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平成２９年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２９年１２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（１７名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 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（１名）

１番 浜 田 康 子 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 久 保 敏

書 記 倉 澤 富 美 子

書 記 開 発 恵 美

書 記 長 正 路 慶

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 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） 本日の会議に１番、浜

田康子議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 奥 村 英 俊 議員

１８番 東 千 春 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

高齢者施策について外２件を、佐々木寿議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） おはようございま

す。ただいま議長より御指名をいただきましたの

で、さきの通告順に従いまして、大項目３点につ

いて伺います。

１点目は、高齢者施策について伺います。今後

さらに高齢化が進む。６５歳は、第二の人生の始

まりと言われています。年金の支給が始まる年齢

と同時に、職場を後にする年齢でもあります。６

５歳から平均寿命、健康寿命まであと１０年以上

あります。第二の人生を楽しむためには、自分か

ら人生のイニシアチブをとることが必要であると

言われています。それは、趣味であったり、仕事

であったり、新しい生きがいを見つけ、社会との

つながりをつくり、いつまでもわくわく感を持ち

続けることが大切だと思っております。

そこで、次の２項目について見解を伺います。

第１項めは、生涯学習参加について伺います。当

市としても高齢者が活躍できる環境づくりにさま

ざまな取り組みが進められております。その中に

心豊かな人間性と文化を誇るまちづくりを目指し

て、豊かな学習活動ができる生涯学習環境を整え

るために、３地域に高齢者大学が開設されており

ます。これは、ひきこもり防止や人との交流の助

長、ボランティアへのきっかけづくり、自己の技

術、能力の研さんと生きがいづくりやまちづくり

に大いに意義あるものと認識しておりますが、近

年は在校生徒実出席者、受講者数が減少傾向にあ

ると伺っております。今後どのように継続し、魅

力ある取り組みを進めていくのか、入学者、受講

者の確保をどのように考えているのかお伺いいた

します。

２項めは、高齢者の地域活動参加、就業施策に

ついて伺います。日本の男性の平均寿命が８ ７

５歳、女性の８ ９９歳、男女とも８０歳を超え

る時代になりました。今後人口減少とともに少子

高齢化も急速に進みます。このような社会におい

て多くの６５歳以上の高齢者は、まだ労働力とし

ての可能性を十分に持っております。この高齢者

を労働者として活用できるか、それを経済発展の

一部に取り込むことができるかによって、超高齢

社会のあり方も大きく変わってくるのではないか

と思っております。労働力を維持しなければなら

ないという課題を対処するためには、現役世代だ

けで経済の成長を支えるのではなく、増加し続け

る高齢者の活躍が期待されるため、高齢者の高い

労働力率を維持することが極めて重要であると考

えます。６５歳以降でも好きなだけ働けるような

生涯現役社会を構築すべきと考えますが、見解を

伺います。

大項目２点目は、子育て支援の推進について伺

います。本市におきましても地域の子育てに関す

るニーズ調査を実施し、平成２７年度から５年間

を１期とした名寄市子ども・子育て支援事業計画

が策定されてから中間の年度になっています。

そこで、３点について伺います。１項めは、保

育士確保施策について伺います。厚労省としても

待機児童解消加速化プランの確実な実施に向け、

国において保育士確保のためのさまざまな方策を
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図るとともに、地方自治体に対してできる限りの

支援策を講じるとしています。平成２９年度末ま

でに必要となる保育士の確保を目指しています。

平成３０年度以降も保育士が充足されるよう継続

的に保育士確保に取り組むとしています。保育士

確保施策の基本となる人材育成、就業継続支援、

再就職支援、働く職場の環境改善の４本の柱を確

実に実施をするとしております。当市としても名

寄市総合計画第２次のローリングにおいても保育

士の確保、保育所の整備も見直し事業となってお

りますし、待機児童の解消と保育士確保に向けた

（仮称）名寄市待機児童解消緊急対策事業に取り

組む意向も示されました。保育士確保施策の現状

をどのように評価し、今後どのように推進される

のか伺います。

２項めは、子育てしやすい労働環境について伺

います。子育てをしながら働き続けられるよう仕

事と家庭を両立しやすい職場環境づくりを推進す

るなど、誰もが仕事と生活の調和がとれた働き方

ができる社会の実現に向けて取り組んでおります。

子育てと仕事が両立できるよう育児休業制度の普

及、定着を促進するとともに、労働時間の短縮、

フレックスタイム制度の導入など労働条件の改善

等について、現状と今後の対応についてお知らせ

ください。

また、出産や育児などで退職した女性の再就職

の支援等保護者への支援の状況をお知らせくださ

い。

３項めは、親子お出かけバスツアーの事業の検

証と今後の対応について伺います。月に１度集団

で遊んだり、多世代交流をしたり、バス遠足の気

分も味わえ、就学前の子供を持つ親子の交流がで

きている親子お出かけバスツアーの事業の検証と

利用数が減少していると伺っておりますが、今後

この事業の推進を図るため、どのように進めてい

くのか見解を伺います。

大項目３点目は、空家バンクの取り組みについ

て伺います。関連がありますので、１項の名寄市

住宅改修等推進事業補助金の活用について、２項、

空家バンク登録数の拡大に向けた取り組みについ

て、１項、２項一括で質問いたします。

市内の空き家、空き地を有効活用することによ

り、管理不全の空き家や空き地の増加を防ぎ、生

活環境の保全や火災予防、防犯等の安全対策、さ

らには市内への移住や定住促進に寄与することを

目的に名寄市空家バンクを開設しております。し

かしながら、市と協定を結んだ仲介業者を通し、

名寄市空家バンクに空き家等の登録を募集してお

りますが、現在登録されている物件はない状況に

あります。また、名寄市内の住宅を購入し、改修

した後に名寄市に転入し、居住する方や名寄市空

家バンクに登録されている住宅を購入し、改修し

た後に居住する方を対象とする名寄市住宅改修等

推進事業補助金の活用もつながっておりません。

空き家に人が住むようになれば、必ず消費活動を

伴うので、地域の活性化につながり、税収も生ま

れます。空き家の有効活用が進まない要因は、空

家バンクへの登録は所有者頼みになりがちな側面

を持っており、空き家の活用を考えていない所有

者もいるのではと思います。放したくない、空き

家が古過ぎるなどの事情も含まれているので、こ

うした層にどうやって活用を促進していくかが課

題と思われますが、要因を究明し、対策を推進す

べきと考えます。特に空家バンク登録数の拡大に

向けた取り組みについて見解を伺います。

以上で壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

ただいま佐々木議員からは、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のうち小項

目１は私から、小項目２は営業戦略室長から、大

項目２のうち小項目１及び３はこども・高齢者支

援室長から、小項目２は総務部長から、大項目３

は市民部長からの答弁となりますので、よろしく

お願いいたします。

大項目１、高齢者施策について、小項目１、生
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涯学習参加についてお答えをいたします。本市の

高齢者大学としては、名寄地区には名寄ピヤシリ

大学、風連地区には風連瑞生大学、智恵文地区に

は友朋学級を開設しております。各大学では、そ

れぞれ独自のカリキュラムによる事業や行事、ク

ラブ活動、地域のボランティア活動などを通して

高齢者が自己の能力を開発し、長期的に幅広く学

習する中で、生きがいのある人生観の確立を図る

とともに、地域のボランティアリーダーの養成に

努めているところであります。このため、高齢者

大学を卒業した多くの皆様は、それぞれの町内会

で奉仕活動や防災活動、ＥＮ―ＲＡＹホールのボ

ランティアスタッフなど地域社会のボランティア

リーダーとして活躍されており、地域活動の活性

化にもつながっていると考えております。しかし、

現在名寄ピヤシリ大学では５０名、風連瑞生大学

では９５名、友朋学級は１３名が在籍しておりま

すが、学生数は減少の傾向にあります。これは、

６０歳代の多くの皆様が定年を過ぎても元気で働

いていることが要因の一つと考えています。

このようなことから、名寄ピヤシリ大学では入

学者の増加を目指して本年度より名寄ピヤシリ大

学通信を年間６号発行し、町内会に回覧するなど

日ごろから多くの市民に大学の様子や各種行事に

ついての情報発信を行っているところであります。

また、市民の皆様との学習交流の機会を創出する

ため、公開講座を開設し、広く聴講を呼びかけて

いるところであります。さらに、大学では市内の

施設見学やニュースポーツの体験、小学生との世

代間交流、座学での講義だけではなく、広く外に

出向いてカリキュラムを取り入れるなど、時代や

学生のニーズに沿った内容に努めるとともに、体

育祭や大学祭などの各種行事においては自治会主

催による昼食会を開催し、学生が楽しめるよう工

夫しております。今後におきましても一人でも多

くの市民に入学いただけるよう各大学の特色を生

かした魅力ある大学づくりに努めてまいりたいと

考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 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１、小項目２の高齢者の地域活動参加、就業施

策について申し上げます。

本市においても少子高齢化、人口減少が急速に

進み、それに伴い労働人口も減少し、労働力の確

保については喫緊の課題であると認識をしており

ます。その対策として、高齢者の労働力の活用は

非常に重要であり、既に市内事業所においても高

齢退職者の再雇用や定年の延長を行い、人材の確

保とあわせ若年者に対しての技術指導、継承の担

い手として取り組んでいる実態もあります。市内

商工団体が実施しておりますアンケートにおいて

は、人材不足の対応策として高齢者の採用が必要

であると答えた企業は１割となっておりますが、

そうした傾向は今後も進んでいくと考えられます。

本年１１月２２日には、大手コンビニチェーン

主催で高齢者の社会参加や雇用促進を目的とした

シニア向けお仕事説明会が駅前交流プラザよろー

なで開催されました。これは、本市と大手コンビ

ニチェーンとの高齢者等地域見守り活動に関する

協定に基づく事業で、この説明会の周知を市広報

で行う等の協力を行ってきたところであります。

また、労働局、ハローワーク、監督署も北海道に

おける働き方改革の取り組みとして、高齢者を含

むさまざまな世代、性別の方が働き手として参画

できるよう総合労働行政機関として連携し、効果

的な対策を推進していく方針を示しております。

また、労働力を高める機能として本市にはさまざ

まな資格取得研修や職業訓練等の事業を実施して

いる上川北部地域人材開発センターが設置されて

おり、高齢者も含め働く意欲のある方へのサポー

ト体制も整っております。今後も高齢者が労働に

限らず、生きがいを持って健やかに暮らしていけ

るよう関係機関と連携をしながら、各種施策に取

り組んでまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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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） 私か

ら大項目２、子育て支援の推進について、小項目

１、保育士確保施策についてお答えいたします。

国においては、待機児童解消加速化プランの確

実な実施に向け、国全体で必要となる保育士数の

数値目標と期限を明示し、人材育成や再就職支援

等を推進するための保育士確保プランを作成し、

保育士試験の年２回実施の推進や処遇改善など保

育士確保に向けた施策の基本となる４本の柱の実

施を図っております。これら国の保育士確保対策

は、国全体の保育士確保を図るための施策となり、

主に都道府県指定都市及び中核都市を実施主体と

して取り組まれてきております。北海道におきま

しても保育士確保対策として潜在保育士再就職支

援研修の実施や事業者に対しての保育補助者雇用

費の貸し付けを初め、北海道単独事業として保育

士等の養成施設に就学する際の修学資金の貸し付

け、未就学児を持つ保育士に対する保育料や一時

預かり、ファミリー・サポート・センターを利用

した際の利用料金の一部貸し付け、新たに就職す

る際の就職準備金の貸し付けを実施し、一定期間

道内で勤務した場合には返還免除も実施していま

す。道内においては、札幌市を初めとする指定都

市や中核市において待機児童解消のための新たな

保育施設の整備が急増しておりまして、都市部で

の保育士の求人が多くあるため、これらの国や道

の施策の実施だけでは地方での保育士確保が難し

い状況となっております。このことから、名寄市

においてはこれらの施策に加えまして待機児童解

消と保育士確保に向けた待機児童解消緊急対策事

業の実施を図ってまいりたいと考えております。

次に、小項目３、親子お出かけバスツアー事業

の検証と今後の対応についてお答えいたします。

平成２４年度から実施しております親子お出かけ

バスツアーも今年度で６年目を迎えました。３大

行事として地域の老人クラブや農家の皆さんの協

力をいただき実施しております運動会、収穫祭、

餅つきは毎年大型バス４台に分かれて風連日進地

区に向かい開催されており、大変好評をいただい

ております。先日の１２月８日に開催されました

餅つきには、６９組１５０名の親子の参加をいた

だき、地域のお手伝いを含めると総勢１７０名を

超す方の参加がある事業でございます。３大行事

のほかにも月１回程度のツアーを実施しておりま

すが、３大行事以外のバスツアーについては地域

子育て支援センターひまわりらんどが常設で開所

されて以降、参加人数が少なくなってきている状

況もございます。今後も好評をいただいているこ

とから、引き続き３大行事を中心として日進地区

における親子お出かけバスツアーを基本とし、工

夫しながら継続していき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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

子育て支援の推進についての小項目２の子育てし

やすい労働環境について申し上げますが、市役所

内における状況についてお答えをさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

市役所職場においては、平成２６年３月の次世

代育成支援対策推進法の改正及び平成２７年９月

に施行された女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律、いわゆる女性活躍推進法に基づき、

仕事と子育ての両立や仕事と生活の調和、女性の

職業生活における活躍を推進するため、平成２８

年４月に新たな名寄市特定事業主行動計画を策定

し、２２の項目に取り組んでいるところです。こ

のうち仕事と子育ての両立に向けた子育てしやす

い勤務環境の整備として、子育てに関する制度等

の周知を初め、育児休業等の取得や弾力的な勤務

がしやすい環境の整備、時間外勤務の縮減、休暇

の取得推進など計９つの項目に取り組んでいます。

子育てに関する両立支援制度としては、産前産

後休暇はもとより妊娠休暇や妊娠受診休暇など特

別有給休暇制度を設けているほか、育児休業制度
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や勤務時間に配慮した制度を設けています。制度

の利用実績として、育児休業の取得率は平成２８

年度で男性 ３％、女性１００％となっています。

これら子育て支援制度の周知や職場での配慮だけ

でなく、家庭で子育てにかかわる時間が確保でき

るよう時間外勤務の縮減や休暇の取得促進を呼び

かけるなど、仕事と子育ての両立を推進するとと

もに、仕事と生活の調和や女性の職業生活におけ

る活躍を促しております。今後もこれらの取り組

みを進める中で、子育てしやすい労働環境がさら

に定着していくよう研修や会議などの場を通じて

管理職を初め、職員全体への周知を図っていきま

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３

の空家バンクの取り組みについて申し上げます。

初めに、小項目１、名寄市住宅改修等推進事業

補助金の活用についてになります。平成２８年度

からスタートいたしました名寄市住宅改修等推進

事業ですが、事業区分として通常居住している持

ち家の改修のほかに、現に居住をしていない住宅

に対する助成として、移住定住事業、また空家バ

ンクに登録をされている住宅を対象とした空家バ

ンク定住事業も備えております。これまでの実績

において移住定住事業は平成２８年度に１件の実

績はありましたが、空家バンク定住事業につきま

しては空家バンクに登録をされた実績がないこと

から、これまで制度の活用はございません。

次に、小項目の２、空家バンク登録数の拡大に

向けた取り組みについてになります。空家バンク

制度の立ち上げに当たりましては、この制度のか

なめとなる宅地建物取引事業者の協力をいただく

ことが重要でありまして、昨年３月には市内で宅

地建物取引業を営む全ての事業者を対象に説明会

を開催をし、制度内容について御意見をいただき

ながら、制度設計について検討をしてまいりまし

た。その後８月に策定をした名寄市空家等対策計

画に基づき、空家バンク開設に際し、市内で宅地

建物取引業を営む事業者に制度内容の説明と協力

のお願いをしてきたところ、３事業者が市と協定

を締結をし、開設をする運びとなりました。

名寄市空家バンク制度につきましては、名寄市

空家等対策計画にも記載をしてありますが、改め

てその概要について説明をさせていただきます。

空家バンク制度の目的といたしましては、議員御

指摘のとおり市内の空き家や空き地を有効活用す

ることによりまして、管理不全の空き家、空き地

の増加を防ぎ、生活環境の保全や火災予防、防災

等の安全対策、さらには市内への移住や定住の促

進に寄与することを目的に開設をしてきたところ

です。空家バンクでの空き家等登録の取り扱いに

つきましては、所有者の方が当市の空家バンクに

登録をしたいとの希望があることが前提となりま

す。登録希望があった場合、市と協定を結んだ宅

地建物取引事業者と売買や賃貸の仲介契約の締結

をしていただきまして、市営空家バンクへの登録

申し込みをしていただきます。市は、ホームペー

ジで個人が特定をされる情報以外の物件情報を公

開します。この情報を見た購入希望の方あるいは

賃借希望の方に市や仲介取引事業者に問い合わせ

をしていただき、実際の売買や賃貸の交渉、契約

につきましては協定を締結した仲介事業者が行う

ことになります。これらの売買等の契約行為に関

しまして、市は一切関与しませんけれども、所有

者やその物件の購入、賃貸希望者の不利益となら

ないよう、また空き家等の売買契約や賃貸契約、

購入後の物件の瑕疵等のトラブルを避けるために

も専門知識を有する宅地建物取引事業者に仲介を

していただくことを進めておりまして、空家バン

ク登録希望の方には協定をしている宅地建物取引

事業者を御紹介することとしております。

空家バンクの開設後の状況につきましては、こ

れまで数件の問い合わせがあり、協定を結んでい

る仲介取引事業者を紹介をしておりますが、現在

のところ登録物件はない状況となっています。こ
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のことにつきましては、市内には多くの宅地建物

取引事業者が営業しておりますが、それぞれ空き

家や空き地など物件を取り扱っており、事業者に

よっては独自のホームページを開設し、物件情報

を公開するなどスムーズな物件の流通に取り組ま

れ、順調に取引が進んでいることから、市の空家

バンク登録に至っていないと推察をしているとこ

ろでございます。

今後の空家バンク登録拡大に向けた取り組みと

いたしましては、今年度から市内の空き家個々の

状態について実態調査を進めておりまして、この

調査結果をもとに利活用可能な物件についてはで

きれば空家バンクに登録をしていただきまして、

貴重な住宅資源の利活用の取り組みをしていただ

くよう周知啓発を図ってまいりたいと考えており

ます。また、状態の悪い空き家につきましては、

これまでと同様適正管理に向けたお知らせ、お願

いなどに取り組んでまいります。今回空き家対策

を推進すべきということで質問をいただきました。

空き家の利活用の検討をしていただけるような周

知など個々の空き家の状態に応じた周知啓発に取

り組んでまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） それぞれ答弁をい

ただきましたので、何点か再質問をさせていただ

きたいと思います。

まず、高齢者施策についてでありますけれども、

生涯学習につきましては了解しました。いずれに

いたしましても、働いている人が多くなってきた

のかなという原因があったという御答弁でしたけ

れども、これはやはりやり方で、さらにもっと進

むのではないのかなというふうに思っています。

次に質問することと相反するかもしれませんが、

行った方が体験して、本当におもしろいなと、楽

しんでいるなというような感じがあれば口コミで、

やっぱり卒業者のために、終わった方が改めてま

た新たな人を紹介してもらうようにというような、

実際にやった経験を活用してもらいたいなという

ふうに思っています。このことについては、やっ

ぱり高齢者に向けた本当のきっかけだと思います

ので、やっているという自体もみんなもわかって

いると思うのですけれども、実際にそこに登録と

いうか、入学するというのはちょっと気が引ける

のかなというふうな雰囲気になっているのではな

いのかなというふうに思いますので、その辺をし

っかりとやっていただきたいなと思いますけれど

も、見解があれば。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員から言われた

とおりだというふうに私も思っております。今回

ピヤシリ大学通信を発行するにして、それで多く

の市民の方が大学のどういったことをやっている、

活動内容は理解をされるかと思いますけれども、

それを見て自分が入学するかというとなかなかそ

ういうふうにはならないというふうに思っていま

す。

ピヤシリ大学におきましては、同窓会もあって、

たしか今７０名ほどいるかというふうに思うので

すけれども、その折にもそれぞれお知り合いを含

めて直接お誘いをしてくださいという話、当然在

校生も含めてしていますので、今後におきまして

も実際大学で学んだ方、これは風連地区、智恵文

地区も含めてですけれども、そのよさを伝えても

らいながら、やっぱり一人でも多く入学してもら

う。そして、地域やボランティア活動、そういっ

たことにつながっていくような、さらには名寄市

の活性化に結びついていくような、そういったよ

うな取り組みに発展させていきたいというふうに

考えておりますので、今後ともよろしくお願い申

し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 高齢者につきまし

ては、２回目の人生というよりはその最初のきっ

かけになるところがうまく進まないと、趣味であ

れ、仕事であれ、やっぱりその辺のあれをもう自
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分で決めていかないと、どうしてもひきこもりに

なったり、あるいは何かひきこもりとか暴言を吐

くとかというような相談がやたら多いのだそうで

すけれども、この間きのうのテレビですか、長野

県あたりの長寿命化になったら、趣味のところの

あれが、県内で１４０種ぐらいの趣味のサークル

があるというようなことで、やっぱりそういうこ

とに取り組むというきっかけもこの生涯学習の参

加のきっかけの前の段階のところが本当に大事な

のではないのかなというように思いますので、今

後ともぜひ積極的に進めていただきたいと思いま

す。

それで、２つ目の高齢者地域活動の参加、就業

施策については、私は常に考えていることがやっ

ぱりこれまでは６５年を大体基準にして自分の人

生設計をしてきて、居住の不動産とか、例えば自

分のうちをつくるために一生懸命やってきて、い

ざ定年になったときにはもう蓄えがないというよ

うな状況に入ったり、あるいは今の現代で考えま

すと年金も当時の人から見たらだんだん少なくな

ってきているのではないかなというふうに思いま

す。名寄は大体公務員で、１７％ぐらい公務員が

いるので、公務員の方はある程度働かなくてもい

いのかなというふうなことはあるかもしれません。

ほとんどの人は、何らかの蓄え、あるいは経済的

にやらなければ本当の自分の人生がうまくいかな

いのではないのかなというふうに思っております

ので、これから６５歳以上の方が先ほども申し上

げましたけれども、人生が長いわけでありますか

ら、それをやっぱりしっかりと労働力に結びつけ

ていくと。これが大事だと私は考えておりまして、

今回の質問に立たさせていただきました。

それで、先ほどの御答弁でいろいろとありまし

たけれども、まず名寄市で高齢者事業センター、

あるいは風連町の高齢者事業団、これをもう少し

活性化対策をやったらいいのではないのかなとい

うふうに思っていますけれども、何かそういう施

策があればお教えいただきたいなと。

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） 高齢者事業セン

ター、事業団についてのお尋ねいただきました。

名寄には、御存じのとおり名寄と風連にそれぞれ

高齢者事業団、事業センターということで設置し

てございます。事業団につきましては、それぞれ

会員を団体みずから募っていただいておりまして、

自主的運営がされている団体でございまして、そ

の設置趣旨は高齢者の生きがい対策、また高齢者

の方の短期的な仕事の確保と、できる場というこ

とでございまして、現在まで地域に密着したさま

ざまな取り組みをしていただいているということ

で、大変ありがたく思っております。

ただ、現状会員の高齢化、そして会員数の減少

が続いておりまして、大きな課題となっていると

ころでございます。両団体は任意団体でございま

すので、独自の新しい開設等、新しい事業等の取

り組みが会員数の減少などにもよりましてなかな

か難しいという状況もございますけれども、今後

高齢者事業団と市と連携をさせていただきながら、

高齢者の方の短期的な生きがいを持った仕事の創

設等について、また事業団の活動等の趣旨につい

て周知をしてまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 事業団というのは、

やっぱり単一的な仕事というか、決まった仕事が

多いのだと思いますけれども、あるところでは事

業団で独自の事業を開設しているというところも

あります。例えば学習教室だとか、カルチャー教

室だとか、それから農業の支援だとか、工芸品の

販売だとか、食堂運営だとか、そういうようなこ

とを独自の事業で行っているところもあるのです

けれども、やっぱりせっかく働くところをそうい

うふうに創意工夫をされて、何かアイデアを支援

してやったらいいのではないのかなというふうに

思っております、行政のほうで。それで、事業団

も余りやると、今度余り安い仕事で同じような仕
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事をやってもらうというと反対の部分もあるのだ

と思いますけれども、高齢者の場合は全部フルタ

イムを稼ぐというよりは本当に集中して労働力を

発揮するというような部分が多いのではないのか

なというふうに考えておりますが、やっぱりそう

いう部分も含めた上で行政としても少しアイデア

を支援してやったらいいのではないのかなという

ふうに思いますので、見解があればお知らせいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ただいま議員か

ら御提言がありましたとおりだと思います。高齢

者事業団ではなくて、その一歩上の団体と申しま

すか、シルバー人材センターにつきましては法人

格を有して、さまざまな仕事の取り組みができる

という団体がございます。そのことが一緒くたに

高齢者事業団、事業センターがシルバーセンター

に進んでいくという形は今のところないわけでは

ございますけれども、今後将来的な目標として、

合併から１０年もたちまして、風連、名寄それぞ

れ事業団として使命は果たされておりますが、仕

事の量と会員の数も減少しておりますので、そこ

ら辺も含めまして今後の課題として研究をさせて

いただきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 企業が６５歳以上

というのも、大体６５歳までの定年の改定になり

まして、働き方も変わってまいりました。でも、

６５歳以上いくというのが企業のほうもなかなか

ないのではないのかなというふうに思っています。

しかしながら、これもきのうのテレビでもやって

いましたけれども、若い者が管理職になってもな

かなかそうやってうまく手もかゆいところに届か

ないというような部分はあって、それは教科書と

か、そういう教育の中に書いていない技術とか能

力を発揮するのは、やっぱりベテランの６５歳以

上の今まで培ってきた管理職あるいは労働者がち

ゃんと持っているというふうなテレビもありまし

た。その部分でいいますと、これから若い人も少

なくなる段階で、やっぱり少しこれも企業にもで

きる限り御理解をいただいて、働いていただける

環境をふやしてもらいたいなというふうに思いま

す。ぜひこの辺も企業のほうに行政のほうからも

協力お願いしたらどうかなというふうに思ってい

ますけれども、何か見解あるのであれば。

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） 今議員のほうか

らお話がありました各高齢者の雇用の実態という

ことなのですけれども、私どものほうで２年に１

回市内の事業所のほうに名寄市の労働実態調査と

いうことで調査させていただいております。平成

２８年度に行った実態調査の中では、定年制を実

施している企業の中で、６５歳以上ということで

変更というか、６５歳以上に定年制を設けている

企業が約２ ６％、定年制を設けている事業者の

中での約４分の１が６５歳以上となっております。

また、定年制の中でも定年された方も再雇用とい

うことで、再雇用の制度を実施している企業につ

きましては６ ３％の事業所さんが定年後も再雇

用をしているというような中で、いろんな市内の

事業所の事情の中で、今労働力の人材が不足が叫

ばれている中で、やはり長年勤めていただいた高

齢者の労働力が今現状も元気で活躍されておりま

すので、そういった労働力の確保が必要であると

いうことの実態が労働実態調査の中でも年々比率

的には上がっております。

また、今国におきましても６５歳を超える方を

雇用する事業所につきましては、就業規則なり、

そういった制度を変える必要もあるということで、

国のほうも６５歳以上の雇用を進める事業所に対

してさまざまな助成制度というのもあります。こ

ちらの部分についても、整備された事業所様のほ

うでもなかなか国のそういった制度があるという

のも実態として知らない事業者様も多分あるかな

と思いますので、そういった制度も活用していた

だくことで、６５歳以上の方も働ける環境の後押
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しになるのかなということで、私どものほうも引

き続きこういった実態の部分の調査も行わさせて

いただくとともに、そういった助成制度の部分に

つきましても各事業所様に知っていただくように

広く周知していきたいということで考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） 名寄で６５歳以上

が２ ６％、再雇用が６ ３％、結構上がってい

る状況があるのだと思いますが、やっぱりこれも

継続して働きかけていってもらいたいなというふ

うに思っています。

それと、やはりハローワークにも、どちらかと

いうと若い人の就職のほうがハローワークとして

は推薦するというか、紹介するというのが多いの

ではないかなというふうに思っていますけれども、

高齢者になると希望する仕事が見つからないとい

うところが多分にあるのかなというふうにも思い

ます。それと、条件が合わなくて就業できないと

か、それでも収入を得ないと、先ほども言ったよ

うに貧困を抱えたままで生活するということにな

ると、これはやっぱりしっかりとハローワークに

も若い人と同じように高齢者の方にも働きかけて

いただきたいなというふうに思っています。やっ

ぱり６５歳以上が働くというのは、これから私も

私の年代が大体団塊の世代になっていますので、

あと７年ぐらいありますから、それまでに整備し

ていただければと思っていますけれども、本当に

働いている人は健康寿命も、あるいは趣味で毎回

歌を歌ったりなんかしても、この間のテレビで長

野県のことが映っていましたけれども、結構健康

寿命が延びているということは、これからも医療

費の問題、あるいは看護の問題でも相当響いてく

ると思いますので、ぜひその辺に力を入れてもら

いたいなと思います。生き方のモデルがない時代

でありますから、自分らしく生きることが大切だ

と思うのですけれども、やっぱりひとり暮らしに

なっても大丈夫と思えるような後押しが必要なの

ではないかなというふうに思っています。それで

も、老いても楽しげに生きられる方法を社会とし

てつくり上げる時代がやってきたのではないのか

なというふうに思っていますので、やっぱり若い

人のメッセージも、その辺の年寄りがまだ現役で

働いているということを自分たちの年になっても

安心だなというところのメッセージもしっかりと

訴えてもらいたいなというふうに思っています。

いずれにしましても、やはりこういう時代だから

こそ、しっかりとした第二の人生の時代をどうや

って楽しく生きられるかということを、そういう

社会づくりをしていかなければならないと思いま

すので、今後このようなことをしっかりとやって

いただきたいなと思います。見解があれば伺いた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 議員おっしゃる

とおりでありまして、高齢になって働くことが一

番の社会参加、健康づくり、そして生きがいづく

りにつながるものと考えておりますし、また社会

的孤立、介護予防をするための一番のツールだと

いうふうに考えておりますので、今後とも高齢者

の方が健康で長生きされますような施策に取り組

んでまいりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） それでは、子育て

支援の推進について伺いますけれども、保育士確

保についてはきのう東議員からも若干触れられて

おりましたけれども、保育士の資格を取る人には

やっぱりそれなりの教育というか、講習というか、

実践的なものがあって、なかなか取れないのが実

情だと思います。それで、この間の新聞でもそう

でしたけれども、大学のところで、あと保育士が

２年間ぐらいないということなので、どうしても

外部から入れなければいけないという状況に入っ

ていると。これについては、今までの潜在の保育

士、あるいは持っていてもなかなか働けない、そ
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ういう方のためにやっぱりしっかりとした対策を

しないと、保育士がだんだん、だんだん少なくな

って、例えば新人の人でも大都会に、働く条件が

いいとか、お金がいいとかということで地域には

なかなか戻ってこないのではないのかなというふ

うなことが考えられます。その施策については、

この間の保育士の助成金について、補助金につい

ては大変効果があるのではないかなと期待してお

ります。今の現段階で、やっぱり潜在的なもの、

あるいはどのぐらいいるのか、お知らせいただき

たいなと。潜在保育士。

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） 潜在

保育士の数につきましては、一応ハローワークの

ほうと協議をさせていただきながら、求職されて

いる方の数の把握に努めているところでございま

すけれども、若干数字が古いのですけれども、こ

としの７月時点の求職人数が１５名ということに

なっておりまして、そのうち保育士として希望さ

れている方がこのうちの１０名ということで、実

際求職されている方についてはお名前等とかは個

人情報の関係で教えていただけないですけれども、

それだけの方が職を求めていらっしゃるというこ

とでの数を押さえております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） その辺がやっぱり

潜在の方の保育士というのは大事にしていかなけ

ればいけないと思います。再就職の面でも、その

辺はしっかりと重視してやらなければいけないし、

もちろん先ほどの新人の保育士の対応については

期待しているところなのですけれども、保育士が

いないとどうしても人数枠の関係で保育が入って

こないというような状況になりますので、やっぱ

りしっかりとその辺を踏まえて進めていただきた

いなというふうに思います。

それで、この施策では保育士のための宿賃とい

うのは何ぼ助成するのでしたか。２万円ですか。

（何事か呼ぶ者あり）

〇１６番（佐々木 寿議員） いずれにしても、

これは保育士の宿の関係とか、やっぱりこれらの

辺もあわせて進めていってもらいたい。制度にも

そういうふうなことが書かれておりましたけれど

も、実際制度があってもなかなかそういうところ

を保育士を持っている人がわからないというか、

新聞を見ていないというか、そういう部分もある

のではないのかなというふうにも思いますので、

ぜひ改めてＰＲをしていただきたいなというふう

に思っています。

それから、親子のバスツアーにつきましては、

いろんなことを取り上げてやっていると一番効果

があるというのはやっぱり親子同士がうまくいっ

ているのかなというふうな部分というのはかなり

効果があると思います。これは、やっぱり日進地

区だけではなくてもほかのところでもバスツアー

というのは入れたほうがいいのではないのかなと

いうふうに思いますけれども、その辺の見解を伺

いたいと思います。

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） 親子

お出かけバスツアーに関しまして、現在風連日進

地区において行っておりますけれども、議員のほ

うからはほかへのバスツアーについての考えはな

いかということでの御質問でございました。昨年

の１２月に開催しました親子お出かけバスツアー

の餅つき行事ですとか、子育て支援センターひま

わりらんど、それからこぐまにおいて、このツア

ーも５年を経過したということから今後に向けて

のアンケート調査を実施をさせていただいたとこ

ろでございます。

そのアンケートの結果においては、現在の開催

頻度についての現状維持、それから通常の毎月の

ツアーを減らして特別行事を開催、それから特別

行事のみの開催ということで、それぞれほぼ同数
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程度の回答をいただいておりまして、今議員言わ

れたように通常行事の数が若干減っているという

ことで、この検討が必要になってきたというとこ

ろであります。通常行っているバスツアーでは、

参加人数が少なくなっておりましても、少人数だ

から引率で来ている先生への相談がしやすいです

とか、また風連日進地区への継続したバスツアー

の要望もございましたけれども、さらに名寄以外

の他市町村へのバスツアーの要望も実は回答とし

てございました。本年度そのアンケート結果に基

づいた反映にはなっておりませんけれども、この

ことから風連日進地区へのバスツアーは一応基本

としながら、今後もバスに乗ってまた違う雰囲気

の場所での開催も検討していかなければいけない

というふうに思っておりますので、状況を見なが

らまた内容の精査を図っていきたいというふうに

考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１６番（佐々木 寿議員） ありがとうござい

ます。

最後に、空家バンクなのですけれども、先ほど

制度とか何かも御説明をいただきました。私もそ

のとおり質問内容に書いてありますけれども、実

は空家バンクの進まないというのはやっぱり本人、

持っておられる方が本当にそういうような制度に

行くまでの度胸というか、そういうようなものを

よく知らないのではないのかなというふうに思っ

ているのです。その辺は、今後もうちょっと一歩

踏み込んで、やっぱりこういうところに登録して

もらったらこういうふうになりますよというよう

な部分というのが大切なのではないのかなという

ふうに思っていますので、今後ともぜひ空家バン

クを含めた空き家対策、空き地対策を進めていた

だきたいと思います。

以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

今冬の雪対策について外２件を、高野美枝子議

員。

〇７番（高野美枝子議員） ただいま議長から御

指名をいただきましたので、通告順に従いまして、

順次質問させていただきます。

１２月１６日夜、名寄で自宅の除雪をしていた

男性が融雪溝に上半身が倒れ、そのような状況で

発見され、１７日未明お亡くなりになりました。

私は、ちょうど除雪について調べていましたので、

名寄で死亡事故が起きたことにつきまして非常に

驚きましたし、残念でもございます。心より御冥

福をお祈りいたしますとともに、雪の事故が少し

でも減少する、なくなることを願って質問をさせ

ていただきます。

ことしも１１月下旬から本格的な冬を迎え、１

２月１２日から１３日には大雪となり、交通機関

は乱れ、市民は一日中何日も除雪に追われていま

す。一気に道路幅が狭くなり、ほとんど車１台が

やっと通れる１車線道路になっています。道路の

表面はざらざらの路面で、交通事故が心配される

ところでございます。きょう１２月１９日ですが、

毎日のように雪が降り続いていますし、天気予報

はずっと雪マークです。春までこのような状況が

続くと思うと少し気が重いのは、除雪のことなの

かと改めて考えています。家から外へ出るとたく

さんの方が雪はねをしています。口々に何とかな

らないのかしらと皆さんおっしゃいます。気象庁

では、太平洋東部の海面水温が低い状況が続き、

世界的な異常気象の原因となるラニーニャ現象が

発生したと見られると発表しました。この現象が

起きると、厳しい寒さや雪の多い状況が今後も続

く可能性があるとのことです。

そこで、大項目１、今冬の雪対策について質問

します。雪捨て場につきましては、ことし少し改

善され、何カ所かが新しい雪捨て場として用意さ

れましたが、市内にはまだ公園や空き地がありま

す。雪捨て場がなくなる１２月、２月にかけては

大雪が降ったときにとりあえず近くの空き地や公
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園に置くことができれば急な大雪にも安心して対

応できるのではないかと考えますが、小項目１、

今後どの程度の公園や私有地の活用を考えておら

れるのかお聞きいたします。

また、高齢者や障がい者に対する支援について、

今まで取り組んでいただきましたが、年々高齢化

が進み、自宅を売却し、名寄を離れる方や冬期間

だけ自宅から離れる方もいらっしゃいます。除雪

ができなくなったら名寄に住み続けることができ

ないとの声もいただいているところでございます。

小項目２、高齢者や障がいのある方に対する配慮

についてお知らせください。

また、小項目３、交差点の除雪についてでござ

いますが、昨年度の成果はどの程度でございまし

たでしょうか。余り見られなかったという声もお

聞きしているところでございますけれども、こと

しは今現在御存じのとおり市内の交差点につきま

しては全然横も前も見えないような状況でござい

ます。細い道路からそろそろと恐る恐る様子を見

ながら前に進んでいるような状況で、交通事故が

心配されるところでございます。もう少し交差点

の除雪をしていただくと、もっともっと安全にな

ると考えるところでございますが、ことしの交差

点の除雪について教えていただきたいと思います。

次に、大項目２、高齢者への支援について、小

項目１、高齢者が利用しやすい通いの場であるた

めにについて質問いたします。通いの場につきま

しては、昨年第２回定例会においても質問させて

いただきました。厚労省が進める多世代交流、ま

た身近な場所で支援することにより、見守り体制

にもつながる取り組みになります。名寄市では、

新しい総合事業として介護予防のために交通や買

い物への支援として、ことし４月からのスタート

だと思いますが、利用状況と課題について質問い

たします。

また、高齢者がこの地域でも顕著になってまい

りました。高齢者世帯やひとり暮らしの方がいつ

の間にか虚弱高齢者になり、介護保険適用や要支

援者や要介護者になっていっております。このこ

とを見据えた小項目２、高齢者への見守りについ

て質問いたします。

次に、大項目３、子供、子育て支援について質

問いたします。名寄市総合計画第２次の重点プロ

ジェクト、安心子育てプロジェクト、主な基本計

画事業の中に放課後児童健全育成事業の推進がう

たわれています。また、ダイジェスト版でも子育

て環境や支援の満足度が掲載されています。大変

満足、また満足と回答した方は就学前の子供を持

つ人３ ３％、小学生の子供を持つ人２ ３％と

なっています。

そこで、少子化が問題とされていますが、放課

後児童クラブの入所希望は高くなってきているも

のと思われます。小項目１、放課後児童クラブの

状況について質問いたします。

あわせて小項目２、児童センターの利用状況に

ついて質問いたします。

また、核家族化が進み、児童生徒が高齢者や地

域との交流がなかなか持てないのではないかと思

いますが、小項目３、地域や高齢者との交流の場

について質問いたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） おはようござい

ます。高野議員から大項目で３点の御質問をいた

だきました。大項目１、今冬の雪対策について、

小項目１、公園や私有地の活用について及び小項

目３、交差点の除雪につきましては私から、大項

目１の小項目２、高齢者や障がい者に対する配慮

について及び大項目２、高齢者への支援について

はこども・高齢者支援室長から、大項目３、子供、

子育て支援については教育部長から答弁させてい

ただきますので、よろしくお願い申し上げます。

初めに、大項目１、小項目１の公園や私有地の

活用についてを申し上げます。公園や民間の空き

地を活用して、緊急時の一時的な堆積場としての

活用方法についてでございますが、公園につきま
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してはタイヤショベルやダンプでの搬入は器物等

の破損のおそれがあることから許可していないも

のの、手押しのママさんダンプ程度の搬入につい

ては一定程度了解しており、活用についての対応

は可能であると考えております。しかし、一方で

融雪時期の雪解けの水処理や除雪時に紛れ込んだ

ごみや泥の処理、芝の刈り面から公園施設の機能

維持を図る上で雪の堆積は決して望ましいもので

はないとは考えてはございます。

また、民間の空き地利用については、その土地

の所有者へのアプローチについては個々の事情で

検討されるべきものであり、個人もしくは町内会

等が直接対応されるのが望ましいと考えておりま

す。民間所有の土地を市内全域で本市が間に入り

調整することは、その詳細分野にまで対応するこ

とは困難であると考えております。

公園以外の公共用地については、その所管によ

り管理者は違うものの、検討の余地はあると考え

ますが、民間一戸建て住宅が建つ程度の敷地で堆

積することは、堆積の関係では機械の台数や人員

不足の観点からも状況としては対応は厳しいと考

えております。本市としての堆積場は、民間の方

が無料で堆積できる大橋下流、天塩川左岸河川敷

や市営風連球場横を御利用いただけますし、次年

度以降は市街地に今年度購入した土地を雪堆積場

として活用できる準備を進めておりますので、御

理解いただきたいと考えております。今後におき

ましても情報収集に努め、市街地近郊で利用しや

すい堆積場の確保を図るとともに、快適な道路空

間、生活空間を保てるように計画的に適切な除排

雪体制を堅持してまいります。

次に、小項目３、交差点の排雪について申し上

げます。今年度の除雪の仕様としては、昨年同様

雪を道路の脇に寄せて実施するかき分け除雪や道

路幅員やすり鉢状の道路改善のため、積み上げ方

式を実施しているところであります。除雪を重ね、

雪山が大きくなるに伴い、交差点に積み上げられ

た雪山により対向車や歩行者を確認するための視

界を確保できず、車両の交差点進入時において大

変危険な状況であると認識しております。

この間道路パトロールや提供された情報により

現地を確認し、昨年度実績では危険と判断された

２０７カ所、延べ２７０回、平成２７年度実績で

は３６８カ所、延べ４２０回の交差点排雪を実施

し、安全を確保してきております。また、今年度

におきましては、北海道からの払い下げ機械でご

ざいます凍結防止剤散布車を購入することができ、

これまで砂散布機を積載し、砂散布用専用車とし

ていたダンプトラックを排雪用に使用することが

可能となったため、委託業務の交差点排雪にあわ

せて直営での作業も今後従来以上に効果的で即効

性のある排雪作業ができるものと期待しておりま

す。今後も堆積された交差点の雪山排雪について

は、状況を確認するとともに、危険性を考慮する

中から積込運搬排雪業務や直営班による交差点排

雪を行い、十分に安全に配慮しながら対応してま

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） 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） 私か

ら大項目１、今冬の雪対策について、小項目２、

高齢者や障がい者に対する配慮について申し上げ

ます。

高齢者を対象とした除雪の支援制度につきまし

ては、名寄市高齢者自立支援事業条例に基づく名

寄市除雪サービス等助成事業を実施しております。

この事業の対象者につきましては、７０歳以上の

高齢者世帯、障がい者世帯を対象とし、収入基準

を設け、基準額以内の世帯を対象として実施して

おり、その収入基準につきましては就学援助制度

と同じく生活保護費の ３倍としているところで

す。助成の方法といたしましては、市が指定した

事業者と利用者が除雪のシーズン契約を結び、支

払いの際に市が交付する除雪助成券を利用するこ

ととなり、機械による除雪ではシーズン２万 ０
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００円、風連地区のみではありますが、手作業に

よる除雪はシーズン ０００円として実施してい

るところです。また、生活保護世帯に対しまして

は市が除雪を委託しており、生活保護費から支給

される除雪費を除く額について除雪サービス費と

して支給をしております。

平成２８年度の除雪サービス等助成事業利用者

の実績といたしましては、除雪助成券の利用が名

寄地区で１５３世帯、風連地区で８６世帯、生活

保護世帯に対する除雪サービスの利用件数が２２

世帯であり、合計で２６１世帯となっております。

また、今年度の新規事業といたしまして、高齢

者等で福祉的支援が必要な方に対する屋根雪おろ

し助成券交付事業を開始しております。この事業

は、先ほど御説明をいたしました除雪サービス等

助成事業の対象者に加えまして、認知症の方に対

する要件を追加し、屋根雪おろし中の転落等によ

る事故を未然に防止するために屋根雪おろしに係

る費用の一部として１シーズン１万円を助成する

というものであります。現在申請を受け付けてい

る段階であり、今後助成の効果を含め検証を進め

てまいります。

次に、大項目２、高齢者への支援について、小

項目１、高齢者が利用しやすい通いの場であるた

めにについて申し上げます。当市の通いの場につ

きましては、介護保険法に規定される地域支援事

業の中の介護予防・日常生活支援総合事業におけ

る地域介護予防活動支援事業を活用し、介護予防

に資する住民主体の通いの場の活動に対し補助金

等の支援をするという形で、本年６月に名寄市地

域介護予防活動支援事業補助金交付要綱を制定し

まして事業を開始したところです。現在のところ

当該補助事業の該当団体は１団体であり、利用が

ふえていないのが実情でありますが、法に基づく

事業のため、開催が週に１回以上など制約が多い

こと、また当市では町内会ネットワーク事業等を

利用し、各町内等によりますサロン事業などを従

前から行っていることもあり、本事業を活用した

通いの場への申し出が少ないものと認識しており

ます。

今年度通いの場を実施している団体におきまし

ては、この通いの場を利用した買い物支援につき

ましても実施をされております。通いの場である

町内会館等に高齢者が集まり、ボランティアの方

が自家用車で市内の商業施設まで送迎を行うとと

もに、商業施設内においてもボランティアの方と

一緒に買い物をすることで、歩くこと、商品を見

て献立を考えること、支払い時における簡単な計

算をすることなど介護予防に効果があると言われ

ていることを行うことができ、高齢者にとっては

閉じこもりの防止などにもつながる取り組みであ

ると考えております。本事業は、地域のボランテ

ィアの方々の御協力を得ながらの実施をすること

となりますが、年度途中からの事業開始となった

ことから、細かな制度の説明といった周知が十分

ではないこともあり、現在のところ事業を行う団

体がふえていない状況となっております。この通

いの場を利用した買い物支援につきましては、高

齢者にとって買い物の利便性の向上のみならず、

介護予防の効果が期待できることからも、今後も

市民周知を図り、実施団体の増加を目指してまい

ります。

次に、小項目２、高齢者の見守りについて申し

上げます。高齢者が住みなれた地域でその能力に

応じて自立した生活を営むことができるという仕

組み、いわゆる地域包括ケアシステムを段階的に

構築し、安心して健やかに暮らせるための要素の

一つが介護予防、生活支援の取り組みとなります。

今年度から事業を開始しております介護予防・日

常生活支援総合事業におきましては、従来にはな

かった社会参加が介護予防と融合され、身近な地

域で多様な活動を行うことで、地域住民同士で支

え合うネットワークを充実させていくことを目指

すこととされております。当市におきましても高

齢者の見守りにつきましては、緊急通報システム

設置事業、命のカプセル交付事業、配食サービス
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事業など市が直接的に事業を行っているもののほ

か、町内会が主体となって声かけ、見守りなどを

行う町内会ネットワーク事業が行われており、地

域住民の協力のもと安心して暮らしていくための

一助となっているものと考えております。

また、地域包括支援センターを窓口とした名寄

市地域見守りネットワーク事業におきましては、

現在地域全体で見守り、支え合うことを目的に協

力事業者として登録いただいた数が４５事業所と

なっており、配送や配達する業者を初めとした地

域の事業者などが高齢者をさりげなく見守り、緊

急時やいつもと様子が違うときには市へ御連絡い

ただくといった体制がとられているところです。

また、先ほど答弁いたしました通いの場におきま

しても、地域の高齢者が定期的に集まることで見

守りの一環となることから、実施団体の増加を目

指しているところです。今後も地区の民生委員児

童委員、介護や障がい者のサービス事業所、町内

会、生活関連事業者との連携を進め、地域全体で

高齢者を見守り、さらには地域のネットワークの

もと、高齢者の社会参加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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３、

子供、子育て支援についてお答えいたします。

初めに、小項目１、放課後児童クラブの状況に

ついてですが、放課後児童クラブは就労などによ

り放課後の時間帯に保護者が不在となる家庭を対

象に遊びや生活の場として児童の安全な居場所を

提供し、その健全な育成を図るとともに、保護者

の仕事と子育ての両立支援を目的に運営をしてい

るところであります。少子化や核家族化、保護者

の就労形態の多様化などを背景に、放課後児童ク

ラブの役割は大きくなってきており、児童数が減

少傾向にある中でも就労状況などを背景に利用希

望者は減少していないのが現状であります。市内

では、民間学童保育所であるコロポックルとどろ

んこはうす、学童すまいるが先行して運営を開始

し、公設は平成１０年に南児童クラブと風連児童

クラブが開設されました。平成２８年１２月には

東児童クラブが開設し、市街地区の小学校区にそ

れぞれ１カ所の放課後児童クラブが設置されてお

ります。

学童保育所と放課後児童クラブを合わせた利用

児童数は２９７人で、市内小学校の児童数に占め

る割合は２ ８％となっております。学年別の利

用児童者数は、１年生８２人、２年生７９人、３

年生５９人、４年生５０人、５年生１９人、６年

生８人であり、学年が上がるにつれてスポーツ少

年団での活動や習い事をする児童がふえている状

況などにより、利用児童数は減少している状況に

あります。今後も放課後等における児童の安全、

安心な居場所として施設運営の充実や環境整備を

図り、児童の健全育成に努めてまいります。

次に、小項目２、児童センターの利用状況につ

いてですが、名寄地区には名寄市児童センター、

風連地区には風連児童会館としてそれぞれ１カ所

ずつ児童館を運営しているところであります。児

童館は自由に遊びに来ることができる施設であり、

児童生徒や保護者にとって放課後等の安全、安心

な居場所を提供するとともに、遊びやスポーツ、

各種行事や体験活動を通じての心身の健康を増進

し、情操を豊かにするよう努めております。また、

児童厚生員が日常の活動を通じて指導しており、

少子化、核家族化が進む現在児童館の果たす役割

は大きくなってきていると認識しております。

ことし４月から１１月までの利用者数は、児童

センターの日中利用者が延べ ７１７人、少年団

活動を初めとする夜間利用者は延べ ９２２人、

風連児童会館は風連児童クラブと連携を図り、午

後４時まで合同で活動していることから、利用者

は延べ ９２１人となっております。今後も遊び

や体験活動を実施し、学年を超えた交流を図ると

ともに、地域交流の場として児童生徒の健全育成

に努めてまいります。
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次に、小項目３、地域や高齢者との交流につい

てですが、児童館及び放課後児童クラブと地域や

高齢者との交流については、児童センターでは２

１区町内会や学生ボランティアの皆さんに児童セ

ンター祭りやおもちつき会、クリスマス会などに

参加をしていただき、交流を図っております。ま

た、風連児童会館、放課後児童クラブでは、子供

の成長と豊かな心を育むために、習字教室や大正

琴体験、茶道教室など地域の高齢者の皆さんと連

携しながら行事を開催し、２世代交流を含めた取

り組みを行っております。今後も地域や高齢者と

の連携によるさまざまな取り組みを通じて放課後

等における安全、安心な活動場所を確保し、学習

やさまざまな体験、交流活動の機会を提供すると

ともに、社会性、自主性、創造性などを育み、地

域全体で子供たちが安心して暮らせる環境づくり

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） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それぞれ答弁いただ

きましたので、再質問させていただきます。

空き地、私有地、公園等のことについては、一

定程度理解するところでございますけれども、急

に雪が降った場合、そこに空き地があると除雪し

たくなるというのが人情だというふうに思うので

すけれども、そのときにやっぱり勝手に捨てると

か、そういうことではならないと思うのですけれ

ども、そういう事例も見られるところなのですけ

れども、それは個人的にということなのでしょう

けれども、そこの整理というか、そこのところが

町内会でするのか、個人で持ち主を知っていれば

一言御挨拶をすればそれで済むのですけれども、

なかなかそのことができなくて冬のトラブルにな

りかねないような状況も見受けられるというふう

に考えますけれども、この点についてはどのよう

にお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 冬場に地域でみ

ずからの敷地の前に雪の堆積する場のない方、大

変御苦労いただいて、御近所の御協力だとか、そ

ういったつき合いの中で本当に御苦労いただいて

いるという現実というのはもう私ども重々承知を

しているつもりでございます。ただ、今お話のあ

ったような事例、そのエリアに仮に例えば個人で

もお持ちの方だとか、どちらかの会社の方、団体

などがお持ちの土地だとか、やはり土地にはそれ

ぞれ所有者というのがはっきりしているわけでご

ざいまして、法的な云々というよりも、これは社

会的なルール、マナーなのかもしれませんけれど

も、そういった形で少し置かせてくれだとか、そ

ういったお話し合い、逆に言えば御近所づき合い

の中のほうがある面受け入れられやすい面もある

のかも、お話、声をかけやすい面もあるのかもし

れません。御苦労されている実態については重々

承知をしているつもりですけれども、そういった

地域コミュニティーや御近所のおつき合いの中で

お互い協力し合う場所を確保していただければ、

当然本来でありますと年に１回の生活道路の排雪

などで、私どもが排雪しなければならぬ部分はあ

るかもしれませんので、そういった形で、例えば

雪が堆積されて、雪を割る必要があるなと。春先

であればそういった御協力なども、御協力できる

範囲というのは私どももあるのかもしれませんの

で、そういったケース、御近所の中でまずお話し

合いいただいて、私どもの立場で先ほども答弁さ

せていただきましたけれども、その地域の間に入

って橋渡しをするということになれば、またその

お隣の地域、またそのさらにお隣の地域をどうす

るのだといったことで、やはり私どもとしては全

て公平的に取り組む姿勢というのが基本に問われ

ているという面もございますので、来シーズンに

は先ほど申し上げさせていただいたように、実は

西のエリアで大型の敷地を今回御縁ございまして、

御理解をいただいて、確保することができました。

恐らく相当来シーズンにおいては、雪をどんどん

お運びいただくと言ったらちょっと語弊があるか
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もしれませんけれども、そういった努力も、大型

の場所についてはできるだけ確保もしていきたい

と思いますけれども、御近所の中での協力し合う、

そういった形もぜひ実現していただければ、私ど

もにとりましても大変ありがたいなと思ってござ

いますので、御理解いただければと思ってござい

ます。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 転勤族というか、地

方から入って、地方から来た方があいているから

捨てた、名寄は雪多いよねみたいな感じで何げな

く捨ててしまって、後からトラブルになるという

ことも見受けられますので、町内会との話し合い

とか、そういう機会を捉まえて、やはり町内会だ

とか、隣近所の人がそういうことを伝える。勝手

に、当たり前のことなのですけれども、なかなか

それができていないような状況もありますので、

そういう機会がありましたらぜひ、そういうモラ

ルですよね。雪に関してはモラルが本当に問われ

るところでございますけれども、機会があります

ればそういう機会を捉まえて、いろいろ膝を突き

合わせて指導していただくとか、情報交換してい

ただくとか、そういうことが大切だというふうに

思いますけれども、そういう機会はありますか。

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） 繰り返しになり

ますけれども、個々のケースについては対応し切

れないというのが正直なところでございますけれ

ども、例えば空き地、どなたのものかなとかいっ

た情報、ちょっと語弊があるかもしれませんけれ

ども、御近所でそういったところがあるのかどう

なのかについては私どもも詳細にそこまで把握し

ている状況ではございませんけれども、ぜひ堆積

する場があればその後排雪の助成制度などもござ

いますので、広報等でお知らせをしておりますの

で、どんどん、どんどんお使いいただいて、御近

所で少しでも対応策にお使いいただければありが

たいなと思ってございます。

本当にお気持ちとしては、そういった１件１件

までのおつき合い、そういった中で私ども行政の

排雪担当、除雪担当が入り込んでいい、悪いとい

う判断というよりも、やはりそれぞれコミュニテ

ィーの中で町内会に加入をいただいて、そして班

長さんに相談いただくだとか、役員の方に御相談

いただくだとか、近所で除雪をされる方に御相談

いただくだとか、それこそがコミュニティー、協

力づくりの一つのすばらしい結果を生み出すもの

になってくる面もあるのかもしれませんので、私

どもとしてはぜひそのような形で御協力いただい

て、私どもも大きな条件の中では先ほど申し上げ

たように排雪やダンプ助成や雪捨て場の大型場所

の確保などにはもちろん努めてまいりたいと思っ

ていますので、そのような形で御理解いただけれ

ばなと思ってございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 大きなコミュニティ

ーの中で、皆さん外に出て除雪をしているわけで

すから、そこの中で地域性だとか、人間性だとか、

そこに捨ててはいけないよとか、そういうことが

できる市民力、地域力であればいいなというふう

に思っておりますし、私有地につきましては、除

雪場所につきましては今後も拡大していく方向に

あるということで確認させていただきましたので、

今後とも急に雪が降った場合、捨てるところがな

いという、そういう相談もあるかと思いますけれ

ども、相談に乗ってあげていただきたいなという

ふうに思います。

交差点の除雪についてなのですけれども、今現

在急に降ったからなのでしょうけれども、見えな

い状況になっておりまして、押しつけるにも限界

がありまして、排雪ということを望まれる方が多

いのですけれども、去年は少なかった、おととし

は３６８カ所、４２０回ということで多かったと

いうことは、やはりその年によって状況に合わせ

て適切に道路パトロールをされているのだという
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ふうに思うのですけれども、道路パトロールの体

制についてはどのようになっているかお知らせく

ださい。

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） 御承知のとおり、

私ども都市整備課管理係が担当させていただきま

して、降雪の状況によりますけれども、幹線道路

を初め生活道路も含めて、台数等々には限りがご

ざいますので、不十分さはあるかもしれませんけ

れども、鋭意努めさせていただいているとともに、

よく市民の皆様からあそこはちょっと見えないな

とか、そういうことでお電話いただく機会なども

多くて、それが私どもにとりまして大変ありがた

い情報提供いただいているということでございま

すので、そういった中で適時危険箇所を判断しま

して対応させていただくといったような状況で対

応させていただいております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 情報で行っていただ

けるということで、大変心強いところでございま

すけれども、やはり交通事故が起きないような、

そういう交差点であってほしいというふうに考え

ております。

まちづくり懇談会等では、必ず除排雪のことに

ついて質問や要望があるところでございます。近

隣市町村や他市の状況も把握されているところで

あると思うのですけれども、その上で本市、名寄

市の特徴と除雪に対する基本的な考え方というの

をお知らせください。

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） ちょうど今例え

ば今シーズンで申し上げますと、一部新聞でも報

道いただいていますけれども、先週から幹線道路

の主要な交通網に対する排雪を年内に完了しよう

ということで、鋭意作業を進めさせていただいて

いるということでございます。正月を挟みまして、

それ以降は生活道路の排雪作業ということで、恐

らく１月６日ぐらいから２月の中下旬にかけて１

カ月強になるかと思いますけれども、そのスパン

の間で名寄地区、風連地区、それぞれの市街地区

についての生活道路の排雪については行っていく

というのが基本でございます。

特徴的ということなのですけれども、当然除雪

ですから数が多くできればいいのでしょうけれど

も、これはもう持つ機械力だとか、人間の、作業

員の労力等々も含めて、現状ではできる限りのつ

もりではやっているところでございます。ただ、

近年というか、先ほどの答弁で申し上げさせてい

ただきましたけれども、ことしの特徴といたしま

して私どもが心がけているのは、先ほどのお話の

とおり交差点対策についてということで考えてい

まして、さまざまな形で機械力が少しアップして

ございまして、その労力、余力というのが直営班

に当たるというような形で、余力を使う形で機器

を使うことができています。本来ですと、私ども

この排雪の幹線道路とあわせて直営班は全て交差

点対策といったふうに割り振ろうという形で予定

を立てていたのですが、毎年降雪状況というのは

違いまして、ちょっと今の本日現在というか、昨

日までの積雪のお話をさせていただこうと思うの

ですが、現在の積雪深、積雪の深さですけれども、

８７センチということになってございます。同日

平年値で４５センチでございますので、１９３％、

ほぼ倍増という形になってございます。昨年御記

憶新しいことだと思うのですけれども、年前は１

０月から雪が降って大変だったなと。雪が多かっ

たなと。年明けてから幸いにして少し雪が少なか

ったという状況がありますが、昨年同日時期でも

５５センチということで、ほぼ前年同日時期の五、

六割現在多いといったような対応策で、先ほど申

し上げた幹線道路の排雪についてもそれに対する

排雪で、連日の議員お話しのとおりの状況なもの

ですから、なかなか作業が追いつかないといった

ような事態の中で、何とか今現在排雪を専門に当

たる排雪班が１班と、あとカットを中心として当
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たる体制で１班と、そして直営班による積み上げ

や交差点対策という形で、ダンプがもう確保でき

ないぐらいの状態の中で対応させていただいてい

るつもりでございますけれども、先ほど申し上げ

た積雪の状況などもお考えいただけると、作業が

追いつけるのが今必死の状況だということで御理

解賜ればなというふうに思っておりますし、ちょ

うど北海道、道道も昨日から排雪も入りまして、

名寄市内排雪真っ先にこれからなっていくのだろ

うというふうに思ってございますので、先ほど申

し上げたことも十分このシーズン留意しながら努

力していきたいと思ってございますので、御理解

いただければと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 直営班につきまして

は、どのぐらいの体制、何人体制でどのようなこ

とを。ことしからなさって、今まで直営班あり…

…

（何事か呼ぶ者あり）

〇７番（高野美枝子議員） 今までとどう違うの

か教えてください。

〇議長（黒井 徹議員） 勝手にやりとりしない

で。

天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 直営班というの

は、俗に言う私ども道路センターの臨時職員でグ

ループをつくってございまして、５名体制だった

と思いますけれども、それで今まで委託した排雪、

除雪等々については当然全体的な除排雪に当たる

のですが、急にここだとか、あそこだとか、特に

小回りがきくと言ったらおかしいのですけれども、

そういった部分での対応が多かったのですが、こ

としは先ほど申し上げたように小型ロータリーだ

とか、トラック等々の余裕が十分できる形になっ

ていますので、一番の課題が先ほど言われた交差

点ということで認識していますので、ことしはそ

ういう形で交差点にかかり切りにしようというふ

うに思っていたところ、この１週間、２週間の積

雪のタイミングになってしまったということでご

ざいますので、なかなか成果がこのシーズン出し

切れるかどうか、ちょっとまだこれからの話でご

ざいますけれども、そういう形での準備等々は進

めてまいったつもりでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 直営班って市の直営

班だというふうに思ったわけなのですけれども、

やはり市の職員が除雪に当たる、市の機械も入り

ましたので、そういう直営班のほうが効率的だと

いうふうに思うのですけれども、その辺はいかが

お考えでしょうか。

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） 私ども今現在の

スタッフが臨時の体制で、指導監督に当たるのは

私ども管理係が対応させていただいて、毎日の打

ち合わせ、作業内容の確認等々をさせていただい

て、それは正規職員、臨時職員にかかわらず、当

然のレベル等々も求められていますので、そうい

った形でこの間ずっと対応させていただいていま

すものに、さらに機械力をアップさせていただい

たということで理解いただけれるのではないかな

と思ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） ほかの市町村とかの

事例では、電話何台も置いたり、部屋を確保した

り、それで除雪に対応しているという市町村もあ

ると、御存じだと思いますけれども。そういうこ

とについては、今の体制で十分だということで、

直営班ということで、５名体制でと、そういうこ

とで今は進んでいるということで理解してよろし

いですか。

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） 先ほど申し上げ

ましたのは、作業班というか、直営班としての作
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業班でございまして、除排雪対策につきましては

当然建設水道部全体でございますし、とりわけ所

管します都市整備課の整備課長を初め主幹、スタ

ッフ５名等々が各種市民の皆さんの対応等々、ま

た業務を受託している業者との、業者、受託して

いる委託先との連絡調整、苦情対応、現場見回り、

そういった対応をさせていただいていまして、先

ほど申し上げた道路センターの体制については実

質の作業班というか、部分でございまして、電話

や作業等指示する者が作業に当たるということで

は仕事になりませんので、作業する者としっかり

指示、指令を出す者と、そしてさまざまな問い合

わせ等に対応する体制等々については私どもの都

市整備課の中で日々努力させていただいているつ

もりでございますので、御理解いただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 交差点の除雪もなの

ですけれども、歩道についても問い合わせの多い

ところだと思うのですけれども、特に朝の子供た

ちの通学路の確保については、朝になって雪が降

る場合とかございますよね。そのことについては、

除雪は出ないという。通学路の歩道の除雪は、朝

に雪が降った場合、通学路の除雪というのは出な

いという、４時半ぐらいに急に雪が降ったりしま

すよね。そういうときの体制はどのようになって

いるのかお尋ねします。

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） 除雪の出動の判

断というのは、大変難しい実態でございまして、

名寄市街地を中心にこれだけの広いエリアを一斉

に一定の時間までに除雪体制、当然通学路も含め

てということになるのですけれども、決まった時

間での指示出し、作業についてはおおむね６時、

７時には終了して通勤、通学等々に支障のない範

囲にすることでございますので、急にとか、例え

ば午後から雪が降ったから通学路をあけられるか

という状態というのは機械的、臨機応変型という

のはちょっと正直難しい形だというふうに思って

ございまして、一律的な体制の中で除雪体制を統

一的に行うといったような状況であるということ

で御理解いただければと思ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） やっぱり子供たちの

歩道については、本当に今雪が高いので、見えな

くなったり、急に飛び出してきたり、歩道が雪で

塞がれたり、そういういろいろなことをお聞きし

ているところですけれども、そのことについて危

険だとか危ないだとかと、道路パトロールという

のですか、お母さんたちも帰り交通指導とかして

いますよね、地域で。そういう方には十分連絡し

ていただきまして、子供たちが危なくないような

体制をとっていただきたいと思います。そのこと

についてお願いいたします。

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） 統一的に、先ほ

どちょっと申し上げました。それで作業されると

いうのは受託側の業務のことでございまして、直

営班、作業班というのはある面臨機応変の部分で

ございますので、当然危険箇所回避、また学校側

からも通学路、特に安全については私ども御意見

等頂戴してございますので、いずれにしても雪の

降りぐあいとの戦いみたいな面がございまして、

本当に１００％御満足いただける形というのはな

かなか厳しい面はありますけれども、先ほど言っ

た機械力アップも十分活用しながら、作業班や本

来あるべき除雪体制の中で少しでも解決できるよ

うには努力させていただきたい、そのように考え

てございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） それから、排雪なの

ですけれども、小学校の下校時にちょうど排雪の

ダンプだとか、ロータリーだとかが走っているっ

て非常に危ないという声もお聞きいたしますけれ
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ども、その点についてどのようにお考えかお尋ね

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） 学校に隣接する

場合の排雪作業については、できる限りに通学、

また学校から帰宅される時間帯を避けるように努

力いただいてございまして、その面については学

校、教育委員会側からも強くございますので、で

きる限りの注意を払ってまいりたい、そのように

考えてございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） そういう声もいただ

いておりますので、配慮していただきたいと思い

ます。

ことしの冬からレンタル＆ゴー事業を開始しま

して、１１月中に３町内会をモデルにして来年１

月から２月に事業を実施する予定になっていまし

たが、現在の状況についてお知らせください。

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） 今議員言われた

とおりの状況でございまして、申し込みいただい

て、最終的に実践しようという町内会は１町内会

でございまして、事業実施に当たりましては１月、

２月を予定されているということでございまして、

今これから本格的な準備、年明けてからの御活用

いただけるという段階でございますので、いずれ

にしてもこれから本格化をし、そしてお使いいた

だいたその後にしっかりと聞き取り等をさせてい

ただいて、次へつながる形への制度の改善といい

ますか、よりよい使い方等々も検討させていただ

きたいというふうに思ってございまして、今現在

先ほど御指摘のとおり幾つかの町内会からお問い

合わせ等をいただきましたけれども、今シーズン

実践いただけるのは１町内会ということでござい

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 大変使いづらいとい

う声もありまして、オペレーターの部分で機械が

素人ではなかなか使いづらいというか、そういう

ふうに一度講習をしてほしいとか、そういうお話

も聞いていますけれども、その辺についてはどの

ようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今年初年度でご

ざいますので、十分該当する町内会に事業をやっ

ていただく中で改めて御意見いただいて、改善す

るところがあれば改善するように努めてまいりた

い。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 済みません。使いづ

らいというのではなくて、なれない機械だとなか

なか普通の車を運転するようなことにはならない

のだというふうに、免許があってもその状況、除

雪するので、いろんなものがある。その中で除雪

をするのは大変難しいと、レベルが高いというこ

とのお話をいただいているところなのです。です

ので、そこの部分ちょっと考えていただくと、３

町内会手が挙がったのではないかというふうに思

うのですけれども、皆さん待っているわけなので

す、除雪のことについては。そして、自分たちも

何とかできることはやろうというふうには思って

いるところなのですけれども、その辺もう少し考

えていただけなかったのかなというふうに思うの

ですけれども、いかがでしょうか。

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） 考えていなかっ

たということではなくて、制度をつくってまいり

ますときに、あくまでもこれはレンタルというの

は保険も含めてさまざまな心配、配慮の上での判

断ということでございます。どうしてもさまざま

なオペレーターの方も地域にいらっしゃって、自

分の乗っているものがいいという方もあります。

そうなりますと、町内会なり市の事業なりでそう
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いった個人の機械を使う場合の万が一の保障だと

か、そういったさまざまなものを加味して、今現

在ではレンタル方式でちゃんとしたレンタル会社

の重機を借り上げてお使いいただくというのがベ

ターだなという判断はさせていただいています。

今回１月、２月御利用いただいた中で、そういっ

た形でよりよい方策が、その実践を行った町内会

からの御意見賜りながら、改善するところは改善

してまいりたい、そのように考えてございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 非常に期待しており

ましたものですから、３町内会ではなくて１町内

会なのかなというふうに思いまして、少しがっか

りしている方もいらっしゃるのではないかという

ふうにお聞きしているところです。

オペレーターが不足していて除雪に支障を来し

ているということでございますけれども、今現在

どういうふうになっているかお聞きいたします。

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） 業界全体という

意味のお話かなというふうに思っています。ちょ

うど１週間ぐらい前の北海道新聞の第１面が全道

的に、これは名寄市にかかわらず、オペレーター

不足、なり手不足というのは大変深刻な課題にな

ってございます。新聞記事の受け売りではなくて、

私ども業界、仕事をお願いし、そしてオペレータ

ーの方とも意見交換などをこの間させていただい

ています。御承知のとおり排雪と除雪が重なりま

すと、寝る間も惜しんでと言うと、こういう言葉

がありますけれども、そういった苛酷な作業の中

で一定程度の期間、そしてさまざまな車両等に気

配りをしながら、大変厳しい重労働だというふう

に思っています。そういった中で、新たなオペレ

ーター確保、人材を育てていくというのは大変業

界の中でも御苦労いただいて、お話を聞きますと

やはり助手席に乗ってもらうのが一番勉強になる

のだと、そういうふうに言っていただいて、賃金

面やさまざまな課題があるかもしれませんけれど

も、先ほど言った冬期間で、そして限定的な期間

で、その中で極めて高度な技術と安全性が求めら

れるという能力というのは大変貴重でもあります

し、業界としても大事にし、また新しい人を育て

ていきたいということはあるのですけれども、今

日の土木、建設業界ばかりではなく、全体的な私

たちの志向として、そういうきつい仕事というの

が敬遠される部分がやっぱりあって、本来私ども

の地域にとっては欠かすことのできない極めて重

大な、重要な任務というか、業務であることは思

っているのですけれども、なかなか若い方が資格

を取ったとしても長続きしないだとか、業界全体

の悩みでございまして、恐らく本日も恐らく１０

０名規模のオペレーターが動いているかとは思う

のですけれども、そういった方々の待遇改善等々

も業界の中で期待をしてまいりたいと思いますし、

当然今労務賃金等々もしっかりとそれに応じた形

で、私どももそれに基づいた積算等々もさせてい

ただいているつもりでございますので、働く者の

条件等々も少しでも改善されながら、業務等を継

続をしていただく、レベルアップをしていただく、

そのようにあればというふうに期待をしていると

ころでございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 一番やはり除雪に関

して言われますのは、門口というか、置いていっ

た雪みたいな言い方をされるのですけれども、そ

のことについてこれから何か対策を考えていられ

ますか。

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） 古くからと言っ

たらおかしいのですけれども、名寄市の除雪が始

まりまして、かき分け除雪というのをずっと導入

してきてございます。これは、御承知のとおりほ

ぼ除雪するキロ数、恐らく４００キロをはるかに

超える形で、言ってみれば札幌から帰ってくるぐ
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らいの距離を約三、四時間の間で全てあけなけれ

ばならぬといったような、まずは交通安全確保の

ためには経済、産業、いろいろ人が出勤する、こ

れが私ども確保、安全を守るというのはまず第一

の使命でございまして、地先や地域の皆様にとっ

ては大変この間もそういった雪を間口に置いてお

かざるを得ない事態の中で御協力をいただいて、

お力をかしていただいて、今日まで交通等々の確

保をさせていただく。排雪については、先ほど申

し上げたように年１回、生活道路ということでご

ざいますけれども、そういった基本でございます。

その体制から思い切った形での間口に雪を置かな

いで先ほど言ったキロ数を道路をあけるという手

法があるのかないのかというと、相当難しい課題

になるかと思っています。

現在間口除雪については、先ほどお話ございま

したけれども、さまざまな補助制度なども、福祉

的な高齢者の方が中心になりますけれども、ござ

いますし、地域による協力などで努力いただいて

いる面などもございまして、これは除雪やってい

る私ども行政や、そしてオペレーターを抱えます

業界、そして地域の皆さんと協働の作業で今日ま

でやってきたのだろうというふうに思っています。

とりわけ平成の時代に入りまして、スタッドレス

の時代になりまして、除雪の俗に言う削り方とい

うのは極端に変わりまして、いわば要するに短靴

でも履いて歩けるぐらいの雪のとり方をしなけれ

ばならぬといった時代の中で、車の安全を守って

いかなければならぬという面もございまして、よ

りレベルの高い、労力の高いものが今本事業で求

められての除雪作業だということでございますの

で、仮に農村部やアパートだとか集合住宅を除い

て、恐らく１万世帯の個人住宅等々が名寄、風連

地域にはあるのだろうと思います。その一つ一つ

の間口を一律的に除雪の後の一、二時間の中でそ

れを解決できるかという方策は、机上の上ではな

いのだというふうに思っていまして、それだけの、

俗に言うタイヤショベルが１台あっても１時間に

せいぜいできる間口は１０戸か１２戸できればい

いところでありまして、そうなりますと数百台の

タイヤショベルがなければ一瞬にして名寄市内の

間口の除雪をするというのはやっぱりやり切れな

いだろうというのが現実があるというふうに思っ

ています。そういったことを考えると、私どもも

何ぼでも人と金があればということでもなくて、

先ほど申し上げたように私どもの除雪というのは、

私どもの立場と、そして市民の皆様の理解と、そ

して業者との強い、たゆまない努力があっての今

の体制を何とか維持しているということで御理解

いただければなというふうに思ってございますの

で、何分この場をかりて本当に日々連日の雪で市

民の皆さん、間口除雪で大変御苦労いただいてい

るのは重々私ども承知してございますが、妙薬と

いうか、特効薬的に解決できる方法というのは相

当難しいものだとうふうに認識しているところで

ございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇７番（高野美枝子議員） 時間になってしまっ

たのですけれども、最後に加藤市長にお尋ねした

いと思います。

やはり地域が高齢化になってきていて、除雪の

ことでは本当にさまざまな声も聞かれるところで

ございます。名寄市として抜本的に高齢者対策、

除雪ができないからこのまちから出ていかないと

いけないというような声もあるわけですし、高齢

者の方が都会に出ていく、そういう数も結構な数

になっております。そのことについて、高齢者だ

けでもある程度の基準を設けて、間口除雪とか取

り組んでいただきたいと思いますけれども、その

辺についてお答えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） １２月に入りまして、特

に先週、今週と大雪でございまして、市民の皆さ

ん本当に大変な御苦労されていることと思います。

天野部長から先ほど来ずっと熱いお話をさせてい
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ただきましたが、我々決して何もしていないとい

うことではなくて、特にことしも機械力を向上さ

せたりだとか、新たな町中での雪堆積場を確保し

たりでありますとか、町内会の皆さんにお手伝い

をいただく事業をつくったりとか、さまざまな角

度から、できるだけみんなの税金なので、それを

有効に皆さんの力もおかりする形でこれまで歴史

的に除排雪をやってきたということでございまし

て、少しずつかもしれないけれども、皆さんの要

望にしっかりと応えていくということを肝に銘じ

ていきたいというふうに思います。

ちょっと冬雪ということで、どうもマイナスな

イメージばかり捉えられたけれども、我々は、や

っぱり名寄は雪があるからこそ、冬があるからこ

そこの名寄であって、そのために冬を楽しく暮ら

す条例というようなこともつくって、より雪の中

でも文化的に生活をする。雪があるからこそ、こ

の地域が活性化していくのだと、そういうような

機運の醸成も一方で高めていかなければならない

というふうに私は思っていまして、さまざまな角

度で冬をどう暮らしていくかということをみんな

で考えて、冬があるからこそこの地域が楽しいの

だというような活動もしていきたいというふうに

思っておりますので、ぜひ御理解いただければと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０１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。

名寄市の財政展望ついて外２件を、佐藤靖議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問をしてま

いります。

１点目は、平成３０年度予算編成にかかわって

であります。ことしも１１月１日付で平成３０年

度予算編成についての市長訓令及び総務部長事務

連絡が出されました。御案内のとおり、来春は任

期満了に伴う名寄市長選挙が執行されるため、来

年度当初予算は骨格予算となりますが、訓令では

全体事業量把握を理由に通年ベースでの要求とし

た結果、概算要求額は歳入約２１４億 ０００万

円に対し、歳出で約２３０億 ０００万円に達し

ていることが明らかになりました。このことを踏

まえながらお伺いします。

昨年１１月の訓令では、目指すまちとして市民

が躍動し、市民の幸せをつくる明るく元気なまち

づくりとしていましたが、今回は多様な市民が地

域の中で生き生きと活躍し、市民の幸せをつくる

明るく元気なまちづくりとしています。この目指

す姿の差異についての見解を求めます。

さらには、健全財政運営の維持に努めるよう求

めている中でも、昨年は全ての事務事業において

見直しを行うとともに、経常経費の抑制を図ると

していましたが、今回は全ての事務事業において

ゼロベースの視点で見直しを行うとともに、事業

量の抑制を図るとトーンアップしていますが、そ

の真意についてお伺いします。

一方、総務部長事務連絡では、昨年に比較して

大きな差異は認められませんが、３０年度の予算

編成に当たり総務部長として特に留意すべき事項

として求めたことについてお伺いします。

次に、名寄市の財政見通しについてお伺いしま

す。私は、今回名寄市議会基本条例第７条３項に

基づき、名寄市の財政状況について文書による質

問を行い、市長から回答を得ました。その中で資

金運用にかかわり、平成２３年度から実施してい

る国債による運用で１０億円の購入額が現在は額

面で１１億 ０００万円になっているのが明らか

になりました。毎年財政の厳しい見通しを強調さ

れる中では、今ある財源を有効に運用することは

重要事項と考えますが、御承知のとおり国債の長

期金利が急落し、有効な運用となっていないこと
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も現実であります。さまざまな財政上の課題を抱

える名寄市にあっては、資金運用は大切な取り組

みと考えますが、新たな運用手法についての検討

状況をお伺いします。

また、平成２８年度の福祉関係経費にかかわり、

社会保障施策に要した経費が約６３億円に達し、

そのうち一般財源負担が約３５億円と昨年度に比

べて経費で約４億円、一般財源負担分で約２億

００万円増加しましたが、今年度及び今後の見通

しについてお伺いします。

さらに、２８年度末で４４８億３４３万 ００

０円に膨れ上がった市債残高への対応については、

財政規律の中で３０年度より臨時財政対策債を除

く市債の借り入れについては毎年度の現金償還以

内とし、回答では適正な規模、必要な機能を精査

し、初期投資を十分に抑えるとしていますが、そ

の具体的手法、具体的対応についてお伺いします。

２点目は、名寄市の課題にかかわってお伺いし

ます。まず、人口動態に対する見解ですが、平成

１８年３月２７日、旧名寄市と旧風連町の合併に

よって誕生した新名寄市の人口は、旧名寄市が男

性１万 ７８８人、女性１万 ３８７人の計２万

１７５人、一方風連町は男性 ４４１人、女性

７２０人の計 １９１人、つまり新名寄市の総

人口は３万 ３６６人でスタートを切りましたが、

１０年が経過したことし１０月末人口は男性１万

６４８人、女性１万 ３２８人の計２万 ９７

６人となり、合併時に比べ ３９０人と１０％以

上の減少率となっています。改めて現実をどう受

けとめられているのか、特に移住、定住の取り組

みは一定の評価をするものですが、名寄市民とし

て苦難をともにしてきた市民の定着策についてど

う取り組まれ、どう成果を導かれたのかをお伺い

します。

さらに、加藤市長就任以来１０年先、２０年先

を見据え、夢を語れる元気な名寄づくりの核とし

て、さらには民間会社名寄市的発想の行財政運営

の象徴として設置した営業戦略室について、２期

８年間の市長任期を終えようとしている加藤市長

はどういう役割を果たし、どういう成果が導かれ

たと評価されているのか、加えて営業戦略室の今

後のあり方についてお伺いします。

また、名寄市の将来像を見える化する意味合い

から、提案を含めながらお伺いします。合併から

１０年という大きな節目を迎え、総合計画を初め

各種計画がそれぞれの部局で策定されています。

いずれの計画も名寄市の将来を大きく左右する計

画であるとともに、急激に進む少子高齢化と過疎

化、低迷する経済などにしっかりと対応し、明る

い未来を展望する計画であると理解しますが、そ

れぞれの計画を行政のみならず、各関係機関、団

体、何よりも市民の目標とするため、従来の縦で

つながる部局に加え、横断的に計画を推進する新

たな部局の設置が必要と考えますが、見解をお伺

いします。

最後に、名寄市総合病院の将来展望についてお

伺いします。市長は、今定例会初日の行政報告の

中で名寄市立総合病院の今年度上半期経営状況を

明らかにしました。それによると、入院患者数、

外来患者数ともに減少したものの、医業収益にお

いては前年比１億 ３４３万円増となり、一方医

業費用では ２０７万円の減と病院側の経営努力

は一定評価されますが、収支においては１億 ９

０７万円の損失を計上、これに医業外収益、特別

収支を加えた総体では ２９２万円の純損失とな

りましたが、今後上半期の動向を踏まえ収支の見

通しについてお伺いします。

また、今定例会初日に追加提案され、可決され

た名寄市職員定数条例の一部改正において、市立

病院事業会計に属する職員は現行の４７０人から

３０人増の５００人となりました。改正理由は、

医療スタッフの充実のためとしていますが、スタ

ッフの現状及び新年度の見込み、さらに将来展望

についてお伺いします。

先ほども述べましたが、名寄市議会基本条例に

基づく名寄市の財政状況についての質問に対する
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回答の中で、今後の経費節減策の一つとして、昨

年度末に導入し、セットアップを終えた診療部門

別原価計算システムに期待するものがありました

が、同システム稼働によりどういう成果が得られ

るのかお伺いします。

名寄市立総合病院も新病舎完成以来２５年が経

過しました。この間地域要望に応え、さまざまな

増改築を行ってきましたが、院舎周辺においては

老朽化も目立ち始めています。さらには、本格的

な冬の到来を迎え、病院周辺の道路状況も一変し

ました。特に西側駐車場の出入り口の見通しの悪

さ、周辺の積雪状況は新たな事故を誘発すること

が懸念されます。また、駐車場不足から周辺の民

有地を借り受けて設置した簡易駐車場では小中学

生の通学時間と職員の通勤時間が重なるなど、事

故を心配する声があります。除排雪の徹底を含め、

明確な対応が必要と考えますが、駐車場のあり方

を含め見解を伺い、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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま佐藤議員か

ら大項目で３点にわたって御質問いただきました。

大項目１は私から、大項目２の小項目１、２、４

は総務部企画担当参事監から、大項目２の小項目

３は営業戦略室長から、大項目３は病院事務部長

からの答弁となりますので、よろしくお願い申し

上げます。

初めに、大項目１、名寄市の財政展望について、

小項目１、平成３０年度予算編成にかかわってに

ついて申し上げます。毎年新年度の予算編成に当

たる際、職員に対し国の経済状況や市の財政状況

を初め、予算編成における基本的な考え方につい

ては市長訓令として通知し、編成上の留意事項や

事務的な手続については総務部長事務連絡として

通知しており、今年度は平成２９年１１月１日付

で通知を行ったところです。その後、各部からの

要求につきましては１１月２４日を締め切りとし、

第１次の整理、財源調整を経て１１月２８日から

財政課長査定を実施しているところです。

お尋ねの概算要求額ですが、第１次の計数整理

後の一般会計では、歳入約２１４億 ０００万円、

歳出約２３０億 ０００万円となっております。

次に、昨年の訓令と今回の訓令による目指すま

ちづくりに対する基本的な考え方の差異について

の見解ですが、表現の方法は違うものの、基本的

な考え方として将来にわたって高齢者も若者も障

がいがある方も全ての名寄市民がこの地域の中で

生き生きと活躍する明るく元気なまちづくりを目

指すことには変わりはないものであります。

また、今回の訓令の中で基本的な考え方の一つ

である健全な財政運営の維持に努めることでは、

今後の本市歳入における一般財源収入の減少や公

債費の増、さらには老朽化が進行している公共施

設への対応など将来を見据えた本市の財政運営は

決して楽観視できないことから、全ての事務事業

において改めてその内容を確認し、臨時経費はも

とより経常経費についても十分抑制を図るよう指

示しているところであります。

次に、平成３０年度予算編成に当たり総務部長

として特に留意すべき事項に対するお尋ねですが、

市長訓令で示されております名寄市総合計画前期

計画の具現化に取り組むこと、事業の選択と集中

の徹底に取り組むこと、将来を見据えた健全な財

政運営の維持に努めることの３つの大きな基本的

な考え方に基づくことはもちろんではありますが、

先ほど述べたとおり楽観視できない財政状況であ

ることから、スクラップ・アンド・ビルドの観点

から財源の確保を図りながら、多くの市民の意見

等を集約し、予算に反映していくよう取り組んで

いただいたと考えているところです。

次に、小項目２、名寄市の財政見通しにかかわ

ってについて申し上げます。まず、資金運用の新

たな手法に係る検討状況に対するお尋ねですが、

当市は平成２３年度から国債による資金運用を実

施しており、現在の額面は１１億 ０００万円で、

その年間の利子収入は約 １００万円となってお
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ります。なお、これら自主収入については今後の

公債費負担適正化対策として基金に積み立てを行

っているところです。しかしながら、日銀がマイ

ナス金利を導入後、国債を含めた長期金利が急落

し、国債購入による資金運用が有効な公債費適正

化対策とは言いがたい状況であることから、現在

国債の購入については行っておりません。今後は、

国債にかわる新たな基金の運用について検討して

いく必要があるものと考えておりますが、現段階

においては検討に至っていない状況であります。

基金の運用については、確実かつ効率的に運用し

なければならず、何よりも市民の財産であります

ので、慎重に検討していく必要があるものと考え

ているところです。

次に、社会保障施策に要した経費に係る今年度

及び今後の見通しについてですが、今年度の決算

については今後の執行状況等により変動すること

から、具体的な数字については申し上げることは

できませんが、社会福祉費などの増加が見込まれ

ることから、今年度の決算、さらには今後におい

てもこれら経費については増加するものと思われ、

一般財源負担についても増加するものではないか

と思われます。

最後に、適正な規模、必要な機能を精査し、初

期投資を十分に抑えるためのその具体的な手法、

対応策についてですが、ハード事業実施に当たっ

ては多額の事業費がかかることから、これまで同

様その施設に係る適正な規模や必要な機能の検証、

ランニングコストの分析などを十分行うとともに、

他の施設との統合などもしっかりと議論していか

なければなりません。また、何よりも補助金など

の特定財源を確保し、少しでも初期投資を抑えて

いかなければならないものと考えております。

次に、大項目２、小項目４、名寄市の将来像の

見える化について答弁させていただきます。今後

の各種計画の策定、推進に当たっては、数値目標

の設定とこれに基づく進捗管理がこれまで以上に

重要になってまいります。また、総合計画や総合

戦略については、各部局で策定する数十計画にも

及ぶ各種計画を横断的に統括する計画としての位

置づけからも、目標を端的に明確に示すことが必

要であり、そのことがひいては市民から見て市の

未来、将来像に向けての大きな方向性が見える化

されることにもつながると考えております。その

上で、総合計画、総合戦略を中心に各部局が相互

に連携し、各計画に掲げる目標を具現化するため

の各施策を推進していくという体系を構築してい

くことがまずは重要であると考えております。

以上、私からの答弁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） 私からは、大項目の２

点目、名寄市の課題についてにかかわりまして、

小項目の１、人口動態に対する見解について、小

項目２、人口定着の具体策についてにつきまして

あわせて答弁をさせていただきます。

まず初めに、人口動態及び人口定着の具体策に

ついてでありますけれども、全国的な課題となっ

ております少子高齢化、人口減少、東京一極集中

に対応するため、平成２６年に施行されたまち・

ひと・しごと創生法の趣旨に基づき、名寄市にお

いても平成２７年１０月に名寄市まち・ひと・し

ごと創生人口ビジョン及び名寄市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定し、出生率の向上や社会

減の抑制等具体的な数値目標として掲げ、地域の

産業を元気づけ、新たな力を呼び込む活力があふ

れるまち、人の流れを呼び込み、ここに行きたい、

ここで暮らしたいと思われるまち、ここで育って、

ここで育ててよかったと言えるまち、ここで住み

続けたいと思うまち、ほかのまちと連携し、とも

に安心して暮らせるまち、小さくてもきらりと光

るケアの未来を開く大学があるまちの５つの基本

目標に基づく施策を推進することで、交流人口の

拡大から人口の定着も含めまして将来にわたって

自立的で持続的な地域社会を創生していくとして

おります。

人口動態について申し上げますと、名寄市は道
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内では人口減少が比較的低い自治体に分類されて

おりますが、人口ビジョンの策定に当たりまして

は直近国勢調査をベースに推計をされました社会

保障・人口問題研究所の推計、こちらをもとに足

元の住民基本台帳人口も考慮しながら、当面の間

は国の統計よりもより厳しい推計をしておりまし

て、結果、平成２７年の国勢調査人口の時点にお

きましては人口ビジョンの数字とより近いものと

なっているところであります。しかしながら、足

元の住民基本台帳人口は引き続き速いペースで減

少している状況にあります。人口減少対策の効果

の発現には、ある程度の時間を要することから、

引き続き統計やアンケート調査等も用いまして、

この人口減少の要因をよく分析をしながら、また

施策については随時検証、進捗管理の作業に基づ

き、必要に応じて見直しを行いながら各種施策を

推進してまいりたいと考えております。

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２、小項目３の営業戦略室の成果について申し

上げます。

営業戦略室は、機構改革によってそれまで産業

振興室で担っていた商工業の振興、企業誘致、労

働行政、物産振興、観光振興等に加えて、国内、

国際交流、移住、定住、広域連携等分散していた

業務を集約することにより、これらを総合的な視

点から事業化し、対外的に名寄市を発信、交流人

口の拡大を図り、市全体の経済を活性化させるこ

とを目的に平成２３年度から設置されました。対

外的な発信とあわせ、合併後の新名寄市を旧名寄、

旧風連それぞれの魅力や地域資源についても全庁

的な視点を持って新たな発想からこれらの活用を

検討、協議し、市民と協働によるまちづくりを進

める中で、名寄市を民間の営業という発想のもと

で内外への売り込みを行うといった役割を果たし

てまいりました。

多くの成果がある中で主なものを申し上げます

と、営業戦略室設置の前年に撮影を行いました映

画「星守る犬」の公開に先立ち、完成メモリアル

イベントを望湖台で、完成披露試写会を旧市民会

館で行い、さらにはロケ地のひまわり畑と連動し

たひまわり観光の推進にも多くの市民の皆様の協

力のもと実施し、市民との協働を実感することが

できました。これら観光にかかわる事業全般を今

後どのような方法で誰がどこへ売り込むのかなど

を計画的、戦略的に実施するためのアクションプ

ランとなる名寄市観光振興計画を計画策定市民委

員とともに策定を行いました。本計画の戦略事業

に基づき、観光イメージキャラクターの誕生、ご

当地グルメの開発、ＰＲ、駅前交流プラザよろー

なの開設と観光インフォメーションの設置などに

も取り組み、それぞれ本市のイメージとして定着

をしてきていると考えております。

また、交流事業から波及した事業として、著名

な出演者による演劇やコンサート等、文化的な講

演の実施や台湾からの教育旅行や中高大学生の相

互交流など、さらには首都圏を中心としたふるさ

と会、交流自治体の職員との関係ではこれまで培

ってきた人的な交流の中でさらなる連携、協力関

係を築くことができ、交流人口の拡大につながっ

たと認識しているところであります。これらの事

業については、関連事業を実施する業務を統合す

ることによって実現できたものであり、設置の効

果であったと評価しているところであります。

次に、今後のあり方についてでありますが、今

申し上げたように魅力ある名寄市の情報を効果的

に発信し、経済の活性を促す方策として従来は区

分けをしていた業務を集約化することと、あわせ

て民間における営業という発想のもとに設けた部

局が営業戦略室であります。御存じのように、設

置後７年が経過しようとする中で、平成２８年度

には交流部門を交流推進課として独立させ、現在

に至っているところですが、情勢の変化や成果に

あわせて生じるさまざまな課題を克服するため、

それに必要な新たな対応が求められていることか

ら、営業戦略室設置の基本的な考え方について変
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わるものではありませんが、その推進の母体とな

る組織のあり方については適宜検証を行い、より

有効となるよう今後も見直しを図ってまいりたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、名寄市立総合病院の将来展望につ

いてお答えします。

初めに、小項目１、収支に見る経営状況の見通

しについてですが、まず全国的な傾向としまして

全国自治体病院協議会が行った平成２８年度の決

算見込み調査においては、一般病院の赤字割合は

６ ７％で、平成２２年度の４ ７％から毎年悪

化してきています。当院と同規模の３００床台の

病院では、６ ５％が赤字との結果が出ておりま

す。その分析としましては、１００床当たりの総

収益が ４％増であるのに対し、総費用が ９％

増となっていることを挙げています。このような

傾向については、おおむね当院にも当てはまる状

況にあります。

当院の今年度上半期の収支状況につきましては、

行政報告でお伝えしたとおり ２９１万 ０００

円の純損失となりました。医業外収支と特別収支

を含めた全体の収支では、対前年度比では約１億

円の改善をしておりますが、これは一般会計から

の繰入金を前年より早く処理したことによる収益

の増加も含んでおりますので、上半期実績は前年

度と同等と見込んでおります。これ以降の状況と

しましては、診療科ごとの増減はございますが、

１０月からの全体医業収益が増加してきており、

１２月末段階では若干の改善が見込めるものと予

想しております。例年下半期の収益に影響があら

われるのは、感染症の拡大や気候などの外的要因

と人件費や材料費の改定といった固定経費の増加

が挙げられますので、今後も注意深く対応してい

きたいと考えております。

次に、小項目２、医療スタッフの確保の見通し

についてですが、本年１２月１日現在の正職員数

は研修医を除く医師が５８人、看護職２８９人、

医療技術職７１人、事務職ほか４４人の計４６２

人で、定数上限に近い職員数となっております。

医師については、現在国で議論が進む医師の働き

方改革などにおいて医師の当直業務や時間外業務

などの負担軽減が求められており、今後も地方セ

ンター病院、救急救命センターとしての機能を担

っていくためには、これまで以上に医師数を確保

することが必要となってまいります。また、看護

職員においても在籍数に大幅な増減はないものの、

産休、育休、育児短時間制度の活用がふえてきて

おり、夜勤を担う看護師が不足している状況が続

いております。引き続き施設基準を満たすために

看護職員の確保も必要であることから、上限枠を

３０人拡大させていただいたところです。これは、

来年度当初から職員を大幅に採用するということ

ではなく、条例違反の状態にならないように調整

させていただいたものでございます。

なお、来年度の採用については、看護師１６人、

薬剤師１人、診療放射線技師１人を内定しており

ます。また、現在も引き続き看護師、薬剤師、視

能訓練士、社会福祉士の職種を募集しており、２

月に採用試験を実施する予定であります。今後に

つきましても退職者の補充や職場状況による適正

な人員配置に努めてまいりますので、御理解願い

ます。

次に、小項目３、診療部門別原価計算システム

の成果の見通しについてですが、現在平成２８年

度及び平成２９年１０月までのデータに基づき、

各診療科別の損益状況が確認できる状態になって

おります。また、ＤＰＣデータを活用した医学管

理料などの算定の状況が確認できる機能もあるこ

とから、一部の算定率が低いものについて確認作

業や改善対策なども既に実施しているところであ

ります。毎年１月から２月にかけて各診療科代表

者と院長、事務部長との面談を実施し、診療体制

や稼働状況などについて協議しておりますので、
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今年度はその場において診療科ごとの損益状況の

情報を共有し、有効な改善策を見出すことが可能

と考えております。

次に、小項目４、環境整備の見通しについてで

すが、議員御指摘のとおり冬場は積雪の状況によ

る影響によりまして第１駐車場北側の出入り口付

近は狭くなり、見通しが悪い状況にもなります。

市道を管理しております建設水道部と連携を図り

ながら、道路、歩道、駐車場内の除排雪を適切に

行うなど、安全確保に努めてまいります。

また、民間の借り上げ駐車場に関しましては、

新館建設に伴う職員駐車場の不足を解消するため

一時的に用意してきたところであり、現在７カ所

を契約しております。本年１１月に一連の駐車場

整備事業が完了いたしましたので、最も利用の多

くなる冬期の利用状況を調査し、冬の駐車場に関

しましては新年度の契約更新を行わないなどの検

討をしていくこととしておりますので、御理解願

います。また、職員には通勤時の運転について改

めて通学の児童生徒に配慮するよう注意喚起を行

い、事故の防止に努めてまいります。

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） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、再質問でさらに議論を深めて

いきたいと思いますけれども、最初に病院のほう

でありますけれども、病院のほうは午前中も除排

雪いろいろ部長とやりとりがありましたけれども、

なぜか通告した後、聞き取りが終わった後土日ま

でには病院の周辺の排雪がきれいに終わっており

まして、どうしたのかなというぐらいでしたけれ

ども、それでもまだ依然雪が降っておりますので、

どうもあそこは入り口は１車線、１車線というこ

とで入っていくので、今度中に入ると一つ一つの

駐車場の割りが幅が狭いということもあって非常

に危険であるし、夜多分患者さん入ってそのまま

入院されたのでしょう。車がそのまま置いてある

ところは山のように雪が積もっておりまして、ち

ょっとほかに支障がありますので、この辺は岡村

事務部長はよく御承知だと思いますので、今後注

視して、何回も申し上げますけれども、病院に通

っているところで事故があるというのは余りにも

笑えない話になりますので、ぜひ注意をしていた

だきたいと思います。

また、詳細については３月の予算委員会に院長

が来られたとき、関係者が来られたときにまた御

質疑をさせていただきたいと思いますけれども、

１つずっと事務部長もそうでありますし、院長も

そうでありますけれども、やっぱり来年度の診療

報酬の改定というのに大きな期待を寄せておりま

す。ここも連日与党、あるいは政府、あるいはい

ろんな関係機関でそれぞれ報道が出ていますけれ

ども、最近の改定幅でいうと政府与党は診療費、

あるいは入院費などの本体部分の引き上げ幅につ

いては ５％を軸に調整に入ったという報道がさ

れておりますけれども、この医療費のものについ

て、これは病院としてこれからの病院経営に大き

く影響するものでありますので、予想どおりの数

なのか、それとも余りにも低いのか、その辺はど

ういう判断をしていくのか。この ５％、今後も

それこそ松岡参事監はお詳しいと思いますけれど

も、財務省なりの交渉では動くのかもしれません

けれども、これがどういう状況になっているのか、

ちょっと今後の経営という意味を含めてどう判断

されているのかお伺いしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 直近の

報道によりますと、来年度の診療報酬改定、医療

の部分に関しましては本体が ５５のプラス、薬

価が ３６のマイナス、材料費が ０９のマイナ

スということでございまして、そのほかに薬価の

制度改正の関係で ２９マイナスということで出

ております。トータルとしましては、マイナス

１９というようなことが最終的に決定していると

いう報道がされているのに接してございます。こ

の本体の ５５プラスという部分なのであります
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けれども、前回平成２６年の診療報酬改定の際も

そうでしたが、これは平均していったときの数値

ということでございまして、前回の改定のときも

かかりつけ医ですとか在宅といったところに大幅

なプラス部分がございましたので、いわゆる一般

病院がなかなか手を出せる領域でないところがプ

ラスだというようなことでございまして、この１

年間の病院の収支については４５％ぐらいが悪化

しているというような状況が出ています。この

５５のプラスの部分にどのような部分がプラスに

なっているのか、うちの病院が取得している施設

基準等にどこまで影響するのかというのはこれか

らになりますので、２月ぐらいにかけてこれから

精査をしていこうという状況にございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） その状況の中でも今

の状況では厳しいという見方なのか、このまま推

移してくれればという見方なのか、お答えをいた

だければ。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 現段階

でどこの部分がプラスになっていくかというとこ

ろの予想しか出ておりませんので、厳しいものに

なるのではないかというふうに見ておいたほうが

いいだろうということでございます。ただ、いろ

いろな部分、これから取得できるものは取得して

いく準備も整えておりますので、そういったもの

の効果も期待するところはございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 病院会計については、

ずっと赤字が続いているということもありますの

で、これはちょっと我々も注視をしていかなけれ

ばいけないことだというふうに思いますので、そ

れも含めて来年の予算委員会をまたやりたいとい

うふうに思いますので、よろしくお願いします。

それでは、ちょっと財政的にお伺いしたいと思

いますけれども、訓令の中でも非常にトーンアッ

プをして財政の苦しさは部長がおっしゃるとおり

楽観視できるものではないというところがどんど

ん、どんどん強くなってきている状況にあります

けれども、結局は当初概算要求額は歳入の見込み

が８億 １７０万円上回ったという状況でありま

すけれども、これは例年から見たらそんなに大き

な幅ではないのかもしれませんけれども、総務部

長はこの数字というのはニュアンスを含めてどう

いうふうに押さえていらっしゃるかというのをお

伺いしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今現段階でのという

ことでしたよね。８億円ということで……

（何事か呼ぶ者あり）

〇総務部長（中村勝己君） 歳入が約２１４億

０００万円で、歳出が２３０億 ０００万円。１

６億……

（何事か呼ぶ者あり）

〇総務部長（中村勝己君） いずれにいたしまし

ても、少し原課のほうから今現段階で集約した歳

入については原課の要望のほうが多いということ

でございまして、これは当初それぞれ予算編成に

向けての訓令なり、私からの事務文書も送らさせ

ていただいておりますけれども、その超えた部分

についてはこれから財政調整基金も含めてという

ようなことになるかどうかわかりませんけれども、

いずれにしても今財政課長の査定の段階でござい

ますし、年明けからまた市長査定というようなこ

とでございますので、その中で事業の選択等して

いくことになるかというふうに思っています。

超えたことについてという、どうこうというこ

とではないのですよね。これをどういうふうに思

うかということですよね。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 済みません。ちょっ

と算数ができなかったみたいで、申しわけないで

す。

言っているのは、結局はこれだけ厳しい訓令あ

るいは総務部長事務連絡を含めて、財政の将来的
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見通しも含めて相当厳しいよと言っていても、原

課としてはやはりこのぐらいの事業をしたいと。

特に今回は通年で計上してくれと、このぐらいや

るのだという意識のあらわれとして受けとめられ

ているのか、要するに訓令なり事務連絡の通達の

浸透性というのがまだまだ足りないという認識の

上でのこの１６億円という数字なのかという認識

を部長はどういうふうに感じていらっしゃるかと

いう。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 訓令なり事務文書、

事務連絡を出してございますけれども、それぞれ

担当のほうでは、これまであるいは２９年度にお

いて私どももそうですが、まち懇なり地域のいろ

いろな皆さんの声を聞きながら新年度予算に反映

をした結果ということにはなるかと思っています。

それぞれ原課の中でも一定程度事業を選択をしな

がらということでございますけれども、残念なが

ら全体的な予算の中で次年度に送るような部分は

あるかと思いますが、私はある意味では原課のほ

うで市民ニーズを捉まえた結果であって、今後ど

のような形になるかというのはまた別だというふ

うに思っているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） そうすると、やはり

原課と財政当局、財務との感覚の差異というのは

それほど埋まっていかないということになると、

例えばさきに示された中期財政計画によると平成

３１年度以降普通建設事業は２０億円、これに抑

えていっても現状のままで推移すれば２９年度９

月補正後の備荒資金超過納付金を含め１０４億

２３６万 ０００円だった基金残高が３４年にお

いては４３億 ６４６万 ０００円というふうな

見通しになっていくというふうに、実に５８％の

減少ということになりますけれども、特に財政調

整基金は１７億円から７億 ０００万円という状

況、減債基金も１８億円から１１億円という試算

されておりますけれども、こういう状況が相当想

定されるという状況、要するに職員の皆さんの認

識がやはり市民ニーズをキャッチしたいというこ

とでいけば、こういう状況がやはり出てくるとい

う認識でいらっしゃるのかどうなのか、改めてお

伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 予算編成に当たって

は、先ほども申し上げましたけれども、それぞれ

原課のほうで日ごろの市民ニーズなど捉まえなが

ら予算編成に向けての新しい制度であれば制度設

計から始まって、それぞれ取り組んでいただいて

おります。私は、ある意味では予算編成の結果と

いうのは一定程度財政のところでトータルの数字

も見なければなかなかわからない話なものですか

ら、例えば前年度踏襲の予算でというようなこと

であれば当然原課のほうでは従前同様にしかやら

ないわけで、そういう工夫も凝らして原課のほう

でしっかりと市民ニーズを捉まえた結果というこ

とでございまして、決して職員が財政的に楽観視

できないという厳しい状況というのを捉まえてい

ないからという結果ではないというふうに私は思

っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 決して誰もそんなこ

とは言っていないです。それは余りにも部長、認

識が、ちゃんと質問を聞いていただきたいのです。

後でまたやりますから、いいです。

名寄市の課題ということに行けば、ここからち

ょっと答えられるのなら市長にお答えをいただき

たいのですけれども、今回の定例会というのは当

然ながら例年から見ますと大きな意義があるとい

うのは、市長がもう３期目の立起を表明されたと

いうのが１つ。年明けの第１回定例会というのは、

市長選前の定例会ということなので、各派の代表

質問がないということでありますので、そういう

意味を含めれば今回市長の考え方をお聞きするの

はある意味できょうが最高かなという感じもしま
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す。これは、お答えできるものだったらお答えい

ただきたいし、数字的なものであったら事務方で

もお答えいただきたいと思いますけれども、まず

名寄市の課題としてきょう午前中にも議論があり

ましたけれども、ことし議会報告会をやっている

ときに曙地区に行ったとき、曙の北出さんから出

ている議員全員名寄市の課題は何だと。皆さんは

何と考えるという質問があって、私は過疎と少子

高齢化という話をしたのですが、やはりそこは名

寄のこれはいろんな意味で基盤を支えているのは

人口でありますので、考えているのですが、先ほ

ど人口の動向の答弁もありましたけれども、特に

６０歳以上で名寄を出ていく方というのは、この

１０年間どの程度いるというふうに押さえていら

っしゃいますか。

〇議長（黒井 徹議員） 松岡参事監。

〇参事監（松岡 将君） 直近の何年かで６０歳

以上の転出者という観点から、数字をまずという

ことだと思いますけれども、直近の数字を見ます

と６０歳以上で転出する者は男女合わせまして大

体１００人から１５０人の間の数字がここしばら

くの傾向であるというふうに把握しております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 私も今回この質問す

るので、調べさせてもらったら、平成１８年度、

合併のときでありますが、このときは男性５２人、

女性６５人ということで、１１７人が６０歳以上

の転出でありました。ところが、平成２５年度以

降は今参事監おっしゃるように１５０人ペースで

名寄から出ていっていらっしゃる。１８年度から

２８年度、昨年度まででトータル ４７３人、６

０歳以上の方が名寄から離れていらっしゃるとい

うことでありまして、全体的には転出者は１万

７４３人ということでありますので、 ８６％。

年によっては９％を超える６０歳以上の方が出て

いる。なぜ６０歳以上にこだわるかというと、６

０歳以上というと一番ある意味では、先ほど佐々

木議員の質問にありましたけれども、年金をいた

だいて、そろそろ安定した生活をしていこうと思

って、この地へ住もうということではなくて、ほ

かへ行こうという方がこれだけいらっしゃるとい

うことが非常にやっぱりつらいというか、悲しい

ことだというふうに思うのです。これは、午前中

高野議員と天野部長のやりとりもありましたけれ

ども、高野議員が言っているのは昔というか、名

寄に６０年お住まいになって、市の交通安全運動

推進員をやっていた吉田雅美さんという方がいら

っしゃったのですけれども、この９月に名寄を離

れて札幌に行きました。８月に病院でたまたま会

ったときにその方がおっしゃるのは、もうこのま

ちに住めないと。俺も歩けないし、足痛いし、や

っぱり家の周りの雪さえもどけられないのだよと。

とてもではないけれども、俺は住めないのだと。

病気の総合病院みたいな人で、総合病院にあちこ

ちかかっていましたから余計そうかもしれません

けれども、その方が出て娘のところへ行くと。知

り合いもいないけれども、娘のところに夫婦で行

くのだということで言っていたときに、最後悪い

けれども、俺たちが住めるようなまちにしていっ

てくれなという話で出て、これはある意味では遺

言かなと思って聞いていましたけれども、やっぱ

りそういう人たちが本当に安心してできる。それ

は、交流人口が、昼間人口も大切ですけれども、

本当に名寄で頑張ってきた人たちがこの地でしっ

かり暮らせるようなまちの施策がないと、やはり

こういう状況がずっと続いていくのでないか。札

幌にマンション持っているから、札幌行きましょ

う。雪がなくて、きょうもテレビを見ていたら、

札幌は全く雪がない。名寄はすごく雪があるけれ

ども、ああいうところにやっぱり行きたいなとい

うのが出てきたときに、本当にこのまち大丈夫と。

一番底辺で支えてくれる人たちがいなくなるよう

なまちになっては困ると。それは、にぎわいも大

切、若い人が来たり、いろんな交流人口で活動も

大切ですけれども、そういう人たちがしっかり、

もう今は我慢できるけれども、今我慢してももう
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ちょっといいところがあるよと言えるような施策

があってもいいと私は思いますけれども、市長は

この数字と現実をどういうふうにお考えになりま

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ６０歳以上の高齢者の方

の転出についての言及がありまして、その当事者

の方のお言葉も大変重たいものと受けとめさせて

いただきます。

いろんな要素があると思います。当然除排雪が

大変でというようなことも一つの要素としてはあ

るのかもしれませんけれども、一方で今６０歳以

上でも勤められている方というのもたくさんいら

っしゃって、その方たちの転出ということも実は

この中身には入っているというふうにも思います

し、昨日の東議員のお話の中でも非常に示唆に富

む話がありましたけれども、今本当少子高齢化で、

子供が少ない中で頼る子供がもう限られてきてい

て、地元に残っていないという方がやはり一つの

転機としてその子供たちに引っ張られていってい

るという事例もあるのでないかなと。かなり多い

のでないかなというふうに思います。そうしたこ

とをしっかりと食いとめていくには、さまざまな

方策が必要だというふうに思います。高齢者の皆

さんがなかなか一戸建てで今住みにくいというこ

とに関しては、名寄は医療がしっかりしている環

境だということで、実は転入もかなりふえてはき

ているというふうにも思っています。加えて昨今

では、民間のサービスつきの高齢者の居宅、集合

居宅施設が徳田だとか町中にも出始めてきている

と。これは、民間の介護事業者や病院だとか医療

関係者としっかりタッグを組んでやっているケー

スでありまして、こうしたことがふえていくと一

定のそうした人たちの歯どめがかけられるハード

施設ができるかもしれないと。ただ、問題はさっ

き言ったように、本質の問題というのがそこに横

たわっているとすると、そうしたこともあるけれ

ども、もう一方でやはり若い人たちがさっきもお

話がありましたけれども、四十数％帰ってきたい

というような声もあるということだから、そうい

う若い人たちもここにきちっと住めるような、こ

こに住みたいと、ここに来たいと思える環境をさ

らに整備していくということも大変重要な課題だ

というふうに思います。総合的な移住、定住施策

をしっかりと推し進めていくということは、非常

にこれからのここ直近の５年、１０年の大事な政

策にもなっていくのではないかなというふうに思

っておりまして、改めて名寄市のよさも生かしつ

つ、こうした定住策をしっかりと整えていきたい

というふうに考えておりますので、これからも御

指導をお願いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 私は、どちらかとい

うと定住をちゃんとすべきだと。日曜日でしたか、

うち豊栄町内会で、除雪ボランティアというのを

やりました。たまたま名高野球部が応援に来てく

れて１８人来ていただいたので、やろうというこ

とでしたのですけれども、実質高橋議員も参加し

ましたけれども、大人８人です。もう大人ができ

なくなっている状況が見えてきて、なおかつ歩い

てみて思いますけれども、相当一軒家があいてき

ている。あそこのおばあちゃんどうしたのと。い

や、娘のところへ行ったわと。このおじいちゃん

はと言ったら、いやいや、病院だわと。そのまま

何か息子のところへ行くみたいという状況が余り

にも多くなってくると、これは除雪とか排雪とい

うことではなくて、本当に高齢になってもこのま

ちで楽しいやといられるようなまちがあってもい

いのだ。例えば今いつも言いますけれども、地域

コミュニティーは崩壊しそうだというのは町内会

の加入ばかりではなくて、やっぱりお年寄りがし

っかり活動できるような環境をつくらないとなら

ない。敬老会もそうですけれども、もう敬老の人

たちを敬老者が祝うようなシステムになってきて

いる。それでも、どんどん町内会の加入率が低く

なるとやっぱり経費がかかってくるから、だけれ
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ども市から来る敬老補助金はカットしたまま。先

ほどの福祉バスもありましたけれども、もっと利

用しやすいようにすればいいけれども、結局やっ

ぱりお金がかかるようにしてしまうということか

らすると、もっと楽しくこのまちで暮らせるよう

な施策があってもいいのではないかと。それが場

合によっては成果に結びつかないかもしれないけ

れども、６０歳以上になっても楽しく一人でもこ

のまちで暮らせるような、お金のある方はいいで

すよ。お金のある方は有料でいいところに行けば

いいのだけれども、本当にちまちまと一つの部屋

で冬の寒さを過ごしているような人たちにも安心

して暮らせるまちというのは、施策の中に見えて

こないとなかなか市民の人が頑張れるような状況

にならないし、名寄を離れた人たちがやはりおや

じ、おふくろ頑張ってくれよと言えるようなまち

にしていくことが私は理想かなという。これは、

あくまでも理想論です。それが施策の中に見えて

くるようなものがあってもいいと思うのですが、

その辺は市長はどういうふうにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 一方でというか、佐々木

議員のきょうのお話もありましたけれども、全体

的に日本は今人材が不足していて、高齢者の皆さ

んが活躍しないと社会がもたないという時代がも

う来ています。私もよく東京とかに出張すると、

今例えばもう外食産業だとかコンビニだとかとい

うのは外国人も多いのですけれども、本当に高齢

者の方が働いています。そういった環境が都市部

ではもうかなり出てきていて、当然地方都市でも

こういった状況にならざるを得ないというか、な

っていくのだろうと。やはり多様な働き方はある

としても、できれば７０歳、７５歳までその年齢

や体力に応じて社会に貢献をしつつ働いていただ

くということがまず大変これから社会を維持して

いくためにも重要になっていくのかなというふう

に思います。

加えてさまざまな生涯学習の楽しみというか、

そうしたことも地域でつくっていくことも大事で

しょうし、包括ケアという概念の地域でそうした

高齢者の皆さんをどう守っていくかということも

これから非常に重要になっていくのではないかと

いうふうに思います。コミュニティースクールを

それぞれの学校で今進めようとしておりますけれ

ども、学校を地域で育てていくという観点もこれ

ぜひ高齢者の皆さんの出番だというふうに私は思

っていて、そうしたことでやりがいを持って地域

に溶け込んで、その皆さんが本当に生きがいを持

って地域で活躍をしていただく。あるいは、みん

なで住みよいまちづくりをしていく。あるいは、

包括的にみんなでケアしていくというような地域

社会をつくっていくということも非常に重要なポ

イントになってくるのではないかというふうに考

えています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） 私は、そういう意味

からいっていろんな施策あるいは計画、しっかり

市民の皆さんの目に届いて、市民の皆さんがとも

に頑張れるようなものにしていかなければだめだ

と。一つの機構として営戦の話をしました。見直

しというか、点検の話をしましたけれども、営戦

が悪いと言っているのではないのです。やはり今

名寄で必要なのは、いろんな計画を各部署でつく

るのですけれども、その基本はあくまでも総合計

画はわかるのですけれども、それをもっと市民の

皆さんの目に届くような形にしていかないと、な

かなか一緒に頑張ろう、一緒にやろう、高齢にな

っても俺やれることあるぞと思うような場所がな

いのと先ほども言ったように財政的をも含めて、

やはりそこがたがになるのではなくて、そこを使

うところは使う、使わないところは使わないとい

う厳選をできるセクションというのが、ある意味

では政策と財政といろんなものが一緒になるよう

なセクションが今名寄市に見えないとならないの

ではないかと。これは、ある意味で私の考えです

ので、それを押しつける気はないですけれども、
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今そういうことをすることがもうちょっと頑張れ

る。もうちょっといればこうなるかもしれないよ

と、こうなるよと言えるような環境をつくるよう

なセクションが役所の中にあってもいいと思いま

すけれども、市長はその辺はどういうふうに。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 人口減少の課題というの

は、もう全庁的にこれは連携してやっていく問題

だというふうに思います。営業戦略室というのは、

私の当時の思いは役所を企業と見立てて、人をど

うやったら誘致できるのか、外貨をどう獲得でき

るのかというところの集中的なところを担任して

もらうということで、ひいてはそういう営業とい

うマインドを全庁にも浸透させる、そんな思いも

あったところでございます。

改めてこの総合計画をいかに具現化して市民の

皆さんとともに協働のまちづくりをしていくかと

いうのは、これは一朝一夕でできるものでもない

し、これからも総合計画をつくって終わりではあ

りませんので、事あるごとにいろんな場面で地域

の皆さんとじかに話しする機会をたくさん設けて、

また議会報告会でも議員の皆さんもそうしたこと

で御協力をいただいて、感謝を申し上げますけれ

ども、常に胸襟を開いて、市民の皆さんとともに

語り合いながら、これからのまちづくりを考えて

いくと。そういう姿勢を常に忘れず、これからも

邁進をしていきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇１４番（佐藤 靖議員） よく市長も口にされ

ますし、やっぱり住みよさランキングというのは

言います。ことしでいえば名寄は道内３位、全国

で１９１位ということでありますけれども、北広

島、帯広に次いで名寄ということですけれども、

ちょっと国の財政状況と地方財政の今後という松

岡参事監の資料を見せてもらうと、こういうこと

かというのがわかった。住みよさランキングって

何で決まるかというと、安心度、利便度、快適度、

富裕度、住居水準充実度。この中で名寄が一番全

国的に上位だというのは、利便度が１１位、これ

が押し上げている理由なのかなと。安心度１５２

位、快適度１７９位、富裕度６７７位、住居水準

充実度６０６位。では、この利便性というのは、

利便度というのは何で計算するかというと人口１

人当たりの小売業年間販売額、人口１人当たりの

大型店店舗面積、要するに人口が減っていけばこ

こは上がってくるという、そういうことが住みよ

さランキング。全体的にはそうなのかもしれない

ですけれども、お年寄りでも本当に住みよさラン

キングになっている、多分名寄市民の皆さんで住

みよさランキングを実感されている方は少ないと

思いますけれども、ぜひ名寄の住みよさを実感で

きるような施策なり運営をやっぱり今すべきでは

ないか。これだけ６０歳以上の人口の方が出てい

くような状況が今後も推移したら、本当にやっぱ

り名寄はもたないという気がします。生活が安定

して６０歳以上年金もらって、そろそろ退職金も

らって、では札幌へ、いや、旭川へという状況で

はやはり名寄はもたないと思いますので、ぜひそ

ういうまちをつくることを強く求めて、終わりた

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

子供、子育て支援について外２件を、塩田昌彦

議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告順に従い順次質問してま

いります。

大項目の１、子供、子育て支援についてお伺い

をいたします。国は、少子化対策として幼児教育

の無償化など、子供、子育ての支援策について検

討を行っております。そこで、名寄市の支援の状

況についてお聞きをいたします。開設から２年が

経過した名寄市地域子育て支援センターひまわり

らんどの利用状況とひまわりらんどで行われてい

る親子で楽しむ講座や催しの開催など、子育てに

取り組む支援の現状と子育てコンシェルジュが対



－134－

平成２９年１２月１９日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号

応する育児や悩み相談などサポートの現状につい

てお知らせください。

また、名寄市ファミリー・サポート・センター

の委託開設から１年が経過をいたしました。ファ

ミサポの利用や提供における対応など、現在の状

況についてお知らせください。

次に、大項目の２、強い農業基盤の整備状況に

ついてお伺いをいたします。日本の農業は、国が

進めている経済連携協定のあおりを受け、道内の

農家や生産者にとって厳しい時代を迎えようとし

ております。環太平洋連携協定、ＴＰＰは、アメ

リカを除く１１カ国で大筋合意され、酪農大国オ

ーストラリアやニュージーランドに加え、欧州と

の経済連携協定、ＥＰＡ交渉も１２月８日に妥結

をいたしました。その影響による輸入増がダブル

パンチとなり、道内の酪農業や養豚業が大打撃を

受けることとなります。乳製品や豚肉の関税引き

下げや撤廃など、安価な輸入品の拡大から消費者

にとっては豚肉や牛肉、チーズやバターなどの乳

製品が値下がりをするため大歓迎になるというこ

とでありますけれども、農家や生産者にとっては

競争激化は避けられず、乳製品の原料となる加工

牛乳の価格の下落が予想される中、乳価下落が及

ぼす影響など、農家経営の悪化が懸念をされます。

そこで、小項目の喫緊の課題である農業労働者

の確保に向けた取り組み、ＴＰＰ、ＥＰＡに対す

る農業施策の対応策や強い名寄市農業の構築に向

けた酪農、畜産基盤の安定化について、対策につ

いてお聞きをいたします。

次に、大項目の３、公共建設工事における入札

参加資格登録についてお伺いをいたします。名寄

市発注の建設工事の指名願は、年度当初に名寄市

が指定する期日までに入札参加資格申請を行い、

名寄市競争入札参加指名基準に準拠、決定される

ものと理解をしております。

小項目の１の入札参加資格認定における格付と

入札指名について、小項目の２と３の条件つき一

般競争入札の実施に当たり、一般競争入札の認定

基準、特定ＪＶ及び経常ＪＶの資格申請時期につ

いてお知らせをください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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

いま塩田議員から大項目で３点にわたって御質問

をいただきました。大項目１につきましては私の

ほうから、大項目２につきましては経済部長から、

大項目３については総務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。

初めに、大項目１、子供、子育て支援について、

小項目１、名寄市地域子育て支援センターひまわ

りらんどの利用の現状についてお答えいたします。

気軽に利用でき、同じ子育て世代同士の交流を図

ることができる地域子育て支援の拠点施設として、

平成２７年１０月２７日にひまわりらんどがオー

プンし、２年が経過いたしました。常設の子育て

支援センターとなったことにより、親子で制作な

どを楽しむ親子あそびの広場や親子講座などの取

り組みもこれまでよりも多く開催することができ

るようになり、毎月定期的に開催している身体測

定や今年度から多く取り入れております１歳児の

キッズクラフトやゼロ歳児のベビークラフトとい

ったおもちゃづくりなども毎月開催していること

で、多くの参加をいただいております。

現在のひまわりらんどに来ていただいているお

子さんの登録人数としましては、ゼロ歳が３５人、

１歳が１４９人、２歳が１４２人、３歳が１１１

人、４歳から６歳までが１３７人の合計５７４人

の登録をいただき、来館の状況としましてはゼロ

歳児から２歳児までのお子さんの来館が８割を超

している状況となっております。昨年度は ４６

２組、１万 ４１９人の親子に来館いただき、本

年度においては１１月末現在で１万 ０００人を

超える来館があり、夏場の快適な環境としてのエ

アコンの設置を初め、工夫を凝らした講座を心が
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けていることから、昨年よりも多いペースとなっ

ております。本年度は、さらに毎週火曜日、木曜

日の２日間名寄市立大学の実習として大学生と先

生が来館し、子育て支援の実施を行っております

が、その際に大学の先生と講座の話の相談をした

中で、赤ちゃんと親の心と体が触れ合うことによ

り、親子のきずなを深めるタッチケア講習や各年

齢期の子供の発達についてなど新たな講座がふえ

ている状況もございます。

次に、子育てコンシェルジュへの相談を初め育

児や悩み相談の状況についてお答えいたします。

子育てコンシェルジュについては、主に保育所や

幼稚園、認定こども園などの入園、入所に関する

相談と保育サービス全般にかかわる相談を受け付

けております。１２月には幼稚園等の願書受け付

けが開始されることから、１１月には入園、入所

についての講座を実施し、その際にも多くの相談

を受けております。ほとんどが幼稚園の入園に当

たっての相談で、保育料金等の相談もございます。

また、ひまわりらんどの職員全員が受け付けして

おります育児相談につきましては、基本的生活習

慣として睡眠、離乳食、食事を初め育児の方法な

ど発育、発達の相談がされております。相談を受

けている保育士としては、一人一人のお子さんの

状況を聞き、保育士としてのこれまでの経験を踏

まえて相談を受けた保護者に寄り添った回答をし

てきております。

次に、小項目２、名寄市ファミリー・サポート

・センターの現状についてお答えいたします。昨

年１０月に事業開始しましたファミリー・サポー

ト・センター、通称ファミサポですが、現在の会

員数、１２月８日現在ですけれども、利用会員が

１１４人、提供会員が２０人、両方会員１２人の

合計１４６人の会員が登録しております。昨年の

事業開始以降の利用状況としましては、１０月か

ら３月までの実績としては少ない状況でしたが、

４月以降は１１月末現在で利用回数１０２回、利

用延べ時間２９１時間の利用がございます。主な

利用の内容としましては、保育所、幼稚園の登園

前、帰宅後の預かりが４回、保護者の就労による

援助が９回、保護者の外出等の場合の援助が３１

回、保護者の病気やその他休業の場合の援助が５

８回でございます。利用の内容としてはさまざま

ですが、一時預かり保育や延長保育など保育所や

認定こども園等での対応が難しい子育ての援助に

ついて、ファミサポの提供会員の協力によりサポ

ートがされてきております。

ファミサポの利用や提供における対応状況につ

きましては、ファミリー・サポート・センターの

事業の実施要綱において子供の預かり場所は原則

として援助を行う会員の自宅とすること、ただし

子供の預かりの援助を行いたい者と援助を受けた

い者との間で合意がある場合はこの限りではない

とされており、原則は自宅でのサポートをお願い

しておりますが、ここほっとやひまわりらんどを

活用したサポートも可能とさせていただいており

ます。今年度の利用回数１０２回のうちの半分程

度がここほっとのキッズスペースを利用した援助

となっており、ファミサポの利用についてここほ

っとを活用することで促進されてきております。

現在のところひまわりらんどにおける利用につい

てはありませんが、今後も提供会員並びに利用会

員が利用しやすい状況をつくってまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、強い農業基盤の整備について、初めに小項

目の１、喫緊の課題である農業労働者の確保対策

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方策を検討す

るため、市立大学の協力を得て調査に取り組み、

今後の対応仮説として提案をいただいたところで

ございます。
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現在の取り組み状況についてでございますが、

さきの調査をもとに実施体制づくりに時間をかけ

ないで取り組める短期的なものと実施までに一定

の期間を要する中長期的なものとに区分をし、取

り組みの実現に向けてＪＡと協議を進めていると

ころであります。まず、短期的な取り組みとしま

しては、スポット的な労働力の確保に向けて大学

生など農業未経験者がアルバイト先として農作業

に従事してもらうための条件整備やマッチングな

どのシステムを構築するため、試験的な取り組み

に向けて現在検討を進めているところであります。

また、中長期的な取り組みといたしましては、地

域の作業受託組織や機械利用組合による地域を超

えた横断的な取り組みへの可能性についての検討

や雇用環境の整備に向けた法人化の推進について

取り組みを進めてまいります。

次に、小項目の２、ＴＰＰ及びＥＵとのＥＰＡ

協定に対応する農業施策について及び小項目の３、

将来を見据えた生産基盤の安定化対策につきまし

ては、関連がございますので、一括して申し上げ

たいと思います。ＴＰＰにつきましては、米国の

離脱宣言を受け、本年１１月に１１カ国による大

筋合意がなされました。また、これに先立ち本年

７月にはＥＵとの経済連携協定の大枠合意に至り

ました。これらの合意を受け、我が国は本年１１

月２４日にこれまでのＴＰＰ関連政策大綱を改定

し、総合的なＴＰＰ等関連政策大綱を決定したと

ころでございます。

ＴＰＰなどによる影響についてでございますが、

主なものを申し上げますと、いずれも長期的な視

点となりますが、小麦につきましては輸入小麦や

小麦製品の価格低下による影響が、バレイショに

つきましてはでん粉価格の低下が、牛肉につきま

しては乳用種を中心に輸入牛肉と競合する国内産

牛肉全体の価格下落が、豚肉については低価格部

位の輸入に伴う国内産豚肉の価格下落がそれぞれ

懸念されているところでございます。また、牛乳、

乳製品につきましては、低価格の脱脂粉乳、チー

ズなどの輸入増加によりまして国産脱脂粉乳、チ

ーズの価格下落などによる加工原料乳価の低下が

危惧されているところでございます。

これに対する国の総合的なＴＰＰ等関連政策大

綱の内容についてでございますが、国際競争力の

ある産地イノベーションの促進といたしまして産

地パワーアップ事業による高性能な機械、施設の

導入などによる高収益作物、栽培体系への転換な

どの推進、畜産・酪農収益力強化総合プロジェク

トの推進といたしまして畜産クラスター事業によ

る生産拡大や生乳供給力の向上などの推進が示さ

れるとともに、経営安定と安定供給のための備え

として小麦に関しましては経営所得安定対策の実

施、畜産、酪農については肉用牛肥育経営安定特

別対策事業、いわゆる牛マルキンと養豚経営安定

対策事業、同じく豚マルキンにおいて生産費と粗

収益との差額に対する補填率の引き上げ及び制度

運営に対する国庫負担水準の引き上げのほか、加

工原料による生産者補給金制度については制度の

対象に新たに生クリームなどの製品向け生乳が追

加されるとともに、単価につきましても将来的な

経済状況の変化を踏まえ、適切に見直すこととさ

れてございます。

ＴＰＰなどの協定に基づく農畜産物の輸入規制

見直しによる影響に対しましては、今申し上げま

したような国の事業により対策が講じられるもの

と認識をし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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

公共建設工事における入札参加資格登録について、

小項目１、入札参加資格認定における格付と入札

指名について申し上げます。

名寄市が発注する建設工事の入札参加資格につ

いては、名寄市建設工事請負業者格付基準に基づ

き、市内業者及び準市内業者のうち土木、建築に

登録された建設業者を格付しております。格付の

方法といたしましては、建設業法で定められた経
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営事項審査での総合評定値による客観的要素の判

定数値と工事施工成績の評定点から算出した技術

評定値及び公共施設等への愛護活動や地域におけ

る奉仕活動などの社会的要素に係る付与点数の主

観的要素の評定数値の和により総合評定数値に基

づき資格審査委員会にて審査をし、２ランクに格

付しております。この格付につきましては、競争

入札において工事の予定価格に対応する等級で指

名基準または資格要件としております。

次に、小項目２、市内限定一般競争入札の認定

基準について申し上げます。名寄市一般競争入札

実施要綱第２条にて市内限定一般競争入札の定義

として、名寄市市内業者及び準市内業者の認定基

準を満たしている者を対象とする条件つき一般競

争入札と定めております。認定基準では、常時契

約を締結する事務所として市内業者については市

内に本店や本社を有している、準市内業者につい

ては市内に支店や支所、営業所を有していること、

また法人については名寄市に法人登録がなされ、

法人に係る市税の納税義務を有していること、個

人事業主においては市内に住民登録があり、市税

の納税義務者であることなど市内業者、準市内業

者として認定するために必要な要件を定めており

ます。発注におきましては、中小企業の受注機会

の確保を図るとともに、地域経済の活性化を目指

し、契約の適正な確保を前提として市内業者及び

準市内業者を優先的に指名し、入札等審議委員会

の審議を経て業者選定を行っております。

次に、小項目３、一般競争入札における特定Ｊ

Ｖ及び経常ＪＶの資格申請時期について申し上げ

ます。本市におきましては、名寄市建設工事共同

企業体運用基準により建設業の健全な発展を図る

とともに、効果的な施行や履行を確保するため活

用する特定ＪＶ及び経常ＪＶの取り扱いについて

定めております。特定ＪＶについては、特殊な技

術と施工実績が求められる大型工事が対象であり、

申請時期は対象となる工事ごとに告示をしており

ます。また、経常ＪＶについては継続的な競業関

係を確保することにより施工能力の向上を図るこ

とを目的とした企業体であり、毎年４月に申請を

受け付けしております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。時間の限

り再質問をさせていただきます。

まず、子供、子育ての部分に関して今回質問を

する背景としては、１１月に茨城県の水戸市に子

育ての関係の施設を研修をさせていただいたとい

うふうなこともありまして、そこで取り組んでい

ること等含めて、やはりそこはもう１０年になる

わけです。２施設あるわけですけれども、一つの

施設は５年、そして一つの施設は１０年というふ

うなことで歴史は長いわけですけれども、そんな

ことがあっての部分で今回質問させていただきま

した。これまで私も何度となくこのひまわりらん

どに関する部分としては質問をさせていただき、

そして開設から２年経過をしますが、それまで施

設をつくってからやはり使い勝手という部分も含

めた中でいろいろ行政として対応していただいて、

利用される方たちに喜ばれているというふうなこ

と、それからことしの４月においては保育士さん

を増員をしていただいて、そしてこのようにサポ

ートしてくださっているということで感謝したい

というふうに思います。

その中で、もう当初模索して始まった内容から、

今は先ほど催しとか、それから講座の開設、大学

の先生なり生徒さんにお手伝いいただきながらい

ろんな展開を進めてきているということでありま

す。本当にありがたいことだなと思いますが、コ

ンシェルジュさんの相談等々について幼稚園なり

保育所の入園、それから入所というふうな部分の

相談が多いというふうなことでありますけれども、

これらについての対応というのはこれまでコンシ

ェルジュさんが自分のこれまで培った理解をもと

にそこでされていると思うのですけれども、実際



－138－

平成２９年１２月１９日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号

に保育所の保育士さん、それから幼稚園の先生、

それからやはりゼロ歳児からというふうなことに

なりますから、当然保健師さん等々もあると思う

のですが、その辺どのような形で連携を図ってい

らっしゃるのかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ひまわりらんど

におきます育児相談について、保健師と保育士等

の連携ということで御質問いただきました。保健

センターにおきましては、子育てが孤立しないよ

うに親子の居場所づくりや子育ての悩み相談、子

育て支援の場としてひまわりらんどの活用、母子

保健事業のさまざまな場面で御紹介をしておりま

す。その際に初めて利用する親子のために、お母

さん・お父さん教室やちびっこひろばの中で希望

をとりまして、ひまわりらんど見学会を企画しな

がら保健師が同行しているような状況であります。

また、その際に保健師によります子育て相談、育

児相談も実施しておりまして、気軽に相談してい

ただけるような体制をとらせていただいておりま

す。また、子供の発達に対して心配されている保

護者の方には、こどもらんどと連携をいたしまし

て支援を実施させていただいております。

また、１歳６カ月健診並びに３歳児健診時に就

学前の集団生活活動状況について聞き取りをさせ

ていただいておりますが、保育所や幼稚園などを

利用していない場合はひまわりらんどの活用を勧

奨させていただいております。３歳児健診時以降

継続的な支援が必要なお子さんには、保護者の同

意のもと保育所、幼稚園、そしてひまわりらんど、

そしてこどもらんど、これらの中で集団場面での

成長を確認しながら、就学まで切れ目のない支援

をさせていただいているというような状況であり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） いろいろやはり連携

をとりながら取り組まれていることだなというふ

うに思って、市内の親御さんたちは安心して相談

される環境があるのだなというふうにして理解を

いたしました。

次に、ファミリー・サポート・センターに関す

る部分として、１年経過して、最初はなかなか利

用がなかったというか、この事業そのものの理解

というふうな部分も乏しかったのかなというふう

には思いますが、それが実際にもう既に１年を経

過した中で多くの、２９０時間くらいの利用にな

っていると。当然利用会員は１００人前後の方た

ちなのかなというふうに思いますけれども、先に

本当は聞きたかった部分としては、この部分につ

いてどんな利用、それにつながってきた中で、や

はりここほっとというところの、西條さんのとこ

ろの下にあるわけですけれども、ここの存在が大

きいのかなと。実際にこの事業は、これは社協に

委託をしている事業でありますけれども、やはり

私もそこの部分見てくると奥にキッズルームがあ

って、そしてそこで子供見られるという環境があ

るというふうなことで、いいなというふうには思

っていました。実際に担当するといいましょうか、

そこのここほっとにいらっしゃる職員の方といろ

いろお話をさせていただく中で、基本型は先ほど

おっしゃっていただいたように利用会員が提供会

員のところに連れていって御自宅で見てもらうと

いうのが基本なのかもしれませんけれども、なか

なかそういうふうな形が進まないのだと。提供会

員の家もおじいちゃん、おばあちゃんということ

で、子供が遊ぶような遊具といいましょうか、お

もちゃとかいうふうなものも少ないというふうな

こともあったり、そこで仮に何かあったら困ると

いうようなことも含めて、なかなか利用が進まな

いと。お互いの関係がスムーズにいかないみたい

な部分もあって、そんな中本来とは少し形が違う

部分かもしれないけれども、ここほっとを利用す

る等々の形で進めてきている。いろんな部分があ

ると思いますけれども、基本は基本だと思うので

すが、事業を進めていく中でやはりこういうこと

も本来制度的な部分でいうとちょっとまずいと言
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ったら語弊あるかもしれませんが、本当はこうい

うふうにしてほしいのだけれどもというようなこ

とや何かもあるのかもしれませんけれども、そこ

ら辺の部分については委託先である社協さん、こ

こほっとの職員だと思うのですけれども、何か改

善というか、そういうふうなことが言われている

こととかあったら、教えていただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほども室長の

ほうから最初に答弁させていただいておりますけ

れども、原則今議員がおっしゃられたとおり、提

供会員の自宅で預かっていただくということが大

原則ではございますが、利用会員、提供会員とも

に同意いただいた場合については、預かる場所に

ついては特に指定をさせていただいているわけで

はございませんので、お互いに納得した上で好き

な場所で育児していただくということではありま

すけれども、その中でここほっとのキッズスペー

ス、そしてひまわりらんども使うことができます

ということではお知らせさせていただいている状

況でありますので、今後とも両施設を有効活用し

ていただくということを願っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。

私も１２月８日の日に親子お出かけバスツアー、

この日進のコミュニティセンターに行って実際に

どういう状況なのかというのを本当はもっと早く

に行くべきだったのでしょうけれども、初めて参

加をさせていただいて、その状況を確認させてい

ただきました。餅つきというふうなことで、これ

は日本一のモチ米の里名寄ですから、やはり餅つ

き文化というのですか、そういうものをしっかり

継承するというか、そういうふうなことというの

は必要だなと思ったし、日進に住んでいらっしゃ

る方が、おじいちゃん、おばあちゃんが一緒にお

手伝いをしてくれたというふうな部分、それとあ

とはびっくりしたのはおばあちゃんが家庭でつく

る漬物、こういうのもしっかり提供してお雑煮と

一緒に食べるとかいうふうな形で、何かちょっと

違う意味でもいろんなお母さんに対する文化の継

承が進んでいるなというふうな部分で、実際にほ

っとする部分がありました。そんな部分で先ほど

話したら６９組の方が利用されているというふう

なことで、すごかったのです。６９組いたのだと

いうふうにして先ほど認識をさせてもらいました

けれども、そういうふうに多くの親御さんたちが

いらっしゃる。したがって、そういう方たちがち

ょっとしたときに自分の子供を見てもらいたいと

いうふうなことや何かがこれからもどんどん、ど

んどん出てくるのだろうというふうに思います。

そこの中でひまわりらんどでも一時預かりでは

ないのですけれども、ファミサポの要するに会員

がお子さんをそこで面倒見るというふうなことも

できるのですよというふうなことでお話をいただ

きました。しかしながら、利用が一件もないとい

うことですから、ここのところはどういうふうな

受けとめ方をするのかというふうなことだと思い

ますが、もう少ししっかりした周知をするべきで

はないかなというふうに思いますので、その辺の

周知をお願いをして、終わりたいと思います。

次に、強い農業基盤の整備ということで、項目

の第１に上げている労働力の確保に関しては、私

も質問をさせてもらったり、同僚の山田議員も質

問をして、大学の先生方に調査をしていただいた

りして、いろいろ御苦労くださっているというふ

うにこれまでも答弁をいただいています。その中

で具体的な部分として、今回短期的な取り組みと

中長期的な取り組みというふうな部分で御答弁が

あったかなというふうに思いますが、短期的な取

り組みという部分で、要するに農業未経験者に対

するアルバイトというような形で、ある意味大学

生を対象として何かできないかというようなお話

だと思うのですけれども、この中で進めていく中
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でいろんなことあると思うのです。農作業ですか

ら、当初計画したけれども、雨降ってだめになっ

たとか、それとかそこまで行く交通アクセスの関

係だとか、その他汚れるから農作業用の服だとか、

いろんなことが考えられると思うのですけれども、

その辺短期的な取り組みにかかわってどんなこと

が想定され、予想されるのかということの解決と

いいましょうか、それに向けてどんなお考えがあ

るかお知らせ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 短期的な取り組みに

おける課題とそれの対応策ということだというふ

うに思いますが、課題については今塩田議員のほ

うからるるお話をいただいたとおりだと思います。

１つは、ほかのアルバイトと比べてやはり外作業

が多いので、天候によって予定した作業ができな

いと。そうすると、アルバイトする側からすると

当て込んでいたお金が入らないということになり

ますので、そこをどうするかというのが１つある

と思いますし、当然学生を念頭にということにな

ると全ての方が移動手段を持っているわけであり

ませんので、働くところまでの移動手段をどう確

保するのかというのも１つあると思います。さら

には、普通のアルバイトであれば普通の支度をし

ていけばいいのだと思いますけれども、やはり農

作業ですので、汚れる、あるいは荒天に備えての

雨かっぱが必要だったり、長靴が必要だったり、

そういうものの備えもあると思います。さらには、

実際に働く者と雇用する者の連絡体制をどうする

のかということもありますし、もう一つ大切なの

は、これは使うほうの方の意識の問題だと思うの

ですけれども、あくまでも農業の未経験者という

ことでありますので、そこについては十分な理解

と配慮がなければ長続きしないと思いますので、

これらについて考えていかなければいけないのだ

と思っています。

今現在の考えですけれども、いきなり全ての農

作物、作業にこれを当てはめるというのは非常に

難しいだろうというふうに思っていますので、あ

る程度作業等について絞った中で試験的に取り組

みを進めていきたいなというふうに思っています。

その中で働く者、あるいは使う者、あるいは我々、

あるいは農協も含めた団体、それぞれの役割があ

ると思いますので、その中で具体的な詰めをして

いきたいというふうに思っていますが、なかなか

１人で移動等については難しいのかもしれません

ので、そこは例えばグループで移動していただく

とか、そういったことになると休んだときについ

ても代替がきくとかというふうになりますので、

そういった工夫をしながら進めていきたいと思い

ます。具体的には、これから当事者たちとさらに

話を詰めていきたいというふうに思っていますの

で、もう少しお時間をいただければということで

お願いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） ありがとうございま

す。やはり働きに来てほしい、働きに行くという

側の両方の意識が一つになるという、マッチング

するのがいいのでしょうけれども、中には今お話

あったようにミスマッチも起こり得ることだと思

いますから、この辺についてはしっかり検討して

いただければというふうに思います。

それから、中長期的な取り組みに関しての部分

でありますけれども、これについてはいずれにし

ても行政、ＪＡ、そして生産者、ここの部分につ

いて将来的にしっかりした労働力の確保をするた

めにはどうするのだというふうなことを先ほど法

人化も含めた中で検討をしっかりしていかなけれ

ばならないのだというふうなことでありますけれ

ども、やはりいずれにしても待ったなしの世界だ

と思うので、スピードを持って取り組んでいただ

ければというふうに思います。これは要望という

ことです。

次に、ＴＰＰ、ＥＰＡの関連について、酪農、

畜産に絞ってちょっと質問をさせていただきたい

というふうに思います。それこそ１１月から１２
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月の中旬にかけて、毎日のように新聞ではＴＰＰ

関連、ＥＰＡ関連の記事が載っておりまして、こ

れを見たときにやはり前々から思ってはいたけれ

ども、これは大変なことなのだなというふうなこ

ともあって、いろんな農家さんのところにお邪魔

して意見交換をさせてもらったりしてきました。

その中でやはりこういう連携協定そのものが発効

されるというふうなことを前提に、実際に今まで

酪農業を進めていたのがこの機会にやめてしまお

うと。離農をするとかというふうな部分とか、そ

れから逆に言うと規模を拡大して大型化していく

のだというふうな部分等々もこれまでいろいろあ

ったと思うのです。過去においては、生乳の関係

でいえば乳量制限があったけれども、今は乳量制

限はなくて、搾れば全部買っていただけるという

ような状況なのだというふうにお話も伺っており

ました。そうして、今先ほどいろんな関連、ＴＰ

Ｐ、ＥＰＡの関連の部分として国策として事業展

開をしているという中で、１つ産業クラスター事

業についてちょっとお聞きをしたいと思うのです

けれども、５０％補助のクラスター事業ですけれ

ども、ある畜産農家さんの部分についてはこれ取

り組んでいきたいというようなお話。まずは、こ

の部分でいうと手挙げをしたら全てがと言ったら

おかしいですけれども、あくまでも申請をして通

って認可をされて初めて導入といいましょうか、

この事業を受けることができると思うのですけれ

ども、今こういう時期で、こういうふうなものの

対策としてできた事業であるというふうなことも

含めて、申請をしていった場合、１００％受ける

ことができるのか否かについてお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 畜産クラスター事業

に絞ってという御質問でありました。議員が言わ

れるように今回の国策で輸入等について、特に言

われる酪農、畜産についての影響が大きいのでは

ないかという危惧がされているところであります。

国の対策の一つとすると、経営安定対策をするの

だということで、そこの主たる事業が畜産クラス

ター事業だという認識をしているところでありま

す。私どもは、この事業にかかわらずに事業を進

めるときには対象となる方については漏れなく速

やかにお知らせをするということで、要件がかな

う方については一人でも多くの方により有利な条

件で事業を採択できるように努力してきたという

ことでありますので、姿勢とすると塩田議員が言

われたように１００％採択になるように努力はさ

せていただきたいというふうに思ってございます。

そこについては同じ考えなのですけれども、ただ

あくまでも国の制度ということがありまして、こ

こには当然採択されるための要件があります。そ

こに合わなければなかなかスタート地点に立てな

いというのが１つございます。あるいは、採択の

要件にかなったとしても、１つは予算枠の関係が

あって、今特にその事業を実施したことによる効

果というのが非常に問われて、そこをポイント制

であらわすということがありますので、そのポイ

ントが高くなければ採択順位が上位でランクをさ

れないということがありますので、予算枠、ただ

今回は補正によってまた予算が確保されるという

こともありますので、できるだけ上位になるよう

な努力はさせていただきたいと思いますが、気持

ちとしては１００％になるように努力はさせてい

ただきたいと思いますが、結果については国の制

度の中での取り組みになるということで、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） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） わかりました。この

クラスター事業を導入というか、考える農家さん

にしてみれば、やはり規模拡大というふうなこと

で５０％補助とでかいと思うのです。ですから、

採択をされなかったら、簡単に言うとその事業を

導入といいましょうか、規模拡大するというふう

なことになると、１００％要するに自分のお金で

賄わなければならないというふうなことになりか

ねないというふうなことでありますから、意欲を
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持ってやろうとしている農家さんに関しては、や

はりいろんな基準があるから、それに関しては基

準をクリアできるように行政のほうで手をかけて

あげていただいて、そしてしっかりした導きをし

ていただくというふうなことでより採択につなが

っていくのかなというふうに思いますから、しっ

かりとした行政の対応をお願いしたいと思います。

あと、経営対策の部分について、国策ですから

豚、それから牛のマルキンの所得経営安定対策の

関係とか部分については国の負担率の引き上げだ

とか、ここでいえば牛で、牛乳でいうと補給金の

見直し、これはいいほうに向いていくのだろうと

思いますから、これらについても積極的に行政と

して道なり国にしっかりした要望をしていただき

たいというふうに思います。

それとあと、話をしている中で、やはりこれか

ら酪農や何か進めていくにしても分業を考えてい

かないとなかなか難しいのではないかと。高齢に

なっていくと、搾乳、搾りはできるけれども、育

成なり、それから飼料の確保、要するに畑作業な

り、そういうふうな、それと排尿、排ふんの作業

だとか、いろいろあるわけですけれども、これな

かなか難しい。そういうふうなことも含めて、最

終的にはもう経営できないからというので、離農

していくというような形につながっていくような

懸念もあるよというふうな話でした。やはりこの

部分で飼育、育成といいましょうか、生まれて１

カ月から大体２４カ月から２６カ月くらいの牛、

これについては育成をして、そして搾乳牛に、搾

乳牛という言い方が妥当かわかりませんけれども、

そういうふうに育てていくというふうなことにな

るわけですから、この部分については名寄以外の

ところ、例えば雄武町のアグリファームだとかと

いうふうなところで育成の牛をそちらに預けて、

そして返してもらってまたというような形のこと

を実際にやっているのですというふうなこともお

伺いをしました。その中で名寄も育成センター的

なそういう事業を展開をしてもらえないものなの

だろうかなというふうなお話がありました。その

ことについてお知らせをいただきたいと思います。

育成センターなんか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 哺育を含めた育成セ

ンターの設置についてということだというふうに

思います。先ほど御質問いただいた畜産クラスタ

ー事業の中でもこの議論が今されているというこ

とであります。当該の生産者からもこの設置につ

いての希望があるということは、私どもも重々認

識はしているところであります。その協議会の中

でも議論をさせていただいているところでありま

す。

このセンターの設置については、今塩田議員が

言われるようにある意味では経営を労働力も資本

も含めて搾乳部門に特化をするということですの

で、非常に合理的な部分だと思っています。一方

で、哺育、育成のところについては他に委託をし

ながら、そこで集中的にやるということですので、

考え方とすると非常に合理的だというふうに思っ

ていますし、今回求められている体質強化という

意味でも有効な手段だと私ども判断しているとこ

ろでありますが、ただそういった総体の考えと実

際の運営というところになりますと、またここ少

し違う考えがあるのだろうと。現実的な部分のど

う条件をそろえていくのかということだと思いま

す。預けるとなると当然お金がかかるわけであり

ますし、一方でいうと受ける方もそこでペイをし

なければいけないというのがありますので、受け

る側の経営のことも考えなければいけない。さら

には、受ける施設、育成センターの運営の主体を

どこが持つのかというようなところもあるという

ふうに思いますし、設置に当たっては当然それだ

けの例えば５０％補助があったとしても５０％の

残りがありますので、ここをどのような形で負担

するのかというところもあるかと思いますので、

これらの条件整備が整った段階で初めて設置に向

けての具体的な動きが進むのだろうなと思ってい
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ます。ここについては、今も先ほど申したように

具体的な検討を進めているところでありますので、

一定程度のシミュレーションをしながら、どうい

う条件なら受け入れられるのかなど検討させてい

ただきながら、それを踏まえて改めて生産者の皆

さんに最終的な意向というのでしょうか、意向を

確認させていただいた上で事業として取り組める

かどうか判断をさせていただければというふうに

思いますので、もう少し検討の時間をいただけれ

ばということでお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 当然意向調査をして、

そして進めていかなければならないことだという

ふうには理解をします。ただ、やはり今の現状を

考えると少しでも早くの対応、スピードを持った

対応が必要だというふうに思いますので、この意

向調査も含めてそれを取りまとめて、何が問題で、

いろいろあるのでしょうけれども、そこのところ

は行政、そして恐らくＪＡもかかわるというふう

な部分だと思いますし、それから必要とする生産

者の方々、これ３者でしっかりと早目に手を打つ

というか、できるかできないかはやはり先ほど言

ったようにどう運営していくかというふうな部分

に係ってくるのだろうと思いますから、簡単なこ

とではないというのは理解をしますが、その辺の

部分についてしっかりとした策を進めていただけ

ればというふうに思いますので、よろしくお願い

します。

それから、ＴＰＰなりＥＰＡの関連でいうと、

国策としてはあるかもしれないけれども、名寄市

として名寄市独自の名寄の農業、畜産、酪農業を

守るというふうな観点に立ったときに、名寄市が

行える、名寄市が行うべき施策というのは何かあ

るかどうかお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 市の独自の取り組み

ということなのだと思いますが、まず今回のＴＰ

Ｐ等に絡むものについては先ほど来申し上げてい

ますように国策として進めてきた部分であります

ので、第一義的には国が進めるべきものだろうと

いうふうに思っておりますし、例えば私どもが関

連する北海道においてこのＴＰＰ等に関連して独

自の施策を打っているかというと必ずしもそうで

はないという現状にあって、まず第一義的にやは

り国のほうでしっかりやっていただく必要がある

だろうというふうに思っています。

ただ、私どももこの間酪農、畜産の振興に向け

ては独自の施策に取り組んでいるところがありま

す。例えば優良後継牛の対策ですとか、種豚導入

に対する支援などを行っていますし、市として最

大の施策とすると、市営牧場を運営しているとい

うのは見た目にはなかなか見えないのかもしれま

せんけれども、ここにかなりのお金をかけながら

生産者のコスト削減ですとか優良な牛の供給に貢

献しているというのがありますので、こういった

対策について引き続き取り組んでいくことが市と

しての考えということで、ただ必要な施策につい

てはここについては農協などとも協議をさせてい

ただきながら、あるいは審議会等もございますの

で、そこにも相談させていただきながら取り組ん

で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） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） 市営牧野と。要する

に名寄に２カ所あって、それはこれまで歴史があ

って、そのように施策として頑張ってくれている

ということは理解をしています。ただ、こういう

実情があるということも含めて、それを乗り越え

ていくためには本人たちは頑張るわけですから、

それを行政もやはり農業を守るという観点に立っ

たときにどういうふうにしていくのかというのは

大事なことだというふうに私は思うのです。した

がって、この部分について何らかの、要するに独

自策というふうなことも御検討いただきたいとい

うふうなことで要望して終わります。

次に、最後になります。公共工事における入札
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参加資格登録の関係についてなのですけれども、

名寄市のインターネットで公表されている部分な

のですけれども、公共建設工事に関しては今年度

については９件。もっとあるのかもしれませんけ

れども、私の見た限りでは９件なのです。そのう

ち特定ＪＶが１件、それから経常ＪＶが４件、通

常のその他と言われる指名にかわる部分だと思う

のですけれども、４件ということで９件の工事が

実際に発注をされております。その中で先ほどの

特定ＪＶと経常ＪＶの登録時期の関係でお話をし

た中で、特定ＪＶは工事のその工期都度の部分で

要するに登録申請をすると。経常ＪＶに関しては

年度当初に行うというふうなことかなというふう

に理解をしたのですけれども、経常ＪＶの登録件

数といいましょうか、共同企業体は幾つあるのか

をお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今年度については、

４ＪＶということになってございます。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇１０番（塩田昌彦議員） そうすると、実際に

は対象工事４つに対して４つの登録のある業者と

いうか、共同企業体が競争入札を行うというふう

なことになるのだろうと思います。これは、先ほ

ど総務部長がお答えいただいた入札のルールがあ

りますから、基準に基づいて、そして執行し、落

札をしているというふうなこと、これについては

当然のこと認識をしております。ただ、結果だけ

見て、その中で実際経常ＪＶの４件の発注のうち

同一企業体が３カ所受注をしていると。それと、

特定ＪＶの中にも名前を連ねているというふうな

こともあり、この部分というのは少ない工事の中

で、自分の中ではえっと思ったのです。この部分

でいうと、そのとき自分なりに思ったのですけれ

ども、登録の仕方といいましょうか、その部分が

経常ＪＶの場合年度当初というお話ですから、そ

うなると当然自由がきかないわけですよね。４つ

しかないというふうなことになって、やはり格付

の部分でいうとＡ登録６社、Ｂ登録１０社という

ことで、建設工事を実際に受注したいと思ってい

らっしゃる１６社があるわけですけれども、その

中でちょっとこういうふうな形になるというふう

なことで、自分なりに何か経常ＪＶのあり方とい

うか、本来私が言う話ではないのでしょうけれど

も、特定ＪＶという方法もありますから、そこら

辺の部分についてどうなのかなと。やはり市内で

工事を請け負いたいと、頑張りたいと、市の工事

をやりたい、こういうふうに思う業者のチャレン

ジ精神だとかいうふうなこと、それから例えば一

つの工事は決まった。経常ＪＶでなかった場合、

１本１本いろんな登録というか、指名の仕方があ

ると思うので、そうすると共同企業体の組みかえ

が可能になる。これ勝手な考えですよ。それで、

汎用性も生まれるというふうなことも含めて、こ

ういうふうなことの考え方というか、どうなのか

なというふうに思うのですが、その辺について総

務部長、どう。考えをお知らせください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほど本年度は、４

ＪＶということでお話をさせていただきまして、

全体では今議員のほうからありましたように１６

ということでございまして、ＪＶ自体は２社ずつ

ということなものですから、本当は参加できる半

分の方が実は実際には４月の時点で登録をされて

いないという状況でございます。特定ＪＶにつき

ましては、どちらかというと工事自体が大型で、

少しある意味では名寄市外の皆さんといいますか、

企業の方にも協力をいただきながらというような

面も出てくるという一面もあるのです。経常ＪＶ

につきましては、一定程度市内の皆さんあるいは

準市内業者の皆さんということで、できるだけ皆

さん業者Ａ、Ｂのランクの中で年間を通じて協力

をしていただく中で、一定程度市が発注をする工

事についてぜひ受注をいただきたいということで

考えてございまして、いろいろ資格者の問題等々

議員のほうからもお考えはあるのかなと思ってご
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ざいまして、私どもとしては午前中の建設水道部

長のお話もあったかというふうに思いますけれど

も、全体的には技術者の方も不足をしているとい

うようなこともあって、現状のままでこの経常Ｊ

Ｖでいいかどうかということにつきましては、考

え、検討する余地があるのかなというふうに思っ

てございますけれども、基本的には経常ＪＶにつ

いてはそのまま企業体という形でやらさせていた

だく中で、入札制度の運用の中で全体を運用基準

などを少し見直してみたいなという考え方を持っ

ています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０２分

再開 午後 ３時１５分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

除排雪体制について外３件を、高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告順に従いまして、質問をし

てまいります。

まず初めに、除排雪体制についてをお伺いいた

します。本年降雪がおくれ、よい年を迎えられる

かと思ったのですが、やはり１１月下旬に入り名

寄らしい景色になってまいりました。しかしなが

ら、除雪の出動に市民から旭川開発建設部と上川

振興局旭川建設管理部が出動しているのに名寄は

なぜ出動しないのかと言われております。歴代部

長は、出動基準は業務委託が深夜１時に市内パト

ロールを行い、降雪による積雪が１０センチ以上

またはパトロール時点での降り方や気象状況によ

って朝まで降雪が１０センチ以上想定される場合、

吹きこもり、吹きだまりが多発している場合は出

動するというふうに言われておりました。出動基

準についてのお考えと対応について理事者の御見

解をお願いいたします。

降雪がおくれましたが、今の道路状況は車が交

差できなく、交差点で車をとめ、相手の車が通り

過ぎていかなければ通れない道路がたくさんあり

ます。路面状況によって排雪が入るまで道路幅員

確保及びすり鉢状の路面改善をと言われておりま

す。また、国道の幹線、道道の幹線、市道の交差

点から出るときに車の頭を１メーター出してぶつ

かりそうになるときもしばしばあります。道路幅

員の確保と交差点だけ車が左右見えるように、積

み上げロータリーで左右を広げる作業に対する理

事者の御見解をお願いします。

１２月初旬から排雪作業が進められております

が、これからの排雪作業の考え方の御見解につい

てお尋ねをいたします。

大きい項目その２、安心して子育てできる環境

整備についてお尋ねをいたします。子供を連れて

出かけられる安心で安全な遊び場づくりについて

であります。なよろ健康の森公園、サンピラーパ

ーク屋内施設児童遊具が本年９月下旬に、コンビ

ネーション遊具で子供たちがふざけて押し合いっ

こしている中で子供が後ろに倒れ、安全カバーが

ついている柱に頭が当たりけがをしました。カバ

ーは１０年がたち摩耗していたそうであります。

特殊製品のため製作には数カ月かかり、いつ使用

できるかわからない状況であります。今の現状は

カーリング競技が始まり、スポーツが始まり、夏

はカーリング場に卓球台、滑り台、３輪車とあり、

遊ぶ場もたくさんありましたが、今は遊び場が減

っている上、コンビネーション遊具が使えないた

め、仕方なく旭川中心のフィール旭川もりもりパ

ーク、西興部の森の美術館木夢、士別のデパート

無料遊具場遊具施設や旭川カムイの杜公園わくわ

くエッグや秩父別ちっくるといった、無料で家族

と時間を気にせずに過ごせ、遊べるために大好評

であります。幼児を連れて天気を気にせず遊ぶこ

とのできる屋内大型キッズパークの屋内遊具施設

の建設が求められておりますが、理事者の御見解
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をお願いいたします。

大きい項目３番目、市民が利用しやすい名寄市

立総合病院についてをお尋ねをいたします。待ち

時間の改善についてでございます。病院に行って

患者の不満は、何といっても待ち時間が第一と日

医総研から発表されました。また、第５回日本の

医療に関する意識調査では、受けた医療に満足し

ていない人のうち４ ４％の人が原因は病院にお

ける待ち時間だと回答しております。今回も相談

に来られた方が名寄市立総合病院で３つの診療を

かけ持ち、受けているのですが、予約をしても待

ち時間が長くて、改善できないのかという相談を

いただきました。心理学的にも病院での待ち時間

のとき、やることがない時間が続く、不安な時間

が続くとき、いつまで待てばいいのかわからない

時間を待つとき、１人で待つ時間のとき、患者さ

んがこのように感じている体感時間を減らすこと

が重要と思います。待ち時間の改善について名寄

市立総合病院の御見解をお願いをいたします。

また、今回小児科、産婦人科に通う幼児を持つ

御婦人の方から病院に行って子供と来たときトイ

レを使用するときにベビーチェアがなく大変困っ

ている。女性トイレにベビーチェアをつけてくれ

というお声をいただきました。また、この話を若

い男性の方々が集まった中で言うと、私も妻も両

方共働きをしていて、私が子供を連れていきます。

男性のほうにもそうつけてほしいというふうに言

われました。待ち時間の改善の対策、アメニティ

ーの充実からも施設整備が必要と思われますが、

名寄市立総合病院の御見解をお願いいたします。

大きい項目４番目、コミュニティバスの現状と

今後についてお尋ねをいたします。平成２４年か

ら実証運行試験を開始し、名寄市地域公共交通活

性化協議会の協議で運行時間、乗り継ぎ不要、定

時刻、パターンダイヤの採用、新たな公共施設へ

のアクセス確保など利用者の視点にわたった運行

形態と利便性の向上をしつつ取り組まれたと思い

ます。しかし、今後超高齢化社会のため利用者の

通院、買い物または公共施設の利用など日常生活

に必要な移動手段にはコミュニティバスの運行が

大変重要な移動手段となるというふうに考えられ

ます。現状の交通弱者、買い物弱者への対策の理

事者の御見解をお願いいたします。

また、コミュニティバス本運行から約１年８カ

月運行し、市民からの苦情、地域公共交通活性化

協議会での検討内容についてあれば理事者から御

見解をお願いし、壇上からの質問を終わらせてい

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） 高橋議員からは、

大項目で４点御質問をいただきました。大項目１

は私から、大項目２はこども・高齢者支援室長か

ら、大項目３は病院事務部長から、大項目４は総

務部長からそれぞれ答弁させていただきますので、

よろしくお願い申し上げます。

大項目１、除排雪体制について、小項目１、出

動基準の考え方と対応について、小項目２、交差

点の積み上げ除雪について及び小項目３、排雪作

業の考え方についてを関連がございますので、一

括で答弁申し上げさせていただきます。初めに、

出動基準の考え方と対応についてですが、除雪作

業につきましては午前０時から２時の間に市内の

観測地の降雪状況を確認し、降雪が１０センチ程

度もしくは朝までに１０センチが見込まれる場合

や降雪がなくても風による吹き込みなどが確認さ

れる場合を基準に出動することとしております。

今年度の除雪回数では、１２月１４日現在で名寄

地区市街地では１２回、昨年は９回となります。

郊外では１７回、昨年は１６回、風連地区市街地

では１６回、昨年では１３回、郊外では２０回、

昨年１６回の出動となっており、昨年度の同時期

と比較しますと多い出動となっております。

また、議員御指摘のとおり国道や道道などとの

除雪出動の基準と差異はないものの、市道路線の

延長距離が長いことで出動時間が早くなりますこ

とから、国道や道道路線などとはタイムラグが生
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じ、名寄地区のみ出動ができないといったイレギ

ュラー的な場合も起こり得るところです。また、

郊外路線については早朝に間に合わなくとも昼間

対応することが可能でありますが、市街地につい

ては歩行者や車の往来があることから、危険を伴

うため翌日の早朝除雪になってしまいます。この

ため、早い段階での判断を行わないと市民の通勤、

通学、通院などに除雪が間に合わなくなることの

事情もありますことから、市民の皆様には除雪作

業への御理解と御協力をいただくよう広報チラシ、

「なよろの除雪」などでお願いをしているところ

でございますので、御理解願います。

次に、交差点の積み上げ除雪についてでござい

ますが、今年度の除雪の仕様としては引き続き雪

を道路の脇に寄せて実施するかき分け除雪や道路

幅員やすり鉢状の道路改善のため積み上げ方式を

実施しているところであります。この間雪山など

により見通しの悪くなった箇所については、交差

点のカット排雪や雪山崩しなどにより道路空間の

確保に努めてきたところです。今後も道路パトロ

ールを強化した上で危険箇所については改善に努

め、快適で安全、安心な通行が保てるよう配慮し

てまいります。また、北海道からの払い下げ機械

であります小型ロータリー車及び凍結防止剤散布

車の２台を購入することができ、これまでの機械

に増強することになりますことから、道路センタ

ーによる直営での積み上げ除雪が可能となり、作

業効率も上がり、効果的でスピーディーな即効性

のある事業が図られるものと期待をしているとこ

ろです。

最後に、排雪作業の考え方についてでございま

すが、計画延長として名寄地区約１３２キロメー

トル、風連地区約１８キロを実施する予定で進め

ており、既に名寄地区では１２月１２日より、風

連地区では１２月の最終週の予定で排雪作業を始

めることとなります。今後も生活道路においては

年１回、幹線道路については年２回以上の排雪を

実施してきております。請負業者の人員体制や保

有している重機による排雪作業では、両地区合わ

せて最大で４セットの作業体制となり、効率的で

効果的な体制がとれるよう配慮しておりますが、

労務単価の高騰や重機などの老朽化、人材の確保

などの観点からも現状の体制を最大限維持する必

要があると認識しており、ますます起こり得る除

排雪事業の課題を一つ一つ改善、解消できるよう

関係各所との協力のもと情報収集に努め、最良の

方策について模索してまいります。本年度におき

ましても効率的で効果的な除排雪事業に取り組み、

市民の安全を確保するとともに、快適な道路空間、

生活空間の確保に努めてまいります。

以上、私の答弁とさせていただきます。

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） 私か

ら大項目２、安心して子育てのできる環境整備に

ついて、小項目１、子供連れで出かけられる遊び

場づくりについて申し上げます。

道立サンピラーパーク内のサンピラー交流館に

あります児童遊具施設は、子供たちがゆっくりと

天候に左右されず思い切り遊べる場として平成１

８年１１月に設置され、この間多くの子供たちが

訪れており、市内のみならず近隣からも利用され

ている施設です。児童遊具施設の改修につきまし

ては、設置者である北海道に確認しましたところ、

改修工事は１２月中に完了予定で、年内に利用再

開との回答をいただきました。今回の改修工事は、

安全性を強化したものであり、より安心して遊べ

る場の確保が図られるものです。

名寄市子ども・子育て支援事業計画では、一生

懸命遊べる場の確保として、なよろ健康の森、サ

ンピラーパークの活用促進、身近な公園等、児童

センター、天文台など既存施設の充実と活用促進

を図っていくこととしており、今後も子育て世帯

のニーズ把握に努め、一生懸命遊べる場の確保に

努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。
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〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、市民が利用しやすい名寄市立総合

病院についてお答えいたします。

初めに、小項目１、待ち時間の改善についてで

すが、平成２８年度の外来患者数は延べ２２万

９５３人で、１日平均９２ ８人の診療を行って

おります。そのうち内科系の診療科を受診された

方は、約２５％となっております。平成２６年度

から平成２９年度のそれぞれ上半期を比較してみ

ますと、内科系の診療科では初診患者が５％程度、

再診患者が２％程度、実患者数も２％程度増加し

ており、市内の内科系の診療所が閉院になったこ

とが影響しているものと考えております。

外来診療に要する時間の状況としましては、本

年９月１１日から１５日までの期間で実施しまし

た患者満足度調査の結果から、３０分未満での診

察が４ ８％、３０分以上９０分未満が４ １％、

９０分以上が１ ８％で、平均の待ち時間は４３

分との集計が出ております。平成２８年度との比

較では、３０分未満が２％減、３０分以上ではそ

れぞれ１％増となっており、平均の待ち時間では

２分長くなっております。これらのデータから、

内科系患者の増加がそれぞれの状態に応じた検査

件数の増加や複数科受診などに影響し、さらなる

待ち時間の増加につながっているものと考えてお

ります。また、外来診療は基本的に午前中に行う

ため、全体の７５％が午前８時から１１時に集中

いたします。午後からは、手術や入院患者の診療

などがございますので、午前の混雑については現

状を御理解いただければと思います。

これまでの対応としましては、根本的な改善と

はなりませんが、診療科によっては予約診療の進

みぐあいを掲示しております。診察の状況により

予約時間を経過することもございますが、診察時

間の目安としてごらんいただきたいと考えており

ます。また、当面の対策としましては、他の同規

模病院などの取り組み例なども参考としながら、

テレビモニターの配置やアメニティーの充実を図

るなど待ち時間の御負担を少しでも軽減できるよ

うに考えてまいりたいと思います。

さらに、長期的な展望としましては、地域医療

構想の中で医療機関の役割分担が明確化されてい

くことにより、ふだんの健康時の相談や高血圧、

糖尿病に代表されるような生活習慣病などはかか

りつけ医が診療を行い、専門的な検査や入院が必

要な治療は当院が行うという分担が定着すること

になれば外来患者数は減少傾向となり、待ち時間

も軽減されていくものというふうに考えておりま

す。

次に、小項目２の施設整備についてでございま

すが、現在本館と新館１階の多目的トイレにはベ

ビーチェアを、一般のトイレスペースには男性、

女性用ともにベビーシートは設置してございます

が、ベビーチェアは設置されておりません。乳幼

児を連れて来院される方々からベビーチェア設置

への要望が高まっているということでありますの

で、最も利用される本館の１階、小児のワクチン

外来を実施している新館の１階、さらには休日、

夜間の利用もございます救急外来近くの１階トイ

レを候補としてベビーチェアを設置する方向で調

整を進めております。当院の設計上トイレの個室

内が手狭なため、男性用、女性用それぞれ１室に

コンパクトタイプのベビーチェアを設置する方向

で考えておりますので、御理解願います。

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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目４、

コミュニティバスの現状と今後について、小項目

１、交通弱者、買い物弱者への対策について及び

小項目２、地域公共交通活性化協議会での検討内

容について関連がございますので、一括して申し

上げます。

コミュニティバスにつきましては、平成２４年

度から２７年度にかけて実証運行を行い、名寄地

区中心部へアクセス向上、さらには通院や買い物、
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公共施設の利用など日常生活に必要な移動手段を

確保できるようさまざまな検討と見直しを行いな

がら、昨年度より本運行とし、現在に至っていま

す。御質問のスポーツセンターへの結節について

ですが、現在名寄地区中心部を循環している路線

バスはコミュニティバス２系統及び徳田線の３路

線が運行しておりますが、それが異なる進行方向

で巡回し、利便性向上を図ってきているほか、運

行するエリアの一部をすみ分けすることで重複し

た運行を避け効率化を図るなど、双方で補い合え

るような運行形態としてきています。コミュニテ

ィバスにつきましては、スポーツセンター周辺を

運行していない状況ではありますが、スポーツセ

ンター最寄りの停留所としては名寄中学校向かい

にある徳田線の１６線バス停がございますので、

御活用いただきたいと考えています。

コミュニティバスにつきましては、実証運行終

了後の昨年度から本運行としているところでござ

いますが、実証運行時には名寄市地域公共交通活

性化協議会においてさまざまな運行形態の検討及

び検証と見直しを重ねてきており、その結果が現

在の運行形態であると認識しています。本運行以

降は、運行形態やダイヤに対する特段の御意見、

御要望はいただいておらず、現在のところ新たな

検討は行っていない状況でございますが、必要に

応じて利用者からの要望や名寄市地域公共交通活

性化協議会の御意見を参考に利便性及び効率性の

高い路線となるよう検討を行ってまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 大変ありがとうござ

います。再質問をさせていただきます。

先ほど午前中に同僚議員のほうから本年は降雪

約８７センチということで、昨年が５５センチ、

そして普通の平均が４５ということで、昨年は本

当にもう１０月２０日から元旦まで降り続きまし

て、１月は全く降らなかったのです。そのような

状況の中で、きっと去年は早かったと思うのです。

雪が大変多くて、排雪、ふだんよりも１週間から

１０日早く始めたような気がします。そして、そ

の当時きっと全部やるのに４５日間、幹線含めて

一般やるまで４５日間かかりますよというふうに

歴代の部長は言われていたと私は記憶をしており

ます。その中で今回８２センチ、約倍降って、部

長も相当状況がわかると思いますけれども、８号

からきっと始まったと思うのです、排雪が。ずっ

と来て、ことし、だから始まったのが１２月１２

日ですから、去年に比べたら約１５日間ぐらい遅

く始まったのかなという部分を感じるのです。４

５日間といったら、また２月の中旬から下旬にな

るのです。うちの家なんてもうそのぐらいに来て

しまうという。いつも部長にいつ来るのという電

話をするのですけれども、そういう状況になった

ときにやはり幹線でやっているところ、そして町

中でスタートしたところ、そして郊外のところと

またいろんな部分が出てくると思うのですけれど

も、積み上げのものをもう少し、ここは２月にな

るなという部分を積み上げの機械をもって自主で

やるというのですから、その手配というのは逆に

回せないのかなという、考えはないのかちょっと

お聞かせをいただきたいな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） 排雪、除雪の開

始のことで冒頭ございましたが、ちょっと触れさ

せていただいてと思っています。今高橋議員のお

話のとおり、昨シーズン、１０月の下旬から大変

早いシーズンということで、昨年の幹線道路の排

雪開始というのが私の記憶では１２月１１日、実

は今年度１日違いのはずだったというふうに記憶

してございまして、１０月の下旬から昨年は早い

形だったのですけれども、実際の作業については

ことしもほぼ変わらない形で先週スタートをさせ

ていただきました。

８号道路の北側からということで、これは例年

１月明けましてから各生活道路の排雪に２月の中

旬ぐらいまでというような形でスケジュールとな
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ってしまうわけなのですけれども、ダンプの安全、

要するに市民の皆様を事故に巻き込まないために

は、堆積場の距離関係からいってどうしても北側

から、生活道路の排雪も含めて、これ大変申しわ

けないのですけれども、北のエリアからスタート

を切らなければならぬという形で、そういう意味

で議員御指摘のとおり南の地域が言ってみれば２

月になって、だんだんずれ込んでいくということ

の事情がありまして、私ども地域の皆様の気持ち

などを考えれば本当に一日も早くできる機械力、

能力というのであればよろしいのでしょうけれど

も、現実としてはそういったスケジュール感でご

ざいます。

先ほどの答弁の中でも若干触れさせていただい

たのですけれども、ロータリー車を入れての全面

的な排雪で、ほかの地域を飛び越えて南へという

形にはなりませんけれども、降雪自体の状況にも

よるとは思うのですけれども、できる限り今回道

路センター直営作業班などかなり融通きく形で小

型のロータリー車を回せるような状況もつくるこ

とができてきておりますので、排雪等々が遅くな

るエリアについてはパトロールも含めて、どうし

ても道路幅、狭い道路はなかなか積み上げ方式厳

しい部分ございますけれども、一定程度の道路幅

を確保できるところについては直営作業班による

小型ロータリー車による積み上げだとか、ことし

できるだけ努力はしてみたいというふうに思って

おりますけれども、ことしの降雪、そして積雪状

況、先ほど高野議員のとき御質問受けたときにち

ょっとお話しさせていただいたように、議員お話

しいただいたとおり大変ことし厳しい、今前年よ

りさらに厳しい状況がございまして、年内幹線道

とをやり切れるかどうかという必死な事態だとい

うふうで御理解いただければと思ってございます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。

先ほど高野議員のお話の中で、交差点や何かの

危ないところは天野部長さんに電話すれば直営班

で対応できるという、何かそういうふうにお聞き

をしたのですけれども、どのようなものでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 御指摘ありがと

うございます。私も議会対応等で留守にしている

場合も多いのでございますので、都市整備課職員、

万難を排して準備させていただいて、市民の皆さ

んの御意見、御指摘等々十分真摯に受けとめさせ

ていただいて、できる限りの対応を努力したいと

思ってございますので、何分よろしくお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま

す。ぜひ電話をたくさんさせていただきたいと思

います。

そして、本当に先ほど言ったように直営班でぜ

ひそこの対応をお願いしたいのと先週の１６、１

７ですか、先ほど佐藤副議長さんからも、町内会

の除雪があってくたくたになって死にそうになっ

たのですけれども、８号道路、１６日の日です、

１７日と。１６日の朝１０時にちょっと買い物が

ありまして、ホーマックに行きました。道路に排

雪の雪が全部出されていまして、車、両側１台ず

つしか通れなかった状況なのです。市民からも苦

情が来ました。安全上、やっぱりあの体制は厳し

いのかなと。そして、２日目に、１６日の日日中

とるのかなと思ったらとらなかったのです。そし

て、１７日の日大型トラックが通って何とか若干

幅が広がって、あそこの８号に出るまでの方々が

これぐらいの雪たまっていましたから横が全然見

えなくて、車の頭を１メーター出したり、後ろに

下げたりで、すごい思いでクリスマス商戦のほう

に向かっていた人だとか、出る人だとかという体

制だったのですが、あの体制というのはやっぱり

改善というのはできないのでしょうか。安全のた



－151－

平成２９年１２月１９日（火曜日）第４回１２月定例会・第３号

めに、あそこの部分だけはやはりやらないところ

は雪を歩道のものを出さないだとかという、そこ

までしかできないという部分しかやらないだとか

というふうにやっていかないと、本当に皆さんイ

オンから出る人もすごい思いして出ていた人たく

さんおりますし、ひどく苦情が出ておりましたけ

れども、その辺の部分どうなのでしょうか。

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） 実は週末、１６

線、１７線の８号道路沿い、議員のお話のとおり

の事態が生じてございました。通行された車両の

ほうだとか、地先の方にも大変御心配かける結果

となりました。これ先週から排雪作業８号通を中

心に入りまして、１３日が２４時間で３７センチ

という大雪などもありましたけれども、排雪体制

で馬力を上げていたところだったのですが、実は

１５日の午後だったのですけれども、ロータリー

車にふぐあいが生じまして、緊急的に故障トラブ

ルが発生して、ロータリー車を取りかえざるを得

ない事態が生じてしまいました。当然民間のロー

タリーを緊急で手配をして、すぐ穴埋めという形

だったのですけれども、思いもかけない形だった

ものですから、その準備、手配も含めて一定程度

時間が生じたと。当然８号道路かき出してからの

排雪作業になっていたのですけれども、本来であ

れば１６日、１５日の午後、夕方の対処ですので、

１６日に排雪でしっかりと回復できればよかった

のですが、先ほども佐藤議員の御質問ございまし

て、１６、１７日、週末は市立総合病院周辺の幹

線道路、どうしてもこれあけ切らなければならぬ

という事情がございまして、通院される方々の事

情を考えますと週末に市立総合病院の周辺の幹線

道路、これ一気にやらざるを得ないといった事態

も片方で当然生じていまして、担当者もここは苦

しかったところなのですけれども、８号道路は先

ほどお話ございましたように最低限の車両通行の

確保をする形で、病院の周辺の除排雪に全精力を

傾けざるを得ず、８号道路については月曜日に回

復するという事態だったものですから、緊急的、

かつそういった事態がありまして、関係者等々に

大変御心配をかけることになって、正直市民の皆

様からもお叱りのお電話もいただきまして、ただ

現場としてはそのような形でできる限りの対応を

させていただいて、御心配やら御迷惑をかけた点

ではこの場でおわびを申し上げたいと思いますけ

れども、現場での対応についても御理解をいただ

きたいというふうに思ってございまして、決して

病院周辺の除雪は佐藤議員の御質問いただいたか

らかかる日程を組んだわけではございませんでし

た。病院側と十分日程を調整しての予定だったと

いうことも御理解いただければと思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 副議長だからやった

というわけでないのですね。それはいいと思いま

す。

それで、今言ったように８号はそういう形で、

これぐらいの高さのものがストレートに上がった

ら、やっぱり車は頭出さないと出られないような

状況。今現状町中を見てください。ほとんどそん

なような。あんな９０度ではないですけれども、

これぐらいの、交差点はほとんどもう前見えない

です。直営班含めて幹線道路、一般道路から幹線

道路に出る部分だけは交差点の部分を頭出さなく

ても若干見えるような形でカットするなりなんな

りやっていただければ市民の安全にはつながるの

かなという部分がありますので、その直営班期待

をしておりますので、ぜひよろしくお願いいたし

ます。

あと、排雪は同じ時期にスタートするというこ

とでわかりました。ぜひ排雪のほう早目にスター

トしていただいたので、一日も早く幹線道路を含

めてしっかりと除雪の体制をお願いいたします。

ことしは、先ほど同僚議員言ったラニーニャ現象

と北極振動という部分があって、そして偏西風が

あって、その部分で雪が大変多い年になるという
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ふうに言われております。これからまだまだ降る

のではないかという部分をテレビでは言っており

ましたので、業者の方々は寝ずにやっているとこ

ろもあるというふうにお聞きをしております。本

当にもう体お気をつけて、名寄の除雪のために頑

張っていただくことをお願いしたいと思います。

次に、児童施設、１２月中旬に完成するのです

ね。直るのですね。それは安心しました。私もそ

の話を３名の方から、親から２名聞いて、そして

若い人から１名聞きました。そして、あそこに行

ったら部品がどこか相当遠いところ、海外かどこ

かでつくっているという部分、そして特殊なもの

ですよと、そしていつ着くかわからないというお

話を聞いて、これだったどうにもならないのでな

いかなと。そして、現場を見てきたらもう黄色い

テープで張らさっていて、子供は本当に通路とか

全然何も関係ないところでただ走り回っていると

いう感じだったものですから、とりあえず旭川の

カムイの杜公園にちょっとすばらしい無料のとこ

ろがあるよということでお聞きしたので、行かさ

せていただいて、すばらしかったです、本当に。

健康の森に１つあってもいいのかなと。でも、も

う一個ぐらい名寄にあってもいいのかなという部

分は私は持っています。先ほどいろんな部分で交

流人口だとか、定住という部分で子供たちをまず

呼べないかという部分もここにあると思います。

秩父別のちっくるというのは、本当に全道から来

ています。中は道の駅で、そして飲食、飲み物だ

とか食べ物は食べられないのです、あそこで。全

部道の駅行って食べなければいけないというふう

になっていて、経済効果だとか、いろんな部分は

出てくるのかなというふうにも思いますし、そう

いう部分があればやっぱりお母さんたちは行くの

かなという部分があります。２時間ここにいまし

た。そして、そこの担当というか、働いている方

にちょっと人数をお聞きしました。平日は百何十

人だとか、そんなものでした。でも、土曜日、日

曜日は７００人、２時間いましたけれども、もう

ひっきりなしです。車が入ってきて、子供が、お

父さんが入ってきて、そして出ていってという。

それぐらいやっぱりああいうところには交流人口

が来るのかなという部分を感じております。名寄

には、豊西小学校の体育館だとか、まだ可能性の

ある、あとピヤシリの体育館だとか、あそこに遊

具を１個置けばすごく子供たちも楽しい時を過ご

せるのかなという思いでいます。ぜひお聞きした

いです、田邊部長に。置き土産でもいいですし、

いいよと言ってくれれば一番いいのですけれども、

ぜひお願いいたします。何かあれば。

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） まさに子ども・

子育て支援事業計画でものせておりますし、また

市のほうでつくっておりますひまわり子育てガイ

ドブックでも紹介させていただいておりますが、

子供たちが伸び伸びと育つためには本当に一生懸

命思い切り遊べる場所の確保が必要だということ

は重々わかっておりますが、市内には議員おっし

ゃったとおり今議論になっております親子で遊べ

る拠点として、夏でも冬でも子供たちが思い切り

遊べる場所として、なよろ健康の森、道立サンピ

ラーパークを初め市内には公園もあります。特に

はサンピラー交流館の中に今話題になった児童遊

具施設があり、これかなり人気があるということ

で、サンピラー交流館の年間の利用者数は７万

８６４人という、平成２８年ですか、というよう

なたくさんの方が利用されているということであ

ります。来年、平成３１年から始まる子ども・子

育て支援事業計画の基本的なアンケート調査を実

施させていただきたいと考えておりますので、ま

ずはその中で屋内のそういう子供たちの思い切り

遊べるような遊び場のニーズなどの調査について、

そのアンケートの中でまた調査させていただきな

がら、今後研究させていただきたいというのは思

っています。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ありがとうございま
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す。本当にぜひアンケートや何かやっていただい

て、きっとお母さん方は、ひまわりらんどや何か

あるのですけれども、やっぱり小さい子なのです。

幼児なのです。やはり幼稚園ぐらいになると、あ

そこではすごく物足りないという。やっぱり体を

動かす部分を求めているという部分がありますの

で、ぜひアンケートに沿ってつくっていただきた

いなというのをお願いしたいというふうに思いま

す。

次、市立総合病院の待ち時間についてをちょっ

とお聞きしたいというように思います。岡村部長

言われた３０分、４ ８％、３０分から９０分、

４ １％、ほとんど完璧な時間だというふうに私

は思いますけれども、なぜ市民からは待ち時間が

長いと言われるのでしょうか。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） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 先ほど

お答えさせていただきましたのは、短期間で実施

をいたしました今年度の患者満足度調査の結果と

いうことでございます。したがいまして、一年を

通して調査しているような結果ではないというこ

ともございますし、全ての方に御回答いただいて

いるということではないということでございます。

待ち時間で御苦労いただいている、御苦情いた

だくケースというのは、ここになかなかのってこ

ない、もっと長い時間お待ちいただいている皆さ

ん方からの御苦情が多いというようなこともあろ

うかというふうに思います。個別には、投薬だけ

ですとかの場合ですと、多く含まれていますので、

これぐらいの平均時間になるものかというふうに

思います。あと、そのほかでいきますと、初診の

場合ですと検査件数もふえてきますので、検査ご

とに待ち時間が発生いたしますから、それらをト

ータルしていくともっと長い時間になるというこ

とでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。これ

は、診療時間ということで、だから会計、受付、

全部含めていけばもうちょっと時間が延びるとい

うことになりますね。

岡村部長が言われたテレビモニターの配置で順

番を知らせる、それともテレビを見せるのか、よ

その病院ではホームページだとか、院内の掲示板

に何番さん、あと何分だとかという表示をして、

さっき言った待っている体感時間を、私あと何分

ぐらいで先生呼んでくれるのだという、そういう

のをなくしている病院もあると思うのです、旭川

医大だとか日赤もそうですけれども。名寄もそれ

はやっておられるのか。先ほど言ったようにテレ

ビモニターでという。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） まず、

番号表示の部分につきましては、現在の本館、外

来ができたときから番号表示の部分はついてござ

います。ずっと活用してきた部分がございますが、

一部で番号どおりの診療にならないということで

の御苦情があったりしたケースも多々ございまし

たので、今使っているところと使っていない診療

科とございます。多くが使っていないという状況

にございます。先ほど申し上げましたとおり、予

約の部分も大分ふえましたので、予約の診療科が

ふえましたので、予約の待ち時間につきまして窓

口のところにどれぐらいというような表示はさせ

ていただいている診療科もございます。

テレビモニターを設置していこうということに

つきましては、新年度で入院のベッドの横にござ

います床頭台という、ロッカーであったり、テレ

ビだったり、冷蔵庫というものを取りかえるとい

う作業を準備しておりまして、それにあわせて外

来のところにも何台かのモニターを設置すること

ができるのではないかということで、今事業者の

方と相談をさせていただいていると。そこに表示

するものにつきましては、文字情報なのか、テレ

ビの放映なのか、さらに番号を表示するというの

はちょっと連動させる装置が必要になってまいり
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ますので、そこまでできるかどうかについては今

後の検討ということになろうかというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

いたします。

大変患者さんは不安で病院に来ていますので、

時間が延びれば延びるほどやっぱり不安になると

いうふうに思うのです。そして、待ち時間でやっ

ぱりある病院が、愛知県の瀬戸市の公立陶生病院

というところが、病床が７１６、そして１日の患

者が ６６０人ぐらい、２００８年の看護師不足

で２病棟休止されて２００９年から１病棟復帰し

て１病棟休止のところが、この１外来 ６６０人、

そして、２００９年から待ち時間の解消を何とか

したいと松原師長が思うのです。先生が、院長が

そういうふうに言うのです。そして、どうすれば

いいか。でも、これすごく待ち時間というか、平

均待ち時間調査で予約が１６分なのです。そして、

予約外が４２分。こんなに早いのになぜかなと思

うのですけれども、去年それよりも約２分予約で

早くなって、予約外で６分短縮できたという。で

も、院長はこの待ち時間には限界がありますよと。

そうしたら、どうすればいいのかという部分を師

長に考えてほしいと。そして、６つある外来の看

護師に集まってもらって、何をしたらいいという

ことで始まったのが、松原さんは時間を短く感じ

てもらう心理的な時間対策として、心理マジック

と表現する外来看護師が一丸となって待ち時間の

中で少しでも有意義に感じてもらう時間をと、不

満を感じさせない時間を生み出せないかという思

いで、医療に対する豆知識講座、外来総合ロビー

を使って始めるのです。救命救急のいろんなやり

方だとか、前立腺がんの症状をどうするだとか、

胃透視だとか、バンド演奏だとか、健康相談だと

か、琴だとか、三味線だとか、バイオリンだとか、

救急車をタクシーがわりに使わないでくださいと

いう講演だとか、白内障についての点眼方法だと

か、肺がん手術についてだとか、肩凝りのお話だ

とか、受けて見よう、胃カメラだとか、家庭でで

きる応急手当てだとか、そういうのをその科によ

っての看護師さんが２人で１０時から１１時、忙

しい待ち時間に担当して患者さんの前でやってい

るみたいなのです。そして、すごく内容がレベル

が上がってきて、自分が病院に行かない日でもこ

の講座があるのなら聞きに来ようと集まってくる

という、そういう形態をやっているみたいなので

す。最初は、看護師さんや何かも忙しい。だから、

協力してもらえるかなとか、トップの人は言って

いたそうなのです。お願いしづらいだとか、こん

なにもう患者さんがいる中でできないわだとかい

う話はしていたのですけれども、松原さんのアイ

デアで何とかやっていきましょうと始めたのです

けれども、やり始めるとみんなが頑張り出して、

師長さん、大丈夫ですから、次もできますからと。

継続しましょう、できますよと。豆知識講座は永

久不滅ですとメンバーがなってきて、今度逆にそ

のことによって看護師さんのスキルアップができ

る。そして、コミュニケーション能力ができる。

そして、レベルアップできる。そして、職場のム

ードメークになる。モチベーションアップになっ

た。チーム力の向上にもつながった。そして、講

義を終えた後、看護師さん方が達成感が１２％、

充実感と満足感が７％だったというのです。

ローソンの裏の休憩所で、私はそういう部分、

看護師さん大変ですけれども、できればいいなと

いう思いはあるのですけれども、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 病院で

の待ち時間対策という部分につきましては、特に

看護セクションでは当院も毎年参加をしておりま

す全国自治体病院学会などでも全国から数多くの

発表演題の中に待ち時間対策というものが出てお

ります。こうした取り組みがあるという話につい

ては、私も若干お聞きはしてございますけれども、

特に看護部のほうでそういった知識は得ているも
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のというふうには考えております。貴重な御提言

として看護部のほうとも調整をさせていただきた

いというふうに思いますが、私側のほうからのす

ぐできるかというようなことに関しましては、か

なり諸条件を調整しなければ同様のことを実施し

ていくということが難しいかなというふうに感じ

ている部分がございますということでございます。

看護部のほうともこういうお話がございましたと

いうことについては、調整をさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。

ここの病院が病院の機能評価を受けたときに、

外来の待ち患者の体制づくりの部分で評価４を受

けたそうなのです。レベル４というのですか。高

い率なのですよね。を受けたというお話をお聞き

しました。ぜひ参考にしていただきたいなという

ふうに思います。名寄市立病院は名寄市立病院で

すから、そこの部分はなかなか難しいという部分

もありますし、いいところを取り入れて進めてい

っていただきたいと思います。

また、もう一つありました。２０１１年７月に

病院機能評価の審査に訪れたサーベイヤーに高く

評価されたと。そして、審査結果の報告には、看

護師による豆知識講座の計画的な開催、あるいは

外来待ち時間について苦痛軽減策としてさまざま

な工夫をやっているということに対する評価点で

４をいただいたいというふうに言われております。

もう一つ、トヨタ方式はあるのですけれども、ト

ヨタ方式は本当に無駄をなくして効率的に、部長

は知っていると思いますので、もうお話はしませ

ん。

最後に、コミュニティバスについてです。わか

りました、スポーツセンターは。もう一つ、公共

施設のＥＮ―ＲＡＹホール、お年寄りがあそこで

やる６時からのコンサート終わってから帰りのバ

スがないというのです。それは、やはりお年寄り

はコンサートへ行かなくていいのですよねと私言

われました。中村部長に聞いてみますと言ってお

きましたので、とりあえずこういうことをその方

も言われておりましたので、何かあればお答えを

いただきたいなというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほどのスポーツセ

ンターの関係もそうですけれども、皆さんお年を

とってくると、町中、買い物も含めてなかなか足

腰がという面も当然あって、今お話しのことにつ

いては特に時間帯の関係かなというふうに思いま

すが、やはりダイヤ１本ふやすなりどこかで減ら

すということになりますと全体的な運行状況ある

いはダイヤにもちょっと影響するものですから、

改めてそういう皆さんのお声が多いのかどうかも

含めて検討させていただきたいと思います。よろ

しくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

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。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４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 奥 村 英 俊
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