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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、

１番 富 岡 達 彦 議員

５番 三 浦 勝 秀 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。

骨髄バンクドナー登録について外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、順次質問してまいりたいと思います。

よろしくお願いいたします。

大きい項目１番目、骨髄バンクドナー登録の推

進についてお尋ねをいたします。白血病や悪性リ

ンパ腫、骨髄腫などいわゆる血液のがんについて

取り上げたいと思います。血液のがんは、以前は

なかなか治りにくいと言われており、その複雑さ

やイメージから、もう助からないのではないかと

思ってしまうかもしれませんが、しかし現在は医

療の技術も進歩したので、血液のがんになったと

しても助かる割合が多くなってきているようであ

ります。

治療法は、抗がん剤を使った化学療法、放射線

療法、造血幹細胞移植療法が主なものであります。

病気の種類や患者の症状、年齢、体格、社会的要

因などにより、まさに十人十色の治療法が選択さ

れております。その中で、造血幹細胞移植につい

て御質問をいたします。血液のがんを患った人の

中には、先ほど申し上げた選択肢の中で移植しか

ないという方もたくさんおられます。文字どおり

移植でありますから、健康な造血幹細胞を提供し

てくださるドナーがいて初めて成り立つ治療であ

り、その取りまとめや患者とのコーディネートを

しているのが日本骨髄バンク並びにさい帯血バン

クであります。骨髄バンクは、ドナー登録希望者

から２㏄の血液検体を採取し、必要な情報のみ登

録するところで、さい帯血バンクは提供希望者の

出産時にへその緒から採取したさい帯血をそのま

ま冷凍保存するところであります。

さて、骨髄バンクでは、ドナー登録者の確保が

大きな課題となっております。登録できる年齢が

決まっており、１８歳から５４歳までで、５５歳

になり次第登録から外れてしまいます。実際の骨

髄採取は２０歳以降になり、ことし９月末現在、

ドナー登録者数は全国で約５２万人、骨髄移植を

行っている他国と比較するとドナー登録自体が少

ない状況であります。平成２４年に移植に用いる

造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の施

行に伴い、県や保健所設置自治体等によりさまざ

まな対応がとられてきていると思いますが、ドナ

ー登録の実態に対する認識はどうかお聞かせをい

ただきたい。また、保健所管内の血液のがん患者

数、造血幹細胞移植数、そしてドナー登録数をお

聞かせいただきたいと思います。

次に、ドナー登録者をふやす対策についてであ

ります。がん全体に言えることでありますが、罹

患者が年齢的に５０代で増加に転じ、６０代から

急増するそうであります。先ほど申し上げました

が、骨髄移植のドナー登録は５４歳までですので、

少子高齢化に伴い需要と供給のバランスは厳しさ

の一途をたどり、移植を必要とする患者がふえ、

ドナー登録者は減ることになります。その意味で

啓発、普及が重要となってまいります。

簡単に登録から提供までの手順を紹介させてい

ただきます。講演会や啓発事業に参加したり、知

人から勧められたりして登録してみようと思った

方は、決められた場所で十分な説明を受け、２㏄
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の血液を採取し、登録となります。造血幹細胞移

植の一つである骨髄移植は、白血球の８つの形の

一致が必要で、兄弟姉妹で約４分の１の確率、そ

して親子ではほとんど認められず、他人の場合は

数百人から数万人に１人という確率で一致すると

いうことであります。登録者の適合率は９０％ま

で高められておりますが、ドナー登録をしても実

際に提供に至るケースは約６０％程度と言われて

おり、登録し、適合する患者があらわれた場合、

最寄りの指定病院で骨髄を採取することになりま

すが、適合したからといって必ず実施できるわけ

ではなく、本人のそのときの意向、健康状態、最

終的には弁護士立ち会いのもと家族の同意まで必

要とする慎重な判断がなされております。実際の

骨髄採取には、説明や健康診断で約二、三日の通

院、採取に向けては体の準備、採取で四、五日の

入院が必要となります。想像よりかなり大きなこ

とのように感じますが、今まで受けたドナーさん

の体験談から見ると、全身麻酔で痛みもなく、大

げさな献血という感覚のようであります。ちなみ

に、ドナーさんは全て無料、費用は全額提供を受

ける患者が負担となります。

次に、ドナー登録推進のための支援についてで

あります。骨髄バンクを介して骨髄移植をする場

合、患者さんと適合してから採取後健康診断に至

るまでの８回前後、平日の日中に医療機関へ出向

いたり、入院したりしていただくことになります。

その日数をドナー自身の有給休暇を使うのではな

く、勤務先がその休暇を特別休暇として認めるの

がドナー休暇制度であります。勤務先にドナー休

暇制度があることは、このドナーの心理的、肉体

的な負担の軽減となっております。企業、団体に

よっては、従業員にドナー休暇を導入しています。

これまで日本骨髄バンクが確認がとれている民間

のドナー休暇制度導入企業、また団体は、現在３

００社を超えていると確認されております。確認

ですが、地方公共団体にもこの制度があると思い

ますが、名寄市役所等職員、関係者のこのドナー

休暇の取得実績はどうかお聞かせをいただきたい

と思います。

さらに踏み込んだ支援をしている自治体もあり

ます。骨髄提供する際、休業助成制度があります。

本人や企業に対して助成を交付する制度でありま

す。自治体により内容は異なりますが、全国３１

５の市町村で制度を活用し、日額、自治体であれ

ば本人に２万円、企業は１万円という内容が多い

ようであります。検討すべきと思いますが、理事

者の御見解をお願いをいたします。

骨髄移植の後のワクチン再接種の助成について

をお尋ねをいたします。日本では、子供を病気か

ら守るため、予防接種法に基づきポリオなどの予

防接種を受けるべきとされております。接種する

ことで免疫を獲得し、抗体ができ、病気にならな

いようにするためであります。治療のために造血

幹細胞移植を行った場合、移植前に実施された定

期予防接種により獲得した免疫は低下もしくは消

滅し、感染症にかかりやすくなります。そのため

感染症の発症予防、または症状の軽減が期待でき

る場合、主治医の指示のもと移植後定期接種とし

て受けたワクチンの再接種の寛解後順次行ってい

くことが推奨されております。あくまでも予防接

種であり、病気治療ではないため医療保険は適用

されず、その費用は被接種者、保護者の全額自己

負担となって、多い方で約２０万円ぐらいかかっ

ている方もおられます。また、対象年齢時に白血

病を発症し、闘病中の予防接種、ワクチン接種を

受けられなかった、そういう方もいらっしゃるそ

うであります。白血病等の治療は、療養期間が長

く、退院後も免疫抑制剤等の薬物療法が必要で、

健康保険や高額医療があったとしても助かっては

おりますが、それでも経済的負担は生活に大きな

支障を来しているそうであります。そのような声

を受け、２０歳未満の再接種が必要な方への助成

を実施している市町村や県が補助をするというこ

とが新聞に載っておりました。今児童手当は全国

に広がっておりますが、この児童手当も一市がス
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タートし、全国で推奨されております。北海道で

は、まだこの制度の部分はスタートされておりま

せんが、名寄市からワクチン再接種への助成とい

う思いが私はあります。理事者の御見解をお願い

をいたします。

大きい項目の２つ目、安心な除排雪体制につい

てをお尋ねをいたします。行政報告に除雪延長４

３４キロメーター、排雪延長１４９キロメーター

を実施、効率的で効果的な除排雪体制の確立と安

全な道路空間の確保を図り、幹線道路ではこれま

で同様複数回の排雪を実施すると言われておりま

す。本年は降雪も遅く感じられますが、平年並み

の雪は降ると思われます。昨年は、直営班の排雪

やカット排雪体制や降雪がないうちに排雪作業の

スタートが早く、道路幅の確保や安全対策は確保

されたと思いますが、本年の除排雪体制の考え方

と対応について理事者の御見解をお願いをいたし

ます。

市民の皆様は、大橋の雪堆積場まで行くのに交

通事故等の心配と雪堆積場に民間大型車の乗り入

れのため危ないという思いをされている方がたく

さんおられます。昨年は、西１６条南９丁目等の

数カ所の民間雪投げ場を開設されましたが、結局

民間大型車が乗り入れたためすぐにいっぱいとな

り、使用できなくなりました。このような場合、

軽量トラックで投げるような後ろの荷台が自動的

に上がらない車の使用を中止できないのか。また、

本年もこのような場所を設定できるのか。雪の堆

積場所の確保について、また市の専門堆積場所に

個人の排雪可能かについて理事者の御見解をお願

いをいたします。

毎年交差点での雪で車の先を出して左右が見え

ないという運転者がいます。交差点の積み上げ、

カット排雪作業について本年度対応について理事

者の御見解をお願いをいたします。

名寄が３３％、風連は４０％を超える高齢化率

になってまいりました。名寄市除雪サービス等助

成事業の機械による除雪で１シーズン２万 ００

０円、風連地区、手作業による除雪は ０００円、

屋根雪おろし等に係る一部の１シーズン１万円の

助成事業の拡充で、高齢者の安心な除雪体制につ

いて行われておりますが、今年度の理事者の御見

解をお願いをいたします。

大きい項目の３つ目、空き家対策についてであ

ります。管理不全の空き家がふえる中、名寄市空

家バンクを開設しましたが、現状と課題について

理事者の御見解をお願いいたします。

また、名寄市の空家バンクを開設されておりま

すが、一件も登録されていない状況が続いており

ますが、今後の取り組みと計画推進の状況につい

て理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目の４つ目、雇用と住環境の整備につ

いてお尋ねをいたします。中小企業の振興と地域

経済の活性化、また良質な住環境の整備を目的に

開始されました名寄市の住宅改修等推進事業と名

寄市ずっと住まいる応援事業の交付申請も９月２

６日で受付が終了しました。この現状と課題につ

いて理事者の御見解をお願いを申し上げ、壇上で

の質問を終わらせていただきます。

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） おはようござい

ます。ただいま高橋議員より大項目で４点にわた

り御質問をいただきました。大項目１及び大項目

２のうち小項目４につきまして私から、大項目２

のうち小項目１から小項目３は建設水道部長から、

大項目３につきましては市民部長から、大項目４

については産業振興室長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、骨髄バンクドナー登録につ

いてお答えいたします。小項目１の血液がんの患

者数、造血幹細胞移植数、ドナー登録数の現状に

ついてですが、医療技術の進歩により、以前は不

治の病と言われた白血病など血液のがんの治療も

可能な時代となってきております。その治療法の

一つが造血幹細胞移植であり、通常の化学療法や

免疫抑制療法だけでは治すことが難しい血液のが
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んを完治させることを目的としております。移植

には白血球の型の一致が必要であり、血縁者に型

が一致したドナーがいない場合、骨髄バンクへ登

録し、非血縁ドナーを探すことになりますが、議

員から御指摘がありましたようにドナー登録者数

は少なく、１０月末現在、北海道内の登録者は１

万 ６１２人とのことです。名寄保健所管内での

ドナー登録者数は公表されておりませんが、ドナ

ー登録に関する相談は年間に数件あるとお聞きし

ております。

また、血液がんの患者数や造血幹細胞移植数に

ついても保健所管内としての統計はとっていない

ということですので、不明とのことであります。

次に、小項目２のドナー休暇制度の取得実績に

ついてですが、名寄市では骨髄ドナー登録及び移

植に際しての検査、提供時の入院等を必要とする

場合には、名寄市職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例第１４条に規定する特別休暇として休暇の

取得が可能であり、同条例施行規則で登録及び移

植の検査、入院等に当たり、やむを得ず必要な時

間について休暇を認めることとしております。取

得実績といたしましては、提供前の事前検査のた

めに１件取得した事例を把握しているところであ

ります。

次に、小項目３のドナー休業助成制度の検討に

ついてですが、日本骨髄バンクによると骨髄及び

造血幹細胞を提供されたドナーのための助成制度

は、１１月１４日現在、４１都府県６０５自治体

が行っており、山形、群馬、埼玉、京都、岡山、

大分の各府県においては、府県内の全市町村にお

いてドナー助成制度予算の補助を行っているとの

ことであります。北海道においては、道内自治体

での補助は行っておらず、助成制度を予算化して

いる自治体も骨髄バンクでは把握できていないと

いうことでありますが、支援の実態について本年

の北海道議会の定例会や予算特別委員会で質問が

あったとのことですので、道の動きも注視してま

いりたいと考えております。

次に、小項目４のワクチン再接種への助成につ

いてですが、平成３０年の厚生労働省の調査によ

ると、小児がんの治療で骨髄移植を受け、治療前

の予防接種で得られた免疫が喪失した子供を対象

に再接種の費用を助成している市区町村は、平成

３０年７月１日現在、全国で９０自治体であると

のことであります。現行の定期予防接種において

は、再接種は認められていないため、接種費用は

全額自己負担となってしまい、保護者の経済的負

担が大きいことから、費用助成をする自治体がふ

えてきているところであります。ただし、現行制

度のままでは任意接種となり、健康被害が出た場

合の補償などに差異があることから、調査が必要

と考えております。厚生労働省としても予防接種

法の改正が必要な事項との認識を示しているとの

ことでありますので、定期接種化に向け要望を行

うとともに、国の動向を注視してまいりたいとい

うふうに考えております。

最後に、大項目２の安心な除排雪体制について、

小項目４の高齢者の安心、安全な除雪対応につい

てですが、高齢者を対象とした門口除雪の支援制

度につきましては、名寄市高齢者自立支援事業条

例に基づく名寄市除雪サービス等助成事業として

実施しております。この事業の対象者につきまし

ては、７０歳以上の高齢者世帯、障がい者世帯を

対象とし、収入基準を設け、基準額以内の世帯を

対象として実施しております。その収入基準につ

きましては、就学援助制度の基準を参考として、

生活保護費の ３倍としているところであります。

助成の方法といたしましては、市が指定した事

業者と利用者が除雪のシーズン契約を結び、支払

いの際に市が交付する除雪助成券を利用すること

となります。機械による除雪では、１シーズン２

万 ０００円で、風連地区のみではありますが、

手作業による除雪は１シーズン ０００円として

実施しているところであります。また、生活保護

世帯に対しましては、市が除雪を委託しており、

生活保護費から支給される除雪費用を除く額につ
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いて除雪サービス費として支給しております。

平成３０年度の除雪サービス等助成事業利用者

の実績といたしましては、除雪助成券の利用が名

寄市地区で１６１世帯、風連地区で８３世帯、生

活保護世帯に対する除雪サービスの利用件数が１

８世帯であり、合計で２６２世帯となっておりま

す。

平成２９年度から開始しました屋根雪おろし助

成券交付事業につきましては、先ほど御説明いた

しました除雪サービス等助成事業の対象者に加え、

認知症の方に対する要件を追加しております。事

業内容は、屋根雪おろし中の転落等による事故を

未然に防止するために、屋根雪おろしに係る費用

の一部として１シーズン１万円を助成するもので

あります。平成３０年度の実績といたしましては、

名寄地区が１１１世帯、風連地区が７０世帯とな

っております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（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２、安心な除雪体制について、小項目の１から

３について答弁をさせていただきます。

初めに、小項目１、本年の除排雪体制の考え方

と対応についてでございますが、今年度の積雪時

期は昨年度と同様に遅く、現時点での除雪出動回

数は多くはないものの、天候や道路状況の確認を

行うことで市民の通勤や通学、通院などの時間帯

に間に合うよう連絡体制、除雪体制をしっかりと

整えてまいります。

除雪の出動につきましては、午前零時から２時

までの間に市内観測地の降雪状況を確認し、降雪

量がおよそ１０センチに達しているか、もしくは

その日の明け方までに１０センチの積雪が見込ま

れるか、吹き込みによる吹きだまりが確認される

場合出動することとしております。また、郊外に

おいては昼間に出動する場合はございますが、市

街地においては交通の安全性の確保の観点から、

昼間の除雪は実施をしてございません。

排雪作業につきましては、積雪がおよそ５０セ

ンチに達した時点で周りの状況を見ながらの判断

としており、幹線道路はシーズン最大４回、生活

道路はシーズン１回の作業を予定をしております。

生活道路の排雪作業期間につきましては、積雪量

や雪質にもよりますが、１月の上旬から２月の中

旬の作業完了を目標にしてございます。

今年度におきましても国や北海道、警察、消防、

町内会関係者といった関係各所に御参集をいただ

きまして、除排雪対策打ち合わせ会議を行ったと

ころでございます。会議の中では、情報の共有を

図るとともに各所との連携を図りながら、効果的

で即応性のある除排雪体制に努めることが確認を

されてございます。本年におきましてもしっかり

と市民の期待に応えられるよう快適で安心のでき

る道路空間、生活空間の確保に努めてまいります。

続いて、小項目２、雪堆積場の確保についてで

すが、平成３０年度に開設した西１６条南９丁目

の雪堆積場は、名寄地区において天塩川河川敷名

寄大橋北側と日進雪堆積場に続く３カ所目の市民

雪堆積場として整備されました。市街地内に位置

することから、市民の排雪運搬に要する距離や時

間が短縮されたことにより多くの方に御使用いた

だいておりましたが、議員の御指摘のように民間

の大型車両等の排雪により、開設からおよそ２カ

月となります平成３１年２月５日に予定排雪搬入

量を超えたことから、閉鎖を余儀なくされました。

本市としましては、雪堆積場の利用制限は昨年度

に引き続き名寄市ホームページや「なよろの除

雪」、広報なよろを通して、軽トラックから３ト

ン普通トラックまでの利用制限を周知しているこ

と、雪堆積場に利用制限の看板も立てていること

から、各事業者に対して再周知の徹底や利用制限

のあり方について再度研究し、市民の皆様にとり

ましてより活用しやすい雪堆積場の運用が図られ

るよう努めてまいります。

次に、新たな市民雪堆積場の確保につきまして

は、今年度ではございませんが、市街地近傍に配
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置することで排雪ダンプの運搬効率や排雪効率の

向上が図られ、市民の皆様がより快適な生活が送

れるようになることからも、新たな雪堆積場の確

保について情報収集に努めてまいりたいと思って

おります。

また、本市の専用雪堆積場に個人の排雪が可能

であるかについてでございますが、風連球場北側

の風連地区雪堆積場では個人の排雪を受け入れて

ございます。一方、名寄地区の専用雪堆積場は、

天塩川河川敷地上流を初め６カ所ありまして、そ

の年の降雪量状況によりますが、排雪シーズンの

ピーク時には大型ダンプの往来が多くなり、通行

時や作業時の際に危険が伴う可能性もあることか

ら、現状では個人の排雪を受け入れることは難し

いと考えておりますので、御理解願います。

続いて、小項目３、積み上げ、カット除排雪に

ついてでございますが、交差点に積み上げられま

した雪山は、視界や距離が確保できず、車両及び

歩行者にとって大変危険であり、交通安全上対応

が必要なものと認識をしてございます。今年度の

交差点除排雪の仕様としましては、昨年度に引き

続き雪を道路の脇に寄せるかき分け除雪とともに、

道路幅員が狭くなってきたと確認できた場合には

ロータリー車による積み上げ方式を実施してまい

ります。雪山が高くなり、見通しの悪くなった交

差点箇所については、これまで同様、委託業者を

初め道路センター直営班によるカット排雪や雪山

崩しも迅速に実施できるよう体制づくりに努め、

常に変化する道路状況の中で優先度を見きわめな

がら適宜対応してまいりますので、御理解願いま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（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３、

空き家対策について、小項目１、空家バンクの現

状と課題について、小項目２、取り組みと計画推

進状況について、関連がございますので、一括し

てお答えいたします。

名寄市空家バンク制度は、空き家や空き地など

の利活用の促進を目的に市が市内の宅地建物取引

事業者と協定を結んでいるもので、空き家などの

所有者から協定を結んだ宅地建物取引事業者と売

却や賃貸についての契約後に登録申請をいただき、

その情報を市のホームページや北海道が開設する

空き家バンクのサイトで情報公開できるものとな

っております。利活用に支障のある空き家を登録

する制度ではないため、空き家などの利用を希望

される方にとっては、一定の安心感を持ちながら

情報収集をしていただける制度であると考えてい

ます。

これまでに数件の問い合わせはいただいている

ものの、申請に至った事例は今のところございま

せん。広報などによる市民周知を行っております

が、宅地建物取引事業者に確認をしましたところ、

本市においては既に物件の流通は非常に順調であ

ることから、現時点では空家バンクの利用を希望

される方はいない状況であると伺っております。

民間において活発に空き家の利活用が図られてい

ることは好ましい状況と考えておりますが、本制

度は主に市外に向けた情報発信ツールとして有効

であると思われますので、移住対策担当部署とも

連携をとりながら、制度の普及啓発に努めてまい

りたいと考えております。

名寄市空家等対策計画の取り組みと進捗状況に

つきましては、計画に基づく空き家調査として平

成２９年度に実施した現地調査によりますデータ

ベースの構築や空家バンクの創設に加え、従前よ

りも踏み込んで当事者意識を醸成する広報活動を

実施したり、適切に管理されていない住宅の所有

者などへの連絡を重点的に実施してまいりました。

市の働きかけで所有者などによって周囲に危険を

及ぼす可能性のある家屋が除却された案件を初め、

連絡を行ったうちの半数以上では所有者などによ

り建物の修繕や屋根雪の処理など適正な管理が行

われ、危険な状態が回避されており、計画に基づ

く取り組みの成果があらわれているものと捉えて
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おります。

一方で所有者などへの連絡を進めつつも改善に

至っていない家屋も残っていることが大きな課題

であり、文書や電話による連絡だけではなく、危

険性の高いケースについては所有者などを訪問し

て相談を進めるなど、取り組みを強化していると

ころでございます。

空き家対策については、建築物に対する専門性

や移住対策など、さまざまな見地が必要な課題で

あることから、今後も引き続き庁内の関係部署や

関係機関などと連携しながら対応を進めてまいり

ます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目４、

雇用と住環境整備について、小項目１、現状と課

題についてお答えいたします。

名寄市ずっと住まいる応援事業は、市民の住環

境整備と技術者の人材育成及び継続した雇用を目

的に、平成２８年１０月から平成３１年３月まで

の３カ年の事業として実施した名寄市住宅改修等

推進事業の後継事業として、雪対策の外構工事を

対象経費に含めることに加え、移住や空き家対策

を促進するために加算措置を設けた新たな制度と

して本年度新たにスタートいたしました。新たな

制度の検討に当たりましては、利用者と事業者の

双方からより長く続くことを望む声が多かったこ

とから、総合計画の計画期間との整合を図り、中

期基本計画の４年間を当初の事業期間とし、最終

年次に検証、必要に応じた見直しなどを行った上

で後期基本計画の４年間延長できるようにしてお

ります。

予算額については、昨年度までの２年間は当初

予算 ０００万円、９月補正 ０００万円の年間

０００万円の予算で市民の住宅改修ニーズに応

えてまいりましたが、今年度は雪対策外構工事を

対象経費とし、移住、空き家加算を設けるといっ

た拡充をしたことに加え、長い期間実施する制度

としたということを勘案しまして、当初予算とし

ては ０００万円増額の ０００万円で実施いた

しました。その結果、９月２６日に交付決定１７

７件で交付決定額 ９９５万円に達しまして、申

請の受け付けを終了いたしました。内訳としては、

雪対策工事が４件、移住者加算が５件、空き家加

算が２件と、一定程度の拡充効果があったものと

考えております。

以上で私からの答弁を終了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） 大変御丁寧な答弁を

いただきまして、ありがとうございます。再度何

点か御質問をさせていただきます。

まず、骨髄バンクドナー登録制度についてやる

かやらないかずっと迷って、今回やらせていただ

くようにしました。それは、妻と相談して、これ

って名寄市に合うかなという相談をしたら、ある

市関係者の方が退職されて、その娘さんが結婚さ

れた旦那さんが白血病なのです。そして、兄弟、

親戚全部の方にドナーをお願いして調べたらやは

り合わなかった。そして、本人が自分がなりたい

と言って行ったのだけれども、やっぱり合わなか

ったというのです。あと残っているのは全然親戚

のつき合いのないいとこが１人いるのですと。そ

の方に一応確認とってもらうという話で、やはり

名寄でもこういう方がおられるのだなという部分

でちょっとやらせていただく思いで今回やりまし

た。

池江璃花子さんがこの白血病で２月に入院され

て、きのう退院され、パリオリンピックに向けて

頑張りますというふうに言っていましたけれども、

彼女も白血病で、化学療法をやったのですけれど

も、合併症を患ってできなかったものですから、

造血幹細胞移植をして今の状態になったと言われ

ております。本当に彼女もパリに向けて、金メダ

ルをとれるように頑張っていただきたいなという

ふうに思います。

数点お伺いをいたします。まず、名寄市で特別



－147－

令和元年１２月１９日（木曜日）第４回１２月定例会・第４号

休暇はあるということで安心をしました。それで

も１件の方、また親戚だというふうに思うのです。

親戚の方でやはりそういう方がいないと、なかな

かこういう思いにはなれないのかなという部分が

私もあるものですから、それでも今回北海道で約

１万 ６１２名ドナーいるのですけれども、相当

少ないドナー数だと思うのです。私は、やはりこ

のドナーをどんどん、どんどんふやすための周知、

または市役所の職員が市民のために、ドナーにな

れるかどうかはわからないのです。その方が血液

が輸血したり、いろんな部分の制約があるもので

すから、その方が本当にドナーになれるというの

はもう確率が低いと言われてますので、１００人

やっても半分ぐらいしかドナーになれる確率とい

うのは少ないのです。だから、ぜひ市役所でもこ

ういう職員への対応を進めていただくことはでき

ないのかなというのと、また市民に対する周知と

いうのを市としてどう進めていただけるかお聞か

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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 職員に対してという

ことでありましたけれども、これはあくまでも御

本人の意思だというふうに思っていまして、先ほ

ど申し上げましたように今制度上持っているとい

うことでありますから、改めて臨時職員も含めま

して制度について周知をしていきたいというふう

に考えています。

以上です。

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） 私のほうから市

民の皆さんへの呼びかけということで、これにつ

きましては保健所、関係機関とも連携しながら、

何らかの形でお知らせをしながら進めてまいりた

いというふうに考えております。

今回質問をいただいて、私も改めて数字等を確

認させていただきましたけれども、本当に登録数

が少ないという状況の中でありますし、先ほどあ

りましたように水泳の池江選手が大きく取り上げ

られているという部分では注目を浴びている。こ

ういったことをきっかけにしながら、さらに広め

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） ぜひよろしくお願い

します。

本当にこの部分というのは必要かなというふう

に思います。中村総務部長と私はドナーになれな

いのです、もう。なれないのです、私たちは、残

念ながら。その部分をやっぱり若い職員の方々に、

１８歳からできますし、５４歳までの方がドナー

となります。しかし、ドナーとなれるのですけれ

ども、ドナーとして提供できるのは２０歳から５

５歳までなのです。５５歳でもう終わってしまい

ますので、私たちはもう終わりなのです。終わっ

てしまっている人間なものですから、ぜひそうい

う方々をふやしていただくことをお願いします。

赤血球にはＡ型とＢ型とＯ型とＡＢあって、白血

球にはＨＬＡ型といって８種類の形があると言わ

れていまして、この部分が大変難しくて、親でも

合わないというのが本当に厳しいなというふうに

感じておりますし、この普及をお願いしたいなと

いうふうに思っています。

また、先ほど職員の制度は、ドナーの有休制度、

特別休暇の制度があると言われましたので、安心

しましたが、これに対する助成ですか、助成も検

討していただければいいなというふうに思います。

そうすれば、休暇があるだけで気兼ねなく行ける

のですけれども、なかなかできない部分もありま

すし、そういう部分で、中村総務部長、ぜひこの

助成制度を今現在どう考えている、なかなかでき

ないというのはわかっております。ですけれども、

行く行くは進めていかなければいけないのではな

いかなというふうに私は思うのですけれども、総

務部長としてはどうでしょうか。退職されますの

で、いろんな部分考えていると思いますので、よ

ろしくお願いいたします。
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〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 高橋議員のほうから

のこの質問で、うちの中でも私なれるのかなとい

うことで妻と話していたら、どうやらなれないと

いうのがわかりまして、改めて議員のほうから言

われまして、５４ということらしいです。

助成制度ということでお話がありました。名寄

市独自ということにこれはなろうかということで

あります。先ほど小川部長のほうからもありまし

たけれども、道段階でも今これから議論というこ

とになろうかと思います。国、道、あるいはやは

り国も含めて一定の助成制度を設けていただきた

いというふうに、これは私どもだけではなくて、

いろんなところを通じて国のほうにも要望してい

ければというふうに思っています。

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。うちの党も今回道議会でしっかりこの部

分は出して、助成制度等々、または市民の再接種

の部分進めていくように今進めておりますので、

よろしくお願いします。

また、これ調べたらさい帯血、造血幹細胞の接

種、骨髄バンク含めて、名寄は保健所しかやって

いないのです。全国では献血ルームだとか保健セ

ンター、福祉センターだとかでやられているので

すけれども、この管内、名寄道北管内は、名寄の

保健所と稚内の保健所、あとは旭川しかやられて

いない。名寄の保健所では、毎日やっているわけ

ではなくて予約制みたいです。ぜひ、総務部長、

その辺も職員の方々に予約制ですので、電話をし

ていただいて、何日何日やっていますよという部

分をお聞きして、推進していただくようよろしく

お願いします。

それでは、次に移らせていただきます。まず、

除雪体制についてをお願いをいたします。ことし

は全然雪がなくて、もう部長も顔色がすごくよい、

市民から電話が一切来ないという状況が今続いて

いるかなというふうに思うのですけれども、それ

でも３月までの降雪量は変わらず来るという思い

で、市民の安心、安全のために御活躍をお願いし

たいなというふうに思うのですけれども、まずそ

の部分で１点、１１月から雪が降り始めまして、

ここ数日雪が全然降っていなく、雨降り、幹線道

路はすごくいいのですけれども、枝道もうぐちゃ

ぐちゃなのです。安全というか、事故を起こして

もおかしくないような状況が今続いているのです。

枝道はです。西小の前なんて道路１本しかないで

すから、お母さんたちがマンションの雪ちゃんと

したところに逃げて車交差しているような状況で、

通学道路自体がもう危ないような状況になってい

るのですけれども、対策としてはどうされるのか

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） 天野建設水道部長。

〇建設水道部長（天野信二君） 議員から今御指

摘ございました先週から、先週２日間ほどの雨、

そして今週も先般１晩の雨というような形で、私

どもも担当者もそうなのですけれども、１２月の

中旬にこういった形で雨が続くというのは本当に

予想だにしないというか、初めての事態ではない

かと言っても過言ではないかと思っております。

通常であれば、先ほど答弁させていただきました

ように雪によっての生活道路の除雪については適

宜行うのは議員御承知のとおりでございます。逆

に言えば、雨によって市民の方や関係者の方は、

大変積雪が逆に下がって少なくなって、幹線道路

を中心として御承知のように大変交通には安全性

が担保できるというような形になって、ただ生活

道路、除雪入らないのかということでのお問い合

わせなども正直ございました。雨によりまして道

路がざくざくになりますと、生活道路は、私が言

うのも変なのですけれども、やはり道路の凹凸だ

とか夏場の課題の状況というのはもう御承知のと

おりだと思いまして、そこの凹凸の部分がしっか

りと塊ができないと、そこに除雪車が入りますと

今度は道路を激しく傷めてしまうといった事態も
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正直ございまして、寒さがきょうから戻ってきた

ようでございますので、本日は除雪体制が入りま

したので、クリアはできたのではないかというふ

うに存じておりますけれども、そういった事情も

含めて、タイムリーにその雨の後のとりわけ名寄

地域の生活道路に入れるのにどうしてもそこは慎

重にならざるを得なかったと。そして、なおかつ

予想だにしない形の雨ということでございまして、

大変市民の皆様には交通で御不便かけたと思うの

ですけれども、そういった面の事情もお察しをい

ただいて、御理解賜ればと思ってございますので、

よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 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。

きのう西小学校の前、消防の帰りに通らせてい

ただいたときにもうざくざくで、子供たちとお母

さんが道路の端々に立っていて、私の前の車は、

１本しかないものですから、マンションの空き地

に逃げて、前の車をよけたりしている状況でした

ので、ぜひその対策をお願いをいたします。

続いて、交差点の部分でお伺いします。名寄市

の交差点の見通しは、もう完璧な状態でよくなっ

ているなというふうには思ってきたのですけれど

も、道道と市道の部分なのです。また、国道と一

般道路の出口が全く見えないのです。実際に神社

通と、そして国道４５号、枝道等々は、国道から

出るときにやっぱり１メーターぐらい頭出さなく

て見えないという状態が続いているのですけれど

も、あそこ国道なのですけれども、市の直営班の

ちっちゃいロータリーで角だけカットできないの

か、そこら辺の対策はどうなのかなという。本当

に危ないのです。やはり国道は、ある程度の積雪

来ないと排雪しない、道も同じなのです。ある程

度の積み上げしないければ始まらないような状況

の中で、大きい豊栄通や何かから出るときだった

ら、豊栄通でも見にくいのですけれども、そのほ

かの生活道路、ちっちゃい生活道路から出るとき

は本当にすごく見えにくい状況が続いているので

すけれども、その道道と開発の絡みの対策という

のはどうされているのかちょっとお聞かせいただ

きたいなというふうに。

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） 交差点、特に市

道の交差点であれば、議員御承知のとおり、委託

業者が、そして私どもの直接道路センターを含め

て、近年相当細かく対応させていただいているつ

もりでございます。当然交差点ですので、事故の

心配ということでございます。とりわけ例えば市

道と道道との交差する点だとか、議員からお話あ

りました国道と市道だとかというような形でござ

います。見通しの悪い場合につきましては、私ど

もの担当者、情報収集した時点では当然それぞれ

の責任持ちます開発、土現に適時連絡を入れさせ

ていただく場合ももちろん積極的にさせていただ

いております。また、業者間同士の御配慮で、例

えば市道と道道でクロスするところで、どちらか

が除雪入ったけれども、どちらかはまだ積雪の関

係で入らないといったケースも出ます場合は、例

えば地元、名寄地区でいうと三信組合と土現の仕

事を請け負っている業者さんにそういった情報交

換もしながら、業者間でもそういった情報交換を

していただいての対応だとか、そういったことも

確認をしてきてございまして、先ほど申し上げま

した雪対策会議、私ども主催させていただいた中

でも業者、そして土現担当者も出席をさせていた

だきまして、できるだけそういう情報交換、対応

をしっかりやっていこうということは確認してご

ざいますので、都度対応していきたいと。御心配

かける形のケースはあるかもしれませんけれども、

できる限りの協力体制をとってまいりたいなと思

ってございますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高橋議員。

〇１３番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。

名寄市にある幹線は名寄の業者ですから、その
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対応はきっとできると思うのですけれども、国道

は去年からＳさんからＴさんにかわったものです

から、そこら辺の部分対応をお願いいたします。

次に、高齢者の除雪サービス制度をお伺いさせ

ていただきたいなというふうに思います。生活保

護者だとか認知症もことしはふえて、７０歳以上、

そして高齢者等々の門口除雪のサービスを行って

いただいております。名寄は機械で２万 ０００

円、そして風連は人力で ０００円ということで、

ちょっとこの話なのですけれども、名寄ぐらいは

ねなくていいのだよねという高齢者の方、歩くと

ころ、風連みたいに人力でこの通路だけをやって

ほしいという部分の高齢者もおられるのです。だ

から、風連は高齢者事業団でやられているみたい

なのですけれども、名寄でもその対策ができない

のか。高齢者事業団がだめであれば、今回何日か

前の名寄新聞に出ましたけれども、季節労働の失

業率が２倍になったのかな、その方々が季節労働

者として失業保険いただいています。そういう方

を地域別に高齢者事業団みたいに集めて、この地

域の高齢者のところをこうやってやってください

だとかという方法もあると思うのです。だから、

そういう部分というのを名寄でも確立できないの

かなというのをちょっと私が勝手に思った考えで

すから、できないと言われれば、はい、わかりま

したと言うのですけれども、もし考えがあればお

聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（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） 除雪

サービスの関係で、風連地区で行っています手作

業による作業ということで、先ほど御答弁させて

いただきましたが、過去にも名寄地区でも今議員

おっしゃられたように手ばねということで一定程

度の幅でいいかなということでのニーズがありま

して、当時できるところがないかということで探

したのですけれども、やっていただける事業者が

なかったということで、名寄地区については機械

のみの助成をさせていただいております。今回こ

ういう御質問をいただきましたので、市内でそう

いう手作業でやっているような例えば障がい者の

福祉事業所ですとかそういったところ、今いただ

いた季節労働者の関係も含めて、そういった作業

できないかどうか改めて今機械でやっていただい

ている登録事業者も含めて再度確認させていただ

いて、またそういったニーズもあるということで

ありますので、そういった部分も確認させていた

だきながら、この部分拡充できるかどうか検討さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。

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。意外とおられるというふうに私は思いま

すので、失業された方々を含め、高齢者事業団で

もないような組織をつくっていただいて、各地域

につくってできると思いますので、ぜひ御検討を

お願いいたします。

時間がないので、最後に宮本さんのところ行き

たかったのですけれども、住環境のほうに行かせ

ていただきます。今回９月２６日で終了されたと

いうことで、ある企業から一番最初に４月に申請

出してスタートしたのだけれども、水道業者だと

かいろんな業者が人がいなくて、１０月まで延ば

されたのだと言うのです。そういう部分で、この

期間だとか助成制度、できれば私たちの仕事のな

い冬だとかという部分だとかというのにつくって

いただけないかという御相談があったものですか

ら、できればそういう改善点があれば、いろんな

業者としっかりと相談していただいて改善してい

ただくことをお願いして、何かその部分であれば

お答えをいただいて終わりたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） ただいまの御質

問、そういった方々がいらっしゃるということで、

そういった方々にも御迷惑かけないようにと、こ
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の新しいスタートの開始に当たっていろいろと取

り組んできたところでございます。まずは、予算

額ということと年度内にその予算額までで受け付

けを終了するということは、年度当初から御説明

させていただいたところと広報でも御説明させて

いただいておりましたので、そこのところは御理

解いただきたいと思います。

また、工事を前期と後期と分けるといったこと

も検討はしておったところなのですけれども、今

年度については消費税の増税といったこともあっ

たので、一括４月からの分けないで申請を受け付

けたところもございました。来年度に向けてもそ

のことも検討はしたいと思っておりますけれども、

予算額については拡充をしたというところと、そ

れから長く続く制度にさせていただいたというと

ころで御理解いただければと考えているところで

ございます。

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。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に関

する対応について外２件を、高野美枝子議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 議長の指名をいた

だきましたので、通告順に従い、質問いたします。

大項目１、王子マテリア株式会社名寄工場生産

品集約に関する対応について、小項目１、市民の

不安の解消に向けてお聞きいたします。工場閉鎖

に伴う地域経済や市民生活に与える影響額の調査

内容が報告され、最低でも市内において年間２６

億円、上川管内で２７億円の影響が見込まれます。

従業員やその家族も含めた名寄工場の市への各種

税金や上下水道など納付金は約１億 ０００万円、

保育所や幼稚園施設利用者数、小中学校生徒数、

医療介護系スタッフ数、働く世代の購買力の低下

など、どこをとっても市内外経済に大きな打撃で

あり、その影響ははかり知れないものがあり、市

内外から不安の声が上がっています。この不安の

解消に向けて、どのような対応を考えているのか

お聞きいたします。

小項目２、今後における新たな取り組みについ

てお聞きいたします。商工会議所、上川総合振興

局、北海道庁などと連携した対策本部は、書面を

もって今月２５日の要請に備えているところでご

ざいますが、そのほかの新たな取り組みについて

考えをお聞かせください。

小項目３、市民への情報提供についてお聞きい

たします。名寄市の一大事、北陽製紙の時代から

市民とともに長い年月を歩んできた王子マテリア

が集約されることが信じられないとの声が関係す

る市民はもとより、近隣市町村の方からも多数寄

せられているところでございます。近隣市町村の

方も含め、多くの方が大きな関心をお持ちいただ

き、自分にできることで協力したいとの声も多く

寄せられているところです。市民や関係団体、近

隣市町村への情報提供を密にして、名寄市の一大

事に対応するべきであると考えますが、お考えに

ついてお聞きいたします。

次に、大項目２、教育行政について、小項目１、

教職員の働き方改革について質問いたします。家

庭や地域の宝である子供たちの健やかな成長に向

けて、教育都市宣言のある名寄市として日々精力

的に取り組んでいただいていますことに心より感

謝を申し上げます。新しい時代の教育に向けた持

続可能な学習指導、運営体制の構築のための学校

における働き方改革に関する総合的な方策につい

て進められています。勤務時間の管理や業務の明

確化、適正化など、学校における教職員の働き方

の総合的な進捗状況についてお聞きいたします。

小項目２、コミュニティ・スクールについて質

問いたします。地域の皆様や保護者がともに知恵

を出し合い、一緒に協働しながら子供たちの豊か

な成長を支えていく地域とともにある学校づくり、

コミュニティ・スクールが導入されました。それ

ぞれ特色ある学校運営に取り組まれているその状

況についてお知らせください。

次に小項目３、情報機器の利活用について質問

いたします。情報機器の取り扱いについては、こ



－152－

令和元年１２月１９日（木曜日）第４回１２月定例会・第４号

れまでも地域によって違いがあり、教育委員会の

担当者とも相談してきましたが、非常に使いづら

い環境にあるとのことです。今後の対応について

お聞きいたします。

次に、大項目３、臨時、非常勤の今後のあり方

について質問いたします。１９８５年には正規労

働者８ ６％、非正規労働者１ ４％でしたが、

２０１４年調査では正規労働者５ ５％、非正規

労働者４ ５％となり、非正規労働者が４割を超

え、今労働者の半数はパートタイマー、アルバイ

ト、派遣労働者などと言われる非典型雇用に置き

かわっています。増加理由は、１９９０年代初め

のバブル経済崩壊がきっかけとなり、正社員をリ

ストラし、低賃金のパートや派遣社員に置きかえ

てきたことにあります。このことは自治体でも同

様で、正規の職員の減少を非正規労働者に置きか

えてきたことで臨時、非常勤職員の増加につなが

っています。小項目１、臨時、非常勤職員の状況

について、名寄市における状況と今後の対応につ

いてお伺いいたします。

国はふえ続ける臨時、非常勤職員の処遇改善と

その位置づけを明確にするために、来年度２０２

０年から会計年度任用職員制度を設け、名寄市で

も着々と準備が進められています。小項目２、会

計年度任用職員について質問いたします。会計年

度は、通常４月１日から３月３１日を指し、１年

間限りの雇用になるのではないかとの不安をお持

ちの当事者もいらっしゃいます。今までとの違い

についてお聞きいたします。

小項目３、人材確保について質問いたします。

人手不足は、どこの職場でも緊急な課題ですが、

幾ら募集をかけても人材が集まらないのは臨時、

非常勤職員も同様であるとお聞きしているところ

でございます。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） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 高野議員からは、

大項目で３点にわたり御質問いただきました。大

項目１については私から、大項目２については教

育部長から、大項目３については総務部長からの

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、王子マテリア株式会社名寄工場生産

品集約に関する対応について、小項目１、市民の

不安解消に向けて申し上げます。王子マテリア株

式会社名寄工場の生産品集約に関する対応につき

ましては、本年１０月４日午前に小関代表取締役

社長が来庁され、同日午後には同社がプレスリリ

ースをし、現在に至っております。この間、王子

マテリア株式会社本社緊急要請やオブザーバーと

して名寄市議会、北海道に参画いただき、緊急対

策本部を設置、生産品集約による影響額調査も実

施し、回答いただいた額の積み上げだけでも上川

管内で２７億円となりました。影響の大きさから

緊急対策本部を中心に王子マテリア株式会社名寄

工場生産品集約の再考を求める署名活動を実施し

たところですが、３５にも及ぶ賛同団体の参画と

なり、１１月３０日には名寄市議会の皆様の最大

限の御協力もいただき、街頭署名活動にも取り組

み、影響の大きさを市民の皆様にもお伝えできた

と考えております。１２月２５日には、署名を携

え王子ホールディングス本社を訪問し、地域にお

ける影響の大きさを伝え、撤回を要請してまいり

たいと考えております。

次に、小項目２、今後における新たな取り組み

について申し上げます。多くの方々から助言やア

イデアをいただいているところですが、まずは撤

回を要請させていただき、影響を最小限にとどめ

るため、協議の場に着いていただけるよう努めな

ければならないと考えております。そのための準

備としていろいろな方々と連携し、検討を進めて

まいりたいと考えております。

次に、小項目３、市民への情報提供について申

し上げます。議員から近隣市町村の方のお話もい

ただきましたけれども、今回実施した署名活動に

は上川管内におさまらない範囲、紋別や留萌とい
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った範囲で影響があり、危機感を共有をさせてい

ただいたところでございます。しかし、影響を最

小限にとどめることが最大の目的であることから、

まずは協議のテーブルに着いていただくことが全

てのスタートになるというふうに考えております。

示されている期限は多く残っておりませんけれど

も、本市にとって最善の選択ができるよういろい

ろな方から助言をいただき、官民連携し、方策に

ついて検討してまいりますので、よろしくお願い

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） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目２、

教育行政についてお答えをいたします。

初めに、小項目１、教職員の働き方改革につい

てですが、学校では社会の形成に参画するための

資質、能力を一層確実に育成することを目指す学

習指導要領の狙いや社会からの要請などを踏まえ、

児童生徒に対する指導を一層充実させることが期

待されております。その実現に向けて、教員が授

業や授業準備などに集中し、健康で生き生きとや

りがいを持って勤務しながら、学校教育の質を高

められる環境を構築することが必要となっており

ます。北海道教育委員会が平成２８年度に行った

教育職員の時間外勤務等に係る実態調査の結果で

は、１週間当たりの勤務時間が６０時間を超える

ものの割合が教諭については小学校では２割、中

学校では４割超え、教頭に至っては小中学校とも

７割を超えていました。主な要因として、教頭に

ついては調査業務を含む事務処理の時間が最も多

く、教諭については土日における部活動指導の時

間が長いことが明らかになっております。

本市におきましては、平成３０年９月と１０月

に勤務時間の実態調査を行っておりますが、１週

間当たりの勤務時間６０時間を超えるものの割合

は、教諭については小学校では９％、中学校では

１ ４％と全道平均を下回っておりますが、教頭

については５０％と全道平均を下回ってはいるも

のの激務がうかがえるところでございます。この

ような状況から、教育委員会では学校における働

き方改革北海道アクションプランの定めに基づき、

市内小中学校の時間外勤務等の縮減に向け、業務

改善方針や行動計画を作成するため、名寄市立小

中学校働き方改革推進会議を設置し、目指す目標

を設定するとともに、その目標を実現するため平

成３１年３月に名寄市アクションプランを策定し、

具体的な取り組みを進めているところでございま

す。

名寄市アクションプランの目指す目標について

は、１つとして時間外勤務時間を１カ月４５時間

以内、年間３６０時間以内とする、２つ目に時間

外勤務時間の縮減、休暇取得の促進、部活動休養

日を設定する、３つ目に変形労働時間を市内全学

校で活用する、４つ目に定時退勤日を月２回以上

実施する、５つ目に学校閉庁日を年９日以上実施

する、以上の５点を定め、その目標の実現に向け

て４点の具体的な取り組み内容を定めております。

１点目については、教職員が本来担うべき業務

に専念できる環境の整備に向け、特別支援教育学

習支援員等の配置、心の教室相談員の配置、大学

との連携によるティーチングアシスタント事業の

取り組み、校務支援システムの導入、コミュニテ

ィ・スクールの導入などの対策を進めています。

今後においても現在の取り組みを継続するととも

に、コミュニティ・スクールを通して教員への支

援活動を充実させたり、教員の業務効率化に向け

たＩＣＴ環境の再整備などに取り組む必要がある

と考えております。

２点目については、部活動に係る負担軽減に向

け、各部活動における年間活動計画の作成、学期

中や長期休業中の週当たり２日以上の休養日やオ

フシーズンの設定、活動時間の設定などについて

各学校で取り組みを進めているところでございま

す。教育委員会としましては、実施状況を把握す

るとともに、各学校と連携し、取り組みを推進し

ていきます。
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３点目については、勤務時間を意識した働き方

の推進と学校運営体制の充実に向け、月２回以上

の定時退勤日の設定、学校閉庁日については夏休

み、冬休み期間中に９日以上を設定、勤務時間を

客観的に把握するため表計算ソフトなどの独自シ

ステムを活用した出退勤時刻の把握に努めること

など、今後も各学校と連携し、勤務時間の縮減を

推進するため意識を持って勤務するよう啓発に努

めるとともに、留守番電話を設置するなど職場環

境の改善を図っていきます。

４点目については、教育委員会による学校サポ

ート体制の充実を図るため道教委と連携し、調査

業務の縮減や地域からの依頼業務の圧縮、勤務時

間に関する制度の普及啓発、メンタルヘルス対策

としてストレスチェックなどに取り組んでいきま

す。

以上、名寄市アクションプランで定めている目

標実現に向けて具体的な取り組みを継続するとと

もに、国や道の動向、さらには学校における取り

組み状況を見きわめ、適宜見直しを図りながら対

策を進めていきたいと考えております。

次に、コミュニティ・スクールについてお答え

します。コミュニティ・スクールとは、学校運営

協議会を設置した学校であり、学校と地域住民等

が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能

となる地域とともにある学校への転換を図るため

の有効な仕組みと考えております。本市では、平

成２９年の智恵文小中学校のコミュニティ・スク

ール制度のスタートを皮切りに、本年６月をもっ

て市内全ての学校がコミュニティ・スクールとな

りました。

設置の状況についてでありますが、学校運営協

議会を単独で設置しているのは、名寄東小学校、

名寄西小学校、中名寄小学校の３校です。また、

合同で設置しているのは、名寄小学校と名寄東中

学校、名寄南小学校と名寄中学校、智恵文小学校

と智恵文中学校、風連中央小学校と風連中学校の

８校４組となっております。

導入後の活動状況でございますが、名寄東小学

校では東小コミュニティセンター、東小コミュニ

ティカレッジとの連携を図りながら、ラベンダー

祭りやスノーランタンフェスティバル、登下校の

安全指導の活動などを行っております。名寄西小

学校では、学校運営の基本方針の承認や運動会、

学芸会などの行事の反省及び前期の学校評価の結

果を踏まえ、次年度の方向性について検討をして

おります。中名寄小学校では、地域合同の運動会、

学芸会や地域の方を講師とした農園活動、絵画教

室、自然探索活動などを行っております。名寄小

学校と名寄東中学校では、学校運営の基本方針の

承認や運動会、体育祭、学芸会、学校祭などの行

事の反省及び前期の学校評価の結果を踏まえ、次

年度の方向性について検討をしております。名寄

南小学校と名寄中学校では、町内会と連携した校

区の清掃活動や新体力テストの計測、家庭科の調

理実習や裁縫実習、特別支援学級の農園活動など

のボランティア活動を行っております。智恵文小

学校と智恵文中学校では、保護者を講師とした学

校農園活動、交通安全協会や警察署と連携した交

通安全啓発活動、コミュニティ・スクールだより

の発行などを行っております。風連中央小学校と

風連中学校では、町内会、老人クラブと連携した

校区の清掃活動や地域の農家の方との稲作体験、

放課後学習のボランティア活動などを行っており

ます。このようにコミュニティ・スクールを導入

したそれぞれの学校で地域と一体となった特色の

ある学校づくりをスタートさせているところです。

次に、小項目３、情報機器の利活用についてお

答えをいたします。市内小中学校で智恵文地区の

インターネット環境はＡＤＳＬ回線しか提供され

ていない状況となっており、小中学校では以前よ

りコンピューター教室でインターネットを活用し

た情報収集などの授業を行っている際には、職員

室内で財務会計などインターネットを活用した作

業する際に市のサーバーとつながらない等の支障

が生じておりました。原因につきましては、多く
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の情報端末機器が一度に集中してＡＤＳＬ回線を

使用したことによるデータ転送容量の不足による

ものでした。

今年度から市内小中学校に配備している校務用

端末の更新を進めておりますが、ＯＳのアップデ

ートが一括管理でき、これまで使用してきた端末

を有効活用できるシンクライアントシステムに更

新するため７月下旬から事前テストを行い、検証

した結果、ＡＤＳＬ回線を使用したシンクライア

ント化が可能と判断し、智恵文中学校から導入を

進めているところです。

導入後の新たな課題として、これまで各学校の

サーバーで保存してきた学校事務にかかわる文書

や画像、ビデオなどのデータが新システムでは市

役所内に設置したシンクライアントサーバーに保

存される環境となったことから、ＡＤＳＬ回線の

智恵文地区においては、データの保存や印刷時な

どデータ転送の量がふえたことによって、これま

で以上に送信に時間がかかる状況になったことが

判明したところです。今後の対応につきましては、

現在使用しているＡＤＳＬ回線よりも高速なデー

タ転送が可能な通信手段が必要と考えており、通

信環境の改善に向け、携帯電話通信会社など利用

できる手段はないか現在調査を進めているところ

でございます。また、インターネット環境の改善

ができるまでの間、学校内での資料作成や各種デ

ータの保存、印刷などの業務がスムーズに行える

よう従来型の情報機器を配置するなど、学校業務

が円滑に進められるよう対応していきたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（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、

臨時、非常勤職員の今後のあり方について、小項

目１、臨時、非常勤職員の状況について申し上げ

ます。

議員から現在の臨時、非常勤職員の処遇につい

て、正規職員との違いを含め、御質問がございま

した。本市では、地方公務員法第３条に基づく非

常勤職員を嘱託職員、同法第２２条第２項に基づ

く臨時的任用職員を臨時職員として、大きく前者

は特定の業務に従事する嘱託員として、後者は基

本的に職員の補佐を行う職員となっております。

処遇についてでございますが、臨時、非常勤職

員の賃金につきましては、行政職給料表をもとに

格付を行っております。嘱託職員は、おおむね常

勤の職員の４分の３の勤務時間業務に従事してい

ただいております。また、期末手当などについて

は、法律上支給が困難となっているところで、昇

給制度などもございません。任用期間については、

年度ごとの任用となっており、毎年任用を実施し

ております。

臨時職員は、勤務時間は常勤職員とほぼ同様の

勤務時間の職種からいわゆるパート形態で月の時

間数で勤務行う職種もあるなど、それぞれの職種

の状況に応じて多様な形態となっております。ま

た、夏季、冬季の加給金や寒冷地加給金のほかに、

一定の勤務時間に応じて昇給の対象となる職種も

ございます。なお、任用期間については、地方公

務員法上６カ月が原則となり、更新した場合も６

カ月が上限となっております。

来年４月に会計年度任用職員制度が導入となり、

両者の区分はなくなり、会計年度任用職員制度に

統一されることになります。

次に、小項目２、会計年度任用職員について申

し上げます。会計年度任用職員に関する任用期間

でございますが、制度上任用期間は最大で１会計

年度である４月１日から３月３１日までの１年間

であることは議員も御指摘のとおりであります。

制度上年度ごとの任用となりますが、新たな年度

に引き続き同一の職員を会計年度任用職員に任用

することについて、回数等の制限を設けることは

特に定められておりません。本市では、現在勤務

する臨時、嘱託職員の任用については、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、

処遇についても現状から引き下がらないよう適切
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な運用を図ってまいります。

次に、小項目３、人材確保について申し上げま

す。臨時、嘱託職員の人材確保については、公共

職業安定所を通じて公募を行うとともに、市のホ

ームページなどにおいて求人を実施しております

が、資格を要件とした職種について応募がないケ

ースも発生していることも事実でございます。当

初の求人において応募がなかった場合には、引き

続き期限を定めず随時募集の形で募集延長を行う

など、臨時、非常勤職員の確保に努めております

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） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） それぞれ答弁いた

だきましたので、再質問させていただきます。

まず、王子マテリア株式会社名寄工場生産集約

に関する対応について、きょう現在の署名数、こ

の間２万 １６１筆の署名を集めたということで、

今名寄市の１０月末現在の人口が２万 ３１７人

となっております。集まったその重さ、重大さに

ついては、非常に大きなものがあるというふうに

思っているのですが、どのように捉えているのか

お聞きいたします。

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） まず、きょう現

在の寄せられた署名数ですけれども、２万 ２２

４筆の署名が寄せられているところであります。

あと、重さ、重大さということでの受けとめで

すけれども、この署名活動自体の協賛団体の数が

３５団体に上っていると。この範囲が上川管内で

おさまらない状況、オホーツク、日本海側も含め

て協賛団体ということで名を連ねていただいてい

るということで、やはりその影響の広さ、大きさ

というのがここからも非常に感じ取れたところだ

と思います。

それから、北海道も協力いただきながらアンケ

ート調査をした結果の積み上げですけれども、そ

の積み上げだけでも、答弁でも申しましたけれど

も、圏域で２７億円の影響があったということで

すから相当な大きな出来事だということと、あと

視覚的にもこの工場というのは規模的にも非常に

大きな工場で、名寄にとっては非常にその規模か

らもシンボル的な工場であったと、工場であると

いうふうに受けとめているところであります。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 本当にそのように

私も思っております。

また、地方創生、まち・ひと・しごと、地域お

こし協力隊、Ｉターン、Ｕターン、Ｊターン、お

試し住宅など、地道に１人、２人と人口減少対策

には手間暇や予算をかけてきたわけです。そのよ

うな中でのこの状況です。幾ら一企業だとしても、

この名寄市の存続自体に影響する本当に大事件だ

というふうに思います。名寄市が名寄市であるた

めに、王子マテリアの今回の集約は一企業の問題

では済まないのではないかというふうに考えます

が、お考えをお聞きいたします。

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） 御指摘のとおり、

関連企業、取引企業、それからお勤めいただいて

いる方々の消費であるとかということを考えると、

工場にかかわる全てのものがなくなってしまうと

いうことを想定すると、相当な影響が想定される

というふうに思っておりまして、これは圏域全体

とも同じ認識ではないかなというふうに感じてお

ります。これからもこれを最小限の影響にとどめ

ることができるようにいろいろな方と連携しなが

ら、しっかりと取り組んでいかなければならない

というふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 本当に名寄市の財

政にどのように影響するのかという、将来の総合

計画全てにかかわってくるというふうに考えてお

ります。

橋本副市長に財政に対して今後どのようになる
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のかお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 橋本副市長。

〇副市長（橋本正道君） まず、一般論的なこと

から申し上げますけれども、今回の王子マテリア

の問題に対しまして、人口がどういうふうに動く

かというのが非常に大きなところです。御承知の

とおり、地方交付税においては人口を算定基礎と

して算定される部分が結構あります。急に減るの

を避けるために数値急減補正というものがありま

して、算定基礎となる人口については５年ごとの

国勢調査でありますけれども、急に下げないで、

５年間かけてなだらかに人口については調整する

という、そういう緩衝策もあります。

そして、もう一つ考えなければならないのが税

収の部分が大きくあります。２５％が直接的な影

響ということなのですが、トータルで見ますと５

年間はじわじわときいてくる、そういう仕組みに

なっているのですが、危惧しなければならないの

は、先ほど最初の答弁でありましたとおり、上川

管内圏域で２７億円の影響があると。これはベー

スになるものですから、これをそれぞれ名寄にお

住まいの方の例えば家庭の消費ですとか企業間の

やりとり、消費に換算しますと、かなり大きな経

済的なものがあると。この５年間の中で制度的に

はそういうゆっくりとした影響があるということ

なのですが、これが急に影響があるということが

見えてきますと、これは本当に一大事ということ

になります。非常にここは注視しなければなりま

せんし、先ほどのやりとりの中でも非常に大きな

問題をはらんでおりますので、財政的にはちょっ

と不透明感が増したなというのが率直な感覚であ

ります。ですので、これからそれぞれさまざまな

指標が出てくると思いますので、それも見ながら

的確な財政運営をしなければならないというふう

に考えているところであります。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 加藤市長は、８月

まで青年市長会の会長でもありました。経済界、

政界に多くの人脈を持ち、また王子の関係者にも

コンタクトを持っていたと伺っているところでご

ざいますが、今回の集約に当たりどのように考え、

今後どのように行動され、考えていくのか質問い

たします。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まずは、署名運動を行っ

ておりますが、１１月３０日に高野議員も街頭に

立っていただいて、議員全員でこの署名、街頭運

動に参加をしていただきましてありがとうござい

ます。２万 ０００を超える署名が集まったとい

うことによるこの地域の改めて関心の高さと、ま

た影響の大きさを実感をしているところでありま

して、まずは今月末に行ってきますが、王子さん

に地域のこうした影響の大きさ、関心の高さ、こ

れを十分に認識していただいて、これまで地域と

ともに歩んできたという歴史があるので、そのこ

とも鑑みていただく中で、ぜひとも最大限の配慮

をしていただきたいということをまずは申し上げ

て、撤回も含めて、ぜひ何が地域にとってできる

のということの、我々も何ができるのということ

のお互い前向きな話し合いのできるテーブルに着

いていただきたいということをしっかりと要請を

していきたいというふうに考えております。

高野議員からも署名運動を行うに当たって、非

常に市民の皆さんも関心が高くて、私たちに何が

できるのという声を聞いたということで、本当に

ありがたいなと思っています。私もこの間市民の

皆さんに本当にたくさんのこうしたらいいのでは

ないかとか、あるいは何でもっと先に気がつかな

かったとかいろんなお叱りもいただいたわけであ

りまして、改めて本当にありがたいなと感謝をし

ています。この機会に市民一人一人が名寄市の今

後のことを主体的に考えていただくというこのこ

とがこれからの名寄市の未来、将来のまちづくり

にとって非常に大きな力となり、財産になってい

くのではないかというふうに考えています。名寄

市外からも本当にたくさんの皆さんの御提言やア
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イデアだとか励まし、いろんなこともいただいて

います。こうした声をしっかり大切にしながら、

できるだけたくさんの皆さんの力をおかりし、あ

るいは巻き込んで、英知を結集してこの難局を乗

り切っていきたいというふうに考えております。

具体的にどうするというような話を今の段階で

予断を持ってお話しできませんけれども、ここが

本当に踏ん張りどころでありまして、私も全力を

かけてこの影響を最小限に食いとめる、あるいは

そのことによってまた新しいいろんな動きが出て

くる、そうしたことを創出していきたいというふ

うに考えております。議員にもぜひともまたお力

添え、御指導いただければと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 名寄市の企業とし

て永遠に存在するのだと思っていました王子マテ

リア名寄工場でございます。地方から名寄に帰る

国道で、ＪＲから見る王子マテリア名寄工場の姿

を見て、ああ、名寄に帰ってきたのだなとあのも

くもくと上がる煙を見て安心をしたものでした。

名寄の景色が変わるのかと思うと本当に寂しい、

言葉がありません。

近所に勤めている方がいらっしゃいまして、そ

の方の処遇が心配です。同僚議員のお話にもあり

ましたが、長く名寄市民として働いてきたその方

は、家族や親戚、そして自宅も名寄にある。住み

続けたいと言っておられました。ある建設会社の

社長は、自分の会社で働いてもらいたい。だけれ

ども、今その力が自分の会社にはない。名寄に一

人でも残ってもらいたいが、非常に残念だと肩を

落とされていました。答弁の中で、市長のピンチ

をチャンスに変える、その発言もいただいており

ます。名寄に住む一人一人がこのことに注目し、

そして期待を寄せ、なるべく影響のない方向で進

んでいっていただきたい、そんなことを今考えて

います。

次に、２番目の教職員の働き方改革について再

質問させていただきます。働き方改革に関連しま

して、家庭訪問や放課後の電話対応、少年団や部

活動の指導などが教職員の負担感を増大している

ように感じますが、現状と考え方についてお聞き

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） 教職員が授業準備な

ど本来の業務に専念できていないと、十分に時間

が確保されていないという認識は、委員会として

も持っているところでございます。働き方改革に

おける業務改善の取り組みの一例としまして、各

学校家庭訪問を取りやめて、自宅確認にとどめる

というような学校が近年特に小学校のほうではふ

えてきている状況にございます。

また、放課後の電話対応で業務に支障を来して

いるということで、先ほどもお話をさせていただ

きましたけれども、これにつきましては各学校に

留守番電話を設置したいということで、今来年度

の予算に計上させていただいておりまして、上部

査定を今後受けるようなことになってございます。

また、少年団につきましても従前学校の先生が

指導しているという場面が多く見られましたけれ

ども、近年徐々に地元の方に指導がシフトしてい

くというような形も、そういうような形もできつ

つあるということで、今後もぜひ進めていければ

というふうに思っております。

また、中学校の部活につきましては、さきの一

般質問でもお話をさせていただいたとおり、名寄

市立学校の部活動に関するガイドラインを策定し

ておりますので、そのガイドラインにのっとって

各種対策をとっていきたいと考えております。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 時間外の仕事が多

い、なかなか定時に帰れない状況であるというこ

とは、突き詰めて言えば教職員の人数が足りない、

少ないということが言えるのではないかとも思う

のですが、このことについてお聞きいたします。
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〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 教職員への業務支援

策として、本市におきましては特別支援教育の学

習支援員や生活支援を配置して、先生方の授業の

サポート役を担っていただいているという状況も

あります。また、小規模校を除いて事務生を配置

しておりますので、各種資料の印刷やテストの丸

つけなど、教職員の補助的役割を担っていただい

ているという状況もございます。

しかし、議員おっしゃるとおり、究極の対策と

しては教職員がふえることにあると委員会として

も考えておりますので、委員会としましてもこれ

からも３５人学級の早期実現や各種加配教員の配

置、増員などについて、今までも行ってきました

けれども、これからも引き続き全道都市教育委員

会連絡協議会などとも連携をしながら、教職員の

増員について強く要望していきたいというふうに

考えております。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 次、コミュニティ

・スクールについてですけれども、コミュニティ

・スクール始まったばかりでございますけれども、

目指す方向性ということについてはどのように考

えているのかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） コミュニティ・スク

ールの目指す方向性と。ことしやっと全校に学校

運営協議会が配置されたといいましょうか、設置

されたということで、いよいよこれから具体的な

ものが出てくるのかなというふうなことを感じて

おります。

先ほども各学校の取り組みの状況等につきまし

ては、お話をさせていただきましたけれども、今

後のコミュニティ・スクールの目指す方向性とい

うことにおきましては、平成２７年に中央教育審

議会にお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

が提言されてきております。また、それを受けて、

平成２９年には学校運営協議会の設置が各市町村

に努力義務化されたところでございます。これら

の動向を踏まえながら、本市でも地域とともにあ

る学校づくりを推進してきているところでござい

ます。

学校運営協議会の主な役割については、４つの

視点がございますけれども、今後はその４つの視

点の中でとりわけ学校運営に必要な支援、地域か

らの支援について充実をさせていきたいと考えて

ございます。このため、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、そ

の活動を推進する体制であります地域学校協働本

部を設置するというような目標を掲げているとこ

ろでございます。このようなことから、教育委員

会といたしましても各学校のコミュニティ・スク

ールと地域学校協働本部が相互に補完し、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図っていきたいとい

うふうに考えているところです。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 地域との連携とい

うところがキーポイントだというふうに思います

けれども、始まったばかりでございますが、やは

りその温度差とか地域差ということが考えられる

と思うのですけれども、始まったばかりでこのよ

うな質問をするのもなんなのですが、そのことに

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） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 円滑にコミュニティ

・スクールを運営していくというか、進めていく

ためには、やはりコーディネーターの役割とそれ

を担っていただける人材についても今後検討しな

がら、人材確保等も進めていかなければならない

というふうに考えてございます。

コミュニティ・スクールにつきましては、先ほ
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ども申しましたとおり、学校運営協議会を設置し

た学校のことをコミュニティ・スクールというと

ころでございますけれども、学校運営協議会には

地域と学校をつなぐ地域コーディネーター、また

さらにそのコーディネーター間の連絡調整を担う

統括コーディネーターなどを配置することになる

と思っております。地域コーディネーターの役割

としましては、コミュニティ・スクールと地域や

学校の実情に応じた地域学校協働活動の企画立案

ですとか、学校や地域住民、企業、団体の関係者

との連絡調整、さらには地域ボランティアの募集

や確保、また地域住民への情報提供、助言、活動

促進などが主な役割となると考えております。ま

た、それを束ねます統括コーディネーターの役割

としましては、推進委員のリーダー的な存在とし

て推進委員間の連絡調整や推進委員への適切な助

言、指導や事例紹介、地域住民の地域学校協働活

動への理解の促進などがあると考えているところ

です。

地域コーディネーターや統括コーディネーター

の人材につきましてどういう方が適任かというこ

とになりますけれども、地域と学校の連携、協働

にかかわる活動に地域ボランティアとして活動し

ている人、またはＰＴＡ関係者、ＰＴＡ活動の経

験者、さらには退職した校長や教職員、地域や学

校の特色や実情を理解する企業、ＮＰＯ、団体等

の関係者、社会教育主事の有資格者などが想定さ

れるというふうに考えているところでございます。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 次に、情報機器の

利活用でございますけれども、プログラミング教

育については、インターネットの環境も重要であ

る、必要であるとさきの一般質問での答弁にもあ

りました。ネットがつながりづらい環境にある学

校についてどのように対応していくのかお聞きい

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） プログラミング教育

におきましても情報活用能力の育成を図るという

観点からいいますと、各学校においてはコンピュ

ーターや情報通信ネットワークなどの情報手段、

またこれらを日常的に、さらにまた効果的に活用

するために必要な環境を整えていかなければなら

ないというふうに考えております。

議員から御心配をしていただいておりますけれ

ども、インターネットの障害については、情報量

が多い校務処理で障害が出るというようなことを

先ほどお答えさせていただきましたけれども、パ

ソコン教室でインターネットを活用した情報の閲

覧や比較的データ量の少ないダウンロード操作に

つきましては、それほど現状授業に支障を来して

いるというようなことは学校からは聞いていない

ところですけれども、いずれにしましても校務支

援等につきましては支障が出ているという状況が

ございますので、通信環境改善に向けて、先ほど

も申し上げましたけれども、携帯電話通信会社等

と検討しながら、利用できる手段等を模索してい

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） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ＩＣＴ教育につい

ては、現在もこれからも将来的にも大きなウエー

トを占めるというふうに思っておりますが、各学

校の機器というのですか、備品の配置については、

予算の関係もあるのでしょうけれども、一律にと

いうふうにはなかなか進まないというふうに思う

のですけれども、つながりづらい学校がある一方

でタブレットがあるような学校もあるとお聞きし

ているところですけれども、配置基準については

どのようになっているのかお聞きいたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 今特に学校のＩＣＴ

環境の整備ということで、普通学級のケースと特

別支援学級のケースということで、今モデル的に

試験といいましょうか、学校現場でいろいろ検討
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していただいている状況にございます。その中で、

例えばタブレット端末につきましては、児童生徒

何人に１台ぐらいが適正なのかというようなこと

も含めて今検討させていただいておりますので、

その結果を見ながら順次整備をしていきたいとい

うふうに考えておりますけれども、今の段階では

やはりまず先に実物投影機ですとか、大型のモニ

ターなどを最初に整備していく必要があるのでは

ないかということで推進委員会の中でもお話をい

ただいていますので、年次的にということになる

と思いますけれども、整備は順次していければと

いうふうに考えているところです。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） 情報教育について

もスキー授業や水泳授業のようにＩＣＴの環境が

整った学校にスクールバスなどで送迎し、例えば

名寄大学や高校、中学校、機器のそろったそうい

うところに行って、１こまというのでしょうか、

１こまではもったいないので、半日とか学習する、

大学生と交流する、情報機器について先輩に習う

とか、そういうような名寄市の大学が非常に図書

館も充実しておりますし、インターネット環境に

ついても新しいものを取り入れている学校もある

と思われますので、そのようなことも何か考えて

いただきたいなというふうに思っております。

教育長に質問いたします。今働き方改革、そし

てコミュニティ・スクールについて質問してきた

ところでございますが、将来の名寄市に向かって

教育長の考えをお聞きしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今コミュニティ・スク

ールと働き方改革についての私の思いというので

しょうか、についてでございますけれども、最初

にコミュニティ・スクールについてお話を申し上

げたいと思いますが、御承知のようにコミュニテ

ィ・スクールにつきましては、智恵文小学校と智

恵文中学校における小中一貫コミュニティ・スク

ールのモデル校として取り組みを始めたのが契機

でございます。ことしの６月、名寄西小学校の導

入をもちまして、本市の全ての学校に学校運営協

議会が設置されまして、およそ５年間にわたって

の取り組みが実を結んだということでございます。

この間教育改善プロジェクト委員会を中心に、上

川教育局でありますとか市長部局との連携はもと

よりですが、文部科学省のコミュニティ・スクー

ルの促進事業の指定を受けて取り組みを進めてき

たところでございます。各学校ごとに特色あるコ

ミュニティ・スクールが設置しつつありますし、

また将来これが地域の活性化につながっていくも

のと、そんなふうにつながっていけばと考えてい

るところでございます。これまで御支援をいただ

きました各学校、それから地域の市民の皆さん、

関係機関の皆さんに改めて感謝を申し上げたいと

思っているところでございます。

先ほど部長から御説明ありましたけれども、現

在国では３年後目指して地域と学校が連携、協働

して行う地域学校協働活動を推進すること、また

その推進する体制である地域学校協働本部、これ

を設置することを目標に掲げているところでござ

いますけれども、本市におけるコミュニティ・ス

クールが本格的に機能していくというのは、これ

からの取り組みにかかっていると認識していると

ころでございます。したがいまして、各学校の地

域学校協働本部体制の整備と活動の充実に向けて、

今後改めて取り組んでまいりたいと思います。

そのためにも先ほど部長のほうからありました

地域コーディネーターの話でございますけれども、

この設置が極めて重要となります。今全ての学校

運営協議会に設置されているかといいますと、そ

うではありません。したがいまして、今後部長を

中心にして、学校教育課と、それと生涯学習課、

これが一体となって、学校と地域をつなぐいわゆ

る地域コーディネーター体制づくりに検討会議な

どを立ち上げて進めていきたいと考えているとこ

ろでございます。
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次に、働き方改革についてでございますが、何

といっても働き方改革の大きな狙いは、子供たち

に接する時間、それと授業改善のための時間を確

保するために教師の負担軽減を図ることが大きな

狙いとなっております。このため、コミュニティ

・スクールの大きな役割であります学校を地域ぐ

るみで支援するという活動を効果的に生かしなが

ら、先生方の支援活動にしっかりとつなげていき

たいと、こんなふうに考えているところでござい

ます。

また、本年度策定しました名寄市のアクション

プラン、あるいは部活動に関するガイドラインを

もとに、各学校の働き方改革の推進状況をしっか

りと捉えて、そして点検しながら、取り組みを充

実させていきたいと考えているところでございま

す。

また、先ほど高野議員から時間外の仕事が多い

のは、教職員の人数が少ないからではないかとい

うそんな御指摘をいただきましたけれども、現在

国で進めております働き方改革、この視点が２つ

ありまして、１つは教師への働き方改革への意識

改革、それともう一つは業務改善の実行という、

この２点なのであります。教職員の定数改善につ

いては、明確には打ち出していないという状況で

ございます。ただ、報道等にもありましたように

小学校の高学年における教科担任制の導入によっ

て、ある程度負担軽減はされると思うのですけれ

ども、まだまだ教員の定数改善が必要と考えてい

るところでございます。したがいまして、私ども

も都市教委連や都市教育長会議などを通しまして、

国に対して教職員の定数改善について要望してま

いりたいと考えております。

いずれにいたしましても、今後教育委員会と学

校一体となりまして、子供たちのために努力して

まいりたいと思いますので、議員の皆さんの御支

援もよろしくお願いを申し上げたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 高野議員。

〇１２番（高野美枝子議員） ただひたすらにこ

の名寄の地で住んだ祖先が大切にしてきたこの名

寄市、そして教育に対する熱い思いを私たちも次

の世代に残していくことが大切であると改めて思

っております。教育宣言都市名寄であり続けるた

めに、しっかりと子供たちの未来に対応できる働

き方改革、コミュニティ・スクールであることを

要望いたします。

次の臨時、非常勤の件つきましては、時間があ

りませんので、次回に譲りたいというふうに思い

ます。

ありがとうございました。以上で終わります。

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０２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。

ふるさと名寄の歴史をつむぐ取り組みについて

外２件を、山崎真由美議員。

〇３番（山崎真由美議員） 議長の御指名を受け

ましたので、通告順に従い、大項目で３点にわた

り質問をさせていただきます。

最初に、大項目１、ふるさと名寄の歴史をつむ

ぐ取り組みについてお伺いいたします。名寄市に

おいては、明治３２年、風連地区、翌明治３３年、

名寄地区、智恵文地区に開拓のくわが入り、以来

先人の努力と日々の営みにより１２０年の歴史を

積み上げてきました。令和となったことしから来

年にかけては、名寄市にとって開拓１２０周年と

いう大変意義深い年であります。

そこで、小項目１、開拓１２０周年を節目とし

た事業展開についてお伺いいたします。１２月１

日、風連地区においては、実行委員会主催による

風連開拓１２０周年記念住民の集い、歴史に学び

未来へ一歩が開催され、地域住民の手による歴史

の振り返りと未来へつなぐ思いを共有する機会と
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なりました。来年は、名寄地区の開拓１２０年に

当たることから意義ある年と捉え、事業展開の計

画についてお伺いいたします。

次に、小項目２、歴史をつなぐ取り組みについ

てお伺いいたします。歴史をつないでいく上では、

子供たちが地域の歴史について知ることが大変重

要であります。地域の歴史を学ぶ機会は、小学校

中学年社会科において設けられており、その中で

は教科書のほかに社会科副読本が用いられていま

すが、利用の状況についてお伺いいたします。ま

た、より身近な地域ごとに歴史を学ぶ機会や場面

があるのかについてもお伺いいたします。

小項目３、史跡や記念碑等の点検整備について

お伺いいたします。地域の歴史を後世に伝える史

跡や記念碑等の中には、長年の風雪により文字が

読み取りにくくなってきているものもあると思わ

れます。点検整備についての状況と今後の対応に

ついてお伺いいたします。

次に、大項目２、農業分野における労働力確保

策についてお伺いいたします。名寄市の基幹産業

である農業については、将来に向け、強い産業基

盤を培っていくことが望まれます。そこで、小項

目１、労働力確保に向けた取り組みの現状と受け

入れ態勢についてお伺いいたします。労働力確保

に向けた取り組みとして、外国人技能実習生受け

入れの状況と体制、名寄市での生活環境、特に住

環境の実態についてお伺いいたします。

次に、小項目２、農福連携による労働力確保に

ついてお伺いいたします。以前から農福連携推進

シンポジウム等も開催され、農福連携の課題や地

域ニーズに対する連携のあり方など、関係者の理

解も進められてきていると考えていますが、改め

て取り組みの状況についてお伺いいたします。

最後に、大項目３、スポーツを核としたまちづ

くりについてお伺いいたします。地方創生総合戦

略、名寄市総合計画（第２次）中期計画により、

スポーツを核としたまちづくりが進められてきて

います。この間、取り組みやすい概要や事業目標

値の達成状況及び経済効果についても報告され、

今後の取り組みに大いに期待しているところであ

ります。その上で、３点についてお伺いいたしま

す。

小項目１、行政とＮスポーツコミッションの連

携についてお伺いいたします。本年３月２８日、

Ｎスポーツコミッションが設立され、多くの取り

組みが進められてきていると思います。具体的な

事業展開の中で見えてきた官民連携組織としての

課題と将来展望についてお伺いいたします。

次に、小項目２、広く市民を巻き込んだ事業展

開についてお伺いいたします。大会誘致、合宿誘

致はもとより、日々の活動においても市民理解が

広がることは事業展開に欠かすことができません。

さまざまな年代や生活環境にあって、市民にとっ

ての身近な関係をどのようにつくり上げていくの

か、広く市民を巻き込んだ事業の展開についてお

伺いいたします。また、究極の目標として、健康

寿命延伸につながる取り組みについてもお伺いい

たします。

最後に、小項目３、スポーツと他分野の連携に

よる相乗効果についてお伺いいたします。行政視

察で訪れた金沢文化スポーツコミッションでは、

地域の伝統文化とスポーツの融合、連携による事

業展開を大いに進め、成果を上げていました。名

寄市におけるスポーツと農業の連携、またスポー

ツ合宿における防災訓練の実施など、スポーツと

他の多くの分野の取り組みを組み込むことでまち

づくりが一層進んでいくものと考えます。その相

乗効果が期待できるところについての見解につい

てお伺いいたします。

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） 山崎議員からは、大

項目３点について御質問いただきました。大項目

１の小項目１は私から、小項目２と３は教育部長

から、大項目２は経済部長から、大項目３は総合

政策部長からそれぞれ答弁させていただきます。
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初めに、大項目１、ふるさと名寄の歴史をつむ

ぐ取り組みについて、小項目１、開拓１２０周年

を節目とした事業展開について申し上げます。議

員が言われましたとおり、風連地区はことし、名

寄地区は来年が開拓１２０周年になります。風連

地区では、今月１日に地域住民の有志による実行

委員会形式で記念事業が開催されたと聞いており

ますが、行政としては開拓１１０周年に当たる年

に記念事業を両地区ともに行っていないことから、

来年開拓１２０周年を迎える名寄地区においても

式典等を開催をする予定はございません。

今後の行政における周年記念事業につきまして

は、平成２８年３月２７日に合併１０周年記念事

業を開催していることから、新名寄市誕生からの

周年事業としての展開が基本となると考えており

ます。

しかしながら、合併前の両地区の歴史を伝承し

ていくことも重要と考えておりますので、市広報

等を活用しながら、開拓１２０周年について広く

周知していければと思っております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 私からは、大項目１

の（２）と（３）についてお答えをいたします。

歴史をつなぐ取り組みについて、小学校におけ

る社会科副読本での歴史を学ぶ場面の取り扱いの

現状についてですが、小学校の社会科では第３学

年においては市町村を中心とする地域社会に関す

る内容を、第４学年においては都道府県を中心と

する地域社会に関する内容を取り上げております。

これらは、中学校で学ぶ内容との関連を考慮し、

地理的環境と人々の生活、歴史と人々の生活、現

代社会の仕組みや働きと人々の生活という３つの

区分に基づいて学習をします。

小学校中学年の教科書で事例となる地域は、ほ

とんどの場合他の地域のものであり、自分たちが

住む地域の事例は取り上げられていないことから、

地域学習をするに当たっては自分たちの住む地域

の事例を扱う副読本を活用することが必要となっ

てきます。名寄市においても社会科副読本編集委

員会を設置し、地域学習を効果的に展開するため

現場の先生方に現行の副読本の課題や改善点につ

いて意見をいただきながら、地域の実態に即した

副読本を編集しているところです。

令和２年度からの新学習指導要領に応じた副読

本においては、第４学年の学習の中で昔から今へ

と続くまちづくりを設け、名寄市の伝統や文化、

先人の働き方について記載をしています。この単

元では、名寄市に住み始めた人たちの暮らしの様

子を調べる史跡を訪ねて、開拓の様子について調

べる開拓の始まり、交通の発達について調べる交

通の発達、米づくりについて調べる米づくりと水、

用水路について調べる用水路をつくるで構成され、

単元のまとめには調べたことを整理する学習が位

置づけられています。また、アイヌの人たちの暮

らしや名寄市に私設天文台を設置した木原秀雄氏

について掲載し、様子の移り変わりだけでなく、

先人の苦労や願いについても触れております。今

後教育委員会としましては、新学習指導要領の狙

いに即し、子供たちが地域のこれまでの歴史的背

景や経過などに着目して、先人の願いや努力を考

えることができるよう副読本の活用をお願いして

まいります。

次に、小項目３、史跡及び記念碑の点検につい

てお答えをいたします。市内には、市の指定文化

財を初め先史時代の遺跡、明治期の開拓や教育、

交通の発祥の地など、地域の歴史や文化を後世に

伝えるために説明板や標柱を設置しております。

このほかにも開拓期以降にまちの基礎を形づくっ

た農業、工業、商業などの産業史、さらにはスキ

ー競技の発祥や大関名寄岩など、冬季スポーツの

歴史や偉人の功績をたたえるなど、多岐にわたる

分野について説明板などを設置してきております。

これらの点検整備については、不定期ではござい

ますが、適宜巡視などを行い、状況確認をすると

ともに、周辺の草刈りなどを行い環境維持にも努
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めています。

しかし、設置から３０年以上経過したものも多

く、経年劣化により文字等が薄れ、読みづらくな

っているものや風雨や雪害による破損があるもの

も実情でございます。今後も限られた予算の中で

はありますけれども、破損した説明板などについ

てその都度修繕をするなどの対応をとっていきた

いと考えておりますので、よろしくお願いします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 続きまして、大項目

の２、農業分野における労働力確保策について申

し上げます。

初めに、小項目の１、労働力確保に向けた取り

組みの現状と受け入れ態勢についてでありますが、

農業者の高齢化や後継者不足などにより労働力不

足が課題となる中、本市におきましては平成８年

度から外国人技能実習生を受け入れ、農業生産を

通じた機能移転の取り組みが進められております。

特に人手を必要とする畑作物の生産におきまして

は、労働力としても重要な役割を果たしており、

実習生、受け入れ農業者双方に大きなメリットと

なってございます。受け入れ実績では、ピーク時

には６１戸の農家で１００人を受け入れておりま

したが、本年度は２８戸５１人と減少傾向にござ

います。

受け入れ態勢につきましては、ＪＡ道北なよろ

が監理団体となり、送り出し機関や受け入れ農業

者との調整のほか、技能実習計画に基づき適切に

作業が行われるよう専任職員を配置し、指導、相

談に当たっております。また、地域では実習生の

技術、生活指導と友好親善を図ることを目的に、

受け入れ農業者による協議会を設置し、住環境の

整備や生活指導などに当たっております。現在の

市の支援といたしましては、受け入れ協議会の運

営に対して財政的な支援に取り組むとともに、宿

舎として旧教員住宅を無償で貸し付けを行い、受

け入れ態勢の整備と負担軽減に取り組んでいると

ころでございます。

次に、小項目の２、農福連携による労働力確保

について申し上げます。農業分野では、高齢化な

どによる労働力不足が課題となる一方で、福祉分

野におきましては農業を通じて得られる心身のリ

ハビリテーション効果や共同作業による社会参加

の促進効果などが評価されており、農業分野と福

祉分野が相互に連携し、障がい者などが農業生産

活動に携わる農福連携が推進されてございます。

本市における取り組み状況といたしましては、

福祉事務所が障がい者などによる農作物の栽培、

加工、販売をしている事例や農業者が障がい者を

従業員として雇用する事例、福祉事業所と農業者

が連携し、農作業を受託して請け負う例などがあ

り、市内においても既に４つの福祉事業所などで

取り組みが行われており、養護学校の実習として

も取り組まれております。今年度の農作業従事の

受け入れ実績といたしましては９戸になっており、

労働力不足への対応として、その一部を補完する

取り組みと捉えております。

現状の課題といたしましては、福祉サイドとし

ては通年を通しての作業でないこと、作業に携わ

ることができる障がい者が不足していること、作

業に同行、指導する職員が確保できないこと、作

業内容が多岐にわたり指導が難しいなどが課題と

して挙げられております。また、農業サイドにお

きましては、実際の受け入れに対しての不安や指

導などに伴う負担が懸念されることなどが課題と

して挙げられます。

市といたしましては、農福連携に対して理解を

深めるための研修会を本年２月に開催したところ

でありますが、今後も継続した情報提供に取り組

み、障がい者雇用に対する理解を深めていくとと

もに、福祉事業所などと農業者とのマッチング支

援の取り組みを進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 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



－166－

令和元年１２月１９日（木曜日）第４回１２月定例会・第４号

目３、スポーツを核としたまちづくりについて申

し上げます。

小項目１、行政とＮスポーツコミッションの連

携についてですが、市内の民間企業も含めて多く

の団体に加入していただき、各種事業に現在取り

組んでおります。行政とコミッションの連携につ

いては、教育委員会、経済部、総合政策部の部長

がコミッションのメンバーとして参画をしており、

青少年教育・人材育成部会、市民健康増進・いき

がい・福祉振興部会、地域経済活性化部会の３つ

の部会に所属し、事業の調整、サポート役として

の役割を果たしています。また、事務局は、スポ

ーツ合宿推進課と産業振興課が担っており、事業

の進捗管理、渉外、広報、情報発信を行っていま

す。組織の課題としては、持続可能な組織づくり

とそれに必要な財源を確保することが挙げられて

おります。

次に、小項目２、広く市民を巻き込んだ事業展

開について申し上げます。国は、第２期スポーツ

基本計画でスポーツ立国の実現を目指しておりま

す。基本計画において国民がさまざまな形でスポ

ーツに参画できる機会を創出する取り組みが進め

られております。また、北海道スポーツ推進計画

では、北海道らしくスポーツをする、見る、支え

るを基本方針の一つに掲げ、スポーツ王国北海道

の実現を目指しています。

本年３月に設立したＮスポーツコミッションで

最初に取り組んだのは、市民がスポーツとどのよ

うにかかわっているのかを可視化したスポーツオ

ブライフを作成し、これに基づき必要な事業、進

めるべき事業を選択し、一人でも多くの市民が生

涯にわたり、豊かなスポーツライフを送れるよう

な事業の組み立てを検討してきました。コミッシ

ョンの中で意見が一致したのがスポーツと最初に

出会う機会である幼児期が大切だということであ

ります。現在親子参加型のスポーツイベントなど

を実施して、生涯にわたりスポーツを楽しむ市民

を徐々にふやしていきたいと考えております。ま

た、手軽に楽しめて運動効果が高いノルディック

ウオークなどを推奨し、中高年のスポーツ愛好家

をふやし、健康寿命を延ばしていくことを積極的

に推進してまいります。

また、身体的、精神的、社会的に良好な市民が

暮らす街、街の資源を利活用し、産業・経済が好

循環する街、新たな価値や良い人材を生み出し、

日本・世界に提供していく街といった３つのビジ

ョンを掲げ、スポーツを通じた地域づくりの実現

を目指してまいります。

次に、小項目３、スポーツと他分野の連携によ

る相乗効果について申し上げます。スポーツと他

分野の連携による相乗効果の一つとして、スポー

ツに関心がなかった方へスポーツに対する意欲向

上につながる効果があると考えられております。

金沢文化スポーツコミッションが取り組んでいる

地域伝統文化とスポーツを融合させたイベントは、

まさにスポーツの魅力やスポーツの可能性を広く

伝えるものだと考えます。

スポーツとの融合には、地域伝統文化のほか健

康、ファッション、ＩＴ、エンターテインメント、

観光などがありますが、Ｎスポーツコミッション

では農業や食との融合について一部事業を実施し

ております。スポーツと食の融合については、モ

チ米を使ったアスリートフードを試作しており、

今年度中には完成させて、販売を行いたいと考え

ております。また、スポーツと農業については、

例えば冬はウインタースポーツを楽しみながら、

夏は冬の資金を稼ぐために農業関連の仕事につく

など、農家の繁忙期における慢性的な人手不足を

解消するためのマッチング事業や移住政策にも絡

めて計画を検討しております。今後もスポーツの

幅広い可能性を生かしながら、スポーツ文化を醸

成させていきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再度質問をさせていただきます。
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まず最初に、大項目１のところで質問をさせて

いただきました周年事業についてであります。開

拓からの周年事業ということについては取り組ま

ない旨の御答弁をいただきました。特別周年事業

についての計画が伝わってきておりませんので、

そのように受けとめるところではあるのですが、

御答弁の中にもありましたように広報等によって

開拓からの１２０年の歴史をつむいできたその年

がことし、来年に当たるのだということについて

の市民への周知については行っていかれるという

ことでありました。例えば隣の美深町では、もう

１２０周年済んでおりますけれども、ポスターを

掲載したり、もともとあるいろいろな大会に１２

０周年記念というような少し冠的な扱いをしたり

ということで、大きな事業をする上に必要な町民

との気持ちの醸成を図られてきているところも目

の当たりにしているところであります。広報だけ

ではなく、名寄市としても何か方策を講じていた

だきたいなというふうに思っておりますが、ステ

ッカーとかいろんな方法についてお考えいただけ

るかどうかお伺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） 今山崎議員のほうか

ら例えば美深のような冠大会の誘致ですとかそん

な取り組みができないのか、ポスターの掲示とか

できないのかということのお話だったかというふ

うに思いますけれども、先ほども少しお話ししま

したけれども、本市におきましては合併前の両地

区の開拓が１年ずれているという点も十分配慮し

ながら、なかなか記念事業ですとかいろいろな大

会の冠事業というようなことにつきましては、財

政的なこともございますし、過去の歴史を十分配

慮しながらやっていきたいということで、先ほど

も言った広報ですとかそういった面で、名寄市の

広報等を通じてしっかりと周知をさせていただき

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） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 感情に十分配慮して

ということについては、私も理解させていただく

ところであります。その上で、なおかつ史実とし

てあったものについてはしっかり伝えていくとい

うことで、子供たちへの歴史にかかわるところの

教育ということも大事になってくるかと思ってい

ます。

先ほど河合部長から御答弁いただきましたよう

に小学校ではこの社会科の副読本を使っていて、

授業が進められているところもあって、この中に

は確かに何年にどんなことがあったかということ

も書かれておりますので、その中で史実としてい

ろいろなものを学びながら進んでくるというふう

に思っておりますけれども、その史実について地

域としての共有をするようなところで、授業その

ものということよりもコミュニティ・スクール、

先ほどもいろいろやりとりがありましたけれども、

地域とともにその歴史を育む、確認していくとい

う動きがあるのではないかと思っておりますが、

その点についていかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 河合教育部長。

〇教育部長（河合信二君） 社会科の副読本の内

容といいましょうか、特にそれぞれの地域の歴史

を副読本の中ではなかなか表記というか、明記で

きていないというか、そういう御質問かなと思う

のですけれども、やはり副読本自体が小学校３年

生と４年生の分を総体的に新学習指導要領に沿い

ながら作成しているということもございまして、

なかなか各地域ごとの今までの歴史等まで反映で

きていないという状況はございますけれども、そ

の副読本を補う対応といいましょうかということ

で、名寄には例えば平成１６年に北国博物館で

「名寄はじめて物語」ですとか、そのほかにも当

然名寄市史、風連町史、さらには北海道開発局が

発行しております「天塩川と共に～写真につづら

れた人々の記録」ですとかで、古いもので名寄の

民話が学ぶことができます「名寄むかしむかし」

ですとか、風連地域の歴史が学べる「赤い川」な
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ど、さまざまな歴史に関する書物が作成されて、

各学校に配られているという状況もございますの

で、そのような資料等も参考にしながら、それぞ

れの地区の歴史については学んでいっていただき

たいなというふうに考えているところです。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） たくさん子供たちの

周りには地域の歴史を知る教材になるものがあり

ますので、ぜひそういうものを有効に活用してい

ただきたいと思いますし、その事実を知る中でふ

るさと名寄で育っていくというその感覚を醸成し

ていただいて、どこで暮らすことを選んだとして

もここで育ったことに誇りの持てる人に育ってい

ただきたいなというふうに思っています。

先ほど中村部長からもありましたように、どう

しても開拓に入られた年が１年ずれておりますの

で、この後の考え方についてもすぐには一つに決

めることはできないというふうには思っているの

ですが、正解はなかなかないと思ってはいるので

すけれども、納得できる回答を徐々に名寄市のこ

れからの営みの中でつくり上げていくということ

も必要ではないかというふうに思っています。そ

のことについて、開拓をどこに定めるかという、

そういう具体的なことではありませんが、名寄市

の今までの歴史を総称してどのようにこれから、

例えば周年事業も出てこようかとは思いますが、

つないでいっていただけるのか、行政のトップで

あります加藤市長の現段階での見解について、開

拓にかかわるところから名寄市、新市として合併

するに至ったところまでの歴史をこの後どのよう

に大切にしていただけるかにつきまして市長の御

見解をお伺いしたいと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） それぞれ風連町あるいは

旧名寄市、その前の名寄町、上名寄村という、あ

と智恵文とかという、そういったそれぞれの自治

体の歴史があって、それぞれに開拓の歴史があり、

それぞれ先人の皆さんが御苦労をされて、現在一

つの自治体になっているという、それぞれの歴史

をしっかりと残していくということがまず大事だ

ろうというふうに思います。その中で、あえて名

寄市として開拓がいつなのだということをうたっ

ていくということがよろしいのか。それぞれの地

域でそうした歴史があったということをしっかり

と伝えていくということがまずは大事なのかなと

いうふうに思っています。その上で、合併１０周

年の式典が平成２８年にございましたので、これ

が一つのまた節目節目で、そうした歴史を振り返

っていく機会にもなるのかなというふうに思って

います。合併１０年のときにもさまざまなそれの

冠をつけた大会やいろんなイベントも行われたと

いうことでありまして、それを契機に改めてこれ

までの歴史を振り返りつつ、これからの歩みを進

めていく大きな節目をそうしたところでつくって

いくということになるのかなというふうに考えて

います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それぞれの地域の歴

史を史実としてしっかり受けとめていくというこ

とについて、それはもっともな話だと思いますし、

新市になってからの取り組みを大事にしていくと

いうことについても異論があるわけではありませ

ん。やはりここで営みをともにしている人同士が

その関係性の中でしっかりチームワークを組んで、

ことしはラグビーのワールドカップもあって、ワ

ンチームという言葉が出てまいりまして、大きな

成果を上げていると思いますが、名寄市ワンチー

ムということ、この令和元年の終わりに当たって

特に必要な言葉であると思いますので、史実にの

っとったところでの心合わせを再度確認していき

たいなというふうに私自身も思っております。そ

のことにつきまして歴史を伝える表示板ですとか、

そういうものについての今後の対応についてはよ

ろしくお願いしたいと思います。

大項目２のほうに質問を移らせていただきます。

中国からの技能実習生ということで市からの対応、
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助成金についての対応ですとか住居環境について

の対応については先ほど御答弁いただきました。

教員住宅については、大変古くなってきている部

分があろうかと思いますが、その点で環境的にい

かがでしょうか。もう一度この点についてお伺い

したいと思います。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 特に智恵文地区に受

け入れが進んでいるということであります。市で

貸与しているものもあれば、地域の中で住宅を確

保して、住むところとして提供しているのもあり

ます。市から提供している住宅についても決して

新しくない、古い建物ということでありますけれ

ども、市はこの住宅などを管理する協議会のほう

に財政的な支援もさせていただきまして、その中

で今地域の中で修繕等もしながら運営いただいて

いる状況にあるということで御理解をいただけれ

ばと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 住宅については、そ

の都度対応していただいているということであり

ました。その住宅から少し考え方を広くしたとき

に、ＪＡ道北なよろさんからも要望書が上がって

いたと思いますが、農業研修にかかわるところの

宿泊施設というものについて、実は農業にかかわ

らず名寄市には子供たちも含めて宿泊研修を行う

ような青少年の家ですとか、そういう建物が今ま

でない中で進んできていると思います。今回は特

に農業研修宿泊施設ということに特化させていた

だきますが、智恵文地区においても近い将来必要

になってくるのではないか、あったほうが取り組

みが一層進んでいくのではないかと思いますが、

この点についていかがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 智恵文地区を中心と

したこの中国人実習生の受け入れについては、こ

れは私どもはすごく進んだ取り組みだなというふ

うに実は受けとめています。今外国人、新たな在

留資格なんかも出てきていまして、この中で道な

ども地域として配慮すべきところ、あるいは留意

すべきところの一つとして、今山崎議員が言われ

たように住むところの確保というのありますし、

その来た方たちとのコミュニケーションをとるこ

と、あるいは地域としてしっかり受けとめるのだ

という、そういったところが示されているわけで

ありまして、今ＪＡ道北なよろが取り組んでいる

取り組みは、まさに地域で協議会を立ち上げて受

け入れているということですから、道の考えを示

すそれに先んじてすばらしい取り組みが行われて

いるということで私ども受けとめているところで

あります。

問題の住宅ということでありますけれども、先

般農協から要望という形でありましたけれども、

ある意味政策提言でもあったのかなと受けとめさ

せていただいております。改めて内容を確認させ

ていただきましたけれども、今すぐこの住宅に困

るということではないという話であります。ただ、

これを将来的に考えたときに、やはり今の住宅も

かなり古くなっているということと、古い住宅を

手を入れるのであれば、あわせてもし遊休施設等

があればその活用なども含めてぜひ検討いただき

たいという内容でありましたので、ここは一市一

ＪＡの強みを生かしながら、今後ともＪＡとしっ

かりと協議をしながら、どのような形が望ましい

のか検討、研究を続けさせていただきたいと思っ

ておりますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 地域の協力なくして

進まないものであるということについては十分了

解いたします。やはり智恵文地区においての中国

人、外国人技能実習生の方の受け入れについては、

ここ数年ということではなく、かなり年数をかけ

ていろんな取り組みをしてきていただいていると

思います。かつて私も智恵文小学校で勤務させて

いただいておりましたときに、中国人技能実習生
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の方が学校にギョーザのつくり方や中国文化につ

いて話しに来てくださったこともあって、それは

技能実習生の受け入れということではありますけ

れども、地域のつながり、それからそこから派生

する子供たちへの大きな影響力というものについ

てもいい意味での影響を受けさせていただいたこ

とがありますので、ぜひ一朝一夕に進むことでは

ありませんけれども、宿泊施設についても御検討

を加えていただきたいなというふうに要望して、

お願いしたいと思っております。

それから、農福連携についてでありますけれど

も、ことし２月に研修が持たれたということであ

りました。一昨年になると思いますが、農水省か

らも来ていただいて、連携にかかわるところの機

運ですとか、それから相互理解が進むような取り

組みについても研修会、シンポジウムが持たれて

います。加藤市長にもシンポジストで御出席して

いただいて、貴重な御提言もいただいているとこ

ろも一緒に参加させていただいておりますが、そ

の機会についてはやはりもっと回数があってもい

いのではないかというふうに思っていますが、い

かがでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 臼田経済部長。

〇経済部長（臼田 進君） 農福連携の取り組み

について、山崎議員が今言われたように、そうい

ったセミナーの場については民間のほうが先んじ

て実施をしていただいたというのがありました。

先ほど紹介いただいた農水の方が来ていただいた

のもありましたし、ＪＡが主催をしながら取り組

んだのもありました。さらには、昨年については、

ことしになりますけれども、それは市のほうで主

導しながら取り組みをさせていただいたというこ

とであります。

今後もこういった取り組みについては当然続け

ていかなければいけないという認識は持っており

ますけれども、もう一方で広く周知をするという

部分と、さらにもう少し突っ込んだところの議論

というか、周知の取り組みも必要なのではないか

なというふうに思っています。現状の事業所の通

っている方の人数ですとか状況を考えると、数的

に多く膨らむのかというと、そこには少し限界が

あるのかなという受けとめをしていますけれども、

実際に使っている方から聞きますとやはりまだ不

安があるのだというところなどもありますので、

そういった意味では質的に向上させるですとか、

あるいはことしはちょっとわかりませんけれども、

去年は市外のところに働きに出していたというの

がありますので、そういった意味でのミスマッチ

みたいなものはないか、そういったところもさら

に調査をして、具体的などういう声があるのか、

それはどうすれば改善できるか、少し一歩踏み込

んだ調査をさせていただきたいと思いますので、

御理解いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 臼田部長おっしゃる

とおりであると思います。広く周知をして、広く

市民が理解をするということとともに、農業分野

の方、それから福祉分野の方、それぞれが自分の

抱えている課題について共有するということも大

変重要でありますので、その部分で突っ込んだ対

応がということに言葉が使われているのだという

ふうに思います。何カ所かの事業所、それから何

件かの農家の方に直接お話を伺いましたところ、

まさしく今臼田部長からお話があった内容のこと

が具体的に出てきました。それについてどうする

かということの対応を取りまとめていくといいま

すか、間に入るのはやはりＪＡさんだったりとい

うことはあると思いますが、その機運をつくって

いくというまちの行政としての役割があろうかと

思いますので、その部分についてはぜひ回数を重

ねていただく中でマッチングがうまくできるよう

な取り計らいをお願いしたいというふうに思って

おります。よろしくお願いします。

それから、大項目３で質問させていただきまし

たスポーツを核としたまちづくりについてであり

ますが、まさしく今活発に動いていただいており
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ますＮスポーツコミッション、一昨日もセミナー

があって参加させていただきまして、一番小さい

年齢の参加者、小学校１年生だったと思います。

それから、７０歳代の方もいらっしゃったのでは

ないかと思いますが、そういう幅広い対象者に対

していろいろなメニューを提供していただいてい

るということについては、本当にこの後の動きが

楽しみになってきているところではありますが、

本日の新聞の中で本市の特別参与スポーツアドバ

イザーを務めていただきました阿部雅司さんが軸

足を札幌市に移されるということが発表になりま

した。これは、記事の中身を読みますと今までの

名寄の取り組みがなくなるわけではないと、継続

していくということを条件に決めたというふうに

話してくださっておりますので、少し安心もして

いるところではありますけれども、やはりちょっ

と不安を持つ方もいらっしゃるのではないか。一

番不安に思っているのはジュニアアスリート、直

接指導を受けていた子供たちではないかと思って

いますが、この点について今後の見通し、大きく

は話せないと思いますが、今わかっている段階で

の見通しについてお伺いしたいと思います。

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） 今阿部雅司さん

のことについて質問いただきました。まず、ここ

はぜひ議員の皆様方にも市民の皆様方にお伝えい

ただきたいというふうに思うのが阿部さん本人の

思いというのを正確に我々も伝えたいというふう

に思っておりますので、阿部さんはメダリストと

して会社員になって、その後名寄での活躍を今回

評価されてということで、ゆかりもない名寄でこ

んなに大事にしてもらって、名寄に対して本当に

感謝の気持ちが非常に強いです。そこはぜひとも

我々も市民の皆さん方にお伝えしたいというとこ

ろと、阿部さんが２０３０の札幌冬季五輪パラリ

ンピック招致の活動に今までもそこには自分も注

力したいという思いがあって、今回たまたま札幌

からお声かけをいただいたといったときに、名寄

での活動を条件に、活動継続を条件に協力させて

いただけるのだったらということで今回は調整を

させていただいたというところですので、記事等

に記載されておりましたけれども、引き続き名寄

では同じような活動をしていただけるということ

があります。それから、Ｎスポーツコミッション

の関係についても、現状アドバイザーとして入っ

ていただいておりますが、新年度以降も引き続き

Ｎスポーツコミッションではアドバイザーという

ことで力を発揮していただくいうことになってお

ります。

ジュニアの強化につきましては、それは阿部さ

んもそこについてはしっかりと顔を出して、ジュ

ニアの強化には携わっていくという思いを伝えて

いただいておりますので、新年度以降も、阿部さ

んはジュニア指導には直接かかわっていくという

ことになると思います。それプラス阿部さんとお

話をさせていただいたときには、ナイトラン、雅

司ナイトランありますけれども、そういった市民

レベルの交流の中で評価されている部分もあって、

阿部さん的にはそういったかかわった市民の皆さ

ん方を悲しませたくないという思いがあって今回

条件をつけたわけですけれども、ナイトランの水

曜日、これもぜひ顔を出して、一緒に走る機会を

どんどんふやしたいというふうに申しておりまし

たので、あわせてお伝えをさせていただければと

思います。

以上です。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 阿部雅司さんは、単

にゴールドメダリストというだけではなくて、本

当に幼少期からのスポーツ経験と人間性のすばら

しい方でありますので、これはＮスポーツコミッ

ションアドバイザーということでありますが、や

はりシンボル的な方ではないかと思っております。

特にジュニアの選手にしてみれば、すぐ身近なと

ころに自分の目指すべき姿があるということで、

本当に大きな力強い存在でいてくださったという
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ふうに思っています。であるからゆえに、あえて

お尋ねしたいところがあるのですが、それはやは

りどうしても時間的に制約されてくることはいた

し方ないのかなというふうに思っている中で、ジ

ュニアアスリートの育成、スポーツアカデミーも

開催というふうに伺っております。具体的にどん

な計画をお持ちでしょうか。

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） 新年度の事業と

いうことで、Ｎスポーツコミッションの中で議論

をさせていただいておりますけれども、名寄で来

年以降展開していきたいというふうに準備を進め

ているのは、種目に関係なく希望する子供たちを

集めて、いろいろな訓練、トレーニングを用意し

ながら、身体的な能力を向上させていくというよ

うな塾のようなものを展開していきたいというふ

うに考えておりまして、そこには阿部雅司さんも

当然絡んで活動していただくと。

あと、時間的なお話もありましたけれども、わ

かりやすく日数で考えると隔週で３日、月に６日

程度を名寄にお越しいただきながら活動をいただ

けるような今考えでいるということで、例えばあ

とイベント等が入ったときには、そこには引き続

きその３日とかということではなくて、必要な期

間については名寄にいていただけるというような

形で活動を担っていくのかなというふうに今考え

ております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 具体的な日数もお知

らせいただきました。

多種目でということもあります。やはりこれは

Ｎスポーツコミッションのほうでいろいろな部分

の競技団体との連携ということも考えていかない

と、でき上がってこないのかなというふうに思っ

ております。既に子供たちにはこのスポーツアカ

デミーのチラシが渡されておりますので、それで

もうでき上がっている中身なのかなと思って質問

させていただきましたが、その連携の部分につい

て、小項目１の質問でもある行政とＮスポーツコ

ミッションの連携、さらに他の競技団体との連携、

その部分についての連携を今お話しできる範囲で

結構ですが、どのように考えていらっしゃいます

でしょうか。

〇議長（東 千春議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 １時５２分

再開 午後 １時５３分

〇議長（東 千春議員） 再開いたします。

石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 今回取り組むも

のについては、種目という概念が余りなくて、個

々の子供たちの運動能力を向上させるということ

が目的で取り組ませていただきますので、各種目

の団体との連携というのはそんなに今意識はして

おりません。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） それでは、あえてお

尋ねします。Ｎスポーツコミッション、３年後、

自走化するということを目標に掲げておられます。

３年後の自走化の目指す姿、あるべき姿をどのよ

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） まず、自走化の

実現させるために何が必要かというのは、やはり

必要な財源が確保できる団体でなければならない

というふうに考えております。この財源について

は、いろいろな形があるのだと思いますけれども、

例えば観光業などの資格を取得して、旅行商品を

販売して収益を上げていくというような方法も考

えられますし、スポーツ施設などの施設管理を担

っていくというような方法もいろいろ考えられる

のだと思います。

将来展望ということでありますけれども、コン

セプトということであれば、Ｎスポーツコミッシ

ョンのコンセプトですが、世界に誇れる雪、自然

環境、冬季スポーツ施設を活用し、スポーツを通
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じた地域づくりで官民さまざまな団体等で相互に

関与、連携し、事業を推進していくことで名寄市

の活性化を実現していく、これがみんなで考えた

コンセプトでございます。それを踏まえて、先ほ

ども答弁させていただきました３つのビジョンと

いうことで、ビジョンを３つ掲げております。ち

ょっと議員の質問の言葉をおかりして大変恐縮で

すけれども、今現在のメンバーでワンチームにな

って、しっかりと取り組みを推進していくという

ことですけれども、このワンチームが少しずつ仲

間をふやして、大きくなっていけるように努力し

ていかなければならないというふうにも考えてお

ります。そのためには情報発信、こちらも非常に

重要になってくると思っておりまして、現在情報

発信を担当していただく職員も抱えながら、ＳＮ

Ｓ等いろいろなツールを活用しながら、今現在情

報発信に努めているところでございます。

あと、Ｎスポーツコミッションの役割というの

が先ほど申し上げましたコンセプト、ビジョンを

据えた取り組みを続けて、やはり体を動かす市民

の皆さんのきっかけづくりをしっかりとつくって

いかなければならないというふうに考えておりま

して、最終的には前回の定例会でも私申し上げた

かもしれませんが、体を動かすことが名寄市民に

とって空気のような存在になってくれるような取

り組みをしっかりと続け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） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） この後の自走化に向

けた取り組みの姿についてお話しいただいたとい

うふうに思っています。やはり自走化をするとき

にどうしても財源確保のところがキーになってく

るかなというふうに思っておりますし、行政の担

当課がかかわることで安定する反面、行政の担当

者にいつまでも頼って、そこから自走化といいま

すか、独自に事業を推進することが難しいという

例もたくさん見てきているわけであります。

その中で、ことし会派の視察として金沢市の文

化スポーツコミッションのほうに視察に出させて

いただいたのでありますけれども、やはりスポー

ツだけでの財源確保ということについて難しいと

ころがあるので、観光と一体化してということで

すとか、大会誘致にしても来ていただく方に、例

えば名寄市は農業の盛んなおいしい農作物がふん

だんにとれる土地でありますので、農業体験を通

して農業と観光、そことつないでいただくとか、

そういうことについても逆に金沢市の方から提言

もいただいて帰ってきているところでありますの

で、ぜひ具体的なところを１つずつ進めていって

いただきたいなというふうに思っています。

もう一つ、ワンチームという言葉にこだわるわ

けではありませんが、尋ねさせていただきたいの

ですが、去年のこの４定のときに北海道で進めて

おられるスポーツコンソーシアム事業で医科学サ

ポートの話を質問させていただきました。そのと

きに栄養、それから医学的なサポート、子供たち

の、特に中学生、高校生の身体的な機能の面から

検証をして、スポーツのよりよい環境づくり、そ

れから競技力向上につなぐというところでの質問

をさせていただきまして、名寄版に取り組むとい

うお話をいただいていたところでありますが、Ｎ

スポーツコミッションの取り組みの中も含めて、

そういう計画についてはいかがでしょうか。

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） スポーツ医科学

という観点で考えると、これからもジュニアアス

リートの血液検査であるとか体の分析という部分

では、今後も病院と連携して、継続して続けてい

くというような今考えでおります。

あと、大学については、Ｎスポーツコミッショ

ンの委員に大学の先生も入っていただいておりま

すので、どういった部分で大学がかかわりを持っ

ていただけるのかという学内の調整も含めて今相

談はさせていただいているところですので、ちょ

っと大学の部分については具体的なお話は今でき
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ませんけれども、病院との連携についてはそうい

った血液検査等でのまずはつながりを持ちながら

連携していきたいというふうに考えております。

〇議長（東 千春議員） 山崎議員。

〇３番（山崎真由美議員） 単にジュニアアスリ

ート育成だけを求めての質問ではもちろんありま

せんので、これが子供たちの将来につながる、名

寄市のまちづくりの将来につながるということに

ついては、特に今後も見させていただきたいと思

いますし、お願いもしたいと思っております。

以上で質問を終わらせていただきます。

〇議長（東 千春議員） 以上で山崎真由美議員

の質問を終わります。

名寄市の今後について外１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２点についてお尋ねをしてまいります。

１つ目、名寄市の今後について伺います。こと

しは、振興公社不正資金調達、社協介護事業所介

護報酬不正受給、王子マテリア工場集約化、これ

からの名寄市にかかわる大きな出来事が相次いだ

ところであります。名寄市総合計画（第２次）中

期実施計画の見直しがされ、示されましたけれど

も、重点プロジェクト事業として取り組んでいる

３本柱にも大きな影響を及ぼすのではないかと危

惧されるところであります。市内外からは、名寄

はどうなってしまうの、名寄は大丈夫などの不安

の声が数多く寄せられているところであります。

市長任期も折り返しとなるこの時期、これからの

まちづくりについて、どのようなまちづくりを目

指したいのか明確に示すことが求められるのでは

ありませんか。事案に対する詳細な報告とともに、

今後名寄市が向かうべき方向をはっきりと示すべ

きではないでしょうか。

市の財政に大きな影響を及ぼすであろう振興公

社の問題では、過去に生薬公社問題があり、歴史

に学ぶ必要があるのではないでしょうか。福祉の

土台が揺るぎかねない社協問題では、法令遵守、

そして高齢者施策の推進が求められています。地

域経済に多大な影響をもたらすであろう王子マテ

リア工場集約化問題では、人口減少は購買力の低

下にもつながります。自衛隊や大学があるだけで

大丈夫なのか、こんな声もあるところであります。

そこで、１点目、冬季スポーツの取り組みにか

かわって伺います。冬季スポーツの拠点となるピ

ヤシリスキー場、ピヤシリシャンツェ、健康の森

などを運営管理する株式会社名寄振興公社のあり

方については、特別委員会により審議が進められ

ていますので、そこに委ねたいと思いますが、冬

季スポーツの取り組みを中断させないとして、専

門家を迎え取り組みが進められています。地域住

民の満足度アップの取り組みが求められるところ

でありますが、市のお考えをお聞かせいただきた

いと思います。

小項目の２点目、福祉の充実したまちづくりに

かかわって伺います。子育て世代包括支援センタ

ー、障がい者支援のための基幹相談支援センター、

高齢者包括支援センターなど、今定例会でもそれ

ぞれ具体的な提案がされていますけれども、それ

ぞれの支援が連携されることが求められるところ

であります。特に高齢者施策の推進を求めるもの

でありますが、ケアプランの作成の有料化は見送

りとなりましたけれども、負担増など介護保険制

度の見直しも進められようとしています。こうし

た中で、名寄市の福祉の充実をどう進めていかれ

るのか伺います。

小項目の３点目、地域経済の維持、活性化にか

かわって伺います。農業も含めてまち全体の経済

状況の把握、基幹産業である農業はもちろんのこ

と、市内経済の活性化の維持に欠かせない市内企

業の位置づけについて関係機関とのさらなる綿密

な連携が必要と考えますが、行政のイニシアチブ

が必要ではないでしょうか。市のお考えをお聞か

せください。

大項目２点目、名寄市史編さんについて伺いま

す。歴史に学ぶ必要があるのではないでしょうか。

生薬公社問題によく似ているとの指摘を受けて、
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名寄市史を学んでまいりました。支配人が１人で

行った、チェック体制が不十分であった、詳細に

記載されているところであります。旧風連町との

合併時にかかわっておられた方々、前回の市史編

さんにかかわってこられた方々も記憶に残ってい

るうちに、関係者の皆さんが健在でいらっしゃる

この時期に編さんが必要と考えます。そこで、前

回編さんから３０年、開基１２０年を迎え、平成

の合併史となるであろう名寄市史編さんの考えに

ついてお聞かせをいただきたいと思います。

以上、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） 石橋総合政策部長。

〇総合政策部長（石橋 毅君） 川村議員からは、

令和元年最後の一般質問で大項目２点にわたり御

質問いただきました。大項目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については産業振興室長から、大項

目２については総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、名寄市の今後について、小項目１、

冬季スポーツの取り組みにかかわって申し上げま

す。議員御指摘のとおり、本年はいろいろな問題

が浮き彫りとなり、市民の皆様に多大な御迷惑、

御心配をおかけし、大変申しわけなく思っており

ます。現在公社が管理する施設は、冬季スポーツ

の推進に大変重要なものとなっております。ジャ

ンプ台などは既に大会が行われ、事前合宿も合わ

せると大きな経済効果が伴う施策となっており、

地域住民の理解も必要であると考えております。

本年３月に設立された官民連携組織であるＮスポ

ーツコミッションの役割もさらに大きくなると考

えており、地方創生推進交付金の認定も受けたこ

とから、来年度に向けても多くの市民に参画いた

だけるような施策展開とスポーツによるまちづく

りの機運づくりに努めてまいりたいというふうに

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） 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の福祉の充実したまちづくりにか

かわってについてお答えいたします。

名寄市の福祉の充実に向けては、現在名寄市子

育て世代包括支援センター事業を来年３月から開

始するため準備を進めております。また、名寄市

基幹相談支援センター設置に向け、設置条例を議

会に提案し、審議をいただいているところであり

ます。

健康福祉部が所管する主なセンター及び事業の

役割ですが、子育て世代包括支援センター事業に

ついては、現在保健センターで実施している母子

保健事業を基盤に、子育ての総合窓口としての機

能を持たせ、子育て応援プランを作成していく予

定であります。また、こども未来課などで行う子

育て支援センターやこども発達支援センター、子

ども家庭総合支援拠点事業などと連携をすること

で妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

の充実を図ることを目的に、来年３月から実施に

向け準備を進めているところであります。

基幹相談支援センター事業については、障がい

者の総合的な相談や支援を行う事業として、平成

２８年度より実施してきております。幼児期から

高齢期にわたるまでの年齢を問わず、また身体、

知的、精神の障がいのある方などが生まれ育った

この地域で安心して暮らしていけるよう、関係す

る障がい者施設などと連携し、支援を進めてきて

おります。来年４月からは、今後の広域的な相談

支援体制を見据え、総合相談拠点としての機能と

障がい者福祉サービスのさらなる充実に向け、進

めてまいりたいと考えております。

地域包括支援センターについては、高齢者が可

能な限り住みなれたこの地域で自立した生活を営

むことができるよう、地域住民の保健医療福祉の

向上、虐待防止、介護予防マネジメントなど、専

門職を配置して総合的に行ってきております。ま

た、日常生活や虐待などに関するさまざまな相談
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に対しては、関係する部署や機関、弁護士などと

連携しながら対応しております。

ただいま説明いたしました各センターを初め各

施設などではそれぞれ対象者や事業に違いはあり

ますが、市民が健康で安心して暮らしていくため

には情報の共有、一体的な対応などの取り組みが

重要であります。そのために民間事業者や関係す

る機関などと連携しながら、市民への支援が包括

的に確保される地域包括ケアシステムを段階的に

構築し、推進していくことが本市が目指す目標で

あります。名寄市総合計画（第２次）で目標とし

ている住みなれた地域で子供、高齢者、障がい者

など全ての市民が互いに支え合いながら自分らし

く生きるための自立と共生の地域社会づくりや、

市民誰もが安心して健やかに暮らしていくことが

できるよう保健、医療、福祉の連携とみんなに優

しい福祉のまちづくりの達成に向け、今後も邁進

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） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 私から大項目１

の小項目の３、地域経済の維持、活性化にかかわ

ってについて申し上げます。

王子マテリア名寄工場生産品集約に関して緊急

対策本部と北海道が連携して実施した緊急調査の

結果が同工場との取引等の金額において上川管内

で約２７億円に上るということは、これまでもお

話があったところでございます。本市全体の経済

状況に関しては、名寄商工会議所が四半期ごとに

実施している景気景況調査報告によりますと、直

近の調査が本年７月から９月の実績と１０月から

１２月の見通しの中で、これは王子マテリア名寄

工場生産品集約の発表前の調査とはなりますが、

全業種平均ＤＩでマイナス１ ９ポイント、前回

調査比 ３ポイント減少し、北海道の景気と比較

しても今期で ９ポイント悪く、見通しでも２

７ポイント悪い見込みとなっております。

こうした厳しい状況の中、市全体の経済を維持、

発展させるため、基幹産業である農業においては

総合計画や農業農村振興計画に基づき、今後は作

業の効率化に向けてＩＣＴなどの新たな技術の導

入や酪農における分業化を図る哺育育成センター

についてＪＡでの検討が進められており、行政と

しても支援に取り組むこととしております。

商工業に関しては、本市では今後行政、商工団

体、民間のそれぞれが責務と役割を果たしながら、

本市における商工業振興に係る基本的な理念や役

割などを定める基本計画の検討を進めることとし

ておりまして、その中で喫緊の課題である人材の

確保のための方策を初め、事業承継や創業支援、

人材育成を含め、時代のニーズに合った支援制度

の見直しに向けて関係機関、団体及び事業者など

と連携をして取り組んでまいります。

さらに、市外からの活力による本市経済の活性

化という面で移住、または交流関係人口の創出や

拡大が図られるよう移住施策の取り組みも進めて

いるところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（東 千春議員） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 私からは、大項目２、

名寄市史の編さんについて、小項目１の名寄市史

編さんの考え方についてお答えいたします。

市史や町史などの自治体史と呼ばれる刊行物は、

私たちが住む市町村の歴史や文化、自然環境等を

まとめた書物であり、私たちが住む土地の成り立

ちや祖先たちの歩みを記した貴重な資料であると

同時に、後世へ伝え続けていく大切な財産でもあ

ります。

旧名寄市におきましては、平成１２年から平成

１４年にかけて３冊組の新名寄市史を、旧風連町

におきましては平成１１年に風連町史第２巻をど

ちらも開拓１００年事業の一環として発刊してお

ります。これらの編さん作業における期間は、新

名寄市史が平成４年から平成１１年までの８年間、

風連町史第２巻が平成５年から平成１１年までの

７年間と長い年月をかけて作成しております。ど



－177－

令和元年１２月１９日（木曜日）第４回１２月定例会・第４号

ちらも発刊から２０年以上が経過し、この間名寄

市と風連町の合併という大きな歴史の動きもあっ

た中、これらの関係者の記憶が残っているうちに

旧名寄市、旧風連町合併後の新名寄市の平成の歩

みをまとめ、検証し、将来につなげていくことは

大変重要な事業であると認識しているところです。

編さん作業を始めてから完成まで数年かかること

を考慮いたしますと、今後早い時期に準備を始め

る必要があると考えており、予算や人員配置等に

ついて内部協議を進めていきたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（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、再質問とさせてい

ただきたいと思います。

まず、名寄市の今後についての冬季スポーツの

取り組みにかかわってであります。今定例会では

随分この冬季スポーツのことが取り上げられ、そ

れぞれ私の前の山崎議員のところからもＮスポー

ツ等々取り上げられていましたので、中身につい

ては十分理解をしているところでありますが、先

ほどもお話ししましたようにやはり市民の皆さん

方の満足度アップ、これが私は必要ではないかな

というふうに思っています。よく例として言われ

ることなのですけれども、ピヤシリシャンツェジ

ャンプ台、ハイクラスで、市民が使いたくても使

える状況にない、またジャンパーを目指したいと

思っている子供たちであってもなかなか使えなく

て下川まで通っている、こういった状況の中で市

民の皆さん方にとっては誰のためのジャンプ台か

といったような、そんな声もあるところでありま

す。そういったところで、市民の皆さんの満足度

を上げるこの取り組みについてどのようにお考え

なのか。先ほど市民の理解が必要というふうなお

話もあったのですけれども、この満足度を上げる

取り組みについて改めてお考えをお聞かせいただ

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） 今特に例として

ジャンプ台のほうを出していただきましたけれど

も、今Ｎスポーツコミッションのほうで各部会に

分かれて、それぞれの分野で検討させていただい

ております。実は、やはりジャンプ台の活用とい

うのが課題になっておりまして、特に夏の期間の

使い方、活用について、あれを財産としてどうに

か人を呼び込んだり、市民の皆さんに楽しんでい

ただいたりというような方策はないかということ

で、今ここで具体的なところについてはお話しす

ることはできないのですけれども、そこについて

はしっかりと議論は進めているところでございま

すので、また方向性が固まりましたらぜひ御紹介

をさせていただきながらいきたいなというふうに

考えておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 市民の方々からも夏

場のジャンプ台の利用については、市街を一望で

きるそういったところの活用はできないのかだと

か、最近札幌のジャンプ台でも駆け上がり、そう

いったこともやったりしているので、そういった

部分で何か活用ができたらいいのに、そんな案も

示していただいているところであります。

また、先ほど山崎議員のやりとりの中で出てい

ましたＮコミッションのところでも体を動かすこ

とが空気のようになってほしいのだという部長の

お話がありましたけれども、そのように本当に子

供から高齢者まで楽しめるスポーツ、そしてその

施設についてもいろんな人たちが、十分に市民の

皆さんが楽しめる、そういったことが必要かなと

いうふうに思っていますので、その取り組みに対

して期待をしていきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

ちょっともとに戻るのですけれども、今このス

キーシーズンを迎えて、なかなか雪が降ってきま

せん。市の皆さんもどきどきしながら待っている
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ところでありますけれども、スキーシーズンが進

まない。この間振興公社の問題でも、市からはう

みを出し切るのだというようなことが何度となく

口に出てきたかなというふうに思いますが、やは

りままならない、自然を相手にしての施設であり

ますから大変なことだとは思うのですけれども、

市民に理解を求め、満足を得、そして市民に理解

を求めるためには並々ならない今覚悟が必要であ

るというふうに思っているのですが、その姿勢を

市民に示すことこそが信頼を取り戻すことにつな

がるかなというふうに思うのですが、この点につ

いて一言いただければ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） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 改めて、特に公社の問題

に関して冬のスポーツの重要な拠点を担っている

ということで、大変な御心配をおかけしておりま

して、おわびを申し上げます。

ある程度特別委員会等でもこれぐらいの今スタ

ートラインに立つための底が見えてはきていると

は思っていまして、そこでしっかりとできる手当

てはして、再スタートを切りたいというふうに思

っていまして、そのために今一時的に副市長に社

長に就任をしていただいて、まずはいろんなとこ

ろの体制を今改めて見直して、前に進もうとして

いるところであります。この間さまざまな方から

この冬のスポーツに関して、あるいはとりわけピ

ヤシリスキー場のポテンシャルの高さに関して、

内外から実は今回の事案が起きて幸か不幸かいろ

んな御提案や御示唆もいただいているところであ

りまして、これだけ国内でスポーツ施設が、特に

一線級の大会ができる施設がぎゅっとまとまって

いる地域というのはなかなか日本ではないと。こ

の強みをもう一段生かして、内外から、あるいは

海外からたくさんの皆さんを誘客できないかとい

うことで今内部でも協議をしているところであり

まして、十分私は可能性があるというふうに思っ

ています。まずはしっかりと体制を整えて、今シ

ーズンしっかり運営していくこと、それと改めて

そうした先を見据えた可能性をしっかりと求めて

いくことも重要だなというふうに思っています。

山崎議員のところで阿部雅司さんの話が出まし

たが、これから世界の中で恐らくまた北海道ある

いは札幌が冬のスポーツで脚光を浴びてくる、あ

るいは牽引をしていくというふうになっていくと

思います。その中で、アジアの皆さんにも冬のス

ポーツが本当に裾野が広がっている事案もありま

して、名寄にとっても大きなこれはチャンスだと

いうふうに捉えていまして、しっかりと体制を整

えて、将来をポテンシャルを今生かして高めてい

くことをやっていきたいというふうに考えており

ますので、ぜひ市民の皆様にも御理解、御協力を

いただければと思っています。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 実は、旭川に住んで

いらっしゃる方からこんな声をいただいてうれし

かったのですが、ことしの夏、ピヤシリ温泉に来

られて、とっても自然環境が豊かだったと。その

前には１度スキーにも来られたことがあったとい

うふうに言っていただいて、雪質もいいし、環境

もとてもいいということで、ホームページから宿

泊予約ができるようになってほしいなと、こんな

声を先月いただきました。非常にうれしかったで

す。市内でも唯一の公衆浴場もなくなっています

ので、サンピラー温泉など市民の皆さんの満足度

を高めて、また他市町の方々からも喜ばれるよう

なこんな経営を本当に期待したいと思いますので、

ぜひ全力で取り組んでいただくことを心からお願

いをするものであります。

もう一点伺います。今、冬季スポーツの拠点と

なるピヤシリスキー場、サンピラー温泉維持継続

のために市の財政の投入が提案されているところ

でありますが、ちょっと触れましたが、年配の市

民の方々から生薬公社の問題が思い出されると。

生薬公社のときと同じような状況だと。すごく不

安だと、こんな声が何人もの方から寄せられてい
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るところであります。改めて新名寄市史読み返さ

せていただいて、生薬公社の問題について学ばせ

てもらったところでありますが、昭和４５年１２

月１０日発足しているのです。それで、４年後の

昭和４９年の定例議会では経営悪化が伝えられて、

公社の再建対策が議論されています。そして、１

２年たった昭和５７年、赤字総額が５億 ５７４

万 ３３０円になった、こんなふうに記載されて

いて、平成７年に清算事務を開始したと、こんな

ふうに記載されていました。やはりこういったこ

とがあるだけに、市民の皆さん方、今市の財源を

ここに投入することにすごく大きな不安を抱えて

いるのですが、このことに対して市の考えをお聞

かせをいただければと思いますが。

〇議長（東 千春議員） 田畑産業振興室長。

〇産業振興室長（田畑次郎君） 生薬公社の問題

ということで、私も生薬公社の問題については市

史を見て勉強させていただきました。生薬公社の

問題に関しては、経営の悪化が表面化してから１

０年を超えるという長い期間、市議会でも議論を

なされたようであります。一方で今回の名寄振興

公社の問題に関しましては、指導監督検証委員会

の外部委員を務めます専門家の目を通しまして、

先ほども話にありましたうみを出し切って、組織

体制、それから経営体制を刷新しまして、財務状

況を改善して再スタートを切るというものでござ

いますので、何とぞ御理解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） 確かに長期にわたっ

て巨額の市の財源が投入されていたわけです。今

回の公社の問題でいえば、早い段階での外部から

の専門家の投入等をしながら調査に入られている

ところでありますけれども、やはりそのところが

なかなか市民の皆さんに伝わり切れていないのか

なというふうに思います。その分が不安がますま

す大きくなっていることだというふうに思ってい

ます。ですから、そういったことも一つ一つ、こ

れだけの問題ですから、やはり一つ一つ丁寧にお

伝えしていくことが必要なのだというふうに思う

のです。何回も何回も言っているではないかと、

議会の中でもあそこで報告し、ここで報告してい

るではないかということがあるかもしれませんが、

そうではないのだと。市民の皆さん聞き逃してし

まった、地元紙を読まれていない方もいたりする

中で、やはり情報が十分に伝わっていないという

部分もあります。突然どうなっているのと言われ

ることがあります。ですから、やはり丁寧な説明

が必要だ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いただければと思います。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員がおっしゃるとおり

であります。数字的な部分なので、非常に専門的

な問題もありますし、また今裁判の案件も抱えて

いるので、全てを明らかにするというのはなかな

か難しいかもしれませんけれども、委員会の中で

もある程度ここは底だなというのを言わせていた

だいていますし、そこをある程度埋めていくこと

でスタートラインに立って、これから前向きな運

営がなされていくというふうに我々も確信してお

りますので、今回のまちづくり懇談会の中でもそ

れぞれの会場で丁寧に説明をさせていただいたつ

もりでありますけれども、それぞれの場面でまた

機を捉えていろんな説明をしていきたいと。今回

の議会で終わりの案件ではなくなりそうでありま

すので、また改めて来年のうちにいろんな動きが

また出てくるかもしれません。その中でもしっか

りと丁寧に市民の皆様、もちろん議会にも説明を

し、皆さんの納得感をもって前に進んでいきたい

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） 丁寧な説明と、やは

りいろんな不安が入りまじっていて、それでどこ

に本当のといいますか、原因が、問題がどこにあ

るのかと。いろんなところに尾ひれはひれがつい

てくるというような、言葉悪いのですけれども、
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そんなようなことがありますから、そういうこと

がこちら側が期待していないようなことに広がら

ないような、やはりそのことも必要かなというふ

うに思いますので、ぜひともよろしくお願いした

いと思いますし、また生薬公社のときのように長

く期間が尾を引くようなことのないようにぜひ早

急な対応、対策をお願いしたいと強く求めたいと

思います。

では、２つ目の福祉の充実したまちづくりにか

かわってお伺いをしたいと思います。今回高齢者

の問題、それから障がいを持った方々の問題、子

育ての問題等に含めて、やはり私は、３番目にも

かかわるのですけれども、福祉を充実したまちづ

くりが必要だろうというふうに思っています。子

供や障がいを持った方、高齢者、皆さんが福祉の

必要性を求めていて、それが広がっているという

状況にあります。それで、１つずつお伺いをした

いというふうに思っています。

今回の社協の介護保険の問題でありますけれど

も、人材が足りないのではないかと、ケアマネー

ジャーの人数が足りなかったのではないか、そん

な声もあるところでありますが、この点について

全体でケアマネージャーの確保について名寄市の

現状どうなっ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） 小川健康福祉部長。

〇健康福祉部長（小川勇人君） 名寄市内のケア

マネージャーの状況ということでの御質問であり

ます。

ケアマネージャーにつきましては、平成３０年

１１月末で１６名でした。本年１１月末では、今

２０名ということで増加しております。一方で要

介護認定者については、若干ですけれども、増加

傾向にあるという状況で、数字的にはケアマネー

ジャーは充足されている状況にあるかというふう

に思っております。

ただ、これまでもお話ししていますけれども、

それぞれ各法人等の中に開設している居宅支援事

業所も多くありますので、ほかの業務との兼務が

あったり、そういったこともありますので、一概

に数字的で充足しているかという状況は言えない

わけですけれども、そういった状況につきまして

も市としても状況調査を行いながら、必要に応じ

てはケアマネージャーの換算率という、これは兼

務した場合の１人当たりの換算率ですけれども、

これについて変更があれば、随時市のほうに提出

をいただきながら変更していく、そういったこと

も各事業所に指導、助言をしながら対応してきて

いる状況にあります。

それと、ケアマネージャーの状況、介護新聞に

も先日出ていたのですけれども、今年度の試験が

終了した結果ということで、道内の合格率１ ７

％という状況です。去年は １％ということで、

さらにこの受験するに当たっては相談業務の経験

が５年以上必要ということで、すぐ養成してケア

マネージャーの業務につけるという状況ではない

ということでありまして、資格要件を持っても合

格率ことしで１ ７％という状況でありますから、

そういった面では各法人、各居宅支援事業所に継

続的にお願いをしながら、後継者の育成も含めて

進めていくことが将来的に安定した介護サービス

の提供につながっていくかというふうに思ってい

ますので、そういった面では現在の介護サービス

事業者連絡協議会、これは人員確保をメーンとし

た会議でありますけれども、そういったものも含

めて民間事業者と連携しながら、人材確保も含め

て安定した供給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。

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） ケアマネージャーに

ついては、今のところは足りているというふうに

理解をさせていただきます。

それで、行政結果報告書の中で、介護人材確保

緊急対策事業、これがあって、Ａ評価ということ

で継続すべき事業となっているところであります
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けれども、ヘルパーさん、介護人材、人材確保に

ついてどのような状況になっているのか。また、

この緊急対策事業、継続すべき事業となっていま

すけれども、今後の対応についてお考えをお聞か

せ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） 介護人材対策と

いうことで、平成２８年度から事業を開始して、

３年間ということで進めてきましたけれども、ま

だまだ事業の必要性があるということで、本年度

からは内容を一部拡充しながら、介護人材就労定

着支援事業ということで３年間の事業を実施して

きております。実績といたしましては、介護職員

の研修受講者への助成では、介護福祉士実務者研

修受講費用の助成、これは新たに創設したのです

が、本年の申請者は１１月末で６件あります。就

職支度金の助成では、本年度１１月末現在で１３

名の申請ということで、新たに介護職についてく

れたという、そういった支援をしているところで

あります。

こういった支援をしておりますけれども、なか

なかやっぱりどこの事業所もまだ介護人材が充足

している状況にはない。定年を過ぎても体動く限

り働いてもらう、そういった中で確保をしている

という状況が見受けられておりますので、こうい

った介護人材確保の事業につきましては継続して

いきたいと思いますし、さらに人材確保と定着も

含めて、各事業所から新たな要望とかあれば検証

しながら、さらに拡充も含めて今後も対応を進め

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。

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） 資格を取るための支

援はされているわけですが、なかなか働き始めて

処遇改善が進まないといったところが働く皆さん

方にとっては大変で、本当にきつい仕事ですけれ

ども、処遇を考えるとなかなかそこに定着できな

いといったことが大きいのかなというふうに思っ

ています。処遇改善のところでいえば、国への要

望もしていかなければならないかというふうに思

っているのですが、私たちも党としても行ってい

るところであります。市として処遇改善について

のお考えがあればお聞かせをいただければと思い

ますか。

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） 市として直接的

に処遇改善に向けての助成というところでは今考

えておりませんけれども、現在も介護報酬の見直

しの中で処遇改善加算も新たな制度が１０月から

スタートしております。ただ、これにつきまして

は、かなり複雑であったり、一律に全員の方に加

算できるという形でもなくて、本当に内容をかな

り研究して、しっかり従業員に配分していかなけ

れば、ややもすると賃金差別によって働く意欲が

失われると、そういったものも懸念があるという

ふうに私も考えているところであります。そうい

った面では、私事業団のほうも担当していますの

で、いろんな労働組合からの話を聞きながら、こ

の制度を活用しながら処遇改善するために課題を

いろいろ出し合って、１つずつ改善に向けて、こ

れによって働く意欲も高まるような、そういった

制度にしたいというふうに考えています。

一方で民間事業所がどうなっているかというの

はまだ把握できませんので、民間事業所について

もせっかくの処遇改善加算ですから、導入に向け

て市としてもアドバイスできる、助言できること

があれば相談に乗りながら、働く人たちのための

改善につながるものにしていきたいというふうに

は考えているところであります。

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） ぜひ前向きに取り組

んでいただきたいというふうに思います。

今介護従事者の問題取り上げてまいりましたけ

れども、障がいを持った方々への支援のところで、
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私は特に障がい持った方々が高齢になったときに

どうするのかと。ここの支援のところが非常に気

にかかっているところであります。そういったと

きに、先日８８歳のお母さんが７０歳の寝たきり

の娘さんを、無理心中だったのではないかという

ふうに言われていて、こんな事件が発生いたしま

した。本当に心が痛みますし、何とかこの相談し

たりなんかして助けることができなかったのかと

いうふうに思っているところです。待っているだ

けでは、相談を待っているだけではここに手が届

かない。やはり訪問しながら実態を把握をしてい

くことが必要なのだというふうに思っているとこ

ろです。こういったときこそケアマネージャーの

出番かなというふうに思うのです。高齢者虐待防

止法ができて、虐待の発見をして通報した人で一

番多いのがやっぱりケアマネージャーさんなのだ

そうです。毎月お邪魔していますから。毎月お邪

魔して、そして様子を見て、何か変化がないか、

また介護されている方ばかりではなくて、介護を

している家族の方々の様子を見ながらもチェック

をしていくといったようなやっぱり専門性がここ

に生きるのだなというふうに思っています。そう

いったところでは、相談窓口のワンストップ対応

というのですか、ここに行き着くのかなというふ

うに思っているのですが、この点についてお考え

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） 子供から高齢者

まで、障がいも含めてさまざまな課題を一つの相

談窓口で対応できるというシステムだというふう

に思っていますけれども、庁舎的にハード的な面

でいけば、例えば保健センターであったり含めて、

いろんなセンターがこの庁舎に入って対応できる

という状況にはないのは事実であります。そうい

った面では、先ほども申し上げたのは子供につい

ては今回事業開始します子育て世代包括支援セン

ターであったり、子ども家庭総合支援拠点事業で

あったり、そして障がい者については今審議をい

ただいております基幹相談支援センターであった

り、高齢者については地域包括支援センターとい

うことで、それぞれのセンターごとにいろんな事

業所を含めた関係機関との連携した情報共有なり、

対応というのはかなり進んで、できてきておりま

すし、これからもより一層の連携を密にとるよう

な体制づくりというのは求められてきているとい

うふうに思っております。

その中で、さっき言った例えば子供、障がい者、

高齢のそのセンターが今度は融合的にいかに結び

つけてやっていくというところでは、先ほど申し

上げましたけれども、包括的なケアシステムとい

うちょっと言い方をしますけれども、総合的な対

応をどういうふうにしていくか、連携をしながら

情報共有をどうするかというところを今後さらに

充実していかなければならないというふうに思っ

ております。相談窓口につきましては、ある面保

健センターがあったり、子育て支援センターがあ

ったり、役所があったり、そういった広域的にあ

るというのもいい面があるかというふうに思いま

す。身近なところにそういった窓口があって相談

できる。保健センターだからといって高齢者、障

がい者の相談ができないということではなくて、

それは市の受ける側として入り口の相談はきちん

と受けて、その相談を専門職のところにつなぐと

いう、そこをしっかりやっていけば、公共施設の

いろんなところでの相談窓口が開設できるという

ふうに思っていますので、１カ所に来てください

というよりもある面ではそういった身近なところ

に行って相談して、そして情報を得て、私たちが

足を運んで自宅に訪問しながら、いろんな話を聞

きながら対応していく、そういったシステムをこ

れからより充実させてつくり上げていきたいなと

いうふうに今考えているところであります。

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） 今部長がおっしゃっ

たようにどこかの役所の関係、保健センターなり、
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どこでも行って、こういうことで御相談したいと

いったときに、そこからつなげてもらえると、そ

ういったシステムを本当に早くつくっていただく

ことを期待したいところでありますけれども、た

だ多くの市民の皆さんにとっては、私の場合どこ

に行って相談したらいいのというのがもう開口一

番です。私は、足が不自由になったのだけれども、

どこに行って相談すればいいの、そういったこと

になっていますので、ここのところの市民周知が

本当に必要になってくるかなというふうに思って

います。

私いつも思うのですが、こんにちは赤ちゃん事

業のように全てのところに訪問しています。その

ときにいろいろお話をして、その状況もつかみ、

お母さん方にとっては情報をそこにお届けして、

それを生かして次につなげていくと。先ほどもち

ょっと言いましたけれども、待っているだけでは

なくて、訪問することが必要なのだなというふう

に思っています。ですから、今回なかなか毎月訪

問しなければならなかったところが行けなかった

というところでは、本当に残念なことだったなと

いうふうに思っているわけです。

それで、そのことにちょっと触れさせていただ

きたいと思います。実は、名寄のこの社協の介護

事業所の問題が道議会でも、１１月７日の道議会

少子・高齢社会対策特別委員会でこの問題が取り

上げられていました。お二人が質問しています。

自民党の村田議員、日本共産党の真下紀子議員が

質問しているところでありますが、予防策と道側

からの答弁なのですけれども、事業者を指導監督

する立場の市町村がサービス提供や介護報酬請求

について不正等を認定していない場合においても、

何らかの情報を得た場合は、得た場合はだそうで

す、速やかに市町村に指導に入るなどして、利用

者に不利益が生じないよう改善について指導する。

そして、最後には今回の事業の発生原因等につい

て十分な調査や分析を行った上で、国とも指導内

容を協議しながら、名寄市に対して再発防止に向

けて適切な指導を行ってまいりますという道側の

答弁でありました。今道からも入っていろいろ調

査をして、原因を突きとめているところだという

ふうに思うのですが、道や国からの指導を待つば

かりではなくて、やっぱり独自の再発防止に向け

た取り組み、これを明らかにすることも必要では

ないかというふうに思っているのですが、時期が

まだ早いと思っていらっしゃるのかどうなのかわ

かりませんが、その点について今のところのお考

えをお聞かせいただければと思います。

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） 今回の件につき

ましては、これまでも議員協議会等々で説明をさ

せていただいておりますけれども、市としては今

議員からありましたようにそういった事案が確認

できた時点では実地指導だったり、監査に入るべ

きところを現況調査ということで対応して、その

後の指導もしながら、ケアマネ業務の改善につい

ては速やかにやるような体制づくりというのはと

ってきて、利用者に対しては提供を滞ったり、そ

ういったことがないような対策というのはとって

きているところであります。そういった面では、

居宅支援事業所についても、先ほど言いましたけ

れども、兼務の状況での換算率の見直しだったり、

職員の配置であったり、そういった部分も含めて

改善も含めながら今日まで及んでいるという状況

で、従前のそういった状況を速やかに改善をしな

がら対応しているという状況であります。これま

でその事案に対して何もしなかったということで

はなくて、速やかな対応はしてきていると。ただ、

これまでも言っていますように市として法的な対

応をしなかったというところでは十分反省をしな

がら、それについては道からも改めて指導が来る

かというふうに思いますけれども、それに対して

はまた市としても襟を正しながら対応していきた

いというふうに考えていますけれども、これまで

も報告していますとおり、介護サービスについて

は速やかな改善も含めて速やかな対応をしてきて
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いるということだけは御理解をいただければとい

うふうに思っています。

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） あと、子育て支援の

ところなのですが、時間の都合もあります。今子

供の貧困の問題が言われていて、７人に１人が貧

困状態、こんな状況があります。この貧困の状態

を続けることが虐待へつながっていくのではない

かということで多くの研究者から指摘をされてい

るところでありますので、経済的支援が必要であ

るといったところは、また次の議会のときに取り

上げさせていただきたいということで飛ばさせて

いただきたいと思います。

最後の地域経済の維持、活性化にかかわってで

ありますが、基本計画等もしながら、関係機関と

綿密に連携をとっていくというようなお話が必ず

や御答弁で出てくるところでありますが、なかな

か具体的に伝わってこないといったところがある

かなというふうに思います。それが今回の王子マ

テリア工場集約化問題のところにつながったので

はないかと、そんな危惧さえしているところであ

ります。やはり人口減少も含めて非常に重い課題、

これはもうずっと皆さん方質問されている中でこ

のように言われているところであります。地域経

済への影響ははかり知れないだろうというふうに

思っています。

私は、少子高齢化が言われて久しい中でありま

すが、企業誘致もだんだん厳しくなってきている

だろうというふうに思っています。ですから、今

こそケアの未来を開く名寄市立大学を持つ名寄市

として、福祉の充実を目指したまちづくりが必要

ではないかというふうに考えているのですが、市

長、どうでしょうか。

〇議長（東 千春議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 王子マテリアの問題に端

を発して、さまざまな御意見をこの間も頂戴をし

ています。まずは今署名運動して、この影響の大

きさをしっかりと伝えて、何回も言いますけれど

も、影響を最小限に食いとめるということをまず

やっていかなければならないというふうに思いま

す。一方でこの業態そのものが内陸立地というと

ころに合わなくなってきていたということも、そ

れは当然なのかもしれません。その中で、名寄市

の持っているいろんな資源や環境や立ちどころと

いうのを大局的に俯瞰して見て、あるいは今の社

会の流れとかも客観的に分析をしながら、名寄市

がこれから果たしていく役割というものをしっか

りと認識をした上で、どういった新しいものを生

み出していくのか、あるいは新しい産業立地をし

ていくということも含めて考えていかなければな

らない。その中で、もちろん福祉という切り口も

あるでしょう。あるいは、農業という切り口もあ

るでしょう。さまざまな御提言もいただいており

ますので、今のところそれぞれを全て否定するも

のではなくて、いろんな可能性をこの機会に膨ら

ましていって、それぞれできることをしっかりと

やっていきたいというふうに考えております。今

具体的にこうだということはなかなか言えないと

いうのはぜひ御承知をいただきながら、しかしあ

らゆる可能性を追求して、前向きに物事を進めて

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。

〇議長（東 千春議員） 川村議員。

〇１０番（川村幸栄議員） 今取り組みや、また

調査が進められている最中でありますから、そう

いうふうに具体的にきっぱりとというのは十分理

解をしているところでありますけれども、早目に

市民の皆さんに姿勢をしっかりと示していただき

たいなというふうに思っております。

それでは、最後の名寄市史の編さんについて再

度お尋ねをしたいと思います。先ほど部長からも

早い時期に計画、予算等検討していきたいという

ふうにおっしゃっていました。私の前に山崎議員

も言っていましたけれども、地域として歴史を育

むと。そして、史実として子供たちが学ぶチャン
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スとして、そういう資料としてつくっていくこと

が本当に必要だなというふうに思っています。何

回も言いますけれども、こういった大きな事案が

発生したときだからこそ、歴史に学ぶことが本当

に重要ではないかなというふうに思っているので

すが、早い時期にということでした。きょう、あ

すということにはならないでしょうが、どの辺の

時期な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） 中村総務部長。

〇総務部長（中村勝己君） 昨年の第４定、総合

計画のときでしたか、川村議員のほうから御質問

いただいて、そのときには副市長のほうからそう

遠からず作業はするということで回答あったとい

うふうに思いまして、今回私どもは早い時期にと

いうことでお話をさせていただきましたので、新

年度予算に向けて機構なり、予算なりは内部で協

議させていただきたいと思っています。

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） 早い時期に期待をし

たいと思います。

市史の編さんに取りかかるということは、これ

からの名寄市にとっても大きな財産になるだけで

なくて、道しるべになることと私は確信をしてい

ます。いろんな意味で歴史に学んでいく、こうい

った事案が発生したから、そこだけ学ぶのではな

くて、いろんなところでやはり振り返りながら、

この合併の十数年を振り返りながら、その合併の

ときにどうであったのか、名寄市と風連町がどう

いった議論をして合併してきたのか、この歴史を

みんなで振り返るそのときだなというふうに思っ

ています。そのときをよく詳しくわかっている皆

さん方が健在でいらっしゃるそのときに早目に取

り組んで、形にしていくことが必要ではないかと

いうふうに思います。前回のときには七、八年か

かったというふうなお話でありましたけれども、

専門家にお聞きしますと５年はかからないのでは

ないかというお話もありましたので、ぜひ早急に

取り組んでいただくことを重ねてお願いして、私

の質問を終わります。ありがとうございました。

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） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ２時５９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 富 岡 達 彦

署名議員 三 浦 勝 秀


