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平成２１年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２１年３月１７日（火曜日）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 代表質問

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 代表質問

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 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

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 手 間 本 剛 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
内 海 博 司 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 和 田 博 君

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

５番 大 石 健 二 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

代表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

新しい名寄市島市政４年間の総括としてについ

て外１０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、凛風会を代表して代表質問を行います。１５

項目についてお尋ねをいたします。

初めに、１点目といたしまして、新しい名寄市

島市政の総括としてから、新年度予算案に込めた

市長の思いについてお伺いをいたします。平成１

８年３月、旧名寄市、旧風連町が合併し、新しい

名寄市がスタートし、その初代市長として島市長

が就任したことは私たちの記憶にいまだ新しいと

ころであります。島市長は、就任以来一貫して旧

自治体間の心の合併を標榜し、執務についても名

寄庁舎、風連庁舎双方でとるなど、両地区市民の

融合、一体化に心を砕いてきたことに深く敬意を

表するものであります。そのような流れの中で、

実質的に島市政の総仕上げとしての平成２１年度

予算案に込めた市長の思いをお聞かせください。

また、合併以来まだまだ多くの課題を抱えている

わけでありますが、積み残した課題について、さ

らには今後目指すべき名寄市の未来について市長

の思いがあればお聞かせを願います。

２点目、創造力と活力にあふれたまちづくりか

ら、持続可能な農業の確立に向けてお尋ねをいた

します。近年農業を取り巻く情勢は、０７年から

始まった品目横断的経営安定対策から水田・畑作

経営所得安定対策へと制度が変更され、所有から

利用を柱とした農地制度への移行、農業参入規制

の緩和、米の生産調整のあり方議論、水田フル活

用対策など、猫の目行政どころか当の猫でさえ目

を回してしまうほど目まぐるしく変化をし続けて

いて、一瞬たりとも目の離せない日々であります。

加えて地域農業は、担い手不足とそれに伴って経

営者の高齢化、中山間地を初め農地の耕作放棄、

そして１経営体当たりの規模拡大など、その光と

影とが交錯して、今大きな変革の時代の到来を実

感するきょうこのごろであります。旧風連町時代

から持続可能な地域農業の確立に向けて、その一

つの解決策として法人化への取り組みがあり、講

習会等の事業が展開されて、現に若い経営者によ

る農業法人の誕生も見ているところであります。

名寄市における法人化への取り組みの実績と現在

の状況、そして今後の展望、さらには農協との連

携についてお答えを願います。

３点目、市民と行政との協働のまちづくりから、

合併特例区についてお伺いをいたします。平成１

８年３月の合併時、風連地区に５年間の期限つき

で設置された合併特例区については、３年が経過

し、残すところ２年と制度の折り返し点を既に通

過しているところであります。独自の予算を持ち、

独自の事務事業を行う合併特例区制度は、合併時

の単なるソフトランディングのためだけの制度で

はなく、合併後も固有の歴史、伝統、文化をしっ

かりと残し、住民自治、住民と行政との協働自治

との推進にとって最大、最強のエンジンになり得

るものであります。設置期間の５年間は、そのた

めの学習、試行期間と位置づけし、６年目以降に

備えるべきであります。合併した自治体がそれぞ

れの個性を発揮しつつ、多彩な特色を持つ新たな

自治体として一体感を醸成する、まさに分権時代

を具現化する制度であると確信をするものであり
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ます。設置後３年間の経過と成果についてどのよ

うにお考えなのかについてお知らせをください。

また、そこで得た成果と課題について、平成２３

年度以降どのように反映していくかについてもお

答えを願います。

４点目であります。市民と行政との協働のまち

づくりから、風連福祉センターについてお伺いを

いたします。風連福祉センターは、昭和４６年か

ら４７年にかけて建設され、旧風連町時代文化活

動、地域活動、そして結婚式を初めとする、いわ

ゆる冠婚葬祭の拠点として、まさに文化のシンボ

ル的施設であり、合併後もセンターの持つ機能は

フルに活用され、風連地区にとって欠かすことの

できない施設であります。その機能と活動拠点が

市街地再開発事業により平成２２年春完成予定の

（仮称）地域交流センターに引き継がれ、その後

は行財政改革の観点から、機能が重複する施設の

整理統合が求められている中で、まちづくり交付

金の活用により平成２２年度中に取り壊しの見通

しが伝えられています。解体後の福祉センターエ

リアの隣接する歴史民俗資料館の今後のあり方も

含めた活用策についてお知らせを願います。また、

住民説明、関係団体等との話し合いの経過につい

てもお知らせください。

５点目、市民と行政との協働のまちづくりから、

コミュニティセンターについてお伺いをいたしま

す。風連地区にあるコミュニティセンターについ

て、各地区にはいわゆるコミセンと私たちは呼ん

でおりますが、公民館分館活動を初め地域活動の

城として、文化的、生産的活動に欠かせない施設

となっています。現在平成２２年４月実施の予定

で、今の行政区制度から新たな住民自治組織へと

移行作業が進められており、その中で市側からコ

ミセンの位置づけについていまだ明確に示されて

はおりません。今後の運営主体を初め維持管理費

の地元負担割合、あるいは老朽化している施設の

改修計画等について、地域住民に対するきめ細か

な説明なしでは今後混乱の起こることは必定であ

ります。協働のまちづくりの観点からも住民の役

割、市の責務がどうあるべきかのしっかりした説

明責任を果たし、新たな住民自治の船出に向けて

環境の整備に努めるべきであります。市の考え方

をお聞かせください。

６点目、心豊かな人と文化をはぐくむまちづく

りから、天文台についてお尋ねをいたします。市

立木原天文台の沿革は、１９４３年、昭和１８年

までさかのぼり、ことし６６年の歴史と超新星の

発見などの輝かしい実績等を誇る道内はおろか国

内屈指の天文台であります。天文観測が始まって

４００年目、世界天文年のことし、雪解けを待っ

て着工する予定の新市立木原天文台は、この６６

年の歴史の上に立って３万市民の夢を大空、宇宙

天体へといざなう心ときめく事業であります。市

立木原天文台は、天文観測の楽しさを市民に伝え

ることをモットーに毎月地域ＦＭ、Ａｉｒてっし

で星空の様子を実況生中継、インターネットによ

る動画配信、宇宙の天気予報や１週間の星空予報

などを伝えていて、このことは北海道広報紙３月

号にも道内３つの天文台とともに掲載されて、広

く全道に発信されているところであります。２０

０５年、北大理学院と相互協力協定が締結されて、

人的交流、機器等の相互利用などで、さらに星降

るまち名寄市、市立木原天文台の機能強化が図ら

れているのであります。今回の新天文台建設を契

機として、さらに北大との連携強化を願ってやみ

ません。ことし１２月までには建物が完成とのこ

とですが、大型望遠鏡設置も含めた完全完成まで

の見通しについてお知らせをください。北大との

さらなる連携強化についてもお知らせを願います。

今回の新天文台建設を機に、さらに市民の皆様

に愛される市立木原天文台を目指して、市内小学

生から愛称、ニックネームを募ってみてはいかが

でしょうか。ニックネームのついた天文台から巨

大望遠鏡で星雲を眺める。そこでは、ディスカバ

リーに乗った若田光一さんが私たちに笑顔で手を

振っているかもしれません。
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７番目であります。子育て支援の推進から、認

定こども園についてお伺いをいたします。市内初

の認定こども園が上川管内４施設目として４月１

日開園し、園児と保育児が一緒に教育を受ける、

親の就労の有無にかかわらず入園でき、病後児保

育も導入されているなど、保育内容の充実が期待

されています。認定こども園開園に伴い、現在の

募集状況についてお知らせください。

さらには、今後の課題と対応策についてもお尋

ねをいたします。中央保育所が名寄大谷認定こど

も園開園に伴い閉所となり、残る南、東、西、各

市立保育所の今後の方向性についてもお答えを願

います。

８点目であります。効率的な行財政運営につい

てから、行財政改革についてお尋ねをいたします。

平成２１年度一般会計予算案は、前年度当初平

１１１、合併以来最大規模の１９９１ ２００万

円となり、継続事業の推進が図られる一方、基金

の取りのしもの４１ ０００万円に上り、予算執

行の中で積み戻したい意向はあるものの、依然苦

しい財政事情が続いていることに変わりはありま

せん。国の２次補正予算成立を受けて配分される

臨時交付金の取り込みにより、当初予定した財源

不足６１ ０００万円は大きく緩和されたところ

でありますが、今後の財政展望はさらなる行財政

改革の推進なしでは見通すことはできません。そ

こで、平成２０年１０月見直しの名寄市財政計画

で、平成２１年から２３年の３カ年での２１１円

の財源不足を予想していますが、２１年度予算案

にかかわっての中期財政計画見直しについてお知

らせを願います。また、長年の懸案だった文化大

ホール建設が浮上したことによる財政計画への影

響についてもお知らせを願います。

次に、新年度における組織機構の見直しなど、

行財政改革の具体的なメニューについてお知らせ

を願います。

９点目、広域行政の推進についてから、定住自

立圏構想についてお伺いをいたします。定住自立

圏構想は、総務省が昨年５月にまとめたもので、

東京一極集中への対抗策として、人口５万以上の

中心市と周辺小規模自治体が協定を結んで、定住

自立圏を形成し、医療、商業など圏域全体が中心

市の機能を有効活用する構想であります。中心市

への国の財政支援や都道府県からの権限移譲も含

めて選択と集中、集のとネットワークにより自治

体相互に役割を分担し、定住の受け皿づくりにな

ること、住民が安心して生活できる自立した圏域

を創造することが求められております。市町村合

併が一段落して、さらなる地方分権を進める時代

を迎え、形を変えた新たな広域行政の到来をどの

ように迎え撃つか、まさに名寄市として自治体の

技量が問われる時代に立ち至ったわけであります。

中心市の都市機能を発揮しつつ、周辺自治体の歴

史、文化、環境を守り、はぐくみ、魅力ある生活

圏域の形成を図るというまさに二兎を追う至難の

構想でもあり、それだけに名寄市としての対応が

注目されるところであり、市としての取り組みに

ついてお伺いをいたします。

１０点目、自然と環境に優しい快適で安全なま

ちづくりから、環境対策についてお伺いをいたし

ます。昨年は、北海道洞爺湖サミットで私たちの

環境に対する関心はいやが上にも高まり、地球温

暖化防止の取り組みが加速した１年でありました。

京都議定書は、日本の温室効果ガス国内排出量を

１２年までに９０年平で６１削減を義務づけてお

り、国際社会では１３年以降のポスト京都議定書

交渉も始まり、政府も中期削減目標を策定中であ

ります。北海道も二酸化炭素など温室効果ガスの

削減に向けて具体的な道筋もはっきりしない生ぬ

るい内容との批判を浴びつつも、環境行動計画の

素案をまとめています。翻って市政執行方針の自

然と環境に優しい快適で安全なまちづくり、環境

型社会の形成の項においては、廃棄物処理対策と

環境美化の推進のみが触れられていて、温暖化防

止対策に対する新たな取り組み、具体的な記述は

なく、市の環境問題に対する意識、決意の希薄さ
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を指摘せざるを得ません。次の世代に負の遺産を

残さない、まなじりを決した取り組みこそが今求

められており、市の具体的な取り組みについてお

尋ねをいたします。

１１点目であります。行政の情報の共有と説明

責任についてから、名寄駅横市有地活用に係る経

過説明と名寄地域商品券補助金の議会提案につい

てお伺いをいたします。名寄市駅横市有地活用に

ついては、平成２０年１１月２７日の議員協議会

においてまちづくりプロジェクト案とコープさっ

ぽろ案とが報告され、その後１２月２５日開催の

各派代表者会議では株式会社西條案が示され、３

案に対する結論が出ないまま年を越し、２月２日

の各派代表者会議において突如コープさっぽろに

対し１月２７日に出店を断った旨の報告がなされ

ました。当初市は、報告した３案について議会の

意見、判断を仰ぎたいとの姿勢を見せており、そ

れが年が明け一転して市有地活用の定まらない中

での出店拒否の事後報告がなされたわけでありま

す。中尾副市長が出店拒否を伝えるため札幌に出

向いた同日１月２７日には、経済常任委員会が開

かれていて、会議中その他の事項で市側から駅横

市有地活用に関し商工会議所内の議論と商店街の

思いを受けて、市として一定の判断をこれからし

ていきたいとの報告があっただけで、コープさっ

ぽろに対し出店拒否を伝えるに向かったことに関

して一言一行の報告もなされていないのでありま

す。さらに、プレミアム１０１つき名寄地域商品

券補助金５００万円に関しても議会承認を予算執

行後に求めるという軽挙妄動を地でいくごときを

演じた市側、それを許した議会側ともども改めて

襟を正さなければなりません。今まさに自治基本

条例市民懇話会から（仮称）自治基本条例案の答

申があり、その基本理念に市民参加と情報共有、

連携協力の３点を掲げ、ルールにのっとった市政

運営が求められております。今回の情報の共有は

しない、ルールは守らないということを市はどの

ように説明するのかについてお伺いをいたします。

１２点目、小中学校教育の充実についてから、

小中一貫教育についてお伺いをいたします。この

ほど横浜市教育委員会が市立小中学校全校４９１

校で９年間の教育課程を一本化する小中一貫教育

を２０１２年度から導入する方針を固めたとの報

道がなされました。小中一貫教育は、東京都品川

区が０６年度から全区立小中学校で取り入れ、宇

都宮市、京都府宇治市でも全市での導入を予定し

ているとのことであります。横浜市の具体的な取

り組みとして、小学１年から中学３年までの全教

科の新たなカリキュラムを１０年度までに策定、

０９年度から小学高学年で英語教育が始まるのに

あわせて中学校の英語教師が小学校の授業にかか

わって指導をサポート、アドバイスをしたり、１

２年度から完全実施を図るという内容であります。

既に０７年度からモデル校で試行的に中学教師が

小学校に出前授業を行っており、小中一貫教育の

全市導入で中学校入学時の変化に対応できない中

１ギャップの解消につながるものとして期待され

ているとのことであります。

旧風連町では、小中連携教育構想、風夢プロジ

ェクトとして学校教育総合計画を策定、１、小中

連携した学校経営、２、子育て支援体制の確立、

３、確かな学力の定着、４、郷土愛の育成、５、

国際感覚の醸成の５本の柱のもと、小中連携した

学校の教育目標の設定により、９年間のスパンで

児童生徒間の共有化により現行の６・３制の緩や

かな連結を図る取り組みがなされ、現在の名寄市

にも引き継がれているところであります。今後今

までの取り組みを基礎として、名寄市として小中

一貫教育の可能性、あるいは小中連携教育の進め

方についてお考えをお尋ねいたします。

１３点目であります。小中学校教育の充実から、

携帯電話の使用と学校持ち込みについてお伺いを

いたします。文部科学省は、１月３０日全国の小

中学校に携帯持ち込みの原則禁止令を通知しまし

た。全国調査では、９割以上の小中学校で既に原

則禁止を掲げているものの、携帯電話をめぐるト
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ラブルは後を絶たないのが現状であります。近年

の権利意識の強まりとともに持ち物検査も難しく、

さらに保護者の苦情を恐れて取り上げることも難

しいなど、現場の苦しい指導も伝えられており、

インターネットの有害サイトやネットいじめ、ネ

ット上でのブログ、プロフの公開などに対してネ

ット上のルールやマナーを身につけないままでの

携帯使用がはんらんして、事件に発展するケース

もあり、早急な対策が求められているところであ

ります。小中学生の携帯使用に当たっては、まず

親が携帯電話を取り巻く環境をよく勉強すること

が必要で、次に親子間のルールづくりが重要とさ

れ、まずは親子間の認識の差を埋める努力が指摘

されております。調査では、子供たちが携帯の危

険性を教わるのは学校であり、小学校全体では計

画的に携帯利用に関する教育に取り組んでいるの

は２割弱という実態を踏まえ、学校が保護者と連

携し、携帯を持つ前の低学年から指導に力を入れ

ることが重要であります。もちろん学校への持ち

込み禁止だけで携帯の持つ危険性から子供たちを

守れるものではなく、ＰＴＡや育成団体など携帯

電話の学習会を重ね、合意づくりを進めながら保

護者の認識を高め、学校との連携を強めるといっ

た保護者、地域、そして学校の三位一体の取り組

みこそが子供たちを携帯の危険から守る上で実効

性を高める取り組みであり、その延長線上に学校

への携帯持ち込み禁止問題もあると思われます。

上川管内は、持ち込み禁止などのルールづくりを

している学校が全道平均に平べ１６ポイント低く、

対策がおくれていると言われている中にあって、

上川教育局も憂慮すべき課題であり、早期の対応

を考えるとしており、名寄市としての対応につい

てお尋ねをいたします。

１４番目であります。小中学校教育の充実から、

全国体力・運動能力、運動習慣等調査についてお

伺いをいたします。平成２０年度から小学５年と

中学２年を対象に文部科学省が初めて実施した全

国体力テストの結果が公表され、改めて子供たち

の体力低下が学力同様に深刻化していることが浮

き彫りになりました。５０メートル走やボール投

げなど８種類の実技で体力、運動能力を調べ、生

活習慣も調査するもので、学校や地域の日ごろの

指導に工夫が必要なこと、朝食や睡眠をしっかり

とり、規則正しい生活を習慣づけることが体力向

上の第一歩であることが指摘されております。８

種類の合計点では、北海道は全国学力テスト同様

下位に甘んじており、反面全国学力テストで上位

だった福井、秋田は体力テストの結果もよく、生

活習慣の改善や家庭と地域、学校との連携、教育

委員会の取り組み等が今後問われてくることは必

至であります。健全な精神は健全な身体に宿る。

文武両道をいかに実現していくかについて、子供

たちの体力向上に向け名寄市の取り組みについて

お尋ねをいたします。

最後になりました。１５点目であります。高等

学校教育の振興から、風連高等学校５９年の歴史

をどのような形で今後に伝えるかについてお尋ね

をいたします。北海道風連高等学校は、地域社会

の要請を受け、昭和２６年に北海道名寄農業高等

学校風連分校として定時制課程の高校として開校

いたしました。昭和２８年に北海道風連高等学校

と改称し、昭和３７年には全日制普通科の設置を

認可され、昭和３９年に道立移管となりました。

その後昭和６２年には現在の校舎も完成し、平成

１３年９月には５０周年記念式典が挙行されてお

ります。この間旧風連町では、平成２年に風連高

等学校教育振興協議会を設立し、入学助成金、通

学費、各種検定の補助、部活動補助、海外研修派

遣等さまざまな支援を続け、現在の名寄市にも受

け継がれてきたところであります。この間巣立っ

たた業生は、ことしのた業生をもって ３８９名

を数え、各界各地でそれぞれ大切な役割を担って

いることは皆様御存じのとおりであります。

平成１９年９月の公立高等学校配置計画により、

近年の入学者の大幅な定員割れのあおりを受け、

平成２２年３月をもって閉校が決定し、現在北海
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道風連高等学校閉校記念事業協賛会を設立し、輝

かしい５９年の歴史と先輩諸氏の業績に思いをは

せ、地域と多くの関係者の御支援に感謝するため、

記念事業を推進すべく準備を進めているところで

あります。名寄市として、今後長くこの風連高等

学校の歴史を残し、伝えるために資料室の整備な

どの対策を進めることを求めるものでありますが、

市としての対応をお聞かせください。

以上、この場からの質問を終わります。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

佐藤勝議員から１５項目にわたる質問をいただき

ました。前段通告をいただいておりました整理番

号とちょっと順番が違っているようでございます

が、通告をいただいた番号からただいまの質問に

整理をし直して答弁をさせていただきます。４番

につきましては教育長から、６番につきましても

教育長から、さらに１２、１３、１４、１５、教

育長からの答弁となります。

最初に、新しい名寄市島市政の４年間の総括と

いうことでお尋ねをいただきました。新年度予算

について、思いやら課題についても述べよという

ことであります。平成１８年３月２７日、風連町

と名寄市は新たな変革の時代に対応するため、お

互いの自主性と自立性を尊重して合併の道を選択

をいたしました。特に旧風連町の住民の皆さんは、

合併のおよそ１年前に住民投票を実施された上で

の決断で、住民の説明会の開催など当時の柿川町

長や職員の皆さんも大変な御苦労があったことと

改めてこれらの取り組みに敬意を表するとともに

感謝をしているところでございます。

新名寄市の初代市長という重責を担って、早い

ものでもう３年が経過をいたしました。この間市

民の融和と一体感の醸成、地域の均衡ある発展、

住民福祉の向上などを図るために新市建設計画を

基本に新名寄市の総合計画を策定をすることがで

き、平成１９年度以降については行財政改革の着

実な推進を念頭に総合計画の具現化を最優先に予

算編成をいたしました。平成２１年度予算編成の

思いとしては、合併後４年を迎える中で名寄市を

取り巻く情勢は少子高齢化、過疎化の進行、基幹

産業である農業の衰退など多くの課題があるもの

の、新市のシンボル的事業であります市立天文台

の建設、名寄市立大学の学年完成、風連地区の市

街地再開発、地域医療の拠点である市立総合病院

の充実など、市民の期待が大きい事業が大きく動

き出す年であることから、総合計画の具現化を最

優先に職員の英知を結集し、既得権や既成概念に

とらわれない中で予算編成に当たるよう指示した

ところであります。平成２１年度予算を含め、こ

の４年間で緊急性の高い懸案事項の実現を含め、

一定程度形にできたのではないかと、このように

思っております。課題としては、現在議論を進め

ております名寄市中心市街地の活性化問題、文化

大ホールの建設問題など幾つか挙げられておりま

すが、市民の皆さんとしっかり議論をしてこれら

の課題解決に向け全力で取り組んでまいる所存で

あります。

次に、創造力と活力にあふれるまちづくりとい

うことで何項目かの質問をいただきました。特に

持続可能な農業の確立に向けてということでお答

えをいたします。法人化につきましては、休日制

や給料制など労働条件の整備、資金調達の向上、

新規参入者の受け入れ、農地や農作業の受け手、

さらに農業、労働力の確保などに有利なことから

法人化を推進しておりますが、効果的な対策が見

当たらない状況であります。法人化への足がかり

となる対策としましては、１つにはコントラクタ

ーや酪農ヘルパーなど農業支援組織の育成と活用

の推進、２点目は農作業の共同化、外部委託によ

る労働力の軽減、３点目には外国人研修生の受け

入れ態勢の充実、４点目には新学た、Ｕターンな

どの担い手育成支援の充実、５点目には積極的に

新規参入者を受け入れる地域支援体制などの対策

を進めております。また、経営方針や役割分担な

ど家族間の十分な話し合いに基づき、魅力的な農
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業経営を目指す家族経営協定を推進しており、現

在締結農家は１０５家族となり、将来法人化へ発

展していくことを期待しているところであります。

現在農業生産法人の状況は、名寄地区で７法人、

風連地区で４法人、計１１法人となっております

が、そのほとんどが１戸１法人という形態であり、

一方解散、休止等もあり、横ばいとなっておりま

す。今後は、担い手の高齢化の進行、後継者不足

などによる農家戸数の減少がこれまでの中核的担

い手の規模拡大だけに頼ることでは限界になるも

のと懸念をしており、農地の受け手、農作業の受

委託、新規就農の受け皿、就労の場の提供など、

地域農業の中核として広域的な役割を担う地域連

携型法人が有効と考えており、ＪＡ、農業委員会

など関係機関で推進についての検討協議を進めて

まいります。

次に、市民と行政との協働のまちづくりについ

てお答えをいたします。合併区の特例区について

お尋ねをいただきました。平成の合併による自治

法の制度として、合併特例区の制度ができたわけ

でありますが、合併後の一定期間地域住民の意見

を反映しつつ、その地域を単位として一定の事務

を処理することにより、事務の効率的な処理と地

域住民の生活の利便性を図るとともに、新市とし

ての一体感を円滑に確立するために設置されるも

のであります。合併に際しまして、旧両市町間で

はこれまで行政にかかわる幅広い事務事業を取り

組んできましたが、これらすべてが同じ基準で、

内容で取り組んできたわけではなく、相当な格差

のあるものからすぐ統一できた事務事業までさま

ざまでありました。合併特例区は、風連地区なら

ではの事業、または調整に時間を要する事業を特

例区事業として取り組み、新市の一体性に向けて

ソフトランディングを図ることを目的として設け

られているものでございます。その合併特例区の

経過と成果については、現在特例区の事業として

は規ので定められております事業について取り組

んでいるところでありますが、その事業の中では

特例区期間終了前であっても新市として一体性が

図られるもの、地区住民のためと思われるものに

ついては市の事業へ移行してきているところであ

ります。また、通常の事務事業の執行以外の使用

料、手数料の見直し、風連福祉センターの今後に

つきましても、あるいはそれ以外の風連地区住民

にかかわるものについては、特例区協議会に諮り、

意見をお伺いしながら対応しておりますので、設

置目的に沿った運営がなされているものと思って

おります。

次に、課題と評価についてでありますが、特例

区の設置期間があと２年間で終了いたします。現

在取り組んでいる事業１本１本について終了後の

方針を特例区協議会で審議をしておりますので、

その方針に基づいて今後特例区終了後に事務分掌

を所管をすることになります原課と十分な調整を

図ってまいりたいと考えております。また、評価

の部分につきましては、地区住民の皆さんに評価

をしていただくことになろうと思いますが、時間

的にはまだ十分な取り組みを評価をいただく段階

ではないのかなとも思っております。規ので定め

られました事務事業以外の風連地区にかかわる案

件については、必要の都度意見を求め、市政に反

映する体制をとっておりますので、御理解願いた

いと存じます。

次に、今後の見通しと平成２３年以降について

ですが、このことについては昨日の中野議員の質

問にもお答えをしておりますが、風連地区におけ

る合併特例区設置期間終了後につきまして、名寄

地区と同様に当面は地域連絡協議会を組織しなが

ら、地域の課題等について対応してまいりたいと

考えております。その組織化に当たりましては、

地区住民の身近な課題等について住民の意見を反

映させることのできる組織となるよう今後ルール

づくりに努め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、コミュニティセンターについてお答えを

いたします。風連地区の各地域にありますコミュ
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ニティー施設の管理につきましては、合併協定書

では地域による自主管理を基本とし、地域協議を

進め、協議が調った施設から地域組織への維持管

理委託を行うとなっておりますので、この方針に

基づいて進めてまいりたいと思っております。今

風連地区では、平成２２年度からの町内会制度へ

の移行に向けて各地域で協議が本格化している段

階ですので、この件に関しての地域協議は新しい

組織が発足してからと考えております。また、地

域の自主管理になりますと当然住民負担が伴いま

すので、風連地区で自主管理をしている行政区の

会館、あるいは名寄地区で地域の方が自主管理を

している施設に住民の方がどの程度負担をしてい

るかを参考にするとともに、地域の皆さんが得ら

れなければ物事が進められませんので、どのよう

な形で自主管理をお願いするかを内部で十分協議

をして、しかるべき時期に地域協議を開始したい

と考えております。今後の改修計画については現

在持っておりませんが、修繕補修の関係につきま

しては地域協議の中で具体的に出てくるものと考

えておりますので、その時点で緊急度合いを見き

わめながら対応してまいりたいと考えております。

次に、子育て支援の推進について、認定こども

園の関連をお答えを申し上げます。平成２１年４

月１日に名寄市では初めてとなる認定こども園と

して名寄大谷認定こども園が開園の運びとなって

います。この施設は、幼稚園と保育園を一体的に

運営し、保育園児には幼稚園のカリキュラムによ

る幼児教育を行い、また幼稚園児には保育園と同

様な長時間保育を行うもので、同一施設への入所

による利用者の利便性向上など、保護者の要望に

こたえる施設として、さらに名寄市の今後の保育

を模索するモデルケースとして大いに期待をして

いるところでございます。

次に、募集状況について申し上げます。園児の

募集は、昨年１０月の下旬から入園申し込みを受

け付けております。申込先は、市の社会福祉課と

名寄大谷学園の双方で行い、現在定員６０人に対

し５１人、８５１の申し込みがあります。申込者

の年齢別の構成では、ゼロ歳児５人、１、２歳児

２７人、３歳児８人、４、５歳児１１人となって

います。この募集に関連する問題と対策について

は、開園初年度となる本年は認定こども園の申込

数が保育園の定数に達するか否かが問題になると

考えておりました。しかし、先ほど募集状況で申

し上げましたように、現時点では定数に至ってお

りません。この理由として考えられることは、初

めての民間経営による認定こども園であり、利用

される保護者の意識に公立保育所から民営に変わ

ることに伴い、質の保持がされるのか、例えば保

育方法、子供が新しい保育士になじめるのかなど

であります。このような保育環境の変化について、

保護者は多少漠然とした不安を感じたのではない

かと推測をしております。この不安を解消し、定

員を満たし、安定した経営を実現させるためには、

これから認定こども園に対する利用者からの評判

が大きいものと思っておりますし、行われる保育

が充実し、また初めて行われる病後児保育や障害

児保育などの特徴のある保育実施をする中で、時

間経過とともに保護者の信頼を得て浸透を図るこ

とができるものと考えております。

次に、市立保育所の今後の方向について申し上

げます。昭和５１年ごろから逐次整備を図ってま

いりました南保育所を初め東保育所、西保育所が

ございます。今後１０年以内に耐用年数を超える

ことになるわけですが、現在国の保育所運営に対

する考え方が保育所の民営化を主流とする傾向を

強めており、既存施設の建てかえにかかわる保育

所運営費国庫負担金の一般財源化、公立保育所建

設補助金廃止などで一般財源による改築は厳しい

状況にあります。保育行政を推進していく中で公

立保育所の存在は必然性を持つものであり、今後

の人口動態を見ながら保育需要を見定め、公立保

育所で一定程度の所児を保育し、公立保育所の不

足分を民間活力を連携した協力体制の中で進めて

いかなければならないと考えております。
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次に、効率的な行政運営についてお答えをいた

します。中期財政の見通しについてでございます。

昨年１０月に市議会議員協議会へ提出した見直し

後の中期財政計画では平成２１年度から平成２３

年度までの３年間でおよそ２１１円の収支不足が

生じるものでした。平成２１年度当初予算におけ

る財政状況は、当初予算の要求段階で ７１円の

収支不足であったものの、国の地域活性化・生活

対策臨時交付金への振りかえ、予算の査定による

切り込み等、あわせて地方交付税、臨時財政対策

債などの１加により最終的な財源不足額である財

政調整基金の繰入金は３１７４０万円となったと

ころであります。お尋ねの今後の中期財政計画の

見通しについては、昨年の１０月時点では平成２

２年度２び２３年度の収支不足は１４１ ０００

万円でありましたが、平成２１年度の予算編成を

終了した現時点での２年間の収支不足の見込みは

６１ ０００万円程度と想定をしております。こ

れは、歳入では平成２１年度の行財政対策で、地

方交付税２び臨時財政対策債などが伸びたこと、

また歳出では退職職員の不補充、組織機構のスリ

ム化など行財政改革によるものが大きいと考えて

おります。また、文化大ホールの建設問題につい

て、市民会館ホールの使用が限界に来ていること

から、平成２１年度に庁内にプロジェクトチーム

を設けて検討を進めようとしております。建設に

当たっては、これまで保有している基金、合併特

例債の活用等で対応をしていきたいと考えており

ますが、建設以降の維持管理、起債の償還等が財

政的に大きな課題として残るわけでございますが、

しっかりと検討をしてまいりたいと考えておりま

す。総合計画の前期計画２び中期財政計画には、

これらの計画をしっかりと位置づける中で市民と

の合意形成を図ってまいりたいと考えているとこ

ろでございます。

次に、広域行政の推進についてお答えをいたし

ます。昨日の宗片議員、佐藤靖議員にもお答えを

しておりますが、昨年５月に示されました定住自

立圏構想については、昨年１月に人材の確保、育

成、地域間交流、医療の確保等により地域社会を

再生し、住民に安心を供給することが喫緊の課題

であるとして、都市と地方がともに支え合う共生

の社会実現のための具体的な方策について検討を

進める総務大臣主催の定住自立圏構想研究会が設

置されました。その後昨年５月に同研究会が報告

書を取りまとめ、公表したものが定住自立圏構想

でございます。その概要は、単なる地方へのばら

まきではない選択と集中の考え方を基本に圏域の

核となる中心市が民間活力を最大限に活用しなが

ら、圏域全体の暮らしに必要な都市機能を集の的

に整備し、周辺地域と連携、交流していくという

集のとネットワークの考え方を重視した内容とな

っています。その上で周辺地域に都市機能が２ん

でいる人口５万人を目安とした市を中心地として

密接な関係にある周辺市町村を基本に圏域を形成

し、各分野での連携、協力を図るために協定を結

び、地域活性化を図るとしております。以降検討

が加えられ、中心地の人口要件緩和等によりこの

圏域では士別市と名寄市が複眼型の中心地として

周辺町村による本構想への取り組みが可能となっ

たところでございます。本構想を取り組む上で、

まず中心地としての宣言が必要となります。士別

市と協調しながら、上川北部圏域全体での制度の

研究、検討を進めてまいります。

また、具体的な連携、協力を図るための協定に

つきましては大きく３つの分野が示されておりま

す。１つとして医療、福祉、教育、土地利用、産

業振興などの生活機能の強化にかかわる政策分野、

２つ目として地域公共交通、情報通信技術インフ

ラの整備、道路等交通インフラの整備、地域の生

産者や消費者の連携による地産地消、地域内外の

住民との交流、移住促進などの結びつきやネット

ワークの強化にかかわる政策分野、３つ目として

人材の育成、確保、圏域内市町村職員との交流な

どの圏域マネジメント能力の強化にかかわる政策

分野が示されています。いずれにいたしましても、
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具体的な内容の把握と平成２１年度以降に取り組

まれている先行実施団体についての情報も収集し

ながら、上川北部地区広域市町村圏振興協議会構

成市町間での調査研究を進めてまいります。

次に、自然と環境に優しく快適で安全なまちづ

くり、地球温暖化対策、学校教育との関連等につ

いてお答えを申し上げます。現在世界的となって

いる環境問題は、地球温暖化を初めとする地球環

境への影響が確実に進行しており、人類の生存や

社会への大きな脅威となることが懸念されており

ます。昨年７月に開催された北海道洞爺湖サミッ

トの主要議題にもなった環境問題について、世界

じゅうで取り組まなければならない大変重要な問

題だと認識をしております。名寄市は、平成２０

年３月に地球温暖化対策としまして市が直接管理

する庁舎、支所等の施設２び車両等の使用により

排出される温室効果ガスを平成２３年度における

ＣＣ 排出量を平成１７年度より ５１削減、施設２

建設に伴う１減を含めないと実質１０１削減する

ことを目標に、平成１９年度から平成２３年度ま

での５カ年を計画期間とした名寄市地球温暖化防

止実行計画を策定しました。この計画の進捗状況

としましては、基準年の平成１７年度と平較をし

て平成１９年度の事務事業によるＣＣ の発生量は２

全体で ６１減少したところです。今後につきま

しても民間の事業所や市内の大型店にも協力をお

願いをし、ＣＣ の排出量の削減に向けて取り組ん２

でいきたいと考えているところです。

また、地球温暖化防止につながるごみの分別や

減量化、資源化についてもごみをつくらない、再

使用する、リサイクルするの３Ｒ運動への取り組

みは現在実施しております。廃食油２び古着の回

収につきましても今後も継続をし、さらに昨年１

１月から始まったレジ袋の有料化につきましても

賛同していただける企業や事業所を広げたいと考

えているところであります。昨年５月には、市内

の全世帯に家庭でできる温暖化対策１０カ条のリ

ーフレット、環境家計簿を全戸配布して、できる

ところから始めようと市民の皆さんに御協力をお

願いをしたところです。新年度につきましては、

ごみ分別ガイドブックの改訂版を全戸配布し、さ

らなる分別の協力をお願いし、地球温暖化防止に

つなげたいと考えているところです。

学校教育との関連につきましては、平成２０年

度において市内１１小学校に担当課の職員が訪問

し、地球温暖化に対する出前講座とパネル展を開

催し、小学生のうちから温暖化防止対策としてで

きることをわかりやすく説明し、意識の向上に努

めてきたところです。地球温暖化防止対策の効果

を上げるためには、全国レベルの技術革新や大企

業の取り組みが必要と考えておりますが、どんな

小さなことでも多くの市民が参加する地道な運動

も重要と考えております。今後においてもさまざ

まな機会をとらえ、温暖化防止の取り組みを市民

の皆さんに呼びかけてまいりたいと考えておりま

すので、よろしく御理解をお願いいたします。

次に、情報の共有と説明責任について御指摘を

いただきました。コープさっぽろの進出等につい

て、鋭意関係者との協議を進め、議会にもこれら

の状況等について説明をしてまいりましたけれど

も、結果的にコープさっぽろに対する土地の利用

についての断り等について十分なる説明を設定で

きなかったことについて、さらには地域商品券の

発行に関しての予算措置も含めて御指摘をいただ

きましたことに心からおわびを申し上げるところ

でございます。今後この種の対応については、十

分に議会等にも協議をする中でしっかりとしたま

ちづくりに努めてまいりたいと考えているところ

であります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、風連福祉セ〇教育長（藤原 忠君）

ンターについて、天文台について、小中学校教育

の充実について、そして高等学校教育の振興につ

いてお答えいたします。

まず初めに、風連福祉センターの今後の予定と
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住民説明について、関連がございますので、あわ

せてお答えいたします。風連駅前再開発事業で整

備されます地域交流センターにつきましては、地

域住民のための多目的な施設として、風連地区の

中核的な建物と位置づけされており、老朽化が進

んでいる風連福祉センターと母と子と老人の家の

機能をあわせ持たせ、地域住民の各要望にこたえ

られる諸設備２び規模で建設されることとなって

おります。風連福祉センターは、昭和４６年に建

築され、現在３７年間経過し、老朽施設となって

おり、ボイラー設備等に大きな懸念があり、将来

的には老朽化のための解体処分が必要となってお

ります。さらには、年間維持経費が ３００万円、

母と子と老人の家が１６０万円となっており、名

寄市の財政状況等を考えますと同様の施設を２カ

所維持することは二重の維持管理費となり、市民

負担にも影響が出てくるのではないかと想定され

ております。平成２２年度に完成します地域交流

センターが供用開始された後、年度内の風連福祉

センター解体除去２び跡地利用都市再生整備計画

の計画変更で追加起債すれば、まちづくり交付金

事業を活用し、解体事業費の４０１が交付金で充

当されますことから、関係機関、団体、住民の方

々への説明会を１月１４日は風連文化協会、１月

１５日、風連地区行政区長会、１月３０日に風連

合併特例区協議会、２月１６日には町内会長、各

関係機関、団体等を対象に開催させていただき、

その中でいただいた地域交流センターへの意見、

要望等を設計の中に反映するとともに、風連福祉

センターの現状２び名寄市の財政状況等を説明し、

風連福祉センターを解体、除去することについて

の御理解をいただいたところであります。

また、風連福祉センターは、平成１２年度にの

１１円をかけ、１階研修室１設等の大規模改修を

実施しており、この部分につきましては解体、除

去せずに残す予定となっております。現時点での

活用方法については未定ですが、都市再生整備計

画の計画変更を提出するときには跡地利用計画を

盛り込むことから、今後時間をいただき、有効活

用について検討を進めてまいりたいと考えており

ます。

次に、歴史民俗資料館につきましては、北国博

物館の分館として北限の農業を展示テーマとして、

あわせて風連地域の歴史と自然を体系的に展示、

収蔵する施設として位置づけられています。展示

室の内容につきましては、部分的ではありますが、

順次更新を行ってきたところであります。開館体

制につきましては、入館を希望する方に福祉セン

ター内の生涯学習課職員が対応して開館する方法

をとっております。この５年間の入館者につきま

しては、年間３００名から６００名の間で推移し

ております。このうち７月の杉並区との都会っ子

交流事業と１１月の文化祭の入館者を除きますと、

通常の入館者は夏の期間を中心に３０名から１０

０名ほどとなっております。今後の利活用につき

ましては、当面は現在の開館方法と展示と収蔵の

機能を継続することが基本と考えております。将

来的な対応につきましては、福祉センターの施設

の動向を踏まえて内部で協議していきたいと考え

ております。

次に、心豊かな人と文化をはぐくむまちづくり

にかかわりまして、天文台についてのお尋ねがご

ざいました。新天文台の躯体建設は、昨年１１月

に着工し、冬期間は基礎工事が施行され、雪解け

を待って本格的な作業に入りますが、今年１２月

初旬に建物部分が完成し、引き渡しを受ける予定

であります。設備工事につきましては、２２年２

月下旬に完成する予定で、それ以降については機

器操作技術を含めた準備を行い、平成２２年４月

中旬をめどにオープンしたいと考えております。

北大との連携についてでございますが、今日まで

数回にわたって導入機器の話し合いが持たれてお

り、現在は仕様書を作成中であります。北大が用

意する望遠鏡につきましては、鏡の直意を ４メ

ートル以上で要請しており、９月入札と承ってお

りますので、完成時期の確定等についてはいま少
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しお時間をいただきたいと存じます。また、北大

との協力関係では、運営や維持管理にかかわり、

教育、研究、観光等のあらゆる分野で天体観測を

生かした特色あるまちづくりを目指すことで意を

同じくしているところでございます。

ネーミングの件でございますが、親しみがあり、

覚えやすい愛称を市内外から公募する予定であり、

御提言いただきました方法も踏まえて検討してま

いりたいと考えておりますので、御理解を賜りた

いと存じます。

次に、小中学校教育の充実についてお答えいた

します。まず初めに、小中一貫教育についてであ

りますが、風連地区で行われております風夢プロ

ジェクトは、中学進学に際して学習進度の違いや

教科担任制などになじめず、学習意欲が低下した

り、不登校に陥ったりする、いわゆる中１ギャッ

プを解消するために小中学校の緩やかな連携を図

った取り組みであります。この取り組みは、平成

１８年度から風連中学校と校下の３小学校、日進

小中学校間で行われており、各学校間の教育目標

の整合性を図ることで、小中学校教師それぞれの

指導間の緩やかな統一を図ってきております。中

１ギャップの解消のための取り組みとしては、ま

ず中学校教師による出前授業があります。これは、

次年度入学してくる小学校６年生を対象として、

中学校教師が小学校に出向き授業を行うというも

のであり、早目に中学校の授業に出会うことによ

って子供たちに事前の心づもりができるようにす

るものであります。また、地域清掃活動などの行

事を小中学生合同で行うことで、良好な人間関係

を築く一助となっております。さらに、風連地区

４小学校の児童が学年ごとに集合し、合同学習を

行うことで子供間の交流の促進が図られ、中学校

進学の折には友達としてともに活動ができるよう

な取り組みを行っております。これら種々の活動

により中学進学に際して子供たちは安定した気持

ちを維持できるなどの効果が出てきており、中１

ギャップの予防となっております。今後において

もこれら一つ一つの活動を検証し、小中学校のス

ムーズな接続へ向けての取り組みを名寄地区各小

中学校へも広げてまいりたいと、このように考え

ております。

次に、携帯電話についてのお尋ねがございまし

た。近年情報化社会の進展に伴い、子供たちの携

帯電話の所持率が年々高くなってきており、電子

メールやインターネットの利用の機会が急激に１

加してきております。子供たちの間でこのメール

等による誹謗中傷など、新しい形のいじめ問題や

出会い系サイトの利用により被害者になる事項が

１加しているなど、大きな社会問題となっており

ます。文部科学省では、フィルタリングの普２促

進に係る啓発活動や小中学校への児童生徒の携帯

電話の持ち込みを禁止するなどの通知を出してき

ており、また北海道教育委員会では各管内ごとに

いじめ・不登校等対策本部会議を招集し、市町村

の中学校から生徒会役員等の中学生を集め、「ス

トップ・ザ・いじめ」子ども会議を開催するなど

子供たちの意識の醸成に努めております。この子

ども会議には、名寄からも中学生が参加しており

ます。名寄市内においては、過去にサイトへの書

き込みによる生徒間のトラブルが数例発生してお

りますが、教師の適切な指導により解決してきて

おり、大きな問題に発展することなく鎮静化して

きております。名寄市教育委員会では、これら児

童生徒の問題行動を未然に防ぐために平成２０年

度に各学校の生徒指導担当者等から成る名寄市生

徒指導連絡協議会を設立し、学校間の情報交流や

問題解決のための対応等について検討してまいり

ました。今年度におきましては、子供たちの携帯

電話の使用状況の実態を把握するためのアンケー

ト調査を実施するとともに、各中学校におきまし

ては親子携帯電話教室を開催し、携帯電話の隠れ

た危険についての認識を高めるとともに、フィル

タリングの設定など望ましい活用の仕方について

の啓蒙を行ってきております。今後も名寄市生徒

指導連絡協議会の機能の充実を図り、児童生徒の
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健全な育成に努めてまいりたいと考えております。

次に、全国体力・運動能力、運動習慣等調査に

ついてでありますが、平成２０年度に実施いたし

ました全国体力・運動能力、運動習慣等調査の名

寄市内の参加校は小学校６校、中学校５校の計１

１校となっております。調査の内容は、体力測定

が８種目、その他生活習慣、食習慣、運動習慣な

どの質問調査もあわせて実施いたしました。名寄

市の結果につきましては、全国、全道の平均との

平較でお知らせいたしますと小学校の男子では往

復持久走や５０メートル走が劣っている状況であ

り、小学校女子は往復持久走や幅跳びが劣ってい

る状況にあります。中学校男子においては、持久

走を除きほとんどの種目が上回っております。ま

た、中学校の女子についてはの半数の種目が下回

っているなど、少し残念な結果となっております。

総合的に見ますと、名寄市の児童生徒は中学校女

子を除き体力、運動能力は全国的なレベルにある

と判断しておりますが、走る力が全体的に劣って

いる状況が今回の調査から明らかになったところ

でもあります。今後は、教育委員会と各学校が十

分に協議する中で、各学校の特色ある取り組みな

どを通して児童生徒の体力１進を図っていく必要

があると考えております。

次に、高等学校教育の振興にかかわって風連高

校５９年の歴史をどのような形で今後に伝えるか

についてお尋ねがございました。風連高等学校は、

御案内のとおり昭和２６年に名寄農業高等学校風

連分校として農業後継者の育成を目指し、開校さ

れたところであります。昭和２８年に風連高等学

校と改称し、昭和３９年に道立移管となりました。

この間地域に根差した教育の推進、充実が図られ、

３００名を超える数多くの有３な人材を輩出す

るなど、輝かしい歴史と伝統を築いてまいりまし

たが、平成２２年３月をもって５９年間の歴史に

幕を閉じることとなります。閉校に際しましては、

同窓会等が中心となり、閉校記念事業協賛会が設

立され、風連高校の歴史と教育実践の足跡を記念

するためのさまざまな事業に取り組まれるとお聞

きしております。教育委員会といたしましては、

これら記念事業の取り組みに対し支援をしてまい

ります。

また、移転後の風連中学校にその足跡を伝える

資料室等を設置することについてのお尋ねがござ

いました。昨日の中野議員にもお答えいたしまし

たが、風連高校の学校施設を中学校に転用してい

くための校舎、屋内運動場などの改修等に係る基

本プランのたたき台を現在作成してきているとこ

ろでありますが、特別教室、特別支援学級、校務

処理のための各室などの配置や改修が必要であり、

空間的余裕をつくり出せない状況となっておりま

す。あわせて風連高校の足跡に係る資料展示物品

などは、管理上の課題もあり、資料室等の設置は

困難性が高いものと考えております。今後風連高

校の足跡に係る資料物品等の取り扱いにつきまし

ては、佐藤議員の御提言なども踏まえまして関係

者の皆様と協議してまいりたいと、このように考

えております。

以上でございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれお答えをい〇１０番（佐藤 勝議員）

ただきました。何点かについて再質問いたします。

順不同になりますが、ただいま教育長のほうか

らお答えいただいた風連高校の歴史をどのような

形で残すかということについてお尋ねをいたしま

すが、これはさきの福祉センター、歴史民俗資料

館との関係も出てくるわけですが、私も当初現在

の風連高校に風連中学校が入って、そこが一番い

いのだろうというふうに思い込んでいたわけです

が、いろいろお話を伺ってみますとやはりあるじ

がかわってそこに別なものがあるというのは、管

理上にしても、それから同窓会の皆さんが訪れる

にしても非常にいろんな難しいものがあるという

ふうにもお聞きしました。風連高校のほうでは、

新年度の早い段階でどういうものを後世に伝える

かというような整理作業にも取り組んでいくとい
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うようなお話も伺っております。そこで、一つの

ヒントとして、歴史民俗資料館の２階に特別展示

室がありますが、これは先ほどの福祉センターと

のお話でありますと１５年に１築した１１円でつ

くった会議室等がすぐ近くにあるということで、

特別展示についても常時必要に応じてそれは行わ

れているわけですが、あの部分のすべてとは言い

ませんが、例えば間仕切りをしてその半分を風連

高校のコーナーとして残していくというようなこ

とで御検討いただければというふうに考えており

ます。

それから、体力テストについてですが、これは

近年少年団活動なんかが特徴的なのですが、外で

のスポーツが、特に冬季のスポーツが減ってきて

おります。これは、過去にスキーを市技とした名

寄市にとっても例外ではなくて、スケートはもち

ろんでありますが、スキーに関しても大幅に子供

たちがスキーを滑る機会が減ってきていると。そ

れから、学校授業の中でもいろんな問題があって、

スキーに取り組む時間がなかなか確保できないと

いうような問題がありますので、これは体力テス

トがあるからということではなくて、特に冬期間

の子供たちの健康１進、あるいは雪国ならではの

スポーツ振興をどのように図っていくかという観

点に立って、いま一度新たな冬季スポーツの構築

が必要かなというふうに思いますので、そのあた

りについてお考えがあればお答えを求めます。

それから、携帯電話については、これはお答え

要りませんが、私が申し上げたとおり低学年での

取り組みが有効であるというふうなお話を聞いて

おりますので、新聞等にも４年生の子供が携帯電

話が欲しいのだけれども、どうしたらいいのだろ

うという相談が出ておりましたが、やはり学校と

いうよりも親が、保護者がしっかりとした携帯に

ついての考え方を持つということがまず第一歩か

なというふうに思いますので、そのあたりも今後

親子の勉強会も重ねていくということであります

ので、しっかりと対応をしていっていただきたい

というふうに考えております。

小中一貫については、旧風連時代の風夢プロジ

ェクトから始まって学校連携、小中連携という形

で続いてきておりますが、名寄市内の小学校と中

学校の関係においては南小以外が中学校に行く段

階で別れてしまうという難しい状況があります。

そんな中でどのように、例えば名寄小学校にすれ

ば名中に行く子供たちが非常に割合が少ないとい

うような形で、各小学校の子供たちが中学校の段

階では別れていくというような、そういった事情

も抱えておりますので、そこのところを小中連携

に当たってはどのように対応するかということは

検討していかなければならないと思いますが、そ

こらあたりについてお考えがあれば求めておきた

いと思います。

それから、１１番目にお聞きをしました説明責

任の関係なのですが、これについて私はあえて今

の時代に議会軽視だなんていう前時代的なことを

声高に叫ぶつもりは毛頭ありません。ただし、や

はりきちっとルールにのっとった形で行政を進め

ていくということはだれが考えても当然のことで

ありますので、改めてそのところを徹底していた

だくよう求めるものであります。特に１月２７日

のコープさっぽろに出店拒否を伝えに行った同日

に経済常任委員会が開かれていて、そこでは一言

のそのことに対する報告も説明もなかったという

ことは、私は非常に残念に思う部分であります。

私は、決してコープさっぽろ云々であるとか、そ

ういうことに言２しているのではなくて、議会と

行政との関係がどうあるべきかということについ

て、この１点のみについてお話をさせていただい

ておりますが、やはり包み隠さず今現在進行形の

ことについては報告をする、情報を共有するとい

うことが大前提でありますので、これについても

改めて今市長のほうからもお話があって、今後そ

のようなことのないようにしていくということで

ありますので、改めて口をとがらせて言うつもり

はありませんが、なかなかできそうでできないと
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いうこともありますので、今後しっかりとそこの

ところは押さえていっていただきたいということ

であります。

それから、環境対策については、既に名寄市と

してはしっかりとした取り組みを家庭も含めてと

っているということでありますが、これは執行方

針については新規のものについて努めてシンプル

に書き上げていくというような方針が示されてい

たようでありますので、担当としても書けなかっ

たという事情があるのかもしれませんが、いずれ

にしても今を時めく環境問題、温暖化防止問題で

ありますので、これはちょっと余談ですが、税務

署に洞爺湖サミットのときのプレスのエレベータ

ーがどういう縁かはよくわかりませんが、設置さ

れたというような、縁といいますか、流れもあり

ますので、この名寄市が非常に天体観測にも適し

ているというぐらいのきれいな環境にあるわけで

すから、それをさらに徹底していくという意味で

もこの温暖化防止対策としては名寄市はしっかり

取り組んでいるのだと。そして、それについては

１回限りではなくて毎年検証する形で今後とも取

り進めていくのだというようなことを改めてしっ

かり内外にアピールをしていただきたいと。これ

は、笛吹けど踊らずという部分がかなりあるのか

なというふうに思うのですが、まず家庭でしっか

り分別から始まるかもしれませんし、温暖化につ

いて我々は何ができるのかということも含めて、

まずは小さいところからというお話がありました

が、そこのところをまずやっていくと。分別は、

なかなか難しいようですが、やってみるとおもし

ろいという部分もありますので、新しい資料がま

た新年度にできるということでありますので、楽

しみながら分別をして、それが結果地球温暖化防

止につながるというような形で進めていけたらい

いなというふうに思っております。

コミセンについての維持管理なのですが、市長

のお答えですと今現在の移行作業が一段落してと

いうことでありますが、それはそれで時間的な流

れもあるので、結構かと思うのですが、やはり現

場としてはどうなるのだという不安が多々あるわ

けです。ですから、これは合併前から地域が将来

的には担っていただきますというふうな考え方は

出てきたわけでありますので、決して行政区の再

編についても合併をしたからということではあり

ませんが、地域として、現場としてやはり戸惑っ

ているところが多々ありますので、そこのところ

は地域の皆さんに不安であるとか混乱が生じない

ようなしっかりとした目途を示していただくとい

うことが大事かなというふうに思いますので、お

考えを求めておきます。

それから、風連福祉センターの跡地利用、撤去

したとするならば撤去した後は更地になるわけで

すが、すぐ隣には中央小学校があって、あそこは

なかなか駐車場も不足をしているということで、

参観日あるいは学校行事等のときには道路にずっ

と路上駐車の状態になるということもありますの

で、そこのところは風連中央小学校側から今の福

祉センターの駐車場にも入れるような通路を設け

る等のこともぜひ検討していただいて、路上駐車

をなくすと。結果、交通安全の精度を高めていく

というようなことが実現すればいいなというふう

に思っております。

それから、質問の最後ですが、持続可能な農業、

これは私も農業者でありますので、いかに法人化

というのがいいものだということはわかりながら、

取り組むことが難しいかということは身をもって

わかっているつもりであります。やっぱり私たち

というのは、勝手に朝起きて仕事を始めて、終わ

れば家に入るという、そういった気楽にやれるの

が農業のいいところでもありますので、それが組

織となるといろんな縛りが出てきて難しくなると。

そういうこともあるわけですが、しかし一方コス

ト的に考えると機械をすべて個人で持つというよ

うなことは近年の価格高騰の時代を考えても非常

に困難になってきておりますので、これは一朝一

夕には実現する問題でないことは百も承知であり
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ますが、さりとてやはりこれは今後避けて通れな

い大きな課題でありますので、担当部としまして

も積極的に取り組んでいただいて、優良事例の紹

介も含めて我々に示していただきたいという意味

で申し上げましたので、さらなる積極的なお答え

をいただければというふうに思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か再質問をいただ〇市長（島 多慶志君）

きました。教育行政にかかわる部分は教育長から

答弁をしていただきますが、私のほうからは説明

責任についてはさらにしっかりと取り組みをする

ようにというようなお話をいただいたところでご

ざいます。私どもも住民の皆さんに、あるいは議

会をも含めてこれからの行政の展開、特に政策形

成等にかかわっては多くの意見を取り込んだ中で

の協働の社会づくりということでは心していかね

ばならないと、このように考えておりますので、

そのことについてのしっかりとした努力をしてい

きたいと考えております。

環境問題では、お話ありましたように名寄税務

署の１築にかかわって洞爺湖サミットのときの資

材の一部を活用したのを使っているというのは、

私も１月に札幌でその情報を聞きました。外部に

は余り公表していなかったようですけれども、し

っかりとしたそのようなリサイクルと申しましょ

うか、１回きりで産業廃棄物にしないでこのこと

が名寄の市の公共施設等に使われているというこ

とでは、これからもＰＲを進める中で再利用等に

ついての市民意識を非常に高めることにつながる

のかなと、こんなふうに思いますし、また近年の

原油高等を含めて、暖房の温度ですとか車のアイ

ドリングですとか、いろんな動きが出てきたので

はないかと。この建物もそうなのですが、日中の

温度管理もかなりきめ細かく設定をさせていただ

いて、かつてのように若い職員がワイシャツで腕

まくりをして仕事をしているという勇ましい姿は

余り見かけないようになりました。やはり冬は冬

なりの服装をしていただくことで、省エネと申し

ましょうか、協力をいただくということが重要で

あると、こんなふうに認識をしております。

コミセンの地域における位置づけというのは、

非常にこれからも重要な核になっているというふ

うに思いますし、これからも利活用が高まると、

こんなふうに思っております。行政区から町内会

への組織への移行ということで、所属をするコミ

センの利用の市民のくくりと申しましょうか、そ

のことがきちっと整ってから相談をすることがよ

いのではないかと、こういうふうに風連特例区の

事務的な協議の中で私も入って議論をしておりま

す。もちろんコミセンは地域にありますから、住

民の皆さんにどうぞという利用の仕方については

もうオープンですけれども、行政としてのこのコ

ミセンを使っていろんな協議の場の設定とか、行

事も含めて行っているわけでありますから、行政

のそうした配慮をしっかりと知った中での協働の

まちづくりの精神に合わせた負担等について協議

をさせていただきたい、こんなふうに思っている

ところでございます。

福祉センターの跡地利用は、先日来物を壊すの

に跡利用が決まっていないのはおかしいのでない

かと、こういうような指摘もいただいております

けれども、並行して協議をさせていただきたいと、

こんなふうに思っております。近年は、公共施設

の周辺には必ず公共の駐車場を持たなければ機能

が十分生かされないと。特に風連地区の場合には、

四方八方に広がった住民の皆さんがほとんどマイ

カーで集まってくるという形態でございますから、

そうした意味では現在の中心市街地のコンパクト

なまちづくりとはいいながら、やはり大きなイベ

ント等には町中に公共的な駐車場が必要というの

はもう指摘をまつまでもありません。そういうよ

うなことも含めてしっかりと協議をしていきたい

と考えております。

農業の法人化については、私も詳しく法人化の

研究をしたことはありませんが、やはり日本の国

民性がなかなか何戸か集まっての法人化に進むと
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いうのに難しいのだというような指摘も聞いたこ

とがございます。名寄市内でも朝日農場というの

が、固有名詞を挙げて問題があるかもしれません

が、数戸の農家の方が法人の一つの目標に向かっ

てというのがありますが、経営形態が実は酪農と

いうことであります。今日農業者のつくった作物

が質がいいから、個人で高く売り込もうという努

力は営々と続けられておりますけれども、やはり

この地の生産物というのは大量出荷ということで

ありますから、大きな流通ルートを使っての販売

になりますと勢い生産者の顔が見えないお米等に

ついてはまとまって集出荷施設から出ていくと。

そうすると、まずは均一な農産品の生産が求めら

れていると。こういうことでありますから、この

共同化の成果というものは必ず出てくるのではな

いかと、こんなふうに思っております。先ほども

お答えをいたしましたけれども、家族協定、これ

も家庭内における役割分担ということでの取り決

めでございますから、このことからもう一つ進め

ていただいて、効率的な経営ということに農家の

皆さんがしっかりと取り組みを進めていただくこ

とで、法人化というのはもう少し前進するのでは

ないかと。地域連携型ということは、機械の共同

利用等既に名寄市内でも相当有効に取り組みをさ

れておりますし、国の農政の中で最初の導入部分

ではそうした連携型の形に対する助成策というの

がありましたけれども、やはり規模が拡大すると

自分の自由の時間に機械が使えないという、そう

いうことから結実をしていないと、そんなふうに

思っていますが、しかしそのことと、それから総

体的な経費をどう抑え込んだ営農を構築するかと

いうことはしっかりと時間をかけてまた新しいも

のに取り組んでいきたいと、こんなふうにも思っ

ております。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

教育にかかわりまして〇教育長（藤原 忠君）

も幾つか御質問がございました。まず最初に、風

連高校の歴史を残す営みについてということでご

ざいました。風連高校５９年の歴史を刻むさまざ

まな貴重なものが今高校の校舎の中にはあるわけ

でございますが、それらのうちの何を残していく

のか、この辺についてはぜひ風連高校の同窓会と

か、あるいは風連高校の関係の皆様にも御議論い

ただきながらお決めいただければと思うことと、

もう一つ保管する場所等についてはやはりできる

だけ関係者ともお話し合いをする中で意見を尊重

してまいりたいと、こう思っております。今候補

の一つとして、歴史民俗資料館が具体的に名前と

して挙がってまいりましたが、これらも含めて関

係者の皆さんとまた今後協議を進めていきたいと、

このように考えております。

２点目に、体力テストにかかわりまして、特に

佐藤議員からは冬の子供たちの体力の維持と向上

ということについての御提言がございました。北

海道は、御案内のとおり例えば小学校５年の男子

では全国で４５位であります。小学５年の女子は

３９位とやや高くもございませんが、ちょっとは

いいのかなと思いますが、これらを考え合わすと

きに今議員のお話のとおりなのです。冬期間、北

海道やはりハンデがあるのではないかと、こうい

うことを考えているのであります。このハンディ

をどういうふうにプラスに働かせるかというお話

でなかったかと、こんなふうに思います。名寄市

を例にとりますと、名寄市は今スキーを大切な運

動競技として取り上げております。今上川管内で

もほとんどの中学校あたりは、もうスキー授業が

なされなくなってきました、冬期間。しかし、名

寄はしっかりとこのスキー授業を続けていきたい

と、こういうかたい決意を持って各学校に教育委

員会は指導しているのでございます。それとあわ

せまして、名寄では貴重な財産でもあるカーリン

グ場ができました。したがいまして、この冬季の

スポーツをスキーとかカーリングとか、こういう

名寄ならではのものをこれからまたさらに振興す

る中で冬期間の体力の向上維持を図っていきたい

ものだと、こんなことを考えております。
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それから、携帯電話につきましては要望でござ

いましたが、そのとおりでございまして、名寄市

の各小中学校の２１年度の重点指導項目の中に携

帯電話を入れさせていただきました。２１年度か

らは、小中学校全校でこの携帯電話についてしっ

かりと各学校が取り組んでいく。そういう中には、

今お話のありましたように保護者も巻き込みなが

ら、保護者の意識も高めながら取り組んでいかな

ければこの問題は決して解決するものではないと

考えております。ただ、学校に携帯持ち込んでは

いけないという話だけで解決するレベルの問題で

はないと私たちも痛感しておりますので、そうい

うふうに進めてまいりたいと思います。

それから、小中一貫教育にかかわりましては、

今お話しのとおり小中一貫教育には連携型の教育

と、それから一貫型の教育と２つございます。風

夢プロジェクトなどで進められている教育は、連

携型の教育でございます。しかし、その連携型の

教育も風連地区では大変やりやすい部分がある。

条件的に恵まれている。しかし、議員お話しのと

おり同じ小学校から２つの中学校に行く場合はど

うするのだろうかと。このとおりでございまして、

これはやはり教育委員会、名寄市教育研究所、こ

れらがイニシアチブをとりながら、小学校の教育

と中学校の教育にどういう整合性を持たせるか、

やはり少し考えていかなければならない問題だと。

ただ、小学校の授業を見たり、中学校の授業を見

せたりという、こういうレベルから一つ進んだも

のをこれから考えさせていただきたいと、このよ

うに思っております。できれば名寄でも一貫教育

に取り組める部分があればなと、こんなことを思

っているのであります。今北海道で一貫教育、上

川管内では一校もございません。北海道でもモデ

ル校が一、二校ある程度でございます。名寄でそ

ういう教育にも取り組むことができれば、これに

まさるものはないと、こんなことを考えていると

ころでございますので、今後またいろいろ御指導

賜ればと、このように思っております。

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。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５１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。

代表質問に引き続き一般質問を行います。

定住促進対策について外３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、通告に従いまして、順次質問を

してまいりたいというふうに思います。

まず、定住促進対策についてお尋ねいたします。

若年層が仕事がなく、市外に流出するので、住民

は高齢化になってきております。したがって、活

性化しようにも手が打てないといったことが全国

の過疎市町村に共通する悩みであり、だからとい

って過疎市町村は座して死を待つのではなく、あ

の手この手と工夫しております。人口を１加させ

る近道は、社会１、つまり市外から人を市内に転

入させることであります。市政執行方針には、新

たな地域活性化に向けた取り組みとして定住自立

圏構想を推進する方針を打ち出されました。定住

のために必要な生活機能を確保し、人口流出を食

いとめ、圏域全体の活性化を図る目的とは、今わ

かっていることをお知らせください。やはり転入

の施策は、いろんな取り組みが必要だと思います。

他市町村では、北海道のすばらしさ、名寄のすば

らしさを伝え、ホームページに空き家情報を発信

しておりますが、名寄も進めてはいかがかと思い

ますが、理事者の御見解をお願いいたします。

市町村では、あの手この手で転入を進めており

ます。北海道まま町では、昭和３１年の人口が

３００人から平成４年には ９００人に減少した

ことから、Ｕターン者の奨励金を交付しました。

内容は、Ｕターン独身者２０万円、妻帯者に３０

万円、新規学た者に１５万円、結婚定住者１組２
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０万円、満４０歳以下の農業新規参入者に１５万

円、持ち家奨励金としても自宅を建設しようとす

る者に上限２００万円として宅地代金の２分の１

を補助しております。本市も新規学た者や農業参

入者には助成はありますが、こうした若者への定

住促進への助成の交付について理事者の御見解を

お願いいたします。

過疎白書によりますと、過疎地域では若年層の

減少と出生率の低下に加え、高齢者が今後加速度

的に人口が減っていくことを予想されております。

過疎地域では、暮らす人の４分の１に１人が高齢

者という状況で、名寄もその中に入ってまいりま

した。秋田では、永住を希望する勤労者に宅地を

１０年無料貸し付け、１０年を過ぎた人には安価

で売却しております。大分では、町民になる条件

として１００との宅地を２０年、月１万 ０００

円で貸し付け、終了後本人の所有となるところも

あります。本市も遊休地はあると思いますので、

可能性があると思います。定住促進事業について

理事者の御見解をお願いいたします。

続きまして、大きい項目、児童生徒の体力向上

についてお尋ねいたします。先ほど佐藤勝議員よ

り、質問が重複いたしますけれども、お許しいた

だきたいというふうに思います。文部科学省は、

全国小学５年と中学２年生を対象に一斉調査を行

い、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果

を公表しました。１９８５年調査に平べ、男女と

も小学校では反復横跳びを除くすべての種目、中

学では全種目で当時の平均値を下回る全国的な子

供の体力低下が浮き彫りになりました。本市の全

国体力能力調査の全国との平較しての状況をお知

らせいただきたいと思います。

この調査で１つ見逃せないのが生活習慣と体力

の相互関係で、上位県ほど早寝早起き朝御飯の実

践がなされております。本市の状況をお知らせい

ただきたいというふうに思います。最近は、マラ

ソンでも疲れたら歩いてよろしいだとか、危ない

から、自分の可能性の限界に挑み、かつ克服しよ

うという意欲が欠けているので、体力が向上しな

いという見方も出てきております。小中学校にお

ける体育授業の対策についてお知らせいただきた

いと思います。

大きい項目の第３点目、妊婦健診の公費全額負

担のスタートについてお尋ねいたします。２００

８年度第２次補正予算が衆議院を通過いたしまし

た。妊婦健診に関して昨年名寄市も５回となり、

全国の水準となりましたが、５回は地方交付税で

賄われ、残り９回は任意助成のため、市町村の状

況においては補助が出せないところ、出せるとこ

ろがあり、妊婦が出産まで受けるのが望ましいと

される１４回分の妊婦基礎健診部分と言われる出

産の際に母体や新生児の命に危険が伴うハイリス

ク出産の早期発見や胎児の発育異常の健診など、

大切な役割を担ってきておりました。しかし、医

療保険が適用されず、１回 ０００円から１万円

程度の費用負担が重いため、出産間近に初めて病

院に駆け込む飛び込み出産がふえたため、社会問

題になっておりました。本市も昨年まで妊婦健診

５回ということで、病院に飛び込み出産等の受け

られなかった方がおられるのかという状況をお知

らせいただきたいというふうに思います。

昨年１０月２２日、公明党の浜四津代表代行、

女性議員が一考、舛添厚生労働大臣に対し、妊婦

から出産までの１０カ月間のお母さんと赤ちゃん

の健康状態をチェックする妊婦健診の拡充を申し

入れました。これに対して舛添厚生労働大臣は、

望ましいとされる１４回分は無料にするとして、

全額公費負担の意向を表明いたしました。第２次

補正予算関連法案の成立後、２月１日まではさか

のぼって適用されると言っておりますが、その対

応の体制と病院との連携はどのように進めるのか、

また取り組みの時期はいつからになるのかの理事

者の御見解をお願いいたします。

最後に、大きい項目４点目、校区外の通学生徒

への助成対策についてお尋ねいたします。最近小

規模校の特色やすばらしい環境の中で子供を教育
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につかせたいという親や不登校児童の配慮から特

認校へ通う生徒がふえております。本市の校区外

特認校への小中学校の通学生の状況をお知らせい

ただきたいと思います。

今回家庭の状況もあると思いますが、名寄から

風連の特認校を利用し、通学するようになる方が

おられるというふうにお聞きしました。朝のバス

では時間が間に合わなく、個人で送るのですが、

帰りのバス時間は時間があります。自家用通学の

ためガソリン代等の補助制度の考えについて理事

者の御見解をお願いいたします。

以上、壇上からの質問を終わらせていただきま

す。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま高橋議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で４つの質問をいただきました。

１つ目は私から、２つ目と４つ目は教育部長から、

３つ目は福祉事務所長からの答弁となります。よ

ろしくお願いいたします。

まず、１番目の定住促進対策について、空き家

情報等の配信について答弁いたします。その前に

定住自立圏構想についての考えにつきましては、

代表質問等で答弁させていただいておりまして、

士別と名寄市の複眼型の中心市で医療、福祉分野

に今後連携を深めていくことを前提にしまして、

情報収集、検討してまいりたいというふうに思っ

ております。空き家情報の配信につきましては、

過疎地域において移住や定住を促進することは地

域の人口１加や活性化につながるものと考えてい

ます。これまで名寄市といたしましては、団塊の

世代や新規就農者の移住を推進しているところで

すが、移住や定住の前提となる住宅の確保のため、

空き家等の物件情報についてもお知らせをしてい

るところです。名寄市では、不動産会社と連携を

しまして、市のホームページに会社名、住所、電

話番号、会社のホームページ、Ｅメールなどを掲

載して、直接不動産業者が希望者の多様なニーズ

に対応していただく体制をとっております。現在

１１社の不動産会社が掲載をしておりまして、そ

のうち４社がホームページ、６社がＥメールでも

対応しているところでございます。空き家情報等

を不動産会社に対応していただくことは、民間業

者の活力の導入につながると考えておりますので、

これからも不動産会社と連携をして空き家情報の

充実に努めてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。

次に、若者定住に助成金の交付についてと定住

促進事業について一括して答弁させていただきま

す。少子高齢化による人口減少の過疎化対策とし

て、企業立地制度の充実を図り、住宅用地の取得

や住宅建設に補助を実施して定住を図っている市

町村の例もございます。若い子育て世代が名寄市

に定住していただくことは、人口の１や地域の活

性化につながるものとして大切なことであります。

その対策として企業立地制度の充実も一つの手だ

てではありますが、景気が後退して長引く不況化

の今、企業立地することは大変困難な状況である

と思います。まちの自然状況、生活環境、教育、

文化、交通、医療などが整備されてより豊かな豊

かさを感じる、そういう魅力あるところに若者は

定住してくれるものと考えています。そのため名

寄市では、この地で頑張る既存企業の育成強化、

新規就農者、農業後継者に対する支援、大学の開

設、自衛隊１強対策、医療体制の充実、魅力ある

商店街づくりに積極的に取り組んでまいりました。

これらの実施は、若者定住に一定の効果があった

と考えています。大学の開学には、多くの財源を

投入して校舎等の整備を行い、現在運営をしてお

ります。２１年度で学年が完成し、同年年度末に

初めてた業生を送り出すことになります。今後も

図書館など施設整備が必要で、学生確保で若者定

住に取り組んできたということは大きな効果だと

思っています。以上のことから、議員から御提案

をいただきました若者定住に対して定住補助制度

を新たに導入することにつきましては、大変厳し

い財政状況の中、今のところは大学に優先的な財
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源を配分した形を考えざるを得ないというふうに

考えております。名寄市は、道北の中心都市とし

て交通の便がよく、医療の充実、公立大学のある

まちとして住みよさランキング上位に評価される

都市でもございます。これからもこれらの地域の

特色を生かし、名寄のいいところを伸ばして若者

たちに魅力のあるまちを目指していきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇教育部長（山内 豊君）

目の２と４についてお答えをいたします。

初めに、児童生徒の体力向上についての（１）、

全国平均と平較して本市の状況についてのお尋ね

がありました。体力、運動能力の結果については、

佐藤勝議員の代表質問にもお答えしておりますが、

今回の調査では運動習慣等もあわせて調査をして

おります。各学校における部活動への所属では、

小学校では５ ８１で、全国平均は６ ７１、中 

学校では６ ７１、全国平均では７ ６１と小中 

学校とも大きく下回っております。また、運動実

施の状況では、ほとんど毎日行うが全国平均より

小中学校とも ５から６ポイント下回っておりま

すが、運動の実施時間では２時間以上が ２から

２ポイント上回っている状況であり、今回実施し

た運動に対する意識調査でも運動が好きであると

答えた小中学生は全国平均であったことなどから、

本質的な運動に対する指導が重要であると考えて

おります。

次に、体力向上対策についてであります。今回

の調査における生活習慣や食習慣の質問において、

朝食の有無、１日の睡眠時間や１日のテレビを見

る時間などの調査もあわせて実施をいたしました

が、全国との平較では北海道、名寄市とも平均以

下という結果になっております。名寄市でも早寝

早起き朝御飯を推奨し、各学校でも取り組みを推

進しているところでありますが、今回の結果から

見ますとまだ実行の取り組みが少ないことが明ら

かとなったところでございます。今後においては、

取り組みへの計画、実施、検証、改善のサイクル

を全市的に確立し、実施を図っていかなければな

らないと考えております。

次に、小中学校における体育授業の対策につい

てでございます。小中学校における保健体育の年

間授業時間は、小中学校とも年間９０時間となっ

ておりますが、新学習指導要領の改訂により小学

５、６年生を除き１０５時間にふえることとなっ

ております。小学校の保健体育での目標と内容は、

低学年、中学年、高学年、それぞれ定められてお

りますが、心と体を一体として生涯にわたって運

動に親しむ資質や能力の基礎を育て、楽しく明る

い生活を営む態度を育てることを理念としており

ます。また、中学校についても運動や健康、安全

についての理解と運動の合理的な実践を行うこと

としております。各学校では、これらのことを踏

まえながら保健体育の授業を進めているところで

ございます。今後は、全国体力・運動能力、運動

習慣等調査の調査結果を参考にしながら、児童生

徒の体力１進に向け、部活動や少年団活動などへ

の参加推進を図り、学校における体育的行事へも

視点を当てた取り組みの強化を進めてまいります。

大きな項目の４、校区外の通学生徒への助成に

ついてお答えをいたします。初めに、本市校区外

の小中学生の状況についてでございます。特認校

につきましては、学校教育法施行令第８条の教育

委員会が相当と認めるときは、保護者の申し立て

によりその指定した学校を変更することができる

との規定を受け、名寄市では平成１１年度より小

規模特認校制度が導入され、現在小学校４校、中

学校２校をしているところであります。特認校は、

保護者の安易な意志での学校選択を認めたり、不

登校児童生徒のみを対象とするものではなく、小

規模校の持つ特色の中で、児童生徒に教育を受け

させたい場合に限り認めるものであります。最近

３カ年度の通学状況につきましては、平成１８年

度中名寄小学校が４名、智恵文中学校が７名の合

計１１名、平成１９年度では中名寄小学校が９名、
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智恵文中学校が１１名の合計２０名、平成２０年

度では中名寄小学校１１名、智恵文中が９名の合

計２０名となっております。また、智恵文小学校

でも平成１５年度に１名の通学者がいたところで

ございます。平成２１年度の３月１日での見込み

では、中名寄小学校が１３名で、うち３名が新１

年生として入学予定となっております。智恵文中

学校では、引き続き７名の生徒が通学することと

なっております。また、風連日進中学校では３学

年へ１名通学を希望している状況にあります。

次に、（２）の助成の現在の対策と（３）、助

成の考え方については関連がございますので、一

括して答弁させていただきます。名寄市では、平

成１１年度より遠距離から通学する児童生徒の通

学費を補助することによって保護者の負担軽減を

図ることを目的として、遠距離児童生徒補助要綱

を定め、通学費の助成を行っております。特認校

制度の適用を受けた通学児童生徒についても、公

共交通機関の定期券購入額の２分の１を上限とし

て制度の適用を受け入れることとなっております。

また、特認校通学を除く児童には、その通学路に

公共交通機関がなく、自家用自動車を利用し、通

学する場合は、特例として小学２年生までの児童

を対象にガソリン代相当額を支給することとして

おりますが、平成２３年度からは風連特例区が終

了し、制度を一本化することから、現行の制度を

一部改正し、小学２年生を小学６年生まで引き上

げ、対応することとなってございます。したがっ

て、特認校への通学については現行制度のとおり

実施してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

高橋議員から妊〇福祉事務所長（小山龍彦君）

婦健診の公費負担について２点の御質問がありま

したので、お答えいたします。

最初に、現状の名寄市の妊婦健診５回の状況に

ついてお答えいたします。近年婦人の働く環境の

変化などで出産時の平均年齢が高くなっているこ

とから、健康管理がより重要となる妊婦がふえて

おります。一方、経済的な理由により健康診査を

受診しない妊婦も見られ、これらの方々の母体や

胎児の健康を確保する妊婦健診の重要性、必要性

が一層高まってきているところであります。平成

２０年度には、妊婦の健康管理の充実２び経済的

負担の軽減を図り、安心して妊娠、出産できる体

制を確保することを目的として、妊婦健診におけ

る公費負担を２回分から５回分に拡大するよう地

方財政措置が図られました。これにより本市では、

平成２０年度より国の基準に合わせて１出産当た

り２回分、１万 ４２０円から５回分、１万 ８ 

７０円の助成拡大を図り、積極的に取り組んでま

いりました。この妊婦健診は、妊娠届け出のあっ

た時点で母子健康手帳と一緒に妊婦健診助成券を

交付しておりますが、本年度は２４５人に助成を

行っているところでございます。お尋ねのありま

した飛び込み出産の件につきましては、現在まで

該当者はおりませんが、妊娠に気づきながらも受

診する時期が遅く、妊娠６カ月以降に届け出のあ

った妊婦さんは６人おります。そのうち２人が経

済的に苦しいので、出産を迷っていたと受診が遅

くなった理由に挙げられているのが現状でござい

ます。

次に、２点目、１４回となるとその体制はどう

なるかという、その取り組みの時期について申し

上げます。国は、少子化対策の一環として、今回

の国の２次補正により妊娠中に必要とされている

１４回程度の妊婦健診のうち、地方財政措置がな

されていない残り９回分についても今後２年間に

限り国庫補助、地方財政措置がされ、１４回分に

助成拡大が図られました。これを受け北海道は、

北海道医師会と連携し、道内委託医療機関で２月

１日から助成が受けられる体制が整備されたとこ

ろでございます。このことを踏まえ、本市におき

ましても４月１日から道内各委託医療機関におい

て助成券が活用できるように、補正予算も含めて

１人１４回分、８万 ８３０円を予算化し、これ
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まで妊娠届け出のあった対象者に助成券の追加交

付、また広く市民周知に向け準備を進めていると

ころでございます。また、この制度は国、道の基

準に基づき、道内の委託医療機関が一律の検査を

実施した場合の妊婦健診費用が算出されており、

これまで名寄市立総合病院の産婦人科で行う検査

内容、時期、費用等の実態と合っていないため、

助成券を有効に活用できないなどの課題がござい

ましたが、利用者の利便性を考え、昨年１０月こ

ろから医師２び担当課と協議を重ね、新年度より

名寄市立総合病院において実施する健診は、助成

券を持参した場合、すべて無料で妊婦健診が受け

られる体制が整ったところでございます。また、

里帰り出産として道外にて健診を受診される妊婦

さんには、年間５人程度おりますが、これまで委

託外医療機関となることから助成の対象外として

取り扱われておりました。今後公平性も踏まえ、

助成券の範囲内で出費を還付することとし、サー

ビスの拡大を図ってまいります。この制度が有効

に活用され、かつ安心して産み育てることができ

るよう環境づくりに努めてまいります。

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）

それぞれの答弁あり〇１５番（高橋伸典議員）

がとうございます。再質問と要望をしていきたい

と思います。

まず、順番を変えさせていただきます。まず、

運動のほうに、体力１強のほうにちょっと移らせ

ていただきます。先ほど佐藤勝議員からも言われ

ておりましたけれども、名寄はスキーのまちとい

うことで、冬も外に出るようにという部分でその

ようにも言われておりましたけれども、本当１位

の福井県、北海道は教育長もわかっているように

小学校が男子が４５位、女子が３９位で、そして

中学校男子は４３位で、そして中学校の女子は全

国最下位という体力検査でありました。そして、

福井の１位の状況というのが新聞に載っておりま

して、ここのあわら市という、学校なのですけれ

ども、ここは２時間目、３時間目の授業が終了後、

４年生から６年生までの児童が全員体育館に集合

して縄跳びを始める。そして、毎度縄跳びをして、

これが週３回あるそうです。そして、４月から１

１月はマラソンがある。１２月から３月までは、

縄跳びがまた２０分間継続する。そして、なぜこ

れをやるかといったら、みんな全員が出ているも

のですから、縄跳び何回跳べたという、競い合う

というのです。先ほど言ったように安全面だとか

どうのこうのではなくて、みんなが同じ授業をし

て、同じことをやって競い合っている。逆に上位

でない大阪は、ここの大阪教育大学の赤松教授さ

んがなぜ大阪が体力が向上しないのかということ

を調べたら、まず外遊びが減少している。それに

加えて生活習慣が体力低下の影響を受けていると

いう部分だということを言っておりました。先ほ

ど佐藤勝議員の質問でもありましたけれども、生

活習慣、早寝早起き朝御飯の、名寄も奨励してお

りますけれども、先ほどのお話でしたらまだ実行

されていないという状況にあるというふうに、実

行はしているのですけれども、されている方が少

ないという状況だと、名寄も。大阪が生活習慣が

できていないというのがまずは朝食摂取率が全国

平均よりも４１も落ちているという。睡眠時間も

全国平均以下であるという状況で、そして体力の

ほうも北海道と同じようにもう最下位のほうに来

ている状況です。名寄は、先ほど各小学校ごとに

進めていくということを言われていましたけれど

も、うちも息子が中学校で、早く寝ろよと。寝な

かったら、お父さんみたいに背低くなるよという

ふうに一生懸命寝せて大きくさせようとしている

のですけれども、やっぱり父親と同じくまだ背が

余り伸びない。夜遊びし過ぎるという思いがある

のですけれども、夜遊びでなくて夜遅くまで起き

ているという状況で、朝御飯はしっかり食べてい

ますけれども。本当にもうその状況の中でやはり

どういうふうに、小学校のほうは校長先生だとか

先生から言えばある程度聞くようにはなると思う
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のです。でも、中学校はなかなか生徒が先生のこ

とを聞けないという状況にあるのですけれども、

これを具体的に校長先生だけに進めるのではなく

て、やっぱり教育委員会が先頭になってやってい

かない限りは、校長にただ教育委員会が言ったの

では事が進まないというふうに私は思うのですけ

れども、もうちょっと具体的に何か事例、こうい

うふうにしていこうというのがあれば教えていた

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）

今いろんな事例をお〇教育部長（山内 豊君）

っしゃられまして、私もいろいろ新聞あるいはテ

レビ等を見てそういう全国的な状況、そして北海

道の状況、そして地元の状況というふうに考えて

おります。名寄市でも生活習慣の中では教育研究

所が指導改善プランをつくりましたけれども、早

寝早起き朝御飯については、これは推奨しており

ますから、やっていないということではなくて十

分浸透していないのかなというふうな思いがあり

ます。これは、今回の結果から見てそういうこと

になっているのかなという状況にあります。ただ、

学校では全体的ということにはならないのかもし

れませんけれども、各学校においても早朝のラン

ニングでありますだとか、縄跳びだとか、そうい

ったこともやっておりますし、そうした部分の中

ではただ走るだとか、あるいは縄跳びをするとい

うことではなくて、先ほども言ったように記録を

つけて向上させるだとか、競うということかどう

かちょっとその辺はあれですけれども、そういっ

たことも含めてやっているということであります

から、その辺についてももう少しやっぱり子供た

ちが自主的に参加できるような、そうした環境も

つくっていかなければならないのかなというふう

に思っております。

また、先ほど学校だけでなくて教育委員会が指

導してということもあります。これについても私

も高橋議員もスポーツ大好き人間だというふうに

思っていますから、そういった意味では外で遊ぶ

ということが一番いいことだというふうに思いま

す。２０年ほど前でしたでしょうか、名寄陸上競

技協会がとなみが丘霊園において子供たちを中心

にしてランニングの記録会をやったということで、

そうしたことで記録向上といいますか、成長のあ

かしをやっていたということがあります。そうい

った意味では、すくにそういうことができるかど

うかということはわかりませんけれども、そうし

たことができるのであれば学校あるいは教育委員

会とも連携をし、そして関係機関がそういったこ

とでのサポートもしてくれれば、そんなこともま

た昔に戻ってできるのかなと思いますけれども、

今すぐそういったことが実現できるかどうかわか

りませんけれども、そういった検討も今後進めて

いきたいなというふうに思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

私も曙橋を通って自〇１５番（高橋伸典議員）

宅に帰るものですから、山内教育部長がさっそう

とした姿で曙橋を走っているのをいつも眺めさせ

ていただいておりますけれども、教育現場におい

ては先ほど部活だとか少年団を育成して体力１強

に努めるといいますけれども、少子化になってき

て本当に昔は野球部があった、サッカー部があっ

た、もういろんな、バレー部もありましたし、各

学校にこの競技の人口があってできたのですけれ

ども、今少子化になってクラブというのがサッカ

ークラブなんてもう致命的なもので、名寄１チー

ムしか市内にできないような、中学校ではそうい

う状況になっていますし、やはり学校の体育だと

か、学校のある程度の決め事で全体的な体力向上

に努めていく以外にはないと思います。先ほど言

ったように、中学校の男子は持久走以外は全国平

均になっている。今の中学生は、ある程度部活に

入っている状況がありますから、そういう状況だ

と思うのですけれども、女子はもう完全に全国平

均以下で北海道はトップを走っていますので、や

はり学校独自にある程度の部分をつくっていかな

い限り、中学になると全体的部分というのはなか
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なかつくれないというふうに思いますから、先ほ

ど言った福井の小学校みたいに小学校時代から西

小は縄跳びをやっているだとか、そういうふうに

学校独自で進めるというのが体力向上につながる

というふうに私は思っておりますので、その部分

もしっかりと校長、また教育委員会として進めて

いただきたいなというふうに思います。

あと、早寝早起き朝御飯の部分でもう一回ちょ

っと質問したいのですけれども、これ福井県は摂

取率が９割なのです、朝食。９割の方が小中学生

が朝御飯を食べているというのです。睡眠が８時

間から９時間。異常でないかなと、どれぐらい成

長するのかなというふうに私思うのですけれども、

それぐらいやって体力、そして学力もいいそうな

のです。早寝早起き朝御飯することによって頭の

知能も回転するということで、うちの息子たちに

も言っているのですけれども、なかなか親の方も

何なの、それという。具体的に学校側としてこの

早寝早起き朝御飯することによってこういうメリ

ットがあるというのをやはりもう一回父兄にもし

っかりと教えたほうがいいのではないかなという、

子供たちだけに伝えるのでなくて。伝えてわかっ

ている父兄はいるのです。たくさんいるのです。

でも、なかなかそれをやることによってどうなる

ものなのかという部分の親もいるように思われま

すので、やっぱり教育委員会として学校を通して

親に児童生徒に早寝早起き朝御飯を食べることに

よって学力がこういうふうに向上した学校もある

のだよと、体力がこういうふうに向上したことも

あるのだよという説明していくというのも、自分

の子供かわいいですから、親はそういうことがあ

るのだなといったら何らかの工夫をやって、朝寝

坊しても何とかヨーグルトだけでも食べさせよう

かなという親も出ると思いますし、そういう努力

をしていっていただきたいなというふうに思いま

すので、よろしくお願いします。

続きまして、特認校の交通費の助成について、

今名寄市では本当に智恵文だとか中名寄に通って

いる子供たちは公共交通機関を使用したときだけ

は定期の２分の１を助成していただけるというこ

とでなっております。こういう要綱があって、今

特認校通学を除く児童、これはガソリン代相当分

が小学校２年まで今は出るということで、２３年

からは６年生までになるということなのですけれ

ども、名寄から風連に通う場合はまた別な条件に

なるので、公共交通機関を使わないとその補助が

出ないという部分があるみたいですけれども、朝

はどうしようもなくて親が交通機関、自分の車で

風連まで送っていくと。帰りは、公共のバスを使

用した場合はその公共のバスの半額は助成として

出るということなのですか、これを読むと。それ

をちょっとお聞か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）

遠距離通学の補助要〇教育部長（山内 豊君）

綱を適用しながら、特認校についても運用してい

るということでありますけれども、遠距離通学の

本質的な部分については校区内である一定の距離

以上から通学する児童生徒について、それに公共

交通機関を利用した場合、バス等の定額購入費と

いうことになりますけれども、それらについて補

助をするという制度になっています。それについ

て特認校についてもそれに準ずるような形での適

用をさせているということであります。ただ、特

認校に通う児童生徒については、その校区内の学

校に通うということではなくて、それぞれの事情

がありますけれども、そういったことでそういっ

た特認校指定をされた学校に通学をするという状

況になっています。そういった部分の中では、校

区内から通う児童生徒と校区外から通う児童生徒

についてはやはり状況が違うということでありま

す。また、平成１８年、１９年に小中学校の適正

配置検討委員会で協議した中でも特認校の部分に

ついて話題がありました。その中で今言った校区

内の遠距離から通学する生徒についての助成につ

いてもそれは当然何とかできるということなので

すけれども、特認校の中でいろんな事情がある中
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で通っているということですけれども、それはそ

の子供あるいは保護者がそういうことでの希望で

行くということであるのであるから、それについ

ては特段補助しなくてもいいのでないかといった

ような御意見もありました。そういった意味では、

現行の遠距離通学の助成制度のある部分を適用さ

せてということで、現状の中での運用ということ

でありますので、御理解いただきたいというふう

に思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１５番（高橋伸典議員）

本当にこの特認校に通う方々というのは、先ほ

ど言ったように自然の環境だとか教育、承認校で

自分の子供を育てたいだとか、やはりいじめだと

か、そういう部分で大きい学校に通えない子供も

出る。そういう方も行かれるというふうに聞いて

おりますし、いろんな状況の中でその特認校へ行

かれるというふうに思います。本当なかなか校区

外なものですから、難しい部分ありますけれども、

できれば助成制度をちょっと拡充していただくな

りなんなりして補助をしていただける体制をつく

っていただくよう要望しておきますので、よろし

くお願いいたします。

次に、妊婦の１４回の出産の健診の部分でお尋

ねいたします。今回５回から１４回になりまして、

９回は国庫補助金として市町村の地方交付税で賄

われるということで、１４回になって、出産間近

のお母さん方は本当にもう安心したのかなという

ふうに思われます。５回だったときには、やはり

先ほど言ったように２人の方が経済的な理由で子

供を産まないだとかという部分あったのですけれ

ども、そういう健診を受けに行かなかったという。

逆に本当にもう産みたいのだけれども、やはりこ

の経済状況の中で５回だけ無料健診受けて、５回

だけというか、５回健診受けられるのですけれど

も、お母さん方頭いいものですから、お金のかか

る部分をちょっとこっちがお金高いからというふ

うにという受けた方もおられますし、ずらして受

けた方もいるように私はお聞きしております。そ

れで、この１４回になったということで安心して

お子様が産めるかなというふうに思っています。

それで、先ほど助成は４月１日からスタート。

でも、２月１日で受けている人もさかのぼって助

成の金額をいただけるという部分だと思うのです

けれども、それでよろしいですか。２月１日から、

名寄は一応４月１日からスタートなのですけれど

も、国は２月１日にさかのぼって助成を進めると

いうふうに言っているのですけれども、その部分

は間違いなく２月１日にさかのぼって適用を受け

られるのかどうかという部分をお知らせいただき

たいと思います。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

４月１日から施〇福祉事務所長（小山龍彦君）

行ということで準備を進めておりますけれども、

既にこの検査のほうに入っている方につきまして

は検査の状況を見る中で、３月２８日から４月の

第１週までの間に追加の交付等をしながら進めて

いくというような形で考えておりまして、ちょっ

と時間的な部分までは確認しなかったのですけれ

ども、３月２７日の金曜日から、あと３月３０日、

第１週ということで、その間にお手紙等で来てい

ただくような形で新しい利用券に切りかえていく

というようなことで考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

２５４人の助成券で〇１５番（高橋伸典議員）

すか、を去年渡して、ことしどれぐらいになるか

わからないですけれども、本当に出産のためにし

っかりと病院と連携して、安心して子供が産める

ように体制を整えていただきたいというふうに思

います。

続きまして、定住促進についてお尋ねいたしま

す。先ほどホームページに各会社の１１社の方々

の空き家情報といいますか、ここに行けばこうい

うアパートがありますだとか、家がありますとい

うのをお知らせするホームページが出されている

という部分だというふうに思うのですけれども、
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ある大町市というところでは定住促進策として空

き家バンクというのを出されているみたいで、そ

してこれは名寄市のホームページ出したのですけ

れども、登録された空き店舗の物件だとか調査は

先ほど言った宅地会社の方々にやっていただいて、

仲介を依頼して協定書を締結して、そして市の空

き家の所有者を希望して、市のホームページに物

件情報を載せる。そして、このホームページに載

せたものを他市町村の方々が照会に来ると。そう

したら、その照会を仲介業者の宅建業者に渡して、

そして宅建業者がその空き店舗を販売すると。そ

して、宅建業者は手数料だけもらうという形にな

る。先ほど名寄市も民間業者のそういうふうにす

るという部分だったものですから、私はこっちに

したほうが効力があるかなというふうに思いまし

て、こういうところもありますよということでち

ょっと御紹介させていただきます。やはり若者補

助はできないということなので、ちょっと寂しい

のですけれども、本当に名寄は先ほど佐々木総務

部長言われたように生活がすばらしい、教育のま

ちである、文化のすばらしいところである、医療

機関もある、交通整備もできていると。本当にも

う住みよいし、住みよさランキングの上位にいる

名寄ですから、自衛隊対策だとか、名寄大学の部

分で若者を、あと農業参入者をふやすというふう

に言いましたけれども、私は言われたとおり魅力

あるすばらしい名寄だというふうに思っています

し、間違いないというふうに思っているのですけ

れども、やっぱりそれだけで若者に来ていただけ

るかなという部分があるのです。先ほど言ったよ

うに、そんな高額ではなくてもいい、物でなくて

もいいかもしれないけれども、やはりこの名寄に

住みたいという方はおられると私は思うのです。

でも、今現実定住対策というのがやっぱり名寄市

もできておりませんし、定住したいという方々へ

のアピールというのがなかなかできていないのが

現状かなというふうに私は思っておりますし、ホ

ームページに載せることがお金がかかるわけでな

くて、本当にもう名寄、ここに住んでいただける

人に見ていただくだけでも私は一歩の成長かなと、

一歩のスタートかなというふうに思っています。

先ほどいろんなまちで定住促進やられている中で、

本当にもう家を建てるのに土地を１００とやるよ

だとか、まだいろんなところありました。そうい

ったところはちょっと無理ですから、出せないの

ですけれども、やはりある程度の部分、名寄はこ

ういうふうによそのまちの方々も来ていただいて、

住んでいただいてもすばらしいまちなのですとい

うＰＲが必要かなというふうに私は思うのですけ

れども、佐々木総務部長、いかがなものでしょう

か。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

担当の地域振興課〇総務部長（佐々木雅之君）

のほうでは、一生懸命移住、定住対策についても

ホームページ等をやっています。基本的なスタン

スは、ホームページによって不動産のあっせん関

係、詳しい情報については民間活力ベースでとい

うことを考えておりますので、御理解賜りたいと

思います。

それから、先ほど言いましたように大学生が来

たことによって４５０名から６６０名に定員ベー

スでふえまして、１００名が２年ごとに短大生が

入れかわりまして、大学生は４６０名ほどが４年

ごとに入れかわると。そういう中で地域には自衛

隊もありまして、名寄のまちには他の市町村から

平べると若い人方があふれていると言われるぐら

いな状況になっているかと思います。それから、

一番の原因は若者が定住していただくためには、

本当のこと言うと企業が張りついていただいて、

その企業に勤める方々が名寄で結婚していただい

て、子供をつくってということが一番重要かと思

いますが、最近の定住で成功している例を見ます

と、大都市周辺の町村のところにベッドタウン的

に町有地であるとかを安く販売をしたり、会社の

従業員住宅をつくるときに一定の補助をしている

という部分がありますので、その点につきまして
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は名寄の場合は地の利が若干悪いのかなと。ただ、

名寄市も過疎地でありますけれども、周辺の町村

も過疎地であります。その中で住みよさランキン

グの中でいうと、名寄市が若者に限らず定住して

いただける素地はあるのかなと。ただ、そこに助

成を出して積極的にやることが中心的な都市であ

る名寄市としていいかどうか、その辺もシビアに

判断をしながら、教育施設であるとか、医療施設

の充実、まちづくりに対して住みよさをより促進

できる方向をつくり出していきながら、それとあ

わせて穏やかなＰＲをすることによって名寄のこ

の地域全体の発展も含めた定住というものが進め

ていけるのかなというふうに考えておりますので、

決してやらないというのではなくて、やることに

よって周辺の町村との連携をどうするかというこ

ともちょっと出てきますので、気持ち的には中心

市街地の中でもまちなか居住というのはまさしく

名寄市内だけではなくて、周辺町村の方々からも

来たいというニーズにおこたえする事業の一つと

して考えておりますので、その辺トータルの中で

定住対策を進めていきたいと思っておりますので、

御理解賜りたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１５番（高橋伸典議員）

す。本当に皆さんそう思って、私もそう思ってお

ります。本当に名寄のすばらしい地に一人でも多

くの方が残っていただいて、移住していただいて、

住んでいただくことがこれからの名寄市の発展の

ためになるというふうに私も思っていますし、そ

のために職員の方も努力していくことをお願い申

し上げます。

本当は１５分前に田中議員にやめろと言われま

したけれども、５分前に以上をもちまして終了さ

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。

平成２１年度市政執行方針と予算編成について

外１件を、川村幸栄議員。

それでは、通告順に従〇４番（川村幸栄議員）

いまして、質問をさせていただきたいと思います。

まず最初に、２００９年度市政執行方針と予算

編成についてお伺いをしたいと思います。この件

につきましては、さきに各会派の代表者の方々か

らの質問と重複する部分があるかと思いますが、

よろしくお願いしたいと思います。１つ目に、市

政推進の基本的な考え方について、３点について

述べられています。１点目の市民と行政との協働

では、市民がまちづくりの主役であることを自覚

し、参加することが大切、市民と行政がそれぞれ

の役割や責任を分担し、協働についての共通認識

を持ち、また行政情報の積極的な提供と共有によ

り市民の皆さんと協働のまちづくりを進めていく

ことを表明しています。新しい名寄市が誕生して

４年目になり、市民の融和を基本にそれぞれの地

域の人の力を結集してきたと言われましたが、そ

れぞれの地域の方々のお話を聞くと、地域間の受

けとめ方、感情に温度差が広がってきているよう

に思えます。合併による行財政へのさまざまなメ

リットを最大限に活用し、目標とする将来像の実

現に努めると表明されていますが、具体的にどの

ように進められようとしているのかお伺いをした

いと思います。

２点目の行財政改革の推進では、市税などの収

入が減少し続ける中で総合計画を着実に実施する

ために行財政改革の強化と組織機構のスリム化、

事務事業の一元化を推進すると述べられています。

市税などの収入を維持、拡大するには、地域経済

の活性化と地域雇用の確保が欠かせません。「な

よろブランド」創造研究委員会の立ち上げなど期

待をするところですが、改めてお考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

また、組織機構のスリム化を推進するとしてい

ますが、市民サービスの低下が懸念されます。名

寄大学の新入生などへの対応や高齢者への窓口対

応など危惧されます。さらに、スリム化によって

職員への負担もふえるのではないかと思われます。
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職員の健康管理は重要な課題と考えます。予防も

含めて相談室などの日常的なサポート体制も必要

ではないかと考えますが、いかがお考えでしょう

か。

３点目の活力をもたらす産業の振興では、観光

振興による交流人口の拡大が重要と言われていま

す。具体的なお考えをお聞かせいただきたいと思

います。先日名寄市でも数年ぶりに復活し、全国

から参加されて行われたかっぱ村交流会などはユ

ニークな取り組みで、今後の発展に期待したいと

ころです。また、町中のにぎわいづくりでは空き

店舗の活用も望まれるところです。２００９年度

国の税制改正では、商店街活性化のための空き店

舗の土地の譲渡を促す税制改正が行われ、空き店

舗の活用のための税制支援となっています。空き

店舗の活用についてのお考えをお聞かせいただき

たいと思います。

２つ目に、安心して健やかに暮らせるまちづく

りについてお伺いします。安心して子供を産み育

てる環境づくりについては、妊婦健診の費用助成

が１４回まで拡大されたことは大いに歓迎をした

いと思います。これに加えて子供の医療費無料化

の年齢引き上げの考えはありませんでしょうか。

報道によれば隣の下川町では、新年度予算で小学

生以下の医療費無料化を盛り込んでいます。この

名寄市でもぜひ取り組みをしていただきたいと思

いますが、お考えをお聞かせください。

次に、高齢者福祉の充実についてですが、介護

を必要とする方々へのサービス提供について、４

月から実施予定の要介護認定の新方式では、判断

基準が大幅に変更され、認定の軽度化が進み、実

態より軽い判定になるおそれが出ています。必要

とする介護が受けられず、利用者の生活に深刻な

打撃を与えるおそれがあります。対応についてお

知らせをいただきたいと思います。

３つ目に、自然と環境に優しい快適で安全なま

ちづくりについてお伺いをします。ここで市長は、

今後も水需要に対応するため、サンルダム建設事

業に参画することを述べています。今環境破壊が

進む中、地球規模で自然環境の保持、保全に関心

が広まり、取り組みが進んでいます。サンル川の

上流は、日本有数のサクラマスの産卵場所です。

遡上数は日本一と言われます。このほか絶滅危惧

種のコガタカワシンジュガイやエゾサンショウウ

オなどが生息する貴重な自然の宝庫です。ダム建

設により取り返しのつかない自然破壊が起きてし

まうのではないでしょうか。道開発局は、サクラ

マスがダムを通過するための魚道をつくって生息

環境への影響を最小限にするとし、魚類への影響

を天塩川魚類生息環境保全に関する専門家会議が

調査をしていますが、この専門家会議はダム建設

推進の立場でいます。そして、この専門家会議の

委員８人のうち３人が開発局から事業受注公益法

人と受注企業からの選任であることが日本共産党

の紙智子参議院議員の質問趣意書への政府答弁に

より判明をいたしました。また、辻井達一座長は

道開発局と多年にわたり委託、研究をしており、

委員の大半が開発局と深い関係にあることが明ら

かになりました。このように専門家会議の委員が

受注企業法人に所属していては、適切な議論がで

きるとは思われません。人選も議論もやり直すべ

きと思います。自然環境や生態系の保全、流域住

民、漁民など生活を優先したダムによらない治水、

水需要計画の見直しが必要だと考えます。来年度

予算案では、本体工事の掘削費が計上されました

が、川辺川ダム、大戸川ダムのように見直すこと

が必要ではないでしょうか。

もう一つは、生活安全についてです。方針の中

でも述べられているように、これまでの名寄市で

は考えられない犯罪の凶悪化が見られました。今

後は、このようなことがないことを願うばかりで

すが、事故、事件が起きた場合の被害者などへの

ケアについてのお考えをお聞かせをいただきたい

と思います。

４つ目には、２００９年度の予算編成について

お伺いをします。細かい部分については、後の予
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算委員会に質問をさせていただきたいと思います

が、基本的な考えのところでお伺いをしたいと思

います。地方公共団体の財政健全化法に基づく財

政の健全化、行財政改革の着実な推進を念頭に総

合計画の具現化を最優先に編成されると述べてい

ます。また、既得権や既成概念にとらわれず、あ

らゆる事業の見直しを進めていると言われ、受益

と負担のバランスを調整しながら進めていく考え

を述べられました。国が進めてきた構造改革のも

とで、私たち国民は大きな痛みを強いられてきま

した。そして、さらなる消費税の１税が待ち受け

ています。加えて昨年からの世界的な金融危機に

より国内の経済の悪化は想像以上になっています。

必要とする公共サービスの負担が困難な状況が多

く生まれるのではないかと思われます。こんなと

きこそ、住民に一番身近な地方自治体が防波堤と

なることが求められると思います。そこで、応能

負担についての考えについてお聞かせをいただき

たいと思います。

次に、男女共同参画推進計画についてお伺いを

いたします。ことしは、女性に対するあらゆる形

態の差別の撤廃に関する条の、女性差別撤廃条の

が国連で採択されて３０周年となります。国内で

は、１９９９年に男女共同参画社会基本法が制定

され１０年がたち、名寄市でも２００８年２月、

名寄市男女共同参画推進計画が策定され、終了年

度を新名寄市総合計画に合わせた２０１６年とし、

２００７年６月から広報に連載するなど、市民周

知を図りながら計画を進めようとされています。

そこで、次の３点についてお知らせをいただき

たいと思います。１つは、計画の進捗状況につい

てお知らせいただきたいと思います。

２つ目には、平成２０年度重点事務事業項目と

して１４項目挙げられていますが、事業評価、検

証についてお知らせいただきたいと思います。

３つ目には、平成２１年度の事業計画の具体化

について、基本計画に掲げている次の３点につい

てお知らせをいただきたいと思います。１つは、

男女共同参画社会の実現に向けた意識の改革とし

て、男女共同参画の促進に関し苦情の処理２び救

済を行うための機関の設置について、特にＤＶ被

害者への救済などどのように取り組んでいかれる

のかお伺いしたいと思います。

２つには、家庭、地域、職場における男女共同

参画の促進として、雇用の分野での男女共同参画

を自治体が促進することが望まれますが、市職員

の男性の有給取得状況や老身介護などの介護休暇

取得状況をお知らせください。また、農業、自営

業分野での取り組みとして、名寄市では２名の女

性農業委員さんがおられますが、家族経営協定の

締結状況、さらに農村女性による企業活動状況、

そして中小業者や商業者の家族従業員の実態など

把握されていればお知らせをいただきたいと思い

ます。

３つに、健康づくりと福祉の充実として、高齢

者、特にひとり暮らしをされている高齢女性の暮

らしは医療の改悪や年金引き下げなどで非常に大

変になっていますが、こうした方々の実態につい

て把握されているのかどうか、どのように取り組

みを進めていられるのかについてお伺いをいたし

たいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

川村幸栄議員から〇総務部長（佐々木雅之君）

大きな項目で２つの質問をいただきました。それ

ぞれの部にまたがることもありますが、私のほう

からまとめて答弁をさせていただきます。一部答

弁の順序が異なるかもしれませんが、お許しいた

だきたいと思います。

１番目の平成２１年度市政執行方針と予算編成

についての市民と行政との協働についてお答えし

ます。改めて合併に至った経緯を振り返ってみま

すと、風連町・名寄市合併協議会では平成１６年

１１月に新市建設計画を策定いたしました。前文

に風連町と名寄市は産業、医療、福祉、教育など



－136－

平成２１年３月１７日（火曜日）第１回３月定例会・第３号

さまざまな面で密接に関係し合い、支え合って発

展していきました。このように生活や経済圏域を

同じくすることが合併協議に至った理由でありま

す。計画には、双方に置く自治区のあり方、住民

自治を確立させるための自治基本条例の制定、参

画と協働を基本とする将来の自治の姿を描くと書

き込まれています。また、計画の趣旨として、２

市町の速やかな一体化を促進し、地域の均衡ある

発展と住民福祉の向上を図るための方策を示すと

されています。この計画の本市は、新総合計画に

引き継がれていますので、その確実な実行が一体

感醸成の原動力になるものと考えています。

市民との協働では、まずもって丁寧な説明と情

報公開をさらに深めてまいります。また、本市は

市民活動や市民協力が道内でも活発なところと言

われておりますので、両地区のよいところを認め

合い、共通するところは融合し、誇れるようなま

ちづくりを市民とともに求めてまいりたいと思い

ます。

合併のメリットが感じられないとのことにつき

まして、国が求めた市町村合併は簡単に申します

と少子高齢化や人口減少時代を迎え、行政運営の

効率性を図ることが目的で、そのために一定期間

の財政支援を受けることができるものであります。

そのため財政的には、議員が御存じのとおり合併

したからこそできた懸案事項の解決ということも

あると思います。佐藤靖議員の代表質問でも市長

からお答えしましたが、具体的なメリットとしま

して管理部門の経費の削減、人件費の削減、公共

施設の削減、地方交付税の特例措置、合併特例債、

合併補助金などですが、さまざまな価値観を持つ

能力のある人材と地域資源の拡大で名実ともに農

業が基幹産業になったことと考えております。こ

のたびは、国の平成２０年度補正予算によりまし

て財政支援がなく、先送りとなっていました数多

くの公共施設の改修を盛り込むことができました

ので、雇用の確保につながり、市民生活の安定に

寄与するものと高く期待をしております。

市政推進の基本的な考え方の中で、職員研修等

についてお答えします。今後５カ年間で８７名の

職員が定年退職となります。職員の知識、スキル

の向上がさらに求められています。市民のニーズ

に対応するために平成２１年度から、特にこれか

ら行政を担う若手職員に対し、名寄市の行政全般

について職員が講師となって研修を行い、さらな

る資質の向上を図ってまいります。また、心のケ

アにつきましては、心の健康の保持１進のための

指針を作成し、職員からの意見を取り入れながら

体制をつくり上げてまいります。新年度から旭川

医科大学健康科学講座と連携をし、相談窓口を設

け、専門家によるメンタルヘルスケアを行います。

交流人口の拡大につきましては、現在市と商工

会議所で中心市街地活性化に向けた取り組みにつ

いて議論を行い、２８本の事業計画案が示されて

おります。また、駅横の活用につきましてもあわ

せて議論を行っている状況であります。お話のあ

りました空き店舗活用につきましては、名寄市中

小企業振興条例で補助金制度を設けていますが、

補助後における営業継続の難しさもあるようであ

ります。ソフト事業の整備、見直しにつきまして

は、中小企業振興条例の改正を図り、にぎわいの

創出に向けた対応を図り、制度の利活用につきま

しても一層の周知に努めてまいります。

安心して健やかに暮らせるまちづくりの子育て

支援等についてお答えします。昨年北海道医療給

付制度の見直しにより、名寄市において昨年６月

第２回定例市議会におきまして小学生まで対象年

齢を拡大し、家計への経済的負担の軽減に努めて

いるところです。市の乳幼児医療給付事業につき

ましては、現在３歳未満の入通院における費用負

担は初診時の一部負担のみとし、３歳以上就学前

の幼児の入通院における費用負担は市町村民税非

課税世帯で初診時の一部負担のみで、市町村民税

課税世帯においては１割を負担していただいてお

ります。また、小学生までの児童につきましては

入院のみ対象として、かかる経費につきましては
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就学前と同様の扱いとさせていただいております。

御質問の小学生以下の医療費の無料化につきまし

ては、近隣の自治体で独自施策として給付を考え

ている旨が報道されております。昨年の改正では、

子供の医療費負担の軽減や少子化対策等医療保険

制度の改正を踏まえ、市としても道の交付要綱に

基づき、対象年齢の拡大を図っておりますが、小

学生以下に対する医療費の無料化につきましては

市の厳しい財政状況下で独自に上積みをすること

は困難と考えております。今後とも国や道の動向

を見きわめながら進めてまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。

次は、高齢者福祉の充実として、介護認定の据

え置きについての評価です。２１年度からの要介

護認定制度についてお答えします。新しい認定制

度は、来月４月以降の申請から適用されます。コ

ンピューターソフトを使用した１次判定と調査員

が記録する特記事項や主治医の意見が詳細に記入

されることから、これらが判定に反映され、適正

な認定がされるものと考えています。議員御指摘

のコンピューターによる１次判定の内容が要介護

の実態を反映せず、軽度の認定につながるのでは

との懸念は実務にかかわる職員もその内容に疑問

を呈しておりましたが、本日付報道で厚生労働省

は利用者からの強い反発が相次いだことから、判

定基準の一部修正を発表しております。これによ

りコンピューター判定がより実態を把握した内容

に変更されるものと考えております。名寄市では、

近隣自治体と連携して介護認定審査会を運営して

おり、審査会委員や調査員の研修会を２月に開催

し、新しい認定方法について理解を深めておりま

す。要介護認定は、利用される方の生活に大きな

影響を持つものであり、全国一律の基準により決

定されるべきものと考えております。今後の公平、

公正な審査の実施に努めてまいりますので、御理

解をお願いいたします。

サンルダムの関係についてお答えします。本地

域の治水事業は、歴史は浅く、たびたび大洪水に

見舞われた教訓から、地域一丸となって要望活動

を行ってまいりました。近年の異常気象は、融雪

期の降まや春から夏にかけての干ばつ期、秋期の

集中豪まとさま変わりの傾向を示しており、治水、

利水、河川維持の観点から、ダムによる水の制御

が不可欠となっています。名寄市におきましては、

新たな水利として風連地区の不安定な地下水依存

の解消と名寄駐屯地や一部郊外地区の上水供給が

求められています。また、本市の基幹産業の農業

振興のため、中名寄地区では若手農業者が水田の

基盤整備事業を進めており、水利はサンルダムに

依存しなければなりません。ダムの建設によって

失われる森林の回復のため、住民有志による植樹

活動は平成１２年度に始まり、昨年で９回を数え

ます。また、事業としての植林も進められていま

す。本年は、上下流域の実情を理解し合うため、

視察、較量を計画しております。

専門家会議の人員構成につきましては、意見を

述べる立場にありませんので、控えさせていただ

きます。

生活安全対策の関係についてお答えいたします。

安全で安心で暮らせる社会を実現することは、市

民すべての願いであり、犯罪の未然防止を図るこ

とはもとより、犯罪被害者が犯罪等により受けた

損害を回復、軽減し、再び平穏な生活を営むこと

ができるよう支援していくことは大変重要なこと

だと考えているところです。犯罪被害者等の事件

後の影響については、心身の不調、生活上の問題、

周囲の人の言動に傷つき、加害者からのさらなる

被害、捜査、裁判に伴う負担などの問題など、さ

まざまな困難を抱えることがあり、慎重で適切な

支援をしていく必要があると考えます。犯罪被害

者等の抱える問題は大変難しい問題であり、専門

の機関や専門のカウンセラーなどでの対応が必要

だと考えておりまして、行政の対応としましては

適切な情報の提供だと考えているところです。今

後におきましても市民の皆さんが不幸な事件、事

故、凶悪犯罪などに巻き込まれ、犯罪被害者等に
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ならないよう関係機関、団体との連携を深め、地

域住民とともに一体となって犯罪抑止対策を推進

してまいりたいと考えておりますので、御理解賜

りたいと思います。

２１年度の予算編成につきましては、行財政改

革の着実な推進を念頭に多くの市民との協働によ

り策定した新名寄市総合計画の具現化を最優先に

編成したところです。その一方、財源調整的な基

金である財政調整基金もほぼ底をつき、基金に依

存した財政運営にも限界があることから、昨年行

財政改革推進本部を立ち上げ、組織のスリム化は

もちろんのこと、使用料や手数料、さらに各種補

助金等の見直しを進めてまいりました。特に使用

料や手数料の見直しの中では、受益者負担の考え

方として、１つには地域政策上特に必要なもの、

２つ目には大多数の住民に受益が見込まれるもの、

３に利用者が特定されるサービスと思われるもの、

この３つの区分を基本として、運営経費や維持管

理費用のおおむね２５から５０１の負担をお願い

しようとするものであります。また、受益者負担

につきましては、応能、応益割合のうち応能割合

の平率を高くという御意見でありますが、体育施

設のように利用者が特定されるサービス等もあり、

住民負担の公平性の面からいいますと、さきに説

明しました受益者負担の考え方を基本として、受

益と負担のバランスを図りながら今後見直しを進

めていきたいと考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。

次に、大きな項目２つ目、男女共同参画推進計

画についてお答えいたします。議員がお尋ねの男

女共同参画推進計画の進捗状況と平成２０年度事

業評価検証について、関連がありますので、まと

めてお答えします。名寄市では、平成２０年３月

に名寄市男女共同参画推進計画を策定し、４月よ

り計画に沿って実施をしています。推進計画につ

きましては、平成２０年度から２８年度までの総

合計画とあわせた終了年度とし、９年間の計画と

しております。また、推進計画で定められた施策

を具体的に実施する事務事業を記載した実施計画

書は、単年度ごとに評価し、検証を行い、進行管

理に努めてまいります。平成２０年度は、２０５

の事務事業について各担当部署より報告を集のを

しているところでありますが、ほぼ８割が実施ま

たは実施済みの報告をいただいております。これ

ら具体的な事業評価、検証につきましては、今後

もワーキンググループ会議、推進会議、推進委員

会と経て最終評価をし、平成２１年度の実施計画

につなげていく予定であります。

ちょっと答弁が順序逆になるかもしれません。

お許しください。市役所における男性職員の育児

休暇、介護休暇の取得状況につきましては、平成

２０年度における男性職員の育児休暇につきまし

ては１名、介護休暇につきましては該当者はおり

ませんでした。参考までに女性職員の育児休暇取

得は２６名、介護休暇につきましてはおりません

でした。

農業関係についてお答えします。農家の家庭経

営協定の関係につきましては、市では平成１９年

６月に上川農業改良普２センター、道北なよろ農

協、農業委員会とともに名寄市家族の樹づくりプ

ロジェクトを立ち上げ、市内農家に家族経営協定

の周知を図り、協定締結を呼びかけてきました。

先月２５日にも新たに７戸の農家が調印式に臨み、

家族農業経営をよりよくするため、経営方針や役

割分担など家族間の十分な話し合いに基づいて取

り組みがされており、現在まで１０５戸の農家が

締結されています。今後もさらに農業者における

男女共同参画の視点から、家族経営協定の締結に

向けて努力をしてまいります。

農村における女性の立場や活動状況につきまし

ては、農業者の多くは３世代世帯が多く、これま

での慣習やしきたりが無条件に世代間で受け継が

れている可能性が高く、なかなか男女共同参画が

実感できないのではないかと思います。しかし、

最近の農村女性の活動は目覚ましく、現在農村女

性が活動している団体は農産物加工、販売してい
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るものが４つ、農産物の直売が３つ、介護が１つ、

簿記が４つの計１２グループあります。加工グル

ープでは、東京なよろ会でのみそ、漬物、おだん

ごの販売や産業まつり、地産地消フェア、雪フェ

スなどのイベントにも参加し、市民を対象にした

料理講習会の講師になったりと積極的な活動を展

開しております。また、産直グループは６丁目商

店街の女性たちと一緒に野菜市を開催し、市民に

大変喜ばれているところです。介護グループは老

人介護施設に出向き、老人の世話をし、簿記グル

ープは簿記記帳による経営分析の学習などをして

おります。今後もますます農村女性の活躍が期待

されているところでありますが、就労環境の整備

や女性の活動の機会をふやすよう努力をしてまい

ります。

中小企業の商店の主婦たちの家族従業員等につ

いての御質問がありました。自営業で働く女性は、

仕事と家族の両方を負担しているにもかかわらず、

職場と家庭での境目があいまいなため、賃金や休

日などの労働条件もきちんと定まっていない場合

が多く、社会的な活動に参画しづらいのが現状で

す。市内商店では、おおむね家族従業員として主

婦も専従者給与を受けているとの報告を商工会議

所よりいただいておりますが、会計を受け持って

いるのはほとんどが奥さんであり、実質共同経営

者であります。自営業で働く女性は、農業者と提

携した野菜市や空き店舗を活用したボックスショ

ップなど活発な活動を展開しており、今後もさら

なる活躍を期待するところであります。しかし、

そのためには家庭におけるパートナーの協力、理

解が最も重要であり、経営者に向けた意識啓発を

積極的に実施していく必要があると思いますので、

商工会議所とも連携を図り、意識啓発に努めてま

いりたいと考えております。

市民の相談窓口の一本化等につきましては、現

在の相談体制はそれぞれの担当部署で行っており、

相談の総合窓口的な体制はなく、市民の皆様には

わかりづらくなっているものと考えられます。特

にＤＶにつきましては、犯罪であること、また当

事者間において非常にデリケートな問題でもある

ことから、難しい対応が迫られます。児童、高齢

者の虐待などについては、福祉事務所内に委員会

を立ち上げ、対応しておりますが、ＤＶにつきま

しては現在の機構の中で所管部署の定めがなく、

便宜上、相談者の支援のため、社会福祉課児童福

祉係で相談を受け、事例によっては警察への届け

出、相談、加害者からの避難などの指導を行って

きました。将来的には、ＤＶ所管部署を定め、関

係部署を網羅した相談体制の確立を目指してまい

りたいと考えております。

ＤＶ被害者の相談対策としては、名寄保健所、

市民相談室など関係機関に連絡、相談先を記載し

たソロプチミストが作成、配布しておりますホッ

トラインカードの活用を進めるとともに、今後も

カードの作成、配布を含め、公共施設、市内大型

店内トイレ等に設置し、手軽に入手、利用ができ

るよう関係機関と団体に要請を行ってまいります。

最後に、高齢者のひとり暮らしの女性に対する

状況につきましては、高齢者一人一人が生き生き

と充実した生活を営むため、高齢者の社会参加や

生きがいづくりに努めていく必要があります。現

在実態調査は実施しておりませんが、６５歳以上

の女性のひとり世帯はの ６２０件ほどあると思

われますが、今後も１加することが予想されます。

しかし、元気なお年寄りもふえております。生涯

学習課では、ピヤシリ大学、瑞生大学などの高齢

者大学を開講し、仲間づくりに努めていますし、

高齢者に人気のパークゴルフなど屋外でのスポー

ツを楽しんでもらい、健康１進に体を鍛えてもら

うことも大事かと考えております。そのほかに自

立支援デイサービス、外出支援、除雪サービスな

ど今後も継続して支援をしてまいりたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）
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それでは、数点について再質問と要望をさせてい

ただきたいと思います。

最初の市政推進の基本的な考え方の部分につい

てですけれども、部長のほうからも情報公開に力

を入れていきたいという御答弁がありました。や

っぱり思いもよらないような受けとめ方というこ

ともあるかというふうに思うわけです。ですから、

やっぱり本当に確かな情報公開が必要かというふ

うに思います。それぞれの地域に住む皆さん方が

本当に理解が得られるように、積極的な情報公開、

提供とともに、市民にしっかり見える行政運営を

お願いしたいというふうに思っております。

職員の健康の問題です。先ほど旭川医大との連

携でメンタルヘルスのところの部分でという、相

談室もというふうにお話がされていました。実は、

名寄大学の中に御存じと思うのですが、保健福祉

センターというふうになっています。これが実は

何でも相談所になっていて、健康ばかりではなく

て生活の部分でも相談ができるというふうになっ

ているのです。定期的に相談員がいらっしゃって、

そうでない部分は直接連絡下さいというような形

で出されているのですが、こういった日常的に相

談できる、医大というか、病院に行く前の予防と

いう形でも必要かなというふうに思っているので

す。重くならない前のこんなことで相談していい

のだろうかというような内容のものまでもちょっ

と愚痴を聞いてもらうだけでも随分楽になるので

はないかというふうに、私自身、自分自身も含め

てなのですが、そういった部分もありますので、

こういった日常的に相談できる、そういう体制、

していただけたらなと。まだ場所に行くのはちょ

っとというふうに思っていらっしゃる方にとって

は、また電話での相談というか、例えば子供たち

のハートダイヤル、こんなのも今相談件数もふえ

て、実はこの間相談員の先生にお聞きしましたら、

随分浸透してきているので、気軽にお電話してく

ださる方もいるというふうにおっしゃっていまし

た。ですから、気軽に相談できるそういった場所、

ぜひできないかというふうに思っていますが、い

かがでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

職員のメンタルヘ〇総務部長（佐々木雅之君）

ルスの関係につきましては、上川町村会が利用し

ているものに私たちも参加させていただいてとい

うふうに考えています。１つは、職員のメンタル

ヘルスの関係につきましては職場の長におきまし

ても一定の個人的な相談等につきましてお話聞い

ていますが、具体的に医者にかかるときには地元

の病院ではなく旭川の病院にかかるというのは、

その辺個人の方の行きづらい、行きやすいという

ことの判断もあろうかと思います。せっかく地元

に大学で、私自身もちょっとそういう観点からど

うしても市外のほうの病院のほうに目が向いてお

りまして、この辺につきましては担当のほうに指

示をしまして、地元の大学の相談窓口も有効活用

するようにということで早急に取り組んでまいり

たいというふうに考えています。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

後でお話しさせていた〇４番（川村幸栄議員）

だきますが、男女共同参画推進のところのＤＶの

相談の窓口も含めてなのですが、やはり身近に相

談できるところがたくさんあるということが望ま

しいかなというふうに思いますので、ぜひ御検討

をお願いしたいと思います。

空き店舗の活用についてなのですけれども、私

は本当に空き店舗もったいないなといつも思って

いるわけです。例えば高齢者の方々が集える場、

ちょっと一服休みするお茶飲み場所、それからま

た大学生、今回完成するわけですが、そういった

大学生のゼミ活動、こういった中でも利用、支援

ができないものかなというふうに思っています。

先ほどお話があったように、現在ある中小企業振

興条例、町中にぎわい事業の中では、家賃や借地

料の１００分の５０、半分です、支援があるとい

うふうに言われていますけれども、やはりなかな

か活用されているふうには見えません。それは、
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やっぱり活用をしにくい中身なのではないかとい

うふうに思いますので、もっと積極的な活用でき

る中身に変えていただきたいというふうに思うの

ですが、この部分について御答弁いただければと

思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今空き店舗に限っ〇経済部長（手間本 剛君）

てお話をちょうだいいたしました。御案内のとお

り、合併してから３年になりますけれども、私は

その後の分しかちょっとわからないわけですけれ

ども、ただ動きとしまして、今私どものほうから

も呼びかけ、働きかけをさせてもらっていますけ

れども、幾らか出てきたなと、そんなような思い

をしております。５丁目のほうの部分も大学の子

供たちとお話をしながら、白井教授等介してぜひ

まちの中心地の中でサテライトといいましょうか、

そういった言葉も出てまいりましたし、あるいは

集える場所といいましょうか、それから子供たち

がそこで何かできる、何かやれるということ、そ

うすることを通じてその商店街の方々とも交流が

できる、いろんな情報が交換できるというような

ことで出てきたなと思っております。ただ、御案

内のとおり振興条例につきましてもでき上がりま

してから３カ年ほどたちますものですから、また

幅広い皆さん方の御意見等をお聞かせをいただい

て、使いやすい、身になるような、そんな制度に

改めていけたらなと、こんな思いを持っておりま

す。年度明けたら、早々に審議会等を開いて諮っ

ていきたいというふうに思っておりますので、御

理解を賜りたいと思っております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ積極的にお願いを〇４番（川村幸栄議員）

したいというふうに思います。

次に、子供の医療費無料化の件についてですけ

れども、今全国的に親の経済的な理由によって病

院にかかれない子がふえていると言われています。

本当に御存じのように国保、資格証明書が発行さ

れなくて病院にかかれない、そういった部分につ

いては子供たちから保険証を取り上げないという

措置もとられたというふうなことで、皆さんも周

知のことと思うのですけれども、やっぱりこうい

った経済的な理由で病院にかかれない子がふえる

というような、これだけはなくしたいというふう

に思うわけです。先ほど高橋議員からありました。

妊婦健診の問題でもお話があったように、出産す

るかしないか迷っていたと、経済的な部分で。こ

ういった方たち、出産まではもちろんなのですけ

れども、生まれた後の子育てにかかわる経済的な

不安、これも非常に大きい。そのことがあったの

ではないかなというふうに思っているわけです。

例えば今回妊婦健診１４回までの保障があります

けれども、昨年５回ということで国の方針で５回

に、全国的にあちらこちらで５回になりました。

それで、今回は９回の半分を国が助成すると。こ

の２年間の措置ですけれども、自治体が多く取り

組むようであれば引き続きというようなことも聞

いています。ですから、その地方、地方の取り組

みがやっぱり国を動かしているのではないかなと

いうふうに思っています。ですから、積極的な子

育て支援取り組んでいただいて、やっぱり道や国

の動向を見るのではなくて、こちら側から積極的

に働きかけるということが必要かなというふうに

思いますので、ぜひ御検討をお願いしたいと思い

ます。

次に、生活安全の被害者のケアの部分について

です。本当に難しい問題だというふうに思います

し、事件によってケース・バイ・ケースかなとい

うふうには思うのですが、例えば昨年大学公園で

の不幸な事件がありました。中学生が間接的にか

かわっていたかなというふうに思うのですが、こ

うした方たちへのケアについてはどのようにされ

たのかどうかお知らせをいただきたいというふう

に思うのですが、いかがでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま大学公園で〇教育部長（山内 豊君）

の事件についてお尋ねがありました。平穏な名寄
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でああいった事件が起こるというのは余り想定を

していなかったわけですけれども、この事件の直

後学校から教育委員会に連絡がありました。学校

での対応でありますけれども、生徒の様子はおお

むね元気であるということと対応は学校内で行う

という第１報でありました。その後子供たちの心

のケアについて担任の先生、あるいは養護教諭、

あるいはこころの相談の相談員、それぞれが対応

したというふうに聞いてございます。教育委員会

としても必要があれば名寄市立大学の教員、ある

いは専門家のカウンセリングを依頼するというよ

うな連絡も学校にはしていたところでございます。

また、上川教育局からは必要に応じてカウンセリ

ングの専門家も派遣をするといったようなことが

ありましたけれども、おおむね学校の中での対応

で、子供たちについては余り動揺がなかったとい

うふうに聞いております。

以上です。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

大きな動揺がなかった〇４番（川村幸栄議員）

ということで安心をするところですけれども、本

当に全国的にいえばこういった事件、事故がふえ

ています。先ほども情報提供というふうにおっし

ゃっておられました。犯罪防止に向けた適切な情

報提供はもちろんなのですけれども、こういった

不幸な事件、事故に巻き込まれたときのケアとか

サポート体制、そういった情報もぜひ提供してい

ただいて、こういった場合にはどうしたらいいの

かというようなことがわかっているのとわかって

いないのとは大きな差があるかなというふうに思

いますので、ぜひこの部分についてもお願いをし

たいなというふうに思います。

それで、ダム建設の前にちょっと介護保険のこ

となのですけれども、高齢者の介護保険の部分に

ついてですが、先ほど利用者などの強い反発が相

次いだということで、きょうのニュースで見直し

がされる方向が打ち出されたということで報告が

ありましたけれども、民主医療機関連合会という、

民医連というところでも調査をしましたら、今ま

でヘルパーさんに週１０回来てもらっていたとこ

ろが３回に減らされた。これでは介護なんかでき

ないというような、そういった不安が寄せられて

いるということも調査で出されていました。現場

にいらっしゃる認定調査の方たち、審査委員の方

たちにぜひお願いしたいなというふうに思ってい

るのは、国の動向を見守るのではなくて積極的に

こちらの側からこういう状態だと。これでは困る

のだと。やっぱり介護を受けている高齢者の方た

ち、こういったことでは保険料は取られるけれど

も、介護は受けられないというようなことになっ

ては困るというような、そういった提案というか、

そういう意見もどしどし出していただくと。そう

いうふうな働きかけをしていただきたいなという

ふうに思うのですが、いかがでしょうか。

小山福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の介護の認〇福祉事務所長（小山龍彦君）

定絡み、それから介護保険料の改定という部分に

も関連しているかと思いますけれども、介護の認

定の部分が上がっていくという部分と国の制度の

部分とはここで議論の対象にならないのかなとい

うふうな部分でちょっと押さえておりまして、私

どもといたしましてはこの部分で、国が介護の部

分で今介護報酬を３１引き上げるということで出

てきますのと並行して介護認定の部分で今議員が

懸念されております低い認定になることによって

限度額という部分があるのですけれども、当然介

護の制度が限度額という部分で１割負担の中の上

限額が決まっている関係がございますけれども、

要介護１以上の方については介護のほうで受けら

れるのですけれども、要支援の状態としては原則

受けられませんが、そこの部分を社協やほのぼの

倶楽部とか、そういう市内民間の事業所でバック

アップする体制もありますので、そういう部分で

はちょっと介護のほうの制度とは違うのですけれ

ども、ほぼそういう部分でやっておりますので、

そういう部分を踏まえた上で御利用いただきたい
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と、そういうふうに考えております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

本当に高齢者の方たちの暮らしも大変ですし、医

療や介護に対する不安も大きいわけですので、ぜ

ひ積極的に取り組みをお願いしたいというふうに

思います。

ダム建設のことですけれども、見直しを進めて

いる大戸川ダムにつながる淀川水系流域委員会で

は、河川、防災、水環境、生態系、利水、都市計

画、地域のこういった特性に詳しい委員、幅広い

分野で２４名の委員で構成されています。先にダ

ムありきではなくて、ダムによらない治水、水事

業計画の見直しなどを検討すべきと考えています。

京都大学の名誉教授である今本博健さん、ダムは

最後の選択肢とすべきだと、このように言ってい

ます。私ももうそのとおりと思っています。先ほ

ど植林もというふうな話がされていましたけれど

も、今ある貴重な自然、これをなくして、取り返

しのつかない自然をなくしていくこと、やっぱり

ダムをつくることは最後の選択肢にしていただき

たい、このことを訴えたいというふうに思います。

時間の関係があります。男女共同参画推進計画

について再質問をさせていただきたいと思います。

この名寄市の男女共同参画推進計画の趣旨の中で、

社会環境が変化し、男女一人一人にさまざまな生

き方が求められています。しかし、現実の社会環

境は従来からある男女の固定的役割分担意識に縛

られていることが多く、女性や男性の多様な生き

方を疎外する要因になっていると。これらの多様

な生き方に対応して行政、市民、企業がともに男

女共同参画社会を築いていけるように、この推進

計画を策定したというふうになっています。１９

９９年から開始された国連開発計画という人間開

発報告でのジェンダーエンパワーメント指数、女

性が政治参加や経済界における活躍、意思決定に

参加できるかどうかをあらわす指数なのですが、

これは日本の順位が２００８年で１０８カ国中５

８位という、こういう低さです。労働市場での賃

金などの男女格差が大きいことが原因と言われて

います。２００２年には３２位でしたので、女性

の雇用の不平等が大きい国というだけではなくて、

改善のテンポも全くおくれていると言わなければ

ならないかというふうに思っています。こんな中

で名寄市の男女共同参画推進計画、これに私は大

いに期待をしているところです。取り組みをぜひ

進めていっていただきたいと思っているのですが、

ＤＶ被害者への救済のところで先ほどお話もあり

ましたが、日本では２００１年にこのＤＶ防止法

ができました。配偶者の暴力を犯罪だと、このよ

うに明記した画期的な法律だと言われていますが、

しかしまだまだこれは浸透していませんし、当の

被害者本人自身がこれがＤＶだと気づいていない

ことも多いというふうに言われています。啓発が

もっともっと必要で、重要だというふうに思って

います。ですから、広報で毎月お知らせしている

というのは私は重要だなというふうに思っていま

す。ですが、また先ほど知らせるカード等という

ふうなお話がありました。しかし、避難するため

のサポートセンターといいますか、そういった部

分も必要ではないかなというふうに思っているの

です。ただ、名寄の場合、狭い地域ですので、な

かなか難しいかなというふうには思うのですけれ

ども、やっぱり旭川、札幌というような大きな地

域で連絡がとれないというか、そういったところ

に避難をさせてあげる、そういったサポートも必

要かなというふうに思っています。

あと、職場環境の問題では、先ほどお知らせい

ただいたように市の職員の中でも育休取得、若干

１名あっただけとは何かちょっとあれだったので、

子育ての部分では少なくなっているというのもあ

るかとは思うのですけれども、この間お母さん、

お父さん教室、これの参加状況をちょっとお聞き

しましたら、結構お父さん、お母さん２人で参加

されている方がふえているというふうにお話聞い

てきました。男女ともに働きやすい、そして仕事
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と子育ての両立できる職場環境づくりが男女共同

参画社会実現のために重要な課題だなというふう

に思っているのですが、実はきょうの新聞であり

ました。育休、出産で不利益、こういうふうに感

じている方が以前から平べると ３じのペースで

ふえていると。これ厚生労働省のまとめでわかっ

たときょうの新聞で報道されていました。妊娠や

出産がきっかけで企業から解雇や退職勧奨など不

利益を受けたとしています。そして、一番重要だ

なというふうに思うのですが、これは相談したと

ころに自分が相談したとわかると困るので、企業

への指導は控えてほしいと、このように相談者が

言わなければならない、こんな状況がまだまだこ

の中に、日本の社会の中に根づいているというこ

とで、これはちょっと心が痛むところです。こう

いったことがない、本当におかしいのではないか

いと言える、そういった社会づくりのためにもぜ

ひ男女共同参画推進を本当に名実ともに推進をさ

せていただきたいというふうに思っています。

また、先ほどひとり暮らしの高齢女性の暮らし

の問題、話をさせていただきましたが、確かに健

康づくりの部分ではそういった部分もあるかとい

うふうには思うのですが、しかしひとり暮らしの

高齢女性の暮らし、本当に大変です。例えば若い

ころ子育てをしながら、一生懸命働いてきたと。

だけれども、高齢になってもらう年金４万円、５

万円。それで、これでも頑張っているわけです。

子供たちも精いっぱいで生活しているので、頼る

ことができない。できるところまで頑張ってみる

ということで、灯油が高いときには本当に灯をと

もすように、そして電気も早くに消しているとい

う、こういった方たちにそれこそ行政としての福

祉の支援が必要だというふうに思います。この部

分についてお考えをお聞かせいただいて、私の質

問を終わらせていただきたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

１点目のＤＶの関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、先ほどホットラインカードと

いう中には市役所の市民相談室、社会福祉課の家

庭児童相談室、警察、法務局、保健所ということ

で入れましてやっています。この関係については、

内部協議では一本化した窓口がわかりやすいのか、

それとも個人のプライバシーを守りながら、相談

はどこに出ても連携はとれる仕組みはいいのかと

いうことについて検討しておりますので、この辺

については早急に結論出して対応したいと思って

います。

それから、高齢者を取り巻く状況の関係につき

ましては、包括支援センターも含めてどちらかと

いうと体の障害の関係のケアの部分を中心に行っ

てまいりましたが、生活全般にわたるいろんな状

況も含めていろんな話を包括支援センターの職員

等も聞いておりますので、それらにつきましては

今後の福祉施策の中に十分反映してまいりたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５５分

再開 午後 ３時１０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。

新年度の地域振興施策について外１件を、渡辺

正尚議員。

議長から御指名をい〇１４番（渡辺正尚議員）

ただきましたので、さきに通告した順に従って質

問をしてまいります。

新年度の地域振興施策について５点ほどお聞き

します。１つ目には、新年度の農業振興施策につ

いてです。この地方は、第１次産業の農業が元気

にならなければ地域振興にはなりませんので、新

年度の農業振興施策についてはどのような計画な

のかを具体的にお答えください。

２つ目には、新年度の中心街振興施策について

伺います。具体的にどのような将来に向けた振興
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計画があるのかをお知らせください。私は、地元

の商店街がやる気にならないとだめだと思います

し、長期的な計画を立てる人がいて、みんなで相

談しなければ前には進みません。地方から名寄に

出店する計画がわかってから反対しているようで

は前には進みませんし、独自の計画を立てて邁進

すべきだと考えますが、お考えがあればお答えく

ださい。

３つ目には、市長も新年度の執行方針におっし

ゃっておりましたが、総合交通体系について伺い

ます。現状は、公共交通機関の利用者が減少し、

生活路線バスの縮小、廃止が懸念されております

が、今後はどのようにしようとしているのかをお

知らせください。

昨年住民ニーズに基づいた公共交通のあり方研

究会を立ち上げ、下多寄線で２１年度と２２年度

に実証実験を実施し、施策の有効性について検証

を行いながら、２３年度乗り合いタクシー導入を

進めたいと提言しておりますが、これについての

考え方については行政としてどう取り組んでいこ

うとしているのかをお知らせください。

４つ目には、観光の振興施策について伺います。

観光といっても数多くありますが、上川北部の中

核都市としては北部の中心となって何かできない

かを計画する時期に来ていると感じられます。新

年度からの計画あるのかをお知らせください。

５つ目に、交流活動の推進について伺います。

今回は、昭和５２年９月に設立されたさっぽろ名

寄会について伺います。会の発足から３２年にな

りますが、これまでの経緯と今後の対応について

伺います。私は、東京なよろ会に平べてかかわり

が少ないように思えてならないのですが、今後の

対応はどうされていこうと考えているのかお知ら

せください。私は、陸続きなのですから、交流は

もっと積極的にすべきと考えますが、お考えがあ

ればお答えください。

次に、大きい項目の２番目、教育行政について

伺います。初めに、小中学校の教育環境について

ですが、小学校については市内に５つ、智恵文地

区に１つ、中名寄地区に１つ、風連地区に４つあ

り、１１校であります。なかなか統合は進みませ

んが、将来的には半分程度になると思っておりま

すので、質問いたします。教育というのは、教育

環境の充実が一番だと思います。それには、教育

環境の充実にはいろいろな計画が必要ですが、何

点かありますが、何をすればよいのかをお答えく

ださい。

次に、高等学校の環境について伺います。今週

から名寄恵陵高等学校と名寄農業高等学校がキャ

ンパス化して、名寄産業高等学校になるわけです

が、この影響についてお答えください。風連高等

学校の廃校も決定をしておりますし、当時５校あ

ったものが２校になるわけですから、この影響に

ついてもお答えください。

次に、大学の教育環境について伺います。地域

とともに歩む名寄市立大学にとって構想どおりの

地域との連携を深めていくことができたのでしょ

うか。これまでの実績をお答えください。それと、

大学の魅力をどのように育て、産学官の連携はま

ちづくりにどのようにしていこうと考えているの

でしょうか、お答えください。

これでこの場からの質問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま渡辺議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたり御質問がございま

した。１点目の（１）、（２）、（４）は私から、

（３）、（５）につきましては総務部長から、２

点目の（１）、（２）は教育部長から、（３）に

つきましては大学事務局長からのお答えになりま

すので、よろしくお願いをいたします。

初めに、農業振興施策についてのお尋ねをいた

だきました。我が国の農業、農村を取り巻く環境

は、アメリカ発の金融危機が世界に波２し、日本

経済に深刻な影響を２ぼし、国際化の進展に加え、

高齢化、担い手不足、耕作放棄地の拡大、規制緩

和など厳しい状況に直面しております。国は、平
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成１９年度より経営所得安定対策大綱に基づく米

政策改革推進対策、水田・畑作経営所得安定対策、

農地・水・環境保全向上対策の３本の大きな柱と

する施策を推進しております。以上の施策を基本

に据え、平成２１年度は名寄市農業・農村振興計

画に基づく実施計画３年目となりますので、着実

に事業の実施に向けて取り組んでまいります。

初めに、農業生産基盤の整備については、農地

集積加速化基盤整備事業が４地区、地域水田農業

支援緊急整備事業が２地区、基幹水利施設ストッ

クマネジメント事業１地区の計７地区で事業の推

進をしてまいります。水田農業の関連施策といた

しましては、国の平成２０年度第２次補正予算で

決定した平成２０年産主食用出納作付面積に交付

される水田フル活用推進交付金、１０アール当た

り ０００円が交付されるほか、従来からの米需

給調整施策として産地確立交付金事業２び水田等

の有効活用と食料自給率の向上を図るため、水田

等有効活用促進交付金事業が平成２１年度から新

たに３カ年間実施されることになりました。機械

施設整備に関しましては、ＪＡ道北なよろが事業

主体になり、農山漁村活性化プロジェクト支援交

付金で実施の米の調製施設として色彩選別機導入

事業を計画いたしております。また、認定農業者

等が農業機械施設の整備に融資残の自己負担部分

に対する補助を受ける地域担い手経営基盤強化総

合対策実験事業で１４１経営体が事業費の７１

９００万円、補助金２１ ８４０万円を要望して

いるところでございます。農村振興事業では、中

山間地域直接支払制度交付金事業や昨年度から実

施の農地・水・環境保全向上対策を市内農村部全

域９地区で取り組み、地域資源の維持や農村環境

の形成に努めてまいります。さらに、担い手対策

やグリーン・ツーリズムなどの農村活性化の取り

組み、食育、地産地消の推進など関係機関、団体、

農業者と連携して農業、農村の振興に努めてまい

ります。

次に、中心街振興施策についてのお尋ねをいた

だきました。本市における商工業の振興計画は、

市の総合計画によっています。その中で創造力と

活力にあふれたまちづくりを実践していくことで、

商業の振興ではニーズに対応した情報の提供、利

便性、快適性を備えた個性ある魅力的な商店街づ

くりとして平成１２年度に策定されました中心市

街地活性化基本計画の見直し作業を行うこととし

ております。しかし、今回の新しい中心市街地活

性化基本計画の策定に当たっては、企画、計画だ

けでなく、全体のコンセンサスや事業主体をしっ

かりと持って５年間でやり切れる事業ということ

と目標値、指標のクリアが求められている計画書

の策定になっております。商店街、消費者ともに

どのようなまちづくりが必要なのかをしっかりと

議論し、進めていかなければならないものと思っ

ております。これまで策定作業の中で議論した素

材を大切にし、商店街のまちづくりを仕込んでい

かなければならないものというふうに考えている

ところでございます。中心市街地活性化基本計画

は、名寄が平成１２年、風連が１７年につくられ、

それぞれに役割を持って動いております。名寄の

中心市街地活性化基本計画についても再度の検証

と関係機関、団体との協議を行いながら、市民に

よる協議会などで議論を深めてまいりたいと考え

ているところでございます。

次に、観光の振興施策についてでございますけ

れども、昨年４月に道の駅がオープンし、２月末

現在で２４万 ０００人を超える多くの皆さんに

御利用をいただいております。施設の条件が異な

りますけれども、レストラン部門で旧特産館のレ

ストランと平較いたしますと２５３１の ７２３

万 ０００円１となっており、好評を得ていると

ころであります。また、昨年７月には道立公園サ

ンピラーパークが全面開園となり、平成２０年度

上半期観光入り込み客数が大きく伸びたところで

もございます。平成２２年度完成予定となってお

ります新天文台は、北海道大学との相互協力協定

など国内でも例のない大学と自治体との連携によ
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ることも大きな話題性となり、数多くの関係者が

来名することが想定されることから、道の駅、サ

ンピラーパーク、新天文台をベースに観光ルート

の形成を図っていかなければならないものという

ふうに考えております。

お尋ねありました中核都市としての果たす役割

につきましては、観光協会、道北観光連盟など関

係機関、団体との連携を強化し、新たな取り組み

の可能性について相談していきたいと考えており

ますが、道北観光連盟として道北９市町村連携し

て、道の駅「絵本の里けんぶち」で一品ぐるめ市

として各市町村グルメを持ち寄り、道内外からの

観光客に地域をＰＲしていこうというふうな計画

も持たれているところでございます。また、この

たび名寄大学、白井ゼミ生が市の活性化と観光事

業の振興を考えて、「名寄休暇村構想～名寄で過

ごす一週間」と題して提言をまとめられました。

観光まちづくり協会と連携し、学生とも懇談を行

うとともに、広域滞在型事業の推進として道北観

光連盟とも協議をしていきたいというふうに考え

ているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大項目の１、（３）、総合交通体系につい

て答弁させていただきます。

渡辺議員からは、公共施設のあり方についてさ

まざまな機会にも御提言をいただいておりました。

平成１９年７月に藤田健慈氏が呼びかけ人となり、

合併により一回り大きくなった新名寄市の公共交

通の再構築を図るとともに、一体感のあるまちづ

くりを推進するために住民ニーズに基づいた公共

交通のあり方研究会が設立されました。研究会で

は、講演会の開催、先進地の視察、さらには公共

交通に関するアンケートを実施して、１つ目とし

て日常生活における公共交通の不便性の改善、２

つ目として公共交通空白地域における交通手段の

確保、３つ目として子供や高齢者、障害者に優し

い交通手段の確保の視点から検討を行い、平成２

０年１２月に調査検討をまとめ、報告書として提

言をいただきました。この間公共交通関係事業に

携わる方々を初め、参加された皆さんには多くの

課題に対し真摯に検討していただき、大変ありが

たく思っているところでございます。今後は、地

域住民や利用者、事業者、関係機関から成る名寄

市地域公共交通会議を設置し、この報告書を参考

に新たな公共交通システムや現行バスの効率的な

運行体系について議論をいただき、これからの名

寄市の公共交通のあり方について合意形成を図っ

ていきたいと考えています。

また、地域のニーズに応じた公共交通の施策の

一環として、路線バス下多寄線において地域住民

の皆さんと協議する中で、２１年度と２２年度に

乗り合いタクシーによる実証運行試験を実施し、

乗り合いタクシーの導入の有効性について検証を

行っていきたいと考えていますので、よろしくお

願いしたいと思います。

続きまして、（５）の交流活動の推進について

答弁いたします。さっぽろ名寄会は札幌市２び近

郊に居住する名寄出身者やゆかりのある人たちと

の親睦と交流を図ることが目的で、昭和５２年９

月に設立され、現在の８３名の会員を擁し、親睦

会や旅行会など中心に活動しているところであり

ます。この間ＹＣＳＡＫＣＩソーラン祭りには北

鼓友なよろに対しての激励、また名寄市の節目節

目の行事にはふるさと訪問を企画するなど、名寄

市へのかかわりに対しても大切にしていただいて

いるところであります。このたびふるさと納税制

度に対しまして中島会長にＰＲをお願いしたとこ

ろ、この趣旨に御理解をいただき、会員の皆さん

に積極的に呼びかけていただきました。おかげさ

まで６名の会員から御寄附をいただきました。ふ

るさとに対して応援の気持ちが伝わり、本当にあ

りがたく感じているところであります。ことしの

２月２０日に定期総会が盛会裏に開催されました。

その中で名寄市を広く紹介するとともに、本市の
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発展に貢献していただく目的で、市長からさっぽ

ろ名寄会の代表である蒲郁次郎顧問、中島昭男会

長に名寄ふるさと大使を委嘱させていただきまし

た。このようにさっぽろ名寄会の皆様には多くの

ことで御支援、御協力をいただいております。今

後も会の自主性を尊重しながら、積極的に名寄の

情報発信に努め、会員の皆さんから名寄市への意

見、提言などをお聞きして、交流をさらに深めて

まいりたいと考えていますので、御理解賜りたい

と思います。

以上、答弁とさせていただきました。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、教育行政〇教育部長（山内 豊君）

の（１）と（２）についてお答えをいたします。

初めに、小中学校の教育環境について、昨年４

月に策定いたしました名寄市立小中学校適正配置

計画は、学校の適正配置により将来にわたって児

童生徒の教育環境や教育内容を可能な限り充実し、

保障していこうとするものです。子供たちにとっ

て基本的な教育環境である学級や学校の規模につ

いては、２０人から３０人程度が望ましい規模と

しております。また、学級数、学校規模について

は小学校、中学校ともに６学級から１２学級程度、

児童生徒数３６０人程度を望ましい規模としてご

ざいます。これは、クラスがえによる児童生徒の

教育指導上の効果、教職員配置定数基準に基づく

教職員数の確保などの観点からも望ましい教育環

境が実現できるものと言えます。名寄市街地区で

は、小学校は１２学級を維持できる規模を基本と

して、５校から４校体制に向けた方向性を示し、

統廃合や通学区域の変更を行い、再編を進めるこ

ととしており、中学校は９学級を維持できる規模

を基本として２校体制を維持することとしてござ

います。風連市街地区では、小学校は６学級を維

持できる規模を基本とし、中学校は３学級を維持

できる規模を基本とし、それぞれ１校の配置とし

てございます。郊外農村地区小学校２び中学校に

ついては、児童生徒数の減少と欠学年の発生など

学習環境の変化が見込まれる状況において、地域

の実情に応じて統廃合を含めた検討を初め再編を

進めることとしてございます。

具体的な学校の適正配置の進め方として、対象

となる学校についての個別の実施計画を保護者や

地域住民の皆さんの意見や要望を踏まえ、共通理

解を得て策定することとしております。実施計画

の策定後は、保護者、地域住民、学校の代表者な

どによる（仮称）統合準備協議会を設置し、共通

理解の上に立って統廃合に係る諸課題の解決を図

り、実施していくことになります。また、学校の

再編とあわせて学校施設の耐震化や施設整備につ

いても検討しなければならないことから、平成２

０年度は耐震化事業の優先順位などを定めた名寄

市立小中学校耐震化計画を策定したところでござ

います。今後は、児童生徒数の将来推計や学校の

さらなる状況把握に努め、具体的な適正配置の実

施時期に関する検討を進めてまいります。

次に、高等学校の環境についてお答えをいたし

ます。平成１９年９月に北海道教育委員会が決定

いたしました平成２０年度から平成２２年度の公

立高等学校配置計画により、名寄市においては少

子化による中学校た業者数の減少、募集定員に対

する欠員状況などにより、風連高校は平成２０年

度から募集停止、平成２２年３月閉校予定、名寄

農業高校は平成２１年度から募集停止、平成２３

年３月閉校予定、名寄光凌高校を母体校として名

寄農業高校と再編、統合して平成２１年度に名寄

産業高校を設置することとなり、名寄市において

は４校から２校に、１０間口から８間口に再編さ

れる結果となりました。名寄農業高校の学校施設

は、本年４月に開校する名寄産業高校の産業キャ

ンパスとして活用され、平成２１年度２び平成２

２年度は名寄農業高等学校と名寄産業高校の２校

が並存し、学校施設を共同で活用することとなり

ます。風連高校２び名寄農業高校の閉校に伴い、

高校の教職員数が削減されることとなります。特

に名寄産業高校では、酪農科学科が中心となって
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学ぶ産業キャンパスの産業教育施設設備や農場施

設の維持管理に係る影響が懸念されているところ

でございます。

また、公立高等学校配置計画による中学校た業

者数の将来推計では、平成２１年の上川北学区内

中た者数は５５５名で、平成２０年と平較して１

１５名の減少となってございます。平成２２年で

は、６０４名と前年平４９名の１となります。各

年間の１減はあるものの、今後も中た者の減少は

継続し、公立高等学校配置計画に影響があるもの

と推測されます。地域における高等学校教育につ

いて、学習環境の充実、職業教育のあり方や農業

の担い手の育成、開かれた学校づくりなど地域の

課題に即して引き続き道教委に対して要望等を実

施し、よりよい教育環境の充実を図ってまいりた

いと考えております。

以上、私から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）

（３）、大学の教育環境についてお答えさせてい

ただきます。

初めに、地域との連携を深めることができたの

かということでありますが、地域との連携、社会

貢献に大学として組織的に取り組むために、地域

交流センターを設置し、道北地域研究所とも連携

する中で取り組みを進めてきているところでござ

います。具体的には、公的機関における各種審議

会等の委員としての地域への参画、教育研究のテ

ーマとしての地域課題への取り組み、公開講座や

講演会の取り組みなど教員の専門知識、専門技術

を地域社会に還元することに積極的に努め、一定

の評価をいただいているところでございます。今

後も地域とともに歩む大学としての役割を果たす

ために、できるだけ地域の要請にこたえて地域貢

献活動に参加、支援、協力を行ってまいりたいと

思います。

次に、大学の魅力づくり２び産学官の連携とま

ちづくりについてでございます。平成１８年４月

の開学以来、保健、医療、福祉の分野で活躍でき

る幅広い職業人の育成に努めておりますが、平成

２２年３月には最初のた業生が巣立ちます。大学

の真価が問われるのはた業生を出してからと言わ

れており、１期生の国家試験の合格率２び就職状

況が今後の大学運営に大きく作用することと思わ

れますので、本学の特色である少人数教育の実践

を生かし、社会で活躍できる人材づくりをしっか

りと行っていくことが魅力ある大学づくりにつな

がるものと考えております。大学を取り巻く環境

は、１８歳人口の減少により今や進学率が５０１

を超えて、大学全入時代を迎えております。しっ

かりとした教育研究水準の向上に努め、学生の皆

さんから名寄市立大学に入ってよかったと思われ

るような地域とともに歩む大学づくりに努めてま

いりたいと考えているところでございます。

産学官連携活動といたしましては、経済産業局

の支援を受けての地元企業とタイアップしたアス

パラ残渣を活用し、付加価値の高い新たな商品開

発を目指す共同研究や地元の素材を生かしての農

業関連ビジネスの創設に向けた取り組みなどを行

ってきてございます。また、平成１８年４月より

名寄農業高校、学校給食センターとの食育をテー

マとした高大官連携事業を進めてきておりますが、

この活動が内閣府発行の食育白書で取り上げられ、

評価を得ているところでございます。このような

地域の特性を生かした取り組みを進めていくこと

が地域の活性化につながり、今後のまちづくりに

とっても大切であると考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

順序が逆になること〇１４番（渡辺正尚議員）

をお許しください。中心街振興施策について伺い

ます。

おっしゃっていることはわかりますが、中心街

の特性や現状を調べる必要があると思います。調

べたことがあるのかを伺います。

それと、中心市街地の問題点と課題については
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どのようなものなのかをお知らせください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

現況検証、調査等〇経済部長（手間本 剛君）

を行ったことがあるかということでございますけ

れども、商工会議所ではこれまで空き地、空き店

舗の調査、それから交通量の調査、それから買い

物動向調査、経営者動向調査、それから若手後継

者の調査、さらには店舗等改修意向調査などを行

っております。これらにつきましては、商店街の

現況について今後最新の状況ということで調査を

重ねてしていくものというふうに思っております

けれども、こういった状況を共有しながら、今後

中心街の活性化に向けてのデータに生かしていき

たいというふうな思いをしているところでござい

ます。

それから、影響、課題はというお尋ねでござい

ますけれども、今回の中心市街地活性化の部分の

取り組みの中でいろんな教訓、課題、問題点等を

共有することができました。そんな中では、まち

の中を散策、調査をさせていただきましたし、そ

んな意見交換の中では何といいましても今課題と

いうのは経営者が高齢化しているということでご

ざいます。さらには、後継がスムーズになされて

いないのではないかというふうなことでございま

す。それから、若手の後継者がいま一つ気持ちが

踏ん切れない状況にもあるのかなと、こんなよう

な問題が出てまいりましたので、今後これらにつ

いて大きなテーマになるのかなというふうな押さ

えをさせていただいているところでございます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、中心市街地活〇１４番（渡辺正尚議員）

性化の基本的な方針がないとだめだと思いますが、

お考えがあればお知らせください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回基本計画の策〇経済部長（手間本 剛君）

定で、先ほど申し上げましたように多くの教訓、

問題点等を認識をさせていただいております。検

証、検討して蓄積財産として今後しっかりとした

生かし方をしていかなければならないものという

ふうに思っているところでございます。とりわけ

商業に関する地域の振興計画を立てて共有すべき

というふうに認識を持っておりますが、これらに

ついてはまた関係者に呼びかけ、働きかけをして

いって、各階層の方々のお話等がフランクにでき

るような場づくり、そういった形の中で中心街の

振興に役立つ、そういった計画をしっかりと持つ

べきでないのかというふうなことを今回改めて再

認識させていただいたところでございます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

進めてください。〇１４番（渡辺正尚議員）

次に、観光の振興策について伺います。先日７

日の土曜日に剣淵町で「２００８かみかわ地域

「虹のネットワーク」情報交流会」というのがあ

り、私も参加しました。私は、第３分科会だった

のですが、上川北部で上川管内イベントスタンプ

ラリーと題して事業計画案を作成しました。実施

場所は、和寒から美深までです。事業目的は、上

川管内に広く足を運んでもらえるように連携して

いく。事業内容は、実施場所のイベントに参加し、

スタンプを集めると地元の特産品が当たるように

する。数年で実施し、一時期のみ、１カ所にのみ

集中しないように対処する。それと、ツアーで取

り組めるような内容をつくる。さらに、雑誌にス

タンプラリー用紙を入れてもらい、広く宣伝する

となりましたが、これを聞いてどう思いましたか。

お答えください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話がありまし〇経済部長（手間本 剛君）

た分につきましては、地方新聞の記事、３月１０

日付で剣淵で開かれた「虹のネットワーク」の情

報交流会を開催したということで目にさせていた

だきました。この広域における連携というのは、

古くて新しいテーマだというふうに思っておりま

すが、従来は道北観光連盟、幌加内を含めた広域

の中での観光連携をしておりましたし、また上川

北部の中で今お話ありましたようにそこに住まわ
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れている方々の熱い思いがそういった虹のネット

ワーク、ネットワーク化されているのだろうとい

うようなことで受けとめさせていただいておりま

す。

それから、一方、道の駅をオープンしたときに

その道の駅の点在する市町村の連携というお話も

ありましたし、さらには天塩川の流域にあるなと

いうようなことで天塩を加えたこういう連携とい

うものも今模索をしているところでございます。

いずれにいたしましても、この２次補正の中で高

速料金が ０００円で乗れるというようなことも

制度の中にあるわけですから、こういったものも

認識しながら、ぜひこちらのほうに足を運んでい

ただける、そういったようなステージづくり、キ

ャンパスづくりをきちっとしていかなければなら

ぬなと、そんな思いをしているところでございま

す。また、お知恵をおかりしますし、御協力をお

願いをしたいと思っております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

観光は広く連携して〇１４番（渡辺正尚議員）

したらいいと思う。名寄が中心となってすればい

いと思います。

事業計画の予算書案もつくりましたので、ここ

で紹介させていただきます。収入の部は、負担金

として７観光協会から５万円ずついただいて３５

万円です。支出の部は、景品代として２０万円。

内容は、プレゼント用と宣伝誘導用で、あとは消

耗品ほか１５万円。内容は、スタンプ用紙、スタ

ンプ本体、用紙印刷代ほかです。このような事業

計画案ができましたが、この話を聞いてどう思い

ましたか。お答えください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

率直に申し上げま〇経済部長（手間本 剛君）

して、今私の気持ちの中にありますのは、昨年４

月２０日の日にオープンをさせてもらいました道

の駅、これが大変多くの方々に御利用いただいて

おりますし、利用ばかりにとどまらないで、情報

をしっかりと発信しているのではないかというふ

うに私は思っております。２年目になりますもの

ですから、その道の駅を一つの場として、さらに

大きく情報発信をしていきたいし、その名寄、地

域特性をもっともっとアピールしていくというよ

うなことができるなと、こんなような思いをして

おります。そういう意味からすると、今お話あり

ましたようにスタンプラリーもそういった一環の

中に入ってくるのかなと思っておりますから、今

後またお互いに連絡をとり合いながら、協調しな

がら、より一層交流人口の拡大に向けて力を注い

でいきたいなと、こんな思いをしておりますので、

御理解をいただきたいと思っております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、広域ネットワ〇１４番（渡辺正尚議員）

ークは必要だと感じておりますが、この名寄市が

中心となって連携を推し進めていかなければなら

ないと感じておりますが、お考えがあればお答え

ください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども答弁の中〇経済部長（手間本 剛君）

でお話をさせていただきました。そのまち、まち

の地域特性がネットワーク化されて、皆さん方に

そこの部分が情報として共有できたら、皆さん方

も大変いいのではないかというふうに思っており

ます。白井先生の提言にもありましたように、そ

んな提案にも私どもは注視しながら、これから広

域ネットワークは避けて通れないし、それらにつ

いては連携をとりながら進めていきたいというふ

うな考え方を持っておりますので、これからもお

力添えをいただきたいなと、こういうふうに思っ

ております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

次に、総合交通体系〇１４番（渡辺正尚議員）

について伺います。

私もかかわっておりますが、現状を考えると市

民は何に困っているかということです。私の住ん

でいる町内会もそうですが、御高齢者には交通手

段が大切です。高齢の方がドア・ツー・ドアで外
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出が便利になることによって、外出が多くなるこ

とによって中心街のにぎわいにもつながりますし、

実験は賛成ですけれども、推し進めてください。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

多くの過疎地域に〇総務部長（佐々木雅之君）

おける公共交通機関というのは、ＪＲが一部廃線

になったり、そうするとバスが代替で走っていた

りしていますが、なかなかバス路線については過

疎化の進む地域の中では時代の流れとともに使い

づらくなっているのが現状かと思っています。そ

の片一方で、お客さんを余り運べないでバスだけ

が運行していて、行政がそれに支援をしているの

も現実であります。そういう観点から、今回下多

寄線の路線を使いまして２１年度につきましては

１１月に運行実施をしてみたいなと。夏場の部分

と冬場の分の運行が違うのではないかということ

も含めまして、２２年度につきましては１２月か

ら１月ということで、ちょっと期間をずらして住

民ニーズがどのように動くかも検証しながら取り

進めていきたいと思っていますので、それで結果

的には相乗りタクシーがうまくいくかどうか、そ

の辺についてもきっちり検証をして進めていきた

いと思っております。よろしくお願いいたします。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

次に、教育行政につ〇１４番（渡辺正尚議員）

いて伺います。

教育長にお伺いしますが、小中学校の再編計画

はいつごろ実施されようとしているのでしょうか、

お答えください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの御答弁にもご〇教育長（藤原 忠君）

ざいましたように、向こう９年間ぐらいになりま

しょうか、もう平成２０年度過ぎておりますので。

向こう９年間ぐらいに名寄地区の小中学校の再編

に具体的に取り組ませていただくと。そして、次

には１０年をスパンにして風連地区あるいは農村

郊外地区についても具体的に進めさせていただく

というのが基本的な考えであります。しかし、そ

の中で郊外農村地区については、その都度欠学年

とか、その他の地域情勢に応じて検討していくと

いうふうになっておりますので、それについては

かなり流動的な要素があるのではないかなと、こ

んなふうに考えております。

もう一つは、施設整備の計画がございますので、

耐震化計画、これについて優先度順位ができまし

たので、これを参考にしながら、ひとまず名寄地

区の小中学校の統廃合について検討してまいりた

いと、こう思っております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

それと、高等学校の〇１４番（渡辺正尚議員）

環境は今のままでいけないと思いますが、それに

ついてもお答えください。

昔は、上川第５学区といいましたが、そのころ

は道教委の言いなりで十分な議論ができる環境で

はなかったように感じられました。そのことを理

解していない藤原教育長では、私は心配でなりま

せん。そのことを申し上げて、私の質問を終わり

ます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ちょっと質問の趣旨が〇教育長（藤原 忠君）

十分理解はできなかったのでございますが、今回

風連高校が閉校になること、それからもう一つは

名寄地区において名寄農業高校と名寄工業高校が

統廃合されて新しい名寄産業高校が誕生するとい

うことについての私の考えということでございま

しょうか。風連高校につきましては、先ほどの答

弁の中にもございましたように、やはり生徒数の

少数化による閉校ということで、一定程度地域の

理解も得ているところでありますが、名寄産業高

校につきましては今年度生徒募集をした結果、平

成２１年度の応募者が極めて少なかったと。この

辺あたりは、私自身も危機感を持っているところ

であります。３月、今月の下旬には２次募集もご

ざいますので、まだ最終確定ということではござ

いませんが、余り多くの子供たちが応募するとい

うのは考えにくい状況ですので、こういう欠員の
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まま推移するのではないかと。ただ、期待として

は来年の中た者は北学区でもことしより４９名１

の予定でございます。もう一つは、やはりそれぞ

れの関係者の努力、名寄市の努力なども含めて、

生徒募集にさらに力を入れていかなければならな

い、こんなことを考えております。

以上で渡辺正尚議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時５７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 大 石 健 二

署名議員 川 村 正 彦


