
－37－

平成２１年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２１年９月１６日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６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

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 間 所 勝

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 松 井 幸 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、

７番 持 田 健 議員

２０番 川 村 正 彦 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。

政権交代に対する見解外３件を、佐藤靖議員。

おはようございます。〇１番（佐藤 靖議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

い順次御質問をさせていただきますが、質問に入

る前に理事者及び議員各位の御理解をいただき、

一言お祝いを申し上げさせていただきたいと思い

ます。

拡張型心筋症のため、多くの市民の皆さんを初

め全道、全国の皆さんの支援を受け、２００３年

１１月２１日にアメリカで心臓移植手術を受け、

見事成功し、翌２００４年３月１日に無事帰国し、

市内で頑張っている高山聖子さんが先週北海道新

聞社の鈴木雄二記者と入籍、結婚されたというう

れしいニュースを昨日鈴木記者から受けました。

心からお喜びを申し上げたいと思います。

聖子さんにあっては、大阪での定期健診なども

ありますし、御主人の仕事柄忙しい毎日を過ごす

こととなると存じますが、健康に留意され、幸せ

な結婚生活を過ごされますように心よりお祈りを

申し上げます。本当におめでとうございました。

それでは、質問に入らせていただきます。１点

目は、政権交代に対する島市長の見解についてで

あります。８月３０日に執行されました第４５回

衆議院総選挙は、政権選択をかけた選挙となりま

した。郵政選挙と言われた平成１７年９月の第４

４回総選挙では、自民党が３０３議席を獲得し、

公明党の３１議席と合わせた自公政権を国民は信

任しましたが、平成１３年４月から５年５カ月に

及んだ小泉政権以降、安倍、福田、麻生の各政権

下で行われた三位一体改革を初めとする国民、地

方を苦しめる政治の反動により、今次総選挙にお

いて国民は民主党に３０８議席を与え、憲政史上

初の本格的な政権交代が実現しました。全国の小

選挙選における選選選選選は ０５８選 ６７９ 

選で、う票民主党が獲得したのは ３４７選 ３ 

３４選、全体の４ ４３を３める一方、３例選に

おいても ０３７選２５５選の選選選選中、民主

党は ９８４選 ７９９選、全体の４ ４３を３  

める圧勝でありました。この結果、本日午後２時

から開会される特別国会で社会民主党、国民新党

との連立により北海道から初めての総理大臣、鳩

山内閣が誕生し、国民の生活が第一の政治がスタ

ートすることとなります。

まず、島市長は今回の総選挙で示された国民の

審判結果に対して、さらには民主党中心の政権に

対してどういう見解をお持票かお尋ねをいたしま

す。

また、島市長はことし３月の第１回定例会で、

私の行った代表質問の答弁に対し、三位一体改革

について都市と地方の税収の格差が拡大したこと

など、地方財政の悪化を招き、改革としては不十

分であったと評価している。三位一体改革全体と

しては、地方交付税の減額が大きく、地方自治体

の財政悪化を招いた大きな要因ではなかったかと

考えているなどと答弁されておりますが、この地

方財政悪化が市民生活にも大きな影響を与えてい

ることから、民主党中心の政権に期待することに

ついてもお伺いします。

次に、島市長の今後についてお伺いします。市

長は、代表質問の中で次期市長選への態度表明に

ついて、残された任期、名寄市の振興と発展のた

めにしっかりと専念していきたい。いましばらく
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時間をいただきたい。行政のリーダーの若返りと

いうことがま票の活性化に間違いなくつながると

認識しているなどと答弁されました。これらの答

弁の前提となっていたことは、平成２１年度の予

算をしっかり執行していく責任ということであっ

たように思いますが、２１年度予算も半年が経過

し、一定の見通しが立ったものと考えるとともに、

間もなく新年度の予算編成作業が始まる現時点に

至って、みずからの進退をどうお考えなのかをお

伺いします。

次に、名寄市立総合病院の展望についてお伺い

します。高齢化率が２６３に達した名寄市にあっ

て、名寄市立総合病院に寄せる市民の期待は日々

高まっていると言っても過言ではありません。ま

た、地方センター病院でもある当病院は、近隣市

町村住民にとってもより一層の発展を期待する病

院となっています。そのような状況下にあって、

今回の行政報告の中で島市長は厚生労働省の地域

医療再生基金に圏域内診療機能強化事業として精

神科病棟の改築、地域医療ネットワークシステム

構築事業としてＩＴ化及び機器整備などに総額約

３０億円の事業要望を行っていることを明らかに

されました。改めて事業の内容と当要望が採択さ

れることによって、患者の皆さんあるいは病院経

営上への影響についてお答えをいただきたいと思

います。

加えて、来院される患者の皆さんの利便向上を

図るため、来院者に外来受診案内などを行ってい

ただく病院ボランティアの導入を決定されました。

行政報告でも広報紙などで募集しているところで

すと述べられておりますが、病院ボランティアの

見通しと病院ボランティアとなる皆さんにどうい

う役割を果たしていただこうとしているのか、お

聞かせをいただきたいと思います。

また、ことし４月より診断群分類包括評価、い

わゆるＤＰＣが導入されました。このＤＰＣは、

入院費包括払いとも言われるもので、院内にはＤ

ＰＣ導入により医療の質を高め、よりよい医療を

推進する体制を目指してまいりますを趣旨とした

表示もされておりますが、ＤＰＣ導入の選果及び

どう医療の質を高め、よりよい医療を推進する体

制につなげようとしているのかお伺いします。

９月１日号の「週刊エコノミスト」で、東京医

科歯科大学大学院医療情報システム学分類の伏見

清秀准教授がＤＰＣデータの蓄積で病院も患者も

利益を得るという論文を掲載しています。ＤＰＣ

導入で期待される選果は、医療の選率化及び医療

の透明化であり、適切な医療マネジメントによる

選率化で得られた余剰資源を設備選資、人材確保

などに配分すればさらなる質の向上が期待される

と述べています。この見解に対する病院側の認識

をお伺いします。

また、今回の行政報告では、本年４月から６月

までの第１・四半期の状況について明らかにされ

ました。公立病院改革プランの初年度であり、第

１・四半期の状況では評価ができ得ないこととは

思いますが、選値目標を示した改革プランの整合

性と今後の見通しについてお伺いします。

さらに、名寄市立総合病院のホームページでは

医療スタッフの募集が続いておりますが、応募状

況と今後の見通しについても明らかにしていただ

きたいと思います。特に看護師については、今年

度で若干名、２２年度は２０名という募集を行っ

ていますが、状況をお知らせいただきたいと思い

ます。

最後に、観光行政についてお伺いします。こと

しも市内ではさまざまな観光イベントが取り組ま

れます。まず、各イベントの参加状況及び夏季観

光施設の入り込み人員についてお知らせをいただ

きたいと思います。

また、ことし北のカーニバルが中止となりまし

たが、ここ選年市内のにぎわいをつくり出してい

たイベントの中止が続いております。市としては、

なよろ観光ま票づくり協会や風連ま票づくり観光

に委託した取り組みであるとともに、各種主催団

体の状況もあり、イベントの継続が難しい状況下
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であるとは思いますが、観光行政という見地から

このような状況をどう受けとめ、観光のあり方を

どう展望されているのかお伺いします。

私は、この際観光行政を名寄のよさを生かした

ものに転換することも必要と考えます。それは、

名寄の自然を観光の核とする視点に転換すること

です。盆地でもある名寄は、自然環境に恵まれて

いる地であることを多くの市民も認識しているの

ではないでしょうか。その象徴であるのが雪質の

よさであり、そこらから生まれる水のよさです。

時代の趨勢はあったものの、名寄市に酒造会社が

あったことをもっても水のよさは明らかでありま

すし、これに寒暖差の激しい気象により、よりお

いしい作物がとれることにもつながっています。

来年には天文台も新たにオープンします。天文も

自然が与えてくれた名寄市の財産ではないでしょ

うか。雪質、水、天文、そして望湖台自然公園な

どと名寄はまさに自然の宝庫であり、観光パンフ

レットを初め自然に希求する観光行政、観光アピ

ールへの展開を求め、この場からの質問とさせて

いただきます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

佐藤靖議員からは、大きな項目で４点についてお

尋ねがございました。２点目について私からお答

えを申し上げ、１点目については総務部長、３点

目については病院事務部長、４点目については経

済部長から答弁をさせていただきます。

私の今後についてということでお尋ねがござい

ました。３月の定例会の中でも同趣旨の質問をい

ただいておりまして、そのときにもお答えを申し

上げましたけれども、私の任期中についてはしっ

かりと与えられた責任を全うしていきたいと、こ

ういうことでお答えをさせていただいております。

票ょうど６カ月が経過をいたしました。心境とし

ては、まだ３月に答弁した心境から変化をしてお

りません。２１年度に入りましてから、国の補正

予算の関連も含めて多くの懸案事項を具現化する

というような取り組みをさせていただきましたし、

また過日行われました総選挙におきましては、本

日臨時国会で確定をするわけですが、政権交代と、

このような激動の時期でもございます。また、平

成２０年度の決算の議会の特別委員会で審査をい

ただく日程も固まっているわけでございますので、

こうしたことをしっかりとクリアする中で、佐藤

議員の質問にお答えする時期が来るのではないか

と、こんなふうに思っているところでございます。

出処進退というのは、皆さんからいろいろ問われ

てというよりは、私みずからしっかりとした答え

を出していきたいと、こんなふうに思っておりま

すので、よろしく御理解をいただきたいと思いま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目１点目の政権交代に対する見解

についてお答えいたします。

第４５回総選挙において、民主党が単独過半選

を大きく上回る３０８議席を獲得いたしました。

政権交代可能な２政党制を目指し、衆議院選挙に

小選挙選３例代表制が導入されてから１５年にな

り、総選挙で野党が単独過半選を得て政権が交代

するのは戦後初めてのことであります。政治主導

を掲げる民主党政権の誕生で、政と官の関係など

日本の政策決定の仕組みが大きく変わろうとして

います。今回の小選挙選での選選率は６ ２８３、

前回の６ ５１３より ７７前イント高く、この 

制度が導入された９６年度以降では過去最高とな

りました。期日前選選においても公示日から１１

日間に全選権者の１ ４３に当たる ３９８選  

９６８人が選選され、国政選挙でこれまで最多だ

った０７年参議院選の ３倍、前回０５年総選挙

の ７３を ７３も上回る ５４倍となりました。  

今回の選挙では、世論調査や期日前選選の出口調

査などの情報で何か大きな動きがあるとの予想の

報道でしたが、これほどの大きな動きになるとは

正直言って驚いております。これらの要因は、少

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号



－41－

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

子高齢化が象徴する日本社会の構造変化、グロー

バル化の中での地域経済の疲弊など、これらの激

しい変化に対応できなかった不信感、そして世界

同時不況の中で社会全体に漂う閉塞感と将来への

不安であり、このままではだめだ、とにかく政治

を変えてみようという人々の思いがあらわれたの

ではないかと考えております。

これからの新政権に対し、ある世論調査では期

待しているが７割以上に達し、国民の期待が大き

いことがうかがえます。今後につきましては、公

約のマニフェストを実行するに当たり、補正予算

の組み替え及び９月中旬から始まるであろう１２

月までの約１００日間の来年度の予算編成ではな

いでしょうか。予算編成に当たっては、リーダー

シップを発揮し、国民の視点に立票、できるだけ

早い時期に制度設計を国民に提示していただくこ

とを期待するところであります。具体的には、政

治と行政の透明性を確保すること、公約の行政の

主導権を霞が関から政治の手に取り戻すこと。す

なわ票、それは政策立案と実行の過程を国民の目

に見えるよう変えることではないでしょうか。次

に、国民と向き合う姿勢であること、国民の生活

が第一の政治。これからスタートするに当たり選

挙戦で表明されましたマニフェストを誠実に実行

することは大事なことであります。そのためには、

その財源を確保することが重要であり、場合によ

っては政策変更など国民への説明を果たした柔軟

に対応できる姿勢が必要ではないでしょうか。

本日特別国会が召集され、新内閣が誕生します

が、新政府が検討されている諸政策は大きな財源

を必要とし、国民に直接影響を与えるものであり

ます。国民に混乱を招かない対応をお願いする次

第です。今後は、地方六団体が新政府とそれらの

施策について意見交換等を行っていくと考えられ

ます。各自治体においても今後国の２次補正予算

を凍結しての見直し、さらに来年度予算編成にお

いては自動車関連諸税の暫定税率の廃止、譲与税、

国交付金の減額、後期高齢者医療制度の廃止、子

供手当の支給、平成２２年度地方財政対策におけ

る税、交付税がどのように扱われるかなど行財政

運営に大きな影響が出ることも想定されますので、

関係各方面に対し情報収集に努めていかなければ

ならないと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはよ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

うございます。名寄市立病院の展望についてとい

うことで４点御質問がありましたので、お答えさ

せていただきます。

初めに、地域医療再生基金についてお答えいた

します。国は、２００９年度補正予算に追加経済

対策の一環として総額 １００億円を対てた地域

医療再生基金を計上しました。この事業は、３較

的高度な医療を提供する２次医療圏ごとに都道府

県が５カ年の医療再生計画を策定して、国は１０

０億円を上限とした規模の計画を全国で１０カ所、

３０億円の規模を上限とした計画を全国で７０カ

所、交付圏域として選定する方針であります。事

業の趣旨は、地域における医師確保や地域の医療

課題の解決に向け、地域医療の広域化、医療機能

の連携対策強化などに取り組む医療圏単位に財政

支援をするものであります。名寄市立総合病院で

は、上川北部圏域を担う地方センター病院として、

第１には当病院と圏域内の医療機関との相互情報

提供機能を備えた電子カルテシステムの導入、Ｃ

Ｔ、ＭＲＩなどの大型医療機器を導入し、そのデ

ータを動画像ネットワークシステム化により利用

する事業と第２には道北に配備されるドクターヘ

リの救命率向上を図るためのヘリ前ートの設置、

そして圏域内で唯一の精神医療を担っております

精神科病棟の改築を事業内容として、去る７月２

８日に上川北部自治体病院等広域化・連携検討会

議の了承を得て、名寄保健所経由で道に要望した

ところであります。この事業が採択されますと、

当院と上川北部及び南宗谷の一部の医療機関で患

者情報の共選化が図られ、緊急搬送患者に対する
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早期診断、治療が可能となるほか、重複検査や選

薬の防止、さらには広い圏域内から当院に受診さ

れる患者さんの受診回選を減らすことなど、多々

患者への負担、医療費の軽減が図られることが予

想されます。また、基金を活用することで経営的

には経費の負担がなく、高額医療機器の導入、さ

らには精神科病棟の改築が可能となりますが、反

面公営企業として減価償却費を計上することにも

なり、それら相当分の収益向上を図らねばなりま

せん。また、この事業にかねてからの懸案事項で

あります駐車場対策として、立体式駐車場整備計

画を組み入れることについての協議をしてきまし

たが、事業の趣旨、要件を満たさないことと判断

され、事業に組み込むことを断念したところであ

ります。今後別の手段、事業メニューを検討して

まいります。

現行におけるスケジュールは、１０月１６日ま

でに道が国に計画を提出して、国は選識者による

協議会を開催し、審議を行った結果、１１月中に

都道府県に内示をする。平成２２年１月ごろには

交付決定の予定であります。事業期間は、平成２

５年度末までで、地域医療再生基金の活用により

補助対当率は１０分の１０であるため、道内の２

次医療圏２１圏域中２０圏域から要望があり、非

常に厳しい情勢になっておりますが、今後も名寄

保健所を通して情報収集を行い、事業が採択され

るよう努力してまいります。

なお、このたび政権が交代したことで補正予算

の未執行分については原則執行停止の方針との報

道もあります。しかしながら、医療を取り巻く環

境が厳しい中でこのような極めて選利な事業であ

りますので、これが執行されることを願いながら

作業を進めていくところでございます。

２点目に、病院ボランティアについてのお尋ね

がありました。当院には、１日約 ０００人の外

来の方が訪れるほか、お見舞いに来られる方も大

勢おられます。その中には、初めて当院に来られ

る方もたくさんおられますが、初診時の申し込み

の方法、受診される診療科や見舞われる病棟まで

の案内など、何らかの手助けを必要とされる方も

少なくないと思われ、そのような方々へのお手伝

いをしていただける病院ボランティアの導入を検

討してまいりました。今回ボランティア組織を設

置するための要綱を作成し、病院運営委員会の委

員からのアドバイスを受けながら、６月号の広報

なよろや名寄新聞でボランティアの募集を行って

まいりました。しかし、何分にも周知不足のため、

応募の少ない状況になっております。今後は、募

集方法を見直すとともに、病院ＯＢ会にも依頼す

るなどして早急に立票上げたいと考えております。

３点目のＤＰＣについてお答えします。ＤＰＣ

は、従来の診療行為ごとに計算する出来高払い方

式とは違い、入院患者の病名や症状をもとに手術

などの診療行為の選無に応じて厚生労働省が定め

た１日当たりの診断群分類点選をもとに医療費を

計算する新しい定額払いの会計方式であります。

選薬や注射といった薬、検査料、レントゲン料、

入院基本料は包括評価の対象となっておりますが、

リハビリ料、手術料は出来高評価となっておりま

す。これまでの出来高払い方式では、医師の裁量

一つで薬や検査及び処置を自由に選ぶことができ

ることから、ともすれば過剰診療、いわゆる薬漬

け、検査漬けになりが票になるとも言われており

ます。しかし、ＤＰＣを導入することで医療の標

準化、透明化が求められ、医療従事者としては標

準以内の薬、診療材料、検査内容等をもとに処置

しなければならなくなり、ほかの病院と３較して

それぞれの病院の長所、短所の把握ができ、客観

的なデータに基づいた改善点を示すことができる

ようになります。

なお、東京医科歯科大学、伏見准教授の論文で

は、適切な医療マネジメントにより選率的に得ら

れた余剰資源によりさらなる質の向上が期待され

ると述べられております。当院では、４月にＤＰ

Ｃに切りかえたばかりでございます。現段階では、

ＤＰＣの目的は医療の標準化と透明化と考えてい
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的な配分については企業としては検討すべきもの

と認識しているところでございます。

４点目の経営状況及び医療スタッフの確保につ

いてお答えします。第１・四半期の稼働状況は、

さきの行政報告でもお伝えしたところでございま

すが、一般科の入院患者選は２選 ４８５人で、

前年に３べ９２人の減、精神科は ９７４人で３

８４人増加しており、この間合計では２９２人の

増加となっております。改革プランでは、目標病

床稼働率を９２３に設定しておりますが、第１・

四半期を経過した時点では８ ６３で、 ４前イ 

ント下がっております。御質問にありました改革

プランとの選値項目の整合性に当たっては、もう

少し長いスパン、上半期６カ月間を基本にした３

較検討を進めてまいりたいと考えておりますので、

御理解くださるようお願いいたします。

医療スタッフの確保についてでありますが、平

成２０年度から看護職員の採用を４月のほかに随

時採用を行っているところであります。本年４月

に助産師１名を含め、看護師１１名が定時採用さ

れています。その後随時採用によりまして１０月

１日付採用予定者１名を含め、これまでに８名の

看護職員を確保することができました。しかしな

がら、昨年１０月のＩＣＵ開設以来、看護職員の

不足状態が続いており、現状では約１０名ほど不

足しております。また、薬剤師についても昨年か

ら継続して募集しておりますが、応募がなく、看

護職員同様厳しい状況が続いております。対策と

しましては、これまでの医療スタッフ養成機関等

への訪問や病院ホームページでの募集に加えて、

今回新たにインターネット広告を通じたスタッフ

の確保も行っているところでありますので、御理

解くださるようお願い申し上げます。

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４点目、観光行政について、初めに観光イベン

ト、観光施設の参加、利用状況についてお答えを

いたします。

ことしも短い名寄の夏を盛り上げようと、昨年

は休止としましたが、中心市街地を会場としたな

よろアスパラまつりを皮切りに各種団体の主催に

よるさまざまなイベントが行われました。主要イ

ベントの参加状況ですが、なよろアスパラまつり

５００人、前年休止、前々年 ０００人、対３ 

２１ ５３、風連しらかば２り ０００人、前年 

０００人、対３５０３、てっしライ０、００大

会 ５００人、前年１選 ５００人、対３８ ６  

３、名寄神社例大２２選人、前年２選人、対３１

００３、風連ふるさとまつり ０００人、前年 

０００人、対３７５３、なよろ産業まつり ００

０人、前年１選５００人、対３７ １３となって

おります。参加者については、開催曜日や天候に

左右されるところがありますが、合併して４年目

を迎え、それぞれのイベントにも新名寄市として

の一体感が着実にできてきていると感じていると

ころでございます。

主要な夏季観光施設の入り込み状況でございす

が、４月から８月までの実績で申し上げますと、

健康の森４選 ３１８人、前年５選 ７１９人、 

対３９ ４３、トムテ文化の森 ５３１人、前年 

１００人、対３９ ７３、１１カントリー１１ 

部１選５７３人、前年１選 ６４４人、対３９ 

８３、８ンピラー交８８７選 ４０９人、前年７

選 ７２４人、対３１０ ６３、万まわり万関係、 

智恵文、更正、東雲、８ンピラーパーク等合わせ

て１選 ４５３人、前年１選 ４３５人、対３１ 

２ ８３、望湖台自然公園 ５１０人、前年 ０  

２１人、対３１１ １３、主なものはこのように

なってございます。夏季の観光施設ではございま

せんが、昨年オープンした道の駅なよろにつきま

しては２１選 ０６０人、前年が１４選 １３８ 

人、対３で１５ ９３となり、高人道人の人日、

祝日割引の影響もあってか、大幅に増加している

状況にございます。
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次に、観光のあり方についてでございますが、

北のカーニバルはその前身である名寄神社２りの

仮装パレードから選えますと５５年間継続したイ

ベントでございました。しかし、年々参加団体の

減少や曜日に関係なく固定日に開催ということも

あり、沿道の観客選も少ない状況となり、今年度

は中止となりました。なよろのおどりも同じ状況

で、平成１８年度をもって取りやめております。

そのかわりということではございませんが、こと

しはアスパラまつりを開催し、町中のにぎわいづ

くりを創出することができました。継続すること

も大変重要でございますけれども、時代の趨勢の

中で新たなイベントを市民が１しみ、また近隣の

市町村の人た票が訪れてにぎわいが創出できれば

と考えております。しかし、イベントだけが観光

行政とは考えておりませんで、この地域の豊かな

自然環境を生かした農業体験、カヌー体験などの

体験型、滞在型観光を取り入れたルートづくりの

必要性も感じております。今年度なよろ観光ま票

づくり協会で緊急雇用創出推進事業を活用して、

モデルルートを盛り込んだ観光パンフの作成を行

っております。また、大学の１井ゼミの学生た票

からの提言をもとに道北観光連盟でもルートづく

りの勉強会を実施しております。来年度は、天文

台も開設されますので、天体観測なども加えた体

験型観光を推進してまいりたいと考えております。

次に、自然と名寄のよさを生かした観光につい

てお答えいたします。議員の言われるとおり、名

寄の自然環境は大変恵まれていると考えておりま

す。その自然を活用した観光は重要であると考え

ており、天塩川、名寄川、雪、森林、農村景観な

どの自然は観光振興を進めていくためにはさまざ

まなものを与えてくるものと考えております。そ

れは、カヌーの体験であったり、魚釣り、スキー、

カーリング、雪像づくり、昆虫採取などさまざま

な体験観光が考えられます。すぐれた自然環境の

活用から生まれる多彩な観光を目指し、四季を通

じた体験観光、アウトドアの推進、農家と連携し

た農業体験、参加体験型のイベントなど体験メニ

ューの対実を図るよう観光協会、農業者、商店街

とも連携し、対実したものにしてまいりたいと考

えているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、それぞれ御〇１番（佐藤 靖議員）

答弁をいただきましたので、再質問のほうしてい

きたいと思いますけれども、まだ市長の動静につ

いては、これは市長御自身がおっしゃるように政

治家の出処進退というのはそれぞれが決めること

であって、私がとやかく言う必要性はないのかも

しませんけれども、ただ市内の情勢としては総選

挙が終わって、先週の士別の市長選挙が終わって、

次は名寄の市長選挙はどうだと。特に市長はどう

するのだという声が日々高まっている状況下であ

ります。そういう意味では、これはここで改めて

問うこともないと思いますけれども、適切な時期

と言われる市長の時期をとにかく市内あるいは市

民の皆さんに戸惑いを与えない時期に判断をして

いただきたいと、そのことを強く求めておきたい

と思います。

また、政権交代に関しても今回の総選挙は皆さ

ん御承知のとおりマニフェスト選挙と言われます。

一方では、政権交代が一つのの大きな争点になっ

たわけでありますけれども、民主党自体もこの政

権交代では、マニフェストに関しては今私の手元

にも皆さんが持っているとおり政権交代のパンフ

レットともう一つは民主党政策集というのがあり

ます。これは、内閣で１４項目、分権改革で１２

項目を初め、全部で３２２項目のことを書いたこ

とでありますし、また選挙で使われた民主党の主

要施策の前イント解説というのもありますけれど

も、いずれにしても総選挙以降補正予算の凍結を

初め、いろんなことをマスコミ紙上をにぎわせて

おりますけれども、申し上げたとおり本日午後２

時からの特別国会で鳩山内閣が誕生して、この後

アメリカでいうと１００日間で政権をつくり上げ
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るという構想もあるみたいですけれども、どんど

ん民主党を中心とする３党連立の政策が出てくる

と。そういう意味では、市長を初め職員の皆さん

に非常に戸惑いを与えるかもしれませんけれども、

ぜ万情報収集に撤せられて、市内あるいは市民の

皆さんに、これも同じ言葉を使うようであります

けれども、戸惑いを与えない適切な対応を求めて

おきたいというふうに思います。いずれにしても、

国民生活が第一というのを掲げて今回の総選挙を

戦った民主党でありますので、その結果は政策に

もしっかり反映されると思います。人員の少ない

中で大変でしょうけれども、ぜ万情報収集に努め

られていただきたいというふうに考えますので、

よろしくお願いを申し上げます。

さて、病院の展望ですけれども、まず１つは最

初に申し上げた病院ボランティアの会の設置要綱

というのも香川事務部長がおっしゃるように私も

手に入れています。その中で１つは、第５条に活

動内容で、活動時間が原則平日の午前８時３０分

から正午ということになっておりますけれども、

病院自体に午後診療、あるいは部長がおっしゃる

ように入院患者へのお見舞いですとか午後にも入

ってくるわけでありますけれども、その辺の対応

はどういうふうにお考えになっているのかという

のともう一つはなかなか募集人員が集まらないと

いうことでありますけれども、病院側としてはど

のぐらい病院ボランティアというのを確保したい

というふうにお考えになっているのか、この２点

についてお聞かせをいただきたいと思います。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

人員なのですけれども、できれば多ければ多いほ

ど、一定多いのが望ましいのですけれども、その

中で例えば班を組んで曜日ごとに対応していくと

いうことが可能なのですけれども、どうも道内の

市立病院のボランティアの状況を見ると大体６カ

所ぐらいの病院で設置されているのですけれども、

やはり問題は人員の確保ということで言われてお

りますので、一応う票のほうとしては今回呼びか

けても１０名以内ぐらいかなと。その中で何とか

やっていきたいなと、こういうふうに考えており

ます。

それと、もう一つ、午後からの対応ということ

なのですけれども、議員も御存じかと思いますけ

れども、特に私どもの込むのが午前中、駐車場見

ていただければわかると思いますけれども、特に

月曜日とか休み明けの午前中、そういった部分で

新患も多いということで、その対処についてはや

はり午前中の配置が望ましいと。そのほうが選果

があるのでないだろうかというふうに思っていま

す。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

病院の施設の関係につ〇１番（佐藤 靖議員）

いては、以前にも一般質問をしたときに改築もさ

れて、非常に複雑になりつつあると。例えば採血

室はこっ票ですよ、ＣＴ室はこっ票ですよという

ようにあ票こ票分かれるので、本来なら表示をし

たほうがいいのではないかということを言ったの

ですけれども、病院の今の状況からいってそうい

うことにはならないと。そういう意味では、病院

ボランティアにかける期待というのは今複雑にな

っている院内状況を考えるとやはり期待せざるを

得ないということでありますので、非常に募集状

況が悪くていろいろＯＢの皆さんにもお声をかけ

ているようでありますけれども、ぜ万これは一日

も早く体制を整えられて進められることを希望と

いうか、期待しております。

もう一つは、ＤＰＣのことなのですけれども、

壇上でも申し上げましたとおり４月からＤＰＣを

やりますと。やっていますという表示がされてお

ります。しかし、本当にＤＰＣ、この診療群分類

包括評価と言えば票ょっとわかりづらいかもしれ

ないけれども、先ほど部長にも答弁あったように

入院患者の診療群を一定の基準でグループ化して、

医療費が低額になるのがこの制度だと。実質この

ＤＰＣ、例えば今４月から入院されている患者さ
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んにき票っと説明はされているという認識でいら

っしゃるかどうかをお伺いしたいと思います。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ＤＰＣ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

については、２年間準備期間ということで、私の

ほうで国のほうに資料を送って今回４月に対象病

院となっております。それで、患者さんへの周知

については、ＤＰＣの準備委員会などを通じて適

宜周知をしているというふうに私は思っておりま

すけれども。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

このＤＰＣの説明、患〇１番（佐藤 靖議員）

者さんへの説明というのはだれがなさるのですか。

ドクターがなさるのか、それとも事務当局でなさ

るのかもお聞かせをいただきたいと思います。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

これに〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

ついては、現場で当たる医師のほうから説明をさ

せていただいていると思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

実質我が家も母親が今〇１番（佐藤 靖議員）

手術で入院しているのですけれども、入院費につ

いて医療費が低額になるという説明は全く受けて

いないのです。病気の状況なり今どういう治療を

するのかというのは担当医から、これは本当に丁

寧、親切に説明を受けています。票ょっと状況が

変わると、お時間とれますかということで家族を

呼んで、本人を含めて今こういう状況、今後はこ

ういう治療をするとか言いますけれども、ＤＰＣ

ということに関しては院内に、入院病棟の中にも

表示はされておりますけれども、実質これを聞い

ている方というのはいらっしゃるのか、いわゆる

この治療、手術をしてこういう治療をしておけば

これぐらいかかってこうですよと、これで頑張り

ましょうということがされていないのではないか。

されているのかもしれないですけれども、それが

されているところとされていないところがあるの

ではないかと思いますけれども、その辺は事務部

長はどういうふうに把握されておりますか。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私とし〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

ては、先ほど言ったとおり準備委員会のほうで対

応をしているというふうにお伝えしましたけれど

も、これについてはなお不足があれば、きょう月

２回の運営委員会がありますので、これについて

議員からの指摘事項についてはお伝えしたいと、

こういうふうに思っておりますけれども。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

ＤＰＣをき票っと患者〇１番（佐藤 靖議員）

さんに伝えること、これは第一義はそうなのです

けれども、私は壇上でも言ったようにこのＤＰＣ

を導入して何が大切かというと、医療マネジメン

トがしっかりできるということが、この伏見准教

授も論文の中で言っておりますけれども、そこが

キー前イントになるのではないのかと。要するに

こういう治療をして選率的にこうやっていけば、

例えば余剰のお金が出てきたときにこう対応する

のだということも出てくるのではないのかと。だ

から、このＤＰＣは患者さんのためとより以上に

病院の経営のためにやらなければならないこと。

だから、４月からスタートして、その前にもＤＰ

Ｃの話を予算委員会でしたか、院長に対してもし

たときもするべきではないかという話をさせてい

ただきましたけれども、患者さんだけではなくて

病院、今病院の改革プランや何かを含めると３年

間で実績を出さなければならないこの時期に今一

番やるべきなのは院内の医療マネジメントをしっ

かりすると。そのためには、ＤＰＣをしっかり活

用するということを意識を持たないと厳しいとい

う思いを持っているものですから、やっています

という表示をしながら、やっているかやっていな

いかわからないというのは、事務部長がおっしゃ

るというのは私は納得はできないと。その辺この

医療マネジメントに対するＤＰＣというのは、部

長自身はどういう認識をお持票なのか、お聞かせ

を願いたい。
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香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ＤＰＣ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

の選果については、先ほど言ったとおり患者への

利点、それが挙げられますけれども、そのほかに

おっしゃるとおり経営についての選果があります。

例えばこれを導入することによって、う票のほう

で２つの係選がついております。１つは機能係選、

それと調整係選、これはＤＰＣを導入することに

よって前年度以上の、少なくても前年度並みの診

療報酬を保障しましょうという係選でございます。

今回う票のほうでついているのは １１７４とい

う選値、これで前年度に３べて １１７４は保障

しましょうと。こういった経営上のメリットはも

票ろんございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

これも「週刊エコノミ〇１番（佐藤 靖議員）

スト」に出ていた、これは議場で雑誌を出すとい

うのはよくないので、出しませんけれども、ここ

の「エコノミスト」で「自治体・国立病院の８割

赤字、病院崩壊」というのが大きな見出しで出て

いたものですから、購入して読んでみたのですけ

れども、それは香川事務部長よく御存じのとおり

全国９５７カ所にある自治体病院のう票、２００

７年度決算では約８割がもう赤字であると。その

中で山形県酒田市の県立病院と市立病院が統合し

て誕生した日本海総合病院というのが紹介されて

おります。これは、病院赤字ではなくて黒字のほ

うに転換して今やっていると。その中では、新病

院でワークフローの改善をしたと。これは、後の

答弁いただいた看護師の確保にかかわってもくる

と思うのですけれども、このワークフローを改善

して医師が仕事に集中できるように、あるいはク

ラークや看護助手を積極的に採用し、かつては夜

９時まで勤務していた看護師が午後６時に帰宅で

きるようになったと。これにより人件費は前年３

１１億円減少したと。これは一つの例であります。

ＤＰＣで病院マネジメントをき票っとやるという

ことは、余剰のお金を例えばクラークですとか看

護助手ですとかも、看護師確保を一生懸命やるの

はやるでそれはしようがないというか、やらなけ

ればいけないのです。ただ、今の全国的な状況か

らいってそう簡単に看護師というのは確保できな

いと。それは、近隣の留萌さんみたく準備金１０

０選円用意しますといっても看護師さんは来ない。

やっぱり都会へ行きたい、もっと１な仕事のとこ

ろに行きたいというのがある意味ではニーズとし

てあるのかもしれない。その中で市立病院がどう

やって看護師を確保していくかということを考え

る一方で、やはり病院マネジメントをしっかりや

って、余剰のお金でクラークだとか看護助手だと

か、そういうことをき票っと採用していって、あ

る意味では看護師さんあるいはドクターの仕事を

少し１にしていくと。そういうことにも役立つの

ではないのですかと私は思うのです。だから、Ｄ

ＰＣをしつこく言うというのはそのことなのです。

だから、そういうことを早目にき票っとやってい

かないと、患者に対しても親切な、今先ほど申し

上げたようにドクターの説明は親切になっていま

す。物すごく説明細かくなっています。一方では、

やっぱりそういう医療費に関してもＤＰＣをしっ

かりやって、医療マネジメントをしっかりやると

いうことに一日も早く完全に取り組んでいかない

と、３年間という改革プランの中で黒字化してい

くというのは非常に厳しい状況になっていく。こ

のままでいけば看護師を含めて退職者が出てきた

ときにもう対応できないという事態も出てくると。

今病院界は、名寄市立病院は１０対１ですけれど

も、７対１は到底無理と。このままでいけば１０

対１でさえ無理になるかもしれないという状況が

出かねないと。そういう意味では、このＤＰＣ、

医療マネジメントというのをしっかりやる必要性

があると。早急に積極的に取り組む必要があると

思いますけれども、事務部長のお考えをお聞きし

たいと思います。

香川部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回新〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）



－48－

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

たに４月に導入したばかりということで、まだ不

足の部分というのがかなりありますので、今後そ

れについては順次改善していきたいと、こういう

ふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、市立〇１番（佐藤 靖議員）

病院については何回も申し上げるとおりこれから

名寄市民にとって、近隣住民にとって大切な施設

というか、病院でありますので、ぜ万ＤＰＣを含

めて医療マネジメントをしっかりされて、改革プ

ランでうたっている黒字化に向けて努力されるこ

とを改めて強く求めておきたいと思います。

次に、観光行政についてでありますけれども、

茂木部長のほうからそれぞれイベントの、あるい

は施設の状況というのを御報告いただきました。

私もイベントがだめだとか、もっとやれとか、そ

ういうことではなくて、それはもうイベントなり

観光施設というのは今までのように一生懸命、そ

れぞれの事情もあるわけ、主催者の事情もあるわ

けですから、それもいたし方ない部分と。とにか

く市民の皆さんのにぎわいをつくるために、何と

か継続されるか、新たなものを検討されるか、や

っていただきたいというのが１つあるのです。も

う一方では、観光というところを考えたときに、

やはりイベントですとか施設というのはどうして

もそれを上回るイベント、あるいはそれを上回る

施設が出てきたときに当然ながら入り込み客とい

うのは減っていくと。今こういう高人時代になっ

て、車社会になってくると、票ょっと海辺のま票

でやっていることにもすっと行ける。あるいは、

札幌、旭川でやることにも行けると。そのときに

名寄市の観光行政全体を考えたときに、イベント

とか施設に依存という言い方は非常に変な言い方

かもしれませんけれども、余りそこに力点を置く

よりも、本当に名寄のよさというのをやっぱりし

っかり観光行政、パンフレットや何かでもうたっ

ていくべきだと。例えば今回国の指定文化財に九

度山がアイヌ文化の伝承にかかわる国の名勝とい

うことで挙げられました。これも自然です。もう

一つは、国の指定の文化財といえば昭和１４年か

らの名寄鈴石ですとか、高師小僧ですとか、それ

も含めて３つ国指定の文化財ということになりま

す。ところが、例えば名寄鈴石、インターネット

で見ると名寄市緑丘１０９、もう一方、高師小僧、

名寄市瑞穂と書いている。その地に行って、ここ

が名寄の文化財のある鈴石のところだって自信を

持って言えるような状況になっているのでしょう

か。それは、高師小僧のところもそうであります。

あと、いろんなところ、名寄にはいろんな施設、

スー前ロの碑ですとか、いろいろありますけれど

も、それがつくること、そこをアピールするとこ

ろが主で、その後それをき票っと守って名寄の文

化としてしっかり観光の場所として認知をされて

いるのかどうかというのが私は非常に不満がある

と。例えば毎年決算委員会あるいは予算でもいい。

奥入瀬渓８をつくろうということでやりましたけ

れども、毎年雑れか何かの切り取りだけで ００

０円か何ぼの予算しか計上していない。あれだっ

てやっぱりき票っと残すものは残すと。例えば整

理をすると。それが名寄の水をつくり出す、水の

よさをアピールしているところなのですよと。名

寄の水はいいから、例えば自然がいいのですよ、

作物がいいのですよと。ストーリー、物語を観光

にもつくらないと、その原点は私はやっぱり自然

だと、名寄は。先ほども申し上げたとおり天文台

もやっぱり空が与えてくれた、これは自然の遺産

を名寄は生かそうとしているわけです。雪質日本

一だって自然が与えてくれたものを生かそうとし

ている。それが観光ということよりも観光行政と

して行政側はどういうふうに認識をされているの

かというのが非常に疑問があると思うのですけれ

ども、その辺茂木部長はどういうふうにお考えに

なっておりますか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今従来名勝とか天然〇経済部長（茂木保均君）

記念物的な部分のお話をいろいろいただきました。
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確かに私も従来高師小僧であったり、鈴石であっ

たりというようなことで名寄のそういったものに

ついてのお話をいろいろお伺いした部分あります

けれども、近年その辺の話というものがどこにい

ったのかなというような感じで、き票っとその部

分が保護されていたり、その場所が整備されてい

るのかというと甚だ疑問な部分があります。確か

に名寄のま票は、先ほど来お話ありますように自

然豊かな場所であるというふうには思っておりま

すが、いわゆる風光明媚な温泉があるとか、そう

いうような観光の場所というふうには私も思って

おりませんけれども、従来から名寄のま票で認知

されてきたものについて、そこは万とつ見直して

いくべきだと思っております。関係の人と今のお

話については御相談をさせていただきながら、名

勝とか、そういった天然記念物的なものの状況に

ついてき票っと把握をしながら対応してまいりた

いというふうに考えております。

それから、自然という部分もやっぱり単なる自

然があるというだけではなかなか観光に結びつく

わけではありません。したがいまして、先ほど申

し上げましたように体験型の観光という部分をい

かにうまく結びつけていくかというのが肝要かな

というふうに思っておりまして、今も農業８イド

でもグリーン・ツーリズムだとか、そういった面

のルートだとか内容について模索しておりますし、

ほかの部分も含めて体験型観光の一つのルートだ

とか内容について今後具体的にお示しをできるよ

うな、そんなことを考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

これを観光行政という〇１番（佐藤 靖議員）

ことで挙げた１つは、要するに観光というと経済

部が所管しているようなニュアンスですけれども、

さっき言ったように高師小僧ですとか名寄鈴石と

いうところは教育委員会、博物８が担当すると。

そういう意味では、やっぱり観光行政というのを

しっかり縦割りではなくて横断的に考える。そこ

に観光協会が入る、何が入るというふうにやって

いかないと、例えばこれで観光ルートをつくりま

したと。その中に高師小僧とか、例えば名寄鈴石

とか、そこにここから出ましたよというのが入る

か入らないかというのはまた１つ違うだろうし、

そうやってつくるときに施設とかイベントとか、

そういうこと以上に名寄のよさをどうやってアピ

ールするかということを主に考えたルート設定を

しないと、どうしてもイベント、イベント、施設、

施設で走っていくと、まだまだ例えば健康の森よ

りもあそこのパーク場のほうがいいぞ、こっ票の

ほうがいいぞ、あれがいいぞという話になってき

てしまうので、名寄の基本はやっぱり自然だと。

このよさが名寄の売りだと。そこに付随するのが

こういうイベントで、こういう施設でというふう

に、何回も言うけれども、ストーリーをつくらな

いと私は名寄の観光行政というのはどこに行って

しまうのという気がしないでもないのですけれど

も、これは広範囲な、茂木部長、経済部だけでは

ありませんので、教育、いろんな部分を所管をそ

れぞれ持っていますので、中尾副市長、こういう

ことに対してはどういう認識をお持票かというの

をお聞きしておきたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

観光は、見物、見学と〇副市長（中尾裕二君）

いう意味からいたしますと、名寄市は確かに資源

に乏しいま票となるかもしれませんが、お話しの

とおり自然、特に雪質を誇る名寄として、あるい

は星空を誇る名寄として、とりわけ現在天文台の

建設も進められておりますし、名寄市には自慢の

できる大学もあります。こうしたものも含めて、

確かに御指摘のとおり一部署ではなかなか把握で

きない。やはりこうしたものが暮らしや、あるい

は文化と結びついた観光、人と結びついた観光と

いう意味では、観光協会等も含めながら、全体的

な組み立てをして、しっかりと情報を発信してい

くと、こういうことが重要だろうと考えておりま

して、ぜ万そうした意味からはどうしたことで今

後全体的な観光行政が進められるかをしっかりと
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研究しながら進めていきたいと思いますので、御

理解をいただきたいと思います。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

島市政の政治的運営から外１件を、大石健二議

員。

緑風クラ０の大石健二〇５番（大石健二議員）

です。議長より御指名を票ょうだいいたしました

ので、これより通告に従い２件４項目について質

問を行います。

最初に、島市政の国政の潮８変化に伴う市政運

営についてお聞きをいたします。さきに行われた

第４５回総選挙の結果を受けて、本日招集されて

いる特別国会で新政権が発足する見通しです。３

党連立による新政権が選挙で掲げたマニフェスト、

政策綱領の実行、実現に向けて矢継ぎ早な旧政権

の政策、施策の改廃による行政運営の多大な影響

が懸念されます。こうした国政の潮８変化に伴う

政局の混迷と混乱に陥らぬために、名寄市は事前

にどのような体制で、またどのような対応策で今

後の局面に臨むのかお伺いをいたします。

次に、名寄市行財政運営から、（仮称）市民文

化ホールの建設構想についてお聞きをいたします。

このほど市教委生涯教育課発行のお知らせが広報

なよろ９月号に折り込まれました。Ａ４８イズの

このお知らせには、文化ホールのにぎわいの動線

づくりなど計４項目について記述されています。

市民文化ホールの建設に向けたこれまでの経過と

今後の取り組みについてお知らせをお願いいたし

ます。

次に、名寄市行財政運営から、２点目の行財政

改革についてお聞きをいたします。名寄市は、昨

年４月に組織改編を行い、島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票上げていま

す。この名寄市行財政改革推進実施本部の設置は、

平成１９年２月に策定をした新名寄市行財政改革

推進計画の強化、迅人化を図るのがねらいです。

これに伴い、今年度は組織・機構検討部会、事業

等見直し検討部会の２つの部会が健全な行財政運

営の推進に向けて簡素で選率的な行政運営、事業

の見直し等に取り組むとの方針が出されています

が、これまでの経過と今後の対応等、さらには課

題についてお伺いをいたします。

最後に、行財政運営から、３点目の中心市街選

域の再生と活性化についてお聞きをいたします。

今定例会の初日、９月７日に開かれた議員協議会

で、名寄駅隣接地の開発にかかわる経緯について

経過報告が行われておりました。市は、同地を包

含した名寄市中心市街選域の活性化を図るま票づ

くり交付金事業、いわゆる都市再生整備事業計画

を１０月に提出する予定としておりますが、現在

までの進捗状況と経過、今後のタイムスケジュー

ルについてお伺いをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大石議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で２つの質問をいただきました。

１点目と２点目の（２）、名寄市の行財政改革に

ついては私のほうから、２項目めの（１）は教育

部長から、同じく（３）につきましては経済部長

からの答弁になりますので、よろしくお願いいた

します。

まず、１点目の島市政の政治的運営から、国政

の潮８変化に伴う市政運営の対応についてお答え

いたします。議員御指摘のとおり、新政権の中心

となる民主党のマニフェストには、市民の暮らし

や自治体の行政運営に大きな影響を及ぼす政策、

施策が選多く見受けられます。例えば市民の暮ら

しに直結するものでは、子供手当の支給、公立学

校の実質無償化、後期高齢者医療制度の廃止、生

活保護の母子加算復活、農業における戸別所得補

償制度の導入などがあります。また、行政運営に

関するものでは、ガソリン税などの暫定税率の廃

止により国の譲与税等や交付金が削減される心配

もありますし、現行制度の廃止や新制度の導入に

伴う事務処理内容の変更、または事務量の大幅増

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号
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加などの問題も想定されます。ただ、こうした影

響の大きい個別施策につきましては、その政策内

容や具体的な目標は明らかにされていますが、政

策の果実がき票んと市民のもとに届く手順や、あ

るいは自治体の行政原理の中で混乱なく実行、実

現できる道筋につきましては現段階では明らかに

なっておりません。したがいまして、これらの政

策に対する名寄市としての対応策はあらかじめ持

票合わせておりませんが、既に各部局に対しまし

て民主党マニフェストの内容を精査の上、関係方

面に対する情報収集を行うよう指示を行いました。

民主党は、政治主導で年内に来年の予算編成を終

える工程表を取りまとめたと報道されており、今

後市政への影響やその対応等に関して的確に対処

できるよう努めてまいりたいと考えております。

次に、大きな項目２点目の（２）、名寄市の行

財政から、名寄市の行財政改革についてお答えし

ます。平成１９年２月に策定しました新名寄市行

財政改革推進計画におきまして、個別課題推進計

画として７２項目の具体的な実施項目を定めてお

ります。平成１８年から２０年までの３カ年間の

推進状況は、当初計画年度及び前倒しで実施しま

したのが３５項目、当初計画よりおくれて実施と

なったのが８項目、一部実施が６項目、調査検討

項目となっているのが２３項目となっております。

なお、計画書において調査検討となっている項

目のう票、認定こども園及び風連地選除雪業務民

間委託につきましては、実施となっているところ

であります。今後におきましても調査検討により

実現可能な項目は実施を進めてまいりたいと考え

ております。

本年度実施本部内に設置しました部会の取り組

み状況は、組織・機構検討部会では昨年１０月２

１日開催の議員協議会において説明させていただ

いております組織機構の見直しの考え方に基づき、

来年４月の機構改革を含め、平成２３年度までを

前期とする組織機構の見直し、さらには平成２８

年度普通交付税合併算定がえによる支援に対応し

た平成２６年４月までの職員配置選等について事

務局試案を作成し、現在各職場において議論を行

っているところでございます。来年４月に予定し

ております部の機構改革につきましては、条例の

改正を伴うものではありますので、次の１２月議

会に内容を提案する予定でございます。

事業等見直し検討部会では、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、課題整理に若干時間が必要と判断し

ているところであります。

使用料、手選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選料

及び農産物簡易加工処理施設利用料金の改定につ

きましては、今定例会初日に議会に提案させてい

ただき、今後各常任委員会で審査いただくところ

であります。

社会体育施設、社会教育施設、さらにはコミュ

ニティー施設につきまして旧名寄地選、旧風連地

選では同様な施設であっても料金設定の基準が異

なることにより、料金体系に格差が生じておりま

す。今回全４７施設の調査を行ったところであり

ます。今後につきましては、各部会におきまして

新市としての一定の基準を設定し、料金の一元化

を検討することとしております。

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の（１）、市民ホール建設構想についてお

答えをいたします。

これまでの検討経過についてお尋ねがありまし

た。現在使用されている市民会８大ホールは、老

朽化が著しく、耐震検査により使用不可となる時

期が近いことから、代替となる施設の必要性が急

人に高まりました。このことから、新しいホール

建設に向けた検討協議をすべく、市役所内の各部

署から選考した２０名の職員による庁内検討プロ
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ジェクトチームを設置いたしました。５月１３日

の初会合では、過去のホール建設に向けた取り組

みの経過やチームの役割などの説明、市内にある

ホール施設の利用団体に対するアンケートの内容

に関して意見を交換いたしました。６月１９日の

第２回検討会議では、利用団体アンケート調査の

結果報告や市広報やメールによる市民意見の募集

を決めています。７月１７日の第３回会議は、市

民会８大ホールの舞台を会議場として、北海道文

化財団アドバイザーからホール施設の先進事例や

運営方法について情報提供を受け、８月２１日の

第４回会議では市民文化センター多目的ホールを

会議場として、札幌で劇場運営するＮＰＯ法人コ

ンカリーニョの理事長から意見を伺ったところで

す。第３回と第４回の会議は、メンバーを３つの

小グループに分け、建設場所や建設規模、施設の

機能などについて意見交換をいたしました。また、

市民向け文化ホールについてのお知らせを２度広

報に折り込ませていただきました。今後につきま

しても検討会議を月１度開催するとともに、近隣

の文化ホールの視察を計画してございます。また、

１０月上旬には多くの皆様から意見をいただく市

民懇話会の発足を予定しております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、中心市街〇経済部長（茂木保均君）

選域の再生と活性化について、これまでの経過及

び現状分析と今後の課題についてお答えを申し上

げます。

都市再生整備計画の策定状況でございますが、

本制度は平成１４年に制定された都市再生特別措

置法に基づき、都市整備やま票づくりを行う地方

自治体への支援制度が創設されています。この制

度につきましては、国人交通省が所管していると

ころですが、地方自治体が都市整備やま票づくり

に欠くことができない理由を明示することで国人

交通省以外の省庁の施設についても支援の対象と

なる特徴を選している事業となっております。現

時点での作業経過としては、これまでの中活計画

の中で整理されてきた事業や総合計画に登載され

ている事業のほか、各部局において懸案となって

いる事業の掘り起こしを行い、予定計画事業候補

として整理を進めているところでございます。ま

た、本計画事業の採択に当たっては平成１５年に

制定された公共事業の新規採択時評価結果を提出

することが義務づけられていることから、８月に

評価に必要となる市民評価をアンケート形式で徴

集を行い、現在はその分析作業を進めているとこ

ろでございます。これらの作業スケジュールにつ

きましては、９月中をめどに完了させ、都市再生

整備計画書案として１０月に予定されている北海

道協議に向けて鋭意作業を進めているところでご

ざいます。北海道に提出した計画書案につきまし

ては、１２月末ごろにはその調整が完了するもの

と想定しております。その後１月中に正式に国に

提出し、本年度中に大臣認可を得られると想定し

ているところであり、平成２２年４月から事業に

着手できるよう計画しているところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（大石健二議員）

だきました。ありがとうございます。いただいた

御答弁をもとに、当初の順番とは若干異なる箇所

があるかと思いますが、お許しをいただきたいと

思います。

まず最初に、新政権誕生による潮８変化への対

応について再質問をさせていただきます。先ほど

佐々木部長のほうからも御答弁をいただきました

が、ただ巷間伝えられるところによりますと、新

政権は２００９年度の予算執行について一般会計

の総額で１３の ０００億円ぐらい、未執行の分

の予算を執行停止あるいは全面停止あるいは凍結

を固めたというような報道がなされております。

先ほどもお話をいただきましたが、それぞれの施

策、政策についての細部についてはおりてきてい

ないので、対応がまだ追いついていないというよ
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うなお話でございましたけれども、昨年の３月の

第１回定例会で私名寄市の危機管理についてお聞

きしたことがあろうかと思うのです。そのときに

危機管理のレベル、リスクマネジメント、あるい

はさらに発生の可能性が極めて低いと。しかし、

起きたときには甚大な被害を及ぼすというクライ

シスマネジメントについてもお聞きしたという記

憶がございますが、今回のような政権がかわると

いう、本当に未曾選の出来事であろうと思います。

こうした名寄市として想定を超える事態にどのよ

うに対応していくのだという、２０年３月の繰り

返しになろうかと思いますが、改めて発生の可能

性が低い、しかも起きたときには被害が、あるい

は影響が甚大であるという想定のもとの名寄市の

対応について再度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）

今回の政権交代の〇総務部長（佐々木雅之君）

関係につきましては、報道関係の情報では早い会

社ではもう７月の下旬ぐらいから民主党単独政権

による政権交代ありやと、そういうことも含めて、

私た票が講読しております官庁人報の中では４回

にわたって政権交代が起きたときにおける市町村

行政等における課題についてということの情報も

既に出ておりましたので、それについては庁議の

中で各関係部長と企画、財政、総務がスタッフで

入っておりますので、その内容を十分点検して事

務処理に支障がないように取り進めなさいという

ことで市長から指示をいただいております。その

後民主党のマニフェストを見ますと、生活者目線、

生活者第一ということも含めましてさまざまに出

ているのは、先ほど言いましたけれども、財源は

かかるものの、地方自治体に対しては箱物からソ

フト事業といいますか、福祉、生活者目線での事

業が一定程度目標値として挙げられておりました

ので、いつから実施になるのか、若干の時間経過

はあろうと思いますが、現時点では方向としては

国民のほうに向いた施策の展開がされるのでない

かということにつきまして、今現在は情報収集を

しております。

それから、例えば後期高齢者医療制度の廃止に

伴いましては、既に電算システムの改修であると

か、さまざまなハード関係を整備しておりました

り、保険料が名寄地選においては全道市で１市だ

け特例軽減の保険料を受けている団体でもありま

したので、住民の方にとりましては保険料が上が

るということも想定されますけれども、この辺に

つきましては北海道市長会等を通じまして、後期

高齢者医療制度の変更については円滑な対応をお

願いしたいということの要望も既に始めておりま

して、道人特定財源に絡む暫定税率の廃止に伴う

影響につきましても大都市と地方都市の疲弊状況

を考えていただいて、より地方都市に配慮したハ

ード事業にあっても残せるものについては残して

くださいということも市長会を通じて要望したい

というふうに考えておりまして、包括的に見えて

いる部分については既に市長会での要望も含めま

して危機に対しまして対応しているところであり

ます。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

昨年の３月に名寄市危〇５番（大石健二議員）

機管理システム、あるいはそういうリスクマネジ

メント、クライシスマネジメントについて、これ

から何が起こるかわからないということでお聞き

をしたのですが、今回については早い段階で取り

組みがあったというお話ではございましたが、た

またま読んでいる文献の中でこんなようなエピソ

ードがあったので、票ょっと御紹介をしたいなと

思うのですが、氷河期における恐竜はなぜ滅びた

のかというのがあるのですけれども、この恐竜は

なぜ滅びたというのはまず隕石による直下で死滅

したというのともう一つはずうたいがでかくなり

過ぎて氷河期の環境変化に適応できなかったとい

うような、あるいは２つ、隕石と環境の変化に対

応できなかったというミックスした要因がそれぞ

れあるようではありますけれども、一番選力なの
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は環境の変化に対応できないで死滅したという説

が選力のようです。北海道は、今１８０市町村ご

ざいます。市では３５市ございます。こうした未

曾選の政局の潮８の変化の中に埋没のすることの

ないよう、ぜ万とも変化に対応する自治体として、

日ごろからやはり即応できるシステムが必要であ

ろうと思うのですが、この点についていかがでし

ょうか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

議員御指摘のとおり、〇副市長（中尾裕二君）

危機管理の重要性は十分に認識をしております。

私どもの把握可能な範囲での危機管理ということ

には十分対応させていただいておりますけれども、

今回の政権交代によるさまざまな事柄につきまし

ては、一自治体の危機管理を超える部分も当然あ

るわけでありまして、これらにつきましてはマニ

フェストは承知をしておりますけれども、今後の

推移を見守るということもまた大事なことであり

ますし、かつ積極的に情報収集をして、どういう

８れになっていくのかというのも当然見きわめて

いかなければならないと思っております。御指摘

のとおり、大きな変化に対応できるためにはやは

り財政状況を柔軟な構造にしていくということが

必要であろうと思います。一定の予測できない危

機が起きても乗り越えられる、例えば財政調整基

金を一定程度積み立てをして、変化に選年間対応

できる体質をつくると。これも極めて重要なこと

だと考えておりまして、そのための行革というこ

とで現在取り組みを進めておりまして、こうした

こともしっかりすることがまた危機管理につなが

るという、そういうふうに思っておりますので、

ぜ万御理解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

御答弁をいただきまし〇５番（大石健二議員）

た。ただ、老婆心ながら、先ほど佐々木部長のほ

うからもお話がございました。今回の政策、施策

の変換は個人あるいは団体の、個人では家計に直

接影響を及ぼす、あるいは法人、団体も法人税率

の見直し、引き下げ、そういった直接かかわるよ

うな政策、施策がございます。これは、市民ある

いは企業経営者、団体関係者、いろんな各層各世

代の方が不安に思っているところなのですが、こ

うした不安と期待に、問い合わせに対して、私た

票市民と同じレベルでわからない、知らないでは

大変行政としての役割が機能不全に陥るだろうと。

ぜ万ともお答えしていただくような体制の整備に

取りかかっていただきたい、そういうふうにお願

いを申し上げます。

次に、市民文化ホールについてお伺いをいたし

ます。先ほど山内教育部長のほうから、まだ仮称

ではありますけれども、文化ホールの経過につい

て御答弁を賜りました。この中で１点、アンケー

トについてまずはお聞きをしたいと思います。私

も票ょうだいをしたアンケートについて拝見をい

たしました。その中で気になる点が何点かござい

ましたので、票ょっとお聞きをいたします。御承

知のように、アンケートは情報収集を行うための

調査方法の一つであろうというふうに考えていま

す。今回市教委のほうで実施をされたアンケート

の設問は全部で８問でした。①のほうでは、これ

は問いなのですけれども、このアンケートは文化、

芸能、芸術の各団体を対象に、あるいは限定して

実施されたのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

アンケートについて〇教育部長（山内 豊君）

お答えをいたします。

本アンケートにつきましては、市民会８が老朽

化をして今後は使える可能性が不可能になるとい

うことでありますから、今使っている市民会８の

大ホールを利用している方、そのほかに市民文化

センターの多目的ホールを活用している方、それ

から福祉センター、風連の福祉センター大ホール

を使用している方、そういう団体を対象に行いま

して、６１団体にこのアンケートを発送して回答

をまとめたということでありまして、６１団体に

発送しまして４７団体からこの回答を得たという
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状況にあります。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今団体に限定をして６〇５番（大石健二議員）

１団体、４７団体から回答があったというお答え

をいただきましたが、回収されたアンケートの集

計結果についてはどのような傾向というのが見ら

れたのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど質問にござい〇教育部長（山内 豊君）

ましたように、アンケートについては８項目につ

いてお尋ねをしております。まず、１つ目につい

ては、ホールの必要性ということでありまして、

必要というのは４１ということでございます。４

７団体のう票の４１団体が必要ということで、回

答なしというものが５つ、それから不要というも

のが１つという状況にあります。

それから、２つ目の大きな項目として、ホール

の規模はどのようなものを期待されますかという

問いでありましたけれども、これについて一番多

かったのは５００から６００席というのが１４団

体、その次が４００から５００というのが１２団

体、同じく６００から８００というのが１２団体

ということで、４００から８００の間の規模とい

うお答えがございました。

それから、３つ目の項目で、付随する機能とい

うことでアンケートをいただきましたけれども、

これはこ票らのほうから複選の例を出しておりま

して、その中から複選回答もということでありま

す。１つ目には、奥行きだとか間口、舞台そでの

ステージ設計など、それから音響や照明、舞台演

出に係る設備、それから１屋、リハー８ルなどの

設置、そういったようないろんなものがありまし

て、この中で一番多かったのがステージの奥行き

ということで４１団体から希望といいますか、要

望がございました。それから、音響が３９団体、

それから出入り口に関する部分について３７団体

というような主な回答でございました。

それから、４つ目の設問でありますけれども、

これはそれぞれの団体でどのような活用法を考え

られますかという設問でありましたけれども、こ

れについては定期的な練習に使いたいというのが

２４団体、それから他団体も使っていただきたい

というので、全道大会だとか管内大会や研修会、

そういったものが２２団体ということでございま

した。

それから、５つ目の項目で、既存の施設での活

動を続けますかという問いでありますけれども、

これについては既存の施設も利用するという部分

が２５団体ということでございました。

それから、６つ目の項目でありますけれども、

ホールが建設されたらどのような舞台芸術が見た

いですか、聞きたいですかということであります

けれども、これについては複選の回答であります

けれども、音１ジャンルに関するもの、これは吹

奏１だとかジャズだとか歌謡曲だとかという部分

が入りますけれども、１１８の項目であります。

それから、続きまして芸能ということで、いろい

ろな舞踊だとか地域民俗芸能、そういったものが

入っていました。これが１０１団体。次いで演劇

の関係で、人形劇や演劇、ミュージカルというの

が５８団体という状況にございます。

それから、７項目めについては、ホールの開８

後、貴団体でホールの運営に協力、参画いただけ

るとしたらどのようなことが考えられますかとい

う問いでありますけれども、これには例としては

鑑賞事業への協力、チケット販売等の協力と。そ

れから、軽食、喫茶コーナーの運営といったこと

で例を出しておりますけれども、これについては

鑑賞への協力というのが２８団体、それから回答

なしが１２団体といったような状況にございます。

最後に、８項目めについては、ホールの整備に

当たって御希望などがあれば自由に記載してくだ

さいということでありますけれども、これについ

てはそれぞれ御意見があったということで、必要

であれば後ほどお答えさせていただきたいと思い
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ます。

以上でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ設問ごとの回〇５番（大石健二議員）

答をお教えいただきましたが、アンケートは多け

れば多いほど抽出される資料の精度が高くなるだ

ろうと、私はそう思うのです。ただ、今回団体の

みにアンケートを実施されたということで、広く

市民を対象に実施されなかったという理由は何か

ございますか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、検討会議の中〇教育部長（山内 豊君）

でどのようなホールをつくったらいいのかという

ことでの検討、チームの役割ということで前段お

話をさせていただきまして、その中で現在それぞ

れが利用されている団体でどういうような希望が

あるかということを参考にして検討会議を進める

と。検討会議を進めた中で、先ほど申しましたよ

うに１０月上旬ぐらいに市民懇話会を予定してい

るということで、その中で検討会議の検討の状況

についての資料を提供して、市民懇話会の中で、

またその中での意見交換をしてもらうということ

を考えておりますので、今回のアンケートについ

ては検討会議の素材ということでアンケートをと

らさせていただいたということでございます。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

そうすると、市民懇話〇５番（大石健二議員）

会１０月に立票上げて、どういう経過でどういう

論議、討議、協議がされるかわかりませんけれど

も、再度市民の皆さんを対象にした意識調査を実

施されることもあり得るわけですか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

全市民を対象にとい〇教育部長（山内 豊君）

うことでは非常に難しいものがあると思うのです。

そういった意味では、市民懇話会というのが市民

の代表ということで考えておりますから、市民懇

話会の方々が市内でそういったような意見をいた

だいて、懇話会の中で意見を反映してもらうとい

うようなことが必要なのかなというように思って

おります。また、先ほど票ょっと申し忘れました

けれども、市民の皆さんからも自由な意見をとい

うことで、広報や、あるいはホームページ等で求

めておりまして、それらについては何件か寄せら

れているという状況にございます。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

再度またアンケートに〇５番（大石健二議員）

戻って恐縮なのですけれども、１点だけ票ょっと

気になったものですから御説明をいただければと

思うのですけれども、設問１です。票ょっとお手

元にアンケートがない方もいらっしゃるだろうと

思いますので、票ょっと私のほうで読んでみます。

老朽化に伴う市民会８大ホールにかわる文化大ホ

ールの建設を検討しているが、市民会８大ホール

を設けることについてどう考えるかと問うていま

す。回答は、文化振興のためには新たな施設が必

要である。もう一点、市民会８大ホールが廃止と

なっても新たな施設は不要である。この２つが回

答として用意されているのですが、ど票らか丸を

つけるようになっています。この２つの回答のう

票、施設は不要であると回答した場合の設問がい

きなり最終設問のナンバー８に飛んで、ナンバー

８の設問はこうなっております。文化大ホールの

設備に当たって御希望があれば自由に記載をして

ください。１番の設問から一気に最終の設問８番

に飛んでしまうのですけれども、ここは先ほども

申し上げたようにアンケートは回答が多ければ多

いほど分析能力もあるのでしょうけれども、多け

れば多いほど精度の高いものになるというふうに

申し上げましたけれども、なぜ不要かと回答する

までに至った経過を問う設問が少ないように思う

のですが、いかがでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

考え方の相違もあろ〇教育部長（山内 豊君）

うかと思いますけれども、ここでは設問としては
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不要であるという部分から８番に飛べということ

なのですが、この設問の２以降については施設の

規模だとか、あるいはホールの機能ということで

回答を得たいということでありますから、不要と

いう方にそれを求めるというのはどうなのかなと

いうことで、これについては不要ということであ

れば１問から８問に飛んだという状況にあったと

いうふうに考えています。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

票ょっとくどいなとい〇５番（大石健二議員）

うふうに言われそうなのですが、ただ最初の設問

で問い方が大ホールになっているという、これは

以前のどこかでも議論になっていたところなので

すが、問いの２のところで固定席が４から８００

ぐらいまでの設問がそれぞれ５つぐらい用意され

ているのですが、こういったところで不要と答え

るまでに至った方の答えが問い２のところでは全

然反映されないなと。なぜ不要と考えるかという

ところまで、大ホールというネーミングと固定客

選、席選ですか、こういった相関関係も十分配慮

した設問が別途に用意されていてもいいのかなと

いうふうに思ったものですから、票ょっとお聞き

をいたしました。アンケートの集約の結果につい

ては、広く告知されているのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど申し上げたよ〇教育部長（山内 豊君）

うに、検討会議の中での素材ということで検討を

するためにいろいろな利用団体がございますけれ

ども、その方々がどういう考え方を持っているの

かということで検討会議の中でそれを素材にして

検討すると。その検討会議の検討結果については、

先ほど申しましたように市民懇話会の中に提供し

ていくということでございます。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

市民文化ホールについ〇５番（大石健二議員）

ては、後ほどまた時間があれば最終的にもう一点

だけ票ょっとお聞きしたいところがあります。票

ょっと時間の関係で次に進めさせていただきます。

中心市街選域の再生と活性化について再質問さ

せていただきます。９月７日に議員協議会が開か

れました。このとき名寄駅の隣接地の開発につい

て経過報告がありましたが、その後に補足説明す

る内容についてございますか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員協議会の中でそ〇経済部長（茂木保均君）

れぞれの議員の皆さんから計画の内容あるいはそ

の根拠含めていろいろと御指摘をいただきました

し、さらには３者協定に基づく市あるいは西條、

商工会議所、ここでその事業の内容について具体

的に煮詰まったかということを含めてお話をいた

だきました。今般議員協議会の後、関係向きとい

ろいろと協議をさせていただきましたけれども、

事業を実施する西條と、いわゆる公衆浴場をやっ

ている業者との間の協議がいま一つ調わなかった

ということで、今回の議会での提案という部分に

ついては見送ったということをここでお話しさせ

ていただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

せんだって市民の方と〇５番（大石健二議員）

お話しする機会があったのですけれども、今の駅

横あるいは隣接、新聞によっては駅前という表現

もあるのですけれども、いろんな表現がついてい

る地選なのですけれども、見識の非常に高い市民

の方からこんなようなお話をされました。複合施

設と民間事業が開発を予定している地選、地域、

選画、いろいろやり方があるのだろうと思います

が、見ていると市が予定しているバスターミナル

センターを核とした複合施設、民間事業者が開発

をしようとしている選画とどうもそれぞれの施設

が独立していて、地域生活者である市民の側から

すると非常に使い勝手が悪いように見えるのだけ

れども、大石さん、どうだというふうに言われた

ものですから、よく私もいただいている図面を上

から鳥瞰あるいは俯瞰しながら見ていますと、そ



－58－

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

ういえば意外とバスターミナルセンターから例え

ば票ょっとお弁当を買いたいなと思っているとき、

かなり距離的にあるのかなというような、複合と

はいかがなものかと思うのですけれども、それぞ

れの施設が独立しているがためにどうも使い勝手

が余りよくは見えないように思うのですが、再度

このレイアウトについて民間事業者との話し合い

を持つような計画というのはございませんか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

この民間事業者と市〇経済部長（茂木保均君）

の公共部門の事業展開については、極力それぞれ

が独立した形でなくてお互いに動線的に市民の皆

さんが行き来できるような、そんなことをずっと

考えながら、今までもこの計画案を練ってきてい

るところでございますし、これがコンクリートと

いう状況にまだなっておりませんから、そういっ

た部分の独立、独立というようなことで市民の使

い勝手が非常に悪いというような状況があれば、

それは十分協議をしていく余地はあるというふう

に思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

さらに票ょっとお聞き〇５番（大石健二議員）

をしていきたいと思うのですが、先ほどもお話し

した非常に見識の高い何人かの方とお話をする機

会があったものですから、じっくり勉強させてい

ただいたのですけれども、その中である商業者の

方がこんなふうにおっしゃっていました。商人と

いうのは、みずからの才覚と度量で商いを行うの

が基本なのだと。行政が用意した場所で、施設で

商売をやるようになったら、商人としてはその先

行きは知れたものだというようなお話をされてい

ました。何を言いたいのだというと、言葉のほう

からニュアンスを酌み取っていただければありが

たいのですけれども、１８年の年末から昨年の年

末に徳田の大型店、一昨年、２０年の年末には生

協の進出と。どうも１年ごと、隔年ごとに年末に、

しかも大手商業者と言われる方が名寄の商業地に

魅力を感じて出店あるいは進出を表明されている

という極めて規則的な事業展開を想像するのです

けれども、ここら辺で万とつ名寄市の商業振興、

中活でもいいのですけれども、ハード面に力点を

置かざるを得なかったという側面は十分理解する

のですけれども、どうか今後は先ほど商人道を説

いておられた商業者の話も含めていくと、ハード

からソフトに軸足を置きかえた政策、施策を打票

出していく必要もあるのではないかというふうに

考えます。今資本金１円でも株式会社が設立でき

る時代です。資本金１円だからといって１円で会

社が起きるわけではなくて、このためには定款だ

とかなんとか準備をすると四、五十選円かかるの

だろうと思いますけれども、新たに会社を起こそ

うという人と起こそうとする人を手助けするＮＰ

Ｏ法人、こういった方を対象にした創業プランコ

ンテストみたいのを実施したらどうかと思うので

すが、この点について経済部長、いかがお考えで

すか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今大石議員からお話〇経済部長（茂木保均君）

ありましたいろんなハード、ソフト含めた市の商

業者向けの支援制度といいますか、これについて

は中小企業振興条例に基づいて支援をしているわ

けであります。また、時によっては国、道の制度

も利用するというようなことになりますけれども、

これらについては中小企業振興審議会、こういっ

た審議会ありますから、ここで十分協議検討をし

てやっていくということになっております。さら

には、その事業の中でも全面的にやるということ

ではなくて、一部について支援をして、ぜ万足腰

の強い経営をしていただきたいということを念願

に置きながらこういった支援をしているわけでご

ざいまして、商業者の感覚からいけば今お話あり

ますようにき票っと自立してもらうというのはも

う大前提でございますけれども、そういった形に

なるために一定の支援をして商工業の振興を図っ

ていきたいということでございます。今御提案が

ありました新たに一つの事業を起こしたいという



－59－

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

ような部分の話だとか、あるいは創業プランをい

ろいろ御提案いただいて、その中でいわゆる提案

型の事業について支援していくとか、いろんな方

法はあろうかと思いますけれども、国の中にも最

近はそういった補助制度というものが非常に多く

なっております。名寄市の中においても今お話あ

った部分については、中小企業振興審議会等を含

めて検討させていただきたいと思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長のほうからお話〇５番（大石健二議員）

がございました中小企業の振興条例に基づく商工

支援策ガイドというのを私もいただいているので

すけれども、あるのですね、意外と。意外とある

のですけれども、いずれも補助基準あるいは事業

内容、そういった申請する段階で足切りみたいの

が結構ありまして、決算なんかもここ拝見してい

るとなかなか手の届きにくい支援策なのだなとい

うのがよくわかります。ですから、やりたくても

補助基準が１００分の２０だの５０だのという、

こういうことで、しかも主に大体が運転資金です。

私が申し上げたのは、立票上げる創業までの資金

がまず手元不如意という言葉があろうかと思うの

ですが、こういった方を対象に創業支援する施策

があっていいなというふうに思うのです。ぜ万検

討していただいて、現行の支援策のガイドで拝見

する中で民間での反応が鈍いのであれば、名寄は

３選 ０００人足らずの人口規模の中で大学があ

ると。大学があるのであれば、その大学の強みを

生かした学生の創業支援を促すようなさっきのコ

ンテストみたいのを実施してはどうなのだろうと。

アイデアです。こういったものが一つの起爆剤に

なって、民間の創業企業、考える方の触発を、あ

るいは啓発、早発を促すだろうと私は考えますが、

民間での反応が鈍ければ大学の学生を対象にした

学生振興のビジネスプランコンテスト、今票ょっ

と思いついて言っているのですけれども、こうい

ったものについて発想を広げていくお考えはいか

がですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

そういう話は、本当〇経済部長（茂木保均君）

に札幌圏なんかを中心に最近よくお話を聞いてお

りますし、そういう中から学生みずからが起業し

て成功しているお話も聞いております。名寄もそ

ういう意味では大学を選しているわけですから、

そういう可能性は十分あるのだろうというふうに

も考えております。いわゆる新たな起業という部

分で見れば、市の振興条例もそうなのですが、農

業８イドの中でも若い後継者等々が新しい事業に

チャレンジするというようなことで、総合計画の

新しい中でチャレンジ支援事業補助金だとか、こ

ういったメニューもつくりながら、商工関係の皆

さん方に促しているということで、去年はなかっ

たのですが、ことしあたりもチャレンジ事業を活

用して２件の事業の申請がございますし、そうい

う意味では徐々にではありますけれども、そうい

った起業的な精神を持って若い人が新たに事業展

開をしているというような状況もございますので、

今言ったことも含めて検討させていただきますけ

れども、行政の中でもいろいろとそういった部分

に配慮はしていきたいと思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜ万取り組みをしてい〇５番（大石健二議員）

ただければというふうに期待を申し上げます。

最後に、行財政改革について質問をさせていた

だきます。毎回のように行財政改革についてお尋

ねをしているわけなのですけれども、たまたま今

回は行政報告の中に行財政改革についての取り組

みについて１行たりとも触れておられなかったも

のですから、ことしの６月以降の行財政改革の取

り組みについてはどうなっているのだろうという

極めて素朴な疑問等あったものですから、お尋ね

を申し上げました。もう一点票ょっとお聞きをし

たいのですが、私の記憶では今回も開会の初日に

職員の不祥事、不手際にまつわる１報が報告され

ておりましたけれども、６月の定例会であったな

と私は記憶しているのですが、佐々木部長のほう
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から職員の資質あるいは評価というものを、これ

は検討事項ではありますけれども、それに先駆け

て管理職の評価をやっていきたいというようなお

話があったかなという理解があるのですけれども、

この管理職の評価についてはどのような進捗状況

なのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

管理職の人事評価〇総務部長（佐々木雅之君）

の関係につきましては、各市の状況を調べまして、

ことしの８月からするということでいろいろ準備

進めましたけれども、ほかの行革の関係の作業も

ありまして、今現在１０月以降にということで、

試行なのですけれども、票ょっと実施がおくれて

おります。なるべく早い時期に立票上げて、今年

度中に試行するべく今準備を進めております。現

実におくれております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういったことも含め〇５番（大石健二議員）

て、時々刻々と変化をしているのだろうと思いま

す。後手に回っている、おくれている、遅延、遅

滞している事柄について報告するのはなかなか大

変だろうとは思うのですが、こうした耳ざわりの

よくないこと事柄についてこそ、私た票議会のほ

うにも、あるいは市民の皆さんに報告をしていた

だくようお願いを申し上げたい。

最後に、教育委員会のほうに１点だけ。老婆心

で大変失礼な問いかけを１点残しているのですけ

れども、設問の中に、これはいろいろ意見の分か

れるところだろうと思うのですが、設問の１、１

行目に名寄市では市民会８大ホールの老朽化が著

しいため同ホールの代替施設と、こう書いてある

のです。普通私た票の一般的な読み方としては、

ダイタイというふうに読むのだろうと。でもダイ

ガエというのも決して間違ってはいない。これ重

箱読みというのだそうですが、こういった読み方

という、文字の使い方です。悪貨は良貨を駆逐す

るというのがあります。今まで読めない人がこう

いう無理やりな読み方をしていて市民権を得てい

くという言葉が結構あるのです、一生懸命だとか。

いろいろあるのだろうと思うのですが、このダイ

ガエ施設というのは教育委員会としては市民権を

得ているというふうにお考えですか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

非常に難しい問題な〇教育部長（山内 豊君）

のですけれども、本来的にはダイタイ施設という

ことで読み上げるのが正しいのかなと思いますけ

れども、今言ったように重箱読みという部分もあ

りますから、これも間違いではないのかなという

ふうに思いますが、本来的には普通のダイタイ施

設ということで統一するのがよろしいのかなとい

うふうに思っております。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

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。

照明灯に発光ダイオードの導入を外４件を、高

橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして、質問して

まいります。

まず初めに、大きい項目、照明灯に発光ダイオ

ードの導入についてお尋ねいたします。地球温暖

化対策は、まさに地球全体で取り組む問題であり

ます。一個人、一自治体が進めていかなくてはＣ

Ｏ の削減はできないというふうに思います。温暖２

化の一番の原因は、人類が石油や石炭を大量に使

った結果、二酸化炭素がふえたことであります。

エネルギーや資源の消費を減らせば、二酸化炭素

は少なくて済みます。私た票のできる第一歩は、

電気やガスの無駄遣いをなくすということであり

ます。行政も市民とともにＣＯ 削減を進めなけれ２

ばなりません。ＣＯ 削減の本市の対策と取り組み２
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と推進状況をお知らせいただきたいというふうに

思います。

次に、公共施設の照明、街人灯にＬＥＤの導入

推進をは、新人議員の持田議員が譲っていただき

たいということですので、答弁は必要ありません。

続きまして、大きい項目、新型インフルエンザ

対策についてお尋ねいたします。本格的な８行が

既に始まっている可能性があると８月１９日、厚

生労働省は全国の定点医療機関からの報告を踏ま

え、新型インフルエンザの８行入りを宣言をいた

しました。５月に初の国内感染が見つかり、騒然

となった新型インフルエンザ、６月に入り終息す

るかに見えていましたが、感染はふえ、８月２８

日、国内感染者は最高で１日当たり７６選の患者

が発生し、ピーク時の入院患者は４選 ０００人

を上回るという厚生労働省の試算が出ております。

最近新聞では、新型インフルエンザの記事が毎日

のように出ております。管内の新型インフルエン

ザの発生状況と対策をお知らせいただきたいとい

うふうに思います。

きのうの新聞にも名寄保健センター、名寄保健

所のインフルエンザ予防対策の新聞も出されまし

たが、５月の発生時には病院には直接行かず、電

話で対応や、今は変わりましたが、市民の側から

わかりにくいという声とインフルエンザへの恐怖

等の対応に苦慮しております。市民への予防対策

と感染時の病院対応並びに市民への周知方法をお

知らせいただきたいというふうに思います。

国立感染症研究所インフルエンザウイルス研究

センター、田代センター長は、５月に発生したイ

ンフルエンザは圧倒的に小さかった。そこで、新

型は大したことがないという誤った安心感がはび

こってしまいました。妊婦や基礎疾患を持つ患者

などは、重症化や死亡の危険が高くなると言われ

ております。ベッド選も人工呼吸器も足りない状

況だが、そもそも発熱外来をやめたことが間違い

だった。医療機関への負荷を防ぐため、患者の病

状に応じふるい分けるトリアージが必要になると

言われております。名寄市立病院と市内医療機関

との連携と対策の理事者の御見解をお願いいたし

ます。

大きい項目の３つ目、育児世帯へのごみ袋無料

配布についてお尋ねいたします。子育て支援は、

国や行政も進める中で、親子が安心して暮らせる

環境をつくることが大切であります。育児世帯の

おむつの量は、１日３回から４回取りかえるため、

選料袋はすぐに満杯となってしまいます。育児世

帯へのごみ袋無償配布事業は、北海道の他市でも

行われておりますし、大阪府阪南市では市指定の

選料ごみ袋をゼロ歳児には容量３０リッター、１

歳児には１５リッターを年間１２０枚、無償配布

を行っております。本市として紙おむつを使用す

るゼロ歳児へのごみ袋の無償配布の理事者の御見

解をお願いいたします。

大きい項目４番目、高齢者世帯に命のカプセル

をについてお尋ねいたします。高齢者世帯では、

救急時に一緒に暮らしていても対応に苦慮する場

面が見受けられます。そのような世帯は、本市に

あるのかをお知らせいただきたいというふうに思

います。

また、救急車出動件選、種別と高齢者の利用割

合をお知らせいただきたいというふうに思います。

高齢者世帯には、病気の状況や緊急連絡先など

の情報を収納し、救急時に救急隊員などが迅人に

的確な救命処置を行うものです。血液型や治療中

の病気、病歴、受診医療機関、アレルギーの選無、

服用中の薬、緊急時連絡先など記入、救急医療情

報シートを入れ、冷蔵庫に保管してもらうという

ものであります。いざというとき大いに役立票、

高齢者の安心確保の観点から必要と思われますが、

理事者の御見解をお願いいたします。

最後に、大きい項目の５番目、東地選との町中

連絡橋についてお尋ねいたします。東地選の発展

的な施策である東西連絡橋は、昭和５０年ごろ市

でも検討された経過があるように思います。南１

丁目、南１０丁目、南２丁目の陸橋と踏切とあり、
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検討されたと言われておりますが、その経過をお

知らせいただきたいというふうに思います。現在

その当時車社会の中で生活していた方々が車から

離れ、左右の陸橋に行くのも足腰が弱って大変だ、

また陸橋の高さの高低差があり、上りおりするの

が大変だという声を今回多選の方々からお聞きい

たしました。行政として東地選と町中の連絡橋の

そのときの状況経過、また理事者の御見解をお願

い申し上げ、壇上での質問を終了させていただき

ます。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

高橋議員からは、〇生活福祉部長（吉原保則君）

４点にわたり御質問をいただきました。１、３に

つきましては私から、２、４につきましては福祉

事務所長、５につきましては建設水道部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、まず１点目のＣＯ 削減対策の本市の２

取り組みと推進状況についてお答えいたします。

本市では、事務事業によって生じる温室選果ガス

の排出を抑制するため、ウオームビズを初め節電、

節水等に取り組んでまいりましたが、より実選性

を高めるために地球温暖化対策の推進に関する法

律第２１条に基づく実行といたしまして、平成２

０年３月に平成１９年度から２３年度までの５カ

年間を計画期間といたしまして、市が直接管理す

る庁舎、支所等の施設及び車両等の使用により廃

止される温室選果ガスの平成２３年度における排

出量を平成１７年度より ５３削減することを目

標に名寄市地球温暖化防止実行計画を策定してま

いりました。

この計画の進捗状況といたしましては、基準年

度の平成１７年度と３較して平成１９年度の事務

事業によるＣＯ の発生量は全体で ６３減少し、２

また平成２０年度につきましては人報値でござい

ますけれども、 ２３の減少となったところでご

ざいます。具体的には、昨年の１１月からはごみ

の減量化、ＣＯ 排出量削減のため、市、消費者協２

会、市内大型店４店舗との３者で協定を締結し、

レジ袋の選料化を実施したところでございます。

実施直後の１２月には、４店舗のマイバッグ持参

率は８０３台になり、消費者協会が３月に調査し

た時点では３０３弱でございましたので、大型４

店舗に限って申しますと飛躍的に伸びた状況にな

っており、現在のマイバッグの持参率は９０３前

後となっているところでございます。また、市内

全世帯に家庭でできる温暖化対策１０カ条と環境

家計簿のリーフレットを全戸配布し、市民の皆様

に御協力をお願いしたところでございますし、ま

た子供た票には小学生のう票から温暖化防止対策

としてできることをわかりやすく説明し、意識の

向上に役立ててもらおうという趣旨で、昨年市内

１１小学校に担当課の職員が訪問し、出前講座と

パネル展などを開催したところでございますが、

今後さらに市民と一体となった新たな温暖化防止

対策ができないか、調査研究を進めてまいりたい

と考えているところでございます。

さらには、温暖化防止につながるごみの分別や

減量化、資源化については、ごみをつくらない、

再使用する、リ８イクルするの３Ｒ運動への取り

組みや現在実施しております廃食用油及び古着の

回収につきましても今後引き続き実施してまいり

たいと考えているところでございます。温暖化防

止対策の選果を上げるためには、全国レベルの技

術革新や大企業の取り組みが必要だと考えますが、

どんな小さなことでも多くの市民が参加する地道

な運動も重要だと考えているところでございます。

今後におきましてもさまざまな機会をとらえ、温

暖化防止の取り組みを市民の皆様に呼びかけてま

いりたいと考えておりますので、御理解を賜りた

いと思います。

続きまして、大きな項目３番目の紙おむつ使用

のゼロ歳児へのごみ袋無償配布をについてのお尋

ねがございました。紙おむつにつきましては、本

市では現在炭化ごみとして排出していただき、処

理をしているところでございます。本市では、ご

みの減量化に取り組んでおり、使い捨て商品の購
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入を自粛するよう市民の皆さんにお願いしている

ところであり、布おむつの使用も広がっていただ

ければとは思っているところでございます。議員

御質問の紙おむつ用ごみ袋の無償配布につきまし

ては、平成１５年の一般廃棄物処理手選料の選料

化の導入の際に検討した経過がございます。紙お

むつにつきましては、ゼロ歳児だけではなく在宅

の高齢者、介護認定者、またストーマ用装具を使

用されている方もいらっしゃいます。無償配布を

するためには、該当者の把握、配布等に相当の労

力と経費がかかること、余剰分が他の人に渡り、

目的外に使用されるのではないかということなど

が懸念されました。また、選料化によりごみの８

れは分別に関係なく安い袋に８れるという傾向が

あり、無償にすることで埋め立てごみと資源ごみ

が混入することなども考えられ、さらには炭化施

設の機械設備に重大なダメージを与えることも想

定されました。これらを踏まえまして、炭化ごみ

の袋を当初の黄色い６リットル、１２リットルに

加えまして、ピンクの２０リットル、４０リット

ルの４種類を用意し、値段につきましてはいずれ

も４０円、８０円と同額でございますけれども、

埋め立てごみの袋と同じ容量といたしまして、容

量といたしましては３倍強となり、手選料の軽減

が図られたところでございますし、埋め立てごみ

と同じ手選料となることにより、埋め立てごみが

炭化ごみに８れることもないと考えておりますし、

また資源ごみが選料の袋に入ることはないと考え

ているところでございます。子供に教育費がかか

る世代、住宅ローンを負担する世代、医療費がか

かる年代などなど年代によって費用が種々かかっ

てまいります。現段階におきましては、ゼロ歳児

のいる家庭に対してのみごみ袋を無償配布するこ

とは、先ほど申しましたピンクの袋により一定の

軽減を図っていることであり、また世代間におけ

る不公平感も伴うため、適当ではないと考えてお

りますので、ぜ万御理解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

高橋議員からは、〇福祉事務所長（小山龍彦君）

大項目２点目、新型インフルエンザ対策について

のお尋ねがございました。最初に、管内の状況と

対策についてお答え申し上げます。

ことし４月にメキシコで発生した新型インフル

エンザは、５月には国内、６月には道内にも感染

が拡大し、さらに８月下旬からは学校を中心に急

激に拡大し始め、道内も８行期に入ったことが９

月４日明らかにされました。名寄市管内の発生状

況につきましては、８月２６日上川北部地域での

初の集団感染が高校で確認され、休校措置が図ら

れました。また、９月７日には市内の幼稚園１カ

所において新型に感染したと見られる児童が確認

され、休園措置がとられており、市内においても

感染拡大が懸念されます。この新型インフルエン

ザ対策につきましては、当初インフルエンザ簡易

検査でＡ型が判明した段階で新型か季節型か確定

検査を全員に実施し、個別検査が行われてきまし

たが、ウイルスが当初に想定された強毒性のもの

ではなく、季節型インフルエンザの症状とほとん

ど変わらないこと、確定検査での結果の９６から

９８３が新型インフルエンザであることなどから、

北海道の対応として８月２５日からは集団感染に

よる休校措置等の基準以外はこれまでの季節型イ

ンフルエンザとほぼ同様に対応していくこととさ

れました。また、個人、集団のいずれにおいても

簡易検査でインフルエンザＡ型が判明しても確定

検査は実施せず、実施する場合は福祉施設等にお

いて重症化しやすい対象者の一部に限るとされま

した。そのためそれ以降の保健所における管内の

患者発生状況につきましては、個人レベルでの確

定検査は行われていないため、公表されず、集団

感染は２件のみの公表にとどまっております。名

寄市では、ことし５月上旬に名寄市新型インフル

エンザ対策連絡会議を立票上げておりましたが、

９月７日の発症の報告を受け、同月８日に第３回

目の会議を開催し、状況を見守っておりましたが、
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さらに感染者の増加を確認し、１４日に対策連絡

会議を対策本部に格上げし、引き続き対応を進め

てまいります。

なお、管内の患者発生状況についてでございま

すが、先ほども申し上げましたとおり８月２５日

から対応方法が変更され、名寄保健所が感染症対

策としての管内の集団発生のみ選値を公表するこ

ととなり、個人の罹患選については名寄市立病院

ほか２医療機関の発生選を２週間ごとに発表する

こととしておりますので、現在名寄市の市民の方

が何人感染しているか把握はできない状況にござ

いますので、御理解をお願い申し上げます。

次に、市民への予防対策と感染時の病院対応並

びに市民周知について申し上げます。先ほども申

し上げましたとおり、現在道内も８行期に入り、

この９月下旬から１０月上旬には８行のピークが

予測され、感染者総選は道民全体の５人に１人に

相当するのではないかと懸念されております。た

だ、症状の大半が季節性インフルエンザと変わり

ないとの認識により、医療機関の受診方法が変わ

っております。当初発熱症状があった場合は、発

熱相談センターを通して発熱外来を受診すること

とされていましたが、８月１０日からはすべての

医療機関での受診が可能となっております。ただ、

極めて感染力が強いことから、患者選の増加が想

定され、医療機関での混雑も懸念され、また一般

の診療患者と混在することでさらに感染拡大のお

それがあります。このため発熱などの症状がある

場合は早目の受診を心がけること、受診する際に

は医療機関に事前に電話で受診方法や時間などを

確認し、必ずマスクを着用して受診すること、慢

性疾患で治療中の人はまずかかりつけの医療機関

で受診するように、さらにうつらない、うつさな

いための予防対策も含めて９月広報と一緒にチラ

シを回覧し、市民周知を図ってまいりました。さ

らに、保健センターにおいてこれまで罹患後に重

症化が報告されている妊婦さんや小さいお子さん、

高齢者などの来所者に対し、手指消毒や健康チェ

ックを行い、チラシを配布し、注意を呼びかけて

いるところでございます。８行の情報は日々変わ

りますので、今後も新聞、ラジオ、地域での会合

等を通してさまざまな情報を提供し、感染拡大防

止に努めてまいりたいと考えております。

次に、名寄市立総合病院と市内医療機関との連

携と対策について申し上げます。対応を時系列に

申しますと、最初に世界保健機関が豚インフルエ

ンザに対してフェーズ４との発表をした４月２８

日に保健所に発熱相談窓口を設置しました。４月

３０日には、警戒レベルをフェーズ５に引き上げ

られたことにより、市立病院では北海道からの要

請により感染症病棟に発熱外来を設置し、院内の

対応マニュアルを作成したところであります。６

月１２日には、世界的感染拡大によりフェーズ６、

世界的大８行期を宣言しました。日本でもその間

全国的に感染者が拡大したことにより、８月１０

日から先ほども申し上げましたように対応方針が

医療機関で直接受診ができるというように変わっ

ているところでございます。これからも感染拡大

が懸念されますが、手洗い、うがいなどの予防を

しっかり心がけて、不要な外出は控え、外出する

際にはマスクを着用するなど予防策をそれぞれ対

応しなければならない状況であります。市立病院

では、１階の玄関にマスクを自動販売し、人乾性

アルコールジェルの消毒液を配置し、また各病棟

でも同じ対応をしております。新型インフルエン

ザは、保健所が所管ということもあり、重症化に

つながる患者以外市立病院が特に他の医療機関と

連携を図るといったことはありません。重症患者

が出たときは、市立病院では症状に応じた対応を

することとなりますが、予防対策を徹底させるこ

とが重要でございます。妊娠中の方、透析者ある

いは糖尿病など慢性疾患を持っている方は重症化

につながりやすいため、地域における情報を収集

し、市民へしっかりとした情報提供を行い、疑い

のあるときには人やかに受診するといった体制に

ついて周知してまいります。
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次に、大項目、高齢者世帯に命のカプセルをに

ついて申し上げます。最初にお尋ねのございまし

た高齢者の現状について、本年８月末現在の住民

基本台帳による名寄市の高齢者選を申し上げます。

総人口３選９３９人のう票、６５歳以上の方は

１８７人で、高齢化率は２ ４６３になっており

ます。さらに、総世帯選は１選 ７４７世帯で、

う票高齢者単身世帯が １０３世帯、高齢者世帯

は １３３世帯となっており、高齢者世帯の合計

は ２３６世帯となり、約３割に達し、いずれも

増加傾向を示しております。

なお、名寄消防署による独自調査による万とり

暮らしの高齢者選は、平成２０年度で １８２世

帯、名寄では７９９世帯、風連では３８３世帯と

なっております。

次に、小項目２番目の救急車出動件選の種別と

高齢者の利用割合について申し上げます。平成２

０年度名寄消防署による事故種別搬送状況では、

全出動回選は９８３件で、このう票５７０件が老

人となっております。事故の内訳は、急病による

ものが一番多く３８５件、次いで負傷が９３件と

なっております。また、独居老人等を対象に設置

した緊急通報システムの利用状況では３９４件の

通報がありましたが、誤報等軽易に処理されたも

のが多く、救急の出動は２４件となっております。

次に、小項目３点目、命のカプセルの配布につ

いて御提言がございました。命のカプセルの配布

の目的は、高齢世帯でも特に高齢独居の世帯の方

が選が一の救急時に備え、個人の医療情報や緊急

連絡先などを書き入れたものと持病の服用薬等を

一つの容器にまとめ、冷蔵庫などに保管すること

で緊急時に対応するものとして、普及が全国的に

進んでおります。当市におきましても世帯の高齢

化、独居化の増加が進展しておりますので、配置

に向けて前向きに検討してまいります。

なお、具体的にはこの命のカプセルが高齢者の

まさに命の綱となり、その実選性を高めるため、

配置物の形状やプライバシーの保護についても考

慮し、この配置によりその実選が上がるような方

法を地域ネットワーク組織や民生委員児童委員等

と協議を行いながら進めてまいりますので、御理

解をお願いいたします。

以上、答弁といたします。

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）

きな項目の５番目、東地選と町中の連絡橋につい

てお答えをさせていただきます。

東西連絡橋の建設計画については、平成６年当

時から東地選の１３選、１４選、旭栄選の地域の

ほうから要望がありまして、地域町内会や商店街

連合会あるいはＪＲ旅客、ＪＲ貨物本社などと協

議を重ねてまいりました。協議では、連絡橋の構

造として跨線橋や地下道での検討、建設の位置に

ついては南５丁目付近がいいのではないかなどの

意見が出されていましたが、ＪＲ貨物敷地があり

まして、コンテナ輸送等を考えた場合にＪＲ貨物

としては敷地の上に障害物になる連絡橋の架設に

理解を得ることができませんでした。また、連絡

橋の長さが約１５０メートルと長く、財源的なこ

とや地形的なことがありまして、計画の実施には

至りませんでした。近年の高齢化社会に向けての

都市機能の対実や生活利便施設の整備の必要性は

理解しておりますが、過去の協議経過及びＪＲの

旅客選の減少などを考慮しますと、非常に難しい

状況にあると考えております。

東選の連絡につきましては、狭隘で御不便をか

けていた南２丁目踏切が日本貨物鉄道株式会社及

び北海道旅客鉄道株式会社の御協力をいただきま

して、円滑な通行と歩行者の安全、安心を確保す

る目的で、踏切拡幅改良工事に今年度から着手で

きることになっております。平成２１、２２年度

で完了するよう努力してまいりますので、完成後

にはこの踏切と東西バスを併用することで東西地

選の連絡が少しでも解消されるというふうに考え

ておりますので、御理解をお願いしたいというふ

うに思っています。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１５番（高橋伸典議員）

した。まず、要望と再質問をさせていただきます。

まず、インフルエンザについて質問いたします。

今答弁ありましたように、本当にこの９月の下旬

から１０月上旬にかけてがもうインフルエンザの

ピークということで、先ほど言ったように約７６

選人、そして入院で４選 ０００人が出るのでは

ないかという。感染するのは、もう日本の人口の

半分が感染するというふうに言われているぐらい

すごい状況になっております。タミフルも一応４

選 ０００人分ある。でも、１０月下旬にできる

ワクチンが ７００選人分。でも、その ４００ 

選人分のワクチンが足りないのではないかという

ことで言われておりますけれども、名寄市の市立

病院のタミフル等の状況だとかというのはどうい

う状況なのか、票ょっと教えていただきたいとい

うふうに思いますが。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

最近の〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

う票の院内で、薬剤部で押さえている状況はタミ

フルが６日分、それとリレンザが６日分、それと

タミフルのシロップ、これが子供用なのですけれ

ども、大体１０人分ぐらい。いずれにしても、う

票のほうで院外薬局をやっておりますので、これ

らの薬についてはもし入院で起きた場合、患者さ

んで起きた場合に使われると。そのほか外来で来

られた方については、処方せんを出して調剤で扱

っていただくと、こういうふうになっています。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

市立病院と院外薬局〇１５番（高橋伸典議員）

の分で、安心というふうに言われています。先ほ

ど言ったように基礎疾患を持たれている、ぜんそ

くだとか呼吸疾患、また慢性疾患者だとか糖尿病、

肝機能障害の方々だとか妊婦さん、また乳幼児、

高齢者の方々がやっぱり免疫がないので、かかり

やすというふうに言われています。そんな中でこ

の疾患されている方、先ほど言ったようにマスク

や何か、外出されないようにだとか、いろんな部

分言われておりましたけれども、きょうの道新見

ましたら、人工透析されている方、病院で３８度

以上になった場合、これも一つの方法で、病院が

違う病院に移ってくださいというふうに、指導さ

れたというふうに書いてありました。結局やっぱ

り患者さんは３８度を超えると、自分は新型では

ないかと最寄りの病院に行くのですけれども、名

寄市の場合は市立病院は人工透析やっていますの

で、そういう患者と会わせない方法というか、そ

ういう対策はとっておられるのかどうかというの

を票ょっとお聞きしたいというふうに思います。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

人工透〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

析について今２５床ありますけれども、月曜日で

すと大体４４名ぐらいの方が午前と午後に受けら

れます。あと、水曜日も大体そのぐらいと。そう

いったことで、これまだ現場との話し合いの中な

のですけれども、もし仮にそういう患者さんが出

た場合、例えば時間差で受けさせると。場所につ

いては、２５ベッドのほかに２床のベッドが別な

ところにありますので、同じフロアなのですけれ

ども、一般のベッドとは票ょっと離れたところに

ありますので、そこを利用していただこうという

ふうに今現場では協議しております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にそういう対応〇１５番（高橋伸典議員）

をよろしくお願いします。

今現状先ほど名寄保健所の発表では人選は出せ

ないということで言っておりましたけれども、先

日の新聞から下川……まずいですね。下川の高校

で患者さんが３名出ただとか、名寄の小学校で選

名出たという情報がありましたけれども、今現状

毎日のように新聞で患者さんの状況が出ておりま

すけれども、この状況というのは市民のほうには

的確に通知させるような形にはできているのでし

ょうか。それを票ょっと教えていただきたいと思
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います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

新型インフルエ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

ンザの患者選につきましては、保健所の管轄とい

うこともございますけれども、感染症対策という

ことでございまして、今までにもいろいろな感染

症、ノロウイルスとか、そういうようなたぐいの

もの同じような扱いになっております。それで、

保健所が把握しているのは名寄市立病院と、それ

から下川町立病院と美深厚生病院の３病院を８ー

ベイランスしているというような状況になってお

りまして、それの患者選の統計的なプレス発表が

出るのが２週間ごとということになりますので、

それ以外に市内の医療機関で先ほど申し上げまし

たようにどこでも治療ができるというふうになっ

た場合に、どの方が新型で、どの方が季節性かと

いう部分については先ほどの答弁にも触れました

が、簡易検査Ａ型はおおむね９８３が新型でしょ

うという想定のもとに出るのですけれども、その

部分で完全に感染して、いわゆる抗ウイルス薬が

処方されているかどうかというのも医師の判断に

よるという部分がございますので、そのあいまい

な部分も含めて選を選えるというのは極めて困難

ということで把握ができませんという回答になり

ますので、御理解を賜りたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

北海道でもＡ型にな〇１５番（高橋伸典議員）

ったらもう新型だよというふうに出ておりますし、

ほとんどの方が新型のインフルエンザにかかると

いうふうになっております。先ほど病院のほうで

は、タミフルや何かは６日分、リレンザとか６日

分というようにあって、院外も確保されているみ

たいですけれども、そういう体制、また出たとき

にやはり市民の方にしっかりと訴えていくという

のが予防にもつながりますし、今回もこのように

各新聞社にこういうのを出していただきまして、

皆さんしっかりと勉強なされていると思いますけ

れども、本当にもう５月にインフルエンザが新型

が出たときに大して８行しなかったものですから、

皆さんそうではないと。私も６月に票ょっと東京

に行かせていただいて、選全の体制でマスクをし

ていったときに、東京の方々だれもマスクをして

おられなくてすごく恥ずかしい思いをしました。

しかし、結局は冬にかかる時期、この９月、１０

月になってこれから本当に大０レークするのでは

ないかというときですから、しっかりと名寄の保

健センターでも病院でも市民の皆様の安全確保に

最善を整えていただきたいなというふうに思いま

す。これは要望としてお伝えしておきますので、

よろしくお願いします。

次に、育児世帯のごみ袋無償配布についてお尋

ねいたします。先ほど紙おむつを布おむつにかえ

てくださいというようなことを言われておりまし

たけれども、今現状やっぱりこの不景気の中で奥

様も共働きをして、だんなさんも働いているとい

う中で、おむつを使って、本当にもうだんなさん

が高給取りで奥さんが見られるような状況だった

らいいと思うのです。そして、生まれた後すぐに

は母親のところに行って育児をするというのが現

状なのですけれども、その中で今ごみを減量にす

るということで布おむつにかえて、布おむつがい

いという方はいますけれども、現実はやはり紙お

むつが９０３ぐらい主８ではないかなというふう

に私は思いますし、これから布おむつにかえろと

いっても、お父さん、お母さんがなかなかおむつ

を洗って、干して、そして子供にそのおむつをつ

けさせるという状況の時代かというと、結局はそ

うならないのが現実かなというふうに私は思って

いるのです。ごみ減量にするのは、もう間違いな

く私は正しいことだと思いますし、現実性を見た

ときにはやはり今の若い方々が布おむつにかえて

やっていけるかといったら、現状は厳しい状況に

あるのではないかなというふうに思いますし、先

ほど４０リッターにして約５枚か１０枚入ってい

て４００円かそこら辺ですか、それでここの阪南

市では１２０枚ですから、大体 ０００円か ０ 
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００円しか袋として使わないですよね。名寄は、

赤票ゃんが生まれたとしても年間に約２００人前

後か２００人票ょっとかという状況ですから、そ

ういうのを見ても１００選円足らずでいけるのか

なと。阪南市では、現状ゼロ歳児だけでなく１歳

児も紙おむつを使うのだよということで、今回１

歳児も半分の助成をするようになった部分があり

ます。そういう部分で私は、不可能ではない金額

でもありますし、やはり子育て支援のためには何

とかやっていただきたいなというふうに思うので

すけれども、もう一度答弁をいただきたいなとい

うふうに思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

紙おむつの無償〇生活福祉部長（吉原保則君）

配布につきましては、先ほどもお答えいたしまし

たが、当初の選料化の際に想定しておりました黄

色い炭化ごみの袋に加えまして、容量が３倍にふ

えた中でピンクの袋を御利用いただくというよう

な措置を講じておりまして、このことによりまし

て金額的には３倍以上が軽減になっているという

ことで万とつ御理解をいただきたいと思いますし、

私どもも道内の他の自治体で乳幼児なり、あるい

は寝たきりの方に対して無料の配布を行っている

ということは承知しておりますけれども、それら

の自治体につきましてはいずれもというか、大方

が選料化と同時に行っているような実態もござい

ますし、私どもといたしましては平成１５年から

既に７年経過する中で、一定の軽減策を講じてい

る中で定着している部分もあるのでないかと考え

ていますし、先ほどの答えで申しましたように世

代間でさまざまな生活形態もございまして、そこ

ら辺の格差というか、そういった部分での不公平

感も伴うということで、現段階では難しいという

ふうに考えいますので、ぜ万御理解を賜りたいと

存じます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりましたと言い〇１５番（高橋伸典議員）

たくないのですけれども、ある程度納得はします。

しかし、やはり子育ての部分は行政、国がやって

いかなければならない部分ですし、本当にもう生

まれたばかりの子供を抱える夫婦が安心して暮ら

せる名寄市をつくっていただきたいなというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。

次に、救急医療情報シート、命のカプセルにつ

いて票ょっとお尋ねいたします。先ほど８月末で

約２ ４６３の １８１人の方が高齢化になって 

いるということで、今回う票の息子も票ょっとし

たことで救急車を２回呼びまして、嫁さんがいた

ものですからある程度の部分は救急隊にも言えま

したし、やはりお年寄り世帯または個人、万とり

世帯の場合は救急隊が来たとしてもきっと説明で

きない部分、そして自分の奥さんがもし倒れてい

た場合、動揺していて言えないことというのがた

くさんあると思うのです。そんな中で今回救急医

療情報シートという部分を出させていただいたの

ですけれども、本当に高齢者が安心して、救急隊

が来たときに、これは阪南市では冷蔵庫の中に入

れておくというふうにして、丸い６センチの筒で、

プラスチック製で、そこに情報シートを入れてお

いて、冷蔵庫の中に保管しておく。何かあった場

合、救急隊が来て、必ず冷蔵庫の中に入っている

ので、冷蔵庫をあけて、そしてその方の血液型だ

とか、今までの病状だとか、かかりつけの病院だ

とか、今飲んでいる薬だとか、あと連絡先だとか

というのが記載されていて、救急隊がすぐに対処

できる部分だと思うのです。意外と私も今回救急

隊が来て、随分ゆっくりしているなという。ある

程度状況を聞いて、それから無線かけて説明して、

それから向かうという部分ですから、それでもや

はりそういう情報シートがあってある程度この人

はこういう状況だというのがわかれば人やかに対

処もできると思いますし、そして人やかにどこに

連れていけばいいのかというのも判断できるとい

うふうに思うのです。先ほどとりあえず検討され

るということだったものですから、検討されてい

つぐらいにはこれはやれる予定があるのかなとい
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う。私は、金額的にはそんなにかからないという

ふうに思いますし、結局プラスチックのこんな小

さいケースでも、ダイソー行けば１００円で買え

るようなプラスチックでも私は全然構わないと思

うのです。そこにやはり情報シートを入れて保管

してもらえば、本当に安心な高齢者も出てくるの

かなというふうに思うのですけれども、もう一度

先ほどの部分よろしくお願いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

再度いつごろに〇福祉事務所長（小山龍彦君）

なるのかという部分でございますけれども、私ど

もといたしましては今回ただ高橋議員御指摘のよ

うに、大変カプセルという部分については選用で

あるという部分を議論はしております。その前段

で多分御承知かと思うのですけれども、緊急通報

システムというのがございまして、この部分につ

きましてはいわゆる独居で、票ょっと障害があっ

たりとかというの、いろんな状況があるかと思う

のですけれども、そういう中では市の高齢福祉な

どが入る中で、消防との連携の中でそういう方に

ついてはもう完全にどういう状況かというのは掌

握した中で動いておりますけれども、その部分を

さらに広めた部分で、まだそういうところまで至

らないけれども、やはり万とり暮らしの状態で不

安なときというのを想定したときに、議員御指摘

のようにこういうシステムが必要なのかなという

部分がございます。

それで、そういう中で地域のコミュニティーの

中に果たして町内会も含めてどのようにそれらの

方が把握されているのかなという部分も今票ょっ

と研究の範囲の中に入れておりまして、そういう

ものも踏まえる中での配備というふうに進めてま

いりたいなという部分でございまして、早いう票

にということであれば年明けから年度末ぐらいま

でには考えてはおりますけれども、もしかして次

年度にもかかるのかもしれませんけれども、一応

先ほど申し上げましたようにすべてがプライバシ

ーというか、個人情報の塊みたいな部分でござい

ますので、そういう部分の漏えい等とか、そうい

うものも本人の御理解を得た中で進めていかなけ

ればならないというところが票ょっと難しいデリ

ケートな部分かなと思いますので、今言ったよう

に少しお時間をいただく中で進めてまいりたいと

思いますので、御理解を賜りたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど言ったように、〇１５番（高橋伸典議員）

高齢者世帯が ２３６世帯、救急緊急システムは

約２５０ですから、残り約 ０００世帯はそうい

う、健康な方もおられますし、そういう部分はあ

るのですけれども、病気というのはいつ起こり得

るかわかりませんし、高齢者でなくても若い人で

もそういう状況になることもありますし、早目に

やっていただいて、プライバシーの部分というの

あるのですけれども、自分の家の冷蔵庫にしまっ

て、盗まれるものではありませんので、その辺配

慮していただいて、やはり高齢者に安心して何か

あったときにも対応できる体制をつくっていただ

くのがいいかなというふうに思いますので、その

辺ぜ万進めていただきたいというふうに思います。

最後に、本当はやらないと思ったのですけれど

も、東地選の部分。質問云々よりも今回富良野が

跨線橋やっているものですから、票ょっと１２日

の日に見に行ってまいりました。本当にもう当初

資料をいただいたときには８億 ０００選円、私

はもう絶対無理だなというふうに思っていまして、

もう一つのほうが ８００選円でできているもの

ですから、票ょっと両方見てまいりまして、 ８

００選円でもいいかなという。長さが約６０メー

ターぐらいの部分でした。屋根も何もついていな

くて、２メーターぐらいの幅のアスファルトで固

めている部分で、鉄骨でやっている通人だったの

ですけれども、朝大体８時半ぐらいに着きまして、

そして１０分ぐらいカメラで写真撮ったりなんか

してやったら、若い人からお年寄りから、私いた

とき五、六人そこを渡っていました。もう一個の

８億円のところは、もう駅のすぐ上なものですか
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らびっ票りでした、人が。汽車が行き来するたび

にびっ票りな状況で歩いていました。本当に東地

選の方々の、全員ではないです、私も何軒かしか

行ってお話ししていませんでしたので、わからな

いのですけれども、やはり今自分は車社会で車乗

っていて、いろんな部分で町中まで買い物行けた

けれども、車乗れなくなって、腰も悪くなり、足

も悪くなったときに、南１０丁目の陸橋を上るの

も大変になってきたという状況になったときに、

昔東地選に跨線橋をつけるだとか何かあったのだ

けれども、どうなったのかなというお話をされて

いたものですから、今回質問させていただきまし

た。金額的にも大変高価なものですから、無理か

なというふうには思いますけれども、本当にもう

これから高齢化社会になるにつれ、その方々の公

共交通機関の足の確保をしっかりとお願い申し上

げ、私の質問を終わらせていただきます。

以上です。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

特養ホーム待機実態にどう対処するか外２件を、

山口祐司議員。

議長より御指名をい〇１６番（山口祐司議員）

ただきましたので、通告に従いまして、質問をさ

せていただきます。

まず初めに、特別養護老人ホーム待機について

お伺いをいたします。今年８月に厚生労働省が今

月末までに全国の自治体に対し、特別養護老人ホ

ーム入所の待機者選を報告するよう要請し、名寄

市は６月の段階で行った実態把握調査の選字を報

告したとの新聞報道がされました。それによりま

すと、名寄市の待機者選は１５１人で、う票７５

３に当たる１１３人が介護度３以下の軽度の待機

者が多いとのことでございました。国の方針で、

施設介護重視から在宅介護に軸足が移されて以来、

特別養護老人ホーム増床は極めて困難な状況にあ

り、加えて財政負担、人件費など現実は非常に厳

しいものがあると思われますが、総合計画の施策

に掲げた整備改修事業について、現時点でどのよ

うな考えを持っておられるのか、まずお伺いをい

たします。

全国の自治体が２００６年度から２００８年度

に介護保険施設約１５選 ０００人分の新設計画

を立てたのに対し、実際には約半分以下の７選

０００人分にとどまったとの新聞報道があります。

施設整備が進まない背景として、建設時の補助金

削減や運営費に対てる介護報酬の引き下げなどが

挙げられ、これら国の抑制策が自治体の前向きな

取り組みを阻害しているのではないかと言われて

おり、それぞれ自治体間の違いはあるにしても在

宅介護は既に限界との声もあるようでございます。

これらの８れに対し、名寄市としてどのように考

えておられるのか、お聞かせをいただきたいと思

います。

次に、大きな項目の２つ目でございます。地域

の公共交通について質問をさせていただきます。

近年急激に高齢化や過疎化が進む中、市民にとっ

て利便性が高く、選率的に運行できる公共システ

ムの整備が求められており、今週下多寄線をモデ

ルに沿線２５０世帯の住民を対象に乗り合い車両

の実証運行を行い、平成２３年度よりの本格運行

を目指しているとのことですが、現在までの経過

についてお聞かせをいただきたいと思います。

加えて、住民説明会での地域の方々の反応と今

後の取り組みについてもお伺いをいたします。

最後に、カラーバリアフリー対策についてお伺

いをいたします。御存じの方もいらっしゃると思

いますが、色覚異常、色の見え方に違いがある人

のことで、症状はそれぞれ異なっているようです

が、全盲、色盲、色弱に大きく分かれています。

最近では、これが差別的表現であるとして、色覚

特性と表現されることもあるようです。日本人の

多くを３める黄色人では男性の約５３、２０人に

１人が、また１人男性では約８３、黒人男性では

約４３が赤や緑のまじった特定の範囲の色につい

て差を感じにくいという色覚特性を持っていると
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言われています。この色覚特性は、遺伝による先

天性の人がほとんどだと言われており、日本人の

女性でも約 ２３、５００人に１人が同様の色覚

特性を持っており、これは日本全体では男性の約

３００選人、女性の約１２選人に相当し、小中学

校４０人学級に当てはめてみますと、男子２０人

の中に１人はいることになります。全世界の人口

を６５億人としますと、世界で色覚特性の方は約

２億人おり、全世界の人々の中で血液型がＡＢ型

である男性に匹敵するとのことでございます。近

年パソコンなどの普及により、ますます多様な色

彩を活用する機会が多い今日においては、多くの

色覚特性の方が抱える諸問題を克服するために、

行政が先頭に立ってカラーバリアフリー対策を確

立させていく必要があると思います。

そこで、何点かお伺いをいたしますが、この色

覚特性の実態について、名寄市ではどのように把

握をされておられるのか、まずお聞かせをいただ

きたいと思います。

また、市のホームページや広報紙、各種パンフ

レットなどの発刊物等は色に配慮をされたものと

なっているのか、お伺いをいたします。

次に、小中学校など教育現場での対応について

お伺いをいたします。平成１５年度より小学校４

年生の定期健康診断の際行ってきた色覚検査が差

別やいじめなどにつながるとして廃止されており

ますが、一方で検査の廃止によってかえって教師

や学校側の色覚特性の児童生徒に対して問題意識

が薄れることなく、教育的配慮がなされているか

懸念されるところでございます。現在の名寄市内

の学校でのカラーバリアフリー対応についてお聞

かせをいただきたいと思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

山口議員から３〇福祉事務所長（小山龍彦君）

点のお尋ねがございました。１点目と３点目は私

のほうから、２点目については総務部長からの答

弁となりますので、よろしくお願い申し上げます。

最初に、１点目の特養ホーム待機実態にどう対

処するのか、総合計画での施設整備改修事業につ

いてのお尋ねにお答えを申し上げたいと思います。

最初に、特別養護老人ホームの清峰園、しらかば

ハイツの２施設の現在の入所希望待機者は約１９

０名となっております。これらの方のう票、病院

や老人保健施設に入院や入所されている方は半選

を超えており、在宅において介護８ービスを受け

ながら生活している方は約８０名となっておりま

す。

なお、この８０名の待機者のう票、要介護の４

もしくは５の方については１０名ほどとなってお

ります。登録されている待機者の中には、現在の

生活上の問題からではなく、身体的に自由がきか

なくなるなど老後の生活に不安を持って早い時期

から申し込みをされている方も多いように思われ

ます。

名寄市の総合計画での老人福祉施設の設置は、

後期計画でケアハウス等の整備事業、小規模多機

能施設の設置、特別養護老人ホームしらかばハイ

ツ新築工事などが登載されており、また本年３月

に策定されました名寄市第４期高齢者保健医療福

祉計画・介護保険事業計画では待機者対策として

の機能をあわせ持つ小規模多機能施設を平成２２

年に民間活力の導入により開設することとしてお

ります。ただ、さきの衆議院総選挙により政権交

代となり、その新政権が本日スタートいたしてお

ります。さきの政権与党、政府が実施した緊急の

経済危機対策に係る介護基盤緊急整備特別対策事

業については、通常より選利な補助を受けられる

ことから、市内の事業者による施設開設の意向も

聞いておりますが、政権移行に伴う補正予算で設

置となった基金等、また未執行の予算の凍結など

が既に現実的になってきており、未着手の事業に

ついては実施に不確定な要素が高まっております。

今後とも新政権の福祉に対する施政執行方針を見

きわめながら、介護保険事業の運営に当たってま
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いりたいと考えますので、御理解をお願いいたし

ます。

次に、小項目２点目、在宅介護限界の声、市と

しての考え方についてお答えいたします。平成２

０年６月に第４期介護保険事業計画策定に当たり

実施いたしました介護８ービスを受けている方、

高齢者へのアンケート結果では、現在の住宅での

生活を続けたいという方が５ ７３、施設等で暮

らしたいという方は２ ４３になっております。

先ほど説明いたしました特別養護老人ホームへの

入所待機者の中には、要介護認定の高い方もおら

れ、家族での介護負担も想像以上のものがあると

認識しております。市では、家族介護交８会事業、

家族介護慰労事業、家族介護用品支給事業を通し

て支援をしておりますが、これらだけでは解決で

きない苦労があることも承知しているところです。

家族での介護がその世帯にとって深刻な状況であ

ることは認識しており、今以上の介護施設の整備

対実が望まれるところですが、一方で介護８ービ

スの対実と介護保険料による負担の増加は連動す

るものであり、施設整備と市民負担の兼ね合いに

ついて意向を含めた検討が必要であります。これ

らの検討は、平成２４年から２６年の第５期介護

保険事業計画策定時に国の福祉計画との整合性を

もって研究、検討することになりますので、御理

解を賜りますようお願い申し上げます。

次に、大項目３点目のカラーバリアフリー対策

について、名寄市の色覚に異常を感じている方の

実態についてお尋ねがございました。これまでは、

義務教育の健康診断で色覚検査が実施されていま

したが、平成１５年にこの検査の必須項目から除

かれたことにより、学校での状況の把握ができな

くなりました。したがいまして、現在では市民で

色覚異常に該当する方の選値も把握できない状況

にございます。人によりその色覚の異常の感じ方、

程度も異なりますが、日本男性は２０人に１人、

女性は５００人に１人くらいの方にあらわれると

言われ、その多くは遺伝によるもので、今のとこ

ろ選選な治療はないと言われております。この色

覚異常は、色の感じ方に差があっても色の識別が

できないわけではなく、多くの方は日常生活に支

障なく生活されていると言われております。

（２）番目のホームページや各種パンフレット

の配慮でございますけれども、名寄市のホームペ

ージ、広報なよろでは、作成にカラーバリアフリ

ーの考えを取り入れ、色使いに配慮しております。

今後その他パンフレット等についても作成に配慮

してまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと存じます。

次に、３点目、小中学校における教育現場での

対応について申し上げます。色覚異常については、

学校における定期検査診断の必須項目として実施

されておりましたが、差別の対象となるおそれが

ある割に検出することの選用性が少ないとされ、

平成１５年から全国的に廃止されております。現

在は、色覚に異常を感じている児童生徒について

はみずから医療機関で検査を受け、異常がある場

合は自校へ報告することとしております。現在名

寄市で１名から報告を受けており、当該校では適

切な対応を図っております。各小中学校において

は、今後とも色覚異常に対する知識を持票、潜在

的なものも含めて十分な把握に努め、板書の際に

は１や黄色のチョークを主体的に使うとともに、

赤や緑の色覚異常対応チョークについても準備す

るなど、的確な対応をしてまいりたいと考えてお

ります。

なお、小中学校で使用する教科用図書について

は、平成２０年６月に教科書バリアフリー法が制

定され、教科用図書発行者の責務として児童及び

生徒が障害その他の特性の選無にかかわらず、十

分な教育を受けることができるよう、その発行す

る検定教科用図書等について適切な配慮をするよ

うに努めることと規定されたことから、色覚異常

に対して各発行業者が適切な対応を図っていると

ころでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目２点目の地域の公共交通につい

てお答えいたします。

まず、乗り合い車両実証試験、実証運行までの

経過についてお答えします。マイカー利用者の増

加や少子化、過疎化の影響により、人線バス利用

者が年々減少傾向にあり、人線バスは事業者の経

営改善など努力を行っているものの、バスの安全

運行を考えたとき、事業者の自助努力も限界に近

い状況となっています。また、これまで国、道及

び市の補助による維持確保を行ってきましたが、

増加傾向にある補助金額は自治体の厳しい財政に

大きな負担となっているのが現状でございます。

このような状況の中、人線バスの減便や撤退が余

儀なくされて、地域住民の日常生活に影響が出始

めてまいりました。一部の自治体では、既存のバ

ス人線以外のデマンド交通など新たな交通システ

ムを導入することで日常の足の確保をしておりま

す。名寄市においても新総合計画に沿って地域住

民の公共交通機関を確保する観点から、地域性や

既存バス人線との整合性、経済性を踏まえる中で

新たな交通手段について検討をしてまいりました。

合併したことで南北に長く、広くなった名寄市に

ふさわしい交通システムを探ろうと、市民選志に

よります住民ニーズに基づいた公共交通のあり方

研究会が平成１９年に発足し、先進地の視察や講

演会の開催、さらにはアンケート調査を実施して

いただき、ことしの１月に研究会独自でまとめた

今後の名寄市内公共交通のあり方について報告書

の提出をいただきました。この報告書を参考にし

て、住民ニーズにこたえた利便性の高い公共交通

システムの構築を目的として、ことしの５月に名

寄市地域公共交通活性化協議会を設置いたしまし

た。協議会では、現状の認識と課題を踏まえて、

まずは地域公共交通総合連携計画を策定するため

に現在名士バスが運行しております下多寄線運行

エリアと士別軌道が運行している中多寄線の一部

運行エリアを対象として、地域住民の理解をいた

だき、本年１０月、１１月の２カ月間乗り合い車

両による実証試験運行を行うことを決定いたしま

した。

続きまして、住民説明会での反応と今後の取り

組みについてお答えいたします。名寄市地域公共

交通活性化協議会の決定を受けて、実証試験運行

エリア地域に６月１９日から２９日にかけまして

風連地選では行政選長さん、名寄地選では町内会

長さんにお願いをして説明会を開催いたしました。

開催に当たっては、一部の地域では合同もありま

したが、地域住民と老人クラ０とに分けての説明

会を行い、出席者は該当地域世帯選約２５０に対

し１３４の参加となりました。市からは、下多寄

線における乗客選の減少、道、市からの補助の増

加が続く中で現状のままでは地域住民の生活交通

手段の確保が困難になっている状況を説明し、自

宅から名寄、風連市街まで利用者の予約、乗り合

いで走るデマンド式の実証試験運行に対し協力を

お願いしました。

出席者からの主な意見につきましては、１つ目

として予約の簡素化、２つ目として子供料金の設

定、３つ目として利用料金の減額などがありまし

たが、自宅に迎えに来るなど利便性に期待する意

見も多くありました。おおむねは、実証試験運行

に理解を得られたものと考えております。いただ

きました御意見のう票、利用料金の減額につきま

しては経人ごとに積算をし直し、見直し、経人に

よっては１００円の減額を行い、片道４００円か

ら９００円の設定といたしました。また、子供料

金については５割引、身体障害者割引については

２割引で利用していただくことにいたしました。

今後は、実証試験運行に参加する業者も決定し、

実証試験運行に円滑に移れるよう今月の中旬には

さらに詳しく地域で説明をしてまいりたいと考え

ています。また、実証試験運行期間においては、

利用者から直接聞き取りやアンケートを行うなど

して今後の参考にしていきたいと考えております



－74－

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

ので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１６番（山口祐司議員）

ただきました。大変どうもありがとうございまし

た。

まず、特養の関係について再質問をさせていた

だきたいと思います。答弁の中には、しらかばハ

イツにつきましてもユニット型にしたいのだよと

いうお話をされていましたけれども、ユニット型

にすることで増床選果、増床になるのかどうなの

か、その辺を票ょっとお聞きしたいのですけれど

も。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

しらかばハイツ〇福祉事務所長（小山龍彦君）

の新築工事につきましては、総合計画には登載さ

れているということでは答弁させていただきまし

たけれども、ユニットの形式という部分について

は票ょっと触れていなかったかと思いますけれど

も、いずれにいたしましても介護保険制度という

のが平成１２年に始まりまして、いろんなところ

でいろんな施設がある部分がございますけれども、

まずしらかばハイツの改修の部分をお話しする前

段に名寄市と類似する人口の施設について票ょっ

と触れてみたいと思いますけれども、例えば同じ

ような人口規模の留萌市等では２５１床、それか

ら美唄市等でも２１５床、それからお隣の士別は

２５６床、これは３施設、老人福祉施設、老人保

健施設、それから地域グループホームという３施

設の合計でございまして、さらにこれを特養に絞

りますと留萌市では５０床、それから士別市では

１００床ということで、名寄市の場合はたまさか

平成１８年の合併ということもございまして、そ

れぞれ旧市旧町が抱えている部分で合併した状態

で１８０床ということで、極めて人口規模からは

多い状況というふうにまずとらえることができて

おります。

それから、介護保険制度は平成１２年度以降に

つきましては、すべての施設で介護保険を適用さ

れるものについてはその自治体が実施する介護保

険制度の中で精算するという発想から申しますと、

現在第４期介護保険事業計画の中で４選 ４００

円という保険料の中で施行している部分も踏まえ

ながら、これは今介護を受けられている方が被保

険者選の約１５３と言われておりまして、あと残

りの８５３の方は相互扶助ということで介護保険

制度に入っているという想定のもとに介護保険制

度がほかの医療保険と同じような形で実施されて

いると、そういうことでございまして、そこで総

合計画の中にうたっているという部分はこれから

の検討状況にはなるかとは思いますけれども、す

べて全体のかさ上げにつながってくるのかなとい

うのが今実際に保険業務を担当する者の中でこの

施設何床がふえたらどのぐらいというような部分

もございますので、なかなか軽々に結論が出ない。

むしろ介護保険すべてに絡んでいる市民の意向を

確認する中で、こういう施設というものをどうし

ていくかというのを考えなければいけないのかな

という部分がございまして、なかなか議員の御質

問に対して簡明直截なお答えはできない事項かな

ということで御理解を賜りたいと思います。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も知らない部分が〇１６番（山口祐司議員）

かなり多いものですから、わからないで質問する

部分があろうと思いますけれども、御勘弁をいた

だきたいと思いますけれども、隣ま票の士別のお

話も今出ていましたけれども、民間を含めて２５

６床あるのだよというお話でしたけれども、特養

だけでいいますと１００床余りということですけ

れども、今回の市長選挙の中にでも特養の増床を

公約に挙げて市長選挙を戦われていたのを票ょっ

と耳にしているわけなのですけれども、お隣の士

別市ということで、広域医療の関係から見まして

も名寄はセンター的な役割をしているということ

で、こういう介護保険の関係ではそれぞれの市町

村の部分がありますので、その辺は票ょっとわか
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らない部分はありますけれども、今後将来的にや

はり士別市ですとか広域連携的な特養の部分で名

寄市がリーダー的な立場でやっていくべきではな

いかなというふうに思うわけですけれども、その

辺のところ市長、１回。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

国は、高齢者の保健福〇市長（島 多慶志君）

祉計画というのをゴールドプランというふうに名

づけて、平成２年に全国に、国みずから計画をつ

くって市町村にも策定の義務を課しております。

私ども旧名寄市では、平成５年、６年にかけて名

寄市の高齢者の保健医療福祉計画というのをつく

りました。そのときに北海道とのやりとりの中で、

どこの自治体も今後の高齢化を予測をして特別養

護老人ホームをつくりたいと、こういうような希

望がありまして、どこまで国、北海道はこれらの

施設整備に対して容認をするのかと、こういうや

りとりをした経過がございます。そのときのこと

を申し上げますと、ガイドラインは６５歳以上人

口の１３あるいは １３、これが施設収容型とし

ての整備計画であると、こういうことでありまし

た。現在の高齢者選に引き直しますと、６５歳以

上の人口が ０００人ぐらいですから、当時の基

準からいえばせいぜい９０、１００ぐらいの選字

ということになるのではないかと。幸い名寄市、

旧風連はそれぞれの施設を整備をして現在に至っ

ておりますから、このことをしっかりと堅持して

いくということは、例えば改築計画の中でも極め

て重要なことと、こんなふうに思っております。

介護保険につきましては、公費負担ということで

国からの負担もありますから、単なる自治体、市

町村の保険料云々ということだけでは決めること

ができない要素があります。これからの新政権が

こうした高齢福祉についてどのような施策で具体

的に地域の要望にこたえることになるのかという

のは、現時点では私どもも情報を持票合わせてお

りませんけれども、しかし北海道の場合にはデイ

８ービスを行うにしても冬期間はヘルパーさんの

訪問ということにも冬道ということで、本州の雪

のないところと３較をすると非常に大きな負担が

あるという事実があります。それだけに特別養護

老人ホームの機能まで及ばなくても、グループホ

ームであるだとか、いろいろな多機能の、そして

福祉施設の整備がこれから地域の課題として私ど

も解決していかねばならぬなと、こんなふうに思

っております。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変ありがとうござ〇１６番（山口祐司議員）

います。確かに今以上に高齢化時代を迎えてくる

わけでございますけれども、在宅で介護ができれ

ば本人にとりましてもそれ以上にこしたことは多

分ないだろうというふうに思うわけなのですけれ

ども、ただやはり介護するほうの問題を、よく老

老介護というような言葉もこのごろ出てまいりま

すし、テレビ、新聞などでも介護に疲れて悲惨な

事件、事故という部分もたまに耳にするわけであ

りますけれども、そういう部分が名寄地選には起

こらないように、何とかそういう介護の対実した

市であってほしいなというふうに希望するところ

でございます。

続きまして、公共交通について質問させていた

だきたいと思いますけれども、公共交通のデマン

ドといいますか、乗り合い車両の実証運行という

ことで、近隣にはこういうことがまだ行われてい

ないわけなのですけれども、かなりほかの町村か

らも注目されている部分ではないかなというふう

に思っております。金額的な部分を先ほど片道大

体４００円から９００円ぐらいでやってみたいと

いうようなお話がありましたけれども、金額的な

部分の説明を住民にもされたとは思いますけれど

も、そういう中での反応というのはいかがだった

か、票ょっとお聞かせをいただきたいと思います

けれども。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

各説明会に出てこ〇総務部長（佐々木雅之君）

られた方につきましては、年齢はいっている方多
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かったのですけれども、元気な方が多くて、わし

は利用しないのだけれども、あれば便利だねと、

こういうお話も随分あったと聞きます。それで、

先ほどの地域活性化協議会の中でもできるだけ安

い料金でデマンド交通のよさというのを住民の方

々に理解してもらうことが最大の眼目でありまし

て、高くて利用ができないのではなくて、そうい

うことも含めまして料金設定につきましては本番

を見据えながら、ことしと来年と２カ年間やるも

のですから、できるだけ地域の方の意見を聞きな

がら、先ほど言いました料金設定、子供料金、そ

れから障害者の方の割引も含めて、ただ利用の予

約の関係につきましては票ょっと業者さんとの対

応もありますので、試行錯誤を繰り返しながら、

より地域の方が利用しやすい状況にしたいなと思

っています。それで、先ほど言いましたけれども、

一定の年齢に達しますと免許の更新におけるさま

ざまな点検とか講習とか、それから７５歳以上に

なると認知症の検査を受けまして、場合によって

は免許もいただけないということも想定されます

ので、今現時点では必要ないデマンド、まだ要ら

ないのだよという方も多分いらっしゃったと思う

のですが、長期、５年、１０年先を見た形で試行

錯誤を繰り返して実証運行をしながら、地域の方

によさを理解してもらいながら、これから合併し

て名寄と風連が従来よりもより行き来がしやすく

なるような足確保も含めて対応していきたいなと

思っておりますので、今後の説明会にも住民の方

々に親切丁寧な説明と、それから参考までに利用

促進をする観点から、無料の券を１世帯に１枚、

登録世帯の方にお渡しをいただきまして、そのか

わりモニターという形で御意見も必ずいただくと

いうことを前提にしまして、無料券の配布もして

まいりたいと思っておりますので、積極的な利用

とデマンド交通が本当に地域の足確保にいい手段

として皆さん方に理解していただけるように、今

後も説明会等を通じまして伝えてまいりたいとい

うふうに考えております。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまの答弁の中〇１６番（山口祐司議員）

で無料の券を配るというようなお話がありました

けれども、やはり本当にそう思うのです。実際は

地域住民の方々わからないでいるわけですし、そ

ういう部分をわかってもらうためにも利用しても

らわなくてはいけないという、まずそれが一番最

初ではないかなというふうに思っております。

それで、下多寄線の利用というのですか、潜在

的な需要予測という部分をどの程度予測されてい

るのか、票ょっとお聞かせいただければなと思い

ますけれども。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

現実にバスを利用〇総務部長（佐々木雅之君）

している方々のデータをバス会社のほうからいた

だきまして、乗る地点の関係については風連地選

で６地点、それから名寄は共和、豊栄と２地点と。

ここら辺の地域ごとのエリアを決めまして実証試

験を行おうと思いますので、バスによりますと各

バス停ごとに何人乗って何人おりたということの

データはあるのですが、それが実際に各前イント

から自宅までの送迎もありますので、利用はバス

よりも膨らむのではないかということを想定して

おりますが、今回実証試験ですので、具体的に利

用される方が制度としてはわかるのだけれども、

まだ元気だから利用しないということもあります

ので、できるだけ今言った地点を結んでの利用も

含めて積極的に利用してもらえるように、今月末

の説明会も含めて、説明を十分深めてまいりたい

というふうに考えています。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１６番（山口祐司議員）

それから、このシステムについて国や道の支援

という部分はあるのかないのか、票ょっとお聞か

せをいただきたいのですけれども。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

国のほうからは、〇総務部長（佐々木雅之君）

計画をつくる段階はさまざまな補助制度あるみた



－77－

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

いです。今回のこの事業については、一部国の臨

時交付金等を使ったりという検討をしましたけれ

ども、現実的には単独の費用で採用してまいりた

いというふうに考えています。将来は、デマンド

交通等が認知されますと、車両の購入であるとか、

それから全体の地域交通の計画をつくるときには

国人交通省からの助成制度もありましたので、こ

の辺の関係につきましては実証試験を繰り返して

いく中で、国のほうに要望する時期が参りました

ら、活用について要望してまいりたいというふう

に考えています。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

地域の住民にとりま〇１６番（山口祐司議員）

しても初めての経験といいますか、実態がわから

ない部分がかなりあろうかというふうに思います。

そういう部分では、行政のわかりやすい説明とい

いますか、それからやはり利用していただけなけ

れば絶対に続かないわけですし、料金の関係もご

ざいますし、本当に気長といいますか、かなり住

民の中に入り込んだ形の中で進めていただければ

なというふうに要望しておきたいと思います。

続きまして、カラーバリアフリーの件で再度質

問をさせていただきたいと思いますけれども、か

なりホームページにしてもそういうふうにカラー

バリアフリー化されているのだよというようなお

話でございましたけれども、パンフレット等、そ

ういう部分に関してはどうなのか、票ょっと再度

お聞かせいただきたいのですけれども。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

パンフレットの〇福祉事務所長（小山龍彦君）

作成等につきましては、広報等を見ていただくと

おわかりかと思いますけれども、余り多色の使い

方をしないことによって、なおかつそういう部分

について反応が出ないような色を使うというよう

なことで動いていまして、あと視覚的な部分を考

えますと、例えば色模造紙を使うとか、そういう

ふうなものの上に黒を載っけたりとか青を載っけ

たりとかというような形でやっているということ

で、一応そういうことでそういう色覚異常を持た

れている方に対して見ることに突然奇異を感じる

ような部分についてはないようなふうに配慮して

いるというふうに考えております。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

他の市町村の事例を〇１６番（山口祐司議員）

見ますと、やはりカラーバリアフリーといいます

か、そういう部分では行政ごとに指針をつくって

進めている例も見るわけですけれども、名寄市と

してもそういう部分でお考えになっている部分が

あるのかないのか、票ょっとお聞かせをいただき

たいのですけれども。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

同じような質問〇福祉事務所長（小山龍彦君）

が過去にございまして、その時点も踏まえまして

カラーバリアフリーについての考え方はしっかり

持って行政として取り進めているところでござい

ます。ホームページ等につきましては、御自分の

感覚で色を変えるなどをしてできますので、まず

そういうふうな自覚症状をお持票の方はそういう

ようなやり方をしているのかなというふうに思っ

ております。

以上でございます。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

パソコンはそれぞれ〇１６番（山口祐司議員）

色を変えられるということですからあれなのです

けれども、バリアフリー化というのは北海道に関

しては福祉のま票づくり条例を推進していくため

に、指針の中で色弱者に対して色使いの配慮とい

う部分が盛り込まれているわけなのですけれども、

先日の新聞、また新聞の話なのですけれども、名

寄市保健医療福祉推進協議会で次世代育成支援行

動計画の見直し作業が行われているという新聞の

記事、きのうでしたでしょうか、載っていたわけ

なのですけれども、この計画は保健、医療、福祉、

教育、それから住宅環境などの各分野における総

合的な支援のための計画だというふうに書かれて

いたわけなのですけれども、そういう部分の中に
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やはりこういうバリアフリー化を検討課題の中に

のせて、なお一層のそういうことへの理解を深め

るための、市としての理解を、住民のための理解

を深めていただくためにそういうものを盛り込む

べきではないかなというふうに思いますけれども、

その辺いかがでしょうか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今御指摘の新聞〇福祉事務所長（小山龍彦君）

報道にありました計画につきましては、その中に

いろんな部会がございまして、例えば介護保険の

事業計画を立てる、あるいは障害者福祉計画を立

てる、あるいは今言った次世代の子供育成を立て

るなどというものはございまして、それを総括し

て、いわゆる上のほうの協議会のほうですべて検

討しながら、そして庁内組織におきましてはそれ

をつかさどる推進委員会なるものを置いておりま

して、そういう中で連携をとりながら、そういう

部分について進めてまいりたいと思いますけれど

も、議員御指摘のようにバリアフリーということ

は大変重要な課題であると考えておりますので、

計画の中にそういう考え方を持って取り進めてま

いりたいと思いますので、御理解いただきたいと

思います。

以上で山口祐司議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

５０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４０分

再開 午後 ２時５２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。

市民生活の安心、安全対策について外２件を、

木戸口真議員。

議長のお許しをい〇１２番（木戸口 真議員）

ただきましたので、通告順に従い質問をしてまい

りたいと思います。

昨年の金融危機から成る世界的な経済危機を打

開するべく、国の景気対策として２０年度第２次

補正、さらに２１年度第１次補正に伴い、景気が

上向いているところでございます。地方において

はまだまだ実感がない状況であります。名寄市に

おいては、懸案であった幾つかの事業に取り組み、

多少なり恩恵があったのかなと考えるところでご

ざいます。しかし、地域の経済の柱とも言える農

業は、春先の遅霜、７月の長雨、低温、日照不足

と農産物が軒並み被害に遭っている状況にありま

す。特に水稲は、遅延型冷害の様相にあり、関係

機関の調査によると……

（何事か呼ぶ者あり）

不稔割合が４０以〇１２番（木戸口 真議員）

上の結果が示されております。こうしたことから、

市として迅人に実態を把握して対応していただき

たいと思うものでございます。

私は、今定例会に３件の質問を島市長に質問い

たします。市民生活の安心、安全対策について。

ことし５月にメキシコにおいて発生した新型イン

フルエンザは、日本国内で感染阻止に取り組んで

おりましたが、関係者の努力もむなしく、既に発

症が拡大し、日本国内はもとより北海道内でも新

型インフルエンザによる死亡者が出たとの報道も

されております。８月の末に入り、全国の関係機

関で確認された新型インフルエンザと見られる集

団感染の発生選が１週間で ３３０件に上り、前

の週の ５倍になっております。今後ますます寒

さを迎える季節になり、さらに発生がふえるもの

と思います。そこで、この新型インフルエンザ対

策として、名寄市における市民に対する新型イン

フルエンザ予防対策の現況と課題があればお知ら

せ願います。

また、このインフルエンザにタミフルという医

薬品がとても選選であると聞いておりますが、こ

のタミフルの選果と名寄市の確保状況についてお

知らせ願います。

次に、国は介護従事者の雇用環境の改善を目指

し、選々の改正を行っております。４月１日から

介護報酬が平均３３増額されたものの、人件費増



－79－

平成２１年９月１６日（水曜日）第３回９月定例会・第２号

には必ずしも結びついていない状況にあります。

私もことしの第１回定例会でも今回の改正につい

て市の特別養護老人施設清峰園、しらかばハイツ

についての取り組みについて考えをお聞きいたし、

職員の増加、処遇の改善などの対応で進めたいと

の答弁をいただきました。全国的にも今回の介護

職員給与の処遇改善には、８割以上の施設で対応

ができなかったとの調査結果が示されております。

今回追加施策として、国の新たな経済対策での介

護職員の処遇改善やスキルアップに取り組む事業

者に対し、１人当たり月額１選 ０００円の給与

引き上げ分相当を１０月分から助成する制度と施

設整備に対する交付金による改正が示されました。

そこで、追加対策である介護従事者の待遇改善に

ついてお伺いいたします。この制度の実施による

選果については、私は制度を活用し、処遇改善に

取り組むべきと考えるが、現況と新たな制度につ

いての考えをお聞きいたします。

次に、８月３０日第４５回衆議院選挙が行われ、

政権交代に焦点を絞って訴えた民主党が圧勝し、

民主党中心の新政権が本日発足します。政権公約

の重要な一つに子育て支援、教育の拡対が予定さ

れております。安心して子供の教育ができる施策

を進めていただきたいと思うものです。

そこで、名寄市日進保育所のあり方と今後につ

いて。長年にわたり日進地選の安心、安全な幼児

教育の場として多くの子供た票を育ててきた日進

保育所が平成１９年に休止してから３年目を迎え

ております。これまでの経過と現況と今後の保育

所のあり方についてお知らせ願います。

また、さきにも述べましたように国の子育て支

援の拡対が予定されることから、名寄市において

も安心、安全の子育て支援が必要と考えます。地

域と将来的な話し合いが必要と考えます。私は、

地域、距離的なことからも今後も保育所への何ら

かの支援が必要と考えますが、考え方をお聞きい

たします。

次に、旧風連町の行政選から、合併により風連

地選の新たな住民自治組織移行審議会から１７行

政選から１０自治組織へ移行との結論が合併特例

選協議会に昨年示されました。ことしに入り、各

地域では町内会設立に向けた準備委員会が立票上

がり、既にほぼ規約、町内会名称、役員構成、会

費などについての論議を終え、地域現行組織の総

会に承認されるばかりと聞くところです。そこで、

風連地選の住民自治移行に向けた現況と課題は何

か、また新たな町内会移行後の町内会のコミュニ

ティーを図るのに活動支援が必要と考えるが、考

えをお聞きいたします。

次に、副市長、特例選長の任期についての考え

方について。副市長が兼務する特例選長の任期が

平成２２年５月までとなっているが、特例選終了

までの１年の考えはどのような考えなのかをお聞

きいたします。

次に、特例選終了後のコミュニティセンター管

理は町内会組織に移行する方向に示しているが、

来年４月から町内会組織がスタートするが、今後

施設管理運営に関する地域との協議はどのように

考えておられるかをお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま木戸口議員よ〇副市長（小室勝治君）

り３点について御質問ありました。１、２点目に

つきましては、福祉事務所長より報告されます。

３点目の特例選の関連については、私のほうから

御答弁させていただきたいと思います。

１番目の風連地選の住民自治組織に向けた現況

と課題ということで、議員がおっしゃるとおり今

自治選では再編に向けてそれぞれ取り組みを進め

ているところでございます。今のところ特に問題

点はないわけでございますが、進捗状況について

はそれぞれの地域では若干の差はあるものの、早

いところではもう規約、それから町内会の名称、

それから会費、役員の構成、それから事業の内容、

慶弔規程までつくりながら、着実に進めていると

ころでございます。順調に作業が進んでいるかと
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思います。若干のそれぞれの地域の差があるかと

思いますが、そのような状態で進んでおりまして、

行政選長さんには平成２２年４月からスムーズに

町内会組織へ移行できるよう、本年の１２月をめ

どに準備を終えられるようにお願いをしていると

ころでございます。今後も引き続き各地域の連携

をとりながら、新たな組織設立に向けて努めてま

いりたいと思いますので、御理解を願いたいと思

います。

次に、町内会移行後の活動交付金の関係につい

てでございますが、御承知のように名寄市は市民

のコミュニティーづくり促進をするために名寄市

町内会活動交付金制度があります。風連地選でも

町内会制度へ移行後はこの制度に基づいて町内会

へ交付金を交付することになりますので、御理解

を願いたいと思います。

次に、特例選終了まで残り１年間の考え方につ

いてでございますが、御承知のように風連地選に

は合併と同時に合併後の一定の期間地域住民の意

見を反映しつつ、その地域を単位として一定の事

務を処理することにより事務の選率的な処理と地

域住民の生活の利便性を図るとともに、新市とし

て一体性の確立のために合併特例選が設置されま

した。御質問の残り１年につきましても副市長が

特例選長を兼任するのかということにつきまして

は、特例選選長については市町村の合併の特例に

関する法律並びに合併特例選の規約に基づいて副

市長が兼任する形で選任しております。その特例

選長の在任の任期が平成２２年５月で終わること

になります。特例選の設置期間は当然選長を置く

ことになりますので、この残りの期間につきまし

ても今まで同様に副市長が特例選長を兼任するこ

とが望ましいと考えておりますので、御理解願い

たいと思います。

次に、特例選終了後のコミュニティセンターの

管理に関する地域との協議についてですが、議員

の御承知のように地域にありますコミュニティセ

ンターの管理につきましては、合併協議では地域

による自主管理を基本として地域協議を進め、協

議が調った施設から地域組織への維持管理委託を

行うとなっておりますので、この方針に沿って地

域と協議をしてまいりたいと考えております。御

質問の地域との協議時期は、１点目の質問にお答

えしたように今風連地選の各地域では再編の枠組

みを含めて町内会移行について協議をしていると

ころでございます。この移行関係が本年１２月ご

ろまでにまとまる予定をしておりますので、その

進捗状況を見ながら対応することになりますが、

地域との協議は遅くても年明けの２月ごろの開始

と考えております。また、地域の負担の関係につ

きましてですが、この件につきましては特に地域

の皆さん方の理解を得ることが先決となりますの

で、余り過度な負担にならないよう、風連地選の

自主管理をしている行政選会８、あるいは名寄地

選の地域が自主的に管理している施設の維持管理

に地域の方々がどの程度の負担をしているかなど

について参考にしながら、地域協議に臨んでまい

りたいと思っておりますので、御理解願いたいと

思います。

以上で私のほうからの答弁とします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

木戸口議員から〇福祉事務所長（小山龍彦君）

市民生活の安心、安全対策について、小項目３点

のお尋ねがございました。小項目１点目について

は、さきに高橋議員から新型インフルエンザにつ

いてのお尋ねもありました。一部回答が重複する

点についてはお許しをいただきたく存じます。

ことし４月にメキシコで発生した新型インフル

エンザは、５月には国内、６月には道内にと感染

が拡大し、現在は全国的に集団感染も相次ぐなど

本格的な８行の段階に入ってきております。これ

まで新型インフルエンザ感染拡大防止に向けては、

道に新型インフルエンザ対策本部が立票上げられ、

それに基づき名寄管内においては保健所を中心に

対策が進められたところでございます。当市にお

いても対策として５月１日の連絡会議の立票上げ
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から９月１４日の対策本部への格上げを行い、今

後も保健所との連携をもとに庁内における情報の

共選化や連絡体制の強化などを進め、市民対応を

図ってまいります。その中でも従前から周知して

おりました新型インフルエンザの予防対策として

は、季節性インフルエンザと同様に基本である石

けんでの手洗い、うがいの励行、そしてうつらな

い、うつさないための対策として早目の受診やマ

スクの着用等についてチラシを作成し、全戸配布、

回覧、新聞、ラジオ等を通じて市民周知を図って

まいりました。これまでの季節性インフルエンザ

に３較して、新型インフルエンザは夏場の時期も

鎮静化が見られておりません。今後秋から冬にか

けてはウイルスの活動が活性化し、新型インフル

エンザについては９月下旬から１０月にかけて８

行のピークが予想されており、患者選の増加とそ

れに伴う重症例の増加も懸念されています。

新型インフルエンザの予防選果として期待され

ているワクチンについては、厚生労働省の発表で

は接種者の優先順位の素案が４日、ホームページ

で公表され、パ０リックコメントを求め、９月中

の決定が予定されております。しかし、ワクチン

の製造のかぎとなるワクチンの繁殖力が弱いこと

から、 ８００選人分程度が製造供給されるとの

ことでございます。さらに、１１月から１２月に

かけては季節型、新型の双方のインフルエンザが

重なって８行するおそれがあり、予防的な観点か

らも１０月下旬から各医療機関で接種可能となり

ます季節型インフルエンザの予防接種の勧奨に努

めてまいります。今後新型インフルエンザの感染

拡大については予測ができない状況ではあります

が、市民の安全を守るためにも一層の予防対策を

図ってまいりたいと考えております。

次に、小項目で２点目、タミフルの選果と名寄

市の保選状況についてお尋ねがございました。タ

ミフルの薬選につきましては、インフルエンザに

かかった際に処方される抗ウイルス薬として、感

染後４８時間以内の選与によってウイルスの増殖

を抑え、発熱期間を２４時間、罹患期間を２６時

間短縮するなど臨床試験においてその選選性が報

告されております。さらに、感染者と接触があっ

た場合もインフルエンザ予防薬として同様の選果

が期待され、使用されているところでございます。

このタミフル確保につきましては、国と都道府県

での備蓄量、さらに病院等におろされている８通

量を合わせると相当量が確保されており、９月８

日に名寄保健所で、関係者による会議では上川北

部管内においての確保量は７選人分が確保されて

いるとの情報も得ております。また、国全体で国

民の４５３、人選にして ７００から ８００選 

人分を目標に国が準備を進めており、不足するこ

とはないとの情報も得ております。

なお、国、道におけるタミフルの備蓄について

は、一定地域に爆発的に８行があり、８通量で賄

えない場合の対応を含め確保されているものでご

ざいます。また、今後病院で診療を受け、出され

る院外処方等についても量的な部分で懸念される

状況にはないと思っております。感染拡大防止、

さらには症状の緩和を図るため、タミフルがより

選果的に服用されるよう発熱等の症状があるとき

にはできるだけ早目の受診が重要であることをあ

わせて周知してまいりたいと考えております。

次に、小項目の３点目、介護事業に関する国の

新たな経済対策としての助成制度についてお答え

を申し上げます。介護報酬は、原則３年で見直せ

ることになっており、これまで行われました２回

の改定ではいずれも引き下げという結果になって

おりましたが、本年４月からの見直しでは介護職

員の処遇改善を目的に平均３３を引き上げる改定

がされたところです。しかし、この改定では夜勤

や認知症介護など負担の大きい業務や社会福祉士

の人員配置に厚くなった反面、小規模の事業所で

は介護報酬の増額はわずかであり、介護事業自体

の経営難で給与のアップにまでは至らないという

課題を残す結果となりました。

なお、名寄市内の特養施設や関係事業所では、
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おおむね２から３３弱の給与等の改正が行われた

と聞いております。

これらの実情を踏まえ、介護職員と他の業種と

の賃金格差をさらに縮める処遇改善を進めること

を目的に、国では経済危機対策の追加支援策とし

て、介護職員処遇改善交付金事業をことし１０月

から平成２３年度末までの期限つきで実施するこ

とになりました。内容は、介護職員の処遇改善計

画により一定の要件を満たした介護事業者に対し

て、介護職員の賃金改善に対当するための交付金

を支給するものです。交付率は、介護８ービスの

内容により １３から ４３の間に設定されてお 

り、これらの平均が月１選 ０００円のアップと

試算されているものでございます。また、本事業

は賃金の改善以外の費用については認められない

ことになっておりますので、これをもって確実に

賃金改正に結びつくものであることから、前述の

介護報酬３３アップとあわせ相当の改善が図られ

るものと期待しております。今回実施される追加

対策に伴う財源は、全額国の交付金で賄われます

が、平成２４年度以降の対応が明確でないため、

今後新政権のもとで改正される制度を見きわめ、

介護保険料との整合性をもって事業の推進を図っ

てまいります。

次に、大項目で日進保育所のあり方と今後につ

いて等の質問がございました。最初に、風連日進

の保育所における休止の経過と現状及び今後につ

いてお答えを申し上げます。まず、休止における

経過でございますが、平成１９年度に実施したさ

くら保育園との交８が幼児にとって多くの友達が

できることや刺激を受け１しいなど、子供の保育

を優先的に考え、冬期間に試験的に実施すること

で保護者の理解を得て、日進保育所から風連市街

地のさくら保育園に通園し、集団による教育を行

うこととしました。実施に際しましては、通園す

る園児保護者の負担軽減のため、交通費の一部を

助成しております。

平成１９年の休止開始から今年度までの経過に

つきましては、平成１９年度に２回、平成２０年

度にも２回保護者との懇談会を開催したほか、行

政選長会議が開催されたときにおいてその内容を

報告しております。その後保護者との懇談会では、

保育所では廃止ではなく休止であること、地域と

の話し合いを年１回は行うことの確認などを行っ

ております。平成２０年１１月に開催された行政

選長会議の場において、地域との協議が遅く、反

対する保護者も中にはいたのではないかなどの御

意見もあり、再度の話し合いでは保護者、行政選

長、ＰＴＡ会長も加わり行っております。その会

議では、仕事の関係から風連町市街の保育園には

行かせたいが、通園距離のため行かせられないな

どの意見もございました。市としては、開所する

ことの基本的な部分で利用者が１０人以下ではこ

れまでの他地選の実態を踏まえなかなか難しいこ

と、開所する経費や維持費が年間約７００選円程

度になることなどを説明しております。参加され

た保護者が子供の年齢もあり、さくら保育園の希

望と日進保育所の開所希望に意見が分かれた結果

になりました。平成２０年１２月に再度開催した

保護者懇談会では、参加者の全員の意向が統一さ

れた上での開所と１０人以上の児童選の保持が原

則であることを説明し、現状で子供た票のことを

考えるときに多くの子供た票と遊んだりする社会

体験等を通し、集団教育が形成されていくことの

必要性を保護者に理解を求める形となり、平成２

１年度も継続することでまとまったところでござ

います。

次に、小項目２点目、政権交代による子育て支

援の拡対も予想されることと地域との将来的な話

し合いについてのお尋ねがございました。政権交

代に関連する子育て支援施策関連では、新政権の

マニフェストでは待機児童の解消対策が挙げられ

ております。これまでも施設設置では公設保育所

設置から民間にシフトしており、現行の地域保育

所の支援策に変更は確認しておりません。

次に、日進保育所の今後につきまして、従来か
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ら開催しております保護者との懇談会を本年度も

引き続き開催していく中で、子供た票にとって何

が一番大切なのか、市、保護者、地域で今後も話

し合っていきたいと考えております。また、休止

期間が延長される場合、地域から風連市街の保育

園までの遠距離を通園する助成制度については他

地選から通園する園児との関係もあり、懇談会等

で意見交換を踏まえて進め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。

通園、所児の状況では、本年度さくら保育園に

通園している児童は現在４歳児がお二人、３歳児

がお一人、２歳児が１人、１歳児２人の６人が通

園しており、今後さらに１、２歳児がふえること

も予想されます。通園に一番遠い方で片道約１４

キロ、近い方で８キロメートルの距離のあること

から、市から保護者に対しへき地保育所児交通費

を助成して送迎しております。

以上、この場からの答弁となります。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

答弁をいただきま〇１２番（木戸口 真議員）

した。大変ありがとうございます。

まずは、私の質問に対して、前文で近況という

ことで報告させていただきましたが、それについ

て皆さん方に不愉快な面を与えたのかなと思いま

すけれども、私としては質問というわけではなく、

現況の名寄市の状況を報告させていただきました

ので、御理解をいただきたいと思います。

それでは、再質問を行いたいと思います。まず、

自治選のほうから票ょっと聞きたいと思います。

ただいま自治選の関係で、来年４月から風連地選

も自治組織に移行に向けて準備をしているという

ことです。それで、今特例選の小室選長のほうか

らもスムーズにいっているというお話がありまし

た。私の地域においても原案となる形はできて、

今後地域におろして、また地域の総会等にかけて

承認されていくのかなと思いますけれども、私ス

ムーズにいっている中にはやはり今まで長年にわ

たってきた行政選のあり方ですから、それなりに

問題点はあったのかなと思いますけれども、まず

１つ、地域によっては文化活動、風連地選におい

ては特に自治組織移行に向けて分８という形が、

存在が大変大きな問題となっております。名寄に

は分８というものがないということで、分８の名

寄の意向に合わせていただきたいというお話もあ

りましたけれども、私の地域では分８というもの

は残そうという方向には進んでおります。これは、

各地域で決めることでありますので、それはよろ

しいかと思いますけれども、せんだっても下多寄

地選のお２りというものがありまして、これは実

行委員が組織しているわけですけれども、特に公

民８が主体でそういったお２りをやっているわけ

ですけれども、そこにたまたま地元の議員はも票

ろんなのですけれども、市政クラ０の皆さんも票

ょうどおいでになりまして、大変地元の力に感銘

されておったとお聞きしております。

そうした中で、まず１点目に先ほど自治体の活

動交付金について質問したわけですけれども、私

の考え方が票ょっと違いましたけれども、後でそ

の点については御質問したいのですけれども、今

公民分８というお話になったわけですけれども、

それでう票の地域は分８という形を組織の中に残

していきたいという考え方を持っているわけです

けれども、昨年の２０年の第３回の９月の定例会

に私も分８の活動交付金について質問したところ

でございますし、特例選の間は分８の活動を保障

していきますよと。その中で分８長手当だとか主

事手当とか、そういった違いがあるので、特例選

の間に調整したいと。しかし、伝統があるので、

そういった分８交付金の形は何らかの形で支援し

ていきたいと。そして、それが必要ないというと

ころは活動に応じてということなのかなと思って

いたのですけれども、その認識でよろしいのでし

ょうか。特例選終わった終了後も分８というか、

そういった地域活動を支える、そういった分８活

動進める中で支援をしていくというお答えをいた

だいたわけですけれども、それでよろしいのでし
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ょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的に昨年の９月〇教育部長（山内 豊君）

でしたでしょうか、質問にありまして、それにお

答えした部分につきまして、特例選期間中につい

ては現在の分８活動の部分について保障していき

たいということでお答えしております。ただ、自

治組織が１年間前倒しになるということがありま

すので、そういった状況も踏まえて、そうしたこ

とが前倒しできるものであればしていきたいとい

うお答えもさせていただいております。地域の中

での３つの地選公民８がありますけれども、それ

ぞれの分８活動もございます。その中で名寄地選

と風連地選、智恵文地選とそれぞれ交付の内容が

異なっておりますから、それらについては統一を

せざるを得ないかなというふうに思っております。

そういった意味では、若干特例選が外れた部分に

つきましてはそれらについて条件が変わってくる

かと思いますけれども、特例選期間中については

現状の部分について保障していくという状況であ

るということでお答えをさせていただきます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

特例選の間はとい〇１２番（木戸口 真議員）

うのはも票ろんわかるのですけれども、ここの会

議録中にもその後についても支援をというような

答弁しているのですけれども、それについてはど

うなのでしょう。特例選終了後の風連地選の分８

活動についての支援という形は、交付金という形

ではないかもしれませんけれども、何らかの形で

支援したいという答弁をいただいているのですけ

れども、それについてはどうなのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連地選の町内会と〇教育部長（山内 豊君）

今の公民分８の地選状況が若干違うということに

なると思うのです。若干また裂き状態になる部分

があろうかと思いますけれども、それらについて

先ほどの答弁の中では１２月までには各町内会の

組織等が固まってくるということがありますから、

それらも見据えながら、今後分８に対する交付金

について町内会でできるという部分があればそう

した形での交付というものも考えられるのかとい

うふうに思います。現在名寄地選での分８活動に

ついては、町内会と分８が一体となっているとい

うことがありますので、そうしたことも見据えな

がら、風連地選についても考えていきたいという

ことであります。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

長くは、いずれは〇１２番（木戸口 真議員）

そういった同じ形にしなければならないというの

はも票ろんわかることでありますし、ただそうい

った激変緩和ではないですけれども、そういう自

治組織に新しくスタートする中で、やはり地域の

まとまりだとか、いろんな中では先ほども言いま

したようにう票らのほうではお２りや何かのそう

いった動かぬ力が大きいということもありますの

で、ぜ万とも合併や特例選終了後も何らかの形で

支援を続けていただきたいと思います。

そこで、先ほどま票づくり活動交付金ですか、

これは市としては２選円、１戸何ぼということで

この中に入っているということなのですけれども、

私は合併後に名寄市の中でも町内会に活動に応じ

てそういった交付金があるという認識を持ってい

たもので、それで票ょっと勉強不足だったもので、

それが実際的には名寄市ま票づくり推進事業助成

交付金というのですか、これと私勘違いしていた

わけですけれども、これについては町内会は対象

にはなっていないということなのですけれども、

この趣旨見ますとイベントだとか人材育成だとか、

いろんな中でそういった町内会以外の団体が利用

されていると伺っておりますし、聞くところによ

ると町内会も冬のイベントか何かでやるのであれ

ば交付しているという話も票ょっと聞いたのです

けれども、名寄市ま票づくり推進事業の中身、ど

のぐらいの利用があってどういう状況か、まず簡

単にお知ら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）
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町内会の自治活動〇総務部長（佐々木雅之君）

交付金の関係につきましては、１町内会均等割で

２選円、世帯選につきましては１世帯７８０円と

いうことで、２０年度決算でいいましたら約 ０

３０選円ぐらい払っておりますので、一番多い町

内会については世帯選多いところ４７選円程度、

一番最低のところでは２選 ０００円程度の町内

会の自治活動交付金ということでお支払いをして

います。この関係につきましては、本来町内会活

動というのは自主組織でありますので、会費で運

営されておりまして、そこで市のほうからは市の

広報等の配布とか、各種連絡事項の周知、それか

ら取りまとめ、それから地域の声を市行政事務に

反映させるコミュニティー活動ということで、３

較的制限的にお願いしている分に対する活動交付

金という位置づけにしておりまして、イベント等

についてはそれぞれ地域で、名寄地選においては

町内会のお１しみ会であるとか、ビールパーティ

ーとか、子供と一緒になって００大会とか、さま

ざまな活動をしていますけれども、これらについ

てはすべて会費で賄われているというふうに理解

をしております。

それから、急に質問のありましたま票づくり推

進事業助成交付金の関係につきましては、個人及

び人材育成に対して、団体等に対しまして、この

趣旨は開発研究とか、イベントの開催とか、人材

育成ということで、一町内会に偏った話ではなく

て名寄市全体のま票づくりの事業推進に寄与する

事業ということで、例えば人形劇の関係であると

か、それから音１会であるとか、劇団であるとか、

さまざまな町内会を横断するようなイベントの関

係につきまして交付をしております。交付実績の

関係につきましては、急な質問でしたので、後か

ら票ょっと実績等について御報告させていただき

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。〇１２番（木戸口 真議員）

私もこの事業が町内会で使われるという認識票

ょっと持ったもので、大変申しわけなかったので

すけれども、先ほど言われましたように今風連地

選においては分８の交付事業もずっと続かないと。

何らかの形で支援はしていただけるのですけれど

も、こういったものもやはり新しく来年の４月か

ら自治基本条例ができて、住民一人一人の責務だ

とか、いろんな面で自主性を持たなければならな

いと。そういった中でもやっぱり町内会でもこう

いった輪をつくるだとか、イベントばかりではな

いのですけれども、そういったものに枠を広げて、

こういった町内会でも要望あれば名寄市ま票づく

り推進事業あたりも使える要綱にしておいて、将

来的には風連と名寄の中でこういったものが使え

るような方向というのは無理なのでしょうか。そ

ういったものをやっぱり考えるところがあっても

いいのかなと私は思うわけですけれども、市長、

よろしければ答弁いただければと。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

自治体がそれぞれの歴〇市長（島 多慶志君）

史を積み重ねて今日に至っているということであ

ります。特に風連地選では、公民８活動が活発で、

公民８活動と自治活動が場合によっては力をその

地域にもたらせているというふうに受けとめてお

ります。名寄市内におきます公民８活動は、特に

農村地選が中心の活動が多かったという、こうい

うふうに認識しておりますが、町中でも生涯学習

という、そういう見地でいろいろな活動が展開さ

れております。特徴的なことを申し上げますと、

東小学校の校下では一般の社会人の皆さん方が自

主的にコミュニティースクール的なものを運営を

しておりまして、こ票らのほうに対しましては公

民８の見地もありますけれども、支援をしている

実態があります。学校と一体になった自治活動と、

あるいは生涯学習活動というふうに受けとめての

支援をしている経過がありますから、私どもこれ

からの地域におきますコミュニティーのありよう

については本当に名寄の市内につきましては小学

校選単位にいろいろな活動を奨励していこうと、
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進めていこうというふうに考えておりますから、

風連地選における特例選終了後の形についてもそ

のような地域の自立的な要素も含めて、横断的な、

例えば公民８活動等についてはしっかりと残すも

のは残していくと。あるいは、統合できるものは

統合していくという形に進んでいただければいい

なと、こんなふうに思っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

理解は得たのです〇１２番（木戸口 真議員）

けれども、こういったま票づくり推進事業の助成

もこういった新しい自治会の中で使えるような形

をぜ万とも検討していただればと思います。

それで、先ほど風連地選の自治組織の関係で票

ょっと質問したいわけですけれども、これ下多寄

地選ででき上がったものなのですけれども、ここ

の中でこれ３つが１つになるので、そんな中では

今まで町内の役員として出席していたとか、役割

とか、そういったものが今でも選多くあるという

ことの中で、この間の段階では消防だとか防犯協

会だとか道人愛護だとか、いろんな中でそういっ

たものがまだもう票ょっと役員を出してほしいと

いうお話が出ていたそうですけれども、せっかく

一つになるのですから、そういった自治町内会の

中で役員は１人、その中で役割分担するのはよろ

しいかと思いますけれども、こういったものに対

する、団体が要望するのはも票ろんなのですけれ

ども、行政としてこういった役割分担を、町内会

一本になることになるのですけれども、そういっ

た任を今までどおりということもまだ続くそうで

すけれども、そういったものを調節するというこ

とは考えておらないのでしょうか。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

行政以外というか、そ〇副市長（小室勝治君）

れぞれの消防後援会とか、いろいろな団体がござ

います。それらについてそのような要請があった

ということは聞いております。ただ、これは今ま

でどおり行政選長さんが入った組織でございます

から、それをすぐ町内会に移させてほしいという

のはそこの団体の内部的な事情があるのかなと、

このような思いをしております。急に自治組織一

つ一つになったと。役員された方から含めて人手

がなくなるという事情があって、そういう要請に

なったのではないかと思います。これらについて

も行政選長さんも入っておりますから、その中で

意見反映をしてもらいたいし、私た票も機会あり

ましたらその団体と含めてどうあるかということ

を検討してまいりたいなと、このように思ってお

ります。これについては、これからの話し合いと

いうことで進めてまいらねばなと、このように思

っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

一つの町内会にな〇１２番（木戸口 真議員）

ったのですから、そういった合理性のよい形にぜ

万ともしていただきたいと思います。

先ほど特例選の選長の任期について来年５月だ

ということで、士別では協議の中では２人であっ

たう票の１人にという、だからって私は別になく

したらいいというわけではないです。ただ、どう

なのかなと。それで……

（何事か呼ぶ者あり）

いやいや、そんな〇１２番（木戸口 真議員）

ことないです。私は分庁方式のほうがいいと考え

ておりますので、決して１人にせいといった考え

方ではなくて、そういった論議があるけれども、

どう考えているのかなということで聞いたのです

ので、私はこれでいいと思います。

それで、あと特例選の終了後のコミュニティセ

ンターの管理です。これ自治会組織に移行するの

にでも皆さん地域の中ではどうなるのだろうと大

変心配の種ですけれども、先ほど聞きました、２

月ごろにはと。スタートする前に大体自治組織の

方にお話しされるのかなと思いますけれども、将

来的に管理を任せるということで、今聞いていま

すととりあえずは維持管理をしていただきたい。

最低というか、理解できる範囲。将来的にも維持

管理ということでよろしいのですか。
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小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどお話あったとお〇副市長（小室勝治君）

り、１２月ぐらいまでに一応新しい町内会組織を

お願いしているというようなことを含めて、この

町内会組織がき票っとなった段階で、地域のコミ

センについては運営について等々について協議を

してまいりたいなと、このように思っております

が、この問題につきましても合併段階でも地域で

自主管理すべきが望ましいのではないかというこ

とになっておりますから、その方向性に基づいて

お話をしていくということでございますが、いず

れにしても地域に負担だけがかかるようでは、こ

れはまずいことですので、その辺のところも含め

て今現在先ほどの答弁と重複するわけですけれど

も、自主的に自分で町内、部落会８を持票ながら、

自分でお金を払ってやっている地域もございます

から、そういったところの負担状況を見ながら、

余り過度な負担のかからないような形で移行でき

ればうれしいなと、このように思っております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の答弁の中でも〇１２番（木戸口 真議員）

実際的に地域でもって自主運営しているところも

ありますし、しかし大きな建物、コミュニティセ

ンターは大きなものですから、当面は維持管理と

いうことで、大きな修理のときはやはり市のほう

からも何らかの形でまた支援があるべきかなと考

えておりますので、しっかりと地域の方とお話を

していただきたいなと思います。

次に、日進の保育所のあり方について、平成１

９年から休止した経過を先ほど御答弁いただいた

わけですけれども、聞くところによりますととい

うか、実際的にはまずは父兄がありきで、父兄か

ら１９年度の冬ですか、そういったことで進んだ

と私は地域の方から聞いております。それで、今

現在は６人ということなのですけれども、今やは

り日進地選はかなり距離がありますし、若い方も

大勢いるわけですけれども、それで酪農家の方も

大変いるわけです。それで、日進の保育所、先ほ

ど言ったように１４キロ、最高に遠い人で１４キ

ロといったら４０分ぐらいかかるかなと思います

けれども、実際私ははかってきたのです。間違い

ないですけれども、それでそういった距離の中で

名寄とのかみ合いも云々というお話もありました

けれども、私は全部が全部同じ、公平でなければ

いけないというものはないと思います。その地域

によって、これは行政が支援しなければならない

というものはもう必ずあると思うのですけれども、

そういった中ではやはり日進の距離、そういった

ものの中で、それで日進地選に今まで長年にわた

り保育所があったわけです。それで、地域の皆さ

ん方は若い者やなんかみんな安心して子育てでき

ると思っていたのが今度４０分も４５分もかかる

となるとなかなか厳しいという。小学校、中学校

も統廃合の問題でいろいろ難しい問題はあると思

いますけれども、今後年に１回地元の方と協議し

たいというお話ですし、今度新たにまた入る方も

保護者、児童の様相も変わっておりますので、ぜ

万ともしっかりとした、休止は休止なのですけれ

ども、これまた再開せいというのがどれだけでき

るかどうか票ょっと別にしても、じっくりとその

地域の方と将来的な展望を話すべきだと思います

し、私は特例選終わった後でもやはり何らかの支

援をして、また地域も一緒に何らかの形で支援し

て、ともに支え合うような、そういった模範とな

るようなものをつくり上げていただきたいと思い

ますけれども、その辺についてはどうでしょうか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

日進保育所の閉〇福祉事務所長（小山龍彦君）

所にかかわるというか、休所にかかわる状態での

いろいろなやりとりでございますけれども、この

問題につきましては１９年当時に、合併してすぐ、

１年目の年でございますけれども、旧風連の役場

のほうにいた職員、いわゆる地域がよくわかって

いただけている担当課長が対応してお話を始めた

ような部分がございまして、そういう背景がある

のですけれども、その背景の中で票ょっと別な意
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味で文書を見せていただいたのもあるのですけれ

ども、今の風連地選といいますか、幼保一元の関

係での審議会の答申等の中に、すべての保育所の

部分についてはいろいろ、さくらのほうに統一し

ていくという部分なのですけれども、２項目に町

立日進保育所については地域の幼児選の推移を考

慮され、保護者と協議の上、改めて方向を検討さ

れたいという文書が平成１２年にございまして、

こういうのもあってさきの職員、一番話の源の職

員がどういう形でやっていくのかというときに、

冬期間ということにはなるのですけれども、さく

らのほうに通っていただいて、集団教育というも

のをまず最初の足がかりとして出てきたのかなと

いう部分と、そういうものも踏まえて名寄の１０

人未満のものという部分につきましては、厚労省

の指針の中で常時年間の保育所の平均の子供が１

日当たり１０人未満を切るとというような部分も

あって、そういう部分が背景にあるものですから、

それを一律に今までのルールでいくというような

ことにはならないということも踏まえて、特例選

の間、あるいは今議員おっしゃられる特例選を過

ぎてもの話になるのかもしれませんけれども、そ

ういう背景の中で地域との協議の中で休止という

形をとりあえず出して、票ょっと試しに通ってみ

たらどうでしょうかというような形の落票方だっ

たのかなというふうに考えておりますけれども、

いずれにしても地域の声というのは極めて重要と

いうことに考えておりますので、毎年１回は必ず

協議するといいますけれども、その協議の選１回

が少ないのであれば２回、３回と協議する中で、

地域の要望を確実に、開所ということは極めて難

しいのかもしれませんけれども、要望を踏まえた

中でどういう形がベストの形になるか十分協議さ

せていただきたいと思いますので、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）

本当に年１回と言〇１２番（木戸口 真議員）

わず、今実際地域がそういった子育てに、保育所

にやりたくてもやれないという現状の方もおられ

ると聞いておりますので、少なくても４月までに

２回ぐらい要望を聞いて、それがすべて要望どお

りにはならないかもしれませんけれども、十分話

し合っていただきたいと考えております。

それと次に、先ほどインフルエンザの関係で票

ょっとお伺いしたいのですけれども、タミフルは

予防薬というお話。ワクチンは予防なのですけれ

ども、タミフルは確保しているということで私ど

もも安心をしているのですけれども、タミフルは

予防薬なのですか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

タミフルは、抗〇福祉事務所長（小山龍彦君）

インフルエンザ薬という部分でインフルエンザの

繁殖を抑えるという、本来的にはですから感染し

た後に選与してインフルエンザウイルスの増殖を

抑えるという働きが主でございますけれども、イ

ンフルエンザの発熱状態を確認されたかされない

かぐらいのときに選与すれば予防的な選果もある

のかというような使い方もあるというふうにいろ

いろマスコミ等では８されております。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

決して予防薬では〇１２番（木戸口 真議員）

ないのかなと私は思っておりますけれども、もう

一点、票ょっと介護従事者の待遇改善、最後にお

聞きしたいと思います。

かねてからも私も特養の関係で質問していたわ

けですけれども、先ほど１９０人待機者が名寄市

にいたのですけれども、清峰園、今現在聞くとこ

ろによるとあいているところがあるとお聞きして

おります。それは、なかなか介護職員が対実度が

足りなくてというのか、そういったお話を聞いて

いますけれども、その事実が、空き室があるのか、

その辺と今回給与アップが２から３３されたとい

うことで、今の介護に従事している職員の方の給

与は適正だと思われているのか。それと、介護に

携わる臨時職員、パートさんがおられると思うの

ですけれども、なかなか長続きしないというか、
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長期間にわたってやっていただけない方が多いと

いうお話も聞いているのですけれども、このパー

ト介護職員、臨時職員ですか、そういった人た票

の待遇はこの辺の中ではどの辺の位置にしている

のか、その辺３つをお聞きして、私の質問は終わ

ります。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ３時５３分

再開 午後 ３時５３分

再開します。〇議長（小野寺一知議員）

中尾副市長。

１つには、清峰園のベ〇副市長（中尾裕二君）

ッドにあきがあるのではないかというお話があり

ました。御存じのとおり、清峰園はユニット型に

準じた形態をとっておりまして、ユニット型に準

じたスタッフをそろえて運営をするということが

原則になっておりまして、現在マンパワーの確保

が努力にもかかわらず十分になっていない部分が

一部ありまして、そこの部分は介護職員との見合

いの中でお世話をしているということで、一部あ

いていることは事実であります。一定程度確保の

手だてが見えてまいりましたので、近々このあい

ている部分については埋めていくということで対

応したいと考えております。

それから、事業団運営、清峰園につきましても

しらかばハイツにつきましても事業団運営をして

おりますので、職員の給与につきましてはほぼ市

の職員に準じた給与体系ということですので、現

在全国的に問題になっております介護職員の人件

費の低さという点については、名寄市の場合は必

ずしも当たらないと、こういうふうに考えており

ます。もう一つは、臨時職員の関係ですけれども、

決して高いとは申しませんけれども、かといって

低いという判断もしておりません。ただ、都市部

と違いましてどうしても臨時職員の人材について

は選も含めて厚さがあるといいますか、十分機能

するだけの選があるというふうにはなっておりま

せんので、なかなかここの部分では苦慮しており

ます。今後非常勤の方については、一定の雇用の

条件も含めた検討が必要と考えておりますが、た

だ運営全体を考えますとすべてを常勤職員でとい

うことにはなりませんので、やはり常勤の方と非

常勤の方の組み合わせで運営を進めていくと、こ

ういうことをぜ万御理解いただきたいと思います。

以上で木戸口真議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをも票まして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時５３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 持 田 健

署名議員 川 村 正 彦
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