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令 和 元 年 第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和元年９月２０日（金曜日）午前１０時００分
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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、

３番 山 崎 真由美 議員

９番 清 水 一 夫 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。

地域包括ケアシステムと健康寿命の延伸につい

て外１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、質問をしてまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

大きい項目１つ目、地域包括ケアシステムと健

康寿命の延伸についてを質問いたします。第７期

高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画では、

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さま

ざまな取り組みを推進していく上で、地域包括ケ

アシステムの深化、推進が重要であると言われて

おります。地域の実態や状況に応じて、高齢者へ

の支援や介護予防などにより高齢者が生きがいを

持って生涯生活できる地域の実現を目指すことと

しておりますが、具体的に地域包括ケアシステム

を構築するための一つとして、ＩＣＴによる医療

と介護の連携により医療機関、介護事業所などが

より素早く、効果的かつ効率的な連携ができ、地

域包括ケアシステムの構築がより一層進むことに

より、高齢者施策の推進につながると言われてお

ります。ＩＣＴによる医療と介護の連携の構築に

向けた今後の取り組みと今後の課題について理事

者の御見解をお願い申し上げます。

地域の介護予防教室に介護予防のためリハビリ

専門職、理学療法士と作業療法士を派遣して、高

齢者になっても自立支援に資する取り組みを推進

し、介護が必要にならず、健康を維持できるよう

に地域リハビリテーションの活動支援事業の取り

組みを進めておりますが、現状と取り組みの状況、

課題について理事者の御見解をお願い申し上げま

す。

町内会での自主的介護予防である元気会、老人

クラブに対する介護予防教室を中心に高齢者の健

康づくりを進めているところでありますが、体操

など運動を初め、栄養摂取の知識の普及、口腔機

能向上と口腔ケアの知識など、町内会での自主的

介護予防の元気会や老人会で開催しておりますが、

フレイル予防の現状の取り組みと課題について理

事者の御見解をお願いを申し上げます。

一般介護予防事業の地域介護予防活動事業とし

て、年齢や心身の状況によって高齢者を分け隔て

なく誰でも参加できる名寄市通いの場の事業の現

状と課題についての理事者の御見解をお願いを申

し上げます。

認知症を初期段階で把握し、医療や介護につな

げ、重症化を予防するために、認知症になっても

住みなれた地域で暮らし続けられるよう支援でき

る目的で専門医、医療、介護の専門職がチームと

なり、認知症初期集中支援チームが昨年結成され

ております。現状と取り組みについて、また課題

について理事者の御見解をお願い申し上げます。

名寄には認知症の症状がある可能性がある方が

約 ０００名おられると言われております。２０

２５年には ７００名になると言われております。

名寄市で徘徊高齢者ＳＯＳネットワークには徘徊

ＳＯＳ登録者４８名の方がおられると言われてお

ります。サポート体制を含め、現状の課題につい

て理事者の御見解をお願い申し上げます。

大きい項目２つ目、高齢者の安全運転支援と高
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齢者の移動手段の確保についてをお尋ねをいたし

ます。東京都池袋で８７歳の高齢者が運転する車

が暴走し、母子２人が亡くなった事故以来高齢者

の事故が続いております。近年交通事故の発生件

数は減少傾向にありますが、７５歳以上の高齢運

転者の死亡事故の割合は高まっており、単純ミス

による事故も目立ってきております。

警視庁は、昨年末時点で約５６３万人いる７５

歳以上の運転免許証の保有者が２０２２年には１

００万人ふえ、６６３万人になるという推計を出

されております。こうした状況を踏まえ、国は１

７年施行の改正道路交通法で７５歳以上の免許保

持者は、違反時や免許更新時には認知症機能検査

を受けることを義務づけられましたが、今や高齢

運転者の安全対策等々及び安全運転支援の取り組

みが待ったなしの課題であります。

また、過疎地域の課題は、いまだ生活の足、買

い物の足、医療の足として欠かせない車の社会が

現実を帯び、高齢者の多くがその現実のため車を

放せない状況にあります。地域における移動手段

の確保の重要性は喫緊の課題になっております。

その意味で地域交通ネットワークの充実について、

また安全運転装置の支援の負担の行政の取り組み

についての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） 廣嶋こども・高齢者支

援室長。

〇こども・高齢者支援室長（廣嶋淳一君） おは

ようございます。高橋議員から大項目２点にわた

り御質問がございました。大項目１は私から、大

項目２のうち小項目１は総務部長から、小項目２

につきましては市民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。

大項目１、地域包括ケアシステムと健康寿命の

延伸について、小項目１、ＩＣＴについてお答え

をいたします。市民が高齢になっても可能な限り

住みなれたこの地域で自分らしい暮らしを人生の

最終段階まで続けるためには、医療と介護などの

連携による支援がとても重要となっております。

これまでも医療と介護など関係する担当者が各種

会議や日常のケアにおいて個々の状態に応じた適

切なサービスについて検討しながら、身体機能の

維持向上に努めてきております。その支援をさら

に効率的、効果的に行うために情報通信技術、い

わゆるＩＣＴを導入しての取り組みが全国的に進

んでおります。このことから、名寄市においても

ＩＣＴを活用した地域包括ケアシステムの構築を

目指し、検討を進めているところでございます。

現在目指しておりますシステムの仕組みとしま

しては、患者や利用者からの同意のもと市内医療

機関や調剤薬局、介護サービス事業者等が有する

カルテやレセプト、ケアプラン等の情報を患者や

利用者ごとに管理し、医師、薬剤師、ケアマネー

ジャー、介護福祉士等がその情報をお互いに閲覧

できるというものでございます。ただし、職種に

より閲覧する情報の制限をするとともに、セキュ

リティーにも十分注意しながらシステムを構築し

ていきたいと考えております。

システムの構築に当たりましては、既に稼働し

ております医療連携システムのポラリスネットワ

ークの医療データを利用することについて検討し

ておりますが、現在ポラリスネットワークの通信

高度化を図る準備が進められており、その動向を

見据えながらＩＣＴの構築を図っていきたいと考

えております。

今後の進め方としましては、医療と介護双方の

閲覧可能なデータの確定、基幹病院を初めとする

医療機関や介護事業所へシステムの連携に関する

説明を行い、ＩＣＴシステムへの参加を呼びかけ

ながら、システムの構築を図っていくこととなり

ます。持続可能なシステムにするためには多くの

医療機関や介護事業所などの担当者からさまざま

な意見を聞きながら、医療、介護ともに活用でき

るシステムの構築が必要となっております。また、

システムの構築、運用に当たりましては、専門性

が高く、担当する職員のスキルが求められること
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から、十分な準備と体制づくりが必要であると考

えております。

次に、小項目２、地域リハビリテーション活動

支援事業の現状の取り組み状況についてお答えい

たします。地域リハビリテーション活動支援事業

は、介護保険法の地域支援事業、介護予防・日常

生活支援総合事業、一般介護予防事業の一つに位

置づけられておりまして、介護予防の取り組みを

効果的かつ効率的に実施するよう努めるものとさ

れています。実施に際しましては、リハビリテー

ションに関する専門的知見を有する者が高齢者の

有する能力を評価し、改善の可能性を助言するな

ど、地域包括支援センターと連携しながら、通所

系サービス、訪問系サービス、地域ケア会議、サ

ービス担当者会議、住民主体の通いの場などの介

護予防の取り組みを総合的に支援することとされ

ております。

名寄市を含む５市町村では、平成９年度より名

寄地区機能訓練事業として人件費や旅費などを負

担し、名寄市立総合病院の理学療法士等を構成す

る市町村へ派遣する事業を実施しております。こ

の事業では、名寄市への派遣回数が２０６回とな

っており、そのうち１７０回を地域リハビリテー

ション活動支援事業に割り当てられております。

平成３０年度実績としましては、住民への介護予

防に関する技術的助言として、町内会や老人クラ

ブ等において開催しております介護予防教室へリ

ハビリ専門職を派遣し、介護予防の講話や体操の

指導を計１０回、延べ１２０人を対象に実施をい

たしました。また、要支援状態、要介護状態の高

齢者宅に対しましては、地域包括支援センター職

員や居宅介護支援事業所のケアマネージャーと同

行して訪問し、自宅で行うリハビリトレーニング

の評価や指導、身体機能の評価、住宅改修や福祉

用具選定などのアドバイスなど計５２回、延べ７

０人に対して実施をいたしました。さらに、総合

事業や介護サービスを実施している事業所や施設

の介護職員等に対しましては、介護予防に関する

技術的助言として、在宅での助言と同様にリハビ

リトレーニングの評価や指導、身体機能の評価、

それに加えて移動や移乗の介助方法や転倒防止の

方法などの助言を９施設へ計５９回、延べ５８２

人に対し実施をいたしました。そのほか地域ケア

会議やケアマネージャーの業務として開催が義務

づけられておりますサービス担当者会議にリハビ

リ専門職が参加し、ケアマネジメント支援など９

回にわたり指導、助言をいただいております。

今後の課題といたしましては、町内会や老人ク

ラブ等で開催をする介護予防教室などでは、リハ

ビリ専門職をより多く派遣し、介護予防の取り組

みを実施する必要があると考えております。しか

し、名寄地区機能訓練事業では、構成市町村でリ

ハビリ専門職の派遣回数と派遣日の割り当てが決

まっており、介護予防教室や高齢者宅への同行訪

問の回数をふやすことが難しい状況にあります。

また、介護サービス事業所や施設への派遣では、

本年度は１１施設８０回を予定をしておりまして、

今後も派遣希望が多くなっていくことが予想され、

派遣希望に対する調整が難しくなっていくことも

課題であると考えております。このことから、名

寄地区機能訓練事業推進協議会などにおいて課題

解決に向けた検討をしていく必要があると考えて

おります。

続きまして、小項目３、フレイル予防の取り組

みについてお答えいたします。昨年度の取り組み

では、８月２４日に広く一般にフレイル予防の普

及啓発をするために、国立長寿医療研究センター

フレイル予防医学室、佐竹紹介室長による「フレ

イルを予防する生活」と題した介護予防講演会を

開催をいたしました。その後、１０月にワンクー

ル計４回にわたりまして、実践的にフレイル予防

の生活ができるよう市内歯科医や市立大学栄養学

科と共同して楽食講座を開催をいたしました。講

座では、参加者一人一人の口腔機能のチェック、

体力測定や食事摂取量のチェックなどの結果をも

とに、ふだんの生活におけるフレイル予防のアド



－135－

令和元年９月２０日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

バイスを受けるなど、参加者は自覚できなかった

機能低下に気づくなどみずから介護予防に取り組

むきっかけとなったと大変好評でございました。

その他食事のとり方の重要性や運動、外出等に関

したフレイル予防の講話、生活機能改善機器を使

用した運動機能や口腔機能のプログラムを実践す

るなどの内容で、フレイル予防の介護予防教室を

町内会や老人クラブなどで開催をしてまいりまし

た。今年度におきましても町内会や老人クラブな

どと連携し、実施しております介護予防教室にお

いてもフレイル予防を取り組んでいるところでご

ざいます。

また、フレイル予防の講座につきましては、現

在企画中ですけれども、市民の皆さんがフレイル

予防に関心を持ち、みずから予防に取り組むきっ

かけとなるような講座を考えております。

課題といたしましては、高齢者の介護予防事業

を担当している地域包括支援センターに管理栄養

士が配置されていないため、高齢者へ個別の栄養

指導が実施できないことが挙げられます。また、

健康保険法の一部改正に伴いまして、来年度から

市町村には国保の保健事業、後期高齢者の保健事

業、地域支援事業の介護予防事業の一体的実施を

求められております。名寄市では、実施に向けま

して国保、後期高齢医療制度担当課、保健センタ

ー、地域包括支援センターによる検討を開始した

ところでございます。今後国のガイドライン等が

発出される予定で、短い期間での準備作業になる

ことが予想されますが、市民にとって住みなれた

この地域で元気に住み続けられるように庁内での

横断的な検討を進めてまいります。

小項目４、名寄市通いの場事業についてお答え

いたします。通いの場事業は、一般介護予防事業

の一環として平成２９年度より開始し、現在まで

旭東北区町内会１カ所での実施となっております。

当市の通いの場事業は、買い物支援を付随した事

業とし、旭東北区町内会では開始以降継続して実

施をされております。事業を利用している高齢者

からは、買い物に連れていってくれるのが本当に

助かる、ほかの町内会に住む友人からはうらやま

しがられるといった利用者の声が聞かれておりま

す。

通いの場を実施するに当たっての課題としては、

事業に協力できる担い手の不足や実施場所を確保

するのが難しい、年間４０回程度の開催をするこ

とが困難であるなどが挙げられております。その

課題解決に向けて担い手の発掘、実施できる会場

の確保や立ち上げなどの支援も含めて、ことし３

月に配置をいたしました生活支援コーディネータ

ーの協力を得ながら、通いの場をふやしていきた

いと考えております。また、通いの場の事業の内

容の見直しも必要であると考えており、利用しや

すい事業の再構築に努めてまいります。

次に、小項目５、認知症対策について、初めに

認知症初期集中支援チームの現状の取り組み状況

と課題についてお答えをいたします。当市では、

平成３０年度より認知症初期集中支援推進事業を

開始し、できる限り住みなれた地域のよい環境で

暮らし続けるために、認知症の人やその家族に早

期にかかわる認知症初期集中支援チームを配置し、

早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築して

おります。支援チームは、名寄市立総合病院心療

内科、精神科の医師１名、作業療法士１名、地域

包括支援センター保健師１名で構成しており、認

知症の相談があったケースで認知症の本人や家族

が拒む場合や認識がないなどの理由で医療サービ

スや介護サービスを利用していない、また中断し

ている場合に相談があってから早期に継続的な医

療サービスや介護サービスの利用に至るまでの支

援、認知症の重症度に応じた助言、体を整えるケ

ア、生活環境等の改善などの支援を行っておりま

す。

平成３０年度の実績は、支援チームが対応した

ケースは２名で、訪問回数は延べ６回、最終的に

は２名とも介護施設へ入所したことにより、支援

チームの対応は終結しております。今年度につき
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ましては、現在のところ１名のケースを対応をし

ているところでございます。

課題としましては、ひとり暮らしで人と接する

ことが少ない方は認知症の初期段階で発見し、早

期治療につなげていくことが難しい状況にありま

す。このことから、今後も地域での見守りや地域

からの情報提供、医療、介護に従事する関係者の

連携、講演会や広報などを通しての啓発活動など、

早期発見、早期対応に向けた取り組みを進めてま

いります。

続きまして、名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネットワ

ーク事業の現状と課題についてお答えいたします。

平成２０年度から名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネット

ワーク事業を開始し、認知症の方のうち自宅や施

設から単独で外出をしたり、徘回するなどして帰

宅できず、行方不明になる可能性のある方を事前

に登録し、早期に発見できる仕組みの構築、運用

を行っております。平成２８年度時点での登録者

数は４８名でございましたが、その後年々増加し、

現在は７２名になっております。登録者７２名の

うち特別養護老人ホームや認知症対応型グループ

ホームなどの入所者は３６名となっており、施設

から外出をして行方不明になった場合でも早期に

発見できる体制をとっております。

本事業では、認知症の方が行方不明になった場

合、家族から警察署へ通報、その後警察から高齢

者支援課に情報提供が入り、捜索協力を行います。

警察署からの情報提供後、直ちに健康福祉部内で

捜索協力体制をつくり、市内を捜索したり、コン

ビニエンスストアや交通機関、その他事業への協

力事業者へ捜索協力を依頼するなど、早急な対応

を行っております。

また、本事業では、年１回徘徊高齢者ＳＯＳネ

ットワーク事業捜索模擬訓練を町内会に御協力を

いただいて実施をしており、昨年は北新区町内会

で実施、今年度は豊栄区町内会の御協力のもと、

１０月５日に実施をする予定となっております。

徘徊高齢者ＳＯＳネットワーク事業は、事前に

登録されていない認知症の方が未帰宅による捜索

になると、写真など本人の情報が少なく捜査協力

の開始がおくれるため、行方不明になる可能性の

ある認知症の方は、できるだけ早くに事前登録す

ることが重要であります。また、行方不明になっ

た場合、早期に発見するためには家族が速やかに

警察に通報することがとても重要となっておりま

す。今後におきましても認知症の方を支える家族

への助言や地域の方にも御協力をいただきながら、

支援体制を整えてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

高齢者の安全運転支援と移動手段の確保について、

小項目１、地域交通ネットワークの充実について

申し上げます。

本市では、今後の人口減少、高齢化社会の進行

を見据え、恒久的に地域の足を守るために公共交

通の指針となる名寄市地域公共交通網形成計画を

本年度策定したところです。この計画に記載され

ている公共交通カバー率については、公共交通で

カバーできる範囲を鉄道は駅から半径５００メー

トル以内、バスはバス停留所より半径３００メー

トル以内、デマンドバスはデマンドバスのエリア

内としたときにその範囲に含まれる居住地はどの

程度なのかを示すものであります。

平成２７年度の国勢調査時点での全人口の公共

交通ネットワークのカバー率は８ ５％となって

おり、６５歳以上の高齢者に着目した場合にあっ

ても公共交通ネットワークのカバー率は８ ９％

となっています。また、名寄市地域公共交通網形

成計画の策定に当たり実施した市民アンケート調

査では、市民がバスで行きたい場所に８５％は行

けると評価しているほか、自宅からバス停までの

距離及びバス停から目的地までの距離の満足度は

高い傾向にありました。このことから、議員から

御質問のありました地域交通ネットワークの充実

については、一定程度の市民の要求水準を満たし
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ているものと考えております。

しかしながら、公共交通でカバーできていない

公共交通空白地のエリアが農村部を中心に１ ５

％存在することから、本年度策定した名寄市地域

公共交通網形成計画に基づき公共交通空白地にお

ける地域の足の確保について、とりわけ高齢者に

とって望ましい移動手段や需要の規模などを含め

て、名寄市地域公共交通活性化協議会の専門部会

の場において議論を進めているところですので、

御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、小項目２、

安全運転装置の支援についてお答えいたします。

高齢者の不適切な運転による重大な事故が続い

ており、報道を通して全国的に大きな問題となっ

ています。国の発表では、死亡事故の類型別比較

では、正面衝突など人対車両、追突などが全体の

約７割を占めており、正面衝突や追突などの死亡

事故は７５歳以上の年齢層で多くなる傾向が示さ

れております。また、死亡事故の人的要因として、

７５歳以上の高齢運転者は操作不適が最も多くな

っており、そのうちブレーキとアクセルの踏み間

違いによる死亡事故の割合は低いものの、７５歳

以上の運転者による踏み間違いの死亡事故件数は

それ未満の運転者の９倍以上となっていることか

ら、年齢が上がるほどブレーキとアクセルの踏み

間違いによる事故が死亡事故につながりやすくな

っていると示されております。

こうした操作ミスに対して自動車業界でも対応

が行われてきており、衝突被害軽減ブレーキなど

の先進安全技術でドライバーの安全運転を支援す

る車が登場しております。中には設置できる条件

はあるものの、後づけでできる機器も販売されて

おり、東京都などでは自動車に安全運転支援装置

を設置する高齢運転者への補助制度が設けられて

いると承知しております。しかしながら、これら

の技術は発展途上であり、自動車メーカーも衝突

被害軽減ブレーキなどの技術は交通事故の防止や

被害の軽減に役立ちますが、機能には限界がある

とされ、路面や気象条件などによっては作動しな

い場合があるので、まずはドライバーが安全運転

を心がけていくことが何よりも大切であると周知

されているところです。本市におきましても現段

階では交通安全意識の向上に向けた取り組みを重

点に進めていきたいと考えております。

また、関係機関や団体との連携により開催され

ています高齢者交通安全宣言大会や市民交通安全

運転者研修会においては、名寄警察署からドライ

ブレコーダーの事故映像も交えた交通講話をいた

だくなど、より事故の恐ろしさや悲惨さが伝わる

形で高齢者など幅広い市民に交通安全意識の向上

が図られております。今後も関係機関などと連携

した啓発の強化により、交通安全の意識向上を図

ってまいりますので、御理解をお願いいたします。

以上で私からの答弁とさせていただきます。

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。再質問をさせていただたいと思います。

まず、地域包括ケアシステムと健康寿命の延伸

についてということで数点質問させていただきま

す。きのうの倉澤議員の答弁でも名寄は高齢率

１６９人いて現在３ ３５％、そして風連が ６

８０人いて４ ９３％という、もう本当にスピー

ドを上げて高齢化率が上がってきているような状

況であります。そこで、先ほど言いました医療と

介護の連携というのが大変重要で、先ほどＩＣＴ、

ポラリスネットワーク、今高度化に向けて進めら

れているということで、岡村部長、いつぐらいで

ポラリスの高度化が終了する予定なのでしょうか。

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） まだ着

手前の段階でございますけれども、事業予定とし

ては年度内を予定しております。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） 年度内にポラリスが
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高度化できるということで、この介護医療、また

その地域の各医療機関、介護施設、そして薬局等

々、地域包括ケアシステムが連携して、高齢者が

今どのような状態なのか、どういう薬を飲んでい

るのかという状況を見ながら介護サービスが続け

られると思うのですけれども、この体制を構築す

るために今現在どこまで話が進められているのか。

第７期の高齢者保健医療福祉計画ができて、この

ポラリスの話が出て、ポラリスはありましたから、

私はある程度進んでいるのかなという思いがした

のですけれども、それ以上の高度化をつくって、

精度を上げて市民の安全を守っていくという状況

の中でこのＩＣＴを進めていくという状況なので

すけれども、どれぐらい今現状進められているの

かお知らせをいただきたいと思います。

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） まず

最初に、ＩＣＴの部分で現在の進捗状況というこ

とで御質問をいただいております。先ほど答弁を

させていただきましたが、ＩＣＴ化につきまして

はもともとポラリスネットワークを活用して、シ

ステムを構築するということで考えておりました

けれども、今回高度化が進められるということで、

当初のシステムよりさらに高度化されるというこ

とで、それに基づいてこのシステムを構築をして

いくということで、もともとそれぞれ市内の医療

機関ですとか薬局だとか介護事業所と話を進めて

まいりましたが、またさらにそのシステムの内容

が少し変わってくるといいますか、高度化になり

ますので、改めて介護側が求めているデータ、医

療が出してほしいデータだとか、それぞれ今さら

にもう一度それぞれの参加機関に御説明をさせて

いただいて、一番いい形でシステム化できるよう

に今詰めているということで、現在その作業を進

めているという段階になっております。

以上でございます。

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

早目にこのＩＣＴ進めていただいて、高齢者が安

心できる部分を構築していただきたいなというふ

うに思います。

続けてリハビリのほうは、ある程度活動がすご

く推進されているように感じます。でも、今通い

の場というのは旭東北区１カ所だと思うのですけ

れども、地域、町内会にもある程度出ているとい

うふうに思います。自宅に通うリハビリ、理学療

法士等々の方というのは、５２回、７０人の方に

行かれている。この方々というのは、介護３だと

か４だとか、そういう動けない方で自宅に通って

いるのでしょうか。また、名寄市立総合病院にお

られる理学療法士の方というのは何名おられて、

何名で活動されているのかお聞かせをいただきた

いと思います。

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） リハ

ビリの関係について御質問いただきました。自宅

のほうに指導等に行かれる例なのですけれども、

認定を受けていられる方もいらっしゃいますし、

これから例えば在宅で手すりだとかトイレの関係

だとか、いろいろ不自由になったときにどういう

ふうな形で今後在宅でそういったトレーニングし

ていくかというところも含めて、両方の方に対し

て相談あった場合にこちらのほうから派遣すべき

ということで、一緒に包括の職員を含めて同行し

て、そういう指導を行っているという状況になっ

ております。

それから、市立総合病院のほうから派遣いただ

いている先生なのですけれども、先ほど言いまし

たけれども、名寄市を含む５市町村で協議会を構

成しておりまして、それぞれ年間の割り当てが決

まっておりまして、そのリハビリの方が訪問なり、

事業等に参加するときにその内容に応じて作業療

法士さんだとかさまざまな職種の方に派遣してい

ただいているということで、市立総合病院の中で



－139－

令和元年９月２０日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

雇用されている先生方それぞれ順番なり、担当を

決めて派遣していただいているということで、特

に何人ということではなくて、市立総合病院に所

属されている先生にその都度内容に合わせて派遣

をいただいているというような状況でございます。

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

す。

次に移りたいのですけれども、第７期の高齢者

保健医療福祉計画の中の皆さんからの御意見等が

集計されています。その中で、介護予防・日常生

活のニーズ調査の中で週に１回以上外出している、

また全く外出されていない方というのが７５歳か

ら７９歳までが２ ７％、８０から８４までが３

３％、８５から８９までが４ ２％、９０から

９４の方々でも半分の方々が週１回外出するかな、

ほとんど外出しない人も何十％もおられますから、

閉じこもりのリスクが相当高くなっているのかな

と。

先ほど認知症初期集中支援チームが２回と１回

しか行っていないという部分で、認知症になって

いなくても、ひとり暮らしの方々でしたら状況が

きっとわからないと思うのです。豊栄町内会でし

たら、ある程度福祉部、また役員の方がしっかり

していますから、週に何回かひとり暮らしの方々

のところに訪問して、元気ですかというふうにや

っていますけれども、その体制とられていない町

内会の方々というのは、どういう状況でチームと

しては進めておられるのかお聞かせいただきたい

のと、介護している方々への支援、家族、親戚が

いないために介護するために６０代の方が３６％

仕事をやめなければいけない。５０代の方が２

９％仕事をやめなければならない状況ですという

ふうに、７０歳の方々は自分の御主人でしたら奥

さんを介護しなければいけないのが１ ５％、５

人に１人が見なければいけない。８０代にしては

１ ２％ですから、１０人に１人はそうやって見

ているという状況なのです。この部分をしっかり

と役所も含め、地域も含め、そしてサポーターも

含め構築していかないと、地域包括ケアシステム

というのは完全にでき上がっていかないというふ

うに思うのですけれども、その状況を教えていた

だきたいというふうに思います。

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） ２点

再質問いただきました。最初のチームの関係です

けれども、初期集中支援チームにつきましては、

医療だとかそういうものにつなぐ前の段階のサポ

ートということで、例えばそのチームがかかわる

前にもう既にそういうものに、サービスに移行で

きる場合については、このチームにかかわらない

ということですので、全て認知症の初期の診断か

らずっとかかわってということではなくて、あく

までもそこにつながる前の部分のサポートという

ことで、実際には認知症になる方、先ほど議員言

われたように現在 ０００人ぐらいいて、将来的

に ７００、もっとふえていくだろうということ

で言われておりますけれども、実際には認知症に

なる方はふえておりますけれども、あくまでもこ

のチームにつきましては次のステップといいます

か、診断受けて、治療にいくまでのサポートとい

うことですので、意外と数が少ないということで

御報告させていただきましたが、そういう状況で、

そういうサービスにつながっている例のほうが多

いのかなというふうに考えています。

それと、町内会によっては、見守りそれぞれ大

変熱心にやっていただいているところもあれば、

ちょっと温度差があるということでございますけ

れども、地域包括支援センターにおきましても実

際にケアマネさんがついているだとか、支援を受

けている方については、それは安心だと思うので

すけれども、実際にそれを使われていない方、例

えば介護保険の使われていない方どうなっている

のだろうというところも含めて、そこは市のほう

でも押さえておりまして、逆にこちらのほうから
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訪問してどうでしょうかというようなことも、日

常業務の中でなかなか小まめには行けないのです

けれども、そういった対応も今させていただいて

いまして、実際にそれで困っていた、困っている

というか、どうしようかなという方もいらっしゃ

るということで、行政としてはそういう形で取り

組んでいるところでありますし、地域のほうから

例えば民生委員さんだとか地域の福祉委員さんだ

とか保健推進委員さんだとか、そういった方から

の情報もいただきながら、地域と連携しながらそ

ういう方ないように努めさせていただいておりま

す。

それから、介護による離職の方がふえていると

いうことで、名寄だけではなくて全国的にという

ことで、実際には本当に市内でも親の介護で仕事

をやめざるを得ないだとかという方をお聞きして

おりまして、今回この７期計画策定する中でもそ

れまでニーズ調査を行っていましたが、さらに介

護をされている方の調査もさせていただいて、議

員言われたとおりの回答をいただいております。

そういう方の掘り起こしも含めて、どうやったら

そういう介護されている方を支援していけるかと

いうところでは、先ほどの部分もありましたけれ

ども、それぞれ御本人からの相談もあったり、周

りからだとか、それからいろんな方々のかかわり

の中で離職まで至らないような形でのサポート、

例えばヘルパーさんの派遣も含めて、施設の入所

も検討しながら、そういった相談はさせていただ

いておりますので、今回こういうことでニーズ調

査をさせていただきましたが、掘り起こしをしな

がら、そういう離職にならないような形での取り

組みを進めていきたいと思いますし、行政だけで

はなくて地域も含めてお互いに連携しながら、そ

ういったことを対応していきたいというふうに考

えております。

以上です。

〇議長（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。ひとり暮らしの方々というのはそういう状況

なので、名寄の職員はこの部分にかかわっている

方が多いので、そういうひとり暮らしの方しっか

りケアしていただきたいなというふうに思います。

その中で、在宅生活されている方で、親が認知

症になるだとか何かという部分で、認知症の介護

をしなければならないということで大変だという

思いをされる方が２ ８％おられるのです。そし

て、できれば大病院だけでなく、市立総合病院だ

けでなく、かかりつけ医でもこの認知症対策を進

めていただいて、対応できることを願っているの

が４ ６％おられました。私も数年前に砂川の市

立病院、または地域包括ケアを見させていただい

て、砂川はしっかり市立病院のかかりつけ医を含

めての連携をとって、その方が違う病気で行って

もそういう対応をされて、そして連絡が来るとい

う体制をとられておりました。名寄としては、こ

のかかりつけ医の体制というのを今後どのように

されるのか。もう現状進めていますよというのだ

ったらいいのですけれども、かかりつけ医の対応

というのはどういうふうに進めておられるのかを

教えていただきたいと思います。

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） 一般

的なかかりつけ医の部分については、詳細は私の

ほうでお答えできないのですけれども、認知症に

限りますと現在名寄市ではサポート医ということ

で２名いらっしゃいまして、そのうち１名が先ほ

ど言いましたチームの中に入っていただいており

ますけれども、さらに民間の医療機関のほうでも

サポート医の研修というのがありまして、そちら

を受講される予定になっておりまして、いわゆる

かかりつけ医的な部分ではこういった専門の知識

を学びたいという先生もいらっしゃいますので、

今後議員おっしゃられた部分につきましては、一

定程度市立総合病院以外でも市内の中でもそうい

うサポート医の研修を受けて、取得するという先
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生もいらっしゃいますので、広がっていくのかな

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。この

事業は、大変重要かなというふうに思います。砂

川も歯科医の方も含めてこういうサポート医に、

先ほど言った研修受けて、認知症の対策でこうい

うふうな部分だろうという部分しか私わからない

のですけれども、こういう方をふやすということ

が大変重要かなと思います。あと５年後には７０

０人ふえて ７００人、その体制をやっぱり市立

総合病院のサポート医の方１人で診られるという

のも大変でしょうし、いろんな部分で広がりをつ

けていただきたいことをお願いしたいなというふ

うに思います。

続きまして、通いの場についてお伺いをさせて

いただきたいと思います。この第７期の高齢者保

健医療福祉計画では、２８年には１カ所というこ

とで旭東の地域が選ばれて、３１年には、ことし

ですけれども、３組ふえるような形で計画には書

かれておりました。ふえない状況をちょっと教え

ていただきたいかなというふうに思いますし、こ

こに厚生労働省の有識者会議での部分があります。

現状の生活習慣病対策だとか健康づくりは、医療

保険、運動機能向上など介護予防、介護保険で別

々の実施されているけれども、高齢者の多くは複

数疾患を持ち、年齢を重ねるほど身体能力低下や

社会的つながりの減少した複合的な課題を抱えて

います。その部分で公民館とかを拠点に体操やレ

クリエーションを行い、介護予防の通いの場で健

康相談など医療保険の保健事業を展開することが

想定されますと。また、介護予防教室、健康相談

を一緒に開催できることから、保健師が１カ所に

出向いている自治体もあらわれていると。１カ所

で複数のサービスが受けられることで、高齢者も

集まりやすいというふうに言われているのです。

そういう部分でこの名寄で、違う部分の事業があ

るからできないというのもわかるのですけれども、

この部分というのは介護されている方だけではな

く、一般の方々も含めての参加もできる事業なも

のですから、ぜひこの事業をふやしていただく、

または町内会の元気会等々もこれを含めた形で進

めるべきだというふうに思うのですけれども、そ

の状況をちょっと教えていただきたいと思います。

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） 通い

の場につきましては、先ほど答弁をさせていただ

きましたけれども、今のところ１カ所ということ

で、既に開始されているところにつきましては、

実際にその場に行きまして参加された高齢者の皆

さんの声を聞いたりだとか、非常に生き生きとし

ている姿を見て、本当にいい取り組みだなという

ふうに考えております。

先ほどの答弁の中で来年から介護予防と保健事

業の一体的な実施ということで国のほうで法律が

改正になりまして、実施しなさいということにな

っておりますので、この一体的実施の中には今現

在行っております通いの場を活用して実施すべき

というようなことも言われておりますので、この

中で介護予防だったり、フレイル予防も含めて、

それからもともと通いの場につきましては、議員

おっしゃられたとおり、高齢者だけではなくて地

域の子供でも結構ですし、どんな方でも一緒に集

うということで、多世代交流的な部分も考えとし

てはありましたので、現在高齢者のみになってお

りますけれども、その縛りはございませんので、

それは例えば町内会でやったとしても隣の町内会

の方が参加しても問題ないという事業でございま

すので、そういったことも含めて今後、先ほど答

弁をさせていただきましたが、内容の精査、それ

から事業の見直しといいますか、そこも今検討し

ておりますので、国の補助金が入っているという

ことでの縛りはございますけれども、そこも含め

てより使いやすい、またそれを支える方、ボラン
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ティアの方がいらっしゃらないとできないという

こともありますので、そこの育成も含めまして総

合的に事業を進めていきたいというふうに考えて

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） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） わかりました。

今のお話では、一町内会でやらなくても、よそ

の町内会と組んでもいいというような状況で言わ

れたので、私は４０回必ず開催しなければいけな

いとなれば、連携した町内会でつくり上げてやっ

てもいいのかなというふうに思うのですけれども、

その辺をお聞かせいただきたいのと、答弁で生活

支援コーディネーターの方がこの事業を進めてい

くという部分ですけれども、生活支援コーディネ

ーターの方は名寄市に何名おられるのか教えてい

ただきたいと思います。

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） 通い

の場につきましては、もともと町内単位よりもも

っと小さい単位での身近に家から歩いて１５分以

内とかというような形での小さいものを考えてい

たのですけれども、実際には取り組みをやるとす

ると町内会さんは施設も持っておりますので、実

施しやすいということで今町内会さんに１カ所実

施していただいておりますけれども、議員言われ

たとおり、そういう縛りはございませんので、そ

ういった連携の中で実施することも可能かと思い

ますし、問い合わせも来ておりますので、今ちょ

っと相談しているところもございますが、そうい

う取り組みを今後ふやしていきたいと思います。

それと、コーディネーター今現在１名おりまし

て、一応コーディネーターが町内会に入ったりだ

とか、先ほど言いましたけれども、いろんな会議

に参加していただいて、行政と地域をつなぐとい

う役割になっておりますので、行政とはまた連携

とりながら進めていく予定になっております。

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。

また、最後に名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネットワ

ーク事業で、本年度で７２名の方が登録をされて

いる。また、そのうち老人ホームに３６名入って

いるので、３６名の方が名寄市内におられること

になりますが、このＳＯＳネットワーク、豊栄町

内会も来月この訓練やらせていただきますけれど

も、もうちょっと家族を含め登録者ふやしたいと

いう部分を言われたのですけれども、その努力は

どうされているのか。

それと、ある方に、同級生で糖尿病を持ってお

られて、お母さんが八十何歳で認知症にかかって

いる方だったのです。そして、自分が病院に入院

しなければならない。お母さんは、そういう徘回

を１回やってしまって、なかなか徘回される認知

症の方は受け入れづらいという病院が多くて、結

局は旭川の病院に入院せざるを得なくなって、そ

れから今度どこに入院するか、回されるかわから

ないけれども、すごく不安なのだよねというお話

をお聞きしたのです。そういった部分で名寄で、

本当に可能な限り住みなれた場所で自分らしく生

きられる社会の構築のためにそういう病院の体制

も必要なのかなと私は思うのですけれども、現状

名寄ではそういう救急のときには何名の方が即時

対応される体制ができているのか。そういう人が

いたら、すぐ入れますよという体制になっている

のか。名寄には３６人しか枠がなくて、もう満杯

で入れませんという体制なのか、ちょっと教えて

いただきたいと思います。

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） 認知

症の方が入所されるグループホームとかの施設と

いうことでしょうか。今名寄市内には認知症対応

型グループホームというのが３施設ございまして、

４５床になっておりますけれども、現在満床とい

うことで、待機もそれぞれ十数名の方がいらっし
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ゃいます。７期計画の中で計画書のほうにも記載

されておりますけれども、１８床ふやすというこ

とでツーユニットを計画しておりまして、ただ、

今のところ手挙げされる事業者の方がいらっしゃ

らないということで、引き続き増設に向けて公募

等も含めて対応させていただいております。実際

に家族の方が入院されまして、認知症の方が残さ

れる場合につきましては、例えば市のほうに御相

談いただいた場合については病院のほうに確認し

て突如入院していただくとか、そういう対応は現

在させていただいておりますので、その方お一人

になってしまうということは今のところ現状では

ないというふうに考えておりますので、それぞれ

どうしても緊急性がある場合については、病院の

ほうにお願いしたりということは対応させていた

だいております。

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） ぜひよろしくお願い

します。本当にこれだけ高齢化率がふえたら、そ

ういう方がどんどん、どんどんふえてくると思い

ますので、体制と強化をお願いいたします。

時間もないので、中村総務部長との対話はちょ

っと短くなってしまいますけれども、先ほどの交

通ネットワーク、駅から５００メーター、バスで

あれば３００メーターあって、満足度が８ ５％

というお話をされていました。きっと私前この公

共交通のもので地図で５００メーターの丸をつけ

たら、ある程度つながりはしましたけれども、３

００メーターだったらほとんどつながらないのか

なという部分が多くなってしまうのかな。満足度

的には私は名寄市内はいいと思うのですけれども、

もうちょっとカバー率をふやすだとか、高齢化に

なって、高齢者が先ほど言ったように安全対策で

免許をもし戻したいとなっても、公共交通が不便

であればなかなか先ほど言ったように買い物、病

院、いろんな部分で難しい部分があるのかなとい

う部分になります。そういった部分で公共交通と

いうのは大事かなというふうに思いますし、私よ

りも詰める方が一番最後でこの公共交通だとかい

ろんな部分で言っていただけるので、私は薄くし

ますけれども、この公共交通は高齢者の足です。

しっかりとした体制をつくっていただくのと１

５％の方が不便を感じているという部分の体制も

しっかりつくり上げていただきたいなというふう

に思います。

ピヤシリに行くお風呂、スキーはただなのです。

私は、それだけ満足度がない公共交通なら、高齢

者の方々は無料にしたほうがいいかなと。そんな

に数乗りません。中村さん、どうでしょうか。私

はこのことを言って、答弁を聞いて終了いたしま

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） 温泉の関係で公共交

通というふうなことでお話を伺いましたけれども、

基本的には公共交通の分野でないかなというふう

に思っていまして、山崎議員のほうからも風連地

区の住民の皆さんが温泉のほうにというふうなお

話もありまして、答弁のほうも今後そういうこと

も検討も必要ではないかという答弁だったかなと

いうふうに記憶しておりまして、その辺は公共交

通の中でということではなくて、それぞれ担当の

ほうで協議をすることになるかというふうに思い

ますので、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。

子供たちの未来のために外３件を、高野美枝子

議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ただいま議長より

指名をいただきましたので、通告順に従い、質問

をさせていただきます。

大項目１、子供たちの未来のために、小項目１、

子供の医療費の無料化に向けてについて質問いた

します。近隣市町村では、医療費を一部無料化す

るところが増加してきております。市民の皆様、

特にお子様をお持ちの家庭からの強い要望をいた



－144－

令和元年９月２０日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

だいているところでございます。子供の医療費の

無料化に向けた考え方についてお聞きいたします。

小項目２、子どもの権利条例制定に向けて質問

いたします。今までにも何度か質問させていただ

いていますが、名寄市ではなかなか条例が制定さ

れていません。子ども・子育てについては、名寄

市子ども・子育て支援事業計画など非常に有効な

取り組みをしているところでございますが、少子

化する今現在虐待やひきこもりなど多くの課題を

抱えている子供一人一人を大切にするために、社

会の財産である子どもの権利条例が必要であると

考えます。子どもの権利条例に対する考え方につ

いてお聞きいたします。

小項目３、通学路の安全対策について御質問い

たします。通学路の安全対策については、各機関

や団体から毎年毎回同じような要望がなされてい

るところですが、なかなか進まない、改善されな

い状況です。特に最近は南地区の小学生がふえ、

その小学生を避けながら中学生の自転車通学の様

子を見ていますと、早急に横断歩道や信号機の設

置を検討しなければ事故につながるのではないか

と危惧するところでございます。通学路の安全対

策についてお聞きいたします。

次に、大項目２、市民の財産である公園や街路

樹などの管理について、小項目１、街路樹の管理

について質問いたします。街路樹が死んでしまう

ような剪定の仕方をしているとの御意見をいただ

きました。剪定基準、また樹木の選び方、これか

ら進みます枯れ葉の処理の方法についてお聞きい

たします。

小項目２、除草剤の安全性について質問いたし

ます。近年人体に有害な除草剤がマスコミなどで

取り上げられ、がんになるなど人体に大きな影響

を与えるとの報道もあります。公園を利用してい

る若いお母さん方から除草剤について心配を寄せ

られました。名寄市で使用している除草剤には危

険なものがないかお聞きいたします。

小項目３、句碑の管理について質問いたします。

先月思い出深い石碑を探しにふうれん望湖台を訪

れた方にお会いいたしました。探していた句碑は、

横になってササやぶの中にありました。石碑や句

碑の管理は大変ですが、つくった当時を懐かしく

思い訪れる方もいらっしゃいます。管理について

お知らせください。

小項目４、案内板や案内標識について質問いた

します。道路や公園などの案内標識については、

順次新しいものに取りかえてきていると思います

が、その場所や大きさ、更新時期などについてど

のような基準になっているのかお聞きいたします。

また、初めて訪れる地域の公園や観光地など訪問

する場合、案内板や標識が大変重要です。行って

みたくなるような案内板や標識を設置することに

より、観光客の増加も考えられるところです。案

内板や案内標識についてお聞きいたします。

大項目３、防災について、小項目１、地域コミ

ュニティーとの関係について質問いたします。こ

の間何度か防災については質問をさせていただき

ました。計画や対策、要支援者との良好な関係性

を持っているのは、町内会組織や隣近所がいかに

日ごろから機能しているのかということが非常に

重要であると思います。少子高齢化する町内会、

若い方は日中仕事に行っていない中で災害が起こ

った場合の対策に対応できるのは、地域コミュニ

ティーの力以外にはないと思われます。自主防災

組織の見直しなども考慮し、防災に耐え得る強い

地域の力を育むことが今求められていると考えま

す。その対策についてお聞きいたします。

小項目２、避難所のプライバシーの確保につい

て質問いたします。災害時、自分は大丈夫と考え、

避難所に行かない方が多い反面、若い女性や小さ

なお子様をお持ちの家庭では、いよいよ危なくな

らないと避難所には行けないとおっしゃいます。

ほかの方に迷惑をかけると心配され、敷居が高い

とのことでした。授乳や女性の着がえの場所を備

えた避難所もあります。名寄市の現状をお知らせ

ください。
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小項目３、ラジオの放送が届かない地域につい

て質問いたします。市内にはいまだラジオの放送

が届かない地域があるとお聞きしています。また、

災害時の広報については、各家庭の窓が閉められ

ている状況で、情報が各家庭に届かないとの御意

見もいただいています。対策についてお聞きいた

します。

次に、大項目４、名寄市立大学の将来展望につ

いて、小項目１、時代の変化に対応した大学経営

について質問いたします。旭川市が公立大学設置

に向けて準備を進めています。旭川市から毎年３

０名前後の学生が名寄市立大学に入学しており、

その影響は非常に大きいものと考えます。対策に

ついてお聞きいたします。

小項目２、大学院に対する考え方について。大

学院の計画があるとお聞きいたしました。見通し

についてお聞きいたします。

小項目３、市民を巻き込んだ学びの場について

質問いたします。市内では、学びたい大学の卒業

生や看護師さん、保育士さん、介護士さん、市民

の声をお聞きしています。市民を巻き込んだ市民

が学べる名寄市立大学であることが大切です。一

人でも多くの方に大学の存在意義を知ってもらう

ことが大切です。また、その中心となっているコ

ミュニティケア教育研究センターの意義とこの間

の成果についてもあわせてお聞かせください。

小項目４、学生アルバイトについてお聞きいた

します。名寄市立大学では、学生アルバイトが非

常に多いとお聞きしております。職業教育の一環

として、働くことは学生のためにもなると思いま

すが、一部では大学の学習に影響がある場合も考

えられる雇用主の方もいらっしゃるというふうに

お聞きしたところです。どのような状況であるか、

またその対策についてお聞きいたします。

以上、この場からの発言といたします。

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） ただいま高野議

員から大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１のうち小項目１及び２は私から、

小項目３は市民部長から、大項目２は建設水道部

長から、大項目３は総務部長から、大項目４は大

学事務局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の子供たちの未来のためにについてお

答えいたします。初めに、小項目１の子供の医療

費の無料化については、これまでも定例会におい

て御質問をいただいており、子ども・子育て支援

事業計画に関するアンケート調査など市民ニーズ

の把握に努め、どの子育て支援を優先して充実さ

せていくか検討していくこととしております。

アンケートの結果につきましては、未就学児の

世帯では子供の遊び場の充実、就労環境の整備、

保育や放課後児童クラブ等のサービスの充実を求

められている家庭が多く、小学生の世帯では子供

の遊びの充実、就労環境の整備、医療費の助成拡

大を求められている世帯が多い状況にあります。

未就学児、小学生ともに遊び場の確保を求める声

が多く、次いで就労環境の整備が多く求められて

きております。医療費の助成拡大につきましては、

未就学児の世帯は既に全額助成を実施しているこ

とから要望は少ない状況ですが、小学生の世帯で

は通院の助成拡大を実施していないことから、近

隣市町村と同様に拡大を求める声が多い状況にあ

ります。

子ども・子育てにかかわる予算については、こ

れまでも小児科医療の充実、各学校での特別支援

教育学習支援員の拡充など、子供の医療費助成拡

大に限らず、名寄市ならではの支援を拡充してき

ております。子供の医療費助成拡大につきまして

は、これまでも総合計画第２次の中期計画の策定

や市長ローリング、当初予算査定時などにおいて

も協議をしてきております。今年度においても子

ども・子育ての支援の充実や少子化対策に向けて

市民ニーズの把握に努め、子供たちが明るく元気

に安心して成長ができる環境を整えていくため、

限られた予算を有効に活用するとともに、持続可
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能な制度を構築していきたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

次に、小項目２の子どもの権利条例の制定につ

いてお答えいたします。子どもの権利条約が定め

ている生きる権利、育つ権利、守られる権利、参

加する権利の４つの権利を尊重し、実践するため

に、名寄市では名寄市子ども・子育て支援事業計

画において子供の権利が尊重される名寄として、

子供たちが安心して生きるための支援、虐待や犯

罪から守られる支援、平等で自分らしく育つ支援、

意見発表や参加するための支援の４本の支援を柱

とし、地域活動や学校、幼児教育、保育施設など

と連携し、子供たちを見守りながら計画を推進し

てきているところであります。

児童虐待においては、全国的に相談対応件数が

年々増加している状況にある中、国において児童

虐待防止対策体制総合強化プランが策定され、名

寄市においても本年４月から子ども家庭総合支援

拠点事業を開始し、保健センター、教育委員会、

基幹相談支援センター事業ぽっけなどとこれまで

以上に連携を図り、虐待や不登校を初め家庭での

困っていることなど、子供と家庭を支援する取り

組みを充実させてきております。

名寄市においては、条例の制定は実施しており

ませんが、引き続き子どもの権利条約の理念に基

づく子ども・子育て支援事業計画を策定し、この

計画に基づき子供の権利が尊重されるための啓発

活動を図り、住民理解を深めることにより地域全

体の認識のもと全ての子供の権利を擁護し、子供

が健やかに生まれ育ち、安心して子育てができる

よう支援の充実に努めてまいります。そのために

も条例があるなしにかかわらず、条約に定めてい

る精神に基づき、個別の計画を実施していくこと

が重要だ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） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、小項目の

３、通学路の安全対策についてお答えいたします。

本市においては、登下校の児童の安全を守るた

め、各小学校で設置する安心会議で登下校の見守

りを行っているほか、各学校の安心会議や関係機

関の取り組みなどについて情報共有を図ることを

目的とし、安全安心円卓会議を開催し、児童生徒

の生活状況の報告、あるいは不審者情報やいじめ

の問題などの課題なども含め情報交換を行い、各

学校の安心会議の取り組みに生かしていただいて

いるところです。

通学路の交通安全の観点では、交通安全教育指

導員による街頭での見守りや幼児や児童を対象と

した交通安全教室を実施するほか、昨年７月に文

科省、国土交通省、警察庁の連名で発出された通

学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な

取り組みの推進に基づきまして、教育委員会を事

務局として設置した名寄市通学路安全推進会議に

おいて各関係部署と連携をしながら、安全対策に

取り組んでいるところです。

横断歩道や信号機などの交通安全施設の設置に

つきましては、公安委員会にて決定されるところ

であり、窓口となる名寄警察署に対して要望をし

てきております。直近では、平成３０年１月２４

日付で名寄警察署に対し、要望としまして市内１

９カ所について提出しております。徳田地区に関

する要望としましては、１点目としまして８号と

徳田１６線交差点に信号機の設置、２点目としま

して国道４０号と徳田１６線交差点に信号機の設

置、３点目としましてみなみっこ橋すぐ横の道路

への横断歩道の設置、これらにつきましては本年

７月に公安委員会よりいずれも現地調査を実施し

た結果、横断場所指定等に必要な条件を満たして

いるとは認められず困難との回答がございました

ので、御理解をお願いいたします。

以上で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） 続きまして、私

からは大項目の２、市民の財産である公園や街路
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樹等の管理についてを答弁申し上げます。

まずは、小項目１の街路樹の管理についてでご

ざいます。本市が管理する街路樹は、緑による潤

いのある生活環境の向上を目的とし、主に街路事

業等の道路事業とあわせて整備をしており、事業

を計画する段階において整備する路線に隣接する

町内会との協議の上、樹種の選定を行ってきてお

ります。現在では、中高木約 ０００本、低木約

０００本を整備をしてまいりました。

街路樹の剪定については、毎年委託業務として

発注しており、３年から４年に１度の周期で剪定

を実施しております。また、道路標識や道路照明

の支障となるものは、適宜直営などにより対応し

ており、電線にかかるような場合については安全

面を考慮し、管理者に依頼して剪定していただい

ております。剪定方法についてですが、街路樹は

大きくなることにより強風や雪の重み、また枯れ

たことによる倒木等において大変危険になります。

そのため張り出した枝を切ることとしております

が、一部の樹木においては芯どめを行うことによ

り樹木が大きくなるのを抑制し、安全を確保して

まいりました。

これからの時期の課題となる枯れ葉の処理につ

きましては、車道部は本市で処理を行い、歩道部

につきましてはスイーパー車が走行できないこと

から、町内会に御協力をいただき、配付したボラ

ンティア袋に収集後本市で回収させていただいて

おります。今後も引き続き町内会と本市が連携を

図りながら、対応してまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目２、除草剤の安全性についてです。

本市が管理している街区公園の草刈りは、毎年公

園愛護事業として町内会の協力により景観を維持

していただいております。基本的には月に１回、

人力によります刈り払い機の使用により草刈りを

していただいており、除草剤を使用しての処理は

行っておりませんが、公園入り口部などの機械で

草を刈り取りにくい箇所については、少量の除草

剤を使用している公園もございます。使用してい

る除草剤は、通常市販されている除草剤で、人体

に影響を及ぼすものではなく、また毒物及び劇物

に該当しないものでございます。今後も除草剤の

使用については、しっかりと注意事項を厳守し、

周囲に配慮しながら作業を行っていただくよう周

知徹底に努めてまいりますので、御理解願います。

小項目の３、句碑の管理についてでございます。

ふうれん望湖台自然公園に設置してある句碑につ

きましては、昭和６２年に当時の風連町文化協会

がふうれん出逢いの森事業として有志を募り、昭

和６３年、同自然公園内に５９基の句碑を設置し、

長く訪れる人の目を楽しませてきましたが、設置

から３０年以上経過し、それぞれ経年による傾き

や樹木の成長により視認が困難なものも出てきて

おります。同協会からは、今後の維持管理等につ

いて移設も含め相談いただき、これまでも協議を

させていただいておりますが、改めて協議の場を

待ち、同協会の意向を尊重し、御理解をいただき

ながら今後の方向性を決定していきたいと考えて

おります。

小項目４、案内板や案内標識についてでござい

ます。案内標識は、目的地や通過地への方向や距

離など経路案内の情報を提供する青い標識と主要

地点や観光施設など沿道案内の情報を提供する白

色の標識との２種類の区分があり、正しく車両や

人を誘導するための大切な役割を果たすものであ

ると認識しております。近年では、平成２７年度

に社会資本整備総合交付金を活用し、道立サンピ

ラーパークや駅前交流プラザよろーな、市立天文

台きたすばる、ＥＮ―ＲＡＹホールなどの施設整

備により現状の車両交通と既存の案内標識の配置

に乖離が生じたことから、関係部署と協議の上、

新たに４基の標識の設置と既存の標識２基の改修

を実施してきたところです。

案内標識の設置場所については、各目的地まで

の車両交通量の分散や通行時間の短縮等を考慮し、

国道や道道、市道では東８号通や１７線道路など
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の主要幹線に主に配置をしております。標識の大

きさについては、板のサイズにさまざまな規格が

あることから、明示する内容に合った大きさのサ

イズを選定し、設置をしてございます。

今後につきましても新たな公共施設の建設など、

案内標識設置の必要性が生じた場合は、道路の構

造や交通の状況を検討の上、関係部署と協議の上、

対応してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私から大項目３、防

災についてお答えいたします。

初めに、小項目１、地域コミュニティーとの関

係についてとして、自主防災組織の設立や組織の

活性化の対策について申し上げます。自主防災組

織につきましては、住民一人一人がみずからの命

を守ることと自分たちの地域は自分たちで守ると

いう考え方に立って、自主的に防災活動を行う組

織となります。災害時には自助、公助とともに地

域の自主防災組織などの助け合う共助の仕組みの

構築が重要となります。議員のお話にあったとお

り、コミュニティー機能は災害だけでなく、犯罪

の防止や福祉、教育、環境等のさまざまな問題解

決への役割を果たすものと考えておりますので、

自主防災組織の組織化や活性化についても地域社

会とのつながりや結びつきが重要と考えています。

現在自主防災組織の組織率については、３割に

満たない状況となっておりますので、組織化に向

けて防災訓練や防災セミナー、出前講座、町内会

連合会の総会や広報など、さまざまな機会に自主

防災組織で活用できる補助金とあわせて周知して

おります。前段にも申し上げましたが、自主防災

組織はあくまでも自主的な防災組織の活動となり

ますので、今後とも組織化に向けた支援等につい

て取り組んでまいります。

次に、小項目２、避難所でのプライバシーの確

保についてですが、避難所運営につきましては、

基本的には学校の体育館などの大きなスペースを

皆さんで活用していただくこととなります。プラ

イベートスペースの確保としては、教室などの個

室のスペースがありますので、必要に応じて更衣

室や授乳室としての活用も可能となります。また、

インフルエンザやノロウイルスなどの感染症の病

気等にかかっている方などは、他の避難者への感

染予防のためにも病気の症状に応じて別室での避

難生活が想定されます。避難所の個室の数にもよ

りますが、個室が必要な場合には優先されるもの

から順次活用していくこととなりますので、御理

解お願いいたします。

また、大規模災害では多くの方々が体育館のよ

うな大きなスペースで寝泊まりしていただくこと

となります。段ボールの仕切りなども備蓄はして

おりますが、体育館でのプライベートスペースの

確保は現状では難しいと考えております。災害の

種類や規模にもよりますが、避難所運営について

は極力快適な空間となるよう状況に応じて臨機応

変に対応できるように努めてまいります。

次に、小項目３、ラジオの放送が届かない地域

についての対策についてお答えいたします。現在

エフエムなよろの放送については、年２回受信状

況を調査していただいており、電波の弱い地域や

受信できない地域が存在しているとの報告を受け

ております。ラジオや携帯電話には電波の弱い地

域もありますし、広報車は屋内では聞きづらいな

どの欠点もありますが、災害時の情報伝達につき

ましてはラジオだけではなく、テレビや携帯電話、

スマートフォンへの緊急速報メール、ホームペー

ジやフェイスブックなどのインターネットの活用

や広報車での周知など、あらゆる手段を活用した

情報を発信いたします。災害時におきましては、

これらの情報伝達手段の活用できるものから広く

情報を収集していただき、命を守る行動につなげ

ていただきたいと思います。

以上、答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 続きまして、
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大項目４、名寄市立大学の将来展望について、初

めに小項目１、時代の変化に対応した大学経営に

ついて申し上げます。

御案内のとおり、旭川市長は、本年４月に旭川

大学の公立化方針を表明しました。旭川大学及び

短期大学部の学科構成は、本学と類似しており、

その公立化は１８歳人口の減少で学生確保が難し

くなる中、旭川市の有利な都市環境の条件を踏ま

えると、学生確保のほか教員確保においても本学

への影響は多大なものがあると危惧しております。

この公立化への対策については、公立化の時期な

ど詳細が不透明な中、現状では本学の教育力のさ

らなる向上が最も重要であり、学生確保につなが

るものと考えております。

本学の現状の教育力をあらわす指標として、看

護師、保健師、社会福祉士などの国家試験合格率

がありますが、ほぼ全国の新卒合格率を上回って

おり、旭川大学と比較しても本学がすぐれており

ます。また、本学の退学率は１％と低く、正規就

職率は９７％と高い数値となっております。これ

らの数値は、本学に入学したほとんどの学生が本

学における４年間の学習によりまして入学時に目

指した資格をしっかりと取得し、卒業後はさまざ

まな企業、団体に正規職員として就職し、ケアの

専門職として活躍していることを示しております。

本学としては、今後もこれらを維持向上できるよ

う開学時の理念である保健医療福祉の連携と協働、

少人数教育の実践、地域社会の教育的活用と地域

貢献に基づきまして、学生ファーストを全教職員

で共有して教育力のさらなる向上に努めるととも

に、まだ検討を始めたばかりですが、大学院の開

設や教育研究環境の整備などの取り組みを進め、

加えて独自の給付型奨学金や海外語学研修への助

成など、さまざまな学生支援の施策をしっかりと

高校生やその保護者にＰＲしながら、学生確保に

努めてまいります。

本学を取り巻く環境は、年々厳しさを増してお

りますが、１０年後、２０年後も小さくてもきら

りと光る大学であり続けるために今後も努力して

まいりますので、御理解と御協力をお願いします。

次に、小項目２、大学院に対する考え方につい

て申し上げます。本学では、平成２９年２月に今

後１０年間の計画的な運営指針とする名寄市立大

学の将来構想を作成しました。この構想におきま

して本学の専門教育の充実と発展の視点から、保

健医療福祉の高度化、専門化並びに地域社会のケ

アニーズの増大に対応し得る実践活動の理論的基

盤を担える人材、さらに大学教員として寄与でき

る人材を育成するために大学院の設置を検討する

こととし、その検討は令和２年度から行うことと

していましたが、今般本学を取り巻く環境の動き

と専門教育の充実強化の観点から、１年前倒しで

検討を始めることとしました。

大学院の設置に当たっては、開設前々年度の３

月に文部科学省への認可申請を行う手続になって

おりまして、２０２２年度開設を目標とした場合、

２０２１年３月に申請を行うと、そういったスケ

ジュールになります。現在学内では大学院の設置

に向けた検討を進めるに当たって、全体での意見

交換を行った段階であります。今後本学に大学院

を置く意義、目的のほか、学生確保や教員確保、

さらに運営財源と収支計画等についてしっかりと

検討を進めていくことにしておりますので、御理

解願います。

次に、小項目３、市民を巻き込んだ学びの場に

ついてお答えします。本学では、社会人などを対

象とした講習会、研修会など多様なリカレント教

育の推進を将来構想に掲げ、本学の有する知的財

産を活用したケア専門職等の継続教育やスキルア

ップを目的とするセミナーや研修会を行っており

ます。資格取得に関する講習会としては、夏休み

期間を利用して北海道教育委員会が主催する教育

職員免許法認定講習を指導大学として行っており、

今年度は市内の小中学校教員や幼稚園教員を含め

８５人が受講し、特別支援学校教諭免許状の取得

に必要な単位を修得しております。また、３月に
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は公益社団法人北海道私立幼稚園協会との共同実

施により、幼稚園教員免許状更新講習を開催し、

本市及び近郊の幼稚園教諭の方々が受講しました。

さらに、各学科を中心とした看護セミナー、こど

もセミナーなどの開催、加えて市内事業所等から

の依頼により研修等の企画立案における指導、助

言、講師等の紹介など専門職の継続教育の支援も

行っております。

次に、コミュニティケア教育研究センターの意

義と成果についてですが、本センターは平成２８

年の設置から４年目を迎え、この間地域と大学と

の橋渡し拠点として、教育、研究、地域交流を活

動の３本柱に掲げ、さまざまな事業に取り組んで

まいりました。

センター事業の評価と検証は、将来構想の前期

実施計画で今年度行うこととしており、現在学内

で作業中ですが、センター設置前の平成２７年度

と設置３年目の平成３０年度を研修会や公開講座

等の実績で比較すると、２７年度は事業数９、延

べ参加者数４２４人に対し、３０年度は事業数２

５、参加者数 ５１３人と事業数で ８倍、参加

者数では ９倍となっております。今後も地域交

流の窓口としてセンター活動を充実させてまいり

ますので、御理解と御協力をお願いいたします。

次に、小項目４、学生アルバイトについて申し

上げます。本学学生のアルバイトにつきましては、

平成２９年度に大学が行った学生生活実態調査に

おいて約９０％の学生がアルバイトの経験がある

と回答しており、ほとんどの学生がアルバイトを

行っている現状にあります。本学では、学内で定

めた基準に基づき、雇用主から提出されたアルバ

イトの求人票を学内に一定期間掲示し、学生に求

人情報を提供しておりますが、近年は学生アルバ

イトをめぐっていわゆるブラックバイトが全国的

にも問題となっており、学生の労働条件や学業へ

の影響なども懸念されるところです。この対策と

して、本学では毎年４月に実施している新入生ガ

イダンスや在学生ガイダンスの場においてアルバ

イトをする上での注意事項の説明やアルバイト先

とのトラブル防止についての指導を行っているほ

か、学内に厚生労働省が発行するリーフレットを

掲示するなどして、アルバイトの労働条件に関す

る啓発も実施しております。

また、学内において学科教員、学生委員会、保

健福祉センター及び事務局学生課など全学的な相

談支援体制を構築しており、アルバイト先でのト

ラブルを含めて、修学や健康面、生活面など学生

が抱えるさまざまな課題に対応しております。今

後とも学生が安心して学生生活が送ることができ

るよう学内のサポート体制の充実を進めるととも

に、必要に応じて関係機関と連携し、トラブルや

犯罪被害の未然防止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） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 丁寧な説明をいた

だきました。再質問させていただきます。

まず、子供の医療費の無料化についてでござい

ますけれども、札幌市ではことしから小学２年生

までの無料化に向けて取り組んでいるところなの

ですけれども、小学生全部というふうには申しま

せんので、順次１年生、２年生と拡大していくと

いうお考えはないのかお尋ねいたします。

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） 医療費無料化に

向けて段階的な制度の拡充という御質問でござい

ますけれども、答弁でも申し上げましたとおり、

これまでも話ししていますけれども、子育て支援

に対してどのような政策するかということで、何

を優先していくかというところで、財源が必要に

なってきますので、今議員が言われたように段階

的な拡充というのも一つの手法としてはあるかと

いうふうに思います。一方で御承知のとおりハー

ド面で学校や保育所などは耐震化になっていない

状況の中で、これは子供たちが毎日行く施設とし

て、安心、安全に生活できる、学べる、そういっ

たことが優先されるということもありますので、
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そういったことも含めてさまざまな状況を考慮し

ながら、子ども・子育ての支援策については検討

していきたいというふうに思っていますけれども、

言われていました医療費の拡大、段階的な拡充に

ついてもこれまでも検討してきていますし、今後

もそれも含めて検討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） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 今までは、国庫負

担金でペナルティーもあったところなのですけれ

ども、そこもなくなるというふうにお聞きしてお

りまして、少しでも小さい子供をお持ちのお母さ

ん、家庭のために医療費の無料化ということで、

本当に市民の方からは再三要望があるところで私

も質問させていただいております。そのことにつ

いて、小学校も本当に高学年になるとそんなに病

気をしなくなるのですけれども、やはり小学校入

る前、今無料化の部分になっていますけれども、

それと１年生、２年生ぐらいが一番病院に行かな

くてはいけない時期であるというふうに考えると

ころなのですけれども、今御答弁いただきました

けれども、市民の要望が非常に強いということに

関して、ほかのところで取り組みをなさっている

と今御答弁いただいたところですけれども、この

間ずっと市民の方から隣の士別市だとか旭川市だ

とか、市町村は随分進んでいるところなのです。

そこからいらしていただいて、どうして名寄はこ

ういうふうになっているのだということで言われ

ますものですから、そこのところ無料化もしてい

ますし、病院も充実していますし、本当にいろん

なところで名寄市は子ども・子育てに取り組んで

いるのだということは説明しているところなので

すけれども、どうもここのところがすとんと落ち

ていかない市民というか、お金がかかる、医療費

がかかる、高いですから、やはり子供といっても。

そして、子供が２人、３人となると３人目だけで

もというような、そのようなこともあるのですけ

れども、そのことについては、３人目とか２人目

とか、そういうことも考えられないのかお聞きい

たします。

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） 令和２年度に向

けての市長ローリングの中で、こども未来課につ

いては８月にも実施をしてきています。その中で

は、言われたように２子目、３子目の対応の場合

はどうだという状況も含めて検討してきています

し、昨年の当初予算の中では小学校３年生まで担

当としては上げましたけれども、財源確保ができ

ないということで保留になりましたけれども、担

当としてもいろんな拡大策導入できないかどうか

も含めて検討し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います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） そういうことで進

んでいるのだということは理解いたしましたので、

次に子どもの権利条例制定について再質問させて

いただきます。

今名寄市子ども・子育て支援事業計画が進んで

いるところで、その中で十分にこの条約のことを

盛り込んでいただける、施策の体系のところの６

番で子供の権利が尊重される名寄ということでい

ただいているところでございますので、このこと

をしっかりとやっていただき、子供たちのために

安心して生きる、犯罪から守られる、平等で自分

らしく育つ、意見や参加する、やはり参加すると

いうことが大切であると思いますし、自分を大切

にして、小さい子供にも権利があるのだというこ

とを子供自身が知ることが非常に重要であるとい

うふうに思いますので、計画の中に盛り込んでい

ただいているということでございますけれども、

さらに重点的に、こういう虐待だとか不登校だと

かいろんな子供の人権が守られないような状況に

なっているものですから、その点確認させていた

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） 議員から言われ
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ましたとおり、子どもの権利条約にされています

４つの権利につきましては、今ありました子ども

・子育て支援事業計画の中で、一つ一つ項目を起

こしながら計画をつくっております。何カ所か私

読みましたけれども、子どもの権利条約に基づい

てこうやって項目をそれぞれやっているというの

はまだ探していないのですけれども、そういう面

では名寄市においてはしっかりそこを踏まえて、

その計画がつくられているというふうに認識をし

ているところであります。当然項目を起こしてい

ますから、それぞれ具体的に何をするかというと

ころも、これは子供に関係する教育委員会だった

り、幼児施設に関係する施設と協議をしながらや

ること、それぞれの取り組みも含めて検証しなが

ら来年度に向けて策定しますから、その辺もさら

により充実をさせていきながら、そして当然市民

への啓発も含めてこの計画をしっかり実行できる

ように、そういった取り組みも考えながら進めて

まいりたいというふうに思いますので、御理解を

お願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 次に、通学路の安

全対策について、公安委員会でちゃんと報告をい

ただいているところですけれども、やっぱり地域

の方にとっては非常に不安だということで、これ

も何回も何回も言われているところで、ずっとこ

ういう回答であるというふうに思うのですけれど

も、士別市で最近信号機がついたところは死亡事

故が起きたところなのです。死亡事故が起きるま

で無理なのかという思いもありながら、指導員の

方をふやしていただくとか、地域でできるところ

は安全会議だとかそういうところで重点的に、事

故が起きてからではやはり遅いので、しっかりと

対策をとっていただけるように配慮していただき

たいと思いますけれども、地域の方の御意見とい

うのは強いものがあると思うのですけれども、そ

の辺どのように捉えているかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 信号機ですとか横断

歩道、また道路標識などの交通安全施設の整備に

つきましては、先ほどの答弁の中でも申し上げま

したように北海道公安委員会のほうで決定するよ

うになるのですが、決定に至る過程としましては

道路の構造ですとか交通量、また安全施設の整備

状況、先ほどちょっと出ていましたが、交通事故

の状況、こういったものを勘案して決定されるこ

ととなっております。これまでなかなか整備され

ていない状況が続いているという部分は、議員の

おっしゃるとおりなのですけれども、子供たちを

守るために通学路の安全確保を図っていきたいと

いう思いは市も全く同じでございますので、今後

も引き続き地域の声として、また名寄市としても

要望を上げてまいりたいと考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 同じ思いで私もし

っかりと地域の方たちと話し合いながら安全に向

けて、また冬の除雪の問題もありますけれども、

またそのときに発言させていただきたいと思いま

す。

少子化時代を迎えまして、子供たちは本当に名

寄市の宝であるというふうに思います。この宝で

ある子供たちを私たち一人一人が最大限の支援を

して、この地域全体で見守り、育てることがやは

り必要だというふうに思います。ここで育ててよ

かった、育ってよかったと思われる名寄市である

ために、今後とも議論を重ねていきたいと思いま

す。

次に、市民の財産である公園や街路樹の管理に

ついて質問いたします。街路樹の管理ということ

で、お叱りを受ける場面が非常に多くて、行政と

すれば美観ということを優先するわけにはなかな

かいかないのかなというふうにも考えるのですけ

れども、とにかくあの切り方は何だ、あの公園は

何だということが最近多く聞かれるところなので

すけれども、そこら辺は担当部としてどのような
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捉えているのかお聞きいたします。

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） 大変市民の皆様

の声を受けとめていただいて、御苦労をおかけし

ているのだなと改めて思ってございます。街路樹、

当然道路整備とあわせて整備をさせて、できた当

初というのは地先の方も含めて、本当に緑が潤い

を与えるという形で大変よろしいことなのですけ

れども、どうしても年数等々がたちますと成長す

るだとか落ち葉の問題だとか、また場合によって

は除雪の関係だとかもあって、大変御心配をかけ

る面もあるのですけれども、やはりまちのコンク

リートばかりではなく、道路沿いに緑があっての

市民の潤いのある生活という面では、その必要性

というのはどなたも御理解いただけるかと思って

います。

ただ、先ほど申し上げたように街路樹、おおよ

そ３０路線の超える形で、先ほど言ったように約

０００本を超える形での樹木を植えさせていた

だいて、種類も大変多種多様な形で、なかなか全

てを適時適切な管理というのはかなり厳しい条件

がございまして、先ほどの答弁で言わせていただ

きましたように数年単位で整備をさせていただく

形で、そういう面では時間差もたってしまいまし

て、統一的な美観を保つという面では厳しい面が

あるかと思っています。

また、当然あわせまして私ども道路管理者でご

ざいまして、冬場であると枝から雪が落ちて、近

くを走る車両に例えば雪が飛ぶだとか、枯れ木の

枝が落ちるだとかそういった心配面、私ども安全

上を最優先せざるを得ないという点がございます

ので、その観点に立っての対応でございますので、

美観を含めて１００点満点になることはないとは

思ってございますけれども、今後も引き続き鋭意

努力はさせていただきたいなと思ってございます

ので、御理解いただければと思っております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 植えるときは小さ

いので、楽しみながら育てるのですけれども、大

きくなると、家庭でもそうですけれども、厄介な

ものになってしまうという、市でもそうなのかな

というふうに思って今お聞きしたところなのです

けれども、まちの中にはそういう木の専門家とか、

樹木医ときのうの質問の中にあったのですけれど

も、美観に詳しい方とか、町内会長さんを入れて

そういうお勉強をなさっている方もいらっしゃる

ので、一言、町内会長の声を聞いて伐採したとい

うお話も聞いているのですけれども、やはりそう

いうところでちょっと相談をしていただくとか、

そういう体制づくりをぜひしていただきたいなと

いうふうに思っています。

除草剤については了解いたしました。非常に敏

感になっておりますので、除草剤のことについて

は配慮していただきたいというふうに思います。

句碑については、名寄に、公園に、すばらしい

ところにうちの誰々さんがというふうに楽しみに

行ったところがササやぶの中で朽ち果てていたと

いう、そこのところの場面も私も一緒にいたもの

ですから、何とも言葉に出せないような、何か申

しわけないような気持ちになりました。いろいろ

な面で整備ということに関しては大変なことだと

いうふうに思いますけれども、心がけていただけ

るということの答弁いただきましたので、期待し

ております。

案内板や案内標識についても、観光客も名寄に

いらしたときには見るところでございますので、

観光客や外国の方も名寄はきれいなところだとい

うふうに、自然環境、句碑、あと街路樹、心がけ

てやっていただきたいというふうに思います。

次に、大項目の３、防災についてお尋ねいたし

ます。今ブラックアウトで、千葉県でまたこのよ

うなことが起きて、去年のブラックアウトを思い

出すところでございますけれども、名寄市１年た

ちましてその体制については、教訓として市民は

ポータブル石油ストーブを購入するとか、食品の

備蓄とか水とかそういうことに心がけているとこ
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ろですけれども、心配なのはやはり福祉施設だと

か学校の体制、ブラックアウトとか災害になった

ときに。その点については、十分に災害対策やブ

ラックアウト、電気が通らないとか休校になると

か、そういうことについてはおのおの努力してい

るというふうに思います。風連の庁舎で北海道新

聞に出たところでは配電盤ですか、そのことにつ

いて再度確認するというか、再度災害に備えるの

だということを新聞に書かれていたのですけれど

も、風連庁舎については災害時のブラックアウト

対策というのは大丈夫なのですよね。確認いたし

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） ブラックアウト対策

が大丈夫かということで聞かれたのですけれども、

いわゆる庁舎の電源については、名寄庁舎のほう

は発電機ありますし、風連庁舎のほうも中型です

けれども、発電機３台ほどあります。現在発電機

あるのですけれども、電源通す際には発電機から

延長コードで電源をとっているということで、今

後できましたら配電盤などを配置をしながら、そ

れぞれ部署のほうで照明も含めてとれるような体

制は今後考えていきたいというふうに思っている

ところです。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） これから台風だと

か雪の時期になりますので、防災については特段

の御配慮をいただきたいというふうに思っており

ます。

大項目の４、名寄市立大学の将来展望について

でございますけれども、旭川で随分特別委員会も

つくりまして議論をしているところでございまし

て、名寄市立大学にも大変な影響があるのだとい

うふうな答弁であったかというふうに思います。

いろんな工夫をされて、大丈夫なように努めてい

るということでございます。

そしてまた、大学院に対する考え方についても

お知らせいただいたところでございますけれども、

財源とか開学時期だとか……財源ですね、開学時

期についてはお答えいただいております。あと、

教員の確保とかその点について、財政的にどうな

のかなというところが心配なところですけれども、

お答えいただいてよろしいでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 教員確保で

すとか、まず財源の関係です。先ほども申し上げ

ましたけれども、今の段階では学内的には検討を

始めるというところがまずありまして、財源だと

かそこまでは至っていないのが現状です。まず、

決めなければならないのは、どんな大学院とする

か、理念ですとか意義ですとか、そういうのが大

前提になって、それからどういう教員が必要なの

かだとかそういう部分もありますし、大学院の教

員につきましてはいろいろ条件がありまして、な

かなか確保が難しいという部分もありますし、あ

と兼務にするのか、採用するのか、兼務にすれば

大学、今の学部の部分で兼務になりますので、採

用は要らないという形になるのですが、そうなっ

た場合は先生方の兼担した場合の業務がすごく忙

しいだとか、そういう部分もあります。まずは、

学内においてそういう部分を含めて議論をさせて

いただきながら、その中で財源につきましても検

討していきたいと思いますので、御理解いただき

たい。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 大学院をつくるこ

とによって旭川大学と差をつけるのか、今ある状

況の中で大学院が必要なのかというところ、両方

なのでしょうけれども、非常に財源もかかるとこ

ろなので、慎重に進めてほしいというふうに思い

ますが、旭川市議会の一般質問の中で西川市長が

答弁している中で、名寄の市長とお会いして、道

北地域の高等教育が共存しながら発展していくこ

とができるようにしたいという思いを共有してい

るというふうな説明もあったところですけれども、

加藤市長としては旭川大学との関係についてどの
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ようにお考えかお知らせいただきたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ３月の下旬だったと記憶

していますが、西川市長が直接市役所にお越しを

いただいて、４月に発表されましたけれども、旭

川大学をベースとした公立化に向けた検討を始め

るという発表をさせていただきたいと。ついては、

この大学ができることによって名寄市立大学に影

響が出ないようにしっかりと配慮をしていきたい

というお話を確かにいただきました。いただきま

したが、先ほど来お話が出ているようにほぼ学科

構成もかぶるということもありますので、では具

体的にどのような影響が出ないような対策をお持

ちなのかということを御質問しましたが、具体的

な返答は得られませんでしたので、私としては賛

同はしかねるし、できれば再考してほしいという

お話を西川市長にはさせていただいたところであ

りまして、共有という話は間違いで、そこは一方

的にそういう話はありましたが、そのようなお話

をさせていただいたということでありまして、こ

れでよろしいでしょうか。御理解いただければと

思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３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。

子供への虐待防止のための取り組みについて外

２件を、川村幸栄議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点についてお伺いをしたいと思います。

大項目１点目、子供への虐待防止のための取り

組みについて伺います。またしても虐待と思われ

る痛ましい事件が相次いで起きてしまいました。

全国の児童相談所での児童虐待相談対応件数が昨

年の厚労省が出した数字で、平成２９年度分です

が、１３万 ７７８件となっています。虐待相談

の経路別では、家族から ８％、近隣、知人から

１ ７％、本人から ８％、福祉事務所から ７

％、警察から４ ４％となっています。そこで、

小項目４点にわたってお尋ねをしたいと思います。

１つ目、児童相談所との連携について伺います。

道北地域では、旭川市に児童相談所、稚内市にそ

の支所があるのみであります。名寄市での児童相

談所との連携はどのように行われているのかお聞

かせください。

２つ目、市の取り組みについて伺います。妊産

婦支援やこんにちは赤ちゃん事業、定期健診など

細やかな対応をしていただいていると承知をして

おります。そして、今年度からは、子ども家庭総

合支援拠点事業が取り組まれております。親子で

通える相談者がいる居場所、ひまわりらんど、ま

た親子関係、家族関係等を見抜く専門性の高い人

材の育成には名寄大学の協力を得られるかと思い

ます。今後の取り組みについてお考えを伺います。

また、転居先、転居元との連携、情報提供につい

てどのようにお考えか伺いたいと思います。

３つ目、市民としてできること。通報はもとよ

り地域での日ごろからのつながりを大切にしてい

きたいと考えていますが、市としてのお考えをお

聞かせください。

４つ目、子どもの権利条例制定に対する考えに

ついて伺います。行政も市民も一緒に子供の権利

について考えていきたいと思います。お考えをお

聞かせください。

大項目２点目、名寄市立大学のあり方にかかわ

って伺います。学科構成が類似する旭川大学の市

立化については、それぞれ大学の成り立ちが異な

っていると思っておりますが、少子化が進む中で

は考えていかなければならない課題と捉えていま

す。そこで、３点にわたって伺います。

１つ目、名寄市立大学のこれからについて。大

学院構想が学長から語られていました。大学院の
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問題では、先ほど意見交換が始まったばかりとい

う御答弁がありましたけれども、教員確保の問題

や院生の学費の問題等課題はあるかと思います。

その点についてお考えをお聞かせください。また、

名寄大学の特質として、教育力の高さを武器にと

報道では記載されていましたけれども、研究力の

向上についても求められているのではないかと考

えます。お考えをお聞かせください。

２つ目に、市民とのかかわりについて伺います。

積極的な住民票の登録を期待するところでありま

す。入学式時に出張窓口があって、手続が便利だ

ったとの学生の声がありました。今後の取り組み

についてもお知らせください。また、オープンキ

ャンパス、入学式や卒業式では保護者の方々もた

くさん参加していただいています。オープンキャ

ンパスでは、バスツアーで市内施設の案内などで

当市のＰＲをしていると聞いていますけれども、

ここでの市民との交流についてのお考えをお聞か

せいただきたいと思います。アルバイトや実習体

験などでの市民との交流、町内会との交流が進ん

でいます。研修会や大学祭など、学校行事に市民

が参加できるようになってはいますが、まだまだ

少ないように感じますが、進めるためのお考えを

お聞かせをいただきたいと思います。

３つ目に、環境整備について伺います。登校時

の交通安全対策についてどのようにお考えかお聞

かせをいただきたいと思います。また、グラウン

ド周囲の小道の活用についてもお考えをお聞かせ

ください。多くの学生がアルバイトをしながらの

学業に頑張っておられます。学生の働き方につい

ても悩みなどの相談事も多いのではないかと推測

いたします。学生のための相談室の状況はどのよ

うになっているのかお聞かせをいただきたいと思

います。

大項目３つ目、名寄東病院の今後について伺い

ます。現状についてであります。入院患者の減が

気になるところであります。稼働率では９割前後

が必要ではないかと考えますが、市立総合病院の

後方支援病院としての考え方について市の考えを

お聞かせをいただきたいと思います。

２つに、今後についてであります。開業医の進

出も進まない現状下で、ホームドクター的役割を

持つ病院として週３回の午後診療も行われ、喜ば

れています。しかし、交通の便、耐震化以前の建

物のための老朽化などの課題があります。名寄市

立地適正化計画にどのように反映されようとして

いるのかも含め、名寄東病院の今後についてお考

えをお聞かせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（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） ただいま川村議

員から大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１は私から、大項目２は大学事務局

長から、大項目３は病院事務部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、子供への虐待防止のための取り組み

について、小項目１の児童相談所との連携につい

て、小項目２の市の取り組みについて、小項目３

の市民としてできること、小項目４の子どもの権

利条例制定に対する考え方については、関連があ

りますので、一括して答弁させていただきます。

児童虐待においては、全国的に相談対応件数が増

加傾向にある中、国においては児童虐待防止対策

体制総合強化プランを策定し、各自治体でも対策

を講じてきているところでありますが、そういっ

た最中においても幼い命が奪われるなど、許すこ

とのできない痛ましい事件が絶えない状況が続い

ており、関係する機関の連携や対応の不十分さが

問題となっております。当市における管轄は、旭

川児童相談所となっており、平成２９年度の虐待

通告は、名寄市を含め５３８件との報告がありま

した。経路別では５ ５％が警察からの通告とな

っており、市町村からの通告は ４％程度で、全

国的傾向と同様となっております。市町村は、児

童相談所と同様に通告先となっているためであり、



－157－

令和元年９月２０日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

市町村から児童相談所への通告は送致として取り

扱っているため、件数が少なくなっているものと

思われます。相談内容としましては、心理的虐待

が６７％、身体的虐待が１５％、ネグレクトが１

６％となっており、心理的虐待が増加している傾

向にあります。

また、旭川児童相談所の管轄は、上川、留萌、

宗谷の３つの振興局で、広い面積と４０自治体を

カバーしている状況にあり、児童相談所と自治体

がこれまで以上に情報伝達、連携、指導、助言を

効率的、効果的に行う体制づくりの充実が重要と

なってきております。

名寄市における児童相談所との関係については、

これまでも虐待案件があった場合は逐一報告をし、

関連機関で構成している要保護児童対策地域協議

会のケース検討会議を開催し、児童相談所も交え

て対応の協議をしてまいりました。本年４月から

は、子ども家庭総合支援拠点事業を開始し、社会

福祉士資格を有する職員と保育士資格を有する支

援員を配置し、対応の強化を図り、育児に不安を

感じている家庭の相談や支援に対して保健センタ

ー、教育委員会、基幹相談支援センター事業ぽっ

け、市立総合病院などの関係機関が情報共有を図

り、家庭訪問を実施しながら、切れ目のない支援

体制を構築して対応してきております。また、児

童相談所で即時に対応できない場合においても、

児童相談所からの助言をいただきながら、きめ細

やかな対応を図り、関係機関で協議した内容を児

童相談所に報告し、連携に不備が生じないように

対応してきております。

名寄市の取り組みとしては、育児不安や子育て

の負担感から虐待に発展しないよう母子健康手帳

の交付申請時から相談支援を開始し、出産後も体

調や不安等がある産婦に対して助産師が自宅に訪

問し、心身のケアや育児サポート等の支援を実施

する産後ケア事業や生後４カ月までの赤ちゃんが

いる全家庭を訪問するこんにちは赤ちゃん訪問な

どを実施しております。さらに、子育て支援セン

ターやこども発達支援センターなどにおいては、

発達相談を随時受け付けており、困ったときに気

軽に相談できる窓口をできるだけ多く確保し、保

護者に寄り添った対応をしてきております。

専門性の高い人材の育成といたしましては、虐

待専門の職員の配置としてではありませんが、資

格を有する担当職員を配置し、要保護児童対策地

域協議会のケース検討会議において複数の関係機

関がかかわる中、それぞれの機関、担当者の情報

を共有し、虐待が疑われる情報や不審な情報がな

いか確認をとりながら、対応してきております。

転入転出等による自治体間の連携については、

保健センター間での情報連携、こども未来課など

の家庭児童相談員を配置している部署における情

報連携を実施することとしており、継続した見守

りができる体制を整えております。

昨年度実施した子ども・子育て支援事業計画に

関するアンケート調査では、虐待防止にかかわる

啓発活動の意味を込め、名寄市独自に児童虐待に

関する項目を設けております。児童虐待を見たり、

聞いたりした場合の通報先についての設問では、

児童相談所、学校、警察、市役所といった回答が

多くありましたが、通報しようと思わないとの回

答も若干ありました。地域での見守りの体制とし

ては、誤報の心配などもあるかもしれませんが、

その家庭での虐待はなくても子育てに対する何ら

かの不安や虐待の予兆の可能性があるため、何か

おかしいと感じた場合には連絡をいただけるよう

関係機関とも連携して、市民への周知、啓発活動

にも努めてまいります。

最後に、名寄市子どもの権利条例の制定につい

てですが、児童福祉法は子どもの権利条約を理念

に改正されており、名寄市はこの理念に基づき子

供の最善の利益を念頭に、全ての子供が健全に養

育される権利を持っていることを十分に踏まえ、

子ども・子育て支援事業計画において子供の権利

が尊重される内容として４つの支援を掲げている

ところであります。その中の一つとして、子供た
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ちが虐待や犯罪から守られる支援を実施してまい

りました。全国的にも児童虐待による事件が絶え

ない状況にありますが、次期子ども・子育て支援

事業計画においても子どもの権利条約の理念に沿

った計画を策定し、子供の権利を守り、子供が不

利益をこうむることがないよう市民への情報発信

も含め取り組んでまいりますので、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） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 続きまして、

大項目２、名寄市立大学のあり方にかかわって、

小項目１、大学のこれからについて申し上げます。

本学では、地域に根差した大学であり続けるた

めに、今後１０年間の計画的な運営指針とするビ

ジョン２０２６と名づけた名寄市立大学の将来構

想を平成２９年２月に作成しました。この構想は、

１８歳人口の減少など全ての大学が抱える課題に

加え、本学と競合する大学、学部、学科の新増設

など本学独自の課題もあり、また近年の私立大学

の公立化により公立大学の数が増している中で埋

没することなく、存在意義を確立していくための

指針とするものです。

この構想では、保健医療福祉の連携と協働を支

える専門職を育成するための学士課程教育の充実

はもちろんですが、本学の専門教育の充実と発展

の視点から保健医療福祉の高度化、専門化並びに

地域社会のケアニーズの増大に対応し得る実践活

動の理論的基盤を担える人材、さらには大学教員

として寄与できる人材を育成するために大学院の

設置を検討することとしています。その検討は、

令和２年度からと位置づけておりましたが、本学

を取り巻く環境の動きと専門教育の充実強化の観

点から、１年前倒しで検討に取り組むこととした

ところです。

現在の学内での検討状況は、大学院の設置に向

けた検討を進めるに当たっての全体での意見交換

を行った段階で、今後本学に大学院を置く意義、

卒後の就業等出口を見据えた上での学生確保、大

学院指導教員の要件充足の見通しと教員確保等に

ついて決して楽観的な想定に立たずに、しっかり

と検討を進めていくことを全教職員で共有したと

ころであります。

また、研究力の向上につきましては、これまで

行ってきたコミュニティケア教育研究センターが

進める地域をフィールドにした研究への研究費助

成、また個人の研究活動を支える研究費支援を今

後も継続し、学部教育に与える効果とともに、今

後議論する大学院が目指す教育研究方針に反映で

きるよう研究力向上のための下支えを行ってまい

ります。

続きまして、小項目２、市民とのかかわりにつ

いて数点にわたって御質問がありましたので、そ

れぞれ申し上げます。初めに、平成２９年度から

入学式当日に学内に開設しております転入手続の

臨時窓口につきましては、今後も市の市民課と協

力しながら、継続して開設してまいります。

次に、オープンキャンパスの保護者向けバスツ

アーにおける市民との交流についてですが、この

バスツアーはオープンキャンパスに参加した高校

生のほとんどが大学入学後親元を離れて初めての

ひとり暮らしを経験することから、保護者に子供

たちが暮らす環境を知ってもらい、安心して暮ら

せるまちであることを実感してもらう、そういう

ことを目的に実施しているものあります。コース

は、アンケート調査による保護者の意向を踏まえ

まして、実習先やアルバイト先のほか、医療施設、

商業施設、アパート、マンション等を中心に設定

しておりまして、当日の厳しいスケジュールの中

ですが、市民との交流を図る機会の設定は難しい

ものと考えておりますので、御理解いただければ

と思います。

次に、学生と市民との交流についてですが、本

学では積極的に地域に出向いて行っている演習、

実習のほか、ボランティア活動、サークル活動、

アルバイトなど、さまざまな場面での交流を行っ
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ております。交流先は、行政、団体、施設、農業、

学校などさまざまですが、特に町内会等は各学科

の専門分野に関する実習先となっているほか、学

科混成のグループで行っている連携教育科目での

交流、子ども会行事へのボランティアスタッフと

しての参加など、市民と学生がより距離間の近い

交流を行っているものと考えております。

大学行事等への市民の参加につきましては、コ

ミュニティケア教育研究センターにおいて地域の

ケア専門職の方々の継続教育やスキルアップを主

な目的とする研修会や対象を特定せず広く市民の

生涯教育に資する市民公開講座を開催し、市民の

皆様に御参加をいただいております。また、毎年

７月に行われる名大祭には多くの市民の皆様に御

来場いただき、出店やフリーマーケットにも参加

いただいております。今年度は、福祉わくわくフ

ェアｉｎ名寄市立大学と題して、名寄、士別、剣

淵の福祉事務所による加工品や作品の販売会も行

われ、大学祭のにぎわい創出に御協力をいただき

ました。後夜祭では、近隣の町内会と学生が一緒

になって花火大会を見る企画も行われており、大

学祭は市民の方々が大学に触れ、学生と交流する

機会となっております。

本学といたしましては、今後も地域と大学との

橋渡しの拠点として位置づけているコミュニティ

ケア教育研究センターを窓口として、大学と市民

との交流を深めてまいりたいと考えております。

次に、小項目３、環境整備についてお答えいた

します。初めに、交通安全対策についてですが、

学生の登下校は多くの学生が大学周辺に居住して

いることから、夏は自転車通学か徒歩、冬期間は

徒歩かバス通学と認識しております。自転車通学

では、過去に１号館南側の丁字路において交差点

に進入した学生が直進する車両と衝突し、大けが

をするといった事故がありました。また、１号館

と３号館の間の手押し式信号が設置されている交

差点でも車両同士の事故があったと認識しており

ます。大学周辺の市道は、東中学校の通学路であ

ることから、これまでも学生には交通法規、モラ

ルを遵守するようガイダンスで指導しているとこ

ろですが、最近はスマートフォンを使用しながら

の自転車走行も多いとの報道もあり、降雪、積雪

時の自転車通学禁止とあわせて、学内掲示やガイ

ダンス等で交通安全指導を徹底したいと考えてお

ります。

次に、グラウンド周囲の小道の活用についてで

すが、小道だけを捉えますと雰囲気もよく、大学

が作成するパンフレットでも背景として使った経

緯がありますが、小道の両端からアクセスできる

目立ったものがなく、また図書館の北側に位置す

るため景観的に見通しが悪くなり、加えて樹木の

傷み等も目立ってきたことから、積極的な活用の

見通しを持っていない現状であることを御理解い

ただければと思います。

次に、学生のための相談室についてですが、大

学では学生が学習に専念し、安定した学生生活を

送ることができるよう学生支援に関する方針を定

めています。その方針は、１つ目として教職員が

連携して相談支援に取り組む修学支援、２つ目と

して保健管理、事件事故防止、日常生活を含めた

学生生活と学生が自主的に社会活動等に取り組む

正課外活動を支援する学生生活支援、３つ目とし

て持続的な就業力及び進路、就職、さらに資格取

得の支援を含めたキャリア支援、この３つを柱に

しております。この３つの柱は、安定した学生生

活を送るに当たって密接にかかわっており、悩み

や不安、体調の不調を抱える学生の兆候は、まず

修学状況にあらわれることが多く、そのサインを

認知した教職員が関係する学内機関、教職員と連

携し、適切な対処、対応をとるようにしておりま

す。また、学生がみずから体調や心の健康につい

て相談する場所として、保健福祉センターを開設

し、看護師、精神保健福祉士の有資格者が対応し

ております。いずれの場合も個人情報の保護と学

生の意思を尊重しながら、必要に応じて学生の保

護者も含めた相談に教職員で連携して取り組んで
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おります。今後とも学生が安心して学生生活を送

ることができるよう学内の相談支援体制の充実に

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） 岡村病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（岡村弘重君） 私から

は、大項目３、名寄東病院の今後についてお答え

を申し上げます。

初めに、小項目１、現状についてですが、東病

院は指定管理先であります上川北部医師会により

慢性期医療を中心に運営されている病院で、入院

診療が医業収益の主体となっております。議員御

指摘のとおり、入院患者数は、平成２９年度の３

万 ８５０人から平成３０年度には２万 ０１８

人と大きく減少しており、収益への影響は大きく

なってきております。本年度７月末の実績におき

ましても対前年度比で８ ８％の状況であり、厳

しさは増している状況にあります。

病院側では、収益の減少を補うための取り組み

として、外来診療や健診への受け入れ拡大を図っ

ているところでございますが、診療単価の違いか

ら十分な補填には至っておりません。患者減少の

要因といたしましては、人口減少による影響のほ

か、士別地域からの入院患者が減少したことと看

護スタッフの不足によります一部休床によるもの

と分析をしているところでございます。

市立総合病院の後方支援病院としての役割につ

いては、急性期から慢性期に移行する患者さんの

受け入れ先として連携を図ってきておりますが、

転院先につきましては御本人や御家族と相談の上

で決定するため、東病院だけを指定するというこ

とはできませんので、御理解をお願いいたします。

次に、小項目２、今後についてでございますが、

診療体制については東病院において適宜御検討を

いただいていますが、運営の方向性については地

域医療構想の協議状況や市側との協議により改革

プランの見直しを行っていくことになると考えて

います。

利用者の交通の利便性については、周辺の福祉

施設を含めた配慮がなされてきたものと考えてお

りますが、患者や御家族との転院の御相談の際に

は、立地的に利用しにくいとの御意見もあるとの

ことです。この点につきましては、東病院を利用

されている方からの御意見をお伺いする機会も必

要かと考えています。

施設の整備につきましては、現状の運営に必要

な設備投資は継続して実施してきております。老

朽化への対応については、十分認識をしていると

ころでありますけれども、こちらも運営の方向性

が定まらなければ計画に至らないことから、現状

では御報告できる段階にございません。したがい

まして、立地適正化計画への反映はとの御質問に

つきましては、現段階では具体的な検討はされて

おりませんので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） それでは、それぞれ

御答弁をいただきましたので、再度質問をさせて

いただきたいと思います。

まず、子供への虐待防止についてであります。

きのう、きょうとまた本当に痛ましい、胸が痛く

なる、怒りも湧いてくるぐらいの思いでいるとこ

ろであります。第１回定例会でもこの問題に触れ

させていただきましたけれども、日本中どこでも

発生してほしくないのですが、私どものいるこの

地域からは絶対に出したくないと、そんな思いで

取り上げさせていただきましたので、御理解をい

ただきたいと思います。

まず、児童相談所との関係のところでは、密に

連絡をとりながら、また連携の充実が重要と、そ

んなふうなお答えいただいたかなというふうに思

っていますので、この点については私が望んでい

る部分と合致しますので、引き続きそこのところ

にぜひとも強く充実を求めるところであります。

そして、子供の虐待の状況なのですが、今言っ

たように起こさせてはならないということなので
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す。虐待の状況が生じてからでは、子供の保護者

もまた傷つくというふうに私は思っています。そ

ういう状況にならないために、みんなで知恵を出

していきたいなというふうに思っているところで

あります。

それでまず、子どもの権利条例制定にかかわっ

てからお話をさせていただきたいと思うのですが、

いろいろ計画の中では子どもの権利条約の中身を

しっかりと踏まえながら計画を立てているという

御説明がありました。しかし、それは行政の中で

の取り組みというふうに押さえられるのではない

かというふうに私は思っています。要するに行政

も市民も、そして子供たちも一緒になってこの子

供の権利について考えていかなければならないの

ではないかというふうに思うのです。子どもの権

利条約の第１２条の中に、子供自身の意見表明権

を定め、子供を保護を受ける主体であると同時に

あらゆる権利の行使の主体として尊重しようとし

ています。そして、子供が権利の主体として、ま

ず自分の権利について知ることが重要だと言われ

ているのです。子供自身が権利について学び、嫌

なことは嫌だと声を上げられることが重要だとい

うことだと思います。この間も何度かこの権利条

例つくってはどうかと言ってきました。きょう持

ってきたのは、青森市でつくっているパンフレッ

トなのですけれども、このように子供たちも一緒

になって権利ということ、人権ということを学ぶ

ということであります。

それで、先ほど御紹介した厚労省が発表したデ

ータの中で、虐待を受けた子供の年齢構成なので

すけれども、ゼロ歳から学齢前、小学校に入る前

まで、そこの割合が４ ７％、最も多いのですけ

れども、小学生で３ ３％、中学生で１４％、合

わせると４ ３％ですから、半分近い虐待を受け

た子供たちが小学校、中学校に通っている子供た

ちなのです。ですから、この子供たちにあなたの

権利は、生きる権利がある、虐待を受けそうにな

ったときには嫌だと言う権利があるのだと、この

ことを教えていく必要があるのではないかと思う

のです。そのために子どもの権利条例制定してい

くことがこのまちの中でみんなで話し合って、子

供も大人もみんなそれぞれ一人の人権があり、そ

して子供の権利というのはこういうふうになるの

だよというのを学び合える場をつくっていくため

にも条例の制定が私は強く求められていると思う

のですが、再度お考えをお聞かせください。

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） 川村議員から条

例制定についての御質問がありました。子供が生

きる権利、子供がしっかり考えて主張できる、そ

のことが一番ですけれども、ただ幼い子供であれ

ばそこを理解して、それを訴えるということはな

かなか難しい状況だと思います。やっぱりまずも

って今回の計画をつくるに当たって、先ほど議員

から言われたとおり、市民にできることというこ

とも言われていましたけれども、保護者であった

り、地域の方がしっかりそこを認識して、子供を

育てる、かかわる、みんなが子供にそういった教

えをしていくことが重要だなというふうに思って

います。前の虐待を受けた子供も受けていても言

えなかったという、そういったことでなかなか保

健センターとかいろんなところの機関が動けなか

ったという状況があります。そういった面では、

市民全員が子供の権利、生きる権利、育つ権利、

いろんな権利をしっかり尊重して、とうとい若い

命を大切に育てるという、そういった認識がしっ

かり持てるかというふうに思っているところであ

ります。そういった面では、条例は、先ほどの答

弁でも言いましたけれども、制定はしていません

けれども、今回の計画の策定に当たっては一番重

要視する課題かなというふうに思っていますので、

子育て支援会議の中でもそういったことも含めて

しっかり協議をしながら、いかに市民の皆様にそ

ういった意識を持ってもらうためには、どういっ

た具体的な取り組みができるか等も含めて考えな

がら、そして実行に移すような、そういったよう



－162－

令和元年９月２０日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

な取り組みを進めてまいりたいというふうに思い

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） 本当におっしゃるよ

うに市民がみんなで子供の虐待に対して子供を守

るという、人権としての権利を守る、このことに

ついてみんなで考えていきたいということなのだ

と思います。あらゆる場でそのことを考えていき

たいなというふうに思っていますので、それが条

例をつくるきっかけに、条例を制定されたところ

の視察をさせていただいてお話を伺えば、やはり

そのことが主になってみんなで考えてつくってい

っているのです。それを生かしながら、また救済

の制度だとか考えていっているということ、何回

も御紹介させていただいてまいりましたからくど

く言いませんけれども、そういったことで改めて

またそのことを市民の皆さんと考える機会を設定

していただくことを強く求めたいというふう思い

ます。

そして、私たち市民としても地域で日ごろから

のつながり大切にしていって、これはおかしいな

というようなことに気づく、そういうきっかけを

私たちは勉強しながらいかなければならないなと

思うのですが、そのことで先ほど通報はしかねる

というアンケートもあったというふうにありまし

たけれども、やっぱりそれが子育てしている方々

に負担になるようなことになってはまただめかな

というふうには思っているのです。子育て中の皆

さんは、ほとんどの皆さん方が一生懸命、隣の子

とちょっと違ったらうちの子はおくれているのだ

ろうかと心配したり、誰かにちょっと言われたら

そのことがすごく重くなったりとか、いろんな不

安を抱えながら一生懸命子育てしていますので、

大昔ですけれども、私も経験しながらきました。

だから、そういう思いを含みながら、私たちはそ

ういった皆さん方、子育てしている皆さん方を支

援していきたいというふうに思っているところで

す。

それで、今お話があった子ども家庭総合支援拠

点事業なのですけれども、配置人員等、体制等は

御答弁の中にありましたから、専門性の高い職員

も配置されたということで御答弁がありましたか

らちょっと安心しているのですが、これが市民周

知のところではどのくらい皆さん方に浸透してい

るかというとこら辺が私はちょっと不安がありま

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） 今回の配置で人

員も職員も増員して体制をつくったということの

周知ということでありますけれども、私も言いま

したけれども、基本的に地域の方だったり、そう

いう方が虐待事案であったり、そういった可能性、

虐待になってしまったらもう手おくれかもしれま

せんので、そういった予兆の部分についてどこに

気軽に相談できる窓口があるかというところが重

要かなというふうに思っています、その事業がと

いうよりも。そういった面では、市役所だったり、

基幹相談支援センターぽっけだったり、発達支援

センターだったり、保健センター、いろんな窓口

がありますので、そういうところに気軽に本当に

相談してもらいたいと、そういった周知をしっか

り今後もしていきたいなというふうに思っていま

す。虐待がはっきりしていないと通報しづらいと

いう方も多くいるかと思うので、疑いではなかな

かできないという方も、先ほども言いましたけれ

ども、あるかと思いますので、ただ疑いの段階で

確認をしていくのが大事だというふうに、そこで

早期発見、早期対応ができるということでありま

すので、そういった面ではそういった相談できる、

通報できる窓口も幅広くあるということも含めて

きちんと市民にお知らせしながら、そして気軽に

ちょっと変化というか、気になることがあれば通

報できるような、そういったような周知喚起も今

後より一層強めてまいりたいというふうに思って

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。
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〇１０番（川村幸栄議員） 本当にちょっと寄っ

て苦労話、子育ての苦労話を聞いてもらえるだけ

でもすごく軽くなるのです。自由に出入りして、

ゆっくり過ごして、子供とゆったりする場所とい

うのも必要かなというふうに思っています。先ほ

ど言ったひまわりらんどもいろいろな遊びの計画

が随分なっているのですが、何もなくただふらっ

と行って、子供とただゆったりしていられる場所

というのも必要かなというふうに思っているので

すが、その点についてまたお考えをお聞かせいた

だきたいのと、それから子ども家庭総合支援拠点

事業の周知のことなのですけれども、これは東京

港区が出しているパンフレットなのですけれども、

本当にわかりやすく出されています。これは東京

の港区ですから、いろんな財源の問題も含めてゆ

ったりあるかなというふうには思うのですが、で

もすごくわかりやすいです。こういったようにつ

くって、いつでもいろんなことが相談できるのだ

よというふうに書いています。そういうこととい

うのが必要かなというふうに思うのですが、その

点についてお考えをお聞かせください。

〇議長（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） 議員からありま

したことも参考にしながら対応してまいりたいと

いうふうに考えておりますけれども、名寄市は特

に転勤の方が多いということでありますので、そ

ういった面では何回か集中的にやればいいという

ものではなくて、定期的に継続的にやることが重

要だというふうに思っています。そういった意味

では、先ほどのひまわりらんどの特に転勤して周

りに知り合いがいない場合に気軽に行って、そこ

で友達ができたり、そういった不安を相談できる、

そういった環境もより気軽に行けるような、そう

いった体制をつくりながらいきたいというふうに

思っています。今出された港区の部分も含めて参

考にしながら、周知の方法も工夫しながら、今後

進めてまいりたい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） あともう一点、ファ

ミリー・サポート・センターの活用もあるかなと

いうふうに思っています。これは、保育所に入る

ことが無理だけれども、ちょっとの時間見ていた

だきたいという、こういったことなのですが、し

かしここで預けるときに預かっていただく人と子

育てのお話もちょっと触れたりするという、講習

会を受けて、資格は不要だけれども、講習会は受

けていただくというふうになっているのですが、

先ほども言ったように名寄市立大学もあるという

意味では、そういった研修も受けていただいて、

そういう悩みも積極的に聞くわけではなくても、

何げにお話しする中で困っていることがあればと

いうような、そんな雰囲気づくりというのも必要

かなというふうに思うのですが、その点について

のお考えをお聞かせをいただきたいのと、あと決

算委員会に向けての資料請求の中で出てきたので

すが、ひまわりらんどと風連のこぐまさんのとこ

ろ、ここで相談の状況を見ると、利用者はひまわ

りらんどのほうがずっと多いのですが、相談状況

を見ると風連のこぐまさんのほうがずっと多くな

っているのです。ここのところをどのように見ら

れているでしょうか。

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） まず、ファミリ

ー・サポート・センターにつきましては、ボラン

ティアも含めてどこまで研修も含めてスキルアッ

プをお願いできるかというのはあるというふうに

思いますけれども、実際に運営している、社協に

委託していますから、そういったような実際の状

況も確認しながら、支援する側、される側の状況

も確認して、よりよい体制づくりに努めてまいり

たいというふうに考えているところであります。

ひまわりらんどとこぐまとの相談件数、今詳細

の中身のデータを持っていないので、はっきりし

たことはわかりませんけれども、どのレベルの相

談を件数にカウントするかというのもあるかとい

うふうに思いますし、より身近なところで気軽に
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何でも相談できる体制ができているのかという状

況もあるかと思いますので、その辺については確

認をさせていただきながら、もしひまわりらんど

がもっとそういった相談も受けられるような体制

づくりが必要であれば、それをこぐまのやってい

るよりよいものを取り入れながら、お互いの状況

を確認して、よりよい体制づくりに努めてまいり

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） 虐待に至る背景とい

うのは、専門家のところでも一言では言えないと

いうふうにおっしゃっていて、貧困であったり、

子育ての困難、孤立、核家族化ということもあっ

たりして、非常に複雑な流れになっているかなと

いうふうに思うのですが、しかしそういったさっ

きもお話ししたように虐待に至る前にみんなでサ

ポートして、守っていきたい。子育て中の方々も

子供もあわせて守っていきたい、そんなふうに思

っていますので、ぜひ取り組みを進めていただく

ことを強く求めて、次に行きたいと思います。

名寄大学の問題に行かせていただきます。大学

院の話については理解をしたところであります。

また、これからいろいろな議論がされていくのだ

と思いますので、そのときにいろいろとお話を聞

かせていただきたいなというふうに思っています。

私も短大のときでしたけれども、卒業生として、

少人数の公立大学のよさというのを本当に実感し

ています。学生、また教職員の皆さん、そして市

民の皆さんとの結びつきの深さ、このよさを今の

学生の皆さんにも存分に味わっていただいて、名

寄に来てよかったなということで全国にまた帰っ

ていただきたいなというふうに私は思っていると

ころであります。そうしたことで市民とのかかわ

りの中でお話をさせていただきました。

町内会の交流のところでも本当に町内会の皆さ

ん方学生の皆さんが参加されると、楽しみにして

いるし、学生の皆さんの顔を見たら破顔するよう

なくらい喜んでいらっしゃいます。そういった部

分も学生の皆さんには多分たくさん伝わっている

だろうというふうに思っていますし、これからも

そういう取り組みを進めていきたいというふうに

思っています。

それで、環境整備なのですけれども、登校時の

交通安全のところが一番私は気になっています。

自転車が物すごい猛スピードでクロスしています。

道路をクロスしているのです。ですから、何か大

きなことになってからでは、保護者の皆さんも遠

くにいらっしゃる方も多いわけですから、そんな

ところで大きな事故になっては大変ですので、徹

底した交通安全訴えて、指導していただきたいと

いうふうに思います。

また、グラウンド周囲の小道なのですが、哲学

の道というふうにまでは言いませんけれども、で

も何かすごく個人的には非常にいい空間だなとい

うふうに思っていて、またちょっと私のほうも皆

さんの意見も聞きながら検討をしていきたいなと

いうふうに思っているところであります。

もう一つ気になるのが学生さんのための相談室

の状況ですが、この相談室についてもいろんな形

で支援していただいているということなのですが、

これは毎日あいているのだったのでしょうか。そ

の部分ちょっとお聞かせをいただきたいと思いま

すが。

〇議長（東 千春議員） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 保健福祉セ

ンター、土日はやっていないのですけれども、基

本的に月から金まで、朝から晩までという形で、

交代で保健師、看護師、精神保健福祉士という形

でいるような体制をとっております。

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） 少し安心をしていま

す。いつでも行けるということですね。

それであと、大学図書館なのですが、大学図書

館も私も随分利用させていただいています。市民

の利用状況等をお知らせをいただきたいと思うの
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ですが、図書館にいらっしゃる司書さんについて

も本当に専門性が高いなというふうに感心をしな

がらいるのですが、ちょっと聞いただけですぐ的

を絞って探していただいています。そういった部

分での大学図書館の市民利用の状況、それからあ

と試験中の図書館の利用状況について、学生さん

が勉強している中での小さな子供が走り回ってい

る状況も何度か目にしていますので、それに対す

る対応についてお聞かせをいただければと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 渡辺大学事務局長。

〇市立大学事務局長（渡辺博史君） 平成２９年

度に開館した大学図書館につきましては、議員お

っしゃるとおり、一般の方にも利用していただい

ております。貸し出し数につきましては、図書館

できる前の平成２８年度以前は年間で約３００人、

７００冊だったのに対しまして平成２９年度は７

４６人、 ７４８冊、平成３０年度は７７３人の

７２９冊と約２倍以上の利用になっているとい

うことになっています。

あと、試験期間ですとかそういうときの利用の

関係ですが、まず今現状として学生さんがテスト

期間に例えば席が満杯になって利用できなかった

ということは聞いたことありません。

あと、図書館、２階、３階あるのですけれども、

そこで例えば今おっしゃられたお子さんが来てち

ょっとという部分につきまして、基本的には目に

余るものがあればそこにいる司書が注意して静か

にしてもらうという形で対応をとっているという

ところです。

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） 図書館も含めて本当

に身近な大学をみんなで守りながら、またその還

元も、さっきも言ったように学生さんたちが来て

いただいて元気になるという、そういった還元も

受けながら応援をしていきたいなというふうに思

っています。

それでは、３つ目の東病院の今後についてであ

ります。確かに上川北部医師会の指定管理という

ことでいろいろ難しい部分もあるかと思うのです

が、実は東病院がなくなるのではないかというよ

うな市民の声が聞こえてまいりました。私も先ほ

ども言ったように週３回の午後診療で非常に助け

られている一人なのですが、そういった中で市民

はもちろんなのですが、病院で働く皆さんにとっ

ても不安が重くのしかかってくるのではないかと

いうふうに思っています。きのうの質問だったか

と思いますけれども、人材確保のことが取り上げ

られていましたけれども、こういった東病院なく

なるのではないかというような、そんな市民から

の声が出てきたのでは人材確保にも支障を来すの

ではないかというふうに思うのですが、この点に

ついてお考えをお聞かせをいただければと思いま

すが。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、東病院がなくな

るのではないかという不安の声があるということ

でありますけれども、市として東病院をなくすと

いう決定をしたことはございませんので、東病院

については地域の慢性期医療の中核を担う病院と

いうことでありますから、非常に重要な医療拠点

の一つと考えておりますし、川村議員おっしゃる

ように午後診療もやっておりますから、議会の質

問でもありましたけれども、これに国保診療所を

加えて、名寄市立総合病院の混雑の緩和の一翼も

担っているということでありますので、非常に大

事な施設だと思っております。

ただ、先ほど岡村事務部長のほうの最初の答弁

にもありましたけれども、経営そのものは今非常

に厳しいという状況があるのは、これは否めない

事実でありますが、今お聞きするところによりま

すとスタッフの皆さん一丸となって、この病院の

稼働率、病室の稼働率を上げるということで前向

きな形で取り組んでいただいているという報告も

いただいております。ここのあたりを十分見据え
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ながら、そして最後は地域医療構想の中でどうい

う形になるのか、それは私どもの検討材料の一つ

でありますので、今はそういう状況あるというこ

とで御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） ちょっとほっといた

しました。

先ほど入院患者さんの減が気になるというふう

なお話もさせていただきました。士別市立病院の

関係もありますし、また市内の民間病院さんとの

関係もありますから、強硬に入院患者さんをこっ

ちにということにはならないかというふうには思

うのですが、先ほどもお話あったように午後診療

もある中で、もう少し交通の便がよくなればいい

のではないかなというふうに思っているところで

あります。清峰園があり、そよかぜ館があり、そ

してそういう介護施設が建ち並ぶ医療と福祉の施

設がまとまっている地域でありますから、コミュ

ニティバスの利便性を高めることで病院の利用を

高めていくということになるのではないかという

ふうに考えるのですが、いかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） 東病院、それから清峰

園、清峰園は私もちょっと縁の深いところであり

ますし、考えてみますとあの地域はそういう施設

があるのですが、また丘があって坂道があるとい

うところで、平地ではないので、かなり行きづら

いというところもあるかと思います。

東病院の皆さんと１度お話しさせていただく機

会もありまして、いろいろ意見交換したのですけ

れども、バス停の話も出たのは事実でありまして、

いろんな形でなるべく使いやすいような交通網の

体系というのは必要かなと思っております。議員

御指摘のところではコミバスというお話も出まし

たが、別の手段もひょっとしたらあるかもしれま

せん。それこそデマンド形式でのやり方ですとか、

そういうほかの部分も含めて、公共交通の体系に

ついては地域公共交通形成の委員会の中の専門部

会ございますので、協議会の専門部会ありますの

で、その中でも御相談させていただければと思い

ます。

名寄市全体を見渡しますと、東病院、清峰園、

そよかぜ館を含めて、あの地域に施設はあるのだ

けれども、ちょっと行きづらいというその環境自

体はやはり認識しなければなりませんので、これ

からの時代も踏まえるとどういう足の確保が一番

いいのか、これは引き続き研究させていただきた

いと思っております。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 人口減が進む中でコ

ンパクトシティーの問題も出てくるかというふう

に思うのですが、ただ名寄市地域公共交通網形成

計画の中で述べられているように医療福祉施設、

商業施設や住居などのまとまった立地と公共交通

の活用によりというふうなことで、快適で安全性

の高い生活空間の形成を基本に適正な規制、誘導

を行うというふうに述べられておりますので、今

御紹介しましたように医療と福祉の施設がまとま

っている地域であります。そして、坂もあります

から、例えば介護施設に行こうと思っても車がな

いと、自転車ではなかなか難しいということなの

です、夏であっても。そういうことで、もっとバ

スが便利がよかったらいいのにという声が随分私

のところにも寄せられているところであります。

そういった部分で病院も利用する、そして介護施

設のほうも利用するというような、そういう地域

の活性化も含めてぜひとも検討をしていただきた

いし、さらに先ほどお話があった地域医療構想の

中でまた東病院ぜひ守っていただいて、ホームド

クター的な役割というとこら辺で私は重要だとい

うふうに思っています。先ほど副市長もおっしゃ

ったように風連の診療所も含めて、急性期の市立

総合病院だけではないそういった病院もあるとい

うところで市民は安心して暮らすことができると

いったところを押さえていただいて、取り組んで

いただきたいと思いますが、再度お考えをお聞か
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せいただいて、終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） やはりこの地域の医療

を担うというポイントになるのは、公的なところ

でどこまでベースをつくれるかと、これは非常に

大きな問題だと思っておりますし、これは必ずク

リアしなければならない問題だと思っております。

一方では地域医療構想の中でもいろんな考えが出

ておりますし、それから変化している社会情勢の

中でこれから必要になる医療の分野もあるかと思

います。例えば地域包括ケアそのものの中からい

けば在宅はどうするのだ、あるいはもう少し時間

がたってからになるかもしれませんが、人が最後

一生を終えるときにどういう医療が必要なのか、

例えば今東病院でも一部取り組んでいただいてお

りますけれども、東病院ではそのものではありま

せんけれども、緩和ケアですとか終末期医療の問

題も出るかと思います。そのあたりも含めて、今

後ベースになるところをしっかりつくるという、

そういう観点のもとで改めて取り組ませていただ

きたいと思います。

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。

地域の特色を生かした教育行政の推進について

外１件を、山田典幸議員。

〇１６番（山田典幸議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告に従いまして、大項目２

点について順次質問をしてまいります。

初めに、大項目１点目、地域の特色を生かした

教育行政の推進について、小項目１、コミュニテ

ィ・スクール制度の市内全校導入後における具体

的な取り組みについてお伺いをいたします。平成

２９年度に智恵文小学校、智恵文中学校にコミュ

ニティ・スクール制度が導入されたのを皮切りに、

その後市内小中学校に順次導入が進み、本年６月、

名寄西小学校に学校運営協議会が設置されたこと

により、市内全ての小中学校がコミュニティ・ス

クールとなりました。学校と家庭、地域が教育活

動の目標を共有し、ともに協働して組織的に課題

に対応する地域とともにある学校づくりのさらな

る充実が期待されるところですが、今後名寄市の

教育行政として目指すべき学校のあり方とそれに

向けての具体的な取り組みについてお伺いをいた

します。

小項目２点目、市内高等学校の今後のあり方に

ついてお伺いをいたします。人口減少や少子化の

影響により中学卒業者数が減少傾向にあり、募集

定員の削減が避けられない中、道教委ではこれま

で公立高等学校配置計画において欠員が４０名以

上生じている学校について、学科の見直しや定員

調整などについて検討が必要との見解を示してき

ました。当市を含む上川北学区内においても近年

定員割れが顕著になっていることから、学校の再

編や学科の配置などを地域に見合ったものにして

いかなければならない状況に置かれております。

名寄市内の高等学校については、次年度より名

寄産業高校の学科の転換による１間口の削減が既

に示されており、また先日報道がありましたが、

名寄高校が次年度募集１間口減の３間口となるこ

とが明らかになりました。このような状況の中、

昨年３月に名寄市内高等学校在り方検討会議の議

論等を踏まえ、令和５年度をめどに名寄高校と名

寄産業高校を発展的に再編統合するよう道教委に

対して要望したところですが、その後の協議等は

現在どのような状況になっているのかお伺いをい

たします。

小項目３点目、新学習指導要領における外国語

活動と外国語授業についてお伺いをいたします。

次年度から全面実施される小学校の新学習指導要

領においては、中学年での外国語活動、高学年で

の教科としての外国語、また令和３年度から全面

実施となる中学校の新学習指導要領においては、

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内容がそれぞれ新たに導入さ

れることとなっております。昨年度からの移行期

間において既に先行実施されているところではあ
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りますが、次年度以降小学校、中学校それぞれの

全面実施に向けての具体的な取り組みについてお

伺いをいたします。

小項目４点目、中学校における武道授業につい

てお伺いいたします。平成２０年の中央教育審議

会において中学校の保健体育における武道につい

て、その学習を通じて我が国固有の伝統と文化に

より一層触れることができるよう指導のあり方を

改善するという答申が出され、これを受けた学習

指導要領の改訂により平成２４年度から中学校の

保健体育において武道授業が必修化され、７年余

りが経過いたしました。現在の当市の中学校にお

ける実施状況や課題等についてお知らせを願いま

す。

続いて、大項目２点目、名寄市地域公共交通網

形成計画にかかわって２点についてお伺いをいた

します。人口減少や高齢化社会の急速な進行に対

応した地域の足としての公共交通による移動手段

の確保は、安心して快適に暮らせるまちづくりを

進めていく上で大変重要な課題となっております。

そのような状況を踏まえ、当市においては恒久的

に地域の足を守るために今後の名寄市の公共交通

の指針となる名寄市地域公共交通網形成計画が本

年５月に策定されたところです。

そこで、１点目、公共交通空白地における移動

手段の確保対策についてですが、当市の公共交通

カバー率は８割を超えている一方で、公共交通で

カバーできていないエリアが１ ５％存在してお

ります。今後計画に基づき、具体的にどのような

形で交通空白地の移動手段の確保に取り組んでい

くのか考え方をお伺いいたします。

２点目に、高齢者の移動における課題と対策に

ついてですが、全国的にも高齢ドライバーの交通

事故が増加傾向にあり、大きな問題となっており

ます。当市における現状と課題についてどのよう

な認識しているのか、また今後どのような対策を

とっていこうと考えているのか御見解をお伺いし

て、壇上からの質問といたします。よろしくお願

いいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 皆さん、こんにちは。

山田議員からは、大項目２点にわたり御質問いた

だきました。大項目１は私から、大項目２の小項

目１は総務部長から、大項目２の小項目２は市民

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。

まず、大項目１、地域の特色を生かした教育行

政の推進について、小項目１のコミュニティ・ス

クール制度の市内全校導入後における具体的な取

り組みについてですが、学校が子供たちに生きる

力を育むためには家庭、地域、社会との連携を深

め、子供たちの生活の充実と活性化を図ることが

大切となります。その際、学校、家庭、地域社会

がそれぞれ本来の教育機能を発揮し、全体として

バランスのとれた教育が行われることが重要と考

えております。しかし、少子高齢化や核家族化な

ど子供たちを取り巻く環境の変化の中で、本来で

あれば保護者や地域住民を含む社会全体で取り組

むべきことについても学校に期待されております。

したがって、学校だけで子供たちの抱える多様な

問題に対処するのは難しくなってきている現状で

ございます。子供たちが抱える課題を地域ぐるみ

で解決し、質の高い、よりよい教育を提供してい

くためには、学校、家庭、地域社会がそれぞれの

立場から子供たちの将来のためにという共通の目

的のために協力し合うことが大切となります。

こうした状況の中、平成２７年１２月、中央教

育審議会において新しい時代の教育や地方創生の

実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と

今後の推進方策についてが取りまとめられました。

この答申では、今後の地域における学校との協働

体制のあり方について地域と学校が連携、協働し

て地域全体で未来を担う子供たちの成長を支え、

地域を創生する地域学校協働活動を推進すること

やコミュニティ・スクールの一層の推進を図るこ

となどが提言されています。また、平成２９年３
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月には地方教育行政の組織及び運営に関する法律

が改正され、学校運営協議会の設置が努力義務化

されました。これらの動向を踏まえ、本市では平

成２９年度に智恵文小学校、智恵文中学校に学校

運営協議会を設置してコミュニティ・スクールと

したのを皮切りに、名寄東小学校、中名寄小学校、

名寄西小学校にはそれぞれ単独で学校運営協議会

を設置するとともに、名寄小学校と名寄東中学校、

名寄南小学校と名寄中学校、風連中央小学校と風

連中学校においては小中合同の学校運営協議会を

設置し、本年６月をもって市内全ての学校をコミ

ュニティ・スクールとし、地域とともにある学校

づくりを推進しているところでございます。

御承知のとおり、学校運営協議会の主な役割に

は４つの視点があります。１点目は、校長が作成

する学校運営の基本方針を承認する、２点目は学

校運営に関する意見を述べることができる、３点

目は教職員の任用に関して教育委員会に意見を述

べることができる、４点目は学校運営に必要な支

援等について協議するの４つでございます。今後

は、とりわけ４つ目の学校運営に必要な支援につ

いて充実させていきたいと考えております。現在

国では、学校運営に必要な支援の充実を目指し、

２０２２年度までに地域と学校が連携、協働して

行う地域学校協働活動を推進することや地域学校

協働活動を推進する体制である地域学校協働本部

を設置するという目標を掲げております。このよ

うなことから教育委員会といたしましては、各学

校のコミュニティ・スクールと社会教育の体制と

しての地域学校協働本部が相互に補完し合い、高

め合う存在として両輪となって、地域とともにあ

る学校づくりのさらなる充実を図ることができる

ような体制づくりと活動の充実を目指していきた

いと考えております。

続いて、小項目２、市内高等学校の今後のあり

方についてですが、道教委ではこれからの高校づ

くりに関する指針に基づき、中卒者数の増減に適

切に対応し、教育推進の維持向上などを図る観点

から、地域の実情や私立高校を含めた高校の配置

状況等を考慮し、定員の調整や学校の再編整備等

を行ってきています。また、生徒の多様な学習ニ

ーズなどに対応し、特色のある学校づくりを推進

するため、地域別検討協議会において地域の方々

の御意見を伺いながら公立高等学校配置計画を策

定し、進めてきております。

名寄市内の高校の状況につきましては、少子化

の影響で中卒者数は減少傾向にあり、名寄産業高

校については定員割れが続いている状況から、現

在の酪農科学科、電子機械科、建築システム科、

生活文化科の４科から令和２年度には電子機械科

と建築システム科が機械・建築システム科に再編

され、４間口から３間口に減少することになって

おります。また、名寄高校においても定員割れは

続いており、令和元年度の入学者数は１６０名の

定員に対し、入学者数９９名で１間口減となって

ございます。このようなことから、現中学３年生

の進学希望状況を調査分析し、また今後の上川北

学区の中卒者数の推移を勘案した中で、来年度の

３間口での募集が今月の道の教育委員会議の中で

決定したところでございます。

議員から御質問がありました市内２高校の再編

統合に向けた協議等の状況についてでございます

が、道教委では現在名寄高校、名寄産業高校の光

凌キャンパス、名農キャンパスの３施設をどのよ

うに活用していくか、それにあわせて普通科、酪

農科学科、機械・建築システム科、生活文化科の

４学科をどのキャンパスに配置するか、さらに普

通科単位制の導入など魅力ある学校づくりをどの

ように進めていくかなど、さまざまな角度から検

討している段階にございます。今後においては、

道教委との連携をさらに深めるとともに、これま

でも市内高等学校のあり方について検討をしてい

ただいた名寄市内高等学校在り方検討会議などで

御意見を伺いながら協議を進めていきたいと考え

ております。

次に、新学習指導要領における外国語活動と外
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国語授業について申し上げます。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年生の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

ろです。このようなことから令和２年度から実施

される新学習指導要領においては、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。とりわけ小学校５、６年生にお

ける外国語の授業では、映像資料やＡＬＴ等を活

用して英語を繰り返し聞かせながら、日常生活に

関する身近で簡単な英語を理解することができる

ような力を育んでいます。また、音楽に合わせて

リズミカルに繰り返し口ずさむチャンツや児童が

自分のことを話す活動に取り組むことで、基本的

な英語表現を用いて身近な事柄について自分の考

えや気持ちなどを伝え合う力を育んでいます。

今後教育委員会といたしましては、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して、学級担任を初め

とした教員の実践的な指導力の向上に努めながら、

次年度の全面実施に向け、校内体制を整えていく

ようお願いしてまいります。

次に、中学校武道の実施状況や課題等について

お答えします。中学校学習指導要領の保健体育科

の中で平成２４年度から全面実施されている武道

については、その学習を通して我が国固有の伝統

と文化により一層触れることができるよう指導の

あり方を改善すると示されております。この方針

に基づき、平成２４年度より前は１学年において

武道、またはダンスから男女とも１領域を選択し

て履修できるようにすることとしていたことを改

め、第１学年及び第２学年においては全ての生徒

に履修させることや第３学年においては球技及び

武道のまとまりの中から１領域以上を選択して履

修できるようにすることとし、また武道の運動種

目は柔道、剣道、または相撲のうちから１種目を

選択して履修できるようにすることとしています。

こうした指導内容の取り扱いを踏まえ、本市の

中学校では２校が柔道、１校が剣道、１校が相撲

を選択し、武道の授業を行っています。これまで

の武道の授業を通して見られる教育上の効果とし

ては、子供たちが基本動作と基本となるわざを練

習し、相手の動きの変化に対応した攻防を行うこ

とによりわざができる楽しさを味わいながら、相

手を尊重する態度や安全に留意する態度を身につ

けていること、礼に代表される伝統的な考え方な

どについての理解を深めていることなどが挙げら

れます。

現状として武道場については、体育館や格技場
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を活用していることから、武道の授業を行う場合

でも特に問題はありませんし、用具についても各

中学校の実情や要望を踏まえ、柔道の畳、剣道の

防具、相撲の土俵用マットや簡易回しなどを配置

しております。指導者については、武道を担当す

る先生方は適切な指導方法を身につける必要があ

ることから、道教委主催の武道講習会などに参加

して研修を深めております。特に柔道については、

有段者との複数体制での指導が求められているこ

とから、担当する先生方に有段者がいない場合に

は柔道等授業支援事業の外部指導者等派遣事業を

活用して名寄市柔道連盟の方に講師をお願いし、

技能面の指導の充実はもちろんのこと、安全面に

十分配慮して授業を行っているところです。

今後も武道の授業を効果的かつ安全に行うこと

が重要であり、武道を担当する先生方の指導力の

向上を図ることや有段者を確保することが課題で

あると考えております。このため教育委員会とし

ては、各中学校における武道の授業の状況等を把

握し、担当する先生方の研修を促したり、柔道や

剣道の有段者である先生が転出した場合には同じ

く有段者である先生を確保するなどして、指導の

継続、充実が図られるよう支援していきたいと考

えております。また、子供たちが安心して積極的

に武道の授業に取り組むことができるよう関係機

関、団体の御指導や御協力をいただきながら物的、

人的な条件の整備も一層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２、

名寄市地域公共交通網形成計画にかかわって、小

項目１、公共交通空白地における移動手段の確保

対策について申し上げます。

本市では、今後の人口減少、高齢化社会の進行

を見据え、恒久的に地域の足を守るために、公共

交通の指針となる名寄市地域公共交通網形成計画

を本年度策定したところです。この計画の策定に

当たり、公共交通の空白地となっている智恵文地

区及び東風連地区に居住する市民へアンケート調

査を行っております。この調査結果からは、現状

では両地区とも外出時の送迎については自分で移

動できるため送迎は必要ないという回答に加えて、

気軽に頼れる家族や知り合いがいるという回答が

多くあったほか、公共交通が不便な状況について

当面は困らない、今は困っていないが、近い将来

困る可能性があるという回答が多くありました。

また、デマンド型交通の利用意向についてもアン

ケートを調査を行い、現在の自動車による移動手

段がなくなったら利用すると思うという回答が多

くありました。

これらのアンケート結果から、名寄市内には交

通空白地が存在するものの現状では自動車利用者

が多く、また送迎を頼める家族や知り合いがいる

ため、公共交通空白地における移動手段に困って

いる市民は多くない状況にあります。しかしなが

ら、議員御質問のとおり、将来的には高齢化の進

行などにより自動車の運転ができない、または送

迎を頼む家族や知り合いがいなくなることが想定

されるため、移動手段の確保に取り組む必要があ

ることから、本年度策定した計画に基づき、名寄

市地域公共交通活性化協議会の専門部会において

デマンドバスや乗り合いタクシーのほか、タクシ

ー等を活用した地域の足の確保について議論を進

めているところです。議員から御質問のありまし

た具体的な交通空白地の移動手段の確保について

は、専門部会において議論を進めている最中であ

りますので、地域の事情や公共交通の需要を把握

しながら、交通空白地における公共交通施策につ

いて引き続き議論を進めていきたいと思います。

以上、答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 私からは、小項目の

２、高齢者の移動における課題と対策についてお

答えいたします。

全国的に高齢者の運転による重大事故が大きく
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報道されており、社会的な影響も大きくなってお

ります。高齢者のみならずとっさの操作誤りは、

ちょっとした不注意や焦りなどによって誰の身に

も起き得ることですが、高齢になると判断力、反

射反応機能など運動機能の低下、動体視力、視野

の広さ、聴力など身体感覚機能の低下など、運転

操作への影響があらわれる傾向があると言われて

おります。

本市では、運転免許保有人口約１万 ０００人

のうち２ １％が６５歳以上となっており、およ

そ４人に１人がいわゆる高齢ドライバーとなって

おります。名寄市では、名寄市交通安全運動推進

委員会との連携により、運転免許証を自主返納さ

れた高齢者の方に、歩行時の交通事故防止を目的

として交通事故防止グッズと ０００円分の商品

券を交付しております。グッズの交付数は、本年

１月から８月末までで５０人となっておりまして、

昨年１年間に交付した４５人を既に上回っており

ます。本市では、関係機関や団体との連携により

開催されている高齢者交通安全宣言大会や市民交

通安全運転者研修会において名寄警察署からドラ

イブレコーダーの事故映像も交えた交通講話をい

ただくなど、より事故の恐ろしさや悲惨さが伝わ

る形で高齢者など幅広い市民に交通安全意識の向

上が図られており、最近の高齢者による事故の増

加などと相まって免許返納の流れが進み、グッズ

の交付数にもその効果があらわれているものと考

えております。今後も関係機関などと連携した啓

発の強化により、安全運転の意識向上を図ってま

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） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をい

ただきましたので、改めて質問させていただきた

いと思います。

まず、地域の特色を生かした教育行政の推進に

ついてということで改めてお伺いをいたします。

初めに、コミュニティ・スクール制度、このたび

市内全校に導入がされたということであります。

ある意味小野教育長の肝いりで取り組まれた取り

組みではなかったかなというふうに思います。こ

れをきっかけに、また一層地域とともにある学校

づくり、また学校を核とした地域づくり、いわゆ

る地域コミュニティーの形成の手段であり、方法

が教育、学校教育という形で地域に根づいた教育

活動をますます進化させていくことを御期待を申

し上げたいというふうに思います。

お答えの中にもありましたけれども、今後の具

体的な取り組みということで教育部長のほうから

ありました学校教育と社会教育が一体となった取

り組みを今後していくということで、私もそこら

辺が大変これから重要になってくるのだというふ

うに思っておりますけれども、もう少し具体的に

例えば学校教育と社会教育が一体となった取り組

み、地域づくり、具体的にどのような取り組みを

想定しているのか、イメージしているのか、改め

てお聞かせをいただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 学校教育と社会教育

の融合ということなのですけれども、コミュニテ

ィ・スクール設置した場合、地域コーディネータ

ーという役割の方を配置して、その方を中心とし

て保護者、地域住民の方々と学校運営に関してい

ろいろなことを進めていくというようなことにな

ってございますので、まず地域学校協働活動推進

員、地域コーディネーターを配置をしながら、そ

の方については可能であれば社会教育に精通され

たような方を各コミュニティ・スクールで選定し

ていただきながら、学校教育と社会教育をつなぎ

合わせるような役割を担っていただきながら進め

ていければというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） １回目のお答えにも

ありました地域学校協働本部、これはいわゆる社

会教育を担う形の部分だというふうに思います。

そういった中では、学校教育と社会教育をコーデ
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ィネートする地域コーディネーターを配置してと

いうことで今お答えをいただいたと思いますが、

今回私地域の特色を生かした教育行政の推進とい

うことでありますので、例えば今回コミュニティ

・スクールが全校に導入されたということを踏ま

えて、地域の特色ということであれば今幾つかの

学校、全校とはなかなかなっておりませんけれど

も、実施されております農園活動、この取り組み

をある意味もう少し拡大することによって名寄市

の基幹産業、これを生かした形での学校教育と社

会教育の一体化、融合と。特に私のおります智恵

文地域、高齢者学級の方が小学生と、また中学生

は独自で農園活動をやっておりますけれども、そ

んな取り組みをいわゆる名寄らしさというのだと

思いますけれども、各学校、農園活動をしている

学校、またしていない学校等もありますけれども、

高齢者の方とうまくかかわりが持てるそんな地域

の特色を生かした取り組みにしてはいかがかとい

うふうに思いますが、そんな可能性も含めて改め

て考え方をお伺い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） 智恵文地区につきま

しては、高齢者学級、友朋学級の皆さんと小学生

が一緒に農園活動をしているという事例をお伺い

しております。また、智恵文中学校におきまして

もカボチャをつくって、交通安全のために国道で

配付をしているというふうな活動をされていると

いうこともお伺いしております。また、ほかの小

学校についても全ての学校については農園活動、

学校菜園ということで農園活動をさせていただい

ておりますし、風連中央小学校あたりはコミュニ

ティ・スクールの委員の中にも老人クラブの方に

入っていただきながら、高齢者と子供たちのつな

がりといいましょうか、というような活動をして

いただいている学校等もありますので、そのよう

ないろんな各学校の、金太郎あめではないのです

けれども、地域とのかかわりですとかいろんな形

があるものですから、その辺は今後も大事にして

いきながら、地域と学校とがうまく連携しながら、

子供たちを育んでいただければというふうに考え

ております。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 学校側の子供だけの

学びの場ということではなく、大人にとっても学

びの場であることが、またそういったコミュニテ

ィ・スクールの取り組みが地域づくりの核になる

ということにもつながるのだというふうに思いま

すし、また子供たちと高齢者のかかわり、それぞ

れの学校独自のものもありますし、特に東小学校

のコミセンなんかは長い歴史、もともとコミュニ

ティ・スクール導入する前からそれ以上の取り組

みもやっていたということでありますので、それ

ぞれの学校の特徴を生かしつつ、また名寄市らし

さというものも少し取り入れながら、それぞれの

学校が学校教育と社会教育が一体となった取り組

みますます拡大されるよう、今後もその取り組み

を推進していただきたいというふうにここはお願

いをしておきますので、よろしくお願いしたいと

思います。

高校の関係に移りたいと思いますが、先ほど壇

上でも申し上げましたが、先般報道がありまして、

名寄高校も次年度１間口減の３間口ということで、

中学校の卒業者数の推移を見ますと、予測はある

程度されていたということでありますけれども、

現実的にはこれは単独で４間口を今後継続して維

持していくのは、それ自体が困難だということが

一定程度明らかになってきたのかなというふうに

は考えるところであります。今後の中卒者数の推

移を見ても、緩やかに下がって、一回平成３４年

で市内は少し上がるような予測がありますけれど

も、それ以降はまた下がったりという部分で、今

後の見通しはやっぱり下がっていくのだというと

ころなのだというふうに思います。先ほど道教委

への昨年３月に要望をした名寄高校と名寄産業高

校の発展的な統合に関して、引き続き名寄市内高

等学校在り方検討会議を中心に議論をしていくと
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いうことでありますので、そこは引き続きの取り

組みをお願いをしたいと思いますけれども、そう

いう状況でありますので、今後はそれぞれ地域の

特色をより生かした形での魅力ある名寄の高等学

校ということをこれは地域全体でつくり上げて、

そして支えていく体制が今後ますます重要になっ

てくるのだというふうに考えております。

先ほどのコミュニティ・スクールも名寄市内は

全小中学校に導入されたということでありますの

で、名寄市内の高校もこれはこの機会にコミュニ

ティ・スクールの導入を検討すべきではないかと

いうふうに私は考えているのですけれども、道立

高校ですから、これは市教委の判断でということ

にはならないと思いますけれども、当然学校の理

解、そして保護者の理解、また地域の理解という

ものを在り方会議中心にそういったものを醸成し

て、こういう状況でありますので、地域で支えて

いく、地域でつくり上げていく高等学校というの

が今後必要になってくるのだというふうに思いま

す。仮に今後市内の高校、コミュニティ・スクー

ル制度を導入したという形であれば、その後市内

の小中学校に設置されたコミュニティ・スクール

としっかりと連携をとりながら、継続的な今後間

口の維持も含めた形での魅力ある高校づくりにこ

れはつながっていくのではないかなというふうに

思いますけれども、そのあたりのお考え、ここは

コミュニティ・スクールの関係も含めて、ぜひと

も小野教育長にそのあたりの考え方をお伺いして

おきたいと思いますので、よろしくお願いします。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今山田議員のほうから

コミュニティ・スクールと、それから高校再編に

かかわってのことについて御質問をいただきまし

たけれども、例えば高等学校のコミュニティ・ス

クールの全国の導入状況でございますけれども、

現在幼小中高、特別支援学校、これ全体の導入率

というのは、全国でまだ昨年の４月段階で１５％

程度なのです。高校だけに限って見てみますと、

これも全国で１０％程度ということでございます。

全国的に高等学校でまだ１０％程度ですけれども、

行っております特色あるコミュニティ・スクール

の取り組みとしては、これは報道等で確認された

こともあるかなと思いますが、例えば熊本県です

けれども、熊本県では県立高等学校全てで学校運

営協議会、これを設置したと。そして、熊本地震

の教訓を生かした取り組みというのを学校と地域

と一体になって進めているというようなお話も聞

いておりますし、またある県では、今議員から御

指摘ありましたように少子化ですとか過疎化が進

んでいまして、高校の存続に強い危機感を持って

いる地域、この地域において学校運営協議会にお

いて学校が存続していくために必要なことは何か

という議論を保護者と地域住民でいたしまして、

地域の子供たちが進学を希望するような魅力ある

高校にしようというような取り組みも数年前から

見られるという状況であります。

議員御指摘のように市教委としては、道立高等

学校へのコミュニティ・スクールの導入、これを

推進する立場には全くありませんので、もし今後

高等学校に学校運営協議会が設置された段階です

けれども、さきの例でお示ししましたように保護

者、地域住民とともに魅力ある学校づくりという

観点から例えば間口維持の取り組み、これも十分

可能なことかなと思いますし、また小中の運営協

議会はもう既にできておりますので、他と連携し

まして、そして例えば小中高一貫の生徒指導を充

実させるだとか、そんな特色ある取り組みを十分

に行っていけるような環境になってくるのではな

いかなと思っております。そのような機会が訪れ

ましたら高等学校のほうと連携しながら、より子

供たち、より名寄の教育課題に対応できる学校づ

くりを進めていきたいなと考えております。

以上でございます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 教育長直接の御答弁

ありがとうございました。



－175－

令和元年９月２０日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

実例として、間違いないと思いますが、今年度、

３１年４月となっていますが、道北地区でも隣町

の下川商業高校が学校運営協議会を設置したと。

あと、豊富高校、興部高校ということで、近隣道

立高校にも実際に設置したという事例もあります

ので、これは教育長まさにおっしゃったように道

立高校に対して市教委としての判断をできるもの

ではありませんけれども、そのあたりは何かしら

の機運が高まってくる、地域としてもそういった

機運が高まってくるということが今後重要になっ

てくるのだというふうに思いますので、市内の高

校の重要性、そして地方から来られている高校生

の生徒さんも多くいらっしゃいますので、やっぱ

りそういうことを途切れさせないためにも本当に

今まで以上に魅力のある高校づくり、そういった

ものをこれはまた行政もそういった部分にしっか

りとかかわっていただいて進めていただきたいと

いうことを改めてお願いしたいというふうに思い

ます。

また、このあたり少し別な場面でもいろいろと

議論を私も近隣の状況等も調査しながら、また御

指導いただきながらとも思っていますので、よろ

しくお願いをいたしたいと思います。

次に行きます。英語、外国語活動であります。

それぞれ今先行実施がもう既に行われておりまし

て、日課等の見直し等を行い、順調に準備は進ん

でいるということでのお答えであったというふう

に思います。同僚議員が同様の質問をいつかの場

面でもあったかと思いますが、ＡＬＴ増員したり

ですとか、そういった資格を持っている先生を増

員したりというのは、物理的になかなか簡単にい

かないという部分もあるようなお話を聞いており

ますけれども、ここも先ほどコミュニティ・スク

ール、今高校に導入してはということでお話をさ

せていただきましたけれども、こういった部分で

も例えば先ほどの話、小中高が、市内の小学校、

中学校、そして高校がコミュニティ・スクールを

きっかけに連携することによって地域力を活用し

た、特に今英語の話ししていますけれども、そん

な取り組みができるのではないかなというふうに

考えております。というのは、一つの例としてで

すけれども、今名寄高校に名高イングリッシュプ

ロジェクト、略してＭＥＰという取り組みがされ

ておりますけれども、英語力向上と英語のコミュ

ニケーション力の向上を目的とした校内独自のプ

ロジェクトでありますけれども、もう既に小学生

向けの公開講座なんかも毎年１回必ずやっている

というような取り組みをしているということであ

ります。地域全体がそういった部分、地域の教育

に携わる、また子供たちにかかわっていく、例え

ば高校生が小学生、中学生にしっかりとかかわっ

ていくといういわゆる小中高のしっかりとした連

携がとれれば、そういった取り組みも可能になっ

てくるのかなと。ただただ学校の先生に負担をか

けずに、また今本当にカリキュラムが非常に厳し

い中でのこういった導入であったかというふうに

も思いますので、しっかりと地域力を活用できる

体制も重要ではないかなというふうにつながって

くるのだというふうに思います。特に今外国語教

育という部分でお話をさせていただきましたけれ

ども、今後そういった取り組みの小中高の連携の

可能性について考え方をお伺いをしておきたいと

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） 小中高の連携の可能

性ということだと思うのですけれども、今議員か

ら事例を紹介していただきましたけれども、名寄

高校につきましては平成２４年から名寄高校英語

力プロジェクト、ＭＥＰということで、英語で発

信する力等を身につけるために行っているという

ことで、実は平成２５年から３年間の期間でした

けれども、市内の小学生を対象としました開放講

座ということで、高校生と英語で遊ぼうという講

座を開いていただきまして、小学生が参加してき

たという事例がございます。内容的には小学生と

高校生がともに互いに交流をしながら、とても楽
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しく英語を学んだということだったとお聞きして

おりますけれども、そういうプロジェクトとかと

いうことで進めていただければそういう講座、小

学生、中学生も参加する機会があるのだろうとい

うふうに思いますけれども、今後ももしそのよう

な高校のほうで企画立案していただくような小中

学生が対象となるような外国語に対する活動等に

ついて開催等をしていただければ、また教育委員

会としましても各学校に積極的に参加を促してい

きたいというふうに考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） ぜひそういった小学

校、中学校、そして高校が連携した中での市内の

教育活動を進めていただきたいというふうに思い

ますので、コミュニティ・スクール導入される、

されない、またそこは別の話だと思いますし、導

入されればより連携、地域もしっかりとかかわる

という形になってくるのだというふうに思います

ので、可能性をぜひ少し探っていただいてと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

済みません、次に武道授業についてということ

であります。それぞれの学校、柔道が２校、剣道、

相撲がそれぞれが１校ということでありますけれ

ども、現行の学習指導要領が今そういう形でいず

れか１つを選択してということになっております

けれども、今度新しくなる学習指導要領の中では

柔道、剣道、相撲以外にも学校や地域の実態に応

じて空手道、なぎなた、弓道、合気道、少林寺拳

法、そして銃剣道などについても履修させること

ができるというふうに、これは選択制だと思いま

すけれども、そういう形になったということであ

ります。私今回地域の特色を生かしたということ

を一つの共通のキーワードというか、そういうこ

とで質問させていただいていますが、武道授業に

関しても、当然柔道、この間も新聞にもありまし

たけれども、柔道は山下道場の子供たちすばらし

い活躍をしています。全国の大会に行かれます。

剣道を一生懸命やっている子供たちも大勢いらっ

しゃいます。また、そういう意味では名寄市は銃

剣道のスポーツ少年団すばらしい活躍をされてお

ります。全国大会でも毎年上位に入るというよう

な活躍をしているという名寄市でありますので、

少し地域性、そういったものに鑑みた中で、仮に

地域の特色ですとかそういったものを教育活動の

一環として、銃剣道も最初は体験でもいいかもし

れません。そういったものを中学校の武道授業に

取り入れる可能性はあるのかどうか、そのあたり

の考え方についてお伺いをしておきたいと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 中学校の武道につい

ては、先ほど申し上げましたとおり、柔道、剣道、

相撲のうちの１種目を選択してということになっ

てございます。名寄市内の中学校の状況について

は、先ほどお答えしたとおりでございますけれど

も、地域や学校の実態に応じてという文言が入る

のですけれども、その他の武道、例えば今議員か

らいただきましたけれども、弓道、空手道、合気

道ですとか少林寺拳法、なぎなた、名寄の銃剣道

などがあるということになってございます。その

他の武道を取り上げる場合については、原則先ほ

ど言った３つの柔道、剣道、相撲なのですけれど

も、それにかえて地域の実情、地域の特色の事情

がある場合については、先ほど申しましたその他

の武道を履修させることができるというようなこ

とでなってございます。令和３年度からの、再来

年度からの中学校で全面実施されます新学習指導

要領においても武道の運動種目についても同じよ

うなというか、本格実施されてもそのようなこと

で３つの武道のほかに地域の特色、実情に応じて

選ぶことができるというようなことがございます。

先ほど議員のほうからも言われましたけれども、

名寄市については柔道も当然強いのですけれども、

銃剣道についても名寄ピヤシリ銃剣道スポーツ少

年団等については、全国大会で３回ほど優勝する



－177－

令和元年９月２０日（金曜日）第３回９月定例会・第４号

というような非常に優秀な成績をおさめていただ

いているということもあります。このような状況

も考えて、地域の特色を生かしたということにな

るのでしょうか、そのようなこともありますので、

ただし導入する場合、導入する要件の一つに教員

が指導から評価まで行うことができる体制が整備

されているというようなことが条件としてありま

す。そのような課題がありますけれども、教員の

武道講習会の参加や外部指導者などとの連携を通

して行っていけば、学校の判断により柔道、剣道、

または相撲にかえて銃剣道を履修させることは可

能ではないかと現時点では考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 外部指導者等も活用

した中で、また最終的にはこれは学校の理解等も

含めてあると思います。そういった多くの子供た

ちが親しんで、また頑張っている競技でもありま

すので、これが名寄の特色という部分も含めてぜ

ひ御検討、可能性があるということでのお話でし

たので、御検討をいただきたいというふうに思い

ます。

時間がなくなりましたので、公共交通の関係と

いうことで、高齢者の移動における課題と対策の

ほうなのですが、自主返納が昨年が４５人だった

のがもう現時点で５０人ということで、ふえてい

るということでお答えがありました。実際に原因

はどのように捉えていらっしゃるのか。ふえてい

る原因って何だと思いますか。お答えをいただき

たいと思います。

〇議長（東 千春議員） 宮本市民部長。

〇市民部長（宮本和代君） 返納されている方に

直接お伺いしたわけではないのですが、最近頻繁

に高齢者の交通事故が取り上げられるということ

で、そういったことで不安を覚えられて返すとい

う方がふえているのではないかと思っております。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） ふえているというこ

とでありますので、一定程度そういったやられて

いる取り組みも効果が出ているのだというふうに

思いますけれども、免許返納者へのインセンティ

ブの検討を今回の地域公共交通網形成計画の中で、

今年度、２０１９年検討、次年度、２０２０年実

施ということで計画の進行管理になっていますけ

れども、そのあたりのインセンティブの検討状況

等、今の段階でありましたらお伺いをしておきた

いと思いますが。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 網計画の中の進行管

理の中で免許返納者へのインセンティブの検討と

いうことで、２０２０年度実施ということで、今

年度協議をするということで、この事項について

はまだ協議をしておりません。今５月２９日に計

画ができまして、それ以降８月２０日に１度専門

部会を開催をしまして、４項目ほど取り上げて各

委員の皆さんから御意見をいただいたということ

で、その中には地域の足の確保対策、デマンドバ

スですとか乗り合いバス等の活用についてという

ことで議論が今始まったということでありまして、

議員言われている内容についてはこれからという

ことになります。済みません。よろしくお願いし

ます。

〇議長（東 千春議員） 山田議員。

〇１６番（山田典幸議員） 目的はそのインセン

ティブとかではなくて、最終的に免許を返納させ

る、インセンティブをつけて返納させることでは

なくて、高齢者の事故を防ぐ、そして車の依存度

が高いので、そういった手段を解消して公共交通

を維持していくということだと思いますので、そ

のあたりで引き続きの取り組みをお願いして、終

わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結します。

〇議長（東 千春議員） 日程第３ 報告第５号
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平成３０年度決算に基づく健全化判断比率の報

告について、報告第６号 平成３０年度決算に基

づく資金不足比率の報告について、以上２件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第５号 平成３０年

度決算に基づく健全化判断比率の報告について及

び報告第６号 平成３０年度決算に基づく資金不

足比率の報告について、一括して御報告を申し上

げます。

報告第５号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、また報

告第６号につきましては同法第２２条第１項の規

定に基づき平成３０年度決算に基づく健全化判断

比率及び資金不足比率を御報告を申し上げるもの

でございまして、細部につきましては総務部長か

ら説明をさせますので、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） 追加説明を中村総務部

長。

〇総務部長（中村勝己君） それでは、私から報

告第５号 平成３０年度決算に基づく健全化判断

比率の報告について及び報告第６号 平成３０年

度決算に基づく資金不足比率の報告について一括

して追加説明させていただきます。

配付いたしました資料の１ページをお開きくだ

さい。初めに、総括表①、健全化判断比率の状況

（平成３０年度決算）についてでありますが、実

質赤字比率及び連結実質赤字比率については赤字

が発生していないことから、なし、バー表示とな

っております。実質公債費比率については前年度

より １ポイント増の ５％、将来負担比率につ

いては ２ポイント減の３ ６％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きください。総括表②、連

結実質赤字比率等の状況（平成３０年度決算）に

ついてであります。初めに、表の左上の欄、一般

会計等の赤字の割合を示す実質赤字比率積算の内

訳を記載しています。一般会計の実質収支は３億

２４３万 ０００円の黒字、市立大学特別会計

の実質収支はゼロ円となっております。分母であ

る標準財政規模に対する割合はマイナス ８６％

で、実質的な赤字が発生していないことになりま

す。次に、表の右下をごらんください。一般会計

等に加え、特別会計、企業会計など全ての会計を

対象とした連結実質赤字比率については、全ての

会計の実質収支を合計すると１５億 ７６７万

０００円の黒字となりました。この額が標準財政

規模に占める割合はマイナス１ ７３％になり、

特別会計、企業会計を合わせた全ての会計におい

ても実質的な赤字が発生していないことになりま

す。

３ページをお開きください。次に、総括表③、

実質公債費比率の状況（平成３０年度決算）につ

いてであります。実質公債費比率とは、一般会計

の公債費に加え特別会計や企業会計、一部事務組

合などへの公債費に準じた繰出金や負担金などの

合計額が標準財政規模に占める割合をいい、直近

の決算の３カ年平均を用います。平成３０年度単

年度では、衛生施設事務組合の起こした起債の一

部償還終了、災害復旧費等に係る基準財政需要額

の増加などにより、前年度より ９ポイントの減

の ６％となりましたが、平成２８年度から平成

３０年度の３年平均では １ポイント増の ５％

になりました。

４ページをお開きください。総括表④、将来負

担比率の状況（平成３０年度決算）についてであ

ります。将来負担比率とは、地方債残高など一般

会計が将来にわたって負担すべき金額が標準財政

規模に占める割合をいいます。平成３０年度決算

では、前年度より ２ポイント減の３ ６％とな

りました。上段の将来負担額は、地方債の現在高、

債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等

繰り入れ見込み額、職員の退職手当負担見込み額

など将来にわたって負担すべき金額を記載してお
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ります。また、中段の充当可能財源等は、充当可

能な基金や公営住宅使用料等の特定歳入、将来に

わたって地方交付税で措置される基準財政需要額

算入見込み額などを記載しております。将来負担

比率が増加した主な要因は、地方債の現在高の減

少、職員の年齢構成の変化による退職手当負担見

込み額の減少が挙げられます。

５ページをお開きください。ここでは公営企業

会計の資金不足比率の状況をあらわしております。

企業会計である水道事業会計及び病院事業会計の

歳出相当の額は貸借対照表における流動負債から

翌年度償還の企業債等の額を控除した金額を、ま

た歳入相当の額については流動資産の額をそれぞ

れ記載しており、その差額が資金不足額となりま

す。両会計とも歳入相当額が歳出相当額を上回っ

ているため資金不足額はマイナスとなっており、

資金不足比率はありません。

また、食肉センター事業特別会計ほか２特別会

計については、それぞれ歳出歳入の決算額を記載

しており、いずれの会計も一般会計繰入金で調整

しておりますので、収支均衡となっており、資金

不足は生じておりません。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） これより、報告第５号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（東 千春議員） 質疑なしと認めます。

報告第５号外１件を終結いたします。

〇議長（東 千春議員） お諮りいたします。

議事の都合により、あす９月２１日から９月２

６日までの６日間を休会と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（東 千春議員） 異議なしと認めます。

よって、あす９月２１日から９月２６日までの

６日間を休会とすることに決定いたしました。

〇議長（東 千春議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

ご苦労さまでした。

散会 午後 ３時１２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 清 水 一 夫


