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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 野 田 三樹也 議員

９番 塩 田 昌 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

安心、安全な子育て環境充実について外２件を、

山崎真由美議員。

〇２番（山崎真由美議員） おはようございます。

議長の御指名を受けましたので、通告順に従い順

次質問をしてまいります。

北海道では、全国を上回る速さで少子化が進み、

平成２６年の合計特殊出生率は ２７と全国で下

から３番目となっています。名寄市においては、

まち・ひと・しごと創生人口ビジョンで示された

直近の値が ５２と北海道平均及び全国水準から

すると比較的高い状況にあると報告されています。

いまだ目標値にはありませんが、この状況をよさ

と捉え、産んでよかった、育ててよかったをさら

に実感できる名寄市とするために、大項目１、安

心、安全な子育て環境充実についてお伺いいたし

ます。

最初に、小項目１、児童クラブの有効活用につ

いてであります。名寄市児童クラブ条例で設置さ

れている南児童クラブ及び風連児童クラブの利用

児童数と指導員数の状況についてお聞きいたしま

す。また、南児童クラブでは、新たな専用施設で

の運用となることや名寄東小学校区内での児童ク

ラブが平成２８年度中に開設される予定であるこ

とから、利用状況の改善が大きく期待されます。

開館時間については現状枠の拡大を望む声が強い

ことも含め、管理者として運営についての見解を

お聞きいたします。

次に、小項目２、こども発達支援センター、通

称こどもらんど及び地域子育て支援センター、愛

称ひまわりらんどの有効活用について、利用者数

と利用状況、指導員、相談員等スタッフの状況、

名寄市立大学と市内関係機関との連携についてお

聞きいたします。

続いて、小項目３、公共施設における安全環境

の充実についてお聞きいたします。ふうれん地域

交流センターの避難器具については、現在緩降機

が設置されていますが、実際の避難訓練において

も不安を訴える声が上がっています。昨年第２回

定例会でも質問いたしましたが、一層の安全環境

に配慮した今後の対応について再度お伺いいたし

ます。

また、風連Ｂ＆Ｇ海洋センター及び改善センタ

ーの水回りについてですが、これらの施設はスポ

ーツによる青少年育成に欠かすことのできない施

設として有効活用されています。しかし、プール

に設置されているシャワーは水温調整が難しい状

況にあるばかりか、改善センターの水道水は屋内

にあるにもかかわらず、水温が非常に低く、冬期

間は石けん液での手洗いができないほどの状態に

あります。また、各地域の公園に設置されている

遊具は点検整備により安全性が確保されていると

思いますが、中には撤去されたまま新たに設置さ

れない状況もあります。これら公共施設に対する

安全を担保した上での環境充実にかかわる計画に

ついてお聞きいたします。

次に、大項目２、台湾交流における今後の可能

性についてであります。中学生の親善野球大会参

加や名寄産業高校酪農科学科生徒による農業研修、

また台湾からの教育旅行受け入れなど、昨年は台

湾交流が一層進んだ１年であったと思うところで

あります。
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そこで、小項目１、これまでの成果と課題につ

いての見解をお聞きいたします。

小項目２は、地域経済への影響についてであり

ます。人や物が動くことにより、地域経済にどの

ような影響が生じているのか、農業を中心にした

基幹産業への影響についてもその状況をお伺いい

たします。

次に、小項目３、今後の展望についてでありま

す。名寄市は、国の内外に友好都市及び姉妹都市

があり、そのいずれの都市とも良好な関係を構築

してきています。さらに、台湾交流を通し市民の

国際感覚が刺激され、さまざまな面において生活

に潤いがもたらされることを期待するものですが、

市民が台湾交流をより身近に感じることができる

ような取り組みとして、名寄市を訪れる台湾教育

旅行団の受け入れ態勢についての見解をお聞きい

たします。

最後に、大項目３、スポーツ交流事業とスポー

ツ振興についてであります。平成２８年度教育行

政執行方針の中にも生涯スポーツの振興として期

待される多くの指針が示されました。また、冬季

スポーツのシーズンの終盤に当たり今期を振り返

ると、全国中学校スキー大会ノルディック競技大

会やユースオリンピック冬季競技大会のカーリン

グ競技、混合ダブルスにおける快挙など、名寄市

で生まれ育った中学生、高校生の活躍に大きな感

動をいただきました。

そこで、小項目１、冬季スポーツを中心とした

各種大会及び合宿誘致におけるスポーツ振興の効

果について、課題も含め改めてお聞きいたします。

次に、小項目２、ホストタウン構想についてで

あります。１次登録決定については新聞報道もな

されましたが、台湾を相手国とする１次登録の自

治体は名寄市のほかにも士別市、静岡県掛川市と

複数あること、また東京オリンピック、パラリン

ピック競技大会は夏の種目であることなどを考慮

し、現時点での名寄市の計画概要についてお伺い

いたします。

最後に、小項目３、市民皆スポーツを目指した

取り組みについてであります。スポーツが生活に

もたらす意義は人さまざまですが、健康年齢の延

びにつながるスポーツ振興は個人にとっても社会

にとっても極めて重要であることから、施策の具

現化を推進する上で指導者や地域リーダーの育成

に対する取り組みの計画についてお聞きいたしま

す。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

ただいま山崎議員からは、大項目で３点にわたり

御質問をいただきました。大項目１の小項目１及

び３、大項目３については私のほうから、大項目

１の小項目２についてはこども・高齢者支援室長

から、大項目２については営業戦略室長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、安心、安全な子育て環境充実につい

て、小項目１、児童クラブの有効活用についてお

答えいたします。現在本市における公設の児童ク

ラブは、南児童クラブと風連児童クラブの２カ所

で運営しており、保護者は就労等による昼間家庭

にいない児童に対し遊びや生活の場として安全な

居場所を提供し、子供の健全な育成を図るととも

に、保護者の仕事と子育ての両立を支援している

ところであります。南児童クラブは、３月１日現

在の登録児童数は８１名で、低学年と高学年の２

クラスに分けて活動しております。合同行事等で

は、遊びや体験活動を実施し、学年を超えた交流

を図り、健全育成に努めております。風連児童ク

ラブは、３月１日現在の登録児童数は３７名とな

っており、隣接する風連児童会館を有効活用し、

児童会館に来館する児童とともに活動できるよう

な行事なども行っております。

児童クラブの開館時間については、名寄市児童

クラブ条例で定めており、平日は小学校の下校時

から午後６時３０分まで、土曜日や夏休み、冬休

みなど小学校の休業日は午前８時３０分から午後
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６時３０分となっております。しかし、近年保護

者の就労体系の多様化などにより、朝児童より先

に勤務先に出向く家庭もふえてきており、小学校

の休業日における児童クラブの開館時間を早い時

間に変更してほしい旨、保護者会等で意見が出さ

れております。開所時間を延長する場合において

は、放課後児童支援員の基準がクラスごとに２名

以上の配置となっていることから、勤務時間の延

長に伴い支援員の増員が必要となります。また、

開所に係る施設管理経費も増加するなどから、開

所時間の延長に伴い保護者から徴収している使用

料の増額も考慮しなければなりません。今後児童

クラブを利用している家庭を対象に希望する利用

時間帯等のアンケート調査を実施し、利用者のニ

ーズを把握した上で開設時間の変更を検討してい

きたいと考えております。

次に、児童クラブ職員の配置状況ですが、保育

士や学校教諭の有資格者など、専門的知識を有す

る職員を配置し、南児童クラブでは非常勤職員６

名と臨時職員３名の９名体制、風連児童クラブは

連携した活動を行っている風連児童会館と合わせ

て嘱託職員６名によりシフト制で勤務しておりま

す。児童が活動している時間帯は、その日の活動

内容に合わせて南児童クラブでは５名から６名、

風連児童クラブでは４名から５名が勤務し、児童

の安全対策やさまざまな体験ができる活動などを

行っております。また、放課後児童健全育成事業

の実施に当たっては、平成２７年度から新たな資

格となる放課後児童支援員の有資格者の配置が必

要となったため、資格取得のための研修会を順次

受講することとなります。今後においてもさまざ

まな研修の機会を確保し、職員の必要な知識や技

能の習得など質の向上に努めながら、児童にとっ

て安心で安全な居場所となるよう職員体制の充実

に努めてまいります。

次に、小項目３、公共施設における安全環境の

充実についてお答えいたします。ふうれん地域交

流センターの災害等における避難につきましては、

建物の３階と４階に消防法の基準に基づき避難器

具、緩降機を設置しております。議員御指摘のと

おり、３階と４階に設置しております避難器具は

高所からの避難となり、危険性を伴いますが、緊

急避難時の最終手段としての避難器具であり、避

難訓練時には避難器具の使用方法や安全確保など

の確認を行い、使用する事態が発生した場合には

消防からの指示も受けながら避難作業を行ってま

いります。２階には大人数で利用できる大ホール

がありますので、直接外へ避難できる非常階段も

設置しております。４階までの移動につきまして

は、定員１３名のエレベーターと建物の北側と南

側に防火ドアが整備された２系統の階段が設置さ

れております。災害等の非常時にはエレベーター

は使用できませんが、火災などの発生場所を見き

わめながら安全を確保できる階段を使用しての避

難が基本となります。また、災害の状況や避難の

おくれなどにより階段を使用しての避難ができな

くなり、３階または４階に取り残された場合にお

いては、消防などの救助を待つとともに、人命を

守るということから、先ほど述べたとおり最終手

段として避難器具の緩降機を使用することとなり

ます。

なお、施設を管理しています指定管理者では、

火災等を想定して利用者の安全誘導や避難経路の

確保など避難訓練を年２回実施し、万が一の災害

に備えているところであります。

次に、風連Ｂ＆Ｇ海洋センタープールにつきま

しては、平成元年に竣工し、平成１０年に加温設

備が整備されております。水回りにつきましては、

貯水タンク式で送水ポンプにより水を送り出すシ

ステムとなっており、水の使用量により水圧が一

定していない状況にありました。しかし、送水ポ

ンプの調整により水圧、水量の調整が可能という

ことでありますので、調整と定期的な点検に努め

ながら、利用者が快適に利用できるよう努めてま

いります。温水の使用につきましては、ボイラー

本体の設定温度を熱傷を負わない温度に設定して
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おります。また、配管の関係でシャワーの使い初

めに冷たい水が出ることは御理解いただきたいと

存じますが、循環式のボイラーとなっております

ので、少しの時間で温水が出るようになります。

利用者には、その旨掲示物等でお知らせをするよ

うにしてまいります。

風連農村環境改善センターの水回りにつきまし

ては、事務所横の炊事場に貯湯式のガス湯沸かし

器を設置してありましたが、経年劣化により瞬間

ガス湯沸かし器に変更した経緯がありますが、使

用頻度が少なかったことから、現在はＬＰガスの

契約を取りやめて湯沸かし器を使用していない状

況にあります。今後におきましては、教育委員会

が所管しています施設間で給湯設備を流用し、給

湯できるように整備し、施設利用者の利便性を高

めてまいりたいと考えておりますので、御理解願

います。

次に、公園遊具ですが、公園管理者としての遊

具点検につきましては例年遊具の利用が始まる春

に一斉点検を行い、それ以降は指定管理を委託し

ている公園については指定管理者が行い、街区公

園については高齢者事業団への委託により週１回、

シーズン累計３０回程度の点検を行い、ふぐあい

や要修繕箇所は随時報告を受け、対応していると

ころであります。また、公営住宅団地内の児童遊

園等は、春の一斉点検後については地域の皆さん

からの情報提供により随時点検を行っております。

ふぐあいが確認された公園遊具については、その

都度修繕や補修にて維持、延命を図っているとこ

ろですが、著しい劣化によりこれ以上の使用が危

険だと判断した場合は、速やかに撤去をしている

ところであります。撤去後の遊具の設置につきま

しては、国の事業を活用して計画的に更新を行っ

ているところです。しかし、交付金の対象となる

都市計画の決定がされた公園から優先的に更新を

進めているため、それ以外の児童遊園と呼ばれて

いる公園的機能を持つ緑地や広場については補助

金制度がないことから、遊具の更新が進んでいな

い状況となっております。

次に、大項目３、スポーツ交流事業とスポーツ

振興について、小項目１、冬季スポーツを中心と

した各種大会及び合宿誘致におけるスポーツ振興

の効果についてお答えいたします。冬季スポーツ

につきましては、スキー競技ではノルディック種

目を中心に合宿及び各種大会が開催されてきてお

ります。スキーにつきましては、例年１２月に開

催していますジャンプ大会のほかに日本一を決め

る第９４回全日本選手権大会ノルディックコンバ

インド大会が開催され、ワールドカップ参戦中の

選手も含め８８名の参加で行われました。２月２

日から５日にかけては、第５３回全国中学校スキ

ー大会が開催され、各種目に延べ８３３名の参加

がありました。その大会に向けて新潟県、岩手県

の選手約２０名による夏季合宿も行われ、例年開

催されていますクロスカントリー大会の中学生の

部においては例年より３０名ほど多い参加があっ

たことは、全国中学校スキー大会に向けてコース

の下見とあわせ本番を想定した練習を兼ねての参

加であり、全国大会開催の効果だと認識をしてい

るところであります。また、北海道代表のクロス

カントリー選手、監督、コーチ含め４０名による

事前合宿も行われ、地元の名寄東中学校からも参

加をしてきております。さらに、参加する選手団

によっては開会式の４日前に本市に入り、大会期

間を含めて１週間以上滞在する選手団がいるなど、

全国規模の大会開催は交流人口の拡大に大きく寄

与するものと考えております。また、次年度から

開催が予定されていますＪＯＣジュニアオリンピ

ックカップにつきましては、中学生、高校生が対

象の大会となり、延べ約８００名以上のコーチ、

監督を含めた参加者の大会となりますので、全国

大会の開催による効果はさらに大きなものと期待

をしております。

次に、カーリング競技では、１月９日から１１

日までの北海道ジュニア選手、コーチを含め約６

０名による名寄合宿がサンピラーパークで行われ、
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コーチには北海道銀行の船山選手、ＬＳ北見の本

橋選手も参加をいただき、トップ選手から直接指

導を受けることができました。また、去る２月１

２日から２１日までノルウェーのリレハンメルで

開催されましたユースオリンピックには、名寄の

合宿に参加をした名寄高校の生徒２名が日本代表

として参加し、スイスの選手と組んだ松澤選手が

混合ダブルスで見事金メダルを獲得し、カナダの

選手と組んだ佐々木選手が４位入賞と健闘し、先

日報告を受けたところであります。今後において

も各種大会を開催するに当たり、今回の全国中学

校スキー大会やジュニアオリンピックカップのよ

うに参加選手の多い大会につきましては地元での

宿泊先の確保という課題がありますが、近隣市町

村と連携し、持続的に開催していけるよう取り組

んでまいります。

また、全国から集まってくる選手や合宿者等に

対する応援や歓迎の体制、市民への情報提供など

十分な対応ができていなかったことにつきまして

は、総合戦略を推進していく中で官民一体となっ

た組織づくりを行いながら、市民や関係者への情

報提供、名寄市市民全体で歓迎する体制などを構

築していくよう努めてまいります。

次に、小項目２、ホストタウン構想についてで

すが、交流する相手国、地域を台湾として申請し、

今回登録されたところであります。申請の概要と

いたしましては、台湾のオリンピック、パラリン

ピック選手の事前合宿の受け入れや市民との交流

を初め、スポーツ交流だけではなく、文化交流も

行い、台湾との交流に対する市民の理解を含め、

市民とともに促進を図り、東京オリンピック、パ

ラリンピック大会を機により一層台湾との交流事

業を推進していこうとするものであります。現在

ホストタウン構想の実施に向けて事業の具体化に

向けての協議や関連する各団体との連絡をとり合

っているところであります。

次に、地域連携ですが、士別におきましても台

湾を交流相手国地域としてホストタウン構想へ登

録され、スポーツ交流についてはウエートリフテ

ィングの事前合宿の受け入れを行うこととしてお

ります。本市におきましては、特に競技を特定す

ることなく、可能な限り全ての事前合宿を行うこ

ととして登録されております。スポーツ施設や文

化施設などを活用し、互いの特徴を生かすような

形での連携を行ってまいりたいと考えております。

次に、小項目３、市民皆スポーツを目指した取

り組みについてお答えします。健康年齢の延びに

つながるスポーツとしては、名寄市体育協会が加

盟競技団体に依頼し、スポーツ教室を実施してお

ります。また、スポーツセンターの利用者等の要

望を受けて軽スポーツ、健康教室等を名寄市体育

協会も実施しており、風連スポーツクラブ「ポ

ポ」においても多世代にわたる各種教室を実施し

ているところであります。さらに、スポーツ推進

員によります軽スポーツ出前講座につきましては、

学校行事や町内会行事など幅広い世代に随時指導

者を派遣し、キンボールやフロアカーリングなど

を実施しているところであります。今後において

は、新たに手軽なウオーキング等の実施について

も行ってまいりたいと考えております。

スポーツ振興施策の推進に係る指導者や地域の

リーダーの育成についてですが、少年団活動に関

しては平成２７年第３回定例会でもお答えをして

おりますが、平成２６年度、２７年度において指

導者の資格取得のための助成を行ってきておりま

す。また、指導者の資質向上のために講演会への

参加費用に対する助成制度も設けてあります。今

後におきましても生涯スポーツ振興のために生涯

学習リーダーバンク制度の周知を図り、地域の中

での人材の発掘をしていくとともに、スポーツ推

進員と連携を図りながら、地域リーダーの育成も

引き続き行ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 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） 私か
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らは、大項目１、安心、安全な子育て環境の充実

について、小項目２、こども発達支援センター等

の有効活用について申し上げます。

こども発達支援センターの運営と利用状況につ

いてですが、本センターは療育指導の実施により

給付される児童発達支援給付費及び本市、下川町、

美深町、中川町、音威子府村の負担金などにより

運営しているところでございます。事業といたし

ましては、児童福祉法による障害児相談支援と児

童発達支援を実施しております。障害児相談支援

では、保護者の依頼により効果的な支援となるよ

う個別に支援計画を作成しております。この計画

をもとに療育を実施する事業所へつなげることと

なりますが、本市におきましては民間事業所２カ

所とこども発達支援センターの合計３カ所からの

選択となります。各施設の説明をさせていただい

た後、保護者が利用施設を選択し、作成した計画

をもとに各事業所が支援を行うこととなります。

利用については、複数の施設利用も可能となって

おります。

こども発達支援センターの児童発達支援を活用

するお子さんは、本年３月１日現在で６０人とな

っており、うち本市の住民は４９人となっており

ます。本センターでは、市内事業所で唯一の母子

通園型となっており、保護者と一緒にお子さんが

来所し、療育を行うことで、日ごろ保護者がお子

さんとどのような接し方をすればよいのかを含め

て担当指導員が療育に当たっております。

職員配置につきましては、所長１名、相談支援

専門員２名、児童発達支援管理責任者１名、指導

員６名となっており、開設時間につきましては午

前８時４５分から午後５時３０分で、開館日は平

日開館となっております。事業所としては、１日

定員１０人の認可を受けており、療育は１こま９

０分で実施をさせていただいております。指導員

は、健診や幼児教育、保育施設にも出向かせてい

ただき、成長が気になるお子さんの状況確認や保

護者の相談にも対応させていただいているところ

でございます。また、５市町村により運営してい

ることから、構成町村の健診等にも訪問をさせて

いただいております。

また、名寄市立大学との連携につきましては、

月に１度行っておりますケース会議にアドバイザ

ーとして教員に出席いただき、的確な療育につな

がるよう御助言をいただいているところでござい

ます。また、毎月作成している広報紙に児童学科

の教員から寄稿いただき、お子さんの成長を促す

遊び等を紹介させていただいております。

お子さんの就学に向けての連携につきましては、

保護者の了解のもと小学校やことばの教室へお子

さんの状況を引き継ぎし、また教育委員会が組織

いたします特別支援連携協議会及び教育支援委員

会へのセンター職員の派遣や保護者、教育委員会、

学校で行う教育相談に本センターに通園しておら

れますお子さんがいらっしゃる場合、担当職員が

同席するなど、就学に不安を抱えるお子様や保護

者の負担軽減のために取り組みを行わさせていた

だいているところでございます。

次に、地域子育て支援センターひまわりらんど

の運営と利用状況については、昨年１０月２７日

にオープン以来、多くの親子の皆さんに御利用い

ただいております。利用者数につきましては、本

年２月末日現在で ３４９組、 ２４８人の利用

となっており、平成２６年１１月から平成２７年

２月までの東保育所内で実施しておりましたさく

らんぼの利用者数は ８２５組、 １２０人でご

ざいましたので、２倍近い利用をいただいている

ところでございます。開館時間につきましては、

午前９時から正午までと午後１時３０分から午後

４時までの開館といたしております。常設施設に

なったことに伴い、従来では父親の参加がイベン

ト等以外ではごくまれでございましたが、現在は

週１組程度の割合で来館いただいており、効果が

上がっていると実感させていただいているところ

でございます。土日、休日等の開館につきまして

は、本年２月１３日、１４日に南広場で行われま
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した雪質日本一フェスティバルに合わせて臨時開

館をさせていただき、小さなお子様を持つ親子が

安心してイベントへ参加できる環境提供に努めさ

せていただきました。来館いただいた親子から大

変好評だったため、次年度以降も臨時開館等につ

いては検討をしてまいりたいと考えております。

ひまわりらんどの職員配置につきましては、常

勤保育士２名、子育てコンシェルジュ１名、非常

勤保育士１名で運営をしてまいりました。新年度

からは初めて外遊びの季節を迎え、安全確保のた

めに今まで以上に職員が必要となることも想定し

ております。利用者の状況を踏まえ、今後現場職

員とともに職員配置について議論をさせていただ

き、ひまわりらんどの運営体制を確立してまいり

たいと考えております。

また、ひまわりらんどでの大学との連携につき

ましては、大学教員による紙芝居や人形劇等を実

施させていただいており、現在学生とひまわりら

んどのかかわり方につきましては大学教員と協議

をさせていただいているところでありますので、

今後一定程度の方向性を出していただけると考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 私からは、大項

目２、台湾交流における今後の可能性について、

小項目１、これまでの成果と課題についてお答え

いたします。

本市では、平成２５年度から国際化の進む社会

のさまざまな分野で活躍できる子供の育成、交流

人口の拡大による地域の活性化を目的に、台湾と

の交流事業を推進しております。本市と台湾との

交流を進めるに当たりましては、平成２５年５月

に官民連携による名寄市・台湾交流実行委員会を

設立し、主に中学生野球交流事業や教育旅行受け

入れ事業に取り組んでまいりました。中学生野球

交流事業におきましては、これまでに市内の中学

生４３名が交流自治体中学生親善野球大会に参加

し、台湾の中学生はもちろんのこと、交流自治体

の杉並区や災害時援助協定を結んでいる南相馬市

などの中学生と野球の試合を通じた交流を行うと

ともに、台湾の文化に触れることで幅広い視野と

国際感覚を養ってまいりました。教育旅行受け入

れ事業においては、これまでに台湾から６県８校

の高校生が本市を訪れ、市内の高校生と授業を通

じた交流やスキーなどのさまざまな冬の生活体験

を行いました。これら本市の地域資源を活用した

教育旅行の受け入れにつきましては、市内の高校

生に国際理解教育や国際交流の場を提供するとと

もに、地域の振興に寄与しております。

また、昨年７月には民間レベルによる交流を促

進するため、名寄日台親善協会を設立し、本年１

月には市内にてまるごと台湾フェア、雪質日本一

フェスティバルにおきましては台湾物産展を開催

するなど、本市と台湾とのさらなる交流の促進が

期待できます。

なお、教育旅行の受け入れ事業におきましては、

台湾の教育旅行では訪問先の高校生との交流が必

須となっておりますが、市内には２校しかないた

め、交流スケジュールの日程調整などに苦慮して

いるのが現状であります。このことからも今後と

も台湾からの教育旅行を受けるに当たりましては、

魅力的な体験メニューの提供も含めて近隣市町村

との連携が必要と考えております。

続きまして、小項目２、地域経済への影響につ

いてお答えいたします。台湾との交流における地

域への波及効果としては、さまざまな効果がある

と認識しております。まず、主な直接的経済効果

におきましては、教育旅行の受け入れにおきまし

て宿泊、食事を初めスキーなどの体験料金に加え、

道の駅での特産品の購入が挙げられます。昨年の

７月には、太保市から黄市長ら約３０名が来名さ

れ、市内の農家や農業施設を視察し、農業技術に

理解を深めたほか、歓迎会では市民との交流を深

めるなど、交流人口拡大による地域経済の活性化

はもちろんのこと、本市と台湾とのさらなる交流
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拡大の契機となりました。

また、間接的な経済効果におきましては、台湾

の高校生を受け入れることは青少年の国際相互理

解が進むとともに、将来のリピーターとなる可能

性があることから、将来にわたる観光誘客への期

待があるほか、受け入れの際にさまざまな御意見

等をいただくことができ、それらをもとに海外か

らの観光客にとって魅力に感じる多様な体験プロ

グラムの整備にもつながっていくと考えておりま

す。

さらには、民間事業者による台湾における販路

拡大の取り組みとして、株式会社もち米の里ふう

れん特産館では、農水省及び北海道経済産業局な

どの事業を活用し、台湾での自社商品の試験販売

やバイヤーとの商談会に参加し、積極的な海外へ

の販路拡大に取り組みました。その結果、ことし

に入ってから高雄及び台中の百貨店での販売を実

現することができ、今月以降も引き続き台北など

で販売を予定しております。

また、中学生野球交流以外の人的交流として、

ことしの１月に名寄産業高校の酪農科学科の生徒

が台湾を訪問し、農業系の高校や農家など台湾に

おける先進的な農業の取り組みを視察するなど人

的交流が広がる中で、経済的な交流も進むことも

期待されております。

続いて、小項目３、今後の展望についてお答え

いたします。訪日教育旅行では、日本人との触れ

合いや経費削減のためにホームステイを希望する

場合があります。しかし、我が国では住居の狭さ、

言語の壁、さらにはお招きするお客に対する日本

と海外での受け入れ姿勢の相違などの理由により、

ホームステイに応じる家庭は多くありません。ホ

ームステイは、日本の家庭生活や文化に触れても

らう上では非常に有効であるとともに、台湾から

の教育旅行受け入れに当たっての今後の課題と認

識しております。また、名寄市グリーンツーリズ

ム推進協議会では、今年度民泊事業を実施するた

めの学習活動に取り組んでおりますが、台湾から

の教育旅行では最低でも三十数人が本市を訪れる

ことから、本協議会による受け入れ実現に向けて

のハードルは高いと認識しており、一般市民も加

えた受け入れ組織体制の確立が必要となっており

ます。

また、本年４月に国際ボランティアを募集する

予定であります。主な活動内容は、リンゼイ、ド

ーリンスク、台湾などの本市における国際交流事

業の際の通訳での協力となりますが、地域資源の

一つである人材の掘り起こしを行い、本市を訪れ

る外国人の利便を図りたいと考えております。現

在のところ国際ボランティアに登録された方に対

しては、参加協力していただきたい国際交流事業

などに関する情報を随時配信する予定であり、台

湾を初めとする外国のお客様と接する機会の創出

に今後とも努め、本市における外国人受け入れ態

勢の確立に向けて取り組んでまいります。

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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 丁寧な御答弁いただ

きましたので、時間が気になりますが、何点か再

度質問させていただきます。

まず、大項目１の安心、安全な子育て環境充実

についてでありますが、児童クラブの開館時間に

ついてであります。調査をしたということで言わ

れましたが、このことはもう数年前から保護者の

会で強く要望されていることでありますので、調

査ということについてもかなり進んでいるものと

思います。見通しについて再度お聞きいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 保護者会等で意見等

はお話を聞いていますけれども、実際利用してい

る皆さんからの個別の調査というのはこれからで

ありますので、それを行いながらしっかりとした

開館時間についての対応をしていけるように検討

したいとも考えていますし、現在南児童クラブは

ことしの４月から新たな施設で開館をすることに

なります。それについては、豊西小学校からも入
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学するということで３クラスでの実施ということ

になりまして、現在支援員の増員に向けて募集等

をしていますけれども、ちょっとまだ不足してい

る状況があったり、そういった面では先ほど申し

上げましたように開館時間の延長に伴いまして支

援員の増員も必要となりますので、そういった人

材の育成、人材の確保についてもあわせて検討し

ながら、よりよい形でのサービスを提供できるよ

うに今後進めてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 子供たちのことにつ

いては、待ったなしという認識をしていただきた

いと思っておりまして、特に開館時間を３０分早

くしてほしいという要望については、学校の平常

時の登校時間に合わせても必要であると思います

ので、地域にこだわることなくといいますか、同

じ児童クラブの条例で運営されているクラブです

から同じということではなく、それぞれの地域要

望に応じた対応をしていただきたいと思っており

ますが、その点に関していかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 風連児童クラブの保

護者会の中で出ているという話もさせてもらって

いますけれども、当然南児童クラブであったり、

今開設しようとしている東地区の児童クラブにつ

きましても、その子供たち今コロポックルに通っ

ています。コロポックルのほうでは時間延長等も

行っていますので、名寄市全体でのニーズがある

というふうに私どもも捉えておりますので、地域

限定というよりも全体での同様なサービスを提供

していくということで考えながら進めていきたい

というふうに思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） コロポックルという

名前が出ましたが、地域によっては複数選べる児

童クラブのあるところとそうではないところがあ

りますので、ぜひ開館時間８時というのは早急に

実現していただきたいと思っています。長期休業、

夏休み前に実現していただきたいと思っています

が、この見通しについてはいかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほども申し上げて

いますとおり、まずニーズの調査をしながら、時

間についての何時から何時までがいいのかという

ことも含めて検討したいと思いますし、人材の確

保についてもこれは大変重要なことというふうに

考えていますので、そういった部分も含めてどの

ような形でできるか慎重に協議しながら、その対

応を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 長期休業、夏休み前

が無理であれば、やはり特に危険を伴う冬休み前

までにはぜひ実行していただきたいと思っており

ますし、具体的な人員確保ができないのであれば、

現状の中で何とか１０分でも２０分でも早く開館

をという動きについて求めたいと思いますが、い

かがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど申し上げまし

た利用者へのニーズ調査を行って、どれぐらいの

人が必要としているのか、今ありましたようにそ

れが８時２０分でいいのか、３０分でいいのか、

ややもすれば７時半からという要望もあるかとい

うふうに思いますが、そういった要望なんかに全

て応えるかどうかはその状況の結果を見なければ

わかりませんけれども、そういったものをしっか

り調査をしながら、ニーズ把握をして、私どもと

してできる対応を進めていきたいというふうに考

えていますし、議員おっしゃるとおりすぐ対応し

てもらいたいというニーズがあるというふうにも

理解していますので、準備が整い次第そういった

対応ができるように、その辺も含めて検討を進め

てまいりたいというふうに考えていますので、御

理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。
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〇２番（山崎真由美議員） ぜひ有効な手段を講

じていただきたいと思いますが、声を上げてこら

れている保護者の中には何年も前から声を上げて

いるけれども、対応について聞かされていないと

いう、そういう思いの方もいらっしゃいますので、

その経過については丁寧な説明をしてあげていた

だきたいということを求めておきたいと思います。

次に移らせていただきます。ひまわりらんどに

ついてでありますが、先ほど雪質日本一フェステ

ィバルのときに休日開催というお話が出ました。

これについては、大変重要であると思います。な

ぜならば、平日働いていらっしゃる、特に御両親

での利用が休日だと可能になるということであり

ます。以後定期的にそういう半日開催でもいいと

思うのですが、日曜日の半日開催についてのお考

えはありますでしょうか。

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） ひま

わりらんどにつきましては、先ほども申し上げま

したように、専門職といいますか、保育士も含め

た職員を配置をさせていただいている状況もござ

いまして、ことし雪質日本一フェスティバルがち

ょうど敷地の横でやっているというようなことも

ございまして、一応対応させていただいたところ

でございます。ただ、前の１２月の議会のときに

も御答弁させていただいたかと思いますが、実は

２月に利用者さんのニーズ調査を行わさせていた

だいておりまして、現在集計を行っているところ

でございます。その傾向とか結果も含めて、開催

につきましてはそのアンケートを見て検討をさせ

ていただきたいと考えているところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） リピーターの方も多

いと思うのですが、使い切れないでいる方もいら

っしゃるということもありますので、その辺の地

域のニーズをしっかり把握していただきたいと思

っております。よろしくお願いしたいと思います。

それから、ふうれん地域交流センターの緩降機

についてですが、先ほども御答弁いただきました

が、救助袋の設置というのはお考えの中にないの

でしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど答弁をいたし

ましたとおり、避難器具の緩降機につきましても

消防の基準に基づいて設置しているものでありま

すので、現在のところ避難袋でしたか、の設置に

ついては検討はしておりません。緩降機によって

最終手段としての避難をし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） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 私自身も緩降機で滑

りおりてみましたが、それはとても危険なもので、

最終手段というお言葉はありましたけれども、最

終手段としても使い勝手のいいものではないもの

を平然と設置されていますというのはいかがなも

のかと思っております。救助袋というのは、布製

でできたトンネル型の滑り台のような形になるも

のですので、ぜひその計画を入れていただきたい

と思っておりますが、そういう話題が出たことは

ございませんでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 救助袋、図書館にも

設置をしてあって、ただ図書館のほうは途中穴が

あいて、使用はしていなかったのですけれども、

使えなくなったという。そして、私もちょっと避

難しているところを見ましたけれども、風が吹く

と筒が風に揺れてやっている人がなかなか滑りお

りれなかったり、あと本当に同じように全てそれ

が安全かというと、気象状況によりますし、その

ときの状況によって本当にどうなのかというのは

ありますけれども、先ほどから申し上げています

けれども、災害時で３階、４階に取り残された場

合、よくテレビ等で見ますけれども、煙が襲って

きていち早く避難をしなければならぬという状況

で、人命をやっぱりしっかり守らなければならぬ
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というのは大事だと思います。そういった面では、

緩降機については高所からの避難でありますから、

危険性というか、不安もありますけれども、やっ

ぱりスピード感を持って避難をさせるという部分

では有効な器具だというふうに考えていますので、

そういった面では最終手段ということで話をさせ

ていただいております。基本的には、北側と南側

の階段がありますし、それは防火扉で仕切られて

いますので、１階全体が火災と言われれば避難は

できませんけれども、基本的にはどちらかの階段

は使えるというふうに判断していますけれども、

そういった面ではしっかりとしたふだんからの避

難誘導の訓練を行いながら、また消防からの指示

も受けながら、やっぱり安全に利用者が避難でき

るような、そういった対策も講じながら進めてい

きたいと考えていますので、御理解をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 成人の方が避難訓練

を実際に行われたときに不安の声が上がっており

ましたので、これを幼児がというふうに考えたと

きにとても不安があるということはお伝えしてお

きたいと思います。ですので、今の状況であった

としても、必ず定期的な避難訓練を実施していた

だきたいということを求めて、次に移らせていた

だきます。

台湾交流について、先ほどホームステイの可能

性についてのお話がありましたが、私はぜひこれ

については親善協会も立ち上がっていることであ

りますし、行けなくても交流人口の交流に参加で

きて、交流人口拡大に寄与できるものと思ってお

りますので、この点につきまして具体的に進めて

いただけるようにお願いしたいと思っております

が、もう少し詳しく具体的な計画についてお聞か

せいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今台湾交流の際

のホームステイの受け入れの可能性ということな

のですけれども、今までにも台湾に限らず、リン

ゼイやドーリンスクの中の受け入れ事業において

もホームステイを実施してきておりました。実際

の部分につきましては、ホームステイの受け入れ

がなかなか厳しい中で実施したわけなのですけれ

ども、先ほどもお話しさせていただきましたよう

に、今４月から外国人の外国ボランティアという

のも地域の、本市の、名寄の中の人材の発掘とい

うことも含めて、外国人ボランティアの募集など

も行っていこうと考えています。それも先ほど答

弁の中で通訳だけ、通訳の主な取り組みの内容の

協力ということで考えておりましたけれども、そ

の中にもホームステイの受け入れなども含めてお

手伝い願えればなということも考えています。ま

た、先ほどグリーン・ツーリズムの中でも民泊事

業を行う、今事業の検討をしているということも

ありますので、そういったいろんな団体と市民と

交えてホームステイの受け入れの可能性について

さまざまな点で考えていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） ぜひ進めていただき

たいと思いますが、余りハードルを上げないで、

言葉がまだ未熟であったとしても、この部分でこ

んな活動をしてください、こういう交流ができま

すということについて広く市民に周知していただ

きたいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。

それから、最後大項目３で質問させていただき

ました中身についてですが、ゴールドメダリスト、

阿部雅司氏の招聘が２８年度から嘱託職員として

決まっておりますが、阿部雅司氏が地域のスポー

ツ振興にかかわられる部分があるのかないのか、

その計画についてお尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今阿部雅司氏の地域

のスポーツ振興にかかわれるかどうかという話で

ありますけれども、この間お話ししていますよう
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に、今回の招聘に当たりましては名寄市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略の施策の推進に基づいて

招聘するものでありまして、先日開会日に予算の

ほうも承認をいただいていますけれども、地方創

生加速化事業で冬季スポーツの拠点化推進事業と

して進めていくこととなっています。そういった

面では、これから大会の誘致や合宿の誘致、さら

にスポーツの拠点化、冬季スポーツに限っての振

興、ジュニア育成も含めてですけれども、そうい

った面ではそういったものの経験なり知識、技能

を有している人がやっぱり必要だというふうに考

えていますし、特に大会、合宿の誘致については、

これは全国に人脈を持っている方が必要だという

ふうに思っていますので、そういった意味では阿

部氏が来ていただいて活躍する場が大いにあるか

と思いますし、そういった話を今阿部氏のほうと

もしていますので、４月に赴任後阿部氏の考え方

も聞きながら、お互い役割分担をしっかり持ちな

がら、何が効果的で効率的に進めるかということ

を具体的に話をして進めていきたいというふうに

思っていますし、阿部氏については御存じのとお

り退職してきますから、長期にわたっての市の職

員として活動してもらいますので、そういった面

では長期的なスパンの計画も来年立てながら進め

ていきたいなというふうに考えているところであ

りますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 阿部氏におかれまし

ては、決心していただいたことに対して心から感

謝を申し上げたいと思いますし、私も３度講演を

聞いたことがありますけれども、本当にいい指導

者を名寄市に招いてくださったものと心から期待

しているところであります。でも、合宿誘致、大

会誘致ということについては、やはり一般的に捉

えまして、どうも外に対しての意識、イメージが

強く持たれるところであります。ぜひスポーツ振

興ということで、青少年に対してのかかわりを強

く持っていただきたいと考えるところであります

が、その点に関していかがでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 当然スポーツの振興

については、子供たちといいますか、少年団の育

成強化が大変重要だというふうにも考えていると

ころであります。先ほどノルディック競技やカー

リングの報告もさせてもらいましたけれども、世

界に羽ばたくような選手も出てきている状況もあ

りますし、阿部氏自身につきましても今回やめて

名寄に来るという一番の思いというのは、やっぱ

り自分が育ててもらった恩返しも含めて、次の世

代の子供たちをつくり上げたい。世界を見据えた

選手を育てたいという思いが一番強い状況にあり

ますので、当然名寄市のスポーツ振興については

先ほど申し上げましたとおりに次年度については

欠かせない状況でありますので、そういった思い

も酌みながら、やっぱりそのためにはどういう形

にできるかということも相談しながら進めていき

たいというふうに考えておりますので、御理解を

お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） スポーツ少年団を中

心としたジュニア育成についてのお考えを伺いま

したが、先ほどの今期冬季スポーツの振り返りの

中でもありましたけれども、大きな大会が名寄市

でございましたけれども、そこに名寄市の子供た

ちの歓声はなかったと思います。やはり子供たち

が自分の知っているお兄ちゃんやお姉ちゃんが目

の前で活躍している、それに対して大きな声で声

援を送ることができる、その環境整備がもう一つ

整っていない点があるのではないかと思います。

その点に関して、スポーツ少年団は体協の参加団

体ということではありますが、名寄市の生涯スポ

ーツを振興する上で、市としてのお考えをお伺い

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） 今回全国中学校スキ

ー大会開催されまして、私もびっちりは行ってい
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ませんでしたけれども、会場を見に行ってちょっ

と応援もしましたが、地元の選手が出ても地元の

応援がなかったり、全国から来ていますから、地

元の選手が出ていなくても歓迎という意味では多

くの市民が応援に行くということがやっぱり大切

なことというふうに思っています。そういった面

では、スポーツ振興として情報発信ができなかっ

た部分で、それに行くためのアクセスの部分を含

めて、そういった対応ができなかったというのは

十分今回反省をしているところであります。４月

以降には、大会なり合宿の誘致受け入れに向けて

の民間との官民一体となった組織も立ち上げよう

というふうに思っていますので、その中ではやっ

ぱりしっかりした歓迎ムードで、ちょっとピヤシ

リのほうは遠いですけれども、名寄市民が足を運

んで応援する、当然地元の子には応援する、その

少年団の関係者はもちろんですけれども、もっと

多くの皆さんが応援する環境をつくる、そういっ

た情報発信体制をつくっていきたいと思いますし、

ジュニアオリンピックカップにつきましては複数

年の開催を予定していますので、その中でしっか

りとした受け入れ、歓迎、応援体制をつくれれば

というふうに思っていますので、その点につきま

しては今後も皆様からの御意見を賜りながら、よ

りよいものにしていけると思っていますので、よ

ろしくお願いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 山崎議員。

〇２番（山崎真由美議員） 今の小川部長から御

答弁いただきました言葉に大いに期待しながら、

今回の質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

商工業の振興について外３件を、東川孝義議員。

〇４番（東川孝義議員） おはようございます。

議長より指名をいただきましたので、通告順に従

い順次質問をしてまいります。

最初に、商工業の振興についてお伺いいたしま

す。当市は、２００６年３月に旧風連町と旧名寄

市が合併してことしで１０年という節目を迎え、

今月の２７日には名寄市制施行１０周年記念式典

も計画されております。今までに国の施策におい

て明治、昭和、そして平成の大合併が行われ、道

内も２１２市町村から現在は１７９市町村へと減

少しております。市町村の合併においては、メリ

ット、デメリットという言葉が聞かれますが、当

市においてはこの１０年間先人の方が築いてこら

れたそれぞれの歴史、有形、無形の財産、文化を

引き継ぎ、合併特例債を有効に活用しながら、風

連地区市街地再開発、市立天文台、駅前交流プラ

ザ、ＥＮ―ＲＡＹホールなどハード面での大型事

業に加えて、ソフト面では住民生活の利便性の向

上、市民福祉の向上、そしてサービスの高度化な

どさまざまな事業が着実な実績となってあらわれ

ていると思います。しかしながら、当市に限った

ことではありませんが、合併当初の人口は３万

２１２人であったのが昨年１０月に実施されまし

た国勢調査の人口速報集計では２万 ０６０人と

人数で １５２人、率で ９％減少しております。

人口減少に加えて、２００８年には大型店の進出

もあり、このことにより人の流れも大きく変わり、

中心市街地の商店街の皆様はさまざまな努力を行

っているも厳しい実態にあると考えます。

そこで、小項目の１番目、中小企業への支援策

でありますが、現状を確認する上で平成１８年の

合併以降商業、工業、それぞれの事業所数、就業

者数並びに年間売上高、工業にあっては製品出荷

額の推移についてお伺いいたします。あわせて、

商業者の年齢構成並びに後継者等の実態について

もお伺いいたします。

また、現行制度を基本とした中で、中小企業振

興条例を改正する考え方が提案され、この振興条

例改正に伴い中小企業支援制度検討部会において

数回の会議が持たれております。答申に至るまで

の協議並びに議論経過についてもお伺いいたしま

す。

次に、小項目の２番目、事業承継、人材育成に
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ついてお伺いいたします。前段の質問と関連する

内容となりますが、まち・ひと・しごと創生総合

戦略で計画されております創業、事業承継に対す

る支援策についてお伺いいたします。

また、定例会初日の市長市政執行方針の中で、

総合戦略において創業というキーワードで新たな

施策を登載されたとの説明を受けました。その中

でＵターン、いわゆる名寄市内の出身者が戻って

きて就職をする、Ｉターンは都会の人が地方へ転

居して就職するというＵＩターン支援制度の考え

方についてお伺いいたします。

次に、大項目の２番目、交流人口の拡大につい

てお伺いいたします。小項目の１番目、ふえ続け

る外国人観光客についてでありますが、平成２４

年に策定されました名寄市観光振興計画では、平

成２７年度から２８年度は収穫期と位置づけされ

ています。その中にあって最近は、外国人観光客

が異常なペースでふえ続けており、各地域におい

ては受け入れ態勢についての課題もあると聞いて

おります。当市においても外国人観光客がふえて

きております。当初の観光振興計画には、外国人

受け入れにかかわる具体的な事業は確認できませ

んが、現状の対応と今後の見直しに当たりどのよ

うな施策を検討されているのかお伺いいたします。

次に、小項目の２番目、交流事業推進に向けて

の具体的な施策についてお伺いいたします。この

項目については、先ほど山崎議員と重複する内容

があることを御理解をいただきたいと思います。

当市は、冬季スポーツ大会を開催する上でスキー

場、ジャンプ台、クロスカントリー、カーリング

場など施設は充実しており、昨年末からことしに

かけて全国大会の行事を含めて数多くの事業が行

われました。さらには、２月２１日にノルウェー

リレハンメルで開催されました冬季ユース五輪で

は、カーリング混合ダブルスの部門で名寄カーリ

ング協会所属の松澤さんとスイスの男子選手との

ペアが金メダル、佐々木さんもカナダ選手とのペ

アで４位入賞と輝かしい成績をおさめられました。

この快挙は、本人の喜びはもちろんでありますが、

名寄カーリング協会、そして名寄市の名前を世界

に広めていただいたことは、知名度向上に加えて

今後の冬季スポーツ振興に大きな弾みになると考

えます。市長も冬季スポーツの振興は交流人口拡

大の一つの柱として位置づけられております。そ

こで、今後の冬季スポーツ大会の誘致はどのよう

に考えておられるのかお伺いいたします。

また、台湾との交流事業でありますが、昨年は

中学校の親善野球大会、道北農業担い手育成対策

協議会が主体となり、産業高校生徒の研修会、台

湾修学旅行生の受け入れなどを行い、交流は着実

に深まっていると考えますが、今後の施策につい

てお伺いいたします。

さらに、地方創生加速化事業で既に予算化され

ておりますノルディックスキー金メダリストの阿

部選手を招聘されますが、具体的配属先並びに基

本的な業務についてどのような構想を考えている

のかお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、ＥＮ―ＲＡＹホールの

活用についてお伺いいたします。ＥＮ―ＲＡＹホ

ールは、昨年の５月９日の開館以降、コンサート、

映画、記念事業など多くのイベントに利用されて

おりますが、開館以降の利用状況と利用人数はど

のような実績になっているのかお伺いいたします。

また、ＥＮ―ＲＡＹホールは多くのジャンルで

利用されており、一部の利用者から残響について

の課題があるとの話を聞いておりますが、現状の

評価はどのように捉えているのか、あわせてお伺

いいたします。

次に、大項目の３番目、住宅リフォームの創設

についてお伺いします。小項目の１番目、具体的

な事業の推進についてでありますが、このテーマ

につきましては昨年９月の定例会においても議論

となっており、商工会議所の強い要望もあり、昨

年の１１月をめどに検討を進めていくとの回答を

伺っております。まち・ひと・しごと創生総合戦

略の中で住宅関連事業者の人材育成、技術、技能
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の促進に向けて新築、リフォームを行った場合の

助成制度を創設すると明示されております。平成

１９年から平成２２年まで期限つきで実施された

住宅リフォーム促進助成についても、市内経済の

活性化に大きく寄与されたと聞いております。そ

の成果を踏まえて、今回創設されます住宅リフォ

ーム助成制度の創設目的と創設時期の目安はいつ

ごろを考えているのかをお伺いいたします。

次に、小項目の２番目、空き家等のリノベーシ

ョンについてお伺いいたします。今定例会初日に

名寄市空家等対策協議会条例が可決され、今後具

体的な検討が行われていくものと考えます。そこ

で、現状の空き家軒数と連絡先を含めた所在はど

のように把握されているのかお伺いします。

また、空き家等の利用促進に向けて将来におけ

るまちづくりでコンパクトシティーを進めるに当

たり、高齢者のまちなか居住で発生する空き家住

宅の流動化を図るために、付加価値を高める必要

があると考えます。そこで、助成規模も大きくな

り、予算措置との関係もあるとは思いますが、リ

フォームの創設に加えてリノベーション、いわゆ

る既存の建物に大規模な改修を行い、用途や機能

を変更して性能を向上させる取り組みも重要と考

えますが、現段階での考え方についてお伺いいた

します。

次に、大項目の４番目、１８歳選挙権導入に向

けての対応についてお伺いいたします。小項目の

１番目、教育現場における対応についてでありま

すが、昨年６月の公職選挙法の改正により、選挙

年齢が１８歳まで引き下げられ、全国では１８歳

から１９歳まで約２４０万人の有権者がふえ、日

本で選挙権が広がるのは実に７０年ぶりの改正で

あります。将来を担う若い世代が早い時期に社会

の構成員として政治にかかわれる機会が創出され

たことは、自覚を持つことが期待され、よいきっ

かけができたと考えます。しかしながら、選挙権

の年齢を与えられるということは、有権者として

の義務、いわゆる権利と責任を負うことにもなり

ます。選挙年齢の引き下げに伴い、高等学校並び

に市立大学において選挙制度の周知や啓蒙活動は

どのようになっているのかお伺いいたします。

また、校内、校外での選挙活動範囲はどのよう

に進められようとされているのか、あわせてお伺

いいたします。

次に、小項目の２番目、教職員に対する指導に

ついてお伺いいたします。今回の選挙制度改革に

向けて高等学校の一部の生徒、市立大学において

は学生全員が対象になると認識をしております。

教育基本法では、教育の政治的中立性について多

数のものに対して強い影響力を持ち得る教育に、

一党一派に偏した政治的主義、主張が持ち込まれ

てはならないと明示されております。しかしなが

ら、教育者自身が自制をしても、教育に大きな影

響力を持つ外部勢力がそのような教育を実施させ

ようとする場合には、教育の政治的中立性の確保

が困難になると予測されます。そこで、選挙制度

改正に向けて教育の政治的中立性を鑑みた教職員

への指導はどのように行われているのかお伺いい

たします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 東川議員からは、

大項目４点にわたり御質問いただきました。大項

目１と大項目２の小項目１、大項目３の小項目１

については私から、大項目２の小項目２と３につ

いては教育部長から、大項目３の小項目２につい

ては市民部長から、大項目４については総務部長

からそれぞれ答弁させていただきます。

まず初めに、大項目１、商工業の支援策につい

て、小項目１、中小企業への支援策についてお答

えいたします。合併以降の商業の推移についてで

すが、平成１９年の商業統計では卸売業と小売業

合わせて事業所数は３９５、従業員数は ４５３

人、年間商品販売額は６０７億 ８００万円でし

たが、平成２６年の商業統計においては事業所数

が２７６となり、１１９事業所の減、従業員数は
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１２５人となり、３２８人の減、年間商品販売

額は６０２億 ９００万円となり、５億９００万

円の減となっております。工業の推移につきまし

ては、平成１９年の工業統計では事業所数は３４、

従業員数は５１１人、製造品出荷額は１９３億

２９５万円でしたが、平成２５年の工業統計にお

いては事業所数が２４となり、１０事業所の減、

従業員数は４９６人となり、１５人の減、製造品

出荷額は１４９億 ４９９万円となり、４４億

７９６万円の減となっており、商業、工業とも大

きく減少が続いております。

次に、商業者の実態についてですが、把握して

いる名寄地区、風連地区それぞれの商店街の状況

についてお答えいたします。平成２６年１２月に

実施した名寄地区の商店街経営動向調査によりま

すと、商店街の経営者８８人のうち６０代と７０

代は合わせて５２人となり、全体の約５９％とな

っております。後継者がいる経営者は２９人で、

全体の約３３％となり、約３分の２の店舗が後継

者がいないという結果になっております。続いて、

平成２７年９月に実施した風連地区での調査にお

きましては、経営者４４人のうち６０代と７０代

を合わせて３１人となり、全体の約７０％となっ

ております。後継者がいる経営者は１２人で、全

体の約２７％となり、７割以上の店舗において後

継者がいない状況となっております。

このように大変厳しい本市の商工業情勢、とり

わけ商業事業者に対してこれまでも市では名寄市

中小企業振興条例を基本にその時代の課題に対す

る対策を考慮し、さまざまな支援を行ってまいり

ました。しかし、減少していく市内事業所に歯ど

めをかけるためには、今まで支援の対象者は市内

で事業を営む中小企業者について行っておりまし

たが、人口減少等中小企業を取り巻く環境は依然

として厳しい状況の中で、新たに市外から本市で

事業を営む創業、起業者、さらには既存事業所の

承継など新たな視点を持った対策が必要不可欠で

あることから、昨年５月、名寄市中小企業振興審

議会に支援制度の見直しとそれに伴う同条例の改

正について諮問させていただきました。当審議会

では、新たに委員以外の市民も含めた中小企業支

援制度検討部会を設け、商工業者の減少の状況や

雇用されている従業員の実態、現行の支援制度の

課題や必要な支援内容について議論されました。

さらには、昨年策定した総合戦略にかかわる商工

業に関する具体的な施策についても御意見をいた

だくなど、多岐にわたり検討を行ったことから、

最終的には７回の部会を開催したところでありま

す。検討部会の議論の中で、建設関連や介護福祉

関連での著しい人材不足の状況、特に建設技術者

の不足や技能の継承などが大きな課題として挙が

り、さらには国も小規模事業者に対する支援に取

り組むことから、本市でもそれらに連動する支援

内容の見直しが必要であるなどの支援制度及びそ

れに伴う条例改正の方向性についてまとめ、本年

１月８日に答申をいただいたところであります。

続きまして、小項目２、事業承継、人材育成の

取り組みについてお答えいたします。これまで創

業、事業承継について、本市では具体的な支援事

業に取り組んでおりませんでした。しかし、小項

目１の答弁でも申し上げましたとおり、この１０

年間での商工業の減少は著しく、市の産業を守る

上でも既存の事業者の事業継続に向けた支援とと

もに、創業、事業承継に対する支援も取り組むべ

き事業の一つとなっております。御質問の創業や

事業承継に対する支援策については、大きく分け

て２つの意味合いの支援がございます。１つ目は、

創業に対する国の支援制度が確立されたことから、

この国の制度を活用できる環境を整備する取り組

みでございます。国では、新たに創業する者に対

する助成や事業承継を機に新たな分野での事業を

展開する第２創業に対する助成制度を創設いたし

ました。この制度を利用するためには、今年度か

ら申請者が創業などを計画している市町村におい

て産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を

策定し、その計画の認定を受け、市町村が申請者
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の創業計画づくりのサポートを行うことが条件と

なっており、この事業計画の認定を受けていない

市町村においては国の支援を受けることができま

せん。本市におきましては、さきに創業支援事業

計画を策定している旭川市、鷹栖町、東川町、東

神楽町の計画に名寄市を初め道北５市が新たに加

わる形で国に申請し、昨年１０月２日に認定を受

けたところであります。この事業計画の認定に伴

い、商工会議所及び商工会と連携しながら、創業

や第２創業を考えている方に寄り添いながら、事

業計画作成のサポートを支援していくこととなり

ます。また、この国の助成を受けるためには、金

融機関や税理士など国が指定した認定支援機関に

よる事業計画の確認を受けることも必要となって

くることから、今まで以上に金融機関などとも連

携した取り組みが必要となってきます。

２つ目は、市としての創業に対する支援策でご

ざいます。昨年策定された総合戦略の中でも大き

な目的となっております地域の人口減少に歯どめ

をかけるための施策として、事業承継とあわせて

取り組むことが必要と考えております。特に創業

につきましては、本市への移住者に対する市独自

のインセンティブ策の一つとしても活用でき、移

住相談の際に関心事として相談件数が多い仕事に

関する解決策の一つとして、市外からの移住者が

本市で新たに事業を創業する場合の支援も必要と

考えております。さらには、先ほども述べました

が、国の支援策が採用された場合の上乗せ支援な

どの可能性についても検討してまいりたいと思い

ます。

続いて、大項目２、交流人口の拡大について、

小項目１、ふえ続ける外国人観光客についてお答

えいたします。平成２７年の訪日外客数は過去最

高の ９７３万 ０００人で、名寄市観光振興計

画を策定した平成２４年の訪日外客数８３６万

０００人と比較すると２倍を超える伸びとなって

おります。今後さらに外国人観光客の増加が見込

まれるなど、国際観光を取り巻く社会情勢は大き

く変化しました。昨年１０月に策定した総合戦略

では、具体的な施策としてＪＮＴＯ認定外国人観

光案内所の整備、ワイファイ環境の整備、免税店

の設置の推進を盛り込みました。また、今年度中

には多言語パンフレットも完成する予定でありま

す。国や北海道でも滞在型観光の推進やインバウ

ンドの強化が重要な施策として挙げられておりま

すので、本市においても今後の観光を考える上で

念頭に置かなければならないと認識しており、次

年度に行う観光振興計画の見直しの際には外国人

観光客を対象とした滞在型観光の推進や外国人観

光客の受け入れ態勢の強化などについて議論して

まいります。

続いて、大項目３、住宅リフォームの創設につ

いて、小項目１、具体的な事業の推進についてお

答えいたします。住宅リフォーム助成事業は、多

くの関係者及び市民から事業の復活を求める要望

が寄せられております。要望にかかわる目的は、

景気浮揚策としてのものが多く、そのほかに恒常

的に事業を行うことにより、技術や技能の継承を

図るための内容や空き家の利活用対策、さらには

移住促進のための施策としての利用など多岐にわ

たっております。このことからも総合戦略の中で

も具体的な施策の一つとして掲載されており、住

宅関連事業者における人材育成や移住、定住の推

進、今後は増加が見込まれる空き家の有効利用と

いう観点など複合的な効果が得られる事業を目指

すことが求められております。現在これらの内容

を踏まえて具体的な事業内容の検討を進めており、

中小企業支援策としての制度化を目指しておりま

す。検討の中では、技能、技術の継承など人材育

成を図るためにはこの事業により一定の仕事が創

出されることが必要であり、かつさまざまな目的

の効果が得られる仕組みが必要であることから、

それらを達成するための制度設計を進めておりま

す。また、事業創設の時期につきましては、中小

企業振興条例の改正と連動しながら、事業が実施

できるよう努めてまいりたいと思います。

平成２８年３月１５日（火曜日）第１回３月定例会・第４号
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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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、初めに大

項目２、小項目２の今後の具体的な施策について

お答えいたします。

冬季スポーツ大会の開催、誘致状況ですが、ス

キーノルディック種目を中心に各種大会が開催さ

れ、合宿も含め市外から多くの選手関係者が訪れ

ております。スキー競技につきましては、１２月

に国内開幕戦として開催していますジャンプ大会

２連戦のほかに日本一を決める第９４回全日本選

手権大会ノルディックコンバインド大会が開催さ

れ、ワールドカップ参戦中の選手も含め８８名の

参加がありました。２月２日から５日までは、第

５３回全国中学校スキー大会が開催されました。

このことにより、新潟県、岩手県の選手約２０名

による夏季における事前合宿も行われ、また例年

開催されています１２月のクロスカントリー大会

では例年より中学生の部に約３０名ほど多い選手

が参加をしてきているところであります。全国、

全道規模の大会誘致では、平成２８年度より複数

年の開催を予定しているＪＯＣジュニアオリンピ

ックカップのスキーノルディック競技が決定して

おり、参加対象の中学生、高校生、コーチ、選手

を含めた延べ８００名以上の参加が期待されてい

るところであります。また、北海道知事杯カーリ

ング大会も開催を予定しておりますし、平成２９

年度以降の全国、全道規模の大会誘致につきまし

ても各競技団体等々においても協議が進められて

いるところであります。

なお、昨年の第４回定例会で議員から御質問が

ありました道立サンピラーパークカーリングホー

ルへのカメラ及びモニター等の設置については、

北海道段階で協議が進められているところであり

ます。設置後は、全国規模のカーリング大会の誘

致も可能になると考えております。今後も冬季ス

ポーツにおいては関係する競技団体や体育協会な

どと連携しながら、合宿誘致とあわせて大会の誘

致活動に取り組んでまいります。

次に、台湾との交流で今後予定されている事業

についてですが、次年度は今年度に引き続き台湾

の中学生などとの野球を通じた交流、台湾訪日教

育旅行促進事業による視察訪問団の受け入れ、名

寄産業高等学校酪農学科の生徒を台湾に派遣する

農業研修などを予定しており、人と人とのきずな

を大切にしながら、着実に交流事業を推進してま

いります。昨年７月に設立した名寄日台親善協会

では、市民にもっと台湾の食文化等を知ってもら

うために、１月１７日にまるごと台湾フェアを駅

前交流プラザよろーなで開催し、さらに雪質日本

一フェスティバルにおいても台湾物産展を実施し

たところであります。また、２月６日未明に起き

た台湾南部での地震に対しましては、市民などか

ら義援金を受け付け、台北駐日経済文化代表処札

幌分処に義援金を届けたところであります。本市

といたしましては、市民レベルでの交流がより一

層促進されるよう今後とも日台親善協会の活動を

側面的に支援してまいります。

次に、阿部雅司氏の招聘についてですが、配属

先は名寄市教育委員会のスポーツ振興を担当する

部署に所属し、名寄市特別参与、スポーツ振興ア

ドバイザーとして総合戦略の取り組みであります

地方創生加速化事業の一つである冬季スポーツの

振興や拠点化の推進などの業務を担っていただく

ことと考えております。

次に、小項目３、ＥＮ―ＲＡＹホールの活用に

ついてですが、５月９日の開館以降こけら落とし

の名寄の第九を皮切りにＥＮ―ＲＡＹホールを初

めホワイエ、ギャラリー等も活用された自主事業

を含むさまざま事業が行われてきております。自

主事業に関しては、本年度２０件、提携事業５件

を実施しており、事業内容に関しては質の高い芸

術文化の鑑賞機会の提供とあわせ、可能な範囲で

市民が参加、交流できる事業づくりを進めてまい

りました。

施設の利用状況ですが、２月末現在におけるＥ
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Ｎ―ＲＡＹホールでの集客事業については６７件、

リハーサル等舞台のみの利用も含めた稼働日数は

１６３日となっております。また、ＥＮ―ＲＡＹ

ホールでの事業に伴う演者、スタッフを含めた来

館人数は既に３万人を超えており、音楽スタジオ

等の貸し室についても約 ５００人の利用をいた

だいているところであります。今後におきまして

も市民文化センターが市民を初め多くの方々に訪

れていただき、利用されるように適切な施設管理

及び事業の実施に努めてまいります。

次に、ホール残響の評価ですが、ホールの残響

時間、響きの長さにつきましては、ホールの利用

目的、またホール容積に応じた最適値が推奨され

ており、ＥＮ―ＲＡＹホールにおいてはマイク、

スピーカー等の拡声設備を用いるイベント、ピア

ノや吹奏楽、合唱のコンサートなど演目内容に適

した残響時間となるよう舞台内を幕設備形式と音

響反響板形式に転換でき、響きと反響音の調整が

可能な舞台機構の形式をとっております。具体的

な測定数値で申し上げますと、空席時において音

響反響板がない状態での残響時間は約 ４秒、音

響反響板を出した状態では約 ９秒、満席時にお

いては音響反響板がない状態での残響時間は ２

秒、音響反響板を出した状態では約 ６秒となっ

ております。この測定値につきましては、おおむ

ね設計計画の目標範囲であり、演目に応じて音響

反響板の使用など舞台形式を変化させることでそ

れぞれの演目に良好な数値であると認識しており

ます。

残響音については、さきに述べたとおり 数秒

の中での数値でありますので、ホールの客席の人

数や室温、湿度、季節によって微妙な変化が生じ

てきます。また、客席内の座る場所によっても音

の聞こえ方が多少異なります。ＥＮ―ＲＡＹホー

ルは、これまで実施した事業の中で出演いただい

たピアニストや管楽器奏者等の皆様から、大ホー

ルの響き、また演奏時のストレスの少なさなどに

ついて大変すばらしいとの好評をいただいている

ところであります。しかしながら、マイク、スピ

ーカー等拡声設備を利用する場合については、そ

れら音響設備の調整により音の聞こえ方は大きく

変化し、また人それぞれ心地よい音の範囲も違い

ますので、全ての皆様が同じ印象を持たれている

ことが少ないと思いますが、建物が年数を重ねる

ことにより、現状よりもさらによい状態になって

いくことを期待し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） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目３

の住宅リフォームの創設について、小項目２の空

き家のリノベーションについて申し上げます。

空き家の所在と把握につきましては、平成２５

年３月に市営住宅を除く７３の町内会の御協力を

いただきまして、空き家の戸数についてのアンケ

ート調査を実施しております。結果につきまして

は、３５７戸の空き家があるということでありま

すが、その後特に近隣住民に悪影響を及ぼす可能

性のある管理不全の空き家を把握するために、平

成２６年１２月には空き家の屋根の積雪状況等も

あわせて調査をしたところで、雪おろしなど適切

に管理がされていないと思われる空き家が８１戸

に上りました。現在は、この調査結果をもとに所

有者情報等の調査を行い、危険な空き家について

データベースを作成しております。必要に応じて

所有者に対する適正管理の依頼等を行っていると

ころであります。

これまでは、どうしても生活安全の観点から、

危険な空き家の対策が中心となっておりましたが、

これからは空き家の利活用といった新たな視点が

必要になるということで、庁内組織である名寄市

空き家等対策庁内検討委員会の中で名寄市空き家

バンクの取り組みについて検討をしているところ

ですが、この空き家バンクの事業は個人が所有す

る住宅に供する土地、建物あるいは空き地等、売

却や賃貸など希望する情報を空き家バンクに登録

していただいて、市のホームページ等で公開する
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ことで、購入希望者等との接点、マッチングの場

にしようとするものでありますが、民間事業者と

の連携、この場合契約の仲介等宅地建物取引事業

者等の御協力をいただきながら、スムーズな取引

ができるシステムにしたいと考えております。

リフォーム助成制度の創設に加えて、リノベー

ションへの取り組みはということで質問をいただ

きましたが、まだまだこれからの取り組みという

ことでは庁内検討委員会の中で検討をしてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いしま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目４、

１８歳選挙権導入に向けての対応につきまして、

名寄市選挙管理委員会事務局として申し上げます。

まず、小項目の１、教育現場における対応につ

いてでありますが、昨年６月１９日に公布をされ

ました改正公職選挙法によりまして選挙権年齢が

１８歳以上に引き下げられ、本年７月２５日の任

期満了に伴います参議院議員通常選挙から適用さ

れる見込みとなりました。御存じのとおり、選挙

への対応につきましては国と地方自治体あるいは

各級の選挙管理委員会が連携をしながらそれぞれ

の役割のもとに進められており、今回の法改正の

対応につきましては国が主体的に進めるものとの

認識を持ってございます。

お尋ねの高等学校及び市立大学における選挙制

度の周知や啓発活動についてでありますが、まず

高等学校におきましては総務省と文部科学省が連

携をして選挙制度に係る副教材を作成をいたして

おります。この副教材の活用によりまして、選挙

制度に対する必要な知識と判断力の習熟を図れる

教育が進められるものと考えてございます。また、

北海道選挙管理委員会では高校生を対象に選挙の

仕組みや投票参加の意義について理解を深め、将

来の政治参加を促すきっかけとすることを目的と

しまして、選挙啓発高校生出前講座を実施してお

ります。本市の２つの高等学校におきましても、

この間この出前講座が３回にわたり実施をされて

いるところでございます。

次に、市立大学の学生への対応についてであり

ますが、４年制大学である市立大学におきまして

は、法改正前から既に半数程度の学生が選挙権を

有しておりますので、今回の選挙関係につきまし

ては選挙権を有する学生の拡大という認識をさせ

ていただいているところでありまして、名寄市選

挙管理委員会として高等学校と同様の出前講座な

どの取り組みは想定をしておりませんが、これま

で実施をしております投票啓発ポスターの学内へ

の掲示や大学隣接地へのポスター掲示場の設置に

加えまして、大学ロビーなどへの選挙公報の配置

や不在者投票、期日前投票についての説明文の作

成、配布など学生が必要とする情報提供の強化に

向けまして大学事務局と連携し、取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、校内、校外での選挙活動の範囲について

でありますが、文部科学省では平成２７年１０月

２９日付で「高等学校等における政治的教養の教

育と高等学校等の生徒による政治的活動等につい

て」を通知しておりまして、本年１月にはこの通

知に関するＱアンドＡも発出されたところでござ

います。この通知等によりますと、高等学校など

の生徒による政治的活動等は関連法令等から必要

かつ合理的な範囲内で制約を受けるものと解され

るとともに、基本的に学校内の選挙運動や政治的

活動は学校の政治的中立性の確保などの観点から

困難であるとされております。また、学校外にお

ける活動につきましては、家庭の理解のもと生徒

が判断し、行うものとの見解が示されており、あ

わせて地域との連携も示唆がされているところで

ございます。

次に、小項目の２、教職員に対する指導につい

て申し上げます。教育基本法第１４条第２項にお

いて「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、

又はこれに反対するための政治教育その他政治的
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活動をしてはならない」と規定しておりまして、

政治的中立性を確保することを求めております。

また、公職選挙法第１３７条では「教育者は、学

校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を

利用して選挙運動をすることができない」と規定

しているほか、教育基本法、教育公務員特例法な

どの法令により、学校及び学校の教員にかかわる

政治的活動の禁止などが規定をされているところ

であります。文部科学省では、今回の法改正にあ

わせ先ほど申し上げた通知などにより改めてこれ

らの規定を学校及び教職員に周知し、指導してお

りますので、御理解いただきますようお願い申し

上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） それぞれ詳細な御答弁

をいただきまして、大変ありがとうございます。

答弁をいただいた中で、限られた時間ではありま

すけれども、何点か改めて再質問をさせていただ

きたいと思います。

質問順に再質問させていただきたいというふう

に思います。まず１点目に、中小企業への支援策

の中で、平成１８年からの実態については先ほど

御説明をいただいた中で理解をさせていただきま

した。それぞれの店舗数、あるいは働いている方、

売り上げ金額が減少している、またその経営者が

非常に高齢化をしている、あるいは後継者がいな

いというふうな実態については理解をさせていた

だきました。ただ、この中小企業の支援策の中で、

地域経済をつくっていく、あるいは支えていくと

いう形の中で中小企業の基本条件である当市の理

念、先ほどの御説明の中でどうも自分の理解不足

なのか、改めてこの基本理念といいますか、いわ

ゆるここの部分について再度お伺いをしたいとい

うふうに思います。

あわせて、今後振興条例改正をされていくわけ

ですけれども、せっかくいろんな制度がつくられ

ていっても、利用する方がその内容をいかに早く

いろんなものを周知あるいは理解をするかという

点で、今後それができた時点で利用される方にタ

イムリーに情報を提供するという形の中でどのよ

うな施策を考えておられるのか、この２点につい

て改めてお伺いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問いただ

きました、まず中小企業の振興条例に係る基本的

な理念というか、考え方につきましては、基本的

には今までも中小企業者の自主的な努力を基調と

しているということで、今まではどちらかという

と一定規模以上の設備投資など、そういった事業

拡大に取り組む事業者に対して支援していたとい

うのが考え方でありました。今国も変わりまして、

中小企業者よりさらに小規模な事業所ということ

で、今までそういった小規模事業者が一定以上の

設備投資をしないと支援していなかったのですけ

れども、ある程度のハードルを下げて少額といい

ますか、そういった設備投資にも国も積極的に支

援していくという考え方に立ちました。そういっ

たことからも、本市におきましてもそういった国

の目線と同じように下げて市内の従業者に対する

取り組みが必要だということの考え方が必要では

ないかということで考えております。また、今ま

では、市内で事業所を営む者のみ対象としていた

ということの基本的な考え方です。先ほども答弁

させていただきましたように、今後新たに創業や

そういった創業に対して市外から創業する者に対

してのものとか、初めて市内において事業を始め

る住民なども支援の対象としていくことも必要で

はないかということで、そういった新たに支援の

対象の拡大などを市の施策を総合的に推進するこ

とにより、中小企業の振興を図ることが基本とい

うことで考えております。

また、そういった情報の提供の部分についてで

すが、先ほどお話しさせていただいた支援制度の

検討部会の中でも支援制度について知らなかった

といった意見の声も聞かれました。これまでも市
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のホームページや関係機関と連携し、市内の各事

業所への周知に努めておりましたけれども、実際

には情報の送り側と受け側との間には伝達のぐあ

いの開きがあったということを再度認識したとこ

ろであります。このことからも今まで取り組んだ

周知方法に加え、商工会議所や商工会、さらには

市内の金融機関と連携した各事業所への周知方法

の改善なども今後検討していき、支援策が利用さ

れるよう努めていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） 今までの制度、一定規

模以上からハードルを下げて利用する範囲が広く

なったということで、その意味については理解を

いたしました。また、情報提供についても今るる

御説明をいただきました。せっかくつくったいろ

んな制度を多くの方がきちっと利用されるという

ものには、やはり内容をしっかりと情報を伝達を

するというのが非常に重要だと思いますので、先

ほど御説明のありました情報の発信する側あるい

は受ける側との今後の対応をよろしくお願いをし

たいというふうに思います。

さらに、もう一点なのですけれども、事業承継、

人材育成という取り組みの中で、先ほど経済団体、

金融機関との連携を行い、事業を推進をされてい

くということでありましたが、実際にこの施策に

ついてどのように検討されているのかお伺いをい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） 今御質問ありま

した経済団体や金融機関との連携の取り組みの具

体的な考えている、検討している内容ということ

の御質問でありますけれども、特に金融機関にお

きましては日常業務の中でそれぞれ事業所が身近

に相談できる立場として、事業所が抱えるさまざ

まな課題に対応しております。このようなことか

らも先ほども申し上げましたように、市内の金融

機関も含めた情報交換及び連携ができる体制が求

められているのではないかということで考えてお

ります。今までの本市における相談を受ける仕組

みにつきましては、行政を初め各関係機関がおの

おの市内の事業所から相談を受けておりました。

実際国や道などさまざまな商工関係機関から毎日

大量にいろんな情報が流れてくる現状の中で、ど

の機関に相談しても同じ情報が得られる、そうい

った体制がまず必要でないかということで考えて

おります。先ほども話の中でもありました中小企

業者への支援については、補助金の支援も当然必

要でありますけれども、そういった連携のことを

考えますと、各事業者に対する最適な相談サポー

ト体制を提供することも商業支援策として重要で

あるということで考えておりますので、これらの

システムの構築に向けて関係機関と連携して取り

組んでいきたいということで考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ぜひ今御説明があった

形の中で推進をしていただくことを要望しまして、

次の質問に移らせていただきます。

時間が少ないので、交流人口の拡大について何

点かお伺いをします。先ほど外国人観光客の受け

入れ態勢のお話がありましたが、実際２７年度当

市を訪れた外国人観光客、実績として捉えている

のであればその人数を教えていただきたいという

ふうに思います。

それと、先ほどの山崎議員の質問ともちょっと

重複するかもしれないのですけれども、今回全国

規模の大会の誘致等、実際に実施がされたわけで

すけれども、先ほどもありました。全国規模の大

会を当市で受け入れるという形の中では、市民あ

るいはいろんなところの団体、やっぱり迎える姿

勢、おもてなし、本当に全国大会を名寄市に迎え

ているのですよというふうな歓迎の姿勢がいまい

ち不足なのかなというふうに考えております。今

後のいろんな行事についても先ほどもお話しされ

ましたけれども、当然こういうふうな大きな大会

を誘致をするということになれば、宿泊施設はも
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ちろんですけれども、いろんなところへの経済の

波及効果があるというふうに考えます。オール名

寄で取り組むという姿勢の中では、歓迎、おもて

なし、競技だけでなくてやっぱり名寄市のよさを

知っていただく、あるいは名寄にはこういうとこ

ろがあるのだというふうな、全体で取り組みを進

めるという中で、今後どのような姿勢で取り組み

を考えておられるのか、あわせて２点お伺いをし

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 水間営業戦略室長。

〇営業戦略室長（水間 剛君） まず、私のほう

から外国人宿泊客数の状況ということについてで

すが、外国人の宿泊客数につきましては市内の宿

泊施設の協力を得て調査させていただいていると

ころであります。本年度の上半期につきましては

１６２人となっておりまして、多くがアジア圏の

方々が占めているということで、下半期につきま

してはまだ統計、３月終わっておりませんので、

具体的な数字は来ておりませんけれども、台湾か

らの教育旅行や国際雪像彫刻大会ジャパンカップ

などにかかわって名寄に来られた方もいらっしゃ

いますので、今現状としては先ほどの上半期の１

６２人より上回るという数字ということでお聞き

しておりますけれども、２７年度の下半期の分に

ついてはまだ出ておりませんけれども、上半期は

１６２人ということの状況になっております。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 全国規模の大会等の

受け入れ、歓迎の体制づくりということでありま

すけれども、昨年の１２月１９日に民間団体の皆

様に集まっていただきながら、総合戦略の施策の

説明、今年度の大会の開催状況についてお話をさ

せていただきました。その後そういった会合をす

ぐ持てばよかったのですけれども、持てないまま

きている状況にありまして、その後の情報発信な

り体制づくりがちょっと滞っていた部分がありま

す。先ほどからお話をさせていただきますけれど

も、官民一体となった組織が必要だという、これ

は当然でありますので、言われていますように体

育協会や各競技団体との連携についてはもちろん

でありますけれども、観光関係、宿泊関係、商工

関係など関連する団体と連携を図りながら、体制

づくりをしながら、それぞれの役割をきちんと認

識しながら、それぞれが自主的な取り組みができ

るような仕組みづくりも含めて推進をしていきた

いというふうに考えていますし、当然全国から多

くの方が訪れる状況でありますので、本市の農産

物や加工品など農業関係の皆さんとも連携しなが

ら、名寄のブランドの情報発信にも努めていきた

いというふうに考えていますので、御理解をお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 東川議員。

〇４番（東川孝義議員） ぜひよろしくお願いを

したいと思います。

観光施策ちょっと何点かまだ考えていたのです

けれども、時間がないので、ＥＮ―ＲＡＹホール

について２点ほどお伺いをしたいと思います。先

ほど３万人近く利用されているというふうな御説

明をいただきました。多くの方が利用されている

ということなのですけれども、施設を利用される

方が具体的に使用されるに当たって、現在の利用

の窓口の対応の時間的な制約、こういうのもあっ

て、利用者の方からすぐその場でこの日がどうな

のか、あるいはこれが利用できるのかというふう

な迅速な対応に向けて、今エフエムなよろもあり

ますけれども、そことの連携を含めた中でどのよ

うに考えているのかお伺いをしたいというふうに

思います。

もう一点は、地域文化の創造に向けてというよ

うなことで、ＥＮ―ＲＡＹホールでのイベントも

非常に重要であると思いますけれども、新しい接

点を求めてアウトリーチの活動、これも非常に重

要かなというふうに思っていますので、ちょっと

時間がなくて恐縮ですけれども、この２点お願い

をしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。
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〇教育部長（小川勇人君） １点目に、文化セン

ターの窓口業務ということの質問であります。文

化センターにつきましては、新しくできました西

館も含めまして全体の予約受け付け、使用料等に

関する事項についてはこれまで同様教育委員会の

ほうで担当しているところであります。新築棟の

西館の事務室には、一部業務委託をしています事

務所が入居しておりまして、窓口業務としてはホ

ール事業等の場内案内、チケット販売、ホール業

務としては音響、照明、設備機構等のホール運営

の技術的なものを担当していただいているところ

であります。施設の予約状況等につきましては、

委託業者とも連携をしながら施設利用者には適切

な対応に努めているところでありますけれども、

議員からありましたように利用者にとっては事務

所といっても違いがわからない状況がありますの

で、しっかりと受託業者との情報共有をきちんと

しながら、ある程度のものはお互いが対応できる

ような仕組みをつくりたいと思いますし、初めて

利用される方についてはわかりやすいような説明

なり案内をするような形で今後努めてまいりたい

というふうに考えているところであります。

もう一点、アウトリーチについての御質問にな

りますけれども、主に学校や福祉施設を対象に行

ってきているところであります。プロの指揮者や

ホルン奏者による中学校の吹奏楽部への公演、札

幌交響楽団員による地元中学生、高校生のための

管弦楽器のクリニックや施設慰問、落語や演劇の

ワークショップ、ピアニストによる福祉団体での

ミニコンサートなどＥＮ―ＲＡＹホールで開催し

た公演の翌日にアーティストの協力のもとアウト

リーチを行ってきているところであります。今後

におきましても市民の芸術文化に対する意識の向

上、参加交流の機会づくりとあわせて広く市民に

そういったものを伝える意味ではアウトリーチに

積極的に取り組んでまいりたいというふうに考え

ていますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で東川孝義議員の

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。

除排雪のあり方に関して外２件を、佐久間誠議

員。

〇８番（佐久間 誠議員） ただいま議長から御

指名をいただきましたので、通告順に従い発言を

させていただきます。

まず、大項目１、除排雪のあり方に関してであ

ります。昨年からの雪の降り方は、例年と異なり、

年前はそれほど積もらず助かったものの、１月、

２月と雪が降り続け、３月に入っての吹雪なども

あり、除排雪に携わった委託業者の皆さんを初め

所管部局である建設水道部の皆さんの御苦労も多

かったのではないかと御推察いたすところであり

ます。通常の年と異なる降り方となったため、実

際の降雪量統計とまた別の豪雪感を持たれている

方が多いのではないかと感じております。とりわ

け市民の皆さんからは、雪処理に関してもっと予

算をとってでも何とかならないのかとの声が寄せ

られております。冬期間における安全で快適な道

路網の確保と環境整備は、市民生活や経済活動を

営む上で極めて重要な課題であり、特別豪雪地帯

に指定されております本市にとっても最も優先す

べき基本的な行政サービスであります。高齢化社

会を迎えた中での雪処理のあり方は、定住人口の

動きに大きく影響するものと考えます。

そこで、小項目（１）、高齢者宅前の除雪制度

の拡充についてお伺いいたします。現在当市の高

齢者を対象とした除雪に関する支援制度の内容、

実績、利用人数についてお知らせください。

次に、小項目（２）、近隣自治体と比較した除

排雪体制について伺います。今冬期は、さきに触

れたように通常雪の降る時期、余り降らなくなる
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時期のずれからか、排雪のおくれが目立ちました。

市民の皆さんからは、あそこの市ではあれだけき

れいにしているのに、何で名寄はこんなにひどい

のかとのお叱りも受けているところであります。

そこで、名寄市の委託業者の持つ除雪機械の数に

ついて伺いたいと思います。市から貸与している

もの、業者の持っているもの、作業従事人数につ

いて通常時と排雪作業時でどの程度稼働している

のかお知らせください。

小項目（３）、除排雪体制の抜本的な改善策に

ついてであります。当市には、名寄の冬を楽しく

暮らす条例がありますが、利雪親雪推進市民委員

会での議論状況について、どのようなテーマが取

り上げられているのか、特徴点について幾つかお

知らせください。

また、除排雪対策については議会でも何度とな

く取り上げられてはいますが、改善が図られない、

市民の目からも改善の動きが見えづらいことから、

総体的な検討が必要だと思います。私は、除排雪

予算の面、機械力とオペレーター確保、業務委託

先の関係、除排雪の方法、市民の協力、例えば道

路に雪を出さない、あるいは建築確認申請時に雪

処理方法と堆積場所を確保させるなど、行政と市

民双方で努力し、考えるべきことがあると思いま

すから、抜本的な改善策についてたたき台を練っ

た上で雪処理対策の検討委員会を設置してはどう

かと思うわけですが、考え方について伺いたいと

思います。

大項目２、ＴＰＰ大筋合意と農畜産業支援につ

いてお伺いいたします。御案内のように、ＴＰＰ、

環太平洋経済連携協定は、物品やサービス、知的

所有権、投資、労働など２１分野の交渉パネルが

あり、農産物はその中の一つであります。農業を

基幹産業とする当市にとって最大の影響を受ける

のが農業分野に関連することでありますので、そ

こに絞ってお聞きいたします。私は、現在の流れ

を見ておりまして、国のＴＰＰ対策事業は強い農

業に収れんし、小規模農家など弱者が切り捨てら

れるのではないかと危惧しております。そうした

ことにならないように、何点か農畜産業支援につ

いて当市の考え方をお伺いいたします。

小項目（１）、畑作の基盤整備事業についてで

すが、畑作における農地の基盤整備事業について、

どのような計画になっているか伺います。特に平

成２３年から２７年までの５年間、北海道で取り

組まれた農業者が必要な基盤整備に取り組めるよ

う農家負担率の軽減を図ったパワーアップ事業に

ついて、本年度も継続されると聞くわけですが、

本事業の助成対象及び補助率は従前と変わらない

と理解してよいかどうか伺いたいと思います。

また、国の事業としては、産地パワーアップ事

業が創設され、本年度から実施されると聞いてお

りますが、本事業の概括的内容についてお知らせ

ください。

小項目（２）の近年の集中豪雨による圃場被害

防止対策についてですが、災害が少ないと言われ

てきた本市においても油断できない大雨が降るよ

うになってきました。集中豪雨から農業生産物の

被害を防ぐための暗渠整備、かんがい、排水計画、

河川の護岸整備等の状況はどうなっているかにつ

いてお知らせください。

小項目（３）、畜産業への支援策について、Ｔ

ＰＰ関連でダメージを受ける畜産農家に対する経

営安定対策について、国の動向等で把握している

対策事業などについてお伺いいたします。

大項目の３、通学児童の安全確保についてです

が、当市の小学校全般における通学時の安全対策

で父兄や学校から出されている要望と講じられた

対策について、どのようになっているのかお伺い

したいと思います。

小項目（１）、豊西小学校閉校に伴う通学区変

更での安全対策について、万全な安全対策が求め

られているところですが、現在まで協議されてい

る状況についてお伺いしたいと思います。

（２）、冬期の歩道の確保と信号機、標識等の

設置の考え方について、とりわけ豊西小学校が閉
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校し、４月から通学路が変更になることにより、

児童の通行する箇所の冬期の歩道の確保が栄町通

浅江島公園側にも必要と思いますが、考え方につ

いてお伺いしたいと思います。

また、信号機、横断歩道、標識、表示等の増設

等の考え方についてお伺いいたします。さらに、

歩道に関してはこの場所のみならず、学校周辺に

ついては特段の配慮をし、両側の歩道を確保すべ

きではないか、このように考えておりますが、御

見解をお示しいただきますようお願いしまして、

壇上からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 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

いま佐久間議員からは、大項目で３点にわたり御

質問いただきました。大項目１の小項目１は私か

ら、小項目２と３は建設水道部長から、大項目２

は経済部長から、大項目３は教育部長からの答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

最初に、大項目１、除排雪のあり方に関して、

小項目１、高齢者宅前の除雪制度の拡充について

申し上げます。本市の高齢者を対象とした除雪支

援制度につきましては、名寄市高齢者自立支援事

業条例に基づき、名寄市除雪サービス等助成事業

を実施しております。本事業の対象者につきまし

ては、７０歳以上の高齢者世帯、障害者世帯を対

象として収入基準を設け、基準額以内の世帯を対

象として実施しており、その収入基準につきまし

ては就学援助制度を参考として、生活保護費の

３倍としているところではございますが、平成２

６年の消費税の改定に伴った生活保護基準が改定

のときにはその影響が利用者に不利益にならない

よう平成２４年の基準を使いながら事業を進めて

いったところでございます。

また、制度を合併特例期間終了に伴い、名寄地

区と風連地区との統合に対する緩和措置を平成２

３年より段階的に進めておりましたが、平成２８

年度からは同一の基準で進めることとなります。

助成の方法といたしましては、市が指定した事業

者と利用者の契約を結び、使用することとなりま

すが、平成２７年度から金額を拡充いたしまして、

機械による除雪サービスは１シーズン２万 ００

０円、風連地区のみになりますが、手作業による

除雪は１シーズン ０００円として実施をしてい

るところでございます。また、生活保護世帯に対

しましては、市が除雪を委託しておりますが、平

成２７年１０月からは生活保護基準が改正され、

除雪費が支給されることとなったため、生活保護

費から支給される除雪費用を除く額について支給

することといたしました。

平成２６年度の除雪サービス等助成事業の利用

者の実績といたしましては、除雪助成券の利用者

が名寄地区で１７０件、風連地区で１００件、合

計２７０件となっており、生活保護世帯に対する

除雪サービスでは名寄地区が３１件、風連地区が

６件の合計で３７件でございまして、両除雪サー

ビスを合わせますと３０７件の利用実績となって

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） 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１、除排雪のあり方に関しての小項目２と３に

ついてお答えいたします。

初めに、小項目２、近隣自治体と比較した除排

雪体制について申し上げます。名寄市においての

除雪出動は、その日の朝までの降雪量がおおむね

１０センチに達するとの気象情報や降雪状況など

を見きわめて判断しております。また、幹線道路

の排雪作業は積雪がおおむね５０センチとなりま

すと周りの状況を見ながら判断しております。

今年度名寄市の除排雪作業に使用している機械

については、全台数では１６４台となっておりま

す。また、これらの機械を稼働させるためのオペ

レーターと運転手及び助手を含めて除排雪の作業

員数は約１９０人であります。機械の保有台数と

機種の内訳としましては、市が保有して業者へ貸
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与している機械が除雪トラック４台、ドーザー５

台、グレーダー４台、歩道ロータリー１台、大型

ロータリー２台の計１６台、また業務委託先各業

者が自己保有している機械が除雪トラック３２台、

ドーザー３４台、グレーダー３台、歩道ロータリ

ー７台、大型ロータリー８台の計８４台と排雪ダ

ンプが６４台を合わせると１４８台となっており

ます。除排雪の作業別としましては、除雪作業で

の稼働台数は８４台で、機種の内訳では除雪専用

トラックが３５台、ドーザー３７台、グレーダー

４台、歩道ロータリーは８台となっており、これ

以外に市直営の歩道ロータリーが１台参入しまし

て、朝８時半までには作業を終わらせる体制とし

ています。また、排雪作業での稼働台数は最大８

０台で、４班の体制としており、１班当たりの機

種の内訳では大型ロータリー１台、グレーダー１

台、ドーザー２台、排雪ダンプは１１台から最大

１６台で編成しています。名寄地区は最大３班、

風連地区は１班が編成され、幹線道路はシーズン

最大４回、生活道路はシーズン１回の作業を行っ

ている状況であります。

続きまして、小項目３、除排雪体制の抜本的な

改善策について申し上げます。初めに、利雪親雪

推進市民委員会につきましては、名寄の冬を楽し

く暮らす条例を推進することを目的に設置されて

いるところです。活動や議論状況といたしまして

は、雪や寒さに親しむ暮らしづくりを推進する活

動が中心となりますが、市民の模範となる利雪・

親雪にかかわる活動を行っている団体などを推奨

するホワイトマスターの候補者について市に提言

を行っているほか、冬カレンダーの作成、また講

習会やイベントなどの企画を行うなど主に冬や雪

を生かした暮らしづくりの推進にかかわる議論を

行ってきているところです。

次に、除排雪体制の総体的な検討について申し

上げます。これまでも道路交通の確保や安全性を

維持するため、除排雪体制の見直しを行ってきま

した。最近では、平成２４年度の大雪であったシ

ーズンの検証を踏まえて、平成２５年度から幹線

道路の排雪回数を最大４回にふやし、緊急道路と

して常に一定の道路幅員を確保することとしまし

た。また、生活道路では車道が狭くなり不便をお

かけしていることから、雪堆積が可能な場所での

積み上げ除雪により車道を拡幅するなどの除排雪

体制を見直したところです。これらの作業に係る

経費として約 ０００万円を増額し、よりよい道

路環境の整備に努めてまいりました。

除排雪体制の全体的な検討として、予算の面と

機械力、人員の確保につきましては、これまでの

除排雪の事業費は決算ベースで過去５年間では４

億 ０００万円前後で推移しております。市内業

者の自社機械保有状況は、経営体力的に厳しくな

っており、市が貸与する除排雪機械をふやすこと

により機動力の維持、増強を図っていかなければ

なりません。また、排雪作業の組織体制を強化、

拡大することにより、生活道路の複数回排雪も可

能にするための手法を模索しているところです。

市民との協働や行政の支援によって町内会から積

極的な協力が得られることなどについても研究を

進めているところです。今後の課題としては、毎

年市民から寄せられている意見や要望の課題を解

決していくための検討委員会を設置することもこ

れからの除排雪体制を確立させていくための手段

として検討し、市民合意による除排雪体制の確立

を目指し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） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目２、

ＴＰＰ大筋合意と農畜産業支援について、小項目

１、畑作の基盤整備事業についてと小項目２、近

年の集中豪雨による圃場被害防止対策について、

関連いたしますので、一括してお答えいたします。

畑の基盤整備事業については、過去に昭和５０

年から平成２０年までに智恵文地区で３回、平成

１０年から平成１３年には風連日進地区で１回、

補助事業を活用し、事業を実施しております。一



－177－

平成２８年３月１５日（火曜日）第１回３月定例会・第４号

般的な事業の流れとしては、地域の要望を受け、

その内容を市町村の農業農村整備事業管理計画に

盛り込みまして、道営事業の新規採択地区として

実施していくこととなっております。現段階では、

智恵文地区が整備後３０年から４０年が経過し、

老朽化による排水不良が生じております。あわせ

て近年の集中豪雨に対する排水能力の改善につい

ても地域要望として出されており、平成２７年度

に智恵文地区全域を対象としまして、区画整理、

暗渠排水、除れき、用排水路、幹線排水路等の総

合的な整備に向けて農業農村整備事業管理計画に

掲載し、新規地区として採択していただけるよう

北海道と協議を進めております。

また、北海道独自で実施しています農家負担軽

減措置、通称パワーアップ事業ですが、平成２８

年度から５年間継続していく予定と聞いておりま

すので、名寄市においても今まで同様取り組んで

まいります。パワーアップ負担率についてはまだ

北海道より提示されていませんが、平成２７年度

までと同様の負担軽減率となるように北海道に要

望していきたいと考えておりますので、御理解願

いたいと思います。

次に、産地パワーアップ事業につきましては、

国のＴＰＰ対策として平成２７年度補正予算によ

り基金化され、平成２８年度より事業実施となる

ものです。概要につきましては、地域の営農戦略

として産地パワーアップ計画を策定し、計画に基

づき意欲ある農業者等が高収益な作物や栽培体系

へ転換を図るために必要な機械や機器のリース及

び施設整備に対し２分の１の補助が受けられるも

のです。産地パワーアップ計画では、販売額の１

０％以上向上または生産コストの１０％以上低減

を達成目標とすることが条件となっており、今後

北海道から示される方針に沿ってＪＡなど関係機

関、団体と協議の上、契約策定に当たっていく予

定です。

集中豪雨から農業生産物の被害を防ぐための河

川の整備については、市の管理している普通河川

改修については補助事業等に該当するメニューが

ないため、市の単独事業により整備を行っており

ます。河川周辺の農地や道路を冠水被害から守る

ために、洗掘された川岸については布団かごや土

のうを積んで整備を行い、また河川の機能を改善

するために川底に堆積した土砂や流木の除去を行

っております。集中豪雨等の災害による川岸崩落

については、国の公共災害復旧事業により補助事

業として護岸復旧工事を行っております。また、

国や北海道が管理する河川については、河川整備

や維持についての要望書を提出しており、毎年予

算の範囲内で改修事業を実施していただいている

状況でございます。

次に、小項目３、畜産業の支援策について申し

上げます。国によるＴＰＰ関連政策大綱に基づく

対応として、平成２７年度補正予算と平成２８年

度当初予算で措置された支援策のうち、当市の畜

産業に大きなかかわりを持つものは畜産・酪農経

営安定対策、草地整備の推進、畜産クラスター事

業の拡充の３点が挙げられます。畜産・酪農経営

安定対策につきましては、通称牛マルキン、豚マ

ルキンと呼ばれているもので、肉用家畜における

枝肉売り払い価格が生産コストを下回る場合にそ

の差額に対して補填される制度です。牛肉、豚肉

ともに従来の補填率８割から補填率９割に引き上

げられるとともに、補填金の原資となる積立金の

負担割合が従来の国と生産者が５０％ずつであっ

た豚マルキンが牛マルキンと同率の国７５％、生

産者２５％に拡充されるという内容であります。

草地整備の推進につきましては、既存の農業開発

公社による草地整備事業の活用を含め、生産者が

より優位に草地整備が進められるよう事業採択の

指導に当たってまいりたいと考えております。

畜産クラスター事業の拡充につきましては、地

域で作成する畜産クラスター計画に基づく機械の

リース導入、施設整備、家畜導入等に対する支援

策となっており、今回予算の増額と合わせ基金事

業として拡充をされました。現在施設整備及び機
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械のリース導入に対する事業要望を上げていると

ころですが、基金化に伴い、年に数回の要望取り

まとめが行われることとなり、今後においても関

係機関との連携を図り、地域課題に即した事業実

施に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３、

通学児童の安全確保についてお答えいたします。

小項目１の豊西小学校閉校に伴う通学路変更で

の安全対策についてですが、まず初めに豊西小学

校においてＰＴＡ関係者や安全安心会議関係者と

ともに名寄南小学校と名寄西小学校への新たな通

学路の設定をしていただき、それをもって名寄警

察署などの関係機関と協議を進めてきました。そ

の中で通学路の設定において横断歩道や標識等の

設置が必要な箇所がありましたが、さきの定例会

でも答弁したとおり、横断歩道を設置する要件と

しては横断歩道の両側に歩道が整備されているこ

とや冬期間に歩道の除雪がなされ、一年を通して

利用が可能であることなどであります。この要件

を満たしていないために、学校が考えていた通学

路が一部変更された箇所はありましたが、冬期間

に一定期間の除雪をするなどの対応をとることに

よって、新たに通う学校への通学路が確保できる

見込みになっております。ただし、横断歩道につ

いては新年度当初からの設置が不可能なことから、

当面は女性交通安全教育指導員の方々などに協力

をいただき、街頭指導を行いながら安全対策を進

めていきたいと考えておりますので、御理解願い

ます。

次に、小項目２の冬期の歩道の確保と信号機、

標識等の考え方についてお答えいたします。通学

路変更に伴う冬期の歩道確保については、教育委

員会、名寄警察署等の関係機関との協議により新

たに設定される通学路の歩道除雪を進めてまいり

ます。西１２条の豊栄通においては、新たに中央

通から南２丁目、リンゼイ通までの浅江島公園側

を歩道除雪により確保いたします。学校周辺の歩

道は、両側の除雪を行うべきではないかという意

見につきましては歩道除雪は歩行者の安全を確保

するため、主に通学路、幹線道路等は歩道除雪を

実施しております。歩道の除雪では、車道側へ雪

を堆積するため、車道と歩道の間で雪山が高くな

り、交差点付近では見通しが悪くなることから、

車道部の交差点排雪作業時で雪山の上部切削を行

っております。両側に歩道が設置されている路線

におきましても冬期間は車道の雪の堆積スペース

として利用し、車道幅員の確保を行っております。

また、車道の除雪を行った際に交差点の横断歩道

付近に雪が堆積する状況が発生することから、除

雪後のパトロール等により現地確認の上で除雪処

理を行ってまいりますので、御理解願います。

次に、信号機、標識等の設置につきましては、

これまでも町内会やＰＴＡ連合会から要望があり、

名寄警察署へ信号機や横断歩道の設置、速度制限

等の要望書を提出してきておりますが、設置には

至っておりません。今後におきましても設置に向

けて粘り強く対応してまいりますので、御理解願

います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 申しわけありま

せん。先ほど小項目２のところで、業種別の台数

とか報告をさせていただいて、その後除雪の関係

で朝７時半まで作業を終えるところを８時半とい

うふうに間違って報告してしまいましたので、訂

正したいというふうに思います。よろしくお願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、可能な限り順を追って再質問

させていただきます。

まず、除排雪のあり方に関しての高齢者宅前の

除排雪制度の拡充の関係についてです。先ほどお

答えいただいたのですが、それぞれ名寄の中でも
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高齢者に対する配慮としてさまざま事業がされて

いるところなのですが、先ほど御説明ありました

関係では、所得制限があって、これが壁になって

７０歳以上でも利用できないというところがたく

さんあるのです。それで、私もいわゆる近隣のと

ころではどうなっているのかということで調べて

みたのですが、特に豪雪地帯の美唄市、ここでは

間口除雪条例をつくって住民サービスを行ってい

るということでありまして、ここは美唄市の間口

除雪条例の特徴としては、７０歳以上の高齢者宅

について無償と、それから有償、お金を払ったら

利用できますよということで、車道除雪後の間口

の残雪を除雪しているという事例があります。生

活保護世帯では無償なのですけれども、４段階あ

りまして、低所得者は低所得者なりに配慮があっ

て、そして市民税課税世帯では２万 ０００円払

ったら同じサービスを受けられるということで、

ただ要望者は、希望者を募りましてのことであり

ますけれども、タイヤショベル等での除雪をした

場合に堆積場所があるかだとか、それから歩道除

雪路面に面していないかどうかということなどが

審査の対象になるわけであります。例えばこれを

名寄でやった場合に市民税課税世帯での希望世帯

がどの程度あるかというのは、これまた少し試算

しなければならないのですが、美唄市でいいます

と市の一般財源からの持ち出しが年間で２００万

円程度とのことであります。それで、平成２０年

で見ますと総利用者が１９３件、生活保護世帯１

２件、８０万円以下の低所得者が１０７件、非課

税が３６件、課税３８件の内訳になっているとこ

ろであります。そこで、高齢者に対する公平感の

観点から、せっかく健康で頑張って何とか楽しみ

を持ちたいなと。しかし、やっぱり体も弱ってき

て、置かれていく雪はちょっときついなという人、

そういう、だけれども所得の面で対象にならない

と。課税世帯であっても、例えば美唄市で見ます

と２万 ０００円払って、そして間口除雪をやっ

てほしいなと、このように言う方もおられるとい

うふうに思うのです。それで、今のままではまち

を通ったときに苦労して除雪されている方や何か

含めて声もかけられないということでありますの

で、ぜひお年寄りに対して当市でも優しいまちづ

くりということで検討してはいかがかということ

でお伺いしたいと思います。

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） 今御

質問いただきました美唄市さんの間口除雪事業条

例につきましては、私どもといたしましても担当

者のほうに確認をさせていただいたところ、事業

の対象はおっしゃるとおり一戸建ての住居に居住

されております７０歳以上または身体障害者手帳

をお持ちの１、２級の方と伺っております。また、

平成２７年度お聞きした段階では１７２件の申請

があるとお聞きしているところでございます。名

寄市の平成２７年度の現在の助成件数といたしま

しては、合わせまして２８１件となっておりまし

て、これは地区の民生委員さんの皆様の多大な御

協力により、必要な方の声かけだとか申請のお手

伝いをいただいたたまものでございまして、大変

感謝しているところでございます。

本年２月末現在の御自宅にいらっしゃる７０歳

以上のみの世帯の方々は、おおむね約 １５０世

帯ほどと見込まれておりますけれども、その全て

を対象といたしまして、ごく粗い計算となります

が、現在助成制度の機械除雪で試算をした場合、

約 ２００万円ほどとなりまして、現状より ３

００万円ほど増加すると見込まれるところでござ

います。高齢者の皆様への除雪サービス等事業に

つきましては、合併前には旧名寄市において間口

除雪のみ実施してきたという経緯がございますが、

平成１８年の合併により名寄地区では現在の利用

者の多様なニーズに対応できる助成券方式をとら

せていただき、平成２０年度からは対象年齢と収

入金額を設けた現在の方式とさせていただいてい

るところでございます。平成２４年度には、風連
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地区におきましても名寄地区の制度と統合して実

施をしている経過がございますが、個々の契約状

況全て把握していないので、全ての実態がわかり

かねる部分ございますが、業者との契約の中では

間口除雪のみを御契約され、降雪は御自身で除雪

されている方だとか、間口も含めて玄関口付近ま

で契約されて、除雪助成券に御自身で料金を追加

して依頼をされているという方もいらっしゃると

お聞きしております。現状では、御自身で選択が

できる本市の方法を継続させていただきたいと考

えておりますので、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） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 除雪の関係全般的に

関係するものですから、今室長がお答えいただい

たことについて予算の関係も含めて、希望者がど

の程度あるかはまた別ですけれども、ただこれだ

ったら住み続けられるという名寄市としての環境

整備が私はどうしても必要だというふうに思うの

です。特に間口除雪の推進を初めとする冬期の環

境整備というのは、人口減や流出に歯どめをかけ

られる一手法だというふうに思いますから、この

後ちょっと除雪制度全般について御質問、ほかの

課題でやりますので、ぜひここら辺も検討してい

ただきたいということをまず要望したいと思いま

す。

それで、次に移りたいと思うのですが、近隣自

治体と比較した除排雪体制について、先ほど機械

の台数等々について中村部長のほうからお答えい

ただきました。それで、特に市民の皆さんから先

ほども言いましたように名寄の除雪体制について

どうなっているのかという疑問の声が上がってお

りまして、よく比較されるのが隣まちの士別市な

のです。それで、私も一番雪の多い２月中旬に士

別に調査しに行ってまいりました。それで、見て

みますとやっぱり町中の除雪が大変行き届いてい

るのです。そこで、私は機械力の差かなと、当初

はそういうふうに思ったわけなのですが、先ほど

いただいた回答をお聞きした限り、委託業者が所

有する除雪機械も合わせたら名寄の保有台数のほ

うが多いということであります。名寄は合計１６

４台、ちなみに士別は合計１１５台です。ただ、

市が業者に対して貸与している機械数が名寄はか

なり少ないということです。士別が２２台貸与し

ているわけです。それで、名寄は１６台、パーセ

ントでいうと除排雪作業に使用している除雪機械

のうち市貸与の機械が委託業者の持つ機械を含め

た総数に占める割合が名寄市が ７５％、士別は

１ １％ほどになるわけです。特に名寄市が業者

に貸与している歩道ロータリーで見ますと６台少

なく、大型ロータリーでは３台貸与のものが少な

いということになるのです。それで、排雪ダンプ

などはそれを見ると圧倒的に名寄が確かに多く所

有しているわけであります。そこで、先ほども少

し触れられていたのですけれども、ロータリー車

は冬期排雪のほかに夏場の仕事での転用ができな

いということから、名寄の業者の設備投資に対す

る多大な努力がなされているということが見てと

れると。一方で、市が貸与する機械台数が少ない

ということは委託業者の負担につながっていない

かと。そしてまた、除雪にかかわる仕事を希望す

る新規参入業者の障壁になってはいないかという

ことであります。そこで、労働力不足の解消だと

か、それから安定した除排雪体制を構築する上か

ら、市の保有する除雪機械、業者への貸与台数は

少ないのではないかというふうに思うのですが、

適正かどうか、この辺についての考え方をお願い

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 市からの貸与す

る除雪機械の台数が適当かどうかということの御

質問ですけれども、今現体制、名寄市の除排雪体

制の中では機械が特に不足をして除排雪の体制に

影響しているという状況にはございません。ただ、

機械がどうしても老朽化をしてきていまして、各

市内の業者のほうでは時期を見ながらぜひ更新を
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していただきたいという機械についてはお話は聞

いてございますけれども、現体制の中では特に私

どもが業者にお貸しをする台数について少ないと

いうようなふうには思っておりません。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） それでは次に、近隣

の札幌市では小型除雪機械、これを町内会に貸与

し、狭隘になった生活道路を市民の協力を得て道

幅の確保に努める市民協働事業をスタートさせて

おります。そして、帯広市や旭川市なども、他の

自治体においても町内会や自治会、住民による自

発的な除雪を支援するために除雪機械の貸与、そ

れから操作講習会、除雪用機械の運転免許取得費

用の補助、あるいは除雪機械の維持管理費や作業

実費の助成、防災知識の普及など、自助、共助の

積極的な取り組みをサポートしているわけであり

ますが、これらの取り組みを名寄でも制度化でき

ないかどうかお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 先ほども少しお

話ししましたけれども、除排雪の体制については

多くの市民の皆さんから御意見をいただいており

ます。たしか先ほど申し上げましたけれども、２

４年度に大雪がございまして、それを受けて２５

年５月から「なよろの除雪」というチラシを毎月

出させていただいておりまして、市民の皆さんに

少しでも除雪のことについて関心を持っていただ

きたいということも含めまして発行させていただ

いております。たしか２５年７月に無作為で市内

の ０００人の皆さんにアンケートをとった結果

などについても「なよろの除雪」の中でお知らせ

をしたりしてきているところであります。

また、実際に交差点の関係について見にくいと

いうようなこともありまして、交差点排雪につい

て２６年度からさらに少し力を入れているという

状況にもあります。除排雪の体制については、議

員おっしゃるとおり行政が全てをやるということ

はなかなか難しいというふうに考えています。こ

れは、財政的な部分も当然ありますし、その年、

年によっては雪の降り方も違いますので、市民の

皆さんにぜひ御協力いただく部分については、こ

れまでも御協力をいただいておりますけれども、

さらに他市町村の先ほど議員から提言がありまし

た内容について検討させていただきながら、でき

る部分については取り入れていきたいというふう

に考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 町内会に小型除雪機

械を貸与する方法なども、市が通常の除雪やって

もその後に、これはモラルの面もあるのですけれ

ども、やっぱりまた道が狭くなると。交差しなが

ら通行ができないというようなこともありますか

ら、ぜひ小型除雪機械のそういった公の団体など

に準備して貸し出すことも含めて、全体の協力で

町内の狭隘になった道を除雪する方法も、これは

またやっぱり考えていくべきではないかなという

ふうに思っております。

それから、決定的な士別と名寄市の除雪の差と

いうことですけれども、士別はいわゆる１次除雪

においてロータリー車も一緒に走らせていること

なのです。だから、かき分け除雪は一緒なのです

が、かき分け除雪をした後に士別はロータリー車

を追っかけて走らせている。だから、積み上げ除

雪をその後やっているから、かなりその意味では

道幅の確保、それから置かれた雪の一定の解消に

なっているということがうかがわれます。それで、

昨日市長のほうから民間会社的発想で最少のコス

トで最大の効果が上げられるようにとのお話があ

りました。市民の血税を預かっているわけですか

ら、そのお金を大切に使って、どう振り向けてい

くのか、特に福祉の充実に効果を上げていくとい

う意味合いで川村議員とのやりとりがなされたと

いうふうに理解しているのですが、これは大変す

ばらしいことだと、私はそのように思っています。

そこで、除雪の話に戻りますけれども、除雪に
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かかわる士別市の平成２７年度の予算は３億 ０

００万円であります。名寄と同じく１０センチ降

ったら出動、それで士別地区、朝日地区それぞれ

委託、士別環境整備事業協同組合、朝日地区環境

維持協同組合が対応しておりまして、朝４時から

起きて車道、歩道合わせて６１１キロメートルや

っているということです。名寄市は、車道、歩道、

排雪の総延長は６５ ７キロメートルというふう

に私理解しておりますから、それほど変わらない。

平成２６年度決算で名寄は４億 ８００万円使っ

ているわけです。これをキロコストに直しますと、

士別は５７万 ８３１円、これワンシーズンであ

りますけれども、名寄は６８万 ３７９円という

ことになるわけです、同じワンシーズン。そうす

ると、キロコストで約１１万円違うと。総予算で

すと、ざっと先ほどの大体あらあらですけれども、

名寄の使っている除雪費用が ８００万円多いと

いうことになるわけです。総延長としては４１キ

ロ長いですけれども、キロ単価コストでやっぱり

１１万円多いというのは、保有した除雪機械を貸

すのと、それから業者が持つ機械でやるのと単価

が違うからだというふうに思うのですけれども、

しかしこれなら暫時機械を一定数ずつふやしてい

くほうがいいのではないかと。しかも、民間業者

の負担も抑えられると。しかも、ロータリー車も

一緒に走らせることによって市民の満足度もこれ

は上がるのではないかと考えるわけですが、いか

がでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今佐久間議員の

ほうから具体的な除排雪にかかわる金額も含めて

士別との比較ということでございました。私ども

が押さえている金額とは大分開きがあるのかなと

いうふうに思っております。それをどうこうとい

うことではないですけれども、人口割でいいます

と名寄市のほうが実は経費がかかっていないのか

なというふうに押さえています。このことだけち

ょっと申し上げたいというふうに思いますけれど

も、今お話がございました民間のそれぞれの委託

先についての機械等については、先ほども申し上

げましたけれども、民間の皆さんに負担がかから

ないように今後も対応を考えていきたいというふ

うに考えています。既に委託先の業者のほうから

は、２６年度に除排雪に入る前の時期に要望が名

寄、風連それぞれありまして、老朽化している機

械についての更新ということでお話がございまし

た。これについては、名寄市が貸与する、あるい

は事業先、委託先のほうで機械を購入をする、そ

の際に助成をというような、いろいろな方法があ

るということで、これは今後また協議をさせてい

ただきたいというふうに考えているところです。

ちょっと答弁全部ではなかったかもしれません

けれども、以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） 私も同じ年度で比較

できるように調べればよかったのですが、ちょっ

とそれは今ほど部長が申されたところは後でさら

に精査して、お互いにまた議論したいというふう

に思うのですけれども、いずれにしても１つロー

タリー車をつけることによってかなり住民生活に

とって大きく改善が図られるということについて

は、私はこの場では強調しておきたいというふう

に思います。

それと、先ほど名寄の冬を楽しく暮らす条例と

いうことで、条例のお話がありました。議論状況

を伺ったのですが、私はこの名寄の冬を楽しく暮

らす条例、これにやっぱり冬期の予算を、除雪の

いわゆる余った予算から何割かをこの条例に、改

正して基金として積み立てるような形をつくって

はいかがというふうに考えているわけであります。

それで、千葉県の市川市、ここは１％条例という

ことで、この制度は地域づくりの主体であるボラ

ンティア団体あるいはＮＰＯなどの活動に対して

個人市民税納税者が支援したい団体を選んで個人

市民税額の１％相当、これを支援できると。これ

は、団体の事業費の２分の１が上限ですけれども、
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さらには地方自治法の２４１条の基金の項目、こ

こも一つの目的を持って基金を積み立てると。特

に私は、市の持つ機械が９％ぐらいというのはや

っぱり非常に少ないと思うのです、保有台数が。

そしてまた、これお金の支払い方私詳しく聞いて

いないのですけれども、これも時間ないですから

ここでやりとりしませんけれども、やっぱり持ち

出しの機械を貸与して、業者に貸与してやること

によってコストも削減できるというふうに思いま

すから、ぜひ先ほどいただきました検討委員会の

設置等々の中でまた議論をさせていただきたいと

いうふうに思います。

それで、大項目２のＴＰＰ大筋合意と農畜産支

援の関係でありますけれども、１つは先ほど御答

弁いただきましたパワーアップ事業について、こ

れ北海道でやっているものですけれども、ぜひ助

成対象及び補助率について道の予算がついた段階

で詳細をお知らせいただきたいと思います。

それと、畑作地帯のほうから道路の側溝が浅い

と。農地からの排水が流れ切れないという声があ

ります。また、橋の前後の取りつけが悪くて苦労

しているという声を聞きます。整備状況はどうな

っているかについてお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員のほうか

らございました道路の側溝がだんだん土砂で浅く

なってきて、なかなか農地からの排水が流れ切ら

ないだろうという御質問かなというふうに思って

います。郊外地における排水路施設がほとんど農

業排水を兼ねた整備が行われておりまして、どう

しても集中豪雨がございますと農地に降った雨が

農地の保水限界を超えた時点で道路排水のほうに

流れ込むというのが状況になっております。道路

事業のほとんどが補助事業によって実施をしてい

る関係もございまして、どうしても排水の断面等

補助事業であるがゆえに一定の基準がございます。

道路排水ということですので、なかなか大雨に対

応した断面ということの設計ができなくてという

のが実態でございます。流れないところを土です

とか取ればいいのですけれども、下げていけばい

いのですけれども、なかなかその水の流れを幹線

排水だとか河川まで引き込むということになれば

傾斜が必要ですから、一定の深さでその幹線まで

床下げをしていかなければならないということも

ありますし、断面が狭いということになれば、広

げるということであれば農地あるいはこれ場所に

よるのでしょうけれども、宅地に係るような場合

も当然あります。その意味では事業費が大変多く

なるということで、なかなか現状としては難しい

のかなというふうに思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐久間議員。

〇８番（佐久間 誠議員） ちょっと時間がなく

なりました。それで、残った部分は予算審議の中

でやらせていただきたいというふうに思います。

ＴＰＰの対策、私は１１日に熊谷議員から基本

的なお話あったというふうに思いますから、重複

避けますけれども、このままではやっぱり農業が

立ち行かなくなるのではないかというふうに思い

ますので、ぜひこの問題については地域主義の立

場を理事者の皆さんには貫いていただきたいとい

うことを時間オーバーですけれども、お願いしま

して、私の質問を終えます。ありがとうございま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月１６日から３月２

３日までの８日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月１６日から３月２３日までの

８日間を休会とすることに決定をいたしました。
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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たいと思

います。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２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 野 田 三樹也

署名議員 塩 田 昌 彦
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