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平成２９年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２９年３月８日（水曜日）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

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

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

監 査 委 員
山 崎 真 理 子 君

事 務 局 長
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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、

６番 奥 村 英 俊 議員

１８番 東 千 春 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。

冬季スポーツ拠点化について外３件を、高橋伸

典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） おはようございます。

議長の了承をお受けいたしましたので、通告順に

従いまして、質問をしてまいりたいというふうに

思いますので、よろしくお願いいたします。

まず、大きい項目、冬季スポーツ拠点化につい

てをお尋ねをいたします。ピヤシリスキー場の早

期オープンについて、市政推進、基本的な考え方

の３点目の地域の宝、財産、特色に徹底的にこだ

わったスケールの大きいまちづくりの中で、まち

・ひと・しごと創生総合戦略において地の利を生

かした第２次総合計画の重点プロジェクト、冬季

スポーツの拠点化が必要であり、合宿、大会など

の誘致も増加傾向にありますとありましたが、ジ

ャンプ場やカーリング場に特化することなく、市

技スキーといったすばらしいピヤシリスキー場の

活用をすることで、まだまだ合宿や大会誘致の可

能性が高まると考えております。

スキー場では、早い時期に雪が降り、早期のオ

ープンで冬季スポーツ選手や社会人、大学選手は

体制がとれればピヤシリスキー場で早期に練習が

したいと言われており、キャンプ地の誘致を進め

ることが重要であると考えております。早期オー

プンに向けてスキー場の横に走る深さ１メートル

を超える排水溝を暗渠パイプで埋めてフラットに

することで、早期オープンは可能となります。ま

た、昨年買い上げた草刈り機の活用、草刈りを進

めることである程度早期のオープンを可能にでき

ます。また、第３コースのササやぶへの対応をす

ることで早期オープンの実現が可能と考えており

ますが、理事者の御見解をお尋ねをいたします。

また、リフト乗り場の対応についてお尋ねをい

たします。リフト乗車の際、乗車員が確認し、切

符を切る体制で、混雑時には長い行列ができるよ

うであります。混乱を避けるため、ＩＣチップを

導入するスキー場がふえているそうです。機械化

の費用は高額ですが、数年間の人件費、乗務員の

ミスもなくなると考えております。リフト乗り場

のＩＣチップ対応についての理事者の御見解をお

尋ねをいたします。

また、第３リフトの対応についてお尋ねをいた

します。雪が降ると第３リフトは閉鎖をされます。

使用者から新雪でのスキーを楽しみに来たのにと

いう声が聞かれております。対策はないのかお尋

ねをいたします。

また、合宿受け入れとアルペン専用の施設整備

についてお尋ねをいたします。世界や日本のアル

ペン競技は、名寄のように新雪競技ではなく、大

会全体がポールの周りはアイスバーンにして競技

を行っております。そのため、一流選手は日本に

１カ所しかない練習場でアイスバーンの練習やキ

ャンプを行っております。名寄もこのような特化

したコースが必要と考えますが、合宿受け入れと

アルペン専用コースの施設整備の考え方について

理事者の御見解をお願いをいたします。

大きい項目その２、名寄市公共施設等総合管理

計画の推進についてをお尋ねをいたします。国は、

日本再興戦略に基づいてインフラ老朽化対策の推
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進に関する会議においてインフラ長寿命化基本計

画が取りまとめられております。地方自治体では、

過去に建設した公共施設等がこれから大量に更新

時期を迎えようとしております。地方財政は依然

として厳しい状況であり、さらに人口減少による

今後の公共施設等の利用の状況の変化が予想され

ます。本市も持続可能なまちづくりを推進するた

め、昨年名寄市公共施設等総合管理計画が策定を

され、平成４７年まで公共施設の総延べ床面積を

１３％削減する目標値が設定をされました。名寄

市公共施設等総合管理計画が策定され、公共施設

の現況と将来の見通しや課題についてお尋ねをい

たします。

また、平成４７年まで公共施設の総延べ床面積

を１３％削減する目標値を設定されましたが、削

減の考え方についてをお尋ねをいたします。

また、管理計画を策定することで施設の老朽化

の度合いや維持管理の費用が予想されることによ

り、施設の修繕や改修、処分、統廃合の計画が立

案でき、予防保全による施設の長寿命化を図り、

将来的な財政の軽減にもつながると思われます。

そこで、公共施設の全体を把握して長期的な視点

を持って更新や統廃合、長寿命化などを行うこと

により、財政負担を軽減することができます。そ

の意味で施設の修繕、改修、処分のあり方につい

てと統廃合の計画の立案について理事者の御見解

をお尋ねをいたします。

大きい項目の３点目、ファミリー・サポート・

センター事業についてお尋ねをいたします。ファ

ミリー・サポート・センター事業は、仕事、育児、

介護の両立や子育てを地域で支援するため、子育

ての援助を行いたい人と子育ての援助を受けたい

人が会員組織をつくり、会員相互の信頼関係をも

とに地域で安心して子育てができる環境づくりを

サポートする事業ですが、昨年からの事業がここ

ほっとで開始されておりますが、利用者の現況と

課題についてお知らせをいただきたいと思います。

提供会員や依頼会員の方もおられると思います

が、子供の好きな方、子育て経験を生かしたい方、

自分の子供も成長して、あいている時間を何か有

効に使いたい方、子育てをしている人の援助をし

たい方々が提供会員となりますが、依頼会員と提

供会員とのサポート調整の関係で、提供会員の自

宅で預かる体制はどうかという問題が地方の方で

起きているそうです。本市のファミリー・サポー

ト・センター事業の手伝いと手助けのマッチング

についてをお知らせをいただきたいと思います。

大きい項目４番目、各種事業における広報活動

のあり方についてをお尋ねをいたします。名寄市

が行政として行わなければならない事業と行政と

して仕事中に市役所を使用しての事業のための作

業における新聞広告等の広報活動のあり方につい

ての御見解をお尋ねをいたします。

以上、壇上での質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） おはようござい

ます。高橋議員からは、大項目４点にわたり御質

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と大項目４については総務部長か

ら、大項目３については健康福祉部長からそれぞ

れ答弁させていただきますので、よろしくお願い

いたします。

まず初めに、大項目１、冬季スポーツ拠点化に

ついて、小項目１、ピヤシリスキー場の早期オー

プンについて申し上げます。これまでもスキー場

の集客やスキーシーズンを待ち望んでいるお客様

のニーズに応えるため、早期オープンへ向けてリ

フト、ゲレンデ整備を進めてきております。例年

１２月の第２週、土曜日をオープン予定としてお

りましたが、今シーズンは１１月下旬のオープン

を目指し、例年より早く１１月初旬からオープン

に向けた準備を行いました。しかしながら、降雪

状況により１１月下旬のオープンはできませんで

したが、近年では最も早い１２月４日にオープン

することができました。

御質問にありましたゲレンデ内の排水にかかわ
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る明渠についてですが、ゲレンデの土砂の流失と

コース内の水だまりを抑制し、早期オープンとあ

わせスキーヤーが安全に利用できるよう平成２７

年度に第２ゲレンデの明渠工事、平成２８年度に

は第１ゲレンデの明渠工事を実施いたしました。

ゲレンデ内における明渠箇所は、主に雨水や湧水

の排水機能という重要な役割を担っておりますが、

シーズン当初は明渠箇所をならすための雪が足り

ず、一定の降雪があるまでは早期オープンやコー

ス開放の支障となっていることは認識しておりま

す。また、明渠を暗渠に切りかえることでよりス

キー場の早期オープンの可能性が高まるのではな

いかと考えておりますが、名寄ピヤシリスキー場

は岩盤が多く、これまでの明渠工事などでも岩盤

等の撤去作業が困難をきわめる場面もあり、その

費用や工事内容からも課題が多いため、明渠によ

るゲレンデ整備を行っているのが現状であります。

早期オープンへ向けた取り組みとしては、今年

度ゲレンデ草刈り機を導入し、これまでの人力に

よる草刈り作業と比べシーズン前に広範囲にわた

り草刈りを行うことができるようになりました。

そうした効果もあり、今シーズンの早期オープン

につながったと考えております。購入した草刈り

機は、傾斜地を草刈りできる仕様となっておりま

すが、第３ゲレンデのササの葉の対応については

斜面が草刈り機の機能を超える傾斜となっており、

ササを刈る作業は現在のところこれまで同様人力

による対応となっております。引き続き第１、第

２ゲレンデも含めたスキー場早期開放に向け指定

管理者である名寄振興公社と協議をしてまいりた

いと考えております。

次に、小項目２、リフト乗り場の対応について

申し上げます。北海道内においては、外国人スキ

ーヤー等の増加などによりリフトの混雑を解消す

るため、ＩＣチップを組み込んだリフト券を使用

し、ゲートを通るリフト乗り場を設置しているス

キー場もあります。名寄ピヤシリスキー場におい

ては、週末の日中を中心に若干混雑している時間

帯がありますが、その他の曜日、時間帯について

は待ち時間がなくリフトに乗車できるため、費用

対効果も含め、現在のところＩＣチップを使用し

た乗り場を設置する検討はなされておりません。

今後もスキー場利用者の変化や必要性に合わせ、

他の設備とのバランスを図りながら、施設整備に

ついての対応を行ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目３、第３リフトの対応について申

し上げます。第３ゲレンデは、ピヤシリスキー場

のコースの中でも上級者向けのコースとしてスキ

ーヤーからも好評であり、新雪を求め市内外から

スキーヤーに利用いただいております。全てのリ

フト運行については、安心、安全を基本とし、風

速が一定程度に達したときや視界不良になった際、

事故の発生も予想され、また救護に当たるパトロ

ールが適正な対応ができないことなどを考慮し、

リフト運行を停止しております。特に第３リフト

につきましては、ゲレンデ難易度の高さや照明設

備がないことなどから、悪天候時の運行について

他のリフトよりも停止する基準を高く設定してお

ります。今後も雪質日本一を誇るピヤシリスキー

場の雪質を楽しみに来られるスキーヤーの方々に

安全かつ満足いただけるよう運営してまいります

ので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目４、合宿受け入れとアルペン専用

の施設整備について申し上げます。ピヤシリスキ

ー場では、市内のみならず、市外からアルペンス

キー合宿として多くの方々に御利用いただいてお

ります。アルペンスキーのポール練習では、ジャ

イアントコースを中心に行っておりますが、今年

度ナイター照明をＬＥＤ化するなど練習環境の整

備に努めております。北海道内では、アルペン専

用のコースを整備を行い、全道から合宿利用でト

ップスキーヤーが訪れているスキー場があると聞

いておりますが、ピヤシリスキー場につきまして

は市内近隣市町村からの学校スキー授業や市内外

から訪れる幅広いスキーヤーに楽しんでいただく
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ため、アルペン専用コースとせずに一般スキーヤ

ーも全コースを滑走できるように運営しておりま

す。

今後の冬季スポーツの拠点化を推進していくに

当たり、ゲレンデ全体の整備や施設研修の整備と

あわせ、現状での利用促進を図るための一般開放

に先立って合宿誘致に特化したコース開放の可能

性やソフト面での受け入れ態勢の整備など名寄振

興公社と連携をとりながら、合宿先として選択し

ていただけるスキー場を目指してまいりますので、

よろしくお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、名寄市公共施設等総合管理計画の推進につ

いて、初めに小項目の１、公共施設の現況及び小

項目の２、将来の見通しと課題についてあわせて

申し上げます。

本市では、昭和４０年代から５０年代にかけて、

社会的ニーズに対応するため、児童センターや市

役所名寄庁舎、図書館、保育所など多くの公共施

設の整備を進めてまいりました。これらは、市全

体の施設の約半数に及び建築後既に３０年以上を

経過し、老朽化が進んでいますことから、今後大

量の大規模改修や建てかえなど更新時期を迎える

こととなります。しかしながら、人口減少、高齢

化社会を迎え、今後の公共施設などの利用需要の

変化やこれからの本市の財政状況などを考慮しま

すと、老朽化した施設を今までどおりの姿で建て

かえることは非常に困難な状況でございます。こ

のため、平成２７年度において名寄市公共施設等

総合管理計画を策定をし、その計画に基づき中長

期的な視点から公共施設の更新、統廃合、長寿命

化などを計画的かつ効率的に実施をするとともに、

公共施設配置の最適化を進める必要がございます。

次に、小項目の３、公共施設の総延べ床面積１

３％削減の考え方についてでございますが、本計

画の基本的な考え方、目標数字としまして、計画

期間である平成４７年度までの２０年間で現在市

が保有します公共施設の総延べ床面積を人口減少

や人口構造を見据え、１３％縮減することとして

ございます。このことは、１つとして名寄市まち

・ひと・しごと創生人口ビジョンにおいて２０年

後の総人口が１ ８％減少すると推計がされてい

ること、２つとして市民１人当たりの公共施設の

面積を維持することで現状と変わらない一定の市

民サービスの提供が可能であることから、１３％

の縮減を目標値として設定をしたものでございま

す。

次に、小項目の４、施設の修繕、改修、処分の

あり方について及び小項目の５、統廃合の計画の

立案についてあわせて申し上げます。さきに申し

上げましたとおり、公共施設等総合管理計画は施

設全体の管理などに関する基本的な方針を定めた

ものでございますが、現在国においては公共施設

等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体的

な対応方針を定める個別施設計画を平成３２年度

までに策定するよう促してございます。個別施設

計画につきましては、今後具体的なガイドライン

などについて公表されるとのことでありますが、

それら情報に注視をしながら、策定に向け準備を

進める必要があるものと考えてございまして、策

定に当たりましては各施設の状況などをしっかり

と把握をした上で、市民との協働を基本とした施

設の適正配置や財政状況などを踏まえて施設の改

修、更新などについて検討していく必要があるも

のと認識をしているところでございます。

続きまして、大項目の４、各種事業における広

報活動のあり方について申し上げます。ただいま

議員より御指摘をいただきました件につきまして、

公務に専念すべき環境を損ねる結果となりますこ

とから、これらの行為については好ましくないも

のというふうに考えておりまして、該当する事案

があれば改めておわびを申し上げたいと、そのよ

うに考えてございます。

なお、市職員が任意団体の事務局を担うなど、
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今後も市民活動に積極的に参加してほしいと、こ

のように願っておりますが、市民の皆様からの信

頼を損ねる結果とならないよう、今後もしっかり

と指導してまいりたいと考えておりますので、御

理解をいただけますよう特段のお願いを申し上げ

ます。

以上、私からの答弁といたします。

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） 私からは、大項

目３のファミリー・サポート・センター事業につ

いて、小項目１の利用者の現況と課題についてと

小項目２の手伝い、手助けのマッチングについて

は関連がございますので、あわせて申し上げます。

ファミリー・サポート・センター事業について

は、国が子育て支援施策として推進する事業の一

つである子育て援助活動支援事業に当たり、子育

てを地域で相互援助し、会員同士で支え合うとい

う事業であります。当市においても平成２７年に

策定いたしました名寄市子ども・子育て支援事業

計画に基づき、子供の一時預かり、塾や保育所等

の送り迎えなど子育て支援を行う事業として、昨

年１０月１日に運用を開始しました。本年３月１

日現在利用会員１０７人、提供会員２６人、両方

会員１０人となり、会員数は１２３人の登録とな

っております。また、現在までの利用状況といた

しましては、１０月に２件、１１月に３件、２月

に１件となっております。

課題といたしましては、事業を開始して約半年

間が経過し、会員数については毎月数名の入会が

あり、徐々に増加してきているものの、利用者に

ついては先ほど申し上げましたとおり伸び悩んで

いる状況にあります。また、利用したい場合に前

段のマッチングのための時間が割かれるなど、マ

ッチングの改善の必要性やどのような場面での利

用が可能なのか、利用の方法などを周知していく

ことと同時に、会員の声を聞きながらファミリー

・サポート・センターの利用推進を図っていく必

要があると考えております。

また、多分野、多世代地域活動拠点ここほっと

内に事務所があることから、活動拠点としての位

置づけが強くなっておりますが、会員登録や利用

相談などファミリー・サポート・センターとして

の機能をアピールし、名寄市地域子育て支援セン

ターひまわりらんどなど関連施設と連携した利用

促進を一層強めていく必要があると考えておりま

す。

ファミリー・サポート・センター事業は、セン

ターにおいてお子さんを預かる事業ではなく、あ

くまでも提供会員と利用会員の住民相互の支え合

いによる事業であるため、マッチングについては

利用会員が誰かもわからない個人に対して大切な

お子さんを託すといった不安を少しでも解消し、

安心してお子さんを預けられるように行うもので、

お子さんにおかれましても前段に母親や父親など

御家族と同席した中で提供会員の自宅でマッチン

グすることで、初めての環境にいきなり預けられ

ることがなく、不安が少しでも軽減されるものだ

と考えております。また、提供会員においても前

段にお子さんの状況が把握できることで、不安な

くスムーズに援助活動ができるものと考えており

ます。このようなことからも、マッチングについ

てはお子さんの年齢や状況にもよりますが、わず

かな時間でも事前の打ち合わせを行っていただき

たいと考えております。今後については、多分野、

多世代地域活動拠点ここほっとの中にファミリー

・サポート・センターの事務所があることからも、

この活動拠点を活用した利用会員と提供会員の交

流の場を設けていき、利用しやすい環境づくりに

努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。では、再質問をさせていただきます。

まず、今ファミリー・サポート・センター終わ

りましたので、その部分から進めさせていただき

ます。昨年の１０月１日からここほっとが開設さ
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れて、現状会員数が３月で１０７名、そして提供

会員が２６、実質全会員で１２３名ということで、

人数はたくさんおられるというふうに感じている

のですけれども、現状１０月２件、１１月３件、

２月が１件しかないのです。いろんな部分でよそ

の部分や何かを見てみると、緊急体制がとれない

という部分で預けられない部分が。孫の話ししま

すが、今週の日曜日ですか、うちに４歳の孫と１

１カ月の孫が遊びに来ました。前日泊まったので

すけれども、朝からちょっと熱、おなかが痛いと

言いまして、吐いたりなんかして４時半過ぎに名

寄市立病院に子供が連れていって、インフルか何

かでないかなと。胃腸炎で済んで帰ってきたので

すけれども、私たちみたいに親だとか友人、知人

が近くにいる方、またここは名寄は本当公務員が

多いまちですから、自衛隊さんがやっぱり九州か

ら来たり、いろんなところから来られると思うの

です。友人をつくるのも大変でしょうし、そうい

うときに緊急に預けられないという部分もやはり

ここほっとの利用率が伸びない状況かなと。１週

間前にこの子は風邪になりますよだとか、うちの

じいちゃん、ばあちゃんがきっと１週間後には風

邪引いて倒れるから子供を預けるわだとかという

部分はないと思うので、きっと提供会員は結婚式

だとか、いろんな行事があって預けられる方がい

ると思うのですけれども、やはり緊急性のときに

どう対応できるか。私は、ある程度やっぱり緊急

性のことを考えて、ここほっとの部分でも子供を

すぐマッチングできて預けられる体制はとれない

のかなという部分があるのですけれども、その辺

どんなものでしょうか。

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） 今議員からの御

指摘ございました緊急時の対応ということで、課

題となっていると認識はしております。子供の預

かり場所につきましては、要綱において原則預か

りを行われる方の自宅で預かるということにはな

っておりますが、特例がありまして、両者の合意

がある場合についてはこの限りではないと定めら

れておりますので、ここほっとにつきましては子

供が遊ぶスペースもございますので、そこを利用

していただいて、緊急時などの場合、事前の短い

マッチングは必要ではございますが、その施設を

利用した中で預かりをしていただくということは

可能であると考えておりますので、そのような周

知を今後図ってまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。ここほっとというすばらしいところができて、

これだけの会員数がいて、利用がこれだけしかい

ないというのはやはりどこか使いにくいのか、そ

れとも改善すればもっともっとお子さんを預ける

方ができるのかという部分を検討していただく必

要があるかなと思います。

マッチングの部分を先ほど出していただきまし

て、よその地方ではやはりさっき言ったように自

分の子供が大人になって、何も手かけなくていい。

だから、あいている時間をそういう方々のために

何とか使いたいだとか、自分の子育てを生かして

何とかしてと、提供会員の方はそう考えてなって

いただいていると思うのです。その中で、よその

ところなのですけれども、やはりただお金を稼ぐ

ためにやっている方で、マッチングでその自宅に

行ったら、本当にここに預けていいのかなという、

その両親がいたみたいなのです。名寄にはそんな

状況はないと思うのですけれども、そういう可能

性というのは、もしひょっとしたら可能性も出て

くると思うのですけれども、どうでしょうか。

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） 名寄ではそのよ

うな実例はお伺いしたことはございませんけれど

も、ファミサポ自体は託児所ではありませんので、

そこに直接預けるということはなかなか難しいと

いうふうに考えておりますが、今後利用会員の方

と提供会員の方が一堂に会するような、そんなイ

ベントを開催したり、また例えばひまわりらんど
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で利用されている利用会員の方がいらっしゃいま

すので、そこでふだんから提供会員の方もひまわ

りらんどにお越しいただいて、その中で交流をし

ていただくようなことでマッチングに対する軽減

も、少なくなるのかなというふうに考えておりま

すので、今後そのような事業についても検討させ

ていただきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。ひまわりらんどは、うちの孫もしょっち

ゅう遊びに行く会場であります。その中でやはり

提供会員の方々とか、うちはまだここほっとの会

員になっていないのです、預けるほうの。うちに

私もいますし、親もいますから、ならなくてもど

ちらかに預ければいいという部分があるから対応

できていると思うのですけれども、やはり預ける

ところがない人たちはそういうところに行ったと

きに、こういう部分はあるのだと。緊急性のとき

にこういうところがあるのだよという部分はつく

れるのかなというふうに思いますので、ファミリ

ー・サポートある程度ざっと見たら、苫小牧は緊

急で預けられるような体制をとっているみたいで

す。名寄もその事業、緊急のときに対応できる体

制を今部長がとりますということで言っていただ

いたので、ぜひよろしくお願いいたします。

では、次に移らさせていただきます。先ほど皆

さんには何のことだという質問をさせていただき

ました。４番目の各種広報活動についてでありま

す。これは、うちのほうにある方が来まして、こ

れはちょっと市役所ではまずいのではないですか

という部分で、証拠物件を指紋がつくとまずいの

で、ビニールに入れて持ってこさせていただきま

した。これを見て、そうですねと。やはりここに

は市役所の電話も、内線も入っています。この行

事というのは、やっぱり市の行事ではないと思い

ますし、先ほど部長がしっかりその体制はとって

いただけるということを言っていましたので、ぜ

ひとっていただいて、しかし市役所の職員の方々

はこういう事務局を率先してやっていただいたり、

町内会活動の中でしっかり活動していただいたり

していくのは、私はもう市民と協働の名寄市をつ

くる部分だというふうに思っていますので、どん

どん事務局はやっていただきたいなというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。

では、次に移ります。ピヤシリスキー場のほう

に移らさせていただきます。きのうある程度何名

かの方から御質問があって、地方創生基金を使っ

て合宿、大会の誘致、そしてジュニアアスリート

の育成、そして人材育成という部分で使わせてい

ただいているというふうに言われておりました。

総計の予算の部分でピヤシリスキー場関係が２９

年度約１億 ７００万円、そして３０年に１億

９９０万円はついているのですけれども、ほとん

どリフトだとか、そういう部分の関係の予算にな

っていました。２０２２年、北京に向けて中国の

ジュニアがこの名寄で合宿をしていただくように

なりました、ノルディックの。すばらしいことだ

と思います。そして、日本コンバインドもやって

いただける。最後に、私はアスリートに選ばれる

合宿誘致と言われた部分というのは、そうだなと

思ったのです。私が言ったわけではないです、そ

ちらのほうから出てきた部分で。私は、そこをや

っぱりしっかりやっていかない限り合宿誘致とい

うのは進んでいかないのかなと。ホテルをよくし

ようが、やはり練習する場所がちゃんとなってい

ない限り合宿には来ないのです。

そして、名寄は本当に早期に雪が降る地域であ

ります。先ほど言ったように、本当に去年１０月

２０日に雪が降っていただきました。そして、関

係者の方も１１月で利用できるのではないかとす

ごく喜んでいたみたいなのです。そして、草刈り

もやっていただいて、あの効果もすごくあったみ

たいです、草刈りは。でも、あの１メーターの排

水があるために、やはりなかなかオープンが。ち

ょっと早目に、早かったのです。早かったのだけ

れども、それ以上早くできなかったという部分は
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あったものですから、やはりアスリートに選ばれ

る合宿地、選ばれるゲレンデをつくるというのも

必要かなというふうに私は思うのですけれども、

市長はその部分というのは、岩盤があるから大変

ですと。また、いろんな岩があるから無理なので

しょうか。私は、工事的には大変かなというふう

に思います。思うのですけれども、岩盤ぐらいだ

ったら大型ピック持っていけば、今回土木の質問

ではないですから、真冬工事が４本道路が出まし

た。もう道路が凍結しているのです、５０センチ

ほど。大型ピック、ユンボについているこんな十

何センチの丸いピックで土をガガガガガ、ガガガ

ガガと壊しながらやっていかなかったらいけない。

それが悪いというわけではないですよ、中村部長。

怒らないでください。私は、そういう部分を使っ

てでもやって、アスリートのために整備するとい

う部分が大事なのかなというふうに思うのですけ

れども、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 高橋議員からお尋ねの

あったスキー場の暗渠対策も含めた排水対策とい

うことで、現地のほうは私も見ておりますし、さ

らにスキー場の従業員だとか社員からも今回の１

１月にオープンしたいということで進んでいたの

ですけれども、排水のところがなかなか埋まらな

かったということは事実であります。それで、岩

盤等々もあるのでありますけれども、毎年春先に

現地の踏査しておりまして、そのときに中村建設

水道部長も快く都市整備の職員を出していただい

て、まず踏査しようかということになっておりま

すので、その点については春先また対応させてい

ただきたいと思いますので、ただ方向づけについ

ては現地踏査後ということになりますけれども、

その点については御了解をいただきたいと思いま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 中村建設水道部長、

よろしくお願いします。

先ほどアルペン専用は名寄は無理で、一般開放

前に合宿誘致をするというふうに答弁で言われて

おりました。音威子府、あそこはコース細いです。

今回林活のことで東川会長と中川にちょっと行か

させていただいた帰り音威子府のスキー場を見て、

３分の１専用コースをつくっているのです。アル

ペンではないですよ。ボードか何かか、どちらか

だと思うのですけれども、専用コースをつくって

いました。私は、だから一般の人にも開放しても

いいのだけれども、アルペン専用もそれは可能で

はないのかなという部分はそれを見て思ったので

す。だから、現実一般開放で使って、一般の人が

こっちに入ってきてしまったら困るから、けがし

たら困るからだめだよではなくて、ちゃんとポー

ル立ててひもをつけていますよね、全部。それで

もいいのかなという、可能かなという部分は感じ

られるのです。北海道に１カ所しかないアルペン

専用のコースがもし名寄にあって、そして１１月

に雪が降って、それを固めてアイスバーンにして

使えますよと言ったら、私はある程度こちらのほ

うに来ていただけるのではないかなというふうに

思うのですけれども、どのようなものでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今高橋議員のほ

うから御質問ありましたアルペン専用のコースと

いうことで、現在はアルペン専用のコースに特化

したのは設定しておりません。今回もそうなので

すけれども、スキー場が例年になく早期にオープ

ンしたということで、合宿にも入っていただいて

おります。振興公社の部分につきましては、アル

ペンの入ってきた合宿の部分については柔軟に対

応させていただいて、特化ということではないの

ですけれども、合宿に入っていただいているそれ

ぞれの要望がありますので、それを可能な限り要

望に応えて対応していくということでしておりま

すけれども、基本的には通常の全部のゲレンデ部

分については一般の方も利用できるような施設と
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いうことの位置づけをしておりますので、先ほど

言いましたように合宿の部分については柔軟に要

望の部分については対応させていただいて、合宿

の受け入れを行っているということで聞いており

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。ぜひ

そういう体制をつくるべきだなというふうに思い

ます。きのうも御発言がそちらからありました。

冬季版ナショナルトレーニングセンター、これを

持っていくためにはやはりそれなりの施設が必要

だというふうに感じますし、それに対応していか

なければいけないかなというふうに思っておりま

すので、ぜひ進めていただきたいというふうに思

います。また、中村部長、暗渠のほうぜひ見に行

っていただいて、進めていただきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いします。

では最後に、名寄市の公共施設等総合管理計画

について質問をさせていただきます。先ほど国か

ら個別計画を３２年まで、内容がどうなるかとい

うのがまだわかっていないよという部分言われま

したけれども、きっとほかのまちで進めているの

は、市が保有する公共施設の現況を総括的にまず

整理、分析しているみたいなのです。そして、将

来の維持管理更新費用の総額を出して進めている

みたいです。私は、その前に１つ、名寄の公共施

設が点在しているところもあるし、くっついてい

るところもあると思うのです。同じような行事で

使うようなところ、それが近いところもあるでし

ょうし、遠いところもあると思いますし、それが

昭和４５年につくったものですよ、平成２年につ

くったものですよと名寄点在はされていると思う

のです。それをまず一回メモとか地図でもいいで

すし、書き出して、先ほど言った現況と総括的な

整理、分析をする。そして、そこのもし補修しな

ければいけない部分、ここにはこれだけの人がい

て、今現状これだけ使われているからここは残さ

なければいけないよねと。でも、こっちは余り使

われていないから、ここと統廃合してこっちだけ

を修繕しなければいけないよねという部分が出せ

るというふうに思うのです。そこをやっぱりこの

３２年までですから、私はそんな余裕持ってでき

るような状況ではないと思いますけれども、その

部分というのは３２年までですから、あと約２年

半と言っていいですか、なのですけれども、部長

としてはこの分析というのはどう考えてどう進め

られるのか、ちょっと教えていただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今高橋議員のほうか

ら公共施設の総合管理計画、それに基づく個別計

画について具体的な提案をいただいたというふう

に思っています。非常に大切なポイントが今の中

に入っていたと思っています。私どもが策定した

公共施設の総合管理計画については、全体的な、

トータル的な方向性というか、数字をあらわした

ものでありますし、ここのベースとなっているの

は総務省のシミュレーションモデルを一定程度活

用させていただいたということでありますので、

個別の施設が持っている状況等については細かく

加味していないというのが現状でありますので、

今議員が言われましたように今度は個別の施設の

それぞれの状況について、ここを分析していかな

ければ次のステップに進めないだろうなというよ

うな考え方をしています。言われたように、例え

ば市内に同じ機能の建物がもし複数あるとすれば、

それらを統合することはできないのかということ

があります。統合したときにその機能をどうする

のかというのは当然あると思います。あるいは、

機能は違うのだけれども、それを複合化すること

によってより機能を高めること、市民の満足度を

高められる部分もあると思いますし、場合によっ

ては同じ施設が必要だけれども、当然そこを利用

する人数の状況によってはダウンサイジングを考

えなければいけないというところもあると思いま
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すので、そういった状況を今度は個別の施設ごと

に把握をしながら計画を策定していかなければ恐

らく実効性のある計画にならないだろうというふ

うに考えております。いずれにしても、この後国

から具体のガイドラインなどが出てくると思いま

すし、それを踏まえながら名寄市として実効性の

ある計画となるように検討を進めてまいりたいと

考えておりますので、御理解をいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 先ほど部長が昭和４

０年から５０年に児童センターだとか、保健セン

ター、または市役所、いろんな部分建てられまし

た。４０年から５０年は約何件ぐらい、建物自体

がどれぐらいあって、５０年から６０年、どれぐ

らいの件数があるのでしょうか。この４０年、５

０年、そして５０年から６０年ぐらいの部分とい

うのは。

〇議長（黒井 徹議員） 質問終わったのですか。

〇１５番（高橋伸典議員） いや、いいです、い

いです。探してください。

それで、私はその部分の個数にもよると思うの

ですけれども、４０年、５０年の部分というのは

耐震化もない。そして、もう相当の期間で補修す

らできないところも出ていると思うのです。木造

だったら、もうほとんど無理な部分だと思います

し、コンクリートだったら何とかもつけれども、

木造の部分というのはもうほとんどだめではない

かなというふうに思いますし、その意味で先ほど

いろんな、昭和４０年から５０年、５０年から６

０年の部分を中心に１３％を削減していくのか。

先ほど名寄市まち・ひと・しごとで、人口が１

８％減るから１３％にするのだよ、そして市民１

人当たりの公共施設の床面積がこれだけだから１

３％削減するのだよということを言われましたけ

れども、私は１３％を目標にするのはいいと思う

のです。でも、人口が減少して、なかなか使って

いない施設も相当今出てきているような状況もあ

ると思うのです。そこを本当に残しておかなけれ

ばいけないのかなと。残しておけば維持管理費か

かるでしょうし、いろんな部分がかかってくると

いうふうに思っておりますから、私は人口が１

８減るから１３％ですという根拠がちょっとそう

なのかなという。でも、使えない部分で、先ほど

言ったように近くて統廃合できる部分はここを壊

してこっちを利用していただくという部分をやっ

ていかない限り、財政運営の部分で人口減少、ま

たは交付税がどんどん、どんどん減るという中で、

健全な財政運営ができるのかなという部分も考え

ていかなければいけないのかなという部分がある

と思うのですけれども、本市として１３％削減の、

先ほど私言いました部分の、根拠はいいです。１

３％というのは……

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員、質問の趣旨

をまとめて質問していただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。

〇１５番（高橋伸典議員） この４０年から５０

年を集中してやっていくのかという部分をちょっ

とお聞かせをいただきたいというふうに。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

たように、今後個別にそれぞれの施設がどのよう

に活用されているのか、あるいはその施設が老朽

度、あるいは傷みがどの程度あるかをまず把握し

なければ、単純に古いから早く、あるいは新しい

ものについては当然残すでしょうけれども、年数

だけでは判断できない部分はあるのかなというふ

うに思いますが、ただ一般的にもし申し上げると

するならば、木造で古い施設であり、かつ既に用

途が廃止されているような施設がありますので、

そういったものについてはやはり廃止とすると早

いのではないかなというふうに思いますが、古く

ても有効活用がされているものについては必ずし

も順位が早いということではないのだろうという

ふうに考えているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。
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〇１５番（高橋伸典議員） きのう言われていた

公共施設の老朽化対策、または健全な財政計画の

中の第２次総合計画だとか都市計画マスタープラ

ンを含めて進めていくというふうに言われていま

したけれども、公共施設の効率的な統廃合の関係

で、風連には市としてコミュニティセンターだと

かなんとかありますよね。名寄には町内会がある

のですけれども、こういう部分もそういう対象に

なってくるのでしょうか。町内会館は町内会のも

のですけれども、今名寄では何個かの名寄で見て

いるコミュニティセンターだとか、老人クラブだ

とかという部分があるのですけれども、そこら辺

の考えというのはどうなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） さきに策定をした公

共施設等総合管理計画の考え方でありますが、こ

れは建物については公共施設という考え方であり

ますので、市が保有をしている施設についてはそ

のベースにある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） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 大体わかりました。

ある程度この公共施設等の総合計画を名寄はつく

って、平成４７年までに１３％削減していくとい

う目標値が出ましたので、ぜひこの目標値に向け

て公共施設の現況、または利用状況、そして最後

にはやっぱり市民の方々との話し合いが必要では

ないかなというふうに私は考えています。地域の

方々も利用しているのに、統廃合の場合ですよ、

なぜ向こうに行かなければいけないのかだとかと

いう部分も出てくるというふうに感じますけれど

も、これは４７年までにある程度、４７年まで２

０年間ずっと進めていくのですけれども、一気に

やるわけではないですよね。徐々にこの地域のこ

こを削減していきますよという部分だとか、ここ

をなくしますよ、ここと統廃合しますよ、その部

分をここ改修していきますよという、市民との合

意というのですか、それはどう進めていくのか、

ちょっと教えていただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） お尋ねの進め方であり

ますけれども、前提条件として議員のほうから老

朽度はどうなのだということでお話ありました。

平成２８年３月に出しました管理計画の中では、

建築後３０年以上たつものが全体の４２％という

ことで示しておりますので、これは１つ大規模修

繕の目安となる数字ですけれども、かなり老朽度

が進んでいるという前提のもと進んでいます。そ

して、もう一つ大事なことは、全体のお話ありま

した配置の問題がございます。これは、何も名寄

地区だけではなくて風連地区、智恵文地区それぞ

れ大事な公共施設があるということです。私ども

の持っている公共施設のデータをどういうような

形でお示ししていくか、ここはまだ少し足りない

なというのは担当している者として少し感じてお

ります。折に触れて老朽度のぐあいですとか、そ

ういうものは出しているのですけれども、全体の

配置としてどうなっているのかも含めて、ここは

しっかり整理しなければならないと思います。

今後の進め方なのですけれども、その個別の施

設をどうするこうするという前に、市としてどう

いうような手法でいくのか。当然統廃合にもあり

ますけれども、使っている施設、長寿命化すると

いう観点もあると思います。いろんな手法が考え

られます。そういった手法についてどういうよう

な優先順位でやっていくのか、これをまず庁内で

しっかり議論していきたいなと考えております。

公共施設の総合管理計画あるいは総合計画の策定

時も、前にもちょっとお話ししましたけれども、

実際地図を見ながら、あるいは部次長さん集めて

どうするというディスカッションも何回かさせて

いただいたことがあります。もう少しここもいろ

んな手法を使いながら進めて、全体像の把握と手

法の検討、まずここを最初に手がかりにして、そ

れと情報の開示をどこまでうまくわかりやすくで
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きるかも大きな課題だと認識しております。こう

いったことを含めて進めていきたいと思っており

ますので、御理解よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

学校給食にかかわって外１件を、川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目２点にわたって質問をさせていただきます。

１つ目には、学校給食にかかわってであります。

１点目、地元食材の活用について伺います。地産

地消の取り組みが重要であります。現在の状況と

今後どのように進めていかれるのか伺います。

２点目に、食育の推進と栄養教諭の配置につい

て伺います。第２次名寄市食育推進計画なよろっ

子食育プランの中では、７項目にわたって食育の

推進目標が掲げられています。食生活の乱れや食

に関する知識、望ましい食習慣を身につける早寝

早起き朝御飯などがありますが、今家庭、家族間

での食育が難しい現状があるのではないでしょう

か。学校給食の重要性、そして栄養教諭の重要性、

現在の状況と今後どのように進めていかれるのか

伺いたいと思います。

３点目に、給食費の無料化について伺います。

憲法２６条は、義務教育は、これを無償とすると

しています。国の責任において無償化を求めるも

のですけれども、子供の健やかな成長を保障する

ためにも、そして子供の貧困予防対策としても学

校給食の無償化への取り組みは大きな意義がある

ものと考えます。この間給食費の補助が全国的に

広がりを見せています。改めて市の考えをお聞き

いたします。

大項目２点目、名寄の農業について、１点目、

農協法改正に関連して伺います。農協は、その行

う事業によってその組合員及び会員のために最大

の奉仕をすることを目的としています。法改正は、

この目的規定を一応は残しつつも、農協は農業所

得の増大に最大限の配慮をしなければならないと

いう新たな目的を立てました。さらに、法改正は

営利を目的としてその事業を行ってはならないと

する非営利規定を削除し、農協はその事業展開を

通じて高い収益性を実現し、その収益を投資また

は事業利用分量配当に充てることとしています。

農業所得の増大、収益性の追求を強調しています

けれども、名寄の農業としてのお考えを伺いたい

と思います。

２点目、ＴＰＰに関連して伺います。アメリカ

のトランプ大統領がＴＰＰ、環太平洋連携協定か

ら正式に離脱する大統領令に署名したため、ＴＰ

Ｐの発効は見通せなくなりましたけれども、安倍

総理は従来の路線に固執し、さらなる貿易の自由

化を推進することも目指しています。名寄の農業

への影響についてお考えをお聞かせください。

３点、国の農林水産業・地域の活力創造プラン

に関連して伺います。重点事項の６項目には、１

つ、担い手への農地集積、集約化、２つ、輸出力

強化等と６次産業化、３つに水田フル活用と経営

所得安定対策、４つに人口減少社会における農村

漁村の活性化、５点目に強い農林水産業のための

基盤づくり、６つに食の安全、消費者の信頼確保

等を掲げています。名寄の農業、また地域経済へ

の関連等についてお考えをお聞かせください。

以上で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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま川村議員か

らは、大項目で２点にわたり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

につきましては経済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の学校給食にかかわってお答えをいた

します。初めに、小項目１の地元食材の活用につ

いてですが、学校給食における地産地消の現状に

つきましては本市は安全、安心で新鮮な食材が豊

富にとられる地域でありますので、野菜、穀類、

畜産物など地元販売業者の協力をいただき、名寄

産を優先的に仕入れを行うことや生産者である農
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家の方々の協力により、平成２７年度における農

畜産物の地産地消率は重量ベースにおいて６ ４

％となっており、主食米や赤飯給食においては１

００％地元産を使用しております。春から秋季に

かけてはアスパラやミニトマト、メロン、多くの

野菜、冬季においては寒締めホウレンソウや雪中

キャベツなど旬な時期に提供することにより、児

童生徒に好評を得ているところであります。また、

地元グルメである煮込みジンギスカンについても

年に１度でありますが、給食に提供しているとこ

ろです。今後においても継続して生産者や販売業

者の協力を得て名寄産農畜産物を優先して使用し

てまいりますが、地元産の野菜については収穫さ

れる時期、種類、数量に限りがあることから、生

産者や販売業者との連絡調整を図りながら、越冬

野菜の利用拡大や端境期の地場産野菜の確保に努

めてまいりたいと考えております。

また、献立表や給食だよりにおいて地場産食材

の紹介や生産者の声を掲載するとともに、保護者

に周知できる方法を模索し、家庭も含め地産地消

が推進されるよう取り組んでまいります。

次に、小項目２の食育の推進と栄養教諭の配置

についてですが、本市では平成２０年４月に栄養

教諭制度を導入し、北海道の栄養教諭配置基準に

より２名が配置されており、学校給食センターの

近隣校である名寄小学校に１名、風連地区では風

連中央小学校に１名が在籍し、市内小中学校を指

導対象とし、在籍校から各校へ派遣し、食に関す

る指導を推進しております。栄養教職員による食

育の授業では、各学校の要望も踏まえた上で子供

たちの発達段階に応じた食に関する指導を行って

おり、栄養の学習を初め正しい手洗いや配膳方法、

食器の並べ方、マナーなどを学習するほか、地産

地消についても学び、地域の産業や農畜産物につ

いての理解を深める取り組みを行っております。

現在社会環境などのライフスタイルが大きく変化

している中で、食生活についても多様化しており、

家庭での食育が十分に行えない状況が生まれてい

ることから、教育委員会といたしましては各学校

が栄養教諭の専門性を十分に生かして児童生徒と

保護者がともに食に関する理解を深める取り組み

を充実し、日常の生活で望ましい食生活を実践し

ていけるよう促してまいります。

次に、小項目３の給食費の無料化についてです

が、学校給食法第１１条の規定により、学校給食

の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに

学校給食の運営に要する経費については学校の設

置者、いわゆる自治体の負担となっており、食材

にかかわる経費、給食費は保護者負担と決められ

ております。学校給食費の状況でありますが、平

成２７年度の給食費は約１億 ４００万円で、１

人当たりの年間給食費は小学生で平均４万 ００

０円、中学生では平均５万 ０００円となってお

ります。

さて、給食費の無料化でありますが、道内でも

子育て対策や若者の定住促進を目的として給食費

の完全無料化だけでなく、第３子目以降の無料化

など一部無料化、一部助成などを実施する自治体

が見られる状況となっております。給食費の一部

無料化、一部助成についてでは、家庭の負担軽減

による子育て支援の一環などと存じますが、経済

的理由による就学困難な世帯に対しては従来から

就学援助費による助成を行っているところであり

ます。市として子育て支援や定住促進などの観点

から、さまざまな支援策を推進しているところで

ありますが、今後も施策の拡充についてはどのよ

うな施策が望ましく、有効なのか、見きわめてい

く必要があると考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

名寄の農業について、小項目１、農協法改正に関

連してと小項目３、国の農林水産業・地域の活力

創造プランに関連してにつきましては関連があり

ますので、一括でお答えいたします。

国は、平成２５年１２月に農林水産業・地域の
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活力創造プランを策定しました。プランでは、１

つに農産物の輸出促進や６次産業化等の推進、農

地中間管理機構の活用による農業構造の改革と生

産コストの削減、経営所得安定対策の見直し及び

日本型直接支払制度の創設等９項目にわたり政策

転換の方向性が示されました。また、昨年１１月

に内容の見直しが行われ、さらなる農業の競争力

強化のための改革として農業競争力強化プログラ

ムが追加され、生産資材価格の引き下げや流通、

加工の構造改革など１３項目が示され、今後進捗

状況を調べ、２年以内に追加の対策を検討するこ

ととしております。

農協法の改正につきましては、農林水産業・地

域の活力創造プランに基づく農業の成長産業化に

向けた農協、農業委員会等の改革を推進すること

を目的に現行の農業者が自主的に設立した協同組

織である農協の役割について、地域農協では自由

な経済活動を行うことにより農業者の所得を向上

させていくことや連合会等は地域農協の自由な経

済活動を制約せず、適切にサポートしていくこと

を基本方針と掲げているところです。特に地域農

協においては、責任ある経営体制や経営目的の明

確化、農業者に選ばれる農協を促しているところ

でございます。

名寄市の農業については、地域の財産を生かし

て持続可能な農業の推進を基本に生産者が次年度

の再生産につながる所得の向上が第一であると認

識しております。農業の現状といたしまして、家

族経営や法人化により経営規模を拡大していく方、

現状の面積での収益性を確保を目指していく方な

ど多様な生産体系が行われており、ＪＡ道北なよ

ろを初めとして関係機関、団体と連携して取り組

んでいるところです。農協改革では、現状では連

合会等の上部の改革を中心に想定されております

が、生産団体みずからの改革を基本として、今後

具体的な方向性が明示されるものと考えておりま

すので、生産団体との情報共有に努めてまいりま

す。

また、農林水産業・地域の活力創造プランで示

されている重要項目であります農地の中間管理機

構の活用等による構造改革と生産コストの削減や

経営所得安定対策の見直し、輸出促進、地産地消、

食育等の推進等については市におきましても重要

な課題と認識し、第２次名寄市農業・農村振興計

画の中に今後の方向性を示しながら、さまざまな

課題解消と農業振興を推進していくことが重要で

あると考えておりますので、御理解をお願いいた

します。

次に、小項目２、ＴＰＰ、環太平洋連携協定に

関連してをお答え申し上げます。環太平洋経済連

携協定につきましては、平成２７年１０月に参加

１２カ国が大筋合意し、平成２８年２月に署名に

至りましたが、その後行われたアメリカ大統領選

挙の結果により、環太平洋連携協定からの離脱が

決定されたことにより、協定の発効は不透明な状

況となったところです。この間ＴＰＰ関連対策に

おいては、北海道では影響調査から農林水産物の

生産額の減少とともに担い手の生産意欲の減退や

輸入品との競合など影響が懸念されたことから、

農林漁業者や地域の方々の不安の懸念を払拭し、

将来にわたって地域産業が再生可能となり、持続

的に発展していくことができるよう生産基盤の整

備や技術開発、導入等による生産性の向上、多様

な担い手の育成確保、ブランド化、６次産業化な

どに取り組んでいくとしております。

農業を取り巻く情勢においては、輸入農産物に

より農産物価格への影響が市場開放が懸念される

中で、名寄市においても同様の課題があるものと

認識しております。今後とも北海道を初めとして

関係市町村や関係団体との連携はもとより、平成

２９年度からスタートいたします第２次名寄市農

業・農村振興計画に示しております課題解決に向

けて確実に実施していくことが重要だと考えてお

りますので、御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

平成２９年３月８日（水曜日）第１回３月定例会・第３号
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〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、再質問をさせていただきたいと思

います。

まず最初に、学校給食にかかわってお尋ねをし

たいと思います。地元食材の活用のところで、米、

モチ米は１００％、そして名寄産を優先にして野

菜等６ ４％というようなお話がありました。食

育推進計画、年度でいうと来年度なのですね。２

９年で終わるのですが、この中でも今が旬、名寄

の新鮮な農畜産物を食べましょうと。名寄は食材

の宝庫、食に関する正しい情報、知識をつけまし

ょうとうたっているわけです。それで、今夏のア

スパラであったり、冬の寒締めホウレンソウなど

の御紹介もあったのですが、３月の献立表の中で、

毎月献立表のところには地場産食材というふうに

紹介されているのですけれども、その中でちょっ

と気になったのがありまして、先ほど越冬野菜に

ついても触れられていらっしゃいましたけれども、

ジャガイモだとかタマネギ、ニンジン、キャベツ

というのが結構毎日のように使われているのです

が、ただ地場産食材のところに紹介として載って

いないのです。ぜひ載せていただいたらいいので

はないかなというふうに、スペースの関係もある

のかなというふうには思うのですけれども、この

辺についてはどのようにお考えかお聞かせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） できる限り地場産食

材、どういったものが地元でとれて提供できてい

るかというのは情報として出すものだと思います

けれども、特に特徴的な野菜類はそういったもの

も掲載しているのかなというふうに、詳細につい

てはちょっと担当のほうから伺っていなかったと

ころもあるので、あれなのですが、そういったも

のを紹介しているのかなというふうに。一般的に

使われている分については、載せる時期、タイミ

ングも旬な時期に、例えば芋であれば秋とか、そ

ういったときに載せたりしながら食の地元の特産

物ということで紹介をしていくような形になって

いるかというふうに思いますので、その辺毎月使

われているものがどこまで載せられるか、また担

当とも相談をしながら、できるだけこういった多

くのものが使われていますということも紹介する

ようなことで進めてまいりたいというふうに考え

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ぜひとも紹介をしてい

ただきたいというふうに思っているのですが、今

紹介したのは例えばタマネギ、ジャガイモ、ニン

ジン、キャベツ、越冬野菜ですよね。これがここ

の地場産のところに書かれていないということは、

地元産で賄えないというふうに判断もできるかな

というふうに思うのです、紹介されていないとい

うことで。越冬野菜の取り組みも進めるというこ

とだったのですけれども、こういったタマネギ、

ジャガイモなんていうのは名寄でいえばやっぱり

特産品かなというふうに思っているのですが、こ

れがなかなか１００％になれないというところら

辺の事情がもしあればお聞かせをいただきたいと

いうふうに思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今言われて、ジャガ

イモなんかも越冬野菜としてされている状況もあ

るかというふうに思いますけれども、販売業者、

そういったところと協力しながら、できる限り地

元産を使うということで対応はしているのですけ

れども、どうしても時期的なもので保管状況もあ

って名寄産以外のものも使わなければならない時

期があるというふうに認識をしております。詳細

の時期とか、そういった部分についてはきょう資

料を持ってきていませんので、もし必要であれば

後ほどそういった情報等も提供したいと思います

けれども、先ほど申し上げましたとおり生産者で

あったり、販売業者、ほかの業者、いろんな業者

の方の協力のもと、限りなく名寄産を使う、そう

いった気持ちでいますので、今後新たな対応がで
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きるものがあればどんどん取り入れながら地産地

消の推進に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） いろいろ事情がおあり

のようなお話だったのですけれども、２項目めで

名寄の農業も取り上げていますので、やはり地元

の食材をフルに使っていただく、活用していただ

くということを強く求めたいというふうに思いま

す。

さらに、先ほど御答弁の中で生産者の声も含め

ていただきたいむに掲載してというようなお話が

ありました。このいただきたいむもホームページ

上で公開していただくようお願いをして、今いつ

でもどこでも見られるようになって、私も時々見

せていただいていますし、食材として出されてい

るものの紹介もされていて、３月のは清見オレン

ジが紹介されていました。清見オレンジの名前の

由来も書かれていて、ちょっと楽しいいただきた

いむでした。ただ、先ほどもちょっと御答弁の中

にあったかと思うのですけれども、子供、それぞ

れ児童生徒持って帰るのだというふうに思うので

すけれども、保護者の皆さんのところまでちゃん

と届いていないときもあって、やっぱりホームペ

ージ上で公開されているということがしっかりと

保護者の皆さんに周知されていればいつでもあけ

てみることができるのかなというふうに思うので

すが、そんなのがあったのというようなお話もあ

りましたので、保護者の皆さんへの周知について

再度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。

〇教育部長（小川勇人君） 給食の献立表だった

り、いただきたいむ等、名寄はいろんな情報を発

信して、議員おっしゃるとおり子供が家庭に持ち

帰って保護者に、皆さんに見せていただければよ

ろしいのですが、そういうのではない家庭もある

というのは事実だというふうに思っていますので、

そういった面ではホームページも公開もあります

し、再度児童生徒にしっかり家に帰ったらそうい

ったお便り等は保護者にきちんと見せるようなこ

とも啓発しながら、ホームページに載っていると

いうところもちょっとその便りで載せるとまた届

かない部分もあるというふうに思いますので、周

知方法についてはまた別途考えながら、この関係

だけではなくて学校の情報等もいろいろホームペ

ージに載っている部分があるので、やっぱり定期

的にホームページを閲覧してもらうような、そう

いった働きかけもしながら対応を進めてまいりた

いというふうに考えておりますので、御理解をお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） ぜひとも学校と保護者

とやっぱりそういう情報を共有できるというつな

がりをつくっていただきたいなというふうに思い

ます。

それから、２点目の食育の推進と栄養教諭の配

置についてです。先ほどもちょっと御紹介しまし

た。部長の答弁の中にも家族間での食育が難しい

状況にあるという中で、食の食育推進計画の冒頭

には食生活におけるアンバランス化や欠食、中食

の増加の傾向も見られる中でというふうな書き出

しになっています。そういった中で、やはり朝食、

早寝早起き朝御飯と言われていても、この朝食が

毎度私言わせていただくのですが、きちっとした

朝食ではなくて菓子パンであったりというような

ことがあるというのも耳にしています。そういっ

た中でやっぱり学校の給食、そして先ほどお話が

あったように栄養教諭の担う役割というのは本当

に重要だなというふうに思っています。以前にも

お伺いしました。児童生徒数からいえば定数に沿

って２名なのだというようなことで、満たしてい

るというふうなお話だったのですけれども、やは

り学校が点在し、広くなっている中で、そして食

育の重要性を考えると、配置増も検討に入れてい

ただきたいなというふうに思うのですが、再度お

答えをいただきたいと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 栄養教諭の増員にかか

わってでございますけれども、現在文部科学省に

おきましては今後の学校における食育の在り方に

関する有識者会議という会議が行われておりまし

て、それの最終報告を受けて、食をかけ橋とした

地域と学校との活動が進むようスーパー食育スク

ール事業というのを進めているところでございま

す。また、同時に国のほうでは栄養教諭の配置に

つきましても学校における食育推進の中核として、

栄養教諭の計画的な配置を拡大していくべきだと

いうことで、文科省のほうでも声を上げていると

ころでございます。

北海道の栄養教諭の配置状況をちょっと見てみ

ますと、平成１８年度では、始まりの年です。栄

養教諭の始まりの年では全道で２４人でしたけれ

ども、ちょっと２年前で申しわけないのですが、

平成２７年度には４３８人にふえているというよ

うな、北海道は全国的に見ても優秀な配置状況に

ございます。しかし、議員御指摘のように栄養教

諭の存在というのは非常に重要だと私も考えてお

りますので、今後教育委員会といたしましても道

教委に対して栄養教諭の増員について積極的に働

きかけてまいりたいと思いますので、御理解を願

いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 道教委に積極的にとい

う教育長のお話がありました。歓迎をさせていた

だきたいと思います。やはり食生活の乱れ、将来

的には生活習慣病の改善にもつながる、そして医

療費の削減にもつながると。大きな役割を果たし

ているのではないかというふうに私も栄養士とし

ての立場で自負をしているところですので、ぜひ

とも積極的に取り組んでいただきたい。再度お願

いをしておきたいと思います。

次に、給食費の無料化についてであります。こ

の間も何度も何度も取り上げさせていただいてま

いりました。実は、御存じと思いますけれども、

全国的に給食費の補助が広がっているといったと

ころがあります。ちょっと御紹介をさせていただ

きたいと思います。手前みそですが、しんぶん赤

旗の調査で、保護者負担を全額補助として無償に

する市町村がこれは１月の段階で少なくても５５、

そのうち９割がこの６年間で無償にしているとい

います。また、今春から新たに２市町が始まると

いうことであります。さらに、給食費の一部補助

する市町村、半額補助であったり、３分の１であ

ったり、多子世帯への補助であったり、そういっ

た部分で一部を補助する市町村が少なくとも全国

では３６２あるというふうに明らかにしておりま

す。

北海道ではどうかといったところで、全国５の

道県で抽出調査を赤旗でしています。これは２月

２５日に発表しているのですけれども、北海道内

でも補助がある市町村数が７９、そのうち全額補

助が１４、多子世帯の全額補助が１０です。多子

世帯の全額補助１０個あるうち根室市と北斗市が

この多子世帯への全額補助になっています。こう

したいろいろな取り組み、先ほどお話もありまし

たけれども、子育て支援であったり、定住促進で

あったり、いろんな中で取り組んでいますけれど

も、やはり多くは子供の貧困の問題が大もとにあ

るのではないかというふうに思いますが、この点

について全国の広がりについて改めてお考えをお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 給食費の無料化、一

部助成等々について今議員のほうから全国の状況

をお聞かせをいただきました。それぞれの自治体

で施策を打つ部分で、議員が言われている貧困の

部分であったり、子育て支援、定住促進、いろん

な自治体の施策の中でそういった制度を導入して

実施をしているのかなというふうに考えていると

ころであります。

議員も御承知のように、名寄市においては就学

援助、また支援については就学奨励費ということ
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で実施をしておりまして、先ほど給食費の全額が

１億 ４００万円と話しましたが、この就学援助

の関係でいくと約 ７００万円、差し引くと１億

７００万円がもし全額無料化した場合には経費が

かかるという中では、それを財源を用いて子育て

なり定住促進、そういった施策として有効で効果

的な投資をしてもいいのかどうかというのが判断

の一つかなというふうに私は考えているところで

あります。そういった意味では、総合計画の重点

プロジェクトにおいてもそういった施策も推進し

ていくことになっていますので、今後そういった

子育てであったり、定住促進等々の施策推進に当

たって有効なものかどうかということも検証して

いく必要もあるかというふうに思ってますし、各

ほかの自治体がどういったことで実施をしている

のかというのも、その情報も研究する必要もある

かなというふうには考えているところであります。

そういった状況で、今すぐ制度の実施をしていく

というのは難しい状況があるかというふうに思っ

ていますし、国がそういった中、補助制度等から

実施をしてくれれば自治体もやりやすい状況にな

っていくのかなというふうにも考えていますけれ

ども、全てを今やるとなると単費で実施をしなけ

ればならぬという状況がありますので、今後十分

な検証をしながら進めていく課題かというふうに

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 難しいというようなお

話でした。今就学援助費で補助を行っているとい

うお話もありましたけれども、実は収入が就学援

助費を受けられるボーダーライン上にある世帯に

とって、収入が少しふえたことで就学援助費が受

けられなくなって給食費の負担が重くなったとい

った、こんな声もあるのです。兄弟が多いと大き

な負担です。ここのところをどのようにお考えで

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） 確かに前年度の収入

でいきますから、就学援助に入って、ボーダーの

人たちは受けられなかった場合もあるかというふ

うに思っています。そうであればどこのラインを

就学援助の対象者とするという、どこに引いても

外れたり、そういったボーダーの方は出てくるわ

けであって、基準をどこにするかというのは大変

難しい状況だというふうに考えております。議員

も御承知のとおり、名寄市においては生活保護の

基準を用いますが、平成２４年度以降改定をしな

いで実施をしている。そういった面では、できる

だけ対象になるような、そういった考えで進めて

いますので、御理解をお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 確かにどんな制度もボ

ーダーラインあります。ただ、給食費のところで

いうと、やはり保護者ばかりではなくて子供たち

にも大きな負担をかけるのではないかなというふ

うなことを私は思っております。

読売新聞、２月１０日付なのですけれども、こ

こでも給食無償化のことが大きく取り上げられて

います。やっぱりいろんな形でこのことが話題と

いうことではなくて、全国的に注目を集めている

のだというふうに思っているところです。この中

で、無償化によって学校側の負担も軽くなったと

いうような記事になっているのです。担任の先生

がこれまで給食費の徴収や未納世帯への対応に当

たってきたと。大変だったけれども、それがなく

なって子供と接する時間がふえたというような記

述もあります。このようにいろんなところに影響

を及ぼし、皆さんが喜んでいると。長く、早くか

ら取り組んでいる栃木県の大田原市では、補助を

受けている世帯を対象にアンケートをしたら８９

％の方々が給食無償の継続を希望していると、そ

んなような記載になっていて、やはり皆さん本当

に望んでいるのだなというふうに思っています。

それで、先ほどの御答弁の中でちょっと確認を

させていただきたいと思うのですが、学校給食法

の中で給食施設や備品、人件費は学校設置者であ
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る自治体が負担、食材の費用は保護者が負担とい

うふうになっていたかなというふうに思うのです

が、先ほどのお話の中で経費も、食材と経費は保

護者負担とおっしゃったような気がするのですが、

確認させてください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど答弁で申し上

げたのは、学校給食法第１１条の規定により学校

給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並

びに学校給食の運営に関する経費は学校設置者、

いわゆる自治体の負担、食材に係る経費について

は保護者負担というふうに答弁をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） わかりました。食材に

係る経費ということですね。わかりました。そこ

のところちょっと聞き逃したものですから、申し

わけありませんでした。

給食法ができたときに、ちょっと何年かずれて

いるかと思うのですけれども、自治体が食材費な

どを補助することを禁じない旨の通知も出してい

るのです。だから、公費による無償化は可能だと

いったところら辺もぜひ検討の中に入れていただ

きたいなというふうに思っています。

先ほどもお話ししたように、子供の貧困の問題

が大きな土台にあるのだというふうに思っていま

す。それで、子供の貧困に対する全道実態調査が

ありました。２月１４日の北海道新聞に道の調査

速報として、詳細は今年度中にまとめるというふ

うにありましたけれども、道で行ったと。名寄市

はここの調査の中には含まれていませんでしたけ

れども、名寄大学との連携で子供の貧困が見えに

くくなっているというようなことが言われていま

す。その貧困の実態を調査するお考えはないかど

うかお聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 貧困の実態調査の実

施ということでありますけれども、行政さまざま

な計画の策定であったり、いろんな施策、制度を

拡充、新設するに当たっては、必要に応じて対象

者なり内容について調査を実施をして、市民がど

ういった考えを持っているかということも調べな

がら制度なり計画をつくるという状況があります。

今現在において貧困に係るそういったものが予定

をされていないところから、教育委員会としては

貧困に対する情報、実態調査をする予定はありま

せん。するに当たっては、やっぱり何を目的に、

なぜしなければならないというところが必要だと

いうふうに思いますので、そういった先ほど申し

上げました計画なり施策の推進に当たって必要が

出てくれば、そういった生活状況の実態調査もす

ることは出てくるのかなというふうに考えている

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） 実態調査、実態をつか

む、今のところは必要はないというふうに受けと

めていいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 計画の策定であった

り、いろんな施策の推進に当たっての、生活状況

といってもどういった実態調査が必要かというの

はそれによっても変わってくると思いますので、

そういったところでの今現在の制度改正に対する

必要性がないということで考えているところであ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 食育推進計画も２９年

度までになっていて、また新たな食育推進計画を

つくるかどうかということなのだと思うのですけ

れども、この中でも食習慣も含めて生活習慣が身

についていないといった場合も多くあるのではな

いかというふうに思います。

それで、例えば食に関して言うと、貧困家庭の

ところで虫歯が多いと。保護者の方々やっぱり生

活に追われていて、ゆっくり子供の健康状態チェ

ックできないといったようなことも生まれている

というような調査もあります。ですから、そうい
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ったことも含めて、今名寄大学の中で子ども食堂

であったり、また放課後の事業、みんなで見てあ

げたりというような、そういったことに取り組ま

れているということでしたので、そういったとこ

ろの先生、また学生さんたちとも連携しながら、

やっぱり実態を見ていくことが必要ではないかと

いうふうに思いますので、ぜひとも取り組みを進

めていただきたいなというふうに要望して、次に

移りたいと思います。

時間がなくなってきましたので、農業の問題に

ついて質問をさせていただきたいと思います。農

業の問題、名寄の農業、管内では新規就農者が非

常に多い。非常にと言わない。非常にですよね。

ほかから見たら本当に非常に多いなというふうに

私は思って、とてもうれしく思っているところで

す。また、今第２次名寄市農業・農村振興計画が

策定されるなど取り組みが進んでいるところであ

りますが、基幹産業である農業を守ること、そし

て安心、安全な食を守って地域の経済を豊かにす

るといった、ここが基幹産業を守ることの重要性

かなというふうに思っています。その中で規模拡

大、所得増大という国の進める農業政策、またＴ

ＰＰなどをそのまま進めることで名寄の農業を守

ることができるのかどうかという思いが私の中に

はあります。その立場で名寄の農業について再質

問をさせていただきたいと思います。

農業所得の増大というふうにうたっています。

それ自体は切実な要求なのですけれども、私とし

てはこの切実な要求を逆手にとっているというふ

うに感じてしまいます。農協改革の建前論として

悪用しているように感じられるところであります。

農業者の方々いろいろお話を聞かせていただくと、

所得増大もさることながら、暮らしの豊かさ、こ

れが基本だと。要するに次年度の営農計画が立て

られる、再生産可能な農業、これをできる、そう

いったことを望んでいるわけで、農業所得の増大

を強調しているということはそこから外れるので

ないのかなというふうに私は思っています。昔食

のことをいろいろ勉強したときに農業者の方がお

っしゃった言葉が私もずっと忘れられないのです

けれども、農業者の誇りがあって、物をつくって

こそ農民なのだと。そして、１００のものをつく

るから百姓というのだと、そんなふうにおっしゃ

って、本当につくることに誇りを持っていらした。

こうした方々の思いを、それが再生産可能な農業

を守るということなのかなというふうに思うので

すが、その中で所得増大、そして収益を上げるこ

と、そういったように特化していることに改めて

私も異議を感じているところなのですけれども、

再度ここに対するお考えをお聞かせをいただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今農協改革の関係で

御質問いただきまして、一般的に所得が増大した

りということは悪いことではないというふうに私

は思っていますけれども、ただ農協改革の部分で

いけば今議員がおっしゃった部分も少しあるのか

なという気はいたしますけれども、いずれにして

も名寄の農業につきましては、先ほど申し上げま

したとおり再生産可能な所得をまず確保するとい

うことでありまして、その中でさまざま取り組み

があるのかなと思っています。それは、１つは国

の支援だと思うのです。有効に活用するというの

も１つですし、ある意味青果物等でいけばそこの

収量を向上させるために関係機関の営農部門がこ

ぞってそういったことを高めてあげて、収益を上

げるというようなことも考えられるものですから、

市としてはそういったことを含めて取り組んでい

くことが重要なのではないかなというふうに思っ

ていまして、農協改革につきましては現状として

は農協の自主的な改革の中でちょっとやってくだ

さいよというお話だと思うのですけれども、市と

しましてはそれぞれの現状ある課題を１つずつや

っぱり喫緊の課題だと思っていますので、そこを

解決していくことが何よりなのかなと思っていま

すので、よろしくお願いいたします。
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〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 農協独自のというふう

におっしゃったかなというふうに思うのですけれ

ども、やっぱり私たち地域にいる者にとってもか

けがえのないところもあるのではないかというふ

うに思っています。

農協への考え方については、あらゆる考え方が

あることは承知をしながらも、農協がなくなった

らこの地域で生活できない。ガソリンスタンドや

金融窓口の問題もありまして、そういった声もあ

ります。そして、私は協同組合としての農協の重

要性、共済制度、重要な制度であり、守り抜かな

ければならないのだというふうに思っています。

ですから、この農業改革、農協潰しだという声も、

極端な言い方をしている方もいらっしゃいますけ

れども、私はもうそれに近いかなというふうに思

っています。これは、単に農協にかけられた攻撃

だけではなくて、家族経営だった家族農業や地域

農業に向けられた攻撃であり、私たち国民の食に

向けられた攻撃と言わなければならないのではな

いかというふうに思っています。家族農業もやは

り農村の集落の機能をずっと保ってきた日本古来

の、大型化が必ずしもだめと言っているわけでは

ないし、先ほども収益増大がだめというふうに言

っているわけではなくて、しかしそこに特化する

ことはどうなのかということであります。再度家

族農業や地域農業に向けられた攻撃と言わなけれ

ばならないのではないかというふうに考えている

ことに対するお考えをお聞かせいただければと思

いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 川村議員からは、農協

法の改正にかかわって、この改正が農業者や地域

農業にどういう影響を与えていくかと。そしてま

た、現行の農業の形態が家族経営という、そこが

主たるものだというところで、どういう影響があ

るのかということのお尋ねかなというふうに思い

ますけれども、この農協法の改正の中でちょっと

何点か確認しなければいけないところはあるかな

というふうに思っているのは、まず農協法の改正

自体が他府県と北海道と照らし合わせていくと、

北海道は名寄もそうですけれども、基本的に基幹

産業を農業としている。農林水産業と言っていい

のでしょうか。それとまた、専業農家が多いと。

都府県は兼業農家が占めているということもあっ

て、そういう背景も農協法の改正にあったのでは

ないかというふうにも思っておりますし、さらに

北海道は経営面積が大きいということで、これ以

上経営面積をふやしていくというのは労力の確保

だとか、あるいは作付の時期的な問題だとか、さ

まざまな困難も含めてあるわけです。その辺をし

っかりと押さえながら今後の営農計画を立ててい

くということが農業者、そしてまた農協の営農指

導の中にそれを求めていかなければならないかな

というふうに思っているところであります。

幸いにして名寄市の農業は、行政の区域とＪＡ

の区域が同じなのです。そこで、これまで施設の

整備についてはＪＡと行政と協調してきたのです

けれども、平成２９年度から、今予算審議にかけ

てそれぞれ御審議をいただく部分なのですが、ソ

フト部分で例えば担い手対策だとか新規就農の分

でＪＡと協調してやっていこうと。これは、協調

してやるということは今後の農政を進めていく上

で、あるいは農業振興を図っていく上で両輪で進

めていこうというところがまず基本になってくる

のかなと。そしてまた、そこに優良な農業者は多

いですから、そういう優良な農業者としっかり連

携して、三位一体になってオール名寄で今後の農

業を振興を図っていくというのが基本になってく

るかなというふうに思っていまして、農協法の改

正があるなしにかかわらず、そこのスタンスとし

てはしっかりした基幹産業の農業を守っていく、

育てていくというのが原点にあれば、この農協法

の改正そのものが地域に与える影響は少ないので

はないかというふうに認識をしております。

以上です。
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〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 私もそのように思いま

す。要するに先ほどＴＰＰもそうなのですけれど

も、国の押しつけの農政の中で、やっぱり振り回

されていて本当にいいのかというところだと思う

のです。都府県とはちょっと異なるというお話も

ありました。しかし、名寄の農業をされている方

々の中にも、家族農業をしっかり守っていきたい。

若い人の中には、大きくして、もっと広くして収

益を上げたい。いろんな人たちがさまざまな、最

初は部長からの御答弁があった多様な生産対応を

というお話がありましたけれども、本当にそうい

ったいろんな方々がいる中でその方々に合うよう

な支援をしていくことが非常に求められているの

だなというふうに思っています。そうしていただ

くことが消費者としての私たちも安心していられ

るということだと思うのです。

農林水産業・地域の活力創造プランのところで

も話がありましたけれども、同じように農地の集

約化だとか輸出力強化だとか、そういう大きな話

にどんどん、どんどん流れていくような、そうい

うふうな危惧を感じているところです。この中で

も農業の規模拡大、そして担い手への施策、集中

していますけれども、歓迎する部分もありながら

も、しかし輸出などを通して農林水産業の成長産

業化を図るというふうな大きなところに持ってい

かれるというところに私は心配をしているところ

なのです。地元の農業を守っていっていただくこ

とが給食の問題もそうですし、私たち市民、消費

者として安心して食べられる、そういったものを

つくっていただくといったことが非常に重要で、

それが振興計画に反映していくというお話でした

ので、少し安心をしているのですが、再度この部

分についてお考えをお聞かせいただければと思い

ますが。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今川村議員からお話

しいただきましたとおり、先ほど御答弁をさせて

いただきましたけれども、名寄市は名寄の特色あ

る農業というのがあると思っております。その中

で優良な農産物、青果物が生産されてきておりま

す。そのことはひとえに生産者の並々ならぬ努力

のたまものでありますし、ＪＡを含めた指導体制

もあるのかなというふうに思っています。まだま

だ名寄の農業の中では家族経営が中心ということ

で、一部法人化、さまざまな部分がありますけれ

ども、そういったそれぞれの方々に合った部分と

いうことで、例えば労働力が少しだとか、そうい

った課題がございますので、そこのところを含め

て確実に生産団体とも協力しながらやっていけた

らなというふうに思ってございますので、よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 生産者の皆さん方、い

ろんな形の、先ほども言ったように大なり小なり

さまざまな経営をしていらっしゃる方々の声をし

っかりと受けとめていただきたいなというふうに

思っています。

また、ＴＰＰもそうなのですけれども、やはり

食料の自給率がどんどん下がって不安をあおって

いる。それから、食の安全、輸入食品がふえるこ

とで食の安全に対する不安も膨らんでいるところ

です。昨年の暮れに農業委員会の建議書等出され

た中でも、このことについては大きく触れられて

いるかなというふうに思っています。ここのとこ

ろをしっかりと受けとめながら取り組んでいただ

きたいというふうに思いますし、多国籍企業、先

ほどお話しした大きいところ、大きいところとい

うところはやはり大企業に有利なようになってい

くのかなという心配を私はしているのです。そこ

に耐えられなくなった農家のところに企業が入っ

てきて、本当にそれでいいのかというふうな不安

もあるところです。そういった中で、多国籍企業

の利益を優先させるルールではなくて、国民の生

活、そして国の経済主権、地域の生活や、そして

地域の経済を守るといったルールが必要なのだな
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というふうに思っています。引き続き私たちはＴ

ＰＰのような道ではなくて食料主権、経済主権を

守り抜く新しい貿易、投資のルールを確立する道

へと進むために、そのことを望んでいる多くの皆

さんと力を合わせて頑張っていきたいというふう

に思っています。そのことを申し上げて、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。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５８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。

除排雪対策事業について外２件を、野田三樹也

議員。

〇３番（野田三樹也議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い順次質問させて

いただきます。

初めに、大項目１の除排雪対策事業について２

点質問いたします。小項目１点目に、交差点排雪

についてです。ことしは、例年より１カ月早く雪

が降り、一度も雪が解けることもなく根雪になり、

特に１月に入ってからは雪の降り方も落ちついて

おり、例年以上に除排雪の進みも順調に行き、現

在のところでは稼働しておりませんが、交差点排

雪については一時的にツーセットで稼働していた

時期もあり、市民からは大変喜ばれているところ

ですが、ことしの交差点排雪の実施状況について

お知らせください。

小項目２点目に、排雪ダンプの助成事業につい

てです。ことしの排雪ダンプ助成事業も多くの市

民が利用されていると思いますが、ことしの雪は

例年より１カ月早く降り、年が明けてからは雪の

降り方が落ちついていますが、ことしの利用状況

についてお知らせください。

次に、大項目２のいじめ防止の取り組みについ

て３点質問いたします。１点目に、児童生徒への

指導状況と今後の課題についてです。記憶の新し

いところで、以前に沖縄県で下校途中に公園の隅

のほうに連れていき、暴行を加え、別の生徒は携

帯電話で動画を撮り、動画サイトへ投稿し、問題

になった事案が発生しております。私自身このよ

うな事案は絶対にあってはならないと考えており

ます。いじめの問題は、全国でも重要視されてお

り、いつどこでどのようなきっかけでいじめが起

こるかわからない状況になっております。そこで、

お聞きしますが、児童生徒への指導状況と今後の

課題についてお知らせください。

小項目２点目に、学校と各家庭との情報共有に

ついてです。いじめは、校内や登下校時などが想

定されてくると思いますが、各家庭が役割と責任

を持ち、学校側とお互いに情報を共有することに

より、いじめ防止の第一歩につながるのではと考

えておりますが、本市としての考えをお知らせく

ださい。

３点目に、小中学校いじめ防止サミットについ

てです。このいじめ防止サミットの狙いは、各学

校のいじめを防止する取り組みの状況等について

交流することや今後各学校において児童生徒によ

るいじめの根絶に向けた自主的な取り組みの活性

化を図ることとなっておりますが、どのような成

果が出ているのか、そして今後の課題などもあり

ましたらお知らせください。

次に、大項目３の空き家対策について４点質問

いたします。１点目に、空き家の現状についてで

す。近年人口減少に伴い、世帯数も減少傾向にあ

り、５年ごとに実施している住宅・土地統計調査

から見ると増加傾向になっておりますが、現在の

本市での空き家の状況についてお知らせください。

小項目２点目に、空家等対策計画に基づく事業

の推進についてです。現在全国規模で空き家問題

が深刻化されており、地域住民の生命、身体、財

産の保護、生活環境の保全を目的に平成２６年１

１月に空家等対策の推進に関する特別措置法を制
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定し、平成２７年２月に空家等に関する施策を総

合的かつ計画的に実施するための基本的な指針が

告示され、同年５月には完全施行となりましたが、

本市としての事業の推進をどのように取り組んで

いくのかお知らせください。

３点目に、行政代執行に対する考え方について

です。この行政代執行は、法令的に根拠があり、

放置しておくと著しく公益に反すると認められる

場合に限られ、原則として事前に義務者への文書

による戒告が義務づけられており、また代執行に

要した費用の支払いも義務者に命じられ、応じな

い場合は強制的に徴収されることとなっており、

２０１５年１０月２６日より空き家対策の特別措

置法に基づき全国で初めて行政代執行による空き

家の取り壊し作業が神奈川県横須賀市で行われた

事例もありますが、本市としてこの行政代執行に

対してどのような考え方を持っているのかお知ら

せください。

４点目に、市民への周知と対応についてです。

現在個人で所有している空き家等への周知方法と

して何を行ってきたのか、そしてどのような対応

を行ってきたのかお知らせください。

以上をもちましてこの場での質問とさせていた

だきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 野田議員からは、

大きな項目で３点について御質問をいただきまし

た。大項目１については私から、大項目２につい

ては教育部長から、大項目３については市民部長

より御答弁させていただきますので、よろしくお

願いをいたします。

初めに、大項目１、除排雪対策事業について、

小項目１、交差点排雪のあり方について申し上げ

ます。今シーズンの降雪については、議員のお話

のとおり例年になく早い降雪となり、昨年１０月

２４日からの積雪で累積降雪量は２月末現在で６

３２センチとなっております。昨年度２月末現在

は７１５センチであり、今年度は昨年度と比較す

ると８３センチ少ない積雪となっております。除

雪出動回数についても名寄地区市街地２４回、郊

外地区４０回、風連地区市街地３６回、郊外地区

５７回となり、昨年と比較しましてもそれぞれ３

回から１０回程度出動が少ない状況でございます。

今年度においては、雪の降り始めが早かったこ

ともあり、除雪や排雪を早めたことや少雪であっ

たことも幸いし、除雪に関しましては早目の対応

をとることが可能であったため、例年になく快適

な道路環境確保に努めることができていると認識

しております。この間道路空間の見通し確保や安

全対策における交差点のカット排雪につきまして

も昨年１２月１７日から稼働し、通学路を初めと

した生活道路や幹線道路など２月末現在で２１１

カ所、ダンプ台数９５２台の積み込みを実施し、

交差点に堆積された雪をカットすることにより、

可能な限り通行者の安全確保や未然の事故防止に

努めてまいりました。今後におきましても通行者

の安全確保と冬場の道路空間の利便性向上など、

市民の冬場の満足度向上のため総体的な除排雪事

業において適切な対応を図ってまいります。

次に、小項目２、排雪ダンプ助成事業について

申し上げます。名寄市排雪ダンプ助成事業につき

ましては、例年より降雪が早く、１１月には昨年

度比較で約３倍弱の累積降雪量となりましたが、

例年同様に１２月１０日から助成事業を開始した

ところです。助成事業は、８社の指定業者に市民

の皆さんが直接申し込み、一般住宅や店舗併用住

宅への排雪作業を実施する場合に排雪ダンプに係

る費用の一部を助成しております。一般住宅では、

排雪ダンプ１台当たり ０００円、店舗併用住宅

では排雪ダンプ１台当たり ０００円の助成とな

っており、今年度の実施状況は３月１０日までと

なっているため、最終的な利用台数は確定してお

りませんが、２月末現在の概数で一般住宅では約

２２０件、ダンプ数約 ８４２台、店舗併用住

宅では約５５件、ダンプ数約１６３台となってお

り、少雪ではあったものの、おおむね予定してい
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たダンプ台数となっております。

この間広報紙「なよろの除雪」や名寄市ホーム

ページにより本事業における周知を図ってきたと

ころであり、本事業の認知度が高まってきたこと

から、冬場の除排雪に対する市民意識の向上に寄

与していると感じております。毎年度今年度のよ

うな少雪の場合が想定されるわけではございませ

んので、引き続き本事業の取り組みに対して市民

周知を図るとともに、より利用度の高い事業にす

るべく鋭意事業の推進に努めてまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２

のいじめ防止の取り組みについてお答えをいたし

ます。

初めに、小項目１の児童生徒への指導状況と今

後の課題についてですが、ことしの１月に沖縄県

において中学２年生の男子が複数の同級生から暴

行を受ける動画がインターネット上に投稿される

など、全国各地でいじめの問題に係る事案が生じ

ております。教育委員会といたしましては、改め

ていじめを許さない環境をつくることや学校が組

織的にいじめの問題に取り組むことの重要性を認

識したところであります。

本市では、いじめの根絶に向けて名寄市いじめ

防止基本方針に基づき、いじめの未然防止、早期

発見、早期解消、その他のいじめの防止等のため

の対策を推進しております。具体的には、いじめ

の問題の早期発見、早期解消を図るため、学校に

は北海道教育委員会のいじめの問題の実態把握及

びその対応状況等調査におけるいじめの把握のた

めのアンケート調査を適切に実施するようお願い

しております。平成２８年１１月の同調査では、

今もいじめられているとの回答が１４件ありまし

た。この１４件について当該学校の教員が内容を

聞いて事実確認をし、校内で検討した結果、いず

れもいじめとして認知する内容ではないと判断さ

れております。また、各学校では同アンケート調

査においていじめはどんな理由があっても許され

ないと思うと答える児童生徒の割合を１００％に

する取り組みを進めております。平成２８年１１

月の同調査では、１年前の同時期と比べ全小学校

の平均９ ９％から９ ３％に、全中学校の平均

が９３％から９ １％になるなど、いじめは許さ

れないことであるという認識が児童生徒の中に浸

透してきておりますが、まだ十分に満足できる状

況であるとは言えません。このため、各学校では

いじめの未然防止を図るため、地域の特色を生か

し、さまざまな体験活動を実施し、児童生徒の豊

かな心の育成に努めるとともに、道徳の時間の指

導などを通して思いやりの心や生命を尊重する態

度を育てる指導を行っております。

さらに、いじめられたときに誰にも相談できな

い児童生徒がいることが指摘されていることから、

学校においてはいじめられたとき誰にも相談しな

いと答える児童生徒の割合をゼロ％にする取り組

みも進めております。平成２８年１１月の同調査

では、１年前の同時期と比べ全小学校の平均が

４％から ４％に、全中学校の平均が１ ４％か

ら１ ４％になるなど、いじめられたときに１人

で悩み、抱え込む可能性がある児童生徒が減少し

ていない状況にあります。このため、各学校では

定期的な教育相談の実施や休み時間、給食時間、

清掃時間など全ての教育活動を通して児童生徒の

言動の変化や身体にあらわれる変化等を観察する

など、組織的、継続的に教育相談的な働きかけを

行っております。

教育相談センターにおける指導の状況につきま

しては、児童生徒や保護者からのいじめなどに係

る相談に対して、学校や関係機関と連携を図りな

がら適切な支援を行ったり、ハートダイヤルを通

して教育専門相談員が児童生徒や保護者などから

の悩みについて個人情報の管理に十分配慮しなが

ら、電話や面談によるカウンセリングを行ってお

ります。今後も教育委員会といたしましては、い
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じめを根絶するためよりよい人間関係づくりを基

盤とした集団づくりや児童会、生徒会活動による

いじめ防止集会、いじめ防止の標語づくりなどを

一層工夫改善し、児童生徒の自発的、自主的な取

り組みによるいじめを絶対に許さない学校、学級

づくりを強力に推進するようお願いしてまいりま

す。

次に、小項目２の学校と各家庭との情報共有に

ついてですが、いじめを根絶するためには教育委

員会や学校だけではなく、名寄市いじめ防止基本

方針に定めておりますとおり、保護者や地域住民

などがそれぞれの役割と責任を果たすなど、地域

総がかりでいじめの根絶に向けた取り組みを推進

することが重要であると考えております。名寄市

いじめ防止基本方針では、保護者に対して子の教

育について第一義的責任を有し、その言動が保護

する児童生徒に大きな影響力を持つとの認識のも

と、当該児童生徒がいじめを行うことのないよう

にするため、規範意識や生命を大切にし、他人を

思いやる心などの基本的な倫理観を養うための教

育などを行うよう努めることとうたっております。

このように責務を果たしていくために、各学校に

おいてはいじめ問題について参観日の懇談などで

話し合ったり、学校いじめ防止基本方針の趣旨や

いじめの未然防止に係る取り組みなどについて学

校便り等に掲載して配布するなど啓発活動や情報

共有に取り組んでいただいているところでありま

す。今後も教育委員会といたしましては、名寄市

いじめ防止基本方針のリーフレットを全家庭に配

布するなど保護者への一層の啓発に努めるととも

に、学校には保護者に学校のいじめ防止の取り組

みや名寄市学校いじめ防止サミットなどへの参加

を促す取り組みを一層推進するようお願いしてま

いります。

最後に、小項目３の小中学校いじめ防止サミッ

トについてですが、いじめをなくすためにはより

よい人間関係づくりを基盤とした集団づくりが大

切なことから、児童生徒のいじめを許さない意識

や態度を一層高めるため、平成２６年度より名寄

市小中学校いじめ防止サミットを実施し、各学校

の児童会、生徒会活動による自発的、自主的な取

り組みの活性化を図っております。同サミットに

おいては、全児童生徒を対象に名寄市小中学校い

じめ防止宣言の定着状況に係るアンケート調査結

果について意見交換を行ったり、各学校のいじめ

防止に係る取り組みによりよくするための話し合

いを行ったりしております。

このサミットの成果の１つ目といたしましては、

参加した児童会、生徒会の代表が名寄市の全小中

学校からいじめを根絶するという目標を確認でき

たことや自分たちでいじめを生まない学校を必ず

つくるという意識を高めることができたことであ

ります。成果の２つ目といたしましては、市長を

初め児童生徒、教員に加え、保護者や地域住民な

どの参加によりいじめへの対応は地域総ぐるみで

行うことの大切さに係る意識を高めることができ

たことであります。

また、課題といたしましては、名寄市小中学校

いじめ防止宣言の浸透状況が十分に満足できるも

のではないことであります。このような課題を解

決するため、各学校では児童会、生徒会活動にお

いて学校のいじめ防止集会等で同サミットの取り

扱いなどを発表したり、自校のいじめのアンケー

ト結果を校内に掲示するなどいじめを絶対に許さ

ない学校、学級づくりの取り組みを推進しており

ます。今後とも教育委員会といたしましては、各

学校と連携し、名寄市小中学校いじめ防止サミッ

トを継続するとともに、同サミットの取り組みが

各学校に着実に浸透するよう取り組み内容等の改

善、充実を図りながら、児童会、生徒会を中心と

した自発的、自主的な取り組みによるいじめを絶

対に許さない学校づくりを一層強力に推進してま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の
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３、空き家対策について申し上げます。

初めに、小項目１の空き家の現状につきまして

は、ただいま御指摘をいただいたとおり総務省が

実施をする住宅・土地統計調査によれば市内の住

宅総数が減少傾向にある中、空き家数については

わずかながら増加をしております。現在市が把握

をしている空き家は、平成２６年度冬季に実施を

した調査時の８１戸の情報を基本にして、その後

の市民からの情報提供や市が把握した除却や再利

用、新たに管理不全状態となった空き家などを増

減すると８５軒となっております。生活安全の観

点から、管理不全空き家の把握を中心に取り組ん

でおりますけれども、電子地図上に所有者や相続

関係、これまでの経過などの情報もあわせて掲載

をしておりまして、データベース化されているの

が現状です。

次に、小項目２の空家等対策計画に基づく事業

の推進について申し上げます。名寄市空家等対策

計画では、空き家等対策を３項目に分けて取り組

みます。１つ目は、空き家等の発生抑制の取り組

みです。空き家等は個人の財産であり、所有者の

方がみずから適切な維持管理をしていただくこと

が基本であるということで、啓発活動を推進して

おります。また、高齢者世帯がふえていることか

ら、福祉関係団体や庁内関係部署と連携をし、高

齢者への情報提供や相談の働きかけの取り組みを

行います。

２つ目は、適切に管理をされ、活用可能な空き

家です。貴重な住宅資源として利活用の促進を図

るために、名寄市空家バンクを開設、空き家や空

き地の需要と供給のマッチングを図ることにより、

空き家の増加抑制に加え、当市への移住、定住も

視野に入れた取り組みにつながることを期待をし

ております。

３つ目は、適切に管理されていない空き家等へ

の対策として、庁内関係部署の役割分担など実施

体制を整備をし、特定空き家等の認定及び措置に

関する事項等を定め、取り組んでまいります。

次に、小項目３、行政代執行に対する考え方に

ついてでありますが、特定空き家等の問題は倒壊

や建築部材の飛散等の危険のほか、生活環境、防

災、防犯など多くの問題が複合的に絡み合ってお

ります。庁内関係部署が連携をし、対応をする必

要があります。このような特定空き家等の認定及

び行政代執行を含む措置につきましては、国が特

定空き家等に対する措置に関する適切な実施を図

るために必要なガイドラインを示しておりまして、

市の計画の中でもこのガイドラインを参考に基本

的な考えを示しているところでございます。

認定及び措置に関する具体的な流れといたしま

しては、市による特定空き家等の認定調査の実施、

その調査結果に基づく庁内検討委員会での検討、

その後空家等対策協議会の中で判断をすることに

なります。特定空き家等と認定をされた空き家の

所有者に対しては、空家等対策の推進に関する特

別措置法に基づき、助言または指導、勧告、命令、

代執行といった措置を講ずることができるとされ

ております。また、これらの措置を講ずるかどう

かにつきましては、国のガイドラインでは周辺の

建築物ほか通行人等に対し悪影響をもたらすおそ

れがあるか否か、あると判断された場合、その悪

影響の程度が社会通念上許容される範囲を超える

か否か、またもたらされる危険性について切迫性

が高いか否かなどによって判断すると示されてお

りまして、市ではこれらのガイドラインで示され

た観点を踏まえ、特定空き家等の状況に応じどの

ような措置が必要になるのか個別に判断し、対応

してまいります。特に勧告、命令、代執行といっ

た処分性の強い措置の実施に当たりましては、庁

内検討委員会が空家等対策協議会において慎重に

判断してまいります。

次に、小項目の４、市民への周知と対応につい

て申し上げます。空家等対策計画策定以降、昨年

９月には空き家の利活用促進に向けた名寄市空家

バンクを開設し、市ホームページで公開をすると

ともに、１１月広報とあわせ空き家や空き地の登



－115－

録物件の募集に向けチラシを全戸配布をして周知

を図ってきました。また、１２月には空き家の適

正管理と有効活用、さらには空き家放置によるリ

スク等の周知、啓発について取り組んでまいりま

した。今後におきましても空き家の発生抑制と適

正管理の啓発、利活用の促進に向けた周知、相談

窓口での対応を進めるとともに、管理不全の空き

家の把握に加え、名寄市内全域の空き家の実態把

握に取り組んでまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） それぞれ御答弁いた

だきましてありがとうございました。それでは、

再質問に入らさせていただきます。

まず初めに、交差点排雪についてですが、こと

しの交差点排雪は、順調に行われ、広くなり、う

れしいという声を市民からお聞きしましたが、市

民の意見の中には交差点が広くはなったが、場所

によっては広くなっても雪山が高いままで、左右

の安全の確認がしづらいと。だから、雪山の高さ

を一定の高さにしてもらいたいと。そして、安全

確認をしやすいようにしてもらいたいという声も

ありましたが、この点についてのお考えがあれば

お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員から御質

問ありました交差点の雪山の発生につきましては、

車道の除雪作業がかき分け除雪ということになっ

ていることから、交差点に除雪機械が進入した際

に相手側といいますか、反対側の車道にかき分け

た雪を置いていくということにはならないもので

すから、どうしても交差点前に堆積をさせるとい

う、そういう状況がありまして、交差点で大きな

雪山が発生をしているという状況になっておりま

す。この交差点の雪山をカットすることで、安全

性や議員おっしゃられたように見通しの確保など

を図りたいということで、交差点の排雪を行って

いるところであります。

先ほど議員のお話がありました交差点の雪山の

高さを一定の基準で低く保つということについて

は、生活道路だとか幹線道路といった排雪回数や

道路幅員などの条件の違いによって、交差点での

雪山の発生状況というのが異なってくるのかなと

いうふうに思っています。道路本線の排雪が早期

に早く終わった路線については、日数が、降雪の

日が多くなるということで、日数の経過に伴って

後々交差点の雪山が大きくなるということになり

ますし、また道路本線の排雪作業が遅い路線では

当然本線の排雪が入るまでに交差点の雪山が高く

なると、そういう状況がありまして、どちらかと

いうと今は交差点の安全性が保たれないところか

ら先に排雪を行うという状況になっています。ま

た、名寄地区の市街地については、幹線道路排雪

１セット、そのほかに生活道路を２セットという

ことで作業を行っているということで、交差点の

排雪が間に合わない、重機等が排雪作業できない

という状況もありますので、全ての交差点を一律

に一定の基準で高さを定めるということについて

は現状難しいのかなというふうに判断をしている

ところであります。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからもこういった市民の声が出ていま

すので、この市民の声を一つでも多く拾い上げ、

市民が名寄の厳しい冬期間も名寄で楽しく快適に

過ごせるような除排雪の体制をお願いをしまして、

次に行きたいと思います。

次に、排雪ダンプの助成事業についてですが、

ことしの排雪ダンプの助成事業は１２月１０日か

ら開始という形になりましたが、ことしの冬は例

年より１カ月早く降り、市民の方々からも早く排

雪ダンプの助成事業が開始にならないかとお話を

いただきましたが、次年度からは雪の降り方を見

ながら状況判断をして、排雪ダンプの助成事業の

開始日を早めて行うことはできないのかなと。こ
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の点ついてお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今年度につきま

しては、例年になく早い降雪であったことから、

１０月から１１月にかけて累積降雪量としては２

４５センチに上りまして、多くの市民の皆さんが

除排雪に大変苦労されたものと認識をしておりま

す。天候の状況ですとか指定業者との調整などか

ら、今年度、今シーズンについては例年同様の開

始時期とさせていただきました。降雪の早かった

今シーズン、全て終わってはいませんけれども、

排雪ダンプ事業にかかわって実施時期について市

民の皆さんからの要望というのは担当のほうには

届いていないという状況にございます。ただ、今

後につきましては降雪時期ですとか降雪量がます

ます変化をしてくるというふうに想定をしており

ますので、柔軟に運用が図られるよう努めてまい

りたいというふうに思っております。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからも排雪ダンプの助成事業が市民に

利用しやすいような体制をつくっていただくこと

をお願いしまして、次に行きたいと思います。

次に、いじめ防止の取り組みについてですが、

現在子供たちに対して携帯電話の普及率が非常に

高く、友達同士でのメールのやりとりなどでちょ

っとした行き違いでそれが発展し、いじめの原因

につながってくるのではと考えておりますが、情

報モラルについてもどのような取り組みをしてい

るのかお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま情報モラル

についての取り組みということで御質問をいただ

きました。議員が御指摘のとおり、スマートフォ

ンの急速な普及に伴い、学校の教員や保護者が気

づかないうちに子供たちがメール等を介していじ

めを受けるなどの事案が全国各地で起きているこ

とから、全ての子供たちに発達段階に応じた情報

モラルを身につけさせる指導の徹底を図ることが

大変重要だというふうに考えております。本市の

各学校においても、各教科や道徳、総合的な学習

の時間、特別活動などにおいてメールやインター

ネットの使い方など情報モラルを取り扱った指導

を行っております。例えば小学校では、学級活動

の時間において子供たちがネットトラブルなどの

危険について考え、話し合う活動を行っておりま

す。また、中学校では、技術・家庭科の技術分野

において著作権の問題や発信者としての責任を知

り、情報モラルについて考えさせる指導を行って

いるところであります。このほか各学校において

児童生徒にネットトラブルの危険性などについて

より具体的に理解させるため、名寄警察署や名寄

消費者センターなどと連携を図りながら、ケータ

イ安全教室などを実施しているところであります。

今後も教育委員会といたしましては、各学校にお

ける各教科や特別活動の時間の学習において、児

童生徒の発達段階を踏まえ、情報モラルにかかわ

る指導計画を作成したり、ケータイ安全教室など

に保護者や地域住民の積極的な参加を促すようお

願いしてまいります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。いじめの問題は、全国でも非常に重要視さ

れている問題でもありますので、学校と各家庭で

やっていかなければいけないと思っておりますの

で、継続して取り組んでいただきたいと思います。

そして、学校側と各家庭での情報共有について

なのですけれども、お互いに共有をしていっても

どうしても行き届かない場合もあるのではないか

なと考えておりますが、そのときにはやはり地域

住民の方々にも協力していただく必要性があるの

ではと思いますが、地域住民の方々に協力してい

ただけるような取り組みも何かしているのか、あ

れば改めてお聞かせください。
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〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 地域住民の取り組み

ということの御質問でありますけれども、先ほど

の答弁でもお答えをいたしましたとおり、いじめ

を根絶するためには教育委員会や学校だけではな

く、保護者や地域住民等がそれぞれの役割と責任

を果たすなど、地域総がかりでいじめの根絶に向

けた取り組みを推進することが大変重要となって

おります。名寄市いじめ防止基本方針では、市民

の責務として地域において児童生徒と触れ合う機

会を大切にし、地域全体で児童生徒を見守るとと

もに、学校、家庭、地域住民、行政そのほかの関

係者と連携協力して、児童生徒が健やかに成長で

きる環境づくりに努めることとうたっているとこ

ろであります。このような責務を果たしていくた

めに、本市においては名寄市いじめ防止基本方針

を市のホームページに掲載したり、名寄市小中学

校いじめ防止標語を各学校や市内の教育施設等に

掲示するなど、名寄市全体でいじめを根絶すると

いう風土の醸成に努めているところであります。

また、各学校においては、いじめ防止基本方針

やいじめ未然防止に係る取り組み等について学校

便りや学校のホームページ等に掲載するなど地域

住民への啓発活動にも取り組んでいただいている

ところであります。さらに、いじめ防止サミット

につきましても地域住民の皆様にも広く周知をし

ながら、参加を呼びかける、そういった取り組み

を行いながら、地域総ぐるみでいじめの根絶に向

けた取り組みをより一層推進していきたいという

ふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。いじめの問題は、全国でも重要視されてい

る問題でもありますので、各学校と各家庭で、そ

して地域全体で子供たちを守り、そして健やかに

育てていくためにも、いじめ防止の取り組みを継

続して進めていただくことをお願いを申し上げた

いと思います。

そして、最後になりますが、空き家対策につい

てなのですけれども、空き家対策について４点に

わたって答弁をいただいたところですけれども、

空き家の現状では管理不全の空き家が８５軒ある

こと、またそれらが電子地図上でデータベース化

されていること、また空家等対策計画に基づく事

業の推進については空き家の発生抑制を中心に活

用可能な住宅について空家バンクを開設したこと、

さらには適切に管理されていない空き家について

行政代執行に至るまではガイドラインに従って慎

重な判断が必要なことがわかりました。そして、

市民への周知、啓発についても広報あるいはホー

ムページで取り組んでいることを理解することが

できました。全体としてしっかりと空き家対策に

取り組んでいただいておりますが、空き家の現状

の中で管理不全の空き家の把握が中心ということ

でした。地域の安全、安心を考えれば管理不全で

危険な空き家の把握が優先することについては私

自身も理解するところですが、それ以外の空き家

の実態についても把握することが必要だと考えま

すが、改めて考えがあればお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今議員からは、地域

の安全、安心を考えた中で管理不全以外の空き家

の実態把握についても改めて対応が必要ではない

かという質問をいただきました。空き家の実態把

握につきましては、過去平成２５年３月に町内会

長さんの御協力をいただきまして、空き家の戸数

とそのうち管理不全と思われる戸数についてアン

ケート調査を行った経過がございます。このとき

のアンケートの結果では、空き家戸数が３５７戸

で、そのうち管理不全と思われるものが８６戸で

ありました。このアンケート調査以降も対応が必

要となる管理不全空き家の把握を継続して実施を

しておりますけれども、除却やその後の利活用、

管理の徹底と課題解決をした空き家もある一方で、

新たに管理不全となってしまう空き家も発生をし
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ている現状にあります。今後につきましては、御

質問いただいたとおり管理不全空き家ばかりでは

なくて、その予備軍とも言える空き家につきまし

ても地域の安全、安心の観点から実態の把握に努

めてまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 野田議員。

〇３番（野田三樹也議員） ありがとうございま

した。これからも空家等対策計画に基づいて、本

市の空き家の状況、全体を把握して取り組んでい

ただくことをお願いしまして、終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で野田三樹也議員

の質問を終わります。

安全、安心な子供、子育てと子供たちの幸せの

ために外２件を、高野美枝子議員。

〇７番（高野美枝子議員） 議長に御指名をいた

だきましたので、通告順に従い大項目３点につい

て質問いたします。

まず、大項目、安心、安全な子供、子育てと子

供たちの幸せのためについて質問します。名寄市

は、この間ここで育って、ここで育ててよかった

と言えるまちを目指して各種子育てに取り組んで

まいりました。平成２８年１０月１日より新たな

子育て支援としてファミリー・サポート・センタ

ー事業が開始されました。大変期待されたファミ

リー・サポート・センターの現状と今後について

お知らせください。

また、多くの子供たちを乗せて、親子お出かけ

バスツアーが風連日進地区で地域の方や高齢の方

の応援をいただきながら開催されてきています。

親子お出かけバスツアーの現在の状況と今後につ

いてお知らせください。

親子お出かけバスツアーで訪れた地域では、ジ

ャガイモやトウモロコシ、カボチャなどの収穫や

餅つきなど各種イベントが行われていますが、食

育という観点からはどのように考えておられるの

かお伺いいたします。

２項目め、高齢者が安心して住み続けるために

ついて質問いたします。日本の６５歳以上の人口

は、２０４２年にピークを迎え、その後も７５歳

以上の人口割合は増加し続けることが予想されて

います。特に団塊の世代約８００万人が７５歳以

上になる２０２５年、平成３７年以降は国民の医

療や介護の需要がさらに増加することが見込まれ

ています。このため厚生労働省は、２０２５年を

めどに高齢者の尊厳の保持と自立支援の目的のも

とで可能な限り住みなれた地域で自分らしい暮ら

しを人生の最後まで続けることができるよう地域

の包括的な支援、サービス提供体制、地域包括ケ

アシステムの構築を推進するように求めています。

この地域でも高齢化が進み、風連地区では高齢化

率４０％を超えています。名寄市として健康寿命

を延伸するための取り組みについてお知らせくだ

さい。

また、市内には介護施設を民間企業が建設、運

営しています。名寄市として民間企業とどうバラ

ンスをとってこれから介護対策を行っていくのか、

考え方についてお知らせください。

特別養護老人ホームについては、昨年も質問さ

せていただきましたし、各議員からも質問があり

ましたところですが、ことしから介護人材確保緊

急対策事業として介護初任者研修の受講費助成と

介護福祉士等の有資格者が介護現場に就職した際

に就職支度金を給付する制度などについて取り組

まれています。進捗状況など現在の状況と今後に

ついてお知らせください。

また、近年施設介護から在宅介護に国の方針が

変わってきています。このことに対する本市の考

え方についてお知らせください。

３項目め、働くことを通じて支え合う活気みな

ぎるまちづくりのためについて質問いたします。

国では、今国会で全国６４万人の非常勤職員の処

遇改善を盛り込んだ地方公務員法、地方自治法の

改正が進められ、地方公務員法及び地方自治法の

一部を改正する法律案が閣議決定されようとして

います。名寄市においても各種非正規労働者が行
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政のさまざまな場面で重要な働き方をしています。

このように非正規職員が増加した原因については

どのように考えておられるのか、非正規労働者の

実態についてお知らせください。

また、今までどのように処遇改善に取り組まれ

てきたのか、ふえ続ける非正規労働者をどう処遇

していくのかお知らせください。

また、今後についてはどのような職種にどのよ

うに配置していくのか、お考えをお知らせくださ

い。

２８年４月から第２期前期計画として名寄市特

定事業主行動計画に取り組み、ほぼ１年が経過し

ようとしていますが、進捗状況についてお知らせ

ください。

以上、この場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） 高野

議員からは、大項目で３点御質問をいただきまし

た。大項目１と２は私から、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。

初めに、大項目１、安心、安全な子供、子育て

と子供たちの幸せのためにの小項目１、ファミリ

ー・サポート・センターの現状と今後について申

し上げます。ファミリー・サポート・センター事

業については、子供の一時預かり、塾や保育所な

どの送り迎えなど、子育て支援をする事業として

昨年１０月１日に運用を開始し、本年３月１日現

在利用会員１０７人、提供会員２６人、両方会員

１０人で、総会員数としては１２３人の登録状況

となっております。また、現在までの利用状況と

いたしましては、１０月に２件、１１月に３件、

２月に１件となっております。

課題といたしましては、事業を開始し約半年が

経過し、会員数につきましては毎月数名の入会が

あり、徐々に増加してきているものの、利用者に

つきましては先ほども申し上げましたとおり伸び

悩んでいる状況にございます。また、提供会員と

利用会員の住民相互の支え合いによる事業である

ため、前段のマッチングの改善の必要性やどのよ

うな場面での利用が可能なのか、利用の方法など

を周知していくことと同時に、会員の声を聞きな

がらファミリー・サポート・センターの利用推進

を図っていく必要があると考えております。

また、社会福祉協議会が運営しております多分

野、多世代地域活動拠点ここほっと内に事務所が

あることから、活動拠点としての位置づけが強く

なっておりますが、会員登録や利用相談などファ

ミリー・サポート・センターとしての機能をアピ

ールし、名寄市地域子育て支援センターひまわり

らんどなどの関連施設と連携した利用促進を一層

進めていく必要があると考えております。

次に、小項目２、親子お出かけバスツアーの現

在の状況と今後についてと小項目３、地の利を生

かした食育につきましてはあわせてお答え申し上

げます。子育て支援事業の一つとして、平成２４

年度から実施しております親子お出かけバスツア

ーについては、今年度で５年目を迎え、地域の方

々の御協力のもと親子同士の交流や多世代交流を

行っております。平成２７年度実績として８５０

人の親子に参加いただいており、季節の行事とし

て開催しております運動会や収穫祭、餅つきにつ

きましては１００名を超す多くの参加者のもとで

開催され、参加者同士の交流も図られてきている

ところでございます。昨年実施いたしましたアン

ケート調査におきましては、多くの方がバスツア

ーを楽しんでいる声をいただきました。特に３大

行事でございます運動会、収穫祭、餅つきにおき

ましては、楽しみにしている声が多くございまし

た。また、バスでの移動に対しての感想が非常に

多く、小さいお子様からふだん余り乗ることがで

きないバスに乗って出かけることが大変楽しいイ

ベントとなっていることからも、参加者の声をも

とに引き続きバスツアーを実施してまいりたいと

考えております。
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次に、食育の観点からのお尋ねでございますが、

未就園児のお子さんが多いツアーでございますの

で、食育という面では難しい面もございますが、

広大な畑の中で育っているジャガイモなどを御自

分で収穫し、それを家で食べてみるという経験を

通じ、食べ物のありがたみを知り、おいしい食べ

物に触れる体験になればと考えております。

次に、大項目２、高齢者が安心して住み続ける

ために、小項目１、健康寿命を延伸するための取

り組みについてお答え申し上げます。急速な高齢

化や生活習慣の変化に伴い、生活習慣病は年々増

加し、脳血管疾患や認知症などから介護を必要と

する方もふえ続けており、医療費抑制や介護予防

の視点からも高齢になっても介護を必要としない

健康寿命を延ばすことを目的とした健康づくり対

策が重要な課題となっております。本市における

健康づくり、体力づくりとして、保健センターで

は特定健診を受診した男性を対象にした運動教室

や保健推進委員による冬期健康体操教室を実施し、

運動教室前後の数値的な改善、冬期運動教室では

事業の定着化と参加者が年々増加しており、一定

の成果がございました。地区健康相談にあわせて

実施いたします健康教室では、みんなの体操など

の普及活動を行い、若い世代から運動習慣をつけ

ることにより要介護や寝たきりにならないための

取り組みを行っています。

また、平成２７年度から開始しておりますなよ

ろ健康マイレージでは、高齢者の方も参加しやす

いよう達成基準の一つでございます個人の健康目

標を運動に限らず、朝昼晩３食食べる、標準体重

の維持など日常的に実施可能なものとし、健康づ

くりに取り組む動機づけや取り組みの継続、定着

化を図るものでございます。さらに、高齢者への

介護予防を担当しております地域包括支援センタ

ーにおきましては、高齢者の心身の状態にあわせ

て認知症予防や転倒予防、運動機能向上、口腔器

機能の向上に関する講話や体操など介護予防教室

を各町内会や老人クラブなどに対して実施してま

いりました。今後も健康寿命を延ばすための取り

組みに努めてまいります。

次に、小項目２、介護施設についてお答えいた

します。市内の介護保険施設、居住系施設は、定

員総数が４６１人、１１施設となっており、市に

おいては特別養護老人ホーム清峰園、しらかばハ

イツの２カ所で定員１８０名を設置しております

が、その他介護保険施設、ケアハウス、認知症グ

ループホーム、有料老人ホームなどは全て社会福

祉法人や医療法人、株式会社などの民間法人が設

置、運営を行っており、施設種別と定員総数は介

護老人保健施設が１００名で１カ所、ケアハウス

が７９名で２カ所、認知症グループホームが５４

名で３カ所、住宅型有料老人ホームが４８名で３

カ所となっております。介護保険法の規定により、

３年を１期として策定しております名寄市高齢者

保健医療福祉計画・介護保険事業計画において介

護保険事業に関する利用者数や介護給付費の見込

みを推計し、市内に必要な介護保険サービス及び

地域密着サービスの量を示すこととしており、現

行の第６期計画ではケアハウス、特定施設入居者

生活介護と認知症グループホーム、認知症対応型

共同生活介護の新設を見込みまして、新年度に向

けましては医療介護総合確保基金による助成も視

野に、市内はもとより新たに市外への社会福祉法

人、医療法人等へもホームページなどを通じて事

業者の公募を行っているところでございますが、

介護従事者不足を理由に応募者がない状況となっ

ております。今後も介護基盤の確保も重要ですが、

喫緊の課題でございます介護人材確保緊急対策事

業にも十分に意を配して事業を進めてまいりたい

と考えております。

次に、小項目３、特別養護老人ホームについて

申し上げます。市が設置する特別養護老人ホーム

の介護職員不足を初め、市内の介護保険事業所に

おいても介護職員の不足から介護人材の確保が困

難になってきている状況から、市では介護人材確

保緊急対策事業としまして、介護職員初任者研修
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受講費用助成及び介護資格保持者への就職支度金

の助成について取り組みを進めてまいりました。

３月８日から上川北部地域人材開発センターにお

いて開催されております介護職員初任者研修にお

きましては、受講者１６名のうち７名が本事業の

対象となり、受講費用の助成について申請を行っ

ております。この７名の方々につきましては、既

に介護保険事業所で介護職員として内定を受けて

いる方もしくは雇用をされている方となりますの

で、一定程度の介護人材の確保ができたものと考

えております。また、受講費用の助成には該当さ

れない方でも今回の初任者研修の受講後に市内の

介護保険事業所に介護職員として就職することに

より、資格保持者として就職支度金の助成対象と

なっております。

さらに、平成２９年度からは介護人材確保緊急

対策事業において介護保険事業所を対象とした介

護職員の定着に向けた講演会を開催するとともに、

介護版ジョブカフェを開催し、市内外の学生に名

寄を知ってもらい、アピールする機会を設け、名

寄市内で介護職員として働くことを考えていただ

けるような仕組みづくりを市内の介護保険事業所

とともに十分連携しながら、人材育成確保、掘り

起こしに努めてまいりたいと考えております。

次に、名寄市が指定管理により名寄市社会福祉

事業団に運営を委託しております名寄市特別養護

老人ホーム清峰園及びしらかばハイツにおきまし

ては、両施設において入所定員に対して入所者が

定員を満たしていない状況が続いており、依然と

してあきが生じている状況でございます。特別養

護老人ホームの入所定員を充足させられない理由

でございますが、清峰園、しらかばハイツともに

介護職員の定数に対しまして在職する介護職員の

数が不足している状況が続いており、現在両施設

合わせまして介護職員は１８名足りない状況でご

ざいます。事業団では、これまで介護職員の募集

を行ってまいりましたが、新年度４月から新規採

用の介護職員は８名を予定しており、介護スタッ

フ不足の解消に努めております。

介護職員の不足についての今後の見通しとしま

しては、現在では両施設とも定員を満たしていな

い状況でございますが、新規採用職員の配置など

を通じて、いずれかの施設で定員を満たすことが

できるよう体制を整えてまいりたいと考えており

ます。

続きまして、小項目４、在宅介護に対する考え

方について申し上げます。本市では、平成２７年

３月に高齢化率が３０％を超え、平成２７年国勢

調査速報値ベースの高齢化率では本市が３ ２７

％、北海道が２ ９６％、全国が２ ３３％とな

っており、７５歳以上の後期高齢化率では本市が

１ ８５％、北海道が１ ２７％、全国が１ ６

９％となっております。平成２７年に策定いたし

ました名寄市まち・ひと・しごと創生人口ビジョ

ンが示しました名寄市の人口将来展望によります

と、平成３２年に高齢者人口の最大値を迎え、そ

の後穏やかに減少していく見込みとなっておりま

す。

また、団塊の世代の方々が７５歳以上となるの

が平成３７年以降で、要介護認定者のうち後期高

齢者の割合が高いことから、今後も要介護認定者

は増加していくものと推計されます。介護保険法

第５条第３項では、国や地方公共団体は被保険者

が可能な限り住みなれた地域でその有する能力に

応じて自立した日常生活を営むことができるよう

介護サービスなどの充実を図るとともに、介護状

態の有無にかかわらず、医療、介護、介護予防、

住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確

保される地域包括ケアシステムの構築と推進に努

めることとなっており、介護需要等が高まる団塊

の世代が７５歳以上となる平成３７年に向けて３

年を１期とする高齢者保健医療福祉計画・介護保

険事業計画を期間を通じて段階的に構築していく

ことで初めて平成２７年度から３年間の現在での

第６期計画の国の基本指針に盛り込まれまして、

本市の第６期計画も平成３７年を見据えて作成し
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てきているところでございます。

議員御指摘の在宅での生活を支えていくために

は、従来の介護保険の居宅サービスを初め新年度

より新たに取り組みを開始いたします生活支援サ

ービス、名寄市地域見守りネットワークや認知症

サポーター養成講座など公的サービスから市民支

え合いの仕組みなどが重要であると認識しており

ます。平成２９年度は、平成３０年度から３カ年

の計画に当たります第７期名寄市高齢者保健医療

福祉計画・介護保険事業計画の策定の年となりま

すので、この計画においても在宅介護が必要な方

を初め、住みなれた地域で暮らし続けられるため

の多様な支援について市民へのアンケート調査な

どを通じて検討を続けてまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の３、働くことを通じて支え合う活気みなぎるま

ちづくりのために、初めに小項目の１、非正規労

働者の処遇改善について申し上げます。

まず、全国的に非常勤職員が増加している背景

には、少子高齢化の影響で労働力人口が減少し、

定年後の労働力を非正規雇用で確保していること

や女性の社会参加が増加しているものの、家事や

子育てとの両立から非正規雇用を希望する女性が

多いこと、あるいは事業者の経営上の理由により

非正規職員の割合が増加しているなどと言われて

ございます。本市におきましても同様に非正規職

員の割合が増加している状況にございます。具体

的には、病院職場を除いた平成２８年度の非正規

職員につきましては事務補助や労務作業を中心に

嘱託職員１７６人、臨時職員１６７人となってお

りまして、６年前の平成２２年度と比較しますと

嘱託職員で７１人、臨時職員で３６人の増加とな

ってございます。

処遇改善についてでございますが、人事院勧告

のベースアップや有資格者、専門員の勤務年数に

伴う昇給制度などのほか、休暇の充実などを実施

してきており、今後とも必要な処遇改善に努めて

まいりたいと考えてございます。

また、非正規職員の配置についてでございます

が、引き続き事務補助や労務作業を中心とし、行

革における議論を通じながら検討してまいりたい

と考えてございます。

次に、小項目の２、特定事業主行動計画につい

て申し上げます。本計画は、平成２８年４月に策

定を行い、７月から本格稼働をしてきたものであ

りまして、仕事と子育ての両立、ワークライフバ

ランス、女性の職業生活における活躍の３つのテ

ーマに課長会議や庁内のネットワークを活用した

掲示板での周知のほか、説明会や研修会を開催し、

同計画の目的や取り組みの数値目標、各種休暇制

度などについて周知を行っているところでござい

ます。現時点では年度が終了していないため、数

値目標の進捗についてはお答えすることができま

せんが、重点項目に掲げております時間外勤務の

縮減、年次休暇の取得促進の取り組み状況につい

て申し上げますと、毎週水曜日を早帰りの日とし、

掲示板での配信や各種職場における職場長からの

声かけなど職場の雰囲気づくりに努めておりまし

て、その結果、やむを得ない場合を除き水曜日は

早く帰るという風潮が広がっており、他の曜日に

おきましても以前に比べ早く帰る傾向がうかがえ

てございます。

また、休暇の取得促進につきましても同じく掲

示板で配信をし、計画的な年次有給休暇の取得や

プラスワン休暇の取得を促してきておりまして、

今後計画の進捗状況につきましては毎年公表させ

ていただきた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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それぞれ答弁いただ

きました。まず、ファミリー・サポート・センタ

ーの提供会員が少ないようですが、その原因につ

いてはどのように考えているかということと、ま
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た利用が非常に少ないと。けさほど高橋議員も質

問したところでございますが、再度原因について

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） 先ほ

どもお話しさせていただきましたが、提供会員に

つきましては２６名ということで、利用会員が１

０７人になっているところから比べると大変少な

い状況にはなっている状況でございます。ただ、

名寄市、本市と同規模の同じ管内であります富良

野市さんが平成２６年１０月からファミリー・サ

ポート・センターを実は開始しているところでご

ざいますけれども、そのときの年度末の会員数に

つきましては提供会員が２４人、依頼会員が３９

人、両方会員が１３人、またお隣の士別市でござ

いますけれども、平成２６年４月から開始をして

おりまして、２６年度末の提供会員が２２人、依

頼会員が４３人というふうなことでなっておりま

す。

ただ、御存じのとおり名寄市につきましては本

年度初めに乳幼児紙おむつの交付を開始したとい

うこともございまして、そのときの配付のときに

あわせましてファミリー・サポート・センターの

周知をさせていただいた際に会員の登録を多くい

ただいたというようなことになっているのですけ

れども、その後実際１０月開始した後に利用のほ

うが一部伸び悩んでいることにつきましては、若

干周知が足りないということも原因しているので

はないかなというふうに考えております。先ほど

健康福祉部長からも御答弁申し上げましたけれど

も、今後は周知を図るとともに、さまざまな場面

で、例えば提供会員と利用会員さんのマッチング

といいますか、引き合わせるとかの事業等も検討

してまいりたいと考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 提供会員になりたい

という、私の周りの方もたくさんいたのですけれ

ども、実はいざ登録するときに、責任ですよね、

やはり。資格もないのに責任がとれるのかという

ことを考えたときに、ちゅうちょしてしまうとい

うことを考えています。その責任ということにつ

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） 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） お子

さんを預かるということで、責任の重さだとか、

不安があるというのは提供会員さんにきっとある

というのは事実でございまして、それを解消する

ために実は提供会員になっていただいた方には講

習会に参加していただいたり、先般もフォローア

ップ講座ということで、消防署にも御協力いただ

きまして、心肺蘇生等の講習等も行わさせていた

だいております。これにつきましては、住民支え

合いの事業というふうになっておりますので、も

ちろん資格のある方も一部いるかとは思いますけ

れども、そうでなくても思いのある方については

講習を受けていただきまして、住民支え合いの考

えというもと、今後も子育て支援が定着するよう

な取り組みを進めてまいりたいというふうに考え

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） 心肺蘇生とか、そう

いうことがやはりすごく不安なのです。それで、

先ほども高橋議員もおっしゃっていたのですけれ

ども、まず最初は個人の家でなくて公共の、先ほ

どファミサポも出ておりましたけれども、ひまわ

りらんどとか、そういうところで大勢の中でも子

供を預かって、そこに１時間なり２時間なり滞在

して、たくさんの専門家もいる中で支援するなら

できるかもしれないけれども、うちに来てとかそ

のお子さんの家に行って１対１で見守ることがと

ても不安だというふうなお声をお聞きしていると

ころなのですけれども、こ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） 馬場こども・高齢者支
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援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 先ほ

ど申し上げましたとおり、ここほっとを活用した

サポートということも可能でございますし、今議

員から御意見いただきましたようにひまわりらん

どにおきましてはそれぞれ提供会員さんとお子さ

んとが遊んでいただいても結構でございますし、

午前、午後それぞれ手遊びだとか親子遊びの時間

や絵本を読む時間等々を御用意させていただいて

おります。提供会員さんでしばらくぶりにお子さ

んと接するだとかということで、例えばひまわり

らんどでそこでちょっと接し方とかお子さんとの

やりとりを学んでいただいた後に、家でその後お

預かりするだとかというようなことも可能かとい

うふうに思っておりますし、ひまわりらんどを活

用できるということにつきましても議員から今御

提言いただきましたので、あわせて周知を広めて

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） そういう声もありま

すので、そういうまずは皆さんのいるところで安

心して、その子とある程度の距離が縮まればお宅

に行くことも自分の家に来ていただくこともだん

だんなれていってできるのではないかという声も

随分お聞きしているところなのです。それで、ぜ

ひそういうことも可能であるということで周知し

ていただきたいと思いますし、このファミサポに

ついては単身というのですか、先ほどおっしゃっ

たように転勤族が多い名寄市ですので、非常に申

し込まれた方は多いと思うのですけれども、提供

会員がやっぱりいらっしゃらないということで、

どうしてかなということで、私も実際提供しよう

と思ったときにそのことが心配だったものですか

ら、その面でもうちょっとフォローしていただく

か、周知していただくか、安心感を与えていただ

くともっと集まるのではないかというふうに考え

ているところですので、ほかにも公共施設いろい

ろ児童センターとか文化センターございますので、

そのあいている時間とかでしたらお世話になれる

のではないかなというふうにも思いますし、提供

したいという方もおりましたので、ぜひそういう

ことで周知していただきたいというふうに思って

おります。

次に、お出かけバスツアーの参加者のことなの

ですけれども、参加者に非常にばらつきがあると

いうことと、またお出かけ先は日進地区だけでな

くて、ほかにも智恵文地区だとか名寄の日進地区

だとかすばらしいところはたくさんあると思いま

すし、高齢者も受け入れ先があるというふうに思

いますけれども、そのようなことについて、また

自然環境も望湖台だとか健康の森だとか、いろい

ろあると思うのですけれども、その辺については

どのように考えているのかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 先ほ

ど壇上の答弁でも一部述べさせていただきました

が、親子お出かけバスツアーにつきましては先般

親子の方々に新年度に向けての参考にさせていた

だきたいということでアンケートをとらせていた

だいているところでございます。議員からお話あ

りましたように、先ほど言いました運動会だとか

餅つきだとか収穫祭の３大行事につきましては大

変参加者が多いのですけれども、そうではないと

きとの格差が結構大きいという話もあるのですが、

逆に少ないときは保育士などの職員とじっくりお

話ができてよかったというようなアンケート結果

もございましたので、継続についてはしてまいり

たいというふうに考えておりますし、場所につい

ては現在風連日進地区のほうで開催させていただ

いているのですけれども、日進地区を基本とはし

て、日進地区だけではなくてバスに乗って違う雰

囲気での場所の開催も視野に入れて、親子お出か

けバスツアーにつきましては今後工夫を加えなが

ら開催をしてまいりたいと、このように考えてお

ります。
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〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 名寄を訪れるいろん

な若い世代の方たちに名寄のいいところを見てい

ただきたいと、そういう気持ちもありますので、

いろいろチャレンジするのは大変でしょうけれど

も、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

景色以外にも収穫祭ではおいしい食べ物を収穫

して、こんなおいしいトウモロコシ食べたことな

いとか、こんなおいしいカボチャ食べたことない

とかというお話をお聞きして、また農家に行って

直接お買い求めになる方もいらっしゃいます。そ

れがずっと長続きしていってほしいなということ

もありますので、食べることがいかに大切かと。

先ほど川村議員もおっしゃっておりましたけれど

も、食育です。小さいからわからないのだろうと

いうことなのですけれども、やっぱり味について

は小さくてもわかっていると思うのです。おいし

いものはわかると思うのです。それが健康にいい。

それが自分たちが成長していく上で大切なのだと

いうことをやっぱりしっかりと、ついでにではな

くてそういう機会もあったほうがいいのかなとい

うふうに思うのですけれども、そのことについて

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） 大変

小さいお子さんでございますので、どこまでわか

るかというところもございますけれども、ただ言

えることは、この方がつくってくださった農作物

だということがその場でわかった状況で収穫祭と

かを行っているというのは非常に大きいことでご

ざいますし、報道等でも取り上げられておりまし

たけれども、親子お出かけバスツアーの収穫祭を

きっかけに地産地消でございませんけれども、そ

この農家さんとつながりができて、そちらの農作

物を購入されて食べられているというようなお話

も報道とかで拝見したところでございます。先ほ

ど議員からもございました。名寄市は転勤族の方

も多いところの地区でございますので、小さいと

きにそういう体験をされて、その後も名寄の農作

物を長く使っていただけるきっかけが親子お出か

けバスツアーになれば一つのきっかけとしていい

かなというふうに思っておりますので、今後もそ

ういう対応については続け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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） お子さん、親御さん

はもちろんなのですけれども、地域の高齢者の方

がやはり子供たちが自分の地域に来てくれたと。

もうすごくうれしかったという声をお聞きするの

です。また来てくれないかしらと。本当に大変だ

ったけれども、こわかったけれども、でも楽しか

った、そういう声をお聞きしている。もちろん風

連日進地区の方はもう本当に喜んで感謝している

ところなのですけれども、ほかの地域の高齢者も

やはり小さな子供を見ると元気になるとおっしゃ

る方が多いものですから、そういう機会を皆さん

に伝えていっていただきたいと思いますし、また

名寄にいらした若い世代の子育てされる方が名寄

は本当にすばらしいまちだったよと言っていただ

ける、その一つでもあるというふうに考えますの

で、ぜひ子供、子育てに対しては名寄市として一

生懸命取り組んでいるところですので、今後とも

子供たちのためにしっかり取り組んでいただきた

いというふうに考えております。

次に、高齢者が安心して住み続けるためについ

て再質問いたします。まず最初に、地域包括支援

センターと保健センターの連携についてお伺いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 保健

センターでございますけれども、平成２７年４月

からになりますけれども、保健師の地区担当制を

導入いたしまして、地域における健康相談や健康
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教室、家庭訪問などを通じて健康の課題を業務ご

とだけではなくて、個人や世帯や地域単位で支援

が展開できるような取り組みを進めさせていただ

いているところでございます。その中で介護予防

の取り組みだとか、介護サービスが必要な状況に

なった場合については、地域包括支援センターと

協議して、必要となる適切なニーズを対応すると

いうような連携を図ってきているところでござい

ますし、あと理学療法士の共同配置事業を合同で

実施するなどの取り組みを行わさせていただいて

おりまして、今後も両センターの横断的な連携を

図りながら事業を進め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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） これからますます保

健センターと地域包括支援センターの役割が重要

視されていくところでございますので、しっかり

と連携して一人一人にきめの細かい対応をしてい

ただきたいというふうに考えております。

先ほど民間の施設等々の状況など介護施設につ

いてお尋ねしたわけでございますけれども、民間

に対してあれこれ言う立場にはないのかもしれな

いのですけれども、連携して介護施設の状況も見

ながら名寄市として取り組んでいる状況だと思う

のですけれども、これからますます介護される方

がふえていく、また介護人材が足りなくなってい

くという中で、やはりその対応については市とし

て主導権を握ってしっかり対応していっていただ

きたいところでございますけれども、このことに

ついて再度質問いたします。

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） 先ほ

ども申し上げましたが、新年度は第７期計画を策

定させていただくということで、国からの指針が

まだ出ておりませんので、どこまでのものが出て

くるかというのはちょっとわかりませんけれども、

いずれにいたしましても現在の高齢者人口やら介

護給付費の状況等々を勘案しながら、必要な介護

サービスをどのように供給していくべきなのかと

いうようなことを計画の中で十分検討してまいり

たいというふうに考えておりますし、介護人材確

保の関係につきましては先ほど申し上げましたと

おり、１２月の４定で御承認いただきました補正

予算で現在２つの介護職員初任者研修の受講費用

の助成と、あと就職支度金の助成をさせていただ

いているほかに新年度新たに予算提案としまして

介護事業所さんに対する講習会の開催、これにつ

きましては実は北海道でも実施していただいてい

るのですけれども、なかなか事業者さんとのやり

とりの中で旭川や札幌とかある程度大都市に行か

ないとそういう研修会がないということで、名寄

の近郊であると出やすいというような御意見とか

もお伺いしまして、現在まで介護職員に対する確

保の職員さんに対する支援みたいなことを行って

いましたけれども、事業者さんに対する助成で、

長く勤めていただくだとか、魅力ある職場づくり

だとかというようなこともあわせながら検討して

いただくような講演会が開催できればなというふ

うに思っているのが１点と、もう一点が介護ジョ

ブカフェということで、若い方々に介護の仕事を

知っていただいたり、名寄を知っていただくとい

うきっかけをその場でつくっていければなという

ふうに思っています。これは、市でだけではなく

介護保険事業所、法人の皆さんといろいろ議論や

連携させていただきながら取り進めていければな

というふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはりこれからます

ます介護制度厳しくなってまいります。要支援の

部分でも今市町村におろされましたし、これから

介護人口がふえるにつれて非常に厳しい状況にな

っていくのだということはわかりますし、厚生労

働省、国の指針でやっぱり右往左往することのな
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いような、そんな名寄市であってほしいというふ

うにしっかりと取り組んでいただきたいと考えま

す。

昨日の答弁の中で、待機者１７５人、そのうち

名寄市内の方１６６人、病院、施設にいらっしゃ

る方１３０人、在宅３６人との回答だったと思い

ます。この要介護３から５の３６人の方たちの中

で、お世話されている方がいらっしゃるのだろう

というふうに考えますけれども、その方が病気と

か事故など緊急に介護できなくなったとき、市と

してどのように対応されるのかお聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） まず、

要介護３から５の方々につきましては、一定今現

在居宅サービスを恐らくお使いになっていらっし

ゃるのかなというふうに思っております。その方

々の場合につきましては、必ずケアマネ、よく言

うケアマネージャー、介護支援専門員の方々を、

指定居宅介護支援事業所というケアマネさんの事

業所とそれぞれの方が契約されて、居宅介護支援

という支援を提供されて、そのケアマネージャー

さんは専門家、専門的な視点からそれぞれの方々

のニーズを把握して居宅サービス計画というのを

提案をさせていただいて、それに基づいて訪問介

護、ヘルパーさんだとか、訪問看護だとか、あと

デイサービス、通所介護だとか利用されているも

のと考えております。今議員から御質問ありまし

た何らかの事情で一時的に介護できなくなった場

合の対応につきましては、ケアマネージャーさん

に何かあった場合の対応については相談があると

いうふうに考えておりますので、そういった場合

につきましては例えば短期入所というのがござい

まして、市の清峰園としらかばハイツにもそれぞ

れショートステイのベッドは用意しておりまして、

現在長期入所についてはあいている状況でござい

ますけれども、短期入所２５ベッドあるのですけ

れども、そちらについては定員どおり運用させて

いただいておりますので、そちらの状況だとか、

あと市内には老人保健施設さんもございますので、

そこのベッドとかを利用しながら、短期入所を一

部お使いいただいている方もいるように承知して

おります。

また、介護者の状況に変化があった場合につき

ましては、それぞれの施設が特別養護老人ホーム

につきましては道の条例や国の規則に基づきまし

て入所判定会議というのを設けなければならない

ことになっていまして、名寄市の特養についても

そのような形で行っていますので、その家族の介

護者の状況というのも入所判定会議の重要な一つ

の指針になっておりますので、そういった変化が

あった場合については担当のケアマネージャーさ

ん等を通して施設のほうに的確にお伝えいただけ

るようにして御相談いただければというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それでは、今待機者

が１７５名いらっしゃるけれども、何とか対応は

している状況で、しなければならない、ケアマネ

ージャーもついている、居宅サービスもきちっと

しているということでよろしいですね。

それから、介護施設の清峰園としらかばハイツ

の介護士不足によって閉鎖している施設について

も６月から７月ごろをめどにどちらかを使用可能

とする方向で進んでいるということで再度確認さ

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） 昨日も御答弁さ

せていただきましたけれども、現在事業団ではこ

としの７月をめどに両方の施設ではなく、片方の

施設を満床にできるような取り組みを進めている

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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） わかりました。

一方では、やはり今いらっしゃる職員、離職を

防止するということが最重要課題だというふうに
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思います。先ほどジョブカフェだとか研修だとか

というふうにおっしゃっていたのですけれども、

内部的に何か離職を防ぐ手だてというのはなさっ

ているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 先ほ

ども申し上げましたとおり、市以外の施設につき

ましてはそれぞれの民間法人さんが設置して運営

されていると理解しておりますし、清峰園としら

かばハイツについても一定社会福祉事業団に運営

をお願いして実施をしていただいていると、そん

な状況になっておりますので、内部のほうで理事

会等々の御議論いただきながら、それぞれの職員

の確保や離職防止についての取り組みが進んでい

るものと、そんなふうに理解しております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） せっかくここまでよ

うやくたどり着いてきたときに、やはり内部的に

離職があったら本当に申しわけない。もったいな

いというふうに考えるところなのです。もちろん

事業団は独自の企業でございますので、それでも

やはり市の関与している施設でございますので、

そこら辺はしっかりと取り組んでいただきたいと

思いますけれども、再度このことについて御確認

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 事業団のほうからの報

告では、理事会等の報告も読まさせていただいて

おりますけれども、１つ研修体制を強化するとい

うことでこの間取り組んでいるところであります。

それと、いろんな御意見いただきまして、これは

いい言葉かどうかわかりませんけれども、どうし

ても介護従事者の方というのは感情労働という言

葉が言われております。そういったところから、

利用者の方々あるいは御家族の方々とのいろんな

連携といいますか、感謝の気持ちというのも密接

にあるのだよというようなありがたいお言葉もい

ただいている、そういう報告をいただいておりま

す。せっかく長年続けてきました事業団での介護

施設ですので、離職の防止のほうも随時そういう

研修体制等で取り組んでいるというふうにお聞き

しておりますし、また何よりも現場のほうで今ど

ういうことが課題なのと。そこらあたりも１つま

めに細かくフォローしなければならないというこ

とでやっているというふうに聞いております。こ

ういうことが効果が出てくるものと思っておりま

すので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ぜひ市民も本当に見

守っているところでございますので、また高齢者

がふえ続ける中でのこのことでございますので、

きちっと取り組んでいただくことを希望します。

在宅介護につきましては、先ほども国の動向が

非常に大きいというふうに考えますけれども、今

後の見通しについて、また在宅医療と介護の連携

について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） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 先ほ

ども申し上げましたけれども、７５歳以上の高齢

の方々につきましては慢性疾患で医療機関に受診

されている方が大変多いかというふうに思います。

また、複数の病気もお持ちの方も多いかと思いま

すし、要介護認定の発生率も高いというふうに思

っておりますし、認知症の発生率も高いなどのそ

んな特徴があるということで、医療と介護の両方

を必要とするという方が大変多いものと考えてお

ります。その両方を必要とする高齢者の方々に対

して、高齢者の権利擁護や支援を受けながら、そ

の人らしい人生の最後を続けられるように在宅介

護と医療を一体的に提供するための必要な支援が

必要だというふうに考えておりますし、そのため

の研修会等も実施をさせていただいておりまして、

実は今週土日にもそういった病院を中心とした退

院支援だとかの研修会を実施させていただく予定



－129－

平成２９年３月８日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

となっております、専門職向けでございますけれ

ども。

先般実は新聞記事に北海道医療ソーシャルワー

カー協会というところが行った平成２８年度の入

退院連絡率という調査報告で、和寒以北中川まで

の２次医療圏域が上川北部圏域になるのですけれ

ども、そちらの入退院の連絡率が平成２４年の実

施率よりも４０％以上増加しているという調査報

告がございました。上川北部圏域でございますの

で、本市だけの実績ではございませんけれども、

先ほど申し上げましたケアマネージャーさんなど

がいろいろ御苦労いただいているのかなというふ

うに思っておりますし、本市で実施しております、

手前みそになりますけれども、介護給付費等費用

適正化事業等でさまざまな研修を行わさせていた

だいている、そんな原因も一部あるのかなという

ふうに思っておりますので、来年度以降も鋭意研

修等について努力してまいりたいというふうに思

っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やはり高齢者が安心

してこの地域に住み続けられるということで、一

歩前進なのかなというふうに思いますけれども、

まだまだ予断は許されない状況なので、これから

も注意して見守っていきたいというふうに考えて

おります。

３番目の働くことを通じて支え合う活気みなぎ

るまちづくりのためについて質問いたします。先

ほど水曜日ノー残業デーということでお聞きいた

しましたが、その取り組みについてはどのように、

この前も特定事業主のところで随分帰っています

よということだったのですけれども、その経過に

ついてお尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 水曜日の早帰りの日

について再質問いただきました。先ほど申し上げ

ましたように、今回の特定事業主行動計画の時間

外の勤務の縮減の主な取り組みとして、７月以降

取り組みをさせていただいているということであ

ります。先ほど申したように、掲示板での配信で

すとか、あるいは各職場における職場長からの声

かけなど複数の指示というのでしょうか、声かけ

をしながら職場の中にその考えの浸透、あるいは

雰囲気づくりに努めているということであります。

実際に職員のほうから上がってきている声としま

すと、水曜日の夕方になりますと上司や、あるい

は周りの職員から声かけがあって、自分自身早く

帰ることを心がけていますよというような、そん

なうれしい声も聞いておりますので、そういった

意識が着実に浸透してきているのだなと思ってい

ます。なかなか数字ではありませんけれども、７

月以降の時間外を見ますと、前年と比べると災害

等を除くということになりますけれども、減少傾

向にあるというふうに思っていますので、これも

一つのあらわれではないかというふうに、そんな

受けとめをしてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） たまたま先週なので

すけれども、水曜日だったものですから、私もち

ょっと８時ぐらいまでおりまして、回ってみたと

ころが結構たくさんの方が残っておりまして、え

っと。前の水曜日は結構いらっしゃ……毎回とい

うことではないのですけれども、たまたま水曜日

どういうふうになっているのかなということで、

庁舎の中におりましたものですから、そういう帰

れない時期もあったり、帰れない職種の方という

のもいらっしゃるというふうに思うのですけれど

も、それは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） 職場のほう細かく点

検をいただいたことにまずお礼を申し上げたいと

いうふうに思いますが、実を言うと職場の中には

水曜日に定例で会議を設けているような職場もあ

りまして、全ての職員がこの日に集中して帰るこ

とができないというのは、これは業務上やむを得
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ないのかと思っておりますが、そういった職場に

ついては例えば違う日を皆さんで工夫して早く帰

っていただくということもあると思いますし、先

ほど言われた事例については必ずしも毎週そうだ

ということではないというふうに私ども認識して

おりますので、そういったときも業務のスケジュ

ール上やむを得ない部分ありますが、それ以外に

ついては早く帰っていただく。あるいは、たまた

ま水曜日に遅くまでいれば違う日に体を休めてい

ただくとか、その辺はフレキシブルに各職場で対

応いただければというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 今すぐどうなるかと

いうとなかなか定着しないというか、時間も要る

のだろうなというふうには思いますけれども、意

識ですね、やっぱり。意識が大事だというふうに

思いますし、声かけを、やっぱり掲示板で流すだ

けではなくて声をかけて、きょう帰ろうよという

ふうな雰囲気になっていただければいいかなと。

できればまた金曜日も早く帰れるような、そうい

う取り組みもしていただきたいなというふうに考

えております。

職場の人員につきましては、非正規がふえて職

員に過重労働になっているのではないかというこ

とも考えるところなのですけれども、その点につ

いてはどうなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここについては、こ

の間も申し上げていますように、行革というのが

あります。この中では、職場から声を上げてもら

いながら職場の状況の点検をしていただくという

ことであります。突発的な業務についてはなかな

か、時間外等で対応していかなければいけないと

思いますが、恒常的な業務が、あるいは新たな業

務等については当然その部局として人員が必要だ

ということであれば人員をふやすなどで対応して

ございますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 一方で、やはり職員

や非常勤職員、嘱託職員とか介護だとか看護師さ

んだとか保育士さんだとか、なかなか集まらない

ような状況もお聞きしているところですけれども、

この辺の採用についてはどのようになっています

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） 言われるように、職

種によってはなかなか手を挙げていただけないと

いうような職種もございます。事務補助等につい

ては定員を上回るような形で応募をいただいてい

るというところはありますけれども、どうしても

有資格者となると対象となる方そのものが少ない

というところもありまして、なかなか私どもも苦

戦しているという一面はありますが、ここについ

ては私たちの職場には数多くの職員がおりますの

で、職員のネットワークあるいはつながりのある

関係団体、関係機関とのネットワークを活用しな

がら人材の確保に努めているということで御理解

をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） たくさんお聞きした

いところはあるのですけれども、また次に質問さ

せていただきたいと思います。

きょうは国際女性デーということで、午前中ま

で女性がそちら側にいらっしゃらなかったのです

けれども、午後から山崎監査委員事務局長におい

でいただきました。本当にこの特定事業主行動計

画は、改正次世代育成支援対策推進法並びに女性

活躍推進法に基づき、仕事と子育ての両立や仕事

と生活の調和、ワークライフバランス、女性の職

業生活における活躍を推進するため、新しい行動

計画なのです。この計画について職員にどのよう

に周知していくのか、また名寄市はやはり市役所、

名寄市における名寄市役所の存在が非常に大きい

と思いますけれども、市内の労働者とともに働く

ことを通じて支え合い、活気みなぎる名寄市にし
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ていくことが課されていると考えますけれども、

名寄市の果たす役割をお聞きして、質問を終わり

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 山崎局長が出席して

いたおかげで少し私どもも立場があるのかなとい

う思いもしておりますけれども、今回の特定事業

主行動計画については議員が言われるように、前

回は次世代の関係だけでしたけれども、女性活躍

推進法の制定も受けて制定をさせていただいたと

いうことであります。当然職場における子育てと

仕事の両立というのはありますけれども、そこで

軽減された分は家庭の中でしっかりと反映をされ

ていかなければいけないだろうというふうに思っ

ておりますので、職場での徹底についてはもとよ

りでありますけれども、この計画そのものの目的、

家庭でのところも含めて職員には周知徹底を図り

たいというふうに思っています。

また、役所については、ある意味では地域にお

ける一つのモデルとなる職場という認識もしてお

りますので、まずは役場というか、市役所からそ

ういった意識を醸成してまいりたいと考えており

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） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

１５時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時４８分

再開 午後 ３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。

利雪・親雪事業の推進について外１件を、東川

孝義議員。

〇４番（東川孝義議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告順に従い順次質問をしてまい

ります。

最初に、利雪・親雪事業の推進についてお伺い

をいたします。名寄市の利雪・親雪にかかわるま

ちづくりについては、平成元年に旧名寄市におい

て冬に親しみ、冬を楽しむ暮らしを通して活力あ

る都市環境と豊かな冬の生活文化を創出すること

を目的に名寄の冬を楽しく暮らす条例を制定し、

市民と行政が連携、協力して推進されております。

この取り組みの背景には、名寄は多雪寒冷という

気象条件にあり、住民にとっては決して暮らしや

すい環境ではありませんでした。その中にあって、

昭和４４年に姉妹都市を締結した北方圏のカナダ

オンタリオ州リンゼイから寒さを生かしたまちづ

くりにかかわる生活文化を学び、また昭和５５年、

名寄青年会議所が実施した北方圏ジェットについ

ては、フィンランドを初め北方４カ国を視察し、

厳寒の北国であっても明るく生きる精神文化と豊

かなまちづくりを学び、名寄の地に取り入れるこ

とが目的で実施されたとのことであります。これ

らの取り組みを土台に市民グループが北方圏衣料、

染色物の展示会を開催し、雪あかりコンサートと

題し、フィンランドの楽器などの演奏会を開催す

るなど雪や寒さを財産として積極的に楽しもうと

する取り組みから、平成元年には北海道から利雪

・親雪モデル都市の指定を受けております。まさ

にこの指定は、厳しい名寄の自然環境を楽しみに

かえるという発想の中で、先人の皆様が築いてい

ただいた取り組みであります。

そこで、小項目の１番目、利雪・親雪事業のこ

れまでの事業の実績と評価についてお伺いをいた

します。現在まで市民と行政が連携し、協力しな

がら取り組んできました利雪・親雪まちづくりと

して大きく４つの事業に分かれております。その

１つは快適な生活空間の推進、２つに冬に強い住

宅の普及促進、３つに冬に強い生活文化の推進、

そして４つ目は冬のスポーツ、レクリエーション、

イベントの振興であります。これら事業の進捗経

過と事業評価についてお伺いをいたします。

また、各種事業を推進していく中で、冬に強く

雪や寒さを生かした利雪・親雪事業であるという

認識がいま一つ感じ取れないのですが、改めて理
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念、考え方についてもお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、名寄の冬を楽しく暮ら

す条例の運用についてお伺いをいたします。先月

の広報２月号で、冬の暮らしを楽しくするイベン

トの紹介とあわせて、名寄の冬を楽しく暮らす条

例が記載をされており、市民の皆様には一定の理

解を深めていただいたことと思います。そこで、

名寄の冬を楽しく暮らす条例の中で市の責務、い

わゆる行政の責務、そして市民の役割が明示され

ております。いわゆる自然との共存性をはっきり

させ、しっかりとした意思を持った責任主体が重

要であると思いますが、具体的な運用についてお

伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、各種事業の今後の運営

とあり方についてお伺いをいたします。多くの事

業の推進に向けては、それぞれ事業評価を行いな

がら推進されていることと思います。事業範囲が

広いだけに行政組織の横断的な取り組みを含めて

各種事業に対する課題について今後どのように推

進していこうとされているのかお伺いをいたしま

す。

また、名寄市総合計画第２次の中で大切にした

いまちづくりの基本となる考えの中で、利雪・親

雪のまちづくりが提示をされておりますが、どの

ように反映をされていこうとされているのかお伺

いをいたします。

次に、大項目の２番目、地域に根差した名寄市

立大学についてお伺いをいたします。名寄市立大

学は、道北に開学して以降、経済的、社会的、教

育的条件、そして地理的、自然環境など決して恵

まれた条件ではなく、むしろあらゆる面で厳しい

環境の中で耐え抜いてきた歴史があります。この

ような状況の中、昨年開学１０周年を迎え、学部

再編による社会保育学科の開設により子供から高

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、これまで以上に地域の持続的な発展に

寄与できる体制で着実な歩みを続けております。

そこで、小項目の１番目、名寄市立大学の将来

展望と市民とともに歩む大学運営についてお伺い

をいたします。２００６年に創設された当時の基

本理念は、北海道に立脚する大学として地域に貢

献し、地域に開かれた大学を目指すとともに、栄

養、看護、社会福祉の３学部で保健福祉学部を構

成することの利点を生かし、大きく３点の基本理

念により運営をされておりました。開学１０年を

経過した現在、教育、研究、学生支援を含めた検

証結果と今後の課題についてお伺いをいたします。

また、昨年４月に第３代学長として佐古学長が

就任されました。就任された当時今後４年間の大

学運営の方針について、名寄市立大学が抱える課

題として、１８歳人口の減少に伴う質の高い学生

の確保、地域貢献、そして大学の教育環境の整備

に伴う財政課題を示され、その課題解決に向けて

は大学の将来構想策定会議の中で目指すべき姿を

示していくと述べられております。先般名寄市立

大学の将来構想ビジョン２０２６が発表されまし

たが、将来構想の基本的な考えについてお伺いを

いたします。

また、２０１１年度に大学基準協会による認証

評価を受審し、大学基準に適合していると判断を

されておりますが、課題も指摘をされております。

そこで、前回受審後の取り組みと平成３０年度の

受審に向けた準備態勢についてお伺いをいたしま

す。

次に、小項目の２番目、コミュニティケア教育

研究センターの事業運営についてお伺いをいたし

ます。昨年の４月に従来の道北地域研究所と地域

交流センターが統合され、コミュニティケア教育

研究センターがスタートいたしました。コミュニ

ティケア教育研究センターは、地域と連携して地

域活性化などの課題解決に取り組み、地域貢献を

進めていくとされております。発足後間もなくコ

ミュニティケア教育研究センター内には学長が委

嘱された諮問会議、さらには企画運営会議、連携

推進協議会、評議員会などが設置されております

が、それぞれの会議の設置目的、構成、具体的役
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割についてお伺いをいたします。

また、スタートしてまだ１年目ではありますが、

コミュニティケア教育研究センターの活動が市民

によく伝わっていないように思われますが、情報

の発信並びに伝達方法についてどのように進めら

れているのかお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、大学図書館の有効活用

と運営のあり方についてお伺いをいたします。大

学図書館は、４月の開館に向けて準備が進められ

ていることと思います。新しい図書館は３階建て

となっておりますが、各階の基本コンセプトと具

体的な運用についてお伺いをいたします。

また、大学図書館ですから専門書が多いとは思

いますが、市民の方も利用できるとのことで、現

在どのような書籍が置いてあり、具体的な利用方

法についてもお伺いをいたします。

また、１階にはコミュニティケア教育研究セン

ターが配置されますが、その目的と運用について

もお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま東川議員か

らは、大項目で２点御質問をいただきました。大

項目の１につきましては私のほうから、大項目の

２につきましては大学事務局長からそれぞれ答弁

となりますので、よろしくお願い申し上げます。

それでは、大項目の１、利雪・親雪事業の推進

について、初めに小項目の１、現在までの事業の

実績と評価について申し上げます。利雪・親雪事

業につきましては、積雪寒冷の気候風土を有する

名寄市の生活文化として、半世紀以上前から育ま

れ、北海道から利雪・親雪モデル都市に指定され

たことを契機とし、平成元年に名寄市利雪親雪市

民推進委員会が発足するとともに、名寄の冬を楽

しむ条例が制定をされました。この条例の理念に

基づき、これまで市民と行政との協働によりまし

て雪や寒さを生かして冬の生活をより暮らしやす

く、楽しいものとするため、多くの施策や取り組

みが進められてまいりました。具体的には、冬の

生活空間の確保として融雪溝の整備や排雪ダンプ

助成事業、除雪ボランティアなど除排雪に関する

施策が、冬に強く快適な住環境づくりとして北方

型住宅のモデルとなる公営住宅の建築や外断熱工

法を取り入れた小学校建設のほか、民間住宅にお

きましても高気密、高断熱住宅などの普及が進ん

できたところでございます。また、冬のスポーツ

活動やイベント、レクリエーションなど冬の生活

をより楽しむための取り組みでは冬季スポーツの

環境整備等普及に努めてきておりまして、現在は

財産を生かした冬季スポーツの拠点化を目指して

いるところでございます。また、スノーランタン

や雪フェスなどに象徴されます冬を楽しむイベン

トにつきましても、地域やさまざまな団体の連携

により取り組まれているほか、名寄市利雪親雪推

進市民委員会主催によりますフォーラムや講習会

など冬の生活文化を創造する活動も行われてきて

ございます。

これまでの利雪・親雪の取り組みの中で、設備

投資や財政支援を行うことにより一定程度普及が

進んだものや技術的な進歩により一般化するなど、

時代の流れにより終了している事業もございます

が、これまで整備されたインフラや排雪助成、ホ

ワイトマスター、利雪親雪推進事業補助金などの

制度が継続をしているほか、雪フェスを初めとす

るイベントやスノーランタンを活用した地域活動

など名寄の冬に欠かせない生活文化として定着し

ているものが多く存在をしてございます。

次に、小項目の２、名寄の冬を楽しく暮らす条

例の運用について申し上げます。条例では、市の

責務及び市民の役割など利雪・親雪を推進してい

く上でのそれぞれの取り組むべき事項などを定め

ているほか、市と市民が互いに協力し、一体とな

って利雪・親雪を推進するよう定めているところ

でございます。市の役割といたしましては、各部

局において利雪・親雪にかかわる業務や施策を遂

行してまいりましたが、利雪・親雪の共通認識を
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持ち、条例の理念を意識した事業展開が必要であ

りますことから、条例に基づく庁内組織を機能さ

せ、利雪・親雪にかかわる施策の推進及び理念の

浸透を図ってきてございます。利雪・親雪にかか

わる事業や施策は、各部局に及び多岐にわたるこ

とから、今後におきましても庁内組織による意識

の統一を図りながら、条例の理念に基づく事業の

推進や市民への適切な支援と啓発が必要であると

考えてございます。

一方、市民の役割に関しましては、利雪・親雪

に関する活動やイベントなどへのかかわりや参加

について定めているところでありますが、これま

で地域でさまざまな活動が実践されてきたほか、

冬季スポーツやイベントなどへの協力や参加が浸

透してきていると認識をしてございます。しかし、

時代の流れとともに条例の理念や利雪・親雪の意

識が薄れていくことが懸念されることから、今後

とも広報なよろ及び市ホームページなどを通じた

情報発信や活動の支援を通じた意識の高揚、市民

参加や自発的な活動を促してまいります。

次に、小項目の３、各種事業の今後の運営とあ

り方について申し上げます。条例の理念を推進し、

利雪・親雪の意識をまちづくりに反映していくた

めには、具体的な取り組みを行うことはもちろん

でありますが、市職員及び市民の意識を一層高め

ていくことが重要だと考えております。特に行政

におきましては、職員一人一人が利雪・親雪を意

識することが必要であり、各部局の事業が条例の

理念や利雪・親雪にかかわるものであることをし

っかりと認識することに加えまして、市内の利雪

・親雪にかかわる取り組みを広く把握することが

重要であると認識をしており、市の内部組織であ

る利雪親雪庁内検討委員会を十分に機能させ、情

報の一元化を図りながら市内外に情報を発信して

いく必要がある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） 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点目の地域に根差した名寄市立大学につ

いてのうち、初めに小項目１点目の名寄市立大学

の将来展望と市民とともに歩む大学運営について

申し上げます。

名寄市立大学は、平成１８年度の４年制が開学

以降、平成２８年度に１０周年を迎えることがで

き、昨年５月には記念式典を挙行することができ

ました。これまで本学を物心両面から支えてくれ

た多くの皆様に改めて感謝とお礼を申し上げます。

初めに、開学後１０年間の検証についてであり

ますが、将来構想を策定するに当たり１０年間の

総括、検証が必要であることから、策定委員会設

置後の早い段階で行いました。教育の分野から申

し上げますと、大学設置の際の基本理念である、

１つは保健、医療、福祉の連携と協働、２つは少

人数教育の実践、３つ目は地域社会の教育的活用

と地域貢献などについては各学科横断的な連携教

育科目の設定、地域全体をフィールドワークとし

た教育活動など一定の成果があったものと思われ

ます。次に、研究の分野では、文部科学省の科研

費が公立大学の平均より低く、本学の学科構成な

どを考えるとやむを得ない面もありますが、より

一層の努力が必要と言えます。教育、研究活動を

支える施設整備の面では、市議会の御理解をいた

だき、新図書館が完成し、社会保育学科を中心と

する新棟の整備が進んでいます。課題としては、

教室などへのエアコンの設置、トイレの洋式化、

施設のバリアフリー化などがおくれていますので、

今後も計画的に実施をしながら施設の適正な維持

管理に努めてまいります。学生支援の面では、本

学の学生は奨学金の貸与率が全国平均よりも高く、

また多くの学生がアルバイトを実施していること

から、できるだけ学業に専念できるよう経済的支

援の検討が必要となっております。

次に、将来構想の基本的な考え方について申し

上げます。大学教育をめぐる情勢については、１

８歳人口の減少など全ての大学が抱える課題に加

え、人口の高齢化などによる保健、医療、福祉系
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人材の需要の増加を受け、本学と競合する学部、

学科の新増設など特有の課題、さらには私立大学

の公立化による公立大学の増加など本学を取り巻

く環境は今後も厳しくなることが予想されます。

こうした状況を踏まえ、本学が地域に根差した市

立大学としてケアの未来を開き、小さくてもきら

りと光る大学であり続けるためには、大学設置時

の基本理念に基づく教育、研究などをさらに発展

させ、社会に貢献できる職業人の育成に努めるこ

とであります。

将来構想では、このような基本方針のもと、教

育、研究環境の整備、学生支援、社会連携貢献な

ど８項目の分野で基本的な考え方をお示しをいた

しました。今後は、具体的な施策を展開していく

ため、実施計画を策定いたします。現在策定作業

を進めており、まとまり次第市議会には提出をい

たしますので、御理解をお願いしたいと思います。

次に、大学基準協会による大学評価の取り組み

について申し上げます。大学基準協会では、文部

科学大臣の認証を受け、大学評価に関する業務を

行っており、本学では平成２３年度に受審をして

適合の判定を受けました。その有効期間は、平成

２４年度から平成３０年度までの７年間となって

おります。前回の受審後も事業評価アンケートの

実施による事業改善に向けた取り組みなどを進め

ており、平成２９年度は受審年度である平成３０

年度の前年度でありますので、全学的な委員会を

設置して教育、研究、教員組織、学生の受け入れ、

学生支援、教育、研究等環境、社会連携、社会貢

献、管理運営など基準協会の評価項目に基づいた

自己点検評価と内部の質保証を確保するための取

り組みなどを行い、名寄市立大学自己点検評価報

告書としてまとめる予定でおります。

次に、小項目２点目のコミュニティケア教育研

究センターの事業運営について申し上げます。旧

道北地域研究所と地域交流センターを発展的に統

合する形で平成２８年４月にコミュニティケア教

育研究センターを開設し、間もなく１年を迎えま

す。センターには、学内教職員で構成する企画運

営会議、市外も含めた保健、医療、福祉、教育、

産業などの関係者で構成する連携推進協議会、関

係機関の代表者などで構成し、外部評価の役割を

担っていただく諮問会議、そして全教員、係長以

上の事務局職員で構成する評議員会を設置をして

おります。初めに、企画運営会議はセンター事業

の企画、実施などを行い、毎月定例で開催をして

おります。連携推進協議会は、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、センター

事業、研究などの連携推進を行い、年２回程度開

催をしております。諮問会議は、主に外部評価の

役割を担っていただき、年１回開催をしておりま

す。評議員会は、全教員と事務局の係長以上の職

員で構成をして、主に機関決定の役割を担ってお

ります。年３回から４回開催をしておりまして、

これはセンターになってから事務局の係長以上の

職員も入れることになりました。

次に、市民に親しまれる情報発信のあり方につ

いて申し上げます。情報発信につきましては、こ

れまでも広報なよろ、大学ホームページ、各種新

聞等で実施をしております。継続実施しておりま

す北都新聞のコラム「名大の時間」は御承知かと

存じますが、センター設置後の新たな試みとして

エフエムなよろの定期番組「ｉｎｆｏ名大」へ本

学教員を出演させていただいております。大学を

より身近に感じていただくとともに、教員が行っ

ている研究についても市民の皆さんに幅広く知っ

てもらいたいという趣旨で始めました。今後も幅

広く市民の皆さんに情報発信に努めてまいりたい

と考えております。

次に、小項目３点目の大学図書館の有効活用と

運営のあり方について申し上げます。大学図書館

は、平成２７年度から２カ年の工期で建設工事に

着手をし、本年の１月３０日に引き渡しを受け、

現在は備品の搬入やシステムの確認など開館に向

けたさまざまな作業を行っております。お尋ねの

新図書館のコンセプトについてでありますが、基
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本コンセプトとして、１つ目は知的活動が見える

大学のシンボルとなる施設づくりを目指す、２つ

目はさまざまな交流が生まれる空間づくりを行う、

３つ目が全ての人が利用しやすい施設とするの３

点であります。これは、図書館が大学の顔として

の求心性、象徴制を持つ施設であることと学生同

士、学生と教員、異なる学科間、学生と地域住民

などさまざまな交流の場となる施設であることと

誰もが利用しやすい学習環境を創出することなど

から設定したものであります。また、各階のコン

セプトは、１階をアクティブエリア、２階をアク

ティブエリアプラス閲覧エリア、３階を閲覧エリ

アとしております。下の階はラーニングコモンズ

などディスカッションを中心とした活発な区間、

上の階は集中して閲覧や勉強ができる静寂区間と

して性格を位置づけしているものであります。

次に、大学が所有している図書、蔵書の概要に

ついて申し上げます。本年１月末現在の総蔵書数

は約９万 ０００冊で、内容は本学が専門職の養

成を目的とする大学という性格上所有している図

書は学生、教員が利用する専門書が中心となって

おります。そのため、市民の皆さんに対して利用

の制限はしていないものの、利用される方の多く

は地域で働いている専門職の方となっております。

今後も図書の整備は学生、教員が利用する専門書

を中心に実施してまいりますが、社会保育学科の

教材である絵本や学生のリクエストで整備をして

いる図書など一般的な図書もありますので、図書

情報の公開や市立図書館との連携などを進め、学

内外を問わず利用しやすい施設となるよう環境整

備に努めてまいります。

次に、図書館内にコミュニティケア教育研究セ

ンターを配置した目的と運用などについて申し上

げます。コミュニティケア教育研究センターは、

先ほども申し上げましたとおり地域活動や研究活

動などのさまざまな活動拠点として平成２８年度

に開設をいたしました。センターを知の拠点であ

る大学図書館に設置することにより、図書館に集

まる学生や教員、センターと連携する関係団体や

地域住民など多種多様な職種、世代が交流する場

が創造され、大学図書館の基本コンセプトにある

さまざまな交流が生まれる空間づくりが図られる

ものと考えております。新図書館に移転後は、こ

れまで以上に多くの市民の皆さんが訪れることを

期待しております。

以上、私の答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 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。答弁をいただ

いた中で何点か改めてお伺いをしたいというふう

に思います。

利雪・親雪事業の推進でありますけれども、非

常に事業内容も幅広いということで、なかなか全

部を再質問という形にならないので、何点か絞っ

た形の中で質問をさせていただきたいというふう

に思います。先ほど臼田部長の答弁の中で、いろ

んな事業を進めていく形の中で北方圏住宅の運営

というのはもう設備投資あるいは財政支援の中で

ある程度めどがついたというふうな回答をいただ

いたのですけれども、前回この事業の中ではたし

かノースタウンの住宅というか、それもこの事業

で含まれたと思うのですけれども、今後は今新し

く、例えば北斗、新北斗というのは利雪・親雪事

業ではなくてもう既にそういうふうな建設の中で

含まれているという認識でよろしいのか、改めて

ちょっとお伺いをしたい。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 既に公共施設につい

ては、一定程度冬に対応したというのでしょうか、

高断熱、高気密になってきておりますので、改め

て利雪・親雪というような形でのモデル的な事業

という位置づけはしておりませんけれども、当然

この条例にうたっているところの冬の生活を確保

するという意味では条例の趣旨に沿ったものだと

いうふうに思っていますが、ある意味ではもう一

般化されてしまってきているという、そんな押さ
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えをさせていただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 了解をいたしました。

それで、先ほどの中で親雪事業、推進事業で補

助金、これが交付をされているというふうな答弁

をいただきました。その実績についてお伺いをし

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 名寄市利雪親雪推進

事業補助金について御質問をいただきました。こ

の事業については、利雪・親雪にかかわる市民活

動を財政的に支援するということで、１９年度か

ら制度化をしてきたところです。冬季におけるイ

ベントなどの支援をさせていただいたということ

でありますが、近年についての実績については年

間三、四件というのが近年の実績ということであ

ります。この間継続されている事業もありますし、

新規に取り組んでいただいている事業もあります。

ただ、取り組みの主体によっては、あるいはその

事業の内容によってほかの事業メニューを活用し

て実施をしているというのもありますので、それ

を加えますと三、四件にさらに三、四件が実施を

されているという、そのような認識を持っていた

だければ幸いかと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 今利雪・親雪事業の中

で三、四件、さらにそれプラスアルファ新たな取

り組みということなのですけれども、その辺の利

用をするという、どういうふうな利用の仕方だと

かというふうな方法というのは実際に市民の方に

どういうふうな周知をされているのかというのを

改めてお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 制度そのものについ

ては、市の広報紙ですとか、あるいはホームペー

ジ、エフエムなよろなどを活用しながら周知をさ

せていただいているということでありますが、市

役所にこういう利雪・親雪にかかわる取り組みに

ついての御相談があれば、それは担当する企画だ

けではなく、さまざまな部局で担当する企画のほ

うにつないでいただくような形もとらせていただ

いてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 先ほどその利雪・親雪

事業の答弁をいただいた中で、非常に幅が広いと

いうふうなことで、行政の中でも利雪・親雪に対

する共通の認識、あるいは理念の浸透をさせて市

民への啓発活動を行っていきますというふうなこ

とで答弁をいただきましたが、現在の利雪・親雪

の条件に基づいて各部門、庁内で実際にどのよう

に推進をされているのか、その辺についてお聞き

をしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われました

ように、利雪・親雪にかかわる事業というのは非

常に多岐にわたるというふうに思っています。そ

れは、行政が行っている部分もありますし、民間

が行っている部分もあるというふうに思っていま

す。それらの事業については、一義的に利雪・親

雪という事業ばかりではないのだというふうに思

っておりますので、各部局でそれぞれの目的を持

ちながら、その取り組みそのものは利雪・親雪に

つながっているのだという事業が多数だというふ

うに認識はしておりますので、庁内の横断的な組

織、庁内の利雪親雪推進委員会がございますので、

この中で情報を把握したいというふうに考えてお

ります。現状までは十分ではない部分があるとい

うふうに私ども認識しておりますので、ここにつ

いては先ほども申し上げましたように組織の機能

を十分発揮をし、庁内の取り組みはもとよりです

けれども、市内における利雪の民間の皆さんの取

り組んでいる情報などもこの中で取り組み、一元

管理できるような形で進めてまいりたいと、その

ように考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ぜひ今後ともその辺の
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取り組みを強化をお願いをしたいというふうに思

います。

意識づけという観点から、学校教育における意

識づけの強化という点でお聞きをしたいというふ

うに思います。たしか現在小学校３年生、４年生

の社会科の授業の中で、自分たちが住んでいる身

近な社会生活を総合的に理解できるようにと地域

社会の一員としての自覚を持ち、地域社会に誇り

と愛着を育てることを目的として、副読本を使い

指導されていると思いますけれども、具体的な指

導要領についてお伺いをしたいというふうに思い

ます。

また、これらの取り組みとあわせて利雪・親雪

の活動に子供たちがどのようにかかわっているの

かお伺いをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 名寄の冬を楽しく暮

らす条例について、小学校３、４年生の副読本で

活用されている状況ということでお話がありまし

た。教育委員会で作成されています小学校社会科

副読本「なよろ」、これでありますけれども、こ

の中におきまして、これにつきましては社会科の

各単元に合わせて、指導要領に合わせてつくられ

ている状況にありますので、３、４年生の各単元

の中で随時活用をされているところであります。

その中で、「探ってみよう」のまちの人たちが受

け継ぐ行事の中で名寄の冬を楽しく暮らす条例に

ついて説明をしながら、冬のイベントを紹介して

いるところであります。また、資料編の「冬や寒

さで厳しい冬を楽しく暮らそう」の中では、名寄

の冬を楽しく暮らす条例の全文とイベントの写真

を掲載しながら、この条例に基づいて名寄市で取

り組みを進めているということを３、４年生の中

で、学校の中で子供たちに教えているところであ

ります。

あと、イベント等につきましてですけれども、

学校やＰＴＡ、地域住民の方と協働でスノーフェ

スティバルが実施されている学校があったり、学

校では当然スキー、歩くスキー、そしてカーリン

グ、そういった授業での取り入れも実施をしてい

るところであります。ただ、時数の関係でそうい

った取り組み、雪像づくりとか、そういったこと

ができている学校、できていない学校ありますけ

れども、小規模校ではそういった雪像づくりもし

ながら子供たちが外で冬に親しむ、そういった取

り組みを進めながら学校生活を送る取り組みを進

めています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 全体的な取り組みの部

分というのは、今説明を受けまして理解をさせて

いただいたところなのですけれども、後半にちょ

っとありましたように学校間でそれぞれ進めてい

る。それぞれの学校の規模だとかにも、あるいは

学校の地域性にもよるのかもしれないのですけれ

ども、非常に取り組みが教育的な副読本の教育の

部分についてはきちっと同じようなスタンスで進

められていると思うのですけれども、子供たちが

ほかのいろんな行事という面では学校間に差があ

るような気がするのですけれども、その辺の実際

の今の取り組みについてはどのようにお考えなの

か改めてお聞きをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど申し上げまし

たスノーフェスティバルであったり、そういった

ものも地域なりＰＴＡの方との連携で、学校の事

業とか、そういった形でなくて連携の中で進めら

れているものが多くあります。学校の事業でいき

ますと、先ほど言いましたスキー授業であったり、

歩くスキー、カーリング、そういった授業がこの

冬を楽しく暮らす条例に結びつく、そういったよ

うな取り組みになっているのかなというふうに考

えているところです。そういった意味では、地域

で取り組んでいる冬のイベントそれぞれさまざま

な違いがありますので、それによって学校と連携

を図って取り組んでいることでありますので、い
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ろいろ取り組みの差があったり、取り組み内容の

違いというのはあるかというふうに思っておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 理解をさせていただき

ました。

続いて、各種イベントが実施をされていると思

うのですけれども、その中で先ほどもちょっと答

弁にありました雪質日本一フェスティバル、これ

の協力体制、実際に今例年実施をされているとは

思うのですけれども、ここ何年かの実際の観客の

動員数、これについてどのように把握をされてい

るのかお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問にあり

ました雪質日本一フェスティバルにつきましては、

観光協会を初めといたしまして市内の各団体や個

人の方々から組織されている実行委員会で運営し

ております。このイベントに対する協力体制とい

うことで、事前の雪像のコンクール等の雪柱の作

成につきまして、市内の金融機関などの事業所を

中心に関係団体や職員も含め２日間の作業に延べ

１８０人のボランティアの方々がかかわり合って

準備を進めてきております。また、そのほかにも

陸上自衛隊の名寄駐屯地の隊員の方々や、また国

際雪像彫刻大会の海外からの参加者の対応に多く

のボランティアの方々にも携わっていただいて、

多くの市民の参加によりつくり上げているイベン

トとして定着しているというところであります。

今回で今年度行われた雪質日本一フェスティバ

ルというのは通算で第６５回を数えるということ

で、今回の実行委員会が発表した入り込み客数に

ついては今年度につきましては１万 ０００人と

いうことで発表していただいております。また、

昨年は１万 ０００人ということで、実行委員会

からの入り込み数の発表、また２６年度につきま

しても同数の１万 ０００人ということで実行委

員会のほうから入り込み数の発表をされていると

ころであります。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ことしも１万 ０００

人、ボランティアの方が１８０人、そのほか当然

自衛隊の方だとかの協力を得ているという形なの

ですけれども、実際にこれにも助成金が出されて

いると思うのですけれども、どうもここ最近雪質

日本一フェスティバルを見ていると、大雪像は自

衛隊の方がつくっていただいて、そのほかに国際

雪像、これはこれで非常にクオリティーが高い雪

像づくりで、これはまたすばらしいかなというふ

うには思うのですけれども、やっぱり本来利雪・

親雪という考えの中では市民の方の雪像、これが

年々少なくなっているのかなという、会場を見さ

せていただいて、この辺についてどのようにお考

えなのか、ちょっとお伺いをしたいというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 雪質日本一フェ

スティバルにつきましては、御承知のようにおら

の雪像コンクールということで市内の団体、個人

等も参加していただいて、残念ながら年々減少し

ているという実態があります。こちらの部分につ

きましては、やはり市民参加型のイベントという

ことで、今年度の実行委員会の反省の部分につい

ては収支決算が確定次第早い段階で実行委員会の

開催させていただいて、反省をするところであり

ますけれども、いかにして多くの市民に参加して

いただく、市民の参加型イベントという側面もあ

りますので、この部分についてはしっかり検証さ

せていただいて、来年度以降どういった手法で行

うことによって参加率が高くなるかというのをま

た実行委員の皆様方と一緒に検討していきたいと

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ぜひ今お話しのように

市民参加型、市民満足度をアップさせる企画力と

いうのがさらに必要かなというふうに思います。
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冒頭もお話がありましたように、利雪・親雪事業

というのはやっぱり名寄の厳しい自然環境の条件

であっても明るく楽しく生きるという生活文化、

これをきちっとあらゆる機会を通して情報発信を

していただくとともに、いろんな事業推進に向け

ても取り組みの強化をお願いを申し上げたいとい

うふうに思います。

続いて、２項目めの地域に根差した名寄市立大

学について再質問させていただきます。先ほど開

学１０周年を経過した検証と課題、それぞれ項目

ごとに答弁をいただきました。今後やはり１８歳

人口減少に伴う質の高い学生の確保というふうに

向けては非常に厳しさが予測されますけれども、

具体的に今後どのような施策をもって取り組もう

とされているのかお伺いをしたいというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 今東川議

員からお話がありましたように、学生の確保とい

うのは大学を運営、経営していく中ではある意味

最も重要なことと考えております。それには、学

生が本学に魅力を持ってもらうということが一番

大切なのかなと。例えば教育の面では、基本理念

であります今までやってきております少人数教育

あるいは連携教育、地域全体をフィールドとして

活用している、これらの部分をさらには充実させ

ていく。あるいは、本学は専門職を養成する機関

でもありますので、出口の部分である学生に魅力

のある就職先、あるいは国家試験合格率の向上な

どにも取り組んでいく必要があります。また、学

ぶ環境の充実ということも挙げられます。図書館、

さらには間もなく１年後には御理解をいただきま

して新棟を建設することができましたので、これ

らも学生確保の中ではアピールしていけるのかな

と思っております。

最後に、これらを含めて広報活動をしっかりと

やっていくことが重要でありまして、特に道内は

もちろんなのですけれども、本学は北東北、青森、

秋田、岩手が学生がかなり来ておりますので、前

年までは八戸と盛岡の２カ所で進学相談会をやっ

ていたのですが、今年度からは青森、秋田も含め

て北東北の分野もそういうような説明の機会を持

っているところでございまして、これら広報活動

をしっかりと充実させていくことで学生、保護者

あるいは進路担当の先生に訴えてまいりたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ぜひ魅力ある大学の今

言われたよさの部分をＰＲをしていただくととも

に、たしかこの間の資料の中で入学者の地域別で

見ると道内が６ ３％、東北が２ ５、約９割の

方が名寄市立大学に来られているということで、

今後人口が減っていく中では道内だけではなくて

やはり今言われたように東北を含めた近隣のとこ

ろの広報活動を含めた対策が必要になってくるの

かなというふうに、この辺はよろしくお願いをし

たいというふうに思います。

続いてなのですけれども、市立大学を活用した

地域ケア力プロジェクトというのが推進をされよ

うとしておりますけれども、具体的にどのように

運用されていくのかお伺いをします。

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） 当該プロ

ジェクトというのは、国の地方創生推進交付金を

採択をして、ソフト事業、ハード事業それぞれ採

択になったところでございます。初めソフト事業

につきましては、本年度、平成２８年度から３０

年度までの３カ年の事業で、地域における保育専

門職の人材の育成及び確保などを主な目的として

おります。今年度、平成２８年度としましては、

保育士、幼稚園教諭の皆さんの処遇改善、あるい

は働きやすい職場環境に資するために上川、留萌、

宗谷、道北管内の保育所、幼稚園に勤務する非正

規を含めた全ての保育士、幼稚園教諭およそ ５

００名の方にアンケートを実施をいたしました。

そこでは、所持免許の内訳ですとか賃金、労働条
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件に係る多岐にわたる内容のアンケートを実施い

たしまして、おおむね ０００名から回答をいた

だきまして、今その分析作業をしているところで

ございます。まとまり次第関係機関あるいは市議

会のほうにも配付をする予定でございます。来年

度、２９年度以降につきましては、このアンケー

ト結果を踏まえまして保育士、幼稚園教諭の片面

しか持っていない方への講習会の実施、あるいは

幼稚園教諭の免許も１０年間で更新になりますの

で、そのような更新講習の開催など、あるいはリ

カレント教育なども含めてそのようなソフト事業

を展開していきたいなと考えております。

次に、ハード事業は今年度つい先般国の採択を

受けまして、補正予算として計上させて繰り越し

の手続をしております。これは、新図書館が完成

いたしますと現図書館の跡を主に社会保育学科の

模擬保育室として授業はもちろんなのですけれど

も、いわゆるその授業のほかに保育士の復職支援、

リカレント、あるいは子育て支援の場としての活

用なんかも計画しているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 通常の教育のほかに新

たなリカレント教育、やっぱりこういうふうなも

のというのも非常に地域とも密着をし、あるいは

ほかの地方からもわざわざ遠くに行かなくてもこ

こで受けられるという形の中ではハードもソフト

も含めて充実をしていくというふうに思いますの

で、ぜひそれの具体的な運用をよろしくお願いを

したいというふうに思います。

続いて、コミュニティケア教育研究センターの

事業運営について何点かお聞きをしたいというふ

うに思います。地域と連携した活動というふうな

形で進められているのですけれども、具体的にど

のようにされているのか、あるいはたしか学長が

できたときにも教員が地域に入り込んで活動をす

るというふうなお話もされたと思うのですけれど

も、その辺の具体的な活動についてお聞きをした

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まず、地

域との連携についてでありますけれども、町内会

ですとか、あるいは各種団体がイベントですとか、

そのようなイベントの実施あるいは企画も含めて

御相談といいますか、主に学生のボランティアの

相談なんかが参ります。そこでは、センターが窓

口となりまして取りまとめ、あるいは派遣などを

行っております。実績としましては、２７年度の

実績では５９件の依頼に対しまして４５件、２３

８名の学生の参加がありまして、今年度、２８年

度につきましては２月末現在で６７件の依頼に対

しまして３０件、１３８名の参加をいたしており

ます。必ずしも満度にはできていない部分は、い

わゆる長期休暇ですとか、学生の試験ですとか、

あるいは実習なんかもありますので、全部を行う

ことはできないのですけれども、今後も学生に呼

びかけて、いわゆるボランティアをやりながらそ

の地域や町内会とのつながりを持ってできればな

と考えております。

もう一つ、教員が地域に入っての具体的な活動

ということで、本年度はセンターができて１年目

ということでありまして、継続と一部新規なんか

の活動を行っておりまして、継続の一つとしまし

ては商店街あそびの広場というのが今年度で５年

目になります。これは、センター事業として引き

継いだ中でより多くの教員と学生がかかわりまし

て、商店街関係者とともに中心市街地の活性化と

世代間交流なんかの取り組みを通しまして研究や

地域活動に取り組んでいるところでございます。

２つ目は、今年度から北海道が事業主体となっ

て市のスポーツ・合宿推進課と連携して進めてお

りますウインタースポーツコンソーシアムに参画

し、事業協力を行っております。昨年の１２月に

は、子どもスポーツカレッジという事業を実施い

たしまして、いわるイベントの内容の全てを大学

生活に置きかえることで大学を身近に感じてもら

うことを目的としました。申し込みの大学の募集
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要項に始まりまして、入学式、カリキュラム、授

業、卒業試験、卒業式といった一連の大学生活を

冬季スポーツやパラスポーツなどを楽しみながら

小学生４１名が体験をされました。

３点目としては、ことし２月になよろスポーツ

合宿誘致推進協議会と連携をしまして、風連の東

風連地区の冬の大運動会に参加、協力を行ったと

ころであります。地域における健康維持、体力の

向上などを目的にモデル的に実施した事業であり

まして、参加をしました本学の教員は健康測定、

体力測定、健康体操などを主に担当し、測定デー

タを分析する中から地域における課題や解決策の

研究、助言を行っているところでございます。来

年度につきましては、これらの実施した事業を再

度分析をして、新たな地域貢献ですとか地域課題

の解決に努めてまいりたいと考えているところで

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 地域と連携した活動と

いうことで、２７年度、２８年度、５９件、６７

件、そのうちの４５件、３０件という多くの方が

携わっているのかなというふうに理解をいたしま

した。ただ、実際に例えば地域と連携した活動を

進めて、うちの地域で何か大学生とかかわりを持

ちたいなといったときの対応だとかという情報発

信といいますか、あるいは窓口だとかというのが

いま一つ、一回つながったところはそれなりにや

りとりができるのだと思うのですけれども、やっ

ぱり新たにやりたいなという部分についての考え

方をお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） まずもっ

て道北地域研究所時代からそういう相談を受けて

きたのですけれども、センターになりましてから

も窓口に気軽に来所ですとか、お電話でも結構で

すので、コミュニティケア教育研究センターの窓

口にことしからは専任職員も配置をしております

ので、ぜひお声をかけていただきたいということ

と４月からはいよいよ新図書館に場所が移転しま

すので、そこがセンターの事務所であり、そこの

前の部分はある意味交流のサロン的な部分も兼ね

ておりますので、お気軽に来所なりお電話なりを

いただければなと思っているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 了解をいたしました。

最後に、図書館の関係でお聞きをしたいという

ふうに思います。今書籍が９万 ０００冊、学生、

当然専門書が多いということで、地域で働いてい

る方も専門職の方が利用されている方が多いとい

うことなのですけれども、今実際に市民の方でど

れぐらいの方が利用されているのかともし把握で

きていればお教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） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） ２７年度

の実績でちょっと申し上げさせていただきますけ

れども、貸し出しの冊数で申しますと７１５冊と

いうことで、延べ人数では３０３名の方が利用さ

れているという状況になってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 大学というのは、一般

の市民の方から見るとちょっと敷居が高いという

ふうなイメージもあると思いますので、先ほどの

コミュニティケア教育研究センターが１階に配置

をされるということで、市民の方の利用促進に向

けてまた新たな情報発信なり、あるいは交流の場

として有効に活用していただきたいなというふう

に思います。

時間がなくなりましたので、実は私先日ことし

３月に卒業される大学生数名の方と話をする機会

がありました。いずれも先ほどの資料にもあった

ように東北出身の方だったのですけれども、入学

するときは名寄というのはどんなところかなとい

うのが非常に不安だったと。しかし、実際に４年

間生活をしてみると、名寄はコンパクトなまちで

住みやすく、人の温かさも感じる。とても住みや
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すいまちだったというふうにお話をされておりま

した。卒業後のお話を聞くと、自分の求める働く

場所が名寄にはないということで、地方に就職を

せざるを得ないという中で、ちょっと残念な気が

いたしました。このお話を聞く中で、先ほど事務

局長が言われたように学校の中身の部分も当然訴

えていかないと、情報公開していかなければなら

ないのですけれども、やっぱりその中に地域の紹

介というのも志望校を選ぶには重要な要素の一つ

なのかなというふうな感じをしたところでありま

す。

そこで、時間もなくなったのですけれども、最

後に設置者であります加藤市長にお伺いをしたい

と思います。名寄市の大きな財産の一つでありま

す名寄市立大学、昨年１０年の節目を迎えて今年

４月には図書館のオープン、そして今週からは新

棟の建築が行われてハード面の充実が図られてい

きます。また、将来構想ビジョン２０１６におい

ては今後の大学運営の指針においてソフト面の充

実が図られる取り組みがされております。しかし、

一方では先ほど来お話出ていますように、１８歳

人口の減少、あるいは近隣地域においての市立大

学と同様の学部が設置される話など今後ますます

厳しい話が予測されます。今後地域貢献を含めて

地域に根差した大学運営に向けてどのような展望

を描いているのかお伺いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まち・ひと・しごと創生

総合戦略、これが２０１６年、昨年の末にまた改

定をされまして閣議決定がされたわけなのですけ

れども、この中で地方大学の振興ということが改

めて大きくテーマとなって、実は有識者会議まで

これ設置をされて、ことしの夏までに一定の方向

を出すということなのですけれども、地方大学の

振興と若者の雇用ということはこれから地方創生、

地方を盛り上げていくためには非常に重要である

ということで、別枠づけで今この審議がなされて

いるということです。国公立、私立関係なく、地

方の大学は今地域社会にいかに貢献するかという

ことが求められる時代になってきておりまして、

これが一つの大学の大きな価値というか、魅力の

大きな要素になりつつあるというか、これからな

っていくということは間違いないというふうに思

います。そんな意味では、名寄の市立大学はもう

半世紀以上も前にそうした先見性を持って、また

いろんな御苦労があって、しかしこうやって脈々

と発展してきていた先人の皆さんの御努力という

のが本当に大変ものだなということを改めて感じ

ています。

御案内のとおり、名寄市は公立大学設置自治体

としては最も小さい自治体だと思います。それは、

逆を言うと地域と大学が物理的に最も近いという

ことが言えるのだと思っていまして、それは全国

を見渡してみても先ほど地方貢献ということで考

えると大学のこれからの大きな強みになっていく

のではないかというふうに思っています。一定の

施設整備も整いましたので、今後２０１８年以降

の人口減少という問題もありましょうけれども、

私は必ずや全国的にも選ばれる大学になっていく

というふうに確信をしています。そのためにもぜ

ひさらに地域で市民が大学を育てていく。そのこ

とによって大学も地域に貢献していくと。この好

循環をさらに強めていくことで、大学があること

による地域の活性化、さらには大学生がより多く

の地域に残って、また地域で活動していただき、

そんな基盤になるというふうに思っていまして、

また改めて東川議員初め皆様にも御理解と御協力

いただければというふうに思います。よろしくど

うぞお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

平成２９年３月８日（水曜日）第１回３月定例会・第３号
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散会 午後 ４時０３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 奥 村 英 俊

署名議員 東 千 春
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