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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１７日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問
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日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問
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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
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

８番 岩 木 正 文 議員

２１番 谷 内 司 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

なよろ天文台の振興について外１件を、黒井徹

議員。

おはようございます。〇１８番（黒井 徹議員）

議長よりお許しをいただきましたので、質問させ

ていただきたいと思います。

まず、情勢報告は省略をいたしまして、仮称で

はありますけれども、なよろ市立天文台の振興に

ついてお伺いをしたいというふうに思います。２

００９年、本年は世界天文年だそうであります。

そして、ことしは日本で４６年ぶりの皆既日食の

年、７月２２日１０時５６分、悪石島でダイヤモ

ンドリングが見られるはずだったのですけれども、

残念ながら雲に阻まれて観測はできなかったよう

でございます。その記念する年に新天文台が建設

中で、何か大きな意味を感じます。日進橋を渡る

と、サンピラーパークの丘の上に天文台のドーム

が目に入ってきて、完成が期待されております。

教育文化施設だとわかっていても、多くの市民の

関心はその活用と運営経費、さらには全国でもト

ップクラスを誇る天文台としての価値評価による

経済効果に期待されております。観光施設ではご

ざいませんので、採算性を求めるものではないと

いうふうに理解はしていても、全国に誇れる施設

として、昨日の質問にもあったように観光行政の

目玉の一つとして位置づける必要性はあるのでは

ないかというふうに思います。

まず１番目に、職員の配置について伺います。

一般市民への公開天文台として、子供たちの学習

の場として、市は職員配置をどのように考えてい

るのか、また天文知識や機材の操作、メンテナン

ス等を考えるときに専門職員の養成について伺い

をしたいと思います。

２番目に、市民の天文台の活用について伺いま

す。さきにも述べましたように、市民の天文台と

しての活用方法が重要な課題となりますが、市内

小中学校との連携や市民観望会、愛好会等による

イベントなど、どのような計画をしているのかお

伺いをいたします。

３つ目として、北大との連携でございますけれ

ども、北大の研究施設として大型望遠鏡の設置は

名寄市として大きな成果だと思います。今後教員、

学生がどのような体制で天文台に訪れるのか、ま

た北大だけでなく、他の大学や研究者が観望に訪

れる可能性はあるのかを伺いたいというふうに思

います。

次、大きな２番目、名寄市立大学についてお伺

いをしたいというふうに思います。名寄市立大学

も１８年に開学し、４学年まで全学年がそろう完

成年になりました。この間受験率も高く、優秀な

学生が将来に夢を持って学問に励み、またこの地、

名寄で多くの人と出会い、友達をつくり、学生生

活を過ごしている姿を見ると、厳しい状況ではあ

ったが、４年制大学を設置してよかったなという

ふうに思っております。地域交流センターや道北

地域研究所を活用した地域貢献も数多く報告され、

大学を生かしたまちづくりは着実に進んでいると

感じております。自衛隊の地域における経済効果

とは比較になりませんが、もたらす経済効果は少

なくはないというふうに思っております。名寄市

にとっては財産であり、３万の小さな市での４年

制大学を市立で持っているということは、教育の

まちとしての誇りであり、つけ加えれば島市政の
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大いなる実績でないかというふうに思います。し

かし、喜んだりたたえてばかりはいられません。

問題、課題も多くあります。教授の確保、施設、

設備の充実、そして何よりも優秀な人材を着実に

社会に送り出すことです。そのことが今後名寄大

学の評価に大きく影響するというふうに思われま

す。

そこで、伺います。まだ少し早いのかもしれま

せんが、就職の状況、就職活動について、それと

看護、児童関係の過去の卒業生は地元でどの程度

就職しているのかを伺いたいというふうに思いま

す。

次に、施設整備計画でございますけれども、こ

としは臨時経済対策におきます交付金で、旧恵陵

体育館の改修等を実施しましたが、学生食堂など

狭隘などで多くの課題を抱えていると思います。

今まで整備してきた状況と今後計画されるものに

ついてお伺いをしたいと思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇教育部長（山内 豊君）

大きな項目で２点について御質問がありました。

１点目については私から、２点目については大学

事務局長からの答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

大きな項目の１、なよろ天文台の振興について

御質問をいただきました。初めに、職員の配置に

ついてお答えをいたします。木原天文台の職員は、

正職員と嘱託職員の計２名体制で運営しておりま

したが、平成２１年度では新天文台オープンに向

けての準備作業や機器操作技術の習得等の作業も

あることから、新規に技術職員１名を採用し、天

文台技術専門職員２名、嘱託職員１名の計３名で

運営しております。新天文台の中で一般の方々に

利用していただくスペースは、１階がプラネタリ

ウム、展示コーナー、レクチャールーム、２階が

屋上観測室と屋上天体広場となります。現在の木

原天文台と比較すると、大幅に活用の場が広がり、

職員もこれに対応することになります。また、北

大では大型の望遠鏡を平成２３年に設置の予定で

あり、メーンの観測室も公開となることから、こ

れらの状況を考えると現行体制での対応は厳しい

ものがあると予測しているところでございます。

次に、市民の天文台の活用についてお尋ねがあ

りました。市内小中学校の連携に関しては、子供

たちが本物の星空や天体を体験する学習及びプラ

ネタリウムを利用した学習についても小中学校と

協議をしながら計画をしてまいりたいと考えてお

ります。また、市民観望会やイベントでは、新天

文台の機器を最大限に活用し、名寄の地の利を生

かした特徴ある内容とすべく、天文関係団体と連

携した企画について、現在コンピューターにプロ

グラミングをしているところでございます。

次に、北大との連携についてお尋ねがありまし

た。北大からは、宇宙理学専攻の教員や大学院生

が名寄市に滞在し、夜には新天文台にて各研究分

野の観測を行う計画が予定されております。また、

他大学の研究者やアマチュアの研究者も名寄市に

滞在し、新天文台にて研究することも想定されま

す。具体的な利用体制については、今後他の天文

台で実施している状況などを参考に検討する予定

となってございます。さらに、国内有数の天文台

ということから、国内の学術研究会の開催も多数

見込まれ、名寄市全体の交流人口増も期待される

ところであります。北大側が設置する大型望遠鏡

及び観測機器については、平成２３年３月末を納

入予定として現在作業が進められています。この

観測システムについては、北大及び全国各地の大

学研究者と名寄市の天文台技術職員によりことし

初めから検討会を実施しているところで、名寄市

の観測環境を最大限に生かせるシステムが検討さ

れ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。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、〇市立大学事務局長（三澤吉己君）
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大きな項目の２、名寄市立大学についてお答えさ

せていただきます。

まず、１点目の就職状況についてということで

ございます。名寄市立大学は、来年３月に初めて

卒業生を社会に送り出すことになります。一方、

短期大学部は開学以来５０年の伝統があり、卒業

生のたゆまぬ努力のおかげで専門職業人を養成す

る公立短大として高く評価を得てきております。

平成１８年度以降の看護学科及び児童学科の就職

状況を見ますと、児童学科における非正規雇用と

いう不安定な身分の増加はあるものの、毎年就職

希望者のほぼ１００％が採用内定をもらい、卒業

してきております。また、大学の入り口である入

学と出口である就職の両方において地域推薦枠や

学資金貸与制度を設けて地元出身者の地元就職に

も力を入れてきておりますが、地元で看護師とし

て就職した学生は平成１８年度７名、平成１９年

度２名となっており、地元人材育成のために地域

貢献度を高めていくことが必要となっております。

また、児童学科での毎年の地元就職率は卒業生の

１割から２割の間で推移してきているところであ

ります。今年度の就職環境につきましては、雇用

情勢の悪化から新規学卒者の求人状況も一部の専

門職種を除き厳しさを増してきておりますが、担

当教職員が一丸となって学生の就職が円滑に進展

するよう取り組みを行ってきております。現在卒

業予定の学生は、夏休みを利用して就職希望施設

の訪問や就職試験などの就職活動を行っている最

中であり、栄養、看護、社会福祉の３学科並びに

児童学科の就職内定者はそれぞれ若干名にとどま

っている状況でございます。また、採用試験の時

期につきましては、例年１０月後半から１１月中

旬をピークに１２月中旬でほぼ終了しますが、国

家試験の合格が就職の大前提となるため、模擬試

験などによる国家試験対策や受験手続等への支援

も行ってきているところであります。第１期生の

国家試験の合格率や就職成果が大学に対する評価

や今後の学生確保にも影響を及ぼすことになりま

すので、なお一層学生の就職支援の取り組みを強

化してまいりたいと考えております。

次に、２点目の施設整備計画についてでありま

す。大学の施設整備等につきましては、開学時及

び学年進行に合わせて教育研究目的達成のために

必要となる講義室や少人数教育に活用する演習室

などを備えるとともに、プロジェクターや学内ネ

ットワークなど必要最小限の設備を備え、授業に

活用されてきております。しかしながら、大学完

成時の学生数に見合った施設整備が求められると

同時に本館や看護棟の既存の施設並びに開学時に

整備された設備については、経年による老朽化が

心配され、計画的な保守や更新を行っていく時期

を迎えております。このようなことから、今年度

においては本館ボイラーの更新、恵陵体育館の屋

根塗装、マイクロバスの購入のほか、地域活性化

・経済危機対策臨時交付金を活用して視聴覚機材

の整備や恵陵館教室屋根の改修、さらには恵陵体

育館を活用して３００人の学生が一堂に会しての

定期試験や多様な講義形式に対応できるよう照度

を補足する照明器具の増設と机、いすなどの備品

整備を進めてきているところであります。今後の

施設整備については、大講義室を含む新図書館の

建設、学生食堂の狭隘化の解消、テニスコートや

車いすの整備、また学内ＬＡＮの整備更新などが

必要となっています。これらの課題の取り組みに

は多額の費用が見込まれるため、しっかりとした

年次計画を作成し、教育環境の保持と学生に対す

るサービス向上の観点から、計画的に進めてまい

りたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいた〇１８番（黒井 徹議員）

だきました。ありがとうございます。ちょっと１

番、２番、再質問の順番変えますけれども、まず

大学関係についてお伺いをしたいと思います。

今聞きますと、それぞれ看護科の地元の就職が

１８年７名、１９年２名ということで、昨日もあ
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ったわけですけれども、看護師の不足といいます

か、そういう中でまだ２０名足りないという話も

聞いたわけですけれども、この時期あるいは過去

にもそうですけれども、市立病院との就職に関す

る連携といいますか、そういったものをどのよう

な体系でやっているのか。地元でない学生もいる

ので、すべて市立病院ということにはならないわ

けですけれども、少なくても名寄で看護の勉強を

した中では、この地域がそういう状況になるとい

うことは大学と市立病院が連携をして看護師不足

に対応できるような体制というのが必要でないの

かなというふうに思います。就職の現場でそれが

問題があるとすれば、１つは地元推薦枠をふやし

て、奨学金等で地元に就職できるような、そうい

った対策も強化する必要があるのでないかなとい

うふうに思うわけで、これらについて伺いたいと

いうふうに思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま２〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

点について御質問をいただきましたので、お答え

させていただきますが、１つは看護師の充足を図

るための病院との連携対策と、こういうことだっ

たと思いますが、平成６年に短大に看護科が開設

をされまして、それ以降市立病院の看護師の確保

ということで取り組みを進めてきているわけでご

ざいますが、先ほど１８、１９の２カ年の部分の

状況をお知らせさせていただきましたが、１９年

以前の１０カ年の部分で市立病院で短大卒の学生

がどれだけ採用されているかということを見てみ

ますと、平成１０年から１９年までの１０カ年で

６８名が採用されておりまして、年当たりで ８

人ということでございますので、一定程度人材確

保という部分では１割強、１４％ぐらいでござい

ますので、地域貢献に役立ってきているのかなと、

こういう考えに立っているところでございます。

さらには、対策の部分でございますが、毎年新

しい学生をお迎えするわけなのですが、その後必

ずガイダンス等を開いてございます。その中で名

寄市立大学は公立大学ということで、市民の税金

で運営をされていますと。その使命の中の一つに

地元への人材確保という点があるということで、

そういう話をさせていただくと同時に、あわせて

お話ございました奨学金といいましょうか、学資

金の制度についても説明をさせていただいて、対

応してきているというのが１つ目でございます。

２点目は、昨年から全国の病院の関係者を集めて

の合同説明会というのを開催してございます。こ

としは７月５日に全国の病院、７３の病院だった

と思いますが、集まっていただきまして、学生に

それぞれＰＲをしていただいているわけなのです

が、ブース方式でということでやっておりまして、

当然市立病院のほうからも担当者にお越しいただ

きまして一番一等地をあてがえてＰＲをしてきて

いるというような現状になってございます。さら

には、看護の実習につきましてはメーンとして市

立病院を呼んで、大変お世話になっております。

まさしく看護の実践の受け皿の場所と、こういう

ことでお世話になっているわけなのですが、強制

はできませんが、やっぱり実態を見ていただく中

で市立病院について就職等のお話もさせていただ

いているというような状況で、３つぐらいに分け

られるかなというふうに思っております。

さらには、今後の学生といいましょうか、看護

師の確保のために地域枠を広げてはどうかと、こ

ういうお話でございまして、これまでも議会の中

でお話をさせていただいてございますが、現在本

学の地域指定は看護でいけば定員５０名に対して

５人の枠を設けてございます。一般入試と推薦入

試に区分されてございまして、推薦入試２０名に

対しての５ということで、率からいきますと非常

に優遇措置になってございます。全国の状況もこ

れまでもお知らせさせていただいてございますが、

看護、医療系の学校、国公立で見てみますと昨年

の９月段階で３６学校がございます。これは、一

昨年から見ますと２校ふえてございますが、地域

指定枠を設けているのは本学だけでございます。
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圏内、圏外の部分で１つ定員を分けている部分、

さらには高校を指定しているといいましょうか、

何名というような、そういう区分をしているとこ

ろございますが、地域指定を起こしているのは本

学だけと、こういう状況になってございます。毎

年学生確保のために道内はもちろん道外にも訪問

させていただいて、本学にお越しいただくように

というようなＰＲもしているのですが、その中で

名寄市立大学についてはやっぱり地域枠を持って、

地域の学生を優先する大学と、こんな進路担当者

からの声もあるというふうに聞いてございます。

そういう部分では、やはり今後の学生確保と。こ

ういうことを考えていくと、現段階ではこの枠を

広げるというのは難しいのでないかというふうに

考えているところでございます。

以上でございます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

推薦枠は、地域推薦〇１８番（黒井 徹議員）

というのか、本校、名寄大学だけということなの

ですけれども、看護師をコンスタントに確保して

いくのには地元からの生徒を就職させるというの

も一つの案だというふうに私は思ってお話しした

わけですけれども、全国各地から看護の勉強をさ

れている方で来ているわけですから、地元ではな

くて実習等でいろいろと連携をしている中では他

地域、道内、道外から来ている学生たちにも地元

で就職できるような、そういったものも大学とし

て、あるいは就職のサポートする中でもしっかり

と連携をしてやっていただきたいなというふうに

思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思

います。

それから次に、施設、設備のことですけれども、

大学の大講堂、あるいはそれをあわせた図書館と

いうか、そういったものについて、総合計画の中

では前期、後期に具体的に入っていないような気

がしています。ただし、市の図書館については後

期で改修、改築といいますか、そういったものも

計画されているわけで、かなり大きな予算を必要

とする。先ほど言いましたように、テニスコート

ですとか、そういったものを着実にやるとすれば

かなり大きな予算が要るのではないかなというふ

うに思いますけれども、まずそういう後期計画、

総合計画に入っていないものについて、計画の見

直しをしていくのか、あるいは市立図書館等、場

所等の問題もあるとは思うのですけれども、併設、

併合をしながらやっていく計画も可能性があるの

か、この点についてお伺いをしたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

大学図書館〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

の建設に関連しまして、大講堂の部分について御

質問がございました。大学図書館につきましては、

開学時既存の施設をできるだけ活用していくと、

こういう考えのもとに現在本館と分館に分かれて、

２つで学生のサービスに対応してきているという

状況になっています。産学官の連携、あるいは利

便性を考えていきますと、当然１カ所に集約をし

ているということが図書館として望ましいと、こ

ういう考えのもとに、将来的な課題という位置づ

けの中で総合計画の中では後期計画に予定をされ

ているという状況になってございます。現在大学

図書館については、学内でどのような図書館にす

べきなのかということで議論を進めているところ

でございますが、総じてできるだけ早い建設を望

むというのが学内の意見になってございます。

あわせて、本学の講堂といいましょうか、講義

室の実態を見てみますと、本館に１８０人収容で

きる講義室がございます。これが一番大きい部分

でございます。さらに、新館に講義室ございまし

て、１４０人ということで、７００人規模の、短

期大学も合わせて７００人規模でございますので、

最低１学年の学生が一堂に会する場所というのは

どうしても必要になってくるといった場合、現実

には先ほどお答えさせていただきましたが、体育

館を活用するしかないと、こういう判断に立って

ございまして、本学の施設の特徴としてやはり２

５０人前後収容できる大講義室といいましょうか、
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講堂が求められてきているという考えに立ってい

まして、当然敷地の問題だとか財源の問題が絡ん

でくるわけなのですが、将来的な課題で図書館を

建設すると、こういうことになっていますので、

それにあわせて一つ一つ整備をしていくというこ

とがベターでないのかと、こういう考えに立って

おりまして、十分まだ煮詰まっているような内容

ではないということでございますけれども、その

点御理解いただければというふうに思っておりま

す。

それと、市立図書館との併合についてというお

尋ねでございます。これについても開学時段階で

市立図書館との合築の手法については市民利用、

あるいは大学の利用の部分で利便性、財源問題か

ら見てみると有力な選択肢の一つであると、こう

いう考えのもとに、文部科学省に申請をしていま

す書類の中にでも市民図書館との合体というもの

を将来構想の一つということで述べられておりま

す。当然市民論議あるいは教育委員会との協議と

いうのが不可欠でございますので、今後十分検討

していかなければならないという状況になってく

るわけでございますが、現段階では大学図書館の

ありようについて学内で詰めている状況でござい

ますので、これらについても今後の推移を見て論

議をしていくと、こういう課題かなというふうに

思っております。

以上でございます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう一つ伺いたいの〇１８番（黒井 徹議員）

が課題の中ではいわゆる就職をしっかりサポート

していくことと、それから施設を充実して学生の

環境を整えていくということが大事と。それから、

１つはやはり教授陣の確保というふうに思うわけ

ですけれども、前回６月でもそういう質問があっ

たわけですけれども、現段階でどのようになって

いるのかお伺いをしたいというふうに思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

教員確保の〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

部分については、これまでも夏休みを１つピーク

に取り組みを進めていきますと、こういうお話を

させていただいてございます。きのうも教授会が

ございまして、一定程度決まった部分なり報告を

させていただいてございますが、全体としては公

募を出していますが、なかなか公募の中では応募

がないということでございます。ただ、応募ない

から、それならすべて決まっていないのかと、そ

ういうことではなくて、いろんな情報をいただい

て行動をする中で本学にお越しをいただけるとい

うような返事もいただいているものでございます。

ただ、教授なら教授職を職位で求めている部分に

対して行政がどうなのかと。こういうことで、そ

ういう部分についても今精査している部分でござ

います。いずれにしましても、できるだけ早く体

制を整えようということで今取り組みをしてござ

いますので、御理解をいただきたいと思います。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変な作業といいま〇１８番（黒井 徹議員）

すか、難しい状況だというふうに思いますけれど

も、しっかりとそこは対応していただかないと、

これからの大学運営に支障を来すのでないかとい

うふうに想定されますので、しっかりやっていた

だきたいと思います。この件に関してちょっと市

長にお伺いをしたいわけですけれども、まずかな

りの予算措置をしていかないと、大学の環境整備

といいますか、施設、設備については予算措置を

していかなければならぬ。ある程度長期的、短期

的といいますか、そういう計画も立て、市民の理

解も得ていかなければならぬということの中で、

市長として今後大学の施設整備計画について、基

本的な考えで結構だと思うのですけれども、どう

いう考えを持っているのかお伺いをしたいと思い

ます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

大学の施設等の充実に〇市長（島 多慶志君）

つきましては、開学時から当然想定をしながら議

論をしてきた経過があります。年次的に逐一整備
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を図るということで、現在の緊急性の高いものと

いうことでは図書館を兼ねた講堂の整備、あるい

は学生の福利厚生的な面も含めての食堂の整備等

が緊急性が高いと、こういうふうに思っておりま

して、これらにつきましてはこれまでも総合計画

の位置づけの中で緊急性の優先順位ということを

しっかりと見きわめながらやっていくということ

で進めております。お話にもありましたように、

図書館が市民開放型ということで、市民の現在の

市立図書館と併築ということになるかならないか

と。このことについても一定の議論をしてきた経

過があります。ただ、大学としては学生の学習環

境といいましょうか、そういう管理上の問題もあ

って、必ずしも大学の立場としては市民との交流

は深まるというメリットといいましょうか、そう

いうものは評価をしつつも、学生本意の図書館を

考えているというような意向も聞かされておりま

すから、これらについては鋭意これから詰めるも

のと、こんなふうに思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１８番（黒井 徹議員）

した。大学のこれからの振興については、これは

そういう環境も整えていくことが大事なこととい

うふうに思いますので、しっかりと計画を立てて

いただきたいというふうに思います。

次に、１番目の天文台の振興について伺いをし

たいと思います。私も余り天文については詳しく

はないわけですけれども、ことしの市政クラブの

研修で、東京のほうで山田義弘、これ東京未来大

学の講師をやって、以前は天文台、レンズという

のですか、望遠鏡というのですか、そこを設置す

る国際航業株式会社でアドバイスをやっていた人

なのですけれども、そこでいろいろ名寄の天文台

の魅力等について１時間以上お話をさせていただ

きまして、非常に感動して帰ってきましたので、

今回きちっとそれらも伝えて、天文台の活用につ

いて話をしたいなというふうに思って質問させて

いただきました。私なんかは、夜星を見るのは子

供のころはさかけをしているときに月明かりです

とか星明かりではさかけをして、本当に星がきれ

いだなというふうに、その記憶はずっと頭から離

れないのですけれども、そのころ木原先生にでも

会っていれば今ごろ天文学者になれたのかなと思

いますけれども、ちょっと会う機会がなかったの

で、決して興味はないわけではないなというふう

に思っています。

それで、大型望遠鏡、あるいは市民向けの中型

望遠鏡なんかも設置されているわけで、先ほど答

弁にありましたように２名プラス新規で１名とい

う、ことしはそういう体制でということで、山田

先生のお話によると２名では足りないだろうと。

補完的に２名ほど入れておかないと、いろんな見

学あるいは研究に対応するのは難しいのではない

かということで、２３年３月に大型ができるとい

うことですけれども、そういう時期にそういう３

名、２名プラス２名というか、そういう設置も考

えられるのかどうかお伺いしたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

２２年度につきまし〇教育部長（山内 豊君）

ては、オープン直後という部分の中では多くの人

たちが訪れるということが想定をされていますし、

またそうであってほしいなというふうに思ってい

ます。そういう人たちに対する対応する職員とい

うことで、現在については先ほど言ったように技

術職員２名と、それから嘱託職員１名ということ

であります。現在は、木原天文台については１１

月末、それから図書館にあるプラネタリウムにつ

いても１１月末で閉館ということで、今建築中の

新天文台については躯体のほうが１１月末までに

は大体でき上がるだろうということであります。

その後にそれぞれの機器等が搬入されるというこ

とでありますから、１２月から３月までの間にそ

の技術職員２名が中心になって機器の取り扱い、

そういったことを習得をするということになって

おります。ただ、２２年度の状況がどういうふう

になるかというのがまだよくわかっておりません
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けれども、２２年度の対応については現在の技術

職員２名と、それから嘱託職員１名のほかに新採

用ということにはならないのですけれども、技術

補助ができるような長期的な臨時職員ということ

で、現在内部で検討しているという段階にありま

す。そういった意味では、２２年度の状況を見な

がら今後の職員の配置というものも考えていく必

要があるのかなというふうに思っております。

以上です。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひとも天文台を生〇１８番（黒井 徹議員）

かす意味ではきちっと対応していただきたいとい

うことで、その考え方をお伺いして了解をしたい

というふうに思います。

それから、ちょっと冒頭に申し上げたように運

営経費というか、そういったものが市民の中では

随分かかるのではないのという話を聞いておりま

す。それで、人件費以外にどの程度メンテナンス

とか、そういう維持経費、施設の管理を予定して

いるのか伺いたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

予想される維持管理〇教育部長（山内 豊君）

費については、今想定されるということで試算を

しているのですけれども、約 ２００万円くらい

かかるのではないかというふうに思っています。

その中で名寄市が所有する屋上の望遠鏡あるいは

プラネタリウム、それらについては名寄市で持つ

ということになりますけれども、それ以外につい

ては北大とこの春から協議をしまして、折半をす

るということで今合意をしているところなのであ

りますけれども、その共通の維持管理費、これに

ついては電気、水道などの需用費、それから清掃、

警備などの委託料、そういったものですけれども、

それが ５００万円から ６００万円ほどかかる 

のではないかということであります。今後もこれ

については条例が制定をされて、議決された後に

北大と正式に合意文書を交わすという状況になっ

ております。

以上です。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

なかなかそれ ２０〇１８番（黒井 徹議員）

０万円、年間ですよね。その経費を採算をとって

ということは難しいのでないかなというふうに思

うわけですけれども、申し上げましたように教育

文化の施設ということも含めて理解をしなければ

ならぬなというふうに思います。

それで、小学生等による活用の中で、これもそ

の先生の受け売りなのですけれども、いわゆるチ

ームを組んで定期的に観望する、そういう機会を

設けたらいいのではないかと。いわゆる星に興味

を持って、天文に興味を持つという意味では、チ

ームを組んで、夜ですから、昼間ではないですか

ら、夏休み等に観望すると。できれば新しい惑星

の発見だとか、そこに発見者の名前をつけるだと

か、これは名寄ばかりではなくて全国でできます

けれども、そういった計画は参考になるのかどう

か、ちょっとお伺いをしたいというふうに思いま

す。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在天文台の技術職〇教育部長（山内 豊君）

員もただ来て見てもらうだとかということではな

くて、やはり市民の人たちに大いに興味を持って

もらいたいということがあります。そのためには、

やはり子供のときからそういった天文に関する興

味を持っていただきたいということでありますの

で、そういったようなプロジェクトといいますか、

そういった考え方は現在検討しているということ

であります。ただ、観測機器の習得だとか、その

機器の扱いだとかというのは非常に難しい部分が

あるというふうに聞いております。例えば屋上の

５０センチの部分につきましても職員がついて使

う分についてはいいのですけれども、それが外来

者が来て使うという部分でいけばある程度の技術

の習得をした方に使ってもらうということがあり

ますので、子供たちがそういったチームをつくっ

て、職員と一緒になってそういったような機器の



－100－

平成２１年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

操作だとか、そういったことに触れて、大人にな

って本当に超新星だとか、そういったものが発見

できるような、そういったような装置はつくって

いきたいと思いますし、これについては段階的に

他の天文台等の状況も参考にしながら考えていき

たいと思いますので、そうした提言はありがたく

受けていきたいというふうに思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄の天文台は、夜〇１８番（黒井 徹議員）

空と音楽というか、そういった中でコラボレーシ

ョンといいますか、そういった中で今全国でも珍

しいといいますか、そういう売りでやっていると

いうことで、ある意味では若い人たちの集まれる

場所になるのではないかなというふうに思います。

先ほども世界天文年という中で、そういう学会の

中では今プロジェクトをやっている。小さな望遠

鏡を組み立てて、君もガリレオというプロジェク

トをやって、日本にもそういう形があるようです

けれども、名寄型のそういうプロジェクト、天文

の発見に向けた、何かそういうものを全国に広め

られるような、そういう取り組みもしたらいいの

ではないかなと思います。

それから、ロータリークラブから５００万円の

寄附があったというふうに思うのですけれども、

その活用と。その活用について１つまた提案され

たことがあるわけですけれども、天文台の目玉と

して隕石の展示コーナーを設けたらどうかという

お話があったわけですけれども、全国を見ると隕

石って結構日本にもある。あるいは、世界にもか

なりあるようなのですけれども、そういった企画

はないのか。もしそういう企画ができれば、山田

先生もかなりコレクターなようで、何個か希少価

値のある貴重なものを寄贈してもいいという話。

本当ですかというふうに聞いたのですけれども、

もしそういうことになれば十分に考えさせていた

だきますという話があったのですけれども、そう

いう話は聞いたことあるか、そういうものが可能

なのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

新天文台については、〇教育部長（山内 豊君）

企画展示コーナーというふうに設けている部分が

ございますけれども、そこには今の木原先生の手

づくりの望遠鏡、あるいは現在図書館にあるプラ

ネタリウム機器、これも非常に貴重なものという

ことで、それらについての展示ということを考え

ています。ロータリーさんからいただいた５００

万円については、その展示コーナーの中でロータ

リーさんの寄贈だということがわかるような、そ

ういったような天文に関する部分について考えて

いるということであります。当初私どもの展示コ

ーナーに掲げているのも天文の一つとして隕石と

いうのは考えてございます。ただ、隕石というの

は世界でも希少なものでありますし、特に日本に

おける隕石というのはそれぞれ入手するのが非常

に困難ということを聞いております。ただ、隕石

というのは専門家が見ると非常に貴重なものと。

あるいは、一般の人が、天文に興味ない人が見る

とただの石というふうに見られる可能性もあると

いうことでありまして、非常に高価な買い物とい

う中では売り手、買い手の部分の中でそれが本当

に十分に展示にたえられるのかという部分があり

ます。そういった意味では、山田先生が言われて

いる部分についてどういうものかなというか、職

員との話の中ではそういう話があるというふうに

聞いておりますけれども、その高価なものについ

ての展示というのはまだ検討されておりませんけ

れども、当初から隕石については天文という部分

の中では貴重なものということで、隕石がどうし

て落ちてくるのかという、そういったもののこと

も皆さんにお知らせをするということ、本当に必

要だというふうに思いますので、そうした安価な

隕石についての展示というのは当初から考えてお

りますので、それはやっていきますけれども、日

本における隕石というものが非常に高価なものと

いうふうに聞いておりますので、それらについて

は今後検討ということで現在進行ということであ
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ります。

以上です。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それから、大学との〇１８番（黒井 徹議員）

連携で北大の研究もかなり人が派遣されるのでは

ないかと思いますけれども、世界的に天文学会の

中ではこういう民間といいますか、行政で持って

いる天文台では優秀な施設、設備になるので、ほ

かの大学からもいろいろとアプローチがあるので

はないかという話を伺いました。そんなので、北

大なんかもそうなのですけれども、いわゆるそう

いう学生あるいは先生たちをうまく活用して、地

域で不定期になるかと思うのですけれども、学生

向け、あるいは子供向け、あるいは一般向けに市

民講座を定期的に開いて、天文の魅力ですとか、

そういったものを訴えて、天文のまちとしてのす

そ野を広げていくという意味でやったらいいので

はないかなというふうに思うのですけれども、ど

のように思いますか。伺いたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

北大の協議といいま〇教育部長（山内 豊君）

すか、平成１７年に協定を結んでからお互いに研

究をやっていこうという、そういったような協定

していますし、その中ではただ単に大学だけの研

究ということではなくて、市の天文台と手を結ん

でいろんなことを企画してやっていきたいという

ことがあります。この春の協議の中でも維持管理

費の部分の中でお話をしている中では、北大でも

そういったような公開講座だとか、そういった研

究会だとか、講座だとかということを考えている

と。これについては、名寄市さんと一緒にやりた

いのだがという、そういったような提案もありま

すので、それは共同の中でやっていくというのは

十分可能だと思いますし、北大でもそういったこ

とは非常に熱心に考えているということがありま

すから、本当に市民に還元されると言ったら変で

すけれども、活用されるような、そういったよう

な講座で、そして天文台に興味を持っていただく

という、そういったような取り組みをこれから進

めていきたいというふうに思っております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういう市民に還元〇１８番（黒井 徹議員）

される、市民に愛される天文台として、１つは十

分に活用していくと。それから、全国でもトップ

クラスということで、観光行政の一つの目玉にな

るのではないかなというふうに思います。花を見

て美しく感じると同時に、星を眺めて心いやされ

たり、感動したりというのは、これはどんな人で

も同じでないかなというふうに、美しいものは美

しいし、神秘的なものは神秘的だというふうに思

うので、それらをいわゆる名寄の地で自然を生か

し、そういう夜空の環境を生かした観光行政とい

うのは、これから１つ教育とはまた別の分野にな

るのではないかと思うのですけれども、これは経

済部等も通じて、きのうもありましたように横の

連絡をしっかりして、この大きな目玉を生かして

いただきたいなというふうに思います。冒頭にも

申し上げましたように、私も余り詳しくはないの

ですけれども、たまたまレンズをのぞくとこんな

ものがあるのかと。はるかかなたにあるのかなと

いうふうに思っております。宇宙全体は、もう果

てしなく広いわけですけれども、国内といいます

か、地球上に宇宙人もどこかにいるのではないか

なというふうに信じているわけです。実際には、

きのうは宇宙人が総理大臣になりましたので、い

わゆる神秘的な魅力といいますか、はかり知れな

い魅力が宇宙にはある。人間も神秘的なところは

買っていかなければならないのではないかなとい

うふうに思います。

今回天文台と名寄大学について質問させていた

だきました。これは、島行政の中での大きな業績

でないかなというふうに思います。きのうもあり

ましたけれども、これは島市長の天文台が置き土

産とならないように、さらに頑張っていただきま

して、超新星を発見していただけるように、発見

してから、名寄に貢献をしていただきたいなとい
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うふうに思いますので、そういうちょっと横にそ

れたお願いをして終わらせていただきます。どう

もありがとうございました。

以上で黒井徹議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

福祉事業について外３件を、佐々木寿議員。

ただいま議長から発〇６番（佐々木 寿議員）

言の許可を得ましたので、通告順に従いまして、

質問してまいります。

１点目は、福祉事業についてであります。初め

に、介護保険制度改正に伴う対応について伺いま

す。介護保険制度は、２１年４月から開設されま

した。介護人材の流出が深刻になり、社会問題化

したことを受け、介護人材を確保するための総合

対策として介護報酬改定率が３％とされたほか、

認知症ケアの推進等幾つかの処置が講じられ、名

寄市としても対応していると思いますが、一方で

要介護認定制度が改正されたことは、すなわち認

定ロジックが変わったということになり、同じ身

体状況であっても新制度のもとでは要介護度が変

わることが十分にあり得るということになります。

そこで、利用者や関係者からの不安の声が届いた

ことと思います。まず、要介護申請を受け、最初

に行われる認定調査があります。その評価は、調

査員の裁量が大きく影響します。今回の改正で認

定調査の項目数が８２項目から７４項目に減って

おります。改正の特徴の一つとして、調査員は症

状の程度を評価するために、まずは調査対象者本

人のところに実際に行って調査するわけでありま

すが、危険が伴うと考えられる場合には無理に試

みないとされているものの、実際の現場で調査員

がとっさに判断するのは難しいとされています。

また、改正のもう一つの特徴は、評価軸を３つに

整理され、１つ目は能力、できるかできないか、

２つ目は介助の方法、実際に行われているかいな

いか、３つ目は有無、主として精神、行動障害等

があるのかないのかであります。例えば従来の問

題行動については、当該行動が認められてもそれ

が日常生活に支障を生じているか否かが評価対象

であったわけでありますが、新制度では問題行動、

それ自体があるのかないのかが評価対象へと変わ

っています。そこで、認定調査の実施方法、評価

軸、認定調査会、主治医の意見等、これらをどの

ように対応されるのか、また今後の課題と対策に

ついて伺います。

次に、認知症支援について伺います。平成２０

年７月、認知症の医療と生活の質を高める緊急プ

ロジェクトの報告によりますと、今後の認知症対

策は早期の確定診断を出発点として、具体的な対

策として実態の把握、研究開発の促進、早期診断

の促進と研究開発の促進、適切なケアの普及及び

本人、家族の支援、若年認知症対策を積極的に推

進するとしています。核家族化、何らかの理由に

より家族と縁が切れている方、ひとり暮らしで身

寄りがなく、認知症等により判断能力が低下され、

金銭管理能力、排せつ処理に失敗する方へのヘル

パーによる支援も限界になりつつある現実問題に

自立と支援、支え合いの福祉社会をどのように創

成していくかが大切なことだと考えます。このよ

うな中で、高齢者とは異なる特有の課題に配慮し

た視点が求められる若年性認知症はさらに課題が

多いと推測されます。若年性認知症は、６５歳未

満のいわゆる現役世代に発症する認知症性疾患の

総称とされておりますが、高齢発症の認知症と比

べると有病率は低いとされています。また、診断

がついていない患者が潜在していると考えられ、

さらに多くの患者数が見込まれています。一般的

に男性の割合が高いと言われ、介護する家族につ

いては介護期間が長期化し、負担が大きいこと、

そして家計を支える現役の働き手を失うことによ

り介護以前に生活、経済をどう維持するかが何よ

りも切実な課題となります。ほかにも課題がある

と思われますが、行政として若年性認知症に関す

る認識不足を解消するため、啓発に努めなければ

ならないと思いますし、現状把握を十分に行い、

介護、障害福祉サービスや就労支援等に関する社
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会的支援の体制を早急に検証する必要があると思

われます。また、関連する分野も多岐にわたるこ

とが考えられ、密接な連携のもとで総合的な取り

組みを推進することが必要と思われますが、行政

として認知症についてどのように取り組みを行っ

ているのか、将来どのように行っていくのか、連

携ネットワークの充実という観点でどのように検

討しているのか伺います。

２２点目は、温暖化対策について伺います。ＣＯ

削減のための具体的施策、取り組みと成果につい

て伺います。この質問は、昨日の高橋議員の質問

に対する答弁で、名寄市では実効性のあるものと

するために地球温暖化対策の推進に関する法律第

２１条に基づく実行計画として、名寄市地球温暖

化防止実行計画が策定され、期間は名寄市総合計

画に合わせて平成１９年度から２３年度までの５

年間で、平成２３年度における排出量を平成１７

年度を基準年として比較して ５％削減するとい

う目標ということが答弁されました。そこで、こ

の実行計画の範囲は市が実施する事務事業であり、

市が直接管理する庁舎、支所の施設及び車両等の

使用により排出される温室効果ガスになっていま

す。そして、削減対象とする温室効果ガスを二酸

化炭素としております。そこで、平成１９年度の

事務事業による二酸化炭素発生量は基準年１７年

度と比べ全体として ６％減少したと報告があり

ます。しかしながら、報告の内容で電気が ２％

ふえて、ガふリン１ ２％増、一般炭の ８％増 

となっていますが、２０年度は改善されたのでし

ょうか。２０年度でも増加した項目があれば、２

１年度にどのような取り組み、施策をして、目標

をどのように掲げているのか伺います。

次に、循環型社会の創出について伺います。大

量生産、大量消費、大量廃棄ごとの社会経済シス

テムにより、我が国は急激な経済発展を遂げてま

いりました。しかし、一方で化石資源の大量消費

による地球温暖化や廃棄物、汚染物質の排出の環

境問題が深刻化しております。廃棄物を資源とし

て有効利用する必要が高まっております。こうし

た中、再利用、循環利用を基礎に資源の過剰使用

と廃棄物の発生を抑制する資源循環型社会のシス

テムを構築し、環境産業の活用を通じながら地域

振興、産業振興に取り組む事例が全国各地で展開

され始めております。このような中、市としても

さまざまな環境施策を展開し、地球環境保全に努

めてきたところでありますけれども、将来のビジ

ョンとして企業同士や関係する機関、大学との交

流を通じて建設的な協調、協力関係が生まれて、

よい意味での企業間、地域間競争を基盤とした地

域全体のイノベーションや生産力向上を目指すべ

きだと考えます。また、環境産業に対応したさま

ざまなポテンシャルがありますが、名寄における

循環型社会対応産業にかかわる企業、大学、公的

出先機関、産業支援機関、近隣自治体なども巻き

込んだ産学官の大ネットワークを形成し、最新の

技術、研究動向に関する分科会や研究会を開催、

支援して、個々の事業ニーズと研究シーズをマッ

チングさせることにより技術開発プロジェクトを

創出して、さらに事業化、販路開拓への事業支援

を展開する名寄独自の循環型社会を目指していく

べきだと考えます。そこで、循環型新産業の創出

を促進するため、この地域の特性や地域資源に基

づく資源エネルギーを活用し、独創的な技術やア

イデアをもとに市内で創業または新分野へ進出し

ようとする中小企業者に対する支援、補助金制度

を導入してはどうでしょうか。見解を伺います。

３点目は、自然環境保全について伺います。自

然資産の保全について伺います。行政報告があり

ましたように、７月２３日に九度山が名勝に指定

されました。その理由として、アイヌの物語、伝

承、祈りの場、言語に彩られた優秀な景勝地群を

アイヌ語でピリカノカ、美しい形と総称して、保

護を図ることとして指定されました。名寄市とし

ても大変喜ばしい将来の自然資産となりました。

特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物

指定基準は、昭和２６年５月１０日に文化財保護
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委員会告示第２号の名勝、１０の山岳、丘陵、高

原、平原、河川のうち我が国のすぐれた国土美と

して欠くことのできないものであって、風致景観

の優秀なもの、名所的な、あるいは学術的価値の

高いものに対して指定されます。九度山の名勝指

定を機に晨光の滝、比翼の滝を含めた自然の景観

を保存するため、行政としても本腰を入れて保存

すべきです。この地域の資産を未来へつなげるた

めにも、名寄市で暮らし続ける私たち市民の工夫

と協力で保存していくべきと考えますが、見解を

伺います。

次に、環境教育活動について伺います。高度経

済成長期以降、自然との親しみが薄れている昨今、

子供たちに四季の変化を楽しみ、遊び、生き物に

触れ、土と親しむ体験は、子供の健全な成長に大

きく役立ち、大人にとっても有意義なことだと思

います。また、相互に学び合うことは人と人とを

つなげる役割を持っています。九度山名勝指定に

伴い、環境教育を取り入れるべきと考えます。市

内郊外にある林、畑、田園、小川等の自然の資産、

指定文化財等、身の回りの歴史や文化を知ること

は暮らしを見詰め直すきっかけになり、ひいては

郷土を考えることへとつながっていくと思われま

す。そのためには、専門家の指導も必要かもしれ

ません。そしてまた、自然環境の保全、再生を知

ってもらうことができる機会がふえると思われま

すが、見解を伺います。

４点目に、人事管理について、臨時、非常勤職

員の任用、活用実態について伺います。財政状況

の悪化に伴い、職員定数の削減を進める自治体で

は、行政サービスの低下を避けるため、臨時、非

常勤職員の活用を拡大しつつあります。総務省の

調査によると、全国の地方公共団体で働く臨時、

非常勤職員は平成２０年４月１日現在で約５０万

人いるとされております。しかし、その任用に関

してさまざまな問題点が指摘されております。そ

の代表的なものは、雇いどめのトラブル、従事す

る業務の内容が同一あるいは正職員と同様の本格

的業務に従事させられているにもかかわらず、報

酬も上がらない不満等々の課題が地方の自治体で

は出ているようですが、名寄市において臨時、非

常勤職員の任用、活用実態について伺います。ま

た、それらの課題を認識した上で活用の拡大に向

けた制度趣旨の周知やより柔軟な任用ができるよ

う新たな制度の導入も含めた検討が必要と思われ

ますが、見解を伺います。

以上でこの場からの質問を終わります。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

佐々木議員から〇福祉事務所長（小山龍彦君）

大項目で４点の御質問がございました。１点目は

私から、２点目は生活福祉部長から、３点目は教

育部長から、４点目は総務部長からの答弁となり

ますので、よろしくお願いいたします。

最初に、介護保険制度改正に伴う対応について

お答えを申し上げます。本年４月の要介護認定方

法等の見直しは、自治体間での介護認定のばらつ

きを是正する目的で実施されました。また、同時

に認定調査や介護認定審査会での審査方法も一部

が変更され、上川保健福祉事務所、名寄地域保健

福祉部において新しい認定方法の研修会が開催さ

れています。さらに、新たに審査会委員、認定調

査員に従事するものについても新規研修を実施し、

認定調査員に対しては従来の調査方法と異なるこ

とから、要介護認定調査平準化チェックシートを

活用したほか、従来から行っている認定調査票、

主治医の意見書の全件チェックを引き続き実施し

ているところであります。

本市の介護認定審査会は、名寄市、美深町、下

川町、中川町、音威子府村の５自治体の共同で名

寄地区介護認定審査会を設置しております。介護

認定審査会の会員の構成は、医師８名、歯科医師

１名、薬剤師２名、保健師２名、看護師、准看護

師で４名、歯科衛生士１名、管理栄養士１名、社

会福祉士１名、介護福祉士４名の合計２４名を４

つの合議体に分け、週１回開催しております。ま

た、認定調査については、市職員２１名が認定調
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査を実施できる研修を受講しているほか、市内で

は指定居宅介護支援事業所のケアマネージャーと

介護保険施設のケアマネージャー２５名が認定調

査を実施できるよう委託契約を締結し、認定調査

を実施している現状でございます。本年１０月１

日申請以降の認定調査については、再度新制度に

よる調査で判断基準が変更になることから、９月

中旬に上川保健福祉事務所名寄地域保健福祉部に

おいて認定調査員現任研修がされることになって

おります。市といたしましては、認定調査の際に

日ごろの状況をより重視することや一部の調査項

目の判断基準が見直されることにより、今後これ

までよりも詳しく日常の状況についてお伺いをす

ることから、本人、家族に対して広報や電話等で

の説明で周知することを初めとして、認定調査員

の調査技能等資質向上に努めてまいりたいと考え

ております。

次に、認知症支援について申し上げます。初め

に、本市での認知症の現状と取り組みについて申

し上げます。本市での認知症と推定される方の実

態は、要介護認定時の医師の意見書や認定調査員

のデータをもとに推計したもので、平成２０年７

月時点では要介護認定者及び要支援認定者の合計

３２２人中７４６人と思われます。これらの方

の認知症の程度は、自立度２以上からＭランクに

相当する方で、症状では買い物ができない、金銭

的管理困難などの軽度の見守りが必要な方から、

妄想、幻覚など重度の介護が必要と範囲は広範で

ございます。この認知症状を認定する７４６名の

方は、介護施設やグループホームに入所されてい

る方が３０２名、病院入院、介護保険外の施設入

所、居宅生活など介護施設等以外の場所で生活さ

れている方は４４４名であります。

なお、認知症状を呈している居宅生活者の多く

の方は、介護サービスを利用して生活をしている

状況です。しかし、地域において認知症が疑われ

て医師の診断がされた方や介護認定を受けていな

い人についての把握は十分にできていない現状に

あります。６５歳以下の若年性認知症の実態につ

いても同様で、２００６年厚労省研究班の情報か

ら、発症率は人口１万人に当たり ７人とされ、

名寄市人口約３万 ０００人では７から１１人と

推計されます。若年性認知症は、多くの場合進行

性であるとともに、現役世代が発症した場合、身

体機能、特に運動機能の低下が少ないため、見守

りなど介護負担が大きく、経済的な面も含めて本

人とその家族の生活が困難な状況になりやすいこ

とが特徴であり、社会的な関心が高まっていると

認識しております。市といたしましては、若年性

認知症の専門の相談対応の部署はありませんが、

４０歳以上であれば介護保険サービスの利用は可

能であり、また精神障害手帳の取得や障害者自立

支援法に基づく障害福祉サービスの利用、通院医

療費助成制度、障害年金の受給、障害手当の受給、

成年後見制度の利用等、利用可能な制度、サービ

スは数多くあり、相談のあった場合は各担当部署

で一人一人のニーズに合わせて対応しているとこ

ろであります。認知症高齢者に比べると、若年性

認知症は少数であり、関心は十分ではなかったこ

とから、若年性認知症の相談を受けた場合は各部

署が連携を図ってよりよい解決に向けて対応して

まいります。また、認知症は高齢者特有の疾患で

あるという誤解もほかの精神疾患と混同される場

合もあり、地域住民が認知症を正しく理解するこ

とで誤解や偏見をなくし、地域全体で認知症とそ

の家族を見守り、支援することが必要であると考

えております。

以上、この場からの答弁といたします。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大き〇生活福祉部長（吉原保則君）

な項目２、温暖化対策について、まず（１）、Ｃ

Ｏ 削減のための具体的施策の取り組みと成果につ２

いてお答えを申し上げます。

温暖化防止対策の本質は大きく２つございまし

て、１つは有害な温室効果ガスをどのように吸収、

固定するか、もう一つは有害な温室効果ガスの排
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出をどのように抑制するかだと考えているところ

でございます。本市の温暖化防止実行計画の達成

率につきましては、議員お話しのとおり平成１９

年度におきましては、全体では基準年度の１７年

度に対し ５％の削減となったところでございま

す。種別で比較いたしますと、電気、ガふリンな

どが増加となっておりますが、他の種別では１

７％から２６％の削減となっているところでござ

います。平成２０年度につきましては、速報値で

ございますけれども、達成率が１７年度比 ２％

の削減となり、種別では平成１９年度において増

加いたしました電気、ガふリンなどのうち、電気

につきましては ３％の増となっておりまして、

中でも市立大学の使用料が１７年度に比較いたし

まして５６％の増と大きくなっております。４年

制がそろうまでの平成２１年度までは、各種燃料

の使用量は増加すると想定されております。今後

の対応でございますけれども、庁内の各種会議、

庁内ＬＡＮ等を通じて節電の徹底などを呼びかけ

てまいりたいと考えております。また、ガふリン

につきましても２ ３％の増となっておりまして、

これは分庁方式による両庁舎間の移動がふえたこ

となども想定されているところでございます。今

後の対応といたしましては、エコドライブの実践、

公用自転車の利用等、職員の消費抑制意識の向上

に努めてまいりたいと考えているところでござい

ます。他の種別につきましては、１ ２％から３

２％の減となっておりまして、本市の温暖化防

止実行計画の策定時からの進捗状況といたしまし

ては、平成１８年度は ７％減、平成１９年度が

６％減、平成２０年度が ２％減となっており、 

２この３年間を見てみますと２３年度におけるＣＯ

削減目標の ５％を上回っている状況と見ている

ところでございます。今後におきましても可能な

限り使用量を削減し、２３年度における使用量が

基準年度以下、もしくは同等とすることを目標に

努めてまいりたいと考えているところでございま

す。

昨日の高橋議員への答弁と一部重複いたします

けれども、昨年はごみの減量化、ＣＯ 排出量削減２

のためレジ袋の有料化を実施したところでござい

ます。マイバッグの持参率は、現在では９０％前

後となり、飛躍的に伸びた状況となっているとこ

ろでございます。また、温暖化防止につながりま

すごみの分別や減量化、資源化につきましてもご

みをつくらない、再使用する、リサイクルするの

３Ｒ運動への取り組み、さらには産業まつり、ふ

れあい広場など市の大きなイベント時での段ボー

ルコンポストのＰＲの実施、また現在実施してお

ります廃食用油及び古着の回収につきましては、

平成２０年度の廃食用油の回収量は ０２７リッ

トルとなり、夏の間は学校給食センターの配送用

トラックの燃料として使用しているところでござ

います。また、古着につきましても回収量は７３

０キログラムとなり、市の収入としているところ

でございますけれども、これらの事業につきまし

ても今後継続して実施してまいりたいと考えてい

るところでございます。温暖化防止対策の効果を

上げるためには、全国レベルの技術革新や大企業

の取り組みが必要と考えますが、どんな小さなこ

とでも多くの市民が参加でき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

取り組みについて啓蒙、啓発に努めるとともに、

幼児から高齢者まで多くの市民が参加できるさま

ざまな取り組みや民間の事業所などにもお願いし、

ＣＯ 排出量の削減に向け取り組みを進めてまいり２

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、（２）の循環型社会の創出についてお尋

ねがございました。現代社会は、大量に生産し、

大量に使い、大量に捨てる社会と言われています。

しかし、循環型社会は天然の資源をなるべく使わ

ないようにし、できるだけ環境に負荷をかけない

生活をしていく。そのためには、廃棄物の発生抑

制、再使用、再資源化のいわゆる３Ｒを徹底する
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ことが大事なことだと考えているところでござい

ます。国では、日本における循環型社会の形成を

推進する基本的な枠組みとなる循環型社会形成推

進法が平成１２年６月に制定され、現在の大量生

産、大量消費、大量廃棄型の経済社会から脱却し、

環境への負荷が少ない循環型社会への実現に向け

た取り組みを着実に進めることとしております。

循環型社会を実現するためには、温暖化防止対策

が非常に重要なことでございまして、前段の質問

でもございましたが、本市では平成１９年度から

２３年度の５カ年を計画期間として名寄市地球温

暖化防止実行計画を策定し、温室効果ガスを平成

１７年度比 ５％の削減を目標にしているところ

でございます。

お尋ねのございました循環型新産業に対する支

援につきましては、この循環型新産業に限定した

ものではございませんが、名寄市の企業立地促進

条例におきまして工場、研究施設等の設置に対す

る助成措置を設けているところでございます。ま

た、国の循環型社会形成推進、道の循環型資源利

用促進施設設備整備に対する補助金制度もござい

ますが、補助要件が限定されてございますので、

企業等で新規に事業を起こしたいという相談があ

った際には補助金の内容等を道に相談しながら紹

介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。

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、自然環境〇教育部長（山内 豊君）

保全についてお答えをいたします。

初めに、名寄市の自然資産の保全につきまして

お答えいたします。平成２１年７月２３日の文部

科学省の告示により、名寄市の日進と智恵文地区

に所存する九度山の山に部分の約 ２ヘクタール

が国の名勝に指定されました。これにより天然記

念物として既に指定の鈴石、高師小僧合わせ国指

定の文化財は３件となりました。今回指定の九度

山につきましては、先住のアイヌの人たちが毎日

の祈りの対象や日常生活での目印となる大切な山

として伝承されていたこと、今日に至るまでスキ

ー場と一体となり、四季を通じて市民に親しまれ

ている点が評価されたところであります。これら

の自然資産の保全については、該当地区そのもの

の保全とそれを市民の文化、教育活動の中で広く

利活用していただくことが大切なことは議員御指

摘のとおりであります。九度山の山に部につきま

しては、もともとスキー場の保護体でもあり、所

有者の国有林では保健保安林、道有林では土砂流

出防備保安林として今後も現状のまま保存される

部分であります。名勝の指定に伴い、名寄市が管

理団体として管理計画の策定が求められます。今

後の対応としましては、年内にも名寄市文化財審

議会に管理計画の指針について諮問する予定でご

ざいます。さらに、関係機関との協議を交えなが

ら、管理計画の準備を進めてまいります。また、

指定意義の理解を深めるためにピヤシリスキー場

に説明看板を設置するほか、夏の間は指定地を間

近に見上げることができる九度山の登山道の活用

を呼びかけてまいります。さらに、指定理由とな

ったアイヌ文化の理解に向けては、博物館の普及

事業や学校教育への情報提供を進めたいと考えて

おります。名寄市には、国指定以外に市指定文化

財として、自然分野では東風連のグイマツ、名寄

公園のミズナラ林もあります。ほかにも自然物や

景観のすぐれた環境的財産につきましては、地域

の方々からの協力も得て情報の収集を進めてまい

りたいと考えておりますので、御理解のほどをお

願いします。

次に、環境活動についてお答えします。名寄市

においても社会の変化、生活様式の多様化、また

安全確保の面などから、子供たちの自然に親しむ

機会が減少傾向に陥ることの懸念がされています。

議員のお話のとおり、四季の変化を楽しみ、自然

の中で遊び、動植物に触れるなど発達段階に応じ

て自然に直接かかわる教育活動は大切であり、各

学校においてもいろいろな取り組みをしておりま



－108－

平成２１年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

す。例えば市内の各小学校においては、公園など

身近な自然に定期的に出かけ、四季折々に変化す

る草木や虫など生き物の不思議さに興味を持たせ

る生活科の学習を通しての取り組みが行われてい

ます。また、南小学校などでは田植えや畑作物の

栽培活動、智恵文中学校では智恵文沼で水質検査

や微生物の調査など、身近な自然に主体的に働き

かける理科や総合的な学習の時間を活用して行っ

ております。そのほかにも名寄中学校では炊事遠

足やサイクリング、下多寄小学校や中名寄小学校

ではカヌーやいかだ下り体験など、身近な自然に

積極的にかかわる活動を通して環境に関心を持ち、

環境を保全し、よりよい環境の創造に主体的に参

加する態度を育てるなど、それぞれの学校におい

て特色のある取り組みをしてございます。

これらの活動を実施するに当たっては、北国博

物館学芸員や河川事務所職員、保健師や税務署職

員による専門的知識、理髪店主や琴師範、コミュ

ニティカレッジの皆さんなど、その道に秀でた人

たちとの触れ合いを通して郷土を愛する心を育て

る活動に取り組んでおります。また、今年度は道

徳教育の中で「郷土を知ろう、名寄の一番の自

慢」と題してふうれん特産館代表の講話を計画し

ている学校もございます。ただいまお話のござい

ました九度山につきましては、本市で作成してお

ります３、４年生用の社会科副読本に追加するな

どしながら周知を図り、ふるさとを知り、愛する

心を育てるための地域教材として活用してまいり

たいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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４点目の人事管理についてお答

えいたします。

臨時、非常勤職員は、労働基準法が適用されま

すが、同時に任用等におきまして地方公務員法に

基づくものとなっております。現在各地方公共団

体においては、多様化、高度化する行政ニーズに

対応するため、多様な任用、勤務形態等の臨時、

非常勤職員の活用がなされ、一方その任用のあり

方の検討が求められてまいりました。総務省にお

きましては、平成２０年７月に地方公務員の短時

間勤務の在り方に関する研究会を設置し、平成２

１年１月に同研究会の報告書がまとめられ、この

報告書を踏まえ、本年４月に「臨時・非常勤職員

及び任期付短時間勤務職員の任用等について」に

より通知がなされたところであります。この通知

によりますと、任期については原則１年以内とさ

れ、報酬等は職務給を原則とするものであり、ま

た再度の任用する場合においても成績主義、平等

主義の原則を踏まえ、あくまでも新たな職に改め

て任用されたものとして手続を行うべきであると

されております。

名寄市におきましては、任用期間を最長１年以

内と定めており、また再度任用する場合は雇用調

整を行いながら、２カ月前に本人に再任用の希望

の有無を確認し、賃金、任用期間を明記した辞令

等を交付しているところであります。賃金、報酬

等は、あくまで１年雇用を基準に一定の経験、生

活水準の維持等を考慮し、職種に応じて、さらに

は資格の有無による固定給としております。先ほ

ど総務省の研究会が行った全国の地方公共団体の

調査結果によりますと、再度任用時の報酬等を変

更しない団体は、一般非常勤職員は約７５％、臨

時職員は約８５％となっております。また、事務

補助員の１時間当たりの平均額は一般非常勤職員

では９０２円、臨時職員では７９６円となってお

り、この数字より当市は幾分上回っている状況と

なっております。臨時、非常勤職員の任用につき

ましては、今までにおきましても再度の任用を含

め、制度趣旨を周知しながら、各法に基づき手続

を行ってまいりましたが、今後は今回の総務省の

通知に基づき、今まで以上に留意して取り進めて

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）
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それぞれに御答弁を〇６番（佐々木 寿議員）

いただきましたので、私のほうから再質問と要望

を申し上げていきますので、よろしくお願いした

いと思います。

まず初めに、福祉事業についてでございますけ

れども、先ほどの御答弁によりますと、地元新聞

にありましたように４月に認定の調査方法を改定

するという報告と１０月１日からの申請で適用に

なりますよという報道が流れたわけであります。

そして、更新件数が７４件あって、区分が下がっ

たというのが４件あったと。５月には、区分が下

がったのが１３件あったということについて、こ

れについて問題、問い合わせはなかったというこ

とだったのですが、これは本当になかったのでし

ょうか。電話も一件もなかったということでしょ

うか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

４件の苦情とい〇福祉事務所長（小山龍彦君）

いますか、部分につきましてなのですけれども、

電話の問い合わせの内容ですけれども、そのうち

３件の方につきましては、きのう確認した内容で

はいわゆる介護のサービスを受けていないという

方でございまして、変更があっても介護のサービ

スに影響のない方ということでございまして、も

う一件につきましては単なる問い合わせというふ

うに確認しております。

以上でございます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私の質問にもよりま〇６番（佐々木 寿議員）

すけれども、この問題につきましては認定調査員

の判定が物すごく影響するということなわけであ

ります。例えば要介護で認定されてもおかしくな

い人が要支援になったとか、あるいは先ほど非該

当と認定されたという方は介護保険が受けられな

いということになります。これは、いろいろと考

えられるのですけれども、調査員の調査に問題が

あったのか、あるいは主治医の意見書にきちんと

利用者の現状が明記されていなかったのか、ある

いは介護認定審査会においての審査が不十分だっ

たのかと疑えばこれ切りがないわけでありますけ

れども、いろんな問題に対して利用者は、例えば

そういうふうに判定された場合に制度がそのまま

いって普通の今までなった認定度であればいいの

ですが、下がった場合は不服な方が多分にいるの

ではないかと思います。そういう中で、利用者は

不服な中で、例えば不服の申し立てという制度を

これは知っているか知らないのか、今までに調査

員とか、あるいは市のほうで、行政のほうでそう

いうことを説明したのか、そういう対応はどうい

うふうになっているのか、ちょっと伺いたいと思

います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

制度の周知の中〇福祉事務所長（小山龍彦君）

で従前の介護認定から変わった場合は、従前の認

定を継続して適用するか否かにつきまして御本人

の確認をとっているということでなっております

ので、制度のほうの周知は十分しているかと考え

ております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も４月から再度国〇６番（佐々木 寿議員）

のほうから追加の形で今までの認定されている方

はそのまま継続してもいいということが通達され

ているわけでありますけれども、その不服の方に

ついて、例えばこれ道に対する不服申し立て、こ

れについては行政不服審査法、これに定められて

行政の処分に対する不服申し立ての一つなわけな

のですけれども、これはそれに基づいて介護保険

審査会に対して不服申し立てると。そして、これ

は６０日以内にやらないといけないというものが

あります。それから、もう一つは、市のほうで対

応する区分変更申請、これは約３０日以内に出さ

なければいかぬと。こういうことが利用者は本当

にわかっているのかどうかということが問題だと

思うのです。これは、調査員もそういうことを説

明しながらも、やっぱりこれからも取り組んでい

かなければいけないと思いますので、その辺も含
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めて、きょうですか、たしか認定員４６名に説明

会を開くということでありますけれども、その辺

を含めてしっかりと対応していただきたいと、こ

ういうふうに思います。いずれにしましても、項

目数が減ったからといって確認は絶対しなければ

いかぬわけです、現場に行って。それで、やっぱ

りこれは時間がかかることなのです、一人一人の

認定をするというのは。これは、やっぱり手を抜

かないでしっかりと対応するところが、認定員も

そういうところをきちっとやっておかないと問題

が起きるのではないかと思いますし、認定を下げ

られた方はさらに大変なことになるということに

思いますので、しっかりとその辺の対応をしてい

ただきたいということを要望して、次に移りたい

と思います。

先ほどの認知症のことについて、これは大阪府

の豊中市における地域包括支援センターでやって

いる、エンディングノートというものをやってい

ます。これ御存じでしょうか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと存じて〇福祉事務所長（小山龍彦君）

おりません。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

このエンディングノ〇６番（佐々木 寿議員）

ートというのは、今までの人生を振り返って、こ

れからの人生を生き生きと自分らしく生活するた

めに何を準備すればいいかと。自分の思いを周囲

の人にどう伝えるかということで、老い支度を考

えるためのノートだということなのです。これは、

ＮＰＯ法人のニッポン・アクティブライフ・クラ

ブが平成１５年に作成されたのでありますけれど

も、遺言書とは違って、要するに法的な拘束力は

全くありません。御家族とか愛する人への思い、

感情の気持ちなど幅広く自分の気持ちをノートに

書いていくと。これが大いにこれからの認知症に

役立つということなのです。ひとり暮らしの老人

の方の、独居老人の高齢者の方にも大変役立つも

のだと私は思います。いろいろと認知症の場合に

は、認知症になったのかなっていないのかという

こともわからないと。あるいは、後でこれでは８

０になって、本当に認知症になって、経済力はあ

るのですけれども、その財産をどういうふうにし

たらいいのかわからない。家族か身寄りもいない。

こういう場合においてはこれ大変なのですが、そ

の場合には成年後見制度というのがあるのですけ

れども、これは成年後見制度というのはあくまで

もやはり本人がお金のことになるとなかなか進め

られていかない制度だと思います。したがって、

エンディングノート、これを取り入れるという考

え方はどうですか、見解は。お伺いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話を伺って〇福祉事務所長（小山龍彦君）

おりまして、名寄市の場合ではことしの３月でし

ょうか、成年後見制度ということで、こういう部

分で研修会等も行っておりまして、当然議員が懸

念されておりますとおり最後の部分になりますと

自分で判断ができなくなるということが出てくる

から、その前段でその後をどうするかという部分

になるのですけれども、成年後見制度というのは

なってからの場合でも適用できますし、その前段、

まだ意識がしっかりしているうちからも適用でき

るという制度でございますので、この部分につい

てはこれからも再度市民周知を図っていきたいと

思いますけれども、御指摘がございました、エン

ディングノートということでよろしいですね。私

のほうもこれからこの内容につきまして担当職員

も含めて少し調査研究してまいりたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ取り入れて、今〇６番（佐々木 寿議員）

後の独居老人も含めても参考になると思いますの

で、ひとつ対応していただきたいと思います。

それから次に、温暖化対策のことについて１点

だけ質問させていただきますが、私が１９年１２

月にこの中で温暖化対策について質問いたしまし

た時期に１０項目の取り組みという家庭でできる

ものがあったのですが、これ先ほど市の中では庁



－111－

平成２１年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

舎内だけに限って削減の努力して数字を求めてい

るわけでありますけれども、市民に対してもこの

１０項目の中から例えば月に１日を指定してこれ

を協力してもらうというような形をとったらいか

がではないかと思いますけれども、ちょっと見解

を伺いたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま市民と〇生活福祉部長（吉原保則君）

いうか、家庭でできる温暖化対策の関係でお話が

あったと思いますけれども、先ほどの答弁でも申

しましたように今後につきましては幼児から高齢

者までみんなができる小さな取り組みということ

で考えておりまして、特にその中ではこの１０項

目の中には節水だとか節電関係ございますけれど

も、みんなができる部分でいけば電気の節電に係

る部分がみんなが取り組める部分でないかと考え

ておりますので、この中の特に待機電力を５０％

削減するだとか、家族が同じ部屋で団らんを行い、

暖房と照明の量を減らす、そこら辺を重点に市民

の皆さんの協力を仰ぐ取り組みなどを今後進めて

まいりたいと考えております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いした〇６番（佐々木 寿議員）

いと思います。

それとあと、自然環境保全につきましては御答

弁をいただきましたけれども、保全というのは御

答弁にもありましたように管理をしっかりとして

保存するということが大切だと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。また、子供たち

にも本当に自然に親しむ機会が少ないのではない

かと。これやっぱりその学校、学校で、一部の人

には子供たちもやっている事業というのがありま

すけれども、全体として統一されたものが、自然

に親しむ環境を取り入れる、そういうものに親し

む教育というのがないように思われますので、次

年度からでもその機会をしっかりと設けていただ

いて、子供たちの自然の環境について考えていた

だけたらというふうに要望しておきます。

それからあと最後に、人事管理についてですけ

れども、初めに私のところに１通封書が来まして、

手紙来たのです。それで、この中はある場所で名

寄市以外から雇って、あるいはその者がずっと継

続されていると。これは、公募しないで入ったと

いうことが書いてありました。これは、こういう

事実があったのかないのか、ちょっとお伺いした

いと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

具体的なことにつ〇総務部長（佐々木雅之君）

きましては、後から担当のほうに御指示いただけ

ればと思いますが、原則臨時職員等につきまして

は１年間限りの事務補助的な雇用と。それから、

専門知識を持った嘱託職員とか、各種臨時職員等

につきましてもほとんどが公募をしています。そ

れから、専門知識を持って他に得がたい人材であ

る場合についてはこちらのほうで選考させていた

だいてする場合ありますけれども、原則は公募方

式をとっております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇６番（佐々木 寿議員）

いずれにしても、やはり雇っている臨時、非常

勤の方々が本当にそういう規則とか何かもわかっ

ていないのではないかというのがこの問題の事項

にも起きてくるのではないかと思います。例えば

これからも市は２２年度に職員を募集しているわ

けなのですけれども、今年度末では定年者が１９

人、それから１８年から２５年までは１５０人と

いう報道をされたわけですけれども、これから非

常勤とか職員の話が、これがまたふえてくるので

はないかと思うのですが、やはり採用、任用する

場合にこういうふうになっているのですよという

ことをしっかりと採用した時点で御説明をしてい

ただいて、それで公平な勤務をしていただくとい

うふうなことにやっていただきたいと、こういう

ふうに思います。やっぱり不公平が出るというの

はそういう規則がわかっていないということが一

番にあると思いますので、どうぞよろしくお願い
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したいと思います。

以上で私の質問を終わります。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５３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。

文化ホール建設について外２件を、駒津喜一議

員。

議長より御指名がござ〇９番（駒津喜一議員）

いましたので、通告どおりに質問をさせていただ

きます。

まず、大項目の１番目として、市民文化ホール

の建設について質問いたします。文化ホールの建

設は、名寄市の総合計画の中でも主要案件の一つ

でもあり、市民文化にかかわる関係者を初め、一

般市民が長年熱望している施設でもございます。

さらに、近年市民会館ホールの老朽化による建て

かえの必要性から、再検討されている案件でござ

います。３月第１回定例会にて、座席数５００人

以内のホールを駅横に設置してはどうかの提案に

対して、文化ホール並びに市民会館の建てかえを

庁内で検討するという答弁をいただきました。そ

の後庁内検討チームによる検討会並びにアンケー

トが実施されていますが、先般５月に実施されま

した市民へのアンケートの結果分析並びに専門ア

ドバイザーを交えた庁内検討プロジェクトチーム

による検討会では、座席数等規模並びに建設予定

地などについてどのような検討がされたのか、経

過内容をお聞きしたいと思います。

また、このままで計画が推移していけば資金面

においてはまちづくり交付金並びに合併債の併合

で計画されると推測されますが、文化ホールは市

民文化の向上並びに地域交流の拠点にもなること

から、文化面ではなく、にぎわいの創出など地域

の活性化にも関連し、これからのまちづくりにも

大きく影響がある施設事業でございます。文化ホ

ールの建設によるまちづくりとの連携をどのよう

に持たせていくのかお聞きしたいと思います。

次に、大項目の２番目として、市立病院の整備

についてお聞きいたします。名寄市立総合病院は、

地方センター病院として他の地域と連携しながら、

地域医療の充実をより推進する役割を担っており

ます。平成１７年から外来患者並びに緊急患者の

受け入れ態勢の整備により、ともに増加傾向にあ

ります。必然的にあわせて病院周辺整備も対応し

ていくことになりますが、今後予定されている地

域医療再生事業計画による道北ドクターヘリの運

航によるヘリポートの設備を含む周辺整備の計画、

さらに多様化する広域医療に対応するための地域

医療ネットワークシステム構築について、先般市

長の行政報告でも述べられておりましたが、具体

的にどのように進めていかれるのかお聞きしたい

と思います。

あわせて、病院周辺の駐車場は常に満車状態と

なっており、利用する市民にとっては大変不便な

状態が続いております。この駐車場の対応につい

ては、さきの臨時議会にて臨時交付金で駐車場整

備をすることになっておりましたが、現在どのよ

うに進められているのか、その状況についてお聞

きいたします。

大項目の３番目として、独居高齢者に対する支

援についてお聞きいたします。名寄市の高齢化は、

現在６５歳以上の割合が２６％を超え、年々増加

傾向にありますが、中でもひとり暮らしの世帯は

消防年消によりますと １８２世帯にもなります。

この高齢者の福祉対策として、独居高齢者への支

援はどのようになっているのかお聞きしたいと思

います。

大項目の２点目として、近年個人情報保護法に

より個人の情報が把握しづらくなっております。

医療面で緊急を要する事態に対し、個人の情報、

特に健康保険情報、かかりつけの病院、緊急の連
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絡先などの治療情報をいち早く入手することが生

命の救済に役立つことになります。こうした緊急

時にいち早く対応するために、決まった場所に医

療情報があるという形が固定的になれば、独居高

齢者にとっては有益な支援対策となります。具体

的に医療にかかわる情報カードを容器に入れ、ど

この家庭でもある冷蔵庫に収納しておく。緊急の

場合、必ず冷蔵庫をチェックして対応することが

できるわけです。この情報カプセルを活用してい

る地方の行政では、独居高齢者だけではなく、希

望する住民に配布しているところもあり、この広

がりは全国的に広がっているようでございます。

現在では、町内会で配布しているところもありま

す。この情報カプセルについては、昨日の高橋議

員の質問がありました命のカプセルと同じもので、

正式な名前は決まっていなく、いろいろな名称が

ついております。またさらに、質問内容も同じ内

容ではございますが、独居高齢者の支援策という

面でお聞きしたいと思います。

以上、大きな項目３点にわたり質問させていた

だきますが、最後の質問を含め、昨日の他の議員

各位の質問と重複するところもございますが、そ

れぞれ御答弁をいただき、この場での質問を終わ

りにしたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな項目で３点に〇教育部長（山内 豊君）

わたって御質問がありました。１点目については

私から、２点目については病院事務部長から、３

点目は福祉事務所長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

大きな項目の１、文化ホール建設について御質

問いただきました。初めに、検討会での進行状況

についてということでございます。市の職員２０

名で設置いたしました文化ホール庁内検討プロジ

ェクトチームによる会議につきましては、さきの

大石議員の質問にお答えしたとおりでございます

けれども、５月１３日から８月２１日まで４回開

催し、ホール施設に明るい専門家による情報提供

や各部にわたる職員から活発な意見をいただいて

いるところでございます。利用団体に対するアン

ケート結果では、市内ホールの利用団体が調査対

象だったため、８７％が必要と回答してございま

す。客席数については、４００席から８００席の

規模が７８％を占めておりました。また、付随す

る機能として舞台の奥行きや音響に対する要望が

多く、バリアフリーに配慮した施設整備をとの意

見も多く見られました。検討会議の中では、駐車

場の確保や管理費節約のためには現在の文化セン

ター横に建設との意見、南広場や駅前横などが便

利との意見も出ておりました。客席数については、

固定、移動にかかわらず５００席から６００席が

望ましいとの意見が多かったように思います。今

後も年度内は毎月１回の検討会議を予定してござ

います。

次に、まちづくり交付金事業との連携について

お尋ねがありました。９月号の市広報に折り込み

ました文化センター建設についてのお知らせの中

に、市では国土交通省が所管するまちづくり交付

金などを財源として、名寄駅から市民文化センタ

ーまでを結ぶ一体的なにぎわいの動線をつくる構

想を立てていますとのお知らせをいたしました。

文化ホール建設は、その柱となる事業として、文

化の振興だけでなく、多くの地域住民が集い、利

用しやすい施設としての機能が期待されておりま

す。ＪＲ名寄駅から商店街、町中広場、病院、そ

して市民文化センターとにぎわいの動線をつくり、

市街地再整備による都市機能の強化と高齢化社会

に対応した公共交通ネットワークの整備などによ

る中心市街地の再生を目指すこの計画の中で、文

化ホール建設は幅広いジャンルの文化を地域住民

が楽しみ、さまざまな年代の人が出会うコミュニ

ティーの場、まちづくりに結びつける地域文化を

創造する場として考えられております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）
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うから市立病院の整備についてという御質問があ

りましたので、答弁させていただきます。

最初に、地域医療再生事業についてのお尋ねで

ありますが、昨日の佐藤靖議員からの一般質問に

もありましたので、一部重複する部分もあります

けれども、お許し願いたいと思います。この事業

は、国の緊急経済対策の一環として、２００９年

度補正予算で地域医療再生基金として予算措置さ

れたものであります。事業の趣旨は、昨日も御説

明させていただきましたが、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、

対策強化などを取り組む２次医療圏単位に財政支

援をされるものであります。名寄市立病院では、

上川北部の医療圏域の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、ＣＴ、Ｍ

ＲＩ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には旭川日赤を基地病院として道北に配

備されますドクターヘリの救命率向上を図るため

のヘリポートの設置、そして平成１５年１月以降

旭川以北から稚内間の精神医療を唯一担っている

精神科病棟の改築を事業内容として、７月２８日

に名寄保健所経由で道に提出したところでありま

す。

次に、本年７月９日に臨時議会において国の地

域活性化・経済危機対策臨時交付金として、地域

診療施設整備事業費として補正予算措置したこと

について御説明いたします。これは、当面の措置

として病院の周辺の駐車場を整備しようとするも

のであります。駐車場整備につきましては、２カ

所計画しておりまして、１カ所は市内西６条南７

丁目の宅地と木造住宅を購入して隣接している既

設の病院駐車場と一体化して利用しようとするも

のであります。また、もう一カ所は病院が所有し

ております西７条南９丁目の３棟の医師住宅を解

体して、新たに駐車場として整備しようとするも

のであります。いずれも現在入居されている方々

の移転先が決まり次第整備を行う予定でございま

す。

以上、答弁とさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは、〇福祉事務所長（小山龍彦君）

独居高齢者に対する支援についてお答えをいたし

たいと思います。

最初に、（１）の緊急時の対応策ということで

ございまして、救急車の出動件数の種別と高齢者

の利用割合についてお答えを始めてまいりたいと

思います。名寄消防署が作成いたしました平成２

１年度消防年報から利用状況を申しますと、救急

車の出動回数は ０４８回で、うち不搬送の件数

は８３件で、搬送された件数は９６５件でござい

ます。搬送された人数で申しますと、９８３人と

なっております。救急車出動の事故種別では、急

病６４５件、一般負傷１６１件の傷病合計８０６

件が出動総数の７ ９％に当たります。搬送され

た方の９８３人で年齢別の分類では、乳幼児が３

５人、 ６％、少年が同じく３５人、 ６％、成 

人が３４３人で３ ９％、老人は５７０人で５ 

０％と救急車により搬送される市民の６割の方が

高齢者による利用でございます。

また、当市では平成４年から独居老人世帯等に

対して緊急通報システムを設置し、緊急事態に対

して迅速かつ適切な救護体制を整備しています。

現在設置してある機種は、火災警報を備え、相談

窓口や消防署にワンタッチでつながるもので、市

内全体で約２５０台が設置されております。平成

２０年度の利用状況では、３９４件の通報がござ

いましたが、誤報１８７件など軽易に処理できる

ものが多く、救急の出動は２８件となっておりま

す。

次に、独居高齢者に対する支援についてお答え

いたします。独居老人や高齢者世帯、また要援護

者の状況把握に当たっては、市や社会福祉協議会、

消防署などで所有する情報の共有化に手がけてい

るところであり、通常のサービスを初め万が一の

平成２１年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号
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場合に即座に対応できる体制の整備を図っており

ます。緊急通報システムの設置者はもちろんのこ

と、名寄消防署で把握している情報で大方の救急

出動には対応できる状況にあり、これらを含めて

すべて緊急情報として緊急体制はできているとい

うふうに考えております。

次に、（２）番目の緊急医療情報キットの導入

について申し上げます。昨日の高橋議員からも命

のカプセルという名称で同様な趣旨のお尋ねがご

ざいました。内容が重複する回答になりますが、

お答えを申し上げます。昨日の答弁で、緊急医療

情報キットを配布する旨についてお答えをいたし

ました。配布は、高齢世帯の万が一の救急時に備

え、個人の医療情報や緊急連絡先など書き入れた

ものや持病の服薬等を一つの容器にまとめ、冷蔵

庫など特定の場所で保管し、緊急時に救急隊員の

搬送後の処置の迅速化への対応を考えております。

具体的には、この緊急医療情報キットが高齢者の

命の綱となり、また地域ネットワークの中で要援

護者の情報共有をこの配布によりさらに進めてま

いりたいと考えております。議員各位におかれま

しても、この推進に当たりましては御協力、御尽

力を賜りますようお願い申し上げまして、この場

からの答弁といたします。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、それぞれに〇９番（駒津喜一議員）

お答えをいただきましたので、私のほうからは再

質問あるいは要望等をさせていただきたいと思い

ます。

壇上の質問とは順番がまるっきり逆になります

けれども、最初に独居高齢者の支援についてでご

ざいますが、年々ふえていくこういった高齢者の

ための対策というのがこれからもしっかりしてい

かなければいけないという部分では、いろいろな

面で推進しなければいけないのですけれども、そ

の一つとして昨日も質問ありましたいろいろな医

療関係、あるいは連絡先などの大切な情報をこう

いった命のカプセルというか、情報カプセルとい

うか、こういったものに入れて、そういったこと

が非常に独居老人にとっても安心できる体制づく

りというのができると思いますので、ぜひ進めて

いただきたいのですけれども、この容器に関して

１つだけ提案させていただきますけれども、容器

そのものに意味があると思いますので、自分の命

の大切な情報を入れる、保管する容器として、や

はり統一された図柄で、そして救急隊員があるか

ないかわからない状況の中で冷蔵庫をあけて、ほ

かの容器で代替してもいいのですけれども、余り

にも似通った容器が冷蔵庫にあると救急隊員も見

逃す場合もあるし、そういった早く見つけるとい

う観点から見れば、決まった容器に、絵柄で設置

するほうが保管する側も大切に保管しますし、見

つけるほうも早く見つけられるという面で、昨日

の高橋議員に逆らうわけではございませんけれど

も、決まった指定の容器を使ったほうが効果が上

がるのではないかと思いますので、これから今後

こういった容器の導入に関して検討される場合に、

ぜひひとつこのことを考慮に入れていただきたい

なと思いまして、要望とさせていただきます、こ

の件に関しては。

続いて、市立病院の整備についてですが、ドク

ターへリポートの設置についても含めて申請をさ

れているということでございますので、現在の病

院の屋上ですか、考えられるのはそういう場所、

位置だと思うのですけれども、現在の病院ではち

ょっと無理ではないかという話も聞き及んでおり

ますので、現実的にどういったところが予定地と

して計画されているのかお聞かせいただきたいと

思います。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ヘリポ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

ートの位置なのですけれども、平成４年に建てた

本館、この５階部分がまだあいているのですけれ

ども、この部分については強度検査というか、構

造自体がもたない構造ということで、平成４年に

建てたということで、そういうことで確認されて
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おりますので、敷地内というか、本館には無理と。

あと、できれば例えば一例として精神科を改築し

たときに屋上に強度を備えたものを建ててヘリポ

ートするか。例えばこれは一番効率のいいのはそ

ういうことなのですけれども、もしそれができな

いようであればまた別なところに新たに土地を購

入して、そこから市立病院に搬送していただくと。

そういったヘリポート基地の整備が考えられます。

以上です。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の段階では特定でき〇９番（駒津喜一議員）

ないという部分が残っているのですけれども、こ

れも時間を争うというか、いち早く搬送しなけれ

ばいけないという面では、できるだけ病院に近い

ほうが便利でないかなというふうに思いますので、

またこれから精神科病棟の改築などに、そういっ

た屋上ですか、精神科病棟の新しい屋上にこうい

ったヘリポートがあれば大変効率がよい状況なの

で、こういった設備を含めて、これから精神科病

棟の整備を含めて、いろいろな意味で期待をした

いというふうに思っておりますので、ぜひ計画の

とおりいくことを願っております。

駐車場についてですけれども、駐車場について

は本当に市民も小さい駐車場が点在しているとい

う現状がざいますので、まず初めに一番近い駐車

場に行き、ここがとまれなかったら次に近い駐車

場に行き、そしてまた次の、そういうめぐりめぐ

るというか、結局は一番遠い駐車場に駐車しなけ

ればいけないという、そういった状況に遭ってい

る市民が多くいらっしゃいますので、これからい

ろいろな意味で立体駐車場にして、なるべくそう

いった負担を市民にかけないという意味で、今後

駐車場について検討される場合は立体駐車場とい

う構想もぜひ取り入れていただいて、今後の計画

に入れていただければいいのかなと、このように

思っておりますので、この件については駐車場に

ついてはできたら立体駐車場に計画をしていただ

きたいというのを要望しておきたいと思います。

次に、文化ホールの建設について質問をさせて

いただきます。建設場所はまだ確定はしていない

ということでございますけれども、先日大石議員

の質問にもちらっと触れておりますけれども、先

般広報の会報の中に１枚物のペーパーが挟まって

おりまして、文化ホール建設についてのお知らせ

というペーパーなのですけれども、最初の１節な

のですけれども、その中で、読んでちょっと紹介

させていただきますけれども、名寄駅から市民文

化センターまでを結ぶ一体的なにぎわいの動線を

つくる構想を立てています。文化ホールは、その

柱となる事業としてということで書かれているの

ですけれども、これ読んだ一般、一部の市民の方

が文化ホールは市民文化センターにできるのです

ねと言われて、はっと気がついたのですけれども、

文書の意味合いとして名寄駅から文化センターま

での結ぶ線のところに文化ホールができるのか、

それとも文化センターの横に文化ホールができる

というのを前提としてこの文章を書かれたのか、

その辺の意味合いをちょっと確認をしたいと思う

ので、よろしいでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在まち交の中で論〇教育部長（山内 豊君）

議されている部分でのにぎわいの動線づくりとい

うことで、名寄駅から市民文化センターまでとい

うことであります。その中で現在文化ホールにつ

いては、合併特例債ということを視野にというこ

とでありますけれども、そのほかに財源としてま

ちづくり交付金が利用できると、活用できるとい

うことであるならば、この市民文化センターの横

に文化ホールをという状況で考えられるというこ

とであります。動線のにぎわいというのは、文化

センターだけでなくて、先日も生涯学習フェステ

ィバルでいろんな事業を行っておりますけれども、

町中での出前コンサート、そういったことも含め

て、ただ呼ぶだけでなくてまちの中でもやってい

くといった、そういったようなことも視野にとい

うことが考えられますので、そういったような全
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体的な考え方を持ってにぎわいができるのではな

いかと、そういったような考え方であります。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういう組み立てでこ〇９番（駒津喜一議員）

ういった文書ができたというのはわかりましたけ

れども、ただこれ一般市民がぱっと見て、そうは

理解できないと思います。やはりにぎわいの動線

というのはどういうことかという解説も要ります

し、そして今検討会では場所はまだ確定はしてい

ないという部分も解説に入れるべきだと思います

し、この文章だけでは本当に先ほど申しましたけ

れども、文化センターに文化ホールができるのだ

なという受け答えをする市民がほとんどだと思い

ますので、その辺一生懸命検討チームで専門のア

ドバイザーを入れて検討している案件でございま

すので、ぜひ的確にわかりやすく、そして注意や

解説を入れて誤解のないような表現の仕方で市民

にお知らせするという形をとっていただきたいな

というふうに思っております。

今回の質問に関しましては、ほかの議員と大部

分が重なっておりますので、要望だけで恐縮して

いるのですけれども、最後に市立病院周辺整備と

文化ホール、この２つの事業をあわせてまちづく

りという観点で、副市長なり経済部長なりにお答

えいただきたいなと思っておりますので、お願い

したいと思います。この２つの施設は、それぞれ

の機能によりにぎわいの創出となりますし、まち

づくり事業に該当する事業でもあります。病院に

ついては、ほぼ中心街に位置しておりますので、

私が希望しております立体駐車場が今後建設され

ることになれば、まちづくり事業の交付金の事業

にも該当いたすところでもございます。医療、福

祉の面で安心なまちとして、非常に集客力もあり

ますし、にぎわいの創出という面でも病院という

ものは非常に有効的な活性化の一つにはなるので

はないかと思っております。また、文化ホールの

建設場所についても従来の市民会館の立地の位置

から考えても、高齢者の方々にとってもまちの中

にできれば歩いていける、立ち寄れる、そういう

交通の便で非常に便利な立地場所だというふうに

考えておりますけれども、またさらにまちの中と

いうのを具体的に申しますと、今中心市街地の活

性化事業で案に挙げられました３・６街の地区、

そしてまた検討会でも出ておりました南広場、そ

ういった位置にこの文化ホールができれば、駅前

からの動線という無理なこじつけよりも商業界の

商店街の活性化の源にもなりますし、実際商店街

の連合会の役員の何人かにはまちの真ん中に文化

ホールができればいいねというお話もお聞きして

いるところでもございますし、また民間の土地で

も買収すれば空き地、もしくは廃業されたホテル

の跡地という部分もございますので、候補地とし

ては数多く挙げられると思います。これからの中

心市街地の活性化のために文化ホールの建設を中

心市街地に持ってくることが一番理想的だという

ふうに考えておりますけれども、この意見の見解

をお答えいただきたいなと思います。お願いいた

します。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

ホールの建設につきま〇副市長（中尾裕二君）

しては、市民の皆さんからは建設位置につきまし

て町中も含めて幾つかの御意見をいただいており

ます。旧名寄市における議論経過はもちろんあり

ますが、一方で風連地区の市民の皆さんには新た

な課題というふうに受けとめております。近々立

ち上げを予定をしております市民懇話会の中で検

討いただくというふうにしておりますので、この

点につきましては御理解をいただきたいと思いま

す。

さらには、先ほどから議論になっております都

市再生整備計画、いわゆるまち交を活用しての事

業展開を想定しておりますので、今持っておりま

す計画では駅横のバスターミナルと、さらにはい

わゆる３・６街、北洋銀行の跡地、さらには市立

病院の駐車場等を結びながら、ホールができれば

というふうに想定しておりまして、今後建設場所、
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建設規模あるいはホールの性格、内容等につきま

しては市民懇話会の中で鋭意検討いただくという

ことになりますが、当然その中では財源問題、あ

るいは土地の広さの問題、さらには施設の管理も

含めた対応の問題という要件が幾つか加わってま

いりますので、そうしたことで方向性が定まって

いくものと考えております。この全体的な事業に

つきましては、まちづくり交付金事業は着手から

５カ年の事業ということですので、当初の構想が

どこまで具現化できるかということは当然財政問

題もありますし、これからの市民論議ということ

も出てくると思いますけれども、ぜひ今回の機会

に、まちづくり交付金の事業と合併特例債が機能

している間に一定の整備は進めていきたい、この

ように考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

市民懇談会がこれから〇９番（駒津喜一議員）

設置されて、そういう部分も含めて話し合われて

いくと思いますけれども、ぜひこういった声も上

がっているということを考慮いただいて、当然懇

談会の意見を尊重しなければいけませんけれども、

こういった意見をある程度反映させていただきた

いなというふうに思っておりますので、その辺お

願いしたいと思います。

また、近年非常に公共事業等が、来年度も少な

くなってくる見込みでございます。こうした市で

設備する建物あるいは設備について、今後地元の

業者が受注を受ければ経済面においても非常に効

果があることなので、ぜひ早い時期に具体化にな

るように、そのスケジュールについても急がすわ

けではございませんが、早目に進めていただきた

いなと思っておりますけれども、今後の懇談会の

予定については、スケジュールというか、タイム

スケジュールはどのようになっているでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

市民懇話会について〇教育部長（山内 豊君）

は、今のところ１０月上旬というふうに予定して

おりまして、今懇話会の委員さんの選考をしてい

るという状況にあります。先ほど副市長がお話し

したとおり、旧名寄地区においては文化ホールの

部分については過去の経過等も含めて市民の方々

は知っているというふうに思いますけれども、旧

風連の方々については新たな事業ということであ

りますので、そうした名寄市全体での市民のそう

した懇話会の中でこの文化ホールの必要性等なり、

あるいは建設位置等なり決めていきたいというふ

うに思っております。

以上です。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

何回も申しましたとお〇９番（駒津喜一議員）

り、これは経済にとっても効果があることですし、

ぜひ実現に向けて話が建設的に、前向きに進めら

れることを非常に熱望いたしまして、私の質問を

終わらせていただきます。

以上です。

以上で駒津喜一議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

医療負担、介護負担の軽減のために外２件を、

川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇４番（川村幸栄議員）

質問をさせていただきたいと思います。

１つ目に、医療負担、介護負担の軽減のために。

国保税の市民負担軽減について、まずお聞きをし

たいと思います。先月行われました総選挙で、自

公政権に対しノーの審判が下され、昨日新しい政

権が誕生しました。日本共産党は、引き続き国民

が主人公の政治を目指し奮闘していく決意をまず

最初に申し上げたいと思います。

さて、この選挙期間中、多くの皆さんにお話を

伺わせていただいたわけですが、特に年金生活者

の皆さん方から医療費の負担が大きい、重いとの

声があふれるように出されました。１万円札が財

布に入っていないと不安で病院には行かれない、

検査があると１万円では足りないのだよ、病院に

行く日を考えないとならないのだわなど、切実な
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声です。中には、薬も処方せんどおりに飲まずに

１日３回のところを２回にしていると、こういう

人もおりました。年金生活者でも７０歳未満の人

は窓口負担、３割負担ですから、保険税、窓口負

担を合わせると負担の重さは言うに及びません。

行政報告でも国保税の軽減措置を受けている世帯

が半数を超えているとありました。所得の低い世

帯が多いということになります。今新型インフル

エンザの大流行が懸念されている中で、負担の重

さが受診抑制につながってはならないと考えます。

大もとの医療費負担の見直しなどは、新しい政権

に期待するところですけれども、名寄市として今

約３億円ある基金を使って国保税の引き下げを検

討できないかどうかをお伺いしたいと思います。

２つ目に、要介護認定の判定などについてお伺

いします。ことし４月からの要介護認定制度の見

直しで、当初から懸念されていたように介護認定

が軽度化した判定となった事例がふえているよう

です。地元紙の報道によれば、要介護３だった男

性、最も軽い要支援１になり、旧基準では認知機

能について３項目で問題がありと指摘されていた

けれども、新基準による判定では指摘はなかった

と。また、要支援２だった女性は介護サービスが

認められない非該当になっています。このように

介護を担っている現場や介護を必要とされている

方たちの間では、困惑、批判が広がっています。

名寄市の状況はどのようになっているでしょうか。

厚生労働省は、こうしたことから１０月から認定

基準の大幅な修正を行います。保険料は払ってき

たのに、必要な介護サービスが受けられないので

は困ります。安心してみんなが使える制度にして

いくため、今後も認定制度について検証していく

必要があると思います。利用者さんへの対応、経

過措置の実施について、説明などどのようにされ

たのかお知らせをいただきたいと思います。

３つ目に、インフルエンザ菌Ｂ型、ヒブワクチ

ンの接種についてお伺いいたします。細菌性髄膜

炎は、毎年 ０００人もの乳幼児がかかる病気で

す。そのうちの約６割強がインフルエンザ菌Ｂ型

によるもの、約３割が肺炎球菌によるものとされ

ています。初期には発熱以外に特別な症状が見ら

れない場合が多く、診断が大変難しく重篤な状態

となって初めてわかるという恐ろしい病気で、死

亡率５％、後遺症の残る率２０％と言われていま

す。しかし、インフルエンザ菌Ｂ型と肺炎球菌は

既にワクチンができ、世界保健機構、ＷＨＯでは

１９９８年に世界じゅうのすべての国々に対して

乳幼児へのヒブワクチン無料接種を推奨していま

す。また、肺炎球菌ワクチンについても７７カ国

で承認されています。多くの先進諸国では、細菌

性髄膜炎はワクチン接種によって予防することが

できるとし、ワクチンを定期予防化した国々では

発症率が大幅に減少したと言われています。アメ

リカでは１００分の１に減ったと言われています。

日本では、ヒブワクチンは２００８年１２月に

ようやく接種できるようになりましたが、まだ任

意接種のため、４回の接種で約３万円もかかり、

子育て世代には大きな負担です。また、肺炎球菌

ワクチンは乳幼児に接種できるものとしてはまだ

認められていません。ヒブワクチンと肺炎球菌ワ

クチンの公費による定期接種が実現すれば、恐ろ

しい細菌性髄膜炎から子供たちを守ることができ

ます。道内では、浜頓別、幌加内、栗山町が先進

的にヒブワクチンの助成を始めています。苫小牧

市では、細菌性髄膜炎の発症が１０年間で３４人

となっております。死亡や後遺症で２０年以上も

寝たきりの患者もいると報告されていますが、岩

倉苫小牧市長は今月３日の記者会見で、防げる病

気で命を失わないことは子供の権利としてとらえ、

助成制度を設けることにしましたと説明し、来年

４月から独自のヒブワクチン助成制度を新設する

と発表しています。

そこで、まず公費による定期接種化を国に対し

て要請を行っていただきたいと思います。あわせ

て、ヒブワクチン接種に対する助成を名寄市でも

行っていただきたいと思いますが、お考えをお伺
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いしたいと思います。また、乳幼児がいる世帯へ

の周知徹底が望まれるところですが、名寄市の現

状をお知らせください。

大きな２つ目として、安心して利用できる市営

住宅についてお伺いします。１つ目は、施設整備

についてです。栄町５５号団地の集合入り口の階

段、４号棟以外の階段が欠けている状況にありま

す。冬期間では、特に雪などの吹きつけもあり、

危険だと思われます。もう一カ所は、ノースタウ

ンの遊歩道の木片ブロックです。春先の雪解け時

期はぬかるみより危険な状況になっています。こ

の時期でも足元をしっかり注意しながら、やっと

歩けるという状況です。また、雑草も生い茂って

いますが、刈るのにはちょっと難しい状況です。

安全な住環境を提供するためにも早急な整備を望

むところです。整備計画についてお聞かせをいた

だきたいと思います。

２つ目に、家賃についてお伺いします。公営住

宅は、言うまでもなく住宅に困窮する低額所得者

に対し、安心して利用できる住宅を供給すること

が目的です。国民年金だけで生活している高齢者

は、家賃が安いからここにいられる、これ以上家

賃が高くなったら、何ぼ新しい住宅になっても入

れない、こう言っています。現在北斗団地に住ん

でいる世帯や、また古いほうの西町団地、瑞生団

地などに住んでいる低所得者層の方たちへの配慮

についてお聞かせをいただきたいと思います。あ

わせて、現在建設中の南団地への住みかえに対し

て、家賃等の説明についてどのように行われたの

か、お知らせをいただきたいと思います。

３つ目に、基幹産業である農業を守るために、

１つは農地法の改正に対する考え方についてお伺

いをいたします。例年であれば稲穂が重いこうべ

を垂れて銀色に輝いている実りの秋ですけれども、

ことしの稲穂はそうはなっていないようです。消

費者としても大変気になるところです。農家の皆

さんの御苦労が忍ばれるところです。ことし世界

の注目を集めている耕作者主義を原則とした農地

法が改正されました。みずから農作業に従事する

者にのみ農地に関する権利を認めるこの原則は、

農家が安心して営農に取り組める基盤となり、農

外企業による農地の登記や買い占め、農地の多用

途転用に対する防波堤の役割を果たしてきました。

戦後民主主義の原点の一つである農地改革を具体

化し、農業と農村社会の安定の土台となってきた

と言えるものです。この農地法の改正によって、

大企業が大手を振って農業に参入できるようにな

りました。トヨタグループやイオンなどが農業参

入を決め、農産物の生産も、流通をも握ろうとし

ています。そこで、農業を基幹産業としている名

寄市としてのお考えをお聞かせいただきたいと思

います。

２つ目に、日米自由貿易協定、ＦＴＡに対する

考え方についてお伺いをしたいと思います。今自

由貿易が時代の流れだとして、日米自由貿易協定、

ＦＴＡを推進する動きが出ています。日米経済協

議会の委託研究報告書、０８年７月によれば、国

内の米生産の８２％が減少すると試算されていま

す。農水省でも２００７年２月、農産物輸入を完

全に自由化すれば食料自給率は１２％に下がり、

小麦、大豆、砂糖、牛肉の生産は壊滅し、米も９

割減になるという試算を公表しています。日米Ｆ

ＴＡ締結が実現すれば、これが現実のものになる

可能性は高いと言わなければなりません。しかし、

２００８年９月に実施した内閣府の世論調査では、

食料自給率を高めるべきというふうに答えた方が

９３％、外国産より高くても国内で生産すべきが

９４％に達しています。世論は、食料自給率を高

めることを望んでいます。食料自給率向上を国政

の最優先課題にするときとなっているのではない

でしょうか。日本農業が壊滅すると言ってもいい

事態が予測される日米ＦＴＡ交渉は行わないこと

を強く求めるものですけれども、名寄市のお考え

をお聞かせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。



－121－

平成２１年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま川村議〇生活福祉部長（吉原保則君）

員から大きく３点にわたり御質問がございました。

１の（１）につきましては私から、（２）、

（３）につきましては福祉事務所長、２につきま

しては建設水道部長、３につきましては経済部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

それでは、国保税の市民負担の軽減についてお

答え申し上げます。昭和３６年にスタートいたし

ました国民健康保険は、皆保険制度として相互扶

助の理念で病気、けがなどの際に被保険者が納め

た保険税をもとに保険給付を行う社会保障制度と

なっているところでございます。年々増加してい

る医療費に対し、医療保険として必要とする額を

国、道、市からの負担金や補助金などとともに被

保険者から納付された保険税により運営を行って

いるところでございます。国民健康保険税は、従

来から農業者や自営業者が加入する制度でござい

まして、低所得者や高齢者の加入割合が高いとい

った構造的な問題も抱えているところでございま

す。そのために低所得者層には、保険税の公的軽

減措置がございまして、平成２１年度の賦課でも

その所得額に応じて７割、５割、２割の軽減を実

施しているところでございます。また、その財政

基盤が脆弱であることから、今後とも国へ財政措

置の支援や拡充を強く求めてまいりたいと考えて

いるところでございます。しかしながら、現行制

度の仕組みを超えた保険税のさらなる軽減は公平

な負担の原則や適正な保険運営の観点から困難で

あると考えているところでございます。そうした

意味からも保険事業の充実により、被保険者の健

康づくりを推進し、医療費の減額抑制を図ること

が負担の軽減、国民健康保険事業の健全化を求め

る最大のポイントであると考えているところでご

ざいます。疾病の早期発見、早期治療を実現する

ために、国民健康保険では保健センターとの連携

により実施するがん検診や人間ドック、特定健診

と保健指導などの費用負担を基金を活用して行っ

ており、生活習慣病の予防、健康の維持、健康意

識の啓蒙を図る事業など積極的に推進していると

ころでございます。

基金を取り崩しての国保税の負担軽減について

お尋ねがございました。国は、国民健康保険の基

金をインフルエンザなどの予想外の医療給付増に

備え、国保財政の強化のために過去３年間の保険

給付金の平均に対し５％相当額、当市では約１億

０００万円ほどになると思いますが、保有する

ように指導しております。当市の基金は、国など

から財政政策的に支援を受けたものも基金に積ん

で、偶発的高額な医療費の発生などや前期高齢者

交付金に見られるような新たな事業に係る不足な

保険財政の変動に対応する場合など、健全な国保

財政を運営するために運用しているところでござ

います。また、特定健診の財源につきましては基

金から捻出し、被保険者の負担の軽減を図ってい

るところでございますので、ぜひ御理解を賜りた

いと思います。

以上でございます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

川村議員から大〇福祉事務所長（小山龍彦君）

項目についての２番についてお答えをいたしたい

と思います。

大項目１点目の要介護認定の判定についてのお

尋ねがございました。国は、介護保険制度の抜本

的な改正を行い、本年４月から要介護認定方法等

の見直しが実施されましたが、新制度の判定で軽

度に判定される懸念があることから、４月１日か

ら９月末日までの期間限定ではございますが、更

新前の介護度を引き続き選択できる経過措置を取

り入れております。本市においても４月以降すべ

ての介護保険更新認定申請時に経過措置希望調書

の提出をお願いし、適用については本年５月末日

の更新認定者に対して４月１５日の介護認定審査

会から実施しております。８月末日までの要介護、

要支援認定区分で、更新前の介護度より上がった
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方が８９人、変わらなかった方が２８０人、下が

った方が６８人となっております。このうち要介

護度が下がったことにより経過措置を適用された

方は５４人で、経過措置を希望せず、介護度が下

がった方は１４人です。この変更結果についての

問い合わせ、苦情等はほとんどございませんでし

た。１０月から再度改正となる点については、佐

々木議員の答弁でも申し上げましたが、判定基準

の見直しに伴い、認定調査の際に日ごろの状況が

より重視されることから、今後より以上詳しく日

常生活についてお伺いすることになります。この

部分については、広報等で周知することを初め、

認定調査員等が直接被保険者世帯に説明してまい

りたいと考えているところでございます。

続きまして、小項目３番目、インフルエンザ菌

Ｂ、ヒブワクチンの接種について申し上げます。

ヒブと呼ばれるインフルエンザ菌Ｂ型の略称でご

ざいますけれども、今感染拡大が心配されている

インフルエンザウイルスとまるで別個のありふれ

た常在菌の一種でございます。感染は、唾液や鼻

水を介して行われ、５歳ころまでには自然に免疫

が獲得できると言われております。しかし、免疫

を持たない乳幼児が感染するとヒブ髄膜炎を発症

し、時には重症化すると言われ、このヒブ髄膜炎

の年間罹患者数は少なくても６００人程度、５歳

になるまでに ０００人に１人がヒブ髄膜炎にか

かっていると推測されております。また、治療を

受けても５％の乳幼児が死亡し、約２５％の方に

発育障害や聴力障害などの後遺症が残るとされて

おります。

ワクチンの予防接種は、診断、治療の困難なヒ

ブ髄膜炎に対し１００％の予防効果が期待できる

とされ、平成２０年１２月、日本で導入が開始さ

れております。ヒブワクチンは、月齢によって接

種の回数が異なりますが、標準的には生後７カ月

までに３回、その後１年後に１回受けるのが望ま

しいとされております。これを受け、当市におい

てもヒブワクチンの予防接種が風連国保診療所で

は２月から実施、現在まで延べ６件、同じく名寄

市立総合病院では５月から実施、延べ４０件の予

防接種が予約制で行われてきております。また、

１回のワクチン接種費用は ０００円で、任意接

種のため費用は全額自己負担となっております。

ワクチンが導入された時点から現在に至るまで、

ワクチンの国内販売の製薬会社の医療機関あての

文書を読みますと、製造されている数量が基本的

に需要量に達していないこと、そして生産拡大に

努力することとして、当面診療所には３例分、病

院には１０例分の供給を行っていきたいと協力を

求められております。これらを踏まえ、小児科医

師と協議した結果、病院としても希望者に対する

ワクチンの全量確保ができないことから、このワ

クチン接種に関する情報提供については赤ちゃん

訪問時に配布している予防接種のお知らせ用紙の

みの掲載でとどめ、接種を希望する保護者と小児

科医との間で予約制によりワクチンを入手次第、

直ちに接種する方法で実施しております。このワ

クチン接種についての考え方としては、国内で３

０年ぶりとなった小児用の任意接種ワクチンであ

ることから、接種についての保護者の考え方を優

先し、保護者と小児科医との連携で実施を原則と

しております。いずれにいたしましても、今後の

ワクチン提供量に合わせて病院の対応も変わって

いくと思われますので、動向を踏まえた中で病院

と協議し、必要な、かつ混乱の起きない情報提供

ができるよう市民周知を図ってまいりたいと考え

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

以上、この場からの答弁といたします。

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２点目の安心して利用できる市営住宅に

ついてお答えをさせていただきます。

最初に、施設整備についてであります。栄町５

５団地共用階段の破損部整備に関しては、市営住

宅全般についてなのでありますけれども、屋外を
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中心に春先に年１回の点検を実施しておりますが、

今回ここに気づくことができませんでした。御質

問の部分においては、入居者が毎日利用する部分

でもあり、早急に現地を確認した上で、できるだ

け早い時点で対応をさせていただきたいというふ

うに考えています。

次のノースタウンなよろ団地は、平成元年から

平成５年にかけて整備した団地であり、整備後２

０年を経過しており、建物本体あるいは外回りも

老朽化が進んでいる現状にございます。御質問の

遊歩道の木れんがブロックについては、傷みがひ

どいということは以前から指摘を受けておりまし

て、対応が少しおくれている状態でございました。

入居者及び近隣住民の危険性を考え、町内会とは

既に必要性を含めて協議させていただいておりま

す。来年度に向けてどのような手法で整備をする

か検討の上、対応させていただきたいというふう

に考えていますので、御理解をいただきたいと思

っております。

次に、家賃について、最初に南団地への住みか

えに伴う対応についてであります。南団地は、北

斗、新北斗団地建てかえ事業に伴う住みかえ団地

として現在１０月末完成を目指し工事中であり、

１１月中旬から引っ越しを始める予定になってお

ります。引っ越しに際し、入居者の大半が高齢者

であったり、情報が少ないということもあること

から、家賃を含め心配をしているのではないかと

思いまして、８月の末に時間が短かったのであり

ますけれども、新しい家賃等について説明会を開

催させていただきました。その中においても質問、

御相談等をお受けしましたが、１回の説明ではな

かなか御理解が得られなかったということが考え

られます。今後必要に応じて個人対応などあわせ

て情報提供をしていきたいというふうに考えてお

りますので、御理解をいただきたいと思っていま

す。家賃については、毎年入居者に対し世帯構成

や収入が変わる収入申告書を提出していただき、

次年度の家賃を決定していく応能応益家賃制度と

なっております。今回のように明らかに現在住ん

でいる住宅の使用料金よりは ５でから２で程度

上昇することが想定されていますので、建てかえ

による住みかえ後の家賃については新家賃と旧家

賃との差額を毎年６分の１ずつ上昇させて、６年

後に新しい家賃となり得る激変緩和措置を講じる

とともに、入居者個々の申請行為にはなりますが、

減免制度、徴収猶予等の活用についても助言など

を行い、少しでも入居者の負担軽減が図られるこ

とを考えていきたいというふうに考えています。

あわせて、西町団地については、平成１５年か

ら平成２０年にかけて４０戸が整備された新西町

団地のほかに今後残された西町団地３２戸につい

ては総合計画の後期事業として瑞生団地の建てか

えに合わせて整備する計画であります。家賃の算

定についても南団地と同様の算定方法にて算出す

ることになりますし、緩和措置等についても同様

の取り扱いで、少しでも入居者の負担軽減に努め

たいというふうに考えていますので、御理解をい

ただきたいというふうに思っています。

以上、お答えとさせていただきました。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目３点目、基幹産業である農業を守るために、小

項目（１）、農地法改正に対する考え方について

お答えを申し上げます。

農地法等改正法が６月１７日、参議院本会議に

おいて可決、成立いたしました。農地を確保する

ため、転用規制を強化し、賃貸規制の緩和で有効

利用の促進を図るなど、法改正は１２月に施行が

予定され、農地制度は所有から利用優先へと軸足

を大きく移すことになりました。改正法の目玉と

なりました農地の権利移動関係では、衆議院での

修正で法律の目的に耕作者が盛り込まれ、耕作者

が権利取得する者の基本とされ、所有権取得はあ

くまでも農作業に従事する個人と農業生産法人に

限られ、従来どおりとなりました。一方、農地の

賃貸については、これまでの規制を見直し、一般
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企業も農地を借りることができるようになりまし

た。農地法第３条関連においては、企業などが参

入する場合の要件として、地元農業者との適切な

役割分担のもと、農業経営の継続性、安定性や法

人の業務執行役員の１人以上が農業に常時従事す

るなど、従来の特定法人貸付事業に沿った仕組み

とし、農業委員会が農業生産法人以外の法人に貸

し借りを許可する際、市長への通知が義務化され、

市長は必要に応じて意見が述べられるよう許可の

判断をより慎重にすることとし、その際許可を受

けた者は毎年度利用に関する報告の義務を負うこ

とが改正法に盛り込まれました。

農業委員会は、制度見直しによる新たな役割と

して、賃貸規制の緩和に伴う地域の担い手育成及

び効率的、総合的な農地利用との整合性の確保や

許可後の農地の適正利用に係る利用状況報告など、

事後監視、勧告、許可の取り消しなど厳正な対応

が求められております。このことから、名寄市に

おきましては企業からの農地利用申し出があった

場合には農業経営基盤強化促進法に基づく名寄市

の特定法人貸付事業実施要綱を参考とし、特に農

業参入に対するビジョンの明確さや強い意欲と情

熱、農地の確保、確実性、また借り入れ農地の妥

当性、農業経営の継続に必要な財産基盤、資金の

確保などの審査を行政、農業団体など関係機関と

の連携、指導も仰ぎながら対応してまいりたいと

考えております。

また、食料生産に必要な農地面積を確保するた

めの農地転用規制につきましては、違反転用に対

する許可権者の指示が行政代執行を行う制度の創

設など違反転用に対する罰則も強化され、これま

でも農業委員会の上部組織であります北海道農業

会議の呼びかけにより全道農地パトロール月間を

設定し、耕作放棄地や無断転用農地などの調査活

動の取り組みに努めているところでございます。

農業委員会では、７月２７日に北海道農業会議か

ら講師を招きまして、士別市農業委員会との合同

研修会を開催し、農業委員、事務局合わせて５５

人が参加し、研さんを深めているところでありま

す。今後政令、省令や運用基準の通知などが予定

されており、農業委員会も難しい重要な役割を担

うよう位置づけられておりますので、運用に当た

っては地域での土地利用や担い手の状況、意向な

どを反映できる弾力的な対応をしてまいりたいと

考えております。

次に、日米自由貿易協定、ＦＴＡに対する考え

方についてでございます。自由貿易協定とは、物

品の関税、その他の制限的な通商規則、サービス

貿易等の障壁など通商上の障壁を取り除く自由貿

易地域の結成を目的とした２国間以上の国際協定

とされております。経済的なメリットとしては、

自由貿易の促進拡大によるスケールメリットや協

定国間における投資拡大の効果が期待され、地域

間における競争促進によって国内経済の活性化や

地域全体における効率的な産業の再配置が行われ、

生産性向上のメリットも期待されると言われてお

ります。一方、デメリットも憂慮されておりまし

て、協定推進の立場の国は地域間における生産や

開発の自由競争や合理化を前提にしていることが

多く、自国に立場の優位性がない場合、相手国に

産業や生産拠点が移転する可能性があります。こ

のため国内で競争力が余り強くない産業や生産品

目が打撃を受けたり、国内消費者が求める生産品

の品質にも影響を及ぼす可能性が存在し、国民が

望まない方向へ進む可能性もあるとされておりま

す。

世界最大の農産物輸入国である日本は、既に多

くの農産物をアメリカから輸入していて、主なも

のは米や小麦、豚肉、牛肉、果樹などでございま

すが、これらの品目はいずれも国内の地域農業に

とって重要な品目となっております。そこで、一

定の国境措置を設けることで国内農業に過度の影

響を与えないよう保護をされております。日米間

で自由貿易協定、ＦＴＡが締結されれば、アメリ

カ産農産物の輸入が増加し、国内の農畜産業が大

きな打撃を受け、特に日本の食料基地とされる北
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海道農業が受ける影響は多大なものがございます。

食の安全、安定供給、食料自給率の向上、国内農

業、農村の振興が課題とされている日本の農業に

とって、農畜産物の自由化は国内農業生産の激減、

食料自給率の大幅低下、雇用の創出など大きな問

題を含んでいますので、基幹産業農業のまち名寄

市として容認できるものではなく、農林業や農山

村を犠牲にする協定の締結はあり得ないと考えて

おります。今後農業団体や関連産業等々と連携し

ながら対応してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇４番（川村幸栄議員）

だきましたので、再質問をさせていただきたいと

思います。

まず最初に、国保税のことなのですけれども、

本当に低所得者が多いというふうなお話もありま

した。もうそのとおりというふうに思うわけです。

今仕事がなくなった、解雇された、そういった方

たちも会社の保険がなくなるわけですから、国保

に入らなければならない。そういった方たちも含

めて本当に負担が重くのしかかってくるわけです

が、６月のちょっと古い話になるのですが、参議

院の厚生労働委員会で共産党の小池晃議員が質問

する中で、前の厚生労働大臣が国保を運営する市

町村が行っている国保の一部負担金の減免制度に

対して、特別調整交付金を使って負担分の半分を

国が見ることができないか検討していると、こん

なふうに答弁しているのですが、新しい政権にな

ってもこれが引き継がれるとうれしいなというふ

うに思っているのですが、これができると保険者

である市としても、また患者さんにしても非常に

望まれるところなのですけれども、国民健康保険

法の４４条、これが一部負担金減免、これについ

て名寄市の実績と周知について教えていただきた

いなというふうに思うのですが、実はホームペー

ジで申請書は出てきました。しかし、この概要と。

規定なりなんなりという部分が入っていなくて、

これは何かなというふうに思う人が多いのではな

いかなというふうに思うのですが、この実績と周

知はどのようにされているのかお知らせをいただ

きたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま病院の〇生活福祉部長（吉原保則君）

窓口での一部負担金の減免についての再質問がご

ざいました。一部負担金の減免につきましては、

今議員お話しのとおり当市におきましてはホーム

ページにおきまして名寄市国民健康保険条例施行

規則において公開をしているところでございます

けれども、なかなか少しわかりづらい部分なんか

もあろうかと思いますので、今後とも少し工夫な

どをしてまいりたいと思っております。この中で

被保険者が災害や貧困等の特別の事情があるもの

と認めた者とあり、この特別の事情につきまして

は現在生活保護基準額を判定基準としておりまし

て、一般的な収入の激減がございましても預貯金

等の保有によるものがあっては該当しなく、適用

については極めてまれであるかなと思っています

し、この５年間ほどの中については当市における

一部負担金の減免の実績はございません。また、

道北の５市につきましても同じように実績はない

ように伺っております。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

確かに生活保護の適用〇４番（川村幸栄議員）

との関連もあるかというふうに思うのですけれど

も、生活保護との連携も図りながら進めていただ

きたいなというふうに思うのです。実は、最近な

のですけれども、報道で知ったのですが、音更町

で初の適用になったというふうな報道がありまし

た。この方は、病気のために仕事をやめなければ

ならなくなったと。収入はなくなったのですが、

しかし若干蓄えがあったということで、生活保護

が受けられないということで、役場の方と相談す

る中で一部負担金の適用につながったというふう

なことも報道されていましたので、こういったこ
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ともこれからいろんな社会情勢の中で今までとは

違った形の本当に困窮されている方、またこの部

分だけ今必要なのだということだとか、いろんな

場面が出てくるかなというふうには思いますので、

ぜひこれを充実させていただきたいなというふう

に思っています。

これは、７月１日に厚生労働省で出されている

のですが、厚生労働省の医政局指導課長、そして

社会援護局保護課長、そして保険局国民健康保険

課長の３者連名によって「生活に困窮する国民健

康保険の被保険者に対する対応について」と題し

た通知がことし７月１日出されています。この中

に出されているのは、未収金の問題、これも未然

防止のために回収を強化するという側面もあるの

ですけれども、同時に一部負担金の減免などの活

用を訴えているわけです。ちょっと言ってみます

と、生活に困窮する国保の被保険者に対する対応

についても述べられていて、医療機関、市町村の

国保局、福祉事務所などに国保の保険料や一部負

担金を支払うことが困難である被保険者が相談に

訪れた場合には、一部負担金減免制度、生活保護

制度などについて十分な情報提供、きめ細かな相

談対応ができるようにするようにと、こういうよ

うな通知が出されていて、国としても未収金の問

題も含めてなのですけれども、やはり生活困窮の

中で病院にかかれないという形で亡くなっている

人もたびたびニュースに出てきますが、こういっ

た方たちをなくすための対応をするようにという

通知かなというふうに思っています。先ほども申

しましたように、今新型インフルエンザ、これが

大流行が懸念されている中で、東京の町田市、こ

れも読売新聞だったかと思うのですが、１０月か

ら国保滞納世帯、資格証明書、これを出していた

方たちに有効期間として１年の短期保険証を交付

するというふうに出しています。滞納者が受診を

手控えることで新型インフルエンザの感染が拡大

するのを防ぐのだと。緊急避難的な措置として説

明はしていますが、このようにいろんな形で知恵

を使って出しているというふうに考えていますが、

そういった部分で名寄市としてのお考えをひとつ

お聞かせをいただきたいと思います。

吉原生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

一部負担金の関〇生活福祉部長（吉原保則君）

係につきましては、支払うことが困難な場合の免

除を行う必要性については私どもも十分に認識し

ているところでございます。しかしながら、その

減免によりまして新たな財政負担を伴うことにな

りまして、今までも申しておりますが、脆弱な現

状の財政状況の中では減免による歳入の減少につ

きましては、税収確保のためにも次年度の税率改

正などにもつながる、さらには納税者に負担を求

めることとなるために、実施については極めて慎

重に判断していかなければならないと考えている

ところでございます。

それから、前段お話ありました国の段階では、

２１年度から一部負担金の適切な運用に係るモデ

ル事業を実施し、一部負担金の減免制度について

の事業を２１年度行う中で、それを検証し、２２

年度から実施が、適用が行われるような一定の基

準を示すというふうにされておりますので、本市

におきましても国の動向なり他自治体の動向など

を踏まえ、対処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考えておりますし、そ

れぞれ医療費等の相談のあった場合については、

窓口等できめ細やかな相談の中で対応してまいり

たいと思いますので、ぜひ御理解を賜りたいと思

います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にきめ細かな対応〇４番（川村幸栄議員）

をぜひ望むところです。払うのには高過ぎる保険

税、そして重い窓口負担、これによって医療難民

と言われる方たちをつくってはならないというふ

うに考えています。そこで、市長に答弁を求めた

いというふうに思うのですが、先ほども言いまし

たように国保の加入者、本当に高齢者がふえ、ま

た低所得者の方たちが多い。そんな中で年々保険
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料は上がり、支払いが困難、こういった方々がふ

えています。原因は、医療費の増加もあるのです

けれども、国が国庫負担金のこの率を引き下げた

ことが大きく影響しているかなというふうに思っ

ています。前回にもお願いしたところであります

けれども、新しい政権がスタートしたということ

で、改めて市長会等を通じて強くこのことを求め

ていただきたいと思いますし、また資格証明書に

ついても現在名寄市は発行していないということ

ですので、引き続き発行しないことを明言してい

ただければと思いますが、お願いします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

昨日新政権がスタート〇市長（島 多慶志君）

しておりまして、厚生労働大臣等も決まったわけ

でございます。既に一部報道機関の報道によりま

すと、後期高齢者制度を廃止するという、このよ

うな報道に接しております。私ども道北市長会で

も先日会合がありまして、そのような場合にどう

いう制度に変わるのかということがなかなか想定

できなかったわけでありますが、国民健康保険の

ほうに後期高齢者制度の保険制度が合体となって

ということを私どもは広域の国民健康保険の運営

ということで、新しい制度を求めていこうと、こ

ういうような議論をしている経過があります。た

だ、制度設計から移行までに一定の時間がかかる

のではないかと、そういうことも思っております

し、特に昨年の４月、後期高齢の保険制度が全国

的に取り組まれた際には相当のエネルギーを使っ

て新制度の説明や、あるいは制度設計に伴ういろ

いろなプログラムの策定という負担があったわけ

でありますから、私どももそこのところは新政権

の保険制度の実行についてきちっと要望等も含め

て行っていきたいと、こんなふうに思っておりま

す。単純に申し上げますと、今の後期高齢者制度

が市町村に戻ってくると私どもの負担はふえると、

こういうふうに思っておりまして、これは国の責

任でしっかりと対応していただかなければならな

いと、こんなふうに思っております。

また、けさの道内紙の報道等でもありましたけ

れども、新型インフルエンザ等の発生によって思

わぬ感染をしてしまってということが想定をされ

るわけですが、これらに対しての短期の保険証明

書、こういうものの取り扱いという報道等もあり

ました。当名寄市におきましても決して新型イン

フルエンザ等の治療を抑えて、そのことがまた重

篤化したり、あるいは感染を広めたりということ

がないように、しっかりと対策本部等も立ち上げ

ましたので、その中で協議をしていきたいと思っ

ております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

本当にそこのところを望むところです。よろしく

お願いいたします。

次に、要介護認定のところの再質問をさせてい

ただきたいというふうに思います。先ほど認定が

下がった数も報告されたわけですが、６８人が認

定が下がっていると。そのうち５４人が経過措置

を受けているというふうな報告でしたが、この中

で該当にならなかった、非該当になった方はいる

のかどうかお知らせをいただきたいと思います。

そして、要介護認定の判定の内容、下がった内

容について、ここのところがこういうふうに変わ

っていて、こんなふうになったから認定が下がっ

たのですよというようなことをお知らせしたのか

どうか、その部分についてお知らせをいただきた

いと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今４月から実施〇福祉事務所長（小山龍彦君）

された認定制度で非該当になった方はおられます

かという御質問がございました。非該当になった

方は３名ございます。この方は、要支援から非該

当というようなことで、もともとサービスを利用

されていない方ということで、何も経済的な部分

での動きがないということです。それから、１名

の方は、同じ状況なのですけれども、自立支援サ

ービスを受けられて、相当のサービスは受けてい
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る形になるのですけれども、自己負担、ヘルパー

さんの単価が下がったということで、むしろ逆に

個人負担は安くなったと、そういうふうに聞いて

おります。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

要支援認定の判定、下〇４番（川村幸栄議員）

がった中身についてお知らせをしたかどうかもち

ょっと教えていただきたいと思っているのですが、

今非該当になった方が３名いらっしゃると。要支

援から非該当に、該当しなくなったというわけな

のですが、そういった今回の認定方法で該当にな

りませんでしたよといったときに、ここがこうだ

から該当しなかったのだということをお知らせし

たのかどうかお聞かせいただきたいと思うのです

けれども。

暫時休憩します。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ２時３４分

再開 午後 ２時４３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。

小山福祉事務所長。

川村議員から要〇福祉事務所長（小山龍彦君）

支援から非該当になった旨の内容についての御質

問がございました。まず最初に、非該当に移った

要因といたしましては、判定の方法、検査の方法

が変わり、判定項目の項目数が少なくなったこと、

それから主な内容といたしましては、これまでで

きなかったことができるようになったというよう

な形で、それが機能回復訓練により機能が戻った

ということで、それらを踏まえまして要支援から

非該当に戻ったというふうに聞いております。

それから、周知につきましては該当する方に最

初に文書で行いまして、その後電話をおかけいた

しまして、さらに詳しく説明をして御理解をいた

だいております。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

認定度が下がるということ、それで保険料は払っ

ているのだけれども、介護を必要としたときに介

護を受けられないというようなことの不安がやっ

ぱり大きく広がっているかなというふうに思うの

です。ですから、やっぱりどうして認定がこんな

ふうに下がったのかという説明は必要だというふ

うに思っているのです。今１０月から新しい認定

基準、大幅に変わるというふうに言われています。

この中でも引き続き利用者さんには親切な御説明

をしていただきたいなというふうに思っています。

介護保険制度に対する要望も非常に高くなってい

ますので、やっぱり負担ばかり多くなって利用が

できないということのないようにぜひしていただ

きたいなというふうに思います。

ちょっと時間もありませんので、次にさせてい

ただきたいと思います。ヒブワクチンについては、

先ほど保護者と小児科医と連携しながらというふ

うなことでした。本数も本当にこれで大丈夫かな

というふうな思いが強くします。私もやっぱりヒ

ブワクチンの公費による定期接種化を子育て支援

などしている女性団体とも力を合わせて国に向け

て要望していきたいというふうに思っているので

すが、小児科医の先生方も、また市としても保護

者の皆さん方とも連携して積極的な働きかけをし

ていただきたいなというふうにお願いをしておき

たいと思います。

あと、住宅の問題ですが、先ほど答弁いただき

まして理解をしたところです。早急な改善をお願

いしたいと思います。

それから、もう一つなのですが、先ほど家賃の

減免、徴収猶予の措置のところをお話ししながら

というふうにされていました。実は、これホーム

ページから公営住宅入居の手続のを出させていた

だいたのですが、ここに出ている中で、例えばＤ

Ｖ被害者など法令で特定入居に該当する場合は優

先して入居を決定することができますよと、御相
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談くださいと、このように書かれています。これ

本当にいいなというふうに思ったのです。ここの

ところに先ほど言った家賃の減免、徴収猶予もあ

りますと。金銭的な所得のことで不安のある方は

御相談くださいということも入れていただいたら、

なおうれしいなというふうに思っていますので、

お願いしたいと思います。

あと、農業の問題です。早口で済みません。先

ほど農地法の問題、日米自由貿易協定、ＦＴＡに

対する考えお聞きしました。容認できるものでは

ないという思い、同じ思いでおります。私たちも

今一番望まれるのはやはり食料自給率、これを上

げていくことが何よりだというふうに思っていま

す。国会での参考質疑の中でも農業に参入してい

る企業代表から、条件の悪い農地には参入しない

ことを繰り返し陳述しています。それで、企業の

撤退が新たな耕作放棄地を生み出しているという

深刻な実態も明らかにされてきたわけです。皆さ

んも御存じだと思うのですが、千歳市のトマト工

場も放置されたままで、もうひどい状況になって

いるというふうになっています。ですから、先ほ

ど話あったように各関連機関とも審査をしっかり

していくのだということが言われていましたので、

ぜひここを進めていきたいというふうに思ってい

ます。

それで、私たちは農業で生活をして、そして営

農が継続できる、この価格保証を確立することが

必要だと、このように思っています。担い手の育

成、そして確保、耕作放棄地対策の強化に踏み出

す農政を実現すること、これを強く求めていきた

いと思いますし、またこのＦＴＡ問題についても

日本の農業を守っていきたいと、こう願う多くの

皆さんと共同して、食料自給率の向上に対してし

っかり奮闘をしていきたい。そして、皆さんと力

を合わせて食料主権、これを尊重する立場でＷＴ

Ｏの根本的な見直しや、また日米ＦＴＡ、日豪Ｅ

ＰＡ、この反対を強く掲げて運動を広げていく、

その決意を申し上げまして、質問と要望とにさせ

ていただきます。ありがとうございました。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

市道の交通安全確保について外２件を、持田健

議員。

ただいま議長より御指〇７番（持田 健議員）

名をいただきましたので、通告に従い順次質問を

させていただきます。

大項目の１つ目、市道の安全確保についてお尋

ねいたします。１点目、信号機の取りかえについ

てをお伺いいたします。徳田区に大型ショッピン

グセンターポスフールがオープンしたことにより、

ポスフールの周辺、名寄中学校前、国道４０号か

らポスフールに至る道路の交通量が増加し、豊栄

川沿い、徳田区１６線から国道及び８号道路に向

かう車両が、特に右折する車両がなかなか通行で

きません。現在国道及び８号通の交差点には、信

号機は設置されております。ですが、いずれも押

しボタン式の信号機であり、歩行者については特

に問題はありませんが、車両についてはドライバ

ーがおりてボタンを押すわけにもいかないし、特

に冬道になるとスムーズに発進、停止ができなく、

危険な状態が起こり得る可能性があります。徳田

区１６線通は、常時車の通行があるわけではなく、

朝夕の通勤自体が主であります。したがって、車

両に反応する感知式信号機であれば問題はかなり

解決されると思います。そこで、押しボタン式信

号機を感知式信号機に取りかえることができない

のかお知らせください。

２点目、通学路、歩道の除雪についてお伺いい

たします。名寄市は、歩道の除雪については片側

除雪と聞いておりますが、学校の位置、周辺の交

通量、道路状況等を考慮して、通学路、特に歩道

の安全を確保していただきたい。南小学校の入り

口、南１１丁目通でありますが、校門の前には横

断歩道も信号機も設置されてあります。歩道も１

１丁目通の北側は除雪をされており、安全は確保

されていますが、校門から８号通までの約４００
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メートルくらいの距離の南側の歩道については除

雪されてありません。そのため、みなみっこばし

を渡ってくる徳田区の生徒、あるいは南１２丁目

以南から小学校へ通う生徒は、横断歩道のない車

道を渡り、学校の前の横断歩道まで行かなければ

なりません。ことしの春に札幌で新入学生の生徒

が反対側から友達に声をかけられて、飛び出して

とうとい命を失った例もございます。財政面と、

また他の学校との兼ね合いで厳しいとは思います

が、地域の状況、交通量、現状を考慮して検討し

ていただき、校門から８号までの南側歩道の除雪

ができないのかお知らせください。

次に、大項目の２つ目、ＬＥＤの導入について

お尋ねいたします。１点目、照明灯にＬＥＤの導

入をされる考えはないのかお伺いいたします。Ｌ

ＥＤは、従来の水銀灯や蛍光灯などと比べて消費

電力が少なく、寿命も長いことから、第４世代の

明かりとも言われております。二酸化炭素削減効

果が期待されているところであります。愛知県豊

橋市は、今年度公園や道路の照明灯の一部にＬＥ

Ｄを導入することを決めました。市の公園緑地課

によりますと、設置予定のＬＥＤ照明は従来の水

銀灯と比較して消費電力が２５０ワットから２８

ワットへ大幅に減るほか、寿命は約４万時間ある

ため、交換の必要がないと言っております。また、

道内においてはコンビニ業界のローふンが店舗照

明としてＬＥＤを採用した１号店を札幌にオープ

ンしました。蛍光灯をＬＥＤに変えることにより、

従来と同等の明るさを保ったまま電気使用量は３

５％削減でき、蛍光灯はほぼ１年ごとに交換する

が、ＬＥＤは１０年近くもつと言われております。

北海道ローふン支社は、初期投資は従来と変わら

ないと説明し、本年度内にオープンする７店を含

めた新店舗をすべてＬＥＤを採用すると発表して

おります。名寄市においてもこれからできる公共

施設等の照明には検討しやすいでしょうが、既に

設置されている公園や道路において照明器具や装

置の交換時期等に少しずつでもＬＥＤを導入され

るお考えはあるのかお知らせください。

２点目、名寄市の道路及び公園の照明にかかわ

る電気料についてお伺いいたします。市民の安心、

安全のために各町内の道路や公園に常時明るさを

保つように照明設備が取りつけられているわけで

ありますが、公共施設内の照明であれば人の手に

よって節約することはできますが、道路や公園の

照明は季節によって時間に差はあるものの、点灯

したままであります。そこで、市全体として道路

や公園の照明にかかわる電気料を幾らぐらい支払

われているのかお知らせください。

なぜこのような質問をするかと申しますと、Ｌ

ＥＤの導入で電気使用料が削減できるが、器具等

のコストの面では高くなる。しかしながら、使用

時間、使用年数等を長い目で見ると、どちらが有

利か検討する材料にはなると判断したからです。

財政厳しい折、同等の性能を発揮するのであれば、

少しでも支出の少ないほうを選択すべきではない

でしょうか。

次に、大項目の３つ目、全国へ名寄市のＰＲに

ついてお尋ねいたします。１点目、集客人口の拡

大についてお伺いします。観光客を呼び込む温泉

地とか有効施設はなく、また夜景といっても田舎

都市のごく自然な風景であり、第１次産業が主体

の名寄市において自衛隊は駐屯しているものの、

大企業がないため、若者は都会へ出ていって年々

人口が減少している現状であります。このような

状況の中で、いかにして集客人口を拡大していく

か、広報活動は市の活性化に大変重要と考えます。

平成１８年１１月に使用開始したサンピラー交流

館には、カーリングの大会や合宿のため、道内外

からたくさんの人々が来名されています。また、

平成２０年５月２４日をもって道立サンピラーパ

ークの全面開園となり、さらに集客を望むところ

であります。また、名寄の観光の一つであったひ

まわり畑が智恵文からサンピラーパークに移転し

たことをインターネットで知った大阪の大谷夫婦

が自分たちの夢をかなえるため、公園を管理する
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名寄振興公社に相談したところ、寛大な心を持っ

た同公社、また名寄市は全面協力を約束し、こと

しの５月、みずから種まきをし、８月２日に満開

のひまわり畑の中で結婚式を挙げました。この事

実は、インターネット等を通じ全国に知れ渡り、

名寄のＰＲに大きく貢献してくれたものと考えま

す。また、来年３月で廃校になる風連高校の生徒

は、京都駅で名寄をＰＲしてくれました。全国へ

名寄の魅力をＰＲすることは、集客人口の拡大に

つながり、経済効果にも波及し、活性化にもつな

がると思います。名寄市は、四季折々の特性を生

かし、ＰＲ、イベント等をどのように考えておら

れるのかお知らせください。

２点目、定住人口の拡大についてお伺いいたし

ます。全国の都市を対象とした２００９年度版住

みよさランキングで、名寄市が全道３５市中千歳

市に次いで２年連続２位となりました。また、安

全なまちのランキングでは、全国７８４都市中３

３位と高い評価を受けている名寄市においても年

々人口が減少しているのが実情であります。団塊

世代の人たちが定年退職を迎えていますが、この

世代の人たちが名寄に定住する方策、都会に出て

いった若者がＵターンして名寄に帰ってきて定住、

あるいは都会から名寄に移住したくなるような名

寄の魅力をＰＲすることが重要な課題ではないで

しょうか。名寄市は、医療、福祉施設の充実感や

買い物の利便性が高く評価されているところであ

りますが、自然環境豊かな道北の中心都市であり

ます。定住すればこんな特典、利点等がついてく

る等の施策を考案し、定住人口の拡大を図る考え

はないのかお知らせください。

以上、この場からの質問を終わります。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま持田〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きな項目で３点にわたり御質問をいた

だきました。１点目、２点目は私から、３点目は

総務部長からのお答えとなりますので、よろしく

お願いをいたします。

それでは、大きな項目１点目、市道の安全確保

についてお答えをさせていただきます。最初に、

信号機の取りかえについてであります。信号機の

設置については、公安委員会で決定いたしますが、

交差点の状況、道路の状況及び交通量等を総合的

に勘案し、道内各地で設置されています。近年名

寄市においても大型店の進出に伴い、交通量も市

街地から郊外へと大きく流れが変わってきており、

特に大型店に通じる国道４０号線や東８号道路の

交通量が大幅に増加しています。議員の御指摘の

交差点においては、現在歩行者用の手押し信号機

が設置されておりますが、交通量が多いため、通

勤時間帯には１６線道路から国道または東８号道

路に出るのに相当な時間がかかることや安全性か

らも感知式の信号機が必要だということは認識を

しているところであります。町内会連合会主催の

まちづくり懇談会においても要望が出されており

ますので、ことしも名寄警察署を通じまして公安

委員会に要望書を提出しております。

現在設置されている信号機は、構造上の関係で

再利用ができないので、新規に設置するというこ

とになります。１度設置した信号機の変更につい

ては大変難しいとのことであります。今後におい

ても粘り強く要望をしてまいりたいと考えていま

すので、御理解をいただきたいというふうに思い

ます。

次に、通学路、歩道の除雪についてであります。

冬期間の歩道の除雪は、幹線道路や通学路を基本

に行っております。南小学校の通学路につきまし

ては、国道４０号の歩道橋、東８号の信号機が北

側に位置していることから、北側の歩道を除雪い

たしております。南小学校とスポーツセンターか

らの歩道除雪については、徳田方面から通学する

児童やスポーツセンターの利用者を考慮し、平成

２０年度において試行的に一部歩道の除雪を実施

させていただきました。最初除雪を行った後に雪

を堆積されたりいたしましたが、のぼり旗を設置

するなど啓蒙活動を実施することにより、地域の
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市民に定着してきたところであります。今年度に

おいても継続して実施するよう考えていますので、

地域の御協力をお願いしたいというふうに考えて

います。

また、８号道路からスポーツセンターあるいは

国道４０号までの両側の歩道除雪は、車道の狭隘

などを招くおそれがあるために道路全体の交通安

全や他の小学校とのバランスなどから非常に難し

いと考えておりますので、御理解をいただきたい

というふうに思います。

次に、大きな項目２点目のＬＥＤの導入につい

てお答えをいたします。最初に、照明灯にＬＥＤ

を導入してはであります。近年ＣＯ の削減の対応２

を含め、発光体の改良、改善が行われ、製品化さ

れ、ＬＥＤが市場に出回るようになりました。当

市においても試行的にＬＥＤの照明を生活道路を

中心に現在６基設置してきております。メーカー

の説明によりますと、消費電力が水銀ランプの約

半分で同等の明るさを確保できるということです

が、製品自体の価格が水銀灯と比べると、物によ

って違うものもありますけれども、かなり高価に

なります。ランプの定格寿命が水銀ランプ４０ワ

ットでは ０００時間、約 ５年、８０ワットで 

は１万 ０００時間、これ３年ぐらいですが、Ｌ

ＥＤは４万時間、議員が言われるとおり１０年と

なっています。これらの要件で約１０年間のイニ

シャル及びランニングコスト等を比較いたします

と、ほぼ同じくらいの費用になるというふうに考

えられますが、環境的な観点から見ればＣＯ の排２

出量はかなり低くなるとの情報でありますし、製

品も開発途上と考えられますので、今後の動向を

見ながら、環境に配慮した対応をしていきたいと

いうふうに考えております。

次に、道路及び公園の照明にかかわる電気料に

ついてであります。名寄市において道路照明にか

かわる電気料は、平成２０年度において ４２２

万 ０００円支出しています。内万としては、名

寄地区で ７１２万 ０００円、風連地区で７０ 

９万 ０００円となっています。また、公園等に

かかわる電気料金はメーター制になっております

が、公園施設の電気を使用する分、これはポンプ

等も含まれますので、正確に提示することができ

ませんが、全体の料金をお知らせいたしますと、

平成２０年度においては３１６万円支出していま

す。内万としては、名寄地区で３０３万 ０００

円、風連地区で１２万 ０００円となっています。

以上、お答えとさせていただきました。

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３点目、全国へ名寄市のＰＲに

ついてお答えします。

まず最初に、集客人口の拡大についてお答えし

ます。道立公園道立サンピラーパークの丘陵地に

広がるひまわり畑で、８月２日、初めての結婚式

が行われました。ひまわり畑での結婚式を夢見て

いた新婦が同公園をインターネットで探し当て、

昨年１０月に公園を管理している名寄振興公社に

相談をし、今回の結婚式が実現いたしました。ひ

まわり畑とサンピラーパークの宣伝にもなること

から、振興公社の全面協力のもとにとり行われま

した。５月には、新郎新婦の２人が初めて当市を

訪れ、ひまわり畑の種まきにも参加し、結婚式当

日は両家の御家族や友人たちも大阪より御列席い

ただき、振興公社主催の披露パーティーがふるさ

と工房館で開催されました。このひまわり結婚式

は、新聞、テレビで大きく取り上げられ、サンピ

ラーパークを広くＰＲしていただきました。

過去名寄市におきましては、昭和４０年代から

始まりましたピヤシリジャンプ大会、同じくして

ピヤシリスキー場の開設に伴いまして昭和５０年

２月には全国高校スキー大会、その後２度にわた

るスキー国体の開催、あわせまして昭和５０年４

月にはスポーツセンターの開設等を通じまして、

体育協会加盟の団体による全道、全国の大会を数

多く開催して、名寄のＰＲに努めてまいりました。

最近では、健康の森の整備によりまして高齢者の
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方々の健康増進にも配慮して、全道各地からさま

ざまな方々が名寄を訪れ、健康増進のスポーツに

楽しんでいる状態であります。最近では、道立公

園内にカーリング場もできまして、全道大会も数

多く開催されまして、冬のスポーツがスキー、ジ

ャンプだけではなく、カーリングも含めたさまざ

まな幅広いイベントが現実開催されているという

ふうに理解をしております。

平成１８年４月には、市立短大が大学に変わり

まして、毎年２５０名に上る大学生が入れかわり

立ちかわり入っていることになりました。その保

護者の方々も招待するであるとか、その人方を巻

き込んだ新たな集客、交流事業のことも大事なこ

とだというふうに考えています。

それから、昨年からサンピラー公園を中心とし

まして、サンピラーパークフェスティバルも行わ

れておりまして、同公園や来年オープンする健康

の森の天文台等を活用したイベントも積極的に開

催すべきものと考えております。今後施設を利用

したイベント等を市内の民間企業、振興公社、観

光協会等と連携し、集客人口の拡大に向け、より

一層充実したものにしてまいりたいと考えており

ます。

次に、定住人口の拡大についてお答えします。

団塊の世代の人たちが退職を迎えていますが、こ

の世代の移住を進めていくことが定住人口の拡大

につながると考えています。名寄市は、北海道移

住促進協議会に加盟し、北海道の北の大地移住促

進事業における登録市町村として、ほかの市町村

と一体になってＰＲを行っているところでありま

す。また、名寄市のホームページ上にワンストッ

プ窓口を開設して、相談を受けた場合の対応や東

京なよろ会等の定期的なふるさと情報誌に移住、

定住情報を寄せるなどして定住人口の拡大に努め

ているところであります。名寄市は、道北の中心

都市として、交通の便、医療機関の充実、学生な

ど若者が集う文化があり、また何よりも自然豊か

な環境など恵まれた立地条件にあるかと考えてい

ます。１０月１７日、北海道、中国５県、四国４

県共催で開催されますもうひとつのふるさと探し

フェアｉｎ大阪に職員を派遣して、都市住民に北

海道名寄市の住みよさと、さらにはＵターン、就

職希望者等についても田舎暮らしや農村的暮らし

のよさを直接ＰＲする予定でおりますので、よろ

しく御理解をお願い申し上げたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁いただ〇７番（持田 健議員）

きありがとうございました。大筋のところは理解

いたしましたが、何点かについて再質問させてい

ただきます。

１点目、信号機の取りかえについて。大型ショ

ッピングセンターの進出に伴い交通量が増加した

ことは、名寄市内の物流の変化だけでなく、近隣

市町村からたくさんの人々が買い物に訪れたため

であり、市としては経済効果の波及につながるも

のであり、大いに歓迎すべきところであると思い

ます。しかし、ショッピングセンター周辺の住民

にとっては大変な迷惑なことであると思います。

信号機の設置については、公安委員会で決定され

るとのことであり、感知式の信号機への取りかえ

の要望についても大変難しいとのことであります

が、市民の切なる声として、今後も継続して名寄

警察署に対して要望されることを望みます。

２点目の除雪についてであります。歩道の両側

除雪については、車道の狭隘を招き、道路全体に

対する交通安全の観点から、名寄市は片側除雪を

実施している事情は理解いたしました。また、み

なみっこばしを渡って通学する徳田区の生徒及び

スポーツセンター利用者の通行を考慮して試行的

に除雪されたとのことですが、成果はいかがだっ

たのでしょうか、お知らせ願います。

冬期間スポーツセンターの利用者はたくさんお

られます。夜間の安全、安心な通行のために横断

歩道のある南小学校からスポーツセンターまでの

間は常時除雪はできないのかお知らせください。
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野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年度といい〇建設水道部長（野間井照之君）

ますか、ことしの冬は一応試行的に南小学校の入

り口からスポーツセンター、南西８条仲通という

のですけれども、その道路までは除雪をさせてい

ただきました。当初は、スポーツセンターのイベ

ントということでさせてみたのですけれども、南

小学校の通学生もいるということで、通年除雪を

させていただきました。なおかつ、ことしは１６

線の川が整備が終わりましたので、南側に築堤と

いうか、堤防の上を舗装をかけて歩道がわりにし

ておりますので、その分の除雪も少し考えていま

すので、ことしはそれとあわせた形で南小学校通

学路として通年にわたり本格的に除雪を入れてい

きたいというふうに考えています。

それと、道路の長い間のスポーツセンターから

の入り口については、やはり車道の狭隘を招くと

いうことも含めて安全上からできないというふう

に思っています。

以上であります。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

みなみっこばしのとこ〇７番（持田 健議員）

ろの完成に伴い、土手上も除雪されるということ

であり、南小学校からスポーツセンターまでの間

の通年の除雪と理解いたしました。小学校に通う

生徒やスポーツセンターを利用する市民のため、

また安心、安全のためにぜひことしだけでなく通

年、継続して実施されることを要望いたします。

次に、ＬＥＤの導入について、１点目、２点目

関連しておりますので、まとめて質問いたします。

ＬＥＤは、消費電力や使用電気料を削減できても

ランニングコストと比較するとほぼ同じ費用とい

う答弁でありましたが、環境的な観点から二酸化

炭素の排気量はかなり低くなるため、名寄市は試

行的にＬＥＤの照明灯を６基設置しているとのこ

とであります。６基分の成果については、恐らく

数年後でないと成果というか、実績は出ないと思

いますが、それが出た時点でまた特に検討される

と思いますので、検討していただきたい。

なお、道路照明にかかわる電気料金、平成２０

年度で ４２２万 ０００円とのことでありまし 

た。公園については、公園施設の電気料、ポンプ

代等も含んで、全体を合わせての金額であります

が、大体３１６万円ということで、合わせて ７

３８万 ０００円の電気料を支払われているとの

ことであります。９月１２日付の新聞報道により

ますと、一般家庭用のＬＥＤ電球でありますが、

大手電機メーカーが参入したため、大幅な値下げ

を実現し、今までの半分以下で発売をすると発表

しております。したがって、こういう電気を使っ

た場合、コスト面でかなり下がるのではないかと

予想されますが、設備投資と電気料、あるいは今

までに払われている電気料、それとコスト、それ

から耐用年数等を勘案されて、どちらが有利にな

るか、市としての考え方をちょっとお知らせくだ

さい。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ＬＥＤは、近〇建設水道部長（野間井照之君）

年出てきた製品でありまして、私も９月１２日付

の新聞を見せていただきました。これ一般家庭用

でございまして、通常の道路照明あるいはこうい

う室内のＬＥＤというのは少し違うのではないか

と、私ちょっとそういうような認識をしていまし

て、例えば今電気代でいいますと、ただ何も取り

かえなくて電気だけを取りかえますとメーカーさ

んが言われるように半分以下の電気代になるとい

うふうに思っておりますし、それ以下、まだ下が

るかもしれません。そして、おまけにＣＯ の排出２

量もかなり低くなるというふうな、ホームページ

などで見てもそういうような情報が載っています。

ただ、電気それぞれに特徴がございまして、例え

ばこの議場のハロゲンはかなり光が拡散します。

ところが、ＬＥＤという照明は拡散はしないのだ

そうです。例えばスポットライト的にぽっと当た

ると。例えばこれだけの量をつけても影ができる

と。したがって、ここにＬＥＤを使うとすればこ



－135－

平成２１年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号

の２でから ５でのＬＥＤをつけると。そうする

と、電気代というか、製品代がすごく高くなると

いうことなのだそうであります。したがって、先

ほど申し上げたようにコスト的に申し上げますと

イニシャルコストがかなり高くなる。建物でいう

と５でから６での部分で、まだ高いのではないか

と。５年か６年でペイするということになるので

はないかということらしいです。ペイというのは、

大体そうなると思います。

建物の部分でいいますと、名寄庁舎が今改築を

しています。トイレを見ていただくとわかるので

すが、２階のトイレで今まででやっていた部分で

は、灯具代金が５万 ２００円だったそうです。

ＬＥＤに取りかえましたので、その分の電気代と

いうか、製品代は２０万 ０００円ぐらいかかっ

ています。ここで４で近くというか、 ５でぐら

いになるのですけれども、ただ電気料は半分にな

ります、消費量は。ただ、２階の部分でいうと、

今までは２灯しかついていなかったのですけれど

も、トイレブースの中には電気をつけていなかっ

たと。これを電気をトイレブースの中にもつける

となると、４灯要ることになりますから、明るく

するために。そういう意味では、今までの灯量と

ると１０万 ０００円ぐらいなので、製品代では

でになっていくと。だから、電気代はその分かさ

んできますから、やっぱりＬＥＤの消費電力は安

いということは確かなのですけれども、全体製品

も含めると建物では五、六年でとんとんと。

ただ、道路の照明になりますと、まだ高くなっ

ていきます。例えば２５０、４００ワットの灯具

をつけていても名寄市内ですと相当の電気数があ

ります。全部で名寄市内、風連も合わせますと

１００ぐらいまちの中に電気がついています。こ

れで４０から８０ワットが結構多いのですけれど

も、それが半分ぐらい占めていますけれども、そ

れでも製品と電気代を合わせてもやはり１０年ぐ

らいかかってとんとんと。１０年たつとＬＥＤを

取りかえなければなならくなるので、またはね上

がってくるということも含めると、ちょっと長い

間、今の段階では１０年でとんとんですから、こ

れから環境のこともありますから、少し状況を見

ながら、少しずつでもＬＥＤをふやしながら、Ｌ

ＥＤの二酸化炭素の削減に向けて努力をしていき

たいというふうに考えておりますので、御理解い

ただきたいと思っています。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

私もＬＥＤがどれだけ〇７番（持田 健議員）

のものかちょっと細部まではわかりませんけれど

も、新聞によりますと一般家庭用ということであ

りますし、またこの家庭用の電球、今町内会等の

照明の電球とか照明を見ますと裸電球が見えるよ

うな電球ついていますよね。これがその分に使え

ればもっともっとと、そういうふうにちょっと考

えたわけであります。実際に電気料、そういうの

は安くなってもコスト面で高くなる。年数をずっ

と計算して現在のままのほうが安くなるというの

であれば、またこれに変える意味はないと思いま

すので、その点よく検討されて、どちらかいいほ

うを、環境面については確かにいいということは

わかっていますので、ぜひ検討していただきたい

と思います。

続いて、全国への名寄市のＰＲについてお伺い

いたします。集客人口の拡大について、ＰＲの方

法にはテレビ、ラジオ、インターネットや新聞報

道、またパンフレット等いろいろあると思います

が、一番効果的なものは当事者等による口コミ宣

伝が一番だと思います。大阪に在住する大谷夫婦

が夢をかなえたひまわり畑での結婚式、一生の思

い出になることでしょう。名寄での出来事を地元

大阪で口コミ宣伝をしていただければ、第２の大

谷夫婦があらわれるかもしれません。また、この

たび九度山がアイヌ文化を受け継ぐ景勝地として

国の名勝に正式指定されたことにより、名寄の名

所が１つふえました。来年の４月にオープンする

なよろ市立天文台、これ仮称でありますが、この

天文台と合わせて集客人口の拡大に向けてのＰＲ
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を要望いたします。

２点目の定住人口の拡大について、名寄市は先

ほどの答弁でもございましたように、北海道移住

促進協議会に加盟され、また北の大地移住促進事

業における登録市町村としてＰＲされているとこ

ろでありますが、名寄市のホームページや東京な

よろ会等の情報誌の活用により定住人口の拡大に

努力されている。その活動の中でそれらのＰＲに

よって名寄市に定住された実績、または団塊世代

の退職に伴う移住、定住の実績があればお知らせ

ください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市は、先ほど〇総務部長（佐々木雅之君）

申し上げましたように北海道移住促進協議会に加

盟をして、それから東京なよろ会等も通じまして

さまざまな移住促進の関係に努めております。残

念ながら道南地区であるとか道央地区とか比べま

して、空の交通アクセスの面とか、年じゅう通し

ても暖かいということも含めて、若干気象的なこ

とも含めてなかなか実績には結びついていないよ

うな状況ではあります。

移住の問い合わせの関係につきましては、毎年

５ないし６件ほどありまして、今年度につきまし

ては８月末で５件の問い合わせがありました。実

際に移住していただいた実績といたしましては、

平成１９年度に智恵文地区に１件、今年度は日進

地区に１件実績がございました。１カ月程度のち

ょっと暮らしというような、年間ではないのです

けれども、本人が希望する名寄の一番いい季節の

ときに１カ月程度こちらのほうに滞在するという

ちょっと暮らしの関係につきましては、毎年１件

ほどあります。これは、スキー場が目当てであっ

たり、農村風景が目当てだったり、パークゴルフ

が目当てだったりということで、それぞれ個人の

方の状況に応じてちょっと暮らしが実際行われて

おります。

住みやすさランキングの関係では、医療、福祉

施設も含めてトータルでいいのでしょうけれども、

なかなか大都市部のほうから地方都市であります

名寄に来てもらうためには、今後もさまざまな情

報ツールを使いまして、地道なＰＲを続けてまい

りたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇７番（持田 健議員）

た。今の答弁でありますと、定住は道南とか道央

地区に集中すると。これは、交通の便からいたし

方ないところであるとはお察しいたします。しか

しながら、智恵文地区に１件、日進地区に１件と

合わせて名寄でも２件あったということでありま

すので、これからも根気よく、またそれをＰＲし

て、定住されるようＰＲされることを望んでおり

ます。

定年退職だけでなく、例えば道外から名寄に来

ている自衛隊の独身の自衛隊さん、自衛隊の隊員

に名寄の女性と結婚を奨励してはいかがでしょう。

実は、私も本州から来て名寄で結婚し、定住した

一人であります。私の知っている中でもかなりの

自衛隊さん、内地から来て結婚してこちらに定住

している人はおりますので、これからも若い者に

ある程度そういうことを勧めて、そういうことを

されれば何人かの定住の人口の拡大にはなると思

います。そういうことで、常にこういうＰＲをさ

れて、名寄市のいいところ、また結婚されればこ

ういう特典がありますよ、こういう恩恵がありま

すよというようなことを考案されれば、なおさら

隊員も落ちつくかもわかりませんので、そういう

ふうに努力していただきたいと思います。

ちょっと時間は早いのですが、これで私の質問

を終わりたいと思います。

以上で持田健議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

平成２１年９月１７日（木曜日）第３回９月定例会・第３号
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御苦労さまでした。

散会 午後 ３時２９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 岩 木 正 文

署名議員 谷 内 司
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