
－129－

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１４日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第２１号 名寄市ふうれん望湖台

自然公園条例の一部改正について

日程第４ 推薦第１号 名寄市農業委員会委員の

推薦について

日程第５ 意見書案第１号 基地対策関係予算の

増額等を求める意見書

意見書案第２号 ＴＰＰ交渉参加にむ

けての協議からの撤退を求める意見書

意見書案第３号 医療計画、２次医療

圏の基準見直しに関する意見書

意見書案第４号 再生可能エネルギー

の導入促進に向けた環境整備を求める

意見書

意見書案第５号 「防災・減災ニュー

ディール」による社会基盤再構築を求

める意見書

意見書案第６号 けいれん性発声障害

（ＳＤ）の研究・治療等の推進を求め

る意見書

日程第６ 報告第９号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 議員の派遣について

日程第９ 委員の派遣について

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

日程第３ 議案第２１号 名寄市ふうれん望湖台

自然公園条例の一部改正について

日程第４ 推薦第１号 名寄市農業委員会委員の

推薦について

日程第５ 意見書案第１号 基地対策関係予算の

増額等を求める意見書

意見書案第２号 ＴＰＰ交渉参加にむ

けての協議からの撤退を求める意見書

意見書案第３号 医療計画、２次医療

圏の基準見直しに関する意見書

意見書案第４号 再生可能エネルギー

の導入促進に向けた環境整備を求める

意見書

意見書案第５号 「防災・減災ニュー

ディール」による社会基盤再構築を求

める意見書

意見書案第６号 けいれん性発声障害

（ＳＤ）の研究・治療等の推進を求め

る意見書

日程第６ 報告第９号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第７ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第８ 議員の派遣について

日程第９ 委員の派遣について

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
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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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本日の会議に１０番、〇議長（黒井 徹議員）

高橋伸典議員からおくれる旨の届け出がありまし

た。

ただいまの出席議員数は１９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、

８番 竹 中 憲 之 議員

１１番 佐々木 寿 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。

障害のある子供たちへの対応について外２件を、

川村幸栄議員。

おはようございます。〇１番（川村幸栄議員）

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。

まず１点目に、障害のある子供たちへの対応に

ついて伺います。北海道教育委員会によると、２

０１２年度の上川管内の小中学校で特別支援学級

に通う児童生徒は３３１人で、５年前の６倍

の増になっているといいます。また、放課後の大

切な生活の場である学童保育所の障害児の受け入

れ状況でも全国学童保育連絡協議会の資料により

ますと２００７年の実態調査では２００３年の調

査に比べて入所児童が８倍になっていると言わ

れています。１施設当たりの受け入れ障害児童数

がふえる傾向にあることが確認されています。ち

なみに、１９９８年調査に比べると入所児童数は

７倍という状況になっています。

そこで、障害のある子供たちへの対応について、

学校での対応、放課後の対応についてお伺いをい

たします。学校での対応についてですが、全国的

には特別支援学級の教室の確保が難しくなってい

ると言われています。また、教員についても複数

の児童を１人の教員が対応するのが難しく、マン

ツーマンでの対応が必要なことも多いと聞いてい

ます。専門性のある教育の保障が求められるとこ

ろですが、名寄市の対応についてお知らせをいた

だきたいと思います。

２つ目に、放課後の対応について伺います。共

働き、ひとり親家庭などの子供たちが平日の放課

後、土曜日、夏休み等に家庭にかわる毎日の生活

の場として過ごしている学童保育所ですが、保護

者の帰宅時間が遅くなる傾向の中で、学童保育所

の開設時間が延びており、児童が学校で過ごす時

間より約５１０時間も多く学童保育所で過ごして

いるという調査結果もあります。学童保育所は、

大切な生活の場となっているわけですが、受け入

れ態勢、施設や指導員などの条件整備はどのよう

になっているのか、待機児童についてもお知らせ

をいただきたいと思います。

大きく２点目、市民の命を守る国保について伺

います。国保は、相互扶助とされていた旧国保法

から現行法によって社会保障へと位置づけが変わ

っています。国保は、国保法第１条に社会保障及

び国民保健の向上に寄与することを目的とし、憲

法第２５条に規定された国民の生存権を医療面で

具体化した制度であります。ですから、保険証が

なく、手おくれ死が生まれるなどということがあ

ってはなりません。

そこで、国保の現状についてお知らせをいただ

きたいと思います。国庫支出割合が１９８０年代

前半の５０％から２０１０年度は２６％に半減

しています。このことが各自治体の国保の財政難

と国保税高騰を招いています。こうした国庫負担

の削減が国保世帯の貧困化と一体にしたことで事

態は一層深刻になってきています。国民皆保険の

スタート当初は、国保世帯主の多くは農林水産業

と自営業でしたが、現在では非正規労働者を初め
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とする被用者と年金生活者などの無職者が国保世

帯主の７割以上を占めるようになっています。国

保加入世帯の平均所得の推移を全国で見ると、バ

ブル期の１９９０年度から２０１０年度に向けて

下がり続けています。反対に１人当たりの国保税

の推移を見ると上がり続け、６万円から約９万円

にはね上がっています。国保加入者の所得につい

て、所得に対する国保税の割合について、名寄市

の現状についてお知らせをいただきたいと思いま

す。

小項目２つ目の改定国保法による今後の名寄市

の国保について伺います。ことし４月、都道府県

単位化を実行する改定国保法が可決、成立しまし

た。保険財政共同安定化事業、高額医療費共同事

業、保険者支援制度の恒久化を決めました。保険

者組織や保険料のほか、徴収は市町村単位のまま

でも給付財政を都道府県単位化、広域化すること

で一般会計繰り入れの解消による保険料の引き上

げや保険原理の徹底と給付費抑制、都道府県によ

る市町村国保の統制という広域化を大きく前に進

めようというものです。定率国庫負担の削減も進

められるものであります。国保の広域化とは、負

担増、徴収強化という従来の路線を一層拡大し、

国保の住民福祉としての機能を切り捨て、徹底し

た給付抑制に追い込む道にほかなりません。国保

財政の都道府県単位化は、２０１５年度から施行

されます。国保本来の役割、社会保障としての本

旨を踏まえた対応が強く求められるところであり

ます。こうした中で今後の名寄市の国保について

の考えをお伺いをいたします。

最後に、サンルダム建設についてお伺いをいた

します。民主党政権が誕生した３年前、サンルダ

ムを含めダム建設の凍結を表明し、サンルダム建

設が中断されたままとなっています。建設促進の

声も上がっているようですが、サンルダムが本当

に必要であるのか、改めて名寄市の考えをお聞き

したいと思います。

１つ目に、多目的ダムであるサンルダムの利用

目的について伺います。治水については、昭和３

０年の洪水、平成１８年の浸水被害が取り上げら

れてきました。この間の対策、どのように行われ

てきたのかお知らせをいただきたいと思います。

次に、利水についてですが、人口減、節水が言

われ、１人１日平均給水量は減り続けています。

老朽管の改修で、有収率が目覚ましく高くなって

きています。しかし、全国平均の約９２％にはま

だ遠く、さらなる努力が望まれます。今現在の有

収率と目標値についてお知らせをいただきたいと

思います。

利用目的の発電では、当初４００キロワット

の発電と言ってきました。計画変更によりためる

水量が少なくなっていますが、発電量はどのくら

いの目標となっているかお知らせをいただきたい

と思います。

次に、自然保護についてであります。落差２４

メートル、１００段で約９キロのものを魚道をつ

くり、サクラマスを守ると言われています。カワ

シンジュガイは絶滅危惧種Ⅱ類に指定されていま

すが、こういったサクラマスやカワシンジュガイ

への影響についての検証はどのようになっている

でしょうか、お知らせをいただきたいと思います。

３つ目に、市民周知、市民議論について伺いま

す。国によりダム建設事業の検証に係る検討を進

めるに当たり、関係地方公共団体から成る検討の

場を設置することとし、これに基づき北海道開発

局でもサンルダム建設事業の検証作業を進めると

しています。ダム建設を進める立場の方たちによ

る検討の場となっています。多様な意見、考えが

反映される検討の場が必要ではありませんか。こ

の部分についてもお考えをお知らせいただきたい

と思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇教育部長（鈴木邦輝君）

ただいま川村幸栄議員からは、大項目で３点の御
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質問をいただきました。大項目１は私のほうから、

大項目２は市民部長から、大項目３は下水道室長

からの御答弁とさせていただきますので、よろし

くお願いをしたいと思います。

大項目１、障害のある子供たちへの対応につい

て、小項目１の学校での対応についてお答えをい

たします。発達障害を含めます障害のある児童生

徒に対しましては、一人一人の教育的なニーズを

把握をして、個に応じた指導により一層充実させ

ていくことが必要であると考えているのが基本で

あります。本年度５月１日現在市内の小学校、中

学校では、合わせて４０の特別支援学級に７９人

の児童生徒が在籍し、これに対しまして５１人の

教員が指導に当たっております。使用している教

室につきましては、一部普通教室ではない部屋を

活用している学校もありますが、指導に必要な教

室については確保をされております。

また、通常学級におきましては、困り感を抱え

ている児童生徒への個別指導を充実するために、

北海道教育委員会、道から小学校３校、それから

中学校１校に対しそれぞれ１人ずつ児童生徒支援

の教員が加配されております。そのほか名寄市教

育委員会として小学校５校へ８人の特別支援教育

学習支援員を派遣をし、通常学級または特別支援

学級の担任の指導を補助する体制を整備をしてお

ります。また、各学校におきましては校内に特別

支援委員会などを設置をし、発達障害を含む障害

のある児童生徒の実態の把握や支援方策の検討を

行っておりますが、より適切な指導を行うために、

名寄市立大学や特別支援学校などの関係機関との

連携にも努めているところであります。具体的に

申しますと、小学校４校が名寄市立大学に学生ボ

ランティアの派遣を依頼をし、教科の学習などに

おいて困り感のある児童への支援体制を整えてお

ります。また、小学校８校、中学校２校が道の特

別支援教育パートナー・ティーチャー派遣事業を

活用し、特別支援学校からの教員から対象となる

児童生徒の個別の指導計画の作成の仕方や具体的

な指導及び支援の方法などについての助言を受け

ております。

今後名寄市教育委員会といたしましては、児童

生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な指導

及び支援を行うために、担当教員が特別支援学校

教諭免許状を取得できるよう、昨年度より開設さ

れています名寄市立大学の免許法認定公開講座へ

の参加を引き続き各学校に働きかけたり、特別支

援教育についての専門スキルを高めるよう研修会

などへの参加を促してまいりたいと思います。さ

らに、名寄市特別支援連携協議会や特別支援コー

ディネーター連絡会議の取り組みの活性化を図る

とともに、専門家チームによる巡回相談や名寄版

「すくらむ」の活用促進などに努めてまいります。

次に、放課後の対応でございます。名寄市にお

きます放課後の児童の受け入れにつきましては、

教育委員会では国の放課後児童健全育成事業に沿

いまして放課後児童クラブの事業実施を行ってお

ります。現在名寄市内における放課後児童クラブ

につきましては、４カ所が運営をされており、公

設の部分では２カ所、南小学校区内に設置されて

おります南児童クラブと風連中央小学校校区の風

連児童クラブであります。また、民間では２カ所、

名寄小学校校区と東小学校校区として学童保育コ

ロポックル、西小学校校区と豊西小学校校区のど

ろんこ学童すまいるであります。児童の受け入れ

につきましては、保護者が就労などにより昼の間、

放課後家庭にいないことが基本となり、各児童ク

ラブの定数につきましてはどろんこ学童すまいる

が定数を満たす状況ですが、他の児童クラブにつ

きましては定数内であり、障害のある児童を含め

まして、いわゆる待機児童はいないものと考えて

おります。

障害のある児童の受け入れにつきましては、各

施設の建物や指導員の人的配置の中で受け入れ可

能な範囲での実施をしております。現在公設の南

児童クラブにおいては２人、風連児童クラブでは

２人、民間の学童保育コロポックルでは６人、ど
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ろんこ学童すまいるでは３人の受け入れをいただ

いているところであります。また、各施設におけ

る指導員の受け入れ態勢につきましては、児童の

持つ障害の程度、症状にもよりますけれども、目

を離すことができない状況にも対応するため、対

応につきましては複数配置体制を基本として事故

等の防止に努めている状況でございます。

以上、私からの答弁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、大項目の〇市民部長（土屋幸三君）

２、市民の命を守る国保についてお答えをいたし

ます。

まず最初に、小項目、国保の現状についてお答

えをいたします。平成１９年度から平成２３年度

までの４年間で国保加入者は約１割、８０８人減

少をいたしました。また、平成２２年度で約５３

億円あった課税総所得が５０円を切ってしまい、

この結果、平成２３年度では国保税の減収が約

０００万円となり、国保運営は大変厳しいものと

なっております。国保加入世帯の平均基準所得額

は、平成２０年度２８１万０００円、平成２１

年度２７９万０００円、平成２２年度２７１万

０００円と減少傾向にございます。また、被保

険者１人当たりの年税額は平成２０年９万４１

１円、２１年９万９１２円、２２年９万８５

０円と増額となっているところであります。平成

２３年は、９万６５５円と若干減少したところ

であります。収入、世帯構成、資産の状況により

変動がありますが、税が世帯の収入に占める割合

は１０％から１２％となっているところでありま

す。

次に、給付費では平成１９年度の保険給付費決

算額が２２億８００万円で、２２年度の決算額

も同額でありました。先ほど申し上げましたとお

り、加入者が減少しておりますので、１人当たり

の保険給付費で見ますと平成１９年度が２８万８

３１円に対して平成２２年度が３０万５５２円、

この間２万７２１円、率にすると７％の増額

となっているところであります。加入者減と所得

減で国保税収が低下していく一方で、医療費の支

払いは増加を続けている状況で、財源の不足を基

金の取り崩しで補ってきたというのが現状でござ

います。各種健診、保健指導、健康づくり等を通

じて健康に対する認識を深め、あわせて国民健康

保険制度の周知を図り、国保事業の円滑かつ健全

な運営の取り組みをさらに進めてまいります。

次に、小項目、改定国保法による今後の名寄市

の国保についてお答えをいたします。このたびの

改正法は、新たな高齢者医療制度、すなわち後期

高齢者医療制度が廃止された後の医療保険のスキ

ームは、当初は平成２５年度から７５歳以上の方

が、さらに平成３０年度からは全年齢で国保制度

を都道府県が保険者となって運営するというもの

でしたが、市町村から都道府県への移行がスムー

ズにいくよう財政基盤強化策を恒久化するなどを

盛り込んだ改正の内容になっております。また、

国の定率国保負担の財源が都道府県に移行するこ

とになっていますが、現在のところその２％分の

使途については明らかにされておりません。その

ほかにも高額療養費などの共同事業に対する財政

支援などが盛り込まれておりますが、社会保障と

税の一体化に伴う全国で２００億円となる財政

支援の実施は平成２７年４月から、さらには消費

税をその財源に充てるという内容であります。名

寄市としましては、後期高齢者医療制度の廃止な

ど制度の動向に一層の注意を払い、しっかりとし

た安定した保険制度の運営のために必要に応じて

国などへの要望を行っていかなければならないと

考えているところでございます。

国保制度は、我が国の社会保障制度の中にあっ

て国民皆保険を担う健康へのセーフティーネット

であります。病気やけがなど万一に備えてお互い

が支え合う仕組みになっております。医療費の支

払いのためには、加入者の支払う国保税を初め、

国、道、市からの負担金や補助金などの財源が必

要となってくるところであります。一方では、低
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所得の方が多い、医療費のかかる高齢の方が多い

など構造的に財源が厳しい中で、国保加入者の半

数以上が所得に応じた７割、５割、２割の軽減措

置を受けております。所得が下がったことによる

無保険や受診抑制、さらに保険税の滞納に伴う短

期証、資格証明書の交付、差し押さえ、さらに保

険証の窓口とめ置きなど諸課題につきましては、

きめ細かな相談などで対応してまいりたいと考え

ております。今後とも市民が安心、信頼できる国

保制度の安定的な運営のために努めてまいります

ので、御理解を賜りますようお願いを申し上げま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石橋上下水道室長。〇議長（黒井 徹議員）

大きな項目３点〇上下水道室長（石橋正裕君）

目、サンルダム建設について、小項目１の利用目

的についてお答えいたします。

天塩川水系では、これまで捷水路の工事、堤防

の整備、河道掘削、岩尾内ダムの建設などさまざ

まな治水対策が講じられてきております。天塩川

水系サンルダムは、国の直轄事業として洪水調節、

流水の正常な機能の維持、水道用水の安定確保、

発電などの機能を持つ多目的ダムであります。ま

た、昨年３月の東日本大震災や自然災害などの発

生は各地域に甚大な被害をもたらし、改めて私た

ち地域の安全と新たなエネルギーの必要性を考え

させられる機会となりました。洪水対策として約

５００万立方メートルをダムがためることによ

り、下流水位が１１０から２０センチ下がる効果

が期待されております。天塩川流域では、近年の

異常気象により洪水、渇水が頻発していることか

ら、流域住民の安全で安心な暮らしや地域の発展

のため、本流域の住民にとって必要なダムであり、

極めて重要なダムであります。本市水道事業では、

平成２０年１０月に第２期拡張計画の見直しを行

い、簡易水道の統合や水道未普及地域の解消など

に伴う給水区域の拡張を行い、風連地区や自衛隊

名寄駐屯地への給水統合を進め、将来にわたり安

全、安心な水道水を安定的に供給していくために

も必要な治水計画と位置づけております。現在の

緑丘浄水場での最大取水量は１日当たり１万２

２０トンで、今後風連地区や自衛隊を含めた必要

水量は１日当たり１万７３０トンとなり、その

差は５１０トン、これを国が計画しているサン

ルダムに新たな水源を求めるものでございます。

有収率の目標値では、水道事業における再評価で

平成３５年度に最大値として８７％を数値目標と

していますが、現在では合併特例債や国庫補助金

などの特定財源を活用しているため、できる限り

高い数字を目指していきたいと考えております。

なお、現在の有収率につきましては、平成２２

年度８８６％、平成２３年度８６５％の状況

となっております。給水人口も減少傾向でありま

すが、老朽管更新整備事業を積極的に行い、経営

の健全化に努めてまいります。

発電の関係では、ダム建設に伴って新設するサ

ンルダム発電所において、最大出力０００キロ

ワットの水力発電を行う計画となっております。

平成２１年１０月に本体建設工事凍結後、翌年９

月に検証対象ダムとなり、関係地方公共団体から

成る検討の場が設置され、予断なくダムを建設し

た場合とダム以外の代替案とのコスト比較などを

行い、現在検証中でありますので、御理解をいた

だきますようにお願いいたします。

次に、小項目２、自然保護についてお答えいた

します。サンルダム建設事業については、建設省

所管事業に係る環境影響評価実施要綱に基づき、

平成７年に環境影響評価の手続を完了し、引き続

き各種の環境調査を実施し、河川環境への影響を

極力軽減し、河川環境の保全に努めることと承知

しております。この後国は、平成１９年に河川法

第１６条の２に基づき、天塩川水系河川整備計画

を策定し、整備に当たっては河川景観の保全、動

植物の生息環境の保全、地域と連携して周辺環境

整備などを推進しています。調査用魚道の調査で

は、魚道は十分機能したものと考えられていると
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承知しております。魚道の整備に際しては、専門

家の意見を伺いながら機能の確認を行い、必要に

応じて施設の改善を図るものと承知しております。

カワシンジュガイ類やサクラマスについては、天

塩川魚類生息環境保全に関する専門家会議での意

見を聞きながら、生息環境の保全に努めるものと

承知しております。こうした環境対策により、環

境への影響は最小限度にとどめられるものと考え

られております。

次に、小項目３、市民周知、市民議論について

お答えいたします。これまで一般市民を対象とし

たダム事業の地域意見の聴取や平成１５年２月、

天塩川水系河川整備基本方針の策定から延べ２０

回にわたり議論を進めてまいりました。流域委員

会の開催、関係住民の意見聴取による公聴会など

広く意見の聴取を行っています。また、開発局で

はダム検証の過程においても今後関係住民や学識

経験者などから意見を聞くと伺っております。本

市の水道事業につきましては、自然と環境に優し

く、快適で安全なまちづくりを基本目標に水道水

の安定供給及び水質の向上を目的とした名寄市水

道ビジョンや名寄市水道事業再評価として市議会

や名寄市ポータルサイトにて公表しながら、情報

発信を図っています。今のところ住民説明会の予

定はありませんが、必要に応じて説明会の開催を

検討していきたいと考えておりますし、今後とも

情報公開を徹底し、議会や市民の皆様の御意見を

いただきながら、水道事業への理解を得る努力を

してまいりたいと考えておりますので、御理解を

いただきたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇１番（川村幸栄議員）

だきました。再質問をさせていただきたいと思い

ます。

まず最初に、障害のある子供たちへの対応につ

いてですけれども、名寄市では学校においてはや

っぱりかなり細かく対応していただいているなと

いうふうには思っています。ただ、やはり全国で

いうと教室の確保が非常に難しいということで、

１つの教室をカーテンで仕切っているというよう

なお話も聞いているところであります。細かな対

応が望まれるところでありますし、また先ほど部

長のほうからお話があったように一人一人のニー

ズをというところら辺、ここが非常に望まれると

ころだなというふうに思っています。今発達障害、

またアスペルガーとかＡＤＨＤなど、それぞれの

お子さんたちによって対応が異なるということで

ありますので、やはり教室の確保、そして教員の

確保、これが非常に強く求められるところだとい

うふうに思います。引き続き名寄大学の学生さん

たちのボランティアもされていますし、また教員

の皆さんのスキルアップも取り組んでいるという

ことでは非常に喜ばしいし、またこれをさらに推

し進めていただきたいというふうに思っています。

そこで、専門家といいますか、研究者の中でこ

うした発達障害児などに不登校が見られることか

ら、専門家の中では発達障害の２次障害として不

登校を挙げている、こういった先生もいらっしゃ

います。そこで、名寄市では適応指導教室あるわ

けですけれども、ここで現状とまた父母、保護者

への支援について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）

私のほうからは、た〇教育部長（鈴木邦輝君）

だいま学校及び放課後での障害を持たれる児童へ

の対応についてお話をさせていただきましたが、

今御指摘の発達障害を含めまして、その中で不登

校となられている子供たちの対応ということでご

ざいます。御存じのように名寄市では、児童セン

ターの中に適応指導教室がございます。その中で

不登校で家庭で過ごす子供たちに対する対応とい

うことで、主に学校復帰に向けまして支援する場

として、教育相談センター内に適応指導教室を設

けてございます。現状では、小学校で２人、それ

から中学校で３人の子供たちが回数はまちまちで
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すけれども、通っておられるということでござい

ます。この教室に通所する児童につきましては、

不登校となる原因につきましては今議員御指摘の

ように発達障害的な障害の部分、また家庭環境等

原因はかなり多岐にわたる要因があると考えられ

ております。また、ほかにも精神的な課題を抱え

たり、また一部は病的な要因であるということも

あると言われております。これらの児童への適切

な対応の部分では、現在適応指導教室では指導教

室の指導員の対応だけではなくて、状況に応じま

して教育相談センターの専門指導員であるとか、

それからことしより配置しております教育推進ア

ドバイザーとの連携、それから保護者と学校とを

含めました３者による懇談会等を頻繁に開催しま

す。また、医療的には主治医の方との情報交換等

を通じながら対処をしているというのが現状であ

りますので、御理解いただきたいと思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

アドバイザーの方々、〇１番（川村幸栄議員）

また専門医師との連携も含めて進めていただくと

いうことなのですけれども、やっぱりこういった

気軽に相談できる場所があるということを皆さん

にお知らせをしていただいて、十分な対応をお願

いしたいというふうに思います。

２つ目の放課後の対応です。学童保育所の問題

なのですけれども、先ほどお伺いしましたら、児

童クラブ、風連、南児童クラブで２人ずつ、また

コロポックルで６人、どろんこで３人ということ

で、本当に非常にそれぞれの児童クラブ、学童保

育所の指導員の皆さん方、御苦労されているのか

なというふうに思っています。今お話がありまし

たように、複数で対応しなければならないという

ことです。今そういった指導員の皆さん方の確保、

そしてその指導員の方々の保障について非常に厳

しいものがあって、もっと指導員の方をふやした

い、そう思ってもなかなか保障の部分についても

難しく、ふやすことができない、そういったこと

が言われています。調べてみますと、補助金につ

いても障害児受け入れ推進事業ということで、１

人以上いると補助金の支援があるということです

けれども、しかしそれだけで何人まで、１人、２

人ということでふえていくのではなくて、１人以

上ということでの決まった定額の補助金｡これでは､

例えばコロポックルのように６人いらっしゃる中

で対応するのは非常に厳しいのではないかなとい

うふうに思っているのですけれども、この辺につ

いてのお考えをお聞かせをいただきたいと思いま

す。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま放課後児童〇教育部長（鈴木邦輝君）

クラブにおきます障害のある子供の受け入れの部

分でございますけれども、現状につきましては先

ほど答弁をしたとおりでございます。現状におき

ましても特に民間の施設にありましては、それぞ

れの施設の自助努力で本当に一定の数の受け入れ

をしていただいているということを認識をしてご

ざいます。また、これに対します国の障害児の受

け入れの対応につきましては、議員御指摘のとお

り障害児受け入れ推進事業の中でそのあるかなし

か、プラスかマイナスかで一定の補助金の加算し

かないという現状についても認識をしているとこ

ろであります。これにつきましては、早急な市内

部での協議を進めたいと考えてございます。

また、一人一人個の対応の安全の確保の部分に

つきましても、指導員の複数配置の確保というの

はもとより、指導員そのものの知識とかスキルア

ップも重要であるかなと考えております。学童保

育の各種研修会等では、障害について学ぶ研修会

も多く企画されておりますので、主に北海道とか

北海道学童保育連絡協議会が主催をいたします研

修会への参加の呼びかけを今までどおり積極的に

行ってまいりたいと考えておりますので、御理解

いただきたいと思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今指導員の方々のスキ〇１番（川村幸栄議員）

ルアップ、また研修会への積極的なということで
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した。それぞれの個人個人の負担になりますから、

非常に大変な部分があるかなというふうに思うの

ですが、その部分への支援、ぜひ期待したいとこ

ろであります。

先ほど今のところは待機児童がいないという話

がありました。学童保育所で預けたい、学童に子

供を預けて働きたい、障害を持ったお子さんを持

ったお母さん方の中でもそういうふうに思ってい

る方もいるのではないかというふうに思うのです

けれども、そういった部分での把握といいますか、

はされているのかどうか。そういった方々へもや

はりそういう受け入れが十分までは難しいとは思

いますけれども、支援ができるという体制に持っ

ていけるのかどうか、その部分について確認をさ

せていただきたいと思いますが、よろしくお願い

します。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

公設、それから民間〇教育部長（鈴木邦輝君）

を問わず、いわゆる待機児童の部分につきまして

は一般的には現状の時点ではいないという認識は

しているところなのですが、個々の保護者の中で

は預けたくても預けられない実情があって、その

部分でまだこちらとして十分に把握していない部

分もあろうかと思いますので、これにつきまして

は公設、民間問わず保護者から相談があった場合

の対応について調査をしたいなと考えてございま

す。いずれにしましても、議員御指摘のとおり障

害を持つ児童の親の方の就労がふえるに伴いまし

て、放課後児童クラブへの入所の希望というのは

当然名寄市にあってもふえる傾向があるのではな

いかと思っております。先ほど申しましたように、

現行制度の中での補助制度については限界もあり

ます。市では、総合計画の基本事業の中で放課後

児童クラブの整備についても記載をしてございま

す。その中でも民間と公設の保育料の格差なども

課題としておりますけれども、今回御指摘のあっ

た障害を持つ児童の支援体制についても課題と考

えておりますので、今後部内で協議をしてスピー

ド感を持った対応をしたいと考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

すべての子供たちに言〇１番（川村幸栄議員）

えることなのですけれども、やはり教育から排除

しない教育制度のあり方が問われているかなとい

うふうに思います。どこで学んでも子供たち一人

一人が必要とする教育、先ほど部長もおっしゃっ

たように一人一人が必要とする教育が保障される

条件整備、進めることが必要だというふうに考え

ています。あわせて社会教育だとか福祉制度の充

実も欠かすことはできませんけれども、この分野

については別の場で議論をさせていただきたいと

思いますので、次の質問に移りたいと思います。

２つ目の市民の命を守る国保について再質問を

させていただきたいと思います。先ほど国保加入

者の方々の所得に対する国保税の割合について伺

いました。１０％から１２％、実は２０１０年度

の厚労省の国保実態調査から見たのですが、全国

平均では９％ということで、北海道は名寄に合

っております。１２％でありました。所得の１

２％が、名寄でも１０から１２％ということで

したが、１割を超える部分を国保税で支払わなけ

ればならない。これでは、もう払いたくても払う

ことができない、こういう状況かなというふうに

思います。

全日本民主医療機関連合会、民医連というとこ

ろの会で全国調査を行いました。２０１１年中、

昨年中、１月１日から１２月３１日までの間で保

険証が交付されていないために６７人もの手おく

れ死が生まれたことが確認されている状況であり

ます。名寄市の先ほどもお話がありました資格証、

短期証の問題ありましたけれども、名寄市の滞納

者への対応についてお聞きをしたいというふうに

思います。以前もお聞きしているわけですが、窓

口に来てもらって、納付勧奨を行って手渡すとの

ことでありました。窓口でのとめ置きについては、

ことし２月、道より切れ目なく被保険者の手元に
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届くよう措置を講ずることということで通知をさ

れているわけですけれども、名寄市の滞納者への

対応についてお伺いをしたいと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま御質問のあ〇市民部長（土屋幸三君）

りました、いわゆる短期証の関係についてお答え

をしたいと思います。

短期証の取り扱いについて、これは国保税の滞

納措置要綱によりまして運用しているところでご

ざいまして、ことし５月末現在で短期証の対象と

なるのが１９９世帯、そのうち未更新世帯が５５

世帯ございます。大半が連絡先や居どころが不明

のものというふうになってございます。子供の短

期証につきましては、対象となるのは３２世帯５

２人となっておりますが、窓口でとめ置きされて

いる短期証は現在ございません。保険証は、必ず

本人の手元に届けるという大原則のもと、電話や

文書や、あるいは訪問、こういったことで機械的

な対応ではなく、滞納者と接触をしながら、きめ

細かな対応を心がけております。また、窓口にお

越しをいただきながら、税についての御相談等も

きめ細かく御相談に乗っているという現状でござ

います。滞納の部分につきましては、名寄市では

すべての市税等を含めた総合徴収体制の中で納税

対策を実施しているところでございます。納税対

策といたしましては、年度を繰り越して滞納繰り

越し市税となることのないように、あるいは滞納

繰り越しを発生させないことを基本に現年課税分

の徴収を強化、これを図っているところでござい

ます。督促、催告状などによる自主納付の促しで

あるとか、あるいは毎月納税係内において各担当

者が抱えるケースを全係員で検討し、滞納者に対

する情報の共有、今後の納税の方針等を協議をし

ているところであります。国保税につきましても

国保担当者と共同で短期証の更新時における納税

相談や納税係の夜間窓口に日程を合わせた合同の

夜間窓口納税相談、さらには電話等々での督促を

行っているところでございます。しかしながら、

納税意識が欠如し、催告状、最終催告書、財産の

差し押さえ予告書など文書による自主納税の促し

に対しても御相談がなく、また誠意を持った対応

がされないと、こういった事情もございます。担

税能力があるにもかかわらず、納入がされない滞

納者の方につきましては、現年度分、滞納繰り越

し分を問わず滞納整理を行っているところでござ

います。今後につきましても機械的に差し押さえ

を行うということではなく、生活が困窮している

方々につきましてはしっかりと相談を受けながら、

慎重な対応を図ってまいります。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

窓口でのとめ置きはな〇１番（川村幸栄議員）

いということでありました。今部長もおっしゃっ

たように、担税能力がありながらも納税されない

方も、こういった方も中にはいるかというふうに

は思いますけれども、そういうところは厳しくし

ていただくというのは必要かというふうに思いま

すが、先ほども言ったように所得の１割を超える

負担では大変だということであります。国保加入

者にそれぞれ国保税のお知らせという、この文書

が届いているわけなのですけれども、例えば今軽

減とか減免のお話もされましたけれども、なかな

か保険税の軽減についてどういうことかとぴっと

こないというような部分もあるのかなというふう

に思うわけです。こちらの「みんなで支える国保

の保険税」では、滞納のしてはいけませんという

ことはこんなに大きく書いているのですが、ここ

のところに小さく納付が困難な方は国保に御相談

をと。小さいスペースなのですが、こういった声

かけというのは非常にわかりやすいのかなという

ふうに思うわけです。この部分を大きくしていた

だいて、納付が困難な方は御相談をと。気軽に御

相談をというような、こういう働きかけも非常に

必要ではないかというふうに思うのですが、その

部分についてお考えをお聞かせください。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員おっしゃられ〇市民部長（土屋幸三君）
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たとおり、なかなか国保制度について市民の皆様

にお知らせをする機会というのが広報等でしかな

いといったようなこともありまして、広報ではき

め細かな説明を市民の方にお知らせをしようと心

がけているところでございます。国保の現状につ

きましては、７月号でまた市民の皆様にお知らせ

をする予定でございます。この制度の運営につき

ましては、市民の皆様方の御理解が欠かせないも

のと思っておりますので、ぜひそういったものを

ごらんいただきながら、御理解をいただきたいと

いうふうに思っているところでございます。

それと、先ほど最初の質問の中で５０億円とい

うべきところを５０円と言ってしまったというこ

とで、訂正させていただきます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひわかやすい説明を〇１番（川村幸栄議員）

していただくことを望むところであります。

２つ目の改定国保法による問題なのですけれど

も、今国のほうでは税と社会保障の一体改革とい

うことで進められています。一般会計からの繰り

入れについてもこれをさせないというような形に

なっていまして、名寄市でもお聞きしようと思っ

ていたのですが、法定外、２２年度で七十数万円

だったかというふうに思っているのですが、ほか

の道内の市町村でも非常にふえているわけです。

一般会計からの繰り入れで保険税を上げないよう

に努力をしている、ここを今国が進めている広域

化ではやめさせていこうというような中身になっ

ているようです。私たちは、一般会計からの繰り

入れがなくなれば国保税の給付の増大に応じて際

限なく、先ほど給付の問題も言われていましたけ

れども、負担が非常に引き上げられていくという

ことになります。負担増を我慢するか、給付抑制

を我慢するかというようなことを住民の皆さんに

押しつける、これはあってはならないというふう

に思っています。先ほども言ったように、やはり

社会保障へとの位置づけの中、これをしっかりと

守っていくことが必要であろうというふうに思っ

ています。共産党としては、今税の使い方、集め

方、そして社会保障、国の責任による国保税の軽

減や国保の証明書の取り上げの中止、窓口負担の

引き下げという、こういった改革案も打ち出して、

引き続き努力をしていきたいというふうに思って

います。また、全国知事会や全国市長会からも従

来の枠を超えた国庫負担割合の引き上げをという

要求もこの２年間で２００を超えて出されている

というふうにも聞いていますので、市長もぜひ市

長会の中で声を大きくしていただいて、国庫負担

をと、上げよということで取り組んでいただくこ

とを強く求めて、次に移らせていただきたいと思

います。

サンルダムの問題ですけれども、先ほど従来か

ら御説明があるとおりの中身でしたけれども、市

民説明会等々でも出されているように、過去の洪

水、浸水被害、これらについて対策がされている

わけですが、堤防の整備が進んで、最近ではそう

いった被害も減少傾向にあるということになって

います。また、下川の地域では内水はんらんが非

常に多いということでありますから、ここの手当

てが必要であって、そこをしていくことでダムに

頼らない治水が可能ではないかというふうに思っ

ています。先ほど災害とエネルギーの確保が必要

だということがありました。発電でも０００キ

ロワットの目標、はっきりはしていないというこ

とでしたが、先日一般質問の御答弁で市立病院の

自家発電が５００キロワットというようなことも

ありました。ですから、０００キロワットです

と市立病院の自家発電の２つ分ということになり

ますから、こういうことでサンルダム、自然を破

壊し、また膨大な予算を使ってダムをつくること

でこの電力を補うことで、本当に必要なのかどう

か、この部分が問われてくるのかなというふうに

思っています。

また、自然保護についても実験では非常に小さ

な魚道をつくって実験していました。専門家会議

ということも言われていましたけれども、ここで
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はダム建設推進の立場の方たちがやっているわけ

ですので、やはり議論もやり直すべきではないか

というふうに思っています。推進の立場の方たち

の説明会や報告会、検証の場というふうに言われ

ますけれども、やはり多様な意見、考えが反映さ

れる検討の場が必要ではないかというふうに考え

ていますけれども、その部分についてお考えをお

聞かせいただきたいと思います。

石橋上下水道室長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいまの関係〇上下水道室長（石橋正裕君）

で申し上げますと、現在第４回目のダム検討の場

が検証中ということでありまして、この先第５回

目の検討の場を予定しているというふうにお聞き

しておりますから、ぜひ今のありました御意見、

御提言につきましては北海道開発局のほうに私の

ほうからしっかりと伝えまして、そういった場で

反映できるものについては反映させていただくと

いうことでお伝えしていきたいというふうに考え

ておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今後の市民負担をお聞〇１番（川村幸栄議員）

きしようというふうに思っていたのですが、総工

費が５２８億円、その負担、名寄市の負担金とし

て約２億０００万円、水道料に含まれ支払って

いるわけですけれども、例えばダムが建設された

後、維持費が発生していきます。そして、巨大な

魚道もつくると言っています。これからの市民負

担がどのくらいになるのか、考えただけでもちょ

っと負担が大きいなというふうに思っているので

すが、この時期財政危機が言われていて、消費税

を上げるというふうに言っている中で、また自然

を守ることが世界の流れとなっている中で、本当

にサンルダムが必要なのかどうか、多種多様な意

見、考えを聞いていま一度検討をすることが望ま

れるところであります。この部分について市長、

一言あればお願いしたいというふうに思いますが。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

これまでも何度も申し上〇市長（加藤剛士君）

げてきていますけれども、それぞれ先ほどからも

話していますとおり平成１５年２月に天塩川の水

系河川計画の策定、それから延べ２０回以上にわ

たって流域委員会を開催して、本当に議論を積み

重ねてここまできて、建設一歩手前で政権交代の

影響もありまして、八ツ場ダムのこともあっての

国直轄ダムの凍結ということになっています。こ

の間も流域の議会でそれぞれ凍結解除を求める議

決も採択されていまして、そうした住民の意向、

あるいは今後先ほどから話をしていますけれども、

正式にはこの検討の場ということをやって、予断

なくこれ検討していますので、あらゆる角度から

検討していく中で今結論が出てくるというふうに

思いますので、その中でまた改めてしっかりとい

ろんな御意見を反映をさせていきたいというふう

に思っていますので、どうぞ御理解をよろしくお

願いをいたします。

以上で川村幸栄議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

電力需給における行政の役割外２件を、上松直

美議員。

議長より御指名いただ〇３番（上松直美議員）

きましたので、さきの通告に従いまして、本定例

会において大項目３点につきまして質問をしてま

いりたいと思います。よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１点目の電力需給における

行政の役割について質問いたします。今年の夏の

電力需給は、逼迫する状況の中で北海道電力は７

％を目標に節電協力をしているところであります。

４月２３日から９月１４日までの間に最大ピーク

電力を５０６万キロワットと見込み、供給力を４

８５万キロワットとし、７％を達成した場合、１

５万キロワットの予備電力を確保するという想定

になっております。泊原発の３基、２０７万キロ

ワットすべてが運転停止、その中火力発電は３２

９万キロワット、水力発電が７２万キロワット、

その他電力購入による８４万キロワットでの供給
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力トータル４８５万キロワットと見込んでおりま

す。７月１日からスタートする再生エネルギーの

固定買い取り制度は、エネルギー政策の転換とエ

ネルギー自給率の向上、エネルギー価格の安定に

つながり、地域再生の追い風と、また地域経済の

発展につながる事業の展開と拡張性のある継続事

業のビジネスチャンスをどうとらえるかが重要に

なってくると考えます。全国的に見ても再生エネ

ルギーの導入は、大型原発２基分を超える、２５

０万キロワットを超えると言われております。電

力安定供給を電力会社だけではなく北海道全体、

地域全体の経済効果と地域資源の活用、また雇用

の安定につながるように継続的なエネルギー政策

をしっかり実行せねばなりません。国、道、自治

体が事業の方向性と継続性、可能性を大胆かつ積

極的にプロジェクトを比較するためには、資本力

を、民間の投資をインセンティブ、優遇措置で引

き出すことが重要と考えます。環境に優しく、省

エネ住宅の推進、節電意識の高揚、エネルギーの

地産地消をベースにさまざまな施策を事業化し、

安心して暮らせる新しいまちづくりを進めていく

べきではないでしょうか。

まず、１点目、名寄市におけるこの夏の節電対

策について具体的にどのような対策を検討してい

るかをお聞かせください。

２点目に、計画停電時の対策を短期的、長期的

な観点で具体的にどのように実施するかをお聞か

せください。

３点目、再生可能エネルギーの固定価格買い取

り制度と再生エネルギーの動向、名寄市の今後の

取り組みについて基本的な考えをお聞かせくださ

い。

４点目に、北海道再生可能エネルギー振興機構

の目的及び役割、名寄市の立場と今後の姿勢につ

いてお聞かせください。

最後に、５点目、長期的なエネルギーの安定供

給における行政の役割とは何かを名寄市としての

基本的な考え方をお聞かせください。

大項目２点目、子育て支援と雇用対策について

質問いたします。少子化社会が進む中、現在子育

て支援を充実し、安心して子供を産み育てる環境

は名寄市においてもさまざまな支援、施策を実施

しているところであります。就業形態の多様化、

共稼ぎ世帯の増加、女性の社会進出ときめ細かな

保育事業の展開が望まれているところであります。

さまざまなニーズに対応した弾力性のある保育事

業と子育て支援は、少子化対策を担う施策であり、

安定した雇用環境の育成と就労人口の増加につな

がり、効果的な人口減少の抑制になり、出生率を

上げて子育てしながら働きやすい社会の実現を可

能とすることは間違いないと考えます。核家族化

された家族形態の中、育児、保育の環境が変化し、

子供を両親、おじいちゃん、おばあちゃんに預け

て働く共稼ぎ世帯が減少し、保育所等に預けなけ

れば働けないのが現状だと考えております。雇用

対策をしっかり行い、安定して働く環境が整い、

子育て支援が充実し、安心して子育てできる環境

を整備拡充することが少子化対策として重要と考

えます。

まず１点目に、名寄市における子育て支援の施

策について、主なものについて具体的に説明をお

願いいたします。

２点目に、総合こども園についての動向と問題

点について、名寄市としての基本的な考え方をお

聞かせください。

３点目に、子育て支援の施策として市内の施設

の有効利用と可能性についてお聞かせください。

最後、４点目、少子化対策（子育て支援）と就

労人口の増加について、基本的な考え方をお聞か

せください。

大項目３点目、独居老人、障害者等の見守り対

策について質問いたします。昨今地域で亡くなら

れ、近所の方々が気がつかず、相当日数がたって

から見つかるという孤立死という事案が多く発生

しております。以前は、高齢者、障害者の単身世

帯、また高齢者のみの世帯が支援対象としていた
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ところでありますが、世帯の中心者、介護の突然

の事故、病気によりその援助を受けていた人、家

族全員が死に至っていることが発生しております。

以前から何かの介護サービスや行政との関係の中

である一定の予防策はとられていた中で、近所づ

き合い、社会からの孤立した生活環境、さまざま

な要因が複合した中起きていることを真摯に受け

とめて、できることをいち早く対策として行って

いけなければ解決できない社会問題だと考えてお

ります。他人事ではなく、いつか自分たちにも降

りかかってくる問題として、行政、地域が情報を

共有し合って見守ることができるネットワークづ

くりを推進することが大切と考えます。

まず１点目に、名寄市における独自の取り組み

とその期待できる効果についてお聞かせください。

２点目に、孤立死対策としての問題点について、

福祉行政の立場からお聞かせください。

３点目、血の通った福祉行政とは何かについて

お聞かせください。

最後、４点目、福祉行政における手続の簡素化

とスムーズな管理方法についてどのように考えて

いるかをお聞かせください。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

上松議員からは、大〇総務部長（扇谷茂幸君）

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と３は健康福祉部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

まず、電力需給における行政の役割、名寄市に

おけるこの夏の節電対策につきまして答弁をいた

します。泊原発の稼働停止に伴う北海道電力管内

におけるこの夏の電力需給の逼迫に際し、政府は

平成２２年度対比で７％以上の節電を求めること

といたしました。これを受けて、６月５日に旭川

市で上川地域電力需給連絡会が開催をされ、節電

対策や今後の見通しにつきまして情報共有を図り、

あわせて節電の要請があったところです。公共施

設における節電対策につきましては、行財政改革

の視点から既に取り組んでいるところであり、冷

房設備も一部の施設、箇所にしか整備されていな

いため、さらなる節電策は限られるところであり

ますが、パソコンや端末の電源管理、照明の抑制、

また市立病院の自家発電稼働による受電調整など

可能な方策を進めてまいります。

次に、計画停電時の対応でありますが、北海道

電力によりますと電力の需給調整は北海道全体で

管理しており、突発的な発電所の緊急停止があっ

た場合でも本州からの融通や大口需要家に対する

受電制限の要請、移動型発電装置の稼働など可能

な限り計画停電を回避するようあらゆる方策を講

じる考えが示されております。また、万が一計画

停電を実施する場合の病院、福祉施設、上下水道

のインフラ施設、在宅患者世帯などへの取り扱い

につきましては、現在検討中とのことであります。

本市の公共施設では、病院、消防、上下水道施設

並びに一部福祉施設、基幹系サーバーなどにおい

ては自家発電装置を有しており、一時的な対応は

可能と判断しておりますが、さまざまな状況も考

慮しなければならないことから、今後とも電気事

業者と情報を共有しながら、適宜対応を進めてま

いりたいと考えております。

次に、再生エネルギー固定買い取り制度と再生

エネルギーの動向と名寄市の取り組みについてで

ありますが、東日本大震災後、日本のエネルギー

政策は大きな変換点にあり、東京電力福島原子力

発電所の事故を受けて、国は原発に重点を置いた

現在のエネルギー基本計画を一たん白紙に戻す方

針を示し、太陽光や風力、バイオマスなどの再生

可能エネルギーを２０２０年代には発電量の２割

までふやす目標としております。再生可能エネル

ギーの導入につきましては、設備の価格が高く、

利用率が低いため、火力発電など既存エネルギー

と比較をしますと発電コストが高くなっておりま

す。また、自然状況に左右されるため、出力が不

安定で地形等々の条件から設置できる場所も限ら

れるなどの課題もあり、大量に導入された場合、
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電気の安定供給に問題が生じる可能性も指摘され、

発電出力の抑制や蓄電池の設置などの対策が必要

になると考えられております。このため、国によ

る支援策として余剰電気の買い取りを電力会社に

義務づける太陽光発電の余剰電力買い取り制度が

開始をされ、本年７月からは長期にわたり買い取

りを義務づける再生可能エネルギーの固定価格買

い取り制度が開始をされることになりました。こ

れらを受けまして、道内においても再生可能エネ

ルギーの普及に取り組む自治体もふえ、本市にお

いてもこの間雪氷倉庫、名寄小学校のソーラーな

どに取り組んでまいりましたが、今後改めて速や

かに庁内議論を進め、この地域に合った再生可能

エネルギー導入における対応について考え方を示

してまいりたいと考えております。

次に、再生可能エネルギー振興機構の役割と目

的及び名寄市の立場についてでありますが、北海

道再生可能エネルギー振興機構につきましては、

５月１４日、札幌市において本市を含め設立趣旨

に賛同する道内７２自治体が参加をして、設立発

起人会が開催をされたところであります。本機構

は、北海道において再生可能エネルギーの導入を

拡大し、地球環境の保全とエネルギー自給率の向

上、そして地域経済社会の発展に寄与することを

目的とし、北海道において再生可能エネルギーの

導入拡大をトータルにコーディネートし、その計

画的かつ着実な推進をサポートしていく、そうし

た役割を担う機関として設置が予定をされており

ます。主な事業としましては、１つとして情報プ

ラットホーム、２つとして普及啓発、３つとして

人材の育成、４つとして会員の再生エネルギー事

業推進、５つとして調査研究などとなっておりま

す。

御質問のありました名寄市の立場についてであ

りますが、本市においては先ほども述べましたと

おりこれから検討する課題も多く、これらに必要

な情報の入手を初め、道内における産学官の研究

や企業の育成などへの貢献、さらには企業別の動

向などにも注目して対応してまいりたいと考えて

おります。

次に、長期的なエネルギーの安定供給における

行政の役割についてでありますが、エネルギー政

策の基本は国の枠組みの中で進められ、エネルギ

ー供給はその枠組みにおける事業者の取り組みで

あることから、エネルギーの安定供給の第一義的

な役割は国及びエネルギー事業者にあると考えて

いるところであります。しかしながら、エネルギ

ーの安定供給に係る内外の制約が一層深刻化をし

ていることや地球温暖化問題解決に向けての対応、

さらにはエネルギー、環境分野に対する経済成長

への期待など、エネルギーをめぐる環境は大きく

変化をしておりまして、エネルギーにおける地産

地消など地域に密着した市町村が省エネルギーや

再生可能エネルギーの推進に果たす役割は大変重

要であると認識をしております。こうしたことか

ら、本市におきましても関係部局における連携を

もとに必要な調査研究を一層進め、市としての考

え方を示してまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

初めに大きな項目２の子育て支援と雇用対策につ

いての小項目１、名寄市における子育て支援の施

策について申し上げます。

本市におきましては、子供たちが健やかに生ま

れ育ち、安心して子育てができるよう次世代を担

う子供や子育て家庭を地域全体で支援する次世代

育成支援後期行動計画を平成２２年３月に策定し、

ここで育って、ここで育ててよかったと言えるま

ちづくりを目指して、家庭、地域、行政が連携し、

社会全体で育て合う取り組みを進めております。

子育て支援の施策としましては、８つの項目を掲

げ、推進に努めております。まず、１つ目として

保育環境の整備と拡充では、少子化、核家族によ

る家庭の子育てに関する不安を解消するため、子

育て支援センターを平成１１年度より開設してお



－145－

平成２４年６月１４日（木曜日）第２回６月定例会・第４号

り、適切な相談、情報の提供、交流事業等を実施

し、今年度からは児童虐待、ＤＶ防止の観点から、

関係機関との連携を図り、保健センターの保健師

とともに子育てに不安を持っている家庭に保育士

が訪問したり、また風連日進保育所活用事業など

新たな子育て支援事業も展開しております。

２つ目の幼保一体化の充実では、平成２１年４

月に大谷認定こども園が開設され、幼保一体化の

先駆的な役割を果たしており、市立保育所と入所

児童の受け入れを検討し、待機児童を出さない工

夫をしたり、一時保育利用児童の受け入れ状況の

把握を行うなど、連携、協力を深めながら円滑な

事業運営ができるよう支援を行っております。

３つ目の地域子育て力の充実では、子育てに喜

びや楽しみが感じられる地域づくりのため、名寄

市立大学の多世代交流や離乳食教室の実施、地域

ボランティアの方々の協力のもと、子育て家庭の

見守り等をお願いし、機能の強化を図っておりま

す。

４つ目の子育て環境の拡充では、市立保育所は

いずれも老朽化が進んでおりますが、必要な改修、

整備を行うとともに、幼児人口の推移、国の動向

を見きわめつつ、総合的保育施設の設置について

研究、検討を進めてまいります。

５つ目の保育所における食育の取り組みでは、

年間計画及び月計画を立案し、食に対する生活習

慣を確立できるよう食育の推進に努め、食物アレ

ルギーのある児童に対しきめ細かな対応に努めて

おります。

６つ目の児童虐待の防止では、相談体制の充実

を図るとともに、名寄市要保護児童対策地域協議

会を核として関係機関と連携を図りながら、発生

予防と防止に努めております。

７つ目のひとり親家庭の生活安定と自立では、

子供の健全育成のため経済的支援や就労支援を行

い、安心して働ける環境づくりを促進するととも

に、母子自立支援員の配置など相談体制の充実を

図り、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成

及び母子寡婦福祉資金貸付金等の助成制度や負担

軽減制度の利用の促進に努めております。

８つ目の障害児福祉の充実では、専門機関及び

医療機関との連携を強化し、発達のおくれ、障害

のある児童とその家庭が身近な地域において安心

した生活が受けられるよう、また医療機関及び旭

川児童相談所、北海道療育園、旭川肢体不自由児

総合療育センターの専門機関など関係機関との連

携を強化し、早期発見、早期療育の体制づくりに

努めております。また、児童に関する手当につき

ましては、国の制度に基づき児童手当、児童扶養

手当、特別児童手当、ひとり親家庭等医療費助成

などの給付事務を行っております。今後におきま

しても就業形態の多様化、女性の社会進出、国の

制度改革、子供を取り巻く環境の変化など多様化

するニーズに対応できる施策の充実を図り、次世

代育成支援後期行動計画の着実な具現化を推進し

てまいりたいと考えております。

次に、小項目２の総合こども園についての動向

と問題点等について申し上げます。現在国では、

子ども・子育て新システムを社会保障と税の一体

改革に位置づけ議論をしており、新システムでは

幼稚園や保育所など子供関連施設に充てる国、事

業者の財源を集めて包括交付金化し、市町村に交

付することや幼稚園と保育所の機能を一体化した

総合こども園を創設することが柱となっておりま

す。保護者は、サービスが必要と認定されれば市

町村から指定を受けた施設と直接契約をし、市町

村は包括交付金をもとに施設に給付するほか、事

業計画を策定してサービスの必要量を確保する責

務を負うものであります。国では、２０１３年か

ら段階的に試行する方針ですが、財源確保には至

っておらず、新システムは制度を複雑にし、総合

こども園の株式会社参入により教育や保育の質の

低下、保育、子育ての市場化、待機児童の９割が

２歳児以下とされている現在幼稚園児の受け入れ

が不可能であれば待機児童の解消にならず、保育

難民を生むなど多くの問題が指摘されております。
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この政府提出の法案につきましては、創設方針を

撤回し、現行の認定こども園を拡充する方向との

報道もされておりますので、引き続き国の動向を

把握しながら、適切な対応に努めてまいりたいと

考えております。

次に、小項目３の市内施設の有効利用と可能性

について申し上げます。現在名寄市の子育て支援

施策については、４つの項目の事業を掲げており

ます。１つ目の子育て支援センター事業では、市

内３カ所で子育ての不安や悩みに寄り添いながら、

親子あそびの広場、子育て相談、電話相談、いつ

でもどうぞ仲よしランドのサービスを提供してお

り、公立では東保育所において月曜日から金曜日

まで開館し、１日平均１７組、３７名の親子に利

用をされております。この中で週２回児童センタ

ーを活用し、広い体育館で伸び伸びと遊んだり、

総合福祉センター内のおもちゃライブラリーを活

用するなどし、施設の有効活用を行っているとこ

ろです。

２つ目の青空保育事業では、今年度初めての試

みとして４月から９月まで月１回市内公園を活用

し、各保育所長等による子育ての世代の親子を対

象に保育を行うもので、活用する公園としては名

寄市総合福祉センターのふれあい広場、浅江島公

園、大学公園、サンピラーパークなどで実施し、

雨天の場合は隣接施設での保育を行うものであり

ます。この事業では、名寄大学と連携し、学生の

実習の場としての活用も予定しております。

３つ目のお出かけ支援事業では、保健センター

で実施しているこんにちは赤ちゃん事業と連携し、

保健センターの保育士の訪問により支援の必要な

家庭の情報を保育士とともに共有し、保育士が各

家庭に出向いて子育て支援を行うものであります。

この中で子育て支援センターの紹介や保健センタ

ーが行う事業等を紹介し、情報提供も積極的に行

っております。

４つ目の風連日進保育所活用事業でありますが、

当該施設は平成１９年１２月より休所しており、

この間の活用は現在までございません。子育て世

代のお母さん方からお年寄りとの交流を求める声

が数多く聞かれましたので、風連日進地区での説

明会で風連日進保育所を子育て支援施設として有

効活用して、御理解をいただき、さらには風連日

進地区の老人クラブの皆様からは、子供たちが日

進に来てくれたらぜひ一緒に交流したいとの賛同

を得たことから、年度当初より５月実施に向けて

職員みずから施設の清掃等を行い、事業実施に至

りました。事業内容として、月に１回お母さんの

手づくり弁当を持参し、バスにて風連日進保育所

まで出向き、老人クラブの皆さんと交流を深めな

がら、楽しく遊び、昼食をとって帰ってくる内容

であります。この親子お出かけバスツアーでも名

寄大学との連携のもと、学生の実習の場として実

施し、さらに官民一体となった取り組みとして、

大谷認定こども園及びさくら保育園の子育て支援

センター担当保育士も同行し、月ごとに当番を決

め、実施しております。５月１１日実施した第１

回目の実績は、親子９５名、学生６名、老人クラ

ブ７名が参加して、笑顔のあふれる交流が行われ、

今後も月１回日進地区の協力をいただき、秋には

収穫祭や運動会、１２月にはもちつきを実施して

いく予定になっております。今からこの行事を楽

しみにしていただいている親子や日進地区の方々

の声が数多く寄せられておりますので、今後とも

多方面にわたる子育て支援事業を検討し、名寄ひ

まわり子育てプランを基本として、市民の方々に

必要とされ、喜んでいただけるニーズに合った事

業を展開してまいりたいと考えております。

次に、小項目４の少子化対策としての支援と就

労人口の増加について申し上げます。少子化対策

としての支援と就労人口の増加につきましては、

現在名寄市の年間出生率は２５０人程度で、近隣

市町村では減少傾向が見られる中、横ばいを推移

しております。安心して出産していただくための

支援として、また安心して子育てができるために

環境整備が必要と考えております。その中で重要
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なのが医療機関の充実が挙げられますが、名寄市

では道北地区の核となる病院を有しており、小児

科の充実は誇れるものがあります。２４時間安心

して小児医療に頼ることのできる環境は、大きな

支援であると考えております。

次に、子供が成長していく過程の支援といたし

ましては、保育所、幼稚園及び子育て支援センタ

ーの充実が挙げられます。保育所では、待機児童

を出さない取り組みを行っており、市内認可保育

所では午前７時から午後７時まで開所し、延長保

育サービスも実施しております。延長保育利用料

は、午後６時以降一律１回２００円を徴収してお

りましたが、平成２１年度より延長３０分まで１

回１００円、３０分以降１回２００円と利用料の

改正を行い、負担軽減を図っており、現在平成２

２年度実績では月平均２６８回の利用があります。

また、市内幼稚園で保護者のニーズに応じた預か

り保育を実施し、柔軟な受け入れ態勢を図るとと

もに、本市では平成２４年度より私立幼稚園振興

補助金の見直しを行い、預かり保育事業への支援

も行っております。

次に、保育所、幼稚園を利用していない方々が

保育所を利用し、子供を一時預けることのできる

一時保育事業は、保護者の急な事情やリフレッシ

ュなど１歳以上就学前までのお子さんの受け入れ

を市内３保育所で実施しており、平成２２年度実

績では月平均１２７回の利用があり、サービスが

定着していると考えております。また、修学支援

として看護師、保育士、介護士等の資格取得に関

する経費の一部を支給する母子家庭高等技能訓練

促進事業を本市においては平成２１年度より開始

しており、現在３名が制度を利用し、受講してお

ります。この制度を活用し、看護師資格を取得し

た方が名寄市立病院に平成２２年度、２３年度に

１名ずつ就職をしております。今後も多様化する

保育ニーズに対応するため、情報収集に努め、実

施可能な事業を選定し、名寄市に潜在する就労人

口の増加につながるよう努めてまいりたいと考え

ております。

次に、大きい項目３、独居老人、障害者等の見

守り対策について、小項目１、名寄市における独

自の取り組みと効果について申し上げます。近年

高齢者の孤独死や高齢者世帯の介護疲れによる不

幸な事案などが社会的な問題として注目されてい

ますが、こうした悲劇を未然に防ぐ方法の一つと

して、地域ぐるみの見守り体制の構築が必要とさ

れております。従来高齢者や障害者等の社会的弱

者に対しては、地域社会が見守り、生活を支えて

きたところでありますが、近年は独居老人、高齢

者のみの世帯が急増し、親族間、地域社会との交

流が希薄になったり、みずから社会との交流を拒

むセルフネグレクト、いわゆる無縁社会が広がり

つつあり、社会的弱者が地域で生活し続けること

が難しい状況がふえております。名寄市において

は、地域における要援護高齢者、障害者及びその

家族に関する基礎的事項、サービス利用状況等を

一括把握するため、昨年９月道の地域支援支え合

い体制づくり事業補助金を活用し、各課で管理し

ている介護保険、高齢者、障害者、地域包括支援

にかかわる個人情報のデータを一元化するための

システムを導入し、要援護者台帳の整理を行った

ところであります。ことしの４月からシステムの

本稼働を始めており、効果につきましては従前要

援護者にかかわる個人情報データをそれぞれの部

署で管理していましたが、対象者が重複して福祉

サービスを受けるケースなどが多いなど、情報の

一元化によりスムーズな相談対応が図られるとと

もに、相談者の状況に合わせた福祉サービスの提

供などが可能となりました。さらには、高齢者、

障害者の事件、事故等が発生した場合においても

その情報をもとに迅速な対応が図られるものと考

えております。今後につきましては、防災担当部

署と連携をとり、災害時における要援護者等の情

報の管理や地域民生委員児童委員が保有している

情報などを入力し、システムを活用してまいりた

いと考えております。また、データの一元化によ
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りこの情報を地域の見守り体制に反映させていく

ことが重要と考えており、個人情報保護法の問題

もありますが、地域民生委員児童委員、町内会等

の情報の共有化を図りながら、日常的な地域の見

守り活動の体制づくりに努めてまいりたいと考え

ております。

次に、小項目２の孤独死対策とその問題点につ

いて申し上げます。本年年明け早々に報道された

孤立死や孤独死の事件は、これらの福祉行政に大

きな課題を投げかけているものと考えております。

孤独死に至る原因は、生活困窮、人間関係、生き

がいの喪失などが考えられ、知的、精神に障害を

持つ方を抱える世帯にあってはその実態を世間か

ら隠す傾向が強いため、実態を把握することが難

しい状態にあります。また、発達障害のため対人

関係が上手に保てず、社会において挫折し、その

ままひきこもり、２次的にうつ病を発症するケー

スも見られております。孤立死の防止には、行政

による訪問や隣近所の見守りが必要なことは言う

までもありません。現在個人情報の扱いから、要

援護者のすべての情報を町内会等とともに共有す

ることには至っておりませんが、担当地区の民生

委員児童委員の皆さんには一定の情報を提供して

おりますので、注意が必要な方には定期的な訪問

が行われているところであります。また、社会福

祉協議会が実施している町内会ネットワーク事業

には５６町内会が取り組んでいただいており、町

内会独自の調査に基づいた訪問や行事への参加な

どで見守りが行われている状況にあります。しか

し、中には民生委員や市の職員を初め他人の介入

を拒む方がいることも実際にあります。これらの

方々の多くは、自宅で最期を迎えたい、人の世話

にはなりたくない、世間に知られるのが恥ずかし

いなどの思いが強いことから、現在は遠くからの

見守りとなっているのが実態ですが、時間をかけ

本人の気持ちを和らげ、必要な支援を行ってまい

りたいと考えております。また、介助してもらっ

ていた方が亡くなり、１人での生活が困難となる

ケースも見られることから、平成２４年３月に策

定いたしました第３期名寄市障害福祉実施計画に

基づきグループホーム等の整備を計画的に進める

とともに、高齢者や障害者が気軽に集うことがで

きる公共施設のあり方についても現施設の有効利

用を含め研究してまいりたいと考えております。

人間関係の希薄化が全国的な問題となっている中、

行政と地域住民、そして企業等が連携し、新たな

視点による取り組みから、悲しい出来事が発生す

ることのないよう努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、小項目３の血の通った福祉行政とは何か

について申し上げます。障害者や高齢者、健常者

もともに支え合って生きていく時代であり、その

ような社会を目指していく必要があると考えてお

ります。市では、幼児から高齢者までの相談窓口

を配置し、専門職員も配置しながら、必要に応じ

家庭に伺って相談を受けたり、支援を必要とする

方は関係機関と連携しながら、必要な制度につな

げるなどの支援を行っているところであります。

ハンディの大きな人にとって住みやすい社会を目

指すということは、他のすべての人にとって住み

やすい社会をつくっていくものと考えております。

しかしながら、現在の社会において施設等すべて

の人に使いやすい環境になっているとは言えない

部分もあり、ハード面を改造していくことやソフ

ト面では相手の立場に立って自立を支援する制度

を整備するなど、住みやすい環境をつくっていく

ことが血の通った福祉行政と考えているところで

す。今後も住みなれた地域でできるだけ長く、安

全で安心して暮らしていただけるよう施設の推進

に努めてまいります。

次に、小項目４の手続の簡素化とスムーズな管

理方法について前向きな取り組みはについて申し

上げます。市民の中には、緊急にサービスを必要

とする方もいることから、法に基づいた制度を利

用するまでの間に時間を要する場合があります。

しかし、緊急を要する場合などの事例として、介
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護保険制度では要介護、要支援認定が決定される

までの間、およその要介護、要支援認定区分を想

定して、暫定的な居宅サービス計画を介護支援専

門員に策定してもらい、速やかに介護サービスを

利用していただいている例もあります。さらには、

介護保険の要介護、要支援認定には、市町村から

の意見を踏まえ、昨年４月より要介護、要支援認

定の有効期間の見直しが図られ、有効期間が延長

したことに伴い、申請者の申請回数が減したこと

により負担軽減が図られたところであります。今

後も速やかな支給決定等に努めることはもちろん

のことでありますが、暫定的にサービス提供がで

きるものについてはサービス提供を行うことによ

り、市民の福祉の向上に努めてまいりたいと考え

ております。

また、手続の簡素化につきましては、国では全

国民に番号を割り振り、社会保障や税などの個人

情報を一括して管理することにより、年金の受給

や税申告などの手続を簡素化しようとする共通番

号、マイナンバー制度を２０１５年の導入を目指

し、法案を今国会に提出していると聞いておりま

す。法律に基づく申請については、同制度が施行

されると一定の簡素化が図られるものと考えてお

ります。市におきましては、現在福祉相談窓口を

設置し、市民の多様な福祉相談を一元的に受け付

けられるよう体制をとってきているところであり

ます。また、市民の利便性に配慮し、手続の簡素

化とスムーズな管理方法を念頭に置きながら、今

後も規則や要綱の改正を行ってまいりたいと考え

ております。今後も市長会などを通じて、住民福

祉の第一線で得た情報をもとに必要に応じ手続の

簡素化について要望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。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

どうもありがとうござ〇３番（上松直美議員）

いました。続きまして、順次再質問をさせていた

だきたいと思います。

まず最初に、電力需給における行政の役割とし

て、１点、小項目５つありますけれども、大ざっ

ぱにかいつまんで質問します。まず、ＬＥＤへの

交換等、パソコンの待機時間等の節電とか、照明

の間引き等、さまざま取り組みをやっぱり市では

実施しようとしていますけれども、これで実際の

目的、７％以上の節電が本当にできるのか。

それと、使用電力量の把握とか、実際のデータ

を積み上げないで、ただ漠然とした中でやること

に対してちょっと疑問符を持っております。電力

量の把握、１日１回とは言えませんけれども、施

設ごとに電気量を管理する人が実際におられるの

かどうか。それと、そういうデータを管理しなが

ら、行財政改革の面から電気量の関係をどのよう

に考えておられるのか。

そして、電気使用量というのは全体、実際には

月別、年間ですけれども、名寄市にどれぐらいの

電気使用量が発生しているのか。

４つ目に、ちょっとピーク電力のカットという

問題が出てくると思うのですけれども、フレック

スタイムとか、いろんな考え方の中でピーク電力

をどうやってずらすかということ、それをもうち

ょっと突っ込んだ形の中でやるべきではないかと

思っています。それについて質問します。

最後に、計画停電時における各施設の自家発電

のチェック体制、いわゆる定期修理というか、定

期的な点検をどのように実施して、今回のもし計

画停電になった場合にちゃんとしたきちっとした

体制づくりができているのか。それと、社会福祉

施設とか、いろんな施設があります。その中で絶

対に電気が必要な人たちもいると思います。その

中で本来設置しなければならないところに設置さ

れていないという状況もあるのかどうか、それに

ついて質問いたします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

たくさん質問いただ〇総務部長（扇谷茂幸君）

きましたので、少し順序が逆になるかもしれませ

ん。お許しをいただきたいと思います。
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まず、今回私ども一つの節電対策としまして、

これまでも行財政改革の一環としてそれぞれ照明

の節電に努めてまいりましたけれども、今回改め

てパソコンの台数が多いということも含めて、パ

ソコンについては積極的な対応ということで先般

も指示をしたところでありまして、パソコンの場

合は省電力というか、スリープ状態という設定が

可能ということで、机を離れましたらできるだけ

短時間の中でスリープ状態に入ると。また、速や

かに立ち上がるというような設定をもう既にほと

んどのパソコンでしております。７％という目標

につきましては、もう既に昨年と比較しまして一

定程度６％上回る節電を実施をしてきたという一

つの経験がございますから、今回パソコン総じて、

パソコンだけではありませんけれども、パソコン

プラスアルファでどれだけいわゆる節減が可能か

というところについては、ちょっと具体的な数字

は今はじける状況にありませんけれども、おおむ

ね昨年以降、この間の経験を含めて７％は可能だ

ろうという判断をして、具体的な目標としてこれ

からまた少し積算を積み上げながら、７％の目標

についてはそれ以上の対応もぜひしていきたいと

いうふうに考えております。

それから、電力量の把握の関係でありますけれ

ども、通常でありますと１カ月置きに今検針のデ

ータが上がってくるという状況でありますので、

おおむねこの１カ月間の電力量の把握をもってと

いうふうに考えてもおりましたけれども、日々ど

の程度のスパンで電力量の把握が可能かというこ

とも含めて、これは北電のほうとの相談をして、

できるだけ短い期間の中で電力量の把握ができる

ような、そんな対応もちょっとしていきたいとい

うふうに思います。

それから、実際にどの程度の電力を使用してい

るかという管理の状況でありますけれども、施設

におきましては庁舎は私ども総務部の総務課が所

管をしておりまして、各出先にたくさんの施設が

ありますから、そこのところは施設責任者、課長

なり所長なり、そういった管理職がおりますので、

おおむね各施設の管理責任者が対応するのが一番

いいだろうというふうにも考えておりまして、改

めて今後のいわゆる節電の状況なりの把握につき

ましては、原課とそれぞれちょっと対応について

相談をしてまいりたいというふうに考えています。

当然節電に関しましては、これまで行財政改革の

観点でやってきたということもありますし、今回

改めて電力のいわゆる需給の逼迫というような新

たな要件も入りましたので、その辺につきまして

は今後の行革の対応とあわせてぜひ積極的なしっ

かりした対応をしてまいりたいというふうに考え

ております。

それから、全市でというか、名寄市でのいわゆ

る電気の使用量でありますけれども、施設ちょっ

とたくさんありまして、今もし必要であれば細か

いデータ後でお知らせをしたいと思いますが、と

りあえず名寄庁舎、それから風連庁舎でいきます

と、ここのところが一番電力の使用量が多いとい

うことでありますけれども、名寄庁舎でありまし

たら年間にしまして４４万０００キロワットア

ワーと非常にたくさんの電気を使っておりまして、

風連庁舎は１９万０００キロワットアワーと。

これ年間でありますけれども、これだけ多くの電

気を使っているということであります。今後各施

設につきましては、これまで地球温暖化防止実行

計画の中で一定程度細かいデータも把握しており

ましたので、そこのところあわせて今後の節電対

策にぜひ数値は用いてまいりたいというふうにも

考えております。

それから、ピーク電力の対応につきましてであ

りますけれども、日中庁舎、私ども行政業務はお

おむね日中の時間ということで対応しておりまし

て、なかなかピーク電力のカットは現状では難し

いものというふうに考えております。これこの間

質問でも出されておりましたけれども、勤務時間

の変更でありますとか、行政サービスの時間帯の

変更でありますとか、さまざまな施策が必要にな
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ってくると思われますので、今後さまざまな節電

の対応の中で、もし必要であればそういったこと

も含めて検討してまいりたいというふうに考えて

おります。

それから、停電時における各公共施設の自家発

電の対応でありますけれども、既に病院関係とか、

それからライフラインの関係の施設については発

電施設を持っていまして、これらについては毎年

必ず定期点検がなされるというふうに私も一応確

認をしておりますので、この辺については緊急時

速やかな対応が図られるというふうに考えており

ます。

それから、福祉施設などへの自家発電等の設置

の話であります。これ公共施設につきましては、

私どもできるだけ自家発電の施設の整備を進めて

おりまして、おおむね設置はされているというふ

うに考えておりますが、それぞれこの間さまざま

な福祉施設が立ち上がりました。そこのところで

一定程度人の命にかかわる、いわゆる電力の問題

もやっぱり発生するだろうというふうにも考えて

おりまして、今現在私ども総務部のほうで具体的

なデータちょっと持ち合わせておりませんが、た

だこの件に関しましては北海道電力のほうでも随

分それぞれ調査を進めているというような話も聞

かれておりまして、個別に御相談なりがあればま

た対応していくということも伺っておりますので、

この辺につきましては私どもも今後の市民の皆さ

んへの節電の協力なりを通知する中では、ぜひ私

どもとしてもそういった問題について聴取できる

ような体制について考えていきたいと思います。

以上です。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

やはり管理というか、〇３番（上松直美議員）

電気使用量を一日一日にというふうに、本当は使

用電力量をきちっと記載しながら、それをデータ

をとって、きのうよりもきょうは何％削減された

と。そういったようなシステムも今はできますし、

そしてまた積算電力計とか、そういうものを係の

人が記載しながら、１日１回全体の電力量を把握

しながら、そして省電力に向かっていく姿勢とい

うか、やっぱり数字できちっとやらないとだめだ

と思います。そして、電気量、いわゆる職場ごと

に電気量の使用管理責任者みたいな人をきちっと

任命しながら、それを実施していくような形、や

っぱりそういった形をしっかりしないと、漠然と

して７％削減とか大体おおむねできますという形

でなくて、きちっとした形でやったほうがいいと

考えます。

また、フレックスタイム等の導入、ちょっと無

理だという考えなのですけれども、私が考えるの

は無理ではなくてどうしたらピーク電力をカット

できるか。企業努力というか、全体としての組織

としての努力はないのかと。１つにしては、まず

私の経験からいいますと、自衛隊にいたときに火

曜日と金曜日に定時退庁日というのがありました。

残業をしなくてもう５時半、６時になったらみん

な帰ろうという、そういう日をつくって、そうす

ると残業の時間が減り、電気の使用量も減り、い

ろんな面で、次の日からの仕事のリフレッシュに

もなり、プラス志向の中で節電とかいろんな意味

でできる。定時退庁日みたいなものをつくって実

施できるのではないかと。あらゆることを想定し

て、やっぱりいろんなことを工夫してやるべきだ

と思います。

それで、計画停電時については、心配している

のは火力発電所というのが今老朽化しております。

ピーク電力５０６万キロワットのうち４８５をで

きるという中で、３２９の火力のうちに今老朽化

しているところが結構あります。緊急停止状態の

事例もかなりあります。そうすると、計画停電時

というものを想定した、あらゆる想定をした中で

考えるべき、行政として企業や個人の家のリーダ

ーとして引っ張っていく意味でいろんなことを想

定しながら、例えば信号機がもし停電になったと

きにどういう状況の中でどういう事故があると。

そのときにどういう対応をすればいいのか、そう
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いうことまで踏まえた、市道における信号機の停

電時の対処要領とか、それとやっぱり対処マニュ

アルというか、停電時における対処マニュアルみ

たいなものをやって、だれが見てもきちっとわか

るようなマニュアルづくり、そして節電というも

のがやらされているのではなくて、そして経費削

減になってきちっとした結果を残せる。さっき言

った４４万キロワットの電気使用量がどれだけの

電気料金になっているか。ざっと計算しただけで

２００万円や５００万円程度になるのではな

いかと。電気料を１キロワット２０円として換算

して、使用料で８００万円から八百何十万円です。

それで、基本料金がかかってきます。そうすると、

そのトータルした電気代を７％から１５％まで削

減するというと経費の削減。長期的なビジョンで

いうと、財政改革の一つのポイントとして、こう

いったことをきっちりやればやはり結果が出てく

るのではないかと思います。

そして最後に、再生エネルギーのことですけれ

ども、今回北海道再生可能エネルギー振興機構と

いうものが立ち上がって、その中で再生エネルギ

ーの導入拡大やいろんな意味で役割を担って、地

域の経済を引っ張っていこうという形で始まりま

した。その中でタイムリーな時期を見逃したとき

に何が起きるか。他の地方の自治体が今本当に真

剣に再生エネルギーと地域再生に取り組んでいる

ところでございます。その中で今名寄市が半年後、

１年後にそういう実施をするとしたときに、本当

にその時期でいいのかと。タイムリーな時期を逃

してしまった、ターニングポイントを間違ってし

まったときに、やっぱり地域経済が今以上に疲弊

してしまう。よその市町村が成功したから、それ

を物まね的にやる、そういったことでいいのか。

やはり積極的にそのタイムリーにやるということ

が大事だと思います。市長の御判断だと思います

けれども、再生エネルギーは我々にとって２番手、

３番手だと。１番手ではないと。そういう意味で

置かれているのであればまさに違うと思います。

エネルギー問題がやっぱり安心した生活を市民に

きちっと提供できる。安心した暮らしをやっぱり

市が政策の中にきちっと入れていってもらいたい

と思います。それについて答弁お願いいたします。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

再生可能エネルギーにつ〇市長（加藤剛士君）

いては、それぞれこの議会でもたくさんの議員の

皆さんからお話をいただいて、省エネルギーを全

体的に推し進めていかなければならない、あるい

は日本全体がエネルギー政策をいま一度見詰め直

さなければならない、あるいは名寄市としてそう

したら独自の自然エネルギーというのはどうなの

だろうということも含めて、しっかりと前向きに

検討させていただきたいというお話をさせていた

だいているところであります。やみくもに政策を

打つということでなくて、しっかりと議論をした

中で、できればモニター制度的な形の中で新年度

いろいろな試行をしていきたいというふうに考え

ていますので、ぜひ御指導と、また御理解をお願

いをいたします。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

あと２件につきまして〇３番（上松直美議員）

は、時間がないので、十分な答弁をいただきまし

たので、子育て支援につきましてはやはり少子化

対策の一つの目玉として、国の政策だけではなく

て名寄独自のメニューもいろいろ組み合わせて、

きめ細かな子育てをして、定住できて、ここで子

供たちがいっぱい生まれて、環境づくりをきちっ

と続けてやってもらいたいと思います。

以上で終わります。

以上で上松直美議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１３時００分まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）
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を開きます。

日程第３ 議案第２１号 名寄市ふうれん望湖

台自然公園条例の一部改正についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２１号 名寄市ふ〇市長（加藤剛士君）

うれん望湖台自然公園条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市ふうれん望湖台自然公園の施設

であるセンターハウスが平成２４年３月末をもっ

て営業を終了したことに伴い、同施設に関係する

規定を整理をするため、本条例の一部を改正をし

ようとするものであります。

なお、減免対象の一部について誤りがありまし

たので、おわびをして訂正をさせていただきます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

日根野正敏議員。

何点かお尋ねをい〇１５番（日根野正敏議員）

たしたいと思います。

まず、センターハウスを廃止するのを決定をし

たのが平成２２年９月の定例会のときに市長から

そういう発言があったわけなのですけれども、こ

の条例改正が今になって、４月１日からの施行と

いうことでございますので、おくれた理由につい

て何か特別な理由があるのか、その辺をお伺いし

たいと思います。

それから、提案理由にもあったようにセンター

ハウスの閉鎖後の対応が固まったという理由もあ

るわけですけれども、その辺の対応策についてど

ういうふうに固まったのかお伺いをいたしたいと

思います。

それから、私さきの何回か望湖台については一

般質問をさせていただいているのですけれども、

市内の民間の委託者を探すというような発言も市

長からもいただいているのですけれども、その後

の協議経過についてはどういう経過をされたのか、

また市としてどういうモーションを市内に投げか

けてきたのかお伺いをいたしたいと思います。

それから、この条例については、中身なのです

けれども、施設利用について通年利用の施設でも

あるということで、コテージですとか観光センタ

ーは通年利用というような提案でございますけれ

ども、あそこは冬期間道路も閉鎖されるというこ

とでありますので、冬期間は利用者がいた場合は

除雪をするのかどうか、その辺お伺いしたいと思

います。

それから、各ほかの施設もそうなのですけれど

も、規定では利用時間があると思うのですけれど

も、その辺の利用時間についてお知らせをいただ

きたいと思います。

以上５点についてお伺いいたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、第１点目〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

の今回提案がもっと早い時期にという、おくれた

理由は何なのかということなのでありますけれど

も、説明書のほうにも書かせていただいたのです

けれども、その後のセンターハウスが閉鎖される

ことになりまして、地域の住民になるべく不便を

かけないように、あるいは今度センターハウスが

なくなることによって名寄振興公社のほうにも御

利用いただきたいということもありまして、住民

の方々との協議を進めたところです。それにちょ

っと時間を要してしまったということが１つあり

ます。それと、その後の管理については、今現在

名寄振興公社に委託をしております。その関係で

細かい詰めをやったことによってこの時期になっ

てしまった。３月３１日ぎりぎりでのことになっ

てしまったということであります。もとをただせ

ば取りかかりがちょっと遅かったという点につい

ては、十分反省をしております。

それから、対応策ということなのですけれども、

対応策については今もちょっと述べましたが、風
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連の方々に御不便をかけないように、バスの運行

ということを今現在も実施しております。定期で

はないのですけれども、申し込みがあったときに

日にちと時間を決めてバスでその場所に迎えに行

っております。それから、各団体、特に老人クラ

ブの皆さん方が団体でかなり御利用いただいてい

ました。それらについてもこれまでどおりきちっ

と予約によりまして、団体での利用でバスの送迎

をしております。

それから、民間事業者の協議なのですけれども、

２件ありまして、１件については実質的にはその

１件の方については一たんちょっと棚上げしてく

れという言い分でありました。それは、さまざま

な理由があったのですけれども、一回棚上げさせ

てほしいというのが１件です。それから、もう一

件につきましては、協議をしまして、それで事業

を実施したいという方の意向をとりあえずどうい

う形で運営したいか、あるいはどういう形であの

施設を利用したいかということをヒアリングしま

して、こちらは市の考えはどうなのだという話を

しまして、最終的な結論については８月の中旬ぐ

らいまでに結論を、相手方が方針を再度提案させ

てもらうということで今現在おります。その後の

呼びかけというか、特にやっていませんが、その

後についてはその２件だけが今のところの対応で

あります。

それから、通年利用の考え方なのですけれども、

条例の中で、今ある現在の条例、変更しない前と

いうか、変更した後もそのままなのですが、第６

条に開設期間及び開設時間というのがございまし

て、その中の第２項に指定管理者は必要があると

きは市長の承認を得て利用時間及び開館時間を変

更することができる、あるいは期間も変更するこ

とができるという規定になっておりまして、その

読みかえ規定で市長がというふうになっておりま

す。第２１条に市による管理というのがありまし

て、それは指定管理者を市長に読みかえるという

規定になっておりまして、市長の判断で変更する

ことができるということになっております。

それから、通年利用なのですけれども、今回の

制定の中には通年というふうになっておりますけ

れども、先ほど言いましたとおり市長の判断で時

期あるいは時間も変更できるというふうになって

おりますので、そこは運用の中で実施していきた

いと思っておりますが、現実にはことしについて

は１０月末をもって閉鎖というふうに考えており

ます。

利用時間についてですけれども、利用時間につ

いても先ほど第６条でありますとおり、開設期間

及び開館時間の変更が市長の判断の中でできると

いうことになっています。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

現在の利用時間を〇１５番（日根野正敏議員）

聞いているのですけれども、その辺を。変更は、

市長がそれ判断するということはわかっているの

ですけれども、通常の時間をお尋ねしたいのと、

それからここまで遅くなった理由というのはそれ

ぞれ振興公社との協議もあったということなので

すけれども、これはもう２年近く前から閉鎖とい

うのは決まっていることなので、ここまでおくれ

たというのはやはり何か本当に取っかかりが遅か

ったというか、熱意がなかったのかなというよう

な受けとめ方もできるわけですけれども、その辺

の見解についてもう一度お伺いしたいのと、それ

からけさも望湖台ちょっと寄ってきたのですけれ

ども、地元住民に対する対応策というのは理解で

きるのですけれども、望湖台自体、公園自体を発

展させるというような対応策というのは全然見え

てこないのですけれども、その辺はどういうふう

に考えているのか。けさ行ってきたのですけれど

も、どこで受け付けをして、それからそういう看

板もありませんし、開館時間もない。どこに連絡

したらいいのかも書いていないというような、そ

んな状況の中で本当にこれから観光振興を一生懸

命やっていくという、振興計画もできた中でどう

も観光振興計画が絵にかいたもちになっているの
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ではないかと言わざるを得ないのですけれども、

その辺の見解もちょっとお伺いしたいと思います。

それから、あそこにある唯一経済行為のできる

自動販売機も５月１日から開館しているにもかか

わらず、使えないような状態になっているのです。

公園自体の管理については、もう近々白樺まつり

があるということで、それぞれきれいに管理はさ

れているのですけれども、その辺のところ本当に

観光者の立場に立った運営がどうもできていない

ような気がするのですけれども、その辺の考え方

もお伺いしたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

時間でしたね。〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

済みません。時間はここに記載のとおりです。午

後２時から翌午前１１時までということで、これ

については今までどおり利用時間は利用できます。

ただし、それが一応一つのクールのお金をもらう

単位のものでして、ただ受付そのものは朝の９時

から夜の６時までは管理人がおります。土日、そ

れから夏休み期間中については夜の８時まで管理

人がおります。ただし、夜間はおりません。それ

で、受け付けについては電話受け付けと、それか

ら入り口での予約と現地での受け付けになるので

すけれども、受付の看板については今議員おっし

ゃられたとおり一部ちょっとわかりにくいところ

があります。キャンプ場のほうに行くと看板があ

ります。こちらが受付場所ですというのと時間や

何かも、それから連絡なんかの看板があります。

ただ、もともとのゲートのある入り口のところ、

あそこには前あったのですけれども、ちょっと書

いてあることが古かったので、今直している状況

で、確かに時間たっておりますけれども、大至急

改善をしていきたいと思っています。

それから、自動販売機ですけれども、自動販売

機についてはセンターハウスのところにあったも

のについては撤去をいたしました。キャンプ場の

ところにあるのはそのまま利用できるというふう

になっております。

それと、望湖台の今後については、観光振興計

画の中では特に望湖台の整備という項目が入って

います。ただ、具体的にどこをどういうふうにと

いうのはまだ今後検討の中で進めていくと思って

いますし、望湖台の今後のあり方、それらについ

ても後期計画の中で協議をしていきたいというふ

うに考えております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

湯浅室長、最近望〇１５番（日根野正敏議員）

湖台見に行かれたことがあるのかどうか、看板も

私探したのですけれども、なかなか見当たらなく

て、ないものだなというふうに思っているのです

けれども、あれ多分受付もあそこのオートキャン

プ場の管理棟が受付ということですよね。シャッ

ター上げたら、もしかしたらその看板があるのか

もしれないですけれども、時間の。ただ、行った

人には全くこれどこで本当に受け付けをしてやっ

ているのだかわからない。そして、自動販売機も

使えない状態です、今は。のど渇いたので、買お

うと思ったら、電気入っていないで中止と書いて

ありますので、その辺しっかりチェックというか、

すべきだというふうに思っているのですけれども、

せっかくできた観光振興計画もああいう状態では

本当に絵にかいたもちで、しっかり今ある観光場

所を生かしていくという部分では、ちょっとそう

いう視点が欠けているのでないかなという気がす

るのですけれども、その辺の最後の見解をいただ

いて、終わりたいと思います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

日根野議員のほうから〇副市長（久保和幸君）

は、観光振興計画に基づくおもてなしという、そ

ういう視点からの現行の私どもの対応が大変不備

があるということだというふうに御指摘をいただ

きました。まことにそのとおりだと。早急にただ

いまの自販機や受付の看板等々については対応さ

せていただきたいと思います。

さらに、この条例提案のおくれた理由というこ

とで、先ほど担当室長のほうからも振興公社やバ
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スの関係ということが説明の中にありましたけれ

ども、一番のおくれた要因につきましては老人ク

ラブ利用者との協議がちょうど３月議会を挟んで

のそういう協議中ということもありまして、それ

ぞれ御利用いただいた方々に配慮をするという観

点から、その部分も含めてそこが調ってからしっ

かりとした対応を固めてからという意図があった

ものですから、そういう点で御理解をいただきた

いと思います。

以上でございます。

ほかに発言はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。よろしいですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、質疑がない〇議長（黒井 徹議員）

というふうにいたします。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 推薦第１号〇議長（黒井 徹議員）

名寄市農業委員会委員の推薦についてを議題と

いたします。

お諮りいたします。本年７月１９日をもって任

期満了となります農業委員について、農業委員会

等に関する法律第１２条第２項の規定により議会

推薦の農業委員は４名とし、矢吹祐子氏、五十嵐

雅美氏、住田美紀氏、東さおり氏を推薦したいと

思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、矢吹祐子氏、五十嵐雅美氏、住田美紀

氏、東さおり氏、４名を推薦することに決定いた

しました。

日程第５ 意見書案第〇議長（黒井 徹議員）

１号 基地対策関係予算の増額等を求める意見書、

意見書案第２号 ＴＰＰ交渉参加にむけての協議

からの撤退を求める意見書、意見書案第３号 医

療計画、２次医療圏の基準見直しに関する意見書、

意見書案第４号 再生可能エネルギーの導入促進

に向けた環境整備を求める意見書、意見書案第５

号 「防災・減災ニューディール」による社会基

盤再構築を求める意見書、意見書案第６号 けい

れん性発声障害（ＳＤ）の研究・治療等の推進を

求める意見書、以上６件を一括を議題といたしま

す。

お諮りいたします。意見書案第１号外５件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採決〇議長（黒井 徹議員）

を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、意見書案第１号外５件は原案のとおり

可決されました。

日程第６ 報告第９号〇議長（黒井 徹議員）

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第７ 閉会中継続〇議長（黒井 徹議員）

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま
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す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

日程第８ 議員の派遣〇議長（黒井 徹議員）

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議員の派遣が決定されました。

日程第９ 委員の派遣〇議長（黒井 徹議員）

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、委

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、委員の派遣が決定いたしました。

以上で今期定例会に付〇議長（黒井 徹議員）

議されました案件はすべて議了いたしました。

これをもちまして、平成２４年第２回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 １時２０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 竹 中 憲 之

署名議員 佐々木 寿


