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平成２２年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年６月１６日（水曜日）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 代表質問

日程第３ 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 代表質問

日程第３ 一般質問

１．出席議員（２４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

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

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（２名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

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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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

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、

１１番 佐 藤 勝 議員

１７番 田 中 好 望 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）

代表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

市長公約と新名寄市総合計画について外７件を、

竹中憲之議員。

おはようございます。〇４番（竹中憲之議員）

議長より指名をいただきましたので、市民連合を

代表して質問をいたしますが、同僚の一般質問と

重複を避けて質問をさせていただきたいというふ

うに思いますが、昨日の３名の代表質問の方の中

と重複をするかもしれませんが、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

それでは、さきの通告順に従って質問をいたし

ますが、風連と合併をして４年が経過をしたわけ

でありますが、市長におかれましては合併後新市

の第２代市長として就任され、本日まで多忙な毎

日だというふうに思います。名寄市と風連が合併

し新市となり、名寄市民憲章が策定をされ、また

安全・安心都市宣言、教育都市宣言、健康都市宣

言、非核平和都市宣言と４つの都市宣言をしてお

ります。行政も市民もこの憲章と都市宣言に基づ

いたまちづくりをしていかなければならないので

はないかというふうに思っているところでありま

す。

市民憲章と４つの都市宣言とあわせて、新市と

なって１年後に２００７年から２０１６年の総合

計画、新名寄市総合計画が策定をされました。そ

の内容は、５つの基本目標から成り立っておりま

す。これに沿って基本計画が策定されております

が、基本目標の１つとして市民と行政との協働に

よるまちづくり、２つとして安心して健やかに暮

らせるまちづくり、３つとして自然と環境に優し

く快適で安全なまちづくり、４つに創造と活力に

あふれたまちづくり、最後の５つ目に心豊かな人

と文化をはぐくむまちづくりとなっております。

この計画は、前期、後期で１０カ年という計画

になっておりますが、前期５カ年の当初事業が２

９９９ ６８０９９の総９９であります。全事業

は、本年を含めて２年となりましたが、既に終了

した事業、継続されている事業がありますが、計

画に沿って事業が進められているというふうに思

います。そこで、事業の進捗状況と財政計画との

整合性及び市長が選挙公約として６つの約束があ

ったと思いますが、１期４年で実現するものある

いは１年目に施策として実現するものがあろうか

と思います。今定例会でどのような施策を打ち出

したのか、また新名寄市総合計画との整合性につ

いてお伺いをしたいというふうに思います。

次に、保健、医療、福祉についてであります。

名寄市立病院についてお聞きをしたいというふう

に思います。地域医療の充実は、重要な課題と考

えておりますが、名寄市立総合病院は名寄市民の

健康を守ることだけでなく、道北の医療としての

かなめであることは承知のとおりだというふうに

思います。この間、病診連携の推進、地域医療を

担う名寄市立総合病院の医師等スタッフの確保あ

るいは強化が進められてきました。地方センター

病院として、現在より充実強化を図らなければな

らないと考えます。市長として、市立総合病院の

現状についてどのような認識を持たれているのか、

また今後どのように市立総合病院の充実を図って

いこうと考えておられるのかお聞かせを願いたい

というふうに思います。

次に、福祉行政についてお聞きをいたしますが、

福祉行政は子供から高齢者まで幅が広く、今日ま
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で国の施策によって大きく右へ左へと変わってま

いりました。その中でも高齢者保健医療、介護事

業についてお聞きをいたします。名寄における高

齢化率は２６％となっているとの報告でありまし

たが、近年の家族構成は承知のとおり核家族で高

齢者世帯が増加しております。多くの方は健康に

気をつけ、健康増進に努めておられますが、高齢

者が１度病に冒され入院となると、退院しても体

力が落ち、介護が必要になってくることが多く見

受けられます。在宅介護をしてもできない状況に

なっているのではないかというふうに思うわけで

す。

そこで、介護施設が必要になってくるわけです

が、政府の医療保険制度改正で平成２３年度まで

に全国の療養病床３８９床のうち、介護療養病床

１３９床は廃止となり、医療療養病床も２２９病

床に再編され、結果としてさきの議員協議会で介

護施設の現状についてお聞きしましたように清峰

園、しらかばハイツの待機入所者数が公的の両施

設で２００名を超えることになるわけであります。

近年核家族家庭がふえ、また経済的なことから共

働きで在宅での介護が厳しい、難しい状況になっ

てきておりますが、今後の行政としての施策、対

策についてお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

次に、市長は所信表明、市政執行方針の中で名

寄の財政について少子化、高齢化と過疎化が同時

進行し、収入が減少し続ける極めて厳しい財政状

況の中にあると分析しておりますが、一方で国の

政策転換、諸制度が大きく変わろうとしており、

地域裁量が大きい社会資本整備総合交付金の創設

がされ、地域主権の確立の動きになっていると執

行方針では認識されておられるようですが、私は

必ずしも地域裁量権が大きく変わるとは思われま

せん。それは、今の国の財政力を見れば、長期的

に行われるとは思わないからであります。不透明

であるということは否めないというふうに私は思

っています。増税、消費税率引き上げなどで財源

をつくらないと厳しい状況であると思っていると

ころであります。社会資本整備総合交付金が湯水

のように出てくるとは思われません。今後の活用

と財政運営について、どのように進めようとして

いるのかお伺いをいたします。

名寄はここ数年、基金を取り崩しての厳しい９

９編成となっておりますが、市民の財布の中は市

の財政より厳しい状況になっていることは言うま

でもありません。直接市民にかかわる保健、福祉、

医療問題、特に子育て世代、低所得者、高齢者は

厳しい生活を余儀なくされております。政府の施

策で一部負担軽減がされているものもありますが、

全体的には政府、行政が弱者を守る責任があると

思います。市長として、市民生活をどのように守

っていくのかについてお聞かせを願いたいという

ふうに思います。

次に、産業振興についてお聞きをしたいという

ふうに思います。北海道は、食料の供給基地とし

て先人が開拓をした土地で長年酪農業を中心に営

農をし続けてきています。しかし、国の施策の変

更のたびにその経営は左右されました。厳しい経

営状態は続きましたし、現在も同様と考えており

ます。基幹産業の推進と発展は、名寄市にとって

も大きな力になることは明らかでありますが、市

長は農業の推進に全力を注ぐと言っておられまし

たが、どのような政策で推進をしようと考えてお

られるのか、国の施策だけでなく名寄市単独の施

策はどのように考えておられるのか、市政執行方

針では読み取れません。２２年度の名寄市農林業

施策の概要が出されておりますが、市長として基

幹産業である農業施策についての考え方をお聞か

せを願いたいというふうに思います。

次に、食肉センターの改築、建設についてであ

ります。総事業費が１６９ ０００９９とのこと

ですが、その概要が明らかになりました。新名寄

市総合計画では、食肉センターの改修事業計画と

なっており、マスコミ報道では建設決定としか読

み取れません。早急な建設が必要であるのか、疑
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問なところが多くあります。この計画は、総合計

画の変更となるのか、どの時点で計画決定をした

のか、提案説明を聞いた限りでは食肉センターを

新築することと受け取りましたが、名寄市の財政

が厳しい中にあって過疎債、国庫補助での事業が

優先としなければならない事業なのかどうか理解

ができませんので、再度お聞かせを願いたいとい

うふうに思います。

次に、（仮称）複合交通センター建設について

であります。過日の説明では、建設に向けての大

ざっぱなタイムスケジュールが提示をされました。

建設ありきでＪＲの用地の取得にしても（株）西

條との一体化として購入とのこの間の説明である

が、西條の建設計画、タイムスケジュールが明ら

かになっていない中でのＪＲ用地の取得が理解が

できないし、市民への説明もできません。理解で

きるような説明を求めておきたいというふうに思

います。

次に、インフラの整備についてお聞きをいたし

ます。名寄は、地震や災害が少なく住みやすいま

ちとされていますが、インフラの整備については

総合計画に沿って住宅整備、上下水道管網整備、

公共施設の耐震調査など整備更新が進められてい

るところですが、しかし名寄だけではありません

が、公共工事が盛んに進められたのが高度成長期

であります。その時期に建設された公共施設、公

営住宅、上下水道、橋梁など多くありますが、総

合計画をローリングして更新を進めることにして

も名寄市の９９総額をつぎ込んでも数年かかると

思われます。そこで、９９との兼ね合いもありま

すが、耐震度調査が必要と考えますが、耐震度調

査はどの程度進められているのかについてお聞か

せください。

次に、教育行政についてお聞きをいたします。

新学習指導要領が平成２３年度より小学校で、平

成２４年度より中学校で施行が決定をしておりま

すが、名寄市としては教育環境整備を進めている

ことと思います。豊かな人間形成のための教育方

針をもとに、教育活動の推進を努めていると思い

ます。教育行政執行方針で、名寄地区における小

中学校適正配置問題について、次年度からの議論

に向け内部協議を進めるとのことですが、平成１

８年８月に検討委員会が設置をされ、名寄市の小

中学校適正配置について５カ月で８回の委員会が

開催をされ、平成１９年２月に名寄市小学校適正

配置検討委員会より報告書が出され、それ以降３

年間が経過をしていますが、この間教育委員会か

らの議論経過について私は聞いたことがありませ

ん。教育委員会として庁内議論はどのように進め

られたのかについてお聞かせを願いたいというふ

うに思います。

次に、市長は大学の今後について公約で大学院

の設置、短期大学部児童学科の４大化を訴えてい

ましたが、執行方針では検討課題となっておりま

す。市長も述べられておりますが、大学院の設置、

短期大学部児童学科の４大化のメリット、デメリ

ットについて十分検討したいとしていますが、現

時点での考えをお聞かせを願いたいというふうに

思います。

次に、広域行政についてお聞きをしたいという

ふうに思います。上川北部の広域行政が重要にな

ってきているのではないかと私は思っています。

名寄が中心となって広域における地域の振興発展

を進めなければならない問題が多くあるのではな

いでしょうか。例えば福祉、病院問題あるいは過

日マスコミ報道されました定住自立圏構想につい

てもマスコミでしか承知をしませんが、士別との

複眼型で進めたいとのことですが、他町村とのこ

とも含めどのような形を考えておられるのか。今

後の広域的な行政とあわせて、タイムスケジュー

ルについてお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

また、この場でなじまない事項なのかもしれま

せんが、管理者としてお聞きをいたしたいという

ふうに思います。それは、消防における日常業務

の広域化、署員の交流と消防無線のデジタル化に
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ついてであります。消防無線のデジタル化につい

ては、アナログの使用期限が２０１６年５月と定

められましたが、消防無線のデジタル化移行につ

いてどのようなお考えを持たれているのかお聞か

せください。また、消防の広域化について２０１

３年３月までとされておりますが、現時点でどの

ような議論をされているのか、また考え方があれ

ばお聞かせを願いたいというふうに思います。

最後になりますが、日本国憲法についてお聞き

をいたします。憲法が生活の中に、あるいは行政

の施策の中に生かしていかなければならないと私

は思っています。憲法改正、憲法擁護の２つの議

論がありますが、憲法改正を推進をしているグル

ープと護憲グループがあることは承知のことと思

います。憲法改正グループは、現憲法は日本人が

策定したものではなく、日本人に合った日本人が

つくる憲法の策定を求めているようであります。

一方、護憲グループは世界に類を見ない平和憲法

であることを訴えながらその運動を続けておりま

すが、しかし本年５月１８日に憲法改正手続を定

めた国民投票法が施行されました。市長は、現憲

法についてどのようなお考えを持たれているのか

お伺いし、この場からの質問を終わらせていただ

きます。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。竹〇市長（加藤剛士君）

中議員から今ほど大きな項目で８つの御質問をい

ただきました。大きな項目５番のうちの小項目

（１）、小中学校の適正配置については教育長か

ら、それ以外は私から御答弁をさせていただきた

いというふうに思います。

まず、大項目１点目の市長公約と新名寄市総合

計画においてお答えいたします。まず、総合計画

の整合性についてということでありますけれども、

総合計画における進行管理のかなめとなるローリ

ングについては、計画策定後の情勢変化等に対応

するため、毎年度向こう３カ年の事業計画を確認、

点検、そして見直しを行っているものでございま

す。平成２１年度に実施をした第３期ローリング

が直近の数字となっておりまして、平成１９年度

の当初計画に比べて事業数は当初計画１９６事業

に対し、第３期ローリング後２３７事業で４１事

業の増、事業費では当初３２０９ ６８２９９に

対して第３期ローリング後は３３７９ ４８８９

９で１７９ ８０６９９、約 ４％の増となって 

おります。

基本目標別というお話もございました。市民と

行政との協働によるまちづくりでは６事業で３９

３６３９ ０００９、安心して健やかに暮らせ 

るまちづくりでは６４事業、４２９４９ ０００

９、自然と環境に優しく快適で安全なまちづくり

では５６事業、１３０９ ９０５９ ０００９、 

創造力と活力にあふれたまちづくりでは６９事業、

１４１９ ９８６９９、心豊かな人と文化をはぐ

くむまちづくりでは４２事業、２０９ ２２８９

０００９となってございます。

公約の推進につきましては、緊急度の高い事業

から優先順位をつけて対応してまいりたいという

ふうに考えておりまして、早期の実現が求められ

る市立食肉センターについては必要に応じ、順次

実施に向けて進めてまいりますけれども、慎重な

対応が求められる事業につきましては総合計画が

平成２３年度で終了いたすため、次年度市民の皆

さんとともに進める総合計画後期計画、こちらの

策定において十分な議論を尽くして公約と総合計

画との整合性を図ってまいりたいというふうに考

えております。

続きまして、大項目（２）番の市民憲章等の関

係についてお答えをいたします。本市の市民憲章、

安全・安心、教育、健康、非核平和の各都市宣言

は、ともに平成１９年に制定をされました。市民

憲章は、現在抱えている大きな問題を根本的に考

えさせてくれる契機となるものであって、市民生

活の最高規範であり、また市民生活や環境にかか

わる理想や願望を重点的に示したものというふう

に考えられております。また、都市宣言はある時
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期の社会的テーマに対して、市及び市民の態度を

市の内外に表明するものというふうに考えられて

おります。

市民憲章、都市宣言は、それぞれ市民の規範意

識の高揚、社会的テーマに対する市及び市民の態

度の表明にあって、市民が自分のまちをよくする

ための誓いであり、本市においても市民憲章の５

項目によって総合計画にある５項目の基本計画が

成り立っておりまして、市民憲章の精神が総合計

画の中に生かされているものでございます。また、

４つの都市宣言についても総合計画の基本目標の

中にそれぞれが包含されているものであります。

その具現化のための推進活動が個々の具体的な政

策であって、市民の生活がより豊かになるように

行政としてそれらの施策を進めていくというもの

でございます。市民憲章は３２施設、３４カ所、

都市宣言は市内４カ所に看板を設置して市民への

広報活動を行っています。また、新成人の集いな

ど、こうした各種行事や式典、それらの中で市民

憲章を朗唱するなど、今後もあらゆる機会を活用

して市民への浸透を図ってまいりたいと考えてご

ざいます。

続きまして、大項目２点目の保健、福祉、医療

の充実についてお答えをいたします。まず、病院

についてでございます。名寄市立総合病院の現状

といたしましては、１つ目には道北第３次保健医

療福祉圏の地方センター病院として一般、先進医

療から高度、特殊医療、また急性期医療から慢性

期医療、第１次救急から第３次救急までのすべて

の医療を担うほか、サテライト診療や地方への医

師派遣など地域医療支援事業にも積極的に取り組

んできたところでございます。２つ目には、平成

２２年３月５日付で財団法人日本医療機能評価機

構から新評価基準バージョン６として認定病院と

なりました。当院といたしましては３回目の認定

となりますが、このことは患者の権利と医療の質

及び安全性の確保など患者が満足し、安心できる

医療のレベルの病院だというふうに評価をされた

ものということでございます。３つ目には、地方

における医師不足が言われて久しくなりますけれ

ども、医療の崩壊は地域の崩壊につながってまい

ります。今後とも地方センター病院として現在当

院が保有している医療資源を最大限に活用し、病

診連携の推進役を担い、地域医療の確保に努めて

まいりたいというふうに考えております。

当院が抱える課題といたしましては、施設面で

は老朽化している精神科病棟改築と狭隘となって

います駐車場整備が挙げられます。いずれも現状

を認識しておりますから、総合計画のローリング

を経て方針を示してまいりたいと考えてございま

す。医師については、医師法による適正数を確保

はしておりますけれども、常勤の呼吸器内科医な

どまだまだ充足していないところもありまして、

今後も医師確保対策を講じてまいります。看護師

につきましては、１０対１の配置基準は満たして

はおりますけれども、夜勤のできる看護師の数に

余裕がないなどの状況のために、さらに１５名か

ら２０名ほど必要と考えておりまして、確保に向

けて努力をしてまいります。今後とも健康を守る

だけの医療ではなくて、健康づくり、９防活動な

ども重要な役割となっていることから、健康づく

り、市民公開講座などを通して身近な疾病につい

ての９防法について周知に努めてまいります。

最後になりますけれども、日本医療機能評価機

構から新基準の認定病院となりましたけれども、

一方では患者へのサービス向上のための取り組み

の一つとして患者に対する接遇のあり方が大切で

あるというふうにも考えております。これは、医

療というサービス業としての基本ということでご

ざいますから、引き続き患者接遇マナー研修、こ

ちらを強化して職員の資質の向上を図り、地域住

民に安心し親しまれる病院となるよう努力をして

まいります。

次に、（２）番の介護施設の増床等の展望につ

いて申し上げます。当市の高齢化率は、４月末現

在で２ ８％となっております。１０年後には３
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４％に４するのではないかという推計の中で、

高齢者対策は早目の対応が必要だと私も考えてお

ります。住みなれた地域でできるだけ長く生活が

できるよう、居宅介護を中心としたサービスを基

本としては進めておりますけれども、議員が指摘

されますように経済状況の悪化などの理由で核家

族化や共働きの増加により施設入所への要望も多

いことと認識をしております。

現在名寄市内の介護施設は、指定介護老人福祉

施設が２施設で１８０床、介護老人保健施設が１

施設で１００床、指定介護療養型医療施設が１施

設８床、認知症対応型共同生活介護施設が２施設

の３６床、計６施設３２４床が整備をされており

ます。介護保険事業計画を策定するに当たり、介

護施設の設置に関しては要介護者の利用目標とし

た国の参酌基準が示されております。先ほど申し

上げた施設の定員数からは、この参酌基準を十数

％超過をしている状況にあるため、今後の施設の

増設は難しくなることが９想されております。し

かしながら、上記施設への入所申請者数は２７０

名ほどになっているという現状がございます。

このような状況の中で、昨年３月に策定されま

した第４期介護保険事業計画では、介護施設の増

床に当たる具体的な整備計画はないというふうに

はされておりましたけれども、御案内のとおり国

の経済危機対策の一環であります介護基盤緊急整

備特別対策事業、これが施行されましたことによ

って平成２３年度開設に向けた民間活力による施

設整備の動きが見られるところでございます。こ

の民間活力と介護保険事業計画の整合性を図りな

がら、市民の需要にこたえられるよう整備に当た

りたいと考えてございます。

続きまして、大項目３点目の産業の振興につい

てお答えいたします。まず、農業の施策について

ということでございます。名寄市の基幹産業であ

る農業の振興につきましては、国の施策によるも

のが大方を占めておりまして、農業農村整備事業

や農業近代化施設整備事業及び戸別所得補償制度

等を有効活用することによって名寄市の農業、農

村の振興発展に結びつけていかなければなりませ

ん。例えば平成１７年度から開始をされた中山間

地域等直接支払制度及び平成１９年度から開始を

された農地・水・環境保全向上対策、これらにお

きましては今後も新たな対策が継続をされること

となっておりまして、本年度は総額で２９ ３０

０９９の交付が見込まれておりまして、これに対

する名寄市の持ち出しが ８００９９程度になろ

うかと思います。この制度につきましては、集落

において地域の実情に合った事業展開を図ってい

くことがある程度可能な制度でありまして、小規

模土地改良事業、有害鳥獣対策、廃プラ適正処理

対策等に有効に活用されております。

議員も御指摘のように、目に見える単独の事業

は従来に比較すると若干縮小しているという実態

もございますけれども、当市の基幹産業は農業で

あり、農業、農村の目指す姿の５つの柱でありま

す１つ目には収益性の高い農業の確立、２つ目に

は多様でゆとりある農業経営の促進、３つ目には

農業の担い手の育成と確保、４つ目には環境と調

和をした農業の促進、５つ目には豊かさと活力あ

る農村の構築、これら５つに基づいて名寄市総合

計画並びに農業・農村振興計画の着実な推進に努

め、農業の振興を図ってまいります。

次に、２つ目、食肉センターの改築についてお

答えをいたします。現在名寄市立食肉センターは、

昭和４１年に公設のと畜場として開設をし、その

後年次を追って衛生面等を強化するために設備等

の改修も行ってきてはおりますけれども、４０年

以上が経過をして老朽化が著しいところでござい

ます。平成１８年からは、指定管理者制度に基づ

いてニチロ畜産株式会社へその運営を委託してお

りまして、平成１９年からは従前の１日平均３０

頭処理から４０頭処理へと増頭を図るなど地域畜

産の振興、食肉の流通に大きく寄与しているとこ

ろでございます。

ニチロ畜産株式会社は、平成５年に設置した加



－106－

平成２２年６月１６日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

工施設の設備改修、浄化槽の劣化等による改修な

ど老朽化に伴い、将来的な処理頭数の増頭計画を

盛り込んだ施設の改修計画を平成１９年に樹立を

いたしましたが、市といたしましては平成２０年

度に実施をした構造診断調査結果等を踏まえ、食

肉センター及び加工施設を一体とした新築整備計

画とすべく、平成２１年度に農林水産省の農山漁

村活性化プロジェクト支援交付金、こちらに申請

をしたところ、平成２３年度までの事業期間での

加工施設のみが採択となりまして、食肉センター

については不採択となっているところでございま

す。市とニチロ畜産株式会社といたしましては、

両施設を整備することで畜産の振興、雇用の創出、

定住人口の確保等、地域経済の活性化等を推進す

るためにもあわせて食肉センターの整備も必要と

考えているところから、現在使用している食肉セ

ンターの有効活用を図りながら既存の加工施設を

食肉センターへ改築するということなどの手法に

より需用費の低減を考えているところでございま

す。

計画といたしましては、国の補助対象事業期間

が平成２３年度までとなっているため、本年度に

ついては加工施設にかかわる用地確定測量調査、

地質調査、実施設計のほか各種法手続を進め、平

成２３年度には加工施設の整備を図り、現在の食

肉センターと渡り廊下で接続をして営業を継続し

ながらの改修を考えているところでございます。

さらに、現在の加工施設については食肉センター

へ改築をするために平成２３年度において実施計

画を行い、平成２４年度の改築を考えているとこ

ろであり、現在の食肉センターにつきましては耐

震強度の補強を図り、係留所として活用していく

ことなどを検討しているところでございます。

事業費につきましては補助事業、さらには有利

な起債の活用を図るとともに、財源負担について

はニチロ畜産株式会社とも鋭意協議を進めており

ますが、現在のところ総額で１６９ ０００９９

程度を９定しており、国庫補助金では加工施設分

で４９ ０００９９、起債では過疎債で５９ ０ 

００９９、と畜場債で６９ ０００９９を見込ん

でいるところでございます。

また、名寄市総合計画には食肉センターの改修

について登載をさせていただいており、一部ロー

リングが必要となるところでありますけれども、

早期改修は私の公約でもありまして、名寄市に立

地する企業の流出を防ぐことは産業振興の大きな

柱にもなると考えておりますので、本年度におい

て変更させていただき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存じます。現

在も旭川以北、稚内を初め東は紋別地方まで廃用

牛の集荷を行っておりますけれども、この事業後

はさらに増頭数を見込んでおり、将来的には２０

名程度の従業員の増、家族数においても５６名程

度の定住人口の増加が見込まれ、雇用の場の創出

とともに地域経済の活性化が図られ、さらには地

域の畜産の振興、食肉の流通等に大きく寄与され

るというふうに考えております。

続きまして、大項目３番目の複合交通センター

についてお答えをいたします。本事業の計画につ

きましては、名寄市と株式会社西條、商工会議所

の間で協定を締結をし、事業化を進める事業とし

て現在に至っていることは御案内のとおりでござ

います。株式会社西條の当初の事業展開では、国

の経済対策を活用して事業化を進める計画であり

ましたけれども、対策が中止されたことから計画

の大幅な見直しが発生をし、現在に至っていると

いうところでございます。現時点での状況では、

有料老人ホームについては来年度早々に着手をす

るほか、商業集客施設部分については提携して事

業を推進する相手方と交渉がまとまり次第着手を

したいと、このような報告を受けているところで

ございます。このような状況にあることと、民間

の事業と行政の事業の一体的整備をこの間協議し

てきたことと、市が計画をする複合交通センター

の整備は平成２３年度から事業化をしていく９定

でありますことから、本年度中にＪＲ北海道から
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用地を求めることに御理解をいただきたいという

ふうに思います。

続きまして、大項目４点目のインフラ整備につ

いてお答えいたします。まず、１つ目、上下水道

の整備でありますけれども、まず上水道の事業に

ついては名寄地区が昭和３５年に、風連地区が昭

和３６年にそれぞれ給水を開始し、ともに現在ま

での普及率は９３％まで４しております。これま

で積極的に整備を行って高い普及率を４成をし、

快適で安全な水道水の供給を行ってまいりました

けれども、一方で創設期から高度成長期において

集中的に整備をされた配水管が法定耐用年数を迎

え、こうした老朽管と呼ばれる水道設備の更新が

新たな課題となっているところでございます。ま

た、近年では地震や事故、これらによる断水など

で市民生活に深刻な影響を与える事例が多発をし

て、改めて災害や事故に強い水道整備が求められ

ているところでございます。

こうした状況のもと、平成７年度からは第２期

拡張事業を開始をし、浄水場施設の近代化とあわ

せて市内における管網整備と水道未普及地域解消

のための区域拡張を進めています。浄水場の近代

化では、施設の耐震化を初め高度な浄水処理が可

能な機能強化を図り、安全性の向上を図っており

ます。また、管網整備におきましては、市内にお

ける水循環の均一化を図って水質の劣化を防ぐと

ともに、事故における断水を最少の区域にとどめ

るブロック化を進めております。老朽管の更新で

は、管路台帳をもとに法定耐用年数の４０年を経

過した管路と漏水の多い管種を抽出をして更新計

画を立てて対応を図っております。今後新名寄市

総合計画の目標年次である平成２８年度までの７

年間でこうした老朽管の更新を１ ５年ロメート

ル、事業費にして４９ ０００９９を投じて実施

をする９定としております。しかし、こうした老

朽管の更新に活用できる国の補助制度はなく、費

用負担が水道事業を圧迫することからも今後もふ

え続ける老朽管の更新に苦慮しているといった実

情もございます。

一方で、下水道の事業に関しては名寄地区が昭

和５５年に、風連地区では平成９年に供用を開始

をし、水を化普及率では名寄地区が９ ６％、風

連地区が８ ０％と市連地区での整備はおおむね

終了し、郊外地区にあっては合併浄化槽の設置を

進め、清潔で快適な生活環境の実現に向けた取り

組みを進めているところでございます。こうした

下水道の設備にあっても本格的な整備から時間が

経過をし、現在は老朽化した施設の更新などが事

業の柱となっているところであります。

これまでも計画的に環境設備のマンホールぶた

や漏水箇所の修繕、また処理場施設の機械及び電

気設備の更新を進め、下水道機能の維持を図って

おりますけれども、こうした施設は機械、電気設

備を除き新たな耐震基準が示される以前に完成し

たものが多く、その大部分は耐震基準を満たして

いないのが現状でございます。また、こうした下

水道施設の更新には多額の費用を要し、この多く

を国庫補助金に頼っているところから、現在コス

トを最小化して効率的な修繕や更新を図ることを

目的に下水道長寿命化計画の策定を進めています。

この長寿命化計画は、平成２４年度までに策定を

し、これをもとに処理場施設などの修繕や更新を

図っていくことになり、耐震化もあわせて検討さ

れることになります。なお、環境施設については

標準耐用年数が５０年とされておりまして、この

長寿命化計画の策定は次回以降ということになり

ます。

これら上下水道における将来計画は、新名寄市

総合計画はもとより、名寄市水道ビジョン及び名

寄市下水道中期ビジョンでも示され、また当面す

る経営方針は上下水道中期経営計画、こちらをも

とに進捗を図っております。今後ともこうした計

画の着実な進展を図り、安全、安心はもとより一

層のサービスの向上を目指してまいります。

次に、橋梁の耐震度調査等についてお答えをい

たします。市で管理している橋梁は、名寄地区、
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風連地区合わせて２４４橋ございます。そのうち、

現在の耐震基準に適合した橋梁は１４橋でありま

して、ほとんどは旧基準によって１９７０年から

８０年代に集中してかけられたものでございます。

新基準は平成７年の阪神・淡路大震災、これを受

けて平成８年に耐震基準の改定を図り、平成９年

度以降の橋梁設計で適用されているところであり

ます。しかし、新基準に適合していない橋梁を一

斉にかけかえたり、耐用年数に４したからといっ

て機械的にかけかえたりすることは財政的あるい

は人員的な観点からも困難な状況でございます。

これは全国的な問題でもありまして、国土交通省

では各自治体において長寿命化計画を策定してか

ら事業を展開する施策を進めています。これを受

けて当市でも総合計画に組み入れ、平成２１年度

から平成２４年度までに耐震化、老朽化に対して

全橋梁の調査を行い、平成２５年度には財政負担

を極力抑え、平準化した事業費による修繕やかけ

かえのための長寿命化計画を策定をして、橋梁個

々の延命を図りながら年次的に整備をしてまいり

たいというふうに考えております。

続きまして、大項目５番目の（２）から、市立

大学についてお答えをいたします。こちらは、昨

日の代表質問の答弁とかぶるかもしれませんけれ

ども、１８歳人口と短期大学志願者の減少、加え

て子供をめぐる社会状況の変化などにより、全国

的にはここ数年保育系の短期大学の４年制移行が

急増している傾向でございます。しかし、大学に

おける将来計画検討委員会の構想案では、児童学

科の４大化に当たっては現在の保健、医療、福祉

の連携という保健福祉学部の基本方針や基本目標

にどのように位置づけをするのか、また現行の保

育士、幼稚園教諭に加え、新たな資格付与をどの

ようにするのか、また学生数と教員数の増加に伴

う施設の増設は不可欠であるなど課題は多岐にわ

たっているところであります。

一方、大学院の設置につきましても全国的に見

ても４年制大学において大学院を併設していない

大学は今や少数になっておりまして、高度専門的

職業人の養成や本学教員の安定的確保のためにも

必要なことであるというふうに考えておりますけ

れども、研究指導員の確保や研究室の増設など、

これも課題の検討が必要となっております。いず

れにいたしましても、これらの取り組みを進める

に当たっては大学内の議論と将来の大学の発展を

見据えて財政問題を含め諸課題の分析やメリット、

デメリットを十分に検討をして進めてまいりたい

というふうに思います。

大項目６点目の広域行政についてお答えをいた

します。こちらも昨日と重複するかもしれません

けれども、定住自立圏構想、これは中心市と周辺

町村が１対１で医療を初め福祉、教育、産業振興、

公共交通など協定を結び、安心して暮らせる環境

をつくることで圏域全体の活性化を図って、人口

流出に歯どめをかけることを目指すものでござい

ます。名寄市は、中心市になるための条件である

人口４９人以上の市ではありませんので、単独で

中心市になることができませんけれども、士別市

と合わせることでその要件をクリアすることがで

き、複眼型中心市になることができます。この複

眼型中心市は、道内では唯一、道外にも２つの圏

域しかございません。

定住自立圏構想の推進につきましては、現在上

川北部地区広域市町村圏振興協議会の９市町村に

おいて進めておりますけれども、具体的には複眼

型中心市と周辺町村の１対１での協定協議となり

ますので、その合意形成が整えば協定締結という

ふうになります。これから上川北部９市町村にお

ける協議となりますけれども、南宗谷の浜頓別町、

中頓別町、そして枝幸町、網走管内の西興部村に

協議参加の意向がありまして、５月２８日に開催

をされました上川北部地区広域市町村圏振興協議

会、こちらの総会におきまして３町１村の参加が

承認をされましたので、今後は１３市町村での協

議を行ってまいります。

今後の目標とするスケジュールでございますけ



－109－

平成２２年６月１６日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

れども、６月から１０月にかけまして協定する項

目の協議を行い、協議結果に基づき１２月には中

心市宣言を行えるように作業を進めてまいりたい

と考えております。また、協定書の締結や協定ビ

ジョンの作成は平成２３年度を目標に協議を進め

てまいります。

続きまして、大項目７点目の消防広域化とデジ

タル化について御質問がございました。まず、消

防の広域化でありますけれども、大きく変化する

消防へのニーズや人口減少という大きな変化に対

応し、消防の責任を果たすためには消防のさらな

る広域化が課題との考え方から、平成１８年６月

に消防組織法の改正が行われ、自主的な市町村の

消防広域化の推進が行われてまいりました。

道内の各消防本部の広域化の取り組み状況は、

面積が広大な地域では災害出動における現場到着

時間の短縮、適正な署所及び人員配置が困難であ

り、消防の広域化のメリットとされている住民サ

ービスの向上あるいは消防体制の効率化並びに消

防体制の基盤の強化等を見出すことが難しい状況

であると思います。このため、現在まで富良野地

区消防組合と上川南部消防組合による富良野広域

連合が設立されたのみとなっています。名寄消防

署といたしましては、今後上川北部消防事務組合

の組織の中で構成市町村との協議を行い、消防の

広域化が行財政上のメリットにつながるのかどう

なのか慎重に判断をしていかなければならない問

題だと考えております。

お尋ねの当組合の人事交流ということでありま

したけれども、消防本部への人事異動は過去平成

９年から１０年間、人事の活性化と職員のレベル

アップを目的として異動が行われた経緯がござい

ます。しかしながら、各消防署間の人事交流につ

きましては給料、勤務体制及び各種の装備品など

が統一されていないと、こういったことから非常

に困難な状況であるというふうに認識をしており

ます。また、消防職員の教養訓練の交流につきま

しては、上川北部消防事務組合消防職員教養規定、

これに基づき消防本部が行う各消防職員合同によ

る特別教養等を実施をし、消防隊員の資質の向上

を図っているところでございます。

また、デジタル化についてでございますけれど

も、御案内のとおり総務省が平成１５年１０月に

電波法関係審査基準の一部を改正したことに伴い、

従来のアナログ方式での消防、救急無線の使用期

限は平成２８年５月末までとなっております。消

防、救急無線のデジタル化の必要性につきまして

は、消防、救急活動において個人情報の伝４等に

かかわる個人情報の保護の観点から、より秘匿性

を向上させた通信や消防、救急車両の動態、位置

管理等の各種データ電送の対応、大規模災害時の

広域的活動への対応及びチャンネル数をふやすこ

とが可能となるというものでございます。このた

め、限られた期限までにアナログ方式の無線機器

をデジタル方式の無線機器に全面的に更新する必

要があるというふうに思います。

平成２０年７月に策定された北海道消防救急無

線広域化・共同化及び消防指令業務の共同運用に

係る整備計画は、現在修正の手続中であり、事業

の実施には至っておりませんが、全道の消防本部

を７ブロックとした地区割りによるグループを単

位として、既に基本設計に向けた事前の検討が行

われているところでございます。名寄市の加入団

体である上川北部消防事務組合は、旭川市消防本

部を中心とした道北地区１２消防本部グループ枠

として消防通信に関する連絡協議会を組織をし、

現在まで５回の会議を重ねて平成２３年度の基本

設計、伝搬調査を目指しておりましたけれども、

道の整備計画の修正手続上で必要な北海道消防広

域化等検討協議会による議論、また市町村長から

の意見集約及び道民からの意見聴取がおくれてい

ることから平成２４年度に見据えた取り組みを行

っているところです。今後は基本設計、伝搬調査

等の結果に基づき、９想されます無線電波の不感

地帯の対応を含め実施設計の検討を行い、デジタ

ル化の整備計画を進めていかなければならないと
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いうふうに考えております。

続きまして、最後ですけれども、大項目８点目

の日本国憲法についてお答えをいたします。日本

国憲法は、制定をされてから６３年が経過をして

おりまして、社会情勢や国際情勢が大きく変革を

していく中で、現状に対処できる憲法はどうある

べきかなどさまざまな意見がございます。憲法改

正手続を定めた国民投票法が本年５月１８日に施

行され、憲法改正の是非を問う環境が整備された

ことになります。しかしながら、昨年の政権交代

以降は衆参両院の憲法審査会は休眠状態が続いて

いるというふうに報道されております。憲法の理

想や理念については、国民的議論の高まりにより

改正をされるべきであって、国民にとって不利益

があってはならないというふうに考えております。

憲法改正については賛否両論があり、多岐にわた

っておりますけれども、その１つであります自衛

隊活動をめぐる問題については国を守る、国民を

守るといった観点から国の責務であると考えてお

ります。駐屯地を抱える本市といたしましては、

災害救助やまちづくり活動などさまざまな分野で

協力、連携をしながら行政運営を行ってまいりた

いと考えており、あわせて戦没者追悼式や市民平

和音楽大行進を継続をして恒久の平和を念願をし、

市民と平和の大切さを今後も共有してまいりたい

というふうに考えております。

１点、答弁漏れがありましたね。新名寄市総合

計画の中で、生活に困っている方への福祉施策を

財政状況もかんがみてどうなのかという御質問だ

ったのかなというふうに思います。生活に困って

いる市民への福祉施策につきましては、国と北海

道とともに福祉補助事業を実施をし、単独福祉事

業については現行制度を当面継続をして、真に支

援の必要な方に支援が行き届くように検証をして

進めてまいりたいというふうに思います。

また、②、名寄市総合計画の答弁の中で総合計

画が平成２３年度で終了するというふうに言いま

したけれども、これは前期の総合計画が平成２３

年度に終了するということでございまして、訂正

をしておわびをしたいと思います。

私からの答弁は以上でございます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目の５、〇教育長（藤原 忠君）

教育問題について、（１）、小中学校適正配置に

ついてお答えをいたします。

名寄市教育委員会では、平成１８年に名寄市立

小中学校適正配置等検討委員会を設置して、平成

１８年には小中学校の適正規模について、平成１

９年度では小中学校の適正配置について諮問し、

それぞれ答申を受けたところであります。これら

の報告に基づき、名寄市立小中学校の適正規模及

び適正配置に関する基本方針案を策定し、素案に

対する意見の集約を行った後、平成２０年第６回

目の名寄市教育委員会議において審議、可決され

ました。

適正配置計画の実施につきましては、小規模化

の進行状況、学校施設の改築、改修等の施設整備

の時期を考慮して検討、また小規模校及び極小規

模校については児童生徒数の将来推計等を考慮し

て検討することとしております。具体的な統廃合

の実施に当たっては、保護者や地域の皆様の理解

と協力を得て推進することとなります。これまで

の施設整備につきましては、平成２１年１月に名

寄市立小中学校施設耐震化計画を策定し、市内１

６校の耐震化優先度調査を実施した結果、優先順

位が高く危険と判断された名寄東小学校の屋内運

動場の改築、風連中学校校舎及び屋内運動場の施

設移転による耐震化事業に取り組んだところであ

ります。今後につきましては、小中学校適正配置

計画及び小中学校施設耐震化計画の両計画と連動

させながら、今年度中に名寄地区の小中学校施設

整備計画についても策定し、議員各位並びに市民

の皆様の御意見を賜りたいと、このように考えて

おります。

私からは以上でございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）
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それでは、答弁をいた〇４番（竹中憲之議員）

だきましたから、再質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。

私が第１項の中で総合計画あるいは市民憲章、

都市宣言等々の問題を提起をしたというか、お聞

きをした中身は、あるいは一番最後のこの憲法の

問題を出したのは、実は承知のように法のもとで

国民は一定程度その保障をされているということ

が基本になっていまして、それが名寄市において

も同じように名寄市における憲章等々で、あるい

は基本計画の中で一定程度市民が生活を保障され

るというか、営まれる状況が私は必要だというか、

それが当たり前だというふうに思ったものですか

らこういう言い方を、質問をさせていただきまし

た。

非常に基本計画の中でも５項目の目標があって、

それぞれ各事業でそれぞれ進められているわけで

すけれども、医療の問題にしても福祉の問題にし

ても、あるいは建設の問題にしても、どうしても

財政との絡みが一番大きな問題だと私は思ってい

ます。そこで、お聞きした問題の中では、市長は

名寄の財政は非常に厳しいという状況認識をされ

ておりますから、それぞれの施策の中で膨大な財

政をつぎ込む必要があるものも相当出てくるわけ

です。これは、やるやらないは別にしても名寄大

学の大学院化あるいは４大化の問題も施設をつく

らなければならない、あるいは教授をそれぞれ連

れてこなければならないというか、そういう問題

もあるでしょうし、市立病院の問題でいきますと

先ほど答弁があったように精神科の病棟の建築の

問題あるいは周辺整備の問題もあるでしょう。あ

るいは、中身的に今後どういうふうになっていく

かは別にしても救急医療、地方センター病院とし

ての救急医療の強化であったり、あるいは女性専

門外来の設置であったりということで、そういっ

た意味ではますますそういったスタッフの必要も

一方で出てくるわけでして、そういった意味では

大変な労力も必要でしょうけれども、金銭的にも

厳しい状況に私はなってくるのではないかという

ふうに思うものですから、そういうことで質問を

させていただきました。

この問題についても再度市長のほうで考え方が

あれば、お伺いをしたいというふうに思いますし、

広域行政の中でいきますと福祉の問題あるいは先

ほど若干ここで議論の問題でないというふうに後

ろのほうからやじ飛びましたが、消防の問題だと

か、あるいは福祉の問題も含めて広域的にやって

いく可能性というか、出てくるのではないかとい

うふうに思うものですからこういう質問をさせて

いただきましたので、その辺の中身を読み取って

いただければというふうに思います。

福祉事業の問題でありますが、市民の健康増進

あるいは医療の適正化あるいは子育て支援だった

り、障害者支援だったり、あるいは高齢者福祉の

問題など、この問題は名寄市の第４期計画でした

かね。その中でサービスの提供だとか、あるいは

地域医療の充実に向けた支援ということで一定程

度明らかにされていますけれども、先ほど市長が

話された特に介護の問題について、今の現状では

大きな問題が生じているという。民間活用も含め

て、今後介護施設のあり方について進めていくと

いうことになるのですが、実はなぜこの問題を私

が提起をしたかというと、私ごとなのですが、先

月、多くの皆さんにもお世話になりましたけれど

も、母をみとりました。

実は、一昨年病に伏しまして、体は不自由では

なかったのですが、認知症ということで家庭で在

宅での看護はできないということもあって名寄じ

ゅうを回った結果、入れないと。これは、等級の

問題もありますけれども、結果としては隣のまち

へ入れたわけですが、そういう家庭が前段で質問

をしたようにふえている現状は、確かにこれはあ

るというふうに私は思っていますし、私の町内だ

け見ても高齢者世帯がふえていますし、高齢者の

単身世帯もふえています。もうそろそろあの世行

きかなと自分でみずから言っている老人もいるこ
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とはいるのですが、しかしそう言うだけまだ元気

なわけです。しかし、施設に入らないと生活がで

きないという人をどういうふうにしていくのか、

そういうことを早急にやっぱり指導して、民間を

活用してもよろしいのですが、やっていかない限

り、このことはますます入所待機者がふえていく

のではないかというふうに思うものですから、通

所介護の問題だったり、在宅でのケアの問題も含

めていろいろやり方はありますが、しかし家庭で

みとれない、そういう方の設備、施設のあり方を

再度やっぱり私は見直す必要があるのかなという

ことで質問をさせていただきましたので、再度あ

ればお聞きをしたいというふうに思います。

あと、次に食肉センターの問題です。開設が昭

和４１年ということでありますが、実はちょっと

調べてみたら、新総合計画の中でもわかるのであ

りますが、調べてみたらこの２０年間、食肉セン

ターの設備投資というか整備費が２０年間でたし

か２９ ０００９９か ０００９９ぐらいしか使 

っていません、大きくは。それで、ほとんどが修

繕費、一部保健所をおととしですかね。建設した

問題もありますが、そのようなものしか使ってい

ません。この間、恐らく前期の計画の中でローリ

ングも含めてそういう話はなかったのかどうか。

あったとしたら、なぜそのときにローリングがで

きなかったのかどうか。

食肉センターの問題は、非常に大きな問題であ

りますし、市民も実はマスコミで承知をしたとい

うことだけで、市民説明責任がこれも問われる一

つの中身でありますけれども、そういった意味で

この１月にも黒井議員からそのような質問があっ

て答弁が一部されていますけれども、そのときの

概９の総事業費と若干差異があるのでありますが、

その辺の中身がもしわかればお知らせを願いたい

というふうに思います。

次に、複合交通センターの建設の問題でありま

すが、きのうも質問されておりましたから余りし

ませんが、（株）西條さんが早急に年明けで建設

開始ということになっていて、結果としてあれを

売ったわけでありますが、状況的にはいまだにく

い打ちもされていないと。そういう状況の中で、

駅横の一体化ということだけで西條さんの中身が

わからないままＪＲの用地を取得することがどう

なのかというふうに私は思っています。それは、

西條さんが決まってからでも取得は、土地は逃げ

ていきませんから、取得してもいいのではないか

というふうに私は思っているところでありまして、

その横にいわば複合交通センターをつくるという、

そのセンターの中身についてもきちっとされてい

ませんけれども、私としてはあの土地を買って一

元化というか、一つのものにしていくということ

が本当になるのかどうかというのが非常に私は疑

問でありまして、ある市民は本当にあそこでいい

のかという話もされていますけれども、私はＪＲ

の土地の取得については時期尚早でないかという

ふうに思っていますが、そのことについてお聞き

をしたいというふうに思います。

それから、橋梁の問題等々を含めて、それぞれ

インフラ整備について答弁をいただきましたけれ

ども、実は名寄は御存じのように川に挟まれたま

ちでありまして、先ほど答弁の中にありましたよ

うに２４０からの木製も含めて橋があります。一

たん災害が起きると、どのような災害が起きるか

は別にしても橋を渡らないと避難ができない状況

に私はなるのではないかというふうに実は思って

おりまして、これは橋だけでないのでありますが、

道路網の整備も含めてでありますが、かなり市民

生活というか、市民に大きな負担を私はかける、

災害が起きたときにはかけるというふうに思って

おります。がしかし、今すぐ橋梁等々の建設をす

ることは、現状の名寄市の財政の中では困難とい

うふうには思っておりまして、そこで耐震度調査

等々を含めてどのようにやられているかというふ

うに聞いたわけであります。非常に工事費が膨大

だというふうに思っておりまして、これも上下水

道の問題もそうでありますが、下水道の問題もそ
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うでありますが、膨大な費用がかかるだけに計画

の中できちっとやっていくことが私は重要だとい

うふうに思っていますから、そんなところを先ほ

ど答弁がありました中身で後期のローリングをし

て進めていくことが重要だというふうに思ってい

ますので、再度の答弁を求めたいというふうに思

います。

上水道の扱いについて、実は事業費の圧迫も含

め、上水道の事業所の費用圧迫ということも実は

あるのでしょうけれども、一方でこれをやること

によって私は受益者負担がふえるのではないのか

というふうに心配をしております。市長の方針の

中で、受益者の問題も含めて考えるという項もあ

りましたけれども、水道事業は非常にそういった

意味では今のところどうにかきているのかもしれ

ませんが、受益者負担がふえるということになれ

ば、かなり市民生活もそれによって圧迫されると

いうことでありますから、そんな中身があるとし

たら大きな問題だと私は思っていますので、その

ことについてはきちっとした年次計画の中で進め

られる、そういうことが重要だと思いますので、

再度の答弁を求めたいというふうに思います。

次に、小中学校の適正化についてでありますが、

教育長答弁されたとおりでありますけれども、校

舎の老朽化の問題もあって適正化配置をどうする

か。ここまでおくれてきたということは、そうい

う中身なのかもしれませんが、私は１８年に検討

委員会設置をして委員を委嘱をして、１９年２月

に報告書をいただいて、そして２０年４月に基本

計画が出されました。私は、これ初めて見たので

ありますが、しかしこれ以降庁内議論がされたの

かどうかというのが非常に疑問なところなのです。

なぜかというと、教育方針の中では来年度から議

論をするというふうに出されておりまして、非常

にそういった意味では検討委員会の委員の皆さん

に失礼だというふうに思うのです。１８年に５カ

月間お願いをして、８回の会議を開いて報告書を

出しました。そして、次の年に基本方針を出しま

したけれども、しかし庁内議論のないまま来年か

らその議論を始めるということは、何のために検

討委員会を設置をして報告をされたのかというこ

とだと思うのです。

この報告書の結びのほうにこういうふうに書か

れています。具体的な再編成案がなければ議論は

深まらないというふうに記述をされていますし、

教育目標あるいは方針、方向が示されなければな

らないとの指摘もありました。では、何をこのと

きに諮問をして議論をしてもらったのかというの

も私は一方で疑問になってくるわけでありまして、

再度この１８年に検討委員会を設置をしたときの

何を求めたのか、そしてこの間報告を受けて基本

方針を出した以降の庁内での議論はどのようにし

てあったのかについてお聞かせを願いたいという

ふうに思います。

あと、大学の問題については、建設費の問題だ

ったり等々を含めてあります。学内議論も含めて

進めてもらって、どうメリット、デメリットがあ

るのかも含めて、その議論も含めて市民説明も中

間で行いながら、やるやらぬは別にしてもきちっ

とした方向性だけは出していただきたいというふ

うに思うところでございます。

次に、デジタル化、広域化の問題はさておいて、

デジタル化についてでありますが、どうも調べた

ところによると、デジタル化に対して単費でやら

ざるを得ないというところがあるのかもしれませ

んが、かなりお金がかかるというような話も聞い

ておりまして、これが２４年になってしまうとか

なり厳しい財政が強いられるのかなというふうに

思っていますが、費用の問題がわかれば教えてい

ただきたいのでありますが、これも単費でやるの

かどうかも含めて、あれば教えていただきたいの

ですが、何せ法で決められたということで期日が

決められているわけでありますから、できる限り

早い対応をしていかなければならないのかなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いを申し上

げたいというふうに思います。
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消防の広域化の問題について、先ほど答弁をい

ただきましたし、職員の交流の問題も含めて答弁

をいただきました。広域化の問題については、期

限は定められておりますけれども、しかしペナル

ティーはありませんから、やらなくてもいいとい

うことだと思うのです。中身的にはそういうふう

に私は理解をしているのでありますが、広域化を

進めるに当たって、これを進めるかどうかは別に

しても署員あるいは市民の理解を得られるように

市長さんも言われたように慎重な取り扱いを求め

たいというふうに思いますし、必要であれば署内

の（仮称）検討委員会でもつくって議論をしてい

ただくということも私は必要かなというふうに思

いますので、答弁は要りませんが、そのような中

身を頭のどこかに入れておいていただければとい

うふうに思います。

あと、憲法の問題、先ほども若干言いましたけ

れども、承知のようにすべての国民が法のもとに

平等でということがあって、政治的にも、あるい

は経済的にも社会的にも差別されてはならないと

いうことが実はうたわれているわけであります。

しかし、現状を見たときに働きたくても働けない

方がいるわけであります。一方で、安いパート労

働で額に汗して働いている労働者もいるわけであ

ります。一方で、国の生活保護を受けている家庭

もあるわけであります。しかし、額に汗して働い

ている方よりも生活保護を受けている方のほうが

生活実態というか、がいいということも実はあり

得るのです。そのことをどういうふうに行政とし

ては進めていくのか。市民を保護をしていくのか。

私は、きちっとした方向性を出しながら、単独で

の施策も含めて、あるいはこれはただ単に金銭の

問題だけではありません。医療の問題や福祉の問

題もありますから、そういう問題も含めてあれば

お伺いをしたいというふうに思います。

最後に、農業の問題、若干答弁いただきました

けれども、真新しい問題はなくて、国の施策に乗

って名寄市としても若干それに上積みをしている

というのが中身になっておりますけれども、循環

型社会の形成もこの間ずっと言われていて、これ

は農業だけでなくて、いろんなあらゆるものが循

環型として進めていくというのが中身であります

けれども、実はちょっと私だけが気になっている

のかもしれませんが、言葉の遊びをするつもりは

ありませんが、１つ聞きたいことが実はあります。

それは、私は努力という言葉も好きなのであり

ますが、使い方を間違えれば実は大変な誤解を招

くことがあります。これは、頑張れとかという言

葉も同じなのでありますが、教育現場ではよく使

っているかどうか、たまに聞くのでありますが、

頑張っている子供に頑張れと言ったら、それはプ

レッシャーなのです。プレッシャーなのですよ。

テレビで２４時間テレビをやっていて、その中で

マラソンをやっている方が過日こういう言い方を

していました。沿道から頑張れと言われたら非常

に落ち込む、プレッシャーよりも落ち込むと言っ

ていました。

何を言いたいかというと、市長の公約の中に力

強い産業と地域ブランドづくりが１個目にありま

した。その中で、こういう書き方がされていまし

た。努力すれば報われる農業の確立というふうに

ありました。私は、今日まで農業だけでなくてい

ろんな経営をされている方は努力をしてきている

と思うのです、農業にしても林業にしても。しか

し、それ以上にどう努力すればいいのよというこ

となのです。私は、そういうふうにこの言葉をと

ったのです。これは、私だけかもしれません。議

員で８名います、農業経営者。どういうふうにと

られたかわかりません。がしかし、私はそういう

ふうに理解をしたのです。特に農業は天候に左右

されます。何ぼ努力しても収入がゼロのときもあ

るのです。そういう言葉の使い方について、私は

どうなのかというふうに思いますので、その言葉

遣いのあり方について市長の見解をお聞きをした

いというふうに思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）
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ちょっとおなかいっぱい〇市長（加藤剛士君）

になるぐらい質問をいただきました。漏れたらご

めんなさい。１つ目から順を追って、教育以外の

部分について答弁させていただきたいと思います。

まずは、いろいろと大学の問題も含めて大きな

事業が出てきている中での財政と福祉の関係はど

うなのだというようなお話でありました。特に病

院もしくはホール、そして食肉センター、ＪＲの

駅横の話と。こうした大型の案件が続いている中

で、今後の財政の見通しも含めてどうなのかとい

うお話でございました。昨日、代表質問、駒津議

員、中野議員にも答弁しましたけれども、１２９

０００９９という合併特例基金があります。こ

うしたことをできるだけ温存して使っていく、ま

た合併特例債を有効に活用しているということで、

あらかじめ減債基金への積み立てもしっかりと行

って適正な公債費の管理に努めて将来に備えたい

というふうに考えているところでございます。

また、国の情勢が非常に不透明だということで

ありまして、このことは名寄市だけでの問題でも

ないのかなというふうに思っていまして、そうし

た問題に直面をしましたら、全国の共通の問題と

いうことでありますから市町村会、市長会を通じ

て等、地方の財源確保の要請をきちっと行ってま

いりたいというふうに思います。

また、大学の４大化については、これは私の思

いも多少多く含まれている公約でございます。そ

ういったことも含めて、これはまだ私の就任後間

もないということもあって一定時間お話のとおり

時間をかけて検討してまいりたいというふうに思

います。

また、今ほどから文化ホールの話、病院の話、

食肉センターの話もちょっと後でもまた触れます

けれども、こうしたことは私がなってからぽっと

出てきた話ではなくて、長年議論を積み重ねてき

て出てきた話だというふうに考えていますから、

これらのことをやっていくためには有利なやっぱ

り財源活用ということも含めたタイミングの問題

もあるのかなというふうにも思っています。建設

時期及び場所も含めて総合計画のローリング作業、

これをしっかりと経て議会並びに市民の皆さんに

お示しをして御意見をいただき、実行に移してま

いりたいと、このように考えております。

２つ目、福祉の関係、特に施設整備の話を中心

に聞かれておったかと思います。これもきのうち

ょっとお話もしましたけれども、現在介護基盤緊

急整備特別対策事業という国の事業によって名寄

市においては２９床の小規模ケアハウス、２９床

の小規模老人保健施設が計画をされていると。そ

の事業とは別に３０床の介護つき有料老人ホーム

の建設の話も聞いております。また、名寄市への

届け出だけで開設できる３０床の住宅型有料老人

ホーム、そして１１名対応の認知症対応型通所介

護施設、こちらの計画も聞いてございます。しか

し、これらの施設が開設されますと、サービスの

向上はもちろんされるでしょう。しかしながら、

介護保険料、市の負担が増額されるところでもご

ざいます。本件につきましては、介護保険事業計

画の諮問機関である名寄市保健医療福祉推進協議

会、こちらの意見を踏まえて適切に対応してまい

りたいと、このように考えてございます。

続きまして、食肉センターもぽっと出てきた話

でないかというお話でしたけれども、実はこれ昨

年のローリングに上がってまいりましたけれども、

事業化するために財源負担が煮詰まっていなかっ

たので、後期計画に先送りしたという経過がある

ということであります。一方で、今お話のとおり

農山漁村活性化プロジェクト交付金の採択を受け

たということで急遽こうした事態になったという

ことを御理解いただき、先ほどから申してあると

おり私の公約でもあり、また力強いこれからの足

腰をつくっていく産業基盤に欠かせない施設だと

いうふうに判断していますので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

４つ目、ＪＲの用地の取得のお話がございまし

た。こちらに関しても行政が９定している複合交
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通センター、こちらの用地だということは御案内

のとおりでありまして、既にこれはまちづくり委

員会等の採択をいただいているというふうに認識

をしておりますので、これも御理解をいただきた

いというふうに思います。

続きまして、インフラ整備のお話が出ておりま

した。その中でも受益者の負担がふえるのではな

いかという今後懸念があるのではないかというこ

とでございました。今後のこうした水道、下水道

の受益者負担、今後の事業の扱いについては中期

経営計画をもとに進めているところであります。

今の計画では、平成２３年度までの５カ年の計画

となっておりまして、これまでの事業費につきま

してはこの計画に織り込んでいるところでござい

ます。これ以降の事業費の扱いについて、受益者

負担の扱いについても慎重に検討してまいりたい

というふうに思います。今ほどもお話をさせてい

ただきましたけれども、更新だけでなくて修繕も

含めてそうした受益者負担の扱いについても慎重

に検討しながら進めてまいりたいというふうに思

います。

消防はいいですか。消防はいいのですね。農業

の問題、努力すれば報われるという言葉が失礼で

ないかというお話がありましたけれども、実は選

挙の最中、若い青年たちと何度か話をさせていた

だく機会を設けて、その中で実はこれ農業の青年

たちの中から出てきた言葉でございました。なか

なか……

（何事か呼ぶ者あり）

ですから、何か頑張って〇市長（加藤剛士君）

もどうなのだろうというようなお話なのかなとい

うふうに思います。いろんな角度からこれは政策

を打っていかなければならない問題だなというふ

うに思っていますので、今後ともそうした今言っ

たような問題も含めて、若い人たちがこの地域で

農業をやってやりがいがあるというような施策を

打てるよう私なりにも努力をしてまいりたいとい

うふうに考えております。

生活保護の問題について、どうなのかというお

話がございました。生活保護にかかわって、受給

者の自立といった観点からもお尋ねをいただいた

というふうに思います。お話のとおり、地域経済

が大変厳しい状況であることは御案内のとおりで

ありまして、就労も含めてそうした自立について

も意を配してまいりたいというふうに考えている

ところでございます。これらも含めて、憲法の話

もございました。名寄市といたしましては、憲法

の精神にきっちりとのっとって、真に支援を必要

としている住民の把握に努めて行政施策を推進し

てまいりたいというふうに考えてございます。

以上でございます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま小中学校適正〇教育長（藤原 忠君）

配置後の進め方について、経緯はいかがであった

かという、こういう御質問でなかったかなと、こ

う考えております。

この名寄市小中学校適正配置の計画を策定する

に当たりましては、議員もお話にございましたよ

うに平成１８年８月３１日に名寄市小中学校適正

配置等検討委員会を設置いたしまして、そこで諮

問をさせていただきました。これは、大きく２つ

の押さえがございました。１つは、名寄市内の小

中学校の適正規模はどうあるべきなのか、この議

論でございます。平成１８年度は、その議論に１

年間費やしたということでございます。例えば小

規模校のメリット、デメリット、大規模校のメリ

ット、デメリット、そして名寄の実態などを把握

しながらこの適正規模に関する議論をいただいた

ところであります。そして、平成１９年度にかか

わりましては、今度は適正配置について１年間検

討委員会に御議論をいただきました。これは、も

ちろん名寄市の実態に応じた学校の配置のあり方

はどうあったらいいのかと、こういうことでござ

います。こういう基本的な教育のあり方、名寄に

おける学校教育のあり方について、この２年間で

御議論をいただいた。その答申が平成２０年１月
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２８日に出されたところであります。この中では、

学校規模の望ましいあり方、そしてさらにそれに

応じた名寄市内における学校の配置の望ましいあ

り方について述べられているところであります。

ただ、その中で１点だけ先送りされたものがご

ざいました。それは、小中一貫教育でございます。

これについては、十分なまだ検証をする時期に至

っていないということから、教育委員会の内部で

しっかり検証、研究をしていただきたいと、こう

いうお話でございました。そういうことでござい

まして、先日来小中一貫教育についての御議論も

ございますが、教育委員会の中で鋭意今検証を進

めていると、こういうことでございます。

この１月２８日の答申を受けまして、その後教

育委員会といたしましてはこの答申を公開し、パ

ブリックコメントを求めたところであります。こ

れは、名寄市立小中学校の適正規模及び適正配置

に関する基本方針の案をつくりまして、そしてパ

ブリックコメントを求めさせていただきました。

こういう冊子でまとめているものでございます。

これを４月に策定いたしまして、第６回の教育委

員会議にかけ、この内容について、もちろんその

前から検討委員会の検討内容については教育委員

会で報告させていただいておりますが、この教育

委員会議で基本方針について正式に決定したとこ

ろであります。

その後、これと並行して大切なものに小中学校

の耐震化計画がございました。したがいまして、

平成２０年度、言ってみれば２０年１月に答申を

いただき、２０年４月に名寄市教育委員会として

の基本方針を定め、そしてその後すぐに耐震化に

かかわる優先度調査を実施させていただいたとこ

ろでございます。その優先度調査の結果に基づき、

平成２１年１月には名寄市立小中学校施設耐震化

計画という冊子をつくらせていただきました。私

が答弁の中で再三この耐震化計画と、それから適

正配置計画と連動させながらと言っているのはこ

のことでございます。こういう中で、では具体的

に名寄市内の小中学校はどうあるべきかという、

そういう観点で平成２１年度には東小学校の屋内

体育館、そしてあわせて風連中学校が非常に危険

な校舎になっているという観点から、風連高校へ

の移設ということを決めてその事業を２１年度、

そして今年度とあわせて進めていると、こういう

経過でございます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後になりますけれど〇４番（竹中憲之議員）

も、答弁は要りませんが、憲法問題で先ほど答弁

いただいて、自衛隊の問題が加藤市長から出され

ました。自衛隊問題をやると時間が足りません。

国防という意味での自衛隊ということなのか、そ

れ以外に出ていっての自衛隊なのか。私は、日本

の自衛隊が海外に出てそれを、任務は別にしても

出ていっていること自体が私自身は許されない、

そういう考えを持っている人間でありますから、

防衛という意味でいくと何がどう防衛なのかとい

うことも含めて次回のところで、何かのところで

市長とは議論をさせていただきたいというふうに

思いますので、これで私の質問を終わりたいと思

います。

以上で竹中憲之議員〇議長（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 午前１１時４３分

再開 午後 １時００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。

代表質問に引き続き一般質問を行います。

平成２２年度市政執行方針にかかわって外１件

を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇５番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきます。

まず、大きな１点目、平成２２年度行政執行方

針にかかわってお尋ねをいたします。旧名寄市と

旧風連町が合併して５年目のことし、名寄市のか
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じ取りが交代されました。新市長は、名寄市は大

きな変革の時を迎えようとしていると述べられて

います。その変革の時をどのように迎えようとし

ているのか、平成２２年度の行政執行方針から市

民サービスの充実と福祉の充実についてお考えを

お伺いいたします。

１つに、市民サービスの充実についてでありま

す。機能的かつ効率的な市役所づくりを目指すと

述べています。機能的で効率的であれば、働く職

員はもとより、市民にとっても利用しやすい市役

所となります。本年４月から組織機構が一部変更

になり、広報３月号、４月号で市民周知が行われ

たところですけれども、３月号では組織機構図が

示され、仕事の内容なども記載されていて非常に

わかりやすくなっています。また、４月号では庁

舎内の配置図がより詳しく知らされております。

しかし、いつもそれを持って市役所に来るわけに

はいきませんので、庁舎入口に案内表示などを設

置するなどして市役所に来られた市民の皆さんや

市外から来られた方々に親切でわかりやすい対応

が必要と考えますが、お考えをお伺いいたします。

さらに、庁舎の有効活用についてお伺いいたし

ます。名寄庁舎、風連庁舎の有効活用については、

組織機構とともに議論も進められているようです

が、市民が利用しやすい、職員が働きやすい市役

所づくりについてお考えをお聞かせいただきたい

と思います。昨日の代表質問の中でも触れられて

おりましたが、風連庁舎１階のような大きな空き

スペースが生ずることのないような有効活用が求

められます。市民からも使い勝手がよいと言われ

るような配置を願うところですが、どのようなお

考えかお伺いいたします。

次に、市長は市民ニーズに的確かつ迅速に対応

できる職員の育成と職員研修の充実に努めると述

べられています。具体的にどのように進めようと

しているのかお伺いいたします。市民ニーズも多

種多様に広がっています。また、スピード感も求

められています。専門知識はもとより、窓口での

適切で迅速な対応のありようなども研修の必要が

あるのではないでしょうか。市長は、市民が主役、

お客様のまちづくりを信条とすると述べておられ

ます。職員の育成と職員研修の充実の中でどのよ

うに生かしていこうとされているのかについても

お伺いをいたします。

２つ目に、福祉の充実についてお伺いいたしま

す。加藤市長の基本政策の一つとして市民福祉の

充実を掲げていらっしゃいます。少子高齢化が進

む中で、地域に住む人々が連携を深め、互いに助

け合い、一人一人が大切にされ、安心して住むこ

とのできる名寄市を目指すためと述べられていま

す。そこで、子育て支援、高齢者、障害者の福祉

について伺います。

まず、子育て支援の推進についてお伺いいたし

ます。本年３月に策定された次世代育成支援後期

行動計画、名寄ひまわり子育てプランでは、アン

ケートにおいて子育ての経済的負担の軽減に強い

ニーズがあらわれていると現状を把握し、施策目

標に子育ての経済的負担の軽減に努めるとありま

す。今民主党政権による子ども手当がスタートし

ました。しかし、先が見えない分、不安と不満が

広がっています。安定的な経済的負担の軽減が求

められていると思います。日本共産党は、国の制

度として子供の医療費を小学生まで無料化するこ

とを訴えています。全国各地で自治体独自の子供

の医療費助成が行われていますが、住民の要望が

多いことのあらわれではないでしょうか。やはり

国の制度として行ってもらうことが必要だと思い

ます。そこで、名寄市では国と道の基準に沿って

医療費助成が行われていますけれども、名寄市独

自の助成への考えはないのかどうかお伺いをいた

します。

次に、高齢者福祉の充実について伺います。執

行方針の中で、緊急事態への迅速な対応と実態把

握を進めるとあります。高齢化率が２ ８６％に

なっている中で、独居の高齢者、高齢者夫婦、高

齢者の親子など高齢者のみの世帯がふえています。
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支援を必要としている世帯が多くなっているので

はないでしょうか。こうした皆さん方の実態を把

握することが急がれますが、個人情報の保護の立

場から慎重な対応が求められます。士別市では、

本年度からこの実態把握が始められているようで

すが、名寄市ではどのように進めようとしている

のかをお伺いいたします。

３つ目に、障害者福祉の推進について伺います。

応益負担が導入された障害者自立支援法に対し、

反対の運動が広がり、世論と政治と動かし廃止の

方向に進められています。しかし、今検討が進め

られている新法障害者総合福祉法に対して、私た

ち抜きに私たちのことを決めないでと障害者自身

から実態に基づく新法制定が必要との声が上がっ

ています。名寄市も第２次名寄市障害者福祉計画

作成の中で行ったアンケートで明らかになった障

害者の皆さんの思いを国へ要請することも必要で

はないでしょうか。計画の中では、障害のある人

や家族などが抱えるさまざまな問題解決に向けて

相談窓口は重要な役割を果たすことから、専門的

な知識を持った相談員の配置など相談窓口機能の

充実に努めるとともに、情報の確保に努めるとの

基本的方向が示されています。障害者の意向を尊

重したサービスができるよう相談支援体制の確保

が必要です。地域の実情に応じた地域生活支援体

制づくりの確立が地域の中で安心して暮らせる環

境整備と社会参加ができるための支援となるので

はないでしょうか。お考えをお伺いいたします。

次に、平成２２年度教育行政執行方針にかかわ

ってお尋ねをいたします。重要施策の一つとして

取り組むとされた生徒指導についてお伺いをいた

します。昨今の青少年による暴力行為や問題行動

については、多くの大人が心を痛めています。執

行方針でも述べられているように、日常の巡視活

動ばかりでなく、青少年の問題行動を早期発見し、

適切な指導が求められ、未然防止が何より重要と

考えます。名寄中学校では、先生が生徒たちに声

をかけることで学校の雰囲気が変わってきている

と聞きます。監視ではなく見守り、寄り添うこと

が大事であることを教えられます。平成２０年に

は、名寄市内小中学校生徒指導連絡協議会も発足

されているわけですが、一層の充実を図ると言わ

れています。具体的な取り組みについてお知らせ

をいただきたいと思います。

また、子供たちがこのような行為に至るにはい

ろいろな要因が考えられます。親や兄弟、友人な

どに相談できないことなどを話せる場、心の教室

相談員の配置はなくてはならないものと考えてい

ます。教育相談の一層の充実を図ると述べられて

いますが、その内容についてお知らせをいただき

たいと思います。

２つ目に、教職員への支援についてお伺いいた

します。執行方針の中では、各学校における自校

の特色を生かした教育課程の編成、実践、評価、

改善を通しながら期待と信頼にこたえる教育活動

の実現に努めると述べられ、教師の専門性を高め、

基礎、基本の定着と学ぶ意欲を高める授業の推進

を図ると述べています。今先生たちは、新学習指

導要領の施行への準備もあり、点検評価も行われ、

さらに４月には教職員の実態調査も行われるなど

負担が大きくなり、気の安まるときがないのでは

ないかと危惧をしています。先生たちのそうした

状況は、生徒たちにもすぐに伝わってしまいます。

教職員の皆さんへの支援についてどのようにお考

えかをお伺いいたします。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま川村幸栄〇総務部長（佐々木雅之君）

議員から大きな項目で２点の質問をいただきまし

た。大項目１点目の小項目（１）の市民サービス

の充実については私のほうから、小項目（２）の

福祉の充実につきましては健康福祉部長から、大

項目２点目の教育行政執行方針については教育部

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。
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市民サービスの充実について答弁いたします。

まず、機能的かつ効率的な市役所づくりについて

お答えします。効率的で市民満足度の高いサービ

ス提供を目指し、生活福祉部を市民部と健康福祉

部の２部にするなど４月より組織機構を改め、こ

れに伴い一部で庁舎内の配置がえを実施し、広報

３月号別冊と４月号でお知らせをいたしました。

庁舎内における各部署の配置につきましては、市

民が利用しやすい点を第一に機能的な配置のあり

方の検討を重ね、その時々の施策や事業展開に応

じた柔軟な対応を図っているもので、近年では合

併に伴い平成１８年に分庁舎体制による大幅な配

置がえを行ってまいりました。

来庁者には名寄、風連両庁舎とも１階に庁舎全

体の案内図、名寄庁舎１階を除く各階にその階の

案内図を掲示しておりますが、限られたスペース

にその部署が一目でわかるように掲示するにはど

のような方法があるのか、さらなる工夫をしてま

いりたいと考えています。また、目的とする部署

がわからない来庁者に対しましては職員が率先し

て声をかけておりますが、より励行し、身近に感

じてもらえる市役所づくりに日ごろから職員の意

識づけと職員研修を進めてまいります。また、機

構改革に伴い、風連庁舎の１階にある空きスペー

スの有効活用につきましては、平成２３年４月の

風連特例区廃止に伴う風連地区振興課の廃止に合

わせて風連庁舎全体の活用策を建設水道部、経済

部とともに現在内部協議を進めておりますので、

御理解をお願いいたします。

いわゆる団塊世代の大量退職により技術の継承

がうまく進まず、日本全体の各分野でこのことが

大きな課題と懸念されまして、その対策が急務で

あると報道されています。名寄市においても定年

退職者数はここ数年、一般職で１５名から２０名

程度で推移しておりますが、行財政改革に伴う組

織機構の見直しと合併により肥大化した組織のス

リム化を進めて新規採用を抑制しているところで

あり、計画を上回る削減となっています。このこ

とから、職員１人が抱える業務が従来より広範囲

に及び多様化が進んでいます。一方、小規模市町

村の状況を考えると、効率的な事務処理に工夫の

余地もありますので、適正な職員配置と事務事業

の見直しをあわせて行い、より市民の皆様に満足

いただける行政運営に努めてまいりたいと考えて

います。あいさつの励行はもとより、電話対応に

つきましては相手が見えないこともあり、日ごろ

から親切な対応を心がけるよう新入職員を対象と

いたしました外部講師による職員研修においても

接遇指導等をしているところでありますが、さら

に日常業務の中で所属長を通じた指導も徹底して

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。

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）

小さい項目（２）の福祉の充実についての３点に

ついて申し上げます。

１点目の子育て支援の推進につきましては、平

成２１年３月に実施いたしました子育てに関する

アンケート調査によりますと、子育てしやすいま

ちづくりのために今後どのようなことが最も重要

なことかとの問いに、子育てへの経済的支援の充

実が一番高く、子育てしながら働きやすい職場環

境の整備、小児医療体制の充実の順に続いており

ます。この結果にあらわれているとおり、失業や

雇用体制の変化など子育ての経済的負担は少子化

の大きな要因になっていることも事実であります。

国におきましては、本年４月に子ども手当が創

設され、当市におきましても今月の１０日に１回

目として ４１９世帯、延べ ６５１人の子供を 

対象に金額で ０４６９ ０００９を支給いたし 

ました。内閣府が行ったアンケートによりますと、

半数近くが将来のために貯蓄するとの結果であり

ましたが、子育て家庭にとっては大きな経済負担

の軽減になっているのではないかと考えておりま

す。期限が９月３０日となっていることもあり、

一部の方々がまだ手続をされておりませんので、



－121－

平成２２年６月１６日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

引き続き制度の周知を図ってまいりたいと考えて

おります。

また、これまで母子家庭が対象であった児童扶

養手当につきましては、父子家庭も支給対象とな

るよう本年８月に法改正が行われましたので、こ

れにつきましても申請漏れのないようにしっかり

とした制度の周知に努めてまいりたいと考えてお

ります。

保育所の入所状況につきましては、６月１日現

在の市立３保育所の定員２２０名に対し２０９名

が在籍しておりますので、待機児童は発生してお

りませんということでございます。また、平成２

１年度より就学前児童第３子目以降につきまして

は保育料の無料化を実施しており、さらには一時

保育、延長保育、障害保育など特別保育事業によ

る多様なメニューを実施し、就労機会の確保と就

労によりゆとりある生計が維持できる環境づくり

に引き続き努めてまいりたいと考えております。

具体的な取り組みは、名寄ひまわり子育てプラン

にも掲げておりますが、保育、教育の負担軽減と

して公立保育所に対する国庫補助の廃止による厳

しい状況の中、保育所運営の効率化を進め、保育

料水準の適正化に努めてまいります。

幼稚園就園奨励費補助につきましては、国庫補

助３分の１の基準を継続できるよう努めてまいり

ます。また、認可外保育施設につきましても夜間、

日曜、祝日保育事業の補助継続を実施するととも

に、保育料の適正化に努めてまいりたいと考えて

おります。各種手当等につきましては、経済的支

援へのニーズを適宜把握し、市の財政負担になら

ない範囲で既存の各種助成制度及び国や北海道の

各種制度を最大限活用し、促進を図りながら負担

の軽減に引き続き努めてまいりたいと考えており

ます。

子供の医療費の負担軽減につきましては、乳幼

児医療費給付事業として対象年齢を就学年前から

小学生まで拡大し、北海道医療給付事業に基づき

子育て世代の経済的負担を図るため平成２０年度

に改正してきております。子育てを行っている中

で子供の医療費の負担は、家計にも大きな影響を

及ぼしていることは理解しておりますが、現状以

上の名寄市の独自の助成制度の拡大は非常に困難

と考えておりますので、御理解をいただきますよ

うお願い申し上げます。今後とも保護者のニーズ

に的確にこたえる子育て支援施策を推進できるよ

う、国や北海道への要望を通じて財源確保に努め、

ここで育って、ここで育ててよかったと言えるま

ちづくりを目指し、環境の整備充実に努めてまい

りたいと考えております。

次に、２点目の高齢者福祉の充実について申し

上げます。全国的に普及が進んでいます救急医療

情報年ットの活用につきましては、当市も本年度

実施に向け準備を進めてきております。もしもの

ときの安全、安心を守る取り組みとして６５歳以

上の高齢者、特に独居高齢者や病弱な夫婦世帯、

危険な持病を持っている方など、自宅においてぐ

あいが悪くなり緊急の事態が発生した場合、この

年ット、命のカプセルの設置により救急隊や病院

等での迅速な対応ができると期待しております。

さらに、設置することにより高齢者にとって安心

感につながる等の効果もあるのではないかと考え

ております。独居高齢者などを対象として、町内

会ネットワークの協力をいただきながら、本年度

は ５００個を用意いたしました。

交付の方法でありますが、過日町内会連合会か

らの協力を得ましたので、今月末から市内４カ所

で町内会の担当者を対象とした説明会を開催し、

随時交付する９定となっております。町内会ネッ

トワークを組織していない町内会もありますので、

一般周知として広報なよろ７月号でチラシの全戸

配布を行う９定にしております。本事業の実施に

当たりましては、今後も増加が見込まれる独居世

帯と高齢者の世帯の実態を把握するよい機会とも

考えておりますので、救急医療情報用紙に同意の

あった高齢者の方につきましては、カプセルに入

れる複写式の個人情報用紙の一部を地域包括支援
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センターが管理し、必要に応じて町内会、関係機

関と個人情報の共有を図り、災害時要援護者支援

計画を初め高齢者福祉の充実に利用したいと考え

ております。

また、平成１６年度に民生委員児童委員の協力

のもとに実施いたしました高齢者生活アンケート

調査や関係機関等の情報から、内部資料としての

高齢者災害時要援護者マップを作成し、独居高齢

者及び高齢者世帯や介護認定者等の実態把握に努

めておりますが、地域から独立している高齢者や

介護家族等の状況を必ずしも十分に把握すること

ができていないことから、今後も関係団体と連携

をとり、高齢者やその家族、近隣の方が困ったと

きに通報を受け、必要な援助を迅速かつ効果的に

対応できる高齢者見守り支援ネットワークの構築

を検討し、高齢者を地域とともに見守り、支え合

い、安心して暮らせる環境整備を進めてまいりた

いと考えております。

次に、３点目の障害者福祉の推進について申し

上げます。平成１８年度から始まりました障害者

自立支援法では、応能負担から応益負担となり、

原則１割を自己負担する仕組みとなりました。第

２次名寄市障害者福祉計画の策定に当たり、平成

１９年度の基礎調査では経済的不安が大きいと答

えた人も少なくありません。国では、障害者団体

の強い要望もあり、ことし４月から低所得者に対

する福祉サービスや補装具の自己負担をなくすよ

う改正されたところであります。

名寄市における障害者手帳を交付している人の

数は、身体障害者手帳が ５４０人、療育手帳が

３１３人、精神障害者保健福祉手帳が１２７名の

方々にそれぞれ手帳を交付しております。障害の

ある人がサービスを利用するに当たり必要な相談

事や悩み相談を受けるため、身体、知的、精神の

３障害それぞれに相談員を配置し、更生援護や日

常生活についての助言、指導等を行っております。

また、事業者や同じ悩みを抱える家族会でも本人

や家族からの相談を受け、助言等の支援をしてい

るほか、道障害者福祉協会でも障がい者１１０番

の受け付けを２４時間体制で行い、相談に対応し

ております。さらに、近年は心の病を抱える人が

ふえる傾向にありますので、名寄保健所でも月に

１度医師や保健師が心の悩みを持つ方や家族から

の相談に当たっております。相談の内容にもより

ますが、早い対応や情報の共有が必要な場合には

関係機関、団体の担当者が集まり協議を行うなど

対応に努めております。

地域支援体制につきましては、地域に住む一人

としてふれあい広場や町内会行事、スポーツや文

化活動を通じ、健常者とかかわりを持つことによ

り障害者が社会参加できる体制が築かれるものと

考えております。市といたしましては、社会参加

に必要な手話通訳や移動の支援、生活訓練などを

行うなどの支援とあわせて関係機関や福祉団体と

協力し合う体制づくりを進めていくことが重要と

考えております。

次に、障害者手帳を所持していない人に対する

対応についてでありますが、知的障害のあると思

われる人につきましては総合福祉センターを会場

として行っております道の巡回相談を受けた後、

道の総合相談所においての判定結果に基づき申請

し、療育手帳が交付されますが、精神障害のある

人は自分が精神障害であることを自覚したくない

傾向にあることもあり、申請をしない場合が多い

ことなど手帳を所持しない状況にあります。した

がいまして、人数を把握するのは困難ではありま

すが、最近のストレス社会にあっては数多くの方

々がおられるのではないかと推測いたします。こ

れらの方々に対しては、本人や家族の方が病気の

症状を認識することが重要と考えておりますので、

気軽に相談に来てもらい、症状等を聞き取る中か

ら医師との相談を呼びかけるなどの対応を従来よ

り行ってきておりますので、今後におきましても

さらに相談支援の充実と市民への周知に努めたい

と考えております。

次に、安心して暮らせる環境整備と社会参加に
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つきましては、市内事業所においては自立に向け

共同生活の場を提供し、通所しながら事業所で就

労できる形態となっております。市といたしまし

ては、環境整備として共同生活の場を提供してい

る事業所に対し、事業費の一部の補助及び就労す

る場所の改修についても一部補助するなどの環境

整備やスポーツ交流会、手話、要約筆記奉仕員の

養成講座、障害のある人の自動車運転免許取得や

自動車改造に係る費用の一部助成など支援を行い、

社会参加が図れるよう今後もさらに推進していき

たいと考えておりますので、御理解をいただきま

すようお願い申し上げます。

以上、私のほう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２番、平成２２年度教育行政執行方針にかか

わってお答えをさせていただきます。

小項目（１）、生徒指導についてでありますが、

全国的に青少年の暴力行為が多発をしており、特

に中学校での器物破損や生徒間暴力、対教師暴力

の増加が顕著であります。幸い名寄市におきまし

ては、現在大変落ちついた環境の中で教育活動が

展開されておりますが、このときだからこそ人を

思いやる心、みずからを律する心、物事に感動す

る心など豊かな人間性を培う取り組みを強化をし、

いじめや不登校の撲滅を図るとともに、確かな学

力を定着させることが大切であります。そのため

には、非行事故や問題行動などの未然防止への取

り組みとあわせまして早期発見による早期対応が

不可欠であり、各学校では教育相談を実施をした

りアンケート調査を行いながらその実態把握に努

めております。また、校内の生徒指導委員会の充

実を図り、定期的に児童生徒の様子について意見

交換するなど、教師間で共通認識に立って指導を

行うよう工夫している学校もございます。

教育委員会といたしましては、心の相談員の配

置や名寄市小中学校生徒指導連絡協議会の充実を

通して早期発見、早期対応を図ってまいります。

また、新しい方策としまして名寄市青少年センタ

ーにおいては、名寄市児童生徒補導協議会や各学

校の安心会議など関係団体とセンター、指導員と

の一層の情報交換を通じて早期発見に努めてまい

ります。

心の相談員についてでありますが、中学校３校

に配置をしております心の相談員は、それぞれ相

談員の持ち味を生かして指導に当たっており、多

くの生徒から相談を受けております。教育委員会

といたしましては、カウンセリング講習会や交流

会を実施しながら心の教室の相談員の資質向上を

図ってまいりたいと考えております。

次に、名寄中学校での声かけ運動についての取

り組みですが、朝の職員打ち合わせの後、担任以

外の生徒指導の先生方が生徒玄関であいさつをし

たり、休み時間に先生方が廊下に出て生徒に声か

けをしたりしながら生徒との信頼関係の醸成に努

めております。名中の生徒は進んであいさつをし

てくれることが多いと地域の方々からも好評をい

ただいております。ほかにも南小学校では、ＰＴ

Ａが中心となってあいさつ運動を行うなど、各学

校でそれぞれに工夫をしながらあいさつ運動を推

進をしております。

教育委員会としての生徒指導の基本的な考え方

を申し上げますと、生徒指導につきましては不易

と流行を見きわめ、社会の変化、時代の風潮に敏

感に対応していくことが求められており、教員の

資質向上が重要であります。また、少年犯罪や虞

犯行為、薬物乱用、携帯電話等によるトラブルな

どの非行事故が発生しないよう、早期発見と未然

防止に組織的に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、小項目２、教職員への支援についてでご

ざいます。議員の御指摘のとおり、教職員の多忙

はきわめております。昨今学校に求められている

ことが非常に多様化、複雑化してきております。

このことから、子供と向き合う時間を一層確保し、
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教育活動の充実を図ることが改めて問い直され、

その一環として北海道教育委員会では教職員の時

間外勤務縮減のための取り組みを行ってきており

ます。具体的には、各学校で時間外勤務等縮減強

化週間を設定する、事前に資料を配付をして諸会

議の効率化を図ったり、パソコン等を活用いたし

まして事務の効率化を図ると、またノー残業デー

の日を決めるなど、先生方みずから創意工夫する

活動も行っております。教育委員会といたしまし

ても全職員にパソコンを配置いたし、校内ＬＡＮ

を整備をしてメールでのやりとりなど事務の効率

化を図るなどの取り組みを通じて点検評価を行い

ながら時間外業務の削減に取り組んでいるところ

です。また、国や道の制度をフルに活用いたしま

して、加配教員の増に努めますとともに、市負担

の支援員の増員を図るなどして先生方の業務軽減

に努めておりますので、御理解のほどをお願いを

申し上げます。

以上、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（川村幸栄議員）

だきました。ありがとうございます。再質問と要

望をさせていただきたいと思います。

まず最初に、市民サービスの充実についてです

が、この広報３月号の号外には本当に詳しく書か

れていて、部署の横に仕事の中身も書かれている

わけです。このことを聞きたいときには、ここに

行けばいいのかというのがよくわかるようになっ

ていて、本当にこれは活用しやすくていいなとい

うふうに私は思っているのですが、高齢の方たち

は市役所がなれているというふうに思っていても、

ここはどこに行くのだったかなというふうな思い

というのは結構あるように私も聞いているもので

すから、ここまで詳しく書いた案内板があるとい

うのは、大変かとは思うのですけれども、極力わ

かりやすい案内板をお願いしたいなというふうに

思っているところです。

それで、名寄庁舎１階のところにかかっている

のですが、正面玄関から入ったところにあるわけ

ですね、案内板が。大体ここの名寄庁舎を利用す

る市民の方々というのは、下のピロティーのとこ

ろから出入りしていて、そこから入りますと案内

板が見えないわけです。あと２階、３階ですと階

段をおりたところにありますので、わかりやすい

のですけれども、そういった工夫もぜひお願いし

たいなというふうに思っています。

総務文教常任委員会で昨年視察させていただい

た福岡県の大野城市では総合窓口が、案内窓口が

あったのですが、ここは人口９９ ０００人とい

う大きな市でありますので、人口３９人の名寄市

ではちょっと難しいのかなというふうには思うの

ですが、市長が市民サービスナンバーワンの市を

つくるのだというふうな方針の中で取り組んでき

た、試行錯誤しながら検討を重ねてやってきたの

だというようなお話を聞いてきたわけですが、こ

ういった構えといいますか、そういったことが必

要ではないかなというふうに思っています。苦情

を私のところに寄せてくるのは、なかなかいいね

という話は来なくて、なかなか市役所へ行っても

わかりづらい、だれに聞いたらいいかわからない、

そんな声が多いわけでして、そういったことが出

ないような、そういう優しい市役所づくりという

のをお願いしたいなというふうに思っていますが、

その部分についていかがお考えでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

前の市長の時代か〇総務部長（佐々木雅之君）

らも市民の方々にまずはあいさつをして、おはよ

うございますということ、それから市民課の窓口

の関係で結婚をされました、お子さんが生まれま

したというと職員の口から笑顔でおめでとうござ

います、よかったですねと声をかけましょうとい

うことはやっておりました。そこが今回新たにま

た若い加藤市長が就任されましたので、よりその

辺の部分については民間的な発想も含めて徹底は

したいなというふうに思っています。
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それと、毎度毎度問題になるのは、やっぱり名

寄庁舎のつくりが昭和４３年にできたことも含め

まして十分なスペースが確保できないと。あると

きによっては、障害関係のハイヤーチケットなん

かの交付の関係につきましても職員が１階の市民

ロビーにおりておいて机等を用意しまして、該当

者の皆さん方に御迷惑をかけないサービスをやっ

てきたのですけれども、たまたま選挙の時期であ

るとか、パスポートの交付であるとか、年金関係

の手続のためということで多目的に市民ロビーを

使われている関係もありまして、この辺について

は克服しなければならない課題だなというふうに

は考えています。

今回改めて市長の民間的な発想なり、お客様と

して市民の方々を迎えると。ここは、市民の皆さ

ん方は私どもと違って毎日毎日役所に来るわけで

はないので、年に本当に１回か２回来るときに右

も左もわからない状態で来るということが想定さ

れますので、看板の見やすさの関係が１つと、そ

れからもう一つは体の不自由な方のために自動昇

降の機械も設置してあるのですけれども、なかな

かここは利用しづらいのか、仕組みそのものがわ

からないということもありますので、もう少しそ

の辺をわかりやすくすることを検討したいなと思

っています。

最後には、市長からの提案なのですけれども、

具体的にどの程度の市民の方々があの入口に入っ

てきて、どういう往来をしていて迷われているの

かと。この辺の実態は改めて確認する、試行でも

構わないので、１カ月間なのか、そういう試行を

して住民の方々の本当に困っている状況というの

を改めて確認をして、それに対する対策を考えて

いきましょうと。こういうことも含めて指示があ

りましたので、この辺については職員の親切な応

対をまず第一にしまして検討して進めてまいりた

いというふうに考えています。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に親切な対応をお〇５番（川村幸栄議員）

願いしたいなというふうに思っています。いいこ

とばかりで市役所を訪れないことも多々あります

ので、やはり声をかけていただく、親切な対応を

していただく、そのことで安心感も得られるのか

なというふうに思っています。

今来庁者の、市役所に訪れる皆さん方の動向の

調査もというふうなお話、本当にぜひこれ進めて

いただいて、どういった方々がどこで困っている

のか、そんなこともつかんでいただけたらいいな

というふうに思っているのです。今昇降機の話が

出されましたけれども、私も足が不自由な方がそ

れをどうやって使ったらいいのだろうというよう

なことで困っていらっしゃった話も聞いていまし

た。今は、どなたでもブザーを押してくださいと

いう案内を書いていただいて、ちょっとほっとし

ているのですが、そういった本当に小さなことで

も市民は感激というか、うれしいことですので、

ぜひ進めていただきたいなと思います。

名寄庁舎の十分なスペースがとられないという

ようなお話もされました。昨日の代表質問の中で

もあったわけですが、私は例えば両方の庁舎の有

効活用という点では、１つ例を挙げると会計室と

監査室、名寄庁舎と風連庁舎が別々になっている

と。動線的というか、仕事の部分でも知っている

方たちにとっても訪れる方たちにとってもちょっ

と離れ過ぎているのではないか、これでは機能的、

効率的とは言いがたいのではないかなというふう

に思っているわけです。私、栄養士でありますの

で、調理をするときの動線というのを結構気にし

ます。働く部分でもその動線というのが重要かな

というふうに思うのですが、このことについても

先ほど検討をされているというふうなことでした

けれども、この部分についても検討が今進められ

ているのかどうかお聞かせをいただければと思い

ます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

島市長時代に地域〇総務部長（佐々木雅之君）

の方々にできるだけ不便をかけないということも
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含めまして、２つの庁舎を有効活用するというこ

とが大前提でした。その一方でそこを利用される、

職員だけが利用するわけではなくて、住民の方々

が利用しますので、住民の数、往来する住民の方

のことも配慮した形で当初は５部制の中で３部、

２部という形の使い分けをして両庁舎を無駄なく

使いましょうということの対応でありました。現

実的には例月出納検査も含めまして毎月１回、会

計の書類を監査事務局に持ち込んで仕事をしてい

るという部分がありまして、この関係につきまし

ては大量なデータを持ち出しているという実態も

ありますが、全庁的な施設の配置の中で余り市民

の方に御迷惑をかけない部分については、一定程

度風連庁舎を有効活用するという大前提は外した

くないなと。今来年の４月に向かって検討してい

るのは、先ほども述べましたように市民の皆さん

方に不便をかけないで、風連の庁舎１階ががらが

らのスペースになってすごく寂れた感じがするイ

メージの悪さというのを解消して、片一方では名

寄市の基幹産業は農業であるという面で見ると、

農家の方々の往来も一番風連庁舎のほうが多いの

かなという判断もしていまして、その辺はイメー

ジの悪さの解消と住民の方々の利便性をきちっと

確保すると。ちょっと監査の問題については、い

ま一度検討はしてみようと思っていますけれども、

まずは優先すべきは住民の方の利便性で、そこは

職員の方には行ったり来たりということで書類の

紛失をしないように十分注意して仕事をしてまい

りたいというふうに考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもお話ししまし〇５番（川村幸栄議員）

たように市民が見て、本当に２つせっかくある庁

舎を有効に活用しているなというふうに思ってい

ただけるような中身に、鋭意職員の皆さんの知恵

を出し合っていただきたいなというふうに思って

おります。

次に、福祉の部分について再質問をさせていた

だきたいと思います。高齢者の実態の把握のとこ

ろですけれども、先ほどもお話がありましたよう

に命のカプセル、これをお届けしながら実態をと

いうことでしたので、同時に何を希望し、何が必

要なのか、ここのところをじっくりと聞いていた

だきたいと。それをまた介護保険制度等にも反映

していただきたいなと、そのように思っています

ので、よろしくお願いいたします。

障害者の部分なのですけれども、応益負担とい

うのは障害者が人間らしく生きるために福祉サー

ビスなどを利用することを応益とみなすというよ

うな、こんな障害が重い人ほど負担が重くなると

いう基本的人権を無視した制度だったわけで、こ

れが大きな怒りとなって廃止の方向に進んでいる

ということだというふうに思います。

先ほどのこの計画の調査結果の中でも日常生活

をする上で、病気などにより医療費の支払いやサ

ービスの自己負担などから生活の切り詰めや利用

を差し控えるなど経済的負担が多く、だれかに相

談したいと考えていると、このように障害者の皆

さんの現状と思いが述べられているところです。

新しい法律を今検討中ですけれども、これは国だ

けの問題ではなくて、要するに私たち、この実施

主体である自治体の課題でもあるわけで、こうし

た皆さん方の思いを推進するための財源が一番だ

とは思うのですけれども、ここのところを国に求

めていくことも必要ではないかなというふうに思

っています。

先ほど障害を持った方々の手帳を交付された方

々の数が出されていて、精神障害の方々のところ

では申請されていない人も多いのではないかとい

うお話がありました。私もいろんな方からお話を

聞く中で、やっぱりここに上がっている数の倍以

上はというふうに聞いております。こうした方々

は、本当に相談窓口へということもなかなか足が

向かないという状況になっているように聞いてお

りますので、いろんなところで相談する窓口とい

うか、間口を広げていただくということが必要か

なというふうに思っているのですが、先ほど名寄
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保健所の話も出されていましたが、以前にこの保

健所管内のところで名寄市だけでしたが、精神障

害者の地域ケア調整会議というのがされていて、

それがされなくなったというようなお話があって、

いろんな立場の人たちが集まって地域の精神障害

を持った方たちのケアについて話し合う場があっ

たというふうに聞いているのですが、現在それが

どのようになっているのか、もしおわかりになれ

ば教えていただきたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問ありま〇健康福祉部長（三谷正治君）

した精神障害の部分で従来そういう会があったと

いうことで、私も４月から来て、その話は若干聞

かせていただきました。実は６月、今月の下旬に

その会議が保健所、今私の記憶では吉田肇会長さ

んだったと記憶しているのですが、の名前で御案

内がありましたので、今月の下旬にその会が開か

れるということで、私のほうでも出席をさせてい

ただきたいという返事を出しておりますので、そ

の内容につきましては会議が終了後、また議員の

ほうに御報告申し上げたいと思います。よろしく

お願いいたします。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

精神障害をお持ちの皆〇５番（川村幸栄議員）

さん方は、なかなか表面に病状といいますか、そ

れが見えにくいという部分もありますので、やは

りそういった地域の専門家の皆さん方の連携も強

めていただいて、やっぱりさらに相談窓口も広め

ていただくというようなことの対応をお願いする

ところです。お願いをして、次に移りたいという

ふうに思います。

教育行政の問題になりますが、先ほど生徒指導

に対する早期発見、そして適切な早期対応、未然

防止に組織的に教育委員会として取り組んでいく

のだというふうに今お話がありました。その辺の

具体的な中身のところがちょっと見えないのかな

というふうに思っているのですが、名寄市内の小

中学校生徒指導連絡協議会、これも発足されてい

るわけですが、ここでは市内の小中学生の非行問

題など、児童生徒一人一人に対する望ましい指導、

支援のあり方をそれぞれ研究するのだというふう

になっていたわけで、こういった先ほどもお話し

しましたように監視をしたりではなくて、やっぱ

り見守り、寄り添う、このことで徹底をしていた

だければというふうに思っているところです。

教職員の方々への支援の部分についてでありま

す。先ほど時間外勤務の縮減、ノー残業デー、こ

んなことも出されておりました。私は、ついこの

間わかったのですが、５月の末に北海道教育委員

会が学校教育における法令等違反にかかわる情報

提供制度に関する要請、これを決定をして市町村

教育委員会と道立学校に通知がされたと聞いてい

ます。保護者の通報制度の導入だというふうに聞

いています。保護者や住民から学校指導要領に基

づかない指導や政治的行為に関する通報を求めて

いると、こんなふうに言われているようですが、

私たち日本共産党道議団は道教委へ廃止を要請し

たところですが、これでは父母の方たちと教職員

が一体となって信頼をはぐくんで子供を中心とし

た学校づくりを進めてきた、このことに対して不

信と対立をあおるものではないかというふうに私

も考えています。こうしたことがまた重なる中で、

教職員の皆さん方の心の健康の問題も非常に心配

になってくるところであります。

１４日の報道があったのですが、厚生労働省が

まとめた中で労災申請、心の病が過去最多と報道

されていました。教職員にこれは限ってはいない

のですけれども、教職員が例外になるとは思われ

ないわけです。教員を退職された方々のお話を聞

いてみますと、自分たちが教員となったころは毎

日の職員会議や、また教職員組合の中で先輩教員

に話を聞いてもらったり相談に乗ってもらいなが

ら頑張ってこれたのだと、こんなふうにおっしゃ

っているわけです。これが今こうしたことができ

づらくなっているのかなというふうに私は感じて

います。ですから、教職員の皆さん方の話を十分
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に、今でもされていることとは思うのですけれど

も、さらに十分に聞いていただいて適切な対応、

支援をお願いしたいと。これがもう本当に子供た

ちに即影響するというふうに思って危惧をしてい

るところです。この部分について、お考えをお聞

かせいただきたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

先生方の多忙化につい〇教育長（藤原 忠君）

て、今川村議員からいろいろ御心配されたお話が

ございました。私も同様でございまして、先生方

が忙しくなれば、まずもって子供たちとの接する

時間も少なくなる、そしてまた先生方自身も追い

込まれていって、本当に望ましい教育の形が損な

われる危険もあると、このことをしっかりと認識

しているつもりでございます。

そういう中で１つ、名寄市でも先生方の負担軽

減を図るということを大きな学校経営の目標にす

るよう、校長先生方にも指導をしているところで

ございます。かつては、部活動あるいは少年団活

動などにしっかりと入り込んでいく先生とそうで

もない先生がいたりとか、そういうことが結構話

題になった時期もございました。今は、もう学校

では全員分担制のような形にして、部活動でもき

ちっと交代に一定程度休みがとれるような、そん

なシステムを築いたりしながら、一部の先生に負

担加重にならないように留意しているところであ

ります。

それから、ただいまお話のございました道教委

が新たに制度化した法令等違反情報提供制度、こ

れは今議員のお話のとおりでございます。もろ刃

の剣といいましょうか、裏にはかなり危険な要素

が潜んでおります。それでなくても今の風潮から

いきますと、私たち教育委員会に何の相談もなく、

いきなり道教委あるいはその他の相談機構にスト

レートでいろんなお話がいってしまうケースも結

構ございます。そういうことを助長するのではな

いかと。やはり現場の教育委員会が一番先生方を

知っており、また大切なのであります。ですから、

このことは私も先日の上川管内教育長会議でもし

っかりとお話しさせていただきました。そういう

ことにならないように、やはり一番先生方を知っ

ている私たち教育委員会がいろんなことについて

考え、悩み、一緒に相談する、こういうものであ

っていただきたいと、こういうお話をしたところ

でございます。もちろん私としてもこれについて

は、今後の運用についてしっかりと見詰めてまい

りたいと、こう考えております。

また、メンタルヘルスについては、道教委がメ

ンタルヘルスハンドブックというのをつくりまし

て、議員ごらんになったかどうか、各学校に配付

しております。これは、管理職用でございますが、

その中にはかなり今議員が心配されたようなこと

などもきめ細かな対応の仕方が載っております。

これをまずマニュアルとしてしっかり学校でやっ

ていただくこと、そして何よりもコミュニケーシ

ョンだと私は思っています。学校の中で先生方が

心を割って話し合える、こういう雰囲気づくりこ

そ大切ではないかと思っておりますので、そのこ

とについても今後しっかりと進めてまいりたいと、

こう考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今教育長のほうから先〇５番（川村幸栄議員）

ほどの新たな制度の中身についてもお話がされて、

ちょっと安心をしているところではあるのですが、

やはり今最後におっしゃったようにコミュニケー

ション、本当に大事だなというふうに思っていて、

先ほども紹介しましたように職場の中で先生方同

士でお話をし合う、そしてまた校長先生だから別

になるのではない、また教育長だから別になるの

ではなくて、みんなでやっぱりこの子供たちを守

るところで、みんなで力を合わせて知恵を出し合

って子供たちを守っていきたいなというふうに思

っているところなのですが、教育長もお忙しい中

だと思うのですが、この先生方との、校長先生だ

けでなくて一般の教員の皆さん方との話し合う場

とか、また生徒の皆さん方との交流の場だとか、
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そういった部分というのはどのくらいお持ちにな

っているのか、もしよかったらお知らせをいただ

ければと思いますが。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私は、先生方とお話し〇教育長（藤原 忠君）

するのが大好きでございまして、学校訪問をした

したときにはまず最初に職員室に入ってまいりま

す。職員室の先生方といろいろ、今どんなことで

困っていますかとか、そういうお話をさせていた

だいております。しかし、やはり子供たちとは直

接なかなかお話しする機会というのは、私の場合

はないのが少し寂しいのでございます。できるだ

けそういう機会も学校にお願いしてつくっていた

だければと、こんなことを考えております。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

子宮頸がん９防ワクチン接種の助成等外２件を、

高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして質問をして

まいりたいというふうに思います。

まず、大きい項目１番目、子宮頸がん９防ワク

チン接種の助成についてお伺いいたします。２０

０６年６月には、公明党の強力な推進によりがん

対策基本法が制定され、国民の皆様の健康と命を

守ろうとさまざまながん対策が進められてまいり

ました。その中でも女性特有のがんである乳がん、

子宮がん検診の助成が進められております。

皆様御存じでしょうが、子宮がんは他のがんと

異なりヒトパピローマウイルス、ＨＰＶというウ

イルスが原因のがんであることがわかっておりま

す。ほとんどの女性が一生に１度はヒトパピロー

マウイルスに感染すると言われております。しか

し、このウイルスの大半は感染しても自然に消え

るのですが、一部感染した状態が続き細胞に異常

が起こるとがんに至るケースがあるのです。１０

歳代でワクチンを接種すれば約７０％が９防でき

るため、そのため検診による早期発見、早期治療

と９防ワクチンの接種によってほぼ１００％９防

が可能と言われております。

ウイルスが原因ですから、実はワクチンが開発

されております。世界１００カ国以上で承認され、

接種されております。先進国３０カ国で公費助成

が行われており、北海道でも５市町村で全額公費

助成が行われております。近年子宮頸がんは、２

０代前半から３０代の若い女性に急増しており、

発症のピークは３０代に移っております。自覚症

状が余りないため、発見のおくれなどで年間１９

０００人以上の人が発症し、０くなる方は毎年

４００名にも上っております。４下注４による

３回の接種で４９９から６９９の金額が自己負担

になるため公的援助が重要と思われます。

女性特有のがんであり、乳がんや子宮がん対策

も進められておりますが、９防ワクチンだけでな

く定期的な検診も重要です。しかし、日本のがん

検診の受診率は２割程度で、欧米の７割から８割

に対して極めて低い状況にあります。無料クーポ

ンによる乳がんや子宮がん検診の受診率、本市の

無料検診の状況をお伺いいたします。

子宮頸がんの検診無料クーポン配付と検診手帳

の交付が始まり、救われる方もおられますが、先

ほど言われましたが、１０歳代でワクチン接種を

すれば７０％９防できる、早期発見、早期治療が

必要だということですが、昨年から始まりました

無料クーポンによる子宮頸がんの無料検診での名

寄市で検診された方の陽性反応と出た方がおられ

るのかもお伺いいたします。

また、３月に１５日間、公明党女性局によりま

して子宮頸がんの９防ワクチン接種の公費助成を

求める署名運動を行いました。名寄市内の女性を

対象に約 １３０名の方々の署名を島前市長にお

渡しし、次の市長に引き継ぎたいと言われており

ましたが、本市の子宮頸がんの９防ワクチン接種

の助成について理事者の御見解をお伺いいたしま

す。

続きまして、大きい項目の２つ目、介護保険事
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業計画の推進状況についてお伺いいたします。名

寄市は、住みやすいまちラン年ングでも北海道の

上位であり、福祉のまちとして病院、福祉施設、

大学と大変充実したまちであることは言うまでも

ありません。平成２０年には６５歳以上、２ ９

％と人口の約４分の１を超えた状況になりました。

年金生活者の高齢者は、ぎりぎりの生活をされて

おられる方もおり、民間の高齢者、老人ホームの

入所や病院へ行くのも控えざるを得ない方もたく

さんおられます。そのような意味で、特別養護老

人ホームなど介護施設の待機者の実態数とその待

機者解消策に向けて実効性のある実施計画が進め

られているのかどうかをお伺いいたします。

次に、有料老人ホーム、ケアハウスへの当該施

設利用者の経済的負担の実態について、その負担

軽減策、本市の取り組みについてもお伺いいたし

ます。また、待機者解消策に向けて特別養護老人

ホームなど今ある空きスペースに増床の考えをお

伺いいたします。また、特別養護老人ホームの入

所希望が多い中、中でも利用料の負担が少ない多

床室や老老介護、老障介護に対応できる２床室の

要望が今ふえておりますが、その整備の上で配慮

すべき見解と取り組みの理事者の御見解をお伺い

いたします。

次に、大きい項目の３つ目、平成１７年２月に

文部科学大臣が２１世紀を生きる子供たちの教育

の充実を推進するため、教員の資質や能力の向上

や条件の整備と教育課程での基準の見直しに対し

て見直しが開始されました。中教審では平成２０

年１月、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び

特別支援学校の学習指導要領等の改正について答

申が出され、その答申を踏まえ、３月には学校教

育法施行規則を改正されたとともに、幼稚園教育

要領、小学校教育要領及び中学校教育要領が公示

されております。そのうち、小学校教育要領は平

成２１年４月から移行措置として９数、理科を中

心に内容を前倒しして実施されております。

名寄市の平成２２年度教育行政執行方針の中で

小中学校の教育充実は、確かな学力、豊かな人間

性、健やかな体など生きる力をはぐくむ教育活動

の推進が求められており、各学校における自校の

特色を生かした教育課程の編成、実績、評価、改

善を通して期待と信頼を得られる教育活動の実現

を目指されておられますが、確かな学力の確立の

ために学習指導要領では読み、書き、計９など基

礎、基本的な知識と技能は小学校低学年、中学年

では体験的な理解や繰り返しの学習を重視してい

る、また段階に応じて徹底して習得し、基礎を理

解することを重視している、また思考力、判断力、

表現力をはぐくむため観察、実験とレポートの作

成や論述など知識と技能を活用するとあります。

名寄市において確かな学力の確立のためにどのよ

うに取り組まれているのか、理事者の御見解をお

伺いいたします。

また、学習指導要領において豊かな心の育成と

して、言葉の能力の重視や体験活動の充実により

人々や自然、社会、環境とかかわる中で生きる自

分の自信を持たせることを重視されておりますが、

社会生活を送る上で人間として持つべき最低の規

範意識を身につけさせるための道徳教育の改善と

充実が挙げられております。名寄市は、確かな学

力確立のための取り組みについて理事者の御見解

をお伺いいたします。

学習指導要領では、健やかな体を育成するため、

運動を通じて体力を養うとともに、望ましい食習

慣など健康的な生活習慣などを育成するとありま

すが、名寄の健やかな体をはぐくむ取り組みにつ

いてお伺い申し上げます。

最後に、環境とのかかわり、地域とのかかわり

をお尋ねいたします。近年地球温暖化などの地球

規模の環境問題が世界共通の課題となって提起さ

れております。このような学校施設について、地

球環境の保全を進め、エネルギーの効率的な利用

を図るという観点が盛られております。また、地

域とのかかわりにおいては、近年地域における教

育力の低下の問題が問題視されております。学校
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と地域の連携を推進するさまざまな取り組みが行

われているのか、名寄市の環境にかかわり、また

地域のかかわりについての取り組みについて理事

者の御見解をお願い申し上げ、壇上からの質問を

終わらせていただきます。

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１と２を、３の新たな学校施設づくり

につきましては教育部長の答弁とさせていただき

ます。

まず初めに、大きな項目１の子宮頸がんワクチ

ン接種の助成等の小項目の１点目、乳がん、子宮

頸がんの無料検診状況について申し上げます。平

成２１年度国の補正９９による緊急経済危機対策

の一環として、女性特有のがん検診に対する支援

事業が実施されました。具体的には、乳がん、子

宮頸がん検診の受診率が他のがん検診に比べて２

０％程度と低いことから、一定の年齢に４した女

性を対象に乳がん、子宮頸がん検診の無料クーポ

ン券とがんについてわかりやすく解説した検診手

帳を交付し、受診の促進を図るとともに、がん９

防に向けての普及啓発を図ることを目的とされて

きました。

このことに基づき、当市においても乳がん検診

については国の指定があった４０歳、４５、５０、

５５、６０歳に４した年齢の方 ０３０人に対し、

また子宮頸がん検診についても同じく国の指定の

あった２０歳、２５、３０、３５、４０歳に４し

た年齢の方９３３人に対し、それぞれクーポン券

や検診手帳を交付してまいりました。その結果、

乳がん検診は ０３０人中２５９人が受診され、

受診率が２ １％となっております。また、子宮

頸がん検診は９３３人中２１６人が受診され、受

診率が２ ２％となり、高くない数字にはなって

おりますが、これは国の指定されました年齢の方

々において既に個人で検診されていた方や職場で

検診されている方も多くいるためであり、実際の

数字はこれ以上の高い数字が９想されます。

それぞれの検診における年代別の受診状況であ

りますが、乳がん検診につきましては無料クーポ

ン券を利用して検診を受けた４０歳代から６０歳

代の方について、各年代による受診率の差は見ら

れませんでした。また、初めて受診された方が４

割以上を占めていたところであります。次に、子

宮頸がん検診につきましては、無料クーポン券を

利用して受診された方の２０歳代の受診率は１０

％台と低く、３０歳代では２０％台、４０歳代で

は３０％台と年代とともに受診率が高くなる傾向

が見られました。また、初めて受診された方が６

割以上を占め、特に２０歳代においては５１人の

すべての方が初めて検診を受けられました。以上

の点から、この無料クーポン券によるがん検診事

業が特に若い年代の方には検診を初めて受ける重

要なきっかけづくりになっていることが大きな効

果につながってきていると考えております。しか

し、子宮頸がんについては２０歳、３０歳代の若

い年齢層に急増してきていることからも受診率の

低い２０歳代からがん検診に対する関心や意識を

高め、受診への働きかけをしていくことが今後の

課題であると考えております。

この事業につきましては、平成２１年度はすべ

ての事業費に国の９９措置が図られスタートして

きましたが、今年度においては２分の１の９９措

置に減額され、不足分については市の９９措置の

もと事業の継続を図っているところでございます。

これをきっかけに継続して検診を受けられるよう、

受診率の向上と早期発見、早期治療に結びつける

ことを目指し、この事業の推進を図ってまいりた

いと考えております。

次に、子宮頸がんワクチン接種の助成について

申し上げます。子宮頸がんの国内での発症は約１

９ ０００人、そのうち約 ５００人が万０して 

おり、特に２０、３０歳代の若い女性にふえてき

ております。その原因は、ほとんどが性交渉によ

るヒトパピローマウイルスの感染によるものと言

われています。そのため、性交渉を経験する前の
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１０代前半に感染９防のためのワクチンを接種す

ることで７割以上の子宮頸がんを９防することが

可能と言われ、その効果が世界的にも高く評価さ

れています。日本では、昨年１２月にワクチンが

発売され、接種できるようになりましたが、９防

効果を得るためには３回の接種が必要で、その費

用は約５９９と高額であり、医療保険が適用にな

らないことから全額自己負担となっております。

このことから、ワクチンの接種率を高め、積極

的に子宮頸がんを９防していくことを目的に、今

年度から全国で約３０の自治体が公費助成に取り

組んできております。道内におきましても斜里町、

幌加内町、佐呂間町、福島町、泊村の４町１村が

一部または全額助成を実施しております。宗谷線

の近隣市町村におきましては、国の動向と他市町

村の状況を勘案し、検討していくとの情報を得て

おります。現在名寄市内医療機関においては、風

連国保診療所、たに内科クリニックが既にワクチ

ン接種を実施してきており、さらに名寄市立総合

病院においてもこの１４日からワクチンの接種を

開始いたしました。

ワクチンに対する市の考えといたしましては、

平成２１年度出産した２４９人のうち、２０歳代

の数人から妊婦健診を受けたときに子宮頸がんが

発見されたとの情報を得ております。この現状か

らも、若い世代から積極的にワクチンの接種を行

い、９防していくことは重要と考えております。

また、この３月から市民団体からの子宮頸がんワ

クチン助成に対する市への要望も２件寄せられて

おり、市民の方のワクチンに対する期待や関心が

高まってきていると受けとめております。全国的

にも各団体より国民が必要なワクチンを安心して

受けられるよう、また各自治体の助成により地域

間の格差が生じないよう、国に対して制度の構築

に向けた要望が出されてきております。これらを

受け、現在厚生労働省は継続的効果はまだわから

ない、任意接種のワクチンはほかにもあり、今後

の審議会で任意ワクチン全般について考えていき

たいとの意向を示されています。市といたしまし

ては、これらの状況を踏まえ、任意で行っている

他の９防接種、例えばヒブワクチンなどとの兼ね

合いや９９措置から今後国の動向を見据えながら

情報収集を行い、十分な議論を必要と考えており

ますので、御理解をいただきますようお願い申し

上げます。

次に、大きな項目２の介護保険事業計画の推進

状況についての４点について申し上げます。最初

に、介護施設の待機者の実数と解消策について申

し上げます。介護つきの施設の入所申請者数では、

特別養護老人ホーム清峰園で１３０人、しらかば

ハイツで７０人、老人保健施設そよかぜ館で６０

人、認知症対応型共同生活介護施設であるそよか

ぜ館アネックス、里の家でそれぞれ５名程度の計

２３０人となっております。ただ、入所申請者に

は他の施設との重複しての申請、病院や他の施設

へ入所中、念のための申請などがあるため、現在

待機者に対してアンケート調査を実施し、実態を

把握する作業を進めております。

これらの方々の解消策といたしましては、国に

おける介護基盤緊急整備特別対策事業が施行され、

民間での施設整備計画が協議されてきました。当

初６施設ほどありました計画も近郊の動向や市民

の要望を考慮した中で現在市に提出されている施

設は、２９床の小規模ケアハウスと２９床の小規

模老人保健施設となっております。また、この事

業とは別に３０床の介護つき有料老人ホームと３

０床の住宅型有料老人ホームの建設が計画されて

いるようです。これら施設を合計すると１１７床

の増床となり、早期入所希望者の解消は大きく進

められることになりますが、施設整備と新たなサ

ービスの提供に伴い、介護保険料や市の負担金の

大幅な増加が懸念されますので、名寄市保健医療

福祉推進協議会に図り、慎重に対応をしたいと考

えております。

次に、２点目の有料老人ホーム、ケアハウスな

どの特定施設利用者の経済的負担と負担軽減策に
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ついて申し上げます。介護施設は、その用途と目

的により数種類の施設に分類されます。しかし、

どの施設をとっても附属的なサービス加９があり、

在宅介護サービスに比較して割高になる傾向があ

ります。特別養護老人ホームでの経済的負担は、

他の施設よりも低額で入所でき、また低所得者に

対する軽減措置を利用できることもあり、多くの

方々が入所を希望されています。しかしながら、

施設の増設とともに介護保険料の負担も大きくな

ることから、これらの状況を踏まえ、名寄市保健

医療福祉推進協議会に諮り、慎重に対応していか

なければならないと考えております。

次に、３点目の特別養護老人ホームの増床につ

いて申し上げます。入所希望の状況から判断する

と、必要性は感じるところでありますが、介護施

設の設置に関しては要介護者の利用を目標とした

国の参酌基準が示されておりまして、施設の定員

数からこの参酌基準を十数％超過している状況に

あることから、増設に伴う介護スタッフの確保及

び設置運営費用のことを考えますと大変困難な事

業であると考えております。現在民間活力による

さまざまな介護サービス事業が計画されておりま

すので、第４期介護保険事業計画との整合性を図

りながら対処してまいりたいと考えております。

次に、４点目の多床室や２床室の整備への見解

と取り組みについて申し上げます。北海道でも全

室ユニット型個室一辺倒から施設全体の３０％の

範囲内で多床室を認める方向になってきておりま

す。名寄市の特別養護老人ホームにおきましても

ある程度の収入を得ている方でも多床室を希望す

る現象が見られていることから、検討を要するこ

とと感じているところであります。今後におきま

しても利用者間のプライバシーの確保、昨今のみ

とり希望の状況、圧倒的に多い女性の利用者など

の状況を踏まえ、整備する際には利用者の意向を

把握しながら進めるべきものと考えております。

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）

私のほうからは大項〇教育部長（鈴木邦輝君）

目３番目、新たな学校施設づくりについてお答え

を申し上げます。

小項目（１）、確かな学力についてであります。

各学校での具体的な取り組みでありますが、各学

校では児童生徒の興味や関心を高めながら複数教

員によるチームティーチングや学生支援員の活用

など、個に応じた指導に取り組んでございます。

また、学習の定着を図るために朝学習を行うなど

家庭学習の習慣化を目指し、漢字プリントや計９

問題集の宿題を出したりしております。ほかには、

名寄小学校では到４度チェックや発展問題の準備、

ちょこっと先生と称される地域の方々に放課後指

導をしてもらうなどの取り組みを行っております。

また、風連中学校では教科担当の授業のない時間

を利用して複数で指導を行うなど、個に応じたき

め細かな指導ができる体制を工夫をしている学校

もございます。教育委員会といたしましても個別

指導の充実を図るために加配教員制度を最大限活

用するとともに、市負担の支援員を配置するなど

取り組んでいるところであります。

御質問のありました体験的理解や繰り返し学習

をする場についてですが、教室内でグループをつ

くっての学習やオープンスペース、空き教室、特

別教室を活用して個別指導やグループ指導を行っ

ております。

小項目２番目、豊かな心、健やかな体について

であります。豊かな心の育成に向けましては、心

のノートを利用した道徳の時間の工夫や道徳的実

践の場をつくるなど、各学校で道徳教育の充実に

取り組んでおります。幾つか紹介をいたしますと、

外部識者の御講演をいただく命の授業、職場体験

学習、名寄農業高校での栽培体験、森林教室の開

催、そのほかカヌー体験や農業体験など、名寄の

すばらしい自然を生かした体験活動を通して豊か

な心を育てる取り組みをしております。教育委員

会といたしましても規範意識を高める取り組みや

早寝早起き朝御飯運動など望ましい生活習慣をつ



－134－

平成２２年６月１６日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

けさせるために、社会教育とも連携をいたしなが

ら機会あるごとに家庭や地域への普及啓発活動を

行ったところであります。

健やかな体の育成でありますが、体力テストの

結果などから名寄の小中学生は特に持久力が弱い

との結果もあります。体力づくりに向けて各学校

では、マラソンや縄跳びなど運動の日常化に取り

組んでいるところであります。教育委員会といた

しましてもマラソン大会であるとか歩くス年ー大

会など各種行事を開催をしたり、少年団活動や部

活動への支援をしているところであります。

また、望ましい食生活についてですが、栄養教

諭の配置や地産地消、楽しい食事などを通して工

夫をいたしております。名寄市の学校給食センタ

ーでは、新しい摂取基準の献立づくりや地場産品

を活用するなど、名寄市食育推進計画に基づいて

安全で安心な学校給食の提供をしております。

小項目３番目の環境とのかかわり、地域とのか

かわりでございます。御質問にもありましたよう

に地球環境の保全というのは、大変重要で喫緊な

課題でもあります。名寄市においては、学校施設

における環境負荷の低減や自然エネルギーの有効

活用を行い、消費電力の節減を目指す取り組みの

一つとして名寄小学校に太陽光発電設備を設置を

し、児童に環境問題について関心を持たせるとと

もに、環境教育の教材として活用を目指しており

ます。施設につきましては現在工事中であり、８

月中旬の完成９定となっております。

地域とのかかわりでは、名寄地区では御存じの

ように名寄東小学校のコミュニティー活動が挙げ

られ、児童と地域の方が直接触れ合いながら、教

育活動の向上の一助となっております。風連地区

におきましては、下多寄小学校が地区の中心とし

て伝統芸能の風連獅子舞の伝承保存活動や日進地

区におきましては風連御料太鼓の継承、また雪祭

りやスケートリンクの造成など学校の存在が大き

なものとなっていることから、今後とも各地域で

の学校とのかかわりを深めるような取り組みを進

めてまいりたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変ありがとうござ〇１５番（高橋伸典議員）

いました。要望と再質問をさせていただきます。

まず、子宮頸がんのことについてお伺いいたし

ます。先ほど無料クーポンのもので、対象者が

０３０人おられて受診者が２５９名、２ １％、

その中に初診の方が４割おられたと。また、子宮

頸がん受診では対象が９３３名のうち２１６名、

２ ２％という、大体日本が約２割ぐらいの受診

率ですから同じぐらいなのですけれども、子宮頸

がんも６割の方が受けられたのですけれども、や

はり２０代、３０代が大変受診率が低くなってい

るような感じがいたします。

なかなか、先ほど言われていましたけれども、

この子宮頸がんの無料検診で受けられた方が陽性

反応が数名出たというお話をさっきいただきまし

て、やはりこの検診を受けることによって発見で

きるがんでありますし、ワクチンによってやっぱ

り７０％守っているものだというふうに言われて

おります。きょうの読売新聞では、山梨県が全市

町村全額助成を決められたと。これは山梨県が、

県自体が半分助成を出すので、市町村が半分を出

しなさいという形でやっておられると思うのです。

やはり昔ありました、今は子ども手当に変わりま

したけれども、児童手当、あれは日本で始まった

ものではなくて、各市町村の１カ所のところがス

タートして、それを各市町村の私たちみたい議員

が訴えていって、数カ所やったところで国会議員

の中でこれは児童手当は必要なものだといって国

が助成を出していったのですよね。

ここの最後に、つくば大学教授の方が１年に１

９ ０００人が発症して、 ４００人が０くなる 

中で、なかなか国にはできないけれども、地方か

ら声を上げて、地方である程度やっていった中で

やはり国で認められていかない限りなかなか難し

いというふうに書いてあります。できれば、本当
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にこの子宮頸がんは無料ですから、職場で受けて

いる方もおられると言っていましたけれども、子

宮頸がんの職場の人たちはほとんどいないのでは

ないかな。普通健診を受けて、子宮のものはきっ

とないと思いますので、別個な料金ですから、ぜ

ひこの無料クーポンの数字２ ２％ではなく、や

はりほとんどの方が受けられる体制をまず名寄市

としてとれないのかどうか、ちょっとそれをお聞

きしたいのと現状風連の診療所で４９２，０００

９ぐらいと言っていましたか。最低なのですけれ

ども、そしてもし名寄で、各市町村は小学校６年

生の学年を対象にして接種したり、また中学校１

年生を対象に接種したりなんかしているのですけ

れども、もし名寄市で小学校６年生を対象に進め

るとすれば、どれぐらいの金額が持ち出しになる

のか、それの２点をちょっとお聞きいたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

お答えする前に、〇健康福祉部長（三谷正治君）

答弁の誤りがございましたので、訂正をさせてい

ただきたいと思います。

先ほど介護つきの施設への入所申請者数で、合

計２３０人とお答えさせていただきましたが、合

計２７０人ということで、大変申しわけございま

せん。訂正のほどよろしくお願い申し上げたいと

思います。

それから、先ほど議員のほうからお話ありまし

た今回の国の、先ほど議員の御質問の中で私が回

答させていただきましたのは、妊婦健診の部分で

数名の方がおられたということでありますが、今

回のクーポン券を利用した対象者の中では、乳が

んの部分については３人の方が乳房の病気なので、

２カ月から３カ月の経過を見るということで該当

者がいなかったと。それから、同じく子宮頸がん

の部分につきましても総体では８名の方が子宮の

病気なのでということで、これも該当がなかった

ということは報告を受けていますので、御報告申

し上げます。

それから、検診の部分でございますけれども、

今もお話ありましたけれども、御存じのように名

寄市の状況といたしましては、現状の９防その他

の状況を踏まえると、なかなかこれだけに助成を

していくという部分では非常に難しいと。特にこ

れは女性の部分でありますけれども、子供につい

てはヒブワクチンというもう一つ、まだ子供のゼ

ロ歳児も大変これも結構な金額でございますけれ

ども、この部分もございますので、それぞれの部

分で考えますと、やはり今のこういうワクチン等

につきましては国、全国地域にバランスの悪くな

らない、やっぱり国がするような方向ではないか

と私のほうは考えてございます。

先ほどの２つ目の質問でございますけれども、

年齢的に１２歳、小学６年生の学生を該当にさせ

ていただきますと、現在私の持っている資料では

約１２６名程度、先ほどもお話ししました５９９

程度としますと約６３０９９程度、１３歳、中学

１年でいきますと１２７名程度、６３５９９、中

学２年生、１４歳ですと１２２人の６１０９９、

１５歳で１３４人で６７０９９、合計でこの部分

で１２歳と１５歳でトータルで全額するというこ

とになれば５０９人で約２，５００９９というよ

うな概９の数字だけは御報告申し上げます。

以上です。

（「受診率アップの対策」と呼ぶ者あり）

受診率の対策に〇健康福祉部長（三谷正治君）

つきましては、これはやはり今議員からもお話あ

りましたが、このワクチンで、それから早期発見

ということでございますので、保健センターを中

心にそれぞれの各講座または検診等々の部分で皆

様方に広報等を通じながら周知徹底を図っていき

たいと考えているところでございます。この部分

では少しでも、１％も２％も向上は図っていきた

いと考えております。

以上です。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にこの受診率を〇１５番（高橋伸典議員）

上げるだけでも３０％、この子宮頸がん９防でき
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ることになりますし、本当に子宮頸がんはかかる

までわからない。私も持っているものではないで

すから、わからないのですけれども、発症するま

で発見できないという部分がある、何も起こらな

いという部分、一番やっぱり怖いかなという部分

があります。

そういう部分で、ぜひ無料クーポン、去年まで

は全額国だったのですけれども、ことしからは半

分、来年になったらどうなるかわからないという

今の与党の政策みたいですけれども、ぜひ与党の

皆さんには全額そういう無料にさせていただきた

いなというふうに思いますけれども、この検診率

を上げていただく部分等を含めて各市町村、今小

学校、中学校、全額までいって二千何ぼという形

に言われましたけれども、助成している市町村を

ちょっと見させていただくと、大体小学校６年生

から中学校３年生まで含めた１学年、その中学１

学年だけのところもありますし、小学校の６年生

のところもありますし、できれば本当に財政的な

部分、大変だというふうに私は思います。しかし、

一人でもそういう子宮頸がんにかからない体制を

つくってあげることによって国民健康保険の支出

もふえる部分も減るでしょうし、やっぱり今この

２０代から３０代というのは本当に人生の一番女

性にとっていい人生のときではないかなというふ

うに思います。そのときにがんになって、本当に

もう夢も希望もなくなるような地域ではなく、本

当にもう名寄に住んでいればそういうことがない

のだなという福祉のまちをつくっていただきたい

なというふうに思います。

先ほども言っていましたけれども、全国３４の

自治体が公費助成を行っているのですけれども、

一番重要なのは本当にもう答弁中にありましたよ

うに国が一括やっていただければ最高なことだと

いうふうに思います。ぜひ市長会等で市長のほう

から国等に、全道の市長会等で要望をお願い申し

上げ、この子宮頸がんの質問を要望を添えて終わ

らせていただきます。

次に、介護老人保健施設についてお尋ねをいた

します。先ほど市長が言われたように平成２１年

で老人の数約２ ８％、１０年後には３ ３％と 

いうことで、約３割強の人口の方がこの高齢にか

かわるということであります。今国でも市町村老

人保健福祉計画において高齢者のニーズ調査を行

いまして、この要介護高齢者の状況を把握しまし

た。１９９３年水準で約２００９人だったのが２

０５０年には５３０９人、倍以上になるというふ

うに言われている状況の中で、本当に今介護のこ

のサービスが介護保険になって１０年になりまし

た。いろいろな部分で５年ごとに変えてこられた

部分はあるのですけれども、なかなかやっぱり利

用する中で先ほど言ったように年金生活者、少な

い年金の中で介護保険が引かれているという部分

だとか、先ほど竹中議員も言われていましたけれ

ども、なかなか生活が厳しい中で介護保険料を支

払われているという方もおられるように聞いてお

ります。その中で、やはり介護を受けている方は

ある程度１割の負担で在宅でしたら１２種類のサ

ービスを自分で選んで受けることができるのです

けれども、なかなか介護施設の部分になると先ほ

ど言ったように約２７０名の方が入所待ちという

状況にあります。

そして、その中でこの待機者解消策に移りまし

て、今現状は介護基盤整備事業ですか、を使いま

して民間の活力を使うという形で２９名のケアハ

ウスだとか２９名の老人施設だとか老人ホームだ

とかで約１１０名ぐらいの方々が入れるかなとい

う部分があります。しかし、民間になりますとこ

の特養、公的な部分と違って料金が高くなるとい

う部分があってなかなか入所できづらい部分もご

ざいます。そういった意味で、さっき言った待機

者解消策の民間のこの４施設、いつぐらいの計画

で今介護福祉推進協議会にかけられて、どれぐら

いを目安に民間にゴーサインを出される９定なの

か、それをとりあえずお聞きしたいなというふう

に思います。
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三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

９定といたしま〇健康福祉部長（三谷正治君）

しては、協議会のほうは今月の下旬に開催を９定

してございます。道のほうには、今のスケジュー

ルの中では８月ぐらいまでに道のほうへというこ

とで文書が来ております。施設につきましては道

を経過した後、それぞれ認可を出した後、来年、

平成２３年度に向けてというような形で今準備を

進めているところでございます。

以上です。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

来年、２３年度から〇１５番（高橋伸典議員）

この民間施設がされますけれども、それに向けて

なのですけれども、まずそういう民間の有料施設

に入る方々がもし出るとします。そして、年金生

活者、国民年金であられると約６９ ０００９か

ら７９９だと思います。奥さんの場合は、３種で

すから約４９９ぐらいですかね。その中で、この

今言われた民間のケアハウスと老人施設、老人ホ

ームに入れる可能性のある方々というのはどれぐ

らいおられるのか、ちょっとお聞きしたいなとい

うふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

施設の料金につ〇健康福祉部長（三谷正治君）

いては、まだ表示されておりませんので、私のほ

うではつかんでございません。しかしながら、他

の施設、他市町村の施設等々をお聞きしますと今

議員がお話ございましたその金額ではなかなか難

しいのではないかと。先ほど答弁させていただき

ましたように、やはり特別養護老人ホームがそう

いう所得の部分の方が多く入っておられるという

ことでございますので、なかなか民間の部分につ

いては、その金額の中では対応がしづらいのかな

という認識は持っているところでございます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

結局そうなってしま〇１５番（高橋伸典議員）

うと、今２７０名の方が待機待ちをされている、

そして約１２０名の方はその民間施設には入れる

のだけれども、なかなか国民年金の方々は入所で

きない。そうなると、名寄市として何かの方策と

して低所得者の支援策というのはこの第４期……

第５期になるのですか。今第４期の高齢者保健医

療福祉計画、介護保険事業計画に盛り込まれてい

るとおり物はつくらせたよ、民間だよと。先ほど

言ったように、介護保険料は上がるというのはわ

かります。でも、結局上がったとしても物はあり

ますよと。でも、私たちは国民年金で金額が足り

ないから入れませんよとなると、また同じ繰り返

しになるかなというふうに思われるのですけれど

も、そのような場合、名寄市としての援助策とい

うのは考えておられるのかどうか、ちょっとお聞

かせいただきたいなと。また、国でもしあればよ

ろしいのですけれども、どうなのでしょうか。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ２時５３分

再開 午後 ２時５３分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

三谷健康福祉部長。

現時点で私のほ〇健康福祉部長（三谷正治君）

うで認識している部分については、国等での助成

もございませんし、金額的に先ほど申し上げまし

た部分でございますけれども、ただ２７０名の中

では今言った国民年金者ばかりではないと私のほ

うは認識してございますので、その部分では総体

的に考えると少しは解消されるのではないかと認

識はしてございます。

以上です。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。この〇１５番（高橋伸典議員）

低所得者の方々にもそのような形でうまく入所で

きるような体制をぜひとっていただきたいという

ふうにお願い申し上げ、介護のほうは終わらせて

いただきます。

最後に、教育のほうに移らせていただきます。

現状を今お聞きして、いろんな各学校の取り組み、
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お聞きさせていただきました。本当に先生方、ま

た地域、ＰＴＡの方は努力されていることという

ふうに思っています。その中で、先ほど質問され

ていた議員の方が言われておりました学校施設の

整備計画の中での適正配置ですか、の件なのです

けれども、現状は先ほど小学校が１２学級、４校、

中学校が２学級、９校ということでこれから話が

進められますけれども、逆に今は小学校５校あり

ますので、南小学校だとか豊西小学校になるのか、

どこになるのかわかりませんけれども、耐震の関

係が入るのはやっぱり豊西小と南小だというふう

に思いますので、その２つを新しくつくり直すの

か改修するのかというのも考えられますし、この

改修に当たって本当に子供たちとやっぱり……一

人一人の子供たちに教員が向き合えるやはり環境

だとか、またきめ細やかな対応ができる環境、今

はやはり学校として本当に昔からの間仕切りをつ

けた、名寄というのは冬寒いですから、廊下と教

室はあれをしないと寒いという部分がありますか

ら、本当に真四角い学校なのですけれども、その

部分で各学校において本当に学力は向上できる、

また子供たちと先生が触れ合える、そういう学校

に整備していかなければいけないなというふうに

私は思うのです。その中で、適正配置計画が次年

度から入りまして、内部協議だとか住民説明が始

まって、でも校舎の耐震化の問題で先ほど言った

ように南小、豊西小、どちらを改修するのかはま

だわからないですよ。どこかに新しくどんと新築

するのかだとかという部分も可能性があると思う

のですけれども、一人一人の子供に教員が向き合

える環境づくり、きめ細やかな対応ができる環境

づくり、また質の高い教育ができる環境づくりと

いうのが必要になってくると思います。

そして、子供は朝７時半から３時半、４時まで

８時間、９時間学校で暮らすわけなのですよね。

その中で、やはり本当にもうここの学校に来たら、

こういうところに来たら勉強がやりたいという環

境づくりというのがこれから求められてくるとい

うふうに私は思っています。そして、質の高い教

育をやるための教育条件をつくるために現状いろ

んなところからお話があって、逆に本当にもう学

校をつくる部分、改修する部分で建設部の担当の

方が先生からどういうふうにしたらいい、後は設

計事務所に丸投げしてこういうものが来ましたと

いう部分も必要なのですけれども、ぜひ教員を含

めてＰＴＡ、地域、そして担当者だとか、そして

設計事務所を含めたお話し合いをこれからの学校

づくりには必要ではないかなというふうに思うの

ですけれども、その部分でちょっと何かあればお

聞かせいただきたいなと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

今年度中に教育委員会〇教育長（藤原 忠君）

としては、名寄地区の小学校の適正配置について

の原案を作成したいと、こういうお話をさせてい

ただきました。その中で当然９想される大規模改

修か、あるいは小学校の新築か、こういう中に当

たっての今さまざまなお考えをお示しになられた

と、こういうふうに考えております。

新しい学校をつくるに当たっては、やはり今求

められているものをしっかりと包含するような、

そういう設備が大切だと、こう考えております。

今差し迫って言えることは、例えばオープンスペ

ースの教室づくりだとか、あるいは地域と密着し

たコミュニティー的な要素をしっかり持ったもの

とか、あるいは今南小学校でやっておりますが、

学童保育なども行えるようなそういうもの、その

ほかにも校舎の環境を質の高いものにするとか、

夢を語れば切りがないわけでありますが、そうい

うことについてはしっかりと検討しなければなら

ないと、こう思っているところであります。

当面、東小学校の体育館をつくるときには、地

域の皆様にも検討委員会に参加していただきまし

た。そして、地域の声をたくさん聞かせていただ

きました。聞けば聞くほど大変なのでございます

が、やはりそういう中からできること、できない

ことを整理していく。あるいは、風連中学校が移
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転するに当たって風連高校の改修に当たっても地

域の方あるいは先生方からもたくさん何回も委員

会を開いて意見をいただきました。やはりこうい

う積み重ねでないかなと、こう思っておりますの

で、ぜひそういう形をとっていきたいと、こうい

うふうに考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いしま〇１５番（高橋伸典議員）

す。

本当に今は学習指導要領の対応だとか、質の高

い教育実現に向けて文部科学省では３０のアイデ

アという、学校の施設をこういうふうにしたら、

教育上こういうふうに上がったという例が出てい

る部分が出ました。確かな学力、豊かな心、健や

かな体では、教科書学習の魅力を高めるだとか、

そういう教室だとか、いつでも本が手にとれると

ころだとか、心地よいトイレの手をいだとか、そ

して自分たちのつくり上げた作品が学校で触れら

れるだとか、２０項目のアイデアも出されていま

す。また、地域のかかわりだとか地区協議会のか

かわりでは１０項目のアイデアが出されています。

それがいいとは私は言いません。ぜひこれから学

校づくりにおいて、本当にもう名寄の小学校、中

学校の皆さんがここの学校に来たら本当に楽しく

て勉強に張り合いが出るという環境づくりがやっ

ぱり一番必要かなというふうに思います。８時間、

９時間学校におられる子供たちのために、ぜひす

ばらしい教育環境をお願い申し上げ、私の質問を

終わらせていただきます。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ３時０１分

再開 午後 ３時１３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。

新名寄市総合計画について外１件を、上松直美

議員。

議長の御指名をいただ〇１番（上松直美議員）

きましたので、通告に従って質問をしてまいりま

すが、先輩議員との重複もあるかと思いますが、

お許しをいただき、理事者の皆様の意のある御答

弁をお願いいたします。

さて、今地方の課題として少子高齢化、地元商

店、地場産業の衰退、大規模複合施設による生活

環境の変化と自治体の財政的逼迫などが取り上げ

られています。しかし、このような課題は確かに

重要な問題でありますが、本質的な問題は地方分

権一括法に見られるように地域の財政的、政策的

自立化推進がベースになりつつも地方分権の先の

ビジョンとそのつくり手にあると思われます。地

方にはミッションの異なるさまざまな主体、企業、

ＮＰＯ、自治会等が存在し、協働や政策、連携な

ど得意分野を生かした協力関係の構築が問題を解

決し原動力となると思われています。そこで今注

目されているのは、社会企業という社会的ミッシ

ョンを持ち、その実現に既成概念、既存手法にと

らわれず事業化し、利益の再分配を行い、企業形

態が社会問題解決と地域経済の活性化を同時に担

い、資本主義精神と社会的使命の融合した新しい

例として注目されています。以上の観点から、通

告に従い質問させていただきます。

まず、１点目でありますが、新名寄市総合計画

について質問させていただきます。最初に、計画

策定に当たっての基本コンセプトと基本計画につ

いて御説明いただきたいと思います。

次に、その基本計画の細部についての内容と実

施計画のローリング方式と行政評価システムにつ

いて詳しく御説明お願いいたします。

最後に、総合計画における広域ネットワークと

しての定住自立圏構想の活用と今後の方向性と進

捗状況について御説明お願いいたします。

２点目は、複合交通センター整備事業について

質問させていただきます。まず、基本計画につい

て、事業構想から基本計画へ移行することになり
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ますが、中心市連地の経済状況等の変化はどのよ

うになっているのでしょうか、御説明お願いいた

します。

次に、ＪＲ名寄駅横整備事業との整合性につい

て、民間企業が進める事業と行政が進める事業の

整合性の確保について協議はどのように進捗して

いるのでしょうか、御説明お願いいたします。

最後に、中心市連地活性化との今後の方向性並

びに市民ニーズと事業計画の実現性について御説

明いただきたいと思います。

以上でこの場での質問を終わらせていただきま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま上松議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で２点の質問をいただきました。

１点目は私のほうから、２点目は経済部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大きな項目１点目の新名寄市総合計画について、

小項目（１）の基本コンセプトと基本計画につい

てお答えします。名寄市総合計画は、議会の議決

をいただき平成１９年２月に決定されました。策

定に当たっては、市民１００人を委員に委嘱をし

た名寄市総合計画策定審議会及び専門部会におけ

る議論を初めアンケート調査、市民懇談会の開催

など市民の参画のもとに策定を進め、協働、健康、

生活、活力、人づくりの５つの理念のもとにまち

づくりを進めることとしています。

名寄市総合計画の期間は、平成１９年度から２

８年度までの１０カ年としており、基本構想１０

年、基本計画及び実施計画につきましては前期、

後期各５年となっています。計画の構成は、分野

ごとのまちづくりの目標と基本的な方針を示す基

本構想、基本構想の方針に基づく施策を示す基本

計画、基本計画の施策を具現化するために必要な

事務事業を示す実施計画の３つの計画で構成をし

ております。

基本計画については、基本構想の基本的な方針

に基づく施策として合計で１３２の施策を示して

います。５つのまちづくりの目標ごとに申し上げ

ますと、市民と行政との協働のまちづくりでは、

市民自治の仕組みづくりや効果的、効率的な行政

運営の推進等に必要な施策としてコミュニティー

活動の推進や国内外の交流など、合わせて１９の

施策を示しています。安心して健やかに暮らせる

まちづくりでは、保険、健康、保健、医療、福祉

の推進に必要な施策として健康づくりの推進、子

育て支援施設の整備拡充など、合わせて２０の施

策を示しています。自然と環境に優しく快適で安

全なまちづくりでは、生活環境や都市基盤に必要

な施策として環境の保全、道路交通環境の整備な

ど、合わせて４４の施策を示しています。創造力

と活力にあふれたまちづくりでは、産業振興に必

要な施策として農業の担い手の育成と確保、商業

の活性化など、合わせて２４の施策を示していま

す。心豊かな人と文化をはぐくむまちづくりでは、

教育、文化、スポーツに必要な施策として教育環

境の整備、青少年の健全育成事業など、合わせて

２５の施策を示しています。

ローリングにつきましては、社会経済の情勢等

の変化に対応するため毎年度計画の確認、点検、

見直しの作業を行うもので、総合計画においては

実施計画を対象として実施し、向こう３年間の事

業計画について毎年度見直しの作業を行っていま

す。本市におけるローリングの流れは、担当部局

における見直し、市長ローリング、部次長会議の

メンバーで構成する総合計画庁内推進委員会及び

市民で構成する名寄市総合計画推進市民委員会を

経て決定し、次年度以降の９９編成に反映をして

います。総合計画の着実な推進を図るためには欠

かせない作業として今後も継続をして実施をして

まいりたいと考えています。

次に、事務事業評価につきましては、市が実施

をする事務事業について、目的や目標に対して実

施結果による成果を評価し、評価結果に基づいて

事務事業の改善、見直しを図る手法であります。

新名寄市では、２０年度に実施をしており、担当
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部局における１次評価、部長以上で構成する名寄

市事務事業評価検討会議における２次評価及び名

寄市総合計画推進市民委員会を経て評価を行って

います。効率的かつ効果的な事務事業の推進に有

効な手法と考えておりますので、より的確な評価

となるよう改善に努めてまいります。

（４）の総合計画における広域ネットワークと

方向性については、少子高齢化の進行と国、地方

を含めた財政状況の厳しさの中、国は新たに定住

自立圏構想をスタートさせました。本構想は、一

定の都市機能を有する中心市とその機能を活用す

る周辺市町村が医療を初め福祉、教育、産業振興、

公共交通などの分野において１対１で協定を結び、

圏域全体の活性化を図ることを通じ、圏域からの

人口流出に歯どめをかけることを目的としていま

す。本市においては、士別市と合わせることで複

眼型の中心市として国の要件を満たすことからこ

れにより進めることとし、現在上川北部９市町村

を中心に協議を進めることとしており、本年度内

の中心市宣言に向け、作業を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目２点目、複合交通センターについてお答えいた

します。

初めに、基本計画についてでございますが、駅

横地区整備に関しましては、都市再生整備計画を

策定して国土交通省の支援を受けて事業を推進す

ることとして、平成２１年度当初の市連地の状況

を基本として計画を策定してまいりました。委員

会につきましては、３月２５日付で受けて４月１

日より事業に着手しているところでございます。

しかし、既にこれまで市連地中心部にあった大型

宿泊施設が廃業し、取り壊しになったことにより

市連地中心部のイメージや人の流れも変わってき

ております。中心連と駅横に必要な事業の議論は、

商工会議所が中心になって中心市連地活性化特別

委員会、まちづくり委員会などで十分検討されて

きました。その結果、駅横バスターミナルを含め

た２８事業を決定した経緯がありますが、公共で

でき得るところからの事業推進となり、現在認可

をいただいた都市再生整備計画での推進となって

いるところであります。中心市連地の経済動向、

市連地中心部ににぎわいを創出するためにも現在

計画している本事業の推進が必要と考えていると

ころでございます。

次に、ＪＲ名寄駅横整備事業との整合性につい

てお答えをいたします。本事業は、昨年民間事業

者に売却した土地とこれから市が求めようとして

いるＪＲ北海道、名寄市土地開発公社の土地にお

いてバス利用者を初めとする市民の利便性を高め

るとともに、民間が計画している商業施設により

これまでにぎわいのなかった地区に新たなにぎわ

いを創出することを大きな目標として事業化を西

條、商工会議所ともに協議してまいりました。午

前の竹中議員の代表質問でもお答えさせていただ

きましたとおり、国の経済対策の中止により民間

事業において当初計画の変更を余儀なくされてい

る状況となってございます。また、市が整備する

施設につきましては、より多くの市民が利用でき

る工夫としてバスターミナルをベースとして各種

団体が会議や趣味のほかイベントなどに利用でき

る多目的スペースの配置などを協議しているとこ

ろでございます。

次に、中心連活性化と今後の方向性についてで

ございます。御存じのとおり、名寄市中心連の消

費購買力は郊外の大型店の進出により流出したこ

とは定点観測で明らかとなっております。１度離

れてしまった消費者を市連地中心部に呼び戻すこ

とは容易でないと考えておりますが、市民が市連

地中心部に来訪していただける魅力づくりの取り

組みを商工会議所や商店連連合会などと協議しな

がら努力したいと考えているところでございます。

整備計画の目標は、市連地の整備によるにぎわい、

公共交通機関の充実、緑地整備など快適で魅力あ

るまちづくりであります。駅前と３・６地区、そ
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して文化ホールでの事業とそれを結ぶ交通アクセ

ス事業、商店連のファサード事業などであります。

交通結節点の整備とともにアクセスの整備、観光

インフォメーション、さらには商業施設、福祉施

設の整備、商店連のファサード事業等々、市民の

利便性とともに高齢社会に向けて大切な事業であ

ると考えておりますので、御理解をいただきたい

と思います。

次に、市民ニーズと事業計画の実現性について

でございますが、都市再生整備計画の認可には事

前評価として市民アンケートにより市民要望を聞

き取ることが義務づけされており、名寄地区の事

業においてもアンケートにより調査を行っていま

す。要望には駅横地区、３・６地区、文化ホール

などの具体的な施設整備の要望や市連地内の生活

環境の整備など広範な内容となっておりました。

また、本事業の基礎となった中心市連地活性化

基本計画策定の市民との意見交換でございますけ

れども、１つ目に商店連についてでは、各店舗に

特色や魅力がない、やる気、接客、品ぞろえの努

力が不足している、駐車場がないなどの意見があ

りました。２つ目の生活関連では、バス路線の見

直し、市立病院駐車場が狭いなどの意見がありま

した。３つ目に、今後の基本計画構想では、駅、

商店連、市立病院、大学を生かした計画策定を望

む、スポーツ施設、福祉施設の整備を望む、廉売

方式の再構築などでありまして、総合計画との整

合性を図りながら計画づくりを心がけてきたとこ

ろであります。

以上、私からの答弁といたします。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇１番（上松直美議員）

た。

新名寄市総合計画について再質問をさせていた

だきます。ただいま総合計画の概要等について御

答弁いただきましたが、お答えにありましたよう

に総合計画前期計画、平成２３年度で終了するわ

けですが、後期計画について何点かお伺いしたい

と思います。

まず、１点目は、いつごろから策定計画が始め

られるのか、おおよその時期を教えてください。

２点目は、策定手法ですが、前期計画は１００

人の市民を委員に委嘱するなど市民の参画の下に

策定作業が進められていましたけれども、後期計

画については名寄市自治基本条例の施行を受け、

一層の市民参画が必要と考えますが、策定作業に

当たりどのような手法がいいのかお答えください。

以上です。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど上松議員か〇総務部長（佐々木雅之君）

ら、これからのまちづくりの一つのポイントにつ

きましては、より一層の地域の自立化ということ

が先ほど言っておられまして、そのことに対して

は私も同感だというふうに考えています。そこの

自立化をするためにも総合計画の中で計画的な実

施事業を構築していかなければならないというふ

うに思っています。

先般５月２５日に今ローリングをやっておりま

す名寄市総合計画推進市民委員会を開催させてい

ただきまして、加藤市長から新委員さんに委嘱状

の交付をさせていただきまして、２２、２３の２

年間審議いただくことにしました。先ほどスケジ

ュールの関係につきましては、今回の議会が終わ

った後その市民推進委員会の皆さん方と今までの

議論よりももう少し深みのある回数も含めて、若

干委員さんには御迷惑かけますけれども、自治基

本条例の施行も含めてより突っ込んだ話し合いを

させていただきながら総合計画の進行管理をして、

あわせてその中で後期計画の進め方についても議

論をしたいなというふうに考えています。

スケジュールの関係につきましては、６月に市

民委員会の委員長、副委員長と事務局と私たちと

話し合いをさせてもらいまして、今までよりもよ

り深みのある突っ込んだ話し合いができないかと

いうことが１点と、それを受けましてことしの秋

口から後期計画の準備作業を立ち上げまして、各
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種データの集めも含めまして行いまして新年度、

２３年度中に後期計画の策定を市民の委員の皆さ

ん方と一緒に議論をさせていただいて取りまとめ

をしていきたいなというふうなスケジュールを描

いています。詳細の関係につきましては、まずは

市民委員会の皆さん方ともうちょっと議論させて

いただいてから議会のほうにも報告させていただ

きたいなというふうに考えています。

問題は、自治基本条例ができましたので、より

後期計画の策定につきましては市民の意見をどの

ように取り込んでいくかと。それで、今具体的な

話につきましては市民委員会との協議にまだして

おりませんので、これからになりますので、事務

局のほうで考えている方向としましては、少なく

とも大勢の市民に参画をしてもらう必要があるな

と。前回のときも１年間に５回、６回、夜市民の

皆さん方に集まってきてもらって１００人の委員

会さんで仕事をやりました。今回は後期計画の部

分、５カ年間の部分であるのですけれども、今代

表質問も含めていろいろありました厳しい財政状

況の中で、これから１０年先を見越した今後５カ

年間の後期計画はどうあるべきかについては、さ

まざまな市民の意見があるのではないかなという

ふうに思っておりまして、この辺も含めまして少

なくても前回１００人の委員さんにお願いした経

過もございまして、そこは同じレベルで人数的に

は対応していただきたいなと。場合によっては、

もうちょっとふえることになるかもしれません。

それから、新市長が若い世代が選挙に関心を持

っていただきまして当選したということもいろい

ろ言われておりまして、そのことに対しましても

年代別に市民１００人の委員さんをお願いをしま

して、前回もやったのですけれども、年齢的なバ

ランスの関係でいうと、少し若い人の発言する場

がもしかすると少なかったのではないのかと。そ

の辺も含めまして、年齢別の構成についても市民

委員会の皆さんから忌憚のない意見をいただきま

して、できるだけ若い世代、これからの将来の名

寄市を担っていただける若い市民の皆さん方の意

見も積極的に取り入れることで進めていきたいな

と。今事務局で考えているのはその程度なのです

けれども、それらを踏まえまして一番よりよい総

合計画のつくり方、手法についてもうちょっと市

民委員会の皆さんと議論をしてまいりたいという

ふうに考えています。

以上です。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇１番（上松直美議員）

た。

続いて、複合交通センター整備事業について再

質問させていただきます。まず、１点目、ＪＲ名

寄駅横整備事業について、東地区とのかかわりに

考慮した点はあるのかどうか、そこについて質問

します。

２点目は、東地区を含めたバス路線の利便性の

向上について、デマンド交通のようなシステム導

入等はできないのでしょうかということで質問い

たします。

以上の質問にお答えください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

駅横整備にかかわる〇経済部長（茂木保均君）

部分で、東地区との関係について御質問をいただ

きました。

商工会議所が中心となって作業を進めた中心市

連地活性化基本計画、これのときに概要的なもの

ができたときに市内の町内会といいますか、そう

いうところを中心に２２カ所ぐらい御意見を聞く

機会を持ちました。そのときに東地区の方々から

の意見としては、やはり東地区にいわゆるお店が

ほとんどなくなりました。そんなこともありまし

て、利便性のよいところに小売店といいますか、

ちょっとした生鮮食料品店みたいのができないの

かという、こんなことの意見が何点かございまし

た。そういったことにも駅横整備の部分について

は一定の配慮をするというようなことで、小売店

の部分もあの中につくる計画をされているという
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ことでございます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

上松議員も御存じ〇総務部長（佐々木雅之君）

のとおり、名寄の地形というのは平たん地で碁盤

の目のように道路が走っております。名寄市のバ

スの公共交通の運行につきましては、近隣でいい

ますと紋別市を見ていただくとわかるのですけれ

ども、山坂が多くて１年を通じて市民の方々がバ

スを利用するような地理的に余りいい条件でない

ところではバス路線網が発４をしていまして、そ

れから比べますと名寄地区におきましては転勤者

がびっくりするのは、夏場の自転車の多さだとい

うふうに私たちも認識をしております。

そういう観点からいいますと、今のバス路線そ

のものが市民の方々が利用する関係でいうと夏場

は自転車、冬になるとバスが欲しくなると。これ

は、名寄高校に通う通学生の悩みでもありまして、

そういう面から見ると少し恵まれていたのか、バ

スの路線としては恵まれていなかったのか。その

中でも歴代の市長さんが取り組んできましたのは、

市内循環バスを上手に活用して市民の皆さん方の

利便性を向上してきました。その後、東西南北に

市の公共施設を配置して、まちづくりを拡大して

広げていこうという市長さんもいらっしゃいまし

た。そのときに東西バスの路線網を整備をしまし

て、公共施設間の足確保と。それが東地区のほう

にも足が延びていきまして市内循環と東西バスと。

一定程度バス路線については整備をされたのかな

というふうに思っています。最近では、ポスフー

ルに通うバスがまた新たな路線として入ってきま

して、その部分についての東地区にも一定の影響

があったのかなというふうに思っています。

今少子高齢化も含めまして、駅横のところにバ

スターミナルをつくるというのは、高齢化社会を

にらんでまちとしてはコンパクトなまちづくりと

いうことを手がけていますけれども、既に近郊部

のほうに相当の住宅が張りついておりまして、買

い物へ行くにしても高齢化では大変不便になって

きて、なおかつマイカーを使うことも厳しい状況

になっているということで、今公共交通のあり方

についても駅横の関連する事業の一つとして検討

してまいりたいと思っています。

ただ、現実に進めておりますのは東西バスの運

行の時間帯の部分であるとか、そういうことを調

整をしながら地域の皆さん方の利便性の確保、拡

大のほうに向けて作業を進めていますけれども、

民間会社が営業しておりますバスで、東西バスに

よりますと年間約３００９９ぐらいの市の助成も

して運行しておりますので、より地域の皆さん方

に使いやすいようなバスの運行時間であるとか停

留所の関係も含めて、地域要望の関係につきまし

ては御意見を伺いながら進めていきたいと。抜本

的には、公共交通のあり方については、今年度国

交省からの交付金もいただきながら今準備を進め

る作業をしておりますので、その辺につきまして

は御理解を賜りたいというふうに思います。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

どうもありがとうござ〇１番（上松直美議員）

いました。やっぱりひとり暮らしとか、老老夫妻

とか、ひとり暮らしのおばあちゃんたちが結構東

地区、旭東地区にいっぱいおりまして、週に１回

の買い物等についてもタクシーを使って往の ５

００９とか、ポスフールに行ってくるとか、西條

さんに行ってくるとか、そういった現状が私のほ

うに伝わってきまして、その中でやはりただのバ

ス路線の見直しとか利便性の向上だけではなく、

そういった人たちのニーズにこたえた的確なレス

ポンスの早い実効性のある確実にできる方向のも

のをやってほしいと思いますので、ひとつよろし

くお願いいたします。

最後に、私なりのちょっと新名寄市総合計画と

２つ目のＪＲ跡地についての意見を述べさせてい

ただきます。新名寄市総合計画について、市民自

治をベースに地方自治体として行政能力、財政基

盤を強化し、自立性を高め、多種多様の住民ニー

ズの中、住民みずからが主体となる地域自治、住



－145－

平成２２年６月１６日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

民参画のまちづくりが重要になってきております。

少子化、急速な高齢化、労働力の減少による社会

保障の増大、また地球温暖化、オゾン層の破壊等

の問題をどのように解決していくかが問われてお

ります。そこで、協働参画により資源循環型の社

会経済システムの構築が必要となってきておりま

す。そういう考えのもとで、やはり新総合計画を

ローリング及び行政評価システムを踏まえながら、

レスポンスの早い抜本的な見直しをしていく。

次に、ＪＲ名寄駅整備事業について、自分なり

の考えを申します。今後名寄市が中核都市として

広域ネットワークの構築と再生プロジェクト的発

想を生かし、多種多様なニーズと産業構造改革な

どをどのように実行していくかが問われてくると

思います。さまざまな可能性をじっくり検討し、

考察し、あらゆる情報と人的ネットワーク、財源

をしっかり確保し、経済効果が最大限生かされる

プロジェクトとなることを熱望し、一般質問を終

了させていただきます。ありがとうございます。

以上で上松直美議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

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 ３時４５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

署名議員 佐 藤 勝

署名議員 田 中 好 望


