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平成２９年第３回名寄市議会定例会会議録
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１０番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

介護保険制度にかかわって外１件を、川村幸栄

議員。

〇５番（川村幸栄議員） おはようございます。

通告順に従いまして、質問をさせていただきます。

大きい項目１点目、介護保険制度にかかわって

伺います。７期介護保険事業計画の策定が進んで

いるかと思いますが、８月には自己負担の上限が

引き上げられました。来年８月には、現役並み所

得者の利用料の自己負担が３割となります。さき

の一般質問でも取り上げましたが、不安は広がる

ばかりですので、再度伺わせていただきます。

まず最初に、介護労働者の処遇改善について伺

います。介護サービス費用の公定価格となる介護

報酬の来年度改定に向けた議論が厚生労働省の社

会保障審議会介護給付費分科会で進められていま

す。報酬変更は、サービス内容にも大きな影響を

与えます。市として介護職員の確保について、い

ろいろな取り組みがされているとの報告がありま

した。介護職員の処遇改善、介護報酬の引き上げ

は喫緊の課題と考えますが、市としてどのような

対応を考えておられるのか伺います。

２つに、介護保険制度利用者への対応について

伺います。自己負担の上限が引き上げられたこと

や総合事業に移行したことなど、さらに来年から

の利用料３割負担などについて周知徹底が求めら

れますが、どのような対策を考えておられるのか

伺います。

３つに、家族介護者の負担軽減について伺いま

す。家族介護の大変さははかり知れないものがあ

ると考えています。虐待やそれにまつわる事件等

社会問題になっています。名寄市高齢者虐待防止

ネットワーク会議が設立されていますが、介護離

職、介護放棄など起こさせない取り組みが持たれ

ているところであります。家族介護者の負担軽減

について市のお考えを伺います。

４つに、財政優遇について伺います。改定介護

保険法では、自立支援、重度化防止に向けた保険

者機能の強化のため、市町村に財政的インセンテ

ィブ、財政優遇を付与する規定を整備するとしま

した。この財政優遇とはどのようなことなのかお

知らせをいただきたいと思います。

５つ目に、介護医療院についてであります。２

０１８年４月から療養型施設の介護医療院が新設

されるといいます。さきの一般質問でも取り上げ

ましたが、詳しいことはまだわからないとのこと

でした。質の低下などが懸念される中、利用者は

もちろん、市民への周知が急がれるのではないで

しょうか。介護医療院について詳しくお知らせを

いただきたいと思います。

大項目２点目、子育て支援にかかわって伺いま

す。２０１５年時点の子供の貧困率、相対的貧困

率で１ ９％、７人に１人となっています。子供

の貧困という特別な貧困があるわけではなく、問

題は格差と貧困そのものであり、貧困が子供の不

利につながるようなことをどう食いとめることが

できるのかを社会全体で考えなければなりません。

そこで、伺います。１つ目に、子供の医療費支

援について伺います。日本外来小児科学会子ども

の貧困問題検討会代表世話人の和田浩小児科専門
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医でありますが、みずからも参加した佛教大学総

合研究所共同研究、脱貧困プロジェクトが小児科

の入院症例を対象に行った調査で、貧困層の子供

は貧困でない層に比べて繰り返しの入院が ７倍

も多く、ぜんそくでの入院は２倍にも上っている。

経済的理由で受診を控えたことがあるかとの問い

に、貧困層は非貧困層の ３倍も受診を控えてい

たことがわかったと言います。名寄市では、小学

校入学前までの外来、入院と小学生の入院のみ自

己負担全額無料としていますが、せめて小学生の

外来も全額無料とすることを求めたいと思います

が、お考えを伺います。

２つに、学習支援について伺います。子供の貧

困対策大綱で教育の支援を掲げています。名寄大

学地域コミュニティケア教育研究センターで開催

されている子ども食堂だだちゃ、子供の学習支援

もっちもちがあります。今年度最初の子ども食堂

は約４０名の参加といいます。このような事業が

本当に必要としている子供たちに届いているでし

ょうか。今後の取り組みについて伺いたいと思い

ます。

３つに、ひとり親世帯への支援について伺いま

す。毎日の生活に追われ、情報を集める余力がな

く、せっかくの制度も必要な方が利用できない現

状が見受けられます。制度やその使い方を知らな

いということのないような取り組みが必要です。

考えを伺います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） おは

ようございます。川村議員から２点にわたり御質

問がございました。大項目１及び大項目２、とも

に私のほうから答弁させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。

まず、大項目１、介護保険制度にかかわって、

小項目１、介護労働者の処遇改善についてお答え

いたします。介護労働者の処遇改善、特に賃金に

つきましては、介護報酬によるものが大きく、平

成２３年度まで実施されておりました介護職員処

遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観

点から、平成２４年度から交付金を介護報酬に移

行し、交付金の対象であった介護サービスに従事

する介護職員の賃金改善に充てることを目的に介

護職員処遇改善加算が創設されました。御案内の

とおり、平成２９年度の介護報酬改定により介護

職員処遇改善加算の拡充が行われまして、この加

算を取得した介護保険事業所は賃金改善を実施し、

介護職員の賃金等に反映されることとなります。

市内の介護保険事業所におきましては、対象とな

るほぼ全ての事業所でこの加算を算定し、介護職

員の賃金改善を行っている旨の届け出が提出され

ておりますし、今まで加算の算定を行っておりま

せんでした事業所におきましても、今般加算届け

出を提出すべく、現在担当課と相談、調整を行っ

ているところでございます。当該事業所によりま

すと、やはり昨今の介護人材不足により処遇改善

を行い、賃金を上げなければ職員を確保できない

といったことが加算取得の理由となっております。

介護職員の確保につきましては、市が設置し、

名寄市社会福祉事業団が指定管理者となっており

ます介護老人ホーム清峰園、しらかばハイツにお

きましても昨年来喫緊の課題として捉え、対策を

講じてきております。事業団では、介護職員処遇

改善加算の算定はもとより、特に新規採用職員に

対してはＯＪＴ、現認訓練ですけれども、を実施

し、習熟度の確認を面接により新人職員と上司と

で実施し、不安や疑問をやりとりする機会を設け

て、利用者様に対しての介護のかかわり方をお互

いの了解をもとに進め、利用者様が安心して介護

が受けられ、職員も働きやすい環境づくりに努め

ているところです。また、市では本年６月に市内

介護保険事業者で組織する名寄市介護サービス事

業者連絡協議会を立ち上げ、協議会の中で介護人

材の確保や職員の定着化に向けた処遇改善等につ
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いても話し合う場を設けていく予定であり、現場

の職員の声を聞きながらさまざまな施策に反映さ

せていければと考えております。

今般全国市長会におきましては、処遇改善の推

進、適切な介護報酬の評価、設定について重点提

言を行っておりますし、全国知事会では介護人材

確保対策の抜本強化に向け、介護従事者の処遇改

善を上げております。さまざまな提言や国の報酬

改定に向けた動きなどを注視しながら、さらなる

処遇改善を求めて上部団体への要望を続けてまい

ります。

次に、小項目２、介護保険制度利用者への対応

についてお答えいたします。介護保険制度の改正

につきましては、近年毎年のように改正が行われ

ており、利用者の方にとっても混乱を招くことが

あると認識しております。要介護認定を受け、介

護保険サービスを利用されている方であれば、担

当の介護支援専門員、ケアマネージャーや介護サ

ービス事業所の職員から制度についての説明を受

けることができますが、要介護認定を受けていな

い方については情報が届きづらい状況にあります。

市では、情報提供のツールとして広報なよろや市

のホームページにおいて制度改正などの情報を掲

載するとともに、各町内会や老人クラブ、地域や

職域での集まりの際に出前トークを御利用いただ

き、介護保険制度等について御説明をいただく機

会を持ちながら、周知を図ってきております。ま

た、高齢者の担当係から利用者等に送付する文書

につきましては極力文字の大きさを大きくしまし

て、通常の文書より高齢者が読みやすいものにす

るなど、少しずつではありますが、改善を進めて

おります。今般の制度改正につきましては、現在

策定中の第７期高齢者保健医療福祉計画・介護保

険事業計画に登載することはもとより、計画のダ

イジェスト版を作成し、広報折り込みにて全戸配

布を予定しており、市民への幅広い周知を行って

まいります。

次に、小項目３、家族介護者の負担軽減につい

てお答えいたします。要介護認定者を介護されて

いる方への支援につきましては、紙おむつ等の介

護用品を支給する家族介護用品支給事業や従前か

ら名寄市社会福祉協議会への委託事業として開催

しております家族介護者交流事業がございます。

さらには、今年度の新規事業であります要介護３、

４、５の認定をお持ちで在宅において生活をされ

ている方に紙おむつ用ごみ袋を支給する要介護高

齢者等紙おむつ用ごみ袋支給事業におきましても

要介護高齢者等のいる家庭への経済的支援となっ

ていると考えております。

また、認知症の人の家族や認知症の方、専門職

が集い、相互に情報を共有し、お互いを理解し合

うことで認知症の人を支えるつながりを支援し、

介護負担の軽減を図ることを目的とした認知症カ

フェの開催につきましては、６月と７月に模擬認

知症カフェを行い好評を得られたことから、８月

からは月に１回の定期開催とすることといたしま

した。認知症サポーターの会の会員にも御協力を

いただいておりまして、利用者、支援者ともに笑

顔になることを目指すことから、にこにこカフェ

と名づけまして、毎月２５日に開催する予定とし

ております。加えて、今年度は従前配付しており

ました介護・福祉ガイドブックを刷新し、市内の

医療機関等の情報を加えた形で医療・介護・福祉

ガイドブックとして高齢者の総合相談窓口に設置

するとともに、介護保険事業所や医療機関の窓口

にも配付し、市民への情報提供の一環としており

ます。議員御指摘のとおり、さまざまな理由によ

り介護サービス等を利用できない御家庭もありま

すことから、担当課では各地区の民生委員児童委

員の例会に足を運びまして事業説明等を行うとと

もに、地域の実態把握について情報提供をいただ

くよう努めております。

また、介護離職の防止に関しましては、第７期

計画の策定に当たり国の指示により在宅の要介護

認定者に対しアンケート調査を行うこととされて

おりまして、その中で介護離職を防ぐための手だ
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てについて全国的に集計、分析が行われる予定と

なっております。当市におきましても６月に郵送

でのアンケート調査を行い、現在集計作業を進め

ているところです。今後も広報や出前トークでの

情報提供はもとより、各地区の民生委員児童委員

や多職種の方々との連携を図りながら市民への制

度周知を進めてまいります。

次に、小項目４、財政優遇についてお答えいた

します。平成２９年６月２日に公布されました地

域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等

の一部を改正する法律では、地域包括ケアシステ

ムの深化、推進として、保険者機能を発揮し、自

立支援、重度化防止に向け取り組むこととなって

おり、それに対する支援として国は市町村による

自立支援等施策の取り組みを支援するため、市町

村に対し予算の範囲内において交付金を交付する

としております。現在進めております第７期介護

保険事業計画策定に向けた基本指針では、国から

示されたデータを活用し、分析した上で、住民や

ケアマネージャーなどの関係者間での介護保険の

理念や基本方針の方向性の共有、住民主体の会議

の場の創出や担い手育成、多職種連携による地域

ケア会議の開催、そのほか市町村が地域の実情に

応じ取り組みや目標を決め、あわせて数値目標の

設定に努めることとされました。

インセンティブ付与の評価内容としては、要介

護状態の維持、改善の度合いである要介護認定率

の低下や地域ケア会議の開催状況などが想定をさ

れますけれども、国の社会保障審議会介護保険部

会での審議において市町村間の格差拡大を不安視

する声が多く出されておりまして、これに対して

厚生労働省からは適正なサービス利用の阻害につ

ながらないことが制度の大前提であるとし、評価

指標に要介護認定率の高低を直接用いず、取り組

み自体を評価するプロセス指標を取り入れるとい

う方針が示されております。今後につきましても

財政的なインセンティブにより要介護認定率の抑

制や適正なサービス利用の阻害につながることが

ないよう国の動向に注視し、基本指針を踏まえな

がら第７期計画の策定作業を進め、介護保険事業

の円滑な実施と地域包括ケアシステムの着実な構

築に向け計画の策定作業を進めてまいります。

次に、小項目５、介護医療院についてお答えい

たします。平成１８年度の医療制度改革により療

養病床について患者の状態に即した機能分類を促

進する観点から、医療保険、介護保険を一体的に

見直し、医療の必要性の高い方々については引き

続き医療療養病床で、低い方々については療養病

床から移行した老人保健施設等で対応、介護療養

病床は平成２３年度末で廃止することとなってお

りましたけれども、その後療養病床から老健施設

等への転換が進んでいない等の理由から廃止、転

換期限を延長しまして、設置期限を平成２９年度

末までとし、実態調査を行った上で必要な見直し

について検討することとなっておりました。今回

の改正に向けて国の社会保障審議会における審議

では、高齢化の進展により増加が見込まれる慢性

期の医療と介護ニーズをあわせ持つ高齢者に対応

するため、要介護高齢者の長期療養生活施設とし

て新たな施設類型を創設するべきとされ、このこ

とを踏まえまして日常的な医学管理やみとり、タ

ーミナル等の機能と、それから生活施設としての

機能とを兼ね備えた施設を介護医療院として介護

保険上新たに創設するものです。あわせて病院、

診療所から新施設に転換した場合には、転換前の

病院、診療所の名称を引き続き使用できることや

現行の介護療養病床の経過措置期間についてはさ

らに６年間延長することとしております。

大まかな基準としましては、広さを介護療養病

床の１床当たり ４平方メートルから８平方メー

トルとするほか、プライバシーに配慮したつくり

とすることとなっております。施設の類型は、１

つのパターンとしましては重篤な患者の入所を想

定した介護療養病床相当、２つ目として容体が比

較的安定した人を想定した老人保健施設相当以上

の２つで検討されており、医師の配置を１のタイ
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プでは介護療養病床と同じ入所者４８人当たり１

人とし、２タイプ目としてはその１のタイプより

も若干少なくする方向となっております。

現在も社会保障審議会介護給付費分科会で平成

３０年度に向けて介護医療院の報酬や施設基準の

あり方、介護療養病床からの早期転換策などにつ

いて議論をされておりますが、介護療養病床と医

療療養病床からの転換は総量規制の対象外と定め

られておりまして、さらには医療療養病床からの

移行により介護費が増加して保険料や財政負担に

影響することが懸念をされております。市としま

しても現在策定中の第７期計画にも大きな影響を

及ぼす事項であることから、引き続き国の動向を

注視してまいります。

続きまして、大項目２、子育て支援にかかわっ

て、小項目１、子供の医療費支援についてお答え

いたします。現在の名寄市における子供の医療費

支援につきましては、本来就学前は２割、小学生

以上は３割の医療費自己負担に対して、北海道の

補助事業を活用し、就学前児童の入院、通院の医

療費自己負担を１割負担とし、小学生の入院に係

る自己負担についても１割負担としております。

このことに加え、平成２６年８月診療分からは、

名寄市独自に就学前児童の入院、通院の全額助成

及び小学生の入院に係る医療費の全額助成を拡大

し、実施しているところです。昨年１２月には、

経済面からの子供の支援について要望書もいただ

いているところですが、子供の医療費助成の独自

拡大については特に重篤化になりやすい就学前児

童の入院及び通院と医療費負担が大きい小学生の

入院に限らせていただき、医療費助成だけでなく、

子供の支援総体において支援を拡大してきており

ます。

続きまして、小項目２、学習支援について申し

上げます。子供の貧困対策に関する大綱が平成２

６年８月２９日に閣議決定され、また生活困窮者

自立支援法においても子供の学習支援事業が補助

事業の任意事業になっており、現在道内市部では

３５市中１６市が実施中であり、平成３０年度も

引き続き実施する見込みとなっております。名寄

市では、平成２９年度より生活困窮世帯の子供の

学習支援事業を開始し、対象者は保護世帯、就学

援助や児童扶養手当などの受給世帯に属する困り

感を抱える児童生徒とし、７月上旬に市内小中学

校児童生徒全世帯にアンケート及び参加意向を調

査し、参加を希望された方を対象に小中学校の夏

休み期間に名寄地区、風連地区にて各１回ずつ実

施をいたしました。事業実施に当たりましては、

名寄市立大学と連携を図りながら、大学生ボラン

ティアの夏季休暇が終了する９月下旬より学習支

援を引き続き実施する予定です。

学習支援の内容ですが、特別な教材などは用意

せず、各自が宿題や教科書、教材を持ち寄ります。

学習を通じて生活や学習習慣を身につけていただ

くことを考えながら、名寄市立大学の学生ボラン

ティアが問題の解き方などの支援を行っておりま

す。実施に当たりましては、プライバシーに配慮

することとし、参加対象である世帯にのみ実施場

所、日時をお知らせしております。今後の生活困

窮世帯に対する学習支援事業について、参加者の

ニーズを把握することはもちろんですが、参加し

やすい状況をつくるため、定期的な実施のほかに

夏休み、冬休み中にも実施したいと考えておりま

す。

さて、名寄市立大学で昨年より実施している学

習支援ですが、子供たちに対して地域で勉強する

機会と場の提供、大学生などとともに学ぶことで

学習習慣や学び直しの支援を行うなど、地域で勉

強することで得られることを将来の成長へつなげ

ていくことを趣旨として行っております。また、

子ども食堂などとあわせて開催することで地域の

居場所を提供し、孤立化の断ち切りや生活習慣改

善による健全な成長を間接的に支援していくこと

がより効果的であると考えているところです。最

後に、名寄市立大学の取り組みが全ての子供たち

が地域で集まれる居場所を提供することで、いろ
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いろな情報を吸収し、勉強し、将来の人間形成へ

の一助となるよう実施しているところです。

以上が大学で行われている学習支援などの概要

となりますが、これらの大学のプロジェクトと協

調し、新たな参加者や効果的に両方の支援を受け

られるよう名寄市立大学と連携をとりながら支援

内容を検討していくとともに、ケースワーカーに

よる生活保護世帯への本事業紹介やことし１０月

に送付される児童扶養手当証書に学習支援の案内

を同封するなどし、プライバシーに配慮しながら

個別に広く周知してまいります。

次に、小項目３、ひとり親世帯への支援につい

て申し上げます。本市におけるひとり親世帯への

支援としましては、相談窓口としてこども未来課

に母子・父子自立支援員を配置し、養育費、就労、

経済的問題、心情相談など自立支援に係る全般的

な相談を受け付けております。また、経済的支援

としてひとり親世帯に対する児童扶養手当、経済

的に困窮している世帯に対する学用品等の就学援

助、ひとり親家庭の医療費助成事業、母子、父子、

寡婦世帯への修学資金や生活資金等の福祉資金の

貸し付けを初め、名寄市母子会において実施して

おりますひとり親家庭への生活資金の貸し付け及

び高校生への修学金給付制度についても紹介をさ

せていただいているところです。制度やサービス

につきましては、毎年実施しております児童扶養

手当の現況届提出依頼を実施する際に、ひとり親

家庭が利用できる制度、サービスを記載したパン

フレットを同封し、周知に努めているほか、名寄

市ホームページにおいても紹介させていただいて

おります。また、就学援助におきましては、小学

校の新入学説明会での説明を初め学校を通じ周知

徹底を図っているところです。平成２８年度にお

ける母子、父子自立支援相談における相談件数の

およそ４割程度が経済支援、生活支援に関する相

談であり、一人一人に支援が届くよう引き続き取

り組んでまいります。

また、子どもの貧困対策の推進に関する法律に

おいて計画の策定を努力義務とされている北海道

と任意計画ではありますが、政令指定都市の札幌

市においては、子どもの貧困対策推進計画を策定

するに当たり、子どもの生活実態調査を実施し、

推進計画を策定しております。本市における独自

の実態調査については実施をしておりませんけれ

ども、北海道において本年７月に全世帯ではあり

ませんが、抽出により名寄市も含めた全道 ５０

０世帯を対象にひとり親家庭生活実態調査が実施

されておりまして、統計的に処理された後公表さ

れることとなっております。本調査の結果を参考

としながら、実態の把握については母子、父子自

立支援相談において経済的な状況や家庭の状況等

実態把握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） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 御答弁をいただきまし

た。再質問等させていただきたいと思います。

まず最初に、介護保険制度にかかわって伺いた

いと思います。これ全般にわたる問題ですので、

ここというふうにはいかないかというふうに思い

ますので、御了承いただきたいと思います。介護

労働者の処遇改善のところでありますけれども、

政府のほうで処遇改善加算のお話が今御答弁の中

でもされていました。この加算が今事業所の皆さ

んの中でも徐々にそれを反映させるべく対策がと

られているというお話だったかなというふうに思

うのですけれども、しかしなかなか特別に加算を

設けても介護報酬の実質的なところでいうと、全

体的にいうとマイナスになっているという実態も

あるわけです。プラスになっていないのです。で

すから、事業所を運営するところに圧迫されて、

なかなか職員の皆さんのところに、臨時的な手当

は出るのかもしれないけれども、基本給というと

ころでは反映されていかないのではないかという

ふうに思っています。先ほど御答弁の中で地域で

の連絡協議会も設定して地域で介護職員の皆さん

への処遇改善等を話し合うという、これはぜひ進
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めていただきたいものというふうに思っているの

ですが、今お話ししたように基本的に介護報酬全

体の問題で引き上げがなければ、本当に事業所も、

またそこで働く方々も、そして働く方々が安心し

て働けないとそこを利用している利用者さん、こ

うした方々がやっぱりゆったりと介護してもらえ

ない、気分的に精神的な部分では負担もあるので

はないかというふうな危惧をしているのですけれ

ども、例えば職員さんがやめることによって入れ

かわりが激しいだとかということもありますよね。

そういったときに精神的な部分で落ちついてそこ

で暮らすことができないのではないかという危惧

をしているのですが、そういった部分についてお

考えをお聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今介

護労働者への処遇の関係で十分に行き届いてはい

ないのではないかということで御質問いただきま

した。厚生労働省の昨年度の介護従事者処遇状況

等の調査結果というのが手元にございまして、一

応昨年の実績ですけれども、介護従事者の加算を

取得をした、これ全国的なものなのですけれども、

処遇改善の取得については９割の事業所で行って

いるということで、残り１０％については届け出、

取得をしていない事業所がございまして、この１

０％、なぜ取得しないかというところでいきます

と、事務作業が煩雑というのが一番高くて、次に

利用者負担が発生する、それから３番目で対象の

制約があるため事業所としてはできないというよ

うな回答があったということで、制約があってで

きないというところでいくと、介護職員のみが加

算の対象となっているということで、ほかの職種

が、事務の方とか、そういう方とのバランスが保

てないというようなことがあって、この加算が十

分にその施設にメリットが出ているのかというと

ころでいくと、国のほうの調査の中でもそういっ

た回答が出ているということで、この処遇加算が

できた背景はやはり全産業の平均賃金、平均給与

から１０万円ぐらい低いということで、そういっ

た待遇が低いということで離職率も高くて人材確

保が難しいという背景から、この加算ができたと

いうことでございますけれども、また今後も介護

報酬の改定がございますけれども、さらに加算を

ふやして拡充した場合についてはさらに介護給付

費が伸びていく。それから、負担が例えば保険料

にはね返るだとか、介護財政に影響が出てくると

いうこともございますけれども、先ほどの答弁で

も上部機関への要望等も現在させていただいてお

りますけれども、今後の社会保障審議会の中での

議論が動向を見ながらそういった処遇改善につな

がっていけばというふうに考えておりますけれど

も、市としてできることとすれば、６月に立ち上

げました事業者さんとの協議会の中でいろいろ現

場の声、生の声を聞いて、賃金だけではなくて職

場の雰囲気だとか含めて、そういった声を聞きな

がら関係機関のほうに上げていきたいと思います

し、それに基づいて計画の中で反映できるものが

あればというふうには考えでおりますけれども、

そういった声も聞きながら、あわせて国の動向も

見ながら対応できればというふうに考えておりま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今おっしゃったように、

全産業から見ると平均で月１０万円も低いという

介護現場の方々の賃金というか、処遇であります

ので、私たち野党４党で法案も出させていただい

た経緯もあります。そういった中で今加算が皆さ

んのところになかなか浸透されないという中、お

話もありましたけれども、働いている職員の方々

が若干でも上がったというふうに思っているかと

いう調査もあるのですけれども、半数以上の方々

が今までと変わらず、それから下がったのでない

かといったような、そんな答えも出ているぐらい、

やはり実感としては回っていないという状況です。
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ですから、地域の皆さんと連携をしながら、いろ

んなところでどういった処遇改善ができるのか、

それはもちろん必要なのですけれども、私もいつ

もお話しさせていただく全国市長会なり、また知

事会なり、いろんなところで国に向けてやはりき

ちっとした介護報酬、これが全体が引き上げられ

るように求めていく。おっしゃっているように、

地方だけでは全く労働者も、また利用者の皆さん

方にも応えられるような財政にはなっていないと

いうところら辺は十分承知をしながら、やっぱり

国にきちっと求めていくことが必要ではないかと

いうふうに思うのですけれども、この点について

お考えをお聞かせください。

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） ２０１８年度は、

医療、介護、そして障がい者の３大報酬が改定さ

れる年でございます。前回の介護報酬改定におき

ましては、施設の部分について若干介護報酬がマ

イナス改定になったという経過もございますので、

現在社会保障審議会の介護給付費分科会で検討さ

れておりますが、市長会からの委員も参加してお

りますので、その辺は極力マイナス改定にならな

いような形の要請を今後とも市長会を通じながら

国に対して要望してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 次に、利用者さんへの

対応についてであります。広報、ホームページで、

また詳しい案内も大きな文字で全戸配布したいと

いう御答弁がありました。これはしていただきた

いというふうには思っているのですが、とにかく

自分は介護保険は保険料は払っているけれども、

介護必要となったときにしてもらえるかというの

が多くの皆さんの不安です。

それで、今介護制度が見直される中で、介護認

定の前の２５項目あるチェックリストの活用が介

護認定を受けさせない水際作戦になっていないか

というところで私は非常に危惧をしています。要

支援１、２の方々が総合事業に移行されました。

それで、ここのところで前回も今までと同じサー

ビスを受けられるようにお願いしたいというふう

に求めてきたところですけれども、さらに今進め

られているのが支援ではなくて要介護度１、２の

人です。この方々を軽度者として、訪問介護の生

活援助サービス、掃除、洗濯、調理など、こうい

った生活援助サービスの抑制が進められようとし

ているという、こういった動きも骨太方針２０１

７の中でうたわれているようですけれども、こう

いった部分への市民の皆さんへの周知、また不安

に対してどのように対応されようとしているのか

お聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 今議

員言われました内容については、そのようなこと

も可能性として言われております。現在認定を受

けられている方については、一定程度広報ですと

か、いろんな形で個人通知もしながら制度の周知

を図っておりますが、現在認定を受けていない方

については情報が届きづらいという情報もあって、

その制度改正、十分認識されているかというとこ

ろかと思います。通常行っている先ほど言いまし

た広報ですとか、ホームページだとか、町内会等

の集まり等とかでも周知をさせていただいており

ますけれども、さらに各地区の民生委員さんと連

携をとりながら、今認定を受けていない方でサー

ビスを必要とされる方がおりましたら、把握に努

めて適正なサービスの利用につなげているところ

であります。１００％把握できているかというと、

そこはちょっと言い切れない部分があるのですが、

先ほど言いましたけれども、民生委員さんだとか、

いろんな関係機関と情報を共有しながらきめ細か

い対応をしていきたいと思いますけれども、今後

の制度改正もまだ明確になっておりませんけれど

も、利用者のサービスが低下するようなことがな

いように、先ほどの繰り返しになりますが、上部

機関のほうにも要望していきたいと思いますし、
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市民に対してはきめ細やかな対応、それから周知

に努め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） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 本当に不安がいっぱい

の制度の中で、高齢者率がどんどん上がっていく

中で、本人もそうですし、家族の介護の負担も大

きなものがあります。介護人材の確保ができない

ことによって、施設入所希望者が入れない。また、

その負担は重たくなる。そして、今紹介した訪問

介護、これの利用も抑制されるというふうになる

と、家族の介護の負担、これはもう増すばかりで

あります。いろんなところで、認知症カフェも開

設している。いろんな交流会もされている。これ

は、もう本当に必要なことですし、歓迎したいと

いうふうには思っているのですけれども、基本的

なところの負担をなくしていくことが非常に重要

だというふうに思っていますので、ぜひとも取り

組みを進めていただきたいと思います。

財政優遇の件で、随分詳しくお知らせをいただ

いたのですけれども、なかなかわかりづらいかな

というふうに思います。はっきり言って、介護予

防の取り組み状況や地域ケア会議の開催頻度、こ

の頻度によって評価を上げていくというふうに言

われましたね、先ほど。だけれども、介護卒業と

いうような言い方をしながら、サービスの打ち切

りを後押しして、要介護認定率の引き下げに成功

している、例えば埼玉県の和光市や大分県などが

好事例として紹介されています。これは何を言う

かというと、介護費用を抑えた自治体への財政優

遇というふうに言えるのではないかというふうに

思っています。これで本当に先ほども言った介護

をされている家族の皆さん方が安心して家族の方

々を介護できるかというと、そうはなっていかな

いというふうに私は思っています。さらに、介護

卒業、私はもう介護卒業でなくて強制退学という

ような、そんなふうに介護サービスの打ち切りに

つながるのではないかというふうに非常に危惧を

しているところですけれども、私の調べたところ

ではインセンティブに必要な財源が示されていな

いというところにあるかというふうに思うのです

けれども、実績を上げた自治体に交付金を回して、

そして別の自治体の交付金、これは実績が上げら

れなかった自治体から交付金減らすというような

ことになって、事実上のペナルティーになるので

ないかというふうに非常に危惧をしているところ

であります。こういった部分について、市として

はどのように受けとめておられるのかお聞かせを

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 先ほ

ど財政優遇につきましては答弁をさせていただい

たところですが、交付金につきましては一定の基

準が定められまして交付されるということになる

と思いますけれども、議員言われたように交付金

の財源がどうなっているのかというところと具体

的な制度設計についてはまだ詳細が明らかになっ

ておりませんが、うわさされる部分で私答えさせ

ていただいたのですが、目標の未達成によってペ

ナルティーもあるのではないかと。それによって

利用者の負担がふえる、また保険料がふえるので

ないかということで、利用者の不安感ですとか、

さらには介護保険財政への影響ということも懸念

されるということで、先ほどの和光市の関係です

けれども、モデル事業で先行してやった例で紹介

されたということですけれども、議員言われたよ

うな形が実際には想定されるというようなことも

言われておりますので、こういったインセンティ

ブ化の影響によって要支援だとか要介護の認定を

例えば自主的に更新しないだとか、そういったこ

とがいわゆる介護卒業と言われていますが、高齢

者の自立を強いるようなことがないよう、繰り返

しになりますけれども、今後国の動向を見守りな

がら注視していきたいというふうに考えておりま

す。

平成２９年９月２１日（木曜日）第３回９月定例会・第４号
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以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 国の動向を見ながらし

ていただくということなのですけれども、毎度そ

ういったふうにお答えいただいているのですけれ

ども、動向をうかがって気がついたら大変な状況

になっているということは結構あるのではないか

というふうに私は思っているのですが、介護を必

要としている人が本当に利用しやすい介護保険制

度の改善、そして介護報酬の引き上げ、介護従事

者の方々の確保の対策の強化と大幅な処遇改善、

これらをぜひとも国に向けて強く求めていただき

たいと、そのことを申し上げて、子育て支援に移

りたいというふうに思います。

子育て支援です。実は、子供の医療費助成が低

所得者地域で入院患者を減らす効果があるという

ことを示した調査結果が出ています。慶應義塾大

学大学院の後藤先生、京都大学大学院生の加藤先

生、調査をして海外の雑誌に発表されているので

すが、低所得者地域では外来の通院費の助成対象

年齢を１２歳から１５歳に引き上げた場合、入院

する子供が５％減ったと。助成拡大によって全体

的に入院数が減る結果になったといったことが公

表されています。経済的理由で病院に行けずに慢

性的な病気にかかりやすかった子供たち、例えば

ぜんそくなど、こういった子供たちが外来診療を

受けやすくなった可能性を指摘されています。ぜ

んそくやインフルエンザや重篤の肺炎など外来の

治療で入院を防げる病気、ちょっとぜんそくの発

作が始まったときにすぐ病院に行けば入院をしな

いで済むということで、入院を減らす効果がある

ということが示されているわけです。それで、小

学生になると、皆さんも子育てされた皆さんはわ

かると思うのですけれども、風邪なんか引きにく

くなります。なかなか病気にもかかること少なく

なってくるのですが、だけれども重い病気、ぜん

そくなど、こういった子供たち、本当に医療が必

要な子供たちが、通院することが必要だという病

気を持つ子供たちにとっては、非常に医療費の助

成が助けになるというふうに思っています。対象

年齢の引き上げ、必要ではないかというふうにこ

の調査をした先生方もおっしゃっているのですが、

医療費を心配して受診を控える、そして病状が悪

化することのないように医療費の助成を求めるも

のですが、再度お考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） ただ

いま子供の医療費の支援の拡大ということで御質

問いただきました。早い段階からの治療によって

入院の治療費もかからなくなるということでの調

査結果について御紹介いただいたところです。

道内の医療費の独自助成の拡大状況なのですけ

れども、道内の３５市の状況ですが、全額助成、

一部助成の違いはございますけれども、中学生の

通院助成を実施しているのが現在９市、入院の助

成が１８市、小学生の通院助成が１７市、入院の

助成が１３市、未就学児にあっては通院助成が２

３市、入院の助成が２５市ありまして、半数近く

の自治体において小学校の通院に係る助成拡大を

実施しております。さらに、町村に至っては８割

を超える自治体が助成拡大を行っているところで

す。都市における状況としましては、全額助成で

はなく、所得制限を設けまして、ひとり親世帯の

医療費助成と同様に課税世帯は１割負担、非課税

世帯は初診料のみ負担といった制度が多いような

状況です。本市におきましてもひとり親世帯につ

いては同様の制度であることから、引き続き北海

道の補助事業を活用し、助成を実施してまいりた

いというふうに考えております。

それから、子供の医療費助成の拡大は、自治体

間における競争の拡大が続いておりますけれども、

これまで国においては医療費助成の拡大は安易な

受診を招くとして独自助成をしている自治体の補

助金を削減してきておりますけれども、来年度以

降は未就学児への助成に限り補助金の減額を実施
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しない方針を示しておりますが、小学生以上に対

する独自の助成拡大については引き続き減額の対

象であります。要望にもございました義務教育卒

業までの医療費無料化の拡大は、財源の確保が難

しく、子供の医療費無償化はナショナルミニマム

な課題であります。昨年１２月に本議会において

採択されました子ども医療費助成制度の創設を求

める意見書にもあるように、全国一律の仕組みと

するよう引き続き市長会を通じ、国や北海道に要

望してまいりますので、御了承いただきたいと思

います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今おっしゃったように、

国はこの窓口負担を無料化、軽減しているところ

の自治体に罰則、ペナルティーをかけていました

けれども、小学校入学前まで、就学前までに限っ

てはこれが廃止されることになりました。私たち

も随分署名もしたり、いろんなことをしてきたと

ころです。しかし、今お話があったように小学生

以上の助成には罰則が残ったままであります。こ

れが全体の約７割の自治体で今後もこうした国庫

負担への減額が続くと言われているのですが、反

対に言うと７割の自治体が小学生以上の子供たち

に医療費助成を行っているというふうになってい

るかというふうに思います。おっしゃるように、

国の制度として子供の医療費無料化実現すること

が非常に強く求められているところであります。

ですけれども、それを待っているとというところ

もありますので、自治体として子育て支援、そし

て子供の貧困克服のためにも子供の医療費助成を

広げることを強く求めたいというふうに思います。

次に、学習支援なのですけれども、先ほどの御

答弁の中でプライバシーに配慮して個別に御案内

をし、この子ども食堂や子供学習支援を開催して

いるというふうな話であったかというふうに思い

ますけれども、全ての子供たちを対象に、来たい

と思っている子供たちに、ここに行ってみたいな

と思っている子供たちに案内するといったことで

はないということなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 子供の学習支援

につきましては、平成２７年度ごろから大学とさ

まざまな協議を行いまして実施に伴う協議を重ね

てきたところでありまして、平成２８年度から大

学の社会福祉学科の先生を中心とした中で、広く

子供の学習支援、子供の居場所など、全ての子供

たちを対象とした取り組みを２８年度にやらせて

いただいたところであります。また、平成２９年、

今年度からは、先ほど申し上げましたように生活

困窮者自立支援事業の中の低所得の子供たち、い

わゆる児童扶養手当受給世帯、それから就学援助

世帯など、そのような子供たちを対象に独自の学

習支援という取り組みを２９年度から始めさせて

いただいたということでありまして、大学と協議

した中で、今までの大学の広く子供たち全部集ま

っていただくような部分と、もう一つは特定の子

供たちに対する学習支援という取り組みをさせて

いただいているということでありますので、その

２つが両輪となってお互いに考察しながら、より

よく子供たちの学習支援につなげていきたいとい

うような考えでございますので、決して全ての子

供たちが対象でないということでなく、２つのプ

ロジェクトがあるということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今厚生労働省、来年度

から対象としている小中学生に加えて、居場所づ

くりに対して高校中退や中卒の子供にも対象を広

げる方針を決めて予算化もされているのです。こ

うしたときに貧困対策大綱の中で、また別枠のも

のをというようなことだというふうに今お聞きし

たかというふうに思うのですけれども、私はやっ

ぱり全ての子供たちに対して取り組みというか、

お知らせをし、必要な子供たちがそこに行くとい

うことが求められているのではないかというふう

に思うのです。稚内で行っている、ずっと子育て



－139－

平成２９年９月２１日（木曜日）第３回９月定例会・第４号

支援でいろんなことで取り組まれている稚内市、

北星大学とも連携しながらやられているようです

けれども、今市街地、中学校区４区あるそうです

けれども、ここで１カ所、２カ所なのですけれど

も、４地区で開催を目指していきたい。それから

また、子ども食堂の拡大のところでは、関心のあ

る人を対象に活動紹介やノウハウの普及、新たな

立ち上げへの支援も広げていきたい。また、定点

開催で行っていきたいけれども、小規模な単発企

画、これも活動の普及と連携の拡大を目指したい

ということで、地域に住む子供たち全てを対象に

こういった事業をしていますよ、これを必要とす

る方はどうぞということで、目標も定めながら取

り組みを進めているということなのですけれども、

この部分についてどうお考えでしょうか。

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） 繰り返しの答弁

になって大変申しわけございませんが、国が子供

の貧困対策として、貧困対策大綱の中で教育が基

本であるということでありまして、学校がその貧

困対策のプラットホームであるということで、学

校としてはさまざまな取り組みをしていると。も

う一つは、生活困窮者自立支援事業の中の学習支

援という部分では、低所得の子供たちに特化して、

そこを何とか支援しなさいという取り組みを進め

ているところでありまして、全ての子供たちに対

して居場所の提供ですとか、学習のお手伝い等、

また子ども食堂、子供たちと親御さんたち、地域

の人たちがともに食事をつくるなど、そういった

取り組みは大変必要でありますので、その部分に

ついては今後とも大学のコミケアセンターが中心

となって続けていく予定でございますし、また本

当に生活困窮の部分のお子さんたちの学習支援に

ついても、大学と協働しながら、学生ボランティ

ア、また元教員の方たちの御協力をいただきなが

ら、その部分についてもしっかりと進めていくと

いうことでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 先ほど御答弁の中でも

紹介されていた北海道子どもの生活実態調査、こ

れが道で行われました。これは名寄市が入ってい

ません、この北海道で行った調査の中では。名寄

市としても独自に大学も先生方の御協力も得なが

ら、やっぱりきちっとした調査を行い、どういっ

た部分が名寄市民にとって必要なものがあるのか、

そういった部分、介護もそうなのですけれども、

子供のところでいうと親御さん、ひとり親世帯の

皆さん方が何を望んでいるのか、どうやったら情

報を得られるのか、そういった部分もしっかりと

調査をしていただくことは非常に望まれるという

ふうに思いますので、そのことを強く求めて、終

わらせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

名寄市の平和行政について外３件を、熊谷吉正

議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 指名がありましたの

で、通告に従い順に質問申し上げますが、途中一

部昨日の重複もございますので、割愛する部分も

後からお知らせをしたいと思います。

名寄市の平和行政について、米海兵隊オスプレ

イ運用に対する自治体の対応について。８月の日

米合同北海道大演習におけるオスプレイ運用につ

いて、関係自治体や多くの道民がいつどこでどの

ように飛行するかもわからない情報統制の中、道

民の不安と怒りが交錯をいたしました。これまで

もアメリカ、オーストラリア、沖縄、大分県空港

等事故が多発し、危険なオスプレイがこれからも

自治体や道民の声を無視し、北海道、道北の上空

を我が物顔で飛行することとしたら、許すことは

できません。市民の安心、安全を守らなければな

らない加藤市長の見識をお伺いをしたいと思いま

す。

２、核兵器禁止条約について。７月７日、国連

は核兵器を法的に禁止する条約制定交渉会議にお
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いて、核兵器の使用や保有、製造など幅広く法的

に禁止する条約を１２２の国と地域の賛成で採択

をしました。しかし、世界で唯一の被爆国である

日本の安倍政権は広島、長崎と被爆者の思いに背

を向け、交渉に参加しなかったことについて、非

核平和都市宣言を制定している加藤名寄市長の見

識についてお答えをいただきたいと思います。

３、名寄市の反核、平和事業の取り組みについ

て。名寄市は、愚かな戦争を戒め、犠牲になった

多くの市民を追悼する事業等を行うとともに、反

核、平和を願う市民団体等の活動も支援してきま

したが、さらに今日的北東アジア情勢を踏まえて、

今まで以上に反核平和事業等を取り組む市民とと

もに強めていかなければならないと思います。そ

のための今まで以上の能動的な姿勢を求めておき

たいと思います。お答えをいただきたいと思いま

す。

大項目２つ目、豊かな教育と健やかな子供の成

長のために、１つ、教職員の働き方の現状と課題

について。名寄市の小中学校において、給特法等

の規定されている限定４項目以外の時間外労働勤

務の現状と課題についてお伺いをいたします。

２、労働実態改善を通じた健やかに育てる教育

環境への課題について。抜本的には、社会的に大

きな問題となっている学校現場の原因をつくって

きた文科省の責任により、少人数学級の促進及び

教員定数増を含む法の改正が強く求められている

ところですが、学校現場において近年の子供たち

を取り巻く環境の厳しさを踏まえるときに、スピ

ード感を持った解決策が必要と思います。お答え

をいただきたいと思います。

前段触れたとおり、公立学校の配置計画の決定

経過については、さきの質問と重複もございます

が、割愛をさせていただきます。

雇用の安定と住環境改善について、リフォーム

事業等の継続性について。現行リフォーム事業等

の継続性については議論のあるところですが、雇

用の安定、地域経済効果、住環境改善等の視点か

ら総合的検証を加え、継続事業としての方向性は

必要かと思います。お答えをいただきたいと思い

ます。

２、既存住宅の経年状況の推移と今後の市場性

について。平成２５年に策定した住宅マスタープ

ラン策定後の変化を踏まえた経年状況の推移及び

今後の市場性についてお伺いをしたいと思います。

最後になりますが、市民の声から、１つ、スポ

ーツセンターのトイレの改修と分煙の現状につい

て、それから旧豊西小学校等の活用ニーズに対す

る対応についてお答えをいただきたいと思います。

壇上における質問をこれで終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 熊谷議員から大項目４点

にわたっての御質問をいただきました。大項目１

の小項目１、２については私から、小項目３は総

務部長、大項目２、大項目４については教育部長

から、大項目３の小項目１は営業戦略室長、小項

目２については建設水道部長からそれぞれ答弁と

なります。よろしくお願いいたします。

米海兵隊オスプレイ運用に対する自治体の対応

について申し上げます。先月１８日から２６日ま

で、恵庭市ほか３市にまたがります北海道大演習

場におきまして陸上自衛隊と米海兵隊による日米

共同訓練が実施をされました。その訓練では、沖

縄県外では初めてとなりますオスプレイの夜間訓

練も実施をされ、悪天候のため中止となりました

けれども、上川管内の上富良野演習場での訓練も

当初予定をされていたところです。オスプレイに

つきましては、２００３年１０月から米海兵隊で

本格的な運用が開始をされ、防衛省の発表により

ますと昨年９月現在で１０万飛行時間当たりの重

大事故率は ６２％で、海兵隊の航空機全体の

６３％とほぼ同じ数字であり、危険性が著しく高

いわけではないとしておりますけれども、昨年１

２月には沖縄県沖での夜間空中給油中に墜落、先

月５日にもオーストラリア沖で墜落事故と報道で

クローズアップされているところでありまして、
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安全性への懸念が根強くなってきております。今

般の訓練に際しましては、北海道防衛局は訓練終

了後に参加機数や飛来した時間と翌日の訓練内容

を地元自治体に通知をしておりまして、安全に十

分配慮されて実施をされていると認識をしており

ますが、今後もこのような訓練が実施されるので

あれば、道民、市民の安心、安全な暮らしのため、

関係自治体とも連携を図りながら情報収集に努め

るとともに、市民への情報提供を行うなど不安の

軽減に努めてまいります。

続きまして、小項目２の核兵器禁止条約につい

て申し上げます。本年７月７日、核兵器の使用や

保有、製造など法的に禁止をする核兵器禁止条約

が１２２の国と地域の賛成で採択となりました。

しかし、全核保有国は不参加となり、我が国にお

きましても核保有国、非核保有国の対立を深める

とし、不参加としたと報道されております。アメ

リカとの関係性を崩さないためにも仕方がないと

いう意見がある一方で、世界唯一の被爆国であり、

広島、長崎の被爆者の思いに背を向けたとの意見

もあると承知をしております。いずれにいたしま

しても、核兵器の廃絶や恒久平和の実現は全国民

の願いでありますので、本市におきましても引き

続き平和行政の推進に努めてまいりたいと思いま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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３、名寄市の反核、平和事業の取り組み

について申し上げます。

本市では、非核三原則を堅持していくことが世

界唯一の被爆国である我が国の責務であり、人類

共通の願いである戦争のない平和の実現と核兵器

廃絶、さらには幸せな市民生活を守るという決意

のもと、平成１９年３月に非核平和都市宣言を制

定し、この宣言の趣旨にのっとり、戦没者追悼式

や平和音楽大行進の実施、広島、長崎両市が主催

する平和首長会議への加盟、名寄市戦没者追悼式

と全国戦没者追悼式の黙祷に合わせたサイレン吹

鳴、市民団体が主催する原爆の絵名寄展にあわせ

て日本非核宣言自治体協議会が所有する原爆に係

るパネルやポスターを借用し、展示を行ってまい

りました。

今後の新たな取り組みといたしましては、本市

が行っている平和推進事業をホームページを活用

し、広く発信してはどうかと職員提案がありまし

たことから、ホームページへの掲載に向け現在準

備を進めているところでございます。核兵器の廃

絶や恒久平和の実現を全市民共通の願いとして、

さまざまな平和推進事業に取り組んでまいります。

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、

豊かな教育と健やかな子供の成長のために、小項

目１の教職員の働き方の現状と課題についてお答

えいたします。

まず初めに、給与特別措置法等で規定されてい

る超勤４項目については、１つ目、生徒の実習に

関する業務、２つ目、修学旅行的行事など学校行

事に関する業務、３つ目、緊急を要する場合の教

職員会議などの業務、４つ目、非常災害及び児童

生徒の人命にかかわるなど、非常時の４つの業務

が挙げられ、時間外勤務を命ずることができると

していますが、本市の実態として２つ目の修学旅

行的行事以外での運用はないのが現状です。また、

修学旅行的行事についても近年は変形労働時間制

度を活用することにより、実際に時間外勤務命令

が出された例はないと承知しております。

また、超勤４項目以外の恒常的な時間外勤務の

実態については、平成２８年度から２９年度の２

カ年で実施される教員勤務実態調査の平成２８年

度分の速報値によりますと、平成２８年度の前回

調査に比較し、勤務時間については小学校で平日

と日曜日で１時間程度、中学校で平均３０分、土、

日曜日で２時間程度増加しています。また、２週

間当たりの勤務時間についても小学校で５０から
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６５時間の分布が６ ８％、中学校で同じく４

３％となり、さらに中学校の６５時間以上につい

ては３ ７％になっており、恒常的な時間外勤務

の実態がうかがわれます。時間外勤務が増加した

要因となる業務内容を見ると、少人数指導等によ

る授業時間の増加や児童生徒の問題行動への対応、

授業準備や成績処理が挙げられますが、中学にお

いては土、日曜日における部活動の指導が大きく

増加しています。この教員勤務実態調査は、全国

で小学校、中学校それぞれ４００校が比例抽出に

より選考された学校を対象として実施されるもの

で、本市からも１校抽出されており、この調査の

速報値は本市の実態と大きく乖離はしないものと

考えております。教育委員会としてもこのような

調査結果を参酌しながら、教職員の勤務時間の削

減に向けたさまざまな対応を国や道教委と連携し

ながら進めていかなければならないと考えており

ます。

次に、小項目２、労働実態改善を通じた健やか

に育てる教育環境への対応についてですが、国に

おける働き方改革に基づく教員現場での長時間労

働への対応については、本年８月に中央教育審議

会から出された学校における働き方改革に係る緊

急提言において、１つ目、管理職を含めた全ての

教職員の勤務時間の把握が業務改善の基本となる

ことから、タイムカードなどで勤務時間を客観的

に把握できるシステムの構築、２つ目、部活動に

ついては適切な活動時間の設定や部活動指導員の

活用、地域との連携、３つ目、長期休業中の学校

閉庁日の設定、４つ目、統合型校務支援システム

の導入促進や業務の電子化による効率化、ＩＣＴ

の有効活用などについて提言され、文部科学省も

平成３０年度予算において積極的に反映していく

意向を示しております。

また、平成２９年度の文部科学関係概算要求時

にも教職員定数の大幅な改善を行い、次世代の学

校の創生に必要不可欠な教員数の確保を行い、指

導体制の充実を図る取り組みを進めております。

このような学校における働き方改革が進む中、今

後どのような形で地方の教育現場に具体策として

おりてくるか不透明な部分はありますが、国とし

ても学校、教職員の勤務時間管理や業務改善など

環境整備のための支援策を積極的に進めるとして

いますので、これからも国の動向を注視しながら

各種対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、大項目４、市民の声から、小項目１のス

ポーツセンターのトイレ改修と分煙の現状につい

てですが、スポーツセンターは昭和５０年に開設

し、本市の生涯スポーツの中心的な施設として、

さらには上川北部における競技スポーツの発展に

大きな役割を果たしてきているところであります。

施設は、開設から４０年以上経過していることか

ら、近年は老朽化に伴う不備が生じており、一部

利用者に不便をおかけしていることもあります。

特にトイレ設備については、配管も含めて更新時

期を迎えており、日々多くの利用者が使用してお

り、早期の改修を望む声が多く寄せられているこ

とから、現在関係部署並びに指定管理者と協議を

進めながら改修内容や時期についての検討をして

いるところであります。

次に、スポーツセンター内の分煙状況について

ですが、ロビー南側に設置していた喫煙場所につ

いては、かねてより各方面から御指摘をいただい

ておりましたが、今年度から施設外に喫煙場所を

設けて改善を図ったところです。しかし、移設後

に一部利用者が灰皿を施設内に戻し、喫煙してい

るという残念な事例も報告されており、この対応

に苦慮しているところであります。本来喫煙をし

ている人も子供を初めたばこを吸わない人への健

康被害を考慮し、喫煙することが求められている

ことから、喫煙者に対する注意喚起も行ってまい

ります。また、分煙対策を行っておりますが、喫

煙場所の設置などに不十分な点もあることから、

指定管理者と検討しながら改善を図ってまいりま

す。今後も分煙対策については、利用者の声に耳
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を傾けながら、教育施設として安全、安心な環境

を整えて利用促進を図ってまいります。

次に、小項目の２、旧豊西小学校等の活用ニー

ズに対する対応についてですが、初めに旧豊西小

学校については校舎は昭和４８年に、屋内運動場

は昭和５０年の建設で、未耐震の施設であり、こ

れまで施設の活用については耐震化や改修に多額

の費用をかけて有効に活用することは難しいとの

判断から、民間活力による施設の活用を図るため、

文部科学省の未来につなごう「みんなの廃校」プ

ロジェクトでの登録や名寄市ホームページへの掲

載を行っております。しかし、現在のところ施設

の活用に関する問い合わせはありません。

また、施設の活用については、体育館について

の要望を受けておりますが、水道管の老朽化等に

よりトイレが使用できない状況にあるなど、現状

での利用は難しいと判断しております。さらに、

施設を解体する場合においても多額の費用を要す

ることから、公共施設等総合管理計画や行財政推

進計画などの庁内協議の中で施設の解体を含め、

対応について検討してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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、雇用の安定と住環境改善について、小項目

１、リフォーム事業等の継続性について申し上げ

ます。

中小企業の振興と地域経済の活性化、また良質

な住環境の整備などを目的に平成２８年１０月よ

り開始しました住宅改修等推進事業ですが、平成

２８年度は実質半年の実施期間でしたが、７１件

の申請があり、登録施工事業者のうち直接受注事

業者は６３事業者中３２事業者、平成２９年度に

おいては８月末で１６３件の申請があり、直接受

注事業者は７３事業者中４８事業者となっており

ます。住宅の改修等にかかわる施工においては、

直接受注業者のみならず、改修内容においては板

金、塗装、左官、建具、断熱、電気衛生設備等幅

広い業種に波及することから、市内経済及び雇用

等にかかわる影響は非常に大きいと認識しており

ます。

本事業につきましては、事業開始当初より平成

２８年度を含む３カ年の事業とこれまで案内をし

てきており、現状の制度における助成事業は平成

３０年度までの実施と考えております。しかしな

がら、雇用の安定に関して申しますと、公共工事

を初めとする建築、土木工事等においては当面の

安定した事業量の維持が理想と考えておりますの

で、住宅改修に対する助成事業の平成３１年度以

降の扱いについては、本事業における実績または

施工業者及び市民ニーズを検証した上で、制度内

容の見直しを含め助成制度のあり方について検討

していく考えでおりますので、御理解くださいま

すようよろしくお願いいたします。

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） 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、雇用の安定と住環境の改善についての小項

目２、既存住宅の経年状況の推移と今後の市場性

についてお答えします。

既存住宅の経年状況推移につきましては、直近

となります調査といたしまして、５年ごとに全国

一斉に実施される住宅・土地統計調査の平成２５

年度版のデータをもとにお答えいたします。住宅

総数は１万 ５３０戸となっており、築年数別で

は築１１年から２０年が ９６０戸と全体の２

６％を占めているほか、築２１年から３５年が

３００戸と全体の２ ３％を占めており、合わせ

ますと ２６０戸となり、全体の約５０％を占め

ることから、この間の申し込み実績を考えますと

今後も住宅改修に関する潜在需要は見込めるもの

ではないかと考えております。

また、参考までに近年の新築住宅建設実績につ

いては、平成２４年度から２８年度の５年間で２

７７戸建築されており、年平均すると５５戸で、

今後もしばらく同様のペースで住宅建設が続くと
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予想しているところでございます。

私からは以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それぞれ答弁をあり

がとうございます。

最初に、雇用の安定と住環境改善について、質

問の前に確認をさせていただきますけれども、９

月１８日地元紙の報道で、今お答えいただいた数

字的な状況や、あるいは工事の内容だとかありま

したけれども、このトップニュースで非常に伸び

ていていいなという感じも、私も今まで取り上げ

てきてよかったなというふうに思うのですが、後

段の部分には３０年あるいは３１年後のくだりも

少しございまして、これは取材のほうの間違いで

はなくて対応した担当のほうでお答えいただいた

ものなのか、ちょっと確認をさせていただきたい

と思いますけれども、ほぼ１００％間違いない対

応、市の考え方だということでよろしいかどうか。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問あった

件につきましては、私どもに取材が来てお答えさ

せていただいたということでの内容となっており

ますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 書かれているような

内容で対応したという理解をいたします。

あえて聞いたのは、今の事業はとりあえず２８、

２９と３０年の３年で始めて、非常にニーズが高

いので、３０年中ぐらい、あるいはその後の対応

についても若干コメントはされておりまして、こ

れは市長も同じ認識でよろしいかどうかお伺いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 済みません。具体的に新

聞の報道の内容を私もきちっと正確に今把握でき

ていないので、どういう内容だったかをちょっと

御質問していただいて、お答えさせていただくと

いうことでよろしいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 時間がもったいない

ので、地元紙に大々的に大きく出たので、重複は

避けますけれども、３０年、来年、今今年度この

間の補正で ０００万円になりまして３億円と。

これは事実決定したことですけれども、３０年に

ついてもさらに財源確保しながら、ニーズ次第で

はそれをさらに補正をするということと３１年以

降も継続的な考え方が出されておりますので、お

答え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） ２８、２９、３０と３カ

年の事業でありまして、この間２８年度のスター

トに当たってもさまざまな関係する団体等と意見

交換をしながら、いろんな意見もありましたけれ

ども、ここに落ちついたと、こういうことでござ

いまして、当然それ以降についても継続という選

択肢もありましょうし、そこはしかし今の現状を

しっかりと調査分析をしていく中で、あるいは業

界の皆さんとも意見交換をしていく中で決定をし

ていくということでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） どんどんふえて、ニ

ーズが高くて、地域経済にも還元をされるという

ことで、基本的には私もその方向がいいなという

ふうに考えていますけれども、平成３０年、３１

年というとまだ言明はされておりませんけれども、

次の市長さんの任期になるので、そこら辺の加藤

市長も非常に意欲的なところが伝わっているとこ

ろを受けとめておりますけれども、これはちょっ

とおいておきます。

それで、私島市長時代にも３年この事業の経験、

そして加藤市長で今回始めてまだ丸１年弱という

ことで、当時から事業の継続性についての基本的

な考えについて、今後これからの市場性だとか、

経過年数等については建設水道部長から、これは

今事業主体は営戦ということで、まさに実体化し

た中で市場ニーズだとか、あるいは市民のニーズ



－145－

平成２９年９月２１日（木曜日）第３回９月定例会・第４号

だとか、経済界の雇用確保だとか、人材確保だと

か、トータルとしてやっぱり総合的に検証した上

で、しっかり定めていかなければならぬのではな

いかというふうに思っていますけれども、そうい

う認識については市長、ございますか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 全く議員と同意見でござ

いまして、さまざまな角度からいろんな政策の目

標とすべき、どこを目標にしていくかというとこ

ろによっても変わってくると思います。今回は、

リフォーム事業は経済の活性化や地域のそうした

技術的な方への育てていくという分野、そうした

ニーズも非常に大きかったということもございま

す。先ほど来、例えば新築のお話も出てきていま

す。そういったことのニーズとかも本当にそれが

地域のニーズなのかということ、それによって定

住促進という部分もあるでしょうし、さまざまな

角度からこの種の政策というのはまた議論してい

かなければならない課題だというふうに思ってい

るところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） いわゆるニーズの推

しはかり方、もちろん地域経済ということであれ

ば業界の皆さん、そして市民の皆さんからすれば

それを活用するということと住環境の改善、これ

はイコール光熱費関係にも反映をして、非常に変

わっていくだろうと、特に名寄の冬の状況を意識

をすると。あるいは、これは潤沢に雇用が本当に

確保できる、人材が確保できるという、情勢的に

そういう時期であれば余り心配しないのですけれ

ども、かなりやっぱり業界、労働安全調査、そっ

ちでやっているのかな。２年置きに名寄市でも実

態調査をやっていますけれども、６７％の業界が

なかなか人が大変だと。それは、大きな工事だけ

ではなくてにわかに出る工事もなかなか即対応で

きないということからすると、同じ継続性でも３

年スパンでやるということについての意義ってや

っぱり見直すことが必要ではないかと。ですから、

ニーズの推しはかり方も、ある面では市民の側も

３年しかないのだからやっぱり今やらないともう

枠なくなるという心配で、恐らく今年度の終末も

結構あと４５件相当分しかないという議論、やり

とり、９００万円ですね。そういう焦りもあるし、

それぞれの所得や生活の状況によって、いつやり

たいと。３年後にはやりたいなと、寒いから。５

年後にはやりたい、すぐにでもやりたいとさまざ

まなので、一定の中期的な、あるいは３年が、５

年が中期だとすれば１０年、この総合計画の範囲

の中で一定の基本、行政としてのスタンスを明示

することで、業界も市民も雇用だとか景気だとか、

さまざまな住環境の改善ということでは判断とし

て変わってくるのかなというふうに、安定的に、

島さん時代にやったときも一部の業者かもしれま

せんけれども、二、三年やられてもそのために人

確保して雇うと、やっぱり特に正規職員を安定的

に雇うとずっと雇用の責任もあるというような話

も聞いたことございまして、いわゆるニーズの推

しはかり方についてもう一回基本的な考え方につ

いて整理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） おっしゃるとおりであり

まして、さまざまな角度から検証が求められるの

だろうというふうに思います。特に建設業界ある

いは建設関係するまざまないろんな業界があると

思いますけれども、そこも当然人を雇用しなけれ

ばならないということもありましょうし、どうし

ても人が足りないという状況もあると思います。

その中で施策が本当にこれからもマッチしていく

のかというようないろんな見方もあると思います

ので、そのことをしっかりと推しはかるためにも

一応３年ということのスパンを切って今回検証を

していこうということでございまして、議員がお

っしゃるようにあらゆる角度からより目標をきち

っともう一回明確に定めて、効果的な施策となる

ように、そして来年度、再来年度のことでありま

すので、来年度のできるだけ早い段階で市民の皆
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さんに、あるいは業界の皆さんに周知ができるよ

うに関係機関等とも速やかに議論をスタートさせ

たいというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ぜひ行政からの情報

発信、シグナルをできるだけ早く方向性を定めて、

これからも安定して人を確保しても大丈夫なのだ

なと。リフォーム事業ですから、大工事、何億円

もする工事を受注するとかは違って、かなりやっ

ぱり中小零細のところも裾野が広がっているわけ

でありまして、ぜひ私の立場からもしっかりニー

ズの推しはかり方について、継続性について示し

ていただきたいし、市場性についても建設水道部

長、相当あるというふうに報告をいただいていま

すから、とりあえずトータル的に推進をしていた

だくことを求めておきたいと思います。

それと、解体も相当老朽家屋等ございまして、

進んでおりますが、民間のお仕事の中で解体イコ

ール新築、解体イコール更地のまま、そういうさ

まざまなのですけれども、解体事業を今のリフォ

ーム事業を少し拡大をして、より広く小さな業者

も受注ができるような機会が必要かなというふう

に思っていますので、御検討もニーズの推しはか

りという中で改めて考え方少しお知らせいただき

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） 専用住宅の解体

に対します助成の考え方につきましては、危険家

屋対策や土地の循環活用の円滑化や新築住宅建設

の促進、また定住対策等さまざまな観点から制度

設計を検討していかなければならないという課題

と考えておりますので、先ほどもありましたよう

に今回の住宅改修事業も含めて、複合的な効果が

得られるという制度設計の中で今回は検討させて

いただきました。今後の検討につきましてもそれ

らを含めて、どのようなあり方の部分を制度設計

の中に含めればいいのかも総合的に判断させてい

ただいて検討していきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） このことについては

お答えいただかなくて結構ですけれども、市内に

はいわゆる名寄市の土地が更地のまま、それぞれ

目的を持って、おいておられると思いますが、冬

の対策を考えるときに、やっぱり近間に、郊外の

補正で決めたものとはまだ別に、民間で手をつけ

切れないような空き地等があれば、かなり地域的

に選択をしながら、一定の空き地を確保して、あ

とは地域にどう維持管理をしていただくかという

ことなんかについての課題も残りますけれども、

ぜひそれらも含めた総合的な対策を推進をし、住

宅改修等の事業を少し大きくしていただければと

いうふうに思っていますので、次に進みたいと思

います。

教育のほうに行きたいと思いますが、給特法は

できたのは昭和４７年、まさに教育長は若いころ

からこの時代をもう熟知しているときだというふ

うに思いますが、施行、制定時のいわゆる給特法

の根拠、特に時間外労働に関係するような、その

ころの実態と今の現状、先ほど小川部長からお答

えいただきましたけれども、どのぐらいの差が具

体的に、もうこの法律は実際には機能していない

という職場の今の現状はあるのですけれども、そ

れらと比較してちょっと思い起こしていただきた

いのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今給特法と、それと現

状との乖離のお話であったかと思いますけれども、

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関

する特別措置法、いわゆる給特法と言われており

ますけれども、これが昭和４７年度に作成された

ということでございますが、これとの現状の乖離

についてでございますが、教職員につきましては

その職務との勤務対応の特殊性から、御承知のよ

うに教職調整額というのが支給されておりまして、

時間外手当は支給されていないという現状でござ

います。これは、教職員については正規の勤務時

平成２９年９月２１日（木曜日）第３回９月定例会・第４号
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間の割り振りを適正に行いまして、原則として時

間外勤務を命じることはできないという、給特法

などに規定されているということでございます。

例外的に命じることができるのは、先ほど部長の

ほうからもお話ありましたように、臨時または緊

急やむを得ない必要があるときということに限ら

れておりまして、学校行事や非常災害等の場合な

どの必要な業務に限定されているというところで

ございます。しかし、今お話ありましたように現

状を見ますと日常の業務の延長線上で勤務時間が

非常に長くなっているということで、どうも現状

にそぐわないような給特法でないかという、そう

いう認識はしております。ただ、このことについ

ては法の改正を待つ余裕もございませんので、今

後も勤務時間の縮減に向けた取り組み、これは着

実に、今回緊急提言も出されたとのことでござい

ますので、しっかりと進めてまいりたいと思って

います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 名寄市の教育委員会

は、他の市町村と比べて、特に現場の状態の改善

に向けて、加配だとか、あるいは教員のＯＢの皆

さんにいろいろ子供たちの指導をいただいたり、

特別支援教育関連でも努力していることについて

は今までも私もお伝えして、敬意を表するのです

けれども、今教育長答弁いただいたとおり、昭和

４７年、私の調べでは４％相当は月８時間に相当

する。これは、お答えいただいたように教職調整

額で加算をして、スタートをしてはや何十年も経

て、現場の勝手で忙しくなったのではなくて、文

科省あるいは道教委にそれを指示を受けて、現場

の市町村に学習指導要領等で明確にしながら求め

て来た結果、まさに現場の先生たちは善意で、何

ぼ努力してもやっぱり限界があって、労働強化の

問題ももちろんありますけれども、そのことによ

って学習指導を受ける子供たち、健やかな子供た

ちを育てるために、何らかの弊害が出ているとい

うことについて、目が行き届かないということで、

特に夏休み、本州等では夏休み明けが一番危ない

のだと、１週間くらい。市の教育委員会の直近の

会議録見ても、校長さんや教頭さんがそれは周知

しているのだというようなやりとりもありました

けれども、市の教育委員会、年間十五、六回ぐら

い、ことしはまだ秋なので、１０回ぐらいですけ

れども、現場の状況についてどのぐらい認識をさ

れているのか、情報提供しているのか、改善に向

けたやりとりした経過があればお知らせをいただ

きたいのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 急な御質問でございま

して、ちょっとその状況については調査いたしま

して、その結果を御報告したいと思っております。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 教育長も教育部長も

現場との状況については十分認識をされて、私も

今まで一般論では随分教育長に期待をしてお願い

もしてきたのですけれども、いよいよ中教審や文

科省もまさに社会的問題だと。子供たちの様子、

状況から、やっと動き出したのですけれども、事

務要員を少し予算化する。 ０００億円ぐらいつ

けるとか、あるいは英語教育のために定員をふや

すとかありますけれども、また心配されることは

来年度から道徳の教科化がありますけれども、時

間外労働の現実にどのようなことが危惧されるか、

ちょっとお聞かせいただきたい。教育そのもので

はなくて、要するに時間が労働強化になる可能性

はあるというふうに私は思っているものですから、

そのことについて。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今熊谷議員御指摘のよ

うに、今後のことを考えてみますと、例えば教育

課程におきましては英語活動でしょうか、それか

ら英語教育、これが小学校のほうで新たにつけ加

えられますし、その時間もこれまでの時間帯に上

乗せという形で飛び込んできたりいたしますので、
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確実にこれまで以上窮屈な状況になるということ

で認識しているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 英語も再来年からと

いうことで、３５こまですか、学習指導要領によ

れば新たな授業が拡大をされたりということで、

まさに最大原因は文科省にあるのですけれども、

現場の認識がしっかり、校長さん、教頭さんもつ

らい思いを多分されていると思うのです。求めら

れるものは先生たちに会議を通じて求めなければ

ならぬし、しかし次から次と。幾ら小野教育長が

一生懸命頑張っていただいても、改善することは

わずかなのです、やれることというのは。そうい

う意味合いでは、いろんな諸会議通して現状道教

委で調査も結果はっきり出ていますから、過労死

状態で、中学校で４７％が過労死ラインだと、北

海道。道新のこの間の９月９日に随分特集をされ

ておりましたので、そういう認識の差はないかと

思いますので、名寄では１校アンケートに答えて

いるということですから、かなり急を要する。子

供のために、そして２次的には先生たちが本当に

しっかり思いを持って子供たちを育てていただけ

るような環境づくりについての情報発信をもっと

もっとお願いをしたいと思います。

それで、市長のほうに関連でお聞きしますけれ

ども、新教育委員会制度との関連でこの現場の課

題について、新教育長は、今小野教育長で、私は

個人的にはその新教育長にもうぜひ卓越した小野

さんの継続の期待をしたいなというふうに思って

いる一人ですが、それを任命するのはこの任期中

でもやろうと思えばできるのですけれども、加藤

市長のお答え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） ちょっときちっと理解し

かねる……ごめんなさい。今までの流れに、教育

大綱が改正されて、会議ができたということで、

教育委員長制度も実質的に期限をもって廃止する

ということになっていますけれども、基本的な考

え方としてはこれまでの流れに沿った中でやって

いくという考え方ということで、意味通じますか。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 私どもが伝え聞くの

は、今の体制、教育委員会体制、恐らく次の市長

選挙終わった以降の判断とされているのではない

かと思いますけれども、この任期中でも市長、新

しい制度に、新しい教育長を任命、もちろん議会、

市民の同意もとらなければならないのですけれど

も、現場がこういう状況にやっぱりスピード感を

持って対応するためには、これは認識は私とちょ

っと違いますけれども、こういう制度を早目に導

入することによってスピード感を持っていろんな

学校現場の課題が解決急ぐのでないかと。特にこ

の制度に移行すれば市長も教育委員会の大綱づく

りなどについて責任を持たなければならぬという

ことになっているのですけれども、ぜひ少し改め

てそういう考え、今の段階では持っておられない

かどうか、改めてお聞かせいただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 既に教育総合会議の中で

その議論はさせていただいていて、大綱にかわる

ことで総合計画の教育の部門を準じてそこを大綱

と見立てるということは、既にもう一緒になって

議論させていただいてございます。基本的には、

教育現場については教育委員会の皆さんがしっか

りとやっていただくと。そのことについて当然大

事なところで報告いただいたり、意見する場を持

っていくということの会議ということで、今まで

とそんなに変わりなく進んでいくという考え方で

おりまして、今回の教育委員長制度が変わったこ

ともこれまでの流れの中でやっていくのだよとい

うようなことを教育委員会の皆さんでそういう方

針を決めているということで聞いておりますので、

私もその方針に従っていくということでございま

して、この任期中にどうのこうのということはご

ざいません。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。
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〇１３番（熊谷吉正議員） 結構これについては

賛否はいろいろありますけれども、新教育長ある

いは首長の役割は物すごく大きくなると。そのた

めに議会や、あるいは教育委員さんそのものがチ

ェック機能をしっかり発揮しなければならぬとい

うふうに言われていますので、ある東大の先生に

よると教育改革だとか学校現場の改革をスピード

感を持ってやるには、任期を待たずして早くやっ

たほうがいいという評価もしている方もおられる

ということについて申し添えて、次に行きたいと

思います。

核兵器禁止条約と名寄市の平和行政問題につい

て、話を移していきたいと思いますが、一通りの、

名寄は非核平和都市宣言、総務部長も市長もそれ

に基づいて、あるいはオスプレイの問題について

もしっかり情報収集したり、対応していきたいと

いう。千歳や恵庭の市長さんも防衛局に要請をし

たり、情報を求めたりなんかしたりして地域の皆

さんと相談をしたようなのですが、最初防衛省も

オスプレイに関しては相わかりましたと、皆さん

が不安にならないように情報提供していきますと、

あるいは慎重な対応を米軍に要請をしたいという

話でしたけれども、二、三日もしないうちに新聞

報道では黙認ということで、結果的には何の情報

も伝わらないまま、終わった段階で、市長が言っ

たけれども、報告がありましたと。極めて心配を

されますし、ぜひそれについては名寄市の非核平

和都市宣言の柱を大切にしながら、事態があった

ときには対応をお願いをしておきたいと思います。

それで、平和行政の関係について、総務部長か

らも答弁いただきました。いろいろ名寄でもそれ

ぞれ取り組んでいることについては今までもお答

えをいただいているのですが、核の問題、核兵器

禁止条約、日本は参加しないまま１２２の国と地

域がきのうから正式な署名に、世界的に始まって

５０カ国が署名すれば発効するという状況なので

すが、日本にとって、日本人にとってやっぱり核

あるいは原発、戦争、どこも基本的にそうなので

しょうけれども、それぞれの外国の事情も、アメ

リカの事情もあるのでしょうけれども、もう少し

新たな行事を模索をしていただければなというこ

とで、能動性という言葉あえて質問の中に入れま

した。

敗戦の日、皆さんは一般的には終戦というふう

に言っていますけれども、８月１５日は奥村議員

も取り上げて実行していただいているのですが、

６、 ９、これらそれぞれ時間は広島は朝の８

時１５分、長崎は１１時２分だったと思いますけ

れども、ぜひ同じように市民に啓発も含めてこの

ことを意識してもらえるような問いかけの意味で

サイレンの吹鳴等について御検討いただきたいと

思いますが、お答えを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） 原爆投下時刻に合わ

せたサイレンの吹鳴ということで質問いただきま

した。現在名寄市では、７月１０日の名寄市の戦

没者追悼式と８月１５日の全国の戦没者追悼式に

合わせて黙祷、そしてサイレンの吹鳴をしている

ということでございます。これにつきましては、

市の広報等で市民の皆さんに周知をしながら黙祷

をお願いをしているという状況でございます。議

員のほうからお話がありました原爆の投下時刻に

合わせてということでございますけれども、現状

今申し上げましたように名寄市の戦没者追悼式及

び全国の戦没者追悼式に合わせた形で恒久平和実

現を願って実施をしているということでございま

して、現在のところ原爆投下時刻に合わせた吹鳴

ということについては予定はしておりませんので、

御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） できない理由は何で

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 御承知のとおり、現

在サイレン吹鳴につきましては消防のサイレンを

使わせていただいておりまして、これは８月６日、
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９日それぞれ原爆の投下時刻に合わせてというこ

とだというふうに思いますので、８月におきまし

て相当回数もふえることもございますし、サイレ

ン自体が市民の皆さんに広く浸透した中での実施

ということでもちょっと現実的には緊急時の火災

ですとか、そういったものとなかなか区別がつか

なかったりということもありますし、もともとの

消防におけるサイレンということでございますの

で、御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 道内でも幾つも相当

前から実行して、お隣の士別市あるいは函館、帯

広や、ほか道内の幾つかの市町、まちでもやられ

ておりました。サイレンの本来目的は十分認識は

していますけれども、やれない理由はそうなかな

かすとんと落ちないなというふうに思いますので、

啓発活動をしっかりやった上ということであれば、

一定の期間市民の皆さんにもお伝えをしながら、

来年度目指してぜひ取り組みを、アイエヌジーで

お預けしておきますので。

これは、私ただ求めているというよりも、広島

市長がことしの ６のときにあえてこの核を持つ

国、持たない国、持とうとする国、やっぱり意識

をして、核兵器があの冷戦時代から見れば減って

いるけれども、なくなっていないという現実にい

ら立ち感、きのうの２０日から署名活動が世界で

始まったという思いもあって、核について絶対悪

だというふうに挨拶の中で触れておりました。こ

れは、党派もイデオロギーも関係ないと。やっぱ

り広島市長、８時１５分のことをどのようにして

みんな亡くなっていったのかということを総理大

臣目の前にしてやっておりましたけれども、その

ことについて、それから日本の政府が国連で参加

しなかったという、極めていら立ちも含めた、首

長ですけれども、国のやろうとしていることにつ

いてしっかり意見を持って国民、市民の思いを受

けとめて挨拶をされていますけれども、加藤市長、

広島の市長の内容御存じですか。広島市長が挨拶

した内容について。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おぼろげですけれども、

報道等で接しているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もうあと時間があり

ませんけれども、１点だけ聞いて、きのう私「女

たちの戦争体験記・いのる」というものを図書館

から借りてきまして、今から３０年前に女性団体、

名婦連、名寄市婦人団体連絡協議会、そのときの

会長さんが有田郁子さん、本当に戦争体験記、４

５人の方が掲載をしておりますけれども、今でも

全市民に読んでほしいなという思いがありまして、

これちょっと渡していいですか、借りてきたもの。

（何事か呼ぶ者あり）

〇１３番（熊谷吉正議員） その中の一節に有田

郁子さんが発刊に当たってということで述べられ

ている部分が１ページに書いてありますので、負

けるということを知らずして逝ってしまったみた

まの皆さんにも本当に申しわけないと。なぜ私た

ちは戦争反対を言えなかったのだろうと、本当に

申しわけないと。この体験記について戦争を知ら

ない子供たちにもっともっと伝えていきたいとい

うことで、まさに広島の市長と同じように核も戦

争も絶対悪だというようなことを書いてあります

ので、時間があったらそこで朗読いただければあ

りがたかったのですけれども、これその団体が発

行したものでありますけれども、今の時代にあっ

ても非常に中身が重要な中身ありますので、やっ

ぱり全市民的に読む機会をつくることも重要かな

というふうに思っていますけれども、総務部長で

も市長でもいいですけれども、お答えをいただけ

ればと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 熊谷議員の平和を思う熱

烈な思いを改めて受けとめさせていただきました。

先ほどのサイレンの吹鳴に関しては、平和を思う

気持ちもそれは大事だというふうに思いますけれ
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ども、一方で私たちは市民を守っていかなければ

ならない立場として、この消防のサイレンだとか

も運用しているということもありまして、これに

関しては少し慎重な検討が必要だろうというふう

に思います。一方で、今貴重な本もお借りいただ

きましたけれども、こうした恒久平和を願う思い

というのを大切にしながら、これからも行政を進

めていき、市民にもこうしたことを発信をしてい

くことをしっかりと頑張っていきたいと思います

ので、また議員にも御指導いただければと思いま

す。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で熊谷吉正議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩といたします。

休憩 午後 ０時０３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。

加藤市長の市政運営について外１件を、山田典

幸議員。

〇１１番（山田典幸議員） ただいま議長より御

指名をいただきましたので、通告に従いまして、

大項目２点について質問させていただきますので、

よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１点目、加藤市長の市政運営に

ついてお伺いいたします。平成２２年４月、加藤

市長は１０年、２０年先を見据えたまちづくり、

民間会社名寄市的発想での行政運営などを基本姿

勢に掲げ、当時全道一若い市長として市政のかじ

取り役を担うことになりました。平成２６年４月

に再選を果たし、今年度２期目の最終年度を迎え

た中、現在任期満了まで残すところ６カ月余りと

なったところであります。加藤市長は、２期目当

選後の所信表明の中で、民間会社的発想での行財

政運営、さらなる市民参加とよりわかりやすい行

政運営、情報公開、地域の宝、財産、特色に徹底

的にこだわったスケールの大きなまちづくり、こ

れら３つの政治姿勢を基本として、オール名寄で

協働のまちづくり、高齢者、障がい者が安心して

住み続けることができるまちづくり、子育てに優

しいまちづくり、足腰の強い活力にあふれたまち

づくり、人が生き生きと活性化するまちづくり、

自衛隊の体制維持強化と支援体制を堅持、以上６

つの施策の推進を掲げ、市政運営に取り組んでい

くと述べられています。

そこで、加藤市政２期目、最終年度も折り返し

を迎えた今、基本的政治姿勢と６つの施策の達成

状況と評価について、あわせて今後の市政運営の

展望についてそれぞれお聞かせを願います。

次に、大項目２点目、名寄市の農業振興施策に

ついてお伺いいたします。初めに、小項目１、有

害鳥獣による農業被害への対応について伺います。

近年道内各地において有害鳥獣による農作物への

被害が非常に多く発生しており、被害状況も深刻

化してきております。平成２７年度道内全体での

農林水産業における被害額は、約５１億円に上る

との調査結果も報告されております。当市におき

ましても毎年多くの農作物被害が確認されており

ますが、その中でも特にここ数年はアライグマに

よる農作物への被害が年々増加してきている状況

です。

そこで、当市におけるアライグマによる農作物

被害の状況と対応についてお知らせを願います。

あわせて、近年は農地周辺のみならず、住宅地

等生活圏域への出没が増加しているヒグマについ

て、出没、被害状況と対応についてお知らせを願

います。

小項目２点目、労働力確保対策事業についてお

伺いいたします。農業従事者の高齢化などによる

農家戸数の減少やそれに伴う１戸当たりの経営規

模の拡大などのさまざまな要因により、農業分野

における労働力不足が顕在化しており、今後地域

の基幹産業である農業を持続可能なものにしてい

くためにも、労働力の確保対策は喫緊かつ重要な

課題と言えます。当市においては、平成２８年度
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より農業補助労働力確保事業として新たな労働力

の発掘と雇用労働のミスマッチ解消のための制度

創設に向けて調査研究に取り組んでおりますが、

現在の事業の進捗状況等についてお知らせを願い

ます。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいま山田議員から大

項目２点にわたっての御質問をいただきました。

大項目１については私から、大項目２については

経済部長からの答弁となります。

私の市政運営について、小項目１、市政２期目

の最終年度を迎えて、１、基本的姿勢と６つの施

策の達成状況、評価についてお答えをいたします。

市政運営に係る所信の一端を申し述べる機会をい

ただきまして、早いもので任期も残り７カ月余り

となりました。この間急速な人口減少、超高齢化

社会に備えるため、国の取り組みとも連動し、自

主性、主体性を発揮しつつ、本市が有するさまざ

まな資源や優位性を最大限に生かしながら、将来

にわたって自律的で持続的な地域社会を創生する

ため、名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略を

策定をし、また時代の変化に的確に対応していく

ために、本市が目指すべき新たなまちの将来像や

目標を定め、その実現に向けて市民と行政が連携

をして力を合わせながらまちづくりを進めていく

ための行動指針となる第２次名寄市総合計画を今

年度からスタートいたしました。私の政治姿勢で

は、民間会社的発想での行財政運営、さらなる市

民参加とよりわかりやすい行政運営、情報公開、

地域の宝、財産、特色に徹底的にこだわったスケ

ールの大きなまちづくり、この３つを政治姿勢の

根底に据え、総合計画を基本としつつ、具体的に

は６つの施策を進めることを約束をいたしました。

１つ目には、オール名寄で協働のまちづくりで

あります。市民と行政が一体となって進めるまち

づくりでは、情報の共有、発信が重要であると考

えており、市政への市民参画の機会として、第２

次総合計画策定時には名寄市立大学の学生を含め

て多くの分野から参加をいただき、実施をした意

見懇談会の開催や市民ワークショップ、タウンミ

ーティング等を開催をしてまいりました。また、

毎年市内全９会場で実施をしているまちづくり懇

談会を開催し、市民との対話を深める機会の創出

に努めてまいりました。

２点目は、高齢者、障がい者が安心して住み続

けることができるまちづくりであります。安心し

て住み続けていただくために、圏域の基幹病院で

ある名寄市立総合病院を核とし、医療環境の充実

に努めてまいりました。この間救命救急センター

の認定を受け、さらなる機能充実を図り、新名寄

市病院事業改革プランの策定も行ってきたところ

でございます。現在は、開業医師の確保が課題で

あり、市民がより安心して住み続けていただくた

めの環境整備に向けて皆様の御意見を伺いながら、

解決に向けて努力をしてまいります。また、障が

い者の地域生活の場を確保するために、グループ

ホーム設置の促進を図り、市役所庁内に障がいに

関する総合的な相談窓口として基幹相談支援セン

ター事業ぽっけを設置、多くの方に御利用をいた

だいており、不安、悩みを抱えた方々の相談窓口

としての役割が果たされたものと考えております。

高齢者の支援では、認知症サポーター養成講座を

積極的に開催をして、多くの市民に受講いただい

ております。認知症サポーター仲間による市民レ

ベルでのグループが立ち上がり、研修会への参加

や各施設見学を行うなど、見守り体制の構築に向

け取り組みが進化をしてきており、まさに協働の

まちづくりが実践をされていると実感をしている

ところでございます。

３点目は、子育てに優しいまちづくりでありま

す。この間子ども・子育て支援法が本格施行され、

幼児教育、保育に関しては大きな変化がございま

した。当市におきましては、早い段階で官民連携

をするための組織を立ち上げ、情報共有を図りな
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がら、特に混乱なく新制度移行への対応ができた

ものと考えております。市内では、認定こども園

化する施設が１園あらわれるなど受け入れ環境の

充実が図られ、子育て支援センターでは専用施設

をオープンすることができ、多くの親子に喜ばれ

ているところでございます。平成２６年８月から

は、乳幼児医療費助成事業の当市独自拡大を実施

をし、平成２８年度からは乳幼児紙おむつ用ごみ

袋支給事業を開始することができ、名寄市子ども

・子育て支援事業計画の基本理念であるここで育

って、ここで育ててよかったと言えるまちづくり

に基づき、皆様の御理解をいただきながら、充実

に努めてまいりました。

４点目は、足腰の強い活力にあふれたまちづく

りでございます。本市の基幹産業は農業であり、

引き続き農業の活性化が重要と考えております。

この間の取り組みとしては、国立研究開発法人医

薬基盤・健康・栄養研究所と共同研究契約を締結

をし、薬用作物の種苗の育成や栽培技術の研究な

どを実施をしてまいりました。農作物の出荷作業

効率化のため、施設整備の支援も行い、地域農業

の振興を図るとともに、もっともち米プロジェク

トを推進をし、特産の一つであるモチ米の市民周

知も図ってまいりました。また、トップセールス

を通じた都市交流の進化、台湾交流の推進も図っ

てきたところでございます。

５点目は、人が生き生きと活性化するまちづく

りであります。名寄市立大学では、昨年度から社

会保育学科を設置をし、４大化を図り、今年度新

図書館を完成をいたしました。小学校の関係では、

南小学校を整備をし、風連中央小学校にも着手を

することができました。また、市民の長年の願い

でありました市民ホールをオープンすることがで

き、ＥＮ―ＲＡＹという名前も広く市民に浸透し

たと感じております。このホールが完成したこと

により、市民の文化活動の振興が図られていると

実感をしており、さらに活用していただけるよう

施設運営に努めてまいります。

６点目は、自衛隊の体制維持強化と支援体制の

堅持であります。当市にとって駐屯地の存続が経

済活力維持に大きく影響するため、名寄駐屯地の

支援ではこの間派遣隊員の留守家族支援に関する

協定書を陸上自衛隊名寄駐屯地との間で締結をし、

強固な関係を築き上げるとともに、名寄駐屯地の

維持強化のため、引き続き関係団体とともに国に

対しまして要望活動を行ってまいりました。

以上が所信で述べさせていただいた６つの施策

に関する報告とさせていただきます。

続きまして、２番の今後の市政運営の展望につ

いてでございます。今後につきましては、第１次

総合計画での課題を洗い出し、新たに策定をいた

しました第２次総合計画を基本とし、その推進に

寄与する事業を実施していかなければならないと

考えております。第２次総合計画から取り入れま

した３つの重点プロジェクトにつきましては、そ

れぞれ成果指標を示しており、その達成に向け各

部局間の連携を密に行い、市民の皆様とともに取

り組みを推進していかなければなりません。また、

名寄市まち・ひと・しごと創生総合戦略の推進に

おいても成果指標を示しており、当市における人

口減少、高齢化社会を対応し、自律的で持続的な

地域社会を創生するための取り組みを推進してま

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） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続いて、大項目の２、

名寄市の農業振興施策について、初めに小項目の

１、有害鳥獣による農業被害の対応について申し

上げます。

農作物の被害防止におけるエゾシカ、キツネ、

アライグマ対策につきましては、市、ＪＡ、猟友

会及び生産者で構成をされ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有害鳥獣の捕

獲、駆除に当たってございます。本年度の捕獲状

況についてでありますが、９月１４日現在エゾシ

カ３５６頭、キツネ２２頭、アライグマ３９頭と
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なっておりまして、昨年同時期に比べましてエゾ

シカは５０頭の減となっているものの、近年増加

傾向にありますアライグマにつきましては２５頭

の増となり、捕獲場所につきましても市内全域に

及んでいる状況でございます。捕獲体制といたし

ましては、エゾシカについては猟友会の協力によ

り実施をしてございます。一方、アライグマにつ

きましては、箱わなの設置による捕獲は農業者、

捕獲後の運搬をＪＡ、その殺処分については市が

行うことを基本的な役割としておりまして、外来

生物法による防除従事者に登録をされている農業

者についてはみずから箱わなを設置しております

けれども、登録をされていない農業者については

設置ができませんので、市またはＪＡの職員が設

置に当たっているところであります。

なお、使用する箱わなについてでございますが、

対策協議会におきまして国の事業を活用しながら、

現在５６基を保有してございまして、希望者へ一

定の期間貸し出しを行っている状況にございます。

今後も農作物被害の防止に向けた有効な対策につ

いて協議会で検討してまいりたいと考えておりま

す。

次に、ヒグマの出没状況、被害などについてで

ございますが、本年度は９月１５日現在で６１件

の出没情報が寄せられておりまして、昨年度の総

件数４６件を上回っている状況にございます。地

域別では、名寄地域が１５件、智恵文地域が１６

件、風連地域で３０件となっておりまして、その

情報内容につきましては目撃が２２件、足跡など

の痕跡が３９件で、昨年より目撃情報が７件多い

状況となってございます。また、農業被害につい

てでありますが、主にスイートコーン、デントコ

ーンの作物被害となっておりますが、件数につき

ましては昨年より８件少ない７件となってござい

ます。ことしの出没傾向といたしましては、名寄、

風連地域及び住宅地での出没が多く、智恵文地区

では減少傾向にございます。

市の対応としてでございますが、まず注意啓発

として市広報及び全戸チラシのほか、農業生産者

へはファクスを送るなどして周知をしてございま

す。また、出没情報が寄せられた際の対応といた

しましては、市担当者と警察署が連携し、速やか

に現地に向かうなど対応してございます。さらに

は、目撃情報や真新しい痕跡などの場合は、猟友

会によるヒグマ駆除隊を要請し、出動をいただい

ており、その都度協議をさせていただき、出没を

繰り返す場合や人に危害が及ぶと想定をする場合

につきましてはそれら危険度の高さや熊の行動状

況に応じまして、市担当職員による夜間パトロー

ルに加えまして、ヒグマ駆除隊による巡回、警戒、

駆除、箱わなの設置駆除を実施しているところで

ございます。今後も農作物の収穫やキノコ狩りの

時期が続きますので、警察署や猟友会などの関係

機関と連携をし、安全の確保はもとより、農業被

害の減少に向けて注意喚起や警戒に当たってまい

りたいと考えてございます。

次に、小項目の２、労働力確保対策事業につい

て申し上げます。農業者の高齢化や担い手の減少

などの進行により、農繁期における労働力不足が

課題となっていますことから、新たな労働力確保

の対策を検討するため、昨年度から市立大学の協

力を得て調査に取り組んでまいりました。調査内

容といたしましては、ＪＡ、名寄公共職業安定所、

除雪事業者及び農業者への聞き取りにより現状の

把握を行うとともに、国内の先進事例について調

査を行ったところです。

また、現時点での対応仮説としてでございます

が、１点目として働く側からは通年雇用の希望が

強いことから、法人化による雇用環境の整備や他

産業との連携による通年化、２点目といたしまし

ては多様な労働力の積極的な受け入れに向けて農

家間による作業交換や農業未経験者へのＰＲなど

の取り組み、３点目といたしましてはＧＰＳなど

の新たな技術を導入し、女性農業者が機械操縦を

担うなど家族労働力のさらなる活用やコントラク

ター化による余剰労働力の他部門への振り向けな
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ど提言いただいたところでございます。今後は、

ＪＡなどと協力し、農業者が実際に必要とする労

働力の量や時期、作業内容、条件などについて把

握をするとともに、あわせて供給側の調査を行い、

実現の可能性について検討を進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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

と思いますので、よろしくお願いいたします。

まず、順に行きたいと思いますので、加藤市長

の市政運営についてということから再質問させて

いただきたいと思います。それぞれ市長みずから

のお答えをいただきましたので、できるだけ市長

にたくさんお答えいただけるよう、私余りしゃべ

らないで振りますので、市長自身の思いも含めて

たくさんお答えいただきたいというふうに思いま

す。所信表明でちょうど４年、まだ４年たってい

ませんけれども、表明された３つの基本的政治姿

勢と６つの施策の推進、いわゆる公約ということ

になりましょうか、それに基づきましてそれぞれ

取り組んできた事業の成果、また評価についてお

話をいただきました。今定例会の一般質問でも細

部については取り上げている部分もありますので、

大枠での話ということにさせていただきたいと思

いますが、まず１点目、率直に、単刀直入にお伺

いしますが、この４年間、先ほどさまざまな事業

を推進したということでの評価もいただきました

けれども、まだ４年たっていませんけれども、３

年半たった時点で市長心身が考える、これは成果

としてはっきりと名寄市のためにあらわれたとい

う思いのある事業も含めて、市長自身はどう考え

ておられるのか、まずお答えをいただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどの答弁とも重複す

るかもしれませんけれども、まずこの３年数カ月、

一番大きな出来事というのは、合併して１０年が

たちまして、新たな総合計画、そしてその前の年

になりますけれども、人口減少に対応すべく総合

戦略という計画を市民の皆さんと一緒につくり上

げたということがすごく大きいことだったかなと

いうふうに思います。国全体が人口減少に突入し

ていく中で、特に地方都市の人口減少、あるいは

消滅してしまうかもしれないという危機感の中で、

これからのまちづくりをどう持続可能なものにし

ていくのかということをいま一度市民の皆さんと

話し合いをしていきながら、合併後の新たな１０

年を皆さんと創造すべく、さまざまな議論を重ね

て、その計画をつくり上げたということが何より

も大きかったのではないかというふうに思います。

これまでのあれもこれもということではなくて、

やはりこれからはある程度の選択をしていきなが

らの事業を進めていくということにもなりましょ

う。一方で、それぞれ名寄市がこれまで持ってき

ていた、築き上げてきた貴重な財産をこの４年間

でしっかりと伸ばす、その基礎もできてきている

のかなというふうに思います。先ほどの病院の問

題だとか、大学の問題だとか、これまで名寄市が

特色として持っていたものをさらに伸ばしていけ

る基盤をつくり上げていくことができたのではな

いかなというふうに思います。改めて市民の皆さ

んのこれまでの御理解、御協力と、また議員各位

の皆様の御指導のたまものと深く感謝を申し上げ

る次第でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 市長、今お答えで財

産を磨き上げてきたということでお答えをいただ

きました。１回目の御答弁の中で、病院について

も触れられておりましたし、地域の基幹産業であ

る農業の話等もありましたけれども、名寄市立大

学のことを壇上では触れられていなかったので、

いま少し市長のお答えからも市立大学、財産を磨

き上げてきたという部分では、まさに名寄市立大

学の特にこの３年６カ月の間では、社会保育学科

の新設による児童学科が４大化になったというこ
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とと、またそれに伴いましてコミュニティケア教

育研究センターが設置されて、いろんなさまざま

な分野との連携、今模索中なのだというお話、一

般質問の中でもこのことはやりとりもあったかと

いうふうに思います。また、ハードの面では大学

図書館が新設されたということで、まさにそうい

う取り組みが今の大学のソフト面もハード面も整

備につながったのかなというふうに感じてはいる

ところなのですけれども、名寄市立大学、こうい

った一定程度の整備、ソフト面もハード面も整備

がされた中で、今後どのような名寄市立大学の展

望といいましょうか、今後の展開、市長自身はど

のようにお考えになっておられるかお答えいただ

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） 名寄市立大学も２００６

年４月に当時の市立大学から４年制に生まれ変わ

って、１０年の大きな節目も迎えて現在に至って

いるということでございます。この間振り返って

みると、実は結構名寄市立大学から北海道内の地

方都市、市町村に多くの人材を輩出しているとい

うことが改めてこの間ある先生からの資料をいた

だいてわかったところでありまして、これ全道各

地に本当に小さいまち、村まで市立大学の学生の

保健師さんが、あるいは保育士さんがそのまちで

活躍をしていると。首都圏や都市の大学からそう

いう地方都市に行くということがなかなか難しい

中で、名寄市立大学は名寄市だけでなくて北海道

内のそれぞれの小さな自治体の人材育成の拠点と

して実は大きな機能を発揮していたこの１０年あ

るいは１１年であったのかなというふうに、この

役割の大きさと本当に大学が果たしてきた使命と

いうものを改めていろんな方からこうした御指摘

をいただいて実感をしている、自負しているとこ

ろでございます。

コミュニティケア教育研究センターできまして、

新たに研究活動をより進化させるべく、シンクタ

ンク機能を強化していこうということで、大学も

試行錯誤をしていただいているところでありまし

て、大学のいわゆる専門分野の知見を生かした健

康の分野でありますとか、先ほど川村議員の話で

も出てきました子ども食堂への取り組みなんてい

うのは非常にすばらしい取り組みでございまして、

これが今いろんなところに広がりつつある問題で

ありますとか、さらにはスポーツの分野において

もいろんな取り組みが広がっていきそうな予感が

しておりまして、これはまさに市のこれからの推

進していくべく施策とも連動する形でのさまざま

な研究が行われていくと思います。これは、名寄

市だけでなくてほかの自治体においてもいろんな

研究材料がありまして、名寄市以外の定住自立圏

の中で提携を結んでいる自治体ともしっかりと連

携しながら、この地域の発展のために大学がいか

に活用されるか、していただけるかということが

これからのこの果たすべき役割かなというふう思

っています。

２０１８年から１８歳人口が少しずつ低減をし

ていくということで、大学間も非常に厳しい生き

残りの時代を迎えていくということでございます

けれども、この市立大学は地域に光を当て、地域

に人材を輩出をし、そして地域とともに地域が発

展をしていく、そうした役割を果たしていく大学

として、必ず生き残っていけるというか、大事な

大学としてこれからも発展していけるというふう

に確信をしておりますし、また市民の皆さんにも

ぜひこの大学を大きな財産としてさらに市民みん

なで育てていくという気概も持っていただけるよ

うに、私もいろんなところで発信をしていきたい

というふうに思いますので、どうぞ御協力をお願

いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今大学に対する市長

自身の思いも含めてお答えをいただきました。繰

り返しになりますけれども、まさに名寄市がもと

もと持っていたすばらしい財産をより磨き上げた

という成果なのだというふうに思います。
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また、次の質問というか、次の問いに行きたい

と思いますけれども、改めて単刀直入にお伺いし

たいと思いますが、今任期の中でいろいろと成果

も先ほどお話しいただきましたけれども、加藤市

長自身だから、加藤市長だからできたこと、これ

は自分なりに、加藤市長なりにどのような事業を

推進できたとお考えでしょうか。お答えいただき

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） 私だからできたというこ

とというのは余り思い浮かばなくて、今の大学の

こともそうですし、あらゆるお話をさせていただ

きましたけれども、これ全てこれまでの歴史やい

ろんな方が築き上げてきた、積み上げてきたもの

の上にというか、それを基礎にして磨き上げてき

たというか、新たな政策として立案してきた。こ

れは、しかもその政策立案に関しては市民の皆さ

んとも協働で、あるいは議会や市の職員の皆さん

の英知もかりながら進めてきたというふうに思っ

ているところでございまして、私は一つ一つの政

策をみんなでつくり上げてきたという感覚を持っ

ているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 市長は、市長になら

れてから一貫して、これは私が感じている部分少

しお話しさせていただきたいと思いますけれども、

２期目になられた所信表明の中でも当然そのよう

なことを述べられていますけれども、市長自身、

みずからがトップセールスマンとして名寄を国内

または国外、国内外に発信していくと。その上で

の人脈づくり、人とのつながりを持っていくのだ

ということで、足を使って、いわゆる若さゆえの

フットワークのよさで、本当に名寄を売り込むと

いう姿勢で全道、全国を飛び回られてきたのだと

いうふうに思います。ある意味そういった人脈が

これすぐに成果が出るものではなかったかもしれ

ませんが、今少しずつそれが形になってきている

というふうに捉えております。例えば冬季スポー

ツの拠点化を目指すという形にしても、阿部雅司

さんに名寄市に来ていただいた、豊田さんも来て

いただいたということも市長がつくり上げてきた

人脈の中でのそういった御縁で今おられて、冬季

スポーツの拠点化に進もうとしている。また、台

湾との交流、また観光分野でもそうでしょうけれ

ども、そういった部分が加藤市長でなければとい

うか、それは今までの歴史、加藤市長おっしゃい

ましたけれども、今まで積み上げてきたものの中

にあるのだと言いましたけれども、またそこを新

たに開花させたのがそういった市長の行動ではな

かったかなというふうに思いますけれども、その

あたりは市長自身はどのように捉えていらっしゃ

いますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） そういう評価をいただい

てありがたいと思うのですけれども、先ほどから

もお話しのとおり、それらの人脈も今までのいろ

んな人、人のそれぞれのつながりの中で、そこか

らまた生まれてきた人脈だというふうに思います。

阿部さんにしてももともと名寄にずっと長く合宿

で来ていただいて、ファンクラブも名寄にあった

ぐらいで、観光大使にもなられたというような御

縁もあったでしょうし、台湾の関係にしてもこれ

まで平成元年から交流自治体だった杉並区さんと

の御縁が今花開いたということでございまして、

足しげくいろんなところに行くように、また行っ

た際にはいろんなところに顔出しをして、少しで

も人のつながりを大切に広げていこうというふう

にいつも行動するように心がけてはおりますけれ

ども、それもひとえにやはり今までの積み重ねの

上にお仕事をさせていただいているのだなという

思いでやっているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 市長らしいというか、

控え目なお答えでしたけれども、そういう部分は

市民の皆さんも一定程度評価している部分だと思

いますし、これはまた本当にお年を召されている
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方ができないということではありませんけれども、

市長の若さがいい部分で出た成果ではないかなと

いうふうに思っております。そういう部分がこれ

からまた冬季スポーツの拠点化含めて、観光、国

際交流も含めて、最終的にはやはり交流人口の拡

大、名寄に人がそういう形でどんどん集まるよう

な仕掛け、それが一歩今徐々にできつつあるとい

うことなのだというふうに思います。これもなか

なか成果として目に見える部分というのはすぐに

は出てこないのがやっと今見えつつあるという段

階なのだというふうに思います。今後のそのあた

りのスポーツの拠点化含めて、そういった交流人

口の拡大に向けた市長自身の今後の展開について

のお考え、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） スポーツもいろいろある

中で、名寄市がこれまで育ててきた冬季スポーツ

をさらに押し上げていこうということで、拠点化

ということで重点的な施策として今打ち出してい

るところでございますし、また観光振興計画も今

年度から新たな刷新をしてスタートしていますが、

こちらにしてもやはり今までいろんなことで球を

打ってきたけれども、これからは少しやはりター

ゲットを絞りつつ、より効果的な施策を打ってい

かなければならないということがあろうかと思い

ます。できるだけ限られた人材や財源の中で、い

かに効果を発揮していくかということをこれから

も進めていくということになるのかなというふう

に思います。それだけの冬のスポーツの拠点の問

題にしても、夏のひまわりを初めとすることや農

業のポテンシャル一つとっても、それぞれ名寄は

名寄にしかない特異的な優位性がある分野がたく

さんありますので、それらのことを絞りつつ、ま

たそこに力を入れていくことでさらなる地域の経

済の活性化、交流人口の拡大につなげていくこと

が重要ではないかというふうに思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 次に、またお伺いし

たいと思いますが、いい部分からちょっと課題と

いう部分でお伺いしたいと思いますが、それぞれ

施策については評価も一定程度の評価があったと

いうことで先ほどお答えいただきましたけれども、

市長自身が任期の中で、やはりこれはなかなか取

り組めていなかった、これは課題が残るなといっ

たことも幾つかあるかと思います。そのあたり市

長自身が考えておられる大きな課題についてお伺

いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 総合戦略、総合計画を策

定するに当たって、やはり大きな問題としてクロ

ーズアップをされているのが人口減少の問題だと

いうふうに思います。２００５年から２０１０年

にかけては、名寄市は極端に人口減少に歯どめが

かかった時期でありまして、このときは特異的な

大学の４年制化だとか、病院が大きくなっていっ

た、あるいは郊外型のショッピングセンターが立

ち上がった時期でもありまして、人口の減少に大

きく歯どめがかかった時期でありました。その反

動もあったかもしれませんが、２０１０年から２

０１５年にかけてはやはり社会減、いわゆる転出、

増減の転出の部分が大きく拡大をしていって、人

口減少がまた進んできた感じがあります。病院や

大学といった大事な機関は、さらに組織的にも強

化をされてマンパワーもふえていっているような

現状でありますけれども、一方で民間の例えば出

先の部分でありますとか、こういったことがやは

り集約化されていっているような問題だとか、大

石議員のときにもありましたけれども、小売店の、

あるいは卸売のところでのマンパワーが大きくこ

こ何年かで落ち込んでいるような現象もあろうか

というふうに思います。この社会増減をいかにゼ

ロに近づけていくかと。総合戦略では２０４０年

までにこれをゼロにしていくというふうに言って

おりますけれども、このことは大きな継続的な課

題であるというふうに思います。ここの名寄市で

やっぱり住み続けたい、働きたい、そして子供を
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育てたいという方をいかにふやしていくのかとい

うことがこれから継続的でありますし、大きな課

題として捉えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） 今市長からもこの名

寄で、名寄に住みたい、働きたい、子育てをした

いも含めて、やっぱり私は若い人がまちに定着す

るというのはいろんな環境、要因あるかと思いま

すけれども、まずは仕事なのかなというふうに感

じています。そういう意味では産業、若干触れら

れましたけれども、商業を含めた商工業、また農

業も含めてなのですけれども、産業がもっともっ

と活性化して、地元に定着するというだけでなく、

やはり一定程度外からも多少仕事があるというこ

とで若い人が定着する。そういったことが人口減

少、市長は人口減少に歯どめをかけるのが大きな

課題だとおっしゃいましたけれども、やはりそこ

につながるのかなというふうに感じているところ

であります。そういう意味では、なかなか特効薬

というのはないのかもしれませんし、時間がかか

るのかもしれません。少したびたび取り上げられ

ていますが、名寄でいいますと中心街、中心商店

街の活性化の問題が残っていたりですとか、それ

も含めた商工業の活性化、そういった部分はやは

り課題の一つではないかなというふうに思います

が、そのあたりの考え方、今後の展開も含めて市

長自身のお考え、お答え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） とりわけ商業の問題だと、

やはり奪う、マーケットは限られていて、そこの

とり合いというか、そこでどれだけということに

なっていくと、パイ、いわゆる名寄市もそうです

けれども、周辺の人口が減っていくとなかなかそ

こで商売をやっていこうというようなところには

なっていかない。そこである程度少しずつでも人

口が下げどまっていくとこれから先が見えていく

というような、やっぱり期待感もないとなかなか

そういうマインドにはなっていかないのかなとい

う、これは大きな課題だろうというふうに思いま

す。一方で、この地域だからこそこういうチャレ

ンジをしてみたというような、やっぱりフィール

ドというか、ステージをもっと明確に発信をして

つくっていくということもこれから必要になって

いくのかなというふうに思います。これは、商業

だけでなくて工業の分野でもそうだし、あるいは

農業の担い手の分野でも同じことが言えると思っ

ていまして、この部分がやっぱり少しずつ人口減

っていく、しかしこの地域だからこそここで農業

をしてみたいとか、魅力的な起業をしてみたいと

か、新たな産業を興してみたいというようなこと

を、そういうマインドにしていくような仕掛け、

それはソフトの部分もそうだし、いろんな施策も

あろうと思いますけれども、そうしたことを改め

てみんなで知恵を絞りながら打ち出していく必要

があるのではないかなというふうに考えていると

ころでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） そういったことで人

口減少に歯どめをかける、いろいろな分野、産業

だけではないかもしれませんけれども、そういっ

た部分、やはり若い人が定着するという部分では

まず仕事という部分が第一に来るのかなというふ

うなのが現実的なところなのかもしれません。そ

ういった部分、より今後も力を入れて、本当に特

効薬というのはないのがなかなか時間がかかる部

分でもありますけれども、引き続き取り組んでい

ただきたいと思います。

こうやってやっていると永遠に続いてしまいま

すが、時間もないので、小項目でも上げています

けれども、今後の市政運営の展望についてという

ことで、多少回りくどい言い方もしておりますけ

れども、そういった課題もある中で一定程度先ほ

ど市長自身のお答えもありましたけれども、やは

り評価できる部分非常にたくさんあると思います。

また、そういった反面課題も多く残されている中、

市長自身のところに届く声もさまざまな評価があ
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るのだというふうに思います。私自身もいろいろ

な話を市民の方から聞く中で、やはり評価は一定

程度分かれる部分もありますけれども、だからこ

そもっと頑張ってもらわなければならないという

ような声も、まだまだだというような声をたくさ

ん苦言も含めていただくことも多いのが現実であ

ります。いい意味で、余りよく使われるケースっ

てこれないのですけれども、行政の継続性という

部分も含めて第２次総合計画、これから１０年間

進んでいこうという中では、市長自身今後の市政

運営の展望について、今お話しできる範囲での市

長自身の思い、最後にお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほどもお話ししたとお

り、任期中に大きな計画を２つ立ち上げて、これ

が市民の皆さんともよく相談をしながらつくり上

げた向こう５年あるいは１０年、さらには総合戦

略というと向こう３０年にわたっての大きな計画

を策定したということでございます。それぞれ課

題もみんなで共有しながら、この計画をしっかり

と推進をしていくということが何よりも大事だと

いうふうに思っております。そうしたことも含め

て、私も与えられた任期をしっかり全うしていく

ということに尽きるのかな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いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） それでは、次、２番

目の農業振興施策に移りたいというふうに思いま

す。

お答えいただきまして、アライグマです。実は

けさ私も畑に行くと、はっきり確認はできません

でしたけれども、アライグマの食害らしきものが

散見されまして、キツネのいたずらではないふう

な感じだったので、スイートコーンなのですけれ

ども、いよいよ範囲が広がってきているのかなと

いうふうにちょっと感じて、定かではありません

けれども、そんな食害の跡も散見されました、け

さでしたけれども。実際の生息数が鳥獣被害防止

計画第３次の中にもありますけれども、私のおり

ます智恵文地区で初めて平成２４年に確認されて、

それからは２６年までは本当にその地域にしかい

なかったアライグマが２７年度に日進地区で発見

されてから、それで去年、２８年、そしてことし

と本当に市内全域に広がっているという状況なの

だというふうに思います。捕獲頭数ももう既に９

月現在で３９頭捕獲されているということで、同

時期に比べると２５頭多いということで、１０月、

１１月も捕獲多少あるのでしょうから、どんどん

ふえていくのだというふうに思いますけれども、

今後やはり対策の強化というのが当然求められる

ことになってくるのだというふう思います。実際

農業者の方もそんなに被害に遭った方でなければ、

ちょっと自分のところは大丈夫だというふうな意

識まだまだ持っているという部分では、もう早い

時点から捕獲に向けての体制というのをとるのが

大事なのだというふうに思います。当然行政がや

らなければならない役割、また関係機関、特にＪ

Ａですけれども、ＪＡの役割、そして農業者の役

割というのをきちっとある程度明確にして、やは

り捕獲に向けて防除体制とっていくべきではない

かなというふうに思いますけれども、少しそのあ

たりの考え方についてお伺いをしておきたいと思

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） アライグマの捕獲体

制の役割分担というところで再質問いただきまし

た。ちなみに、３９頭の地区別の捕獲でいきます

と、当初に見られた智恵文地区が８頭、名寄地区

で２０頭、風連地区で１１頭ということでありま

すので、議員が言われるように名寄市内でも各地

域で広く捕獲がされている状況であります。年間

３頭から４頭、年に繁殖をするということですの

で、外来生物で天敵などのないということを考え

ますと今後さらにふえていくだろうということが

予想されるということであります。

私どものとっている対策としますと、まず捕獲
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体制の強化が必要だと。これは、あらわれてから

というか、被害が出てからの事後の対策になるか

もしれませんけれども、１つはこの体制を強化す

るのが必要だろうという考え方していますし、も

う一つは被害に遭わないように電気柵などを設置

してもらって、自衛の体制の強化というのも必要

だろうというふうに思っています。今年度新たな

取り組みとして、実はモデル地域を設定して、地

域でまとまって設置をしていただいたという取り

組みなんかもさせていただきましたけれども、そ

のときに専門的な方に実際にその状況を点検をい

ただいたということで、このときに指摘されたの

がわなの設置場所ですとか方法が十分でないだろ

うというところがありました。また、この間の箱

わなの設置状況は８０件に設置してございますけ

れども、実際に捕獲をできたのが３５件というこ

とで、歩どまりとしますと４割程度ということで

ありますので、さらにアライグマの習性などを踏

まえた適切なわなの設置などが必要だろうという

ふうに思っています。あわせてでありますが、適

切な場所に設置するということはもう手でありま

すけれども、やっぱり箱わなそのものを広くたく

さん設置するということも必要だというふうに思

っていますので、ここについては対策協議会でも

一定の数は保有はしておりますけれども、全地域

となると限界がございますので、生産者皆さんの

御協力をいただきながら、ぜひ長い期間たくさん

のわなが設置できるような形でお願いしたいなと

思っています。

さらに、電気柵の関係についても既に設置され

ている方おられますけれども、この間どちらかと

いうとエゾシカの対策ということで、電牧の高さ

が高いというのがありますので、ここをアライグ

マに合わせた高さに調整するということが必要だ

と思いますし、さらにはたくさんの地域で広げる

必要があると思いますが、ここは中山間の事業の

対象になりますので、ぜひそういったものでも対

応いただきたいと思います。

役割ということでありますけれども、こういっ

た対策の分析ですとか、お知らせについては私ど

も行政であったり、ＪＡであったり、関係機関の

役割だと思っていますが、これら実際に取り組ん

でいただくのはやはり生産者の皆さんであります

ので、ここはそういった役割のもとに今後とも対

応させていただければ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） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） しっかりと、これは

悪いということではなくて、まだまだ農業者も認

知度というか、感覚としてまだ大丈夫だろうとい

う感覚、やはり実際あるのだろうというふうに思

います。繁殖力が非常に強いですから、ヒグマの

ほうもお答えいただきましたけれども、ある意味

ヒグマに関しては、これは風連地区本当に駅の周

辺まで出てきたということで、ことしは風連地区

での出没が数として多いということは聞いていま

したし、ただ事農業被害ということでいえば、こ

とし実は智恵文地区は非常に少ないです。これは、

一定程度今までの対策の効果が出てきているのだ

ろうなというふうに私は捉えています。電牧柵の

設置ですとか、あとは去年一定の頭数が捕獲され

ましたので、捕獲された地域はいまだに出没の情

報、また足跡等がありません。学習能力が高いで

すから、縄張りとしていないということがわかれ

ば多分行くのでしょうけれども、今の段階で捕獲

があった地域には出没していないという状況なの

です。ですから、そういった効果も、実は私はヒ

グマに関しては効果が出てきているというふうに

思っていますので、またアライグマの対策、これ

は今からまた継続してしていかないとやはり一定

程度の効果も出てこないのだというふうに思いま

す。多い方でシーズンにもう４頭から５頭捕獲し

たという話も聞いていますし、春の防除、捕獲が

やはり一番効果があるのだそうです。アライグマ

は春に、３月から５月が一番子供を産むのです。

子供を産んで、産んだ雌がその時期、春本当に早
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い時期から食害をしたりするのだそうです。その

雌を捕まえれば子供は死んでしまって、やはり個

体数を減らすには春の駆除が有効だということな

のだということでお伺いをしました。ちなみに、

アライグマは一夫多妻制で、ですから雄が何頭も

の雌に子供を産ませて、雄はもう子育てしないの

だそうです。ですから、雌が死んでしまうと子供

は一緒に死んでしまう。だから、３頭から６頭産

むといいますから、もう本当に雌を捕まえれば大

勢の子供が減るということにつながっていくのだ

ということでお伺いをしました。一夫多妻制で子

育てもしないという、人間でいえばとんでもない

ことなのですけれども、アライグマはそういう生

態なのだということです。春の駆除が効果あると

いうことも含めて、生産者の皆さんにもそういっ

た講習会なんかも含めて、また部長からもありま

したけれども、わなのかけ方というのもやはり大

事なのだということなのでしょうし、餌、５頭ぐ

らい捕まえたという方からお話聞きましたけれど

も、スナック菓子が好物なのだそうです。いわゆ

る商品名言っていいのかな、キャラメルコーン。

もうキャラメルコーン代がかかってしようがない

と言っていましたけれども、あれが一番かかるそ

うです、スナック菓子。ですから、そういういろ

んな情報も含めて、そこに集約して少しでも捕獲

できる体制をと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いうふうに思います。よろ

しくお願いいたします。

最後、労働力の確保の対策ですけれども、先般

自衛隊の、これはあくまでもボランティアという

ことでの農業体験、カボチャの収穫等私のおりま

す智恵文地区でも隊員の皆さんが農家さんに入っ

てやったということで、農家さんからは本当にス

ポット的な労働力、非常に助かったというお話を

聞いています。労働力の確保という部分で今いろ

いろと大学の協力を得て調査研究されている中で

は、一定程度の期間の労働力という部分もこれは

当然大事なのですけれども、やはり繁忙期の本当

にここというときのスポット的な労働力を今後ど

うしていくのか。これは、来年以降駐屯地の協力

が得られるとは限りませんので、また新しい形で

そういった労働力の確保の研究も少ししていただ

ければと思いますけれども、そのあたりの考え方

についてあればお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 今山田議員のほうか

ら今回の自衛隊さんのボランティア体験というこ

との御紹介をいただきました。本当にうれしい、

ありがたい申し出をいただいたというふうに私ど

も受けとめておりました。雨の影響なんかもあっ

て、希望された方全員の体験ということには至ら

なかったのですけれども、３日間で１６３人ぐら

いの方々に農業の体験をいただいたということで

あります。言われたように、受け入れ農家の方々

も大変よかったという好評をいただいております

し、特に智恵文地区、作付面積の大きいところに

ついては収穫の作業面においても効果があったと

いうお話を聞きました。この間一定の期間の雇用

を前提としながらこの労働力対策考えていました

けれども、今回の事例を参考とさせてもらいなが

ら、こういうスポット的なもの、あるいはアルバ

イト的なものもあるのかもしれませんけれども、

そういう一時的な労働力による対応についても視

野に入れながら今後検討を進めてまいりたいと考

えておりますので、御理解をいただければと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇１１番（山田典幸議員） ぜひそういった側面

での労働力というのも、実際もうとにかく手の数

が欲しいというときもこれは必ず、やはり特に面

積をつくっている方でしたらあるのだというふう

に思います。そういったことも含めて調査研究を

していただければというふうに思います。

最後なのですけれども、労働力の確保に関して

ですけれども、お答えの中で法人化の環境整備、

また他産業との連携ということでありましたけれ
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ども、名寄市としての法人化の推進、農業生産法

人も含めて、これらの労働力確保という面も含め

て今後の可能性について、少し今後調査研究をす

るというのもこれ労働力の確保、作業の受委託も

含めた労働力という部分も含めてなのですけれど

も、農業生産法人ということでの組織ができれば、

やはり地域の例えばリタイアした方の労働力です

とか、また外から農業という産業へ就職するとい

う可能性も、これは人口減少に歯どめをかけると

いう部分にもつながっていくことかなというふう

に思います。その考え方について最後お伺いして、

終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農業の法人化という

ところだと思います。私どもも毎年研修会などを

通じながら、農業者の皆さんに法人のメリットな

どについてはお知らせをさせていただいたところ

であります。農業の法人化については、それぞれ

の経営体の強化という面もありますけれども、一

方では今山田議員が言われたように、地域農業に

対するメリットというのがあると思います。労働

力、例えば作業の受委託での労働力の提供であっ

たり、あるいは遊休化しそうな農地を集積すると

いう部分もあると思いますし、あるいは就業とい

う形もあると思いますし、新規就農に当たっての

第一弾として法人で研修を積んで、それから独立

するなんていう方法もあると思いますので、さま

ざまな可能性が含まれていると思いますので、私

どもも十分それについては研究してまいりたいと

思いますし、実際に取り組まれるのはやはり農業

者の方、あるいは農業団体となりますので、そこ

の御協力もぜひいただきながら、今後研究、検討

を重ねていきたいと思いますので、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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ 報告第３号

平成２８年度決算に基づく健全化判断比率の報

告について、報告第４号 平成２８年度決算に基

づく資金不足比率の報告について、以上２件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第３号 平成２８年

度決算に基づく健全化判断比率の報告について及

び報告第４号 平成２８年度決算に基づく資金不

足比率の報告について、一括して御報告を申し上

げます。

報告第３号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、また報

告第４号については同法第２２条第１項の規定に

基づき平成２８年度決算に基づく健全化判断比率

及び資金不足比率を御報告を申し上げるものでご

ざいまして、細部につきましては総務部長から説

明させますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 追加説明を中村総務部

長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、報告第３

号 平成２８年度決算に基づく健全化判断比率の

報告について及び報告第４号 平成２８年度決算

に基づく資金不足比率の報告について一括して追

加説明させていただきます。

配付いたしました資料１ページをお開きくださ

い。初めに、総括表①、健全化判断比率の状況に

ついてでありますが、実質赤字比率及び連結実質

赤字比率については赤字が発生していないことか

ら、なし、バー表示、実質公債費比率については

前年度より ８ポイント下がって ２％、将来負

担比率については ７ポイント下がって２ ６％

となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きください。総括表②、連

結実質赤字比率等の状況についてであります。表
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の左上の欄は、一般会計の赤字の割合を示す実質

赤字比率を積算する内訳を記載しています。一般

会計の実質収支は３億 ７９５万 ０００円の黒

字となっていることから、分母である標準財政規

模に対する割合はマイナス ２７５％で、実質的

な赤字が発生していないことから、なし、バー表

示となります。次に、一般会計に特別会計、企業

会計など全ての会計を対象とした連結実質赤字比

率については、全ての会計の実質収支を合計する

と表の右下のとおり１８億 ７９１万円の黒字と

なりました。この額が標準財政規模に占める割合

はマイナス１ ３９％になり、実質的な赤字が発

生していないことから、なし、バー表示となりま

す。なお、企業会計については、実質収支を計算

する際の数値は純利益、または純損失ではなく、

資金不足、剰余額となり、水道事業会計及び病院

事業会計のいずれの決算も流動資産、流動負債等

から算定した値は黒字となっていることから、資

金剰余額として計算されることになります。

３ページをごらんください。次に、総括表③、

実質公債費比率の状況についてであります。実質

公債費比率とは、一般会計の公債費を初め特別会

計や企業会計、一部事務組合などへの公債費に準

じた繰出金や負担金などの合計額が標準財政規模

に占める割合をいい、直近の決算の３年平均を用

いて算出しています。平成２８年度決算では、前

年度より ８ポイント下がって ２％になりまし

た。実質公債費比率が下がった主な要因は、起債

の償還終了に伴い元利償還金が減少したこと、普

通交付税の基準財政需要額に算入された公債費の

増加などが挙げられます。

４ページをお開きください。総括表④、将来負

担比率の状況についてであります。将来負担比率

とは、地方債残高など一般会計が将来にわたって

負担すべき金額が標準財政規模に占める割合をい

います。平成２８年度決算では、前年度より ７

ポイント下がって２ ６％となりました。上段の

将来負担額は、地方債の現在高、債務負担行為に

基づく支出予定額、公営企業債等繰り入れ見込み

額、職員の退職手当負担見込み額など将来にわた

って負担すべき金額を記載しています。また、中

段の充当可能財源等は、充当可能な基金や特定歳

入、将来にわたって地方交付税で措置される基準

財政需要額算入見込み額などを記載しています。

将来負担比率が下がった主な要因は、職員の年齢

構成の変化により退職手当負担見込み額などが減

少したこと、充当可能財源である基金の残高及び

基準財政需要額算入見込み額の増加などが挙げら

れます。

続いて、５ページをごらんください。ここでは

公営企業会計の資金不足比率の状況をあらわして

おります。企業会計である水道事業会計及び病院

事業会計の歳出相当の額は貸借対照表における流

動負債から翌年度償還の企業債等の額を控除した

金額を、また歳入相当の額については流動資産か

ら貸倒引当金を控除した額をそれぞれ記載してお

り、その差額が資金不足額となります。両会計と

も歳入相当額が歳出相当額を上回っているため資

金不足額はマイナスとなっており、資金不足比率

はありません。

また、食肉センター事業特別会計ほか２つの特

別会計については、それぞれ歳出歳入の決算額を

記載しており、いずれの会計も一般会計繰入金で

調整しておりますので、収支均衡となっており、

資金不足は生じておりません。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） ただいま報告議案追加

資料の中で２ページのほう、総務部長のほうから

追加説明させていただきましたが、実質赤字比率

のところで総務部長のほうからマイナス ２７５

％というふうに発言ありましたけれども、記載の

とおりマイナス ７５％でございますので、改め

て訂正させていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、報告第３号
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外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

報告第３号外１件を終結いたします。

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９月２２日から９月２

７日までの６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９月２２日から９月２７日までの

６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といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時１２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 塩 田 昌 彦

署名議員 高 橋 伸 典
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