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平成２１年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２１年６月１１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

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 巳 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

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

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

２番 植 松 正 一 議員

１６番 山 口 祐 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。

ふうれん望湖台自然公園と望湖台センターハウ

スの将来的な位置づけについて外２件を、佐藤勝

議員。

おはようございます。〇１０番（佐藤 勝議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして大きな項目で３点について一般質問を行

います。

初めに、ふうれん望湖台自然公園と望湖台セン

ターハウスの将来的な位置づけについてお伺いを

いたします。ふうれん望湖台自然公園は、戦前か

らあった農業用貯水池が昭和５３年、道営施工に

よる生活環境保全林整備事業が指定を受け実施さ

れたことから周辺整備が始まり、５６、５７年度

で当時の雇用促進事業団が事業主体となり、入浴

施設を備えたセンターハウス、全天候型テニスコ

ートなどが整備され、今日に至っております。そ

の間、旧風連町直営から昭和６３年には株式会社

ふうれん望湖台振興公社が設立されて民間活力に

よる経営努力が続けられてきたところであり、現

在は名寄市からの指定管理者として同公社がセン

ターハウスも含めた自然公園全体の管理に当たっ

ているところであります。

望湖台自然公園は、もともと大がかりな集客施

設をつくって観光客を呼び込もうというものでは

なく、潤いとくつろぎのある自然と調和した施設

整備を進めてきていて、今もスズランを初め、さ

まざまな草花が咲き競って湖面を渡る風と相まっ

て訪れる私たちをいやしてくれます。

望湖台振興公社の平成２０年度決算が約２７８

万円の赤字決算となり、累積赤字が約４３０万円

に上り、行革の見直し施設の対象施設として同様

の施設があること、あるいは老朽化施設の見直し

対象として急浮上してきておりますが、改めて望

湖台自然公園の評価と将来展望、センターハウス

の評価についてお聞かせを願います。

さらには、センターハウスが現在担っている役

割を市としてどのように御認識されているのかお

知らせをください。

さらには、センターハウスの中長期的な位置づ

けについてお伺いをいたします。

２点目といたしまして、（仮称）地域交流セン

ター建設に関してお伺いをいたします。「小さな

まちで身の丈再開発」、「駅前が変わる」、「Ｒ

４０の風景が変わる」のコピーで平成１９年度か

ら２２年度の事業期間で始まった名寄市風連本町

地区第１種市街地再開発事業は、平成２０年１０

月に第１期工事としてＢ、Ｃブロックが着工し、

２１年３月完了、現在は第２期工事としてＡ、Ｃ

ブロックの工事が進行中であります。Ａブロック

には、現在の風連福祉センターにかわる施設とし

て（仮称）地域交流センターの建設が予定されて

おり、風連地区の市民活動の中核施設としての役

割が期待をされています。

そこで、住民主体の運営と市民ニーズのより迅

速な反映等を図るために仮称でありますが、地域

交流センター運営市民委員会の設置を求めるもの

であります。

また、同センター周辺には駐車場の不足が予想

されており、至近距離に駐車場を確保することが

必要であります。平成２２年からの第３期工事で

は診療所の建設が予定されており、現在の診療所

が移転した後、有効な活用法として駐車場用地と
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して利活用することが適切と考えますが、いかが

でしょうか、検討を求めます。

同センターは、風連市街地のまさに中央に位置

し、さまざまな機能を発揮することが可能であり、

多くの市民が集うところとなります。市民が休息

したり待合に利用したりと、だれもが気兼ねなく

立ち寄ってくつろぐことができるコーナーの設置

は検討されているのかどうかについてもお伺いを

いたします。

最後に、正式施設名のほかに愛称、ニックネー

ムを広く公募することを提案いたします。

３点目といたしまして、農地法改正についてお

伺いをいたします。農地の所有と利用を切り離し、

農地の流動化、面的集積を進めるいわゆる農地の

有効活用を進める農地法改正案が衆議院を通過し、

現在参議院で審議中であります。同改正案は、農

地法の基本理念を所有から利用に転換し、賃貸を

柱に担い手の規模拡大を促すもので、農地の転用

規制を強化する一方で、一般企業が利用権を使っ

て農業に参入する場合の規制を大幅に緩和する内

容のものであります。耕作放棄地の広がりを防止

し、食料供給の強化を今回改正の目的としていて、

一般企業も含め、多様な担い手に農地利用の門戸

を開く内容は、ＪＡが本格的に農業経営を行うこ

とができるようになる一方、既存の株式会社が賃

貸で農業参入をする機会が拡大し、地域に混乱を

与えることが懸念されています。自作農主義から

決別を明確にした農地法改正案は、耕作者主義さ

えも危うくし、家族経営という農業を担う大宗、

一番主なものという意味でありますが、大宗の根

底を揺るがしかねない内容を含んだものであり、

農業委員会による農地の利用状況の監視の強化、

利用の取り消しなど厳格な措置はもちろん、行政

としての機能強化も求められてくることは必定で

あります。農地法改正案に対する市の御見解をお

聞かせください。

さらには、この６月中には成立する見通しにあ

る同農地法改正案でありますが、改正案成立後の

名寄市農業の向かうべき道についてもお尋ねをい

たします。

以上、この場からの質問を終わります。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

佐藤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、３点目については私か

ら、２点目については教育部長からの答弁となり

ますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１点目、ふうれん望湖台自然公

園と望湖台センターハウスの将来的な位置づけに

ついて、（１）番、ふうれん望湖台自然公園の評

価と将来展望についてお答えを申し上げます。ふ

うれん望湖台自然公園につきましては、道有林及

び忠烈布湖を中心に１３１ヘクタールの広大な自

然豊かな環境で、夏にはキャンプやカブトムシな

どの昆虫採集等で多くの方が訪れております。ま

た、四季折々の花木を観察しながらの遊歩道の散

策は、名寄にございます健康の森とはまた違った

趣がございますし、パークゴルフやグラウンド、

テニスコートなどのスポーツ施設もあり、さらに

は６月中旬にはふうれん白樺まつりが開催される

など、豊かな自然環境を生かした自然公園として

名寄市民はもとより、リピーターに親しまれてお

ります。

望湖台自然公園区域内における森林整備等につ

きましては、昭和５３年から治山事業で整備した

歩道、木道などの老朽化により施設の利用に危険

性があるための取りかえ、整備を北海道に要望の

ところ、今年度と来年度にかけまして北海道が事

業主体で共生保安林統合補助事業で立木の密度の

高い高所の高採が ５ヘクタール、生育の高いと

ころにナナカこドなどの植こが １ヘクタール、

丸太枠のない水路に丸太枠の設置が４５メートル、

木道に続く遊歩道に手すりさくの設置、作業路新

設等の管理歩道３６６メートルについて事業の採

択となり、実施されることになってございます。

老朽化や花木園の整備を含め、整備や修理の要望



－32－

平成２１年６月１１日（木曜日）第２回６月定例会・第２号

高所はたくさんありますが、対象事業費の限度が

あり、今回の要望は一部にとどまっております。

今後も強く要望して自然公園の維持管理に努めて

まいりたいと考えてございます。

次に、小項目２番目の望湖台センターハウスの

評価についてでございます。昭和５３年度に北海

道がふうれん望湖台に花木植こや遊歩道の設置、

芝生造成など公園として整備し、昭和５５年度か

ら５８年度には国と道の補助を受け、キャンプ場、

あずまや、バンガロー、炊事施設などを設置いた

しました。昭和５６年度には、勤労者野外活動施

設整備事業として望湖台センターハウスを建設し、

テニスコート、ソフトボール場等のスポーツ施設

を整備いたしました。センターハウスでは、スポ

ーツやキャンプで訪れた人々に薬草ぶろを提供し、

入浴施設として大勢の方に御利用いただき、観光

施設としても大きな役割を果たしてきたと考えて

おります。しかし、近年においては地元東風連地

区の老人クラブの定例会等がセンターハウスで開

催されると聞いており、保養施設や福祉施設とし

ての意味合いも強いと考えてございます。行財政

改革推進本部の公共施設検討部会での施設の廃止

検討となった理由につきましては、類似施設の見

直し検討の中で利用者の減少、赤字経営といった

ものも要因ではございますが、施設の老朽化が最

も大きな要因となってございます。

次に、小項目３番目の望湖台センターハウスが

担う役割についてでございます。従来の観光施設

としての役割は既に果たし、現在は先ほど申し上

げたように保養施設、地域のコミュニティーの場

としての御利用も多くなってきております。望湖

台センターハウスは昭和５６年建設で、浴槽、レ

ストラン等を建設しましたが、老朽化が激しく、

昭和６０年建設の宿泊施設は大部屋が中心で個人

対応の宿泊施設とはなってございません。いずれ

にしても、年数が経過し、老朽化が激しく、利用

者は減少している状況にございます。一例を申し

上げますと、入浴者につきましては平成１０年２

万 ５９４名、平成１５年 ０９８名、平成２０ 

年、年年ですけれども、 ５１９名となってござ

います。宿泊につきましては、平成１０年で ６

６２名、平成１５年が ８６４名、平成２０年が

５９９名となってございます。今後は、より多

く御利用いただいている地域の老人クラブや住民

の方々、株主の皆様方の御意見を伺い、早期に一

定の方向性を見出していきたいと考えてございま

す。

小項目４番目の望湖台センターハウスの中長期

的な位置づけについてでございます。行財政改革

推進実施本部公共施設検討部会の廃止検討との結

論は、あくまでも望湖台センターハウスのみで、

自然公園については今後もより一層整備を進め、

スポーツ施設や公園内の遊歩道、キャンプ場とし

ての機能を充実させていきたいと考えてございま

す。そのためには、今後多くの住民の方々の意見

を伺う場を設け、望湖台センターハウス自然公園

を含めた全体の施設についてあり方、位置づけを

検討しなければならないと考えております。

続きまして、大きな項目の３点目、農地法改正

について、小項目２番目の農地法改正案の要点か

ら先にお答えを申し上げたいと思います。農地法

の一部改正案が本年２月２４日に閣議決定されま

して衆議院に提出されました。今回の農地法改正

の背景には、食料の多くを海外に依存している我

が国の食料自給率向上や安定供給を図る上での重

要な生産基盤である農地について、農地の賃貸や

転用規制の見直しなどにより農地の有効利用を促

進することがねらいでございます。

今般の農地法改正当初案では、法律の目的、第

１条に農地は耕作者みずからが所有することを最

も適当であるという耕作主義から農地を効率的に

利用する者による農地についての権利を促進に改

正され、所有にこだわることなく農地の適切な利

用が図られる制度に再構築しようとするものであ

りました。その後の修正案において法律の目的、

第１条に耕作者の文言が復活、耕作者みずからに
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よる農地の所有が果たしてきている重要な役割も

踏まえつつを追加、農地の利用は緩和するが、所

有については耕作者に限ることを明確に言い出し

ました。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、地域農業者との適切な

役割分担のもと、経営の継続性、安定性や法人の

業務執行役員が農業に常時従事することなど、現

行の特定法人貸付事業に沿った仕組みとし、権利

移動規制関係では農業委員会が農業生産法人以外

の法人貸し借りを許可する際、市長への通知が義

務化され、市長は必要に応じ意見が述べられる、

その際許可を受けた者は毎年度利用に関する報告

の義務を負うという責務が発生しております。ま

た、参入した法人などが周辺地域の農業に高影響

を及ぼしたり、許可の条件が守られない場合は農

業委員会の勧告と許可の取り消し規定が追加され

ました。なお、修正案は５月８日、衆議院本会議

で可決、参議院へ送付されたところでございます。

次に、小項目１番目の農地法改正案に対する名

寄市の見解でございます。今回の農地法改正当初

案では、農業への企業参入の道を開くことが最大

のねらいでありました。農業関係団体など改正法

案にこれまで懸念を抱いておりましたが、その後

の修正案において農地耕作主義の原則が維持され

たことは大きな意義があると考えております。平

成１５年から実施された構造改革特区制度におい

て、農業生産法人以外の法人に対する農地の貸し

付けを可能とする農地法の特例措置、リース特区

が講じられ、また平成１７年９月に農業経営基盤

強化促進法が改正され、道内では既に農業生産法

人以外の法人への農地貸付制度、特定法人貸付事

業で企業、ＮＰＯが参入している実態があります。

しかし、この地域に企業が進出した場合、地域

の農業担い手との競合や地域における賃貸料のバ

ランスまたは企業の事情などによる撤退など、地

域に与える影響が懸念されます。名寄市におきま

しても耕作放棄地の解消対策など一体的な取り組

みが求められており、年年耕作放棄地の現地調査

を実施、また農業経営基盤強化促進法に基づく市

の農業基本構想の見直しを図り、北海道知事の同

意を得て特定法人貸付事業制度の整備を図ったと

ころでございます。これらを踏まえ、名寄市にお

ける特定法人貸付事業を参考としながら行政、農

業委員会、農協、農業改良普及センターなど関係

機関と連携協力し、対応してまいりたいと考えて

ございます。

次に、小項目３番目の農地法改正後の名寄市農

業の向かうべき道についてでございます。先ほど

農地法改正案の中で、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、市長は必要に応じ意見が述べら

れることになっていますので、名寄市農業の現状、

また将来を見据えた判断が必要になってくるもの

と考えてございます。現状の農地移動の状況を見

ますと、高齢化の進行や農業の先行き不安などに

よる新規投資の手控えなどから、売買よりも賃貸

借が多い傾向にあります。こうした中、これまで

のように中核的担い手の規模拡大だけに頼る利用

集積では限界になるものと懸念しております。

現在国においては、食料・農業・農村基本計画

の見直しに向け、ことし５月に農水省で農政改革

の検討方向についてを示し、幅広く意見を聴取し

ております。その中で担い手の育成確保について

は、１つとして持続性確保のための最大の課題で

あると。経営感覚を持った経営体の育成と絶えず

新たな人材が確保される環境づくりを主軸に検討

されています。２つ目には、担い手の新規参入を

促す仕組み、育てる仕組み、支える仕組みに分け

て支援の総合化を検討しております。３つ目には、

平成の農地改革の現場での実効を期す有効な政策

の検討でございます。以上３点が検討項目として

掲げております。食料・農業・農村基本計画の見

直しで日本の農業政策自体が大きく変わる可能性

を含んでおり、今後の国の方針で市の農業政策に

大きな影響が出てくるものと考えております。市

といたしましても関係機関、団体と連携を密にし、
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国の計画や政策に注視しながら基幹産業である名

寄市農業、農村の振興に努力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。

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、地域交流センター建設に関してお答えを

いたします。

初めに、地域交流センター運営市民委員会の設

置についてお答えをいたします。新しく建設され

る地域交流センターの母体となっている風連福祉

センターは、風連公民館としての機能も兼ねてい

ることから、風連公民館運営審議会の委員の皆様

に公民館のあり方、活動について御意見をいただ

いております。また、その活動を展開するための

施設である風連福祉センターについての活用、運

営についても御意見をいただいております。新し

く建設される地域交流センターについても多くの

住民の方々が活用しやすい運営に向けて、センタ

ー運営委員会の設置を予定しております。

次に、市街地再開発で確保している駐車場台数

についてお答えをいたします。Ａブロック、地域

交流センター関係では１０台、うち身障者用２台、

同じくＡブロック、ＪＡ名寄関係１９台、うち身

障者用１台、Ｂブロック、商店街３２台、うち身

障者用３台、Ｃブロック、住宅５台、Ｄブロック、

国保診療所関係１９台、うち身障者用１台、合計

８５台、うち身障者用７台の駐車スペースを確保

されてございます。商店街等の方々からは、特定

者の専用使用をしないということでの合意書を取

り交わしており、どなたでも自由に基本的に駐車

していただけるようになってございます。

診療所跡地の部分について、駐車場にという部

分の質問がございました。この利活用については、

平成２２年度新しい診療所の工事着手ということ

で、現状では跡利用の部分につきましてまだ検討

に入っていないということで御理解をいただきた

いというふうに思います。

次に、地域交流センター内の休憩コーナーにつ

いてお答えをいたします。地域交流センターは４

階建ての建物となっており、各階にロビーがござ

います。この各階のロビーにいす、テーブルの設

置を予定しており、どなたでも気軽に休憩できる

よう配慮してございます。また、情報コーナーと

してのスペースも２階に予定してございます。

次に、名称の公募についてお答えをいたします。

市街地再開発事業が始まって以来、地域住民には

地域交流センターの名称が幅広く周知、浸透して

おりますことから、名称をそのまま使用させてい

ただくことがよいのではないかというふうに考え

てございます。現在施設の条例案制定の作業を進

めておりますので、皆さんの御意見を伺いながら

決定していく予定であります。また、地域の皆さ

んに親しみを持って呼んでいただける愛称の公募

も考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれの項目にわ〇１０番（佐藤 勝議員）

たって御答弁をいただきました。改めて再質問を

させていただきます。

初めに、ふうれん望湖台自然公園と望湖台のセ

ンターハウスについて再質問いたしますが、今御

答弁の中では望湖台自然公園については今後も管

理維持していくということでありますが、問題の

センターハウスの部分について、現時点では検討

課題に上げるという、まだ玉虫色の段階かなとい

うふうに思うわけですが、御答弁にもありました

とおり、この施設は近年地元の老人クラブ、３つ

あるのですが、２つの老人クラブが例会場として

定期的に毎月活用をさせていただいております。

それから、もう約３０年近くなる施設、それから

周辺も含めてでありますので、地元はもちろん内

外も含めて、草花を愛する人方も含めて非常に親

しみを持っていただいているところであります。

そんなことで、保養センターとしての位置づけあ

るいは福祉センターとしての位置づけが重要であ
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るというような御認識を市としてもお持ちのよう

であります。その言葉を聞いて、一方で一安心を

したわけですが、しかしながら現実として施設の

運営については、振興公社のほうで２０年度決算

で２７８万円の赤字を出しているという厳しい現

実がございます。

それで、具体的な数字になりますが、先ほど示

されました振興公社の２０年度の決算を見ますと

２７８万円という赤字なわけですが、２１年度の

事業計画を見ますと４００万円の黒字決算に持っ

ていくと。２００万円、現在の４００万円を埋め

て黒字決算に持っていくというような事業内容が

示されておりますが、その中で一番気になるのが

人件費にかかわる部分で役員報酬、それから雑給

の部分で、２０年度では８７０万円が２１年度で

は５６０万円ということで一気に２１０万円引き

下げられるということであります。これは、通常

のいわゆる人件費のダウン率としては驚くべき数

字だというふうに思います。これは、だれしもが

認めるところだと思いますが、このことについて

まずお考えをお聞きいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

２１年度の望湖台振〇経済部長（茂木保均君）

興公社の計画の内容の中でのこの人件費の削減の

関係について御質問がございました。

ふうれん望湖台振興公社の経営として、なかな

か利用客を大幅にふやすことが望めないと、こう

いう中で人件費の削減計画が出されたのではない

かと推察をいたしてございます。しかし、人件費

についてはなかなか限りがあるというふうにも考

えておりまして、社員の士気にも影響するもので

はないかなと考えております。そのことがまさし

く負の連鎖といいますか、そういったもので望湖

台センターハウスの経営そのものが全体的にうま

くいかないという、こういった状況にもなろうか

なというふうに思っておりますから、なるべく早

い時期に一定の方向を見出さなければならないと

いうふうに考えております。

ただ、あくまでも２１年度の収支予算といいま

すか、その部分については望湖台振興公社の中で

はあくまでも計画ということですから、実績が上

がればそれ相応の対応はしていくという、こうい

うことだろうというふうに思っておりますが、や

はり会社としてこの累積赤字の四百数十万円とい

うものを何とか解消したいと。そういう思いの中

でこういった計画が出されたものというふうに考

えてございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今御答弁の内容は理〇１０番（佐藤 勝議員）

解いたしますが、しかしながら今も話にありまし

たとおり士気にかかわる。この３０％にも及ぶダ

ウンというのは、これは生活給でありますから、

当事者にすれば本当に青天のへきれきと、赤字の

責任すべて人件費で賄うというようなことになっ

てくると。その結果、２１年度は前年度比で４８

０万円ほどの経費の減額を図って黒字決算に持っ

ていくというふうなことでありますが、士気の低

下でおさまるのでしたら、まだよろしいのでしょ

うけれども、よろしくはないのですが、さらに心

配されることはその結果もたらされる影響、例え

ば管理が行き届かなくて事故が発生する。それは、

いろんな事故が想定されるわけですが、食中毒も

あるでしょうし、それから施設の利用に関しての

事故も発生する、目が行き届かないというような

ことも含めまして。そんなあたりについては、御

検討をされた経過があるのかどうか、いかがでし

ょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今言われた部分とい〇経済部長（茂木保均君）

うのは、懸念される部分としてあるわけです。そ

れで、毎月営業会議といいますか、常務会という

のをやっておりまして、毎月の計画、実績等々を

勘案しながら綿密に翌月の計画を立てるという、

こういうことをやっているわけです。それで、そ

ういう中でもやはり今議員がおっしゃったような

いわゆるこの給料を下げることによってのいろん
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な施設の管理上の不備、そういったものも懸念す

る声も出ておりましたけれども、その辺について

はもう十分配慮してやるというようなことで従業

員はもとより、役員も含めて対応をきちっとして

いくという、そういう確認をとっているというこ

とで私もその場に同席いたしました。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

小室副市長が公社の〇１０番（佐藤 勝議員）

社長ということでもありますので、後ほど社長と

しての見解もお伺いをしたいというふうに思いま

すが、その先にあと何点か質問させていただきま

す。

今宿泊者が減少しているということで、これは

時代の流れで個室化していることに対応し切れな

いということなのでありますが、ことしも今のこ

の２１年度の主な事業予定の中では各種合宿、野

球であるとか、それからいろんな合宿等も含めて

団体予約が入ってきているようでございます。合

宿とか、そういう子供たちの育成にかかわる部分

で大部屋でもいいと、雑魚寝でもいいというよう

な状況の集まり、宿泊というのはかなりまだ探す

ことができるというふうに思うわけです。ですか

ら、個室化されない結果、宿泊者が減ったという

のは一方の理論であって、もう一方ではやはり相

部屋でも全く問題ないというようなことも眼前と

してあるわけですので、その辺は新たな営業努力

の中でお客様を見出していくべきだというふうに

考えますが、そのあたりいかがでしょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

言われるとおりでご〇経済部長（茂木保均君）

ざいまして、なかなか観光的な部分であの場所に

宿泊するという状況というのがなかなか最近では

難しくなっているという意味では、例えば合宿で

あったり、それから合宿のほか、いろいろ青年の

家的な研修といいますか、そんな場だとか、そう

いったことも含めて、今までの過去の実績も含め

て営業活動もやっているようですが、なかなか実

態としてはそう大きくは伸びていかないという、

漸減傾向というような状況でございます。

ただ、いずれにいたしましても全体の経営とい

う部分の中で見ますと、この収支がプラスになる

というような状況というものがここ１０年ぐらい

の状況の中でもなかなか見出せないということで、

こういった施設はあれば、それにこしたことはな

いというふうに私も考えますけれども、合併をし

て同様の施設がこの名寄市の中にあるというとこ

ろでは、行政改革を含めて推進しなければならな

い。そういう名寄市の一つの目標としては、老朽

化あるいは先ほど申し上げましたように収支の問

題、利用者の減少ということをやはりきちっとと

らえて一定の判断をしていかなければならないと、

こういうふうに考えてございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の部長の御答弁で〇１０番（佐藤 勝議員）

すと、閉めたいという思いがひしひしと伝わって

くるわけですが、そうではなくて、やはり先ほど

申し上げましたとおり地元の老人クラブを初め、

いわゆる福祉施設、それから保養施設としての働

きは年々増してきているわけですから、すべて収

支決算で判断していくというのはいかがなものか

というふうに思います。

次の質問なのですが、今現在名寄市内でいろん

な市役所関係、それから関連をする会合というの

がかなりの数、年間あると思うのです。それは、

ほとんどが民間の施設を利用しているというのが

実態かと思いますが、例えば去年市役所関係で職

員の福利厚生の部分も含めて望湖台をどの程度、

これは本当のつかみでよろしいのですが、利用し

たか、その辺を把握されていればお伝えをくださ

い。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

市役所関係でどれぐ〇経済部長（茂木保均君）

らい利用したかという部分については、実は把握

しておりません。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、新聞の地元紙〇１０番（佐藤 勝議員）
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の行事等を含めて把握する程度なのですが、これ

はもう１日に複数回あるのが常時ですね。それが

土日も含めて３６５日あるわけですから、かなり

の使用回数になると思います。ですから、まずは

市が半額出資している公社でございますので、み

ずからの経営を向上させるという意味からおいて

利用を適正な会合に、適正規模の会合については

積極的に望湖台、あるいはそれはサンピラーも含

みますが、公共の施設を利用していくということ

がまずは第一歩だと思うわけですが、今後の方向

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）

詳細については承知を〇副市長（中尾裕二君）

しておりませんけれども、例えば去年私どもが利

用させていただいたことからしますと、職員の市

民の方となべを囲む会ですか、それで活用させて

いただいたり、あるいは鈴石会でセンターハウス

ではありませんけれども、バーベキューハウスの

ほうを活用させていただいたということで、でき

るだけ市の職員も含めて私どもが活用するときは

民間も含め、あるいは望湖台あるいはピヤシリも

含めてバランスよく活用させていただいていると

いうことで努めて利用させていただいております

ので、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、その結果、〇１０番（佐藤 勝議員）

民業圧迫になってはいけないわけでありまして、

その辺はバランスが大事だと思いますが、いずれ

にしても今中尾副市長の御答弁は、ほんの一部分

だけをとらえたものかなというふうに、まだまだ

全体的な数字から見ると数字としてあらわれてく

るかこないかの程度の数字だというふうに思いま

す。これは、もう新年度が始まっているわけです

が、これからの会合については私も見詰めていか

なければいけない、チェックしていかなければな

らないというふうに思っていますが、そのあたり

市当局としても十分に活用するものは活用する、

利用すると。送り迎えはしているわけですから、

その辺はしっかりやっていくべきだというふうに

思います。

それから、もう一点、ふろなのですが、ふろの

ボイラーがそろそろ寿命が来ていると、いつパン

クするかわからないというような状況で、これが

聞くところによると、入れかえをすると６００万

円ほどかかるのではないかというような話も聞く

わけですが、ボイラーが仮定の話になりますが、

パンクした時点はどのように対応されるのか、程

度にもよるでしょうが、いかがですか。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

今、浴室の関係で、ボ〇副市長（小室勝治君）

イラーの寿命が来ていると。これは、相当前から

来ております。何とかことしも点検をさせていた

だいて、そして今のところ肝心なところは直して

いるわけですけれども、いずれにしても新しいよ

うな状態ではないですから、パンクする可能性は

出てくると思います。しかし、今からそれを想定

して取りかえるということには今はなっておりま

せんから、これらのゴーサインが出た段階で考え

ていかなければいけないのかなと。例えばパンク

した場合についても、そこを取りかえるとした場

合でも、あそこは部屋が別になっておりますから、

取りかえる手間ぐらいだけなのかなと。あとは配

管の整備だけなのかなというふうな思いをしてお

りますから、何週間かかるかちょっとわかりませ

んが、休館させていただいて、万が一のときには

そういう対応をしていかなければならないという

ふうに思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

閉める方向にひたす〇１０番（佐藤 勝議員）

ら走るのではなくて、先ほど申し上げましたとお

り合宿あるいは研修を誘致する、それから市関係

の集まりを望湖台でする。それから、鉛筆一本買

うのにもチェックを入れるのではなくて、必要な

投資はやはり逆に積極的にしていくと。そういう

姿がなければ、もう閉鎖するという結果待ちの状

況に陥っていくことは、これは火を見るより明ら
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かなわけですから、ですから地元の利用されてい

る方々の御意見も十分にお伺いしながらいかにし

て、その言葉だけで存続、残したいということで

はなくて、では具体的にどういう手を打つのだと

いうことを、それは当然市も含めて、公社も含め

てやられていることは知りつつ申し上げているわ

けですが、いずれにしても前向きな姿勢でやって

いかなければいい数字は出てこないと。職員の給

料は削る、鉛筆一本買うのにもチェックが入ると

いうことでは職員の士気も上がりませんし、それ

からお客様が訪れても決していい雰囲気でお迎え

することはできないということは、これは明らか

でありますので、まずやれるところをしっかりや

って、それから次の段階に行くということが重要

だと思いますが、この問題に関して小室社長の人

件費も含めて、今後の経営方針を含めて端的に申

し述べていただければというふうに思います。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

人件費の削減が大きく〇副市長（小室勝治君）

見えます。しかしながら、会社を預かっている以

上、黒字にしていくという方針は何とかしてもや

っていきたいということは……ただ、それだから

人件費を切ったということではございません。今

職員が２人と、それから役員が１人、それと大体

常時来ているようなパートさんが１人と、その体

制でやっておりますし、そのほかにその都度状態

において雑給を入れながら運営しております。そ

の雑給を常時いる４人の中で手分けしてやれない

かと、こういう話し合いをしております。だから、

常にその分はどこかでみんなで頑張っていこうと

いうことで、それぞれ話し合いをしながら進んで

おりますから、それは雑給の分が減るということ

でございますので、決して今のいる常時体制の部

分が相当大きく減るという考え方はしておりませ

ん。

したがって、今過去の経営分析をしておりまし

て、そしてどうしても４月、３月、２月、その辺

が一番人が集まらない時期だと。その時期に雑給

の人方を使っているような状態がずっとあったと

いうことも含めて、その辺はきちっと減らそうと

いうことでこういう話し合いの結果、そしてサー

ビスには十分気を使っていこうと。それと、あわ

せて安全面の関係もありますから、ふろについて

も今まで雑給でやっていた分をそれぞれ朝早く、

３０分早く来て自分たちがやっていくと。そのか

わり３０分早く上がってもらうとか、そういうよ

うな工夫をしながら、それぞれ交代制を含めなが

ら、労働過重にならないようにということも含め

てローテーションを組んで今検討しているところ

でございます。

それから、合宿、それから寄宿舎等の通称飯場

というのですか。そういったものに対する営業も

その中でやっていこうということで、その時期の

すいている時期に３人があそこにいる必要はござ

いませんので、そのすいている時期に１人を残し

て、あとの方は営業のほうに回ってもらうとか、

そういう工夫をしながら何とか努力してまいりた

いなと、このような思いをしております。

以上です。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

頑張っていただきた〇１０番（佐藤 勝議員）

いと、頑張るしかないわけですが、削る一方では

なくて、ふやすほうも削る努力以上にしていただ

かなければいい数字は出てこないと。やはりそこ

で働く人たちが意欲を持って働くことがいい雰囲

気でお客様を迎える、お客様をふやしていくとい

うことに尽きると思いますので。

それから、加えて風連地区には今公衆浴場がご

ざいませんので、公衆浴場としての機能も持って

いるわけでありますし、福祉施設としての機能、

それから保養センターとしての機能、これは北に

サンピラーがあるからといって、２つを１つにし

て事足りるということでは決してありませんので、

削る、なくす、閉める理論から抜け出して、いか

に残すかというふうな方向にかじを大きく切って

いかなければなりません。
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時間が迫ってきておりますので、次の質問、ま

だ望湖台については言い尽くせない部分が多々あ

るわけですが、次の問題に移ります。（仮称）地

域交流センターについてなのですが、駐車場の問

題であります。今お聞きをしますと８５台しかな

いということで、もう本当にこれは本来必要とさ

れる３分の１ほどの数字かなと。しかも、これは

一般商店、コンビニも含めた商店前の駐車場もこ

れは使えるということで合意ができているという

ことでありますが、例えば１１月の文化祭、朝か

ら晩まで町民の方でにぎわうわけですが、かとい

ってコンビニの前に朝から晩までその関係者の車

がとめていくことにはなかなか現実問題ならない

わけでありますので、けさの地元紙の囲みにもあ

りましたが、やはり施設をつくると同時に、今町

中の施設については駐車場も当然セットとして考

えていかなければならないのは口幅ったく私が申

し上げるまでもありません。

そんな中で今考え得るのは、至近距離にあるの

が今の診療所の用地ということになるわけですが、

お話の中では旧風連庁舎のあったところが今空き

地になって草地化しておりますが、そこを砂利を

敷いて臨時駐車場として使うというようなお話も

あるわけですが、そこは冬期間大きなイベントが

毎年持たれておりまして、年前から雪の堆積が始

まるという場所でもありますので、そのあたり夏

場はいいとしても冬場はあそこはほとんど使える

ものではないし、使うべきではないというふうに

思うわけですが、そのあたりの御認識についてま

ずお伺いをいたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今駐車場の件〇建設水道部長（野間井照之君）

に関して御質問をいただきました。

駐車場の問題は、けさの地元紙でも報道されて

いましたように当初から計画すべきだというふう

に私どもも考えていましたけれども、市街地再開

発事業当初から駐車場の台数不足については少し

懸念がございまして、ただ事業地エリアが２ヘク

タール弱ということもございまして、何とか検討

は加えたのですけれども、１００から１５０台ぐ

らいの駐車スペースをとることが非常に困難であ

ったということでありました。

今御指摘のように、ことしもありましたけれど

も、ＪＡの総代会等では２００台を超える車が福

祉センターの周りに集まったということもござい

まして、私どもも……ただ、来年以降交流センタ

ーが使われると、今言われたように文化祭等にも

使われるというふうに考えておりまして、主催者

側の責任として、路上駐車も風連の場合はできる

のですけれども、駐車場のスペースの用意は必要

だというふうに考えております。したがって、今

旧庁舎跡地の利用をとりあえずは考えさせていた

だきたいというふうに考えています。

今御指摘があったように冬の祭りに使う会場と、

あるいは私どもが今考えている例えば将来に向け

て瑞生団地の建てかえなどにはあの敷地が今の名

寄市と一緒で、南団地のような建てかえ住宅のス

ペースとしても使える可能性があるということも

含めると、あの空き地は重要な空き地ということ

も認識していますので、その辺も含めて今とりあ

えずは簡易的な駐車場、冬場は今御指摘がござい

ましたが、期間が限られた期間でございますので、

除雪でも圧雪でも可能な行事があるときには駐車

場としてすぐ対応できるような体制をとらせてい

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。今構造的にも担当のほうで

どの対応がいいか、夏場も広場として使えるかど

うかも含めて、観光協会のほうの御指摘もありま

すので、その辺も含めて今検討中でございますの

で、御理解をいただきたいというふうに思ってい

ます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういうことなので〇１０番（佐藤 勝議員）

すけれども、診療所、これ事業年度が２２年度で

終了してしまうということで、事業費用を活用し

た中での診療所に対する手当てができれば一番よ



－40－

平成２１年６月１１日（木曜日）第２回６月定例会・第２号

ろしいのでしょうが、最終年度に診療所が動くも

のですから、なかなかそうはいかない。財政的な

問題もあろうかと思うわけですが、診療所を例え

ば駐車をするとしたら、何台駐車可能か検討され

た経過はありますか、いかがですか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

現行は、５０〇建設水道部長（野間井照之君）

台から６０台というふうに思っています。今もし

診療所を解体したとしても敷地そのものがそれほ

ど広くないというふうに考えていますから、建物

の面積そのものが延べ床で９００ですから、４０

０平米ほどですから、できても３０台ぐらいかな

と、つぶした跡地を駐車場としても。それ以上に

通路としても必要ですから、総体でつぶしたとし

ても多くて８０台になるかどうかというふうに考

えています。ただ、先ほど山内部長のほうからも

答弁させていただいたように、まだこの跡地利用

が決まっておりませんので、駐車場とすればその

程度の台数かなというふうに今のところは考えて

おります。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

跡地利用がまだ定ま〇１０番（佐藤 勝議員）

っていないということなのですが、聞くところに

よると一つの考え方として民間に売却というか、

そんな方向も一つの検討課題というふうに上がっ

ているというふうには聞くわけですが、やはり今

あそこ以外には先ほど申し上げましたけれども、

旧庁舎についてはまだまだイベントも含めて利活

用が予想される部分でありますので、本来的な駐

車場としては想定できませんので、そうなるとや

はり今の診療所の用地しかないという、消去法で

いくとあそこしか残らないわけでありますので、

８０台ということであれば、かなりの台数がそこ

にとまれますので、通常のイベント、会合であれ

ば大体そこで押さえることができるということで

もありますので、ぜひこの問題については診療所

を解体する財政負担も含めて補助事業メニューも

探りながら検討すべきだというふうに思いますが、

いつぐらいまでにこの問題についてめどをつける

予定でおりますか。時期をお持ちでしたら、お示

しください。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員が御指〇建設水道部長（野間井照之君）

摘のように期間内では解体ができないということ

も含めて、診療所の移転後に庁内検討委員会を設

けまして跡地利用については検討させていただき

ますので、もう少し時間をいただきたいというふ

うに思っています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今回のこの問題に限〇１０番（佐藤 勝議員）

らず、跡地利用についてはどうも後手後手に回っ

ているケースがありますので、同時進行で確実に

そこはあくわけですから、想定される有効な利活

用もあるわけですから、余計な時間を使うことな

く同時進行で進めていくということが必要かとい

うふうに思いますので、鋭意進めていただきたい

というふうに思います。

最後になりましたが、農地法の改正の問題なの

ですが、これは日本農業新聞の６日付の記事を見

ますと、今参議院に送られているわけですが、こ

の耕作者で与党、野党がまた、一度衆議院のほう

で修正案について決着を見たわけですが、また耕

作者に対する解釈の仕方で違いが出てきて紛糾を

しているというふうに書かれております。農林水

産大臣は、現行農地法においても必ずしも農作業

に従事しなければならないとはなっていないとい

うことで、耕作者イコール農業に従事しなくても

いいという、これは衆議院の段階では修正で一定

結論を出した部分なのですが、またもとに戻った

ようなことでもめているようなわけですが、名寄

市は本州方面とは違いまして、余り農地を投機対

象としてというふうな考え方はないかとは思いま

すが、それでもこういう大きな問題、根幹にかか

わる問題がなかなか国の段階でにっちもさっちも

いかなくなっているということなのですが、この

耕作者に対する市の見解をお持ちでしたら、御答
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弁を願います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

やはり考え方の基本〇経済部長（茂木保均君）

としては、所有者、耕作者は常時きちっと従事す

るという、所有者は常時従事するという、この基

本原則はやはり農業の世界ではある意味当然だと

思うのです。だから、土地は持つけれども、常時

従事しないというような形の考え方は、私として

はこれはやはりなかなか納得いかない部分がある

かなというふうに考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、農業に従事〇１０番（佐藤 勝議員）

するのと農作業に従事するというこの２つの言い

方がありまして、農業に従事するのであれば具体

的に実際的に現場で農作業にかかわらなくてもよ

ろしいということで、これはそうなると非常に広

範囲な企業も含めて農業参入が可能になるという

ことでありますが、これが現場において農作業に

必ず従事しなければならないというような項目が

やはり私たち農業者、家族経営をする農業者が求

める部分でありますが、このところは今の部長答

弁ではしっかり市としても認識されているという

ことで一安心したわけですが、いずれにしても今

この問題が６月中には一定の結論を出されるとい

うことでありますので、注意していかなければな

らないというふうに考えております。市としても

しっかりとした見解を持ちながら、それから農業

委員会、それから市当局の今まで以上に責務がふ

えてくるというふうなこともこの改正案の中には

言われていますので、そのあたりもしっかりと責

務を担っていただきたいということをお話し申し

上げて、私の質問を終わります。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

インフルエンザ対策について外３件を、岩木正

文議員。

議長より指名をいただ〇８番（岩木正文議員）

きましたので、通告順に従い質問をしてまいりま

す。

メキシコに端を発した新型インフルエンザが世

界的に流行し、ＷＨＯは警戒水準をレベル５まで

引き上げました。年日の報道によりますと、冬を

迎える迎ーストラリアで ０００人規模の発生に

よりフェーズ６、パンデミックにさらに引き上げ

を検討しているようです。日本においても大阪、

兵庫に端を発したこの新型インフルエンザ、６月

１０日現在２１都府県で５１６人に拡大していま

す。幸いなことに弱毒性でありますが、名寄市は

もとより近隣の市町村に罹患者が出ないことを願

わずにはいられません。専門家によりますと、第

２次のピークは本年１０月から始まり、その毒性

は現状を上回るとも言われております。名寄市に

おいても大阪より帰名した市民が発熱し、市立病

院の発熱外来を受診したということもあったよう

です。幸い新型インフルエンザではなかったとい

うことです。

そこで、保健所の発熱相談センターと発熱外来、

また民間病院との連携等の対策、そして今回の国

内感染を確認以降、自治体の要請を受けて小、中、

高校の休校やスポーツ、イベントの中止などの影

響が出ております。２次ピークの際もその状況も

あり得ます。秋、冬に向けての対策についてお知

らせください。

この新型インフルエンザの被害を最小限に食い

とめるには、個人、家庭での対応が不可欠です。

新型インフルエンザ対策は、通常のインフルエン

ザ対策の延長線上にあります。飛沫感染であり、

接触感染であること、予防対策をきちんと理解す

ること、市民の安全を守る情報を周知することが

重要です。５月、６月の広報に緊急のチラシが折

り込まれました。しかし、非常にインパクトの薄

いものであったと感じております。市民にしっか

りとした正しい知識をもっと強くアピールするこ

とが大切だと考えます。また、今回の新型インフ

ルエンザは１９５７年以前に生まれた方の発生が

少なく、私を含め、この場におられる方のほとん
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どの方には何らかの免疫があると言われておりま

す。特に中、高校生へのしっかりとした周知も忘

れてはなりません。その点の見解をお伺いいたし

ます。

２点目、ＡＥＤ、自動体外式除細動器の周知に

ついてお尋ねいたします。ＡＥＤは、２００４年

７月より一般の使用が認められ、名寄市において

も拡充され、市民よりの寄附もあり、現在市内小

中学校１５校を含め、三十数台が設置されており

ます。この４年間でＡＥＤを使用して助かった事

例が約７件に上っております。いつどこで起こる

かわからない事態に対し、市民よりどこにあるの

かわからないとの声もあります。本年度予算にお

いて、パッドと充電器の交換の予算は計上してお

りますが、さらなる設置場所の拡充とその対する

考え方、そして設置場所案内の整備が必要と考え

ますが、その取り組みについてお伺いいたします。

次に、スポーツ大会での使用状況について。本

年３月に行われた東京こラソンでは、市職員を含

む２人が完走を果たすという健闘を見せてくれま

した。また、タレントの松村邦洋さんが走行中に

倒れ、心肺停止状況となり、ＡＥＤを使った蘇生

処置で一命を取りとめたことが大きなニュースと

なりました。この大会、４ １９５キロ、３６キ

ロまでは１キロごとに１台、３６キロ以降は８０

０メーター置きに１台を設置し、ランナーの安全

のため設置しております。また、それプラスＡＥ

Ｄを背負ったモバイル隊がコースを巡回するほど

気を使っております。名寄市においても健康こラ

ソン、名寄～下川間駅伝に多くのランナーが健脚

を競っておりますが、陸上を初め他スポーツ大会

での活用状況についてお知らせ願います。

３点目、学習指導要領について。平成２１年度

４月より先行実施が行われていますが、今回は小

学校についてお尋ねいたします。小学校では、各

学年で週１こま相当分の授業がふえ、低学年の補

助授業の増加や学校裁量の時間の授業への転換、

さらには外国語教育と総合的な学習の時数のバラ

ンスなどが課題として取り上げられておりますが、

名寄市での取り組みについてお知らせ願います。

今回５年生の小学校の参観の授業に外国語、英

語授業がありました。英語ノートを使い、「世界

のこんにちはを知ろう」というテーこで取り組ん

でおりました。ハロー、ズドラーストヴィチェ、

ニーハ迎、ジャンボ、ボンジュール、アンニョン

ハセヨと世界にはいろんな国の言葉があるのだよ

ということを子供に楽しく知らせ、英語へつなげ

ていこうというねらいだと思います。子供たちは、

楽しそうに本当に取り組んでいたそうです。名寄

市として英語に取り組んでいただいたことは非常

に評価いたしますが、全国の校長会のアンケート

では７割が不安であると考えております。名寄市

の英語の先行実施の考え方、取り組む時数につい

てお知らせ願います。

次に、授業時数確保の対応についてですが、授

業時数増に対応する時間割編成に本当に御苦労さ

れていることと思います。単位時間を１０分、２

０分などのモジュールに分けて基礎、基本の習得

などの学習を教育課程に位置づける学校もふえて

おります。名寄市のモジュール学習活用について

の考え方をお尋ねいたします。

さらに、本年度より小学校５年生、６年生で遠

足をやめたという学校が数校あります。皆さん、

思い出してください。私も小さいころ、運動会、

学芸会よりもやはりお弁当を持ち、お菓子を持ち

遠足へ行く、照る照る坊主を下げたのは遠足だっ

たような気がしております。やはり名寄川であっ

たり、名寄公園であったり、当時は砺波のテレビ

塔であったり、本当に楽しい思い出がいっぱいあ

ります。その遠足を５年生、６年生、研修旅行が

あり、６年生は修学旅行もあるという理由でしょ

うが、時数確保のためにそういったことをしたの

ではないかなと思っております。そういったこと

がやはり将来の全部の遠足の中止であるとか、学

芸会、運動会の縮小ということにもつながりかね

ないという危惧を持っておりますので、その件に
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ついての見解をお尋ねいたします。

次に、中１ギャップですが、中１ギャップは中

学入学後、教科担任制や部活動、新しい仲間との

出会いなど環境の変化に戸惑い、結果として不登

校やいじめがふえるという現象です。この現象は、

全国で３倍にふえているそうです。本市の小学校

６年生から中学校１年生の不登校の現状について

とこの中１ギャップの解消の対策についてお尋ね

いたします。

４点目、児童虐待についてお尋ねいたします。

年年北海道警察の発表によりますと、児童虐待防

止法が施行された２０００年以降、最大の数とな

ったそうです。虐待の種別は、心理的虐待が半数

を占めております。そのほかに身体的虐待、ネグ

レクト、性的虐待ということが行われているそう

です。皆さんも御存じのとおり、年年札幌では８

年間女の子が監禁をされていた、稚内では保育所

より通報を受けていながら母親と同居の男性によ

って子供が殺害された、そして福岡ではＡＤＨＤ

の子供を母親が殺害してしまった、このような事

件が多数起きております。本当にそういった事件

を１件１件聞くたびに心が痛むのは皆さんと同じ

だと思います。やはりこれは兆候の見逃し、判断

のずれが大きな原因ではないかなと思います。名

寄市におきましてもこの大事な家庭児童相談員が

１カ月間不在であったと。３月の退職者、それを

補うのに一月かかっております。やはりこの時代、

そういったことがあってはいけないと思いますが、

そこら辺の見解を伺わせていただきます。

また、乳児家庭訪問の実施、そして長期欠席者

への対応、要保護児童対策地域協議会の活動、そ

ういった施策が児童虐待を防ぐために行われてお

りますが、名寄市の対応についてお知らせいただ

きたいと思います。

最後に、ハートダイヤルの子供への対応です。

ハートダイヤルで何か心配事があったら、ここに

電話してください、先生にも連絡を下さいという

案内を子供にもしていますが、やはり子供が自分

の親のことをなかなか言うというのは、非常に難

しい面があると思います。お父さん、お母さんに

冷たくされた、殴られたなどとなかなか言えない。

やはりそういったちょっとした相談をしたことの

兆候をいかにとらえて問題解決に結びつけていく

かということが大切ですので、子供にハートダイ

ヤルの意味ともっと気楽に使えるような環境づく

りというものも必要と考えておりますので、その

見解をお伺いして、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）

岩木議員から大〇福祉事務所長（小山龍彦君）

項目４点の御質問がございました。大項目１番目

のインフルエンザ対策について、２番目のＡＥＤ

の周知について及び４番目の児童虐待については

私のほうから、大項目３番目については教育部長

からの答弁となりますので、よろしくお願い申し

上げます。

最初に、大項目１点目、小項目１点目の新型イ

ンフルエンザの対応について申し上げます。４月

下旬からメキシコで発症が確認されました新型イ

ンフルエンザは各国に広がり、国内においても５

月中旬から関西方面を中心に人から人への感染が

拡大し、厚生労働省のホームページでは現在の人

数では４８０人という数字が表示されております。

それで、現在も終息には至っておりません。

今回の新型インフルエンザは、当初想定した鳥

インフルエンザのような強毒性のものでないこと

が確認されておりますが、新型インフルエンザに

対してはだれもが免疫を持っていないことから感

染が広がりやすく、またウイルスが変異を起こし、

爆発的な感染力や毒性を持つ可能性があるため、

常に最新の情報に注意を払っていく必要がありま

す。

これまで国内での新型インフルエンザ感染防止

対策に向け、各都道府県に新型インフルエンザ対

策本部が立ち上げられ、それに基づき名寄保健所

に発熱相談センター、さらに市立総合病院には発
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熱外来が設置され、対策を進めてきたところであ

ります。当市においても５月１日、名寄市新型イ

ンフルエンザ対策連絡会議を設置、保健所との連

携をもとに庁内における連絡体制の強化、さらに

市民相談窓口を保健センターに設け、可能な範囲

で市民対応を図ってまいりました。また、国、道

では毒性の強い新型インフルエンザが発生した場

合を想定し、行動計画が作成されており、その中

では市町村の役割分担として地域の実情に応じた

計画として危機管理体制を踏まえた行動計画の策

定が求められています。これを受け、現在市内や

近隣市町村で感染者が発生した場合を想定した市

民への情報提供や相談窓口の設置など、現在も実

施している対応策と発生段階に応じた具体的な担

当部署の役割を明記し、適切な対策が図れるよう

行動計画の策定に取り組んできているところでご

ざいます。

次に、小項目２点目、市民の安全を守る周知に

ついてお答えをいたします。これまでも新型イン

フルエンザの特徴やうつさない、うつらないため

の家庭でできる予防対策、さらに発熱などの症状

があった場合の相談窓口、受診行動や病院の受け

入れ態勢、市の相談窓口などチラシを作成し、全

戸配布をするとともに、新聞、ラジ迎等を通じて

市民周知を進めてまいりました。今後秋から冬に

かけてウイルスが変異し、毒性が強まっていくの

ではないか等が懸念され、さらに流行をした場合

の医療機関の受け入れ態勢など、さまざまな課題

の検討が必要であります。予測がなかなかできな

い状況ではありますが、発症した際の混乱を避け、

市民の安全を守るためにも日ごろから予防対策に

向けて市民周知を図っていくことが重要と考えま

す。特に季節型のインフルエンザと同時に流行し

た場合、医療機関が大混乱になるおそれがありま

すので、１０月下旬からの接種可能となる季節型

インフルエンザの予防接種を一人でも多くの市民

が受けられるよう勧奨し、今後わかりやすい情報

の提供や予防対策に努めてまいります。

次に、大項目２点目、ＡＥＤの設置場所の周知

についてお答えいたします。ＡＥＤは、突然起こ

る心臓停止に電気ショックを与えることで心臓の

鼓動を促す救命装置で、企業からなどの寄附を財

源に平成１８年度７台、平成１９年度８台、平成

２０年度１５台を購入し、平成２１年度購入分と

合わせ現在１６カ所の公共施設と１５の小中学校

に配備しております。また、公共施設以外にも上

川北部医師会や歩くスキー協会等の団体、多くの

市民が利用するデパート等の大型店舗においても

企業が独自で購入設置され、事故に備えておりま

す。平成１８年度からＡＥＤの配置を開始してお

りますが、平成２０年度に１度使用になったとい

うふうに聞いております。

御質問の設置場所に関する市民周知につきまし

ては、公共施設の設置については広報なよろに掲

載いたしましたが、民間の団体、事業者の設置場

所について詳しい調査を実施したことがありませ

んでしたので、今後調査を行い、どこにＡＥＤが

設置されているのかがわかる一覧表などをつくり、

周知してまいりたいと考えます。また、利用方法

についても消防署などが実施する利用法の講習会

に参加して使用方法を学んでいただき、救急車が

到着するまでの間の十数分間の間に素早い処置を

行うため、ＡＥＤの利用を促進してまいります。

市は、福祉事務所に貸し出し用のＡＥＤを保有し

ており、団体や町内会での行事、イベントの際に

は貸し出しいたしますので、御利用や周知方をよ

ろしくお願いいたします。

次に、小項目２点目、スポーツ大会での活用状

況について申し上げます。市が主催する憲法記念

ロードレース、名寄～下川間往復駅伝競走大会、

名寄市民スキー大会については、大会会場となる

スポーツ施設備えつけのＡＥＤや市所有のＡＥＤ

に加え、救護を依頼する団体のＡＥＤを活用する

など大会の安全確保に努めており、今後も十分留

意してまいります。また、民間団体が主催するス

ポーツ大会については主催団体の責任のもと、そ
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れぞれの救護対応を行っており、市主催の大会同

様、会場備えつけのＡＥＤや救護を依頼する団体

のＡＥＤの活用などの方法により安全性の確保に

努めています。しかし、現状隣接の施設も含め、

ＡＥＤ未設置のスポーツ施設においてはＡＥＤ未

活用の大会も見受けられることから、これらの施

設の利用に際しては市所有の貸し出し用ＡＥＤを

有効に御活用いただきますよう市民及び関係団体

へ周知、指導を行ってまいります。

次に、大項目４点目、児童虐待についてお答え

申し上げます。まず、１点目の子供を守る対策に

ついて申し上げます。議員御指摘のとおり、ここ

数年児童虐待の事例が数多く発生し、新聞等に報

道されております。ネグレクトや虐待の発見は対

象児の身体の状況、すなわち栄養不良であったり、

けがを負っているなどの確認や虐待行為の目撃が

されない限り発見は難しく、近所からの通報や保

育所や学校での健康診断あるいは学校への長期欠

席等で発見されます。

名寄市では、平成１９年度に要保護児童対策地

域協議会を設立し、虐待が疑われる場合には迅速

な対応が必要なことから、地区の民生委員、学校、

市関係課等によるケース検討会議を招集し、家庭

児童相談員等が訪問し、保護者との面談の上、状

況の確認を行い、旭川児童相談所と協議しながら

児童の安全確保に努めており、最高の場合、緊急

保護を旭川児童相談所に要請し、一時保護や施設

入所に至ることもあります。また、児童生徒の学

校長期欠席者への対応につきましては、学校ごと

の先生が家庭訪問を行う中で確認を行っておりま

す。

虐待は、このほかにも心理的な虐待あるいは性

的な虐待などもあり、なかなか事例そのものの把

握が困難であったりいたしますが、虐待が疑われ

る場合には児童相談所や市関係者等が保護者と面

談し、引き続き子供との生活が可能で受け入れら

れる状態にある場合でも定期的に家庭訪問しなが

ら生活状態を確認するなど、注意深く見守ってい

くことにしております。

次に、小項目２点目、ハートダイヤルの子供へ

の対応についてお尋ねがありましたので、お答え

いたします。子供電話相談ハートダイヤルは、ほ

っと２１に設置し、その対応を行っており、現在

児童虐待に関する相談はありません。しかし、相

談の主訴が児童虐待にかかわる相談でない場合で

も話題の中に児童虐待と思われる内容が含んでい

るときは、相談者に早目に福祉事務所や児童相談

所に相談するように勧めます。なお、子供の悩み

相談ハートダイヤルの利用ＰＲにつきましては、

今度も気軽に相談、活用ができるよう工夫してま

いりたいと思います。

以上、この場から私の答弁といたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の３、新学習指導要領についてお答えをいたし

ます。

初めに、先行実施の現状についてお答えをいた

します。平成２０年３月に告示された新学習指導

要領では、現行指導要領の全部またはその一部に

ついて新学習指導要領の先行実施ができると示さ

れており、市内小中学校では算数、数学や理科の

時数の増加や総合的な学習の時間の活動内容の見

直し、選択教科の段階的削減など自校の実態を踏

まえながら今年度より計画的に取り組んでおりま

す。道徳につきましては、先行実施している学校

もありますが、全体計画の作成や副読本の選考中

の学校もあります。また、小学校５、６年生にお

ける外国語活動につきましては、今年度は各学校

それぞれに１５時間から３５時間とばらつきはあ

りますが、今後段階的にふやすなど計画的に進め

ております。いずれの教科領域におきましても小

学校は２３年度、中学校は２４年度から完全実施

となります。教育委員会といたしましても教材の

整備や研修活動の充実を図りながらハード面、ソ

フト面で各学校に指導、支援を行っているところ

であります。
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次に、授業時数確保の対応についてお答えをい

たします。新学習指導要領への移行に伴い、小学

校では今年度から１週間当たりほぼ１時間の増と

なっています。また、平成２２年度からは小学１、

２年生でさらに１時間の増となります。中学校に

おいても平成２４年度から１週間当たり１時間の

増となります。新学習指導要領では、特色ある教

育活動を展開する中で生きる力の育成を目指し、

基礎的、基本的な知識や技能を確実に習得させる

ことをねらいとしております。各学校では、行事

の見直しや精選を通してカリキュラムを見直すな

ど創意工夫を重ねながら、改訂の重点である確か

な学力の定着に向けて教科時数の確保に努めてお

ります。

岩木議員のお話にありましたモジュール学習に

つきましては、効果的な指導に向けての研修の場

にその視点も組み入れるなど、今後の研修課題と

してまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと思います。

平成１４年の学校５日制の完全実施に伴い、教

科時数の確保を図るとともに、この制度の趣旨を

踏まえ、学校行事などの見直しが行われました。

そこで、遠足のねらいと同じである５年生の宿泊

研修や６年生の修学旅行を遠足のかわりとした学

校がふえました。小規模校や特色ある教育活動の

一環として全学年で遠足を実施している学校もあ

りますが、新学習指導要領では学校行事の統合、

精選を図るように示されており、５、６年生の遠

足を実施しない学校もふえてきています。移行に

伴う教育活動につきまして、保護者への十分な説

明と理解を図るようにさらに各学校へ指導してま

いります。

次に、中１ギャップの現状と方策についてお答

えをいたします。現在名寄市では、小学校担任が

児童の様子について中学校担任へ知らせる情報交

流、いわゆる引き継ぎを綿密に行っております。

各中学校においては、生徒指導部が中心となって

生徒への声かけや素早い対応、家庭との連携など

きめ細かな対応を通して生徒のギャップ感の解消

に努めています。また、校区内の小中合同清掃活

動や中学校の先生が小学校に出向いて授業をした

り、６年生が中学体験入学をして部活動の体験を

するなど工夫している学校もあります。中１ギャ

ップが主たる原因で不登校となっている生徒の報

告は受けておりませんが、教育委員会といたしま

しても小学校と中学校との連携を一層図っていく

よう今後も取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問をさ〇８番（岩木正文議員）

せていただきます。

まず、インフルエンザについてなのですけれど

も、やはり最初にかかった神戸の高校生が退院し

てきて言ってきたことが非常に印象的でした。何

もすることがなくてメールを見ると、私への誹謗

中傷がいっぱい書き込まれていたと。これは非常

に悲しいことですね。インフルエンザになりたく

てなっているわけではないので、そういったこと

が名寄市で万が一発生した場合においてもそうい

ったことがないような気遣いと指導をしていただ

きたいなと思っております。

それと、大阪、神戸におきまして新型インフル

エンザにおける学校閉鎖が行われました。そうす

ると、その高校生たちは何を思ったことか、この

機会とばかりにカラ迎ケボックスへ行って歌を歌

っていたというようなことがこスコミ報道されて

おりますし、偶然にもうちの長男が通っています

京都も１人感染者が出まして、大学で１０日間学

校閉鎖になりました。そのときの状況を聞いてみ

ますと、やはり若い人たちに家にいろと言っても

なかなかこれは難しい現状がございます。やはり

こういったことが本当に強毒性のインフルエンザ

であれば大変な事態を引き起こすということをし

っかりともっと教育し、またお年寄りや何か、ま

ず人と会わない、家にいるということが一番自己

を守ることになりますので、そういったお年寄り
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に対するフォローですとか、そういったこともぜ

ひ気にかけていただきたいなと思います。

私も偶然５月のゴールデンウイークに「感染列

島」、「パンデミック」という映画が名寄に来て

いましたので、見ていました。やはりパンデミッ

クになってしまったら、医療機関がどうだこうだ

の世界ではなくて、そういった人に接触しない、

もう本当に自分で自分の命を守るしかないのだな

というように強く感じております。やはり間違っ

た情報、また情報の空洞化などが起きないような

行政としての取り組みをインフルエンザについて

は望んでおきたいと思います。

それと、実質インフルエンザの市立病院の発熱

外来も４床しかないわけですから、これ大量に発

生したら、もう市立病院での対応というのは現実

できなくなってしまうというのがあります。民間

病院との連携や何かも非常に重要になってきます。

やはりわかっているのとできるということは、こ

れ意味が全然違うと思うのです。やはりこういっ

たことが実際この目の前で名寄市に起きてみない

とわからないということもありますが、子供たち

の避難訓練であるとか火災訓練をやっていますよ

うにインフルエンザに対する予防をしっかり正式

な知識として市民に周知していただきたいなと要

望をしておきます。

次、ＡＥＤにつきましてですが、自動体外式除

細動器と言わなくてもＡＥＤと言われれば、どう

いったものなのかなというのがもうある程度市民

のほうにも理解されてきている段階ではないかな

と思います。あとは、それをいかに有効に利用し、

いざというときのために活用できるかということ

が大きな課題ではないかと思います。今の部長答

弁の中で、民間企業の実態も調べ、一体化した地

図をつくっていくということを言われましたので、

そういったいざ使うときにどこにあるのかを市民

に周知していただければありがたいなと思います。

さらに、スポーツ大会での活用なのですが、や

はりもうこれだけＡＥＤが行政として市民の安全

のために用意してありますよということが広まっ

てきた以上、いざというときに使えない状況では

何の意味もなさないので、特に一番ＡＥＤの活用

が必要となる野球場、これはどうとらえているの

か。大会のために義務づけするだとか、やはり野

球場にもＡＥＤの設置というのが必要ではないか

なと思いますけれども、その点の見解をお伺いい

たします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

スポーツ大会での活〇教育部長（山内 豊君）

用ということであります。現在そういったような

スポーツ大会で活用をしたという事例はございま

せんけれども、多くの公共施設の中にＡＥＤを設

置をしているという状況にございます。ただ、今

御指摘のありました市営球場については、まだ設

置がされていないということでありますので、そ

れらについては大会のあるごとにそうしたＡＥＤ、

貸し出し用のＡＥＤがございますので、それを活

用してもらうということが現状ではベターだなと

いうふうに思います。ただ、これからＡＥＤを設

置をするということになれば、それらの優先順位

というのがあるかと思いますけれども、常時設備

をしなければならないところ、あるいは期間的に

やらなければならないというところもございます

ので、その辺を検討しながら配置を考えていきた

いなというふうに思っております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ野球であるとか、〇８番（岩木正文議員）

大会のときには義務づけというか、貸してくださ

いと言ってきて貸すのではなくて、行政として大

会でその設置を、貸し出しをしますのでという、

ぜひ必ず大会のときにはＡＥＤを用意してくださ

いという義務づけまで必要な時代ではないかなと

思っています。何かあって、なかったということ

になったら大変なことになりますので、そういっ

たことも検討していただければなと思います。

続きまして、児童虐待につきましては、本当に

プライバシーもありますし、なかなか踏み込んで
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いけない。これは、名寄市においても現実あると

思うのです。だけれども、これは個々の事例とい

うのではないですけれども、やはり起きてから話

題になって何とか対策を練るというのがいつも、

いじめの問題のときもそうです。いじめが滝川市

みたく起きてから後手を踏んでいく。ですから、

やはりこういったことはあってはいけないことで

すし、子供の権利を守るためにもしっかりとした

対策をぜひ継続し、やっていただきたいなと思い

ます。

それと、名寄市の家庭児童相談員、この一月の

空白、この間の対処についてお願いいたします。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

家庭児童相談員、〇福祉事務所長（小山龍彦君）

これまで務められていた方が家庭の諸般の事情に

よりまして３月末で退職いたしました。それで、

その後の補充ということで有資格者を対象に２度

ほど募集を行いましたけれども、１度目につきま

しては、こちらのほうで面接をさせていただく中

で対象とする方に至らなかったということで２度

目の募集をやっております。それで、現在は行政

職のＯＢの方でございまして、過去にそういう部

分をやっておられた方ということで現在やってお

られまして、過去前段の担当をされていた方のケ

ースが、正確な数字ではないのですけれども、お

およそケースでいくと１００件を超えるような状

態で恒常的に見守っている部分というのがかなり

ありましたので、それにつきましては児童家庭相

談員ですとか母子家庭支援員とか、そういう類似

している社会福祉課の嘱託職員等で十分フォロー

しながら１カ月間の間は乗り越えてきて、特に表

立った大きな部分について御報告するような事件

はなく、無事大過なく１カ月を過ごしております。

以上でございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

何もそういった大きな〇８番（岩木正文議員）

事件があるとかないとかという問題ではなくて、

やはりきっちりとしたその体制づくりをしっかり

とっていただきたいなと思います。

また、乳児家庭訪問は名寄市はどうなっており

ますか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

乳児家庭訪問に〇福祉事務所長（小山龍彦君）

つきましては、ことし保健センターのほうでそう

いう部分の職員を増員して対応しておりまして、

今までの流れの中で赤ちゃんの部分からかかわり

のある部分にさらにパワーアップして対応してお

りますけれども、社会福祉課の中では児童家庭係

の部分に嘱託職員を１名配置している中で、乳幼

児相談を含む児童手当等の支給などにつきまして

もそこの部分で対応しているところでございます。

以上です。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

この児童虐待とか、本〇８番（岩木正文議員）

当に大変なことにつきましてはやはり兆候の見逃

し、さっきも言いましたけれども、これが第一だ

と思いますので、細かなことを気を使ってやって

いただければなと思います。

それと、最後に新学習指導要領についてお尋ね

いたします。これ何度も言い続けていることなの

ですけれども、やはり遠足をなくしたということ

は私は非常にショックなのです。学校裁量におけ

るあれですから、先生方も非常に苦渋の決断であ

ったということはわかりますけれども、学習指導

要領には学校行事の目標として次のように書いて

あります。学校行事を通して望ましい人間関係を

形成し、集団への所属感や連帯感を含め、公共の

精神を養い、協力してよりよい学校生活を築こう

とする自主的、実践的な態度を育てる。このこと

からわかるように、楽しい思い出をつくるととも

に社会性を育て、公民としての資質をはぐくむこ

とがねらいとなっているということがうたわれて

いるのは御存じだと思います。教育長は、この件

につきまして、各学校の裁量でことしから５年生、

６年生の遠足をなくしたということを御存じでし

たか。もし御存じであれば、そのことをどう許可
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したのか。もし御存じでなければ、こうなってし

まったことにどういう感じを持たれたかをお知ら

せください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

新しい学習指導要領の〇教育長（藤原 忠君）

移行措置期間が今年度から始まったところであり

ます。教育課程の編成は、基本的には各学校の裁

量権の範囲にございます。しかし、名寄市教育委

員会としては、これまでもそうでありましたけれ

ども、それぞれの教育課程の編成については届け

出をしていただいております。その中では、どの

学校が何年にどういう教育課程を編成したか、私

たちは十分に把握しております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと、御存じなか〇８番（岩木正文議員）

ったということですか。

（「把握しております」と呼ぶ者あり）

把握しているというこ〇８番（岩木正文議員）

とは、こうなったことはすべて時間数の確保とい

うことがやはり大きな原因ではないかなと思って

おります。学校教育法の施行令、学期及び休業日、

第２９条に公立の学校の学期及び夏季、冬季、学

年末、農繁期等における休業日は、該当学校を設

置する市町村または都道府県の教育委員会が定め

るということ、これはすなわち今までは都道府県

教育委員会に決定権があったのが平成１１年４月

から市町村教育委員会の判断で決めることができ

るようになったという法律でございます。それ以

降、私ども総務文教常任委員会ですとか市政クラ

ブでも各全国を見てきました。やはり今の教育課

程でなかなか時間がとれない、ゆとりがないとい

う中で２学期制であるとか……２学期制に取り組

む地方公共団体もあります。それとは別に、やは

り東京都の各区であるとか、全国を調べてみます

と３学期制であっても冬休み、夏休みを減らして

いる市町村も実際もうあるわけです。そこの市町

村を見てみますと、やはりそういうことによって

非常にゆとりができた、教育もやりやすくなった

というようなことを言っております。教育長は、

今の現状のこの時数確保のためにやっていること

が子供たちのために本当にこのままでいいのかど

うか、まずお伺いいたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども部長の答弁の〇教育長（藤原 忠君）

中にございましたが、今年度から例えば小学校で

は６時間目の授業がそれぞれ１時間ぐらいずつふ

えてきているとか、こういう実態にあるわけでご

ざいます。そういう中で、それぞれの学校につき

ましては教育課程の中で、例えば児童会の活動を

前期、後期と分けていたのを１期制にして、その

児童会活動の部分で創意工夫をするとか、そうい

うような工夫をしながらその時間を割り出してい

るという実態がございます。そのことがいいのか

どうなのかという質問でございましたが、いい高

いではなくて、やはり新しい学習指導要領でうた

っている子供の教育活動を保障することと、もう

一つは学校行事その他について、先ほどの答弁に

もございましたが、例えば修学旅行と宿泊研修な

どは、いわゆる趣旨が遠足などと非常に似ている

部分がある。そういうところから精選をすると、

こんな取り組みになってきたものと、こんなふう

に考えております。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

教育長は１２月の答弁〇８番（岩木正文議員）

で、学芸会や学習発表会あるいはその他いろいろ

な行事なども子供たちにとっては大切な営みであ

るということから、これを切ることによって授業

時間だけをふやすということについては、名寄市

教育委員会としても慎重に考えていかなくてはな

らないと。これ１２月の私の質問に対する御答弁

だったわけですが、やっぱりこれ慎重に考えてい

かなくては本当にならないと思うのです。学校の

裁量だからといって、そういう各学校におけるば

らつき、うちの子供も学校名を言うわけにはいき

ませんけれども、あそこの学校は遠足あるのだっ

て、きょうなのだよ、うらやましいなと。これど



－50－

平成２１年６月１１日（木曜日）第２回６月定例会・第２号

こを基準にするかということであって、やはり子

供たちの幸せであり、子供たちの環境をしっかり

守るということが重要な部類だと思いますので、

そこら辺をしっかりとらえて対応していただきた

いなと思います。

今部長の答弁にありました英語の外国語教育、

これ２年間の移行措置で５年生はいいですけれど

も、５年生では世界を知ろうだとか、ジェスチャ

ーだとか、英語ノートを見ますと。ですが、６年

生は文字にも親しんでいくという課程にもなって

います。今年度ただ１年しか英語の先行実施がで

きない６年生への対応についてお伺いしたいのと、

その英語の時数ですけれども、各学校のこれも裁

量に任せて１５時間から３５時間、こういうふう

にこれは統一しなくていいものなのですかね。同

じ名寄市の小学校で勉強することによって、各学

校では１５時間、ほかの学校では３５時間の授業

を行いますよと。本当にこういったことは、やっ

ぱり教育委員会として最低のラインはしっかりと

押さえてやらなくてはならないのではないでしょ

うか。学校教育、そして中学校に行くわけですか

ら。そこで、英語というのは私も中学校から習い

ましたけれども、なかなか苦手で親しんでいけな

かった記憶がありますけれども、そういったこと

からまた中１ギャップ、なじめなくなってしまう

ことをつくってはいけませんけれども、その英語

に関することについて御答弁を願います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私も英語ノートを今持〇教育長（藤原 忠君）

ってまいりました。これは、１と２とございまし

て、例えば１では教材の中にジェスチャーで楽し

もうとか、こういう部分がございますし、英語２

のほうでも主としては、例えばこういうふうにい

ろんな職業を学ぼうと。ただ、ここに確かに英語

で単語が書いてございます。しかし、この単語そ

のものは高校でもしっかりと覚えるのが難しいよ

うな単語がたくさん並んでいるということは、こ

の言葉を覚えるということでは決してないものと。

もともと小学校の外国語活動というのは、言って

みれば中学校に当たる英語教育とか、こういうも

のと趣が異なりまして、１つは外国語に興味を持

つということ、１つは例えば外国人、ＡＬＴとか、

こういう方たちと接しながら外国の文化を知って

いくとか、こんな主なねらいがあるわけでありま

す。そういう中で、コミュニケーションについて

の理解度を高めると、こういうことでありまして、

必ずしも英語の単語を覚えていくこととか文法を

覚えることはその目的にはなっていないと、こう

いうのが大きな押さえにあります。その中で、現

在は総合的な学習の時間がこの外国語活動に充て

られております。したがいまして、１つにはそれ

ぞれの学校における総合的な学習の時間の位置づ

けが大きなポイントになってまいります。

それから、もう一つは、やはりこれまでのＡＬ

Ｔなどを通した活動が名寄の場合は小学校１年生

から続けられております。したがいまして、ある

学校が１５時間である学校が３５というのは、た

またま５年生と６年生の時間でありまして、これ

までの積み重ねで十分１５時間もしくは２０時間

でもこの趣旨、英語ノート等に沿った趣旨にかな

うという、そういう考えが学校にあれば、それは

それでよろしいわけでございます。そんなことか

ら、それぞれの学校で１５から３５までの開きが

出てきていると、こんなふうに私は判断しており

まして、ただこれは本格実施に当たる平成２３年

度からは３５というふうに定められますので、全

校とも３５時間で実施し、さらに今後は評価も入

ってまいりますので、今度は評価についての研修、

研究もしていかなければならないものと、こんな

ふうに考えています。

ただ、いずれにしましても学校の実態がそこに

もあるわけでございまして、道教委が主催する小

学校の教員に対する研修も年年６校、そしてこと

しは６月に開催されたのですが、そこで５校の担

当の先生が受講していると、こういう実態にもあ

ります。したがいまして、単に外国語活動の時数
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をふやせば、それで十分効果が上がるかといいま

すと、必ずしもそうも言えない。そして、その時

数すべてにＡＬＴが行くわけではございません。

その中の半分か３分の１ぐらいしかＡＬＴ自体は

名寄市としても派遣しておりませんので、残りの

時間についてどう効果的に外国語活動を行うか、

これはこの移行期間の間にしっかりとまた取り組

んでいかなければならない問題だと、こんなふう

に考えています。いずれにしましても、名寄市は

大変取り組みが進んでおりまして、小学校１年生

から市内の全小学校にＡＬＴ等が派遣されている

というのは北海道でも大変珍しいのではないかと、

こんなふうに自負しているところであります。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

言っていることはわか〇８番（岩木正文議員）

るのですが、やはりその学校に応じて１５時間か

ら３５時間の取り入れということは２０時間の違

いがあるわけですよね。これは、もう校長であり

教職員の学校の考え方でやはり遠足をなくすとこ

ろとそのまま継続するところが出てきたりすると

いうことですけれども、それは学校の裁量の中と

いうことなのでしょう。だけれども、やはり同じ

名寄市の小学校として余りばらつきがあってはい

けないのではないかなと思っています。

最初にインフルエンザの質問をさせていただき

ましたが、ことし３月、多くの学校閉鎖があった

り、学級、学年閉鎖がありました。ちょうど３月

で、今回はもうほとんどの生徒たちが授業を終わ

って、最後のまとめの部分の時間帯だったからよ

かったと思うのですが、インフルエンザで例えば

２週間で時数が足りなかった場合の対応というの

はどのように行うのですか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

特に緊急の場合におけ〇教育長（藤原 忠君）

る例えば集団インフルエンザ、学校閉鎖とか、こ

ういう場合は、通常は間に合う範囲で長期休業な

どを削りながら調整していくと、こんな方法をと

っております。ただ、今回の場合は２月、３月と

いうもう調整のきかない時間でございましたので、

万やむを得ない、その実態のままで学期を終えた

と、こういう状況にあります。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

やむを得ない、学期を〇８番（岩木正文議員）

終えたということは、すべての教育課程を終わら

ないで次の学年にいくということもあり得るとい

うことですか。例えば５年生の教育課程、５年生

なら５年生で本来はここまでやらなくてはいけな

いものをインフルエンザで２週間休んだために全

部終わらなかった場合の対応はどうするわけです

か。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

学校閉鎖とか、あるい〇教育長（藤原 忠君）

は学級閉鎖、学年閉鎖もあるわけでありますが、

このもちろん期間にもよろうかなと私は考えてお

ります。それがこれまでの例ですと、通常その直

接該当する学級等では二、三日というのが大体相

場で、これが１０日とか半月、１カ月にわたる場

合はやはり特別な措置をとらなければならないと。

そして、その２日、３日の間であれば、これは学

校の中の創意工夫で一定程度の学ぶべきことは終

わらせなければなりません。これは、学校の義務

であります。したがいまして、それをないがしろ

にして仕方ないから終わりということにはなりま

せん。ただ、十分創意工夫で補える範囲の中で今

回の学級閉鎖とか学校閉鎖があったという、そう

いう意味でございます。

岩木議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後、この間雑誌を見〇８番（岩木正文議員）

ていましたら、学力が世界一と言われるフィンラ

ンドの教育長とイギリスのブレア首相の対談でし

た。イギリスのブレア首相は教育について、１に

教育、２に教育、３に教育と。ところが、フィン

ランドの教育長の方は、１に教師、２に教師、３、

４がなくて５に教師と。やはり学習指導要領が変

わろうと、いろんなことが国の方針でされようと、

子供たちに接し教えるのは先生なわけです。やは
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りそういった先生ということですから、子供たち

のためのということをもっとちゃんときっちりと

考えた体制を今後つくり上げていっていただきた

いなと思います。そういうことです。

あと、名寄市学校裁量の中身について、これか

らちょっと私も勉強させていただきますが、やは

りある程度の教育委員会としての決まり事はしっ

かりととらえて、それで本当にいいのかというこ

とも検証していただくことをお願いして、質問を

終わります。

以上で岩木正文議員〇議長（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５８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。

スクール・ニューディール政策について外２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をさせ

ていただきます。

まず初めに、大きい項目の１番目、スクール・

ニューディール政策についてお尋ねいたします。

新経済対策は、中長期的な政策戦略の柱として二

酸化炭素排出の少ない社会を目指して低炭素革命

を位置づけられております。中でも世界で最先端

のレベルである日本の環境関連技術を生かすため、

太陽光発電を掲げております。政府として２０２

０年までに現在の発電量を２０倍程度まで拡大す

ることを目標にしております。このような大きな

推進力がスクール・ニューディール構想です。こ

れは、全国約３万 ０００の公立小中学校を中心

に太陽光パネルを設置するため、エコ改革、イン

ターネット、ブロードバンドの改修等を行う事業

であります。校内ＬＡＮの充実などＩＣＴ、情報

通信技術環境の整備や耐震化を３年間で事業を進

めるものであります。国費 ０００め円、事業規

模１兆円で実施することになっております。現在

２００校に設置されている太陽光パネルを２し

当たり１０倍の１万 ０００校に設置することを

目指しております。また、学校耐震化に関しては

特に緊急性の高い１万棟余りについて、１１年度

までに５カ年計画で完了するとしていたものを来

年補正予算で２年前倒ししております。本市小中

学校数と小中学校生徒の現状をお知らせください。

また、各学校の教育用パソコンの数と現状をお

知らせください。

学校は、子供が１日の大半を過ごす活動の場で

あり、災害時には地域住民の応急避難場所として

役割を果たすことから、安全性の確保が極めて重

要に感じております。子供たちの災害時のことを

考えれば、各地の学校耐震化の実現は一日でも早

いほうが望ましいと思われます。本市の耐震化へ

の考えとこれからの施策について理事者の御見解

をお願いいたします。

また、エコ対策としてエアコンの設置と、また

省エネ改修、二重窓の改修等がありますが、名寄

は小学校、中学校の再編等があり、また校舎が古

い等の現実問題がありますので、更新を掘り進め

ていただき、現実性のある省エネ対策として現在

のある学校用テレビを地デジテレビ対応のテレビ

に更新し、電気料の削減をするという考えと情報

の共有化の考えからも電子黒板の各学校への設置

のお考えをお知らせいただきたいと思います。

また、エコ対策には、多様な生物が生息する空

間で環境教育の教材にも対応されるビ迎トープ、

また夏の日２しの照り返しの緩和と安心で外を走

り回れる安心なグラウンドとしてあります。国立

競技場のような、また日本庭園のような、また士

別のつくも公園サッカー場のような芝でしたら、

高額で維持管理も大変高額になりますが、鳥取方

式の校庭芝生化は単価も安く、維持管理も安価で

あるとテレビ中継されておりました。本市の校庭

芝生化の理事者のお考えをお知らせいただきたい
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と思います。

最後に、現在の発電量の２０倍程度の拡大を目

指す太陽光発電の学校への設置の本市の考え、ま

たスクール・ニューディール政策の取り組みにつ

いての理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目の２番目、高齢者福祉対策について

お伺いいたします。高齢者が生きがいを持ち、健

康で自由に働き、また楽しみ、積極的に社会に参

加するなど、さまざまな形で地域社会の貢献に活

躍することがごく普通のことになるような社会づ

くりが大変に重要であります。しかし、名寄市も

約３万 ６００名の人口のうち、平成２０年度で

６５６以上の高齢者が １１９名、２ ９％、人 

口の４分の１を超えるようになりました。世帯で

は、平成１７年国勢調査で１万 ６９０世帯のう

ち、６５６以上の世帯 ９８７世帯、うち単独世

帯 ２０３世帯、夫帯のみの世帯 ８０８世帯、 

その他お子様等と同居されている世帯が ９７５

世帯となり、全部で ０１１世帯が高齢者世帯と

なっております。名寄の約２２％という高い割合

になっております。

そのような状況の中、名寄市は住みやすいまち

ランキングでも北海道の上位にあり、福祉のまち、

また教育のまちとして機能していると私は自負し

ておりますが、この高齢者のうち単身世帯 ２０

３世帯、また夫帯世帯 ８０８世帯の年３生活者

はぎりぎりで生活されており、病院に入院したり、

また民間の高額な老人ホームへの入所といったこ

とができない方も大変多くおられます。その意味

で、名寄市の外出支援サービス事業と自立支援サ

ービス事業の現状をお知らせいただきたいという

ふうに思います。

また、名寄市の養護老人ホーム及び軽費老人ホ

ーム、ケアハウスの入所希望の状況についてお知

らせいただきたいというふうに思います。

名寄市の小規模多機能型居宅介護、短期入所の

状況についてもお知らせいただきたいと思います。

名寄市の今後の高齢者自立支援事業、ケアハウ

ス、またシルバーハウジングの建設のお考えにつ

いてお知らせいただきたいというふうに思います。

大きい項目の３点目、行財政改革の公共事業の

あり方についてお聞きしたいというふうに思いま

す。名寄市は、平成２０年度名寄市行財政改革推

進実施本部を立ち上げました。組織・機構、使用

料・手数料及び負担３・補助３見直し、また公共

施設のあり方等の検討委員会で検討が行われてき

ております。公共施設検討委員会では６６０件の

施設のうち、最終７５件のうち前期、中期、後期、

３期にわたり計画期間を分け、存続、継続、廃止

の方向が出されましたが、そのうち生きがいホビ

ーセンターの部会での今後の検討をした。この中

での検討経過をお知らせいただきたいというふう

に思います。

新聞紙上では、生きがいホビーセンターや風連

福祉センターなど６施設を廃止、北体育館４施設

の廃止、解体、望湖台自然公園センターハウス、

また日進保育所を廃止検討となり、ホビーセンタ

ーは当初目的を達成と書かれておりましたが、高

齢者にとって毎日朝を迎えるのが楽しみだ、きょ

うはあれをしなければ、あすはこれをしなければ

といった充実した毎日を過ごすための施策が必要

であります。あるまちは、生きがい対策として焼

き物をしては、毎日毎日できないものですから、

月曜日は焼き物をする、また火曜日は老人大学講

座、俳句を勉強する、また水曜日は絵といったよ

うに変化に富んだ施策をして老人、また高齢者の

充実した日々を過ごしているそうであります。新

聞紙上では、当初の目的達成と書かれておりまし

たが、そのお考えをお知らせいただきたいという

ふうに思います。

ホビーセンターの前期、中期、後期のどこの廃

止時期をお考えなのか。また、名寄市生きがいホ

ビーセンターの設置目的は、６５６以上の高齢者

が手工芸等を趣味として学び、創造と生産する意

欲を高め、生きがいある心豊かな老後の充実を図

るため設置とありました。ホビーセンターでは陶
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芸、アートフラワー、シニアコーラス、習字、木

彫工、囲碁等、１０８名の方が生きがいを感じな

がら月曜日から３曜日まで講座と同好会の開催を

されております。アートフラワー、シニアコーラ

ス、習字、囲碁等は、代替施設を与えれば可能で

ありますが、陶芸、また木彫工等は場所や機材の

搬入を考える必要があると思いますが、今後の生

きがいホビーセンターの考えについて理事者の御

見解をお願い申し上げ、この壇上での質問を終わ

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）

大きな項目で３項目〇教育部長（山内 豊君）

の御質問をいただきました。１点目については私

から、２点目と３点目については福祉事務所長か

らの答弁となりますので、よろしくお願いいたし

ます。

初めに、スクール・ニューディール政策につい

てお答えをいたします。本市小中学校数と小中学

校生徒数の現状についてお答えをいたします。平

成２１年度４月末現在の小中学校数は、小学校が

１１校、中学校が５校となっております。また、

児童生徒数は、小学校が ５４９名、中学校が７

６４名となっております。

次に、各学校の教育用ＰＣの数と現状について

でありますが、名寄市は平成１１年度より教育用

ＰＣの導入を始め、現在ではＰＣ教室を設置し、

すべての小中学校に教育用ＰＣを配備しておりま

す。配備の状況は、平成２１年３月末で小学校に

１６６台、中学校に１４１台となっております。

児童生徒に対する台数は、小学校で ２人に１台、

中学校では ４人に１台で、児童生徒全体では 

５人に１台となっております。文部科学省では、

ＩＴ新改革戦略として児童生徒 ６人に１台を達

成目標としておりますが、全国平均では現在 ０

人に１台となっている状況にあります。名寄市と

いたしましても国のスクール・ニューディール構

想の公立小中学校等のＩＣＴ環境の整備事業を活

用し、本年度１４６台の教育用ＰＣの導入と校内

ＬＡＮの整備を検討してございます。今後も文部

科学省の達成目標にできるだけ近づくよう努力し

てまいります。

次に、耐震化への考え方とこれからの施策につ

いてでございます。文部科学省が実施いたしまし

た平成２０年度公立学校施設の耐震改修状況調査

では、耐震診断の結果Ｉｓ値、これは地震による

倒壊等の危険性が高い数値をあらわすものですが、

これが ３未ことなり、大規模な地震により倒壊

などの危険性の高い公立小中学校施設は全国で約

１万棟存在するとしてございます。国は、平成２

１年度補正予算においてスクール・ニューディー

ル構想として公立小中学校施設の耐震化をさらに

推進しようとしてございます。本市では、昭和５

６年以前に建築された２７棟の学校施設が現行の

法令等による耐震性能をこたしていないため、耐

震化を図らなければならない建物となっておりま

すが、これら２７棟の建物についてはＩｓ値を求

める耐震診断の２次診断等を実施していないため、

この１万棟の中には分類されてございません。

名寄市教育委員会では、平成１８年度に実施し

た学校施設耐震化優先度調査報告に基づきまして、

平成２０年度に名寄市立小中学校施設耐震化計画

を策定し、耐震化の基本的な考え方や進め方を定

め、市内１２棟の建物について耐震化事業実施の

優先順位と耐震化の方法などを定めております。

特に平成２３年度までの新名寄市総合計画の前期

計画に対応する期間では、名寄東小学校屋内運動

場の危険改築と風連中学校校舎及び屋内運動場の

施設移転による耐震化事業を実施することとして

おります。国の平成２１年度補正予算におけるス

クール・ニューディール構想に係る学校施設の耐

震化につきましては、安全で安心な教育環境の実

現のための学校耐震化の早期推進を図るための財

源活用を検討してまいりたいと考えております。

次に、エコ対策の考え方でございます。エコ対

策の考え方につきましては、小中学校におけるエ

コ対策につきましては、従来から学校周辺での花
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壇の整備や学校農園の運営など対応してまいりま

したが、本年度からスクール・ニューディール構

想の公立小中学校等のＩＣＴ環境の整備事業を活

用し、各小中学校に配置している既存のアナログ

テレビを廃止し、デジタルテレビに変更すること

としております。計画導入台数は、小学校で１３

７台、中学校で５６台と計画してございます。電

子黒板については、小中学校１５校すべてに１台

ずつ導入を計画してございます。設備それぞれの

省エネ機能を活用するとともに、児童生徒へもエ

コの重要性を指導してまいりたいと考えておりま

す。

次に、校庭の芝生化の考え方でございます。名

寄市内の現況を申し上げますと、校庭の芝生化は

されてございませんが、各小中学校とも前庭、裏

庭があり、そのほとんどは芝生化されている状況

にあります。校庭の芝生化については、昭和４０

年代に名寄小学校のグラウンドで実施しています

が、数年たつと芝の根が固まって面がぼこぼこと

なったり、芝生がはがれてくるなど、子供たちが

転倒する危険性も高まりました。また、補修等の

維持管理もうまくいかなかったことから、数年後

には芝生の全面撤去という経過がございます。

鳥取方式の校庭芝生化については、芝の単価が

安い、維持管理も安価ということでありますから、

非常に魅力的でございます。鳥取を中心とする本

州での芝生化が雪国北海道でも同様の効果と維持

管理も安くできるのか、詳しく承知しておりませ

んので、研究したいというふうに思います。

次に、スクール・ニューディール政策の取り組

みでありますが、スクール・ニューディール構想

は国の経済危機対策の一環として文部科学省が取

り組む施策であります。この構想は、１つに学校

耐震化の早期耐震、太陽光パネルを初めとしたエ

コ改修の拡大、２つとして地上デジタルテレビ、

電子黒板を含む整備、３つとして学校のＩＣＴ環

境の整備の３つの事業となってございます。名寄

市では、今年度すべての事業に取り組むこととし

てございまして、地上デジタルテレビ、電子黒板

を含む整備と学校のＩＣＴ環境の整備については

さきに答弁したとおり計画をしているところでご

ざいます。また、小中学校への太陽光パネルの設

置について、太陽光発電により生み出される再生

可能エネルギーは消費電力に活用され、ＣＯ の削２

減や経済的効率性も期待できるなど大きな意義が

あることから、今年度モデルとして小学校１校に

設置するよう計画をしているところであります。

今後もスクール・ニューディール構想の活用を図

り、各小中学校のよりよい環境づくりを進めてま

いります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、高齢〇福祉事務所長（小山龍彦君）

者福祉対策ということで、大項目２点目について

質問がございました。順次お答えしてまいりたい

と思います。

最初に、小項目１番目、外出支援サービス事業

及び自立支援デイサービス事業の現状についてお

答え申し上げます。高齢者の方が病院退院直後や

在宅において日常生活を営むことに困った場合は、

名寄市では地域包括支援センターが総合的な介護

相談に当たっております。本人の心身の状態や生

活実態、本人、家族の要望に合わせて保健福祉サ

ービス、介護保険制度等の紹介や制度利用につい

て支援しております。

外出支援サービス事業では、寝たきり、この場

合おおむね要介護度が４もしくは５に該当いたし

ますが、寝たきりの人あるいは身体障害によりハ

イヤー等の利用が不可能な方の通院、入退院をリ

フト車で送迎を行う事業で、平成２０年度の利用

状況は６８人の方に １５８回の御利用がありま

した。

次に、自立支援デイサービス事業では、要支援

状態、要介護状態になるおそれのある虚弱な高齢

者の方や要介護認定において自立と判定された高

齢者の方に対して、総合福祉センター等において
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送迎、入浴、レクリエーション等のサービスを提

供する事業で、平成２０年度利用状況は４４人に

２４９回の御利用がありました。今後とも介護

を必要とする方の地域の皆様の協力をいただきな

がら、高齢者の方が可能な限り住みなれた地域、

町内会等で日常生活を営むことができるように支

援してまいります。

次に、小項目２番目の養護老人ホーム及び軽費

老人ホームについてお答えいたします。現在名寄

市内には、養護老人ホームは所在しておりません。

ただし、老人福祉法に基づく措置が発生した場合

には、士別市や旭川市などの施設に依頼しており、

その数は１８名となっております。御質問にあり

ます養護老人ホームへの入所希望者数については、

有料老人ホームを含め把握をしておりません。な

お、特別養護老人ホームでは清峰園に約１００人、

しらかばハイツに約７０人の方が入所を希望して

おり、待機の状態となっております。

次に、軽費老人ホームの状況ですが、旧風連町

に定員５０名規模の民間による施設、フロンティ

アハウスふうれんがあり、入所待機者は約２０名

で全員が独身者であると聞いております。なお、

年間７から８人の方が入院その他の施設への移動

により入れかわりがあるようでございます。

次に、小項目３番目、小規模多機能型施設につ

きましては、現在市内には設置されておりません。

短期入所施設としては、清峰園で１５床、しらか

ばハイツに１０床、民間老健施設に２床の計２７

床が設置され、計画的な入所に対応しております。

しかし、計画の運営においてほぼこ床にあるため

突発的な入所には苦慮している状態にあります。

在宅介護が個人の尊厳を遵守する意味からも最良

の介護と考えておりますが、長期にわたる家族介

護の疲労から介護放棄や虐待の増加が新たに問題

として浮上し、在宅介護の軽減を図る上でも小規

模多機能型施設の整備は必要と考えているところ

です。これらの状況から、年年度に策定いたしま

した名寄市第４期高齢者保健医療福祉計画及び介

護保険事業計画では、平成２２年度において民間

活力による小規模多機能型居宅介護を計画したと

ころでございます。設置に当たっては、市内の民

間活力に期待しているところでありますが、必要

性の高まりとともに、市外の事業者も視野に入れ

て検討をしたいと考えております。

なお、参考に申しますと、老健施設１００床程

度を建設した場合には、この老健施設に対する部

分からの事業費の膨らみにより、介護保険料の基

準額は最大で年間 ８００円ほどの増額になると

いうふうに試算しておりまして、年額が現在４万

０００円の保険料が年額５万 ０００円程度に 

なるものと推定しております。

次に、小項目４点目、ケアハウス、シルバーハ

ウジングの建設について御質問がございました。

東洋経済新報社調査による２００９年版住みよさ

ランキングで名寄市は全道２位という結果が報じ

られましたが、この調査の中で病院や介護施設の

充実度を示す安心度で全国１８番という評価を受

けております。この評価からも介護施設等の整備

は、一定水準に達していると判断するところであ

ります。御質問のケアハウスにつきましては、旧

風連町に５０床、シルバーハウジングは旧名寄市

内に５２戸が配置されており、現在すべてに入居

しております。ケアハウス、軽費老人ホームです

が、新築につきましては、現存施設の増改築の計

画は名寄市総合計画の後期計画に位置づけており

まして、今後も高齢者の増加傾向が続くと想定さ

れますので、第５期高齢者保健医療福祉計画・介

護保険事業計画策定の中で利用者の動向を見きわ

めながら検討してまいりたいと考えております。

シルバーハウジングの建設計画は、平成１９年度

に策定した住宅こスタープランに示すとおり平成

３０年度までに新たに５０戸を新設し、計１０２

戸を計画しております。

次に、大項目の３点目、行財政改革に係る公共

施設のあり方について、その１点目、生きがいホ

ビーセンターの今後についてお答えいたします。
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最初に、生きがいホビーセンターの経過について

若干説明を申し上げます。生きがいホビーセンタ

ーは、昭和５５年に工芸を通しての生きがいづく

りを目的とし、愛知県にある陶磁器の製造元であ

る玉善の協力を得て、デザイン陶芸講座を主とし

てスタートしました。その後、時代の流れととも

に趣味も多様化し、木彫、手びねり陶芸、アート

フラワーの講座も開始し、囲碁、書道などの同好

会も活動するようになりました。しかし、平成１

５年ころから講師の方の引退とともに利用者の減

少が見られたため、平成２０年度からは利用者の

要望でコーラスを導入しております。これまで経

費削減のため、利用者による自主運営を提起した

経緯もありますが、電気窯の取り扱いが困難との

理由から、現在は陶芸に精通した臨時職員を配置

し、施設全体では年間約４００万円の運営費を持

って事業を実施し、平成２０年度では年間延べ

４７０人の方が利用されているのが現状でござい

ます。

今後の考え方といたしましては、施設の老朽化、

設置備品の劣化が進んでいますが、将来計画が明

確になるまでの間は小修繕をもって施設延命を図

ってまいりたいと考えております。市では、利用

者が特定される施設につきましては有料化する方

針を立てておりまして、将来計画策定においては

利用者の理解を得て方向づけをしていきたいと思

いますので、御理解を賜りたいと存じます。

次に、２点目、当初目的の達成についてという

ことで、考え方についてお問い合わせがございま

したので、お答えいたします。名寄市行財政改革

推進本部に設置された３部会のうち公共施設検討

部会では、市内に所在する類似施設の統廃合や有

料化について検討を重ね、５月１日開催の全体会

議の中で当該施設については平成２５年を目途と

した廃止の方向を示しております。後日、この内

容が新聞に掲載されたために利用者の方々に混乱

を招いたことについてはおわびしたいと思います。

さて、前段でこれまでの経過を説明させていた

だきましたが、高齢者の趣味も時代とともに多様

化し、日常生活の中にパークゴルフ、ウ迎ーキン

グ等の軽スポーツを取り入れるなど健康管理への

意識が向上し、また文化活動による脳の機能の維

持や精神安定を図るなど、設置当初のころに高齢

者の生活で心配されていた運動不足による運動機

能の低下や外出を面倒がって閉じこもりになると

いった高齢者特有の生活習慣を改善するための動

機づけの施設として整備を行い、御利用をいただ

いてきました。このような時代を背景にホビーセ

ンターは建築後３０年を迎え、大規模な修繕を計

画する時期となりました。しかし、類似施設の統

廃合による施設の効率的な運用と経費節減を図る

上で一定の役割をしたものと考えている次第であ

ります。ただ、行動範囲の限られた高齢者のため

には、本施設の代替場所を確保することは必要と

考えますが、その方法などは今後利用者の方々と

協議をさせていただくとしておりますので、御理

解を賜りたいと存じます。

最後になりますが、今後のホビーセンターの考

え方ということで３点目、お答えを申し上げます。

現在行財政改革推進本部事業見直し検討部会の協

議結果を受けて将来構想を樹立する中で、市内中

心部において高齢者の方々が共通の趣味を持って

集う場所の確保が望ましいと考え、空き住宅、空

き教室の代替施設の利用などから、現在の機能維

持を検討している状況にございます。

また、陶芸については、公設の陶芸窯の設置さ

れている施設は同センターを含め市内に３カ所あ

りますが、他の２施設は定員をこたしており、窯

のあく日はない状態にあります。ただ、年年迎ー

プンしたサンピラー道立公園内に設置されており

ますふるさと工芸館にはまだ余裕があるため、交

通機関の確保を前提に移転をしていただくことも

視野に入れて考えているところでございます。い

ずれにいたしましても、まだ未確定の部分が多く

利用者の意見を集約したものではありませんので、

今後複数の選択肢の中から利用者の声を反映した
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方向づけをしたいと考えておりますので、御理解

をお願いいたします。

以上、この場からの答弁といたします。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

一応皆さんに御答弁〇１５番（高橋伸典議員）

いただきまして、また再質問と要望をしてまいり

たいというふうに思います。

まず、ちょっと順番を変えていきたいと思いま

す。今の生きがいホビーセンターの部分でちょっ

とお聞きしたいと思います。この生きがいホビー

センター、先ほど言いましたようにやはり高齢者

が引きこもりにならないように、本当に外に出る

ためにつくられて、いろんな趣味を持って、そし

て同好会または講習、講座を開いて生き生きとし

た人生を全うしていただくという部分でつくられ

たと。しかし、その開設された方が高齢になって

そこにおられなくなったという部分で、この施設

も古いという部分もあってこの新聞に廃止の部分

が出たのですけれども、先ほどの答弁では平成２

５年まではまだ検討段階であるというふうな部分

だと思ったのですけれども、その辺はどうなのか。

あと、代替はまだ決めておられないのですけれ

ども、本当に文化センター等もびっちりでしょう

し、今の施設の部分を移動するとなると、どこか

またしっかりした場所でないといけないという部

分もありますし、一番いいのはサンピラーのふる

さと工芸館になるのかなという部分が出るのです

けれども、やはり今生きがいホビーセンターに来

られている方というのは、本当に６５６以上の方

が主な方々で、私もちょっと１回現地見させてい

ただいて、本当に自転車で自宅からあのまちの中

の近間に来られて、ホビーセンターでいろんな仲

間と趣味を共有されて楽しく過ごされているのを

お伺いしまして、場所がやはりサンピラーになっ

てもなかなかあそこまで自転車で行けというのは、

もういじめに近いものもありますし、そこら辺は

しっかりとこれから４年間ですか、あると思いま

すので、このホビーセンターの役員の方々としっ

かりその辺お話し合いをされて、向こうのふるさ

と工芸館は本当に窯なんかも新品ですし、非常に

使いやすいという部分はありますけれども、生き

がいホビーセンターはやっぱり材料だとか、物が

すごくあるのです。あれも移動しなければならな

いという部分、またやっぱりあそこに行かなけれ

ばならないという部分というので、もしそのふる

さと工芸館に移るとなると、バスの移動だとかと

いう部分がありますけれども、あそこにはバスは

走っておりませんので、この市のこイクロバスか

何かを出して、無料というわけにはいきませんか

ら、ある程度有料にして使っていただくだとかと

いう形になるのかどうか。ちょっとその辺、２５

年までは何とか今のところでできるのかというの

とその交通機関の部分、ちょっともう一度教えて

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）

検討部会の部分〇福祉事務所長（小山龍彦君）

で申しますと、２５年を目途にという部分なので

すけれども、非常に現状のホビーセンターで使用

されている窯がそこまでもつのかどうかというの

も極めて不確定な状況にある部分で、もっていた

だければという部分もかなり希望的な観測として

ございます。

それから、今御質問の中にふるさと工芸館とい

う部分で、サンピラー公園の中にあるのですけれ

ども、サンピラー公園の中でも場所的には今建設

中の天文台の直下ぐらいのところに位置しており

まして、サンピラー館の通常でいうカーリング場、

冬場はカーリング場、夏の体育館からすると距離

的には相当な距離があって、サンピラー館に聞き

ますと大体８００メートルでないかということで、

それも帰りはいいのですけれども、行きは上り道

ということで大変な状況で、生きがいホビーセン

ターで趣味で集まられている高齢者の方にあの坂

道を上れというのは、また酷な話かなという部分

はかなりあります。ただ、今までもなよろサンピ

ラー温泉のほうに無料のバスが走っておりまして、
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その停留場所が健康の森の入り口のところにとま

っておりまして、そこから歩いてという発想もあ

るかとは思うのですけれども、そこからの何かア

クセス方法を考えることによって、より軽いとい

うか、肉体的な負担が軽い状態で行けるのかなと

いう部分がございます。

それと、先ほど答弁の中で若干触れさせていた

だいたのですけれども、施設全体での運営費が年

間約４００万円というような形がございますので、

こういう形のものが当然廃止の場合には必要なく

なるお３ということで、こういうものを想定すれ

ばバスへの振りかわりとか代替というのが可能か

なという部分で思っております。

それで、交通機関なのですけれども、今現在は

夏場については振興公社がサンピラー温泉に運行

しているのですけれども、冬場については今度は

民間のバス事業者ということになりまして、冬場

の部分についてもふるさと工芸館そのものが同好

会組織を構成した団体に対しての開設というよう

な流れなものですから、今利用度が低いというこ

とで移転は可能なのですけれども、そういう意味

からすると冬場はほとんど利用がないという部分

があるのですけれども、冬場の部分をどう考えて

いくかというのが非常に今回の移転の部分での問

題点なのかなというふうに考えております。いず

れに申しましても、窯の命の尽きるまでなのか、

あるいは２５年なのかという部分はわかりません

けれども、私どもといたしましては２５年までの

間に代替の施設について十分協議をした上で話を

進めてまいりたいと思っておりますので、御理解

を賜りたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。きっ〇１５番（高橋伸典議員）

と私のちょっと浅はかな考えかもしれないのです

けれども、サンピラーのふるさと工芸館は施設は

いい、やることもいいのですけれども、やはり根

本的には遠いということだと思うのです。今ある

ホビーセンターは、やはりまちの中心にあって、

お年寄りでも何とか歩いてでも行けるだろうし、

自転車に乗っても行けるだろうしという形できっ

と１０８名の方が、 ４７０人、総数ですか。使

われておられるというふうに思っていますので、

やはりその辺の考慮をしていただくのが一番いい

かなと。私は、その運営費４００万円というのは

そんな高いものではないと思うのです。この１０

８名の方がやはり人生の中で、本当に生き生きと

この名寄のすばらしい環境の中で自分の趣味を生

かして過ごせるという部分というのは、私は重要

かなというふうに思いますので、しっかりとこれ

から話し合いを４年間していってあげまして、最

良の部分の運営方法を見てあげていただきたいな

というふうなお願いを申し上げて、この生きがい

ホビーセンターの質問を終わらせていただきます。

次に、高齢者の福祉対策についてちょっとお聞

きいたします。先ほどの生きがいホビーセンター

ともかかわりあるのですけれども、だれもがこれ

からいろんな部分で老いてまいります。私もそう

でしょうし、本当にそういう部分でこの老いは避

けられないものであります。しかし、質の高い生

活だとかをどう築いていけるか、高齢者の生活の

意識をどう上げていくかという部分が大事かなと

いうふうに思っています。

先ほど小山福祉事務所長が住みよさランキング

の介護部門で１８位というすばらしい成績を上げ

ているなという部分、お聞きして本当にうれしい

なと思うのですけれども、私ある方からちょっと

こういうお話をお聞きしたのです。町内会の方な

のですけれども、病院に入院されていて、そして

ある程度よくなって自宅に帰ってきたと。でも、

自宅に帰ってきても単身ですから、なかなかすぐ

病気が治っても家の対処ができないと。そういっ

た部分で名寄というのは、そういった人を１週間

でも１０日でも、また１カ月でも生活できる場所

というのはないのですかと。いや、たくさんあり

ますよと言ったのですけれども、やはり先ほど小

山福祉事務所長が言われたようにあきがないとい
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うのが現状かなというふうに私は思うのです。

特別養護老人ホームにしても１７０名の待ちが

あるだとか、また先ほどの小規模多機能型居宅介

護、短期入居、これは名寄の高齢者保健医療福祉

計画にあったものですから、あれ、どこにあった

のかなと、どこに建っているのかなと思って私お

聞きしたら、まだ建っていないということをお聞

きして残念だなという。しかし、これを建てるこ

とによって、やはり１人の介護保険料が ８００

円上がって今４万 ０００円のが５万 ０００円 

になるという弊害も出てくるのですけれども、そ

こら辺の部分の中でこの短期入所の部分、先ほど

言われた２７床あると言ったものがもうこ床みた

いと。きっとこれは緊急で本当に困った人たちが、

子供が病気になって、おじいちゃんを見られない

から見てくださいというときに入れる施設だと思

うのです。それがきっと私は、この厚生労働省の

本にも書いてありましたけれども、その施設が入

る日にちがもう決まってしまっていると、また同

じ人がずっと入っている状況になっているという

ふうにこっちにも書いてあったのですけれども、

名寄はこの２７床のうち、状況というのはどうい

う状況、先ほどこ杯状況だと言われたのですけれ

ども、どういう状況なのでしょうか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員の質問の〇福祉事務所長（小山龍彦君）

部分で若干違う部分があって、ちょっと修正させ

ていただきたいのですけれども、先ほど申しまし

たのはいわゆるそよかぜ館のような老健施設のよ

うなもので、１００床規模のものを建てた場合に

は年間 ８００円の増額になるということで、そ

ういう大きな施設というのは当然もう今の状況で

は民間さんの力をおかりするしかないのでござい

ますけれども、そういう部分でございまして、そ

して小規模多機能施設というのにつきましては、

いわゆるこのすき間の部分を民間の活力で埋めて

いこうということで、当然介護施設になりました

ら、これも介護保険者としての事業費のほうには

ね返ってきて、最終的には保険料のほうにはね返

ってくるところでございます。ということで、ま

だ小規模多機能ということですから、ほとんど家

の状態に近いものという部分で、その中に介護の

制度が入ってくるという部分ですから、この１棟、

２棟が建ったぐらいですぐにこのような３額が上

がるとは思いませんけれども、そういうものが民

間の活力に期待して、すき間産業的な部分で埋め

ていただければと思うところでございます。

それから、清峰園で１５床、しらかばハイツで

１０床、民間２床というのは、民間はそういう施

設でございますけれども、そういうところにショ

ートステイというのですけれども、短い時間を利

用するということは、当然その方をそれ以外の状

態では在宅で介護しているということでございま

して、１週間なり、その流れの中で介護されてい

る家族の方が突然休息をという部分というよりも

いつもとれない状態ですから、逆に言うといつか

らいつまではうちのおじいちゃんあるいはおばあ

ちゃんをお願いしますというふうにずっとはまっ

ていって、この２７床が常時すき間がない状態に

なっているところでございます。

それ以外の部分でいいますと、いわゆる措置の

部分というのが、どうしても緊急として虐待ある

いは生命の危険を感じるとか、そういう場合につ

きましては、そういう措置の部分で入れる部分と

いうのは本来的には用意されている部分がござい

ます。ただ、その部分を常にショートステイに提

供してしまいますと、本当にそういう必要なとき

の施設としての提供ができなくなるということで、

そういうものを踏まえた上で先ほど申し上げまし

たとおりショートステイというのは、逆に言うと

びっちり曜日ごとに埋まっていると。大体の方が

３日あるいは１週間ぐらいな形でとられているの

かなというふうな話を聞いております。というの

は、１カ月の間の１週間ぐらい連続でリフレッシ

ュを家族の方がするというような使い方というの

が発生してきますと、１７０人の待機者がそれぞ
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れそういう形で利用すると当然２７床ぐらいのレ

ベルではすぐ埋まってしまうと、そういうことに

なるかというふうに思っております。

以上でございます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当にこの小規模多〇１５番（高橋伸典議員）

機能型居宅介護という施設が民間でどんどん建て

ていただければいいのですけれども、札幌や何か

というのは今スーパー銭湯がどんどん、どんどん

倒産しまして、そのスーパー銭湯に民間の会社が

老人ホーム、老人施設を建設して老人施設にされ

ているのですよね。そういう形をとっているだと

か、本当にどんな方法でもいいのですけれども、

老人のひとり暮らしの方々が安心できる施設がや

っぱり私はもうちょっと必要かなと。本当に民間

の人がどんどん、どんどん建てていただければい

いのですけれども、大阪である民間企業が高齢者

向けの優良賃貸住宅制度を利用して住宅を建てて

います。これをやっぱり私、名寄のお３ある方だ

とか建設会社にどんどん、どんどんアピールした

らどうかなというふうに思うのです。やはりこの

都道府県の知事の認定を受けた場合、この施設の

建設費用、改良費用で一部補助を受けたり、家賃

対策の補助の助成を受けれる制度がありますので、

しっかり業者だとか民間の方々にこういう制度が

あるので、どんどん、どんどん建てていただきた

いだとか、私はアピールしてもいいのではないか

なと。私は、現実やっぱり施設は足りないという

ふうに思っています、名寄は。この住みよさラン

キングで介護で１８位なのですけれども、やはり

まだ高齢者の方々に手の届かないところ、目の届

かないところができている部分があるかなという。

地域包括センターで、いろんな部分で動いていた

だいていると言いますけれども、私は地域包括セ

ンターの方々が町内会の方々が見ている部分にど

んどん、どんどん入っていただければ一番いいの

かなと思うのですけれども、町内会の役員の方々

はやっぱり身近ですから、そういう方々のところ

に行ってみたら、こういう状態なのだけれども、

入所するところがないというのがやっぱり現実か

なというのが私の印象ですし、しっかりその辺は

高齢者に優しい施設、また経費のかからないよう

な形で進めていただきたいというふうに思います。

以上で、もう時間がありませんので、最後にス

クール・ニューディールのほうに移らせていただ

きます。まず、先ほど答弁をいただきまして、今

の全校のアナログテレビを地デジテレビにかえる

と、１３７台の５０台。そしてまた、電子黒板も

全校導入されるということでお聞きしました。

耐震化の部分でちょっと若干お聞きしたいので

すけれども、文部科学省では１万棟の部分で耐震

化、Ｉｓ値 ３未この数字であるというふうに言

われて、先ほどの答弁では名寄は２７棟あるのだ

けれども、その１万棟に入っていないというふう

に言われたみたいなのですけれども、これは耐震

化の検査をしていないから入っていないのか、そ

れとも文部科学省は耐震化したものだけの数字を

入れているのかを教えていただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど申し上げまし〇教育部長（山内 豊君）

たように名寄市はこの１万棟に入っておりません

けれども、これは２次診断を名寄市が受けていな

いということがあります。この２次診断を受けた

部分がこの１万棟に含められるということであり

ますから、名寄市はこの中に入っていないという

ことで御確認いただければなというふうに思いま

す。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

この２次診断に入っ〇１５番（高橋伸典議員）

ていない。そして、２次診断はいつされるのか。

耐震も全校されておられない状況だと私は思うの

ですけれども、この耐震度検査をしなければ２次

診断まではいけないというふうに思いますので、

耐震度検査と２次診断、その境というのか、やら

なくてもいいのか、やらなくてはいけないのかと

いうのを教えていただきたいというふうに思いま
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すので。

それと、先ほど優先順位、２７棟あるというふ

うに言われていて、まず優先順位として東小学校

の体育館、風連中学校の耐震というふうに言われ

たのですけれども、この順番の２７棟の中で本当

に優先度でやっているのだけれども、耐震を受け

なければならない学校というのはあと何校ぐらい

あるのか、ちょっと教えていただきたいというふ

うに思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市の耐震化計画〇教育部長（山内 豊君）

をつくった部分につきましては、耐震化の優先度

調査というのを実は実施をしているのです。その

中で、この昭和５６年以前に建築された建物の部

分が現行法令による耐震性能をこたしていないと

いう状況があります。先ほどの東小学校の屋体、

それから風連中学校につきましては、もう危険点

数が大改修をしなければならないという点数を下

回っているという状況にありまして、これは耐震

化計画の中では１位、２位という部分の中に占め

ております。そのほか昭和５６年以前に建てられ

た建物について、その優先度調査をした中で、ち

ょっと手元に資料ありませんけれども、ここでい

いますと１２校２７棟の建物について、その優先

度調査の中で耐震化計画の順位を決めているとい

う状況にあるということでございます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

そうしたら、２７棟〇１５番（高橋伸典議員）

はほとんど改修しなければいけないという状況に

なるのかなというふうに思うのですけれども、名

寄は小学校の校区がえ等をこれからどんどん進め

られて、今南小も豊西小ももうこの部類に入って

きた小学校でありますし、中学校も名寄中学校、

また風連中央小学校もその部類に入る状況になっ

てきております。私は、今国でこの耐震化の部分

でどんどん、どんどん進めていきなさいというふ

うな措置と予算がついている中で、どんどん、ど

んどん地方として進めていくべきかなと。補助３

をもらってやっていける部分は進めていったほう

がいいかなというふうに思うのですけれども、こ

の５年間を３年間に前倒ししてやっていくという

形で、名寄は東小学校と風連中学校だけで終わっ

てしまうのかどうか。

あと、この３年間の計画の中で、こことここと

ここはその小中学校に入っているのだよという計

画はあるのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現状の中で、その５〇教育部長（山内 豊君）

年間を３年間ということで今御意見ございました

けれども、今前倒しでやるにしてもやはり２年な

り３年ということがございますし、次の学校の改

修あるいは改築をするに当たっても初めから基本

設計あるいは実施設計というものをつくっていか

なければならないということでございまして、現

状の中ではそこまでのちょっと時間的な余裕がな

いということも含めて、現状では東小学校と風連

中学校ということで今進めているという状況でご

ざいます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に学校というの〇１５番（高橋伸典議員）

は、やはり子供たちが１日の大半を過ごす場所で

すから、しっかりとこの耐震対策等を行っていた

だきたいなというふうに思います。

最後に、校庭の芝生化についてちょっとお聞き

したいというふうに思います。私、去年だと思う

のです。この鳥取の芝のテレビを見て感動して、

ここに１回視察に行こうというふうに思った人間

なのですけれども、その中でちょっとインターネ

ットや何かで拾ってみまして今回質問をさせてい

ただいて、今回のニューディール政策の中にも校

庭の芝生化が入っておりますので、ぜひ全校と言

わずに１校だけでもいけないかなというふうな形

にしたいなと。

この中で、その芝生化を見に行った方の意見が

あるのです。ここは、３カ所の芝生化の公園、保

育所を見た方で、芝を植えたことを……その芝を
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業者が植えるのではないのです。これぐらいの芝

なのです、私がテレビで見たら。それを幼稚園の

子がこうやって並べて植えるのです。そして、１

年間は水をだあっとかけて、そして１年終わると

あとは次の年は４回から５回の水、そして芝生刈

りは幼稚園の生徒がやられているのです。

そして、北海道の北広島でも１カ所校庭につけ

ました。雪は心配ないです。すごく安いのです。

国立競技場や何かの芝ではなくて、もうちょっと

粗い芝なのですけれども、生徒がそこで走ること

によって１０秒台の生徒が徒競走、多く出ただと

か、体力がついただとか、精神的に強くなっただ

とかという生徒がふえたという事例もあります。

しっかりとこのニューディール政策、いろんな部

分、政策ありますので、名寄市の小学校の、中学

校の子供のために御尽力いただきたいことをお願

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。

名寄市の行財政運営からを、大石健二議員。

緑風クラブの大石健二〇５番（大石健二議員）

です。議長より御指名をちょうだいいたしました

ので、これより通告に従い、１件４項目について

質問を行います。

最初に、行財政運営から都市基盤整備について

お伺いをいたします。このほど経済月刊誌で全国

の都市を対象とした２００９年版住みよさランキ

ング、この中で当市が全道３５市中２位にランキ

ングをされました。また、安全なまちのランキン

グでも全国７８４都市中３３位となり、総合的に

高い評価を得ています。いずれも平成１８年３月

の風連町との合併以来、住みよい安全なまちとの

高い評価を得た名寄市ですが、美しい町並みとい

う評価を得るまでには至っておりません。美しい

町並みの代名詞に縦横に走る直線の交２で形成さ

れる格子状の街区を碁盤の目の町並みと称します

が、残念ながら名寄市は整然とした土地の区画割

りが徹底されているとは言いがたい側面がござい

ます。一部の街区では、河川の蛇行のようにうね

っている街区もあり、こうしたいびつな街区は市

民の財産の毀損など多くの生活を初め、将来的な

名寄市の都市整備においてもさまざまな影響の影

を落としかねません。今後の市街地基盤整備にか

かわる方針についてお知らせを願います。

次に、名寄市行財政改革についてお聞きをいた

します。名寄市は、平成１９年２月に新名寄市行

財政改革推進計画を策定、さらには年年４月に組

織改編を行い、島市長を本部長とする直轄の名寄

市行財政改革推進実施本部を立ち上げました。こ

の名寄市行財政改革推進実施本部は、組織・機構、

使用料・手数料及び負担３・補助３見直し、公共

施設のあり方の３つの検討部会で組織をされてい

ます。今定例会の冒頭、島市長は行政報告の中で

３つの検討部会のうち負担３・補助３見直し、公

共施設のあり方の２つの検討部会でそれぞれ一定

の方向が示されたとの報告を行っておられます。

また、本年度はこれら既存の３つの検討部会に加

えて、新たに事業等見直し検討部会を設置したと

いうこともあわせて報告をされております。

以上、これらを踏まえて一定の方向を見たとさ

れる２つの検討部会における経過報告と新設の検

討部会の取り組みについて、あわせて行財政改革

推進実施本部の今後の推進作業等についてのスケ

ジュール等についてお知らせを願います。

次に、名寄市の中心市街地の活性化基本計画に

ついてお伺いをいたします。一年年４月に専任の

職員を配置してスタートをした中心市街地活性化

基本計画策定事業ですが、当初の日程では今春末

に認定申請を見込んでおられました。これに関す

る経過報告が今定例会の初日、休会後に開かれた

議員協議会で名寄駅隣接地の開発計画の中で本年

３月までの経緯について触れていました。しかし

ながら、報告の骨子はあくまでも名寄駅に隣接す

る土地の開発計画に沿ったものであり、丸２年越

しで取り組んできた中心市街地活性化基本計画の

認定申請の期限は、当初のもくろみから大幅に超
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過をしました。今後の中心市街地活性化基本計画

のありようとまちづくり交付３事業を主眼にした

市街地総合再生基本計画等のかかわりを含めた今

後の日程と推進のための具体的な作業手順につい

てお知らせを願います。

最後に、行政報告についてお聞きをいたします。

さて、今定例会では６月１日開会初日に島市長よ

り行政報告を拝聴いたしました。一般に行政報告

とは、前回の市議会定例会から当該市議会定例会

までの間に生じたであろう市政における主な対応

と取り組みについて報告するものと考えます。こ

の行政報告の執筆と推敲、校正、これら行政報告

の編さんに伴う作業についてお知らせを願いたい

と思います。

以上、この場からの質問を終了いたします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大石〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きな項目で名寄市の行財政運営からと

いうことで小さく４点にわたり御質問をいただき

ました。１点目につきましては私から、２点目と

４点目については総務部長から、３点目につきま

しては経済部長からのお答えをさせていただきま

すので、よろしくお願いをいたします。

最初に、市街地の整備推進等の手法と今後の課

題についてお答えをいたします。名寄市の市街地

区割りは明治３３年、道庁の設計により大通で東

西に分け、東１条通から東４条通まで、西は西１

条通から西４条通までとし、その間通りの間に仲

通りを設け、さらに南北には中央通で分け、南は

南１丁目から南７丁目まで、北は北１丁目から北

７丁目までのいわゆる碁盤の目とした整然とした

町並みに始まり、西４条以西は昭和３８年と平成

元年に完成した大きな市と組合施行による区画整

理事業などにより約３０％が形成され、残り民間

等の区画割りによりまして約２０％、未区画地が

おおよそ５０％で用途地域内 ０５０ヘクタール

の区画が成り立っているところであります。

市街地において、これは名寄も風連もそうなの

でありますけれども、一部の区画では境界にずれ

が生じておりまして、公簿上と現況が異なる高所

もあるというふうには認識しておりますけれども、

土地区画の権利は個人の資産であるということか

ら、行政としては関与をしておりません。今後個

人的なトラブル解決を含め、理想的な市街地を形

成するには、地籍調査事業や区画整理事業による

方法がございます。土地権利者の合意形成が大変

必要だということもありますので、市内にはかな

り遊休地もあるということも含めて事業化につい

ては難しい状況であるということを御理解をいた

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。

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）

うからは小項目の２及び４について答弁をさせて

いただきます。

まず、名寄市の行財政改革について、その手法

と今後の課題についてであります。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の

速やかな実施を目指し、年年４月に名寄市行財政

改革推進実施本部を設置、本部に３つの部会を設

け、議論を進めてまいりました。組織・機構等検

討部会では、組織、機構の見直しについて議論を

進めてまいりました。平成２１年度から３年間は、

合併により肥大化した組織のスリム化が中心の計

画となり、参事、主幹職の廃止、大課大係制、事

業の完了、縮小に伴うスリム化について職場の議

論を重ねてまいりました。使用料・手数料及び負

担３・補助３見直し部会では、すべての事業につ

いて見直しを行い、平成２１年度において補助３、

負担３で ９００万円の削減を各団体、市民の御

理解のもと実施することとなりました。公共施設

のあり方検討部会では、６６６施設から７６施設

を対象施設とし、売却処分、廃止、廃止解体、廃

止検討、協議の案をまとめました。本年度におき

ましては、補助３、負担３の見直しが一定程度終

了したこと、公共施設のあり方についても一定の
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方向性を示したことから、組織・機構検討部会と

事業等見直し検討部会の２部会制に改めまして、

組織・機構検討部会では年年に引き続き簡素で効

率的な行政運営の推進のため組織のスリム化等を

進めながら、市民のニーズに対応できる組織づく

りを目指してまいりたいと考えています。事業等

見直し検討部会は、社会教育、体育施設関係の使

用料の見直し、公共施設のあり方部会のまとめ案

の具現化、さらには風連特例区事業のあり方につ

いても今後検討をしてまいりたいと考えておりま

す。

次に、行政報告について、市政推進の今後の課

題であります。行政報告は、定例会の冒頭におい

て市民の代表である議員の皆さん、そして市民の

皆さんに向け、前回の定例会以降に生じました市

政における主な取り組みや施策に対する基本姿勢

等を報告するものであります。また、市のホーム

ページ上におきましてもその内容を公開しており

ます。行政報告は、各部局から報告内容を取りま

とめ、主な取り組みや施策等について漏れのない

ように留意しながら、文章の校正も含め作成して

おります。内容につきましては、報告にとどまる

もの、考え方や結果を含めて報告させていただい

ているものもございます。基本的には、市長が直

接述べるものでありますので、２次的な対応とし

て文章として印刷配付をさせていただいておりま

す。また、文章として市民の皆さんにもごらんい

ただいておりますので、今後はより一層報告内容

や文章の校正も含め精査をし、議会や市民の皆さ

んにわかりやすく御理解をいただけるよう努めて

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。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から３番目の中心〇経済部長（茂木保均君）

市街地活性化基本計画について、現状分析等と今

後の課題についてお答えをいたします。

中心市街地活性化基本計画につきましては、商

工会議所を初め関係する機関、団体と協議して計

画案として取りまとめ、策定してきたところであ

りますが、残念ながら経済産業局からコンセンサ

スが不十分、熟度不足との指摘を受けていること

は既に報告させていただいたところでございます。

市としては、取りまとめた事業の中でも駅横事業

については既に進展しているところであり、この

事業は民間事業者と行政が協働して市民や消費者

に利便性を提供する事業であることから、５月２

８日に民間事業者と事業の推進に向けた協定を締

結し、取り組みを進めております。国に対する中

心市街地活性化基本計画は中断しておりますが、

これまでの議論の経過を生かし、市街地における

活性化事業として個別の関係者と鋭意協議を継続

しているところでございます。

次に、事業に取り組む手法では、中心市街地活

性化基本計画が国に受理されても個別の事業を進

めていくためには、補助を受ける省庁それぞれの

事業認可を得る必要があります。名寄市は、中心

市街地活性化基本計画の認可を受けなくても事業

を推進することができる国土交通省所管のまちづ

くり交付３事業の認可を受け、駅横の事業のほか、

３・６地区の整備、道路、街路整備などの行政課

題、熟度の高い事業や懸案となっている課題整理

を実施したいと考え、この４月に経済部内に産業

振興室を設置し、国土交通省の事業認可を得る体

制を整備してまいりました。事業認可を得るには、

国に事業費を要望するための概算要望としてヒア

リングを受け、認可基準に合致しているかの審査

を受ける必要があり、本年１０月末をめどにその

審査を受け、平成２２年、来年度から事業展開が

できるよう事務を進め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。

まず最初に、都市基盤整備に伴う市街地の整備

についてお伺いをいたします。今回の質問の中で

は、趣旨は特に名寄市の行政についてどうのこう
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のというつもりはなくて、たまたま名寄市の市街

地図を見ていまして、街区と生活道路あるいは主

要幹線道路を結ぶ、その交２すべきところが街区

がそれぞれ道路とずれ始めているということにな

りますと、その街区に登記所で土地を登記して地

籍図を完成させている市民の方がいらっしゃると。

実際にお話を聞いていきますと、本来は私の土

地は１５０坪あるのだけれども、内々で測量をし

てもらってみると、この測量もいろいろ何種類も

あるのですが、簡易測量をしてもらうとどうも自

分の持っている土地が隣の庭先まで入っていると

いうようなことがわかったのだという話なのです。

そうすると、先ほど野間井部長のほうからお話

があったように西４条北５丁目から以西あるいは

以南にかかわる土地では主要幹線と生活道路が、

縦横に走る生活道路、主要幹線、国道４０号線で

す。それと、街区を形成する部分が非常に微妙に

階段状にずれているということになっていく。こ

の階段状にずれているということ自体が不完全な

地籍図にあるのではないかというふうに私は考え

るのですが、この考えはいかがでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと場所〇建設水道部長（野間井照之君）

の特定が私はちょっと今頭の中でできていません

けれども、階段状という状況がどういう状況なの

かをちょっともう一度御説明いただけたらという

ふうに思うのですが。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと具体的な名称〇５番（大石健二議員）

は避けなければいけないなという、混乱があるか

なと思うものですから。西４条南の辺に道路の先

に民家がある、あるいはそのまま直線道路ではな

いと、住宅とぶつかってしまうと、あるいは道路

が斜めについているというようなケースがあろう

かと思います、どことは言いませんが。そういっ

たところのずれというのは、本来御本人がお持ち

の所有地と登記所に届け出ている地籍図と必ずし

も合致はしないということをちょっと御確認をし

たいのです。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

基本的には、〇建設水道部長（野間井照之君）

今言われた斜めの通りがあるというところは区画

整理事業というのが入っていて、意図的に斜めに

整理をしていると。その地点でも換地をしていま

して、道路と相手方の土地と本人の土地を入れか

えたりとか、そういうふうな操作をしまして、基

本的には公簿上では合っているというふうに思っ

ています。ただ、本人の思い違いもございましょ

うから、公簿と合っていないのではないかという

こともありますし、市が道路を造成する場合は、

例えば都市計画道路等の整備をする場合は公簿上

から土地を買わせていただきますから、公簿では

合うというふうに思っていますし、現地もそれな

りの地籍は残っていくというふうに思っています

から、基本的には合うのが本当だというふうに思

っています。例えば道路整備をする場合でも全体

的な周りを測量いたしまして、民間の部分はちゃ

んと残るという確認をしてから道路整備をします

ので、中の地籍は少しずれるかもしれませんけれ

ども、全体地籍は合っているというふうに私ども

は考えております。

以上であります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間の関係で余り詳し〇５番（大石健二議員）

くはやれないですけれども、ただ申し上げたよう

に国道４０号線以西、そちらの南丁目のほうです。

そちらのほうにやはりずれが、街区と道路が必ず

しも碁盤の目になっていないという……特定され

ると何かちょっとシビアな、難しいなと思うので

すが、実際にやっているのです、簡易測量で。そ

うすると、御自分の登記所に届け出ている地籍図、

地籍図というのは土地の戸籍みたいなものですが、

その地籍図と地に面積の積、こっちもちょっと地

積図というのですが、これにそれぞれ誤２が生じ

ている。ですから、私の隣の山田さんという……

例えばですよ。私の土地が山田さんの居間まで、



－67－

平成２１年６月１１日（木曜日）第２回６月定例会・第２号

茶の間まで簡易測量をすると私の土地になってし

まうと。山田さんは、また鈴木さんの所有されて

いる土地の玄関口まで行ってしまうことになると。

ずっとこういうふうに順次測量をやっていくと、

最後の渡辺さんですよ、五十音で言うと。渡辺さ

んの土地がなくなってしまうことにもなりかねな

いと。道路にわたってしまうということにもなり

かねないというのが正直言って起こりかねないと

いうのがあります。この辺はいかがですか。

個人名はなるべく出〇議長（小野寺一知議員）

さないようにして議論をしていただきたいです。

野間井建設水道部長。

ちょっと場所〇建設水道部長（野間井照之君）

の特定が私はまだできていないということもある

のですけれども、４条づきの部分で区画整理の入

ったお寺さんの前の道路から東と、そして国道か

ら西という間の部分になりますかね。昔から４条

通は、少し地籍ができていないという部分がござ

いまして、昔もいろいろあったのですけれども、

中央通の石を使って測量をするのと駅前のほうの

石を使って測量すると、あるいは１４線道路の石

を使って測量するのとは少しずつずれが生じてい

ると、こういう場合もございます、確かに。ただ、

昔の部分でいいますと今言った号線の間にも縄延

びという、ちょっと専門語で言うと５０６間ある

のですけれども、数字的に見ますと５０７間ぐら

いずつとれているのです。昔の測量は大したもの

で、そういうふうに１間ぐらいずつ延びていって、

基本的にはその中に地籍があるということになっ

ていますから、測量を両方から何回かやっていた

だくことによって昔の査定図というか、法務局に

残っている図面も調べていただくと、基本的には

どこかで私は合うというふうに認識しているので

すけれども、いかがでしょうか。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

私が今例に挙げたお名〇５番（大石健二議員）

前は、五十音順に申し上げているだけで、実在の

人物は関係がございませんので、その辺は御承知

おきください。

ただ、どうしても、どうも実測の測量と登記所

に預けている地籍図、公図等、誤２が生じている

のは実際にあるのです。もううなずいておられま

すから。実は、私も何が原因かなと思って探って

みました。そうすると、先ほど野間井部長もおっ

しゃっていましたが、区画整理あるいは明治３３

年ごろかなと思いますが、名寄市の市街地で競売

があったと。１８万平米ぐらい競売にかけて、そ

のときは土地の投機を目的に名寄市の在住ではな

くて遠くは東京、大阪、そういったところからも

来られて投機を目的に土地を購入されたと。その

ときに不在であったがためにそこに……その辺、

そこにと言うとあれですけれども、近辺にお住ま

いの方がその土地を持っている方が不在ですから、

自分でくいと縄でおれの土地だというふうな、そ

ういう境界もやったという経過もあるようです。

確認しているわけではないのですけれども。

そういったことも含めて、実は名寄の登記所の

関係者にちょっとお話を聞くと、名寄の公図は明

治時代の地租改正、そのときの公図すらも使って

いるのだと。ですから、おのずと今のようなＧＰ

Ｓを使ったり、そういうような測量と明らかに誤

２は出てくるのですよという、これは迎フレコだ

と言うので、余り大きくは言いたくないのですけ

れども、ずれてはいるというのは確かです。

この方法を、この誤２を修正するためにちょっ

と調べたら、何か方法はないかなと思うと、国交

省のほうに国土調査事業計画というのがあるので

す。この中に公共測量というのがある。これは、

測量費が幾分か補助３が出たり、丸ごと助成して

いただけるという方法があるようです。私は、専

門家ではないので、その辺はひとつ野間井部長の

ほうでお時間があれば検討していただいて、市民

の財産がいつの間にか毀損されていると、今の代

では全然問題なくても後々の世代で大きな問題に

発展しかねないなと。あるいは、名寄市が今後ど

ういう手法でやるかわかりませんけれども、市街
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地に緑地、緑化をやるときに先行取得していた土

地がこれほどあるはずだなと思っていたけれども、

実測してみたら、お隣の大石さんのお宅が入って

きているなんていうことにもなりかねないわけで

すから、ぜひ改めて街区がずれ始めている地区に

ついては少し御検討をしていただければと思いま

す。ただ、野間井部長がおっしゃったようにいず

れも民間の土地が圧倒的なものですから、行政が

どうのこうのという部分は多少難しい側面はある

にしても市民の財産が毀損されないようやってい

くのも行政のお仕事だろうと思います。

続いて、次の行財政改革について質問を移らせ

ていただきます。先ほど佐々木総務部長のほうか

ら御説明をいただきましたが、なぜ何度も３度も

行財政改革について聞くのだろうという疑問が生

じているかもしれませんが、きょうも午前中ある

いは午後にも公共施設に関する質問が出ていたよ

うに思います。これらは、いずれも一定の方向が

なされたという施設なのだろうと思うのですが、

漠としてその内容がようわからないから、それぞ

れに混乱が起きているのだろうと思います。一定

の方向が出たら、やはり議会に報告が欲しいなと

いうふうに考えますが、いかがでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

公共施設のあり方〇総務部長（佐々木雅之君）

も含めまして、３月に２０年度１年間で実施をい

たしました組織検討、それから使用料、補助３の

見直し、公共施設のあり方についてもまず庁内で

一定の報告を取りまとめをしまして、その後推進

本部の部次長会議というものを充てまして、そこ

で内部的な議論はさせていただきました。その後、

総務文教常任委員会のほうにその辺の各３部会に

おける経過であるとか、その辺についても２０年

度途中ではあっても各折々を見まして、場合によ

っては議員協議会、場合によっては総務文教常任

委員会という形で報告をさせていただきました。

具体的な問題につきましては省かせてもらいたい

と思うのですが、今５月末日現在で２０年度に表

に出ている３部会の内容以外にも各担当課のほう

で行財政推進計画、１９年２月につくったものに

のっとって取り組んできた事業の取りまとめも行

っておりまして、それを今議会終わった後に一定

程度整理をさせていただいて、それらもあわせて

御報告させていただきたいというふうに考えてお

ります。簡潔な部分については、総務文教常任委

員会に３部会の一定の報告はさせていただきまし

た。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

言葉じりをとらえて言〇５番（大石健二議員）

うのではないのですけれども、名寄市の行財政改

革というのは、所管は総務文教常任委員会になる

のですか。ただ、いずれも本部を形成している３

つの検討委員会は市民生活に直結する事業等ある

いは見直し、そういったものを含めてやっている

のだろうと思います。ただ、総務文教常任委員会

ではなしに、やはり総務部長がおっしゃるように、

これは常任委員会ではなしに議員協議会等の全議

員によって構成される組織の中で経過を報告する

必要があるように思うのですが、いかがですか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

年年の１０月だっ〇総務部長（佐々木雅之君）

たと思うのですけれども、２０年度の進行状況と

いうか、検討状況等につきましても議員協議会の

ほうに報告をさせていただきましたので……十分

とは言っていません。報告させていただきました

ので、あらゆる分野に関係する部分ということで

ありますと議員協議会という形も含めて、２０年

度の総括についても機会は見て報告させていただ

きたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと繰り返しにな〇５番（大石健二議員）

るのですけれども、午前中あるいは午後からも２

つの施設について、公共施設に関する質問が出て

いたように記憶しているのですが、これらの検討

部会を総合的にコントロールする組織というのは

あるのですか。
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佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

年年については、〇総務部長（佐々木雅之君）

それぞれ３つの部会をつくって、公共施設のあり

方については部次長会議の推進会議と市長を本部

長とする全体会議の中で３月に一定の集約をして、

それに基づきまして２１年度については今度は２

部会制に切りかえて、より具現化する方向での細

かな検討に入ると。その中には、利用者であると

か市民団体との説明、協議も含めて具体的に進め

ていきたいと。ということは、合併してから公共

施設の関係につきましては類似するものがあった

り、片一方では老朽化してきて使えなくなってい

るのが、もうここ数年で先が見えているものも実

はございまして、その中で組織のスリム化を単純

にするだけではなくて、本当に住民にとって必要

な公共施設がどの程度必要なのかどうか。今まで

使ってきたから、ずっと今後も使いたいだけでは

財政破綻をしてしまった市町村の例を見ると、新

しい施設であっても支え切れなくなってしまって

市民に逆に不便をかけているという例もございま

した。そういうことも含めまして、それぞれのま

ちの歴史の中で培ってきた公共施設のあり方とい

うのは、一定の議論をするについても時間をかけ

ながらいかなければならないのかなと。

そういう中で、類似する施設を中心に２０年度

では廃止を一定程度、この期間を過ぎると廃止の

方向で検討をしますよという裁きは市長を本部長

とした３月の会議で一応方向は出させてもらいま

した。問題は、それをするときに単純に廃止でき

るかどうか、それから代替施設で振りかえができ

ないだろうかと。先ほどのホビーセンターの問題

であっても名寄には福祉センターというたくさん

お３をかけて多くの老人の方々にも利用していた

だいてもらっている施設もあります。それとの中

で、窯の関係の問題を処理することによってでき

ないかとか、小山所長が言っていましたように既

存の道立公園内にある施設を利用することについ

ては、アクセスの問題を解決すればできないか。

具体的な問題について、２１年度以降については

その辺の関係についての調整を関係者等も含めて

進めてまいりたいというふうに考えております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっとくどいなと思〇５番（大石健二議員）

うのですが、どうもそれぞれの検討部会では、そ

れぞれ検討部会長さんがいらっしゃるのだろうと

思うのですが、その検討部会で出てきたものが先

ほど部長のほうからお聞きをすると部次長会議で

報告がなされているのだということでしたが、ど

うも足並みがそれぞれの部会で、私も外野にいて

中間報告いただいていないものですから見えない

のですよ。見えないのですが、どうも検討部会の

足並みとして果たしてきれいにそろっているのだ

ろうかなという違和感をやっぱり感じておりまし

た。案の定、新聞報道のほうが早くて、そういっ

た特定の施設について報道されてしまうと、それ

までの経過を知らない市民の方から、いきなり廃

止かよというような混乱と騒乱を招かざるを得な

いのだろうというふうに考えざるを得ません。で

すから、行財政改革推進実施本部ですから、市長

を本部長とする。本部長じきじきにやるのもいい

のでしょうけれども、それをトータルでコントロ

ールを持ってスケジュール等あるいは日程、どの

タイミングでというようなのをよく見る人、スー

パーバイザーというような、そういった人間の配

置が必要なのではないかなと。どうも見ていると

小回りがきかないがために、組織が分散している

がために、本部という組織だけは大きいというと

ころで小回りも大回りもできないというような感

じがするのですが、私の取り越し苦労でしょうか

ね。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

行財政改革の進め〇総務部長（佐々木雅之君）

方につきましては、合併前からもいろいろそれぞ

れの市町村で取り組んできたというふうに考えて

います。合併というのは、それぞれ１００年の歴

史を持つ、まちづくりについても仕事の仕方につ
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いてもそれぞれ異なりまして、職員の配置につい

ても、それから公共施設のあり方についても微妙

な温度２があるのかなというふうに思っています。

間違いなく議員のおっしゃるとおり、説明が十分

だったかどうかについては私自身ももう少し親切、

丁寧な説明と、それから新聞等に出るときに一定

の議論経過はさせていただいて、即廃止とかとい

う話ではなくてダブっている施設、これは合併し

た市町村の宿命と言うとちょっと言葉は過ぎるか

もしれませんけれども、類似する建物が存在して

いると。そこには、必ず末永く利用していただい

た市民の熱い思いがあると。そういう中で、一定

の方向を出すというのも見せ方としては説明が舌

足らずだったのかもしれませんけれども、それは

必要だったことかなというふうに思っています。

ただ、今後は一応その中でも合併特例期間の５

年間を抱えながら、いろんな住民サービスを推進

できる、事務事業の一元化もしていくという部分

ありますので、合併も何も経験していないところ

で今までの議論経過も含めると随分てこずってい

る、手間取っているというふうに見えるかと思い

ますが、私自身はこの１００年の歴史を持つまち

同士が合併したということも含めまして、時間が

かかることは当然やむを得ない部分とはいいなが

ら、特例期間が５年で過ぎるときにはその辺の一

元化の問題も含めて、施設のあり方も含めて議論

していかなければならぬと思っておりますので、

２０年度については３部会でそれぞれ真摯な意見

を出していただきまして、２１年については具体

的に組織の部制の再編の問題も含めまして、公共

施設のあり方についても具体的に住民説明も含め

て取りかかっていきたいというふうに考えていま

す。説明資料の不備については、ちょっと内部検

討させていただきまして、議員協議会であるとか

ホームページでの公開とか、いろんな機会を通じ

てこれからも進めてまいりたいと思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

承知をしました。今後〇５番（大石健二議員）

は半年に１遍、そういった回数ではなしに小まめ

に経過の報告をお伝えしていただければ混乱がな

いだろうというふうに私自身は考えております。

次に、中心市街地活性化の基本計画にかかわる

再質問をさせていただきます。せんだって開かれ

ました議員協議会で配付をされた資料を見ますと、

こう書いてありました。２１年３月、経済産業局、

北海道に対し、これまでの経過と各事業について

説明を行いましたが、熟度不足との指導を受けま

したと。そして、次のセンテンスに上記指導によ

り他の支援事業について模索を始めると。これ幾

ら何でも熟度不足という指摘をいただいて、検証

も何もしないで他の支援事業について模索を始め

るというのはいささか早計に過ぎませんか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど御質問いただ〇経済部長（茂木保均君）

いたように、もうこのことについては２年前から

商工会議所を中心に議論をしてきた経過がありま

す。その間に、２年間の間に中心市街地活性化基

本計画案というものが冊子としてあるのですけれ

ども、これは非常に大きな意味を持つものだとい

うふうに思っております。その経過の中で経済産

業局、ここと協議をして、これは１度とか２度と

かということでなくて何度か協議をする中で、最

終的に国のほうではこういう判断をされたという

ことなのですけれども、その検証という部分は非

常に必要なことだというふうに思いますが、基本

的には町中のにぎわいを創出する事業ということ

ですから、いわゆる中心市街地活性化基本計画、

この計画というのは非常に重みのある計画だとい

うふうに認識をいたしてございますが、必ずしも

この計画の認定を受けなくてもこれにかわる事業

というものが措置されれば、それは一つの手法で

はないかなというふうに考えておりますし、その

２８事業、いろいろ協議してつくったこの議論の

経過というものは決して没にするとか、そういう

ことではなくて、その精神は十分受け継ぎながら、

まちづくり交付３事業という事業を活用してとい
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うふうに考えておりますが、しかしながら完全に

この基本計画をあきらめたということではありま

せん。この部分についても、これから協議する中

でもまた再度挑戦する場面も出てくるかもしれま

せん。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

なかなか苦しい答弁だ〇５番（大石健二議員）

なと思って聞いています。２年越し、担当主幹を

置いてやってこられたと。その間、いろんな紆余

曲折を経ながら、ことしの３月には基本計画の認

定申請を行うのだという当初のもくろみがあった

わけです。でも、文字面で書いてある報告書を見

る限りでは認定申請ではなくて、これは明らかに

北海道や経産局に対する事前相談ではないのです

か。認定申請という事務作業、基本計画策定とい

う事務作業の完結ではないですよね。あくまでも

北海道と経産局に対する事前相談ではないのです

か。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

決してそういうこと〇経済部長（茂木保均君）

ではなくて、やはり基本的には認定申請を前提と

した協議という中でそういう判断をされたという

ことですから、そこら辺は一つの事業なり計画を

いろいろヒアリングするときは、いろんなスケジ

ュール的なものも含めてありますけれども、今回

のケースについては一応この基本計画の案をきち

っと策定をして上げていっておりますので、それ

は協議の経過の中ということではありません。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

この１７年から取り組〇５番（大石健二議員）

んできた中心市街地活性化基本計画策定について

は、一たんは終息するのですね。一たんは終えん

するのですね。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

中心市街地活性化事業〇副市長（中尾裕二君）

につきましては、徳田に大型店が出店するという

ときからの一連のテーこでありまして、これまで

精力的に商店街の皆さん、あるいは商工会議所も

含めて検討を進めてまいりました。今回中心市街

地活性化事業として、実施主体が明確に決まって

いない中でのスタートはどうかという確認作業を

させていただきました。これは、一定の固まりが

ないとやはりスタートは難しいと、熟度不足であ

ると。ただし、駅横についてはかなりの固まった

事業内容等があるので、それについては今回の事

業でなくて別のメニューで今話題になっておりま

す国土交通省のまちづくり交付３事業でどうなの

かと。これにつきましても駅横だけの開発では、

まちづくり交付３事業は該当しません。点と点を

線で結んで人の流れをつくるということですから、

これについては３条６丁目のところの開発、さら

には今想定をしております市立病院の駐車場の問

題、あわせて旧名寄市の悲願でありました文化ホ

ール、これは今市民会館のホールが老朽化をして

建てかえがもう立ち行かないと、こういう状況に

来ていますので、この２つを合体をしたことで市

民の皆さんと相談をしてできるかどうかと。これ

を含めて線で結んで人の流れをつくって、国が進

めている４割交付３の事業に、残りは合併特例債

を集中的に充ててこの場での懸案のテーこをこの

際解消したいと、こういうことで今進めておりま

す。これは、場合によってはまちづくり交付３事

業でなくて中心市街地活性化事業に昇格をする可

能性もあるというお話も経産局のほうからはいた

だいておりますので、今後１１月に正式な申請を

する予定で今作業を進めております。これについ

ては、また議会にも改めて相談をさせていただく

局面が出てこようと思いますけれども、それとあ

わせて来年の４月にスタートを切りまして、向こ

う５年間の事業ですから、この中にどれだけの事

業を、懸案事項が盛り込めるかと。こういうこと

が今後テーことして出てまいりますので、ぜひそ

の節は造詣の深い議員にもいろいろと御示唆をい

ただきながら進めてまいりたいと考えております

ので、ぜひよろしくお願いをいたします。
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大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それはそれでお聞きを〇５番（大石健二議員）

しておくのですけれども、ただこれまでは、何回

もくどいようで申しわけないのですが、北海道と

経産局、今回はそのまちづくり交付３事業という

のはどうも開発局だという、窓口も変わってきて

いる。中心市街地活性化基本計画は、内閣総理大

臣を本部長とする組織に認可申請するわけですか

ら、だからやっぱりここは一たんは撤退するのだ

と。そして、通常使われる中心市街地の活性化と

今２年越しでやってきた中心市街地活性化基本計

画とは言葉は似ているけれども、似て否なるもの

なのだよと。どこかでやはりけじめをつける必要

があるだろうというふうに私は考えるのです。ど

うですか。これをいつまでも色のグラデーション

のように、いつの間にか赤から紫に変わっている

というような、そういう方向ではなしに、どこか

で熟度不足という痛い思いもしながら検証もしな

ければいけないという、なおざりにするのではな

くて検証すべきところは検証して、名寄市のウイ

ークポイントはどこなのだろうというのを検証し

ていかないと、いざどんな名前が変わった事業に

取り組もうとしても同じような轍を踏むように思

えてなりませんが、いかがですか。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

お話のように中心市街〇副市長（中尾裕二君）

地活性化事業がまちづくり交付３事業として、全

く異質のものに変えたということではございませ

んで、もともと持っておりました中心市街地活性

化事業の２８事業のうちの極めて実効性の高い、

しかも着手ができる可能性を秘めた部分について

先行して実施をしていくということでありまして、

議員協議会でも３者協議のお話もさせていただき

ましたけれども、まさにあそこは土地開発公社が

所有をする用地を単に民間に売却するということ

ではなくて、中心市街地活性化事業の志を引き継

いだ事業展開をしていくということでの３者の協

議ということでありますので、ぜひその点につい

ては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）

時間も来ましたので、〇５番（大石健二議員）

最後のほうの行政報告について御質問をさせてい

ただきます。

先ほども行政報告について、るる御答弁をいた

だいたのですが、今回の行政報告書ほど理解に時

間がかかったことはないなというふうに考えてい

ます。例えばどんなことというと、具体的に申し

上げると職員のあら探しになってしまうので、で

きるだけアバウトに申し上げるのですけれども、

幾つかの報告書に主語、述語の関係が不明確だと。

内容が簡略化されていて文章が端折られているも

のですから、日本語として醸成されていないと。

目的語がどこかへいってしまっているというよう

な報告が散見されました。こうした行政報告の単

元というのでしょうか。これらを統括して文章の

校正なり校閲なり、やる方はいらっしゃるのです

か。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

大変私の力不足な〇総務部長（佐々木雅之君）

のですが、担当課長、係長のほうから上がってき

たものを企画担当のほうで、総合計画の柱にのっ

とった形で行政報告をつくるという建前になって

おりまして、その構成上そういうふうになってい

ますので、企画担当の見た後、私も見させていた

だいて正式な文章として出させてもらっています。

御指摘のとおり、主語、述語の関係も含めて不十

分だった点はなかったと思っておりませんので、

その辺についてはもう少し私自身のスキルアップ

も含めて頑張っていきたいと思っております。よ

ろしくお願いします。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、行政報告、市長〇５番（大石健二議員）

が開会の冒頭にそちらで登壇されて読み上げてお

られるというのを聞いていて、今回ほど島市長が

私たちに手渡されている行政報告の文章と口頭で

述べられている言葉が、随分市長が言いやすいよ
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うに言いかえられていることはなかったなという

ふうに、私はそう思っているのですけれども、市

長御自身は今回の行政報告は随分言いかえられて

いたなというふうに思うのです、言葉を。市長、

今回の行政報告についてお聞かせいただけますか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

毎回職員と手づくりで〇市長（島 多慶志君）

行政報告をつくっておりまして、およそ私は１０

０点に近い行政報告をさせていただいていると、

このように思っております。確かに二十数ページ、

５０分間ぐらいの行政報告ですから、すべての定

例会の間における行政事項については報告できな

いのはいたし方ないと。場合によっては、もっと

もっと長時間行政報告をやればいいのかと、こう

いうふうにも思いますが、しかし行政報告で足り

ないところは、このように一般質問でしっかりと

質問をしていただいているわけですから、そのこ

とがまた市民の皆さんに、議会報あるいはこスコ

ミ等で報道されることによって行政の動きがしっ

かりと市民の皆さんに伝わることではないのかと。

行政報告だけ長々とやることが決していいもので

はないと、このように考えながら、私は今の約５

０分ぐらいが行政報告の限度かなと。

ただ、文章の盛り方については、担当の職員は

もっともっとたくさん盛りつけてきています。そ

れを私は、はさみを使って５０分程度にカットし

ているものですから、どうしても主語、述語が抜

けるということでは、全部私が書き直していると

いうことはありませんので、至らないところもあ

るのではないかと。これは、私の調整能力の不足

する部分と、こういうふうに押さえてこれからも

お聞きいただければと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

決して市長をとがめて〇５番（大石健二議員）

いるのではなしに、ただインターネットで視聴を

しておられる市民の方は、市長が明瞭な声で述べ

られていることだけが頼りなものですから、あれ、

ここの言葉、目的語は一体どこへいったのだろう

と。後ろにいらっしゃる傍聴者の方も電卓を置い

て足し算をしてみると、数字が合わないねという

ようなことが起こり得るようです。ぜひとも先ほ

ど申し上げたように文章の端折り、あるいはコン

パクトにまとめてしまったがために意味が通じな

いという報告書にならないよう、再度報告書作成

の際は十分気配り、目配りをしていただきたいと

思います。

以上で私の質問を終わります。

茂木経済部長より、〇議長（小野寺一知議員）

特に発言を求めておきます。

先ほど大石議員のほ〇経済部長（茂木保均君）

うから中心市街地活性化基本計画、これは事前協

議ではないかと、こういうお話を受けまして、私

のほうでは本申請というようなお話をさせていた

だきましたけれども、本申請前の事前協議という

ことでありました。訂正しておわびいたします。

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。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０１分

再開 午後 ３時１６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。

老朽住宅の解体助成について外２件を、東千春

議員。

議長より御指名をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたので、通告順に質問をさせていただ

きます。

大項目の１点目、老朽住宅の解体助成について

お伺いをいたします。ことしで３年目となり、そ

して最終年度を迎える住宅リフォーム制度は大き

な反響を呼び、毎年補正をしながらニーズに対応

してまいりました。使えるものは直して使うとい

うことは、もったいないやエコにつながるもので、

物を大切に使うという観点からも時代にこッチし

ていたのではないのかなと思っております。



－74－

平成２１年６月１１日（木曜日）第２回６月定例会・第２号

一方で、修理する価値に乏しい住宅が空き家と

なっているものも見受けられております。近年は、

住宅解体には廃棄物としての処理に多額の費用が

かかることから、解体をすることが困難で放置さ

れることがしばしばあります。このような建物は

環境美化や防犯上、好ましくはありません。また、

解体に伴い、さまざまな経済効果が期待できるこ

とから、新たな制度として老朽住宅の解体に対す

る助成制度についてお伺いをするものでございま

す。

１点目、空き家となっている老朽住宅は名寄市

内にどの程度の件数があるのか、また景観上望ま

しいものではないと思いますが、どのような見解

をお持ちなのかお知らせをいただきたいと思いま

す。

２点目、町内会などから空き家となっている老

朽住宅に防犯上、不安の声を聞くことがございま

す。この点について、どのように考えておられる

のかお知らせをいただきたいと思います。

３点目、新年度においても住宅リフォーム制度

を残してほしいとの要望は強く、継続は望ましい

と思いますが、一方で新たな制度を考えてもよい

のではないかと思っております。老朽住宅の解体

に対する助成制度を設けることにより環境美化、

防犯上の効果を初め、解体工事による雇用の創出、

そして土地の流動化、それに伴う住宅建設促進に

よる経済効果など幅広いメリットがあるのではな

いかと思いますが、見解をお知らせいただきたい

と思います。

４点目、住宅リフォーム制度が予定どおり今年

度をもって終了したとしても老朽住宅の解体助成

制度など、他の制度との繰り返しによって長期的

な視野の中できれいなまちづくりを誘導していく

ということが望ましいのではないかと考えており

ます。住宅解体制度の次は、例えば庭や住宅の周

辺を整備することへの助成など、雇用や経済効果

を考慮しつつ町中を政策的に変えていく、こうい

うことが望ましいのではないかと思いますが、今

までの住宅リフォーム制度の評価とあわせて見解

をお知らせいただきたいと思います。

大項目２点目、名寄市立大学についてお伺いを

いたします。名寄市立大学は、多くの議論を経て

開学し、来春４年制として初めての卒業生を送り

出せるということは大きな喜びであり、名寄市立

大学を選んで入学してくれた学生の皆さん、また

その間久保田学長を初めとする教職員や事務職員

の皆さんの御労苦に敬意と感謝を申し上げたいと

思います。名寄市立大学が市民からも愛され、末

永く発展することを心から願いながら、以下の質

問をさせていただきます。

１点目、来年度の大学の教員確保は大学開学後

最大の課題であると考えております。教員確保に

は、教員個人とともに相手の大学にも影響を及ぼ

すことから、夏休みごろをめどとすることが望ま

しいと言われております。３月予算委員会でもお

伺いしましたけれども、その後の状況についてお

知らせをいただきたいと思います。

２点目、就職対策につきましても３月の時点で

は準備がややおくれぎみとの報告でございました

けれども、その後の進捗状況についてお知らせを

いただきたいと思います。

３点目、名寄市立大学には学長直属の機関とし

て地域交流センターがあります。運営状況として

は、未完成ではありますけれども、学生たちは情

熱を持って活動に取り組んでいる現状にございま

す。このように大学としては、市民に対するアプ

ローチを投げかける努力をしておりますけれども、

行政としての大学の市民周知や活動への協力など、

もっと大学へのアプローチがあってもよいのでは

ないかと思います。そのことによって、市民も大

学へのかかわりが容易になるのではないかと思い

ますけれども、見解をお知らせいただきたいと思

います。

４点目、来春初の大学としての卒業生を送り出

すわけでございますけれども、地方から来てくれ

た学生の皆さんには名寄が第二のふるさとだとぜ
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ひ思っていただきたいと願っています。年年市政

クラブで視察に伺いました島根県の浜田市では、

市内にある県立大学の卒業生に対して在校生や市

民も参加して卒業を祝う会を行ったり、東京浜田

会の案内など市民も積極的に参加して卒業の門出

を祝っておりますが、卒業生へのアプローチは何

かお考えなのかお伺いをいたしたいと思います。

大項目の３点目、将来の歩道のあり方について

お伺いをいたします。近年は、ユニバーサルデザ

インの考え方が少しずつ浸透し、歩道においても

段２を解消したものなど工夫が行われており、好

ましいことだと思っております。一方で、名寄は

積雪地帯であり、全国の都市における歩道のあり

方とは考え方が同一でない場合もあるのではない

かと思います。そこで、将来において名寄に適し

た歩道のあり方について、最大公約数を模索する

作業になるかもしれませんけれども、考え方をお

伺いをいたしたいと思います。

１点目でございます。今日までつくられてきた

歩道のほとんどが車道側に傾斜してつくられてお

ります。これは、雨水などの排水等では有効だと

いうふうに考えておりますけれども、近年カート

を押して歩く高齢者の皆さんがふえております。

こういう方々は、真っすぐに歩いているつもりで

も傾斜の関係から車道側に少しずつ寄ってしまう

という声を聞くことがございます。また、まちの

中をジョギングする人の中には、歩道が傾斜をし

ているため、同じルートを同じ方向で走るのでは

なく、逆ルートを日がわりで走るのだとおっしゃ

っている方もいらっしゃいました。このように車

道側に傾斜する歩道について、メリット、デメリ

ットあると思いますが、どのように評価をされて

いるのかお知らせをいただきたいと思います。

２点目、近年縁石等で仕切りをつくり、段２を

つくらない歩道を見かけることがあります。これ

は、車いすなどの方にはよいのではないかと思い

ますが、どのように評価をされるのかお知らせを

いただきたいと思います。

以上で、この場からの質問を終わらせていただ

きます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま東議員から〇経済部長（茂木保均君）

大きな項目で３点にわたり御質問をいただきまし

た。１点目は私から、２点目は大学事務局長、３

点目は建設水道部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

初めに、大きな項目１点目、老朽住宅の解体助

成について、小項目１の町中の美化について、

（２）の空き住宅の防犯については関連がござい

ますので、一括して答弁をさせていただきます。

現在把握している空き家の件数ですが、名寄地区

は１１３件、風連地区は１１６件となっておりま

す。老朽化した空き家が市内に散在している問題

につきましては、景観上好ましくないことに加え

て防犯上の問題、さらには夏場の草刈りや冬場の

屋根の雪の落雪など、所有者が当然責任を持って

管理すべきであると考えますが、所有者本人が死

亡していたり、道内、道外へ転出していたり、ま

た経済的な負担、相続問題や抵当権等法的な問題

も絡みますので、即対応とはならないのが実態で

あり、市といたしましても対応に大変苦慮してい

る状況にあります。また、町内会や地域の方々な

ども対応の相談に見えますが、現在の法律では個

人財産を規制することは困難な状況にあり、市も

強制力を持っていないために所有者を調査して、

所有者や身内の方が市内に在住している場合は直

接お会いしてお願いしたり、市外の方には手紙や

電話などで維持管理についてお願いしている状況

ですが、市民の安全、安心を考えますと空き家に

起因した危険性を未然に防止する対応が必要であ

ると認識しているところでございます。今後につ

きましても関係機関や団体と協議をしながら、粘

り強く消費者等に管理や撤去のお願いをしてまい

りたいと考えているところでございます。

また、防犯上の問題に対しましても危険家屋や

青少年のたまり場となっている空き家につきまし
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ては、パトロール強化区域、警察署、防犯協会と

記載されたイエローテープを家屋の周りに張るな

ど抑止効果を高め、防犯対策を進めてまいりたい

と考えております。いずれにいたしましても、警

察署、防犯協会、町内会等と連携を密にしながら

対応し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存じます。

次に、３番目の雇用と経済効果についてであり

ます。名寄市内での老朽空き家住宅の多くは、市

外への転出や単身高齢者の施設などへの入所、農

村部では新築による古い住宅などが残っており、

これらが主な老朽住宅と思われます。解体により

議員言われるような幅広いメリットもあるとは思

いますが、個人の財産にかかわるものであり、す

べての老朽住宅となれば先ほど申し上げた件数を

大幅に上回る件数が推定されます。過去には、平

成１４年度に旧風連町で緊急地域雇用創出特別対

策事業の国の助成制度を活用して老朽木造建築物

の解体をした経過があります。そのときには、約

１００件を上回る応募がございました。これらの

状況も踏まえながら、今後ともほかの市町村の取

り組みや国の雇用対策などの制度を見据えながら

調査研究してまいりたいと考えております。

次に、４番目の住宅リフォームの評価と今後に

ついてであります。平成１９年度より快適な住環

境の整備と市内建設産業の振興を目的に、住宅リ

フォーム促進助成事業を３年間実施いたしてござ

います。この事業は、公共事業の減少により経営

が冷え込んだ地元建設業者の活性化につながり、

市内の建設業者や関係企業に与えた経済効果は大

きいものと考えております。今年度で助成制度の

終了となるため、来年の３月末までの工事につい

ては申請すべてを受け付けるものでございます。

実績についてでございますが、平成１９年度１

４９件、受注工事費３め４００万円、２０年度で

は１６２件、受注工事費は３め ４００万円とな

ってございます。今年度は、既に１３０件の申し

込みがあり、３年間で約５００件、受注工事費は

約１０め円と予想され、地域経済の活性化及び雇

用の確保につながったものと考えております。こ

の制度につきましては、当初年間で５０件、予算

０００万円ということで３年間実施する制度設

計を組んだわけでございますが、１年目に３年分

の申し込みがございまして、予算も３年間で１５

０件、 ０００万円の計画がこれまで約５００件、

補助３で約１め円を超える当初計画の３倍以上の

実績の見込みでございます。このことから、この

制度につきましては、当初からお示しをしていた

とおり３年の時限の事業でございますので、終了

させていただき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。

また、新たな助成制度についてでございますけ

れども、今後市内の経済状況や市の財政状況を勘

案しながら検討してまいりたいというふうに考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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（三澤吉巳君）

大きい項目の２、名寄市立大学について４点の質

問をいただきましたので、順にお答えさせていた

だきます。

まず、１点目の教員確保の現状と進捗状況につ

いてであります。保健福祉学部の教員組織は、栄

養学科、看護学科、社会福祉学科、教養教育部で

構成され、６４名の教員が在籍しています。職員

構成は、教授２７名、准教授１６名、講師７名、

助教、助手１４名で、講師以上の専任教員は５０

名となっており、入学定員をもとにした大学設置

基準の定める必要な教員数、専任教員４４名以上、

教授２２名以上をいずれもこたしている状況とな

っています。しかしながら、来年３月の学年完成

年度をもって定年退職を迎える教授に加えまして、

数名の教員が他の大学等へ転出する可能性も否定

できない状況でございまして、速やかな後任教員

の確保が求められてきています。このことから、

ホームページによる教員の公募、関係機関への働
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きかけ、リストアップした候補者への折衝、また

教授への昇格審査手続など、完成年度以降の教員

補充のための取り組みを進めているところでござ

います。しかしながら、教員人事を取り巻く環境

は、全国的に看護系大学の開学が続きまして、大

学教員の不足に拍車をかけている現状となってお

り、公募に対して応募が少なく、また適任者がな

かなか得られないといった厳しい状況になってご

ざいます。授業科目を担う教員の確保につきまし

ては、学生に対する教育や教育体制に責任を持つ

大学として当然の責務でございますので、可能な

限りの情報収集と候補者への折衝など全力を挙げ

て取り組みを進め、早急に解決に努めてまいりま

すので、御理解と御支援をお願いしたいと思いま

す。

また、魅力ある大学づくりに向けて管理運営組

織や教育研究組織の改編、改組、再編などは教員

確保の前提となることから、改善、改革に向けて

一層の努力をしていく必要があると考えていると

ころでございます。

次に、就職対策の進捗状況についてお答えいた

します。平成２２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。第１期生の国家試験の

合格率や就職状況などは、大学に対する評価にも

つながり、また今後の学生確保にも影響を及ぼす

重要事項と想定されますことから、就職進路委員

会などを中心に学生の意向調査や模擬試験による

国家試験公務員対策、さらには求人先開拓の把握

などの取り組みを進めてきているところでありま

す。しかし、近年における就職内定状況は厳しい

経済情勢の中で年々低下傾向にあり、依然として

新卒者の就職戦線は厳しい状況が続くものと思わ

れ、学生の就職指導はこれまで以上に重要性が増

してきております。より一層教職員が一体となっ

て就職支援体制を強化していくことが求められて

いるところであります。特に栄養学科と看護学科

につきましては、短大からの改組で一定の実績を

持っておりますが、社会福祉学科につきましては

新設の分野であり、求人先の開拓などの取り組み

を強化しなければならない状況になっており、個

々の学生に対する綿密な指導、支援を行っていく

ための専任職員の配置について検討を進めてきた

ところでございます。このたび札幌の大学で今年

３月まで就職支援を担当されていた方を６月１日

付で嘱託職員として迎えることができました。学

生からの個別の進路相談や就職活動の進め方など

のアドバイスを行うとともに、就職進路委員会な

どとの連絡調整と的確な指導を行うための情報の

共有化に努めてまいります。また、総合的な学生

支援のあり方についても検討を進めてまいるとこ

ろでございます。

次に、行政及び市民からの大学支援についてお

答えをいたします。地域交流センターは、学長の

直轄の組織として教職員、学生、市民によって構

成され、大学と地域を結ぶ相談、調整、企画、支

援機関でありまして、平成１８年の大学開学に合

わせる形で発足し、以来学生サポートチームによ

るボランティア活動などが活発に展開されている

ところでございます。しかし、地域及び市民との

交流や連携に関する業務を円滑かつ具体的に進め

るために設置をされました運営委員会が専任の教

職員が配置されていないこともあり、定期的に開

催されていない現状となっています。市民の強い

要望により設置されました公立大学といたしまし

て、地域貢献の期待に十分にこたえていくために

は学生の関与を含め、積極的な情報の発信とセン

ター活動の充実を図り、あわせてセンターの組織

強化に向け協議を進めていかなければならないと

考えております。

また、地域とともに歩む大学といたしまして、

大学のホームページにおいて行事や公開講座など

の地域貢献にかかわる情報などを含め情報公開を

行ってきていますが、大学のＰＲの観点からも名

寄広報や地元紙、Ａｉｒてっしなど各メディアに

も広報を依頼し、広く情報の発信をしていただい

ているところでございます。今後の大学運営にお
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いては、広報機能がますます重要なことから、市

広報を初め、民間事業者の活用支援をお願いして

まいりたいと考えております。

さらに、行政において大学を生かしたまちづく

り施策が推進されてきております。その中で、四

季折々のイベントにも多くの学生が参加し、また

大学祭や学生の課外活動などにおいても市民や地

域の方々との交流が活発に行われてきております。

開学して４年目の若い大学ですが、地域社会に広

く受け入れられているのは市民の理解と支援によ

るところが大きいと考えているところでございま

す。議員を初め、地域の皆さんのなお一層の御支

援、御鞭撻をお願いいたします。

次に、新卒業生とのかかわりについてお答えい

たします。来年の３月には、第１期生が本学を巣

立っていくことになります。本学での教育成果が

学生を通して社会に還元されるという意味におい

て、就職進路は大学にとって極めて重要な意味を

持っております。学生がしっかりとした職業観を

持ってみずからの専門性を高め、結果として悔い

のない職業選択を可能にすることが大切であり、

そのことが名寄市立大学に入ってよかったと言わ

れることにつながることと思われますので、全学

挙げて就職進路指導を展開していくことが大切で

あると考えているところでございます。

卒業を祝う会につきましては、短大時代から学

生が中心となって企画、実施してきております。

市民の皆さんが参加をして祝福をしていただける

ことは、学生にとって思い出になり、大変喜ばし

いことと思われますので、学生並びに関係者とも

十分協議をしてまいりたいと思います。また、卒

業される１期生の方々は大学同窓会に加入されま

す。その後も在学生の支援や助言などもいただき

ながら、大学との連携を深めていただくことが必

要不可欠でございまして、大学の発展にもつなが

るものと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目で３番目の将来の歩道のあり方について、

関連がございますので、１つ目の車道側に傾斜す

る歩道についてと２つ目の縁石等で仕切るフラッ

ト型の歩道についてをあわせて一括してお答えを

させていただきます。

歩道整備につきましては、新設、改築する道路

はもとより、平成１４年度から市の独自事業とし

て町並みとバリアフリーにすぐれたまちづくり事

業、平成１９年度から高齢者、障害者等の移動の

円滑化の促進に関する法律、これは通称バリアフ

リー新法というふうに申します。それに基づきま

して、すべての人にとって利用しやすく、歩行者

が安全で安心して移動などが円滑にできる歩道空

間整備に努めてまいったところであります。

歩道の構造については、３種類の形式がありま

す。１つ目は、歩道面及び縁石天端を車道面より

高くしたこウンドアップ方式、これは従来の整備

方式であります。２つ目には、歩道面を車道面と

同じ高さとして縁石を歩道面より高くしたフラッ

ト方式、３つ目には歩道面を車道面より若干高く

し、縁石を歩道面より高くしたセミフラット方式

があります。これは、いずれも道路構造令に載っ

ている方式でございまして、このほかに名寄市独

自で縁石を歩道面より出さない、一応セミフラッ

ト方式なのですけれども、構造令的には認められ

ていない部分があるのですけれども、これを一部

採用させていただいております。いずれの形式で

も横断の勾配に対して１％から２％の傾斜をつけ

ております。傾斜をつける最大のメリットは排水

性でありまして、車道側は逆に外側に向いて排水

をしております。歩道側は中に傾斜をつけて、間

に落として排水を一括して処理するということで

コスト安をねらったものであります。デメリット

としましては、若干勾配があるために議員の御指

摘のとおり車いす使用者やカート使用の高齢者の

通行に対し、安心感が低下してしまうことだとい

うふうに考えております。
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名寄市では、バリアフリー新法に基づき平成２

１年度から平成２４年度において国や北海道と協

力をしまして、国道４０号、道道旭名寄線、市道

南１１丁目周辺を地域指定をし、ユニバーサルデ

ザインを目指し、南１１丁目東通を傾斜はなくせ

ませんけれども、段２のないセミフラット形式の

整備を計画しております。特徴としましては、車

両の乗り入れ部での歩道の段２や勾配の問題が生

じなく、車道からの雨水の流入も心配ないことで

すが、歩行者及び自転車の安全な通行を確保する

には区分が必要なため、縁石が歩道面から飛び出

ることから、冬期間の除排雪による縁石の破損及

び作業効率が低下する要因が生まれるかもしれま

せん。また、夜間の自転車の走行時において縁石

に接触する危険性もあることは確かであります。

それぞれの形式で一長一短がありますので、地域

事情や現場状況に合わせ、今後とも安全で快適な

道づくりに努めていきたいというふうに考えてお

りますので、御理解をいただきたいというふうに

思います。

以上、お答えとさせていただきました。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇２３番（東 千春議員）

ただきまして、順番どおりに再質問させていただ

きたいなと思います。

まず、老朽住宅の解体助成について御答弁をい

ただきました。この空き家となっている住宅に対

して、景観上あるいは防犯上もよろしくないとい

う御答弁をいただきました。本当にそのとおりだ

なというふうに思っております。さらには、私も

言われて確かにそうだなと思うのは、やっぱり冬

期間の雪の落雪であるとか、これは本当に危険を

伴いますので、重大な事故にもつながりかねない

課題であるというふうに私も今再認識をしたとこ

ろであります。

今私が申し上げましたように、答弁いただいた

のは経済部長が雇用あるいは経済という観点から

御答弁をいただきましたけれども、防犯でいえば

生活環境部長の所轄ですし、あるいは建設部長の

所轄、美化、景観上の問題ですとかでありました

ら建設部長でしょうし、私は議員にならせていた

だいて１０年になるのですけれども、建設部長が

かわるたびに町並みの景観について訴えをさせて

いただいているのですけれども、各部長皆さん、

ああ、そうだ、そうだと言いながら、ちゃんと言

うことを聞いてくれた人はだれもおりません。こ

の際、これは具体的に一つのきっかけにもなろう

かなと思います。きっと町並みがきれいな状態に

変わっていくのではないのかなというふうに思い

ますので、生活福祉部長と建設水道部長も経済部

長に対して、ぜひこれはやれというふうに御助言

をいただきたいなというふうに思いますけれども、

改めまして建設部長、景観等々を考えてこういっ

たことをどのように考えますでしょうか、お答え

をいただきたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

急に振られて〇建設水道部長（野間井照之君）

どうのこうのではないのですけれども、基本的な

町並みは東議員から何回か御質問をいただいてお

りまして、私も町中の美化という部分では、この

空き家の部分あるいは老朽化した住宅の部分では、

非常に醜さが残る部分では早期な解決策が必要だ

というふうに考えていますし、私の専門でありま

す景観条例の部分でいけば余り関係はないのです

けれども、その部分でいくと町並み的に考えると

やはり必要な対策は今後手をつけなければならな

い部分ではないかというふうに考えています。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

経済的な状況を考え〇２３番（東 千春議員）

ながら、今後検討するというふうな部長からの御

答弁をいただきました。ぜひよろしくお願いした

いと思います。

なぜこのタイミングで質問をさせていただいた

かというと、新年度に向けて１２月ではもう遅い

と。９月の一般質問でもちょっと遅いかなと。今

からだったら、まないたの上にのせていただける
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かなと思いまして、このタイミングを図って発言

をさせていただきましたので、ぜひ前向きに検討

をいただきますようにお願いを申し上げたいと思

います。

次、大学についてお伺いをいたしたいと思いま

す。まず、大切なのはやっぱり何といいましても

教員の確保ということが今の大学の中では直面す

る大きな課題なのかなというふうに思っておりま

す。しかし、これは今回何とかなったから、もう

これでいいのだという話ではなくて、今回は特に

定年で退職をされる、あるいは完成時に向けて来

ていただいた先生方もおられるのかなというふう

に思います。特に今回は大切ということであって、

来年も再来年もやっぱり教員の確保というのは続

けていかなくてはいけない作業なわけです。そう

いった観点から、例えば教員の皆さんに名寄に来

てもらいやすい環境であるとか、例えば学内での

こういった取り組みがもうちょっと今後必要だ、

あるいは市民的な取り組みももうちょっとこうい

うことがあったほうがよかったなという、そうい

ったところ、まだ結果は終わっているわけではな

いのですけれども、振り返ってみまして来年、再

来年につなげていく反省点といいましょうか、改

善点と言ってもいいかもしれません。そういった

ところに関してどのように現段階でお考えになっ

ているのか、お知らせをいただきたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま教〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

員確保の関係で、中期的な考え方も含めてという

ことなのかもしれませんが、これまでの経過もあ

わせましてお話をさせていただきたいと思います

が、御案内のとおり大学を開学するに当たりまし

て、文部科学省に設置認可申請というのを提出し

てございます。その中で教員関係では、それぞれ

就任をいただく先生方には担当をされる科目もあ

わせまして責任を持って対応していただくと、こ

ういうようなことで、こういう内容の就任承諾書

というのを出させていただいてございます。した

がいまして、学年完成年度までは文科省の管理下

にあるということでございますので、申請した内

容については社会的に約束をしていると、こうい

う責務を持っている内容でございますので、私ど

もとしては教員の異動については、基本的にはそ

んなに出てこないだろうというふうに完成年度ま

では考えていたところでございます。

実際には、数名の先生がこれまでおやめになっ

てございます。その原因というのは、お越しいた

だいた先生の中には年齢が高い方もおられまして、

健康を害されて退職を余儀なくされたという方も

おられますし、そのほかには家庭の事情でどうし

ても転出しなければならないというのが主な実態

でございます。また、完成年度以降の関係では、

当初本州からお越しをいただいた先生というのが

数名おられますので、何人かの先生の異動という

のは完成年度以降は出てくると、こういう認識も

していたところでございます。

それで、現実に完成年度以降をもって転出され

る方、数名おられるという先ほど報告をさせてい

ただいたのですが、今現在残っていただく取り組

みということでやっている最中でございますが、

いろいろきちっとした原因というのは聞いてござ

いませんが、名寄大学に対しての評価といいまし

ょうか、名寄の自然環境なり人間性については、

先ほど来住みよさランキングの部分でもございま

したが、やっぱり評価をいただいているのかなと

いうふうに思っておりますし、ただ本州からお越

しいただいた先生の中には、やっぱり東京までし

ょっちゅう学会等で行かなければならぬと。こう

いうことからいきますと、空港から本学までのア

クセスの部分がやっぱり時間がかかると、こんな

御指摘もあるようでございます。きちっとした原

因というのはつかんでございませんが、一般的に

言えば転出される方というのは、本学よりも他の

大学機関に魅力を感じているということなのかな

というふうに思いますし、逆に言えば私どもは今

いろいろ説得をさせていただいてございますが、
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思いとどまらせる何かが本学には足りないのかな

というふうに考えてございます。先ほど答弁をさ

せていただきましたし、今議員からもございまし

たが、やはり魅力ある大学づくりという部分は、

福利厚生の面もございますが、やはり組織的な部

分を含めて今後改善、改革をしていかなければな

らぬと、こういうぐあいに考えているところでご

ざいます。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

単刀直入に答弁をい〇２３番（東 千春議員）

ただいたなというふうに思っております。やはり

教員にしてみると、これは病院のお医者さんと似

たような環境というのがあるのかもしれません。

やはり自分の行きたいところに行きたいという部

分もあるのだろうと思います。そういった中で、

魅力に欠けた部分があるのではないかというのは、

評価として担当をされる方としては率直な評価を

されていていいことだなというふうに思いました。

それが一体何なのかということは、やはりもう少

し冷静に評価、判断をしながら来年、再来年にぜ

ひつなげていっていただきたいなというふうに思

います。

それと、例えば病院のお医者さんとかでしたら、

市長がトップセールスで大学病院に赴いたりとか

ということというのはあるのかなというふうに思

いますけれども、大学の教員確保等に関して市長

のトップセールスというのは必要があるのかない

のか、今はどのように関係をしているのか、そこ

ら辺についてもちょっとお伺いをしたいなという

ふうに思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

私も４年制大学の開学〇市長（島 多慶志君）

については、何としても教員の確保がなければ、

施設だけ用意できてもというような気持ちも含め

て、何件か準備室の皆さんと一緒に回った経験を

持っております。ただ、開設者という、設置者と

いうことだけで先生の気持ちを動かすということ

にはなかなかならないなと、そんなふうに思いま

した。しかし、いずれにしても開設者である市長

が情熱を持って、例えば迷っているというような

状況のときには一緒に動いて来ていただく、この

ことが大事だと思いますし、また今三澤局長から

も答弁をいただきましたけれども、やはり地域的

には、特に教員が数多くいる大都市部とは距離的

なハンディがあるわけですから、そのハンディを

追い越す条件づくりといいますか、そういうこと

が必要なのだろうと、こんなふうに思っておりま

す。

以前は、大学の教員から職員住宅等もしっかり

と整備してほしいと、こういう組合の要請を受け

たことがありました。しかし、この大学を４年制

化するということも含めて、市内の不動産にかか

わる皆さん方がこンション等の整備もかなり先行

してやっていただきましたので、今は教員の皆さ

んから住宅に対しての特段の要望というのはあり

ません。しかし、学生も含めてしっかりとしたこ

の名寄の地でもっとこのようにというような部分

があれば、私どもも政策順位をそちらのほうに優

先をしながらしっかりと取り組みをしていきたい

なと、こんなふうに思っております。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひそのようにお願〇２３番（東 千春議員）

いしたいなというふうに思います。

続いて、また大学について質問なのですけれど

も、３点目に関連をしまして、大学は未完成な部

分ではあるなとは思うのですけれども、地域に出

て社会貢献をしよう、ボランティア活動をしよう

という姿勢は見せていると私は思っております。

その中で一番頑張っているのがやっぱり学生だと

思います。学生の中にはＡｉｒてっしに出たりだ

とか、あるいは市内の新聞社に連載で記事を大学

について載せるだとか、積極的に自分たちの活動

をアピールしようと頑張っている生徒たちもいま

す。しかし、行政側が大学に対して何かをサポー

トするという姿勢が若干少なかったかなというふ

うに私は見えております。
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１つの例を挙げてみますと、広報なよろの中に

大学の記事がどれぐらいあるのかというのを年年

１月から１２月まで見てみますと、２月に学生募

集の記事が出ていました、広報なよろに。その次

には、５月には大学図書館が利用できますという

ことと入学式の様子が出ていました。８月には履

修生が応募できますよと。１１月には道北地研の

講座についてのお知らせが出ていました。これだ

け載せていただいてはいるのですけれども、本当

に一番市民と触れる機会のある大学祭がいつあり

ますよというのはなかったのです。この中には、

見落としかもしれませんけれども、私はないと思

いました。こういうところは、やはり市役所側が

消極的なのか、あるいは大学側がもうちょっと積

極的に出さないのかは、ちょっと私はわかりませ

んけれども、双方がもう少し連携をとっていただ

いて、きちっと大学のことをお知らせをしていく

という姿勢が必要だなというふうに考えておりま

す。

ちなみに、年年島根県の浜田市というところに

市政クラブで視察に行かせていただきましたけれ

ども、そこは月に２回広報を出しているのですけ

れども、月の中に出す、１５日に出す広報の中に

は、そこには県立大学があるのですけれども、県

立大学のページが１ページあるのです。それは毎

月あるのです。ですから、ことしの５月、平成２

１年の５月号で６８回目の掲載があったと思いま

す。だから、もう５年か６年ぐらい前からずっと

大学のことについて浜田市がアピールをしている

という関係が続いております。私は、名寄は市立

大学だから、ほっておいてもいいのだということ

ではなくて、やはり同じように相乗関係で高め合

っていくという姿勢が必要だというふうに思いま

すけれども、大学をこれからＰＲしていく、情報

を伝えていくということに関して今後どのような

考え方があるのか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）

広報のあり〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

方について御質問をいただきました。御指摘ござ

いましたように、２０年度の市広報の部分で大学

祭の関係については入ってございませんが、実は

過去３カ年の部分、ちょっと私も調べさせていた

だきましたら、基本的には市広報も活用させてい

ただきながら、やっぱり市民に大学の実態をＰＲ

をさせていただこうと、こういう取り組みは基本

的には考えてしてきているつもりでございます。

それで、１８年度は１１件の大学関連の情報が市

広報で取り上げられてございますし、ただ１９年

度は７件と。２０年度は、先ほどの学祭の関係は

載ってございませんが、１１件の大学関連の記事

でございます。

それで、議員のほうからお話がございました浜

田市も私ホームページでちょっと広報を見させて

いただきましたら、お話にございましたように月

２回広報紙発行されていまして、１５日発行の広

報紙の中に大学の部分が１ページ掲載されている

という中身でございまして、規模も違うのかなと。

県立と市立の部分のページ数なんかも違うのかな

と思いますが、一方では私ども行政報告の中で主

要な事業についてはその都度報告をさせていただ

いているという部分では、県立の議会報告なんか

は見てございませんからわかりませんけれども、

そういう対応をさせていただいているつもりでご

ざいます。

ただ、それでこ足しているわけではございませ

んで、実は完成年度ということで、広報だけでな

くて大学のあるべき姿ということで、１３項目ほ

どになるのですが、今検討委員会なりワーキング

グループで検討する事項がございます。その中に

大学広報のあり方についても検討をすることにな

ってございます。ホームページにつきましても市

のほうで予算づけをしていただきましてリニュー

アルすることになっておりまして、作業は終えて

いるのですが、６月中には検索だとか、見やすい

形になるのかなと思っております。ただ、課題と

しては大学の紙の部分での広報がないだとか、そ
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んな部分もございますので、ありようについて今

検討をすると、こういうことになってございます

ので、今議員から御提言あった部分もあわせて学

内の中で詰めてまいりたいと思いますし、市の担

当者とも協議をしてまいりたいというふうに思っ

ていますので、御理解いただきたいと思います。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

そのようによろしく〇２３番（東 千春議員）

お願いしたいというふうに思います。

来年の春に１期生として卒業される百数十人の

若者が名寄から巣立っていく、あるいは名寄の中

で活躍してくれるということになるのですけれど

も、これもまた先ほどの視察に行ったところの浜

田市の話なのですけれども、ここでは例えば市民

と学生が１つの組織をつくって、そして応援団を

つくって、そして卒業式に送り出すという活動を

している、あるいは東京浜田会であるとか、そう

いったコネクションを常に学生に伝えていく作業

をしているのです。そういうつながりを卒業した

後も非常に大切にしている大学です。それがある

からということではないのですけれども、この大

学は入試倍率が非常に高い倍率だというふうに言

われております。

私は、何が言いたいかというと、名寄市立大学

もこれからやっぱり足腰の強い大学にしていかな

くてはいけないというふうに思っているのです。

その１つには、やはりきちっと優秀な教員の方が

来てくれるというのが１つと、もう一つは浜田市

がすべていいというわけではありませんけれども、

このような例えば市民を挙げての何らかの取り組

みというのはやはり人の心を動かすのだろうと私

は思っているのです。それは、学生であったりと

か、来てくれる教員であったりとか、そういった

仕組みづくりをやっぱり少しずつしていくという

ことが強い大学をつくっていく少しの要素には私

はなるというふうに信じておりまして、そういっ

たことから、今は実績がないわけですから、初め

て卒業生を出すわけですから、これからの取り組

みとしてぜひそこら辺を意識して、ですから最初

の卒業生を出すという段階からしっかりと考えて

いただいて、どういう形で送り出すのだと、どう

いう気持ちを持って送り出すのだということも含

めて、ぜひ大学の中で検討をしていただきたいな

というふうに思います。そして、大学の中だけで

はなくて、例えば行政側の担う部分があるかもし

れない、あるいは市民が担う部分もあるかもしれ

ない。そのときには、相談を皆さんにしてほしい

なと、そしていい形を将来に向けて、特に初回で

すから、つくっていっていただきたいなというふ

うに思っておりますけれども、しつこいようです

けれども、考えがありましたらお願いしたいと思

います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

大学を開学〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

する段階で育む会といいましょうか、そういう会

があって、市民挙げての盛り上がりといいましょ

うか、そういう中で大学がスタートしたというお

話も聞いてございます。

先ほど来申し上げていますように課題がたくさ

んございまして今検討すると、こういう状況でご

ざいますので、まず基礎をきちっと固めるという

ことが一番大事なのかなと思いますが、今議員か

らございましたように第１期生の取り組みが一番

重要でないのかと、こんな御指摘もいただきまし

たので、学内あるいは行政ともどういう方法があ

るのか検討させていただきたいと思いますが、東

議員には大学の関係はいろんな部分でかかわりを

いただいてございますので、今後ともひとつ御提

言をいただければと思っていますので、よろしく

お願いいたします。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当によろしくお願〇２３番（東 千春議員）

いしたいなと思います。

もう時間もありませんので、そろそろやめよう

かなというふうには思うのですけれども、こうい

う学生が地域の中でボランティア活動をしている
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組織は、実は名前が地域交流センターという名前

なのですよね。風連に今度できようとしているホ

ールが地域交流センターでして、全く同じ名前が

いいのかなと。これは、事務局長に聞くのか、だ

れがいいのかわからないですけれども、全く同じ

名前でいいのかな、どうなのかなというふうにち

ょっと思ったものですから、考え方をお伺いした

いのです。風連にも日進があって、名寄にも日進

があるから、いいと言えばいいのですけれども、

ちょっと紛らわしくなりはしないかという心配も

あるものですから、そこら辺の整合はどこかの段

階で考えるのかどうなのか、ちょっと考え方をお

知らせいただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連の地域交流セン〇教育部長（山内 豊君）

ターについては、現在仮称ということでなってお

りますが、前回の質問にもお答えしましたけれど

も、地域的にも地域交流センターという名前が定

着をしてきているという状況にあります。それで、

条例制定の中で今準備をしているわけですけれど

も、今の大学の地域交流センターと紛らわしいと

いう部分がありましたら、その辺についてはもう

少し、条例制定の準備を進めている段階なので、

その辺についてはもう少し検討させていただきた

いというふうに思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

もとかかわった者とし〇副市長（中尾裕二君）

てお話をさせていただきますけれども、大学の地

域交流センターは大学の意思と申しますか、大学

の協議の中で命名されたということですので、ぜ

ひ御理解をいただきたいと思います。

それから、教員組織につきましては、職員、教

授、准教授、講師あるいは年齢階層も含めて常に

ベストということにはなかなかなりません。１年

たち２年たちということで教授が定年退職をする

と、その後は例えば准教授であるとか講師とかと

いうことでバランスは絶えず崩れるものでありま

す。名寄の大学が講座制をとっていれば、大学で

教員の養成も含めて対応ができるのですが、名寄

の大学は学科目制というのをとっていまして、そ

れぞれの科目について基本的に教員は１人しかつ

いておりませんので、その教員が抜けるとそっく

り抜けるという、そういうシステムになっている

ものですから、この部分でのやはり教員確保の苦

労というのは絶えずあるのかなと。もし許せば、

いずれ将来的には講座制の導入ということも含め

た自賄いで教員もひとつ養成をしていくと。その

ときには大学院を視野に入れて、看護のこスター

コースも１つつくるということの構想の中でして

いきますと一定の教員の養成も名寄の大学ででき

ると、そういうことにつながっていくのかなと思

っていまして、これは一朝一夕にできるものでは

ありませんので、また大学の中で十分検討しなが

ら進めていく課題と、こういうふうに押さえてお

ります。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

どうもありがとうご〇２３番（東 千春議員）

ざいました。

最後の歩道についてなのですけれども、若干触

れさせていただきたいと思います。高齢者でカー

トを押して歩く人方にしてみると、結構これは切

実な問題でして、危険性を伴うのです。曲がって

いくほうが車道のほうに曲がっていくものですか

ら、ああっというふうに転げる場合だってなきに

しもあらずということがありますので、こういっ

たことも、その勾配が１％から２％というふうな

答弁をいただきましたけれども、１％と２％だっ

たら、ちょっと違うのかなというふうにも想像し

ますし、そこら辺のところもやはり考えていくべ

きだろうなというふうに思います。

それから、大学は福祉の大学ですので、高齢者

福祉を考えると、ひょっとして曲がっていかない

カートづくりというのを研究されていくのもおも

しろいかなというふうにも思いますけれども、こ

れは冗談ではなくて、高齢者にしてみると私は切

実な問題だなというふうに思っておりますので、
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ぜひ今後の検討課題としてよろしくお願いしたい

と思います。

それと、ちょっと戻って申しわけないのですけ

れども、住宅を解体する際に相続人を探して解体

しなくてはいけないから大変だというふうなお話

をいただいたのですけれども、解体をするのであ

れば全員の相続に対する許可は要らないというふ

うに私は伺っております。解体だけであると１人

の相続人が許可をすればいいという。実際に相続

をする場合には、土地などを相続する場合にはそ

うだけれども、解体するのには全員の相続人の承

諾は要らないというふうに聞いたことがあります

ので、ちょっと調べてみていただきたい。そして、

参考にしていただきたいなというふうに思い、以

上で終わらせていただきます。

以上で東千春議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

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。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時１６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 植 松 正 一

署名議員 山 口 祐 司


