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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１７日（木曜日）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（２５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

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（１名）

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、

５番 川 村 幸 栄 議員

２１番 谷 内 司 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。

名寄市職員提案要綱にかかわって外３件を、佐

藤靖議員。

おはようございます。〇２番（佐藤 靖議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に順

次質問をいたします。

最初に、名寄市職員提案要綱についてでありま

す。市長は、ことし３月２６日、名寄市職員提案

要綱について訓令を発しました。この訓令は、要

綱の第１条で記載されておりますように、市の事

務事業の改善などに関する職員提案を奨励し、実

現することにより職員の士気の高揚と活力ある組

織づくりを進めるとともに、公共の利益向上と効

率的、効果的な行政運営に資するを目的としてい

ます。

また、提案の内容は業務及び作業の能率が向上

するもの、市民サービスが向上するもの、経費が

節減されるもの、収入増加が期待されるもの、公

益上効果が増大するものに該当し、実現可能で具

体的かつ建設的なものでなければならないとして

います。地方財政が厳しくなりながらも市民ニー

ズの多様化が続いている時代にあって、職員の意

識改革の意味合いを込めたと思われる職員の提案

要綱が定められましたことは、今後その成果が大

いに期待されるところですが、この種の職員提案

はいつの時代も求められたことであります。特に

１９８０年に大分県で取り組まれた地域振興運動、

一村一品運動以来全国的に新たな発想による地域

振興策として積極的に取り組まれ、名寄市でも一

課一品運動が求められました。名寄庁内のピロテ

ィーから１階フロアへのスロープなど、一定の成

果を上げたことも記憶に新しいことです。当然の

ことながら、この種の取り組みについては継続的

に実施されているものと考えておりましたが、今

回改めて訓令として名寄市職員提案要綱が作成さ

れたことにかかわり、まず職員提案の過去５年間

の状況及び策定までの検討経過、さらに目指すべ

き成果についてお伺いします。

また、所属長に所属職員に対して事務事業の改

善に関する意欲の高揚を図るとともに、提案の機

運を高めるように配慮をしなければならないと求

めておりますが、具体的にどのような手法で意欲

高揚、機運を高めようとしているのかお知らせを

いただきたい。

さらに、職員研修担当の役割の中で提案の処理

に当たり審査の間、提案者の職及び氏名を秘とし、

採択された場合のみ公表するとしていますが、定

めにある既に提案された事項と著しく類似してい

るもの、単に不平不満または欠点などの状態を記

述しているもの以外については、職員の士気の高

揚と活力のある組織づくりの一助とする意味で公

表されてもよいのではないかと考えますが、御所

見をお伺いします。

次に、安心な名寄づくりにかかわりお伺いしま

す。住宅用火災警報器については、建物火災の死

者に占める住宅火災の死者の割合が約９割を占め、

建物火災の約６割が住宅火災、住宅火災の死者数

の５割以上が６５歳以上、住宅火災の死に至った

原因の約７割が逃げおくれなどの実情から設置が

法制化され、約１年後の来年５月３１日までに設

置しなければならないことになりました。名寄市

では、公営住宅への設置、名寄市高齢者住宅用火

災警報器設置助成事業の実施により高齢世帯を中
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心に一定の成果を上げていると思いますが、昨年

１２月末現在の設置率は全国５２％に対し名寄市

は４ ５％となっています。昨年１年間の火災件

数は１２件、死者１名という状況もあり、さらに

積極的な設置アピールが求められますが、残す１

年間完全設置に向け、市としてどのような対応を

とられるのかお伺いします。

平成１１年１０月１５日に制定された北海道消

費生活条例が昨年１０月１６日に第３次改正とな

りました。ことし４月１日から施行となった同条

例の主な改正点は、悪質商法からの消費者被害防

止に力点が置かれていることでありますし、北海

道消費者協会を初め全道各消費者協会とも悪質商

法被害の撲滅を掲げて取り組んでいるところです。

さきの市政執行方針の中で市長は、消費生活の安

定にかかわり、消費者被害を未然に防止するため

に消費者みずからが正しい消費知識を得られるよ

うに適切な情報提供、消費者相談、講演会などの

啓発活動に努めますとわずか３行で示されており

ますが、これで十分とお考えなのでしょうか。名

寄市においても過去に悪質商法による被害が発生

しているとともに、今後も被害の発生が懸念され

るところですが、まず本格施行となった北海道消

費生活条例に対する市の認識についてお伺いしま

す。

また、改正条例の第１６条第１号の規定に基づ

く不当な取引方法として掲げられている消費者が

依頼または承諾していないにもかかわらず、消費

者の住宅もしくは業務を行っている場所を訪問し、

または住居などに電話をかけることにより消費者

の意に反して、または消費者に対して勧誘を拒絶

する意思表示の機会を与えずに契約の締結を勧誘

し、または契約を締結させること。消費者が勧誘

を受けることを拒絶し、または契約を締結しない

旨の意思を示しているにもかかわらず、契約の締

結を勧誘し、または契約を締結させることなどに

ついては、より周知の徹底で被害の未然防止につ

ながると考えますし、玄関先に不当な訪問販売お

断りなどと明記したステッカーを作成し、市内全

戸に配布する取り組みが必要と考えますが、御見

解をお伺いします。

次に、名寄市立総合病院にかかわってお伺いし

ます。まず、医療スタッフの動向についてであり

ます。市政執行方針では、２０の診療科に４９名

の固定医と７名の臨床検査医、合わせて５６名の

医療スタッフによって診察を行っていますと述べ

られましたが、２１年度中、加えて本年度に入っ

てからの医師、看護師を含め全医療スタッフの退

職者数、採用者数についてお知らせください。

また、新たに総合診療科の設置を掲げておりま

すが、同科を含め名寄市立総合病院の規模として

必要な医療スタッフの数についてもお知らせくだ

さい。特に医療スタッフにかかわり、２００５年

に受けた病院機能評価の際に受けた指導事項をど

う改善されたのか、また昨年の評価の中で新たな

指摘事項があればお教えください。

医師、看護師の確保については自治体病院全体

の課題であり、特効薬はないと考えられますが、

執行方針に掲げられております精神科病棟改築と

駐車場対策とともに、医療スタッフの負担軽減の

ため、一例ではありますが、コンビニ受診化の傾

向も見られる夜間の子供の病気などに対し、応急

対処の方法のほか適切な受診相談に応じる小児救

急電話相談の設置なども検討すべきと考えますが、

御所見をお伺いします。

最後に、ＪＲ名寄駅横整備事業にかかわってで

あります。経緯などについては、これまでの議会

議論、さきの代表質問で一定の理解をするもので

すが、土地の所有者がかわったことで一体開発の

行方も不明朗になっている状況下にあるのではな

いでしょうか。事業内容に関して執行方針では、

バスターミナルを初めとする施設整備、市民の利

便性を高め、市街中心部のにぎわい創出再生につ

ながる事業、名寄市民文化ホールの検討と述べら

れているだけで商工会議所が提案している経済セ

ンターの行方、西條が行う集客施設の概要などは
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不明のままです。改めてＪＲ名寄駅整備事業につ

いて、市の方針をお伺いします。加えて、市、商

工会議所、西條との３者協定書に基づく協議過程

についてもお教えください。さらに、今後の問題

点と課題についてもお伺いし、この場からの質問

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）

おはようございま〇総務部長（佐々木雅之君）

す。ただいま佐藤靖議員から大きな項目で４点の

質問をいただきました。大項目１点目と２点目の

小項目（１）の住宅用火災報知機につきましては

私のほうから、大項目２点目の小項目（２）、

（３）の消費者行政については市民部長から、大

項目３点目は病院事務部長から、大項目４点目は

経済部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いをいたします。

大項目１点目の名寄市職員提案要綱についてお

尋ねがありました。まず、これまでの経緯と策定

までの検討経過についてお答えをいたします。職

員提案制度につきましては、これまで平成１０年

度に旧名寄市が制定した名寄市人材育成基本方針

を合併後についても継承をして行ってきましたが、

人事評価制度の導入を制度化する必要が生じたこ

とから、平成２２年３月に新名寄市人材育成基本

方針を策定して、あわせて職員提案についても制

度化をすることにいたしました。これまで制度化

されていなかったので、職場改善等の提案を初め

事務事業など行政全般に関する提案まで範囲を拡

大して職員のやる気を引き出し、職場の活性化に

つながるよう日ごろから問題意識を持っている個

人やグループからの提案をより促すために制度化

をいたしました。

職員提案の過去５カ年間の状況につきましては、

自主研修グループ、Ｔ・Ｐ・Ｏというグループで

ありまして、スノードーム等の試験研修等を行っ

ております。また、上下水道室の職員では給水台

帳や管路網図のデータベース化、税務課におきま

しては滞納管理システムの構築、財政課におきま

しては起債管理システムの構築など事務の効率化

を目指して、また市民会館の嘱託職員の修理修繕

に対する提案もありまして、この辺につきまして

は積極的に取り組んだことに対しまして一定の成

果を上げたことに対しまして、市としましても表

彰条例の規定に基づきまして特別表彰をしてまい

りました。

目指す成果につきましては、職員提案制度の導

入が組織内で定着をし、職場の縦のつながりを超

えて市民サービスの向上や事務事業の効率化に対

して職員同士が職場の枠を超えてグループ的な議

論や提案ができるような環境づくりができるよう

になることを期待するものであります。また、若

い人でもこれまでの慣習にとらわれず、市民目線

で提案できるような仕組みや余り規制をかけない

自由な発想も今後の行財政改革に必要になること

が考えられます。今後具体的な手法につきまして

は整備をしていくことになりますが、この職員提

案制度を通じまして職員同士が研さんを深めてみ

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、行政全体に関する提案ができるよ

うな取り組みを進めてまいりたいと考えています。

所属長、職員研修担当者等の役割については、

制度の中で職場長の役割として所属職員に対して

事務事業の改善に関する意欲の高揚を図るととも

に、提案の機運を高めるように配慮することにな

っています。具体的には、課内会議や職場会議に

おいて制度の周知や活用について周知するととも

に、積極的に職員に対して働きかけをすることに

しています。その他職場議論だけではなく、職場

を超えて議論ができるような提案制度活用に関す

る研修等の開催についても検討していきたいと考

えています。

提案内容の公表につきましては、現状では審査

の間、提案者の職及び氏名を伏せ、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対して具体的な説

明を行います。さきに述べましたように、この制
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度が組織的に認識をされ、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、行政全般に関する提案ができる

ようにという意識を持つ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

いうことについても公表できるようなシステムづ

くりを目指してまいりたいと考えています。

大項目２点目の安心な名寄市づくりについての

うち、住宅用火災報知機の設置状況についてお答

えします。住宅用火災報知機の完全義務化まで残

り１年となりましたが、昨年１２月の調査では議

員御指摘のとおり設置率は全国平均を下回ってい

る状況にありました。名寄市では、名寄市高齢者

住宅用火災報知機設置助成事業として、平成２１

年３月１日から平成２２年３月３１日まで機器の

購入、取りつけ費用の助成を行ったところであり

ます。当初の計までは ３９７世帯が該当となり、

その７割の世帯が申請すると見込んでおりました

が、実際には市民税課税者、所得割の人数約 ３

００名を０いた約 １００世帯が対０世帯となっ

ておりました。 １００世帯に対する設置世帯数

は８３５世帯で設置率は７６％となり、既に設置

済み世帯と合わせますと名寄市での高齢者世帯設

置率はおおむね８割を超えていると予想をされま

す。

なお、名寄市における住宅火災警報器の設置率

につきましては、消防署が計まをしております防

火訪問等を通して調査をいたしたいと考えており

ます。また、消防署では昨年 ８００世帯の一般

住宅及び独居老人宅を防火訪問し、防火指導とあ

わせて設置促進とチラシの配布、さらに各種普及

活動等を行ってきましたが、今年度は昨年の活動

に加え、共同住宅の所有者に対する説明会の開催、

避難訓練、救急救命講習、町内会及び老人クラブ

での普及活動の実施、さらにタクシーの車両を媒

体とする広報を予定しています。

住宅用火災報知機の普及の原点は、市民の防火

意識をいかに高めていくことができるかでありま

して、そのためには地域に密着した町内会活動と

の連携を深めていくことが大切と考えています。

残り１年、各町内会が行う防犯、交通安全運動に

加え、防火も意識の中に加えていただき、町内会

との連携を図りながら普及促進に努めてまいりま

す。火災等を未然に防止するためには、市民一人

一人に改めて広報等で防火意識を高めるよう意識

づけをするとともに、町内会においては子供たち、

高齢者、体の不自由な方などの火の取り扱いに特

に留意をしていただき、隣近所で助け合う関係を

ふだんから築くことを啓蒙し、防火対策の一環と

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。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは２の（２）、〇市民部長（吉原保則君）

北海道消費生活条例の改正への認識についてまず

お答え申し上げます。

本条例は、消費者と事業者との間の情報の質及

び量の違い、交渉力等の格差に考慮し、消費者の

利益を守り増進することを基本理念に定め、明確

に消費者の利益擁護を掲げ、平成１１年１０月に

制定され、その後２度の改正を経て、ただいまお

話のありましたように今回ますます巧妙になる悪

質商法や振り込め詐欺、死に至ることもある製品

事故等々、消費者生活を取り巻く状況が時代とと

もに複雑多様化している消費者問題により適切に

対応できるよう改正されたところでございます。

主な改正点につきましては、基本理念に消費者

の権利の尊重と消費者の自立支援を盛り込んだこ

と、事業者の責務をより細かく設定したこと、消

費者団体の役割を新設したこと、禁止される不当

な取引方法を明文化したことなどがあり、消費者

被害の発生拡大を防止する上でも大変有効な改正

と認識しているところでございます。名寄市とい

たしましてはこれらを踏まえ、消費者団体との緊

密な連携のもと、市民に対しさまざまな場を通じ

ての消費生活に関する知識の普及啓発活動の推進

に努めてまいりたいと考えているところでござい
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ます。

次に、悪質訪問販売被害撲滅への取り組みにつ

いてお尋ねがございました。悪質商法、不当な訪

問販売に対する住民への周知につきましては、広

報紙や消費者協会、防犯協会、警察署等が発行し

ている住民チラシなどによるほか、消費者センタ

ー、消費者協会によるセミナー、出前講座などに

より被害に遭わないよう注意喚起を促し、啓発に

努めているところでございます。

議員御指摘のステッカーの作成、配布につきま

しては、昨年北海道消費者行政活性化事業の助成

を受け ０００をを作成し、関係機関、団体を通

して配布したところでございます。ただいまお話

のございましたとおり、被害の未然防止と抑止効

果を高めるためには、このステッカーが非常に効

果的と考えますので、今年度も同活性化事業の補

助金を活用し、広く全戸に行き渡るよう努めてま

いります。なお、作成に当たりましては限られた

サイズでございますので、デザインや文言等につ

いても消費者団体とも十分に協議の上、より効果

的なものに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存じます。

また、悪質訪問販売の被害者は、高齢者など社

会的な弱者の方が多いことから、今後とも消費者

団体はもとより地域包括支援センター、社会福祉

協議会など関係機関との連携を一層深め、その撲

滅に向けて地域の安全は地域全体で守るを基本に

さまざまな取り組みを進めてまいりたいと考えて

いるところでございます。

私のほうからは以上でございます。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

項目３番目、名寄市立総合病院にかかわってとの

御質問がありましたので、答弁させていただきま

す。

最初に、医師、看護師を含めた医療スタッフの

退職及び採用の状況についてお答えします。まず、

医師につきましては、退職は平成２１年度末に１

２名、今月の４日付で１名、一方採用は本年４月

１日付で１１名、今月２１日付と７月１日付で１

名採用の予定であります。次に、看護師につきま

しては、平成２１年４月１日時点で２６３名、年

度末までに１８名が退職、その間に随時募集を行

い９名を採用、本年４月１日付で８名、随時採用

でも２名採用しております。今後退職予定が２名

おりまして、差し引き看護師の数は２６２名とな

っております。このほかに臨床心理士１名、診療

情報管理士を新たに１名採用したところでありま

す。

当院の規模として必要な医療スタッフ数につい

ての御質問がありましたけれども、全国的にも医

師、看護師不足が社会問題となっている中、看護

師は現行で１５から２０名ほど不足しているほか、

医師の適正数についてはどのような医療方針にす

るかによって大きく異なってくると思います。例

えば地域完結型の医療方針ですと、ＩＣＵに３人

から４人、呼吸器内科に３人、消化器内科に２人

から３人、このほか精神科にも１名が考えられま

す。現状は、医師法の規定による基準は満たして

おりますけれども、今後も現状以上の医療スタッ

フの確保に努めてまいります。

病院機能評価における指摘事項につきましては、

平成１６年の受審の際に労働安全衛生委員会が法

律で定められているとおりに開催されていなかっ

たことで指摘を受けていました。現在では、毎月

開催をして医師、看護師などの時間外労働状況の

把握を行い、負担軽減につながる取り組みを行っ

ているところであります。なお、昨年１１月に受

審をしました病院機能評価では７領域で５８０小

項目について審査を受け、その結果、審査時点で

は５項目について指摘事項を受けましたけれども、

その後文書による改善報告を行いまして、その結

果、本年３月５日付で通算３回目となる認定病院

となったところでございます。

次に、医療スタッフの負担軽減に関する御質問

がありました。最初に、医師の負担軽減対策につ
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いてでありますが、このたびの診療報酬改定によ

り１０年りりに診療報酬が ５５％引き上げられ

ました。ただし、この中には重点課題として救急、

産科、小児、外科等の医療の再検討、病院勤務医

の負担軽減が掲げられています。前回の改定でも

勤務医の負担軽減のための計ま策定を義務づけた

加算設定がありましたが、今回も急性期看護補助

体制加算等については勤務医負担軽減計ま等が義

務づけされております。加算を取得するための施

設基準に病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に

対する体制という文言も付加されていることから、

各医療機関においては勤務医の負担軽減に向けた

取り組みが必要となっています。当院での取り組

みとしましては、医師への勤務時間、労働実態に

関するアンケート調査を行うほか、毎月開催しま

す安全衛生委員会で時間外勤務の実態を把握、検

証して医師の負担軽減につながる方策をとってい

きたいと考えております。

また、看護師の状況につきましては、代表質問

でもお答えしたとおり１０対１の配置基準は辛う

じて維持はしていますが、夜勤のできる看護師の

数に余裕がないことから、部署によってはオーバ

ーワークになっている状況にあり、早急に看護師

確保が必要となっております。看護師の確保に当

たっては、代表質問での答弁の繰り返しとなりま

すけれども、今定例会において一部改正をさせて

いただいた看護師等学資金の貸与条例の運用、大

学、看護師養成所への協力依頼及び定時、随時募

集による採用のほか、名寄市立病院ＯＢ会やＯＢ

看護職員などのネットワークを活用し、確保に努

めてまいりたいと考えています。さらには、院内

の看護師などからの潜在看護師に関する情報の取

得も必要であると認識しております。このほかに

医師、看護師確保対策の一端として２４時間保育

などの環境整備が求められていることも理解して

おりますので、現行の保育施設での対応が可能な

のかどうか検討してまいります。

コンビニ受診を危惧されての御質問がありまし

た。胆振管内の診療所では、年中無休の２４時間

診療に取り組むなど地域医療のモデルケースとし

て全国から注目を集めておりましたが、いわゆる

緊急性のない軽症患者によるコンビニ受診の横行

が医師の過重労働を招き、その結果、常勤医３人

全員が退職するという事態が起きております。

当院では、正規の診療時間以外にも医師、看護

師を配置して日当直体制をとり、救急診療に備え

ております。夜間、休日診療に係る患者は、平日

の５時以降で１日平均２０から３０名、休日では

１日平均４０から６０人であり、医療スタッフは

通常で小児担当医１名、小児以外の担当医が１名、

そして研修医が１名、合わせて３名、看護部門で

は看護師が３名から５名、薬剤師１名が日直、当

直をしている状況にあります。このほか各種検査、

緊急手術等の呼び出しに対しては各科医師、手術

室の看護師及び放射線技師、医療技術部職員が自

宅待機をしております。

お尋ねの夜間、休日診療に係るコンビニ受診的

患者の状況、現段階では十分に把握はできており

ませんけれども、そのような患者が受診をして本

来の救急診療が必要な患者さんの診療の妨げにな

っている状況にはなっておりません。まれにその

ような患者と思われたときは、医師からできる限

り平日の診療時間内に受診していただくようにお

願いをしているところであります。

御提案のありました小児科救急電話相談の設置

につきましては平成１９年、士別市立病院と名寄

市立総合病院の小児科を当院に集約したときから

夜間、休日に電話相談を受ける体制を既にとって

おります。小児科だけに限りませんけれども、夜

間多いときで１０件ぐらいの電話相談に対応して

おります。周知が足りないとの御指摘を受けるか

もしれませんけれども、対応できるマンパワーの

問題もあり、現状では不都合はないと考えており

ます。よろしく御理解くださるようお願いいたし

ます。

以上、答弁といたします。
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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４点目、ＪＲ名寄駅横整備事業についてお答え

をいたします。

初めに、一体開発の行方についてでございます。

昨年１０月に議会の承認をいただき、土地を株式

会社西條に譲渡させていただきました。この間、

国の経済対策の縮減に伴い株式会社西條において

も相当な計まの見直しを行っており、譲渡した土

地での開発には至らなかったことや具体的な案と

して公表ができなかったことを議会の皆様にも御

心配をかけている状況と考えているところでござ

います。しかしながら、西條からは経済活動にお

いての十分な収支の調査が必要であるとのことか

ら、現在も出店業者の選定など必要な調査活動を

進めていると伺っている状況でございます。また、

西條の事業計まは市が整備する行政機能と相乗効

果のある施設開発を念頭に進めており、市とは随

時調整を進めているところであります。また、現

在の予定地内にはＪＲ北海道の所有地があり、西

條の商業集客施設機能と行政機能の複合化には不

可欠となっていることから、土地の一体利用を推

進するために用地交渉を進めてまいりますので、

御理解をいただきたいと存じます。

次に、３者協定に基づく協議経過についてお答

えをいたします。昨年５月に締結した協定に基づ

き、西條の事業計ま案に対する助言や上部関係機

関との調整など、必要な作業に対する協議につき

ましては定時及び随時開催し、今日に至っている

ところでございます。また、昨年来より計ま立案

を行っていた名寄地区都市再生整備計まが国土交

通大臣の認可を得たことから、複合交通センター

に商工会議所が提案している経済センターの併設

の検討や西條の集客施設と一体となった地区の一

体開発の具体的な事業展開へ移行することから、

引き続き３者での議論を重ね、事業計ま案を樹立

し、パブリックコメントなどにより市民意見を聴

取する機会を設定し、事業化を進めてまいります。

次に、今後の問題点と課題についてお答えをい

たします。厳しい経済環境の中で中心商店街の現

状は、消費者のライフスタイルの変化、モータリ

ゼーションの進展に加え、商圏人口の減少や後継

者不足による高齢化などで商店街の空洞化が進行

しております。中心商店街の最近の問題点として

は、市街地中心部での大型宿泊施設の事業廃止に

伴い人の流れが縮小し、大きく変化してきており

ます。そのため、駅横地区のにぎわいの創出をき

っかけとして市民を誘導する地域に根差した魅力

ある中心商店街を目指し、中心市街地近代化事業

や店舗、事務所の施設整備等の支援策を商工会議

所はもとより、商店街振興組合や個人事業者など

関係者と協議を行い、中心商店街の振興を進めて

いかなければならないと考えているところでござ

います。

以上、私からの答弁といたします。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇２番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問をしていきたいと思いま

すけれども、まず職員提案要綱についてでありま

すけれども、これは私は非常にタイムリーという

か、効果を非常に期待をする要綱であるだけに少

し御質問をさせていただきたいと思うのですけれ

ども、細かい点になるかと思いますけれども、ま

ずはその要綱の市の例規類集に記載しているのは、

部長の答弁の中にも人事評価という部分がありま

したけれども、第４編、人事、第４章、研修、表

彰というところで記載されております。つまりこ

れは、基本的に人事考察に加えるというものなの

か、それとも職員研修の一環という意識なのか、

これによって要するに職員側の受けとめ方がちょ

っと変わってくると思いますけれども、その点に

ついてはどういうふうにお考えになっております

でしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的には、職員〇総務部長（佐々木雅之君）

研修を積極的に進めたいというふうに考えていま
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す。先ほどの実績の関係につきましても平成１７

年、合併前の旧名寄市での実績がほとんどであり

ました。嘱託職員の方については、平成２０年度

ということでありましたので、合併してからやは

り仕事の一元化ということで旧名寄市、旧風連町

の職員が一生懸命にお互いの持っている情報、仕

事のやり方も違っている部分の調整、すり合わせ

もしながら取り組んできて、言葉はちょっと悪い

かもしれませんけれども、もがき苦しんできて合

併後の新名寄市の仕事を事務執行後してきたのか

なと思っていますので、基本的にはやっぱり職員

研修を積極的に拡大をしていきたいなというふう

に考えておりまして、よろしくお願いいたします。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も人事考察というこ〇２番（佐藤 靖議員）

とよりもやっぱり職員研修という意味合いでこの

ことを考えたほうがいいというふうに考えますけ

れども、次にもうちょっと細かく入りますけれど

も、目的の中に使っている士気という言葉、武士

の士を使って士気と。これを辞典でひもとくと、

兵士の戦いに対する意味合いと。ある意味では、

人々が物事を団結して行うことでの意気込みと。

もう一方、志の志気という表現があります。こち

らのほうは、物事をなそうとする意気込み。どち

らかというと、この要綱に合っているのは志の気

のほうだと思いますけれども、それをあえて武士

の士を使う士気を使ったという意味合いは何かあ

るのかというのをお伺いしておきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

この職員提案の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、個人だけというよりは今の仕

事がどちらかというと個人でできることにつきま

しては限界がありまして、業務見直し等の関係に

つきましてもグループを使って先ほども一部答弁

をしましたけれども、縦割りから横のつながりを

大切にした事務事業の改善等も必要なのかなと。

そういうことも含めまして、そのような使い方を

させていただきました。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今までの答弁を見ると、〇２番（佐藤 靖議員）

職員研修の一環であると。もう一つは、そのグル

ープという。そうすると、第６条から第８条、い

わゆる処理から審査までの進め方という流れを見

ていくと、受理した提案が特定の課に限られてい

ると、場合によっては所管に属する課長の意見を

徴し、課長は内容を調査検討した場合は提案に対

する意見書を職員研修担当に提出、その提案参考

意見書があると同意見書を添えて提出審査会に付

すると。この審査会は部次長の構成員で構成され

ている、内容によっては庁議において審査する、

場合によっては審査会で提案者から説明を受ける、

非常にかた苦しくなっております。もっと部長が

おっしゃる例えば縦ラインではなくて横ラインだ

と、個人ではなくてグループだと、グループでい

ろいろ検討して挙げてきたこと、それがこの審査

会で、それは正しいのかもしれません。ルール上

は正しいのかもしれませんけれども、こういうか

た苦しいやり方をしていて本当に提案というのが

受けやすい、出しやすい、発議しやすいものと言

えるのでしょうか。私は、もっと自由闊達に意見

が出せるような運用をしていかないと、それはあ

る意味で再検討というのは今後していくというこ

とになると思いますけれども、そういう意識をも

っと持ったほうがいいのではないかというふうに

思いますけれども、その辺の見解をお伺いしてお

きたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

一部表彰の関係も〇総務部長（佐々木雅之君）

ありましたので、類似するようないろんな市町村

の提案制度の要綱等を調べましてつくりましたけ

れども、趣旨は今議員おっしゃるとおり積極的に

職員から提案制度をさせて手続的な形を明確にす

るということもありましたので、このようになっ

ていますけれども、基本的には縦割りだけではな

くて、さまざまな分野の部分につきまして個人だ

けではなくて職員の提案もできるだけ多く出させ
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たいと思っていますので、制度の要綱の不備なと

ころとか、もう少し出しやすいような環境づくり

については先ほど言いましたように説明であると

か職員研修も含めて積極的な事例も発表しながら

取り進めていきたいなというふうに考えています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も合併から４年が経〇２番（佐藤 靖議員）

過して、旧風連町職員の皆さんあるいは旧名寄市

職員の皆さんそれぞれがやっぱり感じることを、

もっとシステム的に改善をしなければならないと

思っていること、あるいは新しく入ってきた職員

の皆さんが市民感覚で、いや、こういうふうに変

えたほうがいいと思えるような、それがきちっと

発議しやすいようなシステムを何とかやっぱりこ

れを生かしていただきたい。そういう意味では、

部長おっしゃるように課内会議あるいは職場会議、

職員研修、それを積極的に活用するとともに、１

３条の必要な事項は職員研修担当が別に定めると

いうこの要綱があるわけですから、これをもっと

生かしてよりわかりやすい、より効果的なものに

なることを御要望しておきたいと思います。

２点目の安心の名寄市のまちづくりについては、

答弁のとおり住宅用火災警報器については、これ

は個人の意識高揚というのが非常に大切なもので

ありますけれども、一方去年の１２月でまだ５０

％に達していないという状況からいうと、部長お

っしゃるようにやっぱり町内会活動の中でどうい

うふうにこの火災への意識啓発というのをしてい

くか、そのことをやっぱり真剣に考えていただき

たいと。町内会は、おっしゃるように防犯あるい

は交通あるいは育成部、衛生部、それぞれの部は

持っておりますけれども、防火というのはなかな

か広がっていないと。ただ、一番おっかないのは

火災が１件発生した場合、延焼を含め町内会の住

民の皆さんがあるいは亡くなる、あるいはけがを

負うということもありますので、これは町連協と

も連携をしながらぜひ進めていただきたいと思い

ます。

それと、訪問販売防止のステッカーについては

全戸配布を検討されるということでありますので、

それはよしといたしますけれども、私も士別がこ

の基金を使ってシールをつくりまして全戸配布を

しました。それを１をもらってきて自宅に張って、

士別市あるいは士別警察署というのは切り取って、

そこの悪質訪問販売お断りしますという、それだ

け張っているのですけれども、先日見ず知らずの

人がうちのチャイムを鳴らしまして、行こうと思

って、ちょうどうちはベランダから玄関が見える

ものですから、見たら知らない人で紙袋を持って

いて、ぱっと押した後そこに見たのでしょうね。

そのまんまＵターンして帰っていきましたので、

これは効果があると。特に今でも昔、２０年ほど

前につくった悪質訪問販売禁止のステッカーを掲

げている住宅がまだありますし、高齢世帯の皆さ

んあるいは独居の皆さんを含めて門前で払うと。

それに加えて、やっぱりどういう対処をするかと

いうアピールをすると。とにかく被害が起きてか

らはどうにもなりませんので、ぜひそのことは徹

底して進めていただきたいと思います。

さて、病院ですけれども、まず小児、１９年か

ら病院のほうでは小児の電話相談というのを受け

ていると。ところが、それは部長もおっしゃって

いましたが、周知の部分についてはまだ足りない

と。実質それどこで、例えば病院のホームページ

を見ても一切その掲載はありません。小児科のと

ころを開いてもこういう相談がありますとは書い

ておりません。だけれども、どこかでそれをＰＲ

して、それをＰＲして積極的にうたわないと、こ

の小児科の部分のコンビニ受診というのは減って

いかないと。それは何件か、１０件ぐらいあると

いうことでありますけれども、その１０件の方は

どこで知って、どうやって対応しているのかが全

く、アピールをしていかないと見えてこないとい

うふうな、私はやっぱりそれはやっていますとい

うことではないというふうに感じますけれども、

部長はどういうふうに思っていますか。
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香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

夜間の〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

窓口について、主な普通の患者さんの来方として

は、まず事前に電話でこういう容体ですと、そう

いうことでお話しされてくるのが一般的と。そう

いうことで、ほとんど事務当直あたりに聞きます

とそういうことが一番多いですよと。それに対し

て事前にお名前を伺って、カルテや何かを出して

おくと、そういった中でやっております。ただ、

この１９年、確かに議員指摘のとおり私どものほ

うで小児外来についてもこのように相談を受ける

ようにしたところなのですけれども、これについ

ては正直言って対外的というか、周知については

ほとんどしていなかったと、これは率直に認めざ

るを得ないということでありますので、今後この

種の問題については速やかな対処をしていきたい

と、こういうふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、夜のコンビニ受〇２番（佐藤 靖議員）

診、小児科で来た場合は今部長がおっしゃったと

おり、まず患者さんから状況の電話が当直に入る

と。当直は、それを医師には渡さないのですよね。

看護師さんに電話入っていますと。看護師にその

判断はできないのですよね、逆に言えば。こんな

状況です、１週間前から熱が出て、せきがひどい

のでと。それなら、あした受診してくださいと言

われたとき患者さんのほうから何かあったらどう

するのと言われたら、では来てくださいと。それ

は、電話相談ではないのですよ。電話相談という

のは、しっかり番号を明記して、そこでちゃんと

それを受けてドクターが、いや、それならこうい

う対応を今はしておいてあした来てくださいとい

うのが電話相談なので、その辺をやっぱり私は履

き違えたらだめだと。しっかりやっぱりアピール

するときは、その辺も考えてアピールしてもらわ

なければ困るというふうに思いますので、ぜひ善

処をお願いしたいと思います。

特に医師あるいは看護師の確保対策を見ると、

私は看護師確保対策をこれまでも議会あるいは予

算、決算でそれぞれ各議員の皆さんにおっしゃっ

ていますけれども、ずっと言ってきたことは足り

ないのなら、例えば潜在看護師をしっかり確保し

なさいと、したほうがいいのではないかと言って

いて、それは対処していると思っていた。ところ

が、１５日、駒津議員の答弁で市長は市内潜在看

護師の状況把握も必要と考えているということは、

していないということなのです。そうでしょう。

それと、佐藤勝議員の答弁でも看護師確保につい

ては部長が訪問活動をして協力を依頼していると。

看護部長は看護師の全体、先ほどのを言うと２６

２名、この中で今ぎりぎりのものをやっていて、

どうやって調整しようか、参事あるいは課長ある

いは係長と日々そういうやりとりをしなければい

けないのに看護師確保だけは、今度は看護部長が

訪問活動をしていますと。それだけで本当の確保

と言えるのでしょうか。もっとやっぱりそこには

真剣に取り組む必要があると思いますけれども、

これでは万全とは言えないと思いますけれども、

部長はどういうふうにお考えでしょうか。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

例年看〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

護部長が大学も含めて近郊の各看護師養成所、こ

れに対して依頼していることについては、これは

もう過去何十年というか、そういうことでやって

きていることであります。ただ、今言われている

とおり、かなり看護師確保が深刻になっている中

で果たしてそれだけでいいのかと、その方法でい

いのかということだと思いますけれども、それに

ついては例えば看護部長は私はやっぱり率先して

そういう部分に出るべきだと思いますし、ただそ

の場合の陣容についてもただ看護部長が１人で行

くのではなくて、ほかに例えば看護部の中にも参

事というのがおりますので、例えばそういうふう

に複数体制にして病院のそういう看護師確保にか

ける意気込み、そういった部分もまたあらわして

いくのが必要でないのかと、最近このように思っ
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ておりますけれども。

なお、潜在看護師の確保について、何もやって

いないのではないかという御指摘がありました。

今回、本年度１年かけて医療コンサルを導入して

の経費節減、収入増加を図る中で、さきのインス

トラクターの中からもそういう看護師の確保につ

いて、特に潜在看護師についてはなかなか把握は

難しいだろうと思いますけれども、例えば院内の

看護師さんからの情報を得るとか、そういった潜

在看護師に対する。そういった部分でなるべく確

保に努めていってはどうですかと、そういうよう

なアドバイスも受けておりますので、改めてそこ

の部分も強化していきたいと、こういうふうに考

えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

潜在看護師については、〇２番（佐藤 靖議員）

今部長は何もしていないということではないと言

うけれども、今言っているのは何もしていないと

いうことですよ。これからするということですよ。

そこは間違ってもらっては困ると思いますけれど

も。

それと、看護師の雇用条件というのがホームペ

ージにアップされております。それぞれ給料体系

を載っけて正直なのです。物すごく名寄市立病院

は正直だと思うのです、私は。看護師２年卒で１

７万 ２００７、３年卒で１７万 ８００７、４ 

年卒で１８万 ８００７、助産年で２０万７、そ

れはいいです。都市部の病院に比較して当然なが

ら水準が低いというのは、それは名寄市の状況か

らいってそうだというのは、それもいいのです。

その後に続くのですよね。加えて、期末手当につ

いても採用後６カ月以内の場合、在職期間により

期末、勤勉手当が減額になりますと。さらに、注

意書きでも上記給料などの条件は平成２１年１２

月現在の内容ですと。条例、規則の改正により採

用時の条件などが変更になる場合がありますと。

なお、平成２４年３月までの間、名寄市の財政健

全化計まに伴い、給与月額の３％削減されますと。

正直なのです。間違っていないのです。正しいの

です。

ところが、これで本当に新しい看護師がこの状

況を見てくるのかと。今の病院の経営、例えばい

ろんな病院が経営苦しい、自治体病院が苦しい、

赤字がある、いや、でもあれだと言っているとき

により不安感を募るような内容、正直なのですよ、

何回見ましても。もっと書き方があるだろうと。

例えば名寄市立病院は、地域にしっかり貢献して

いますと、名寄市とともに名寄市民あるいは患者

の皆さんに親切にやっていますと。要するにぼか

せとかということではなくて、名寄市立病院が市

民の、名寄市にあってどういう位置にあって、ど

ういう活動をしてきているのか、だからこの地で

働きませんかというふうに、厳しいかもしれない

けれども、やってみませんかというような私は内

容に変えて、これが新しい看護師を確保するとい

うことにもつながるかもしれないので、その辺は

検討すべきと思いますけれども、部長はどういう

ふうにお考えですか。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ホーム〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

ページの件だと思いますけれども、昨年の１１月

に病院の機能評価、これを受けました。その中で、

その過程の中でずっと使っていましたホームペー

ジをリニューアルを取り急いで行いました。そし

て現在に至っております。それは、議員は見られ

ていると思いますけれども、その中で内部の中で

もいろいろ取り急いでつくったものであるから、

見直す部分もあるのではないかという議論もあり

ます。ただ、今御指摘のありました給与について

の削減の関係、これは確かに名寄市は独自削減に

ついてうたっております。お隣の士別ではうたっ

ておりません。稚内、留萌ではうたっております。

こうしたことで、随分いろいろな取り扱いはまち

まちだと思いますけれども、やはり応募する方の

立場からすれば、この削減についてだけ言えば、

やはり正確なところを知っておきたいと、そうい
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うことが私は求められているのではないかなと思

っておりますし、それと病院の魅力についてもっ

と訴えるべきだというお話がありました。確かに

そうだと思います。ことしの年度の病院の方針の

中にホームページの充実と情報の発信、これが一

つのテーマになっております。こういったことも

考えまして、議員の指摘については謙虚に受けと

めていきたいと、こういうふうに思っております。

以上でございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今議論しているように〇２番（佐藤 靖議員）

医師あるいは看護師、医療スタッフの確保という

のは非常に厳しい状況、全国的にこれは厳しい状

況。そういう意味では、だけれども結局やっぱり

医師は院長を含めて独自の世界というのがあるの

で、院長が率先して確保すると。看護師は、これ

も独自のことで看護部長が中心的にやる。それは

当たり前、当然のこと。ただ、私はそれを支援す

る機構というのが事務部に必要だと思うのです。

市長は、お伺いしますけれども、ことし、今回の

行政執行方針の中にことし５月に平成２２年度の

行財政改革実施本部を立ち上げましたと、設置し

ましたという報告をされました。これまでその種

実施本部で年度を区切ったというのは、私は異例

だというふうに感じているのですけれども、この

年度を区切ったというのは、市長がいつもこの議

会でもおっしゃっているスピーディーな検討とい

うことだと思いますので、ぜひこういうスタッフ

の確保についても機構的にどうであるべきなのか

というのを、そういう行財政改革実施本部の中の

でも検討されてはどうかというふうに思いますけ

れども、市長の見解をお伺いします。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

今行財政改革本部が年度〇市長（加藤剛士君）

を区切ってというのは、本年度に限ったことでは

ないのかなというふうには理解をしています。正

直申し上げて、私も入ってまだ２カ月の中で、中

の部分の問題点がすべて把握できているわけでは

ありません。しかしながら、今議員から御指摘い

ただいた意見も含めて、最初の初登庁のときにも

私申し上げましたけれども、明るい元気なまちづ

くりだと。そのためには、まずは市役所から明る

さと元気さと、そうしたことを発信していかなけ

ればならぬと。そのために我々がどうするべきか

ということを考えなければならぬというふうに思

っていますから、そうしたことがまずは行財政改

革の基本かなというふうに思っていまして、今ほ

どからずっと御指摘いただいている人材育成も含

めて、私みずから汗をかいて頑張ってまいりたい

というふうに思っています。よろしくお願いいた

します。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後に、ＪＲ駅横につ〇２番（佐藤 靖議員）

いては最終日、関連の議案もありますので、そこ

でもまた議論を深めたいと思いますけれども、そ

の参考にさせていただきたいのですけれども、こ

の課題というのは去年１０月３０日、民間に売る

というのを議決しました。それは、ある意味で西

條さんがくい打ちもしなければいけないというこ

ともあり、議会としては異例ではありますけれど

も、議長のコメントをつけて議決をすると。その

基本にあったのはやっぱりにぎわい、あるいは一

体感あるいは３者協定書、これが基本にしっかり

あるのだという意味を込めたある意味では議決と。

ところが、それ以降どうも一体感が見えなくなっ

て、事業の特殊性もあるのでしょうが、見えなく

なってきた。特に西條さんがやろうとした高齢者

向け住宅というのは、名寄と伊達に決めようとし

ていたけれども、伊達のほうに決まってしまった

と、名寄はだめでしたと、こういうことでそれも

見えてこない。

そういう中で私は１つ気になったのは、あの協

定書の第１条に速やかにという表現をされており

ます。速やかにというのは、行政的には直ちに、

遅滞なく、速やかに、ある意味では３段階あった

らその３番目、速やかに、あれだけ遊休地がある
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ので急がなければいけないという、速やかにとい

うのはそういうことかと思ったら、ある意味では

３番目と。

もう一つ気になったのは、あの住宅をつくると

きに法令上、出入り口が１カ所ということが許さ

れていたのかと。これは、野間井建設部長にぜひ

この辺は御説明いただきたいのですけれども、当

初計まにあった出入り口１カ所で建設することと

いうのは、法令では可能というふうにあったのか

どうなのか確認をしていきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今３者協定あるいは〇経済部長（茂木保均君）

土地の売買契約書の中で速やかに事業に着手する

と、この意味合いの関係でございます。私どもの

思いとしては、やはりなるべく早く事業に着手す

るというような思いでございました。しかし、先

ほど来お話ししておりますようにやはりこの一つ

の経済不況といいますか、この状況あるいは国の

制度の変更というようなことで、どうしてもやは

り商業ベース、経済ベースの中で収支の問題があ

ります。こういったものがきちっとプラスになる

ようなというようなことを含めて、いろいろ調査

をしているというようなことでやむを得ない状況

かなというふうに思っておりますけれども、名寄

市あるいは商工会議所、そして西條とともにこの

ことについては、いわゆる信頼関係の中で成り立

っている土地の処分でございましたから、今後も

いわゆる当初のこの速やかにという、この思いを

きちっとお伝えをして事業展開をしてもらうよう

に要請をしたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

建物の出入り〇建設水道部長（野間井照之君）

口の関係でございますが、きのう図面を見せてい

ただきました。建築基準法的には、出入り口はこ

の構造物、中身が少しわかりませんけれども、こ

の構造物ですと２方向が必要だということであり

ます。ただ、公道に接している部分では建物は建

築できるということも含めて、一方の方向的には

公道に面しなくてもそういう避難口がとれれば、

避難路がとれれば建てる可能性がある建物だと。

ただ、どんな建物か詳細図面がないので、法的に

は何とも今のところ申し上げられないというふう

に思っています。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

加藤市長の選挙公約について外２件を、木戸口

真議員。

おはようございま〇１３番（木戸口 真議員）

す。ただいま議長のお許しをいただきましたので、

順次一般質問をいたしたいと思います。今定例会

では、私は加藤市長に３件の質問をいたします。

１５日からの代表質問でも質問がなされ、重なる

部分もありますが、皆様方の御理解をいただきた

いと思います。

１点目に、加藤市長の公約についてということ

で、名寄市市長選挙は新人同士の戦いで３９歳の

若さあふれる加藤剛士市長が誕生いたしました。

選挙期間活動中、多くの市民に支持を訴え、多く

の約束をしたと考えます。加藤市長には、６項目

４０件に上る公約を掲げ、見事当選され、合併後

２代目市長となられました。任期の中での公約を

どう取り進めるかを伺います。

１点目に、公約として６項目４０件の市民の皆

さんとの約束をどう進めるのか。

２点目に、公約を進めるに当たり財源確保、市

民理解をどう進めるのか。

３点目に、選挙期間中の中でも発言されていま

したが、責任世代とはどのような世代で、期待す

るところは何なのか。

４点目に、民間出身者の加藤市長が描く目指す

新たな名寄市はどんなものか。

２番目に、現状の名寄市行財政改革について。

加藤市長は、施政方針の中で収入が減少し、厳し

い環境の中でまちづくりを進めるには、行政改革

は必須の取り組みとの考えを示されました。名寄

市の財政状況は、平成２１年５月末現在で基金は



－161－

平成２２年６月１７日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

一般、特別会計合わせて３８一 ５５２万７で市

民１人当たり１２万 ３４４７、また民金は地方

債残高で特別会計を含む全会計総額で４２３一

２７６万７となっています。１人当たり１３７万

７６７７となっております。私は、大変厳しい状

況にあると考えております。待ったなしの行財政

改革をどう進めるのかをお伺いいたします。

１点目に、平成２０年決算、２１年決算見通し、

今後の財政状況をどうとらえているのか。

２点目に、待ったなしの行財政改革を民間会社

名寄市的発想とスピード感を持ってと示されてい

るが、考え方について。

３点目に、その具体的な取り組みについて。

３番目に、定住化促進及び短期移住体験住宅、

滞在型観光の創設について、近年団塊の世代の退

職者の発生、田舎暮らしにあこがれる若者、新規

就農を目指す者、夏場の北海道体験を目的の人々、

近隣市町村でも活発な事業を展開しているもので

ありますが、加藤市長の公約でも体験型観光の創

出、支援、定住型促進のための基盤整備充実を掲

げていますが、考えをお伺いいたします。

１点目に、現在の取り組み状況は。

２点目に、気軽に名寄を知ってもらえる短期移

住体験住宅事業が必要と考えるが。

３点目に、名寄市立大学の名寄休暇村構想提言

をどのように検討されたのか、実現に向けて進む

べきと思うが。

４点目に、近隣では公営住宅、教員住宅などの

有効利用を行っているが、取り組む考えはないの

か。

５点目に、庁内横断的プロジェクトチームでの

対応を検討できないのか。

以上３点を申し上げ、壇上からの質問といたし

ます。よろしくお願い申し上げます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま木戸口議〇総務部長（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。

すべて私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点目の加藤市長の選挙公約についてお

答えします。市民の皆様に約束をした公約につい

ては、任期中の実現に向け、取り組んでまいりた

いと考えておりますが、１０年先、２０年先を見

据えたものもあり、その推進につきましては緊急

性の高い事業に優先順位をつけた対応が必要と考

えています。市立食肉センターの改修につきまし

ては、さきに加工施設に係る実施設計費の補正予

算を提案させていただき、本年度から年次計まを

持って進めたいと考えています。また、市立総合

病院に係る精神科病棟改築や駐車場整備など、利

用者や地域町内会の皆様に御迷惑をかけている緊

急の課題についても早急にその方針を出してまい

りたいと考えています。陸上自衛隊名寄駐屯地の

堅持や行財政改革など不断の取り組みが求められ

る課題や地場産品のＰＲ、地域ブランドづくり等

については精力的に取り組んでまいります。一方、

児童学科の４年制への移行や大学院の設置など、

まだ議論の余地を残すものについては慎重に検討

し、進めていく必要があると考えており、次年度

より策定作業がスタートする総合計まの後期計ま

の中での議論も視野に入れてまいりたいと考えて

います。いずれの取り組みにつきましても議会を

初め市民の皆様との情報共有を図り、御理解のも

とに進めてまいりたいと考えております。

公約を進めるに当たりについてお答えします。

公約の進め方につきましては、先ほどの答弁のと

おりでありますが、公約の中には民間会社名寄市

のように取り組みの視点を変えるもの、これまで

築かれた地域の財産を活用するもの、トップセー

ルスマンとして市長みずから汗を流すもの、ある

いは高速道路、サンルダムの早期着工、名寄駐屯

地の堅持のように市民及び関係の皆さんにともに

知恵と汗をお願いするものなど多くの事業費を要

しないものがあることをまず御理解いただきたい

と思います。

さて、地方自治体の財政状況は、国の三位一体
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改革等による国庫補助金の見直しや地方交付税の

削減など極めて厳しい状況にあります。本市にお

いては、総合計まに基づく計ま的な事業の推進に

努める一方、平成１９年２月に策定した新名寄市

行財政改革推進計まに基づき行財政改革を推進し

てまいりました。この間、負担金、補助金の見直

しや公共施設の統廃合やその受益者負担の適正化

など市民が痛みを伴う見直しもありましたが、そ

の都度市民や関係の皆様に説明をし、理解のもと

に進めさせていただきました。公約の推進に当た

っては、事業内容、規模等の精査により経費の適

正化を図るととに、行財政改革をスピード感を持

って進め、事務事業の一層の簡素化、効率化に努

めるとともに、補助金や適債等の調査、確保によ

り財源を確保してまいりたいと考えています。

また、市民の理解につきましては、市民との情

報共有を努めるとともに、関係の皆さんとの協議、

さらには次年度から始まる総合計ま後期計まの策

定の場においても意見を交わしてまいりたいと考

えております。

責任世代についてお答えをいたします。１９８

０年代以降、経済力や社会構造の変化が起き、団

塊の世代が社会のリーダー的役割を担い初め、そ

の団塊の世代が２００７年くらいから２００９年

にかけ一斉に定年退職を迎え、社会問題になりま

した。市長が考える責任世代とは、親として子育

てに対する責任、子供としてこれまで育ててくれ

た親に対する責任、お年寄りを支える責任、地域

を支える責任など多様な役割を中核的に担うべき

世代を意図しており、これまでの戦後復興を支え

た世代及び団塊世代の諸先輩方の功績に感謝をし、

これからはこれらの世代の人たちが行ってきた責

任ある行いを我々の世代が引き継ぎ、頑張り支え

ていくことが地域社会において求められています。

責任世代の人々がこれからの名寄のまちづくりに

おいて大きな役割を果たすことを期待するととも

に、我々も責任世代として市民の皆様と同じ目線、

同じ感覚を持ち、全力を尽くしてまいります。

市長が目指すまちづくりについてお答えします。

本市は、１００年の歴史の中で培われた文化、知

恵、人材、コミュニティー、さらには各施設など

多くの財産が築かれています。この歴史の中で築

かれた財産を生かし、市民の皆様から愛される明

るく住みよい活力のあるまちづくりを目指してま

いりました。具体的には、１次産業が地場産業の

足腰であるという観点から地域の利点を生かした

農業、農村の持続的な発展や食、観光、物づくり

の連携による地域ブランドの育成により地場産業

の振興や雇用の創造に努めるとともに、道立サン

ピラーパークや新天文台などの豊かな観光資源を

生かした交流人口の拡大を通じ、地域力の創造を

図り、活力あるまちづくりを目指します。また、

２００９年版全国住みよさランキングで高い評価

を受けた都市環境の充実による住みよさの向上と

名寄市自治基本条例の推進による情報共有と市民

参加の促進、市民ニーズに的確かつ迅速に適応で

きる職員の育成を通じ、市民が主体のまちづくり

を進め、市民から信頼され、愛されるまちづくり

を目指します。

大項目２点目の名寄市の行財政改革についてお

答えします。名寄市の財政状況については、財政

健全化法で公表を義務づけられている平成２０年

度決算における健全化判断の４指標では、実質赤

字比率及び連結実質赤字比率では赤字が出ていな

いものの、実質公債費比率及び将来負担比率の数

値が高いことから、大ざっぱではありますが、全

道３５市中では中位ぐらいの位置づけでないかと

考えております。

お尋ねの２１年度の決算見込みについては、現

在決算の取りまとめ分析を行っておりますが、詳

細につきましては今後議会に明らかにしたいと考

えていますが、一般会計の実質収支ではおおむね

４一７となる見込みであります。これは、当初予

算に比べまして政権交代の影響もありまして普通

交付税、特別交付税などが大きく伸びたこと、国

の景気対策に伴う補正予算により２年間で１０一
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７規模の臨時交付金が交付されたこと、経常経費

の削減に努めたことのほか、減債基金の取り崩し

を３一７も行ったことによるものと考えておりま

す。また、今後の財政展望につきましては、平成

２２年度が地方交付税の伸びが期待できるものの、

国の財政状況を考えると２３年度以降の伸びは見

込めず、むしろ菅新政権は地方交付税の削減と地

方の歳出削減を求めてくるという懸念が出ており

ますので、スピード感を持って行財政改革に取り

組むことが最も重要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、民間会社名寄市的発想によることに対し

まして答弁をいたします。平成１９年２月に策定

をしました新名寄市行財政改革推進計まに基づき、

平成２０年度から市長を本部長とする実施本部を

立ち上げて組織のスリム化、使用料、手数料及び

負担金、補助金の見直し、公共施設のあり方など

を検討、見直しを実施してきました。平成２２年

度においても５月２７日に名寄市行財政改革推進

本部会議を開催し、組織・機構検討部会、事業等

見直し検討部会の２部会を設置して協議を進めて

まいります。これまでの行財政改革の中でも民間

活力の導入ということで清掃センターの塵芥収集

業務や道路維持事業の０排雪等の業務について委

託を行っています。指定管理者制度を活用して体

育施設を初め３２施設の公共施設の管理を民間に

指定管理し、施設の利用促進の拡大に努めていま

す。今後も費用対効果の減少と更新する施設の決

算状況を精査しながら地域の雇用確保と施設の有

効活用と安全な施設の管理を調整した上でコスト

の削減も図ってまいります。

また、行政評価についてもこれまで庁舎内での

議論を中心に進めてまいりましたが、今後におい

ては外部評価の導入についても検討を進めてまい

りたいと考えています。行財政改革につきまして

は、これまで島前市長が築き上げてきたものを継

承しながら、民間活力を活用するなどコストの削

減を市民理解を得ながらスピード感を持って対応

してまいります。さらに、職員の人材育成につい

ても基本であるあいさつの励行など市民の立場に

立ったサービスの提供を目指して接遇マニュアル

の作成による指導、新採用職員の接遇研修にも取

り組んできました。また、組織のスリム化に伴い、

業務のマニュアル化等を推進し、窓口業務のより

迅速な対応ができるよう努めてまいりたいと考え

ています。市民の皆様に満足いただけるためには、

窓口のワンストップサービスの必要性は認識して

おります。名寄庁舎においては、スペースの課題

がありますので、同様の効果が出る方策を検討す

るとともに、それに対応できる職員の資質向上に

向けての研修制度の充実についても進めてまいり

ます。

大項目３点目の定住促進及び短期移住について

お答えします。名寄市では、平成１８年度から北

海道移住促進協議会に加盟をし、昨年度組織の見

直しを行ったＮＰＯ法人住んでみたい北海道推進

会議等と連携を図り、行政と民間組織が協働の視

点に立ち効果的なプロモーション活動等の事業に

取り組むべき主に関東、関西圏の団塊の世代の退

職者等に向け、道北の中核都市名寄市の認知度を

上げるべく移住等のＰＲ等を行っています。また、

名寄市のホームページ上にワンストップ窓口を開

設をし、ちょっと暮らし体験プログラムの紹介や

移住関係の相談を受ける等の対応やふるさと会等

の会報などを通じて移住情報を提供しています。

今後は、さらなる情報発信としてホームページの

充実、パンフレットの作成などによるＰＲ事業を

行いながら、道内各市町村や北海道と連携し、よ

り魅力的な移住体験ツアーなどについても検討を

するなど積極的に取り組みを進めてまいります。

次に、定住促進、移住体験事業、滞在観光の創

設についてお答えします。名寄市は、北北海道の

中核都市として交通の便、医療機関の充実、学生

など若者が集う文化があり、また何よりも自然豊

かな環境に恵まれた立地条件にあると考え、この

特色ある条件を生かし、都市住民と交流拡大に取
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り組んでいきたいと考えております。短期滞在型

体験プログラムとして、夏のパークゴルフ体験、

木工クラフト作成体験、冬のカーリング体験、ス

ノーモービル体験、年間を通じて天体観測等のプ

ログラムを準備して対応しております。また、名

寄市は移住関係の滞在施設を保有していないため

市内民間業者とタイアップをし、ショートステイ

マンションやレンタルハウス等を活用しての北海

道体験、ちょっと暮らしを実施しておりますので、

御理解を申し上げます。

（３）の名寄大学の名寄休暇村構想の提言につ

いてお答えします。名寄市立大学白井ゼミの学生

から提言をいただいた名寄休暇村、名寄で過ごす

１週間は、全国各地から来て学んでいる学生たち

が在学中ふるさとから両親や友人たちに夏休み、

冬休みの期間を利用してこの地方を訪れてもらい、

この魅力ある地域財産を生かした滞在型観光を楽

しんでもらい、名寄市の観光事業振興につなげる

提言書をモデルコースとしてまちに活気とにぎわ

いを生み出し、地域のよさを全道、全国に発信す

ること等を目的に提案されたものでございます。

現在名寄市立大学の生徒、学生を合わせて約７７

０名がおり、学生のほとんどは市外、道外から来

られておりまして、道北地域の観光推進にとって

有益な提案であると考えておりますので、広域的

な連携を図ってまいりたいと考えています。

御提言のあったモデルコースにつきましては、

既に道北観光連盟の事務担当者会議に提案をして

おりまして、連盟では今後このプランをもとに市

内、市近郊での滞在休暇を楽しんでもらうモデル

コースを取り入れたパンフレットの作成やホーム

ページへの登載など情報の発信、さらには大学生

を交えての意見交換会も予定していると聞いてお

りますので、道北観光連盟やなよろ観光まちづく

り協会など関係団体とも協議を重ね、実行に向け

取り組んでいきたいと考えております。

続きまして、小項目（４）の公営住宅、教員住

宅などの有効活用についてお答えします。公営住

宅、教員住宅などの有効活用につきましては、申

し込み資格の条件を満たしていれば申し込みが可

能であり、ホームページ上では民間住宅に係る不

動産業者などの移住情報を紹介し、定住促進に向

けた情報発信に努めています。また、教員住宅に

つきましては利用目的のある施設でございまして、

現行のままでは定住促進や移住体験施設として利

用できませんが、教員住宅としての将来的な用途

目的がない場合はその用途を廃止して活用するこ

とは可能でありますので、教育委員会と協議をし

てまいりたいと考えています。

最後に、定住促進の関係で庁内横断的プロジェ

クトについての質問にお答えします。現在正式な

プロジェクトということではなくて、業務処理す

る中で担当部、課を超えた取り組みを行っていま

す。移住関係業務からということではないのです

が、例えば天文台施設敷地にバスを運行すること

ができないかと産業振興課、企ま課、教育委員会

の３者で協議を行っている状況です。あるいは、

駅前再開発計ま策定に関しては産業振興課と企ま

課で協議を進めています。移住関係では、農務課

と企ま課により就農と移住関係の合同相談会にも

参加し、名寄市のＰＲを連携して行っています。

今後も横断的に他課との連携を密にし、移住促進

につながるよう進めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解をお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまそれぞれ〇１３番（木戸口 真議員）

質問に答えていただきました。順次再質問をして

まいりたいと思います。

まず最初に、加藤市長の選挙公約についてとい

うことで、ここにもパンフがあるわけですけれど

も、加藤市長の６項目４０件に余る公約というこ

とで、今も答弁の中にもありましたけれども、優

先順位を間違うことなく任期の中で検討して順次

進めていただきたいと思います。

それで、公約の中で１つ、食肉センターが今補
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正にもちょっと実施設計の分が出ているのですけ

れども、それを１つもうちょっと聞いてみたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。食肉

センターの部分は、と畜場、加工場一体開発とい

うことで、きのうも竹中議員のほうからも新総合

計まの中にも全部、加工場の絵なんか入っていな

かったという部分もあって、今後見直しをしてい

くということだったのですけれども、１つ私がお

聞きしたいのは、大変と畜場については補助事業

がないということで、今の段階では一般会計の実

施設計等の持ち出しですか。６一 ０００万７と

いう説明を聞いているわけですけれども、今の状

況で、先ほどから財政状況が厳しいという中で一

般財源を６一７以上手出しするというのは大変な

ことだと思いますけれども、これらについてニチ

ロと協議をしているのか、そして市としてそうい

ったものが、道の補助事業なんかもというお話も

していましたけれども、そういったものがなくて

も一体開発と言っている以上、途中でこの分は補

助事業なかったから、と畜場の関係はなかなかや

めようということにもならないと思うのですけれ

ども、その辺は今の状況はどういう状況にあるか、

まずお聞きしたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

食肉センターにつき〇経済部長（茂木保均君）

ましては、市長のほうからるる御答弁をいただい

ておりますけれども、詳しいお話をさせていただ

きます。

今お話にありましたように、加工施設につきま

しては国の補助事業、そして補助残の部分につい

ては過疎債ということで、有利な起債というよう

なことで対応を考えてございます。と畜場の関係

については、今現在の状況の中で実施設計を含め

て６一 ０００万７というようなことで、補助事

業の対０については現在の段階では難しいという

ようなことでございます。それで、と畜場債とい

うことを今現在の中では考えておりますが、と畜

場債は今現在金利 ８％、５年据え置き２０年場

還という、こういう起債でございます。

それで、いずれにいたしましてもこの部分だけ

でというのは非常に厳しいというふうに私どもも

認識しておりまして、今お話ありましたいわゆる

応分の財源負担、この部分についてニチロ畜産と

協議中でございます。今現在具体的にニチロさん

が何％持つとか、幾ら持つとかという具体的な数

字を申し上げる状況にはなってございませんけれ

ども、鋭意協議中でございます。

さらには、国の支援というのは難しいというこ

とになってございますけれども、引き続いて国あ

るいは道の支援を強力に要請をしてまいりたいと

いうふうに考えてございます。具体的な財源対策

の時期という部分につきましては、ことしの総合

計まのローリングあるいは来年度の予算編成の時

期ぐらいまでには具体的なお示しをしたいという

ふうに考えてございます。市民理解も含めて、市

長からもお話ありましたように当市に立地する企

業の流出を防ぐためには産業振興の大きな柱とい

うふうに考えておりまして、畜産振興あるいは定

住化対策を含めて御理解をいただきたいというふ

うに考えております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまニチロの〇１３番（木戸口 真議員）

ほうにも応分の負担を求めていきたいと、また来

年度の予算編成までにはそういった形を示したい

という考え方を示されましたけれども、やはり市

民の皆さんも経済効果、また道北の畜産基地とし

てのそういった評価も私は高いと思いますけれど

も、しかしながらそういった負担ということはや

はり今後の、例えばきのうも玄米調製施設の計ま

が出ましたけれども、あれについても有利債のそ

ういった活用がなかなか厳しいというお話を私は

聞いておりますし、そういった中でここの食肉セ

ンターの部分を有利債がなくても進む、そしてそ

ういった企業に対して応分の負担を求めていくと、

こういう形が１つの例としてこれからそういう形

も出していかなかったら市民理解が得られない部
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分があるのかなと思いますけれども、ぜひともそ

ういった応分の負担というものがどの程度なのか、

そして市としてどのぐらいその６一７の事業費に

対して出せる考えがあるのかということを早急に

というか、今後煮詰めていただきたいと思います

し、示していただきたいと思います。

そして、後戻りができないということがまず間

違いないことなのか確認したいのですけれども、

一体事業でやるということですから、もしそうい

った補助事業がなくても取り組むということでよ

ろしいのですか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

今定例会におきまして〇副市長（中尾裕二君）

食肉センター加工施設につきましては、財源の面

で議員の皆さんから大変御心配をいただいており

ますけれども、一方では地域経済を活性化すると

いう大きな使命もまた議会からも提言等もいただ

いているわけでありまして、今回の施設整備につ

きましては直接的な人員で２０人の雇用がふえる

と。家族も含めると５６人ということでありまし

て、これらの経済効果につきましては税も含めて

おおよそ年間 ０００万７、少なくとも ０００ 

万７、かなりの部分が教育あるいは医療等も名寄

ででとされるとなりますと ０００万７程度の効

果があるだろうと、こんなふうに試算をさせてい

ただいております。

一方で、名寄で受け持つ部分につきましては食

肉センターの部分で、これはと畜場債を活用して

今のところ２０年場還ということを想定をしてお

りますけれども、当然利息はかかりますけれども、

２０年で割り返すとニチロさんの負担がなくても

０００万７ですか。当然ここの部分につきまし

ては、議員御指摘のように今鋭意協議を進めてお

りまして、どの程度の割合になるかということは

まだ具体的になっておりませんけれども、早急に

詰めてニチロさんにも応分の御負担をいただくと、

こういうふうに考えておりまして、これら加工施

設と食肉センターは一体の整備でないと機能しま

せんので、ぜひ御理解をいただいてしっかりと進

めていきたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。ぜ〇１３番（木戸口 真議員）

ひとも市民にも私たちにも早急に考え方を示して

いただきたいと思います。

あと、もう一点、公約の中でもう一点だけなの

ですけれども、女性専門外来を公約の中にもうた

っていたかと思うのですけれども、私も選挙期間

中にそういった……これにもちょっと出ているの

ですけれども、これ大変いいことだなと。うちの

家内も女性にとっては最高だなというお話もして

いたのですけれども、後で医療関係の人に聞きま

すと、そんな簡単なものでないと。やっぱり人口

的なものもあって、また先ほどから看護師不足、

そういった医師の確保というのは簡単でないとい

うお話もしていたのですけれども、これらについ

ても今後時間をかけて検討するということなので

すけれども、今の段階で現実的にはどうなのでし

ょうかね。私が聞いた医療関係の人に言わせると、

女性医師の増員のほうが間違いないというお話だ

ったのですが、この辺についての見解はどうなの

でしょうか。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

女性専〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

門外来というか、男性の医師になかなか相談でき

ないような部分、例えば女性特有の症状に対応で

きるような女性医療スタッフによる診察、それが

女性専門外来というふうに認識しております。確

かにうちの病院でもいろいろ外来はありますけれ

ども、特に泌尿器科や皮膚科、小児科、産年人科、

そういった部分では年齢に関係なく女性の医師に

見てもらいたいという傾向が見られると思います。

現在当院では、先ほどお話ししたとおり５６名

のお医者さんがいますけれども、そのうちの女性

は研修医を含めて９名おります。その場合、当院

の全体に占める割合というのは１ ７％という率
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です。ただ、最近、以前の議会でもお話ししたと

おり最近は女性の医師の割合がふえておりまして、

医師国家試験でも約３割が女性の医師と。この傾

向は当分続くだろうと、そういうことで考えてお

ります。ただ、何分にも今はその過渡期でありま

して、それよりもまず医師の絶対数が足りないと。

そうした厳しい状況が考えられておりますけれど

も、今後機会あるたびにそういった女性専門外来

については大学当局に働きかけるように努めて、

なるべくなら任期内で方向性を示していきたいと、

こういうふうに考えております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

簡単にだめだとか、〇１３番（木戸口 真議員）

そんなのではなくて、ぜひとも努めて公約の実現

に向けて努力していただきたいと思います。

それでは、公約についてはあれなのですけれど

も、次に３番目の定住促進にちょっと先にいきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

先ほどから定住化、また短期移住体験事業、また

滞在型の観光の現況ということで報告があったわ

けですけれども、移住に関しても農家の新規就農

あたりは名寄はいるのかなと。ことしも４名とい

うことで出ていたわけですけれども、団塊の世代

や何かを対０にした短期移住とかそういった取り

組みは実際市としてはなかなか、ホームページか

何かで出しているのかもしれないけれども、施設

としては民間にお任せしているという部分もある

ようなのですけれども、昨年あたりのそういった

問い合わせだとか、そういった民間の利用をした

方の人数あたりは実際的にわかるのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

残念ながら地理的〇総務部長（佐々木雅之君）

な条件もありまして、夏場の気候のいい状態のと

きに来られたり、逆に言うと冬のスキーに来られ

る方というのが大体年に１件程度ということです。

その辺を含めまして、かなり道南方面とか札幌近

辺に近いところは地の利があるのかなと。ただ、

ここは旭川空港もありますけれども、やはり本当

に空気がきれいだとか雪質を頼りにしたりして、

あるときには夏のパークゴルフ場が比較的利用し

やすいということも含めて来る方はいらっしゃっ

たのですけれども、そう複数、５件も６件も来る

というよりは大体毎年一、二件程度の問い合わせ

が来る方がいらっしゃいまして、問い合わせは数

件ありますので、器としては民間のものを活用し

て御紹介をさせていただいて、話がうまくまとま

れば来ていただけると、そんなような状況であり

ます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回私が短期移住〇１３番（木戸口 真議員）

型体験住宅ということも提案させていただいたの

は、近隣の士別市で昨年９月から始めているそう

です。それで、これは２つの住宅、Ａ棟とＢ棟は

合宿所になっているそうですけれども、この間ち

ょっと問い合わせてみますと５日以上２カ月以内

の利用ということで、それで夏であれば１カ月、

月額４万 ０００７ということで、格安でことし

はびっしり予約が９月まで入っているということ

なのですけれども、それで担当者に聞きますと、

これは朝日地区でやっているそうですけれども、

今市営住宅、教員住宅、まちの中でもそういった

有効利用できる住宅はないかということで、今検

討に入って来年度から枠を広げたいというお話で

した。

それで、私が今回この質問をしたのは、移住し

ていただくのも結構なのですけれども、やっぱり

名寄を知ってもらうと。先ほどから市長も名寄市

には潜在能力があって、いろんな要素が確かに言

われると士別よりかはあるかなと私は思っている

のですけれども……

（何事か呼り者あり）

それで、それであ〇１３番（木戸口 真議員）

ればなおさらこういった取り組みを先進的にやっ

ぱり取り組んでいただきたいという思いがありま

して、今回こういった取り組みをぜひとも進めて

いただきたい。
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そして、もう一点は、名寄市立大学で名寄休暇

村構想、白井教授が昨年提案したのですけれども、

これが決算委員会や定例会で結構質問されている

のですよね。それで、中尾副市長も結構いいこと

を言っているのですよ、これの実現に向けてと。

それで、私もそうやって調べるとなかなか、協議

されているということなのですけれども、先ほど

の答弁の中にも実現に向けてと答弁の中に返って

きているので、私は先ほど言った今回の質問をす

るときに、加藤市長もそういったものをやっぱり

公約の中で上げて取り進めたいと、そして名寄市

のよさをやっぱり多くの人に知っていただきたい

という、そういった思いがあると思いますし、士

別は牧野市長になって取り組みました。ぜひとも

名寄市もですね。それで、今現状として民間任せ

ばかりではなくて短期体験住宅、こういったもの

に取り組む考えはないのかお伺いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

農業後継者、農業〇総務部長（佐々木雅之君）

の新規就農の関係でいきますと、農業指導をする

方の力もありまして、名寄は全道で先進的な取り

組みもありまして、支援策についても全道ピカ一

の支援策を持っておりまして一定の実績を持って

おります。

今移住、定住の関係で考えているのは、団塊の

世代の大量退職に備えてぜひ北海道で、名寄市で

住んでみませんかと、こういう提案でありました。

この関係につきましては、既にもう数年前に名寄

がずっと関係を持っていました東京なよろ会に緑

丘の第２団地跡地の分譲住宅も含めてさまざまな

検討をして積み重ねてきたのですけれども、なか

なか本州方面にいる方については観光で来ること

とそこに定住で住むこととのやっぱり踏ん切りが

つかないということもありまして、そういうＰＲ

活動、周知活動については市長を先頭にして東京

なよろ会でも事あるごとにＰＲをしてまいりまし

た。そういう状況でありまして、なかなか家を建

ててくれるについては難しいのかなという判断を

していました。

その一方、移住関係の一つの受け皿としまして、

例えばユースホステルを名寄に来て建てられた方

もいらっしゃいますし、名寄の旅館関係とか、名

寄市内には公設というか、第三セクターで持って

いるサンピラー温泉と、それから望湖台もありま

すので、その辺の施設の有効活用も含めてという

ようなこともちょっと考えておりましたので、た

またま士別の例につきましては岩尾内湖の関係も

含めて上手に施設を利用しているという情報もあ

りまして、その辺については今後私たちも既存施

設の有効活用について検討をしてみないといけな

いなというふうには考えております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともそういっ〇１３番（木戸口 真議員）

た近隣でも取り進めていますし、難しい問題はあ

ろうかと思いますけれども、市としてもそういっ

た移住もそうなのですけれども、短期移住型の住

宅の確保も努めていただければと思います。

もう一点、名寄市立大の名寄休暇村構想、これ

先ほども答弁にありましたけれども、学生７７０

名、その中で冬休みとか夏休みの期間に父兄に来

ていただいてという条件は最高に私は整っている

と思うのです。改めて名寄に来てほしいのではな

くて、子供が名寄に来て学んでいるところ、そこ

にぜひとも来てくださいという、改めて名寄市に

来てくれというわけではなくて、そういった子供

がいるところを見てほしいという、こんないい条

件は私はないと思うのです。それで、この実現に

向けて協議しているということなのですけれども、

これに向けてはどのように進めて、どう実現に向

けて取り進めるのか、その辺詳細にちょっとお聞

かせ願えればと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども申し上げた〇経済部長（茂木保均君）

わけなのですけれども、名寄の部分もありますけ

れども、広域的な連携というようなことで道北観

光連盟にもこの取り組みについて具体的に取り組
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んでいただくということが１つと、それから地元

の部分でもＮＰＯなよろ観光まちづくり協会にも

取り組んでいただくというようなことがあります。

協議中というよりは、もう議員提案のとおりこと

しからは実行に向けて取り組んでいくということ

ですから、いわゆるそのパンフレットだとかホー

ムページの登載というだけではなくて、具体的な

取り組みというようなところでやっていくという

ようなことで御理解をいただきたいというふうに

思いますけれども、それはもう当然学生方との話

し合いの場も設ける予定でございますので、そう

いったことを通じて具体的に取り組んでいくとい

うことで御理解をいただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともことしか〇１３番（木戸口 真議員）

ら取り組むということで、行政としても力添えを

かけていただければと思います。

あと、４番目の公営住宅、学校教員住宅という

ことで、公共住宅の有効利用ということで、先ほ

ど目的だとか用途があってなかなか難しいと。私

も先ほど言いましたように、士別はそういった公

営住宅、教員住宅を何とか活用しようということ

で、来年度に向けてそういった取り組みをすると

いうことでお話を伺っております。

それで、これ今回出したのは、昨年の１２月だ

ったかと思うのですけれども、風連日進地区の地

域懇談会の中でも若い世代の方が地域の教員住宅

がかなりあいてきていると。そうした中で、地域

の農業後継者が結構Ｕターンして帰ってきている

のだけれども、なかなか同じ世帯に住むという中

では大変厳しいので、それで地域のそういった住

宅を民りていたり、何か２組ぐらい現実にいたわ

けですけれども、なかなか冬になるとそういった

寒さがあって、今はまちのほうに１組移動された

というお話も聞いて、その地域の方も大変残念が

っていたと。やはりせっかく地域に戻ってきてい

ただいて、そういった地域活動をしていただく。

また、その方は特にそういった一つのボランティ

ア活動みたいなのもしていただいて、大変地域に

根差して頑張っていただけるところだったのです

けれども、そういったものができなかったという

ことで、それであのときも大変厳しいという意見

はあったのですけれども、きのうあたりも学校の

適正配置云々というお話もあったのですけれども、

そういった中でかなり教員住宅があいてきている

という問題もありますけれども、ぜひともそうい

った地域の要望があって、そういう地域にとって

不利益になるようなことがあれば、やはり耳を傾

けてどういったことがだめなのか、そして最善を

尽くせることはどうなのか、条件的には教員住宅

はあるのですから、全くないものに建ててくれと

かそういった要望ではなくて、そういったあるも

のをどうか有効利用して地域に使わせてくれとい

うことを地域で要望しているわけですから、この

件についても今回こういった移住だとか体験だと

か、そういったものに絡めて検討課題として検討

していただけないのか、その点についてお聞きい

たしたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

具体的な地理関係、〇総務部長（佐々木雅之君）

場所関係はちょっとわからないです。

それで、教員住宅の関係につきましては、学校

の周辺にあるところと町場の中にあるところもあ

ります。学校の周辺に存在する教員住宅の関係に

つきましては、教育的な環境との調整も必要なの

かなとちょっと思っていまして、過去には智恵文

地区におきまして中国からの農業研修生のために

使っていない施設を活用したことがあります。や

っぱり学校敷地内にあるについては、使わなくな

った教員住宅であっても果たして地域の方々に貸

すことがいいかどうかについてもうちょっと具体

的な内容をお聞きしましてから検討していきたい

なというふうに思いますので、ちょっとこの場で

はすぐお答えできませんので、御理解賜りたいと

思います。最低でもやっぱり教員住宅の関係は、

場所によって教育的配慮の必要な部分が出てくる
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のではないかと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回移住促進また〇１３番（木戸口 真議員）

滞在型観光ということで各部にまたがったわけで

すけれども、そういった中で私はそういった庁舎

内の横断的なプロジェクトチームをということで

お話をさせていただいたのですけれども、今も連

携をとっているというお話だったのですけれども、

やはりこういう機会をもとに定期的に情報交換す

るだとか、やっぱり年に何回か集まって情報交換

しようだとか、例えば総務ですか、移住。そして

観光は経済、公共施設、公営住宅だったら建設、

または教員住宅だったら教育部といった中で、や

っぱり何回か集まってどうなのだというような、

そういった定期的なものを持って進まないと、こ

ういうのは向こうで何かやっているみたいだけれ

ども、こっちはちょっとわからないのではなかな

か現実的にはいかないと思うのですが、そういっ

た考えはお持ちでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども言いまし〇総務部長（佐々木雅之君）

たように風連庁舎と名寄庁舎は距離感の近さもあ

りまして、職員はしょっちゅう行き来しまして、

具体的な事案が発生したときに速やかに対応させ

ていただいています。今回の天文台の駐車場の問

題につきましても市長が５月の連休中に行かれま

して、職員がすぐうちの総務のほうと教育委員会

のほうと話しして、建設部も働きかけさせていた

だきまして、すぐ土現のほうとも建設部のほうが

行くと、こういう部分でかなりスピーディーな展

開をさせていただいたと思っておりますので、そ

こは常設型でなくても既に臨機応援に職員は対応

しておりますので、御理解を賜りたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともそういっ〇１３番（木戸口 真議員）

た有効的に働く庁舎にしていただきたいこと、実

現に向けて努力していただきたいと思います。

最後になりましたけれども、名寄市の行財政改

革ということで、財政状況は先ほども決算状況で

も全道３５市中、中ぐらいということなのですけ

れども、加藤市長も私が聞いたときに街頭の中で

も名寄市は財政は決して悪くはないというお話を

されていました。すごく悪いとは私も思いません

し、でも決していいほうでもないとは思いますけ

れども、今後の行財政改革の進め方によってだと

私は思います。

それで、先ほど地方交付税や何かが来年はちょ

っといいのではないかと。逆に２３年は大変でな

いかというお話もされてはいましたけれども、こ

とし従来のまちづくり交付金が社会資本整備総合

交付金ということに名前も変わって、何かちょっ

と範囲も広くなったのかなと思いますけれども、

そのことしの状況と、それで一応来年度は一括交

付金制度というものが導入されるという進み方に

なっているのですけれども、それについての見込

み、予定、その辺をお聞かせ願いたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

社会資本整備総合〇総務部長（佐々木雅之君）

交付金の関係につきましては、国土交通省の所管

するものでありまして、そこのところは１年早く

モデル事業ということで一括交付金制度のモデル

ということで実施が進められています。ここにつ

きましては、道路関係、治水、下水道関係、風連

地区でやっておりました従来のまちづくり交付金

関係と、それから公営住宅関係ということで４つ

のカテゴリーでありまして、それぞれそれに必要

な計まを立てて、それに基づいて進行していくと、

こういう状況になっています。

それで、一括交付金の関係につきましては、今

民主党政権が取り進めているのは２３年度に抜本

的に取り組みたいと。そういう形になっています

ので、その辺の状態が見えてくるのは１２月ごろ

でないかというふうに考えています。これは、１

２月の中旬ごろに新年度の予算の関係の概要が出

てきますので、それに地方財政にどのように響く
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のか、国の補助金を削減をして一括交付金で市町

村に出すときに市町村に出すのか、都道府県に出

すのか、そういう形でいろんな交付の形態があり

ますので、実際問題につきましては、うちは補助

事業を上手に使って下水道とか公営住宅とか道路

に取り組んでおりますので、そこは第２交付税的

に人口とか面積によって配分されますと、事業を

やっているところと余りやっていないところにつ

いて差が出るのかなと。そこは第２交付税という

考えでいきますと、将来の施設整備に備えてあら

かじめ市町村に交付するのですよと言われると、

名寄市にとってみると事業量をいっぱい抱えてい

る段階におきましてはちょっと苦しいのかなと、

厳しい状況になるのかなと、こんなような見込み

を持っています。具体的な話につきましては、１

２月の新年度予算に向けての国の方針が決まる段

階でわかってきますので、必ずしも喜べる状態で

はないのかなと。そういう事業をたくさんやって

いることに対するデメリットも頭に描きながら、

合併特例債とか過疎債とか有利な起債を使って、

ここ当分上手な財政運営に心がけていきたいなと

いうふうに考えています。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

地方分権、地方分〇１３番（木戸口 真議員）

権と言われている中でも地方が頑張れば頑張るほ

どお金は使わなければならないということで、大

変イタチごっこかなと思いますけれども、最後に

ちょっとお聞きしたいのですけれども、先ほど行

政改革の中で行政評価は今までどおり庁内、しか

し今後は外部評価の導入を検討したいというお話

だったのですけれども、どのように進める考えを

持っておられるのかをお聞きして、私の質問とい

たします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

いろんな、例えば〇総務部長（佐々木雅之君）

先ほどの病院の機能評価も含めて、たくさんのお

金をかけて、その効果も期待できるところありま

してやっているところもあります。行政評価の場

合については、なかなか行政そのものを評価する

システムを持っているところというのは、この近

隣ではいないのではないかなと思っています。例

えば札幌方面とか東京方面とか、一定のノウハウ

を持った団体もしくは業者さんがいらっしゃるの

かなと思っています。それでも一応自治基本条例

を制定して、できるだけ評価そのものも行政内部

の内部評価から外部評価のほうに切りかえていこ

うと。その辺については、総合計まの後期計まの

策定作業にも入りますので、２２年度中に具体的

にどのようなことができるのか。ただ、莫大なお

金がかかるようであると、それはまたちょっと困

った問題になりますので、いろんな手法を通じて

さまざまな人材が名寄にいらっしゃれば、例えば

公認会計士さんとか行政に明るい税理士さんがい

らっしゃると、また別な話になるのでしょうけれ

ども、なかなかそこまでの人材は人口３万 ００

０のまちではいないのかなと。そうすると、勢い

札幌方面とか本州方面のそういう能力あるところ

にお願いをすると、どの程度のお金がかかるかと、

そういう費用等の問題もありますが、基本的には

何らかの形で外部評価というものはやるべきだと

いうのを基本にしておりますので、この辺もうち

ょっと時間をかけさせていただいて進めてまいり

たい、検討してまいりたいというふうに考えてい

ます。

（何事か呼り者あり）

先ほど言ったので〇１３番（木戸口 真議員）

すけれども、この質問において終わりますと言っ

たのですけれども。

以上で木戸口真議員〇議長（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５９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。
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名寄市の行財政運営から外１件を、大石健二議

員。

緑風クラブの大石健二〇６番（大石健二議員）

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２件４項目について質問を行い

ます。

最初に、加藤市長の所信表明及び市政執行方針、

その中から行財政改革ほか市政推進施策について、

その対応についてお聞きをしてまいります。加藤

市長は、本年４月の市長選挙で市民の皆さんから

圧倒的な支持を得て当選を飾られました。一昨日

来の代表質問から一般質問まで、多くの議員から

加藤市長の所信表明及び市政執行方針にかかわる

質問が相次いでいます。いずれも加藤市長の手腕

に対する期待値が高い、そのことを裏づける証左

と言えると思います。ここでは質問内容の重複を

避けて、行財政改革に焦点を絞ってお尋ねをして

まいります。

加藤市長の行財政改革にかける決意のほどは、

さきの所信表明及び市政執行方針からも十分にう

かがうことができます。加藤市長は、この５月に

前任の島多慶志市長から引き継いだ名寄市行財政

改革推進実施本部の新本部長として、今後大いに

その手腕を発揮される期待値の高い行財政改革に

対するあるべき形と進むべき方向、その立ち位置

について御見解をお伺いをしたいと思います。

次に、名寄市行財政運営から中心市街地の再生

整備と活性化についてお聞きをいたしてまいりま

す。名寄地区市街地区再開発は、御承知のとおり

社会資本総合整備交付金の活用による（仮称）複

合交通センター整備事業のみならず、市街地を構

成する中小企業、零細事業の振興などもあわせて

今後取り組んでいかなければ、仏をつくって魂を

入れずの例えにも似て箱物だけの再開発になりか

ねません。（仮称）複合交通センター整備とあわ

せて（仮称）文化ホールの建設地など、市民の皆

さんの真摯な御意見や御提言を反映した協議の場

を新たに設けることで魅力ある中心市街地の形成

に結実していくものと考えます。この駅横再開発

と文化ホール建設など、トータルで描く市街地再

開発の青写真について、新たにどのような場で協

議を深めるのか。その手法と名寄地区中心市街地

の再生と活性化への取り組みと今後の新たな展開

の工程とその対応についてお聞かせを願います。

次に、名寄市行財政運営からピヤシリヘルシー

ゾーン施設利用についてお聞きをいたします。名

寄市日進地区に広がるピヤシリヘルシーゾーンの

一翼を担う健康の森には、四季を通して健康づく

りや余暇を有意義に過ごす多くの市民の姿でにぎ

わいを見せています。総面積２００ヘクタールの

敷地には、陸上競技場やカーリング場などを初め

サッカー、クロスカントリーコース、パークゴル

フ場、キャンプ場など本格的なスポーツやさまざ

まな文化施設等が整備されている中で、とりわけ

多くの市民で活況を呈しているパークゴルフ場、

今シーズンより早々に利用時間の設定変更が行わ

れています。この利用時間の設定の経緯について

お知らせを願います。

最後に、名寄市立大学の基本理念から名寄市立

大学の品格についてお伺いをいたします。名寄市

立大学短期大学のホームページを拝見すると、大

学案内の冒頭のページに名寄市立大学の基本理念

が掲載されています。それによると、同大は保健、

医療、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項目が基本理念に掲げられてい

ます。この基本理念は、向学の志が高い志願者や

在学生に入学志望や在学への強い動機づけになっ

ているものと推察をいたします。こうした同大の

高い資質を裏づける証左として、高い就職率や各

種国家試験の合格率などからもうかがい知ること

ができます。

こうした中で、４月中旬のある期間、このホー
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ムページ上に忽然と着任間もない青木紀新学長の

「不祥事のおわび」というタイトルが記された記

事が掲載されました。今春に第１期生１３１人を

送り出した晴れの門出に雲が陰るような出来事に

私たちは驚きを禁じ得ませんでした。事件のてん

まつについてお知らせを願います。

以上でこの場からの質問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）

ただいま大石議員〇総務部長（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。

大項目１点目の小項目（１）、行革等については

私のほうから、大項目１点目のうち小項目の

（２）、（３）につきましては経済部長から、大

項目２点目は大学事務局長からの答弁となります

ので、よろしくお願いいたします。

まず、行財政改革についてお答えします。これ

まで大石議員から何回か御指摘のありました行財

政改革実施本部としての協議結果及び進捗状況に

つきましては、市のホームページに掲載をして市

民の皆さんにもごらんいただけるようにいたしま

した。行財政改革につきましては、本年５月２７

日に市長を本部長とする名寄市行財政改革推進実

施本部を立ち上げて議論を進めてまいりたいと考

えております。新市長が誕生いたしましたので、

今まで推進してきました行財政改革にさらに民間

の視点での検証を加え、進めてまいりたいと考え

ています。

行財政改革は、住民に負担を押しつけるかのよ

うな悪いイメージがありますが、施設使用料の場

合、すべて税で賄うと利用する人と利用しない人

で意見が分かれ、受益に応じた負担をどの程度負

担いただくか議論になります。市民に対する十分

な説明をして理解をいただくことが大切と考えて

います。新市長の誕生には、若い世代の動きがポ

イントとなり、国じゅうに閉塞感漂う中で名寄市

にとって大きな転換期になったのではと認識して

おりまして、１０年先を見据え、若い世代の意見

も行財政改革に反映する仕組みの構築を含め、新

たな視点で住民満足度とコストの両面から検証を

行い、市政運営を推進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。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは小項目〇経済部長（茂木保均君）

（２）、中心市街地の再生整備と活性化等から再

生と活性化推進と今後の課題についてお答えいた

します。

平成２１年度で策定しておりました名寄地区都

市再生整備計まは、３月２５日付で国土交通省大

臣の認可を得たところでございます。本年度の事

業について、その後着手してきているところでご

ざいます。事業内容については、駅横地区で市と

民間の協働で取り組む商業業務施設の整備や文化

ホールの建設、中心商業地の整備により市街地内

のにぎわいを創出していくこととしております。

各種施設整備については、今後所管課とともに基

本計ま等を策定し、市民から意見を聴取する機会

を設定するなどして計まを具体化してまいります。

複合交通センターの整備に関しては、用地補場交

渉に必要な調査に着手しており、資料がまとまっ

たことからＪＲ北海道と交渉を進めてまいります。

今後は、施設の基本設計の準備を進めるとともに、

準備が整い次第市民意見を聴取し、詳細設計を経

て施設整備を進めてまいります。

次に、小項目（３）、ピヤシリヘルシーゾーン

施設利用の促進とその施策についてお答えをいた

します。なよろ健康の森パークゴルフ場の利用時

間設定の経緯でございますが、えんれいコースが

平成８年度に、あかげらコースが平成１２年度よ

り市の直営でオープンし、平成１３年度からは有

料化となりました。平成１８年度からは、名寄振

興公社が指定管理者となりましたが、利用時間の

設定がなく日の出から日没までの時間で運営され

てまいりました。名寄振興公社では、４年間の管

理経験の反省と利用者の声を踏まえ、快適な利用

環境の確保及び安全、安心、平等とした運営に一
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部支障を来していることから、芝の養生管理、利

用者の安全確保や事故などに迅速な対応をするた

めにも利用時間の設定についてことしの１月に名

寄振興公社から要望があり、利用時間については

午前８時から午後６時まで、６月から７月は午後

７時まで、適用の時期は平成２２年度のシーズン

からとの要望がありました。

早速市内の主なパークゴルフ愛好団体４団体と

２回にわたり意見交換を行いました。主な意見と

しては、時間設定をすべき意見としては、１つに

は管理者がいないときの事故の対応の問題から時

間設定すべきと。２つ目には、ほかの市町村では

ほとんど有料コースは時間が設定されている。３

つ目には、国際パークゴルフ協会公認コースであ

る。４つには、芝生の維持管理と利用者の安全、

安心のため、これらの意見の中で時間設定をすべ

きということでございます。次に、時間設定すべ

きでないと主張する意見としては、勤め人は朝プ

レーしてから仕事に行くと。朝しかプレーできな

い。土日、祝日は休みでないのでプレーできない。

３つ目には、６月から８月までの月曜日、火曜日、

その期間を芝の養生として、それ以外を５時半か

らとしてほしいという、そういう要望でございま

す。それから、４つ目には、なぜ今になって時間

を設定するのか等々の意見がございました。

その後、３回目の４月の説明会で名寄振興公社

の最大限の譲歩を受けまして、５月中旬から９月

中旬までの土日、祝日を午前６時から日没まで、

その他の平日は午前８時から日没までとした最終

案を提示したところでございます。最終案につき

ましては、４団体のうち３団体については御理解

をいただきましたが、毎日早朝に利用している一

部団体からはこれまでどおりとすべきとの意見が

ございましたが、最終案の内容で今シーズンから

の運営をすることといたしました。前段申し上げ

ましたけれども、時間設定により利用者の快適な

利用環境の確保と良好な芝の養生管理及び利用者

の安全確保と事故などに迅速な対応をするための

ものでございますので、どうか御理解をいただき

たいと存じます。

以上、私からの答弁といたします。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

大きな項目２点目の名寄市立大学の基本理念から

（１）、名寄市立大学の品格についてお答えいた

します。

まず初めに、このたび本学教員が大学の信頼を

損ねる不祥事を起こしましたことはまことに遺憾

であり、改めて議員の皆様並びに市民の皆様に対

して深くおわびを申し上げます。

それでは、お尋ねのありました事案の概要と経

過について申し上げますが、プライバシーの関係

から被処分者をＡ教員とさせていただきます。こ

の事案につきましては、平成２０年８月に本学の

学生からＡ教員がセクシュアルハラスメント及び

パワーハラスメントをしていると人権相談委員会

に訴えが寄せられたことが始まりであります。こ

れを受けまして、人権相談委員会と人権擁護委員

会の合同での対応が始まり、学生に不利益が及ば

ないように十分配慮し、慎重に相談者等からの事

情聴取が行われました。その結果、Ａ教員の言動

に疑いを持たれても仕方がないセクハラ及びパワ

ハラに該当する可能性があることから、平成２１

年６月に学長立ち会いのもとＡ教員に注意喚起の

ための通知が行われました。しかし、その後９月

及び１１月にＡ教員のセクハラとパワハラに関す

る新たな２件の訴えがあり、人権擁護委員会で検

討の結果、６月の通知の時点よりも深刻な状況と

の判断がされ、学長に調査委員会の設置を勧告し、

１２月２日の教授会で調査委員会設置が承認され

ました。その後、本年３月１５日、調査委員会報

告が学長に提出をされました。その中で、教員と

学生との関係性においては、不適切な女子学生へ

のボディータッチ等のＡ教員の行為が日常的に存

在し、これらは環境型ハラスメントに当たること、

また６月の通知後においてもＡ教員の行為等に反
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省の変化が見られないことが報告をされました。

これを踏まえまして、３月１６日、学長から教授

会にハラスメント行為を事由としたＡ教員の懲戒

処分にかかわる審査が付議され、名寄市立大学教

員等懲戒審査委員会の設置が承認されました。

大学としては、調査委員会報告書の検討とＡ教

員に対する事情聴取を行い、学長、副学長、学部

長が３月末をもって定年退職となることから、現

執行部での年度内決着を前提に作業を進めてきた

ところでございますが、Ａ教員の体調不良等もあ

り速やかな事情聴取がかなわず、ようやく３月２

９日に事情聴取となり、規定に定める陳述の機会

等の手続等を踏まえると新年度に引き継いでの対

応とならざるを得ない状況となったところでござ

います。懲戒審査委員会では、Ａ教員による日常

的なセクハラ行為、パワハラ行為があったと認定

するとともに、これまでのハラスメント行為につ

いて素直に認めず、反省もせず、それを改めよう

としていないことから、これらを総合的に見てＡ

教員に懲戒処分が相当と判断し、４月７日の教授

会において６カ月間の停職が決定し、学長の申し

出に基づいて同日付で名寄市長から懲戒処分を行

ったところでございます。あわせて、Ａ教員から

提出をされた退職願も４月７日の教授会において

承認したところでございます。

これらを踏まえまして、翌日の４月８日に記者

発表を行いまして、学長談話で謝罪をするととも

に、ホームページ上でも公表いたしたところでご

ざいます。学内においては、学生に周知をすると

ともに、再発防止と信頼回復に向けて教職員一同

努力をしているところでございます。御理解を賜

りたいと思います。

以上、答弁といたします。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、いただきま〇６番（大石健二議員）

した答弁をもとに再質問をさせていただきます。

多少順番が入り繰りあるのをあらかじめ御承知お

きを願います。

加藤市長は、この第２回定例会の会期末の１８

日で４月１８日の投票日から起算してちょうど２

カ月目になろうかと思います。加藤市長が市政を

担うことが決まった際に発したわくわく、どきど

きするというあのフレーズは、市民の皆さんも大

きな期待と関心を寄せていることだろうと私も思

います。

ここで、名寄市の行財政改革について加藤市長

にお聞きをいたします。私は、基本的に減税もし

くは負担減なき行革は行革とは言えないだろうと

思っています。いろいろ財政の問題については代

表質問、一般質問の中でも取りざたされておりま

すけれども、行革から見た場合の財政について考

えると、今申し上げたように私は基本的に繰り返

しになりますが、減税もしくは負担減なき行革は

行革とは言えないだろうと重ねて申し上げたいと

思います。

顧みると、平成１９年３月に推進されている名

寄市の行財政改革推進計まは、市民の減税や負担

減までには直接結びついていないなと考えます。

合併後の使用料、利用料あるいは手数料、これら

は名寄、風連地区において当座は二重、二層の価

格設定となってしまって、後々負担公平原則とい

う大義名分のもとに、どちらかといえば負担減と

ならないで価格の高いほうに設定されているほう

に準用されているというケースも否めないと、そ

う話す市民も少なくありません。私は、加藤市長

には旧来にまではない着想と発想の転換でぜひと

も長い任期の中で市民の減税、負担増のない新た

な視点と、そしてその期待される手腕で行財政改

革に取り組んでいただけるようお考えをお聞きし

たいと思いますが、よろしくお願いします。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

行革について減税、また〇市長（加藤剛士君）

負担減ということがどうなのかという御質問でご

ざいました。

今、これもまた名前を言ったら怒られるから言

いませんけれども、全国でもそうした首長さんだ
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とかが注目を浴びている現状があるのは重々承知

しているところであります。しかしながら、大都

会とこうした地方都市の違いもあるのでしょう。

また、元来申し上げているとおり国の財政の先行

きの見通しがままならない中で、交付税にかなり

依存している当市においてそうしたことが本当に

将来的にわたって市民の幸福につながるのかとい

うことは、これは慎重にやはり検討していかなけ

ればならぬのかなというふうに思います。それ以

上にさきの答弁でも申し上げたとおり、まずは職

員の皆さんが市民の皆さんに対してしっかりとし

た満足していただける仕事をしていくということ

がまずは第一なのだろうというふうに思っており

ますので、御了解いただき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）

ありがとうございます。〇６番（大石健二議員）

首長として道内では最年少の市長と、あるいは民

間出身、直接的な行政経験が少ない、これらは決

して私はマイナス要因ではないと。むしろ既成概

念や固定観念にとらわれることなくて、新しい名

寄市の再起動を促すような第２代市長として、ぜ

ひとも恐れず、ひるまず、退かずに新名寄市の第

２章の新たなページを記していただきたいと念願

をいたします。

次に、中心市街地の再生と活性化についてお聞

きをしてまいります。先ほど茂木部長から極めて

建設的な御答弁をいただきました。そういう答弁

を踏まえてお話をお伺いしてまいりますが、さき

の新聞事例で商工会議所の専務理事が新たにかわ

るというような報道がありました。こうした人心

の一新というか、新たな有為な人材を迎えること

で新展開も期待できるかなというふうに私は期待

しております。茂木部長にあえてお聞きをするの

ですが、名寄市の中心市街地は私は衰退したと思

っているのですが、茂木部長は衰退の理由につい

てお考えになったことございますか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

衰退の理由でござい〇経済部長（茂木保均君）

ますね。先ほども佐藤議員の質問にもちょっとお

答えいたしましたけれども、やはり郊外型の大型

店、そういったものができたというのも大きな原

因だというふうに思いますけれども、従来から見

ると構造的にいいますとやはり人口の減といいま

すか過疎化、こういったものがやはり非常に大き

な要素としてあるのかなというふうに思っており

ます。どうしても従来、名寄も一番人口の多いと

きは３万七、八千というような時期もありました。

周辺も入れると相当な部分がありました。名寄は、

道北の部分ではかなり周辺のまちから名寄にとい

うようなことで、かなりの買い物客ありましたか

ら、そういった部分というのもやっぱり構造的な

部分として１つあるのだろうと思います。その後、

先ほど言ったようなやはり郊外型の大型店舗、こ

ういった部分も含めてどうしても中心街というも

のが空洞化になってきた。そういう中で、先ほど

言いましたように後継者不足だとか、いろいろな

課題が出てきたと、こういうふうにとらえており

ます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今挙げられた理由も含〇６番（大石健二議員）

めて、さまざまな要因があるのでしょうけれども、

私は市街地に住んでおられる方が郊外に移り住ん

だ、あるいは転入者が郊外に移住した。移住とい

う言葉が当たっているかどうかはわかりませんが、

そういうふうな少し住みかえの時期もあったのだ

ろうと思います。例えばここ二、三日の答弁を聞

いていますと、公共施設を東西南北に配置をした

というような御答弁があったかと思いますが、ど

こでだれがというようには申し上げませんが、例

えば今文化ホールの、あるいは文化大ホールの建

設位置がことしの９月ぐらいまでには結論を導き

出したいというお話がございました。こうした公

共施設が郊外に配置されることによって、住民が

環境のよさを考慮して移り住むというケースもな

くはないだろうと。これは、文化ホールについて
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はまた後ほど質問をしてまいりますが、今挙げら

れた中心市街地の衰退について理由をお聞きした

のですが、そうすると中心市街地をさらに復興さ

せていく有効な手だてというのも考えられますか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

復興という部分がど〇経済部長（茂木保均君）

の程度の意味になるかは別にしましても、やはり

今の現状の部分を少しでもやはり回復していくと

いうことが大事かなというふうに思っております。

そういうためにも名寄市も平成１９年度から中心

市街地の活性化の事業をいろいろ議論をしてきて、

何らかの形で中心市街地の活性化に導く事業とい

うことで取り組んできた経過があります。その後、

なかなか民間事業の部分がまとまらなくて、駅横

を中心とした部分あるいは文化ホールも含めて公

共が主体となる部分について先行で実施をせざる

を得ないような、そんな状況になっておりますけ

れども、しかし引き続いて民間の皆さんのやはり

やる気といいますか、そういったものを何とか導

き出して、３・６を中心とした部分の事業展開を

やっていきたいというようなことで、我々担当の

部分としてはそういう思いで今事業を進めている

ということであります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

３・６の事業を中心に〇６番（大石健二議員）

復興を図っていきたいということでございます。

衰退、復興、今お聞きしてまいりましたが、以前

随分耳にする機会が多かったコンパクトシティー

というのが最近は余り聞かれなくなってきている

のですが、このコンパクトシティーというのは要

するに生活サービスの集積拠点という意味合いで

とらえておられるのだろうと思うのですが、私は

郊外に流出した市民の皆さんに中心市街地に戻っ

ていただければ、人口密度を高めれば今までにな

い活力が生じるだろうと、そう思っております。

そのための手段としてこれまで文化センター、こ

こで出てくるのですけれども、文化センターを郊

外に……文化センターではないですね。文化ホー

ルもしくは文化大ホール、これらの新たに建てる

であろう施設を郊外に建てるのではなしに中心市

街地に持ってくることで人口集積を図るという考

え方も出てくるだろうと思います。

通告の質問では、特にヒアリングはなかったの

ですけれども、建設水道部長と市民部長にちょっ

とお聞きをしたいのですが、もしお答えできなけ

れば、それはそれで結構ですが、建設水道部では

これまでに舗装した道路、上下水道、０排雪関連

のコストを積算していただく、これを条、町名ご

とに。同じように、市民部のほうでは市民税を扱

っておられる、あるいは税を扱っているというこ

とで、固定資産税収を条、町名ごとに積算するこ

とは可能かどうかちょっとお聞きしたいのですが。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

そういう生活〇建設水道部長（野間井照之君）

インフラの部分で条、町名ごとのコストを積算す

るというのは、今の段階ではちょっと私も詳しい

ことは、どういうふうな積算の仕方でしていいか

ちょっとわかりませんけれども、できないことは

ないと思いますけれども、今の段階ではちょっと

無理かなというふうに考えます。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

固定資産税の税額に〇市民部長（吉原保則君）

ついて条、町名ごとに積算ができるかということ

でございますね。御質問ですね。それぞれ条、町

名につきましては、路線価を設定する中で税額計

算、それぞれの土地の形状なり面積等に応じて税

額が計算されているわけでございますけれども、

一つ一つの条、町名ごとの積算というのはちょっ

と現段階では少し困難かなと考えているところで

ございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

かなり時間と労力を要〇６番（大石健二議員）

するものだろうとは思ってはいますが、今すぐや

ってくれということではなしに、ただそうしてい

きますと郊外の投資をした経費と入ってくる税収

との貸方、民方が出てくるだろうと思います。そ
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うすると、貸方、民方でマイナス、赤字になるの

はやはり郊外だろうと。黒字になるのは、やはり

中心市街地だろうというふうに思います。これは、

やってみなければわからないので、何とも言えな

いのですが、ぜひ時間をかけてじっくりやってい

くことで将来図が見えてくる可能性もあるかなと

いうふうに考えますので、ぜひ御検討をしていた

だければと思います。

それでは、あと中心市街地には空き店舗、空き

地あるいは後継者が不在、後継者確保に悩んでい

る経営者の皆さん、いろいろそれぞれ事情を抱え

たスペースがあるのだろうと思います。こうした

スペースを抱えていて、現在茂木部長のほうでや

っておられる中心市街地の活性化計まというのが

デッドロックに乗り上げている１つの要因だろう

というふうに考えます。ここで１つ、不動産、動

産のアマチュアの方、素人の方がやはり鳩首を並

べて相談しても余りいい案というのは出てこない

のかなと、これまでの経過を見ていますと。いっ

そのこと動産、不動産のプロに入っていただいて、

こうしたいろいろ問題を抱えている、悩みを持っ

ている経営者の方あるいは地元にいなくて本州だ、

あるいは道内の各地に散らばっている地権者の皆

さんと連絡、連携をとりながら、中心市街地に集

合住宅あるいは共同住宅を建てることで中心市街

地の人口の密度を高めていくという手法はいかが

ですかね。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄の５丁目、６丁〇経済部長（茂木保均君）

目を含めて、かなりの地主の方がそれなりの多く

の所有をしているというお話は聞いてございます。

そういった部分というのがやはりこの一つの事業

をまとめる部分の中では阻害というか、そういう

要因の一つにもなっている部分は否めないのかも

しれません。これを専門家といいますか、不動産

屋さんを含めたそういったところにというお話だ

ろうと思いますけれども、このことについてはい

ろんな先進的な事例等も道内外であるというふう

に思っておりますので、会議所なんかともいろい

ろ相談しながら、そういった手法について検討と

いうか研究をしていきたいなというふうにちょっ

と思いますけれども、今現在具体的にこうしたい

という部分は持ち合わせておりません。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

少し時間の配分を考え〇６番（大石健二議員）

ながら、後でまた中心市街地の活性化についてお

聞きすることがあるかもしれませんので、御理解

ください。

それでは、大学の答弁をもとに、三澤事務局長

からいただいた答弁をもとにお聞きをしてまいり

ます。先ほど時系列的に追っていただいた御答弁

をいただきましたが、ホームページ上に小さくし

みついた黒い汚点のような事件のてんまつなので

すけれども、私は質問の中でハラスメントという

言葉は使わなかったのですが、三澤事務局長のほ

うでとらえておられるハラスメントというのは、

どういう言葉の定義でお使いになっておられます

か。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

ハラスメン〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

トの定義の部分で御質問ございましたが、実は学

内で人権擁護とハラスメント防止に関するガイド

ラインというのを設けてございまして、その中で

ハラスメントについてということで定義をしてご

ざいます。

この中で、環境型ハラスメントあるいは対価型

ハラスメントということで、大きくは２つの２種

類に分けてこの中では説明してございまして、先

ほど私のほうから環境型ハラスメントということ

で審査委員会の中であったということで御説明さ

せていただいたところでございますが、この定義

というのは性的な言動などにより不快感を抱かせ、

勉学や職務のための環境を悪化させることと、こ

ういう定義がしてございます。さらには、対価型

という部分では権力や腕力など何らかの優位な立

場を利用し、相手に利益を与えることを条件に性
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的な要求をすること、また相手が要求に応じない

場合に不利益を与えることということで、ただハ

ラスメントの部分についてはいろいろ定義してい

る部分がございまして、学内ではこういうことで

ガイドラインで定められていると、こういうこと

でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ハラスメントの定義に〇６番（大石健二議員）

ついて御説明をいただきました。こうした陰湿で

卑劣きわまりないという行為を日常に行っていた

よわい５８も重ねた分別盛りの人物が果たしてこ

のハラスメントというのはお聞きした２０年３月

ごろだけだったのか、短期大学時代の古くからの

行為はなかったのかどうなのか、その辺はいかが

でしょうか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の一連〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

の事情聴取等々の中で、確かに着任をいただいた

短期大学の時代、数名の上司も含めて注意があっ

たというお話は聞いております。ただ、それがハ

ラスメントに当たるのかどうかというのはなかな

か難しくて、その当時は事実解明はされていなか

ったというふうにお聞きしています。どういうこ

とがあったのかというのは、やはり肩にさわった

だとか、周りから見たらあれはセクハラでないの

かだとか、こういう定義の部分があったような話

は聞いていますけれども、具体的に訴えがあった

ということはなかったよ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）

時間の配分を考えなが〇６番（大石健二議員）

ら、もう少し簡単に聞いてまいります。このハラ

スメントで自主退学あるいは自己都合で退職され

た教職員の方というのはいらっしゃるのでしょう

か。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私が知る限〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

りではいないというふうに思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

さらにお聞きをしてま〇６番（大石健二議員）

いります。このハラスメントで心的外傷ストレス

というＰＴＳＤで治療、加療を受けている学生と

いうのはいらっしゃいますか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

今回直接訴〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

えた案件が２件ございまして、専門医の診断では

そういう名称で診断書が出ているということでご

ざいまして、私どもはやはり学生に対してのケア

が一番重要であるということで専門医の相談員と

も相談しながら対応してきたと、そういう経過が

ございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

多くの市民がこの卑劣〇６番（大石健二議員）

なよわい５８を重ねた分別のない男性に対して怒

りを持っているのは、専門の指導分野がソーシャ

ルワーカーという、日本語に訳すと社会福祉ある

いは社会事業というようなことになるのだろうと

思うのですが、その教えている学問とやってしま

った行為が余りにも対極的であるという、その最

も恥ずべき行為を営々と続けてきていたというこ

とが市民の感情を逆なでにしているという側面が

あります。

加えて、大学の下した処分が停職６カ月と。聞

くところによりますと、懲戒解雇に次ぐ最もとは

言わないですけれども、重い処分であるというお

話ですけれども、年ごろのお子さんを抱える市民

の方には今回の大学の寛大な措置は、とってもで

はないが理解できないというお話をされている方

がいらっしゃいます。なぜ最も重い懲戒解雇とい

う処分が行えなかったのかお教えいただけますか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど議員〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

のほうから質問の中で人材をはぐくむ大学と、こ

ういう学問を指導する場で教員がこのような行為

を行ったという部分では、本当に私ども重く考え

てございます。

量定の関係につきましては、実際に私ども今回



－180－

平成２２年６月１７日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

は初めてのケースでございまして、弁護士さんと

もいろいろ相談をさせていただいたという経過が

ございます。やはり訴えがあって初めて事件とし

て出てくるといいましょうか、そんな部分ござい

まして、実際にはすべてのものが訴えにより調査

が始まったかという部分ではない部分もあるもの

ですから、非常に時間を要したという部分もござ

います。

それで、量定を決める際に私どもとしては当然

市の規定等も参考にするわけでございますが、人

事院で国家公務員の部分で懲戒処分についての指

針を設けてございます。これは、標準的な部分が

あって、その内容によって軽減を図るという、重

くしたり軽くしたりと、こういうのがあるのです

が、今回私どもの部分でいきますと今お話にござ

いましたように免職に次ぐ６カ月の重い処分とい

う部分では、先ほど言った内容を踏まえて私ども

としては軽いとは思っておりません。そういう部

分では、弁護士さんとも相談しましたが、私ども

学内ではやっぱり学内で起きた今回の案件という

のは非常に重く見るべきでないのかと、こういう

判断で免職に次ぐ６カ月とされたと。ただ、いろ

いろ免職という部分がございますので、それから

比べたらどうなのだという判断はございますでし

ょうけれども、実際の今回の案件を実際に調べた

部分の中では、私どもは最大に重い処分だという

ふうに学内では考えているところでございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

さらにお聞きしていき〇６番（大石健二議員）

たいなと思うのですが、その処分を申し渡す際あ

るいは申し渡した際に、御本人のほうからは不穏

当な発言があったと聞いてはいるのですが、訴訟

も辞さないというような発言があったのか。つま

り地位保全の確認というような、そういう訴えも

起こすのだというような発言があったのかどうか

お聞きしていいですか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど経過〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

の中で申しましたように相談者等からの事情聴取、

最後は本人からの確認という部分が経過を追って

取り組んできたわけなのですが、その中で本人の

部分では先ほどもハラスメントの定義がございま

したけれども、本人はハラスメントにならないと、

こういう見解も持っていまして、そういう部分で

はそこはやっぱり裁判といいましょうか、お互い

にそういう意識を持ちながら話を進めてきたとい

う経過はありました。私どもとしては、先ほど言

いましたように私どもの弁護士さんを通じて協議

をする中で取り組んできたということで、被処分

者についても弁護士さんと相談しながら対応させ

ていただきますと、こういう話は経過の中でござ

いました。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、懲戒解雇で〇６番（大石健二議員）

もなく諭旨解雇でもないと。本人の自己都合によ

る退職ということですから、当然と言えば当然の

ように退職金も支払われているのだろうなと思う

のですが、名寄市は退手組合に入っていますから、

退職金はこの退手組合から支払われているのでし

ょうか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

そのとおり〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

御本人の反省がないま〇６番（大石健二議員）

まの自己都合による退職なのですが、結果から見

ると御本人は学内で起こしたその罪の重さに良心

の呵責があっておやめになったのだろうと私は善

意の解釈をするのですが、退職金の自主返納を促

す考えはありませんか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど申し〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

ましたように、大学としては今回の事案の部分に

ついては重い処分を下したと、こういうふうに判

断してございます。それで、退職金の関係につい

ては、当然これまでの勤めた年数を含めての部分
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ということなのですが、当然今回の処分を含めて

ペナルティーが付されていると、こういうように

お聞きをしております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回の事件のてんまつ〇６番（大石健二議員）

を時系列で追っていくと、その対応すべきときに

リアルタイムでその対応に必要な定めやガイドラ

イン、要綱が十分に整備されていなかったなと。

その対応が後手で回ってしまって、当事者の自己

都合や虚実を織りまぜた言動に振り回されたなと

いう感じがしないでもないのですが、今後の対応

に十分課題を残しているなと。つまりは、ここ一、

二週間でも道内の大学で２件ほどハラスメントの

報道がなされています。今後のこうした事態に対

する人権擁護委員会あるいは人権相談員、そうし

た組織を含めた対応についてはいかがお考えです

かね。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

１８年に大〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

学を開学しまして、その前は短期大学ということ

で、学内からハラスメント行為をなくすと、こう

いう考えのもとにそれぞれの規定を設け、機関を

設け対応してきたと、こういう経過がございます。

そういう中で、それぞれ教職員全員の研修も実は

参加をするということで、参加を条件に専門の講

師をお招きをして複数の日程を設ける中で対応し

てきたと、こういう経過もございますし、パンフ

等も配布をしたり掲示もしてきてございます。当

然学生にも参加をいただくと、こういうことでこ

れまで取り組みをしてきました。そういう中で今

回こういう事案が出たということでございますの

で、学内では先ほど申しましたように再度引き締

めて二度と起こさないような対応をしようという

ことで、教授会はもちろんでございますが、学長

を先頭にそういう取り組みをしていると。基本的

には、やはり短期大学から慣習としてあります学

生を含めて声かけ運動というのがやっぱり大学の

場合は強化されている部分ございますので、そう

いうものもあわせてひとつ大きく広げていくと、

こういう取り組みをこれからしていきたいと、こ

のように思ってございます。

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。今回この大学の事件について、質問に取り上

げることはいささかちゅうちょがありましたが、

同年代のお子さんを抱える御父兄の皆さんからの

そのてんまつについてどうしても知りたいという

要望がございましたので、あえてお聞きをいたし

ました。

あと４分ほどあります。もう一度、中心市街地

の活性化について１点だけ、まだ２点ほどあるの

ですが、１点だけお聞きをしてまいりたいと思い

ます。商店街あるいは中心市街地の関連でいろん

な関係資料だとかを見ていきますと、なかなか名

寄市にメリットのある事業というのが私には探せ

なかったのですが、たまたまホームページでサー

フィンをしていくと地域雇用創造推進事業という

事業がございました。茂木部長、この事業名は御

存じでしたか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

厚生労働省の事業で〇経済部長（茂木保均君）

はないかなと思うのですが、名前だけはそんなよ

うな記憶があります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

この地域雇用創造推進〇６番（大石健二議員）

事業は、本年度から２０１４年まで４年間だけ実

施するという事業でした。後でまた調べていただ

ければいいのですけれども、この地域雇用創造推

進事業というのは対０事業に選定されると事業費

全部、１０分の１０、丸ごと国の面倒で賄っても

らえます。私、手元にホームページの写しがあり

ますので、よろしかったら差し上げますが、ペー

ジの末尾に、およそ官僚がつくったかどうかはわ

かりませんよ。そういう方がつくったかどうかは

わかりかねますが、どうぞお気軽に御相談くださ

いと、御支援申し上げますと書いてあるのです。
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私、この国の機関でここまで懇切丁寧に書いてい

る案内文というのは余り拝見していないものです

から、非常に関心を持ってあえて茂木部長にお聞

きをしたのですが、ぜひともこの事業について対

０になるかどうか、御検討、研究を進めていただ

きたいと。

まだ２分ありますので、もう一点、事業ありま

したので、お聞きしてまいりたいと。地産地消の

活動に必要な施設整備に対する支援事業というの

を御存じですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

地産地消については、〇経済部長（茂木保均君）

もう国のほうももちろんそうなのですが、道、市

町村、名寄市におきましてもこの部分については

従来から１つの大きなテーマというか、取り組ん

でおりますので、そういった事業もあるというこ

とについては承知しております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今おっしゃるとおり、〇６番（大石健二議員）

これは農水省の水産局技術普及課、こちらでやっ

ている強い農業づくり交付金という名目がついて

おりました。私は、商店街を自転車で随分流すの

ですけれども、どうも今の商店街の夕方、夕げど

きは走ってみても人のにぎわいがないと。あるの

は一部の精肉店と鮮魚店の周辺だけ。昔の商店街

というのは、これに青果店、生鮮野菜あるいはお

総菜が加わった、そういう生鮮３品プラス総菜と

いう、こういう店舗構成で商店街がにぎわいを見

せていたなと思います。今申し上げたこの支援事

業の対０となる事業を調べていきますと、生鮮販

売所みたいのが対０になりそうです。農産物の直

売所と言ったほうがいいかもしれませんが、これ

が施設整備で２分の１の補助があるという。商店

街に農産物の販売所がないというふうになれば、

もしこの事業で支援を受けられるようになれば、

ぜひ検討していただきたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

十分検討して勉強し〇経済部長（茂木保均君）

たいと思います。

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。

指定管理者制度について外３件を、佐々木寿議

員。

議長より発言を許可〇７番（佐々木 寿議員）

されましたので、通告順に従いまして４点につい

て質問をしてまいります。

１点目は、指定管理者制度について、指定管理

者制度とモニタリング評価について伺います。平

成１５年に地方自治法改正により創設された指定

管理者制度は６年が経過しています。当市におい

ても民間企業、団体等、民間事業者を指定管理者

として公の施設の管理を行っております。ところ

が、近年制度発足後数年にして全国各地で指定管

理者の倒産あるいは経営不振、不祥事の発生等に

よる撤退といった破綻の事例が相次いでいるとい

う状況が散見されるようになりました。これらは

公の施設の老朽化、いわゆる減価場却による施設

変化のモニタリングあるいは指定管理者の経営状

況の変化のモニタリング、施設の設置目的と指定

管理者による管理との整合性がとれているかなど

の常にチェックする機能が十分に発揮されていな

いということが挙げられるのではないかと思われ

ます。そこで、公の施設としての管理水準をより

向上させるため、第三者評価制度を導入して客観

的な点検、評価を実施し、指定管理者みずから業

務改善を行うＰＤＣＡサイクルの確立を図ってい

くべきだと思われますが、見解を伺います。

２点目には、教育行政について、初めに学童保

育について伺います。学童保育は、共働き、ひと

り親の小学生の放課後の生活を継続的に保障する

こと、そのことを通して親の働く権利と家族の生

活を守るという役割を持っております。名寄市に

おいて、中央保育所の学童施設が秋ごろ開設の予

定であり、ある程度待機児童や受け入れ人数の対

応はできるものと思っております。しかしながら、

主年が働く環境もふえつつあり、学童保育は年々
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増加傾向にあります。そして、必要とする家庭が

まだいると思われます。名寄市においても子供た

ちが毎日生活し、成長していく子供たちの受け入

れ施設としての条件整備、すなわち施設と職員の

確保、学童保育でも一定の水準を確保する体制づ

くり、自治体の責任の明確化と仕組みづくり等の

体制は確立しているのか、現状の実態把握をして

将来の学童保育に備えるべきと考えますが、見解

を伺います。

次に、小１プロブレムについて伺います。小学

校では、現在小１プロブレムと呼ばれる現０が大

きな問題となっています。このため、文部科学省

は学識者、教育関係者らで成る会議を設置し、幼

稚園や保育所などから問題なく小学校に移れるよ

うにする方法を探ることとしております。幼稚園

や保育所などでは、子供たちの自発的活動として

の遊びが重視されています。これに対して小学校

では、教員による教科の学習が中心となり、時間

割りどおりに授業が行われます。小学校の入学直

後、この違いに戸惑う子供はこれまでも少なくあ

りませんでした。しかし、最近ではいつまでも小

学校のやり方になじめない子供がふえており、教

員の話を聞かなかったり授業中に勝手に歩き回っ

たりするなどして長期間にわたり授業が成立しな

いというケースが増加しているといいます。小学

校長の２ ９％が１年生で授業が成立しない状況

にあったとしており、小学校の４校に１校で小１

プロブレムが発生しているということが調査でわ

かってまいりました。名寄市としての実態はどの

ようになっているのか、現状とどのように対応し

ているのか伺います。

次に、土曜活動について伺います。日本の教育

は、小学校、中学校は義務教育であり、だれもが

就学しています。ですから、教育問題は私たちに

とって非常に身近な問題でもあり、将来の子供に

とっても地域にとっても非常に意味のある大切な

９年間と思っております。このような教育行政の

中で、ゆとり教育という考え方が１９７０年代以

降の詰め込み教育の反省に立って導入された教育

議論が始まりました。近ごろでは、ゆとり教育は

賛否両論がある中で見直しの方向に進んでいます。

現在実施されているゆとり教育を受けて育った世

代をゆとり教育世代と呼りそうですが、その世代

が大学を卒業するのがことしです。つまりこの世

代の一部は既に学校を卒業し、さらに近い将来全

員が社会に出ることになります。一体ゆとり教育

世代が現在どのような状態なのか、社会的にはど

のような評価を受けているのか、実情はわかりま

せんが、土曜日教育の復活、いわゆるゆとり教育

の終了ということが議論されつつある中で、名寄

市としても土曜授業を復活させてもよいのではな

いかと考えます。もちろん現在実施されている冬、

夏休みの縮減しての授業の成果とともに、今後い

ろいろな角度から議論を尽くさなければならない

と思いますが、見解を伺います。

次に、電子黒板の活用実態について伺います。

当市においても電子黒板を本年度市内の全小中学

校に各１台、１５台が導入されました。電子黒板

の有効活用に向けた研修会を全教員対０に各１回

の研修会を予定しているという報道がありました

が、習得実態はどのようになっているのか伺いま

す。電子黒板は、教材を作成することで教師の教

材理解が深まるし、使いながらま面上でペン書き

ができるので、子供たちの学習により生かすこと

ができ、子供たちの授業への意欲が高まり、学力

向上につながるメリットがある一方、ある自治体

では電子黒板を使用するには、ある程度のパソコ

ンの基礎知識が必要になるということで使いこな

せない教員あるいは電子黒板自体が非常に重く移

動が大変だとか、セットに手間がかかるとか、教

材をつくる時間がないとか、こういう課題が出て

きているようです。１校に１台の現状では、さま

ざまな問題と課題があると思いますが、教育現場

の当面の課題と将来の課題をどのように対応して

解決していくのか伺います。

３点目に、医療事業について、初めにコンビニ
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受診について伺います。これは、佐藤議員の答弁

と重複する部分があると思いますが、よろしくお

願いいたします。医療の現場で夜間救急医療の場

に通常の医療を求めて患者がやってくる現０、い

わゆるコンビニ受診が問題になっています。医療

機関にとっては、コンビニ受診は負担になり、医

療現場の疲弊の原因となっていると言われます。

一方、救急患者にとっても受け入れてくれる病院

が少なくなって、場合によってはどの救急指定病

院にも受けられなくて手おくれになりかねないと

いうことになります。都市では、たらい回しと医

療ミスの２択の問題になっている現状があります。

２４時間活動をする社会に呼応し、時間外受診は

さらにふえる傾向があると予想されます。当面の

課題として、夜間、休日に見る医療機関をふやす

医療機関の体制を充実させることも必要なのでは

と考えます。そのためには、医師の待遇や医療現

場の労働環境の整備も必要になってきます。当市

は、コンビニ受診は限られているのかもしれませ

んが、将来的に２４時間活動社会に対応するため

現状をよく調査して、救急診療の実情や夜間、休

日診療に来る人たちの理由などを正確に把握し、

それに沿った医療事業の対応、対策を考慮してお

く必要があると思います。見解を伺います。

次に、家庭医について伺います。地域住民が日

常のさまざまな健康問題を気軽にまず相談できる

最も身近で信頼できる医師、すなわち家庭医であ

りますが、患者の年齢、性別、疾患などにかかわ

らず、どのような健康問題でも専門外などと言わ

ずにとにかく診てくれる、内科、小児科の病気を

中心に外科や整形外科、皮膚科、耳鼻科、精神科

などの一般的な病気に広く対応できる最新の医療

知識や技術を持ち、自分で治療できる範囲を的確

に判断した上で専門医の力が必要な場合は専門病

院にも速やかに紹介する医者、また患者や患者の

家族と密接な連携を保つことで予防治療、リハビ

リなどを行う医者、総合医とも言われているいわ

ゆる家庭医の実態はどのようになっているのか伺

います。

４点目に、防災について、町内会防災体制につ

いて伺います。昨年の第３回定例会において、こ

の防災について質問させていただきました。答弁

では、来年度はぜひ地域連絡協議会または個別の

町内会とタイアップした形で実効性の高い防災訓

練を実施したい、そうした中で防災訓練の成果を

市民の防災意識高揚や町内会における防災活動な

どに生かすことができるのではないかということ

でした。また、地域連絡協議会を立ち上げて実際

に防災のモデル町内会もつくり、災害時要援護者

の把握事業も含め、２町内会をモデル町内会とし

て対応するという答弁もいただきました。

防災に関する意識は、名寄市においては大きな

災害に見舞われることがなかったということで危

機管理意識が低いのではないかと思いますが、か

といって災害に対する備えを怠ることはできませ

ん。災害は予告なしで時間的に余裕のないことが

多く、パニックに陥ることになります。そのため

に常日ごろから自分の防災に対する考え方や組織

立った町内会行動等の整備が住民に安心感と損害

や被災を最小限にとどめることができると考えま

す。そこで、町内会の防災組織、防災モデル町内

会の立ち上げの状況、今年度の防災訓練の概要を

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４点の質問をいただきました。

大項目の１点目と４点目を私のほうから、２点目

は教育部長から、大項目の３点目は病院事務部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

大項目１点目の指定管理者制度についてお答え

します。指定管理者制度は、民間の活力を利用し

て公の施設の管理を行い、コストの削減とともに

住民サービスの向上を図ろうとするもので、本市

における指定管理者の導入状況につきましては平
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成２２年４月現在３２施設、２２団体となってい

ます。

指定管理施設のモニタリング評価につきまして

は、指定管理者制度を導入した公施設の指定管理

者による施設の管理運営及び公共サービスの提供

が協定書や仕様書に基づいて適正に行われている

かを確認し評価するもので、指定管理者に対して

単なるコスト削減だけではなくサービスの質的向

上等の取り組み意欲を高め、自主性や創造性を十

分に発揮できるようにするなどレベルアップを図

るために効果的でありますが、制度の趣旨から指

定管理者に対する関与は必要最小限度にするもの

とすることに配慮しなければならないと言われて

います。本市においても毎年のように予算編成時

に市と指定管理者の間で住民からの苦情、施設の

管理に対する考え方等、それから施設の改修等に

必要な予算措置の関係について協議をして適切な

管理に努めているところであります。

本市においても昨年の１０月に健康の森等の指

定管理の更新作業が実はありました。その段階で

総合的なモニタリング評価の導入を検討した経過

があります。検討の結果、制度の趣旨を理解して

一部ではありますが、管理運営に対する評価シー

トを指定管理者に自己評価をしていただき、それ

に対して担当する課のほうで意見をつけて副市長

を委員長とする部長職レベルでの選定委員会にか

けまして、物によっては指定管理者と直接聞き取

りをさせていただいて評価というか、改善を図っ

ているところであります。

第三者評価の制度の導入に当たりましては、経

営状況の調査など専門性が強く求められるものと

考えておりまして、外部委託によるコストの増も

含めた検討が必要になってくると考えております。

名寄市における地域的な事情ということもあるの

ですけれども、指定管理者制度の課題となってい

るものにつきましては、本市のような地方都市で

は実際に指定管理者となり得るノウハウを持った

地元業者が限られております。第三者評価の導入

をすることによって、勢い大都市の大手業者に寡

占状態を許すことになるのではないかという懸念

もあります。基本的に名寄市の考えとしましては、

できるだけ地元調達可能な事業については地元調

達を基本に進めておりまして、さらに雇用確保の

観点からも慎重に対応してまいりたいというふう

に考えています。当面利用者の利便性を図るため

には、今後もあらゆるチャンネルを利用して指定

管理者の状況把握に努めるとともに、利用者の意

見を聴取するために意見投函箱の設置を一部施設

から拡大をしてまいりたいというふうに考えてい

ます。施設の点検、指定管理者との意見交換等か

ら管理水準の向上を図りながら他市の状況等も参

考にさせていただき、第三者評価制度については

さらに研究してまいりたいと考えております。

大項目の４点目、町内会防災体制についてお答

えします。お尋ねの自主防災組織の立ち上げ状況

につきましては、本年６月現在で名寄地区で１町

内会となっております。しかし、ことし当初にお

いて名寄地区の町内会に自主防災組織と災害要援

護者の把握状況について聞き取りした結果、自主

防災組織を有している町内会はありませんでした

が、６８町内会中６４町内が回答をしたうち、２

７の町内会から自主防災組織の立ち上げを考慮し

ているという回答をいただきました。同じように

風連地区におきましては、１４町内会中８町内会

が自主防災を立ち上げることを考慮しているとい

うふうにお聞きをしております。

また、災害時にも活用できる要援護者の把握事

業においても名寄地区におきましては既に３９町

内会が民生委員さん等によるリストの把握等の事

業を行っており、今後自主防災組織を立ち上げる

ことにより本人等から同意を得られた要援護者情

報を防災関係機関と共有し、災害時に当該者の安

否の確認ができるよう防災モデル町内会の選定を

し、働きかけをしていきたいと思っています。な

お、風連地区においては２町内会がリスト把握を

行っている状況であります。
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地域連絡協議会との関係であります。防災訓練

の成果を市民の防災意識高揚や町内会における防

災活動などに生かすことができるようにするため、

防災訓練のやり方を平成２２年度から防災訓練に

町内会の自主的な取り組みを行うことで考えてお

ります。メニューといたしましては、初期の情報

収集伝達訓練、消火訓練、避難訓練、救護訓練な

どとともに図上訓練をイメージトレーニングで町

内会ができる災害時の対策を考えてもらうなど、

より実効性の高い訓練を取り組むことを考えてい

ます。今年度では、希望地区及び風連地区を対０

にこれらのメニューを提示して行うことで考えて

います。また、市災害ボランティア、他の防災機

関等の災害時の動きの連携についての防災訓練に

ついては、今までどおり継続して行っていくこと

が肝要であり、風連地区の町内会の訓練と同時期

に行うこととし、訓練体制の充実を図ってまいり

たいと考えております。

Ｊアラートの関係につきまして、全国瞬時警報

システム、通称Ｊアラートとは通信衛星と市町村

の同報系防災行政無線等を利用し、緊急情報を住

民に瞬時に伝達する消防庁が整備した全国瞬時警

報システムの通称であります。津波や地震など対

処に時間的余裕のない事態が発生した場合に、通

信衛星を用いて消防庁から情報を送信し、市町村

の同報系防災行政無線等を自動起動するなどして

住民に緊急情報を瞬時に伝達することができます。

名寄市全国瞬時警報システム導入に係る北海道

防災情報通信設備整備事業交付金の執行につきま

しては、当予算は２１年度の予算でありましたが、

システムや機械の生産が２１年度で間に合わない

ことから、２２年度に全国の自治体に供給できな

いこととなりました。そこで、２２年度で予算を

繰り越しをしまして夏場以降に執行する予定で今

準備を進めています。最新の情報では、１０月以

降に供給が整いまして１２月以降に、システムの

構築等もありますということで、当初の予定より

は若干おくれる予定というふうに聞いております。

費用につきましては３００万７で、設置場所は名

寄庁舎３階総務部の部屋の中に配置をし、ＦＭ放

送の緊急割り込み装置と連動をして緊急時に対処

できるように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。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

２、教育行政についてお答えさせていただきます。

小項目１、学童保育についてです。最初に、放

課後児童対策の学童保育の現状について説明をい

たします。現在名寄市では、公設で南児童クラブ

と風連児童クラブの２カ所、民間ではコロポック

ルとどろんこはうすの２カ所で学童保育を開設を

しており、そのほかに公設で自由来館型の児童セ

ンター１カ所と児童会館が１カ所を運営をしてお

ります。

御質問のどの保育所においても一定の水準を確

保する体制づくりについてでありますが、学童保

育所は社会福祉法の第２種社会福祉事業に位置づ

けされ、社会福祉法並びに児童福祉法のほか各種

の通達によって設置、設備、運営について基準が

定められております。また、国が示す放課後児童

クラブガイドラインというのは、子育てと仕事の

両立支援に対するニーズの増大から１４項目にわ

たるガイドラインを策定し、児童クラブとして望

ましい運営内容を目指すよう指導がございます。

名寄市におきましても、これらの定めに基づきど

の学童保育所においても一定の水準を確保し、児

童の健全育成並びに福祉の向上を目的に資質の向

上を目指して運営をしております。

次に、学童保育所に対する自治体の責任とその

仕組み、体制の確立についてでありますが、公設

の南児童クラブにつきましては利用希望者の増加

が予想されましたので、平成２１年度に南小学校

の御理解をいただきスペースの拡張工事を行いま

した。また、風連児童クラブにつきましては国が

示すガイドラインに基づき、児童館と児童クラブ

を分割するために旧風連福祉センターのこれから
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の解体に伴って、その北側に平成１２年に増設さ

れました研究室をそのまま活用するために本年度

改修工事を行いまして、１１月の開設を目指して

いるところであります。

なお、公営の運営につきましては保護者の会、

名寄市児童クラブ運営委員会におきまして運営内

容を審議をいただいております。民間の学童保育

所は、それぞれ長年にわたり運営の実績がありま

す。利用者からの一定の信頼もございます。利用

する保護者による運営委員会によって運営方針、

それから運営内容を決定をしており、財政面につ

いては市と毎年学童保育所運営委託契約を締結を

して運営費を補てんをしております。経済状況や

社会情勢の変化により、学童保育所の利用希望者

が増加していることから、旧中央保育所を学童保

育施設として再活用することとして、本年１０月

の開設をめどに耐震補強工事と施設内部の改修工

事を実施して利用希望にこたえてまいりたいと思

います。

次に、実態把握による将来の学童保育行政に備

えるべきという点についてでありますが、将来の

学童保育所利用希望者を予想することは、社会情

勢や経済情勢により影響が大きいために難しいと

ころもございます。平成２０年１月に作成いたし

ました名寄市小中学校適正配置等検討委員会報告

による児童生徒数の将来推計から、毎年の学校別

入学児童数並びに過去３年間の利用率等を基本に

算出をして将来の学童保育行政に備えてまいりた

いと思いますが、今後小学校の児童数につきまし

ては御存じのように減少傾向にありますが、社会

情勢の大きな変化がなければ現状の利用数で当分

推移するのではないかと考えております。

次に、小項目の２、小１プロブレムについてで

ございます。名寄市の小１プロブレムの現状につ

いてでありますが、今年度の小学校１年生で４月

から５月にかけまして小１プロブレムが原因で連

続または断続的に欠席していると考えられる子供

はおりませんが、ただいまお話がございましたよ

うに小学校の生活環境や学習環境になれない子供

も中にはいることから各学校では１つには子供た

ちが小学校の雰囲気に早くなれるために入学前に

小学校に招待して一緒に遊りなどの取り組みをす

るとともに、４月の生活科の学習では学校探検や

先生や友達との名刺交換など興味、関心を持たせ

ながら先生や友達のこと、学校の決まりなどを一

日も早く覚えるように努めております。２つ目に

は、幼稚園や保育所との引き継ぎを綿密に行うた

めに小学校教師が保育所、幼稚園を参観をしたり、

子供の様子について話し合いを持ったりするなど

教師自身の理解を深めるように努めております。

３つ目には、発達障害など支援が必要な子供への

対応といたしまして、育ちと学びの応援ファイル

であります名寄版の「すくらむ」を活用して引き

継ぎを図るとともに、支援の必要な子へは複数の

先生方で指導する体制をつくりながら、その子の

困り感を解消する工夫をしております。教育委員

会といたしましては、今後も名寄市において深刻

な小１プロブレムが発生しないよう名寄市特別支

援連携協議会や就学指導委員会、またさまざまな

諸活動などを通して積極的に幼稚園、保育園と小

学校との綿密な連携に努めてまいりたいと考えて

おります。

小項目３番目の土曜活動についてであります。

土曜授業の復活ということでございますが、子供

たちと家族との触れ合いを大切にして一緒に活動

する時間を確保しようという目的で平成１４年か

らいわゆる学校週５日制によりまして土曜日の授

業がなくなりました。名寄市教育委員会では、こ

の時間を活用して学校内外で行う社会体験活動や

自然体験などを通じて豊かな人間性や社会性など

を培っていくことを期待をいたして平成１４年か

らウイークエンド学校活用支援事業を行ってまい

りましたが、近年土曜休日が定着をしてきました

ので、土曜日のみの授業というのは少し少なくな

ってきたことから、平成２１年度より特色ある教

育活動の助成というところに統合したところであ
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ります。国では、学力向上のための授業時間数増

加を図るために長期休暇の短縮、１日の授業時間

数の増加のほか土曜日の補習を検討した経緯もあ

りますが、新しい学習指導要領では土曜授業につ

いては示されてはおりません。現状においては、

東京都が土曜授業を認めているようでございます

が、今後とも国や道の動向も注目をしてまいりた

いと考えております。

４番目の電子黒板の活用実態についてでありま

す。電子黒板設置後の習得実態についてですが、

国のスクール・ニューディール政策の一環として

各小中学校に１台以上ずつ電子黒板が配置をされ

ました。教育委員会では、各教室で使えるように

ＬＡＮケーブルの配線工事を行ったり、ことし３

月末にその工事については終了をいたしておりま

す。また、設置業者による各学校への使い方の説

明会など、学校での積極的な活用を依頼したとこ

ろであります。また、北海道教育委員会の上川研

修センターの出前講座を活用して５月１０日には

名寄東小学校を会場に東小学校と中名寄小学校が

教員向けの研修会も実施をしております。また、

校内研修に位置づけながらその活用方法について、

名寄市教育研究所の中に情報研究班がございます

ので、それらによる研修などを今後予定をしてお

ります。

操作面ですが、同じフロアであれば移動につき

ましては、下部にキャスターがついておりますの

で、比較的簡単に行えます。また、議員おっしゃ

るようにたくさんの機能がついておりまして、そ

れらを活用したり教材を作成するとなると、今お

話のあったとおり相応の技術と時間を要する場面

もあろうかと思われます。小学校の外国語の電子

黒板用ソフトなどもありまして、日常パソコンを

使用している方であれば、電子黒板の操作機能や

手順を覚えることで利用することができるという

ことであります。

電子黒板は、子供の興味を大いに引きつける教

育用具であります。子供の理解を深めさせる教材

の工夫により、その活用場面は非常に多方面にわ

たると考えておりますので、計ま的、効率的な活

用を期待をしているところであります。電子黒板

については、現在配置直後のため、授業への本格

的な活用についてはこれからでありますが、将来

的にはソフト面が充実すると活用場面は一層広が

ると思われますので、教育委員会といたしまして

も黒板の使い方についての研修会の実施、それか

ら授業場面を公開するなどしながら普及に努めて

まいりたいと思います。また、先生方の負担過重

にならないよう十分に配慮しながら、教科書に準

拠したソフトの整備などを計ま的に進めてまいり

たいと考えております。

以上、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

項目の３番目として、医療事業についての御質問

がありましたので、説明をさせていただきたいと

思います。

最初に、コンビニ受診に関する現状と対策につ

いてお尋ねがありました。午前中の佐藤靖議員の

答弁と重複しますが、お許しください。夜間、休

日に当院を受診される患者さんは、平日の５時以

降で１日平均２０人から３０人、休日では１日平

均４０人から６０人でございます。それに係る体

制は、小児科担当医１名、小児以外の担当医が１

名、そして研修医１名の合計３名、看護師は３名

から５名、薬剤師が１名、日当直をしております。

また、各種検査、緊急手術等の呼び出しに対して

は、各課医師、手術室の看護師及び放射線技師等

医療技術部職員が自宅等待機をしております。

お尋ねの夜間、休日診療に係るコンビニ受診的

患者の状況、理由は、現段階では十分に把握でき

ていませんが、そのような患者が受診をして本来

の救急診療が必要な患者さんの診療の妨げになっ

ている状況にはなっておりません。まれにそのよ

うな患者と思われたときは、医師等からできる限
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り平日の診療時間内に受診していただくようにお

願いをしているところであります。

直接的なコンビニ受診対策とは言えませんけれ

ども、当院では市民に対する救急医療の基礎知識

の提供が必要と考えています。現在市民を対０に

した医療の公開講座を年に５回行っております。

１回当たりの開催で６０名から８０名、多いとき

で１００名以上の方が集まられ、病気に関する基

礎知識や予防法について受講されております。こ

れまでで通算４９回開催しておりますので、少な

くとも ０００人以上の方が受講されているもの

と思われます。このほかには、各種研修会での講

演を行っているほか、名寄市広報を利用して市立

病院の健康講座を毎月掲載しているところであり

ます。今後この健康講座の中でも簡易なけが等の

治療方法などの提供も検討していきたいと考えて

おります。

次に、家庭医についての御質問がありました。

お尋ねの家庭医は、本来外来診療を主に担う医師

でかかりつけ医とも呼ばれ、以前は名寄市はもと

より、どのまちにおいても何々医院として地域の

方々にとっては大変身近な医療施設となっていま

した。現在の日本の医療は、専門医中心の医療、

専門医療偏重で進められている状況にあります。

しかし、欧米諸国では専門医療偏重への反省、患

者本位の医療の提供という観点からいわゆる総合

医の養成がかなり以前から行われており、既に専

門医としての地位を確立しております。日本にお

いても大病院での専門医療に対し、体全体をふだ

んから診てくれ、気さくに相談に乗ってくれる身

近なかかりつけ医、いわゆるプライマリーケア医

の養成は必須であり、特に年齢を問わず、信義、

社会的側面を含めた、また患者さんの家庭、地域

社会を含めた幅広い医療を提供することのできる

家庭医は患者中心の医療を提供する観点から、こ

れらの日本の医療にはなくてはならない存在にな

ると考えられています。しかしながら、現在総合

診療科を標榜する病院自体も北海道内ではほとん

どなく、またその養成も余り行われていない状況

であります。

当院としましては、さきの市政執行方針で述べ

ましたように今後新たに総合診療科を設けて、複

数の疾患を持った高齢者に対して効率的な医療を

提供していきたいと考えております。そのため、

北海道の総合内科医養成研修センター運営支援事

業を活用し、総合医養成後期研修プログラムを作

成して総合診療内科医養成に参加する計まであり

ます。この研修で養成された総合医は、地域医療

において入院医療や初期救急にも幅広く対応、診

療できるものであります。指導医を含めた医師確

保のめどは立っておりませんが、今後とも設置に

向けて鋭意努力をしていきたいと考えております

ので、よろしく御理解くださるようお願いいたし

ます。

以上、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）

ただいま再質問がな〇７番（佐々木 寿議員）

いくらい御丁寧に御答弁をいただきました。あり

がとうございます。でも、若干再質問あるいは要

望をさせていただきます。

まず、指定管理者とモニタリングの評価につい

てでありますけれども、先ほどの御答弁によりま

すと、ある程度チェック機能が働いておって、今

までは淡々とやってこられたということでありま

すけれども、この指定管理者制度というのはちょ

っと私も問題があるのではないかと。第三セクタ

ーの場合と違って、例えばさまざまな民間企業が

主体となって、それで公募によって、それから指

定管理者を選定して、選定基準とか手続とか、あ

るいは選定理由を公募して、それでそれを協定を

して告示をするということで、これは全くすると

任せたらもう完全に任せきりという感じで責任が

ちょっとなくなるような感じがするというふうに

私は考えているのです。

もう一つは、この指定管理期間の設定なのです

けれども、これも名寄市のは大体５年間ぐらいな
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のですけれども、この設定期間が決められている

というのは、やっぱり自治体がこれは指定管理業

務の見直す機会を設けるとか、あるいは新規の参

入の方を入れるとかという、そういう機会を設け

るためにこの期間を設定されていると思うのです。

したがって、私は今まで問題はないということで

ありましたけれども、これは例えば１８年に風連

と名寄が合併した際に指定管理者が大体ほとんど

が見直しというか、そういうふうになったと思う

のです。

そこで、こういう例えば指定管理者について名

寄市の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する条例、これがあります。これは、その例え

ば１年ごとの収支報告並びに経営状況を報告され

ますが、その中でこういう項目に基づいてそのと

きに今まで点検されてきたのかどうか。そうする

と、例えば経営状況が悪いというときにはちゃん

とそのときに、例えばあなたは業務をやり直して

ください、これから改修してください、そういう

勧告する権利を持っているわけですよね、市では。

これは、今までそういうような勧告をやってきた

経緯というのは、あるいは施設がありますか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

毎年の指定管理の〇総務部長（佐々木雅之君）

状況につきましては、決算委員会でも議会の皆さ

ん方に収入状況と支出状況、収入状況につきまし

ては利用料と指定管理料の報告もさせていただき

まして点検をさせていただいているつもりでいま

す。当然議会に出す前には、担当課で毎年毎年決

算の関係で利用の実態、それから運営上の瑕疵が

なかったかどうか、それから施設の瑕疵によって

利用者の方々へ迷惑をかけていないか、当然のこ

との点検をやっています。

ただ、先ほど議員もおっしゃっていましたよう

に会社の経営がうまくいっているかどうかの関係

につきましては、単に担当だけではわかりません

ので、市長も含めて職員のいろんな情報、皆さん

会社の経営に対する情報を持っていますので、そ

れらを総合的に判断をして倒産の危機とかなんと

かというところについては別な形の情報収集をし

て、その業者のほうに運営上問題はないのかいと、

そんなような形の部分についても検証してまいり

たいと、やっているというのが状況です。実際に

は、経営的に不都合が生じてなったという例はあ

りません。

それから、苦情の関係で住民の方々から受付の

マナーが悪いとかということで苦情があったこと

に対しては、速やかに担当課を通じましてチェッ

クをさせていただきましたけれども、経営状況が

悪くて非常に厳しい状態になったということにつ

いては、現在までのところないというふうに認識

をしております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も今この最初の１〇７番（佐々木 寿議員）

番の質問の中で、やはり公の施設の老朽化、いわ

ゆる施設検証のモニタリング、それから指定管理

者の経営状況の変化、それからもう一つは目的と

指定管理者のこの整理との整合、この辺をしっか

りとモニタリングしなければいかぬということで

第三者制度を設けたらいいのではないかというこ

とを私は言いました。これは、例えば減価場却に

よって、例えばふうれん望湖台の例を出して、風

連の望湖台は適切でないかもしれませんが、９月

にそれぞれの角度から議論をされて決定されると

思いますが、この風連の場合で例えばふろまでや

った場合にこれはどこが、名寄市が持つのか、そ

れとも指定管理者のほうが持つのか、ここはどう

いうふうな考えをお持ちということなのですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

指定管理者制度の〇総務部長（佐々木雅之君）

関係で冒頭話しましたように、公の施設を民間の

方々に指定管理をお願いするという仕組みになっ

ています。当然施設のものにつきましては市が、

公が建てたものを原則的には民間の方々に指定管

理をしていただくということが建前になっていま

すので、必要な施設整備の関係については原則市
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が行うべきだと思っています。ただ、ＰＦＩとい

うことで美術館とか特殊な建物については、管理

運営も含めて民間で建設と施設管理と両方をやっ

ているのは本州方面でありますけれども、名寄市

の施設につきましては全部市が建てて、そこの管

理運営をお願いしているということでありますの

で、大型の維持補修関係につきましても公施設の

持ち主であります名寄市が対応すべきものだとい

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）

私は、これはやはり〇７番（佐々木 寿議員）

指定管理者が市に対して報告している場合には、

これは市に責任があると思う。こういう事情を報

告していないなら、指定管理者に責任があると私

は思っているの。こういう例えば責任範囲にして

も、これはやはりそういうような部分に関しても

やっぱり監視のニタリングの制度を取り入れたほ

うがいいのでないか。もし入れないのであれば、

私の意見ですけれども、神奈川あたりでは先ほど

部長の御答弁でもありましたようにその会社の経

営状況、収支対照表とかも全部、そういうものを

全部出させてやっていると。あるいは、業務日報

とか、あるいは月例の業務報告書、これを作成さ

せているのです。そういうことをもとにしっかり

と判断をしなければ、この指定管理者制度という

のは周りの責任になってしまうと。そうすると、

あっと気づいたときには大変な事情になっている

のではないかと私は思うためにそういうものをや

ってくれと言っているわけで、それでそういうふ

うに前向きに検討をしていただきましてやってい

ただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと説明が不〇総務部長（佐々木雅之君）

十分だったのか、申しわけないと思います。指定

管理のときに小規模な維持補修関係については、

取り決めで市ではなくて、例えばガラスが壊れた

とか、そういう部分につきましては指定管理者側

のほうで、例えば年間２０万７の範囲とか３０万

７の範囲とかということであらかじめ経費の中に

織り込んだものについては指定管理者にやらせて

いますので、そこは御理解いただきたいと思って

います。

それから、昨年の１２月に民間の法人がやりま

した指定管理制度についてのモニタリングの調査

がありまして、 ０００件の市町村が回答しまし

て、約５００件が調査に応じて回答する中で、議

員のおっしゃるとおり会社の経営状態も含めて公

認会計士、税理士さんを入れて調査をやったのは

５００件のうち約 ５％、それ以外は市の委員会

として民間の方々にも入ってもらって先ほど言っ

たように担当課のほうの聞き取りした調査を報告

していただいて外部評価をすると、そういうもの

も含めても全体では約１８％ぐらいです。さっき

の ５を入れて１８％ぐらい、１ ５％ぐらいの 

状態になっています。

だから、これからはできるだけ名寄市の場合の

指定管理者については全部地元の業者でありまし

て、ほとんどどういう経営をしているかについて

はわかりますということと、逆に近いだけに利便

性が悪くなった場合については住民の方々からい

ろんな投書、苦情が市役所のほうに参ってきます

ので、そこのところは速やかな指導も含めて今ま

でも対応していますし、これからも対応してまい

りたいと思っています。そういうことであります

ので、よろしくお願いします。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

この指定管理者に関〇７番（佐々木 寿議員）

する手続等の項目あるいは必要な書類、これはし

っかりとやっぱり市の側として必要であれば要求

して、それで１年ごと判断するあるいは期ごと判

断をするという体制をしっかりと組んでいただき

たいというふうに思います。

次に、同じ所管でありますので、町内会の防災

体制について簡単にちょっと御答弁をお願いした

いと思います。１つは、町内会は特例区ですから、

自主防衛組織を立ち上げたということなのですけ
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れども、これは例えばモデル町内会となった場合

に市からの補助金とか、そういう予算づけという

のはできるのでしょうか。その辺、御答弁願いた

いと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

具体的には、そう〇総務部長（佐々木雅之君）

いう団体から要望があった場合に助成が必要かど

うかの判定をさせていただいて考慮しますので、

現時点では町内会の要請もありませんので、考え

ておりません。ただ、地域連絡協議会等も含めて、

それから町内会の連合会の総会にもうちの担当が

出向きまして、まずは自主的にその辺を立ち上げ

をお願いしたいと、こういう話をしていますので、

その辺の中でモデル町内会としてどういう支援が

できるのか、お金がどれぐらいかかるのかという

ことも聞かせていただきまして判断をしたいとい

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）

わかりました。先ほ〇７番（佐々木 寿議員）

どＪアラートの部分もありがとうございます。質

問にはなかったのですけれども、ありがとうござ

います。わかりました。

それでは次に、教育行政について駆け足でいき

たいと思いますが、学童保育につきましては、名

寄市としてはある程度その施設は十分だというこ

とであります。これは、１点だけ聞きます。例え

ばこの学童保育の指導員の方、これはやっぱり十

分に足りているのでしょうか。足りていないとい

うのは、どういう関係で足りていないのか。ある

いは、その報酬はどこから経費が出てくるのでし

ょうか。それで、これは名寄市としても補助とか

いうものがあるのでしょうか、簡単に御答弁をお

願いします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま御質問のあ〇教育部長（鈴木邦輝君）

りました各施設の職員の数をまずお知らせしたい

と思います。今年度のそれぞれ学童保育、児童セ

ンター等の施設の職員につきましては、コロポッ

クルにつきましては５名、どろんこはうすについ

ては５名、南児童クラブにつきましては４名、そ

のほかに代替要員として４名、それから風連児童

クラブについては４名、風連児童館については３

名、それから名寄市の児童センターについては３

名、それぞれ専任の職員がございます。

開設の部分につきましては、市の予算対応とな

っておりますし、それぞれの民間の部分につきま

しては２１年度の決算実績でいいますと、コロポ

ックルにつきましては全体の経費が約 ４０９万

７ほど、そのうちの７５８万７ほどが補助金とし

て支出をしてございます。どろんこはうすにつき

ましては、８２７万 ０００７のうち３５０万７

ほどの補助金が支出となっているという現状でご

ざいます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

指導員の人は、今は〇７番（佐々木 寿議員）

十分に足りているということですね。

そうしたら、違うのをもう一つ、小１プロブレ

ムについてなのですけれども、これは今名寄市で

はないということなのですが、例えば今は先ほど

の答弁とか、核家族のコミュニケーションがない

ということがもう一つあると思うのですよね。そ

して、これは１人の子供が今はなくてもぱっとな

ってこれが連鎖反応で起きる場合もあるというこ

とですので、十分に注意をしながら、子供の動向

を見ながら、余り学習に影響がないような体制を

取り組んでいただきたいと、こういうふうに思い

ます。

それから、土曜の活動なのですが、これ１点だ

け聞きます。これは、法律上は原則として正規授

業はないのですけれども、この土曜日授業という

のは学習指導要領なんかでも今度は授業時間もふ

えるし、平日の授業時間もふやすということにな

りますよね。そうすると、ゆとりを持った教育が

できないということになる。それよりもやっぱり

土曜日もやっている自治体もあるわけで、これは

公開授業とかという形でやっていると、こういう
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ことなのです。これは、名寄市としては可能でし

ょうか、今後の体制として。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

新しい学習指導要領で〇教育長（藤原 忠君）

は、授業時数等がふえる。それが例えば小学校低

学年などでは５時間目、６時間目ということが若

干負担ではないかと、こういう懸念から土曜日に

勉強したらどうかという、そんな発想が生まれて

きたと私は考えているのでございます。名寄市の

場合は、これについても小学校低学年から十分な

配慮がなされていて、恐らくこれから５時間目、

６時間目の授業が生じても大きな子供たちの負担

にはならない。このことが１点と、学校週休２日

制の本来の趣旨を踏まえること、それからまた学

校によっては授業ではなくても土曜日にほかの教

育活動を行っている学校もございます。あるいは、

夏休み、冬休みに学校に来ていただいて勉強をし

ていると、こういう事例もございますので、こう

いうニーズに応じた取り組みをしていきたいなと、

こんなふうに考えております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

例えばこの学校の５〇７番（佐々木 寿議員）

日制になったというのは大分なるのですけれども、

これはやっぱり学力が低下するという危機感もあ

るということです。その辺も含めて、今後子供た

ちの学力向上のためにどういう施策がいいのか、

その辺も含めた考えでやっていただきたいと、こ

ういうふうに思います。

あと、その他黒板授業につきましては、宝の持

ち腐れにならないように、課題の対応はしてある

ようですので、今後の教育向上に期待したいと思

います。

それから、医療事業について、特に家庭医につ

きましては、今は若いお医者さんの卵がやっぱり

普通の専門医というよりもそういうスーパードク

ターみたいなものを目指している人が多くなって

まいりました。これは、将来ですね、名寄市もそ

ういうような医療事業に向けて、実現に向けて努

力していただきたいなと、こういうふうに思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

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。

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

休憩前に引き会議を〇議長（小野寺一知議員）

開きます。

教育行政について、田中好望議員。

議長より御指名がご〇１７番（田中好望議員）

ざいましたので、今定例会につきましては教育行

政１点について質問をさせていただきます。

まず、１点目の小中一貫教育についてでござい

ます。ことしの１月に私ども緑風クラブの政務調

査で、広島県呉市が取り組んでおります小中一貫

教育を学んでまいりました。担当職員の説明、資

料等を１時間半いろいろお聞きをいたしまして私

が感じたことは、まずはいい意味での学校が変わ

る、子供たちの学力の定着、向上、教職員の意識

の向上、子供たちの自尊心の向上が図られると判

断をいたしました。義務教育を終了するのに質の

高い教育を行っていくための有力な方策であると

私は思ったところでございます。名寄市風連地区

では、小中連携を風連町の５校の小中学校で取り

組んでおりますが、当市といたしまして一貫教育

を推進すべきと思いますが、お考え方をお聞かせ

を願いたいと思います。

最後の２点目の風連中学校校舎解体後について

でございますが、またかという方もおられるかと

思いますけれども、ことしの４月に加藤市長にな

りまして、私のこの中学校の解体後の跡地のこと

についてもある程度お聞きをいただきたいといっ

たことで再度質問をさせていただきたいと思いま

す。本年３月をもって廃校となった風連高校の跡

に風連中学校が移転をするわけであり、明年、２
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３年に風連中学校の解体を予定しているとの報告

を受けております。その後の跡地につきましては、

風連地区の将来的な展望を踏まえ確定すべきでは

ないかと思うところであり、このことにつきまし

ては市長部局とも協議をしなければならないこと

だというふうに思っております。私が思うには教

育地区、ゾーンといいますか、そこで活用できな

いか、お考えをお聞かせをいただきたいと思いま

す。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

田中議員からは、教〇教育部長（鈴木邦輝君）

育行政１項目、２つの小項目についての御質問で

すので、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

まず、教育行政のうち小項目１、小中一貫教育

についてであります。小中一貫教育につきまして

は、歴史的に国の構造改革特区の中で教育特区と

して小学校と中学校の課程を調整をし、無駄を省

いた一貫性を持たせた体系的教育として全国で推

進地域を設けて研究を推進しているのが現状でご

ざいます。その趣旨につきましては、１点目は義

務教育課程にある小中学校間における相互連携の

促進、２点目は指導の継続性や接続の７滑化、３

点目は教員の児童生徒理解を深めて学習指導、生

徒指導、学校運営の改善、充実を図るという点、

４点目に児童生徒の発達段階を考慮して系統的で

発展性のある指導を積み上げるというものであり

ます。国の方針を受けまして北海道教育委員会で

は、平成１４年以降に中高一貫教育を全道６圏域

に導入をしております。

また、御提案の小中一貫教育につきましては、

義務教育の９年間を見通した教育課程の変遷や継

続的な児童生徒の理解に基づく学習へのつまずき

への対処という観点から大変意義あるものとは考

えられております。具体的には、北海道内では三

笠市が教育特区を活用いたしまして小中一貫教育

のモデル的な取り組みを行っている事例がござい

ますが、ここ上川管内で一貫教育の取り組みは現

在のところございません。

名寄市では、議員御指摘のとおり同じ風連地区

の子供を育てるという視点から、小学校、中学校

全部５校で風夢プロジェクトとして平成１８年度

より学校の教育目標の連携や交流活動を行ってお

ります。内容については、小学校４校が合同で学

習する交流学習や小中学生が一緒になって行うボ

ランティア活動のクリーン作戦など、小中学校間

の交流や小中連携教育に向けて取り組みが行われ

てきております。また、中学校の先生が各小学校

に出向いていって小学６年生に教える出前授業な

ど、ここでは中１ギャップの防止にも一役買って

いる内容となっております。

ただいま具体例としてお話のありました広島県

呉市の取り組みですが、呉市の呉中央小学校と呉

中央中学校というのは隣接をしてございまして、

一貫教育について交流促進が可能であるという観

点から、義務教育課程を見通したカリキュラムの

もとで５、６年生で一部教科担任制、中学校で行

っている教科担任制を導入するなど、これまでに

例のない取り組みも行っているところと聞いてお

ります。名寄市の教育委員会におきましても現在

のところ風夢プロジェクトをさらに発展をさせて

いく中で、今お話のありました呉市の取り組み等

も参考にしながら地域の特性や小中学校の今後の

適正配置計まなど総合的な検討のもとに検討して

まいりたいと考えているところであります。

次に、小項目の２番目の風連中学校の校舎解体

後の利用についてでございます。風連中学校につ

きましては、平成２０年度から風連高等学校の転

用協議を振り出しに改修基本プランを作成し、平

成２１年４月に風連中学校校舎移転準備協議会で

の諸問題の検討の後、平成２１年１２月に改修実

施計まを作成をいたしました。それに基づきまし

て、改修工事を本年６月から１１月の工期で現在

取り組んでいるところでございます。移転は１２

月中旬を予定いたしておりまして、移転完了をも
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って風連中学校として新たに使用されるところで

あります。

風連中学校の旧校舎の校舎、屋内運動場の移転

後の取り扱いにつきましては、総合計まの中で平

成２０年度のローリングの調整におきまして平成

２３年度の解体撤去を新たに登載はしてございま

す。解体費用につきまして、現在算定を一部して

おりますけれども、本校舎、それから屋内体育場、

倉庫、自転車置き場など主要部分で約 ０００万

７ほど、そのほかにフェンスであるとか校門等工

作物の撤去にも ０００万７、合計で約１一７が

見込まれております。財源については一般財源を

予定しておりますが、その時期等につきましては

今後活用可能な補助金もしくは事業費の圧縮も含

めまして再度現在検討中でございます。

また、跡地の将来的な利用計まにつきましては、

風連中学校の現在の敷地が面積で２万 ０２５平

方メートルと大変大きなものになっております。

風連市街地区の全体的なまちづくりとも密接に関

連をする部分でありますので、総合計まの後期計

まとの整合性を図りながら検討してまいりたいと

考えております。

以上、私のほうからの答弁とさせていただきま

す。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今答弁がありました〇１７番（田中好望議員）

けれども、再質問をさせていただきたいと思いま

すけれども、まずは小中一貫教育の中で風連地区

で行われております風夢プロジェクト、これは小

中一貫校とは中身は違ってもやる方向性というの

はこれ一緒といいますか、そういう感じがするわ

けですけれども、ではこの風連地区で行われてお

ります風夢プロジェクト、これの課題等々につき

ましてはそこの校長先生、教頭先生等が協議をし

ているかと思うのですけれども、教育委員会とし

てどのような判断をされているのか、その点１点

ちょっとお聞きをしたいのですけれども。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

風夢プロジェクトの〇教育部長（鈴木邦輝君）

今後についてということでございますけれども、

現在平成２２年度中に風連高校の移転が決定をし

てございます。また、先ほどもお話しいたしまし

たように市内の小中学校の適正配置計まが示され

ておりますので、学校の統廃合と、それから中央

小学校の校舎の改築等の問題について今後まだ不

透明な状況もございます。また、来年度からは学

校支援地域本部事業等が始まりまして、地域ぐる

みの支援体制を整える必要が迫られております。

風夢プロジェクトの５校間の連携につきましては、

同じ風連地区の子供を育てるという観点から、こ

れからも一層重要になってくるとは考えてござい

ますので、これからこれらの取り組みにつきまし

ていろんな情勢を踏まえながら、実態に即してス

リムでより質の高い連携を目指すようにその方向

性を見定めていきたいと考えてございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

委員会としては、い〇１７番（田中好望議員）

いことということで判断をしてもよろしいという

ことですね。

それでは、今まではお話を聞きますと、学校の

先ほど申し上げました校長、教頭等でいろいろ課

題や何かもやっているというふうに聞いたのです

けれども、今後は保護者、ＰＴＡを初め教育関係

者等との協議で課題に向けていくのも一つの手法

かなと思うのですけれども、その点についてはど

うですか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

風夢プロジェクトにつ〇教育長（藤原 忠君）

きましては、今部長の答弁のように教育委員会と

しても大変効果のある取り組みであると。特に小

規模校、それから風連中央小学校を中心にしたあ

あいう交流も盛んでありますし、それから小学校

と中学校との交流も盛んであります。特に私が重

視しているのは、中学校の先生が小学校にお見え

になって、そして実際に授業などを中学校に近い

形でやるというような体験もされていると。英語
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の授業などをちょっとやってみたりとか、こうい

うところが中１ギャップを取り０く大きな要因に

なっているのかなと。これは、まさに風連地区だ

からできるというふうに一定程度考えているので

あります。名寄地区の大規模校になってくると、

なかなかそういうふうにはならない。多くの小学

校から１つの中学校に行くケースが多いわけでご

ざいまして、なかなか難しい部分もあるのですが、

やはりそこは風連地区のいいところであると。そ

ういうことから、風連地区では現在は小中連携教

育と私たちは呼んでおります。一貫教育ではない

けれども、連携教育が大変濃密な関係で進められ

ている、このことについてはやはり私たちも大変

評価をしておりまして、これからもぜひ進めてい

きたいと。

そして、連携教育が一貫教育まで発展できるか

どうかは、きのう竹中議員のときにも適正配置は

粛々と進められているけれども、その中で小中一

貫教育については教育委員会にげたが預けられて

いると、検討委員会では結論は出さなかったとい

うお話をさせていただきました。そういう中で、

私たちもしっかり検証していかなければならない。

ですから、少しお時間をいただきながら、今の風

夢プロジェクトとあわせて校長、教頭や、あるい

は先生方の意見も聞きながら、これを一貫教育ま

で進めていくかどうかも考えていきたいものだと、

こう考えているところです。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういう形で教育委〇１７番（田中好望議員）

員会としても風連の連携教育を推し進めていって、

名寄地区も見習うような形をとっていただきたい

と思います。

それと、今大きな大規模校についてはなかなか

難しい問題もあるといったことでございますけれ

ども、先ほどの小項目の２番目の風連中学校の跡

地の問題ですけれども、今現在小学校は下多寄が

１８人、中央小が１５８人、東風連が１４人、日

進がちょっと忘れたのですけれども、恐らく２０

０人を切っていると思うのです。そういった中で、

やはり確かに連携は下多寄も東風連も日進も入っ

てやっているのでしょうけれども、私がいろいろ

情報によりますと、どうしてもいわゆる中央小だ

けがメーンになってしまうという、そういう話も

郊外の父兄からも聞いたことあるのですけれども、

そういった中で田中さん、ぜひ小学校を一本化に

していただけないだろうかという、名前は差し控

えますけれども、そういう方も一部にはいるとい

うことです。

これは、いわゆる名寄地区もそうでしょうけれ

ども、風連地区も郊外につきましては、今は小学

校なり中学校は１つの公共施設だけです。それに

は、学校があれば教員も最低でも４人ぐらいはい

るといったことで、学校がなくなるということは

その地域が疲弊すると、少子高齢化が進んで。そ

ういうこともあって、非常にこれは難しい問題だ

と思いますし、２年ほど前に私も一般質問の中で

言って、やじも入りましたけれども、風連で町長

も早く言えば首になり、議会までがリコールかか

ったという小学校統合問題、そういったこともあ

りますので、私は平成１８年３月２７日に名寄市、

風連町と合併した、その問題と同等ぐらいにこの

問題というのは地域としては問題点だというふう

に思いますので、そういったことを含めてやはり

これからも地域の方々と適正配置検討委員会です

か。その方は、委員会にボールを投げたような判

断しかないのですけれども、そういった中でやは

りこれからは子供の目線で教育区を考えてあげる

というか、そういうふうにして、それこそ先ほど

言いました呉市のように２３万も２４万もいると

ころではない、名寄の場合、風連地区は。そうい

った中で１つにして、中学１年生も小学校６年生

も同じレベルで義務教育をさせてあげると。そう

いう方向性を、あすやあさってにはならないので

すけれども、そういう方向性を考えていただきた

いなというふうに思うのですけれども、そこら辺

の考え方をちょっとお知らせ願います。
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鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御指摘のありまし〇教育部長（鈴木邦輝君）

た風連中学校の改修の問題、それから風連地区郊

外農村部の小中学校の統廃合問題、またこれは大

変デリケートな問題でもございますが、今までの

適正配置のことにつきまして何回か答弁しておら

れる部分と少し一緒になってしまいますけれども、

教育委員会といたしましては、やはり平成２０年

４月の名寄市小中学校適正規模及び適正配置に関

する基本方針というのを基本にしたいと考えてお

ります。郊外の農村地区小中学校につきましては、

現実問題として児童生徒の減少、それから欠学年、

将来にわたって継続していくというのがデータ的

にも現実にも予測されております。基本方針では、

地域の実情に応じて統廃合を含めて検討を進める

とされておりますけれども、具体的な適正配置の

進め方につきましては、何よりも保護者や地域の

住民の皆さんの共通理解を得ることがまずもって

大前提と考えております。その後に地域の実態に

合わせた個別の実施計まを策定するということに

なります。実施計までは、学校の統廃合に係る諸

問題の解決を具体的に図りながら実施をしていく

ということになりますので、今後風連中学校の移

転を含めて風連中央小学校の整備と、また学校の

配置状況が大きく変わるということも予想されま

すので、御提言を参考にして教育委員会内で、ま

た関係部局と少し研究を重ねていきたいと考えて

おります。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今週の１３日に運動〇１７番（田中好望議員）

会がありまして、日進小中学校の運動会、招待さ

れてちょっと行ってきたのですけれども、そのと

きに日進小中学校長の牧野校長が日進中学校最後

の運動会といったことで、来年は風連中学校と一

緒になると。先生、生徒は何人ですかと言ったら、

いや、３人なのですと。３年生が２人で２年生が

１人で１年生がゼロだそうです。そのときにちら

っと話したのですけれども、小学校と言ったら、

いや、今ちょっとそれはという感じで。それは、

仮に私がその地域になってもそうなるでしょうと

いうふうに思います。そういったことで、私は中

学校の跡地を、今の中学校の跡地に仮に小学校を

建てるのではなく、もっと南側のいわゆる旧風連

高校、ことしの１２月からなる風連中学校に近く

なれば、そこで一本化すればすぐ歩いても五、六

分で行ける一貫校を目指しやすいかなと。これは

１つの……財政的なことは全く考えておりません。

私は、教育というのと高齢者に対する福祉とい

うのは、財政がどうのこうのというふうに、特に

教育問題というのはこれから名寄を担う子供たち

を育てていくのに、いわゆる金がないからできな

かったとか、そういうことではないということを

根には持っているのです。そういったことで、先

ほど壇上での質問でも言いましたけれども、いわ

ゆる今ある風連中央小学校の近くには児童会館だ

とか、そういった形でいろいろ市街地の父兄から

の反論は来るのでしょうけれども、やはり将来を

見据えたときに一本化された場合には、風連の中

にも中学校と小学校しかなくなるわけですから、

それが距離が離れるのではない、やはり近くにあ

ったほうが教職員もいいでしょうし、子供たちが

一番よいと思うのです。そういった中で、先ほど

答弁にもありましたけれども、約３万平方メート

ルある風連中学校の跡地を風連市街地区全体的な

まちづくりとも密接に関連するし、総合計まの後

期計まとも関連するということで、そういうまた

プロジェクトチームを立ち上げてはいただけない

かなということを久保副市長、その考えがもしか

あればお聞きをいたしたいのですが。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの教育長と、そ〇副市長（久保和幸君）

れから教育部長の答弁を聞いておりまして、この

問題については教育委員会の問題だというふうに

思ってはいるのですが、あえて質問がありました

ので、私なりの考え方ということで、若干時間を

いただきたいというふうに思います。
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この跡地利用につきましては、基本的に地域課

題として特例区協議会がございますので、そうい

う協議会で跡地利用についての案を出していただ

くということも必要かなというふうに考えている

ところでございます。

また、プロジェクトというふうになりますと、

総務部等々との協議も必要になってきますので、

現段階ではそのプロジェクトについての明快な回

答はできませんけれども、基本的には風連地域の

課題として先ほども申し上げましたけれども、特

例区協議会で検討させていただくことは可能かと

いうふうに思います。

答弁は以上でございます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

プロジェクトチーム〇１７番（田中好望議員）

を立ち上げて、市街地関係で。風連で再開発もや

っと終わって、また何かあるのかという批判もあ

ろうかと思いますけれども、私は教育を中心とし

たそういう再度見直しといいますか、そういうこ

とを前提として申し上げておきたいと、そういう

ふうに思うわけでございます。

それでは最後に、加藤市長に今までのやりとり

の判断、これを聞いて私の質問を終わらせていた

だきたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

皆さんの意見をよく踏ま〇市長（加藤剛士君）

えて十分検討していきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。

以上で田中好望議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

教育行政について外３件を、岩木正文議員。

議長より指名をいただ〇９番（岩木正文議員）

きましたので、待ちに待った一般質問を最後にな

りますが、進めてまいりたいと思います。

まず最初、教育行政について、平成１９年度よ

り全国学力テストが始まりまして、本年度で第４

回目となります。小学６年生で最初のテストを受

けた子が今回中学３年生で、その経年経過がはっ

きりと出るわけです。本当にことしは、その結果

に対して非常に私自身期待もしていますが、ひょ

っとしたらという不安もあるのも事実でございま

す。もう何せ何度言っても答えていただけない客

観的データの共有を親はできないわけですから、

その点を踏まえてしっかりとした指導改善プラン

のもと、この３年間の努力がどうあらわれるのか

非常に楽しみであります。教育長に対しましては、

今年のこの結果をどう予測されているのか、そし

てまた秋に出ます結果をどう生かしていくのか、

そして教育改善プラン、今後のあり方に対しては

どう考えているのか、また来年から始まります新

学習指導要領への移行の関連をどう連携させてい

くのかをお知らせいただきたいと思います。

続きまして、携帯電話トラブルの啓発、啓蒙に

ついてお伺いいたします。２１年度の消費者セン

ターの相談内容が昨日公表されました。平成１５

年５２９件、平成１６年６３３件をピークに年々

減ってきており、平成２１年には何と半分以下の

２５０件、金銭貸民関係の金融保険サービスが相

談件数のずっとトップであったのが平成２１年に

は携帯、パソコンのインターネット関係の運輸通

信サービスが相談のトップとなっております。今

後さらにふえることと思っております。

例えばテレビで今盛んにコマーシャルしていま

す皆さんも御存じのとおりモバゲー、ゲームが無

料だよということがございますが、これも私の友

達のお子さんがモバゲーで一月で７万７の請求が

来たと。子供たちは、やはり無料という言葉に踊

らされて、中に入っていくアイテムは有料ですと

いうことまではなかなか楽しいがためにいかない。

例えば釣りゲーム、無料ですと。見たら、私はも

うメールも打てないアナログな人間ですから、た

だほど高いものはないと娘に言い聞かせるのです

が、やはり無料という言葉で子供たちは何をやっ

ても無料だと思ってしまうのです。私もいろいろ

調べてみますと、あれは何か金魚を釣るような釣

りゲームで、コイを釣るには強い釣りざおと強い



－199－

平成２２年６月１７日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

針、大きなえさ、それ全部何針７、 ０００７、

０００７とお金かかるのです。私もそれを知り

まして、テレビ見ていますと小さく有料コンテン

ツもありますと書いてあります。ですから、やは

りこういったことは親もなかなかわからない。親

の携帯でやってしまった場合も大変な問題が起き

ております、全国的には。もう２０万７、３０万

７の請求が来ているというのもあります。こうい

ったこともありますので、やはりそういったこと

で子供たちを守るという指導というのをぜひやっ

ていただきたいという思いから、現状の子供たち

の携帯の所持の現状、そして啓蒙、啓発の考え方

についてお知らせいただきたいと思います。

次、２点目、子育て支援の推進について、ブッ

クスタートの推進についてお尋ねいたします。ブ

ックスタートは、１９９２年に英国バーミンガム

で始まった運動です。赤ちゃんと親が絵本を通じ

て楽しさと喜びを分かち合うことで親子のきずな

がはぐくまれ、本への愛情も芽生えることを信じ

て始めたものです。日本においては、２０００年

の子ども読書年を契機に北海道の恵庭市が全国で

最初に実施したのが始まりです。２０１０年、本

年２月末現在、全国で７１８市町村、北海道にお

いては８３市町村、そしてこの名寄市が含まれま

す道北では２５自治体でもう既に実施されており

ます。ブックスタートは、図書館、保健センター、

子育て支援センターやボランティアの人の協力を

得て地域の人たちが赤ちゃんの幸せを願う気持ち

を共有して力を合わせて行う活動であると考えて

おります。

また、絵本や読み聞かせは子供の発達にとって

極めて大切と思います。子供が話すことができる

言葉の数は４歳で ６００、６歳で ４００とさ 

れていました。しかし、これが大きく変わってき

て、今では小学校に入るときに話すことができる

言葉の数は ６００です。かつての４歳の子供の

レベルの子供がふえているという現状です。先ほ

どの佐々木議員の小１プロブレムの原因の一端は

ここにあると思います。幼児の低年齢化、昔の１

年生の言葉のレベルは今４歳レベルまででちてい

るという現状があります。フィンランドにおきま

しては、北海道と同規模の独立国家でございます。

人口五針数十万人、ＰＩＳＡにおける学力テスト

の結果を見ますと、絶えず国語、数学ともにトッ

プレベルを維持しております。授業時間は、日本

の教育より少ないのです。それなのにこれだけの

学力を持っているということは、やはり小さいと

きからの読書、これの徹底が行われている。学力

を保つために読書をしているのではなく、それが

子供たちの成長に有意義だから国全体でその読書

というのも行っております。一言言うのを忘れま

した。道北地方には、お隣の士別市がブックスタ

ートが既に入っておりますので、御報告申し上げ

ておきます。この今申し上げましたブックスター

ト事業への取り組みについてお尋ねしたいと思い

ます。

続いて、名寄の財産の活用をということで、新

市長は民間的な発想を持ってやっていくというこ

とですので、やはり名寄も交流人口をもっともっ

と拡大して名寄にお金をでとしてもらおうよとい

うことを考えてはいかがかなと思っております。

昨日、高体連のバドミントン団体、そしてきょ

うは個人と。それだけでももう数針人の子供たち

が来て、宿泊をし、外食をし、お土産を買うだけ

でも数針万７の経済効果があります。そういった

ことも含めてお尋ねいたしたいと思います。これ

は、多くの受験生を持つ親御さんから言われたこ

とです。どうして名寄に大学があるのにセンター

入学試験できないのと。考えてみれば、今まで名

寄の公立大学、数十年やっていて何で今まで出て

こなかったのかなと不思議なぐらいに今になって

思うわけですが、やはり今年度は新インフルエン

ザが流行し、親御さんたちは旭川まで風邪引きな

がら行くの何か心配だよねと。やはりこの名寄、

全国最北端の公立大学ですから、こういった地元

で受験できるということは子供たちにとって非常
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に安心、安全で経済的にも負担が少なく済むとい

う要望もございます。実際は本年度、稚内の受験

生はわずか１１１人です。名寄、士別、この近郊

で大学受験、今は経済的にも国公立に行きたいと

いう子がふえていますから、きっと名寄に受験に

来る数は稚内の１１１人どころかその倍近い受験

生が非常に有意義な、有利な受験をとり行うこと

ができると思いますので、その考え方についてお

知らせいただきたいと思います。

次は、サマージャンプ台の活用について、名寄

のジャンプ台は名寄の本当の大きな財産です。冬

は日本で一番最初に飛べるジャンプ台、ワールド

カップ、海外遠征をしていない選手、針数十名す

べてがこの名寄の地に来ていただけるわけですか

ら、非常に名寄にとっては経済的に大きな大会で

あります。そして、サマーの大会も夏にはノーマ

ルヒルを使って１大会だけございます。私が今回

言いたいのは、その隣に立っているミディアムヒ

ルのジャンプ台、ここ数年冬も、特に夏はもう全

く利用されていないように見受けられますが、せ

っかくある財産のジャンプ台を使わない手はない。

数日前の新聞で皆さんも見ていただいたと思いま

すが、サマーの大会、雪印が約２週間の合宿を朝

日町でやると。名寄も知っていたら、やっぱり少

し営業努力をして、事前に名寄で合宿をやってく

れないかというようなことぐらいのやはり営業活

動というのは名寄市としてもしていく必要がある

のではないかなと思っております。

そして、もう一点は、各種視察の誘致の拡大、

これも名寄には非常に大学であるとかサンピラー、

そして今回はきたすばる天文台と名寄として非常

に自慢できる施設が多くあります。この自慢でき

る財産をぜひ地方の北海道だけではなく全国から

名寄に見に来ていただきたいなと思っております。

行政のほうでそういった営業活動というか、やは

りもっと名寄をＰＲするということにお金を使っ

てもいいのではないかなと思っておりますので、

その見解をお知らせいただきたいと思います。

最後、行財政改革の一環として、これは歳入の

ほうについてお尋ねしたいと思います。まず、歳

入のほうの第１点目、有料広告についてです。市

の財産を広告媒体として活用して、民間企業等の

広告掲載により市の新たな財源を確保し、市民サ

ービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを

有料広告は目的としていると思います。平成２０

年度から始まりまして、２０年には広告収入９８

万７、そして２１年は７８万７、特にホームペー

ジ等への掲載が多くあるようですが、何もしなけ

ればこれだけの自主財源は生まれないわけです。

今法律が変わりまして、広告がある程度できるよ

うになりましたので、名寄市としてはさらなる拡

大を考えてはいないのか。私ども議員として視察

させていただいていきましたら、封筒の広告であ

るとか命名権、名寄市営球場に命名権をやるであ

るとか、例えば庁舎の車に宣伝媒体を横に張って

走る有料広告だとか、考えればいろんなことが可

能性があります。そういったことの拡大について

のお考え方をお知らせいただきたいと思います。

最後は、今度歳入というか、これは未収を減ら

すための施策として、また納税をしやすい市民サ

ービスへということで市税及び病院、水道等の納

入をコンビニで納入ができないものだろうかと。

今の時代、もう時代の背景が変わりまして、もう

２４時間コンビニがあいている時代です。やはり

９時から３時までの銀行、郵便局へ行って払いた

いのだけれども、なかなか払いに行けない。コン

ビニだったら払えるかなと、そういう人も中には

何人か声を聞きます。へ理屈な人がいて、そうし

たら市役所を２４時間あけていればいいだろうと。

それも現実不可能ですので、かわりに今はコンビ

ニ納税というのが全国的にも非常にふえておりま

す。そういった現実を踏まえて、費用対効果の関

係もありますが、そのコンビニにおける納入の名

寄市としての考え方をお伺いして、この場からの

質問を終わります。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）
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岩木議員からは、た〇教育部長（鈴木邦輝君）

だいま大項目で４項の質問がございました。大項

目１と２及び３の小項目の２と３につきましては

私のほうから、大項目３の小項目（１）につきま

しては名寄市立大学事務局長より、大項目４につ

きましては総務部長からの答弁とさせていただき

ます。

（何事か呼り者あり）

申しわけありません。〇教育部長（鈴木邦輝君）

４の２は市民部長でした。申しわけございません

でした。

それでは、私のほうから大項目１、教育行政に

ついてお答えします。小項目１、学力テストの検

証についてでございます。今年度の成果をどのよ

うに生かしていくかということでございますが、

今年度の結果の活用についてでありますが、全国

学力状況調査につきましては本年度から抽出方式

となりまして、小学校５校、中学校１校が選ばれ

ましたが、名寄市はすべての学校でことし４月に

実施をいたしました。結果につきましては今年度

も分析をいたし、成果があらわれてきた点や問題

となる点などの公表をしてまいりたいと考えてお

ります。

また、指導改善プランの今後のあり方について

でありますが、平成１９年度第１回の結果につい

て作成されて以来、昨年度で３回目を迎えてその

集大成を図ったところであり、当面はこの指導改

善プランを基本に指導を深めたいと考えておりま

す。今年度は、例年のような冊子を作成する予定

はありませんが、本年度の結果を検証する中でさ

らに加えるべき課題や方策について検討をしてま

いります。

取り組みの検証についてでございますが、各学

校においては指導改善プランをもとに職員会議や

校内研修で活用するなどして教育課程の改善に役

立てております。教育委員会といたしましては、

確実に成果が上がってきていると押さえていると

ころでありますが、学習内容が増加する新学習指

導要領への対応へ指針ともなりますので、今後も

継続して先生方にこの指導改善プランを熟読いた

だき、日常の授業の中で生かしていくことが大切

であると考えております。

小項目の２番目、携帯電話のトラブルの啓発、

啓蒙についてでございます。名寄市の小中学校生

徒指導連絡協議会では、平成２０年と２１年度に

小学校５年生、６年生と中学生を対０に携帯ネッ

トアンケート調査を実施をいたしております。平

成２２年１月の調査では、名寄市の小学５、６年

生が自分専用の携帯電話を所持している割合は約

１７％、全道はちなみに１ １％です。中学生で

は４３％となっておりまして、中学生の所持率は

全道とほぼ同じであります。また、携帯ネット上

で何かトラブル、困ったこと、心配なことはない

かとの問いにあると答えた中学生が１２％と、全

道の６２％と比較すると名寄では少ない結果にな

っておりますが、今後ふえる可能性が十分にある

と考えております。また、フィルタリングをかけ

ていないと答えた生徒が３割、３３％いることか

ら、今後さらに本人だけではなくて保護者、家庭

に指導を強化していかなければならないと考えて

おります。

市内の全小中学校では、携帯電話を学校には持

ってこないように指導しておりますけれども、そ

のトラブルなどについては外部講師を招いての指

導を行ったり、講演会を開催するときには保護者

と生徒が一緒になって参加する計まを立てている

学校もございます。北海道教育委員会では、サイ

バーパトロールを行って個人が特定されそうな情

報の書き込みなどについて広く各教育委員会に報

告をしており、その都度学校で適切に対応するよ

うに指導をしております。今後も未然防止に向け

て名寄市小中学校生徒指導連絡協議会と連携しな

がら、保護者と家庭への啓発活動に取り組むとと

もに、トラブルの発生時には速やかに各学校との

連携を図りながら万が一の事故に対応してまいり

たいと考えております。
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次に、大項目の２、子育て支援の推進でござい

ます。小項目の１のブックスタートの推進につい

て、私のほうから答弁させていただきます。ブッ

クスタートは、絵本を介した楽しいひとときを通

じて親子のきずなを深めてもらうため、赤ちゃん

とその保護者を対０にメッセージを伝えながら絵

本を手渡しする事業でございます。議員も述べて

おられるとおり、平成４年にイギリスで始まりま

して８年後の日本では平成１２年、一部東京その

他で道内も含めて試験的に開始をされたところで

あります。翌年、地域の活動をサポートする機関

としてＮＰＯブックスタート支援センターが設立

されて、現在もその理念の普及に努めているとこ

ろでございます。

議員もおっしゃっておりましたが、全国の市区

町村約 ７５０ございますが、その中の４割近く、

７３０以上で実質ブックスタートが実施をしてい

るところでございます。図書館では、上川管内２

３市町村の図書館、それから図書室に実行状況を

問い合わせいたしました。その事業内容や担当す

る部局は異なる部分もございますけれども、議員

御指摘のとおり１市１４市町村で既に取り組まれ

ているということでありますし、またことしから

取り組まれるというところもございました。

市立名寄図書館では、ブックスタートそのもの

については実施をしておりませんが、名寄市保健

センターにおきまして子育て支援センターや本読

み聞かせのボランティアの皆さんの御協力により

乳幼児健診時に赤ちゃんへの読み聞かせを行い、

小さいうちから絵本を通して親子の触れ合いの大

切さを伝えてきております。また、図書館から保

健センターに赤ちゃん絵本の選書や配本をいたし、

現在までその数は約３００冊ほどとなってきてお

ります。平成２０年からは、子供たちがたくさん

の本と出会えるように、そのきっかけづくりとし

て保護者が子供に本を勧めるときに使っていただ

けるようにと赤ちゃんに読んであげたいお勧めの

本のリストを作成をして配付をしております。ま

た、ゼロ歳児から３歳児未満の保護者を対０とし

た絵本読み聞かせのペンギンクラブや図書館の風

連分館では児童と保護者を対０としたお話し会で

ありますおはなしポケットを開設するなど、赤ち

ゃんからの読書の大切さの普及に努めております。

ブックスタートの取り組みにつきましては、事

業を進めるということになりますと事業費とクリ

アをしなければならない問題等もありますことか

ら、現在のところは今後の課題とさせていただき

たいと思っている次第であります。

次に、大項目の３番目、名寄の財産の活用の小

項目の２番、サマージャンプ台の活用についてで

ございます。名寄市のピヤシリシャンツェの利用

につきましては、年間延べ ３００人から ４０ 

０人の利用がございます。うち夏の間は、平成１

８年から２１年度の平均で約 ０００人ほどの利

用があると押さえております。ノーマルヒルジャ

ンプ台、Ｋ点９０メーターですが、これとミディ

アムヒルジャンプ台、Ｋ点６５メートルの利用状

況につきましては、おおむねノーマルヒルジャン

プ台の利用者の２５％から３５％の者が調整のた

めにミディアムヒルジャンプ台を利用していると

いうのが実態であります。

ミディアムヒルジャンプ台は、過去にはたくさ

んのジャンパーに利用されておりましたけれども、

平成１４年にノーマルヒルジャンプ台が全面改修

をされてからは、道内でも数少ない施設であるこ

とから、そちらのジャンプ台がメーンで使用され

るようになりまして、ミディアムヒルについては

利用人数が減少してまいっているのが現実でござ

います。また、ミディアムヒルジャンプ台を平成

１８年に飛び出し部分のカンテを改修をいたした

り、平成２１年に平らな部分であるアウトラン等

の改修工事を行ったために、その間の利用者もな

かったという現実もございます。夏場の利用につ

きましては、雪解けの状況によって大きく左右さ

れているところでありますけれども、例年５月中

旬以降はノーマルヒル、ミディアムヒルとも利用



－203－

平成２２年６月１７日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

できる状態となっておりますが、合宿等につきま

しては低価格で長期間利用できる宿泊施設を有す

る近隣の市町村を利用されているというのが実態

でございます。

ミディアムヒルジャンプ台は、ジュニアの育成

には欠かせない台でございます。現在のところ、

平成２４年２月には全国中学スキー大会が当市で

開催の予定でありまして、スペシャルジャンプと

コンバインドにミディアムヒルが使われる予定に

なってございます。これらもあわせまして、全国、

全道規模の大会などの誘致などを体育協会、スキ

ー連盟とも協議いたしまして、競技人口の拡大を

図り、活用してくれるよう導いていきたいと考え

ております。

大項目の（３）、各種施設の誘致拡大をという

ことですが、これにつきましては対０の施設が教

育施設が多いということから、私のほうから答弁

をさせていただきます。各施設の視察について、

主に教育施設についてお答えをさせていただきま

す。

平成１８年１１月にオープンいたしました道立

サンピラー交流館は、全国規模のカーリング場を

有しまして、年間の利用人数も昨年度は ２２９

人の利用がありまして、施設の視察も５５０人ほ

どがあったということでございます。また、本年

４月１６日にオープンいたしましたなよろ市立天

文台につきましては、５月末現在で ４０２名の

来館者があったところでございます。天文台につ

きましては、来館者のうち １４５名が市外から

の利用者でございますので、うち視察につきまし

ても市民見学会その他５団体、１５０名ほどの視

察がございました。同じく４月１９日にオープン

いたしましたふうれん地域交流センターにつきま

しては、５月末現在で ８８７名の利用があった

ところでございます。

今後におきましてもサンピラー交流館や天文台

は、市立大学など名寄市を誇れる施設でございま

す。さらには、観光施設やイベントなどの情報を

ホームページなどを活用して対外的な発信に努め

てまいりたいと思います。市長の所信表明でも述

べておりますが、市長みずからトップセールスマ

ンとして積極的に名寄市のＰＲをするということ

としておりますが、職員においても会議等で道内

外に出向いた折には一人一人がセールスマンのつ

もりでＰＲするよう促してまいりたいと考えてお

ります。

以上、私のほうからの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）

私からは、〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

大きな項目３点目の（１）の名寄市立大学におい

てセンター入学試験の実施についてお答えをいた

します。

名寄市立大学は、開学２年目の平成１９年度の

入学者選抜から大学入試センター試験を導入し、

入学試験を実施しております。平成２年から実施

されております大学入試センター試験は、センタ

ー試験利用大学の増加に伴いまして試験の実施体

制や試験問題の輸送、保管、管理等で多くの問題

が生じたことから、試験会場の設定について大学

入試センターでは各試験地区の状況等を考慮しな

がらも原則として平成１４年度大学入試センター

試験の総試験会場数をめどとして抑制する方針を

掲げておりまして、この間試験会場の数を減らし

てきております。本学のセンター試験利用に当た

っては、大学入試センター及び北海道地区大学入

試センター試験連絡協議会の世話役大学である北

海道大学と協議をした結果、今後北海道地区では

試験会場の増設は行わないとのことから、実績の

ある近隣大学と共同実施するよう指導され、北海

道教育大学旭川校と提携し、共同で入学試験を実

施してきているところでございます。

また、御質問の中で稚内北星学園大学１１１名

の現状で実施をしていると、こういうお話でござ

いましたが、稚内北星学園大学につきましては平

成１４年度からセンター試験を利用してございま
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す。先ほど申しました抑制方針とのかかわりはど

うかと、こういうことでございますが、離島など

の地域特性を重視し、統合等の対０から外れて稚

内大学で実施をしていると、こういう状況になっ

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

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）

うからは大きな項目４の（１）、有料広告の拡大

について答弁します。

有料広告事業につきましては、平成１９年１０

月に名寄市広告掲載要綱が定められ、現在広報な

よろ、市勢要覧、市民生活ガイド及びホームペー

ジがそれぞれ広告掲載要領に基づき企業等の広告

を掲載することを可能としております。事業収入

につきましては、平成１９年度ホームページ広告

４件で３７万 ０００７、２０年度は広報、ホー

ムページ合わせて１８件で９２万 ５００７、２

１年度は広報、ホームページ、市民生活ガイド合

わせて２１件７８万 ０００７となっており、３

年間の合計では２０９万 ５００７となっており

ます。

有料広告事業を実施するに当たり、広報なよろ

については各号、縦４５ミリ、横９０ミリの大き

さで２枠のみを掲載することを掲載要領に明記い

たしました。これは、市内全戸に配布される公共

の印刷物であることから、紙面に多くの広告欄を

割き、また積極的に広告の募集を行うことにより

事業収入に固執する印０を与えないことや広告宣

伝をなりわいとする市内事業者に及ぼす影響を考

慮したものです。

御質問の広告掲載対０を拡大すべき点につきま

しては、行政として対０となるものにふさわしい

もの、先ほど申し上げました影響などを含み合わ

せて研究してまいりたいと思っています。最近の

研究では、昨年の決算委員会で答弁させてもらい

ましたけれども、封筒の関係につきましてはでき

るだけコストを下げることも含めまして、数年間

分をまとめて地元に印刷を発注をして、一定の量

を保存して必要の都度使っておりますので、そう

いう兼ね合いもあります。それから、税務課の発

行する納税の通知書の封筒を利用している市町村

もありますけれども、これも全体的なキャパの関

係と、それから実際に広告主になってくれる方が

地元の経済がこれだけ疲弊していて、地元新聞が

２社あってＦＭ放送もあります。こういう状況の

中で、非常に難しいなという判断をしておりまし

て、最近の検討状況では封筒への検討について検

討はしましたけれども、非常に厳しいという判断

をしております。

私からの答弁は以上とさせていただきました。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほう〇市民部長（吉原保則君）

からは最後に大項目４、小項目２の市税及び各種

支払いのコンビニ納入についてお答え申し上げま

す。

北海道内の市町村における税のコンビニエンス

ストアにおける収納委託状況につきましては、昨

年、平成２１年７月１日現在の数字でございます

けれども、札幌市を初め６市１０町で実施されて

いるところでございます。名寄市におきましては、

本年１０月より上下水道料のコンビニ収納が開始

されますが、市税に関しましては初期投資に多額

の費用がかかることに加え、ほかの納付手段と比

較して、口座振替等との比較でございますけれど

も、収納手数料が高額であるため導入には至って

おりません。また、名寄市の現年課税分の市税の

合計徴収率は平成２０年度で９ ５％、全道３５

市中４位、平成２１年度につきましては順位の確

定はまだしておりませんが、９ ７％と高位に位

置しております。この残り ３％の未納者の方の

大部分につきましては、担税能力があるにもかか

わらず、督促やたび重なる催告にも応じず、支払

わないといったものが大多数と分析しておりまし

て、したがいまして費用対効果を考慮いたします

とコンビニ収納の導入につきましては、現段階で



－205－

平成２２年６月１７日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

は困難と考えているところでございます。

しかしながら、議員お話のように休日や夜間、

２４時間いつでもあるいは全国どこのコンビニで

も納付が可能になるなど、このことは納税者の納

付機会の拡大と利便性の向上が図られるなど、市

民サービスの向上に大きくつながると考えており

ますので、１０月から実施されます名寄市の上下

水道料の収納の状況、さらには他市の導入の状況

を注視してまいりたいと考えているところでござ

います。

また、市立病院の利用料金のコンビニの収納に

つきましても市税と同様の理由の費用対効果の関

係から当面の導入は困難と考えておりますので、

御理解を賜りたいと思います。

私のほうからは以上でございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問をさ〇９番（岩木正文議員）

せていただきます。

まず、全国学力テストの関係でありますが、今

回名寄市は５校、小規模校が抽出されたというこ

とで、全国で発表される全道の数値においてはな

かなか正確なあれが出てこないと思うのですけれ

ども、それは道教委とともにほかも参加されたわ

けですから、その評価というのは道教委にやった

分と全国から出たものを合わせて名寄の数字が出

てくるようなシステムになっているのでしょうか、

お願いします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

北海道教育委員会が実〇教育長（藤原 忠君）

施したこのテストについてのまだ正確な取り扱い

については私たち示されておりません。採点母体

が違うというふうに聞いておりますので、全国で

採点したものと道教委が独自に委託して採点した

ものとの母体が違うということから、その辺のと

ころはもう少し時間をいただきながら検討してい

きたいと思います。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

マスコミ紙上に今回の〇９番（岩木正文議員）

テストの結果を受けて指導改善プランを改めてつ

くることはないというような発表がありましたが、

私も何回もこの改善プランを見ていて思ったので

すが、指導改善のポイント、国語とか算数に出て

いますよね。これは、普通の授業でやることと同

じことではないのですか。何か違いというのはこ

れあるのですか、指導改善プランの教え方という

のは。お願いします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

指導改善プランの大き〇教育長（藤原 忠君）

な視点は、全国学力・学習状況調査の名寄におけ

る子供たちの成績動向を踏まえて、この辺に留意

した学習の進め方をすればいいという、そういう

視点に立ってつくられております。ですから、も

ちろん基本は通常の授業でございます。その授業

の中でも特にこういうところに留意すると、名寄

の子供たちはさらに学力の向上といいましょうか、

そういうものが望まれると、そういう視点でつく

られているということでございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回の結果をどう評価〇９番（岩木正文議員）

するかというのは、結果が来てみないとなかなか

わからない部分がありますが、やはり過去４年間

続けてきて名寄市の教育の現状がどうなのか、こ

の学力の情報の共有がないわけですから、その責

任を担っている教育委員会としては、しっかりと

した方向性だけは忘れないでいただきたいなと思

います。

私がそして一番危惧するのは、やはり家庭学習

調査なのです。これがやはり４年間でとてもでは

ないけれども、家庭学習がふえているとかゲーム

の時間が減っているというような雰囲気が自分の

子供を含めて見ていてなかなかないというのが困

った問題で、やはりこういった先生方が指導を行

うプランというよりも名寄市家庭教育資料という

ことでこの５つの提言、２３の方策、これ非常に

いいのですよね。わずかこれだけのものなのです

が、これをもっと家庭と具体的なやりとりができ
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るような形を１年に１回、忘れたころにぽっと出

すのではなく、毎日先生方が出しているような通

信のように家庭とのやりとりを学校と、こうやっ

て学力向上のためにという本当の基本のことでご

ざいますので、こういったことも学力向上のため

に検討いただければなと思います。

それと、代表質問、一般質問の中で教育長は２

回も心のノート、これも私も何度もこれを使って

道徳教育をやるべきだということを言ったのです

が、実際これ現場で使われていないのですね、残

念なことに。教育委員会は、校長会、教頭会など

でしっかりとこういった道徳教育には活用してく

ださいよということは言っていただいているとは

思うのですが、現場ではほとんど使っておりませ

ん。学校の通信も１年に１回、心のノートを配っ

ておりますので、ぜひお父さん、お母さん、お子

さんと一緒に読んでみてくださいという、それだ

けです、１年に１回。うちの娘にきょう来る前に

確認しましたけれども、授業としてはありません

と。やっていないよと。何かのときに心のノート

というのがあるよという話があるだけで、残念な

がらそれが現実です。

しかし、第１回目の民主党の事業仕分けでこの

ノートがひっかかりまして、使用されていないと

いうことで次年度からちょっと出るかどうかまだ

わからない状況ではございますが、新学習指導要

領で道徳教育の教科書がきっちりできるので、心

のノート、お役に余り立たないで終わってしまう

のかなと寂しい思いもしますが、来年の新学習指

導要領における道徳教育をどのように行っていく

か、やはりしっかりととらえていただければなと

思います。

道徳教育に関しましては、前西小学校の校長の

原校長先生が広報紙の最後の寄稿で３つの勇気と

いうことを言っていました。目標を持って、夢を

持って前へ進む勇気、そしてお酒だとかたばこだ

とか好奇心でいってしまわない踏みとどまること

のできる勇気、そして友達と何かトラブルがあっ

たときには、ごめんなさいと言える引き返すこと

のできる勇気、この３つの勇気を持って皆さん、

西小っ子として頑張ってくださいねと。こういう

やはり言葉が非常に子供たちには大切で、携帯の

問題もそうです。やはり遊びは楽しいですし、本

を読むことよりも漫まだとか携帯をやっているほ

うが楽しいのも現実ですが、そこら辺はやっぱり

親との、学校と家庭の連携をどうとらえていくか

ということが非常に大切ですので、注意深く見守

っていただければなと思います。

携帯電話の件ですが、ここに、余り恥ずかしい

話、うちの子の請求書があります。これパケット、

５８万７２６７、その前の月が４７万 ２４０７、

これは定額でパケットを全部使ったら、これだけ

の料金が請求来るということです。それを ２０

０７の定額料を払っているから、五十何万７はお

まけしますよと。だから、先ほど言いましたよう

に子供たちが無料だというので親の電話でパケッ

ト、モバゲー通信をやるとこれだけの請求が来て

しまう現実があるということを御理解いただきた

いと思います。あってしまって、さあ大変だとい

っても親の携帯でやったら、なかなか払わなくて

いいよということにはならないのが現実ですので、

皆さん、お孫さんや何かに十分御注意されて、そ

ういったことのないように心がけていただければ、

本当にこういうことが起こり得るということです。

そのほかにも消費者センターへ行って聞いてきま

したら、やはり２万７や３万７、１回やってしま

って来て、それぐらいは聞いたら本人使ってしま

ったのだから仕方ないよねといって相談には来な

いけれども、払っている人は相当いるのではない

かと言っています。それが高額になってしまった

ら非常に大変なことですので、ぜひそういったこ

とも道徳教育と、やはり親もこれ突然請求来たら、

もう私でもわからないです。防ぎようがないとい

う現実があります。

それと、消費者のことなのですが、電子消費者

契約法というのができまして、やはり小さい字で
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パケットがかかりますよとか書いてある責任があ

りますので、そういったことで払わなくていいと

いう項目もあるそうです。やはり何かあった場合

には、専門の消費者センターのほうに相談をぜひ

していただきたいなと思います。そういったこと

もお知らせいただければなと思います。１回そう

いったところに払うと、もう次から次、ネズミ講

のようにいろいろ情報が入ってきます。特にこれ

から中学生の出会い系であるとかアダルト系、興

味でやってしまった経験のある議員もいると思い

ますけれども、そういったことは子供というのは

やはり成長期にあるのです。だから、そういった

ことでもやはり注意、もし万が一のときはぜひ消

費者センターに御相談に行っていただければいい

かなと思います。ぜひ道徳教育と絡めましてこの

携帯電話、非常に危険が潜んでおります。ぜひ啓

蒙、啓発のほうを今後ともよろしくお願いいたし

たいなと思います。

それでは次、ブックスタートですが、私は本当

に支援センターであるとか保健所であるとか保育

所であるとか、一生懸命本の普及、読み聞かせ会

をやっていただいたのも本当に目にしてわかって

おります。しかし、私はその子供たちが名寄に生

まれてきてありがとうという感謝の気持ちで全員

に差し上げるというのがやはり大切なことで、子

供たちのかわいいのってゼロ歳から３歳まででは

ないですか。やっぱり本当にかわいいときに一生

懸命読んで聞かせるというのが大切だと私は思い

ます。うちも３人の子供、皆さん方も使っている

でしょう。「いないいないばあ」、「きんぎょが

にげた」、これは大人版でいえば「ウォーリーを

さがせ！」みたいなものですけれども、もうぼろ

ぼろになるまで、何の言葉も要らなく子供と楽し

める、そういった親との小さいときの触れ合いが

やはり子供たちが成長したときに何げなく残って

いるということがあります。

ここで１つお願いですけれども、金曜の夜１１

時１５分から「ハガネの女」というドラマを見て

いる方いますかね。

（「見ていません」と呼り者あり）

見ていませんか。では、〇９番（岩木正文議員）

ぜひ１度見ていただきたい。これは、小学校４年

生が起こす事件を対０にした鋼のような強い女子

教師がいろんな事件を解決していくのですが、こ

れはきっとこんなひどい親だねというように親に

見てもらいたい番組としてつくっていると思うの

です。夜中の１１時にやるわけですから。大げさ

にはやっていますけれども、本当に親として考え

させられる部分もありますので、ぜひもし機会が

あったら見ていただければなと。道徳教育にも本

当に勉強になると思います。

携帯電話、もう一点だけ。やはりフィルタリン

グが３３％、まだしていないという現状がありま

すので、これをやはり強制はできないですけれど

も、小中学校の携帯を持つのにフィルタリングさ

れて困るようなことをするようなやっぱり指導は

しないように親御さんにしっかり言っていただけ

ればなと思います。ＰＴＡ等を通して、やはり逆

に親御さんに今の携帯電話の現状であるとか恐ろ

しさというのを知っていただくというようなこと

をぜひ企ましていただければありがたいなと思い

ます。

そういったことで、要望だけで終わりますけれ

ども、ブックスタート、３人の子育てをされてい

ます新市長、どうお考えになるのか、一言お願い

します。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

御指摘のとおり、ブック〇市長（加藤剛士君）

スタートは北海道でも多分私が把握しているのは

半分以上の自治体で今実施しているという話を聞

いています。すばらしい事業だというふうにも思

うし、もう一方で比較的金額というか、お金がか

からないから取り組みやすいという一面もあるの

かなというふうに思います。

本の読む習慣というのは非常に大切だと思いま

すし、うちの子供たちも図書館に毎週行って必ず
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本を三、四冊民りてということをしています。こ

のブックスタートという事業をやることで、その

本の習慣化、読む習慣化につながるのかというこ

とは、これはやっぱり検証していかなければなら

ないのかなというふうには思います。

一方で、今御指摘のように行政が生まれてくる

子供たちに本当におめでとうという気持ちでそう

いうものを差し上げるという気持ちは大事だと思

うし、もう一つ、これは相談していないから何と

も言えませんけれども、大学で児童学科を持って

いますから、児童学科で本当にそうしたブックス

タートという事業が子供たちの読む習慣につなが

っていくのかという研究も含めて、名寄のオリジ

ナルのそういった事業をやってみるという研究も

含めて検討していきたいというふうに思います。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

これが現実に読書にず〇９番（岩木正文議員）

っとつながっていくかどうかということはなかな

か難しいかもしれませんが、小さいときにお父さ

ん、お母さんと一緒にこの本を読んだのだという

何か心のつながりという部分も大切だと思います

ので、ぜひ今後の検討を期待したいと思います。

それと、あと時間もございません。名寄市の財

産の活用につきましては、名寄大学のセンター入

試、これは縮小の方向で、これもなかなかわかり

ます。しかし、地理的条件、またこの名寄は冬あ

るということで、旭川まで受験に行くにはやはり

不安もあり、宿泊してやらなくてはいけないとい

う現実もあると。経済的な負担もありますので、

縮小であきらめるのではなく、やはり名寄、最北

端の公立大学を持っている点、そして名寄のこの

地域の子たちが都会に住む子と同じ条件で受験を

できるような体制を地理的条件から考えてぜひ要

望はし続けていっていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

それと、サマージャンプ台も２１年度に改修し

たということですので、ぜひ活用をお願いします。

それと、皆さんも新聞等で出ているので、わか

ると思いますが、スポーツの拠点構想、ジャンプ

台はナショナルトレーニングセンター、大倉山と

宮の森に決定したということで非常に、名寄はＦ

ＩＳの大会を開催できるジャンプ台ではございま

せんので、難しいとは思いますが、そういった国

のいろんな強化とかいうのが全日本とかいろいろ

ありますので、絶えず目を光らせておいて、そう

いったことの要望に対しては漏れることがないよ

うやっていただければなと思います。

また、各種視察につきましては、議会事務局長

にお願い申し上げます。やはり議員視察というの

も大きな経済活動の一つだと思います。名寄は、

もう本当に恥ずかしくない先進的な条例を初め、

いろんな視察をしていただきたいなと逆に思うよ

うなこともございますので、ぜひ名寄のほうにも

こういったすばらしいものがありますよという、

視察先にも加えてくださいというような少しＰＲ

もしてもいいのではないかなと思いますので、機

会を見て、現実にもう全国の市町村を調べますと

何十カ所はぜひこの点について視察に来てくださ

いというＰＲをしている市町村もたくさんあるの

です。だから、名寄も通過点ではなく泊まってく

れる視察先として有望ですので、ぜひよろしくお

願いしたいなと思います。

あと最後は、有料広告……

（何事か呼り者あり）

有料広告の拡大につき〇９番（岩木正文議員）

ましては、いろいろな問題もありますけれども、

今後さらに命名権であるとか、スポーツセンター

の室内の垂れ幕も今はできるようになっています

ので、自主財源の確保という観点からぜひ検討を

続けていただければなと思います。

コンビニの納税は、非常に皆さん頑張っていた

だいて９ ５％、９ ７％、ほとんどが入れてい 

ただいておりますけれども、やはり市民へのサー

ビスという観点からは、コンビニ納税というのは

時代の潮流ではないかなと思っておりますので、

検討のほうをよろしくお願いいたします。
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質問の最後ということですので、加藤市長に一

言申し上げておきたいなと思います。志を同じう

する者、相集い、力を合わせ青年としての英知と

勇気と情熱を持って明るい社会を築き上げよう、

これは青年会議所の綱領でございます。時期は違

いますけれども、同じ夢を形にまちづくりをしよ

うという活動をしてきた者としてやはり新市長に

はぜひ頑張っていただきたい。

最後に、ウォルト・ディズニーの夢をかなえる

４つの言葉、１つ目は好奇心、市長のわくわくす

る気持ちです。２つ目は自信、部下を信じ、やり

抜くのだということです。そして、３つ目は先ほ

ど言いました３つの勇気です。最後、４つ目は継

続、どんな困難があっても続けるのだよと。この

ことをぜひ先人たちがつくってくれたこの名寄市

というキャンパスを今度ぜひ加藤色というか、新

たなキャンパスに塗る余地がまだまだありますの

で、温故知新を忘れることなく、ともにまちづく

りをやっていきたいなと思いますので、ぜひ頑張

っていただきたいなということを申し上げ、質問

を終わります。ありがとうございました。

以上で岩木正文議員〇議長（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 ４時３８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 川 村 幸 栄

署名議員 谷 内 司


