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平成２９年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２９年９月１９日（火曜日）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（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 川 口 京 二 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 東 川 孝 義 議員

１０番 塩 田 昌 彦 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（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 中 村 勝 己 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 臼 田 進 君

建設水道部長 天 野 信 二 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
廣 嶋 淳 一 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 粕 谷 茂 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 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、

１３番 熊 谷 吉 正 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。

安全、安心な暮らしを守る取り組みについて外

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

次質問してまいります。

名寄市では、「安全・安心のまち名寄」を合い

言葉に市民一人一人が互いに協力し合い、明るく、

住みよいまちを実現するため、平成１９年３月１

５日、安全・安心都市宣言が制定されました。そ

こでまず、大項目１番目、安全、安心な暮らしを

守る取り組みについてお伺いいたします。

最初に、小項目１、有害鳥獣に対する取り組み

についてお伺いいたします。エゾシカ、キツネ、

アライグマ、ヒグマなど有害鳥獣による農業被害

や出没状況及び防止対策の状況については報告も

されていますが、関係者の困り感は依然として大

きなものがあります。また、８月２１日午後７時

３０分ごろ、ＪＲ風連駅付近でのヒグマ目撃情報

は、市街地への出没であり、大きな衝撃が走りま

した。関係者の迅速な対応により人的被害を出す

ことなく現在に至っておりますが、改めて危険な

状況を回避するための防止対策及び出没時の対応

策についてお伺いいたします。

次に、小項目２、緊急時への対応についてであ

ります。緊急事態発生に際しては、まず何より情

報が正確に、かつ迅速に届けられることが重要で

す。広範囲における情報の伝達手段としてはＪア

ラートやテレビもあり、情報の受け取りもできま

すが、今回のヒグマ出没情報のように限られた地

域への発信については別の対応が必要であると考

えます。全国的に見て防災行政無線を設置してい

る自治体の状況を知るにつけ、名寄市でも必要が

あると考えますが、対応についてお伺いいたしま

す。

次に、小項目３、防災意識の啓発についてお伺

いいたします。昨日台風１８号が北海道を縦断し、

名寄市においても１１時１６分、避難準備及び高

齢者等避難開始情報が緊急速報メールとして配信

されています。いつ何どき発生するかわからない

災害に対し、以前から防災訓練や防災セミナーが

展開されてきていますが、多世代にわたり広く市

民に防災への意識を持っていただくことが何より

大切なことであると考えます。災害を知る、地域

を知る、人を知るの観点から、市民全体への継続

的な啓発活動をどのように行っていくのかお伺い

いたします。

次に、大項目２、名寄市の目指すインクルーシ

ブ教育についてお伺いいたします。平成２９年第

１回定例会において、小野教育長から名寄市教育

委員会の教育行政執行方針として、特別支援教育

の推進に関してはインクルーシブ教育システムの

構築のための方策が述べられました。名寄市にお

ける特別支援教育は、過去の実績とともに名寄市

立大学との連携により、一人一人の子供の見取り

からそれぞれに適した教育実践、その後の方向づ

けに至るまで丁寧な教育活動がなされていると考

えます。

そこで、今年度もおおよそ前期が終わろうとし

ている時期に当たり、小項目１、インクルーシブ

教育の現状と課題についてお伺いいたします。

さらに、小項目２、障がいのある子供と障がい
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のない子供が可能な限りともに学ぶという観点に

立った上での名寄市の目指す姿についてお伺いい

たします。

最後に、大項目３、若年世代のまちづくりへの

意識を高める取り組みについてお伺いいたします。

今年度名寄市総合計画第２次がスタートいたしま

した。また、まち・ひと・しごと創生総合戦略に

ついては、５カ年計画の中間年を迎えています。

しかし、残念ながら名寄市の人口は減少傾向にあ

ります。そこで、将来必ず名寄市の担い手となる

若年世代の皆さんとともにまちづくりを考えてい

くことが未来に向け大きな力を育むことになると

考えます。

そこで、小項目１、若年世代のまちづくりへの

参画についてお伺いいたします。以前から市長と

中学生との懇談会も持たれていますが、若い世代

の柔軟な視点からまちづくりをともに考えること

は大変有意義であると考えています。若年世代の

まちづくりへの参画状況と参画を促す取り組みに

ついてお伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 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

御質問いただきました。大項目の１のうち小項目

の１につきましては私のほうから、同じく大項目

１のうち小項目の２、３及び大項目の３につきま

しては総務部長から、大項目の２につきましては

教育部長からそれぞれ答弁となりますので、よろ

しくお願いいたします。

それでは、大項目１、安全、安心な暮らしを守

る取り組みについて、小項目の１、有害鳥獣に対

する取り組みについて申し上げます。有害鳥獣に

対する取り組みのうち、農作物被害の防止対策に

つきましては、市、ＪＡ、猟友会及び生産者で構

成をします名寄市有害鳥獣農業被害防止対策協議

会におきましてエゾシカ、アライグマ、キツネの

捕獲などに取り組んでございます。本年度の被害、

出没状況の大きな傾向といたしましては、エゾシ

カは昨年度より少なく、キツネ、アライグマ、ヒ

グマについてはふえている状況となってございま

す。

ヒグマ出没時の対策といたしましては、猟友会

から御推薦をいただいた方を名寄市ヒグマ駆除隊

として委嘱を行い、ヒグマ対策に御協力をいただ

いております。出没情報を受けた際の対応といた

しましては、市担当職員と警察署が連携をし、速

やかに現地確認や看板設置を行ってございます。

さらには、出没地区などの町内会長及び近隣住民、

耕作者等への注意喚起を行うとともに、教育委員

会や学校などの関係機関にも情報を伝達しまして、

登下校時などの対応につきまして協力をいただい

てございます。また、ヒグマの目撃や真新しい痕

跡が発見された場合には、ヒグマ駆除隊に出動を

要請し、現地確認に同行いただいてございます。

危険な状況を回避するための防止対策といたし

ましては、４月以降市広報に２回記事を掲載し、

そのほかにもチラシ配布を２回実施してございま

す。また、農業生産者に対しましては、ＪＡの御

協力をいただき、ファクスを送ってございます。

周知の内容といたしましては、屋外にヒグマの餌

となるようなものを放置しないことやヒグマに出

会わぬよう山菜とりや農作業の前には音を出すな

どして警戒していただくこと、さらには農作物を

被害から守る方策といたしまして、電気柵の設置

要綱などについて周知、協力をお願いしてきたと

ころでございます。また、市ホームページにも出

没情報位置や、あるいはただいま申し上げました

留意点なども掲載し、随時更新をしながら市民の

皆様への周知に努めているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目１

の小項目２、３、大項目３、若年世代のまちづく

りへの意識を高める取り組みについて申し上げま

す。
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初めに、大項目１の小項目２、緊急時の対応に

ついてお答えいたします。緊急時における情報伝

達として、特に自然災害についてお答えいたしま

す。自然災害の情報伝達では、災害対策基本法、

土砂災害防止法等により自治体の情報伝達につい

て定められており、東日本大震災発生後多様な情

報伝達手段の確保に取り組むべきことが求められ

ている状況であります。平成２７年１月には、共

助としての観点から、緊急告知ラジオを町内会に

３台配付し、各種避難情報等の伝達、情報伝達な

どで使用していただいております。また、平成２

６年からはＬアラート、いわゆる地方自治体が直

接発信する情報伝達の仕組みが急速に進化し、充

実が図られ、テレビや携帯、スマートフォン、情

報機関に緊急情報が同時配信される仕組みが構築

され、今後ますます充実することが想定されてい

ます。また、国の行う情報伝達では、直接Ｊアラ

ートから伝達する方法により、Ｌアラート同様に

テレビや携帯、スマートフォンに緊急情報が同時

に配信される運用がされており、Ｌアラート及び

Ｊアラートは現在多様な情報伝達手段の確保の主

軸になっているところです。

このほか、総務省消防庁告示第１号、消防力の

整備指針第２１条では、災害時において住民に対

する迅速かつ的確な災害情報の伝達を行うための

同報系の防災行政無線を市町村が設置することに

ついて規定がされているところです。防災行政無

線は、デジタル化が推進されており、北海道内の

導入率は平成２９年６月時点で自治体数１７９の

うち、同報系５ ６％、移動系７ ３％となって

おり、今後ますます導入する自治体がふえていく

状況です。防災行政無線を導入することにより、

一斉配信、遠隔地への情報伝達、双方向機能等の

さまざまな情報伝達の仕組みが構築できるメリッ

トがあります。また、サイレン音のみでなく、Ｊ

アラートと連携した自動合成音声による２４時間

瞬時の音声による情報伝達が可能になるほか、国

が設定した緊急時の音、サイレン音を吹鳴するこ

とも可能になります。今後北海道内の導入率の推

移や補助制度を把握してまいります。

次に、小項目３、防災意識の啓発についてお答

えいたします。近年自然災害が激化する中、平成

２８年１０月、国は水防法の改正により想定最大

規模の降雨による浸水想定を発表したところです。

名寄市は、北海道の３大水系の一つである天塩川

が流れ、名寄川の合流地点に市街地が形成されて

いますが、水防法、災害対策基本法の施行後、全

国的に堤防によって水害が大きく軽減された経過

から、長い間大きな水害の経験がない状況が続い

ています。しかし、近年の大雨がふえ、降水量も

増加している背景から、市街地が万が一浸水する

とそのほとんどが浸水することが想定され、特に

浸水が深い地区等の避難対策を急ぐことが求めら

れる状況になりました。このことから、防災意識

の向上及び自助、共助力の向上を柱とした防災意

識の向上や避難に対する理解を深めていくことが

喫緊の課題であります。

また、これまで大規模な河川の洪水を想定した

避難訓練が全国的にも取り組まれていない背景を

踏まえ、７月１９日、ＦＩＧ―ａなよろ、課題を

見つける避難訓練として住民の気づきによる自助、

共助力の向上を目的とし、市内の５つの町内会、

個人参加及び関係機関を含む総勢１６９名参加に

より新しい試みの避難訓練を実施したところです。

本訓練は、浸水想定の周知のためのハザードマッ

プの作成に時間がかかることから、水防法第１５

条第３項に規定するその他の必要な措置に位置づ

けた訓練として、避難行動を実際に行っていただ

いたほか、住民の避難に対する理解を深めるため

に北海道開発局旭川開発建設部名寄河川事務所に

よる浸水深の研修及び名寄消防署による逃げおく

れた者の救助訓練展示並びに旭川地方気象台によ

る防災研修、参加者による課題発表等の新しい試

みを組み入れ、住民の防災意識及び知識の向上に

大きな成果がありました。また、８月２日の確実

な避難のための防災セミナーでは、総勢１２０名
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の参加により南相馬市危機管理課職員、星慶一氏

による南相馬市の被災状況、復興状況、名寄河川

事務所長、黒田保孝氏による想定最大規模の降雨

による浸水想定の研修、旭川地方気象台による防

災ゲーム、児童向けの防災講話を実施するなど、

住民の防災意識及び知識の向上に大きく効果があ

ったものと認識いたしました。

避難訓練の参加による課題発表では、避難場所、

避難路、避難のタイミング、自主防災組織の大切

さ、要配慮者対策等について気づきの効果により

自発的主体性の発言が多く出たことは、訓練の大

きな成果となりました。また、訓練後の町内会が

みずから避難行動や避難支援を再検討する取り組

みが生まれるなど、報道機関及び他の自治体並び

に関係機関からも大変注目され、訓練の実施前か

らテレビ報道のほか、ラジオでは全国に紹介され

たほか、訓練実施の内容は国土交通省本省及び北

海道開発局のホームページにおいて報告が予定さ

れているなど、関係機関から大変高い評価をいた

だいた取り組みになりました。今後の避難訓練の

周知や実施により、浸水に対する他の自治体にお

ける避難対策に効果が波及したほか、関係機関の

浸水対策の推進にも大きく効果を果たしています。

避難の取り組みは、気象警報の進化や関係機関

の防災対策が充実されても、住民みずからが避難

行動を起こす主体性がなければ効果が発揮されな

いことから、今後さらに町内会の具体的取り組み

が推進されることを期待するほか、避難訓練では

今後地区を変え実施することで、住民に自助、共

助の考え方が十分浸透、蓄積されるよう取り組み

を継続してまいります。このほか、幅広い層から

出前トークの利用がふえており、各町内会の防災

への関心が大変高くなっています。これは、住民

の防災意識の向上のあらわれでもあることから、

今後も引き続き自助、共助の推進のために防災啓

発に努めてまいります。

次に、大項目３、若年世代のまちづくりへの意

識を高める取り組みについてお答えいたします。

若年世代のまちづくりの参画については、さまざ

まな場面が想定されるところです。近年行ってき

た具体的な参画の機会としましては、第２次名寄

市総合計画へ市民意見を反映させるため、若年世

代を中心としたまちづくりや市民活動にかかわり

のある多くの方の参加により、市民ワークショッ

プを開催し、これらのまちづくりについて考え合

う機会としてきました。また、名寄市立大学の学

生を対象とした懇談会を開催してきたほか、第２

次名寄市総合計画ダイジェスト版作成に当たり名

寄市立大学の学生による市長インタビューや紙面

制作にアイデアをいただくなど、直接的な参画も

いただいています。さらには、若年世代を中心と

した団体がそれぞれテーマを持ってまちづくりを

考え、名寄市の活性化に向けて実施する各種取り

組みやイベント開催に対し、名寄市まちづくり推

進事業助成金により財政的な活動支援を行ってお

り、事業実施に向けた相談から申請までサポート

し、推進してきているところです。

また、今年度設置しました広報のあり方検討委

員会では、高校生３人、大学生３人に委員として

参画いただくなど、まさに若年世代の意見が届け

られており、名寄市の将来について考える場や機

会を創出してきているところです。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２

の名寄市の目指すインクルーシブ教育についてお

答えいたします。

初めに、小項目１の現状と課題についてですが、

本市の小中学校におけるインクルーシブ教育シス

テムの構築に向けた取り組みの現状と課題につい

てですが、学校においては障がいのある子供が地

域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊

かに生きるために一人一人の教育的ニーズに応じ

た指導や支援を行うとともに、障がいのある子供

と障がいのない子供が可能な限りともに学ぶイン

クルーシブ教育システムを構築することが求めら
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れております。インクルーシブ教育システムを構

築するためには、障がいのある子供と障がいのな

い子供ができるだけ同じ場所でともに学ぶことが

できるよう合理的配慮の提供とそのための基礎的

環境を整備する必要があります。合理的配慮とは、

学校の設置者及び学校が障がいのある子供に対し、

その状況に応じて教育内容や教育方法、支援体制、

施設、設備などについて配慮することであります。

個々の合理的配慮については、一人一人の障がい

の状態や教育的ニーズなどに応じて設置者、学校

と本人、保護者が可能な限り合意形成を図った上

で決定し、提供されることが重要であります。こ

のため本市では、例えば見えにくさ、聞こえにく

さ、健康面や安全面での制約など個々の児童生徒

の困難さに応じて学習内容を変えたり、指導方法

を工夫したり、施設、設備を整えたりしておりま

す。

基礎的環境整備とは、専門性のある指導体制の

確保や施設、設備の整備など障がいのある子供に

対する支援のために必要な教育環境が整備される

ことであります。このため本市では、学校の基礎

的環境整備の充実を図るため、特別支援教育学習

支援員や看護師、生活支援員の配置やエレベータ

ーなどの設置など一人一人の障がいの状態に応じ

た教育環境の整備に努めているところであります。

また、学校では、一人一人の教育的ニーズに応

じた指導や支援の充実を図るため、特別支援教育

コーディネーターを配置し、個別の教育支援計画

や個別の指導計画を作成するとともに、校内の教

職員に指導、助言を行ったり、関係機関等と連携

した取り組みを推進しております。さらに、教職

員の合理的配慮や基礎的環境整備等に係る理解を

深めるため、名寄市特別支援連携協議会ではイン

クルーシブ教育の概要とユニバーサルデザイン等

の研修会を実施し、その理念については教職員に

浸透しつつありますが、十分な状況であるとは言

えないことが課題であります。今後教育委員会と

いたしましては、学校には全ての教職員がインク

ルーシブ教育システムの理念について理解を深め

るため、名寄市立大学と連携した研修会等の実施

や道教委が作成した発達障がいのある子供の指導

や支援のあり方に係る校内研修プログラム等の積

極的な活用を促すなど、特別支援教育に係る教職

員の専門性の一層の向上を図ってまいります。

次に、小項目２の名寄市の目指す姿についてで

すが、インクルーシブ教育システムの構築を実現

するためには、次の３つの視点から特別支援教育

を充実させていくことが必要です。まず、障がい

のある子供が医療や保健、福祉、労働等の社会全

体のさまざまな機能を活用して十分な教育を受け

られるようにすることです。２つ目は、同世代の

子供や地域の人々との交流等を通じて地域での生

活基盤をつくることです。３つ目は、周囲の人々

が障がいのある子供とともに学び合うことを通し

て障がいについての理解を深めることです。その

ため、本市においては障がいのある子供と障がい

のない子供ができるだけ同じ場所でともに学ぶこ

とを目指し、交流及び共同学習の推進、学習支援

員や看護師等の配置、環境・設備の整備などに努

めております。

ただ、名寄市特別支援連携協議会専門委員会に

おいては、幼稚園、保育所、保育園、認定こども

園、小中学校、高等学校、名寄市立大学、就労機

関等の関係機関が特別支援教育に係る課題を共有

する取り組みを推進してきましたが、特別な支援

を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参

加するまでの切れ目のない支援体制により一層充

実させることが課題となっております。そこで、

本年８月から全国３０地域を対象とした文部科学

省の新規事業、インクルーシブ教育システム推進

事業の指定を平成３１年度までの３カ年受け、取

り組みを推進することにいたしました。本事業で

は、名寄市特別支援連携協議会の体制の整備、名

寄版個別の支援計画「すくらむ」の効果的な活用、

上川北部９市町村を対象とした特別支援教育に関

する講演会やセミナーの開催、医療的ケアのため
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の看護師の配置などの取り組みを推進してまいり

ます。具体的には、名寄市特別支援連携協議会に

おける教育、福祉、労働分野等の関係部署や関係

機関との連携の強化、名寄版個別の支援計画「す

くらむ」の冊子の全幼児、児童生徒への配布、名

寄版特別支援教育ハンドブックの作成、配布、名

寄市立大学が取り組んでいる上川北部発達支援連

携推進事業と連携した特別支援教育に関する研修

体制の構築などに取り組んでまいります。今後教

育委員会といたしましては、文部科学省のインク

ルーシブ教育システム推進事業の取り組みを通し

て、健康福祉部や名寄市立大学、名寄公共職業安

定所等と連携を図りながら特別な支援を要する子

供への就学前から学齢期、社会参加まで切れ目の

ない支援を充実させ、障がいのある子供と障がい

のない子供が可能な限りともに学ぶインクルーシ

ブ教育システムの構築を目指してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問させていただきたいと

思います。

まず、大項目１番目の１にかかわる部分で、先

ほどヒグマ出没に関しての丁寧な御説明をいただ

きましたけれども、関係機関の連携というところ

にかかわって、特に７月２１日出没時の連携につ

いて、さらに具体的なところをお聞かせいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいまＪＲ風連駅

付近に出たヒグマの対応についてということで再

質問いただきました。冒頭今回のことに関しては、

町中の出来事でもありましたので、御迷惑をかけ

た皆さんにおわびを申し上げたいと思いますし、

また多くの方に御協力をいただきましたので、こ

の場をかりてお礼を申し上げたいというふうに思

います。

それでは、そのときの対応について少し報告を

させていただければと思います。まず、あのとき

には市民から名寄警察署のほうに通報があったの

が始まりでありまして、通報を受けた名寄警察署

においてはＪＲ風連駅周辺及び近隣の住宅街をパ

トカーで広報活動を行ったという状況にあります。

また、市としましても担当職員とヒグマ駆除隊３

名が合流をしまして、駅周辺の警戒と、そして広

報活動を実施をさせていただいたということであ

ります。今回の出没については、市街地に出没を

したということでありますので、これまでにない

緊急の事態という判断をいたしまして、消防及び

地域住民課にも応援を依頼し、消防については風

連市街地中心部へ熊が移動しないようにサイレン

を鳴らしての警戒パトロールを実施いただきまし

た。また、地域住民課においては、駅周辺の町内

会へマイクによる広報活動を実施をさせていただ

いたということであります。このときあわせまし

て市街地の関連する町内会長さんへヒグマの出没

情報を伝達をさせていただきましたし、町内会員

への皆さんの注意喚起についてもあわせて御依頼

をさせていただいたところであります。また、子

供の登下校の関係もございましたので、先ほども

申し上げましたけれども、小中学校に対しての情

報伝達については教育委員会を通じ、さらに翌日

には早朝に幼稚園、保育所、各高等学校に対して

も情報を伝達し、安全の確保を図ってきたという

ことであります。

今回の風連駅のヒグマの出没でありますけれど

も、これまでの農村地域の出没と異なりまして、

市街地であるために鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律というのがあるのですけ

れども、実は発砲が禁止をされているということ

がありまして、緊急回避として認められた場合に

ついては発砲が可能となるのですけれども、今回

のケースについてはそれに当たることは難しいと

いうことでありましたので、市の職員あるいは消

防職員による市街地のヒグマの侵入阻止に向けて

警戒を夜間も継続をさせていただいたということ
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であります。また、翌早朝の４時半から日の出と

ともにとなりますけれども、市及び警察、猟友会

で再捜索を実施をさせていただきました。結果と

して、駅周辺には潜伏していないだろうという判

断をさせていただきましたけれども、さらに２２

日午後以降につきましても捜査範囲を広げての巡

回、さらには夜間についてもパトロールを継続を

させていただいたということであります。

駅裏に出没した個体についてありますが、防風

保安林を伝って東へ向かったかと思われる痕跡が

ございましたので、探査結果及び注意喚起のチラ

シを２３日に該当する町内会に配布をするととも

に、２３日以降につきましても３１日までの間、

防風保安林付近について重点的にパトロールを実

施し、安全の確保を図ってきたということであり

ますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 多くの地域の方が本

当に初めての出来事と口にされるほど特別な出来

事が起きたというふうに思っております。その中

でできる限りの対応をしていただいたということ

に関しては、先ほども申し上げましたけれども、

一人の人的被害を出すことなく過ごすことができ

たということについて感謝申し上げたいなという

ふうに思っています。

その中で地域の方から１点、これは課題として

受けとめたほうがいいなと思えることが提示され

ていますのが地域住民課の方だと思うのですけれ

ども、それから警察等の広報の声が家庭の中にあ

っては届かない。何か騒いでいるなという状況し

か届いていないということが多く述べられていま

した。音としては何かあるというふうに認識され

ても、言葉として丁寧に伝わってくることがなか

ったので、朝起きてみてびっくりしたという方も

多かったものですから、広報のあり方について今

後やはり課題であると思いますが、いかがでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 私どもの広報の方法

についてということで、内容が聞き取れなかった

ということで、これについては私どもも直接的に

市民の皆さんからも声が寄せられているというこ

とであります。最近は、住宅の気密性も上がった

という要因もあるのだというふうに思いますけれ

ども、これら緊急時の広報活動につきましては、

今回のヒグマにかかわらずに災害時の防災広報に

も関連することだろうというふうに受けとめてい

るところであります。いただいた意見を真摯に受

けとめまして、今後の広報活動について経済部の

みということではなくて関係する部局とも協議を

しながら検討を進めてまいりたいと思います。

ただ、改めて今回気づいたのは、私どもの工夫

も当然必要だというふうに認識しておりますけれ

ども、市民の皆様もまさか町中にヒグマが出没す

るだろうという意識は持っておられなかったと思

いますので、そういった意味では自然災害同様に

受け手側の皆さんの意識を高めるということも必

要だというふうに思っておりますので、私どもも

日ごろから啓発にも努めていきたいというふうに

考えてございますので、ぜひ御理解をいただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 確かに双方向で安全、

安心な暮らしを守っていくということについては

必要なことだと思いますので、住民の側も１つ教

訓になったというふうには捉えております。

先ほども申し上げました音が十分に聞き取れな

かったということも含めて、小項目の２のところ

にもかかわってきますが、音源を家庭の中に置く

ということに関しては防災行政無線というものの

あり方について必要だなというふうに考えていま

す。さきに視察研修で勉強させていただきました

ときに、防災行政無線を設置している豊岡市にお

いてもやはりどれだけ外からの広報を充実させて

も、家の中から流れてくる音としての情報につい

ては、それが最も正確な、かつ迅速な情報源だと
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いうことを担当者の方も話されておりましたので、

先ほど臼田経済部長もおっしゃられていましたけ

れども、各課連携の中でぜひ進めていただきたい

というふうに考えていますけれども、その点につ

いて見通しとしては名寄市はどのような状況にあ

りますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 防災行政無線にかか

わっての御質問ということでございますけれども、

先ほども少しお話をさせていただきましたけれど

も、現状名寄市においては緊急告知ラジオという

ことで町内会のほうに３台それぞれ配付をさせて

いただいている状況ということで、現在防災行政

無線については予算的なこともございまして、今

のところは道内的な設置の状況等を十分勘案をし

ながら検討はしていかなければならないなという

ふうに思っているところでございますけれども、

現状といたしましては確かに室内から周知をする

ということについては大変有効な手だてだという

ふうには思いますけれども、その後の避難の対応

ですとか、トータルとして防災行政無線、さらに

は具体的になかなか避難が難しい方の対応も含め

て、その中で防災行政無線については今後道内の

導入状況ですとか、研究をさせていただきたいと

いうふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひ研究を進めてい

ただいて、検討していただきたいというふうに思

っております。金銭的なものについて大きなハー

ドルがあるということについては十分承知してい

ますけれども、別な行政地区におかれましては住

民から負担をいただきながらというような設置も

されたという情報もいただいておりますので、あ

りとあらゆる方法を検討していただくということ

については要望しておきたいと思っておりますし、

そこになかなか時間かかるということであれば、

ラジオの配置を町内会３台ということではなく、

必要な方に必要な台数提供するということも一つ

の手だてかなというふうに考えますが、今現在町

内会３台配置されておりますラジオの配置につい

ては、それ以上に必要なところには配置されてい

るのだと思いますけれども、今後さらにふやすと

いうお考えについてはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども報告させて

いただきましたけれども、現状は町内会３台とい

うことで、実は場所によっては、あるいはラジオ

の位置によってはなかなか電波が届かないような

状況も、建物の中で聞きにくい状況があったり、

あるいは地域によっては確かに電波が弱いような

ところもあって聞き取りにくいという状況等につ

いては担当のほうでも把握をしている状況でござ

いまして、現在のところ全戸に緊急告知のラジオ

を配置をするということについては担当としての

考え方はありません。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ただいまの中村部長

の御答弁をお聞きいたしますと、課題は十分把握

していただいているということだと思います。そ

の上でよりベターなところを探っていかれている

ということだと思いますが、とにかく課題を解決

していくときに行政だけではなく、市民において

もその責任があるということは十分に考えますけ

れども、時間をかけないで連携をとって進めてい

くということ、それからその連携のあり方、進め

ていかれている経過については住民は知りたいと

思っておりますので、そのことについては御答弁

いただかなくて結構ですけれども、強く要望して

おきたいと思います。

それから、災害についてではなく、災害の一つ

にも含まれますけれども、火災に対する対応とし

て、先日風連地区におきましては９月号の風連地

区の広報紙お知らせ「風」で、名寄消防署風連出

張所の対応について掲載がございました。安全、

安心のために緊急出動態勢には万全を期している
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という内容で、それぞれ救急について、それから

火災出動についての対応について丁寧な説明をい

ただいていたのですけれども、合併後そういう形

に変わってきたということについて、住民の中に

は少しその認識が足りなかったという部分も含め

て、その対応がこれで本当に安心なのだろうかと

いう声も届いております。情報を受けとめるだけ

ではなく、その後安心、安全に暮らしが継続され

ていくときの対応として、この点についてはいか

がでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今緊急時の対応の中

で風連の出張所の消防ということで少しお話があ

りましたけれども、私ども消防の体制について答

える立場にはないのかなというふうに思っていま

すが、事市民の安全、安心ということでいえば、

ちょっと議員のほうが掌握をされている先ほどの

内容について十分把握はしておりませんけれども、

あくまでも現在の体制については合併以降火災の

状況ですとか、出動の状況ですとか、いろいろデ

ータをとりながら、その中で体制が一定程度でき

上がってきているのかなということでありまして、

市民の皆さんにまだ不安感があるということであ

れば、その点については消防のほうにお伝えをし

ていきたいというふうに考えていますし、また今

後も風連地区の皆さんの安心、安全、そういった

ことに努めていきたい、不安の解消に努めていき

たいというふうに考えているところです。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 消防団の方、それか

ら消防署の職員の方ももちろん地域の仲間、住民

の仲間でありますので、具体的な検討会の場だけ

ではなく、日ごろからそういう話をし合っており

ます。お互いに自分の果たす役割、それから職場

として果たしていく役割等についても日ごろから

話をしておりますので、それを改めて捉えていた

だきまして、安全、安心という立場で名寄市の継

続的な対応についての御確認をお願いしたいとい

うふうに思っています。地域の中は、当然一年一

年状況が変わっておりますので、改めて継続的な

御確認をお願いしておきたいと思っております。

よろしくお願いします。

それから、少し前に戻らせていただきますが、

小項目１にかかわりまして、先ほど風連のヒグマ

の出没にかかわって駆除隊の方が動いてくださっ

たというところがございました。猟友会の方だと

いうふうに思っていますが、委嘱もされて動かれ

ているという予定どおりの対応であったと思いま

すが、聞くところによりますと猟友会の方もかな

り御高齢化が進んでいる状況も伝わってきていま

す。そして、熟練者になるとそうそう資格を取っ

たからすぐ動けるという状況ではないということ

もお話を伺っておりますので、継続的に安心な状

況を地区として担保していくための育っていただ

く、育成にかかわっての助成の状況についてお伺

いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 猟友会の皆さんの育

成ということで御質問いただいたかと思っていま

す。先ほど申し上げましたようにヒグマ駆除隊と

して多大な御協力をいただいているということで

ありまして、現在２２名委嘱させていただいてお

りますけれども、６０歳未満が５名、６０歳以上

が１７名ということでありますので、熟練が必要

な技術だというふうには認識はしておりますけれ

ども、後継者の育成が必要だろうと考えていると

ころであります。現在市といたしましては、猟友

会の名寄支部と連携をしながら、２８年、２９年

の春にヒグマ対策技術者育成事業というのに取り

組んでいます。これは、ハンターさんの熟練度を

増すと。経験の浅い方のスキルを上げていくとい

う事業でありますけれども、こういった事業を継

続しながら必要な技術を伝承していくことも１つ

必要だと思っておりますので、ここは猟友会の皆

様とも十分情報交換を行いながら、これらの事業
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について引き続き取り組んでいきたいというふう

に考えておりますので、ぜひ御理解をいただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 全く言う必要ないの

ですが、育成には時間がかかりますので、計画的

にぜひ進めていただきたいと思います。

次に、インクルーシブ教育について再質問させ

ていただきます。名寄市の今までの教育実践が高

く評価されての文科省の指定であると認識してい

ます。特に区別しての教育については、支援員の

配置、支援員も学習支援員、生活支援員、本当に

細かな手だてをとってきていただいていると思っ

ていますが、やはりインクルーシブ教育でありま

すので、ある子とない子のともに学ぶ姿の構築が

必要であるというふうに思っております。この件

に関しては、障がいがある、ないにかかわらず一

人一人の個性をきちっと尊重し合う人間関係の構

築であるというふうに考えておりますので、特に

学校を卒業した後につながる学校教育が必要であ

るというふうに思っています。その点から、先ほ

ど小川部長から「すくらむ」の話もございました

が、今現在具体的に「すくらむ」はどのような活

用がされておりますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員からありました

ように、子供のころから社会担って自立するまで、

その子の状態をしっかり把握しながら、支援も含

めて、そしてまた先ほどから言っています障がい

のある子、ない子も含めてともに同じ場で学ぶこ

とを通じて、社会に出てもお互い尊重し合いなが

ら、状態をしっかり把握しながらともに生きてい

く、そういった姿をつくっていくのは大変重要だ

というふうに思っています。その一つとして「す

くらむ」の活用ということで、これは幼児期から

社会に出るまでこの子はどういうふうに成長して

育ってきたか、どういった状態の変化があったか、

いろんな情報を次のステップにつなげていくのは

大変重要だというふうに思っていますので、総合

戦略の中でも掲げておりますけれども、そういっ

た活用を障がいがある、困り感ある子だけではな

くて、できれば全ての児童生徒が活用していただ

いて、その子の成長記録としてやっぱり将来にわ

たって持ってもらう、そういったふうに考えてい

るところであります。そういった意味では、今回

の新規事業を通しまして全児童生徒にも配布しな

がら、そして保護者にも理解をいただいて、多く

の方々にしっかり活用してもらっていくことが大

変重要だというふうに思っているところでありま

す。そういったことを通して、全ての人がお互い

の人格だったり体の状態、そういったものを尊重

しながら生きていく、そういった社会をつくって

いくことが大事だと思っていますし、個々の状態

をしっかり把握できる、そういったものも将来に

わたって自分自身で持っていくことが何かあった

ときに、例えば病院に提示すればすぐ経過がわか

ったり、どこかの機関に出せばそういった育ちの

状況がわかる。大変重要だと思っていますので、

全ての児童生徒に配布しながら幅広く活用できる

ように取り組みを進め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。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） おっしゃるとおりだ

と思っております。それで、「すくらむ」につい

て今後結局個人情報にかかわるところも多いもの

ですから、やはりそれを受けとめる、進める側の

教員なり関係者がそのことを十分に理解して進め

ていくことが重要であるというのは、先ほども理

念の定着が課題の一つになっているというふうに

おっしゃられた、その中身だと思っております。

特に広く全部を外に出すことは当然まだできませ

んし、なかなかそれをできるものではないと思い

ますが、職業につながるところで「すくらむ」を

学校卒業後どのように活用されていかれる計画が

あるのか、そこの部分についてお伺いしたいと思

います。
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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） 「すくらむ」につき

ましては、個人情報でありますので、その取り扱

いは常に慎重にしなければならないと思っていま

す。幼稚園から先ほど言いました就労機関まで含

めまして特別支援連携協議会の中に参画をしてい

ただいて、その活用方法も含めて検討しながら、

改善を図りながら進めていきたいというふうに考

えております。基本的には、幼稚園、保育所など、

そして小学校、中学校、高校、就労とつながって

いくので、やっぱり保護者、家庭の中でしっかり

そのことを認識してもらって、その記録も含めて

押さえていただいて、大切に保管をしながら、適

時必要に応じて必要な言われている就労機関であ

ったり、場合によっては病院であったり、そうい

ったところ出せるような、そういった備えをして

いただければというふうに思っています。小中学

校については、きちんと教職員に対してもそうい

った情報管理も含めて進めていますが、ただ就労

機関まで私どもはなかなか届かない部分がありま

すけれども、そこは公共職業安定所も入っていた

だいていますので、そういうところと連携しなが

ら、各事業所にどういったことが伝達できるか、

そんなことも研究しながら、特別支援連携協議会

をしっかり中で議論をしながら改善を図って進め

ていきたいというふうに考えているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） それぞれの年齢に合

わせて子供たちが丁寧に支援を受けながら、バト

ンがきちっと受け渡されていく名寄スタイルがお

ぼろげながら見えてきているのかなというふうに

感じておりますので、今教育部長から御発言いた

だきました内容について確実に進めていただきま

すことをお願い申し上げたいというふうに思いま

す。

それから、大項目３にかかわって、若年世代の

方々のまちづくりへの参画なのですけれども、先

ほど丁寧にいろいろな事例を報告していただきま

したけれども、総合計画第２次にかかわって、若

い方たちの意見をいただきました。そのことは、

今どのように継続されてきているでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 総合計画にかかわっ

てということで、世代間も含めたいろいろな懇談

会とかやらさせていただきましたけれども、特に

総合計画にかかわってということでありまして、

その後継続的にそういった機会をつくっていると

いう状況にはありません。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 少しもったいないか

なという感想を持たせていただきます。やはり若

い人たちの意見を聞く場所ということにかかわっ

て、若い人たちから発信できる状況をつくってい

かなければいけないそれぞれの、例えば子ども会

ですとか、いろいろな学校もそうかもしれません。

役割もあるのかもしれませんが、行政のほうでも

何らかの手だてをとっていただくということも必

要であるかなというふうに思っておりまして、先

般視察研修に出させていただきました高知県の須

崎市におきましては、須崎未来塾という形で若い

人たちのまちづくりへの参画を促すプログラムを

つくっておりました。これは、年間７回、その１

回が土日ですので、２日間で、一月に２日ずつ１

４日講座を開きながらまちづくりの具体的なとこ

ろを考えて実践までしていただく。その実践して

いただいたことについても報告をし、市民に還元

していく。それをずっと繰り返して、まちづくり

応援隊に当たる人たちを３年間で５０人つくって

いきたいという具体的な目標の中で動かれていま

した。それから、高知市におかれましてはこども

ファンドということで、子供たちが３人集まって

進めていくときに、大人の協力も必要なのですが、

上限で２０万円助成をする中で、例えばお年寄り

に食事を提供する、または防災にかかわって子供

の目線から取り組みを進めるなど、いろいろなま

ちづくりに対して取り組みをしていくところがあ
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りました。前にも求めさせていただきましたが、

士別市においては子ども議会もございます。議会

ということになりましたらそれぞれ考え方の違い

もございますけれども、とにかく子供たちの、も

しくは若年世代の方たちが名寄市のことをきちっ

とまちづくりとして継続的にかかわれるような取

り組みについて、ないわけではないと思っていま

す。今後の方向性も含めて再度御答弁いただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほど総合計画にか

かわってということでお話をさせていただいたと

いうふうに考えておりまして、総合計画以外でも

それぞれいろんな機会を通じまして若年層の皆さ

んとの懇談については持たせていただいておりま

す。特に市長室を開放する事業ですとか実施をし

ておりますし、また市内のいろいろなサークルの

皆さんの御意見等私ども集約をしながら、それぞ

れ施策に生かしているという状況でございまして、

議員がおっしゃるとおり毎年若年層ということで、

そういったくくりの中でということでの開催につ

いては至っておりませんけれども、それ以外で私

どもとしてはいろいろな意見を集約をさせていた

だいて、行政の中では生かしているというふうに

考えているところであります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 一過性のものではな

く、継続した取り組みを求めたいというふうに思

っておりまして、決して閉ざされているというふ

うには思っておりません。継続的な取り組みの中

で人材として育っていただく取り組みについてお

伺いして、終わりにしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） なかなかこれは参加

する皆さん、いわゆる若年層と言われる皆さんの

考え方、意識もそれぞれあろうかなというふうに

思っているところで、議員が以前に質問をされた

主権者教育、学校現場におけるいろいろな教育も

含めて熟度がどんどん上がっていく中で、主体的

に若年層の皆さんがそういった機会があれば参加

をするということになるのだろうというふうに思

っているところでございまして、学校現場のほう

では年３回、４回教育長あるいは市長が給食等を

食べながら懇談をするという場面もつくらせてい

ただいておりますので、先ほども言いましたが、

あらゆる面で機会を捉えましていろいろな意見に

ついては集約をさせていただきたいと思っていま

すし、そういった継続をした取り組みについて議

員のほうから御意見がございましたので、十分参

考にさせていただきたいと思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時０１分

再開 午前１１時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 再開をいたします。

種子法廃止に伴う地域農業への影響について外

２件を、佐久間誠議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 昨日来の台風１８号

の影響でそれぞれ避難の対策に当たられている皆

さん、お疲れさまです。そして、冒頭に被災され

た各地の皆様にお見舞い申し上げたいと思います。

議長から指名いただきましたので、通告順に従

いまして、大項目３点について質問いたします。

まず、大項目の１、種子法廃止に伴う地域農業へ

の影響について、小項目（１）、種子法廃止に対

する本市の見解について伺います。主要農作物種

子法、以下種子法と略しますが、この法律の廃止

法案が本年４月１４日、国会で可決成立し、来年

４月より種子法は廃止となります。このことによ

り、これまで米、麦、大豆の種子を１００％国産

で賄うことを維持してきた法的根拠や財源が失わ

れることになります。種子法は、米、麦、大豆な
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ど主要農作物の品種改良を国、都道府県の公的研

究機関が行い、良質で安価な種子を農家に安定的

に供給してきた法制度であります。種子法の廃止

は、主要食料を安定的に供給するためにこれまで

築き上げてきた制度、体制を弱め、米、麦などの

優良種子の供給が不安定になって種子価格の高騰

を招き、必要なときに手に入らなくなってしまう

おそれがあります。種子法廃止に対する本市の見

解について、また種子法廃止による地域農業への

影響についてお伺いいたします。

小項目（２）、公的種子事業のこれまでの役割

について。公的種子事業は、都道府県や各地域の

農業試験機関がそれぞれの条件に適合した米や麦

の品種育成、奨励品種普及に極めて重要な役割を

果たし、農業振興に大きく寄与してきました。こ

れまでの種子法が課してきた義務を十分に果たし

てきたと言えます。そして、この義務が種子法に

規定されることが根拠になって、試験機関の育種

費用の確保を財政当局に求めることができました。

その種子法を廃止されるとどうなるのか、原種及

び原原種の生産は多くの人手と費用が必要です。

規制緩和の名のもとに国の責任を放棄するかのよ

うな種子法の廃止は、他の品種がまざらないよう

遺伝的な純度を高くする原原種の生産、純度を高

く種子生産に必要な量を確保する原種の生産など、

人手と費用のかかる事業から手を引かせることに

なりかねず、結果的に今日まで営々と優良な種子

をつなぎ、守ってきた国内農業の衰退につながっ

ていくのではないか、このように考えるところで

あります。そこで、名寄の農業振興センター、上

川農業改良普及センター名寄支所、種子農家など

への影響は出ないのかどうかについてお伺いいた

します。

小項目（３）、遺伝子組み換え種子と食の安全

について。バイオテクノロジーの発展に伴い、遺

伝子組み換え作物、ＧＭＯの種類もふえ、海外に

おいては作付面積が年々増加しております。近年

除草剤や病害虫に抵抗性を持つ作物が開発され、

殺虫成分であるＢｔ毒素、殺虫性たんぱく質、こ

れを作物自体に持たせ、害虫に食べられないよう

にしてある種子が海外で流通しております。通常

農薬を使った野菜は、水で洗えば多少は落ちるも

のです。しかし、作物自体に殺虫成分などを遺伝

子的に組み込むので、その毒性は洗っても当然落

ちることはありません。人体にとってももちろん

有害であります。また、除草剤耐性作物は除草剤

をかけても枯れない作物ということで、強い除草

剤が際限なく使われていけば人体にも当然悪影響

を及ぼします。日本では、遺伝子組み換え作物の

栽培はまだ行われておりませんが、世界一遺伝子

組み換え作物を輸入している国が日本であります。

現在の輸入量は ０００万トンを超えていると言

われております。米の国内生産が８００万トンで

ありますから、これらのことから考えますと相当

の量が国内に入っております。これらの輸入作物

はそのまま市場で流通はしていないものの、加工

食品や家畜飼料、食品添加物の原料として使われ

ております。

我が国では、２００１年４月より分別生産流通

管理、ＩＰハンドリングに基づくＧＭＯ食品の表

示が義務づけられたものの、原料の上位４番目以

降、あるいは重量の割合が５％未満なら、あるい

はたんぱく質、ＤＮＡが残っていなければ表示の

義務がありません。そのため知らず知らずのうち

に遺伝子組み換え作物からつくられたものを摂取

しております。近年相次ぐ食品のさまざまな問題

が続き、消費者の食品への不安は増大し、食品表

示に対する関心が高まってきております。そこで、

全ての食品を遺伝子組み換え表示の対象とするこ

と、これらについて道や国に対し働きかけること

を提案したいと思います。それが地域の農業を守

ることにつながるし、生産者の顔が見え、安心し

て食べることのできる食の安全に結びついていく

と思いますが、本市の考え方をお聞かせいただき

たいと思います。

小項目４、日本の種子保全のための取り組みに
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ついて。種子法の廃止法案成立に当たって、参議

院で４項目の附帯決議が盛り込まれました。都道

府県での財源確保、種子の国外流出防止、種子独

占の弊害の防止などでありますが、今般の種子法

廃止に伴い、国内の種子保全のために危惧される

問題点や新たに法律を整備していく点を農業者や

農業関係者などと意見交換し、道や国に要請して

いくべきと思いますが、本市の考え方についてお

聞かせください。

次に、大項目２、日ＥＵ、ＥＰＡ合意と地域農

業、酪農、畜産業支援について、小項目１、地域

酪農家への経営安定対策について。日ＥＵ、経済

連携協定、ＥＰＡの交渉が本年７月６日大枠合意

に達しました。このことによってＥＵからの輸入

はワイン、パスタ、革製品などの関税を最終的に

撤廃、カマンベールやモッツァレラチーズなどソ

フト系と呼ばれるチーズも新設する輸入枠内につ

いて関税が撤廃となります。一方、日本からＥＵ

への輸出については、主要品目である自動車の関

税を段階的に下げ８年目でゼロに、自動車部品は

大半が即時撤廃となることが明らかになりました。

自動車など機械工業製品の輸出を伸ばすために農

業が踏み台にさせられる、こうした国の政策が繰

り返されてきました。農業を基幹産業に置く地域

としては、ゆゆしき事態だと思っております。そ

こで、日ＥＵ、ＥＰＡ合意により影響を受ける地

域の酪農家への経営安定化対策について伺います。

国や道の動き、経営安定化対策にかかわって伝わ

ってきている情報等があればお知らせいただきた

いと思います。

小項目（２）、乳価下落への影響と補給金制度

の強化について。ＥＵから良質のチーズが国内に

入り、安く流通すると、国内のチーズ加工業者の

撤退が懸念されます。ＥＵは、世界のチーズ生産

量の約５割を占める最大の生産地であります。日

本では、現在ナチュラルチーズに最大２ ８％の

関税を課しておりますが、発効後は輸入枠分の数

万トンが低関税で流入することになります。ＥＵ

産チーズ到来で酪農家が打撃を受けるのは、避け

られない見通しであると言われております。チー

ズの国内シェアを奪われることで生乳が余り、牛

乳価格の下落につながる懸念も指摘されていると

ころであります。乳価下落に対する酪農家への補

給金制度について、さらに積み増しし、支援する

よう国や道に働きかけていくべきだと思いますが、

この点について本市の考え方を伺いたいと思いま

す。

大項目３、名寄市の除排雪のあり方について、

小項目（１）、福祉施策と連動した除排雪施策に

ついて。名寄市には、道営住宅マーガレットヴィ

ラ２３戸、市営住宅の緑丘第１、東光２７戸のシ

ルバーハウジングがありますが、新たな公営住宅

建設を考えるときに高齢化の進行あるいは進度化

を見通して、シルバーハウジングの戸数をふやし

ていく必要があるのではないかと考えております。

シルバーハウジングは、入居高齢者に対して約３

０戸に１人の割合で生活援助員が配置されるシス

テムであり、除排雪の心配もなく、高齢者等の生

活特性に配慮したバリアフリー化された公営住宅

であることから、買い物支援、その他デイサービ

スなどを組み込み、申し込みの際の審査基準の段

階的緩和により安心して本市に暮らし続けられる

環境整備を図れるのではないかと思います。今後

の住宅マスタープランと福祉施策において検討を

深められないか伺います。

現在シルバーハウジングは、道営、市営合わせ

て５０戸と数が少なく、需要に追いついていない

のではないかと思います。そこで、今後の公営住

宅建設に組み込み、１階部分はシルバーハウジン

グとし、戸数をふやすことによって、除排雪など

を苦にし名寄から離れなくても住み続けられる環

境をつくるべきと考えますが、いかがでしょうか。

小項目（２）、年次計画での除排雪対策の強化

について。今年度空き地の取得による雪堆雪箇所

の確保、払い下げ除雪機械、小型ロータリー車の

購入や除雪ドーザー新車の購入等機械力を備え、
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効率的な運用により除排雪体制を進めようとの意

気込みが見えるわけですが、次年度からの計画と

して、これまで以上の改善、施策を検討している

かどうかについてお伺いいたします。

小項目（３）、市民要望に応える除排雪体制の

目指し方。これまでの各種アンケート結果からも、

市民要望や関心事の多くは生活に直接影響の出る

生活インフラの整備であり、その一つとして除排

雪体制のさらなる強化が求められていると受けと

めております。町内会から要望の強かった学校周

辺の歩道や交差点などの適切な除排雪など、課題

は多いのではないかと思います。市民要望に応え

る除排雪体制について担当所管の考え方をお伺い

いたしまして、以上壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） ただいま佐久間議員

からは、大項目で３点にわたり御質問をいただき

ました。大項目の１及び２につきましては私のほ

うから、大項目の３につきましては建設水道部長

から答弁となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、大項目の１、種子法廃止に伴う地域

農業への影響について、初めに小項目の１、種子

法廃止に対する本市の見解について申し上げます。

主要農作物種子法につきましては、戦後の食料増

産という国家的要請を背景として、米、麦、大豆

の種子に特化し、都道府県に種子の生産及び普及

を義務づけてきたものでありますが、国は都道府

県がみずから開発した品種を優先的に奨励品種に

指定をし、公費で普及をさせており、民間の種子

開発への参入を阻害しているとしまして、本年４

月に廃止法案を成立させました。これまで主要農

作物種子法のもと、都道府県を中心に気候などそ

れぞれの地域の生産条件に適合する品種や消費者

の多様なニーズに応える優良な品種が数多く開発

をされ、高品質で安全な農作物の安定生産を支え

てまいりました。

御質問のありました主要農作物種子法の廃止に

伴う地域農業への影響についてでありますが、品

種開発が民間事業者を主軸に展開をされた場合、

本市のように栽培条件が厳しい地域に適合する品

種の開発や研究が立ちおくれる可能性や消費者の

多様な選択への制約のほか、道が行っております

品種開発などの体制が縮小されることも懸念をさ

れ、今後の種子確保や農作物の安定供給に不安が

残りますことから、農業者が安定的かつ高品質な

農作物の生産が継続できるよう引き続き優良で品

質の高い種子を農業者に安定供給できる農業施策

の推進について関係機関、団体と連携をしながら

国に求めてまいりたいと考えてございます。

次に、小項目の２、公的種子事業のこれまでの

役割について申し上げます。道内における公的種

子事業につきましては、道立農業試験場を中心に

品種の試験、研究など育種に取り組み、奨励品種

の選定を行うとともに、種子生産につきましては

採種法を指定し、品質の確保と安定生産に取り組

まれてきております。また、農業改良普及センタ

ー名寄支所におきましては、奨励品種の普及を図

るため、栽培技術の指導や生育調査などに取り組

まれており、奨励品種決定試験では上川農業試験

場の委託を受け、本市の農業振興センターにおき

ましても道北地域における適応性について試験栽

培に取り組まれております。

主要農作物種子法廃止による影響についてであ

りますが、現在のところ北海道におきます次年度

の事業実施体制につきましては変更の予定はなく、

今後国の方針などを受け検討をされていくもの伺

っておりますけれども、種子法に関する業務につ

きましては普及センター、市農業振興センターと

もに業務の一部であり、普及指導などの両センタ

ーの本来の事業に支障はないものと考えていると

ころであります。

次に、小項目の３、遺伝子組み換え種子と食の

安全について申し上げます。日本での遺伝子組み

換え農作物の安全確保の仕組みにつきましては、

食品安全基本法のほか、食品の安全性につきまし
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ては食品衛生法、飼料の安全性につきましては飼

料安全法、生物の多様性への影響につきましては

カルタヘナ法に基づき、それぞれ科学的に安全性

を審査をし、全てに問題が生じないと評価をされ、

初めて使用できる仕組みとなっております。現在

食品として国内で生産されています遺伝子組み換

え農作物はなく、全てが輸入によるもので、加工

品として流通をしてございます。

加工品の表示につきましては、遺伝子組み換え

農作物を原料とする加工食品については表示義務

があるものの、ＤＮＡやたんぱく質が残っていな

い食品については表示義務がない状況となってご

ざいます。このことから、現在消費者庁で遺伝子

組換え表示制度に関する検討会が設置をされ、表

示拡大の検討がされておりますけれども、本市と

いたしましても食の安全、安心への関心が高まる

中、遺伝子組み換え食品に関して正確な情報の積

極的な提供などについて近隣市町村や関係団体な

どと連携をし、国に求めてまいりたいと考えてご

ざいます。

次に、小項目の４、日本種子保全のための取り

組みについて申し上げます。主要農作物種子法の

廃止法案成立に伴い、品種開発が民間事業者を主

軸に展開をされた場合、外資系企業の参入や大企

業による種子の独占などが懸念されております。

国は、１つとして都道府県への財政措置につきま

しては優良な種子の供給に必要な地方交付税を今

後も確保すること、２つとして都道府県を含めた

官民の総合力を発揮し、種子の研究開発を促進す

ること、３つとして今後民間事業者との連携によ

り種子の開発、供給を活性化をし、国際競争力を

高めることなどをあらわしてございます。本市と

いたしましては、地域農業の持続的な発展に不可

欠な良質で安価な種子の安定供給の継続に向けた

農業施策について、関係機関、団体と連携をし、

国に求めてまいります。

続いて、大項目の２、日ＥＵ、ＥＰＡ合意と地

域農業、酪農、畜産業支援について、初めに小項

目の１、地域酪農家への経営安定対策について申

し上げます。日ＥＵの経済連携協定、いわゆるＥ

ＰＡにつきましては、本年７月に大筋合意に達し、

麦や乳製品の国家貿易製品、豚の差額関税制度と

いった基本制度が維持されるとともに、セーフガ

ードなどの再生産可能な国境措置が確保される一

方で、ソフト系チーズにつきましては新たに横断

的な関税割り当てが設定されるなど、農畜産物に

おける関税の撤廃や削減などにより、地域への影

響が懸念をされているところであります。

国におきましては、日ＥＵ、ＥＰＡ交渉の大枠

合意を踏まえた総合的な政策対応に関する基本方

針が示されておりまして、合意内容を踏まえた強

化対策といたしましては、まず１点目として総合

的なＴＰＰ関連政策大綱に盛り込まれております

施策であります体質強化策について、これまでの

実績の検証を踏まえて見直しを行い、必要な対策

を講じることや経営安定対策におきましては大枠

合意の内容、ＴＰＰの状況などを踏まえまして必

要な検討を加えるとされてございます。また、２

点目といたしましては、チーズを中心とする乳製

品について、日本産チーズなどの競争力を高める

ため、原料乳の低コスト、高品質化の取り組み強

化、製造面でのコスト低減と品質向上、ブランド

化を推進することなどがあらわされております。

本市におきましてもＥＰＡ合意による畜産農家へ

の影響が懸念をされますことから、国の情報など

に十分に留意をし、関係機関、団体と連携をしな

がら畜産農家の経営強化に努めてまいりたいと考

えてございます。

最後に、小項目の２、乳価下落への影響と補給

金制度について申し上げます。国内におきますチ

ーズ生産のほぼ全量を道内産チーズが占めていま

すことから、今後のチーズ工房や乳価への影響が

懸念をされているところであります。現状の加工

原料乳生産者補給金制度につきましては、加工原

料乳の生産地域における再生産の確保を図ること

を目的としまして、生乳生産のコストから乳製品
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向け乳価を差し引いて補給金の単価計算が行われ

てございます。乳価下落や生産コストの高騰など

の経済状況の変化に応じまして見直しが行われて

ございます。また、加工原料乳生産者経営安定対

策事業につきましては、加工原料乳価格が下落し

た場合の経営への影響緩和を目的としまして、生

産者と国が拠出をして造成をした積立金から補填

基準価格との差額の８割が補填される仕組みとな

ってございます。今後とも乳価が下落した場合に

は、それぞれの事業により対策が講じられるもの

と受けとめているところでございます。

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） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目３、名寄市の除排雪のあり方についての小項目

１、福祉施策と連動した除排雪施策についてお答

えいたします。

平成２７年度からの３カ年を計画期間とする名

寄市第６期高齢者保健医療福祉計画・介護保険事

業計画におきましては、高齢者施策の基本的方針

の一つとして、高齢者のニーズに応じた住まいの

確保をうたっており、その中でもシルバーハウジ

ングは緊急通報システムやバリアフリー構造等高

齢者の生活に配慮した設備仕様が施された公営住

宅であり、生活支援員を配置することで安否確認

や相談、緊急時の対応等が行えるものです。高齢

者施策の推進の理念の一つであります地域包括ケ

アシステムにおきましても、住まいはその中心と

して描かれており、重要な要素となっています。

現在当市におきましては、高齢者向けの住まいと

して民間活力による有料老人ホーム等の建設が続

いておりますが、低所得者への支援は本市の責務

であり、低廉な家賃の住まいを推進する必要があ

ると考えております。

本市のシルバーハウジング公営住宅の現状につ

いて申し上げると、緑丘第１団地１４戸、東光団

地１５戸の計２９戸が平成７年から１７年にかけ

て建設されました。名前のとおりシルバーハウジ

ングも公営住宅であり、緊急通報システムや生活

支援員の配置以外は一般の公営住宅と同様の対応

で、住宅周囲の除排雪についても入居者が管理す

るとともに、入居者同士で共益費を出し合って除

雪作業を委託する場合もあります。シルバーハウ

ジング計画が必要な場合は、福祉部局と建設水道

部で策定することが必要となることに加え、国の

許認可にかかわるもので、十分な根拠や必要性が

求められます。さらには、参考までにお知らせし

ますが、道内でのシルバーハウジング公営住宅建

設は、市町村営及び道営とも平成１７年を最後に

建設実績はありません。現在整備されている公営

住宅は、ユニバーサルデザインに基づく設計とな

っており、世代を問わず使いやすい仕様となって

いるため、特に高齢者からは好評です。しかし、

今年度第２次住宅マスタープラン策定作業を行っ

ていることから、策定委員会等で全体議論したい

と考えております。

また、シルバーハウジング公営住宅の公募状況

ですが、入居するとほとんど長期入居傾向にある

ことと退去後の応募状況は１倍程度となっており、

所管としては住宅が足りないとの認識は持ってい

ないところです。最近の窓口での相談では、夫婦

ともに高齢なことと持ち家の老朽化もあり、地域

に居住することに不安を感じていたようで、定期

公募で応募がなく、随時募集していたシルバーハ

ウジング公営住宅に入居された例があることから、

年齢や持ち家に不安がある場合はまずは窓口で相

談いただきたいと考えております。

次に、大項目３、小項目２、年次計画での除排

雪対策の強化についてを申し上げます。議員御承

知のとおり、この間本市としましてもより快適で

効率的な除排雪、安全で安心のできる冬期の道路

空間確保を目指し、取り組みを進めてまいりまし

た。平成２８年度は雪が少なかったものの、市民

の関心が高い除排雪事業につきましては、さまざ

まな角度から御意見や御指摘、御要望をいただい

ているところであります。今年度におきましても
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町連役員や委託業者との意見交換も実施しており

ますし、先般開催されました第２回定例会の中で

も経済建設常任委員会での検討項目でございまし

た除排雪に関する調査研究の概要として御報告を

いただき、これまでの議会の議論経過なども踏ま

え、よりよい除雪サービスを推進すべく、本市と

いたしましても検討しておりました市街地の雪堆

積場の確保についても地権者との調整が相整いま

して、先日の補正予算で御承認いただいたところ

です。また、除排雪機械の増強についても本年度

北海道からの払い下げ機械である小型ロータリー

及び凍結防止散布車の購入についても御承認をい

ただき、あわせて入れかえになりますが、国の社

会資本整備総合交付金を活用して除雪グレーダー

の導入予定であります。本事業の導入で機械が増

強になりますことから、直営での対応が可能とな

る路線もふえるものと想定しております。このこ

とにより、別路線を委託に回すことが可能になる

と考えられ、実質的に除排雪事業の早急で効果的

な対応が図られるものと考えてございます。

ソフトメニューでは、モデル事業ではあります

が、本年度からレンタル＆ゴー事業を展開予定で

あり、市街地での交差点のカット排雪、通学路の

雪山崩し、歩道の確保など町内会と連携した取り

組みが期待でき、快適な道路空間確保や交通の安

全性確保が図られるものと期待をしているところ

です。次年度以降につきましては、これまでの手

法を取り入れながら、一方でさまざまな視点を持

って市民からいただいた御意見や他市の状況等を

考慮し、本市にとりましても数多くの方策がある

中で、何がよりよいものなのかを取捨選択しなが

ら、限られた財源を有効活用するとともに、一歩

ずつ市民と協働で除排雪事業に努めてまいります。

続きまして、小項目の３、市民要望に応える除

排雪体制の目指し方についてお答えします。生活

インフラの整備については、議員からの御指摘も

ありますとおり、市民要望も多く、担当所管であ

ります建設水道部、とりわけ道路整備や除排雪を

担当しております都市整備課といたしましても大

きな課題であると認識をしております。除排雪体

制のさらなる強化につきましては、車両の更新、

増強などのハード面、また町内会など地域の協力

をいただくソフト面の両方からの施策について研

究を重ねているところです。ハード面については、

現有車両の計画的な更新や増強につきましては市

としての予算面での課題もあります。また、業務

委託先での機械更新についても夏場の公共事業の

減少により除排雪機械を維持していくだけでも負

担が多く、オペレーターの確保についても大きな

課題になっている状況と伺っておりますが、経年

に対し適時更新を目指してまいります。

ソフト面である部分につきましても、行政側で

行える部分と地域との協働で行える部分について

も模索しておりますが、地域からも町内会の高齢

宅へのボランティアなどを行う町内会役員などが

高齢化しており、対応が難しいというような意見

も多くいただいております。このような情勢の中

ではありますが、除排雪体制の整備や強化におい

て、今の状況で十分ということではなく、町内会

や直接除排雪業務に携わる市内業者、また社会福

祉団体ともよりよい除排雪体制が組めるよう協議

を重ねてまいりますし、計画的な除排雪機器の更

新、予算の確保、雪堆積場の確保、大雪時の緊急

対応等の部分については継続して実施していく所

存でございますので、御理解お願い申し上げます。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきましたので、順に再質問させていただきます。

正確に聞き取れなかった点もありますので、その

際は改めて御指摘お願いしたいと思います。

それでまず、種子法廃止の関係でありますが、

それぞれお答えいただきました。品種開発だとか

研究だとか、当地の特に雪の多い土地であります

から、研究の立ちおくれも含めた、そういったこ

とを国に求めていくということであります。考え



－52－

平成２９年９月１９日（火曜日）第３回９月定例会・第２号

方的には一致しているのではないかというふうに

思っています。

それで、再質問なのですけれども、今般の種子

法廃止について、やっぱり論拠が矛盾していると

いうことについて、これは国のやりとりなのです

が、指摘しておかなければならないというふうに

思っております。大手マスコミは、これまで主要

農作物種子法についてほとんど取り上げてきてお

りませんでした。したがって、生産者も、ある意

味国民も蚊帳の外に置かれた中で種子法が決めら

れたというふうに思っております。

昨年の１０月６日に、たどりますと規制改革推

進会議農業ワーキング・グループが唐突に主要農

作物種子法の廃止を打ち出しまして、この提案か

ら半年余りで廃止法案が可決されるという極めて

乱暴な決め方でありました。とても慎重に論議を

重ねたと言いがたい中で決められたということで

ありまして、特に先ほども臼田部長のほうで触れ

られておりましたように、民間の品種開発の意欲

を阻害しているというために廃止をするのだとい

うようなこと、それから生産資材については高価

格体質を理由にして規制改革を迫っているのです

が、種子については公的種子の低価格が問題だと

いうふうに言っているわけです。極めて論拠が矛

盾する、この点についての本市の受けとめ方につ

いて改めて伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 種子法の廃止につい

てでありますが、私どもも経済部所管として農業

新聞なども購入をさせていただいておりますので、

そういったものを通じながら情報が流れてきたと

いう状況であります。

私どもの受けとめということでありますけれど

も、実は平成２８年１１月に農業者の所得向上を

目指して政府が決定をした農業競争力強化プログ

ラムというのがございます。この中では、生産者

の所得向上に向けてということで、生産資材価格

形成の仕組みの見直しをするのだというのがうた

われてございます。この中で国は、国内外の生産

資材の生産、流通、価格などの状況を把握し、公

表することですとか、あるいは民間活力を最大限

に活用しながら、生産資材の安定供給と価格の引

き下げなどを通じて、農業者はもとよりでありま

すけれども、生産資材の関連産業の競争力の強化

も図っていきたいと、そういった考え方を示して

おりまして、議員が質問に上げられております種

子、種苗についてもその生産資材の一つとして位

置づけ、今後取り組みがされていくということだ

と思っています。今回の種子法の廃止についてで

ありますけれども、その農業競争力強化プログラ

ムの具現化に向けての施策の一つとして取り組ま

れていくものでありまして、肥料や機械など他の

生産資材とあわせまして民間との連携による合理

化、効率化などを通じまして価格の低減や、ある

いは適正化が図られていくものだと、そのような

受けとめをしてい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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 特に私は、心配して

いるのはやっぱり今ちょっと触れられたのですが、

地域農業への影響としては種子価格の高騰が非常

に懸念されるということで考えております。水稲

種子調べてみたところ、現在国内品種で３００種

類ほどあるそうであります。民間の開発した品種

としては、日本モンサント社のとねのめぐみ、三

井化学のみつひかりなどがあるわけなのですけれ

ども、２０キロ当たりの生産者渡し価格がとねの

めぐみで１万 ２８０円、みつひかりで８万円と

いうことです。それで、一方で公的機関で開発し

た福井県のコシヒカリは、同じ２０キロ当たりの

生産者渡し価格が ９２０円、そして北海道のき

らら３９７、これは同じ２０キロで １００円と

いう価格で生産者に渡されると。だから、種子と

いうのは先ほども申し上げましたように最も基本

的な生産資材でありまして、この価格が上がれば

おのずと再生産品にはね返されると。おのずと米
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価が上がっていくのではないかというふうに懸念

しているわけであります。この辺についてちょっ

と考え方ありましたら、お答えいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今米を例として民間

と公的機関の生産費といいますか、コスト等につ

いて紹介をいただいたということであります。こ

こはちょっと推測になりますので、あれですが、

公的機関については法整備以降、あるいはそれ以

前からなのかもしれませんけれども、技術等につ

いて、いわゆる知的財産の積み重ねがあるという

ことも一つの要因となって、恐らく民間サイドよ

りも安い価格で提供ができる体制が構築されてき

たのだろうというふうに推測をするところであり

ます。私どもも求めるところについては議員と同

じ考えで、まずは良質な種子が安定的に供給され

るというのが最大の優先すべき課題だというふう

に思っていますし、その供給に当たってはやはり

安いばかりがいいというふうに思いませんけれど

も、適正な価格でしっかりと提供されるというこ

とが必要だというふうに思っておりますので、冒

頭の答弁の中で申し上げましたように、そういっ

た体制が継続されるように国に農業施策の継続に

ついて求めていき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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 安定供給ということ

であります。私もそのとおりだというふうに思っ

ています。

それで、北海道ではこれまで種子の関係につい

てはＪＡに委託をすると。そして、ＪＡは種子栽

培農家に委託をして、これまで安定した種子の供

給に努めてきたということであります。それで、

公的研究機関の、それから地道な研究の中で、優

良品種の普及を図ってきたというふうに私は思っ

ております。それで、私がちょっと心配している

のは、政府の言う種子法が民間の品種開発の意欲

を阻害しているということから考えると、民間と

いう中には国内の品種開発を目指す民間企業のみ

でなく、遺伝子組み換え作物の種子を販売してい

る、いわゆる多国籍企業、ここも今後含まれてい

くのではないかというふうに考えるのですが、こ

の辺についてどのように考えているかお聞かせい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 多国籍企業の参入に

ついての懸念ということかというふうに思います。

現段階で民間、事業の参入については当然表記は

されておりますけれども、それが国内企業に限定

されるのか等については今のところ私ども文言等

としては確認ができていない状況にあるというこ

とでありますけれども、先ほどの申し上げました

農業競争力強化プログラムにおきましては、国は

この種子、種苗については国家戦略、知的戦略と

して展開、供給体制を構築するというのが明記を

されておりますので、そういった考え方から施策

が進められていくものだというふうに認識をして

いるところでありますけれども、いずれにいたし

ましても今後この法廃止に伴って詳細が示されて

くると思いますので、注意深く監視というか、注

意を払っ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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） まだ確認されていな

いということなのですけれども、私は流れから見

て今回の種子法廃止というのは外資からの圧力に

屈したのではないかと、そのように映ってならな

いわけです。懸念しているということであります。

それで、遺伝子組み換え種子と食の安全の関係

に入りますけれども、多国籍企業、先ほどちょっ

と触れたのですが、さまざまな遺伝子組み換え作

物の種子を開発しておりまして、知らないうちに

食べさせられているというものが最も怖いわけで

あります。消費者が判断して遺伝子組み換え食品

を避けることができる表示制度、先ほどお答えい
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ただきましたけれども、大切なことだというふう

に私は思っております。

それで、輸入した遺伝子組み換え作物を原料と

した家畜飼料についての安全性、先ほどの法律の

中でちょっと触れられておりましたけれども、こ

こについて質問したいのですけれども、オランダ

だとか韓国における、殺虫剤成分フィプロニルが

卵だとかふんだとか鶏肉、これから検出されまし

て、消費者の不安感が強まっているというふうに

海外メディアが報じておりまして、この原因の詳

細は伝えられていないわけですが、国内における

輸入家畜飼料の最近の成分分析だとか検査等はど

のように行われているのか、後学のためわかる範

囲でお知らせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 輸入飼料の安全性の

確保という視点でどのような取り組みが行われて

いるかということだと思いますが、基本的には飼

料の安全法と食品安全基本法がございますので、

この法に基づいて全てに問題がないものについて

国内で流通するという、そういう仕組みになって

いるということであります。少し具体的に申し上

げますと、輸入飼料の家畜に対するリスクの評価

ということでは、これは農林水産省の農業資材審

議会というのがございますが、ここで飼料の残留

農薬ですとか重金属あるいはカビ毒などについて

検査を行っているということでありますし、さら

に遺伝子組み換え飼料についてはこれに加えて内

閣府の食品安全委員会というのがございますが、

ここにおいて遺伝子組み換え飼料または添加物を

家畜が摂取をし、そこで生産される畜産物の人へ

の健康の影響について評価が行われるということ

でありまして、飼料については農水、さらには遺

伝子組み換え飼料については農水、さらには内閣

府ということで、それに応じて必要な検査を行っ

ているということであります。いずれにいたしま

しても、各検査機関で家畜あるいは人に影響がな

いという評価が行われたものについて流通をして

い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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 日本の卵の自給率は

９６％ということでありますから、余り私は心配

していないのですけれども、時間ないので、次に

移らせていただきたいと思います。

それで、日本の種子保全のための取り組みとい

うことでありますが、食料の安全保障上の観点と

種子は世界の人類のものなのだという考え方に立

って、意識的に公的な機関がかかわって種子の国

外流出防止に努めるだとか、あるいは優良種子の

開発などに携わってきた研究機関を今後もなくさ

せないということだとか、それから有機農法、自

然農法などで育種したものや、それからこれまで

営々と引き継がれてきた国内の種子について、地

域で保全を進めていくべきではないかというふう

に思っておりますが、このあたりについてお考え

をお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 種子の保全という視

点からの御意見だというふうに思っています。国

内では、在来種などについて古くから存在するも

のについては有機栽培などの自然な環境で保全が

されて、伝統的な食文化とともに守られている状

況にあるというふうに思いますし、国のほうでも

日本農産品の品質ですとか特色などをブランド化

として、例えばＪＡＳの規格ですとか地理的表示

などを使って知的戦略として保存していく必要が

あるだろうという考え方も示されているところで

あります。ちなみに、本市においてということで

ありますけれども、今言われたような在来種など

の事例については確認ができておりませんので、

これまでどおり安定生産に取り組めるように種子

の供給体制の維持を求めてまいりたい、そのよう

に考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） これはお答え要らな

いのですけれども、ぜひ国内法令の再整備、ここ
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を訴えていただきたいと思っています。

それで、特に種子法の廃止によって農家が自主

採種をすることの権利を盛り込む必要がある。こ

れ海外では裁判になっておりますから、いわゆる

遺伝子組み換えのものが入り込んで。だから、当

然農家が自家採種をすることの権利を盛り込む、

あるいは遺伝子組み換え作物を使った食品の全て

の表示、先ほどもちょっと触れているのですが、

特にＥＵでは家畜の飼料にもこれは遺伝子組み換

え作物の使用の表示義務があるということで、今

度輸出する段階になるとこれはっきりすると思う

のですが、こういういわゆる遺伝子組み換え作物

についても飼料についてもやっぱりちゃんと表示

義務があるのだと。それと、ポストハーベストフ

リー、いわゆるＰＨＦ、収穫時に農薬散布しない

で保管している農作物だとか、それからノンＧＭ

Ｏということで、いわゆる遺伝子組み換えしてい

ないものの分別流通システムの厳正化、ここにつ

いてやっぱりきちんと国内の食料安全保障の観点

から訴えていくべきだろうというふうに考えてい

るところであります。

次に、日ＥＵ、ＥＰＡ合意と地域農業、酪農、

畜産業支援について入っていきますが、再質問な

のですが、地域にはワイン農家もおりますし、そ

れから新規就農で夢を持って酪農経営に入った方

もおります。チーズなど乳製品の加工販売を頑張

っていられる方もおります。豚肉も部位によって

低廉なものが入ってくるというふうに言われてお

ります。私は国策に翻弄されてはならないという

ふうに思うのですが、行政や、特に地域でできる

応援について伺いたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 地域には、意欲を持

って就農いただいた方がおられますし、就農後に

ついても加工などを含めて精力的に取り組んでい

ただいている農家さんが多数いるということで私

ども認識しております。今例としてワインのとこ

ろがありましたけれども、このワインについては

関税等の撤廃が盛り込まれておりますので、そう

いった意味では条件的には少し厳しくなるかと思

いますけれども、ただ自家栽培のブドウによって

ワインをつくっているということもありますし、

地元を含めて非常に好評を得ているものでありま

すので、ブランド化することによってそれらの影

響については少なくおさめることができるのでは

ないかなというふうに考えているところではあり

ますけれども、いずれにしても私どもも地産地消

ですとか、あるいは６次産業化の視点も持ってご

ざいますので、そういった意味からさまざまな機

会を捉えながら、コマーシャルをするなど応援の

体制を構築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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） わかりました。ぜひ

よろしくお願いしたいと思います。

乳価下落への影響と補給金制度の関係では、先

ほどお答えいただきました。ぜひ酪農家が困らな

いような、あるいは畜産業全般の振興に結びつけ

るように働きかけを強めていただきたいと。それ

ともう一つは、自給飼料です。飼料を国内でつく

る、自前でつくるという、こういう施策も国のほ

うでも一定進めておられるようでありますから、

ぜひその強化について国、道など関係機関に働き

かけていただきたいというふうに考えております。

次に、時間もないので、名寄市の除排雪の関係

でちょっとお伺いしたいというふうに思っていま

す。それで、先ほどそれぞれお答えいただきまし

たけれども、今住宅的にはどちらかというとユニ

バーサルデザイン、そちらのほうを進めているの

だよということだとか、それからあとシルバーハ

ウジングでは除雪費も実は取られているのだと。

共益費というか、そういう中なのかなというふう

に思いましたけれども、お答えありました。それ

で、私はやっぱり今高齢化が進行してきている中

で、一定の判断ができるうちに、受け皿がそろっ

ていれば、それこそ持ち家の整理だとか、譲渡だ
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とか、処分だとか、行政にもほかの人にも迷惑を

かけないでスムーズな移転も可能となるし、住み

続けられる環境となるのではないかというふうに

考えているところなのですが、市営住宅の関係で、

実は私もいろいろ回っていますと、80歳になろう

という方が独居で暮らしているわけです。そして、

年金もわずかで、そしてその中から実は市営住宅

の棟ごとに除雪費を集めて業者に払って雪捨てを

してもらっているのだと。近年古くなった市営住

宅からの退去者が非常にふえているということで、

空き室が多くなるとこれは残った者で、居住者で

負担をするという、割り勘ですから、棟ごとに割

り勘のお金を集めて除雪業者に払うということな

のですけれども、防災上、保安上の観点からいう

と空き室の部分は市の応分の除雪に対する手だて

は必要ではないかというふうに思っていますので、

この辺についてちょっとお答えいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員から再質

問いただきました。御存じのとおり、公営住宅と

いうのは低廉な家賃ということで、その収入の制

限なども含めて要件を満たす方に提供させていた

だいております。そして、なおかつ居住されてい

る方々の協力、御負担等々で、先ほどお話しあり

ました除排雪等々の対応をいただいているのが御

指摘のとおりだというふうに思ってございます。

除排雪、公営住宅にお住まいの方を初め本当に多

くの皆さんが御苦労していただいて、力を寄せ合

って、その作業に協力いただいているのだろうと

いうふうに思っています。公営住宅の集合住宅の

場合ですけれども、おおむね玄関先、２カ所なり

３カ所が仮にあればその部分、また駐車場の除排

雪、当然これまた入居される方が車を持ち、そう

でない、いろいろなケースがあるかというふうに

思っていまして、そういったそれぞれの公営住宅

のさまざまな違いもあるかもしれませんし、その

中で私ども管理者としてそういった部分に入り込

んで采配を振るうというのは、他の全体的なバラ

ンスや一般住宅にお住まいの方々のことを考えま

すと、現実的にはやはりあくまでもお住まいの方

々の協力で対応いただければというふうに御理解

をいただいて、今日まできているのではないかな

というふうに思っています。高齢者の方にしてみ

れば、そういった御負担も年々重たいものがある

というふうに思っておりますけれども、空き家と

いたしましても当然平家では屋根の雪おろしなど

は一応させていただきますが、集合住宅について

はその対応というのはかなり困難なものだという

ふうに考えております。

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） 時間がなくなったの

で、最後に市長にお伺いいたしたいと思います。

除排雪体制の改善施策については、近隣６市町

を私も回らせていただきました。それぞれ工夫さ

れて、特色ある取り組みについて学ばせていただ

きました。これらについて６月に経済建設常任委

員会で報告しているところなのですが、名寄市に

住み続けたい、しかし高齢で泣く泣くまちを離れ

ざるを得ないという市民が住み続けられる生活環

境、さらには特別豪雪地帯である本市の子供たち

の通学時を初め日常の雪による事故から市民を守

るための一層の生活環境整備の今後のお考え方、

決意についてお伺いして、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） 佐久間議員からの除排雪

にかかわって総合的な見解のお尋ねがございまし

た。言うまでもございませんけれども、我々この

地域、北の大地で生活をしておりまして、これは

先人の開拓の時代から冬の生活というのは大きな

テーマでもあり、そしてその中で並々ならぬ先人

の皆さんも御労苦と、あるいは御努力と知恵を絞

って現在の冬場のスタイルが構築をされていると

いうふうに理解をしております。北海道の中でも
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我々の地域は豪雪地帯でありまして、その中でも

さまざまな知恵を絞りながら、現在も施策を展開

しているわけでありますけれども、除排雪につい

てはもうこれでよしという決定打はなかなかやは

り見出せず、試行錯誤の連続であろうとも思って

おります。そのような中で、現在少子高齢化ある

いは過疎等の問題について、それぞれの自治体で

もまた同様の状況であるというふうにも考えてお

ります。さらには、現在の除排雪の機械による手

法についても、かき分け除雪でありますとか、積

み込みの運搬排雪、こうしたものは歴史的にもあ

る程度確立された手法でありまして、抜本的な除

雪水準の向上についてはなかなか難しいというふ

うに考えております。しかしながら、先ほども部

長からもそれぞれ答弁させていただいていますけ

れども、可能な部分については現在も実施してお

りますし、また実施していくように担当のセクシ

ョンに指示はしておりまして、近隣自治体との情

報交換も行いながら、さらなるよりよい除排雪に

ついて実施をしてまいりたいと考えております。

今年度は、岩見沢市の道路除排雪担当と福祉部

門の担当が来市をされまして、当市のダンプ助成

の概要あるいは福祉除雪助成券、除雪サービスの

概要等について確認をされていかれました。除排

雪について、従前では道路は道路部門、道路から

玄関までが福祉部門と、さらには屋根の雪はどこ

も所管がないということで地域でと、こういった

ような縦割りがあった部分は否めないところであ

りまして、このことについては冬の環境整備の向

上について横断的に議論を継続をしながら、より

よい冬の生活を確保できるように研究を重ねてま

いりたいと考えておりますので、改めてまた御提

言、御指導いただければと思います。よろしくお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

１３時３０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時１８分

再開 午後 １時３０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

冬季スポーツ拠点化事業の推進と展望について

外２件を、東川孝義議員。

〇９番（東川孝義議員） 議長より指名をいただ

きましたので、通告に従いまして、３件、１０項

目について順次質問をしてまいります。

最初に、冬季スポーツ拠点化事業の推進と展望

についてお伺いをいたします。名寄市は、積雪寒

冷の地であり、降雪、着雪が早く、良質な積雪が

確保され、冬季スポーツには恵まれた自然環境に

あります。その自然環境や施設環境の強みを生か

した中で、平成２７年度の名寄市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略において冬季スポーツ大会の開

催誘致の推進に向けて冬季スポーツ拠点化推進プ

ロジェクトが進められております。また、この計

画は名寄市総合計画第２次においても重点プロジ

ェクトとして位置づけられ、新規事業を含めて着

実に推進されてきております。

具体的な推進に向けては、昨年４月に教育部組

織にスポーツ・合宿推進課を新設し、リレハンメ

ル冬季五輪ノルディックスキー複合団体金メダリ

ストの阿部雅司さんをスポーツ・合宿推進課の特

別参与、スポーツアドバイザーとして招聘し、市

内のさまざまなイベントの企画やみずからも参加

しての活動は、名寄市民の方にも理解が深まって

いると思います。中でも昨年に引き続き今月の１

５日から４日間にわたり実施されましたウインタ

ースポーツコンソーシアム競技会は、ジュニアの

選手の発掘、強化に向けて当市で開催をされたと

いうことは、スポーツ拠点化事業を推進する上で

大きな弾みになると思います。また、ことしの４

月には日本に６名しかいないスポーツトレーニン

グの専門資格を持つ豊田太郎さんを迎えたことは、

今後の推進に向けて大きな励みになると思います

し、期待をしているところであります。
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そこで、小項目の１番目、各種大会及び合宿誘

致について、小項目の２番目、ジュニアの育成強

化について、関連がありますので、あわせてお伺

いをいたします。冬季スポーツ拠点化事業の推進

に向けて、各種大会を含めた合宿誘致事業は、ス

ポーツによる交流人口の拡大並びに地域経済の活

性化に大きな効果があると期待をされます。そこ

で、ことし２月に発足をしました官民連携で進め

るなよろスポーツ合宿誘致推進協議会の活動、ま

たスポーツコミッション協議会設立に向けての将

来像を含めてお伺いをいたします。

また、先般報告を受けましたまち・ひと・しご

と創生総合戦略の事業評価において、合宿受け入

れ人数は １００人の推進値に対して、実質値は

０２０人と前年を大きく上回る実績でありまし

た。しかし、合宿受け入れ増加に伴う冬季スポー

ツ施設の充実、また総合評価においては指導体制

や環境は整備されているものの、市民の盛り上が

りを充実させる取り組みが重要との課題も指摘を

されており、今後の推進に向けての対応をお伺い

をいたします。

また、ジュニアの発掘と指導者の確保ですが、

先ほども申し上げました昨年４月に阿部雅司さん、

そしてことしの４月には豊田太郎さんをお迎えを

してスポーツ・合宿推進課の皆さんとの連携によ

り基本的なメニューの体制は整ったと思いますが、

今後指導者の人材確保、育成に向けてどのように

進めていこうとされているのかお伺いをいたしま

す。

次に、小項目の３番目、庁内組織の連携につい

てお伺いをいたします。昨年４月より組織機構が

一部変更になり、スポーツ・合宿推進課と交流推

進課との連携はどのように進められているのか、

また名寄市総合計画第２次の重点プロジェクトに

おいて冬季スポーツ拠点化プロジェクトは３部門

での連携となっておりますが、具体的な取り組み

状況についてお伺いをいたします。

次に、小項目の４番目、名寄市の将来を展望し

てお伺いをいたします。冬季スポーツ拠点化事業

は、名寄市の将来を占う重要な事業の一つである

と考えます。今後市民一体となった取り組みに向

けて、より的確な情報の発信はもとより、市民の

健康づくり、いわゆる皆スポーツの振興を含めた

考え方についてお伺いをいたします。

また、スポーツ・合宿推進課がスタートして１

年半が経過をいたしましたが、中長期の展望につ

いてお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、市道の維持管理につい

てお伺いをいたします。当市の道路整備計画は、

高規格幹線道路、広域幹線道路、幹線道路、生活

道路、市道の維持事業に区分され、事業規模が大

きいことから国並びに北海道の補助金のウエート

も高く、その年度の予算配分により事業内容も大

きく左右されていると思います。ことし４月の議

会報告会でも市民の方から強い要望のありました

道路整備の現状と今後の推進計画についてお伺い

をいたします。

小項目の１番目、市道の舗装、未舗装の現状で

すが、現在当市の市街地内道路は１５ ２キロメ

ートルにわたり管理され、平成２６年度の舗装率

は名寄地区で６７％、風連地区で８６％、全体で

は約７０％になっておりますが、平成２８年度末

での舗装率についてお伺いをいたします。また、

未舗装道路の維持管理についてはどのように行わ

れているのか、あわせてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、工事発注の現状につい

てお伺いをいたします。簡易舗装道路や防じん道

路では、雪解け後凍上並びに陥没が発生をしてお

ります。一定の時期になると補修箇所の表示が行

われますが、実際の工事にはかなりの時間を要し

ております。市民の方からは、もう少し早く工事

ができないかとの問い合わせがあります。そこで、

融雪後の状況確認と工事発注の現状についてお伺

いをいたします。

次に、小項目の３番目、今後の計画的な事業推

進についてお伺いをいたします。生活道路を含め
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た市街地道路舗装率について、名寄市総合計画第

１次での進捗率は当初計画よりおくれております。

総合計画の第２次では、今後１０年間で５％の舗

装率向上が計画をされておりますが、舗装率と指

導の適正な維持管理事業、いわゆる防じん処理、

路面整正、砂利散布などを含めた考え方について

お伺いをいたします。

次に、大項目の３番目、観光振興計画の推進に

ついてお伺いをいたします。名寄市観光振興計画

は、第１次の後期基本計画の具体的な戦略に基づ

き、平成２９年度からは総合計画第２次とあわせ

て計画が策定をされております。

そこで、小項目の１番目、計画推進に向けての

チェック体制についてお伺いをいたします。観光

振興計画は、長期的な視野で目標が設定をされて

おり、平成２４年度から平成２８年度までの後期

５年間は播種期から育成期、開花期、そして収穫

期という位置づけで進められてきましたが、事業

推進に対する評価をどのように受けとめ、見直し

に当たり名寄市観光振興計画市民検討委員会での

論点も含めてお伺いをいたします。

また、観光振興計画では観光入り込み人数が一

つの目安となります。平成２７年度の北海道の観

光入り込み人数は ４７７万人と過去最高となっ

ておりますが、名寄での観光入り込み人数の推移

についてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、資源の活用とストーリ

ー性の創造についてお伺いをいたします。今回の

計画では、戦略事業の推進に向けて３つの基本事

業と６つの計画事業が定められております。当市

は、観光資源が多いことはよいことだと思います

が、個々の取り組み推進に向けては集客を含めて

力が分散をしてしまう傾向にあるのではと考えら

れます。計画の目的を達成する仕組みづくり、い

わゆる的を絞った取り組みで、具体的にこれをこ

うしてこうすればできるという基本的なスキーム

づくりについてお伺いをいたします。

また、資源を活用した体験とか感動を与えるス

トーリー性も重要であり、戦略、いわゆる目標と

目的、そして戦術を見きわめた取り組みについて

お伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、広域連携での取り組み

についてお伺いをいたします。現在道北地域にお

いて天塩川シーニックバイウェイ、自転車ツアー

のＴＥＰＰＥＮ―ＲＩＤＥ、きた北海道エコ・モ

ビリティ事業など道北の自然を生かしたアウトド

ア観光が企画をされておりますが、なよろ観光ま

ちづくり協会と行政との連携はどのように進めら

れているのか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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま東川議員か

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については私から、大項目２は建

設水道部長から、大項目３は営業戦略室長からの

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、冬季スポーツ拠点化事業の推進と展

望についてお答えいたします。初めに、小項目１

の各種大会誘致及び合宿誘致支援についてですが、

冬季スポーツ拠点化事業における各種大会誘致に

ついては、地方創生推進交付金実施計画のＫＰＩ

では、平成２８年度から平成３０年度までに全国

規模の新規冬季スポーツ大会を３大会誘致するこ

とを目標としております。また、合宿誘致につい

ては、平成３０年度までに年間 ０５０人の合宿

者の受け入れを目標としているところであります。

本年２月には、各種大会や合宿の誘致を推進する

ためになよろスポーツ合宿誘致推進協議会を設立

し、地域の人材、自然、施設環境をセールスポイ

ントとして協議会を中心に競技団体や旅館業組合

などと連携を図りながら誘致活動を推進しており、

現時点ではいずれも計画どおりＫＰＩを達成して

いるところであります。

また、協議会では地域資源を生かしたジュニア

育成、スポーツ産業の創設などにも取り組んでお

り、これらの取り組みを有機的に結びつけ、地域
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経済への波及や雇用創出を生み出し、さらには地

域一体となったスポーツの振興による地域づくり

につなげていくこともテーマにしながら、各種事

業を推進しているところです。今後は、協議会で

の取り組みを通じて総合戦略で掲げたＫＰＩの達

成を目指すとともに、協議会組織からスポーツコ

ミッションへの移行も視野に入れながら、さまざ

まな事業が柔軟に展開でき、かつスピーディーに

取り組める組織へと発展させていきたいと考えて

おります。

次に、小項目２のジュニア育成の強化について

ですが、冬季スポーツ拠点化事業では大会や合宿

の誘致などにより経済効果や雇用創出につながる

取り組みを進めていますが、地域の子供たちがス

ポーツに親しみ、スポーツで活躍する選手になる

こと、さらには生涯にわたりこの地域でスポーツ

とかかわりながら暮らせる環境をつくることが本

事業を推進していく上でとても重要だと考えてお

ります。このため、なよろスポーツ合宿誘致推進

協議会では、ジュニア育成に関する事業として地

元少年団との合同合宿などジュニアの育成に貢献

してくれる合宿者に対する支援、またジュニア育

成の鍵となる指導者養成を戦略的に実施しており、

今年度は全８回シリーズによる指導者養成プログ

ラムに着手するところであります。さらに、本年

１２月にはフィンランドのボカティオリンピック

トレーニングセンターからノルディックスキーの

コーチを招聘し、指導者のレベルアップを図るな

ど高い水準の技術やコーチングを学べる環境を整

えることにはより、ジュニアの発掘、育成や指導

者養成につなげたいと考えております。

次に、小項目３の庁内組織の横断的な連携につ

いてですが、昨年４月にまち・ひと・しごと創生

総合戦略における冬季スポーツ拠点化事業を推進

するため、教育部スポーツ・合宿推進課を新設し

ました。また、庁内の横断的な連携を図るため、

総務部企画課及び経済部営業戦略室に兼任職員を

配置するなどしております。さらに、今年度から

スタートしました第２次総合計画では、総合戦略

との整合性を重視して、戦略的かつ重点的な取り

組みを図るために、３つの重点プロジェクトを設

定しました。重点プロジェクトの実施に当たって

は、他部局との連携をより一層図り、効果的、効

率的に事業が推進できるよう体制づくりに努めて

まいります。とりわけ冬季スポーツ拠点化事業の

具体的な取り組みとしては、健康福祉部と連携し、

子育て支援につながる親子で楽しもう！阿部雅司

のトーク＆スポーツの開催や経済部との連携によ

るモチ米アスリート食の研究に取り組んでおりま

す。また、名寄市立大学コミュニティケア教育研

究センターとの連携では、東風連地区町内会のス

ポーツによる健康づくり事業に取り組むなど、地

域との連携も図りながら各種事業を推進している

ところであります。今後も冬季スポーツ拠点化事

業が幅広く展開できるように職員の事業に対する

理解と意識を高め、庁内組織の連携を強化して取

り組んでまいります。

次に、小項目４の名寄市の将来を展望してにつ

いてですが、本市では第２次総合計画やまち・ひ

と・しごと創生総合戦略において新たな地域の活

性化策としてスポーツに着目した施策を展開して

おります。特に冬季スポーツ拠点化事業では、Ｊ

ＯＣジュニアオリンピックスキー大会やウインタ

ースポーツコンソーシアム事業ローラースキー競

技会などの開催においては、競技関係者だけでは

なく、市民のボランティアによる手伝いや選手へ

の応援など市民と一体となった取り組みになるよ

う努めております。このことは、市民のスポーツ

に対する関心を高めるとともに、施策の推進に対

する理解を深めることになり、総合計画の将来像

に掲げている「自然の恵みと財産を活かしみんな

でつくり育む未来を拓く北の都市・名寄」の実現

につながると考えております。また、市民に各種

取り組みを浸透させるためには情報発信も重要で

あり、平成２４年度に実施した名寄市民のスポー

ツ環境とスポーツ意識調査の結果に基づき、広報
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なよろや新聞媒体による情報発信を積極的に行っ

ているところであります。さらに、施策を推進し

ていくために、冬季スポーツのアスリートが集ま

るまちへ、スポーツになれ親しんだ健康な市民が

暮らせるまちへ、この２本の柱をスローガンとし

て事業を展開しております。

本市には、世界に誇れる雪資源、活躍が期待で

きるジュニアアスリート、集約化された冬季スポ

ーツ施設、医科学サポートが可能な機関がありま

す。この恵まれた４つの基盤を生かして冬季版ナ

ショナルトレーニングセンターの誘致を目指して

おります。また、トレーニングセンターはトップ

アスリートの受け入れだけではなく、地域の子供

たちもサポートを受けながら世界で活躍するアス

リートに成長できる環境も築き上げたいと考えて

おり、国や道、日本スポーツ振興センターなどの

関係機関としっかり連携を図り、地域としても有

効に活用できるよう要望してまいります。今後に

おいても市民の皆さんとともに各種事業に取り組

みながら、一人でも多くの市民から施策に対する

理解が得られるよう努め、冬季版ナショナルトレ

ーニングセンターの誘致など、大きな目標ではあ

りますが、その実現に向けて取り組んでまいりま

すので、議員皆さんの御理解と御協力をお願いい

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） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目２、市道の維持管理について答弁いたします。

初めに、小項目の１、市道の舗装、未舗装の現

状について申し上げます。平成２８年度末現在市

内の市街地の道路延長は、名寄地区においては１

３ ９キロメートル、風連地区においては２ ３

キロメートル、両地区合わせまして１５ ２キロ

メートルとなっています。この平成２８年度末に

おける市街地道路の舗装率は、名寄市街地では６

９％、内訳として本舗装は２ ２％、簡易舗装

は４ ７％であります。風連市街地区では８ ０

％、内訳として本舗装は２ ２％、簡易舗装は６

８％でございます。また、両地区を合わせまし

た名寄市街地全域では７ ７％、うち内訳として

本舗装は２ ９％、簡易舗装は４ ８％となり、

合併後の第１次総合計画スタート時点となります

平成１８年度当初より ２％増、延長 １キロメ

ートルの進捗となっており、残りの２ ３％、延

長にして４ ９キロメートルにつきましては、防

じん道路でございます。

市街地の未舗装道路であります防じん道路の維

持管理については、毎年現地調査した上で名寄地

区を３ブロック、風連地区を１ブロックとして防

じん補修や穴埋め等の工事を発注しております。

郊外の砂利道路については、名寄地区で年２回、

風連地区で年１回グレーダーによる路面整正を行

う業務を発注しております。また、砂利道路の砂

利が大雨等により流された場合には、適時砂利散

布を行い、補修しております。

次に、小項目２、工事発注の現状について申し

上げます。道路改良舗装工事の発注については、

国土交通省所管である社会資本整備総合交付金を

活用し、毎年継続して行っております。年度当初

に国に対し工事の申請手続を行い、事業認可が決

定された時点で事業費の配分も決定されます。そ

の後業者への情報提供となる縦覧期間を経て入札

の運びとなることから、時間を要することとなり、

工事の発注時期は６月初旬ごろになっている現状

であります。

また、道路の融雪後の状況確認等の対応につい

ては、日常の職員のパトロールや市民の皆様から

の情報、また今年度より取り組みました町内会か

らの道路ふぐあい箇所の要望一覧をもとに状況を

確認しているところであります。道路面が凍上現

象により持ち上がり、凹凸となる道路については、

融雪後の早い時期に補修をしてほしいという多く

の要望をいただいておりますが、凍上がおさまる

暖かい時期に施行しなければ、凹凸の箇所が特定

できず、再度手直しの事業費がかかることになる
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ため、舗装補修工事では毎年４月下旬に発注して

おりますが、施行時期については６月初旬ごろか

らになってしまいます。発生する道路面の凹凸に

は大小がございますが、少なからず車両の通行に

影響が出ることとなり、市民の皆様から連絡をい

ただいた場合は直ちに現地を確認して、経過観察

の中、または危険な状況であれば注意喚起看板の

設置や合材、砂利での穴埋め等の応急的な対応を

行っております。

次に、小項目３、今後の計画的な事業推進に向

けてを申し上げます。市道の維持管理については、

限られた予算内ではありますが、舗装補修や防じ

ん処理、砂利道の路面整正、砂利散布、草刈りな

どを毎年行っている状況でございます。また、町

内会などの協力のもと、道路愛護団体による草刈

りも行っております。市民の皆様からの要望の多

い案件であることからも、引き続き維持管理に努

めてまいりたいと思います。

第２次総合計画の１０カ年で市街地内道路の舗

装率５％の向上を目標として社会資本整備総合交

付金事業の活用により道路整備を行っており、毎

年継続して国に事業要望しております。しかし、

昨今の国の情勢により事業費要望額に対して採択

率が低い状況となっていることから、道路の施行

事業量が減少し、舗装率の進捗が計画どおりに進

めることができていない状況でございます。また、

舗装率の向上には関連しませんが、既に舗装済み

である老朽化した舗装道路の道路改築の事業化も

模索しているところであります。道路整備を進捗

させることにより、道路の安全性や利便性が向上

することはもちろんですが、道路の凍上対策や雨

水対策、除排雪の作業性の向上等効果もあること

から、各地域より多くの要望をいただいておりま

す。今後も引き続き社会資本整備総合交付金や地

方債の活用、市の単独予算の有効活用を模索しな

がら、舗装率向上に向けて取り組んでまいりたい

と考えております。

以上、私からの答弁といたします。

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） 私からは、大項

目３、観光振興計画の推進についてお答えさせて

いただきます。

まず初めに、小項目１、計画推進に向けてのチ

ェック体制について申し上げます。本市の観光振

興計画につきましては、第１次総合計画後期基本

計画の観光分野におけるアクションプランとして

計画を策定し、平成２４年度から具体的な戦略事

業を定めております。昨年度新たに第２次総合計

画が策定されるに当たり、名寄市観光振興計画に

ついては上位計画を補完する具体的な施策を定め

ることとしていることから、時代の変化に対応す

るべく、戦略事業の一部を見直し、さらには計画

の目標値についても新たに外国人宿泊延べ数を加

え、当計画の完成期の取り組みとして今年度から

事業を進めております。

これまで計画に掲載されている各種戦略事業に

つきましては、なよろ観光まちづくり協会、風連

まちづくり観光を中心にオール名寄体制での観光

組織であります名寄市観光交流振興協議会が事業

を企画、立案し、推進してまいりました。各年度

における事業評価につきましては、名寄市観光交

流振興協議会の各部会、総会において検証を行っ

てきましたが、客観的な視点からの事業検証とし

て名寄市観光交流振興協議会構成団体以外の市民

から構成された組織による検証は行ってきません

でした。昨年度本計画の見直しを行うため、建設、

農業、商工業、福祉、教育関係等さまざまな分野

から構成された１０名の方々を名寄市観光振興計

画市民検討委員として委嘱し、５回にわたり委員

会を開催しました。これまでの取り組みの検証、

戦略事業、計画目標値に対する検討を行ってきま

した。今後は、この市民検討委員会において当該

年度の事業評価をしていただく予定でおります。

続いて、観光入り込み客数につきましてですが、

北海道における観光入り込み客数につきましては、

国際定期便の新規就航や増便、査証発給要件の緩
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和、各種プロモーションによる需要喚起などから、

訪日外国人の来道者数の増加もあり、平成２７年

度には過去最高の ４７７万人を更新しておりま

す。平成２８年度は、３月の北海道新幹線の開業、

８月に新設された山の日の祝日など旅行需要の伸

びは見られたものの、５月のゴールデンウイーク

や６月は天候に恵まれず、さらには８月から９月

にかけて発生した台風等により、鉄道路線の運休

や幹線道路の通行どめが続いたことなどから、

４６６万人と若干の減少となりました。本市の観

光入り込み客数は、道立サンピラーパーク、道の

駅もち米の里☆なよろ、なよろ市立天文台きたす

ばるなどの観光教育施設の整備や映画「星守る

犬」の公開などもあり、平成２３年度には６０万

０００人の観光入り込みがありました。その後

台湾交流の開始や冬季スポーツの全国規模の大会

開催など観光以外の側面でも交流人口拡大へ向け

取り組みを進めてきましたが、映画公開効果が薄

れてきたこと、イベント、ひまわり観光時の悪天

候などにより観光入り込みの伸びはなく、平成２

８年度の観光入り込み数は４８万 ０００人とな

っております。

本計画では、効果的な事業を推進することによ

り観光入り込み客数の増加を目標とし、平成２７

年度の４７万 ０００人に対し、年次５％増の６

１万 ０００人を最終年度である平成３３年度の

目標値と再設定させていただきました。さらに、

２０２０年の東京オリンピックへ向け、さらなる

増加が予想される外国人宿泊延べ数についても最

終年度の目標として ６３５泊を新たに計画の目

標値として定めさせていただきました。

次に、小項目２、資源の活用とストーリー性の

創造について申し上げます。名寄市観光振興計画

は、名寄市総合計画の観光分野における具体的な

アクションプランと位置づけていることから、名

寄市第２次総合計画の基本目標Ⅳの地域の特性を

活かしたにぎわいと活力のあるまちづくり、Ⅳの

６の観光の振興との整合、調整を十分に図り、上

位計画を補完する具体的な施策として３つの基本

事業、６つの計画事業、２４の戦略事業を設定し、

事業を進めることとしており、計画目標として交

流人口の拡大を目指し、観光だけではなくビジネ

スやスポーツ、移住、定住などを目的とする入り

込みも計画に含めております。今年度からの完成

期へ向けた取り組みとして、時代の変化に対応し

た戦略事業に修正し、今後５年間で必要性が高い

と想定される日進地区再整備、ひまわり、食、ス

ポーツツーリズム、インバウンド、広域観光など

を重点事業と位置づけさせていただきました。各

事業におきましては、なよろ観光まちづくり協会、

風連まちづくり観光、名寄市観光交流振興協議会

などの観光組織が中心となり、事業の企画、立案

から実施までを行い、実施後の検証を行う中で改

善を行い、より効果的で本市を訪れる方々に満足

いただけるような体制づくりを進めてまいります。

本市において数多くある資源の中で、他地域で

は体験できないメニューの開発など、専門家や地

域の声に耳を傾けながら、資源を磨き上げ、スト

ーリーづくりをすることにより、本市を訪れる動

機づけとなるよう進めてまいります。また、名寄

市だけではなく、近隣を含めた広域市町村との連

携により各地域の資源を結びつけ、地域相互の魅

力を補い、高め合うことがストーリーの幅が広が

っていくこととなります。今後は、道北地域の観

光の要衝としての役割も担いながら、訪れる方々

がまた訪れたいと思える観光地づくりを地域住民

の皆様とつくり上げていきたいと考えております。

次に、小項目３、広域連携での取り組みについ

て申し上げます。本市にかかわる広域観光組織と

して、道北９市町村により構成される道北観光連

盟、天塩川シーニックバイウェイ、平成２８年度

に観光庁から認定された日本のてっぺん。きた北

海道周遊ルートなどが中心となり広域観光を推進

しております。このほかに観光における広域連携

の重要性から、上川地方観光連盟、あさひかわ観

光誘致宣伝協議会、道北着地型観光プロモーショ
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ン推進協議会、きた北海道エコ・モビリティ推進

連絡会議など近隣市町村や道北地方を中心とした

市町村と連携し、事業を推進しております。

道北観光連盟におきましては、なよろ観光まち

づくり協会が事務局となり、９市町村での広域観

光ＰＲ、イベントの実施、広域パンフレットの作

成などを行っております。また、景観、観光、地

域づくりを目的とした天塩川シーニックバイウェ

イでは、なよろ観光まちづくり協会が事務局とな

り、９市町村の観光協会、商工会、商工会議所と

５つの団体により構成され、各自治体と連携しな

がら、地域の歴史、文化、自然、食などを生かし

た活動を推進しており、平成２４年度に候補ルー

トが認定され、本年６月の審査委員によるルート

視察を経て８月に本ルートの申請を行いました。

現在道北観光連盟、天塩川シーニックバイウェイ

が中心となり、自転車、カヌー、フットパスやＪ

Ｒ、バスなどの公共交通機関を移動手段としなが

ら、自然風景や歴史、文化に触れ、御当地の食を

味わい、そしてアクティビティーを遊ぶ旅として

きた北海道エコ・モビリティ事業を進めておりま

す。さらに、サイクリングに特化した旭川から稚

内、宗谷岬までのＴＥＰＰＥＮ―ＲＩＤＥを実施

するなど、サイクリストの受け入れ体制の整備も

進められております。

平成２８年度に観光庁により認定された広域観

光周遊ルート、日本のてっぺん。きた北海道ルー

ト。では、札幌から稚内までを結ぶインバウンド

に向けた５カ年事業として開始され、本年度は地

域における小型周遊ルートを構築する事業実施に

当たり、本市と美深町が選定され、事務局のなよ

ろ観光まちづくり協会が中心となり事業が進めら

れることとなっております。今後も観光組織が中

心となり、行政がサポートしながら広域連携によ

りメリットを生かし、観光客の滞在時間や宿泊数

の増加へと導き、地域交流人口の増加による経済

効果の拡大へ向けた取り組みを進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 余り時間ありませんけ

れども、限られた時間の中で再質問させていただ

きたいと思います。

最初に、今答弁をいただきました観光振興計画

の推進ということについて再度質問させていただ

きたいと思います。最初の中でもお話をさせてい

ただいたのですけれども、非常に名寄には多くの

資源があって、いろんな取り組みができるという

利点とあわせて、やっぱりどうも分散をしてしま

うのでないかなということで、特にストーリー性

という、あるいは感動だとか実感だとかという形

の中で、今持っている名寄の資源、もっと有効に

使った中で運用ができるのではないかなと。例え

ば前にも私お話をさせていただいたのですけれど

も、トマムの雲海、あれは本当にそのとき行って

も必ず見られるとは限らないのですけれども、す

ごくお客さんが行かれているわけです。例えば名

寄のサンピラー、ダイヤモンドダストをそこで見

て、あるいは天文台に行くだとか、やっぱりそう

いう一つのストーリーなり、あるいは個々に感動

を与える、そのような取り組みについてどのよう

にお考えなのか、改めて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） 御質問いただき

ました関係ですが、今さまざまな地域で取り組ま

れていますことが物から事への変革ということで、

そういった物を見るだけでなく事を体験するとい

うことを常に視野に入れてさまざまな体験メニュ

ー等をそれぞれの地域で考えております。私ども

も物から事へということの視点を持っていろんな

観光メニューを考えることによって、事をするこ

とによって感動をしていただける可能性が高いと

いうことで、それにストーリーを付随することに

よって、さらに体験していただいた方が感動して

いただけるという可能性が高いと思いますので、

その物から事への視点というものをきちっと念頭
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に置いてさまざまな観光の部分の検討をしてまい

りたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ぜひ名寄にある有効な

資源、今言われました物から事へという視点の中

で新たな体制をつくり上げていっていただきたい

なというふうに思います。

それで、名寄の中にいろんな滝があって、名寄

は日進橋のところからナイオロップの滝、あれは

表示があるのですけれども、今回たまたま新聞で、

上川総合振興局で名寄と美深の滝を回ろうという

ふうなイベントがあって、実はその前に私は比翼

の滝にちょっと行こうかなと思ったのですけれど

も、入り口の看板がないのです。住友ゴムさんの

タイヤテストコースを入っていって２キロぐらい

行ったところに比翼の滝はこちらという看板があ

るのですけれども、実際にあそこに入っていく看

板がないのです。管轄はどこだか、私もまだ最終

的に把握はしていないのですけれども、以前は何

か入り口にあったというふうなお話も伺っている

のですけれども、この辺の管理についてどのよう

に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） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今の御質問にあ

りました比翼の滝、晨光の滝も含めてなのですけ

れども、そちらのほうにつきましては管轄が北海

道の北部森林室のほうが管轄となっているという

ことで、近年大雨によって滝を見る遊歩道とかが

崩れたりと、そういったことがありましたので、

私どものほうも森林室のほうに要望させていただ

いて、修繕等を行わさせていただきました。

今御質問にありました道道美深名寄線の入り口

にありました比翼の滝等の看板については、私ど

ものほうが以前設置しておりましたけれども、老

朽化によって数年前から撤去させていただいたと

いうのが現状であります。これらの看板も含めて、

それぞれ本市に来られた方々が資源を見るという

ことにとって非常に案内表示というのは重要であ

りますので、これらの比翼の滝の案内表示も含め

て今後のあり方について案内表示にきちっと努め

てまいりたいということで検討していきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） ぜひお願いをしたいと

思います。

それとあわせて、あそこの滝へ行くところの管

理なのですけれども、実は私はことし７月２２日

にあそこに比翼の滝、奧の晨光の滝を見に行った

ですけれども、途中までの道路は結構広くなって

いるのですけれども、先ほどの看板から、あった

奥はもう狭くて車が草でぶつかって行けないよう

な非常に狭い状態で、その後行った８月２８日で

すか、このときにはもうかなり横の草が刈られて

あったのですけれども、看板の設置とあわせて名

寄市として上川総合振興局とこの辺の連携を進め

ていただいて、ぜひ皆さんが行って楽しかったと

言えるような場所にしていただきたい。特に晨光

の滝については、ことし看板が新しくなってきち

っと滝におりていくところも新しい遊歩道がつい

ていたのですけれども、その辺のところも連携を

とってより進めていただきたいというふうに思い

ます。

続いて、市道の維持管理なのですけれども、先

ほど舗装率についての御説明もいただきました。

２６年度から実際には最終的には全体で７ ７％

というふうなことで、余り進んでいないのかなと

いうふうなことで答弁をお聞きをいたしました。

いずれにしても、事業規模が大きいということで、

先ほどもお話ありました社会資本整備総合交付金

ですか、この辺の運用、実際の配分によって変わ

ってくるとは思うのですけれども、今の実際に進

めている事業の中で、先ほどもちょっと答弁の中

でお話があったのですけれども、今後のことを考

えますと非常に採択率が低いという状態の中では、

ある程度単費を投入しながらでもこの計画を推進
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をしていく、その辺の考え方についてあればお聞

きをしたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今単費の扱いに

ついてということでございまして、道路整備につ

いてできるだけ単費も含めてということの話でご

ざいますが、まず基本的には道路、今私ども考え

ていますのは整備していくには国の交付金制度を

しっかりすると。そしてなおかつ、通常市の単費

などで多いのですけれども、修繕だとか、補修だ

とか含めて大きく２本立てになっているというふ

うに思っています。国の交付金の動向というのが

見えるのがどうしても年度当初の段階ぐらいにな

るということもございまして、それによる交付金

の配分、そしてどの程度の事業進捗を図るのか、

またある面補修に力を入れるなりといった面もあ

ると思いますので、そういう面で両方見渡しなが

ら単費については検討されていくものだろうとい

うふうに思っていまして、なかなかここにこれぐ

らい、ここにそれぐらいというわけにはちょっと

今申し上げられなくて大変恐縮なのですけれども、

基本的には先ほど申し上げたような形で、道路舗

装は国の交付金ですけれども、他方、道路にかか

わる単費で行う補修、修繕等々も両にらみををし

ながら、少しでも舗装率を上げられるよう、あん

ばいを見ながら対処していきたいというふうに考

えてございますので、御理解いただければと思っ

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 非常に市民の皆様から

も要望の多い事項だと思いますので、この計画推

進に向けてよろしくお願いをしたいというふうに

思います。

時間が余りないので、最後冬季スポーツ拠点化

について再質問させていただきたいというふうに

思います。ウインタースポーツ事業、先ほどもち

ょっとお話をさせていただいたのですけれども、

２年間という形の中で昨年とことし実施をされて、

非常にいい、名寄で開催をされたということでは

今回が４８名の方、そこから今後フィンランドだ

とか、そういうところに行かれる選手も選ばれた

と思うのですけれども、２年間実施をして、その

内容について、まだ終わったばかりではあります

けれども、今後の課題等についてあればお聞きを

したいというふうに思います。成果と課題という

ことでお聞き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） ９月１５日から４日

間、ウインタースポーツコンソーシアム事業とい

うことで当市で開催して、多くの市民や企業、団

体、商店街など、また天候にも恵まれたこともあ

りまして、成功裏に終了してきました。この場を

かりてお礼を申し上げたいというふうに思います。

日本スポーツ振興センター並びに道からは、自

動車学校での教習コースや駅前の商店街の活用な

どほかにない事業内容ということで高い評価を得

られてきております。議員からありましたように、

この事業は２年間で一応終了ということで、一番

大きな課題といえば来年度の開催がどうなるかと

いうことだというふうに考えております。基本的

には、日本スポーツ振興センターでの事業では終

了ということで、次の展開に行くということで終

了しますけれども、これからこの間協力いただき

ました企業や団体などとも協議しながら、またさ

らには道とも協議しながら、せっかくここまでや

ってきた事業このままで終わらせるのはどうかな

と私どもも思っていますので、教育委員会としま

しては、また本市といたしましては何とか形を変

えながらでも事業の継続ができないか、先ほど言

いました道も含めた中で協議を進めてまいりたい

というふうに考えています。

今回の総括については、これから協力いただい

た方々とまた意見交換会などを持ちながら、整理

を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） 東川議員。
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〇９番（東川孝義議員） 今回２年間ということ

だったのですけれども、今部長がお話しいただい

たように、今回の２年間のステージをまた生かし

て新たな形でつなげていっていただければなとい

うふうに思います。

それで、合宿の関係についてちょっとお聞きを

したいというふうに思います。青少年の合宿とい

う観点からいくと、やはり宿泊、食事、これをい

かに安くできるかというのが非常に合宿を誘致す

る上で大切なことなのかなというふうに思います。

たまたま隣町の日本大学スキー部の方の３泊４日

での研修の金額等もいただいて、ここではあえて

公表しませんけれども、やはり大学の中でも非常

に費用の面というのがウエートを占めるというふ

うな形になっております。今合宿誘致推進協議会、

当然この中には旅館業も入っている。あるいはサ

ンピラーの問題、サンピラーの施設等も当市には

あるわけです。この合宿誘致に向けて費用の関係、

どういうふうな視点で捉えているのか、今の考え

があれば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） 合宿者に対する支援

策という点だというふうに思っています。ほかの

自治体に視察に行ったときに合宿の誘致先に対す

る宿泊なり、そういった部分での支援している自

治体も見受けられたところであります。本市にお

きましては、これまでそういった合宿に対する宿

泊費等々の支援はしておりません。本来合宿を誘

致するに当たって、やっぱり大事なのは施設環境、

トレーニングできる環境が１つだというふうに思

います。もう一つは、受け入れ態勢、市民も含め

て地域を挙げてやっぱり合宿する人たちを歓迎し

て、合宿の人たちが本当にいい環境で合宿、トレ

ーニングできる、そういったソフト面での対応が

重要だというふうに思っています。その点をしっ

かり対応していきたいというふうに考えていると

ころであります。確かに助成金を出して格安で宿

泊をすれば、ふえるのは１つあるかと思います。

ただ、費用対効果も含めて経済効果としてどうい

うふうに捉えたらいいかと私自身ちょっと疑問を

持っているところであります。やっぱり来てもら

って、経済効果、それによって雇用なり地元産の

食材を使ったり、いろんな面でお金が回るという

点があると思いますけれども、それに公費を投入

して来てもらって回すのがいいのかどうかという

ところでは、ちょっと今後いろいろ検討していく

必要があるのかなというふうに思っているところ

であります。そういった面では、先ほど言いまし

た施設面であったり、自然環境、ソフト面、そう

いったところをこれまで同様しっかりやりながら、

やっぱり定着した合宿者を受け入れしていきたい

というふうに思っているところであります。ただ、

議員からありましたように、支援策についてはほ

かの自治体で取り組んでいる部分もしっかり見き

わめながら、有効なものがあれば取り入れながら、

今後も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） 東川議員。

〇９番（東川孝義議員） 部長言われましたよう

に、全体的な取り組みという形の中で、部分的な

というふうな意味は理解をしました。いずれにし

ても、来やすい環境、お金の面だけではなくて宿

泊のことも含めた、そのことも含めて再度充実を

お願いをしたいというふうに思います。

時間がなくなりましたので、本当はもっといっ

ぱい確認をさせていただきたいことがあったので

すけれども、最後に加藤市長にお聞きをしたいと

思います。先ほどお話もさせていただいたように、

この冬季スポーツ拠点化事業というのは非常に今

後第２次計画の中でも重点プロジェクトとして位

置づけられておりますし、重要な施策の柱だとい

うふうに思います。９月４日の行政報告でも市長

のほうから多くのジュニアの選手がサポートを受

けられる冬季版ナショナルトレーニングセンター

の設置、これにも積極的に取り組んでいきたいと



－68－

平成２９年９月１９日（火曜日）第３回９月定例会・第２号

いうことで、改めて冬季スポーツ、種をまいて芽

が出てきて、これから大きく育てていこうという

環境ですけれども、市長の考え方についてお聞き

をして、私の質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 冬季スポーツ拠点化事業

が具体的に新しい取り組みが進んでから１年半ぐ

らい経過をしているわけでありますけれども、こ

れまでさまざまな御協力を議員各位にもいただき

まして、ありがとうございます。

一言で言うと、冬季スポーツを名寄市あるいは

地域の文化にしていきたいという思いでございま

す。先ほど東川議員がおっしゃられたとおり、名

寄市には圧倒的に優位性の高い冬の環境と冬季ス

ポーツの施設拠点があるということ、加えて医科

学サポートができる病院だとか、栄養あるいは健

康を科学する大学、さらには冬季スポーツそのも

のを研究あるいは選手育成をしている自衛隊と、

こういう特異な冬季スポーツに関連するなくては

ならない人的あるいは物的資源がコンパクトに集

約していると、こういった環境はもういろいろと

調べてみるにつれて日本の中でも圧倒的なのでは

ないかというふうに私は思っています。その中で

冬のスポーツを通じて、冬のスポーツはもちろん

だけれども、ほかのスポーツもさらに引き上げて

いくことで、市民あるいは子供から高齢者までみ

んながスポーツを通じて健康で生き生きとしてい

くということにもしていきたいし、またジュニア

のアスリートをさらに強化をする拠点化にしてい

くことで、あらゆる人的、物的資源がここに、も

う今でも１つありますけれども、またさらに集約

をしてきて、そのことが地域のあらゆる活性化に

つながっていくと。その積み重ねが最終的には冬

季のナショナルトレーニングセンターにつながっ

ていくのかなというふうに思います。

先般もお話ししたことあると思いますけれども、

今もうスタートしております第２期の日本のスポ

ーツ振興計画の中で冬季スポーツのナショナルト

レーニングセンターの可能性について少し言及を

していますし、また今月でしたか、２０２０年の

後の２０２４、２０２８の次の夏のオリンピック

が２大会同時で決定をしたということは皆さんも

御承知のとおりで、こういう今なかなかオリンピ

ックも手を挙げにくい環境になってきている中で、

札幌が２０２６に手を挙げようとしているのだけ

れども、それがアジアがずっと続くので、難しい

のではないかというふうに言われているのだけれ

ども、それがひょっとしたら２０２６と２０３０

と同時に発表されるということになると、札幌が

どちらかで開催が決まる可能性が非常に高くなっ

てきているのではないかというふうに言われてい

ます。そうすると、また冬のスポーツもさらに脚

光を浴びていくことがこれからも続いていくので

はないかというふうに思います。名寄は、札幌と

比べて人口は少ないですけれども、海外を見てみ

ると名寄ぐらいの人口で冬のスポーツのナショナ

ルの拠点を持っている国が幾つもございます。そ

うした意味でその可能性を模索しながら、国に訴

えるだけではなくてその地域の文化としてしっか

りとこれを定着をさせていくことで、国にも要請

をしていき、冬のスポーツを、冬をこの地域のア

イデンティティーとしてこれからも育てていきた

いという覚悟でございますので、ぜひまた御指導、

御協力をいただければと思います。

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。

１４時４５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時３３分

再開 午後 ２時４５分

〇議長（黒井 徹議員） 会議を再開いたします。

加藤市政の執行に関して外３件を、大石健二議

員。

〇１２番（大石健二議員） これより通告に従い

４件について質問を行います。

国立社会保障・人口問題研究所は、このほど日
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本の将来推計人口２０１７の改訂版を公表いたし

ました。それによると、我が国はいよいよ世界で

も類例を見ない急速な人口減少社会に踏み入れた

ことが数字上からも明らかになりました。この推

計値をもとにこれから名寄に起きると想定される

事柄を年表にすることで、この先の人口減少で遭

遇する深刻な症状への処方箋、地方都市の名寄市

でできることなどについて対処していかなければ

なりません。起こり得る事象として、２０２０年

ころには女性の過半数が５０歳以上となり、出産

可能な女性が大きく減り始め、２０２２年ころに

は全町内会の半数が限界集落に陥ると予見されま

す。これにより、行政では税収減、行政サービス

と地域コミュニティー活動の維持は極めて困難視

されるのを初め、生産人口、勤労世代の減少など

地域経済、産業への打撃を初め、１８歳人口減少

に伴う入学志願者が激減する２０１８年問題に直

面する市立大学など、人口減少に伴う事象を時系

列に推計することが可能な未来カレンダー、年表

の作成について御答弁をお願いをいたします。

次に、新年度予算についてお聞きをいたします。

国は、平成３０年度予算編成について各省庁で予

算要求する際のルールとなる概算要求基準を７月

に閣議了承いたしました。今後市の新年度予算の

編成作業も本格化してまいりますが、安定的な財

政運営に必要な財源が引き続き確保されるよう国

の動向にも注視をしていかなければなりません。

平成３０年度予算は、来春４月に予定される名寄

市長選挙のために骨格予算となりますが、予算編

成の基本的な考え方と編成の懸念材料についてそ

れぞれ御答弁をお願いいたします。

次に、医療、保健施策等から、特定健診とがん

検診の取り組みについてお聞きをいたします。平

成２０年４月の高齢者の医療の確保に関する法律

に基づく糖尿病や脳血管疾患などの予備群とされ

るメタボリックシンドロームに着目をし、生活習

慣病予防に特化した特定健康診査、特定保健指導

が医療保険者に義務づけられてから間もなく節目

の１０年目を迎えようとしています。この生活習

慣病予防の健診、国保特定健診の取り組み状況に

ついて御答弁をお願いいたします。

また、生活習慣病に関連する病気としては、心

臓病、脳卒中、糖尿病、高血圧、脂質異常症など

の病気のほかがんが挙げられます。がんは、名寄

市の死亡原因第１位であり、３人に１人ががんで

亡くなっています。早期発見と早期治療が基本と

なるがん検診の状況、受診率向上に向けての取り

組みについて御答弁をお願いいたします。

次に、 ０００年に１度天塩川水系の洪水浸水

対策について３点お聞きいたします。最初に、国

は昨秋 ０００年に１度発生する確率で想定し得

る最大規模の降雨による洪水がもたらす浸水継続

時間、家屋倒壊想定区域図を公表、これを受けて

市は７月１９日に防災訓練、課題を見つける避難

訓練を実施、また８月２日には確実な避難のため

の防災セミナーをそれぞれ市民の皆さんや町内会

を初め各関係機関を対象に防災意識の向上と啓発

を狙いに開催をいたしました。この防災訓練及び

防災セミナー開催後の総括について御答弁をお願

いいたします。

２点目は、これまで洪水防御の基本としていた

１００年に１度発生する確率で作成された年超過

確率１００分の１の被害想定もあわせて、この

０００分の１の洪水による市内の医療、保健等の

公共施設がこうむる被害想定について御答弁をお

願い申し上げます。

３点目は、一昨年の茨城県常総市において発生

した鬼怒川の堤防決壊、また昨年のこの時期に北

海道に３つの台風が上陸して道南地区に甚大な被

害をもたらした大雨による自然災害は、今なお記

憶に新しいところです。災害発生時には想定外の

アクシデントが幾重にも起こり得ることなどから、

改めて現状の課題と今後の対応について御答弁を

お願いいたします。

次に、有害鳥獣対策等の住宅地に出没するキタ

キツネについてお聞きをいたします。近年冷夏と
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長雨や暖冬などの異常気象により、野生動物の生

息圏が拡大されると同時に、さまざまな要因が絡

み合い、餌を求めて人間の生活圏にまで出没する

ようになっています。本年は、熊やエゾシカ、ア

ライグマはもとより、春先からこの夏にかけてキ

タキツネが住宅地で頻繁に出没、目撃されていま

す。このキタキツネの市街地への出没対策、排せ

つ物を媒介とするエキノコックスの感染症の対策

について御答弁をお願いいたします。

同じく有害鳥獣対策のカラスの群飛についてお

聞きをいたします。体力づくりやウエートコント

ロールなど美容と健康づくりのためにランニング

やウオーキングに取り組む多くの市民の皆さんの

雄姿を朝に夕に拝見する機会がふえています。こ

うしたランナーやウオーカーの皆さんから、今夏

なよろ健康の森及び周辺に群飛するカラスの飛来

に脅威を感じるとの指摘をする声がございます。

市のカラスの捕獲数及び今後の対応についてお聞

かせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡企画担当参事監。

〇参事監（松岡 将君） ただいま大石議員から

は、大項目４点にわたり御質問がありました。初

めに、大項目１のうち小項目１については私のほ

うから、大項目１のうち小項目の２及び大項目３

につきましては総務部長から、大項目２のうち小

項目１について並びに大項目４については市民部

長から、最後に大項目２のうち小項目２について

は健康福祉部長からそれぞれ答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

初めに、私のほうから大項目の１、加藤市政の

執行に関して、小項目１、名寄市の未来年表につ

いてお答えいたします。まず、人口減少問題につ

きましては、国立社会保障・人口問題研究所日本

の地域別将来推計人口、これ２０１３年３月推計

でありますが、こちらの改訂版につきましては大

体年度内めどでというふうに聞いておりますけれ

ども、こちらの地域別将来推計人口２０１３年の

ものを以下推計人口とさせていただきます。この

推計人口をもとに２０１４年公表されました、い

わゆる増田レポートにおきまして２０４０年時点

で全自治体の半数が消滅可能性都市とされたこと

が国、地方双方において人口減少、東京一極集中

是正のための地方創生の取り組みを推進していく

契機となりました。名寄市におきましては、この

増田レポートの言う消滅可能性都市には挙げられ

ませんでしたが、推計人口の参照点である２００

５年の国勢調査と２０１０年国勢調査の間の特殊

事情や足元の住民基本台帳人口を勘案すれば、実

際の人口減少はこの推計より早く進むと想定をし

まして、２０１５年１０月に策定した名寄市まち

・ひと・しごと創生人口ビジョンでは、当面の人

口減少につきましては推計人口よりも厳し目に想

定をしまして、その後地方創生施策の効果の発現

により人口減少が若干緩和されると想定をしたと

ころであります。このビジョンに掲げた将来人口、

以下展望人口とさせていただきますが、こちらを

基礎としまして名寄市まち・ひと・しごと創生総

合戦略や第２次名寄市総合計画を策定しまして、

子育て支援や経済活性化の施策、冬季スポーツ拠

点化などによるローカルブランディングなどの施

策を推進しているところであります。

足元の住民基本台帳人口を見ますと、当初の想

定よりも早いペースで人口減少が進んでおり、先

行きは楽観できない状況にあります。人口減少に

伴う事象は複合的なものであり、その処方箋も互

いに連関するものとなっております。引き続き子

育て環境の整備、経済の活性化等による社会減の

抑制や担い手の確保、人口減少下における適切な

行政サービス提供のための公共施設等総合管理計

画の推進、定住自立圏域など周辺市町村との連携

や地域の活力である大学生にとって魅力的な環境

づくりなど、まずはこの総合計画、総合戦略に掲

げた施策を推進するとともに、国、道や周辺市町

村の動向を見ながら名寄市の置かれている状況を

的確に把握し、御指摘もありましたような先のこ
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とも想定も見据えながら適切な検証、見直しに不

断に取り組んでいくことによって課題に対処して

まいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目１

の小項目２、新年度予算編成に向けて及び大項目

３の ０００年に１度の天塩川水系の洪水、浸水

対策からについて申し上げます。

初めに、平成３０年度予算編成の基本的方針と

取り組み、編成の懸念材料についてです。平成３

０年度は、第２次総合計画前期計画の最終年であ

ることから、前期計画に掲げた基本計画の具現化

を目指すとともに、前期２カ年の主要事業となる

重要プロジェクトや名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略登載事業についてしっかりと取り組み

を進めていくことが必要であります。さらには、

市民と行政との協働のまちづくりを進めていくた

めにも、市民のニーズを的確に把握し、多くの市

民の意見等を集約していくことが重要であると考

えているところです。しかしながら、本市の財政

状況は人口減少、少子高齢化への対応、普通交付

税の合併算定がえの縮減、公共施設の老朽化への

対応、公債費の増加など容易に対応できるもので

はありません。昨年１１月の名寄市における財政

課題でお示しさせていただきましたが、本市歳入

の約４０％を占めている普通交付税の合併算定が

えの縮減は平成２９年度算定ベースから試算する

と約１億 ０００万円減額となることが想定され

ます。また、公債費についても増加傾向にありま

す。こうしたことから、限られた財源の中で財政

規律を遵守し、引き続き健全な財政運営の維持に

努めていくことが必要であります。

なお、平成３０年度予算編成に係る今後のスケ

ジュールですが、昨年同様１１月上旬の市長から

の予算編成に係る訓令を受けスタートしていくこ

ととなるものと考えております。

次に、大項目３、 ０００年に１度の天塩川水

系の洪水浸水対策から、小項目の１、防災訓練及

びセミナー開催後の総括及び小項目３、現今の課

題分析と今後の対応策について一括してお答えい

たします。平成２８年１０月、水防法の改正によ

り想定最大規模の降雨による浸水想定の公表を受

け、これまで大規模な河川の洪水を想定した避難

訓練が全国的にも取り組まれていない背景を踏ま

え、７月１９日、ＦＩＧ―ａなよろ、課題を見つ

ける避難訓練として住民の気づきによる自助、共

助力の向上を目的とし、市内の５つの町内会等及

び関係機関を含む総勢１６９名参加により新しい

試みの避難訓練を実施したところです。本訓練は、

浸水想定の周知のためのハザードマップの作成に

時間がかかることから、水防法第１５条第３項に

規定するその他の必要な措置に位置づけた訓練と

し、参加町内会に避難行動を実際に行っていただ

いたほか、住民の避難に対する理解を深めるため

の北海道開発局旭川開発建設部名寄河川事務所に

よる浸水深の研修及び名寄消防署による逃げおく

れた者の救助訓練展示並びに旭川気象台による防

災研修参加者による課題発表等の新しい試みを組

み入れ、住民の防災意識及び知識の向上に期待を

した訓練として大きな成果が得られたことを確認

いたしました。また、８月２日の確実な避難のた

めの防災セミナーでは、総勢約１２０名の参加に

より南相馬市危機管理課職員、星慶一氏による南

相馬市の被災状況、復興状況、名寄河川事務所長、

黒田保孝氏による想定最大規模の降雨による浸水

想定の研修、旭川地方気象台による防災ゲーム、

児童向けの防災講話を実施するなど、幅広い年代

を対象に住民の防災意識及び知識の向上を目的に

開催いたしました。

これら訓練等の総括として、課題を見つける避

難訓練では参加者の課題発表において避難場所、

避難路、避難のタイミング、自主防災組織の大切

さ、要配慮者対策等について気づきの効果による

自発的主体性の発言が多く出現したこと及び参加

した住民それぞれが避難の理解を深めていただい

たことが最大の成果であり、参加者とともに避難
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訓練の大切さが共有されたところです。近年の異

常気象から住民の防災意識が高い方も多く散見さ

れ、訓練後の町内会がみずから訓練行動や避難支

援を再検討する取り組みが生まれるなど報道機関

及び他の自治体並びに関係機関からも大変注目さ

れました。訓練の実施前からテレビ報道のほか、

ラジオでも全国に紹介されたほか、訓練実施の内

容は国土交通省及び北海道開発局のホームページ

において報告が予定されているなど関係機関から

大変高い評価をいただいた取り組みになりました。

また、今回の避難訓練の周知や実施により、浸水

に対する他の自治体における避難対策に効果が波

及したほか、関係機関の浸水対策の推進にも大き

く効果を果たしています。

今後の対応策では、想定最大規模の降雨による

本市の防災対策上の課題として、避難場所におけ

る浸水深の想定を踏まえた避難対策、各公共施設

の浸水対策、行政機能の維持等さまざまな課題に

ついて確認することができました。避難の取り組

みは、気象警報等の進化や関係機関の防災対策が

充実されても住民みずからが避難行動を起こす主

体性がなければ効果が発揮されないことから、今

後訓練で得た課題の分析を生かしながら継続して

取り組み、自助、共助を柱とした避難対策を地区

住民に浸透させるため、避難訓練対象地区をかえ

て実施するなど関係機関とともに自助、共助力の

推進のための支援に努めてまいります。

次に、小項目２の公共施設の浸水対策について

お答えいたします。 ０００年に１度の確率で発

生する降雨による浸水想定を受けて、各施設の浸

水対策を行っていくことが喫緊の課題として求め

られています。昨年の平成２８年台風１０号によ

る上川管内南富良野町の浸水被害でも公共施設が

浸水し、大きな被害を目の当たりにしたところで

す。このような被害事例から、浸水が想定される

名寄市立総合病院では名寄市防災計画で想定され

る大雨災害が発生した場合、地下の給食設備及び

ＭＲＩなどの医療機器、１階の外来診療施設及び

ＣＴなどの医療機器の浸水被害が想定されること

から、その対策について検討してまいります。ま

た、病院のほかその他保健施設等では ０００年

に１度の確率で発生する降雨による浸水想定によ

り浸水する可能性が高い施設がふえ、仮に施設等

にとどまる方法で対応するとした場合には、土の

うや防水扉等の浸水対策等の対応の有効性を把握

するとともに、利用者の安全を確保するために対

策が急がれるところから取り組みを行ってまいり

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） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

２、名寄市の医療、保健等施策に関して、小項目

の１、特定健診の取り組みについて申し上げます。

平成２０年度に高齢者の医療の確保に関する法

律に基づいて４０歳から７４歳までの方を対象と

して高血圧や高脂血症、糖尿病などに代表される

生活習慣病に特化した特定健康診査、特定保健指

導が医療保険者に義務づけられました。名寄市で

は、平成２５年度に受診率の向上と早期発見対策

として対象年齢を３０歳に引き下げまして、若年

層の受診率向上を図るほか、広報なよろや地元新

聞での特集あるいは出前トークなどの啓発活動を

中心に受診勧奨を行ってまいりました。

平成２７年度の実績といたしましては、集団健

診受診者が ０９７人、旭川がん検診センターで

の受診者が１５８人、人間ドック１０４人と対象

者 ５６４人中 ３５９人が受診をし、受診率が

２ ８％となってございます。名寄市の受診率は、

国が示す目標受診率６０％、また第二期名寄市特

定健康診査等実施計画の目標受診率４５％を下回

る状況が続いており、これまでも未受診者対策と

して地区担当保健師を中心に家庭訪問、電話勧奨

等により健康状態を把握しながら健診の受診勧奨

を継続的に実施をし、あわせて保険証の更新時に

お知らせチラシを配布をするなど受診勧奨を行っ

てまいりましたが、受診率が伸びない状況が続い
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てございます。

特定健診の受診者と未受診者の医療費の状況を

比較をしますと、未受診者が年平均で約２万 ０

００円医療費が高いといった結果が出ていること

から、まずは健診を受けていただき、特定健康診

査をきっかけとして健康意識を高め、生活習慣病

に対する理解を深めていただくことが重要と考え

ております。その上で状態に応じた保健指導を実

施をすることで、生活習慣病の発症や重症化予防

につなげ、医療費の適正化を図るよう取り組みを

推進してまいります。

続きまして、大項目４の市民の声から、小項目

の１、有害鳥獣等対策についての１、住宅地に出

没するキタキツネにより懸念される被害とその対

策について申し上げます。キツネは、都市近郊か

ら山岳部までさまざまな環境に生息をしており、

北海道では市街地や観光地に出没をする個体がふ

えております。キツネの苦情の件数と捕獲頭数は、

平成２６年度では相談が３件で５頭捕獲、平成２

７年度では相談が６件で７頭捕獲、平成２８年度

では相談が１９件で１３頭捕獲をしてございます。

本年９月現在におきましては１０件の相談件数が

ございまして、５頭の捕獲となってございます。

捕獲をしたキツネにつきましては、人里離れた山

奥に放してございます。

苦情や相談内容としましては、キツネの排せつ

物から感染をするエキノコックスへの感染の不安

が主なものでありまして、そのほか畑が荒らされ

るなどの苦情も寄せられております。ことしの傾

向といたしましては、市街地より農村部の苦情相

談が多くなっております。市の対応といたしまし

ては、市が箱わなを設置をして捕獲をする対応を

行っているところでございます。

キツネの排せつ物を介し寄生するエキノコック

スにつきましては、人の口から体内にエキノコッ

クスの寄生虫の卵が入りまして、幼虫となって肝

臓などに寄生をし、肝機能障害などを起こす病気

です。自覚症状があらわれるまで数年から十数年

かかるとされておりまして、気がつかないうちに

悪化をしてしまうということでございます。エキ

ノコックス症の発症予防には、外から帰ったら必

ず手をよく洗う、キツネを家に近づけないように

ごみや飼い犬の餌の食べ残しなどはきちんと処分

する、野山の果実や山菜などを口にする場合はよ

く洗うか、十分熱を加えて食べるなど、予防対策

が紹介をされております。感染経路はさまざまで、

エキノコックスの卵は直径が ０３ミリの球体で、

肉眼では見えないため、北海道での生活が５年以

上で検診を一度も受けたことがない方や５年以上

検診を受けていない方、特にキツネに触れたこと

のある方や野ネズミを捕食したことがある犬の飼

い主など感染のおそれがある方は、健康診断、こ

れ血液検査なのですけれども、を積極的に受ける

よう北海道のホームページでも呼びかけを行って

ございます。市におきましても広報においてエキ

ノコックス症予防方法やエキノコックス症検診の

周知を図ってございまして、今後におきましても

予防方法や検診受診の周知を図ってまいります。

次に、大項目４の小項目１の２、健康の森に群

飛するカラスにより懸念される被害とその対策に

ついて申し上げます。健康の森、サンピラーパー

クについては、設置者が名寄市、北海道と分かれ

るものの、森林等の自然環境を生かした施設であ

りまして、市内外から多くの御利用をいただいて

ございます。しかしながら、その立地条件などか

ら朝夕には山間部や園路上空などにカラスが飛来

をしておりまして、両施設内では特に雨降り後の

飛来が多く見受けられる傾向があります。現状の

対策といたしましては、施設内２カ所に設置をし

ている爆音器の使用ですとか、職員の巡視に加え

てロケット花火を使用するなどカラスなどの追い

払いや拡散をし、利用者の安全確保に努めている

ところでございます。この間指定管理者を含め、

カラスにかかわる苦情や対応等を直接求められた

ケースはございませんが、ただいま議員より御指

摘をいただきましたので、改めて状況を確認をす



－74－

平成２９年９月１９日（火曜日）第３回９月定例会・第２号

るとともに、北海道あるいは指定管理者との連携

を図りながら、状況に応じて対応を図ってまいり

ます。

次に、カラスの捕獲数についてでありますが、

平成２６年度相談件数が４１件、駆除実績としま

してはひな７０羽、卵３３個、平成２７年度相談

件数が４１件、駆除実績としましてはひな８３羽、

卵１８個、平成２８年度相談件数が４７件、駆除

実績としましてはひなが６６羽、卵２４個となっ

てございます。これらの駆除に当たりましては、

市民の皆様からの苦情により対応しておりますが、

そのほとんどがカラスの繁殖期で、４月の下旬か

ら７月上旬ごろまでとなってございます。原因と

しましては、卵や子ガラスを守るために親ガラス

がその近くを通行する人間に対し威嚇をしたり、

時には攻撃をするなどの行動が駆除してほしいと

の声となってございます。今後におきましても繁

殖期に市民の方が襲われるなど苦情等が寄せられ

ましたら、立ち木等を管理をしている関係機関と

連携をしがら、被害のないように確実に対応して

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） 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２の名寄市の医療、保健等施策に関して、小項

目２のがん検診と受診率について申し上げます。

急速な高齢化や生活習慣の変化に伴い、がん、

心疾患、糖尿病などの生活習慣病は年々増加し、

名寄市においても平成２６年次の死亡統計を見る

と死因の第１位はがんで、疾病全体の２ ０％を

占め、次いで心疾患が１ ５％となっており、脳

血管疾患は ５％と減少傾向にあるものの、これ

ら生活習慣病の３大疾患を合わせると全体の約半

数を占めております。健康上の問題で日常生活が

制限されることなく生活できる期間である健康寿

命の延伸に向け、生活習慣病予防対策は重要な課

題と考えております。本市においても名寄市健康

増進計画健康なよろ２１を策定し、がんによる死

亡者数を減少させるためには検診によりがんを早

期に発見し、早期治療につなげることが最も重要

であると考え、受診率向上に向けた取り組みを進

めてきているところです。特定健康診査受診勧奨

にあわせてがん検診の受診啓発を行っているほか、

受診される方の利便性を考慮し、集団健診では子

宮がんと乳がん検診を同日受診できる健診体制や

特定健康診査と胃、肺、大腸、前立腺がん検診を

同日に受診できる健診を土曜日、日曜日も含めて

実施しております。また、旭川がん検診センター

を直接受診する場合には、一年を通して都合のい

い日程を選択することができ、１日で特定健康診

査、胃、肺、大腸、子宮、乳がん、前立腺がん検

診の全ての健診を受診することが可能となってお

ります。なお、自分自身でセンターに直接受診で

きない方のためには年５回無料送迎バスを運行さ

せるなど受診しやすい体制づくりに努めてきてお

ります。

さらに、平成２８年度からは、市独自策として

近年女性の大腸がん、２０歳代の子宮頸がん、４

０から５０歳代の乳がんが増加しており、女性は

男性に比べ職場健診等の機会が少ないことから、

女性のためのがん検診推進事業として一定の年齢

の女性を対象に子宮がん、乳がん、大腸がん検診

を無料で実施し、がん検診の受診促進に努めてお

ります。

平成２８年度のがん検診受診率は、がん対策推

進基本計画に基づき算定対象年齢を胃、肺、大腸、

乳がん検診は４０から６９歳まで、子宮がん検診

は２０から６９歳までを対象に算定した場合、平

成２７年度と比較すると子宮がん検診は３ ６％

で、 ２ポイント減少したものの、胃がん検診は

２ ９％で １ポイント、肺がん検診は２ ２％

で ７ポイント、大腸がん検診は２ ８％で １

ポイント、乳がん検診は５ ８％で ７ポイント

といずれも受診率の増加が見られます。国の目標

受診率は、子宮、乳がん検診が５０％、胃、肺、

大腸がん検診が４０％となっており、乳がん検診



－75－

平成２９年９月１９日（火曜日）第３回９月定例会・第２号

については目標を上回り達成することができまし

た。市町村が実施するがん検診は、健康増進法に

基づき全住民が対象ですが、一方で職場健診や病

院で検査、治療を受け経過を見ている方も相当数

いると思われますので、その数を正確に把握する

仕組みがないのが現状です。受診率向上に向けて

はすぐに結果が出るものではありませんが、がん

の予防や早期発見によりがんの発症や重症化を防

ぐために一人でも多くの方にがん検診を受けてい

ただけるよう、健康まつり、健康相談、健康教室

や地域に入っての保健推進委員の勧奨や出前トー

クなどさまざまな機会を通して、がんは他人事で

はなく、誰もがかかり得ることをわかりやすく繰

り返し呼びかけていくことが必要と考えておりま

す。今後とも予防とがん検診の重要性についてき

め細やかな周知啓発の取り組みを進めてまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。それでは、

いただいた答弁をもとに再質問を行ってまいりた

いと思います。途中で質問の順序が入れかわるか

もしれませんが、あらかじめ御了承いただきたい

と思います。

それでは最初に、未来年表についてお聞きをし

てまいりたいと思います。先ほど参事のほうから

いろいろ御答弁をいただいた中で、増田寛也とい

うかつて総務大臣を経験された方がその後日本創

成会議という会議の中で増田レポートというのを

発表されました。これは、たしか私の記憶では平

成２５年１２月に月刊誌で発表されていたものを

私自身も読みました。かなり衝撃を受けまして、

翌年の第２回定例会で名寄市は実際の消滅の危機

を回避できるかというテーマで質問に立った記憶

がございます。それ以来ずっと間断なく名寄市の

人口減少の社会について質問をしてまいりました

けれども、今回市民の方から名寄市が人口減少社

会に進んでいる、あるいは少子高齢化に突き進ん

でいるということはわかったと。では、その後で

名寄市に一体どういうことが起きるのだいと、ど

うなっていくのだろうということを聞かれたとき

に、はたと困りまして、それでは私自身も不勉強

なものですから、名寄市は統計資料というのをふ

んだんに発行しているということもありまして、

推計にはそれなりに事欠かなかったということで

ございます。松岡参事監もおっしゃっていました

けれども、地方創生人口ビジョンや、あるいは社

人研の人口推計、あるいは健康なよろ２１、名寄

の統計、データヘルス、いろんな統計数値がござ

いますから、こういったものあわせて読んでいく

と、それぞれの事業運営や産業分野や行政分野で

関連するところで、さまざまな付加価値や生産性

が年度の経過とともに衰退、減衰していくという

ようなことが推測が可能になってきました。その

補うためには、周辺自治体から移転所得、入って

くる所得を当てにしないと、名寄市のさまざまな

分野で、いろんなところで事象が減衰していくと。

そういったことも含めて、今から名寄市の人口減

少あるいは少子高齢化に伴う１０年、２０年、３

０年のタイムスパンで見ていかないと、なかなか

出てきました、人口減少になりましたというとき

にやっても、対症療法では決して間に合わないと

いうことに気づかされたということでございます。

私は、統計学を修めてもいないし、統計の分析

アナリストでも何でもないので、極めて素人の域

を出ないのですけれども、さまざまな先ほど申し

上げた統計数値を見ていきますとかなり厳しいと

いう数字が出てきました。例えば経済産業の商業

活動についても以前お話をしたことがあろうかと

思いますけれども、１１年から平成２６年までの

１６年間の数値を追ってみますと、当初平成１１

年では３６６店舗小売店がございましたけれども、

１６年経過すると卸売業で８１店舗減少し、現在

は３１店舗しかない。小売業では……間違えまし

た。申しわけありません。卸業で８１店舗、そし
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て小売業では３６６店舗ありましたけれども、現

状は１４０店舗しかないと。従業者数も卸、小売

業で８５０人、それぞれ ０００人のうちから８

５０人減少している。ただ、年間販売額は平成２

６年４月に消費税が改定されましたので、多少２

４億円ほど平成１１年はふえてはいるのですけれ

ども、このまま現状推移すると仮定して、２０３

０年ころには卸業で１９店、小売業で８６店舗し

かそれぞれ残らないという計算になっていく。加

えて、年間販売額も間もなく８％から１０％引き

上げられるということから消費額も冷え込むので

はないかというような予測もされます。こうして

商業、小売業だけ見ていきますと、市税の収入に

もはね返るだろうし、あるいは雇用機会の激減も

あるだろうと、あるいは失業者の増加もあるだろ

うと、市街には空き店舗もふえるだろうと、極め

て悲観的な数字しか出てこないのですけれども、

こういった危惧も生じてきます。

また、国交省は昨年の４月に国土のグランドデ

ザイン２０５０というのを発表しています。その

中に主なサービス施設ごとに立地が必要な需要規

模というのが存在確率値ということで示されてい

ました。例えば食品の小売店、郵便局、歯科診療

所は５００人を切ると存在可能だけれども、人口

が ５００人を切ると撤退を始める。さらに、シ

ョッピングセンターは７万 ５００人、ハンバー

ガーショップは３万 ５００人でそれぞれ撤退を

始める。ちなみに、都市でチェーン展開している

コーヒー専門店というのがあります。固有名詞を

挙げるわけにいかないので、頭文字でいうとＳＢ

というのがありますけれども、こちらは１７万

０００人の人口がなければ出店しないという出店

計画があるようで、北北海道地区の第２の都市、

名寄市には残念ながらＳＢのコーヒー専門店の出

店はかなり期待薄だなという、数字からもわかっ

てきます。こうした存在確率値が示される中で、

新たな事業の、あるいは企業の誘致というのも、

かなり企業は生産性あるいは利益追従の私企業で

すから、なかなか新たな出店という、あるいは企

業誘致に乗ってくるという話も厳しい中で、新た

な商業活動だけ１点スポットを当ててみてもかな

り厳しいというような状況です。

ぜひとも時間がなくなってまいりましたが、結

論だけ、１点だけ申し上げます。先ほど ０００

年に１度の災害ということで御答弁いただきまし

たけれども、そこは啓発、啓蒙活動が功を奏した

のだと、現下の取り組みによって。名寄市の少子

長寿化あるいは人口減少についても１０年、２０

年、３０年スパンで取り組んでいかないと間に合

わないということですから、ぜひとも今から逆算

をしてその対応が可能な未来カレンダーなり未来

年表、ぜひつくっていただきたい。

実は、私先ほど申し上げたように統計学のアナ

リストでも何でもないのですけれども、ちょっと

統計資料を見ながらはじき出したのがございます。

２０１８年には１８歳人口で名寄市立大学も志願

者の確保が大変難しいだろうと。２０２４年ころ

には、先ほど申し上げたように女性の過半数が５

０歳以上となり、出産可能な女性が大きく減る。

２０２０年ころには８２町内会の半数が限界集落

となり、地域コミュニティー活動が破壊されるだ

ろうと。あるいは、２０２１年ころには団塊ジュ

ニアと呼ばれる方々が５０歳代となり、管理職化

で企業の人件費も増大するだろうと。さらには、

２０２０年ころには卸売、小売店の閉店が顕著に

なる。２０２５年には、団塊の世代が７５歳以上

となり、社会保障費が増大するだろうと。先ほど

申し上げたように、２０３０年には卸、小売店は

４分の１に激減して、大型店の閉業や撤退も予見

されるだろうというのが私の浅学非才なところで

数字が出てきました。こうした現象を予見する中

で改めてお聞きしたいのですが、未来カレンダー、

未来年表をおつくりになって、市民の啓蒙、啓発、

１０年、２０年先を見据えた対応が必要だろうと

私は思うのですけれども、この点再度御答弁いた

だきたいと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 大石議員から未来年表

ということでさまざま事例挙げていただきながら

御説明がありました。特に商業施設に関しての国

土交通省の国土のグランドデザインに掲げられた

資料などにつきましては、この間私も何度か講演

等の機会をいただいたときに研究などさせていた

だいているのですけれども、こちらはより具体的

な固有名詞などを挙げながら、かつ全国の自治体

の例など挙げながら、おおよそ人口推計と照らし

合わせれば今後何が起こっていくかという平均的

な姿について見ることができるということで、大

変示唆に富んだものであると考えております。た

だ、一方で名寄市に置きかえますと、地理的条件、

名寄市だけではないですけれども、立地確率が少

ないということで、少ない人口であっても成り立

つ条件というものがありまして、そういったとこ

ろも勘案しながら分析が必要かと思っております。

未来年表そのものの作成につきましては、実態

版ということでつくるとより固有名詞ですとか、

固有の地区などを言及されていったものがオフィ

シャルになるとなるとなかなか影響等も大きいか

なと思っておりますけれども、ただ総合計画です

とか、総合戦略の見直し検証ですとか、あるいは

次の中期計画の策定などするときに当たって、よ

りそういう先の想定を仮定としてでもこういうこ

とがあり得るですとか、こういったことも考えら

れるということを提示しながら物事を考えていく

というのは大変重要だと考えておりますので、御

指摘があったところも参考にさせていただきなが

ら、引き続き総合計画、総合戦略の推進ですとか、

見直し検証ということを進めていきたいと考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、予算につ

いてお話をお聞きしてまいりたいと思います。

ちょっとはしょりながらお聞きをしてまいりた

いなと思うのですが、平成２８年度決算において

は財政の健全性を示す健全化判断比率がいずれも

早期健全化判断基準を下回って財政の指標は健全

性を保っているということがわかりました。ただ

しかしながら、財政の弾力性を示す経常収支比率

というのが２７年度から９０％を上回り、平成２

８年度は ５ポイント増の９ ６％増になってい

たと。また、加えて今後少子長寿化に伴う扶助費

の増加や、あるいはこれから特別委員会も組織さ

れるようですけれども、公共施設の設備や、ある

いは施設、こういったものが一斉に老朽化して修

繕費が必要になってくるということで、さらなる

財政負担が見込まれています。市債残高を見ても

平成２８年度末で４４８億３４３万 ０００円と。

前年度対比で１５億 ０２６万 ０００円増とな

っているということに向けて、新年度予算に向け

て経常収支比率の改善あるいは市債残高に向けて、

減額に向けての取り組みについて考え方をお知ら

せいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 今御指摘のとおり、経

常収支比率、それから公債費残高、特に公債費の

残高については非常に財政当局のほうも重要視し

ているところであります。さきにお示ししました

昨年度の中期財政計画と一緒に出しましたこれか

らの名寄市の財政課題というところでも公債費と

基金については非常にうまく使っていかなければ

ならないなというふうに思っております。

平成３０年度の財政についてですが、まだ十分

な条件出そろっていないというのが正直なところ

でありまして、１つは地方交付税です。これから

合併算定がえの支給があるということですけれど

も、どうも国の動き等も見ているとかなり厳しい

目が向けられているということに加えて、地方の

一般財源総額は平成２７から２９年度までは一定

の分を確保すると。そうすると、３０年度どうな

るのだというとまだ見えていない状況。それから、

御指摘のとおり公共施設の老朽化ってこれ待った

なしの部分もありますし、ただそうかといってす
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ぐに更新という形にもならないというのが公共施

設等総合管理計画の方針ですので、これらを踏ま

えてどういうような組み立てができるか、現在ま

で積み残しの部分でローリングもございますけれ

ども、１１月１日の市長訓令に向けてそこら辺の

整理をしなければならない、そのような状況にあ

るということだけ御説明させていただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） 予算について、２点

目ちょっとお聞きをしたいと思います。

たしか平成２８年度であったかなと思うのです

けれども、国の補助事業で当初計画していた小学

校の改修工事計画というのが補助対象から外され

て、一般財源で財源の振りかえというような事例

があったかなという記憶をしておりますけれども、

こうしたことからも国の補助事業あるいは道の補

助事業についてもその動向を注視していかないと

後で大変なことになるのだなというのを身にしみ

て感じたところですけれども、新年度予算に向け

て国や道の補助事業についてどのようにお考えを

お持ちなのかお聞かせをいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 特にハード事業につき

ましては、国、道の特定財源というのは非常に大

きな要因を占めているところでございます。道路

につきましても特定財源、国の補助を入れてやっ

ているというところでありますし、今御指摘いた

だいた義務教育につきましてもそのとおりであり

ます。このあたりについては、私どもの情報収集

能力ということもありますけれども、あるいはま

た一方でここは地方にとっては重要な財源である

という声も上げなければならないというように思

っておりますので、その辺をうまく使いながら、

特定財源の確保はしていかなければならないとい

うふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） それでは、ちょっと

はしょりながらお聞きをしていきたいと思います。

壇上でもお聞きをしたのですが、平成３０年度

予算は来春４月に市長選挙があると。そのために

平成３０年度予算は骨格予算となるというように

お聞きをしました。今のところ次期市長選挙に立

起を予定されている方々の予定候補者のお名前も

お姿もお見受けしない状況ではありますけれども、

現在２期目の加藤市長が３期目に向けてどのよう

にお考えをお持ちなのか、また現段階でのお気持

ちで結構ですので、ぜひとも出馬に向けての御決

意があればお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来人口減少の問題

であるとか、それに鑑みての財政的な状況での課

題等について御指摘もいただきました。御指摘の

とおりでございまして、そうした課題も抱えなが

らも現在も市政を進めている状況だというふうに

思います。この総合計画もできて、その前に総合

戦略もつくりましたけれども、名寄市はほかの自

治体と比べて人口減少は緩やかだというふうに言

われていながらも、ここ何年かやはり人口減少が

歯どめがかからないような状況で、一部いろんな

団体で人口が下げどまっているところもあるのだ

けれども、先ほどお話のあったような商業的な分

野だとか、そういったところでの活力がそがれて

いるということもあるのかもしれません。総合戦

略の中では、２０４０年までに人口の減少の要因

である社会増減をゼロにしていくということと出

生率を今の ４から ５のものを ８に押し上げ

ていくということで、人口減少に少しずつでも歯

どめをかけていく。そのために６つの柱をつくり、

そして総合計画では３本の重点政策を掲げて、名

寄市の特色のある資源をさらに優位的に磨いて、

ほかの自治体とは差別化をしていく中で人口の減

少にはどめをかけていくということと、加えて名

寄市だけでなくて近隣の皆さんとしっかりと連携

をしながら、あるいは人口が減っていく部分に関

しては地域で町内会等のコミュニティーをいかに
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持続可能なものにしていくかということが一方で

のテーマになっていくのかなというふうに思いま

す。まだまだ課題も山積しているとは思いますけ

れども、この間さまざまな市民の皆さんからも御

議論もいただいて、各種大きな計画もつくり上げ

てきたところでありまして、その計画に向けてこ

の計画を着実に市民が一丸となって推進をしてい

くということで、この難局を乗り越えていくこと

に尽きるのかなというふうに考えているところで

ございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇１２番（大石健二議員） ３期目の出馬につい

てのお考えはスペインのマタドールのようにする

りとかわされてしまいましたけれども、それでは

時間がなくなってきましたが、１点だけがん検診

についてお聞きしたいと思います。

端的に言うと、低い受診率とがん死亡率の高い

数値、この乖離がどうにも合点がいかなくて、こ

のがん検診率２ ８％の中には先ほど答弁の中に

あったように職域の定期健康診断も含めると意外

と高い数値になっていくのかもしれませんけれど

も、目標数値２９年度がたしか４０％だったなと

思うのですけれども、この４０％の数値を達成で

きる見通しというものがあるのかどうか、この点

についてお聞きして、終わりたいと思いますが。

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） がん検診につき

ましては、先ほども申し上げましたが、さまざま

な受診率向上に向けた取り組みを進めております

が、なかなか実績に結びつかないという状況が続

いております。先ほど申し上げませんでしたが、

平成２７年度から健康マイレージ事業を行って、

そこの達成の要因の一つには、がん検診だけでは

ありませんけれども、健康診断を受けるというこ

とを要件の一つにさせていただいたり、またコー

ル、リコール運動ということで、受診対象者へ最

初の封筒や電話による呼びかけ、なおかつその後

しばらくたっても受診されない方に対してリコー

ルということで、再度またお誘いをするというよ

うな取り組みの部分については、女性のためのが

ん検診事業を昨年から始めさせていただきました

ので、この部分に的を絞って実施をさせていただ

いているような状況でございますし、今後子宮頸

がんは２０歳から初めてがん検診に市民の方が接

するということでございますので、この部分の最

初のときにそういったような検診に絞って受診率

向上のためのそういうコール、リコール的な取り

組みも進めていきたいというふうに考えておりま

す。

いずれにいたしましても、関係機関、保健所で

すとか、あとがん拠点病院、市立病院もございま

すので、そこらと連携しながらがん予防対策に対

する医療講演会の開催ですとかを開いていきたい

と思いますし、また国立がん研究センターが公表

しておりますがん１０年生存率につきましては、

ことし５ ５％ということで、これ昨年から１０

年の部分について公表しておりますけれども、昨

年よりは ３ポイント上がっているということで、

がんの進行度を占めるステージ別では早期の１と

診断された人の生存率は全てのがんを合わせて８

３％ということで、早く発見し、治療を始める

ほど早く確実にいい結果が出ているというエビデ

ンスも確立されておりますので、市民全体ががん

イコール死ではないというような、そういったよ

うな啓発も重要ではないかと思いますので、今後

そこら辺も含めながら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） 以上で大石健二議員の

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。

散会 午後 ３時４７分
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