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平成２４年第２回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年６月１３日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２０名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１６番 谷 内 司 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 手 間 本 剛 君
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ただいまの出席議員数〇議長（黒井 徹議員）

は２０名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

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、

４番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

行政情報の周知のあり方について外２件を、東

千春議員。

おはようございます。〇１９番（東 千春議員）

議長より御指名をいただきましたので、通告に従

い発言をさせていただきます。

行政への市民参加、協働のまちづくりを進める

上では、行政の情報を正確に市民に伝えることが

重要であります。市民に意見を聞くときにも正し

い情報に基づくことが基本であります。市民には、

さまざまな情報に対するニーズはありますが、伝

えたい情報はなかなか伝わらないという難しさも

一方あるわけであります。ここが知恵の絞りどこ

ろではないかと思っております。名寄市は、さま

ざまな手段を駆使しながら情報提供を行っており

ますが、よりよい周知のあり方についてお伺いを

いたします。

広報なよろは、毎月多くの行政情報を市民に正

確に伝える役割を果たしております。したがいま

して、特に指摘をすべきという点はありませんが、

より市民が関心を持ってページをめくりたくなる

ような広報なよろづくりに向けて、どのような点

に心がけておられるのかお伺いをいたします。ま

た、特集記事に対する考え方があればお知らせを

いただきたいと思います。

２点目、名寄市のポータルサイトで日々の情報

内容のチェック、時間の経過とともに変更したほ

うがよい点などの点検はどのようにされているの

かお知らせをいただきたいと思います。また、イ

ベントカレンダーをもう少し有効に使う方法はな

いのか、考えをお知らせいただきたいと思います。

３点目、名寄市は行政情報のメール情報配信サ

ービスを行っておりますが、どの程度の利用があ

るのかお知らせをいただきたいと思います。また、

他市の例ではフェースブックやツイッターを利用

した行政情報の提供を積極的に行っている自治体

もありますが、それらのツールの有効利用につい

てどのようにお考えかお知らせいただきたいと思

います。

４点目、出前トークは行政情報を市民に知って

もらう大切な方法の一つだと思いますが、近年の

利用状況の推移と利用促進の考え方についてお知

らせいただきたいと思います。

５点目、タイムリーな情報提供を求める場合に

は、報道機関や市内のＦＭラジオ放送が有効では

ないかと思います。新聞記事掲載等では、まず正

確な情報を各社にお知らせをする必要があると思

いますが、どのようなことに留意をされておられ

るでしょうか。また、ＦＭラジオ放送で市内聴取

困難地域への対応で進捗があればお知らせをいた

だきたいと思います。

大項目の２点目、案内看板の考え方についてお

伺いいたします。近年の名寄市では、以前には発

想ができなかったような観光や交流人口による経

済効果が期待できる環境が整いつつあるのではな

いかと思います。それを有効に活用するためには、

物的、人的なホスピタリティーの考えが必要にな

ってくると思います。まず、名寄の中で目的地に

到達するまでに気持ちよく来ていただきたい。そ

れには、見やすくわかりやすい道の案内板が必要

だと思います。そこで、目的地までのルートを想

定した案内板の設置が必要であり、その決め方と
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点検について考え方をお知らせいただきたいと思

います。

２点目、初めて行く目的地をわかりやすく案内

する場合には、特に大きな道に面していない場合

などは一定の配慮が必要ではないかと思いますが、

考え方をお知らせいただきたいと思います。また、

今設置されている道路の案内板は比較的新しいも

のが多いわけですけれども、（仮称）市民ホール

や（仮称）複合交通センター、天文台など新しい

施設への対応はどのようにお考えかお知らせいた

だきたいと思います。

大項目の３点目、（仮称）市民ホールを核とす

る芸術文化の振興について。市民から期待される

（仮称）市民ホールの設計について、理事者の考

えがおおむねまとまり、市民にもその経過報告が

行われました。これらを受けて少しずつ実感がわ

いてきたのではないでしょうか。建物は、完成後

使いやすい設計であることが求められますが、同

時に大切なのはソフトであります。市民に親しま

れて使うことができる仕組みづくりや制度設計を

準備する必要があるのではないかと思います。芸

術文化の振興は、活発な市民活動の振興とともに、

心の豊かさをはぐくみ、生活の質の向上を図るた

めには欠かすことができないものであります。そ

こで、（仮称）市民ホールを核とする自主事業と

して年間どの程度の予算を考えておられるのか、

また事業運営は民間委託を考えておられるようで

すが、年間事業を組むときに市民の意向をどのよ

うに反映する考えをお持ちなのかお知らせいただ

きたいと思います。

さらに、名寄市の自主事業以外に市民が一般市

民を対象として主催する高い芸術文化の提供を行

うような事業には、どのような対応をお考えかお

知らせいただきたいと思います。また、それらを

行う団体等の育成についての考えをお知らせいた

だきたいと思います。

２点目、文化振興条例の制定については今まで

も議論がございましたが、名寄市民にとって守る

べき歴史、伝統や望ましい文化活動、また目指す

文化的なまちづくりなどについて（仮称）市民ホ

ールの建設とあわせて、この際明らかにして市民

と認識を共有することもよいのではないかと思い

ますけれども、考えをお知らせいただきたいと思

います。

以上でこの場の質問を終わります。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇総務部長（扇谷茂幸君）

東議員から大項目３点にわたる質問をいただきま

した。大項目１は私から、大項目２は営業戦略室

長から、大項目３につきましては教育部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いをいたしま

す。

まず、行政情報の周知のあり方についての広報

なよろについてのお答えであります。広報なよろ

につきましては、行政情報を市民に周知する上で

の最も重要かつ効果的な事業と考えておりまして、

必要な情報を的確かつわかりやすく、さらには市

民に関心を持っていただける紙面づくりに努めて

いるところであります。具体的には、平成１９年

に実施をした市民アンケート調査や平成２２年に

行いました庁議、部次長アンケートによる検討結

果、さらには内部検討を踏まえ、記事の精査、文

字の大きさ、行間、レイアウト、写真の活用、余

白を生かした紙面構成の工夫等を行っているとこ

ろであります。

また、特集記事につきましては、市民の関心事

や詳細を知らせるべき事項等を中心に取り上げて

おり、現在は市内の小中学校を紹介するスクール

インフォメーションや主要な計画や公共施設等を

取り上げております。６月号からは、オール名寄

の体制づくりに必要な情報として、名寄市観光振

興計画を掲載しているところです。広報の対象者

は非常に広範でありますが、今後とも市民ニーズ

を把握しながら、紙面づくりの工夫や的確な特集

記事等のテーマ設定などに取り組んでまいります。

次に、名寄市のホームページについてでありま
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すが、ポータルサイトの記事の掲載は各部署の担

当者が作成、所属長が内容の妥当性や正確性など

をチェックし、さらに情報システム担当が名寄市

ポータルサイトコンテンツ作成ガイドラインに沿

ったつくり方がされているかチェックをした上、

公開をしております。また、掲載情報の内容は常

に新しいものでなければ正確な情報とは言えない

ことから、掲載部署に常にチェックを実施しても

らい、古い情報がいつまでも掲載されることがな

いよう努めております。

ポータルサイトのトップページに掲載をしてい

るイベントカレンダーについては、カレンダー内

に表示された項目を選択するとその詳しい内容が

表示をされる仕組みで、平成２１年１０月のポー

タルサイト全面リニューアルを機に公開をしてお

ります。このイベントカレンダー機能の有効活用

と利用促進を図ることにつきましては、この５月

に職員の情報提供能力向上を図ることとあわせて、

ポータルサイトコンテンツ作成講習会を開催をし

ております。この場で改めてイベントカレンダー

への行事の催し物の登録方法及びさらなる活用の

必要性について再認識をし、原課での工夫を促し

ております。また、情報システム担当者による情

報公開事前チェックでは、カレンダー登録の有無

などもチェックし、未登録の場合は個別に指導す

るなど今後とも機能を十分に活用できるよう努め

てまいります。

続きまして、インターネットの利用方法につい

てであります。平成２３年１０月から開始をしま

した名寄市メール情報配信サービスは、不審者出

現に関する情報、災害に関する情報、インフルエ

ンザ等の感染症に関する情報、その他緊急性を持

った行政情報をインターネットメールや携帯電話

メールを活用し、速やかに情報を提供するサービ

スです。情報配信を希望するジャンルとメールア

ドレスは事前に登録をしてもらい、本年６月末日

現在で１２６名の方が登録をされることになって

おります。サービス開始以来、昨年度不審者出現

に関する情報を２回、インフルエンザに関する情

報を１回配信をしております。

インターネット交流サイトであるフェースブッ

クやツイッターは、全世界で多くの利用者を有し

ております。日本でも個人の交流や情報収集ツー

ルとして企業や政府関係機関、自治体においては

情報提供の一手段としてホームページと併用し、

活用されるようになってきております。当市にお

きましては、昨年度庁内で実施をしましたゼロ予

算事業の職員提案で、こうした情報ツールを活用

し、積極的な情報の発信と受信を行ってはどうか

という提案がありました。これを受けまして関係

部署で協議をした結果、行政としてふさわしい運

用及び指針の策定など諸条件が整えば活用は可能

と判断をしておりまして、検討を進めることとし

ております。既に営業戦略室では、主に観光情報

をフェースブックにおいて発信している、こんな

事例もありますから、この検証も進めながら全庁

的な条件整備を図りたいと考えております。

次に、出前トークについてでありますが、出前

トークにつきましては市の職員が直接市民のとこ

ろにお伺いをし、市民の知りたい行政情報や制度

の仕組みなどにつきまして説明、意見交換するこ

とを目的に実施し、近年の利用実績は平成２１年

度５回、延べ１４６名の方が参加、平成２２年度

１０回、延べ２８４名の方が参加、平成２３年度

１９回、延べ５４６名の方の参加と利用回数、利

用人数とも増加傾向にあります。メニューにつき

ましても今年１つメニューを追加をしまして、３

８のメニューとなっておりまして、メニューのな

い内容につきましても担当課と協議をし、希望に

おこたえをしているところであります。出前トー

クは、テーマを絞り、双方向の情報交換が可能な

貴重な事業と考えておりますので、今後とも市民

ニーズに適したメニューの拡充と市民周知を通じ、

出前トーク事業の充実を図ってまいります。

次に、民間の報道機関等との連携についてであ

ります。報道機関との連携につきましては、市内
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外への情報提供手段として非常に重要と考えてお

りまして、今後も記事情報の提供でありますとか、

取材等への協力を積極的に行ってまいりたいと考

えております。質問がございました記事提供の留

意点につきましては、紙ベースでの情報提供や事

業内容に精通した者が取材を受けるなど、適正な

情報提供に努めているところです。

また、エフエムなよろの難視聴地域解消につき

ましては、市としましても災害時の放送について

の防災協定を締結をしていることから、協議を継

続をしているところであります。難視聴地域解消

に当たりましては、アンテナの場所や高さ、また

出力の増強など考えられますが、アンテナにつき

ましては適地の選定に向けて現地調査を進めてお

りまして、また出力の増強につきましては認可を

受けたコミュニティー放送局の例なども参考にエ

フエムなよろと協議を進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の２、案内看板の考え方について、小項目の１、

案内するルートの考え方についてお答えいたしま

す。

名寄市観光振興計画の中でも市内外のお客様を

受け入れる基盤として、円滑な案内や誘導はその

受け入れ地域としてホスピタリティー度があらわ

れると述べています。訪問者にとってわかりやす

い案内表示をするためには、その訪問者の視点で

検討することが必要です。これらのことを考慮し、

多面的な視点による意見を聴取することが重要と

なってまいります。その具体的な取り組みとして、

市内各施設の案内などに尽力いただいています観

光ボランティアの方々の視点から見た表示、また

改めて市民の訪問者の目線で現在の表示で各資源

に誘導することができるかなどを検証する地域資

源市民モニターツアー事業を通じて得られた意見

を参考として、名寄市観光交流振興協議会及び庁

内各部署と連携を図りながら、適正な案内板の整

備、さらには市として統一した案内ルートの確立

に取り組んでまいります。

また、各事業による意見の聴取などを行ってい

く中で、案内板に表示されている表示内容が不適

格な誘導が判明した場合は、スピーディーに案内

板設置機関と協議し、その是正に努めてまいりま

す。

次に、小項目の２、わかりやすい案内板のあり

方についてをお答えいたします。名寄市を訪れる

人が初めて訪れる場所へわかりやすく案内するた

めには、国道、道道など大きな道路に面している

場合には比較的案内板が設置されておりますが、

市道などの比較的小さな道路には案内板の設置は

十分とは言えない状況であります。また、新しい

公共施設などが建設された場合、今ある案内板へ

の追加表示や新たな案内板の設置が必要となって

まいります。多くのお客様を呼び込む新しい公共

施設の案内板の対応は、国道、道道については案

内板の新設要請を適時に行うとともに、市道に設

置する場合は施設の稼働時期や案内の工夫などを

関係部署と協議をしながら、案内板の設置を進め

てまいります。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３、（仮称）市民ホールを核とする芸術文化

の振興についてお答えをいたします。

まず、小項目１、ソフト事業の考え方でござい

ます。（仮称）市民ホールのソフト事業の考え方

につきまして、教育委員会では生涯学習課が中心

となり、平成２１年度より舞台芸術劇場実行委員

会を組織をして、これまでさまざまな文化芸術事

業に取り組んでまいりました。具体的には、平成

２１年には文化庁の地域文化芸術振興プランの指

定で演劇、吹奏楽、人形劇、ゴスペル、ダンス、

阿波踊り、音楽のワークショップと発表会、また

プロによる人形劇講演を行いました。同じく平成

２２年度には、財団法人地域創造や北海道文化財
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団、さらには財団法人自治総合センターの宝くじ

文化公演を実施をいたしました。２３年度は、当

市と交流がございます東京都杉並区の区立杉並芸

術会館、座・高円寺制作の公演、また有希マヌエ

ラ・ヤンケバイオリンリサイタルをリサイタル実

行委員会と共催をして実施してまいりました。本

年度も９月に米倉斉加年氏主催の劇団海流座によ

る公演を計画をしており、事業実施につきまして

は各種助成や支援策とあわせて実行委員会に市の

補助金を支出してきております。今後も舞台芸術

にとらわれないさまざまなジャンルの芸術鑑賞の

機会を市民に提供していく考えでおりますが、市

民ホールの完成後の大ホールの舞台を利用した事

業につきましては、維持管理費とあわせて文化ホ

ール建設基金を有効に活用しながら、年間相当数

の事業を実施し、芸術文化事業を推進する考えで

おり、今後の財政計画とともに調整を図りながら

進めてまいります。

（仮称）市民ホールの管理運営につきましては、

隣接する市民文化センターと一体的な管理運営を

することとして、市の直営による管理運営となり

ますが、ホール部分の運営に関する事業の一部は

民間への業務委託する考えであります。委託分野

の一つである文化芸術事業の実施につきましては、

今までの舞台芸術劇場実行委員会を発展的に拡大、

継承した組織を想定をしております。その中心的

な役割を委託業者が担うものと考えております。

その継承組織は、文化芸術関係者はもとより文化

協会、音楽、芸術、演劇関連団体や個人など広範

な分野の市民と委託業者などで構成をし、自主事

業などの企画と実施に当たります。委託業者には、

アートマネジメント機能を持たせ、それらの意見

を取りまとめ、年間の事業計画を立てて事業を実

施していける組織となるように協議を進めてまい

りたいと思います。

市民が行います文化芸術事業への支援につきま

しては、現在社会教育団体などが公共施設を利用

する場合、減免としておりますけれども、（仮

称）市民ホールも同様に適用させ、活動の支援を

図ることとし、また１００人から３００人の規模

で大ホールを利用する場合、通路側の前席側の利

用だけの施設使用料を設定するなど、いわゆる市

民の草の根文化を育てる支援を行う考えでおりま

す。また、各文化団体などの事業に対して、共催

等による支援策は引き続き行うことと考えており

ます。

次に、小項目２、文化振興条例の制定について

でございます。これまで当市では、新名寄市総合

計画の中で心豊かな人と文化をはぐくむまちづく

りを基本目標の一つとして掲げ、文化振興条例の

制定を実施計画事業として取り上げてまいりまし

た。あわせて平成２０年度にスタートした名寄市

社会教育中期計画の中でも推進方策として文化振

興条例の制定を位置づけてまいりました。北海道

内での条例の制定状況を見ると、数は少ないわけ

ですが、近隣自治体では士別市が平成１７年に制

定をしており、ほかには旭川市、苫小牧市、釧路

市、函館市など中核都市での制定が見受けられま

す。いずれも文化芸術振興についての基本理念や

行政と市民の役割について条文化をされておりま

す。当市でもこれまで若干の議論はございました

けれども、条例制定までには至っておりません。

今までの社会教育中期計画において、地域文化の

継承と創造を推進するため、主要施策を定め、市

民の文化活動の奨励や支援、芸術文化鑑賞の機会

の拡充、文化芸術に関する交流や環境の整備及び

文化財の保護など文化振興に努めてはまいりまし

た。平成２６年秋には、（仮称）市民ホールの開

館が予定されていることから、議員も御指摘のと

おり市民の文化芸術に対する意識も一層高まって

くるものと考えております。このため、文化芸術

を通じて市民生活に心の潤いと地域文化の継承と

創造をより一層高めるために、本年度策定いたし

ます社会教育中期計画の策定作業の中で文化及び

芸術の振興条例制定の是非について検討していき

たいと考えております。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をい〇１９番（東 千春議員）

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

と思います。順番にお伺いをしていきたいという

ふうに思います。

まず、行政情報の周知のあり方についての部分

の広報なよろについてからお伺いをしたいと思い

ます。今までアンケートをされたりとか、庁内の

議論が平成２２年にあって、その中で内容、レイ

アウト等について協議をされたという答弁をいた

だきました。そういったところで特徴的な変更点

ですとか、そういった部分があればお知らせをい

ただきたいなと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御質問いただきま〇総務部長（扇谷茂幸君）

したが、回答する前に１点私のほうの答弁で訂正

がございまして、メールの配信サービス、これ６

月末日現在でということで１２６名というお話を

させていただきました。５月末日の数字でありま

して、申しわけございません。訂正をよろしくお

願いしたいと思います。

今御質問ありましたアンケート、特徴的な意見

ということでありますが、１つは紙面の見やすさ

が多くの市民の皆さんからも指摘をされておりま

す。例えば文字の大きさでありますとか、それか

ら写真をもっと入れてほしいでありますとか、そ

れから構成、文字の置き方を含めてやはりどなた

でも見やすい広報紙をというのが一番御希望、御

意見の多かったところでありまして、庁内のアン

ケートにおきましてもおおむね同様の意見があり

まして、文字のポイントを大きくしたり、写真の

レイアウトを大きくして、ある意味子供からお年

寄りまで見やすい紙面づくりということでの御意

見が多うございましたので、そういったことに現

在取り組んでいるというところであります。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

この質問を考える際〇１９番（東 千春議員）

に、私も最近の広報なよろと５年ぐらい前の広報

なよろと１０年ぐらい前の広報なよろをつらつら

と比較をしながら見てみました。部長が答弁をし

ていただくように、確かに見やすくなったのかな

と。文字は大きくなったのかな、レイアウトを工

夫されているのかなという点とやっぱり情報量が

多くなったのかなというふうに思います。特にお

知らせ欄ですとか、そういった細かな行政情報は

１０年前よりも多くなっているのかなというふう

に私は感じたところであります。市民の皆さんか

らも見やすさであるとか、そういった意見が多く

寄せられたようでありまして、確かにその部分は

反映されているのかなというふうに私も感じると

ころであります。

一方、広報なよろの基本的な役割をでは考えて

みたいなというふうに思います。確かにその役割

というのは、１つあるなというふうに思います。

行政情報を正しく的確にお知らせするということ

とやはり行政として、名寄市として市民に何を訴

えたいのか、こうしてほしいであるとか、名寄の

まちがこうなればいいなとかというメッセージを

もう少し色濃くさせてもいいのかなというふうに

思っております。それが私は特集ではないのかな

というふうに思っておりまして、そこら辺がもう

少し強く押し出してもいい部分ではないのかなと

いうふうに思っておりますけれども、そこら辺の

部分について内部での協議等ございましたら、お

知らせをいただきたいなと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

まさに御指摘いただ〇総務部長（扇谷茂幸君）

きましたとおり、非常に情報量が多くなっており

ます。この間さまざまな情報公開含めて対応して

おりまして、紙ベースで唯一私どもの考え方含め

てお知らせをする手段としての役割が非常に大き

くなっておりまして、そういう意味では盛りだく

さんの内容になっています。この間原課から上が

ってくる情報も実は以前に比べまして非常に多く

なっているという現状もありまして、どうしても

平成２４年６月１３日（水曜日）第２回６月定例会・第３号



－82－

平成２４年６月１３日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

それを詰め込むというようなことが１つありまし

て、それが先行しているということでありまして、

特集におきましても一定程度配慮はしております

けれども、なかなか紙面の中で私たちの考え含め

てしっかりしたメッセージを出せているかという

御指摘になりますと、１００％そうとは言い切れ

ない部分もありまして、まさにそこのところが課

題となっております。情報の出しようのあり方に

つきましては、ホームページ等の活用含めてさま

ざま総合的な手段をもってこれまで対応している

ところでありますので、なかなか広報だけにすべ

て任せるということには現実なりませんので、今

後ともその活用方法含めて、さまざまなツールの

活用も含めてぜひ改善に向けて取り組んでいきた

いと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

もう一つ、昔の広報と、あとよその自治体の広

報もホームページ、インターネットなんかで検索

をしながらのぞいてみたところがあるのですけれ

ども、例えば市民活動で先進的なまちづくりに対

して、積極的な活動をしているといったものを紹

介している自治体もありました。こういったこと

は、市民との協働のまちづくりということを考え

ると、市民の皆さんにこういうことをやってくれ

るとすごくいいよねということのアピールにもな

るかなというふうに思います。目的とするところ

は、行政情報をしっかりと出すという部分が１つ

と、やっぱりさらにもう一つの部分は市民との協

働をどういうふうにつくっていくのかという部分

の役割を広報なよろにももう少し担わせてもいい

のかなというふうに思っております。そういった

部分からもぜひこれからの特集記事の部分に期待

をしておきたいなというふうに思うのと、やっぱ

り紙面が限られるわけです、きっと。金額的な面

もあわせて制約があるのかなというふうに思いま

すけれども、お知らせする内容のポイントを大き

くしてほしいという市民ニーズがあるのはなるほ

どなと思いますけれども、なるべく字数を節約を

するだとか、そして少しずつ余白をつくっていき

ながら、でも特集記事を織り込んででいくだとか、

あるいは若干お金がかかるかもしれませんけれど

も、ページの増刷をするだとか、そういったこと

も考えられないかなというふうに思いますけれど

も、そこら辺の考えについて答弁をいただきたい

と思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

紙面のいわゆる使い〇総務部長（扇谷茂幸君）

方含めて、これまでもさまざまな検討加えてきた

経過がございますので、日々これと決めて現状構

成はされているという部分も否めないところでは

ありますけれども、ここのところは改善すべきと

ころはしっかり改善をしていくということを含め

て、ぜひ検討していきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いなと思います。

では、次名寄市のポータルサイトについてお伺

いしたいなというふうに思います。ちょうど私が

質問を考えたころのイベントカレンダーは余り使

われておりませんで、ここ最近だったでしょうか、

かなりいろんな情報が載るようになってきて、よ

かったなというふうに思っております。各部との

連携を図りながらこれからも進めていきたいとい

うふうな答弁をいただいたわけなのですけれども、

大分載ってきましたけれども、これからルールを

つくりながらそういったカレンダーをつくってい

かれようとするのですけれども、もう少し具体的

に進捗、どのようにされていこうとされるのか、

考えがあればちょっとお伺いをしたいなというふ

うに思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

原課でさまざまな情〇総務部長（扇谷茂幸君）

報を持っていまして、これはホームページにアッ

プをしていくという作業をこれまでも続けており
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ましたけれども、なかなかホームページの構成上、

情報が的確に市民の皆さんに周知をされていない

と。ここのところは、イベントカレンダーをしっ

かり使って、一番見やすい画面を使って情報にす

んなり入っていけるような仕組みということで、

まさに取り組みは進められてきておりましたけれ

ども、なかなか原課のほうで十分に時間を持ちな

がら、いろんな考えを持ちながらイベントカレン

ダーを使ってきたということがちょっと足りなか

ったのではないかと。こんな反省含めてこの５月

に改めて職員研修をさせていただいたということ

であります。これですぐすべてが改善をされて一

歩でも二歩でも進んでいくということの期待はあ

りますけれども、やはりイベントカレンダーの中

からどんどん入っていってしっかりわかりやすい

情報になっているかというのも含めて、原課の取

り組みが重要なポイントになっていくのだと思い

ます。そこのところのいわゆる仕組みづくり、な

れも含めて、やはり原課にはもう少しいろんな形

で頑張っていただきたいという思いも含めての講

習会でありました。これは、一回に終わらせるこ

となく、今後のイベントカレンダーの中身を含め

て、情報の出し方総体になりますけれども、しっ

かり職員の中でお互いに共通の認識を持ちながら、

ぜひ対応は常に進めていきたいというふうに考え

ております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

私以前にどこで発言したかちょっと忘れました

けれども、名寄のまちの中でいろんなイベントが

ある場合に１カ所にアクセスをすると大体そこで

全部わかるぞというふうなものが将来的にあった

らいいねというふうな発言をさせていただきまし

た。その中の行政情報というのは大切なツールで

ありまして、ここがまず第一歩としてしっかりと

取り組んでいただけることが望ましいのかなとい

うふうに思っております。そういったことによっ

て市が主催するイベントなんかに対しても、市民

がこういうのがあったのか、ではちょっと参加し

てみようだとかというのが促進されるのかなとい

うふうに思っております。

さらには、最終的に目指したいなと思うのは、

市民の中のイベント、例えばこれから行われるで

あろう（仮称）市民ホールで行われるようなイベ

ントであるとか、そういったものの情報も一つの

カレンダーの中で的確に市民に対してお知らせす

るということによって、市民活動が活発化したり

だとか、イベントの集客人数がふえたりだとか、

ひいてはよそのまちからそれはアクセスをして、

では名寄に行ってみようだとか、そういった効果

もあらわれてくるのではないのかなというふうに

思いますけれども、将来的に私はそこを目指した

らいかがかなというふうに思いますけれども、そ

こら辺の考えについてちょっとお知らせをいただ

ければと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

市のホームページ上〇総務部長（扇谷茂幸君）

の扱いですとか、それぞれ懸案に基づいて現在運

用しているという実態がございまして、一定程度

画面に張りつけをしながらリンクできるような、

そんな仕組みは常時持っているわけですが、民間

の方のいわゆる活動情報を私どもが受けて、私ど

もが情報を発信をするのか、直接民間の方と共通

できるような、そんな中身も含めてホームページ

上で対応できるのか、さまざまな考え方があろう

と思いますので、いずれにしろ今後観光振興計画

を含めてさまざまな取り組みがこれからなされま

す。それは、一方私どもの役割もありますし、当

然民間との協働の役割もあるということで、やは

りそこのところのお互い共通できるような情報の

扱いをどうするかというのは今後の課題になって

くると思いますので、そこのところはぜひいい方

法を含めてちょっと検討してまいりたいと考えて

おります。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）
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よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

多分駅横に（仮称）複合交通センターができて、

そこに観光まちづくり協会が入るということは、

観光情報であるとか、そういった市内のさまざま

な情報がそこには集まってくるのかなというふう

に思っておりますので、そういったところと連携、

タイアップをしながら、市民にわかりやすい情報

の提供というのを心がけていっていただければス

ムーズにいくのかなというふうにも思っておりま

すので、今後協議をよろしくお願いしたいなとい

うふうに思います。

次、インターネットを利用した部分なのですけ

れども、これは職員の皆さんのゼロ予算事業とい

うことでも提案があったというふうな答弁をいた

だきました。これは、今までやっておられる情報

配信サービスとは若干方向が違うというのは、双

方向のやりとりができるというのがフェースブッ

クの利点であるのかなというふうにも思っており

ます。それと、登録が簡単だというのも一つのメ

リットかなというふうに思っております。それと、

比較的詳細が明らかというか、発信をする人が名

前がちゃんと記載されているだとか、そういった

ことから余り荒れた内容にならないで双方向の意

見のやりとりもできるのかなというふうにも思っ

ております。前向きな答弁も若干いただきました

けれども、今は営業戦略室の皆さんがこれ戦略室

としてやっているという、戦略室の皆さんが個人

的にやっておられるという雰囲気なのかな、違う

かなというふうに思っておりますけれども、そう

いう一つの組織としてこのツールを利用して情報

配信をしていこうというふうなお考えがあるのか

どうなのか、ちょっとお知らせをいただきたいな

と思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

昨年の１１月に職員〇副市長（佐々木雅之君）

提案がありまして、内容的には市としては積極的

に進めるべきものだという認識を持っております。

ただ、つい最近の北海道新聞にも載っておりまし

たけれども、行政情報の場合につきましては、特

に私たちの考えているのは観光振興情報の関係に

つきましては、かなり名寄市にとって、どなたが

書いても道民の皆さん、それから日本全国の人方

に対しまして洗練されたというか、好ましい情報

がどんどん、どんどん露出をしていって、その輪

がどんどん、どんどん広がっていくすばらしい効

果が持てるものだなというふうには考えています

けれども、例えば民間企業でも道新に書かれてい

ましたように、本来個人的な問題であるとか個人

の意見が公の意見としてツイッターされるという

のも懸念材料としてありました。ただ、市長が積

極的に進めています観光振興、名寄市のイメージ

アップも含めて、職員がさまざまな考え方も含め

ていい情報を提供しましょうという部分について

は全然異論なかったのですけれども、市の職員は

個人情報も見ることができまして、政策形成の過

程のものであってもあたかも決まったごとき自分

の意見を言ってしまうという懸念も実はありまし

た。そういうことも含めて、方向性としては積極

的に活用をしようと。多くの職員がそれに参画を

していこうということについては共通認識を持っ

ていますけれども、具体的にどのように提供でき

る情報の正確性とか、名寄市としての考え方とし

て規制するというか、規制というよりは正しい情

報にするためのチェック機能というのがいかよう

にできるのかなと。ここは、民間企業のほうでも

相当苦慮されているという部分が出ておりました

ので、同じような感覚をやはり民間といっても公

共といっても持っているのだと。この辺の解決に

ついて、しっかり営業戦略の関係についてはどな

たが書いても皆さん方に正しい喜んでもらえる情

報をどんどんＰＲしていきたいというふうに考え

ていますので、それの実証の中で一定の検証をし

ながら、今後の取り扱いについてできるだけ活用

する方向で作業を進めてまいりたいなというふう

に考えています。
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東議員。〇議長（黒井 徹議員）

観光情報の提供とい〇１９番（東 千春議員）

うのは、答弁いただいたように適時やっていただ

きたいなというふうに思います。後でも出てきま

す例えば市民ホールができたときに、そういった

イベント情報をお知らせするというのもこれから

そういったツールを利用してやることも可能かな

というふうにも思います。間違いのない情報の提

供ということを心がけながら、さらに積極的な情

報の提供ということで今後とも心がけていただけ

ればと思います。

ＦＭのアンテナについて答弁をいただきまして、

視聴できない地域がやっぱりあるということで、

そういった解消に向けてアンテナの位置などを今

調査をされているという答弁をいただきました。

これにつきましては、やはり防災という観点から、

一定程度全体的に聞けるというものが望ましいな

というふうに思います。名寄市が最も想定をしな

ければいけないのは、地震はないとは言えません

けれども、やはり水害なのかなというふうに思っ

ておりまして、水害ということは、雨がだっと降

るということは外でスピーカーを鳴らしてお知ら

せしても多分聞こえないだろうということが想定

される。だから、多分こういうラジオ局なんかが

最も適しているのかなというふうにも思いますの

で、そこら辺今調査をされているということです

ので、できればそういった問題が解消されるよう

に、早期にいい案が出てくるように望んでおきた

いと思います。よろしくお願いしたいと思います。

次、看板について質問をさせていただきたいと

思います。市内の看板の中で正しく、必ずしも正

確でない部分のものについては早期に修正をした

いというふうな答弁をいただきましたので、そこ

ら辺はぜひよろしくお願いをしたいと思います。

若干質問させていただきたいと思いますけれど

も、やはり目的地を訪れる際に気持ちよく来てい

ただきたいという観点から、例えば日進地区に行

きますと、きたすばるという案内の看板が手づく

りも含めてさまざま余り大きくない看板が複数掲

げられております。それでもやっぱり道間違えた

という方の意見を若干聞くわけであります。そこ

ら辺もできれば解消していただきたいなというふ

うに思うのと、例えば天文台なんかの場合ですと

訪れるお客さんが必ずしも昼とは限らないわけで

して、そういった場合に星を見る場合には暗い中

で看板を探してこなくてはいけないという中では、

夜光塗料を使うだとか、そういった細かい配慮も

これからあってもいいのかなと思いますけれども、

そこら辺の考えについてお知らせをいただきたい

と思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘ありま〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

したように、これ私どもも気がつかなかった点が

何点か議員からのお話の中でありました。サンピ

ラーパークに行く御案内一つでも、例えば日進橋

を渡って少し行ったら右に看板が出ていますよと

いうふうに御案内をしていたようなのです、これ

は観光ホスピタリティーやっておられる皆さんが。

意外に手前から回ってしまうという方がいるとい

うことは、私どもとしてはもう全くそうなのかと

いうのが実は驚きでした。しかし、案内の仕方と

いうのは非常に難しいし、適宜に看板をつけると

いうことの難しさというのがわかりました。それ

と、今御指摘の天文台の看板ですけれども、夜間

をという面では私たち余り想定していなくて、御

指摘ありましたように夜光塗料だとか、そういっ

た工夫をぜひさせていただきたいと思います。す

ぐすぐ常設的にできなければ、随時多少の間は手

づくり看板とかといったことで、将来的にはそう

いう方向に持っていきたいというふうに考えてお

ります。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひよろしくお願い〇１９番（東 千春議員）

したいと思います。

あと、案内看板を設置をする場合に国とか道の

支柱を使わせていただいて名寄市の案内看板を立
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てる場合と名寄市の独自で立てる場合との両方あ

るというふうに思うのですけれども、この辺に何

か規制だとか決まりだとかきっとあると思うので

すけれども、そこら辺について少し教えていただ

きたいと思うのと……まず済みません。ちょっと

よろしくお願いします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

国、道の国道、〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

道道については、ちょっと詳しくは私どもも承知

しておりませんが、制限はあると思っています。

しかし、国道や道道についてはある程度国や道の

負担で実施できるというふうに聞いておりますし、

あと多少市道に関連しても一部国、道での負担が

あるというふうに聞いております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。そう〇１９番（東 千春議員）

いった補助金なんかも有効に活用しながら、冒頭

質問させていただいた趣旨を御理解いただきまし

て、わかりやすい案内をしていただきたいなとい

うふうに求めておきたいなというふうに思います。

それと、ぜひひとつここに行こうという目的を

持って、例えば文化センターに行こうという目的

を持って南から車で走ってきてみる。北から走っ

てきてみる。そうするといろんなことがわかると

思いますので、ぜひ一度そういった作業をしてい

ただいて、まちの中で一回検証していただきたい

なというふうに思いますけれども、そこら辺お願

いできますかどうか、ちょっとお伺いしたいと思

います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

案内板の設置について〇副市長（久保和幸君）

は、議員御指摘のとおり工夫をしなければいけな

いところがたくさんございますので、検証させて

いただきたいと思います。今御質問のありました

看板の位置がどこが適当かということについては、

実質的に現場を関係の部署で回らせていただくな

どしまして、図上に図示してみて全体としての配

置がどうかということを考えさせていただきたい

と思いますので、この点お答えをさせていただき

ます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いした〇１９番（東 千春議員）

いと思います。

それでは、市民ホールについてお伺いをしたい

と思います。これからいろんな事業展開をされて

いく中で、まず大切なのはどこにどういうふうな

情報があるのかというふうな情報収集が必要かな

というふうに思いますけれども、それをこれから

どのようにされていこうとされているのかお伺い

をしたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

新ホールの開館後、〇教育部長（鈴木邦輝君）

各種事業につきましては全国的な規模のもの、も

しくは全道的な規模のものがございます。これら

につきましてアンテナを高くして計画的に事業と

して導入するということは、とても大切なことと

考えてございます。先ほど答弁にもございました

けれども、平成２１年度から名寄市で行っており

ます舞台芸術劇場実行委員会の中では、主に全国

的な組織としては財団法人地域創造であるとか、

自治総合センター等の助成事業を活用しておりま

すし、道内的には北海道文化財団または北海道公

立学校教職員互助会等の支援策を有効に活用して

おります。これらにつきましては、今まで教育行

政の中での情報の発信の中からとらまえてきたも

のでありますけれども、新しいホールができた場

合には市民を巻き込んだ形でのいろいろな文化事

業創造の組織がつくられる予定でありますので、

そういった民間の方々の情報収集についてもアン

テナを高くしたいと考えております。また、もう

一つは、近隣の施設等が先行していろいろな事業

を実施しておりますので、そういったところと連

携をして、各種の事業について導入をしていきた

いと考えております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま答弁をいた〇１９番（東 千春議員）
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だいた中で、各種団体からの補助メニューがある

のだよということ、１回目の答弁でもいただいた

わけなのですけれども、そこら辺の有効活用とい

うのはやはりかなり重要になってくるのかなとい

うふうに思いますけれども、ぜひそこら辺の情報

収集をしっかりされて、いいイベントをどんどん

やっていただきたいなというふうに思います。

それと、もう一つ、民間の皆さんが自主的にや

る場合に企画が受け付けをしておりますまちづく

り推進事業、上限２０万円という制度も利用は可

能かなというふうにも思いますけれども、そうい

った部分の枠もあるわけでして、そこら辺で民間

がやる場合に対するそういうふうな新たな何か方

策というのをお考えなのかお知らせをいただきた

いと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

御質問の部分につき〇教育部長（鈴木邦輝君）

ましては、ホール開館後は委託業者の方にマネジ

メント機能を生かして活用していただくというこ

とを考えておりますけれども、現在議員御指摘の

ように大規模な実施事業がまず１つあります。も

う一つは、草の根の市民の方々の実施事業があり

ます。大きな事業と、それから中小規模の事業と

を組み合わせて事業を実施されるということを考

えておりますし、また現在名寄市では総務課所管

で芸術文化の振興事業の助成事業がございます。

まちづくり推進事業助成制度でございます。これ

の中に文化、スポーツ振興に関します事業が含ま

れておりますけれども、新しいホールができた場

合、利用団体を対象とした助成事業等も設立され

る予定を考えておりますので、目的が重複する可

能性等もありますので、今後これらの制度の整理、

見直しも含めて検討をする必要があると考えてお

ります。まず、基本は市民の方が使いやすい支援、

助成の仕組みをつくり上げることが大切と考えて

ございます。

以上で東千春議員の質〇議長（黒井 徹議員）

問を終わります。

生活、公施設に影響する課題対応について外３

件を、佐々木寿議員。

ただいま議長より〇１１番（佐々木 寿議員）

御指名と発言の許可を得ましたので、通告順に従

いまして、質問をしてまいります。

質問に先立ちまして、このたびの三笠宮寛仁親

王殿下の御薨去に謹んでみたまの御平安をお祈り

申し上げたいと思います。

さて、質問の第１点目でございますが、市民の

公施設に影響する課題対応について伺いたいと思

います。政府と北海道電力が今夏の電力需給対策

で、北海道では７％節減を要請する方針を固めま

した。また、全国の電力会社とガス会社は、原油

や天然ガスの価格上昇に伴い、７月の料金の引き

上げを考えております。ガソリンなど燃料価格が

高どまりしている状況を踏まえ、行政としてどの

ような対応をしていこうとするのか見解を伺いま

す。これにつきましては、さきの佐藤靖議員と重

複すると思いますけれども、御答弁をよろしくお

願い申し上げます。

初めに、計画停電の対応についてでございます

が、残された時間は少ないわけであります。早急

に有効な節電対策に取り組まなければならないと

考えるところであり、それぞれの電力受給元に対

する協力を求めるべきだと考えております。原発

が停止している現状では、節電対策はやむを得な

い、避けて通れない状況にあるわけであります。

節電対策の見解を伺います。

次に、電気料金値上げに対する対応について伺

います。東京電力以外の電力会社で値上げの動き

はないと報道されておりますが、北電は１９８１

年を最後に値上げを行っておりません。また、全

原発停止が続くと各会社とも燃料費負担で赤字が

膨らみ、値上げは避けられなくなるとの見方が根

強い状況にあるわけであります。電気料金値上げ

についての対応、見解について伺います。

次に、燃料価格上昇に対する対応について伺い

ます。ガソリンなど燃料価格は高どまりで推移し
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ています。この状況は、販売する側も消費者側に

とっても厳しい状況にあります。まして多量に消

費する施設等については、さらに深刻な事態にな

ると考えますが、対策について伺います。

２点目は、観光事業について伺います。名寄市

観光振興計画が策定され、播種期が２４年度から

スタートし、実践で進めるときが参りました。そ

こで、大会、イベント開催時のホスピタリティー

について伺います。大会、イベントに地方から来

名した選手やスタッフ、観客、来賓、メディアを

迎えるに当たって、計画でもホスピタリティーが

重要であることがうたわれております。これは、

大会の最高の試合環境をつくることはもとよりで

ありますが、イベントでも同じように内も外も盛

り上がることが望まれるわけであります。このこ

とが名寄の印象に大きく影響されると思われます

が、どのように取り組まれようとしているのか伺

います。特に本年度も恒例的に予定されている大

会、イベントに対し、具体的にはどのように取り

組みを考えているのか伺いたいと思います。

次に、ふん害防止等環境美化に対する意識の高

揚について伺います。来名者に対するホスピタリ

ティーとして、まずきれいな環境でお迎えするこ

とが肝要であります。以前より広報等で市民に協

力を求めているところでありますが、いまだに飼

い犬等のふん及び尿の処理についての苦情を聞き

ます。これは、飼い主のマナーの徹底を強烈に進

めるべきときが来ていると考えますが、見解を伺

います。さらに、強化を図るためには環境美化の

推進に関する条例も考慮すべきだと考えますが、

見解を伺います。

次に、希望する車ナンバー、ナンバープレート

の取り組みについて伺います。国土交通省が３月

２６日から４月２４日まで、国民の声を反映すべ

くパブリックコメントとして意見募集を行い、中

間取りまとめについて公表いたしました。希望ナ

ンバー制の導入や地域観光振興などの観点から、

御当地ナンバーも視野に入れているということで

あります。名寄としても知名度アップや名寄住民

としての連帯意識の高揚のためにも将来に向け前

向きに検討すべきと考えますが、見解を伺います。

３点目は、防災対策についてです。初めに、大

学との災害連携について伺います。一時避難所、

防災ヘリの離着場、支援物資の集積場、避難所へ

の学生ボランティア派遣、あるいはボランティア

センターを運営、在留外国人向けに通訳ボランテ

ィア、意識啓発のための防災関連の公開講座の開

催等々、広大なキャンパスの提供や災害に対する

ノウハウ等について支援をいただけることができ

るのならば、災害時防災、減災に大きく期待でき

るものと思われますが、見解を伺います。

次に、Ｊアラート訓練について伺います。名寄

の訓練状況はどのようになっているのか、また総

務省消防庁は５月３１日にＪアラートを導入して

いる全７１４市町村を対象に一斉訓練を実施す

ると発表いたしました。９月１２日を予定してい

るようですが、取り組みを伺います。

４点目に、教育行政について伺います。初めに、

子供たちの名前に関する小学校の漢字教育につい

て伺います。名前は、大切な個性なので、使わせ

るべきだと訴える父兄や、あるいは専門家もいる

中で、小学校で子供たちの名前に関する漢字教育

はどのようになっているのか伺います。

次に、小中学校の防災計画、防災教育について

伺います。東日本大震災後、各学校とも防災計画、

教育の見直しが求められました。計画が市町村の

防災計画そのままだったり、つくっていなかった

学校もあるなどの事例がありました。そこで、再

度チェックが求められ、真にその学校に合った防

災計画と教育であり、そして実際に役立つもので

なければ意味をなさないわけであります。そこで、

市内の小中学校の防災教育、防災計画の見直しを

行い、補強されたのか、また教える担当の教員の

有無、役割について学校管理規則等での位置づけ

はどのようになっているのか伺います。

大変失礼しました。この場での質問を終わらせ
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ていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

佐々木議員からは、〇総務部長（扇谷茂幸君）

大項目４点にわたり質問をいただきました。大項

目１と３は私から、大項目２の（１）は営業戦略

室長から、その（２）と（３）は市民部長から、

大項目４は教育部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いをいたします。

まず、生活、公の施設等に影響する課題対応に

ついての計画停電の対応についてお答えをいたし

ます。東日本大震災の発生による原子力発電所の

機能停止により、東京電力の電力供給能力が大幅

に低下したため、平成２３年３月１４日から１都

８県で計画停電が実施をされました。計画停電は、

電力需要が供給力を上回ることが予測される場合

に大規模な停電を回避するため、電力会社が事前

に用途や日時、地域を定めて電力の供給を一時停

止をするもので、実際に実施をされた地域では大

変大きな混乱を招きました。この経験から、北海

道電力は節電によって需給バランスの調整を図り、

極力計画停電を避ける方向で検討がなされており

ます。節電の協力要請につきましては、電力供給

の事業主である北海道電力が主体的に行うものと

考えますが、６月５日に開かれました上川地域電

力需給連絡会議においても節電の取り組みについ

てそれぞれ各市に要請がありまして、市としまし

ても公共施設の節電は今までも実施しているとこ

ろでありますが、さらに可能な方法を推進してい

くことはもとより、市民に対して節電の協力を求

める広報を行いまして、計画停電を回避をするよ

う努めてまいりたいと考えております。

次に、電気料金値上げに対する対応についてで

ありますが、北海道電力の発電電力量に占める原

子力の割合は、北海道電力の平成２２年度の資料

によりますと３７％にも達しているところであり

ます。現在こうした原子力発電所が稼働停止の状

態にあるため、この分を他の水力、火力等の発電

所で賄っていることとなり、とりわけ石炭、石油

の化石燃料に多く依存しているところで、発電コ

ストは上昇しているものと思われます。一方、電

気料金の決定には経済産業大臣の認可が必要とな

りまして、現在は電力会社の企業努力で原価上昇

分を吸収をしている状況にありました。表立って

の値上げの動きは承知をしておりませんが、こう

した状況が長期にわたり続いた場合には、東京電

力同様に発電コストの電気料金への転嫁が生じる

可能性も否定できません。原子力発電所の再稼働

につきましては、国の対応を含め極めて不透明で

はありますが、当面節電や省電力などの施策を進

め、電力需給における負荷の低減を図ることが必

要と考えております。

次に、燃料価格上昇に対する対応についてであ

りますが、原油価格の上昇が続く背景にはイラン

をめぐる情勢の緊迫化がありまして、イランによ

るホルムズ海峡閉鎖の憶測が先行き不安を生んで

いると伝えられております。したがいまして、投

機的要素が強く、石油需給が逼迫しているもので

はないため、供給不足はないものと判断をしてお

りますが、今後も高値水準で推移すると予測をさ

れています。日本を含む世界の景気が原油価格の

急騰により大きく悪化することは、過去の例にも

ありまして、グローバル社会においては国がとり

得る対策も乏しいのが現状であり、私ども自治体

としては石油に限らずエネルギー全般において節

約に努めることが対応策としては最善と考えると

ころであります。市では、ハイブリッド公用車の

導入でありますとか、普通自動車から軽自動車へ

の乗りかえを初め、公用自転車の活用を進めてま

いります。

続きまして、大項目３、防災対策についての大

学との災害連携についてお答えをいたします。名

寄市地域防災計画において名寄市立大学の施設は、

地震や風害等の災害時対応の避難所となっており

ます。この場合には、一時避難所、防災ヘリの離

発着場、支援物資の集積場、炊き出し施設として

十分効果的に利用ができるものと考えております。
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次に、防災ボランティアとの連携計画では、ボ

ランティアの受け入れに当たって高齢者介護や外

国人との会話能力などの技能が効果的に発揮され

るよう配慮することが必要とされており、今後名

寄市立大学の役割について、その方法や体制の検

討が課題となります。今現在大学では、東日本大

震災を教訓に私たちの災害支援のあり方について

検討すべく、昨年も多くの公開講座やシンポジウ

ムを開催をしております。特に阪神・淡路大震災

を経験し、両震災において看護師、保健師として

直接災害支援に携わられた国立保健医療科学院特

命上席主任研究官の奥田博子氏とＮＰＯ法人阪神

高齢者・障害者支援ネットワーク理事長の黒田裕

子氏の講演や東日本大震災で現地の支援活動に参

加されました陸上自衛隊名寄駐屯地隊員、北海道

警察旭川方面本部警察官、名寄市立総合病院の医

師、看護師、名寄消防署消防士の皆さんによる報

告と提言によるシンポジウムなど、大学が持つネ

ットワークを生かした取り組みが行われておりま

す。また、災害時学生ボランティアは被災地にと

って復旧、復興を行う上で重要な役割を担ってお

りまして、防災、減災において地域への支援効果、

期待は高いものがあると考えております。

次に、Ｊアラート訓練についてでありますが、

本市では平成２３年３月２２日にＪアラートを導

入をいたしましたが、これまでの訓練状況として

は平成２３年１２月１日に国が手挙げ方式で実施

をした訓練に参加をいたしました。全国では、１

１３の自治体が参加をしたということであります

が、しかしながら当市においてはこの訓練ではＪ

アラート専用端末に何らかのふぐあいが発生し、

国が送信した訓練情報を受信できず、結果として

Ｊアラートの動作確認ができませんでした。また、

このふぐあいの原因について北海道やメーカーに

問い合わせをいたしましたが、原因は不明のまま

であります。今後の取り組み状況といたしまして

は、まず本年６月２８日に実施をされます訓練に

参加をする予定で、昨年の訓練の結果を踏まえ、

当該専用端末導入業者の立ち会いのもとに実施を

する予定で準備をしております。この訓練で正常

な動作が確認できましたら、９月１２日の全国一

斉訓練におきましてエフエムなよろの緊急割り込

み装置を利用した訓練もあわせて実施をしたいと

考えております。

以上、私からの答弁といたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目２、観光事業について、小項目１、大会、イベ

ント開催時のホスピタリティーについてお答えを

いたします。

本年３月に策定いたしました名寄市観光振興計

画の中でも基本項目である交流人口増加による経

済効果の拡大を達成するため、前期５カ年に戦略

プロセスを定め、ステップ１として住民参加の体

制づくりを定めています。議員御指摘のとおり、

地域住民が大会、イベントに対し、支援及び観戦、

参加を積極的に行う気持ちを持つことができなけ

れば、本市を訪れた人も心からそれを楽しむこと

ができず、また来たいと思う気持ちも芽生えるこ

とができません。これらのことは、市全体として

どのようにホスピタリティーの心を表現するか、

さらに市民一人一人にホスピタリティーの心を持

っていただくことが重要となります。今年度の取

り組みとして、受け入れ環境整備の基本である景

観美化事業として、市民の意識を醸成することを

目的にひまわりボランティアを募集したところ、

多くの個人及び団体の方々からの応募があり、最

初の協働作業として６月２日に国道２３９号線の

大通から西４条通までの植樹帯にひまわりの種ま

き作業を行いました。当日は、約１００名の参加

があり、今後も市民の意識を醸成する事業を継続

して取り組んでまいります。

また、ホスピタリティーのスキルアップを図る

ことも重要で、それには観光交流事業の実践者を

招聘し、定期的な研修の場を確保することが必要

であり、これらを実践するには一定の財源が必要
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となります。厳しい財政状況を踏まえ、国、道の

補助事業を活用し、研修事業の導入を目指し、各

事業を申請し、財源確保に努めているところであ

ります。

さらに、名寄市でどのようにしてホスピタリテ

ィーの表現を発信していくかについては、市外か

らお越しいただく方々に歓迎の意を表するため、

また市民にイベント開催の周知機能も兼ね備えた

観光ホスピタリティー掲示看板設置の検討をして

おりました。この掲示看板は、手作業ではありま

すが、常に各大会、合宿、旅行ツアーの歓迎表示

を変えていくもので、季節ごとに表示される画面

も更新していくものです。このたび市内の団体か

らホスピタリティー掲示板の寄贈を受けることと

なり、国道４０号線沿いに設置されることになり

ました。このように名寄市観光振興計画のスター

トの年として、まずは実施可能な事業を一つ一つ

実践していき、それらを積み重ねていくことが重

要です。最初に述べました基本項目を達成するた

めの戦略プロセスとして、名寄市の魅力を支える

地域住民が積極的にまちづくりに参加し、地域に

誇りと愛着を持ち、名寄を紹介したいと思う気持

ちを醸成するステップ１を達成するため努めてま

いりたいと思います。

以上、私の答弁といたします。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目２〇市民部長（土屋幸三君）

のうち小項目２、小項目３についてお答えをさせ

ていただきます。

まず最初に、小項目２、ふん害防止と環境美化

に対する意識の高揚についてであります。ふん害

の防止についてでありますが、家庭などで飼育さ

れているペットは平成２３年度全国犬、猫推計統

計で１５４万０００頭が飼育されており、犬

は飼育世帯率が１７％、猫は１３％となって

おります。名寄市においては、犬の登録数は２４

年３月末現在で２０７頭です。猫の頭数につい

ては把握をしておりません。ペットは、生活の中

で安らぎをもたらし、心をなごませてくれる家族

の一員として大切な存在となっております。本市

におきましては、狂犬病の予防接種の実施にあわ

せ、犬、猫の正しい飼い方や飼い主へのマナーの

向上についてチラシの全戸配布、広報、ホームペ

ージ等にて市民への周知を実施しているところで

あります。しかしながら、一部飼い主のモラル、

マナーの低下や無責任さから、ふん尿の処理や放

し飼いに対する指導を市に求める声が寄せられて

いる状況もございます。今後ふん害につきまして

は、飼い主のマナーの徹底が図られ、責任意識を

高めるための手法について他市の状況を参考にし

ながら一層の啓発に取り組んでまいりたいと思っ

ております。

次に、小項目３、希望する車ナンバー、ナンバ

ープレートの取り組みについてお答えをいたしま

す。これまで御当地ナンバー制につきましては、

国土交通省が地域振興や観光振興などの観点から、

通常陸運支局などの名称を表示する自動車ナンバ

ーの地域名をそれ以外の名称も可能にする特別措

置を認め、平成１７年５月までに国への要望があ

ったものを対象とした時限的な措置として始まり

ました。平成１８年から自動車のナンバープレー

トに表示される地名について、登録自動車台数が

１０万台を超えている、住民の要望があるなどの

条件を満たした場合に新しい地域名を導入する制

度が開始され、現在全国に２０の御当地ナンバー

がございます。国土交通省において設置されたナ

ンバープレートのあり方に関する懇談会において、

今後既存制度の見直しがどこまで行われるのか検

討内容を注視していきたいと考えております。

次に、市町村における御当地ナンバーにつきま

しては、２００７年に松山市の小説「坂の上の

雲」にちなんだ雲形のナンバープレートが先駆け

となり、全国で導入が始まったところであります。

平成２４年５月時点での御当地ナンバーの導入状

況ですが、全国７５０自治体のうち１２０自治

体が導入しており、北海道では１７９自治体中、
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北見市、美瑛町、新ひだか町の３自治体が導入し

ている状況となっております。名寄市における軽

自動車税の課税対象台数は約１万０００台で、

そのうち御当地ナンバー制度を導入した際に交付

対象となる台数は７０９台です。内訳は、５０

㏄、９０㏄、１２５㏄の原動機付自転車で０４

９台、農耕用のトラクター、耕運機、フォークリ

フトなどの小型特殊自動車が６６０台となって

おります。次に、平成２１年度から平成２３年度

の３カ年平均で、単年度新規に交付しましたプレ

ート枚数は、５０㏄で７０枚、９０から１２５㏄

の原動機付自転車で３４枚、小型特殊自動車で２

１８枚となっております。

さらに、御当地ナンバー導入の際の経費であり

ますが、現在はナンバー１枚当たり約１００円の

制作費でありますが、デザインを変えると美瑛町

では従来の約４倍、北見市ではナンバープレート

をカーリングのストーンへと形状を変更したこと

から独自の型枠が必要で、その費用が約１６０万

円かかったとお聞きをいたしました。御当地ナン

バーの導入につきましては、昨年の職員提案でも

出されていましたし、既に北見市が平成２３年３

月から導入されていることもありまして、以前か

ら議論をした経過がございます。このナンバーを

取り入れることにより、軽自動車税の増収が見込

まれるものではない、多くの自治体が導入の目的

として知名度アップ、地元への愛着、まちづくり

の意識の共有などを挙げていますが、導入による

効果が判断しづらい、御当地ナンバーの交付枚数

が３カ年平均で年間３２２枚と少ない、しかも交

付枚数が多い小型特殊自動車においては、農耕用、

工場内、倉庫で使用となること、農耕用の小型特

殊自動車、原動機付自転車においては冬期間は使

用しないことからＰＲ効果が少ない等、これらの

ことから当面は御当地ナンバー導入については難

しいものと判断をしているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目の４、教育行政について答弁をさせていただ

きます。

小項目１、子供たちの名前に関する小学校の漢

字教育につきまして、学習指導要領の観点からお

答えをさせていただきます。御存じのように学習

指導要領は、全国的に一定の教育水準を確保する

などの観点から、各学校が編成する教育課程の基

準として国が学校教育法の規定に基づき各教科な

どの目標や大まかな内容を告示として定めている

ものであります。この学習指導要領には、小中学

校のすべての児童生徒に対しての指導すべき内容

が示されております。また、各学校においてはこ

の指導を十分に行った上で、個性を生かす教育を

充実する観点から、児童生徒の実態に応じて学習

指導要領に示されていない内容を加えて指導する

こともできるようになっております。

御質問につきましては、小学校学習指導要領、

国語における漢字の指導の取り扱いについてに関

するものと考えております。取り扱いには、学年

ごとに配当されている漢字は児童の学習負担に配

慮しつつ、必要に応じて当該学年以前の学年また

は当該学年以降の学年において指導することもで

きること、また当該学年より後の学年に配当され

ている漢字及びそれ以外の漢字については振り仮

名をつけるなど、児童の学習負担に配慮しつつ提

示することができることと示されております。こ

のことは、当該学年に配当されている漢字は原則

としてその学年で指導するものでありますが、必

要に応じて弾力的な取り扱いができることを示し

ております。例を申せば、第２学年の漢字の指導

の際、自転車のように自転車の自は第２学年、転

は第３学年、車は第１学年の配当漢字であり、配

当学年が異なる漢字で構成されている熟語が出て

くる場合があります。このとき第２学年であって

も必要に応じて自転車と漢字の熟語として提示し

てよいということであります。その際児童の学習

負担が過重にならないという配慮が必要であり、
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後の学年の配当漢字である転については振り仮名

をつけて自転車と提示することとなります。この

ように名前の漢字を指導する際も児童に自分の名

前の漢字を覚えたい、書けるようになりたいとい

う意欲があり、上の学年の難しい漢字であっても

書くことができるなどの力が備わっていれば、個

別に指導をして自分の名前を漢字で書けるように

してあげることが望ましいと考えます。児童の名

前には、小学校で指導されていない漢字や読み方

が用いられている場合もありますので、各小学校

においては児童一人一人の学習や生活の実態を踏

まえ、家庭と連携して児童が自分の名前を漢字で

書くことができるよう適切に支援していくことが

必要であると考えております。

次に、小項目の２、小中学校の防災計画、防災

教育についてお答えをいたします。昨年度の東日

本大震災の教訓を踏まえ、本市の各学校において

も防災教育の一層の充実を図るとともに、防災計

画の見直しが必要であるということにつきまして

は、昨年９月の議会でも指摘があったところでご

ざいます。これまで市内の各学校においては、児

童生徒の安全の確保を図るため、学校安全計画を

策定し、安全教育を推進してきております。とり

わけ防災教育では、児童生徒が自然災害等の危険

に際してみずからの命を守り抜くために、防災に

対する正しい知識を習得させるとともに、主体的

に行動する態度を育成することが重要であると考

えております。このような防災教育のねらいを達

成するために、本市の各学校では例えば理科では

地震の原因、社会では自然災害の防止、保健体育

ではけがの手当てなどについて指導をし、児童生

徒に防災教育の基礎となる知識を習得させており

ます。また、学校行事では火災や地震を想定した

避難訓練を年に１回から３回程度実施をし、児童

生徒に安全かつ迅速に行動できる態度や能力を育

成をしております。そのほか台風や吹雪など自然

災害が想定される際には、安全な行動の仕方につ

いて適宜学級での指導を行っております。

また、学校管理規則に基づき生徒指導部などの

係を中心として、全教職員の役割分担を明確にし

た学校施設の防火、防災組織をつくり、児童生徒

の避難や防護などに関する計画を定め、万が一の

災害発生に備えてはおります。東日本大震災の教

訓を生かした取り組みについては、児童生徒の防

災意識の一層の向上を図るために、昨年１１月に

北海道教育委員会が発行しました防災教育啓発資

料「学んＤＥ防災」を朝の会や帰りの会、学級活

動などで活用をしております。また、文部科学省

発行の学校防災マニュアル作成の手引を活用して、

危機管理マニュアルなどの見直しを行っておりま

すが、水害や吹雪などを含めた本市特有の自然災

害に対応する計画づくりはまだ十分に進んでいる

とは言えない状況にもございます。教育委員会と

いたしましては、今後想定されます地域の災害事

例をシミュレーションをしたり、名寄市洪水ハザ

ードマップなどを活用して、各学校が本市の災害

の状況に応じた防災計画や危機管理マニュアルな

どを作成できるよう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す。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

御答弁をいただき〇１１番（佐々木 寿議員）

ましたので、再質問させていただきます。

まず、計画停電でございますけれども、今御答

弁がありましたように電力需要が、供給を続けて

いると電気の周波数が不安定になって、それで発

電所は送電を自動的に停止するというようなふう

になってしまうと。最悪の場合には、突発的な大

規模停電につながっていくということでございま

す。札幌管区気象台では、今夏の７月、８月の平

均気温は昨年よりもならないような状況で、平年

よりやや高目だという見通しとしているわけであ

りますけれども、しかしながら計画停電の可能性

がゼロになったわけではないと思います。それで、

さきの佐藤議員の質問の御答弁の中ででも名寄市

の庁舎の中、それぞれ節電を図っているというこ
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となのですけれども、これは庁舎内での計画停電

のための時間統制とか、あるいは執務時間の変更

というものは考えておられるのでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在のところ、北電〇総務部長（扇谷茂幸君）

とそれぞれ打ち合わせをさせていただきまして、

基本的には計画停電は行わないということを前提

として、私どもも節電７％に最大限協力をしてい

くということにしておりまして、現状の体制でい

きますと、特に勤務時間の変更等伴うような対応

までは至らないだろうと。必要なしという判断を

現在のところはしております。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

今北電とも進める〇１１番（佐々木 寿議員）

といいますけれども、北電とのコンタクトという

のは例えば時間帯別の料金とか、あるいは計画停

電の実施の際の対応とか、あるいは市民に対する

周知状況とか、そういうふうな部分のコンタクト

というのは直接北電の名寄支所とはコンタクトを

とられたわけですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

そのとおりでありま〇総務部長（扇谷茂幸君）

して、北電の名寄営業所がございまして、所長さ

ん、それからお客様担当の課長さんを含めて、こ

の間数回にわたって打ち合わせをさせていただき

ました。昨日も実は所長さんおいでになりまして、

今後の対応につきまして情報交換をさせていただ

いております。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうしますと、市〇１１番（佐々木 寿議員）

民に対する周知というのはどういうふうな形で、

いつ周知をする予定でございますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

北電は、事業者とし〇総務部長（扇谷茂幸君）

て既にチラシ等をつくりまして各家庭に配布をし

ているというふうにお伺いをしております。私ど

もも電気の公共性にかんがみまして、みずから努

力は既にしておりますけれども、今後広報等、そ

れからホームページを活用しながら市民周知を図

ってまいりたいというふうには考えております。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１１番（佐々木 寿議員）

停電は、やはり市民生活あるいは公設の施設等

にも大変影響するわけであります。東日本の大震

災においては、特に命にかかわるそういう病院に

関する、医療機関、これが本当に電源等が間に合

わないという問題が多発しているのですが、名寄

市の場合は自家発電があるという御答弁でしたの

で、何とか対応できるのかなとは思っているので

すが、自家発電のない施設、あるいは停電を避け

るために努力をしたいけれども、節電には限界が

あるという、こういう施設についてはどのような

対応をしていくのですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

基本的に公共施設に〇総務部長（扇谷茂幸君）

おきまして、特に病院施設でありますとか、それ

からライフラインに係る施設につきましては、既

に申し上げておりますとおり自家発電の装置を持

っておりまして、緊急時に対応できるような体制

はとっておりますが、個別の細かい部分につきま

しては全体的に掌握はされておりませんけれども、

北電事業者も、北海道電力側もその辺は随分気に

されておりまして、それぞれ各事業所さんへの説

明でありますとか、それから個別の市民の皆さん

への対応につきましてはチラシ等を通じて、直接

事業者側に情報をいただいて個別の対応をしたい

というようなことも申し述べておりましたので、

私どももその辺につきましては北電と随時情報共

有しながら、私どもの広報においても個別の事案

についてもし不安があるとか新たな対応が必要と

の情報があれば、ぜひ受けて北電とまた相談して

対応していきたいというふうに考えております。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１１番（佐々木 寿議員）

次に、電気料金の値上げとか燃料代の代金の値

上げ、これについてはやはり財政にかかわること
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でありますので、現状をしっかりと調査をして対

応を図っていくべきだなと思っております。あと、

節電に関しては市民には、やっぱりこの間ちょっ

と報道にも出ていましたけれども、例えば１時間

早く寝ることによって節電の、電気の１００ワッ

ト、あるいはテレビの１２０ワットを１時間縮め

ることによって年間８００円ほど節約ができる

ということもあります。なるべく市民にわかりや

すいような協力を求めていったらいいと思います。

それで、きのうも佐藤議員も言っておりましたけ

れども、やはり節電を今やることによって、冬場

を含めて根づかせるといいますか、そういうもの

が大切なのではないかなと思っております。した

がいまして、ぜひ節電のことをしっかりと市民に

もわかっていただきながら、もちろん行政も前向

きに先立ってやっていただきたいなと、このよう

に思っております。

次に、観光事業についてですけれども、ホスピ

タリティーにつきましてはやはり名寄に来る観客

とか、あるいは役員、あるいはそれぞれのイベン

トに来る人に対するその競技役員とかイベントの

役員、これらの方々のその一つ一つの言葉や対応

についてもかなり名寄に対するイメージを悪くし

たり、あるいはいい印象を持ってもらったりする

わけであります。これは、よく小まめにそういう

ところも、せっかくやるイベントでありますから、

大会でありますから、その辺もみんなに協力とい

いますか、そういう意識を高揚させるというよう

なことも一言やっぱり市民にも理解していただか

なければならないのではないかと、このように思

っています。先般の憲法マラソンにも私も参加さ

せていただいたのですが、やはり有名人が来たと

きに本当にタイムの発表が遅かったり、あるいは

会場が例えば盛り上がっていない。名寄の歓迎の

標旗は何本かありましたけれども、そこに至るま

での歓迎の標旗とか、応援旗とか、やはりそうい

う市民の観戦とか、その大会を盛り上げるムード

というのは非常に大事なのだと私は思っておりま

す。したがいまして、これにつきましてはもっと

前向きに積極的に、やれることからやるというこ

となのですけれども、毎年やっていることから少

しずつやっぱり手がけていってやっていただきた

いと、こういうふうに思いますが、それについて

は何か見解ございますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

今憲法ロードレースを例〇市長（加藤剛士君）

に市民の参加と、またボランティアスタッフ等の

対応のあり方について御提言、御提案がありまし

たけれども、今回の憲法ロードレースもどちらか

というと今までは積極的に外の皆さんに御参加を

いただくという雰囲気ではなかったのかもしれま

せんけれども、たまたま御縁がありまして有森さ

んに来ていただくということになって、せっかく

なので、ではたくさんの人を集めてみようかとい

うところからスタートしたわけです。例年にない

参加者数が、５倍ぐらいになったのでしょうか。

そうしたことでさまざまな今言ったようなトラブ

ルや御不便もおかけしたのだろうということで、

これはもうしっかり反省しなければならぬと思い

ます。しかしながら、前に進んでいってこういう

反省点が見えてきたということで、私は前向きに

とらえていまして、こういう動きがたくさん出て

くることが何よりも大事であって、失敗から学ぶ

ではないですけれども、とにかく動いていってた

くさんの人に集まっていただけるような催しをし

ていく中で、走りながら学んでいくということも

大事なのかなというふうに思います。

また、冬もたくさん今回歩くスキー等の大会あ

りましたけれども、なかなかやっぱり市民の参加

ということもなかったのかなということも私なり

に反省しています。先ほどの東議員の答弁でも名

寄はいろんな広報の媒体が民間の新聞社も含めて

たくさんあるのですけれども、これをうまくやっ

ぱり有効に生かし切れていないなと。発信力がや

っぱり足りないのかなということは、反省しなけ

ればならぬのかなというふうに思います。市民の
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ボランティアの参加も含めて、そういう意識をさ

らに高めていく、また情報を発信していくという

ことに努めてまいりたいというふうに思いますの

で、議員の御指導もぜひ今後ともよろしくお願い

をいたします。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

市長みずからの御〇１１番（佐々木 寿議員）

答弁ありがとうございます。せっかく名寄に来ら

れた方のホスピタリティーの部分は、将来的にも

本当に大変だと思いますので、ぜひひとつよろし

くお願いしたいと思います。

次に、ふん害防止等の環境美化なのですけれど

も、私のところにも犬のふんとかによって憤慨し

て来ているのですけれども、そのふん害対策につ

いてちょっと伺いたいと思いますが、これは先ほ

ども条例に関しては、やはりこれまでやってもな

かなかできないというのはもうちょっと強いとこ

ろでもっと進めていかなければならないのではな

いかなと思っております。それで、一応せっかく、

例えばこの堤防沿いなんかでもかなりありまして、

あるいはいろんなたばこの吸い殻、あるいはごみ

等もまちの中歩いてもあるのですけれども、これ

は前もお話ししたのですが、やはり皆さんの、市

民の協力を求めてやらなければいけないけれども、

いまだに直らないふんあるいは尿の公害、これは

本当に真剣になって考えなければいけないという

時期だと思います。したがって、条例については

各県とも、あるいは各自治体でもかなり進めてい

るところもあるようでございますけれども、条例

に関しての関係についてはどのようなお考えでい

るのでしょうか。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいまの御質問で〇市民部長（土屋幸三君）

ありますけれども、現在北海道内でふん害等に関

して条例を設けているところが実は５市３町１村

ございます。ただ、これはふん害だけではなく、

ごみのポイ捨て、あるいは犬による危害の防止等

あわせた条例、あるいはまちをきれいにする条例

といったような中でうたっているもので、飼い主

の遵守事項であるとか、あるいは指導及び勧告が

できるといったような内容になっております。議

員おっしゃるとおり、多くは人通りの少ないとこ

ろであったり、あるいは早朝であったり、そうい

うところにいわゆるふん害が起きているわけであ

りまして、なかなか犬を、あるいは飼い主を特定

するのが難しいということでありまして、この条

例等を制定している市町村におきましても特定し

た者に対して今言いました指導及び勧告をした例

というのが実は余りないといったようなことにな

っております。今後もこういったまちをきれいに

していく環境衛生面の部分からも必要かとは存じ

ますけれども、一定程度飼い主のモラル、マナー

を、この啓発に取り組んでいく必要があろうかと

思いますし、条例を制定している市町村の状況も

参考にしてまいりたいというふうに現在のところ

考えているところでございます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういうことであ〇１１番（佐々木 寿議員）

るならば、啓発看板の設置とか、あるいは現場の

写真をもっと公開したらどうですか。ちょっと見

解を伺いたいと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

一部例えば天塩川の〇市民部長（土屋幸三君）

グラウンドゴルフ場であるとか、犬のふんについ

ての看板等が設置されているところがございます。

犬のふんは片づけましょうとか、そういった中身

のものになっていますけれども、そういったもの

の設置については、例えばこの場所によくそうい

った状況が見られるとかいった部分についてはこ

ちらも対応してまいりたいというふうに考えてお

ります。ただ、市のほうにそういった苦情等が寄

せられるのは、多くは市街地、まちの中でありま

して、看板を立てると、個人で立てている方もご

ざいますけれども、特定の場所というのがなかな

か難しいものでございますので、一定程度その辺

を勘案しながら、特定の場所があるということで
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あれば、こちらのほうもそういう対応をしてまい

りたいというふうに思っております。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ不快にならな〇１１番（佐々木 寿議員）

いような環境づくり、条例も本当に全体からの環

境美化、これについての条例も含めてでもやはり

進めていくべきではないのかなと思っております。

ぜひその辺を検討していただくことを求めておき

たいと思います。

それであと、ナンバープレートにつきましては、

やはり将来的にこれ名寄市でできるのかなとは、

可能性が何ぼかあるのではないのかなと。先ほど

余り効果がないという話でしたけれども、やっぱ

り名寄市としての連帯意識というものを図るため

にも、ぜひ将来的に進めていただきたいなと、こ

ういうふうに思っております。

あと、時間がなくなりましたので、Ｊアラート

について。その他につきましては、大学について

はそのとおりぜひ前向きに検討していただきたい、

このように思います。Ｊアラートにつきましては、

１点だけ質問しておきますが、やはり定期点検と

か、沖縄で先般やったときには電池切れだとか何

かそういうような機材等のミスがあったというこ

とでございます。それは、どのような対応をして

いるのか、その点だけ伺って、終わりたいと思い

ます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

先般北朝鮮のミサイ〇総務部長（扇谷茂幸君）

ルに関してなかなかうまく機能しなかったという

情報はいただいておりまして、ただどういった面

でどういうふぐあいがあったかという具体的な詳

細については私ども実は情報をいただいておりま

せん。しかしながら、これまでいろんな形でいわ

ゆる通信機能の問題が指摘をされておりまして、

今回改めて全国一斉の訓練も行われるということ

でありますので、具体的には私ども業者も立ち会

うということでありますから、その中でもしいろ

んな問題があれば、少し私どもも具体的な対応策

を含めてできるだろうというふうに考えておりま

すので、ぜひその訓練をくぐってから対応してま

いりたいというふうには考えております。

教育行政につきま〇１１番（佐々木 寿議員）

しては、改めてまた議論させていただきたいと思

います。ありがとうございます。

以上で佐々木寿議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

東日本大震災復興支援についてを、奥村英俊議

員。

議長から御指名をいた〇２番（奥村英俊議員）

だきましたので、東日本大震災の復興支援につい

てということで質問をさせていただきます。

最初に、震災瓦れきの受け入れについてであり

ます。昨年の１０月の道からの受け入れ検討状況

調査において不燃ごみの受け入れを回答して以降、

１２月の議会及び３月議会での議会答弁、そして

４月２７日開催の市民福祉常任委員会での報告を

経て、今議会の行政報告に至るまでの経過につい

てお知らせください。特に名寄市の対応として、

放射能汚染されたものは受け入れない、可燃物は

受け入れない、住民、議会の理解が得られないも

のは受け入れない、国、道からの支援要請があっ

た場合、農畜産物等の風評被害の有無も含めて慎

重に対応するというスタンス、また名寄市単独で

安全基準の設定は難しい、国、北海道により安全、

安心が国民、住民に理解されない限り実行は難し

いと発言した点などについて、何か変更、変化が

あったのかをお尋ねいたします。

次に、被災地、被災された方への支援について

であります。先ほどの瓦れき受け入れ以外の支援

について、この間名寄市も昨年の震災以降いろい
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ろな取り組みをされていると思います。この名寄

市の取り組みをお知らせください。

被災者、被災者家族の被災地からの避難につい

て、震災以降すぐに名寄市は住宅や一定の家財道

具を用意し、受け入れ態勢を整えていた。今でも

整えていると承知していますが、震災以降に寄せ

られたこれらに関する相談の件数と内容、また避

難されてきた方の状況、現状について支障がない

範囲でお知らせいただきたいと思います。

また、今後の取り組みの中で南相馬市の子供た

ちを受け入れるということとしていますが、その

目的と内容、今後の展開についてお考えをお知ら

せいただきたいと思います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、東日本大〇市民部長（土屋幸三君）

震災復興支援について、小項目１、震災瓦れきの

受け入れについてお答えをいたします。小項目２、

被災地、被災された方への支援についてにつきま

しては、総務部長からの答弁とさせていただきま

す。

東日本大震災による震災瓦れきに対する経過に

ついて申し上げます。昨年北海道を通して環境省

からの東日本大震災により生じた災害廃棄物の受

け入れ検討状況調査に対し、名寄市として放射能

に汚染されていない不燃ごみの埋め立てで受け入

れ最大可能量を０００トンとして報告をしてい

ました。１２月の市議会では、一部の報道から放

射能物質に汚染された廃棄物を受け入れるとの誤

解を生じたこともあり、放射能汚染の有無や風評

被害、市民や近隣市町村の理解などさまざまな問

題があり、慎重に対応したいとお答えをしたとこ

ろでございます。また、広報なよろ１２月号では、

放射性物質に汚染されたものは受け入れない、国、

道からの支援要請があった場合、農畜産物等の風

評被害の有無を含め慎重に対応するなど、名寄市

としての考え方を市民にお知らせをしたところで

ございます。３月の市議会では、奥村議員の御質

問に対し、放射能の汚染問題により全国的に受け

入れない自治体が圧倒的であり、今後国、北海道

により安全、安心が国民、住民に理解されない限

り実行は難しいとお答えをいたしました。これら

のことは、現在も変わるものではございません。

北海道としては、３月２３日付で初めて全道の

市町村長に対し、東日本大震災に起因する災害廃

棄物の広域処理への協力について要請文を出して

おります。また、４月１０日付で広域処理の受け

入れに前向きな意向を示している、または検討を

行っている市町村に対し、広域処理に係る調査票

の提出依頼がありましたが、名寄市としては現在

提出しておりません。行政報告でも述べましたと

おり、この間放射能濃度に対する安全基準やその

処理、管理体制等の是非については有識者の中で

も意見が分かれるところであり、多くの住民から

安全性の検証や広域処理に対する批判があり、風

評被害が与える影響等に対しても不安を抱いてい

るのが現状であります。繰り返しになりますが、

名寄市としましては最終処分場の受け入れ可能量

を報告していたのみであり、この間市に寄せられ

た多数の御意見と全国、道内の状況等を確認をし

てきたところであります。この５月には、環境省

から災害廃棄物の広域処理の安全性について情報

提供があり、道からは市町村長からの照会に対し、

災害廃棄物の広域処理に関する質疑応答として回

答されています。しかしながら、放射性物質によ

る汚染に対する懸念等が十分に払拭されていると

は言いがたい状況であります。名寄市といたしま

しては、現状として受け入れる状況ではないと判

断をしているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、被災地、〇総務部長（扇谷茂幸君）

被災された方への支援についてお答えをいたしま

す。

まず、人的支援につきましては、医療救護班の

派遣、上川北部緊急消防援助隊の派遣、さらに自
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治体スクラム支援会議における南相馬市への復興

支援に一般職員を派遣いたしました。また、物的

及び金銭的支援につきましては、見舞金や義援金

を初め真空パック毛布や給水用ポリ袋等の防災資

機材及び市民から提供いただいた文房具や乾めん

等の支援物資、また被災地区出身の名寄市立大学

生への授業料減免や被災企業などへの市税納期限

の延長などがあります。さらに、被災者や自主避

難者の受け入れ支援につきましては、相談体制を

整え、緊急避難用入居可能住宅を用意し、被災者

等の受け入れとその生活支援のための家財道具や

備品の確保などを行い、取り組みを行っておりま

す。

次に、相談件数と内容、避難されてきた方々の

状況、現状についてお答えをいたします。相談件

数は１５世帯、４４名ほどになりますが、そのう

ち１１世帯、３４名ほどが福島県内で被災され、

放射能の脅威により道北にいる親戚を頼っての一

時的な避難についての相談であり、名寄市での居

住の受け入れ態勢や避難している間の就職に係る

相談などでした。他の４世帯、１０人ほどになり

ますが、宮城県、岩手県、茨城県で被災された方

で、同様に被災後に親戚を頼って一時避難を行っ

た場合の名寄市の受け入れ態勢に係る相談であり

ました。これらの相談された方のうち、１１世帯

の方々が実際に名寄に来られ、大半の方は被災地

がある程度落ちつくまで親戚などの家に滞在し、

その後東北などに戻られておりますが、一部の方

は現在も市営住宅、道営住宅に居住をされており、

必要に応じ被災地の情報等を提供させていただい

ております。

次に、南相馬市の子供たちを受け入れることに

ついてであります。目的は、スクラム支援会議に

伴う南相馬市への支援事業の一環として夏休み期

間中の放射能ストレスを解消するための環境提供

と本市との交流促進となっており、その内容は７

月２１日から２９日までの日程で小学生、５年生、

６年生の計４０人の子供たちを受け入れ、市内観

光、プール、名農キャンパスでのバターづくり、

自衛隊の見学、星空観測、クワガタとりなどとへ

っちゃＬＡＮＤによる自然体験学習に参加し、名

寄の子供たちとの交流を図ることとなっておりま

す。また、現在のところ南相馬市のＦＭ局とエフ

エムなよろが相互に子供たちの声を届けることや

名寄産業高校ではバターづくりの指導を行ってい

ただくなど、市内の企業、団体等の協力を得るこ

とで調整を行っております。現在南相馬市には、

参加者を募っていただくようパンフ等を送付して

おり、７月上旬には参加人数が確定される予定と

なっております。今後の展開についてであります

が、南相馬市はいまだ除染が進んでいない地域も

あることから、当市での子供たちの受け入れにつ

きましてはスクラム支援の一環として次年度以降

も継続していく方向で検討を進めたいと考えてお

ります。

以上、答弁といたします。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をいただ〇２番（奥村英俊議員）

きました。最初に、瓦れきの受け入れの関係です

けれども、現状では受け入れは難しいというふう

なことだったというふうに思います。そこで、も

ともと最初のアンケートに答えた中身で、当初受

け入れ報告書のほうに報告をしていた放射能汚染

物のない不燃物というのはどんなものを想定をし

ていたのでしょうか。また、それを仮に受け入れ

るとすれば、その後のいろんな法的な決まりの中

では自治体同士の合意、協定ですか、契約ですか、

があって初めて受け入れるということになるよう

ですけれども、そういった放射能汚染のない不燃

物というのはどこの自治体にどれだけあるのか、

把握されているのかどうかお伺いしたいと思いま

す。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

放射能汚染のない不〇市民部長（土屋幸三君）

燃物ということでございますけれども、名寄市の

ほうで想定をしておりましたのは割れたガラス、
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陶器、小型家電、鉄くずなどでございます。いわ

ゆる焼却灰については想定をしておりませんでし

た。

また、御質問にありました被災地の瓦れきの量

でございますけれども、これにつきましては瓦れ

きの推計量あるいは今までに処理された量等々に

つきましては、国のほうから不定期ではあります

けれども、通知が来ているところでございます。

自治体同士の協定あるいは契約等によってやる

ということでございますけれども、これにつきま

しては受け入れ市町村の組み合わせなり調整につ

きましてはそれぞれの事情がございます。例えば

焼却場を持っているのか持っていないのか、ある

いは処分場の埋め立て量がどのぐらいあるのか等

々を勘案をいたしまして、当該市町村の意向を受

け、道が調整を行うということにしているところ

でございます。

以上です。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今放射能汚染のない不〇２番（奥村英俊議員）

燃物ということで何点かありましたけれども、そ

の後のいろんな報道などでいくと、そうした汚染

されていない不燃物というのは現地で再利用とい

う方向が出されているのではないかというふうに

思います。また、全体的な量についても当初の推

計より広域で処理をお願いする分が相当減った。

新聞によると、当初より３分の１ぐらいになった

という報道もあったかというふうに思います。そ

ういう意味では、あえて名寄市が、当初市長の思

いということについて言えば理解はできる部分あ

りますけれども、具体の受け入れについてという

ことになると、現状でいくと現地でのそういった

利用も含めて、この名寄に持ってくるということ

はなかなかないのではないかというふうに思いま

すけれども、その辺についてはどうでしょうか。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

今おっしゃられたと〇市民部長（土屋幸三君）

おり、いろいろ現地、被災地での災害処理という

のが一定程度遅い歩みではありますが、進んでき

ているところもあります。また、実は３２カ所と

記憶しておりますが、岩手県内で３２カ所の焼却

場を建設するというのが現在６カ所か７カ所しか

まだできていないと。これが全部できてくれば、

また瓦れきの処理も進むというようなことも聞い

ているところでございます。当初の瓦れきの量が

０００万トンあるといったものにつきましては、

大方４割ぐらい量として減ってきたと。ただ、岩

手県においてはふえているという状況があります。

これは、被災した家屋、半壊とか、そういった家

屋をやはり住めなくなると、使い物にならなくな

るということで全部壊すといったような処理をす

る家屋がふえまして、岩手県では若干ふえている

と。逆に宮城県では減っているというようなこと

で、トータルしまして大体４割方減っているとい

うような情報もございます。そういった中では、

今議員のおっしゃったとおりあえて遠隔地であり

ます場所において処理するのが妥当かどうかとい

った部分については疑義のあるところであります

けれども、やはりそれにしましても全体的な部分

でいえば早期復興に向けて早く処理をしたいとい

うところもありまして、国のほうでは広域処理を

進めているといいますか、要請をしているところ

であります。ただ、名寄市の立場といたしまして

は、先ほど言いました諸問題、これらが解決され

ていないというところで、受け入れについては難

しいと判断をしているところでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今部長のほうからもあ〇２番（奥村英俊議員）

りましたように、もし受け入れをするとなると相

当な距離の運搬をしなければならない、そういっ

たことが出てくると思います。そういった費用に

ついて国が全部持つということにはなっています

けれども、これもみんなの税金を使って推し進め

ることであります。あえてこの遠いところにそう

いった運賃をかけて処理を進めていくというより

は、やはり近いところから順番にそういうことを
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進めていただいて、例えば名寄に持ってくること

としたときに係るお金については別なほうにやっ

ぱり使うとか、そういったことを国はすべきだと

いうふうに思いますし、名寄市としてもそういっ

た考えに立つべきではないかというふうに思いま

す。いずれにしても、放射能にかかわる心配があ

るから、この間受け入れをしないほうがいいとい

うことで私も考えていますし、とりわけ名寄の基

幹産業である農業に携わる人たちにとっては風評

というのがとても心配、不安な要素になっていま

す。こうした風評に対する責任というのは、一体

だれがとることになっているのでしょうか。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

いわゆる風評被害に〇市民部長（土屋幸三君）

ついては、国のほうで責任を持つということで発

言をされているところであります。しかしながら、

農畜産物の風評被害であるとか、あるいは観光に

及ぼす風評被害、あるいは受け入れをした当該自

治体のイメージ等々、経済的な価値にあらわすと

ちょっとはかり知れないというか、どう出してい

いかわからないといったようなところが出てこよ

うかと思います。いわゆる風評被害の責任をどう

とるのか、あるいはお金でどうするのかといった

ような部分については、なかなか難しいところが

あろうかと思います。その基準等々につきまして

も現在具体的に国がどういう基準でどういうふう

に責任をとるかといったようなことがなかなか示

されていないという中では、今お話ししたような

さまざまな被害に対しての懸念が非常に大きいと

いうことでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今ありましたように、〇２番（奥村英俊議員）

当然国が責任をとるということだというふうに思

いますけれども、具体的な内容や実際に風評が起

きたときの影響というのははかり知れないという

のが現実だというふうに思います。過去にも農産

物における風評被害が出て、実際にはそういうこ

となかったのにということが後からわかっても、

そこで受けた打撃を回復するのには相当な労力、

時間がかかったというふうに思います。そういっ

た心配をあえて名寄市としてする必要はないとい

うふうに思います。とりわけ名寄の１次産業はブ

ランド化を進めていますし、既に全国的な販路を

確立している基幹産業であります。これを守り育

てることが名寄市のみんなで取り組むことだとい

うふうに思います。その一方で、放射能汚染の不

安を抱える瓦れきの受け入れというのは、やはり

進めるべきではないというふうに思います。

もう一つ、受け入れをするということだとする

と、処分場、内淵の処分場ということだと思いま

す。本来あそこは平成２１年までの使用というこ

とで、当初考えられていたものだというふうに思

います。それが現在も使えるようになっているの

は、名寄市が取り組んだ分別やそういった内容、

当初の見込みから大きく変わって現在も使用でき

ているということだというふうに思います。ホー

ムページに出ていましたけれども、現在の残余容

量についてはおよそ３万立米ではないかというふ

うに思います。そうすると、年間の埋め立て量か

らいくとあとおよそ３年ぐらいで満杯になってい

く。そういった中で０００トンということでは

ありますけれども、ここまで市民がいろんな協力

も含めてしてきて使用し続けている焼却場に、当

初影響がない範囲でということでは言われていま

したけれども、実際には数％の影響はやっぱりあ

るわけですから、その辺についてお考えをお聞き

したいというふうに思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま議員おっし〇市民部長（土屋幸三君）

ゃられたとおり、平成２１年度で一応寿命を終え

るというような計画でございましたけれども、こ

の間の分別あるいは減量化によって延命策が図ら

れてきたということで、常任委員会等でもお話を

したかと思いますけれども、当初２８年度末でし

たけれども、残余容量の調査の結果が本年の３月

末に出まして、平成２７年７月ぐらいまでという
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ことになって、寿命が前にお話しした２８年度、

２９年３月末までという時期よりはちょっと短く

なっているところでございます。ただ、これにつ

きましては通常行われます軽微な変更ということ

で、かさ上げをしまして１年ないし２年程度は延

命が図られるのではないかと思っております。現

在上川北部の名寄市を含めた４市町村で共同の新

しい処分場建設に向けて協議を進めているところ

でございます。これにつきましては、平成２９年

４月から新処分場で処理をするというようなこと

で計画を進めているところでありますし、今言い

ました構成４市町村につきましては同時期にそれ

ぞれの処分場がいっぱいになるということでござ

います。名寄市におきましても軽微な変更をして、

２８年度いっぱいもたせたいというふうに思って

おります。今回のいわゆる震災廃棄物を、災害廃

棄物を受け入れる、受け入れないにかかわらず、

こういった軽微な変更でその年度までについては

もちこたえるといいますか、使用できるのではな

いかというふうに考えているところでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

影響については、そん〇２番（奥村英俊議員）

なに大きくない。逆に軽微なかさ上げ等の対応を

していくということで、次の新しい処分場の使用

に順次移っていくということなのでしょう。ただ、

放射能汚染がないものを受け入れたりするのであ

ればそういったことでいいと思いますけれども、

放射能汚染の心配があるものを受け入れたとする

と、これは受け入れた処分場の運用中だけではな

くて、閉鎖した後も放射能のモニタリング等の維

持管理を数十年やっぱり続けていかなければなら

ない。さらに、新たな処分場の運営もあわせてし

ていかなければならない。そういったことが出て

くるのではないかというふうに思います。北海道

の対応の中で、北海道当初から災害廃棄物の広域

処理の要請については積極的に協力するというふ

うにしている一方で、実は埋め立て処分後の長期

にわたる維持管理方策の確立など、地域の安全、

安心を確保するための法整備を含めて必要な取り

組みを、仕組みづくりを国へ要望すると。このこ

とを４月にしたということになっています。そう

いう意味では、閉鎖後の処分後の長期にわたる維

持管理の方策がまだ確立をされていないと、そう

いったことにもなるのではないかというふうに思

います。先ほど言いました最終的に自治体同士の

合意の中でもし受け入れられたとしても、今のと

ころ受け入れた自治体がすべての責任を最後まで

負うしかないと、そういったことになるのではな

いかというふうに思います。そういった状況の中

で、名寄市として現状というか、この先も含めて

受け入れるということはぜひ考え直していくべき

だというふうに思います。放射能の検証や広域処

理に対する疑念、そして風評被害への不安が解消

されていない、そういう状況でありますから、当

初の判断を変更する必要があるのではないかとい

うふうに思いますけれども、いかがでしょうか。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

震災災害廃棄物につ〇市民部長（土屋幸三君）

きましては、これは一たん受け入れをしてしまい

ますと放射能汚染されている、されていないにか

かわらず、やはりその後の状況を調査、測量等を

含めてしていかなければならないというふうなこ

とになっておりますし、またこの維持管理につき

ましては５年でいい、あるいは１０年でいいとい

うものではないというふうに考えております。か

なり長期にわたっての管理をしていかなければな

らないというふうに考えているところでございま

す。議員おっしゃったとおり、それに係る経費等

も当然出てきますし、あるいは一たん被害が出た

ということになりますと、これはもうまた取り返

しのつかないことにもなるわけでございますから、

こういった監視の部分につきましてはもう微に入

り細に入りやっていかなければならないというふ

うに思っているところであります。こういった部

分につきましては、受け入れた自治体が責任の一

端を担うことにもなろうかと思いますけれども、
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やはり道、国においてもしっかりとしたこういっ

た部分の監視体制の基準といいますか、こういっ

た管理体制を構築していただ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。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今のことから、名寄市〇２番（奥村英俊議員）

としての当初の考え、判断について変更する必要

があるというふうには思いませんか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどから瓦れきの問題〇市長（加藤剛士君）

についてさまざまな角度から御質問をいただいて

おります。再三部長からも話ありますとおり、当

初からの方針を変えてもいませんし、今後とも国、

道の対応に注視していくということで、見きわめ

ていくという判断に変わりはありません。最初か

ら安全性の担保がされないもの、住民に理解がさ

れないものは受け入れないという話をしています。

これは、科学的な根拠も含めて、我々自治体がそ

こまでの研究材料を持つ専門性もありませんので、

やはりここは道あるいは国がしっかりと安全性を

示していくと。それが理解されないということで

あればなかなかということなのでしょうけれども、

もう一つ先ほどからお話があるとおり、やはり風

評被害というものが言われたときに、これ非常に

想定がしにくいのかなと。まして北海道のブラン

ド全体を傷つけるのではないかというような御意

見を言われる自治体もある中で、私が北海道全部

の自治体を回って、それぞれの自治体の皆さんに

説得をして回るのか、そこまでやらなければなら

ないのかということを考えたときに、やっぱり一

自治体で今の状況で受け入れるという判断にはな

らない。一自治体、私の判断としては今そういう

判断には至らないのかなと。力不足かなというふ

うに思います。改めてこれら安全基準の処理の状

況、あるいは処理方法の具体化など国、道がまた

新たな指針を示すことも含めて、住民理解が進む

ようなことになるのか、しっかりと対応を注視し

ていくということでございますので、御理解をい

ただきたいと思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今市長から答弁してい〇２番（奥村英俊議員）

ただきました。現状では、受け入れるということ

にはならないということになるのでしょうね。こ

の先状況が変わればということで、もう一方で今

おっしゃったのではないかというふうに思います。

当初から言っているように、放射能の心配ないの

と、放射能汚染されていないものであればそうい

う対応でいいと思います。ただ、いまだに放射能

の汚染について心配がぬぐえない中でいくと、現

状受け入れは難しい。しないということだけでは

なくて、一たんこの先も含めて名寄市としては受

け入れないということについてきちっと表明をす

べきではないかというふうに思います。また、そ

のことを北海道に対しても速やかに伝えるべきで

はないかというふうに思いますけれども、いかが

でしょうか。

そして、先ほどの支援の関係のほうの答弁でも

ありましたけれども、今後南相馬からの子供たち

を受け入れるということをやっていきますよね。

その目的で先ほどありましたように、放射能スト

レスを解消してもらうのだということを目的とし

てそういった取り組みをするということになった

と思います。そうだとすると、名寄市がそういっ

た放射能の心配のあるものを受け入れるというこ

とについては、この際きちっと受け入れをしない

ということで表明をしておくべきだというふうに

思いますし、先ほど何回も言ってあれですけれど

も、北海道に対しても１１月のアンケートが北海

道に対しての回答ということになっていると思い

ますので、今回の災害の廃棄物については受け入

れないということで北海道に回答したほうがいい

のではないかと思いますけれども、いかがでしょ

うか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先般６月６日に全国市長〇市長（加藤剛士君）

会の総会がありまして、この中でも広域処理に関
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して、国にある程度、一定程度条件をつけながら

推進をしていくというようなことで決議をされて

いるはずであります。この決議は、やはり被災地

をしっかりとできることであれば支えていくとい

う決意のあらわれであるというふうにも思います

ので、いろいろと条件、国がどこまで負担をする

こととか、そういうことは条項ついていますけれ

ども、そういう決議をされているということです

から、今の段階でうちの自治体あるいは周辺も考

えるとなかなか現状厳しいというふうな判断です

けれども、国あるいは道なりの具体的な判断やそ

ういう見方にまた一段の踏み込みがあるとか、そ

ういう状況をぜひこれは見きわめさせていただい

て、状況が変わるようでしたら、またそこで議論

していきたいという方向に変わりはございません。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

一日も早い復興を支援〇２番（奥村英俊議員）

していく。できることをみんなでやりましょう、

そのことについてはそのとおりだというふうに思

いますし、否定するわけでもありません。そうい

う意味では、放射能汚染の心配のないものについ

ては受け入れができるものであればすればいいと

いうふうに思いますし、ただ先ほど言ったように

お金の関係も含めて、あえて名寄に持ってきてく

ださいというよりは、近いところから順番にそれ

は処理していったほうが効率的だし、効果的では

ないかというふうに思いますし、そんなことも先

ほど話ししました。そういう中で今後状況が変わ

るということで言われたのではないかというふう

に思いますけれども、それはあくまでも放射能汚

染がないということなわけですよね。放射能汚染

のないものについて考えていくということでいい

のですよね。放射能汚染の心配のあるものも含め

て、それは考えるということになるのですか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

例えば安全基準が一段国〇市長（加藤剛士君）

民の皆さんにそれなら大丈夫だねという、やっぱ

り明確な基準が設けられるということなのではな

いかと、国の統一で。加えて周辺自治体や北海道

全体の風評被害というものに対しては、一自治体

でなかなかこれ難しいでしょうから、そういった

ものに対しての具体的な取り組みだとか、そうし

たものが明示をされる等々、具体的に何か道ある

いは国なりの一段の市民が納得できる具体的な取

り組みというか、が示された段階でその都度注視

しながら議論をしていきたいと、こういうことで

ございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今市長がお話しになっ〇２番（奥村英俊議員）

たことでいうと、安全基準がという話が出てきま

した。これについては、放射能を含むものに対し

てのことですよね。安全か安全でないか、この程

度なら安全だろうという、そういった指標でしか

ないと思います。当初名寄市としては、放射能汚

染のないものということで明確に言っているわけ

ですから、先ほど来方針変わっていないというけ

れども、それだと方針変わっていることになって

しまいます。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

放射能基準があるないと〇市長（加藤剛士君）

いう基準を国が今どこで定めているかという問題

なのだと思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ないということでいう〇２番（奥村英俊議員）

と、それはやっぱりゼロということなのではない

ですか。放射能、悪いけれども、東北の地域は福

島原発の影響で目に見えないですけれども、放射

線をはかったときにどのくらい出るかわかりませ

んけれども、汚染やっぱりされているのです。通

常のそういったこと、影響を受けていないところ

とやっぱり違う状況の中にそういった瓦れきや、

当然そこに住んでいる人もいらっしゃいますし、

そういった状況なのです。それに対して人体に影

響があるかないかということを、現在はわかりま

せんよ、現状で。この先何十年たったときに影響

が出るかもしれないけれども、今のところ今の科
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学の中でいうとこういうことではないですかと言

っているだけで、当初言っていた放射能汚染がな

いものというのはまた別なものなのです。そうい

うふうな理解をやっぱりしていかないと、安全基

準ということでいうと、それが例えば１００だっ

たり、５０だったり、２００だったり、そこそこ

ばらばらで今はなっていますよね。国も一応出し

ているし、北海道も出していますけれども、そこ

そこで独自の基準をと言ってみたり、それは放射

能汚染ということに対して自分たちも規制をかけ

ていっているだけで、あるから規制をかけている

ということですよね。市長の安全基準がというこ

とを言うと、そういった放射能の汚染があること

を前提にやっぱり皆さんが理解できるかどうかと

いうことを話していくことになってしまうと思う

ので、そうすると当初の名寄市が言っていること

と変わってしまうので、そこは変わりありません

と言っていたのだから、状況がもし安全基準とか、

そういうことで北海道や国の新たな何か出ても、

あくまでも名寄市としては放射能汚染のないもの

ということで言ってもらわないとだめだと思いま

すけれども、どうですか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

国が認める放射能汚染が〇市長（加藤剛士君）

ないもの、そして市民がそれに対してしっかりと

納得して、理解し、認めるものということなのだ

ろうというふうに思いますし、その状況を見きわ

めていきたいというふうに思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今おっしゃいましたよ〇２番（奥村英俊議員）

うにないものということで、ちょっと私の理解と

違う部分があるかもしれませんけれども、当初言

っている放射能汚染がないものということを基準

に名寄市は考えていくし、現状では受け入れが難

しい、受け入れないということだというふうな話、

それはいいのですよね、もちろん。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

国が認める基準と、放射〇市長（加藤剛士君）

能はないという……

それはこの後でしょう。〇２番（奥村英俊議員）

この後、そういうことが出たらということですよ

ね。

そういうことです。だか〇市長（加藤剛士君）

ら、今の基準では全くやっぱり国民の皆さんも含

めて納得していないと。なので、それぞれの自治

体が自分のところの独自基準を決めていると。こ

のこと自体も非常にやっぱり国民を不安に落とす

し、それがまた風評被害も生むということになる

のでしょうから、今の基準でない新たな基準を、

国民の皆さんが納得する基準、そしてそれが我々

の周辺、市民も含めて住民の皆さんにしっかりと

納得していただける材料なのかどうか、そのこと

をしっかりと見きわめていきたいということです。

札幌の焼却灰も何ベクレルという、ゼロではない

わけです。それがすべて汚染されているのか、さ

れていないのか、ゼロなのか、ゼロでないのか、

そういうことを言ったときに、それは判断分かれ

るところで、やっぱりそこはしっかりとこれから

ここまでは大丈夫なのだと。ここは安全と、そう

いうことをしっかりともうちょっと明確に国が画

一的な基準を設けてほしいという思い、またそれ

をしっかり見きわめていきたいと。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

市長が今言ったように、〇２番（奥村英俊議員）

今回の福島の事故における影響は東北だけではな

くて、全国あるいは世界に広がっているという可

能性もあるわけです。そのことも含めて確実に安

全だ、放射能汚染がないのだよということであれ

ば、それは名寄市としても当初から言っていると

おり受け入れ態勢はあるのかな、受けることがあ

るのかなというふうに思いますけれども、現状や

っぱりそこがはっきりしていない。そのことによ

って風評被害も心配される。そういったことから

すると、受け入れをしないということでいいのか

なというふうに思います。

アンケートに実はまだ答えていませんよね、４
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月の。このアンケートを見ると、常任委員会のと

きに出していただいた資料なのですけれども、ど

ういうわけか上川総合振興局の課長から来ている

ものです。当然北海道、高橋知事からそれぞれ自

治体に調査というものをすべきだというふうに、

それはいいですけれども。この中で調査票の提出

についてというところがあって、当該調査票は災

害廃棄物の広域処理の受け入れに前向きな意向を

示していること、または検討を行っている市町村

等のみ提出してくださいということになっていま

す。提出していない、しないということであれば、

名寄市は受け入れをしない、受け入れをすること

ではないということになるかと思いますけれども、

そういうことでよろしいのでしょうか。

今まさに議員おっしゃら〇市長（加藤剛士君）

れたことも含めて、これまで１１月から国の報道

も含めて変わっているところもあるので、そのこ

とも含めてやっぱりちょっとわからない部分、そ

れを今道のほうに回答を求めているような状況だ

というふうに……

（「いや、違う」と呼ぶ者あり）

全然違うの。では、私も〇市長（加藤剛士君）

一回ちょっとやめたほうがいい。どうしようか。

変えますか。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと変えていいです〇市長（加藤剛士君）

か。

（何事か呼ぶ者あり）

休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午後 １時４６分

再開 午後 １時４７分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

土屋市民部長。

答弁の中でお話をし〇市民部長（土屋幸三君）

たとおり、前向きに検討を行っている市町村、あ

るいは受け入れに前向きな意向を示している市町

村ということで、その市町村に対して回答を求め

ているということであります。それで、道のほう

から実は先ほども申しましたけれども、災害廃棄

物の広域処理に関する質疑応答ということで一た

ん回答が来ているわけでございます。名寄市ばか

りでなく、ほかの市町村からも質疑があったとい

うことでございますが、この中の回答の部分では

名寄市からの疑義に対してまだ明確な答えがされ

ているというふうには思っておりません。そうい

った部分で今回回答をしていないということでご

ざいます。先ほど最初から言いましたとおり、放

射能に汚染されたものについては受け入れないと

いったような部分で当初から回答をしている部分

でありますから、そういった部分で現状では前向

きに受け入れる、あるいは検討するという状況に

はないということで、回答をしていないというこ

とでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと先ほどの回答〇２番（奥村英俊議員）

とは若干違うというか、災害廃棄物の先ほどの広

域の質疑に、うちから出した分には答えていない。

市町村からのには回答が出ている。それを受けて、

その回答を見る限り放射能物質による汚染に対す

る懸念がやっぱり十分に払拭される状況ではない

と、そういうふうに判断をされたということです

よね。その上で、今ありましたように現状として

受け入れる状況ではないと。そういったこととい

うふうにお聞きをしました。

そして、アンケートの関係は部長が言われたよ

うには書いていないと思うのです。積極的にそう

いった前向きに考えているところや検討をやって

いるところに送ったということではないのではな

いですか。全部に送ったのですよね。そういった

考えがあるところについては提出してくださいと

いうことで、そういう意味では先ほどの回答から

いくと現状でアンケートを提出する状況にもない

ということになるのだと思います。そういう意味

では、名寄市として受け入れをしないということ

に、これはイコールだというふうに思いますので、

そういった対応でいっていただければというふう
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に思います。

市長、なかなか道に対してもお話をするという

ことでは答えてくれないですものね。現状そうい

った状況ということについても道には伝えないの

ですか。今この議会でのやりとりをしている部分。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

今入れると疑念があると〇市長（加藤剛士君）

いうことに対して、ボールを道に投げているのが

明確な形で返ってきていないという押さえなので

す。だから、そこを今道や国がどういうふうな判

断を、これから変わることがあるのかどうかとい

うことをしっかり見きわめていきたいと、こうい

うことです。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それを見きわめるのは、〇２番（奥村英俊議員）

この後も大事なことだから、当然やっていけばい

いですけれども、先ほどの回答からも名寄市から

のそういった質問には答えていないけれども、市

町村から出てきた部分の回答を見る限り、いろん

な放射能に関する疑念やそういったもの、あるい

は行政報告にも書いてあるように風評等の具体的

な対応、そういったやっぱり不安も名寄市の中、

近隣も含めてあるということで、そういう意味で

は現状受け入れる状況にないというふうに判断を

しているということで先ほど言われたのだという

ふうに思いますから、そのことについては速やか

に道に伝えるべきだというふうに思いますけれど

も、どうですか。そういうふうに言ったので。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ボールは、だから今のと〇市長（加藤剛士君）

ころはなくて、要するに判断を見きわめたいとい

うことなのです。最初から処分場の容量がこれだ

けの余裕があって、安全性が担保されていれば受

け入れましょうという、それは変わっていないわ

けで、そこが現状でさまざまな障害があって、今

の段階では受け入れられないということです。そ

の状況が変わるのかどうなのか、しっかり見きわ

めてと、こういうことです。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

だから、現状では受け〇２番（奥村英俊議員）

入れないけれども、その上げたボールについて返

していただいた段階でまた見きわめをしたいです

ということで伝えればいいことだと思うのですけ

れども、それもしないということですか。道に対

しては、先ほども言ったけれども、１１月のアン

ケートしか行っていないのですよね。受け入れる

ということで、それは実際にはそうではない、条

件いろいろある中で受け入れも可能だということ

だと思いますけれども。だから、何も今話したこ

とについて現状では回答も来ていないし、受け入

れないということについては答えてもいいのでは

ないですか。伝えても。

（何事か呼ぶ者あり）

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

済みません。どうして〇２番（奥村英俊議員）

も放射能汚染についてまだはっきり安全だという

確証のものが出てきていない現状でいうと、今の

段階で一回はっきりしておいてもらわないと、そ

ういった心配あるものをまた受け入れることにな

るのではないかという、そういった不安が出てく

るのだと思うです。だから、それを一たん市長は

解消したほうがいいのではないかと思う。そうい

う意味で、道にも現状の中では難しい、受け入れ

はできないということを、その上でまだこれから

のことも含めていくと、道に投げかけていること、

それについても回答してもらわなければならない

し、それについてまた考えていきますということ

だと思うので、そういう話をしたと思うのです、

今。そのことを道に伝えるということはしてもい

いのではないかと思うのですけれども、どうです

か。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

最初からお話しのとおり、〇市長（加藤剛士君）

一貫して汚染されていないもので、不燃物のもの

でということで、その中で今疑義があるというこ

となので、それをしっかり見きわめるということ
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で、そういうことです。それ以上の何物でもない

し、それをわざわざ環境省や道に今電話して伝え

ることでもないし、そこをさまざまな状況の中で

情報を入手しながら、その都度状況が変われば議

論していくということでございます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと私の理解が足〇２番（奥村英俊議員）

りない部分かと思いますけれども、現状として受

け入れる状況ではないと判断したというのは、何

を受け入れる状況ではないということを言ってい

るということになるのかな。現状では受け入れる

状況にないというふうに判断をしたということで、

先ほど来答弁の中で出てきているのだけれども、

それは何を指して受け入れないというふうに、受

けることは難しいというふうに判断をしたと言っ

ているのか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市では、独自の安全〇市長（加藤剛士君）

基準を設けると言っていないわけで、では今道な

のか、国なのかの安全基準の中で不燃物というこ

とになったときに、それがしっかりと市民の合意

を得られるのか、安全性が担保されているのかと

いうことになると、今の段階では担保されていま

せんねと。また、それを風評被害を名寄以外の市

民の皆さんも含めて説得するということはなかな

か今の段階では厳しいということです。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

現状では、可燃も不燃〇２番（奥村英俊議員）

も含めて判断できるものではないという、そうい

うことでいいのですよね。

（何事か呼ぶ者あり）

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市の今、名寄市は不〇市長（加藤剛士君）

燃物０００トンと言っていますけれども、その

安全基準が道で今不燃物に対する基準は出ていな

いですよね。ということは、国の基準と一緒だと

いうことで、このことがしっかりと市民や周辺町

村に安全性を担保する、理解してもらえるのかと

いうことになったときに、風評被害も含めて今の

段階では難しいと判断をしているということです。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。ようや〇２番（奥村英俊議員）

くわかりました。済みません。

もう一点の被災地、被災された方への支援とい

うことで、１つは南相馬の子供たちの受け入れの

関係、先ほども目的でストレスを解消していただ

くのだと。林間学校というような位置づけもされ

ているようですけれども、その中の日程で自衛隊

見学というのが入っていたと思います。４日目に、

ちょっと日程表を案を見せてもらったのですけれ

ども、友達、自衛隊の日というのがあって、そこ

で自衛隊に行って見学をする。昼食も自衛隊でと

るということになっているようですけれども、わ

ざわざ国の施設を使ってする必要はないのではな

いかというふうに思います。多少の違和感も含め

て私は感じているところであります。名寄の財産

を逆に使って、この１日を過ごしてもらったほう

がいいのではないかというふうに思っているとこ

ろであります。風連の望湖台自然公園の中に昨年

「星守る犬」の記念碑もつくられたというふうに

思います。あそこの自然はやっぱりすばらしいも

ので、実は望湖台に注ぎ込む川では黒曜石がとれ

たりします。その黒曜石は、割ってすると古代の

人がナイフにしたり、矢じりにしたりと。そうい

ったことも実際にあの場でできるのです。そして、

その川ではちょうどエビもとれます。これ食べた

らとてもおいしくて、ちょうど７月の末であれば

そういったことも可能なのです。そういう意味で

は、わざわざ４０名の子供たちが来るわけですか

ら、そういった名寄の財産を使って、そして名寄

のよさをしっかり感じてもらって帰ってもらうと

いうこと、当然ほかの日もそういったことになっ

ていますけれども、そういうことをお考えにはな

らないでしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

６日間という本当に長い〇市長（加藤剛士君）



－109－

平成２４年６月１３日（水曜日）第２回６月定例会・第３号

期間なので、いろんなことを詰め込めると思いま

すから、いただいだ意見、貴重な御意見として受

けとめて、ぜひ検討してみたいというふうに思い

ます。

以上で奥村英俊議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

農業振興について外１件を、植松正一議員。

議長より御指名をいた〇７番（植松正一議員）

だきましたので、通告順に従いまして、順次質問

させていただきます。

大きな１点目の農業振興についてでございます

けれども、今春は例年にない積雪が多く、融雪の

おくれが心配されていましたが、４月後半からの

好天に恵まれ、まずまずのスタートが切れたと聞

いておりますが、最近去年と違い降水量が平年に

比べて少ないため、一部の畑作物の停滞、出芽が

できなく、大変心配されているところだと聞いて

おります。また、依然として農業を取り巻く現状

は厳しい中、昨年政府が交渉参加に向けて議論を

進めようとしているＴＰＰの参加、いまだ内容は

不透明とはいえ、自由化、関税の撤廃を含めての

規則を取り除く内容を容認することはまだできな

い状態であります。また、今国や北海道の施業体

系の再構築が懸念され、今後本市の農業者の減少、

高齢化、担い手対策、飼料、資材価格の高騰など

夢を抱ける農業ができるか心配であります。後期

農業振興計画の中で生産者、関係機関、行政の役

割を明確にし、創意工夫を生かした取り組みを進

めていただければと思っております。

そこで、４点について質問させていただきます。

１つ目に、名寄ブランド開発プロジェクトの成果

と今後の取り組みについてですが、地域の小規模

事業者が地元の商工会議所と協力、連携し、新た

な特産品や観光資源開発に取り組むことを総合的

に支援する中小企業庁の補助事業についての取り

組みの経過と事業の目的の趣旨と成果についてと

今後のブランド開発に向けた考え方についてお知

らせを願いたいと思います。

２つ目に、人・農地プラン（地域農業マスター

プラン）の内容と今後の状況について。

３つ目に、地産地消推進計画の状況と今後の新

たな取り組みについて。

４つ目に、鳥獣被害防止施設の状況とエゾシカ

の被害状況についてですが、エゾシカの被害額と

鳥獣被害防止施設の状況についてお知らせを願い

たいと思います。

大きな２つ目の林業振興についてお伺いいたし

ます。森林、林業を取り巻く環境は依然として厳

しく、先行きが見通せない状況、農業と同様組合

員の減少、木材価格の低迷や林施業に係るコスト

高、また高齢化による森林に対する意欲の減退が

挙げられております。そのために伐採後の植林が

十分と言えない状況です。本来の姿として植えて、

育てて、伐採して、また植えるという姿であり、

いわゆる森林資源の循環の利用を進め、豊かな森

を次世代にしっかりとつないでいく義務があると

思っております。平成２４年度から新しい森林整

備計画に基づき、森林計画の作成作業に当たり、

２５年度から実施するとのことですが、市、森林

組合、道とも協議し、森林の有する多面的機能を

発揮するとともに、名寄市として方向性をしっか

りととらまえて作成を望むところでございます。

そこで、３点についてお伺いいたします。１つ

目に、未来につなぐ森づくり推進事業の状況につ

いてですが、未来につなぐ森づくり推進事業の目

的と実績、実際の補助についてお知らせを願いた

いと思います。

２つ目に、新しい制度の森林経営の基盤づくり、

森林・林業再生プランの作成状況についてですが、

国が策定した森林・林業再生プランの概要と名寄

市での取り組みについてお知らせを願いたいと思

います。

３つ目に、ネズミの被害状況についてですが、

大発生しているようでございます。状況をお知ら

せください。

以上でこの場からの質問を終わらさせていただ
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きます。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目１〇経済部長（高橋光男君）

及び大項目２について答弁いたします。

まず、大項目１、農業振興について、小項目１、

名寄ブランド開発プロジェクトの成果と今後の取

り組みについてお答えいたします。新「なよろブ

ランド」商品開発プロジェクトについては、平成

２０年度に「なよろブランド」創造研究委員会を

立ち上げ、１年間にわたり地域資源の現状と課題、

地域資源の利活用の方向性などの研究を続け、平

成２１年秋には意欲のある民間事業者が連携して、

地域資源を活用した新商品開発に向けた基本方針

が定まり、平成２２年度事業として地域の資源を

生かした新製品開発、販路開拓、観光開発に取り

組む地域事業者を支援する中小企業庁の補助事業

として、名寄商工会議所が採択を受け、本プロジ

ェクトがスタートいたしました。事業者による商

品開発部会と連携し、新商品の試作、既存商品の

改良、販路開拓または普及のための市場調査や研

究、道内外の商談会などに取り組んでまいりまし

た。開発商品は、地元の農産物など地域資源を活

用した食品６点について、商品の市場性、競争力、

類似商品事例、ネーミング、パッケージ、商品と

しての可能性、課題と改善の方向性について旭川、

札幌、東京のギフトショーや展示会での販売、商

品のアンケート調査、専門家やバイヤーの意見を

取り入れ、一部改良を加え、現在商品として販売

されており、その中の一つが羽田空港国際線ター

ミナル内で販売が決まるなど成果があったところ

でありますけれども、一般消費者に受け入れられ

るヒット商品として高いブランド力をつける必要

があるとの評価となっております。

今後の名寄ブランド開発プロジェクトに対する

かかわり方につきましては、本年５月にオール名

寄体制で観光交流事業について実施検討する組織

として設立されました名寄市観光交流振興協議会

の名寄ブランド推進部会の中での取り組みを考え

ております。また、昨年までの事業実績の総括及

び今後の取り組むべき内容について事業実施当初

の構成以外の団体も作業部会に所属しております

ので、多面的な視点に立って検討してまいりたい

と考えております。

次に、小項目２、人・農地プランの内容と今後

の状況についてお答えいたします。人・農地プラ

ンの内容につきましては、農林水産省の平成２４

年度の戸別所得補償経営安定推進事業という新規

事業の中に盛り込まれ、各地域の人と農地の問題

解決に向けた施策であり、策定後においては担い

手対策と農地流用対策の支援を受けることができ

る事業となっております。土地利用型農業におい

ては、今後５年間で高齢化などにより多くの農業

者のリタイアが見込まれていることから、地域で

の合意形成を図りながら、中心となるべく経営体

に農地の集積が図られるようこのプランに位置づ

けることとなります。名寄市においては、この事

業を活用するため３月に全域を対象とした説明会

を開催したほか、アンケート調査、地区別説明会

を行うとともに、名寄市農業振興対策協議会の中

に人・農地プラン検討会を設置して審議を行い、

名寄地域農業再生協議会でプランを決定し、５月

に策定をしたところであります。市の現状としま

しては、高齢化、担い手不足の中で耕作放棄地や

遊休農地の発生が想定されることから、このプラ

ンを有効活用し、新規就農対策、担い手対策、農

地の流動化対策としても有効な施策として取り組

んでまいります。人・農地プランにつきましては、

今後地域の状況により計画の変更も出てくること

から、地域の要望を含め将来を見越した実効性の

あるものとするために、関係機関、団体、農業者

と連携し、進めてまいります。

次に、小項目３、地産地消推進計画の状況と今

後の新たな取り組みについてお答えいたします。

地産地消推進計画は、平成１９年度に策定し、そ

の推進に当たっては生産者、農協、行政を初め消

費者と商工業者の連携を進め、安全、安心で良質
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な農畜産物を基本とした産地づくり、加工品づく

りを推進してきたところであります。平成２４年

度から実施されます新名寄市農業・農村振興計画

後期実施計画の中では、消費者と生産者との顔が

見え、話ができる関係の構築、生産と消費のかか

わりや伝統的な食文化などの食や農についての認

識を深める機会の提供、地域の農業と関連産業の

活性化を図ることとしております。これまでの取

り組みとして地産地消マップなどを作成し、広報、

ホームページでの周知、産業まつりや地産地消フ

ェアの開催を通じ、関係機関、加工グループと地

元消費者との交流を深める活動などを行ってまい

りました。今後の推進に当たっても生産者や農業

団体、行政を初め消費者や商工業者と連携し、良

質な農畜産物を基本とした産地づくり、地元農産

物を活用した加工品づくりなどの推進と交流を促

進し、観光も含めた地域内農産物の消費拡大を図

ることが必要だと考えております。

次に、小項目４、鳥獣被害防止施設の状況とエ

ゾシカの被害状況についてお答えいたします。ま

ず、エゾシカによる農業被害状況についてですが、

平成２２年度の全国の野生鳥獣による被害額は２

３９億円で、北海道の被害額は６７億円となって

おり、そのうちエゾシカによる被害額は５９億円

となっております。名寄市における平成２３年度

の農業被害額は、３６０万円となっているとこ

ろです。このような状況を踏まえ、北海道におい

ては平成２２年度エゾシカ緊急対策本部を設置し、

平成２２年度から平成２５年度までを緊急対策期

間としてエゾシカの増加を抑制し、平成２５年度

以降に毎年計画的に個体数を減少させるため、捕

獲技術の向上や体制整備を目指して取り組んでい

るところであります。名寄市においても平成２２

年度から平成２４年度を期間とした名寄市農業被

害防止計画を策定し、国の補助事業を活用しなが

ら、道北なよろ農業協同組合を事務局とする名寄

市有害鳥獣農業被害防止対策協議会を中心として

取り組み、平成２２年度６８５頭、平成２３年度

３２９頭、平成２４年度は５月末現在で２１７頭

を猟友会の御協力をいただき、駆除してきたとこ

ろです。平成２４年度から残滓の処理施設として

有害鳥獣焼却処理施設が５月２２日より稼働し、

５月末現在８９頭の焼却を実施してきたところで

す。未焼却の残滓については、冷凍コンテナに一

時仮置き措置を行い、今後随時焼却してまいりま

す。

また、中山間地域等直接支払制度交付金を活用

して農業者みずから電牧さくを設置する取り組み

も平成１５年度から行っており、平成２３年度ま

でに名寄地区５７キロメートル、風連地区１８８

キロメートルの合計２４５キロメートルを設置し、

侵入防止対策を行っているところです。今後とも

関係機関、団体と連携、協力して取り組みを進め

てまいります。

次に、大項目２、林業の振興について、小項目

１、未来につなぐ森づくり推進事業の状況につい

てお答えいたします。本事業は、平成２３年度か

ら平成３２年度までの事業で、北海道のカラマツ

林が成熟期を迎えていることを踏まえ、伐採後の

確実な植林を通じて森林資源の循環利用を推進し、

もって森林の多面的機能の発揮と山村振興に資す

ることを目的に、森林資源循環モデルの構築に貢

献するものに対し、北海道全体で年５００ヘク

タールを対象とする北海道独自の交付金事業とな

っております。平成２３年度の名寄市での実績で

は、造林面積４６９ヘクタールとなり、事業実

施者に対し９００万０００円を交付いたしまし

た。この事業の負担割合が北海道が１６％、市が

１０％となっており、上乗せ分として公共造林補

助金が事業実施者に対し６８％が直接交付されて

おりますので、補助率は９４％となり、事業実施

者の負担は６％となります。今後も継続した取り

組みとなるよう関係機関と連携、協力してまいり

ます。

次に、小項目２、新しい制度の林業経営の基盤

づくり、森林・林業再生プランの作成状況につい
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てお答えいたします。農林水産省は、平成２１年

１２月２５日に木材自給率を２０２０年までに５

０％を目指すとする森林・林業再生プランを公表

しました。これを受けて、国において森林法の改

正、森林・林業基本計画の変更、全国森林計画の

変更がなされ、北海道でも地域森林計画の変更が

行われたところであり、名寄市では平成２４年４

月、名寄市森林整備計画を変更したところです。

平成２４年度では、新しい森林整備計画に基づき、

施業の集団化や省力化を図る森林計画を森林所有

者に作成していただくことになっており、取りま

とめを行う上川北部森林組合、指導に当たる北海

道上川総合振興局を初め各関係機関、専門家など

の協力を得て指導チームをつくり、対応してまい

ります。森林・林業再生プランは、補助金要領な

どの見直しで既に変わっておりますけれども、制

度上では森林経営計画により施業が始まる平成２

５年からがスタートとなりますので、御理解願い

ます。

次に、小項目３、野ネズミの被害状況について

お答えいたします。上川総合振興局からの情報に

よりますと、先ほども議員のおっしゃっていたよ

うにことしは大変融雪が遅かったということもあ

りまして、カラマツに対する野ネズミの被害が上

川管内で広範に発生していると伺っております。

名寄市においても北山造林地や治山事業で北海道

が実施している望湖台の植林においてなど断片的

にですが、例年にない被害が確認されている状況

にあります。現在名寄市におきましても森林組合

などを通し被害状況の確認調査を行っているとこ

ろであり、調査がまとまりましたら何らかの方法

で周知してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

私の１問、２問、経済〇７番（植松正一議員）

部長の単独の答弁でございますけれども、申しわ

けございませんけれども、それではまず名寄ブラ

ンドのほうから、開発のほうから申し上げたいと

思っていますけれども、これは今答弁ありました

ように新製品の開発ですとか、それから販路関係

ですか、それから普及関係の調査等などもやる。

その地域の事業者に支援するための中小企業庁の

補助事業と聞いておりますけれども、これは補助

率は何％ぐらいなのか、またこの期間というか、

補助期間は何年ぐらいあるのか、それと今答弁の

中で各方面で６点ぐらいの販売、また商談会を行

ってきたということでございますけれども、その

成果等などがわかればひとつお願いを申し上げた

いと思っております。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

この事業につき〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ましては、平成２２年単年度１年で、補助率は１

０割です。その後商工会議所等からもちょっとい

ろいろお聞きしましたところ、これまで正式に名

寄ブランド商品開発というような取り組みという

のは今までなくて、専門家やバイヤーのアドバイ

スなんかによる、会議所とも、また事業者として

も初めての試みであったというふうに聞いており

ます。商品に対する視点や、それから消費者、そ

れからバイヤーからの厳しい意見や指導がありま

して、その商品の改良を重ねてきているというふ

うに聞いております。現在６点の商品のうち４点

の商品が販売されているというふうに聞いており

ます。その後も引き続き道内や道外において商談

会等にも出展をしているということであります。

今後もこうした取り組みを継続するためにも、行

政と関係機関と連携して、国や道の制度を活用し

ながら、意欲ある事業者に対して支援をしていき

たいという方向でおります。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今２２年度単年度の１〇７番（植松正一議員）

０割の補助だと。私もこれは５年ぐらい続いてい

るのかなという感じも持っていましたけれども、

単年度なのですね。それで、今６点のうち４点は

販売されているということで、どれぐらいの数字

なのかちょっとわかりませんけれども、それは今
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一生懸命取り組んでいるということでの認識だと

思います。私もこの関係は市長にちょっと聞きた

いのですけれども、農業振興策からいくとやはり

地元の農産物を付加価値をつけて、そして加工販

売していくと。やはりこれからの担い手含めて、

農業者の、農業をやっている方のあるべき姿をそ

うやって市の各事業者の方が一生懸命取り組んで

いく、その姿勢です。これは本当に期待をしてい

るところでございまして、この資料を見ますと今

後の取り組みとしては各事業者の積極的な挑戦で

すとか、意欲、精力的な取り組み、また名寄農業

や観光を含めた地域産業の活性化に、ここまでは

当然でございますけれども、行政と、名寄市と連

携し、条件を整える必要があると。この条件を整

える意味がちょっと私も理解できないのですけれ

ども、市長としては商工会議所を含めての、それ

から戦略の関係も含めて、若い本当に活力ある市

長ですから、この辺のいわゆる商工会議所、それ

から農業関係、それから農業の担い手、後継者含

めて、この辺の市長としての策があれば教えてい

ただければと思っていますけれども。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

今高橋部長からも答弁さ〇市長（加藤剛士君）

せていただきましたけれども、このブランド開発

プロジェクトというのは単年度で終わりましたよ

と。６つの商品に絞って、４つになりましたけれ

ども、ある程度販売力をつけていくだけの土台と

販路拡大のために入れるということ、いろんな事

業、今も続けているということでありますけれど

も、これに加えて現在発足しています名寄市観光

交流振興協議会の名寄ブランド推進部会の中で、

それぞれ農業者や商工会議所、またもちろん行政

も携わって、新たなブランド推進について幅広く

議論をして取り組んでいくつもりでございます。

一番大事なのは、つくるというか、何か発想して

やっていこうという、高めてあげる、そのことは

すなわちやっぱり販路をしっかりと持って、それ

をコーディネートしてあげる力なのだろうという

ふうに思います。そこをぜひ積極的に、現在も取

り組んでおりますけれども、この部会を通じても

しっかりとやっていきたいというふうに思います。

商工会議所に関しては、青年部さんが独自で、な

よろバーガーもそうですけれども、今煮込みジン

ギスカンを随分御当地の伝統食、文化だというこ

とで、北海道あるいは全国に拡大する取り組みを

していまして、敬意を表するところです。こうし

た民間の取り組みも活力あるものにしながら、積

極的に議論し、またサポートしていきたいと、こ

の部会を。そこで、ブランドをもっともっと盛り

上げていきたいと思います。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

その辺は、市長も商品〇７番（植松正一議員）

化になりましたら、多方面に行くわけですから、

積極的にその辺のＰＲを含めてやっていただけれ

ばいいのかなと思っていますけれども、商工会議

所、それから今農家の生産者の関係、それから消

費者の関係、この横のつながりというのはこれか

ら農業振興に対しては絶対切れないものだと私は

思っていますので、それは真剣にやはり名寄の基

幹産業、農業の発展のためにその辺もしっかりと

受けとめていただければいいなと思っております。

次に、人・農地プランの地域農業マスタープラ

ンについてでございますけれども、これは２４年

度の戸別所得の補償の関係ということで、新規事

業ということで高齢化や担い手不足、後継者不足

のそれぞれの地域での土地利用の関係だと思って

おりまして、そこで１点として農地の集積と流動

化対策、これもきのうの山田議員の中にも一定に

基づいて進んでいるという話でございますけれど

も、再度この考え方についてお知らせを願いたい

と思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

御質問のあった件に〇経済部長（高橋光男君）

ついてお答えをしたいというふうに思います。

人・農地プランの関係、従前は借り手側に農地

の集積ということで加算措置があったのですけれ
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ども、このプランについては出し手のほうにも交

付金の制度が創設をされたということで、名称と

しては農地集積協力金という形ですけれども、そ

ういう制度が設立をされております。平成２３年

度からの農業者戸別所得補償制度の中にも先ほど

も申しましたけれども、中心となる経営体への集

積として規模拡大加算、これについては件数で４

件、それで面積については約１４ヘクタール、１

０アール当たり２万円の交付金で、交付金額が２

９０万円ほどになっております。地域担い手の農

地の集積化についても個々の農家では限度がある

ことから、今後は法人化の部分も含めて検討して

いかなければならないのではないかというふうに

考えているところでございます。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今答弁いただきました。〇７番（植松正一議員）

現在経営規模拡大、その関係で買い手の方に補助

や何かやっているということですけれども、当初

何かアンケートとったときに、３月末くらいであ

る程度の一定の方向性が見えてきたと。そして、

今後後継者対策を含めていろいろとこれから農作

業が終わってから、きのうの山田議員の関係もご

ざいますけれども、今買い手があるうち、いわゆ

る限界が来たときどうなるかということは、土地

を持ちましたよと。みんな近間の人や何かはやめ

たので、引き受けましたと。だけれども、当然土

地利用にしては限界が来るわけですよね、土地を

買う側にしても。また、売る側も売りたいのです

けれども、さてどうなっていくのかなと。そうい

う心配も今起きてくると思うのです。ということ

は、きのうもお話ししましたけれども、６年間で

３６３人の、年間６１人の減ということもあって、

これはもうおのずとして出てくるわけです。だか

ら、後継者がいない。そして、農地だけはそのま

ま残っていると。そうしたら、水田農家であれば

４０そこそこ、畑だったら今でしたら２５か３０

くらいといったら、もう限界ぐらいだなと私は思

っていますけれども、そういう遊休地だとかとい

ういろいろな心配をされるわけです。ですから、

今のうちから関係機関との協議が必要でないかと

私は思っているのですけれども、今この辺の私の

心配事なのかもしれませんけれども、こういう関

係というのは今まで協議されているのかどうなの

か、その辺ちょっとお知らせを願いたいなと思っ

ています。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど経済部長の答弁〇副市長（久保和幸君）

の中でもお話をさせていただきましたけれども、

人・農地プランの趣旨というのは出し手と受け手

の関係なのですが、実質的に本来のねらいは持続

する名寄市の農業、農村の構築なり確立が必要だ

ろうと。そこに基本を置いておりまして、農業振

興対策協議会の中に検討会を設置して、私もその

検討会のメンバーに入っているところであります。

この中には、先ほど関係機関との十分な協議が必

要だろうというお話でありましたけれども、当然

ＪＡや農業委員会、そしてまた国の機関や道の機

関も入っておりますし、生産者の代表についても

入っておりまして、そこでしっかりとした将来を

見据えていきたいという考え方でおりますし、今

後とも会議の中で議員御指摘の内容についてはし

っかりと対応させていただきたいと思いますので、

御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇７番（植松正一議員）

それで、先ほど部長のほうから法人化、私も前

回のときにも法人化ですとか、もとは機械の共同

ですとか、一部共同ですよね。そういうのもなさ

れていましたけれども、その辺の実態を含めて今

後どう考えているのか、ちょっとあれば教えてい

ただきたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども申し上げま〇経済部長（高橋光男君）

したけれども、個人の経営にはやっぱり限度があ

ると思うのです。植松議員おっしゃられたように、

機械の共同化も含めて検討していかなければなら
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な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。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いいたし〇７番（植松正一議員）

ます。

それでは、地産地消の関係なのですけれども、

１９年度より作成をされて、産業まつりですとか、

地産地消祭りですとか、いろいろなイベントや何

かでやられておりまして、農業・農村振興計画の

中にもありまして、顔が見え、話ができるという

関係の構築が基本だと私は思っておりまして、今

回付加価値、この農産物の付加価値ですとか、産

地づくりを目指しての消費拡大にも努めていただ

きたいと。前回と同じような回答でございますが、

これは求めておきたいなと思っております。

次に、鳥獣被害の防止の関係なのですけれども、

今御説明の中では緊急対策の期間の実施ですか、

毎年個体数なども整理しながら、農業被害防止対

策で協議しているということでございますけれど

も、エゾシカの駆除が２３年で３２９頭、２４年

度で５月末で既に２１７頭、このまま推移すると

相当な捕獲数になるのかなと。これも猟友会、い

わゆる農協を含めての実績なのか、本当にシカの

個体数としてやっぱり多いのでしょうか。その辺

は把握はしていますか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

平成２２年度に６８〇経済部長（高橋光男君）

５頭を猟友会の協力を得て駆除したということで、

昨年は２２年に比べて個体数少ないなということ

が猟友会の皆さんから言われていたのですけれど

も、２４年度は個体数一つ一つ確認していません

ので、どのくらいになっているのかわかりません

けれども、毎年駆除をしているということも含め

て、少しは減っているのかなというふうに思って

おります。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

この個体数関係なんか〇７番（植松正一議員）

は、以前は余りふえるから雄のシカを殺しなさい

と。私が森林組合のときには、今度その後は雌の

ほうを殺しなさい、殺傷しなさいとかという、そ

ういう制限があったのですけれども、今はそうい

う制限はないのでしょうか。ないですか。わかり

ました。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ありません。〇経済部長（高橋光男君）

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

すごい答弁をいただき〇７番（植松正一議員）

ました。

それで、そういうことであれば猟友会を含めて、

農協も殺して、射殺して、そして農協に連絡して

そこまでとりに行くと。この辺の連携が、行政か

らお金を出して、これがやっぱり今こういう実績

になっているのか、大変喜ばしいことだなと思っ

ておりますけれども、そこでかわりますけれども、

５月２２日にいわゆる稼働している焼却処理施設

で、今５月末までで８９頭ということでございま

した。１日当たり７頭か８頭ぐらい焼却している

のかなと思いますけれども、ここで焼却と冷凍コ

ンテナに要する１日当たりの燃料ですとか電気代、

この経費はどれぐらいかかっているのか調べてい

らっしゃるのか、ちょっとお知らせ願いたいと思

います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

施設については、５〇経済部長（高橋光男君）

月２２日から動いているということで、焼却する

シカの重さによって灯油の使用量も変わってはき

ているのですけれども、毎日使用量のチェックを

しております。５月２２日から５月３１日まで、

１１日間で５２３リッターほど使用しておりま

す。１日平均にしたら、約４００リッター程度に

なりますか、そのくらい使っていることになりま

す。それから、電気代についてはまだ北電さんの

ほうから請求が来ておりませんでして、どのくら

い電気料がかかっているのか今のところわからな

い状態です。ただ、予算要求させていただいたと

きの机上の計算では、一月当たり５万０００円
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程度かかるのかなと。それから、灯油代について

も１日当たり５時間稼働で、当初６３０リッター

を予定して予算計上させていただいたのですけれ

ども、現在のところ予定した量と比較をして約６

５％の使用量にとどまっているということで、当

初予定よりは灯油の使用換算量は少なくなってお

ります。ただ、一定程度期間を置かないと平均的

なデータが出ませんので、ある程度期間を過ぎた

段階で１日当たりの平均の使用量だとか、電気料

だとか積算をして、何らかの形でお示しをさせて

いただきたいというふうに考えておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今灯油関係、１１日で〇７番（植松正一議員）

５２３リッター、１日平均４００リッター、当

初の計画ですからあれですけれども、燃料灯油で

したよね。本当にこの辺がちょっと後々やっぱり

心配な面が出て、今値上がりなんかしてくると大

変な状況になってくるのかなと、そういうふうに

思っています。電気代のほうはまだあれですから、

後で何かの機会あれば教えていただきたいなと思

います。

そこで、今までこの稼働するまで埋め立てたシ

カの関係なのですけれども、この関係については

最近の天気、天候等などで、こん包などで埋めて

いると思うのですけれども、悪臭とか、鳥やら何

やら、タカですとかの飛来、または住民からの苦

情がないか、まずその点お知らせ願いたいと思い

ます。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

仮埋めしてあります〇経済部長（高橋光男君）

昨年、２２年度に捕獲をしたものについては、処

分場内に仮置きさせていただいておりますけれど

も、鳥が寄ってきてどうしようもないだとか、苦

情、においがひどいですよといった苦情ですとか、

そういったものは地域住民の方からは直接私ども

のほうに受け付けてはおりませんし、耳にも入っ

てきておりません。ということです。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうしましたら、今焼〇７番（植松正一議員）

却しているのは、とって搬入してきたものを焼却

しているということで、果たしてそれでいいのか。

去年埋め立てるものをそのまま放置していくと。

どれぐらい埋めているか、私は現状見ていません

から本当に失礼な話かもしれませんけれども、や

はりそれが先なのか、その辺の流れです。やはり

埋めている部分においては、悪臭が絶対出てくる

と思うのです、腐れてくる可能性は絶対あるから。

ですから、そちらのほうを私は先に焼却している

のかなと思っていたのですけれども、そうではな

いのですね。この辺は住民から、どういう残滓の

扱い、これが今どんなになってくるのかちょっと

心配な面もあるので、担当部署含めてやっぱりそ

の辺の監視含めてしていただきたいなと思ってい

ますけれども、その辺いかがですか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員御指摘のとおり、〇経済部長（高橋光男君）

ことし駆除した分から順次焼却処分を行っている

のが現状でございます。ただ、昨年、２２年度に

仮置きしたものについては、液が漏れないように

ビニール袋を二重にして、さらに１トン袋の中に

入れて仮置きをさせていただいております。その

上に炭化センターで出る炭などを利用して、かぶ

せてにおい等漏れないようにはしているのですけ

れども、夏多分袋をあけたら、きっと現在骨と皮

程度になっているのかなという。直接私も掘って

はちょっと見ておりませんけれども、そういうこ

とでにおい等だとか、あとハエだとかの問題もあ

りまして、今仮置きさせていただいている分につ

いては寒くなってから焼却をさせていただきたい

というふうに考えています。ちょっと気温が高い

ものですから、におい等もありますので、その辺

注意しながらやっていきたいというふうに思いま

す。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

その辺注意してやって〇７番（植松正一議員）
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いただきたいなと思っています。

また、かわりますけれども、２３年度農業被害

額３６０万円ということでございまして、これ

は本当に大変な額でございまして、中山間地域等

直接支払制度で予防策として電牧を実施している

ということでございまして、今私も智恵文方面含

めて行ってみますと、やっぱり山間部というか、

そういうところでは結構電牧さくの普及や何かも

されておりまして、これはメーター当たりどれぐ

らいの単価なのか、ちょっとお知らせを。そして

また、ことし実施したら何メーターぐらい予定し

ているのか、ちょっとできれば教えていただきた

いなと思うのです。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

単価的には、メータ〇経済部長（高橋光男君）

ー当たり５００円ちょっとではなかったかと記憶

しているのですけれども、ことしの希望実施数に

ついては現在資料を持ち合わせておりませんので、

後ほど答弁させていただきたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いをしたいというふうに

思います。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、林業関係で〇７番（植松正一議員）

すか、そちらのほうにまいりたいと思います。

未来につなぐ森づくりの推進事業ですけれども、

伐採後確実な植林を実施していくということで、

私も森林組合のときにはこういう高率な公共補助

金がいただければ本当にまだまだ山もよくなって

いたのかもしれませんけれども、前は３２％の手

出し、事業を実施した場合、このとおりです。そ

して、今この補助に上乗せて北海道が１６％の名

寄市が１０％、合わせて９４％の補助率ですよね。

これは、植林をされた方は負担は６％ぐらいで済

むわけですから、本当に大変な状況、いい施策だ

と思っています。前は、カラマツや何か植えます

と大体１３万円から十四、五万円かかっていまし

たから、今ここでしたら３万円弱ぐらいでできる

のかなと思っていまして、本当にこれだったら森

林、造林の意欲含めて、そのまま放置されるのは

なくなるなと思っていますけれども、ただちょっ

と私はあれなのですけれども、今当初答弁の中で

北海道のカラマツ林が成熟期を迎えており、交付

金はこれカラマツのみではないですよね。全部で

すよね。どうぞお願いします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど答弁の中でカ〇経済部長（高橋光男君）

ラマツ林と言ったのは、特徴的な材を言わせてい

ただきました。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうしたら、樹種にか〇７番（植松正一議員）

かわらずこの高率な実施者に対しての上積みの助

成が当たるということですね。それで、大変いい

ことでございますので、本当に行政含めて、それ

から森林組合、関係機関も含めてやはりＰＲをし

て、この機会に名寄市の山づくり、他のまちのそ

れに負けないぐらいの山づくりをされたらいいの

かなと思っております。

それから、新しい制度の森林経営の基盤づくり

の森林・林業再生プランなのですけれども、この

関係にしては今後の取り組みについての答弁があ

りました。そして、国では１０年後に木材自給率

５０％を目指すと。森林・林業再生プランを打ち

出して２４年から新しい森林整備計画に基づき、

森林経営計画施業の作成をこれから行うというこ

とでございますけれども、これは去年ですよね。

森林整備計画を新しくさせて、今度はそれに基づ

いての森林経営計画だということで、当然事業の

内容を含めて補助率、また今までと違い、事業の

中身も見直しも大いに変わってくるような気もす

るのですけれども、わかっている範囲でいいので

すけれども、その中身の変わったところがありま

したら、ちょっとお知らせ願いたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

補助メニューにつき〇経済部長（高橋光男君）

ましては、もう既に変わっているというふうに思

っております。今後は、大きな変動はないものと
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考えているところであります。ただ、森林経営計

画は、森林の所有者が施業の集団化や省力化を図

って施業の生産性を高めることを目的にしており

ます。具体的には、森林施業計画では一体として

施業する森林を３０ヘクタール以上で、車で１時

間以内での計画となっていたものを森林経営計画

では林班、複数林班単位で当該森林の２分の１以

上を計画的に取り組むこと、それから計画を立て

る者は一体整備相当森林内の全所有林について計

画に編入することとなっているというふうに伺っ

ております。このほか大規模所有者には、これま

でと同様の内容となりますけれども、周辺の小規

模所有者と共同で計画することが可能となってい

るところであります。また、受託によって経営規

模の拡大や森林作業道開設計画や森林の保護に関

する計画等も記載することとなっているというふ

うに押さえているところであります。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

経営の経営計画ですか〇７番（植松正一議員）

ら、本当に大変なボリュームだと私は思っており

まして、先日４月末に道北林活議連の総会があり

まして、その以前にこの森林の再生プランの概要

等なども林野庁のほうからのスライド含めて説明

を受けました。大変なボリュームだと私は思って

おりまして、そのときも中身を含めて、上川振興

局含めて道からの、こちらのほうから要請があれ

ば出向いて作成に当たるということも言っていま

したけれども、本当にこの機会にやはり名寄森林

はこういうものだぞと。そして、長年若い人らに

受け継ぐためにもこれを機会にしっかりとやっぱ

り煮詰めたもので、そういう事業を求めておきた

いなと、こう思っております。

それから、ネズミの被害状況でございますけれ

ども、これは最終確認は聞くと先ほどの答弁では

６月の上旬までに取りまとめるということですけ

れども、名寄市の場合は今現状としてはどういう

状況なのでしょうか。まだ決まっていませんか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

上川総合振興局から〇経済部長（高橋光男君）

は、６月上旬までに被害の調査の報告を求められ

ておりまして、一定程度概要をまとめる予定をし

ておりますけれども、ちょっと全体の確認には時

間がかかるのではないかというふうに判断をして

おります。対応としては、殺そ剤の散布量を増量

するよう予定をして、申し込みを行ったところで

すけれども、野ネズミの被害については保険の対

象になっていないのです。それで、被害額が相当

数に上がれば、何らかの措置を講じてほしい旨の

要請を上川総合振興局等に対して行ってまいりた

いというふうに思います。それで、被害状況の面

積だとか、被害額がどのぐらいだとか、先ほども

申しましたようにまだまとまっておりませんので、

上川総合振興局のほうにはまとまり次第早急に報

告をさせていただきたいというふうに考えており

ます。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今高橋経済部長のほう〇７番（植松正一議員）

から言われましたように、本当に私もネズミの被

害の関係ちょっと見させていただいていますけれ

ども、当面はやっぱり若齢級の林齢分野なのです。

ことしの場合雪が多かったせいなのか、一回排根

線なり、そこに根づいていると、自分も生きるた

めにはやっぱりだんだんと食いながら雪の上に上

がってくるものですから、丸くみんなきれいに皮

をむかれてしまう。そういうような私の近間でも

こういう被害が。何かテープつけてありますから、

調査されたのだろうと思っておりますし、私の山

も今３年目ですから、どんなになっているか近々

見に行かなければならぬのかなと思っていますけ

れども、こういう名寄市もこれだけの大きな発生

しているということは、全道的にも大きく発生し

ているのはこれ間違いないと私は思っております。

今までも大体５年とか１０年周期というのはこれ

もう必ずあるわけなので、ただ、今部長言ったよ

うに保険の対象外なのです、本当に。ですから、

この辺が対象外だから云々というけれども、これ
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は全道含めて取りまとめた段階でやはり補助の対

象とするか、それとも被害の造林を無料化でさせ

るか、そういう形というのはぜひこちらからの要

望を含めてお願いしたいなと、こう思っておりま

す。これからのせっかく植林をしたものがネズミ

の被害含めて本当にこういう状況で保険もかから

なくて、また所有者に負担をかける。この辺は、

各関係機関ともやはり大いに振興局、道などに努

力の一端をお願いすると、そういうことで私もお

願いして、私の質問と。

終わります。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどの電牧さくの〇経済部長（高橋光男君）

予定ですけれども、名寄集落で１８個、２万６

００メートル、風連地区では個数はちょっとわか

りませんけれども、延べ数で１万８９０メータ

ーの要望があったということです。風連地区の個

数は、ちょっと申しわけないですけれども、メー

ターだけはそういうふうになってございます。

以上でございます。

以上で植松正一議員の〇議長（黒井 徹議員）

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５７分

再開 午後 ３時０９分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

コミュニティーバス実証試験運行について外２

件を、竹中憲之議員。

議長より指名をいただ〇８番（竹中憲之議員）

きましたので、さきの通告順に従いまして、大項

目で３点について質問をさせていただきます。

大項目の１点目は、コミュニティーバス実証試

験運行についてであります。市内運行バスは、高

齢者、交通弱者の通院、買い物等の重要な足であ

ります。実証試験運行をするに当たって、路線再

編のメリットと乗車率の目標はどのぐらいに置い

ているのかについて、まずはお知らせを願いたい

というふうに思います。

現在の運行路線、循環線と東西線で市内を網羅

していますが、実証試験運行のコミュニティーバ

スは東地区と６丁目を循環をする東路線と西区、

北地区と６丁目を循環する東西線の２路線となっ

ております。ＡからＢに、あるいはＢからＡに乗

りかえる場合の取り扱い、特に福祉センターや東

病院への乗り継ぎが必要となりますけれども、こ

の運賃あるいは乗り継ぎのあり方についてどのよ

うに考えているかお知らせを願いたいというふう

に思います。

２点目は、新規就農者の現状と課題についてで

あります。名寄市の基幹産業である農業の振興策

は、重要な課題であります。今日まで国や道の施

策も含めて基盤整備や共同利用機械導入、栽培技

術の確立、農業担い手育成などを進めてまいりま

したが、農業後継者が少ない状況になっているの

ではないでしょうか。農地流動化に伴うあっせん

や賃貸借も大きな動きにはなっていないのではな

いでしょうか。現状でいきますと、ますます準限

界集落あるいは限界集落が増大をしていくことに

なり、基幹産業の崩壊につながることが考えられ

ます。現在の経営者で後継者がいない方は、六、

七割というふうに私は思っていますけれども、後

継者がおり、耕作地拡大をするにしても条件にも

よりますが、限界があるのではないかというふう

に思っています。現状のままでは、耕作放棄地が

増大することは目に見えているというふうに思っ

ています。耕作放棄地をつくらないためには、新

規就農者の拡大が必要と思っていますが、今日ま

で進めてきた新規就農者の数について、また就農

後の各団体等との連携はどのようになっているの

か、今後の新規就農者対策についてお聞かせをく

ださい。

大きな３つ目、パブリックコメントについてで

あります。自治基本条例でまちづくりの推進で市

民参加制度がうたわれており、重要な政策決定の

過程において市民の意見を反映させることとして
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います。５月までの対象件数と市民からの意見件

数は何件となっているのでしょうか。パブリック

コメントの基本的な考え方についてと今後のパブ

リックコメントのあり方についてお聞かせを願い

たいというふうに思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

竹中議員からは、大〇総務部長（扇谷茂幸君）

項目３点にわたって質問をいただきました。大項

目１と３は私から、大項目２は経済部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いをいたします。

まず、コミュニティーバス実証試験運行につい

ての路線再編の期待される効果についてお答えを

したいと思います。市内路線バス再編につきまし

ては、車を持たない市民でも買い物や通院等の移

動に困らない交通体系の構築、また過度な車利用

の習慣の改善を図り、公共交通に肯定的な市民意

識の醸成を目指して、本年７月より平成２７年３

月までの２年９カ月間実証試験運行を実施をする

ものです。内容は、市内線３路線のうち市の委託

運行路線の東西線と名士バスの独自運行路線の市

内循環線の２路線を再編して運行するものであり

まして、期待される効果としましては、１つとし

て以前はすべてが時計回りの路線でありましたが、

新たな西回りの路線を反時計回りにすることによ

り、目的地に合わせた路線選択がしやすくなるこ

と、２つとしてこれまで市内線の運行されていな

かった場所での運行が行われることにより、新た

な顧客を獲得することができること、３つとして

運行時間を利用しやすいパターンダイヤとし、午

後８時台までの運行時間を延長するなど利便性の

拡大及び学生等に利用しやすく調整を図ったこと、

４つとして高齢者の買い物時間帯に合わせ午前中

の便を多く配置し、利便性の向上を図ったことな

どが挙げられると思われます。

次に、乗車率の目標につきましては、現況市内

線、西回り１便当たり９人、東西線、主に東回

り１便当たり５人と市内線運行の採算ベースを

大きく割り込む状況のもとではありますが、少子

高齢化社会を見据え、車にかわる公共交通の創造

という新たなバス文化の醸成を図る政策的な視点

もあることから、実証試験中につきましては数値

的な目標は持たず、利便性の確保を最大限検証し

ながら、乗車率の向上に結びつけていきたいと考

えます。

次に、乗り継ぎのあり方についてですが、再編

された路線については東西線を市内東地区を回る

路線として変更し、これまでの市内循環線は市内

西地区の路線に変更したことから、西地区から東

地区、または東地区から西地区への移動をバスで

行う場合、乗り継ぎが必要な状況が発生をします。

乗り継ぎをする場合の運賃につきましては、それ

ぞれ別々な路線として区分けされますことから、

西回り１５０円、東回り１５０円となりますが、

実証試験運行として実施をするため、御利用いた

だく方の負担の軽減を図る観点から、乗り継ぎ運

賃は追加５０円としております。また、乗り継ぎ

のあり方につきまして今まで当市では市内におけ

る乗り継ぎの習慣がなかったため、混乱が生じる

ことも予想されますので、バスの乗り方、乗り継

ぎの方法等につきまして誘導、サポートの対応を

図ることとし、検討を進めております。

続きまして、大項目３、パブリックコメント条

例についての基本的な考え方についてお答えしま

す。まちづくりの基本ルールである名寄市自治基

本条例に定められた市民参加制度の一つとして、

平成２３年度から施行しており、その手続等にお

きましては名寄市パブリック・コメント手続条例

に定めるとおりであります。御質問のありました

パブリックコメントの考え方につきましては、こ

れまでも市の重要な計画や方針等の決定に当たっ

ては懇談会等の開催を通じ、市民意見の反映に努

めてまいりましたが、本市における実施機関の共

通ルールとしてパブリックコメントを実施し、重

要な施策決定の過程に市民参画の機会を設けるこ
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とで、市政運営の公平性及び透明性の向上を図り、

市民との連携、協力によるまちづくりを目的とす

るものであり、今後とも条例に基づき適正に進め

てまいりたいと考えております。

次に、パブリックコメントの５月までの対象件

数と市民からの意見提出件数について申し上げま

す。昨年度は、総合計画後期基本計画を初め合併

後に策定した計画等の見直しの時期に当たりまし

て、パブリックコメントの対象件数は１３件と多

くなりましたが、このうち市民から意見の提出の

あった計画等につきましては４件、約３０％であ

りまして、意見総数は７名の方から９件となって

おり、意見の提出がなかった計画等は９件で約７

０％となっております。条例施行した昨年度は、

市民の皆さんに制度自体が十分に浸透されていな

いこと、さらには記名式という影響も考えられま

すが、全体的に意見が少ないこともあり、意見を

反映した計画等の件数は１件のみとなっておりま

す。

次に、パブリックコメントの今後のあり方につ

いてでありますが、今後も条例に基づき本制度の

活用を通じ、政策決定過程への市民参画を促進を

してまいります。しかしながら、ただいま５月ま

でのパブリックコメントの実績について申し上げ

ましたとおり、意見の提出件数がゼロの計画等が

９件で、全体の約７０％という結果となっており、

制度の運用面における工夫が必要と考えていると

ころであります。他の自治体におきましても同様

の課題があると伺っており、急な解決策は見出せ

ない状況にありますが、昨年度後半からＡ４判１

枚程度の計画書等の概要版をあわせて公表し、わ

かりやすい情報提供に努めているほか、現在は公

表場所の工夫などについても検討を進めていると

ころであります。

なお、パブリックコメントはもとより、従来か

ら実施をしております懇談会などの手法も含め、

市民参画の一層の推進に取り組んでまいります。

以上、私からの答弁といたします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうから大項目〇経済部長（高橋光男君）

２、新規就農者の現状と課題で３項目の質問に対

し答弁をいたします。

まず、小項目１、きょうまでの新規就農者数に

ついてお答えを申し上げます。平成１９年度に策

定した新名寄市農業・農村振興計画に基づき、次

代の農業を担う意欲と能力のある担い手育成のた

め、農村青年組織の活動支援、農家子弟を初めイ

ンターンや農外からの新規参入者の受け入れ態勢

整備など取り組みを進めております。最近３年間

の後継者及び新規参入者の数でありますが、平成

２１年６名、平成２２年５名、平成２３年９名と

なっており、新規学卒者５名、Ｕターン１３名、

新規参入２名の合計２０名となっており、平成２

４年４月に北海道の就農計画の認定を受けました

１組、お二人の方が智恵文地区に新規就農してお

ります。また、発言の中にありました農地の集積

状況につきましては、前日の山田議員に対する答

弁のとおり、平成２１年度から平成２３年度まで

の３カ年で件数で１０８件、面積で３４５ヘクタ

ールとなっております。

次に、小項目２、各団体等との連携についてお

答えいたします。新規参入者の受け入れにつきま

しては、北海道農業担い手育成センターと連携す

るとともに、関係機関で構成する名寄市農業担い

手育成センターにおいて協議し、推進を図ってま

いりました。また、研修などの受け入れに当たり

ましては、北海道指導農業士、北海道農業士の御

協力をいただきながら行ってきたところです。平

成２４年２月現在の人数は、指導農業士１１名、

農業士２３名となっております。平成２４年度か

ら始まった新名寄市農業・農村振興計画後期実施

計画においては、名寄市農業担い手育成センター

の機能強化を図り、総合的な農業支援機構の確立

を目標としており、名寄市農業担い手育成センタ

ーの構成についても道北なよろ農業協同組合、名

寄市農業委員会、上川農業改良普及センター名寄
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支所、北海道指導農業士、北海道農業士の関係者

のほか、平成２４年度より新たに名寄市内の北海

道指導農業士、北海道農業士で構成しております

グリーンアドバイザー協議会も構成団体としてお

願いをし、その中で関係機関、団体と連携しなが

ら取り組みを進めてまいります。また、研修プロ

グラムについては、名寄市農業振興センター機能

の活用などを含めて検討してまいりますので、御

理解をいただきたいというふうに思います。

次に、小項目３、今後の新規就農者対策はにつ

いてお答えいたします。新規就農者の今後の対策

としては、まず名寄市の受け入れ態勢などの基本

方針について、平成２４年度に策定することとし

ております。その基本方針をもとに北海道担い手

センターのホームページ、名寄市のホームページ

を活用するほか、札幌や東京で行われる新・農業

人フェアに出展するとともに、本年度から杉並区

に派遣をしております職員を通して情報発信する

など、対策を講じてまいります。また、支援策と

しては、平成２４年度に国の事業で新設された新

規就農総合支援事業を活用するとともに、市の単

独事業での支援策も含めて関係機関、団体と連携

しながら取り組んでまいりますので、御理解をい

ただきたいと思います。

以上、私からの答弁といたします。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、それぞれ御〇８番（竹中憲之議員）

答弁をいただきましたから、順次再質問させてい

ただきたいというふうに思いますが、今回の実証

試験運行で、私がいただいている概要を見ますと

バスはリースというふうになっているようであり

ますけれども、今日環境問題が大きな問題になっ

てきていますが、そのバスのリースについて環境

問題、どのような形でこのリースバスが入ってく

るのか、非常に今普通乗用車にしても環境問題、

排ガス問題も含めていろいろ取りざたされていま

すけれども、その扱いについてはどのようになっ

ているのか、まず１点目お願いを申し上げたいと

思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回実証試験を行う〇総務部長（扇谷茂幸君）

に当たりまして、新たにバス２台を用意をしたい

と思っております。当然高齢者、それから子供含

めて乗りやすいバスということで、ワンステップ

バスを用意をしたいということで考えておりまし

て、しかしながら費用の問題もございまして、今

回の２台のバスにつきましては中古車をリースを

したいということで、バス業者のほうとちょっと

相談させていただきまして用意をするということ

にしておりまして、現在エコ車が随分普及をして

おりますけれども、今回導入するバスにつきまし

ては特別なエコ対策車両とはなっておりません。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

借りるところは、恐ら〇８番（竹中憲之議員）

く現在運行されている名士バスだというふうに思

いますが、中身的にはこれをやるに当たって名士

バスさんは新車入れられないということも含めて

あるでしょうから、そういった意味では今回もう

少し環境に配慮したバスのリースのあり方も必要

ではなかったかなというふうに私は思っています

が、もう既に７月ですから、あと半月もすれば運

行するということで確定をされているのだと思い

ますが、今後の扱いについてはこのような環境の

問題について配慮されたバスで運行できるような

形を求めておきたいというふうに思っています。

あと、利用促進策として、実はインセンティブ

適用箇所というのがここに設けられております。

これが駅前も含めて５カ所あって、実はその中身

が２カ月しか適用にならないというか、しないと

いう、そういう状況でありますけれども、これは

試験的にやるのか、それともたまたま思いついて

やったのか、その辺試験的にやるとしたら、私は

もう少し長い期間やってもいいのではないのかと

いうふうに思っていますが、その辺の２カ月にし

た扱いについて、なぜ２カ月になったのかについ

てお聞かせ願いたいと思います。
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扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

インセンティブの扱〇総務部長（扇谷茂幸君）

いについては、私ども経験がないということもご

ざいまして、こうしたバスの実証試験運行を行う

各都市の状況なりをちょっと調査をさせていただ

いて、また含めてコンサルが入っておりましたの

で、コンサルのこれまでの状況なりも確認をさせ

ていただきながら対応したということであります。

したがいまして、インセンティブはある意味長い

期間やるということで効果がそれ以上期待される

かというと、現状そうはなっていないということ

が１つこれまでのそれぞれの都市の取り組みの中

でありまして、今回東回り、西回りという新たな

路線、そして乗り継ぎという新たな形になるとい

うことの意識づけをとりあえず２カ月程度でしっ

かりさせていただくと。そしてまた、次の段階で

新たなインセンティブのあり方を考えると。同じ

ことを繰り返す、ずっと長い期間やるということ

ではなくて、一つ一つ検証しながら、新たなイン

センティブのあり方も含めて検討して、また次の

段階でそういったインセンティブを入れていくと。

そういったことが効果的ということでありますの

で、今回第１弾ということであります。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

それから、もう一点、〇８番（竹中憲之議員）

障害者の扱いについても実はここに載っているわ

けでありますけれども、身体障害者あるいは療育

手帳を持っている１、２種の扱いで、これが金額、

運賃は書いていないのでありますが、５割という

ふうになっているのです。細かい話ですけれども、

１５０円の５割なら７５円ということなのですけ

れども、この値段がきちっと提示をされていない

というのはちょっとわからないのでありますが、

これを教えていただきたいのと、あと先ほど答弁

いただいたのですけれども、東と西の路線の乗り

継ぎの関係ですけれども、実は時刻表を見ますと

ＪＲ名寄駅前発着という扱いになっていて、乗り

継ぎをするのはどうしてもどう見ても駅前でない

と乗り継ぎができないような仕組みになっている

のではないかというふうに思っています。ですか

ら、倍は時間かかりませんけれども、東病院ある

いは福祉センターへ行くのに若干の時間はかかる

のかなと、今までより。そんなこともあるのです

が、今後の扱いとしての問題提起、また後でお聞

きをしたいと思いますが、その辺についての取り

扱い、ちょっとお聞かせを願います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

６月の広報で今回の〇総務部長（扇谷茂幸君）

コミュニティーバスの試験運行について市民の皆

さんにちょっと周知をさせていただきましたけれ

ども、その１項目の中に障害者、それから療育手

帳をお持ちの方は５割引というような記載をさせ

ていただいております。この辺についてわかりづ

らいということでありますので、新たな周知にお

きましては具体的な金額等を入れて対応したいと

思います。

それから、乗り継ぎの関係で、今回主に駅前で

の乗り継ぎが多分多くなるだろうということでち

ょっと考えておりましたが、今回こうした路線の

変更を伴うに当たりましては一定程度いろんな実

績を考慮させていただいております。新たなバス

文化の醸成なり、乗っていただく方をふやしてい

くと、そんな施策が中にありますので、実は東側、

西側、お互いその間で移動していく市民の皆さん

の数がある意味非常に少なかったと。１つそんな

実績もございまして、今回西側、東側と分けさせ

ていただいたということがありますので、そうい

ったことで実際に乗り継ぎに当たってちょっとタ

イミングが悪いと若干福祉センターあたりに行く

のに時間がかかると。それから、もしくは西から

東病院のほうに向かうのにちょっと時間がかかる

というようなことも確かに生じるかと思います。

全体的な市民の皆さんの利用の状況を含めて今回

の対応になっているということでありますから、

一定程度実証試験としての御了解をいただかなけ

ればならないということは現実ありますので、こ
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れにつきましてはあくまでも実証試験ということ

でありますから、いろんな効果を、もしくは弊害

を見ながら、ぜひまた改善すべきところは改善を

していきたいというふうに思っています。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

今部長のほうから改善〇８番（竹中憲之議員）

するところは改善したいというふうに答弁ござい

ました。実証試験運行ですから、市民の声あるい

は要望があればこの試験運行をやっている間でも

変更があり得るということで確認をさせていただ

いてよいのかどうか、御答弁願います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

一定期間様子を見な〇総務部長（扇谷茂幸君）

がら、市民の皆さんの意見を聞く状況を必ずつく

っていきたいと思います。１つは、アンケートと

いう手法もありますので、これ実際にバス事業者

も運行しながらそれぞれ市民の皆さんの声を聞く

機会も当然あるというふうに判断をしていますの

で、そういったことを含めながら、一定程度の時

期を見ながら変えることは可能でありますから、

ぜひそんな対応も含めて考えてやっていきたいと

思います。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

コミュニティーバスの〇８番（竹中憲之議員）

実証試験運行については、そういうことで確認を

させていただきたいというふうに思います。

次に、新規就農者の扱いについてでありますが、

先ほども質問いたしました中で答弁されましたけ

れども、結果的に今日まで新規就農者といっても

親等々がいてＩターン、Ｕターンで帰ってくる方

が多いというのが見たら現状だというふうに思っ

ています。近年団塊の世代ということでよくテレ

ビでも新聞でも出ていますが、６０超えて再チャ

レンジということで、里山あたりへ入って農業を

やるというような方も多くいられるようでありま

すけれども、しかしこういう方にしてみれば農地

を集積をしていくというような状況にはないとい

うふうに私は思うのです。また、Ｉターン、Ｕタ

ーンでも中身的に大きな耕作地を持っていれば、

条件によってはそんなにそんなにたくさん集積が

できないなと私は思っているわけです。そこで、

やはり農地の荒廃が進んでいくというふうに思っ

ていまして、なぜ新規就農者のことで言うかとい

うと、そういう問題がここ１０年、１５年で出て

くるなと。そういう意味では、新たな就農者とい

うのをやっぱり開拓をする必要があるのではない

かというふうに私は思っています。私の感覚とし

ては、新規就農者というのは身内がいなくて本当

に新しい人です。が入ってくることを私は求めて

いるというか、望んでいる一人でもありまして、

そういった意味ではそういうような情報発信のあ

り方というのを今後どのように組んでいくのか、

そんなことについてもし考え方があればお聞かせ

を願いたい。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどの答弁の中で〇経済部長（高橋光男君）

も若干触れさせていただいたのですけれども、本

年４月から杉並に職員を派遣しております。その

部分でことし従来は北海道札幌市で行われる新・

農業人フェアに出展をさせていただいたのですけ

れども、今般平成２４年度予算で東京の新・農業

人フェアに出展する１人の旅費がついてございま

す。それらも含めて先ほども申し上げましたけれ

ども、杉並を一定程度中心として、そこを核とし

て新規就農者に対する情報発信、それからちょっ

と暮らしの部分を含めて総合的なパンフ等もつく

って活用しながら、対応してまいりたいというふ

うに考えております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

実は、大分前からとい〇８番（竹中憲之議員）

うわけでもありませんが、１つは活用の仕方、も

う一つあるのかなというふうに私は思っています。

昨年から名寄大学の学生と農業との交流が盛んに

なってきていますけれども、実は名寄大学の学生、

卒業すると全国各地に散らばるわけです。そこと

の連携というのは、私はいいのかなというふうに
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思っているのです。それは、大学１年に何十人か

卒業するわけでありますが、その中でも農業との

交流や何かやった方も出てくるわけでして、そう

いうところとの交流、あるいはこちらからそうい

うところへ情報を送る。そして、そこから発信を

してもらう。そういうことももう一つはあるなと。

インターネットだとかなんとかといろいろありま

すけれども、そういうことだけではなくて、そう

いうやり方も一つの方法かなというふうに思って

いますが、そんなことも含めて今後もう少し考え

ていく必要があるというふうに私は思っています

が、この考え方についてだめだとは言わないと思

いますけれども、お答えをいただければというふ

うに思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員御指摘のとおり、〇経済部長（高橋光男君）

いいアイデアだというふうに思っております。特

にグリーン・ツーリズムの関係では、名寄大学の

講義の中の一つとして北海道の農と食という講義

がございまして、毎年６０名近く受講されて、実

際に農家のところに年３回程度入って実習体験を

しているといった実例もあります。そういった意

味でも大学の卒業生を活用するというのはいいア

イデアだというふうに考えておりますので、今後

研究していきたいというふうに考えております。

以上です。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

それと、もう一点ちょ〇８番（竹中憲之議員）

っと先ほどいろんな団体があって、新規参入者と

の連携や何かも含めてやっているということであ

りますが、センターとの問題、あるいは一番気に

なっているのが指導農業士や農業士がそれぞれの

団体に入ってやっていることは承知をしています

が、横断的にその方々との連携というか、そうい

うのも私は一つは必要でないかなというふうにも

思っています。必ずしも一人の人が新規就農者と

の連携というか、そんなことばかりでないし、得

手不得手もそれぞれ持っているというふうに思っ

ていますから、そういった意味ではもう少し横断

的な農業士や指導農業士等の活用と言ったらたた

かれますけれども、交流が必要だと。そういうこ

とも行政として少し音頭をとって、今２０名ぐら

いいるのですか、平成２１年から。ですから、そ

ういった意味ではそういう目の前にもいますけれ

ども、交流を少しする必要があるのかなというふ

うに私は思っています。ただ単に団体の中へ入っ

てやるということは、そんなにそんなに大きく連

携とれるというふうには私は思っていないもので

すから、そういうことも含めて今後やっていくこ

とも１つあるのではないかと思いますが、その辺

についていかがでしょうか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

指導農業士、それか〇経済部長（高橋光男君）

ら農業士とのかかわりの中では、農業関係で持っ

ている各種委員会の構成メンバーの中に入ってい

ただいて御意見等を伺っておりますし、先ほども

新規就農の関係で言いましたけれども、新規就農

をする際の研修の部分で指導農業士の方と農業士

の方のお宅に実際に入って研修を受けていただい

ておりますので、その部分については横のつなが

りがあるかなというふうに判断しております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

今横のつながりはある〇８番（竹中憲之議員）

のかなというふうに何か最後疑問符がついていま

したけれども、もう少し広くやるべきだというふ

うに私は思っています。

ちょっと最後になりますけれども、実は１つ新

規就農者がここ数年、平成２１年から数えて２０

名ほどいるのですけれども、ここにおける耕作品

目あるいは耕作面積がどのようになっているかと

いう、そういう調査というか、押さえてはいると

思いますけれども、近年高収益花卉だとか、そう

いうものも含めて高収益なものということでいろ

いろやっているようでありますけれども、その耕

作品目の転換だとか、あるいは耕作面積が大きく

なった。小さくなることはまずないと思いますけ
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れども、そのような数字を押さえられるとしたら、

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在資料を持ち合わ〇経済部長（高橋光男君）

せておりませんけれども、Ｕターン等で入ってく

る部分については農家子弟の方が多いものですか

ら、実際親御さんと一緒に農家経営に携わってい

ただいているということがあります。ただ、異業

種からの新規参入の分については、一定程度押さ

えさせていただいてはおりますけれども、つくる

作物については基本的に集約的な作物というか、

ハウス園芸を中心とした作物が中心になっており

まして、平成１７年か１６年に就農した方につい

ては、中名寄地区に入って当初施設園芸をやって

いたのですけれども、離農する農家の方の水田を

引き受けて水田耕作を行っているという実例も現

在のところございます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

中身的にＩターン、Ｕ〇８番（竹中憲之議員）

ターン、先ほど私がちょっと言って、言い過ぎた

かなというところもあるのでありますが、耕作地

の集積というのもそれなりにここ数年はされてい

るようでありますけれども、先ほど言いましたよ

うに１０年、１５年先の中身が見えないという状

況にあるだけに、どうこの耕作地、農地を集積し

ていくかというのは今後の大きな課題であります

から、そういった意味では今まで以上に新規参入

者をどうつくっていくかという、名寄から情報発

信をより多く進めていくということをまず求めて

おきたいというふうに思います。

次に、パブリックコメント条例についてであり

ますが、先ほど対象件数、昨年の４月から１３件、

意見件数が７名の９件ということでありますけれ

ども、行政としてこれは総務でやったのかどうか

別にしても、市民からの意見が少ないということ

について若干今後もう少し考えるということであ

りますけれども、どのような分析をされたのか、

細かいところまで含めてあればというふうに思い

ますが、されたのかについてお聞かせ願います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

現実にパブリックコ〇総務部長（扇谷茂幸君）

メントに関する市民からのいろんな御意見いただ

くというのは少ないということで、もしくはゼロ

と。ゼロが多いということで、私どもこの間考え

方としてはやはり私どもの情報の提供の仕方、パ

ブリックコメントを市民の皆さんにお願いをする

ときのいわゆる中身の出し方の問題も１つあるだ

ろうと。それから、計画がぼんと一括で出るとい

うことで、中身の周知含めてもう少し細かい手だ

てが必要だろうということを実はちょっと認識を

しております。情報の出し方でいきますと、ホー

ムページでありましたり、広報でありましたり、

それから各種情報コーナー等含めて庁舎を活用し

ながらごらんをいただくという場面もつくってい

るわけですけれども、意識的にそこに市民の皆さ

んが入ってこられないとなかなか見ていただけな

いということもありますので、そこのところは今

後の公表の仕方については少し検討が必要と。一

つの例として、例えばＦＭがありますので、そう

いった聞いていただくという部分を含めてぜひ公

表の場の多様化をちょっと図っていきたいなと思

っておりますし、中身のいわゆる理解をしていた

だくという部分につきましては、今概要版を１枚

つけておりまして、できるだけわかりやすい説明

を心がけております。しかしながら、ほかの都市

もさまざまな対応をされているというふうにも聞

いておりますけれども、ちょっとまだ１年程度と

いうことで、中身というか、パブリックコメント

の考え方につきましても市民の皆さんに若干周知

をされていないというところもありますので、あ

わせてあり方の周知も含めてぜひ対応してまいり

たいというふうには考えております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

今部長のほうから答弁〇８番（竹中憲之議員）

あったように、ホームページあるいは広報等々で

ということでありますけれども、どうも見たとき
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にあれ見てすぐこれはどういうことなのかと理解

しづらいという、内容そのものが。大枠はわかっ

ても内容を読んだときに、中身を見たときにどう

も理解しづらいというのがあるのではないのかと

いうふうに私は思っています。それと、もう一つ

は、自治基本条例の中で市民に周知をするという

ことも含めて、公聴会というのもたしか条例の中

でうたわれたというふうに思うのですが、こんな

ところの開催についてどのように考えているのか、

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

パブリックコメント〇総務部長（扇谷茂幸君）

にかけるそれぞれの内容にもよりますけれども、

実際周知を図って、かつ市民の皆さんから御意見

をいただくという場面につきましては、今これは

１つ特徴的な例でありますけれども、（仮称）市

民ホールの関係で、市民の皆さんへの説明会です

とか、それから関連する各種団体等の御意見を直

接伺うというような機会もとっております。すべ

ての計画もしくはパブリックコメントにかけるも

のについて、こんな形がとれるかどうかというの

も１つありますけれども、まさに市民の皆さんの

意見を直接聞くということはこれまでの中で一定

程度手をかけてやってきているということもあり

ますから、こういった手法を含めてぜひ活用しな

がら、市民の皆さんの意見をしっかり出していた

だける、そんな機会をつくってまいりたいという

ふうに考えております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

パブコメの扱いについ〇８番（竹中憲之議員）

ては、市民の意見をいただくという中身では１年

３カ月ですからまだまだ浸透していないのかもし

れませんが、公表する中身の問題、あるいはもう

少し工夫をして、公表場所の問題であったり、あ

るいはパブコメの場合は１カ月ですから、公聴会

やるといってもそれは厳しいのかもしれませんが、

そういう場の検討も必要だというふうに思ってい

ますので、今後庁内議論をされて、できる限り市

民の皆さんに伝えていく、あるいは意見をいただ

くということも重要だというふうに私は思ってい

ます。なぜかというと、議会基本条例の中でおと

としは非常に市民の皆さんにお願いしてというか、

参加が少なかったのでありますが、去年は倍以上

出席をしていただきました。そういうことも含め

てやることによって市民も理解をして、参加をす

る、意見を言うということも十分考えられると思

いますので、そのようなことについてきちっと今

後庁内の中で議論をしていただいて、できるもの

はやっていただくということで、私の発言を終わ

らさせていただきたいと思います。

以上で竹中憲之議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程はす〇議長（黒井 徹議員）

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５６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 黒 井 徹

署名議員 大 石 健 二

署名議員 高 橋 伸 典
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