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平成２１年第４回名寄市議会定例会会議録
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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、

１番 佐 藤 靖 議員

２５番 中 野 秀 敏 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。

地域に根差した福祉事業の推進について外１件

を、東千春議員。

おはようございます。〇２３番（東 千春議員）

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い質問をさせていただきます。

大項目の１件目、地域に根差した福祉事業の推

進についてお伺いをいたします。名寄市の住みよ

さの評価として福祉と医療が充実しているという

ことが挙げられると思います。福祉事業の推進は、

国の方針に沿いながらも自治体が地域事情に適し

た施策を行うことにより行政サービスに対する満

足度に大きくつながるものではないかと思ってお

ります。積雪寒冷という土地柄によって、介護等

においては在宅よりも施設介護が望まれる傾向に

ありますが、平成１２年の社会福祉事業法から社

会福祉法への改正に伴って地域福祉の推進が重要

視されるなど、生活圏の近くでの福祉活動やそれ

に伴う住民参加も求められるところでございます。

そこで、名寄市が進める福祉事業全般について、

この際お伺いをいたしたいと思います。

１点目、地域福祉計画は社会福祉法により策定

が求められておりますが、全国的にもまだ策定す

る自治体は少なく、北海道内では１８程度の自治

体で策定している状況であります。しかし、住み

なれた地域でその人らしい自立した生活を送るこ

とは高齢者や障害者の生活のあり方や、あるいは

子育てを市民との協働により支えるという意味に

おいても地域福祉計画を策定する必要があるので

はないかと思いますけれども、見解をお知らせい

ただきたいと思います。

２点目、風連地区にはケアハウス５０床があり

ますが、民間活力の導入などとあわせて名寄地域

での整備についてもニーズも含めて考えがあれば

お伺いをいたしたいと思います。

３点目、名寄市立大学は福祉学部と児童学科か

ら構成され、児童福祉を含めてすべての福祉事業

が関連する大学でございます。間もなく初の卒業

生を社会に送り出し、大学として本当の完成を迎

えることになるところでございます。また、名寄

市には北海道薬用栽培植物研究所があり、これは

北海道内で唯一の試験場で積雪寒冷地において適

した薬草植物や地元で栽培される植物などを研究

しており、名寄市が今後も先進的な福祉と健康の

まちづくりを考えるとき、両者とも大きなシンク

タンクとなり得るわけですけれども、これらと連

携協力を図りながら市民の福祉と健康のまちづく

りを進めるべきではないかと思いますけれども、

見解をお知らせいただきたいと思います。

４点目、公営住宅の整備は住宅マスタープラン

により計画的に進められ、北斗団地の建てかえと

して南団地が完成をいたしました。家賃につきま

しては、入居当初は激減緩和により安く設定され

ますが、６年後には通常家賃となります。市民の

皆様の間には、さまざまな所得の方がおられ、広

い意味の生活福祉という観点から低所得者に配慮

した住宅政策が必要ではないかと思いますけれど

も、考え方をお知らせいただきたいと思います。

５点目、名寄市内には幾つか障害者の皆さんが

通所される施設がございますけれども、それぞれ

社会参加や社会復帰のステップとしての働く場所

を確保しながら活動をされております。名寄市と

してもリサイクル施設や庁舎食堂あるいは名寄公



－105－

平成２１年１２月１１日（金曜日）第４回１２月定例会・第３号

園の管理などを担っていただいておりますけれど

も、今後働く場所の提供について考えがあればお

知らせをいただきたいと思います。

大項目の２点目になります。名寄市民の健康管

理についてお伺いいたしたいと思います。名寄市

は、健康都市宣言を行い、健康まつりやチャレン

ジデーなどで市民の健康づくりに努めております。

また、平成２０年には健康なよろ２１を作成し、

問題点とこれからの取り組みの方向性を示したと

ころでございます。市民の健康は、市民一人一人

が自分で守るということはもちろんですけれども、

その情報提供や方策を行政として積極的に進める

ことが市民が豊かな人生を過ごすことに寄与する

ものと考え、次の質問をさせていただきたいと思

います。

まず、１点目ですけれども、生活習慣病予防に

は自分の体調を知るということから始まるのでは

ないかと思います。市民の特定健診の受診状況と

して、行政報告の中で平成２０年度は目標を達成

できたという報告がございましたけれども、今年

度の現状とさらに今後どのような対応について考

えがあるかについてお知らせをいただきたいと思

います。

２点目、健康なよろ２１では市民の健康状態や

年齢別の課題と対応について掲載をされておりま

す。その中で、疾病割合の表がございまして、こ

の中に糖尿病や血圧よりも総コレステロールに問

題がある割合が多いというふうに掲載をされてお

ります。先日、名寄大学の道北地研のシンポジウ

ムで「地域と大学」というテーマの中で東海大学

の西村弘行副学長が講演をされまして、私もそれ

を聞かせていただきました。その中で、この西村

副学長はタマネギの研究で国内でも権威の方でい

らっしゃるというふうに伺っております。その中

で、タマネギをスライスをして３０分程度放置し

てから調理すると含硫アミノ酸と酵素が反応して

トリスルフィドという成分が生まれ、これがＬＤ

Ｌコレステロールに作用して血液をさらさらにす

るのだという説明を受けました。このように地元

で栽培されて、そしていつも食卓に上る野菜を少

しの工夫をかけることによって市民の健康管理に

効果を生むのであれば、こういったことを市民に

推奨してもよいのではないかと思いますけれども、

考えをお知らせいただきたいと思います。

３点目、現在名寄市では高齢者が介護状態にな

らないために保健師や町内会の保健推進委員さん

などが協力をして元気会が行われております。元

気会の活動状況と今後の推進について考え方をお

知らせいただきたいと思います。また、現在介護

予防にかかわる運動教室等をどのように行ってお

られるのか、またその指導をどのように行ってお

られるのか、現状と今後についての考えをお知ら

せいただきたいと思います。

４点目、健康なよろ２１で６０歳以上の課題と

して、雪のない季節では多くの市民がパークゴル

フを楽しむが、冬期間の運動量が不足をするとい

うことを挙げておられます。ここで掲載されてお

ります中身としまして、市の対応としては地域で

は健康づくり推進団体による運動を普及すること、

行政としては既存施設を有効利用し、冬でも安心

して体を動かせる環境づくりの普及啓発をするこ

とが望ましいと掲載されております。このことは、

地域としても行政としても適切な分析だなという

ふうに思いまして、そこでこれをどのように実現

できるのかなということを考えてみましたけれど

も、現在地域自治組織を小学校区単位で立ち上げ

ようとしておりますけれども、その小学校の体育

館を借りて自治組織の一つのメニューとして体力、

筋力の維持を進めるという考えについていかがか、

考えをお知らせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようござい〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ます。東議員から大項目で２点のお尋ねがござい

ました。私のほうから一括してお答えを申し上げ

ます。



－106－

平成２１年１２月１１日（金曜日）第４回１２月定例会・第３号

最初に、大項目の１点目、地域に根差した福祉

事業の推進について、小項目１点目、地域福祉計

画の策定についてお答え申し上げます。御質問の

地域福祉計画は、平成１２年に改正となった社会

福祉法に新たに計画が規定された事項で、厚生労

働省は平成１４年及び平成１９年に策定に当たっ

ての考え方について明らかにしております。その

内容は、計画策定に当たっての目的と地域福祉推

進の理念が明文化されているものです。厚生労働

省が公表している数値では、北海道の場合、策定

を終えているのは１８自治体で、札幌市、旭川市

など市が１４市、残りは２町２村が樹立しており

ます。この地域福祉計画は、新名寄市総合計画に

おける地域福祉分野の施策を具現化する計画で、

個別計画である高齢者保健福祉計画や介護保険事

業計画等を具体的に実施していく内容を構成、実

施の具体的なスケジュール等を定めて地域福祉の

全体的な推進を図っていくものです。策定には、

市と社会福祉協議会、各種福祉関係団体、障害者

の支援団体や施設運営者など広範多岐にわたって

の意見調整、住民ニーズの集大成が計画になるも

のと認識しております。

次に、進め方としては、平成２２年度において

計画策定済みの自治体の事例を調査、研究を進め、

社会福祉協議会等関係団体との協議を行い、策定

市民委員会の構成やニーズ調査アンケートの検討

など前段の作業を進めてまいりたいと考えており

ます。その際の名寄市立大学の社会福祉学科との

連携、学生の参画は貴重なツールになるものと考

えておりますし、参加した学生にとっても経験が

貴重な財産になるものと考えております。計画策

定の考え方及び進め方について御理解をいただき

ますようお願いを申し上げます。

次に、２点目、名寄地区ケアハウスについて申

し上げます。軽費老人ホームの一種であるケアハ

ウスは、家庭環境や住宅事情に恵まれない方など

居宅での生活に不安のある６０歳以上の高齢者の

方、御夫婦の場合はどちらかが６０歳以上で入所

していただく施設です。名寄地区には、風連地区

に５０人収容規模のフロンティアハウスが市の補

助を受けて運営されております。比較的軽い介護

を要する高齢者も受け入れており、約半数の方が

要介護認定を受けておられます。入所待機者は３

２名となっている状況です。市では、生活に不安

を持つ高齢者の方々に対してデイサービス、ヘル

パーの派遣、ショートステイなどサービスを提供

することで在宅での生活を継続できるように取り

組んでいるところであり、施設整備の計画は新名

寄市総合計画の後期計画に登載しております。待

機者のいる現状と高齢化の進行とともに、施設の

不足が懸念されているところであり、公設のみな

らず民間活力の導入も視野に施設整備に対応して

まいりたいと考えております。

次に、小項目の３点目、福祉と健康のまちづく

りに名寄市立大学と北海道薬用植物研究所との連

携をというお尋ねがございました。名寄市立大学

は、道北の公立大学として平成１８年度から４大

化を進めて、明春初めて卒業生を送り出す運びと

なっております。保健福祉学部の卒業生は、看護

師や管理栄養士、社会福祉士など社会の即戦力と

しての期待を集めているものと認識しております。

一方、北海道薬用栽培試験場は、現在の名称は独

立行政法人医療基盤研究所の薬用植物資源研究セ

ンターと組織の形態及び名前を変え、国内４カ所

の研究部のうちの１施設であります。その薬用植

物園には、春から初冬まで漢方薬草のいろんな花

が咲き、研究以外にも目を楽しませてくれる施設

であります。これまでも福祉事務所では、名寄市

立大学の福祉学部の学生受け入れを行い、看護師

を目指す方、社会福祉士を目指す方の実習生の指

導に専門職員で対応してまいりました。また、福

祉行政施策の学外の講師として依頼のあったとき

には講義を行うなど、積極的に関与しております。

議員は、この学級の２組織をコラボレートして

シンクタンク的な活用との質問でございますが、

この組織のこれまでの、そして今後の方向性を考
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えますと、昔から言われております医食同源とし

ての通常漢方に由来する植物としての摂取とその

効用や利用方法を栄養学的見地から評価するなど

が考えられますが、研究分野での提携あるいは研

究所で研究素材である植物の一般作物への応用な

ど、健康推進の場に活用するのが最適ではないか

と思うところです。さらに、連携も一定の道しる

べを定める上から始まるものでございまして、ま

さに科学者、研究者同士の話し合いから始まるも

のと思っております。行政といたしましては、注

意深くその行方を見守り、福祉や健康づくりへの

方向性に合致するときには積極的なかかわりと支

援を行っ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。

次に、小項目４点目、低所得者に配慮した公営

住宅についてお答えいたします。公営住宅の住宅

使用料を決定する入居収入基準については、平成

８年の見直し以降１０年以上見直されていなかっ

たことから、世帯所得等の変化に伴い、公営住宅

本来の趣旨でもある住宅に困窮する方や低所得者

の方が入居できない状況になっていたことがあり

ます。これを是正し、公平性と的確に供給するた

めに平成１９年１２月に入居収入基準の引き下げ

などを内容とする公営住宅施行令等の改正が行わ

れ、ことし４月１日から施行されているところで

あります。

なお、公営住宅法において特に低所得者に限定

した入居基準は設けておらず、入居後における減

免制度等の活用にて負担軽減を図っているところ

であります。被保護世帯による公営住宅の利用に

ついては、保護の措置状況になった時点で利用料

については再設定となりますので、低所得世帯の

入居収入基準が適用となり、また費用については

住宅扶助費として措置がございます。

次に、小項目５点目、施設に通所する人の働く

場の提供についてお答えをいたします。本市の障

害者の通所施設は、知的障害者が丘の上学園に、

精神障害者が緑ケ丘授産所に、知的障害及び身体

障害の方が陽だまりに障害に応じ通所、就労訓練

を行っております。この３施設の主な就業場所と

いたしましては、丘の上学園では福祉センターの

清掃業務及び市の委託業務である資源リサイクル

センターでの回収資源物の分別作業のほか、学園

で食パン、菓子パンの製造販売等を行っています。

緑ケ丘授産所では、市の委託業務の名寄公園の管

理業務のほか、除雪作業、ハチミツの販売、喫茶

店等の授産所独自の業務をしております。また、

陽だまりにおいては、市役所食堂オーロラや喫茶

店、リサイクルショップ等での就労及び就労訓練

をしており、障害者の日々の体調で業務の振り分

けをして就労訓練を行っているとお聞きしており

ます。市としては、現在複数の業務委託を実施し

ている状況にありまして、新たに業務委託を行う

計画は持っておりません。

なお、市役所食堂のオーロラは、先ほども申し

上げましたとおり就労の訓練の場でもございます

が、利用者が１日平均２０人ほどでございます。

議員各位には、議会開催の折に御利用いただき、

積極的な支援をいただきますようお願い申し上げ

ます。

次に、大項目２点目、名寄市民の健康管理につ

いてとして小項目１点目、特定健診の受診状況と

今後の対策についてお答えをいたします。平成２

０年度の特定健診の受診率については、行政報告

でもお知らせしたとおり２ ９でと当初の計画よ

り ２での伸びを見たところです。今年度の特定

健診の受診状況につきましては、国保連合会の１

０月末現在の状況管理の数値では受診者は９４８

人となっており、受診率は１ ８ででございます。

１１月の受診者の実績も通知されていないことや

１２月に実施予定のがん検診との組み合わせ検診

や１月にも集団検診を行う予定であることから、

実績数は今後さらに伸びるものと考えております。

２年目になる今年度の取り組みでは、検診スケ

ジュールについて１１月の特定健診は昨年より受

診日を１日多くし、がん検診と並行して受診でき
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る組み合わせ検診も１日ふやしております。１２

月にも同様に検診日に合わせたがん検診との組み

合わせ検診を日程に組み入れることにより、日程

に幅を持たせて受診者が受けやすい日程を設定し

ております。また、昨年の実施の状況からがん検

診のみの申込者の方で特定健診の申し込みがなさ

れていない方には勧奨する、昨年の受診者で特定

健診の申し込みがない方には勧奨、名寄農村地区

及び風連農村地区への未受診世帯への訪問を行い

ましての受診の勧奨、４０歳から４５歳までの若

い方への受診勧奨など広く市民周知を行ってまい

りたいと考えております。今後行われる１月の検

診等を含め、多くの方に受診をしていただけるよ

う努め、検診と保健指導が連動する市民の健康増

進に寄与する生活習慣病の予防対策の推進を図っ

てまいります。

小項目２点目、生活習慣病の予防についてお答

えをいたします。生活様式や食生活の変化に伴い、

生活習慣病は年々増加しています。さらに、高齢

社会を迎え、脳卒中や認知症から介護を必要とす

る人もふえ続けており、介護予防の視点からも生

活習慣病予防対策が重要な課題となっております。

現在当市における生活習慣病予防対策としては、

平成２０年度からスタートしたメタボリックシン

ドローム予防を目的に特定健診を実施し、さらに

各地域の中で健康教室、健康相談など生活習慣病

予防に重点を置いた事業の展開を進めてきており

ます。特に特定健診については、３５歳以上の国

保加入者を対象に実施し、その健診結果をもとに

結果説明会や健診事後健康教室などを行い、必要

に応じきめ細かな保健指導を行ってきています。

その中では、主に健診データの見方や食生活や運

動を重点に生活習慣の見直しや改善など個別性を

踏まえた継続支援に取り組んできています。しか

し、生活習慣病は早期の段階ではほとんど自覚症

状がなく、特に食生活改善に向けては長年の間に

なれ親しんできた嗜好や価値観など多様化し、課

題も多い状況にあります。御提言をいただきまし

たタマネギの効果や有効活用につきましては、身

近な食品であることから健康教室等においてはそ

の効果や適量を伝えていくなど、今後も研究を重

ね、健康的な食生活を目指し、生活習慣病予防の

推進を図っていきたいと考えております。

次に、小項目３点目、元気会など介護予防の状

況と今後の対策についてお答えをいたします。こ

の元気会活動は、高齢者の介護予防を含めた平成

１５年に道のモデル事業として高齢者の健康維持

と介護予防の推進を目的に市内の複数町内会にお

いて実施いたしました。現在も自主的に継続をし

てこの活動を行っている町内会もございますが、

市では平成１７年度介護保険制度の改正に伴い、

高齢者の健康づくりを含めた介護予防事業は一般

高齢者施策、特定高齢者施策として実施しており

ます。２１年度は、特定高齢者に対しては自立支

援、デイサービス事業所、介護保険サービス事業

において運動機能向上プログラム等を通所型で実

施しており、３６人の方が利用しております。一

般高齢者に対しましては、老人クラブ、町内会な

どで介護予防啓発事業として健康教室、健康相談

等の取り組みの中で運動指導や園芸、呼吸器運動

など介護予防に向けた教室を６０回程度予定して

おります。また、地域での介護予防を広げるため、

一般市民に呼びかけて１９年度から介護予防サポ

ーター養成講座を開催し、運動指導のできるサポ

ーターの養成をしており、サポーターが自主的に

運動指導等を始めている地域も出てきております。

介護予防事業は、健康寿命を延ばす観点から高齢

者の健康づくり、社会参加への促進、地域づくり

と関連づけて進めていく事業と考えており、高齢

者自身の介護予防への理解、意識の向上や高齢者

を取り巻く地域住民の理解、協力など一般高齢者

施策を入り口として進めているところでございま

す。

最後に、４点目、冬期の健康対策として既存の

施設活用も含めてのお尋ねがございました。壮年

期以降の健康対策といたしまして、平成１５年度
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よりおおむね６０歳以上の市民を対象に名寄市総

合福祉センターにおいて毎週１回、年間延べ４５

回程度、１回当たりの利用時間は平均３時間程度

とし、指導員を配置して健康体操、フォークダン

ス等を行っております。平成２０年度の平均利用

者数は５７人、また延べ利用者数は ５５１人と

なっております。年間を通じて健康づくり対策と

して市民に大変喜ばれております。

以上、私からこの場からの答弁といたします。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいた〇２３番（東 千春議員）

だきました。まず、順序どおりに再質問をさせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

まず、一番最初にお伺いをいたしました地域福

祉計画、平成１２年の法の改正に伴って地域での

福祉活動の充実を図っていこうよという、こうい

う趣旨にのってこういった活動の計画を自治体に

おいて立てること、これは義務づけではなくて求

められているということだろうなというふうに思

うのですけれども、これからの社会、本当にこう

いうことが必要だなというふうに思っておりまし

て、その中で御答弁をいただきました。来年度か

ら前段作業を始めていきたいというふうな答弁を

いただきましたことは、本当によかったなという

ふうに思っておりますし、ぜひこのように進めて

いただきたいというふうに願っているものであり

ます。

私もこういったこと、いろんな本を読んだりで

すとか専門の方にちょっとお話を伺ったりとかし

て、にわか勉強なのですけれども、少し調べてき

たのですけれども、こういったことを策定するに

当たっては、やはり一番はその地域の皆さんがど

ういうニーズがあるのかという、そこを掘り起こ

すということがまず大切であって、それをなくし

てはこの計画というのは絵にかいたもちにややも

するとなりかねないぞというようなことをいろん

な本にも書いておりますし、専門家の方もおっし

ゃっておられます。御答弁がありましたけれども、

住民のニーズをしっかりと把握するということ、

あるいは社協と協力する、あるいは各種団体と協

議をしながら進めていくというふうな答弁をいた

だきまして、まさにそのとおりだなというふうに

思うのですけれども、もう少し詳しく、例えば市

民の皆さんのニーズの発掘という観点から今思い

描いているイメージですとか、そういうのがあり

ましたらお知らせをいただきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、国が発表〇福祉事務所長（小山龍彦君）

しておりますいわゆる改正の事項の中で、地域福

祉の推進の計画を立てる基本目標ということで議

員もおっしゃりましているように住民ニーズの把

握ということでございます。

それで、流れを見ると本当に設定の流れがござ

いまして、当然各市、計画樹立市の内容を見ます

と相当なボリュームがあるということで、これは

先に前段作業が相当なボリュームになるなという

部分もございまして、そういうような答弁の内容

になっているところでございますけれども、目標

の設定ということは当然必要ということで、その

中でニーズ、いわゆる市民ニーズ、住民ニーズ、

そのほかに今現状のサービスの点検とか、いわゆ

る行政としてどの程度の目標量でサービスを提供

しているのかというような部分、それから達成の

ための戦略ということで相談体制の整備等が出て

くるのかと思います。そして、最終的にはそのサ

ービスが一方的な部分でなく、やはり相互理解の

部分という部分と受ける方の権利擁護も含めたよ

うな内容になっているのかなというふうに押さえ

ているところでございます。

そして、さらにそれを実行していくという部分

になりますと、地域社会でございますので、そう

いう大都市に見られるような、そういう民間の事

業者等がそう多彩にあるわけではありませんけれ

ども、社会福祉を目的とする事業の推進や健全な

発達推進のためにどのような部分で事業を行って
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いけるか、そういう部分を考えていく中で福祉、

保健、医療、いわゆる生活関連分野との連携の方

策も必要かというようなことでございます。

それから、さらに行動が薄っぺらなものになら

ないように最初から策定の中に地域住民、ボラン

ティア、ＮＰＯの活動の支援を通じる中で積極的

な参画を望んでいくというような部分を前段の中

でまず最初は２２年度１年をベースとしますと、

１０月ぐらいまでをめどにこういうような部分の

情報収集とか基本方策の方法を定めていく中で十

分な議論、協議をし、また議会にもそういう内容

を逐次報告をしながら方向性を定めていくのがベ

ストかなというふうに今現在では考えているとこ

ろでございます。

以上です。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。ぜひ〇２３番（東 千春議員）

そのような形の中で、しっかりと住民ニーズをく

み上げた中の計画策定ということになるように望

んでいるところでございます。

冒頭の答弁をいただいた中でもこの策定づくり

の中に社協も当然加わって策定をするというふう

に答弁をいただいております。やはり実行をする

段階になりますと、直接かかわっていくのは名寄

市も当然ありますけれども、社協の皆さんが直接

市民の方々と触れ合って作業を進めていくという

ことになろうかと思いますので、ここら辺も大変

重要になってくるのかなというふうに思っており

ます。名寄市の社協の中には社会福祉士の資格を

持っている方も実はおられるということで、これ

は一般的なことなのかなと思っていたのですけれ

ども、実はよそのまちでは余りこういう例がない

というのです。働いてから独学というか、勉強を

して資格を取っておられるというのは、よそのま

ちでは余りない。名寄の社協というのは、なかな

かレベルの高い社協なのだよというお話を伺った

こともあります。

そこで、地域福祉計画と連動いたしまして社協

の中では地域福祉活動計画というのが策定をされ

ていくという、そういった手順になっていくのか

なというふうにも思いますけれども、そこら辺の

考え方について、あるいは社協との協議の経過な

どがありましたらお知らせをいただきたいと思い

ます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員のほうか〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ら御指摘ございました社協との連動の中で出てく

る地域活動福祉計画という部分につきましては、

ちょっとまだ具体的な部分での内容は承知してい

ない関係がございまして、私どものほうも今現在

次世代の関係もございまして、これからじっくり

情報を収集する中で積み上げていくと同時に、社

協とも当然十分な協議をしていきたいというふう

に考えております。ただ、やはり社会福祉士とい

う部分につきましては議員御指摘のとおり社協に

もおられますし、名寄市の福祉事務所のほうにも

３名ですか、おりますので、そういった部分で実

習等のかかわり等については、そういうような部

分で社会福祉士の力というのが大変大きく、また

現場の対応力も大変高くて有効な職員としての登

用をしているところでございまして、そういう専

門職をベースにしてこういう計画の実現に邁進し

てまいりたいと思いますので、御理解をお願いい

たします。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

今後実際の実施団体〇２３番（東 千春議員）

となられるであろう社協とよく話を詰めていただ

く中で作業を進めていただきたいなというふうに

思っております。

先ほど１０月ぐらいまでに前段作業を進めたい

というふうな答弁をいただきました。やはりこれ

を進めるに当たっては、市民の皆さんの意見の聴

取ですとか、そういったことがやっぱり相当の手

間がかかったりだとかになって、スケジュールど

おりにいくかどうかもこれはやっぱり定かではな

い部分はあるかなというふうに思いますけれども、
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全体的な流れの中で策定がいつぐらいまでに終わ

らせたいなというふうな考えがありましたら、ス

ケジュールも含めてお伺いをしたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

とりあえず、こ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

としの部分につきましては先ほど申しました１０

月ぐらいまでに地ならしの部分を済ませまして、

それからあとそれをベースにいわゆる策定市民委

員会ですとか住民ニーズを図るアンケートとかと

いうものをどのような形でくみ上げていくか内部

協議、そういう場合につきましては社協とも当然

協議になりますし、大学とも協議していかなけれ

ばならぬのかとは思うのですけれども、そういう

ような方向性を踏まえて、この場では２３年度の

中ぐらいにはつくれるのかなぐらいの感覚ですけ

れども、内容次第によってはさらにボリュームも

膨れるのかなということで、富良野市あたりの事

例を見ますと総数で約五十数ページというような

相当膨大な内容でございますので、そういったこ

とから理論的な構築から内容の執筆までと考える

と、行政の内部だけではとてもこなし切れない部

分と、あとやっぱり市民の英知を結集しなければ

できないものというふうに考えておりますので、

時間的な部分は本当に大まかではございますけれ

ども、そういうような考え方で進めていくという

ふうに考えておりますので、御理解をお願いいた

します。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

理解をさせていただ〇２３番（東 千春議員）

きたいと思います。２３年度中をおおむねめどと

して進めていくということで理解をさせていただ

きたいと思います。これは、本当に慎重に作業を

進めて、決して急いで早くできたからいいという

ことではないかもしれません。半年おくれたから

だめということではない。要は中身のしっかりし

たものにつくり上げていただきたいというふうに

思っておりますので、ぜひこの地域福祉計画、い

いものをつくっていただきたいというふうに思っ

ておりますので、どうかよろしくお願いしたいと

思います。

次、質問を変えたいと思います。介護予防につ

いてお伺いをしたいというふうに思います。答弁

をいただいた中でもこれはとってもいいなと思っ

たのは、平成１９年にサポーター養成講座ができ

て、そのサポーターの皆さんが自主的に運動教室

などを運営されているということは大変いいこと

だなというふうに思います。さらに、総合福祉セ

ンターの中でも年４５回、健康体操やフォークダ

ンス、全部で約 ５００名の方が参加されている

と。大変いいことだなというふうに思っておりま

す。ぜひこういうことをさらに進めていただきた

いというのが１つの趣旨でありましたので、そう

いった観点から再質問をさせていただきたいなと

いうふうに思います。

やはり運動をするという、体操をするという目

的の一つには、やっぱり介護予防をして介護の状

態にならないということが目的の一つかなという

ふうに思っております。その介護になる要因とし

て、転倒ということが１つ挙げられると思うので

すけれども、転倒防止と筋肉という研究をされた

方がいらっしゃいまして、歩行などの有酸素運動

というのはやはり当然体にいいということで、血

のめぐりがよくなって脳卒中などにもいい影響が

あるというふうに言われておりますけれども、事

転倒防止ということに関するトレーニングを考え

ると歩行だけでは賄い切れない筋力の部分がある

という研究発表があるというふうに聞いておりま

す。それ用のトレーニングが必要だという研究発

表が実はあるわけです。こういうふうなことを進

めていくと、８０歳代や９０歳代の高齢者でも筋

力の量が増加をしていくという研究発表があるよ

うであります。また、自治体や企業などに向けて

高齢者の転倒防止のための筋力トレーニングの指

導員の養成の講座があったりですとか、そういっ

たプログラムがあったりですとか、そういうよう

なものもあるようですので、具体的に転倒防止を
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少し視野に入れた指導できるそういうボランティ

アの方でも結構ですし、職員の方でも結構です。

こういったことを養成をしていくべきではないの

かなというふうに思っております。特にそういう

部分に注目をした中で養成をしていってはいかが

かなというふうに思いますけれども、その件に関

して考えをお知らせいただきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今転倒防止とい〇福祉事務所長（小山龍彦君）

う部分をベースにいろんな健康保持、脳卒中、介

護に至らぬ元気の維持といいますか、健康の維持

というふうな部分でボランティアを養成をしてい

ったらどうかということでございますけれども、

１９年度からやっております介護予防サポーター

養成講座ということでやっておりますので、そこ

の部分の中でさらにサポーターが自主的な部分で

やっているところでございますけれども、そうい

うところに情報等を提供して連携をする中でこの

内容がサポーターになじむようであれば、さらに

こういう部分についても取り組みを検討するよう

な形でちょっと研究してみたいと思います。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

研究していただきた〇２３番（東 千春議員）

いと思います。と申しますのは、私は今回この質

問をするのには１つの実はねらいがありまして…

…２つあるのですけれども、その中の１つは寝た

きりの高齢者をつくりたくないということなので

す。これを住民の皆さんと行政とが一緒になって

やっていきたいと、これが私の今回の１つのねら

いであったのです。

と申しますのは、日本人の中の寝たきりになる

方の要因を調べてみますと、１位が脳卒中だそう

です。２位と３位が転倒と認知症だそうです。で

すから、こういったことに対して少しでも具体的

に行政として何らかの策を講じて、市民の皆様の

当然健康管理は幾ら名寄市がお金をかけたってか

なうわけではありませんけれども、市民の皆さん

一人一人がやっていただかなくてはいけないので

すけれども、それに向けた行政の施策というのが

私は必要だなというふうに考えて今回の全体の質

問をさせていただいたところであります。

今まで申し上げましたように、タマネギを食べ

たら脳卒中が全然なくなるのだと私は思っていま

せん。これは１つの例で、そういったことをやっ

ぱり一つ一つ進めていって、総合的にどこにたど

り着きたいのかということをしっかりと定めて、

そして説明をしていくということが私は大切だな

というふうに思っております。ですから、例えば

内臓の部分と筋肉と両方をしっかりと整えて、介

護予防を進めて介護の状態にならないという。

例えば認知症と言われることに関して、ちょっ

とこれもあるのですけれども、先ほど申し上げま

したタマネギ、これも同じ３０分置いて調理をし

た場合に記憶障害、老化による記憶障害によい影

響があるという研究発表もあるようでございます。

ということは、血液がさらさらになったら脳卒中

が少しは予防できるのかなと。記憶障害が改善さ

れるのであれば、少しは認知症が予防できるので

あるのかなと、あるいは転倒を予防できればそう

いったことにならない。やっぱり一つ一つ目標を

持って私はやっていくべきだと。それを先ほどボ

ランティアの方にお任せをしたいというふうなニ

ュアンスの発言だったかなと思いますけれども、

私はここら辺の目標設定をしっかりと行政が持っ

て、ボランティアの皆さんに理解をしていただく

ですとか、あるいは職員の中でしっかりとそうい

ったことをマスターしていただくですとか、私は

これからそういう取り組みがあっていいのかなと

いうふうに思いますけれども、そのことに関して

再度答弁をいただきたいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどボランテ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ィアに任せていきたいというような部分でとられ

たというお話もございましたけれども、いわゆる

脳卒中あるいは転倒による寝たきり、今は寝かせ

きりとも言うのですけれども、そういうようなこ
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とにならないという趣旨の中で東議員は実践をし

てほしいという要望があったかというふうに認識

しております。

確かにそういう部分を申しますと、高齢者にタ

ーゲットを絞らず、むしろ逆に言うと先ほどの特

定健診のところでもございますけれども、４０歳

の中高年の入り口のところからいかに健康管理を

していって健康を保持していくかというのがベー

スになって、それがうまくできたときには穏やか

な熟年を迎え、穏やかな高齢につながっていくの

かなという。そのときに当然４０歳代でそういう

健康保持をされている方は、いろいろ運動の習慣

もあるでしょうし、そういう流れということにつ

ながっているかなと思います。

ただ、いわゆるサポーターというのは、どちら

かといえばもう高齢者になってから、ちょっとで

も運動はしたほうがいいよねというような部分で

の習慣づけ、動機づけの部分に絡んできますので、

そういう意味からすると逆に言うともう少し保健、

健康なよろ２１とか、そういうような部分での全

体的な４０歳代からの目標を設定して穏やかな、

緩やかな連続の中で健康づくりを考えていくとい

うような部分で、その部分にさらに補強、肉づけ

になるような例えばタマネギの問題ですとか、そ

れから転倒しないための特に部分強化的な運動を、

ウオーキングではない運動もというような御指摘

かなということでございますので、議員御指摘の

部分につきまして十分内容をさらに今後の計画の

中に反映できるように研究を深めてまいりたいと

思いますので、御了解をお願いいたします。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いした〇２３番（東 千春議員）

いと思います。私もそのとおりだと思いまして、

本当に後期高齢になってから、さあ、いきなり運

動をしましょうというのもなかなか結構厳しいの

かなというふうに思っております。４０代からの

運動が望ましいと。本当にそのとおりだと思って

います。

健康なよろ２１の中で書かれていますのは、成

人病がふえてくるのが５０歳代でぽこっとふえる

のです。ちょこっとふえて６０歳代で倍増するの

です。７０歳代で倍増よりもっと多くなってくる

のです。ですから、やっぱり本当は５０歳代のあ

たりからしっかりと、できれば４０歳代のあたり

から、現実的に本当にそうだと思います。

先ほど冬の間の運動がなかなかできないという

こともありました。これは、介護予防とはひょっ

とすると連動、実際は連動するのですけれども、

制度上連動しないかもしれないです。だけれども、

名寄市民全体の健康ということを考えるときに、

そういうことではなくして、やっぱり最終的には

そうなのです、介護状態にならないようにするた

めに。だけれども、やっぱり５０代のうちからい

ろんなことをやっていかなくてはいけないという

のは、少し考え方の幅を広げてもいいのかなとい

うふうには思っておりますので、これから私もち

ょっと勉強してみたい、さらに勉強してみたいと

思いますけれども、今後ぜひその方向に向けて頑

張っていきたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。今回それがねらいの一つでし

た。

もう一つのねらいはといいますと、風連と合併

をして３年何カ月たつと。そういった中で、協働

のまちづくりというのが１つのキーワードだった

かなというふうに思っております。新市建設計画

の中でも協働のまちづくりというのは、１つのキ

ーワードとして位置づけされておりましたし、新

市総合計画の中でも冒頭１ページをめくって島市

長のコメントの中にも協働のまちづくりというの

が位置づけられております。そこをやはり初日、

日根野議員の質問にもありましたけれども、やっ

ぱりそういったことを意識していくのも必要かな

というふうにも思っております。そういったこと

をいかに、これも具現化をしていくには何が必要

かなということを考えて、そして小学校の体育館

を利用をして住民と協働して冬場の体を鍛えよう
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であるとか、そういうことを実は考えたわけであ

りまして、介護予防にしたって私はそうだと思う

のです。行政が幾ら言っても市民の皆さんが参加

をしてくれないのであれば、最終的な目標達成は

これはできないわけです。こういうことが私は協

働の一つの形であってもいいのかなというふうに

思っておりまして、やはり掲げた目標はおろさな

いでいつまもでしっかりと、そして市民の皆さん

と本当にそうだなと思える協働のまちというのを

つくっていただくためには、冒頭申し上げました

ようにこの地域福祉計画というのがやっぱり当然

これは必要なことだというふうに思っておりまし

たし、総合的に見てこれは全体的に市民との協働

のまちづくりという観点からちょっと全体の構想

をつくってみたのですけれども、島市長、このこ

とに関しまして、島市長も意識をされて風連町と

の合併から協働のまちづくり、そういったことを

意識をされた中で進められてこられたことがたく

さんありましたけれども、今後やはりさらにこう

いったことを進めていくべきだなというふうに思

っておりますけれども、協働のまちづくりという

ことに関しまして、ちょっと考えを最後にお伺い

をして終わりたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

東議員からは、地域福〇市長（島 多慶志君）

祉の重要性も含めて、健康づくりの幅広い御意見

を拝聴しておりました。最後にということで、協

働のまちづくりということであります。

地域福祉の問題もまさに住民との協働のまちづ

くりであろうと、こんなふうに思っております。

ことしの８月に第１５回の地域福祉実践セミナー

というのが名寄市で御案内のように開催されまし

た。大会を仕切っていただきました日本福祉大学

の大橋学長からは、この地方都市でしっかりやっ

ていると、頑張っているという総評をいただいた

わけでございます。これは、社会福祉協議会と名

寄市の大学がしっかりと、まだ歴史は短いですけ

れども、提携をして地域福祉に実践の部分でも入

っていると、こういう評価をいただいたものと私

どもうれしく思っております。

福祉計画の策定は、既に個別の計画を持ってい

るわけですから、それらを全体のトータルとして

地域の住民の皆さんの協力をいただいた福祉の実

践をどのように体系化していくかと、これが計画

づくりだというふうに思っております。担当の福

祉の事務所長から答弁ありましたように、十分な

市民ニーズをくみ上げて計画づくりにしっかりと

取り組んでまいりたいと、このようにも思ってい

るところでございます。

また、健康づくりに関しましては、名寄市の保

健センターを建設した昭和６３年からチャレンジ

デーあるいは健康まつりということで、行政が旗

を振っていろいろな取り組みをしてまいりました。

合併をいたしましてから風連地区の皆さんにもチ

ャレンジデーに参加をいただいて、健康づくりの

大きなきっかけづくりのイベントとして定着をし

ております。これらは、まさに協働のまちづくり

と指摘のとおりの取り組みをしているわけでござ

います。公共施設を冬期間開放して健康づくりと

いうのは、学校開放事業でもう既に教育委員会で

それぞれ学校との利用者会議等をうまく組み合わ

せてやっておりますけれども、また一方民間の歩

くスキー協会、これはもう１２月２０日が第１回

目でございますけれども、毎週日曜日、健康の森

ですとか、あるいは郊外の適地でやっております。

私も会員として２５年ぐらいおつき合いをさせて

いただいておりますが、議員の皆さんも日曜日の

１０時から１時間程度、５キロ、１０キロとぜひ

汗を流していただくことで健康づくりにつながる

のではないかと、このようなことを申し上げて答

弁にさせていただきます。

終わります。〇２３番（東 千春議員）

以上で東千春議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

平成２２年度予算編成と行財政改革の状況は外

２件を、木戸口真議員。
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おはようございま〇１２番（木戸口 真議員）

す。議長のお許しをいただきましたので、私から

今定例会に３件の質問を島市長にいたしたいと思

います。

まず、１点目に平成２２年度予算編成と行政改

革の状況について。平成２１年度名寄市予算は、

一般会計で約２００億円と合併後最大の規模とな

りました。普通建設債は、大型事業と土地等の購

入などから３５億 ０００入円と大型となりまし

た。昨年から見ると基金は減たしたが、４億 ０

００入円の基金繰り入れに依存したところであり

ます。国はデフレ対策、急激な円高と景気の２番

底の懸念が高まっているため、２００９年度第２

次補正を行う予定だが、現時点での執行状況と年

度末の決算見通しをお聞きいたします。

次に、国の政権交代による転換により地方の予

算編成に大きく影響があると思われますが、平成

２２年度名寄市の予算方針について伺います。来

年度は市長の改選を控え、骨格予算となると考え

ますが、予算編成に当たっての考え方と規模。総

合計画前期との整合性は。また、普通建設事業の

規模は。基金の活用をどのように考えておられる

かをお聞かせ願います。

次に、平成１９年度２月に新名寄市行政改革推

進計画を２３年までの計画目標を立て取り組んで

おります。先般、行財政改革推進実施本部の会議

が開催され、組織・機構検討部会、事業等見直し

部会が開催され、検討がなされたようだが、平成

２２年度の行政改革の主立ったものをお知らせく

ださい。また、今後の考え方もお聞かせ願います。

２点目に、市民の意見を反映しての協働のまち

づくりを進めるため、名寄地区６会場、風連地区

４会場で行われたまちづくり懇談会での開催状況

は、今回のまち懇で自治基本条例（仮称）の制定

に向けてをメーンテーマに市民の皆さんとの意見

交換がなされましたが、意見、考え方がどれぐら

いあったのかをお聞かせ願います。

次に、まち懇の主立った意見があればお聞かせ

願います。また、懇談会を終えての感想と意見に

対する対応はどのように進められたのかをお聞か

せ願います。

３点目に、市長は今定例会の行政報告の中で市

民との情報共有を掲げ、名寄市行政ポータルサイ

トが１０月５日から新しくなり、一定の知りたい

情報をより早く簡単に探せるようになったことな

どを報告しました。日々に進化する情報通信の名

寄市情報通信網の整備状況と今後の見通しは。平

成２１年第３回定例会補正でブロードバンド未整

備地区解消事業の状況は。中川町で町内全域に光

ファイバーによる情報通信網整備の事業準備を進

めているが、地域情報通信基盤整備推進交付金、

ＩＣＴについての考えと近隣町村の状況はどのよ

うなのかをお聞かせ願います。

次に、２０１１年７月の地上デジタルテレビ放

送完全移行に向け、市施設に起因する電波障害に

対する調査対応策が行政報告で示されました。市

内での難視聴地域があるのか。難視聴対策と低所

得者世帯、独居世帯、高齢者世帯のデジタル放送

への切りかえ等の周知をどのように進めるかをお

聞かせ願います。

壇上からは以上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つの質問をいただきました。

すべて私から答弁させていただきます。

まず、大きな項目１つ目の平成２２年度予算編

成と行財政改革の状況はについてお答えします。

（１）の平成２１年度会計決算の推計状況はにつ

いてお答えします。平成２１年度の当初予算は１

９９億 ０００入円でしたが、国の１次補正によ

る地域活性化・経済危機対策臨時交付金や名寄市

独自の補正予算などを加えますと本定例会開会後

の予算総たは２１６億円となっています。お尋ね

の執行状況については、１１月３０日現在、平成

２０年度からの繰越明許分を含めた予算総たは２

２２億 ０００入円、歳入で執行が１２３億 ０ 
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００入円、歳出で１１１億 ０００入円となって

おりまして、歳入は５５で、歳出は５０での執行

率となっております。決算見込みにつきましては、

あくまで概算になりますが、翌年度への繰り越し

すべき一般財源を除いた実質収支では、過去の経

験から財政調整基金に一部依存しながら１億円か

ら１億 ０００入円程度の黒らになるものと考え

ております。

次に、平成２２年度予算編成方針の考え方につ

いて申し上げます。平成２２年度の予算は、１１

月２日付で市長訓令とそれに基づく事務連絡を通

知し、各課で編成作業を行い、１２月３日に締め

切ったところであります。予算編成の訓令、事務

連絡では、政権交代により現行制度が大きく変わ

ろうとしている中で国の動向を注視し、より一層

の情報収集に努めながらも不透明な部分が多いの

で、現行制度を基本とした予算編成とすること、

市民と行政との協働のまちづくりを進めるために

多くの市民の意見を集約し予算に反映させること、

平成２２年度から２年間で５億 ０００入円の収

支不足が見込まれることから行財政改革の着実な

推進、経常経費を中心とした一定のシーリング、

消耗品の共通管理と対前年度比５で減、繰越金の

多い団体の運営補助金の見直しなどを指示いたし

ました。１２月３日に各課からの要求を締め切り、

要求たを積み上げた結果、一般会計では歳入で１

８３億 ０００入円、歳出では１９０億 ０００ 

入円となり、収支の差たは７億 ０００入円とな

っています。お尋ねの想定する予算規模は、今後

査定の中で骨格予算に計上するもの、肉づけ予算

として６月定例会に提案するものなどに区分し、

予算規模を固めていくことになりますので、現段

階では明確に申し上げられませんが、当初の骨格

予算の総たは１８０億円から１８５億円程度と想

定をしています。

次に、総合計画との関連では、ローリング調整

後の実施計画に登載している事業については、継

続分はできるだけ盛り込みたいと考えております

が、新規事業につきましては肉づけ予算として６

月定例会に提案する予定でありますので、御理解

をいただきたいと思います。

次に、普通建設事業の規模については、予算要

求たのうち普通建設事業に相当すると思われるも

のは概算で２０億円と見込まれます。今後査定の

中で事業費の減、肉づけ予算への振り分けがあり

ますので、当初予算の普通建設事業は概算で１８

から１９億円程度になるものと思われます。

次に、基金の活用についての考え方について申

し上げます。毎年予算編成の際に収支の不足が生

じることから、財政調整基金など財源調整的な基

金を繰り入れをしまして予算編成をしています。

平成２０年度の当初予算ではおよそ６億円を、ま

た２１年度予算では３億円を取り崩しいたしまし

た。平成２２年度予算は、今後査定の中で事業費

の精査を行いますので、現段階で繰入たを算出す

ることは困難ですが、骨格予算であることを考え

ますと当初予算段階では１億円から２億円程度必

要なものと考えております。

次に、平成２２年度の行財政改革の主なものに

ついてお答えをいたします。平成１９年２月に新

名寄市行財政改革推進計画を策定し、簡素で効率

的な行政運営、健全な財政運営、市民と協働の行

政運営の３つの基本方針に基づき、具体的に７２

の推進項目を掲げて行財政改革に取り組むことと

し、昨年スピード感を持って行財政改革に取り組

むため、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３部会を設置し、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してまいりま

した。

本年度におきましては、さきの大石議員の質問

に回答させていただきましたが、補助金、負担金

の見直しが一定程度終了したこと、公共施設のあ

り方についても一定の方向性を示したことから、

組織・機構検討部会と事業等見直し検討部会の２

部会制とし、組織・機構検討部会では昨年に引き
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続き簡素で効率的な行政運営の推進のため、組織

のスリム化等を進めながら市民のニーズに対応で

きる組織づくりを目指し、部、課、係の再編成を

行うことにより平成２１年４月から２６年４月ま

で７３人の職員の削減を見込むこととしておりま

す。

事業等見直し部会では、昨年度公共施設のあり

方検討部会において廃止検討施設となりました生

きがいホビーセンター及び望湖台センターハウス

の２つの施設について、再度所管課のヒアリング

を行った結果、課題調整に時間が必要と判断する

ところであります。

使用料、手数料の見直しに関しましては、昨年

度の部会から継続となっていました諸証明手数料、

農産物簡易加工処理施設利用料金の改正につきま

しては、今議会で議決をいただいたところでござ

います。社会体育施設、社会教育施設、さらには

コミュニティー施設について旧名寄地区、旧風連

地区では同様施設でも料金設定の基準が異なるこ

とにより料金体系に格差を生じております。今回

全４７施設の調査を行い、新市としての一定の基

準を策定し、料金の一元化を検討することとし、

また無料施設においても有料化の実施に向け検討

することといたしました。今後におきましては、

生きがいホビーセンター及び望湖台センターハウ

スについて施設利用者との調整を含め、さらなる

協議が必要と考えております。また、使用料、手

数料見直しにおきましては無料施設の有料化、社

会教育、体育施設及びコミュニティー施設等にお

ける名寄地区、風連地区の料金の一元化の差等に

ついて、特例区が終了する平成２２年度末までに

一定の方針を示し、関係団体及び住民の皆様方の

理解と御協力を賜るものと考えております。

大きな項目の２つ目のまちづくり懇談会の開催

状況についてお答えします。まちづくり懇談会は、

まちづくりや地域の課題について、市民の皆さん

と直接意見交換を行い、住みよいまちづくりに反

映することを目的として町内会連合会並びに行政

区長会と連携して毎年１１月ごろに開催をしてい

るところであります。今年度につきましても１１

月４日から１２月７日まで、名寄東小学校区域を

皮切りに名寄地区６カ所、風連地区４カ所、合計

１０回にわたり名寄地区では１５６名、風連地区

では６０名、合計２１６名の市民の方の参加をい

ただき開催をいたしました。

次に、まちづくり懇談会における自治基本条例

（仮称）に対する意見、考えはどのくらいあった

かについてお答えをしたいと思います。自治基本

条例（仮称）の素案につきましては、９月号の広

報なよろとあわせて全戸配布をし、その内容につ

いてお知らせしたところですが、まちづくり懇談

会でも名寄市の市政課題として「自治基本条例

（仮称）制定に向けて」をテーマに意見交換をさ

せていただきました。限られた時間もありまして、

要点についての説明となりましたが、意見交換の

場で７名の方々から御意見をいただきました。１

つ、３名の方からは自治基本条例で町内会への加

入の義務づけの考え方について、２つ目で２名の

方から市民の責務での相応の負担の意味について、

３つ目として基本条例制定の市民ＰＲについて、

４つ目として制定において国からの指示があった

のかなかったのかについて、大きく４つの点でご

ざいました。

自治基本条例制定がごみ収集手数料の有料化の

ように直接市民生活に影響を及ぼさないこともあ

りまして、意見が出づらいこともあったかと思う

ところであります。市民と市が連携協力をしてま

ちづくりを行うための基本ルールを定める、その

条例の精神については参加された市民の皆さんに

は御理解が得られたものと考えているところであ

ります。今後もあらゆる機会を通じまして、自治

基本条例制定の意義について周知をしていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。

次に、まちづくり懇談会での主な意見について

お答えをします。今回市政の取り組みとして、新
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型インフルエンザの対応、命のカプセル配付、ド

メスティック・バイオレンスの相談窓口、ＣＯ の２

削減、ＪＲ駅横整備、名寄市の台所事情などのお

知らせ等を含めて意見交換を行いました。１人で

何項目かにわたっての意見、質問もありましたが、

開催地区において平均６から７項目ぐらいの意見

交換を行いました。全体としては、インフルエン

ザワクチンの対応、接種の対応、駅横開発の経過

と計画については多くの地区で意見が出されたと

ころであります。

また、地域の課題としては道路、排水、除雪関

係のほか、地域の実情に沿った事項についての要

望があり、担当部長のほうから対応について説明

し、一部には現場の確認や持ち帰っての検討事項

がありましたが、多くは御理解をいただけたもの

と思っております。また、あらかじめ文書で出さ

れた事項につきましては、建設水道部で２６件、

主な意見、要望といたしましては道路関係９件、

河川、排水整備で７件、公園関係４件、除排雪３

件であり、生活福祉部では６件、主なものとしま

しては交通安全関係４件でございました。ほかに

総務部９件、経済部３件、教育部１件、消防１件、

合わせて４６件あり、これらについては当日配付

した資料に添付した文書で回答したところであり

ます。

次に、まちづくり懇談会を終えての感想と意見

に対する対応についてお答えします。まちづくり

懇談会は、町内会連合会、行政区長会と連携をし

て、市政に関する身近な意見交換の場として市長

を初め副市長、各部長と直接対話をし、地域で抱

えている課題やまちづくりに関する提案など、今

後の市政に生かす場であると考えています。地域

の要望などにつきましては、今日的な財政状況か

らなかなかできないところもありますが、直接対

話によって住民と市とが共通認識を持ち、知恵を

出していけるのではないかと思うところです。今

後まちづくりに関する情報を積極的に発信し、市

民の皆さんと市が同じ立場で話し合い、住みよい

まちづくりを目指していきたいと考えております。

なお、今回のまちづくり懇談会では、市として

はなかなか取り組むことの難しかったインフルエ

ンザの接種に対する支援につきまして、お子さん

を多く抱える親の負担を軽減してほしいという御

意見が多数ありまして、それに基づきまして１１

月３０日の補正予算では４００入円強のお金を補

正予算として計上させていただきましたので、こ

れもあわせて御報告したいと思います。

また、今回のまちづくり懇談会当日の意見や要

望、そして回答については、名寄地区では１月に

開催される町内会長交流研修会で、風連地区では

行政区長会に文書で報告をし、会長さん、区長さ

んを通じて地域の皆さんにお知らせをしていきた

いと考えております。

大きな項目３つ目の市民への情報通信対策につ

いてお答えをします。社会のＩＣＴ化、これは情

報通信技術の利用が進展する中で高速、大容量の

通信、いわゆるブロードバンド通信の整備が重要

とされ、国、地方、通信事業者等により情報格差、

いわゆるデジタルディバイドのないブロードバン

ド通信環境の整備が進められているところであり

ます。ブロードバンドによるインターネット接続

サービスを受けられる情報通信としては、既存電

話メタル回線を利用したＡＤＳＬ通信サービス、

無線及び通信衛星を利用した無線通信サービス、

携帯電話帯域電波を利用した無線通信サービス、

光ファイバーケーブル施設による光通信サービス

などがあります。

現在名寄市の地域住民がブロードバンドサービ

スを受けられる情報通信の手段としては、電話交

換基地局から約３キロメーターを範囲としたＡＤ

ＳＬ通信サービスが中心となり、それ以外の地区

につきましては携帯電話通信事業者によるデータ

通信サービスの利用が可能となっています。また、

ブロードバンド回線として最も理想とされる光通

信サービスにつきましては、名寄地区では既存の

ＡＤＳＬ通信サービスに加え、平成１８年８月に
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民間電気通信事業者による光通信サービスを誘致

しようと有志の方々でＢフレッツ誘致の会が結成

され、その誘致活動により市役所名寄庁舎がある

南１丁目を境に南側地域が光通信サービス提供が

受けられる状況となっています。残された北側地

域につきましては、早期のサービス提供が開始さ

れるよう、現在Ｂフレッツ誘致の会が積極的に誘

致活動を行っており、近いうちにサービスの提供

が開始されるものと期待しているところでありま

す。

一方、これらのサービスのいずれにおいても受

けられない、またはサービス提供範囲内であって

も提供基地から距離的に遠く実行速度の期待でき

ない地域につきましては、地理的、距離的条件を

必要としない通信衛星を利用したブロードバンド

回線サービスの提供が受けられるよう必要な設備

機器を対象に一部助成を行うブロードバンド未整

備地区解消事業を名寄市としても実施をしており

ます。この事業の実施により名寄市全地域がブロ

ードバンドサービスエリアとして一定の環境が整

うものと考えております。今後につきましては、

名寄市総合計画に基づき名寄市全域を高速で均一

なブロードバンドサービスが受けられるよう、光

通信サービスの提供が困難な地域を対象として民

間電気通信事業者と連携をしながら後期計画の中

での検討、整備を進めてまいりたいと考えており

ます。

ブロードバンド未整備地区解消事業につきまし

ては、名寄市地域内において地理的条件などによ

り電気通信事業者によるブロードバンドサービス

を受けることのできない世帯を対象に、通信衛星

を利用しましたインターネットサービスを導入す

る場合、初期費用を助成することによりブロード

バンド整備促進を図り、情報格差の是正をしよう

とするものであります。助成対象は、人工衛星を

利用したインターネット通信に必要な機材とし、

助成たは対象費用の９割で２８入 ５００円以内

とするものであります。この事業予算は８５０入

円ほどで３０件の枠を設定しているところです。

申請状況につきましては、現在まで１０件の相談、

問い合わせがありまして、このうち１件に対しま

して助成を決定し、３件が申請中であります。

通信衛星ブロードバンド提供電気通信事業者は

現在２社あり、１社については通信速度の関係で

５５５５５で月た １１５円、もう一社につき 

ましてはこの５５５５ごとに ６７５円から１入

７５０円と４種７の料金設定で提供されており

ます。いずれも利用者の負担となり、１社を選択

しての申請を行っていただくことになります。こ

の助成事業の申請に当たりましては、平成２２年

３月３１日までに電気通信事業者と契約の上、サ

ービスの導入をする必要がありますので、３０件

という枠に限りがあることから、対象となる地域

にお住まいの方には早目の申請をお願いをしたい

というふうに考えております。

次に、地域情報通信基盤整備推進交付金、いわ

ゆるＩＣＴについての考えと近隣市町村の整備状

況についてお答えをします。総務省の情報化推進

支援策の一つとして平成１８年度から開始されま

した地域情報通信基盤整備推進交付金は、地域の

特性に応じた情報通信基盤の整備を支援し、地域

間の情報格差を是正するとともに、その利活用を

促進することにより地域住民の生活向上を図るこ

とを目的として光ファイバー、ケーブルテレビ、

ＡＤＳＬ、衛星など地域間の情報格差是正に必要

となる施設を幅広く支援対象とするものでありま

す。交付率は、条件不利地域に該当する市町村に

ついては３分の１となっております。

名寄市は、この交付金の活用について、当初地

域活性化・経済危機対策臨時交付金とあわせて通

信衛星によるブロードバンド未整備地区解消事業

として７０世帯程度の対象見込みとした大きな規

模の支援を検討しておりましたが、今年度８月か

らブロードバンド未整備の一部地域において携帯

電話通信事業者が提供するブロードバンド対応デ

ータ通信サービスの提供が開始されましたことか
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ら、地域情報通信基盤整備推進交付金を使わず、

地域活性化・経済危機対策臨時交付金のみにより

３０世帯を対象に８５０入円程度の予算規模に縮

小させていただき実施することとなったものであ

ります。

近隣自治体では、下川町、美深町、中川町が地

域情報通信基盤整備推進交付金により地域全体を

対象とした行政による防災情報システムを中心に

運用するため、またテレビ放送のデジタル化に伴

う一部難視聴地域に対し有線で配信するため町内

全域に光ファイバー網を敷設整備し、双方向の情

報端末を全戸に導入するとともにインターネット

接続のためのブロードバンド環境をあわせて整備

する計画と聞いております。

なお、このインターネット接続のための光ファ

イバーによるブロードバンド環境の整備は、別途

民間電気通信事業者に整備された光ファイバー回

線の一部を開放し、一方的に破棄できない長期安

定的な使用権の付与契約方式により貸し出しを行

い、貸し出しを受けた民間電気通信事業者が希望

する住民に有料でサービスを提供する仕組みにな

っているものであります。士別、富良野市におき

ましては、この交付金を活用した計画はないと聞

いておりまして、名寄市同様、光ファイバーによ

るブロードバンドサービスの整備として先ほどの

ＩＲＵ契約方式によらない誘致活動方式により民

間電気通信事業者が整備を行っている状況となっ

ております。

次に、地上デジタル放送完全移行に向けた名寄

市の難視聴の状況についてお答えします。２０１

１年７月の地上デジタルテレビ放送完全移行まで

残すところ１年７カ月となりました。名寄市にお

いては、昨年１２月までにＮＨＫ、民放４社がデ

ジタル中継局を整備し、放送を既に開始しており

ます。現在のアナログ放送における難視の状況は、

市施設が原因で電波障害となっている４地域のほ

か、民間の建物においても同様の例があるとお聞

きしております。市施設については、共同受信施

設の設置により対応しておりますし、民間の建物

に起因する区域につきましても同様の対策がとら

れることになると思います。

地上デジタルテレビ放送は、従来のアナログ放

送方式と比べ電波障害が発生しにくいため、電波

障害エリアも大きく変わることが予想されます。

デジタル化による市内での難視聴エリアについて

は、ほとんどないものと予想しておりましたが、

市施設関連では行政報告でも述べましたとおり４

区域におきまして本年４月に電波受信状況の調査

を実施したところ、瑞穂地区については引き続き

不安定な受信状況となっておりますが、市立病院、

西小学校、栄町５５団地の３地域につきましては

電波障害が解消されていることが明らかになり、

瑞穂地区につきましては現行のまま対応させてい

ただくこととし、ほかの３地域につきましては個

別アンテナの設置により使用いただくことにした

ところであります。風連地区では、従来のアナロ

グ放送においても地形などの関係により電波状況

が悪い区域もあるとお聞きしております。総務省

や放送事業者などへ情報をお伝えし、現地での調

査依頼も行っておりますので、今後調査結果に基

づき国やＮＨＫなど放送事業者等で組織する全国

地上デジタル放送推進協議会において対策方針が

検討され、地元関係者への情報提供等を含めた対

応がなされるものと考えておりまして、市としま

しても国や放送事業者、地元関係者との連携によ

り入全の対応をとってまいりたいと考えておりま

す。

最後に、難視聴対策と低所得者世帯、独居世帯、

高齢世帯のデジタル放送への切りかえの周知をど

う進めるかについてであります。これらの切りか

えにつきましては、国の施策として地上デジタル

テレビ放送への移行が取り組まれておりますので、

総務省としてテレビＣ５など、あらゆる媒体等を

活用して国民の皆さんへの周知を徹底しておりま

す。テレビ受信センター、通称デジサポといいま

すが、これらが視聴者からの相談窓口を全国各地
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に設置し、個別の相談体制を整備しております。

また、名寄市内においても全世帯へメール便によ

り周知の上、１１月には４日間で１２回のデジサ

ポによる説明会が開催されております。市といた

しましてもこれまで広報紙を通じまして移行まで

のスケジュール、設備や費用、アナログテレビの

不法投棄防止、悪質商法等に対する注意喚起など

について市民の皆さんに呼びかけをしております。

今後も市民の皆さんへの情報提供を含めて周知を

図ってまいりたいと考えておりますし、市民の皆

さんからの相談についても総務省、放送事業者等

との連携により対応してまいりたいと考えており

ます。

また、低所得者、独居世帯、高齢者世帯等の方

々への対応といたしましては、ＮＨＫの受信料が

全た免除されている方については申請により現在

お使いのアナログテレビで地上デジタルテレビ放

送を視聴するためのチューナーなどの機材が支給

されることになっております。これらの制度周知

も含めて、保健師等が御自宅を訪問した際などに

も説明や助言等を行い、完全移行の際に支障のな

いように配慮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した。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは御答弁、〇１２番（木戸口 真議員）

長くにわたり大変ありがとうございました。それ

では……

（何事か呼ぶ者あり）

いやいや、まあま〇１２番（木戸口 真議員）

あ多くなったのですけれども、それでは順序はち

ょっと変わりますけれども、市内の情報通信対策

について、まずそちらのほうからお聞きしたいと

思います。

先ほど名寄市内のブロードバンドの通信環境整

備が進められているということで南１丁目から庁

舎まで、次期庁舎から北側はブロードバンド化さ

れるのではないかというお話もありましたし、し

かしそういったブロードバンド化できない地域も

あるだろうというお話もあったのですけれども、

この間、これは１１月ですか。中川町で取り組む

情報格差の解消を目指すと。名寄市でもそういっ

た解消を目指すのに９月の定例会でブロードバン

ドの未整備地区の解消事業をとり行ったわけです

けれども、そこで御質問もしたわけですけれども、

この地域情報通信基盤整備推進交付金、ＩＣＴ、

これは当初は名寄市も取り入れてというお話だっ

たのですけれども、これはさっきの説明を聞くと

下川、中川、美深もそういった事業で１０億円近

くの投資でやられるということなのですけれども、

これは市が全体で取り組まないと取り組めない事

業なのか、それとも一部のそういったブロードバ

ンド化できないところを国の補助金を使って、ま

た最終的には民間にお貸ししてという先ほど説明

あったのですけれども、こういうことは取り組め

ないのでしょうか。まず、それを１点お聞きした

いと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ＩＣＴの関係につ〇総務部長（佐々木雅之君）

きましては、従来から３分の１の国の補助金とい

うことで対応して、残り３分の２はそれぞれ受益

者もしくは行政の負担という形になります。

今回下川町、美深町、中川町が取り組めたのは、

国の補正予算絡みもありまして、ＩＣＴ補助金の

ほかに公共投資臨時交付金ということで、これと

通常の補助金を合わせますと９０での財源が付与

されると。残り１０でについては、名寄市が受け

た情報では補正予算債を使って１０では借金をす

ると。その残り、その５０でを国が補正予算債で

ありますので、交付税で措置をすると。実質５で

の自己負担でやると、こういうことでありますの

で、１１億円なり１０億円のお金をかけましても

０００入円程度の町村の持ち出しでできるとい

うことでありますので、補正予算絡みで鋭意取り

組めた事業ではないかなというふうに考えており

ます。

この中身につきましては、ブロードバンドの未
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整備地区の解消がメーンではなくて、防災関係も

含めた全庁的な取り組みも含めての話でありまし

たので、名寄市としましては既に光ファイバー網

が民間事業者を通じまして名寄市街地の南側地区

と、ことしの年明け以降には ０００戸ぐらいの

方々の、誘致の会で ０００戸以上の希望を取り

まとめするという条件がついておりますけれども、

それらを含めて作業を進めておりましたので、名

寄全体を防災をカバーしてやるとなりますと相当

大きな事業規模になりまして、果たして国の今回

の補正予算も含めた中では対応し切れるかどうか。

足切りが出てくるのではないかという懸念もあり

ましたので、そこまでの対応については踏み切る

ことができなかったというふうに思っております。

それから、そういうブロードバンドの整備が一

定程度進んでいる市町村に対しまして、この近隣

３町のような形の事業採択が優先度が高いかどう

かと考えますと私は低いものだというふうに考え

ておりますので、先ほど答弁しましたように個別

の対応につきましては民間事業者であります光フ

ァイバー網の一定程度の設備が終わった後、なお

進まない地域についてどのように考えるかについ

ては、今後後期計画等も含めまして検討を考えて

まいり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）

なかなかこの光フ〇１２番（木戸口 真議員）

ァイバー網の１カ所だけ、ブロードバンドだけの

問題でなくて、やはりそういった災害だとか、そ

ういったものを含めた中でないとなかなか採択で

きなかったのではないかということで、名寄市と

しては全体で取り組めなかったという説明かと思

いますし、理解もするわけですけれども、今部長

も言っておられましたように今後一定程度の名寄

市内のブロードバンド化が進んだ中で、やはりそ

ういった情報格差のそういった整備のされない地

域がまだ残ると私も思いますし、今後やっぱり、

これはことしの補正予算の絡みで有利債や何かが

使えたということもあるのかと思いますけれども、

今後国の状況なんかも随時変わってきますし、ブ

ロードバンドの日々の進化は大変なものだと思い

ますので、そういった解消地域はやはり民間の力

が及ばないところは国または市や何かから手を差

し伸べていかないと、なかなかそういったところ

は解消できないと思うので、ぜひともそういう機

会があったら取り組んでほしいことと、やはりそ

ういったブロードバンド化されない地域は、まず

は住民サービスが低下しているところが多いと思

うのです。そういったときに、そういった情報も

いち早く伝えることが、別に名寄全体がまだ光入

っていないから、その地域だけ光入ったからって

そんなに問題ないと思いますし、政策としてそう

いった地域により早くそういった情報を提供する

という時代は、私は来ていると思いますけれども、

今後そのようなことを力を入れて取り組んでいた

だきたいと思うのですけれども、その点について

はどうでしょうか。

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）

たように今年度の国の補正予算が思い切った形で、

なおかつ将来展望を見まして、今後も相当長い期

間民間事業者が導入、設置できないような市町村

を選定してのブロードバンドの解消も含めた防災

を中心とした光ファイバー網の設置でなかったか

というふうに思っております。結局公共投資臨時

交付金を含めて９割も国が面倒を見てくれるとい

う制度は自民党政権下で行われましたので、今後

につきましては３分の１のＩＣＴの交付金が続い

ている間利用は可能かと思いますけれども、いず

れにしましても優先順位の関係につきましては国

のほうの査定を受けるわけでありまして、ただ名

寄市としましては風連地区の市街地域におきまし

ても誘致の会をつくっていただきまして、過去に

取り組んできました例もありますので、国のほう

としては一定の連担をする市街化地域につきまし

ては、やはり民間事業者による部分と。それでも

なお救えない部分につきましてはということで、
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特にそういう市につきましては今回の通信衛星を

使った形で助成制度をつくらせていただきまして、

先ほども言いましたように８５０入円、３０世帯

分のものをつけまして今年度いっぱいにその部分

については対応できますので、地域の方でやっぱ

り急ぐ方もいらっしゃいます。今私の手元に来て

いるのは、東風連の方１カ所につきましては既に

補助金を交付させていただいております。残り３

件につきましては弥生地区の方です。そういうこ

とも含めまして、こちらのほうの周知も含めて個

別に相談を受けまして、そういうブロードバンド

の部分を利用したい方につきましてはぜひこの機

会に、３０件の枠なのですけれども、対応してま

いりたいというふうに考えています。

それ以降の問題については、大きな財源問題も

控えているものですから、後期計画も含めて、そ

れから民間事業者の光ファイバー網の施設の状況

等も勘案しながら、場合によっては一定の規模が

まとまれば風連地区の市街地域にも一定の整備が

されるのであれば、それは行政のお金を余り使わ

ないで対応することも可能かなと思っていますの

で、その辺の状況を一定程度見させていただいて

の検討をしてまいりたいと考えておりますので、

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）

わかりました。ブ〇１２番（木戸口 真議員）

ロードバンドの未整備事業、これ私も手元に持っ

ているのですけれども、当初から見ると大分２社

になって月の料金設定も安くなったかなと思いま

すので、私も新しいホームページ見たのですけれ

ども、詳しいことは総務課にということだったの

ですけれども、できればこういったものに飛びつ

くような、飛びつくというか、もう少し情報をわ

かりやすいような、そういったサービスもいいの

かなと思いますけれども、まだまだ知られていな

い部分もあるのかなと思いますし、私もそういっ

た地域の方にもぜひ導入していただきたいという

お話もしているのですけれども、今後ともそうい

った地域に目を向けて、やはりそういった事業が

あればぜひとも取り組んでいただきたいと思いま

す。

あと、地上デジタルの関係は十分お話はわかり

ました。かなり民放またはＮＨＫがそういった対

応をしているのだなということもわかりましたし、

先ほど言ったように独居老人や何かは保健婦さん

が行ったときにもそういった状況を把握しながら

周知し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。

あと、まちづくり懇談会の開催状況についてと

いうことで今御報告がありまして、全体では名寄

地区１５６名、風連地区が６０名ということで、

それで私が今回出したのはやはりメーンテーマと

している自治基本条例、これは皆さん方にももち

ろん関心を持っていただきたいことと、やはり名

寄市の最高位の憲法でございますので、住民に周

知していかなければならないと思いますし、これ

は住民にも責務もあり、もう役割というか、責務

というものになるのですけれども、しかし行政も

そうですし、議会としても情報を市民に提供して

いくというようなものかと私は思っておりますし、

先ほど聞いていますと大きな意見はなかったと。

ただ、そういった情報の共有だとか責務について、

やはり市民の皆さん方がどういう心配をされてい

るのかなと私も思いますし、先ほどまち懇の中で

は理解が得られたのかなという感想等が入ってお

ったかと思うのですけれども、これは私は時間が

かかると思うのです。これは、議会としての責任

ももちろんありますので、今後議会も年に１回か

２回、住民との懇談会をするということになって

おりますので、私どもも引き締めて住民に対する

情報を提供していかねばならないと思いますし、

行政側も今後のまち懇のあり方、今のやり方が私

は悪いと言っているわけではないのですけれども、

でも若い方だとか婦人さんや何かにはまだまだ集

まっていただかなければ、よいまちづくりはでき

ないと思いますし、この辺の取り組みもやはり時



－124－

平成２１年１２月１１日（金曜日）第４回１２月定例会・第３号

期を変えるだとか、そういった団体の方にも呼び

かけて、今度１１月のいつに地域であるのだけれ

どもという、そういう呼びかけもひとつ行政区区

長会または町内会連合会ですか。そういった中で、

やっぱりそういった若い人、婦人層にも、老人ク

ラブの方も、老人層の人なのですけれども、そう

いった代表者の方に呼びかけるというのは大事だ

と思うのです。

それとまた、私はこの間２回ぐらいちょっと出

席させてもらったのですけれども、事前に地域の

意見をその中に記載してありますよね。そして、

そこでまたそのことについて説明や何かをして、

テーマ以外にそういった地域の問題点を先に記載

してあることについて話されることも大変いいこ

とだなと思っておりますので、今後も工夫されて

来年から始まる自治組織、新しい町内会制度に向

けて魅力のあるまちづくり懇談会を開催していた

だきたいと思いますけれども、その点については

どうでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員御指摘のと〇総務部長（佐々木雅之君）

おり、まちづくり懇談会の関係、ちょっと参加者

が少なかったのかなというのは１つ感想として持

っております。これは、議会の皆さん方が議会基

本条例をつくられまして、３カ所で議会もみずか

ら市民説明会という形で出てきたことの影響も含

めて、比較的住民の方々が行政なり議会の動きが

わかったということも含めて参加者が多少少なか

ったのかなと。分散になったのかなということも

含めてあったのかなと。

それと、大きな住民の方々の意見が分かれるよ

うな厳しいテーマでの相談事ではなかった。例え

ば先ほど言いましたように、ごみの有料化をしま

すと、分別の強化をしますと、そうしないと場合

によってはごみを集めてもらえないのですよとい

うことのような思い切り制度が目に見えて市民生

活に直結するようなテーマではなかったことも含

めまして、毎年のように道路関係であるとか環境

整備の関係について、ほとんどが事前に文書で町

内会長さん、行政区長さんから依頼がありました

ので、それには一定のできるものについては建設

水道部長が中心になって常に現場のほうへ出向い

ていましたので、そういうことも含めて比較的意

見的には穏やかだったのかなと思っています。

ただ、自治基本条例の関係につきましては２年

間ほど各市民懇話会の議論も含めまして、毎月の

ように広報で周知をしていきながらの話でもあり

ましたので、この辺の関係につきましては大事な

テーマですので、今後議会の特別委員会での審査

も含めまして４月の施行に向けまして十分ＰＲも

含めて進めてまいりたいと思っております。

それから、１１月の開催の時期の関係につきま

しては、できるだけ予算編成に反映をさせたいと

いうこちら、理事者側のほうの考え方もありまし

て、時期的な問題についてはできるだけ風連地区、

名寄地区あわせて１１月に行いたいと思っていま

す。

それから、春先の関係につきましては町内会長、

行政区長会議を開催しておりまして、そこでも一

定程度の市民の御意見を町内会長さんを通じまし

ていただいておりますし、この１１月、１２月、

場合によっては１月になっても各政党、各民間団

体、それから農業関係、商工関係も含めて、それ

から若い世代でいいますとＰＴＡのほうからも新

年度予算に向けての御意見、要望等をいただいて

おりますので、この辺総合的に市民の意見を酌み

取らせていただきまして予算反映に努めてまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いをし

たいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひとも前向きに〇１２番（木戸口 真議員）

取り組んでいただきたいと思います。ここにまち

懇、名寄と風連に行った資料を私持っているので

すけれども、説明資料も大変多かったかなという

部分はあるのですけれども、これあたりも工夫さ

れて、もう見ただけで大分かかるなという感じも



－125－

平成２１年１２月１１日（金曜日）第４回１２月定例会・第３号

ありますので、そういった状況を見ながら皆さん

方の意見を取り入れるような工夫もされたらいい

のではないかなと思いましたけれども、今後に向

けてそういった取り組みもぜひしていただきたい

と考えております。

それでは、余り時間ないのですけれども、次に

２２年度の行政改革について、予算もあるのです

けれども、まず最初に行政改革についてちょっと

お聞きしたいと思います。名寄市の行財政改革推

進実施本部ということで、７２項目の推進項目を

掲げ、ことしについては公共施設のあり方につい

て一定の方向性を出したいということだったので

すけれども、そこで１つ、先ほどから組織機構の

検討部会で平成２１年４月から平成２６年までに

７３人の職員の削減を行うということで、組織の

スリム化などをして行うということなのですけれ

ども、それでまず１つ、この７３人の職員、これ

は補充なく今の現況から見ると７３人が職員が削

減されたというとらえでいいのか。そして、財政

効果はどのぐらいなのかちょっとお聞かせ願いた

いと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

７３名のスリム化〇総務部長（佐々木雅之君）

につきましては、学校の技士さん、それから保育

士さんとか、定年退職を迎えた方々の欠員不補充

ということで対応しようとしておりますので、一

般事務職もそうなのですけれども、職員の一定の

配置の基準、学校には１名の学校技士さんを配置

していますので、職員がやめられた後は欠員を補

充して、補充しないというわけにはいきませんの

で、臨時職員の方で対応させていただいて、実質

的に人件費コストを下げるという形を考えていま

す。それは、一般事務職でいいますと平均的に人

件費が８００入円程度人件費かかりますので、そ

れ掛ける人数で削減効果というのは出てくるので

すが、逆に言うと毎年一定程度の人件費の定期昇

給等、それから共済保険等のアップもありますの

で、それらを差し引きながら人件費コストを上手

に調整しながやっていきたいと思っています。７

３名のうち全部が純減ではありません。一部、毎

年毎年どの職種の方が退職するかによって、代替

となる職員につきましては正職ではなくて臨時、

嘱託職員の方を配置する形での調整を考えていま

す。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

おおむねどのぐら〇１２番（木戸口 真議員）

いの金たが削減されるかということは出ないので

しょうか。おおむね何億円だとか、そういったも

のは出ないのでしょうか。大まかでいいのですけ

れども。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

削減する年度の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係が毎年毎年ということもありますので、単純に

言いましたら、純減でいきましたら８００入円掛

ける１０人掛ければ ０００入円、こういう形で

考えてもらっていいのですけれども、人件費コス

トが毎年毎年定期昇給も含めてさまざまな変化を

していきますので、その計算どおりに財源効果が

出るかどうかについては、多少動きがありますの

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）

大きな財政効果が〇１２番（木戸口 真議員）

あるということだと思います。それでは、ぜひと

もそういった組織のスリム化をして、削減できる

ところはしていかねばならないかなと思いますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。

あと、事業等の見直し検討部会で生きがいホビ

ーセンターと望湖台センターハウス、これは経済

部もホビーセンターも利用者等にお話ししてとい

うお話あったかと思うのですけれども、春先に。

それで、年度末には何とかそういった方向性を出

したいというお話を聞いておったわけですけれど

も、今の答弁を聞いていますと調整に時間がかか

ると。それで、年度末にはちょっとそういった結

論、方向性は出ないのかなと思いますけれども、

調整に時間がかかるという最大のこの２つの施設、



－126－

平成２１年１２月１１日（金曜日）第４回１２月定例会・第３号

大きなものは何だったのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

施設の関係につき〇総務部長（佐々木雅之君）

ましては、廃止検討ということで、施設の１つは

老朽化の関係もありまして、将来的な改築の関係

のめどがつきづらいということもありまして、公

共施設の見直し部会のほうでそのような方向性を

決めて、住民の方々に説明をして了解をしてもら

いながらやっていくと。その片一方で代替施設、

現実にはそこを利用されている市民の方々が大勢

いらっしゃいますので、その方々の利便性をどの

ように確保していくかということも含めて対応に

時間がかかると。そういうことを含めて、例えば

望湖台センターでしたら、名寄市内の７似施設の

ほうで利用してもらうことの足の確保でできない

だろうかとか、さまざまな検討があろうと思うの

です。それらも含めて、それからホビーセンター

の関係については町内会での活用もありますとい

うことも聞いておりますので、利用者の方々が長

くなれ親しんだ場所がその距離感の問題も含めて、

しかもあそこは高齢者の方が利用していますので、

車をお持ちでない、歩いて利用する方もいらっし

ゃるので、その代替施設のほうも置くことも含め

ていく。ただ、間違いなく老朽化していきますの

で、その期間も含めてできるだけ早期に対応した

いと思っていますけれども、行政側の都合だけで

はなくて、もう少し住民の方々と利用する方々と

ひざを交えての話も含めて説明をして、御理解を

いただいた上での話かなと。その御理解がまだ完

全に得られていない状況ですので、その辺はもう

ちょっと時間をかけさせてもらって対応してまい

りたいと思っています。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１２番（木戸口 真議員）

それでは、もう最後になると思いますので、予

算の関係で１点お聞きしたいと思います。

先ほどの説明では、この２２年度の予算の中で

２年間で５４億円の収支不足が見込まれる、また

は一般会計の歳入歳出の各課から上がってきたた

が収支では７億円近く膨らんでいるということな

のですけれども、この間さきに示された中期財政

計画では平成２２年は３億 ０００入円ぐらいだ

ったかと思うのですけれども、それでここで今こ

れから調整して最終的には先ほども基金は１億円

から２億円という取り崩しということなのですけ

れども、中期財政計画では３億円以上を見ていた

かと思うのですけれども、昨年というか、この間

１１月に中期財政計画を立てているのですよね。

それで、何ぼ骨格予算があるからといってもちょ

っと普通建設債や何かのたがかなり違うのですけ

れども、これはやはり骨格予算だということなの

でしょうか。その辺、最終的には中期財政計画に

沿った形に近いものになるのか、その辺をお聞き

して最後といたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

中期財政計画は、〇総務部長（佐々木雅之君）

あくまでも推計時点での将来展望でありますので、

先ほど言いましたように民主党政権に変わりまし

て国の財源関係が著しく変わることも想定されま

すので、例えば児童手当がなくなって子ども手当

に変わったときに地方負担はどうなるのだと、こ

ういうこともありますので、総たの関係について

は動きがあるものと思っています。

それで、当初の骨格予算は１８０から１８５億

円と言ったのは、新市長になってから新規事業を

新市長の判断にゆだねるということも含めて、新

市長の政策予算もありますので、そうすると１８

５億円がもうちょっと膨らむのかなと。それに伴

って不足する財源については財調基金でいきます

ので、当初想定していました３億 ０００入円を

超えるような場合も出てくるのかなと。それにつ

きましては、できるだけ健全な財政運営と調整し

ながら新市長のほうには肉づけ予算のほうで予算

を明らかにしていただきたいというふうに考えて

います。

以上で木戸口真議員〇議長（小野寺一知議員）
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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０１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。

防災について外１件を、佐々木寿議員。

ただいま議長より御〇６番（佐々木 寿議員）

指名をいただきましたので、通告順に従いまして

質問してまいります。

１点目は、防災について伺います。いつの時代

でも安全、安心を揺るがす脅威は存在いたしまし

たが、過去我が国の脅威と言えば火山、地震、台

風、水害等の自然災害が多かったわけであります

が、このごろはこの自然災害に加えてさらにサリ

ン事件等のような犯罪、テロ、無差別殺人、交通

事故、食品の安全、インフルエンザなど、私たち

の安全、安心を揺るがすことが脅威となって災害

と同じようにリスクを抱えることが現実なものと

なっております。こうした新たな脅威に対して国

民保護法の制定、感染予防法の改正などの立法措

置が図られ、体制面でも国の内閣府に危機管理官

が置かれ、自治体でも防災に関する責任の組織が

置かれることとなりました。

安全、安心行政は自治体の基本的な業務であり

ます。このように市民を守る自治体には、罹災時

の緊急対策や防災対策の整備など幅広い役割が求

められております。いざというときに自治体は何

ができるのか。そのときに備え、どのような準備

ができるのか。それぞれの災害状況に適したリス

クへの対応について考えておくことが市民の生命

と生活を守ることであり、自治体にとって最も重

要なことであります。

そこで、名寄市としても名寄市地域防災計画が

策定され、災害被害を軽減すべくさまざまな防災

施策が計画されております。この計画の検証を含

め、１０月１４日に名寄市防災訓練が行われまし

た。訓練では、市民意識の高揚と避難行動の体験、

職員参集、情報伝達などの本部業務対策訓練、関

係機関との連携訓練、そして災害時要援護者搬送

訓練等の実践訓練が行われ、また洪水ハザードマ

ップの説明、災害時要援護者支援に関するビデオ

上映、ＡＥＤ使用法の実演が行われました。そこ

で、今後の防災意識や町内会の防災力向上につな

がるために検討されていると思われますが、この

防災訓練での成果、課題とその取り組みについて

伺います。また、あわせて風連地区のこの種訓練

をどのように取り組んでいくのかもあわせて伺い

たいと思います。

２点目は、児童福祉について伺います。近年、

子供に対する虐待の問題が深刻化しています。虐

待を受け、深い傷を負い、情緒面や行動面に問題

を抱えている子供たちについては、ふだんの生活

を通して愛着形成を図ることが必要と言われてい

ます。こうした子供たちを支援する上で大変重要

な制度とも言われる里親制度があります。里親制

度は、児童福祉法に定められており、前述した虐

待のほかにも親の病気や離婚、死別等さまざまな

事情により家庭や親元で生活することができない

子供たちを家族の一員として迎え入れ、温かい愛

情と家庭的雰囲気の中で育てていく制度でありま

す。

そこで、名寄市の里親の実態はどのようになっ

ているのか伺います。里親制度は、昭和２３年の

児童福祉法の施行により昭和３０年代に里親数、

児童の委託数がピークとなったと言われています。

その後、減少傾向で推移してきたということであ

りますが、ここ数年は若干増加傾向に転じており、

現在は全国で ０００人近くがおり、委託児童は

３００人を超えると言われています。しかし、

欧米諸国から考えれば我が国の里親制度の普及は

まだまだと言われています。本来であれば、子供

たちは家庭の中で親の愛情を受け、育つことが望

ましいわけであり、このことに重点を置くことは

言うまでもありませんが、何らかの事情によりや
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むなく里親制度に頼らざるを得ないという場合の

体制づくりも大切なことだと考えます。里親制度

は、社会的擁護の根幹をなす制度であると思われ

ます。少しでもこの制度確立のため、理解と啓発

活動により拡大、普及させていくことこそが行政

の課題とも思われますが、どのような考えでおら

れるのか、そしてどのような取り組みを行ってい

るのか伺います。

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２つの質問をいただきました。

１つ目は私から、２つ目は福祉事務所長からの答

弁となりますので、よろしくお願いをいたします。

大きな項目１つ目の防災について、名寄地区の

防災訓練の成果、課題とその取り組みについてお

答えします。市の防災訓練は、市民に訓練参加を

通じて防災意識を高めていただくことと市役所を

初め消防、警察、自衛隊など関係機関同士の連携

行動を磨くことを目的にして毎年実施しています。

訓練実施の成果と課題を市としてどう認識してい

るかについてでありますが、大きな災害に見舞わ

れることの少ない本市にあっては、市民及び行政

機関ともに日ごろから防災意識は十分とは言えな

い実態があるだけに年に１度洪水災害を想定した

訓練を通して防災意識を喚起し、災害に備える思

いを新たにする機会となっているものと考えてお

ります。課題につきましては、合併後毎年町内会

単位で避難場所に避難をする同じような訓練内容

できており、実際の災害時に有効に機能するかも

含めた検証が必要になっているものと考えていま

す。そうした反省から、今年度は従来の防災訓練

のスタイルをやめて地域連絡協議会と連携して実

施することを計画をしておりました。しかしなが

ら、準備不足もありまして実現に至らず、ことし

も従来型の防災訓練を行う結果となりました。来

年度は、ぜひ地域連絡協議会または個別の町内会

とタイアップをした形で実効性の高い防災訓練を

実施したいと考えており、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

考えております。

なお、昨年は自衛隊のヘリコプターをお借りし

まして水害で屋根等に避難した方の救出を想定し

ての訓練、本年は災害時要援護者を自衛隊の担架

を用いて自衛隊車両による搬送訓練を行い、より

工夫を凝らして防災意識の向上にも努めてまいり

ました。

小さな項目の２つ目の風連地区の防災訓練につ

いてお答えします。旧風連町では、町民参加の防

災訓練は実施しておりませんでしたので、合併後

に平成１８年に風連地区市街地町内会を対象とし

た防災訓練を実施いたしました。来年度は、風連

地区での防災訓練を実施したいと考えております

が、訓練内容については名寄地区と同様に町内会

と連携して実施することが可能かどうかも含めて

今後検討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。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項〇福祉事務所長（小山龍彦君）

目２点目の里親制度についてお答えをいたします。

里親とは、通常の親権を有していない方が児童

を養育する場合に言う言葉でございまして、児童

福祉法に基づき実施されている制度でございます。

さまざまな事情により実際の保護者が養育できな

い乳幼児や児童を自分の家庭に預かって養護する

ことを希望する方で、居住地の児童相談所に里親

の申請を行い、児童相談所は書７及び訪問、面接

等により里親の要件を満たす方であるかを審査し、

最終的には都道府県知事が適当と認めた方が里親

として登録されます。この登録の要件としては、

里親自身が心身ともに健全であること、児童の養

育に理解と熱意、そして豊かな愛情があることな

どが要件となっております。平成１４年度の改正

では、児童虐待が深刻化していることへの対応の

一環として、虐待等により心身に有害な影響を受
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けた児童養育などの充実のため里親の種７を追加

し、これまでの養育里親、養子縁組を前提にした

里親にさらに専門里親と親族里親などを追加して

定められております。

次に、名寄市内における状況を申し上げます。

現在里親として登録されている方は４人で、現在

申請中の方も１名おります。また、実際に里親と

して活動されている方が１人おります。市の業務

と里親制度のかかわりは、里親の申請や児童相談

所が行う家庭訪問の際、社会福祉課の家庭児童相

談員が同行したり、また里親からの相談等があれ

ば話を児童相談所に伝えるような仕事をしており

ます。

議員御指摘の制度に対する理解と啓蒙につきま

しては、この制度、そして活動が児童相談所が窓

口となって行っており、市としてはこのようなパ

ンフレットなのですけれども、パンフレットを窓

口に置くなどして市民周知を行っております。今

後も里親制度に対する理解を深めてもらうべく児

童相談所とも連携を深めるなどをしていきたいと

考えておりますので、御理解をお願いいたします。

以上、この場からの答弁といたします。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまそれぞれ簡〇６番（佐々木 寿議員）

単に御答弁をいただきました。これだけたくさん

時間がありますので、本当は市長に考え方を伺い

たいところなのでございますが、市長が不在だと

いうことでありますので。

まず、防災から伺いたいと思いますが、先ほど

御答弁にありましたように、これはまだ本当に防

災訓練を通じても各町内会等には本当の意味での

意識高揚がまだ不十分なのではないかと、こうい

うふうに考えます。それで、この防災訓練はやは

り先ほどの答弁にありましたように、本当に最初

の初動対策の本部業務が非常に重要な問題になっ

てくると私は考えております。したがいまして、

この防災訓練の事例を見ますと、本部の部分が９

時からになって、それで９時１０分、大体３０分

ぐらいの計画で各本部の部長、次長の方が集まっ

た本部の編成をやったと。それで、それぞれ私は

本部業務の中でこれは災害ということに、防災の

訓練をやることによって先ほど答弁もありました

ように、本当にこの問題あるいは課題を検証する

ためにはある程度のマネジメントサイクルという

ものが必要になってくるのではないかと私は思い

ます。したがいまして、例えばＰＤＣＡのサイク

ル、これは検証するあるいは課題を立ち上げるた

めに必要なのでありますが、各これは部長の最初

の初期段階においてこの防災の訓練はどういう形

で置かれたのか、ちょっと大まかなことで説明を

いただきたいというふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

実際に防災訓練を〇総務部長（佐々木雅之君）

実施しまして、その評価というか検証の関係につ

きましては、市の職員につきましては毎年毎年同

じような形で会場設営というか救護所の設置であ

るとか安全な誘導であるとか、それから消防を使

っての住民周知であるとか、さまざまなことをや

っています。それで、同じようなことを毎年繰り

返してやっているものですから、場合によっては

マンネリ化しているというか、同じようなことを

ただ淡々とスケジュールどおりにこなしていると

いう、そういう部分の反省もしております。ただ、

そこに参加する町内会につきましては、町内会か

ら会館に集まっていただいて、天候がよければ歩

いて避難所の想定される場所のほうに集合してい

ただくと。そこについては、何年に１遍かの活動

になりますので、この辺は真剣というか、町内会

の方々につきましては十分意識も含めて参加して

いただいているのかなという気はします。

ただ、先ほども言いましたように、なかなか名

寄については恵まれているというか、地震災害が

少なくて、突発的な災害ではなくて一定程度大雨

が降り続いて河川の増水になったときに市のほう

で河川監視を、水位を十分に監視をして災害の対

策本部を設置して避難勧告を出すと、こういうふ
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うに若干の時間がある中で、突発的な災害でない

ということも含めて、なかなか臨場感というか、

意識の高揚をすることがちょっと難しいのかなと

いう判断をしていまして、そういう前提がある中

で毎年毎年の防災訓練をやった後、今のところは

総務部の実際の部内でこういう点がよかった、も

う少しこういう点ということも含めまして、例え

ばことしはビデオを上映して、できるだけ視覚的

に参加者に訴えて理解をしてもらうとか、ＡＥＤ

の関係についてはそれぞれ公共施設に配置してい

るものですから、多くの参加者の方々に消防職員

の実践的な訓練を見ていただくと、こういうこと

をやっておりますので、できるだけ実効性の高い

ものの訓練までレベルをアップしていくためには、

これから現段階での評価としましては町内会とも

う少し上手な連携をして、より実効性の高い防災

訓練にしていきたいなというふうに考えています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私の説明がちょっと〇６番（佐々木 寿議員）

不足だったと思いますが、本部の関係でここの例

えば防災訓練に書いてある各部長がこういうもの

に基づいてちゃんと吟味したのかということを聞

きたかったのですが、やはりこれは本部関係で先

ほども言いましたように、それぞれの例えば建設

部長であれば、ちょっと突発のあれであれなので

すけれども、例えば土のうを積むと。土のうをど

こに持ってくると、だれが持ってくるのだと、ど

この業者とやるのだと。あるいは、この病院であ

れば要援護者をいっぱい抱えているわけです。そ

れでは、そのあれはどうやって移動させるのだと。

だれがどういう手配をして、どういうふうにやる

のかということは、各部ごと本当にそういう検証

をするために図上訓練とか何かをやっていたのか

と。要するに防災訓練がかかったときに、そうい

うものがなったのかということをちょっと聞きた

かった。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

防災訓練をする前〇総務部長（佐々木雅之君）

に部次長会議等も含めまして想定するシナリオが

ありまして、それに基づいて訓練を行っていまし

て、その中では災害対策本部の立ち上げというこ

とで時間で集合をして、市長から指示をいただい

て、それぞれ救護所の設置であるとか、市民の誘

導であるとか、こういう作業に直接当たっていま

す。

その中で、災害状況の報告訓練ということも避

難所の中で行っておりまして、具体的に防災計画

の中では土のう積みとか、さまざまな業務がある

のですけれども、１日しかも午前中の中で限られ

た時間で市民の方の意識向上も含めて対応してい

ますので、その辺の実際に土のう積みであるとか、

それから病院までの搬送とかということについて

は現実的には対応しておりません。

それで、過去に消防団員と連携をしまして土の

うの準備をする、土のうの用意をするということ

の作業もやっておりますので、ことし、去年につ

いてはそこまでやっていませんけれども、必要な

部分については今後の計画の中で、限られた時間

と制約の中で、それから災害想定が洪水による水

害想定ということでありますので、ちょっと地震

とは違った形の対応になるかもしれませんけれど

も、今議員おっしゃるとおりの部分も含めて可能

な限りの実施訓練というか、それについては検討

していきたいと思っています。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。これ〇６番（佐々木 寿議員）

は、本庁業務が忙しくて、例えば各部の部長、次

長の方はこういう防災訓練でこういう内容を、う

ちの部分の所掌部分は、担任する部分はこういう

ものだということはわかっているかもしれません。

しかしながら、その部下の方がそこまでわかるか

というと、なかなかそこら辺のところまで参画意

識がなかったり、できないのではないかと。これ

は、今後ともやっぱり本庁業務が忙しくてそうい

う時間をとれないということは、やっぱりそうい

うような時間もふだんはとれないということにな
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りますと、やはり防災訓練があったときに今いた

だいたように訓練しなければいけないと、こうい

うふうに思います。やはりこの訓練は、例えばシ

ナリオどおりにやったから、うまくいったから、

これはもう本当に検証できたということではない

と思うのです、私は。市民の方は、それを１回や

ることによって確かに防災意識が上がります。そ

れから、ある程度のノウハウも出てくると思いま

す。これは、本部はもっとさらに詰めておかなけ

ればいけないのではないかと私は思います。した

がって、やはり防災訓練の最初の段階において各

部、建設水道部であれば建設水道部、病院事業で

あれば病院事業のところの図上訓練といいますか、

そういうものをやってやはり課題等をピックアッ

プして、それをサイクルにかけて、今まで３回や

りましたのですけれども、同じようなパターンで

すと、ああ、また同じように部長がやればいいの

だなんていう感じではなくて、やっぱりそれぞれ

の状況に応じて煮詰めていかなければいかぬと私

は思いますし、そういう時間をとってもらいたい

なと思います。

そして、この災害の計画の中に自主防災組織、

これを立ち上げると市民の責務の中にもあります。

これは、各町内会でどれだけの組織を立ち上げら

れている町内会があるのでしょうか。今の現状は、

どういうような状態になっているのでしょうか。

おわかりになれば、ちょっと。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

各町内会での防災〇総務部長（佐々木雅之君）

関係の立ち上げの関係については、現時点でデー

タは持っておりません。地域連絡協議会も立ち上

げまして、実際に防災のモデル町内会もつくりま

して、災害時要援護者の把握事業も含めて既に個

別町内会でやっているところもあります。そこは、

来年度２町内会をモデル町内会にして対応してま

いりたいと思っています。現時点では、ちょっと

データは押さえておりません。防災関係というか、

防犯関係の部分については防犯部長さんがいたり

しまして、各町内会は活発に動いていると思いま

すが、防災の関係については多分先ほど言いまし

たように余り危機感が、災害の実態がなかったこ

とも含めて十分でないかもしれませんので、その

辺の実態把握も含めて対応してまいりたいと思っ

ております。

ただ、過去に洪水水害はなかったのですけれど

も、大風で樹木がばたばた倒れて道路を遮断する

であるとか、それから大雨によって農地が冠水を

受けて大打撃を受けるとか、がけが崩れたとかと

いうことは過去にありました。この関係について

は、旧名寄地区の話なのですが、建設水道部の職

員と経済部の職員が速やかに部長の指示に基づき

まして、部長から課長、課長から係長、現場の人

間にということで十分連携をとりまして、そんな

に市民生活に大きなダメージがない形で対応でき

たという実績も実は持っております。だから、そ

ういう部分でいうと実際に起きていることの対応

についてと、それから防災訓練で市民の皆さんを

巻き込んで防災意識の向上を図るという面で見る

と、ちょっと実効性の面が低いのかなということ

もありましたので、それで先ほど防災訓練のより

実効性の高いもの、言葉を言いかえますと町内会

と企画の段階も含めて、こういう防災訓練にしま

しょうということも含めてもうちょっと検討、検

証する必要があるのかなと思っています。実際に

起きた災害等につきましては、それぞれの部長の

指揮のもとに大きな支障なく過去対応してきたと

いうふうに考えておりますので、御理解を賜りた

いと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、今の町内会の〇６番（佐々木 寿議員）

現状が無理だからということではなくて、やはり

何かあるときのために町内会もそういう組織を立

ち上げてもらって、そしてまずこの災害なんてい

うのは今言われますように自助、共助、公助とい

うことがあるので、まず災害があったときは自分

で助けなければいけない。次に、町内会が助けな
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ければいかぬと。さらに、それをやってこれは公

でやらなければいけないという部分は公でやらな

ければいかぬと。こういうものが決まりなのです。

そういうことになりますと、どうしてもこの書い

てあるとおり実行されていないということは、せ

っかくこんな立派な地域の計画をつくっても、こ

れ１回やっておけば大分違ってくるのではないか

と思います。

そういう組織を立ち上げて、例えば防災担当者

が町内会におったと。防犯関係は結構おりますけ

れども、防災担当者、それで市も防災担当者の方

が今度は職員でことし入りました。そういう人が

まず例えば市の防災の関係はこういうことで、町

内会の分担はこうですよと。全部が市が災害にな

ったときに行政がやるというのは、なかなかでき

ないと思います。これは、あくまでも役割分担で、

災害になったときにまず自分でやる、あるいは町

内会でやって、それでなおかつ行政で助けてやる

と。そういうようなシステムができていないとだ

めだと思いますので、やはり町内会のそういう防

災組織をしっかりと立ち上げてもらう。そして、

防災担当者をこうやって、それでは今回の部分は

町内会の場合にはこの部分をちょっと図上訓練で

やってもらえませんかとか、あるいは例えば災害

の避難所の場合には避難所のところを歩いてもら

えませんかとか、そうしたらどういうものが出て

くるかとかというのが出てきます。例えばここか

らここを通った場合には車が多くて通れないとか、

あるいはここのところが災害に物すごく影響する

のではないかということになると思うのです。そ

ういうことをやるのも町内会の防災組織が立ち上

がっていないとできないのです。したがって、私

はそれをやはり奨励していただいて、それを今度

はやっぱり行政もその中に手をかしてやって、訓

練も年に１回ぐらいは町内会のそういうものをや

ってもらいたいなと私は思います。それが市民あ

るいは個人に対する意識の高揚にもなりますし、

防災に関してのいろんな課題も発見できるでしょ

う。やっぱりそういうものが大事だと思うので、

それはぜひやっていただきたいと思います。

それで、ＡＥＤの実演の協力がありました。こ

れは確かに新聞で、この間の新聞によりますと１

６年から心肺の蘇生処置をやったというのが年間

３０件ぐらいあるけれども、１件ぐらいしかその

現場で、１６年以降１件しか心肺蘇生機能をやっ

て……というのが載っておりましたね。それは、

ＡＥＤを今は各公共施設あるいは学校に全部配置

するようになりました。これは、その現場にいる

者が、例えばこう来たときに現場にいる者がＡＥ

Ｄを持っていくだけでなくて、本当に現場にいる

者はそこにあるからいつでも訓練できるわけです。

そういう浸透というのが物すごく大事だと思いま

す。したがって、これは学校現場でも何かでもそ

うだと思いますが、今の防災のこともそれに含め

て教育現場でこの防災の訓練中、あるいは職員で

あればそういうＡＥＤの問題、あるいは学校が避

難所となる、こういう防災訓練等やそういう部分

をやったことはどういうような実態になっていま

すか、ちょっと伺いたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

防災訓練の場という〇教育部長（山内 豊君）

ことではなくて、ＡＥＤが配置された時点におい

て各学校でＡＥＤの使い方についての講習を消防

署の協力を得てやっているということであります。

実際に防災訓練の部分でやっているということは

今のところございません。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの地域町内〇総務部長（佐々木雅之君）

会における防災担当の関係については、そういう

照会をしたことがなかったので、データは持って

いないのですけれども、実際に災害時要援護者の

把握関係については、町内会で民生委員さんとか

保健推進委員さんを通じていろいろ活動していま

すので、そこはこちらのほうも町内会のほうにい

ろいろ情報提供したり、ともに仕事をしている地

域自治係という係が私ども地域振興課の中に持っ
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ておりますので、この辺については十分そういう

機能を行政からの押しつけではなくて、必要な部

分としての防災の窓口的なものについても町内会

のほうにお願いをする形でちょっと取り組んでみ

たいと思っています。

それから、あわせましてモデル町内会を２つ使

いまして、災害時要援護者の関係につきましても

個別個別の町内会は取り組んでいる内容がまちま

ちでやっていられると思いますので、モデル町内

会を使いまして、２つの自治連絡協議会の中から

２つのモデル町内会を選びまして、そこと十分な

連携をしていきながら、個人情報保護のちょっと

問題もありますけれども、この辺のクリアも含め

て対応してまいりたいと思っています。

なお、今御質問ありましたＡＥＤの使用方法の

講習会につきましては、学校の先生方は別にしま

して、一般の市の職員では６０名ほど受講をして

おります。今後の方向としては、公共施設に市民

の方の寄附も含めてほとんどの施設に一定程度の

ものを配置させてもらいましたので、それがただ

あるだけではなくて実際に活用できる形で施設の

職員については講習会の参加を促して上手に対応

できるように進めてまいりたいと思っております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ＡＥＤについてはわ〇６番（佐々木 寿議員）

かりました。やっぱりその現場の人が本当に実際

に使えるぐらいまで実演でやって自信をつけてお

くことが大事だと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。

先ほどの教育現場での防災訓練あるいは防災教

育、それから学校としての教職員に対する避難所

というようなことについては、どういうふうな御

答弁になりますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

小中学校それぞれでは、〇教育長（藤原 忠君）

年間の教育課程の中に防災訓練あるいは避難訓練

というのを学校によっては１回あるいは２回とい

うふうに設けてあります。そして、その上には防

災責任者というのを設けて常に学校もさまざまな

災害に対する指揮をとっていると。最近は、避難

訓練等も火災にかかわるものばかりではなくて地

震にかかわるもの、不審者にかかわるもの、こう

いうことにまで幅を広げて各学校が計画的に実施

しております。そういう中では、今のＡＥＤの取

り扱いなどについてもその場では訓練はいたしま

せんが、先生方には滞りなく講習等を終えるよう

に私たちも指導しているところであります。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

子供たちに対する防〇６番（佐々木 寿議員）

災に関する教育は、結構大事な部分だと思います。

例えばこういうハザードの後ろに、自分でこうや

って持っていくものとかが書いてあります。これ

が子供たちもわかって、こういうようなものだよ

ということがわかってもらうと、家庭の中にいっ

てもお父さんが刺激を受けて準備するかもしれま

せん。そういうためにもぜひ防災に関する興味を

持ったり、やっぱりそういうような教育もこれか

らちょっと進めていっていただきたいと、こうい

うふうに思います。

さて、防災ハザードマップの説明もございまし

た。これは、平成１５年８月にできて、その後す

ぐ全部全戸配布されたわけですよね。すると、１

５年というと五、六年ぐらいたっているのですけ

れども、５年になったからといって、持っている

人は別にしても投げている人もいるかもしれませ

んが、本当にこれを町内会のほうに浸透するとい

うか、これはなかなか浸透していないのではない

かと思います。そしてまた、こういう例えば水が

２メートルのをやったって、行政が考えている危

機感と市民の危機感というのはちょっと開きがあ

るのではないかと私は思うのですが、改めてこの

防災ハザードマップの宣伝をぜひやっていただい

て、うちはどこに、それでは町内会はどこの第１

避難所に行くのだと、あるいはいろんなことが書

いてありますね。避難所の関係だけですが、そう

いうようなものをしっかりとまた改めてＰＲとい
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うか、そういうものを奨励というか、奮起させて

いただきたいなと、こういうふうに思います。

最後に、この防災訓練というのは、先ほどから

言いましたようにやはり検証する、そして課題を

見つける、このことが大事だと思うのです。した

がって、例えばこれは最終的な目標というのは何

も示さないで、本当は本部関係も何も示さない段

階から始まって、それでやってそれができるよう

になるとこれは最高にベターなのですよね。だれ

も言わなくても例えば町内会なら町内会がそうい

うふうに動くというふうなところまで体制が確実

になっていれば、それは最高なものだと思います

が、これからもぜひ防災訓練は続けて、風連を含

めて必ず毎年その時期、その期間だけでも意識を

高めてやっていただくためにもぜひ継続していた

だきたいと、こういうふうに思います。

それから次に、里親制度でございますけれども、

先ほどの御答弁で確かにこの名寄市の実態におい

ては本当に窓口業務だということでわかりました。

これからは、やはり民生委員とか、その連携も必

要でありましょうし、これを担当している方とい

うのは児童家庭相談員ですか。そういう方がやっ

ているのだと思いますが、そういう人のＰＲも含

めてやっぱりやっていただきたいなと、こういう

ふうに思います。これからどうなるかわかりませ

んけれども、そういう人員も１人で足りるのか、

あるいは本当に親身になって考える、今までの虐

待とか何かが、だんだんそういう状況がふえてま

いりました。家庭の中でも本当に今なんかは核家

族になったり、あるいは本当に隣の人ともつき合

わなくなってくると、子供と家庭の問題がだんだ

ん大きくなって、そういうような要因でいろんな

状況になってくると思います。そうしたら、相談

員の地位とか役割というのは物すごく負担になっ

てくるのだと思いますし、これをしっかりと宣伝

をしていただいて連携をとって、そういう関係者

と連携をとってやっていただきたいと、こういう

ふうに要望しておきます。

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。

市民に対し、責任ある職務執行体制の確立につ

いて外２件を、佐藤勝議員。

議長のお許しをいた〇１０番（佐藤 勝議員）

だきましたので、通告に従いまして大きな項目で

３つ質問をいたします。

初めに、市民に対し、責任ある職務執行体制に

ついてお伺いをいたします。このことにつきまし

ては、平成１９年第４回定例会において１度お聞

きをしておりますが、その後２年が経過してどの

ように組織としての対応がなされ、当時の調停等

の問題がどのように教訓化されたかについてお聞

きをいたします。

当時の調停等の問題と申しますのは、１つは平

成７年に締結したガス供給契約問題であり、もう

一つは平成１４年に損失補償契約をするも解決に

至らなかったという事案で、それぞれ ９００入

円、９０入円という貴重な血税がむなしく消えた

のであります。当時、総務部長は問題の再発防止

策のため、結果として交渉が長期化したことによ

って相互の信頼関係が損なわれ、当事者間で妥協

点を見出せなかったとして、１、時宜を得てきち

っとスピーディーに解決をしていく。２、問題を

担当者１人で抱え込むのではなく同僚、上司と問

題解決をしていくことを日常的に協議をしながら

取り組んでいく。課、部単位で対応を検討してい

く。さらには、これに対応したシステム、マニュ

アル等もつくり、取り組みを重ね、意識を浸透さ

せていきたい旨の答弁がなされております。果た

して２年前のこの答弁は、今日に生かされている

のでしょうか。市民の信頼を得る組織運営、執行

体制がなされているのでしょうか。そして、同じ

過ちを繰り返すことはないのでしょうか。今回確

認、検証の意味を込めて改めてお伺いをいたしま

す。

２点目に、風連中学校校舎移転に係る諸問題と
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風連高校５９年の歴史保存についてお伺いをいた

します。風連中学校は、平成２２年３月で５９年

の歴史を閉じる風連高校の校舎に移転する決定に

基づき、関係小中学校ＰＴＡや教職員による風連

中学校校舎等移転準備協議会を設置し、移転に係

る基本的な計画を策定し、この１２月３日、藤原

教育長に施設移転計画、改修等基本プランの報告

がなされたところであります。５月に協議会を設

置し、５回にわたって子供たちがよりよい環境で

学習できるようにと協議を重ねての報告であり、

新年度の予算編成に向けての報告でもあり、円滑

に、かつ速やかに移転が完了することを願って次

のことについてお伺いをいたします。

１、施設移転計画の報告を受け、今後の移転ス

ケジュールについて。

２、移転に当たっての問題点について。

３、報告以外で今後対応が必要と思われること

について。

４、移転に要する予算について。

また、本年第１回定例会の代表質問で風連高校

の歴史保存について、歴史民俗資料館の特別展示

室の活用も含めお聞きをしておりますが、その後

風連高校側との協議などから具体策がおありでし

たら予算も含めてお示しを願います。

最後に、３点目でありますが、全国学力テスト

の結果を受けた指導改善プランの活用についてお

伺いをいたします。全国学力・学習状況調査、い

わゆる学力テストでありますが、小学校６年生と

中学校３年生を対象に国語、算数、数学あるいは

生活習慣、学習習慣について子供たちの学力水準

や傾向、弱点を把握し、教育条件の整備に役立て

ることを目的に平成１９年から実施されておりま

す。名寄市教育研究所は、当初から学校における

指導改善事項、家庭における啓発事項等において

指導改善プランとしてまとめ、名寄市における学

力向上の充実改善に努めてきており、今回の指導

改善プランは過去３回分の結果を分析し、市内の

子供たちの学力の傾向を探ったものであり、教育

の地域間格差が叫ばれている今日、極めて意欲的

かつ大きな効果が期待できる取り組みに対し、改

めて敬意を表するものであります。そこで、次の

３点についてお尋ねをいたします。

１、全国学力テストにおける名寄市の結果と傾

向について。

２、指導改善プランとその活用法について。

３、今後の指導改善策について。

以上、この場からの質問を終わります。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐藤勝議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で３点について質問をいただき

ました。１点目は私のほうから、２点目、３点目

につきましては教育部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いをいたします。

１つ目の市民に対し、責任ある職務執行体制の

確立についてお答えします。御質問の市民に対し、

責任ある職務執行体制の確立については、平成１

９年１２月の定例会の議員の質問に対しまして複

数によるチェック体制、職員間の連携、ヒヤリハ

ット対策の取り組み、組織全体の危機管理意識の

共有化など、これらの取り組みの積み重ねにより

職員の意識を浸透させ、再発防止に努めることを

答弁させていただきました。これらを推進するた

めに組織としての情報の発信及び共有化を図るた

め、毎週月曜日に在庁部長による庁議、月１回の

部次長会議、そして翌日に課長会議、その後各部

においては管理職会議、課内会議、その他の会議

等を開催いたしまして意思の統一を図ってきてお

ります。また、緊急の案件につきましてはグルー

プウエアの掲示板等を活用し、周知徹底を図って

おります。

市民からの御意見、苦情などにつきましては手

紙、メール、投書箱、電話などがあり、本年度よ

り一括総務課が窓口となり投書、苦情等の受け付

け用紙により対処しております。市に対する御意

見は市長まで決裁をとり、関係部局に送りまして

それぞれ決裁をしています。苦情につきましては、
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担当部局での対応、処理状況を担当部長に報告、

決裁を経て総務課経由で市長までの決裁としてお

ります。部署の窓口及び担当での電話については、

担当課で課長、部長まで報告、決裁し処理してい

るところです。市長名で郵送されてきました文書

につきましては、総務課で開封、受け付け印を押

し、該当する担当部局へ送ります。担当部局では、

対応及び処理状況を上司に相談、報告し、部長決

裁後、総務課経由で市長決裁となります。その後、

回答すべきものについては文書により回答してい

るところであります。日ごろより市民からの御意

見、苦情につきましては速やかに対応することと

しておりますが、ケースによってはある程度の時

間が要する場合もあるのも事実でありますので、

この辺については御理解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の２点目と３点目についてお答えをいたします。

初めに、風連中学校校舎移転準備についてと風

連高校５９年の歴史保存についてということでご

ざいます。初めに、施設移転計画と今後のスケジ

ュールということでお答えをいたします。本年５

月１４日に風連中学校校舎移転準備協議会を設置

し、同校教職員、ＰＴＡ役員、校区内小学校ＰＴ

Ａ役員の代表の皆さんにより５回にわたり熱心な

議論と要望、提案をいただき、風連高校施設改修

の実施設計に反映してまいりました。こうした協

議を経て、１２月３日に同移転準備協議会を代表

して井上会長、鈴木副会長から審議結果による風

連中学校の移転計画について報告をいただいたと

ころでございます。これまで御協力を賜りました

委員の皆様、関係者の皆様に感謝とお礼を申し上

げます。今後は、実施設計に基づき平成２２年度

に校舎、格技場、屋内運動場の改修工事に着手し

てまいりたいと考えております。また、これと並

行して北海道教育委員会と校地、建物などの施設

の譲渡に関する具体的な手続を進め、円滑に風連

中学校の移転を実施してまいりたいと考えており

ます。改修工事に要する期間は、おおむね６カ月

程度と見込み、降雪時期前の引っ越しを想定して

ございます。

次に、移転に当たっての問題点ということでご

ざいます。風連中学校が現在の風連高校の位置に

移転した場合、通学路の変更が必要となります。

風連中学校校舎移転準備協議会における検討審議

の中で、ＰＴＡの代表の皆さんからも通学路の環

境に対する安全、安心対策について要望や御心配

の声がございました。通学路の決定に当たっては、

交通安全対策、防犯対策などの環境整備が整って

いる路線を選定することが基本であり、具体的な

路線の選定に当たっては風連中学校と協議をして

まいります。あわせて、想定される新たな通学路

の安全、安心対策及び環境改善が図られるよう関

係部局と協議を進めてまいります。風連中学校移

転に伴う備品等の整備につきましては、風連中学

校の教職員の皆さんにより御検討していただいて

いるところでございます。整備に関する基本的な

考え方は、破損、汚損、経年劣化等により使用に

たえないもの、また移転後の施設環境に対応する

ものを中心に備品整備に関する要望をいただいた

ところでございまして、今後新年度予算編成にお

いて協議を進めてまいりたいと考えております。

次に、報告以外の対策ということと、それから

移転に係る予算見込みについてお答えをいたしま

す。風連高校の学校施設、これは校舎あるいは校

地の譲渡ということでありますけれども、平成２

２年度に実施していただくよう北海道教育委員会

に要望しているところでございまして、学校施設

等の改修工事についても年度内に完了の予定でご

ざいます。しかしながら、通学路などの環境整備

については、今後年次計画等により対応すべきも

のがあるものと想定されますので、関係部局と協

議を進め対応してまいりたいと考えております。

平成２２年度予算において、１つとしては校舎、

屋内運動場、格技場の改修工事、２つとしてはグ
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ラウンド、野球場などの改修工事、３つとして備

品７の整備関係諸費、４つとして通信回線の敷設、

コンピューター設備等の移設整備関係諸費などに

ついて協議を進めてまいりたいというふうに考え

てございます。

次に、風連高校記録保存の考え方、それから保

存のための予算ということでございますが、風連

高校の５９年にわたる歴史と創立以来長年にわた

り風連高校で学ばれた生徒の皆さんと教え導かれ

た教職員の皆さんによる輝かしい教育活動の足跡

を末永く伝えていくために、本年度北海道風連高

等学校閉校記念協賛事業協会がＣＤやＤＶＤを制

作いたしました。名寄市では、この記録保存事業

にこれまで支援をしてきているところでございま

す。また、部活動を初めとする生徒の皆さんの活

動の成果である品々については引き継ぐ方法、内

容などについて風連高校と協議を始め、検討して

ございます。基本的な考え方として、収蔵保存と

必要に応じて公開や展示を行い、資料の収蔵保存

場所については風連歴史民俗資料館を想定してご

ざいます。具体的な収蔵品の選定及び展示方法に

ついては、今後風連高校及び関係者と協議を重ね

てまいりたいと考えております。収蔵展示に関し

て新たな経費が発生する場合もしくは必要となる

場合は精査の上、対応してまいりたいと考えてご

ざいます。

次に、大きな３点目の全国学力テストの結果を

受けた指導改善プランの活用についてということ

で、初めにその本年度の結果と傾向についてお答

えをいたします。本年実施した全国学力・学習状

況調査の結果の分析を行いました。初めに、学力

状況調査の関係でありますが、この調査により測

定できるのは学力の特定の一部分であることや学

校における教育活動の一側面にすぎませんが、幾

つかの成果と課題が明らかになりました。教科ご

とに全国と比べますとよかった点では、１つとし

て国語では小中ともに情報を適切に収集すること

ができる、２つとして小学算数では基本的な四則

計算ができる、３つとして中学数学では括弧を使

った計算ができるなどの結果となりました。課題

となった点は、１つとして国語では小中ともに表

現方法が苦手である、２つとして小学算数では少

数の除法が苦手である、３つとして中学数学では

１次方程式が苦手であるなどの結果となりました。

また、小学校の算数や中学の国語は前年度よりポ

イントが上がりました。また、早寝早起き朝御飯

運動の奨励、読書活動の充実、家庭学習の奨励等

について、重点的に各学校に指導してまいりまし

たが、今回の学習状況調査では読書が好きである

と答えた生徒が全国平均を上回るなど成果が上が

ってきてございます。しかし、中学生の家庭学習

の時間が１時間程度と少なく、ゲームやテレビ、

携帯電話などの時間が多いという結果も出てござ

います。

次に、指導改善プランとその活用方法について

でございます。今年度も教育研究所に依頼し、過

日指導改善プランとして報告を受けました。今回

で３回目となる指導改善プランの特徴としては、

１つとして３年間の集大成として名寄市の傾向を

とらえたこと、２つとして主な課題を取り上げＱ

＆Ａ形式にし、その解決策を明示したこと、３つ

として今回のテストを受けた児童生徒に対して再

度指導し、定着を図るためにも冊子の完成時期を

早めたことなどが挙げられます。今回の指導改善

プランの冊子は、１１月下旬に全教職員に配付を

いたしました。３年間を通しての課題も明らかに

なってきていますので、それぞれの課題を解決す

るためにはどの学年で何を指導したらよいかなど、

全学年を通して一人一人にきめ細かな指導となる

ように作成をいたしました。教育研究所での活用

場面の工夫や各学校での校内研修での活用、指導

主事訪問などを通してプランから実践へと高めて

まいりたいと考えてございます。

次に、今後の指導改善策についてということで

ございます。学力調査による手だてだけでなく、

基礎的、基本的な学力の定着を図るものとなるよ
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うに教師の指導技術の向上や家庭との一層の連携

を図る必要があると考えています。そのためには、

教育研究所の取り組みなどを通して各学校や教師

個人が蓄積したすぐれた実践の交流、チームティ

ーチングの活用を図りながら一人一人に応じたき

め細かな指導、指導主事を交えながらの国内研修

など、今後もわかる授業の構築に向けて支援して

まいります。また、早寝早起き朝御飯運動の奨励、

読書活動の充実、家庭学習の奨励などにつきまし

ても今後も継続して取り組むとともに、特に家庭

学習の奨励につきましては家庭学習の習慣化を目

指して宿題を出したり、学校だよりや保護者懇談

会などを通して保護者との一層の理解と協力を求

めていくよう各学校へ指導してまいりたいと考え

ています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１０番（佐藤 勝議員）

ただきましたので、再質問をさせていただきます。

初めに、職務執行体制についてなのですが、今

総務部長のほうからるる現体制のあり方について

御説明をいただきまして、お話を聞いた限りでは

水も漏らさぬ完璧な執行体制がしかれているとい

うふうに私はお聞きをしました。すばらしい体制

がしかれているというふうに思います。しかし、

やはりここは人間ですから、過ちですとか、いろ

んなやっぱりミスが生じてもこれはいたし方がな

くて、やはりそういう意味ではチェック体制をい

かに強化していくかということが１つの……一方

で体制をつくりながら一方で検証、チェックをす

るシステムを、これは釈迦に説法でちょっと、な

かなか口幅ったいのですが、その辺がなければな

かなか仏つくって魂入れずみたいなことにもなっ

てしまうのではないかなというふうに思うもので

すから、ちょっと質問をさせていただいているわ

けです。

２年前のこの場で、当時中尾総務部長でしたが、

しっかりとした体制をつくりますというような答

弁をいただいて、それから私のほうからいろんな

形で再発防止に向けての具体的な策を練って、そ

れを市民の皆さんに見えるような形で伝えてくだ

さいというようなお約束も、これは今から思えば

一方的だったのかもしれませんが、当時の中尾総

務部長の同意はいただかないままに、よろしいで

すねということで私が一方的に進んでいったよう

なきらいもしますので、自信はないのですが、い

ずれにしてもしっかりとしたマニュアルあるいは

システムによって、それを今総務部長のお話のと

おりしっかりした体制でやっているということを

改めて市民の皆さんに伝えていただければ、さら

に安心度が増すのかなというふうに思います。

それで、体制はわかったのですが、先ほど来申

し上げていますとおり、その体制を検証、チェッ

クするシステムというのはどのように機能してい

るのかお聞かせ願えますか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

１９年の１２月議会で〇副市長（中尾裕二君）

当時総務部長だったときに議員から当然かつ大変

厳しい指摘をいただきまして、早速私どもも組織

として対応策ということで総務部長がただいま答

弁させていただいたとおりの対応をさせていただ

いております。市民の皆さんとの対応に限らず、

予算の執行あるいは事務処理につきましてもやは

りクロスチェックがどうしても必要ということで、

これにつきましても庁議あるいは部長、次長会議

等機関会議、さらには課長会議等で徹底をして、

なおかつこれをまた部内あるいは課内会議で徹底

をしていただいて、さらにきちんとそれが伝達さ

れて協議されているのかにつきましても改めて報

告をいただくということでの検証ということで進

めております。そのほかには、メールであります

とか手紙でありますとか、あるいは電話で苦情等、

道路の関係あるいは公共施設等につきましてもか

なりの数でいただいております。これらにつきま

しては、いただいた指摘をどういうふうに対応し

ていくのかという改善策も含めて文書で出しても
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らって、これを市長まで決裁に上げるという処理

をしております。

昨年の６月、副市長に就任をいたしましてから

部にまたがる事項あるいはどうしても当事者同士

で糸口が見つからなくて法的な解釈が要るという

問題につきましては５件、私のほうで預かりまし

た。このうちの３件は、やはり法律の専門家に相

談をさせていただいて、これは相手とも協議をし

ながら解決をさせていただきましたし、残る２件

については現在協議のまだ最中でございます。こ

れは、発端がやはり数十年前からの土地に絡む問

題ということで、当時の方法がどうだったかとい

うことは申し上げられませんけれども、やはり行

き違いがあって双方それぞれ錯覚をしたままずっ

と経過したということで、これはもう判明した時

点で誠意を持って対応をさせていただくというこ

とで今進めておりますけれども、ただ一方でこう

した案件につきましては議会あるいは市民の皆さ

んにもきちんと説明をする私ども責任がございま

すので、これは当事者同士で心情的に解決をする

ということでなくて、やはり法的にクリアができ

て議会にも市民の皆さんにも説明がつくという段

階で落ちつかせたいということで、今ちょっと時

間かかっておりますけれども、対応させていただ

いているということを報告させていただいて、ぜ

ひ御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今中尾副市長のほう〇１０番（佐藤 勝議員）

から誠意を持って当たっていきたい、当たってい

るのだというふうなお話があったのですが、結論

としては本当にそのことに尽きると思うのです。

誠意というのは、いろいろなことが誠意に当たる

と思うのですが、その大事なことの一つに２年前

に副市長もおっしゃっていますが、まず初期対応

をするのだと、早目に問題解決するのだというこ

とが一つの誠意の具体的なあらわし方だというふ

うに思います。それがやはり１年たった、２年た

ったということになってくると、当然初期対応が

しっかりしていればほどなく解決できた問題もそ

うではなくて複雑化していく、あるいは補償もそ

の中では絡んでくるというようなことにもなって

しまいますので、ぜひこれはもう最後はシステム

とかなんとか、マニュアルではなくてやっぱり一

人一人のハートの問題だと思うのです。職員の皆

さん、私たち市民も含めて双方心の問題、ハート

の問題だというふうに思うのです。ですから、今

まさに副市長がおっしゃった誠意という部分をし

っかり一人一人が心の中に置いて、いかに自分は

誠意を持って事に臨んだかというのを、それこそ

自分しか最終的には検証できる者はいないわけで

すから、人に、よそ様に検証してもらうあるいは

組織、機能として検証するということではなくて、

やはり一人一人が自分みずから検証すると。自分

は今、きょう誠意を持って事に当たったかと、い

ろんなことがこれは言えると思うのですが、その

ごく当たり前のことをごく当たり前にやるところ

からあの問題は初期的に解決されていくというふ

うに思いますので、これ以上くどくどとは申しま

せんが、今副市長のおっしゃった御答弁で私は理

解をしているつもりですので、さらに今言ったよ

うに誠意をしっかりと持つということをみずから

に言い聞かせていくことを望んでこの問題、この

質問については終わります。

それでは次、２点目の風連中学校の移転なので

すが、お聞きしたいのは、これは当初のスケジュ

ールからいうと２カ月ほど報告が遅くなったとい

うことになる。当初９月あるいは遅くても１０月

というような日程だったかなというふうに思うの

ですが、それが最終的には１２月３日に報告がな

されているということで、そのスケジュールのお

くれが、それはそれでいろんな理由があったから

よろしいと思うのですが、そのことが新年度の予

算反映とか移転に関する部分で影響というのは出

ないものなのでしょうか。その辺はいかがでしょ

うか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）
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協議の中の結果を踏〇教育部長（山内 豊君）

まえて実施設計に反映させるということでこれま

で協議しておりましたので、協議会のほうについ

ては１１月でもう既に終わっておりました。ただ、

報告について、そのまとめということで１２月に

いただいたということでありまして、１１月には

もう協議会は終わっておりますので、その中で実

施設計にどういった部分を反映していくか、それ

からその他それに付随するものについてどういう

ようなことが出てくるのかということで、それは

把握しておりまして、今回の予算のほうに反映さ

せていきたいというふうに考えてございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それから、予算た、〇１０番（佐藤 勝議員）

数らがなかなか聞こえてこないのですが、今回の

予算の議論の中で１２月４日には締め切ったとい

うことなのですが、なかなかこの移転に関する部

分の予算というのが聞かれないのですが、これは

何か理由があるのでしょうか。あるいは、 ００

０入円とも１億円ともいうふうな数らがいろいろ

出てきているのですが、不確定な数らは出てきて

いるのですけれども、そこのところはいかがでし

ょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

これは、１２月の例〇教育部長（山内 豊君）

年財政課長査定を通して、それから翌年に副市長、

総務部長、それから市長査定ということでござい

ます。そういった部分で、当方で上げている金た

というのはあるわけですけれども、予算査定の中

でその数らも若干変わってくるだろうというふう

に思います。ですから、この中でこういった金た

というふうに申し上げることが、この申し上げる

ことによってその数らがひとり歩きするというこ

とでは、非常にこちらとしてもちょっとその辺に

ついては申しにくい部分があるかというふうに思

いますので、その辺については御勘弁いただきた

いなというふうに思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私なんかは、余り性〇１０番（佐藤 勝議員）

格がいいほうでないものですから、数らが見えて

こないと出し惜しみしているのではないかななん

て勝手に思ってしまうのですけれども、決してそ

うではなくて慎重に十分に計画を積んでいってい

ただいているというふうな理解でよろしいという

ことですね。わかりました。

それで、次は子供たちにもアンケートをとった

ようなのですが、新しい校舎のイメージづくりと

いう部分ですよね。中の教室あるいは施設等につ

いては、準備会、協議会の皆さんの慎重な話し合

いがなされていますので、そこのところは現場で

は心配なく進めていかれるのかなというふうに思

うのですが、イメージづくりというほわっとした

部分というのはなかなか見えてこない、わからな

い部分なのですが、例えば私はずっと以前から申

し上げていることは外壁の塗りかえ、色ですね。

今は土色というか、落ちついた非常にシックな色

合いになっているのですが、中学校に生まれ変わ

るということで、そこはやっぱりアンケートでも

１位を占めていたのがやはり校舎の白い色という

ふうなのが出ていましたよね。ですから、そのあ

たり、これは外壁を全部塗りかえるとなると、そ

れこそ予算がかなりかかってくるのかなというふ

うに思うのですが、私は思いとしてはやはりもと

の風連高校に入るということではなくて新しい風

連中学校に入るのだという、そんな弾んだ心で子

供たちに校門をくぐってほしいという思いが強く

あるものですから、ですからこのイメージという

か外壁、まずはわかりやすいところで外壁という

話をするのですが、そのあたりいかがですか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

協議会の中でも生徒〇教育部長（山内 豊君）

たちあるいは教職員の考え方ということでアンケ

ートをとっていただきました。その中で、今おっ

しゃったようにイメージとしてやっぱり校舎内外、

白ということであります。そういった意味で、校

舎の壁についても一部やはり亀裂といいますか、
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少々ひびが入っている部分がございます。そうい

ったような補修等も含めて、そういった子供たち

の希望に沿ったような形で進めていきたいという

ふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変うれしいです。〇１０番（佐藤 勝議員）

本当に単純なのですけれども、やっぱりぱっと学

校を見たときに壁の色が違うとやっぱり違うので

すよね、イメージが。ですから、ぜひ単年度で全

部が無理であれば校舎だけとか、次の年は体育館

とか、そこは年次計画でもいいのでしょうけれど

も、ぜひ子供たちが今度の校舎に入るときにはそ

ういう形でやっていただければ、大変地域の私た

ちもＯＢでもあるのですが、うれしいという気持

ちでおりますので、期待をしております。

それから、５回目の協議会の場でも強く意見が

出ていましたが、通学路の問題です。これについ

ては、建設水道部長の御答弁をいただきたいとい

うことでお願いなのですが、あそこはまず街路灯

が歩道側ではなくて反対側の北電の電柱について

いるということで、個数について言えば高校前か

ら農協の倉庫のところに出るまで約１０個、もう

少しあるでしょうか、ぐらいついているのですが、

たまたまつけている位置が低いものですから光の

広がりが少なくて、歩道のほうは真っ暗ではない

のですけれども、結構暗いのです。ですから、あ

れが高く、ある程度もうちょっと二、三メーター

高く上げてもらっただけでもかなり、今の本来的

な解決ではないのでしょうけれども、違うのかな

というふうに素人目で思ってみたりもしています。

それが１点。

それから、歩道が切れるのです。ずっと２６線

道路の北側に歩道がついているのですが、それが

途中で切れます。その先は、道路が細くて歩道は

つけられる状況にはありません。民家が迫ってお

ります。ただ、その手前３０メーターぐらいのと

ころから右に曲がる道路が走っています。直角に

曲がる道路が走っているのですが、これはその道

路の両側に出入り、民家あるいは畑があるのです

が、出入り口はないはずです。ですから、そこを、

長さにしましたら５０メーターぐらいでしょうか。

そこには街路灯が２本ほど立っているはずですが、

そこは私の考えでは車両の進入禁止にしてもいい

のではないかと。実質それほど支障はない、車の

通行等で障害は出ないのではないかなというふう

に思いますので、もし現場がわからなければ見て

いただければ、その辺はよろしいかなと思うので

すが、そこのところ、まずその２点いかがでしょ

うか。現場の確認も済まされているというふうに

思うのですが。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今佐藤議員の〇建設水道部長（野間井照之君）

ほうからお話がありました。まだ私どもも教育委

員会のほうと通学路については協議をさせていた

だいておりませんので、どの路線が通学路になる

かという確定はしておりませんけれども、したが

って方針もまだ出しておりません。

今御質問のありました２６線の北電に共架して

いる防犯灯だというふうに思います。それと、今

言われた道路は東４号南線かなというふうに考え

ています。２６線の部分は、私どもも通らせてい

ただきまして現地は確認させていただきました。

言われるように、もう灯具も古いということもご

ざいまして低く設置されているということもあり

ますので、この部分は多分通学路になるというこ

とも含めて来年度もう一度調査をさせていただき

まして、新しい大きな照明灯が必要かなというふ

うにも考えていますから、その辺灯具の取りかえ

で照度がとれるか、新しい照明灯が必要かもちょ

っと調査をさせていただきまして実施をしてまい

りたいというふうに考えております。

それと、東４号南線の部分は、これも号線です

から本来ですと６間は確保されていなければなら

ないのですけれども、実際現地を見るとかなり狭

隘になっていて歩道がとれる状況にはないのでは

ないかというふうに考えます。私ども今佐藤議員
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が言われたように、なかなか通行どめという部分

でいえば公安との協議も必要になってきますから

難しい面もあるのかなというふうに思いますけれ

ども、その辺も夜の部分でここも照明を少し大き

なものをつけて白線処理が必要かなというふうな

ことも考えて、これもちょっとまた調査してみな

いとはっきりしたことは申し上げられませんけれ

ども、一応安全対策については来年度以降調査を

しながら、もしできるものがあればやっていきた

いというふうに考えていますので、御理解をいた

だきたいと思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

これ来年、今の御答〇１０番（佐藤 勝議員）

弁の中では移転時期は雪が降るまで、降雪時まで

はというようなお話でしたので、その時期までに

はしっかりとした対応ができていればよろしいの

かなというふうに思いますが、小室副市長はよく

御存じだと思うのですけれども、神社の下をＢＧ

のほうに行く道路ではなくて今藤倉庫のところか

ら検査場へ抜けていく道路があるのですが、その

部分を私はとめてもいいのでないかと、車両禁止

にしてもいいのでないかというお話をしているの

ですけれども、それはおわかりですね。

（「それが４号線です」と呼ぶ者あり）

ああ、そうですか。〇１０番（佐藤 勝議員）

ちょっと線名まではわからなかったものですから。

まだ通学路が決まっていないということで、先

走って言うのもなんなのですが、高校生がずっと

長年歩いていましたので、通学路であろうとなか

ろうと実際子供たちは最短ルートを通るのですね、

私たちもそうですけれども。当然ルートは、どう

いうルートに正式になるかわかりませんが、子供

たちは間違いなくあそこの道路は歩きますので、

そのルートに沿って整備を進めていくべきだとい

うふうに思います。

それから、まずそこを出て駅裏の太い通りを渡

って、やがてＪＲをまたぐ跨線橋に差しかかるわ

けですが、ここのところが現況はまず道路として

は、足元としては１メーターまでないほどの舗装

というか、一応人が１人歩ける状態の舗装はされ

ていて、その両わきはかなり草道なのですが、幅

はあるのですけれども、草道になっていてぬかる

みもあるということですので、そこは車が通ると

ころではありませんので、やはり今の３倍、２メ

ーターぐらいの幅の整備が必要かなということと

跨線橋も何か一部改修するというようなお話も聞

いてはいるのですけれども、ちょっとそこが確認

できていないのですが、あれも古いものですから、

やりかえとかそんな大げさなことではなくて、か

なり側のプラスチックの壁が穴あいていたりとか、

非常にみすぼらしい状態になっているのです。あ

れは、それこそそれを新しいものに張りかえたか

らといって、それほど予算が大枚にかかるもので

はない、私のポケットマネーでもできるぐらいの

ものかなと思うぐらいの規模です。今は薄い水色

のなのですが、できればあれはやっぱり透明であ

ったほうがいろいろ安全性も含めて、明るさも含

めてよろしいのかなというふうに思いますので、

あれはぜひ子供たちが歩く来年の降雪までには新

しくしていただきたいというふうに思っているわ

けですが、いかがでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の跨線橋周〇建設水道部長（野間井照之君）

辺の取りつけ道路の考え１つです。これは、今の

子供の通学路とは別に、今現状もだけれども中学

校の通学路には何か指定はされているということ

なのですけれども、私どもはそれとまた別にこと

し住民と駐在所が交通安全や防犯などの情報を交

換し、住みよい地域づくりをするために意見交換

をするという会で名寄警察署、風連駐在所の連絡

協議会がございます。その中で御指摘がございま

して、防犯上の観点から人道橋の部分の東側の取

りつけ道路部分、約五、六十メーターございまし

ょうか。これは、今言われたように１メーター少

しの幅がありますのをことしじゅうにというか、

来週歩道を３メーターほどに広げさせていただく
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のと舗装をさせていただくのと防犯灯を２灯つけ

ていただくと。それと、駐在所さんからの要望で

不審者防止のためにさくをつけるという、ここだ

けはとりあえず今年度中というふうにやらせてい

ただきたいというふうに思っていますし、今言わ

れた跨線橋の部分では今の防風の壁と塗装と階段

の危険箇所については、今新年度予算の中で予算

を要望させていただいて実施をしていきたいとい

うふうに考えていますので、御理解をいただきた

いと思っています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

よくわかりました。〇１０番（佐藤 勝議員）

子供たちが歩くまでにはきれいになるというふう

なお話ですので、大変うれしい思いで聞かせてい

ただきました。

移転に関しては、第５回目の協議会の場で校長

先生がおっしゃっていましたが、これほど移転等

の問題で市当局から懇切丁寧にいろいろ御相談を

受けて協議の場を持たせていただいた経験はない

と。いろんなところは経験してきたけれども、我

が名寄市ほど非常に丁寧な対応をしていただいた

ところはないというふうな感謝の言葉も申されて

おりましたので、そのことも自分の思いとしてこ

の場で改めてまた申し上げて、この問題を終わり

ます。

それから、最後に学力テストなのですが、これ

は岩木議員がきのうお話しされていましたので、

それ以上でもなければ以下でもなくて、私も非常

にやりづらいのですが、ただやはり１つまずお聞

きしたいことはこの間の道議会、１２月２日の道

議会で道教委の髙橋教育長が改善を必要とする学

校は道内の小中学校で約２割あるというふうなお

話をされていますよね。その２割に我が名寄市は

入っているのだろうかという。しっかりとした改

善策が、３年にわたってプランができていますの

で、多分この２割には入らないだろうという確信

はあるのですが、確認させていただけますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

先日、北海道教育委員〇教育長（藤原 忠君）

会では北海道の平均正答率の管内別の成績なども

発表したところであります。この中で想像どおり

といいましょうか、石狩が一番高かったと。そし

て、今回は十勝、そして上川がやはり全道では非

常に高い順位にあると。逆に非常に低い地域もご

ざいまして、恐らく道議会の答弁はそういう地域

の幾つかの学校を指して言っているのではないか

と。名寄のように初年度から、平成１９年度から

指導改善プランをきちっとつくって対策を進めて

いるところは少なくともこの２割には該当してい

ないと、こんなふうに道議会の答弁からは判断さ

れます。私たち名寄市を考えてみますと、全くそ

れには該当しないと、成績の面からも該当しない

と、このように信じております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

安心しました。まず〇１０番（佐藤 勝議員）

は本当に安心しました。

それから次に、来年から全員参加のテストはや

めになって４０で抽出するということなのですが、

それは参加は逆に自由になるということなのです

が、来年以降もしそういう抽出になった場合、名

寄市としてはこの学力テストには参加していく方

向なのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

昨日の岩木議員のとき〇教育長（藤原 忠君）

にもお答えいたしましたが、国の動きがまだはっ

きりしていないということもございます。それか

ら、北海道教育委員会ではこれに関してはやはり

悉皆調査でぜひ来年度も実施していただきたいと、

こういう要望を出しているわけでございまして、

その辺の動きをしっかり見ていかなければならな

いかなと。例えば名寄だけがこの問題を全学校で

やったにしても、これを全国との比較をどうする

のかとか、あるいは採点業務をどうするかとか、

こういうさまざまな問題を抱えております。その

ようなことから、やはり上川管内として足並みを

そろえるとか、こういうことも必要ではないかな
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と、こう考えているところであります。いずれに

しても、このテストが３年間行われたことによっ

て非常に名寄市自体も全国の中のレベルを把握す

ることができたと、こういう大変有効なテストで

あったと私は考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、来〇１０番（佐藤 勝議員）

年から形が変わるということですので、この３年

の経験を有効に生かしていっていただきたいとい

うふうに考えております。

それから、ただいま名寄市の子供たちの傾向と

しては、やはり読解力であるとか方程式であると

かというものが苦手だということで、これは本当

に子供たちだけでなくて私たちの……というより

も私の苦手な部分そのままと言ってもよろしいの

ですが、ですから非常によくわかるのですが、１

つの解決策としてやっぱり学校のほうではしっか

りやっていただいているし、先ほど来その改善プ

ランがあるので、それに沿って今後さらに教育が

進められていくというふうにも期待をしておりま

すが、一方家庭のほうがやはり御答弁にもあった

とおり１時間足らずの家庭学習に終始していると

いうことで、その結果、世界的に見ても日本の子

供たちの学力、西暦２０００年のころは世界トッ

プクラスだったのですが、それがもう２００４年

の段階、これはＯＥＣＤでやっている学力国際比

較で見てもずっと低下をしてきて、それがさらに

今現在も低下をし続けているということで、その

一つにはやはり家庭の教育のあり方、学習のあり

方が大きな要因であるというふうな分析があるよ

うですが、問題を保護者といかに共有していくか

という手だてはどうでしょうか、具体的には。い

ろいろクエスチョン＆アンサーにも出ていますけ

れども、現実としてなかなか子供たちが机に向か

わない。その結果、期待する学力が出てこないと

いうところなのですが、そのあたりはいかがなも

のでしょうかね。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話のとおり、〇教育長（藤原 忠君）

家庭学習の定着というのが大変難しい様相をはら

んでいるのかなと、こんなふうに考えたりしてい

るところであります。名寄市教育委員会としては、

平成１６年度から教育行政執行方針の重点項目の

中に実は家庭学習を上げておりました。しかし、

全国から見るとやはり決して満足できる数らでは

ないと、こう思っているのであります。それで、

昨年家庭学習への啓発を各家庭に行わせていただ

いた。そのおかげで子供たちの意識は高まった。

したがって、今回の調査では家で勉強しているよ

と答えた子供は非常に高くなった。しかし、時間

を調べてみるとまだ全国には及んでいないという。

こういうふうに一歩一歩かなと、こう思ったりし

ております。北海道は、御案内のとおり中学校で

宿題を出す量というのは４つに分けたうちの最下

位に属しているのであります。しかし、宿題だけ

が解決する問題だとは私は考えておりません。さ

まざまな家庭環境がございます。ですから、やは

り公教育としてまず学校がしっかり役割を果たす

こと、そして家庭でどういうことをするか、各学

校がそれぞれやはりしっかりと子供に目安を与え

ることがこれからは大切でないかと、こんなふう

に考えたりしているところであります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

やはり子供たちがみ〇１０番（佐藤 勝議員）

ずから学ぶ意欲、喜びというのをみずから持たな

い限りは幾ら親が、先生がやれやれと言ったって、

それはなかなか身につかないものだというふうに

経験上思っています。今改善プランという本当に

非常に有益な、有効な道具を名寄市としては持っ

ているわけです。それが既に先生方には手渡され

ていて、やはりこれは保護者の方にはどうなので

しょうか。渡るようなことなのでしょうか、いか

がですか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

この指導改善プランそ〇教育長（藤原 忠君）

のものを直接保護者に渡す予定はございません。
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学校でそれを十分活用しながら、そのうち必要な

ものは家庭ともしっかり連携をとって学習活動を

進めていくと、こう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）

ボリュームもボリュ〇１０番（佐藤 勝議員）

ームですから、全部が全部といったってなかなか、

それこそ経費の問題もありますので、難しいと思

うのですけれども、ただ家庭に関する部分という

のはそれほどのボリュームでもなくて、当然それ

は学校を通して先生方を通して子供たちを通して

保護者のほうには行くでしょうけれども、あるい

は懇談を通して伝わっていくでしょうけれども、

やはり研究所の生の資料として保護者の方に見て

いただくと。非常にわかりやすく理解しやすく具

体的に書いてありますので、これはぜひそこの部

分を、家庭の部分をピックアップして家庭で今何

をしなければいけないか、何が抜け落ちているの

かという部分をぜひ保護者の皆さんに伝えていた

だきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

この指導改善プランは〇教育長（藤原 忠君）

北海道でも誇り得る、こういうものと自負してお

ります。その中の家庭に関する部分をぜひ家庭に

ということでございますので、これはまた教育研

究所とも相談しながら検討してまいりたいと。そ

れから、教育研究所では独自に家庭学習について

の実態調査を平成２０年度実施しております。今

年度も今実施中でございます。こういう成果もま

とめたものをしっかりと家庭にフィードバックす

ると、こういうことを検討してまいりたいと思っ

ております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いろいろわからない〇１０番（佐藤 勝議員）

ながら思いつくままに申し上げてはいますが、や

はり一番大事なことは子供たちが自分の未来に夢

を持つことができるかどうかということに尽きる

と思うのです。ここにもそのようなことが書かれ

ていますが、どんな夢でもいいと思うのです。テ

レビを見るとサッカー選手になりたいとかという

子供もいますし、野球選手になりたいという、そ

れから父さんのようになりたいという子供も……

私の子ではないですよ。いますので、やっぱりそ

ういう小さいときに持った夢を大事に学校も地域

も保護者も育てていくような思いがあれば、子供

たちにもそれが伝わって頑張る、みずから学ぶ力

が出てくるのかなというふうに思います。ですか

ら、子供たちの今持っている夢をしっかりと把握

をして、そしてそれを育てていくというような思

いをみんなで共有していくことが一つのポイント

になるのかなと。ど素人ながら申し上げて、私の

質問を終わります。ありがとうございました。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ２時４０分

再開 午後 ２時５１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。

農地流動化対策について外２件を、田中好望議

員。

ただいま議長の御指〇１７番（田中好望議員）

名をいただきましたので、通告順に従い質問をさ

せていただきます。ただ、１点だけ、農業関係３

点でございますし、日根野議員、谷内議員と多少

重なる面もございますので、御了解をいただきた

いと思います。

大項目の１点目、農地流動化対策について、後

継者不足に伴う農地集積の限界とその対策につい

て。農業を取り巻く環境は、現在農業者の高齢化、

後継者不足、農産物の価格低下等厳しい状況にあ

るところであります。農地の流動化について、風

連地区の一部ではもう集積に対しての限界にある

地域もあります。農業振興の面からも集積に対し

ての施策について、避けて通れないことと思うと

ころでございます。今後行政としてどのように推
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進するかをお伺いをいたします。以前風連地区、

名寄地区で農地のあっせんの手法が少し違ってい

たわけでございますけれども、現在はどうなった

か、また昨年度のあっせんの実績をお知らせを願

いたいと思います。

小項目２番目の農地保有合理化事業の取り組み

を、ＪＡとの協議。このように厳しい農業情勢の

中で、道内に農地保有合理化事業を取り組んでい

る自治体があると聞いておりますが、その現状と

課題についてお伺いをいたしたいと思います。当

名寄につきましては農業関係団体、特にＪＡとの

協議をして、第三セクターということになろうか

と思いますけれども、農業振興公社的なものを立

ち上げることが可能かどうかをお聞きをいたした

いと思います。

続きまして、大項目２番目の政権交代による戸

別所得補償制度についてお伺いをいたしたいと思

います。本年の衆議院総選挙におきまして、民主

党が公約に提示いたしました中に戸別所得補償制

度があります。平成２２年度から米の戸別所得補

償モデル事業を行うということになっております

が、新聞報道等によりますと財務省等が予算の圧

縮を求めているということで、なかなか先がまだ

見えていないという状況かなというふうに思って

おりますが、現段階における制度のありようと課

題についてお知らせを願いたいと思います。

２番目に、水田利活用自給力向上対策の概要と

現行制度との比較についてお伺いをいたしたいと

思います。この事業につきましては、産地確立交

付金、水田等有効活用促進交付金、需要即応型水

田農業確立推進事業の３事業の一本化をするとい

うことでありますが、この事業の概要と現行制度

との比較についてお伺いをいたしたいと思います。

小項目３番目の市の農業振興条例等の見直しに

ついてでございますが、現在の農業振興条例が乱

暴な言い方をすれば悪いとかいいとかという意味

ではなくして、政権交代により農業制度の政策が

大きく変わる可能性があると思います。それらの

状況を踏まえ、見直しをすべきではないかなとい

うふうに考えているわけですけれども、その方向

性をお知らせを願いたいと思います。

大項目３番目の２１年産農産物の冷湿害対策に

ついて、これが一番ダブるかなというふうに思っ

ておりますけれども、お許しを願いたいと思いま

すけれども、小項目の農産物の作況と減収たの状

況について。本年は、７月の低温、長雨、日照不

足により冷湿害を受け、農業所得の減収となった

わけでありますが、農作物の作況と減収たについ

て再度お知らせを願いたいと思います。

小項目２番目の冷湿害に伴う国、道及び市の支

援策について。この冷湿害によります支援策につ

いては、ＪＡが中心になると思うわけでございま

すけれども、国、道及び市の支援策についてどの

ようにお考えがあるのかをお伺いをいたしまして、

この場からの質問とさせ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）

ただいま田中議員か〇経済部長（茂木保均君）

ら大きな項目３点にわたり御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

くお願い申し上げます。

大きな項目１点目、農地流動化対策、初めに

（１）、後継者不足に伴う農地集積の限界とその

対策についてお答えいたします。農業を取り巻く

情勢は、農産物価格の低迷や高齢化に伴う農家戸

数の減少、後継者不足などの厳しい農業情勢が続

いております。農地あっせんの実績につきまして

は、平成１９年度４３件、１９ ６ヘクタール、

風連地区が２８件、８ ２ヘクタール、名寄地区

が１５件、１１ ４ヘクタール、平成２０年度は

３１件、１２ ５ヘクタール、風連地区２４件で

７ ９ヘクタール、名寄地区で７件、４ ６ヘク 

タールとなってございます。あっせん方法につき

ましては、風連地区の農地あっせん申し出者は農

用地利用改善事業実施組合を経由し、事務局に申

し出がなされ、あっせん譲り受け候補者名簿から
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農地移動適正化あっせん事業実施要領に基づき買

い受け者の選定、農地の価格を設定いたします。

あっせん当日は、地元、隣接農業委員及び地区改

善組合からの３名の委員を加え協議決定し、あっ

せんが成立します。名寄地区におきましてもほぼ

同様の仕組みでありますが、農用地利用改善事業

実施組合は設置しておりません。旧風連町におい

て農用地流動化推進設置規定がございましたので、

名寄地区にも取り入れ、農用地流動化推進員を新

たに配置いたしてございます。

農地流動化について、農業委員会では昨年１２

月に農業委員選挙人名簿登載申請を各農家に依頼

した際、農地流動化に対するアンケートを実施さ

せていただきました。総数７１７戸で、現状維持

と答えた方が５２で、３７３戸、農地を拡大した

いと答えた方が１８で、１２９戸、農地を縮小し

たいと答えた方が１ ６で、７６戸、無回答が１

９で、１３９戸となっております。

金融面では、従来からありました国による農家

向けのスーパーＬ資金、貸付金利の４分の１を市

が負担する制度でございますが、これの無利子制

度が１９年度から３年間創設され、当該資金の利

用が大幅に増加したところでございます。また、

市におきましても担い手の経営規模拡大支援策と

して、平成１９年度より産地づくり交付金におい

て農地の集積を支援する仕組みを推進してまいり

ました。最大１０アール当たり１入 ０００円を

支援する制度でございます。しかし、多くの農家

が後継者問題を重要な課題ととらえており、効率

的かつ安定的な農業経営を目指す意欲ある担い手

の育成確保を図ることが急務となっており、市の

独自事業として営農意欲が豊かで経営感覚にすぐ

れた担い手の育成確保を図るため、農家子弟が新

たな事業の取り組みに対する農業青年チャレンジ

事業、農業後継者の就農を進めるための農業後継

者就農奨励補助金や新規就農者等支援事業、また

本年度で３年目を迎える家族経営協定についても

ＪＡ、普及センター、市、農業委員会、関係機関

が推進しており、将来このことが農業生産法人に

結びつくものと期待しております。来年度から農

業者戸別所得補償制度のモデル事業がスタートい

たしますが、制度設計にはまだ不確定の部分もあ

り、これらを見きわめながら今後も農業担い手の

育成確保について関係機関、団体が一体となり、

名寄市農業・農村振興計画に基づき推進してまい

ります。

次に、（２）、農地保有合理化事業の取り組み

をＪＡと協議できないかということについてお答

えをいたします。農地保有合理化法人とは、農用

地の権利移動に直接介入することで農業経営の規

模拡大やそのほか農地保有の合理化を図ることを

目的とする公的な法人でございます。北海道にお

いては、財団法人北海道農業開発公社が道内一円

を実施区域とし、農用地の売買事業などの事業を

展開しています。農地保有合理化法人になること

ができるには、１つには民法の規定により設立さ

れた都道府県農業公社、２つ目には農業協同組合、

３つ目には市町村であります。道内の農地保有合

理化法人は、財団法人北海道農業開発公社を除く

と１６の法人があり、上川管内にはございません

が、主に空知、十勝管内に多くあり、農協が運営

しているものが１１、財団法人農業振興公社、い

わゆる第三セクターが４、市が運営しているのが

１となっており、事業内容につきましても貸し付

けの事業と管理耕作が主な事業となっております。

先駆的な取り組みとして有名な財団法人栗山町農

業振興公社におきましても貸付事業と管理耕作が

主な事業となっており、売買事業については財団

法人北海道農業開発公社を活用しております。

貸付事業については、賃借人からの賃借料を貸

付人に支払う内容となっています。公社運営のた

め、町、農協から職員派遣と多たの負担金、また

事務費運営のため新規貸付双方から２でずつ、継

続は１でずつ手数料として負担していただいてい

ると聞いてございます。当市の農地賃貸の事務手

続は、従来から農業委員会で対応しており、新た
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に公社を運営するための資金や人員の確保など多

くの問題もあり、現在のところ農地保有合理化事

業を取り組むということについては難しいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

次に、大きな項目２点目、政権交代による戸別

所得補償制度について、（１）、現段階における

制度のありようと課題についてお答えいたします。

現政権は、公約で掲げた戸別所得補償制度につい

て、平成２２年度から米についてモデル事業を先

行実施することで概算要求がされています。内容

は、平成２３年度から導入する戸別所得補償制度

の円滑な実施に向けて、平成２２年度に全国規模

で実証を行うモデル対策として水田作に着目した

米戸別所得補償モデル事業と水田利活用自給力向

上事業を実施し、あわせて生産費等不足するデー

タを取得するための調査事業等を実施するとして

おります。

まず、米戸別所得補償モデル事業では ３７１

億円が概算要求されています。制度の概要としま

しては、米の生産数量目標に即した生産を行った

販売農家に対して所得補償を直接支払いにより実

施するとしており、標準的な生産に要する費用、

過去数年分の平均と販売価格、当年との差たを全

国一律単価として交付、差たにつきましては定た

部分として価格水準にかかわらず交付となってご

ざいます。今回の対策のポイントとしましては、

１つには生産数量目標に即した生産者に対しての

メリット措置、２つには地域協議会などを経由せ

ず国から農家に直接交付金を支払う、３つには米

価変動に対し、補償対象の米価水準まで所得を補

償する、４つには要件の確認などは市町村や地域

協議会などに委託をする、５つには定た部分の単

価は平成２０年度の生産費や２１年産の米価水準

を見てこの１２月にも決定するとされてございま

す。

戸別所得補償制度に関する意見募集の結果につ

いても農林水産省で公表されていますので、主な

意見の一部を御紹介をいたしますと、日本の農業

の将来を見据えた制度にしてほしい、来春の作付

に支障が出ないよう事業の詳細を早く明らかにし

てほしい、所得補償が生産調整のメリット措置で

あるならば、十分なメリットを享受できる制度設

計が必要である、営農経営規模や耕作条件により

生産コストが異なるので、経営規模や地域性とい

った条件に応じて交付単価を設定するべきではな

いか、認定農業者や担い手など基幹的な農業経営

者に対象を限定すべきではないかなどなど、いろ

んな意見が寄せられております。寄せられている

これらの意見につきましては、農業者、関係団体、

行政関係など幅広い意見の集約となっておりまし

て、私どもも早く制度の詳細が示されることを望

んでおります。本制度につきましては、新たな対

策のため既存の対策との比較ができませんが、概

算要求たは大きなたとなっておりますので、米の

生産者にとっては有効な制度となるように期待を

しております。

次に、（２）、水田利活用自給力向上対策の概

要と現行制度との比較についてお答えをいたしま

す。水田利活用自給力向上事業では １６７億円

が概算要求されております。本事業は、平成２１

年度までの対策である水稲の生産調整支援の産地

確立交付金 ４６６億円、確、大確、確料作物等

の作付拡大支援の水田等有効活用促進交付金４０

４億円、今年度補正で新設された確、大確、新規

需要米等の要求拡大に向けた取り組み支援の需要

即応型水田農業確立推進事業 １００億円、これ

らを整理一本化するとされております。制度概要

につきましては、自給力の向上を図るため水田を

有効に活用して確、大確、米粉用米、確料用米等

の戦略作物の生産を行う販売農家に対して主食用

米並みの所得を確保し得る水準を直接支払いによ

り交付する、また従来の助成金体系を大幅に簡素

化し、全国統一単価の設定などわかりやすい仕組

みとするとしております。現状においては、単価

につきましては確、大確、確料作物で反当３入

０００円、新規需要米、米粉、確料用、バイオ燃
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料用等の米につきましては８入円、ソバ、菜種、

加工用米で２入円、その他作物では１入円となっ

ております。

これらの対策のポイントとしては、１つには作

付規模、年齢を問わずすべての販売農家が対象と

なります。２つ目には、米の生産数量目標の達成

にかかわらず、対象作物の作付面積に応じて交付

することになってございます。３つには、作付拡

大に対応できるよう作付面積の実績に応じて全国

統一単価で助成、４つにはその他作物に対する助

成は単価反当１入円に基づく支援枠を設け、地域

の実情に応じて柔軟に助成対象作物単価を設定す

るとしております。それと、５つには確、大確に

ついては水田経営所得安定対策に基づく生産条件

不利補正交付金、通称げた交付金ですけれども、

これを引き続き交付するとしております。

この内容で本年度の名寄市の転作面積に置きか

えますと、産地確立交付金が約９億 ３５８入円

の６６で程度で約６億 ０００入円の交付しか見

込まれません。また、その他作物では地域の実情

に応じて設定できるとなっておりますが、反当１

入円に基づく支援枠では大幅な減たとなります。

概算要求では、産地確立交付金の ５倍程度の予

算枠がなされておりますけれども、主食用米並み

の所得を確保としておりますので、水田等有効活

用促進交付金にかわる対策、需要即応型水田農業

確立推進事業にかわる対策があるとは考えており

ますけれども、このままですと転作されている生

産者にとりましては厳しい状況となると心配をい

たしているところでございます。

次に、（３）番目の市の農業振興条例等の見直

しについてお答えをいたします。戸別所得補償制

度に絡んでの条例等の改正につきましては、産地

確立対策につきましても同様でございますが、市

が事業主体ということではございませんので、直

接的に条例及び施行規則にも影響がないものと考

えております。しかし、新政権になり農業政策が

大きく変わることが考えられます。さらには、国

は今現在平成１７年に策定した食料・農業・農村

基本計画につきまして、来年の３月をもって５年

目を迎えるということから見直しの論議を進めて

おります。これらの情勢を注視しながら、名寄市

総合計画、農業・農村振興計画の後期計画の策定

の中で条例等の見直しを検討してまいりたいとい

うふうに考えておりますので、御理解をいただき

たいと思います。

次に、大項目３点目、２１年産農作物の冷湿害

対策について、初めに（１）、農作物の作況と減

収たの状況についてお答えをいたします。昨日も

申し上げましたけれども、水稲に関しましてはウ

ルチ米が１入 ５００ルで、うち１等米が約 ８ 

００ルで３９で、２等米が約 ７００ルで６１で、

モチ米では約１２入 ９００ルで、うち１等米が

約４入 ２００ルで３４で、２等米が約８入 ７ 

００ルで６６でとなっておりまして、収量、品質

とも大変厳しい状況でございます。被害見込たと

しましては、１４億 ０００入円を見込んでおり

ます。小確につきましても春まき小確では、共済

引き受け戸数１１１戸に対しまして支払い予定戸

数１３戸、秋小確では共済引き受け戸数１６４戸

に対して支払い予定戸数１０１戸となり、共済の

被害減収量から推定される被害見込たは約 ４０

０入円を見込んでおります。小確につきましても

支払い予定戸数４９戸で、被害推定た９００入円

を見込んでございます。大確につきましては、ま

だ数量、共済でも集計されておりませんが、これ

についても大幅な減収というふうに聞いておりま

す。そのほか野菜等の作物につきましては、ＪＡ

の青果物取り扱い見込みから、平成２０年度取り

扱い実績約２４億 ６００入円に対しまして、本

年度の事業計画では２６億円を計画しておりまし

て、取り扱い見込たでは２７億 ０００入円と計

画より実績は上がっております。青果物の取扱た

が伸びているのは、取扱たの多いバレイショ、グ

リーンアスパラ、カボチャ、スイートコーン、タ

マネギ等の単価が順調であったことが原因でござ
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います。酪農に関しましては、牧草のデントコー

ン収量はおおむね平年並みとなっておりましたが、

品質低下による栄養価が若干平年を下回り、栄養

補給に必要な確料分として約 ０００入円の被害

たを見込んでおります。

（２）、冷湿害に伴う国、道及び市の支援策に

ついてお答えいたします。国の支援策では、金融

による対策として被害農業者が長期運転資金を無

利子で借りられるよう、スーパーＬ資金の無利子

化枠を３億円確保いたしてございます。北海道が

別途検討している農林漁業セーフティーネット資

金等を対象とした道と市町村による利子助成とあ

わせて被害農業者を支援するとしております。農

業共済による対策としては、水稲については被害

粒が多く発生したことから、北海道農業共済組合

連合会からの申請を受け、被害粒分を収量から除

くための調整措置を実施するとしております。ま

た、タマネギについては農業共済団体が今まで翌

年払いとなっていた共済金について、年内に仮渡

しを実施することになっております。北海道の支

援策では、冷湿害等農業経営維持対策資金を創設

し、既存の低利な災害対応資金を対象資金として、

道と市町村で利子助成を行うもので、末端金利を

ゼロでにする場合、最大で ５４でを市町村に道

が助成する対策です。ただし、対象た、減収量、

損失たに制限があります。国、道の対策につきま

しては、農業共済による対策は実効性があるもの

と思われますが、金融による対策は対象者が限ら

れるため、他の市町村もＪＡ独自の資金対策に助

成を検討されている市町村が多い模様でございま

す。名寄市の支援策につきましては、ＪＡ道北な

よろが検討している独自に貸付金利を ５でとし

た冷湿害対策資金に名寄市が１での利子補給を行

い、末端金利を ５でとすることを検討しており

ます。また、北海道の資金対策も利用できる状況

となれば、末端金利をゼロでにすることも検討し

てまいりたいと考えておりますので、御理解のほ

どよろしくお願いをいたします。

以上、私からの答弁といたします。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

かなり細かく御答弁〇１７番（田中好望議員）

をいただきましたことにまずもってお礼を申し上

げたいと思います。それでは、再質問を何点かさ

せていただきたいと思います。

まず、農地流動化対策につきまして、第三セク

ター的な公社のようなものは、今の現状では無理

だというお話でございましたけれども、本当に現

実といたしましても昨年の６月でしたか。一昨年

の６月でしたか。このことでも１度御質問をさせ

ていただいたこともあるわけですけれども、要す

るに限界集落予備軍という、そういうちょっと失

礼な言い方かもしれませんけれども、そういう地

区が実際に風連地区にあるわけです。そういった

中で、本当に現実的な話をしますと農業者年金が

当たる、土地を売りたいのだけれども、買ってい

ただけない。それは、先ほど申し上げましたよう

に全員が高齢者、後継者はいないといったことと

農家経済の今の悪化の中でということで、どうし

てもそのために我々はたまたま、私個人ですけれ

ども、農用地利用改善組合の役員をやっておりま

して、１１月の末に当地区の農地のあっせんもあ

ったわけですけれども、それも一月かかって頼ん

で頼んでやっとＪＡと協議をいたしまして、こう

いう形で本来からいけば農地を取得して、農業で

はちょっと無理ではないかなと。本当にプライバ

シー的なことまで相談をして取得していただいた

と、そういう経過もありまして、本当に地区の役

員の人たちもこれ以上、来年と再来年はこの辺も

出てくるのでないかと言いましたら、年明けてか

らになったらどうするとか、本当に現実的にどう

しようもないと、前へ進まないのではないかとい

ったことで公社的な運営をするのは問題点がある

のでしょうけれども。

また、ちょっと話は長くなりますけれども、い

わゆる風連地区につきましては来年から自治区制

度に変わります。そして、農用地利用改善実施組
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合というのは今風連地区に１２地区あるわけです。

それは、今の行政区の中の行政区で、例えば５区

なら５区、４区なら４区という、そういう地区な

のです。それがいわゆる平成２２年４月１日から

自治区移行になって合併をして、その中で極端に

言えば４地区が合併したら、４つの組織があるわ

けですけれども、このことについては当分は地区

の中で協議をしてやっていただきたいということ

で話は進んでいるのですけれども、そういった中

でいずれにいたしましても簡単に言えばある程度

の行政が中心になった受け皿といいますか、そう

いうものも何とかつくっていただきたいというか、

制度化してほしいのですけれども、今現在のお考

え方で何かあればお聞きをしたいと思うのですけ

れども。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農地保有合理化法人〇経済部長（茂木保均君）

を地元で農協あるいは市あるいは第三セクターで

つくるというのも一つの手段であることは間違い

ないのですが、それも結果としてはやはり最終的

には農家の皆さんに土地を持ってもらう、そして

耕作してもらうというところの一時的な保有の範

囲を出ないのです。そしてまた、管理耕作という

お話も先ほどちょっとさせてもらいましたけれど

も、先進的な栗山であるとか、あるいは幕別なん

かも管理耕作というのもやっておりますけれども、

結局そういう部分というのは農家から白紙でそれ

を預かって、借りてもらえないから一時的にそれ

を耕作してというような形をとって荒らさないと

いうような形なのですが、これはやはり非常にリ

スクを伴うということになってくると思うのです。

売買の部分まではやらなくても賃貸あるいは管理

耕作ということまでやると、なかなか現実的には

大きなリスクを伴うというようなことも含めて、

なかなか非常に難しいということになろうかなと

いうふうに現状では考えております。賃貸の関係

については、さらにもっと流動化を進めるという

部分については、現行の農業委員会の中でもそれ

は十分できるというふうにも考えておりますし、

結果的に新しい保有合理化法人をつくっても農業

委員会でやっている業務をそこにやらせるという

ことにある意味すぎない部分もあるわけです。そ

ういう意味では、現状の中では農地保有合理化法

人をつくる状況にはちょっとないかなというふう

に考えております。

しかし、今お話ありましたように、なかなかこ

の農地流動化も限界に近いというお話は、名寄の

やはり限界集落的なところからは時折話としては

聞かれますし、そういうところが結果としては耕

作放棄地的な可能性を秘めているというようなこ

とをいろいろと提起もされております。いろんな

手法があるのでしょうけれども、なかなか抜本策

がないのが実態としてはあるのですが、１つは従

来からこれもなかなか進まないというのが現実な

のですけれども、やはり地域連携型の農業生産法

人といいますか、個々の個別の法人ではなくて１

つの集落なり、何戸かで１つの農業生産法人をつ

くって、そこでそういった土地を受け皿として受

けるというような手法を取り組んでいるような地

域も、名寄にはございませんけれども、あります。

あと、新規参入、こういった取り組みについても

名寄市も条例を持っておりますので、いい人材が

おればという前提にはなりますけれども、この部

分の受け皿は開いておりますので、そういうこと、

あるいは農地のあっせんにつきましても名寄、風

連は合併しましたから、ある意味本当に風連地区

だとか名寄地区だとかという枠を広げて、場合に

よっては広げるというようなことも必要なのかも

しれません。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

部長の答弁の中で最〇１７番（田中好望議員）

後におっしゃったこと、私再質問の中で言い忘れ

たといいますか、言っていただいたのですけれど

も、そういうことなのです。その地区、地区では

なく、風連地区なら風連地区全体として考えてい

ただく。部長が言われたのは、風連だ、名寄では
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なくして１つのいわば農地の流動化を目指したあ

っせんということで受け皿的なものを今後考えて

いただきたいというふうに思います。

それと、御答弁にありましたけれども、いわゆ

る集積管理を目指して農家子弟が新たな事業取り

組みに対する農業青年チャレンジ事業、また後継

者の就農を進めるための農業後継者就農奨励補助

金だとか新規就農者等支援事業、大変私は勉強不

足なのですけれども、これは現実的にどういう事

業で、一応事業ですから、ここ２年ほどこの事業

に該当したあれがあるのかどうか、ちょっと簡単

でいいですけれども、お知らせ願いたい。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農業後継者就農奨励〇経済部長（茂木保均君）

補助金というのがあります。これは、ある意味２

つの部分がありまして、１つは今は新しい部分の

受け付けはしていないのですが、名寄市農業後継

者奨学金という制度がありました。この奨学金を

借りて就農をした場合、７２入円を限度に奨学金

の償還免除という措置が実はあるのです。その部

分が１つあるのです。ただ、中には奨学金を借り

ないで就農する場合もあるし、Ｕターンして戻っ

てきて就農するケースもあります。そういった場

合については、就農後５年間たったら３６入円を

就農奨励補助金として出すと、こういう制度にな

っています。ちょっと２つの形がありますけれど

も、内容はそういうことです。

それから、新規就農者等の支援事業というのは、

これは新規参入者に対する支援なのです。これは、

名寄新規就農者等に関する条例というのがありま

して、名寄で就農をしたいと来まして、それを受

け入れて、受け入れ農家さんで研修を２年なり３

年をやって最終的に就農というところの状況にな

ったときに例えば土地を買う、機械を買う、そう

いった部分について事業費の何で、例えば土地だ

とかといえば５年間で４で、全体で２割ぐらい助

成する措置がありますけれども、資金の借り入れ

の利子補給であるとか、借り入れた土地の賃貸料

の３年間の助成だとか、４点か５点にわたってい

ろんなメニューがあります。その部分がありまし

て今現在、平成１３年以降、十七、八年ぐらいま

での間に６組の方が就農、新規参入しておりまし

て、その人たちの部分に支援している部分です。

今現在も実は来年の４月から１組の夫婦と１組の

男性２人で共同経営をやりたいという方がおりま

して、１組の夫婦と男同士の１組の方で研修をす

るというような、そういうことで今いろいろと支

援している案件があります。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

新規就農者は、私の〇１７番（田中好望議員）

記憶ではいわゆる風連地区では今までなかったよ

うな記憶なのですけれども、そういう点、今後地

理的条件とか、いろんなこともあるのでしょうけ

れども、それからいわゆる新規就農者がいきなり

水稲からということにはならないと思うのです。

そういった中で、いろいろな条件があろうかと思

いますけれども、ぜひ風連地区にも少し目線を置

いていただきたいということをまずお願いをした

いと思います。

続きまして、２番目の戸別所得方式でございま

すけれども、これはこの制度により答弁の中で集

落営農や農地集積の取り組みが阻害されることが

懸念されると。これは、やはり今まで集落営農、

農地をいろいろな形で集積した。それが個別的に

なるということで、この体制が崩れるということ

でよろしいのですね。

それと、この戸別所得方式につきましては水稲

農家がかなり有利な対策で、やっぱり転作をして

いる方はかなり補助制度がなくなるということで、

実は名寄地区の牧草関係の方からこういうことを

聞いていただきたいということがありましたので、

１点お聞きをしたいのですけれども、水田利活用

自給力向上対策の概要が示されていますが、現段

階では転作作物の確料、牧草ですけれども、畜産

農家との契約、つまり耕畜連携が必要となってお

ります。金た的には、基本金１入 ０００円と産
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地加算 ０００円と担い手加算 ０００円となっ 

ています。さらに、耕畜連携で１入 ０００円が

加算されています。転作者は、作業委託金として

１入円から１入 ０００円を支払っております。

現在は、約１００件で２５７ヘクタールの転作を

約１７件の畜産農家が作業を受託しておりますと。

しかし、今後の政策で１入 ０００円がカットさ

れると受ける農家がそこにいなくなるおそれがあ

ると。結果、１００戸の農家は高齢で転作交付金

は経営していることから考えると耕作できず、荒

れてしまうことになると思いますが、その対策と

して考えを伺いたいということでございますので、

お考え方あると思いますけれども、御答弁願いま

す。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

現行今お話あったよ〇経済部長（茂木保均君）

うに牧草の関係につきましては、酪農家さんに結

構委託している部分がありまして、本当に今お話

ありましたように特に名寄地区の都市近郊の農家

の部分は結構そういうケースが実は多いのです。

それで、今お話あった耕畜連携の部分なのです

けれども、これにつきましては一応１入 ０００

円という一つの決め事があります。ただ、予算の

枠という形がありまして、今年度、２１年度は１

入 ２５４円ということでちょっと若干薄められ

ておりますけれども、そういうことになっていま

すが、この制度については今はまだ詳細が明らか

になっておりませんが、平成２３年度までは一応

継続されるというふうに実は聞いております。

それで、先ほどもお話ししましたように新しい

制度の中では牧草といいますか、確料作物が３入

０００円ということなのです。それに耕畜連携

の部分が継続されれば４入 ０００円ということ

になります。従来の部分でいえば、基本た１入

０００円、担い手加算 ０００円、産地加算 ０ 

００円ということで２入 ０００円に１入 ００ 

０円ですから、３入 ０００円ということだった

のですけれども、今度新しい対策の中では４入

０００円になる見込みというようなことですので、

そういう意味でいうといわゆる所有者の方が酪農

家に委託するというか、そういったことの財源は

十分確保できるのではないかと。ただし、今の現

状の中では２３年度までということになっていま

す。その後の部分については、まだ見えておりま

せんので、御理解いただきたいと思います。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１７番（田中好望議員）

最後に、冷湿害対策ですけれども、これは私が

質問をすると３人目ということで同じ回答なので、

簡単に水稲については約１４億 ０００入円ほど

の減収があったといったこと等いろんな面で国、

道、それから支援策も含めて市としては貸付金利

の ５でしたものを１で利子補給を行い ５でに 

すると。また、北海道の資金対策も利用できる状

況になればいわゆる末端金利がゼロ、利息がかか

らないといったことで、十分にそういうことで進

めていただきたいと思いますし、これは支援策と

いうのは種子に対しての支援とか、近隣町村では

いろいろ手法はあると思いますし、どれが実際い

いとか悪いとか、そういう議論をしたってこれは

１日や２日で終わるものでもありませんけれども、

いわゆる平成２２年度も農業者が２１年度は悪か

ったけれども、これだけいわゆる市も農協も支援

をしてくれたと。ことしも頑張ってやらなければ

ならないという方向を見せるようにそういった支

援策といいますか、金利だけでなくてもそういっ

たこと等も含めてお願いをしたいというふうに思

うところでございます。

それと、最後に島市長にお伺いをしたいわけで

すけれども、３月に勇退をされるということで、

そういったことで……違う。失礼しました。新市

長との引き継ぎというのは、これは必ずあると思

うのですけれども、その中で１点だけ。これから

の名寄市の……今まで過去１３年間、市長といた

しまして農業問題でいろいろ提案も受けたと思い

ますし、考え方とかいろいろありましたけれども、
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今後平成２２年度からの農業の取り組みに対して

もしか引き継ぎのときに何か、新市長さんに引き

継ぎの中で農業問題に対してありましたらお聞か

せをいただいて、私の質問を終わらせていただき

たいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

私は、旧名寄市の通算〇市長（島 多慶志君）

をしてということになりますけれども、名寄の基

幹産業は農業であると、このように一貫をして申

し上げてまいりました。特に農業の農地から生産

を上げること、どうしても企業誘致等の取り組み

も過去にしておりますけれども、必ずしも永続性

がなかったという反省も含めて、やはり与えられ

ている自然条件あるいは農地を最大限活用して生

産を上げていくと、このことに意を用いてきたつ

もりでございます。農業の基盤としての農地の区

画整理等、これは農業者がもちろん自己負担、地

元負担というのが伴うわけですが、よく考えてみ

ますと農地は個人的に持って回れるものではない

財産でございますから、これは相当やはり国がし

っかりとした支援策というものがなければ持続性

のある農業に結びつかないと。こういうことも含

めて、地元の加藤道議等とも協議をしながら、パ

ワーアップ策の支援と北海道の支援、そして地元

市町村の支援ということで末端農業者の軽減策と

いうものを取り組んでまいりました。このことが

非常に今功を奏してきておりますけれども、まだ

市内のそれぞれの農業地帯を見ますと、１度完了

していても２０年、３０年たって再度基盤整備を

行わねばならないと、こういうところも出てくる

わけでございますから、このことにつきましては

特に今東地区という地区、中名寄地区ですが、こ

の地区の事業がまずしっかりと推進できるように

引き継ぎをしなければならないなと、こんなふう

に思っているところでございます。

また、農地・水・環境あるいは中山間というよ

うに条件不利地に対する国の支援というのがこれ

まで５年スパンで取り組みをされてまいりました。

新政権の中で、戸別所得の補償制度というのがど

のように展開されるのか。まずは、水田のモデル

ということでの所得補償が始まるわけでございま

すが、それに続いて畑作、蔬菜等のしっかりとし

た制度設計ができることを願っておりますし、や

はり耕作放棄地等が出ないようなしっかりとした

目配りをしていくことが名寄の産業を支えること

になると、このように実感をしております。

いま一つは、これは農地法の関係がありますが、

どうしても傾斜地等で条件不利地で新規就農にも

こたえてもらえないところについては、これは農

地法の改正の中でまた山林等に植林をすることに

よって環境の保持等にも農地が使われるような制

度改正についてもこれはこの地域の共通課題と、

こんなふうに思っております。

加えて、近年はシカ等が非常に農地に、自然擁

護者の皆さんはこのシカもまた生かしておくべき

と、こういうことのお話がありますけれども、そ

れもまた長年かかって開いた農地、そしてその年

度１回の収入というのがシカに先に食べられてし

まうと。こういう状態は、抜本的にはやはり一定

のシカの頭数というものを制限をしていくという、

このこともこの地域における農業の課題ではない

かと、こんなことを思っている次第であります。

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。

名寄市農業・林業の振興について外１件を、植

松正一議員。

議長より御指名がござ〇２番（植松正一議員）

いましたので、さきの通告順に従って大項目２点

について質問させていただきます。

大きな１点目、農業、林業の振興について。２

００７年４月から戦後農政の大転換と称して品目

横断的経営安定対策を導入し、これは農業者を経

営の規模によって限定するという限界の選別政策

で、特定の経営体だけが農業の担い手の認識のも

と農業の構造転換を進めるものでありました。ま

た、食料自給率も基本計画を策定して向上してい



－155－

平成２１年１２月１１日（金曜日）第４回１２月定例会・第３号

ない現在の状況であり、軽いベースで３９でで４

０でを割った。また環境の変化、食料供給、輸入

農産物安全性への不安等もありました。今回歴史

的な政権交代により、国の新年度予算も抜本的に

見直しをしている状況の中で、新政策農業者戸別

所得補償制度の導入、また農地法改正等、以前に

増して農業者の思いをしっかり見詰め、著しく低

下した食料自給率向上、農業、農村の維持発展を

図っていただくとともに、関連予算の効果的編成

と執行を願うものでございます。

そこで、１点目、冷湿害による被害に対する被

災農家への支援対策について質問させていただき

ます。各農業団体からの要請は、また他市町村の

状況、また名寄市の対策について答弁をお願いい

たします。

２点目、担い手対策の取り組みについて。農家

戸数の減少、労働力の減少、農業従事者の高齢化

が進む中で今後名寄市の農業を支える担い手対策

が重要課題でありますし、情報発信が見える内容

にしてほしいと思うところでございます。そこで、

市が行っている担い手対策は、また労働力確保の

対策について答弁をお願い申し上げます。

３点目、国の新年度予算の主な農業施策の概要

について。地域で効果的に運用されていた中山間

地域等直接支払制度がことしで２期目の対策が終

了しますが、来年度からの制度概要と名寄市での

取り組みへの影響、また同じく地域で効果的に運

用されてきた産地確立対策が新たな水田利活用自

給力向上事業となるが、地域独自の対策及び事業

への影響について答弁をお願い申し上げます。

４点目、市有林、民有林の現状と新年度予算に

おける取り組みと施策について。以前から森林、

林業は依然として厳しく、また木材価格の低迷、

従事者の高齢化等、長期にわたる山づくりなだけ

に意欲低下傾向にあり、森林の持つ二酸化炭素吸

収、水源涵養機能、生態系と叫ばれている中で、

そこで１つ目に市有林、民有林の進捗状況と新た

な事業について答弁をお願い申し上げます。

大項目の２点目、東地区活性化対策について質

問をさせていただきます。１つ目に、緑丘第２団

地跡地の活用計画は今まで機会あるごとに何回か

質問をさせていただきましたが、この機会に確認

を込めて質問させていただきます。平成８年に用

途廃止で１３年経過し、その後用地確定測量と現

地調査、隣接地権者の土地整備、１７年度には定

住促進を目的に家庭菜園つきの住宅団地の分譲の

方針で推移してきているところであります。

そこで、今後の土地利用計画についての答弁を

お願い申し上げます。

２つ目に、旧職業訓練校の今後の考え方につい

て質問いたします。以前高見区町内会会館として

使用させていただいておりましたが、一部で老朽

化のため床等、傷みが進んでいるような状況でご

ざいますが、今後の考え方について答弁願います。

以上でここでの質問を終わります。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま植松議員か〇経済部長（茂木保均君）

ら大項目２点にわたり御質問をいただきました。

１点目は私から、２点目は建設水道部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いをいたします。

初めに、大項目１点目、名寄市農業、林業の振

興について、初めに（１）、冷湿害による被害に

対する被災農家への支援策についてお答えをいた

します。ＪＡ道北なよろからは、１０月１３日に

農業振興施策に対する要請の中で低利資金等の対

応措置の要請がございました。名寄市農民連盟連

絡協議会からは、１１月１２日に被害農業者に対

する資金の円滑な融通、既貸付金の償還猶予、低

金利の資金対応の要請がございました。また、名

寄市農業委員会からは、１２月１日に建議書の中

で災害資金に対する利子補給、既往借入金に対す

る償還猶予及び名寄市農業振興資金等における金

融支援対策に入全を講じるよう要望がございまし

た。

上川管内他市町村の支援策への検討の状況でご

ざいますが、基本的には来年度の再生産に支障の
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ないよう営農資金の貸し付けに対する低利資金へ

の利子補給がほとんどの市町村で取り組むことに

なっておりまして、１６の市町村が検討されてお

ります。それから、来年度の種子代への助成とい

うものが３市町村ということで１割程度というこ

とで、米あるいは確、大確、こういったものにつ

いて１割程度の助成というものを考えている市町

村が３市町村、それから肥料の高騰分に助成とい

うのが２市町村あります。今年度肥料高騰分に対

して国あるいは道で高騰分の補てんがございまし

たけれども、これらを参考にして取り組むところ

が２市町村、それから全く支援策を行わないと、

余り災害の状況がないような市町村があったのだ

と思いますが、これが３つの町村があります。以

上、重複を検討されている市町村もございます。

名寄市で検討している支援策につきましては、

先ほど来申し上げておりますけれども、ＪＡ道北

なよろが検討しております独自に貸付金利を ５

でとした冷湿害対策資金に名寄市が１での利子補

給を行い、末端金利を ５でにする資金を現在検

討してございます。さらには、北海道の資金対策

も利用できる状況となれば、これについては条件

が許せば末端金利ゼロでとなるようなこともあわ

せて検討していきたいというふうに考えてござい

ますので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

次に、（２）番、担い手対策の取り組みについ

てお答えをいたします。市単独の取り組みとして

次の事業がございます。地域農業担い手育成事業

では、これは農業にかかわる高度な知識、技術及

び経営能力を習得し、地域農業における担い手及

びリーダーの育成を図るため、中長期の研修に対

する経費に対して一部助成をしております。それ

から、農村青年活動支援事業ということで、農業

従事者の高齢化や農家子弟の就農が減少する中、

農村青少年の組織化された団体を対象に、その自

主性を助長し、地域農業の活性化と農業後継者の

育成確保を図るため助成しております。助成の団

体は、名寄市４Ｈクラブ、それから風連町アグリ

エイトクラブがございます。それから、農業後継

者就農奨励補助金、これは先ほど申し上げました

ように１つは農業後継者育成奨学金の貸し付けを

受けた者が農業従事期間５年を経過したときに７

２入円を限度に助成するものでございます。もう

一つの制度は、農業後継者育成奨学金を借りずに

就農した者あるいはＵターン就農者について、農

業従事５年を経過したときに３６入円を限度に助

成するものでございます。そのほかに農業青年チ

ャレンジ事業、これは名寄市農業・農村振興計画

の新しい振興計画をつくったときに創設した事業

で、平成１９年度から５年間の対策で進めており

ます。営農意欲豊かで経営感覚にすぐれた担い手

の育成確保を図るため、農家子弟がいわゆる親と

違った経営ということで自立した取り組みにチャ

レンジする場合に経費に対して助成すると。補助

率３分の２ということで上限１００入円を助成し

ております。これら市単費事業は、それぞれ皆さ

んが有効に活用されておりまして、特にチャレン

ジ事業につきましては毎年結構な応募があります。

３件の採択枠に５件、７件という形で最終的に３

件に絞り込んではおりますけれども、それぞれ有

効に活用されているというふうに考えております。

次に、労働力確保対策についてでございますが、

１つはコントラクター事業や酪農ヘルパーなど農

業支援組織の育成と活用の推進でございます。そ

れから、農作業の共同化、外部委託による労働力

の軽減、そして外国人研修生の受け入れ態勢の充

実、それから新規参入者を受け入れる地域支援体

制の充実、それから昨年から始まった事業ですけ

れども、国の農の雇用事業の活用ということでこ

れらについても活用をしておりまして、これらさ

まざまな対策を進めております。今後も地道な対

策を進めるとともに農協、農業委員会、普及セン

ターなど関係機関と連携し、有効な対策を検討し

てまいります。

次に、（３）番目、国の新年度予算での主な農
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業施策の概要についてお答えいたします。中山間

地域等直接支払交付金は、中山間地域等において

農業生産活動等の継続による多面的機能の確保を

図るため、高齢化の進行にも配慮したより取り組

みやすい制度に見直し、新たに第３期対策として

実施される見通しにございます。概算要求では、

ことしより１３でほど増たとなっておりまして、

高齢化に配慮した制度の見直し等により保全され

る協定の用地面積の維持拡大を目指すとしており

ます。見直しのポイントとしては、山合いに点在

する飛び地や商談地との協定取り組みを推進、高

齢農家も安心して参加できる地域ぐるみの取り組

みを推進、小規模高齢化集落の農用地の保全に向

けた取り組みを推進とされております。名寄市で

の取り組みへの影響については、現在概要だけで

の判断については特に影響はないというふうに考

えておりまして、第３期対策につきましてはそれ

ぞれの名寄集落、風連集落等々の皆さんと話し合

って活用方法について検討してまいりたいという

ふうに考えております。３期目の対策ということ

で、取り組み内容の新たな確認が必要となってき

ます。特に風連地域集落では、傾斜地への直接支

払いが少ないこともあり、平成２０年度から名寄

市全域で始まった平地も含めた農地・水・環境保

全向上対策との調整も必要となってくると考えて

おります。

次に、産地確立対策が新たな水田利活用自給力

向上事業に変わる中で、地域独自の対策及び事業

への影響についての御質問でございますが、産地

確立対策では地域の水田農業推進協議会が制度に

基づき地域独自の対策及び事業の推進を図ること

ができました。これまで担い手経営拡大支援対策、

土づくり対策、食の安全安心推進対策、カボチャ

だとかアスパラの地域振興作物加算、販売ＰＲ等

のソフト事業等、地域独自の対策を数多く行って

おりますけれども、新たな水田利活用自給力向上

事業ではこのような地域独自の対策営農交付が示

されておりません。北海道協議会では、地域裁量

部分への仕組みを国に働きかけている模様でござ

いますけれども、現在の示されている単価を平成

２１年度の転作作物に推計いたしますと先ほど申

し上げましたように６６で程度の交付金にしかな

らないと。大幅な減たになるというようなことで、

特に水田農業経営者には大きな影響があると考え

ております。

次に、（４）、市有林、民有林の現状と新年度

予算における取り組みと施策についてお答えをい

たします。当市の森林は、立地条件、森林所有者

の特性、不在地主が多いということなどによる条

件が不利な森林が多くあるのが現状であります。

平成２１年度の市有林事業の進捗状況につきまし

ては、下刈り３６ヘクタール、搬出間伐２０ヘク

タール、人工造林５ヘクタール、除伐５３ヘクタ

ール、ー打ち ４３５本、作業路新設４００メー

トルを実施しております。民有林につきましては、

下刈り１８６ヘクタール、除間伐２１５ヘクター

ル、造林６６ヘクタールの事業が上川北部森林組

合によって行われております。また、市内燃料団

体によります智恵文北山での造林につきましても

２ヘクタール実施されたところでございます。平

成２２年度における市有林事業につきましては、

継続事業として下刈り４２ヘクタール、搬出間伐

４ヘクタール、人工造林９ヘクタール、除伐４

７ヘクタール、皆伐１ヘクタール、ー打ち２１ヘ

クタール、作業路新設４００メートルの実施と新

規事業といたしまして北海道森林整備加速化・林

業再生事業の補助事業を活用し、搬出間伐を２１

ヘクタールと除伐２０ヘクタール、約 ０００入

円の事業を予定してございます。民有林につきま

しては、人工造林、除間伐事業を推進し、未整備

森林の解消と森林吸収源対策を図ってまいりたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目２点目の東地区の活性化対策についてお
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答えをさせていただきます。

最初に、緑丘第２団地跡地の活用計画について

であります。緑丘第２団地跡地は、２筆で約１入

０００平方メートルの公有用地であり、土地利

用計画については平成８年度の用途廃止以降、庁

内でいろいろ検討させていただきました。宅地と

して定住促進、移住促進ということも含めて比較

的面積の広い住みやすい住宅地としての提供や新

たな民間企業での福祉施設の展開など、いろいろ

検討させていただきましたが、いまだ現実に至っ

ておりません。今のところ、南ケ丘や大橋商工団

地のような中小企業向け住宅対策の事業計画もご

ざいませんし、市街地においても遊休宅地が数多

く見られることなど、近年の経済情勢を踏まえる

と売却処分は難しい状況であります。しかし、こ

れだけ大きくまとまった土地はほかになく、多様

な用途に対応できると考えておりますので、今後

とも宅地動向を見据えながら整備をし、当面は今

までどおり一団の団地宅地として売却処分をして

いきたいというふうに考えておりますので、御理

解をいただきたいというふうに思います。

次に、旧職業訓練校の今後の考え方についてで

あります。旧職業訓練校の校舎につきましては、

昭和５８年３月に北海道より名寄市に譲与を受け

ました。敷地内には、北側と南側に２棟の建物が

南北方向の廊下でつながっていて現存しています。

当初高見区町内会の会館として利用されておりま

したが、平成９年からは北国博物館に収容し切れ

ない大型資料の収蔵庫と一部は市役所各部署の資

材置き場としても使われております。平成１５年

には、北側の建物に博物館の大型資料を集約して

資料の整備を行い、夏の間は観覧も可能となって

おります。本年５月には、高見区町内会の方々に

も観覧いただきましたが、今後とも収蔵庫として

活用していく予定であります。また、南側の建物

については床が落ちるなど老朽化が進んでいる部

分もありますが、産業振興課、観光協会、勤労者

共済会、生活環境課の交通安全の資材置き場とし

て使われておりますので、今後も今までどおり活

用させていただきたいというふうに考えておりま

す。

以上、お答えとさせていただきました。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

今答弁いただきました〇２番（植松正一議員）

ので、再質問させていただきますけれども、質問

のちょっと順番が違いまして東地区の活性化のほ

うからまいりたいと思います。お許しを願いたい

と思います。

今答弁ございました旧職訓の跡地の関係でござ

いまして、この関係に対しては老朽化も進んでい

るということでの……こういう資料もいただきま

したけれども、ここの敷地面積を含めて内容等な

どもあろうかと思います。あそこのところのグラ

ウンドですとか、南側の空き地ですとか、いろい

ろ使われていなくて、ただ維持管理だけやってい

る部分、それともとの事務所を含めて工場といい

ますか、つくっているその床屋なんかもかなり老

朽化しています。その辺の面積を含めて、簡単で

よろしいですから、お願いします。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ４時１０分

再開 午後 ４時１３分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

佐々木総務部長。

資料の関係は、今〇総務部長（佐々木雅之君）

管財係長に照会させていますので、ちょっとお待

ちいただきたいのですけれども、土地の関係につ

いて私のほうでデータを持っておりましたので。

職訓校の関係につきましては ５００平米、それ

から先ほど野間井部長のほうから申しましたよう

に第２団地跡地の関係につきましては１入 ００

０ということでありますので、建物関係につきま

しては手元のほうにデータがございませんので、

もうちょっとの時間待っていただきまして、土地

の関係だけ説明させていただきましたので。
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あと、有効利用の関係について、職訓跡地の関

係と、それから緑丘第２団地跡地につきましては、

先ほど述べましたように宅地としての造成も含め

て種々検討してまいりましたけれども、先ほど申

し上げましたように経済状況も含めてなかなか、

道路整備等もしまして、南北に道路も張りつけの

計画もしまして、宅地分譲した場合にこの程度の

価格帯でということの図面等もつくりまして、具

体的に東京なよろ会等にも情報を発信させてもら

いましたけれども、残念ながらなかなか引き合い

がなくて現状のままになってございます。

なお、関連しまして、ことしの３月の議会で駒

津議員のほうから御紹介ありましたデータセンタ

ーの敷地としても使えないかと、そういうような

話もありまして、いろいろ北海道の産業振興担当

のほうとも３月以降調整したのですけれども、や

はり札幌近辺の石狩工業団地のほうに政府系の大

きな施設も含めて持っていかれましたので、なか

なかやっぱりこの地方のほうには、条件としては

高台地区であって一定の整備がされると面積も市

の土地であって有利な条件ではあったのですけれ

ども、結果として難しかったということでなって

おりまして、いましばらくは先ほど建設部長から

言いましたように宅地としての販売も含めて模索

をしてまいりたいというふうに考えています。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の職訓の建物は後で〇２番（植松正一議員）

よろしいですけれども、グラウンドを含めて空き

地の部分、土地の部分が ５００ということで、

それで第２団地の跡地が１入 ０００、それを合

わせて大体２入、それと今の老朽化になっている

部分を壊したらまだふえる可能性は……またその

辺はちょっと穏やかでないですけれども、やっぱ

り約２入以上の土地があそこにそのまんま遊休土

地として置いてあるわけでございます。この辺は

うちというか、ここの町内会を含め前からの懸案、

それとやはり側が福祉村、福祉関係が多いという

ことで福祉村構想ということで私のほうから提案

をさせていただいているわけでございます。

それで、今回総務部長のほうからまだ今はこの

まんま宅地として処分というか、宅地として置い

ておくということで、売却処分の形で置いておく

と。そこで、何点か質問しますけれども、もう１

３年もたっているわけですから、ここの維持管理

を含めて先ほど壇上での説明を申し上げました。

今ここの土地を経済状況を踏まえて、非常に今は

経済状況が悪いと、そのためにまた当面この土地

を宅地として売却処分すると。そうすると、今こ

の中身が測量から何からした関係の中で、あとこ

れから環境問題を含めて、それから区画の整理、

当然上下水道などもこれは区画整理を含めてやっ

ぱりやらなければ、宅地関係ですけれども、売れ

ないわけですから、その辺のちょっと考え方はど

う持っているのですか、お願いします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

御案内のよう〇建設水道部長（野間井照之君）

に、ほとんどが公共工事の残土を入れて一応整地

はさせていただきました。あと、道路の部分も将

来的には大型宅地化をした部分で東側に１本と既

存の道路の部分ではそれを利用できる形につくっ

て、緑丘の本線ともつながるようにしてあります

ので、それほど宅地化するのには、あと下水道の

整備が一部残っている程度と。あと舗装をかけれ

ばというふうに考えていますので、宅地化する部

分ではそれほど造成にはかける必要はないかとい

うふうに考えております。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの説明で私〇総務部長（佐々木雅之君）

が申し上げましたのは、土地の面積を申し上げま

して、建物の面積等についてはちょっと今手元に

資料がなくて、管財担当もいないものですから、

植松議員の御質問は土地利用の関係についてとい

うことでありましたので、建物の敷地分も含めて

左側のほうの北側のほうの旧職業訓練校跡地につ

いては ５７３平米、第２団地のほうにつきまし

ては１入 ０００平米ということで先ほどの面積
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を申し上げたとおりであります。よろしくお願い

します。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

何度も済みま〇建設水道部長（野間井照之君）

せん。今調べてきて、今佐々木部長が言った職業

訓練校の跡地のほうに２筆ございまして、８の１

というのが ５７３、今総務部長が答えたとおり

で、８の１７というのもございまして ８８２平

米と。

（「幾ら」と呼ぶ者あり）

８８２平米、〇建設水道部長（野間井照之君）

合わせて ４５５平米と。今現存している建物の

面積は９１０平米ということでございますので、

訂正をお願いいたします。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

これからまだ遊んでい〇２番（植松正一議員）

る土地を含めて、グラウンドや何か、それから南

側の空き地や何かも、またそれから敷地の建って

いるもの、その建物などもこれから現況は変わっ

てくるわけですけれども、一体となったら、先ほ

どちょっと申し上げましたけれども、２入以上の

面積になるのではないかなと思っています。

それで、今いかにも経済状況が云々だからと言

うけれども、本当に１３年このまま放置されて、

そしてあそこのところは今残土も入れて整地をさ

れたと。確かに道路も市道も含めて舗装もなって、

本当に景観を含めてよくはなっているのは事実で

ございまして、またきれいになればなるほどあそ

こを通る方を含めて、今後この遊休地というか跡

地をどういう方向に持っていくのという話が当然

出てくるわけですよね。それで、今総務部長のほ

うからもお話ありましたし、建設水道部長の野間

井さんも話ありました。非常にいかんせん残念に

思っているところでございまして、私も職訓等を

含めて一体化したやっぱりまちづくり、あそこに

どういう形であろうがやはり構想は持っているわ

けでございまして、しかしながら残念に思うわけ

です。

ここで、時間の関係もございますから、市長に

ちょっとお伺いをいたしたいと思います。本当に

市長に申しわけございませんけれども、東地区の

発展を含めて本当に御尽力いただいていますこと

を心からお礼申し上げたいと思っております。そ

こで、今この団地、第２団地、職訓を含めて、本

当に当時の解体状況を踏まえて、市長もそのとき

どういう形の職につかれていたかちょっとわかり

かねますけれども、下川方面を含めて、あそこの

団地の跡地を通ったら、植松にそういえば答弁し

ていたなと気はとめているのだろうと私は思って

おりますけれども、そこで市長に今の理事者を含

めての話し合いの中で、やっぱり一定のここで結

論というわけでもないですけれども、私の思って

いるところでございます。そこで、私はこの２入

何がしの土地、実測したらまだ少ないのか多くな

るのかそれは別にしまして、やっぱり今のこうい

う遊休地を含めて、利活用の意味も含めて、もう

１３年ぐらいこういう形で宅地処分する、宅地化

するということでしたけれども、なかなか進んで

いない状況を見るとやっぱり企業、今インターネ

ットを含めていろいろほかの市町村、市あたりも

インターネットを通じて企業を利活用するところ

の活力を入れるを含めて、企業ですとかそういう

ところに公募をしている状況が往々にしてあるわ

けですけれども、私はそれまでもしなくてもいい

のかなと思うのですけれども、やはりこの名寄市

の状況を踏まえたときに、それぐらいの手を挙げ

て確認するぐらいの意味も込めて市長に最後にこ

の団地跡地の答弁をお願いしたいと思いますけれ

ども、よろしくお願い申し上げます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市の公営住宅の建〇市長（島 多慶志君）

てかえ時期に現地で建てかえをするのか、あるい

は町中に住民の入居者の要望にこたえて建てかえ

をするのかという政策の選択があったわけでござ

います。残念ながら第２団地につきましては他の

部署ということで、かつての恵陵高校、大学の跡
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の団地に建てかえをしたという以降空き地になっ

ておりまして、特に高見区の町内会の皆さんから

は建てかえ以降利活用についていろんな提言をい

ただいた経過がございます。私どもも建司会とい

う市内に若手経済界の皆さん方がグループをつく

っておりまして、その皆さんに提案をしてもらう

ような形で協議をした経過もあります。

今建設部長のほうからも答弁をしていただきま

したけれども、やはり工業の立地というのは難し

いと。それから、今植松議員がお話しされました

福祉村構想というのもそよかぜ館の立地というこ

とがありましたから、そういう延長線上でという

こともあるのかもしれません。しかし、今の総体

的な午前中の福祉計画の議論もありましたけれど

も、やはりあの地域について私は郊外型の宅地と

いうふうに位置づけて整地等を進めてきた経過が

あります。ただ、市内の市民向けでの供給という

ことを考えますと必ずしも緑丘、高見地区まで手

を出さなくても周辺に市内の民間宅地業者も分譲

をやっておりますから、供給としては困らない状

況なのかなと。ただ、福祉、医療、教育の充実を

させてきた名寄市にとりましては、これからの北

北海道の中核都市ということでは相当の条件を提

示をして、むしろ市外の皆さんに宅地として供給

をすると、こういう決断をしていく必要があると

いうふうに思っております。やはり造成費あるい

は底地の原価というのはもちろんあるわけでござ

いますが、これらの誘導策、定住人口の確保とい

うことも含めてそのようなプロジェクトをつくっ

てしっかりと進めていきたいものだと、このよう

に思っているところでございます。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

今そういう形の中で、〇２番（植松正一議員）

市長さんもそういう形の定住人口を含めたような

形、また医療関係も含めた形の中でということで

ございますけれども、その辺も含めて、後の跡継

ぎを含めてよろしくお願いしたいなと。

続きまして、市有林、民有林の新年度予算の関

係で施策について質問いたしたいと思います。今

答弁の中で、新しい政策ということで私も質問を

させていただきましたら、北海道森林整備加速化

・林業再生事業の補助金ということで ０００入

円ぐらいの間伐、除伐ということでございました。

今こういうものが新しくつくということは、林活

議連の加藤道議が今回会長になりましたから、私

は幹事なのですけれども、その関係かなと思って

後でちょっと聞いてみますけれども、本当に今ま

でこういう施策というのがなくて市の単独助成で

資材で１入円、あと間伐で ０００円でしたか。

そういう形ぐらいしか出てこないし、なかなか林

業行政の予算づけがなされていない。そこでこう

いう形の中で出てきた。その内容をちょっと若干

かいつまんでお願い申し上げます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

森林整備加速化・林〇経済部長（茂木保均君）

業再生基金事業の内容ということですが、これは

基金を設置をして地方公共団体、森林組合等の林

業事業体、林業経営体、木材加工業者、木質バイ

オマス事業者等の幅広い関係者から成る北海道緑

の産業再生協議会の地域の創意工夫を生かした事

業を総合的に行うことで、地球温暖化防止に向け

た森林吸収目標の達成と木材、木質バイオマスを

活用した低炭素社会の実現が求められる中、間伐

等の森林資源を活用した林業、木材産業の再生を

図る事業ということで、具体的にちょっと申し上

げますと間伐、それから路網整備、森林境界の明

確化、里山再生対策、高性能林業機械の導入、木

材加工流通施設整備、木造公共施設等整備、木質

バイオマス利用施設整備、それぞれこういった事

業ができることになっておりまして、補助率につ

きましては定たまたは２分の１以内というような、

こんな補助率になっているようでございます。

以上です。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇２番（植松正一議員）

た。こういう冷え込んでいる木材関係の中で、こ
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ういう新しい関係の事業が出てくるということは

本当にうれしく思っておりますし、今後ともこう

いう関係機関を含めてやはり密にしていかなけれ

ば、この環境問題を含めて林の機能が充実されな

いということで、その辺を認識して今後ともよろ

しくお願いいたしたいと思います。

それで、今回それに加えまして、今現在住宅の

建築材を含めて外国の輸出関係の不振でこん包材

なども本当に不景気で、木材業者を含めて一般材、

一番高く売れるところが売れないということで今

本当に切っていなくて、木材工場あたりへ行った

ら本当に少ない原木の貯木しかないような状況で

ございます。そこで、今木材のほうも去年から見

ますとことしはかなり落ちているということでご

ざいまして、その辺ちょっと流れがわかれば、去

年とことしの実績というのがわかればお願い申し

上げたい。簡単でよろしいです。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

詳細な数らまでは把〇経済部長（茂木保均君）

握してございませんけれども、今お話がございま

したように非常に木材の流通というのが少なくて

原木価格が上がらないというようなことで、森林

所有者の皆さんは伐採を控えるという、こういっ

た悪循環になっているという状況でございます。

工場の稼働率は、若干上がってきていると伺って

おりますけれども、原木不足が生じているのが現

状ということであります。

木材の価格でございますけれども、上川北部森

林組合によりますと昨年１１月ころから値下がり

始め、前年と比べますと立米約 ０００円程度下

がっていましたが、１２月から樹種によっては立

米５００円から８００円ほど値上がりとなったと

いう状況で聞いてございます。原木の値上げのた

めに製品の値上げ運動を行っているとも伺いまし

た。昨年のアメリカ発のリーマンショック以来、

国内においても各種企業の業績が回復できない状

況の中で、ことし政権交代がございまして、事業

についてもいろいろとどういうことになるのかな

というような状況もございますけれども、森林所

有者向けの事業についても今後とも先ほどの事業

も含めて有効な利用ができるものについては利用

していきたいなというふうに考えております。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に今これ去年の１〇２番（植松正一議員）

１月ごろから立米 ０００円と言いますけれども、

まだ何か下がっているようで、山で切っても運賃

をかけて工場まで持っていったら、パルプでした

らそういうことなのですけれども、今原木も車に

積んで工場まで持っていくと運賃かけて云々とい

う話も。ですから、これ以上はまだ下がっている

のかなというような感じもいたします。本当に１

回下がり出すと、１２月ぐらいから今、この話が

出たもとは１２月ごろから上がると言っている情

報もつかんでいるらしいのですけれども、なかな

か１回下がったものは上がらない。今は、そうい

うような木材の状況でございます。

そこで、前回もお願いというか質問に入れまし

たけれども、やっぱり付加価値をこれから林業、

担い手を含めて、基幹産業も含めての林業でもご

ざいまして、前回の３定のときですか。１定です

か。第１定のときにも木質のバイオマスも利用を

含めて研究をされたらいいのではないかというこ

とで質問させていただきました。そして、この北

海道森林整備加速化というのも木質のバイオを熱

源とする、こういうのも含まれているような状況

で今お聞きしました。ちょっとわかっていません

でしたけれども。

そこで、この近隣の下川さんがやっていると。

これは、実績があるわけでございまして、これか

ら名寄市もいろいろと財政を含めて切り詰めると

ころは切り詰めるということであれば、この木質

はやはりどこかの施設に新しく建物が建つとか、

そういうときにはまた今の建てている建物をこの

木質を使って燃料に使うと。やはりこれは、一定

の方向性が決まれば１度手を挙げて、そして大学

の教授を含めて、また製作、技術、それから設置
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関係も含めて一連で下川さんはやっているわけで

すから、下川さんがやればまねするというか、そ

ういう問題ではなくて、１回そういう施設も担当

を含めてやっぱり協議すべきだと私は思っており

ます。そこでどれぐらいの設置料がかかるとか、

いろいろなことも聞けるわけですから。隣でやっ

ているからといって、なかなかその辺は聞けない

部分もあろうかと思いますので、１度手を挙げて

こういうのを実施したいのだと、これからはそれ

が私は必要でないのかなと、かように思っており

ますし、やっぱり燃料の面でも去年あたりも上が

っていてもああやって８００から ０００ぐらい

の燃料費の減になっているわけですから、これも

何か下川さんは前回も申し上げましたけれども、

過疎債を使いながらやっているということでござ

いますけれども、あのころで建てた、やったとき

で ８００か、その辺ぐらいだという話は聞いて

いました。ですから、特にプラもやっていますし、

そしてまた木質で五味温泉でしたか、ほとんどこ

の燃料、木くずを含めてこれでみんな賄っている

ということですから、本当に最高ないいこの機会

に補助があるうち、この環境を含めての事業があ

るうちに、ぜひその辺も勉強をされるにはまず手

を挙げることだと私は思っておりますので、その

辺もお考えがあればお願い申し上げたいと思いま

す。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今年度の第１回の定〇経済部長（茂木保均君）

例会でこの木質バイオエネルギーの熱供給施設と

いうのですか、これについて前向きに検討すべき

という、こういう御提案をいただいております。

下川の例を出して、下川の五味温泉がどれぐらい

の事業費なのか、あるいは補助事業の関係を含め

て御提案をいただいているというふうに思います。

そのときもできる１つの施設というか、そういっ

た状況になればそこは前向きにという、そういう

御答弁もさせていただいておりますので、私ども

も今ある施設をあえてこの木質バイオのボイラー

に変えるという必要性はないわけで、その必要性

が出てきたとき、あるいは新しい施設、その木質

バイオがそぐうようなそういう施設、そういった

部分が出てくれば前向きに考えたいなというふう

にちょっと考えております。

ただ、現状として、そのときにもちょっと答え

ているようですけれども、森林組合あるいは北森

協同組合、ここから出る樹皮だとかバークだとか

チップなんかについては、今は全量行き先が決ま

っているというようなお話もちょっと伺っており

まして、新たにこういったものの熱供給のために

するということになればかなりコストは高くなる

よという、こんなお話もちょっと伺っているとい

うようなことも聞いておりますけれども、そこは

それとしても市の施設の中でこういった必要性が

出てくるというような状況になれば導入のコスト、

それからランニングコスト、木質バイオマスの安

定供給、それから補助事業、こういったものを総

合的に今判断しながら調査研究して、その時点で

そういうものを設置しなければならぬ担当部局と

研究していきたいというふうに、現状の中ではそ

ういうふうに考えております。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

新しい施設を含めて、〇２番（植松正一議員）

導入を含めてそのときの時点でいろいろ研究、付

加価値を含めてということですけれども、私はそ

れまでに、何もそこを新しくする前にでもメーカ

ーを含めてお聞きしても構わないと思います。そ

して、それによって今言われました木くずですと

かチップ、バークというのですけれども、そうい

うのもやっぱり手を挙げることによってそういう

森林組合を含めて、今はパルプなんて山へぶん投

げているような状態ですから、やっぱり付加価値

を高められるということですから、ですから先ほ

ど言ったようにやはり手を挙げるということが先

決だと私は思っております。よろしくお願い申し

上げたいと思います。

それから、冷害の関係で被害に対する被災農家



－164－

への支援策についてでございますけれども、日根

野議員やら田中好望議員のほうからもいろいろと

質問、また理事者の答弁などもございました。そ

の中でもＪＡ道北なよろ、それから農民連盟、そ

れから農業委員会なども低金利の資金、借り入れ

に対する償還の猶予などの要望があるということ

でございました。今後国、道を含め関係機関と連

絡を密にしていただくとともに、名寄市もあわせ

て支援策、今支援策も聞きましたけれども、まだ

それ以上の支援策も要望される可能性もあるかも

しれないです。これは、あくまでも国の支援策も

含めて何らかはあろうと思いますけれども、そう

なりましたら状況を判断しながら関係機関を含め

て密に行動していただければ幸いかと思っており

ます。

続いて、国の新年度予算での農業施策の概要に

ついて、これも日根野議員と田中好望議員のほう

からもございました。この関係の質問なども、種

々の答弁もありました。これも今第２次補正予算

を含めて何とか組み入れたというようなことも聞

いてございますけれども、この部分もこれから何

かと今の状況からいきますと、この農業関係は一

番やっぱり大変な状況でございまして、前自民党

さんの施策よりやはりまだそれ以上によいもので

なければ、やっぱり基幹産業である農業者の方々

はいろいろと問題が出てくるという考え方を持っ

ておりまして、その辺も国とその辺の連絡を密に

してすぐに情報をキャッチしていただきたいと思

いますけれども、まだ見えない部分も若干項目で

ありますけれども、その辺はキャッチしていただ

いて早く農連さん……農連も智恵文、それから名

寄、風連と。この間もお話ししますと、１回３農

連でちょっと会議を持つように何とか連絡とって

くれないかという話もありましたけれども、何か

近々国会議員、佐々木代議士とお話をする機会も

あるようでございますので、そのときには一定の

方向性が、その段階での方向性も出るのではない

かなと思っております。

それから、続いて担い手対策の関係でございま

して、私もこれ２回ぐらい質問をさせていただき

ました。今市の単独関係なども五、六点説明がご

ざいました。その中で、これからもこれも国の施

策を含めての中身になってくるのかと思うのです

けれども、今の少子高齢化、またそれから近い将

来必ず来るであろう高齢化ですから、労働力の確

保というのはやっぱり重要視されてくると思うの

です。そこで、中国の労働者の関係の方も今度は

何か去年の情報ですと、なかなか作業を含めての

中身に対してのちょっと難しい面もあるようなこ

ともちらっと言っていましたけれども、今後のコ

ントラクターといいますか、機械の共同化ですと

か、それから農作業の共同化、それから外部委託

による労働力の確保、この辺が今のうちからやは

り共同化というのを考えておかなければなかなか

大変な時期に来るのかなと。私だけなのかもしれ

ませんけれども、懸念しているわけですけれども、

その辺だけちょっとお聞きをいたしまして終わり

たいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農家の皆さん、機械〇経済部長（茂木保均君）

とか施設というのは本当に短期間の部分しか使わ

ないという意味では、本当に共同化だとか、ある

いは農協だとか、そういった組織が機械を持って

コントラクター的にやるというのがコスト低減を

図る部分では大きな一つの減になるというふうに

思っております。

ただ、我々もそういう部分は推進は当然してい

くのですが、近年面積がやはり非常にふえており

ます。恐らく私がざっと見ると、智恵文地区では

主な畑作の大きい人だったら２５ヘクタール、も

っといっているかもしれません。名寄地区でも水

田農家で大きい人は３５町とか４０町という人も

います。だから、ちょっとした人はもう２０町ク

ラスになっているのです。風連がやや１戸当たり

ではまだ少ないですが、それでも大きい人もいま

す。そういうことになりますと、なかなか共同と
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いう形が人によってはとれないという、こういっ

た状況も生まれてまいります。非常に作業の適期

といいますか、そういったものも限られるという、

そういう状況もありますから、ある程度自己完結

的にやられる方は、もうそういう部分では大きい

形で自己完結でやってもらうと。しかし、そうで

ない方もいっぱいおられるので、そういう部分に

ついてはできるだけ農作業受委託だとか共同化だ

とか農協のコントラクター事業だとか、そういっ

たことも組み合わせてやっていくように指導して

いきたいというふうに思っております。

以上で植松正一議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上をもちまして本〇議長（小野寺一知議員）

日の日程は全部終了いたしました。

１２月１２日及び１３日は休日のため休会をい

たします。

来る１２月１４日は午前１０時から本会議を開

きます。

本日はこれで散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時４８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 中 野 秀 敏
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