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平成２８年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２８年３月１４日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １７番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 靖 議員

１番 浜 田 康 子 議員

２番 山 崎 真 由 美 議員

３番 野 田 三 樹 也 議員

４番 東 川 孝 義 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 奥 村 英 俊 議員

７番 高 野 美 枝 子 議員

８番 佐 久 間 誠 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

１０番 川 口 京 二 議員

１１番 山 田 典 幸 議員

１２番 大 石 健 二 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 佐 々 木 寿 議員

１８番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 久 保 敏

書 記 開 発 恵 美

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 局 長

こども・高齢者
馬 場 義 人 君

支 援 室 長

営業戦略室長 水 間 剛 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 常 本 史 之 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議におくれる

旨の届け出がありました。１１番、山田典幸議員

がおくれるということでございます。

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、

２番 山 崎 真由美 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。

国土強靱化地域計画の策定に向けた本市の取り

組みについて外２件を、高橋伸典議員。

〇１５番（高橋伸典議員） おはようございます。

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、順次質問をしてまいりたいと思います。

１番目に、大きい項目の１番目、国土強靱化地

域計画の策定に向けた本市の取り組みについてを

お尋ねをいたします。東日本大震災の教訓を機に、

平成２５年１２月に公布、施行されました国土強

靱化基本法では、その第４条において地方公共団

体の責務を明記するとともに、第１３条において

都道府県または市町村は国土強靱化地域計画を定

めることができると明記をされております。この

国土強靱化地域計画については、このたびどのよ

うな災害が起きても被害の大きさをそれ自体小さ

くできるため、安全対策に期待ができるとともに、

計画策定後は国土強靱化にかかわる各種の事業が

より効果的に、かつスムーズに進歩することが期

待できるものであります。国として、平成２７年

１月に国土強靱化地域計画に基づき実施される取

り組みに対する関係省庁の支援について決定をさ

れました。具体的には、国土交通省所管の社会資

本総合整備事業や防災・安全交付金があり、また

農林水産省所管の農山漁村地域整備交付金や、さ

らに安全交付金、また消防庁所管の消防防災施設

整備費補助金や緊急消防援助隊設備整備費補助金

など３２の関係府省庁の所管の交付金、補助金な

どにおいて支援が講じられるとともに、この交付

の判断において一定程度配慮されることになって

おります。

しかし、この国土強靱化計画の策定状況につい

ては、平成２８年１月７日現在で都道府県につい

ては計画策定済み１３道県で、予定を含めた計画

策定中が３２都府県であります。市町村において

は、計画済みが９市町村、予定を含む計画策定中

は２４市町村にとどまっております。北海道では、

札幌市と岩見沢市しか策定しておらず、いまだ多

くの市町村が国土強靱化地域計画の策定ができな

い状況にあります。昨年１１月１７日には、全国

市議会議長会において計画の推進を掲げたところ

でございますし、この国土強靱化地域計画の策定

について今後も発生するであろう大規模自然災害

等々から市民の生命と財産を守ることを最大の目

的として、災害が起きたときの事前の備えを効率

的かつ効果的に行う観点から、早急に策定を進め、

公表すべきと考えますが、理事者の御見解をお願

いいたします。

大きい項目２項目、地域で取り組むひきこもり

の社会復帰支援についてをお尋ねをいたします。

現役世代の不就労者、ひきこもり者の増加は、地

域の活性化を妨げるだけでなく、高齢家庭の負担

にもなっております。地域で就労できずに引きこ

もっている実態を調査し、支援の実施を求められ

ております。厚生労働省では、ひきこもりをさま

ざまな要因の結果として、義務教育を含む就学期

間や非常勤職員を含む就労や家庭外での交遊をし

ない等の社会的参加を回避すること、６カ月以上

にわたって行う、家庭にとどまり続ける状態で、
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他者と交わらない状態で外出してもよいという定

義になっております。日本では、約２６万世帯に

上ると厚生労働省では平成２８年７月に推計して

おります。

また、近年ではひきこもりの高齢化が進んでお

ります。全国ひきこもりＫＨＪ親の会の調べによ

ると、ひきこもりを始める年齢が横ばい傾向にあ

るものの、平均年齢は４０から８０と上昇傾向に

あるそうです。最近では、一旦社会に出てから挫

折したことでひきこもり状態になる人がふえて、

高齢化にも拍車がかかっている状態です。また、

年齢が高くなるほど抱える家庭の負担が重くのし

かかり、支援が難しくなっている現状でもあるそ

うです。問題は、ひきこもりを抱える親が既に高

齢化しており、本来親の世代が受給するなど社会

保障の恩恵を受けている、年金を頼りにひきこも

りの生計をも助けているのが現状だそうです、世

代のはずが子供が社会復帰できない、また不就労

の状況が続き、果ては生活困窮に至るのではない

かという世帯がふえております。本市でのひきこ

もり、不就労者、不就学者の実態調査についての

お知らせをいただきたいというふうに思います。

また、本市在宅のひきこもり者、不就労者への

対策についてもお知らせをいただきたいと思いま

す。

各都道府県には、ひきこもり地域支援センター

を設置しております。第１次相談窓口を設け、支

援機関につなぐなど支援を行っておりますが、本

市の相談体制について御見解をお願いをいたしま

す。

３つ目、子育て応援アプリの推進についてをお

尋ねをいたします。平成２７年から子ども・子育

て支援新制度がスタートをされました。それに伴

い保育や育児を初めとするさまざまな子育て支援

に関する情報提供や相談、助言等を行う利用者支

援事業の実施が自治体に求められていることがき

っかけになり、各自治体が独自の支援事業を展開、

検討しております。昨今子育て家庭の家族形態や

就労形態が多様化する中、保育だけでなくさまざ

まな形の子育て支援が求められている中で、自治

体における支援事業も利用者ニーズに幅広く対応

する必要性を増してきていると感じております。

本市では、昨年１０月から地域子育て支援センタ

ーひまわりらんどの開設がされ、子育て家庭には

うれしい施設で、大盛況で運営をされております。

また、子育て世代の経済的支援で乳幼児紙おむつ

用ごみ袋支給事業、またファミリーサポートセン

ター事業等が進められているようですが、本市利

用者支援事業の取り組みの状況をお知らせをいた

だきたいと思います。

東京都世田谷区では、子育て世代に広く普及し

ているスマートフォンを活用した支援事業を行っ

ており、注目を集めております。平成２６年１０

月から多様化する子育て家庭のニーズに沿った情

報を提供するため、ツールのせたがや子育て応援

アプリをスタートさせました。核家族やひとり親

世帯の増加、名寄のように自衛隊家庭で地域のつ

ながりの希薄化などにより、保護者が孤立しがち

であることから、出産や子育てに対する不安、負

担が決して軽くありません。そこで、子育て世代

の多くが利用しているスマートフォンで時間や場

所にとらわれず、気軽に子育て支援に関する情報

を取得できるようにすることで、子育て世代の不

安感や負担の軽減を図ることができるアプリが有

効とされていることで導入がされました。アプリ

を通じ提供されるサービスには、おむつがえ、授

乳スペース、公園など施設を検索できる施設マッ

プ、子育て支援情報の申請、手続、情報を閲覧で

きる子育て支援ナビ、幼稚園、保育所施設など条

件に合わせた検索ができる保育施設ナビ、登録し

た子供の年齢、生年月日、住所などに合わせた健

診、予防接種のお知らせを通知できるお知らせ配

信機能などあり、妊娠期から小学生就学前の子育

て家庭を対象に情報を提供されているそうです。

また、政府では、児童手当、予防接種、保育所

の申し込み、健診、出生届、子育てサロン、奨学
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金などの子育てのサービスの手続を来年７月から

マイナポータルでネット化、一元化をスタートす

る予定であります。名寄もこのアプリと連動し、

子育て応援アプリの導入についての理事者の御見

解をお願い申し上げ、この場での質問を終わらせ

ていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） どうもおはようござ

います。ただいま高橋議員からは、大項目で３点

にわたり御質問いただきました。大項目の１につ

きましては私のほうから、大項目の２及び３につ

きましては健康福祉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。

それでは、大項目１、国土強靱化地域計画の策

定に向けた本市の取り組みについて、小項目の１、

国土強靱化地域計画の策定について及び２の計画

内容の考え方についてあわせて申し上げたいとい

うふうに思います。平成２５年１２月、国土強靱

化基本法が制定、公布をされまして、翌２６年６

月には同法に基づき国土強靱化基本計画、アクシ

ョンプラン並びに地域計画策定ガイドラインが策

定をされました。これまでの防災、減災の範囲を

超えて強さとしなやかさを持った安全、安心な国

土の構築に向け取り組みを推進するものでありま

して、その基本方針として人命の保護が最大限図

られること、社会の重要機能の維持、被害の最小

化、迅速な復旧、復興が示されております。国で

は、国土強靱化地域計画の策定を進めるために、

先行自治体との共同による地域計画策定モデル調

査を経まして、現在までに全国で２９団体が策定

済みとなってございます。平成２６年度には、そ

のモデル団体の一つに北海道が選ばれまして、京

都大学、藤井教授の助言を受けて地域計画の検討

と策定が行われたところであり、当該地域計画に

は地域の実情やリスク、特性に応じた施策展開と

しまして、道内を６つの地区に分け施策展開の方

向性が示されたところでございます。

地域計画の考え方、進め方につきましては、リ

スク管理及びその評価を基本に、防災だけではな

く幅広い分野を対象といたしまして、それぞれの

分野ごとにリスクを洗い出し、優先する施策から

実行しまして、その評価を繰り返し行っていくと

いうことが示されてございます。対象となる具体

の施策といたしましては、道路や橋梁、河川など

のハード分野の施策に限らず、保健、医療やエネ

ルギーなどソフト施策も含まれるものとされ、市

政の各分野に広く関連するものでございます。ま

た、強靱化地域計画の位置づけには、あらゆる計

画の最上位計画とすることが示されているところ

でありますが、法におきましては義務的な計画と

しては位置づけがされていないところでございま

す。地域計画の策定に当たりましては、地域の実

情や特性に留意をしつつ、市の施策全般について

防災、減災の視点を横軸として整備する必要があ

り、これまでの防災対策や各個別の危機管理だけ

ではなく、市の施策全てのリスクに対しまして対

応する必要があるため、おのずと総合計画との関

係は密なものになると考えております。このこと

から、本市におきましてはさらに調査を進めると

ともに、道内他自治体の推移も注視しながら、当

面の間は北海道で策定をいたしました地域計画の

考え方に沿い、その考え方を参酌しながら総合計

画の進行管理に合わせて必要な施策を推進してま

いりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２と３について申し上げます。

初めに、大項目２の地域で取り組むひきこもり

の社会復帰支援について、小項目１のひきこもり

の実態調査について申し上げます。さまざまな要

因の結果として、就学、就労、人との交流など社

会的参加を回避し、家庭にとどまり続けている状

態であるひきこもりの実態については、平成１８

年度厚生労働省関係の調査によれば推計数として

全国に約２６万世帯、名寄市の人口比率に換算し
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ますと６５世帯となります。また、平成２２年の

内閣府の調査によれば、趣味などの用事のあると

きは外出することができる準ひきこもりを含めた

広義のひきこもりは全国で約７０万人、またコン

ビニなどには出かけることができるが、他者と交

わることなく、おおむね６カ月以上にわたってほ

とんど家から出ないという狭義のひきこもりは約

２４万人と言われ、こちらも名寄市の人口比率に

換算すると、広義のひきこもりは１８０人、狭義

のひきこもりは６０人となります。ひきこもりと

なる要因は、不安障害、適応障害、あるいは鬱病

などの精神疾患や発達障害などの生理学的要因を

初め、不安、恐怖などの心理的要因、友人関係、

学校、職場などへの不適応による社会的要因など

原因はさまざまであり、複雑に絡み合ってひきこ

もりという現象が生じていると言われております。

ひきこもりの問題については、世帯内においては

過保護や過干渉など親子間で共生関係が成立し、

問題視されないケースや家族がひきこもりを隠そ

うとする場合もあり、それぞれの世帯において非

常にデリケートな問題とされております。

名寄市では、各関係機関で対応する相談体制は

あるものの、推計による実態の把握にとどまって

おりますが、小学校から中学校の義務教育期間の

いわゆる不就学者はおりませんが、文部科学省の

児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関す

る調査では、本市においては平成２６年度に不登

校の状態であった児童生徒は１０名となっており、

主に担任の教諭が定期的に家庭訪問したり、電話

で様子を確認するなど学校と本人のつながりを断

たないように努めながら対応しており、教育相談

センターにおいても関係機関と連携して児童生徒

や保護者への対応、指導、相談などを行っており

ます。ひきこもりの実態調査につきましては、今

後は地域の実情に精通している民生委員児童委員

への聞き取りを行い、実態の把握に努めてまいり

たいと考えております。

次に、小項目２の在宅のひきこもり者、不就労

者対策についてお答えいたします。ひきこもりは、

不就労による経済影響にとどまらず、年金受給者

と同居する事例もあり、本人だけではなく、その

世帯の生活も脅かす可能性があります。本人、家

族から相談を受けた場合、日常生活、社会参加、

経済的自立などの支援を行うことになります。生

活困窮者自立支援事業により本人の抱えている問

題や本人の希望などを整理し、支援を行いますが、

本人のひきこもりの状態によっては医療機関や保

健所との連携のもと、障害者の福祉施設や地域活

動支援センターを利用し、社会参加に向けた訓練

や就労のトレーニングなどを実施したり、また各

種ボランティア活動を利用した社会参加を進める

ことも必要と思われます。また、生活困窮者自立

支援事業の地域ネットワーク会議の構成団体でも

あるハローワークにおいて、障害者や就労から遠

ざかっている方の専門相談員が常駐しております

ので、本人の状況に応じた就労に結びつけ、経済

的自立を支援していきたいと考えております。

次に、小項目３の本市の相談体制についてお答

えします。ひきこもりについて、この地域におい

ては心の相談として名寄保健所が医師、保健師に

よる相談を行っているほか、教育機関や医療機関

など相談を受け、その後も支援を続けることので

きる機関もあり、また本市においても障害者総合

支援法、生活困窮者自立支援法により障がい福祉

係や保護係での相談を初め、地域包括支援センタ

ー、名寄市内の障害者福祉施設、社会福祉協議会

の生活相談支援センターが相談窓口となっており

ます。また、これらの関係機関は名寄市障害者自

立支援協議会や生活困窮者自立支援事業の地域ネ

ットワーク会議などで連携を図っておりますので、

複数の専門機関による多面的な支援や相談者のひ

きこもり状況や世帯でのニーズに適合する機関へ

つなげることが可能となっております。

また、厚生労働省では、ひきこもり対策推進事

業によりひきこもりの状態にある本人や家族を支

援するために、ひきこもりに特化した第１次相談



－98－

平成２８年３月１４日（月曜日）第１回３月定例会・第３号

窓口として、ひきこもり成年相談センターを都道

府県に設置しており、ひきこもり支援コーディネ

ーターがひきこもりの状態にある本人や家族から

の電話、メール、来所等による相談や家庭訪問を

中心とした訪問支援を行うことにより、早期に適

切な機関につなげる支援を実施しておりますが、

現在北海道では札幌市に１カ所のみ設置されてい

る状況です。今後は、必要時には北海道ひきこも

り成年相談センターとの連携を図りながら、セン

ターの専門的な助言、アドバイスをいただきたい

と考えております。ひきこもりの支援では、身近

な地域の相談窓口をふだんから市民向けに周知し

ていくことが必要となりますが、御家族などから

相談をいただいた場合については、当事者が相談

や治療場面に出向くことが難しい場合が多いこと、

あるいは相談や受診に踏み切れない当事者に対す

る一歩踏み込んだ取り組みが必要となりますので、

自立相談支援員や関係機関の専門職が連携して、

家庭訪問を中心とするアウトリーチ型の相談支援

も必要と考えております。今後につきましても引

き続き関係機関と連携し、包括的な支援を実施し

ていきたいと考えております。

続きまして、大項目３の子育て応援アプリの推

進について、小項目１の利用者支援事業の取り組

み状況について申し上げます。利用者支援事業に

つきましては、昨年４月から利用者支援専門員を

１名配置し、地域子育て支援センターひまわりら

んどのオープンまでの間、こども未来係において

子育て中の親子の皆さんの各種手続や子育て関係

機関との連絡調整について研修を行ってまいりま

した。現在は、相談しやすい敷居の低い場所とし

て、ひまわりらんどにおいて子育てに関する幅広

い支援を行うコンシェルジュとして来所相談、電

話相談、メール相談に取り組んでいるところです。

相談内容では、幼児教育、保育施設の利用相談が

主なものとなっておりますが、今後とも子育て支

援に関する身近な相談窓口としての機能を十分発

揮できるよう努めてまいりたいと考えております。

また、施設の駐車場については、マタニティー

駐車スペースを確保し、安心して妊婦の皆さんが

駐車できるよう整備を行いました。このことにつ

いては、以前議員から御質問をいただいておりま

したが、本来障害者用駐車スペースには妊婦の皆

さんも駐車することが可能となっておりますが、

制度に対する認知度が低いため、妊婦の皆さんが

利用しづらいことが課題となっておりました。こ

のためひまわりらんどでは、当市の公共施設では

初めてマタニティーマークを導入させていただき

ました。これにより、施設利用者のマナー向上に

も大きく貢献しているところです。また、乳幼児

紙おむつ用ごみ袋の支給につきまして御提言をい

ただいておりましたが、本年４月から実施するた

め、新年度予算に計上させていただいたところで

す。今後とも子育て世代の皆さんに喜ばれるよう

事業の充実に努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２の子育て応援アプリの導入につ

いてお答えします。子育て世代に必要な情報に特

化したサイトを開設し、携帯端末等にアプリをダ

ウンロードしていただくことにより、利用者に適

した情報がプッシュ配信されるなどの機能を持っ

たシステムであると認識しております。現在全国

では、中核都市や政令都市などを中心に運用が始

まっております。情報の入手手段の拡大、子育て

世代に適した手法であると理解しておりますので、

今後実施しております自治体の運用等研究させて

いただきたいと考えております。

また、国においてはマイナンバーを活用し、子

育てサービスの手続をインターネットで一元的に

できるようにする方針を固めました。マイナンバ

ー用個人向けサイト、マイナポータルの中に子育

て関連の手続をまとめたコーナーを設置するとい

うことですが、政府においては本日３月１４日に

有識者会議を発足させ、具体的な議論を始めると

のことであり、現在は仕様等公開されておりませ

んので、今後情報収集に努め、さらに研究させて

いただきたいと考えております。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 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。

時間も十分ありますので、ゆっくりやりたいと

思うのですけれども、強靱化は一番最後にさせて

いただいて、時間なくなったらやりませんけれど

も、後ろの地域のひきこもりの社会復帰の部分を

少し再質問をさせていただきます。今お聞きしま

したところ、平成２６年に教育上の不登校が１０

名おられたということです。その部分で教育相談

を中心に先生等が家庭に行って、その子たちの支

援をしてきたという状況だというように先ほどお

聞きしたのですけれども、学校でのいじめだとか、

そういう部分の１０名の方というのはどういう状

況。先ほど何か先生がどうのこうのと、聞き取れ

なかったものですから、１０名の方の内容という

のがどういうことで不登校になったのかというの

がわかればちょっと教えていただきたいなと思う

のですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 平成２６年度の文部

科学省の児童生徒の問題行動等生活指導上の諸問

題に関する調査で、名寄市では１０名ということ

で答弁をさせていただきました。名寄市の詳しい

状況についてはちょっと承知していない部分あり

ますけれども、北海道でこの調査に基づく調査結

果が出ている中におきましては、児童生徒の不登

校となったきっかけと考えられる要因として、不

安など情緒的な混乱、２つ目には無気力、そして

３つ目には小学校では親子関係、中学校では友人

関係というふうになっていますので、名寄市にお

いても同様なふうになっているかというふうに考

えております。ただ、いじめによる不登校につい

ては本市についてはありませんので、御報告をさ

せていただきたいと思います。そういった点につ

きまして、担任が中心となって初期対応を含めて

対応しているということで、先ほど答弁させてい

ただきました。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

次に、先ほどひきこもりの全国の状況を言われ

まして、完全ひきこもりが約２４万人、そしてそ

れにまつわる方々を含めると７０万ということで

言われて、名寄ではその推計で計算すると６５世

帯ぐらいいるのではないかと。そして、全くのひ

きこもりが６０人ぐらいいるのではないかと。そ

れを含めると１８０人ぐらいの人間が家に閉じこ

もる傾向の方がいるのではないかということで、

完全にいるというわけではない。私も１世帯の方

でそういう傾向の方を知っているものですから、

仕事ついて、２年で仕事をやめてしまって、それ

からずっと家で引きこもっている二十数歳の若い

子の親とちょっとおつき合いをしているものです

から、本当にやはり仕事でも家庭でも友人関係で

もということで、こういう方々が出るのだなとい

う部分で見ていきました。その中で先ほど生活困

窮者支援制度の中で、こういう方々を拾っていけ

る状況にならないのか。先ほど民生委員、地域包

括センターも含めた取り組みをやっているという

ふうに言われましたけれども、こういう事例では

そういう民生委員の方々、町内の方々からこうい

うひきこもりの方々がいるのだけれども、どうい

う対処をしたらいいのかという御相談や何かとい

うのは今発生することはないのでしょうか。親や

何かはそういう子供がうちにいるというのは見せ

たくないという方もおられるということを先ほど

言っていたのですけれども、親にしたら本当に働

き盛りの青年が家に閉じこもって仕事をしないと

いうこと自体がやっぱり自分がこれから年をとっ

ていく中で、自分が亡くなったときにこの子はど

うなるのだろうという思いの親も多いと思うので

す。障害者の親の方々と話してもそういう方々す

ごく多いです。私が、今自分がこの障害者の方々、

不就労の方々見ているのだけれども、自分はまだ

平成２８年３月１４日（月曜日）第１回３月定例会・第３号
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年金で暮らしているからいいけれども、本当に自

分、両親が亡くなったらこの障害者、この不就労

者は大丈夫なのかという親はたくさんいるのです。

やっぱりそれをそういう民生委員だとか町内の方

々の相談、地域包括センターの方々への相談体制

というのがあると思うのですけれども、現状でそ

ういう相談はないのかどうか、ちょっとお知らせ

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） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えいたしま

す。

現在まで民生委員さん、町内会、また教育関係

者等から直接そういったような自宅にひきこもり

の方がいらっしゃるような御相談はございません

けれども、現在行っております生活困窮者自立支

援事業の中におきまして、今年度の相談件数が新

規で２月末現在で６６件ということでありまして、

そのうちの２件が引きこもりがちなケースという

ところで、２名ほどいらっしゃいます。その方に

つきましては、さまざまな御相談を通じた支援を

現在させていただいている最中でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） 個人情報の関係もあ

りますので、これを町内会等々でやれといっても

厳しいと思うのですけれども、秋田の藤里町とい

うところがあるのですけれども、この藤里町では

平成１７年に地域福祉トータルケア推進事業で福

祉でまちづくりをということで、地域の福祉推進

に取り組んできているそうなのです。平成２２年

には在宅のひきこもり者、不就労者を対象に支援

する人もされる人もともに集える場所として、福

祉の拠点こみっとというところをオープンさせた

と。毎年こみっと感謝祭だとか、そういうところ

に障害者の方々、そして不就労者の方々に来てい

ただいて、人とのつき合い、またはそこのボラン

ティアをしてもらって、その対策をしているとい

うのです。そして、毎年２００名以上が参加して

いる。ひきこもり者、不就労者、障害者等が提供

する手打ちそばが自慢のお食事処こみっと、平成

２５年には香川県の讃岐うどんの技術研究を受け

て研究したこみっとうどんを提供しているそうな

のです。社会福祉協議会が事務所を務めるのです

けれども、シルバーバンク事業等々がこのこみっ

とを含めて支援されているのですけれども、その

中で地域の作業依頼に応じることで、ひきこもり

者だとか、そういう障害者の方々、不就労者の方

々が社会福祉に参加できるように軽い軽作業のお

仕事をしていただいて、お金を支援するという形

にしているそうなのです。藤里町では、平成２３

年にひきこもりの実態調査を町独自で行いました。

１５歳から５５歳の町民 ２９３人のうち１１３

が長期不就労者状態で引きこもっている状況が判

明、その８割は ７４％に上ったと。半数以上は

４０歳以上の方々の引きこもりがち、そしてひき

こもりの高齢化が明らかになってきたというので

す。

ひきこもりだとか不就労の部分というのを社会

の部分でいくと、やはり停滞させるという部分が

あると思うものですから、しっかりとやっぱり取

り組んでいただきたいというふうに思うのです。

先ほどなかなか不就労者の実態調査はできないと

言われたのですけれども、ぜひ実態調査を一回や

っていただいたほうが、私は名寄市のこれからの

発展のためにプラスの材料に、その方々を支援し

ていく部分も重要ですし、それのためにやはり行

政としてその状況をわかっていくのも重要かなと

思うのですけれども、この部分どのようなもので

しょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ただいま議員か

ら御紹介ありました秋田県の藤里町の部分であり

ますけれども、こちらは人口が ８００人程度の

ところということでありまして、その中で１０人

に１人の方がたしかひきこもりの傾向が……そう

ですね。済みません。というような、調査の結果、

１００名以上の方がひきこもりの状態であったと
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いうようなお話でありました。こちらでは、社会

福祉協議会を通じて学校のＰＴＡですとか、民生

委員さん、またこちらでは自治会みたいですが、

そういったところからの協力を得ながら実態調査

をされたというようにお伺いしておりますが、そ

もそもが介護支援専門員が高齢者宅にお伺いした

ときに、高齢者からうちに息子なりが引きこもっ

ているのだけれどもというような相談を受けて、

介護専門員が事実がわかって、かなり地域にいる

のだなということで調査が始まったとお聞きして

おります。今後当市におきましても、なかなかデ

リケートな問題なところはございますけれども、

まずは民生委員児童委員さんの皆さんから聞き取

りを、地域に精通されている委員さんから実態を

お聞きすることから始めさせていただきたいと考

えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

先ほどの障害者基幹相談支援センターというこ

とで言われましたけれども、名寄にはこの障害者

基幹相談支援センターというのは存在するのか。

ある程度社会福祉士だとか保健師、精神保健福祉

士の専門家の職員が対応されて、そういう方々の

相談に応じていっていると思うのですけれども、

これから身体障害者、または知的、精神、発達障

害、そして難病の方々を含めてこの部分で見てい

かれるというふうに私は想像するのですけれども、

その状況をちょっと教えて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） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） この４月から開

設いたします基幹相談支援センターについてお答

えします。

社会福祉課内に配置をいたします障害者に関す

る相談支援を総合的、専門的に行う窓口でござい

ます。基幹相談支援センターにつきましては、専

門職員を２名配置をいたしまして、センター長を

合わせた３名体制で運営をしていく予定でござい

ます。開設時間につきましては、市役所の開設時

間と同じく８時４５分から１７時３０分を予定し

ております。また、ひきこもりの対応に関しまし

ては、本人の状態によりましては障害者福祉のノ

ウハウを活用した対応、また障害福祉サービスを

利用することが望ましい場合もあると考えており

ますので、このセンターが初期対応をしたり、ま

た関係機関と連携、つなぐ調整役を行ってまいり

たいと考えております。具体的には、電話相談、

面接相談のほか、家庭訪問を行うなど、本人や御

家族のニーズに柔軟な対応をとってまいりたいと

考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） わかりました。

釧路にもこの機関もう設置されておりまして、

すごく充実した機関のように見させていただきま

した。その中で釧路のまちは、本当にもう障害者

の方々だとか、そういう方々に優しいまち、福祉

に優しいまちということで、今シンボルマークを

募集してやっているのです。本当にもうこういう

障害者だとか高齢者、そして子供たちにやはり優

しいまち、私は今回障害者の方と一般質問する意

味で、ちょっといろんな部分を話しさせていただ

きました。この障害者の基幹相談支援センターが

できるということで、すごく喜ばれておりました。

そして、本人は名寄は本当に障害者のためにすご

く苦労していた部分で充実した施策をつくってい

ただいていると感謝をされたのです。すごいなと

いうふうに思っておりまして、ぜひ釧路みたいに

そういう障害者に優しいまちのシンボルマークを

つくっていただいて、張っていただきたいなとい

うふうに思っております。それは、もし実現でき

ればやっていただきたいなというふうに思ってお

ります。

最後というか、先ほどアウトリーチというお話

をされていました。きっとアウトリーチというと、

普通の診療所や何かが患者さんが来られないので、
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自宅に行って診療するというのがアウトリーチだ

と私は思っているのですけれども、名寄市として

のひきこもりだとか地域包括センターでのアウト

リーチの対策というのはどういう対策をしていく

のか、ちょっとお聞かせをいただきたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほども申し上

げましたが、自宅にとどまっておられてなかなか

相談窓口に来ることができないような方のために、

アウトリーチという家庭訪問の手法が大事だと考

えております。アウトリーチ支援、訪問支援につ

いては、事前の情報収集や当事者の了解を得るな

ど事前の準備には家族の御協力が必須であると考

えております。家族や関係機関との相談を継続し

ていく中で、支援者が訪問することをひきこもり

の当事者が納得あるいは希望している場合は有効

な訪問となりますが、当事者が訪問を拒否してい

る場合は訪問以外の支援の方法や家族に対象を限

定した訪問、これが必要となります。家族を対象

とした訪問を続けていくと、何回目かに御本人に

会うことができるというような状況も生まれてく

ると言われております。訪問支援は、関係機関の

専門職と連携いたしまして、当事者の本当の気持

ちを尊重しながら、医療機関への受診が必要とさ

れる方には速やかに治療が開始されるように、ま

た医療が必要でない事例では当事者の社会生活へ

の可能性を広げるための支援を提供する、さまざ

まな地域の社会支援へつなげることが重要と考え

ております。大事なことはステップ、丁寧に一歩

ずつ踏んでいくということだと考えております。

訪問支援を通しまして、ひきこもり当事者とその

家族の生活の質、ＱＯＬが少しでも改善するよう

今後とも取り組んでまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１５番（高橋伸典議員） よろしくお願いいた

します。

次に、子育て応援アプリの部分を再質問をさせ

ていただきます。先ほどのひまわりらんどの部分

の保育コンシェルジュの保育サービス、情報、相

談等々の部分言われておりました。今、国会では

保育所に入れないだとかという部分は何か出てい

ますけれども、名寄は待機児童がゼロということ

で安心してはおりますけれども、名寄の保育コン

シェルジュの方々、きっとコンシェルジュという

と子供が急に、自分自身が病気になって子供を預

けなければいけないだとか、そういう部分の相談

だとか、あと保育所に入れたいのだけれども、こ

の保育所があいていないからどこかないかいだと

か、自分は名寄でなく士別に勤務しているから途

中に保育所がないかだとか、そういう部分の相談

だとか、子育ての相談をされているように思うの

ですけれども、現状今私の孫も、孫の話はだめだ

と言われるのですけれども、孫があそこを喜んで、

もうしっかりと光名幼稚園終わった後に寄らさせ

ていただいております。今まで、孫の話しすると

長くなるのですけれども、ああいうところという

のは午前中で終わっていたのですけれども、今は

もう５時までということで、本当に２時半ぐらい

に、水曜日はお昼で終わってお弁当を持ってあそ

こに行って遊んでいるような状況でありますので、

大変有意義なところだなというふうに喜んでおり

ます。その部分でコンシェルジュの状況、相談状

況や何かがもしあればちょっと教えていただきた

いというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 利用

者支援事業の実施のために、議員御質問いただき

ましたように、ひまわりらんどに配置しておりま

す子育てコンシェルジュにつきましての相談件数

と内容についての御質問かと思いますけれども、

オープン以来、先月になりますか、平成２８年２

月におきまして２２件の御相談を受け付けさせて

いただいております。議員御指摘のとおり、相談

がほとんど来所による相談でございまして、内容
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につきましては入園、入所、保育サービスにつき

ましてが１５件となっております。子育てにつき

ましての相談につきましては、ひまわりらんどの

相談件数として整理をさせていただいているとこ

ろでございまして、そのほか先ほどの答弁にもご

ざいましたが、電話相談やメール相談につきまし

ても受け付けをさせていただいているところでご

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） ありがとうございま

す。本当にひまわりらんどはすばらしい、やっぱ

り行政と子育てをするお母さん方とのつなぎのと

ころだと思うのです。あそこに行けば自分のこう

いう悩みは解決できるという体制をしっかり整え

ていただきたいなというふうに思います。

時間ももうなくなってきますので、次に先ほど

おむつ事業の部分、おむつ事業もしっかりと推進

していただきたいというふうに思います。４月２

７日に自分の３人目の孫ができて、楽しみにして

おります。

次に、先ほどファミリーサポートセンターのお

話をされました。おとといの新聞に西條につくら

れるという、すばらしい部分だというふうに私は

思います。このファミリーサポートセンターが西

條さんに入るということは、やはり先ほど言った

ように自分が緊急で何かやらなければならないと

きに預けられるという部分は本当に今まで子育て

していた方々に、私も何度も言わさせていただき

ましたけれども、期待されている部分なのだろう

なというふうに思います。子育て・親育ての会の

中にも本当にファミリーサポートの仕組みをしっ

かりとつくってほしいという部分の声がやっぱり

多い。２８人の方々がファミリーサポートセンタ

ーをつくってほしいという部分ですから、やはり

この西條さんでやるサポートが成功するというふ

うに私は思っておりますし、充実に向けてしっか

りと体制を整えていただきたいなというふうに思

います。その中で、その他の中であるのですけれ

ども、名寄市の子育て支援の情報を集約したもの

が欲しい。そして、子育てしにくいことがたくさ

んある。もっと子育てしやすいまちにしてほしい。

子育ての要望を市などに届ける場の設定が必要で

はないか。いろんなこういうお母さんたちの声が

あります。本当私は先ほど応援アプリの部分を言

わせていただいたのは、やはり今のお母さんとい

うのは、ママ、お母さんと言ったらいいか、ママ

と言ったらいいですか、みんなアプリでやってい

るのです。私はガラケー２台なのですけれども、

家族はほとんどみんなラインで情報をとり合って

いるのですけれども、私だけその中に入れないよ

うな状況なのです。でも、今の若いお母さん方、

ほとんどアプリを使っている状況です。そして、

その中で先ほど言ったように名寄というのは公務

員の方々が地方から来て、そして自衛隊さんや何

かは来てすぐというのはなかなか周りとの接点が

希薄化しているものですから、それにやっぱり対

応するために、または世田谷や何かというのはき

っと横の連携なんてほとんどああいう都会ですか

ら、ないですから、お母さん方はアプリで子供の

支援の情報をとっていると私は思うのです。すご

い情報のとり方だと言っていますので、お母さん

方はやっぱりしっかりそれにつながっているとい

うふうに思っていますので、先ほど研究していた

だけるということですので、しっかりと研究をお

願い申し上げます。

７月からは、国のマイナンバーを含めた部分で

子育ての情報や何かは出ると思うのですけれども、

申請や何かの部分が主だと思うのです。でも、や

っぱり名寄のそういうアプリを使って、名寄には

こういう授乳室がありますよ、おむつ交換室があ

りますよという情報というのは必要だと私は思う

のです。お母さん方が行ったときに、そういう交

換ができないだとか、こういう部分の相談はどこ

へ行ったらいいのだだとか、名寄のインターネッ

トを見てもある程度の情報は載っていますけれど

も、やはりなかなか情報をとるのが難しい部分も



－104－

平成２８年３月１４日（月曜日）第１回３月定例会・第３号

ありますので、研究をしっかりやって、７月の国

のマイナポータルも期待はしておりますけれども、

きっと名寄市の地域のことというのは入ってこな

いと思いますので、地域のことをやっぱり発信で

きる部分をしっかりとつくっていただきたいなと

いうように思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

最後に、国土強靱化の部分を質問させていただ

きます。先ほど部長から国土強靱化の部分ありま

すけれども、総合計画を含めた部分の対策が主に

なると言われておりました。行政は、やっぱり総

合計画を中心に進める部分が必要だというふうに

思いますし、私は重要だというように感じており

ます。今回の国土強靱化のインターネットでこの

ようにとらさせていただいて、見てみました。私

は、なかなか浅はかなものですから、関係省庁が

予算を支援していくと軽くここに書いてあるもの

ですから、うのみにしまして、これはやはり名寄

市として活用しなければいけないなという部分が

あったものですから、今回この質問をさせていた

だきました。でも、地域計画を進める部分では、

私はすごく重要な部分ではないかなというふうに

思っております。どのような地域等に起きても被

災の大きさ、それ自体を小さくできるのだと。ま

た、２番目は、国土強靱化を図る各種の事業によ

り、効果的かつスムーズに進歩する期待ができる。

また、関係省庁の交付金、補助金等による支援を

的確に実施できるという、ここの実施できるとい

う部分で私はもう真剣に、これはもう使わざるを

得ないなという部分で今回質問させていただいた

のですけれども、後からちょっとお聞かせくださ

い。

地域の持続的な成長を促すことができるという

部分があります。そして、先ほど総合計画の部分

で総務部長は言われておりました。私は、この強

靱化計画等含めて、耐震化も含めて総合計画今第

２弾をつくっていく中で、強靱化を進めていかな

ければならない部分、この予算をとれということ

ではなく、小学校にしたらここの部分はもう４０

年たっているから、耐震化でないから、総合計画

としてやっていかなければいけない部分、また橋

だとかトンネルは強靱化を含めて対策をしなけれ

ばいけないという部分があると思うのですけれど

も、総合計画の中でそこの部分数点、何カ所かは

まる部分があればお伝えいただきたいのとこの関

係省庁の交付金、補助金等による支援を適切に実

施されると書いてありますけれども、ここの部分、

正確に期待されるのか、余りされないのか、ちょ

っとお聞きしたいと思いますので、この２点をお

願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま国土強靱化

に絡めて、大きくは２点だったかと思います。１

つは、国土強靱化を進めるに当たって総合計画と

の関連性ということでありますが、これは議員が

冒頭に言われたように、あるいは私も答弁の中で

言わせてもらいましたけれども、国土強靱化とい

う視点は、防災がどちらかというと災害が起きた

後の対応、どう避難するか、命を守るかと。それ

に比べますと、国土強靱化については災害が起き

る前にどれだけ被害を少なくできるかという、先

ほど申し上げたように、例えば議員も言われたよ

うにインフラの整備なんかもそうだと思います。

あるいは、災害が起きたときのエネルギー確保、

食料確保の関係、救急等の医療の確保を含めて事

前にどれだけの対応ができるかというところだと

思います。これは、非常に幅広い分野になります

ので、先ほど申し上げたようにやはり総合計画と

非常に密接な関係にならざるを得ないのだろうな

というように思っています。ただ、今回計画策定

そのものについてはかなり分野が広がるというこ

とと名寄市についてはどうしてもこれまで安全だ

ったということもありますので、この計画を策定

するにはかなり時間を要するだろうと思っていま

すので、当面についてはこの国土強靱化の考え方

について一定程度勘案をしながら、総合計画の中
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で進めていきたいと思っています。例えばインフ

ラ整備に当たっても、そういった視点から何が急

を要するのか、そういった部分も含めての議論に

なっていくのかなというふうに思っています。

それと、もう一点については、国が示した支援

策についての考え方、受けとめ方ということだと

思います。これは、今の総合戦略もそうですけれ

ども、国は従来縦割りの施策を進めてきたという

ことですけれども、近年については一つの政策を

各省庁横断的にという姿ができたのかなというよ

うに思っていますし、この国土強靱化については

そういう意味では国も前向きなのだろうなという

ふうに思っています。平成２７年度と２８年度の

関連予算を見ますと、概算要求ベースでいくと

２倍弱ですけれども、そういった要求がされると

いうことでありますので、国も一定の姿勢を示し

ているのだろうなというふうに思っておりますの

で、私たちも期待するところはございます。ただ、

国の書き方見ますと、交付決定に当たって一定程

度配慮するという、この言葉の意味するものが正

直私どももなかなか具体的に見えていないという

部分がありますので、ここの言葉の意味するとこ

ろについて引き続き調査研究をさせていただきた

いというふうに思っておりますので、ぜひ御理解

をいただければと思います。

以上でございます。

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。

市政推進の基本的な考え方について外３件を、

川村幸栄議員。

〇５番（川村幸栄議員） おはようございます。

通告順に従いまして、４項目にわたって質問をさ

せていただきます。

まず最初に、市政推進の基本的な考え方につい

て伺います。平成２８年度市政執行方針により市

政推進に当たっての基本的な考え方が示されまし

た。この中で言われている市民力を生かすやスケ

ールの大きなまちづくりなどについて、市民の皆

さんにわかりやすく具体的な説明が必要ではない

でしょうか。

そこで、伺います。１つに職員一人一人が強い

コスト意識を持つとはどういうことなのか、２つ

に市民主体のまちづくりとは、３つにスケールの

大きなまちづくりとは、４つに市民力を生かすと

はどういうことなのかお聞かせをいただきたいと

思います。

次に、台湾との交流について伺います。１つ目

に、今後の交流の方向性について伺います。中学

生の野球交流や農産物の交流が進められています

が、今後この交流がどのような発展を目指してい

くのか伺います。

２つに、語学指導等を行う外国青年招致事業、

ＪＥＴプロラムの活用についてであります。小中

学校で語学活動などの補助を行う外国語指導助手、

ＡＬＴ、国際交流に関連する部署などで翻訳、通

訳など国際交流活動を行う国際交流員、ＣＩＲ、

スポーツ指導を通して国際交流活動を行うスポー

ツ国際交流員、ＳＥＡ、これら３職種の語学指導

等を行う外国青年招致事業、ＪＥＴプログラムの

積極的な活用を求めるものですが、お考えを伺い

ます。

次に、風連日進、望湖台の自然を生かした取り

組みについて伺います。自然の恵みや先人が残し

てくれた財産をさらに磨いて、名寄ならではのま

ちづくりを進めると言われています。しかし、現

在名寄の自然の恵みを生かし切れているかという

と、生かし切れていないと言わざるを得ない状況

ではありませんか。

そこで、風連日進、望湖台の自然を生かした取

り組みについて次の提案をし、お考えを伺いたい

と思います。１つに、地域を生かした健康づくり

についてであります。ヘルスツーリズム、フット

パス、森林浴なども含めてのフットパス、農村セ

ラピー、農村風景と安心、安全なおいしい農産物

による農村セラピーが注目されつつあります。地

域固有の自然環境を利用した健康ウオーキングや
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地域固有の食材による健康食など、地域を生かし

た健康づくりについてお考えを伺います。

２つに、旧風連日進小中学校校舎の活用につい

てであります。こうした健康づくりの行動の拠点

に、そして休憩場所に活用をと考えるところです。

もちろん地元の皆さんとの話し合いや協力は不可

欠ですが、市としてのお考えを伺います。

最後に、学校給食費無料化の考え方について再

度伺います。１つに、学校給食に対する考え方に

ついてであります。１９５４年、学校給食法が制

定されました。２００５年、食育基本法が制定さ

れ、食育を生きる上での基本であって、知育、徳

育及び体育の基礎となるべきものと位置づけてい

ます。そして、２００８年６月には学校給食法が

制定以来初めて全面改定されました。学校給食の

普及、充実とともに、学校での食育の推進を図る

ことを目的とし、そしてその第２条で目標として

４項目から７項目へふやし、学校給食は教育の目

的を実現するためのものと位置づけられています。

こうした学校給食に対する考え方について伺いま

す。

２つ目に、子供の貧困に対する考え方について

であります。御承知のように、子供の貧困問題は

社会的に大きな関心事となっています。子供の貧

困は、子供の将来に大きくかかわります。社会全

体でこの問題に取り組まなければならないと考え

ます。子供の貧困に対する考え方についてお知ら

せをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 川村議員から大項目４点

にわたって御質問をいただきました。大項目１を

私から、大項目２、３を営業戦略室長、大項目４

については教育部長から答弁をさせていただきま

す。

市政推進の基本的な考え方について申し上げま

す。今定例会の冒頭に市政執行に当たっての私の

基本的な考え方として３点について申し上げまし

た。１点目は、民間会社的発想での行政運営につ

いて、職員一人一人が強いコスト意識を持つこと

の必要性を申し上げました。地方公共団体には、

住民の福祉の増進とともに最少の経費で最大の効

果を上げるということが求められておりますが、

費用対効果が明確になりづらい政策分野もあるこ

とから、民間と比べて総じて職員のコスト意識が

弱くなる傾向があるものと考えております。この

最少の経費で最大の効果を実現をするためには、

同じコストをかけるのであれば成果を最大にする、

同じ成果を出すのであればコストを最少にすると

いったように、職員一人一人が絶えずコストを意

識しながら、生産性を上げていくということが重

要であり、本市においても厳しい財政状況が続く

中、計画的で効率的な行財政運営を進めてまいり

ます。

２点目は、さらなる市民参加とよりわかりやす

い行政運営、情報公開について、市民が主体的に

まちづくりに参画することの必要性を申し上げま

した。自治基本条例においては、市政を含めて住

みよいまちを実現するために行われる市民活動全

体をまちづくりと定義しておりまして、多様化、

複雑化をする地域住民のニーズに的確に応えて、

よりきめ細やかなサービスを提供することで地域

の特徴を生かしたまちづくりを進めていくために

は、行政が主体となって行う公共施設の整備や福

祉サービスなどと市民が主体となって、あるいは

市民と行政との協働によって行われる身近な取り

組みが両輪となって機能をしていく、このことが

重要であると考えております。今後も市民の皆様

と市が知恵と力を出し合いながら、ともにまちづ

くりを進めてまいります。

３点目には、地域の宝、財産、特色に徹底的に

こだわったスケールの大きなまちづくりについて

申し上げました。本市には、自然が育み、先人た

ちが築き残してくれた有形、無形のすばらしい財

産が豊富にあり、作付面積日本一のモチ米や国内
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最大級の望遠鏡を有する天文台、雪質日本一のス

キー場など国内外に誇れる地域資源があると考え

ております。今後もこれらの魅力を最大限に発揮

をし、発信をし、杉並区や台湾などとのネットワ

ークを形成をしながら、国内外への情報発信の推

進や交流人口の拡大などに積極的に取り組み、地

域振興と市民が地域に誇りを持つことができるま

ちづくりを進めてまいります。

私は、これら３点の基本的な考え方に立って市

政を推進してまいりたいと考えておりますが、市

政を推進する上で市民の皆様の郷土を愛する気持

ちや豊かな発想と行動力、共助の精神などは、本

市にとって非常に大きな力となるものであります。

私としては、ぜひ市民の皆様にお力添えをいただ

きながら、オール名寄の体制で明るく元気なまち

づくりを進めてまいりたいと考えています。

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） 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、台湾との交流について、小項目１、今後の

交流の方向性についてお答えいたします。

台湾交流につきましては、杉並区の御縁で平成

２５年１月に台北駐日経済文化代表処の羅副代表

らが来名した際、田中杉並区長も交え、意見交換

を行ったことを契機に、平成２５年度から名寄市

・台湾交流実行委員会を設置し、中学生野球交流

事業や教育旅行受け入れ事業などに取り組んでま

いりました。教育旅行受け入れ事業につきまして

は、これまでに台湾の高校生２３９名が来名し、

市内の高校生と交流するほか、本市の冬の魅力を

堪能しました。今後は、台湾国際教育旅行連盟を

初め、台湾の方々とじかに触れ合って築き上げま

したネットワークをさらに強化することで、人的

交流を中心とした友好関係を深めていきますとと

もに、国際感覚に富む人材育成に努めてまいりま

す。

また、昨年７月に設立しました日台親善協会で

は、１月に交流自治体中学生親善野球大会帰国報

告会にあわせましてまるごと台湾フェアを開催す

るとともに、２月に起きた台湾南部での地震の際

には市民などから義援金を受け付けるなど、台湾

との交流に対する市民周知に力を注いでいただい

ております。本市では、２月２２日から３月１６

日まで市内３カ所で行っております台湾の歴史や

教育旅行受け入れ事業などに関するパネル展示を

親善協会と共同により実施しておりますが、台湾

との交流について市民理解が深まるとともに、台

湾との交流が市民レベルで進むよう親善協会の活

動を支援し、より一層の親善協会との共同関係を

構築できるよう努めてまいります。

次に、台湾への経済交流に向けた特産品の販路

拡大については、もち米の里ふうれん特産館が一

昨年から参加した台湾のバイヤーが集まる商談会

への参加や台湾での試験販売を実施した結果、こ

としに入ってから２回台湾のデパートで自社商品

を販売しており、今月以降も引き続き台北市や台

中市などでの販売を予定しております。さらに、

昨年９月から１０月にかけまして香港そごうを会

場に開催された北海道秋の食と観光展では、ＪＡ

道北なよろ、もち米の里ふうれん特産館、名寄給

食センターの３者が参加するなど東アジア市場に

おける販路拡大への取り組みも進められておりま

す。本市といたしましても台湾交流がきっかけと

なって市内民間事業者の販路開拓、拡大の視点が

海外へ向けられ、新しい取り組みを行っていただ

いていることに対し、今後とも支援してまいりま

す。

続いて、小項目２、語学指導等を行う外国青年

招致事業、ＪＥＴプログラムの活用についてお答

えいたします。本市では、台湾からの教育旅行受

け入れにかかわる台湾の学校関係者との連絡調整

や本市を訪れる台湾の観光客への対応などのため、

今年度台湾出身者を一般職で採用いたしました。

この職員は、台湾での教育旅行の誘致活動や教育

旅行受け入れの際に通訳を行うことはもちろんの

こと、エフエムなよろにおきまして毎週放送され
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ている「台湾出会い旅」への出演や台湾の大学生、

リンゼイの高校生及び名寄市立大学の学生との意

見交換を企画するなど、台湾との交流が幅広い分

野で進むようさまざまな業務に従事しております。

また、台湾との交流につきましては、今後は広域

で行うことも視野に取り組みを進めているところ

でありますので、将来的には事業展開が大幅に拡

大した際には、ＣＩＲ、国際交流員の活用などに

ついて検討する課題の一つと考えております。

次に、合宿誘致推進事業に関しては、ＳＥＡ、

国際スポーツ交流員を含むＪＥＴプログラムの活

用については現時点では検討しておりません。特

定の競技種目の強化については効果的であると認

識しておりますが、導入に当たっては合宿の誘致

にとどまらず、生涯スポーツの振興、また学校や

関係機関と幅広い議論が必要になってくると考え

ております。今後は、総合戦略に基づくスポーツ

の振興や合宿誘致等の施策を推進する中で活用に

ついて調査研究してまいりたいと思います。

次に、大項目３、風連日進、望湖台の自然を生

かした取り組みについて、小項目１、地域を生か

した健康づくりについて、小項目２、旧風連日進

小中学校校舎の活用についてをあわせてお答えい

たします。ふうれん望湖台や風連日進湖畔は、緑

と水辺の両方の景観を兼ね備えた楽しく自然と触

れ合える公園であります。ふうれん望湖台自然公

園には、道道の北側の森林内に遊歩道がめぐらさ

れており、森林浴や季節の花木を楽しみながら健

康的に散歩を楽しむことができ、風扇館やコテー

ジなどを休憩所として活用することも可能で、キ

ャンプなどのアウトドアをしながら、森林浴を楽

しむことができますが、今年度はセンターハウス

の解体や利用が少なかったパークゴルフ場が廃止

されたこともあり、今後の利活用や整備の方向性

について地域の皆さんや関係団体と協議していく

こととしております。また、風連日進湖畔にも風

連日進レクリエーションセンターが設置されてお

り、周辺の農村公園とあわせてさまざまな活用方

法を考えることが可能であります。

旧風連日進小中学校校舎につきましては、現在

市の普通財産として管理し、体育館は体育施設利

用として開放するとともに、一部地域の方に御利

用いただいております。また、地域での風連日進

小学校跡地等検討委員会を設置して、市と有効活

用について検討しておりますが、具体的な活用方

法が決まっていない状況にありますので、現在は

申し出があればさまざまな事業等に利用していた

だいております。このことからも、これらの施設

についてはさまざまな利活用が考えられますので、

御提案いただいた内容も含めて地域や関係者の皆

様と考えていきたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目４、

学校給食費無料化の考えについて、小項目１、学

校給食に対する考え方についてお答えいたします。

日本での学校給食は、明治２２年に現在の山形

県鶴岡市の仏教者が慈善事業として児童に昼食を

提供したことが始まりと言われており、欠食児童

の救済や就学率の向上を目的とし、全国に広がり

ました。戦後昭和２９年に学校給食法が制定され、

旧名寄市では昭和４１年から、旧風連町では昭和

４８年からセンター方式による給食の提供を始め

ております。学校給食は、成長期にある児童生徒

の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれ

た豊かな食事を提供することにより、健康の増進

と体力の向上を図るなど、栄養改善を主要目的と

しておりました。その後、平成１７年の食育基本

法の制定後は、食の大切さや食文化、マナー、栄

養バランス等食育を主要目的として食育の生きた

教材としての重要な役割を持つほか、日々の学校

生活の中での給食は気分の転換を図り、午後に向

けての活力を生み出す大切な時間であり、みんな

で一緒に食べる体験を通して好ましい人間関係を

育てるなど、学校教育において重要な役割を担う

ものであると認識しております。また、近年の学
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校給食では、地場農産物の使用拡大を初めとした

地産地消により、地域にとっても重要なものであ

ると考えております。

さて、大項目の質問でもありました学校給食の

無料化に対する考えですが、学校給食法第１１条

の規定により、学校給食の実施に必要な施設及び

設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する

経費は学校の設置者、いわゆる市の負担となって

おり、食材にかかわる経費は保護者負担と決めら

れております。学校給食の現状でありますが、平

成２６年度の給食費は１億 ０００万円で、１人

当たりの年間給食費は小学校で平均４万 ０００

円、中学校では平均５万 ０００円となっており

ます。道内でも子育て対策や若者の定住促進を目

的として、給食費の無料化、一部無料化を実施す

る自治体が見られている状況にありますが、無料

化については国の支援制度もなく、財源の確保が

できない中、毎年１億 ０００万円の負担は現在

の財政状況では極めて困難であると考えています

ので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目２、子供の貧困に対する考えにつ

いてお答えいたします。国においては、平成２５

年に子どもの貧困対策の推進に関する法律を制定

し、平成２６年には内閣府において「全ての子供

たちが夢と希望を持って成長していける社会の実

現を目指して」と銘打って子供の貧困対策に関す

る大綱を定めました。この大綱において子供の貧

困対策に関する当面の重点施策を幼児教育、義務

教育、高等学校、大学教育などの分野ごとに設定

し、取り組むこととしております。小中学校の義

務教育の分野においては、家庭教育や地域条件な

どに左右されず、学校に通う子供の学力が保障さ

れるよう少人数の習熟度別指導を取り入れたり、

児童生徒の感情や情緒面の支援を行っていくため

のスクールカウンセラーの配置を推進することと

しております。また、学校を窓口として貧困家庭

の子供たちを早い段階で生活支援や福祉制度につ

なげていくことができるよう福祉部門と教育委員

会、学校が連携を進めていくことが重要としてお

ります。本市においては、現段階でスクールカウ

ンセラーの配置には至っておりませんが、少人数

指導加配教諭を配置し、きめ細やかな指導に努め

るなど、教育現場における学力の保障に配慮して

おります。また、福祉部門と連携してケース会議

を持つなど、問題を抱えた子供やその家庭環境の

ありようなどについて協議し、対応していくなど

の手だてを今後も講じてまいります。また、子供

が皆ひとしく教育を受けられる権利を保障するた

めに、就学援助制度が設けられておりますが、今

後もこの就学援助制度を知らなかったことによっ

て不利益が与えられることがないよう周知の方法

を検討しながら取り組みを進めてまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。さらに深めて質問をさせていただき

たいというふうに思います。

まず最初に、市政推進の基本的な考え方であり

ます。私は、職員一人一人が強いコスト意識を持

つというところ、非常に強調されているなという

ふうにまず感じました。強いコスト意識を持って

いる。当然市長がおっしゃるように、最少の経費

で最大の成果をというのは否定しませんけれども、

やはりいろんな部分でそういった部分も必要な部

分はあるとは思うのですけれども、ただ民間会社

的発想、ここのところを余りにも強調され、先ほ

ど生産性を上げていくというふうにおっしゃった

かなというふうに聞こえたのですけれども、それ

であると市民の暮らし、福祉を守っていく地方自

治体としての本質とは少しかけ離れていくのでは

ないかというふうに私は感じています。民間会社

的発想ということになりますと、営利目的が強調

されかねないのかなというふうに、うがった捉え

方かもしれませんけれども、そんなふうに思う市

民もいるということであります。この点について
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再度お考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 職員のコスト意識につい

て改めて再質問がありましたので、お答えいたし

ますが、今生産性ということもありましたけれど

も、何もこれ営利で収益を出すことだけが生産性

ということではなくて、最大の福祉の効果を示し

ていくために我々の職員が最高のパフォーマンス

を発揮する、こういうことも生産性の向上の中に

含まれるということであります。いずれにしても、

我々は限られた財源の中で、あるいは限られた歳

入の中でいかに効果的な住民福祉を実行していく

かということがまさに市民の皆さんから期待をさ

れているところであり、そのために議会議員の皆

様にも住民の皆さんの御意見を吸い上げて、時に

はチェックをし、提言もしていただきながら、両

輪でこの地方自治を進めていっているものだとい

うふうに理解をしておりますので、このことはし

っかりと念頭に置きながら、しかし議員がおっし

ゃるようにそのことで行政サービスの低下を招く

ということは絶対これはあってはいけないという

ことでございますので、評価に当たっての政策の

目標をできるだけ具現化をしていくということも

後の評価には大事なことだというふうに思います

ので、そうした観点も踏まえてしっかりと留意を

しつつ、今後とも行政運営に当たりたいというふ

うに思っているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今市長のほうから福祉

の効果を上げることなのだというふうなことが発

せられたかなというふうに思います。住民の福祉

を充実させていく、そのことが生産性を上げてい

くことになるのだというお話をいただきましたの

で、ここに私は思いを一緒にさせていただきたい

なというふうに思います。市民の皆さん方の中に

は、先ほど言ったような、そういうふうな捉え方

もあるということも受けとめていただきながら、

やはり本当に言葉だけが先歩いてしまうとそうい

ったことも出てくるのかなというふうに思います。

やっぱり福祉がなかなか充実してもらえないとい

うような思いというのは、非常に市民の皆さんの

中には根強くあります。例えばスケールの大きな

まちづくり、ここでは国内外に誇れる魅力を発信

していくというふうな市長のお話がありましたけ

れども、スケールの大きなというとハード面での

大きさをうたっているのではないかと、そんなよ

うなふうに受けとめる市民もいるわけです。ソフ

ト面ではどうなのだと。ソフト面での充実、この

大きさはどうなのだというふうな声も聞かれてい

るところでありますので、やはり住民の福祉を充

実させていく、そして福祉の効果を上げていくの

だといったところに力を尽くしながら、市政の推

進に励んでいただきたい、そのことを強く思って

いるところであります。

また、市民力を生かすということです。最後に

出されていました。さきの代表質問の中でも市民

力のことが取り上げられていましたけれども、や

はりそれぞれの市民の皆さん方の底力といいます

か、そういったものというのは私も敬意を申し上

げる部分たくさんあるかなというふうに思ってい

ます。ただ、そこを引き出す、これを本当に生か

していくためには、やっぱり行政がリードしてイ

ニシアチブをとっていく、このことが必要だろう

というふうに思うのです。そうした中でこそ、オ

ール名寄のまちづくりにつながっていくのかなと

いうふうに思っています。その点についてもう一

度お考えをお聞かせいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 市民主体のまちづくりと

いうことで、さきの代表質問の答弁でもお話をさ

せていただきましたけれども、私は本当に名寄市

民の力、あるいは潜在的な能力というのはすばら

しいなというふうに改めてここ何年かで思うこと

がたくさんございまして、この力をさらに伸ばし、

引き出していくということがさらにこの地域の豊

かなまちづくりにつながっていくのだろうという
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ふうに確信をしています。行政がイニシアチブを

とるということなのか、そうしたきっかけを我々

がつくって、その住民自治をさらに盛り上げてい

くということなのか、いわば両輪だというふうに

思います。そうしたことで協働のまちづくりを進

めていきたいという考え方でありまして、引き続

き地域の皆さんがこの地域に愛情と誇りを持って

それぞれの隣人の幸せを願っていく、自分だけで

ない、公共心というのですか、そうしたものも養

っていく、そうした教育も含めてしっかりとこれ

からのまちづくりを進めていきたいというふうに

考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） もちろん両輪で、市民

とみんなで、おっしゃるようにオール名寄で市民

も行政もみんなで力を合わせながら、それぞれの

持っている力をたくさん出せる人は出しながら、

少ししか出せない人はそれなりに頑張りながら、

やっぱり名寄をよくしていきたい、その思いは同

じであります。その中で、やはりさっきも言った

ように言葉が先に走って、市民力を生かすのだ、

市民主体のまちづくりというふうになると、自助

で、市民がまずというふうな、そういう受けとめ

方をされてしまいがちかなというふうに私は思っ

ています。これから次の観光の問題も給食の問題

もそうなのですけれども、やはり自助だけではや

っていけない。やっぱり公助が、支えがあってこ

そ自助も発揮できる。そして、オール名寄でとい

う、私はそういうまちづくりに進んでいけば本当

に市民が主人公の名寄市になっていくのではない

かなというふうに考えておりますので、引き続き

そこのところに重点を置いていただきながら進め

ていただくことを強く求めて、次に移らせていた

だきたいと思います。

次に、台湾との交流についてであります。中学

生の野球の交流、そして教育旅行も２３９名に来

ていただいたというお話でありました。よろーな

でパネル展がされていますけれども、ここでも随

分市民の方々がのぞき込んでじっくり見ていらっ

しゃる姿を見ていると、少しずつ台湾交流が市民

の皆さんの中にも浸透してきているのかなという

ふうには思うのですが、しかしなかなかここに接

点のない方々にとっては何で台湾交流なのかなと

いうような思いというのは大きいかなというふう

に思っています。そういった広がりがなかなか、

一部にとどまっていないのかどうか、こういった

部分にちょっと懸念を感じているところでありま

す。引き続きＪＡだとか、そういった方々の民間

主導による物品販売の拡大をということでした。

再度具体的にどういった部分で進めていこうとし

ているのか、お考えがあればお聞かせをいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問があり

ました。市民にもっと台湾に対する周知というこ

との御質問でありました。先ほども答弁させてい

ただきましたように、昨年７月に民間団体の日台

親善協会という協会を民間主導で設立させていた

だいて、先ほどもいろいろ台湾フェアを行ったり

とか、現在パネル展も開催させていただいている

ところです。昨年できて、台湾交流自体が３年目

を迎えるということで、いろんな取り組みはさせ

ていただいておりますけれども、まだまだ市民に

全体的に広がるまではいっていないというのも当

然あると思います。ただ、先ほども答弁でありま

した台湾南部の地震の際に日台親善協会が市民に

対して義援金を募集したところ、金額的な部分は

あれなのですけれども、私個人的な部分を言わせ

ていただければ想像以上に義援金をいただいたと

いうことで、それらも含めて徐々にではあります

けれども、台湾に対する市民の関心といいますか、

そういったことが生まれてくるのかなと思ってい

ます。それぞれの周知の部分については、これは

継続は力なりでないですけれども、本当に地道に

いろんな部分について常に周知していくというこ

とが最終的には一人一人市民の関心というか、周
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知が広がっていくということで、これからも日台

親善協会とともにそういったＰＲ活動も含めて協

力をしていきたいと考えております。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 常に周知をしていきた

いということでありました。本当に多くの市民の

皆さんに知っていただきたいなというふうに思っ

ています。

その中で、ＪＥＴプログラムの活用です。私も

詳しい中身よくわからなかったのですが、昨年東

川町に視察に行かせていただいて、そこで東川町

ではこのＪＥＴプログラムフルに活用していらっ

しゃいました。それをぜひ名寄市でも活用できな

いかということで、いろいろ勉強させていただい

たところであります。外国語指導助手、ＡＬＴに

ついては、今２名の方々がいらして、小中学校で

語学活動などの補助を行っていただいています。

このＪＥＴプログラム、総務省、そして文科省、

外務省と３省の協力のもとで推進されているとい

うことです。総務省のホームページを見てみます

と、ＪＥＴプログラム、外国語教育の充実を図る

とともに、地域レベルでの国際交流を推進するこ

とを目的としておると。２７年度で２９年目を迎

えると書かれてありました。世界最大規模の人的

交流プログラムであり、全国各地の地域における

国際化に寄与するとともに、参加者の皆さんは帰

国後も日本理解の促進に貢献しているというふう

にホームページで書かれていました。ＡＬＴでは、

既に活躍していただいていますから、その貢献度

はもう実証済みだというふうに思うのですけれど

も、しかし先ほど御紹介したＣＲＩ、国際交流員、

ここはさらに広めていく可能性もというような御

答弁があったかというふうに思うのですけれども、

やはり常に周知をしていく中で、外国の皆さん方

と接する機会、交流を身近に体験できる機会をふ

やすためには非常に有効ではないかなというふう

に考えているのですが、その点についてお考えを

お聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今ＪＥＴプログ

ラムに関しての御質問ということで、特にＣＩＲ

の国際交流員やＳＥＡ、国際スポーツ交流員の活

用ということでの御質問をいただきました。先ほ

ども答弁させていただきましたように、私どもの

ほう、本市といたしましては、台湾人の方を一般

職員に採用したということで、今その職員の部分

についてはフルに、当然のことながら教育旅行の

受け入れの際には通訳、いろんな部分でも頑張っ

ていただいています。また一方で、台湾の部分の

周知ということで、先ほども答弁ありましたエフ

エムなよろの番組の出演など、いろんな部分で活

躍していただいて、また私どもの担当としまして

は他の国際交流の担当もしていただいておりまし

て、それらと台湾との可能性もいろんな部分で取

り組んでいただいております。今後台湾の特にイ

ンバウンドも含めた部分については、本市だけで

は一定の限界があるということと教育旅行の受け

入れの際には向こうの先方のほうから高校生との

交流というのが必須課題としてされるということ

で、本市２校高校ありますけれども、それだけで

はそれぞれの高校のカリキュラムの問題もありま

すので、今後さらにそういった教育旅行の受け入

れを進めていくということで、当然のことながら

周辺町村との広域的な取り組みということも必要

になってきます。また、今回美深、下川と本市と

広域的なインバウンドに向けた事業というのも取

り組む予定をしています。その際にも美深、下川

町も教育旅行の受け入れも含めて、インバウンド

も含めてなのですけれども、農産物の海外輸出と

いうことも他の周辺町村も考えているということ

で、そういったことを具体的に進めていくとなる

と、当然のことながら国際交流員、ＣＩＲの活用

なども人材として入れていかないとなかなか、最

終的にいろいろな事業を進める上で先方の台湾と

のコミュニケーションが一番重要になってきます
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し、またいろんな台湾の方々のおつき合いの中の

人的な交流というか、やっぱり顔の見えるそうい

う交流することによって経済交流も発展につなが

るということも含めたら、そういったコミュニケ

ーションの円滑な活用という部分に含めてＣＩＲ

の活用も今後その状況によっては検討していかな

いといけないのかなということで現在考えており

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 今御答弁いただいたよ

うに、私も本当にそう思います。お一人の方、今

一生懸命いろんなところで活躍され、中国語講座

も開かれたり、あらゆる場面で御活躍をいただい

ていますけれども、やはり１人ではというような

思いがあります。それで、このＪＥＴプログラム

の中身、費用はどうなのだというようなことにな

るかなというふうに思うのですが、これは本事業

に係る報酬、旅費等の必要な経費については地方

公共団体の国際化、国際交流経費の一環として地

方交付税の基準財政需要額において所要の算入措

置を講ずるというふうになっていますので、色が

ついてきませんからわからないという部分もある

かもしれませんけれども、しかしこの基準財政需

要額に応じての交付税ですから、どのくらいにな

るかわからないのですが、ただ参考までに平成２

６年度では１人４７２万円というふうなことも紹

介されていますので、こうした部分でぜひ積極的

に活用して、多くの市民の皆さんに先ほどお話が

あったインバウンド促進事業、こういったことも

含めて、近隣の町村とも含めて力を合わせてでき

る方向に進めることができればなというふうに期

待しておりますので、よろしくお願いをしたいと

思います。

では次に、風連日進、望湖台の自然を生かした

取り組みについてであります。望湖台については、

センターハウスがなくなり、寂しくなってはいま

すけれども、豊かな自然がまだまだ残っていると

いうところでいえば、私はもっともっと活用して

いただきたいともう強く思っているのです。それ

とあと、風連日進の東生地区、ここも先ほど御紹

介したように農村セラピー、私自身があの地域に

行って空気を吸い、畑を眺め、雨竜地方を遠くに

眺め、心を癒やしてきたということを重ねてきて

いるものですから、ここを何としても活用してい

ただいて、多くの皆さんに知っていただいて、訪

れていただいてというふうな思いで今回取り上げ

させていただきました。

１つ健康に関することをちょっと御紹介したい

と思うのですけれども、これ平成２３年度なので

すが、健康日本２１の評価から、日常生活におけ

る歩数の増加、これもうたっていたのですけれど

も、達成していませんでした。肥満度、男性で２

１％、女性で１ ４％です。肥満の男性、４０

代で３ ６％、５０代で３ ６％というふうにな

っています。この年代を対象とした運動量を増加

させる取り組みが必要だというふうに思っていま

す。有酸素運動がいいというのは皆さん御承知の

とおりだと思います。生活習慣病に大きく効果が

出るという期待ができるというふうに言われてい

ます。また、そのほかに有酸素運動、生活習慣病

は認知症のリスクを高めるということですので、

散歩を楽しんでほしいという専門のドクターの所

見もあるところです。こういったところで活用し

ていただくと、生活習慣病の改善につながれば医

療費の抑制にもなるということで、いいことずく

めかなというふうに思っていますが、この点につ

いてお考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 御提言をいただ

きました地域の自然を生かした健康づくりにつき

ましては、議員おっしゃいましたとおり森林浴で

すとか、あと田園地帯の風景を楽しみながら、心

身ともにリフレッシュして、健康の保持増進につ

ながるものとは考えております。市内には緑豊か

な自然がございまして、なよろ健康の森を初め、
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その自然を生かした公園等にはパークゴルフ場が

設置されたり、またウオーキングできるコースも

整備されております。健康づくりに適した条件が

多く存在しておりまして、実際に利用もされてい

るような状況でございます。市民の健康づくりに

つきましては、現在実施しておりますなよろ健康

マイレージやなよろ健康あるキングを通年して継

続した取り組みができるようなことが必要だと考

えておりまして、健康マイレージに取り組みを行

っていただいている方の大半がウオーキングが中

心ということであります。自宅周辺や道路、公園、

河川敷などが利用されておりまして、気軽に御参

加をいただいているというような状況であります。

課題といたしましては、先ほども申し上げました

が、冬期間誰もが安心してウオーキングができる

ような場所が少ないことから、次期総合計画にお

きましてそのような部分を検討していきたいとい

うふうに考えております。引き続き通年で手軽に

運動できるような場所の確保に努めてまいりたい

と考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 歩くことは有効だとい

うことなのですけれども、今お示しした風連日進、

望湖台の自然を生かして、そこでとれる農産物の

活用も含めて発展させる手だてはないものかとい

うことであります。町中で歩くことがだめだとい

うふうには思っていませんけれども、しかしせっ

かくの風光明媚な、そして自然豊かなこの地を活

用しながら、多くの皆さんに楽しんでいただき、

健康を維持していただく、そのことが必要かなと

いうふうに思っています。この点で言えば、名寄

大学があるわけですから、栄養科の先生方、また

看護科の先生方、こういった方々のお知恵も拝借

しながら、大いに宣伝効果は、宣伝していく中身

については豊かに膨らますことができるのではな

いかなというふうに思っています。また、トイレ

の整備なんかも必要かなというふうには思ってい

るのですけれども、そういった部分で風連日進小

中学校の校舎の利用、それからちょっと奥になり

ますけれども、東生福祉会館なども地域の皆さん

と協力も仰ぎながら、こういったところも利用さ

せていただければ、本当に地域の中で、自然の中

で健康を維持することができるのではないかなと

いうふうに思っています。執行方針の中で、観光

振興の中で観光振興計画、２８年度に見直しが行

われるというふうに書かれていますし、その中で

現行計画の検証、観光を取り巻く環境の変化を踏

まえ、改善や新たな視点での方策を検討していく

というふうに書かれていますので、ぜひともこの

部分も検討の中に入れていただいて、前向きに取

り組んでいただければということを強くお願いし

て、次に行きたいと思います。

学校給食費の無料化であります。私は、やっぱ

り学校給食というのは教育の一環であるというこ

とを強く申し上げたいというふうに思っています。

先ほども御紹介しましたように、２００８年に学

校給食法が全面改定されました。その目標の中、

健康福祉部長の御答弁の中にもありましたけれど

も、適切な栄養の摂取による健康の保持増進、日

常生活における食事について正しい理解を深め、

望ましい食習慣を養う、学校生活を豊かにして、

明るい社交性、協働の精神を養う、命や自然を尊

重する、そして食生活にかかわる人々のさまざま

な活動に支えられていることについて理解を深め、

勤労を重んずる態度を養う、伝統的な食文化につ

いても理解を深める、さらには食料の生産、流通

及び消費について正しく理解を導くというふうに

７項目になっているわけです。名寄の給食、地場

産品の活用が６割から７割というふうに言われて

いて、地域経済の発展も学ぶことができる。そし

て、給食を食べる中で子供たちの問題状況も食べ

るという側面からも見ていくことができるという

ふうなことではないかなというふうに思っていま

す。この学校給食、食事の提供だけではなくて、

学校給食は教育の一環だということを再度強調し

たいというふうに思います。前回御質問させてい
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ただいたときに、食費は個人の負担に帰すべきだ

というふうな御答弁をいただいていました。こう

いう学校給食、教育の一環である学校給食が食費

は個人の負担に帰すべきものという考え方が適し

ているのかどうか、適した考え方なのかどうか、

非常に疑問に感じています。この部分についてお

考えをお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど答弁しました

給食費の関係について、食材については保護者に

帰すものという部分について、適しているのかど

うかという御質問でありますけれども、前回の答

弁の中でも申し上げましたが、人間が生きるため

には衣食住、基本的な部分が必要でありまして、

その点につきましてはやっぱりきちんと保護者で

あったりも含めて負担をしていくべきものという

ふうに私も思っているところです。学校給食にお

きましても食材費については、そういった面では

保護者の負担に帰するものでありますし、ただそ

れに伴う運営経費についてはしっかり市の責務で

やるものというふうにも考えているところであり

ます。ただ、どうしても経済的な理由も含めて負

担ができない家庭においてはしっかりした支援策

もやっぱり講じる必要があるというふうに考えて

いますので、その点につきましては今後も引き続

きしっかり対応してまいりたいというふうに考え

ています。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 学校給食費の費用は今

部長がおっしゃったとおりで、運営に要する経費

のうち政令で定めるものは設置者の負担、運営に

要する経費以外に要する経費、食材等については

保護者の負担、こうなっていますけれども、設置

者である市が児童生徒にどのような学校給食を行

うか、どのくらいの予算を使っていくのかという

ことは決めることができると言えると思います。

前回の質問でも他市町の例を紹介させていただき

ました。第３子から無料にしたり、小学生は無料

になど、それぞれさまざまな取り組みをされてい

るのを紹介させていただいたところであります。

実は、先日３月１１日に政府が経済財政諮問会

議を開いて、安倍政権が掲げる名目国内総生産、

ＧＤＰ６００兆円の目標実現に向けた具体策を議

論しています。その中で民間議員から子育て支援

の柱として、学校給食を無料化するよう政府に提

言があったと報じられています。このように政府

の諮問会議の中でも議論されている状況にあって、

給食の食材費分が保護者が負担するというこれま

での常識として言われてきたことが変わり始めて

いると言っても過言ではないかというふうに思う

のですが、この点についてのお考えをお聞かせく

ださい。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今の学校給食費の無

料化に向けて、子育て支援の観点からというお話

がされたかというふうに思っております。前回の

質問の中で橋本副市長のほうから答弁をさせてい

ただきましたけれども、当然名寄市におきまして

も子育て支援策、定住人口の拡大含めて必要な重

大な施策で位置づけておりますので、その中で子

育て支援策として他自治体でも先ほど紹介しまし

たけれども、無料化だったり、一部の無料化とい

うことで実施している自治体がふえてきている状

況でありますので、名寄市においてもそういった

ことがどうなのか、制度設計も含めて今後研究を

していきたいということで答弁をさせていただい

ておりますので、そういった全体的な子育て支援

に対する施策の推進をどうしていくか、また先ほ

ど言いましたように年間１億 ０００万円の食材

費もかかるという状況がありますので、そういっ

た財政的な面からの検討も含めて今後研究をして

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） 川村議員。

〇５番（川村幸栄議員） 就学援助制度の積極的

な活用はもちろんなのですけれども、今教育に係

る費用が本当に大きくなって、子育てしている保



－116－

平成２８年３月１４日（月曜日）第１回３月定例会・第３号

護者の方々にとっては大きな負担になっています。

塾などへの負担、そして先々への教育費の増大、

進学の問題、奨学金の問題なんかも出てくるかと

思います。今給食費の増額も他市では言われてい

ます。消費税の負担増もあるという中で、本当に

子育てしている子育て中の保護者の皆さん方、苦

労されて子育てに励んでいます。こうした皆さん

方への支援ということでの学校給食費の無償化に

ついて十分に検討していただいて、前向きな御答

弁をいただけるように、また再度質問をさせてい

ただく機会をお願い申し上げまして、私の質問を

終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

閉校後の利活用について外３件を、川口京二議

員。

〇１０番（川口京二議員） 議長の御指名いただ

きましたので、通告順に従いまして、質問をいた

します。大項目で４点について質問をいたします。

大項目１点目は、閉校後の利活用について伺い

ます。ことし３月に１０６年の歴史を持つ東風連

小学校と４２年の歴史を持つ豊西小学校がそれぞ

れ惜しまれつつ幕を閉じることになりました。小

項目１点目は、平成２６年９月に質問をいたしま

した豊西小学校について伺います。答弁では、文

部科学省が取り組んでいる「みんなの廃校」プロ

ジェクト等に登録し、全国から利用者を募る、維

持経費がかかることから建物を解体し、更地とし、

新たな活用方法が決まるまで市民ホールの臨時駐

車場や冬期の一時堆雪場にする、比較的利用価値

の高い屋内体育館だけを改修し、今後も利用して

いく、また市民ホールや浅江島公園とも隣接し、

環境的に恵まれた立地条件だから、さまざまな面

からの活用が考えられることも考慮し、庁内的な

活用法策を協議し、市民の意見を考慮して方向性

を出したいという答弁でした。庁内の協議は何回

行い、またどのような内容だったのかを伺います。

また、市民の意見はどのように伺い、どのよう

な意見があったのか伺います。

大項目２点目、防災について伺います。小項目

１点目は、防災訓練について伺います。今年度は

天塩川、名寄川同時決壊を想定した避難訓練や通

信途絶時の対応訓練などを実施しましたが、今年

度実施した各訓練の評価と課題についてお知らせ

ください。

また、次年度の訓練の目的と概要についてお知

らせください。

小項目２点目は、自主防災組織について伺いま

す。防災には、自助、共助、公助が重要だと言わ

れています。最近では、近助という言葉もでき、

向こう三軒両隣で助け合うことだそうです。行政

だけではできない部分もあり、自分や家族だけで

はなく、自分のまちや隣人は自分たちで守る意識

が大切です。そこで、共助を担う自主防災組織の

役割が大変大きいものと考えています。自主防災

組織の現状と今後の育成についてお知らせくださ

い。

小項目３点目は、防災マスターについて伺いま

す。北海道では、防災に対する心構えなどを多く

の人に知っていただくため、ボランティアにより

地域の防災活動に取り組んでいただいたり、災害

時には地域の防災リーダーとして活躍していただ

く北海道地域防災マスターの育成に取り組んでい

ます。多くの方が受講されており、町内会等で防

災研修を行ったり、講話を行ったり、さまざまな

活動をされています。名寄市の現状と活動状況に

ついてお知らせください。

小項目４点目は、避難所の資材確保について伺

います。避難所には、避難をされた方が不自由な

く避難生活が送れるようさまざまな資材等が準備



－117－

されていると思いますが、現状をお知らせくださ

い。

大項目４点目、有害鳥獣について伺います。道

は、昨年１２月の発表でヒグマが１万６００頭と

発表しています。２０１２年度分の発表です。１

９９０年度 ８００頭で、２３年間で ８倍ふえ

たそうです。これは、高齢化によるハンターの減

少などによるものだと専門家は指摘しています。

また、熊の草食化も影響し、エゾシカがふえてい

るようです。小項目１点目は、エゾシカ、ヒグマ

の対策について伺います。

小項目２点目は、アライグマについて伺います。

北海道において、生息が確認された市町村は平成

１３年３月では８７、平成２７年３月では１４７

と全道で８０％以上の市町村で確認をされており

ます。急激に増加をしております。２５年度の道

の農産物被害は ０００万円とのことです。猫や

犬などペットを襲ったり、大阪では女性がアライ

グマにかまれた事例もあるそうです。原産地の北

米では、狂犬病やアライグマ回虫を初めとする感

染症の媒介が社会問題になっているようです。北

海道でも対策に取り組んでいるところもあります

が、市の対策についてお知らせください。

小項目３点目は、箱わなについて伺います。次

年度大型用の箱わなを２基ふやすと伺っています

が、小型用、アライグマ、キツネ用はどうなのか、

また現状をお知らせください。

小項目４点目は、カラスについて伺います。最

近カラスがふえているのではないかと思っていま

すが、カラス対策と駆除の状況をお知らせくださ

い。

大項目４点目、市道の歩道について伺います。

歩道は、高齢者や障害者、車椅子所有者等を含む

全ての歩行者にとって安全で円滑な移動ができる

ことが原則です。また、歩行者の快適な通行を考

慮して雨水等の適切な排水を十分考慮した対策を

行うものとすると道路構造令の歩道の一般的構造

に関する基準に記載されています。歩道を見ます

と、凹凸の激しい箇所や雨上がりのとき、そのた

めに雨水がたまっているところも散見されます。

小項目１点目は、整備の状況について伺います。

小項目２点目は、融雪時期の整備について伺い

ます。冬期の排雪によるバケットの影響かと思い

ますが、縁石が破損をしている状況を見かけます。

融雪と同時に歩行者もふえると思いますが、整備

はどのようにされているのか伺います。

小項目３点目は、点字ブロックについて伺いま

す。点字ブロックは、正式名称を視覚障害者誘導

用ブロックといいます。視覚障害者が足裏の感覚

で認識できるよう突起を表面につけて視覚障害者

を安全に誘導するために地面や床面に敷設されて

いるブロックのことをいいます。名寄市でも歩道

や商店の出入り口、公共施設など設置が進んでお

ります。点字ブロックのライン上にマンホールが

あり、地盤の沈下により段差が生じたり、点字ブ

ロックが欠損している箇所もあります。整備はど

のようにされているのか伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま川口議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１につきましては私のほうから、大

項目２につきましては総務部長から、大項目３の

小項目１から３につきましては経済部長から、小

項目４につきましては市民部長から、大項目４に

つきましては建設水道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、閉校後の利活用について、小項目１

の豊西小学校についてお答えいたします。豊西小

学校は、本年度をもって閉校となりますが、２月

２７日には学校関係者や地域関係者が集い、閉校

記念式がＥＮ―ＲＡＹホールにおいてとり行われ

たところであります。閉校後の利活用につきまし

ては、ＥＮ―ＲＡＹホールや浅江島公園に隣接し、

環境的に恵まれた立地条件にあることから、さま

ざまな活用方法が考えられ、庁内での議論はもち
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ろん市民の意見も取り入れながら検討していきた

いとしてきたところであります。この間豊西小学

校閉校記念事業協賛会やＰＴＡの会合の中では、

校舎は耐震化されていないため、再整備をする費

用をかけて地域で活用するような状況にはない、

グラウンドはＥＮ―ＲＡＹホールの予備駐車場と

して利用できるのではないか、校舎東側の前庭に

は閉校記念碑を設置したことから、適正な管理を

お願いしたいなどという御意見がありました。ま

た、昨年開催されましたまちづくり懇談会では、

パークゴルフやゲートボール等を雨天時にもでき

る施設がないため、体育館と施設の一部を市民に

開放してほしいという意見も出されております。

また、庁内の議論経過については、総合計画の

ローリング時や予算査定時などに議論されてきま

したが、近隣の児童センターや図書館本館など老

朽化した公共施設の集約化や再整備、その一方で

町中でのにぎわいづくりをどう進めていくかなど、

さまざまな課題がある中での検討となっていると

ころであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

２、防災について、初めに小項目の１、防災訓練

について、今年度の訓練の評価と課題について申

し上げます。

今年度の名寄市防災訓練は、天塩川上流水防研

修会と合同開催とし、日程の前半部分において垂

直、水平避難訓練及び段ボールベッドの作成訓練

を行いました。避難訓練では、国の避難勧告など

のガイドラインの改定を受けて避難の考え方を即

実行した点、またリードタイム、いわゆる避難に

要する時間の計測を実施し、実践的な課題の検証

を行ったことは有意義であったと認識をしてござ

います。また、段ボールベッド講習会では実際の

避難所でのスタッフ不足を想定し、各町内会ごと

にそれぞれ一斉に組み立てることを通じて自助、

共助の理解が図られ、また楽しみながら取り組め

たものと認識をしているところでございます。さ

らに、水防研修会においては災害図上訓練などを

通じて警戒避難体制の再確認に成果があったもの

と考えているところでございます。これらの訓練

につきましては、８月に名寄市で開催をされまし

た国土交通省の地域防災力向上トップセミナーで

避難に対するより実践的な訓練として御紹介をい

ただいたところでございます。

なお、当日は市民全体を対象に緊急速報メール

を配信し、全市民を対象とした受信の確認もあわ

せて実施をさせていただきました。

また、昨年１０月には総務省総合通信局の協力

により通信途絶訓練を実施いたしました。最近の

自然災害の激化に対する備えとして、移動電源車

並びにＦＭによる臨時災害放送局機器を用いて２

日間実際にＦＭ波を発信し、被災時の電波の受信

状況を確認したところであります。結果につきま

しては、大変良好で、盆地という地形もあり、想

定を超えるＦＭ波の受信が確認でき、一定の成果

が得られたところでございます。また、名寄市の

訓練の成果報告に関しましては、総務省総合通信

局の管内の報告として国の会議で共有されたとこ

ろでもございます。

次に、次年度の訓練の重点と概要について申し

上げます。昨年９月に発生をしました関東・東北

豪雨の被害の反省から、国土交通省の避難を促す

緊急行動が始まってございます。これからは、自

然災害の激化に対応するため、関係機関とより連

携を密にした対応が必要とされており、次年度は

天塩川流域を対象としました水防演習が天塩川砺

波地先で開催される予定であることから、この訓

練を通じて防災力の向上を図ってまいりたいと考

えています。訓練内容につきましては、緊急速報

メールのほか、名寄市立大学の学生と要援護者に

よる避難や住宅浸水防止訓練、土のう積み工法の

訓練などのほか、これまでは浸水に備える訓練と

していたものから、堤防破堤後の訓練も組み入れ

た幅の広いものとして実施をし、あわせて自主防
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災組織のほか、市内在住の北海道地域防災マスタ

ーの参加も予定していることから、自助、共助力

の向上に効果を果たせるものと期待をしていると

ころでございます。

次に、小項目の２、自主防災組織の現状と育成

について申し上げます。自主防災組織につきまし

ては、平成２６年度の北海道全体での結成率は５

３％、名寄市におきましてはこれに準じる町内

会を含んでの数字でございますが、８１町内会中

１８町内会で、組織率につきましては２ ３％と

高い状況ではございません。これは、災害が少な

い地域との意識から取り組みがおくれているもの

でありますが、最近の自然災害の激化に伴い、組

織設立を検討している町内会がふえてきており、

今後の立ち上げも数カ所見込める状況となってご

ざいます。育成支援の方法といたしましては、自

主防災組織設立時に要する防災資機材や人材育成

に要する経費などへの補助制度のほか、市の出前

トークなどを通じまして設立を支援してまいりま

す。

次に、小項目の３、防災マスターの現状と活動

状況について申し上げます。北海道地域防災マス

ターは、地域の防災リーダー育成のため、北海道

が実施している認定制度であり、平成２７年度９

月時点で全道で ８１１人の認定者が登録をされ

ております。名寄市では、昨年度から各地区の防

災リーダーを育成するため、また防災の考え方を

知っていただく機会として、災害時におけるリス

クの高い地区の希望者と市の職員で認定講習に参

加したところであります。活動状況につきまして

は、ボランティアという性質から、できる範囲で

の活動ということになりますが、防災訓練や防災

研修が開催される際には参加案内をさせていただ

いているところであり、市の職員につきましては

出前トークなどで活動を行っているところであり

ます。いずれにいたしましても、市として期待す

るところはいざ避難となった場合に正しい防災と

しての考え方を持った方が各地区に複数存在する

ことにより、自助、共助としての避難行動が的確

にとれる力を備えていただきたいと考えてござい

ます。

なお、防災マスターの拡大に向けましては、今

後とも経費負担の軽減について対応していきたい

と考えているところでございます。

次に、小項目の４、避難所の資機材について申

し上げます。避難所の資機材のうち、冬季の停電

対策としての資機材につきましては、発電機６台、

ストーブ４９台のほか、毛布などの防災資機材の

備蓄を進めているところでございます。大規模停

電時の避難所対応は、第１に自主的な取り組みが

期待されるところであり、平成２６年度の冬季防

災訓練では大規模停電を想定した避難所開設訓練

を東地区連絡協議会が主体となって実施をし、厳

寒期において必要となる資機材を検討し、保温用

の暖房マットや発電機、電池を使用しないライト

などの備えを行った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） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目３、

有害鳥獣について、小項目１、エゾシカ、ヒグマ

対策について、２のアライグマ対策について、３

の箱わなの現状について、関連がございますので、

一括してお答えさせていただきます。

有害鳥獣による農作物への被害防止対策につき

ましては、名寄市鳥獣被害防止計画に基づき取り

組んでおります。対策といたしましては、電気柵

の設置による侵入防止対策やわな及び銃器による

捕獲で対応しております。平成２７年度における

対策の実施状況ですが、電気柵については中山間

地域集落協議会の事業により導入されたものが１

４件で、総延長にして１万 ５５０メートルが設

置されております。

エゾシカの捕獲につきましては、４月１日から

９月３０日までを捕獲期間として設定し、猟友会

の協力のもと捕獲に当たっております。平成２７

年度の捕獲実績は３５４頭となっており、平成２
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６年度に対して２４頭の増加となっておりますが、

平成２４年４１２頭、平成２５年４２２頭、平成

２６年３３０頭と減少傾向であると言えます。ヒ

グマについては、平成２７年度は６６件の出没情

報が寄せられ、ヒグマ駆除隊への出動要請件数は

８１回で、延べ２２０名に出動していただき、捕

獲実績としては６頭となっております。

また、アライグマの対策につきましては、箱わ

なを設置し、捕獲に当たっております。平成２７

年度の捕獲実績は１４頭となっており、平成２６

年度に対して１２頭の増加となっており、急激に

ふえている状況です。

また、箱わなの保有状況ですが、キツネ、アラ

イグマ用の箱わなを１２基保有し、対応に当たっ

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目３

の有害鳥獣について、小項目４のカラス対策につ

いて申し上げます。

カラス対策につきまして質問をいただきました。

現在名寄市では、カラスを直接駆除するという対

策は講じておりませんが、カラスの巣の駆除、こ

ちらは市民の皆様の被害防止、安全確保の観点か

ら毎年行っております。具体的には、５月から６

月までの繁殖時期が中心になりますが、カラスの

習性でしょうか、ひなを守るための行動になりま

すが、巣に近づく人間への威嚇あるいは攻撃が始

まります。こうなると大変危険な状態であります

から、カラスの巣を駆除することで人間を襲う要

因をなくして、安全を確保しております。

カラスの巣の駆除実績ですが、平成２６年度で

は巣を４３個落としております。この中でひなが

７０羽、卵が３３個、平成２７年度では巣を３８

個落とした中で、ひなが８３羽、卵が１８個あり

まして、それぞれ駆除を行っております。一口に

カラス対策といいましても、地域からカラスを減

らしていくということは非常に難しい問題と考え

ておりますが、１つ誰にでもできるカラス対策が

ございます。それは、カラスに餌を与えない、ご

みを荒らされないようにするというものですが、

こちらは全戸配布したごみ分別ガイドブックにも

掲載をしておりまして、市民の皆さんにも協力を

呼びかけているところでありますが、カラス対策

用の網をかけたり、ごみ収納箱を設置するなどし

てカラスが寄りつかないようにすることが一つの

効果的な対策になると考えております。今後とも

市民の皆様の被害防止、安全確保の観点から、カ

ラスの巣の駆除を継続して実施してまいりますし、

カラスに餌を与えない、ごみを荒らされないよう

にするといった対策につきましても市民周知して

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目の４、市道の歩道についてお答えいたします。

初めに、小項目の１、整備の状況について申し

上げます。現在新規の歩道整備は、社会資本整備

総合交付金を活用し、道路構造令に基づき車道整

備工事と一体的に進めております。既存の歩道面

に水がたまる要因は、路面の経年劣化によりひび

割れ等が発生し、凍上を誘発させていることで、

凹凸が発生することによるものと考えます。これ

らの対応としまして、年２回の全市道のパトロー

ルや日常パトロール、市民の皆様からの情報をも

とに市道の凹凸や水たまり箇所において状態の悪

いところから部分的な舗装補修を行っております。

また、歩道の舗装補修で排水勾配を確保すること

が困難な箇所については、排水効果が余り期待で

きないことから、雨水桝を設置することにより排

水機能を改善することで対応しております。今後

も引き続き維持管理に努めてまいりたいと思いま

す。

次に、小項目の２、融雪時期の整備についてお

答えいたします。冬期の除排雪の機械作業や凍上

により路面が持ち上がることで発生する凹凸の影
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響等により、歩道の縁石が外れ、破損することが

毎年繰り返し起こる状況にあります。融雪後の対

応については、市の道路パトロールや除排雪業務

を担っていただいている委託事業者と市担当職員

で舗装や縁石の破損箇所の調査を実施するととも

に、破損箇所を把握し、特に危険な箇所について

は早急に一時対応を行いますが、その他の破損箇

所については道路の凍上している状況がおさまる

５月中旬ごろを目安に破損した縁石の取りかえや

使用可能な縁石の再設置、縁石周りの舗装補修等

を行っております。

次に、小項目の３、点字ブロックについてお答

えいたします。点字ブロックにつきましては、視

覚障害者の安全かつ快適な移動を支援するための

設備として、進行方向を示す線状ブロックと危険

箇所や施設等の位置を示す点状ブロックの２種類

があり、名寄市におきましても市街地の主要な歩

道や交差点、病院、学校周辺に設置しております。

点字ブロックについても歩道の凹凸や破損箇所と

同様に道路パトロールや市民の皆様の情報をもと

に現地を確認し、危険箇所を優先的に修繕で対応

しておりますが、議員から御指摘がありました箇

所については融雪後早々に現地の確認をさせてい

ただき、補修対応してまいりたいと思います。ま

た、点字ブロック等における段差解消に向けて道

路パトロールにおける目視点検を強化し、障害の

ある方も安心して通行できる歩道となるよう対応

に努めてまいりたいと思います。

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） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） それぞれ答弁をいた

だきましたので、通告順に従って再質問をいたし

ます。

豊西小学校は、市民ホールや浅江島公園が近く

にあり、大変環境のいいところであります。その

ため、さまざまな利用が考えられると思います。

校区内の町内会やＰＴＡ、各文化団体やスポーツ

団体等幅広い意見を聞くことが大事だと思います

が、今後の考えを伺います。

また、「みんなの廃校」プロジェクトについて

伺います。登録をして違った目線で意見や考えを

伺うことも大事だと思いますが、いかがでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいまの再質問で、

利活用について多くの団体等も含めて御意見をい

ただくのと「みんなの廃校」プロジェクトの登録

についての御質問がありました。現在第２次総合

計画の策定に向けて各専門部会での議論が始まっ

たところですので、その中で風連地区の閉校とな

った学校を含め、閉校後の利活用についても引き

続き意見を伺って協議をしてまいりたいというふ

うに思っていますし、議員、その中の教育文化ス

ポーツ専門部会の中には文化協会、スポーツ関係

の方も入っておられますので、そういった方の御

意見も当然いただきながら、利活用についての検

討を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

また、「みんなの廃校」プロジェクトにつきま

しても登録に向けた準備を進めているところでご

ざいますけれども、全国での廃校した学校が対象

で掲載内容が画一的になっている状況があります

ので、本市の学校の立地条件や特色が十分に伝わ

らない状況も考えられることから、本市のホーム

ページで独自に廃校した学校の情報をアップして

全国に向けて情報を発信していくような手法も今

後検討していきたいというふうに考えているとこ

ろであります。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） ホームページは大変

いい方法だと思いますので、ぜひ掲載をお願いし

たいと思います。

廃校になることが決定して、かなりの時間が過

ぎています。管理等も考えますと、少しでも早い

時期の意思決定が必要かと思いますが、今後どの

ような予定をしているのか伺います。
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〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 豊西小学校につきま

しては、議員からありましたように平成２３年度

に名寄市街地区公立学校統廃合検討委員会で検討

されて、名寄市市街地区小学校の再編整備によっ

て廃校することが決定して現在に至って、年数が

経過している状況にあります。この間さきに答弁

をしたように、閉校後の利活用につきましては各

方面から意見をいただいたところでありますけれ

ども、このような経過を踏まえた中で立地条件が

よく、さまざまな活用方法が考えられることや他

の用途にも転用する場合に多額な費用をかけての

施設整備というふうになりますので、市民合意を

得られるかなどさまざまな課題もクリアしていか

なければならないところでありますので、現段階

でいつまでに方向性を出せるかというスケジュー

ル的なものについては言える状況にはありません

ので、御理解を願いたいと思います。引き続き総

合計画の専門部会やまちづくり懇談会での御意見

等を賜りながら、市民にとって有効な活用方法を

見出していきたいというふうに考えておりますの

で、御理解を願います。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 私は、グラウンドは

雪堆積場でもいいかなと思っています。また、雪

フェスの会場もいいかなとも思っています。近く

に大きな駐車場があって、文化センターも利用で

きますし、それもおもしろいなと思っています。

体育館については、利用を希望する団体もあるや

に伺っていますので、ぜひ有効活用をお願いした

いと思います。校舎については、老朽化や耐震化、

また財政的なことも考えると取り壊しということ

になるかもしれませんが、どうすれば活用できる

かということを主に考えていただきたいと思いま

す。いずれにせよ、できるだけ多くの意見を聞き、

市民の皆さんが納得のできるような結論を早目に

出していただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。

次、防災について伺います。自主防災組織の結

成率が２ ３％と余り育成が進んでいない状況だ

と思います。もちろん強制できるものではありま

せんが、防災の意識を持っていただくことが大事

だと思っています。防災マスターの育成は、災害

のときリーダーとなっていただくだけでなく、町

内会等で講話や研修などをしていただくことにな

れば、町内会等の防災意識も高まることと思いま

す。防災マスターをふやすことにより、自主防災

組織もふえることになるのではないかと思います。

市としてもっとＰＲをしていただいて、育成でき

ればよいと考えますが、お考えを伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今防災マスターにつ

いて御質問をいただきました。私どもとしまして

もこの防災マスターという制度、市の防災を進め

る上で非常に有効な手段だというふうに思ってお

ります。先ほど申し上げましたように、自主防災

組織、なかなか組織率が上がっていない部分があ

りますので、当然ここについても効果があるとい

うふうに思っていますし、実際の災害が起きたと

きについても知識を持った方が地域の方に多くお

られることが望ましいだろうなというふうに思っ

ております。これらのことから、今年度も市民の

方に御参加をいただきましたけれども、今年度以

降につきましてもこの防災マスターの認定講習会

について多くの方に呼びかけをして御参加をいた

だきたいなというふうに思っております。

また、参加に当たってでありますけれども、ど

うしても現状の中でいくと開催地が近くて旭川と

いうような状況がありますので、交通費等もかか

るという部分がありますので、ここにつきまして

は名寄市自主防災組織支援事業というのがござい

ます。ここについて今年度改正をして、そういっ

た人材育成にも活用できるようになってございま

すので、ここを活用しながら御負担を減らして、

多くの方にこの制度を活用いただきたい、そのよ

うに考えてございますので、御理解いただければ
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と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 防災マスターは、総

務部危機対策局危機対策課が行っていて、研修を

受講することにより認定をされます。次年度の予

定は決まっていると思いますが、士別市とか美深

町とか上川北部に声をかけ、ある程度の人員を確

保できれば名寄で実施していただくことも可能か

と思います。検討していただいて、道に要望をし

てぜひ近いうちに名寄市近郊で行っていただけな

いものかと思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この防災マスターの

認定講習会、昨年は５会場で開催をされていると

いうことであります。先ほど言ったように、一番

最寄りのところについては旭川だったというふう

に認識しておりますけれども、各地区ともそれぞ

れ非常に人気があるというのでしょうか、受講の

希望があるということで、すぐ募集定員に達して

しまうというような状況もあります。実際の開催

については、議員が言われますように北海道のほ

うでの決定をするということになりますけれども、

恐らくこの上川北部の地域においても各自治体の

ほうから相当数の受講希望者が見込めるのではな

いかなというふうに考えております。近隣の自治

体ともぜひ連携をしながら、次年度以降名寄市も

しくは名寄市近郊での開催に向けて北海道に対し

ても要望してまいりたいと考えておりますので、

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 次に、避難所訓練に

ついて伺いますが、避難所訓練では避難に関する

体験型の訓練が必要ではないかと考えています。

実際に体験することにより、さまざまな問題点も

発見できると思います。その問題点を改善して市

民の皆様が少しでも快適に避難所で過ごしていた

だくことが大事かと思いますが、いかがでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われますよ

うに、身をもって体験するということの重要性に

ついては私どもも認識をしているつもりでありま

す。ただ、厳寒期の訓練となりますと、なかなか

制約もあろうかなというふうに思っております。

議員も御存じかと思いますけれども、北見市の日

赤の看護大学のほうで厳冬期の避難訓練というの

が実施をされているということであります。これ

は、過去数年続けてきているということだと思い

ます。これについては、氷点下１０度以下の状態

で、昨年は段ボールを組み立てて、そこで一晩を

過ごしたということでありますので、他にもこう

した訓練を実施しているところがあると思います

ので、１つとしてはこれら先行して取り組んでい

るところの情報収集に努めさせていただきたいな

というふうに考えております。

一方、市内においてどうかということでありま

すけれども、ここもここ数年実際に体験をいただ

いている訓練もふえてきているところかというふ

うに思っています。名寄市においても今年度冬季

の停電対策として自主的にストーブを購入するよ

うな町内会も新たに出てきております。自助、共

助による自主的な訓練の促進に向けて引き続き支

援をさせていただきたいというふうに思っており

ますし、一方では訓練に当たってでありますけれ

ども、避難所生活は必ずしも良好な環境の中で過

ごせるとは限らない部分もありますので、そうい

った避難所での過ごし方なども含めての情報提供、

あるいは御理解いただく部分も必要かと思います

ので、あわせて実施をしてまいりたいというふう

に考えております。御理解いただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） わかりました。

最後になりますが、昨年９月の関東、東北地方

で起きた豪雨による鬼怒川の氾濫は対岸の火事で

はないと思います。既に昨年の災害の反省は行わ
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れていると思います。避難を促す緊急行動という

のでしょうか、国で行っている取り組みがあると

聞いていますので、全国的な災害の取り組みとし

っかり連携し、特に避難に関しては最善の避難の

ために常に課題があれば見直して、検証して被害

を最小限にすべきと考えます。万が一のときには、

的確な避難ができるよう防災マスター等を含めて

対策を進めてほしいと願っています。この点を求

めて、次に参ります。

有害鳥獣について伺います。市のハンターは、

名寄４２名、風連１０名、合計５２名と聞いてお

りますが、５２名が妥当なのかどうか私にはわか

りませんが、十分な状況なのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） エゾシカの狩猟登録

者は５２名ということでございまして、エゾシカ

については現在５２名ということで登録されてお

りますけれども、内訳につきましては銃器による

ものが４８名、わなによるものが４名となってお

ります。それで、実績といたしまして、平成２２

年度では２５名の許可捕獲者が７０２頭を駆除し

ており、２３年度は３５名、２４年度は４１名、

２５年度以降は３年間は各５２名で、年間３００

頭から４００頭を駆除している状況でございます。

これらの推移を見ますと、年々許可捕獲者がふえ

ており、駆除頭数に変動がないということで、地

域の農地周辺に出没するエゾシカは減少傾向にあ

りまして、現在の人員で十分ではないかというふ

うに考えられます。また、ヒグマについては、駆

除隊２２名が常時出動している状況ではなく、１

回の出動で２名１組を基本として出動していただ

いております。緊急時の追い払いや追跡を行う場

合でも、多くても６名程度の出動であり、市の出

動要請に対応できない事例もなかったことから、

隊員の数は十分ではないかと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） また、平均年齢５８

歳、現在のところ高齢とは言えませんが、６０歳

以上が半分を占める状況だと伺っています。エゾ

シカについては個体数が減少しているとのことで

ありますが、ある程度の人材の確保はしておかな

ければいけません。ハンターの内訳は農業者が多

いのでしょうか。以前は元自衛官も多くいたと思

いますが、そういうところにも声をかけて協力を

していただけばどうかと思いますが、いかがでし

ょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） エゾシカの許可捕獲

者５２名の年齢構成を申し上げますと、６０歳以

下が半数近い２５名です。６１歳から７０歳まで

が３割弱の１５名、７０歳以上は２割強の１２名

となっておりまして、今後１０年間は担い手対策

として十分に役割を果たしていただけるものと考

えております。一方、ヒグマ駆除隊２２名の年齢

構成については、６１歳以下が５名、７０歳以下

では６名増の１１名となっており、熟練度を考慮

して後継者の早急な育成が必要と考えております。

また、駆除に当たる５２名の職業別内訳ですけれ

ども、会社員が１３名で２５％となり、続いて無

職が９名で１８％、現役自衛官と自衛隊ＯＢはと

もに５名で各１０％、農業者は７名で１４％とな

っております。許可捕獲者以外にも現役自衛官２

名と自衛官ＯＢ１名の３名が猟友会に入っていた

だいております。

市といたしましては、有害鳥獣の駆除活動を通

じて、狩猟に関する技術が伝承されると期待して

おりまして、特にヒグマについては本年３月から

熟練者と経験の浅いハンターが一緒に活動するヒ

グマ対策技術者育成のための捕獲が始まるところ

でございまして、ヒグマの駆除の技術が伝承され

ることを期待しているところでありますし、注目

もしているところでございます。今後も引き続き

猟友会と情報交換を行いながら、対策に取り組ん

でまいりたいと考えております。

以上です。
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〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 次、箱わなについて

伺います。

キツネ、アライグマ用の箱わなは１２基と伺い

ましたが、現状で十分なのでしょうか。今後ふや

す予定はないのか伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 昨年においてアライ

グマの捕獲頭数が増加したことから、現在保有し

ている箱わなだけではちょっと対応が困難だと考

えておりまして、平成２８年度において鳥獣被害

防止総合対策交付金の活用をさせていただきまし

て、３０基ふやして合計４２基で対応してまいり

たいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 共和町や下川町では、

アライグマの箱わな講習会を開いたそうです。受

講者はわなを仕掛けることができるそうですが、

名寄市でも行っているのでしょうか、伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） アライグマにつきま

しては、特定外来生物に指定されておりまして、

外来生物法による防除実施計画を市町村が策定し、

国の確認を受けて捕獲するということが可能にな

ります。また、必要な講習会を受け、防除従事者

として登録されることにより、わなを設置できる

こととなります。名寄市においては、本年２月２

５日にアライグマ捕獲技術者講習会を開催いたし

まして、農業者４５名を含むＪＡ職員など合計６

９名の方に参加をいただきました。今後のアライ

グマ対策につきましては、市の対応に加え、防除

従事者として登録された方々、防除計画に基づき

所有する箱わなを設置することが可能となること

から、より捕獲体制が強化されるものと考えてお

ります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） わかりました。個体

数を減らすには、駆除すること、捕獲することで

すから、それにはハンターをふやすこと、箱わな

をふやすことだと思います。ハンターは何名が適

当なのかわかりませんが、多くいて困ることはあ

りませんし、急な高齢化にも対処できると思いま

すので、引き続き計画的な育成に取り組んでいた

だきたいと思います。箱わなについても何基が適

切なのかはわかりませんが、アライグマについて

は天敵もおりませんし、繁殖率も高く、１年で五、

六匹子供を産むそうです。これは大変な数字で、

１組のつがいがいるとしますと五、六年で ００

０匹を超える計算になります。お隣の美深町では、

２４年度捕獲したのが３頭だったのが２７年度は

３１頭捕獲をしています。４年で１０倍になって

います。名寄市では先ほど１４頭だと言われまし

たが、捕獲数以上にいることは間違いありません。

少しでも少ないうちに捕獲をしないと大変な被害

になると思いますので、さらなる対策の強化をお

願いいたします。

カラスについては、対策をされているのはわか

りました。いろいろな対策グッズも販売されてお

りますが、その地域を対処しても他の地域に移る

のでしょうから、今のところ餌を減らすことなの

でしょうか。人間の出す生ごみを食べるようにな

って市街地に来るようになったそうです。餌がな

ければ来ないそうですので、さらなるごみの減量

とごみ出しマナーの徹底を図っていただきたいと

思います。

点字ブロックについて伺います。点字ブロック

上の障害物が大変気になっています。自転車が置

いてあったり、看板が置いてあったりするところ

も市街で散見されます。視覚障害者がぶつかった

り、自転車を倒したり、けがをするかもしれませ

ん。市民の皆さんや商店の皆様に協力していただ

くことが重要かと思いますが、どのようにしてい

るのか、また今後どのようにしていくのか伺いま

す。
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〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員のほうか

ら点字ブロック上に駐輪をしています自転車につ

いて御質問がございました。自転車の関係につい

ては、今雪が降っているということでありますの

で、自転車の利用も少ないという状況があるとい

うふうに思いますので、融雪後に確認をさせてい

ただきたいというふうに思っています。そのほか

の障害物につきましては、私ども先ほど言いまし

たように点字ブロックが設置をされているそれぞ

れの路線のパトロールをしてございますので、そ

の際に看板等が点字ブロックにかかっているよう

な状況があれば、現地確認もしながら指導体制も

していきたいというように考えていますし、あわ

せて市民の皆さんに対する周知として広報等で取

り上げてまいりたいというふうに考えています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 平成１８年６月に高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律、バリアフリー新法が公布されました。さま

ざまな取り組みをしている自治体もございますが、

名寄市の今後の考えについて伺います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 市内の市道につ

いて、平成１８年の法施行前に整備をした歩道が

実はほぼ全域を占めているという状況でありまし

て、これを全て改善をするということになります

と相当の事業費もかかるということでございます。

現状としては、法の基準に合わせた状態というふ

うにはなっておりません。ただ、それ以降整備を

した部分については、道路設計時の段階から法の

基準に基づいて整備をさせていただいているとい

うところでございますので、御理解をお願いした

いというふうに思います。今後も引き続き高齢者

の皆さん、あるいは障害を持った方の移動の利便

性、安全性を高めるために、私ども努力をしてま

いりたいというふうに思ってございますし、また

既存の施設についても特にふぐあい、危険が伴う

ような状況であればその都度対応させていただき

たいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 川口議員。

〇１０番（川口京二議員） 歩道は、高齢者や障

害者、車椅子の人たちが安全に通れるものでなけ

ればなりません。ふぐあいのある場合は早期に対

処していただきたいと思います。一度整備をすれ

ば長期間使用ができると思います。高齢者や障害

者等が暮らしやすいまちづくりが必要だと思いま

すので、今後もよろしくお願いをして、質問を終

わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で川口京二議員の

質問を終わります。

高齢者福祉の推進について外３件を、浜田康子

議員。

〇１番（浜田康子議員） ただいま議長の御指名

をいただきましたので、通告順に従いまして、大

項目４点について質問していきたいと思います。

まず、大項目１、高齢者福祉の推進について、

（１）、市内高齢者施設の運営体制についてです。

毎回高齢者の福祉について質問させていただいて

います。その質問に対して調査研究などのお答え

をいただいていますが、国勢調査によりますと東

京都は人口が増加し、名寄市も速報値で２万 ０

６０人と人口減少の数値が出ています。住みなれ

た地域での生活を支えるためには、まずは要支援

１、２などの支援のために介護予防・日常生活支

援総合事業、いわゆる新しい総合事業を２０１７

年、平成２９年４月から名寄市で実施するために

準備を進めているとお聞きしました。前回お聞き

したところでは、市が中心となって地域実情に合

った住民等の多様な主体が参画し、要支援者等に

対する支援を可能にすることを目的とするとのこ

とでした。要支援者や要介護認定で非該当となっ

た方の支援も新しい総合事業の介護予防生活支援
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サービスに移行されるとのことで、名寄市生活支

援等サービスネットワーク会議を設置し、準備作

業を進めているとのお答えでした。では、要介護

に該当し、在宅や家族やサービス事業所を使いな

がら介護されている方、また訪問介護やデイサー

ビス、短期入所をしながら特別養護老人ホームな

どのあきを待っている方もいらっしゃいます。ま

た、特養のあきを他の施設で待っている方や他の

市町村の老人ホームなどで地元のホームへ行ける

日を心待ちにしている本人や家族も大勢いるので

はと思っています。その入所待ちの方も要介護度

は原則要支援３以上でなければ特別養護老人ホー

ムに入所することなどもままなりません。また、

市内の老人ホームなどでも多数の入所待ちがある

とのお話をお聞きしています。そこで、各施設の

運営実態について、施設待機者の現状と今後の対

応についてお聞かせください。

次に、大項目２、障害者の支援対策について。

２月２７日に名寄市総合福祉センターで行われた

「「障害者差別解消法」のことを知ろう」という

研修の案内をいただきました。私は、昨年の２月

末で社会福祉協議会を退職し、ヘルパーとして障

害者や高齢者とのかかわりを離れて１年が過ぎま

した。いろいろな講演、研修、新年会の案内など

多種多様な集まりに参加してきました。たくさん

いただく案内にできる限り参加し、知識や知恵を

いただいています。そんな中で案内をいただいた

障害者の研修へ行き、こんな研修方法もあるのか

ととても感銘を受けました。６０名余りの参加者

に対し、市役所担当者、ハローワーク担当者、上

川総合支援ネットの担当者の３人がかけ合いのよ

うに障害者の支援についてわかりやすくお話しさ

れていました。そんな障害者の生活を支えるため

には、働きながら地域で生きていくという環境の

整備が必要ではないかと思います。市内には、障

害者施設が道北の中で集中し、設置されており、

市民として働きながら、地域に溶け込み、活躍し

ている姿を見かけています。一つ二つの助けがあ

ればできる仕事があり、障害のない方もその中で

一緒に働くことができているように感じます。

市役所の中でいろいろなところにあった部署を

まとめて、一つのところでサービスの提供を、４

月から基幹相談支援センターを始めるとお聞きし

ました。研修では、市民に対し障害者も働くため

に必要な心遣い、合理的配慮と大多数に配慮され

た場所、少数にも暮らしやすい場所とあり、みん

なが尊重し合える社会をと最後にお聞きしました。

私たち市民ができる尊重し合える社会を目指し、

できることから意識していくためにも、（１）、

基幹相談支援センターの活用方法について、①、

設置に至った経緯と今後の取り組みについて、②、

関係機関との連携について、市民への周知方法に

ついてお聞かせください。

次に、大項目３、名寄市公共施設等総合管理計

画案についてお聞きします。（１）、計画策定の

目的と概要について、（２）、合併後の施設の統

廃合の進捗状況について。名寄市では、昭和４０

年から５０年にかけて社会的ニーズに対応するた

め、多くの施設整備が進められてきました。また、

公共施設だけでなく、インフラと呼ばれる道路、

橋、上下水道があります。これら公共施設等は、

厳しい財政状況が続く中で、国がインフラ長寿化

計画を策定し、地方に対して公共施設等総合管理

計画を推進しています。名寄市公共施設等総合管

理計画案ができ、これからの名寄市の施設のあり

方がある意味示されているのではないでしょうか。

延べ床面積を維持費の削減のためにどうしていく

のか、また合併１０年を迎えるに当たり各施設の

統廃合状況、市民による施設の有効活用について

お聞かせください。

最後に、大項目４、大規模災害発生後における

帰宅困難者に対する支援について、（１）、想定

される対策、支援内容について、（２）、良好な

生活環境を確保するための今後の課題と対応につ

いて。震災が起こったときには、高齢者、障害者

はもちろん、市民の皆さんがそのとき来たときに
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互いの安否と弱者への配慮など何とか連絡をとろ

うと必死になります。しかし、電気、水道、道路

状況などすぐ復旧しないことを東日本大震災で、

北海道の地においてもとてもそのことを感じられ

たことと思います。自分たちが何ができるのか、

東日本大震災、阪神・淡路大震災で学んだことを

どう生かしていけるのか、まずは自分が元気であ

ること、連絡をとれる人たちの安否を確認し、次

にどう行動するかということではないでしょうか。

昨年の９月に発生した関東・東北豪雨では、発

生２週間たった段階でも多くの人が不便な中で避

難生活を送っていました。そのような中でどのよ

うな支援ができるのか。また、大規模災害が発生

すると携帯やスマホがつながりにくくなり、家族

や親戚との連絡も必要となります。しかし、災害

時には一般公衆電話は通信制限がかかることがあ

ります。災害に強いとされている臨時に設ける特

設公衆電話はありますが、東日本大震災では約

０００カ所設置されたとお聞きしています。また、

避難所の郵便についてもどのような対応になるの

か、北海道のこの地で生きている名寄市民として、

自分たちにも災害等が起きることがあるかもしれ

ません。電気の復旧しない中、どのような連絡方

法があるのか、私たちの生活がどうできるのかお

聞かせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 浜田議員からは、

大項目４点にわたり御質問をいただきました。大

項目１と２は私から、大項目３と４は総務部長か

ら答弁させていただきますので、よろしくお願い

いたします。

初めに、大項目１の高齢者福祉の推進について、

小項目１の市内介護施設の運営体制について、各

施設の運営実態について申し上げます。市内の入

所系高齢者施設は、特別養護老人ホーム２施設、

介護老人保健施設が１施設、認知症対応型グルー

プホームが３施設、ケアハウスが２施設、有料老

人ホームが２施設の合計１０施設となっており、

各施設の入所の定数を合計しますと４４３名とな

りますが、現在の入所者数は４００名であり、４

３名分があき状況となっております。このうち指

定管理で運営委託している市の特別養護老人ホー

ムの２月末現在の状況では、清峰園が１００名の

入所定員に対し９０名の入所、しらかばハイツで

は８０名の入所定員に対し７０名の入所となって

おります。市内各施設のあきの原因は、入退所の

入れかえや入所者の入院のほか、介護職員の不足

も定員を充足できない原因となっているところで

す。市で設置しております特別養護老人ホームで

は、現在清峰園では介護職員の定数６０名に対し

５５名、しらかばハイツでは３７名の定数に対し

３２名となっており、両施設合わせて１０名の介

護職員が不足しております。

市内各施設の個別の賃金実態の全ては把握でき

ませんが、国の制度において介護職員処遇改善加

算が実施されており、居宅サービス、施設サービ

スでそれぞれの事業所から届け出により介護報酬

の加算が実施されております。施設サービス事業

所については、北海道が加算認定の窓口となって

おり、状況を把握できないため、本市において把

握しております居宅サービスのみの額となります

が、処遇改善の額では各事業所が介護職員への処

遇改善を開始する前と比較して総額で平成２６年

度の実績では約 ２７５万円、また見込み額では

ありますが、平成２７年度は約 ６０８万円、平

成２８年度は約 ６５５万円の処遇改善の見込み

となっております。

次に、施設待機者の現状と今後の対応について

申し上げます。先ほど申し上げました５つの施設

の合計で、重複はありますが、３７４名となって

おり、指定管理で運営委託している特別養護老人

ホームの待機者では清峰園が１６５名、しらかば

ハイツが１１５名、両施設を重複して申し込みさ

れている方を差し引きますと、市の特別養護老人

ホームの待機者は１９１名ということになります。
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また、特別養護老人ホームの全体の待機者１９１

名の待機場所の状況につきましては、特別養護老

人ホームが８名、老人保健施設が５６名、病院が

５０名、グループホームが１９名、有料老人ホー

ム等が２２名、在宅での待機者が３６名となって

おり、在宅での待機者３６名のうち介護度４、５

の方は１６名となっている状況です。

なお、特別養護老人ホーム以外の施設では、重

複もございますが、およそ１８０名の待機者がい

るとお聞きをしております。

先ほど申し上げましたが、特別養護老人ホーム

では職員の不足により２０名の方を受け入れでき

ない状況となっているところであります。現在も

引き続き職員の募集を続けているとの報告を受け

ております。介護職員の不足の問題につきまして

は、従来全国、全道的な課題と捉え、それぞれの

段階において施策が実施されてきております。本

市においても名寄市介護・福祉人材確保推進懇談

会において介護事業者だけではなく、児童福祉や

障害者福祉施設も含めた情報交換を行っていると

ころです。しかし、状況を鑑みますと、市内の介

護事業者に特化して事業者と連携協議を図る場を

設け、名寄市段階における課題の把握を行ってま

いりたいと考えております。平成２８年度北海道

予算では、新規事業として介護従事者の離職防止

や再度の就職を促進するために、介護事業所内保

育所の運営支援や潜在的有資格者を介護保険施設

等に派遣し、実際の就業を通じて派遣期間終了後

の直接雇用を実施する事業等が新たに盛り込まれ

ており、北海道とも連携しながら協議の場とあわ

せて必要な情報を事業者に提供してまいります。

次に、大項目２の障害者の支援対策について、

小項目１の基幹相談支援センターの活用方法等に

ついてお答えします。初めに、本市の障害者の方

々の状況と基幹相談支援センター設置に至った経

緯について申し上げます。本市の障害者手帳の所

持者の人数につきましては、平成２６年度では身

体障害者手帳の所持者が ４６５人、療育手帳の

所持者が３４５人、精神障害者保健福祉手帳の所

持者が１７１人、合計で約 ０００人の方が障害

者手帳を所持しております。現在の障害者福祉制

度では、難病の方々も障害福祉サービスを利用す

ることができ、本年３月１日時点では名寄市内の

難病の方は２８５人であり、このほか障害者手帳

を所持していない障害のある方についても考えま

すと、本市にはさらに多くの障害の方がいること

になります。現在障害者版ケアマネジメントであ

ります計画相談の取り組みが本格的に行われるよ

うになっており、市役所内の障がい福祉係、市内

の相談支援事業所４カ所の計５カ所で対応してい

るところです。障害者版ケアプランであります計

画相談の作成状況につきましては、３月１日現在

約９３％の進捗率というところまで進んできてお

りますので、今後も引き続き取り組みを進めてい

くことに努めてまいりたいと考えているところで

す。

障害者の相談の年間件数につきましては、市役

所の障がい福祉係、市内の相談支援事業所４カ所

を合計しますと、平成２７年度は約 ３００件の

相談件数になる見込みです。基幹相談支援センタ

ーの設置に至った経緯につきましては、平成２４

年１０月から障害者版のケアマネジメントであり

ます計画相談が本格的に始まったことを受けて、

地域障害者のケアマネジメントの体制の整備が必

要となり、ケアマネや相談支援を行う相談支援事

業所が市内に４カ所できましたので、相談支援事

業所への専門的な助言を行う必要が出てまいりま

した。さらには、障害者の高齢化、重度化に伴う

複合的な課題を抱える相談や支援困難事例への対

応が増加傾向にある中、障害のある人が住みなれ

た地域で安心して暮らしていけることができるよ

うに、さまざまな支援を切れ目なく提供できる仕

組みである地域生活支援拠点の考え方が国から示

され、この地域生活支援拠点の整備に当たっては、

基幹相談支援センターを中心にして整備を進めて

いく必要も出てまいりました。このような地域の
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状況を踏まえまして、平成２５年度から名寄市障

害者自立支援協議会で協議を行い、基幹相談支援

センターの設置の準備を少しずつ進めてきたとい

う経緯があります。

本年４月から社会福祉課内に設置する基幹相談

支援センターは、地域における障害者の相談支援

の中核的な役割を担う機関として身体障害、知的

障害、精神障害、発達障害等の相談支援に関する

業務をワンストップで総合的、専門的に行う窓口

となります。この基幹相談支援センターの人員配

置につきましては、社会福祉士と障害者のケアマ

ネの資格である相談支援専門員の両方の資格を持

っている専門職員２名を配置し、センター長との

３名体制で運営をしていく予定です。これまでも

市役所の障がい福祉係と市内の４カ所の相談支援

事業所で地域の障害者や障害児の相談の対応を行

ってきましたが、今後につきましては基幹相談支

援センターが地域の相談支援の中心的な役割を担

い、４カ所の相談支援事業所と連携しながら、専

門職員が直接相談を受けながら、より総合的、専

門的な相談支援を実施していく予定です。このほ

か相談支援センターでは、１つには施設に入所し

ている障害者や病院に長期入院している障害者の

方々の地域生活への移行促進の取り組み、２つに

は名寄市障害者自立支援協議会の運営、３つには

障害者の理解促進と啓発活動、４つには障害者が

安心して地域生活を継続できるための地域生活拠

点の体制整備などの業務を行っていく予定です。

次に、関係機関との連携についてでありますが、

現在市内には相談支援事業所が４カ所、障害者の

福祉施設が６カ所、障害者のグループホームが１

６カ所あります。このほかハローワーク、障害者

就業生活支援センター、社会福祉協議会、精神科

の病院、保健所、弁護士事務所、市立大学などの

関係機関も一通りそろっている状況があります。

基幹相談支援センターの設置後につきましては、

これらの関係機関と連携してさまざまな相談への

対応を行っていくことを考えております。

なお、基幹相談支援センターは、障害者虐待の

相談窓口と障害者差別解消法の相談窓口も兼ねて

おりますので、障害者の方々の権利擁護のより一

層の充実にも努めてまいりたいと考えております。

最後に、基幹相談支援センターの市民への周知

につきましては、広報なよろ４月号に掲載すると

ともに、本市のホームページ、フェイスブック等

も活用して周知に努めていきたいと考えておりま

す。また、基幹相談支援センターが利用される市

民の方々から親しみを持っていただけるように、

ぽっけという愛称をつけました。ぽっけとは、ア

イヌ語で温かいという意味です。困っている方を

いつでも温かく迎え、一緒に困り事を解決して、

温かい気持ちになってもらえるようにとの意味を

込めております。今後とも基幹相談支援センター

のことを市民の方々に早く覚えていただけるよう

に、周知活動を継続していきたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

３及び４について申し上げます。

初めに、大項目の３、名寄市公共施設等総合管

理計画について、まず計画の策定目的と概要につ

いてでありますが、策定の目的といたしましては、

厳しい財政状況が続く中、人口減少、高齢化社会

を迎えており、老朽化が進む公共施設や道路、橋

梁、上下水道といった、いわゆるインフラ施設の

全てを今後とも維持、更新していくことは困難で

あるという現状がございます。これは、本市に限

らず全国的に大きな課題となっており、国はイン

フラ長寿命化計画を策定するとともに、地方に対

しましては平成２８年度までに公共施設等の総合

的かつ計画的な管理を推進するための計画の策定

を求めてきているところでございます。このこと

から、本市におきましても中長期的な視点から公

共施設の更新、統廃合、長寿命化などを計画的か

つ効率的に実施するため、本計画を策定し、取り
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組みを進めていく必要がございます。

次に、本計画の概要についてでありますが、市

長を本部長とします名寄市公共施設等総合管理計

画推進本部を昨年９月に設置をし、計画策定に向

けて調査と議論を重ねてきたところでございます。

まず、計画期間につきましては、平成２８年度か

ら４７年度まで２０年間とし、主な内容といたし

ましては、１つとして人口の減少率などから公共

施設の総延べ床面積を１３％縮減すること、２つ

として新規整備は原則行わず、施策や住民ニーズ

の変化などによって新規整備が必要な場合は１３

％という目標縮減率の範囲内で行うこと、３つと

して施設を更新する際には集約化、複合化などを

検討すること、４つといたしまして公共施設、イ

ンフラ施設とも計画的な維持補修を行い、長寿命

化を推進していくこと、５つとして用途廃止をし

た施設について売却、貸し付けが見込めない場合

には基本取り壊しをしていく、同様にインフラ施

設につきましても利用状況に応じて縮小、廃止を

していくことなどを基本的な考え方としておりま

す。また、このほかにも防災対策として重要性の

高い施設の耐震化を含めた改修、更新、民間活力

の導入、地域住民との協働を基本とした施設の適

正な配置など、これらを基本方針として盛り込ん

でおります。

次に、合併後の施設の統廃合の進捗状況につい

て申し上げます。この３月で新市として１０周年

を迎えようとしておりますが、この間の統廃合に

つきましては平成２５年３月３１日に閉校いたし

ました風連日進小中学校、この３月末に閉校を迎

えます東風連小学校と豊西小学校といった義務教

育施設やふうれん望湖台センターハウス、母と子

と老人の家、生きがいホビーセンターなどについ

て施設の利用者や地域住民の方と協議を行いなが

ら統廃合に取り組んできたところであり、老朽化

の著しい施設等については取り壊しを進めてきた

ところでございます。

続いて、大項目の４、大規模災害発生後におけ

る帰宅困難者に対する支援について、小項目の１、

想定される対策、支援内容について申し上げます。

大規模災害が起き、避難が長引くと、避難者の生

活環境を考慮していく必要が出てまいります。発

災時は命を守る行動を優先していただいて、避難

所生活における制約や環境面での多少の我慢のほ

か、避難された全ての方に公平な対応が行き届く

とは限らないことなども想定がされます。これら

は、いわゆる災害対応の減災の考え方であり、全

ての被害を防ぐことは困難であるため、発災時ま

たは発災時直後の避難形態や避難所対応において

は、まずは命を守ることが優先されるということ

になります。また、災害規模が大きく、帰宅困難

者が生じた場合は、市のみならず、北海道による

支援も対象範囲となってまいります。災害救助法

の適用などさまざまな支援体制が構築されること

になりますが、被災した方にこれらの支援を送り

届けるためには、発災後の災害応急対策を優先さ

せる中、１日から３日程度の日数を要するものと

認識していますことから、しっかりと対応してま

いりたいと考えております。

次に、小項目の２、良好な避難所運営における

今後の課題と対応について申し上げます。災害発

生により自宅に帰れない、いわゆる帰宅困難者が

出た場合は、避難所から仮設住宅というような対

応が想定されます。特に大規模震災などの災害レ

ベルであるときのほか、昨年の関東・東北豪雨に

より家屋が流失し、帰宅できない方が出たときな

どがこれに該当します。避難所運営では、国から

良好な生活環境を確保するための避難所運営につ

いて指針が示されていますことから、地域防災計

画でもこの指針をもとに運営することとしてござ

います。

御質問のありました災害時の通信手段について

でございますが、一般に広く普及している携帯電

話、スマートフォンについては、災害時には通信

制限からつながりにくくなることが想定される一

方で、議員が申されました特設公衆電話について
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は災害時にも優先され、つながりやすいことから、

大規模災害時における貴重な通信手段の一つとさ

れておりまして、避難所での特設公衆電話につい

ては全国で４万カ所近く設置されていると伺って

いるところでございます。現在電話通信事業者に

よる公衆電話の配置については、年々減少してい

る一方で、人々の多く集まる施設では残される傾

向にあり、震災時、災害時に優先的につながる特

設公衆電話につきましては事前の設置を含めて対

応可能とされているところであり、事前に避難所

に回線を引いておくことのほか、発災後の要請に

よる開設を行うことも可能となってございます。

また、避難生活が長期化した場合は、臨時郵便

差し出し箱の設置により郵便物の受領または発送

が避難先から行えるようになっており、郵便事業

者がその任務として支援していただくことが可能

となっております。また、郵便差し出し箱を利用

するためには、避難された方の名簿が必要になる

ため、避難所に入った際には避難者名簿を安否確

認用に使用するため、さらには郵便差し出し箱に

使用する目的で名簿記入をお願いすることとして

準備をさせていただい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） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） 通告順に従いまして、

質問させていただきます。

まず、高齢者の福祉についてですが、介護職員

が不足しており、その充足が厳しいことは報道な

どからも承知しております。健康福祉部長の答弁

の中で、特養の職員が清峰園としらかばハイツで

１０名不足とのお答えでした。各施設で介護職員

処遇改善加算が実施されているとのことでしたが、

さらに名寄市としては上乗せや別途加算などを行

い、賃金が低いと言われている介護職員へのお考

えはあるのかどうか、いかがでしょうか。

また、そのほかの考えがあればお聞かせくださ

い。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま議員から御指摘いただきました介護職員処遇

改善加算につきましては、賃金改善のほか職員の

資質向上や労働環境の改善などを目的としまして、

平成２３年度から介護報酬の加算として実施され

ているところでございます。介護保険制度につき

ましては、御承知のとおり国民の共同連帯の理念

に基づきまして実施されている制度でございまし

て、介護職員の不足につきましては全国的な課題

であることから、介護報酬に関連するものにつき

ましては本市が独自に介護報酬に加算するのでは

なく、国においてその対策がなされるべきだと考

えているところでございます。本年度北海道市長

会におきましては、積雪寒冷で長距離移動が多い

北海道の地域特性に勘案しまして、訪問介護事業

などにおける介護報酬の評価や介護人材の確保に

つきまして国や道に対して申し入れをさせていた

だいているところでございますが、現状を鑑みま

して本市も従来にも増して意見反映に努めてまい

りたいと考えているところでございます。

先ほど健康福祉部長から答弁がございましたが、

介護者間の連携協議を図る場を設けさせていただ

きまして、名寄市段階における課題把握に今後努

めてまいりたいと考えております。今後現場での

経験豊富な議員からの貴重な御提言をいただけれ

ば大変ありがたいというふうに思っておりますの

で、今後とも御指導いただければと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 少しつけ加えさ

せていただきますと、代表質問で大石議員からも

御質問がございましたけれども、２０１３年版の

賃金センサス調べでは一般の事業所に勤められて

いる職員と介護職員の賃金格差が約９万円である

ということであります。これは、かなり大きな格

差でありますので、この部分については国におけ

る抜本的な対策が必要と考えておりますので、全
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道、全国の市長会を通じながら、国に対して要請

を行ってまいりたいと考えております。

また、介護職員の方は途中で離職されている方

や常に有効求人倍率が１倍を超えているというよ

うなことでありますが、なかなか応募がないとい

うことでございます。一般的に悪い言い方ではあ

りますが、介護は３Ｋ職場というイメージが強く

残っております。若い人やその他の方に対しまし

て現場を見ていただくと。実際に現場を見ていた

だく、体験していただくということが必要である

かと思います。これまでは、学生さんの実習の受

け入れ等、そういったような取り組みでありまし

たが、今後は市内の事業所にも呼びかけまして、

事業所みずからがそういった場を設けまして、体

験していただきまして、やりがいのある仕事であ

るですとか、利用者や家族の笑顔をいただいて、

感謝の気持ちをいただくだとか、実感していただ

くだとか、また自分のこの仕事が社会に役立って

いるという実感をいただくなど、そんなことを取

り組んで就業に結びついていただければというよ

うなことも考えておりますので、これらも含めま

して地域の懇談会、会議の中で御提案させていた

だきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） ありがとうございまし

た。今馬場室長、田邊部長のほうからありました

とおり、今のところ金銭の支援はないですけれど

も、介護職員の方が集まって今の状況を話し合い、

これからの介護支援の現場に方向性について話し

合う機会が設けられるということでしたので、ぜ

ひこれからそのように御尽力いただければいいか

なと思っております。

次に、障害者のことについてですが、４月から

始まる基幹相談支援センターにつきましては、こ

れからのこともありますので、その動きには大変

期待しております。また、答弁の中にぽっけとい

う愛称はとてもいい言葉だと思っていますので、

ぜひ御尽力を願いますようにお願いいたします。

次に、公共施設等総合管理計画案ですが、耐震

化や民間活力の導入など基本計画をお答えいただ

いていますが、３月１０日までに募集されていた

パブリックコメントについては何件の応募があり

ましたか。また、そのパブリックコメントに寄せ

られた意見にはどのような意見があったのかお聞

かせください。また、別紙の中で１３％の目標縮

減率についてもお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま２点にわた

って再質問いただきました。１つ目は、公共施設

等総合管理計画に対する実施したパブリックコメ

ントの募集の応募の状況ということでありますが、

このパブリックコメントについては２月１０日か

ら３月１０日までの期間で実施をさせていただき

ました。提出をいただいた意見については、１件

ございました。内容につきましては、今回の計画

が施設の総延べ床面積１３％の縮減を図るという

目標を掲げておりましたけれども、対象施設の公

表をしてほしいというような要望的なものが意見

としてございました。しかしながら、当該計画に

ついては総体の縮減率をあらわしたものでありま

して、個別の施設の積み上げということではあり

ませんので、残念ながらこの御意見には沿えない

というような形になりますので、そうした方向で

の回答も示させていただければというふうに思っ

ているところでございます。

次に、もう一点ございました。今回の計画の縮

減率の考え方についてということだというふうに

思いますが、まずもってこの計画の実効性を確保

する上では、やはり目標の設定が必要だろうとい

う考え方をさせていただきまして、本計画におい

ては縮減率として１３％という目標を掲げさせて

いただいたということであります。なぜ１３％か

というその根拠についてでありますが、ここは実

は昨年１０月に総合戦略の中で人口ビジョンをお

示しをさせていただきました。ここの中から２０
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年後の名寄市の総人口の推移を拾いますと、１

８％減少するという推計がされているところであ

ります。１つは、この人口推計をもとにしている

というのがございます。それと、合併後の施設総

量を見たときにつきましては、当然でありますけ

れども、増加をしているということでありまして、

この間新規に整備した施設の面積を合併時の施設

総量と比較しますと８％というふうになっており

ますので、もう一点はここを踏まえさせていただ

いたということであります。

それと、考え方のところでありますが、市民１

人当たりの公共施設の面積を維持することにより

まして、現状と変わらない一定の市民サービスの

提供が維持が可能であろうということが基本的な

考え方にあります。一方では、持続可能なまちづ

くりのためには縮減が不可欠であるということも

ありますので、まずは施設総量について合併時の

水準まで戻すというのを一つの目安とさせていた

だきまして、最終的には総人口の減少率１ ８％

考慮させていただきまして、目標年次であります

平成４７年度までの２０年間で１３％の縮減を図

っていきたいという考え方でありますので、御理

解いただきますようよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） パブコメは１件という

ことで、その１３％の中には入っていないという

お話だったので、そのまま受けとめさせていただ

きます。

では、縮減目標を達成するためにも必要である

とは思いますが、計画の中に集約化や複合化とい

った視点も含まれています。それをどのように使

用することによって、使用されなくなった地域の

有効活用をどのように考えているのか、現在もそ

のような施設があればどう活用されているのかお

聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 計画を進めていく上

では、当然利用されなくなる施設が出てくるとい

うことで、この間の取り組みを含めてそういった

施設の有効活用をどう考えていくのかということ

だというふうに思いますが、まず使用されなくな

った施設の扱いについて御説明させていただきた

いと思いますが、通常行政財産という形から、そ

の行政の目的、いわゆる用途を廃止をさせていた

だきまして、行政財産から普通財産に切りかえさ

せていただきます。この手続によって、その施設

の売却ですとか、あるいは貸し付け、取り壊しな

どが可能となるという流れがございます。現在こ

ういった処分の可能となる普通財産についてであ

りますが、施設につきましては約８０施設ほどご

ざいます。施設全体の床面積の割合にしますと、

約でございますが、総体の２％程度を占めている

という状況になっています。

この間の有効利用の例についてでありますけれ

ども、幾つか申し述べさせていただきますと、例

えば閉校等により使用されなくなった旧教員住宅

についてでありますけれども、ここは地域おこし

協力隊ですとか、あるいはお試し移住住宅などと

して定住人口の拡大の施策として活用させていた

だいた部分がございます。あるいは、これらの住

宅について地域の皆様から住民の住宅として利用

したいという申し出に応えるような形で貸し付け

を行ったような事例もございます。このほかにも

旧智北の小学校体育館ですとか、あるいは旧の瑞

穂の小学校校舎、あるいは菊山スキー場のロッジ

などにつきましては、地域の農業団体の皆様から

活用したいという要望などもいただき、それに応

えるような形で農機具格納庫として貸し付けを行

ってきた、そんなような実績もあります。今後に

つきましてもこの計画進めていく中では、一方で

はこういった活用されなくなった施設について老

朽化の度合いなども勘案してということになりま

すけれども、それまで利用されている方の御意見

あるいは地域の皆さんの御意見も聞きながら、民

間事業者の公募なども含めて有効活用に努めてま

いりたいと、このように考えておりますので、御



－135－

平成２８年３月１４日（月曜日）第１回３月定例会・第３号

理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） 今御説明ありましたと

おり、いろんなところで使われているということ

で、ぜひ有効活用できるようにお願いします。風

連にもいろんな施設があるのですけれども、その

施設についても今と同じような考え方で、皆さん

の御意見を聞きながら、ぜひ風連の中でも有効活

用できるようにお願いいたします。

最後に、災害における支援ですが、実際に必要

となった場合はどのような手段で行うのでしょう

か。また、費用の負担はどうなるのかお聞かせく

ださい。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど御質問いただ

いた特設公衆電話の申請、あるいはその費用負担

についてという御質問だというふうに思いますが、

市が整備をしています主な公共施設については、

実は職員が防災活動などを行うために災害時に優

先される強い回線として、災害時優先電話という

のを用意をさせていただいているものであります。

この災害時優先電話につきましては、通信事業者

との窓口とも連携がとれておりますので、災害が

あったときにつきましては災害時優先電話を利用

しながら、特設公衆電話の要請をさせていただく

という、そのような流れになるかというふうに思

っています。

この特設公衆電話の費用の負担についてであり

ます。これについては、電話機そのものの費用に

つきましては避難所へ設置をする者、つまり我々

のほうが負担をするということになりますけれど

も、施設までの回線の引き込みについては、これ

は事業者のほうで負担をいただけると。いわゆる

ＮＴＴさんのほうで負担をいただけるというよう

な、そのようなスキームになっております。

なお、この電話の利用に当たっては、避難者の

方は無料で御利用いただけるという、そのような

形になっているということであります。

使用する電話機については、当初特殊な電話機

などの用意も必要かというふうに想定をしていた

ところでありますが、今現在の調査では市が使用

している、あるいは保管している電話機がありま

すけれども、この中でも対応できる部分があるの

ではないかというところが少し見えてきておりま

す。

また、施設までの回線の設置についてでありま

す。これは、先ほど申し上げましたように事業者

のほうの負担ということでありますが、全ての施

設に設置ができるということではないようであり

ます。あくまでも事業者側が一定の条件を定めて

いるようでありますので、この条件がクリアされ

たものについては回線の引き込みがいただけるの

ではないかというふうに今考えているところであ

ります。こういった状況でありますので、避難者

の安否確認等も含めての対応としまして、今後は

事業者と協議をさせていただきたいというふうに

考えております。設置が可能な施設がございまし

たら、そこについてはさらに調査をし、設置に向

けて調査研究をさせていただきたいと思っており

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） 浜田議員。

〇１番（浜田康子議員） 今のお答えで、これか

ら災害のときにそういう設置、特設電話設置され

たらいいなと思っています。これからあってはな

らない大規模震災ですが、被災された方は大変不

安であり、混乱もします。高齢者の方々も多く、

大変な状況ですが、その際には行政にできる限り

のことをお願いしたいと考えています。自助、共

助でできることも出てくるとは考えますが、市民

へ周知などをしっかり取り組んでいただけるよう

にお願いして、私の質問を終わらせていただきま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で浜田康子議員の

質問を終わります。

１５時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ２時４４分
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再開 午後 ３時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

子ども・子育て支援について外３件を、塩田昌

彦議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問してまい

ります。

大項目１、子ども・子育て支援について４点お

聞きいたします。１点目は、昨年１０月２７日に

オープンいたしました愛称ひまわりらんどの利用

状況及び施設の状況についてお知らせください。

２点目は、子ども・子育て支援法の施行に伴い、

市内の保育所、幼稚園の新制度への移行状況及び

保育料の階層認定と認定に伴う利用者への軽減対

策についてお知らせください。

また、新制度では、保育料の認定に当たり基礎

となる税が所得税から市町村民税所得割課税に変

更になりましたが、認定変更になるケースと保育

料の階層認定業務はどの機関が担当するのかお知

らせください。

３点目は、認定こども園に勤務する職員は保育

教諭となり、職員要件が変わり、幼稚園教諭免許

状と保育士資格の併有が義務づけられました。５

年間の経過措置はあるものの、平成３２年には経

過措置がなくなることから、片方のみの資格者は

もう一方の資格取得が必要となります。一定の要

件をクリアした場合に、幼稚園教諭資格者は４科

目８単位、保育士資格者は５科目８単位の修得で

それぞれ資格取得が可能となります。資格取得の

ための単位修得に係る名寄市立大学としての対策

についてお知らせください。

４点目は、子ども・子育て支援に関する名寄市

立大学の役割についてお聞きをいたします。平成

１９年６月、教育職員免許法の改正に伴い、平成

２１年度から教員免許更新制度が導入され、１０

年間の有効期間が付されたことから、名寄市立大

学を卒業された学生も含め、市内の幼稚園で勤務

する職員等の資格維持のための更新時講習認定校

としての取り組みについてお知らせください。

次に、大項目の２、公共建設工事についてお尋

ねいたします。昨年院内保育所改築工事が延期さ

れました。延期による病院運営への影響について、

また影響を最小限にとどめる対策についてお知ら

せください。

２点目は、公共工事の入札についてお聞きしま

す。昨年１件の入札が不調に終わりましたが、今

後への影響及び影響回避に向けての策についてお

聞きをいたします。

３点目は、よい物づくりと公共工事についてお

聞きをいたします。物づくりは、市民の皆さんの

要望を受けてつくる道路や建物など、利用する方

々が喜んで利用いただけるよう発注者、受注者が

ともども知恵を絞り、よりよいものをつくり上げ

るものと理解をしております。物づくりに向けて

の取り組み、考え方についてお聞きをいたします。

また、公共工事の地元発注がもたらす地域経済

の活性など、効果は大なるものがあり、地元の雇

用の確保、担い手育成確保にもつながると思って

います。したがって、地域経済における公共工事

の役割について考えをお聞かせください。

次に、大項目の３、名寄市行財政改革について

お聞きをいたします。これまで組織機構の見直し、

組織のスリム化など行財政改革に取り組む中、職

場議論を踏まえて適正な人員配置が進められると

し、平成２８年度までの職員の削減目標７３を将

来を見据えた努力目標とする旨の答弁を昨年第３

回定例会でいただきました。平成２６年度には６

９名を達成したものの、国の新制度導入などに伴

う事務量の増加に加え、諸般の事情から平成２７

年度の配置を７名ふやし、本年４月の配置におい

ても数名の配置増を余儀なく進めなければならな

い実情を踏まえ、目標年度の平成２８年度以降に

おける職員の適正配置に向け、組織機構の見直し

を含めた検討についてお考えをお聞かせください。
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また、現状を見ると定年退職に加え、早期退職

の多い状況から、各職場に穴があくことが予想さ

れることを踏まえ、人材の確保と育成に向けての

対策についてお聞かせください。

次に、大項目の４、農業振興についてお聞きを

いたします。昨年ＴＰＰが大筋合意されました。

基幹産業を農業としている名寄市にとってマイナ

ス影響は避けられない状況となります。マイナス

影響を抑制する措置を含め、名寄市が進める平成

２８年度の農業振興重点策と期待されるその効果

について考えをお聞かせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） ただ

いま塩田議員からは、大項目で４点にわたり御質

問をいただきました。大項目１の小項目１と２は

私から、大項目１の小項目３と４は大学事務局長

から、大項目２の小項目１は病院事務部長から、

大項目２の小項目２と３は建設水道部長から、大

項目３は総務部長から、大項目４は経済部長から

の答弁とさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。

まず初めに、大項目１、子ども・子育て支援に

ついて、小項目１、ひまわりらんどの利用状況と

施設整備の現状について、小項目２、保育所、幼

稚園新制度の状況及び保育料の階層認定と軽減対

策について申し上げます。平成２７年１０月２７

日にオープンいたしましたひまわりらんどは、子

育て世帯から要望が多く寄せられていた常設の子

ども・子育て支援施設として開設することができ

ました。オープン時から多くの親子に御利用いた

だいており、本年２月末では延べ ３４９組、

２４８人の親子の皆様に御利用いただいたところ

です。東保育所内で実施しておりましたさくらん

ぼとの同じ時期での比較では、約２倍近い増加と

なっており、子育て環境の充実に成果を上げるこ

とができたものと考えております。施設の状況で

は、利用者ごとにひまわり型のお名前の掲示を行

っており、壁一面が広大なひまわり畑のような状

況になっているのを見ると、改めまして多くの親

子の皆様に御利用いただいていることを実感でき

るものとなっております。

施設につきましては、１０月オープンというこ

とで、現在初めての冬を経験しております。当初

は、２階への吹き抜け部分の影響で１階がなかな

か暖まらず、暖房、ボイラーの調整やポータブル

ストーブによる補助暖房、吹き抜け部分をビニー

ルシートによる目張りをするなど試行錯誤しなが

ら運営をしてまいりました。冬対策として、今後

吹き抜け部分の対応を検討していかなければなら

ないと考えているところでございます。

また、今後は初めての夏を迎えます。授乳スペ

ースを含めた乳児室にはエアコンを設置しており

ますが、プレールーム等の暑さ対策には施設状況、

利用者の声を聞きながら対応していかなければな

らないことも出てくると想定をしております。雪

に親しめる楽しい冬も終わりに近づいており、デ

ッキに用意しましたプールや芝の張られた所庭で

遊ぶ親子の姿を想像するだけでわくわくする気持

ちでいっぱいになりますが、末永く愛される施設

になるため、皆様には今後とも御助言いただきま

すようよろしくお願い申し上げます。

次に、小項目２、保育所、幼稚園の新制度移行

状況及び保育料の階層認定と軽減対策について申

し上げます。平成２７年４月から施行されました

子ども・子育て新制度では、認可保育所及び認定

こども園は新制度へ移行することとなっておりま

すが、幼稚園につきましては従来制度の幼稚園と

新制度へ移行する幼稚園の２種類となりました。

現在新制度へ移行した幼稚園は風連幼稚園のみと

なっておりますが、平成２８年度から名寄幼稚園

が新制度へ移行する予定となっております。今後

は、順次新制度への移行が加速するものと想定を

しております。移行につきましては、各園の判断
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を尊重しまして、必要に応じて相談に対応できる

体制を整えており、また利用者に対しましてはひ

まわりらんどに配置しております子育てコンシェ

ルジュを初め、こども未来課窓口での情報提供や

本市ホームページを活用しての情報発信を引き続

き行ってまいります。

本市における保育料の軽減対策についてですが、

新制度施行に伴い保育料の階層判定において大き

く変更された点につきましては、旧制度では主に

保護者の所得税による算定を行っておりましたが、

新制度においては市町村民税の所得割額が算定の

根拠となりました。市町村民税の確定時期が６月

のため、保育料は９月分から翌年８月分までの判

定となり、新制度移行後の平成２７年度の状況で

は平成２６年度市町村民税による４月から８月分

の保育料と平成２７年度市町村民税による９月か

ら平成２８年３月までの保育料となります。従来

制度にはなかった年度途中での再算定作業や新制

度による幼稚園児の算定作業など事務作業が格段

と多くなってきておりますが、担当でございます

こども未来課においてより丁寧な算定作業を行い、

利用者へ御迷惑をかけないよう取り組まさせてい

ただいております。

軽減対策につきましては、平成２７年４月状況

では階層判定根拠が所得税から市町村民税所得割

額へ変更になったことに伴い、階層が上がって保

育料が高くなった幼児数は３１名、逆に下がって

保育料が安くなった幼児数は６０名となっており

ます。保育料が高くなった世帯につきましては、

国の施策でございます経過措置を適用し、保育料

の据え置き措置を実施してきたところでございま

す。また、本市独自の軽減対策といたしまして、

国が示している階層表をより細分化し、保護者の

収入に応じてさらになだらかな階層表を設定して

おります。多子世帯軽減といたしましては、国の

階層表が子供２人と夫婦の４人家族をモデル世帯

として設定をしており、子供が３人以上の場合、

階層が高目に設定される傾向がございました。こ

のことに伴い、新制度施行後でございますが、国

は現在税の控除で廃止されております年少扶養控

除を保育料算定時のみ適用し、仮計算を行う方式

で階層判定をするための新たな階層表を提示いた

しました。こちらは、平成２７年４月時点で前年

度から継続入所している子供のみが対象となって

おりますので、最大５年間の経過措置でとどまっ

ております。本市における多子世帯への軽減措置

といたしましては、全ての世帯に対し子供３人以

上の場合、人数分の年少扶養控除額を控除して再

計算し、新たな階層表を利用せず、当初から示し

ている階層表で判定をさせていただいております。

この手法により、特に低所得者世帯の国が示した

経過措置と比較しまして低い階層判定となる傾向

が強く、より利用世帯に有利な判定結果となって

おります。現在国は平成２８年度の保育料判定に

ついて新たな多子世帯軽減策やひとり親の軽減策

案を示してきております。主に年収３６０万円以

下の世帯が対象となる予定でございますが、詳細

につきましては現在のところ未定でございますが、

今後決定されましたら速やかに対応してまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 私からは、

大項目１点目の子ども・子育て支援についての小

項目の３、認定こども園の職員要件、保育教諭対

策についての大学としての取り組みについて申し

上げます。

平成２７年４月の就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部

を改正する法律の施行によって、幼保連携型認定

こども園への円滑な移行を進めるため、５年間は

幼稚園教諭免許または保育士資格をもって保育教

諭となることができるとする経過措置が設けられ

る一方、経過措置期間中の勤務経験を評価するこ

とにより、もう一方の免許、資格に必要な単位数

を軽減する特例が設けられました。この特例制度
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を利用するには、勤務実績等一定の条件を満たす

ことが必要でありますが、幼稚園教諭が保育士資

格を取得する場合は大学等の指定保育養成施設で、

保育士有資格者が幼稚園教諭免許状を取得する場

合は大学において、それぞれ必要な単位を修得す

ることによって取得することができるものです。

市立大学を初め、多くの大学、短大では両方の免

許と資格の取得が可能とされていることから、こ

れまでは具体的に取り組んでおりませんでしたが、

平成３１年度までの経過措置であることを踏まえ、

今後現職者はもとより現場を離れている有資格者

も視野に入れ、ニーズを調査し、その結果を踏ま

え実施を検討してまいります。

次に、小項目の４、子ども・子育て支援に関す

る市立大学の役割について申し上げます。教員免

許更新制は、教育職員免許法の改正により平成２

１年４月から導入された制度で、導入後に初めて

授与された教員免許状に１０年間の有効期間が付

されたものです。有効期間を更新して免許状の有

効性を維持するには、２年間で３０時間以上の更

新講習の受講修了が必要になっております。更新

講習を開講するには、文部科学省の開講認定を得

る必要があり、小中高校、幼稚園等の免許種類に

かかわらず、全ての受講者が受講する必修領域と

受講者が所有する免許状の種類等によって選択す

る領域、受講者が任意に受講する領域、合わせて

３０時間の構成になっております。道内では、北

海道教育大学が札幌を中心に、そのほか教育大を

設置している地域で必修、選択領域とも開講して

いるほか、複数の私学が共同で必修領域を開講し、

また国立、私立ともそれぞれ選択領域を開講して

いる実態にあります。既に本学は、文部科学省か

らの委託を受けた公益社団法人全国幼児教育研究

協会等が開催する講習に教員を派遣し、道内の幼

稚園教諭養成校と共同で更新講習に協力をしてお

ります。本学の教員が参画した平成２７年度の開

講形態は、講師も受講者も集中しやすい札幌市で

必修領域を行い、選択領域は道内の４地域、岩見

沢、室蘭、旭川、幕別での開催になりました。選

択領域については、受講機会の増を目的に地元名

寄での開催を関係機関に働きかけ、開催に向けて

検討を進めてまいりますので、御理解をお願いし

たいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 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２、公共建設工事について、小項目１、

院内保育所改築工事の延期に伴う影響についてお

答えします。

市立総合病院の院内保育所改築工事につきまし

ては、昨年９月に実施した入札が不調となり、そ

の後来年度に工事を延期することとしたところで

あります。理由としましては、年度内に再入札を

行った場合、工程の見直しによる冬期施工分の工

事費増加など、事業収支への影響が避けられなく

なること、また今回の工事は広く一般の市民が利

用する施設などの公共工事とは異なり、事業所内

保育所の改築工事であるため、院内職員へ説明や

周知などを行った上で大きな影響はないと判断し

たことから、延期としたものであります。しかし

ながら、医師や看護職員などの医療スタッフ、特

に看護職員の人材確保には欠かすことのできない

施設でありますので、より安全で利用しやすい保

育環境が整備できるよう来年度の速やかな工事着

工に向け、関係部局と調整を行ってまいりたいと

考えております。また、工事完了後にはできる限

り早期に２４時間保育が開始できるよう準備を進

めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目２の小項目２、公共工事の入札について及び小

項目３のよい物づくりと公共建設工事についてお

答えいたします。

初めに、小項目２、公共工事の入札について申

し上げます。市の発注する工事は、設計内容を十
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分精査し、予定価格については法令に定められた

方法により積算の上決定し、入札方法や入札参加

資格要件については工事の性格等に応じ適切な入

札方法を入札等審議委員会において審議の上、決

定しております。しかしながら、結果として入札

が不調となった場合は、その影響を最小限にとめ

ることが重要であり、地方自治法施行令に基づき

適正に事務処理を進め、対応策を検討し、再度の

入札を執行することとなります。

なお、入札不調を回避することが円滑な公共工

事の発注においても重要であると認識しておりま

すことから、工事の発注に当たっては現場条件を

考慮した上で適切かつ慎重に行うことが重要であ

り、今後も法令等を遵守した上で最善の努力と工

夫を重ねてまいります。

次に、小項目３、よい物づくりと公共工事につ

いてお答えします。公共工事の発注は、道路、上

下水、建築物など多岐にわたりますが、利用する

市民の立場に立って物づくりを行うことは議員の

言われるとおりであります。施工中は市と施工業

者の間で十分現場協議を行い、利用者を想定して

改善すべき点については改善を行い、施工精度を

上げて品質向上に努めているところです。

また、地域経済における公共工事の役割ですが、

市の発注工事は日ごろからできる限り地元企業が

参加できるよう心がけているところであり、ひい

ては地元労働者の雇用の場の安定確保につながり、

地元経済には有益であると考えております。加え

て議員御指摘のとおり、地元企業における人材育

成等は企業活動の継続性を考えると当然必要なこ

とであると認識しております。労働力確保のため

に市としても引き続き北海道や国に対して事業要

望をするとともに、職業、教育訓練の一環として、

各種技能講習会の受講料や資格取得等の一部支援

を行うとともに、支援策の拡充について検討して

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

３、名寄市行財政改革について申し上げます。

組織機構の見直しにつきましては、新名寄市行

財政改革推進計画の平成２４年度から２８年度ま

での後期計画の中におきまして、行財政改革推進

実施本部や組織・機構検討部会などのほか、職場

会議等における意見を踏まえながら、組織機構の

見直し及び定員の適正化などを進めているところ

でございます。御質問のありました見直しの検討

経過につきましては、当初平成２１年度から２６

年度までに７３人の削減目標に取り組み、６９人

の削減実績となりましたが、残り４人の削減につ

きましては国や道からの権限移譲や新たな事業に

伴う業務の拡大などを鑑み、目標を２年間延長し

て取り組んでいるところでございます。しかしな

がら、この間の大量の定年退職やスリム化に伴う

急激な世代交代の対応や複雑多様化する市民ニー

ズに応えるためには、適正な人員の確保が必要で

あるため、平成２７年度当初では前年度に比べ対

象部局で７人、総体では６人の増加となっており

ます。平成２７年度の取り組みにつきましても、

最終案を現在調整中ではありますが、制度の改正

に伴う業務量の増大や新たな機構の立ち上げなど

に伴い、定数は若干ふえる見込みとなってござい

ます。

また、平成２８年度以降における職員の適正化

についてでありますが、平成２８年度に平成２９

年度以降の新たな行財政改革推進計画を策定する

予定でございますので、市民サービスと適正な職

員定数のバランスを重視しながら、各職場からの

意見や職場実態を十分に把握をし、将来を見据え

た計画的な人材、人員確保に努めてまいりたいと

考えております。

次に、小項目の３、人材確保と人材育成につい

て申し上げます。世代交代が進む中で、その熟練

した知識とノウハウをしっかりと引き継ぐととも

に、人材を確保、育成し、市民サービスを維持し

ていくことが重要であると考えております。この
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ため定年退職者には、再任用制度等による雇用の

継続や活躍の場を提供してきているところであり

ます。また同時に、優秀な人材の確保及び市内で

の雇用の場を確保する観点から、新規採用職員の

確保にも努めているところですが、少子化による

学生数の減少や景気回復による都市部需要の伸び

などから、学生の意向が都市部などに集中してい

る傾向にございます。このため当市といたしまし

ては、大学訪問やホームページ、フェイスブック

のほか、大手就職情報サイトを利用して全国の学

生へ情報発信を行っているところであります。ま

た、採用試験につきましては、他の自治体より回

数をふやして実施しているほか、民間企業などで

培った知識と経験を活用する社会人枠を設けるな

ど、幅広い人材確保にも努めているところであり

ます。

なお、採用後の人材育成につきましては、新名

寄市人材育成基本方針に基づき、年６回の新採用

職員研修や２年間で１２回の初級職員研修の中で

総合計画や財政、地方税など市役所全般の業務、

知識についての研修のほか、その時折に合った各

種研修も実施しているところでございます。さら

に、北海道研修センターの各種研修に積極的に参

加する取り組みや北海道や北海道経済産業局、地

域活性化センターなど他の機関等への派遣研修を

通じて、知識、経験に加えて幅のある人材育成に

も取り組んでおります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目４、

農業振興について、小項目１、平成２８年度農業

振興重点策と効果についてお答えします。

昨年１０月のＴＰＰ大筋合意を受け、国及び道

から農業分野における影響について公表されてお

り、現在それらを参考に名寄市における影響につ

いて調査研究しているところです。影響を受ける

主なものにつきましては、小麦、てん菜、畜産分

野においては関税等の引き下げによる国内販売価

格の下落により影響が出ることが想定されます。

今後は、引き続き分析を行い、影響額等について

算出してまいりたいと思いますので、御理解をい

ただきたいと思います。

また、影響を抑制するための市としての対応と

いたしましては、経営の安定に向けた国の対策を

求めていくとともに、生産性向上による収益性の

強化や多様な担い手の育成及び販路の拡大に取り

組むことが必要であると考えております。平成２

８年度における主な施策につきましては、１点目

として農業・農村振興計画の策定に取り組み、将

来の名寄市の農業のあり方や振興方針について定

めてまいります。２点目として、人・農地プラン

を活用し、農地の流動化に向けて取り組みを進め

てまいります。３点目として、ＴＰＰ対策として

国の事業を活用して生産性、収益性の向上やコス

トの低減に取り組みます。４点目として、農繁期

における労働力不足が課題となっていることから、

労働力確保に向けて調査研究に取り組んでまいり

たいと思います。

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） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁いただ

きましてありがとうございます。持ち時間の範囲

内で再度質問させていただきます。

それでは、先にひまわりらんどについてお聞き

をいたします。ひまわりらんどは、私も何回か現

地へ行って見てきているのですけれども、本当に

多くのお子さん、それから保護者の若いお母さん

がもうそこに集まって和気あいあいと生活をして

いるといいましょうか、非常に好ましい話だなと

いうふうに思います。先ほど数字的にお話をいた

だいたら、それまでのさくらんぼと比べると倍以

上になっているということで、予想以上の利用と

いうふうなことだと思います。その中で先ほども

触れられていたのですけれども、この改修に伴う

分として、吹き抜けというふうなことになってい

るものですから、冬場の利用、外からの外気の寒
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さ、非常に寒いものがあって、玄関あける、それ

から２階につながる階段のところ、そこから風が

来るというふうなことで、ビニールで覆って対応

しているという状況にはあります。それで防いで

いるという状況ですけれども、今後においてはや

はりちょっと見ばえといいましょうか、悪いこと

も含めて何らかの対策を講じなければならないの

かなというふうに思っています。

それとあと、光を受けるといいましょうか、ガ

ラス窓というのが非常に多いのですけれども、空

気の入れかえといいましょうか、これがなかなか

できない状況にあるのかなというふうに思ってい

ます。防炎のための高い位置に位置する窓が若干

何度か開くという、そういうふうな状況、それと

網戸がついていないということも含めて、夏場の

防虫対策だとかいうふうなことを考えると、ちょ

っと不安な要素があるのかなというふうに思って

います。先ほどもお話の中で、まだ冬場の経験し

かないということもあって、夏場これから迎えま

すから、そういう意味でいうとトータルで、１年

サイクルでいろんなことが見えてくるのかなとい

うふうに思いますので、それらに伴う対策につい

て何かありましたらお答えいただきたいなという

ふうに思いますし、それから私自身わからなかっ

たのですけれども、表の部分、広場のほう、生芝

が植わっていて、夏場晴れた日はそこで遊べると。

遊具も配置をするというふうなことですから、非

常にいい環境のもとに行われている部分だなとい

うふうに思います。

その中でもう一つ気になるのは、今現在小さな

お子さんからある程度大きなお子さんまで利用し

ているということで、年齢が違うと動きが全然違

うのです。したがって、年齢の高い子たちの動き

で、小さい子供がぶつかったところは見ていませ

んけれども、そういうことも何か考えられるのか

なというふうに思うことも含めて、今別なところ

で、毎回ではないけれども、これはどこかで大き

な子供たちを見ることにしているというふうなこ

とですし、今現在たしか４人の教員の方、臨職も

含めていらっしゃると思うのですけれども、そう

いうふうなことをあそこの位置だけでなくて別な

ところも利用する、そして夏場の表の部分につい

てもやはり事故があったら困るから、必ず配置を

しなければならないということになると、果たし

てこの４名で大丈夫なのかなという危惧をしてい

ます。そこら辺についてお考えをお聞きしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） まず、

冬場の利用、外気の関係でございますが、これに

つきましてはボイラー、温水ボイラーを使用して

いるということで、急激に暖まるということがで

きなくて、寒冷のときに若干温度が上がりづらい

ということで、先ほど申し上げさせていただきま

したが、補助暖房を使うだとか、あと議員御指摘

のとおり吹き抜けになっているということで、ど

うしても暖気が２階のほうに上がってしまうとい

う関係上、ちょっと今回臨時的にビニールを張ら

せていただいたという状況でございます。この後

夏を迎えるに当たりまして、御指摘のとおり先ほ

ども申し上げましたが、乳児室のほうはエアコン

をつけて、引き違いの戸をつけさせていただいて

おりますので、一定の温度を確保できるというふ

うに思っておりますし、あとプレールームのほう

も一応防炎の窓はついているという状況なのです

が、直射日光が入りづらいように少し奥まった、

へこんだような形の窓になっておりまして、ちょ

うど私ども経験させていただいている中では、親

子お出かけバスツアーで使わせていただいていま

す旧風連日進保育所が同様な形になっておりまし

て、比較的涼しいというか、いい環境の中で使わ

させていただいておりますが、ただ人数が大変多

うございまして、そこら辺のところ十分ふだんか

ら注意深く状況把握に努めながら、対応を検討し

てまいりたいというふうに考えているところでご
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ざいます。また、夏の防虫対策につきましてもそ

のような形で対応というか、状況を確認をさせて

いただければというふうに思っております。

また、先ほど御心配いただきました小さなお子

様から、あと午後やるようになったということで、

幼稚園帰りのお子様もいらっしゃるということで、

従来午前中しかやっていなかったという関係で、

今まで余りいらっしゃっていなかった比較的大き

なお子様が昼からお見えになるという状況になっ

ておりますが、今ほども申し上げましたように乳

児室、比較的小さいお子様が利用するお部屋がご

ざいまして、小さいお子様が遊ぶところは別建て

にはさせていただいているところでございます。

ただ、従来市民文化センターのほうで臨時的に利

用させていただいたときに車遊びの日というのを、

使わせていただいて、車を使って遊ぶというよう

な日を設けさせていただいていたのが、それがあ

そこの場所ではちょっといろんな方がまじるとい

うようなことでできづらいといったこともござい

まして、たしか１２月だったかというふうに記憶

しているのですけれども、月に何回か車遊びの日

というのを設けまして、車遊びのしたいお子様は

そちらの文化センターのほうにそういう日を設定

させていただいて、両方で使えるというような形

をとらせていただいているところでございます。

ただ、議員からお話あったように、この後夏にな

りますと所庭といいますか、庭のほうを御用意さ

せていただきましたので、そちらのほうで遊ぶ機

会というところも出てまいるというふうに思いま

す。そうなってくると、若干職員の目というのも

今よりも必要になってくる部分もあるかというふ

うに思いますので、新年度の事業を現場の職員と

も勘案しながら、必要な人員体制については十分

検討してまいりたいというふうに思っております

ので、よろしくお願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） よろしくお願いします。

それで、この新制度に伴う保育所なり幼稚園の

関係でありますけれども、昨日の代表者質問の中

の熊谷議員からの質問でもありました。軽減対策

ということで、国の階層をより細分化して軽減を

図っているというふうなお話をいただきました。

非常に好ましい話だなというふうに思っています。

それとあと、この認定が非常に複雑になったな

という印象があります。所得税ですと４月の段階

で１回で済むものが全部とは言わないですけれど

も、４月に新しく入られる方、それから８月まで

に入ってこられる方、これらの方々については認

定を２回行わなければならないということなのか

なというふうに思うのです。そんなこともあって、

非常に多岐にわたって業務大変だなというふうに

思っています。

それとあと、年少扶養控除が２１年度で廃止を

されて、２２年からなくなったと。国の中でも４

人世帯から３人の子供対策として年少の部分も加

味して認定行為を行うというふうなことで御答弁

いただいたかなと、ちょっと認識違ったかもしれ

ませんが。いずれにしても、名寄市は年少扶養控

除というのはなくなりましたけれども、その後に

ついては同じように受けとめて、軽減対策として

図っていたのかどうなのか、その辺についてお知

らせ願いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 馬場こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（馬場義人君） 今議

員からお話ございましたように、当市の対応とい

たしましては、国のほうでは継続入所をされてい

る方々につきまして、経過措置として年少扶養控

除を適用するというような形をとらさせていただ

いているところなのですけれども、当市の対応と

いたしましては継続入所のみならず全世帯の方を

対象として、子供２人と夫婦４人のモデルでつく

られた当初からの階層表を活用して、子供３人以

上いる世帯につきましては３人目からの人数に応

じて年少扶養控除相当額を控除して計算をすると

いう方式をとらさせていただいているところでご
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ざいますので、御理解いただきますようお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） 今後ともといいますか、

財政負担にはなるのかもしれませんが、そういう

子供、これからの人口減少の対応としても、やは

り軽減対策というのはとれる範囲内でとっていく

べきだなというふうに思っていますので、その辺

よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、大学のほうにお聞きをしたいので

すが、保育教諭にかかわる部分として私質問させ

ていただいたのは、一昨年風連を除く名寄市内の

４幼稚園の実際働いていらっしゃる職員の方々に

アンケートでちょっと内容を聞かせてもらったの

です。これ４大化に伴う部分として一括して独自

の調査をさせてもらったのですけれども、その中

で実際に４６名の方から御回答いただきました。

うち８名が片方しか持っていないのです。という

ことは、幼稚園教諭だけで保育資格持っていない。

その逆もあります。ということで、やはり先ほど

の馬場室長のほうからもあったように、２８年４

月から１園がこの新制度に移行すると。たしか２

９年４月からは幼稚園型の認定こども園に移行さ

れるというふうなことになっているようですので、

そうしますとやはりこういう資格をしっかり、今

の卒業生は両方持っているのですけれども、過去

には片方しか、幼稚園しか持てなかったというと

きもありますし、現実そういう実態もありますの

で、それらに対する対策として、これはたくさん

いるわけではないとは思うのですけれども、そう

いう意味でいうとニーズを把握をしてというふう

なことになろうかと思うのですけれども、この部

分については文科省のほうといいましょうか、認

定だからこの部分は文科ではないのかな。何せ文

科省、それから厚労省と、それから内閣府という

３本立ての対策ですから、その中で必要とする部

分はあるというふうに思っていまして、これらに

ついてもう一度この対応をお聞きしたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 片方の免

許しか持っていない方の一方を取得するという件

につきましては、隣のまちからもちょうどコミュ

ニティケアセンターができるということで、その

新聞記事が載った次の日にやってほしいというよ

うな御意見もいただいております。先ほど申し上

げましたように、まず市内はもとより周辺も含め

てニーズ調査をさせていただいて、その中で学内

としてできるだけ早くやりたいと思っております

し、このことは本学が目指しているいわゆるリカ

レント教育というものにもかかわってきますので、

そこの部分は総合戦略の中でもうたっております

ので、しっかりとニーズを調査をして実施に向け

て検討してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） もう一つ、実際に私も

これ調べてみて初めてわかったのですけれども、

幼稚園といいますか、教諭免許１０年というふう

なことで、更新をするためには更新時講習を受け

なければならないと。その部分でいうと、先ほど

一定の要件というのはこれあるのでしょうけれど

も……これは一定要件はないか。３０時間の更新

時講習、これは１つとしては教育の最新事情に関

する事項ということで１２時間以上、それから教

科指導、生徒指導、その他教育の充実に関する事

項１８時間以上ということで、合わせて３０時間

というふうにネットで調べたら載っていたのです

けれども、それだけの講習を受けなければ更新し

ていけないというふうなことで、実際に市長もよ

く言っていらっしゃいます市内にしっかり残って

いただくということも含めて、名寄大学としてそ

ういう講習を受講できるような大学になっていた

だきたいというふうな願いというのは、これはも

う多いと思うのです。したがって、先ほどの部分

でいうと３２年から変更になって３１年までの部

分としてやっていくということもありますが、こ
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れはこの部分についてはいち早くというふうな部

分で、実際に文科省のほうに申請をして、そして

認可を受けて、それができる学校にならなければ

ならないという部分はあると思います。いろんな

ことがあるのかなというふうに思いますが、これ

は卒業生も結構いらっしゃるし、必要とする方が

たくさんいらっしゃいますので、何とかこの部分

についても早くに申請をしていただいて、そして

認定校となって、そしてやはり必要とする方、実

際に旭川、札幌に出向くということで、この時間

受講するということになると何泊何日かというふ

うな部分で旅費等も含めて、宿泊含めて結構負担

になる部分でもありますから、それらについては

お願いをしたいと思いますが、その辺もう一度お

願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島大学事務局長。

〇市立大学事務局長（松島佳寿夫君） 先ほど申

しましたように、全部で３０時間ということで、

必修領域なんかも含めて自分の選べるということ

で、どうしても札幌に集中するというのは開講科

目からいってもちょっとある意味やむを得ない部

分があるのですけれども、その選択領域の中には

本学の児童学科の教員が何名か既に旭川なり札幌

に講師として行っている実態にあります。御指摘

のありました地元でいわゆる選択領域をやれない

かということにつきましては、３カ月前までに文

部科学省のほうに届け出を終えて認可を得るとい

う必要がありますので、それも含めて新しく社会

保育学科も立ち上がりますので、新年度に先生方

含めて学内でしっかり検討してまいりたいと思っ

ております。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） ぜひよろしくお願いし

ます。

それで、公共工事の関係について、先ほど病院

の事務部長からお話をいただきまして、院内でも

そういうふうなことで話をして、影響というもの

はなかったというふうなことで理解をいたしまし

た。ただ、設置をするという、改築をするという

目的を考えると、やはり一日でも早い開設が望ま

れる部分なのかなというふうに思いますので、一

日でも早い工事の着工に向けて関係機関と調整を

図っていただきたいというふうに思います。よろ

しくお願いします。

それから、この公共工事の関係について、物づ

くりという部分について非常にありがたいお話を

いただきました。よろしくお願いしたいと思いま

す。

その中で１つ、やはり残念なことが１つはあっ

たというふうなことで、それについて国交省のほ

うから指針という形で、これは２６年１月２４日

にこの取り扱いの関係で指針が出ています。それ

から、２６年１０月２２日、そしてことしの１月

２２日とまた同じように指針も出されているとい

うふうなことで、やはりこの部分についてはいろ

んな、それに至る部分としては、ずれるといいま

しょうか、要件があるのかなというふうに思いま

すけれども、この部分についてしっかり、私は国

がこういう指針を出すということはそういう原因

がいろんなところで見られるのだというふうなこ

とだというふうに認識をしておりまして、それら

も含めて国が出している指針の受けとめといいま

しょうか、その部分でお伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 入札の関係ですけれど

も、先ほど御答弁でもありましたが、実際の入札

執行事務におきましては入札等審議会というとこ

ろで諮っております。お尋ねのそれぞれの指針で

ありますけれども、包括的にまとめた指針が資料

として出されておりまして、平成２７年１月３０

日付発注関係事務の運用に関する指針というのが

あります。今議員おっしゃったそれぞれのものが

包括的にまとまって、我々地方公共団体の責務に

ついてまとめているものがありまして、その中に

例えば入札の円滑な執行はもとより、技術者の確

保、あるいは工期も平準化してできるだけスムー
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ズに進むようなということであります。これにつ

きまして２７年度の第１回目の入札等審議委員会

の資料として活用させていただきまして、これを

もとに円滑な執行ということで一回整理をさせて

いただいています。ただ、入札におきましてはい

ろいろ相手もありますので、うまくいかないこと

もありますけれども、この指針に基づきまして名

寄市におきましても十分な形でできるようにと鋭

意努力している次第でありますので、よろしくお

願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） いろいろあろうかと思

いますけれども、よろしくお願いをしたいと思い

ます。

それでは、時間がだんだん押してきまして、行

革といいましょうか、適正な人員の配置というふ

うな部分であります。これ先ほどのお話の中でも

実際になかなかそこに至らなかった。だけれども、

前に第３回の定例会のときにお話もいただいたの

ですけれども、これはやっぱり努力目標というの

はしっかり持たないとだめなのだというふうなこ

とで、私も理解をしています。ただ、削減をすれ

ばいいというわけではなく、いろいろと多岐にわ

たる業務がありますから、それに伴ってしっかり

と職場討議も行う中で、先ほど言われていました

行財政改革推進のための計画策定ということで、

２９年度以降の部分これから策定に向けて協議を

なされるということでありますし、実際に合併算

定がえに伴って地方交付税が減額をするというふ

うなこともありますし、いろんな要素がその中で

は考えていかなければならない部分だと思います

けれども、それをしっかり受けとめていただきた

いというふうに思いますが、その中で私もやはり

市民サービスというものはしっかりしなければい

けないというふうに思っていまして、職員の削減

だけれども、削減なかなかうまくいかないという

部分になると、ふえるということは当然職員費が

かさむというふうなことになりますし、いろんな

部分であると思いますけれども、それらを含めて

何か御答弁いただければ。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 組織機構の特に人員

のところについては、この間も適正な配置という

ことで進めさせていただいているということであ

ります。この適正というのは、ある意味では両面

ありまして、１つは効率化の視点から見るという

のが当然あると思います。もう一方では、市民か

ら求められる行政サービスを適正に行っていくと

いう面がありますので、そういった意味では職員

の拡充というところも当然あると思います。めり

と張りがあると思いますけれども、それらをつけ

ながら、全体としては適正な配置をしていきたい

と思っています。そして、この適正な配置をする

上での必要な条件というのがやはりその職場で働

いている人たちの声というのもあると思いますの

で、議員が言われるように職場の声もしっかりと

聞きながら、今後も適正配置、さらには２９年度

以降の新しい計画の策定もありますので、この策

定に当たっても職員の意見等を踏まえた上で策定

してまいりたいと考えておりますので、御理解を

いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） それでは最後に、農業

の関係について再質問させてもらいます。

２６年度に、これは出し手の意向調査、そして

２７年度には受け手の意向調査が終了したと思う

のですけれども、逆かちょっとわからないですけ

れども、この調査を受けて、今後に向けてどんな

お考え、農地の流動というふうなこと、これから

も出てくる部分だと思いますけれども、それらに

ついてお答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） それぞれ人・農地プ

ランなど検討を進めてございますけれども、農地

の流動化という部分では近年好調に推移をしてい

ますけれども、流動するものとやっぱり少し考え
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る農地というのが出てきていまして、それは大き

な課題になりつつあるかなというふうに思ってご

ざいます。現在でも不作付の予備的な部分で、地

域の方々が管理していただいている土地も相当あ

るというふうに認識しておりますので、今後それ

らの運営については進めていく上では少し丁寧な

議論というか、そういったことが必要なのではな

いかなというふうに認識しております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇９番（塩田昌彦議員） やはり農業をする上に

おいて土地は大事なものでありますから、そこら

辺のところをしっかり調査結果を受けて、今後の

取り組みをしていただきたいなと思います。

それから、ＴＰＰについては代表質問や何かで

もお話もありました。この中で、経営安定対策の

中で既存の政策の見直しだとか、改善だとか図る

ような動きというか、そこら辺があるのかないの

かというのと、それともう一つ、これは答弁要り

ませんけれども、お願いとしては、しっかりとし

たやはり今後１０年を見据えた中での農業・農村

振興計画、これは今年度策定をするというふうな

ことでありますから、しっかり議論をして、そし

ていいものをつくっていただきたいと思いますが、

政策の部分についてもしかありましたらお答えい

ただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 経営所得安定対策の

関係では、今現在として国から今の事業を変更す

るとかという考え方は示されてございませんけれ

ども、今後ＴＰＰ対策が進めば、当然総体的な経

営所得安定対策の事業がつくられる可能性もござ

いますので、いずれにしても２８年度に一定の方

向性が出るものと感じております。

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。

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。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時０１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 山 崎 真由美

署名議員 東 千 春


