便性というふ

うにばかり、そこだけを強調しているのですけれ

ども、本当にそれだけなのかどうかというところ

ら辺が非常に不安といいますか、危惧を感じてい

ます。このところについてお考えをお聞かせくだ

さい。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 議員からは、コンビ

ニ収納の件での質問かなというふうに捉えました

けれども、名寄市はクレジット収納、これは導入

してございまして、昨年度の実績で３７世帯が使

っているというような実績もございます。ただ、

コンビニ収納に関しましては、過去検討した経過、

議論した経過実はございまして、こちらのほうは

クレジット収納は利便を供与するということで、

納める方がお金を払って収納するという格好なの

ですが、コンビニ収納は税金のほうで手数料を払

うというようなことがあって、それはちょっと違

うのでないのかという議論があって導入にならな

かった、そんな経過がございます。ただ、若い人

を中心にコンビニに行ったついでにお金を払うと

いうようなニーズも何かあるというふうに伺って

おりますので、現場、税務課のほうとも状況を確

認をしながら対応してまいりたいというふうに考

えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） これ道の担当者の方が

来て御説明いただいた部分にコンビニの、クレジ

ットカード納付の促進と書いてあるのです。これ

道の資料です。ということですので、ちょっと御

確認。促進ですから、こういうのもありますよと

いうのではないのです。ということで、ちょっと

確認をしていただければというふうに思います。

それで、この間の対応のところで、滞納のとこ
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ろで確認をさせていただきたい点が１つあります。

滞納がかさむと差し押さえがされるのですよとい

うことなのですけれども、預貯金の差し押さえと

いうこともあるわけですけれども、今給料だとか

年金ほとんど銀行振り込みになっていて、生活費、

お財布がわりに使っているという方も少なくない

というふうに思うのです。そういったときに預貯

金の差し押さえ、もちろん差し押さえについては

日常の生活に差しさわりのないということになっ

ていますけれども、そういった部分どのようにし

て判断をしてされているのか伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 差し押さえに当たっ

て生活に支障のない範囲できちんと執行されてい

るかということなのですが、計算上生活費を除い

た上で差し押さえするというふうに決まっており

ますので、そのあたりは大丈夫かというふうに思

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） 大丈夫かと思うと。例

えば年金の支給日に年金が入って、そのままとい

うようなことはないのかどうか御確認をいただき

たいと思いますが、それはないというふうに押さ

えているということでしょうか、部長は。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 済みません。説明が

不十分だったと思うのですけれども、一応計算上

生活費を除いて差し押さえをするということです

から、給料もそうですし、年金もそうですし、生

活できないような差し押さえはしていないという

ことで御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） そこを徹底していただ

きたいなというふうに思っていますので、よろし

くお願いします。

あと次、国保支援金についてなのですけれども、

２０１５年度 ７００億円かな、全国でです。２

０１６年度もほぼ同額というふうに言われていて、

昨年の４定でもこの件について伺いましたら、軽

減措置の中で２割軽減がふえたのですというよう

な御説明があったかと思います。再度お伺いをし

たいと思うのですが、この部分はどのように使わ

れたの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） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 決算委員会でもお尋

ねをいただきました。平成２７年度から保険者の

基盤強化のための財政支援ということで、軽減対

象者の数に応じて全国マクロでは ７００億円の

財政支援が行われたということで、名寄市におき

ましては ６００万円の交付を受けたところでご

ざいます。そのときにも説明はさせていただきま

したが、現状では不足する医療費の支払いのほう

に充てているという状況でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先日、１２月８日付の

北海道新聞だったのですけれども、国保支援金が

減額方針だということで、これに対して憤りを感

じている首長さんがいて、道や市長会などを通じ

て減額回避に向けて急遽中央への要請行動を行う

というふうな危機感を強めているという報道があ

ったわけですけれども、名寄市としては減額方針

の確認、またどのように取り組むかについてお考

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） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今 ７００億円とい

うことで説明をさせていただきました。広域化が

平成３０年度でなった時点ではプラス ７００億

円ということで、総額 ４００億円が支援をされ

るという状況になってございます。ただ、最近の

報道を見ますと、これが減らされるのではないの

かというような報道が一部あるのです。ただ、平

成２２年に広域化の議論が実は始まっていまして、

この間国からの財政支援がないということがあっ

て、今まで引っ張ってしまったという経過もあり

ますので、現状 ４００億円を表現は悪いのです

けれども、値切るというような格好になるのであ
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れば、地方六団体とか知事会含めてどういうふう

に対応していくのか、ちょっと不透明になってく

るのかなと思いますけれども、いずれにしても

４００億円だけでは我々は足りないというふうに

認識をしておりますので、そのようなことがない

ように一層の要望活動が必要なのかなというふう

に認識をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 一定の要望活動が必要

かなということでありましたけれども、今御紹介

したようにこの報道の中では危機感を強めている

というふうな報道になっていましたけれども、こ

れちょっと加藤市長に聞いてよろしいでしょうか。

危機感を感じているという方もいらっしゃる中で、

一定の要望も必要かというところの差、どのよう

にお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今まさにこれ地方の団体

と厚労省で協議をしている真っ最中ということで

ありますので、このことをしっかりと見守ってい

きたいというふうに思っていますけれども、財源

が減らさせることに関しては我々危機感を感じて

いるところでありまして、しっかりとこの行く末

を見据えた中で、結果を踏まえてまたできる対応

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） 状況を把握しながら、

いろいろそういった情報収集に努める等々、そう

いった御答弁が多いのですけれども、国民健康保

険命にかかわる制度でありますので、やはり危機

感を持って取り組んでいただきたいというふうな

ことを強く求めたいと思います。

あと、市民負担についてなのですけれども、先

ほどお話がありましたように仮試算で１人当たり

７％の増、モデル世帯で、所得２００万円で夫

婦２人と、こういったところ、この方々が ４％

の減というふうな試算が出ているところですけれ

ども、今後今御説明あったように来年、年明けて

４月ごろに再提案があるかもしれないということ

なのですが、やはり非常に大きな増になるのかな

というふうに思っているのですが、この部分につ

いてはっきりしていませんから、どのように市民

にお知らせするのかというあたりでは非常に難し

い部分があるかというふうには思うのですが、ど

のように市民の皆さんにお知らせをし、理解をし

ていただくかといったところは御準備されている

のでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今御指摘をいただい

たとおりなのですが、お金にかかわる部分だとい

うことで、安直に公表もできない部分もあります。

それと、さらには実際の税率の計算、表面上の計

算だとたやすいのですけれども、実際に税率を改

正するということになると、実際のデータにはめ

込んで、軽減措置でございますので、軽減措置に

なった後の実際の負担ということでシミュレーシ

ョンをしないとならないということもありますの

で、少し時間がかかっております。ただ、時間が

かかってもこういう考えでやるのだということで、

運営協議会の中で一定程度諮った中で公表はでき

るのかなというふうに考えておりますので、少し

時間が必要なのかなというふうに思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 平成３０年度からとい

うことですから、あと１年とちょっとしかありま

せんので、非常に厳しいスケジュールかなという

ふうに思います。再提案は４月ごろと言っていま

した。この資料を見たところでは、８月ごろに運

営方針の決定というふうに書かれていました、ス

ケジュールとして。この後に具体的な保険料が決

まってくるのかなというふうに思っていたのです

けれども、やはり公表できる範囲内で広く市民の

皆さんにお知らせをして理解を求めて、理解をし

ていただけるかどうかはちょっと私にもわかりま
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せんけれども、そういうふうにして努めていただ

くことを強く求めていきたいと思います。

次に移りたいと思います。就学援助の充実につ

いてであります。先ほど何度かお話をさせていた

だいてきました新入学準備金の取り扱いについて

なのですけれども、この間就学援助についてはあ

らゆる部分で申請書の配付のあり方、また対象項

目の拡充などなどたくさん要望させていただいて

まいりました。先ほどの医療費のこともそうなの

ですけれども、それを一つ一つ実現していただい

てまいりましたので、保護者の方々からも大変喜

ばれているところではあります。ただ、子供の貧

困の問題、これも毎度お話ししますけれども、６

人に１人が貧困状態にあると言われています。国

も以前も御紹介したように子供の貧困対策大綱つ

くるなどして子供の貧困対策を掲げなければなら

ないというような状況になっているといったとこ

ろですけれども、しかしその対策は十分かという

と、私はそうはなっていないというふうに受けと

めています。当市において、先ほどもお話があっ

たように就学援助の中身は充実していただいてき

てはいますけれども、就学援助の利用がふえてい

ないといったところでちょっと違和感を感じてい

ます。子供の貧困が見えない、見えづらいという

ふうに専門家の方々からは意見を聞いているとこ

ろであります。貧困のあらわれ方がいろいろであ

るということだというふうに研究者の方々から言

われています。こういったことなのかなというふ

うに思っています。ですから、この就学援助制度、

必要としている子供たちが漏れなくきちんと利用

できているかどうかといったところが非常に気に

なるところであります。ですから、周知について

はあらゆる場面で徹底的に行ってほしいというこ

とであります。この点について再度伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 就学援助制度の周知

について、先ほど述べたとおりであります。議員

がおっしゃるとおり、伸びていない状況、それが

本当に貧困、名寄の生活状況を含めてどうなのか

ということは私把握していないところであります

けれども、言われたようにただ制度がわからなく

て申請していないというふうになった場合は大変

なことでありますので、学校とも連携をとりなが

ら、保護者にはこういう制度があるというのを今

後もしっかり周知する、そういったことに努めて

まいりたいというふうに思いますので、御理解を

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） ことしの９月３０日に

北海道教育委員会教育長の名で就学援助事業の実

施についてという通知が出されているところであ

ります。この１番目に保護者への周知は十分に行

っていますかというふうに掲げられています。こ

こにも書いてあります。市町村教育委員会は、保

護者に対して就学援助制度に関する書類を配付し、

この制度の趣旨及び申請手続について周知徹底を

図りましょうというふうに書かれています。それ

で、ここは傍線で引いてあるというぐらい徹底し

てというふうに書かれているのです。これが一度

皆さんにお渡ししたからオーケーということでは

なくて、あらゆる場面で出していただくというこ

とが非常に重要かなというふうに思っています。

制度の広報を行う際は、認定の目安となる所得の

額表示するなど、支給要件をわかりやすく示すこ

とが必要です。これも傍線が引いてあります。こ

れは、名寄市の説明文の中にもきちっと書いては

いただいてはいるのですけれども、やはりこの制

度が多くの保護者の方々に徹底されているのかど

うかというところら辺が私はちょっと疑問が残る

ところです。ですから、いろんな場面でというと

ころら辺が必要かなというふうに思っているので

すが、再度お聞きします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 徹底して全員に就学

援助制度の資料を見て確認したかという調査等は

していませんので、どこまで、浸透度というのは



－195－

平成２８年１２月１６日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号

把握できていない部分はありますけれども、一度

渡したからといって徹底されているかというとそ

うではないということで、道教委からそういった

指示が出ているのだというふうに思います。いろ

んな場面でということは、どういう場面で徹底で

きるかというところもありますので、例えば参観

日だとか、そういうところで説明しても全員が来

ているわけではありませんので、有効な徹底の方

法というのは学校とも相談しながら、効果的なも

のを模索しながら対応していきたいと思いますし、

資料につきましてもこの間ちょっと改善をしてき

ている部分もあるかと思いますけれども、また何

かわからない点とか御指摘議員からも受ければ常

に改善しながら、よりわかりやすいものにしてい

きたいというふうに思いますので、今後とも御意

見等もよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 東京八王子市なのです

けれども、ここでは新入学児のための健康診断行

われます。そのときに健康診断の案内と一緒にこ

の就学援助の制度がありますよという御案内をし

ているのです。そういったこともやはり参考にし

ていただければなというふうに思います。

それで、先ほどの道の教育長の通知の中に、２

番目です。認定、支給時期等は適切ですかという

ふうにあります。児童生徒が援助を必要とする時

期、括弧して新入学児童生徒学用品費、修学旅行

費等に速やかに給与することができるよう十分配

慮する必要がありますと、こう書かれています。

このことについて先ほど御答弁もありましたけれ

ども、配慮はする必要がありますと書かれていま

すが、配慮はなされていないというふうに受けと

めているのですが、いかがお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 就学援助制度という

ことで、うちの基準、これは全国的に同じ基準だ

と思いますけれども、前年度の世帯の収入、所得

に応じて認定をしているということでありますの

で、それが決定するは４月ということで、どうし

ても認定決定するのは４月末になるということで

あります。それの前に決定をして支給するとなる

と、また就学制度ではなくて違う形の何らかの制

度設計が必要なのかなというふうにちょっと考え

ているところでありますので、その辺の状況等、

ほかの市町村の状況ももしあれば情報も今後入れ

ていきたいというふうに思っているところであり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 他の市町村のところの

状況なのですけれども、東京八王子市では非常に

懇切丁寧な御案内をされています。先ほども言っ

たように、９月中旬に就学時健康診断があるので

すが、その案内と一緒に申請書が同封されている

ということです。そして、２月中旬には支給決定、

不決定の通知を御家庭に送付していて、３月には

新入学準備金を支給しています。これは小学生で

す。中学生もあります。別々に説明がされている

のです。これ親切です。本当にわかりやすい。中

学生は、以前にもお話ししたように、小学校から

大体同じように準要保護という形で就学援助を受

けているわけですから、非常に支給しやすいのか

なというふうに私は思っているのです。

他市の状況ですが、例えばことし１２月に入っ

てからなのですけれども、急遽苫小牧市、室蘭市、

ここが３月中に入学準備金を出すというふうにさ

れています。それから、八王子市は今言いました。

群馬県太田市、ここも入学準備金を年明けて２月

から３月に前倒ししてというふうに書かれていて、

ここは子育て支援も含めて小学校は２万４７０円

なのですけれども、これを４万円、中学生では２

万 ５５０円を５万円へ増額して支給というふう

な例もあります。この点をぜひとも参考にしてい

ただいて、位置づけに向けて取り組んでいただき

たいというふうに思うのですが、お考えをお聞か

せください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。
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〇教育部長（小川勇人君） ことしは１１月には

全道の都市の学校教育の主管課長会議があって、

そのときにうちのほうから就学援助制度の入学準

備金についての皆さんからのお問い合わせしたと

きには、そのときはまだ実施する方向はないとい

うことだったのですけれども、今議員からことし

の１２月の定例会ですか、の中で苫小牧市、室蘭

市が３月から支給するというふうになったという

情報を得ました。先ほどもちょっとお話ししまし

たけれども、基本的には前年度の収入でやってい

る認定時期の関係があったり、３月に支給して、

３月末に転出入、移動する方もおられるという、

入学というのは４月に入ってから確定ということ

もありますので、そういった中で事前に支給する

と後から還付をしてもらうのかどうかというとこ

ろも出てきますし、仮払いということでやってい

れば、その辺の制度内容がわかりませんけれども、

いずれにしましても今聞いた部分については今後

どういう制度設計でやるのか情報を得ながらいき

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） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 私は、新入学準備金の

ことを取り上げたのは今回が初めてではないとい

うことを申し上げたいというふうには思います。

やっぱり子供たちの学ぶ権利をきちっと保障する。

それから、子育て支援という観点からも就学援助

制度の充実が非常に求められているかなというふ

うに思っています。そこのところが例えば前年度

の収入、前々年度の収入というところら辺で、そ

こでとどまっているということで、どうなのでし

ょうか。そこがやはり子供の教育を受ける権利や

憲法では義務教育は無償としているというふうに

書かれていますし、それに基づいて就学援助制度

がつくられているといったところ、ここのところ

が私はもう先に立って研究なり検討なりしていた

だくことが子育て支援といいますか、総合計画第

２次の中にも含まれている安心できる子育ての中

に含まれるのではないかというふうに思うのです

けれども、その点についてお考えをお聞かせをい

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） 基本的には、学校教

育の部分では言われています貧困という世帯への

支援ということで、この間就学援助費の実施をし

てきている。子育て支援となると、ちょっとまた

先ほど言ったように制度設計も含めて変わってく

るかというふうに思います。冒頭の答弁でも申し

たとおり、時期は少しおくれていますけれども、

支給はしっかりしているということですので、そ

こは御理解をいただきたいという思います。

ただ、入学に当たっての準備金がどうしても必

要で、そのお金がなかなかできないという状況も

あって３月の支給という議員の御意見だというふ

うに受けとめていますので、先ほども申し上げま

したとおり各市町がどういった制度設計でやって、

どういったことでやっているか含めて、やっぱり

基準というのは大事だというふうに思います。前

年度の収入を受けて、場合によっては前年度所得

がふえている状況もあって、そういう人たちに支

給すると不公平感というのも当然出てくるかと思

いますので、行政としては一定の基準を設けてこ

れは対応していかなければならない状況と思いま

すので、ほかの自治体がどういうふうにやってい

るかというのは情報を収集しながらいきたいと思

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。

１５時１０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０３分

再開 午後 ３時１１分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第３ 議案第１号 介護保険法及び介護保
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険法施行令の改正に伴う介護保険関係条例等の整

備に関する条例の制定についてを議題といたしま

す。

付託いたしました委員会の審査経過及び結果の

報告を求めます。

市民福祉常任委員会、熊谷吉正委員長。

〇市民福祉常任委員長（熊谷吉正議員） 議長よ

に御指名をいただきまして、これから報告をさせ

ていただきますけれども、事前に各議員に配付し

ているペーパーがございますけれども、ごく一部

適切な表現に置きかえている部分もございますの

で、報告の中でお聞き取りをいただきたいという

ふうに思います。

平成２８年１１月３０日開会の第４回定例会に

おいて付託されました議案第１号 介護保険法及

び介護保険法施行令の改正に伴う介護保険関係条

例等の整備に関する条例の制定について、審査の

経過と結果の報告を申し上げます。

委員会は、１２月１２日に開催し、田邊健康福

祉部長を初め担当職員の出席を求め、本条例案の

内容について詳細な説明を受けた後、審査を行い

ました。

付託された議案第１号は、提案理由の説明にも

ありましたように、主な改正内容として名寄市介

護保険条例においては平成２９年４月事業開始予

定の介護予防・日常生活支援総合事業の実施に当

たり条例で規定する介護予防通所介護を第１号通

所事業に変更すること、介護保険料の段階判定に

際し介護保険料につきましては３年間同一の保険

料率を用いることとされておりますが、特例的に

平成２９年度から新しい所得指標を用いることが

できるようになること。２点目は、名寄市高齢者

自立支援事業条例において自立支援デイサービス

の利用料について１回 １００円（食費５００円

を含む）の実費相当分の５００円を除き総合事業

における単価設定をもとに１回４００円に変更す

る。３点目は、名寄市在宅老人デイサービスセン

ター条例では介護予防通所介護に係る介護予防サ

ービス費もしくは特例介護予防サービス費を第１

号通所事業に係る第１号事業支給費に変更であり

ます。

委員からの質疑では、自立支援デイサービスの

利用料の設定の考え方について、月当たりのもの

を４回で割って１回の利用料を算出したのか、所

得の考え方では合計金額から長期及び短期譲渡所

得を引くということかという問いに対し、要支援

１の月額包括報酬１万 ４７０円を月当たり４回

とし、１回当たりの事業費の １１７円から積算

しました。介護保険法施行令改正では、長期及び

短期譲渡所得に係る特別控除額を控除できるよう

になった。現行は、土地の収用など本人の責めに

帰さない理由による場合でも介護保険料が高額に

なることもあった。本来介護保険料は３年間同一

の保険料を用いるとされていたが、特例として平

成２９年度から新しい所得指標を用いることがで

きるようになったとの答弁がありました。

名寄市の介護予防・日常生活支援総合事業は、

来年４月からの実施となるが、その優位性につい

て、議案提案では３条例が一括整備となった根拠、

多様な一般介護予防事業を取り組めなかった経過

はという問いに対し、平成２９年４月移行に当た

り国と北海道からのワークシートで試算した結果、

要支援認定者の増加に伴いデイサービスの利用が

増加し、事業所もふえた。その時点で移行するよ

りも予防事業のほうが国の補助金等が多く有利で

あるとともに、事業の上限額でも平成２９年度が

有利と判断。多様なサービスについては、生活支

援ネットで提案していただいているが、予算と制

度設計の関係もあり、検討中。まず、訪問型サー

ビスと通所型サービスについて確実に開始できる

ようにした。３条例一括整備については、法制担

当と協議したとの答弁がありました。

法の改正に伴い、市町村の役割が多忙になり、

各事業所等との連携などは重要だが、新たなサー

ビスの対応、先進地における買い物支援、１００

歳体操等今後の取り組みはどうか、介護保険条例
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改正で第９条の２項から６項については例えば現

行条例の１２０万円以上から１９０万円未満とい

う幅があったが、今回の改正で幅がなくなった理

由はという問いに対し、通所型サービスＡは制度

が始まったばかりで、希望をとったが、実施する

事業所がないことと単価が低く事業にならないが、

今後緩和した基準でのサービスを阻止するもので

はない。ケアマネージャーと病院との連携を図り、

研修や退院支援の勉強会を進めている。第９条の

件は、施行令の改正で準則の記載に改正したとの

答弁がありました。

以上、付託議案第１号 介護保険法及び介護保

険法施行令の改正に伴う介護保険関係条例等の整

備に関する条例の制定については、採決の結果、

原案どおり可決すべきものと決定しました。

以上、報告を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） これより、委員長報告

に対する質疑に入ります。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。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

本件は委員長報告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１号は委員長報告のとおり可決

されました。

暫時休憩をいたします。

休憩 午後 ３時１８分

再開 午後 ３時１９分

〇議長（黒井 徹議員） 再開いたします。

日程第４ 議案第２７号 名寄市職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部改正について、議

案第２８号 名寄市職員の育児休業等に関する条

例の一部改正について、以上２件についてを一括

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２７号 名寄市職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に

ついて、議案第２８号 名寄市職員の育児休業等

に関する条例の一部改正について、一括して提案

の理由を申し上げます。

本件は、本年８月８日の人事院勧告において育

児休業法改正の意見の申出及び勤務時間法改正の

勧告が公表され、平成２９年１月１日付で地方公

務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介

護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律が改正されることに伴い、名寄市職員

の取り扱いについても同様の措置を講ずるために

条例の一部を改正しようとす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、議案第２７

号外１件について一括質疑に入ります。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２７号外１件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２７号外１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５ 議案第２９

号 工事請負契約の変更についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２９号 工事請負

契約の変更について、提案の理由を申し上げます。

名寄東小学校校舎改修工事につきましては、本

年８月１２日に大野組・坂下経常建設共同企業体

と２億 １４０万円で契約をし、現在施工中です

が、本件は内部及び外部の一部に仕様変更が生じ

たために、設計を変更して当初の契約金額に８１

９万 ２００円を加えた２億 ９５９万 ２００

円で当該企業体と変更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条の規定により議会

の議決を求めるものでございます。

細部につきましては、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よう

お願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議案第２９号の

市長提案の追加説明を申し上げます。

名寄東小学校校舎改修工事につきましては、本

年８月１２日の議決後の翌日から工事に着手し、

現在平成２９年３月１４日の完成に向けて施工中

でありますが、このたびの建築工事の内部及び外

部の一部に仕様変更が生じたことから設計変更が

必要となりましたので、その概要について御説明

申し上げます。

初めに、内部の仕様変更では、教室について既

存床材をタイルカーペットに張りかえることにな

っておりましたが、学校側からの要望により長尺

シート張りに変更するものでございます。

次に、外部の仕様変更では、児童用玄関の階段

タイル補修については従前と同じ材料で復旧する

補修扱いとし、改修工事費には計上しておりませ

んでしたが、階段部分のタイル等が凍害により剥

離による階段機能が損なわれている状況であるこ

とから、児童の安全を図るため改修するものでご

ざいます。また、屋根板金の防水については、板

金にウレタン防水塗装で仕上げることになってお

りましたが、ジョイント部の劣化が確認されたこ

とから、補修用にコーキングを打つ工事を追加し

た上で防水塗装を行うものでございます。加えて、

既存塔屋の壁面はサイディング面にウレタン防水

塗装で仕上げることになっておりましたが、トッ

プライト周辺のサイディングの雨じまいが悪いこ

とから、一度サイディングを撤去し、下地の防水

処理を行った上で既存サイディングを張り直して

ウレタン防水塗装で仕上げるものでございます。

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。

（「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２９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２９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 議案第３０

号 名寄市議会基本条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議案第３０号 名寄

市議会基本条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本条例は、平成２１年４月から施行され、市民
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の意思を的確に反映させる議会運営の基本姿勢を

明らかにするとともに、議員間の議論の活性化、

議会の政策立案活動における市民参加の推進、市

政の推進にかかわる市長を初め執行機関との緊張

関係の保持など、議会及び議員の活動原則を盛り

込み、これまで実践してきているところでありま

す。

近年人口減少や少子高齢化の進展、単身世帯の

増加、個人の生活様式の多様化など地域社会を取

り巻く環境の大きな変化に伴い、地域で相互に支

え合う意識や連帯感の希薄化が進行しており、ひ

とり暮らしの高齢化の増加、子育ての孤立化、子

供、高齢者、障害者の虐待やひきこもりの問題な

ど社会的孤立が生じやすい社会環境となっていま

す。これまで健康、子供、高齢者、障害者といっ

た分野別の計画がつくられてきました。しかし、

支援を必要とする人が分野に関係なく必要なサー

ビスを利用しながら自立した生活ができるよう各

個別計画をつないですき間を埋めるとともに、地

域福祉にかかわる法律や社会保障制度の変更も踏

まえて、第１期計画を見直し、第２期名寄市地域

福祉計画を策定し、地域において総合的に推進す

ることを目指すこととしています。

以上のことから、市議会といたしましても本条

例第１０条において地方自治法第９２条第２項に

基づく議決事件を規定し、執行機関とともに責任

を担いながら計画的かつ透明性の高い市政運営に

努めるため、新たに第５号として地域福祉計画を

追加するものであります。

以上、名寄市議会基本条例の一部改正について

提案の理由とさせていただきます。

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３０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３０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７ 請願第１号

「現行の介護保険サービスの継続と介護従事者

の処遇改善を求める意見書」提出の請願を議題と

いたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

議会運営委員会、山田典幸委員長。

〇議会運営委員長（山田典幸議員） 議長より御

指名をいただきましたので、今定例会初日に当委

員会に付託されました請願第１号 「現行の介護

保険サービスの継続と介護従事者の処遇改善を求

める意見書」提出の請願について、委員会での審

査の経過と結果を御報告申し上げます。

委員会は、１２月７日と１２月１５日の計２回

開催し、紹介議員から請願の趣旨について説明を

受けた後、審査を行いました。

委員からは、請願の趣旨、内容ともに理解でき、

賛同できる、ほか同様の意見が出されました。

以上、請願第１号 「現行の介護保険サービス

の継続と介護従事者の処遇改善を求める意見書」

提出の請願については、採決の結果、全会一致で

採択とすべきものと決定をいたしました。

以上、付託されました請願の審査経過並びに結

果についての御報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

請願第１号については、質疑、討論を省略し、

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。
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これより採決を行います。

請願第１号に対する委員長の報告は採択です。

請願第１号は委員長報告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、請願第１号は委員長報告のとおり採択

することに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 意見書案第

１号 子ども医療費助成制度の創設を求める意見

書、意見書案第２号 ホームドアの設置と「内方

線付き点状ブロック」の整備促進により駅ホーム

の安全性向上を求める意見書、意見書案第３号

安心な社会保障と強い地域経済を構築するための

地方財政措置を求める意見書、意見書案第４号

地域防災力の向上と災害に強い防災拠点の整備を

求める意見書、意見書案第５号 現行の介護保険

サービスの継続と介護従事者の処遇改善を求める

意見書、意見書案第６号 ＪＲ北海道宗谷線存続

を求める意見書、以上６件を一括議題といたしま

す。

お諮りいたします。意見書案第１号外５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５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５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９ 報告第１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１０ 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をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 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、委員の派遣が決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 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。

経済建設常任委員会、奥村英俊委員長。

〇経済建設常任委員長（奥村英俊議員） 議長よ

り御指名をいただきましたので、平成２８年度の

経済建設常任委員会の行政視察について報告いた

します。

当委員会では、議会基本条例の前文に従い、年

度当初に委員会としての年間の課題を決め、課題

解決に向けた調査研究、議論を進めることとし、

除排雪の調査研究をテーマとした上で１０月２４

日、２５日の２日間で道内、深川市、旭川市、滝

川市、美唄市の４市において視察研修を行いまし

た。

視察項目については、１、出動基準、除排雪の
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体制など基本的な除排雪の方法について、２、特

徴的な取り組みについて、３、除排雪にかかわる

補助制度、４、除排雪にかかわる民間サービスの

状況、５、個別の間口除排雪の取り組みについて、

６、苦情の状況、対応、解決方法についてを共通

項目とし、各市の状況を伺い、意見交換をさせて

いただきました。

各市の状況ですが、深川市では新雪出動基準は

積雪１０センチメートルと名寄市と同一ですが、

新雪が多いときはスクールバス路線等、幹線道路

の除雪を断続的に日に四、五回行っており、排雪

は年三、四回実施しているとのことです。１３名

による市直営の除排雪部門を設けており、除雪後

は幹線道路の排雪を適宜行っており、苦情があっ

た場合の排雪作業にも対応していること、市広報、

ホームページを通じ除排雪作業に対する情報提供

をし、市民周知を図るなどの取り組みがなされ、

平成２８年度の除排雪予算は３億 ３００万円と

当市より少ない状況にあります。

また、市民への対応として、平成２７年９月か

ら地方創生事業を活用した除雪サービスセンター

を深川振興公社に委託、設置し、除雪に関する相

談、福祉除雪サービスの申請、除雪事業者募集な

ど除排雪のあらゆる問題に関し業務の窓口の一元

化を図り、冬の除雪がつらいなどの理由で都市部

へ移住することに歯どめをかけ、高齢化や人口減

少に負けないまちづくりを目指しているというと

ころは、当市にも大いに参考になると考えます。

次に、旭川市では旭川市雪対策基本計画、平成

２７年から３６年までを策定し、除排雪体制を体

系的にまとめ、指針としており、幹線排雪は車線

ごとに基準値を設け、車道、歩道の確保を図り、

生活道路も幅員管理基準を設け実施しているそう

です。特徴的な点としては、地域での取り組みに

よる地域協働の雪対策があり、当日は永山第３地

区市民委員会、これは１７の町内会を束ねた組織

で ５００世帯のところであります、の方の出席

をいただき、話を聞くことができました。その永

山第３地区市民委員会では、市民委員会として雪

捨て場の確保をしており、敷地の清掃、融雪剤散

布や草刈りなどを行うことによってその地権者の

信頼を得て町内の空き地１１カ所、約 ０００坪

を無償で借り、ダンプ４００台ほどの雪捨てを可

能にしているそうです。また、道路パトロール、

交差点の見通しや歩道の砂散布、除雪弱者の自宅

周辺の除雪などの取り組みをしており、体系化さ

れた基本計画で重点的に除排雪の対策を進めてお

り、市民と協働により持続する雪対策を目指して

いると説明いただきました。除雪予算は約２７億

円と財政規模は違うものの、雪対策基本計画の策

定や地域との協働による雪対策は当市でも取り組

むべき課題だと感じました。

次に、滝川市では平成２７年度は５億７００万

円という予算規模で、事業者１６社加盟の１組合

に委託し市内を３地区の大きな工区制、ゾーン型

として発注し、除排雪に当たっています。除排雪

の出動基準は車道、歩道除雪では積雪１０センチ

と当市と同じですが、直営の道路パトロールを実

施し出動の判断をしており、また排雪については

通常の除雪作業及び拡幅除雪などで幅員確保がで

きなくなると予想される場合に実施しているそう

です。生活道路の排雪は実施していないが、年二、

三回小型ロータリー１０台で拡幅除雪を実施し、

また交差点の事故防止を目的に、道路幅員、見通

し確保のためにシーズン２回を限度として交差点

排雪を実施しているそうです。

補助制度として特徴的だったことは、市道のう

ち市内中心街を形成し、地域住民組織の確立され

た路線であり、排雪回数を原則シーズン５回以上

自主的に計画、実施可能で申請のあった団体に事

業費の２分の１以内の額を補助金として交付する

という市道排雪モデル事業や町内会などの地域住

民で組織された団体に無償で３１馬力の小型除雪

機を貸し出す小型除雪機貸与事業、また排雪作業

が可能な路線であり、申請のあった団体に対して

市道除排雪委託業務を実施し、事業費の５分の１
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の経費を地元負担とする市道排雪事業、町内会排

雪と言っています。それから、私道の除排雪事業

に対しても幅員４メートル以上かつ受益戸数がお

おむね５戸以上で申請のあった団体に事業費の４

分の１以内の補助などがありました。

そのほかの部分として、福祉除雪サービスは社

会福祉協議会に委託しており、６５歳以上のひと

り暮らしの方または夫婦世帯で除雪が困難な方を

対象とし、介護保険に応じて、９段階ですけれど

も、１カ月につき ２５０円から ０００円の利

用料で玄関前の除雪サービスが利用可能であり、

３８０世帯が利用しているということ、また貸与

車両の整備について民間に依存している除雪専用

トラック、歩道除雪ロータリー、大型ロータリー

については社会資本整備総合交付金、これ３分の

２の補助があります。それと、防衛補助、７５％

の補助を活用して増強、更新をしているなど幹線

道路への対応は当市と同じ状況ですが、生活道路

の対応について基本的に排雪が行われていないこ

とに驚いたところです。

生活道路の幅員確保のために、小型ロータリー

１０台で拡幅除雪をシーズン中二、三回行ってい

る点は、当市実施の拡幅除雪と排雪をあわせるこ

とで生活道路の幅員確保が図られ、当市の住民要

望にも応えられるのではないかと考えます。また、

技術講習会を行い、オペレーターの育成を行って

いることや空知地区の担当者が集まって除排雪の

会議が開催されること、補助金、交付金等を積極

的に活用しながら機材の増強、更新を行っている

ことなど参考になる点が多かったと感じます。

最後に、美唄市の取り組みですが、道路の除雪

は市内４ブロックに分け、委託契約をしており、

支払いには委託業務前金払い制度を設け、除雪委

託業務契約後請求日から１４日以内に契約額の４

０％以内を限度に前金払いを実施しています。ま

た、一部商店街の除排雪については、中心市街地

除排雪事業として商工会議所等が中心となって関

連部署等が構成している美唄市除雪連絡会議と委

託協定を交わし、７ブロックで実施しているそう

です。除雪の出動基準は、新雪の除雪は積雪が車

道では１３センチ、歩道では１０センチ以上にな

ると予想される場合に出動し、路面圧雪が５セン

チ以内に保持するよう作業を行い、この１０年間

の平均除雪回数は車道で年間６６回、歩道で年間

５３回となっているそうです。また、幹線道路に

ついては、ショベルカーで幅寄せし、通行の確保

をしており、２車線確保できなかった場合はロー

タリー等を使い路肩に片積みして車線を確保する

方法をとり、片積みが難しく雪山が高くなる場合

には排雪作業を行い、歩道にたまった雪なども交

差点が見通せる高さ１メートル程度とし、年間１

回程度かき出しを行い、カットした後に積もるよ

うであればさらに排雪をするような方法をとって

いるそうです。生活道路や幅員の狭い道路につい

ては、基本的にはショベルにて幅寄せして通行を

確保する方法をとっているそうですが、美唄市は

地域に空き地等が多くあり、そういった雪を空き

地に押し込み、押し込むことができなくなると排

雪するというような方法をとっているとのことで

した。排雪については、幹線道路では多いところ

は８回程度のところもあるが、平均二、三回を目

安として排雪をしており、また生活道路について

は空き地に雪が押し込めなくなったら１回程度、

多ければ２回を２５路線で実施しているそうです。

空き地に押し込んでいる雪山は５１２カ所で、平

成２７年度は直営による排雪が１２７カ所、業者

に委託したものが３８３カ所で排雪作業を実施し

たとのことです。

また、美唄市では高齢者及び身体障害者で構成

される世帯が居住をする住宅において、道路除雪

作業後の間口残雪処理が困難な世帯を支援する、

美唄では門口と言っていましたけれども、美唄市

間口除雪事業条例を制定し、福祉予算で市独自の

間口除雪を実施しております。平成２７年度は、

計１７２戸の申し込み件数があり、さらに福祉除

雪事業として、積雪による家屋倒壊の防止や緊急

平成２８年１２月１６日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号
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時の避難路確保のため、住宅の屋根の雪おろしや

窓周りの除雪を世帯全員が６５歳以上の居住世帯、

重度の肢体不自由者または視覚障害者でひとり暮

らしか１５歳以下のお子さんとの世帯、寡婦、病

弱者でひとり暮らしの世帯または母子世帯で１５

歳以下のお子さんとの世帯の対象者を福祉予算で

実施しているとのことでした。美唄市の独自の間

口除雪事業は、今日の高齢化が進む中で前向きな

取り組みであり、当市においても課題の部分とな

っており、今後美唄市の取り組みも参考に検討す

べきと考えます。

以上、今回４カ所での視察研修を行ってきまし

たが、今後も道内の各地域での先進的な取り組み

を参考にし、名寄市の除排雪に取り入れていく具

体的な事案を提案するために、委員会として協議

を進めていきます。

以上、経済建設常任委員会の視察報告といたし

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４回定例会を

閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 ３時４８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 山 崎 真由美

署名議員 高 橋 伸 典
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