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平成２２年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年３月１０日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 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（２４名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

３番 竹 中 憲 之 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

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 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 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 山 内 豊 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

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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〇議長（小野寺一知議員） 昨日に引き続き本日

の会議を開きます。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

５番 大 石 健 二 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

を指名いたします。

〇議長（小野寺一知議員） 日程第２ これより

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

町内会活動について外３件を、佐々木寿議員。

〇６番（佐々木 寿議員） おはようございます。

ただいま議長から御指名と発言の許可を得ました

ので、質問してまいります。

まず、質問の前にきょうは名寄中学校の卒業式

ということで、卒業される生徒の皆さん、そして

父兄の皆さん、そして関係者の皆さんに心からお

祝いを申し上げて質問に入りたいと思います。

まず、１点目は、町内会活動の現状と課題につ

いて伺います。協働のまちづくりは、自分ででき

ることは自分で、個人でできないことは地域で、

地域でできないことは公共でという自助、共助、

公助の考え方に立ち、市民、町内会、ＮＰＯ、団

体、大学、企業、行政、それぞれの特性を生かし

て役割を分担しながら地方分権時代にふさわしい

まちづくりを目指さなければならないと思います。

この協働のまちづくりの根幹をなすものは、地

域住民の多くが加入している町内会であり、日常

の暮らしの中でさまざまな問題を話し合い、協力

して地域の課題を住民みずから解決を図り、住み

よいまちづくりを進めていくような新しい地域コ

ミュニティーづくりこそ町内会活動の目指すもの

であると思っております。しかし、高度成長期か

らバブル期となり、近隣づき合い、核家族化によ

る暮らしの知恵が受け継がれず、自分さえよけれ

ばよいという相互扶助の意識が薄れつつあり、何

でもお金で処理できるような仕組みや意識が増幅

し、あるいは少子高齢化時代が進む社会が到来し

て社会保障制度を初めとしたさまざまな問題、そ

して命を軽んじる社会環境のひずみなど個人の力

では解決できないことが多数散見され、現実的に

は理想とする町内会活動が進んでいないのではな

いかと思えてなりません。理想と現実のギャップ

を抱えているのが現在の町内会ならば、これらの

課題を乗り越えられる新たな地域コミュニティー

の構築が必要な時期に来ていると思います。その

ためには、行政としてもともに考え、行動してい

くため考えを共有し、地域の住民自治の推進を図

らなければならないと思います。町内会を応援し、

悩みや課題解決に向け、町内会に対する公助が必

要なのではないかと思います。町内会づくりの原

点にいま一度立ち返り、理想とする町内会の創造

に向けて一致協力しながら進めていくべきと考え

ます。

新総合計画にも次のような記述があります。行

政区や町内会による住民主体の活動が活発になさ

れ、それを推進するために支援を行ってきたが、

一方では少子高齢化、核家族化が進み、生活様式

や価値観の多様化により地域社会の連帯感が薄れ

ていく傾向にあり、地域コミュニティー活動にお

いて支障になる要因の把握に努め、活性化を促進

することが必要だとあります。そこで、町内会活

動の現状と課題と今後の取り組みについて伺いま

す。

次に、風連地区の町内会移行について伺います。

来る４月１日から風連地区も自治組織に移行する

わけであります。移行に関しては、合併当初から

住民説明を含め、さまざまな意見を聞きながら進

めてこられたことと思われますが、新しい自治組

織、規約、事業計画等々、具体的な準備作業は大

変なことと推察いたします。移行体制は確立され

ているのか伺います。
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２点目は、教育行政について、市民スキー大会

について伺います。第３１回市民スキー大会が去

る２月２８日にピヤシリスキー場で開催されまし

た。この大会は、名寄市、名寄市教育委員会、名

寄市体育協会、名寄地方スキー連盟が主体となり、

昭和５４年に旧名寄市で開かれた国体冬季スキー

競技会、まごころ国体をきっかけにスキーを市技

に指定して毎年開催され、市民が雪に親しみ、冬

の野外活動の活性化とスキー技術の向上を図るこ

とを目指しております。参加者は、日ごろのトレ

ーニング成果と記録更新を目指してタイムを競い

合い、残り少ないスキーシーズンを楽しんでもら

ったものと推測いたします。午後からは、雪に親

しみながらゲーム等でこれまた別な形で楽しんで

いただけたものと思われます。また、ニュージー

ランドスキー連盟の検定人及びニュージーランド

での豊富な指導歴のある大滝リキ氏が講師となり、

スーパースキー研修ｉｎ名寄が開催され、主にス

キー指導者を対象としたスキー学習での指導方法

について学べる研修も行われました。このように

参加された方々は、十分にシーズンオフを満喫さ

れたのではないかと思われます。

しかしながら、参加状況は年々減少にあります。

過去大会参加状況を見ますと、第２７回が２５７

名、第２８回大会は２４９名、第２９回大会には

１９８人、昨年の第３０回大会には１７３人が出

場、今回の第３１回大会には１２１名となり、４

年前に比べ半減しております。このような減少傾

向が続いている当大会の今後のあり方を考えるべ

きであると思われますが、見解を伺います。

次に、高等学校教育の振興について伺います。

産業高校コーディネート委員会メンバーである行

政としての今後の取り組みについて伺います。報

道によりますと、名寄産業高校は道教委の専門高

校パワーアッププロジェクトの研究指定校になり、

同プロジェクトは将来の地域産業を担う生徒の実

践能力をはぐくむのがねらいで、今後３年間、酪

農科学、生活文化、電子機械、建築システムの４

学科の職業高校としての専門性を生かし、行政や

地元経済界と連携して商品開発などを進め、地域

活性化に取り組むというプロジェクトであります。

具体的には、名寄の観光名物のひまわりから搾っ

た油を使った商品開発、ごみステーションやベン

チの製作とまちなどへの配置などに取り組んでい

くとしています。校外のアンテナショップ開設な

ども検討しているようであります。

去る２月２３日には、名寄青年会議所、なよろ

観光まちづくり協会の産、学、官でつくるコーデ

ィネート委員会が発足し、今後同校生徒が商品開

発に取り組み、２０１０年度中に試作品を完成さ

せた上で地元企業と連携して１１年度に商品化を

目指すことを確認し、同校は地域に何を求められ

ているか、生徒たちが考えて貢献することで将来

の名寄を背負う人材に育ってくれればと期待して

いるということであります。このような趣旨の報

道がありましたが、コーディネート委員会のメン

バーとなっている行政としてどのようにかかわり、

協力しているのか、現段階での協力、取り組みに

ついて伺います。

次に、食べ物を捨てない、残さない運動の推進

について伺います。日本の食料自給率は、試算が

始まった１９６０年の７９％から下がり続けて、

ここ数年は４０％の横ばいで推移していると言わ

れております。北海道は２００％と自給率が高い

わけでありますが、それでも廃棄物となると１日

１世帯当たりの台所ごみ、調理くず、食べ残しな

どは７５８グラムで、このうち３７％に当たる

２７５グラムが過食部分の食べ残し、廃棄だとい

うデータがあります。そのほかにも期限切れ食品

等の廃棄、飲食店や家庭における調理ロスや食べ

残しといった生産、消費の各段階における食料ロ

ス、食料廃棄の問題があります。

また、小中学校では学校給食を通して食に関す

る指導を行っていると思いますが、給食は栄養バ

ランスのとれた献立内容により健康な体をつくる

とともに、食事をすることの楽しさを実感したり
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地場産物を活用することで生産者への感謝の気持

ちを持つことができるのだと思います。また、学

校給食試食会や献立表の家庭への配付などは、地

域や家庭との連携により給食を活用して食育を進

めることもできると思っております。最近の子供

たちは好き嫌いが特に激しく、たくさんの残食を

出していると聞いています。その量は半端でなく、

１校につき１日ごみバケツ数杯分もの量を毎日出

しているというところもあるようです。また、あ

るデータによると仙台市内の小学校では１９％、

中学校では１９％もの給食が残食となっているそ

うです。食べ物を捨てない、残さない運動を学校

現場から一般家庭に拡大できればと考えます。そ

こで、学校給食センター、教育現場では食べ物を

大切にする心を育てる指導、学校給食の食べ残し

はどのように指導、取り組みをしているのか、ま

た調理の段階で食品廃棄物の減少の取り組みはど

のように取り組んでいるのか伺います。

３点目は、観光行政について、名寄市の景観日

本一事業について伺います。名寄市には、盆地特

有の気候でつくり上げた雄大な自然があります。

東に北見山地、西に天塩山地が連なり、名寄盆地

は春夏秋冬における景観をその季節ごとに変化し、

私たちに自然の趣を与え続けております。広大な

田園、雄大に流れる天塩川と清流の名寄川、十数

キロも続く真っすぐな道路、名寄浅江島、健康の

森の公園等にすばらしい景観が埋もれているので

はないかと思われます。名寄のここが美しい、こ

この場所から見た景観はすばらしいという情報を、

市民の方々は多くの情報源をそれぞれにお持ちで

はないかと思っております。この景観情報を提供

していただき、景観名寄一、道北一、北海道一、

日本一を目指す夢があっていいと思います。この

事業を推進することによって、本来の観光事業と

相まってさらなる効果を発揮するものと思われま

す。名寄に来られた方々に名寄のすばらしさを全

国に発信してもらい、観光事業に貢献できるもの

と思われますが、見解を伺います。

次に、名寄岩生誕１００年記念事業について伺

います。岩壁静雄さんこと名寄岩は、旧名寄中学

校を卒業後、鍼灸師になるべく両国の専門学校に

通っていたところを立浪元小結緑嶌の強引なスカ

ウトを受け、昭和７年５月、５月場所で初土俵を

踏みました。同部屋の双葉山、羽黒山と立浪三羽

がらすと称された名寄岩、さまざまな病気、けが

を抱えて幕内も２けた台まで落ちながら土俵を勤

め続け、関脇まで返り咲き、４０歳になるまで土

俵に上がり続けた名寄岩関、本人が主演したその

劇的な土俵人生は「涙の敢闘賞」として舞台化、

映画化もされ、日本じゅうを沸かせました。また、

引退場所前の昭和２９年５月場所の千秋楽では、

全力士のかがみであるとして相撲協会から特別表

彰を受けております。そして、懸賞を受ける際の

手刀を切る正しい型を示した力士とされています。

この年、９月場所を限りに現役を引退し、引退後

は年寄春日山として春日山部屋を経営、前頭大昇

等を育てました。平成１８年３月には、孫が松ケ

根部屋へ入門し、祖父に続く関取昇進を目指して

いるということであります。

引退するまで純情でいちずな性格、まじめ、頑

固一徹、一本気の怒り金時としてその相撲ぶりは

ファンを魅了、熱狂させた名寄岩であります。双

葉山を終生愛してやまなかったと言います。取り

口は、相手の左を引っ張り込んできわめ出すか、

つるか、すくうかという一本調子で、相手の上手

がとれなければ肉をつかんでもつり上げるという

ほど強引なものだったそうであります。性格のゆ

え妥協もできず、花相撲で双葉山に勝って師匠に

しかられたというエピソードもあるそうでありま

す。そして、四股名の名寄岩は現役の緑嶌の１字

をとった緑川を用意した師匠に対して、そんな弱

そうな名前は嫌だと自分の岩壁の名字１字と出身

地の名寄をとって押し通したということです。そ

のあたりにも名寄岩の性格がうかがえます。入門

するなり師匠の用意した四股名を嫌って言い争い、

しかも言い負かしたのが兄弟子に悪く思われ、取
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り的時代にはかなりいじめられたそうであります。

名寄にこだわり、名寄という地名を全国に広めた

貢献者であります。こういう名寄岩を名寄の誇り

とし、将来に語り伝えていくべきだと考えます。

生誕１００年事業を取り組むべきと考えますが、

見解を伺います。

４点目は、安全、安心な生活環境について、名

寄駐屯地の堅持と基地周辺整備事業の拡大につい

て伺います。名寄駐屯地は、昭和２７年に旧保安

隊美幌から管理隊が移駐、翌２８年３月に宇都宮

から主力の第３普通科連隊、同じくして高田から

３連３大隊が移駐しました。同年、防衛庁が開庁

し、陸上自衛隊名寄駐屯地として正式なスタート

を切ってから５８年がたとうとしています。半世

紀以上の歴史の中で、同駐屯地は日本最北の部隊

として訓練を重ね、屈指の精強部隊に成長してお

ります。と同時に、北の防衛、各種災害派遣、国

際活動支援、また地域の活動などに隊員が住民と

ともにイベントやボランティアに積極参加し、地

域とのつながりを密にしています。あるいは、防

衛省事業として民生安定事業と障害防止対策事業

でも平成元年度から約３０億円弱となる事業で道

路、排水路の整備、埋め立て処分場、スキー場の

リフト建設、除雪機械の購入、プール建設、農業

施設整備等々に対する防衛施設周辺事業費を継続

して助成を受けてまいりました。近年では昭和通

舗装工事など３件、南プール建設１件、農業施設

整備は５地区で事業がなされ、障害防止対策事業

では菊山排水路工事など３件の事業がなされまし

た。このように長い歴史を経て、今では市民と自

衛隊とのつながり日本一との声が聞かれます。こ

れは、地元市民を初めとする近隣市町村、道北の

地域住民が自衛隊に対する絶大なる理解と信頼を

寄せているものであると思っております。これも

島市長が自衛隊協力隊長として率先陣頭に立って

関係諸団体、そして行政を牽引したたまものであ

ると思っております。改めて敬意を表するもので

す。

ところが、昨年の政権交代により防衛大綱、周

期予防整備が１年先送りされました。平成２２年

中には結論が出されると思われますが、駐屯地の

堅持及び基地周辺整備事業費について不透明なと

ころもあり、地域の安全、安心に不安が生じてお

ります。結果によっては、今後に大きく影響する

ものと思われます。そんな中にあっても自衛隊が

全うする役割は、どのように変化しようと基本と

なる国防を初めとする自衛隊の任務には変わりな

いものと思いますし、今後とも地域で積極的にイ

ベントや派遣活動に協力してもらう身近な自衛隊

として期待するものであります。そこで、名寄駐

屯地増強促進期成会等の要望活動、防衛省補助事

業要望活動等を初めとする名寄駐屯地とのかかわ

り合いについて、２２年度以降の考え方を島市長

に伺いたいと思います。最後になりましたが、よ

ろしくお願いいたします。

以上でこの場からの質問を終わります。

〇議長（小野寺一知議員） 島市長。

〇市長（島 多慶志君） おはようございます。

佐々木議員から、大きく４項目について御質問を

いただきました。１項目めは総務部長、２項目、

３項目めの（２）につきましては教育部長、３項

目めの（１）については経済部長、最後の４項目

につきましては私から答弁をさせていただきます。

陸上自衛隊名寄駐屯地は、これまで災害派遣や

援農、学校グラウンドの整備、防衛施設周辺整備

事業、雪まつりや国体開催の支援、そして町内会

活動など地域に深く根差しており、市民の生活環

境の向上に大きく貢献をいただいているところで

あります。政権交代により新政権は、防衛計画の

大綱見直しは十分な検討を行う必要があるとして

平成２２年度中に結論を出すとしております。新

政権の基本的な考え方として、自衛官の実員につ

いては極力効率化を図りながら第一線部隊の充足

を高め、即応性、精強性の向上を図り、部隊等の

効率化、合理化などの検討を行うとしております。

我が国を取り巻く安全保障の環境でも北朝鮮の核



－94－

平成２２年３月１０日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

弾道ミサイルの脅威が深刻となっており、アジア

太平洋地域における安全保障環境などを踏まえた

防衛力整備が課題であります。新大綱について新

政権は、北方から南西へ、そして空へと優先度を

変え、陸海空の予算バランスを修正したいとの意

向もあり、特に北の脅威が激減する中で抑止力の

意味も薄れたとの見方をしていると報道されてい

ます。今後さらに北海道の自衛隊定数削減や駐屯

地等の縮小、廃止が実施されると北の守りはもち

ろんのこと災害発生時の対応、まちづくりや地域

経済に与える影響が大きく、名寄市としてもまち

づくりの根底にかかわる大きな問題となるため容

認できるものではありません。

２２年度以降においての名寄駐屯地とのかかわ

りについてのお尋ねでございますが、地政学上も

名寄市の駐屯地の占める国防上の位置は全く変わ

らないと、このように考えておりますし、また地

域の安全、安心を守るためにも陸上自衛隊名寄駐

屯地増強促進期成会を中心に北海道自衛隊駐屯地

等連絡協議会や関係市町村との連携を図りながら、

名寄駐屯地堅持に向けた中央等に対する要望活動

を続けていただけるものと確信をしております。

基地周辺整備事業につきましても、議員からの紹

介がありましたように多くの名寄市は事業の取り

組みをしてまいりました。高率の助成を受けての

地域経済や雇用を支える大きな施策となってくる

わけでして、今後も名寄市の地域経済の安心、安

全を図るため事業の推進に努めていかなければな

らない大きな事業であると、このように認識をし

ております。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） それでは、私のほ

うから大きな項目１の町内会活動についてお答え

します。

町内会活動の現状と課題と今後の取り組みにつ

いてでありますが、町内会は良好な地域社会の維

持と地域共同問題の対処を目的とした任意の団体

であり、それぞれの地域において重要な役割を担

っています。名寄地区には、３００世帯以上の町

内会から１０世帯以下の小さな町内会まで６８の

町内会があります。組織の大小にかかわらず、そ

れぞれの住んでいる地域社会をよくするために地

域に住む人たちが連携し、支え合いながら地域福

祉の充実、まちの安全確保、生活環境の整備、回

覧板などによる連絡調整とさまざまな活動を行っ

ているところであります。しかしながら、町内会

の加入率は年々減少傾向にあり、また地域により

実情は若干異なりますが、役員の高齢化、後継者

不足や生活様式の多様化に伴う町内会行事への参

加者の減少など、さまざまな課題も抱えておりま

す。このように町内会を取り巻く環境は厳しい状

況にありますが、市では協働のまちづくりを推進

していくために地域づくりの重要なパートナーと

認識をしているところであります。

町内会には、いろいろな世代の方々がより積極

的に加入することにより活動の活性化が図られ、

発展していくことが重要と考えております。市と

いたしましても町内会への加入促進を図るため、

町内会加入の促進のチラシの配布や転入者の市窓

口手続の際に封筒による町内会名を提示し、加入

を促進する取り組みを実施しているところであり

ます。また、町内会の連絡先など情報不足が町内

会未加入の一つの要因とも考えられることから、

各町内会の連絡先を町内会連合会のホームページ

上に掲載をして若者世帯への情報提供をしている

ところでもあります。さらに、職員に対しまして

も職員研修を通じて積極的に町内会活動に参加す

るよう促しているところでもあります。本定例会

で名寄市自治基本条例が制定され、コミュニティ

ー自治やコミュニティー支援について定めており

ますので、このことを遵守し、住民自治が自治の

重要な担い手として守り育てていけるよう一層努

めてまいりたいと考えております。

次に、風連地区の行政区から町内会への移行に

ついてでありますが、御承知のように風連地区は

名寄地区と異なっておりまして行政区制度を採用



－95－

平成２２年３月１０日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

しておりましたので、その行政区制度を名寄地区

と同様の町内会組織へ移行するため、特例区では

平成１９年６月に風連住民自治組織移行審議会を

設置し、審議をいただいてきたところであります。

審議会では、町内会組織の必要性と行政区廃止後

の区域割りの素案を示しながら行政区長や地域関

係者と協議を重ねてまいりました。その結果、平

成２０年１０月に審議会から、住民と行政との協

働のまちづくりを一層推進するために住民自治組

織へ移行すべきであり、その際には現行の区割り

では世帯数の減少と高齢化などによって自治活動

に支障を来す地域があると想定されることから、

区域の再編では具体的に市街地区の４行政区を５

町内会に、農村地域の１３行政区を８町内会に、

合わせて１３町内会にすべき、また移行する年月

日につきましても平成２２年４月１日からとする

との答申をいただいたところであります。

これを受けまして、特例区といたしましては地

域へ赴き町内会組織への移行、また区域再編の必

要性について説明をしながら理解を求めてきたと

ころであります。結果といたしまして、町内会組

織への移行については理解をいただき、今各地域

では組織の立ち上げの準備を進めているところで

あります。区域の再編では、市街地区で単独を選

択した地域がありましたので、答申より１つふえ

て１４町内会で４月１日から風連地区の町内会が

スタートすることになりましたので、御理解を願

いたいと思います。

以上、答弁とさせていただきました。

〇議長（小野寺一知議員） 山内教育部長。

〇教育部長（山内 豊君） 私からは大きな項目

の２、教育行政についてと大きな項目の３の

（２）、名寄岩生誕１００周年記念事業について

お答えをいたします。

初めに、市民スキー大会についてお答えをいた

します。去る２月２８日に第３１回市民スキー大

会を開催いたしました。競技部門の参加状況は、

議員の御質問にあったとおり延べ１３３人と昨年

に比べ４０人の減、４年前と比べますと１２４人

の減で約半減となってございます。種目別では、

アルペン、ジャンプで昨年を若干上回る参加があ

ったもののクロスカントリーとリレーで昨年を大

きく下回る結果となりました。これは、同日に開

催されたイベントや他地区での大会等の影響が一

因と考えていますが、いずれにいたしましても近

年の参加者の減少傾向については真摯に受けとめ

ており、その対応について模索している段階でご

ざいます。具体的にはＰＲの強化、スノーボード

の種目の採用、競技ルールの変更やオープン部門

の設置、レクリエーションの充実、指導者向け研

修会の開催など、競技はもとより競技以外の充実

にも努めており、本年の競技以外の参加状況につ

いて申し上げますと昨年より５０人から６０人程

度の増となってございます。

市民スキー大会のあり方については、今後も歴

史あるスキー競技を柱に継続してまいりたいと考

えておりますが、スキー人口の拡大に向けた研修

会、健康増進や雪に親しむ機会としての取り組み

なども含め、多様な参加の受け皿となり得る大会

を目指し、見直しを進めてまいります。

次に、高等学校教育の振興に関して、名寄産業

高校のパワーアッププロジェクト推進事業につい

てお答えをいたします。北海道教育委員会が進め

る専門高校パワーアッププロジェクト推進事業は、

時代の進展や技術の高度化に対応した専門高校の

教育力向上を図るため、大学、試験研究機関、地

域企業などと連携し、専門性の高い知識、技術の

習得など将来の地域産業を担う実践的な能力を身

につけた高校生の育成に係る実践研究を行い、専

門教育やキャリア教育の充実を図ることを目的と

して平成２１年度から新規事業として取り組まれ

てございます。

名寄産業高校は、この事業の専門アッププロジ

ェクト、物づくり商品開発の研究指定校として、

社会に貢献する人づくりを研究テーマに学科集合

型高校の特徴を生かして地域社会に貢献する物づ
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くりを進めていこうとするものであります。具体

的には、アスパラパウダーやひまわり油などを利

活用した食品、食材開発、プランター用花卉栽培、

フラワーバスケットや公共用ベンチの製作など、

新食材開発や食育の分野、環境整備の分野、地域

振興にかかわる分野などに取り組もうとするもの

で、事業期間は平成２１年度から平成２３年度ま

での３カ年となってございます。

本年度は、名寄産業高校と地域が協力、連携し

て物づくりを中心とした効果的な産業教育の方法

等を検討するコーディネート委員会が設置され、

農畜産物を活用した特産品開発、地域の食材を利

用した商品開発や新型メニューの提案、地域と連

携した木材加工品等の製作、地域イベントと連携

する活動などについて情報交換や研究協議を推進

することとしてございます。このコーディネート

委員会には、名寄市立大学、なよろ観光まちづく

り協会、名寄青年会議所を初め市の部局からは経

済部、建設水道部、総務部、教育委員会が参加し

ておりまして、関係の団体、機関と連携を図り、

積極的に協力してまいりたいと考えてございます。

想定される協力内容としましては、商品開発に関

しては商品化された新商品の取扱店や販路開拓へ

の支援、また地域イベントなどへの参加希望があ

った場合の調整や支援など、名寄観光まちづくり

協会などの関係団体との連携を図り、協力してま

いりたいと考えてございます。

農畜産物の利活用では、アスパラパウダーの提

供やなよろ産業まつり、地産地消フェア等でのＰ

Ｒ活動の場の提供や安全、安心な農畜産物等を活

用した特産品開発への支援、環境整備に関しては

公共用ベンチなどの製作に伴う設置箇所の協力や

設置する箇所においてどのようなベンチが好まれ

るのか、デザインや地元産素材を活用した製品開

発に関する情報提供、また市内小中学生に対して

名寄産業高校が実施する物づくり体験活動などへ

の参加促進の協力など、コーディネート委員会の

参加を通じて積極的な協力を行い、名寄産業高校

の魅力ある学校づくりに協力、支援をしてまいり

たいと考えております。

次に、食べ物を捨てない、残さない運動の推進

についてお答えをいたします。学校給食のカロリ

ー摂取基準は、平成２１年４月に文部科学省が定

めた新基準をエネルギーベースで示しておりまし

て、小学校は低学年で５６０キロカロリー、中学

校で６６０キロカロリー、高学年で７７０キロカ

ロリー、中学校は８５０キロカロリーとなってご

ざいます。うち主食用米飯は、生米換算で小学校

は低学年で７０グラム、中学年で８０グラム、高

学年で１００グラム、中学校は１１０グラムとな

ってございます。ほかに主菜、これは焼き魚、グ

ラタン等でございます。あるいは副菜、これはあ

えもの、肉じゃが、こうしたもの、あるいは汁物、

牛乳、デザート等で構成した日々の基本献立によ

りまして文部科学省が定めた摂取基準に合わせて

提供してございます。

これまで学校給食センターでは、直近の平成１

９年度と２０年度の２カ年で一部の学校を対象に

給食の残食調査を実施しており、平均で２０％の

残食が発生している状況が確認されてございます。

また、今年度１１月に実施した全国調査による学

校給食栄養報告では、小学校１校と中学校１校を

対象に残量調査を行った結果、主食で小学校１

４％、中学校１４％、主菜、焼き魚、グラタン

等でございますが、小学校で４％、中学校で

０％、副菜、あえもの、肉じゃが等でありますけ

れども、小学校で３％、中学校で１７％、汁

物で小学校０％、中学校２７％、牛乳で小学

校８％、中学校で６％と数値が減少する結果

となってございます。今後も学校給食は、文部科

学省が定めた基準に沿ったバランスのよい献立を

提供してまいりたいと考えてございます。

日々出される給食を児童生徒が完食することは、

健康な体をつくる上で必要な栄養とエネルギーが

得られることになります。したがいまして、平成

２０年４月から２校でスタートした栄養教諭によ
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る食に関する指導が昨年７月からは市内の全校に

拡大しており、児童生徒は地場の農産物の活用か

ら地産地消の大切さと意義を学んでございます。

食材の生産過程を知ることで生産者への感謝の心

を養い、食べることは体づくりの源であることを

教えることが食べ物を捨てない、残さないことに

つながるものと考えております。

また、調理段階での食品廃棄物の減少をどのよ

うに取り組んでいるのかとの御質問でございます

が、学校給食センターでは仕入れ段階で食材の鮮

度を記した発注受け入れを行っており、残渣を最

小限に抑える対策を講じてございます。給食献立

においても残食の多いメニューについては、創意

工夫することや献立の見直しを図るなど残食を減

らす努力を続けてまいります。子供のころに培っ

た教育は、将来にわたり受け継がれていくもので

あり、学校給食を通して家庭での食育推進につな

げるよう一層の努力を続けてまいりたいと考えて

ございます。

次に、大きな項目３の（２）、名寄岩生誕１０

０年記念事業についてお答えをいたします。名寄

岩は、戦前の昭和７年から戦後の昭和２８年にか

けて大関を最高位に活躍し、その正直でまじめな

人柄も含めて波瀾万丈で話題の多い相撲人生を歩

んだ力士でございます。議員の御指摘のとおり、

名寄市にとりましても当市の名前を全国に知らし

めた功労者でございます。

名寄市では、名寄相撲協会の協力を得ながら昭

和５０年にスポーツセンターの前庭に顕彰銅像を

建立したのを初めとして、ゆかりの地の説明板の

設置や平成８年開館の北国博物館の常設展示室に

名寄岩コーナーを設け、ゆかりの品を展示するな

どその顕彰に努めてまいりました。また、名寄相

撲協会におかれましては、毎年８月５日の名寄神

社祭典相撲大会を通じ、名寄岩の業績とその精神

を引き継いでいただいてございます。

生誕事業といたしましては、平成６年に実行委

員会による生誕８０年記念事業を行い、親族、立

浪部屋関係者を招いてのしのぶ会、相撲大会、展

示会、映画「涙の敢闘賞」の上映会などを行いま

した。平成１６年には、北国博物館において名寄

岩生誕９０年と題して業績と人柄などを収蔵品を

交えて紹介をしたところです。名寄岩の生誕１０

０年は、４年後の平成２６年となりますが、どの

ような形が考えられるのかを関係者と御相談させ

ていただきたいと思いますので、御理解をお願い

いたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 私からは、大きな項

目３点目の観光行政について、名寄市の景観日本

一事業についてお答えいたします。

名寄市には、北海道遺産である天塩川やその水

系に当たる名寄川を含む大小の河川、昨年７月２

３日に国の名勝に指定された久度山を含むピヤシ

リ山系やふうれん望湖台自然公園、さらには各地

域に広がる田園風景を含む農村景観など道内外に

誇れる自然を数多く有しており、それらは大切な

財産であり、重要な観光資源と認識してございま

す。しかしながら、それらの魅力については、居

住している市民も知らないすばらしい素材がたく

さんあり、情報発信につなげていくためにもその

発掘に力を入れ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。

本年度において、観光協会や関係団体と連携を

図り、現在把握している景観スポットとあわせ今

後発掘していく素材と観光施設を融合させ、名寄

市の新たな観光ルートを盛り込んだなよろグルっ

と！ガイドをＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協

会で作成いたしました。広域的には、名寄市立大

学の白井ゼミから提言のありました名寄休暇村構

想、名寄で過ごす１週間を道北観光連盟に提出し

てございます。また、観光素材として日本で一番

早く飛べるピヤシリシャンツェ、さらには最北の

スキー場、日本で２番目の大きなレンズの望遠鏡

を設置する市立天文台きたすばる、道立公園内の
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国内有数のカーリング場等々、多くの観光素材が

あり、体験的な取り組みを含め、市民への周知か

ら道内外に広めてまいりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木議員。

〇６番（佐々木 寿議員） ただいま御答弁をい

ただきました。ありがとうございます。再度質問

をさせていただきますが、時間が余りないので、

御答弁では要点をよろしくお願いしたいと思いま

す。

まず、順不同になりますけれども、名寄駐屯地

の堅持と基地周辺整備事業の拡大について、ただ

いま市長のほうから御答弁を心強く賜りました。

市長におかれましては、中山名寄地方自衛隊協力

会長の後を継いで名寄駐屯地を親身になって支え

続けてこられました。私も現職時代から、退職し

た今でもずっと見てまいりました。過去名寄駐屯

地もさまざまな事業や活動がございましたけれど

も、事あるごとに率先して地域住民に理解を深め

ていただきまして、一緒になって事に当たってい

ただきました。これは、現職隊員にとってこれほ

ど心強いものはないと思いますし、任務を全うす

るための糧となったとも思っております。このよ

うな御尽力が地域の住民と、そして名寄駐屯地の

関係が先ほども申しましたように日本一と言われ

るまでになったわけであります。この御尽力に対

しまして、敬意と感謝を申し上げる次第でありま

す。今後とも御健康に留意されまして、名寄駐屯

地に対します御厚配を賜ればと願っております。

ありがとうございました。

続きまして、町内会活動につきましてですが、

質問の内容、項目で申し上げたいと思いますが、

町内会の加入率は下がっているということであり

ます。やはり意識の問題もあるのだと思いますが、

この町内会の課題が多々あると思われます。そこ

で、この課題を把握するために実態調査とかアン

ケート調査というのは、これはなされたのでしょ

うか、ちょっとお伺いいたします。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 町内会活動の中で

加入率が年々低くなっているということにつきま

しては、少子高齢化も含めて子供会の活動が鈍く

なってきたと。それから、アパート、マンション

が建ってきて持ち家の方々が少なくなってきてい

ると。そこに加えて、大学の開学によりましてさ

らに若い世代の方々がふえて、なかなか町内会で

の活動のほうに入っていただけないと。この関係

につきましては、先ほども言いましたけれども、

市のほうでできる部分については転入者の関係に

ついて積極的にＰＲをさせていただきました。毎

年のように開かれています町内会長さん、行政区

長さんとの懇談会等もいろんな形で議論させてい

ただきまして、それぞれ各町内会で共通する悩み

ということの認識をしておりまして、その中でも

具体的にどのようにしたら町内会に入っていただ

けるかという部分については、例えば福祉の地域

支え合いであるとか町内会におけるイベントをや

って、家族ぐるみで多くの方々を町内会活動のほ

うに入っていただいて楽しんでもらって町内会活

動に誘導すると、こういうことを現実的には今ま

で取り組んできたというふうに認識してございま

す。

ちょっと具体的にアンケートの関係については、

今議員から提言ありましたので、それが実態に…

…状況についてはそれぞれ町内会さんで異なった

現状でもありますので、アンケートの関係につい

てはちょっと研究させていただきたいなというふ

うに思いますけれども、現状についての課題につ

いては先ほど述べましたようにそれぞれ個別個別

の町内会で認識をされておりまして、こちら側も

理解しておりますので、町内会連合会との連携も

含めましてその辺については研究してまいりたい

と思っております。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木議員。

〇６番（佐々木 寿議員） やっぱり実態調査と

かをやらないと、本当に町内会がどういう問題を
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抱えているとか、やっぱり何が改善されたら町内

会活動が変化するのかということは、実際につか

まないとわからないと思いますので、ぜひそうい

う方向に課題をピックアップさせていただきたい

と、これによって検討していただきたいと、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。

次に、町内会のこの間の報道によりますと市民

活動保険制度、これを導入するということですが、

これをかいつまんでちょっと要点だけよろしくお

願いしたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 後から山口議員か

らも御質問あると思うのですけれども、町内会活

動の関係につきましては現実に町内会連合会のほ

うで町連共済制度に入りまして、町内会活動に伴

って事故等が起きた場合については保険の給付が

あるということで、町内会連合会のほうで各町内

会の方々に希望をいただいておおむね９００名程

度、８９０名ぐらい入っておりますので、そこは

全体を網羅しているかどうかということについて

は、人数が約９００名弱ということでありますの

で、実態というのはそんなふうになっております。

それから、市独自で主催する、もしくは共催する

行事の関係につきましては市民賠償保険というこ

とで、それは見舞金程度の保険なのですけれども、

そういう制度に市独自としては入っています。町

連としては、町内会活動に対するものについて役

員の方を中心、もしくは希望する方を入れまして

そういう保険制度には加入しています。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木議員。

〇６番（佐々木 寿議員） わかりました。

それでは、市民スキー大会ですけれども、これ

はやっぱり現実としては先ほど言われました課題

が多々あると思いますが、主催者側とよく検討し

ていただいて、時期的な問題なのか、あるいは場

所的な問題なのか、その内容的な問題なのか、Ｐ

Ｒが足りないのかということがあると思います。

それは、やっぱりしっかりと検討してつなげてい

ただきたいなと思います。それで、特に小学校の

児童の参加というのは、これは親を含めて参加す

るということになって、いろんなスポーツのイベ

ントなんかもそうだと思いますけれども、親子の

コミュニケーションとか、やっぱり健康増進にも

つながるのだと思いますし、学校現場での参加の

奨励もしていただきたいと、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。

産業高校につきましては、これは高校といいま

すと道の管轄で市のことは余り関係ないというふ

うにとらえられておりましたけれども、今回のこ

のプロジェクトというのはやはり名寄市も関係し

ているということでありますので、しっかりと取

り組んでいただきたいと、こういうふうに思いま

す。しっかりとまた御支援をお願いしたいと思い

ます。

それから、学校給食の問題ですけれども、これ

は１つ質問させていただきますが、給食の残飯は

数あるということでございますけれども、その食

べ残しを持ち帰るという点につきましては、これ

はどういうふうにお考えなのでしょうか。

〇議長（小野寺一知議員） 山内教育部長。

〇教育部長（山内 豊君） 昔のことでいいます

とパンだとか固形物、持ち帰りできるものは持ち

帰ったという、そういったような時代もありまし

たけれども、今は保健所等の指導で食品を提供す

る部分の中で家に持ち帰ったときの処理がなかな

か難しいという部分がありまして、それについて

は現状はできないということであります。ですか

ら、大量に今そうした残渣が出てくるということ

があって、その辺は今の時代の移り変わりといい

ますか、そういった保健衛生といいますか、そう

いった部分が非常に厳しい状況の中でそれができ

ないと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。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木議員。

〇６番（佐々木 寿議員） ある学校では、やっ
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ぱり室長がもったいないからということで持ち帰

れということになって、教育委員会でも大変なこ

とになったということで、衛生面から考えて大変

なことになったということなのですが、いろいろ

と食べ残しについては子供たちが栽培している花

壇に植えて、またそういうものを育ててまた自分

らで食べるというようなサイクルのことも考えて

いるようでございますので、その残飯については

やっぱり今後少し検討が要るのではないかと思い

ます。御答弁いただきました調理の段階でも、あ

る程度規制があるとは思いますけれども、どうし

ても残る段階において、それはやっぱりもったい

ないと思いますし、やっぱりそれをうまく活用す

ることもひとつ検討されて取り組んでいただきた

いと思います。

それから次に、名寄岩の生誕事業ですけれども、

これはある方によりますと懸賞金を出したらいい

のではないかということを言われまして、この懸

賞金というのは先ほど言いましたように手刀を切

るというのは左、右、真ん中というのが一般的な

のですけれども、名寄岩の場合は左から中央、右

と行って心という字を切ったと言われています。

しかし、やっぱりこういうようなことも名寄岩が

もう本当に手がけてきたことでありますので、懸

賞金もいいのではないかなと。懸賞幕ですね。土

俵をこう回って歩いて、最後にこう懸賞をもらう

のですけれども、これ６万円なのですけれども、

つくるのに大体５万０００円ぐらいかかるとい

うことなのです。４年後になりますので、協会と

しても何かの事業ということで、１つの項目とし

て考えていきたいと思いますので、私も協会の役

員でありますので、ひとつその辺も一緒に考えて

いきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

したいと思います。

それから、日本一の景観につきましては、先ほ

ど御答弁のとおりしっかりといっぱい埋もれてい

る景観を発掘していただきたいと、まず手がけて

いただきたいなと思いますので、よろしくお願い

いたします。

以上で私の質問を終わります。

〇議長（小野寺一知議員） 以上で佐々木寿議員

の質問を終わります。

新年度予算編成にかかわって外２件を、佐藤靖

議員。

〇１番（佐藤 靖議員） 議長の御指名をいただ

きましたので、通告順に従い順次質問を行ってま

いります。

最初に、新年度予算編成にかかわってでありま

す。昨年８月の第４５回衆議院議員選挙によって

憲政史上初の本格政権交代が実現し、平成２２年

度は新政権下で行われる初めての予算編成作業と

なりました。行政報告の中でも述べられましたよ

うに国はコンクリートから人へ、新しい公共、未

来への責任、地域主権、経済成長と財政規律の両

立を理念としながらも特に地域主権確立のために

地域に必要なサービスを確実に提供できるよう地

方財政における所要の財源も確保されたところで

す。

名寄市にあっては、４月１８日に市長選挙が執

行されることで新年度については骨格予算編成と

なりましたが、地域の経済や雇用安定に配慮した

結果、一般会計で１８６億９７０万０００円、

特別会計、企業会計を含む総額で３６５億９５

２万０００円となったところでありますが、今

回の骨格予算編成の中において先送りとした事業

についてお知らせをいただきたいと思います。加

えて、新政権下における予算編成を終え、今後に

期待されることについてもお伺いします。

また、２２年度の歳入において市税収入が前年

度に比べマイナス５％と見込んでいるのを初め、

厳しさを増す市内経済状況下ではありますが、市

民ニーズに対応するための事業展開は不可欠であ

り、そのための今後の歳入確保対策を初め、市財

政の今後の見通しについてもお考えがあればお示

しをいただきたいと思います。

次に、教育行政にかかわってお伺いします。ま
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ず、名寄市立大学及び短期大学部の将来展望につ

いてであります。名寄市立大学は、４学年すべて

がそろい１年間が経過し、初めての卒業生を送り

出すこととなりました。また、２２年度の一般入

試状況を見ても保健福祉学部においては３学科平

均倍率で７倍と全国の受験生に名寄市立大学の

存在が認知されている状況も感じられますが、一

方短期大学部児童学科は受験生の減少傾向も否め

ません。そこで、開学から４年を終えようとして

いる現在、この４年間を振り返り、今後の課題と

考えられている事項及び短期大学部の課題につい

ても明らかにしていただきたいと思います。

旧名寄市では、昭和５４年２月に第３４回国民

体育大会冬季大会スキー競技会の開催を機に市技

にスキーを指定し、スキーを中心に積極的に冬季

スポーツの振興を図ってきました。合併によって

市技の指定はなくなりましたが、過日閉幕したバ

ンクーバーオリンピックに象徴されるように約半

年間雪に閉ざされている名寄市にあっては、やは

り冬季スポーツの振興は必要不可欠であると思い

ます。カーリングを初め、冬季スポーツも多種多

彩となっておりますが、さきに佐々木議員の質問

にもありましたようにことし２月２８日開催の第

３１回名寄市民スキー大会の参加状況は、アルペ

ン、クロスカントリーとも参加者が１種目１人と

いうクラスも少なくなく、リレー参加も２チーム

という状況であるなど寂しい限りです。私も参加

せずに質問をすることに多少の違和感があります

が、改めて冬季スポーツのあり方についてお考え

をお伺いします。

待望のなよろ市立天文台きたすばるが４月１７

日に一般オープンとなることが決まりました。北

海道大学との提携による口径６メートルの天体

望遠鏡の設置は２２年度中となりますが、名寄で

星空のすばらしさを実感できる施設として大いに

期待されるところであります。その中で、私は昨

年第１回定例会代表質問で名寄の子供たちが自分

の家族の星座を知るなど、天文台のあるまちとし

ての取り組みについて質問を行いましたが、教育

委員会として開設する天文台をどう名寄の子供た

ちの情操教育に役立てようとしているのかお考え

をお伺いします。

最後に、名寄市立総合病院にかかわってお伺い

します。最初に、名寄市立総合病院のホームペー

ジでは常に懸案となっているセクションを初め医

療スタッフの募集が行われておりますが、年度末

を迎えた動向についてお知らせをいただきたいと

思います。

次に、定例会初日の平成２１年度名寄市病院会

計補正予算でも明らかになったようにＤＰＣ導入

により収入は若干好転したとはいえ、病院事業収

益全体では大きく落ち込み、病院事業費用が逆に

伸びる状況となっております。佐古院長を初め、

病院関係者の日々の経営努力に対しては敬意を表

するところでありますが、改革プランの初年度を

終えようとしているこの時期、改めて病院経営の

展望についてお伺いします。

また、医師、看護師確保について苦慮されてい

る状況を十分知っている中で質問をすることは心

苦しい限りではありますが、確保状況についてこ

れまでの検討経過及び結果があればお知らせをい

ただきたいと思います。

私は、医科大学の学生として女性がふえている

状況あるいは潜在看護師確保のため、病院保育所

の２４時間運営や看護師等学資金貸付枠の拡大、

名寄市立大学看護学科とのより一層の連携などが

必要と考えますが、このことの見解もお伺いし、

この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） ただいま佐藤靖議

員から、大きな項目で４つの質問をいただきまし

た。１つ目は私から、２つ目の（１）は大学事務

局長から、２つ目の（２）、（３）は教育部長か

ら、３つ目は病院事務部長からの答弁となります。

まず、大きな項目１つ目の新年度予算にかかわ

って、（１）、骨格予算編成において先送りした
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事業についてお答えします。平成２２年度の予算

につきましては、４月に市長選挙を控えているこ

とから骨格予算を編成いたしました。地域経済や

雇用の安定を考慮し、継続事業についてはできる

だけ多くの事業を盛り込みました。お尋ねの６月

肉づけ予算へ先送りした事業につきましては、主

なものとして（仮称）複合交流センター整備事業、

名寄駅横事業です。風連庁舎、名寄庁舎の改修事

業、イントラネット情報機器端末更新事業、南１

０丁目西仲通り整備事業、風連中学校移転備品整

備、公宅の取得費、大学学内ＬＡＮ強化及び教務

就職システム強化、給食センター食器洗浄機導入

など事業数で約３８本、事業費ベースで約６億円

を予定しております。

次に、（２）の新政権下における予算編成を終

え、今後に期待することについてお答えします。

昨年８月の総選挙による歴史的な政権交代から半

年が経過し、この間新政権では行政の無駄を排除

するための事業仕分け、平成２１年度第２次補正

予算及び平成２０年度本予算の編成などを通して

景気回復や雇用の安定など、国民生活に安心と活

力をもたらすさまざまな対策を切れ目なく講じて

いるものと考えております。

お尋ねの新政権に対して期待していることであ

りますが、まず第１に地域主権改革であります。

国と地方を対等、協力の関係に定めた地方分権一

括法が施行されて１０年が経過しますが、この間

三位一体改革により地方交付税が大きく減少する

など分権の理念に反し、国の財政再建が優先され

たように思います。新政権では、地域主権戦略会

議を設置し、１つとして国が使途を縛るひもつき

補助金を廃止して新たに創設する一括交付金のあ

り方、２つとして基礎自治体への権限移譲、３つ

として国の義務づけの見直し、４つとして国の出

先機関改革の４項目を基本に地域主権戦略大綱を

策定する予定ですので、期待と関心を持ってその

推移を見守っていきたいと思います。また、地方

固有の財源である地方交付税が地方の行政サービ

ス維持に必要な額が確保されるよう期待するとと

もに、市長会などを通じて要望をしてまいりたい

と考えております。

次に、平成２２年度の国の予算が３月２日に衆

議院を通過し、年度内に成立することが確実にな

りました。新年度には、多くの事業が盛り込まれ

ていますが、特に子ども手当や高校授業料の無償

化など子育て支援が充実しておりますので、高校

生までのお子さんのいる家庭では期待が大きいも

のと考えております。一方、政権交代により従来

の制度や補助金のあり方が大きく変わろうとして

おり、不安もあります。１点目は、公共事業の見

直し、事業費の削減などの影響によるサンルダム

の建設や名寄までの高速道路開通のおくれなどで

あります。いずれも期成会などを通じて今後も粘

り強く要望をしてまいりたいと考えております。

２点目は、平成２２年度から国土交通省関連の補

助金が統合され、社会資本整備総合交付金が創設

されますが、新規事業については困難が予想され

ますので、関係機関に地域の要望をしっかり伝え

てまいりたいと考えています。いずれにいたしま

しても、今後も新政権の動向を注視しながら情報

収集に努め、市民の皆さんの負託にこたえてまい

りたいと考えております。

次に、市財政の今後の見通しについてでありま

す。平成２２年度予算は、骨格予算ではあります

が、財源調整的な基金である財政調整基金の繰り

入れは約３２０万円に抑えることができました。

ほかに備荒資金組合超過納付金を１億０００万

円取り崩ししましたが、収支不足による取り崩し

額は必要最小限度に抑えることができました。お

尋ねの歳入の確保を初めとする今後の財政見通し

につきましては、まず歳入の確保策では市税や使

用料などの収納未済対策の徹底、行財政改革に基

づき無料施設の有料化などを平成２３年度から実

施できるよう議論を進めております。また、ホー

ムページや広報などの広告収入の確保により一層

努めていきたいと考えております。さらに、文具
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消耗品の共通管理など経常経費の削減も各職場で

徹底するように指示をしております。

次に、財政調整基金でありますが、当初予算で

は取り崩し額を最小限に抑えることができ、また

平成２１年度の３月補正予算後で執行残などを積

み上げ、２億９００万円ほどを積み戻しするこ

とができましたので、現在の残高はおよそ６億円

と考えております。また、今後の財政展望では、

中期財政計画ではさきにお示ししましたとおり２

３年度の収支不足は１億８００万円が見込まれ

ております。いずれにしましても、組織のスリム

化などスピード感を持って行財政改革に取り組み

ながら今後の財政運営を進めてまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 三澤大学事務局長。

〇市立大学事務局長（三澤吉己君） 私からは大

きな項目２点目、（１）の名寄市立大学及び短期

大学部の将来展望についてお答えをいたします。

御質問の中にありましたように、平成１８年度

に開学した名寄市立大学は平成２１年度末をもっ

て完成を迎え、今第１期の卒業生を社会に送り出

そうとしております。この最初の卒業生に保健福

祉学部の開学の理念をいかに浸透させることがで

きたかは、今後の国家試験合格率や就職率などで

具体的な成果が問われるものと思っております。

また、平成２２年度の一般入学試験において受験

志願倍率が高い倍率を記録したことは、詳しい分

析はこれからといたしましても、それなりに本学

への期待のあらわれと前向きに評価をしていると

ころでございます。

お尋ねの大学及び短期大学部の今後の課題につ

いてであります。昨年６月に学内に将来計画検討

委員会を設置して、中長期的な課題について議論

をし、当面児童学科の４大化とこれに伴う保健福

祉学部の再編、そして大学院の設置の２つが緊急

を要すべき重要事項としてまとめられたところで

あります。全国的には、ここ数年保育系の短期大

学の４年制移行が急増している傾向にありますが、

新設をする学科は現在の保健、医療、福祉という

学部の基本理念や教育目標にどのように位置づけ

をするのか、またこれまでの保育士、幼稚園教諭

に加え新たな資格付与をどのようにするのか、そ

して学生数と教員数が増加した場合に施設の増設

は不可欠であることなど課題は多岐にわたってお

ります。さらに、大学院設置構想につきましても

全国的に見て４年制大学においては大学院を併設

していない大学は今や少数になっており、高度な

専門的職業人の養成や本学教員の安定的確保のた

めにも必要なことであると思われますが、教員ス

タッフの確保などを初め財政的な検討なくしてこ

の構想は実現しないものと思われます。このため、

これらの取り組みは将来の大学の発展を見据えて

設置者との十分な協議のもとに諸課題の分析、検

討を行っ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。

教育研究施設の課題としましては、新図書館の

建設が挙げられます。大学開学に合わせて図書館

の拡張整備を行い、本館と分館の２カ所で利用環

境の改善を図ってきたところであります。しかし、

近年図書館の電子化が進み、従来の図書館の枠を

超えた高度情報化社会に対応した学術情報発信機

能の充実など、学生の学習活動全般を支援するた

めの施設サービスや資料、情報を提供する機能が

新たに求められています。今後総合計画、後期計

画の早い時期に着手できるよう、本学にふさわし

い図書館のあり方を市の財政事情を考慮して検討

してまいりたいと考えております。あわせて、学

生の要望に応じて学生食堂の狭隘化などについて

も解消してまいりたいと考えているところでござ

います。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 山内教育部長。

〇教育部長（山内 豊君） 私からは大きな項目

の２、教育行政にかかわっての（２）、（３）に

ついてお答えをいたします。
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初めに、冬季スポーツのあり方についてお答え

をいたします。２月２８日に開催しました第３１

回市民スキー大会については、さきの佐々木議員

の質問にお答えしたとおりでございますけれども、

競技種目の参加は年々減少傾向にあり、その対応

について毎年模索しているところでございます。

積雪寒冷の当市においては、地域の特性を生かし

たスポーツ施設がありまして、小中学校において

はピヤシリスキー場や西風連スキー場においてス

キー授業を行ってございます。また、浅江島公園

のクロスカントリーコースや各学校の校庭におい

ては歩くスキーに取り組んでおります。昨年から

は、サンピラー交流館カーリングホールにおいて

小学４年生からカーリング授業を行っており、カ

ーリングに対する興味を持たせているところでご

ざいます。上川北部５市町村では、上川北部広域

スポーツクラブが設立され、それぞれの市町村が

特徴としている冬季スポーツ競技を生かし、体力

の向上と底辺の拡大、選手の育成を目指しており

ます。しかし、冬季スポーツの振興については学

校からもスキーなどの指導者派遣を要望する声が

多く、関係団体と協議を行っているところであり

ます。教育委員会といたしましても、今回市民ス

キー大会の後にスーパースキー研修として指導者

を対象に子供が楽しくスキーを学ぶことができる

指導法を行いましたが、今後もこのような機会を

持ちたいと考えております。

次に、天文台の取り組みについてでございます。

なよろ市立天文台は、４月１７日オープンを予定

し、現在その準備を進めております。これまで御

案内しましたとおり、教育、研究、観光などさま

ざまな分野にわたり活用が考えられる施設となり

ます。教育委員会としては、天文台を開設するに

当たり、今までにない形の天文台として北海道大

学との官学連携、ボランティアとして支援いただ

いている天文同好会の天斗夢視や名寄青年会議所

の皆さんとの連携、協力を図る中での運営に努め

てまいります。また、学校との連携を図り、社会

見学を初め理科教師と天文台職員の天文教育に対

する協議を進め、理科の授業を効果的に支援でき

る施設となるよう名寄の子供たちの情操教育に努

めてまいりたいと考えております。さらに、小さ

なころから星や星座の美しさ、天体の不思議さ、

感動などをプラネタリウムや望遠鏡で体験するこ

とにより科学への興味、関心へと導き未来の科学

者が育っていく天文教育の施設としての夢も描い

てございます。近接の施設である道立サンピラー

交流館には、多くの子供たちや市民の皆さんも訪

れていることから、天文台に足を運んでいただけ

るよう工夫を図ってまいりたいと考えてございま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 香川病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（香川 譲君） 大きな

項目で３番目の名寄市立総合病院にかかわってと

いう御質問がありましたので、答弁をさせていた

だきます。

最初に、医療スタッフの動向についての御質問

がありました。病院は、医師や看護師を初めとし

て薬剤師、検査技師など専門資格を有する職種で

構成されている労働集約型の職場であります。こ

のような多様な職種の職場では人材の流動化が大

きく、特に看護部門では例年退職される方が多く、

今年度も３月末までの見込みを含めますと１８名

の方が定年や育児、御主人の転勤などの理由で退

職される予定になっております。看護職員が減る

ことは、提供する看護の質の低下と残された看護

職員にかかる負担の増大をもたらします。また、

最悪の場合、国の定める看護基準が維持できなく

なり、病棟の閉鎖、入院収益の減収へとつながり

ますので、そのようなことにならないよう常に適

正な人員の確保に苦慮しているところでございま

す。

なお、今回の１８名の退職者に対する補充につ

きましては、これまでのところ随時募集で９名を

確保し、また新年度からは１１名の看護師を新規



－105－

平成２２年３月１０日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

に採用しますので、一定程度の補充は行えたもの

と考えております。しかしながら、近年は患者さ

んの高齢化や症状の複雑化に伴って看護師にかか

る負担も増大しております。その結果、十分な休

みを消化できない病棟も出ているなど、必ずしも

良好な職場環境とは言えなくなっています。新年

度に向けては、診療部門については大きな異動は

ありませんが、病院機能をさらに高めるため新た

に病床心理士と診療情報管理士各１名を採用いた

します。また、安全、安心な医療を継続していく

ためには、看護師や薬剤師などの人材確保が不可

欠でありますので、今後も病院のホームページな

どを通して募集をしてまいります。

２番目は、病院経営の展望についてであります。

本年度は、平成２１年度から２３年度の３カ年を

計画期間とする名寄市立総合病院改革プランの計

画初年度であります。定例会初日に認定されまし

た平成２１年度名寄市立病院事業会計補正予算に

ついては、ＤＰＣの導入により入院、外来診療報

酬の単価アップが図られましたが、それ以上に入

院、外来ともに患者数が減少となったことから、

事業収益を減額して補正をさせていただいたとこ

ろでございます。

このほど病院事業における収益の根幹をなす診

療報酬が１０年ぶりにプラス改定されることにな

りました。診療報酬改定は、物価や人件費の動向

に応じてほぼ２年に１度行われておりますが、国

の医療費抑制政策のもとに２００２年度にはマイ

ナス７％、２００４年度がマイナス０５％、

２００６年度にはマイナス１６％、そして前回

２００８年度がマイナス８２％と４回連続して

のマイナス改定となっており、このことが医師の

不足とともに自治体病院の経営状況を悪化させる

大きな要因であると言われております。今回の診

療報酬の改定率は、診療報酬全体としては１９

％と微増でありますが、本体部分については５

５％の伸びになっております。

また、改定の基本方針では、救急、産科、小児

科、外科等の医療の再検討、病院勤務医の負担の

軽減、この２点が重点課題として掲げられており、

主な改定内容を見ますと適正な手術料の改定、急

性期看護補助体制加算の新設、医師事務補助加算

の改定など、当院のように入院病床を有してＤＰ

Ｃを採用している急性期医療機関には手厚い配分

がされる内容となっております。このようなこと

から、平成２２年度の病院事業会計予算では診療

報酬改定を根拠として医業収益の増加を見込み、

その一方で経費の抑制を図り、事業収益、事業費

用を同額とさせていただいております。この予算

を着実に執行していくことが改革プランの最終年

度である平成２３年度の経常収支の黒字化に向け

て弾みになるものと考えており、全職員が一丸と

なり努力してまいりたいと考えております。

最後に、医師、看護師確保対策についてであり

ます。病院経営の課題として、依然として全国的

な医師、看護師不足の問題が挙げられております。

まず、医師についてでありますが、毎年医師国家

試験の合格者数は６００人から７００人おり、

一方亡くなる方、リタイアされる方を除いても医

師の総数は毎年５００から０００人ふえてい

ると言われております。ただし、近年は女性医師

の割合が高くなっていて、国家試験合格者数の３

分の１以上とも言われております。また、一説に

は１０年以内には新卒勤務医の半分を女性が占め

るようになる可能性も考えられるとの見方も出て

いるほどです。当院においても女性医師の割合は

年々高くなっており、現在５１名のうち９名が女

性医師でございます。

次に、看護師不足の状況であります。平成１８

年度の診療報酬改定において、新たに７対１の看

護基準が設けられました。この新基準は、入院に

対する診療報酬が手厚いことから都会の大病院な

どが看護師を大量に採用し始め、その結果、地方

の病院の看護師不足をもたらしております。当院

でも先ほどお話ししたとおり、例年かなりの数の

退職者が出ており、定期採用と随時採用を行いな
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がら辛うじて看護基準１０対１の体制を維持して

いるところでございます。今後さらに増加が予想

される女性医師及び潜在看護師を含めた看護師の

確保対策としましては出産や育児、さらには育児

後の職場復帰が容易にできる環境の整備が必要と

考えております。実際女性の医師や看護師対策と

して、現在の病院保育所を利用した２４時間保育

の可能性を検討するほか、看護師を志す方に対す

る既存の学資金貸与制度につきましても道内の病

院の状況を参考にして制度改正の検討をしてまい

りたいと考えております。

さらに、新年度に１１名の新規採用があります

が、うち６名は地元の名寄市立大学看護学科から

の卒業１期生であります。今後も病院と大学が臨

地実習等、看護師確保という双方の観点でお互い

にとって有益な施設となるよう一層の連携を図っ

てまいりたいと考えておりますので、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。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、再質問のほうをしていきたいと

思いますけれども、まず新年度予算編成について

は申し上げましたとおり骨格予算ということで、

またこの後予算委員会も開かれるということであ

りますので、ちょっと資料を含めて教えていただ

きたいのは市債残高のことでありますけれども、

１９年度末で一般会計で２３７億０４１万０

００円、全会計で４３０億２８９万０００円

ということでありましたけれども、市長を先頭に

いろいろな財政の健全化を図ってきたわけであり

ますので、２１年度末でどのぐらい圧縮をされた

のかというのをお教えいただきたいというふうに

思います。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 市債残高の関係に

つきまして、ちょっと今手元に資料を持っていな

いものですから、予算委員会の場で差し支えなけ

れば細かい数字の関係についてお答えしたいと思

いますけれども、よろしいでしょうか。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１番（佐藤 靖議員） 失礼しました。

それでは、私の持っているものでは、一般会計

で２３２億円程度、全会計で４１５億円というこ

とで一定程度縮減が図られたということで、この

数字が間違いがないかどうかを含めて予算委員会

の席でお教えいただきたいと思います。

また、２２年度の予算案の歳入の構成を見ます

と、既に地方交付税が４９％あるいは市税が１

９％、国庫支出金９％というふうになって、

この次に市債の８％というふうに動くわけであ

りますけれども、御承知のとおり地方交付税、２

３年度はある意味では不透明な状況の中でありま

す。そういう意味においては、収入確保というの

は先ほど総務部長の答弁にもありましたように御

努力いただかなければならないというふうに思い

ますけれども、市税においても２２年度予算では

５％というふうに５００万円程度減少してい

ると。市内の経済状況からいっても非常に厳しい

状況であると思います。

また、基金のほうは３０億円程度ということで

ありますけれども、そのうち合併特例債、これも

将来の負担になるということで敬遠する自治体も

多いようでありますけれども、それが１２億２

００万円を占めると。こういう状況の中にあって、

財政調整基金は積み戻しをされて約６億円という

ことになっておりますけれども、以前の御答弁の

中では名寄市の規模としては一般会計の５％程度

ということで、約１０億円程度の財調が欲しいと

いうのが１つありましたけれども、今のこの国の

制度がいろいろ変わる状況あるいは厳しさを増す

市内の状況、基金が底をつく状況、これらを含め

て毎年地域財政計画の見直しを行っているわけで

ありますけれども、一定全体的にもっと広い意味

での見直しが必要になるのではないかと。それは、

国の制度が変わるということを含めてであります
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けれども、そういうものを含めても全体的に財政

当局では今後の財政の見通しについてはどういう

お考えをお持ちかお聞かせをいただきたいと思い

ます。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） ちょっと起債の関

係の残高につきまして、減少傾向にあるというの

は、２１年度で３億円借換債の関係で繰上償還し

たものがあります。それから、旧風連、旧名寄時

代から過疎債を対応して、比較的償還期間の短い

１２年間で償還が終了するような過疎債を対応し

てきておりますので、交付税措置がありながら比

較的償還年数が短いということで影響が出ている

のではないかなというふうに考えています。

それから、基金の関係につきましては、平成１

５年とか平成１８年度には１０億円近い財調基金

を持った実績もありまして、一般的に予算規模の

５％程度ということになりますと１０億円程度が

必要なのかなと。そうしますと、２１年度末で考

えてみますと、先ほど報告しました６億円という

数字はもうちょっとなのかなという感じはしてい

ます。ただ、今年度、２２年度の予算編成に際し

まして、昨年に議員協議会にもお示ししました財

政計画は今年度、２２年度の予算を従来ベースで

試算をしておりますので、毎年毎年前年決算が終

了し、７月の交付税の本算定が終わった後、中期

財政計画やローリングとあわせまして見直しをさ

せていただいています。今後につきましては、総

合計画の後期計画が始まってきますので、新政権

の今年度については地方交付税が１兆円の増額

も含めて、段階補正の見直しも零細な市町村に有

利に働くようにということでの情報も入っていま

すので、その辺を見きわめまして、後期計画も含

めまして抜本的な財政計画の見直しについてはそ

の都度、その都度進めてまいりたいというふうに

考えております。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１番（佐藤 靖議員） それと、もう一つ、見

送りというか、先送りした事業が３８本で約６億

円、基金が約６億円、予算の発表時期の新市長の

政策予算が約２億円、それをすべて勘案すると、

すべて財調から使うというわけではないでしょう

し、いろんな補助関係もあるというふうに思いま

すけれども、そこら辺の財調の見通しというのは

どの程度、今年度３８本の事業をやった場合ある

いは政策予算を加えた場合の残る財調の見通しと

いうのは、どのぐらいというふうに押さえていま

すか。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 肉づけ予算のほう

に回しました関係につきましては６億円規模なの

ですけれども、そこには特定財源としまして補助

金、それから起債等の充当を見ていますので、お

おむね３分の１程度強が一般財源として必要かな

というふうに思っています。６億円から２２年度

では約３００万円ぐらいしか当初予算見ておりま

せんので、そこから単純に２億円引きましても４

億円近い財調が残ることになるのかなと。ただ、

過去には災害復旧で１億円から２億円いきなり補

正予算で使ったこともありますので、十分な額か

どうかについては検証が必要ですけれども、普通

交付税そのものも年度末になってから余り詳しい

情報がない中で、新政権も相当苦慮された地方交

付税の総額確保、これから細かい補正係数等につ

いては出てきますので、その辺の情報収集も含め

て、交付税もかなり緩やかな幅を広げた見方をし

ないでかなりかた目に見ておりますので、その辺

を全体を含めた財源調整をしてまいりたいという

ふうに考えています。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１番（佐藤 靖議員） 財政については、私が

語るよりも皆さん方のほうがプロでありますし、

これまで堅実な運営をされてきておりますので、

ぜひ今後も情報収集に努められて健全な運営をお

願いしたいと思います。

ちょっと順序を入れかえますけれども、先に病
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院のほうの再質問をしていきたいと思いますけれ

ども、今香川部長のほうから御答弁をいただいた

ように特に病院経営については改革プランの残り

２年、この間で何としても収支を合わせなければ

いけない、あるいは医療スタッフを含めて、これ

も頑張って確保していただかなければいけないと

いうことでありますけれども、名寄市立大学の第

１期の看護卒業生も６人病院のほうに入ると。こ

れまでは、これは学長がいい悪いということでは

なくて、これまでは病院と大学というのは比較的

に学長が久保田前病院の名誉院長ということもあ

って連携が図れたということがあると思いますけ

れども、今後も大学との連携強化というのはより

一層図っていかなければならない。地元にある大

学であります。実習も市立病院を活用しているわ

けでありますので、そういう意味で大学との連携

強化というのは、病院側としてはどういうふうに

今後進めていこうというふうにお考えになってい

ますか。

〇議長（小野寺一知議員） 香川病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（香川 譲君） 先ほど

説明したとおり、１１名のうち６名が名寄市立大

学ということで、今議員お話ししたとおり今回学

長が新たにかわられるということで、今までは久

保田学長というのは私どもの今の名誉院長である

ということから、かなり親密なおつき合いという

か、そういう関係が深かったわけですけれども、

今回全く白紙に戻った状態ということで、学長さ

んについてはなるわけなのですけれども、その辺

については連携の必要性は十分に感じております

ので、大学の事務方とまず最初にどういうふうに

連携していくか、もう一回基本的なものから練り

上げていきたいと、こういうふうに考えておりま

す。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１番（佐藤 靖議員） 大学と病院との連携に

ついては、おっしゃるとおり上のほうでやる部分

が１つあると思います。もう一つは、やっぱり現

場で働く看護師さんと例えば学生の皆さんとの交

流ですとか、そういうことも実習を通じてはして

いらっしゃるでしょうけれども、いろんな悩み、

あるいは相談事を含めてそういう連携をできる体

制も必要というふうに考えますけれども、それは

香川部長は病院側あるいは大学側は三澤局長のほ

う、それぞれどういうふうにお考えになっている

のかお聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 三澤大学事務局長。

〇市立大学事務局長（三澤吉己君） 看護の関係

につきましては、看護の実践能力を培うという部

分でも実習というのは大変重要視されてございま

して、実習先といたしましては地域の病院や施設

に御協力をいただいて実施してきていると。特に

市立病院につきましては、多くの学生に対して場

所の提供をしていただいたり、指導をいただいて

いるということで大変感謝しているわけなのです

が、お話ありましたようにこれまでも現場、私ど

ものほうが教員なり、病院のスタッフと連携を深

めているというのは実際にございます。お話あり

ましたように、２２年度で６名の学生が今度職場

に入られるということでございますので、これま

でも短大卒の看護師さんがおられて、そういう部

分ではあったかと思いますが、１期生の方が職場

に入られるということでございますので、これま

での体験だとか、そういう苦労話を含めて直接学

生にアドバイスをしていただくと、こんな部分も

１つ機会をつくっていくことが必要なのかなとい

うふうにも思っております。

それと、お話がございましたように現学長が３

月をもって任期満了ということで、これまで情報

交換の場というのはいろんな部分であったかと思

うのですが、４月からは新しい学長を迎えるとい

うことで、学長間同士の引き継ぎは当然ございま

すでしょうし、私どももやはり病院側との連携、

強化のためにやっぱり会議等を持つ中で、何とか

病院のほうに地域枠なら地域枠で持っている学生

さんが病院のほうに就職いただくと、こんな方向
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になるように努力をしていきたいと、このように

考えてございます。

〇議長（小野寺一知議員） 香川病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（香川 譲君） 先ほど

臨地実習の話をしましたけれども、臨床関係なの

ですけれども、うちの場合ですと名寄市立大学の

ほかに旭川の北都保健福祉専門学校、また名寄市

内でいうと准看の上川北部医師会の准看養成所と

か、いろいろな部分で受け入れております。実際

採用試験の面接を受けられた中で、やはり実習の

ときにかなり印象をよくしたと、そういった部分

の受験者がかなり多くありまして、今回の６名に

ついてもすべてそのようなことで応募していただ

き私どもが採用させていただいたということでご

ざいます。この中には、名寄以外で３名の方、地

元以外で３名の方も含まれておりますので、今後

ともそういった実習において病院をＰＲするとい

いますか、職場環境のよさとか、人のよさとか、

そういった部分を含めたＰＲをして何とか看護師

確保に努めていきたいと、こういうふうに考えて

おります。

以上です。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１番（佐藤 靖議員） ぜひそのようにお進め

いただきたいというふうに思いますし、もう一つ

は最近自治体病院が経営悪化ということもあって、

自治体病院の中には病院の経営状況ですとか取り

組みですとかを患者さんにお知らせをして理解を

していただくという取り組みをしている状況もあ

ります。ぜひ名寄市立総合病院でも名寄市内及び

近隣あるいは道北のセンター病院ということでい

ろんなところから人が来ているわけでありますの

で、どこの位置で、外来の窓口で、外来の病棟で

やるというのもちょっときついのかもしれません

けれども、例えば料金の精算終了時に紙を渡して

病院をＰＲするという取り組みも今の時代は必要

かというふうに思いますけれども、香川部長はそ

の辺どういうふうにお考えなのでしょうか。

〇議長（小野寺一知議員） 香川病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（香川 譲君） 今まで

ですと、病院の医師の不足ということがかなり言

われておりました。平成１６年度の新しい臨床制

度によって、それが大きな要因というふうに言わ

れまして、各病院では医師の確保に努めておりま

したけれども、最近は例えば兵庫県の柏原病院に

見られるように地元のお母さん方が病院を守るの

だと。例えば小児科なのですけれども、コンビニ

的な病院に行くことはやめようということで話し

合いながら、逆にその病院では小児科医がふえた

と、そういった状況もありますし、また留萌の市

立病院に対しては市民の有志で頑張る会と。そう

いった部分で、いろんな病院スタッフ以外での病

院支援というのも少し芽生えてきているようでご

ざいます。

私も今考えているのは、例えば地方センター病

院になって１２年たつわけですけれども、それに

ついて例えば病院の内部のこと、そういったニュ

ースをお知らせする場がなかったのかなと、こう

いった部分で例えば病院で、地方センター病院と

いえば結構恵まれた病院と考える方もおりますけ

れども、現実的には先ほど言ったとおり看護師の

不足ですとか、まだ医者の足りない部分もありま

すので、そういったいいところ、悪いところ、そ

ういった部分を市民に年に２回ほどお知らせする

場を設けて、その中でまた看護師確保についても

市民にお願いをしたりと、そういった場が必要で

ないかなと、こういうふうに今は考えております

ので、それについては看護部とあわせて連携して

取り組んでいきたいと、こういうふうに私自身は

考えております。

以上です。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１番（佐藤 靖議員） これもぜひそういうふ

うに取り組んでいただきたいと思いますけれども、

もう一つ、病院といえば駐車場の問題があります。

そこで、野間井建設水道部長にお伺いをしておき
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たいと思いますけれども、ことし除雪というか、

排雪のほうが非常に議会でも話題になっておりま

すけれども、病院の駐車場については１区の公園

を冬期間は使うと。ところが、ことし状況を見る

と病舎の南側の道路の排雪がされなくて、車が１

台交差ができないという状況がしばらく続いてお

りました。今は排雪をされて解消されたのですけ

れども、今の名寄の市立病院の役割あるいはあそ

こにとめれということではないですけれども、冬

の状況あるいは近隣から来ている状況からのも含

めると、そういう病院あるいはほかに緊急的なそ

ういう施設のあるところ、そこは優先的にやはり

排雪体制をとっていくということを考えなければ

ならないというふうに思いますけれども、その辺

部長はどういうふうに御見解をお持ちでしょうか。

〇議長（小野寺一知議員） 野間井建設水道部長。

〇建設水道部長（野間井照之君） 基本的には今

佐藤議員が言われるような、どうしてもそういう

市立病院前ですとか年末の神社前の道路だとか、

非常に込み合うようなところは１回、２回とかと

言わないで基本的には緊急を要する箇所というこ

とで何回も入れると。ことしの場合は特に多くて、

どこの道路からも要望が強くてなかなか回れない

状況がありましたけれども、今後はそういうこと

も念頭に置きながら対応していきたいというふう

に考えていますので、お願いいたしたいというふ

うに思います。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１番（佐藤 靖議員） ぜひ緊急性のある、そ

こを救急車が通るということは余りあり得ないの

かもしれませんけれども、大きな幹線を通ってお

りますので、あり得ないのかもしれませんけれど

も、やはり病院の周辺というのは少し、そういう

緊急性のあるところについてはぜひ御検討をいた

だきたいというふうに思います。

病院については、今いろんな課題を抱えており

ます。正直申し上げて、私が島市長と一番最初に

お会いしたのは島市長が病院の管理課長時代のと

き、私が新聞記者の時代に一番最初お会いしたと

いうことであります。市長はその後民生部長ある

いは総務部長、助役、市長というふうに歴任され

てきているわけでありますけれども、その中でも

病院については１０億円で改築をされたり、いろ

いろこれまで御苦労をされたと思いますけれども、

今後の病院の将来像について市長、何か思いがあ

ればお聞かせをいただきたいというふうに思いま

す。

〇議長（小野寺一知議員） 島市長。

〇市長（島 多慶志君） 道北地方のセンター病

院として指定を受けて１２年というふうに香川部

長のほうから答弁をしていただきましたけれども、

大変大きな看板を預かって住民の期待にこたえて

ということなのですが、実態は名寄市民が利用で

きるのは約半分と。名寄市民以外の方が半分利用

されているという状況の中で赤字等が出ますと、

この議会の中で議論されるということであります

から、歴代の病院長も含めてこの経営についての

安定的な運動といいましょうか、これは公立病院

の全国の取り組み等があるわけですけれども、な

かなか思うに任せないという状況が一番苦しい状

況であるというふうに認識をしております。平成

７年に不良債務が、これは病院を改築したことに

よっての急激な投資の償還あるいは職員をふやし

たことによる人件費のウエート等、こういうこと

も含めてあったわけですが、議会の理解をいただ

いて特別繰り入れをすることで不良債務の解消を

図ったと、こういうことで病院の職員の皆さん方

の非常にモチベーションが向上したと、こういう

ふうに思っております。

その後の経営については、一進一退と申しまし

ょうか、医師の充足が最大の課題と、こういうこ

とでありましたし、それから３年前には北海道か

ら広域の連携を図るようにと、こういうような提

言がありました。こちらのほうは、やはり個々の

自治体で医師の確保というのがなかなかままなら

ないと。その場合、センター病院と連携を図って
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医師不足を何とかしのいでいこうと、こういうこ

とであったと思います。士別市ともこの連携につ

いては、いろいろな協議をさせていただいて、現

在置かれている人材、資源でどのような有効な手

が打てるのかと、こういうシミュレーションもや

ってみたわけですが、なかなかこちらのほうも医

師の補充ということが最大の課題でして、このこ

とがしっかりと明確に打ち出せないと次の構想と

いうものが立てられないと、こういうことで進め

ております。

今定住自立圏構想ということで士別、名寄で複

眼型と、こういう指定を中心地としての手を挙げ

ていこうと、こういう協議を進めておりますが、

やはり中心市と周辺の自治体との連携というのは、

一番の効率を発揮できるのは医療の連携と、こう

いうふうに考えております。国も新政権になりま

してからもこの定住自立圏の関連については続け

て政策展開をすると、こういうふうになっており

ますので、これは大きな金額には現在のところは

なっておりませんけれども、ぜひ取り込んで地域

の皆さんが安心してこの地域で生活できる医療の

充実のために、この定住自立圏の国の支援も取り

込んでいきたいものだと、こんなふうに思ってい

るところでございます。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１番（佐藤 靖議員） 時間がなくなってまい

りましたが、最後に教育行政にかかわってという

ことで御質問をしたいと思います。これは、議長

にもお許しをいただきたいと思いますが、教育行

政ということでは広い範囲での質問になると思い

ますので、御容赦をいただきたいと思います。

私が一番気にしているのは、教育委員会の中で

例えばスキーということに対して議論をしっかり

してきたのかということなのです。それは、合併

によって市技スキーというのは名称は消えました

けれども、旧名寄においてはやっぱり精力的に第

３４回の国体を機に市技に指定をして、その後精

力的に行政も含めて教育委員会も含めて取り組ん

できたと。それは、合併によってなくなったけれ

ども、そのスキーということにどういうことでき

ちっと議論をしてきたのか。それは、市民スキー

大会の参加状況が年々減っているという状況、そ

れはわかります。取り組むという姿勢もわかりま

す。議論として冬季スポーツ、特にスキーについ

てはどういう議論をされてきたのか。それがどう

も見えない。

それと、例えばきたすばるのことについても昨

年の定例会で子供たちに星座がわかるように取り

組んではどうなのかと。そのことは議論されたの

か。

その前でいえば、一番最初に佐々木議員が名寄

中学校の卒業生のお祝いを言っていましたけれど

も、中学校の卒業式が平日にやるということはや

っぱりおかしいのではないかと。教育の都市名寄

として義務教育最後の、あるいは小学校の卒業式

というのは、これは土日に親が参加しやすいよう

に一つのやっぱり大きな節目なのだから、そうい

う検討をすべきではないかという提案もしてきま

した。それがきょうです。きょう中学校の卒業式

です。どういう検討をされてきているのか。

例えばもう一つ言えば、行政報告の中ではおに

ぎり給食について１月２３日に実施しましたと。

実態はどういうふうになっていたのか、ちゃんと

教育委員会はそれを調査されているのか。ある教

室は全くそれをやっていないと。先生も要らない

ねということで、おにぎりなんかだれ一人握って

いない。そういうことをきちっと調査をして教育

委員会という組織の中で、教育委員の皆さんがい

る中で議論されてきたのかと。それが私はわから

ない。結果として見えない。

だから、部長は先ほどのスキー大会のものもい

ろいろ御答弁されていました。それはそうでしょ

う。だけれども、本質議論として教育委員の皆さ

ん方の意識の中でどうしよう、あるいはこうして

いこう、やはりこうすべきだというその議論経過

がそれぞれ見えてきていないのです。その辺の議
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論経過がどうなっているのかをお答えをいただき

たいというふうに思います。

〇議長（小野寺一知議員） 山内教育部長。

〇教育部長（山内 豊君） 何点か御質問をいた

だきました。以前の市技スキーにかかわるスキー

の議論の部分ということでございますけれども、

これは毎月定例で教育委員会を開いておりますけ

れども、その中では例えば冬季の中での議会での

質問等について、それぞれこういったような答弁

をしているということでお答えをしておりますか

ら、その中で教育委員さんがそうした疑問が出て

くれば、その中での意見交換が当然出てくるもの

というふうに思っておりますけれども、その中で

の具体的な議論というのは特になかったというこ

とでございます。

また、きたすばるの問題で、星座の部分が出て

おりましたけれども、これはこれから開設に向け

て今職員が、例えば天文台に来たときにただ見る

だけでなくて体験できるような、そうしたことが

やっぱり必要だろうと。これは、天文同好会の方

々もそれぞれの天文台を見てきておりますから、

そういった手法も意見として上げていただきたい

ということも話の中で出てきておりますので、今

後そういったことが具体的に出てくるのかなとい

うふうに思っております。

それから、卒業式等の関係ですけれども、入学

式については４月６日ということで決まっており

まして、これは土日にやるということがなかなか

難しい部分があります。卒業式の部分については、

小学校は統一された日にということになっていま

すけれども、中学校は今回のようにばらばらとい

うことでありますけれども、これも年間カリキュ

ラムをつくるときに各学校の中でそれぞれ卒業式

を設定をしているということであります。これは、

学校独自といいますか、学校の状況に応じてそう

した卒業式を設定していると思いますけれども、

ＰＴＡの皆さんからそうしたような土日にやるべ

きだといったような声があれば、やっぱり学校の

中でもそうした議論は出てくるというふうに思い

ます。以前に入学式等の部分で佐藤議員からお話

ありましたけれども、そのことについても校長会、

教頭会にそうした議論の経過がございますという

お話はしておりますので、学校でもそうしたこと

で議会が興味といいますか、そうした関心を持っ

ているということはわかっていると思いますので、

今回新たにまたそうした御意見をいただきました

ので、定例の校長会、教頭会の中でまたそうした

ことがありましたということでお伝えをしていき

たいなというふうに思っております。

それから、おにぎり給食の部分については、初

めて主食の米飯が残るということで、おにぎり給

食ということでちょっと目先を変えてということ

でやっておりましたけれども、その中では初めて

の取り組みということで、職員がやはり学校に出

かけてどういう状態かというふうに見ておりまし

て、おおむね子供たちは楽しそうに給食をとって

いたという報告を受けております。ただ、今おっ

しゃったようにどこかの学校でそういったような

状況があったのかもしれません。職員が行ってい

ない学校でそうしたことがあったのかもしれませ

ん。その辺については、もう一度調べまして、そ

うしたことが全体的にできなかったのかどうか、

その辺また詳しく調べてお答えできればなという

ふうに思います。

〇議長（小野寺一知議員） 佐藤議員。

〇１番（佐藤 靖議員） これから予算委員会も

ありますので、また御質問をしたいと思いますけ

れども、本当は私は、市長はわかるのですよ、執

行方針がないというのは。だけれども、教育委員

会はかわるわけではないので、そして４月からも

う既に入学が始まって子供たちが動くので、教育

執行方針はあってもよかったのかなというふうに

思いますが、これは私の観念でありますので、よ

し悪しは別にして、また教育費の中で議論ができ

ればというふうに思いますので、御理解をいただ

きたいと思います。
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いずれにしても、島市長には私も平成１５年に

議席を持たせていただいてから、一番最初は短大

の４大化で議論をさせていただきました。いろい

ろこの７年間、時には叱責あるいは指導もいただ

きましたけれども、島市長に教えていただいたこ

とを守りながらこれから頑張っていきたいと思い

ますし、市長もぜひお元気で頑張っていただきた

いと思います。ありがとうございました。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 先ほどの佐藤靖議

員から、公債費の残高が減っている要素の中に２

１年度は当初予算ベースで２８億円規模の相当大

きな事業をやっておりまして、一般会計でいうと

去年は２８億円を超える起債、ことしは１６億円

の起債ということで、その影響が１２億円ぐらい

ありますので、その影響が臨時財政がふえていな

がら、事業の規模が去年と比べると相当大きくし

ぼんだことによる影響もありますので、これもち

ょっとつけ加えさせてください。済みません。御

迷惑かけました。

〇議長（小野寺一知議員） 以上で佐藤靖議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

〇議長（小野寺一知議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

高齢者福祉について外１件を、川村幸栄議員。

〇４番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

質問をさせていただきます。

まず最初に、高齢者福祉についてお伺いをいた

します。１つ目は、後期高齢者医療制度について

お尋ねをしたいと思います。７５歳という年齢で

差別する世界に類を見ない後期高齢者医療制度が

２年を経過いたしました。スタート時より全国各

地で不満が広がり、自公政権下では民主党を含め

て野党４党が後期高齢者医療制度を廃止して老人

保健制度に戻すことに合意をし、４党共同で廃止

法案を提出したところです。そして、民主党は昨

年総選挙のマニフェストで後期高齢者医療制度の

廃止を掲げて政権につきました。ところが、現行

制度を存続させ、廃止を４年先送りするとしてい

ます。

２年ごとの保険料の改定がされることになって

いるこの医療制度ですが、２月１９日、北海道広

域連合議会が開かれ、保険料の値上げが決められ

ました。全道平均で約５％値上げとなりました。

３月４日、名寄市においても行われた北海道後期

高齢者医療広域連合の説明会で明らかにされまし

たが、名寄市の保険料について改めてお知らせを

いただきたいと思います。

この広域連合による説明会には、５０人の会場

に７０名近い参加者がありました。関心の高さが

うかがえます。周知については、どのように行わ

れたのでしょうか。

また、保険料の滞納によって交付される短期証

や資格証明書ですけれども、名寄市では８名に短

期証が出されています。どのように対応されてい

るのかお知らせをいただきたいと思います。

健診についてお伺いします。現在名寄市では、

７５歳以上の方たちも無料で特定健診を受けるこ

とができますが、引き続き無料で受けられるのか

を伺いたいと思います。

２つ目に、介護保険制度についてお伺いをいた

します。介護保険制度がスタートして１０年がた

ちます。制度発足時から保険あって介護なしと言

われてきました。その実態は、１０年たって一層

深刻化しています。家族の介護のために離職した

人、年間１４万人を超えています。これは、総務

省の調査からです。また、介護保険スタートから

１０年間に介護殺人や心中など４００件に上り、

増加傾向にあると東京新聞は報道しています。先

日、ＮＨＫテレビで無縁社会を特集していました。

御近所や親族との縁も切れ、社会からの縁も切れ

てしまった、そしてだれにも気づかれず孤独死と
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なるなど悲しい現実がありました。名寄市の現状

と対応についてお伺いをしたいと思います。

利用者の方からは、応益負担である利用料の１

割の負担も重く利用を制限している、家族介護の

負担が大きくなり、施設を利用したくても待たな

ければならないなど、介護を必要としている高齢

者やその家族の皆さんにとっては深刻な状況とな

っています。介護のための離職や介護殺人、介護

心中という悲惨な事態を生まないためにも介護を

されている方たちへの支援は欠かせません。名寄

市では、家族介護支援事業実施要綱が定められ、

支援に取り組まれているところではありますが、

さらなる支援や包括支援センターの積極的な活用

が望まれるところです。取り組みの状況をお知ら

せいただきたいと思います。

また、介護施設の受け入れについてお伺いをし

ます。昨年第４回定例会において、民間の介護施

設の進出があるとの答弁がありました。その後の

進捗状況についてもお知らせをいただきたいと思

います。

大きい項目２つ目の雇用問題についてお伺いを

いたします。景気低迷が続く中、労働者の現況は

非常に厳しいものがあります。総務省が３月２日

発表した労働力調査によると、１月の完全失業率

は９％と前月に比べ３ポイント低下しました。

完全失業者数を実数で見ると、前年同月に比べて

４６万人増加の３２３万人で１５カ月連続の増加

となっています。また、完全失業者のうち世帯主

は前年同月比１６万人増の８２万人になっており、

２２カ月連続増加です。世帯の主要な働き手が職

を失うという状況が続いているところです。

そこで、１つ目に名寄市の雇用状況についてお

知らせをいただきたいと思います。高校、大学の

新卒者の就職内定率、また求人状況や失業率につ

いてもお知らせをいただきたいと思います。

２つ目に、官製ワーキングプア対策についてお

伺いをいたします。自治体の職場で働く非正規労

働者も公共工事や公共サービスを受注した企業で

働く労働者も住民の税金を使った事業で働く貧困

層、ワーキングプアとなるようなことがあっては

なりません。こうした事態を生み出さないために

全国の幾つかの自治体では、公契約に公正な賃金

などを盛り込む視点での取り組みが進められてい

るところです。帯広市では、委託業務及び指定管

理業務実施上の留意事項を定めて、委託業務等の

履行に当たっては必要に応じて地元業者や地元資

材を積極的に活用し、雇用の安定と就労の促進を

図ることなどを求めています。この点について、

名寄市のお考えをお伺いしたいと思います。

３つ目に、失職者への生活支援についてお伺い

いたします。一昨年の年越し派遣村が大きな社会

問題となりました。国は、それを繰り返さないた

めに昨年年末から年明けにおいて就労相談や住宅

相談など、総合的に対応できるワンストップサー

ビスを実施したところですが、帯広市ではいち早

く昨年の１月、雇用にかかわる原則ワンストップ

の総合相談窓口を開設し、生活、住宅相談、就労

相談に総合的に対応できるようにして仕事や生活

資金の貸し付け、生活保護、住宅確保など一体で

進めて喜ばれているところです。このようなワン

ストップサービスの実現に向けてのお考えをお聞

かせいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） 川村議員からは

大きく２項目にわたり御質問がございました。１

項目めの（１）につきましては私から、（２）に

つきましては福祉事務所長、大きな２項目めにつ

いては経済部長からの答弁となりますので、よろ

しくお願いいたします。

初めに、高齢者福祉、後期高齢者医療制度につ

いてお尋ねがございました。１つには、名寄市の

保険料についてのことでございますけれども、本

制度創設に当たりまして保険料率は政令で定める

基準に従い、広域連合の条例で定めるところによ
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り算定し、保険料収納必要額等に照らし、おおむ

ね２年を通じて財政の均衡を保つことができるも

のでなければならないと規定されておりまして、

２年ごとに見直しをすることとなっているところ

でございます。平成２２年度は見直しの年でござ

いまして、保険料につきましては先ほど議員のお

話のとおり２月に保険者であります北海道後期高

齢者広域連合の議会におきまして議決され、均等

割では現在の４万１４３円から４万１９２円

へ、所得割では現在の６％から１２８％へと

４月１日から改正される予定となっているところ

でございます。名寄市は、国が定める基準により

広域連合全体の平均医療費より２０％以上低い特

定市町村とされており、制度開始時から６年間は

段階的に保険料を低く設定されているところでご

ざいます。名寄市の平成２２年度の保険料は、均

等割で現在の３万１１６円から４万７８円、所

得割では現在の２９％から３３％と４月１日

から改正される予定でございます。なお、所得等

に応じて５割、５割、９割の均等割等の軽減に

ついても引き続き行うこととなっているところで

ございます。

また、３月４日、広域連合で主催されました説

明会の周知についてもお尋ねがございましたが、

これにつきましては広報を初め地元新聞、ＦＭ、

それから老人クラブ等の案内をもって周知に努め

てきたところでございます。

次に、短期証についてのお尋ねがございました。

後期高齢者医療制度につきましても、国民健康保

険と同様に保険料を滞納した場合には、６カ月間

の期限を区切った短期証の対応をしているところ

でございます。後期高齢者医療制度において年金

から特別徴収される条件にある方は、年金徴収も

しくは口座振替でも理論上滞納は発生しないよう

になっているところでございます。滞納されてい

る方は、年金額が一定額以下あるいは年金支給額

と保険料の関係が一定の条件に当たる方で、みず

から納付書により納める普通徴収される方々であ

り、したがってその一人一人の滞納額については

比較的少ない額でございます。現在短期証を交付

されている方は、年度当初９人ございましたが、

その後１人が納付を行ったということで一般証に

切りかえ、今現時点では８名という状況になって

いるところでございます。

３点目に、特定健診の関係でお尋ねがございま

した。本制度の中では、生活習慣病の早期発見を

目的とした健康診査を実施しておりまして、当市

では引き続き無料で受診することで進めていると

ころでございます。当市の受診者は、平成２０年

度の受診者数につきましては１２０人、率にいた

しまして９％でございましたが、今年度で１１

月末現在の数値でございますが、１８０人の方が

受診し、受診率で２８％と大幅にふえていると

ころでございます。この要因につきましては、２

０年度に始まった健康診査の制度が被保険者の中

で浸透してきており、健康を保つことに留意し、

多くの方が受診したことによりふえたのではない

かと考えているところでございます。

ちなみに、道内類似都市の１１月末の受診の状

況でございますけれども、富良野市が４９％、

士別市が１３４％、留萌市が８７％、稚内市

が９％というような状況になっております。１

１月以降の受診者数を加算いたしますと、名寄市

も含めていずれの市でも伸びることが推測されま

すし、今後さらに受診勧奨を行うことで生活習慣

病の早期発見を行う中で市民の健康を保ち、医療

費の抑制に努めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。

私のほうからは以上でございます。

〇議長（小野寺一知議員） 小山福祉事務所長。

〇福祉事務所長（小山龍彦君） 川村議員からは

大項目１点目の２項目め、介護保険制度について

６点のお尋ねがございました。一部順不同となり

ますが、お答えをさせていただきます。

まず最初に、名寄市内での孤独死の状況という

ことでございますが、ひとり暮らしの高齢者の方
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がだれにもみとられることがなく自宅で亡くなる

痛ましい孤独死は全国的にも増加の傾向を示し、

大きな社会問題になっていると認識しております。

名寄警察署に確認したところ、ここ３年間に３人

ほどとなっております。いずれも身近に身寄りの

ない単身世帯であり、親戚の方、新聞、郵便等の

配達員、近所の方たちなどからの通報により発見

になっております。孤独死防止への取り組みとい

たしましては、名寄市社会福祉協議会が実施して

おります町内会行政区ネットワーク事業により見

守り体制が進められていますが、他人とのかかわ

りを避ける高齢者への声がけなど町内会や民生委

員等、地域ぐるみの連携を強化することが今後の

課題と言えます。市では、平成２２年度から主に

独居高齢者の方を対象とした命のカプセル設置事

業を計画しておりますので、高齢者の情報を集約

する上からも効果的に実施したいと考えておりま

す。

次に、介護のために仕事をやめる状態になる方

がふえているが、その状況を把握しているか、ま

た介護疲れによる自死等の例はあるかというお尋

ねでございますが、この点につきまして完全に状

況は把握はしておりません。ただ、御両親が要介

護状態になっても御本人ができるだけ自宅で生活

したいという願いから、離職して介護に当たって

いるという状況は市役所の職員の中にも見られて

おり、名寄市全体の中でもパート程度しかできな

いなど、その経済的な影響はあるものと認識して

おります。なお、本市で介護に関する疲れなどで

起こった自殺や心中等の話は聞いておりません。

次に、介護保険制度がこれらの方への支援とな

っているかというお尋ねでございます。介護保険

制度は、利用される方々の尊厳を重視し、個々に

合ったサービスを提供することで本人はもとより、

介護される方の負担を軽減するものと考えており

ます。しかし、実施するに当たっては２４時間体

制の完全介護など、きめ細かい高度なサービスが

要求されるため多くの費用負担が伴うことになり

ます。第４期介護保険事業計画策定に当たり、平

成２０年９月に実施した介護サービスを受けたこ

とのある方へのアンケート調査では、将来とも住

みなれた自宅での生活を望む方は５４％近くにな

っております。要介護状態になった方でもできる

だけ家族と一緒に暮らしたい気持ちも尊重しなが

ら、今あるサービスの効果的な利用を望むところ

であります。

次に、それに加えまして地域包括支援センター

の活用はどうなのかというお尋ねがございました。

各種サービスの利用に当たっては、利用者の要望

を十分に取り入れ、有資格者の判断により決定い

たしますが、これらの相談については地域包括支

援センターが窓口となり、社会福祉士、保健師、

介護支援専門員などが中心となって適切なサービ

スの紹介や制度の利用について支援しております。

介護予防事業はもちろんのこと、在宅での介護負

担の軽減を図るためにどのように介護サービスを

利用してよいかわからない、介護認定されるまで

のサービスが待てない、すぐに解決しなければな

らないなどの相談を担っておりますので、一層の

市民周知を図ってまいります。

次に、介護サービスには１割の自己負担が伴う

いわゆる応益負担がございますが、これがために

自宅介護になっておりながら限度額の上限まで利

用できないという状況についてのお尋ねがござい

ました。当市の介護保険料は、道内３５市中２６

番目の金額で比較的安いほうに設定されておりま

す。とはいえ、基準額で月額６６７円という金

額は、低所得の方々にとっては重税感を持たれて

いる方も少なくないと思っております。ただ、低

所得者に対しましては保険料において第１、第２

段階の人は基準額の２分の１に設定し、さらに軽

減制度として名寄市社会福祉法人等による利用者

負担の軽減制度に関する規則を定め、サービス利

用に伴う利用者負担の一部軽減をしているところ

でございます。保険制度は、相互扶助を原則とし

ており、公平負担という観点から応益の負担はや
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むを得ないものと考えております。

次に、最後になりますが、民間活力による施設

整備の状況についてお尋ねがございました。国の

経済危機対策の一環である介護基盤の緊急整備特

別対策事業の導入により、民間による施設設置の

動きは昨年からございましたが、いずれも口頭に

よる申し出であったため、年明けに文書による計

画の提出をお願いしたところでございます。それ

によりますと、市内の２事業者からは２９名定員

の小規模ケアハウス、１８名定員の認知症対応型

グループホームがそれぞれ１カ所ずつ、２０名か

ら２５名登録の小規模多機能型居宅介護事業者が

２カ所となっております。また、市外事業者から

は３０人収容の介護つき有料老人ホームの開設が

計画されており、それに伴う雇用者数は全体で８

５名程度と想定されております。開設時期につい

ては、前段の市内事業者による４施設は平成２３

年秋ごろ、後段の有料老人ホームはなるべく早い

時期にと計画されておりますが、これらの施設の

指定に当たっては高齢者人口の推移や介護保険料、

市の負担等を考慮しながら慎重に対応したいと考

えております。

また、昨年の第４回定例会において６施設の計

画があると説明いたしましたが、うち１事業所に

ついては３０人規模の住宅型有料老人ホームに変

更して今週に着工すると聞いております。

以上、この場からの答弁といたします。

〇議長（小野寺一知議員） 茂木経済部長。

〇経済部長（茂木保均君） 私からは、大きな項

目２点目の雇用問題について３点にわたり御質問

をいただきましたので、初めに小項目１点目、名

寄市の雇用状況についてお答えをいたします。

名寄公共職業安定所の管轄区域の求人状況につ

いて申し上げます。平成２２年１月現在の月間有

効求人倍率は５０倍で、前月比で０３ポイン

トの上昇、前年同月比で０２ポイントの上昇で

ありました。新規求人倍率は９２倍で、前月比

で０８ポイントの上昇、前年同月比で１６ポ

イントの上昇となっていますが、正社員、フルタ

イムを中心に求人不足の状況が続いてございます。

また、新規求人人数は２４２人で、前月比で２

８％の増加となり、前年同月比で１６％の増加

となっています。産業別の前年同月比では、農業、

林業、漁業、建設業、宿泊業、飲食サービス業、

医療、福祉などで増加し、サービス業での減少が

目立っています。新規求職者は２６３人で、前月

比で１９％の増加、前年同月比で２％の減少

となっています。そのうち事業主都合による離職

者の占める割合は２０％で、前年同月比で２

４％、人数で１０人の増加となっており、厳しい

状況になっております。

完全失業者数と率の推移でございますが、北海

道では１月から３月で１５万人、６％、４月か

ら６月で１５万人、４％、７月から９月で１５

万人、４％、１０月から１２月の失業者数は１

３万人で失業率は７％となっており、全国では

１２月末で３１７万人で１％となってございま

す。

次に、名寄市内の高校、大学の３月末卒業見込

み者数の就職状況についてお尋ねがございました。

２月末現在の状況でございますが、名寄大学卒業

見込みは１３０名、短大５４名であり、そのうち

看護学科は４６名で内定率は１００％でございま

す。その内訳は、名寄市立病院、士別市立病院や

市町村の保健師となる予定でございます。栄養学

科につきましては、２月末日現在で７９％の内定

率で、県、市、町の給食センターや病院の管理栄

養士となるものが多く、社会福祉学科については

７８％の内定率で主に公務員でございまして、教

員、福祉施設職員として就職の予定でございます。

また、短大卒業者の内定率は９３％となっており、

３月末までにはさらに上昇するものと考えており

ます。

次に、高校の就職状況でございますが、名寄高

校、産業高校、名寄農業高校、風連高校を合わせ

て就職者が７１名のうち地元就職者が２１名、農
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業自営が６名、地元を除いた道内が４１名で道外

は３名となってございます。地元の就職先は、市

役所３名、消防署１名、医療、福祉関係が２名、

農協が１名、市内民間事業所１４名となってござ

います。なお、進学、就職を含めた未定の生徒が

１６名となってございます。

次に、小項目２点目の官製ワーキングプア対策

についてお答えをいたします。市が発注する清掃、

警備等の委託業務につきましては、それぞれ担当

課で事業費の積算を行っているため、積算に差が

生じないよう人件費については予算編成時に統一

を図るよう周知しており、業者には最低賃金を下

回らないよう入札説明会等で説明をしているとこ

ろでございます。また入札参加の条件に社会保険

適用の義務づけをするなど、雇用条件の低下防止

を図っている業務もございます。いずれの業務も

業務終了後、業者に対して精算を求めていないた

め、実際の賃金支払い状況等が確認できないのが

現状でございますが、今後も発注の機会に事業主

に対し、雇用条件の低下を招かないよう啓発をし

てまいりたいと思いますので、御理解をいただき

たいと存じます。

また、指定管理者に指定された業者への啓発活

動につきましては、文書による啓発は行っており

ませんが、指定管理者候補者選定委員会での応募

業者に対するヒアリングの際、口頭ではございま

すが、委員長より最低賃金の遵守や社会保険など

労働関係法令の遵守について強く要請しておりま

す。御質問にありました文書による啓発活動等に

ついて、今後他市の例を参考にしながら実施に向

けて検討をしてまいりたいと考えてございます。

次に、小項目３点目の失職者への生活支援につ

いてお答えをいたします。ワンストップサービス

は、厚生労働省が昨年１１月３０日、ハローワー

クを会場に仕事を探している離職者の方が一つの

場所で仕事、住まい、生活の相談手続ができるよ

うにと全国７７カ所で試行を実施したものであり

ます。１２月２１日を中心に再度実施されまして、

北海道では１１カ所で実施されておりましたが、

当市においては実施してございません。

次に、住宅手当についてでございますけれども、

福祉事務所において２月末で１件の該当があり、

６カ月を限度に給付している状況にございます。

ワンストップサービスの関係について、実現に向

けた対応というお話がございました。このことに

つきましては、今後ハローワークあるいは市内の

商工会議所等々と御相談しながら協議を進めて実

現に向けた協議を進めてまいりたいというふうに

思っております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（小野寺一知議員） 川村議員。

〇４番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。ありがとうございます。再質問と要

望をさせていただきたいというふうに思います。

まず、後期高齢者医療制度なのですが、国の制

度ではありますけれども、やはり住民の皆さんの

一番身近な自治体がやっぱり住民の皆さんの福祉

をしっかり守るという姿勢が必要ではないかなと

いうふうに思っておりまして、そういう意味も込

めて今回質問をさせていただいているところです。

先日、４日の説明会のところでは、保険料をもっ

と引き下げることはできないのかと、こういった

質問が出されていたかと思います。今御説明があ

ったように、全道から比べると医療費が少ないと

いうことで名寄市の保険料は低く設定はされてい

ますけれども、それでもやはり年金から引かれて

いくという意味では負担が大きいのかなというふ

うに思っているわけです。

この保険料ですが、北海道平均でいえば全国的

に２番目の高さになっていると言われています。

総務省が２月１９日に発表した２００７年度にな

りますが、県民所得で北海道は前年度から４％

も下落していると。下落率が全国１位というふう

になっています。全国３９位です。所得のところ

で低くなっている。ところが、保険料は最高の水

準ということになって、やっぱり負担は大きいの



－119－

平成２２年３月１０日（水曜日）第１回３月定例会・第３号

かなというふうに思うわけです。医療費が高い県

ほど保険料が高くなるというこの仕組み自体がや

はり社会保障の精神に逆行するものではないかな

というふうに私は考えています。

こういった中で、北海道広域連合は国に対して

新年度の保険料を抑制する財政措置を求めていま

した。引き続き値上げ抑制のための財政措置を求

めていただきたいとは思うのですが、こうした中

で厚生労働省はそれにこたえる形になったのかど

うかはわからないのですが、昨年１０月、高齢者

人口の増に伴う値上げ分を約６％と試算して国

庫補助金を行うことを検討すると広域連合に通知

をしています。ところが、その後政府は方針を転

換して国としての抑制のための財源措置をとらず

に広域連合の余剰金と財政安定化基金の積み増し

のみで値上げを抑制するように求めてきています。

それを受けて、北海道広域連合は道に対して財政

安定化基金への積み増しを求めて、２年間で６８

億円積み増ししてその軽減後の保険料を約５％に

することとなったわけです。

北海道広域連合によりますと、２年間で１２０

億円積み増しすれば保険料を据え置けると、この

ように算定しています。あと、５２億円の積み増

しを求めることで可能になるわけです。広域連合

によると、国への要望事項に十分な財源確保と抑

制措置を行うことが含まれているわけですけれど

も、名寄市としても隣の士別の牧野市長が広域連

合の議会の議員さんでありますから、どんどん要

望を出していただいてやっぱり市民負担を軽くす

ると、そういったふうに取り組みを進めていただ

きたいというふうに思うのですが、この点に対し

てお考えをお聞かせいただきたいと思いますが。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） ただいま保険料

の引き下げ等に対して、国なり道、関係機関等へ

の要望を含めてということのお話がございました。

議員お話のとおり、保険料につきましては医療費

の動向と切っても切れない部分が１つございます

し、この制度自体が保険料、それから独自の負担、

それから若年世代の負担、そして国の補助なりと

いう制度で成り立っています。そういった意味で

は、国の負担なり支援を呼びかけることも非常に

大切でございますし、一方では医療費を抑制する

ためにさまざまな方策もとらなければならないと

考えておりますけれども、今お話ありましたよう

に広域連合なりを通じて国に対する支援も私ども

の立場でも強く訴えてまいりたいと考えておりま

すので、ぜひ御理解を賜りたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 川村議員。

〇４番（川村幸栄議員） ぜひどんどん要望を出

していただきたいと思いますし、先ほど特定健診

のお話もお聞かせいただいたら、率がどんどんふ

えているということでは健康に、先ほど言ったよ

うに医療費が全道でも低いという意味も含めて名

寄市民はやっぱり健康に関心が多い方もたくさん

いらっしゃるのだなというふうに思っていまして、

引き続きそういった部分も含めて取り組んでいた

だきたいなというふうに思うわけです。

要望を出していただくという中で、今回３月４

日の説明会の中でこのパンフレットをいただきま

した。これ非常にわかりやすくて、多くの市民の

皆さんに見ていただきたいなというふうに思って

いるのですが、その中で１つお伺いしたいのです

が、葬祭費、これが３万円というふうになってお

ります。国保でいうと、届けを出すとすぐ出るわ

けなのですけれども、後期高齢者医療保険のとこ

ろでは２週間、３週間近くかかるというようなお

話もされています。ある方が、できればこんなに

時間かからないうちに出してもらえると助かるの

だがというふうな声もありまして、この間の２月

１９日の広域議会の中でも質問がされたというふ

うに聞いておりますが、その結果どのようになっ

ているのかお知らせをいただきたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） ただいま葬祭費

についてお尋ねがございました。葬祭費につきま
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しては、御案内のとおり被保険者がお亡くなりに

なり、その葬儀を行った方に申請をしていただき、

現在給付額３万円を申請者の口座に振り込むとい

うことで対応しているところでございます。広域

連合にも確認したところ、葬祭費の現金の取り扱

いについては、北海道内の市町村では行っていな

いということでございますし、道外では一部関西

方面で現金支給を行っているということも聞いて

いるところでございます。しかしながら、昨年そ

の関西地区の自治体におきましても、これは国保

の場合なのですけれども、国保の葬祭費が詐取、

だまし取られたような事件もあったということで、

道外自治体では支払い方法を安全な口座振り込み

の推奨を行うというような取り組みをしていると

のことでございました。

こうした状況の中で、現金給付に取り扱いを改

めることについては、十分な議論なり体制の整備

とか時間も要すると考えていますし、今お話ござ

いましたけれども、国保につきましても名寄市は

合併から口座振替を行っております。そういった

意味では、同じような保険制度の中で取り扱いに

差異があることについては混乱も招くことにもな

りますので、慎重に対応してまいりたいと考えて

おります。いずれにいたしましても、葬祭費の支

給については速やかに支給できるような方策がと

れるように広域連合にも伝えてまいりたいと考え

ていますので、現時点ではそういうことで御理解

を賜りたいと存じます。

〇議長（小野寺一知議員） 川村議員。

〇４番（川村幸栄議員） 口座振り込み、現金支

給ということでないにしてもやっぱり速やかな対

応というか、ここのところが私は望まれるのでは

ないかなというふうに思います。ですから、今部

長のほうからも広域連合のほうにというお話があ

りましたので、積極的に要望を出していただきた

いなというふうに思っています。

また、今お話ししましたようにこのパンフレッ

ト、いろんな部分をわかりやすく本当に書いてい

て、保険料の支払い方法、普通徴収と特別徴収と

言われても一瞬ぴんとこない。年金天引きが特別

徴収と言われると、ええ、そうなのというような

声もあるわけで、そこの部分がきちっとわかりや

すく書かれている。また、保険料の所得控除につ

いても、この部分も本当にわかりやすく書かれて

いたり、また高額療養費や介護の療養費との対応

等々についても、せんだっての市の広報の中にも

このぐらいのスペースだったかと思いますけれど

も、お知らせもありましたが、非常にわかりやす

く書かれていて、これを皆さんにぜひお渡しして、

丁寧な広報活動といいますか、ここのところをし

ていただきたいなというふうに思っています。

この後ろのほうに広域連合から国への要望事項

も１２項目に対して書かれていまして、ここにも

広報、周知の部分で十分に国のほうの補助をとい

うような要望も書かれています。積極的にこれを

活用していただきたいなというふうに思っている

ところです。

この制度ですけれども、高齢者を国保や健康保

険から無理やり追い出して、それまで保険料がか

からなかった方からも保険料を取る。そして、今

お話があったように２年ごとに保険料が改定され

る。高齢者の人口増、医療費の増加によって自動

的に引き上がる仕組みになっていると。こういっ

た国の社会保障予算を減らすために高齢者を差別

して痛みを押しつける、こんな制度は廃止する以

外にはないと私は思っています。

この廃止をしない理由の中に現場が混乱する、

システム改修に２年はかかるというように言われ

ていますけれども、長く混乱なく運営されてきた

老人保健制度ですから、混乱が起きないだろうと

私は思っています。もとの制度に戻すには、新し

いシステムを構築するより時間もリスクも少なく

て済むと、後期高齢者医療制度のシステムを手が

けたエンジニアが朝日新聞に投稿しています。ま

た、東京の現場の方ですが、３カ月から半年もあ

れば、もとの老人保健制度に戻すことが可能だと、
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こういった声も上がっているわけです。鳩山政権

が今新制度をつくってから廃止するということで、

厚生労働省の高齢者医療制度改革会議が８日開か

れて、６５歳以上の高齢者を全員国民健康保険に

加入させる案が先日示されました。これでは、も

う現行制度の対象年齢をただただ引き下げて、そ

れで差別を拡大するということになるのではない

かというふうに私は思っています。年齢による差

別医療をなくすためにも老人医療制度に戻すこと

が必要だと考えますけれども、この点について見

解をお聞かせいただければというふうに思います

が、いかがでしょうか。

〇議長（小野寺一知議員） 吉原生活福祉部長。

〇生活福祉部長（吉原保則君） ただいま制度の

改正につきまして、旧制度に戻すべきだという意

見のお話もございましたけれども、政府におきま

しては４年後において新しい制度に移行するとい

う形で現在作業を進めておりますし、ただいまお

話ありましたように６５歳以上をそういうふうに

くくるとか、さまざまな検討がなされていますの

で、私どもとしては国の動向を注視する中で対応

してまいりたいと考えておりますので、ぜひ御理

解をいただきたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 川村議員。

〇４番（川村幸栄議員） 国の動向を見ながらで

すが、住民の皆さんの思いも十分酌み取っていた

だいて進めていただきたいと思います。

次、介護保険制度について再質問をさせていた

だきたいと思います。家族介護の部分で、先ほど

離職をされた方、パートなどに切りかえて経済的

影響もあったというようなお話もされていました

が、介護サービスの利用状況、これをちょっと見

てみますと去年の２月と、そして昨年の１１月、

比べてみましても家族の居宅介護サービスが４０

人ほどふえているところです。これ理由がちょっ

と詳しく分析、私もできませんで、数だけ見てい

るのですけれども、家族介護がふえている状況な

のかなというふうに思っているところです。やっ

ぱりこうした皆さん方に支援をしていくこと、本

当に必要だというふうに思っていますし、介護保

険のこの給付だけでは、介護を受けている高齢者

の皆さんの生活は支えていかれないだろうという

ふうに思います。やっぱり家族の皆さん方の支援、

それを十分していっていただくことが必要だとい

うふうに思います。

そうすると、負担増や保険料ということが上が

ってくるのかなというふうなことで、負担の話も

させていただきたいというふうに思うのですが、

保険料、利用料も１割負担ということで重たいと

いうような声も私も実際聞いております。先ほど

もお話ししましたように保険料は払うけれども、

なかなか介護を利用することが難しいのだという

ことになっていますが、２０年度の決算のところ

で介護給付の準備基金が１億０００万円となっ

ています。今定例会での補正予算で、介護のサー

ビス事業勘定で一般会計からの繰り入れが００

０万円の減になっていると。こういったことを考

えますと、保険料の増、また負担増はやむを得な

いというふうには言えないのではないかというふ

うに思うのですが、いかがでしょうか。

〇議長（小野寺一知議員） 小山福祉事務所長。

〇福祉事務所長（小山龍彦君） 今川村議員のほ

うから基金の絡み、あるいは一般会計繰入金の部

分で減額補正をしているということを踏まえまし

て、従前から言われております居宅介護の部分の

自己負担の応益負担分という部分を踏まえ、いろ

んな視点から保険料の引き下げができないのかと

いうような部分でございましたけれども、先ほど

もちょっと第４期介護保険事業計画の話をさせて

いただいたところでございますけれども、いわゆ

る第４期ということで、昨年の４月１日以降の３

年間について第４期介護保険事業計画ということ

で、それは一昨年から準備をしてきたものでござ

いますけれども、その中で介護保険料の据え置き

に当たりまして基金が１億０００万円ほどがそ

の念頭にありましたけれども、その中でその時点
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では何回か説明させていただいておりますいわゆ

る小規模多機能という部分の施設が当然必要であ

るということで、それを事業費の中に入れた中で

想定して、さらにそれが円滑に動き出した場合に

上がっていくという部分と、それを踏まえて第５

期、さらに３年後のときにその部分で先ほど説明

いたしました６施設が出たときに余り介護保険料

の負担がふえないように平準化した保険料の設定

ということで、そういうものを踏まえた上のベー

スで介護保険の事業設計をしているところでござ

います。というのは、下がるときは容易に下がる

のですけれども、上げるというときにまた上がる

のかというような住民感情も踏まえたら、なるべ

くフラットに安定した経営ができるならば、その

中で進めるべきというような考え方もある関係が

ございまして、そういうような保険料設定になる

ということで、実質御指摘の基金があるというこ

とを言えばということになるのですけれども、そ

ういう将来性も踏まえた介護保険の設計をしてい

るということで御理解をいただきたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 川村議員。

〇４番（川村幸栄議員） 国の交付金が減らされ、

本当にこの経済危機の中で地方自治は大変なやり

くりをしている。ですから、やっぱり国の責任で

安心できる公的な介護を保障することが強く求め

られるところだというふうに思います。年金は上

がらずに介護保険料、後期高齢者医療制度の保険

料をどんどん値上げして年金から天引きされると。

ある方が長生きなんてするものでないねと、こん

なふうにおっしゃっていました。こんなことを言

わせるような社会ってどうなのかなと私は本当に

怒りに胸が締めつけられる思いであります。

介護保険への国庫負担、今は２５％ですけれど

も、これを直ちに５％引き上げてもらう、そして

さらにはかつての５０％に計画的に戻していく、

このことが強く求められていますし、求めていき

たいというふうに思っております。名寄市として

も機関を通じていろんな形で強く要望をしていた

だきたいというふうに思います。

あと、もう一つ、介護の現場で働く方たちの雇

用の問題で質問をさせていただきたいと思います。

次の質問にも関連するのですけれども、介護の分

野、ここは雇用の創出の場所としても注目をされ

ているところですし、また新たな資格を取るのだ

ったら介護の資格を取りたい、そしてそのための

勉強もしたいというような声も年齢を問わず多く

聞くところです。しかし、その期待にこたえるに

は余りにも介護現場の劣悪な労働条件、そして深

刻な人材不足というようなことで課題はたくさん

あるかなというふうに思っています。介護の仕事

は、やりがいがあって大好きだけれども、過重労

働や低賃金のために続けられないということでや

めざるを得なかったという声もたくさん聞いてい

るところです。こうした世論の高まりの中で介護

労働者への処遇改善が図られて、介護職員処遇改

善交付金が出されています。介護の専門職員に対

して、常勤換算で１人当たり月額平均１万００

０円の賃上げをというふうに言われていますけれ

ども、名寄市の介護職員のこの状況についてはど

のようになったのかお知らせをいただきたいと思

います。

〇議長（小野寺一知議員） 小山福祉事務所長。

〇福祉事務所長（小山龍彦君） 介護事業に従事

されている方のいわゆる処遇の改善ということで

ございまして、先ほどの部分にも連動するのです

けれども、介護職員は御指摘の処遇改善交付金事

業の実施によりまして、ある一定の部分という部

分での成果は見られているというふうには思って

おります。ただ、保障の内容からいたしますと、

いわゆる処遇改善交付金というのは介護業務に従

事されているという方でございまして、いわゆる

例えば市で関与しております清峰園ですとかしら

かばハイツですとか、そういう部分につきまして

はそういう部分での申請がありまして、処遇改善

交付金を交付する中で一定程度の処遇が改善され

ているかとは思いますけれども、個々の事業所の
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ほうでは個々の部分で交付金を申請する部分が当

然出てくるのかとは思うのですけれども、その後

ずっとなかなか上げた改善策が維持されなければ

ならないという部分があるのかというような部分

も危惧されておりまして、今うちで押さえている

ところで出している部分については名寄市社会福

祉事業団のほうということでございまして、それ

以外の民間施設の内容についてはなかなか把握は

困難な状況であるというふうにお伝えしておきた

いと思っております。

〇議長（小野寺一知議員） 川村議員。

〇４番（川村幸栄議員） 今ちょっと聞き取りに

くかったのですが、時間もありませんので、ちょ

っと再度というふうにはいきませんが、介護職員

の皆さん方のやっぱり働く状況、現場をきちっと

把握していただいてやっぱり守っていただきたい。

次のこの雇用を守る問題についてもかかわってく

るかなというふうに思うのですが、体を壊すぐら

い頑張って介護の場で働いたというようなことも

聞いています。そういった方たちが本当に生きが

いを持って働ける、そういう職場にしていくため

にやっぱり市のほうとしてもしっかり状況を把握

していただくという対応をしていただいて、対応

もお願いしたいというふうに思います。

また、孤独死の問題も報告されていましたけれ

ども、やはり社会福祉協議会の皆さん方の働きや、

また町内会、民生委員の皆さん方のボランティア

精神が本当に温かく発揮されているかなというふ

うに思うのですが、見回り、声かけ、名寄市では

徘回高齢者のＳＯＳネットワークなども出されて

いて、こうした協働の取り組みが本当に必要だな

というふうに思っています。私たち共産党の名寄

市委員会では、年末に要望書を出させていただい

たのですが、こうした社会福祉協議会の皆さん方

への支援をぜひ強めていただく、そして孤独死と

いうような、そういったことの起こらないような、

そういったまちづくりのために御尽力いただくた

めにもこの支援を強めていただきたいというふう

にお願いして次に移らせていただきたいと思いま

す。

官製ワーキングプアの問題ですが、名寄市の臨

時職員、非常勤職員の募集があったわけですけれ

ども、これは２月２８日、２月最後の日に面接が

あって、二十数名の募集があった中で面接があり

ましたが、ここについて応募状況、どのくらいあ

ったのかお知らせをいただきたいというふうに思

います。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） ２２年度の臨時、

嘱託の募集人員、応募人数につきましては、今回

の公募につきましては事務補助員等の一部を除く

公募となっておりまして、公募職種で２３種目、

公募人員は２７人で、応募人数については１２８

人となっています。

〇議長（小野寺一知議員） 川村議員。

〇４番（川村幸栄議員） それでも５倍近い方々

の応募だったかなというふうに思いますし、ある

方の話でいうと１人の募集に応募してみたら何十

人という方がいたというようなことで、やっぱり

安定した職を求めているというところ辺は全国ど

こも同じだというふうに思っています。

それとあわせて、今行財政改革等々で正規職員

のスリム化が進められているわけですけれども、

ことしも２０名ほどの方が定年退職がされると聞

いています。そのことによって職員への負担増に

なったり、また市民への窓口サービスが減につな

がるのではないかというような危惧も私は抱いて

いるところです。やっぱり本来正規職員を任用す

べき職には、正規職員を任用できるような増員を

することが求められるのではないかなというふう

に思います。財源の問題もあるかとは思うのです

が、例えば保育士さんでいえば正規が２８名、臨

時で３０名と。全国的な傾向ではあるとは思うの

ですけれども、同じ責任を持って働いている中で

やっぱり保障の問題が大きく差があるというよう

な、こういったことがないようにぜひお考えをい
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ただいて、先ほどありました官製ワーキングプア

対策についても実施に向けて検討したいという御

答弁もありましたので、これはぜひ実現をさせて

いただきたいと、そのことをお願いして私の質問

を終わらせていただきます。ありがとうございま

した。

〇議長（小野寺一知議員） 以上で川村幸栄議員

の質問を終わります。

高齢者相談諸活動について外１件を、山口祐司

議員。

〇１６番（山口祐司議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、通告に従いまして質問をさせ

ていただきます。

初めに、高齢者相談諸活動について質問をいた

します。地域包括支援センターは、平成１８年４

月１日から介護保険法の改正に伴い創設された機

関で、名寄市にあっては合併から１年がたった平

成１９年に地域包括支援センターが設置されまし

た。高齢者が住みなれた地域で安心してその人ら

しい生活を継続することができるように介護サー

ビスを初め、さまざまなサービスが高齢者のニー

ズや状態の変化に応じて提供され、まさに高齢者

の生活を支える総合機関として利用されてきまし

た。今後においても年々高齢化が進み、相談、利

用件数の増加も考えられるところですが、現在の

地域包括支援センターへの相談、利用状況につい

てお聞かせをください。

現在名寄市には、名寄庁舎地域包括支援センタ

ーと風連地区サブセンターの２カ所が設置をされ

ており、それぞれ地域の高齢者の相談、支援の窓

口として利用をされております。しかし、平成２

２年度よりサブ風連を名寄庁舎包括支援センター

に統合するとのことですが、今後の包括支援セン

ターの支援体制についてどのように変わっていく

のかお聞かせをいただきたいと思います。

次に、市民活動サポート体制について質問させ

ていただきます。風連地区にあっては、本年４月

１日より新しい住民自治による町内会組織が発足

し、これに伴い市民と行政との協働によるまちづ

くりが新たにスタートをいたします。名寄地区に

おいてもそれに伴う地域連絡協議会が組織されて

いますが、これら活発な町内会、住民自治活動に

かかわる行政としての支援方針について考え方を

お聞かせいただきたいと思います。

現在名寄市内には、多くの各種諸活動を目的と

した団体があり、大勢の市民が参加をしています。

その諸活動をサポートすべく、万が一の事故を想

定し、それぞれの団体が任意保険などに加入し、

活動をされていることと思いますが、その加入状

況についてお聞かせをいただきたいと思います。

名寄市総合計画の基本目標にもあります市民と

行政との協働のまちづくりについては、各方面で

の市民の積極的な参加を求めています。今後は、

さらに地域連絡協議会、町内会の役割が重要な位

置づけとなってまいります。公共的、公益的な市

民活動は年々質、量的にも充実し、まちづくりに

大きく貢献するものと考えます。このようなとき

に心配されるのが市民活動に伴って発生する不慮

の事故への対応であります。市主催の活動や行事

などの事故には、名寄市として一定の補償体制は

設けられているようですが、市主催以外の自主的

な市民活動、また町内活動に参加されている方が

万が一事故に遭われた場合や賠償責任発生に備え、

名寄市として市民活動保険制度の創設も設けるべ

きと考えますが、このことについてお考えをお聞

かせをいただきたいと思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

〇議長（小野寺一知議員） 小山福祉事務所長。

〇福祉事務所長（小山龍彦君） 山口議員から大

項目２点の御質問がございまして、１点目は私の

ほうから、２点目は総務部長のほうからの答弁と

なりますので、よろしくお願いいたします。

最初に、１点目、高齢者相談諸活動についてお

答えをいたします。平成１２年に始まった介護保

険制度は２期６年を経過し、社会状況や利用者及
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びその世帯の要望等をもとに平成１８年に介護保

険法を改正し、予防事業を充実することで介護状

態への移行を少しでもおくらせる方針へシフトい

たしました。その背景として、それまで実施した

介護保険事業の成果を踏まえ、２０１５年に団塊

の世代が６５歳に到達し、高齢者となる時期に視

点を合わせた施策に進んでいるところであります。

この法律改正により日本全国で地域包括支援セ

ンターが設置され、地域支援事業や指定介護予防

を開始しております。名寄市地域包括支援センタ

ーは、平成１９年４月に名寄庁舎にメーンセンタ

ー、風連庁舎にサブセンターを設置し、地域支援

事業及び指定介護予防支援を開始しました。保健

師、主任介護支援専門員、社会福祉士などの専門

職を配置し、これらの各職種の職員が力を合わせ、

その専門知識や技術を互いに生かしながら高齢者

の方が住みなれた地域で安心してその人らしい生

活を継続していくことができるようにするために

支援しております。

お問い合わせの総合相談、支援事業の活動状況

でございますが、相談、支援の総件数は平成１９

年で６３４件、平成２０年で６７７件、平成２２

年までに７５５件となっており、年々ふえてきて

いる状況にございます。相談方法は、来所、電話、

訪問相談の順で対応しております。相談や支援の

内容は、介護、健康、福祉、虐待防止、成年後見

制度など高齢者の暮らしにかかわる相談を受け付

け、どのようにサービスを利用していくかわから

ない、介護認定が出るまで待てそうにない、すぐ

に解決しなければならないなどの相談に対し、ど

のような支援が必要か把握し、地域における適切

なサービス、関係機関及び制度につなげるなどの

支援を行っております。

平成２１年度の風連地区サブセンターの相談、

支援状況は総数で１２８件、来所の相談は６１件

で月平均５件となっております。内容は、介護保

険の申請に関するものが４０件、それ以外につい

ては施設入所、健康、虐待等の相談が２１件とな

っております。しかし、その相談内容や解決の方

向は、もともとの担当課や関係機関の対応で十分

可能という相談が大部分を占めております。

次に、平成２２年度以降の地域包括支援体制に

ついてお答えをいたします。風連地区サブセンタ

ーの業務を名寄地域包括支援センターに統合する

ことについてお答えをいたします。地域包括支援

センターの２２年以降の体制は、名寄市の行財政

改革として進めてまいりました組織機構の見直し

等に伴い、地域包括支援センターの業務体制につ

いても議論を行いました。この中で家族関係の希

薄化、虐待の対応、要介護状態の親と子供を持っ

た世帯など相談の内容が多岐、複雑化し、高度な

相談技術が必要となっているため、平成２２年４

月より風連地区サブセンターでしていた業務を名

寄市庁舎のメーンセンターに一本化し、保健師、

社会福祉士、主任ケアマネージャー等それぞれの

専門知識を生かしながら常にチームで情報を共有

し、連携、共同の体制をつくり、チームとしての

効果的、効率的な支援体制の強化を図ってまいり

ます。今後の風連地区の相談については、名寄庁

舎の地域包括支援センターへの電話または風連庁

舎地域住民課にて受け付けをし、自宅で相談を受

けてまいります。ただし、介護保険に関する申請

相談は今までどおり風連庁舎にも受け付けること

ができますので、御理解を賜りますようお願いい

たします。

以上、この場からの答弁といたします。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 私のほうからは、

大きな項目２つ目の市民活動サポート体制につい

てお答えします。

初めに、住民自治活動のための支援方針ですが、

現在名寄地区では市民のコミュニティーづくりを

促進するための名寄市町内会自治活動交付金の交

付やまちづくりの活動拠点である町内会館の新築

や増改築に対しての名寄市町内会館建設費補助金

の交付を行っているほか、財団法人自治総合セン
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ターが実施するコミュニティー助成事業を活用し

た支援を行っております。２２年度には、風連地

区においても町内会制度に移行しますので、移行

後は風連地区もあわせまして町内会活性化のため

現行の事業を引き続き実施してまいりたいと考え

ておりますので、御理解を願いたいと思います。

次に、市内で活動している各団体の保険の加入

状況につきましては、町内会が加入している道町

連共済の平成２０年度の実績では６３町内会、

０８４人が加入しています。内訳につきましては、

役職加入者が９０９名で、うち市広報の取り扱

い担当者は８３９名となっています。また、個人

加入者につきましては１５０名となっており、町

内会の会員全体の加入とはなっていません。この

ことから、安心して町内会活動を行うため名寄市

町内会連合会におきましても会員の共済加入を積

極的に取り組んでいただいているところでもあり

ます。

社会福祉法人全国社会福祉協議会が取り扱って

いるボランティア保険の加入状況では、行事用保

険が８件、福祉総合保障で２件、ボランティア活

動保険で団体１５件、個人２１名となっておりま

す。団体の内訳としては、町内会が４件、サーク

ルなどの団体が２１件の加入となっています。そ

のほかに民間損保のスポーツ保険、レクリエーシ

ョン保険などさまざまな活動保険がありますが、

全団体の把握はしておりません。また、名寄市で

は市民総合賠償補償保険に加入しています。市が

主催する行事または市の管理下で市から依頼を受

けた住民に対するボランティア活動中など一定の

条件で損害賠償責任が生じた場合、補てんされる

仕組みになっております。

（３）の市民活動保険制度につきまして、現在

名寄市では広報配布等にかかわる町内会役員に対

しまして道町連の共済保険料を連合会補助金の中

で助成をしております。また、市が主催、共催す

る行事などに対しましては市民総合賠償補償保険

に加入し、市民の皆さんの活動中の不慮の事故な

どに対しては補償をしています。市民活動団体、

ボランティア団体などの活動につきましては、独

自に主催や共催行事を開催した場合、不慮の事故

の発生に対しまして自主的にボランティア保険や

スポーツ安全保険等に加入していただいておりま

す。

御提案の市民活動保険制度の創設につきまして

は、町内会活動に限っての保険、町内会活動のほ

かにボランティア活動、社会奉仕、社会教育活動

など幅広い活動を含んだ保険、上記の保険制度を

設けて自治体が市民活動を支援している例は道内

外で幾つかの自治体で見受けられますが、当面名

寄市では現行の町内会の活動に対する支援と市民

総合賠償保険制度を活用してまいりたいと考えて

おります。しかしながら、自治基本条例が４月か

ら施行され、今後ますます市民の皆さんの自主的

な活動が重要となります。補償の保険内容もどの

ような活動に対してどのような補償をすればいい

かも情報の収集が必要だと考えておりますので、

市民活動保険制度を設けている自治体の取り組み

を調査研究してまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇議長（小野寺一知議員） 山口議員。

〇１６番（山口祐司議員） それぞれ御答弁をい

ただきまして、ありがとうございます。

まず初めに、地域包括支援センターの件につい

て幾つか、一、二再質問をさせていただきたいと

思いますけれども、風連のサブセンターでの相談

はふえているにしても関係機関の対応で可能な相

談が大部分だったというふうに御答弁いただいた

わけなのですけれども、今回の統合について、私

も新聞等で知ったわけなのですけれども、私の勉

強不足もあるかもしれませんけれども、この統合

について風連地区の住民の方々にどのように説明

をされたのかお聞かせをいただきたいと思います

けれども。

〇議長（小野寺一知議員） 小山福祉事務所長。

〇福祉事務所長（小山龍彦君） 風連地区の地域
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住民の方の周知についてのお尋ねでございますけ

れども、ことし４月からの体制ということで、こ

れまで風連地区の行政区長会議や民生常任委員会

等において説明をさせていただきました。その際、

皆様の御理解をいただいております。また、地域

住民への皆様につきましては、風連地区の広報紙

「風」３月号に掲載をして周知をしているところ

でございます。

地域包括支援センターの業務は、支援業務とい

うことで家庭訪問が主体ということでございまし

て、相談者の皆様が話がしやすいように相談を受

けた後はこちらのほうの職員が御自宅のほうに伺

うというような形で進める関係もございまして、

窓口あるいは電話等で先ほども申しましたように

依頼の電話、相談の内容についていただければ、

それにつきまして進んでいくというような形を特

に広報させていただいているところでございます。

〇議長（小野寺一知議員） 山口議員。

〇１６番（山口祐司議員） 区長会議等でも説明

されていたというお話でございますけれども、今

回私はこの質問をするに当たりまして市のホーム

ページ等を見た段階で、４月から統合して一本化

されるにもかかわらず、そういう部分に対しての

情報というのは、私が見つけられなかったのかち

ょっとわからないですけれども、まだまだ市民が

周知していない部分があるのではないかなという

ふうに思うわけなのですが、その辺はいかがでし

ょうか。

〇議長（小野寺一知議員） 小山福祉事務所長。

〇福祉事務所長（小山龍彦君） 今の御指摘ござ

いましたホームページの件につきましては、ちょ

っと私も確認していないところでございますけれ

ども、議員がおっしゃるようになかなか確認がで

きていないという方がおられるような感じでござ

いますので、再度周知のほうを徹底して進めてい

きたいなというふうに考えております。

〇議長（小野寺一知議員） 山口議員。

〇１６番（山口祐司議員） 風連地区にとりまし

ては、やはり今まであったものが統合されて、名

寄に統合されるという部分で、確かに行財政の関

係で効率化を図るためにはそういうものもやむを

得ない部分は、確かにこれから包括支援センター

に限らず、まだまだ出てくる部分があろうかとは

思うわけなのですけれども、やはり窓口といいま

すか、センターがなくなってもその仕事は窓口で

急ぎにできるとは、今まで以上に支障がないよう

にするというようなお話ではありますけれども、

やはりどうしてもそういう不安というものが残る

ように思いますので、窓口の対応といいますか、

その適切なサービスが支障なく今まで以上に確実

に行われるように望みたいと思っております。望

むのですけれども……望むことにしておきます。

望むにしておきます。望みたいということで、要

望ということでよろしくお願いをしたいと思いま

すけれども。

次に、市民活動保険について質問をさせていた

だきたいと思いますけれども、先ほどの答弁の中

で４月から施行されます自治基本条例についても

触れられていたわけなのですけれども、まさにそ

の自治基本条例の前文の中にもまちづくりの主体

は市民であることを自覚して主体的、能動的にま

ちづくりに参加することが大切ですという、この

前文にも書かれているわけなのですけれども、ま

さにまちづくりのために積極的に活動に参加でき

る体制づくりを行政として進めなければならない

というふうに考えるわけなのですけれども、この

４月から施行される基本条例、まさに市民の方々

に名寄市を盛り上げてもらうために自治基本条例

をつくっていくわけですけれども、今回この市民

活動保険について、この４月からやはり基本条例

と一緒に制度を創設してはいかがかなというふう

に思うわけですけれども、検討されるというよう

な答弁をいただきましたけれども、再度その辺の

ところをお伺いしたいと思いますけれども。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 先例市のところで
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は、一定の応援をしながら、基本的には加入する

自治体のほうから応分の負担をいただきまして、

それのうち同額もしくはそれ以下の部分で市が支

援をして保険をしているところもあります。その

部分につきまして、名寄市の場合につきましては

町内会の役員の方々に広報配布お願いをしていま

すので、そこら辺の経費も含めて一定の支援を行

っておりまして、それと市が主催、共催する事業

の関係につきましては先ほどの市民の補償をする

ような保険に入っています。これらは、いずれも

大きな組織で入っておりまして、保険の関係につ

いては余り大きくない保険料の中で皆さん方のリ

スクをどの部分がリスクがあるかということをと

らまえて保険に入っています。

御存じのとおり、町内会の活動というのは、例

えば会員親睦のビールパーティーであったり、交

通安全の活動であったり、それから子供たちの安

全、安心の通学確保の関係でのボランティア活動

も含めて相当広範囲、それからリスクの範囲も幅

の広い状況になっておりまして、自治基本条例を

つくった多くの市町村も必ずしもそこまで対応で

きていないのが現実かと思っています。ただ、名

寄市としましても４月から自治基本条例の施行に

なりますので、他市の状況を見ながら、ただ市民

賠償責任保険も含めて市のほうでは一定の保険に

入っていることがまずありまして、それとリスク

の高い子供たちや大人も含めたスポーツ大会等に

ついては参加の義務づけとして、それらの保険に

独自で任意で御自身で入っていただくということ

も言っている中で、どこまで行政がそこら辺につ

いての支援をしていくのか、その辺の仕組みも含

めて、それから過去に市のほうでは市民交通傷害

保険というものをやっておりまして、事故がない

ときには保険料というのは余り上がらないのです

が、例えば死亡事故等大きなものが入りますと保

険料が急激に上がるというようなこともありまし

たので、その辺全道、全国の取り組み状況を確認

しながら調査をして検討してまいりたいというふ

うに考えています。

〇議長（小野寺一知議員） 山口議員。

〇１６番（山口祐司議員） 風連地区におきまし

て、また風連地区の話になってしまって申しわけ

ないのですけれども、行政区から自治区へ移行さ

れるわけですけれども、やはり中身的にまだ把握

していない部分があろうかとは思いますけれども、

道路愛護にしましてもやはり町道の草刈りをしま

すし、排水にしましてもそうですし、そういう部

分のけがをしたという例は今までも余り私は聞い

てはいないですけれども、そういう部分の事故と

いうものも想定されるわけでして、そういうとき

にどういうような市として対応をされるのか、ち

ょっと一つの例としてお伺いしたいなというふう

に思うのですけれども。

〇議長（小野寺一知議員） 佐々木総務部長。

〇総務部長（佐々木雅之君） 旧名寄地区におき

ましても公園等の維持管理関係につきましては、

それぞれ町内会のほうに、公園のある町内会等に

お願いをしておりました。風連地区におきまして

は、道路とか河川とか、かなり作業の重たい部分

についても取り組まれているということも聞いて

おりました。

それで、幅広く全部の町内会活動を網羅する保

険が望ましいのか、それともリスクの高いところ

にはそれなりな補償をできる保険制度に入るのが

いいのか、この辺も１つ検討をさせていただきた

いなと思っています。高い補償のつく保険を多人

数に掛けますと、保険料だけで莫大になります。

この辺も含めて、どの部分にリスクを想定して掛

けるかということでいうと、一括がいいのか、個

別の事業に対してこの部分についてはリスクが大

きいので、多額な保険に入ってもということの検

討も必要かなと思っておりますので、その辺の部

分が行政区から町内会への移行と、それから市民

総合保険のほうでどのくらいまで補償されるのか

ということも、対象になる部分がかなり広範囲に

わたるというふうに考えていますので、その辺は
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具体的な想定されるリスクとそれぞれの今市が入

っている町内会を経由して入っている保険の補償

内容の点検も含めて検討してまいりたいと思って

おりますので、御理解を賜りたいと思います。

〇議長（小野寺一知議員） 山口議員。

〇１６番（山口祐司議員） 私も今回この質問を

するに当たりまして、何件かの事例の部分で調べ

させていただいたのですけれども、補償内容にも

確かによりますけれども、やはり行政としての支

出としましては、それほど高くなく行っている行

政もあるようでございます。そういう部分で、中

身をまたいろいろと検討していただいて、市で初

めて自治基本条例をつくったわけでございますし、

そういう部分の補償という部分、市民の補償とい

う部分もセットの中で考えていただければなとい

うふうに思うところでございます。

私は、今回の定例会の最後の一般質問というこ

とでございまして、本当であればもっと中身の濃

い一般質問をしたかったわけなのですけれども、

ちょっと最後の答弁と申しますか、この自治基本

条例が４月から制定されますし、そういう部分で

今まで島市長が頑張ってこられたという部分で、

自治基本条例に対しての思いですとか、それから

このまちづくりに対しての思いというものを最後

に答弁いただいて私の質問を終わらせていただき

たいと思いますけれども、よろしくどうぞお願い

します。

〇議長（小野寺一知議員） 島市長。

〇市長（島 多慶志君） 近年になりましてから

特に総合計画等の中にも協働のまちづくりという

ことが大きなウエートを占めるようになってまい

りました。成熟社会と申しましょうか、特に自治

体の財源確保というのが非常に困難をきわめると

いうことで、住民の皆さんに税負担ではない面で

のまちづくりに積極的に参加をしていただこうと、

こういうねらいもこの協働のまちづくりというテ

ーマの中には多く含まれていると、こんなふうに

思っております。こういうスタートから、この協

働のまちづくりのルールを明確にしていこうと、

こういうことで自治基本条例の検討が始まったわ

けでございまして、議会でも慎重に審議をしてい

ただいて４月以降、市民の皆さんにこの条例に基

づくルールに基づいて協働のまちづくりの市民の

権利等も含めてお願いをしていこうと、こういう

ことでございます。

提案ありましたように、協働のまちづくりの場

ではいろいろなことが想定をされるわけでござい

まして、特に市民のボランティア活動等について

お願いはするけれども、お願いのしっ放しかと、

こういうようなことも含めての御意見だったとい

うふうに承っておりました。このことについては、

やはり財政的な持ち出しといいますか、そのこと

だけを検討するのではなくて、やはり市民が積極

的にまちづくりにいろんな面で参加をいただける

バックを条件として整備していくと、こういうふ

うに考えているところでございます。

これから一層高齢者社会の進行で、例えば高齢

者の皆さんの見守りですとか、あるいは災害時の

誘導ですとか、子供たちの見守りも含めて地域全

体が住みよい地域づくりということに協力をお願

いをしていかなければならないと。そういう中で

は、この自治基本条例というのがベースになって、

しっかりと市民の皆さんにも、あるいは行政の職

員にも意識を高めることにつながればと、そのよ

うに期待をしての自治基本条例の４月からのスタ

ートをしっかりと見守っていきたいと、このよう

に考えております。

〇議長（小野寺一知議員） 以上で山口祐司議員

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（小野寺一知議員） お諮りいたします。

議事の都合により、あすより３月１５日までの

５日間を休会といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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〇議長（小野寺一知議員） 異議なしと認めます。

よって、明日より３月１５日までの５日間を休

会とすることに決定いたしました。

〇議長（小野寺一知議員） 以上で本日の日程は

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 ２時３５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 大 石 健 二

署名議員 川 村 正 彦


