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令 和 元 年 第 ２ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和元年６月２１日（金曜日）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

日程第３ 議案第１７号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 議案第１８号 財産の取得について

日程第５ 議案第１９号 財産の取得について

日程第６ 意見書案第１号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第２号 「子どもの貧困」解

消など教育予算確保・拡充と就学保

障、義務教育費国庫負担制度堅持・負

担率１／２への復元、教職員の超勤・

多忙化解消・「３０人以下学級」の実

現に向けた意見書

意見書案第３号 ２０１９年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

日程第７ 報告第１１号 例月現金出納検査報告

について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

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

日程第３ 議案第１７号 工事請負契約の締結に

ついて

日程第４ 議案第１８号 財産の取得について

日程第５ 議案第１９号 財産の取得について

日程第６ 意見書案第１号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第２号 「子どもの貧困」解

消など教育予算確保・拡充と就学保

障、義務教育費国庫負担制度堅持・負

担率１／２への復元、教職員の超勤・

多忙化解消・「３０人以下学級」の実

現に向けた意見書

意見書案第３号 ２０１９年度北海道

最低賃金改正等に関する意見書

日程第７ 報告第１１号 例月現金出納検査報告

について

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて
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〇議長（東 千春議員） 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（東 千春議員） 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、

５番 三 浦 勝 秀 議員

１２番 高 野 美枝子 議員

を指名いたします。

〇議長（東 千春議員） 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。

学校教育のさらなる国際化に向けた取り組みに

ついて外３件を、高橋伸典議員。

〇１３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ますので、よろ

しくお願いいたします。

大きい項目１点目、学校教育のさらなる国際化

に向けた取り組みについてをお尋ねいたします。

我が国の国際化が日々進展する中、これからの次

代を担う子供たちが外国の人々に対して恐れや偏

見などを持たずに、同じ人間として分かち合い、

時には議論し、励まし合い、そのような関係を結

び合えばすばらしいことだというふうに思います。

しかし、我が国は島国であり、一般的にいっても

日常に外国人と接する機会はまだまだ多いとは言

えないのが現状であります。特に北海道や本市の

ような地方都市はその傾向が顕著です。

そのような中、３０年以上前から総務省、外務

省、文部科学省と一般財団法人自治体国際化協会

の協力によって続けられてきたプロジェクト、Ｊ

ＥＴプログラムがあります。このプロジェクトは、

世界各国にある大使館などの在外公館において日

本で英語を教える若者などを募集、面接し、旅費

や給料を日本が保障した上、招聘する事業であり

ます。現在は５４カ国から約 ５００名の若者が

日本の全国で活躍されています。基本は１年の期

間ですが、最長５年間プログラムに参加すること

もできるそうであります。彼らは、日本の文化に

触れ、ますます日本が好きになり、帰国後もさま

ざまな形で日本と母国とのかけ橋となっておりま

す。招聘する業種は、ＡＬＴ、外国語指導助手、

ＣＩＲ、国際交流員、ＳＥＡ、スポーツ国際交流

員の３種類があります。そのほとんどはＡＬＴに

よる招聘であります。このＡＬＴ、外国語指導助

手は、小学校教師や中高等学校の英語教師ととも

に英語の授業に加わり、指導を行うものですが、

中には学校の諸活動にも積極的に参加し、子供た

ちと日常触れ合いを持つ場面があります。

御存じのように小学校においては、新学習指導

要領の全面実施が２０２０年４月に控えておりま

す。２０１９年度まで３年、４年生の外国語活動、

５年生、６年生の教科としての外国語が進められ

ておりますが、名寄では先行実施をされておりま

すが、そのような中ネーティブスピーチの発音を

子供たちに聞かせることは大変有効であり、本市

の子供たちが直接的に外国生まれの人と触れ合い、

体験し、国際人を生み出す意味においても貴重な

英語教育になるのではないでしょうか。

なお、彼らを任用した市町村などの地方自治体

は、その人数に応じて国から普通交付税１人当た

り約５００万円が加算されております。

しかし、近年は、日本文化の関心の高まりによ

って応募する外国青年も多く、選抜により来日し

ていますので、自治体の必要人数は１００％満た

され、その質にも定評があると伺っております。

現在本市においてもＡＬＴの２名が任用されてお

り、外国人英語教師等も導入している等の活動は

なされておりますが、さらなる英語教育の向上を

させるためにも、全国において群馬の高崎市のよ

うに市内の小中学校に各１校１人の割合で任用し

ている市もございます。
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そこで、提案ですが、本市の小中学校において

２０２０年度からの新学習指導要領の全面実施を

見据えた、また各学校での生き生きとした英語教

育の国際教育の展開を期待する意味からも、各校

１校に１名を目標にこのＪＥＴプログラムによる

ＡＬＴのさらなる任用の検討をし、英語教育の充

実を図るべきと考えておりますが、理事者の御見

解をお願いいたします。

大きい項目その２、自転車保険加入促進につい

てでございます。環境に優しい交通手段で、身近

で手軽な乗り物として多くの人が利用する自転車

の普及台数は約 ２００万台で、自動車の台数に

ほぼ匹敵するほど多くあります。そのため歩行者

や他の自転車を巻き込んだ事故は一向に減ること

がありません。５日前にも高校生が７０歳代会社

役員を自転車でひき、死亡させたものもあります。

そこで、万一の事態に備えが必要であります。ま

た、自転車保険条例の制定が自治体に広がりつつ

あります。

そのことも踏まえ、国はことし１月、国土交通

省内に自転車事故による損害賠償のあり方を協議

する有識者検討会議を発足させております。現在

保険の補償内容や自動車損害賠償保険と同様全国

一律で自転車利用者に保険加入を義務づけるかど

うか検討を行っております。自転車は、子供から

高齢者まで幅広い層が利用し、利用頻度や経済力

にも大きな差があります。こうした点を踏まえて、

丁寧に議論を求めています。また、事故を起こし

た自転車運転者の約４割が２０歳未満であること

から、保護者の加入の必要性も指摘をされており

ます。

平成１７年１２月に成立した自転車活用推進法

に基づく推進計画には、法律による保険加入の義

務化について検討を進める方針が明記をされてお

ります。自転車がかかわる事故は、総数こそ減少

しているものの、自転車対歩行者に限ると年間約

５００件で横ばいが続いております。近年歩行

者の女性をはねて重傷を負わせた小学生の親に裁

判所が約 ５００万円の支払い命令など、高額賠

償の判決が相次いでおります。ところが、保険へ

の加入は十分に進んでいないのが現状であり、１

７年に歩行者が死亡した、または重傷を負った自

転車事故のうち、保険に加入していない加害者は

６割にとどまっているそうであります。

自転車保険は、加入した保険の種類によって補

償額が異なるものの、年間約 ０００円の保険料

で最大１億円程度の個人賠償責任補償が主流とな

っております。低額の費用で手厚い補償が得られ

るのが特徴であります。しかし、保険に加入しな

いため高額の賠償が払えなければ、被害者が十分

な補償を受けられず、泣き寝入りするしかありま

せん。そのために住民に自転車保険に加入を勧め

る自治体がふえています。いずれの自治体も通学、

通勤を含め、自転車を利用する全ての人が対象と

なります。また、自転車の販売店やレンタル店に

対しても購入者や利用者が保険に加入しているか

どうか確認し、保険加入を勧めるよう協力を求め

ているのが現状であります。兵庫県でも平成１５

年３月に全国で初めて保険加入の義務づけ条例が

成立をいたしました。また、同年４月には損害賠

償保険の部分の自転車保険の制度が始まり、保険

料を含め年間 ０００円から ０００円支払うと、

約１億円の賠償補償がされるそうであります。加

入者が約１０万人に上っているそうであります。

名古屋市でも１７年３月に自転車保険の義務づけ

の条例が成立されました。京都市でも平成１０年

に自転車の安全、安心な利用を促す条例が制定、

その条例に伴い小中学校の自転車交通安全教室の

実施を義務づけられ、販売業者には保険加入の努

力義務でこの内容が進められているそうです。後

に１８年４月、自転車保険加入義務づけが始まっ

ております。

このようにさまざまな地域でこの自転車保険の

義務化が進められている中、自転車保険加入の義

務化や促進を求める条例を制定した自治体は、都

道府県、政令市レベルで約２４カ所を数え、これ
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に加え３月８日には長野市、静岡市の両議会で自

転車保険への加入義務づけ条例が成立をされ、制

度化の動きは一層広がりを見せております。

その部分で１点目、名寄市でも数年前小学生が

自転車で亡くなり、また西５条の繁華街でも大学

生が自転車で高齢者をはね、死亡させ、けがをさ

せたケースもあります。このように死亡やけがの

件数や自転車事故への対策とその周知についてど

のように取り組んでおられるのか理事者の御見解

をお願いいたします。

２つ目に、義務教育では対策が行われておりま

すが、安全教育についてどのような取り組みをし

ているのか理事者の御見解をお願いをいたします。

３つ目に、市民の自転車保険の加入状況とその

周知についての理事者の御見解をお願いいたしま

す。

４つ目に、自転車保険加入の義務化や促進を求

める条例制定をした自治体が広がりを見せており

ます。この自治体の広がりにどのような認識をし

ているのかお伺いをいたしたいというふうに思い

ます。

大きい項目３点目、地域公共交通の現状と今後

についてお尋ねをいたします。少子高齢化や過疎

化などの影響により、流通機能や公共交通網が弱

体化したことによって食料品や日用品などの生活

必需品の買い物が困難な状況に置かれている高齢

者、また高齢者で医療機関に受診のための移動困

難者が多数出ている中、自家用車や路線バスとい

った移動手段がなくなる、あるいはあっても極め

て不便な状況に置かれている人たちが買い物弱者

や移動難民になってしまう状況が今も続いており

ます。

国交省は、平成２８年の調査では、全国の路線

バス事業者２４６社のうち赤字の事業者は１５７

社に上り、３大都市以外の事業者はさらに深刻で、

８割以上の１３６社が赤字で、その影響で平成２

８年度までの１０年間で廃止されたバス路線は、

約１万 ０００キロメートルという調査の結果が

出ております。この減りゆく地域の足をどう確保

していくかが大変重要と思われます。名寄市の地

域公共交通の現状、課題についての理事者の御見

解をお願いをいたします。

また、農村地域などデマンド交通の拡大と医療

バスの活用の考えについてお尋ねをいたします。

人口減少や高齢化の影響で路線バスが赤字のため

廃止になったりする中、高齢者の買い物難民、通

院への難民化と思われる状況が続いております。

地域の実情に応じた輸送サービスの導入が必要と

考えております。農村地域は、高齢者が停留所ま

で行くのに大変苦悩の距離であります。農村地域

でのデマンド交通の拡大、または医療バスの活用

等々の輸送の考えについての理事者の御見解をお

願いをいたします。

大きい項目の４番目、安全な道路環境について

をお尋ねをいたします。本年は、積雪も少なく、

２月下旬から道路には雪がなく、道路が直接出て

いるため、凍害の影響で路面の凹凸が激しい状況

が続いておりました。本年、市民の方々にお会い

する機会が大変多く、会うたびに一言目にはこの

道路はどうにかならないのかというふうに言われ

ておりました。毎年春先になると名寄市内の市道

は、配水管部分、また路盤材の規定以下の場所が

大変多く、凹凸が起こりやすいことがあります。

車両の走行や歩行者の安全通行や自動車の安全性

に危惧されております。本市の現状の道路事情へ

の対策と今後の取り組みについて理事者の御見解

をお願い申し上げ、壇上の質問とさせていただき

ます。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） おはようございます。

高橋議員より大項目で４点にわたって御質問いた

だきました。大項目１については私から、大項目

２については市民部長から、大項目３については

総務部長から、大項目４については建設水道部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いをい

たします。
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まず、大項目１、小項目の１、ＡＬＴのさらな

る活用についてお答えをいたします。平成２０年

に改訂された現行の学習指導要領では、小学校に

おいて外国語活動を新設したり、中学校の外国語

の授業時数や指導する語数をふやすなどして、外

国語を通じて言語や文化に対する理解を深め、積

極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の

育成に努めてきました。しかし、学習指導要領改

訂に向けた中央教育審議会教育課程企画特別部会

などにおいて小学校５、６年生外国語活動につい

ては、外国語を使った音声中心の活動が中学校進

学後の外国語の学習に生かされていない状況があ

ること、また中学校においては国語と英語の音声

の違いや英語の発音とつづりの関係を理解するこ

とが不十分であることなどの課題が指摘されたと

ころでございます。このようなことから、２０２

０年度から実施されます新学習指導要領におきま

しては、小学校３、４年生から聞く、話すを中心

とした外国語になれ親しむ外国語活動を年３５時

間、５、６年生は聞く、話す、書く、読むの４技

能を総合的、系統的に扱う教科外国語を年７０時

間行うこと、中学校においてはより具体的で身近

な話題についての表現や簡単な情報交換ができる

コミュニケーション能力を養うための学習活動を

重視することなどの改善が図られました。

本市の小学校においては、校長会や名寄市教育

改善プロジェクト委員会が中心となって、中学校

や高学年との接続に十分配慮することが重要と考

え、日課の見直しや朝や放課後の時間を有効に活

用するなどして、平成３０年度から３５時間の３、

４年生の外国語活動、７０時間の５、６年生の外

国語の授業時数を確保し、先行実施しているとこ

ろでございます。

本市には２名の外国語指導助手を配置しており、

学校規模に応じて日数を決定し、派遣していると

ころです。授業では、学級担任が外国語指導助手

等と協力しながら、デジタル教材などの指導用教

材を活用して行っているところでございます。し

かしながら、満度に外国語指導助手を派遣するこ

とはできません。そこで、平成２８年度に道教委

の小学校外国語活動巡回指導教員研修事業の指定

を受け、外国語活動巡回指導教員が全ての小学校

を巡回し、学級担任とのチームティーチングや模

範授業、小学校外国語活動に関する教員研修の企

画及び教員への指導、助言等を行ってまいりまし

た。さらに、外国語の教員免許状を所有する教員

を小学校に配置し、日常的に校内での研修及び授

業実践を重ねている学校もございます。

現在ＡＬＴの増員、または民間の人材を活用す

る計画はございませんが、教育委員会といたしま

しては今後高度な英語指導力を備えた教員の確保

に努めるとともに、名寄市教育改善プロジェクト

委員会のグループを中心に、市内各校の実践をも

とにした研修や名寄市教育研究所の外国語活動英

語班の研修活動、上川教育研修センターの外国語

科指導講座、道教委の英語指導力向上に向けた各

種研修等を通じて学級担任を初めとした教員の実

践的な指導力を一層高め、外国語活動の充実を図

りながら、新しい英語教育の実現に向けた校内体

制を整えていくようお願いしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、大項目の

２、自転車保険加入の促進について、小項目１、

自転車事故対策と周知について、小項目２、安全

教育の取り組みについて、小項目３、市民の自転

車保険加入状況と周知について、小項目４、条例

制定について関連がございますので、一括してお

答えいたします。

近年の本市における自転車加害事故としまして

は、平成２６年９月に高齢の歩行者が自転車と正

面衝突し、２日後に亡くなるという痛ましい事故

がありました。自転車は、環境に優しく、便利な

乗り物ですが、自動車と同様命にかかわる事故に

発展する危険性のある乗り物でもあります。平成

３０年中に全道では ４１８件、本市では２件の
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自転車事故が発生しております。

自転車保険の加入状況につきましては、市での

調査は行っておりませんが、民間保険会社が全国

の男女約２万人を対象に行った調査によりますと、

４７都道府県では加入率５６％、北海道は４ ３

％が個人賠償責任保険などに加入している、また

は加入していると思われるとの結果が公表されて

おります。また、平成３０年に警視庁が公表した

情報としまして、事故当事者のうち自転車側の損

害保険の加入率は約６０％となっております。

市民への安全運転教育につきましては、幼児期

から安全運転教育を行うことによる交通安全意識

の定着を目的に、幼児、児童、生徒、さらには町

内会及び高齢者を対象に交通安全教育に取り組ん

でいるところです。さらに、市民全体への安全運

転教育と自転車保険加入の周知を図るため、毎年

自転車の安全運転のお願いのチラシを全戸配布し

ており、その中では自転車は車道が原則、飲酒運

転の禁止などを含めた自転車安全利用五則ととも

に、実際に自転車事故の裁判で発生した損害賠償

額と自転車損害保険の加入を勧める記事などを掲

載し、市民への注意喚起や保険の加入促進を図っ

ております。

条例の制定につきましては、北海道において自

転車の安全な利用の推進などを目的に自転車条例

を定めており、その中で自転車利用者は自転車損

害賠償保険への加入に努めることとされておりま

す。また、名寄市交通安全計画の中でも自転車の

損害賠償保険の加入の促進等の対策を講じること

が盛り込まれているところです。本市としまして

は、北海道自転車条例及び名寄市交通安全計画に

基づき、引き続き市民への自転車保険加入の啓発

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（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

地域公共交通の現状と今後について、小項目１、

公共交通の現状と課題についてお答えいたします。

本市の公共交通の現状は、鉄道では旭川駅から

名寄駅を経て稚内駅を結ぶ宗谷本線があるほか、

バスについては道北バス、名士バス、士別軌道、

ＪＲ北海道バスが都市間路線バスを運行し、名士

バスが市内路線のバスとデマンドバスを運行して

おります。また、タクシーについては、３社のタ

クシー事業者がサービスを提供しており、市民は

目的地や状況に応じて多様な交通モードを利用し

て、市内外へ移動することができる現状となって

おります。

課題につきましては、全国的に人口減少が進む

中で公共交通の利用者が減少し、サービスの提供

が困難となりつつあるほか、公共交通サービスを

提供する側の運転手についても人材不足が顕著と

なっております。とりわけ運転手確保は、公共交

通サービス提供事業者にとって重要な課題となっ

ております。このように人口減少下における地域

公共交通の維持、存続は困難な局面が多い一方で、

高齢者の運転意欲と交通事故は増加傾向にあるこ

とから、高齢者社会に適した市民ニーズを踏まえ

た公共交通の構築が不可欠とされています。本市

においても今後の人口減少、高齢化社会への進行

を見据え、恒久的に地域の足を守るために名寄市

地域公共交通網形成計画を本年５月に策定してお

り、４つの基本方針に基づく１８の施策について

名寄市地域公共交通活性化協議会の専門部会を中

心に検討や実施を進めているところです。

次に、小項目２、デマンド交通の拡大と医療バ

ス輸送の考え方についてお答えいたします。農村

地域など郊外における公共交通につきましては、

名士バスが運行する恩根内線、下川線、風連線の

ほか、ＪＲ北海道バスが運行する深名線、士別軌

道が運行する中多寄線などの路線バスがあります。

これまでも従来の路線バスでの運行が困難な特に

需要の少ないバス路線につきましては、国の補助

を利用して予約に応じて運行するデマンド型交通

に転換しながら運行を行うことで地域の足の確保

を行ってきております。今後につきましては、地
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域の事情や公共交通の需要を把握しながら、農村

地域の高齢者施策及び公共交通施策について引き

続き議論を進めていきたいと思います。

次に、医療バスにつきましては、智恵文地区の

診療所閉鎖に伴い、スクールバスを利用した市立

総合病院等への移動手段の確保を昭和６０年より

行い、原則的には月水金の週３回、智恵文地区と

市立総合病院とを往復しております。また、平成

２６年には瑞穂地区への路線延長を行っておりま

す。議員から御質問のありました医療バスの輸送

の考え方につきましては、もともとがスクールバ

スを利用しての運行のため生徒の通学や学校行事

が優先されるなど、路線や運行日時に制限がある

ことから、今以上の活用及び対象エリアの拡大に

ついては慎重な対応になるものと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目の４、安全な道路環境について答弁申し上げさ

せていただきます。

小項目１、市道の凹凸対策と今後の取り組みに

ついてでございますが、今春の市道の状況につき

ましては、降雪が少なかったことにより例年と比

較して早い段階から市道路面が露出する状況が続

いたことから、道路面が凍上現象により持ち上が

り、凹凸となる道路が例年は３月中旬より発生を

したところ、今シーズンは２月中旬の早い段階か

ら発生をしたものと確認をしております。このこ

とにより、発生する道路面の凹凸には大小がござ

いますが、少なからず車両の通行に影響が出るこ

とから、市民の皆様からの情報や２年前から行っ

てございます町内会からの道路ふぐあい箇所要望

調書をもとに職員の見回り確認により状況を把握

しているところです。

凹凸道路の対策として、融雪後の早い時期に補

修してほしいという多くの要望をいただいてござ

いますが、舗装補修工事を毎年４月に発注をし、

凍上がおさまる暖かい時期に施工をする関係上、

事前に手直しを行えば再度事業費がかかりますこ

とから、施工時期につきましては６月初旬からと

なってございます。

今後についても舗装補修工事の早期の発注や職

員による見回り確認の強化、市民の皆様からの情

報提供により直ちに現地確認を行い、必要に応じ

て注意喚起の看板の設置や合材や土のう、砂での

穴埋めなどの応急的な対応を行い、道路空間の安

全確保に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ありがとうございま

した。では、再質問をさせていただきます。

まず、学校教育、さらなる国際化ということで、

名寄は新学習指導要領に伴う３年生、４年生の外

国語活動だとか、５年生、６年生の教科としての

外国語活動は前倒しで進められているのはわかっ

ております。その中で、先日富良野に私行かせて

いただいた折に、コンビニ行っても外国人がすご

いのです。この中だったら小学生だとか中学生が、

私たちだったら外国人見たら引いてしまう感覚、

この感覚がないのではないのかなという部分が捉

えられたのです。その中で、ふやせる、ふやせな

いはそこの予算や何かの部分はあると思うのです

けれども、先ほど河合部長はなかなか満度に外国

人の部分を授業で回せないと言われたものですか

ら、できれば回せるような状況をつくっていただ

きたいなというふうに思っています。

東川町では、ＡＬＴが４名全校に配置されてい

ます。そして、ＣＩＲ、日本語もしゃべられて、

通訳ができる方々が８名、そしてＳＥＡといいま

してスポーツ専門の方々がクロスカントリーと野

球とバレーボールの競技に３名行かれているそう

です。そして、ＳＥＡの方々は教育委員会に配置

されているのですけれども、小中学校に配置され、

また幼稚園、中学校、高校に配置される一方で、

体育授業、そして少年団、部活動などに携わって、

意思疎通はほとんど英語でやられているというの
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です、日本語ではなく。だから、ある程度その中

でコミュニケーションというのをつくれる、話せ

るようになる。英語ができなくても１年向こうで

暮らせば英語がしゃべられるようになるよという、

そういう状況かなというふうに思っています。そ

ういう部分で英語を身近に置けるような状況がつ

くれると思うのですけれども、先ほどの満度に外

国人が回せないというのは、１人ふやせれば回せ

る状況なのでしょうか。そこら辺を教えていただ

きたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） ２人が３名にふえれ

ば各学校が要望している要求に応えられるかとい

うと、それがそうなのかなというふうには今のと

ころ判断はできておりません。今本市においては

２名のＡＬＴということですけれども、合併した

当時は１６校小中学校があって、それを２名体制

でそれぞれの学校に派遣していったという経過も

ございますし、それからいいますと今は１１校と

いうことですから、１校にいられる時間は以前よ

り長くなったのかなということもございますので、

その辺も考慮いたしますと現状２名の中で今後も

進めていきたいと考えておりますし、ＡＬＴ、読

んで字のごとしアシスタント・ランゲージ・ティ

ーチャーということですから、やはり主は担任の

先生であろうというふうに教育委員会としては考

えておりますので、各種研修等を通じながら語学

力アップといいましょうか、教員のスキルアップ

も今後図っていきたいなというふうに考えており

ます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） わかりました。

語学力アップ、なかなかいいことだと思います

し、外国人がしゃべる部分と日本人がしゃべる英

語ってなかなか授業でも違うのかなという部分が

ありました。そこら辺の部分も含めてＡＬＴを活

用して、ある程度能力をつけられる体制が必要か

なというふうに思います。

名寄市は、重点プロジェクトに冬季スポーツ拠

点化プロジェクトもございます。今クロスカント

リーで阿部さんが主流になってやられております

けれども、私はＡＬＴだけでなく、ＳＥＡの部分

でもこの名寄に招聘して、ふだんからの英語の能

力をつくる部分というのが必要なのかなと。東川

みたいに練習中に英語でコミュニケーションをと

れるという体制が日常つくれれば、まだまだ能力

が発揮できるのではないかなというふうに感じて

おります。

そして、日本では今ＳＥＡのスポーツ交流員と

いうのは７名しかおられないのです。７名です、

全国で。でも、この７名は、学校の部活動も含め、

またスポーツ少年団の指導も含め国際交流をやら

れているのですけれども、現在任用数少ないので

すけれども、本年のラグビーのワールドカップだ

とか来年東京オリンピック、そしてパラリンピッ

クがあるときにホストタウン的な部分に向けて注

目が集まっていると言われております。そして、

来年度大幅な増加がこの協会では見込まれるとい

うふうに言われていて、ＳＥＡは母国でプロだっ

た方々が政府の機関だとか、オリンピック委員会

の方々が十分な指導力があると認めた人が選考さ

れるわけなのです。そして、私たち自治体は、ア

メリカの人でこういうスポーツをやっている方、

それをこの協会に申請して、その人が自治体に来

るというようになるのです。向こうから勝手にこ

の競技と中国人だよだとかでなくて、こちらから

申請を出して、その方に来ていただけるという部

分だったと思います。その部分で、ある村では全

然その村でやっていない競技のＳＥＡの方が来て、

何人かを指導して、２年後に全国大会で優勝した

という地域もあるのです。だから、一概にこのＳ

ＥＡ、スポーツしか教えないではなくて、そうい

うコミュニケーションの部分もつくっていけると

いう部分だというふうに思っております。名寄は

阿部さんがいますから、そちらのほうが優先なの
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ですけれども、ジュニア養成のためには私はこの

ＳＥＡを取り入れてもいいのかなという思いがあ

るものですから、ジュニア育成のためには最適と

思いますけれども、もし御見解があればお聞かせ

をいただきたいなというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今高橋議員からＳＥ

Ａ、いわゆるスポーツ国際交流員の関係について

お話をいただきました。内容的には高橋議員のお

っしゃるとおりの内容なのだと思います。例えば

名寄市で任用すれば、任用団体のスポーツ指導事

務の補助ですとか、地域における優秀な選手等に

対するスポーツ指導への協力等をやっていただく

ということになってございますけれども、名寄市

におきましては去年、一昨年と、一例でございま

すけれども、フィンランドからクロカンのナショ

ナルチームのコーチの方に来ていただいて指導を

いただくというような取り組みもＳＣ課のほうで

やっていただいていますし、また小中学校の体育

の授業においても専門のコーチに指導いただいて

いるというようなことも行ってございます。これ

がイコールすぐ外国語活動とか語学力の向上に寄

与するかというと、そうはならないとは思います

けれども、そのようないろんな活動も名寄市とし

て独自に取り組んでおりますので、その辺も含め

ましてあわせてＳＥＡ、スポーツ国際交流員の配

置、導入等もあわせて今後も検討していければと

いうふうに思っていますので、よろしくお願いし

ます。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） ぜひ検討していただ

きたいというふうに思います。

名寄では、高校野球を甲子園に行かせるための

何かができるのですよね。これからスタートされ

るみたいです。東川ではプロ野球選手が、大リー

グの人なのかわかりませんけれども、来て指導さ

れているという部分もありますし、ぜひそういう

部分でＳＥＡを利用して、子供たちが本当にプロ

を目指せるような環境をつくり上げていっていた

だきたいことをお願いいたします。

では、次に移ります。自転車の保険加入の促進

ということでお尋ねをいたしました。先ほどお聞

きしましたら、北海道自転車条例等々、また名寄

市の交通安全計画にのっとって自転車の保険促進

を促してはいますというふうに言われておりまし

たので、安心しましたけれども、入っている方は

先ほど言った全国で５６％、そして北海道で４

３％、北海道は冬は自転車乗る方いないですから、

なかなか普及がされないというふうに感じますけ

れども、先ほど言ったように賠償を負った場合最

大で ５００万円だとかいろんな部分が出ます。

また、逆に名寄市でそのように自転車で交通事故

に遭って、相手が保険入っていなかったら賠償し

ても請求できないという、請求できてももらえな

い部分、泣き寝入りされる方もふえると思うので

す。そういった部分で北海道自転車条例、または

名寄交通安全計画をもとに進めていただきたいな

というふうに思います。

また、この自転車というのは、ほとんどの方が

１８歳未満の高校生が主流だと思うのです、ちっ

ちゃい子を含めて。やはり親の周知、先ほど年に

１回チラシを出して、加入促進、安全対策、そし

て酒気帯び運転をしないようなチラシを出してい

ると言っていましたけれども、しっかり進めてい

ただいて、やっていただきたいというふうに思い

ます。

現状このチラシだけなのでしょうか、周知の方

法というのは。名寄には訪問講座等々もあります

ので、そういう部分の周知というのは進めておら

れるのか。また、町内会での高齢者の集まる中で

のそういう安全対策の周知というのはされている

のかお聞かせをいただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 今議員のほうがおっ

しゃられていましたように自転車保険といいます
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のは、被害者のみならず加害者にとりましても非

常に有用な保険であると認識をしております。今

後におきましても必要性と有用性につきまして周

知を図ってまいりたいと考えておりますが、普及

啓発の部分につきまして、現在全戸配布のチラシ

とともに広報などにおきましても周知を図ってお

ります。また、町内会などの部分につきましては、

ちょっと私が承知している中ではそれに特化して

お話をさせていただくというのは確認はしていな

いのですけれども、今後そういった要請があれば

町内会ですとか出向いて、自転車保険の加入につ

いて普及啓発を図ってまいりたいと考えておりま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。

自転車保険加入の促進だけでなく、町内会に入

って、高齢者の方々の自転車の使われる頻度も多

いですし、意外と走っていて後ろを見ないで車道

を横断される高齢者というのは多いのです。そう

いった部分で、安全対策として私は進めていくべ

きではないかなというふうに思っております。小

学生の子供は、学校で警察の方が来て安全対策の

自転車の乗り方だとか教えていただけますけれど

も、大人はなかなかそういう機会というのはない

です。高齢者もないのです。高齢者の方々も前し

か見れないというか、そういう運転が多いと私は

思うのです。車乗っていても非常に危ない経験を

何回もしていますので、だからそういう対策も含

めて進めていっていただきたいなというふうに思

いますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、地域公共交通の現状についてをお

尋ねをいたします。まず、今回名寄市地域公共交

通網形成計画が出されました。その中で、車がな

くなったときにどう思っているのかという部分の

アンケートをとられています。今困っていないが、

近い将来困る可能性があるというのが農村地域で

約９７名、大変困っているが１６名、たまに困る

ことがある１１名、今困っていないが、近いうち

に困る可能性がある、全部で約９７人。公共交通

でカバーできないエリアが名寄市は１ ５％存在

する。自動車を手放す方がふえる将来において地

元の足を確保する方法を検討することが必要であ

る。通院時の交通手段で、ほぼ毎日行っている、

週に数回行く、６０代で１ ３％、７０代で３

２％、８０代で３ ４％、９０代で３ ３％、約

３割、４割強なのです。４割になるのですか。４

割の方々がこのように通院は毎日、週に数回行か

れている。交通手段がなかなかないという部分だ

そうです。

その中で、風連のある方の私に来たお手紙です。

風連にお住まいの８０歳のお母さん、６１歳の娘

さんが４年前若年性アルツハイマーになりました、

娘が。８０歳のお母さんが娘さんを週５回病院等

に送っております。お母さんは、娘さんに少しで

もよい薬をとパートで働いています。本来なら免

許を返納すべき年齢のお母さんは、毎日私が先に

死んでしまったら娘はどうなるのだろうと悩んで

います。今後自力で移動できなくなるのがふえる

と思います。バス通るようにしてもらいたいし、

免許返納しやすくなるようにタクシー等々の使い

やすくなるようなことができないでしょうかと。

また、スクールバス等々に乗車できないかという

部分のお手紙です。

そこはデマンドが走っていました。走っていま

す。だから、その方はデマンドがあるのだけれど

も、今現状自分が車を持っているから使わないの

か、何とか自分で動けるまではデマンドを使わな

いのかという部分で私は考えています。その辺の

部分で、デマンドはありますけれども、スクール

バスの利用だとか、そういう形も含めた検討は何

とかできないのかな、風連の瑞生地区や何かの。

きのうも同僚議員が買い物難民の部分を出してい

ました。前回の一般質問では、山田議員が智恵文

のスクールバスの活用も言われておりました。高
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齢者は、今は何とかやっているけれども、これか

らの部分どういう方向になるのかすごく不安だと

いうふうに私は思っているのです。その構築がこ

の名寄市の地域交通網の形成計画だと思っており

ますし、この形成計画をしっかりとつくり上げて

いただいて、市民が納得される、１００％納得を

される部分というのは難しいと思いますけれども、

それに近い部分をつくり上げていただきたいなと

いうふうに思います。中村部長、どうでしょうか。

瑞生地区のスクールバスの利用を一緒に何とかで

きないかなというお声もありますので、中村部長

の判断で左右されるのかなというふうに思います

し、何かお答えがあればお聞きしたいなというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 今瑞生地区のスクー

ルバスということを言われたので、私の判断はち

ょっと難しいかなというふうに考えていますが、

先ほど議員からもお話しのとおり、瑞生地区につ

きましてはデマンドバスのエリアになっていると

いうことでございますので、その点については御

理解をいただきたいというふうに思っています。

議員のほうからお話があったようにこの計画の

ほうをまとめて、先ほど議員のほうから少し御説

明もあったけれども、やっぱりアンケートの結果

を見ますと現在免許を持っていて、車を持ってい

て運転される方については、特に現状の公共交通

について不便だとかということは感じていないけ

れども、やはり将来は免許返納、あるいは運転技

術含めてできなくなったときにはバスだとかとい

うのは利用したいのだというアンケート結果、確

かにそのとおりだというふうに思っています。

今議員のほうからは、特に高齢者の皆さんとい

うことでお話がありましたけれども、途中で公共

交通網どれぐらいカバーできるのだというところ

でも先ほど少しありましたけれども、市内全体を

見ますと８割の地域で実際には何とか公共交通と

してカバーできているということについてもこの

アンケートの結果、この計画の中にも網羅されて

いるというふうに思います。残りは約２割、これ

が議員がお話しのとおり農村部の皆さんであった

り、あるいは交通手段を持たない皆さんなのかな

というふうには思っているところですけれども、

この計画５月にでき上がったということで、今後

具体的にどうするのだという部分について先ほど

も少し申し上げましたけれども、基本目標を４つ

掲げて、そのほかに１８の具体的な施策等につい

てことしはどういった取り組みをするのだという

ことで記載をさせていただいております。その中

にも基本目標の３のところで空白地帯における足

の確保ということで、ここに計画の中にも課題と

して捉まえて、今後どういう交通網を形成をすれ

ばいいのかということで、地域交通網の促進、協

議会の中でも議論をいただけることになっていま

すので、私どもとしても一緒によりよい公共交通

確立されるように努めてまいりたいというふうに

思っていますので、ぜひ御理解いただきたいとい

うふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） わかりました。ぜひ

この交通網が市民の方々にとって最良の公共交通

網形成計画にあることをお願いいたします。

最後に、道路の部分でお尋ねをいたします。今

回選挙がありまして、行くところ行くところ道路

言われました。先ほど部長が言われたようにこと

しは積雪が少なく、砂利が３０センチしか入って

いないので、凍害を受ける影響が大きいという部

分で、枝道が大変厳しく、車が走っても安全性を

確保できないような状況で通行していました。そ

の中で、地方から来られた方がある方に名寄って

何でこんな道路ひどいの、大丈夫、大丈夫、６月

になったら直るからという話をしたそうです。私

は、それではちょっと厳しいのかなというふうに

思っています。前の年にこの凍害受けて下がった

り、上がったりした部分というのは、次の年も必

ず起きます。私は、だからその単年度で起きたと
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ころをある程度補修をしていったほうがいいのか

なという部分を考えるのです。ことしがここであ

って、来年が３メーターもずれません。ことしこ

こだったら、来年も同じところが凹凸になります、

間違いなく。そこを単年度で、道路工事出すより

も経費率高くなってしまいます。ちっちゃい部分

でちょんちょん、ちょんちょんやりますから。で

も、安全性を確保するためにも必要かなというふ

うに思いますけれども、天野部長の見解をお聞き

いたしまして、私の質問を終わります。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） いろいろ御指摘、

そして議員御自身が市内の細かいところまで見て

いただいての御提言だなというふうに受けとめさ

せていただいてございます。大変春先の道路につ

いては、毎年毎年と言ったらおかしいのですけれ

ども、できる限りの維持補修に努めてまいってい

ます。ただ、大体議員言われるとおり同じような

場所が同じようにへこむというか、なる場合もあ

りまして、ただ名寄市全体を見ると相当数の数が

同じような状況というようなことでありまして、

維持補修のスピード感とその件数、数等を含めて

できる限り効率よく、そしてできるだけ長もちす

るようにということでの仕事はさせていただいて

いるつもりなのですけれども、この厳しい名寄地

域の冬の環境の中で雪が解けてみないと、ふたを

あけてみないとわからないというような事態で、

いわば対症療法というか、やってみないとわから

ないといったケースも多々ありまして、なかなか

先を見据えての備えての手厚い工事というか、そ

こまでにはなり切れていないというのが現状だと

思いますので、その部分はしっかり研究していか

なければならぬなというふうに思うのですが、と

にかく春先の市民の皆様の声にどれだけ応え切れ

るかというのが私どもの責務というか、仕事でご

ざいますので、このことに関してはできる限りや

っていきたいなというふうに思ってございます。

冬場の仕事、ことし２月から大変そういう道路

のお話もいただきまして、そして選挙で、先ほど

のお話にもございました。維持補修、緊急的な対

応に当たる職員も２月段階まだ冬の対応をしなが

らの中ということで、使いますトラックだとか機

械等もまだ冬の体制だったところもありまして、

今シーズンのシーズン初めの対応は大変難しい面

もあったことも御理解いただければというふうに

思っておりますが、できる限り努力していきたい

というふうに申し上げて、答弁とさせていただき

ます。よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

名寄市総合計画第２次中期基本計画と公共施設、

インフラなどの整備について外２件を、佐久間誠

議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 議長から御指名いた

だきましたので、通告順に従い、大項目３点につ

いて質問いたします。

まず、大項目の１、名寄市総合計画第２次中期

基本計画と公共施設、インフラなどの整備につい

て、小項目の１、将来の更新サイクルを見通した

施設改修について。２０１９年から２０２２年ま

での想定される計画事業、中期実施計画を見ます

と、ハード面で改修と掲載されております大型公

共施設がざっと１０の施設ほどになります。これ

らの改修計画は、２０２０年度までに個別具体的

に策定されることになると思いますが、将来の更

新サイクルをも見通したものとすることが求めら

れていると思います。特に懸念するのは、耐用年

数による更新時期が将来にわたってそろってしま

う、重なってしまうという問題がないか。大型財

政出動の連続で財源問題や仕事が集中することに

より労働力不足により影響などが次世代にわたっ

て循環していく懸念はないか、見解についてお伺

いいたします。

小項目の２、道路補修、側溝の整備促進につい

て。雪解け後の道路は、毎年凹凸が著しく、市民

の皆さんからお叱りをいただくことが多く、融凍
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期を迎え、道路がなだらかになり、胸をなでおろ

すのは私一人ではないと思います。道路修繕は要

望が多く、路肩下がりの改修や春先のポットホー

ル、陥没、高低差によるひび割れなど諸事案の解

決が急がれますが、補修促進について考え方をお

伺いいたします。

また、道路側溝整備は、防災上の観点からも急

務になっています。特にまとまった雨が降ったと

きに私有地等への冠水が見られる地区もあり、効

果的な対策や整備が求められていますが、いかが

でしょうか。

小項目の（３）、非常用給水栓の設置について。

本年３月の第１回定例会でも触れさせていただい

た項目でありますが、北海道全域で発生したブラ

ックアウト時に電気を必要とするポンプを使って

高所に給水する方式をとっていて、水の出なかっ

た学校などの災害時を想定した事前対策として、

停電時でも水の確保ができるように受水槽に非常

用給水栓を設置するよう求めたところであります

が、改めて設置についての考え方をお伺いいたし

ます。

また、専門的な見地から、受水槽に非常用給水

栓を設置した場合、１カ所につきどの程度工事費

がかかるかお伺いいたします。

大項目の２、町内会、自治会活動について、小

項目の１、地域コミュニティーの核としての町内

会館の維持についてお伺いします。中期基本計画

の市長の巻頭言のタイトルに協働のまちづくりと

ありますように、まさに市民一人一人の協力によ

り能力を持ち寄って働き、まちを支え、活性化さ

せることが必要であります。その核をなすのが町

内会であり、活動の拠点となるのが町内会館です

が、町内会独自で建てた会館について老朽化も進

んでおります。長寿命化に基づき、少しずつ手を

入れなければならない年数の建物が多くなってい

ると思いますが、市のほうでどのように把握され

ているかお伺いいたします。

また、公設の会館を使用されている町内会と独

自の町内会館を維持し、使用している市民との間

で特に大きな改修となる場合に経済的負担の格差

が今後さらに予想されることもあり、公平性の観

点から名寄市町内会館建設費等補助金交付規則、

これを見直し、改修等に係る費用の補助額を引き

上げる考えはないかお伺いいたします。

小項目の２、公園の砂場機能保持と衛生管理に

ついて。街区公園や、あるいは幼稚園、保育園な

どに設置されております砂場の機能保持と衛生管

理の面についてお伺いいたします。一部砂の量が

少なくなっていることや猫のふん尿など衛生管理

の面から防護柵について考え方をお伺いいたしま

す。

小項目の（３）、公営住宅の空き家管理と自治

会活動の課題について。市営住宅の中には空き家

が多くなっている団地も顕著になっており、防犯

上、あるいは自治活動上からも対策が求められて

います。特に高齢単身者について、自治会活動に

かかわれない状況もあると聞いております。集約

化、大規模改修等の考え方についてお伺いいたし

ます。

大項目の３、市民が安心できる医療と介護の連

携について、小項目の（１）、地域包括ケア病棟

の開始で期待されている効果と課題について。名

寄市立総合病院の５階西病棟で開始されておりま

す地域包括ケア病棟は、急性期治療後、回復に不

安のある患者のリハビリや在宅復帰へのサポート

などを行うことで、安心して自宅や施設で暮らせ

るまでの橋渡しを担うものと理解しているところ

ですが、市民の中にはまだ詳細について知らない

方が多いのではないかと思うところです。

そこで、理解を深める意味から、１つには地域

包括ケア病棟を始めたことによる診療報酬におけ

る効果と地域包括ケア病棟の存在意義について、

２つ目に地域包括ケア病棟は混合病棟になること

から看護の面で課題はないか、３つ目に地域ニー

ズを見きわめ受け入れ機能をいかに高めるか、こ

れまで実際に運営されてきた中での効果や課題に
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ついてお伺いいたします。

小項目の（２）、在宅医療、介護連携の推進に

ついて。第７期計画における地域包括ケアシステ

ムの目指す姿に医療と介護の多職種連携や在宅医

療の推進について記載されているところですが、

これらを進める上での課題や市民の皆さんに御協

力いただく点、あるいは御理解いただかなければ

ならない点などについてお伺いしたいと思います。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ただいま佐久間議員

から大項目で３点にわたり御質問いただきました。

大項目１及び大項目の２、小項目の１については

私から、大項目２の小項目２及び３については建

設水道部長から、大項目３の小項目１については

病院事務部長から、大項目３の小項目２について

はこども・高齢者支援室長からの答弁となります

ので、よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１、総合計画第２次中期計画と

公共施設、インフラなどの整備について、小項目

１、将来の更新サイクルを見通した公共施設、イ

ンフラ整備についてお答えいたします。本市は、

これまでも多くの市民議論やその時々の施策、財

源の確保などにより優先順位を設け、合併後１３

年間で駅前交流プラザよろーなや市民文化センタ

ーＥＮ―ＲＡＹ、風連市街地再開発、公営住宅の

改築、市立総合病院や市立大学の整備、名寄南小

学校や風連中央小学校など義務教育施設の改築な

ど、数多くの公共施設の整備を進めてまいりまし

た。あわせて道路や上下水道などのインフラ施設

についても、国からの交付金の影響はあるものの、

毎年度計画的に点検整備、維持管理を実施してま

いりました。

しかしながら、一方で名寄庁舎、図書館、保育

所など建築から４０年以上が経過した公共施設も

数多く存在し、そうした施設の老朽化に対する事

業費がこれからの本市の財政的課題の一つとなっ

ております。そのため総合計画中期基本計画の実

施計画では、老朽化が進んでいる公共施設のあり

方についてしっかりと検討を進めるものとし、令

和２年度までには各施設の改修や建てかえなど、

今後の方向性を定めた個別施設計画を策定するこ

ととしております。人口減少や高齢化が進む中、

持続的なまちづくりを考える上で公共施設のあり

方は非常に重要な事項であります。よって、個別

施設計画の策定に当たっては、現在進めている立

地適正化計画策定に向けた市民の皆様からの御意

見などを参考に、公共施設の適正配置、集約化、

複合化などの検討はもちろんのこと、上下水道や

道路、橋梁における既存の長寿命化計画などの整

合性も図り、各事業の実施時期について検討して

いく必要があるものと考えております。

次に、小項目２、道路補修、側溝の整備促進に

ついてでございます。市内の道路の損傷は、凍上

現象により道路面が持ち上がり、凹凸となること

が主な要因の一つであり、その凍上で舗装の劣化

が進むことにより、ひび割れや舗装の段差、穴を

誘発しています。また、市内の道路排水について

は、道路改良が完了している舗装道路において道

路内に埋設している雨水管により雨水処理を行っ

ております。一方、未整備の防じん道路において

は、道路の両側にコンクリート製のふたで覆われ

たトラフ側溝や素掘りの側溝で処理していますが、

土砂等で埋まっている箇所もあり、道路排水の機

能がほぼ失われている路線もあります。これらの

問題に対して道路の改良工事を行うことが道路損

傷や道路冠水を軽減させる効果として最も有効な

手段であると考えますが、多額の事業費を要する

ことから、早急に全ての道路を整備することは大

変難しい状況であります。

現在国土交通省所管である社会資本整備総合交

付金の活用により、道路整備とあわせて雨水処理

の整備も進めておりますが、事業費が要望額に対

して採択率が低い状況となっていることから、道

路の施工量が減少しております。このような現状

を踏まえ、舗装のふぐあい箇所については、市民
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の皆様からの情報や日常の職員の見回り確認によ

りその都度迅速に箇所を特定し、注意喚起、看板

の設置や合材、土のう、砂などの応急的な処理、

舗装補修等の維持業務において修繕を継続して進

めていくよう努めてまいります。

また、排水整備については、整備年次の遅くな

ってしまう路線や交付基準の規格とならない路線

について、毎年度３路線から４路線を単独費で実

施している排水整備工事により整備を進めるとと

もに、側溝の床ざらいや流れを阻害する雑木や草

の除去等維持作業、市民の皆様に御協力いただい

ている道路愛護事業や河川愛護事業の取り組みを

行いながら、その対応について継続して努めてま

いりますので、御理解をお願いします。

次に、小項目３、非常用給水栓の設置について

お答えいたします。停電時における給水につきま

しては、給水タンクや給水車を活用した対応を考

えているところでございます。さらに、多くの学

校ではグラウンドや学校農園などにも直圧での水

道施設がありますので、非常時でも活用できるも

のと考えておりますので、非常用給水栓の設置に

つきましては現在予定をしておりません。また、

避難所を開設する場合には、ライフラインの確保

ができる施設を優先的に設定するよう努めてまい

りたいと考えております。

受水槽に非常用給水栓を設置した場合の費用に

ついてでございますが、非常用給水栓の配管及び

仮設給水管等を設置することとして試算したとこ

ろ、１カ所に約３０万円の費用がかかるものと試

算しております。

次に、大項目２、町内会、自治会活動について、

小項目１、地域コミュニティーの核としての町内

会館の維持について申し上げます。本市では、市

民主体のまちづくりを推進するため、まちづくり

の基本ルールを示す名寄市自治基本条例を制定し、

市民と行政との情報共有や市民参加などを通じた

協働のまちづくりを進めております。住みよい地

域社会を築き、協働のまちづくりを進める上で最

も重要な基本組織である町内会の活動の拠点とな

る町内会館につきましては、市内全体で自己所有

している町内会が３３件、公の施設を使用してい

る町内会が２０件、そのほか公営住宅内の集会所

８件、指定管理ほかが１４件となっています。ま

た、自己所有の町内会館の多くは、昭和５０年代

に建築されており、建築から４０年以上が経過し、

老朽化による改修や修繕などを行う際には、名寄

市町内会館建設費等補助金によりかかる費用を支

援しております。

本補助金につきましては、新築、改築及び増築

の場合は、町内会が負担する工費の５０％以内の

上限 ０００万円、補修の場合は町内会が負担す

る工費の５０％以内で上限２００万円と規定して

おり、町内会が実施する改築、改修等に係る費用

を町内会と行政により相応の負担をしているとこ

ろです。

町内会館を自己所有している場合と公の施設を

使用している場合における大規模改修時の経済的

負担の格差につきましては、町内会館を整備する

に至った経緯は、当時の時代背景や近隣の公の施

設の有無など各町内会においてさまざまであった

と推測されますが、町内会活動の拠点として、地

域住民の憩いの場として活用されてきた町内会館

につきましては、町内会により自主的に整備され

たものでありますことから、改修時の費用につき

ましては、引き続き現行の名寄市町内会館建設費

等補助金交付規則に基づき、適正な助成を行って

まいります。

町内会を取り巻く課題につきましては、会員数

の減少や役員の担い手不足などのほか、町内会館

の維持管理についても大きな課題であると認識し

ており、今後とも名寄市町内会館自治活動交付金

や名寄市町内会館建設費等補助金による財政的支

援や町内会会長と行政との懇談会やまちづくり懇

談会を通じた意見交換を行い、各町内会における

活動の自主性や自立性を尊重しながら、市民と行

政との協働のまちづくりを進めてまいります。
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以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 私からは、大項

目の２、町内会、自治会活動について、小項目の

２、公園の砂場機能保持と衛生管理について、小

項目３、公営住宅の空き家管理と自治会活動の課

題について答弁申し上げます。

小項目の２、公園の砂場機能保持と衛生管理に

ついてでございます。本市における街区公園は２

４公園あり、そのうち砂場は９公園に設置してご

ざいます。この間街区公園の維持管理については、

公園愛護による町内会のボランティアや本市直営

職員などにより対応をしているところでございま

す。砂場におきましても同様の対応となっており、

草取りや砂入れなど適宜実施をしてございます。

議員御指摘の小動物の砂場侵入防止につきまし

ては、町内会からも御意見を伺っているところで

ございます。また、防護策や防護ネット設置とい

う侵入防止の対応を初め、消毒水や抗菌砂による

衛生管理という対応事例についても研究をしてい

るところでございます。しかし、防護柵において

は冬期間の冬の荷重により破損のおそれがあるこ

とや、防護ネットや殺菌処理についても管理者が

常駐していない街区公園での細やかな対応は難し

いものと考えております。現段階におきましては、

抜本的な解決策を講じられてはおりませんが、衛

生面の観点から砂場で遊んだ後の手洗い、うがい

の推進を徹底してまいりますので、御理解願いま

す。

今後とも砂場を含めました公園空間が潤いと憩

いのある皆が快適に過ごせる公園として活用でき

るよう町内会などと相談させていただきながら、

その運営に努めてまいります。

小項目３、公営住宅の空き家管理と自治会活動

の課題についてでございます。令和元年５月末現

在、市営住宅の所有戸数は８３９戸で、政策的な

空き家を除いた管理戸数は７０８戸のうち１３８

戸が空き家で、入居率は８０％になってございま

す。団地により空き家の数は異なりますが、多い

ところでは空き家率が４５％を超え、空き家が増

加している団地もございます。空き家増加の要因

は、高齢入居者の施設入所や家族宅への転居と世

帯入居者の収入が高くなったことによる退去が主

な要因で空き家が多くなっていると承知をしてご

ざいます。

空き家がふえている中での団地での防犯上の対

策としては、共有部分となる廊下や階段、屋外の

物置や駐車場など放置物やごみ投棄がないか、照

明が点灯するかなど、毎年春に実施する団地点検

のほか、入居者や自治会役員の方からの御連絡に

よりふぐあい箇所の修繕を行い、防犯対応に努め

ているところであります。

また、公営住宅に関しての自治活動は、主に団

地内の入居者で行っていただいている共益業務の

ことでございます。共益業務は、団地内の共有部

分における清掃や電球の交換など維持管理、冬の

除雪運営等、これらの費用負担など入居者の中で

役割分担しながら御尽力をいただいてございます。

近年役員のなり手が不足、高齢単身者で活動にか

かわれないという声も聞いてございますし、空き

家がふえたことで活動も少人数となり、維持保全

の負担が多くなるなど、空き家の防犯性とともに

コミュニティーに対する不安が強くなると認識し

てございます。市としては、都度の相談対応や空

き家解消などでサポートし、入居者間の相互扶助

により努めていただいている共益業務を尊重して

いきたいと考えてございます。

市営住宅の集約化、大規模改修につきましては、

名寄市公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化

が進んでいる団地は建てかえ、もしくは居住を維

持するための改修をすると位置づけてございます。

今後建てかえや改善を予定している団地において

は、入居者の集約化や大規模な改修による事業の

展開が空き家の解消と維持管理の向上になると考

えられますので、まずは入居者の意向を聞きつつ、

快適な住環境となるよう整備方針を構築してまい
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りたいと考えてございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、市民が安心できる医療と介護の連

携についての小項目１、地域包括ケア病棟の開始

で期待される効果と課題についてお答え申し上げ

ます。細かく３点いただいておりますが、一括し

て申し上げさせていただきます。

市立総合病院の地域包括ケア病棟については、

平成２６年４月に５階西病棟を改修し、同年８月

に運用を開始してから約４年が経過するところで

あります。地域包括ケア病棟とは、それまでの亜

急性期病棟にかえて、国が平成２６年度の診療報

酬改定で団塊の世代が後期高齢者となる２０２５

年を見据えて医療機関の機能分化と連携、在宅医

療の充実などを重点課題とし、地域で医療、介護、

生活支援、介護予防などが包括的に取り組めるシ

ステムの確立を求め、これを推進するための地域

に密着した病床として設定されました。市立総合

病院としましては、今後の医療圏人口の推移や圏

域内の医療機関の状況を見た場合に回復期リハビ

リ病棟を有する病院が少なく、地域住民や患者の

利益につながることと当院の入院収益向上にもな

る施策として設置を決断したところです。

具体的な利点としては、入院患者にとっては回

復期の機能を有しているため、在宅復帰へ向けた

密度の高いリハビリテーションを行えることや退

院後の生活における不安を少しでも解消するため

の相談や指導の時間がとれることが挙げられます。

また、入院収益の面では、ＤＰＣ制度での診療報

酬は、入院期間が長期間となった場合に日当点が

下がり、同時に看護必要度も下がるため、当院の

主たる報酬区分の急性期入院料１を維持すること

が困難となるため、点数が固定化されています地

域包括ケア病棟入院料は、それを補完する効果が

得られる点が挙げられます。平成３０年度での実

質的な地域包括ケア病棟入院料は、約３億円程度

となっています。

地域包括ケア病棟は、１３対１看護基準の病棟

として開設いたしましたが、当時新しい制度であ

ることと各種の診療科から病状の異なる患者を一

つの病棟に集約するための調整が必要であり、当

初は２０床程度で運用を始めました。一般病棟か

らの患者移動は、重症度、看護必要度などの基準

や入院期間を見た上で総合的に判断しなければな

らないことから、主治医と病棟看護課長が相談し、

さらには在宅や介護施設に復帰予定の患者等の動

きを把握するために関係部署が集まり、週１回程

度のミーティングを行い、決定をしてきたところ

です。当初は対象患者の絞り込みなどに苦労し、

運用が安定しなかったことやリハビリの実施単位

数に制限があり、利用率は高くありませんでした

が、その後看護師や技師の配置を改善してきたこ

とで平成３０年度での病床利用率は７ ６％とな

っており、平均の在院日数は１８日となっており

ます。診療科別の利用状況は、整形外科が５７％

を占めています。

今後に向けては、地域包括ケアシステムの構築

が求められている中で、これまでに対応が少なか

った在宅や施設で療養中の患者さんの受け入れを

拡大していくことなどを検討しております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） 私か

らは、大項目３、小項目２の在宅医療、介護連携

の推進についてお答えいたします。

医療と介護の多職種連携につきましては、地域

包括ケアの重要な要素であるとともに、平成２６

年度の介護保険法改正により地域支援事業に在宅

医療・介護連携推進事業が位置づけられました。

これにより、市では医療機関や介護保険サービス

事業所等の社会資源の情報を掲載したガイドブッ

クを作成し、活用を図る事業や医療と介護の多職

種連携に関する研修会の開催、さらに在宅医療を
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広く周知するために市民向け講演会を開催するな

ど、事業の推進を図っているところでございます。

高齢者が可能な限り住みなれた地域で自分らし

い暮らしを最後まで続けることができるように切

れ目のない医療と介護のサービスを提供するため

には、外来通院のみならず入院をしていた医療機

関と退院後の在宅生活を支援する居宅介護支援事

業所や地域包括支援センター、介護サービス事業

所、施設、訪問薬剤管理指導を行う調剤薬局等の

多職種連携が重要になってまいります。現在市内

外の医療機関と地域包括支援センターや居宅介護

支援事業所とが患者、利用者の入退院時の連絡や

支援にかかわる連携を行ってきております。また、

入退院情報を提供した場合に医療機関や居宅介護

支援事業所の双方に診療報酬、介護報酬の加算を

とれる仕組みが創設されたことなどにより、これ

まで以上に連携の強化が図られる状況になってき

ました。

また、近隣市町村の住民の多くが名寄市立総合

病院を利用されていることもありまして、名寄保

健所が主導となって昨年８月に市立総合病院と名

寄保健所管内の市町村、地域包括支援センター、

居宅介護支援事業所等の間で医療と介護との連携

をスムーズに行う連携のルールが開始となりまし

た。このことによりまして市立総合病院の入退院

時の情報が的確に伝わるようになり、以前と比べ

ますと大変スムーズになったと市内のケアマネー

ジャーからお聞きしております。しかし、情報提

供の方法などに課題があることから、要介護連携

情報共有ＩＣＴの構築を目指しております。

また、市では在宅医療についてより広く知って

いただくために、諏訪中央病院名誉院長でありま

す鎌田實先生を講師にお招きし、在宅医療介護に

関する講演会を８月３日に開催をいたします。多

くの市民の方に参加をいただきまして、在宅医療

介護へ関心を持っていただき、また人生の最後を

どう過ごしたいかなどを考える機会としていただ

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（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） それぞれお答えいた

だきましたので、可能な限り項目順に再質問させ

ていただきたいと思います。

それで、時間もちょっと押しておりますから、

もし余した場合はまたほかの機会で再質問させて

いただきたいというふうに思っておりますが、先

ほど大項目の１の小項目（１）の関係でお答えい

ただきました。それで、この間もさまざま御答弁

いただいておりますように老朽化の状態に合わせ

て緊急度、あるいは財源の確保、そういったもの

を中心に優先度を決めて、しっかり進めていくの

だという、その種のお答えについては私も理解し

ます。それで、ただ私が先ほど質問させていただ

いたところでいうと、今後さまざまな公共施設の

計画、あるいは個別の計画がまとまって建設着工

に至るまでの間、さらに一定の期間を要するとい

うふうに思っております。そこで、その間に、先

ほども道路の改修だとか側溝の整備促進等につい

て御質問させていただきましたが、そしてほかの

方もさまざまな御意見を道路改修に対して言われ

ているのだというようなことありますから、その

一定の期間、大型事業がとまる間、他のインフラ

整備の促進に充てて、建設土木工事のトータルと

してバランスをとった事業配分とすることによっ

て雇用の安定を図る、それから労働力の他の都市

部への流出を防ぐ、さらに基金の実質的な目減り

に対する対応策とする、こういう効果が生まれる

かと思うのですが、この辺についてお答えを再度

お願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） お答えといたしまし

ては、繰り返しになるかもしれないのですけれど

も、議員のほうから今お話があったように今後予

想される公共施設の整備につきましては、あくま

でも一定の優先度であったり、お金がなければ実

質できないということで、これは国の財政事情、
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国の動きもしっかりと情報収集しながら、財政の

確保も必要だというふうに考えています。

また、議員おっしゃるとおり、確かに時間がか

かることはかかるかもしれません、計画をつくる

に至っては。ただ、その期間、建設工事の部分に

ついて例えば今言われたように道路の改修であっ

たり、側溝の改修であったりということで、普通

建設事業にかかわる部分をそちらに回すという、

そういうことも考えられるのでしょうけれども、

その間行政として新しい公共施設ができるまで何

もやらないかということではなくて、当然公共施

設をやらないかわりということではありませんけ

れども、この地域で私ども行政と市民の皆さんと

協働のまちづくりということでお話をさせていた

だいているところでありますから、毎年地域の市

民の皆さんからいただく要望、これは必ずしも金

額が大きいものではなくて、ソフト的な部分も当

然あるのでしょうし、そういうものも私どもはし

っかりやらせていただきながら、インフラ整備の

部分については、これは長寿命化の計画の中で年

次計画を組んでやっているということであります

ので、その部分は当然進めていかなければならな

いというふうに考えているところです。

建築と土木のバランスということなのですが、

果たして建設部分の事業費を土木のほうに回して、

実際に人材ですとか工事が施工できるのかどうな

のか、その辺私余り詳しくありませんけれども、

逆に少し不安な点もあるのかなというふうに私な

りに考えたところです。済みません。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） 今お答えいただいた

のですが、確かに予算の配分というのはかなり難

しいことになろうかなと。さまざまな先ほど言わ

れたようにソフト事業への対応もあると。限られ

た財源であると、そういうこともあります。

それで、ちょっと私調べましたところ、今回国

土交通省の建設産業局が本年度３月から適用する

ことになった公共工事設計労務単価というのを見

ますと、全国の全職種単純平均で対前年比 ３％、

全国全職種加重平均で対前年度比 １％引き上げ

られております。ここら辺が見ますと労務単価の

高騰、それから資材単価についても今後消費税の

増なんかを考えたときに、基金そのものがやっぱ

り実質的に目減りをするのではないかというふう

に思うわけであります。それとまた、工事を担う

土木業界、建設業界、ここの人手不足もきのうの

質問にもあったのですが、深刻なことから、仕事

が続かないと労働力の流出ということになります

から、ここら辺の考え方を少し整理しなければな

らぬのではないかと。建設業という業でくくると

また別なのですが、建設と土木というのは関連し

ますから、だから土木関連のインフラ整備促進に

重きを置いた充当をしばらく続けることが必要で

はないかと。今後の財政配置で御一考いただけれ

ばと思うのですが、ここら辺再度お答えをいただ

きたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども申し上げま

したけれども、限られた財源の中でいかに市民の

皆さんに喜んでいただけるような、あるいは住み

やすいまちづくりを進めていくかということで私

どもやっております。必ずしも事業ありきという

のではなくて、やはりいろんな今後公共施設とし

てしっかりと建設をしていかなければならない施

設については、これは建物も当然やらなければな

らないのですが、現段階では計画として形として

でき上がっていないということでありまして、そ

れはしっかりと将来的にはやらなければならない

というふうには思っていますが、その部分につい

て当座の間について土木工事のほうにということ

については、なかなか私の段階では理解ができな

いなというふうに思っています。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） それでは、橋本副市

長にお答えいただきたいのですが、建設業、御案



－159－

令和元年６月２１日（金曜日）第２回６月定例会・第４号

内のように地域のインフラの整備や維持を支え、

それから地域社会や経済を支えていると。さらに、

生産年齢人口の５％を雇用しているという地域雇

用の下支えという側面もございます。あるいは、

本市においては冬の除雪、あるいは災害時の応急

対応、それから林業や農業などと連携した地方創

生を支えるなど、地域の守り手としてなくてはな

らない存在だというふうに思っております。

この国交省などの生産年齢人口５％というのを

ざっくりと本市に当てはめると、約８００人の雇

用を支えている計算になります。もちろん建設土

木産業が公共工事だけに依存しているということ

ではなく、幅広い民間も含めたお仕事をされてお

りますけれども、やはり大型事業が、建設事業が

続くのと続かないのとこれは大きな違いがあろう

かというふうに思いますから、先ほど申し上げた

内容重複しませんけれども、ぜひ今後の財政措置

を考える上で関連する土木費等の厚みを増すよう

な配置などについても御一考いただきたいと思う

のですが、この辺について見解をお伺いします。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 佐久間議員のほうから

主に建設業というところでのスポットを当てての

お話だというふうに理解しているところです。今

国交省からのお話ということでありましたが、名

寄市の産業は土木業に限らないというのが前提と

して今私のほうも考えているところであります。

人材不足の面だけでいえば、例えば従前より介護

人材どうなのだというお話もございましたし、そ

のあたりは市としてトータルでバランスをとらな

ければならない、まずそれが大前提になるのでは

ないかと思っております。道路関係の予算におき

ましては、除排雪も含めて毎年度ある一定程度の

金額、今ちょっと詳細はすっと出ませんけれども、

そこは確保しているところでありまして、従前よ

りいわゆる箱物といいますか、公共施設の建設に

当たりまして、合併後、新市建設計画にのっとり

ましていろんなものを建ててきているということ

でありますから、その部分はふえてきているのは

間違いないところであります。

これからどういうことが起きるのかというのは、

これはかなり難しい作業にはなると思います。１

つは、中村総務部長のほうからもお話しさせてい

ただきましたが、国の財政、それからそれを踏ま

えた地方財政がどういうふうに変わっていくのか。

少なくとも社会保障関係については、今後非常に

大きな焦点になりますから、それからどういうよ

うないわゆる投資分の地方財政計画で、投資分で

す。建設、いろんな土木費についてどういうふう

になるのか、これは非常に見きわめが難しいなと

思っておりますが、今の状況としては地方財政計

画における投資分はだんだん少なくなってきてい

るという状況にあります。そんな中でいろんな工

夫をしなければならないというのが大前提である

というのは、こちらの市のほうとしても理解しな

ければなりませんし、何よりもこのお話の土木関

係の中で一番大切なお話は、市内の関連する業者

さんがきちんと計画を立てて、あるいは人手の部

分も含めてきちんと計画を立てられるような、そ

ういうような情報提供の仕方とあり方も含めて、

これは一番大事なことだと思います。それは、土

木費の多少にかかわらず、これだけ人手不足、あ

るいは生活もかかっておりますので、そういうと

ころは十分気配りをしながら進めていかなければ

ならないと思っております。

改めて立地適正化計画あるいは総合計画のロー

リングも夏に迎えておりますので、これは市の土

木以外にも例えばほかの一部事務組合のほうでの

動きもあります。広域の部分もございます。さま

ざまな形を検証しながら、できるだけ生活に支障

のないような形を踏まえて進んでいきたいなと思

っておりますので、よろしく御理解をお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） わかりました。確か

にトータル的な観点から見なければならないし、



－160－

令和元年６月２１日（金曜日）第２回６月定例会・第４号

今副市長のほうからありましたこれからの計画だ

とか人手だとか、そういったことも含めて、生活

も含めて気配りをしながら進めるということで、

よろしくお願いしたいと思います。

私は、単純にどの道長寿命化計画だとか、ある

いは長期的な視点で見たときのインフラを土木部

門で積み残しているのであれば、その分の予算を

前倒しで進めてはどうかと。そうすると、建設、

土木のバランスがトータル的には維持できるので

ないかと。私は、除雪の関係一番心配しています

ので、そこの地域を守るということ、そこが滞り

なく進むようなことになっていけば一番いいなと

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。

それで、道路補修の関係、道路補修、側溝の整

備促進の関係で、私もちょっと調べてみましたが、

再質問になりますが、市道補修、防じん処理につ

いては、例年と同規模の補修が ０００メートル、

それから防じん処理で１万 ０００メートル計画

というのは、これは大体例年同じなのです。それ

で、一番違うのは改良舗装だとか改築舗装、この

関係が２０１７年度の基準値で見ますと２６７メ

ートル、３１９メートルということでやっており

ますから、ことし中期基本計画では、４年間トー

タルのもの出ているのですけれども、それを単純

平均割りますと １７５メートル、幹線道路です

けれども、市街地、郊外地で １２８メートルの

スピードで今後４年間やるのだということで、今

年度は ３５８メートルですから、少し頑張った

かなというふうには思っているのですが、中期基

本計画の舗装化の関係、国の予算の配置などもあ

るのですけれども、およそ大体この程度の形で実

施されるのかどうなのか、このあたり建設水道部

長のほうにお伺いしたいと思いますが。

〇議長（東 千春議員） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 今議員御指摘い

ただいたように私ども担当レベルも含めて何とか

毎年、 ０００メートルといいますとちょうど１

キロということでございまして、できる限り未改

良道路の推進を図るためにはということで、たか

が１キロという考えもありますけれども、国の交

付金をしっかり活用しながらということで、その

年の配分というのが大変厳しい状況にあるという

のは、この間都度報告をさせていただいてござい

ます。ただ、国のほうとしては、幾度か私どもも

皆さんにお話ししているように道路、橋梁はこれ

はパッケージというか、そういう形なものですか

ら、今特に橋梁についてはほぼ１００％要望すれ

ばつくような状況で、橋梁のほうも工事３本ほど

だと思うのですけれども、例年今実施をさせてい

ただいています。これは、当然舗装の数字とはま

た違う形のものでございますけれども、私どもと

してはできる限り目標達成できるよう、多いとき

もあれば、ちょっと厳しいときもあるのかなとい

うことも考えながら、一定程度のスパンを見なが

ら、しっかり到達した時点でまた反省をし、また

さらに強化していくところを考えていきたいと思

っていますので、理解いただければと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） いろいろと尋ねたい

こともあったのですけれども、近年道路にポット

ホールだとかひび割れによる穴などによって車の

タイヤがパンクするということで、事象によって

市が弁償を求められるという報告も見られます。

担当課も私は相当苦慮しているのではないかとい

うふうに思っていますし、道路の管理責任がこれ

は問われることにもなりますので、積み残しの諸

事案、財政措置、ここが一番ネックになるわけで

すが、ぜひよろしくお願いしたいと。

側溝の関係も先ほど総務部長のほうからこれは

お答えいただきましたから、一気に降る雨などに

対応できるような形で順次これは整備を進めてい

ただきたいというふうに思っています。

小項目の非常用給水栓の関係でいろいろお答え

いただきました。１カ所３０万円かかるだとかそ



－161－

令和元年６月２１日（金曜日）第２回６月定例会・第４号

ういうことも、あるいはグラウンドや学校などに

も直圧の水道設備がある等々のお答えいただきま

した。しかし、私も各学校の敷地内にどこか残っ

ていればいいと思うのですが、一カ所でも直圧で

水が出る設備があるのなら私はそれでいいと思う

のですが、ただし冬だとグラウンドだと遠いし、

雪の下にもなっていると。ここら辺の対策です。

それから、高架水槽を取りつけているところも

いいのですけれども、これもいいのですけれども、

自然災害の発生に備えるということで考えたとき

に、一昨日姉妹都市である鶴岡市で地震によって

停電が ０００戸ですか、これは被害は少なかっ

たということで安心しておりますが、そしてまた

昨日は小樽など後志管内等に落雷で停電で９万

０００戸、これが２０分で復旧したということな

のですが、災害発生時というのは救助救急活動等

の絶対的不足ということが言われるわけです。だ

から、給水タンクだとか給水車を活用してと言う

けれども、人手の問題も残ってくるというふうに

思います。そして、飲料水のみならまだしも、水

洗トイレ、これを流すときにもかなりの水が必要

になってきますから、学校のすぐそばに給水栓が

あればいいのですけれども、ここら辺河合教育部

長にお尋ねしたいのですが、文科省、これは防災、

減災、国土強靱化のための３カ年緊急対策という

のを平成３０年１２月に発表して、学校施設の耐

震化だとか幾つかあるのですが、それでその中に

災害時の避難所としての役割も果たす学校施設の

防災機能の強化、特にトイレなど、こういったこ

とが盛り込まれているわけですけれども、当然御

承知だと思いますが、ここら辺を取り入れて、こ

の機に有利な財源を使って、そうした災害に備え

るということのお考えはないのかどうか再度お伺

いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 学校施設全てが避難

所ということになってございますけれども、今後

の避難所としての学校機能のあり方というのも含

めて、防災担当関係と検討を進めながら整備を進

めていきたいというふうに考えておりますけれど

も、ただ災害が起きたときの学校の体制というこ

とを考えますと、児童生徒自体は多分臨時休校と

いう扱いが出てくるということもあると思います

ので、どちらかというと学校サイドというよりも

防災サイドの避難所としての考え方のほうが重要

視されるのかなというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 佐久間議員。

〇４番（佐久間 誠議員） わかりました。少し

相談しながら議論も進めていただけるということ

なので、ちょっとこのあたりぜひ検討を深めてい

ただきたいということでお願いしたいと思います。

町内会の関係です。自己所有の町内会館と、そ

れから公の施設を使っているもの、これいろいろ

あるのですけれども、時間ないので、簡潔に申し

上げますが、この名寄市町内会の建設費の補助金

交付規則、これは平成２５年４月に改正されてお

ります。６年たちます。ここのところ各種事業で

も事業の見直しということでローリング等々ある

ように、６年たった今この建設費等の補助金交付

規則、これが現状と照らし合わせてどうなのかと

いうことをぜひ再検討、御検証いただきたいとい

うふうに思っています。というのは、調べてみま

すと、旧住宅金融公庫の資料によりますとかなり

建築坪単価上がっておりまして、これは２０１２

年のちょっと古いものでしかないのですが、坪単

価６２万 ０００円というのが載っているわけで

す。それから７年たちますから、もう少し上がっ

ていると思います。新築で例えば建てるときに先

ほどお話あったように ０００万円の市からの助

成、だから坪 ０００万円の建物は５０％という

ことになると、町内会持ち出しができればこれは

建てられるということなのですが、単価の向上等

ありますし、町内会の役員のなり手不足というの

もあるし、それから加入率の低下というのもあり

ます。だから、そういったもろもろを考えたとき

にもう少し準公共機関といいますか、その役割も
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果たしている町内会について、しっかりこれは考

えていかなければならぬのではないかというふう

に思っていますから、そこら辺の御検討、御検証

をお願いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） ６年を経過している

制度ということで、見直しの時期ではないかとい

うことでお話がございましたけれども、１点確認

をしたいのは、金額の見直しというのは上限額の

見直しということであれですか。今５０％の補助

率を見直すということではなくて……

（「率も検討していただきたい」と呼ぶ者あり）

〇総務部長（中村勝己君） 議員のほうからおっ

しゃられたとおり、公共の施設と町内会で持つ会

館については、議員のまさにおっしゃられるとお

り、いろいろな負担も多いでしょうということで

この制度を設けているということも御理解をいた

だいて、ただ実際に先ほど言われたようにいろい

ろな資材単価も上がっているという状況は確かに

わかりますけれども、例えば５０％という率、こ

れは行政が半分、町内会も半分というフィフティ

ー・フィフティーの率になっておりますし、限度

額を上げるということは、町内会の皆さんにとっ

ても負担もふえていくということであります。い

ずれにしましても、６年ということでありますの

で、担当と改めて内容については精査をさせてい

ただきたいというふうに思っていますので、御理

解といただきたいと思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 以上で佐久間誠議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０４分

再開 午後 １時００分

〇議長（東 千春議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

子育てに係る負担の軽減について外２件を、川

村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 質問に入る前に、名

寄市の母村であります藤島地区を含む山形県鶴岡

市で１８日夜、震度６弱の地震があり、地面の陥

没や、またけが人が多数出ているなどの実態が少

しずつ明らかになってきているところであります。

被災地の皆さんに心からのお見舞いを申し上げた

いと思います。

それでは、通告順に従いまして、質問をさせて

いただきます。１つ目、子育てに係る負担の軽減

について伺います。１つに、国保税に係る子供の

均等割廃止による負担軽減について、２つに子供

の医療費無料化を義務教育卒業まで年齢拡大する

ことについて、３つに学校給食費の負担軽減につ

いて、これらの負担軽減を求める声が多く聞かれ

ているところであります。子育てアンケートの結

果についてもお知らせをいただきたいと思います。

また、それぞれの無料化実現で市の負担はどの

ようになるのかお知らせください。

さらに、地域間の格差についての認識と考え方

について伺いたいと思います。

大項目２点目、会計年度任用職員制度にかかわ

って伺います。１つに、制度開始に向けての進捗

状況はどうなっているでしょうか。２０２０年４

月から導入されることになっている会計年度任用

職員制度の開始に向けた進捗状況を伺います。国

からは、職員団体等との協議を経た上で関係条例

を提出し、令和２年度の任用に間に合うよう募集

手続をすることとされています。昨年、平成３０

年第１回定例議会の中での質問の答弁では、平成

３１年第３回定例会には関係条例の提出が必要と

考えているということでした。進捗状況をお知ら

せください。

２点目、会計年度任用職員の待遇について伺い

ます。国のマニュアルでは、実態把握や任用適正

化の検討、任用勤務条件の検討などを経て条例化

することとしています。任用勤務条件についてど

のように検討されているのかお知らせをいただき
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たいと思います。

大項目３点目、ＪＲ北海道への利用促進費用の

市町村負担了承について伺います。小項目１点目、

市町村負担了承に至る経緯について伺います。５

月２０日、宗谷本線活性化推進協議会、そして２

８日にはＪＲ富良野線連絡会議、６月６日には８

線区全てで負担了承となったところであります。

現在開かれています道議会第２回定例会において

８線区の利用促進費用に１億 ０００万円を盛り

込んだ補正予算案を提案するとしていましたけれ

ども、この間の市町村負担了承に至る経緯につい

てお知らせをいただきたいと思います。

小項目の２点目、市民説明について伺います。

市民からは、新聞報道で知ってびっくりした、い

つ決められていたの、今後どうなるのか心配だ、

負担がふえるのではないかなどの声が上がってい

るところであります。市民説明についてどのよう

にお考えかお知らせください。

小項目３点目、今後の国への対応について伺い

ます。国鉄清算事業団債務等処理法が２０２０年

度末で期限切れとなります。今後の国への対応を

どのように進めていこうとされているのか伺いま

す。

以上、この場からの質問といたします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） ただいま川村議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１、小項目１については私から、

小項目２については健康福祉部長から、小項目３

については教育部長から、また大項目２について

は総務部長から、大項目３については総合政策部

長からそれぞれ答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

初めに、大項目１、子育てに係る負担の軽減に

ついて、小項目１、国保税に係る子供の均等割廃

止による負担軽減について申し上げます。地方税

法の規定に基づく国民健康保険税の算定におきま

しては、均等割額の設定が明記されており、当市

では所得割、資産割、均等割、平等割による４方

式を採用しておりますが、法の趣旨から踏まえま

すと均等割の算定は必要なものと考えております。

また、国保の都道府県化に伴い、北海道が定めた

統一的な基本方針である運営方針におきましても、

所得割、均等割、平等割の３方式へ全道で統一し

ていくものとしておりますので、均等割の算定は

必要なものと考えております。

なお、子供に係る均等割につきましては、昨年

の当初賦課の時点で１８歳未満の被保険者が３９

５人、年額約 ２２５万円となりますが、低所得

者への法定軽減分を差し引きますと年額約８６５

万円と試算されます。

子供の均等割を廃止した場合には、税収減など

によりまして北海道へ支払う納付金の財源を確保

するために他の国保の加入者に対しまして一定の

御負担をお願いすることとなるほか、財源確保に

つきましても厳しい状況となり、今後の財政運営

におきまして子供の均等割の廃止の影響は少なく

ないものと考えております。

なお、子供に係る負担軽減につきましては、市

長会や知事会におきましても国に対して提言及び

要請をしているところでありますことから、今後

も引き続き要望を行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 私からは、大項

目１、小項目２の子供の医療費無料化を義務教育

卒業まで年齢拡大することについてお答えいたし

ます。

子供の医療費の独自助成拡大につきましては、

これまでも定例会において御質問をいただいてい

るところですが、都道府県において実施をしてい

ます医療給付事業の制度内容では、対象となる年

齢や医療費の負担割、所得制限や一般負担の有無

など統一がされていない状況にあります。また、

全国の多くの自治体において対象年齢の拡大を初

め、独自の医療費助成の拡大をしている状況にあ
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ることから、本市では国において全国統一された

制度とするべき課題と考えており、これまでもさ

まざまな機会を捉えて国や北海道に要望してきて

いるところであります。

名寄市においては、北海道医療給付事業を活用

した乳幼児等医療費の助成に加え、平成２６年８

月診療分からは特に重篤化になりやすい就学前児

童の入院及び通院と医療費負担が大きい小学生の

入院に限り全額助成を独自に拡大し、実施してい

るところであります。また、医療費の助成拡大に

限らず、市立総合病院における小児科診療の２４

時間体制の整備など、安心して医療を受けられ、

子育てができる環境を整えてきております。

昨年度実施しました子ども・子育て支援事業計

画策定のための事前アンケートにおいては、子育

てしやすいまちになるためにどのようなことが重

要だと思いますかとの設問に対しての回答では、

子供の遊び場、活動の場の充実の要望が一番多く、

次いで子育てしやすい就労環境の整備、医療費の

助成拡大に対する要望が多く寄せられております。

事前アンケート調査の結果も踏まえながら、第２

次総合計画のローリング及び第２期の名寄市子ど

も・子育て支援事業計画策定において優先的にど

の子育て支援に関する施策を充実させていくか検

討してまいりますので、御理解願います。

次に、医療費の無償化による財政負担について

ですが、義務教育卒業まで年齢拡大を実施した場

合は、 ５００万円程度の一般財源の確保が必要

です。このため対象人数の増減はあるものの拡大

による財源が毎年必要になってくることから、ほ

かの施策への影響も考えられるため、慎重に政策

判断をしていく必要があると考えております。

次に、子育て支援に関する地域間格差の認識に

ついてですが、近年は医療費の無償化拡大を実施

する自治体が多くあり、近隣自治体では高校卒業

まで無償化を実施している自治体もあります。名

寄市においては、平成２６年度の医療費の無償化

拡大を実施した以降も子育て支援施策として子育

て支援センターひまわりらんどを開設したほか、

乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業、ファミリー・

サポート・センター事業、待機児童解消緊急対策

事業など、医療費の助成拡大に限らず子育て支援

のための施策を充実させてきております。また、

さきに答弁したとおり、市立総合病院における小

児科診療の２４時間体制の整備により、経済的な

支援だけではなく、いつでもすぐに専門医による

受診ができ、安心して子育てをできる環境を整え

ていると認識を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（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目１、

小項目３の学校給食費の負担軽減について申し上

げます。

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、食材に係る経費、

給食費は保護者負担と決められております。学校

給食費の状況でありますが、平成３０年度の給食

費調定額は約１億 ６００万円で、１人当たりの

年間給食費は小学生で平均４万 ０００円、中学

生では平均５万 ０００円となっております。

給食費の完全無料化を実施した場合の財政負担

額では、平成３０年度の実績から教職員や試食等

を差し引いた保護者負担分は約１億円と積算して

おります。

給食費の無料化につきましては、国の支援制度

もなく、財源の確保ができないこと、援助を必要

とする世帯には就学援助制度による支援を実施し

ている、このようなことから毎年１億円の財源を

必要とする無料化は、現在の財政状況では極めて

困難と考えておりますので、御理解をお願いいた

します。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、
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会計年度任用職員制度にかかわって、小項目１、

制度開始に向けての進捗状況について申し上げま

す。

平成２９年の地方自治法及び地方公務員法の改

正によるいわゆる会計年度任用職員制度への制度

移行については、議員の御質問のとおり、令和２

年４月に施行される予定でございます。制度移行

に当たっての進捗状況でございますが、昨年度中

に各担当職場に対して現状把握などを行う調査を

実施をし、現在制度設計を進めているところでご

ざいます。あわせて職員団体との協議も行ってお

り、制度内容が固まり次第令和元年第３回定例会

にて関連条例案を提案させていただく予定でおり

ます。条例提案後に現在任用している職員向けの

説明会などを実施させていただき、来年４月の任

用に向け準備してまいりますので、御理解をお願

いいたします。

次に、小項目２、会計年度任用職員の待遇につ

いて申し上げます。会計年度任用職員の待遇につ

いては、国の制度移行に関するマニュアルにおい

てその任用及び待遇について考え方が示されてい

るところであります。本市としては、基本的な考

え方は当該マニュアルの趣旨に沿った制度設計を

進めているところであります。

現在本市では、多くの臨時、嘱託職員が行政事

務等に従事しておりますが、会計年度任用職員に

制度が統一されることにより、これまでと異なる

勤務条件になる職員が生じる可能性もございます。

現在制度設計中でございますので、詳細について

申し上げることは困難でありますけれども、現在

勤務する臨時、嘱託職員の任用について雇用の維

持の観点から、原則として引き続き任用が維持さ

れるよう努めるとともに、待遇についても現状か

ら原則として引き下がらないよう制度設計を実施

してまいります。

詳細の制度設計が終了いたしましたら、改めて

常任委員会などで内容の御報告をさせていただき

たいと考えておりますので、御理解をお願いをい

たします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 私からは、大項

目３、ＪＲ北海道への利用促進費用の市町村負担

了承についてお答えいたします。

まず、小項目１、市町村負担了承に至る経緯に

ついてですけれども、北海道では平成２８年１１

月、ＪＲ北海道の単独では維持困難な線区の公表

後、直ちに北海道運輸交通審議会の学識委員や北

海道市長会長、北海道町村会長などに参画いただ

き、鉄道ネットワークワーキングチームを設置し、

将来を見据えた北海道の鉄道網のあり方を取りま

とめ、地域における検討協議をスタートするとと

もに、平成２９年１２月には国土交通大臣に対し

てＪＲの徹底した経営努力と経営情報の開示への

指導、国の実効ある支援などについてオール北海

道で要請を実施してきました。

さらに、平成３０年４月からは、国やＪＲ、市

長会、町村会などで構成する関係者会議において

ＪＲに対する支援について協議を進めてきた中、

平成３０年７月にＪＲ北海道の経営改善について

国の支援の考え方が示されました。しかしながら、

地域としての支援に関しては、国と地域の役割分

担や地域負担の額、地方財政措置のあり方など、

地域からの理解をもらう上で整理すべき課題が残

されており、北海道としては２年後の法改正を視

野に入れつつ、さらに議論を深めていく必要があ

るとされたところでございます。

一方でＪＲの経営は、震災の影響なども重なり、

２０１８年度決算における単体の純利益が２１３

億円の赤字となっていることや、２０１９年度事

業計画においても運賃改定による増収や国からの

支援、２年間で４００億円台、こちらを受けても、

なお赤字が生じる見込みであるなど、引き続き厳

しい経営状況となっております。

このことから、北海道は法改正までの２年間に

限り、維持困難線区でＪＲが実施する定時性や利
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便性、快適性の向上などの利用促進に資する設備

投資に対して、緊急的かつ臨時的な地域独自の支

援を行う必要があると関係者会議で確認をし、沿

線市町村への説明を行い、宗谷本線活性化推進協

議会としては、本年５月２０日に開催いたしまし

た総会の場において全体の確認を行い、考え方に

ついて了承をしたところでございます。

また、今月１４日には北海道知事が道補正予算

の概要説明で地域負担額も含めたＪＲへの支援策

を公表しました。宗谷本線では、名寄―稚内間の

地域負担額は７９０万円とされましたが、宗谷本

線活性化推進協議会では考え方について了承して

おりますので、構成団体が一体となった取り組み

として準備を進めてまいりたいと考えております。

続きまして、小項目２、市民説明についてお答

えいたします。これまでの経緯につきましては、

先ほど述べさせていただきましたが、各線区や北

海道全体の課題として一体となって取り組まなけ

ればならない問題であり、２年後の法改正に向け

て国に対しても動きを見せていく必要があるもの

と考えております。

市民説明につきましては、これまで宗谷本線活

性化推進協議会において鉄路維持、存続の活動を

続けておりましたが、今回の北海道を中心とした

ＪＲへ拠出する負担金につきましては、あくまで

も車両環境の向上や利用促進に資する負担であり

ますので、広報等を活用し、市民の皆様へ説明を

していきたいというふうに考えております。

小項目３、今後の国への対応についてお答えい

たします。議員御指摘のとおり、現在国における

ＪＲ北海道への支援根拠法となっている国鉄清算

事業団債務等処理法が２０２０年度末で期限切れ

となります。国からの支援継続のためには法律の

改正が必要であり、現在北海道を中心に法律が改

正されるよう関係線区及びＪＲ北海道とともに具

体的な取り組みを行っております。

今後国への対応につきましては、宗谷本線だけ

の問題ではなく、北海道全体の問題でありますの

で、各線区、北海道全体が一丸となり、国への要

望活動等を行っていかなければならないと考えて

おります。本市といたしましても宗谷本線活性化

推進協議会の中心市として、北海道や関係線区へ

の働きかけを行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をい

ただきました。再質問をさせていただきたいと思

います。

まず、子育てに係る負担の軽減についてであり

ます。国保税の負担軽減、子供の医療費無料化の

年齢拡大、学校給食費の負担軽減、これを何回も

何回も取り上げてきたところでありますので、中

身についてはそれほど詳しく触れないでおこうと

いうふうには思っているのですが、くどくなった

らお許しをいただきたいと思います。

１つは、国保の問題、均等割、今部長の御答弁

では必要なものだというふうな御答弁がありまし

たけれども、所得がふえなくても家族がふえれば

ふえるほど負担が大きくなってくる。協会けんぽ

等入っている方にはなかなかわかりづらいと思う

のですが、国保の均等割１人２万 ０００円です。

だから、大人も子供も１人２万 ０００円の負担

がかかると。そして、所得割のほかに家族には平

等割といって１万 ０００円が医療分でかかって

いるわけです。こんなふうにして非常に多くの負

担がかかっている。これは、加入者が年金生活者

など高齢の方々、また非正規で働く方々が多くな

っている中、医療費も膨らんでいくということで

は非常に国保税の負担大きくなっている中であり

ます。こんな中でも全国的には自治体が負担をし

ながら市民の負担軽減をしたりしていますし、前

回も御紹介しましたけれども、全国知事会でも公

費１兆円投入してほしいと要望もされているとこ

ろであります。この点について再度お考えをお聞

きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。
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〇市民部長（宮本和代君） ただいま国保の均等

割に対する負担の増ということで御質問をいただ

きました。子供の均等割につきましては、議員が

おっしゃいますように所得がない子供に対しても

均等割が大人と同じ金額がかかるという部分につ

きましては、他の保険には見られない部分という

こともありまして、ほかの医療保険制度と比較を

しましても負担が重くなっているというのは事実

だと認識をしております。

ただ、均等割を徴収するといった部分につきま

しては、地方税法の考え方から、やはりこちらに

ついては徴収しなくてはならないものと認識をし

ています。自治体の国保財政の状況によりまして

は、助成という形で一部負担、均等割について子

供の部分を見ている自治体もございますけれども、

現状の名寄市の国保財政におきましては非常に困

難であると考えておりますので、先ほども答弁の

中で触れさせていただきましたが、国の責任にお

いて必要な財源措置を行っていただくということ

で今後も要望を続けてまいりたいと考えておりま

す。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 私もこの３点につい

ては、国がきちっと制度を見直していく、今御紹

介した国費を投入していくということも含めてこ

のことは強く思っていますし、日本共産党として

もこのことについては国のところでも取り組みを

進めているところでありますが、しかしなかなか

進まないというところでは地方からの変化もつく

りながらというところが必要かなというふうに思

っているところであります。

子供の医療費無料化の件でありますけれども、

アンケートの中でも医療費の負担軽減を求める声

が多かったというふうなお答えがあったかという

ふうに思います。私の周りでも非常に多く寄せら

れているところであります。

それで、地域間の格差についてなのですが、子

育て中の世代の皆さんからこの格差について本当

に多くの意見が寄せられています。きっと市で担

当されている皆さんも多く聞かれているのだと思

います。隣り合わせの自治体が年齢が非常に高く

なっている中で、名寄はもう少しという声が非常

に多く寄せられているというのが事実であります。

この点について、この地域間の格差の問題につい

て再度お考えをお聞かせをいただきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 地域間の格差の

質問でありますけれども、先ほどの答弁で触れさ

せていただいているところなのですけれども、今

回、先ほど議員もおっしゃられましたとおり、こ

れについては国なり、北海道の中で地域間の格差

をなくすようにしっかりと助成も含めて対応すべ

き課題というふうにされているのが基本的なとこ

ろだというふうに考えているところであります。

ただ、名寄市として子育てなり、少子化対策に

おいてどういった支援策をするかという、どこに

重点を置くかというところでありますけれども、

先ほども申し上げましたけれども、例えば市立総

合病院の小児科の２４時間体制についてもこれは

市において一定の財源を負担しながら対応をして

きて、これはほかの地域にはない本当に２４時間

いつ何が起きても対応できるそういったことを整

えていたりしておりますので、そういった意味で

は一概に一つの制度だけを見て地域間格差がある

からというふうにはならないのかと思っています。

言われるように隣のまちと同じ制度ができればい

いですけれども、限られた財源の中で地域にとっ

て子供たちや子育ての保護者に対してどういった

施策が必要なのかということで、今後も十分検討

しながら対応していきたいというふうに考えてい

るところでありますので、御理解をお願いいたし

ます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） いつも御答弁いただ
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いています市立総合病院の小児科の２４時間体制、

もちろんこれは名寄ばかりではなくて、近隣の皆

さん方にとってもそういう環境の中で子育てをで

きるというのは、非常に大きなメリットだという

ふうに思っています。しかし、子育て中の世代の

皆さん方にすると、なかなか収入も少ないという

中で、医療費の問題、すぐにお財布から出ていく

ということでは非常に敏感な部分でありますので、

そういった部分で隣のまちは、こっちのまちは、

こっちのまちはという声が出てくるのは、私は当

然だというふうに思っています。前回第１定でお

答えいただいた中でも、道内でも随分義務教育卒

業まで助成拡大しているところが非常にふえてい

る状況のある中で、市立総合病院の２４時間体制

が整っているので、医療費の助成はできないとい

うことには私はならないのではないかというふう

に思うのですが、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 市立総合病院の

２４時間やっているからできないという言い方で

はなくて、名寄市はそういったことでも支援策や

っているということで御理解をいただければとい

うふうに思っているところであります。

今回のアンケート調査でも、先ほど申し上げま

したけれども、子供たちの遊び場とかそういった

交流できる場がというのが就学前、小学生も含め

て特に一番多い状況にあります。次に、就学前で

いけば保育所なり、保育の充実というのが高い。

医療費については無償化していますから低いとこ

ろはあるのですけれども、そういったある面施設

整備の部分についてもかなり要望が高まっている

し、特に名寄市においては転勤されてくる方多い

ということで、そういった面ではこれまでひまわ

りらんどだったり、サポート・センターをつくり

ながら、交流する場であったり、子育てに対する

支援というか、指導も含めてそういった環境を整

えることを重要視しながらやってきております。

今回においてもこのアンケート調査でもさらなる

充実ということを求められていますから、そうい

ったものを総合的に勘案しながら、限られた財源

を有効にどの施策に反映していくかというのは、

しっかりこの協議会の中でも検討しながら対応し

ていきたいというふうに考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） アンケートなのです

が、施策に反映させるために皆さんにアンケート

をして答えていただいたということでありました

けれども、このアンケートの内容についての公開

といいますか、それはされるのか、どういう状況

になっているのかお知らせください。

〇議長（東 千春議員） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 公開はします。

当然計画書にものせていきますから。ただ、この

後どの時点で市民に公開するか、スケジュール的

にまだちょっとはっきりは今は申しませんけれど

も、いずれにしましてもこの内容につきましては

当然委員の皆さんであったり、それぞれ協議に入

る前には関係する方にはきちんと示しながら、そ

れに基づいた御意見をいただくような体制をとっ

ていきたいと思いますので、御理解をお願いしま

す。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） アンケートにお答え

いただいた皆さん方もきっとその結果については

関心が大きくおありだというふうに思います。早

い時期の公開をしていただくのと、それに沿った

施策を組まれていくこと、これを強く求めたいと

いうふうに思います。

あと、もう一つは、学校給食の問題ですが、こ

の点についても何回もお話をさせていただいたの

ですが、最近学校給食というか、子ども食堂の問

題も含めていろいろ全国的に取り組まれていて、

ちょっと話それますけれども、学校給食がスター

トしたのは山形県鶴岡市のお寺の境内から始まっ

たというのを御紹介しておきたいと思います。そ
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れで、学校給食、子供の栄養不足を補うためとい

うこともありますし、子供の成長の段階で非常に

重要なものだということで、そういう意味でのセ

ーフティーネットとして機能しているという捉え

方をしている専門家もいらっしゃいますし、また

子供の貧困の問題では今６人に１人、７人に１人

という状況で、過去の話ではないというふうにな

っているところであります。そういったことで、

学校給食の重要性は私が何回も言う必要もないほ

ど皆さん御承知だというふうに思うのですが、し

かしそこをきちっと保障していくためにも給食費

の補助というか、そういった部分が必要だろうと

いうふうに思っています。

跡見学園女子大学教授の鳫咲子さんという食の

問題含めて、貧困の問題も含めていろいろ論文出

されている方なのですけれども、子供の食生活は

世帯の所得水準によって大きな格差があり、将来

の健康格差にもつながると。全ての子供に栄養バ

ランスのとれた食を保障する学校給食、その格差

を小さくする重要な役割を果たしているというふ

うに学校給食の大切さを述べているのですが、こ

の点についてお考え改めてお聞きをしたいと思い

ますが。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 学校給食の重要性に

つきましては、管理栄養士でもあられます川村議

員と同じような考え方ということで、重要性につ

いては非常に評価というか、重く感じております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それぞれ子育てに係

る大きな負担です。先ほどそれぞれ実施されると

市の負担が幾らになるのかというのもお知らせを

いただいたところであります。全てを一気にとい

うのは、非常に難しい部分も財政的な部分がある

かというふうに思うのですが、しかし他市の取り

組み、いろいろな取り組みをされています。例え

ば国保の均等割を廃止していく中でも３人目から

はだとか、そういった部分で検討したり、また子

供の医療費の無料化についても、今小学校になっ

たら入院だけが無料になるわけですけれども、せ

めて入院、外来、小学校の間だけでも無料に、そ

して段階的に進めていく。国の制度を待っている

間、このようにして少しでも進めていくことが必

要ではないかというふうに思っています。それか

ら、給食費についても３人目からは無料にだとか、

そういうような本当に多種多様な地域によって、

自治体によっていろいろな取り組みをしています。

ぜひここに学びながら、実現をしていただきたい

というふうに思うのですが、その点について市長、

突然ですが、お考えいただいていいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 毎回貴重な御提言をいた

だいておりまして、ありがとうございます。

今それぞれ答弁させていただいたとおり、子育

ての負担軽減に関して全てが実現できれば一番い

いわけでありますが、当然財源も伴う話でありま

して、それぞれの今議員がお話ししていることも

いろんな角度からのテーマがあるので、何に絞っ

てどうやっていくかということもしっかりとより

効果的な、今名寄市にとって何が必要なのかとい

うところも見きわめて議論していかなければなら

ないというふうに考えています。

子ども・子育ての新しい法律が改正をされまし

て、いよいよ１０月から、本年度、令和元年度に

関しては全額国庫で、新年度からは自治体が４分

の１負担をするということで、３歳以上の保育料

が無料になると、こういうことでございます。こ

れについても大きなこれは子育て世帯にとっては

負担軽減につながるものというふうに考えており

まして、大きな前進だというふうに思っています。

一方で自治体も負担が実は出てくるということも

ございます。ただ、名寄市においては、もともと

保育料に関しては独自の負担軽減をしている関係

もあって、この部分に関して少し一定の財源がで

きる可能性もあるということでございます。今子

ども・子育ての新しい計画をつくっていく中で、
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皆さんからもしっかりとアンケートをとらせてい

ただいて、地域の皆さんのニーズと、あるいはこ

れから名寄市がさらに力を入れていかなければな

らない施策についてしっかりと市民の皆さん、あ

るいは庁内でも議論をしながら、さらに子育てし

やすいまちづくりに向けて、一層政策を推し進め

たいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今の国の子育て支援

の中身は、ちょっとまた別のところで議論をさせ

ていただきたいと思いますけれども、総合計画の

第２次中期基本計画の中の基本目標Ⅱ市民みんな

が安心して健やかに暮らせるまちづくりの子育て

支援の推進という中で、安心して産み育てること

ができ、子供が平等で健やかに育つ環境づくりを

地域ぐるみで進めますというふうになっています

ので、名寄に住んでよかったはもちろんそうなの

ですが、どこにいてもみんな子供が平等で健やか

に育てる環境づくり、大人の責任としてまた頑張

っていきたいというふうに思っていますので、よ

ろしくお願いいたします。

それでは、２点目の会計年度任用職員制度にか

かわって再質問をさせていただきたいと思います。

御答弁いただいた中では、職場での調査もしたり、

制度設計中だというふうなお話がありました。待

遇等については、国のマニュアルに沿いながら進

めて、今制度設計中だということでした。職員の

皆さん方、今働いている非正規と言われている会

計年度に移行されようとされている皆さん方への

説明会は、ちょっと聞き漏らしたのですが、行わ

れたのでしょうか、これからするのでしょうか。

お聞かせください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 基本的には制度設計

が全て終わって、９月の定例会に提案をさせてい

ただいて、それ以降説明会等を実施をしていきた

いというふうに考えています。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今説明会が制度設計

ができた段階でというお話でした。いろいろな情

報が錯綜しているのかなというふうに思うのです

が、不安が非常に大きい、そういう声が聞かれて

います。例えば任用期間の問題であったり、収入

にかかわる問題であったり、それから引き続きず

っと長く働かせていただけるのだろうか、そんな

ような非常に不安が寄せられているところであり

ます。１つずつ確認をさせていただければという

ふうに思いますが、任用の期間の問題ですけれど

も、会計年度ですから１年ということで、４月１

日から翌年の３月３１日までで、再度の任用もあ

り得るとしていますけれども、手続がなく更新さ

れたり、長期にわたって継続して勤務できるとい

った誤解を招かないように留意することというふ

うにマニュアルでは書かれているのですが、この

点についてはいかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 記載のとおり、今回

は制度改正ということですので、マニュアルとし

てはそういう記載になっているかというふうに思

っています。先ほど原則としてということで私言

わせてもらいましたけれども、現在お勤めになっ

ている臨時、非常勤の皆さんについては、同じよ

うな待遇で引き継ぎを考えているということであ

りますので、任用についても基本的にこれまでと

同様な形でというふうには考えているところです。

通常でいえば大体次年度に向けては１２月ぐらい

に皆さんにそれぞれ意向調査をしたりということ

でございますので、その辺は少しマニュアルを参

考にしながら、道内の自治体なども参考にしなが

ら、今はそのような考え方でいます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） これを今働いている

皆さんにしっかりとお伝えすること必要かなとい

うふうに思います。ここの点だけでも不安に思っ

ていらっしゃる方が多数いらっしゃるということ
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があります。

それと、もう一つ、これはもうないのかなとい

うふうに思いますが、雇用中断、空白期間、今現

在は雇用更新に当たって雇用の中断、空白期間が

設けられているかというふうに思うのですけれど

も、今回の法の改定ではこれらの雇用中断は不適

切だとされているところであります。これをなし

に引き続き採用していただけるというふうに理解

していいのでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 議員が言われている

いわゆる雇用調整期間みたいなことについては考

えておりません。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今最後のところがち

ょっと聞き取れなかったのですけれども、部長、

もう一回お答えください。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 空白期間ということ

でお話だったので、それについては今は設定をし

ないということで考えていますということです。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 済みません。何か失

礼いたしました。ちょっと聞き取れなかったもの

ですから。申しわけありません。

あと、もう一つ働いている方が不安に思ってい

るのが収入にかかわる問題であります。期末手当

や退職手当、これが支給できるというふうになっ

ているのですが、退職手当はフルタイムの方々の

みということであったり、それから期末手当につ

いてもこれが年収ベースになっているのではない

かと。今現在毎月ごとの収入のほかに期末手当が

追加されるのかどうか。それがそうではなくて、

年収ベースの中に組み込まれていって、一月ごと

の収入が減ってしまうのではないか、そういった

不安が広がっているところでありますが、このこ

とについて皆さんがわかるように御説明いただけ

ればと思います。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 先ほども冒頭言いま

したけれども、最終的な制度設計はあくまでも決

まっておりませんので、わかるようにというと個

々の話になってしまうので、大変申しわけないの

ですけれども、期末手当等については、現状フル

タイムの方、あるいはパートの方ということで、

勤務時間の関係で期末手当については支給が実は

異なってくるということになろうかというふうに

思っているところです。それ以外につきましては、

これからまた制度設計については協議をしていき

たいというふうに考えているところです。

少し話は、大変申しわけない、勝手にさせてい

ただきますけれども、ことしの６月に全国的な自

治体の会計年度任用職員にかかわるそれぞれの自

治体で条例の提案はいつごろするのですかという

ことについて、実は８割方がこの９月、ことしの

９月でやるという状況でございまして、道内的に

見てもなかなか進んでいる先進的なところという

のもなくて、私どもも少しこれは国の財政措置も

含めましてなかなかそういうところが見えない中

での制度設計を今やらせていただいているという

ことでありますので、軽々にこういう方向でとい

うことでも言えない部分もあることを御承知おき

いただければというふうに思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 平成２９年度決算の

追加資料の中で調べました。名寄市で臨時職員、

大学で１５９名で、含んで４０５名、病院で２７

７名、水道事業で３名、合計６８５名の方々が臨

時職員として働いていただいているところであり

ます。テレビでも特集されるぐらい今この非正規

公務員といった部分、官製ワーキングプア、年収

２００万円程度で働く方々が非常にふえていると

いうことが社会的に大きくなっている中で、この

非正規公務員の処遇改善をめぐって法改正が行わ

れたのだというふうに思っているのですが、地方
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公務員制度の大転換にかかわる内容というふうに

私も押さえていますが、それだからこそ働いてい

る今の皆さん方が非常に不安になっているのは当

然だというふうに思いますので、今９月の第３定

に向けて条例提案をということで、制度設計進め

られているというふうな御説明でありましたけれ

ども、やはり働いている皆さん方へ早い段階での

説明をしていただくことを強く求めていきたいと

いうふうに思います。

次に移りたいと思います。ＪＲ北海道の利用促

進費用の負担了承についてであります。先ほども

御紹介しましたように突然の宗谷本線活性化推進

協議会で５月２０日負担了承ということで新聞報

道がされました。びっくりして電話が来ました、

実は。いつこんな話がどこで進んでいたのだろう

かというふうに言われたところです。それは、負

担がこれ以上どんどん、どんどん膨らんでいくの

ではないかということが不安をかき立てているの

だというふうに思います。そういった部分で、例

えば市民説明いろいろ協議会の中で進めてきたと

いうことでしたけれども、そういう負担がかかる

のではないかなというふうに思いながらも、突然

に負担が了承されたといったところでの市民の皆

さんの驚きと不安に対してどのようにお考えか、

まずお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 地域負担のお話

での市民への説明ということですけれども、この

間の経過でいいますと、先ほど答弁もさせていた

だきましたけれども、今回の地域負担については

北海道がリーダーシップしっかりとっていただい

た中で、２年間に限る臨時的かつ緊急的措置とい

う位置づけのもと、２年後に迫る法改正に向けて、

それまでにしっかりと地域一体となって鉄道を残

すのだという動きを国に伝えるためという部分か

なり大きな意味合いがあるのではないかというふ

うに考えておりまして、これまでも協議会として

も今までは完全高速化という目的に活動してきま

したが、維持困難線区の問題が出てから宗谷本線

をしっかり守っていく、維持、存続していくとい

う目的に加えてこれまでも加藤会長を筆頭に取り

組みを進めてきましたので、そこの意味からの北

海道の今回の提案については、沿線地域全体一体

となってしっかりと協力していこうという流れの

中での今回の結果ということで、ぜひとも御理解

いただければというふうに思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 私たちも維持、存続

を願う思いは同じであります。言うまでもなく市

民の生活の足です。病院へ行く、また学校へ通う、

そういった部分での生活の足であり、また地域経

済を支える大きな輸送、基幹産業を農業としてい

ますから、非常に重要な足でありますし、観光振

興にも欠かすことのない交通手段だというふうに

捉えています。維持、存続は非常に望むところで

はありますけれども、しかし市民の皆さんにとっ

ては、突然の負担了承の中で驚いたのは否めない

というふうに思っています。

市民説明が私はちょっと不十分ではないかとい

うふうに思っているのは、聞くところによります

と、この８線区の中でも協議会等々いろいろ名前

がありますけれども、そこで出された中で議会と

相談をしたいということで持ち帰ったという自治

体もあるというふうに聞いています。宗谷本線活

性化推進協議会の中では、そういったことはなか

ったのかどうか。日高のところでも議会と相談を

したいということで持ち帰ったというふうに聞い

ていますので、そういったことが宗谷本線のとこ

ろではあったのか、なかったのかお聞きしたいと

思います。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 北海道知事が公

表した今回の補正予算の関係ですけれども、これ

はあくまでも北海道が主体となって、関係線区の

自治体から負担金を拠出してもらって、北海道が

総額２億円のうちの７対３ということで、７が北
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海道、これが１億 ０００万円、３が関係線区で

０００万円、これをという話なのですけれども、

基本的には北海道の事業ですので、北海道の補正

予算が可決しなければ動きようのない話というこ

とになりますので、その順番からするとなかなか

そういったタイミングにはならないかなというふ

うに考えております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 北海道が１億 ００

０万円のこの補正予算をということで、そういう

提案だったということなのですけれども、その中

でもあるところでは議会と相談したいと言ったと

ころもあったというふうに聞いていますので、そ

ういった部分では私は市民の皆さんから寄せられ

た声と同じようにどこでどういうふうになって決

まってしまったのか、突然のようで、それの不安

は非常に大きいものがあるというふうに思います。

もう一つなのですけれども、市民説明について

のところで今回宗谷本線の活性化協議会の中では

一体感を示せたという報道にありましたけれども、

そういった声もあったようですけれども、それぞ

れの自治体ごとに対応が非常に違っているなとこ

こ二、三日の報道の中身を見てもあるというふう

に感じているのですが、その点についてはどのよ

うにお考えでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） それぞれの自治

体の対応が違うとお感じになったということです

けれども、総会を経てのというイメージでしょう

か。今回北海道からそういった地域負担をお願い

したいというお話をいただいて、その考え方に協

議会としては全会一致で了承したという５月２０

日の経緯がありますけれども、そういった意味で

は私の認識としては、宗谷本線活性化推進協議会

の構成員の中は方向性についてはしっかりと同じ

方向を向けているという認識でございます。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 方向性が違うという

のではなくて、市民への説明といいますか、市民

周知の点について私はそれぞれ自治体ごとに対応

が違っているのではないかというふうに思ってい

ます。負担額についてもそれぞれ自治体ごとでも

出ているという、議会を通じて発表したりという

とこら辺があるかなというふうに思っていますが。

〇議長（東 千春議員） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 自分の自治体は

幾らぐらいの負担を想定しているというような報

道も出ておりますけれども、名寄市としても第３

回定例会の補正予算提案に向けて、今後しっかり

と数字詰めて、概算何となくの金額はあるのです

けれども、しっかりと数字詰めて常任委員会等で

説明をしてから補正のほうを提案させていただき

たいというふうには考えております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） そういった部分も含

めて、やはり市民の皆さんにとっては大きな不安

になるのではないかというふうに感じているとこ

ろであります。

国策によって分割民営化がされ、そして経営安

定基金運用益の不足があり、新幹線が赤字という

４月に道議会で報告があったようですけれども、

いずれも国策の失敗が原因でこういった現状を生

み出しているといったところでは、負担を自治体

に求めるのではなくて、国にしっかりと支援を求

めていく、加藤市長にも随分御尽力いただいて、

国へ要望していただいてまいりましたけれども、

引き続き国へ支援を求めていっていただきたい、

そのことを強くお願いして、終わります。

〇議長（東 千春議員） 以上で川村幸栄議員の

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（東 千春議員） 日程第３ 議案第１７

号 工事請負契約の締結についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。
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加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 工事請負

契約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、風連中央小学校旧校舎屋内運動場解体

工事、屋外運動場整備工事について、６月１１日

に４社による一般競争入札を執行いたしましたが、

最低価格が調査基準価格以下となったことから、

低入札価格調査を行った上で低入札価格調査委員

会で審議をし、落札者を決定をしております。五

十嵐・第一・橋場特定建設工事共同企業体が２億

２００万円で落札決定をし、これに消費税及び

地方消費税 ６２０万円を加え、２億 ８２０万

円で契約を締結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、

予定価格が１億 ０００万円以上であるため議会

の議決を求めるものでございます。

なお、詳細につきましては建設水道部長より説

明させますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願いを申し上げます。

〇議長（東 千春議員） 追加説明を天野建設水

道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） それでは、議案

第１７号、風連中央小学校旧校舎屋内運動場解体

工事、屋外運動場整備工事の提案理由の追加説明

を申し上げます。

本工事は、平成３０年度に完成した風連中央小

学校の旧校舎屋内運動場の解体及び屋外運動場を

整備するもので、準備が整い次第工事に着手いた

します。

本日議決をお願いをいたします風連中央小学校

旧校舎屋内運動場解体工事、屋外運動場整備工事

の事業概要について説明いたします。本工事は、

鉄筋コンクリートづくり２階建て、延べ面積 ２

００平方メートルの旧校舎と鉄骨づくり平家建て、

延べ面積６７６平方メートルの旧屋内運動場の解

体撤去及び屋外運動場１万 １４０平方メートル

を整備するものであります。工期につきましては、

契約日として議決の日の翌日から令和２年３月１

９日までとしております。

続いて、お手元の説明資料については、旧校舎

解体を省略し、屋外運動場について説明いたしま

す。資料１をお開きください。新校舎の西側にグ

ラウンドを造成し、屋外での事業や各種行事に活

用できるようにするとともに、バックネット、防

球ネットフェンス、遊具などを設置し、グラウン

ドの北側、南側には緑地帯を整備することにより、

児童の屋外教育環境の充実を図るものでございま

す。

以上、私からの追加説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第４ 議案第１８

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、庁舎を初め各関係施設で利用している

事務利用端末がウィンドウズ７のサポートが終了

することに伴いサーバーを更新しようとするもの



－175－

令和元年６月２１日（金曜日）第２回６月定例会・第４号

でありまして、本年４月１７日に物品等審議委員

会での審議を経て、５月２３日に見積もり合わせ

を実施をし、 ６１８万 ８４０円でＰＦＵ北海

道株式会社に決定をいたしました。これに消費税

及び地方消費税３６９万 ５４７円を加えて、

９８７万 ３８７円で契約を締結しようとするも

のでございます。

なお、本件に係る経費につきましては、北海道

市町村備荒資金組合の譲渡事業を活用し、取得す

るものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、

予定価格が ０００万円以上であるため議会の議

決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第５ 議案第１９

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 財産の取

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、各小中学校職員室で使用している業務

用端末がウィンドウズ７のサポートが終了するこ

とに伴いサーバーを更新しようとするものであり

まして、本年４月１７日に物品等審議委員会の審

議を経て、５月２３日に見積もり合わせを実施を

し、 ０６５万 １８０円でＰＦＵ北海道株式会

社に決定をいたしました。これに消費税及び地方

消費税２４５万 ５７４円を加え、 ３１０万

７５４円で契約を締結しようとするものでござい

ます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、

予定価格が ０００万円以上であるため議会の議

決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（東 千春議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（東 千春議員） 日程第６ 意見書案第

１号 地方財政の充実・強化を求める意見書、意

見書案第２号 「子どもの貧困」解消など教育予

算確保・拡充と就学保障、義務教育費国庫負担制

度堅持・負担率１／２への復元、教職員の超勤・

多忙化解消・「３０人以下学級」の実現に向けた
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意見書、意見書案第３号 ２０１９年度北海道最

低賃金改正等に関する意見書、以上３件を一括議

題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外２件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

意見書案第１号外２件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外２件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（東 千春議員） 日程第７ 報告第１１

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（東 千春議員） 日程第８ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） ここで、市長から発言

を求められておりますので、これを許します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいま議長から発言の

お許しをいただきましたので、申し上げます。

本定例会初日となります６月３日に報告第８号

として株式会社名寄振興公社の経営状況について、

地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき

報告を行ったところでございます。詳細につきま

しては、議員協議会にて説明をすることとしてお

りましたが、本日まで説明に至っておらず、おわ

びを申し上げます。当該経営状況につきまして議

会への上程後、株式会社名寄振興公社からの申し

出により、過年度分を含めて再精査が必要となり

ました。この再精査には一定の時間を要するもの

と思われますが、遅くとも本年度第３回定例会ま

でに作業を終え、改めて精査をした内容につきま

して御報告の機会をいただきたいと考えておりま

すので、御理解をいただきますようにお願いを申

し上げます。

〇議長（東 千春議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和元年第２回定例会を閉

会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 ２時１４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 東 千 春

署名議員 三 浦 勝 秀
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