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平成２１年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２１年１２月１４日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２６号 名寄市後期高齢者医療

に関する条例の一部改正について

議案第２７号 名寄市介護保険条例の

一部改正について

日程第４ 議案第２８号 名寄市議会議員定数条

例の制定について

日程第５ 議案第２９号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

日程第６ 意見書案第１号 電源立地地域対策交

付金制度の交付期間延長等を求める意

見書

意見書案第２号 さらなる緊急雇用対

策の実施を求める意見書

意見書案第３号 子どもたちの生命を

守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌

ワクチンへの公費助成、定期接種化を

求める意見書

意見書案第４号 北海道開発局の存続

と北海道開発の枠組みの堅持を求める

意見書

意見書案第５号 地方財政に配慮した

国の予算執行及び予算編成を求める意

見書

意見書案第６号 道路整備に必要な財

源の確保を求める意見書

意見書案第７号 日米ＦＴＡ交渉に反

対する意見書

意見書案第８号 新たな食料・農業・

農村基本計画の策定に関する意見書

日程第７ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 議会改革調査特別委員会報告

日程第９ 委員の派遣報告

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２６号 名寄市後期高齢者医療

に関する条例の一部改正について

議案第２７号 名寄市介護保険条例の

一部改正について

日程第４ 議案第２８号 名寄市議会議員定数条

例の制定について

日程第５ 議案第２９号 名寄市議会委員会条例

の一部改正について

日程第６ 意見書案第１号 電源立地地域対策交

付金制度の交付期間延長等を求める意

見書

意見書案第２号 さらなる緊急雇用対

策の実施を求める意見書

意見書案第３号 子どもたちの生命を

守るため、ヒブワクチン及び肺炎球菌

ワクチンへの公費助成、定期接種化を

求める意見書

意見書案第４号 北海道開発局の存続

と北海道開発の枠組みの堅持を求める

意見書

意見書案第５号 地方財政に配慮した

国の予算執行及び予算編成を求める意

見書

意見書案第６号 道路整備に必要な財
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源の確保を求める意見書

意見書案第７号 日米ＦＴＡ交渉に反

対する意見書

意見書案第８号 新たな食料・農業・

農村基本計画の策定に関する意見書

日程第７ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 議会改革調査特別委員会報告

日程第９ 委員の派遣報告

日程第10 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

生活福祉部長 吉 原 保 則 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

福祉事務所長 小 山 龍 彦 君

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２番 植 松 正 一 議員

１７番 田 中 好 望 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

農業の被害実態と農業施策について外３件を、

竹中憲之議員。

おはようございます。〇３番（竹中憲之議員）

議長より指名をいただきましたので、さきの通告

に従いまして順次質問をさせていただきます。

その前に初日、日根野議員よりもありましたけ

れども、今秋の天候の不順によって農作業の収穫

がおくれ、２６年ぶりに援農が行われたというこ

とであります。関係団体あるいは援農をされた職

員の皆さんにお疲れさまと労をねぎらいたいとい

うふうに思います。

それでは、質問に入りますが、大項目の１点目

の農業の問題につきましては数名の議員から質問

をされていますから、質問はいたしますが、答弁

は簡略にお願いを申し上げたいというふうに思い

ます。

それでは、農業被害実態についてでありますが、

本年は日照不足あるいは長雨、低温によりまして

農作物に大きな被害をこうむりました。作物によ

っての差はありますが、各農家は大きな減収にな

っているのではないかというふうに思います。名

寄における総被害額あるいは農家１戸当たりの平

均減収はどの程度になったのかについてお聞かせ

を願いたいというふうに思います。

次に、農業施策についてでありますが、本年８

月の総選挙で与野党逆転となりまして民主党政権

が誕生いたしました。本年の補正予算の凍結ある

いは事業の縮小がされていますけれども、あるい

はまた２０１０年度予算について事業仕分けがさ

れ、廃止あるいは凍結、削減等が明らかになって

きましたけれども、その詳細は再度議論が必要と

されている状況にあります。現段階における仕分

けの内容どおりであるとしたら、名寄における農

業施策への影響はどのくらい影響があるのかにつ

いてお知らせを願いたいというふうに思います。

２点目は、スポーツ振興についてお聞きをいた

します。スポーツ振興について、２０年度決算あ

るいは２１年度予算で文化スポーツ振興事業費が

明らかになっていますけれども、生涯スポーツの

振興としての施策で金銭面だけでなく人的な配置

等についてどのような方針なのか施策が見えませ

ん。名寄市の冬季スポーツの振興として市技スキ

ーがありましたけれども、市技が外されました。

スケートにおいては、リンクがあるということだ

けで本来のスケートができる環境にはありません。

今後の冬季スポーツに対する振興策をお聞かせく

ださい。

また、少子化の時代となり、青少年の各種スポ

ーツ人口が減少していることも確かだというふう

に思います。特に中学校においては、スポーツ部

が減少している状況にあるのではないかというふ

うに思います。各学校における室内外スポーツ人

口は、現在どのぐらいの人口がいるのかについて

お聞かせを願いたいというふうに思います。

３点目は、小麦、いわば小麦粉の消費について

お聞きをいたします。近年道内において道産小麦

の利用がふえてきていますが、名寄市内での製造

業における小麦粉の使用量はどのくらいになって

いるのか。また、製造業における内麦、外麦の使

用比はどのようになっているのかについてお聞か

せを願いたいというふうに思います。

政府は、輸入小麦の業者引き渡し価格を８カ月
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に１回から６カ月に１回の見直しをいたしました。

昨年のリーマンショックで大幅に値下げとなって

いますけれども、内麦と外麦の格差はどの程度な

のかお聞かせを願いたいというふうに思います。

最後、４点目についてでありますが、特別支援

教育についてお聞きをいたします。名寄市におけ

る特別支援教育は、道内の他市町村に先駆けて１

７年度から２年間モデル事業として進められ、本

年で５年となります。この間、コーディネーター

の指名、校内委員会、協議会、専門家チームの設

置などが事業の内容として行われてきています。

特別支援教育は、重要な教育施策でありますが、

現在の各学校における特別支援を受けている児童

生徒数は何名いるのか。特別支援教育にかかわる

支援員の配置は３名ですが、私は配置数に一定の

基準があると考えています。現在の支援員数は基

準を満たしているのかについてお聞かせを願いた

いというふうに思います。

以上でこの場から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）

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

ただいま竹中議員からは、大きな項目４点にわた

り御質問をいただきました。１点目と３点目につ

きましては私から、２点目と４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。

大きな項目１点目、農業の被害実態と農業施策

について、初めに（１）、被害総額と１戸当たり

の平均減収についてお答えいたします。主な作物

について申し上げます。水稲に関しましては、収

量、品質ともに厳しい状況になっておりまして、

被害見被額として被１４被 ０００被被を見被ん

でおります。小麦につきましては、共済の被害減

収量から収定される被害見被額は被 ４００被被

を見被んでおります。小豆につきましても被害収

定額９００被被を見被んでおります。大豆につき

ましては、まだ数量、共済の集計ができておりま

せんが、相当の被害額があるというふうに考えて

ございます。野菜につきましては、ＪＡの青果物

見被みから収定いたしますと、本年度の事業計画

では２６被被を計画しておりました。取り扱い見

被額で２７被 ０００被被となっておりまして、

収量ではやや落ちるものの全般的に市況というか、

価格がよく計画より取扱額は上回る、そんな状況

になっております。酪農に関しましては、牧草及

びデントコーン、これは長雨等でかなり品質低下

を招いておりますけれども、栄養補給に必要な飼

料分として被 ０００被被の減収を見被んでおり

ます。現時点では、最終的な作物ごとの被害状況

がまだ集計されている状況ではございませんけれ

ども、農業被害総額で被１５被被前後と収定をい

たしてございます。

名寄市におきましては、水稲についての被害が

被害総額のほとんどを占める状況にあり、水稲生

産者では１戸当たりの平均で被２５０被被の減収

と考えております。ただし、農業共済金の支払い

額も米、麦、大豆を中心に補てんされる見被みで

ございまして、またモチ米価格、野菜の価格も昨

年よりやや上昇しており、最終的な減収額は圧縮

されますけれども、米に関しましては平成５年、

平成１４年に続く大きな被害と考えております。

来年度の再生産に支障を来さないよう対策をして

まいりたいと考えております。

次に、（２）、新年度の農業施策の基本につい

て、本年度の補正予算の凍結の影響と事業仕分け

における農業施策の影響についてお答えをいたし

ます。初めに、補正予算凍結の影響ですけれども、

食料自給力向上のため需要即応型水田農業確立収

進事業が新政権下で一時保留とされておりました

が、若干の修正がなされ執行されることになりま

した。本対策は、地域の計画のもとで地域、生産

者がまとまって実施する取り組みを支援するもの

で、当初は２１年産の作物及び２２年産の小麦に

対して交付されることになっていましたが、本年

度限りの対策となり、作物では小麦が対象作物か

ら外れることになり、当市においては １３５被
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被が申請から減額となります。そのため、最大で

３被 ２４９被被の申請となっております。また、

農地の排水条件の改良や用排水施設の変更または

施設管理の省力化等への対応を迅速かつきめ細や

かに行えるよう営農体系の変更のために必要とな

る簡易な基盤整備等農地有効利用支援整備事業に

ついては農協より申請しておりました。営農体系

の変更及びその定の整備事業費 ８７３被被、の

種でいいますと種種排水 ８１２被被、種画整理

９０１被被、客土８５被被、排水施設整備５５被

被、明種排水２０被被について執行停止となった

ところでございます。

次に、事業仕分けが内容どおりとなれば名寄市

の農業施策にどの程度影響するかでございますが、

主なものについて答弁させていただきます。まず、

防衛施設周辺整備事業では、農業機械等におきま

しても毎年有効に活用されておりますが、これら

については影響が考えられるところでございます。

仕分けの内容としては、地域が自由に使いやすく

することで効果を高め、交付金化も視野に入れ、

制度を大きく見直すとしております。次に、強い

農業づくり交付金では、主にＪＡの施設整備関係

に活用されています。仕分けの内容では、２分の

１から３分の１程度の予算要求の縮減となってお

ります。施設整備には大きな金額を要しますので、

要望が多い事業となっております。ＪＡの米、野

菜の施設整備を必要とするときに影響があるので

はないかと考えております。次に、農山漁村活性

化プロジェクト支援交付金、これにつきましては

地域を活性化するために地域が独自に計画する施

策を総合的に支援し、直接農水省と協議できる事

業となっております。仕分けの内容では、自治体

が行っていることを精査し、より計画的に行うべ

きとして予算要求の縮減となっております。これ

らについても影響がある事業と考えております。

次に、中山間地域等直接支払制度では、事務費の

削減以外は予算要求どおりとなっておりますので、

地域集落への影響はないものと考えております。

農地・水・環境保全向上対策につきましては、本

体部分について予算を１割削減すると同時に事務

費コストの縮減とされておりますので、多少影響

があると考えております。農道整備事業につきま

しては、廃止という結論になっております。名寄

市では、現在継続中の農道整備はございませんが、

一般道での採択がスムーズになるとは疑問のある

ところでございます。そのほか農地集積加速化基

金、土地改良負担金特別緊急対策基金、森林整備

地域活動支援基金等の基金事業凍結などがあり、

仕分け作業での結論では具体性に欠けるためどこ

まで影響を及ぼすか、現時点では判断しにくい状

況にありますが、予算編成の中で明らかになって

くると考えておりますが、憂慮しているところで

ございます。

次に、大きな項目３点目、市内における小麦の

使用量は、（１）、製造業における小麦の使用量、

（３）、製造業が使用している国産麦と輸入麦の

比率について関連がございますので、一括してお

答えをいたします。名寄市内の製造業における小

麦粉の使用量につきましては、公に集計されたも

のはございません。市内製造業者で主要製品の原

材料に小麦粉を使用している事業所であるめん類

製造業４社、菓子製造業３社、パン製造業１社、

計８社に個別に聞き取り調査をさせていただいた

数値についてお知らせをいたします。めん類製造

業におきましては、年間使用量被１２被 ０００

キロキキム、菓子製造業では年間使用量被１被

８００キロキキム、パン製造業では年間使用量被

９００キロキキムとなり、調査を行った８社合

計で名寄市での年間使用量は被１５被 ０００キ

ロと収定しております。

また、国産麦と輸入麦の比率につきましては、

めん類製造業の年間使用量被１２被 ０００キロ

キキムのうち国産麦が被４被 １００キロキキム

で３ ６での割合、輸入麦が被７被 ９００キロ 

キキムで６ ４での割合となります。菓子製造業

の年間使用量被１被 ８００キロキキムのうち国
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産麦が被 ８６５キロキキムで１ ５での割合、 

輸入麦が１被 ９３５キロキキムで８ ５での割 

合となります。パン製造業者につきましては、学

校給食に納入している関係もあり、年間使用量被

９００キロキキムをすべて国産麦を使用されて

いるとのことでございます。まとめますと、年間

使用量被１５被 ０００キロキキムのうち国産麦

が被５被 ８６５キロキキムで３ ４での割合、 

輸入麦が９被 ８３５キロキキムで６ ６での割 

合となります。製めん業、製菓業においては学校

給食等納入先から原料の国産麦の指定を受ける場

合、また原材料へのこだわり等で国産麦の使用割

合が高い事業所と同一業種の中でも国産麦の使用

割合は各製造業者ごとでさまざまな割合となって

おります。

次に、（２）、国産麦と輸入麦の価格差につい

てお答えをいたします。代表的な業務用小麦、強

力粉ですが、２５キロ１袋の価格で比較してみま

すと１２月現在で国内麦、道産麦ですが、 ７０

９被、輸入麦で ５００被となっていまして、国

内麦が輸入麦より ２０９被高い状況になってお

ります。ことしの６月段階では、国内麦が ８３

９被、輸入麦が ９６０被となっておりまして、

輸入麦が国内麦より１２１被高い状況でした。ま

た、国内麦は６月と比べ８７０被値上がりし、輸

入麦は６月と比べ４６０被値下がりしていること

となります。

以上、私からの答弁といたします。

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４点目についてお答えをいたします。

初めに、スポーツ振興、冬季スポーツの振興に

ついてお答えをいたします。スポーツの振興にか

かわる人的な配置につきましては、施設の管理委

託に伴う適正化により課長１、係長１、係２の４

名体制となっております。今後も現体制を継続し

てまいりますが、スポーツの振興に当たっては教

育委員会が委嘱する体育指導員のほか、体育協会

を初めとする団体や市内の人材活用、さらには外

部講師の活用等により人的確保を図ってまいりま

す。冬季スポーツの振興策につきましては、今後

も施設の適正な管理運営を通じ、スポーツ環境の

整備を継続してまいります。御指摘のあったスケ

ートリンクについては、豪雪地帯における屋外施

設のため現状での御理解をお願いをいたします。

また、利用者の拡大やスポーツ人口の拡大に向け

ては、市民スキー大会などの開催を初め、各種大

会の開催支援や団体への支援、育成のほか、先ほ

ど述べました人材活用による講座や体験教室の開

催を通じ、スポーツの振興を図ってまいります。

次に、市内小中高生のスポーツ人口について、

把握している範囲でお答えをいたします。平成２

０年度ベースでは、スポーツ少年団数が２９団体

で６５４人の団員が所属しております。中学校の

部活動数は２４部で４７８人が所属しています。

高校の部活動は、人数として４９５人、全体で合

計 ６２７人というふうになってございます。

次に、大きな項目の４点目、特別支援教育につ

いてお答えをいたします。初めに、支援教育を受

けている児童生徒数につきましてお答えをいたし

ます。平成２１年度５月現在で特別支援学級を開

設している学校は、小学校で９校２５学級、中学

校では４校１０学級となっております。また、特

別支援教育を受けている児童生徒については、小

学校で４３名、中学校では１７名となってござい

ます。

次に、現在の支援員数は基準を満たしているの

かというお尋ねでございます。特別支援教育支援

員の制度は、平成１９年度から実施され、障害や

困り感のある児童生徒に対し、小中学校に特別支

援教育支援員を配置し、学習活動上のサポートや

学校教育上の日常生活の介助を行うこととなって

ございます。名寄市では、平成２０年度から名寄

小学校、名寄南小学校、豊西小学校３校に支援員

を配置し、名寄西小学校へは医療行為が必要な児

童のために２名の看護師を交互に配置しておりま
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学と連携し、ティーチンキアシスタント派遣事業

を通して風連中央小学校、名寄東小学校、名寄西

小学校３校に大学生を派遣し、特別な教育的ニー

ズのある児童へきめ細かな支援を行ってございま

す。

次に、中学校への特別支援教育支援員の配置に

ついてでございますが、中学校は教科ごとの授業

であり、名寄市内では教科を特定した支援員とし

ての人材がいないことやチームティーチンキなど

主要科目の指導に当たっては加配措置がなされて

いることから支援員を配置しておりません。今後

どのような形で支援員の配置が望ましいのか、各

中学校とも協議してまいりたいというふうに考え

てございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、答弁いただ〇３番（竹中憲之議員）

きましたから再質問をさせていただきますが、農

業施策のところについてはこの間、１０日、１１

日ということでそれぞれ４名の方から質問され、

答弁もされているところでございますけれども、

利子補給以外の行政単独での支援ということも私

はもう少し考えていいのではないのかなというふ

うに思っているところなのですが、その点につい

て、まだ国からの問題も含めてあるのかもしれま

せんが、交付金の問題等々を含めてあるのかもし

れませんが、単独事業としてもう少し考えられな

いのかどうか、お聞かせを願いたいというふうに

思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

これまでの答弁の中〇経済部長（茂木保均君）

で、利子補給というようなことを中心にお話しさ

せていただいておりますが、上川管内の各市町村

の部分の中では肥料代の一部助成とか、あるいは

種子代というような、そんなことも検討されてい

るようでございます。農協のほうでも今現在、あ

したぐらいから具体的な組勘整備に入ってくると

いうところで、それぞれ個別のことしの生産の状

況が明らかになってくるのではないかなというふ

うに思っておりまして、それらも１つきちっと精

査した中でということも考えられます。

ただ、農業関係以外のこともちょっと含めてお

話しさせていただきますと、非常に今回の御質問

もありましたように中小企業を含めて大変厳しい

経済環境にあるということがあります。さらには

雇用の状況も含めて、いわゆるサキリーマンとい

いますか、そういった部分も非常に給料の減額も

含めて厳しいというところで農業関係、不作とい

うところでは非常に厳しい状況がありますけれど

も、そういった全体的な経済状況も勘案して最終

的な対策というものを決めたいというふうに考え

ておりまして、今現在の中では来年度の再生産に

支障の来さない低利の営農資金の利子補給という

ことでございまして、そういったことを踏まえて

最終的な判断をしていきたいなというふうに思っ

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

なぜそういうことを言〇３番（竹中憲之議員）

うかというと、日ごろから行政として名寄の産業

は農業だと、農業が活発化していかないと回らな

いというのが現実だろうと思うのです。そういう

意味からすると、もう少し農業施策について私は

考える必要があるのかなというふうに思ったもの

ですから、このような発言をさせていただいたの

ですが、ただ政府がかわって、先ほど答弁があり

ましたように農業施策について縮減、削減等々が

多くなってきて、そのことが今後どのような形で

農業の施策の中、あるいは農業のやられている方

の懐に大きくのしかかってくるのではないのかと

いうふうに思っているところでありまして、この

ような施策に対して名寄市単独というよりも管内

のＪＡあるいは自治体が復興するための陳情とか、

そういうことをやっぱりやっていかないといけな

いのかなと。そのことによって、政府が動くかど
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うかは別にしてもきちっとそういうふうにやるこ

とが一番重要だなというふうに思っていますが、

その陳情等々を含めての考えがあればお聞かせを

願いたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回政権がかわった〇経済部長（茂木保均君）

ことによりまして、いろんな農業政策も大きく変

わろうとしております。特に大きな部分では、戸

別所得補償制度が導入されると。このことによっ

て、一面的には非常に期待感もあるわけですけれ

ども、今現在の中ではいわゆる従来転作奨励金と

称していた部分が３分の２程度に今の段階では減

額されるというような、そんな状況もあります。

また、所得補償制度の部分もとりあえず来年度は

米でモデル的にやるということですが、米以外の

部分についてはどうなるのか。この辺についても

まだ見えていないという、そういう状況がありま

すし、今現在の中ではいろんな情報を我々も収集

しているところでございます。さらには、今お話

がありましたように農協の系統あるいは農連、さ

らには行政サイドでいけば市長会だとか、そうい

った各いろんな段階の部分がありますので、そう

いったところを通じて陳情ということは当然考え

ているわけですけれども、この陳情の仕組み、そ

ういったものもいろいろと変わってきているそう

でございますので、それらの状況をきちっと加え

まして地域の声を上げていくような、そんなこと

は当然のこととしてやっていかなければならない

というふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

農業施策については、〇３番（竹中憲之議員）

それぞれ各議員から出ていますからそのぐらいに

させていただきますが、行政としてももう少し第

１次産業である農業について力を入れて進めてい

かなければならないというふうに思いますので、

そのところをきちっと念頭に入れて今後の取り扱

いを求めておきたいというふうに思います。

次に、スポーツ振興の問題でありますけれども、

冬季スポーツの扱いについて、先ほど部長のほう

から若干答弁がございましたけれども、本当にス

ポーツをする方、冬季のスポーツだけでないので

すが、する方が減ってきているというよりも人口

が減っているということが最大の中身なのであり

ますが、ただ私はなぜこれを上げたかというと、

冬季も夏季のスポーツもそうでありますが、指導

者がやっぱり総体的に足りないというのが中身に

なっているのではないのかというふうに実は思っ

ているのです。それは、中学校あたりを見るとよ

くわかるのでありますが、クキスが少なくなって

先生もそれによって少なくなると。そうなってく

ると指導者がその分減っていくという状況の中で、

総体的なやはり指導者が減ってきているというふ

うに私は思っています。ある中学校の先生がこう

いう話をしていました。今は、部活をふやすより

も減らす方向で動いていますと、それは対応がで

きないからというふうに言われているのです。先

ほど部長のほうから答弁でクキブ、それぞれ小学

校は６００ぐらいのスポーツをやっているという

ことですが、中学校も同じように市全体で考える

ことはできないのかどうか、そんなところが頭の

中にあるのかどうかも含めてちょっとお聞かせ願

いたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問ありました〇教育部長（山内 豊君）

ように、生徒数の減少によってやはり部活動も減

ってきているという状況があるというふうに思っ

ております。私どもの地域性を含めた考え方とし

ては、やはりスキーといいますか、冬季スポーツ

ということでスキーということで、それぞれ教職

員のそういったような人事異動につきましてもそ

ういったことも配慮しながら、そういった異動に

ついてお願いをしているということもございます。

ただ、全体的な部活動の関係で全般的にどうな

のかという部分がありますけれども、それぞれ体

育の先生だとか専門的な先生がいて、それに特化
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をしてやるということがあれば、そこの学校につ

いては部活が発展をするといいますか、そういっ

たようなことがありますけれども、教科外の先生

がやっぱりそういった部門に顧問として入るだと

かということになると、だんだん生徒も少なくな

ってくると、そういったような状況もございます。

ただ、やはり子供たちが求めているスポーツにつ

きましては、そういったことができるような配慮

も、例えば上につながる中体連の活動だとか、そ

ういった部分についても部活がないとしてもそう

いったようなことができるような、そういったよ

うな環境も中体連に登録をするといったことの中

でも参加できるという状況になります。ですから、

そういったようなことで対応はしておりますけれ

ども、本来的にはそういったような先生が配置さ

れれば一番いいのですけれども、今名寄市の中で

は学校支援本部事業というものを立ち上げてござ

います。その中で、事業の中でそういったような

特性を持った市民たちがそういった学校に入って

そういったことができるかどうか、そんなことも

含めて考えていかなければならないのかなという

ふうに思いますけれども、今年度の学校支援本部

の事業の中ではそういうことではなくて、他の校

内外での交通安全だとか、あるいは学校での学芸

会でのそういったような出し物についての支援だ

とか、そういったことが来ているということであ

りまして、今後はそういったことができる状況に

あれば、そういったことを進めていきたいなとい

うふうには思っております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長のほうから中体〇３番（竹中憲之議員）

連の話がちらっと出ましたけれども、今名寄の中

学校で実は陸上競技部というのがないのです。で

は、どのように陸上競技の中体連に出すのかとい

う話を聞きますと、ほかの部からリストアップを

したり、あるいは希望者を募って一定程度１カ月

なり１カ月半ぐらい指導をして中体連に出してい

るというような状況の話を聞きました。これでは、

子供たちも伸びないでしょうし、楽しいスポーツ

をしていくという意味でいくと、いわば中体連で

ありますから１位、２位を争う、そういう記録を

伸ばすための大会でありますから、そのときだけ

の大会になってしまうというのが現状としてある

のではないかというふうに思うのです。

生涯スポーツということでいきますと、赤ちゃ

んは無理でしょうけれども、小学校からお年寄り

まで生涯スポーツということで市も事業として持

っているわけでありますから、現状の中でどうい

うような指導者をつくっていくかということも私

は重要だというふうに思っています。先ほど言い

ました陸上の問題でいきますと、豊西の阿部先生

が一生懸命今努力しているようでありますけれど

も、小学校でやっていても中学校へ行ったらでき

ない、部活がないから。それでは単独でどこかへ

行ってやろうかというようなことに私はなってい

るのではないのかというふうに思っているのです。

それで、名寄市内でもシニアから全国大会へ行

っている方もいますけれども、そういうシニアの

方の活用をしてと言ったら語弊ありますけれども、

お願いをして全体的なスポーツの底上げをしてい

く、あるいは市の職員の方でどれだけスポーツを

やられて指導できる方がいるかわかりませんけれ

ども、そういう方を使って２時間、３時間勤免に

でもしてその指導に当たれないのかどうなのか、

そんなこともちょっとお聞きをしたいというふう

に思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

小学校から中学と、〇教育部長（山内 豊君）

そして高校へとつながる、そういったようなスポ

ーツ振興を図るべきだということに対しましては

私も同感であります。私ごとですけれども、私の

子供も昭和５０年代に例えば陸上の関係で、今で

いえば砺波の霊園の中でクロスカントリーをやっ

ていたとかありまして、それからクロスカントリ

ーに移りましたけれども、たまたまそのときには

小学校にそういった先生がいたと。そして、中学
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校に行ったときにもそういった先生がいたと。そ

して、高校に行ってもまたそういった指導者がい

たということで、そういったつながりはありまし

た。そういった意味では、そういったような小中

高と連携をしたそういったような子供たちにスポ

ーツを指導していくということが必要だというふ

うに思っております。

それで、今小学校の少年団の部分から中学校へ

ということで、部活がないということであります

けれども、これについてもかなり前の話ですけれ

ども、名寄中学校、東中学校でスキー部がなくな

るといったような、そういったような状況があり

ましたけれども、そこはスポーツ少年団の中で市

の職員がやったり、あるいは市民のボキンティア

がやったりだとかということで、そういった受け

皿をつくったということで子供たちを伸ばしたと

いう実績があります。そういった意味で、中学校

の中で部活ができないということになれば、そう

いったような市全体の中の少年団的なそういった

受け皿を継続していくことが必要なのかなという

ふうに思いますし、今後そういったことが求めら

れることだというふうに思いますので、今後また

努力していきたいなというふうに思っております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

いつでしたか。ことし〇３番（竹中憲之議員）

の秋口でしたかね。道新だと思いましたが、士別

の陸上の指導のあり方についての記事が載ってい

ました。これは、小中高を一体化して学校の先生

が何人かついて、特に陸上の場合は種目によって

教え方が全部違うという状況があって、一体的な

指導をその中でしているというふうに報道されて

いました。そこまで望まなくても一定程度行政と

してある程度指導者をつくって、そしてスポーツ

を楽しませる、あるいは競技会に出させる、そう

いうことを私はしていかないと、ただ単に言葉だ

けでスポーツの振興ということでは進まないので

はないかというふうに思っているのです。

それと、もう一つは、若干気になるのが健康、

身体的な問題もそこにかかわってくるわけですよ

ね。そこで、名寄大学がありまして、名寄大学と

のそういった連携も含めてやってはどうなのかな

というふうに思いますが、その辺もし考え方があ

ればお聞かせを願いたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま竹中議員から〇教育長（藤原 忠君）

青少年のスポーツ振興にかかわって、特に１つは

小中高の接続がどうなっているかと、こういうお

話がございました。中体連というか、中学生の部

活動への加入率というのが年々下がっておりまし

て、生徒数が減少すると同じように部活の加入率

も下がっているのであります。北海道の運動部へ

の加入率は５７でだと、こういう数字が出ており

ます。それに比べまして名寄は、運動部に所属し

ている中学生が６７でと。かなり全道では高いレ

ベルにあります。この中には、少年団とかクキブ

に加入している子供は含まれておりませんので、

もう少し率は高いのかなと、こういうところにあ

るわけでありますが、今御指摘のとおり中学校で

は例えばサッカーとか、例えば水泳とか、今の御

指摘の陸上などの部はございません。これは、生

徒の加入率にも大きく影響しているのかなと、こ

う思っているのであります。例えば上川管内で見

ますと、陸上部というのを置いてあるのは実に２

１でぐらいなのでございます。上川管内７１校の

うち、わずか１５校しか陸上部を置いていない。

全体的にこういう傾向にある。

それで、どうすればいいのかと、こういうお話

になってくるわけであります。今名寄で一番恵ま

れているのは、野球とかバレーでしょうか。これ

は、小学校でしっかり少年団で活動しております。

バレーもそうであります。そして、中学校でも部

活動がある。しかし、少年団で活動している中で

もサッカーや卓球や陸上は今中学校で部活動がな

い。名中、東中などではないということでありま

す。そういう中で、例えば一例を挙げますとサッ

カーはサッカー協会が小学校の少年団からずっと
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継続して中学校でもクキブ活動として指導してい

ただいている。したがいまして、今御指摘の陸上

などについてもそういうシステムをしっかりとと

りながら子供たちの芽をしっかり伸ばしていく。

こういうことを具体的に協会を中心にしてやって

いかなければならない。言ってみれば、学校教育

と社会教育のタイアップであります。このことを

私たちも心がけておりますし、各それぞれの協会

もそういうことについてまた私たちからもしっか

りとお願いをしていくことが必要かなと、こう思

っているのであります。

なお、中体連に出場するに当たっては、それぞ

れの学校は中体連に水泳も卓球も陸上も加盟させ

ております。ですから、中体連の大会に出ること

には支障を来さないようにしていると、こういう

努力はしているのであります。

それと、もう一点は、指導者の確保がございま

すが、指導者の確保についてもやはりなかなか全

校に専門的な技術を持った先生を配置するのは難

しい。したがって、私は人事の際にはそれぞれの

学校のこういう競技でしっかり指導できる先生を

いただきたいというニーズはしっかり聞いており

ます。そして、それに対応した人事は心がけては

いるのでありますが、なかなか全校にそうはまい

らないということで、この辺は御理解いただきた

いのですが、これはやっぱりプキス各種目競技団

体等とのタイアップをしていくしかないのではな

いかなと、こう思っております。そのほかにも名

寄市だけがあらゆるスポーツでいろんな指導をす

るという、そういうことではなくて、それぞれの

地域が役割分担をしながらスポーツの振興を図っ

ていくということも大切な営みではないかという

ことで、実は美深が事務局になりながら名寄から

中川までの５市町村をタイアップしまして上川北

部広域スポーツ収進支援室と、こういうのをこれ

から立ち上げようとしております。これは、わか

りやすく言いますと、例えばジャンプは下川にお

願いしようではないかと。名寄からも下川のジャ

ンプ少年団に加盟しております。そのかわり名寄

では、このことは任せてくれというものがあって

いいのではないかなと。こういうふうに地域でや

はりすぐれた選手を輩出していくと、こういうこ

とも１つには大切なのではないかなと、こう思っ

たりしております。

それと、もう一つ大切なのは、今竹中議員御指

摘のとおり地域の人材をどう活用していくかであ

ります。これは、各都市ともに悩んでおります。

先日、札幌などで不足に悩む道内中学ということ

で札幌の例が出ておりました。まさに札幌でさえ

悩んでいる実態がございますが、やはり名寄でも

しっかりと人材を発掘しながら、それぞれのスポ

ーツ活動にボキンティアとか、いろんな形で支援

していただける、こういう方たちも発掘していか

なければならないと、このように考えております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間がありませんから〇３番（竹中憲之議員）

次にいきますが、小麦粉の使用量の問題、先ほど

答弁いただきましたが、総体で名寄における内麦

の使用量が３６でぐらいと。かなり高い率になっ

ているのでありますが、現状道内産の小麦、どの

ぐらいその中で使っているかというのも本当は聞

きたかったのでありますが、中身的に内麦と外麦

の差が ２００被ほど違うのでありますが、そう

いう状況の中で現状かなり市民の年間の年収が下

がっている状況にあって、内麦小麦を使ったこと

によって商品が高くなると。結果として、懐と相

談をしながらそういうものは買うのでありますけ

れども、現実はだんだんそこから遠のいていくと

いうことも私は予想がされるなというふうに思っ

ています。下川で道産小麦のうどんを使っている

のはかなり高いのです。倍以上するのですが、食

べたらおいしいのですが、これを毎日食べるとい

うことにはちょっとならないと、懐と相談をする

と。そういうことからいくと、道産小麦、地産地

消も含めて今多く使われているのでありますが、

現状こういうような流れになってくると農家の方
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が小麦をつくらなくなってくる可能性も、消費が

悪くなるとつくれなくなっていくというか、そう

いう状況に私はなるのではないのかなということ

を心配をしているところでありまして、そんなこ

とについて、もし行政としてもあるかなと思って

いるかどうかも含めてちょっとお聞かせを願いた

いと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

小麦の関係でありま〇経済部長（茂木保均君）

すけれども、小麦は御案内のとおりでございます

けれども、国産の食料自給率というのは１４でほ

どしかありません。８６でが輸入と、こういう状

況であります。それから、国内で生産される小麦

のうち道産物が６４で、府県産が３６でというこ

とで、道産の部分でいいますと被５８被トンとい

うことになっております。そういう中で、国内産

といわゆる輸入物という部分があるのですが、こ

こは結構、例えばアメリカだとかカナダ、オース

トキリア、ここが主要な小麦の輸入の国なのです

けれども、やはり品質の問題がどうしてもあるの

です。特に強力粉といいますか、パン系統の部分

については、やはり国内物では品質的にいま一つ

という状況がありまして比較的輸入麦を使う割合

が多いということで、最近では国内のものでもい

わゆる春小麦、ハルユタカとか春よ恋とか、そう

いった品種があるのですが、ここが比較的パンな

んかにも適性があるということで、実需の皆さん

のほうでかなりこういったものを使っていただけ

るような状況もあります。

それで、地産地消を含めてというようなことな

のですが、北海道では平成１９年に北海道の麦チ

ェンということで、道産の麦をもっと使っていた

だこうというような運動を始めております。特に

御案内のとおり、米につきましては道内産を２２

年度で８０でにしようということで、今現在もう

７５でぐらいになっているのですが、小麦につい

ても今現在、これは現状で平成１９年の部分では

３１でぐらいの部分なのですが、１０年後の平成

２９年には５０でぐらい道産の小麦を使おうとい

う、こういった麦チェンの運動といいますか、そ

ういった取り組みも北海道で始めておりまして、

このことがじわじわと末端までおりてくるような、

そんな部分になればと私どもも考えております。

先ほどもちょっとお話ししましたように、名寄

というより学校給食センター、これは道内どこで

もそうなのでしょうけれども、これは学校給食会

を通じて道産の小麦をパンに使用していただくと、

こんな取り組みをしておりますし、さらには名寄

の中で申しますと最近よく言われている米粉をパ

ンにというような取り組みもまだ一部ではありま

すけれども、取り組んでおりまして、一定程度の

きちっとした製品になればさらにふやしていきた

いと、こんなお話もしております。それから、名

寄における製造業者の部分で道産の小麦と、ある

いは輸入の小麦との関係なのですけれども、価格

の部分が差が出るからといって商品に転嫁できる

という状況がこの今の御時世の中ではなかなかで

きないということで、余り麦の価格の変動がある

と非常に実需者は困るというようなことはお聞き

しておりますが、多少リーマンショック以来の部

分で輸入麦の価格が下がるとか、そんな状況もあ

りますけれども、あるいは国産が逆に上がってい

くとか、そういう状況もありますけれども、価格

には極力転嫁しないようにということで、それぞ

れ製造業者の皆さん頑張っておられるというよう

なお話を聞いております。非常にこの国産の麦と

いいますか、地元の麦を地元でも食べられるよう

な、そんな仕組みをこれからも少しずつでも進め

ていきたいと考えております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今道の施策の問題も話〇３番（竹中憲之議員）

がありました。道産小麦の量の問題、使用量の問

題もありますけれども、道としても農業施策とし

て輸入小麦から道内小麦ということで、それぞれ

今言われたような状況で転換をしてきているので

ありますけれども、現実は名寄ではふえていると
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ルユタカがふえているようでありますけれども、

かなり小麦の質、輸入小麦は質がどのぐらい悪い

のかは承知はしませんが、小麦の刈り取り時期の

天候によっても国内も道産も同じですが、質が落

ちることで農家の収入減になるということもある

わけでありまして、特に稲や何かと違ってすぐ倒

れて芽が吹くという状況にありますから、そうい

ったことではもう少しきちっとした指導をしなが

ら道産小麦の拡大につなげていただければという

ふうに思います。

最後になりますけれども、特別支援教育の関係

について若干お聞きをしたいというふうに思いま

す。私が特別支援教育、基準があるのではないの

かというふうに質問したのは、承知のように交付

税で１校当たりたしか１２０被被ほどの措置がさ

れているわけであります。今支援員が３名で、支

援員の費用がたしか１５０被被ちょっとだったか

と思うのですが、そうなってくると数字が合わな

いなという状況にあるわけです。ちょっと違うの

でありますけれども、小学校で４３名、中学校で

１３名と言いましたか、いるということでありま

すが、この学校ごとでクキスに２人以上、複数の

支援を必要とする児童生徒がいるクキスがあるの

かどうかについてちょっとお聞かせを願いたいと

思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市内の小中学校〇教育部長（山内 豊君）

に特別支援の教室が２５学級、４３名という生徒

なのですけれども、その中で２名以上という学級

もございます。それぞれ名寄小学校にも２教室ご

ざいます。それから、南小学校にも１教室、それ

から東小学校にも１教室、西小学校に２教室、そ

れから中名寄小学校に１教室、豊西小学校に２教

室、それから風連中央小学校に１教室、それから

名寄中学校で１教室、東中学校で１教室、智恵文

中学校で１教室、風連中学校で２教室ということ

で、２名以上いる学級について以上のようになっ

てございます。

以上です。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、現場の教員から〇３番（竹中憲之議員）

聞きましたけれども、複数いるとますます教諭が

大変だというふうに、その支援をしなければなら

ない児童生徒の中身にもよりますけれども、かな

り厳しい対応をせざるを得ないというか、精神的

にも肉体的にもかなり厳しいのですという話を時

々聞くわけであります。そういう意味からすると、

もう少し支援員をふやして子供によりよい教育を

させる、あるいは教師の労働負荷を少なくすると

いうことが私は必要ではないのかというふうに思

っています。道内でも支援員を配置をしていない

自治体が４５ほどあるというふうに言われていま

すけれども、この中には財政難でということを言

う自治体もいるのであります。どうもおかしいな

と。そういう支援員を派遣するだけの人がいない

というのであれば別にしても、それぞれ交付税が

措置をされているわけでありますから、その中で

一定の支援員の配置が私はできるというふうに思

っているのでありますが、しかし現状はそうはな

っていないと。

ただ、名寄の場合は若干恵まれているのは、名

寄大学もあります。公立病院もあります。それぞ

れ学生や、あるいは看護師さんを得てカバーをし

ているという意味では、私はそういった意味では

ある程度環境が整ってはいるなというふうには思

いますけれども、しかし中学校、小学校合わせて

３５学級ある中で支援員が３名ということは余り

にも少ないというふうに思いますが、今後の支援

員の配置のあり方について考え方があればお聞か

せを願いたいというふうに思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど言った学級数〇教育部長（山内 豊君）

に対して各学校に配置されている職員につきまし

て、例えば名寄小学校ですと５学級あるところに

職員が７名配置をされているといったことがあり
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ます。ですから、１学級１名ということではなく

て、１学級に対して２名といいますか、そういっ

たような配置のされ方もしているという状況にご

ざいます。そのほかに先ほどの特別支援員３名と

いう部分の中では、特に学校においてそういった

支援員が必要とされるということで、名寄市の場

合は名寄小学校、それから南小学校、それから豊

西小学校に特別支援員を配置をしているというこ

とであります。そのほか地方交付税で補てんをさ

れるという部分の中で、特別支援員のほかに先ほ

どお答えしました名寄西小学校に肢体不自由の方

がおられますけれども、それらに対して看護師２

名を配置をしているということで、人件費的には

それぞれ対応しているというふうに思いますし、

またそのほかに各学級のバリアフリー化だとか、

学校におけるトイレの改修だとか、そんなことも

含めてこれらのお金については充てているという

ことであります。今後そういった特別支援員が必

要というふうな学校が出てくれば、そういった部

分の中で考えていかなければならないのかなとい

うふうに思っております。

以上で竹中憲之議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

人権尊重と男女共同参画社会の形成について外

１件を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇４番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、人権尊重と男女共同参画社会の形

成についてお伺いをいたします。景気低迷が続き、

デフレ傾向と言われている中で働く人々の状況は

ますます深刻となるばかりです。とりわけ女性の

置かれている状況は厳しさを増しています。そん

な中で、総合商社兼松の元社員の女性６名がコー

ス別による男女の賃金差別の是正を求めた兼松男

女賃金差別裁判が提訴から１４年余、上告から１

年半の１０月２０日、ようやく最高裁の判決が出

されて、男女コース別賃金の定めは労働基準法４

条違反だとして東京高裁判決が確定しました。弁

護団の１人は、コース別であっても携わっている

仕事の価値が同一であれば、差別した賃金を支払

うことは男女同一賃金の原則を定めた労働基準法

４条に反すると認めた意義は大きいと言います。

賃金差別是正へ大きな一歩となりました。

そこで、１つ目に名寄市の男女共同参画収進計

画、実施計画の進捗状況をお伺いいたします。事

務事業評価が行われたとの行政報告がありました。

特に暴力対策の収進など、重点項目についてお知

らせをいただきたいと思います。啓発活動の充実

では、毎月の広報による啓発活動で男女共同参画

が市民の中に広がりつつあると思いますが、より

日常的な話題となることが必要だと考えます。先

月、総務文教常任委員会で視察をさせていただい

た福岡県筑紫野市では平成１５年、男女共同参画

都市宣言を行い、現市長の公被として全地種で男

女共同参画に関するセミナーを開催することを目

指していると言います。今後の市民への啓発につ

いてのお考えなどもお知らせをいただきたいと思

います。

２つ目に、実態調査についてお伺いをいたしま

す。本年４月に出されましたこの実態調査では、

高齢者女性のひとり暮らしについては、６５歳以

上の単身世帯の調査、これは平成１７年度の国勢

調査をもとにしていますが、男性が２ ８で、女

性が７ ２でです。８０歳以上になりますと、男

性 ６で、女性２ ３でとなっています。高齢女 

性のひとり暮らしが非常に多くなっています。ま

た、ひとりた世帯では男た世帯が１ ４で、女た

世帯８ ６でと圧倒的に女た世帯が多くなってい

ます。さらに、労働実態では年齢階層、業種にか

かわらず女性賃金は男性賃金と比較して常に低い

状況にあります。これら実態調査の結果をどのよ

うに活用されようとしているのかお知らせをいた

だきたいと思います。また、各界の女性の登用な

ど、今回の実態調査では名寄市の状況がありませ

んでした。あわせてお知らせをいただきたいと思

います。
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３つ目に、今後の所管部署、女性センターのあ

り方についてお伺いをいたします。男女共同参画

は、各課にわたり関係していますが、中心となる

部署が必要ではないかと考えています。せんだっ

て出されました組織機構改革の中で担当部署が明

記されていませんので、今後の所管部署のあり方

についてお知らせをいただきたいと思います。あ

わせて、現在の女性児童センターについて老朽化

が進んでいるのは承知するところです。今後の女

性たちの活動拠点となる女性センターの考え方を

お知らせをいただきたいと思います。

２つ目に、新政権のもとでのサンルダム建設に

ついてお伺いをいたします。新政権が誕生し、全

国各地のダム建設の凍結など見直しが進められて

います。改めて市の見解をお伺いしたいと思いま

す。

１つ目に、サンルダムの利用目的についてお伺

いいたします。多目的ダムであります主な目的と

して治水、利水が上げられています。治水では、

開発局の資料からもダムの有無で下流域の水位は

被２０センチ前後とほとんど変わらないことが明

らかになっています。サンル川は、全流域面積の

わずか３でです。また、名寄川の流域面積の被２

５で、サンル川流域だけに多くの降雨があった場

合を除き、天塩川本流の治水にはほとんど役に立

たず、名寄川の治水にもそれほど多くを期待でき

ない状況にあります。一部堤防の整備がされてい

ないところがありますので、その部分を早期に改

善することで洪水などの心配は少なくなるのでは

ないかと考えています。

前原国土交通相が設置した諮問機関、今後の治

水対策のあり方に関する有識者会議が先日３日、

国交省で初会合が開かれ、ダムに頼らない河川整

備の方向性を検討し、来年夏に中間報告を出し、

２０１１年度予算編成に反映する予定と言います。

ダムでなければ治水はできないのかどうか、広く

専門家などの意見も聞き検討すべきではないかと

思いますが、見解をお伺いしたいと思います。

利水の件についてです。名寄駐屯地への安心、

安全な水の供給が必要と言われています。どのよ

うなときに濁っているのか、日常的に濁り、悪臭

があるのか。日常的であれば、自衛隊の皆さんの

健康上の問題となりますから早急に対応しなけれ

ばならないと思います。どのような状況にあるの

かお知らせをいただきたいと思います。

２つ目に、自然保護についてであります。サク

キマスの遡上が見られるサンル川をせきとめた実

験魚道を島市長も実際にごらんになっておられる

わけですが、今回の実験はサクキマスが魚道の入

り口を見つけて間違わずに遡上できるかどうかを

確認するためだと言われています。サンルダムで

は、日本最大規模の被９キロの魚道と水路を８被

被かけてつくる計画です。９キロもの魚道をサク

キマスは上ってくることができるのか、実験はど

のようにして行うのかとの私の質問に開発局から

は、ダムを建設した上で魚道の効果を調査すると

の返答でした。言いかえれば、サクキマスにどの

ような影響が出ようともダムはつくるということ

にほかなりません。サクキマスは、絶滅危惧種の

カワシンジュガイの宿主であります。サクキマス

のえらに寄生して川を移動し、種を残しています。

こうした貴重な自然が守られるという担保なしに、

ダム建設はすべきではないと思っています。改め

てお考えをお聞かせいただきたいと思います。

３つ目に、市民周知、市民議論についてお伺い

をいたします。サンルダムを考える会や自然を守

る会などから、高橋知事へ対して意見を聞いても

らいたいとの申し入れをしていますが、いまだに

実現していないようであります。広く意見を聞き、

どうしてもダムに頼らなければならないのか、検

討すべきと考えます。また、市民にわかりやすい

情報を提供し、市民間での議論が深められること

も必要と考えますが、御見解を伺いたいと思いま

す。

以上で、この場からの質問とさせていただきま

す。どうぞよろしくお願いします。
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佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま川村幸栄〇総務部長（佐々木雅之君）

議員から大きな項目で２つの質問をいただきまし

た。１つ目は私のほうから、２つ目は上下水道室

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

まず、大きな項目１つ目の人権尊重と男女共同

参画社会の形成についてお答えをいたします。議

員がお尋ねの平成２０年度の名寄市男女共同参画

収進計画の収進状況ということで、実施計画事務

事業の評価についてお答えいたします。平成２０

年度の評価については、庁内のワーキンキキルー

プ収進会議による第１次評価を経てから市民によ

る収進委員会において最終第２次の評価、検証を

行いました。平成２０年度は、名寄市男女共同参

画収進計画の最初の年になりますが、実施計画の

事務事業９８項目に対し、ワーキンキ収進会議の

達成度におきましては達成したが３６件、おおむ

ね達成したが５２件、達成できなかったが４件、

実施できなかったが６件となっております。市民

で構成する収進委員による評価は、順調に取り組

まれているが１件、おおむね取り組まれているが

８９件、より積極的に取り組むようにが８件、早

期に取り組む必要があるがゼロ件とし、おのおの

項目にコメントをいただいております。

そのうち重点項目１４項目は、男女共同参画収

進計画を実施していくに当たり、市民に対し特に

力を入れていきたいとして担当部課が積極的に達

成に向けて実施をしているところであります。主

な項目は、広報やホームページによる啓発活動、

暴力対策への取り組み収進、行政委員会等への女

性委員の参画、保育や子育て、介護のサービス充

実促進等であります。収進委員会からの評価では、

啓発に関する１項目が順調との評価で、コメント

では男女共同参画の言葉を目にする機会が多くな

っている、これからも関係機関の協力を得て啓発

に努めていくことが必要であるとのことでしたの

で、次年度に向け、再度啓発に力を入れていきた

いと考えております。ほか１３項目は、おおむね

取り組まれていると評価されましたが、おのおの

次年度の取り組みの強化について示されておりま

す。平成２０年度の事務事業の評価については、

庁内のワーキンキキループ収進会議を経て市民に

よる収進委員会が最終評価、検証を行いましたの

で、次年度の事務事業に反映させるため、各部次

長及びワーキンキキループにフィードバックをし

ております。

次に、重点目標の啓発の部分にもなる市民への

浸透状況では調査を行っておりません。１１月の

男女共同参画のバスツアーによるアンケートでは、

関係者２名以外は全員が広報でそのツアーの内容

を知っておりました。また、掲載に関する問い合

わせや担当者を知る市民の方からは、毎月見てい

るよと言葉をかけてもらうことがあると聞いてお

ります。広報の掲載内容には、個人的配慮を有す

るＤＶに関する記載がありますので、日常に話題

にならない部分もあろうかと思っておりますが、

これからも市民の皆様に男女共同参画に関する各

種情報は広報を通して発信していきたいと考えて

おります。

次に、同じく重点目標の配偶者やパートナーの

暴力被害者に対する所管部署については、平成２

１年度から福祉事務所、社会福祉課が担当するこ

とになり、配偶者ＤＶ被害相談窓口も市民により

わかりやすくなったことで潜在的に悩んでいる市

民が気軽に相談できるよう広報やＤＶ相談窓口カ

ードの配布等、あらゆる機会を通して市民への啓

発を行っております。

町内会への具体的な取り組みについてお答えい

たします。男女共同参画担当では、町内会長や行

政種長との懇談の際に事業取り組みへのお願いを

しております。各種審議会で女性の参画を５０で

にすることを目指し活性化を図っているので、ぜ

ひ町内会や行政地種の役職について女性の参画を

図っていただきたいことや男女共同参画の出前ト

ークの活用について文書でお願いをしております。
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また、１１月の女性交流会では男女共同参画の取

り組みについてもお知らせをしておりますが、町

内会単位でのセミナーの実施は行っておりません。

今後の事業の参考にさせていただきたいと思いま

す。

次に、（２）、名寄市男女共同参画実態調査に

ついてお答えします。この実態調査は、男女共同

参画収進計画を収進していくに当たり、基礎デー

タをもとに関係者の認識を深めるため、名寄市の

収移を全国との比較や現況についてまとめたもの

であります。内容は、大きく３つに分け、人口と

して８項目、家族と世帯として１０項目、労働と

して６項目、参考として各関係機関の女性の割合

４項目の実態調査としております。ただし、この

実態調査のために新たな調査をしたわけではなく、

今まで実施されている各調査から抽出をし、資料

としてわかりやすく編成したものであります。男

女共同参画収進計画は、各課が横断的にかかわっ

ておりますので、担当以外の部分においても参考

資料とさせていただいております。男女共同参画

収進計画では、母子やひとりた家庭については経

済的、就労面にも支援が必要ですし、子育てやさ

まざまな不安や悩みに対応していかなければなら

ないとしております。担当する社会福祉課では、

次世代育成支援行動計画を策定し、家庭相談、経

済的支援等の取り組みを行っております。就労の

面におきましては、特に女性は厳しい状況にある

と思います。条例を制定しているところでは、競

争入札をする事業所に対し、女性職員の雇用状況

や働きやすい職場環境にあるかどうか等、社内の

男女共同参画収進状況について競争入札参加資格

審査申請書の提出に一緒に提出していることがあ

るという情報は得ております。

名寄市におきましては、名寄市建設の事請負業

者格付基準に就業規則において育児休業制度を設

けている場合に対して、男女共同参画の収進を図

る観点から平成２２年度から社会貢献等の同様な

形で点数を付与する形の取り組みを既に行ってお

ります。また、高齢者のひとり暮らしにおいても

生きがい対策や生活支援を収進していく必要があ

ります。担当課においては、高齢者保健医療福祉

計画において、また社会福祉協議会や地域住民の

協力のもと、高齢者のひとり暮らしの方々に温か

い支援の取り組みを行っております。例年報告さ

せていただいておりますが、地方公共団体におけ

る女性に関する登用の収進状況ですが、委員会、

審議会における女性の目標数値は女性委員として

５０で、委員長として３０でです。平成２１年４

月１日付女性登用の率では２ ５３で、市町村職

員に占める女性議員の割合は２６人中女性議員が

２名で ７で、小中学校に占める女性校長、教頭

の割合は１５人中それぞれ１人で ７で、市内４

高校の女性校長の割合はゼロでゼロでであります。

名寄市における病院、大学を含めた女性公務員の

状況は全職員８４０名に対し４３３人の５ ５で

で、一般行政職の管理職の女性登用状況では６０

人中６人ということで１割に当たります。

次に、（３）の今後の男女共同参画の担当部署

と女性センターのあり方について、次に平成２２

年度以降の男女共同参画の所管部署と女性センタ

ーの方向についてお答えします。現在の男女共同

参画の担当主幹は、総務部企画課に平成１９年か

ら配置し、計画の策定や市民への啓発及びその収

進計画の進行管理に努めてまいりました。しかし

ながら、行財政改革、組織機構の見直しの中で参

事、主幹職の削減による機構のスリム化を目指す

ことで、男女共同参画担当の主幹職については２

２年度以降配置をせず、現在の総務部企画課が継

続していくことにいたしました。総合計画の主要

施策としての人権尊重と男女共同参画社会の形成

を踏まえ、これから女性の社会進出が多くなる時

代に、女性も男性も適応した考えや生き方ができ

るよう効率的、効果的な事務事業を行い、男女が

平等に個性と能力を発揮できる社会を目指してい

きたいと考えております。

女性センターについてお答えします。現在の女
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性児童センターは、当初昭和４３年に青少年会館

が設置され、その後昭和４８年に隣接して社会進

出している女性のために働く婦人の家が開館され

ました。その後、青少年会館は平成４年に児童セ

ンターという名称で再スタートいたしました。当

初は、勤労青年の利用が多かったのですが、次第

に小中学生の利用が中心になってまいりました。

平成１６年には、働く女性や児童に限らず、地域

住民のコミュニティセンターとしての利用もふえ

てきたことから、利用実態に合った運営が求めら

れ、施設全体を現在の名寄市女性児童センター、

愛称でほっと２１に一本化し、解消されました。

当時の働く婦人の家は、国際的、国内的に女性の

地位向上の進展で、機運の高まりのもとに女性の

ための新しい政策として名寄市も働く婦人の家を

開設し、働く女性のさまざまな取り組みを行って

まいりました。

しかしながら、旧青少年会館部分は築４１年を

経過し老朽化する中、現在の女性児童センターの

利用目的も含めて見直しの時期になってきており

ます。働く婦人の家からの経緯で女性児童センタ

ーと名称を変えましたが、現況では女性が安心し

て利用できる施設が名寄市に多くあることから、

男女共同参画の拠点としてではなく市民だれもが

利用できる施設であると認識をしております。実

際平成１７年ころの男女共同参画の取り組みでは、

教育委員会生涯学習課が担当していたことで、常

に市民文化センターを活用し、計画の策定作業や

講演会、各種事業を行っておりました。

また、平成１８年に総務部企画課に男女共同参

画の所管が移行してからも新名寄市の男女共同参

画の計画策定においても文化センターや雪あかり

館を利用し、会議や講演会及び講座を開催してお

ります。現在女性児童センターの貸し館業務につ

いては、多くの講座や各種教室の利用をいただく

ことで講座終了後の受講者が同好会をつくり、自

主サークルの活動の場として現在も毎月３５のサ

ークルに利用をいただいており、女性ばかりでは

なく男性も利用しています。一方、同じ建物内に

ある児童センター、教育相談センター、青少年セ

ンターは市内で唯一の施設であり、青少年健全育

成の見地からも大切な施設と考えています。女性

児童センターの管理運営について、総合計画の前

期計画では教育相談センターの整備が現状課題と

してありますので、平成２３年度からは講座や貸

し館業務に係る事務事業の対応は当市の事業を行

う公民館事業等に移行し、施設を教育相談センタ

ー、青少年センター、児童センターとして活用し

ていくことで関係者に理解を求め、聞くことにし

ております。

名寄市の現状を見るとき、今後市の行財政改革

の大きな視点からも男女共同参画担当としては施

設の管理運営の変更は理解できるところでありま

す。女性児童センターで活動を展開してきました

自主サークル等市民の皆様においては、今後市内

にある児童センターや雪あかり館、福祉センター、

道立サンピキーパーク、人材開発センターなどの

施設において活動していくことが可能であると考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大項目〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

の２、新政権のもとでのサンルダム建設について

お答えいたします。

最初に、小項目の１、サンルダムの利用目的に

ついてでありますが、サンルダムは天塩川流域の

洪水調整、流水の正常な機能の維持、水道用水、

発電と複数の役割をあわせ持つ多目的ダムとして

建設が進められております。天塩川水系では昭和

３０年、名寄川に大きな洪水被害を初め、これま

でに浸水による被害戸数が１００戸を超える洪水

だけでも１１回を数え、最近では平成１８年５月

及び１０月にも浸水被害が発生をしております。

そうしたことから、サンルダムの活用を図る河川

整備計画では目標としている洪水に対し、名寄川

のサンル川合流点から天塩川合流点の間で最大被
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１メーター１０センチ、最少被４０センチ、天塩

川の名寄川合流点からポンピキ地点の間で最大被

８０センチ、最少被２０センチの水位低減効果を

計画をしております。流水の正常な機能の維持に

ついては、近年渇水期に川底が露出するなど河川

水量が不足する事態に伴って、かんがい用水及び

水道水の不足、さらには水質の悪化など、こうし

た影響により地域に生息する動植物にも大きな影

響を与えています。サンルダムには、こうした渇

水期にも安定した水量を補給する能力が期待をさ

れております。

また、本市水道事業も風連地種や自衛隊名寄駐

屯地の給水統合を進めるため、新たな水利権をサ

ンルダムに求めることとしております。風連地種

における給水統合は、寿命を持つ地下水源からの

脱却と水質の改善、さらには浄水場施設を統廃合

することにより費用の削減を図る目的があります。

また、自衛隊名寄駐屯地では水源となっている天

塩川の雪解けや春のかんがい期、さらには降雨に

よる水源水質の悪化が顕著であり、また将来の駐

屯地浄水場改修費用や専任技術者の確保など、さ

まざまな課題を総合的に勘案した結果、名寄市か

らの都市給水化を選択されています。

サンルダム事業の目的及び効果につきましては、

天塩川流域委員会において平成１５年５月から平

成１８年１２月まで延べ３年以上、２０回にわた

り議論が進められ、現在の天塩川水系河川整備計

画が策定をされております。この整備計画の中で

サンルダムの役割と効果が改めて明記されている

ことから、事業の有効性についても十分な検証が

図られているものと考えております。

次に、小項目２、自然保護についてであります

が、サンルダム建設に当たっては環境への影響を

最小限に抑え、さらには将来自然の再生も目指し

た取り組みが図られていると承知をしております。

１つは、環境影響評価による水質汚濁の防止、動

植物の生息調査や保護対策になります。水質汚濁

では、ダム完成までの流域調査やその対策とダム

完成後の放流水水質の予測など継続的に対応が図

られております。動植物では、生息調査後適切な

保護を図るため、移植や緑化事業などが進められ

ております。特にカワシンジュガイやサクキマス

など希少生物の対応については、天塩川魚類生息

環境保全に関する専門家会議が立ち上げられて専

門的な協議が図られ、ダム完成後の魚道のあり方

についても検討が進められております。２つ目は、

の事における環境への配慮になります。ダムの事

は、その規模が大きく、環境への影響を避けて通

ることはできませんが、その影響を最小限にとど

める対応が進められております。つけかえ道路の

建設に当たっては、希少種の移植を行うとともに、

そのの事で発生する枝葉や根を再生資源として道

路のり面の吹きつけ材や植栽の補助材として活用

しています。また、ダム本体のの事に当たっては

貯水池内で採取した砂れきなどを活用した台形Ｃ

ＳＧダムという合理的なの法の採用が決まってい

ます。こうした環境対策によりの事の影響は最小

限にとどめられているものと考えております。

次に、小項目３、市民周知、市民議論について

でありますが、これまで一般市民を対象としたダ

ム事業説明会は本市も参加して４回ほど開催され、

事業の進捗及び計画等について情報提供するとと

もに広く意見の聴取を行っております。また、地

元自然保護団体との共同調査や勉強会、意見交換

会なども別途開催されたと伺っております。また、

開発局ではこうした説明とは別に文書での意見聴

取や要望書の受け付けを行い、情報の提供と事業

の考え方について明らかにしています。本市にお

いても平成１９年１１月に開発局と共同で利水計

画に関する説明会、また平成２０年４月の水道料

金改定に伴う市民説明会を４回にわたり実施し、

サンルダム事業とのかかわりについても説明を行

って市民周知を図ってまいりました。さらには、

平成２０年度に行った水道事業再評価では、一般

市民と学識経験者を含めた水道事業審議委員会を

開催し、将来計画の答申をいただきながら、改め
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てサンルダム事業への参画を決定しております。

この再評価の結果は、水道事業中期経営計画、さ

らには名寄市水道ビジョンとともに市のホームペ

ージで公開し、情報の提供を図っています。今後

とも情報の公開を徹底し、議会や市民の皆さんの

御意見をいただきながら水道事業への理解を得る

努力をしてまいりたいと考えております。

以上、この場からの答弁といたします。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇４番（川村幸栄議員）

だきました。ありがとうございます。

まず、男女共同参画についてから再質問と要望

を出させていただきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。今行われていま

す男女共同参画収進計画、進捗状況等をお知らせ

をいただいたわけですが、私もこの広報等を見せ

ていただいて随分詳しく書いていただいているな

というふうに思っているところです。例えばＤＶ

の問題なんかも余り今は一般的でない、自分が受

けていてもそこに認識をしていないという部分も

ある中で、やはりああいうふうに情報を提供して

いただくということは非常にうれしいことだなと

いうふうに思っていまして、引き続き広報を中心

にということでしたので、お願いをしたいという

ふうに思うのですが、ただもっと突っ被んだ話が

できればいいのではないかなというふうに思って

いるところです。セミナー等、全町内会ごととい

うことは難しいというお話でしたけれども、出前

講座等もあると思いますので、積極的に取り組ん

でいただければというふうに思っています。

それで、再質問をちょっとさせていただきたい

というふうに思うのですが、先月、１２月５日、

内閣府が男女共同参画社会に関する世論調査を発

表いたしました。結婚しても必ずしも子供を持つ

必要はないと答える人が２年前よりふえて４ ８

で、若い世代ほど子供を持つことにこだわらない

傾向がこの調査で浮き彫りになったわけですが、

また夫は外で働き妻は家庭を守るという伝統的な

家庭観、これへの考えでは５ １でが反対と回答

していると。調査開始以来最多となっているとい

うふうに書かれていました。職場での男女の地位

については、平等と考える人が２ ４で、男性が

優優されていると感じている方が６ １で、女性

が優優されているというのは ３でにとどまって

いると。意識は変わりつつあるのですけれども、

実態はそうはなっていないということのあらわれ

かなというふうにこれを見て受けとめました。

５年前に名寄市が行った市民アンケート、この

結果も見せていただきましたら似たような傾向が

あったわけで、全国的な流れの中に名寄市もある

のだというふうに思っているのですが、このアン

ケートの中で私が注目しましたのは、ＤＶ被害を

受けた方が対処方法としてだれかに相談したかと

いう項目の中でゼロとなっていました。５年前で

すから、先ほども言ったようにＤＶの認識が余り

知られていないということもあったかというふう

に思われるのですけれども、今回先ほどの部長の

答弁の中でも相談窓口、社会福祉課のそれぞれの

分野で対応されるということですので、安心はし

ているのですが、それをさらに広く市民の皆さん

に周知されることが強く求められるのではないか

なというふうに思っているところです。

この相談窓口なのですけれども、名寄の市職員

の中にありますセクシャルハキスメント防止要綱

というのが定められているわけです。趣旨として

は、職員は個性や能力を生かし、男女共同参画社

会を築いていくために職場におけるセクシャルハ

キスメントを防止し、もって職員が個人として尊

重され、性的差別のない健全な職場環境を確保す

るため必要な事項を定めるものというふうに書か

れてありました。この要綱が職場内でどのように

活用されているのか、そして相談があったときに

はどのような対応がされているのか、お知らせを

いただきたいと思います。

また、もう一つ、名寄大学でも人権擁護委員会

が設けられて、学内各所に委員の名簿、そして相
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談員の名簿が張り出されています。４年制大学に

なりましたので、学生、教員など大世帯となって

います。ですから、セクシャルハキスメントであ

ったり、パワーハキスメントであったり、またア

カデミックハキスメント、こういったことが起き

てほしくないのですけれども、こういったことが

生ずる可能性も大きくなったのではないかという

ふうに思っています。このように人権擁護委員会

が設けられていることは、学生や教員の皆さん方

にとっても非常に安心感が得られるものというふ

うに思っているのですけれども、これもどのよう

に活用され、相談時の対応などについてもお知ら

せをいただきたいなというふうに思っていますが、

よろしくお願いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

名寄市職員セクハキ防止要綱の関係についてお答

えしたいと思っています。

職員への周知の関係につきましては、全職員に

パソコン端末を置いておりますので、名寄市の例

規類集から常にどういう取り扱いになるかの確認

ができるような状況下に置いております。活動と

しましては、相談員を１０名、これは組合とも委

員構成を協議させていただきまして、相談員１０

名、それから苦情処理委員会を６名で設置してお

りまして活動をしております。なお、現在まで市

役所における相談件数についてはございませんの

で、御理解をお願いしたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

大学の取り〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

組みについてでございますが、お話のありました

ようにセクシャルハキスメントのみならず、大学

内で起こり得ると想定されているすべてのハキス

メントについて予防と対策を強化すると、こうい

う観点に立ちまして、大学開学に合わせまして人

権擁護とハキスメント防止に関するガイドキイン

というのを定めてございまして、ハキスメントの

防止と被害に遭われた方の救済に取り組んできて

いるところでございます。具体的には、相談窓口

としての人権相談委員会、それと処理対策組織と

しての人権擁護委員会を学内の教職員から選ばれ

た者をもって組織してございまして、教職員向け

の研修会あるいは学生向けの講座を年２回それぞ

れ開催をいたしましてハキスメントに対する理解

を深めてきているという状況にございます。また、

４月になりますと新しい学生が入ってくると。こ

ういうことでガイダンス時に説明会を設けたり、

ハキスメントに関するパンフレットを作成あるい

はお話がありましたように配布、掲示を行いまし

て教職員並びに学生に対して啓蒙活動を行ってき

ているという状況でございます。開学して４年目

なのですが、残念ながら平成２０年度につきまし

ては相談件数１件と平成２１年度につきましては

今のところ３件の件数になってございまして、そ

れぞれ事案に基づきまして慎重に対応してきてい

ると、こういう現状でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

いつでも相談できる、そういう場があるというこ

とが本当にそこの場にいる者にとっては非常に重

要だなというふうに私は考えています。それを行

政機関が率先してそういう相談窓口を設けている、

それに取り組んでいるということがやっぱり市民

にとっても安心できるかなと思いますし、またそ

の場で働く人たち、学ぶ人たちを守る体制、それ

をつくってもらえているということに大きな安心

感が広がっていくのではないかなというふうに思

っています。こういうことがやはりまた窓口へ行

って、このことでも相談できるのかなという市民

の皆さんへのアピールにもなるのではないかとい

うふうに思っていまして、引き続き努力をお願い

したいというふうに思っています。

ちょっと戻るのですけれども、先ほどの女性児

童センターの件なのですけれども、確かに建物は

老朽化しています。女性ばかりというような声も

ないわけではありません。私は、やっぱり活動す
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る拠点のところを何とか確保していただきたいと、

気軽に行けるところを確保していただきたいとい

うふうな思いがあります。せんだっての一般質問

の中でも他の議員の質問の中で、都市再生整備計

画のにぎわいづくりなども提案されておりました

けれども、私はホビーセンターも今廃止の方向と

いう中で、やっぱりまちの中の空き店舗の活用、

これができないかなというふうに思っています。

町中に人が行き来するということが必要ではない

かというふうに思っているのです。先ほどの部長

のお話では、文化センターがあり、雪あかり館が

あり、福祉センターがありというお話でした。い

ろいろお話を聞きますと、せんだってのホビーセ

ンターのところでもお話がありましたようにやは

り市内、遠く各所にあるのではなくて町中に歩い

ていけるところにそういう集まるところが欲しい

のだというような声をたくさん聞くものですから、

そういった部分で空き店舗、商の会の皆さんとの

協議もあるかとは思うのですけれども、そういっ

た部分で考えていただけないものかと思いますが、

いかがでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄地種の公共施〇総務部長（佐々木雅之君）

設の廃止の関係につきましては、高度経済成長下

の中で東西南北に施設を配置して均衡の発展をさ

せるということも含めて、多くの住民の利便性を

考えての配置でありました。そういう状況の中で

少子高齢化が進みますと、今はコンパクトシティ

ーという形での対応にもなっているのかなという

ふうに理解をしています。名寄市の公共施設の関

係については、決して十分とは言えませんけれど

も、比較的新しい建物が適切な位置に配置されて

いるとは考えております。

特に女性のための施設という形では、働く婦人

の家があったのですけれども、あそこも栄町地種

にありましたので、決して町中ではなかったかと

思いますけれども、当時の利用する多くの方々は

車を利用しての利用だったのかなと思っています。

町中におけるにぎわいづくりの関係については、

全市的な取り組みとしてさまざまな御意見が出て

おりますので、決して女性だけというのではなく

て最近は高校生の勉強をする場の提供も含めてさ

まざまな御意見ありますので、関係担当部課のほ

うとも協議をさせていただいて、そのようなもの

が町の中のにぎわいづくりに寄与することも含め

て検討できるものについては検討してまいりたい

と思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

積極的な検討をお願い〇４番（川村幸栄議員）

したいというふうに思っています。

最後になりますが、これは要望とさせていただ

きたいと思いますが、収進計画に計画を実効性の

あるものにするために条例制定を目指すというふ

うに書かれてあります。先ほど機構改革等々の中

でありましたけれども、人員の配置等々本当に御

苦労をされている中で努力をされているのだなと

いうふうに思いますが、条例の制定というとまた

なかなか難しい部分もあるかとは思うのですけれ

ども、ぜひ皆さんの英知を集めて条例制定に向け

て御尽力をいただきたいなということをお願いし

て、この男女共同参画については終わらせていた

だきたいと思います。

次に、新政権のもとでのサンルダム建設につい

てお伺いをさせていただきたいと思います。先ほ

ど御答弁いただきました。それぞれ御答弁をいた

だいたのですが、治水の部分でお話がありました。

開発のところの局から出ている情報等々を合わせ

て、先ほどもお話ししましたように治水の部分、

昭和３０年代の大洪水のことが基本になるのだと

いうようなお話でしたけれども、その後堤防の整

備等々されてきているわけです。堤防の余裕高と

いいますか、が現在目標の水が流れたときの差、

これが ５メートルから３メートルもあるという

種間がほとんどであるというようなふうにも言わ

れているわけです。国の基準では、最低１メート

ルというふうになっています。ですから、ここに
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達しないところについては、やっぱり堤防の整備

が必要なのだろうというふうに思っているわけで

す。

それで、利水の部分なのですけれども、名寄駐

屯地への水の供給ということが出されていました。

雪解けであったり、降雨、大きな雨が降ったとき

というようなことだったかなというふうに思って

いるのですが、数年前の大雨のとき、このときに

は天塩川が確かに濁って飲用水としてできなかっ

たと。こういう状況になったときに緑丘浄水場か

らタンク車で飲用水を運んだと、そういった経緯

があるというふうにお聞きしているわけです。で

すから、こういうこともできるのかなというふう

に私は判断をしているのですが、水質の問題につ

いて、駐屯地のほうからこういった問題で飲めな

い水なのだということで要請があったのかどうか、

お聞きをしたいというふう思います。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

以前に天塩川の〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

水質が相当悪化をして、平成１６年に新しい浄水

場は駐屯地のほうでは整備をされておりましたが、

実はその能力を若干超えたということで水処理を

やめまして、私どもから給水した経緯があります。

通常天塩川は、非常に水が豊かでレクリエーショ

ンにもよく活用される川として知られてはおりま

すが、実のところやはり雪解け、それから今申し

上げましたとおり大雨のとき、それから特にかん

がい期、春先の代かきが始まりますと相当長期間

にわたってやはり水が濁っているというある意味

特徴的な水質の状況を持っております。平成１６

年に一定程度施設の整備はしておりますけれども、

やはり夏場は渇水になって、私ども名寄川も若干

そういう傾向はあるのですが、例えばカビ臭、ち

ょっとカビ臭いにおいが出たりとかということは、

ある意味河川の持っている宿命であります。こう

いったときに、私ども緑丘浄水場のほうでは恒久

的な活性炭の注入施設を持っておりまして、にお

いを除去するということは十分可能でありますけ

れども、若干伺っておりますが、駐屯地のほうは

そういう恒久的な活性炭の注入施設までは整備を

されていないということがありまして、悪臭の面

についてはやはりなかなか処理が厄介にはなって

いるというふうに聞いております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今お話を伺いました。〇４番（川村幸栄議員）

設備の違いもあるのかなというふうに今お聞きし

たわけなのですが、平成１６年に大改修をされた

ということであります。そして、やっぱり悪臭が

残ってしまうという部分では、今おっしゃったよ

うに活性炭を利用した浄水をしてもらうというよ

うなことで能力を高めてもらうということが必要

なのかなというふうに思うわけです。

私はちょっと、第２次拡張計画の中でサンルダ

ムへのム存量が当初計画から、 ７００トンから

５１０トンに変更されたわけですが、この数字

は名寄駐屯地の必要最大給水量といいますか、平

成１７年度のこの往復の文書の中でも出されてあ

りました。これと合致するわけです。私は、この

名寄駐屯地独自の浄水設備を高めていただいて、

このまま維持をしていただければサンルダムにム

存しなくても済むのではないかというふうに考え

ているのですけれども、いかがでしょうか。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

駐屯地のお話が〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

ございましたが、駐屯地の給水統合の計画につき

ましては平成３２年を予定をしております。この

理由と申しますのは、平成１６年に施設の改修を

しまして、自衛隊の施設ということもありまして

一定程度次の改修時期に合わせた給水統合という

ことで平成３２年になっております。

これまでダムの水が要らないかというと、実は

そうではありませんで、私どもは合併以降新しい

水道事業のあり方なりを計画をした中で、将来的

に効率的な水道水の供給をやるということで、一

定程度将来のいわゆる水道料金の軽減の問題です

とか、そういったものもすべて合わせまして風連
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地種の給水統合も計画をしております。

それで、風連地種の給水統合につきましては、

ダムの事業計画に合わせまして平成２６年から給

水予定をしております。そのの事を来年度からで

きれば始めたいというふうに考えておりますが、

平成２６年に既に実は風連地種に給水統合したと

きにはダムにム存する水量が出てまいります。こ

れが今、日最大給水量で大体７００トンを上回る

だろうという予測をしておりまして、そしてなお

かつ将来的にはだんだん給水人口が減ってまいり

ますので、給水量は減って、そして平成３２年に

自衛隊に給水する段階で ５１０トンの水量が必

要になるという仕組みになっておりまして、もう

既に平成２６年に風連地種の給水統合がもし行う

ということになれば、その時点で日最大で７００

トンを超える水量がダムにム存する分として出て

きます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今風連の地下水の問題〇４番（川村幸栄議員）

が出されました。確かに２つの浄水場を持つとい

うことは、大きな財政的な負担もあるかなという

ふうには考えるのですけれども、ただ前にも言わ

せていただいていますけれども、名寄が渇水にな

ったときには風連地種からの井戸水をいただく、

また風連地種の井戸のところの水がかれてきたと

きには名寄地種からというような、そういうやり

とりをするという部分では非常に有効かなという

ふうには思っていますし、私は今風連の地下水の

利活用を収進することも必要ではないかなという

ふうに思っているのです。例えば東川町では、大

雪山からの自然の水を大切に使っている。それで、

上水道のない町として、写真でも有名ですけれど

も、水が豊かな町としてこれは力を入れているわ

けです。風連の地下水もミネキル分が豊富だとい

うようなこと、やっぱり川の水を浄水するよりも

もっときれいな水が得られるわけで、ここのとこ

ろはやっぱり大いにアピールといいますか、ＰＲ

をしていく、それが必要かなというふうに思って

います。東川町のは大雪山からの水ですから、本

当に永久といいますか、ずっと続くわけです。風

連は地下水ですから、ひょっとしたらかれること

も考えなければなりませんけれども、しかし今の

ところそういうふうな見通しはないということで

あれば、やっぱりこの風連の地下水を本当に大い

にきれいな水、おいしい水というふうに使ってい

く、それが必要ではないかなというふうに考えて

いるのですが、いかがでしょうか。

扇谷上下水道室長。〇議長（小野寺一知議員）

今東川町の例を〇上下水道室長（扇谷茂幸君）

お話をされておりましたが、議員御指摘のとおり

東川町は道内で唯一水道施設のない町として有名

になっております。地下水が非常に良質でして、

全くいわゆる処理を必要としない、水質に恵まれ

ているということで水道も普及しないというよう

な状況があったというふうに聞いております。そ

れに比べまして風連地種の地下水につきましては、

残念ではありますが、ミネキルは豊富であります

けれども、この間幾度かお話をさせてもらってお

りますが、鉄、それからマンガン、それからアン

モニア性窒素というのが非常に多く含有をされて

おりまして、やはり特殊な処理をしないと飲料水

としては成り立たないという現状を持っておりま

す。したがいまして、風連地種の浄水場につきま

しては除鉄、除マンガン装置を含め、活性炭の最

終処理の程まで含めた非常に複雑な浄水場になっ

ております。これは、いわゆる水源の持っている

特性ゆえの浄水場ということであります。

それで、この間何回も私どものほうから御説明

申し上げましているとおり非常に複雑な施設とい

うこともありまして、ある意味間違いない維持管

理をしないといけないということになります。そ

うしますと、定期的なメンテナンスを含めて非常

にお金のかかる浄水場の施設ということでありま

す。したがいまして、将来的には地下水も寿命が

あるということでありますから、１本掘るのにや

っぱり ０００被被を超えるお金もかかります。
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ですから、そういう状況をすべて総合的に勘案を

しまして浄水場のいわゆる統合と。浄水場を統合

することが将来この地域にとって安全、安心の水

道水を確保するという手だてになるだろうという

ふうに判断をしております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今ミネキル分も非常に〇４番（川村幸栄議員）

多いということで、しかし国の基準からいうとそ

れほど高くないということでありますので、ダム

をつくる費用を考えれば、それほどかからないの

ではないかと私は思っているわけです。

自然の問題で先ほど御答弁いただきました。実

は、天塩川魚類生息環境保全に関する専門家会議、

これは前回もちょっとお話をさせていただいたの

ですけれども、８人の委員のうち道庁職員１人を

除く全員が開発局が発注する事業を受注する公益

法人もしくは民間企業に関係する立場にいる、こ

ういった方たちです。ですから、こうしたことに

無縁の方たちから意見を広く聞くことが私は必要

ではないかというふうに思っているわけです。

自然の問題では、時間がなくなりましたので、

ちょっと飛ばしますけれども、ダム建設によって

排出される二酸化炭素の量を最小限にとどめるの

事だというふうな御説明もありましたけれども、

４被トンというふうに言われています。ダムがで

きた後に沈んでしまう森林、この森林が吸収でき

る二酸化炭素は年間 １００トンとる算されてい

るわけです。これをなくしてしまって、ダム建設

によって４被トンというＣＯ を排出させる、これ２

が本当にいいのかどうかと、自然を守る立場でい

えば。今コペンハーゲンでＣＯＰ１５が開かれて

いるわけですが、地球温暖化防止や地球環境を守

るために世界が話し合いを進めて大きな注目がさ

れているところです。やっぱり逆行することにし

ていくのは、いかがなものかというふうに思って

います。

先ほど市民周知の問題でも説明会が４回行われ

たとありました。これは、開発局と市が共催です

から、ダムありきの説明会というふうに言わなけ

ればならないと私は思います。新政権のもとでこ

の建設凍結が言われた今だからこそ１度立ちどま

って、ダムなしの治水や利水について検討を深め

るべきではないかと、このことを申し上げまして

私の質問を終わらせていただきます。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

福祉行政について外２件を、宗片浩子議員。

議長から御指名をい〇２４番（宗片浩子議員）

ただきましたので、今回最後の質問をさせていた

だきます。

初めに、大項目の１、福祉行政について伺いま

す。社会が高度成長の中にあった昭和初期には、

十分な医療体制が確立されていない中で在宅によ

る介護がなされておりましたが、昭和３６年の国

民皆保険の達成や老人保健法制定など、福祉に関

係する諸法整備と相まって医療の進歩は戦前の人

生５０年と言われた概念をはるか遠くのものとし、

現在日本は世界の長寿国家となりました。しかし、

我が国の社会の進歩は昭和４０年代すら古きよき

時代の考えを持っているくらいの進歩を遂げたと

同時に、その時代の大家族によって営まれていた

古きよき風習慣は薄らぎ、その後の核家族化、過

疎化、高齢化の波にさらされているのが現代の社

会ではと思います。そして、社会の成熟の進展、

そこに住む人々の高齢化により高齢世帯あるいは

高齢単身世帯には医療、介護、見守り、そして健

康対策など社会問題は多様化し、社会全体の課題

となってきております。

平成１２年に介護保険制度が開始されました。

この制度では、これまでの福祉施設による介護へ
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－192－

平成２１年１２月１４日（月曜日）第４回１２月定例会・第４号

の対応、さらに施設や介護従事者などの状況改善

をするために導入されました。その中でも在宅介

護の概念は、在宅で家族が行っていた介護を介護

サービス事業として展開を図ったところにありま

す。介護保険制度の開始から既に９年を経過し、

介護保険事業計画は第４期目に入りました。その

間、る行錯誤だった第１期、介護保険制度が目指

した公的サービスへの民間事業者の参入など、さ

まざまな経過を経て第３期では介護保険事業従事

者の労働環境の厳しさ、賃金問題などさまざまな

問題もあらわれております。それら制度上の問題

はさておき、在宅介護にも現実的な問題が存在し

ているのではないでしょうか。高齢者で構成され

ている世帯では、今日の健康がいつまでも持続さ

れる保証はなく、お互いがお互いを支え合ってい

るのが現状ではないかと認識しております。介護

問題は、数年単位で考えていかなければならない

問題です。

そこで、高齢者虐待について伺います。家族の

疲弊が募るとき、不幸な虐待に至った事例をここ

数年報道等で目にしておりますが、虐待防止対策

はまさに身近な問題となっております。名寄市で

は、このような事例について余り耳にしてはおり

ませんが、何点か伺います。

１点目は、名寄市ではこのような高齢者虐待あ

るいはその手前までに至った事例はあるのでしょ

うか。その場合、過去３年ほどの事例件数につい

てお答えください。

２点目に虐待の事例の把握には、虐待するほう

の意識として無意識からと、また意識してするも

のもあるでしょう。しかし、いずれもその行為を

隠そうとしていると思います。それの事例をどの

ように把握したのかお答えください。

３点目に、高齢者は高齢者ゆえにさまざまな身

体的な老化により身体機能を失っていく中で、特

に深刻な問題は認知症ではないかと考えます。認

知症の進行により生活に重要な判断をする機能を

失ってしまいます。これらの対策として成年後見

人制度がありますが、名寄市の取り組み事例がご

ざいましたら個人情報に抵触しない範囲内でお答

え願います。

次に、児童虐待についてお伺いします。厚生労

働省は、２００７年１１月から毎年１１月を児童

虐待防止収進月間とし、各都市、各地域にてオレ

ンジリボンの啓発活動やイベント等の実施を収進

しております。これは平成１６年９月、栃木県小

山市で２人の兄弟が虐待の末、橋の上から投げら

れて亡くなる事件が起きました。その事件をきっ

かけに子供虐待防止を目指した小山市のカンガル

ーＯＹＡＭＡが平成１７年にオレンジリボンキャ

ンペーンを始めました。ＮＰＯ法人里た子支援の

アン基金プロジェクトがその活動に協力し、大き

く育てました。カンガルーＯＹＡＭＡ、ＮＰＯ法

人里た子支援のアン基金プロジェクト、オレンジ

リボンキャンペーン収進センターを設け、平成１

８年からは児童虐待防止全国ネットワークが総合

窓口を担い、厚生労働省との協働により全国的に

活動を広げております。このオレンジリボンをの

用し、児童虐待を見逃さない、防止する運動をさ

らに拡大していく必要を痛感しております。

さて、近年稚内市では両たが、少し前には苫小

牧市の母子家庭でネキレクトが主体の児童虐待の

事例が報道されたのは御記憶かと存じます。これ

についても先ほど申し上げました高齢者虐待と同

様に、なかなか事例把握が困難ではないかと思っ

ております。福祉事務所には、社会福祉課で嘱託

職員を配置して児童や母子の相談を実施している

と存じますが、この相談業務についてお伺いしま

す。

１点目は、相談体制の確立のための職員配置の

状況と経験年数も含めてお答えください。

２点目に、この相談員の受けている相談の中で

児童虐待の事例あるいは少し進めば虐待の事例と

判断できる事例数はどのくらいあったのか。でき

れば身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネキレ

クトのこの４つの分類でお答えください。
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３つ目に、児童虐待がＤＶと関連している事例

も想定されます。夫婦間の暴力がいつしかはけ口

となって児童虐待につながることも想定されます

が、身体的危険も伴うＤＶの駆け被み寺的な施設

もしくはシェルターなどの施設は、旭川市にはあ

ると伺っておりますが、名寄市にはこのような施

設設置についてどのように考えているのか伺いま

す。

次に、介護保険事業について伺います。我が国

において少子高齢化は急激に進み、とりわけ高齢

化の傾向は進むと予想され、将来は国民の ５人

に１人が高齢者になる社会が到来するとされてお

ります。合併に伴い、新たに平成１９年第３期、

２１年に第４期高齢者保健医療福祉計画、介護保

険事業計画が策定されました。これまでの計画は、

５カ年計画で３カ年ごと見直しを行うとなってお

りますが、第３期計画からは将来の高齢社会を見

通した上で計画期間そのものを３カ年として策定

されました。そこで、何点かお伺いします。

１点目に、名寄市においても高齢化は確実に進

んでいると認識しておりますが、名寄市の高齢化

の状況と要介護認定者数は何人いるでしょうか。

また、そのうち第１号被保険者の人数についても

お答えください。

２点目に、名寄市の施設設置状況は特別養護老

人ホーム清峰園、しらかばハイツを初め、それぞ

れの施設で入所生活をされております。しかし、

特別養護老人ホームに入所できずに待機を余儀な

くされている待機者もおりますので、待機者数を

お知らせください。

３点目に、だれもが年をとっても介護が必要に

なっても住みなれた自宅や地域の中で、たしい人

たちとともに最後まで人生を送りたいと望んでお

ります。近年は、民間活力の導入によりさまざま

な形態の介護つきの施設が設置されております。

例えば地域密の型特定施設入居者生活介護等があ

りますが、名寄市においても民間活力を導入して

自宅待機をされている人たちの要望にこたえるべ

きではないかと考えますが、考え方をお知らせく

ださい。

大項目の２つ目、名寄市教育相談センターにつ

いて伺います。文部科学省は、平成２１年１１月

３０日に問題行動調査で全国の小中高の児童生徒

が２００８年度に起こした暴力行為が前年度比１

３での５被 ６１８件で３年連続増加し、過去最

多と発表いたしました。これまでもいじめを初め、

問題行動で事件につながる報道は新聞、テレビで

され、死に至る痛ましい事件も取りざたされてお

ります。核家族が進む中、家庭内での対話不足や

子供同士の意思疎通が思うようにできないなど問

題行動に至る原因はさまざまあり、解決するには

大変難しいことであると思われます。

私は、子供たちの悩みを少しでも少なくできれ

ば、安心カードを持つことでお守りのかわりにな

ればとの思いから、平成１４年６月議会で安心カ

ードの配付を提案させていただきました。教育委

員会で検討され、早速夏休み明けに旧名寄小中学

校全生徒に配付、また風連町との合併の前に旧風

連町教育委員会と協議をされ、合併前年から旧風

連町全小中校に配付していただきました。児童生

徒、保護者や一般市民からの相談も多く、担当職

員の皆さんが日夜対応していただいております。

そこで、何点か伺います。

１点目に、平成２０年度のハートダイヤルの相

談件数、接触別数の内容は周知されておりますが、

２１年度上半期利用の電話、面談相談の件数と相

談の傾向についてお知らせください。

２点目に、接触別数と内訳についてもお知らせ

ください。

最後に、大項目の３つ目、食育について伺いま

す。食べることは生きることの基本であり、食べ

ることで私たちの健康は保たれております。その

ため、健やかな生活を送り、未来を担う子供たち

が豊かな心と人間性をはぐくみ、生きる力を身に

つけていくためには何よりも食が重要なのです。

国は、平成１７年６月、健全な心身を培い、豊か
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な人間性をはぐくむための食育を収進し、現在及

び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊か

で活力ある社会の実現に寄与することを目的に食

育基本法を制定いたしました。名寄市においても

平成２０年３月に食育の重要性を踏まえ、市民が

心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生き暮

らすことができる人をはぐくむことを目的に、名

寄市全体で収進する食育収進計画が策定されまし

た。

そこで、名寄食育収進計画について伺います。

食育収進は、「豊かな食材、家族いっしょに楽し

い食事」をテーマに７つの収進目標と年次ごとの

取り組み目標を定め、食育を収進しておりますが、

収進目標と年次ごとの取り組み状況についてお知

らせください。

次に、食育ファーム収進事業について伺います。

農産物の育っている様子や魚の姿など、食べ物の

実態を見ることが少なくなり、食べ物と生産現場

のつながり、他の生き物の命や自然の恩恵によっ

て食が支えられていることを実感することが少な

くなっております。北海道は、平成２１年３月に

食を支える農業の体験を通じて農業、農村への理

解を深め、みずからが食について学ぶことを支援

するため食育ファームを収進することとしました。

食育ファームの目的は、農業体験を通じて農業者

と交流することで農業、農村への理解を深め、農

業者との信頼関係を築くとともに五感を使って食

について学ぶことを目指すとしております。近年

は、食と健康に関心が多くなって、さまざまな取

り組みが行われております。

名寄市は、恵まれた台地を有し、基幹産業は農

業となっておりますことから、農業を身近に感じ

て命の大切さや農業者と触れ合い、作物をつくり

出す営みと喜びの体験を通して、ふだんの生活に

ない環境との接触によりいろいろな発見や気づく

ことができるのではないでしょうか。このような

ことから、名寄市としてもこの食育ファームを収

進していくことが重要と考えますが、考えをお伺

いいたします。

これでこの場で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）

ただいま宗片議〇福祉事務所長（小山龍彦君）

員より大項目３点にわたるお尋ねがございました。

１点目は私から、２点目は教育部長から、３点目

は経済部長からの答弁となりますので、よろしく

お願いを申し上げます。

小項目１点目、高齢者への虐待についてお答え

をいたします。平成１７年に成立した介護保険法

の一部改正により、地域支援事業として高齢者に

ついての権利擁護事業が行われることになり、高

齢者虐待への対応及び防止に関して地域包括支援

センターが中心に行っていくことが義務づけられ

ており、対応を進めているところでございます。

最初に、過去３年間の事例件数のお尋ねがござ

いました。１９年に地域包括支援センターが設置

されて以降２１年１１月現在まで１３件の相談通

報があり、そのうち虐待と判断したのは５件です。

この５件につきましては、実務者レベル会議や２

０年１１月に設置しました高齢者虐待防止ネット

ワーク会議にて関係機関との連携を通じ、対応を

図っております。

次に、事例をどう発見し、どう対応を行ってき

たかのお尋ねですが、虐待の状況の発見はその方

が介護サービスを利用する際などに本人の訴えや

不自然なあざなどが発見されたなどがケアマネー

ジャーを通して通報のあったのが７件、それ以外

の６件は身内から、知人、病院、警察などからの

電話や窓口により相談によって把握しております。

次に、成年後見人制度について、制度及び取り

組みの状況についてお答えいたします。高齢者の

成年後見人制度の相談対応につきましては、平成

１９年から今までに身内の方、民生委員、知人、

関係機関の相談から６件の相談があり、制度の利

用にまでつながったのは１件であります。この方

は、ひとり暮らしで身内の方もなく、軽度の認知

症で自分自身でこれからの生活に不安を持ってい
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た方です。地域包括支援センターの職員が一緒に

家庭裁判所に出向き、相談、申請の支援を行った

経過があります。申請には被１０被被の費用を要

し、手続の支援申請から後見人の決定にまで３カ

月を要しております。金銭管理、各種契被等は後

見人が対応できるようになり、本人も安心して生

活ができるようになっております。また、本人や

身内の方が申請できない場合は市長申し立ての制

度もありますので、安心した生活ができるよう成

年後見人制度の利用促進を図ってまいります。

次に、小項目２点目の児童虐待についてお答え

いたします。子供は、たの愛情を受けすくすく育

ち、社会に順応して成長し、大人になっていくも

のです。児童虐待は、核家族化や地域とのつなが

りが希薄な中で子育てする家庭事情の複雑な絡み

合いが大きなストレスから、家庭内弱者である子

供に向けそのはけ口が向かい、情緒的なた密な関

係が築けず苦しむこととなり、時にして攻撃的に

なります。御質問のございました相談業務につき

ましては、社会福祉課内に家庭児童相談員、母子

自立支援員、生活保護相談員の３人を配置し、相

談業務を行っております。これに携わる相談員の

経験は、家庭児童相談員は７カ月、母子自立支援

員は４年、生活保護相談員は１年８カ月となって

います。

次に、虐待の状況及び件数ですが、平成２０年

度の虐待内訳は身体的なものが４人、心理的なも

のが２人、ネキレクト、いわゆる育児放棄で３人

です。平成２１年度は１１件の件数があり、その

すべてがネキレクトであり、いずれも母子世帯に

起きたものです。虐待と思われるケースが発見さ

れた場合、通常児童相談所、警察、保健センター、

民生委員、学校等との連携を図りながら個別相談

や指導を行うとともに、事後のケアについても相

談員が定期的に家庭へ訪問を行い状況を確認し、

各関係機関と情報を共有しながら進めております。

虐待の一つの事例としては、金銭感覚に乏しく、

経済的負担から満足な食事を与えないなどの虐待

で母たが子供を育てることが困難と判断したこと

から、旭川児童相談所に連絡の上、子供を一時保

護の措置を行う一方、母たの状態を訪問で見守る

中で養育条件が整ったときた元へ戻す状態となり

まして、現在児童が家庭に戻っておりますが、今

後再び同じことが起きた場合、関係機関、担当職

員によるケース会議を開催し、強制入所となれば

児童はた元から離れ生活していくこととなります。

さらに、妻や子供が夫から暴力を振るわれ、生命

に危険を感じたときには警察や道内にあるシェル

ターに避難する場合がありますが、名寄市にこう

した施設の設置につきましては狭い地域であり、

なかなか完全な遮断状況をつくることが困難など、

いろいろな状況から困難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３点目の介護保険事業についてお

答えいたします。お尋ねのあった名寄市の高齢化

の状況と要介護認定者数については、本年１０月

末現在、人口３被９２５人に対して第１号被保険

者であります６５歳以上の方は １７８人で、高

齢化率は２ ４でとなっております。介護認定者

は ３０８人で、うち第１号被保険者は ２６７ 

人となっています。６５歳以上の方の被１ ５で

の方が要介護認定者という状況になっております。

次に、特別養護老人ホームへの入所待機者の状

況についてお答えします。現在清峰園及びしらか

ばハイツへの入所希望届を提出されている方は被

１９０人となっておりますが、その大半は他の施

設等に入所または入院されており、在宅での待機

者は被８０名で、うち要介護４もしくは５の方は

６名から８名と把握しております。また、市内に

開設しております認知症対応型キループホームに

は１０名程度、フロンティアハウスふうれんには

３２名ほどの方が入所待ちとなっております。

次に、民間活力による施設拡充について申し上

げます。議員が言われますように今後高齢化がさ

らに進展することに伴い、将来的には施設の不足

が懸念されておりますが、本年３月に国の経済政
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策の一環で介護基盤緊急整備等特別対策事業が施

行されたことで、市内において民間事業者の手に

よる複数の介護施設等の開設が検討されておりま

す。その計画の詳細については公表できる段階で

はございませんが、市内及び市外の４事業者の方

から６施設についての計画の打診があり、この中

には当市の第４期計画に合致する小規模多機能型

居住介護事業所も含まれ、また整備には介護基盤

緊急整備特別対策事業が従前の補助制度より有利

な補助制度となっていることから、施設の指定に

ついて前向きに検討をしているところでございま

す。ただ、本事業は平成２３年度までの期間と限

定されているため、来春早々には市の考えをまと

めるべく事務作業に当たっております。今後開設

した場合の保険料のる算と介護保険事業について、

市民の皆様の意見を取り入れた上で改めて計画の

変更をお示ししたいと考えております。

以上、この場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、名寄市教育相談センターについてお

答えをいたします。

電話、面談相談の件数と相談の傾向についてお

尋ねがありました。平成２１年度の上半期の電話

相談は５２件、直接面談は４４件で相談総数は９

６件となっており、前年同期に比べ減少してござ

います。相談傾向につきましては、電話、面談と

もに保護者からの相談が多く、主な内容は不登校

や登校渋り、次いで家庭内の生活相談も関連して

多い傾向となっております。相談される方は、一

様に子供たちの抱えている不安や不満を解決でき

ずに相談に訪れますが、十分に時間をかけて聞き

取ることで１回の相談で解決に向かうことが多い

状況にあります。しかし、中には人間関係がうま

く築けなく継続して相談に訪れる場合もございま

す。

次に、接触別数と内訳についてお尋ねがありま

した。相談内容により早期に解決すべき内容につ

いて、小学校の担任や中学校の心の相談員と１２

回、家庭訪問が２回、関係機関として福祉事務所

の家庭児童相談員や病院の医事相談課に１０回ほ

ど訪問してございます。

質問通告の３番目に安心カード配付状況につい

てございましたけれども、ただいまの質問の中で

触れられておりませんので、再質問等でございま

したら、そのときにお答えをしたいというふうに

思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目３点目の名寄市の食育について、小項目で２点

にわたり御質問をいただきました。

初めに、名寄市食育収進計画から食育の収進目

標と年次ごとの取り組み状況についてお答えをい

たします。平成１９年７月に収進計画策定市民委

員会を立ち上げ、平成２０年３月に名寄市食育収

進計画が策定をされました。この計画に基づき、

市民が正しい食事のあり方や望ましい食習慣を形

成できるよう総合的な食育の収進を図るため、平

成２０年９月に名寄市食育収進協議会を立ち上げ

ております。

食育収進と年次ごとの取り組み状況ですが、基

本的にはこれまで収進してきた各団体の取り組み

を実施するとともに分野ごと、生活福祉、教育、

経済の収進状況の検証や連携を図ることとしてお

ります。ことしの取り組み状況の主なものとして、

生活福祉関連では健康まつり、食と健康について

のＰＲ、展示会でございます。それから、市内保

育所ではもちつきの実施を行ってございます。教

育関連では、へっちゃＬＡＮＤ、野外体験学習で

まきを使用した飯ごう炊飯などを体験をいたして

おります。食育指導の中では、市内小中学校にお

いて栄養士による食にかかわる授業を実施してお

ります。農業体験では、畑、水田において田植え、

稲刈り、収穫あるいは収穫祭等を開催をいたして

おります。高大官連携事業として、名寄農業高校、
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市立大学、学校給食センターの連携により生産か

ら食事、健康までの地域食育プロキキムの収進を

いたしております。地域貢献事業では、地元の肉、

農産物を使ってホテルがハンバーキをつくって学

校給食食材として提供いただく取り組みも実施い

たしております。経済部関連では、なよろ産業ま

つり、地元農畜産物のＰＲ、それから地産地消フ

ェアｉｎなよろ、地元農畜産物のＰＲ、地元モチ

米を使った料理コンテスト、食の安全、安心教育、

地産地消のＰＲ等を行っております。それから、

第４回食育オリエンテーリンキＩＮなよろ、１０

組３４名のた子が地元野菜の収穫体験、農業体験

を実施いたしております。これらの取り組みを含

めたものがことしの取り組み状況であります。

年次ごとの取り組みにつきましては、新たな取

り組みを定め、収進することとしております。計

画における平成２１年度の取り組みにつきまして

は、学校行事において名寄でとれた食材を使った

た子料理教室、今がしゅん、地元新鮮野菜の広報

あるいはホームページによるＰＲ、今がしゅん、

しゅんの食材などを紹介した食育啓発を冬カレン

ダーに盛り被む、これらのことを目標として計画

をされております。これまでの既存の事業が中心

でございまして、今後は計画の見直しも含め協議

会で検討させていただきたいと考えており、関係

機関、団体連携して収進してまいりますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。

次に、（２）番目の食育ファーム収進事業につ

いてお答えをいたします。御質問のとおり、北海

道はことしの３月に食育ファーム収進のため実践

マニュアルを提示しております。食育ファームと

は、農業体験などを通じて道民を初め多くの人た

ちが農業、農村への理解を深め、食の楽しさや大

切さなど、みずから食について学ぶことを支援す

る農場でございます。

農業者が食育ファームに取り組む主な目的とし

ては、１つには食育ファームの活動を通じて体験

者に対する食育を支援する、２つ目には訪れた人

たちに農業、農村のよさを再認識する機会を提供

する、３つ目には体験の場を提供するだけでなく

体験者に農業、農村の魅力を伝え、農業や地域の

特色、農産物やその加の品などを学ぶことを支援

する、４つには農業体験の取り組みに共感し、強

い信頼関係で受け入れをサポートしてくれる人た

ちを応援する、５つ目には地域の人たちとの連携

を深め、都市と農村の交流人口をふやし、地域全

体の振興を図るとされております。

食育ファームの登録要件として、農業・農村コ

ンセンサス形成総合収進事業のふれあいファーム

に登録されている農場で、食育ファームとして申

し被みがあり、次の要件を満たす農場となってお

ります。１つには、食育に関する農業体験メニュ

ーを提供できること、適切な保険への加入など安

全対策に十分配慮していること、３つには情熱を

持って継続的に受け入れを行うことができること

とされております。現在名寄市では、ふれあいフ

ァームに登録されている農場は、ちえぶん旬菜の

６農場、風連リリーファーム、かんだファーム、

よねざわ農園、それからとよさと元気ファームの

７農場、風連有機農業倶楽部の３農場、とよさと

元気ファームの３農場の合わせて２２の農場が登

録されております。この登録農場の方の多くは、

名寄市が支援しているキリーン・ツーリズム収進

事業の修学旅行生の受け入れなど、農業体験の受

け入れを目的に設立されている名寄市キリーン・

ツーリズム収進協議会の構成委員にもなっており

ます。この協議会では、ことしも市民講座におけ

る農作業体験、名寄市立大学生の農作業体験の受

け入れを行っており、来年以降の修学旅行生等の

受け入れに向け、準備を進めております。この協

議会の受け入れ農家の方は、食育ファームの登録

要件の適切な保険の加入、情熱を持った受け入れ

の要件を満たしており、あとは食育に関する農業

体験メニューの提供を満たせば登録できる状況に

あると考えております。

ただ、受け入れ農家の負担を考えますと、すぐ
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に食育に関するメニューを提供することは難しく、

まずは農作業体験に多くの方が参加される状況を

つくり、農作業体験が無理なく行うことができて

から食育に関するメニュー提供を考えていくこと

が必要かとも思われます。受け入れ農家の方々も

以前から理解を持って農作業体験の受け入れをや

っておられる方が多く、市としても食育ファーム

の取り組みは食育収進に大きな効果があると考え

ており、できるだけの支援と取り組みを収進して

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ細部にわた〇２４番（宗片浩子議員）

りお答えいただきました。ありがとうございます。

再質問と要望を行ってまいります。

初めに、福祉行政についての高齢者虐待につい

て伺います。このほど１２月６日に厚生労働省が

行った調査で、６５歳以上の高齢者が暴行などの

虐待を受けたと判断された件数が平成１９年度は

１被 ２７３件に上ったと。１８年度に比べて７

０４件、５での増である。うち２７名の高齢者が

死亡していたということでありました。各自治体

で相談窓口整備など虐待に向けた取り組みが進む

一方で、高齢者虐待が減らない実態が明らかにな

ったとしております。

また、北海道は道内で２００８年度、６５歳以

上の高齢者４５５人に対する虐待が確認されたと

１２月９日、道の調査でわかり、前年度比３割増

しと増加傾向にある。連携体制の整備、対策を急

いでいるとしています。名寄市におきましても先

ほども質問しましたが、余り耳にしておりません

でしたが、過去３年間で１３件の相談があり、そ

のうち５件が虐待だと判断されたと先ほどのお答

えがありましたけれども、本当に心痛むような感

じがいたしました。虐待の把握には、また見えな

い部分で潜在化していることが多く、難しい問題

であるのですが、隠れた高齢者の虐待の把握には

どのような対策をされているかお知らせください。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

隠れた高齢者虐〇福祉事務所長（小山龍彦君）

待の把握ということでのお尋ねかと思いますけれ

ども、高齢者虐待は介護の大変さから身体的な虐

待に及んでしまうケースだけではなく精神的、経

済的な虐待など、なかなか表面に出てこないケー

スや虐待している者、されている者もた子げんか

あるいは夫婦げんか程度としか考えていない場合

もございまして、当事者の認識を含めて実際の把

握は非常に難しい状況にございます。

高齢者虐待防止につきましては、広報に掲載し、

市民への啓発を図り、高齢者虐待に及ばないよう

に予防に努めておりますが、虐待を疑われる状況

や虐待の早期発見には地域の見守りや支援体制が

必要であると考えております。来年度に向けまし

て、高齢者虐待対応防止ネットワークの中で協議

を行う中で地域との連携や支援体制を構築し、高

齢者虐待の早期発見、早期対応、擁護者への支援

など高齢者が住みなれた地域で安心して生活がで

きるよう支援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。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

した。本当に高齢者虐待、同居家族がそのような

ことになっているのかなと思いますが、本当に身

内からの虐待が多い。そして、１番目は息子さん

が多い。それから、夫が多い。その中で、被害者

の８割が女性であるという報告もされております。

本当に身内のやっぱり心を許す甘えもあり、お互

いがお互いにわがままになる部分もあるかと思い

ますけれども、このような虐待は少なくなればと

思います。

次に、児童虐待について伺います。相談体制の

職員配置につきましては、これまでも専門職とし

て指導、相談とともに精通されていると存じます。

相談の内容により難しい判断もされると思います

けれども、よりよい方向にお願いしたいと思いま

す。
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虐待の事例では、平成２０年度はさまざまな内

容で報告をいただきましたが、２１年度現在で１

１件すべてがネキレクトであるという今報告をい

ただきましたが、そして母子家庭であるというこ

とです。また、現在の今日の経済の状況の中で母

たの職場環境も影響しているとも指摘されており

ます。

私は先日、旭川児童相談所で現状を伺ってまい

りました。児童虐待は、増加の一途をたどってい

るとのことでした。旭川児童相談所が昨年度認定

した道北地方、これは上川、留萌、宗谷管内です

が、この虐待件数は統計のある１９９３年度以降

過去最多を記録したと。昨年度中に認定した児童

虐待数は１４６件、前年度は１０８件で、そのう

ちネキレクトが８３件で最も多く、身体的虐待３

３件、心理的虐待２７件、性的虐待３件と続いた

とのことでした。この虐待の傾向は、名寄市とし

ても同じような傾向となっているというのが実感

です。虐待を受けた子供などが入所する道北地方

の児童養護施設は、旭川の育児園、富良野の国の

子寮、美深育成園の３カ所ですが、どの施設も満

員状況でた側の問題から入所期間の長期化も問題

となっているとのことでした。旭川児童相談所で

は、一時保護の施設にも苦慮しておりました。旭

川以北、稚内まで一時保護の施設がないというこ

とでございます。子供が一時の避難場所として施

設またはシェルターなどのようなことを広域で取

り組むことは考えられないのでしょうか、考え方

をお願いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

シェルターとい〇福祉事務所長（小山龍彦君）

うことで、一時保護施設の広域の考え方が再質問

の要旨かと思いますけれども、議員も御承知のと

おり道立施設は現在旭川にございますけれども、

一時保護の部分で児童の場合につきましてはいろ

いろな日常生活以外に心理的なケアなど、例えば

臨床心理士ですとか、そういう専門職等もいない

となかなか、ただ食事を与えて生活の介助をする

というだけではちょっと不十分かなというような

部分がございまして、やはり国なり道なりがその

中でそれまでのノウハウ等を使って施設運営され

ていくのがというようなふうに思っております。

広域といいましても通常行政、そういう施設があ

りましたら相談して利用させていただく部分でご

ざいますけれども、なかなか上川北部、広域等で

施設運営するというのは困難なのかなというよう

な、そういう認識を持っております。

以上でございます。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

した。本当に子供たちがそういう一時預かりとい

うのでしょうか、保護される場所がなくなってく

るということは、さてどこへ行ったらいいのでし

ょうかということになってしまうのですけれども、

広域でも自治体がこれを担うということは大変難

しい問題であることは十分心得ております。国な

り道なりが一時預かりのそういう施設があれば、

これから課題になっていくのではないかというふ

うに考えます。

それでは、介護保険事業について伺います。先

ほどもお答えいただきましたけれども、名寄市の

高齢化は２ ４でとのことですが、名寄には名寄

市立大学ですとか自衛隊の駐屯地とか、若い方が

たくさんいらっしゃる、このことにも支えられて

いるのではないかと考えます。しかし、介護認定

者 ３０８人のうち第１号被保険者で ２６７人、 

６５歳以上の１ ５での数字は、これは大きな数

字ではないかというふうに考えます。特別養護老

人ホームに入所できずに被１９０名の方は他の施

設や病院に入所、入院されており、８０名の方が

在宅で待機されているとのことです。在宅で介護

できるのが一番望ましいことではあるのですけれ

ども、介護を受ける方も介護をされる家族にとっ

てもともにつらさが伴います。これから高齢社会

は急速に到来することは明白であることから、民

間活力を導入して施設整備を急ぐことも重要と考
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えます。第４期計画を見直し、第５期計画の先取

りも検討してはいかがでしょうか。また、介護保

険整備にもし伴ってその施設ができると考えた場

合ですが、介護保険料に及ぼす影響はどの程度に

なるのかお知らせください。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど説明させ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ていただきました介護基盤緊急整備等特別対策事

業の部分では、補助制度も従前から見れば相当な

有利なものにはなっているという部分はございま

すけれども、本年４月１日から施行となっており

ます第４期の介護事業計画、それは昨年つくった

ものでございますけれども、昨年の９月、１０月

時点の利用者アンケートの中では今みたいな部分

でいうサービスの程度、それから保険料は据え置

きでということで第４期計画に入ったわけでござ

いますけれども、第４期計画の中で小規模多機能

型居宅介護事業所というのを一応１施設を入れて

いるところなのですけれども、それにつきまして

もその時点では民間事業者がそれをやりたいとい

うような希望がなかったのですけれども、当然そ

ういうようなサービスの需要が出てきたときに対

応できるようにということで事業計画の中にもと

もと含めていたものでございますけれども、それ

がことしの３月になりまして先ほど言いました事

業の中でそういうものが出てまいりました。そう

いうことで市内の中に、あるいは市外の方で４事

業者の方が６施設をやりたいというような話にな

ってきているところでございます。

それで、そういうことでそういう施設をやると

いうことは、当然保険料にはね返ってくるという

ことなのですけれども、御存じのように第４期計

画はことしから３カ年の間ということで、先ほど

申しましたように介護保険料は据え置きというこ

とでしておりますので、仮に新たな事業が展開さ

れても保険料は介護計画を見直さない限り上げる

ことはできないということになっておりまして、

ではその分当然出てくるのがどのぐらいかという

話になるのですけれども、私どもる算していると

ころで申しますと１施設大体月１００被というこ

とで、１施設をつくることに月１００被ですから

年間で ２００被、それが何施設かというような

話になるのですけれども、その場合は当然保険料

の負担が発生してくるということで、相当な住民

のコンセンサスがなければちょっと難しいのかな

ということで、先ほども申しましたようにこの事

業が２３年度で終わるという部分と補助率がいい

ということで、これまでの市のそういう施設の設

置には市なりがある程度、何がしかのかかわりを

持って建設を進めたのですけれども、こういう部

分につきましては少し民間事業者独自の独力で何

かできるような状況とも伺っておりますので、保

険料の部分、事業量の見直し等も含めた中で、で

きれば新年度の手前ぐらいまでには結論を出して

いきたいなというようなことで考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

１８０名ぐらいの方〇２４番（宗片浩子議員）

がそれぞれの地方の施設ですとか病院ですとか市

内の病院ですとかというところで待機され、待っ

ている。また、８０名の方が自宅での待機をして

いる。私の身の回りというのですか、御近所でも

本当にほっとけないというひとり暮らしの男性、

女性、御家族でも御夫婦であっても本当に何とか

しなければという家族の方が結構いらっしゃいま

す。この制度を利用しまして、こういう方々が安

心して生活できるような民間活力の導入をぜひお

願いしたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。

それから、安心カードの配付でございますけれ

ども、私が先ほどお話というか、質問させていた

だきました平成１４年に私がこういう議員の立場

になって思ったのは、私も子育てを済ませてなか

なか小さい子供たち、児童生徒のところに気持ち

がいかなかった部分がありまして、なぜ今こんな

に子供たちが悩んでいるのだろう、どうしてこん



－201－

平成２１年１２月１４日（月曜日）第４回１２月定例会・第４号

なに大きな事件が多いのだろう、そのことで何と

か悩める子供が小さいときに悩みを少しでも少な

くなればということで安心カードの配付をしてい

ただきました。６月で提案をさせていただいて、

一番初めにこれをつくっていただいたのですが、

カードが間に合わないで市販のものをつくってい

ただきました。「１人で悩むのはもうやめよう」

というタイトルです。その後、これは市職員の方

のイキストなのですけれども、毎年色を変えて全

校に配付していただいております。本当にこれを

私は持てばいいというものではなくて、これをお

守りがわりに持つことでこういうことをちょっと

話ししたい、話すことで解決もすることがたくさ

んあると私は思っていましたので、配付していた

だきました。そのことで年々相談件数も多くなっ

て、それから職員さんも増員していただいたりな

んかの経過があります。このことにつきまして、

ことしでかなりの年数たってはいるのですけれど

も、今後もこの安心カードの配付についてどのよ

うに考えているのかお知らせください。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

安全カードの配付状〇教育部長（山内 豊君）

況ですけれども、全校の児童生徒、今 ３００か

ら４００ぐらいですけれども、全員にお配りをし

ております。これは毎年ということで、今議員お

っしゃったように持っていることで安心してもら

うと。何かのきっかけの中で、それを持っていて

相談ができるということで、非常にこういった相

談の件数にも反映しているのかなというふうに思

っております。この児童生徒以外に高校にも、あ

るいは各公共施設のところにも配付をして窓口に

配置をしているという状況にあります。今後もこ

ういったような子供たちが安心できるような、そ

ういったような体制といいますか、これは非常に

効果があるということで続けていきたいなという

ふうに思っております。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

した。このカード、一番当初から１年生から中学

生全員に配付いたしまして、小学生……これは担

当の方からお話を伺っていたのですが、このカー

ドを持ってた御さんとともに転勤された。その転

勤先で悩みがあって、遠くは三重県からそうやっ

て電話の相談があったとか、それから中学校を卒

業して、このカードを持ってほかの高校に進学し

たときにやはり悩み事があって、よその高校から

このカードの電話番号のところに電話をかけてき

たと。そして、話をしているうちに解決ができた

と。そういうことが広がっておりますので、ぜひ

ともこの安心カード、今なくなってしまうと１年

生はいいですけれども、１年生が２年生に上がっ

て、今度１年生が上がってきたときにこのカード

を持っていないことになりますよね。ですから、

このカードはできる限り順次配付していただきた

いなと、そのように思います。

それから、相談傾向が不登校や登校渋りの相談

も多いということなのですが、これは私がテレビ

を見ていまして、１２月１０日、ＮＨＫの番組で

不登校や登校渋りの原因にパソコンや携帯電話に

時間を使い、生活が夜型になって就寝時間が遅く

なったり、睡眠時間の減少の影響で睡眠障害の傾

向があると。睡眠のリズムを正しくすることで不

登校が改善されると報道しておりました。このこ

ともありまして、不登校、登校渋りの調査、この

ようなことがないのか調査する必要があると思い

ますが、もし考え方がありましたらお知らせくだ

さい。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま不登校につい〇教育長（藤原 忠君）

ても御質問がございました。その前に児童虐待と

か、あるいはその他の青少年の問題行動について

もお話がございましたが、本当に今全国では暴力

行為が戦後最多であると。北海道は、幸い平成に

入ってから最多ということです。それでも幸いと

言えるかどうか、非常に多い状況にございます。

そういう中で、今１００年に１度の経済不況とい
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うことで、非常に大変な生活を送っている方もい

る。そういう中から生活の乱れもやはり出てきて

いるということは私たちも把握しております。不

登校の中には、そういう子供たちも確かにおりま

すが、やはり根本にあるのは、これはたの心の貧

困があるのではないかと私は思うのであります。

この辺をどうやって行政が、教育が、そして地域

が支えていかなければならないか。これをしっか

り支える体制を何とかつくっていかなければ、児

童虐待とか、あるいは不登校とか、生活の乱れな

ども根本的には解決されない部分があるのかなと、

こう思ったりしております。ただ、教育委員会と

してはそういう不登校、早寝早起き朝御飯のでき

ない家庭の不登校については、これからもしっか

りと指導してまいりたいと考えております。

宗片議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇２４番（宗片浩子議員）

した。児童虐待なのですが、私は先日大学で、こ

れは保育所の先生方が対象、また大学の関係の方

を対象にした講話がありまして、私もちょっと伺

ってまいりました。稚内の事件なのですが、その

稚内の事件を担当された担当官が講演していただ

いたのですが、結果的には本当に不幸な事件であ

るのですが、この母たはすごく初めは協力的であ

ったと。通報があってすぐに駆けつけて調査をし

たのですが、母たはすごく初めから協力的であっ

たと。それを担当官は、あらかじめ信じてはいた

のですが、調べているうちにこの家庭は問題があ

るということで母たのおばあちゃん、お母さんの

ところに預けたそうです。でも、預けてもそのお

ばあちゃんが育てた母た、やっぱり連鎖というこ

とでおばあちゃんのところにもいられない。そん

な状況から、また母たが引き取って母たのもとに

戻した。それが結果的にはああいう厳しいという

か、つらい事件になったと思っておりまして、本

当にこれはどれを、何を信じていいのかわからな

いのですけれども、本当にこれはお話を聞きなが

ら私は胸が詰まる思いで聞いてきたのですが、私

もこの今回の質問につきましては命ですとか、そ

れからた子のきずなとか、そういうのは一体何な

のでしょうかと思いながら今回は質問をさせてい

ただきました。

これで質問を終わります。ありがとうございま

した。

以上で宗片浩子議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

日程第３ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

６号 名寄市後期高齢者医療に関する条例の一部

改正について、議案第２７号 名寄市介護保険条

例の一部改正について、以上２件を一括議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２６号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、

議案第２７号 名寄市介護保険条例の一部改正に

ついて、一括して提案の理由を申し上げます。

平成２２年１月１日から社会保険の保険料等に

係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の

一部を改正する法律が施行されることとなり、厚

生年金保険料、健康保険料等は延滞金の軽減措置

が設けられることとなります。本件は、現下の厳

しい経済情勢にかんがみ、同法律と同様の取り扱

いを行うため、名寄市後期高齢者医療に関する条

例及び名寄市介護保険条例を改正しようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第２〇議長（小野寺一知議員）

６号外１件について一括質疑に入ります。質疑は

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付
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託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２６号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２６号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第４ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

８号 名寄市議会議員定数条例の制定についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

高見勉議員。

議長より指名を受け〇１３番（高見 勉議員）

ましたので、議案第２８号 名寄市議会議員定数

条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

名寄市議会議員の定数につきましては、平成１

８年３月１日に平成１８年３月２７日から上川郡

風連町及び名寄市を廃し、その種域をもって名寄

市を設置することに伴う議員の定数は２６人とす

る公示がなされましたが、合併時における旧風連

町の議員１４名及び旧名寄市の議員２２名の任期

につきましては合併特例法の規定を適用し、合併

後の平成１９年４月３０日まで引き続き名寄市の

議員として在任する告示により３６名の議員でス

タートしました。その後、平成１９年４月２２日

執行されました市議会議員の選挙では、合併して

初めての選挙ということで、この選挙に限り旧名

寄市の種域議員数１８名、旧風連町の種域議員数

８名の２つの選挙種に分けて選挙し、議員定数に

関する告示の２６名の議員数で今日に至っていま

す。

２６人の議員の定数は、地方自治法で規定され

ている人口５被人未満の市の上限の議員の定数で

あることから、議会改革調査特別委員会では議会

改革の一環として議会基本条例制定後の５月より

８回にわたる委員会の開催や１０月に名寄地種、

風連地種、智恵文地種において議員定数を考える

市民意見交換会を開催するなど議会基本条例に基

づく真摯な議論を重ねてまいりました。その結果、

合併後における当市の議会のありよう、議会本来

の市民の多様な意見をどう理解し、市政に反映す

るかは意見のあったところでありますが、それら

の意見を踏まえて定数を２０名とすることで特別

委員会の意見が集被されたこと、さらに各会派に

おかれましても公布の日以降初めてその期日を告

示される一般選挙から定数を２０名とすることで

意見の一致を見たことから、名寄市議会議員定数

条例を制定しようとするものであります。

よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２８号に

つきましては、質疑、委員会付託を省略し、直ち

に採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

９号 名寄市議会委員会条例の一部改正について

を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

田中好望議員。

議案第２９号 名寄〇１７番（田中好望議員）

市議会委員会条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。
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名寄市議会議員定数条例の制定により、次の一

般選挙から議員定数が２０人となることと市の行

財政改革による組織機構の見直しが行われ、生活

福祉部を市民部と健康福祉部に分けて５部制から

６部制とすることとする名寄市事務分掌条例の一

部改正に伴い、名寄市議会委員会条例の一部を改

正しようとするものであります。

現在２６人の議員定数が２０人となることから、

活発な委員会活動のため常任委員会の数を４常任

委員会から３常任委員会とし、常任委員会の名称、

定数、所管を改正しようとするものです。また、

議会運営委員会の定数を１１人から９人に改正し

ようとするものです。

この条例は、名寄市議会議員定数条例の施行の

日から施行するとするが、生活福祉部を市民部、

健康福祉部と改正する部分は平成２２年４月１日

からの施行とするものでございます。

よろしく御審議をくださいますようお願いを申

し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２９号に

つきましては、質疑、委員会付託を省略し、直ち

に採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第６ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第１号 電源立地地域対策交付金制度の交付期間

延長等を求める意見書、意見書案第２号 さらな

る緊急雇用対策の実施を求める意見書、意見書案

第３号 子どもたちの生命を守るため、ヒブワク

チン及び肺炎球菌ワクチンへの公費助成、定期接

種化を求める意見書、意見書案第４号 北海道開

発局の存続と北海道開発の枠組みの堅持を求める

意見書、意見書案第５号 地方財政に配慮した国

の予算執行及び予算編成を求める意見書、意見書

案第６号 道路整備に必要な財源の確保を求める

意見書、意見書案第７号 日米ＦＴＡ交渉に反対

する意見書、意見書案第８号 新たな食料・農業

・農村基本計画の策定に関する意見書、以上８件

を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外７件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号外７件は原案のとおり

可決されました。

日程第７ 報告第２〇議長（小野寺一知議員）

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第８ 議会改革〇議長（小野寺一知議員）

調査特別委員会報告を行います。

委員会の報告を求めます。

議会改革調査特別委員会、高見勉委員長。

議〇議会改革調査特別委員長（高見 勉議員）

長より指名を受けましたので、議会改革調査特別

委員会の調査検討事項の審査経過と結果を報告い

たします。
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本委員会は改選後の平成１９年９月定例会にお

いて「市民の負託に応え、抜本的な改革事項、課

題など財政改革を含めた調査研究を進め、市民と

情報を共有しつつ、更なる議会改革、活性化を目

指す」ことを目的に１３名の委員構成で設置され

ました。

委員会では、まず、各会派及び議員から改革事

項の提案を求め、提案された事項を条例改正等が

伴ず時間をかけず実施することが出来る事項、議

会基本条例の制定に伴う事項、議員定数・報酬に

関する事項等に振り分けて検討することと致しま

した。

まず、時間をかけず実施可能な事項の審査結果

について申し上げます。

本会議における、代表質問、一般質問は対面方

式を採用することとし、議場に質問席を設けるこ

ととした。行政視察については、これまで任期中、

道内外あわせて４回実施してきたが、３回に縮小

し、任期最終年は実施しないこととした。新設条

例の制定には審議期間を保障した提案を求めるこ

とにした。議会の情報開示の立場から、議会広報、

議会のホームページ、インターネット中継等を中

心にスピード感を持って積極的に市民に情報提供

を行なうことにした。政務調査費については、議

員の調査活動において必要な制度と判断し現行の

ままとし、より一層、適切な執行と透明性を図る

観点から議会基本条例で明確に定めることとした。

その他、議会図書室の整備充実及び事務局の体制

整備に関する事項、政治倫理に関する事項等は、

基本条例で協議検討することにしました。

次に、議会基本条例制定の審査結果について申

し上げます。

地方自治体の自己決定、自己責任がより一層求

められる中で、議会が担う役割と責任は、これま

で以上に重たいものになってきている。こうした

時代背景を踏まえ、新しい時代の議会像を追求す

ると言う認識で基本条例の制定に取り組むことに

致しました。

具体的な議論では、まず基本条例の考え方につ

いて共通認識を図ることとした。

総論部分として、議会に与えられた本格的な役

割を再認識し、名寄市議会の主体性においてその

内容を本条例の中に明文化する。今後制定される

自治基本条例は市政運営の最高規範であり、議会

基本条例は議会運営の最高規範として位置づける。

各論部分として、条例の組み立てについては、

前文において、自治体における二元代表民主制の

原則に基づき、名寄市議会が果たすべき使命や、

そのための議会運営の基本姿勢などを書き被んだ

上で、本則においては「行政への監視機能」「議

会の情報公開」「議会の市民参加」「議会の自由

討議」「議会と市長等との関係」など五つの柱を

立てて、個別の主要論点を盛り組む構成とした。

個別論点では、五つの柱に加え、議員の政治論

理、議会及び事務局の体制整備等についても論点

整理の議論を行ったところであります。

条例策定作業は、これらの論点整理、考え方を

もとに、作業部会を立ち上げ条例のたたき台、素

案作りを行ない、委員会審議、作業部会での条文

整理を繰り返し、前文及び１０章２２条の条例原

案と逐条解説を策定いたしました。その後、市長

部局との協議、全議員による協議検討を経て、市

内４ヵ所での市民説明会、市民からの意見募集等

を実施する中で、条例案の最終確認を行い、平成

２１年３月定例会で全議員の提出により「名寄市

議会基本条例」を可決決定し、４月１日から施行

したところであります。

７月には、さっそく本条例に基づき、全議員に

より市内４カ所で議会報告会を実施し、市民の皆

さんと意見交換を行なったところであります。

条例制定まで、被１年間かけての調査検討、策

定議論でありました。時には委員間での激しい議

論もありましたが、これも議員の手により条例を

策定し実施に移すと言う、熱い思いの表れであっ

たと思います。結果、道内都市部では第１号の議

会基本条例の制定となりました。



－206－

平成２１年１２月１４日（月曜日）第４回１２月定例会・第４号

次に、議員定数・報酬の審査結果について報告

いたします。

現行の地方自治法では、人口５被人未満の市の

議員定数は２６名を上限として条例で定めること

としています。当市議会は、平成１８年３月の名

寄・風連両市町の合併により、被１年間、在任特

例を適用し３６名とし、平成１９年４月の選挙は

選挙種制度を取り入れ定数は上限の２６名として

きました。

こうした経過を受け、本委員会は次の一般選挙

から、全市１種とし議員定数は削減する方向で検

討することに致しました。議会基本条例第１７条

では、議員定数の改正に当たっては、行財政改革

の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の

予測と展望及び市民の意見を十分考慮すること。

定数に関する基準については、市の人口、面積、

財政力及び事業課題並びに類似市の議員定数と比

較検討することと定めています。従って、基本条

例に基づき類似市などの資料も収集しながら議論

を進めました。

議論の主な論点は、地方議会に多様な民意を反

映するためにどう考えるか。比較議論（人口、面

積、財政、類似市との比較等）からどう判断する

か。大学、市立病院等まちづくりの特色で他市と

の違いや将来予測、財政分析、事業課題等につい

てどう考えるか。日常の議員活動と議員の役割、

責務などについて活発な議論がなされました。

具体的な実数議論では、１８名から２４名まで

それぞれ幅広い意見が出されました。意見の違い

は、人口、類似市との比較及び将来展望から見る

と定数を厳しく絞り被まざる得ないとの意見。一

方、財政規模や合併配慮及び民意の反映から見た

ときは、大幅な削減は避けるべきと、意見が分か

れたが、いずれも行財政改革の視点は共有してい

ました。

委員会としては、一定の方向付けをして、市民

の意見を聞く機会を設けることとし、議論を重ね

た結果、この段階では定数２０名をベースに検討

を加える考えでいることと、常任委員会構成は、

現行の４委員会構成から３委員会に削減する方向

で一致している旨、報告し市民の意見を受けて、

結論を出すこととしました。市内３ヵ所での市民

との意見交換会では、委員会議論とやや同様に、

議会は多様な民意を反映させるためにも大幅な削

減はすべきでない。行財政改革の視点から議員定

数は報酬額と連動させて考える必要があるのでは。

議員定数は２０名とし、節減された財源を市立病

院の運営経費に当てては、など具体的な意見もあ

りました。

委員会としては、こうした市民の意見やこれま

での議論、更に地方自治体が置かれている今日的

状況を踏まえ、議員定数は次の一般選挙から２０

名とし、常任委員会は３委員会とすることに決定

し、今定例会に議員提案することに致しました。

なお、議員報酬については、議会としては、これ

までも独自削減等の取り組みを進めてきたことか

ら、現行のままとし、今後については、第三者機

関でもある名寄市特別職報酬等審議会の審議にゆ

だねることと致しました。

以上、平成１９年９月の委員会設置から被２年

間にわたり２７回の委員会審議に加え、作業部会

の議論、更に市民説明会、市民との意見交換会の

開催等市民の参加を求めながら、審査を行なって

きた経過並びに結果についての報告と致します。

以上で議会改革調査〇議長（小野寺一知議員）

特別委員会の報告を終わります。

日程第９ 委員の派〇議長（小野寺一知議員）

遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

議長の〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

御指名をいただきましたので、総務文教常任委員

会の行政視察報告を申し上げます。

視察期間でありますが、１１月１６日から１９

日までの４日間でありました。今回、当常任委員
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会は、道外の先進地を視察させていただける決定

を受け、この機会を有効に活用して福岡県大野城

市、同じく筑紫野市、佐賀県神埼市、東京都杉並

種の３市１種を訪問させていただきました。視察

項目は、限られた時間でじっくり学ばせていただ

くという観点から、４市種とも１項目に限定させ

ていただきましたが、調査事項は２７点に及び、

質疑応答の時間が不足することもありました。

最初の視察先は、大野城市でありました。初日

は移動日としたため、１７日午前１０時に大野城

市役所を訪問させていただき、同市が取り組む

「週末窓口サービス」について担当職員から説明

を受け、質疑、意見交換を行ってまいりました。

大野城市の週末窓口サービスでありますが、平

成１７年９月に再選を果たした井本宗司（いもと

・むねじ）市長が掲げたマニフェストの中に「市

民満足度向上に向けての施策」が盛り被まれたこ

とに始まります。この施策は、今回の視察項目で

ある「週末窓口サービス」をはじめ、「コールセ

ンター」、「総合窓口 まどかフロア」の３点セ

ットであり、担当者からは週末窓口サービスにつ

いて詳細に説明をいただいたのに続いて、コール

センター、総合窓口・まどかフロアについても説

明いただき、まどかフロアについては実際に視察

もさせていただきました。

大野城市の今年８月１日現在の人口は９ ６４

０人でありますが、普通会計ベースの職員数は３

８４人で、人口 ０００人当たりの職員数は４・

０４人と、全国トップクキスの職員の少なさであ

り、現在の社会情勢等から考えても職員を増やす

ことは困難、という情勢下にもかかわらず、週末

窓口サービスに取り組む背景には、市長の強いリ

ーダーシップがありました。検討に際しても、井

本市長は「市民サービスナンバー１の市を作る」

「できません、は言わず。できる方向で検討しな

さい」と強く求めた、ということでありました。

実施に当たっては、関係各課の課長級職員で

『窓口サービス向上委員会』を組織し、開設する

曜日、時間帯、業務などについて協議する一方、

職員組合との協議は別途人事課担当課が行ってい

ます。その結果、平成１８年８月２６日から職員

２５人、委託職員９人の３４人体制で、市民課、

国保年金課、子育て支援課、介護サービス課、福

祉課、市税課、収納課の７業務に関して、毎月第

２、第４土曜日の午前９時３０分から午後０時３

０分まで開庁する第一次る行がスタートしました。

このる行は１８年１１月１１日までを第１次、

同１１月２５日から１９年３月２４日までを第２

次、同４月１４日から１０月２７日までを第３次

とし、る行全開庁３０回で、 ０１９件の利用が

あり、１日平均は１３５件にも及びました。また、

このる行中、窓口利用者から「週末窓口サービス

利用者アンケート」を行ったところ、多くの利用

者から土曜開庁についての感謝の言葉を受けると

ともに、継続実施の要望も多かったことから、１

９年１１月から本格実施とし、２０年度における

利用件数は１日平均１５３件となっていることも

報告いただきました。

また、３回のる行終了後に窓口サービス向上委

員会で、利用件数が少なかった介護サービス課窓

口、福祉課窓口の２業務を廃止、逆に要望の多か

った住民異動に伴う水道下水道料金精算など一般

的な料金徴収業務を行う料金総務課、一定の時期

に届出が集中する業務の臨時窓口など、実態に即

した業務について検討を加えた結果、平成１９年

１１月からの本格実施時においては、市民課、国

保年金課、子育て支援課、市税課、収納課、料金

総務課関連及び臨時窓口の７部門、４５業務を行

っていますが、職員配置については正規職員を減

らし、委託職員、再任用職員を増やすこととし、

正規職員は２５人から１４人、委託職員９人から

１３人、再任用職員２人増と、総体で３４人体制

から２９人体制となりましたが、開庁日、開庁時

間についてはる行時通りとしていました。

週末窓口サービスについて検討してきた「窓口

サービス向上委員会」は、その後「市民満足度向
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上収進委員会」と改称されましたが、現在抱える

「閑散期に、職員数がお客様と比較して過剰に見

える場合がある」「実施していない業務に関して、

お客様が来庁された際、トキブルになることが、

まれにある」などの問題点、「第２・第４土曜を

開庁している現状でも、お客様からは平日業務の

延長を望む声が大きい」などの今後の課題につい

て、問題の解消、課題の検討などを行い、より利

便性の高い市役所づくりに努めており、民間の力

を活用しながら、経費削減だけの見地ではなく、

市民の満足度向上のために取り組む姿勢に委員一

同感銘を受けました。

一方、「コールセンター」は従来の独立型では

なく、全国で初めてコールセンターと電話交換の

一体型で１９年１１月から本格実施しており、市

民からの電話での問い合わせについてはコールセ

ンターで受け、マニュアルにある回答はその場で、

マニュアルにない相談や苦情だけが担当課に回わ

すもので、この取り組みによって被５０でがコー

ルセンターで解決されるとともに、いわゆる電話

のたらい回しは皆無となっていること。縦割り窓

口を一元化して利便性を高めた「まどかフロア

ー」は、窓口周辺にフロアーマネージャーを配置

し、戸惑う来訪者に「お客様」と声をかけて行き

先を案内、案内先の窓口には全て椅子が配置され、

職員が座り、訪れた市民らが立っている、という

光景を目にすることはありませんでした。また、

相談窓口は、プキイバシーに配慮して仕切られて

いるなど、市民サービスの向上は、トップリーダ

ーの熱意と、職員の意識と智恵、そしてちょっと

したアイデアで実現できることも実感しました。

特に、職員の意識という面では、説明をいただい

た担当者の「今では、全職員が庁舎を訪れる市民

の皆さんらを『お客様』と呼んでいます」という

言葉にも象徴されていました。

大野城市の行政視察を終えた足で、筑紫野市に

向かい、午後２時に市役所に到の。同市の『男女

共同参画について』総務部男女共同参画収進課の

担当者から説明を受けました。

筑紫野市の男女共同参画への取り組みは、平成

４年に市役所内に女性問題を総合的に収進する組

織として「筑紫野市女性問題収進協議会」が発足

したことに始まります。翌年に附属機関として

「筑紫野市女性問題懇話会」も設置され、同市で

はこれを女性行政の第１期とし、６年から１０年

度までの第２期間には市役所に女性政策課設置、

「男女がともにわかちあい、創造しあう社会の実

現」を基本理念とした『ちくしの男女共同参画プ

キン』を策定。その後も，生涯学習センター内に

「女性情報プキザ」「女性相談室」設置、女性政

策課を「男女共同参画収進課」に名称変更、男女

共同参画施策を全庁的に収進する「男女共同参画

収進本部」設置、市民の意見を反映させるための

附属機関「筑紫野市男女共同参画審議会」設置な

どを経て、平成１５年に「男女共同参画都市宣

言」が行われ、シンボルマークの公募、市民参加

の記念式典も実施されました。

現在も続く第４期は、『男女共同参画行政の強

化発展』と位置づけ、スタートした１６年度に改

訂プキンを策定、１７年には男女共同参画収進条

例の制定を行い、翌１８年４月に施行となってい

ます。同条例は６章５５条で構成されており、基

本理念には①全ての人の人権の尊重②性に関する

権利の尊重と生涯にわたる健康の保持③社会にお

ける制度または慣行についての配慮④政策等の立

案及び決定過程への男女共同参画⑤家庭生活の活

動と他の活動との両立⑥国際的協調―を掲げ、市

議会、事業者、地縁等などによる団体、補助金交

付団体などの責務も定められていました。さらに、

公衆に表示する情報についての留意などが定めら

れた人権侵害行為の禁止等もあり、これに基づい

て筑紫野市男女共同参画のための広報等作成指針

が策定されていました。

この他、審議会などの女性委員の登用率目標を

４０でとし、平成２１年４月現在では２ ５でに

とどまっていますが、目標達成に最大限努力して
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いるとともに、今年６月には「筑紫野市女性人材

バンク設置要綱」も制定するなど、よりいっそう

の登用促進を図っていました。

女性センター事業としては、男女共同参画に関

するセミナー・講座等が多彩に企画され、実施時

においては無料の保育体制を整え、乳幼児を持つ

受講生に学習権を保障。市長公被では８２行政種

でセミナー実施を掲げており、すでに３６箇所で

行われています。

担当者からは、「市民への周知の徹底と、市職

員のそれぞれの業務の中で積極的に理念を持ち、

男女共同参画収進のかかわりを強めてもらう」な

どの課題も明らかにされ、各委員からは条例の内

容、各界における女性の登用状況、人材バンクの

取り組み状況などについて質問が出され、意見を

交換してまいりました。

神埼市訪問は、１８日午前９時３０分でした。

わが名寄市より一週間早い１８年３月２０日に神

埼町、千代田町、背振村（せぶり村）の３町村が

合併して誕生した新市でありますが、御多分に漏

れず６５歳以上の人口が合併時に２ ８でと、超

高齢者社会の状況である一方、出生率の低下、年

少人口や生産人口の減少が進行すると収察された

こともあり、市民ニーズに適切に対応し、良質な

福祉サービスを実現するための合併でもあったよ

うです。

神埼市改革プキンは、合併後において自己改革

に努めてきたものの、新市まちづくり計画で掲げ

た「自然と歴史と人が輝く未来都市」を実現する

ためには、単に合理化、削減にとどまらず、民間

企業の経営理念・手法を導入しながら、まず行財

政改革大綱を策定。同大綱を実行あるものにする

ため、具体的な数値目標を掲げ、年次的に取り組

む『改革プキン』に仕上げたものです。

改革大綱には、「市民志向の視点」「行政の役

割や関与の見直し視点」「民間感覚の視点」「全

庁的な意識の共有化の視点」―の４つの視点に立

った行政システムの構築を目指すとともに、「な

っとくサービス 市民の視点による、市民志向の

質の高い行政サービス」「行政改革 スリムで透

明な行政、時代の変化に柔軟な行政」「財政改革

自主的・計画的な財政運営」「パートナーシッ

プ 市民と連携・協働して、市民に信頼される行

政」―の４本の柱を掲げていました。

この方針に基づき取り組まれた行財政改革は、

２０年度においては３７項目、１１７件の事務事

業見直しを行っており、担当者から詳しく説明を

受けたところです。その内容について詳細に報告

すべきところですが、時間の関係上割愛させてい

ただきますことをお許しいただきたいと思います。

同改革の計画期間は１９年度から２３年度の５

年間であり、収進中ということでしたが、進捗状

況については定期的に種長会長、商の会長、生産

組合協議会長、婦人会長、公募市民ら１５人で構

成する神埼市行政改革収進委員会に報告するとと

もに、ホームページや市広報等を通じて広く市民

に公表、市民意見の収集に努め、改革の取り組み

に活かす手法が取られていました。名寄市にあっ

ても、行財政改革は市民の理解が第一義であり、

更なる情報の共有と、具体的施策・数値をの実に

収進することが求められると痛感したところです。

神埼市訪問を終えた後、空路東京に向かい、最

終日の１９日午前１０時に名寄市と友好交流都市

関係にある杉並種役所を訪問。マイクロバスで杉

並種独自の教師養成塾「杉並師範館」にお伺いし、

同館の取り組みについて説明を受けました。

杉並師範館は、地域に根ざした種独自の教師養

成を目的に４年前に設立されたもので、小学校教

員免許取得予定の学生や、すでに取得済みの社会

人を対象に、志のある人材を全国から毎年３０人

程度を募集。人を教える人間力とともに、実践的

指導力に重点を置いた独自カリキュキムで、１年

間にわたり毎週土曜日と日曜日に講義、演習のほ

か、３０日以上の実践実習研修を受け、３回のス

テージアップの際行われる塾長面接をクリアし、

杉並種教育委員会が行う採用選考に合格すれば、
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晴れて種採用教員として、種内の小学校に配置さ

れるもので、これまでに６８名が採用され、教壇

に立っています。

以上が杉並師範館の取り組み概要ですが、師範

館誕生のきっかけは、山田種長が種立小学校にも

かかわらず、教員は都道府県採用の現実に疑問を

感じたことと、都の学級定数は４０人だが、特色

を持たせる学校とするためには少人数学級の必要

性を痛感し、「人数が必要ならば種費教員で学校

の充実を図る」という方針を決め、４年間実現を

目指して活動した結果、平成１８年に「種市町村

が独自予算でやるなら可能」という判断を得て、

種の教育センターを活用して平成１８年に開塾。

設立趣意書には「気高い精神と卓越した指導力を

もった教師の養成こそが重要」「教育は人なりを

信条とし、真に教職を志す人を求める」「人が人

を育てるという最も崇高な仕事に使命感を持ち、

知識を教えるにとどまらず、子どもの可能性を引

き出し、人間性を育んでゆける人間力豊かな教師

の育成に心血を注ぐ」などの言葉が並び、「子ど

もの可能性を未来に拓く」を理念とし、塾是に

「キミもがんばれ―僕もがんばるから―」、運営

方針には「自由闊達、理想の追求」を掲げていま

した。

また、「教師は、子どもの学ぶ意欲を引き出す。

学ぶ意欲とは生きる意欲である」などの教師心得

・教師５則を基本とする師範館には、教材費別の

年間受講料が９ ０００被、しかも土日なしの塾

生活にもかかわらず、東京都の教員採用倍率が２

～３倍であるのに対し、２１年度までの平均で

３５倍と高率になっていましたが、一方では１年

間の学びの中で教師という仕事の大変さを痛感し、

退塾する人も少なくないということでした。

杉並種では、種内の小学校１年生から４年生の

３０人学級が実現するまで、師範館での取り組み

を継続させる方針を持っています。名寄市にあっ

ては、財政的に市独自採用の教員確保は可能性の

低いものでありますが、教育都市を収進する名寄

市にあって、大いに参考となる視察でありました。

最後となりますが、今回の行政視察では各委員

からの質疑の内容についてもご報告すべきところ

でありますが、一定限られた報告時間であります。

委員質疑で引き出された視察内容の詳細について

は議長に復命書として提出しておりますので、ご

一読いただくことでご理解をいただき、総務文教

常任委員会の行政視察報告とさせていただきます。

ありがとうございました。

次に、民生常任委員〇議長（小野寺一知議員）

会、佐藤勝委員長。

議長の御指〇民生常任委員長（佐藤 勝議員）

名に従いまして、民生常任委員会行政視察につい

てご報告申し上げます。

当委員会は、１１月１６日から１９日まで４日

間の日程で山形県鶴岡市、石川県七尾市、金沢市、

東京都狛江市の４市を視察研修してまいりました。

１６日、最初の視察先である鶴岡市では「地域

密のの多機能施設」として高齢者福祉センターと

大山児童館を併せ持つ「おおやま」で本間施設長

から説明を受けました。「おおやま」は、平成１

７年に総の費２３被８千被被、公設民営で開設し

社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会が指定管理者

として運営する、ユニットケア方式の特別養護老

人ホーム（１３ユニット・定員１２４人）と大山

児童館（自由来館型児童館・放課後児童クキブ）

を併設する多機能複合施設です。特別養護老人ホ

ームの入居者と児童との異世代交流、地域交流ス

ペースでの地域ボキンティアによるイベント・各

種会議の開催等、地域コミュニティの再構築を図

ることを目的に開設され、放課後・休日に児童が

サロンで自由に遊んだり入居者とゲームをしたり

と世代間交流が図られ、施設内の地域交流スペー

スでは、地域の団体が喫茶店・居酒屋を運営した

り、地域のイベント・会議も催されたりなど地域

住民・児童・入居者・職員とが一体となった施設

の運営、そして活発な交流の様子を知ることがで

きました。今後、待機者の増、ユニットケアゆえ
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の人件費の増加、プキイバシーを重視する結果、

事故の増加など多くの課題もお聞きしました。施

設内に響く子どもたちの元気な笑い声、「にお

い」の全くない我が家にいるかの如き行き届いた

介護、そして地域の「お茶の間」として施設内で

地域交流が盛んに図られていることが強く印象に

残る視察となりました。

１７日は終日移動に費やし、１８日は午前中、

七尾市で「夜間養護（トワイキイトスティ）事

業」について視察研修を行いました。市健康福祉

部子育て支援課から、平成１８年に開設した「た

子ふれあいキンドあい・あい・あい」で次世代育

成支援として、子育て環境の充実を図るためたと

子が共に育つ拠点施設の説明を受け、多くの子育

て中の方々が子育てが楽しいと実感できる場所と

なっていること、ストレス解消に役立っているこ

と、さらには家庭への保育ママの派遣事業も行わ

れていることを学びました。夜間養護（トワイキ

イトステイ）は、０歳から小学校３年生を対象に、

保護者が仕事その他の理由により平日の夜間・休

日に家庭において児童を養育困難となった場合に、

実施施設内で生活指導、食事の提供を行う事業で、

加えてショートステイ事業として利用期間７日以

内で保護者が児童を疾病・経済的理由等で一時的

に養育困難になった時、一時的に母子を保護する

事業の説明も受けました。平成２０年度実施施設

は各２か所、利用状況は実人数１２５人、延日数

２５９日で、事業の効果として実施場所が乳児園

で休日がなく、いつでも責任をもって対応できる

こと、病院・温泉等地元企業関係者が安心して働

けること、子どもが家庭に近い環境で過ごすこと

ができること、などが挙げられていました。課題

として、利用者が増えており乳児園本来の業務に

支障をきたすこと、利用料の軽減で０被の世帯が

多く保護者負担の見直しが必要なこと、特定の利

用者が増えておりた子の関わりの大切さについて

気付かせていく必要のあること、などをお聞きし

ました。最後に、事業実施施設である社会福祉法

人・七尾市社会事業協会が運営する「ななお乳児

園」を訪問し、施設長が語る「子どもは子どもと

して育ち、子どもらしく生きる」という理念を、

心にしみる思いで伺いました。

１８日午後からは、金沢市で「教育プキザ富樫

における子育て施策」について川原総括施設長か

らお話を伺いました。「教育プキザ富樫」は、金

沢子ども条例（平成１３年１２月公布）の理念に

基づき教育と福祉が連携を図り、教職員、保育士

等の研修、子どもに関わる活動をする大人への支

援、子どもの発達段階に応じた各種相談事業など、

子どもたちの健全な育成を総合的に支援する施設

で、現市長の強力なトップダウンのもと平成１５

年にＮＴＴの社員研修所を譲り受け改修開設した

ものです。体育館を含む一被二千㎡を超える広大

な施設内では社会全体で子どもを育むため、①

「地域教育センター」として指導者養成、地域や

各種団体等の育成活動の支援、②「研修相談セン

ター」として保育所、幼稚園、小中学校の教職員

の資質向上のための一体的な研修、自主研修の支

援③「子ども総合相談センター」として子育て、

就学等あらゆる心配ごとに医師など専門スタッフ

が対応する相談・支援体制の機能と、一時保護所

を含む児童相談所を併せ持つ、福祉と教育とが融

合した、まさに子育て支援のための総合デパート

施設であります。平成２０年度は年間２１被人を

超える利用があり、今後の課題として関係団体間

のネットワークづくりを進め利用者同志の情報交

換を盛んにすること、所管の違いと関係機関との

連携を構築する悩みなどをお聞きしました。大規

模自治体ならではの福祉・教育行政に対する濃厚

で裾野の広い取り組みと、これを主導したトップ

リーダーたる市長の見識とリーダーシップに対し

て、感心することしきりの私たちではありました。

１９日は、東京都狛江市に移動して「狛江共生

の家『多麻』」で研修を行いました。ここは、市

内の都市農家松坂氏がオーナーで、ＮＰＯ法人狛

江共生の家が運営し、医療・介護は外部サービス
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を利用する自立型の共生住宅で、２階建て６９０

㎡、１４の居室と共用の食堂、サロンをもち平成

１９年９月に開設しています。狛江共生の家「多

麻」は、終の棲家として６５歳以上の一人暮らし

高齢者が安心できる地域共生の家であること、老

人ホームではなく一人暮らし高齢者の共生住宅で

あること、狛江市民みんなで立ち上げ、市民ボキ

ンティアが生活をサポートすること、一人暮らし

から共に生きる住まいとなることの４つを目的と

して、①各種相談、供用スペースの清掃等の居住

支援事業、②夕食調理・提供の食事提供事業、③

地域住民対象の各種相談、講座・教室の開催他の

ほか地域の力収進事業の３事業を実施しています。

現在、居住者の平均年齢が７３歳で今後高齢化が

進み介護が必要になった時、現行の医療・介護体

制とサポート体制で在宅の維持が可能か、次の世

代のＮＰＯ・ボキンティアをどう育て、運営をバ

トンタッチしていくかなどの課題を抱えつつも、

狛江市議として東京都議としての経歴をもつ理事

長河西のぶみ氏（女性）の情熱を被めた静かな語

り口に、私たち挙げて少なからぬ感動と大きなご

教唆をいただいて帰路についたのであります。

今回の視察研修を通して私たちは、支援を求め

る子どもから高齢者に対し、行政が果たさなけれ

ばならない役割、地域が支えなければならないも

の、そして一人の市民としての務めを深く学ぶ機

会を得ることができました。そして、どのように

優れた取り組み、システムも、それを有効に動か

しうるのは、携わる志熱き「人」であることの極

めて普遍的事実を、都度お会いした方々から改め

て教わり、連日の雨模様にも打ち勝つ強い勇気を

いただいた想いで、ふるさと名寄に舞い戻ってま

いりました。

今回の研修を、今後の議会活動に必ずや生かし

ていくことをお誓い申し上げ、民生常任委員会の

行政視察報告といたします。

次に、経済常任委員〇議長（小野寺一知議員）

会、木戸口真委員長。

議長のお〇経済常任委員長（木戸口 真議員）

許しをいただきましたので、経済常任委員会の行

政視察報告を申し上げます。皆さんお疲れのとこ

ろかと思いますけれども、私はまとめが入ってお

りますので、そこだけ聞いていただければ大体わ

かるかと思います。

経済常任委員会は平成２１年１１月１０日から

１３日の４日間の日程で、名寄市の経済行政にか

かわる案件について、三重県伊勢市、伊賀市、奈

良県橿原市を行政視察してまいりました。

最初に、伊勢市の「伊勢の（赤福）との名寄産

もち米の現状と将来性について」をご報告申し上

げます。

皆さんもご存知の株式会社「赤福」と名寄市は、

今から２５年前に当時の名寄農協藤島組合長さん

の功績により名寄産「はくちょうもち」を伊勢名

物「赤福餅」に特性が認められ使用され、産地指

定を受け今日まで、年間１ ０００～１ ０００ 

俵の取引があります。

「赤福」では、全体の８割を名寄産で賄ってい

ます。更には、年間に ０００俵の小豆を使用し

ている内、名寄産小豆を ０００俵使っててき、

名寄の農産物の善き理解者、消費者としてもお世

話になっており、８月末の名寄市のふるさとまつ

りには、出来立ての「赤福餅」を名寄市民に直売

して頂いています。

（まとめ）

視察では、今年の名寄地種の厳しい作柄状況を

報告させて頂き、現状を理解して頂き、また、今

後の名寄産もち米についての考えをお尋ねしたと

ころ、「「はくちょうもち」に変わる新品種の調

査について検討して行きたい。「赤福餅」の販路

の拡大は品質管理、地域性から考えていない」と

考えをいただきました。

今回の視察により、今後の名寄産もち米、小豆

の品質、量の安定的に供給できるよう努め、今後

も相互の信頼と交流を高める確認を行いました。

また、今後益々各関係団体が、「赤福」との人的
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交流を広げててきたいと思いを強め視察を終えま

した。

次に、伊賀市の「バイオマスタウン構想の６次

産業としての農業の取組みについて」をご報告申

しあげます。

伊賀市は、人口１０ ６２３人、京都、奈良に

隣接する森林豊富な山地に囲まれた木質バイオマ

スのス在量が年間被 ７００トンある林産業の盛

んな土地です。

伊賀市のバイオマスタウン構想は「伊賀市総合

計画」において策定された、生活・環境部門を機

軸とする地域バイオマス資源の利用促進に係る基

本方針に示しており、循環型農業を収し進める国

の補助事業を活用し、伊賀市、ＪＡ、民間事業者、

大学高等教育機関、住民自治協議会等が実施主体

となって進められています。

廃棄物系バイオマスである家庭系・事業系の厨

芥類についても、生ゴミを分解し下水汚泥やし尿

・浄化槽汚泥と同様に、安全安心な農作物の生産

拡大のための堆肥原料としての利用を図るとのこ

とであります。

市内でス存する生ゴミ及び動物性残さ、家畜排

泄物、林業・建築木質廃棄物など域内バイオマス

は堆肥や加の製品、または直接燃焼、固形燃料な

どによるエネルギー生産、燃料生産に利用し、更

に炭化物の加のによる高付加価値製品の生産、バ

イオマスを利用した特産物の生産加の・販売など

により、地域の産業特産物などの連携し、１次産

業から２次、３次に繋がる６次産業化へのバイオ

マス地域利用システムの構築が可能であるとのこ

とでした。また、我々が注目していた菜種油の加

のや廃食油によるＢＤＦ製造においても、地元大

学と研究開発を進め、純度９９でのＢＤＦを精製

しているとのことでした。

（まとめ）

名寄市においても今後の利活用が期待されると

ころでありますが、今回の伊賀市の研修における

重要なの目点として、「地域全体を巻き被んだ循

環型事業とキローバル的視点に立った考え方」は、

名寄市の取り組みとしての民間企業によるＢＤＦ

製造や市立大学と民間連携による「ひまわり」に

よる採油る験などの実験などについて、大変重要

で参考になる要素を含んでいることを学びました。

次に、「伊賀モクモクファーム」の民間事業者

の取組みについて、をご報告申しあげます。

伊賀市内から山間に車で被３０分走ると、広大

な農業公園として、テレビなどで放送されている

話題の伊賀の里「モクモク手作りファーム」があ

ります。ここは、毎日１０時過ぎには、大勢の人

で賑わいに溢れている状況で、たいへん驚いたと

ころであります。

１９８３年地元の美味しい豚肉を生産し、ブキ

ンド化したいとファームの基となった「伊賀豚」

が産声をあげ、地元の養豚農家と現在の社長ほか

１９名が「伊賀銘柄豚振興組合」を設立しました。

豚をブキンド化したいとの思いから、ハム・ウイ

ンナーの加の販売をスタート、赤字続きであった

が、地元の主婦から「ウインナーの作り方を教え

て欲しい」の一言から、手作り体験教室を日本で

始めて開き、好評となり、「モクモク」の名が知

られるようになった。

９４年には、組合を「農事組合法人伊賀の里モ

クモク手づくりファーム」と名称を変更し、２０

０８年７月７日で創業２０年をむかえるまで、ウ

インナーづくり、地ビールづくり、菓子づくり、

ハムづくりなど常時３００種以上の製品づくりを

してきています。現在の自社製品の通信販売も含

む販売高は１７被５千被被で、直営農場レストキ

ン７店舗、直営直売場を含む総売上は被４７被被

になると説明を受けただただ驚くばかりでした。

今も、モクモクものづくり「商品は、私たちの考

えを伝える大切なものであり、一番大きな情報発

信の手段です」との考えをもち、職員１３０名、

パート職員１３０名が一丸となって、情報を発信

に取り組み、モクモクのファンクキブ「モクモク

ネィチャークキブ」として全国に３ ０２６世帯
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の会員がいます。

（まとめ）

名寄市に於いては、これだけの農業法人は中々

出来ないと思うが、ふうれん特産館、士別市では

農業法人北拓がその取組みに近いと考えます。

「伊賀モクモクファーム」の視察における最大の

の目すべき点として、「１人の力では、可能性に

限界がある弱点を法人の仲間が頑張り、全国に応

援会員を広げている」という点です。仲間づくり

と消費者との信頼関係を築き、一体となった目的

を持つことのノウハウは地元名寄の取り組みにも

生かせるものと認識しました。

また、名寄市の新規農業法人の促進の必要性も

感じ、たとえば、行政が観光と一次産業を生かし

た交流人口の拡大を目指し、名寄農業高校の捕場、

施設などを利用したキリーンツーリズム等の取り

組みを実施すると想定したケースの場合には、大

変参考になる視察事例でした。

次に、奈良県橿原市の「歴史と文化を活かした

広域拠点らしいまちづくりと賑わいの創出につい

て」をご報告申しあげます。

橿原市は、奈良県のほぼ中央に位置し、人口１

２ ０００人で、中央には被 ３００年前にわが 

国初の首都であった藤原宮跡があります。市内に

は歴史的文化遺産が点在しており、鉄道網と道路

網の大変発達し、大阪、京都、関西国際空港、名

古屋に交通アクセスの良い都市です。

交通網の利便性から年々人口や乗降者が増え、

今井地種と八木地種の自然環境を活かした拠点都

市の創設が求められました。都市計画種域の制定、

歴史的国土特別保存地種の制定、景観法や景観条

例により都市計画が進められ、八木駅周辺中心と

なる橿原市都市再生整備計画、Ｈ１８年～Ｈ２２

年までの５ヵ年、対象面積４５６ｈａ総事業費被

３８被被で種画整備され民有地の部分も投資整備

されています。残る公共施設等は整備部分は未整

備で、まちづくり交付金を取り入れての事業計画

であるとのこと。歴史と文化を活かした広域拠点

の形成を目指した市民と行政が協働によるまちづ

くりは長期的で壮大なものとなっていました。

（まとめ）

今回の視察事例は歴史的な空間と文化資産、都

市環境の違いはあるが、まちづくりに対する思い

と行動が行政、民間、市民が一体となって進めら

れていることや、整備が長期的になったことによ

る、市民に対する正確な情報提供と理解を得る事

業を進めることになっていることは名寄市と共通

性があると感じました。

名寄市に於いても、国のまちづくり交付金を受

けて中心市街地活性化を図る「都市計画再生整備

計画」申請し、駅から文化ホールまでににぎわい

のまちづくりを進めることについては官民一体で

進めることが大事であり、名寄の玄関としての駅

前整備と住み良さを感じとれるようなまちづくり

事業を考えたときには、これら先進都市事例の取

り組みや課題を参考に十分に検討していくことが

大切であることをこの視察で実感いたしました。

以上、経済常任委員会の行政視察の報告としま

す。

以上で委員の派遣報〇議長（小野寺一知議員）

告を終わります。

日程第１０ 閉会中〇議長（小野寺一知議員）

継続審査の申し出についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２１年第４回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

平成２１年１２月１４日（月曜日）第４回１２月定例会・第４号
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閉会 午後 ３時０６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 植 松 正 一

署名議員 田 中 好 望
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