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平成２２年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年９月２１日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

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８０条の規定

により、

１番 上 松 直 美 議員

９番 岩 木 正 文 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市の行財政運営から外２件を、大石健二議

員。

おはようございます。〇６番（大石健二議員）

緑風クラブの大石健二です。議長より御指名をい

ただきましたので、これより通告に従い、３件５

項目について質問を行います。

最初に、中心市街地の再生整備、活性化事業か

ら商工業の振興策についてお伺いをいたします。

名寄駅横の再生整備、活性化事業は、複合交通セ

ンター及び民間事業者による開発事業が次年度以

降に向けて現在進行形で進められています。今後

の推移についても刮目をしてまいりますが、今定

例会では質問のテーマを市街地再生整備と活性化

事業につながる商工業の振興策についてお聞きを

してまいります。名寄市の景況については、地元

金融機関の調査のＤＩ値、ディフュージョンイン

デックス、景気動向指数によると経営環境の厳し

さに耐えている状況が相も変わらず継続している

と分析をしています。名寄市の景気動向が不安と

厳しさに耐える長いトンネルから脱出するための

商工業振興策についてお知らせを願います。

次に、観光振興についてお聞きをいたします。

名寄の夏を彩る祭典やイベントが６月中旬の風連

しらかば祭りを皮切りに、８月上旬のてっしフェ

スティバル、風連ふるさとまつりがそれぞれ開催

されました。８月末にはことしで３２回目を数え

た産業まつりがなよろ健康の森で開催され、モチ

米作付日本一、生産量日本一を市内外にＰＲをし、

盛況裏に終了したほか、映画のロケ地としても名

寄市の知名度向上につながるイベント、観光事業

が展開されました。しかし、それぞれの祭典、イ

ベント、観光事業では、次回以降の継続開催に向

けた改善点や課題も多く残されています。今後の

観光事業展開に向けた振興策についてお知らせを

願います。

続いて、名寄市行財政改革から行財政改革の推

進施策とその対応についてお聞きをいたします。

名寄市議会は、過日議会基本条例の定めによる議

会報告会を開催いたしました。経過につきまして

は、名寄市のホームページ上の名寄市議会のトッ

プページに掲載されていますので、ここでは詳細

を省きますが、依然として市民の皆さんの声に私

たちの議員の活動や資質を問う御意見や要望が多

いことを再認識いたしました。今後私たち議員の

一人一人がそれぞれ研さんを積んでいかなければ

ならないと強く自戒をしているところです。しか

し、その一方で名寄市の市職員の対応や資質を嘆

く声があるのもまた事実です。こうした背景の中

で、名寄市は行財政改革の一環として市職員の職

務遂行能力をはかる名寄市職員人事評価制度を本

年２月に試行いたしました。この初の人事評価制

度の結果を踏まえて、２回目となる人事評価がこ

の７月から実施をされています。この人事評価で

は、被評価者の対象枠を拡大した内容となってい

ますが、１回目の試行後の検証をもとに実施され

た今回２回目の名寄市職員人事評価制度がどのよ

うに改良、改善をされ、実施されているのかお聞

かせをお願いします。

次に、名寄市立大学の基本理念から名寄市立大

学の将来構想についてお聞きをいたします。名寄

市立大学は、その基本理念に地域に貢献し、地域

に開かれた大学であることを目標に、保健、医療、
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福祉という人のよりよき生活のための支援サービ

スに携わる人材をはぐくむ大学として、栄養、看

護、社会福祉の３学科で学部を構成することの利

点を生かし、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、この３項目を掲げています。名寄市立大学は、

１９６０年に名寄市立名寄女子短期大学として開

学して以来ことしでちょうど５０年目の節目を迎

えました。半世紀に及ぶ歴史を刻んできた中で、

今後ますます加速度的に少子化の伸長が予測され

ている中で、志望学生の確保とそれに見合う魅力

ある大学として、さらには地域貢献活動をも包含

した名寄市立大学の展望を開く将来構想について

お知らせをお願いいたします。

最後になりましたが、名寄市教育行政から全国

学力・学習状況調査についてお聞きをいたします。

今年度の全国学力・学習状況調査は、今春の４月

２０日に実施をされ、この７月末に集計結果が報

告されています。４年目を迎えた本年の学力テス

トですが、これまでの全国一斉調査から抽出調査

へ改められたほか、調査対象や成績集計等の変更

に伴い、どのような課題が浮かび上がっているの

か。また、今後の学力テストへのあり方と取り組

みについて順を追ってお知らせをお願いいたしま

す。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

ただいま大石議員から大項目３点にわたり御質問

をいただきました。大項目１点目の小項目（１）、

（２）については私から、（３）については総務

部長から、大項目２点目は大学事務局長から、３

点目は教育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。

大項目１点目、名寄市の行財政運営から、初め

に中心市街地の再整備と活性化等から商工業の振

興策についてお答えをいたします。市内商業環境

の活性化につきましては、中心市街地地区の再整

備とあわせて中小企業振興条例を基本に振興を図

ってきているところであります。市街地の再整備

につきましては、本年度から着手しております社

会資本整備総合交付金を活用し、駅前地区、３・

６地区、文化センターを中心として人のにぎわい

を創出する具体的なハード事業を平成２６年度ま

での間で取り進めてまいりたいと考えており、駅

横につきましては（仮称）複合交通センターの整

備に着手してまいりたいと考えております。一方、

これらの施設をさらに有機的に活用できるようソ

フト面の整備について、一部ではございますが、

店舗全面のリニューアルやポケットパークなどの

整備により、視覚面から整備する事業についても

制度化の準備を関係団体と進めているところであ

ります。

商工業の支援策の周知につきましては、商工支

援策ガイドを作成し、商工会議所、商工会、中小

企業相談所において各団体、機関に配布し、さら

に名寄市ホームページで周知するとともに商工会

議所ホームページからもリンクできるよう対応し

て御利用いただいております。また、各種団体の

会議、出前トークなどにおいても内容を説明させ

ていただいているところでございます。

次に、観光の振興から情報受発信についてお答

えをいたします。観光情報の受発信につきまして

は、インターネットを初めとした多様な手段が考

えられるところであります。北海道の観光情報と

のつながり、受け入れや誘致関係の情報交流もさ

せていただいているところであります。この地域

における情報交流では、道北観光連盟、上川総合

振興局管内和寒から中川までの９自治体と観光協

会による構成メンバーと、ことし参画した旭川観

光誘致宣伝協議会との連携も行っております。

名寄における観光振興施策についてのお尋ねで

ございます。名寄においては、議員もお話ありま

したように観光資源が最近充実をしております。

さきにお話ししました道の駅であるとか、あるい

は天文台であるとか、こういった観光資源も非常
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に充実をしてきてございます。さらには、従来か

らのイベントの関係、あるいは体験農業的な取り

組み、それから花観光を含めた取り組みというも

のが名寄においては大きな観光になってございま

す。これらについては、先日もお話しさせていた

だきましたけれども、やはり名寄と風連が合併を

して、一定の検証といいますか、そういったもの

も必要な時期にも来ております。ＮＰＯに一定程

度ゆだねているというような御批判も一部いただ

いておりますので、そういったことを含めて十分

検証しながら、交流人口の拡大に努めてまいりた

いというふうに考えております。特に観光の振興

に関しましては、市長の公約にも大きく掲げられ

ている部分がございますので、そのことも十分感

じながら、これからの取り組みを推進していきた

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。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから１番目、小項目３の名寄市行財政改革から

行財政改革の推進施策とその対応について答弁い

たします。

人事評価制度につきましては、国家公務員にお

いては平成１７年度から試行を実施、平成２０年

６月には国家公務員制度改革基本法が施行され、

基本理念の一つとして国民全体の奉仕者としての

職業倫理を確立するとともに、能力及び実績に基

づく適正な評価を行うことにしています。名寄市

としては、平成２２年３月に人事評価制度を導入

するため新名寄市人材育成基本方針を策定してき

ています。新基本方針において人事評価は人事関

連諸制度の中核をなすものであり、組織目標を達

成し、市民福祉の向上を実現させるとともに、職

員の能力の向上と育成を図るために欠かせないも

のであると位置づけており、制度内容について十

分な検討が必要であります。人事評価制度の試行

については、職員の業績、職への取り組み姿勢、

能力等を客観的に評価し、その結果を人事給与の

処遇、職員の能力開発等に反映することにより、

組織の活性化及び公務能力の向上に資することを

目的として取り組んできています。

具体的な試行の内容につきましては、昨年度に

おきましては２月１日から２８日までの１カ月間、

５部長が所管する課長職４４名を対象にして実施

してきていますが、１カ月間という短期間であっ

たことから役割達成度評価、これは目標達成シー

トといいます、の評価にまでは至っておりません

でした。今年度は、その結果を踏まえて対象範囲

を６部長が所管する課長職のほかに会計室、議会

事務局、監査事務局、農業委員会事務局、大学事

務局、病院事務部まで拡大し、対象職務級につき

ましても部長職から課長職までを対象として、試

行期間を２２年７月から２３年２月までの８カ月

間としています。評価方法といたしまして、人事

評価シートとして職務行動評価９項目と役割達成

度評価として職務遂行に必要な能力の評価を行う

とともに、目標達成シートとして職員が担当する

業務に対して目標を設定し、評価を行うことにし

ています。

試行における課題や問題点といたしましては、

昨年度は１カ月の間の試行ということもあり、十

分な総括はできておりませんが、今年度は試行後

において総括を行った上で見直し等を行いたいと

考えています。現在の評価着眼点基準等について

も内容的に抽象的な部分もあることから細分化が

必要であることや役割達成度評価においても各部

で目標設定をする際に難易度等の調整が必要であ

ることや目標に対する困難度評価の設定等につい

ても検討する必要があると考えております。国に

おいても３年間の試行を実施していることから、

試行における課題や問題点を総括し、見直し等を

行う中で、より実効性のある制度にするためにも

先進都市の事例等も参考にしながら、精度を高め

ていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）
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私からは、〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

大きな項目２点目、名寄市立大学の基本理念から

小項目１、名寄市立大学の将来構想についてお答

えします。

名寄市立大学は、開学から４年を経て、大学と

しての基礎づくりの時期を終え、平成２２年３月

には第１期卒業生を送り出してきたところであり

ます。この間保健、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

献の３つを教育の理念として掲げ、栄養、看護、

社会福祉の３学科の連携を意識した教育研究を行

うとともに、公立大学として地域に開かれた大学

を目指し、地域貢献への実践に積極的に取り組ん

でまいりました。こうした中で、本学の理念、目

的、教育目標については、毎年度の大学案内及び

ホームページで公表するとともに、全学生に配布

する学生ハンドブックに教育課程の特色なども記

載し、周知徹底を図ってきましたが、卒業生の中

に建学の理念をいかに浸透させることができたか、

今後具体的な成果が問われるものと思っておりま

す。

また、全国的に不況の中にあって、第１期生の

就職率は９３％という高い水準を達成することが

でき、詳しい分析はこれからとしても、社会にお

いて学生たちがそれなりに評価され、受け入れら

れたものと考えております。さらに、厳しい雇用

環境などを反映して、大学の就職成果や国家試験

合格率は大学そのものの評価を左右する重要な指

標となってきていますので、今後分析結果をもと

にした全学的指導体制の取り組みが一層必要であ

ると考えております。また、この４年間の学生確

保対策については、学生募集の方法としては一般

選抜や推薦入学など適正、公正に行われており、

定員に対し一定の志願倍率及び受験倍率を維持し

てきたことも本学への期待のあらわれと評価がで

きるものと思っております。

入学者の受け入れ方針については、大学案内の

ほかホームページ、進学情報誌などに掲載し、広

く周知を図るとともに、オープンキャンパスの実

施や進学相談会への参加、高校を訪問しての出前

事業なども本学の教育活動の実態をより深く理解

してもらうために積極的に実施してきたところで

あります。少子化の影響で入学希望者が定員を下

回る大学全入学時代が到来し、大学競争の激化や

来年４月からの教育情報公表の義務化によるイン

ターネットウエブ上での公表などを考えると、学

生の確保及び大学のＰＲの方法に一層の工夫と研

究が求められているところであります。また、道

北地域の唯一の公立大学として地域に根差す大学

としての期待に対しても、道北地域研究所や地域

交流センターを通じ、まちづくりや健康、福祉面

における高齢化対策などの地域の課題などにも取

り組み、地域貢献について一定の成果を上げてき

たものと考えております。

一方、社会の医療、福祉に対する期待と要求は

ますます高まり、かつ多様化している社会状況の

もとで、少子高齢化社会に対応した保健医療福祉

サービスを守る担い手の育成にもこたえられる魅

力的な大学であるためには、これまでの実績にと

らわれず不断の改善努力を続けていくことが重要

であり、そのことなしには大学の発展はないもの

と思われます。このような意味で、本学では不断

の改革改善を図ることを目的として年度ごとにテ

ーマを絞って内部評価を実施し、よりよい教育の

実現に向けて取り組みを進めてきました。完成年

度を終えた本年度においては、この４年間行って

きた教育研究及び大学運営が果たして建学の理念

に照らしてどうであったのか、またどのような成

果を上げ、今後大学の発展のため何をすべきかな

ど自己点検、自己評価を行い、大学全般の総合的

状況について報告書としてまとめることになって

おります。さらに、この自己点検評価報告書をも

とにして、学校教育法で義務づけられている国の

認証機関による外部評価を平成２３年度に受ける

予定となっております。今その準備を進め、全学

を挙げて取り組んでまいる所存でありますので、
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御理解を賜りたいと思います。

以上、答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３、小項目１、全国学力・学習状況調査につ

いての答弁をいたします。

ことしで４回目となる全国学力・学習状況調査

は、今年度から抽出校と希望校に分かれての実施

となりましたが、抽出校分の結果が本年７月末に

届きました。議員御質問の経過を踏まえての分析

でありますが、抽出校の全道の結果からでは中学

校国語においては３年前の小学校国語と比較して、

文章から必要な情報を集め、資料にあらわれてい

る工夫を自分の表現に役立てて書くことについて

は高まりが見られるとの分析がございます。また、

中学校数学においては、３年前の小学校算数と比

較をして、文字式や数量の関係の理解については

高まりが見られるが、図形における面積、体積の

表現、処理や関数関係の理解については課題が見

られるとの分析結果が公表されております。名寄

市におきましては、小学校５校の抽出校のうち小

規模校が３校、また中学校は１校となっているこ

とから、名寄市全体の成果と課題を推しはかるこ

とは現段階では難しいと判断をしております。

名寄市教育委員会といたしましては、今後希望

校の学校ごとの成果が届き次第、過去の調査問題

との比較をしながら分析を行い、名寄市の傾向を

まとめたいと考えております。また、これらの結

果につきましては、各学校で取り組んでおります

学校改善プランの見直しや授業改善の手がかりと

して十分に活用を図ってまいりたいと考えており

ます。

以上、答弁といたします。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇６番（大石健二議員）

だきました。ありがとうございます。それでは、

いただいた答弁をもとに再質問をさせていただき

ます。時間の関係で質問順が入り組みあるかと思

いますが、あらかじめ御承知おきください。

最初に、名寄市立大学の将来構想についてお聞

きをしてまいります。前段でも申し上げましたけ

れども、名寄市立大学の前身である名寄市女子短

期大学は１９６０年に開学をされて、ことしでち

ょうど５０年目、さらにその３０年後には名寄女

子短期大学として組織改編しております。その２

０年後に名寄市立大学として今春３月に第１回の

卒業生を送り出しているという歴史といいますか、

刻んできておられます。こういうふうに時系列に

見ていきますと、大学は節目節目に組織を改める、

あるいは学校の体制を改めてきているというふう

に沿革の上からではそう理解するのですけれども、

私たち組織や事業体、企業体は組織の目標を達成

するために短期、中長期計画という、そういった

ものを作成をしていくのですが、大学にはこうし

たようなこれにかわるような構想計画というのは

策定されているのでしょうか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

今短期大学〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

の沿革を含めて御説明がございました。御質問は、

名寄大学における中期計画を持っているのかどう

かという御質問というふうに受けとめました。御

承知のとおり、今国立大学について法人化にすべ

てなってございますし、公立大学については８０

校のうち６割ちょっとが法人化になってございま

す。これは、平成１６年に法が改正されまして、

大学の自主運営といいましょうか、それをより一

層進めるという観点から法人化が進められてきて

ございまして、法人化の場合につきましては設置

者の求めによりまして中期目標というのを定めな

ければならぬと、こういうことになってございま

して、公立大学についてはすべて定めているとい

う状況になってございます。本学の場合は、市の

運営といいますか、直営方式で運営してございま

すので、基本的には総合計画に基づいて施設の整

備等を図っていくと、こういうことになりまして、

予算面含めてローリングの中で議論をして進めて
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きているという経過がございます。大学における

教学の部分の計画というのは、先ほどもちょっと

触れさせていただきましたが、自己点検評価とい

うのを本学では４年に１度大学全般にわたって自

己点検を行っていくのだと、そして外部評価をし

ていくと、こういうことになってございますので、

その中には基本理念から施設の関係含めて基本目

標も当然入ってございますので、それが一つの目

標になるのかなというふうに考えておりますので、

ひとつ御理解をいただきたいと思います。先ほど

申しましたように、第三者の外部評価を終えまし

たら、議員の皆さん方にも公表させていただこう

と思っていますので、御理解をいただきたいと思

います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今三澤事務局長のほう〇６番（大石健二議員）

から現況を踏まえたお話をいただきました。ただ、

私がお伺いしていきたいのは、半世紀にわたる歴

史を刻んできた現名寄市立大学がこの先どういっ

た進むべき方向、あるいはベクトルをお持ちなの

かと。そして、そこに向かって志望学生の募集、

確保、教職員、あるいは市民の皆さん、関係者と

ともにどういった協働といいますか、共同歩調で

魅力ある大学づくりを進んでいくのかという目に

見える名寄市立大学のあるべき姿というのをわか

りやすくお聞きしたいなというふうに考えている

のですが、なかなか提示は難しいですか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

１つには、〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

法的には大学みずからが自己点検評価を行い、そ

の後公表するとともに第三者の評価を受けると。

これは、やはり大学が高等教育機関として社会的

に責任があると、こういう認識のもとに定められ

ているものでございまして、当然教育研究活動等

の質を社会に保障するという部分が第三者評価の

規定でなってございます。したがいまして、これ

まで大学の基本理念、基本目標等についてはホー

ムページ等で公表させていただいてございますが、

この４年間を踏まえてどのようにさらに改善方向

を図っていくのかという部分については、これか

ら進める自己点検評価の中で明らかにして、今後

の大学のありようについても定めていくと、こう

いうことになりますので、ひとつその中で御説明

等をさせていただこうと思っていますので、御理

解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

学識を求められる大学〇６番（大石健二議員）

というのは、なかなか難しいのだなという感じが

いたします。一般の民間企業というのは、売り上

げ目標ですとか、あるいは上場企業を目指すとか

簡単な目標が設定できるのですけれども、なかな

か大学というのは、名寄市立大学というのは一般

会計で扶養されている中で自立ができていないの

だというえんきょくな言い回しもありましたけれ

ども、やっぱり組織体、事業体、生きている組織

というのは目標を掲げて、その目標に到達すべき

活動が行われていくのだろうと、私は民間育ちな

ものですから、そう考えるのですけれども、大学

は現況の調査を踏まえながら、石橋をたたきなが

らでないとなかなか計画が出ないのだというお話

というふうに私は理解をいたしましたが、少し話

題をちょっと外れたいなと思うのですが、昨年の

８月に政権がかわりました。その政権がかわった

政党がマニフェスト２００９の中で、なかなか私

の目を引く公約がございました。何だというふう

に申し上げると、その中の１節を申し上げますと

医療従事者等を増員し、質を高めることで国民に

質の高い医療サービスを安定的に提供する。さら

には、ＯＥＣＤ、先進３０カ国の経済協力機構で

構成される集団なのですが、各国で組織されてい

る機構ですが、このＯＥＣＤ平均の人口当たり医

師数を目指し、医師養成数を ５倍にするのだと

いう公約、マニフェストの中に書かれていました。

非常に私の関心を呼びまして、少し調べてみまし

た。それで、昨年の１２月に文科副大臣、鈴木寛

さんという方がいるのですが、きょうの新聞で相
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変わらず同じく副大臣に選ばれておられました。

この方がこう言っておられました。医学部新設に

ついて論議を深めようというようなお話がコメン

トとして載っておりました。医学部というのはい

かにも唐突で大変申しわけないのですが、名寄市

はたまたま名寄市立病院もお持ちだと。新設の医

科大学を建てると二百数十億円かかるのだそうで

す。ただ、大学があって、名寄市立病院があって、

市立病院が施設がある。そうすると、私も友人に

医師がいるものですからちらっと聞いたら、かな

り費用の圧縮は可能ではないのというようなお話

はしていました。少しく私の大学にかける将来構

想というのは、その場で立ち上がってジャンプし

て手の届くようなものではなしに、かなり離れた

距離から助走をつけてジャンプして指がかかる、

そういった目標設定でなければその組織、事業体

にかかわっている人たちの意欲の向上にはなかな

か寄与しないなというふうに考えているのですが、

三澤事務局長の今までの答弁の中で医科大学新設

について俎上、まないたにのせる余地はおありか

というふうにお聞きするのはいかがかなと思いな

がらもあえてお聞きしたいのですが、いかがでし

ょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員から大変高いレベ〇副市長（中尾裕二君）

ルでの提言も含めてお話をいただきました。かつ

て名寄の短大が４年制に移行する計画を持って、

これの始まりが平成９年当時の自己点検評価作業

に始まると思いますが、それ以降平成１３年に本

格的な大学移行の準備を進めさせていただいて、

議会とも大変慎重な、かつ熱心な議論をいただい

て、多少当初の計画よりも時間がかかりましたけ

れども、移行したという経験を持っております。

その当時に１つ話題になったのがどういう学部

学科編成をするとこの地域における人材の養成も

含めてふさわしいのかということで、結果として

看護、栄養、社会福祉という３つの学科から成る

保健福祉学部ということでスタートしましたけれ

ども、議論の過程では議会も含めて薬学部を置い

たらどうなのかというお話も随分いただきました。

当時薬学に携わる教員が何名かおりましたので、

それを接ぎ木をして、ぜひどうなのかという御議

論いただきましたけれども、やはり実習機関ある

いは人材の確保も含めて相当困難であると。もう

一つは、議論の大きな分岐点が財政的にどうなの

かというのが非常に大きなテーマでありましたの

で、この点からも名寄の力量では支え切れないだ

ろうということがございました。今御指摘ありま

した医学部につきましては、函館のほうでも検討

に入ったというふうに伺っております。ただ、や

っぱりあくまでもベースは既存の医科大学の定員

をふやすというのが大方の方向のようでありまし

て、新たに今新設医学部をということには国の対

応も含めて相当厳しいというふうに考えておりま

す。これらにつきましては、医学部にかかわらず

今後この地域におけるニーズがまた時代とともに

変わり得るということは、これまでも短大５０年

の経営の経験から何度も改革を進めてきたという

経験持っておりますので、その辺につきましては

敏感に情報収集をしながら、ぜひそうしたいろん

な可能性も含めて検討し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。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今中尾副市長からお話〇６番（大石健二議員）

がありましたが、確かに１９８０年の琉球大学の

医学部を最後に新設はされておりません。ただ、

今回については文科、川端さんがかわったという

こともあって多少変更があるのかもしれませんが、

決して医学部新設についてはこだて未来大学だけ

ではなしに当別にある道の医療大学でしたか、そ

ちらもちょっと手を挙げているというふうにお聞

きをしておりますので、天文台ができて、名寄市

の次の名寄市全体の将来構想をもう少し掲げても

よろしいかなと思いますので、ぜひとも検討を深

めていただきたいというふうに考えています。

続いて、商工業の振興策についてお聞きをして
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まいります。先ほど茂木部長のほうからるるお話

がありました。実は、ちょっと質問を絞ってまい

りますが、答弁の中に商工支援ガイドというお話

がありました。私も何冊か持っています。新旧の

だけちょっと持ってきますと、新旧といいまして

も平成２１年７月に発行されたもの、この紫のは

２２年４月に発行されたもの。この中で、やっぱ

り事業の内容がかなりさま変わりをしています。

廃止されたもの、新たに新設されたもの、そうい

う事業等の説明、商工業者に対する説明会なりを

ひざを交えながら御説明をされた経過はあるので

しょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

商工支援策ガイド、〇経済部長（茂木保均君）

これは名寄市の中小企業振興条例に基づいて支援

策をつくっているものでございます。これは、中

小企業振興審議会において毎年内容について時の

ニーズに合わせて改正もいたしてきております。

そういう中で、こういった支援策ガイドを作成を

して、関係の機関等に配布をする、あるいは必要

に応じて説明に歩くというような形をとっている

わけでございまして、そういった特別に名寄市が

関係者を集めてというような機会を持っておりま

せんけれども、その必要性も私もちょっと感じて

おりまして、ことしもそういったことを検討させ

ていただいたのですが、ちょっと時間的なことで

できなかった状況ありますけれども、できるだけ

この内容については商工業者の方が十分理解でき

るような形での取り組みというものをやっている

つもりでございますので、御理解いただきたいと

思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、名寄でちょ〇６番（大石健二議員）

っと実施していないものですから、ある都市のデ

ータを引用させていただきます。商店街実態調査

２００７というちょっと年代的に古いのですが、

この中でこんなふうに触れています。補助、助成

制度を利用していない商工業者のうち、補助事業

の存在を知らないと答えた商工業者が回答の４割

を占めているというのがありました。ですから、

今回のように半年ぐらいの間隔で商工支援ガイド

に盛られている事業が改廃されているということ

自体を知らない、あるいはその事業の存在自体も

知らないという商工業者がこのある都市でやって

いる回答者にそのまま当てはめるのは無理がある

のですけれども、大方の商工業者の方が名寄商工

支援ガイドに盛られているであろう事業の内容に

ついて把握しているかどうか大いなる疑問がある

と私は思います。試しにこんなような補助制度が

あるというのを茂木部長は御存じかどうかという

のを知らないからお聞きする前提でお聞きをしま

す。商店街の皆さんがパークゴルフ大会や研修や、

あるいは販促、求人募集の広告を出すときに係る

経費を補助する助成制度があるの御存じですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の補助制度につい〇経済部長（茂木保均君）

ては、それは名寄市のという意味でしょうか。

（「いや、違います」と呼ぶ者あり）

それは、国とか道と〇経済部長（茂木保均君）

かそういう部分ですか。

（「そうです」と呼ぶ者あり）

内容について承知し〇経済部長（茂木保均君）

ておりませんでした。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今正直に知らないとい〇６番（大石健二議員）

うふうにおっしゃっていただいたものですから、

調べたのをちょっとお教えしますと、これは厚労

省の独立行政法人の雇用・能力開発機構、これは

せんだっての仕分けで間もなく消える組織ですけ

れども、ここで中小企業人材確保推進事業助成金

というのがあります。先ほど申し上げたような商

店街で何らかをする、あるいは集まって求人を出

す、あるいは研修旅行をやる、あるいは講師を呼

んで勉強する、そういったものにも助成金が出る

という助成金制度が今申し上げた雇用・能力開発

機構にある。では、もう間もなく廃止されるのだ
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から、この助成金もなくなるのではないかという

ことなのですが、あに図らんやこれ閣議で継続す

ることが出ておりましたので、ぜひ一度確認をさ

れてもいいだろうと。どこの閣議というと２００

８年１２月の閣議で、助成金業務は厚労省の出先

である都道府県労働局の業務と一体的に処理する

とコメントされていますので、ぜひこういった制

度があるのだと知っているのと知らないのとでは

大きな差が出るだろうということを申し上げて、

次に進ませていただきます。

観光施策の受発信についてお聞きをいたします。

残り１１分となりましたが、何を聞こうかと思い

ますが、まず映画「星守る犬」、８月１２日にク

ランクインした漫画家、村上たかし氏の原作、映

画ですね、「星守る犬」についてちょっとお聞き

します。私も原作を読んで、非常に結末が身につ

まされるなという内容ではありますが、私の仄聞

するところでは映画監督の方がたまたまインター

ネットで検索をしていて、ひまわりの美しい都市

を探していたところ名寄が出てきたというのです

が、この経過について誤りはありませんか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私もその話について〇経済部長（茂木保均君）

お聞きしたときに、全国をインターネットでひま

わりを検索しているときに名寄のひまわりという

ことでお聞きしておりますから間違いないと思い

ます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、せっかく名〇６番（大石健二議員）

寄はひまわりのまちとして地位を確立しつつある

まちですから、ただ私も何カ所かひまわりを見て

回って、ただ咲いているだけなのです、大変失礼

な言い方なのですが。このひまわりを使って、例

えばひまわりの地面からの草丈コンテストだとか、

ひまわりの顔のでかさを競うような、そういった

アイデアがあってもいいなと私は思っています。

ぜひお時間と企画力があれば検討していただきた

いというふうに考えます。

あと、市長であったかな、加藤市長の何かのお

話の中で名寄を映画のロケ地として誘致をしてい

きたいというようなコメントを聞いたことがある

ような気がしているのですが、名寄市にフィルム

コミッションという専門の部署を設けるようなお

考えはあるのでしょうか。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

） たしか選挙中の何か公約〇市長（加藤剛士君

の中に書いてあったかもしれません、映画の誘致

ということで。今回たまたま御縁があって、こう

いうことがあったということで非常にうれしく思

っていますし、これからもそうしたメディアリテ

ラシーというか、メディアをやっぱり上手に使っ

て発信していくということが大事だろうというふ

うに思っています。そのフィルムコミッションま

で専門的にやる組織体制がいいのか、そうした機

能をどこかの組織に持たせるというのがいいのか

どうかということは検討してまいりたいというふ

うに思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ誘致活動を積極的〇６番（大石健二議員）

に展開をしていただきたいなというふうに考えま

す。

時間がなくなってまいりましたが、それでは続

いて全国学力・学習状況調査についてお聞きをし

てまいります。結果については、７月３０日に公

表されたというふうに教育部長のほうからお話が

ございました。部長のほうからもお話がありまし

たが、４年目を迎えたことしは全国一斉調査から

抽出調査に変わったと。集計方法も都道府県別、

個人別に改められたと。これまでやっていた市町

村別あるいは学校別の集計は行われていないとい

うふうに理解をしておりますが、誤りがあれば後

で御指摘をいただきたい。こうした経過を踏まえ

て、これまで行ってきた学力・学習状況調査の集

計データを当てはめて分析、対比することは可能

でしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）
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先ほど部長からも答弁〇教育長（藤原 忠君）

いたしましたが、抽出校で小学校では５校、中学

校では１校が名寄では選ばれたわけでありますが、

小学校は小規模校が３校だったというようなこと

もあり、まずは名寄市の正確な結果については分

析がまだできないという状況にあります。今御質

問がありましたように、そういうことを踏まえて

北海道における市町村別あるいは管内別の順位と

か集計等もまだ行われていない。これは、北海道

教育委員会が実施した結果がすべて出そろった１

０月中旬ぐらいになろうかと思いますが、その後

に行われるのではないかと。そして、名寄市にも

全校の受験の結果が送付されてくると、こんなふ

うに考えておりますので、名寄市もそれに基づい

てまた内容分析をするということでございます。

なお、集計データについては、北海道教育委員

会のお話では昨年までと同様に十分分析するに値

するものになる予定だというふうにお聞きしてお

ります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

国でやっている事業な〇６番（大石健二議員）

ものですから、踏み込んでしまうとどうしても御

答弁に限界があるだろうとは思うのですが、事名

寄に限ってお話をお聞きしていくと、今はホーム

ページのほうで問題が公開されています。私ちょ

っとインターネットからはじき出しました。そう

すると、３年前の問題と今回の問題をちょっと比

べていきますと、中学国語のＡで３年前の小学校

国語に出ていた問題がそのまま出ていました。何

だというと、１つは漢字の書き取りで相談、Ａさ

んがＢさんに心配事を相談する、その相談という

文字が片仮名で書いてあり、これを漢字に直す問

題でした。もう一つですが、もう一つは漢字を読

み解く、送り仮名をつけるという導くというのが、

この２題が３年前の小学校６年生の国語の問題に

出ていました。もう一つは、中学校Ａの問題、中

学校の数学の問題はＡとＢがあるのですが、Ａの

問題の大きな５番の（４）番に円柱の体積を求め

る問題がありました。これは、３年前の小学校６

年生の問題に出ていました。どういうふうになっ

ているのだというふうにちょっと私もそれぞれデ

ータが出ているものですから書き取ってまいりま

した。そうすると、３年前の小学校の正答率、相

談という漢字が５８％、導くという漢字の読み取

りが９５％、なかなか高いのです。今回中学生の

正答率、相談が７７％、導くが９７％。つまり３

年前の小学生の書き取り、読み取りよりも今回の

中学生の読み取り、書き取りの正答率が高いとい

うことです。では、正答率がアップしているから

一安心かというと、決してそうでもないと。逆に

先ほど申し上げた体積を求めるこの問題は、小学

校６年生のときは７３％でした。今回中学生の正

答率は４３％でした。これは、先ほど教育部長、

教育長からお話をいただいたように、全国学力・

学習状況調査を分析して指導力を改めていく、さ

らに向上させていくというふうに考えていくと、

どうも合点のいく説明にならないな、これだけと

らえて言うのもどうかと思いますが。こういった

ところを踏まえて、果たして学力テストを申し上

げると小学校６年生、３年前に小学校６年生だっ

た方が今中学３年になって、ちょうど同じテスト

を受けてこういう結果だということなのですが、

いかがでございますか、その指導力向上に生かす

という学力テストの本来の目的からすると。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

今年度については、た〇教育長（藤原 忠君）

だいまのお話についてまだ正確に分析は出してい

ないから、私としてもコメントはできない状況に

ございます。ただ、一部抽出校にかかわっては、

わずかながら検討するチャンスはあると。なぜか

といいますと、中学校は多数の小学校から入って

きていますので、単純に考えることはなかなか難

しい。しかし、そうでなくてかなりの子供が中学

校に進学している、そういう中学校で考える場合

は、私はそのようなことはないと考えております。

明らかに成績は向上している、名寄市の場合は、
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そんなふうに受けとめております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇６番（大石健二議員）

た。

最後に、人事評価制度についてお聞きしてまい

ります。先ほど佐々木部長のほうからるる説明が

ございましたが、ことしの２月と７月にやった実

施要綱については、私もいただいて拝見をしまし

たが、申し上げたように被考課者の対象枠の拡大

だけしか内容的には変わっていなかったと、正直

申し上げると。そうすると、何が変わったのだと

いうと余り変わっていない。せめて文字ぐらい大

きくしてあげたらどうなのだと。私評価着眼点基

準表というのを持ってきました。これは、本来は

Ａ４で書いてあります。なかなか高齢の方は見え

ないだろうと思います。せめてこのぐらい字を大

きくして、評価がしやすいように工夫する必要が

あるように思いますが、最後に簡単におっしゃっ

てください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁の中〇総務部長（佐々木雅之君）

で、ことしの２月に実施した課長職の人数を４４

名と申し上げたつもりなのですけれども、もしか

したら早口でしたので、４名ということだったの

かもしれませんので、４４名ということで御理解

お願いしたいと思っています。

それから、人事評価の基準の関係については、

それぞれの市で苦労をしながら、情報交換も一部

行いながらやっているのですけれども、中身の問

題も含めて、文字の大きさについてもその辺につ

いては改善できるものについては改善していきた

いと思っています。よろしくお願いします。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

地域防災について外２件を、佐々木寿議員。

議長より御指名をい〇７番（佐々木 寿議員）

ただきましたので、通告順に従いまして、質問し

てまいります。

まず、質問する前にさきの７月末の大雨で災害

に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げたい

と思います。また、それに対応してくださった、

あるいは復旧のために対応してもらった職員、関

係者の方々に心から敬意を表したいと思います。

それでは、質問に入ってまいります。１点目は、

地域防災について、大雨災害での課題と今後の具

体的な推進について伺います。これは、さきの議

員の質問がありましたので、重複する部分がある

かと思いますが、よろしくお願いしたいと思いま

す。ことしの夏は、全国的に異常高温や局地的豪

雨を記録し、大規模な災害も相次ぎました。道北

においてもさきの大雨では上川管内東川町の道道

が陥没して車両が転落、１人が死亡、天人峡温泉

への道道も寸断されて温泉街が一時的に孤立し、

現地に向かっていた男性が死亡するという事態に

までなりました。名寄市においても７月下旬の大

雨災害により豊栄川、真狩川等がはんらんし、地

域住民の方々が被害を受けられました。この被害

による人的被害はなかったものの、これまでの天

塩川等の決壊を想定した訓練とは異なり、多くの

課題が出てきたとの市長の行政報告、また広報な

よろでも広報されたところであります。その中で、

地域を含めた初動態勢及び連携の充実、避難支援

体制の向上に努めると報告がありましたが、当面

具体的にどのようなことを推進するのか伺います。

また、浸水計、水位計の設置状況はどのように

なっているのか現状を伺います。

過去において比較的大規模災害の少なかった名

寄市は、市民に対して自分だけは大丈夫、だれか

が何とかしてくれるというような根拠のない安心

感を抱かせやすい環境にあり、防災意識が低いよ

うに感じられます。防災訓練等で防災意識の啓発

に努めているものの、いまだに低い現状にあると

思います。さらに、町内会においても防災に関し

ては、高齢化による自主防災活動の停滞や核家族

化による地域コミュニティーの希薄化が懸念され、

なかなか地域防災に進捗が見られません。しかし
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ながら、このような環境にあってもみんなで協力

し合い、被災を最小限にとどめなければなりませ

ん。そこで、何とか早い段階において防災士等を

養成して、この防災リーダーたちに一地域にこだ

わることなく積極的に全地域にかかわっていただ

き、自主防災組織を確立し、さらなる地域防災力

を図るべきと考えます。町内会自主防災組織立ち

上げについて見解を伺います。

２点目は、行政改革について伺います。職員の

モチベーション向上と市民サービス向上の取り組

みについて伺います。行政改革は、どこの自治体

もこの厳しい経済状況下で恒常的な財源不足を克

服するためにさまざまな取り組みをいかに現実的

に推進できるのかが課題となっていると推察いた

します。そしてまた、どのような条件下にあって

も市民の皆様に対して質の高いサービスを効率的

に提供すること、市民の皆様の満足度を高めてい

くことが原則となっています。これまでは、行政

改革は職員には関係が薄く、みずからの業務とか

け離れた大きな制度や仕組みの改善であり、自分

には関係のないことのように思われていたかもし

れません。しかし、事務事業内容を理解し、市民

の皆様と身近に接する機会が多い職員であり、市

民サービスの担い手でもあります。常にやりがい

を持って働き続ける職場環境の改善、構築するこ

とこそが行政改革につながるものと思っています。

過去にも職員提案制度があったようにも伺ってお

りますが、職員が直接担当する事業に限定せず、

またあるときには有志のグループがアイデアを持

ち寄り、積極的な提案が出され、その提案改善要

望事項が強い仕組みや制度に対しては最優先で見

直すという姿勢を前面に打ち出すというような思

い切った視点に立つことが重要ではないかと思っ

ております。同時にこの提案を公表と、このよう

な取り組みが実施されることによって、新しいア

イデアを生み出す姿勢や仕事への積極性が醸成さ

れるのではないかと思われます。また、他の部署

の職員にも大いに刺激となります。そして、職員

が市政に対する理解の深まりが生まれることや事

業予算をかけないよう職員が意識することでこれ

までの事業を見直すきっかけとなることが期待で

きるのではないかと思います。限られた予算の中

で、費用をかけずに市民の目線に立った新しいア

イデアに取り組むことによって、職員のモチベー

ションや市民サービスの向上につながっていくも

のだと考えます。既にゼロ予算事業や仕事改革と

いう名称で取り組んでいる自治体もあります。名

寄市として、時代の変化に即応できる組織の進化、

職員が前向きに働くことができる職場環境の構築

についてどのような見解をお持ちなのか伺います。

３点目は、福祉行政について、北海道障がい者

条例について伺います。条例には、障害者が日常

生活や社会生活を営む上で差別的な扱いを受けな

い権利擁護のほか、どの地域でも同程度の福祉サ

ービスや社会参加の機会が用意されている暮らし

やすい地域づくりの推進、働く障害者を応援する

就労支援など幅広い取り組みが必要だというよう

なことが記されています。これらの施策の推進に

ついては、道、市町村が財政運営上特段の配慮を

講じるほか、各圏域に設けられる地域づくり委員

会が核となって関係者が連携して行うこととして

おります。障害者の権利擁護については、身体的、

性的、心理的虐待やネグレクトなどの明確な虐待

を禁止するだけではなく、障害者に対する配慮不

足が結果的には不利益な扱いをしていると同様の

状況になることを認識し、道、道民、事業者らは

合理的な配慮に努めるべきだとしております。こ

の障害者への差別や虐待をなくし、暮らしやすい

地域づくりを推進する条例です。このような地域

づくりを話し合う地域づくり委員会を道内１４地

域に設置し、委員会の調査で重大な虐待、権利侵

害が見つかった場合は知事が是正勧告することが

でき、改善できない場合は勧告内容を公表すると

しています。そこで、上川地域づくり委員会との

連携及び名寄市の障害者の暮らしやすい地域づく

りの推進状況、働く障害者を応援する取り組み状
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況、障害者の権利擁護に関する推進状況等の現状

を伺います。

次に、地域包括ケアシステムの取り組みについ

て伺います。平成１８年の介護保険制度改革にお

いて創設された地域包括支援センターがスタート

して４年目を迎え、地域における医療、介護、福

祉の一体的提供の実現に向けて、高齢者の地域包

括ケアシステムのあり方も議論され始めてまいり

ました。高齢者が住みなれた地域で生活を継続で

きるよう最適な福祉、保健サービスを切れ目なく

提供する観点に立ち、地域を基盤とする自治体の

高齢者ケアと地域包括支援センターにはどのよう

な高齢者に対する支援が求められているのかも注

目されてまいりました。名寄市においても、名寄

市地域包括センターが平成１９年４月１日から条

例とともに施行されました。そこで、名寄市の高

齢者ケアの現状と課題、今後包括センターはさま

ざまなコーディネート機能を拡大していく要素を

多く含んでいる状況の中で業務の再整理と活動の

標準化、重点化が必要となってくると思われます

が、包括センターとしての今後の活動の重点と取

り組みについて伺います。

以上でこの場からの質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐々木議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で３点の質問がありました。１

点目、２点目は私のほうから、３点目につきまし

ては健康福祉部長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いをいたします。

まず、１点目の防災について答弁します。大雨

災害での課題と今後の具体的推進についてお答え

します。お尋ねの７月２９日の大雨につきまして

は、気象データ速報値から１時間最大で２ ５ミ

リ、１日で１１７ミリという今までにない豪雨で、

市内の各地で家屋の浸水被害が出たのは御案内の

とおりであります。今回の豪雨の課題といたしま

しては、初動における対処と分庁方式での対応に

ついて、１つとして同時多発的局地災害に対処す

る職員の体制が十分とは言えなかった。２つとし

て、合併に伴い職員が地理に不案内であった。３

つ目として、風連庁舎では対策本部を組織してお

りましたけれども、兼ね職、兼務している職員が

多かったことから初動時が効率的ではなかった。

４つ目として、現場での臨機応変の対応の必要性

を痛感したという課題があります。これに対処す

るため局地的な災害の初動についての組織を見直

し、１つ、情報収集時から名寄地区と風連地区に

災害対応体制を組むこととする。２つ目に、災害

時には両地区の地理に明るい職員を配置をして対

応する。３つとして、風連地区にサブ本部を置い

て副市長が指揮をとる。４つとして、現場での指

揮者を定め、避難勧告等を早目に出すという対応

をとるように改善をいたしました。また、今回の

被災した町内会につきましては、チラシや電話、

ファクスでの早目の災害情報の周知、２つとして

避難に係る世帯状況及び被害要援護者の把握、３

つ目に安心できる避難しやすい避難場所等につい

て協議をし、今後の災害に対処するようにいたし

たいと考えております。

浸水計、水位計の設置状況についてお答えしま

す。当市に浸水計、水位計は、国、道が管理上設

置したものがありますが、市が管理する普通河川

には設置しておりません。水位計は、天塩川、名

寄川、豊栄川にあり、増水時等はインターネット

で当市も有効な情報を得ております。なお、浸水

については、豊栄川の遊水池に監視カメラを設置

しており、今回の大雨のときもさらに現地に職員

を派遣して監視を強化しておりました。また、気

象情報は気象台の情報により３０分ごとに観測で

き、これらの情報を分析し、さらに直接気象台に

確認するなどして危険を把握したときは被災する

と思われる場所に職員、消防団員等が行くことで

現場を確認し、警戒を行って対処するようにして

おります。

自主防災組織の推進についてお答えします。お

尋ねの自主防災組織の立ち上げにつきましては、
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７月２９日の大雨の危機からも町内会でも本格的

に取り組みを始めたところがあります。豊西小学

校の校区地区では、市内地図に災害時要支援者を

独居老人や障害者の区分をつけたマップの作成を

８月から行っております。また、今後西小学校区

地区においても自主防災組織を立ち上げる準備を

している予定であります。しかし、議員御指摘の

ように地域のコミュニティーの希薄化と町内会の

役員も高齢化が進んでいることから、さらに個人

情報保護の観点からなかなか協力体制がとれない

ことも含めまして、町内会で防災士を養成し、自

主防災組織を立ち上げるのも一つの方策であると

考えております。これらの方策も含め、町内会に

過大な負担をかけずに自主的にできるところから

一つ一つ積み上げて手がけていくことが肝要だと

考えております。

大きな項目２つ目の行財政改革についてお答え

します。まず、職員のモチベーション向上と市民

サービス向上の取り組みについてお答えします。

地方分権が本格化する中で、地方自治体は自己責

任において自立的、効率的な行政を推進すること

が求められています。そうした中で、本市におい

ては限られた資源で最大の効果が得られるよう、

事務事業の徹底的な見直しや経常経費の一層の節

減を行うなど、組織経営の視点に立って行政のス

リム化と効率を図るために行財政改革を推進する

必要があります。そのために職員の意欲を引き出

し、高めて、資質、能力の向上を図ることを目的

として、２２年３月に新名寄市人材育成基本方針

を制定し、求められる職員像として、１つ、市民

に信頼され、自立的に行動する職員、２つ、職員

としての使命感を持ち職務を遂行する職員、３つ、

環境変化に適応し、柔軟かつ的確に対応する職員、

４つ、経営感覚を持ち専門知識を備えた職員の４

項目を掲げて、人材育成の方策を講じてきていま

す。これからも質の高い行政サービスができるよ

う、職員の研さんに努めてまいりたいと考えてお

ります。

御指摘のありました職員提案制度につきまして

は、平成２２年３月に要綱を定めて実施してきて

おりますが、今現在は提出がない状況であります。

日ごろから問題意識を持って、個人やグループか

らの提案を促すために職員研修のテーマ等にも取

り入れながら、組織内で定着できるよう環境整備

を進めております。なお、過去旧風連、旧名寄に

おきましても事務改善等について職員からの提案

があって実施した例はございます。提案内容の公

表につきましては、採用された場合のみ公表する

ことにしていますが、提案に対する審査結果につ

いては提案者に具体的な説明を行うことにしてい

ます。この制度が組織的に認識され、職員同士が

切磋琢磨し、みずからも積極的に住民サービスの

向上につながる事務事業など行政全般にかかわる

提案ができるという意識を持つことができるよう

になった時点で、市民に対しても職員がどのよう

な提案をしているかということについて公表でき

るようなシステムづくりを検討してまいりたいと

考えています。

市財政の健全化を推進しながら、増加する行政

需要にこたえていくためには、地域の状況を常に

把握した上で市政を経営としてとらえ、コスト感

覚を養い、限られた資源の中で効果的で効率的な

職務を遂行することが重要であります。さらに、

経験により得られた知識、技能を蓄積するととも

に新たな情報を吸収し、専門的知識、技能を高め、

広げることにより高度化、複雑多様化する市民ニ

ーズに的確に対応できるようにしてまいりたいと

考えています。地方行政を取り巻く環境が著しく

変わる中で、今後行政が直面する課題について解

決策をみずから創造し、市の特色を生かした施策

の展開が求められています。そのためにはこのよ

うな環境変化はむしろチャンスととらえ、既成の

考え方にとらわれず、多角的な視点で新たな課題

に柔軟かつ的確に対応する職員が求められている

ことから人材育成を効果的に推進していくために、

１つ、職場の学習的風土づくり、人を育てる職場
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環境、２つ、人事管理制度の確立、人を育てる人

事管理、３つ目、仕事を進める過程の工夫活用、

人を育てる仕事の進め方について各種手法等を取

り入れながら、職員のモチベーションを高めるた

めに職員研修等の充実を図ってまいりたいと考え

ております。

以上、答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目３の福祉行政についての小項目１、北

海道障がい者条例につきまして申し上げます。

北海道においては、障害があっても安心して地

域で暮らすことのできる社会づくりを目指し、障

害のある方の権利擁護と暮らしやすい地域づくり

を推進するため、北海道障がい者及び障がい児の

権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしや

すい地域づくりの推進に関する条例、通称北海道

障がい者条例が平成２１年３月３１日に公布され、

平成２２年４月１日から全面施行されました。こ

の条例は、議員御承知のとおり、障害のある人が

当たり前に暮らせる地域はだれにとっても暮らし

やすい地域であることを基本に進めているもので、

条例に基づく地域の支援体制として市町村だけで

は解決が難しい広域的な課題などに対応するため、

道内１４の総合振興局及び振興局の圏域ごとに地

域づくり委員会を設置し、関係市町村と密接な連

携を図りながら、地域のさまざまな課題の解決に

取り組むこととされています。また、圏域だけで

は解決が困難な全道レベルの課題等につきまして

は、本庁に設置した北海道障がい者が暮らしやす

い地域づくり推進本部の調査部会において協議す

ることとされています。

１点目の上川地域づくり委員会との連携につき

ましては、この１４の総合振興局の一つとして上

川総合振興局の社会福祉課に委員会が設置され、

名寄市では平成１８年度に全面スタートした障害

者自立支援法に基づき、平成１９年１月に障害者

自立支援協議会を設置し、相談支援を初め福祉サ

ービスの利用状況等を協議しています。今後にお

きましても障害者の差別や不利益、虐待等の解消

に努め、安心して生活を営むことのできる地域づ

くりを協議するとともに、解決が難しい問題につ

きましては北海道地域づくり委員会に申し立てを

行い、改善を図ってまいりたいと考えております。

２点目の障害者の暮らしやすい地域づくりの推

進状況につきましては、平成１８年度以前は身体、

知的障害者のみが福祉サービスの利用の対象でし

たが、障害者自立支援法の施行により精神障害者

を加えた３障害すべてが自分に合ったサービスを

選択し、利用できるようになりましたが、利用者

負担が生ずることもあり、経済的負担からサービ

スの利用を控える方も多いことなどを踏まえ、国

では今年度から非課税世帯にあっては利用料金を

無料とするよう改められました。名寄市では、障

害者に対しハイヤーの基本料金の助成や精神障害

者には東西線のバス利用について市独自で助成を

行うほか、地域実情に応じた地域支援事業を活用

し、外出する際の移動支援や日中一時支援事業を

行うなど障害者が安心して暮らしやすい環境に対

し支援をしていますが、だれもが同じ生活を営む

ことのできるよう、課題や問題の解決に向け、各

関係機関、団体で構成されている障害者自立支援

協議会で協議しながら、暮らしやすい地域づくり

に努めてまいりたいと考えております。

次に、働く障害者を応援する取り組み状況につ

きましては、障害程度や能力に違いはあるものの

働く意欲を応援する福祉サービス事業を初め、な

よろ地方職親会の事業主の方々やハローワークの

理解と協力をいただき、就労の機会を得て、福祉

的就労、一般的就労に結びついている障害者も多

くおられます。今後におきましても各関係機関、

事業主はもとより障害者就業・生活支援センター

「いきぬき」を初め、障害者雇用連絡会議等と連

携をし、障害者の就労促進及び社会復帰の促進に

ついて情報を共有し、自立に向け支援をしてまい

りたいと考えております。
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次に、障害者の権利擁護に関する推進状況につ

きましては、障害者に対する差別や虐待等、生活

する上で悩みを抱えている人たちに対し、相談員

といたしまして身体障害者２名、知的障害者１名

を北海道から委嘱を受けるとともに、精神障害者

生活相談員２名を名寄市で委嘱し、障害者からの

相談に応じております。また、相談窓口は相談員

のほかに市の担当窓口や市内の福祉サービス事業

所を初め、名寄保健所においても精神保健相談や

北海道身体障害者福祉協会においては障害者１１

０番等があり、障害者が差別や虐待がない地域で

安心して暮らせるよう関係機関、団体と連携を図

り、対応に努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２の地域包括ケアシステムの取り

組みについて申し上げます。１点目の高齢者ケア

の現状と課題につきましては、名寄市の６５歳以

上の高齢者人口は平成２２年７月末現在において

２１６人、高齢化率２ ８５％と４人に１人以 

上が高齢者となっており、７５歳以上の高齢者割

合が年々高く、高齢化は急速に進んでおります。

介護認定状況は、要介護、要支援者数 ３３８人

と徐々に増加をしており、国立社会保障・人口問

題研究所調べによりますと１０年後の平成３２年

には認定者数 ６５１人と予想されております。

本年７月末の介護サービス受給者の内訳は、居宅

介護サービス受給者数７１４人、地域密着型サー

ビス受給者数４０人、施設介護サービス受給者数

２９９人という状況になっております。特別養護

老人ホームなど施設介護サービスの待機状況は続

いており、居宅介護サービスにおいてもショート

ステイや通所介護等に待機状況が見られますが、

平成２３年度の国における介護基盤緊急整備等特

別対策事業の導入で設置される小規模ケアハウス

２９人、認知症高齢者グループホーム１８人によ

り一定の緩和が図られますが、介護状態にならな

いための介護予防の視点がますます重要になって

いると考えております。

地域包括支援センターでは、４年目を迎え、介

護予防の視点から高齢者が住みなれた地域で安心

して過ごすことのできるように包括的及び継続的

な支援を行う地域包括ケアを実現するため、地域

支援事業の一つとして総合相談支援事業、２つと

して虐待防止対策、早期発見と権利擁護事業、３

つとして包括的、継続的な困難事業のケアマネジ

メント支援によるケアマネジメント事業、４つと

して第２次介護予防者のプラン策定による介護予

防マネジメント、５つとして介護教室、介護講演

会、運動機能向上プログラムなどによる介護予防

事業をそれぞれ実施するとともに、指定介護予防

支援も実施してまいりたいと考えております。し

かし、地域活動やボランティア等による高齢者介

護の互助や医療機関等による共助に係る多様なサ

ービスを有機的に連動し、提供できる仕組みづく

りのための地域包括支援ネットワークの構築が十

分に行われていない状況にあるのではないかと考

えております。

２点目の地域包括支援センターの今後の重点と

する取り組みにつきましては、今後も少子高齢化

の進展に伴う要介護、要支援者や認知症高齢者の

増加、加えて単身及び高齢者世帯のみの世帯の増

加や地域の連帯の希薄化や複雑な家族関係など、

介護保険のみでは介護を支える仕組みが難しくな

ってきている状況にありますので、今年度はどこ

に支援を必要としている人がいるのかを把握する

ため、単身高齢者の状況把握と町内会活動のアン

ケート調査等による実態把握を実施いたしたいと

考えております。単身高齢者の状況把握につきま

しては、本年７月から実施している緊急医療情報

キット命のカプセル交付事業において現在まで関

係機関との個人情報の共有の同意を得られた単身

高齢者２５８人、これは単身高齢者の約２割程度

になっております。その他高齢世帯１５３人、同

居世帯３３人の合計４４４人の情報を地域包括支

援センターが管理しており、必要に応じて町内会

や関係機関と共有を図ってまいりたいと考えてお

ります。今回も町内会の皆さんに御協力いただい
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ておりますが、今後も同意を得ることが難しい高

齢者の方々につきましては民生委員等の御協力を

得ながら実態の把握に努め、要援護の早期発見や

地域包括へのつなぎ、適正な支援対応、孤立化の

防止など、地域包括支援ネットワークの構築に活

用していきたいと考えております。また、町内会

活動の把握につきましては、高齢者を支えるため

に各町内会が独自に実施している活動、郵送アン

ケート等で情報の収集を行い、その情報を得るこ

とで高齢者の皆様に情報を提供してまいりたいと

考えております。地域ぐるみで高齢者の生活を包

括的、継続的に支える地域包括ケアの仕組みが十

分に機能できるよう体制の整備を目指し、取り組

んで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。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

答弁をいただきまし〇７番（佐々木 寿議員）

てありがとうございます。何点かについて再質問

をさせていただきますが、まず地域防災について

でございますけれども、これは市民の生命とか身

体、財産、これを守ることがこの計画の中に第１

番に趣旨としてうたわれているわけでありますけ

れども、先ほどの答弁ですといろいろとマニュア

ル的なものができ上がっているのかなというふう

に感じました。そこで、いかなる災害においても、

初動態勢というのが一番重要になってくるのだと

私は思っております。そこで、これからはその初

動態勢、これの本当に具体的なマニュアルという

ものは、例えばだれがどのようなことをやるのか

ということのこういうマニュアルという具体的な

ものができ上がっているのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

洪水ハザードマッ〇総務部長（佐々木雅之君）

プでは、名寄全域が水害に遭ったときにそれぞれ

各部のほうで各所管部を定めて、救護班であると

か情報班であるとか派遣班であるとかという、そ

ういう形でさまざまな部分は各部単位でやってい

ます。今回それが全体を動かすのではなくて臨機

応変に組織を動かさなければならなかったという

のは、局地的な災害と気象情報が急変したからだ

というふうに考えております。それで、今実際問

題に初動の関係につきましては、先ほどもお答え

しましたけれども、情報収集時の気象状況を判断

する部分のところと、それから分庁方式のため名

寄、風連にそれぞれ災害対策本部を実行指揮する

セクションを設けたと。それから、現地対策本部

が必要な場合については対策本部長をだれにする

かと、そこまでは決めさせてもらいました。そし

て、現実的に今回の水害の場合でありますと、消

防団員、消防職員を招集しても全部が集まってこ

れない状況でもありました。それから、逆に市の

職員も全員号令かけても全員が集まってこれない

状況の中で、局地的災害対応につきましては臨機

応変に対応してまいりたいというふうに考えてい

ます。その中で、全市的な災害の場合については、

各部単位で部長の指示で課長、係長、係を招集か

けて動かすと、そういうマニュアルになっている

のですけれども、それは余りにも大がかり過ぎて

機能がしないのでないかと。そこまでの体制でな

くても臨機応変にできるということで、例えば表

回りの仕事の関係については男性の若手職員を中

心に組織を再編した形で今現在作業を進めており

ます。それから、電話交換等、住民に説明する関

係で電話で応対する部分については女性職員とか、

勤務時間中に起きた場合については女性職員が中

心になって窓口を対応して、現場の関係について

は男性、若手職員を中心に対応する、そのような

ものを今現在検討している最中でありまして、今

回ももし万が一起きた場合どうするのだといった

場合については、そこら辺につきましては実施す

る対策本部というのをつくっておりますので、実

際に動ける職員の配置については早急に組織立て

をしまして、本人たちにもわかるように、何をし

ようとするかわかるように体制を構築していきた

いというふうに考えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）
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わかりました。これ〇７番（佐々木 寿議員）

は、初動態勢というのはやはり対策本部ができ上

がるまで、これが非常に早い時間に立ち上げない

とだめだと思うのです。それで、それから対策本

部ができ上がった時点に、同時並行的になるかも

しれぬけれども、情報の収集して、それがどうな

のかとか、避難勧告させるのかとかいう、そうい

う問題が出てくると思います。それを本当に個人

的な自分は何をするのかということをしっかりと

把握しておいたほうが、マニュアルをつくってお

いたほうが効果的だと思っています。

それで、例えばこの地域防災についての各部課

の任務が書いてあるのです、ある程度の。しかし、

ある程度マニュアルをつくった場合、これはある

程度図上訓練とかこういうものをしていかないと

本当に機能しないのではないかと思いますが、こ

の図上訓練ということは過去にやっているか、こ

れからやろうとしているのか、その辺の見解を伺

いたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御存じのと〇総務部長（佐々木雅之君）

おり、毎年防災の日のある９月、もしくは９月以

降に町内会の方々に御協力いただきまして防災訓

練やっています。そこは名寄が洪水ハザードマッ

プで想定した全地域の災害対策ということで、災

害対策本部長に対して各所管部のほうで行動した

内容について報告をする、それとか民間団体のア

マチュア無線のほうに連絡が入ってくるとか、交

通安全の指導員の方々については現地における交

通安全指導とか、警察、自衛隊とも連携する形で

の避難訓練やっているのですけれども、今回の場

合には実際にやってみて非常に感じたのは、それ

らが局所災害のときについてはなかなか難しかっ

たかなというふうに考えておりまして、町内会の

連絡ですらするいとまがなくて、まず副市長が先

頭になって例えば名寄の白樺団地のところに職員

を多く投入したと。同時に消防職員、消防団員も

行ったと。その中でやれたという部分は、人命を

最大尊重する面ではすごくよかったと思いました

けれども、なかなかその辺が当初の初動マニュア

ルどおりではなかったこともありましたので、図

上訓練というか、実際にどのように指揮命令を発

して組織を動かすかにつきましては非常に大切だ

なということも考えておりまして、町内会との連

携も含めて図上訓練、この辺については実効性の

あるもので訓練をしていきたいなというふうに考

えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

図上訓練をやること〇７番（佐々木 寿議員）

によっていろんな課題が出てきたり、ここをしな

ければいかぬという課題も出てきたりすることに

なるので、ぜひ防災訓練だけではなくて、別に時

間を設けてやってもらいたいなと思います。

それから、さきの議員のほうにもありましたけ

れども、災害対策、これ地域の特に私は問題とな

っているものは賃貸マンションとかアパートに住

んでいる余り地域とかかわりのないというか、そ

う言ったら失礼かもしれませんが、このような方

にやはり防災に対する意識とかそういうような対

策というのはどういうふうな見解を持っていられ

るのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

幸いのことに名寄〇総務部長（佐々木雅之君）

は災害の少ないまちということで、正直な話余り

そういうアパート、マンションに住んでいる方に

ついては積極的に働きかけていなかったというの

は実感としてあります。ただ、町内会のほうから

要請もありまして、町内会に加入してください、

加入しましょうという封筒で、市役所の市民係の

ほうに来て、最後はごみのところに来て、ごみの

パンフレットをもらって帰る説明の中で町内会に

加入してくださいと。そのときには防災上の必要

もありまして、地域での助け合いが一番大事です

からと、だからぜひ町内会に入って町内会からの

いろんな情報に接してくださいと、そういうこと

は職員の口から直接申し上げております。ただ、



－114－

平成２２年９月２１日（火曜日）第３回９月定例会・第３号

今後の訓練の中で、改めて局地災害起きましたの

で、その辺の関係につきましては災害に対する意

識というのはできるだけそういうマンション、ア

パートにお住まいの方々についても情報発信して

いきたいなというふうに考えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

防災だけではなくて、〇７番（佐々木 寿議員）

町内会の活動等についてもやはりそういう方が取

り残されてしまっていると。取り残されていると

いうか、自分たちも参加したくないのかわかりま

せんが、それの位置づけというのはコミュニケー

ションもしっかりやっておかなければいかぬとい

うのはやっぱり町内会もそうですが、ある程度行

政のほうでもそういう指導といいますか、そうい

う喚起といいますか、そういうようなものをやっ

ていただきたいなとは思っております。

それで、勧告の問題もありましたけれども、勧

告されても、テレビでこの間報道によりますと勧

告されても自分のところを自分が現場に行って見

て、おれのところは大丈夫だなという自己判断、

これをしているというふうに思うのです。それで、

行政としてはどういう勧告にしても、勧告をとり

あえずやるのですけれども、そういうひずみとい

いますか、個人的に判断してやっているその対策

といいますか、そういうようなものに対する考え

方というのはどういうふうに考えておりますか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

避難勧告は、強制〇総務部長（佐々木雅之君）

力を実は持っていないのです。だから、避難勧告

は避難をしてくださいというお願いなのです。そ

の後強制的に避難させる方法はあるのですけれど

も、その運用をする方につきましては警察とか消

防職員とか現地対策本部も含めて対応したいなと

思っています。

ただ、具体的には今回の私が聞いている話では、

今回の水でも大丈夫だったのという認識がもしか

すると地域住民の方々が持たれた場合、こちらが

避難勧告出しても、早目の避難勧告を出して安全

に避難してもらうということを最優先に考えてい

るのですけれども、その場合についてはなかなか

避難してくれない場合があるということも想定し

ておりますので、強制的にどのように避難してい

ただくか、それからもし避難に応じていただけな

い場合については気象状況なんかを判断しまして、

少なくても２階に避難をしてくださいと。１階が

もし水かぶったときにも命は大丈夫なように２階

に避難してくださいと、そんなようなことも含め

て、強制的にどのように避難をさせるかについて

の検討については警察やら関係機関等も含めて相

談をしたいというふうに考えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、勧告は命令〇７番（佐々木 寿議員）

ですから、自己判断ではなくて、隣同士とか避難

する人が本当にお互いに支え合ってやっぱり避難

すべきだと思っております。

この地域防災についてもう一点伺いますが、例

えば災害時の食料あるいは生活必需品等の備蓄と

いうものは、これはあるのでしょうか、それとも

どこかに備蓄してあるのか、どういうふうに考え

ておられるのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

正直な話いいます〇総務部長（佐々木雅之君）

と、災害時における毛布等については日赤からい

ただいたものを百数十枚用意しております。それ

だけです。食事の関係につきましては、ある大手

コンビニと北海道、都道府県レベルで災害協定を

結んでいまして、優先的にお弁当とかおにぎりと

か食事の部分について供給できるシステムになっ

ているのですけれども、あくまでも激甚災害、神

戸大震災みたいな大きなものを想定しているみた

いでありまして、今回の部分についてもその発動

について道にお願いしたのですけれども、規模が

小さいということも含めて、恐らく名寄の都市形

態からいうとコンビニが数店ありましたので、今

回の自治体の対応としてはおにぎり２個とカップ

みそ汁を市のほうで買いに行きまして、各施設の
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ほうに配付をして、御利用していただきました。

だから、備蓄の関係については、持っているのは

今毛布だけでありまして、食料等については特に

市のほうでは用意をしておりません。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回は、本当に局地〇７番（佐々木 寿議員）

的に大雨ということで、同時的に多発したわけな

のですけれども、これは河川状況からいいますと、

例えば名寄川でも天塩川でも満杯になっていると、

逆流してこの小さい川がどうしても流れていかな

い。遊水池も満杯になって流れていかない。こう

いうことに関して、これはやっぱりダムがあれば

ある程度スムーズに流れるのではないかと思うの

です。したがいまして、このサンルダムの早期着

工については、これはやったほうがいいのではな

いかと思いますが、どういうふうにお考えであり

ますか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の関係でも天〇総務部長（佐々木雅之君）

塩川の増水が防げたのは、岩尾内ダムの影響も大

きかったというふうに聞いています。サンルダム

の関係につきましては、私ではなくて、もしよろ

しければ市長、副市長のほうからお聞かせいただ

ければと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

市長、どうですか。〇７番（佐々木 寿議員）

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

河川の管理につきまし〇副市長（中尾裕二君）

ては、御指摘のとおりなかなか一自治体だけでと

いうことの対応は難しいものがございますので、

国あるいは道のほうにも働きかけをして進めてま

いりたいと考えておりますし、一方サンルダムに

つきましては議会も含めてこれまで決議をいただ

いて、国のほうに働きかけている案件であります

ので、現在凍結ということになっておりますけれ

ども、地域を挙げてまた改めての行動を起こして

いきたいと考えておりますので、ぜひ議会の皆さ

んも御支援、御協力をお願いしたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇７番（佐々木 寿議員）

もう一つ、地域災害で気になることがあります。

これは、今回天人峡の道路崩壊は、これは道路の

土砂崩れではなくて川が侵食して道路が決壊した

という部分があると。これは、今後名寄市の場合

でも水が侵食して道路決壊するとか、こういうも

のについての調査とかいうことについてはどうい

うふうに進めていくのでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

多分東川の事〇建設水道部長（野間井照之君）

故も河川の護岸はしてあったというふうに思いま

す。今議員が言われるように河川の増水によって

護岸の裏に水が入って、流失したのではないかと

いうふうに思っています。ただ、一概にこれも言

えないので、上からの水も、山からの水も多分に

影響があるというふうに思っております。今回の

名寄市の災害においても、北山だとかラカン沢線

だとか御園線だとかは川も決壊しましたけれども、

山からの鉄砲水もありまして決壊をしております。

こういうこと、護岸をしておりますけれども、ど

うしても古くなってきますと裏に水が回ってしま

って護岸が決壊するということもあります。ただ、

この調査は今の段階ではしていませんので、今後

何らかの方法があれば研究をさせていただきたい

というふうに思っています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇７番（佐々木 寿議員）

す。ぜひ調査して、危ないところ、あるいはそこ

からはんらんするということも考えられますので、

しっかりと検証していただきたいと、こういうふ

うに思います。

続きまして、行政改革ですけれども、過去にも

職員の提案等の施策をとったという御答弁がござ

いましたけれども、これは今例えば職員が無駄な

手続だとか仕事があるとか、あるいは現場重視の

施策がなっていないのではないかという、そうい

う不満もあるのではないかと思いますが、職員の
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その満足度といいますか、そういう調査とかアン

ケートとかというものはとったことがございます

か。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

直接職員個人から〇総務部長（佐々木雅之君）

アンケートとったということは、私の記憶ではな

いと思っています。ただ、行財政改革を進めるに

当たって課内会議とか係会議とかやっておりまし

て、そういう中で各課長さんを通じて現場の意見

としてこういうものは改めたいとか改めるべきだ

とか、そういう意見をいただいたことはあります。

前向きな意見の関係については、その都度行革の

本部等でも議論をしながら、直せるものについて

は改善してきているつもりをしています。それか

ら、または逆な形で立場を変えまして、係長会議、

それから課長会議は毎月やっています。それから、

過去には市長と若手職員、年代ごとの固まりとか

部単位とかとさまざまな形式あるのですけれども、

そういうことをしながら、ざっくばらんな行政に

対する仕事の進め方に対する意見交換会というこ

とも含めて、反映できるものについては反映して

きたという経過持っていますので、直接個人個人

から無記名のアンケートでやったというのはちょ

っと記憶ではないかもしれません。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、ぜひ現段階で〇７番（佐々木 寿議員）

アンケートとかそういうようなのとって、現状を

把握してもらったほうがいいと思います。

それで、時間も余りありませんので、市長、１

０年先、２０年先、これらのまちづくりをやりた

いということなのですけれども、まずこの現場、

庁舎、職員、こういう現場がしっかりと１０年先、

２０年先を見据えた組織改革というものができて

いないとだめだと思うのですが、先ほどの部長の

答弁に対してしっかりと市長の力強い決意をお伺

いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

行財政改革に対する中長〇市長（加藤剛士君）

期的な市長の決意という御質問でよろしいのでし

ょうかね。就任して５カ月余りが経過をさせてい

ただきましたけれども、それぞれ本当に職員の皆

さんもこの名寄市をよくするためにどうするかと

いうことで汗をかいていただいているものと思い

ます。しかしながら、御承知のとおりこの５年間

に相当の職員の皆さんも退職する方が出ていく中

で、これから組織をどうつくっていくのか、ある

いは今お話しいただきましたけれども、職員さん

がいかにやる気を持って、このまちをどうしてい

くかということを主体的に考えてやっていくため

にはどういう組織の姿があるべきなのか、そうい

うことをいま一度しっかりと考えていくべく進め

てまいりたいというふうに考えています。そんな

ところで、しっかりやっていく決意でありますの

で、御理解をいただきたいというふうに思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

どうぞよろしくお願〇７番（佐々木 寿議員）

いします。

それでは、最後に地域包括センターのことにつ

いてちょっと伺いますが、自宅で介護をする家族

の４分の１がうつ状態になるというような調査結

果もあるわけなのですけれども、これは家族の介

護者の負担軽減というのは非常に大事な深刻な問

題だと思っております。それで、そういう家族に

対するケア、これはどういうふうな見解をお持ち

なのでしょうか。ちょっと伺いたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員から御質〇健康福祉部長（三谷正治君）

問ございました家族に対してということで、御存

じのとおり今高齢者が高齢者を見るという時代に

入ってきております。高齢者ばかりではなく、ま

だ若い人も高齢者を見るという状況もありますけ

れども、やはり家の中で内情をなかなか地域の皆

さんに御相談をするということは現実の中に今の

地域の活動の中で、それから地域間、人のつなが

りの中で非常に希薄という言葉は適切ではないか

もしれませんが、そういう状況が現在続いている
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と私のほうも認識しております。現在地域包括セ

ンターの職員一同、保健師を含めてそれぞれ各家

庭にそういう部分では本人のみならず介護する人

たちにも少しでもデイサービス等々を活用してい

ただきながら、そういう部分では軽減を図ってい

きたいということで、日ごろ常々地域包括センタ

ーの職員間で情報の共有化を図っているのが現状

であります。しかしながら、当事者、高齢者の中

にはおれはいいと、おれは自分の中で自分で頑張

っていくという家庭も実はあるのが現状でござい

ます。こういう部分につきましては、やはり負担

にならないような形で地域包括センター職員一同

一丸となって進めてまいりたいと考えております

ので、御理解いただきたいと思います。

以上です。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間がありませんね。〇７番（佐々木 寿議員）

それでは、私もあと数年たちますと６５歳になる

のですけれども、６５歳以上が今は２６％ぐらい

ということで、だんだんふえてまいります。それ

で、そのほかにも増加傾向にある認知症とか、や

はり高齢化に対してはこれからの本当にその体制

づくりといいますか、その体制、支援が大事だと

思いますので、どうぞひとつ今後とも体制づくり

をしていただきたいと、こういうふうに思います。

以上で私の質問を終わります。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

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

休憩前に引き続き会〇副議長（熊谷吉正議員）

議を開きます。

農業振興施策について外２件を、植松正一議員。

議長より御指名をいた〇３番（植松正一議員）

だきましたので、通告順に従い、質問させていた

だきます。

まず、大項目の農業振興施策についてお伺いい

たします。ことしも収穫作業の真っ最中であり、

成果が問われる時期であります。市長の行政報告

にもありましたが、農作物全般の生育状況は６月

から好天により順調に推移していたが、７月の気

温が平年と比べて ３度高く、降水量は３１３％、

日照時間では７８％という湿度の高い状況と８月

以降の長雨の影響が懸念されるとのこと。水稲に

おいては、農家の方に聞くところによりますと豊

作とは言えず並の上というところ、畑作において

はこれから収穫がされる大豆以外は湿害の影響等

でこれといった収穫は望めない最悪の年とのこと

であります。私も現地で直接農家の方と会い、現

状を認識したところであります。そこで、名寄市

は基幹産業である農業の発展なくして名寄の発展

はないと常日ごろから思っております。依然とし

て経営的に苦しい現状の中で、今後どのような施

策、方向性が求められるのかと思います。真剣に

受けとめる必要があると思います。

さて、以上のことを十分に認識していただき、

名寄市の農業振興施策について４点にわたってお

伺いをいたします。１点目は、農業、林業、商工、

観光連携の地場産業の方向性と考え方についてで

あります。新名寄農業・農村振興計画で活力と潤

いのある農業、農村を目指してのタイトルで、前

期、後期の長期計画を立ち上げておりますが、国

の基本計画を具体化し、的確に実施していくとの

こと。現状は変化していく中での認識はしており

ますが、しかし農業の根本である食料自給率向上、

農業生産の明確化、食料の安全性と消費者重視の

施策など、攻めの取り組みを行ってほしいと思っ

ております。現在は、道内外で大きな評価を受け

ているふうれん特産館のモチ加工、ほかは新製品

の加工部門で努力しておりますが、いまいち報わ

れていない状況だと私は思っております。そこで、

質問いたします。農商工連携による地場産品の活

用から第６次産業化に付加価値の向上のための新

しい取り組みについてお知らせを願いたいと思い



－118－

平成２２年９月２１日（火曜日）第３回９月定例会・第３号

ます。

２点目に、エゾシカ等の有害鳥獣による農業被

害の現状については、道も平成２２年エゾシカ緊

急捕獲対策を打ち出しており、市が策定している

鳥獣被害防止計画の見直しを含め、道と連絡を密

にして実施するべきと考えますし、今回当初予算

３００頭から補正で４００頭分、合わせて７００

頭と認識しております。そこで、質問をさせてい

ただきます。被害状況とハンターに対する助成制

度の内容と国有林、道有林が所属していることか

ら調査員による頭数等の情報発信の考え方をお知

らせ願いたいと思います。

次に、３点目に畑作物の高温、長雨による被害

状況については、前段大項目の農業振興施策の中

で若干触れておりますので、省略し、質問させて

いただきます。関係機関、団体等による作況調査

後の状況についてお知らせ願います。

７月２９日の大雨は、最近にない集中豪雨にな

り、名寄市の平均降水量９ ６ミリを上回る１１

７ミリとのこと。そこで、質問いたします。河川、

道路、施設の被害と対応、農業施設の被害状況に

ついてお知らせを願いたいと思います。

次に、大項目の２点目、教育行政についてでご

ざいます。１点目に、名寄市の学童保育の現状に

ついて質問いたします。全国を上回る速さで北海

道及び名寄市も少子化が進行し、安心して子供を

産み育てることができ、子供が健やかに成長がで

きる環境づくりに今まで以上の努力を望むところ

でございます。さて、今日の不安定な経済情勢の

中で、それぞれの校区内における共働き家庭がふ

えている中、放課後、または学校休日中の安全で

安心な生活を保障する必要性が年々高まっている

中、学童保育所が重要視されているところであり

ます。市も現在公設で２カ所、民間でも２カ所と

聞き及んでおりますが、地域によっては学童保育

所設置を望んでいるのも確かであります。そこで、

質問いたします。学童保育所の利用児童数につい

てと旧中央保育所の整備改修工事についてのお知

らせを願います。

２点目の東地区学童保育施設整備の早急な対応、

対策の考え方について質問いたします。現在東小

学校では、学童保育所設立に向け準備委員会を立

ち上げ、準備を進めておりまして、市として初め

に東小学校に学童保育所を設置することについて

どのように考えているのかお知らせ願いたいと思

います。

３点目に、地球温暖化に伴う自然保護教育につ

いて質問させていただきます。森林の持つ機能、

いわゆる清らかな水の供給、二酸化炭素の吸収、

貯蔵など、私たちの暮らしに欠かせない貴重な財

産であります。そして、名寄の未来につなぐ子供

たちに体験も含め必要と思っております。そこで、

質問をいたします。教育委員会から各学校に情報

を発信し、意識の高揚を図っていくべきと考えま

すが、お知らせを願いたいと思います。

次に、大項目の３点目、市内遊休地の活用につ

いて質問をさせていただきます。１点目に、営林

署跡地についてでありますが、旧営林署跡地は土

地開発公社が平成１５年に取得し、名寄警察署の

移転に伴う候補地として求めたと認識しておりま

すが、現在実現に向けての見通しの状況をお知ら

せいただきたいと思います。

２点目に、緑丘第２団地についての質問でござ

います。今まで定例会で何回か質問させていただ

きました。利用計画等々も含めて、この跡地は平

成８年度に用途廃止以降現在１８年を経過してお

り、その後の状況は市長を初めとする部内検討を

含めどのような方向づけがなされているのかお聞

きをいたしたいと思います。

以上、この場での質問を終わらせていただきま

す。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま植松議員か〇経済部長（茂木保均君）

ら大項目３点にわたり御質問をいただきました。

大項目１点目の小項目１から３までは私から、

（４）は建設水道部長から、大項目２点目は教育
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部長から、３点目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点目の農業振興施策について、初めに

農業、林業、商工、観光連携の地場産業の方向性

と考え方についてお答えいたします。国におきま

しては、地域経済の活性化を図るために基幹産業

である農業と商工業の連携を強化し、相乗効果が

期待されるようにと平成２０年７月に農商工連携

促進法が施行されたところであります。新政権へ

移行後も１次産業の農業、これを加工する２次産

業、さらに流通販売を行う３次産業を一体的にと

らえて、経営の多角的、多面的により生じる付加

価値を農業経営に取り込む６次産業化を推進する

支援策を打ち出しております。近年当市におきま

す農商工連携の取り組みにつきましては、先進事

例として道内外で評価を受けているふうれん特産

館のモチ加工があり、さらに本年より本格的に農

業者との契約栽培によるひまわり油の搾油施設も

稼働することになっております。加工に関しては、

取り組みが少ない状況にありながらもトマトジュ

ースで３団体、漬物、みそ等の加工で３グループ

など徐々に芽が出てきておりますので、今後も農

業サイド、商工サイドの両面から情報提供や支援

をしてまいりたいと考えております。

また、昨年５月に発足いたしました商工会議所

が事業主体となる「なよろブランド」創造研究委

員会は、本年度から新「なよろブランド」商品開

発プロジェクトへ組織がえを行い、農商工の関係

者が本格的な地域支援を活用した新たな商品開発

に取り組んでおります。さらに、ＪＡ青年部や商

工会議所青年部等の若い担い手に学習会や交流会

等の場を提供していくとともに、地域資源を活用

した６次産業化の取り組みを支援していきたいと

考えております。

次に、エゾシカ等の有害鳥獣による農業被害の

現状についてお答えをいたします。全道的にも被

害が広まっているエゾシカによる農業被害は上川

管内でも急増しておりまして、昨年度よりも１３

％増の約６億円を超えていることを受けて、上川

総合振興局では管内関係機関による対策連絡協議

会を発足させ、被害防止に向けた情報交換や対策

に向けた検討を始めたところであります。名寄市

におきましても年々農作物への被害は広まり、平

成１８年度では ９７０万円、平成１９年度では

３９０万円、平成２０年では ３７０万円、平 

成２１年度では ３４０万円と ０００万円を超 

える被害となっております。こういった状況を踏

まえ、北海道といたしましては生息数の急増によ

る農林業等被害を防止、縮減するため、捕獲数を

ふやす場合の経費に対し支援することを目的に、

本年度新たに地域づくり総合交付金を活用したエ

ゾシカ被害防止緊急捕獲事業が実施されることに

なりました。この事業は、市町村が策定する鳥獣

被害防止計画に基づいて実施する捕獲上積み分に

ついて支援されるもので、事業費の２分の１、上

限が１００万円の交付額となっていることから、

名寄市における本年度の実績見込み等を勘案し、

今期定例会に増額補正をお願いしたところでござ

います。内容といたしましては、市内の関係機関、

団体で組織する有害鳥獣被害防止対策協議会、事

務局はＪＡでございます、において４月当初予算

では３００頭分の１５０万円を計上しておりまし

たが、８月末で５２８頭の駆除を実施しており、

収穫時期の９月から１０月の駆除分を見込み、合

わせて７００頭分の予算を今回の補正で確保した

ところでございます。これまでの市の対策といた

しましては、有害鳥獣被害防止対策を中心に農産

物被害防止を目的とした駆除対策を行い、１頭当

たり ０００円の報た費によりハンターにお願い

し、対応しているとともに、中山間地域等直接支

払制度交付金を活用して、農業者みずから電牧さ

くを設置するなどの手法をとっているところであ

ります。しかし、基本的には個体数を減少させる

ことが最善の策と考えているところであります。

また、調査員によるエゾシカ等の情報発信等に

つきましては、上川北部森林管理署、上川総合振
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興局北部森林室、上川北部森林組合とも協議の上、

情報収集に努めてまいりたいと考えております。

次に、畑作物の高温、長雨による被害状況につ

いてお答えいたします。先日の谷内議員、黒井議

員の御質問でもお答えしましたが、重複する部分

がありますことを御理解いただきたいと思います。

本年６月の気象状況は、平年と比べて平均気温は

３度高かったものの降水量は２５６％、７月は

平均気温が ３度高かったものの降水量は３１３

％となり、高温多湿の状態が続き、いずれの畑作

物においても湿害が見られる状況となりました。

特に７月２９日の大雨は、これまでの７月１カ月

当たりの平均降水量の９ ６ミリを上回る１１７

ミリが１日で降り、はんらんした河川の影響など

も加わり、カボチャ、バレイショ、豆類、スイー

トコーンなどの農作物を中心に２７９ヘクタール

において冠水被害を受けたところでございます。

また、上川北農業共済組合の調査結果でも２００

ヘクタール程度の冠水被害が発生し、そのうちメ

ロン、花卉のハウス共済として４戸、１１棟の被

害のうちハウス内作物に２５０万円程度の支払い

が生じているとの報告があったところでございま

す。

現在の畑作物の生育状況でございますが、いず

れの作物も高温と湿度による影響を受け、秋まき

小麦につきましては１０アール当たり２００キロ

グラム程度と収量、品質とも平年を大幅に下回っ

ております。バレイショにつきましても芋数が少

なく、１個当たりの重量が軽い状況、豆類はさや

数が少ない状況、ビートについては褐斑病の発生

が多く、生育は停滞している状況、タマネギは湿

害の影響で小玉傾向、カボチャについても茎葉の

黄化や疫病、ウドンコ病の発生が多く見られ、小

玉傾向となっております。現在は、ビート、大豆

以外は収穫が始まっておりますが、智恵文地区を

中心に畑作の被害が大きく、かなりの減収が見込

まれます。今後収穫の状況を把握し、共済の補て

ん状況を見きわめながら、具体的な対策を検討し

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目で農業振興施策についての４番目、水害

による被害状況と河川を含む国、道への対応、対

策についてお答えをいたします。

市内の河川及び道路施設の被害については、国

の管轄である天塩川あるいは名寄川の１級河川被

害はありませんが、北海道の管理する河川では名

寄地区の初茶志内川、風連地区の風連別川、クマ

ウシュナイ川の３河川が決壊をしております。こ

れらの河川については、地先からの連絡を受けた

後、旭川建設管理部士別出張所及び美深出張所に

連絡をとりまして、被災現場を確認していただい

て、復旧のお願いをしているところであります。

普通河川での被害では、風連地区の大沼川ほか２

河川、名寄地区では大和川ほか３河川や無名川の

決壊があり、市道では旭東及び智恵文で御園線ほ

か３路線の路肩崩壊などで通行等に大きな影響が

出ました。河川及び道路の災害は、市民生活はも

とより農作業に大きく影響しますので、被災が小

さいものは早急に復旧をし、大きなものについて

は今月の末に国の災害復旧事業として採択される

よう作業を進めている状況であります。

農業施設の被害状況につきましては、市内の２

４カ所でのり面、用水路で被害を受け、被害額は

７３４万円が見込まれております。今回の災害は、

今まで水のついたことがない箇所まで被害を受け

たことから、今後は関係団体と対応策の協議を進

めてまいります。御理解をいただきたいというふ

うに思います。

以上、私からのお答えとさせていただきます。

鈴木教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目２、教育行政についての小項目１から３につ

きまして答弁させていただきます。

まず最初に、小項目１、名寄市の学童保育の現
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状等についてです。最初に、名寄市におきます学

童保育の状況について御説明いたします。現在名

寄市では、学童保育所が４カ所ありまして、公設

が２カ所、南児童クラブは主に南小学校の校区を、

風連児童クラブは主に風連中央小学校を校区とし

ております。民間の２カ所につきましては、学童

保育コロポックルが主に東小学校校区と名寄小学

校校区を、どろんこ学童すまいるが主に西小学校

の校区と豊西小学校を校区として学童保育所を運

営しております。なお、風連地区におきましては、

本年度から風連児童クラブと児童会館を区別して

の利用登録となっております。

次に、各学童保育所別の利用児童数は、７月末

ですが、南児童クラブは８５名、風連児童クラブ

は５４名、コロポックルは５０名、どろんこ学童

すまいるは５４名の合計２４３名の児童が利用登

録しております。

次に、旧中央保育所の整備改修工事についてで

ありますが、昭和４５年建築の建物のため、再活

用可能なのかどうかを判断するために耐震診断が

必要となりました。昨年９月の補正予算で耐震診

断委断料として１２９万 ５００円で実施をいた

しております。１２月に補強工事をすれば利用可

能との診断結果が出たことで、本年３月補正で耐

震改修実施設計委断料１４７万円及び耐震補強工

事費につきましては平成２１年度の繰越明許費と

して １６２万 ５００円で、工事期間は平成２ 

２年３月３０日から８月１１日で工事を実施いた

しました。また、平成２２年度に内部改修費とし

て８５１万 ５００円で、工事期間は７月１日か

ら８月２４日で内部改修工事を実施したところで

す。総事業費につきましては、合計で ２９０万

５００円となります。これらに関する財源といた

しましては、地域活性化・きめ細かな臨時交付金

と放課後子ども環境整備補助金を予定していると

ころでございます。

次に、小項目２番目の東地区への学童保育施設

整備の対応についてでございます。先ほど議員の

ほうから東小学校に学童保育所を設立する動きに

ついてのお話がございました。このことにつきま

しては、東小学校への相談があったことは承知し

ておりましたが、東小学校の区域に学童クラブを

設立する必要性、設備整備の問題点、また学校の

活用方法、運営の方法、指導員の確保とか保育児

童への安全性など、その詳細な内容については現

段階では承知しておりませんので、今の時点で設

立についての考えを述べることについては難しい

状況があります。さきの市内の学童保育所の状況

の御説明のとおり、東地区の学童保育につきまし

ては旧中央保育所を再活用して民間の学童保育所

のコロポックルとして１０月からスタートをした

く考えておりますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。学童保育所コロポックルにつきましては、

長年の実績があり、保護者からの信頼もございま

す。学童保育の大切な要素の一つであります他学

校との交流も積極的に行われていることから、利

用している子供たちも既に友情関係も築き上げら

れており、新しい施設でも明るく元気に過ごせる

場所となるものと思いますので、御利用いただき

たいと考えております。

小項目３番目、地球温暖化に伴う自然保護環境

教育の考え方についてでございます。地球規模で

環境問題が深刻な問題とする中で、来年度から実

施されます小学校の学習指導要領の道徳であると

か各教科においても環境教育に関する指導内容が

盛り込まれるなど、学校教育においても重要な課

題となってきております。これまでも各学校にお

きましては、環境教育を各教科や総合的な学習の

時間などに明確に位置づけて、名寄市の豊かな自

然環境を活用し、各分野からの協力も得ながら授

業を行ってきております。具体的には生活科では

身近な自然環境に対する豊かな感受性を育成する

ために、季節ごとに公園であるとか野原を探検し

たりしております。社会科では、森林資源の育成

や保護、自然災害の防止に努めて学習を深めてお

ります。また、東風連小学校や名寄南小学校では



－122－

平成２２年９月２１日（火曜日）第３回９月定例会・第３号

上川北部森林管理署の御協力を得て、毎年アカエ

ゾマツを１人１本ずつ植樹をする活動や木の木工

づくり、紙芝居などをしていただきながら自然の

大切さを学んでいるところであります。また、理

科教育におきましても、名寄小学校では今年８月

に完成しましたソーラー発電システムを通して、

自然に優しい環境づくりを学べる環境が整ったと

ころであります。名寄市の教育委員会といたしま

しては、今後とも名寄市にある豊かな自然環境や

人材の協力などの情報を提供しながら、各学校の

特色ある取り組みを通して自然保護教育並びに環

境教育の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

大きな項目の３点目、市内遊休地の活用について

答弁します。

まず、営林署跡地についてお答えします。市内

西２条北１丁目の旧営林署跡地につきましては、

老朽化している名寄警察署建てかえ移転の候補地

として土地開発公社が平成１５年度に ０００万

円で取得をいたしました。取得地を含めて数回に

わたり北海道警察本部、旭川方面本部、名寄警察

署長などに対しまして移転改築の際の建設用地と

して口頭で要望をしてまいりました。しかしなが

ら、道内における改築、老朽化の順位、北海道の

財政状況が厳しいことなどから、現在のところ実

現の見通しは立っておりません。

次に、緑丘第２団地跡地についてお答えします。

市の普通財産として管理している宅地分譲や施設

建設などが可能な遊休地につきましては、およそ

５万 ０００平米あり、そのうち面積が ０００ 

平米以上の区画の大きい遊休地は緑丘第２団地跡

地を含めて７カ所あります。内訳は、風連地区で

３カ所、名寄地区で第２団地跡地を含めて４カ所

となっています。緑丘第２団地跡地の利用計画に

つきましては、平成８年度の用途廃止以降市民の

皆さんの意見を聞きながら、庁内で議論をしてま

いりました。平成１７年度以降は、定住促進を目

的にゆとりのある住宅団地として分譲する方針で、

東京なよろ会の会員の皆さんなどを含めてＰＲを

いたしましたが、残念ながら問い合わせはありま

せんでした。また、最近では地元医療法人から施

設建設について相談がありましたが、結果として

実現には至りませんでした。今後も医療、福祉な

どを含め、さまざまな分野で事業者から問い合わ

せがあった場合適宜対応してまいりたいと考えて

おりますので、御理解を賜りたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

答弁をいただきました〇３番（植松正一議員）

ので、再質問させていただきたいと思います。

まず初めに、農商工連携の地場産業の方向性に

対しまして質問させていただきたいと思います。

答弁の中で、昨年５月に発足した商工会議所が事

業主体となって研究会から新「なよろブランド」

商品開発プロジェクトの組織がえをしたというこ

とでございますけれども、本格的な新たな商品に

ついて取り組むという考え方でございましたけれ

ども、今まで現在の新しい商品今後考えているも

のがあればお知らせをまずお願いを申し上げます。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほどお話ししまし〇経済部長（茂木保均君）

たように、商工会議所が事務局となって新「なよ

ろブランド」商品開発プロジェクト委員会、これ

が設立されております。先ほど申し上げましたよ

うに新商品の開発ということで具体的な取り組み

をいたしてございまして、現在１３社が加盟して

いるということでございます。今月東京で行われ

た試作品の展示会には、１つにはひまわり工房の

無添加名寄産ひまわり油北の耀き、２つにはえび

す食品のアスパラシュウマイ、３つには江端商店

のアスパラめん、４つには創作キッチンたまさぶ

ろうさんの米粉を使ったレアチーズケーキ、この

４社が出展をして、商品開発に関するアドバイス
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を受けたと、こういうことでございます。このほ

かにも加盟の会社を含めて今後札幌あるいは名寄、

そして東京で開催される展示会に参加しながら、

商品の完成度を高めていきたいと、こういうこと

を考えているということで名寄市としてもできる

だけの協力をしていきたいというふうに考えてご

ざいます。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今部長のほうから東京〇３番（植松正一議員）

のほうで、１３社ですか、これら等で戦略含めて

の販売含めてやっているということでございます

けれども、今私が考えている、見た目もそうなの

ですけれども、本当に名寄も物産の振興会含めて、

道の駅では一部商品販売しておりますけれども、

しかしながら名寄の大型店ですとか、それから個

人の商店関係でこれは名寄の特産品含めての余り

販売されていないのでないのかと。その辺のＰＲ

含めてどう考えているのかまずお聞きしたいなと

思っています。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

名寄のいろんな特産〇経済部長（茂木保均君）

品といいますか、加工品を含めてという部分につ

いては、平成２０年度に道の駅ができまして、い

ろんな商品があそこに一堂に展示され、あるいは

販売されるという、こんな状況ができましたから、

従来から見ると本当に見違えるような物によって

は売れ行きを見せているものもございます。やは

りああいう形で名寄の物産なり、あるいは農産物

もそうですけれども、一堂に集めて販売できるよ

うなそんな場所というものがあの道の駅ができた

のは大きな効果があったというふうに思っており

ますし、できれば名寄地区にもその種のものがで

き得ればなお販売にも効果が出るなというふうに

も考えておりますし、それともう一つはやはり名

寄のものを名寄だけということではなくて、市外

にもどんどん買っていただけるような、そんな取

り組みも必要かなというふうにも考えてございま

す。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それでは、今の郊外も〇３番（植松正一議員）

含めて販売戦略もあるということですけれども、

大型店では私も余り見ていないというか、これは

名寄の特産品ですよと大型店や何かで売っていな

いような気がするのですけれども、その辺の考え

方ちょっともう一度お願いします。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

大型店ということで〇経済部長（茂木保均君）

いえば名寄にも何店かございますけれども、あら

ゆるものということにはなりませんけれども、そ

れぞれお店も特徴を出すというようなことでいろ

いろ取り組んでおりますから、やはり売れるもの

をというようなことでバイヤーもいろんな商品を

店に並べて努力しているということですから、逆

にそういったところに売り込みをするという、そ

んなことも必要な部分もあるかもしれません。そ

の辺については、物はできてもやはり販売という

部分が非常にやはりかねてからの大きな課題であ

りますから、そこは専門家の御意見もいろいろ聞

きながら、必要なことについてはどんどん新しい

取り組みをしてまいりたいというふうに思ってお

ります。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

前段に聞かせていただ〇３番（植松正一議員）

きましたけれども、今加工の部分で団体、それか

らこれはトマトジュース等、また漬物、またみそ

加工等もそれなりに３グループが商品含めて一生

懸命努力されていると。そして、なおかつ担い手、

それから婦人の関係も、婦人の層、若い婦人の方

も含めてこれだけ名寄の商品開発に努力している

中で、情報は的確につかんでいると私は思ってい

るにはいるのです。ですけれども、私もこういう

流れの中でいくと、商品開発するのに後の結果が

やはり担い手の関係の方、またそれと婦人の層、

この情報発信というのが物すごく新商品開発、そ

れからこれから売り込みに関しても重要なポイン

トになってくるのではないかなと私は思っており

平成２２年９月２１日（火曜日）第３回９月定例会・第３号
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ます。そこで、私も常日ごろから思っていますけ

れども、今までどれぐらいの支援しているのかち

ょっとまだ今数字的にわかりませんけれども、や

はりこういう人らをもう少し行政の立場も含めて

支援策も私は必要だと思うのです、今まで以上に。

その考えがあればまずお知らせ願いたいと思いま

す。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

加工といいますか、〇経済部長（茂木保均君）

付加価値を高める取り組みというのは、農業サイ

ドからも、あるいは商工業サイドからも本当に従

来からの大きなテーマでございます。そういう意

味では、非常に農商工連携だとか６次産業化とい

う言葉が当たり前のように今なってきています。

ただ、これを取り組むということになれば、やは

り起こす業ということで非常に大きな決断という

ものが当然必要ですので、農業者の方あるいは商

工業者の方もいろんな形で勉強なされて取り組む

という最終的な決断をなされるということです。

そこに対する支援ということで、当然うちのほう

も行政としてもいろんな情報提供はもちろんであ

りますけれども、国、道の支援策、さらには今現

在の農業サイドあるいは商工サイドの支援策もご

ざいますけれども、さらに使い勝手のいいといい

ますか、そんな支援策も検討をして、農商工がき

ちっと連携できて一つの業ができるようなことを

もっともっと取り組めるような、そんなことをこ

れから具体的に取り組んでいきたいと、検討して

いきたいと思っておりますので、御理解いただき

たいと思います。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今部長のほうから答弁〇３番（植松正一議員）

ございましたけれども、支援策含めては国や道で

はないのです。やっぱり市の根本的な支援を打ち

出すべきだと。国、道がこれだけのありますから

ということでなくて、それに関連した形の中で市

の独立した支援策がやっぱり望まれると私は思っ

ております。その辺もこれから協議して、これか

らいろんな面でお会いするわけですから、その辺

もよく考えて御努力をお願い申し上げたいと思い

ます。

そこで、今いろいろとお聞きしました。ここで

市長にお聞きいたしますけれども、今回の選挙公

約の中で農商工観光連携を、地場商品の方向性を

考えていくのだと。そして、今回智恵文の畑作農

家含めて、前段も申し上げましたけれども、大変

な状況の中で今後早急な対応、また対策等が望ま

れると思っております。そして、ここで市長の考

え方をまずお聞かせしていただきたいのと、市長

が携わっておりますひまわり油の搾油も立派な農

商工、いわゆる６次産業であるのかなと私は思っ

ておりますし、行政としてもたしか３００万円で

したか、助成をした関係もございますけれども、

今現在今後の状況を含めて、今後どういうような

方向性を持っているのか、市長も携わっているか

ら言いづらい面もあるかもしれませんけれども、

もしありましたら２点お願いを申し上げます。

加藤市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

まず、智恵文地区を特に〇市長（加藤剛士君）

中心にした今回の農業被害の問題、私も各地でい

ろいろとお話も聞いて、大変深刻な状況であると

いうふうには受けとめています。そんなことも含

めて、今茂木部長のほうからも答弁いただきまし

たけれども、市のほうで突っ走るということでは

なくて、当然そのきちっとした最終的な状況を見

きわめながら、農協ともしっかりと連携して、そ

の対応策はしっかりやってまいりたいというふう

に考えております。

ひまわり油の状況でありますけれども、聞いて

いると来週ぐらいから刈り取りが始まるというこ

とで聞いています。ひまわりに関しては、作付は

順調なようでありますけれども、問題はやはり販

売ルートなのだろうというふうに思っています。

私去年からそうした意味で大変いろんな意味で苦

労して、いろんなところ駆けずり回っていろんな

種を植えて、ある程度の反応はいただいているの
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かなというふうに思っています。今ほど農商工連

携のいろんな支援策どうのこうのというお話しい

ただきました。全くそのとおりだと思いますけれ

ども、やっぱり最後は販売をどうやってやってい

くかということが大事なのかなというふうに思っ

て、この辺はしっかりと行政もちろん物産振興協

会、観光協会、商工会議所一体となってこの販売

ルートをどう確立していくのか、みんなが安心し

てこうした商品開発に臨めるためにはそうしたパ

イプをきっちりと持っておく必要があるのだろう

というふうに思います。そこのところをしっかり

とこれからもやっていかなければならぬというふ

うに思っていますし、それを開拓していく覚悟で

あります。そんなところで御理解いただければと

いうふうに思います。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

市長の若々しい答弁い〇３番（植松正一議員）

ただきまして、まだまだお話も聞きたいところで

ございます。また後日お聞きしたいと思います。

ただ、ひまわり油の搾油の関係、今これから乾燥、

刈り取りですか、刈り取りは楽なのですけれども、

乾燥施設が平乾でなかったらなかなかできないと

いうことで、水田農家の方なのですけれども、そ

ういう話もしていましたので、今後の対応も含め

てやっていただきたいなと思っております。

次に、エゾシカの対策でございますけれども、

今一定の理解はさせていただきましたけれども、

名寄市はハンターに対して１頭当たり ０００円

奨励金を出して、８月末で５２８頭ですか。それ

で、今回補正も含めて総体的に７００頭と。それ

は理解をしているのですけれども、先日士別市で

報道されまして、１頭１万円という奨励金を出す

という報道がされました。当然隣の市ですから、

猟友会含めて、総合性含めていろいろ議論がある

のかなと思っていますけれども、行政としてどう

考えているのか。また、わな対策は実施されてい

るのか、簡単にお願い申し上げます。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

エゾシカの部分につ〇経済部長（茂木保均君）

いては、やはり個体の駆除というものが一番必要

だというような状況になってまいりました。そう

いう意味で、近隣のまちにおいても従来よりかな

りの報た費を上げて駆除に努めるという、そんな

状況が生まれてまいりまして、今御案内のように

１頭当たり１万円という、そういうような金額の

ところも出てまいりました。名寄市については、

従来から取り組んでいるというか、早くから駆除

の取り組みもしているというようなことを含めて

０００円ということでお願いしてきているわけ

でありますけれども、猟友会の皆さんもやっぱり

隣近所がそういう状況になりますとなかなか御理

解いただくの難しいなというような、そんなお話

も聞いておりまして、今年度の駆除が１０月末で

終わりますから、そういった状況をきちっと踏ま

えながら、猟友会の皆さん、あるいは農協を含め

てきちっと協議をして、来年以降の対策をその報

た費のアップというものも必要なのかどうかも含

めて協議をして、検討していきたいなと思ってお

ります。

それから、わな対策なのですが、これについて

は特に智恵文地区の農家の方１２戸で有害鳥獣捕

獲わな対策推進会という、こういったものを三、

四年前につくっておりまして、中山間事業の交付

金、こういったものを活用しながら、農家の皆さ

ん独自にそういった取り組みもして駆除に努めて

いるという、こんな実態もございます。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今の実態含めてお話ご〇３番（植松正一議員）

ざいました。まだ１万円という、 ０００円から

１万円というのは今後またいろいろな面で１万円

という数字が出てくる可能性もあるのかもしれま

せんけれども、その辺は士別さんと、また下川さ

んも何か１万円という話もしていますので、その

辺はこれからの調整含めてよろしくお願いを申し

上げたいと思います。

また、時間的な関係もありますけれども、ちょ
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っと要望といいますか、お話しだけさせていただ

きたいのですけれども、現在農協が中心になって

中頓別でエゾシカ含めて、他の牛等も含めて中頓

別へ行って焼却を、とりに来ていただいて焼却を

していると、そういうようなお話が前にもござい

ました。この地元の焼却施設ですか、この辺はや

はり利便性からいっても施設も大事ではないのか

なと、こう思っています。それと、焼却費が１万

０００円ということでまだ変わりはないと思う

のですけれども、この関係からいってもやはり流

れを見ると採算ベースに合うのではないかなと思

っておりまして、その辺の今回要望としておきま

すけれども、決算委員会含めてもし機会があれば

質問をさせていただきたいと思っております。

次に、畑作物の関係でございますけれども、こ

れも経済常任委員会、それから各団体の作況調査

なども行って、終わりまして、私も今月の２日に

農家の方に十二、三カ所聞き取り等を含めて現地

も見させてもらいました。今部長のほうから報告

もありましたけれども、高台と平地の関係では多

少の若干的な被害含めてはあるのですけれども、

智恵文でいきますと中央ですとか振興、あの平ら

な部分がやはり被害が大きいということで認識を

しております。芋に対しても２次成長を含め、そ

れから形がよくてもやはりでかいものは空洞にな

っていると。そして、最後には智恵文の集荷セン

ター、選別ですか、選別のところに寄りましたら、

コンテナが１トン２００ぐらい入るみたいなので

すけれども、その中の空洞が１０％以上あるとい

うことで、多いところによっては１５％ぐらいま

でありますよと。また、それに腐れも入っている

と。そして、長雨や何かで芋や何か傷んでいると

ころはもう現地で、その選別所では間に合いませ

んから、現地なり、それから倉庫の中で選別をし

ている状況でございました。また、スイートコー

ンなども今までは、今機械でみんな上がってきま

すから、そして上にタンクがありまして、そこに

みんな積めるようになるのですけれども、大体今

まででしたら１回行ってきたら車に積むというも

のが今回は２回回ってもまだこんな状態ですよと、

私も現地見ました。やはり細いのと、それから丈

がないということです。ですから、これも本当に

大変な状況だと思っておりますし、それからカボ

チャもそうです。カボチャも本来だったら、２日

の日ですから、カボチャは本当はまだ収穫時期で

はないのだけれども、やっぱり褐斑病を含めて腐

れと、それから色が変色してきている。また、実

際に見たらそうなのですけれども、それで今芋は

男爵芋をやっていましたけれども、それとあわせ

た形の中でカボチャも早くやらなければならぬ、

このまま置いておいたら傷んでしまうということ

でまた今やっている状況。それから、ビートも１

７日の谷内議員も申しておりましたけれども、本

当にそのとおりでございます。ビートも５ヘクタ

ールつくっていますと、種代だけでも６０万円ぐ

らいかかるという話です。そして、こういうとき

に限ってやっぱり農薬も高い農薬を使わなければ

ならぬとか、そういう農薬も含めていろいろな面

で大変。いいときはスムーズにいくのですけれど

も、こういうときに限って農家の方の負担を含め

て大変な状況になっていると私は思っております。

みんな農家の方は親の代から６０年ぐらいやって

いますけれども、こんな年は初めてだということ

ですから、これは相当な、収穫は最後になります

けれども、相当な収入減、これはもう間違いない

話でございますので、そこでちょっとお伺いしま

すけれども、行政として今回のような不作の状況

のときはやはり農家に出向きまして、独自の調査

が私は必要だと思うのですけれども、その点どう

でしょうか。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

独自の調査というよ〇経済部長（茂木保均君）

りは、名寄市には営農技術対策協議会という関係

機関の担当者レベルの協議会があります。当然今

のお話の部分の形でいきますと普及センターだと

か、あるいは農協だとか共済組合だとか専門の機
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関がございますので、その専門の機関と連携をし

てきちっと農家個々の被害の状況を把握するとい

うのがやはり一番望ましいというふうに考えてお

りますから、ここは連携してやっていきたいと思

っております。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

時間の関係もございま〇３番（植松正一議員）

すので、東小学校の学童関係でございますけれど

も、これは通所していたコロポックル、２０年ぐ

らい通所しているわけですけれども、当初予定計

画のなかった旧中央保育所の移転に対しまして保

護者の不安、また１０月という年度途中での移動

等もありまして、長年の懸案でありました東地区

のＰＴＡ独自で全家庭アンケートをとりまして、

その結果多数の方の賛同を得て設立準備委員会を

立ち上げたところでございまして、この中央保育

所の移転に伴う東保育所を含め、名寄小も該当し

ているということですので、この辺のアンケート

を含めてこれは的確に保護者の理解を得て実施さ

れたのか。先ほど説明がございましたけれども、

ただ運営委員と父母の会だけに経緯経過を求めて、

本来の姿でそれぞれの課題があったと思うのです。

その課題も私は聞いていますけれども、それは今

回説明求めませんけれども、その辺の説明責任含

めて、その辺はどうなのか簡単にお願いします。

鈴木教育部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

学童保育の増設につ〇教育部長（鈴木邦輝君）

いてのお尋ねがございましたが、将来の学童保育

の利用や希望者を予測するということは、社会的

な情勢であるとか経済情勢による影響が大きいた

めに難しい部分もございます。名寄市におきまし

ても今後の新入児童の将来推移及び学校別の入学

児童数に対する利用率を勘案する中で、当面の課

題としては待機児童が出た場合の解消、またそれ

とともに市民ニーズにこたえた対策を講じてまい

りたいと考えております。

中央保育所をコロポックルに活用する部分につ

いての昨年来からの話し合いの件でございますが、

学校全体の保護者等に対するアンケート等は実施

はしておりませんけれども、学童保育コロポック

ルを利用している運営委員会、父母の会には中央

保育所を活用するという経緯につきまして説明会

を通じて意見交換をしてまいりました。また、本

年春には要望書等も提出をいただいておりますの

で、これについても回答をしてきたところであり

ますので、御理解をいただきたいと思います。

植松議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

今その利用されている〇３番（植松正一議員）

父母の関係には、こういう旧保育所に移転するの

ですよと、それに関してはやはりアンケートをと

るべきだと。やっぱり東小学校も即アンケート、

これは保護者ばかりでないのです。全家庭にアン

ケートをとりまして、その状況を含めて、そして

今回の設立準備委員会に向けて進んでいるわけで

ございまして、理事者の皆さん方は東小のコミュ

ニティー活動、それから保護者、そして合同食事

会を含めて本当に子供と密着になっている状況の

中で、今回こういう問題等も本当に東小学校区と

いたしましても前後関係含めていろいろな面で申

しわけなく思っているところでもありますけれど

も、この辺の学校、コミカレ、地域、保護者、こ

れが一体となって今までずっときているわけで、

この辺の理解を求めながら、どうか御尽力をお願

い申し上げたいのと、今教育部長が言っていまし

たけれども、これからもう最終的な計画関係です

とかみんな終わっています。それで、この辺も早

急に計画を出しまして、そしてあそこの校区内の

施設を利用させていただくことも含めて、この辺

の御理解をいただきたいと思います。

それとあと、第２団地、それから警察の関係で

すけれども、警察の関係では今まで……

植松議員、まとめて〇副議長（熊谷吉正議員）

ください。

はい。加藤道議だとか〇３番（植松正一議員）

陳情していますけれども、今何か口頭でしか言っ

ていないと。普通は口頭でないと私は思っていま
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す。書面でやっぱりお願いするのが本当だと思い

ますけれども、ちょっと２点ほどお願い申し上げ

ます、教育長と。

藤原教育長。〇副議長（熊谷吉正議員）

東小学校からは、昨年〇教育長（藤原 忠君）

の１１月に要望が出ておりまして、その時点で学

童保育所を開設できないかどうか東小学校に検討

した経緯がございます。今回今のお話ですと、保

護者有志が学童保育の営みをするということです

ので、今後の推移も見守りながら、コロポックル

は民営でございますので、その辺の兼ね合いもご

ざいます。その辺も十分と推移を見て検討させて

いただきたいと、このように考えております。

以上で植松議員の質〇副議長（熊谷吉正議員）

問を終わります。

市内企業の育成とまちづくりについて外２件を、

東千春議員。

議長より御指名をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたので、通告に従い、質問をさせてい

ただきたいと思います。

名寄市は、道内でも住みよいまちであると評価

をされておりますけれども、近年各地で取り組ま

れている田舎への移住対策では実績が少なく、人

口の減少傾向に歯どめがかかりません。４大化の

影響があり、平成２０年度末では１９人、２１年

度末では１人の人口減少にとどまりましたが、平

成２２年度末では３１１人の減少となっておりま

す。これは、雇用の場が少ないということが最も

大きな要因であると考えております。新たな企業

誘致の可能性は少なく、災害時の支援やさまざま

なまちづくりに貢献するのは地元企業であり、市

内にある産業を守り育てていくことが必要である

と考えますが、名寄市の事業発注を含めて基本的

な考えをまずお知らせください。

２点目です。水道配管にトラブルが起きた場合

にメーターから蛇口までは利用者の責任となり、

名寄市が布設した配管からメーターまでは名寄市

が修繕をしておりますが、この工事は名寄市指定

給水装置工事事業者が施工することができます。

メーターから蛇口までは利用者が希望する業者を

選択することは重要でありますけれども、名寄市

が責任を持つ部分について名寄市に本支店を持つ

事業者以外を指定することに必要性を感じません

が、考え方をお知らせいただきたいと思います。

３点目、３年間続けられた住宅リフォーム制度

は、市内建設業者へのカンフル剤として大変効果

がありました。市内における住宅建設の伸びがな

い中、３年間の評価に基づく新しい制度の制定も

必要ではないかと思います。私は、これら政策を

これから考えるときに雇用や経済効果とともに将

来のまちづくりにも利益がある形の制度が望まし

いのではないかと考えております。例えば町中の

景観に配慮した庭や外構工事などの造成への助成

や、老朽廃屋の解体助成などは地元企業の育成と

ともに町中の美化や防犯、防災、放火対策として

公の利益にもつながるのではないかと思い、これ

らを加味した制度づくりが望ましいのではないか

と考えますが、見解をお伺いいたします。

４点目、住宅建設は関連する業種が多く、雇用

や経済効果に与える影響が大きいものがあります

が、ここ数年来約半分が市外業者によって受注を

されております。市内業者は、住宅を建設する土

地の確保の問題や工務店単独での宣伝の難しさが

あり、それを解消するためになよろっぽい家づく

りの会が設立をされましたけれども、市外業者の

流入に歯どめをかけられる状況には至っておりま

せん。行政として、この会へのさらなる支援、協

力など、市内工務店が受注できるための支援が必

要ではないかと思います。また、名寄の自然環境

に適した一定の性能を示すことは工務店の育成と

ユーザーの適正な住宅資産のストックにつながる

と思いますが、考え方をお知らせください。

５点目、王子板紙は、名称の変遷はありますが、

古くから名寄市で工場を稼働させ、地域雇用に大

きく貢献する企業であり、地元の消費支援等が望

ましいと考えておりましたけれども、グループ企
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業の製造するトイレットペーパーを優先して使う

などの取り組みは評価したいというふうに思いま

す。工場ではボイラーに石炭を使用し、使用後は

炭殻が排出され、他の自治体ではこれらを利用し

た公共整備の例があると聞いておりますけれども、

名寄市でも取り組むべきではないかと思いますけ

れども、考えをお知らせいただきたいと思います。

大項目の２点目です。名寄市立総合病院は、名

寄市のみならず近隣市町村を含む地域医療の中核

として大きく貢献をしております。また、自治体

病院として不採算の部門を担いつつ、名寄市立総

合病院改革プランを立てながら経営改善に努め、

平成２１年度では欠損額が前年より改善されてお

り、国の制度改正とともに一定の努力の成果があ

らわれているものと思います。改革プランの中に

あります公営企業法の全部適用、医療職給与表の

整備についてどの程度議論が進んでいるのかお知

らせをください。また、プラン全体を通して特徴

的なことがあればお知らせをいただきたいと思い

ます。

２点目、名寄市立総合病院の駐車場不足の解消

策として、精神科病棟との兼ね合いで立体駐車場

を考えると伺っております。新たな駐車場も確保

され、現段階で具体的に何台分が必要なのか、ま

た職員には自家用車での通勤を控えるようにして

もらっておりますけれども、その実態についてお

知らせをいただきたいと思います。

市立病院の東側向かいに職員住宅がありますが、

これを解体して、さらに精神科病棟の建てかえと

あわせて保育所を敷地内に新築して、それらの跡

地を駐車場とすることは考えられないでしょうか。

また、外来の予約時間をもう少しシビアにして、

待機人数を減らすことはできないでしょうか。さ

らには患者及び職員の送迎用のワゴン車を導入し

て対応する方法もあるのではないかと思いますけ

れども、考えをお知らせいただきたいと思います。

３点目、職員の確保、特に看護師の確保では看

護部長を初め大変御努力をされていると伺ってお

ります。病院では独自に保育所を持って、職員の

利便性を図っておりますけれども、夜勤のある職

種が多いことから、２４時間保育の体制を整える

ことが医師、看護師、薬剤師等の職員確保に有効

ではないかと思いますが、考えをお知らせくださ

い。

４点目、道北地域研究所が発行する「地域と住

民」第２８号の上川北部看護職員確保対策に関す

る研究で、大学、病院看護師、保健所が一堂に会

して調査をされた内容が掲載されており、看護師

確保にはこれまでの活動を継続するとともに対策

として４つの柱が記載されておりますけれども、

今後どのように生かしていこうと考えておられる

のか。また、地域住民がかかわって支援すること

は何かないのか、考えをお知らせいただきたいと

思います。

５点目、ことしの夏は名寄でも大変暑い日が続

きました。院内での患者への影響や長時間労働が

懸念される医師等の職場環境を考えるときに、将

来における冷房設備の必要性についてどのように

お考えなのかお知らせをいただきたいと思います。

６点目、名寄東病院は、慢性期の医療を担う病

院として高い稼働率で運営をされております。東

病院は、移管後１０年間は名寄市立病院として、

その後は民間病院として運営される予定となって

おりますけれども、名寄市の医療体制や財務状況

を総合的に判断する中で市立病院として残すこと

も選択肢の一つではないかと思いますけれども、

考えをお知らせいただきたいと思います。

大項目の３点目です。ピヤシリスキー場では近

年スノーボードが盛んで、多くのプロ選手を輩出

することから、全国のボード関係者からは関心の

高いスキー場であると伺っております。ゲレンデ

にはパークや第１リフト横にキッカーを設けてお

りますけれども、このキッカーが小さいことから

使用する際に跳び過ぎて、平らな部分に着地をし

てしまうことからけがにつながる危険性がありま

す。この際土盛りなど工事を行い、安全な環境を
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つくることが必要ではないかと思いますけれども、

考えをお知らせいただきたいと思います。

２点目、スキーシーズンの始まりは、スキー場、

利用者ともに一日も早いオープンを願っておりま

すけれども、ピヤシリスキー場は地盤に石が多い

ことやわき水があることから、雪が定着をしづら

い状況にあります。わき水対策として暗渠など排

水工事を行い、市民を初めとする利用者のニーズ

にこたえることが望ましいのではないかと考えま

すけれども、考え方をお知らせください。また、

今後スキーヤーやスノーボード客のさらなる確保

への考えがありましたらお知らせをいただきたい

と思います。

以上でこの場での質問を終わります。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま東議〇建設水道部長（野間井照之君）

員から大きな項目で３点にわたり御質問をいただ

きました。１点目は私から、２点目の小項目で１

から５までが市立病院事務部長から、小さい項目

６番目は健康福祉部長から、３点目は経済部長か

らのお答えとなりますので、よろしくお願いをい

たします。

それでは、１点目、市内企業の育成とまちづく

りについてお答えをさせていただきます。最初に、

地元企業の育成に対する基本的な考え方について

であります。地元の建設企業育成には今までもＢ、

Ｃクラスの技術者に対する積算講習なども行って

きた経緯などもございますし、公共事業の発注に

ついては地元企業による条件つき一般競争入札及

び指名競争入札によることを基本としております。

ただし、特殊業種などで地元業者が不利となるよ

うな工事については、道内に本支店等のある企業

での指名競争入札で行っております。それ以外で

工事額が大きい場合などは、地元同士の企業体、

または地元と特殊業種との企業体なども視野に入

れ、できる限り地元企業が参加できる入札機会を

つくり、地元企業の育成に努力していますので、

御理解をいただきたいというふうに思います。

次に、名寄市指定給水装置工事事業者について

であります。現在名寄市水道事業に登録されてい

る指定給水装置工事事業者は、総数で２８事業者

があります。そのうち名寄市内の事業者は１２社、

市外業者は１６社あり、内訳として旭川８社、士

別６社、札幌１社、美深１社となっています。こ

れらの事業者は、水道法及び名寄市水道事業給水

条例並びに名寄市水道事業指定給水装置工事事業

者規定に基づいて指定を受けております。指定に

当たっては、事業者からの申請をもとに基準審査

を行い、要件を満たしていれば指定を受けること

ができます。指定された後、名寄市水道事業指定

給水装置工事事業者となり、名寄市内での給水工

事施工が可能となっております。給水工事施工に

当たり、利用者の財産にかかわる工事範囲におい

て利用者の選択による事業者が実施をし、それ以

外の市が発注する修繕工事、配水管工事について

は管工事適格組合として登録されている名寄市管

工事業協同組合に加盟の市内６社を中心に施工さ

れているところであります。市内の指定給水装置

工事事業者が施工している工事は、利用者が指定

をした建築家屋の給水工事が主で、平成２１年度

においては新設給水工事件数１９７件のうち３３

件、１ ８％の施工率となっております。今後も

名寄市内における安全で安定した水道水の給水を

図る上で市内工事事業者の役割は大きく、一層の

育成と技術の向上を図っていかなければならない

と考えているところであります。

次に、新たな住宅リフォームの考え方について

であります。住宅リフォーム制度は、住宅の改修

促進と住環境整備、建設産業の振興、雇用の安定

を目的に昨年度まで３年間実施いたしました。３

年間で６２８件、補助金額１億 ５６０万円、事

業費では１０倍以上の１３億 ０００万円と大変

大きい経済効果があったと理解をしております。

事業内容につきましては、全体の４０％が屋根、

外壁の工事、３０％が浴槽、トイレ、台所、約２

０％が内装工事、残りが断熱、暖房などの工事と
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なっております。これまでの助成措置対策として

は、建設や耐久性向上などの面から考えて支援制

度をつくってきた経緯があります。次のステップ

づくりのための基盤整備や景観を意識し、将来の

公共利益を考慮した支援制度についても検討して

まいりたいと考えております。これからの住宅事

業の助成のあり方について、国、道の制度を勘案

し、庁内議論はもとより関係機関、団体、市内建

設業者とも協議を行い、新しい制度の創設に向け

て準備をしてまいりたいと考えております。

次に、住宅建設の市内企業の受注促進について

であります。市内外業者別の建築統計によれば、

平成１８年度の合併時から昨年度までの４年間に

て共同住宅を含む住宅部門における地元業者の受

注割合は平均で約５２％となっており、現段階に

おいても同様の割合で推移しているところであり

ます。市外業者の受注割合が変わらない要因の一

つとしては、世帯分離等に伴う若いユーザーがモ

デルハウス等による広告宣伝効果が一番と考えら

れるのに対し、地元企業においても建築後のケア

及び積雪寒冷地である気候風土に適した住宅づく

り等を合い言葉に対抗すべく、各社においてもモ

デルハウスの公開等を実施し、努力していただい

ているところであります。また、市内の住宅関連

業者が中心となり組織しているなよろっぽい家づ

くりの会により、会員企業の宣伝機会の創出やさ

らなる知名度向上のため、市のポータルサイトへ

の広告掲載、市内のイベント参加等でＰＲをして

いただいておりますが、いずれも市外業者の進出

を抑制するまでには至っていないのが現状であり

ます。行政としても市内業者が受注することによ

る地元経済効果はもとより雇用促進にも大きな影

響があることから、今まで以上に住民ユーザーの

身近な住宅相談の対応や建設後におけるケア方法

等の提案など地元企業ならではの対応のあり方を

企業とも相談をしながら、少しでも多く受注機会

が得られるよう支援し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いうふうに思

います。

次に、王子板紙の炭殻の利用についてでありま

す。王子板紙株式会社名寄工場は、名寄市にとっ

て地元経済や雇用の確保などで非常に影響があり、

貢献度の高い企業と認識しておりますし、お互い

が共存できるまちづくりが必要と考えております。

数年前より炭殻の有効利用として軟弱土の土壌改

良材などで使用要望がありますが、現在道路事業

なども市の単独事業から国のお金が入る交付金事

業が多くなったことで、公的な試験場の実績や試

験データが整わないと使うことができない状況で

あります。昨年は、民間宅地の開発行為の中では

道路の主体材料として利用しておりますし、名寄

市においても駐車場の路盤工の凍上層などとして、

わずかでありますけれども、利用をさせていただ

いております。今後も条件が整えば王子板紙名寄

工場さんと相談をさせていただきながら、利用促

進を図っ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いうふうに思います。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

香川病院事務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私から〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

は、大きい項目２番目の市立病院の経営について

の小項目（１）から（５）につきまして答弁をさ

せていただきます。

最初に、改革プランの進捗状況についてであり

ます。第２の視点となっております経営形態の見

直しについての御質問がありました。経営形態の

見直しにつきましては、総務省が示すガイドライ

ンの中で民間的経営手法の導入を図る観点から、

地方独立行政法人化、指定管理者制度等の導入な

どにより経営形態を改めるほか、事業のあり方を

抜本的に見直すことが求められているところであ

ります。これにつきましては、当院が引き続き第

３次救命救急医療及び民間では対応をすることが

困難な不採算部門を担当していくためには地方公

営企業法の全部適用によることが望ましいのでは

と考えております。しかしながら、さきに総務省
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から出されました平成２０年度の公立病院の経営

形態別の決算状況を見ますと、全国９３９病院の

うち８４８病院が全適もしくは一部適用の経営形

態をとっております。その中で全部適用病院は２

８４病院で、うち黒字病院が７６病院となってお

り、その黒字化率は２ ８％とかなり低いもので

あります。一方、一部適用病院は５９４病院で、

うち黒字病院が１６８病院、同じく黒字化率は２

３％、これも同じように低い黒字化率です。こ

ういうことから、全部適用の病院が必ずしも経営

の効率化に向けて実効性のある経営形態になって

いない状況になっております。当院が今後とも市

民への安心、安全な医療を提供していくためには、

さまざまな角度からもうしばらく時間をかけて検

討をしてまいりたいと考えております。

なお、医療職給与表の導入につきましては、先

を見据えた魅力ある労働、職場環境とするために

も必要であるものと認識しております。これまで

に収集した各病院の資料等を参考にして、いろい

ろなケースをシミュレートし、作業を進めてまい

りますので、しばらくの猶予をお願いいたします。

２点目の駐車場対策でありますが、以前民間業

者が冬期間に調査した経緯があり、その結果最大

約１００台の駐車スペースが不足しているとのこ

とでありました。昨年は、国の地域活性化・経済

対策交付金を活用し、医師住宅を４棟解体し、こ

とし８月に３０台分の駐車場として整備をしたと

ころであります。したがいまして、現段階では７

０台分が不足していることになります。駐車場対

策として、立体式駐車場を視野に検討をしていま

すが、ほかには議員からお話のありました精神科

病棟の改築時に病院の東側の２棟の医師寮、現在

研修医が入っておりますけれども、そこと保育所

を解体することで駐車スペースを確保することな

ども考えられます。今後さまざまなパターンでの

検討を行ってまいります。

職員に対する自家用車の通勤につきましては、

かなり以前に一時期規制をしたこともありました

が、車社会の現代では職員に自粛についての協力

を求める以外方法がありません。また、外来の予

約時間の改善策につきましては、年に１度の患者

アンケート調査でも待ち時間が長いとの結果が出

ていますが、妙案がないのが実態であります。患

者や職員に対するワゴン車での送迎につきまして

は、医療圏域、通勤範囲、通勤時間が異なるなど、

現状では困難だと判断しております。

いずれにしましても、駐車場対策や外来の待ち

時間の解消は、病院にとりましては重要な課題で

あると認識しておりますので、今後も改善策を検

討してまいります。

３点目の保育所の２４時間体制についてであり

ますが、院内保育所は現在７名の臨時保育士のも

と、８月末現在では４４名のお子さんを預かって

おります。看護師や女性医師など医療スタッフ確

保の面からも２４時間保育を望む声が上がってお

ります。ことし７月に札幌から保育業務の専門業

者に来ていただき、現在の施設の２４時間保育の

可能性について説明を受けたところです。道内の

公立病院で年間を通して２４時間保育を行ってい

るのは、函館市立病院、札幌市立病院、旭川医大

病院で、その他の病院では経費のこともありまし

て週に二、三日といったところが多いようです。

２４時間保育を行うためには施設のセキュリティ

ーの徹底が必要となり、またシャワールームの設

置が義務づけられるほか、夜間には資格と責任を

有した複数の保育士の常駐が求められ、さらに夜

間に食事が提供できることなどが必要との説明を

受けております。なお、道内の公立病院の院内保

育所は、民間委断、または現在委断を検討してい

るところが多く、直営で行っているのは当院のほ

かに稚内市立病院、室蘭市立病院の２つの市立病

院のみということでありました。今回の専門業者

による説明により、施設整備や人員及び運営体制

など課題が明らかになりましたので、今後精神科

病棟の改築計画を進めていく中で、保育所等を含

めた複合的な施設についても検討しなければなら
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ないと考えております。

次に、４点目の道北地域研究所の研究報告につ

いてであります。医療技術の高度化、高齢化、医

療安全の確保など、さまざまな要因により看護職

員に対する需要は増加し続けておりますが、反面

地方では慢性的な看護師不足に見舞われておりま

す。その中で、ことし３月に道北地域研究所から

「地域と住民」という年報が出され、上川北部地

域の看護職員確保に関する研究報告があります。

議員からは、この研究にある確保対策としての４

つの柱について、これをどのように生かそうとし

ているかとの御質問がございました。当院といた

しましては、第１の柱、養成力の確保につきまし

ては、市立大学等に負うところが大きいのであり

ますが、看護職を必要とする私どもの病院として

はこの地域に育つ若い人たちに積極的にアプロー

チすることが必要であると考えております。また、

看護体験や病院見学を通して、職業としての看護

職の魅力と社会的な役割の大きさを理解していた

だこうとも考えております。第２の柱、再就業の

支援については、不定期ではありますが、平成１

９年から潜在看護師を対象とした技術研修会を開

催しております。それにより当院で就職した看護

師もおりますので、今後定期的な開催を検討した

いと考えております。第３の柱、資質の向上と第

４の柱、離職の防止については、看護師を減らさ

ないための対策であります。これまでも認定看護

師の養成や各種専門分野の講習を重視しておりま

すが、今後もキャリアアップを目指して専門性を

高める研修への支援や働きやすい環境づくりへの

取り組みを推進してまいります。看護職員確保対

策は、病院自体の問題ではありますが、同時に地

域全体でも何らかの形で取り組んでいただきたい

と考えております。

５点目の病院内の冷房設備についてであります。

現在の病院は、平成４年度に改築をしましたが、

冷房設備を完備しているのは病棟では感染症病棟、

２階西病棟、ＩＣＵ病棟など新たに設置した病棟

で、外来診療科につきましてはこれまで随時設置

をしてきており、未整備は５つの診療科のみとな

っております。本年は、６月から９月の上旬まで

猛暑が続き、異常気象と認識しております。その

ため入院患者さんからも冷房設備を設置してほし

いとの要望が例年に比べて多く出されました。平

成２０年の第３回定例会でお答えしましたが、病

棟及び外来診療科のすべてに冷房設備を導入しま

すと約１億 ０００万円の費用を要します。確か

にこれだけ暑い日が続きますと入院患者の体調の

異変が心配され、また医療スタッフの適正な労働

環境が損なわれますので、冷房設備の必要性につ

いては十分認識しております。しかしながら、現

在の当院の資力では困難な状況と言わざるを得ま

せん。御利用される皆さんには御不自由をおかけ

しますが、今後の収支の状況を見ながら、年次計

画での設置も視野に入れた検討を行ってまいりた

いと考えております。よろしく御理解くださるよ

うお願い申し上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

６点目の東病院の今後の運営について申し上げま

す。

名寄東病院は、平成１５年１２月１日、旧国立

療養所の名寄病院を１０年間病院形態維持を条件

に国から移譲を受け、開設しております。管理運

営につきましては、上川北部医師会との１０年間

の管理運営の委断に関する基本協定をもとに、平

成１８年８月までは管理委断、その後は指定管理

者として毎年協定を締結し、実施しております。

開設当時は、６０床の介護療養型病床を保有して

おりましたが、平成１９年７月に１０５床全部を

医療病床に変更し、慢性期医療を軸に内科、リハ

ビリテーション科にて医療サービスを行っており

ます。運営初年度は ８００万円ほどの赤字を計

上し、国から運営補助を受けておりますが、その

後は上川北部医師会における経営努力などにより
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毎年約 ０００万円ほどの黒字経営で推移してき

ております。しかし、平成２１年度では入院率が

９ ６％にもかかわらず、医療行為の少ない長期

入院患者の増により収益アップには結びつかず、

毎年増加する施設等整備費及び人件費などがかさ

み６０９万円ほどの赤字を計上したところであり、

今後の対応が懸念されているところでございます。

これまでの決算には、国から譲渡を受けた後に購

入した医療機器等の減価た却は行っております。

同規模の施設を改築した場合、２０億円と仮定し

ますと減価た却費はおおよそ年間 ５００万円以

上の額になると試算されます。国からの地方交付

税は、将来の給排水等施設の改修費用として名寄

東病院振興基金に積み立て、施設整備に充ててい

きたいと考えており、その額は平成２２年５月末

現在で約２億 ０００万円となっております。

御質問の平成２５年１２月１日以降の考え方で

ありますが、まず本病院の必要性として市立総合

病院の急性期医療に対し、東病院は慢性期患者の

受け入れと大きくすみ分けがされており、東地区

唯一の病院として地域での役割は大きいものと認

識しております。国から譲渡を受けた平成１５年

当時は、名寄市のような小規模自治体で２つの公

立病院を維持することは困難との考えから、１０

年後には民間に譲渡する計画であり、現在もその

方針で進めておりますが、民間に譲渡した場合に

は昨年度から赤字が発生している状況や新たに発

生する固定資産税、１０年以降の改築なども想定

され、大きな負担が懸念されます。また、国の施

策によっても大きく状況変わりますので、さらな

る情報収集に努めていきたいと考えております。

いずれにしましても、３年後の平成２５年１１

月３０日には協定の期限が切れますので、建物や

施設の計画的な整備と高齢社会の推移を考慮し、

長期的な視野での判断をすべく民間への譲渡、現

在の公設民営方式の検証を踏まえ、早い時点で関

係機関と協議を進め、結論を出してまいりたいと

考えておりますので、御理解いただきたいと思い

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私からは、大項目３〇経済部長（茂木保均君）

点目、ピヤシリスキー場について申し上げます。

初めに、キッカー、スノーボードのジャンプ台

のことでございますが、これの安全対策について

お答えをいたします。ピヤシリスキー場の昨年の

利用実績は、リフト利送人員で４８万 ３９２人、

前年度比１０ ２１％となっております。リピー

ターを初め、スキー合宿、学校授業、東京なよろ

会など多くの皆さんに利用していただいており、

近年は小学校低学年層の利用が好調で、すそ野が

広がる傾向を見せております。そのような中、ボ

ーダーのゲレンデ利用も多く、ゲレンデ利用者の

約４割がスノーボードと認識しているところであ

ります。第１リフト横のキッカーにつきましては、

少し小さいためふぐあいがあるとの指摘をいただ

いているところでありますが、現在圧雪車による

作業では精いっぱいの努力をさせていただいてお

ります。これまで圧雪車に多くの負荷がかかって

おりますが、安全性にも配慮した設置を心がけて

いるところでもあります。しかし、ピヤシリスキ

ー場、九度山自体が岩崖がある山と言われており、

岩が多いゲレンデで、土が流れる特異性もありま

すので、安全対策について工法を含め、庁内初め

関係者と協議をしてまいりたいと考えております。

次に、一日も早いオープンとわき水対策につい

て申し上げます。現場におきましても一日も早い

オープンを期待し、夏場のゲレンデ整備を含め努

力いたしておりますが、降雪のおくれなどから毎

年苦慮しているところであります。加えて御指摘

のありましたとおり、わき水による融雪もオープ

ンおくれの大きな要因の一つと考えております。

スキー場のわき水対策につきましては、ゲレンデ

内に大きく１０カ所ほどの整備に関する協議を受

けております。これまで明渠などの作業につきま

しては、照明やリフトなどの整備の工事の際にあ
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わせて行ってきておりますが、具体的な工事には

踏み込んでいない状況でありました。内部協議や

関係部署と協議を行いながら、年次的に対応して

まいりたいと考えております。

今後のスキーヤーやボード客の確保につきまし

ては、これまで以上に振興公社、観光協会など関

係団体と協力し、ＰＲに努めるとともに、アフタ

ースキー、体験型観光などを含めた情報について

も発信していかなければならないと考えておりま

して、連携、協力し、一層の集客に努力してまい

ります。

以上、私からの答弁といたします。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

それぞれ御答弁をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたので、若干再質問させていただきた

いというふうに思います。

まず、順番どおりやらせていただきたいと思い

ますけれども、まず一番最初にこの基本的な考え

をお伺いをいたしましたのには、１つには国の方

針というのが私の頭の中にはありました。来年度

の国の予算の概算要求としましては９６兆円とい

うことになっておりますけれども、では北海道の

概算要求はどうなのかということになりますと

９００億円ということで、これは３４年ぶりの

０００億円割れという報道に接しております。こ

れは、国土交通省による選択と集中という方針の

中で北海道は選ばれなかったのかなというふうに

考えております。また、一方で補助金制度を見直

すに当たって一括補助金に衣がえをすることによ

り、３割ないし４割カットしてもいいのだなどと

いう議論がなされているということも報道を通じ

て耳にするわけであります。こういうことを聞く

ときに、では地元の企業というのは一体これから

どういうふうになっていくのかというふうに私は

大変心配をしたわけであります。当然市が発注す

る投資的工事というのは減らざるを得ない。まし

てやこういうふうになりますと全道的な影響を受

けるわけですから、大きな企業というのは今まで

目を向けなかった小さい仕事にも目を向けるよう

になって、その最終的なしわ寄せはやはり地方に

来るだろうと、私はこういうふうに考えたもので

すから、地域は地域で何とか地元企業を守ってい

きたいなというふうに考えたわけでございます。

この中で、公平、公正で適正な競争原理を前提と

することは当然でありますけれども、この地域全

体として守っていくということであればこれはい

いのかなというふうに思いますけれども、これが

一方通行ではなかなかうまくいかないのかなとい

うふうに私は思っております。そういう中で、先

般ございましたように水害が起きました。私もい

ろんな被災地と申しますか、水のあふれたところ

を見させていただきましたけれども、私には道具

もなければ技術もないわけでして、被災されてい

る皆さんに何のお手伝いにもならないわけです。

しかしながら、やはりこれをしっかりと担ってい

くのが地元の建設業でありまして、こういったと

ころを私は積極的に評価をすべきではないのかな

というふうに思っておりますけれども、その点に

ついて御見解を改めてお伺いをいたしたいなとい

うふうに思います。

中尾副市長。〇副議長（熊谷吉正議員）

議員からお話のありま〇副市長（中尾裕二君）

したとおり、地場産業の健全な育成というのは当

然行政としても担うべき役割の一つと認識をして

おります。また、一方で納税者たる市民の立場か

らしますと、入札は少しでも安い金額で落札をし

たほうがその分の住民サービスが別の面に振り向

けられるという願いもまたあるわけでありまして、

これら従来から名寄市におきましては健全な育成

という立場も踏まえて指名競争入札であるとか、

あるいは条件つき一般競争入札であるとか、ある

いは予定価格の事前公表等を制度化しながら、そ

うした期待にこたえてきたという経緯があります。

しかし、一方で先ほど申し上げましたように納税

者としての市民との調和もあるわけでありますか

ら、当然名寄としての地域特性を十分認識しなが
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ら、地域需要も酌みながら、こうした調和を今後

も求めていきたいと、このように考えております

ので、御理解をいただきたいと思います。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

御答弁をいただきま〇２３番（東 千春議員）

した。私も本当にそのとおりだというふうに思い

ます。競争原理を働かせるというのは、これは当

然のことでございますので、こういったところ民

間の企業の皆さんもしっかりと胸に秘めながら、

これからよりよい制度づくりは何がいいのか私も

ちょっとわかりませんけれども、お互い切磋琢磨

しながら、いい制度づくりしていっていただきた

いなというふうに思います。

２点目の水道事業についてなのですけれども、

名寄市内の管工事組合でしたっけ、の皆さんとい

うのは土日も当番で出て、夜中も電話がかかって

きたら修理に行くということをやっております。

こういったことから、市民のライフラインをしっ

かり守っていただいているのはここだなというふ

うにも思っておりますので、法律上こういうのは

認めなくてはいけないということは十分わかりな

がらも、一定のこういったことを規制することは

市独自としてできる方法があるのかないのか、こ

の点について再度お伺いをしたいと思います。

扇谷上下水道室長。〇副議長（熊谷吉正議員）

今部長のほうか〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

ら答弁をいただいておりますが、給水工事の指定

に当たりましては１つは水道法、それから私ども

の条例の中で一定程度定めております。考え方と

しましては、いわゆる基準審査の中で一定の要件

あれば必然的に指定せざるを得ないというような

中身になっております。一部調査をしましたとこ

ろ、市町村でいわゆる地元業者以外の参入を認め

ていないというところもあったように聞いており

ますが、実は法律上疑義があるということで検討

されているというふうにも聞いております。した

がいまして、現在の制度の中では市外業者を排除

していくような仕組みにはなかなかならないとい

う判断をしております。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

上位法があるので、〇２３番（東 千春議員）

そうだろうなというふうには思いましたけれども、

仮にトラブルがあった場合名寄市のお金で直すと

いうことですけれども、それであったら旭川でも

札幌でもやった人に来てもらって直してもらうの

が私は本来筋かなというふうにも思いますので、

そこら辺のところにも将来何かいい方法がありま

したら考えていただきたいなというふうにお願い

をいたしたいと思います。

住宅建設なのですけれども、５０％、５０％と

いうのはしばらく続いております。こういったこ

とを何とかしようと思って、８年前だったでしょ

うか、なよろっぽいができたのは。しかし、なか

なかうまい手だてがないというのも実情かなとい

うふうにも思います。しかしながら、やはり指く

わえて見ているのはどうしても悔しいなという部

分がありまして、何かもう一丁いい案はないのか

ということで、できればお互い議論を交わしなが

ら協議を進めていただけないかなというふうに思

っています。当然部長あたりは忙しくて難しいの

だろうなと思います。課長あたりも難しいのかな

と思いますけれども、例えば若くて、今までにな

いちょっとフレッシュなアイデアのある若手職員

もひょっとしたらいるかもしれませんけれども、

そういう人がその部分を一部担当をしながら、い

ろんなアイデアを出していくだとか、そういうこ

ともあってもいいのかなというふうに思いますけ

れども、お考えをちょっとお知らせいただきたい

と思います。

野間井建設水道部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

私も東議員と〇建設水道部長（野間井照之君）

同じ考えを持っていまして、５０％、５０％が随

分の間推移をしているということで、このごろは

またアパートというか、マンションなどは管理も

含めた建設をするということも含めるとかなりウ

エート的にはまた市外業者のほうが高くなってき
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ているのかなという状況もあるかもしれません。

私ども建設相談をじかに市民サイドから受けてや

るほうが早いのかなという考え方を持っています。

これも含めてなよろっぽい家づくりの会ともっと

情報交換をさせていただいて、市でどの程度まで

相談を受けて、どの程度なよろっぽい家づくり、

あるいは地元業者の方に返せるかということも含

めて相談をさせていただいて、できる限り地元で

受注できるよう努力をしたいというふうに考えて

いますので、御理解いただきたいというふうに思

います。その際には今提案のありました若手職員

の考え方も入れながら相談をさせていただくとい

うふうにしたいと思っていますので、御理解をい

ただきたいというふうに思っています。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

よろしくお願いした〇２３番（東 千春議員）

いと思います。そういった取り組みの中から一定

制度数値目標をつくってもいいのかなと思います。

例えばことし５２％だったら、来年は５５％を何

とか目指してみようだとか、そういう数値目標を

つくりながらちょっと活動していくのもいいのか

なというふうに思いますので、これからの取り組

みに期待をしたいというふうに思います。

次、炭殻利用についてですけれども、これは議

会の中でも多分だれに聞いても地元企業を大切に

しようというのはこれは当たり前の話で、これは

特にここだけ何とかしようという話ではありませ

ん。ここも大切に守っていこうという気持ちの中

から発言をさせていただいております。よそから

来る企業というのは、簡単に帰ってしまうという

のが昨今の状況でないかなというふうに思います

けれども、この会社はもう私は地元企業だという

ふうに認識していますし、市民もそうだろうなと

いうふうに思っております。しかしながら、本社

というのがあるわけですから、社会の流れの中で

ひょっとすると工場をどこか閉鎖をしなくてはい

けないということも将来あり得るかもしれない。

そういったとき、あるいは老朽化をしたときにど

うだという議論になるかもしれない。そういった

ときに名寄の工場がまず先になくそうと言われな

いように事前に市民みんなで協力をしながら守っ

ていきたいなというふうな、私はそういう物の考

え方から発言させていただいておりますので、そ

こら辺ぜひ取り組みをよろしくお願いしたいとい

うふうに思います。駐車場なんかでも使っていた

だいているということですけれども、さらなる活

用をぜひ研究をしていただきたいなというふうに

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

ちょっと順序が逆になりましたけれども、リフ

ォームです。環境美化、環境にも配慮しながら今

後考えていきたいというふうな答弁を多分ちょっ

とメモしたかなと思うのですけれども、ちょっと

見当たらなくなってしまいました。ぜひそういう

観点でお願いしたいと思います。それにはやっぱ

り２つあるのかなというふうに思うのと、先ほど

申し上げましたようにつくる側の美化と壊す側の

美化というのがあるかなというふうに思います。

老朽をした廃屋というのは、非常に見た目的にも

よくありませんし、町内会あたりでお話を伺って

もちょっとやっぱり嫌だよねというお話を聞くわ

けです。防犯上、防災上、あるいは屋根からの落

雪が心配だとか、そういう意見も聞くものですか

ら、そういった部分に対してこれから、今までは

国もそうですけれども、つくることには出すけれ

ども、壊すことにはなかなか制度自体がないとい

うのが現状だと思いますけれども、私はそっちの

ほうにも目を向けるべきではないかなと思います

けれども、そこら辺に関してもう一度答弁をいた

だければと思います。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

住宅のリフォーム事〇経済部長（茂木保均君）

業に関連してということになろうかと思いますけ

れども、そのいわゆる解体の部分です。これ非常

に環境的な部分も含めて、あるいは危険家屋とい

うようなこと含めて、提案の部分というのは一定

の理解をしております。今現在実は緊急雇用対策、
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これで一定程度取り組んでいただいているのです。

特にそれは危険家屋という前提で町内会長さんあ

たりに一定の認定をしていただいた家屋というこ

とになりますけれども、そういった部分について

いわゆる賃金といいますか、雇用の部分を前提と

した取り組みということで、それほど多くはない

ですが、そういった前提の部分で取り組んでいた

だいております。これをリフォームの中でという

部分というのは、どこまで取り組める事業になる

のかどうか、ちょっと次元が違うかもしれません

が、この辺についてはちょっと研究をさせていた

だきたいなと思っております。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

では、続いて病院の〇２３番（東 千春議員）

ほうに移りたいと思います。

まず、駐車場ですけれども、冬場でおおむね１

００台ぐらいが必要だという答弁がありました。

それで、３０台先日つくったということで、残り

７０台ぐらいになるかな、それが冬場かなと思い

ます。私も市立病院の周りを車でぐるっと回った

ら、大体五、六十台かなというふうに夏場、先日

回ってみたら思いました。それで、そういう今私

が発言した方法も一つあるのではないかというふ

うな答弁もいただきましたけれども、私は立体駐

車場であってもいいのかもしれませんけれども、

なるべく費用をかけないで効果、効率のある駐車

場の整備のあり方ということを何かないかと思い

ましてそういうことを考えました。

それと、あわせてあの保育所はまだそんなに古

くはないのかもしれませんけれども、やはり戦略

的に、保育をきちっとやっていこうというのもこ

れも戦略の一つになるのではないかなというふう

に思います。全道的には余り取り組んでいないと

いうふうに答弁をいただきましたけれども、毎日

やらなくても済むのかなというふうに思っており

ます。働く方のシフトと合わせていただきながら、

週に１日なり、２日なりの２４時間体制を整えて

いくという方法もあるのかなというふうに思いま

すし、その運営のあり方も含めてそこら辺ぜひお

願いしたいな、やるべきではないのかなというふ

うに思いますけれども、毎日ではなくても、週に

何日かでも取り組むということになるとどういう

ふうになるのかお答えをいただきたいなというふ

うに思います。

香川病院事務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

特に保〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

育所の２４時間体制についてということで、これ

について病院としてはやっぱり精神科の改築時に

あわせて、例えばその中で１回にするか２回にす

るか、そういった部分で考えていきたいと。ただ、

運営については、函館ですとか大きな旭川医大で

すとかそういうところは通年やっていますけれど

も、それは本当に莫大な経費がかかるということ

で、以前に看護師さんを対象にしたお話し合いの

中では通年というか、毎日でなくてもというお話

もありましたので、その辺もうちょっと精査させ

ていただいて、そういうこともあわせて改築の中

での一つの案として考えていきたいなと、こうい

うふうに考えております。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ぜひそのような方向〇２３番（東 千春議員）

で検討を重ねていただきたいなというふうに思い

ます。

看護師の確保につきまして、道北地域研究所を

中心として、そういうような３者で集まって協議

をしたという報告を読む機会がありました。今ま

で決算委員会、予算委員会等で岩城看護部長が本

当に大変御苦労をされているというお話は聞くの

ですけれども、やっぱりその範囲を広げて、もう

ちょっといろんな人で知恵を出すという、こうい

う取り組みも私はいいのかなというふうに思いま

した。できればこういう活動が続いていっていた

だいて、病院だけで解決をするのではなくて、で

きれば市民も何かやること、お手伝いすることあ

れば、みんなそんなに嫌だと言わないと思います

ので、そういったことも今後何かいい方策があれ
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ば考えていただきたいなというふうに思います。

来年度からでしたっけ、 ０００万円ずつ看護師

対策に予算をつけて……

（何事か呼ぶ者あり）

違いましたっけか。〇２３番（東 千春議員）

来年度からでしたっけ……

（何事か呼ぶ者あり）

今年度からでしたっ〇２３番（東 千春議員）

け。そういった……

（何事か呼ぶ者あり）

はい。相談業務にさ〇２３番（東 千春議員）

きの議員のお答えの中で利活用していきたいとい

うふうにありましたけれども、こういった今答弁

をいただいたようなことにもこの ０００万円を

これから使っていこうとされるのかについてお伺

いをしたいと思います。

香川病院事務部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

先ほど〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

の答弁の中で、その確保対策については例えばキ

ャリアアップを図るための試験出資金ですとかそ

ういった部分、それと例えば看護師が認定講習を

受ける場合の無たの貸し付けだとか、そういった

部分も考えてございますし、このほかに看護部長

が道内主な看護養成学校を回る場合のための旅費

というのですか、そういった部分でも使っていき

たいなと、こういうふうに考えています。

なお、佐藤靖議員の中でもお答えしましたとお

り、今回名寄市内２５カ所ほどにポスターを掲示

させていただきました。若干の効果ありましたけ

れども、これについてはこれからまだまだ効果が

見込まれると思いますので、議員各位の御協力を

いただきたいなと、こういうふうに思っておりま

す。

東議員。〇副議長（熊谷吉正議員）

ただいま認定看護師〇２３番（東 千春議員）

について貸し付けをするというふうな答弁もいた

だいたわけですけれども、これ貸し付けだけでは

なくて、一部補助してでもいいぐらい大切なのか

なというふうに思いますので、そういったところ

も考えていただければというふうに思います。

最後になりますけれども、スキー場です。わき

水対策については、順次行っていただけるという

ふうな答弁をいただきました。圧雪車がかなり動

くらしいのです、雪を寄せるためには。ですから、

こういうのはなるべく早目にやったほうが人件費、

燃料代、圧雪車の消耗、こういったことを考える

となるべく早目にやっていただきたいなというふ

うに思うのと、実際には２カ月半ぐらいの稼働だ

そうです。というのは、雪を押してこられるのは

相当数積もってからでないと寄せてこれないとい

うのが実情だそうですので、なるべくこれは早目

の対応をよろしくお願いしたいと思いますけれど

も、一言答弁いただいてよろしいでしょうか。

茂木経済部長。〇副議長（熊谷吉正議員）

今年度のオープン前〇経済部長（茂木保均君）

にできるだけの対応をしたいと考えております。

以上で東千春議員の〇副議長（熊谷吉正議員）

質問を終わります。

３時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０３分

再開 午後 ３時１６分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

大雨災害の対応について外２件を、佐藤勝議員。

議長から御指名いた〇１１番（佐藤 勝議員）

だきましたので、通告順に従って、質問を行いま

す。

質問の前に、７月２９日の大雨で被害を受けら

れた多くの市民の皆さんに心からのお見舞いを申

し上げます。さらには、災害防止に向けて活動さ

れた多くの皆様にも心からの敬意を表するもので

あります。

それでは、質問に入らせていただきます。大き

な項目の１点目として、大雨災害の対応について

お伺いをいたします。７月２９日早朝から降り続
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いた雨は、平年の７月の１カ月分を上回る１１７

ミリの降雨量となり、過去の記録を塗りかえる大

雨となり、市内各所に多くの被害をもたらしたと

ころであります。そこで、次の点についてお聞き

をいたします。初めに、災害本部の設置について

であります。名寄市地域防災計画の災害対策本部

の設置基準によりますと、暴風、暴風雨、大雨、

大雪、洪水、その他気象業務法に基づく警報が発

表され、被害が発生したとき、または発生するお

それがあるとき災害対策本部を設置し、防災活動

を推進するものとすると記載されております。し

かし、８月２４日配布の７月２９日名寄市大雨災

害対応状況によりますと、午前１１時５７分に名

寄市内全域に大雨警報、これは浸水害警報であり

ますが、発表され、午後１４時４８分にはさらに

大雨警報、土砂災害の大雨警報が発表されており

ます。さらに、３時３２分、第３弾の大雨警報、

これは洪水警報が発表されております。午後の４

時になって名寄市災害対策本部に準ずる会議を招

集、夜の９時１５分になって災害対策本部が設置

されております。以上が災害対策本部が設置され

るまでの時間的経過であります。しかし、その間

にも午後の１２時４５分、智恵文八幡地区河川の

増水情報、それから午後の１時１０分には徳田し

らかば１号線に冠水情報、日進智東線通行どめ、

風連地区でも夕方には真狩川のはんらんで水田に

濁流が流れ込むなど刻一刻被害が拡大し、その状

況は伝えられております。そのような中で、なぜ

警報発表から災害対策本部設置まで９時間も要し

たのか。また、風連庁舎の災害対策体制はどうだ

ったのかについてお知らせを願います。

次に、今回の大雨災害に対する指揮命令系統に

ついてお聞きをいたします。これにつきましても、

防災計画の災害対策本部組織図として掲載されて

おりますが、そのとおり機能したのかどうか、ま

た風連庁舎体制が今のままでいいのかについても

お聞きをいたします。

３点目として、住民との協力体制についてお聞

きをいたします。防災計画の中に、市は町内会等

に働きかけ、地域における自主防災組織の設置及

び育成に努めるものとする、災害時において地域

住民が連帯、協力して初期活動や救出、救護活動

を初め高齢者や障害者等、災害時要援護者の避難

誘導に取り組むことによって自主的な防災活動が

効果的に行われるよう協力体制の確立を図ると書

かれております。この件についての検証をお示し

ください。

４点目として、住民への連絡体制についてお聞

きをいたします。名寄旭ケ丘地区の避難勧告が出

されたのが夜の２１時１５分、風連緑町地区に対

する避難勧告命令が何と翌日の午前零時４０分で

あります。この発令時刻が適切だったのか、また

その間の関係地区に対しての連絡体制はどうだっ

たかについてもお知らせを願います。

５点目として、被災箇所の復旧整備計画につい

てお聞きをいたします。今回の大雨による被害箇

所は市内全域にわたっており、早急な復旧対策が

待たれるところでありますが、特に農業関係で今

後の営農、農作業に支障が予想される地区、箇所

についての復旧対策を急ぐべきであります。喫緊

の対策、中長期的な対策を要するところの仕分け

を行い、関係住民と連絡を密にして取り進めるべ

きでありますが、その対応についてお知らせを願

います。

６点目といたしまして、防災計画の中で指定さ

れている避難所が適切であったのかどうかについ

てお聞きをいたします。今回の大雨で避難所に至

る市道が既に冠水している中で避難が行われてい

た状況があり、改めて適切な避難、そのときの状

況を判断しながらの誘導が行われるべきでありま

すが、今後の対応についてお知らせをください。

７点目といたしまして、原始河川、普通河川、

道の管理する河川に繁茂する柳等の伐採について

お聞きをいたします。この件につきましては、流

れを阻害し、大きな災害に至る大きな要因である

ことはだれもが知るところでありますが、財政的
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な困難さもあり、なかなか対策が進んでいない実

態にあります。一斉伐採は無理にしても特に流れ

を阻む太い木々の伐採をピンポイント的に推し進

めるべきであります。そして、次の段階の一斉伐

採を待つという２段階方式で少しでも災害の防止

につなげるべきでありますが、市の見解をお聞か

せを願います。

８点目といたしまして、今回の大雨は今現在河

川のないところにも大きな被害をもたらしており

ます。上流に複数の沢があり、そこから流れ出る

水の行き場がなく、平常時は農業排水を流れてい

るという場所での異常出水があり、市道の路肩を

大きくえぐり、畑、施設農作物に被害が発生をし

ております。今後の市としての考え方、対策につ

いてお知らせを願います。

９点目といたしまして、土地改良区、農協など

地域の公共機関、関係団体との連携についてお聞

きをいたします。今回の大雨に対し、市職員のと

っさの判断により被害予想地区に対し早い段階で

水田ダムの措置がとられ、被害の拡大を未然に防

ぐ大きな効果を発揮しております。市内各地区を

網の目のように流れる農業排水を管理する土地改

良区、地域の実情に詳しい農協、情報、警報、さ

らには被害状況等に関する報道に当たる報道各社

など、市職員、そして住民に重ねて防災活動に当

たることにより、より大きな被害防止効果を発揮

することから、日ごろからの連携、情報交換等に

ついてお聞きをいたします。

最後になりますが、洪水ハザードマップの見直

し、更新についてお聞きをいたします。このマッ

プにつきましては、旧風連町、旧名寄市ともに平

成１５年に作成し、合併後の今日に至っておりま

す。それぞれ１００年に１度程度起こる大雨によ

って川の堤防が決壊した場合を想定した上での浸

水予想結果に基づく浸水範囲とその程度、各地区

の避難所の存在等を示したものであります。しか

し、今回の大雨の被害もそうでありますが、近年

の大雨災害の多くは内水はんらんによるものであ

り、その視点から見直しをかけ、更新が必要であ

ります。さらに、その作業に当たっては、町内会、

地域住民との情報交換を密に行いながら、まさに

協働で推し進めるべきであります。市の見解をお

伺いいたします。なお、この質問については、同

僚議員がさきに質問出ておりますが、御理解をい

ただきたいというふうに思います。

次に、大きな項目の２点目についてお伺いをい

たします。ふうれん望湖台センターハウスの存続

についてであります。ふうれん望湖台センターハ

ウスは、１９８１年から８２年にかけて建設され、

以来スケールの雄大さと季節折々の花々が咲き競

うことで道北随一と称される望湖台自然公園の中

核施設として利用者に憩いと安らぎとを提供して

きたところであり、近年は高齢者の集いの場とし

て、あるいは団体利用に対し気軽に使える施設と

しての役割も高まりつつあるところであります。

一昨年市の行財政改革で廃止対象検討施設に挙げ

られて以来、当時の行政区長会議を初めとして、

地域利用団体等との話し合いが重ねられてきてお

り、その意見の多くは過大な投資を避けた必要最

小限度の補修での存続を求めており、さらには市

老人クラブ連合会風連支部から望湖台センターハ

ウスの継続運営に関する請願も提出されるなど、

存続は地域を挙げた切実な願いとなっております。

改めてセンターハウスの存廃議論の経過、市のセ

ンターハウスに対する認識、そして行政報告の中

にありましたとおり、９月末までに一定の方向性

を示すというセンターハウスの将来像についてお

示しを願います。

大きな項目の３点目といたしまして、４月２０

日実施の全国学力・学習状況調査の結果について

お聞きをいたします。去る７月３０日にその結果

が公表され、道内の結果を見てみますと国語と算

数、数学の基礎的な知識を問うＡ問題、活用力を

見るＢ問題ともほぼ全国平均を下回り、特に小６

では４科目とも全国最低レベルでありました。４

科目平均正解率を都道府県別に見ますと、小６が
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４７位で初の最下位、なお昨年までは３年連続４

６位であります。それから、中３が４３位、これ

は昨年が４２位であります。以上のように４年連

続で学力低迷の状況から抜け出せていない厳しい

実情が明らかになったところであります。今回は、

中学３年生が２００７年の小学校６年時に全国学

力テストを受けていて、当時の結果を踏まえた設

問も用意され、図形問題、応用力、記述式問題な

ど当時の課題が解決されないまま現在に至ってい

ることが判明する結果ともなっていて、小中が連

携した継続指導の必要性、重要性が問われており

ます。

学校や家庭での生活のあり方などを問う児童生

徒質問紙調査では、授業以外の学習時間の短さ、

家庭などでの学習習慣が定着していない、つまり

勉強短時間、ゲーム、テレビだらだらの実態が改

めて明らかになる結果が出されております。さら

に、幼児教育の成果が正解率に反映されるなど、

ここでも幼小教育の連携のあり方が今後の課題と

なっております。来年度からは、学ぶ内容を大幅

にふやした新学習指導要領が完全実施される中で、

今回の結果を受けて、いかに子供たちの学ぶ意欲

を高めていくか、学校、家庭でいかにして適切な

学習する環境を整えていくか、多くの課題が改め

て浮き彫りとなった結果となっております。

そこで、１点目といたしまして、名寄市におけ

る今回の学力テストの結果について、なおこれに

ついては先ほど来同僚議員が同じ質問をしており

ますので、お許しをいただきたいというふうに思

います。２つ目といたしましては、結果の考察と

解決に向けての対策、そして３番目といたしまし

て今後の課題について、以上３点について市の見

解を求めるものであります。

以上、この場からの質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐藤勝議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で３点の質問をいただきました。

１点目の小項目５、７、８につきましては建設水

道部長から、残りは私のほうから、大きな項目２

点目は経済部長から、同じく３点目は教育部長か

らの答弁となります。よろしくお願いいたします。

まず、大きな項目１点目の大雨災害対策の対応

についてお答えします。対策本部の設置について

であります。風連庁舎での体制と風連庁舎での指

揮についての質問でございますが、今回７月２９

日の大雨災害につきましては、１１時５７分に大

雨警報が出て雨が降り続き、１６時に名寄庁舎に

おきまして災害対策本部に準じる会議を立ち上げ

て警戒をしておりました。豊栄川の遊水池が越流

したことによる広報やしらかば１号線の冠水、各

所での冠水に対応するため多くの消防職員、消防

団、職員が土のうづくりやパトロール、マスコミ

対応、国、道への報告等で本部は現場対応も含め

フル活動をしておりました。災害対策本部の組織

につきましては、風連地区においては風連担当副

市長を中心とした体制を持っておりましたけれど

も、現実的には兼務発令、兼務で仕事をしており

ましたので、今回のような同時多発的な災害につ

いてはそれぞれの現場を行ったり来たりというこ

とをしておりましたので、あらかじめお断りさせ

ていただきたいと思います。

２番目の指揮命令系統の関係につきましては、

風連庁舎の対応について３０年来水についていな

い風連地区の市街地が冠水したということにつき

ましては、正直な話想定外だったということも否

めませんでしたけれども、風連地区で冠水被害が

状況確認されたことにより、それ以降は風連庁舎

副市長が風連地区の現場で指揮をとり、対応いた

しました。場合によっては携帯電話での指揮とい

うこともありました。今回の風連地区の被災を教

訓に、今後は気象状況を把握する段階から風連庁

舎に人員を配置し、災害の発生する状況が見込ま

れると風連地区にもサブ本部を設置し、風連庁舎

副市長が災害に対する意思決定を円滑に行い、対

処していくよう庁議、部次長会議で決定をいたし

まして、今後実施していくことにいたしました。
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住民との協力体制の関係につきまして、先日被

災されました名寄地区の旭ケ丘区におきまして避

難所の場所の関係が問題になりまして、北国博物

館がすぐ近くにあり、徒歩で避難できることから

無理なく避難できるよう話し合いをして、理解を

いただきました。また、風連地区におきましては、

ことし行う予定でありました防災訓練のかわりに

今回の豪雨を想定しまして避難場所の選定、浸水

図面によって避難ルートの協議を、それと風連庁

舎において土のうづくりなどの装備を見ていただ

き、今後の対応と協力体制を一層図って、安心感

を持っていただきたいと考えております。

住民への連絡体制についてお答えをします。当

日４時に災害対策本部に準じる組織を立ち上げま

して、避難所の設営、避難する場合のマイクロバ

スの手配、毛布の手配であるとかその辺は４時ぐ

らいから準備を進めておりました。一方で、同時

多発的にあちこちで冠水被害がありましたので、

土のうの作成、土のうの運搬、土のうによる冠水

防止ということで消防、消防団、市職員がそれぞ

れ分担をしながら、あちこちの現場に出かけたの

が事実であります。そういう中で、名寄地区の白

樺団地周辺におきましては９時１５分に発令する

前に名寄担当副市長が現場に行きまして、消防に

よる広報も含めて住民周知をさせていただきまし

た。風連地区におきましても９時過ぎぐらいから

住民の方の自主避難がありまして、一方で駐在の

警察官による状況判断によって避難誘導も行われ

たということであります。今後災害の情報、避難

勧告情報の連絡につきましては、有効な方法を検

討をして、できるだけ早い避難勧告を発令し、対

応してまいりたいと考えております。

なお、８月２３日には、警報は出ていなかった

のですけれども、発表される可能性があるとの連

絡ありましたので、前回被災しました名寄地区、

風連地区の町内会の皆さん方には警戒チラシを配

布し、２階での就寝等を促すなどの連絡をもって

事前に警戒をお知らせをしました。幸い２３日は

当市には被害ありませんでしたが、他町では大き

な被害が発生しており、今後につきましては空振

りを覚悟で常備薬の持ち出しも加えた情報を提供

して、早目の避難勧告、避難を実施していただく

ように考えております。

小項目６番目の避難場所の検証の関係について

であります。今回のハザードマップによりまして

避難誘導、自主避難をしていただきましたけれど

も、風連地区におきましては今回の避難場所の西

町コミセンにつきましてはハザードマップにおい

ては水のつかない避難場所ということになってお

りましたが、７月２９日の大雨のときは付近に水

が走り、適当な避難場所ではないというふうに状

況を見て判断をいたしました。避難した町内会と

も今後打ち合わせをしまして、風っ子ホールや農

村改善センター等の施設に被害の状況に応じて設

定していくことで協議を進めてまいりたいと考え

ております。

小項目９の土地改良区などの地域団体との連携

についてであります。災害時には各関係機関との

連携と協力が大切であります。今回の災害におき

ましても、土地改良区におきましては災害発生の

前後からエリアにおける農業施設の災害の把握等

に努めております。経済部を通じまして今回の災

害のときにどのような活動をされたのか、支障が

なかったかの関係についても報告を受けたところ

であります。警察におきましては、名寄地区では

災害対策本部に１名警察官を詰めていただき、情

報を共有し、対策に当たっておりました。先ほど

述べましたけれども、風連地区においては浸水に

よる被災した市民の避難を警察官に促して支援し

ていただくなど対処をしていただきました。消防

署からも１人本部に詰めていただき、情報の共有

により市民からの被害の連絡があると速やかに対

応させていただきました。町内会につきましては、

避難勧告時の住民の確認作業や豊栄川の越流時に

係る関係町内会への住民への周知、また翌日には

被災家屋の特定を知らせていただき、市が行う消
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毒や清掃等の速やかな対応の一助となっておりま

す。また、これらのほかにも避難場所や避難に係

る情報提供、支援等を多方面の団体からいただい

ておりまして、今後ともさらに地域の関係団体と

連携をしていく中で災害から市民を守っていきた

いと考えております。

最後に、ハザードマップの見直しの関係につい

てであります。本年は、合併してから旧風連町、

旧名寄市のハザードマップを１つのものとする準

備を進めておりました。今回のゲリラ豪雨に対応

するため、データを集め、ハザードマップそのも

のを変更したり、新たに作成することにつきまし

ては、先ほど議員のおっしゃったとおり内水はん

らんを想定したハザードマップというのは名寄市

ではつくる予定をしておりませんでした。内水は

んらんに対応したハザードマップをつくることに

つきましては、新たなデータ収集も含め多くの時

間や経費がかかることから、今回の被災地域を中

心とした町内会から危険箇所の情報提供をいただ

き、危険マップというものをつくりまして、市は

それを使いまして防災の一助として使用すること

ができればというふうに考えておりまして、この

辺も地域町内会に働きをかけて危険マップの作成

をし、配布を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。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

雨災害の対応についての小項目で５番目と７番目

と８番目についてお答えをさせていただきたいと

いうふうに思います。

最初に、５番目の被災箇所の復旧整備計画につ

いてであります。お答えが１７日の日根野議員と

一部重複することをお許しいただきたいというふ

うに思います。農地及び市街地の災害の大きな要

因は、今回は真狩川があふれたことによることだ

というふうに考えておりますので、その対応が必

要だというふうに考えております。真狩川は、農

林水産省の国営総合かんがい排水整備事業として

昭和４９年から５２年にかけて完成したものであ

ります。今後の対応につきましては、被害を受け

た後北海道と協議をさせていただきまして、河川

改修事業は補助率も低く、普通河川の改修は国庫

補助の対象にならないということでありました。

しかし、市の単独事業として改修事業を取り組む

にはＪＲ宗谷線、国道４０号線の横断、既設橋梁

のかけかえなども同時に行わなければならず、膨

大な経費がかかることになります。したがって、

河川を１級河川に昇格させることで北海道の事業

として取り組んでいただく要望が必要と考えてお

りますが、当時の農業予算での事業により施設財

産が農林水産省であるため、他の省庁予算での改

修は非常に難しいとの情報もあります。今後とも

市民生活の安全と安心のために、河川の昇格と改

修事業の実現に向けて北海道や農林水産省と協議

を行い、方向を見出しながら要望していきたいと

考えておりますので、御理解をいただきたいとい

うふうに思います。

次に、７番目の原始河川、道管理河川の柳等の

伐採等についてであります。名寄市内には北海道

で管理している道費河川が１４河川あります。各

町内会から名寄市に出されている道費河川のうち、

雑木や土砂さらいについての要望は現在６カ所の

河川からあります。毎年初めに地域の要望を受け、

まとめて北海道へ御説明を申し上げておりますが、

部分的にしか対応していただけないため、近年は

毎年のように同じ箇所の要望をしているのが現実

であります。北海道の維持管理予算が縮小されて

いるためのようですが、今回のような災害の影響

を少なくするためにも風連別川も追加するととも

に、今後も強く要望させていただきたいというふ

うに思っています。

市で管理する河川は７２河川あります。各町内

会の要望に満足にこたえられるものではありませ

んけれども、毎年わずかな単独事業の予算の中で

計画的に流木等の伐採を行っている状況でありま

す。
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次に、無河川地域の異常出水の対策についてで

あります。大雨で排水溝があふれたことによる道

路路肩等の被害は市内には数カ所ありますが、原

因としては排水断面が小さいことや排水が整備さ

れていないものがほとんどであります。風連名寄

原野線は、反対側にある道路側溝に予想以上の排

水が流入し、道路を越流したことにより路肩を崩

壊させたもので、状況を見させていただいた上で

損害箇所は原形に近い形で復旧をさせていただき

ました。道路の排水の維持などは、地域の協力が

なくてはできないと考えていますので、地域との

連携をしながら、草刈りや横断管の清掃など定期

的な維持管理に努めてまいります。また、市内に

は道路及び排水の未整備区間がたくさんあり、全

部を改修するには膨大な事業費が必要になるため、

建設事業の予算全体の中で調整を図りながら、必

要性や緊急度を見ながら整備をしてまいりたいと

考えておりますので、御理解をいただきたいとい

うふうに思います。

以上、私からのお答えとさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目２〇経済部長（茂木保均君）

点目、ふうれん望湖台センターハウスの存続につ

いて申し上げます。

初めに、存廃議論の経過についてお答えいたし

ます。望湖台センターハウスにつきましては、昨

年３月、市の行財政改革推進本部公共施設検討部

会の廃止検討の報告を受け、１１月から地域に入

らせていただき、意見の交換を行ってまいりまし

た。意見交換は、指定管理を受けていただいてい

る望湖台振興公社株主、行政区長会議、特例区協

議会、地区の老人クラブの皆さん、行政区、町内

会連合会役員、旅館業組合、商工団体など１０カ

所、参加された方は２０９人になっております。

意見の一部を御紹介させていただきますが、１つ

には高齢者の憩いの場となっており、楽しみにし

ているので、しばらくは残してほしい。２つには、

利用者も減っており、施設に手もかけていない。

古くなると足が向かない。３つには、センターハ

ウスがなくなると自然公園の価値もなくなる。４

つには、将来改築して経営していく決断ができる

のか。５つには、地域が自分たちで運営していっ

てはどうなのか。６つには、見きわめの時期に来

ているなどと言われておりました。各懇談会場の

意見内容の取りまとめを行ったとしても賛否両論

の形となり、非常に判断が難しい中での決断とな

ってございます。

次に、市のセンターハウスに対する認識につい

てお答えをいたします。望湖台センターハウスは、

入浴ができる施設として自然公園内のシンボルで

あります。湖水やキャンプ場とともに皆さんに楽

しまれている施設であると認識しております。さ

らに、自然公園としての多くの魅力を備えた憩い

の場であり、四季折々の自然を楽しめるところで、

その拠点がセンターハウスであり、長年地域の皆

さんのくつろぎの場であると理解をいたしてござ

います。しかし、このセンターハウスも昭和５６

年の建設で築後２８年が経過しており、老朽化著

しい状況になっております。特に水回りのボイラ

ー機器、排水管等の傷みが激しく、最近では給水

ポンプの補修も必要との報告を受けております。

設備については、今は一定程度耐え忍ぶことが望

まれていると考えております。幸いにも現在は同

機種のボイラーにより対応しておりますので、こ

のまま大きな補修をかけずに小破修繕でつないで

いければと思っているところでございます。公社

の役職員とともに目配りを行いながら、努力して

いるところであります。

次に、センターハウスの方向性につきまして申

し上げます。地域においての憩いの場としてのセ

ンターハウスと理解しておりますが、市として２

つの公共温泉を維持できるのかとの意見も出され、

利用実態、収支の状況、施設の老朽化、送迎バス

の運行形態など多方面からの検証、あるいは確認

作業も行ってまいりました。その中においては、

宿泊機能を切り離しての運営については経営上成
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立しない数値が出されておりまして、双方での営

業となると改修に着手をせざるを得ない状況とな

っております。平成１８年度以降毎年 ８５０万

円の指定管理委断料と望湖台振興公社の努力によ

って収支が合っている状況ではございますが、公

園やキャンプ場などの不採算部門を除いて、委断

料なしでの営業を期待されているところでもあり

ます。望湖台自然公園の魅力は、名寄市の大きな

財産であります。それゆえに、全市的議論の中で

も存続、廃止両論となっておりました。先ほど申

し上げましたように、地域においての意見、関係

団体の意見も十分考慮させていただき、センター

ハウスのほかに森林花木園の維持管理、コテージ、

バンガロー、キャンプ場、風扇館などの施設管理

のあり方についても協議を行っておりまして、自

然公園施設のあり方について方向性をお示しする

時期に来ていると考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３、全国学力・学習状況調査の結果につきま

しての小項目１から３について答弁させていただ

きます。

まず、１点目の名寄市での結果についてでござ

います。今年度の全国学力・学習状況調査の結果

につきましては、抽出校分は７月の末に、また希

望校分につきましてはまだ結果が届いておりませ

ん。現在手元にあります抽出校だけで名寄市とし

ての分析をすることにつきましては厳しい状況で

あることがありますので、御理解を賜りたいと思

います。１０月に届く予定となっております抽出

校及び希望校の合算の調査結果や市町村ごとの調

査結果が届き次第、市全体としての分析を行って

いきたいと考えております。全道的な結果につき

ましては、７月末に公表され、結果につきまして

は先ほどの議員の指摘のとおりでございます。全

体としては、中学校がやや全国平均に近づいては

おりますが、小学校では全国平均の正答率との差

が大きく、全道の希望校の平均正答率も抽出校の

平均正答率とほぼ同様との速報値が届いておりま

す。

２番目の結果の考察と対策についてでございま

す。具体的な取り組みについてですが、各学校に

おいては学力向上を図るための改善プランを作成

をしております。具体的には名寄小学校ではこれ

までのちょこっと先生による支援に加え、チーム

ティーチングの指導の充実、また名寄東中学校で

はわからないという声を酌み取りながらの丁寧な

授業づくり、名寄南小学校ではぐんぐんタイムを

生かした補充的な学習、ほかにも自校の研究主題

に算数科や国語を位置づけて、全校で授業改善に

取り組むなど積極的に取り組んでいるところであ

ります。

また、結果の考察や対策につきましては、平成

２１年度の指導改善プランに示した３年間の傾向

をもとに今年度と平成１９年度に実施した類似問

題との比較を行い、成果や課題を明らかにしてい

くなど、各学校の取り組みを交流し合う中でさら

なる学力向上を推進してまいりたいと考えており

ます。

３点目の今後の課題でありますが、全国学力・

学習状況調査は指導改善の手がかりとなる貴重な

データではありますが、調査自体は学力の一部で

あり、学校教育の目標である生きる力の育成、そ

してすべての子供たちに基礎、基本を定着させて

いくということが最大の課題でもありますので、

日々の営みの中での一人一人の子供に目を向けて、

わかるまで丁寧に指導していくことが大切だと考

えております。名寄市教育委員会といたしまして

も、今後名寄市教育研究所や校内研修を通じての

授業改善に努めるとともに、わかる喜びやキャリ

ア教育を通じた学習意欲の向上、家庭での生活習

慣の見直しなどの家庭との一層の連携につきまし

て市内各学校の力を結集させ、推進する中で今後

も検証を行っ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。
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佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１１番（佐藤 勝議員）

ただきました。再質問を行います。時間も限られ

ておりますので、御答弁のほうも手短にお願いい

たします。私も手短に進めてまいりますので、御

理解をいただきます。

初めに、大雨に関してなのですが、これは久保

副市長にお答えを願いたいのですが、先ほど総務

部長のほうから両庁舎を行ったり来たりというこ

とで御理解をいただきたかったというふうなお話

もありましたが、これは理解するとかしないとか

ということではなくて、やはり今回の大雨を教訓

としなければいけないということはもうこれ私が

改めて言うまでもない。あの雨がもう一時間も降

り続いたとしましたら、これはもう名寄地区、風

連地区壊滅的な状況になっていたことは明らかで

あります。前日からの降雨によって土中の水分が

もう飽和状態になっていた上での１１３ミリであ

りますので、そんな意味では一刻も早く、先ほど

やはり御答弁の中に空振りになってもいいからと

いうふうなお話がありましたが、まさにそのとお

りだというふうに思います。警報が３度出て、そ

の後９時１５分になってやっと災害対策本部を設

置したということは本来あり得ないことでありま

す。しかも、風連庁舎内においての指揮命令系統

が非常に私の見た目では混乱をしていたというふ

うに思うものですから、今後のあり方について久

保副市長のほうから御答弁を願います。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま御指摘ありま〇副市長（久保和幸君）

したとおり局地的な豪雨ということで、その対応

としてどうだったかという検証は先ほど総務部長

から話した内容と全く同じでございます。一番の

反省すべき事項というのは、やはり被害は現場で

起きているということでありますので、その現場

をいかにスムーズに人的な被害のない中で誘導で

きるかというところに尽きるのかなと。そこの判

断を実質的に現地に、風連庁舎の中に私自身が存

在しなかったということも一つの反省としてしっ

かりと受けとめて、今後指揮系統を十分に整理い

たしまして、先頭に立って、私自身が陣頭に立つ

ことをお約束いたしまして、答弁にかえさせてい

ただきたいと思います。

以上です。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

よくわかりました。〇１１番（佐藤 勝議員）

それから、もう一つ、今回の反省に立って、今

後また新たな体制をつくるというふうな御答弁だ

ったかというふうに思うのですが、この件につい

てはあすまた同じような災害が発生しないとは限

りませんので、スピード感を持って新たな体制を

つくり上げるということが大事だというふうに思

いますが、その点についてはいつをめどに新しい

体制をつくるのかについて手短にお答えを願いま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

９月６日に部次長〇総務部長（佐々木雅之君）

会議を開催いたしまして、新たな組織、先ほど言

いました気象情報の収集時の体制で風連庁舎２名、

名寄庁舎３名で気象情報の収集をしましょうと。

その情報収集の結果によって市長、両副市長と相

談をさせていただいて、名寄はもともと本部あり

ますので、風連庁舎にサブ本部を立ち上げるとい

うことも部次長会議で既に決定しております。そ

の後の現地災害対策本部が必要なときには、名寄

庁舎では３名、風連庁舎では２名を役職名でこの

方に現地対策本部をお願いすると。それを実行す

るに当たっては、消防署のほうと連携をして、車

両に現地対策本部を置いて、旗を立てて、目印を

して、そこはきちっと現地対応しましょうという

ことで、そこまでの協議は終わって、詳細なこと

につきましては先週の庁議、今週の庁議等含めて

協議をさせていただいて、近々ホームページにそ

の内容を載せるつもりでおります。議員おっしゃ

るとおり、９月、１０月というのは台風シーズン

でもありますので、この辺は地域住民の方々に心
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配をかけないように即対応をさせていただきまし

たので、報告させていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

少し安心しました。〇１１番（佐藤 勝議員）

いずれにしましても、先ほどの久保副市長の御答

弁にもあったとおり、事件は現場で起きているの

だという認識がやはり大事かなというふうに思い

ます。あの日の職員の皆さん、それから関係機関

の皆さんの働きを見て、本当に私はその現場にい

て、非常に心強く思った次第であります。ですか

ら、あとはその連携を密にしながら、被害の拡大

を防ぐというような手だてが打てれば被害を最小

限にとめることができる、あるいは被害の発生を

食いとめることができるのではないかというふう

に思いますので、スピード感を持ったしっかりと

した取り組みを求めるものであります。

それから、次の大きな項目２点目の望湖台のこ

とでありますが、経過、それから位置づけについ

てはよくわかったわけですが、市長の行政報告の

中にも９月末までに、これは以前からそういうふ

うなお約束になっているわけでありまして、９月

末、きょうは２１日でありますので、下旬に入っ

たという時期ですので、そういう意味では９月末、

もう当然結論はお持ちだというふうに思いますが、

先ほどはそこまで語られたというふうには私は思

っておりませんので、改めて市が今判断した内容

についてお示しを願いたいというふうに思います。

いかがですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもお話しした〇経済部長（茂木保均君）

とおりなのでございますけれども、今回は先ほど

の話にもありました市議会に老人クラブ風連支部

から継続運営についての請願が出されて、今回議

会において趣旨採択と、こういった結論もいただ

いているところでございます。私どもとしてもこ

ういった部分について内部協議を十分やっており

ますが、まだ手続的に望湖台振興公社の役員会だ

とか、そういったところにもお話をきちっとさせ

ていただくような、そんな状況もございまして、

今ここでまだ具体的にお話しするような状況にな

っていないということで、今月の末ということで

御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

ああ、そうですかと〇１１番（佐藤 勝議員）

いうわけにはなかなかまいりませんで、いろんな

関係機関があるので、そういった方々にお話をし

てからというようなことはわかるのですが、年４

回定められたこの議場の中で、一般質問という中

で、もう既に結論はお手元にお持ちだというふう

に思うわけですが、それがなぜ９月末に入った段

階でこの場でお示しを願えないのか、その点につ

いては私は納得できないわけですが、いかがでし

ょうか。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

望湖台の件につきまして〇市長（加藤剛士君）

は、これまで議会も含めてさまざまな議論もいた

だいて、お話のとおりそれぞれの各地でそれぞれ

の団体でこれまで議論を積み重ねていただいたこ

とに対してお礼を申し上げたいというふうに思い

ます。おっしゃるとおり多少腹はくくっている部

分ありますけれども、今部長がお話ししたとおり、

それぞれの今協議もまだ調っていない部分もあり

まして、しかるべき時期に、９月末ということで

しかるべき場面でしっかりと判断を示してまいり

たいというふうに思っています。御理解いただき

たいというふうに思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

理解はできないので〇１１番（佐藤 勝議員）

すが、余り同じ問題を堂々めぐりはしたくないの

ですが、お話のとおり老人クラブ連合会風連支部

の方からの請願、あるいはその地域住民の願いと

して存続を求めていると。そのことについてもう

十分に庁舎内でも議論を尽くして、その結論をお

持ちだというふうに私は思うものですから、それ

がなぜこの場で発表することができないのか、答

弁としていただけないのか、これはなかなか理解
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できないのですが、９月末、まだ正式には９月で

すから９日ですか、残っているわけですけれども、

いつ発表されるのですか。９月の末といっても９

日があるのですが。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

民主主義ですから、しか〇市長（加藤剛士君）

るべき手続を踏んで、しかるべきときに判断させ

ていただく。９月末までには間違いなく発表させ

ていただきますので、御理解をください。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

市長、加藤市長は民〇１１番（佐藤 勝議員）

間的な発想でということで市長になられたという

ふうに私は理解をしております。その市長がしか

るべき時期といういわゆる役所言葉でしか御答弁

願えないというのは、私は非常に聞いていてむな

しいものを覚えます。もっと自分の生の声で語る

べきであります。やはり９月末、もう既に結論は

お持ちのはずですから、持っていないのであれば

まだ詰めるところがあるということでお答えでき

ればそこは私は引き下がるわけですが、やはりそ

こはみずからの言葉でしっかり市民の皆さん理解

してくれと、これは市民はもちろんですけれども、

全世界に向けてネット発信されているわけですか

ら、この場で発表しないで、今の時期に発表しな

いで、９月の末のいつ発表するのですか。もっと

みずからの生の声でなぜ語りかけないのですか、

市民の皆さんに。いかがですか、市長。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

生の声ということで、今〇市長（加藤剛士君）

の私の発言が生の声であります。９月末までにと

いうことでしっかりと期限も示させていただいて

おりますし、腹くくっているということもありま

すけれども、協議が調っていないということはま

だ結論がそこまで出ていないということでありま

すから、しかるべきときまでに、９月３０日まで

のしかるべきときに間違いなく生の声でしっかり

と発信をしてまいりたいというふうに思っていま

す。御理解をください。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１１番（佐藤 勝議員）

全国学力テストについてお伺いをいたしますが

……ちょっと戻りますが、失礼しました。あした

経済常任委員会が設定されているというふうに聞

いているわけですが、どういう場で発表されるか

はそれは市長の判断のエリアですので、私がどう

こう言うつもりは全くありませんが、いずれにし

ましても私たちの期待する気持ち、存続をという

悲願をしっかりと受けとめた結論を出していただ

きたいというふうに期待をしております。

それでは、次の３点目に移ります。全国学力テ

ストでありますが、これはまだ名寄市の結論は出

ていないということでありますが、もう大まかな

傾向としては明らかであるというふうなのは教育

部長のおっしゃるとおりだというふうに思います。

余りにもこれは早寝早起き朝御飯のレベルで解決

できる問題ではないと。もう一つ、学校の取り組

みとしましては、先ほど教育部長の御答弁にもあ

ったとおり非常に先生方が頑張って、いろんな取

り組みを各所でしていただいているというふうに

私は思っております。あとやらなければいけない

のはやはり家庭であります。今回の公表されたデ

ータを見ましても、トップをひた走る秋田県と我

が北海道の例えば学習活動の時間は、小学校で１

時間以上学習するというパーセントが５０％以上、

５０ポイント以上離れていると。やはり家庭学習

をしっかりしないことには、幾ら学校で教育をし

ても、学習をしても追いつかないというのが今の

実態だというふうに思います。それで、家庭学習

をいかに習慣づけていくか、これはなかなか一朝

一夕に解決される問題ではない、課題ではないと

いうふうに思いますが、教育長としての家庭学習

をいかに子供たちに、それから保護者の皆さんに

理解をいただきながら、そこには長期休暇中を利

用しての補習学習も必要でありましょうし、いろ

んな多角的な取り組みが必要だというふうに思い

ますが、教育長のお考えになる家庭学習のあり方、
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どういうふうに名寄としては家庭学習を根づかせ

ていきたいかお答えを願えればよろしくお願いい

たします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

まだ名寄市の結果につ〇教育長（藤原 忠君）

いては十分なお話はできないわけでありますが、

私は名寄市は３年前に受験した小学校６年生の子

供が今中学３年で受験して、明らかに成果は上が

っているのではないかと、こういう期待を持って

いるところであります。平均点を上げるというこ

とと、それからしっかりした確かな学力を身につ

けるということは、やや同じであって同じでない

と私は考えているのであります。そういう意味で

は、今佐藤議員のお話のとおり全体として子供た

ちがどういう学習体制をつくっていくのか、この

ことがやはりキーポイントで、家庭学習というの

はそういう意味では大変大切なものだと私自身も

考えております。そういう中では、やはり１つは

授業の中で家庭学習をきちっと生かすような授業

がされているかどうか、このことが学校における

大きな責務の一つだと思います。それから、もう

一つは、やはり適切な宿題を出せるか出せないか、

そして３点目は保護者がしっかりと学習に対する

理解をどう持っているかということであります。

言葉では簡単でありますが、このことは大変難し

い課題を抱えております。私は、平成１６年から

家庭学習の定着を基本方針に据えてまいりました。

しかし、一歩一歩であります。全国学力・学習状

況調査の中の家庭における学習状況は、確実に名

寄はパーセンテージが改善されてきております。

しかし、それは微々たるものでございます。これ

をいかに効果的にしていくか、今後の課題だと私

自身も受けとめております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に課題でありま〇１１番（佐藤 勝議員）

して、自分自身が小さいときはほとんどそんな小

学校のころ勉強したなんていう記憶が全くないも

のですから、１時間以上小学生は勉強すれ、中学

生になったら学年プラス１時間だというふうに、

そんなことは本当になかなか言いづらい部分はあ

るのですが、もう一つ北海道の子供たちは、名寄

の子供たちに限らず小さいころ余り詰め込みをし

ない、いじめていないと、頭を酷使していないと

いうことから、中学校になって少し伸びる、それ

から高校に入ってさらに伸びると、大器晩成型の

子供たちが多いのではないかというふうな話もし

た経過もあるのですが、確かにその傾向はあると

思います。それこそ早寝早起き朝御飯プラス体力

を強めるというふうなことを含めて将来的な環境

に備えていくということも大事なのでしょうけれ

ども、やはり今現在経済的な理由、それから時間

的な理由でなかなか保護者が子供たちの勉強を見

てやれないというような環境下に年々なってきて

いるというふうに思います。ですから、そこをど

ういうふうに学校、それから取り巻く環境の中で

やっていくかというのは大きな課題だというふう

に思いますので、さらに積極的な取り組みを期待

して、私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時１６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 小野寺 一 知

平成２２年９月２１日（火曜日）第３回９月定例会・第３号
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副 議 長 熊 谷 吉 正

署名議員 上 松 直 美

署名議員 岩 木 正 文
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