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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９日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程
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日程第２ 一般質問
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日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員
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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（０名）

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
山 崎 真 理 子 君

事 務 局 長
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８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、

７番 高 野 美枝子 議員

１６番 佐々木 寿 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。

福祉と教育の連携について外２件を、山崎真由

美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問をしてまいります。

人がこの世に生を受け、それぞれの人生を全う

し、命を閉じていく。その過程においては、誰も

が福祉と教育の恩恵にあずかることになります。

しかし、当然のことながらその状態は千差万別、

入り口が同じであったとしてもさまざまな条件が

複雑に絡み合い、出口は異なったものになってい

きます。出口が変わったとしても、それを個性と

受けとめ、おのおのの特質に応じた自己実現を目

指していくことができるようにと願い、大項目１、

福祉と教育の連携についてお伺いいたします。

最初に、小項目１、教育相談から見えてくる子

供の貧困についてお聞きいたします。名寄市にお

いては、平成２７年３月、「ここで育って、ここ

で育ててよかったといえるまちをめざして」を基

本理念に、名寄市子ども・子育て支援事業計画が

策定され、計画にのっとった事業が展開されてき

ています。この計画の位置づけは、子育て支援に

関する施策の基本的方向を示すものであり、住民

を初め保育所、学校、事業者、関係団体、行政が

それぞれの立場において子供の育ちと子育て家庭

の支援について取り組むための指針になるものと

されています。現在深刻化してきている子供の貧

困については、子供たちから発せられるＳＯＳを

いち早く受けとめられるのは学校であると考えま

す。学校における教育相談から見えてくる名寄市

の子供の実態についてお聞きいたします。

また、支援が必要になった際に行政の横の連携

の中でどのような対応がなされているでしょうか、

お聞きいたします。

次に、小項目２、市内主要施設における福祉と

教育の連携についてお聞きいたします。こども発

達支援センターこどもらんどと子育て支援センタ

ーひまわりらんどは、ともに未就学児を対象とし

ています。また、教育相談センターと基幹相談支

援センター事業は、ともに相談支援を実施してい

ます。それぞれの担う役割を果たす中で、取り得

る連携の可能性についてお聞きいたします。

次に、小項目３、高齢者と子供の拠点づくりに

ついてお聞きいたします。現在進められている親

子お出かけバスツアーでは、高齢者と子供たちが

触れ合うほほ笑ましい姿を目にすることができま

すが、残念ながら回数が限られています。高齢者

大学と放課後児童クラブの活動の連携など、地域

の中での拠点創出についてのお考えをお聞きいた

します。

次に、大項目２、国際交流の推進についてお聞

きいたします。名寄市は、カナダオンタリオ州カ

ワーサレイクス市リンゼイ、ロシアサハリン州ド

ーリンスク市及び台湾など以前から着実に国際交

流の歩みを進めてきました。しかし、市民意識の

中に温度差があるように感じられることから、一

層の国際交流推進を願い、小項目１、国際交流に

対する市民意識の啓発についてお聞きいたします。

次に、小項目２、各世代における国際交流につ

いてお聞きいたします。

小項目３は、スポーツを核とした国際交流につ
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いてであります。ホストタウン構想や合宿受け入

れに伴う国際交流についての計画をお聞きいたし

ます。

小項目４は、名寄市立大学を核とした国際交流

についてであります。教育都市を宣言している名

寄市において、名寄市立大学は言うまでもなく教

育の大きな拠点であります。世界には、看護につ

いての学びを欲している地域もあることから、今

後の留学生受け入れについての計画をお聞きいた

します。

最後に、大項目３、公立高校志願者数の推移に

ついてお聞きいたします。平成２９年度の公立高

等学校の入学者選抜の出願状況は既に発表されて

いますが、名寄市内２校の出願状況は倍率が１を

下回り、大変厳しい状況にあります。この現実を

どのように受けとめているでしょうか。単に少子

化だけでは済まされない地域存続にかかわるさま

ざまな課題が潜んでいます。

そこで、小項目１、志願者増につながる支援に

ついてお聞きいたします。自治体として、名寄市

内にある２校を一層充実した高等学校として支援

するその具体策についてお聞きいたします。

次に、小項目２は、特徴ある高等学校教育充実

についてであります。この高校で学びたい、この

学びができるからこの高校を受験すると生徒から

選ばれる学校をつくり上げていく上で、自治体と

しての支援策についてお聞かせください。

最後に、小項目３、中学校と高等学校との連携

についてであります。現在の状況と今後求められ

る連携についてのお考えをお聞かせください。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

ただいま山崎議員からは、大項目で３点にわたり

御質問をいただきました。大項目１と大項目２の

うち小項目３及び大項目３については私から、大

項目２のうち小項目１及び２については経済部長

から、小項目４は大学事務局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、福祉と教育の推進について、

小項目１の教育相談から見えてくる子供の貧困に

ついてお答えをいたします。学校教育においては、

教育基本法第３条に定められている教育の機会均

等の趣旨を踏まえ、家庭の経済事情等にかかわら

ず、子供たち一人一人に生きる力を確実に育むこ

とが求められております。このようなことから、

学校においては子供たちが成績や将来の進路、友

人関係、異性関係、家庭の問題など一人一人異な

る悩みやストレスを抱えている場合が考えられる

ため、子供の悩みに対して適切かつ可能な限り迅

速に対応し、子供が安心して学習に取り組むこと

ができるよう教育相談を充実させることが大切で

あります。このため本市の各学校では、子供の発

達段階を踏まえ、一人一人の人格成長への援助を

図るため、組織的に相談を行う体制を整備したり、

相談時期の相談形態を工夫するなど教育相談の充

実に努めております。

具体的には、各学校では全ての教職員が学習場

面はもとより行事や当番活動などにおいて子供が

体の不調を訴えたり、憂鬱な表情をしているなど

のサインにいち早く気づき、悩みが深刻化しない

ように子供に声をかけるなど、いつでも相談的な

働きかけを行うようにしております。また、個別

指導、グループ相談、定期相談等の相談形態を状

況に応じて使い分けるなど、きめ細やかに支援す

ることや教育相談週間等を設定し、いじめアンケ

ートや相談アンケート等を活用しながら、学級担

任が全ての児童生徒一人一人と個別に面談するな

どして学校全体で組織的に個々の悩みに応じたき

め細かい相談を行っております。

さらに、子供の悩みや相談内容に応じて個人情

報の管理に十分配慮しながら、学校だけで解決し

ようとするのではなく、名寄市児童センターや本

市の健康福祉部、児童相談所など適切な関係機関

と連携し、子供に対する支援を行っております。

これまでに学校と関係機関などが連携を図った事
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例といたしましては、担任などが子供の相談内容

から生活習慣や食生活の乱れを感じた場合は、担

任や管理職等が保護者と面談して望ましい生活習

慣等の定着に向けた改善策を話し合ったり、名寄

市教育相談センターに連絡し、教育推進アドバイ

ザーや教育専門相談員などから家庭や子供に対す

る働きかけ等について指導、助言を受けた事例が

あります。

２つ目といたしましては、担任等が子供の相談

内容から保護者によるネグレクトの可能性を感じ

た場合には、健康福祉部のこども未来課に名寄市

要保護児童対策地域協議会によるケース検討会議

の開催を要請し、子供が所属する学校の教職員や

こども未来課、社会福祉課、教育委員会などの職

員が集まり、家庭や子供に対する支援内容を検討

した事例があります。

３つ目といたしましては、子供が特別な支援を

必要としている場合などには、名寄市特別支援教

育専門家チームによる巡回相談を要請し、名寄市

立大学の専門的な知識を持つ教員や経験豊かな小

中学校及び高等養護学校の教員、子供が所属する

学校の教職員等が集まり、子供に対する具体的な

支援方策や環境改善などについて検討した事例も

ございます。

これまで学校が教育相談において子供の貧困の

状況を捉えた事例の報告は受けておりませんが、

担任などが子供の相談内容から家庭の経済事情が

子供の生活習慣や学習環境に影響を与える可能性

を探ることはできると考えております。その際に

は、担任や管理職が保護者と面談し、就学援助制

度等の経済的な支援を行っている教育委員会や生

活困窮者自立相談支援事業の窓口である社会福祉

協議会、さらには最後のセーフティーネットであ

る生活保護を担当している社会福祉課に相談する

ことを促すなどの対応をすることが考えられます。

今後教育委員会といたしましては、各学校には子

供たちが安心して学習できる環境をつくるため、

担任、教科担任、養護教諭はもとより心の教室相

談員や特別支援教育学習支援員など子供にかかわ

る全ての教職員が子供たちのさまざまな不安や悩

みを受けとめ、きめ細かい教育相談を進めるとと

もに、関係機関と一層の連携を図るようお願いし

てまいります。

次に、小項目２の市内主要施設における福祉と

教育の連携についてですが、こども発達支援セン

ターこどもらんどは、就学前の障害のある児童に

対し療育訓練を総合的かつ体系的に行うことによ

り、早期に障害の療育効果を高め、障害児の福祉

の増進に寄与するために設置されております。一

方で、地域子育て支援センターひまわりらんどは、

地域の子育て拠点として子育て支援に関する情報

の提供や家族相互の交流支援、子育て支援に関す

る相談など子育て支援全般の業務を行っておりま

す。また、保健センターではお母さん教室やちび

っこひろばの開催にあわせて育児相談を行い、そ

の中でひまわりらんどの利用について紹介をして

おります。このようにそれぞれの施設が独立性を

持って運営しているところであります。

なお、ひまわりらんどについては、主に育児に

関する相談について受けておりますが、その中に

は子供の発育に関する相談も含まれております。

また、保健師がかかわり、利用者の育児相談も行

っております。このような相談の中で、子供の発

育に関する相談については保護者の了解を得なが

ら、子供の発達を支援するこどもらんどとも連携

を図りながら対応しているところであります。

次に、教育相談センターと福祉の連携について

ですが、教育相談センターには教育専門相談員、

適応指導教室指導員、教育推進アドバイザーを配

置し、児童生徒や保護者などからの教育に関する

問題を中心とした悩みや相談を受け、学校や関係

機関と連携を図りながら問題解決に向けての支援

や指導を行っております。健康福祉部において昨

年４月から開始しました基幹相談支援センター事

業ぽっけは、障害にかかわる専門職員３名が担当

し、ワンストップ窓口として設置されております。
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ぽっけでは、就労や成年後見などあらゆる問題に

ついて年齢を問わず相談を受けております。また、

市内に複数ある福祉事業所の利用などさまざまな

調整を行う業務を行いながら事業を行っておりま

す。

福祉と教育の連携については、教育相談センタ

ーで受け付けた相談事業で、子育てや発達障害な

どに関することは健康福祉部と連携を図っており

ます。また、健康福祉部で実施をしています基幹

相談支援センター事業ぽっけや各担当窓口などに

おいて受け付けた相談業務事案で、学校を初め教

育に関することは教育委員会と連携を図り、対応

を協議しております。このように相談状況に応じ

て適切なアドバイスや支援ができる担当部署や機

関、施設へつなぐなど連携して相談対象者の問題

解決などに努め、安心して暮らしていくための必

要な支援を行っております。今後においても多様

化する相談内容に対応するため、相談体制、連携

の充実を図りながら取り組んでまいります。

次に、小項目３の高齢者と子供の拠点づくりに

ついてですが、高齢者大学と放課後児童クラブの

活動の連携については、本市では高齢者大学とし

て名寄地区にピヤシリ大学、風連地区に瑞生大学、

智恵文地区に友朋学級があります。各大学の活動

として、ピヤシリ大学では市内小学生とめんこや

あや取りなど昔の遊び交流を行っているほか、登

校時の児童見守りを行っています。瑞生大学では、

風連中央小学校において昔のお菓子づくり指導や

映像を使用した風連の昔の町並みや遊び、生活の

様子などのお話会、瑞生大学茶道クラブによる茶

道の作法指導を実施し、児童との交流事業を実施

しております。友朋学級では、智恵文小学校児童

と大空活動として農園での苗の植えつけ、収穫祭

や小学校学芸会、中学校学校祭の鑑賞など児童生

徒との交流を深めております。

放課後児童クラブでは、子供の成長と豊かな心

を育てるために習字教室や大正琴体験、茶道教室

など地域の高齢者の方たちと連携する行事を開催

し、異世代交流を深めた取り組みをしております。

現在高齢者大学と放課後児童クラブの連携はあり

ませんが、高齢者が長年培ってきた知恵や伝統芸

能を児童に伝えることにより、文化の継承と創造

への関心、意欲を高めるとともに、高齢者へのい

たわり、敬愛の念、思いやりの心を芽生えさせる

ことになることから、今後も高齢者と子供の交流

ができる環境を充実してまいります。

次に、大項目２、国際交流の推進について、小

項目３のスポーツを核とした国際交流についてで

すが、本市は相手国を台湾として２０２０年東京

オリンピック、パラリンピック開催に向けグロー

バル化の推進、地域の活性化、観光振興などに資

する観点から、参加国との人的、経済的、文化的

な相互交流を図るホストタウン構想に加盟をして

おります。現在全国１３４自治体が登録となって

いますが、うち７つの自治体が台湾を相手国とし

て合宿誘致活動を実施しているところであります。

本市においては、昨年１２月、さらには今月６日

に内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラ

リンピック競技大会推進本部の羽生雄一郎参事官

とともに台湾を訪問し、関係機関に対して誘致活

動を実施してきたところであります。残念ながら

現時点において合宿の問い合わせ、オーダーは入

っていませんが、引き続き誘致活動を進めていく

とともに、誘致が実現した際には合宿だけではな

く、相手国の教育文化を知るためのプログラムを

提供し、交流事業も実施していきたいと考えてお

ります。

次に、大項目３、公立高校志願者数の推移につ

いて、小項目１、志願者増につながる支援につい

て、小項目２の特徴ある高等学校教育の充実につ

いて関連がありますので、一括してお答えをさせ

ていただきます。今年度本市の高等学校２校の最

終出願状況を見ますと、名寄高校で ７倍、名寄

産業高校で各学科平均 ６倍の倍率となり、中卒

者が一時的に増加した今年度にあっても倍率が横

ばいか下がるという非常に厳しい状況になってい
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ます。特に名寄高校においては、これまで定数を

維持してきましたが、昨年からことしにかけて定

員割れが顕著になってきております。これは、生

徒の進学選択の多様化などが要因と挙げられます

が、これからも中卒者数が減少していく中にあっ

てはさらに厳しさを増す状況になると考えており

ます。

本市の志願者増につながる支援策などについて

は、さきの代表質問においてもお答えをさせてい

ただきましたが、平成２７年２月に名寄市内の産

学官の代表などで組織する名寄市内高等学校在り

方検討会議を設置し、地域で必要とされる人材の

育成確保のために必要な学科のあり方、生徒に選

ばれるような魅力ある高校づくりのために必要と

される支援策などについて検討が進められてきま

した。具体的には、在り方検討会議の中でも要望

が高かった支援策として、市内高等学校に通学し

ている生徒が就職や進学に役立つ資格取得に対し

てその受験料を助成する事業に新年度から取り組

む予定となっております。

また、市内２校の特色ある取り組みとして、名

寄高校では学力向上推進事業や高大連携講座、模

擬講座の実施による確かな学力の育成に努めてお

ります。一方、名寄産業高校においては、親子も

のづくり教室やアンテナショップの運営による地

域との連携、専門高校Ｓｋｉｌｌ Ｕｐプロジェ

クト推進事業の取り組みなど地域から信頼される

存在感のある職業高校を目指しております。この

ように両校とも魅力ある学校づくりを進めていま

すので、市といたしましても積極的に両校との連

携を進め、必要に応じた各種支援策を講じていき

たいと考えていますので、御理解をお願いいたし

ます。

最後に、小項目３の中学校と高等学校との連携

についてですが、義務教育を行う最後の教育機関

としての役割を担う中学校においては、生徒がみ

ずからの生き方を考え、将来に対する目的意識を

持って主体的に進路を選択、決定する能力を育む

ため、進路指導の充実を図ることが大切でありま

す。このようなことから、本市の各中学校では高

等学校と連携し、必要な進路情報の提供や進路に

かかわる啓発的な体験活動などの充実を図る取り

組みを推進してきたところであります。

具体的には、各中学校では生徒や保護者の高等

学校に係る理解が深まるよう生徒、保護者を対象

に高等学校の教職員を中学校に招いて高等学校の

教育活動等について説明をしてもらう高校説明会

を実施したり、中学校が高等学校に出向いて体験

入学に参加する取り組みを推進しております。ま

た、中学校と高等学校の教員が相互の授業の様子

を把握するため中学校の参観日を高等学校に案内

したり、高等学校の公開授業等に中学校の教員が

参加する取り組みも行っております。さらに、中

学生と高校生の交流を深めるため、部活動におい

て練習試合を行ったり、合同練習等を通して高校

生が中学生に指導する機会を設定するなど中学校

と高等学校が連携した取り組みを推進していると

ころであります。今後も教育委員会といたしまし

ては、各中学校において生徒がみずからの生き方

を考え、主体的に進路を選択、決定する能力を育

むため、高等学校と連携し、体験入学や高校説明

会などの進路にかかわる啓発的な体験活動の充実

を図るなど、教育活動全体を通じ、計画的、組織

的な進路指導を一層推進するようお願いしてまい

ります。

さらに、名寄市小中学校いじめ防止サミットに

高校生の参加を呼びかけたり、名寄市特別支援連

携協議会において日常の授業や活動を相互参観す

る取り組みを推進するなど、中学校と高等学校に

おける連携が一層深まるよう支援してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

国際交流の推進について、小項目１、国際交流に

対する市民意識の啓発について、小項目２、各年

代における国際交流について関連がございますの
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で、一括でお答え申し上げます。

名寄市では、市民交流を中心とした市民主体の

国際交流活動を推進してきましたが、今後ともこ

うした活動により市民の国際理解の醸成を図ると

ともに、国際社会に対応した人材の育成に努める

ことが必要と認識しております。次年度の国際交

流事業は、リンゼイ、ドーリンスク市、台湾から

高校生や市民訪問団が名寄市を訪れるなど受け入

れが中心となる予定で、滞在中はこれまでどおり

公共施設の見学、文化体験、事業を通じた交流等

を市民団体等との連携により行う予定です。

なお、御指摘いただきました各年代にわたり国

際交流に対する市民意識を醸成するためには、ま

ずは市民が楽しみながら外国の方々と触れ合う機

会を創出することが必要でありますので、受け入

れに当たっては市民も参加した上で文化体験を行

うなどこれまでよりも多くの交流機会を持つこと

で各年代にわたり優しさや思いやりを基軸とした

国際理解の基礎を培うことができるように努めて

まいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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点目の小項目３、名寄市立大学を核とし

た国際交流について、まず本学の国際交流の現状

から申し上げます。

本学では、国際交流に係る事業推進を図るため、

学内に国際交流センターを設置しておりますが、

実態としては停滞している状況にあり、海外の大

学との交流協定についても韓国の大学１校のみと

なっております。このような中、平成２８年度は

１月に冬期日本語学習プログラムを実施し、韓国

の大学生１４名を受け入れいたしました。プログ

ラムの内容は、１月９日から２０日までの１２日

間の日程で日本語学習の授業を基本にしながら、

茶道、日本舞踊、スキー、カーリング、餅つきな

ど日本文化や冬の名寄を体験できるものも取り入

れました。また、期間中は本学の多くの学生もボ

ランティアとして交流を図ることができ、参加し

た韓国の学生からは大変好評を博すことができま

した。

次に、国際交流に係る今後の基本方針について

でありますが、今般策定をしました将来構想の中

で４つの推進項目を定めました。１つは国際交流

センターを中心とした国際交流活動の推進、２つ

目は交流協定校の段階的な拡大、３つ目は学生の

海外留学における支援制度の検討、４つ目は名寄

市立大学外国人留学生規程の制定など受け入れ態

勢の整備であります。御質問の本学における留学

生の受け入れにつきましては、今回のような短期

的な語学研修等による受け入れは可能ですが、本

格的な留学生の受け入れには単位認定など教学上

の課題、学生生活を送る上での支援のあり方、授

業料の減免問題などクリアしなければならない課

題が多く、現状では困難と考えております。今後

本学学生の留学における支援制度の検討や海外か

らの留学生の受け入れ態勢の整備など将来構想で

掲げている推進項目を着実に推進しながら、将来

の留学生受け入れについて検討してまいりますの

で、御理解をお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再質問させていただきます。

まず最初に、福祉と教育の連携についてであり

ますが、先ほど小川教育部長からは学校の教育相

談については学校の全ての教職員が中心となって、

学校教育全体の中での教育相談を行っている。そ

れを児童センター、それから健康福祉部こども未

来課、時には児童相談所につないでということで

御答弁いただきました。その状況についての具体

的な事例も示していただきましたが、私が心配す

るのは学校教育が小学校から中学校にかわってい

くところ、中学校から高等学校へという、その境

目のところ、そして義務教育を終えて学校教育の

枠から卒業していく、その状況のときに福祉サイ
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ドでどのような連携の中で一人の子供を支えてい

くのかというところであります。具体的に教育相

談で対応してきた子供たちの事例について、福祉

サイドへのつなぎの部分について再度お聞きした

いと思います。もちろん個人情報にかかわる部分

はございますけれども、具体的な取り組みについ

てお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 小学校、中学校の教

育相談といいますか、正規に教育相談を実施して

いる期間があったり、日常の学校生活の中でいろ

んな場面で教職員が携わる、そういったことも含

めての教育相談という話をさせていただきました。

そういった中で、子供のいろんな悩みとか不安と

か発信されたことに対して対応しているわけです

けれども、その中のケースによって健康福祉部と

相談をしていくケースが必要な場合とか、教育委

員会内で完結する、学校内で完結する、いろんな

ケースがあるというふうに考えております。

福祉との連携を図る場合については、先ほど言

いましたけれども、それぞれ関係機関も含めて担

当者が集まって、どういった支援策、どういった

機関が対応するのが必要かということを話として

しています。それについては、それぞれ責任を持

って対応する担当機関が継続的にその子の情報を

観察しながら対応していきますので、どこがやる

かというのはそのケース、ケースによって違うと

いうことで御理解をいただきたいと思いますし、

小学校、中学校、さらには高校への連携につきま

しては、そういった子供の状態によって不安が生

じることについては進学する学校について引き継

ぎをきちんとしていくようになっていますし、特

別支援連携協議会においては幼児施設から高校ま

で、さらには就労先である、ハローワークも含め

て組織をしていますので、その中での連結も含め

てその子供たちを途中で途切れることなく、きち

んと引き継ぎながら対応していく、そういった組

織づくりも含めて進めているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 途切れることなくと

いう言葉をいただきましたので、その言葉は大変

重要であると思っています。名寄市特別支援連携

協議会の専門委員会については、本当に福祉と教

育それぞれの専門家の皆さんが集まって、名寄市

独自のすばらしい連携の中で子供たちを育ててい

ただいていると思っています。しかし、ここは特

別支援という枠の中での動きになっていると思い

ます。市内には、特別支援の対象になるかどうか

ということがまだはっきりしないボーダーの子供

たちもたくさんいることから、この専門委員会に

上がってこない状況にある人たちの支援について

はどのようにある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） 特別支援、例えば障

害の認定を受けるとか、そういったことになれば

明らかにしっかりした対応というのがはっきりし

ているかというふうに思いますけれども、今言わ

れたようにボーダーであったり、ちょっと心配が

あるという、そういった子供のことだというふう

に思っていますけれども、一方では幼児期から名

寄市では議員も御承知のとおり「すくらむ」とい

うのも活用してもらいながら、家庭も含めて、保

護者の了解もいただきながら、その子の成長も含

めて、発達段階の状況も含めてしっかりその「す

くらむ」に記入してもらいながら、それをもって

継続していくということによって、幼児期から例

えば高校に進学しても子供時代からの状況がわか

るという、そうしたことできめ細かな対応ができ

るかというふうに思っていますので、それについ

ては保護者との理解、連携が必要でありますので、

そういったものをしっかり働きかけながら、有効

活用できるように今後も推進してまいりたいとい

うふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 個別の支援計画の

「すくらむ」ですけれども、この「すくらむ」に
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ついても全児童生徒に作成されているわけではな

いのではないかというふうに思っております。そ

の必要のある子供たちについての支援計画はあり

ますけれども、そこに上がってくるかこないかわ

からない状況で困り感を持っている人たちへの対

応についてお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 子供の状態を上につ

ないでいくためには、保護者の理解というか、保

護者との、子供をしっかり話し合いによって、こ

ういう状況にあるというのはやっぱりお互い認識

することが重要だというふうに思っています。さ

きの「すくらむ」の関係、保護者の協力というの

を言ったのは、できれば言われているように全て

の子供たちが「すくらむ」に各家庭で幼児期から

の状況、いろんなことを記入してもらってつくる

のが一番私も望ましいというふうに思っています

けれども、なかなかそこまで大変さもあって作成

できない。そういった自分の子供に発達なり発育

についてちょっと心配がある子供の保護者につい

ては記入しているところありますけれども、そう

ではなくて全ての子供たちがそういったものを記

入してもらうような対応を整えられれば本当にい

ろんな面での活用ができるかなと思っていますの

で、そういったふうにできるような工夫改善もし

ながら今後進めてまいりたいというふうに考えて

おります。本当にケースによってどの程度のもの

を引き継ぐかというのは、この判断もまた難しい

状況があるというふうに思いますので、そういっ

た保護者の理解のもとつくられたものについては

きちんと引き継げるという、これは個人情報も含

めて了解をもらっていますので、そういったもの

を重要視しながら進めていきたいというふうに考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 昨年の４月から社

会福祉課の中の障がい相談支援係で基幹相談支援

センター事業としてぽっけを新設をさせていただ

きました。このぽっけの事業につきましては、あ

らゆる障害の方に対する相談支援について総合的、

専門的にワンストップの窓口を設けるということ

で設置をさせていただいたところでありますが、

ぽっけにおきましては１年しかたっておりません

が、この間の事業といたしましては障害児にかか

わる職員向けの研修会を昨年の５月、７月、９月、

１１月、そしてことしの１月と５回開催をさせて

いただいております。この中では、発達障害につ

いてよりよい保護者の対応について、自閉症につ

いてなどなどさまざまな専門的な勉強会を行って

おりまして、この中参加されている方を申し上げ

ますと、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校

の先生方、障害児の福祉サービス事業所の職員の

方、学童保育、こどもらんど、保健センターなど

から平均７０名近くの皆さんに集まっていただい

て勉強会を行っておりまして、顔の見えるつなが

りを構築させていただいておりまして、何か問題

があったときにはスムーズに連携をとれるような

体制をつくらさせていただいているところであり

ます。

先ほど議員からございましたこども発達支援セ

ンターの部分で、毎年３月にセンターでは各小学

校の特別支援コーディネーターの先生方にお越し

いただいて、小学校に入学することになるこども

発達支援センターを利用されていた障害児の方の

引き継ぎを行っておりますが、この中にもことし

からぽっけの職員を参加させていただき、つなぎ

を重要なものと考えておりますので、より一層連

携を強めさせていただくというような取り組みも

行ってまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 個別の支援計画の

「すくらむ」についても保護者の理解が根底にあ

るということですので、それは当然のことだと思

います。しかし、中には子供たちへの支援とあわ

せて保護者への支援が必要になるケースもあると

思います。そこで、余計に教育と福祉の連携を密
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にとっていただきたいというふうに考えていると

ころなのですけれども、先ほど田邊部長からお話

しいただきました基幹相談支援センター事業につ

いては本当に機能していただきたいというふうに

思っているところで、いろんな研修がなされてそ

れぞれの関係者のスキルアップもしていただいて

いることについては敬意を表するところではある

のですけれども、やはり相談に来られる方という

のは心がしぼんでいる状態で、不安を抱えている

から相談に来られます。その一歩としては、対応

してくださる方の表情であったり、本当に見えな

いところの支えが必要になってくると思います。

そこで、ちょっとお聞きしたいのは、どの場所で

どんな相談がなされているでしょうか。相談室は、

私の知る限りでは庁舎内にあろうかと思いますが、

庁舎内の相談の部屋で相談はなされているでしょ

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） 議員おっしゃる

とおり、子供たちの問題については子供たち単独

で解決できるような問題は少のうございまして、

そこにかかわる保護者などさまざまな問題抱えた

中の複合的な問題を解決していくという部分であ

りますので、健康福祉部には相談室を３つ設置し

ておりますので、その相談室の中で詳しいお話を

お聞きしているというような状況でございます。

また、生活困窮者自立支援事業につきましては、

社会福祉協議会の総合福祉センターの相談室の中

でお話を伺うというようにさせていただいており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 教育機関、それから

学校、今お話のあったぽっけについてもそうです

が、相談のできる環境についてはやはりもう一度

見直しをしていただきたいと思います。壁の状況、

お部屋の椅子の状況、全てが相談に来る人たちの

気持ちを左右させていくと思いますので、部屋が

古いとか狭いとかということ以上にその部屋の雰

囲気については相談を受ける方たちの気持ちの中

にしっかりと残っていくと思いますので、それに

ついてはいま一度部屋の状況の振り返りをお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。

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） 相談に来られる

方がよりリラックスされて適切な相談ができるよ

うな雰囲気づくりと申しますか、相談室をつくり

かえるとかという予算は今のところございません

けれども、より入りやすいような形、また一番大

事なのは相談を受ける職員の適切な対応、親切な

対応と考えておりますので、そこら辺も含めなが

ら今後の相談体制、今までも決してそんな変なと

いいますか、そんなような対応はしていないとは

思っておりますけれども、より一層相談体制の充

実には努めてまいりたいというふうに考えてはお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） お願いしたいと思い

ます。申しわけないのですけれども、やはり壁が

真っ白なままで、ただコンクリートの壁の中で相

談ということにはならないと思いますので、花一

輪飾っていただくだけでも、額一枚、心の穏やか

になる絵を張っていただくだけでも違いますので、

それについては強く求めておきたいと思っており

ます。この点についてまだまだ再質問させていた

だきたいとことがありますが、別な機会にさせて

いただくことにして、次に進みたいと思います。

国際交流についてであります。４点質問させて

いただきましたけれども、全てはやはり市民にと

っての国際交流がどうあるかということであると

思います。市民の皆さんが名寄がどんな国際交流

をしていて、自分はそこに進んで参加したいとい

う気持ちを持っていただけるかどうかということ

でありますので、例えば図書館の３階に今までの

国際交流、姉妹都市、友好都市とのつながりを示

す展示物が置かれています。このものは、なかな

か人目に触れる場所ではないというふうに思って
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います。小学生等社会科の学習にかかわって訪れ

る場合もあるかと思いますが、一部でもいいので、

常日ごろからみんなが目にするところ、ドーリン

スク市の皆さんはこういう方たちがいらっしゃる

のだな、子供たちはこんな活動をしているのだな

というパネル展示でもいいのですが、名寄にはＥ

Ｎ―ＲＡＹホールも、すばらしいものができてい

ます。よろーなもあります。文化センターもあり

ます。そういう一角を利用して、より市民の皆さ

んの目にするようなところに国際交流の足跡が掲

示できないものでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今までに出た展示物

等の広く皆さんに見ていただくということでござ

いますけれども、もともと市立図書館３階には郷

土史、資料室という展示室がありまして、その機

能が旧消防庁舎に移転され、北国博物館に移転を

されて、現在国際親善メモリアルホールというこ

とで平成９年７月にスペースを有効に活用し、図

書館３階に開設したものでございます。現在では、

リンゼイやドーリンスク市との交流を通した記念

品、土産等が展示されていますけれども、メモリ

アルホールでは展示物を来館者に見ていただくほ

か、展示物の保存という目的もあることから、ふ

だんは施錠して見学者が来館された際に開錠して

いるという状況でございます。見学者の多くは小

学校の授業で見学に訪れる児童ということでござ

いまして、現在のところ御提案の趣旨に沿った場

所を確保することがなかなかできない、難しいと

考えておりますので、展示物はこれまでの長い交

流の歴史と貴重な資料でありますので、できるだ

けメモリアルホールはあることも市民の方もなか

なか御存じない部分もありますので、そういった

部分で情報提供という、広報なよろなどを使って

そういうものがあるということをお知らせすると

ともに、そんな取り組みをまず進めてまいりたい

というふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 目的について一部了

解できるところというのはもちろんあるのですけ

れども、保存という、保管というところが目的で

あったとしても、市民が目にしなければ宝の持ち

腐れということになってしまいますので、これに

ついては全部を移してほしいということではなく、

担当者のほうで、それから友好都市の委員会もご

ざいますので、その方たちとも十分協議していた

だく中でやっぱりしっかり市民がこの状態、活動

の足跡を掌握できるような方法をぜひとっていた

だきたいと思っていますので、これについてはお

願いしたいと思います。

次の大項目３にかかわって再質問させていただ

きますけれども、高等学校の間口維持について、

けさの新聞にも要望書が出されたというふうに載

せられておりましたけれども、もちろん間口を確

保していただきたいというのは生徒数ということ

だけではなく、その高校にいい先生にたくさん来

ていただいて、その高校の教育の充実を願うから

という部分も入っていると思います。しかし、間

口維持だけが目的ではないというふうに思ってい

ます。やはり高等学校の特徴ある教育が充実して

いくということにかかわりましては、検討会議の

中で検討されているということでありますけれど

も、子供たちの声というのは実際にその検討会議

の中で吸い上げられる場面はあるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 検討会議につきまし

ては、先ほど言いましたけれども、名寄市のこれ

まで経過も含めてそれぞれの商工会であったり、

農業関係であったり、福祉、そういった幅広い方

々の代表に集まっていただきながら、ある面では

１つは名寄市の将来に向かって地域経済なり人材

確保、そういったものを支える面、どういった市

内の学科、学校が必要かということを話をしたり、

進めてきているところであります。直接的に道立

高校でありますから、こういう先生を呼んだらい
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いとかありませんけれども、その中でやっぱり子

供たちがどういった進路希望とかを持っているか、

保護者がどういうふうに考えているのか、基本的

には保護者、生徒が進路を決定していくものであ

りますので、そういった面では中学校の代表も入

っていただきながら、そういったところから進路

の状況のこれは概要というところ、個別の話はで

きませんから、概要の話ですから、そういった話

も聞きながら、名寄の市内の将来に向けた発展、

一方では子供たちがどういった目指すものを持っ

ているかと。そういったことを両方から総合的に

意見を出し合いながら、この間検討会議の中で議

論をしてきているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今小川部長のおっし

ゃられた内容については、もちろんのことであり

ます。オール名寄でその課題について検討してい

かなければいけないということであると思います。

しかし、やはり選ぶのは子供であって、それを支

えるのがまず一番近いところで保護者、子供たち

の声というのがなぜにこの状況になっているのか、

それをしっかりと受けとめることも必要であると

思っています。

市長は、その時期のお子さんをお持ちのお父さ

んでもいらっしゃいます。この状況について子供

とお話をされることは、ちょっと私的なことで申

しわけないのですけれども、子供たちの状況はど

のように市長の耳に届いておりますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 非常によく話しています。

子供たちの声もよく聞いていますし、わかってい

るつもりなのですけれども、この場で細かい状況

を言うのは差し控えさせていただきたいと思うの

ですけれども、いろんな角度から検証しなければ

ならないと思います。議員のおっしゃるように、

子供たちの声聞くのも大事ですけれども、例えば

子供たちも勉強したくないからこの高校に行くな

んていうようなこともあるわけで、そうなってく

ると子供たちの声も聞きつつも、やっぱり地域で

どういう子供たちを育んでいくのだと。将来的に

地域の学校としてどうあるべきかということを検

討会議の中で十分子供たちの声も踏まえて議論し

ていくことが大事だというふうに思います。議員

のおっしゃるとおり、間口を維持する、これも大

事だけれども、やっぱり将来的にどういう高校が

あれば子供たちや保護者、あるいは地域のために

なるのかということをしっかりと多角的な角度か

ら議論していくことが肝要かというふうに思って

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 勉強が得意でなくて

勉強を一番の目的にしないという子供たちはもち

ろんおりますけれども、その子たちが学校終わっ

て人生をつくり上げていくときに、では何を目標

にするのか。そのことについて、例えば産業高校

というのがありますので、その中で自分の職業を

見つけていくという学びをしていくと思います。

そのときに例えばスポーツで学校を選ぶ子供たち

もいます。名寄市におきましては、冬季スポーツ

の拠点化ということでプロジェクトを立ち上げて

おりますけれども、残念ながら冬季スポーツにか

かわる部分でほかの高校を選ぼうとしている子供

もいるわけです。本科の高等学校の教育の中でそ

のことがなかったとしても、名寄市の中でその活

動が学校終わった後の、または土日の活動の中で

しっかり取り組めていける環境が整えば、それと

抱き合わせで名寄高校、産業高校をという選びを

する生徒はふえてくるのではないかと思っていま

す。例えば音威子府の高校は美術工芸高校という

ことで特化しました。そして、クロスカントリー

でも全国制覇を２回行っています。小さな高校で

すけれども、倍率は必ず確保されています。推薦

入学ということもありますけれども、こういうこ

とについてもやはり今の高等学校の教育を、道立

ですので、基本にしながら、名寄市の支援策とし

てというところでは考えていく必要があるのでは
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ないかと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員お話ありました

ように、子供の選択肢の中に部活動、自分はこう

いうスポーツでもっと技術を磨きたいということ

で進学する子供たちも多くいるかというふうに思

っております。名寄市は、冬季スポーツの拠点化

ということで２７年１０月にまち・ひと・しごと

創生総合戦略の中でうたいながら、総合計画でも

重点プロジェクトに位置づけて進めていきますけ

れども、本当にこれからまさに今がジュニア、子

供の育成といいますか、育成の前にやっていただ

く子供を集めなければならないというのが第一の

ことでありまして、そういった子供をしっかり育

てながら、行く行くは名寄の高校に進学をして、

名寄の高校で例えば冬季スポーツが全国に名をは

せるような、そういった活動ができるような取り

組みに進めていきたいというふうに考えていると

ころであります。ただ、いきなり今の冬季スポー

ツをやっているからといって名寄高校に部活つく

って人を集めるという、やっぱり素地がありませ

んから、ならないというふうに思っていますので、

そういった面では長期的なスパンの中で子供をし

っかり育てながら、そこを地元の高校でというこ

とでは考えは持っていますので、進めたいと思い

ますし、それに向けた素地については徐々にです

けれども、進めていきたいというふうに考えてお

ります。

今回次年度においても北海道が進めていますタ

レント発掘事業のタレント生も名寄に来てやりた

いという希望している子供もいるというふうに聞

いていますので、そういった人たちを大切に育て

ながら、徐々に体制をつくりながらそういった子

供から選ばれるような学校づくりの一つの魅力づ

くりとして体制をつくっていきたいと思っていま

すし、ただ近隣校、近隣の町村のように地方から

来たときに下宿代の援助とか交通費の援助、なか

なかそこまでは今の段階では支援策としては難し

い状況にあると思います。今回資格支援の助成制

度については２９年度から実施を予定しておりま

すけれども、そこは大きな判断、これは議員の皆

さんと議論をしていくこともあるかもしれません

けれども、そういった大きな支援策を持てば体制

もつくる部分があるかと思いますけれども、私ど

もではそこまではまだ考えていない。しっかりと

そういった実績をつくりながら子供たちに来ても

らう、そういった環境を高校とも連携しながら進

めてまいりたい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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 資格支援助成事業に

ついては、親の立場からもとても有効に作用する

と思っておりますけれども、やはり子供たちに選

ばれる学校にしていただくためには、それぞれの

高校でどのような教育がなされているかをしっか

りわかってもらうことが必要です。名寄高校につ

いては、進学率も上がっております。それから産

業高校についても建築科等いろんなコンペで優秀

賞等をとられています。３階にある産業高校建築

科のコンペのデザインはもっと人目につくところ

に移されてもいいのではないでしょうか。このこ

とだけ求めて、私の質問を終わらせていただきた

いと思います。ぜひそれぞれの学校の取り組みが

市民に広く伝わるようなソフト面での充実をお願

いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ３階の展示物の話だけち

ょっとお話ししますと、実は建築関係の営業の方

というのはかなり市役所の３階に来て名刺を置い

ていく方が多いのです。ということで、先生方は

あそこに置くのは非常に効果的だというような話

をされておりまして、将来の就職につながるとい

う意味も含めてあそこでＰＲするのがいいという

話で、あそこに置かせてくれということで先生方

にお願いをされています。ただ、あそこ以外にも

ＰＲする機会を設けているはずでありますので、
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そういった事情があるということをぜひ御理解い

ただきたいというふうに思います。

教育長、何かあれば。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 先ほどお話しいただい

た部活動の支援のことについてでございますけれ

ども、御承知のように２年前から名寄市におきま

しては名寄市内高等学校在り方検討会議を設置し

ているということは、これはこれまでもお話しし

てきているところでございますが、その中の昨年

の３月に市長名で在り方検討会で打ち合わせ、検

討したことを道教委へ要望事項として提出したと

ころでございます。その中で少子化の中で魅力あ

る高等学校づくりを推進していくための支援とい

うことで、何点か名寄市が今後進めていく視点を

明らかにしたところでございます。その中の一つ

に、部活動への支援ということも盛り込んであり

ます。そこで、名寄市においては高等学校の部活

動を強化するために外部指導者の派遣など練習環

境を整えるための支援に取り組んでいきたいとい

うことと、もう一点、特に冬季スポーツの振興を

図るために少年団や中学校の部活動における指導

者の確保、あるいは選手の育成に努めて高等学校

へつなげていくような取り組みを推進していきた

いということで表明しておりますので、これに沿

って今後も進めてまいりたいと思いますので、御

理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

地域経済の活性化対策として外３件を、塩田昌

彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問してまい

ります。

大項目の１、地域経済の活性化対策についてお

聞きをいたします。公共施設の維持、管理、運営

に係る物品の購入において、地元事業者からの購

入は地元経済に及ぼす影響は大きく、雇用の維持

確保につながるとともに、名寄市が進める地方創

生総合戦略の柱である人口減少の歯どめ対策にも

つながると考えています。

そこで、小項目の１、物品購入等入札参加資格

の適用基準の現状について、小項目の２、公共の

物品購入における地元業者への発注状況について

どのようになっているのかお知らせください。

また、小項目の３、官公需についての中小企業

者の受注の確保に関する法律に基づく地元事業者

への優先的発注の取り組みについて、法の意図す

ること、市としての理解、認識についてお知らせ

ください。

次に、大項目の２、市街地商店街の市道除雪対

策についてお聞きをいたします。現在６丁目通の

現状を見ると、車道路肩の至るところに雪だまり

ができており、名寄の顔とも言える商店街にとっ

て好ましい状況にはなく、車両通行や景観に悪い

影響を及ぼしている現状を踏まえ、市道を管理す

る行政の対応として、小項目の１、５丁目及び６

丁目の市道除雪の現状について、小項目の２、商

店街の冬期におけるバス等大型車両通行と車道幅

員の確保についてお知らせください。

また、車道幅員の確保と融雪溝とは関連があり

ますので、小項目の３、６丁目通の融雪溝活用に

ついて、融雪溝の現状をお知らせください。

次に、大項目の３、冬季版ナショナルトレーニ

ングセンター誘致活動と可能性についてお聞きを

いたします。本年１月２４日の北海道新聞報道に

驚きと不安と違和感を感じました。記事の内容は、

札幌市が冬季競技全般の総合ナショナルトレーニ

ングセンターの構想案をまとめ、今週にもスポー

ツ庁へ提出し、国に整備を求めるものでした。多

くの市民から名寄市は２年以上も前から取り組み

を進めてきている、今後の対応はどうなるのかと

心配の声が上がっています。名寄市民の不安解消

の観点から、現時点での誘致に向けての取り組み

状況や経過などについてお知らせください。

次に、大項目の４、市職員採用に係る女性の面
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接官登用について。行政が所管する部署の中には、

看護師、保健師、保育士など女性が多数を占める

職種を含めた職員の採用に当たり、女性職員が面

接に携わっているのか、現状をお知らせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま塩田議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１及び４につきましては私のほう

から、大項目の２につきましては建設水道部長か

ら、大項目の３につきましては教育部長のほうか

らそれぞれ答弁とさせていただきますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、大項目の１、地域経済の活性化対策

として、初めに小項目の１、物品購入等入札参加

資格の適用基準の現状について申し上げます。平

成２０年３月６日に定めました名寄市市内業者及

び準市内業者の認定基準につきましては、市内業

者及び準市内業者を指名選考する際にその資格要

件を定めるために設けた基準でございます。本市

の物品発注における本認定基準の運用についてで

ございますが、指名基準に地域要件を設ける際、

契約の適正な確保が前提とはなりますが、市内業

者及び準市内業者を地元業者として優先的に指名

する際に適用してございまして、特殊な物品を除

きその多くは適用の範囲と考えているところでご

ざいます。

次に、小項目の２、公共の物品購入における地

元業者への発注状況について申し上げます。平成

２７年度の発注実績では、発注件数割合における

地元業者の発注率につきましては指名競争入札に

おきましては５９件中４９件で約８３％、見積も

り合わせでは１０７件中９８件で約９２％となっ

てございます。また、今年度の発注状況におきま

しても同様の水準でございまして、発注の執行が

現在なされているところでございます。さらに、

担当課で発注する少額の消耗品や備品につきまし

ても毎年契約係より各担当課に文書により地元か

らの購入に努めるよう周知徹底してございまして、

地元発注に努めている現状でございますので、御

理解をいただければと思います。

次に、小項目の３、官公需についての中小企業

者の受注の確保に関する法律に基づく地元業者へ

の優先的発注の取り組みについて申し上げます。

官公需についての中小企業者の受注の確保に関す

る法律につきましては、国などが物件の買い入れ

などの契約を締結する場合、中小企業者の受注機

会の確保をするための措置を講ずることにより、

中小企業者が供給する物件の需要増進を図り、中

小企業の発展に資することを目的に制定をされた

法律でございます。この法律において地方公共団

体は、国の施策に準じ中小企業者の受注機会を確

保するための施策に努めるよう定められておりま

す。本市におきましても同法律に基づき、平成１

８年３月に名寄市指名競争入札参加者指名基準を、

平成２５年１２月には名寄市公契約に関する指針

をそれぞれ定め、契約の適正な確保ができる範囲

において市内業者を優先的に指名することとして

おり、今後とも引き続き取り組むことで適正な契

約を維持しながら中小企業の発展及び地域経済の

活性化に取り組んでまいりたいと考えております。

続きまして、大項目の４、市職員採用に係る女

性の面接官登用について申し上げたいと思います。

まず、本市の採用試験の面接におきましては、副

市長と人事担当部局のほか、専門職におきまして

は担当部局が加わり実施をしてございます。御質

問のありました女性面接官につきましては、これ

まで市立病院の看護師採用試験のほか、保健師や

保育士などの採用試験で実施をしてきてございま

す。一般事務職につきましては、これまで人事部

局の担当者が男性職員であったために女性職員が

面接官を務めた実績はございませんが、男女共同

参画の観点から、ジェンダーバイアス、いわゆる

社会的、文化的差別、偏見が生じないよう国の男

女共同参画基本計画などを参考とし、女性の視点
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を生かした人材の確保についても今後調査をして

まいりたいと考えておりますので、御理解をいた

だければと思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目２、市街地商店街の市道除雪対策について、小

項目１から小項目３まで関連がございますので、

一括で申し上げます。

初めに、小項目１の５丁目及び６丁目の市道除

雪の現状についてでございますが、５丁目通につ

きましては他の市道路線同様かき分け除雪を採用

し、市が委託により実施しております。排雪に関

しましては、名寄市市道及び私道除排雪助成事業

を活用しながら、五丁目商店街振興組合が委託し

た業者により排雪作業を行っております。また、

６丁目通につきましてはかき分け除雪を採用しな

がらも、平成２年に設置した名よせ通り融雪溝を

活用して、融雪溝の維持管理受託者である南６丁

目ショッピングモール維持管理組合により融雪溝

への投雪を実施していただいております。融雪溝

については、地下水を利用し、操作盤にて流量調

整を実施するとともに、流水により河川へ排水処

理しているところです。

次に、小項目２の商店街の冬期におけるバス等

大型車両走行と車道幅員の確保対策についてでご

ざいます。６丁目通は、融雪溝を活用し、受託者

により投雪いただいており、空き店舗など地先の

方が御不在であっても同様の維持管理をお願いし

ているところでございます。議員御指摘のとおり、

６丁目通は除雪後や大雪時には通常より車道幅員

が狭くなっている実情は認識しておりますが、こ

の件に関しての苦情や御指摘はこれまでいただい

ていないことから、必要最低限の幅員を確保でき

ていると認識しております。今後本件のような事

案が発生した場合は、交通安全上支障がないよう

バス事業者や維持管理組合の皆さんと情報交換し

てまいりたいと思います。

最後に、小項目３、６丁目通の融雪溝活用状況

についてでございますが、道路等の積雪を処理し、

快適な生活空間の確保、冬期間の生活環境の改善

を図ることを目的に、平成２年に維持管理組合と

協定を締結し、その活用、維持管理に努めてきた

ところです。この融雪溝は、設置から２６年が経

過し、経年劣化は見られるものの、現在は大きな

ふぐあいによる修繕等もなく、軽微な修繕を行っ

てきているところです。今後は、大きな修繕の発

生なども想定をしながら、維持管理組合と協議の

上、対応を図ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３

の冬季版ナショナルトレーニングセンター誘致活

動と可能性についてお答えをいたします。

国は、平成２２年にスポーツ立国戦略を策定し、

平成２３年には明るく豊かな国民生活の形成、活

力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に

寄与することを目的としたスポーツ基本法を制定

いたしました。現在国では、スポーツ基本法に基

づき、平成２９年度から５年間の第２期スポーツ

基本計画を作成しているところであり、３月１日

にはスポーツ審議会から答申が出されております。

その答申では、中期的なスポーツ政策を実現する

ため４つの基本方針が示され、スポーツ文化の発

展と全ての人々がスポーツの力で輝くことができ

る前向きで活力ある社会を実現していくこととし

ております。

本市においては、名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略においてなよろスポーツ合宿誘致推進

協議会を設立し、さまざまな環境を生かした冬季

スポーツの拠点化事業を推進しており、その事業

の中で冬季版ナショナルトレーニングセンターの

誘致にも取り組んでいるところであります。その

誘致活動として、２０１５年１月２６日には遠藤

利明前東京オリンピック競技大会・東京パラリン

ピック競技大会担当国務大臣に要望書を提出する
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とともに、国が推進する各種アスリート発掘事業

を北海道と連携して実施するなど、地域一体とな

ったジュニアアスリート育成など各種実績を積み

重ねながら誘致実現に向けた取り組みを推進して

いるところであります。今後においてもナショナ

ルトレーニングセンターを運営する日本スポーツ

振興センター並びに北海道とも連携を図りながら、

誘致に向けて取り組んでまいります。

また、本市でのジュニアアスリート育成や大会

合宿の受け入れなど冬季スポーツ拠点化事業を重

点施策として位置づけて推進していることや冬季

スポーツに恵まれた自然環境や競技施設も整備さ

れていることから、冬季版ナショナルトレーニン

グセンターの設置に適した環境であることなど国

にアピールしながら誘致活動を今後も推進してま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。ありがとうございました。私の持ち

時間の範囲内で再度質問をさせていただきます。

先ほど公共の物品購入に関する部分については、

恐らく一般会計並びに特別会計等々の部分で基準

に基づいて発注をされている内容についての御説

明だったと思います。きょう市立病院のほうから

も岡村事務部長がお見えになっていますし、企業

会計も結構大きな予算を有しているわけでありま

すので、この企業会計についてどのような対応に

なっているかお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 病院の

ほうとしまして一般的な取り扱いとしましては、

一般会計に準じた取り扱いをさせていただいてお

ります。医療用の基準を満たす必要もあるという

ものもございますので、市内業者への入札、見積

もり合わせの実績としましては、平成２７年度実

績としましては約７８％と一般会計よりは若干低

目になってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 突然ありがとうござい

ます。企業会計については下水道会計もあるわけ

ですけれども、予算の多いところで市立病院に御

答弁をいただきました。

このようにして今御答弁いただく中で、やはり

公正、公平な観点に立って見積もり、そして入札

が行われているという中で、一般会計については

指名においては８３かな。そして、これは見積も

りの部分だと思う。金額でいうと１０万円以上１

１０万円未満という部分だと思うのですけれども、

９２％ということで、やはり大きな部分でありま

す。病院のほうは７８％とお聞きをしました。１

０万円を下回る小規模な物品等については、地域

で購入できるものは地域でというような考え方の

御答弁もありましたし、おおむね１００％に近い

形の中で市内で御利用されているのかなというふ

うに思います。したがって、市がこの施設管理等

々に用いる経費の部分で多くのお金を市内の経済

に寄与する、そういう意味合いから多く使われて

いるのかなというふうに思いまして、それは理解

をいたします。

その中で名寄市は、総計の第２次の基本理念に

人づくり、暮らしづくり、そして元気づくりとい

う３つの理念を掲げており、そして３つの大きな

プロジェクトの中で経済元気化プロジェクトとい

うプロジェクトを掲げて、そして地域の経済の好

循環を図り、まちの経済の元気化を生み出すとい

うような形、それから雇用の場や人材の確保も挙

げておられます。名寄のまちづくりの中で、多く

の若手の経済人等々がイベント等々で皆さん御努

力いただいて、協力をいただいて、いろいろ活躍

をしていただいています。そういう方たちが名寄

市のまちづくりに関して一生懸命御尽力いただけ

る背景には、仕事をしっかりこなしていかないと

雇用の確保なりなんなり、それから今の名寄市の

状況を見ると廃業を余儀なくされるだとかいうふ
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うな部分も出てきておりますし、そんなことから

やはり名寄にしっかりお金を落とすというような

ことは名寄市の経済にとって非常に大事なことだ

というふうに私自身認識しておりますし、恐らく

認識してくださっているのかなというふうには思

いますが、そこで先ほど官公需の関係について法

律に基づく部分としてお答えをいただきました。

契約の適正な確保ができる範囲内において地元業

者の優先的指名を行うと。それから、適正な契約

を維持しながらも中小企業の発展、そして地域経

済の活性化を図っていくのだというふうに御答弁

をいただきました。その中でこの発注に際して、

私は公正、公平であり、競争の原理という部分に

ついてはこれは守らなければならないものだとい

うふうに認識をしております。しかし、現在旭川

市なり札幌市では地元発注というふうな基準を新

たに設けております。それらをどういうふうにお

考えをするのか、それと名寄に合ったスタンダー

ドな基準といいましょうか、予定価格においては

これがいいのかどうかわかりませんが、最低予定

制限価格を設けるとか、そういうふうな形で進め

ていかれることというのはどうなのかなという、

できないものかなというふうな気が実はしていま

す。名寄市の地元業者にしても、メーカーと個々

に契約、要するに代理店の契約だとか特約店の契

約というのを結んで、いつでも発注に応じ、適正

な納品をするという形で頑張っているわけであり

ますので、この地元の努力に、いただいているこ

とも含めて先行発注、そしてそれに対する工夫と

いうものができるのかどうなのか、それについて

お聞き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） ただいま公契約に係

る部分についての再質問をいただきました。私ど

もも物品の発注においては、物品の確保によって

それを使っての市民サービスを上げるというのは

一方でありますけれども、もう一方では発注を通

じてできるだけ地元から調達をすることによって、

間接的になるかもしれませんけれども、地元経済

への影響についても当然視野に入れながらこの間

進めさせていただいてきたということであります

し、そのあらわれが１つとしては公契約の指針を

つくりましたけれども、それらの規定の中にも地

元での受注機会の拡大に配慮するのだということ

を明記をして努めさせていただいたと。結果とし

て、先ほど申し上げたようなかなり高い率での地

元発注につながっているのだというのが現在なの

かなというふうに思っておりますが、塩田議員は

さらに一歩踏み込んでというところの御提言でも

あったかというふうに思います。さらには、その

事例として旭川市あるいは札幌市の事例なんかも

いただいたということであります。具体には、こ

れから私ども調査をしなければいけないと思いま

すし、当然札幌市、旭川市と名寄市の置かれてい

る状況の違いなんかもあると思いますので、旭川

市、札幌市でとれたものが私どもが即そのまま活

用できるかどうかについてはまだたくさんの課題

もあるかというふうに思いますが、いずれにして

も私どもの考え方では法にも基づきながら適正な

契約を確保しつつ、できる範囲での地元発注に努

めたいというような意識はこの間も持っておりま

すので、先進事例などについても調査をさせてい

ただき、地域で活用できるものがあるとするなら

ばそれらについての導入についても検討させてい

ただければと思いますので、御理解をいただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 調査研究をしていただ

けるというふうなことなので、いろんな観点、角

度から研究をしていただいて、名寄市が経済が活

性化するというような形にやはり行政、民間一丸

となって頑張っていかなければならないものだと

いうふうに思っておりますので、どうぞよろしく

お願いしたいと思います。

それから続いて、２番目の市街地商店街の除雪

の関係でありますけれども、５丁目と６丁目の違
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いについては理解をいたしました。５丁目につい

ては、かき分け除雪という方法ではありますけれ

ども、この除雪のときに中央に集めて、その中央

に集めたものを排雪、すぐ回すというふうな形で、

除雪したものがすぐ排雪されるというような状況

下にあることから、５丁目非常に私の目から見て

きれいに除雪をされているのかなというふうに思

っています。６丁目が今部長のほうから御答弁い

ただきましたけれども、やはり同じような融雪溝

を使っての除雪というふうなことになりますが、

至るところに雪だまりができていて景観が非常に

悪いと。実際に現場見て、いつも買い物で行った

りなんかしていて御存じだというふうに思います

けれども、道路の要するに車道の両サイドに融雪

溝が設置をされていて、融雪溝という穴があいて

います。それをふたをしているという状況ですか

ら、そこのところは通常でいうと除雪車は機械で

除雪することはできない。したがって、内々の部

分を機械で除雪し、そして除雪したもの、かき分

けたものを振興組合の人たちが朝６時から夜の１

０時までの時間の範囲内で適時投雪をするという

ふうなことで、景観快適な車道空間をつくるとい

いましょうか、いうふうなことだと認識はしてい

るのですけれども、現実にはそのようにはなって

いないというのが現状です。

それとあと、やっぱりそういうふうなことも含

めて、先ほどいろいろバス会社等々からの苦情が

ないというふうなお話をいただきましたけれども、

私聞いていく中で大型車両が交互通行ができない

ということで、停止をしているだとかいうふうな

こと等を含めて苦情があるのだよねというふうに

は聞いております。このことについても今後振興

組合なりバス会社と協議なされるというふうなこ

とですけれども、その辺実際にはお願いをしてい

るということでありますけれども、現状そうなっ

ていないというふうなことも含めて、それともう

一つは、アーケードの下については当然吹いてく

る雪は入るのでしょうけれども、降ってくる雪に

ついては歩道には積もらないということでありま

すが、６丁目の部分についても国道４０号側のほ

うですけれども、実際にはアーケードがないとこ

ろがあります。そこの部分については、そこを通

行するときに雪玉がどんどん、どんどん雪がたま

って馬の背のような形になって、要するに歩行に

苦慮すると。滑るというふうな状況があります。

このことについて市道を管理する行政として、歩

道除雪については現状どのようになっているのか

お知らせ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今塩田議員のほ

うから歩道除雪ということで、アーケードが一部

切れているところ、６丁目のことということでよ

ろしいですよね。必ずしも今６丁目通が店舗が全

て道路に張りついているということではなくて、

なおかつアーケードが途中切れているということ

で、この部分の除雪についても基本的には議員も

御承知のとおりそれぞれ管理組合のほうに融雪溝

を使って排雪をしていただくというのが基本的な

考え方でございますが、私どもの委託をしていま

す中にも、私どもの実施をしている委託の設計の

中にもこの本線も含まれているという状況も実は

ございまして、改めてその辺は委託先と確認はさ

せていただきたいなというふうには思っています。

それとあわせて、現状なぜなかなか歩道除雪が

均一にならないのかということについては、全く

やっていないということではなくてやっているの

ですけれども、そこのアーケードがないものです

から、ほかから比べれば当然積雪が多いわけで、

どうしてもそこの雪をしっかりと削っていく、そ

の作業が御承知のとおりあそこは南側に雪を飛ば

すところが、雪を置くスペースが実はないという

ようなことで、少し馬の背状態の歩道になってい

るというのが現状かというふうに考えているとこ

ろです。

それとあわせて、先ほど５丁目、６丁目の関係

でいえば特に６丁目のこれは排雪の関係になるの
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でしょうか。市道については早朝除雪は私どもの

委託の中でやらさせていただいていますから、か

き分け除雪ということで両サイドに雪をかき分け

ていまして、それ以降についてはお願いをしてい

るという状況でございます。ただ、当初この組合

はきっと６０名からの組合員がいらっしゃって、

現状どれぐらいというのはちょっと数字はつかん

でおりませんけれども、先ほど言いましたように

アーケードに張りつく店舗も大分少なくなってき

ているようでございまして、組合員の方も少し減

少している。そういった中で、なかなか投雪の作

業等が厳しくなってきているのかなというふうに

は押さえているところでございまして、現状議員

が言われましたように、特に町中の商店街という

ことでございますので、改めて私どもも商店街組

合の皆さんと少しお話をさせていただきながら、

今後どういう形で融雪溝の活用ですとか、あるい

はそこの使用について環境を整えていったらいい

のかということで協議をさせていただきたいとい

うふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ちょっと私の理解の部

分でひょっとして違っているのかもしれませんけ

れども、歩道除雪に関してはアーケードとアーケ

ードの間にまた空間があるというのは別として、

国道４０号側のほうの部分、実際に店舗運営をさ

れている個店主の方たちはちゃんと歩道をあける

ということはやっておられます。しかしながら、

そうでないところについては放置とまではいきま

せんが、そういう状態になっているということで、

非常にやはりこれは安全面から考えても本当にこ

れでいいのかなというふうに感ずるところです。

実際に契約といいましょうか、路線の除雪契約の

中では歩道除雪も盛り込まれているというふうに

お答えになっていたのかなというふうに思うので

すけれども、現状の状況なりなんなりでなかなか

それは思うような形になっていないというのが現

状なのかもしれませんが、そこのところはやはり

知恵を使って委託先である業者としっかり詰めて

いくべきではないかなというふうに思いますので、

その辺もよろしくお願いしたいと思います。

あと、融雪溝の関係について、先ほども私何度

も言っていますが、６丁目の至るところに雪だま

りという部分については、通常下の融雪溝の管理

は行政であり、そして道路の上といいましょうか、

道路上といいますか、道路上の排雪というふうな

部分、排雪というか、除雪されたものを排雪する

がゆえの融雪溝に投雪されるという行為になると

思いますけれども、これはやはりそこで暮らす方

々が行うというふうなことなのかなというふうに

思いますが、平成２年の当時、設置をしたときの

個店数は６４でした。しかしながら、現状は２８

に減っているというふうなことで、いろんな部分

でやはり維持管理をするというのが非常に大変な

状況になっているというのも背景にあるのかなと

いうふうに思います。これは、やはり大きく減っ

てきた背景には大型店ができて、その経済の流れ

が名寄の場合大きく変わってきたというふうなこ

とや、高齢化といいましょうか、そういうふうな

いろんな要素があってなかなか厳しいこと、状況

にあるのかなというふうに思っていますので、そ

れらを含めた中で融雪溝を利用していく。そして、

道路の快適な除雪が完了するというふうなことも

含めて御協議をいただき、やはりこれは進めてい

かなければならない大きな問題だというふうに思

っております。

そこで、融雪溝の現状ということで先ほど一部

お話をいただきましたけれども、この融雪溝、私

も去年、ことしと融雪溝のふぐあいといいましょ

うか、その原因は定かではありませんが、水がた

まっていないからなのか、どういうことなのか、

それはわかりませんが、そこら辺の部分において

これは苦情があって、その苦情に対する対策とい

うふうなものはどのようにとられていたのかお知

らせください。
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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） 今議員のほうか

ら苦情ということでお話ありましたけれども、私

どもこの融雪溝を使うに当たってスタートの時点

でこれは組合のほうと協議をしながら始めるわけ

ですけれども、どうしてもスタートの時点では融

雪溝内に水がたまらない状況。その中で、例えば

大雪の状況ですとか降雪の状況にもよりますけれ

ども、そういった際になかなか水がたまらない、

あるいは雪の解けが悪いというようなことでいろ

いろと御意見をいただくということはございます

けれども、それ以降シーズンに入りましたらそう

いったことについては、苦情といいますか、御意

見についてはうちのほうは余り聞いていないとい

う状況にございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 私は、御意見、苦情と

いう言い方はちょっと失礼なのかもしれないけれ

ども、こういう状況だったのだよねという話でお

聞きはしています。そのとき市のほうの担当者が

来てくださってという話はありますが、実際には

ことしに入ってからも私もそういうふうなことが

あったことから、ちょっと注視してあそこの部分

何度も見させていただき、実際に投雪行為を行っ

ている方とお話をさせていただきました。そうし

ましたら、やはりその方も言っていましたけれど

も、ここはいいのだけれども、だめなところもあ

るのだよね、そういう言い方でした。ですから、

どこがだめなのかというのは私もその中で点検を

したわけでもありませんし、わからない部分では

ありますけれども、実際に平成２年ですからもう

２６年経過をしているという施設であります。そ

れと、同じような融雪溝を利用しての除雪対策と

いう部分については、錦通、藤花の前の通りにな

りますが、そこもこの融雪溝を実際にやっている

わけですよね。そこの部分については、これまで

そういうふうな、言葉悪いですね。苦情だとかい

うふうなことで対応された内容等についてあるの

かどうかお知らせください。

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） 錦通については、

平成２４年ぐらいに融雪溝の水のたまりが悪いと

いうことで、内部調査しましたら少し漏水が見ら

れたということで、２５年から４年かけまして融

雪構内の水漏れを防ぐということで修繕のほうを

実施をしているという経過はございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） そういう中でそういう

ふぐあいがあったというふうなことなのかもしれ

ませんが、たしか錦通の融雪溝については設置が

平成６年ですから、実際には６丁目の名よせ通り

の設置よりも４年早いのです。その中でそういう

ふぐあいがあったというふうなことですから、６

年と２年ですから４年ですよね。４年遅いという

ふうなことで、実際に早くにやっていた商店街の

ほうの融雪溝、ふぐあいが起きるのは当たり前だ

なというふうに私は思うのですけれども、そのこ

とも踏まえて調査等々、それからポンプ、当然地

下水をくみ上げるわけですからポンプの寿命もあ

りますし、そこら辺の部分の６丁目のところの対

応について再度お聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 名よせ通りの関

係でいえば、これまでの経過でいえば平成２年に

設置をして、ポンプの関係については２度ほど交

換をしている状況にあります。平成２年に設置を

して１０年と２２年ということで調査をしました

らそういう状況があるということで、どちらかと

いうとポンプというよりも先ほど錦通の話ししま

したけれども、少しそれぞれの桝において漏水の

関係が経年劣化である可能性についてはあるのか

なというふうに思っているところであります。２

８年、ことしから調査も少し始めていまして、大

がかりな修繕ではありませんけれども、その都度

水漏れ確認できたようなところについてはやらさ
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せていただいているという状況についても御理解

をいただければというふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ポンプは２回やってい

るのです。実際ポンプといいますか、機械の耐用

年数って１０年から十二、三年ということですか

ら、そのような形で行われているということだな

というふうに思います。

融雪溝の部分については、そういうあそこは小

さい５００メートルの間を４ブロックに分けて、

そして水をためて、聞いたら水は始まりのところ

は４５センチの深さで、片方、流れていくほうは

７０センチの深さ、これが担保されるというふう

なことで雪を投げ入れて、そして地下水の温度は

大体１３度ぐらいというふうなことですから、そ

れで解かして川に流すというふうな画期的な部分

でありますし、こういうふうな形で本当にきれい

に調整されるのが一番望ましいことだというふう

に思っていますので、このことに関してはなるべ

く早い時期に、この４ブロックの部分については

堰でとめているわけですから、とめて流量を確保

できているのかとかということも含めて、できる

部分についてはやはり検査するといいましょうか、

すべきではないかなというふうに思いますので、

要望をしたいと思います。

それとあと、実際に先ほどもちょっと話をさせ

てもらいましたけれども、そういう環境が変わっ

てきているといいましょうか、個店主自体の数が

減っている、対応をする方たちが少なくなってい

る、高齢化している、そういう現状を踏まえてな

かなか厳しい状況にはあるのかなというふうに思

っています。同じように融雪溝でなくて流雪溝と

いうふうに言っているのかもしれませんが、国道

４０号の状況等について若干お知らせいただきた

いと思います。わかれば。

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） 国道４０号線の

流雪溝ということで、平成１１年に一部供用開始

をして、１３年から全面供用ということで始めて

いまして、延長が ６キロ、ちょうど大通の南９

丁目から産業高校のほうに曲がるあそこの角のと

ころまでが流雪溝の延長になっています。これに

ついては、名寄市の管轄ではなくて国の管轄とい

うことで今お願いをしているという状況になって

おりまして、管理については名寄市の委託という

ことで、国のほうからの委託費用をいただいてい

るという状況になります。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それで、国道４０号の

ほうの受益者負担というふうな部分についてはど

のようになっているか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 受益者負担とい

う、国が設置をしているということなものですか

ら、それぞれ地先の方に雪を入れていただくとい

うようなことで使用させていただいているという

状況にあります。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ということは、受益者

負担はないという、そういう状況だと認識してよ

ろしいということですね。やはり実際維持してい

くのは非常に大変だなというふうに思っておりま

すので、そこら辺も含めて商店街の方たちと行政

としっかりとした協議の場を持って、そして今後

進めていってほしいというふうに願っております

ので、その辺をお約束いただいて、この質問を終

わらさせていただきます。

それでは次に、冬季ナショナルトレーニングセ

ンターの関係なのですけれども、るるこの対応に

ついてお話をいただきました。私の記憶の中でも

このトレーニングセンターの部分については、具

体的な構想はまだ国段階ではできていないという

ふうに認識をしています。しかしながら、名寄市

は私も同席させていただきましたけれども、遠藤

大臣が来られたときに要望したり、いろんな形の

中でこのトレーニングセンターというのは必要と
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いうふうなことで、可能性について今探りながら

いろんな取り組みをしているというふうな状況だ

と思うのです。それで、私もちょっと心配するの

は、というよりは市民の方たちから札幌こうやっ

て動いていて、名寄どうなっているのというのが

やはりあります。そんなことで実際に具体的な構

想というような形に至っていない中で、大変失礼

なのですけれども、市長のほうから御答弁いただ

ける範囲内で結構ですので、このトレーニングセ

ンターの取り組みについて市民に向けて発信をし

ていただきたいというふうに思いますが、よろし

くお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど小川部長のほうか

らスポーツ基本法に基づきまして、平成２９年度

から５年間の計画で、第２期のスポーツ基本計画

が今鈴木長官のほうに答申が出されたというふう

に記事でも出ておりました。その中でいろんな文

言書いてあるのですけれども、東京の赤羽に味の

素ナショナルトレーニングセンターという箱物が

ございまして、これが特に夏季を中心とするスポ

ーツ施設が一体的にそこに入居していて、何でも

できると。医療機関だとかホテル機能もついてい

るというような施設でありますけれども、冬季種

目に関しては御案内のとおり種目別指定というこ

とで、そうした専用の箱物施設、拠点施設はない

というのが現状でありますけれども、今回の第２

期スポーツ基本計画の中で冬季型の、冬季に関し

ては今まで種目別だったけれども、少し次元の違

う形でのトレーニングセンター等の可能性につい

ても言及をされています。ということなので、ま

だ確実ということではありませんけれども、冬季

スポーツの総合型の冬季版のナショナルトレーニ

ングセンターというものも可能性として光は見え

てきているのかなということも思っています。

札幌市さんが手を挙げられたというか、そうい

う報道は承知はしておりますけれども、具体的に

その後どんな動きになっているかというのもお聞

きはしていません。名寄市においては、昨年度か

ら総合戦略の中で冬季スポーツの拠点化というこ

とで、それこそナショナルトレーニングセンター

を運営しているジュニアの育成の根幹をなしてい

る日本スポーツ振興センターという機関がござい

まして、こちらのほうが主体となって北海道のほ

うに委託した、いわゆるウインタースポーツコン

ソーシアム事業というのを昨年受託をして、この

間もさせていただきました。また、北海道のタレ

ント発掘事業に関してもほぼ名寄を拠点として今

やっていただいているというような現状の中で、

名寄あるいは名寄地域のこの間の冬のアスリート

を育成することに対しての評価が北海道あるいは

スポーツ振興センターから非常に高く評価をいた

だいています。そんなことも含めて、この取り組

みを積み重ねていくことが大事だろうと思います。

つまりは、箱ありきではなくて、まずはジュニア

アスリートの子供たち、あるいはアスリートの人、

子供たちがこの地域で学びたいというか、トレー

ニングしたいと、そういうふうに選ばれる地域と

してさらに磨きをかけていくことが大事だろうと

いうふうに思っていまして、その先にそうしたこ

とも見えてくるのではないかというふうに思って

います。世界的に温暖化になっていく中で、日本

あるいは北海道、さらには北海道の中でも名寄の

冬のスポーツ環境の優位性というのは非常に今追

い風というか、注目をされているというふうに思

っておりまして、この環境の地の利も生かしつつ、

まずはしかし地域を挙げて子供たちを育てていく、

冬のスポーツを文化にしていく、環境をつくって

いくことが将来につながっていくものというふう

に思っておりますので、引き続き北海道、国のほ

うには働きかけをしつつ、そうした動きも積み重

ねていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ありがとうございます。

なよろスポーツ合宿誘致推進協議会というのも立
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ち上がって、官民一体となって進めてきているわ

けですから、本当にそういう構想が名寄を核とし

てなることを期待をして、市長、よろしくお願い

したいと思います。

続きまして、最後になりますが、市職員に係る

女性の面接官の登用について、先ほど御答弁いた

だきました。今現在は、看護師、それから保育士

なり、それから保健師の専門職にかかわる部分に

ついては担当部局のほうからもこの面接に参加を

していると。そういう意味でいうと女性も参加を

しているということだと思うのです。ただ、一般

職についてはまだそういうふうに至っていないと

いう理解でよろしいですね。私は、職員採用に関

して言えばやはり人事をつかさどるところが担当

するというのはごくごく当たり前の話で、そうい

うことだというふうに認識をしていますし、今ま

でのやり方というのがよろしくないということで

は決してございません。ただ、今後においてこの

一般職の採用においてもやはり女性職員の参画と

いうふうな形で面接にも入っていただくというよ

うな形がとれないものかというふうに思っている

ところなのです。

そこで、女性登用の意義とか必要性というふう

な部分に関して言えば、やはり名寄市は男女共同

参画社会を目指して名寄市でも取り組みを進めて

いる。女性職員のそういうスキルアップにもつな

がるものだというふうに思っていますし、面接の

最初の部分でいうと、今までの部分でいうと人事

にかかわる部分、女性がいなかったということも

あったのでしょうけれども、男性の目からだけで

はなくて女性の視点というのも大事なのかなとい

うふうに思っておりますので、それとここにもお

られますけれども、実際名寄市でも女性の部長職

も誕生しているというふうなことも背景にありま

すし、そういうふうなことで複数の視点で物事を

見ていくというのは、これは非常に必要なことな

のだなというふうに考えております。そこで、今

私の思いがあるわけですけれども、それに対して

御答弁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） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 面接時における女性

の視点というところから、採用する側からも、あ

るいは職員の育成という観点からも効果があるの

ではないかという貴重な提言をいただいたという

ふうに思っています。ただ、一番大切なのは市職

員の採用に当たっては優秀な人材をいかに確保す

るかということだと思いますので、そういった意

味では職員を募集する段階から試験あるいは面接

を通じての採用に至るまでの過程でさまざま工夫

をしながら優秀な人材を確保していかなければい

けないのだというふうに思っていますので、今言

われた塩田議員の面接時における女性の視点とい

うのも１つ提言をいただきましたので、それも提

言として受けとめながら今後の人材採用に邁進し

ていきたいと思っておりますので、御理解いただ

ければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

福祉サービス事業について外２件を、佐久間誠

議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 議長より御指名いた

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。

大項目１の福祉サービス事業についてお伺いし

ます。厚生労働省の簡易生命表データによります

と、平成２７年日本人の平均寿命は男性が８ ７

９歳、女性が８ ０５歳で、平成２６年と比較を

して男性は ２９年、女性は ２２年上回りまし

た。ちなみに、日本全国４７都道府県中、平均寿

命の長さで北海道は１９番目となっており、人生
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８０年時代に入ってまいりました。こうした長寿

命時代に対応し得る福祉サービス事業が今行政に

求められております。

そこで、本題に入りますが、小項目１、平成２

８年度臨時福祉給付金及び年金生活者等支援、障

害、遺族給付金に関して伺います。平成２６年４

月の消費税の引き上げによる影響を緩和するため、

低所得者に対して制度的な対応を行うまでの間の

暫定的、臨時的な措置として、簡素な給付措置、

臨時福祉給付金がとられ、申し込み期間、平成２

８年９月６日から同年１２月６日期限として、対

象者には１人当たり ０００円が支給されました。

そこで、臨時福祉給付金と年金生活者等支援、障

害、遺族給付金についてそれぞれ本市の支給対象

者総数は何人いたのか、そして実際の支給人数と

総支給金額を最初にお知らせいただきたいと思い

ます。あわせて、今後の臨時福祉給付金の支給計

画についてもお知らせください。

小項目（２）、支給手続の簡素化について。高

齢者は、特に煩雑な手続を苦手とする人が多く、

また窓口業務としても対応に大変な手間と時間が

かかるのではないかと思います。支給対象者はリ

ストとして把握されていると考えられることから、

支給手続の簡素化について上申していること等、

あるいは考えていること等についてお知らせくだ

さい。

小項目（３）、高齢者の健康増進と通いの場の

創設等の考え方について。名寄市のデータによる

と、６５歳以上の高齢者人口は平成２９年１月末

で ８００人と３ １８％であり、そのうち ５

７４人が要介護、要支援となっています。将来統

計を見ても平成３２年まで高齢者人口の増加傾向

が続くことが想定されており、健康増進施策と健

康寿命の延伸化、延伸策、さらに高齢者の社会参

加と生きがいづくりなどを通した通いの場の増設

などについて本市の考え方をお伺いいたします。

次に、大項目２、有害鳥獣駆除対策についてお

伺いいたします。小項目の（１）、鹿による農産

物被害について。農業を取り巻く環境は大変厳し

くなっており、農家戸数の減少、高齢化、集落の

コミュニティー機能の維持などさまざまな課題が

山積しております。そうした中で、せっかく苦労

して農作物を育てても、収穫期を前にして有害鳥

獣による被害を受ける、あるいは家畜が被害をこ

うむるなど安心できる環境にはありません。こう

したことから、有害鳥獣に対する生態系に考慮し

た対策が求められております。そこで、名寄市で

の有害鳥獣による被害の顕著な農作物の種類、面

積、被害金額などについてお知らせください。

小項目（２）、箱わな、おりと申しましょうか、

購入等への支援策についてですが、農家の皆さん

は被害を食いとめるために有害鳥獣に対し、自主

防衛といいますか、さまざま御苦労されていると

ころであります。そこで、①の鹿の箱わなに対す

る行政の援助について、道の許認可の駆除頭数、

国、道の鹿の箱わなに対する援助の有無、本市の

考え方についてお知らせください。

②、アライグマへの報奨金の新設について。ヒ

グマ、エゾシカ、アライグマの駆除に取り組んで

おりますが、特にアライグマに関しては繁殖力が

強く、今後増加が懸念されるため、特に注意が必

要であることが第２次の名寄市農業・農村振興計

画でも記載されており、本市においてもアライグ

マの生息地域の拡大も見られることから、報奨金

を新設し、特定外来生物であるアライグマについ

ては一気に駆除すべきと考えますが、いかがお考

えかお聞きいたします。

③、防除従事者講習会などの取り組みについて。

名寄地元での講習会開催時に有資格者が講習期限

内であっても受講し、切りかえ時期を合わせるこ

とはできないか、こうした質問が寄せられており

ます。上川総合振興局などと協議の上、働きかけ

てほしいとの要望があります。対処できないもの

かどうか考え方をお聞かせいただきたいと思いま

す。

小項目（３）、名寄市有害鳥獣焼却処理施設の
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現状について。名寄市有害鳥獣焼却処理施設は、

風連の一般廃棄物処分場で２０１２年から駆除し

た鹿を焼却することで設置されていると認識して

おりますけれども、施設の状態について、処理能

力、処理に関する時間、処理に要する時間、何頭

をどのぐらいの時間でやれるかということです。

それと、処理対象の鳥獣、処理施設の現状などに

ついてお知らせいただきたいと思います。

小項目（４）、広域連携による有害鳥獣処理等

の考え方について。いずれ近隣の自治体が協力し

て広域連携による有害鳥獣処理等について考えな

ければならない時期が来ると思うのですが、今後

の本市の考え方についてお伺いいたします。

次に、大項目３、ＪＲ宗谷本線問題について。

昨年９月議会、１２月議会とこの問題で質問し、

宗谷本線活性化推進協議会会長、加藤市長を先頭

に大変頑張っていただいているわけでありますが、

さまざま動きに変化があることから連続して取り

上げさせていただいております。

そこで、小項目（１）、道の鉄道ネットワーク

ワーキングチームの報告書を受けて。ＪＲ北海道

の路線見直しについて道の鉄道ネットワークワー

キングチームが１月３０日までにまとめた報告書

案で、石北線や宗谷本線名寄―稚内間については

維持するべきだとされ、特に心配された宗谷本線

名寄―稚内間についてロシア極東地域との交流拡

大を見据え、路線維持を求める、このような内容

になったことが報道されておりますが、本市とし

ての受けとめ方についてお聞かせください。

小項目（２）、全道の関係自治体間の結束を高

める運動を。このたびの道の鉄道ネットワークワ

ーキングチームの報告書案は、ＪＲ北海道が単独

では維持困難とした１０路線１３区間の中で守る

べき路線に優先順位をつけた形となり、全道の関

係自治体間にある意味ではくさびを打ち込むこと

にもなっております。国が前に出てきていないこ

とについて私は不満に思っているところでありま

すが、株式上場を果たしていないＪＲ北海道の最

大の株主は国であり、全道の地域の鉄道は大切な

生活路線として暮らしを支える交通弱者の足であ

り、地方交通路線の維持、存続問題では収益より

も公益を重視した国の総合交通政策へと変更する

よう強く求め、全道の関係自治体間の結束を高め

る運動が必要と考えますが、いかがでしょうか。

以上、本市のお考えをお伺いいたしまして、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） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 佐久間議員から

は、大項目３点にわたって御質問をいただきまし

た。大項目１は私から、大項目２は経済部長から、

大項目３は総務部長から答弁させていただきます

ので、よろしくお願いします。

大項目１の福祉サービス事業について、初めに

小項目１の平成２８年度臨時福祉給付金及び年金

生活者等支援、障害、遺族給付金に関してについ

て申し上げます。御質問の支給対象の総数につい

ては、臨時福祉給付金の対象者は基準日において

市民税均等割が非課税の方で、かつ課税されてい

る方の扶養になっていない方となっております。

対象者の総数を調べるためには、これらの条件を

満たす方を調べる必要があります。しかし、地方

税法において税務情報は守秘義務が課せられてお

り、本人の同意なく調査することはできません。

また、単身赴任者の家族や大学生など他市町村に

居住する方の扶養親族となっている場合、扶養内

容を画一的に把握することはできない状況となっ

ております。そのような中で対象者への有効な広

報活動として、課税されていない方へ税務課より

課税されていないため給付金対象者の可能性があ

る旨をお伝えする臨時福祉給付金のお知らせを発

送し、同時に給付金の案内を同封し、対象者へ周

知をしております。

平成２８年度臨時福祉給付金の対象者となり得

る、課税されておらず、市内で扶養関係がない総

数は約 ３００世帯、約 １００人、年金生活者

等支援、障害、遺族給付金は約２５０世帯、約２
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６０人です。ここから他市町村に居住する課税者

に扶養されている世帯を除くと給付金の対象者総

数となりますが、先ほどお話ししたとおり税法上

の守秘義務と他市町村への申告されている扶養情

報について本人の同意なしで開示することができ

ないため、支給対象の総数は算出することができ

ません。

次に、実際の支給人数と総支給金額について申

し上げます。平成２８年度臨時福祉給付金の支給

件数は ３１７世帯、 ６７３人、支給金額 ４

０１万 ０００円です。年金生活者等支援、障害、

遺族給付金は２１４世帯、２２２人、支給金額６

６６万円です。

また、今後の臨時福祉給付金の支給計画ですが、

消費税の再度の引き上げが平成３１年１０月まで

延期されたことに伴い、平成２９年４月から平成

３１年９月までの２年６カ月分の臨時福祉給付金

経済対策分を平成２９年３月１７日から６月１９

日まで申請受け付けを行います。対象者は、平成

２８年度臨時福祉給付金と同様で、平成２８年１

月１日時点名寄市民であり、平成２８年度の市民

税均等割が非課税であり、かつ課税されている方

に扶養されていない方となります。支給額は１人

１万 ０００円です。今後対象と思われる方に対

し、税務課からのお知らせと臨時福祉給付金の案

内を送付する予定のほか、広報、地元紙などで広

く周知を行ってまいります。

次に、小項目２の支給手続の簡素化について申

し上げます。臨時福祉給付金の受け付けは、臨時

の窓口を開設し、所管する部署のみならず、他部

署の応援も得て全庁的な体制を構築し、窓口業務

を行い、速やかな対応を行うよう心がけておりま

す。基準日における住民データをあらかじめシス

テムに入力しておりますので、申請の際は申請書

に必要事項が印字されて出力されますので、御本

人には押印もしくは署名していただくのみとなっ

ております。また、本人確認などの添付書類につ

いても御本人の同意のもとコピーを作成し、申請

者のお手を煩わすことのないよう努めております。

受け付け時間に関しては、申請の時期によって待

ち時間に差はありますが、申請受け付け自体は３

分程度で終了するように心がけております。厚生

労働省に対し、支給手続の簡素化について当市が

上申した事実はございませんが、平成２６年度の

臨時福祉給付金事業が開始する際には多くの市町

村からさまざまな意見が出されました。当市では、

対象者が明確になるよう臨時福祉給付金に係る立

法措置を行い、地方税法の守秘義務を本事業の実

施に限り暫定的に開示できることを他市同様に望

んだ経緯があります。事業実施に当たり臨時窓口

の混雑が予想されたため、簡素化については担当

部署を中心に考え、少しでも混乱を回避するよう

に取り組んでまいりました。本人確認など簡素化

が難しい部分もありますが、今後とも受け付け事

務の簡素化については申請する市民の方の負担が

少なくなるよう事業を進めてまいります。

次に、小項目３の高齢者の健康増進と通いの場

等の考え方について申し上げます。本市の平成２

９年１月末の高齢者数は ８００人となり、その

中でも７５歳以上の後期高齢者数は ６４６人で、

要介護、要支援認定者の９割以上を後期高齢者が

占めていることから、今後とも要介護、要支援認

定者が増加を続けることが見込まれております。

このような中、高齢者が介護を受けることなく、

健康上の問題がない状態で日常生活を送ることが

できる期間である健康寿命を延ばしていくことや、

さらには平均寿命と健康寿命との差を縮めていく

ことが必要であると考えております。そのために

は、今後高齢者の健康づくりや生きがいづくりの

取り組みがますます重要となっております。

本市における高齢者の健康増進事業については、

名寄市第６期高齢者保健医療福祉計画・介護保険

事業計画の中で高齢者の保健事業として掲げてお

りますが、１つには健康づくりの推進としては各

種検診の実施や保健指導による保健事業の充実、

２つには健康づくりへの支援として保健センター
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や町内会館などにおいて保健師や管理栄養士など

による定期的な健康相談、栄養指導、生活習慣病

の予防や健康増進のための講話や健康体操教室の

実施、３つには感染症予防の推進として高齢者の

肺炎球菌、インフルエンザ予防接種の助成などの

取り組みを進めております。さらには、なよろ健

康まつりなどのイベントの開催、運動習慣の定着

ときっかけづくりを目的としたなよろ健康マイレ

ージなどさまざまな機会を通して健康管理の大切

さや健康づくりに向けての意識啓発に努めてまい

りました。

また、高齢者の社会参加と生きがいづくりにつ

いても先ほど申し上げました高齢者保健医療福祉

計画・介護保険事業計画に登載しておりますが、

高齢者の生きがい対策事業として老人クラブ、健

康づくり体操教室、生きがい講座などの事業を進

めてまいりました。健康づくり体操教室では、毎

週木曜日に総合福祉センターの多目的ホールにお

いておおむね６０歳以上の市民が健康体操やフォ

ークダンス、民謡踊りなどに取り組まれており、

年間の延べ参加者数は約 ０００人、１回当たり

約５０人の参加をいただき実施しております。ま

た、生きがい講座として手びねり陶芸やアートフ

ラワー、手芸、シニアコーラスの講座を設けてお

り、受講生の皆さんは９月に市民文化センターに

おいて開催しております生きがい作品展への出展

や利用者の会においてコンサートを開催するなど

取り組みが実施されているところです。

通いの場につきましては、本年４月開始の介護

予防・日常生活支援総合事業を実施するに当たり、

将来に向け高齢者ができる限り居宅において自分

らしい暮らしを続けるための介護予防の取り組み

として、本市におきましても新年度より新たに地

域介護予防活動支援事業として通いの場の取り組

みを実施する団体、個人へ運営費の助成制度を設

けたところです。国によりますと、介護予防には

週に１回程度の外出や運動が効果的とされており、

住民主体の自主的な参加による通いの場により、

家に閉じこもらず、身近な場所で身近な仲間と交

流しながら介護予防が図れるよう今後事業の周知

や支援等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） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

有害鳥獣対策について、小項目１、鹿による農作

物被害についてお答えします。

有害鳥獣による農作物への被害につきましては、

農業者からの申告により対象となる鳥獣ごとに調

査しておりませんので、被害全体ということで御

了承ください。平成２７年度の被害集計となりま

すが、被害面積としては９ ３ヘクタール、被害

額では概算で ５１２万 ０００円となっており

ます。また、特に被害の大きな農作物としてはス

イートコーンで被害面積２ ３ヘクタール、被害

額が８６５万 ０００円、水稲が面積２４ヘクタ

ール、被害額１７８万 ０００円となっておりま

す。

次に、小項目２、箱わな購入等への支援策につ

いてお答えします。現在農作物への被害防止のた

めの駆除活動については、名寄市鳥獣被害防止計

画に基づき有害鳥獣の駆除に当たっております。

計画においては、エゾシカの駆除につきましては

捕獲計画数として５００頭とし、捕獲方法として

は銃器、わなによる捕獲としています。鹿の箱わ

なについては、くくりわな等に比べ取り扱いが安

易なわなではありますが、設置場所の確保や捕獲

されるまでの間の管理などの点では労力が必要な

ものであります。駆除活動については、名寄市有

害鳥獣被害防止対策協議会において取り組んでお

りますが、エゾシカの駆除について箱わなによる

取り組みについては現在のところありません。今

後箱わなの有効性について協議会において研究し

てまいりたいと思いますので、御理解をお願いい

たします。また、わな等の導入に係る国、道の支

援策としては、個人の導入に対してはございませ

んので、御理解を願います。
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また、アライグマについては、年々捕獲頭数や

捕獲される地域もふえていることから、さらに対

策を強化していく必要があると考えております。

農作物への被害防止対策としては、農地周辺や牛

舎などに箱わなを設置し、捕獲することで、被害

防止に取り組むことが有効なことから、農業者の

方が駆除に取り組めるよう防除従事者講習会を開

催するとともに、貸し出し用の箱わなを準備し、

対応してまいりたいと考えておりますので、報奨

金の新設については現時点では考えておりません。

狩猟免許の更新に係る講習会につきましては、

北海道が実施しているもので、通常は上川総合振

興局において開催されておりますが、３年に１度

名寄市内で実施されることとなっており、最近で

は平成２７年度に開催されております。道に確認

したところ、開催日程については年次計画により

決められており、地元開催の要望等を組み入れる

ことが難しい状況となっておりますので、御理解

を願います。

小項目３、名寄市有害鳥獣焼却処理施設の現状

についてお答えします。名寄市有害鳥獣焼却処理

施設については、平成２４年度より処理を実施し

ております。施設の処理能力は、焼却量は７００

キログラム、許可捕獲期間のエゾシカを対象に処

理を行っております。現在施設の稼働については、

特に問題はなく、ダイオキシン等の発生量につい

ても基準を満たしており、今後も適宜必要な修繕

を行いながら周辺環境に配慮し、運用してまいり

ます。

小項目４、広域連携による有害鳥獣処理等の考

え方についてお答えします。エゾシカの処分につ

きましては、当面の間は現在の焼却施設を有効活

用し、取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、広域連携による処理については現在検討して

おりませんが、将来的には現在の処理施設の老朽

化の度合いを勘案するとともに、近隣市町村の状

況を調査しながら検討してまいりたいと思います

ので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

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、ＪＲ宗谷本線問題について、初めに小項目

の１、北海道鉄道ネットワークワーキングチーム

の報告書を受けてについて申し上げます。

本年２月７日に鉄道ネットワークワーキングチ

ームの検討結果が北海道知事に報告をされました。

この報告の内容には、これまで当市が会長を務め

ます宗谷本線活性化推進協議会が昨年３月に閣議

決定された北海道総合開発計画で示された国境周

辺地域の振興を実現するためには宗谷本線の存続

が不可欠であるとの強い要望が反映をされており、

この間の要望活動の成果のあらわれと受けとめて

おります。しかしながら、宗谷本線の存続やＪＲ

北海道の持続可能な経営構造の確立に向けた抜本

的な国の支援が決定したわけではございませんの

で、今後とも関係機関との連携や同協議会内での

情報共有を図り、宗谷本線沿線全域で危機感を持

ち、路線存続に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、小項目の２、北海道の関係自治体間の結

束を高める運動について申し上げます。先ほど申

し上げましたとおり、これまで宗谷本線活性化推

進協議会におきまして要望活動を行ってきており、

宗谷本線につきましては鉄道ネットワークワーキ

ングチームの検討結果におきまして一定の評価を

いただいたところでございます。宗谷本線の存続

については、同協議会を受け皿として協議を進め

ることが事前に確認をされており、今回のワーキ

ングチームの報告を受け、北海道が地域の協議に

積極的に関与する動きも示されたことから、北海

道のリーダーシップにも期待をしているところで

ございます。御質問をいただきました全道の関係

自治体間の結束を高める運動につきましては、北

海道並びに同協議会構成自治体及び団体ともしっ

かりと連携を図りながら、全道沿線自治体などの

動向にも注意をし、進めてまいります。
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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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきました。再質問に移らせていただきます。

それで、まず最初に平成２８年度の臨時福祉給

付金及び年金生活者等支援の給付金に関してです

が、臨時福祉給付金は消費増税による低所得者に

対する部分的な還付であることから、１００％の

受け取りをサポートするのがある意味で市の行政

としての役回りだというふうに私は思っておりま

す。そうすると、先ほどの御答弁だと １００人

対象のところ ６７３人に支給をしたということ

でありますから、およそ ４００人近くが受け取

るべき給付金を受け取れていないことになってい

るわけであります。これは１人 ０００円でした

から、総金額にして大体４００万円近くですか。

４００万円を超しているかな。そういうふうにな

るわけです。このことをまずどういうふうに受け

とめているかお聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほども申し上

げましたが、当市でつかんでおります非課税の方

につきましては ６００ということでございます

けれども、今議員がおっしゃった ４００人の方

につきましては他の市町村の扶養になられている

という方と私どもでは考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） その受け取り手続を

しなかった方について、追跡調査だとかその後の

対応ということでは特別やられていないというこ

とですか。

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） 臨時福祉給付金

の対象者につきましては、先ほども申し上げてお

りますが、税務情報を確認する必要と、また民法

上の贈与契約となるため、本人の同意と申請行為

が必要となります。このため、非課税者個々人に

対して申請行為を勧奨することは守秘義務が課せ

られている地方税法上できません。このため、広

報活動が非常に重要と考えております。現在対象

と思われる世帯にのみ送付しております案内につ

きましては、平成２６年度の臨時給付金開始当時

は課税、非課税関係なく全戸に案内を郵送させて

いただきました。これは、自身で判断できなくて

も臨時福祉給付金の対象者でない親族や日常のお

世話をする方たちにもこの制度を知ってもらい、

本人へ申請を勧奨していただくためであります。

このほか対象と思われる世帯への案内に加え、地

元紙や広報にも複数回掲載するなど周知を図って

おります。

また、来庁できない方のためには電話での相談

や郵便での申請も可能としております。また、社

会福祉施設等へ住民票の住所を置いている方には

直接施設へお知らせと申請書をお持ちして、申請

しやすい環境をつくるようにしております。さら

に、長期入院などによりやむを得ない事情により

まして期間中に申請を行うことができなかった方

につきましては、年度内に限り申請を受け付ける

ような取り扱いもさせていただいているところで

あります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 対象者がほかの市町

村で例えば扶養親族であって、名寄に住民票だけ

あるという、それでほかの市町村で受けている方

ばかりだったら、私はそれはそれでいいと思うの

ですが、もしこの社会保障制度というのを知らな

いで受け取っていなければ、知っていて権利行使

をしないのであれば残念だけれども、これは仕方

ないというふうに思うのですけれども、知らなか

ったということで受け取っていない方がいたら、

やっぱりこれは問題だと思うのですが、今のとこ

ろ他の市町村のところで受け取っているのではな

かろうかということですから、あとは法的に調べ

る手法が見当たらないということですから、それ

はそれで理解しました。

それで、支給手続の簡素化について、次に移り
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たいと思うのですが、例えば支給手続の際に現金

での支払い要望時、このときに金融機関の口座番

号だとか、そういうものを求められることもある

ということが市民の方から指摘されておりますが、

この現金での支払い要望時には金融機関の口座番

号写しは不要ではないかというふうに私は思って

おります。それで、これは名寄市の臨時福祉給付

金支給事業実施要綱、平成２８年８月２２日告示

の第１０３５号に基づいて事務手続がなされてい

るというふうに思っておりますが、この関係につ

いてこことの取り扱い上の整合性についてお伺い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 議員おっしゃる

とおり、現金での支給要請時には金融機関の口座

の写しは不要であります。申請には、通知書、本

人証明書類、印鑑があれば申請することができま

す。おっしゃったように、名寄市臨時福祉給付金

支給事業実施要綱、平成２８年８月２２日告示第

１０３５号の第６条にて申請及び支給の方法が記

載されておりまして、現金による支給、口座への

振り込みができると定められております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

それであと、平成２９年度の支給に際してまた

新たに要綱を創設しているというふうに思うので

すが、その辺についてちょっとお知らせください。

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） 平成２９年度の

臨時福祉給付金につきましては、一応あす以降御

案内を送付させていただきたいというふうに考え

ております。実施要綱につきましては、起案して

今決裁中でございますが、市のホームページの例

規類集にアップロードされるということになりま

すが、その日付については今のところちょっと不

確定なところもありますが、なるべく早くアップ

ロードされるように努めてまいりたいと考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 平成２８年の臨時給

付支給のときには、およそ１５日前に事務取扱手

続についてこれは確定して、情報公開もされてお

りますけれども、今回は取り扱い的に少しおくれ

ているのかなというふうに思うのですが、ぜひ部

長の今おっしゃったような形でやっていただきた

いというふうに思います。

それと、いわゆる取り扱い手続の申請場所なの

ですけれども、名寄庁舎と風連庁舎、智恵文支所

の３カ所で取り扱いが行われるということであり

ますから、これはその窓口業務を担当する方がこ

の要綱に基づいて取り扱いの統一化をしっかり図

っていただいて、ここはこういう取り扱いだった

けれども、ここに行ったら全然だめだっただとか、

そういうことのないように、市民が損をしないよ

うにぜひ取り扱いをお願いをしたいと思っており

ます。

それで、高齢者の健康増進と通いの場の考え方

について、移ります。名寄も頑張っておられて、

福祉の分野では通いの場といいますか、さまざま

な事業を行っておられるわけですけれども、先進

自治体の例として神奈川県の藤沢市、人口規模は

違うのですけれども、ここはいきいきシニアライ

フとして高齢者の通いの場の運営団体を公募して

実施団体とする、いわゆる住民主体実施型と、そ

れから地域の社会福祉法人等に委託して実施をす

る委託実施型の２通りの形態で高齢者の通いの場

をつくっております。本市に当てはめたら、住民

主体実施型、これは町内会や老人クラブ、さまざ

まあろうかというふうに思っていますし、それか

ら委託実施型としてはこれは社協だとか、あるい

は生涯学習等の取り組みに類似するというふうに

思うのですけれども、先ほど地域介護予防活動支

援事業と。新たに始められるということも言われ

ております。ぜひこの取り組みについては期待を

したいというふうに思うのですけれども、もう一

つ、これは藤沢市あるいは熊本県などでもやられ
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ているのですが、多世代の地域の住民が気軽に立

ち寄れる居場所というのを地域の縁側という事業

で展開しているところもございます。これらの取

り組みについても今後の施策の一つとして参考に

なるのではないかなというふうに考えますが、こ

こら辺についての考え方などもしあればお願いし

たい。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 議員

から御提言いただきました一般介護予防事業のお

話がございましたけれども、国が提示しておりま

す地域支援事業によって通いの場のほうを新年度

本市においても取り組みを開始させていただきた

いというふうに思っております。

議員から御提言ありました地域の縁側事業につ

きましても、今申し上げました一般介護予防事業

につきましては高齢者のみならずさまざまな世代

の方が一緒に取り組まれるという、そんな事業形

態をできるものの形で要綱を整備していければと

いうふうに思っておりますので、議員の御提言を

十分参考にしながら、新年度につきましてはモデ

ル的にというか、新たに取り組んでくださる事業

を市民の方々に紹介しながら、その輪が広がって

いくような取り組みを進めてまいりたいというふ

うに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

それで、健康増進施策と健康寿命の延伸策の一

つとして、私は名寄市で特に愛好者の多いパーク

ゴルフ、これを積極的に少し増進してはどうかと

いうふうに実は考えておりまして、名寄には御存

じのように５つのパークゴルフ場がありますけれ

ども、市が整備をして十分芝刈りだとかされてい

るところとそうでないところ、特に天塩川の河川

敷だとか、それから名寄川の河川敷、健康の森な

んか大変きれいにされているのですけれども、や

っぱり夏から秋まで、これはお年寄りが通える場

があるというのはすごくすばらしいことだなとい

うふうに思うのです。こうした自然をほんのちょ

っとだけ手を入れてやれば、例えば芝がきれいに

なっていればみんな分散してそういう体を動かし

てやるようなことにつながっていくのではないか

というふうに考えておりまして、それで天塩川パ

ークゴルフ場が名寄市の建設水道部維持管理セン

ターで、名寄川パークゴルフコースは名寄市の建

設水道部管理課が所管ということで、建設のほう

はさまざまな予算づけ、いろんなところに幅広く

事業展開していかなければならぬということもあ

りまして、これは福祉の観点からぜひ高齢者の草

刈りなどの最低限の維持費あるいは委託費を拠出

するなどの手だてはやって健康増進につなげては

どうかと思いますが、この辺の考え方についてお

答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員お話しの

とおり、天塩川の河川敷、そして名寄川の河川敷

については建設水道部が管理をしているというこ

とでございます。この２カ所のパークゴルフ場に

つきましては、もともと河川敷を有効利用という

ことで、これはパークゴルフ場のほかにソフトボ

ール場ですとか、グラウンドゴルフなどあわせて

整備をした無料の施設としているところでありま

す。この２カ所の河川敷のパークゴルフ場につき

ましては、維持管理については建設水道部が行っ

ていまして、予算については全くつけていないと

いうことではなくて、予算もつけておりますし、

私ども以上にそれぞれのパークゴルフ愛好会の方

が非常に熱心に御協力いただきまして、コースの

フェアウエーの管理ですとか、手入れをやってい

ただいているという状況になっています。議員の

ほうから福祉の観点からということで話がござい

ましたけれども、先ほども言いましたけれども、

この２つについては無料施設ということにしてお

りまして、ほかに健康の森ですとか、そういった

有料施設と私どもがいわゆる河川敷の、あるいは
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緑地の整備として持っている施設と区別化を図る

ということから、現行の管理体制のまま、管理体

制の水準を維持をさせていただきたいという考え

方でございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 健康福祉部のほうか

らお答えいただこうと思ったのですが、中村部長

がお答えいただきました。それぞれ会員の皆さん

頑張って維持保全をしているのですけれども、し

かしせめて芝刈りくらいはシーズン中何回かこれ

はやってほしい。あるいは、自分たちがやっても

いいけれども、やっぱり多少の委託費ぐらいは捻

出を考えてほしいということもありますから、屋

外で健康的にパークゴルフをやって維持をすると

いうことでありますから、ぜひお答え要りません

けれども、考えていただきたいというふうに思い

ます。高齢者には、教育と教養が必要だというふ

うに言われております。これは、教育のほうはき

ょう行くところがあると。それと、教養はきょう

用事があるということで、含蓄が深い目的を持っ

て生活をすることで健康な体を維持するというこ

とで言われておりますので、ぜひなお一層の努力

をお願いしたいと思います。

有害鳥獣駆除対策の関係について再質問させて

いただきます。駆除の種類だとか、それから駆除

頭数の決め方について少しお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。特にタヌキだとかカラスな

んかは、これも悪さをするということで駆除設定

を望む農家の方の意見もあるのです。酪農家の方

は結構深刻で、子牛をやられただとか、それから

牛の目をカラスにつつかれただとか、かなり被害

もあるということで、ここら辺について部長のほ

うで考え方についてお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 有害鳥獣対策の駆除

に関しては、私ども基本的に農業の関係の農業被

害に関連してということで考えてございます。そ

ういった部分でいきますと、今タヌキとかカラス、

一部そういうお話もお伺いするのですけれども、

総じてそこら辺の対応については、特にカラスに

つきましてはそういう事案があれば猟友会さんに

御相談をさせていただきながら対応していただい

たりということはありますけれども、タヌキにつ

いては現在そういった対策は講じておりません。

いずれにしても、この駆除等につきましては名寄

市の有害鳥獣対策協議会という農協、市、さらに

は猟友会の皆さんのそういう機関がございますの

で、そういった中で御検討をする事項なのかなと

いうふうに思ってございますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。

アライグマに関して先ほど個別の報奨金につい

ては新設の考え方はないということなのですが、

かなりこれふえてきていると。平成２７年度は十

数頭だったものが私聞くところによると四、五十

頭は間違いなく捕獲されているのではないかとい

う関係者の情報がございます。これは、早期に一

気にやったほうがいいのではないかというのは、

これ特定外来生物でありますし、そのための講習

会も智恵文地区でわざわざかなりの大人数の農家

の皆さん、関係者集めてやられたということであ

りますから、これはやっぱり個別に報奨金を出す

のが一番いいのではないかと思っておりまして、

各自治体見ますと大体 ０００円から ５００円

ぐらいの幅いろいろあるのですけれども、そうい

う報奨金をつけてやっている自治体が結構ありま

すから、ぜひ御一考をお願いしたいと。

それと、各地区の保全会が多面的機能支払交付

金、これを活用してやられているということも情

報としてありますから、ぜひ個人に１頭捕獲につ

き幾らということで報奨金を考えてはいいのでは

ないかと。でも、きっと答えは同じだと思います

し、時間もないので、これはあれなのですけれど

も、次に移りますけれども、近隣自治体などとの
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有害鳥獣処理施設などの共用、先ほど将来的には

というお話ありましたけれども、新聞報道であっ

たように、近くでいうと中川町、ここではエゾシ

カの資源活用プロジェクトを立ち上げて、これは

ペットフードにする。皮はなめし革にすると。と

れた油は燃料にするということでこれやっている

のですけれども、資源の有効活用と循環型社会の

構築という観点から考えると、大変いい取り組み

ではないかと思うのです。それで、名寄でとれた

鹿だとか、その処理も結構経費かかるものですか

ら、これは中川町に連絡して、名寄はとれた鹿だ

とか、それを原料として提供すると。お互い近間

でやっていることがあるのであれば、それに協力

しましょうと。うちは処理のコストを削減すると

いう観点から、中川町のほうに働きかけてみては

いかがかと。これ受ける相手もいますから、うち

は自分のところで手いっぱいだと言われたら終わ

りなのですけれども、ぜひそんなことも御検討に

ついて考え方をお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今議員からお話をい

ただきました中川町の施設、今月の中旬ぐらいか

ら稼働するというお話をいただいています。資源

として有害鳥獣のさまざまな活用を今道も含めて

考えてございますけれども、お肉にするとか、そ

ういった取り組みがございますけれども、中川町

については今議員からいただいたというような内

容を実施することということでございまして、こ

ういった食肉だとか加工用の原料に持っていくた

めには一定の条件のもとでの搬入だったり、そう

いったことが求められますし、条件に合うのかど

うなのかということもあるのかなというふうに思

います。そんなことを調査研究させていただいて、

そういうことは受けるほうの中川町がどういうふ

うに考えるかということもありますので、そこら

辺少し議論させていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ぜひ打ち合わせを密

にしていただいて、処理コストの低減につなげて

いただければと思います。

最後に、時間なくなりましたので、ＪＲの問題

に入りたいと思います。それで、いろいろ私も言

いたいことあるのですが、時間ないから簡潔に言

いますと、やっぱり国も責任あるし、大きいし、

それからＪＲの経営陣の責任もすごく大きいもの

があると思うのです。しかしながら、きょう時間

ないので、これらは飛ばしますけれども、例えば

国策としてリニア中央新幹線では９兆円の予算を

投入して３兆円の財政投融資を決定しているので

す。東京から大阪間リニア走らせて、たった２０

分です、短縮。もっと４０分とか５０分とかある

のですが、間でとまる駅の時間帯だとか、そうい

うのがあって、最終的に２０分ぐらいしか短縮で

きないだろうと。こういう国の政策の中で、北海

道は ８２２億円の経営安定資金でおよそ半分ぐ

らいの利回りしかないということで、これ半分ぐ

らい切られようとしているわけです。これは、大

変私は怒りを持っているのですが、この際そうい

うのは横に置きまして、特に今回具体的に今鉄道

ネットワークワーキングチームのほうで出された

答えというのは、まだこれ決定でないですから、

だからこの後の本気度がやっぱり試されているの

ではなかろうかというふうに思っています。特に

根室管内でも始まっているように、やっぱり具体

策を宗谷本線活性化推進協議会でもまとめていか

なければならないのではないかということで、１

つはロシア極東地域との交流拡大ということがあ

ります。これを国、道の働きかけと連携を図って、

具体的にどういうふうにやっていくのかと。特に

稚内市なんかもビザ免除だとか、ロシア人のビザ

発給手続の簡素化で動いているわけです、特区と

して。だから、やっぱりそこを後押しするような、

今ビザ発給されても、これは船舶使って、向こう

から来た人は７２時間しかビザはないわけです。

だから、この有効時間の拡大、例えば今と同じ手
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続で１週間ぐらい、これはビザでいろいろ動き回

れる、こういうことをやっぱり名寄も提言してい

くべきではないかというふうに思っております。

それと、１２月に加藤市長のほうから御答弁い

ただいた中に、サイクリングツーリズムという考

えがございました。これも大変いいことで、いい

ことだなというふうに思ったのですが、私ちょっ

と調べてみましたら平成２２年８月に列車の旅と

サイクリング、臨時列車「夏のニセコ満喫号」と

いうことで実施されたのです。そのときは、３両

編成で真ん中のところに自転車解体しないでも積

み込めるものが、８台ぐらい入れられるようにな

って、あとは今のＪＲの内規の中で折り畳んで運

ばなければなりませんから、こういう具体的なも

のを組み立てる。それと、地域としての利用促進

計画というのがやっぱりこれはどうしても必要だ

というふうに思うのです。だから、沿線のところ

で具体的なもの、士別もちらっと駅改修、庁舎の

建てかえにかかわって新聞に出ておりましたけれ

ども、沿線とともにやっぱり具体的な提言をやっ

ていくべきではないかというふうに思っておりま

す。

去年の１１月１４日から１７日に私たち凛風会

で会派で視察に行ったときも北海道新幹線使って

移動したり、先般の札幌の会議も２月２２、２３

ですけれども、これも勉強会だったのですけれど

も、ＪＲを利用して行ってきたということで、も

ちろん時間帯、乗り継ぎだとか、いろいろこれは

ありますから、いつでもＪＲを利用しろというこ

とでないですけれども、やっぱりできるときはそ

ういうふうに利用すると。市からの出張の方も一

緒に乗っていましたから、十分そこら辺は受けと

めていただいているだろうというふうに思います

が、最後にＪＲの問題で加藤市長のほうから総括

的に決意と御答弁いただきまして、私の質問を終

わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 佐久間議員からＪＲ北海

道の問題について改めて御質問、御提言をいただ

きました。ワーキングチームが一定の結論を出さ

れたわけでありますけれども、これで残ることが

決まったわけでは全然なくて、当然のことながら

国がどういうふうに抜本的に関与していただける

かということが今後の勝負になってくるのかなと

思います。おっしゃるように、具体的な動きをし

ていかなければならないというふうに思っていま

す。北海道としっかりとここは連携をしつつ、地

域では何ができるのかということを議員が先ほど

おっしゃっていただいたアイデア等も含めて出し

ていく。その中で協議に入っていくということが

必要ではないかというふうに思っています。幸い

にして宗谷本線活性化推進協議会はある程度自治

体の皆さんがまとまっていただいているというふ

うに思っていますので、そうした強みも生かしつ

つ、そんなに残された時間もないというふうに思

っていますので、できるだけスピード感を持って

ここはしっかりと議論を進めてまいりたいという

ふうに思っておりますので、ぜひ御指導をまたよ

ろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

第２次名寄市農業・農村振興計画について外１

件を、山田典幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、これより通告に従い大項目２

点について順次質問をしてまいります。

初めに、大項目１点目、第２次名寄市農業・農

村振興計画についてお伺いをいたします。当市に

おいては、基幹産業である農業の振興、発展に向

けての中長期的指針として、平成１９年度に新名

寄市農業・農村振興計画を策定し、それに基づき

さまざまな農業施策の展開を図ってまいりました。

当計画は、今年度、平成２８年度で１０年間の計

画期間が終了し、次年度、平成２９年度からは第

２次名寄市農業・農村振興計画が策定され、計画

に基づき新たな形での農業振興施策の展開が期待
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をされているところです。

新年度からの計画推進に向けて既に素案もまと

まり、示されているところでありますが、まず１

点目に今回の計画の基本的な考え方について御見

解をお示し願います。

２点目に、今計画を策定するに当たりさまざま

な機会を設け農業者の意見を聴取したことと思い

ますが、それらの意見が計画にどのように反映さ

れているのか、検討委員会等での議論経過も含め

てお知らせください。

３点目に、今計画の基本計画についての詳細と

新年度以降実施計画において予定されいる具体的

な事業についてお知らせを願います。

次に、大項目２点目、小中学校におけるスキー

授業についてお伺いいたします。小中学校におけ

るスキー授業は、学習指導要領において自然との

かかわりの深い雪遊び、氷上遊び、スキー、スケ

ート、水辺活動などの指導については地域や学校

の実態に応じて積極的に行うことに留意すること

という位置づけにより、主に積雪のある地域にお

いて実施されております。当市においても子供た

ちの体力や運動能力の向上という視点のみならず、

雪国ならではの自然環境を生かした教育活動の一

環として各学校において実施されているところで

す。しかしながら、全国的に見ると近年学校での

スキー授業が減少傾向にあることが指摘されてお

ります。

そこで、１点目に当市の小中学校のスキー授業

の実施の現状、状況についてお知らせを願います。

２点目に、スキー授業を実施する上での現状の

課題とその解決策についてどのように認識をして

いるのか御見解を伺います。

３点目に、スキー授業におけるボランティア等

の活用状況についてお知らせください。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 山田議員からは、大

項目で２点の質問をいただいております。大項目

１は私から、大項目２は教育部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、第２次名寄市農業・農村振興計画に

ついて、小項目１、計画の基本的な考え方につい

てお答えします。第２次名寄市農業・農村振興計

画につきましては、本市における農業、農村の現

状や役割を踏まえ、情勢の変化や課題に対応し、

持続的に発展していけるよう振興施策を計画的に

進めていくために策定しております。計画の位置

づけとしましては、名寄市総合計画第２次の実施

計画として位置づけ、計画内容については将来の

方向性を示す基本計画と基本計画を実現するため

の具体的な事業を計画する実施計画とし、社会情

勢の変化や総合計画の見直しなど必要に応じて見

直すこととしています。

次に、小項目２、農業者の意見等の反映と議論

経過についてお答えします。振興計画の策定に当

たっては、現状や課題について関係機関、団体か

らの聞き取りや農業者を対象としたアンケート調

査では将来の経営意向や後継者の確保状況、今後

の農業施策で期待されるものなどについて集約を

行いました。また、市内全域を対象として全１７

カ所において地域懇談会を開催し、直接聞き取り

をさせていただきました。これらの取り組みから

特徴的な意見をまとめますと、後継者が決まって

いる農家の割合は約２５％となっていることや繁

忙期における労働力不足、将来的に農地集積が限

界を迎える可能性についての不安などの課題が出

されたところです。計画の検討については、検討

委員会を設置し、議論をしてまいりましたが、検

討委員会の議論においても労働力確保の課題や経

営規模の大型化による輪作体系をどう維持するか、

耕畜連携の推進などの課題などについて意見が交

わされたところです。

次に、小項目３、基本計画と実施計画について

お答えします。基本計画においては５本の柱を設

け、１つ目としては、収益性の高い農業経営の確
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立では農業生産基盤の整備による生産性の向上や

振興センターを核とした収益性の向上に向けた栽

培試験や技術普及の取り組み、販路拡大に向けた

輸出や農畜産物のブランド化の推進、他産業との

連携による６次産業を目指すことなど計画し、実

施計画として道営農地整備事業、振興センター事

業などを計画しています。

２つ目として、多様で持続可能な農業経営の促

進では労働力不足の解消に向けて法人化による雇

用環境の改善や作業受委託など多様な労働力の確

保に向けて取り組むとともに、ＩＣＴなど新たな

技術の導入による省力化、高齢農業者の持つ技能

の活用やより長く農業にかかわれるような経営ス

タイルの推進、実施計画では労働力確保対策事業、

酪農ヘルパー事業などを計画しています。

３つ目としては、農業の担い手の育成と確保に

向けてでは農業後継者や新規参入などによる新規

就農者の育成確保に向けて取り組み、また地域の

担い手となる農業者の育成や配偶者対策に取り組

むとともに、青年、女性農業者の活動を支援し、

実施計画では新規就農者支援事業、農村女性活動

支援事業などを計画しています。

４つ目としては、人と自然に優しい農業の推進

では気候条件を生かしたクリーン農業の推進や有

害鳥獣対策に取り組み、実施計画では家畜自衛防

除事業、有害鳥獣駆除対策事業などを計画してい

ます。

５つ目としては、豊かさと活力ある農村の構築

では都市と農村との交流や市民へ農業の理解を深

める食育、地産地消の取り組みの推進や農業、農

村が持つ多面的機能の維持保全に向けた地域活動

を推進し、実施計画では農業振興地域整備計画の

策定、グリーン・ツーリズム推進事業など計画し

ています。今後は、計画に基づき事業を進めてい

く中で、持続可能な名寄市農業の実現に努めてま

いります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２、

小中学校におけるスキー授業について、小項目１

の実施の現状について、小項目２の課題と改善策

について、小項目３のボランティア等の活用につ

いて関連がありますので、一括してお答えさせて

いただきます。

本市の小中学校におけるスキーの指導について

は、雪質のよい市内のスキー場を活用したゲレン

デスキーや校舎周辺での歩くスキーに積極的に取

り組んでおります。ゲレンデスキーの指導は、学

年によって違いはあるものの、市内の全小中学校

が年１２時間程度実施しています。上川管内にお

いては年１０時間程度行っている学校が多い状況

から、本市のゲレンデスキーの指導時間は適当と

考えております。

指導内容については、例えば小学校の低学年で

は緩やかな斜面で上る、滑る、曲がる、とまるな

ど、中学年では緩い斜面で滑らかにターンするな

ど、高学年ではパラレルスタイルでターンするな

ど、中学校ではスピードを調整しながら滑らかに

ターンするなど、学年等の段階に応じた技能を身

につけることになっております。指導に当たって

は、児童生徒の興味関心、経験や技能の差が大き

いことを踏まえ、個に応じた指導の充実を図るこ

とが大切です。そのため各学校では、担任以外の

教員が指導に加わるなどして指導体制の充実を図

ることが課題となっております。

次に、ボランティア等の活用状況ですが、ゲレ

ンデスキーの指導では、児童生徒の実態や指導す

る教員の指導力によって教員１人で多くの児童生

徒を指導することが難しい場合があります。この

ためゲレンデスキーに関する専門的な知識や技能

を有する外部の指導者の協力を得るなど、複数の

指導者による指導体制を確立することが重要です。

市内の小学校６校と全ての中学校でゲレンデスキ

ーの指導にボランティアとしてスキー指導員やＰ

ＴＡなど外部指導者の協力を得て実技指導の手助

けを行っていただいております。教育委員会とい
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たしましては、今後とも各学校に外部指導者をよ

り一層積極的に活用するなどして指導体制を整え、

児童生徒が安全で楽しくスキーの技能を身につけ

ることができるよう努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。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

と思います。

それでは、スキー授業についてから先に再質問

をさせていただきたいと思います。それぞれお答

えをいただきました。実施の現状についてという

ことでありますけれども、市内の小中学校は年間

１２時間の時数を確保しているということであり

ます。上川が１０時間であったということであり

ますから、適当と考えているということであった

かというふうに思います。今後も時数に関して増

減、例えばふやす体制がとれるのかとれないのか

は別としても、減らすことは避けていただきたい

なというふうに考えていますけれども、現状の時

間は維持していくのか、今後将来的にはやはりふ

やすようなお考えがあるのか、そのあたりちょっ

とお答えをいただきたいというふうに思いますが、

お考えいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今スキー授業の時数へ

の基本的な考え方ということでの御質問であった

かと思いますけれども、スキーにつきましては北

海道ならではのスポーツでありますし、雪国でな

ければできない、そんなスポーツと考えておりま

すので、今管内的な授業時数についてはお話し申

し上げましたけれども、名寄市の教育委員会とい

たしましては今後貴重な冬のスポーツという捉え

方をしておりますので、これ以上は減らさないと

いう方針で進めてまいりたいと思っておりますの

で、御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 教育長から御答弁い

ただいて、まずは安心しました。全国的に壇上で

も申し上げましたけれども、やはり時数を減らし

ている。これは、教職員、先生方への負担の軽減

ですとか、ほかのことができなくなるという側面

もあるようでありますけれども、時数を減らした

り、またはもう実施自体をしなくなっているとい

うような学校も全国的にも、また道内でもやはり

だんだん多くなってきているという現状があるよ

うであります。まずは、今の段階では授業時数確

保できるような体制をとることも大事かと思いま

すので、そのあたり改めてお願いをしておきたい

と思います。

その中で、課題と改善策についてということで

ありますけれども、私もボランティアという立場

で地域の学校のスキー授業を受け持ったり、また

道立の高校ですけれども、高校の非常勤講師をや

らせていただいたりということでスキー授業に携

わらせていただいていますけれども、そういうス

キー授業の現場にいる中で、やはりスキー授業実

施の上での課題というものを幾つか感じている部

分、またスキー場全体でもそう見られている部分

というのがちょっとあるというふうに思っていま

す。まず、授業中の安全確保という部分では、ど

うしてもスキー授業ですとかの時期になりますと

非常にスキー場、ゲレンデ内が混雑します。当然

他校の授業もありますし、一般スキーヤーの皆さ

んもいます。名寄ということですから、自衛隊の

隊員さんが訓練で来られているという状況もあり

ます。その中での授業の実施の仕方、これは私は

先生方を単純に責めることはできないと思うので

す。先生方も当然体育の先生でもスキーが専門と

いう先生ってなかなかいないと思いますので、そ

の仕方をどうこうしろといっても難しい部分もあ

るのかなというふうに思いますけれども、私が見

ていても本当に非常に危険だなと。見ているだけ

でも怖くなるような状況を本当にシーズンに何回
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も見ることがあります。一歩間違えば大きな事故

につながるのかなというふうに捉えている部分で

もありますけれども、まず今シーズンスキー授業

を実施している中で、教育委員会のほうに授業中

のそういった事故についての報告等あったか、な

かったのか、そのあたり確認できていればちょっ

とお聞かせいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） スキー授業に関しま

しては、今議員おっしゃられたとおり外部の指導

者となっている方も含めて安全対策に努めながら

実施をしているところですけれども、先生方も言

われるようにスキーの経験が浅い先生がふえてき

たというのはこれ事実でありまして、実際に経験

しない上にどういった危険がはらんでいるかとい

うのもやっぱりちょっとわからなかったり、そう

いった状況もあります。そういった面では、ある

学校では事前の指導者講習会的なことをやったり、

子供たちにいろんなスキーのルールやマナーも教

えながら、事前学習もしながら取り組んでいます。

そういった状況の中で、事故につきましては私の

ほうには報告は、軽微なものがあったのかどうか

わかりませんけれども、そういった大きな事故と

いうか、そういったものについては報告ありませ

んので、ないというふうに受けとめております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ないということであ

ればいいのですけれども、本当に一歩間違えば事

故につながりかねないなという状況も見られてい

るところです。今学校単位の講習会なんかを実施

ということで部長からもお答えありましたけれど

も、やはり私も各学校を見ていても、スキーの指

導者資格を持っている先生がいる学校というのは

割ときちんとしているのです。授業の仕方ですと

か、ゲレンデでのマナーもきちんとこれはその先

生がいることによってほかの先生にも教えるとい

う体制がやはりとられているのだと思うのです。

いるのが普通ではありませんけれども、そういう

先生がいない学校はやっぱり先生方もそういうス

キーの指導に関してどういうふうに、指導者の立

ち位置ですとか、ゲレンデのマナー、また他のス

キーヤーへの配慮、それもルールがありますので、

例えば当然ゲレンデ滑るには下を滑っている人が

まず優先です。ただ、自分も下にいる場合は、例

えば滑り出すときは上から来る人には細心の注意

を払うというようなこともあるのですけれども、

そういったルールわからないまま、当然先生方も

しない先生も多いですからわからないのだと思い

ますけれども、そういったことがわかっていれば

授業の仕方ですとか、子供たちをどう立たせるで

すとか、またほかの学校が授業を行っているとこ

ろに結構その横を猛スピードで先生が先頭になっ

てトレーンですり抜けていくというような状況も

ありますので、やはりそういった学校の先生に対

しての講習会、それは学校単位、私も智恵文小学

校のボランティアをやらせていただきまして、学

校の先生にお願いされて智恵文ではやりました、

小学校、中学校の先生あわせて。そういったこと

を各学校単位というよりも、もしできるのであれ

ばシーズン前に例えばスキー学校の指導者の先生

講師に迎えて全部の小中学校の先生、スキー授業

に携わる先生対象に全市的に行ってみては、そん

な機会をとっていただくことはできないかどうか、

そのあたりのお考えについてお伺いをしたいと思

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） 議員おっしゃるとお

り、事故が起きると大きな事故につながる危険性

は多分に秘めているということでありますから、

今後もそういったルールなり指導方法なりの事前

の学習、学校の中で言葉だけ聞いてもなかなか理

解できないというふうに思います。そういった意

味では、本当は現場に行って現場の状況、山の状

況を見ながら実践も兼ねてやるのが一番身につく
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ことだろうというふうに思っているところであり

ます。ただ、市内であればぱっと集まってできた

りするのですけれども、山に行くとなるといろい

ろ時間等もかかるということがありますけれども、

そういったことができるかどうか検討してみなが

ら、何といっても子供たちの安全を守るためには

いかにどういった対策をとるかというのが重要で

ありますので、ちょっと検討させてもらいながら

今後安全対策の指導方法も含めて進めてまいりた

いと考えますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 当然今部長おっしゃ

ったように、座学だけではなくてやはり現場でや

ることが大事だと思います。私そうやって依頼さ

れてやりましたけれども、座学と……たまたまそ

の日は天気が悪くてスキー場のリフトが動いてい

なかったのです。ですから、座学になりましたけ

れども、座学を一回やって、本当に先生方割と熱

心で、ナイターでもいいからやってくれというこ

とでナイターの時間、全部勤務が終わった時間に

ナイターで小学校の先生と中学校の先生に、技術

指導ではないです。やはり子供たちにどう安全確

保した上で授業が行えるか。後半は何か技術指導

みたくなりましたけれども、子供たちが少しでも

楽しんで上達を感じられるような指導はどうする

べきなのかというようなところもやりましたので、

ちょっと何かそういった講習会全体でできるのか

できないのか、ぜひ御検討いただきたいと思いま

す。スキー指導者、私もスキー学校におりますけ

れども、スキー学校もそういった依頼があれば協

力させていただくことはやぶさかではありません

ので、ぜひ子供たちの安全のためにまず御検討い

ただきたいというふうに思います。

あと、課題という部分で私が感じている部分、

当然先生方のお話に関連してですけれども、見て

いると全道、全国で授業時数が減っていっている

という要因には、やはり指導する先生方の負担と

いうのが非常に大きいのではないのかなというふ

うに私は思っているのです。事ピヤシリスキー場

でスキー授業を見ていても、本当に先生方大変だ

と思います。それは、やはり滑れる子ばかりでは

ないですから、小学校に入ったばかりの１年生、

２年生、特に１年生は多いです。初めてスキーを

滑る児童もいますし、滑ったといっても何回かぐ

らいですから、本当にまだリフトに乗れないとい

う子供たち結構いるのです、やっぱり。それを先

生が下の斜面で子供たちを滑らせて、また一緒に

上がって、寒い中もう先生方汗だくなのです。私

もボランティアの中でのスキー授業で、できるだ

け滑れない子を滑れるようにするということでや

っていますので、やっぱり大変です。上りおりし

て、これはここの名寄のピヤシリスキー場の地形

にもやはり影響しているのです。第１リフトは割

と急な斜面というか、中級斜面ぐらいの斜面で、

第２リフトはすごく緩やかなのです。ただ、リフ

トで何とかしてリフトに上って第２リフトを滑ら

せて練習しても、第１リフトのほうおりてくるの

は初心者にとっては至難のわざなのです。

それで、地形も影響しているというのもありま

すし、先生方もそうやって下の緩やかな斜面で上

ったりおりたり大変ですけれども、これ実は子供

も大変なのです。私も実際の経験で、少しでも楽

しみながら、まずはとまれるようになろうねとい

うことでやったりもしていましたけれども、では

終わって来週何とかリフト頑張って乗ろうねとい

うことで、私も疲れましたけれども、子供も疲れ

ていたかなと思いましたけれども、どうだったと。

楽しかったとは私の前では言ってもらえたのです

けれども、後から親御さんの話通じてですけれど

も、やっぱり疲れたと。大変だったというふうに

家に帰ったら言っていたそうです。そういったこ

とで、せっかくやるスキー授業の中で子供たち少

しでもスキー授業を通して、ふだん余り滑らなく

てもスキーが楽しかった、スキー授業が楽しかっ

たということでゲレンデに足を向けて、またスキ

ーに親しむというふうにつながれば本当に非常に
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いいことだと思うのですけれども、逆にスキーが

そういった状況あることによって嫌になってしま

わないかがやっぱり心配になってきます。そうい

うことというか、なかなか地形の関係でリフトに

乗れない。下でばかり滑っていなければならない。

先生方も大変ですけれども、子供たちも大変とい

う部分もあるのですけれども、そういった先生方

の負担軽減、また子供たちがより楽しくスキーに

親しめるという観点からも、ちょっとここは御提

案をさせていただきたいと思うのですけれども、

スノーエスカレーターという設備がありまして、

ムービングベルトという別な言い方もありますけ

れども、いわゆるベルトコンベヤー式で、スキー

を履いたままそれに乗っかっていけば、緩やかな

斜度であればずっと上のほうまで行って、緩やか

な斜面で何回も何回も練習できるのです。上りお

りしなくてもいいという、体への負担もかからな

いという部分がありますし、これ実はこのスノー

エスカレーターというのは道内においても結構設

置をしているスキー場最近ふえてきているのです。

私の知っている限りでは富良野なんかもあるみた

いですし、サホロ、トマム、ルスツもあるみたい

です。最近去年ぐらいの新聞記事にも渡島の森町

の大沼スキー場に今シーズンからスノーエスカレ

ーターが設置されたと。お金のことを言ってもな

んなんですが、全長２４メートルで導入費用は約

０００万円ということで書いてあります。これ

は、これを設置してから、各スキー場全部聞いた

わけではないですけれども、土日は子供と親御さ

ん、親子連れでそこ結構にぎわうそうなのです。

今まで来なかった子供たち、また親御さんも含め

てスキーをやるようになる、そういう傾向が見ら

れるというような話もお聞きするところです。こ

れ教育的観点からもぜひスノーエスカレーター導

入してはいかがかというふうに御提案させていた

だきたいと思いますが、まず小川部長、お考えに

ついてお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員のお話にありま

したように、ピヤシリスキー場第１リフトは長く

てきつくてなかなか初心者が滑りづらいというの

は、やっぱり山の形状上どうしようもない状況で

あります。昔であればスキー授業始まる前までに

滑れるようにしてこいというような保護者に対す

る学校側からの指示というか、そういったものも

あったのかなというふうに思いますけれども、今

はそういった状況にないというか、なかなかでき

ない家庭もあったり、難しさもあるという状況と

いうのは知り得ています。

今議員からありましたように、スキー授業初心

者の方は上りおりしなければならないということ

によって負担というか、疲れ、指導者の負担もあ

るというのは認識はしているところでありますけ

れども、ただそういった上りおりするというのも

少しの、技術指導者ですから当たり前のことです

けれども、スキーの操作であったり、エッジの使

い方含めて大変重要なことも習得できる一つかな

というふうに私も思っています。そういった面で

は、何とか自分でそういった努力をしながら乗れ

るように、リフトに乗っておりてくるの大変かも

しれませんけれども、そこで嫌気差す子供も出る

かもしれませんけれども、そういったことが技術

の向上につながる。そして、一生懸命やるという、

そういった意識もできるのかなというふうに思っ

ています。当然あったほうがそういった部分では

技術も練習の効果も得られるし、練習量も多くで

きるというのはあろうかと思いますけれども、今

ありましたようにお金の話ばかりしても申しわけ

ないのですけれども、財政的だったり、常時やっ

ぱり人員も配置して安全確保もするような維持管

理経費もかかるというふうに思いますので、それ

が本当に効果的で、ほかにもっと先行投資しなけ

ればならない学校施設も含めてあろうかなという

ふうにも考えていますので、そういった状況も見

きわめる必要があるかなというふうに思っていま

す。北海道でも何カ所かついてきているという話
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も聞いていますので、そういった状況の情報収集

等もしていきたいなというふうには考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 小川部長から余り前

向きな御答弁いただけなかったのですが、これ今

スキー授業という観点で申し上げていますけれど

も、事学校教育という側面だけではなくて、これ

から冬季スポーツの拠点化を目指す名寄市として

も、スキー人口の底辺の拡大という部分にもつな

がってくると思いますし、また国際交流、午前中

の山崎議員とのやりとりも国際交流テーマになっ

ていましたけれども、国際交流という部分でも台

湾から修学旅行生を受け入れしていますよね。結

構あれもスキー学校で指導をしていますけれども、

大変なのです。あれがあれば修学旅行生も、台湾

の子たちももっと楽しくスキー滑って帰っていた

だけるのかなというふうに思います。

今スキー授業から関連して、それを設置しては

どうかという部分でお話しさせていただきました

けれども、今言ったスポーツの拠点化、いわゆる

市民によりスキーが生活に密着して、やはり文化

になるということ、底辺拡大も含めて、そういう

側面、これは生涯スポーツなのか、スポーツ、合

宿の関係なのかあれですけれども、スキー人口の

底辺拡大と。国際交流であれば交流推進課になり

ますね。スキー場は営業戦略室ですし、きょう振

興公社の副社長の立場もある久保副市長も来られ

ていますが、スキー人口の底辺拡大という観点か

らも効果があるのではないかなというふうに思い

ますけれども、まずそういう側面からちょっと設

置の検討をできるかできないかお答えいただきた

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） 今山田議員のほ

うから貴重な御提案をいただきました。私ごとで

すけれども、昨年も私小さい子供がいるので、一

緒にピヤシリスキー場に何回か通って子供にスキ

ー教えたときにもそういった感想を受けました。

今回貴重な提言いただきましたので、まずは庁内

議論も含めてする前に、多分皆さんイメージ的に

はわかっていると思うのですけれども、やっぱり

現地を見て、実際にイメージを見てもらうという

ことが重要かなと思っています。毎年シーズンオ

フのときに今後のスキー場の整備の方向づけとい

うことで庁内の財政とか建設も、私どもは営業戦

略も含めて振興公社と一緒にスキー場のほうの今

後の整備の方向づけを含めて視察をさせて、現地

を確認させていただいています。その際にもそう

いった貴重な御提言いただいた部分の視点を踏ま

えて視察というか、視点で見させていただきたい

と思いますし、基本的には私どものほうのスキー

場の施設整備についてはまずは安全、安心を第一

の優先事項としておりますけれども、そういった

次の側面で教育の観点やスキー場の利用拡大とい

う部分についても必要だと思いますので、庁内議

論の部分も含めて、また振興公社との話し合いも

含めて今後議題の一つとして取り上げさせていた

だいて、検討させていただきたいなと思っていま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ぜひ室長、そういう

形で。道内設置しているところ、やはりピヤシリ

もありますけれども、キッズパークに併設して、

子供たちがそこで本当にスキー含めて雪に親しむ

環境ということで、すごくこれを設置したことに

よってキッズパークがにぎわっているという状況

もあるようです。今教育委員会のほう、スキー授

業の関係でぜひあったほうがいいのではないか。

これ本当に先生方の負担軽減にもなると思います

し、何より子供たちのためだと思いますので、ぜ

ひこれは庁内横断的に御検討をいただきたいとい

うふうに思います。また、またの機会を捉えてこ

のことの検討状況等も確認させていただきたいと

思いますが、ぜひ来シーズンには設置されている

ことを期待して、この件は終わりたいと思います。
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ぜひよろしくお願いします。

次、農業の関係に移りたいというふうに思いま

す。素案として第２次の名寄市農業・農村振興計

画概要版、私も拝見をさせていただきました。今

回の計画の性格、位置づけとしましては、当然な

がら今後の名寄市の農業、農村の目指す方向を示

すということと同時に、農業者、また農業関係機

関、そして団体が果たす役割ですとか、また目標

を示した中でやはり市の農業の中長期的な指針と

なるものだというふうに捉えております。

まず、川田部長にお伺いをしたいと思います。

まず、部長は今回の第２次名寄市農業・農村振興

計画から目指すべき１０年後の地域農業の姿をど

のように描きますか。部長のイメージしている１

０年後の地域農業の姿をお聞かせいただきたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） この計画自体が総合

計画の実施計画ということでございますので、総

合計画の中では地域の特性を活かしたにぎわいと

活力のあるまちづくりということでございますの

で、地域の特性をということだというふうに思っ

てございます。その中でこの間名寄の農業の中で

は人口減少が進む中で、本当に１０年後、現状か

ら１００戸以上が減少する想定がされる中で、農

地の集積、農地の問題だったり、担い手の問題だ

ったりとさまざまな課題がございます。そういっ

た観点をこの計画の中でしっかりあらわして、い

わゆる持続可能な農業ということでございますけ

れども、昨日も申し上げましたとおり持続可能な

農業とともに生産者が次年度の再生産可能な所得

を確保するという観点で、やっぱりさまざまな、

これは市だけではできませんので、農協も含めて

名寄の中には道の施設の普及センターもあります

ので、そういった方と一体となって課題解決に向

かって当たっ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） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 私それぞれの特に基

本計画、また実施計画の中身がどうこうという部

分、それは結構いろんな施策を盛り込まれていま

すので、そこの部分ではなくて、まず目指す姿と

いうのがこの中ですごくイメージしづらいなとい

う印象を受けました。次期の農業・農村振興計画

に対しての期待、要望ということでのアンケート

もありますけれども、この中でそういう設問があ

った中で農業者の意見の一つとして、どこかの地

域のまねではなくて名寄市として特色ある目指す

べき農業、農村の姿をしっかりと示してほしいと

いう意見がありました。そういう部分では、この

前の計画、ちょっと薄汚れていますけれども、前

の名寄市農業・農村振興計画の中では基本計画の

中で目指す姿というものがまず何項目か示された

中で取り組みの方向ということで具体的な取り組

みの内容が記載されているという形、そういう形

でつくられていたと思うのです。今回の場合は、

そういう形ではなくなっています。目指す姿とい

うものがなくなって、いきなり取り組みの方向だ

とか取り組みの概要が記載されていますけれども、

このような形になったというのは何か理由がある

のでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先ほども申し上げま

したとおり、総合計画はさまざまな議論の中で策

定をいただいています。その前段にも総合戦略の

中でもそういった議論をいただいて策定をいただ

いているということで、そういった意味では今回

の名寄市農業・農村振興計画の中ではそういった

実際にやっていく事柄を中心にまとめていきたい

ということでこの姿になったものです。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今のお話、それはそ

れで理解しますけれども、私もこのこと、次の計

画を策定するに当たってはしっかりと名寄市の１

０年後の姿が描けるような計画に、例えば若い農
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業者がそれを見た中で、こういう方向性を名寄市

として目指していくのだと、自分たちもそれを指

針にして農業に取り組んでいくというようなもの

にしていただきたいというような要望もさせてい

ただいたところでありますので、なぜそこがそう

いうふうになってしまったのかなというふうに思

ったものですから、それはいいとしましても、や

はりもうちょっと目指す姿、中身がわかりやすい

指針となるようなものでなければならないという

部分では、ダイジェスト版みたいなものもつくっ

てみてはどうかなというふうに、たしか去年の第

２回定例会でもこれから計画策定されるに当たっ

て、ぜひダイジェスト版をつくって目指す姿、ま

た指針がわかりやすいような形をとってみてはと

いうことで申し上げたと思います。部長の御答弁

もありましたけれども、中身はこれからになるけ

れども、少し見やすい形でわかりやすい形を工夫

しながらつくっていきたいとお答えいただいたと

いうふうに思います。改めてお答えいただきたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先般ダイジェスト版

については、そのように回答させていただきまし

た。今回の部分については、この冊子だけでは皆

さんに御理解いただくのがなかなか難しい面もあ

ると思いますので、その中で少し端的にわかるよ

うな形でまとめていければというふうに思ってい

ますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そうなのです。中身

は、私は悪くないと思います。しっかりと現状の

課題分析した中で、これから取り組まなければな

らない施策ものっていますので、そういう意味で

は評価いたしますけれども、そういった本当にぱ

っと見てどういうものを目指すのかという、１０

年の姿も含めて、そういった指針になる計画であ

るべきだというふうに思いますので、これを今か

ら直せということにはなりませんから、少しこの

中身がわかるようなダイジェスト版、ぜひつくっ

ていただいて、皆さんに中身が意識していただけ

るようなものにしていただきたいというふうにお

願いをしておきたいと思います。

少し中身について確認も含めてさせていただき

たいと思いますけれども、いろいろな意見、また

懇談会等も実施した中で意見を集約してこの計画

を策定されたのだというふうには理解しておりま

す。前の計画の取り組み、また成果についての検

証、このことがなされて今回の計画に至っている

というふうに思いますけれども、検証の内容、議

論経過でどういったものがあったのか、主なもの

で結構ですので、お答え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） 前期というか、第１

期目の計画の中では、この計画の進行管理なりに

ついては名寄市の農業・農村振興審議会にそれぞ

れの単年度ごとの事業を積み重ねて御報告などを

しながら御意見をいただいていたという経過でご

ざいます。今回第２次の計画策定に当たりまして

は、庁内でまずそこで一定の事業の成果なり今後

の課題などというものを網羅して、そこは検討委

員会の中でお諮りして御意見をいただいたという

ことで、その中ではやはり当時の部分と相当違う

部分ということで、この間さきの代表質問でも市

長からお答えさせていただいていますけれども、

本当に新規就農の関係でも後継者とか農地の集積、

そういった部分で非常に厳しい状況が続くという

ことでございますので、そういったことを改めて

今回この計画の中に織り込まさせていただいてい

ますし、一部は２９年度予算の中で御検討いただ

くように予算計上もさせていただいていますので、

よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今の関係、労働力不

足ですとか、また担い手の関係、それについては

この後触れさせていただきますけれども、まずし

っかり検証された中で今回の計画がつくられたと
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いうことは確認をさせていただきましたので、特

に若い農業者の意見をこの計画の中ではどのよう

な形で集約して計画に反映させたか、また十分に

反映できているかお答え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） 若い皆さんの御意見

ということでございますけれども、青年団体等の

役員を含めて昨年の２月とことしの１月というこ

とで２回にわたって御意見をいただいております。

さらに、総合戦略のときにもそういった意見をい

ただく場面もございましたので、そういったこと

も含めて御意見はいただいておりまして、そうい

った中ではＩＣＴだとか、担い手の関係だとかと

いう御意見をいただいているということです。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） あと、男女共同参画

社会ですから、女性農業者の意見についてはいか

がでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 女性の農業者の皆さ

んについては、私自身も農協の会合の中で何回か

機会がございました。その中では、役員のレベル

ではございましたけれども、端的な率直な御意見

の中、やっぱり人手が足りないということだった

り、率直に御意見をいただいていますので、そう

いったことだったり、女性の研修会の部分だった

り、そういった部分では御意見をいただいて、内

容に反映をさせていただいていると思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それぞれこれからの

若い農業者の方の意見、またやはり女性農業者の

考え方、意見というのも非常に重要だと思います。

そういった部分を含めて、いろいろアンケート、

また懇談会、そういった意見を集約して今回つく

られたのだというふうに思いますけれども、アン

ケートなんかも私も拝見させていただいた中では、

特に多かったのが先ほど部長からもありましたけ

れども、担い手の対策。特に若い方の意見はこれ

に反映させたと。また、労働力が今不足している、

その問題。そういった部分では、中身に関しては

十分反映されているのかなというふうに見てとれ

るのですけれども、特に担い手に関しては新規就

農者、また後継者に対する施策も新たにつくられ

るという部分、また労働力不足の関係に関しても

施策の推進の方針、継続事業も含めて示されてい

ると思いますけれども、農地集積の関係がどうし

てもちょっとこの中身見ますと余り詳しく触れら

れていないように感じます。以前から何度も指摘

も含めて申し上げさせていただいている人、農地

の問題、いわゆる人・農地プランの作成について

でありますけれども、以前のやりとりの中でも出

し手、受け手の関係などで若干手詰まり感も感じ

ながらも、今後工夫しながらそういったことを進

めていきたいというようなお答えもいただいてい

たというふうに思いますけれども、具体的な実施

計画の中でもこれ事業名が農地保有合理化事業、

事業概要が担い手への農地集積を推進するとだけ

しか記載されておりません。特に農地の利用集積

について少し具体的に今後この計画に沿ってまた

どういうふうに進めていくのかお伺いをしておき

たいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 農地の利用集積につ

きましては、この間農業委員さんを含めて御努力

によって、優良農地を中心に順調に農地の移動が

進んでいるものだと思っています。今後の部分に

つきましては、やはり前期のときにも調査をさせ

ていただきましたけれども、不作付の状況で相当

数予備軍的な土地があるということでございます。

その土地につきましては、農地の中間管理事業な

ど地域の方々にお世話になりながら、最低限の起

こしたりなんかという管理をしていただいている

という状況でございまして、今後そういった農地

がどうなっていくのかということもありますし、

優良農地もどうなっていくのかというのがすごく

課題になってございます。そういった意味では、
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国は農地の中間管理機構を立ち上げたのですけれ

ども、１０年賃貸という中ではなかなか北海道の

農業に合わないということで、今名寄の中では実

績がないという状況でございます。

人・農地プランの中でも今回特に工夫をさせて

いただいたのは、やっぱりこれから農地を離農さ

れる方は離農される方でちょっとそういう会合を

別に持ったりすることだったり、市では農業推進

アドバイザーということで専任の方をお願いして

聞き取りなどを行っておりまして、ほぼほぼ聞き

取りが終わりまして、その結果が今月開催されま

すプランの検討会の中で御検討いただけるという

状況にもなってきていますので、そこらを踏まえ

ての御意見をいただくのとやっぱり今後農業委員

会も含めて少し議論を深めていく課題だというふ

うには認識しております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 本当に待ったなしの

状況というか、まだまだこれからも時間が、これ

今すぐ解決する問題ではありませんので、少し先

を見据えて先手、先手を打ってやはり対策とって

いかないと、もうそのときが来て慌ててやっても

対応できない。特に人と農地の問題というのはそ

ういうものであります。ぜひ先見据えて、もう今

からやらなければならないことをしっかり取り組

んでいただきたいというふうに思います。特に本

当に繰り返しになりますけれども、担い手対策、

労働力これからどう確保していくかという部分、

この計画に沿ってしっかり進めていただきたいと

思いますし、また今の人と農地の問題、ある意味

大きな課題の３本柱だというふうに思いますので、

この取り組みぜひしっかりとお願いしたいという

ふうに思います。

時間ももうありませんので、具体的な中身につ

いてはそういった柱になる部分、また一定程度整

理される部分もこれ整理されたというふうに、例

えば振興作物ですとかの関係もＪＡの振興計画と

もリンクする形で整理されたのだというふうに思

いますし、そういう意味ではこの中身については

これは何も本当に否定するものではありませんし、

これをしっかりとこれに基づいて１０年間の計画

を進めていただきたいと思いますし、そういう部

分では実施計画は毎年ローリングかけて見直して、

また新たな事業もここに絡んでくるのだというふ

うに思います。ぜひしっかりとそのあたりは取り

組みのほうをお願いをしておきたいというふうに

思います。

あと何点か少しお伺いをしておきたいと思いま

す。これからますます重要になってくるという部

分では、名寄市の特産物のブランド化と販路拡大、

ＰＲの推進です。先般モチ米の商品がふるさと名

物応援宣言をしたということで、非常にいい取り

組みも報道されたところであります。その他名寄

にはモチ米を中心に特産の農産物たくさんありま

すけれども、いわゆる特産品、特産農産物と位置

づけられている農産物のそういったブランド化も

しくは販路拡大につながるようなＰＲの推進につ

いて今後どのような取り組み、可能性も含めて考

えておられるかお答え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） ブランド化の部分に

ついては、名寄には本当にすばらしい農産物がい

っぱいあるわけですけれども、とりわけこの間モ

チ米を中心としたプロジェクトの中で市内外に情

報を発信してきているという状況であります。そ

のこととスイートコーン、アスパラ、多種多様に

あるのですけれども、それを今度どういうふうに、

売り込みについてはもうＪＡのほうで名寄の農産

物は本当に足りないぐらいだということで、もっ

とつくってくれということで話はいただいていま

すけれども、現状がなかなかそうなっていないと

いうことでもございますので、やっぱり何を選ん

でいくのかというのがこれから重要になっていく

のかなと思っています。そういった意味では、ま

だちょっとどれがどれというのは方策はまとまっ
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ていませんけれども、そのことについては当然農

協とも十分お話をして、いざブランド化といって

も面積がどんどん縮小していって余り応えられな

いというようなことになっても困りますので、ど

ういった視点で考えていくのかということは課題

だというふうに認識しております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今回ふるさと名物応

援宣言をしたモチ米というのは、名寄市民も含め

て、農業者も含めて誰もが認める特産品だという

ふうに思います。そういう意味では、またモチ米

に続く、それは何か、私も何がいいのかはここで

どうこう申し上げることではないのですけれども、

例えばもう一つ別なものがもっと特産品として全

道、全国にＰＲされて知名度が向上するというこ

とになれば、その柱ができていくわけです。今は

もうモチ米が柱で名寄市の農業が進んでいってい

ると。もう一つの柱、何かあるということで、ど

んどん、どんどん名寄市の農業の基盤というもの

がしっかり見えてくるのだというふうに思います。

そこにつながるのだというふうに思います。です

から、何を選ぶかは別としてもしっかりそういう

ものをつくり上げていく努力、この計画の中でも

ぜひ進めていっていただきたいというふうにお願

いをしておきたいと思います。

それでは、最後になりますけれども、農業関係

でこれはずっと今第２次の名寄市農業・農村振興

計画にかかわって質問させていただきました。最

後、加藤市長にお伺いをしておきたいと思います。

前計画から今回第２次の農業・農村振興計画が策

定されて、新たに２９年度始まるということにな

ります。農業という部分に限らず、加藤市長、２

期目の任期も残り１年ということになりましたし、

最後の１年またこの計画が始まるという中で、特

に若い農業者は同じ世代ということも含めて、こ

れは農業だけをということではなくて、大変これ

からの地域の農業を含めた産業の振興に若い農業

者も含めて経済人は期待している部分あります。

今農業に関連してということでありますから、こ

れからの農業、農村の振興について加藤市長の決

意も含めてお伺いして、終わりたいというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 第２次の農業・農村振興

計画にかかわって議員からさまざまな角度から御

提言、御意見いただきましてありがとうございま

した。よりわかりやすく具体的に示していくもの、

課題もありますので、そこはしっかりと対応して

いきたいというふうに思います。

総論的にちょっと悲観的な話もありましたけれ

ども、この後ＪＡ道北なよろ青年部の総会４時か

らありますが、１３７人の青年部部員がいて、私

が市長になったときから比較すると１０人以上ふ

えているという状況です。上川の青年部長は名寄

の方がなっているだとか、若い青年農業者は非常

に元気だし、この地域の管内の中でも随一だとい

うふうに思っていて、そういうマンパワーからし

てみて、私はこれから先はそんなに暗くないなと

思っています。雪が深くて、土もどちらかという

と粘り気が強い土で農作業するのに大変な地域な

のかもしれませんけれども、だからこそすばらし

い農産物が生まれるのだと。そのことをしっかり

と改めて認識をしていきながら、より持続可能な、

そして付加価値の高い農産物をみんなでつくり上

げていくことでもっともっと１次産業が元気にな

れるというふうに確信をしていますので、改めて

基幹産業、農業がこの地域の大切な足腰だという

ふうに思っていますので、そこに意を払いつつ、

しっかりと汗をかいていきたい。そのスタートの

２９年度、大事な１年だというふうに改めて認識

をしながら我々も前に進んでいきたいと思います

ので、ぜひまた御指導よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。
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〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月１０日から３月１

６日までの７日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月１０日から３月１６日までの

７日間を休会とすることに決定をいたしました。

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いたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０４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 高 野 美枝子

署名議員 佐々木 寿
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