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平成２４年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年３月１２日（月曜日）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 請願

日程第３ 代表質問

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 請願

日程第３ 代表質問

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 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

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 寺 崎 秀 一 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 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 竹 澤 隆 行 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。

昨年３月１１日に発生〇議長（黒井 徹議員）

いたしました東日本大震災から昨日で１年がたち

ました。被災され、亡くなられた方々は１万８

５４人、行方不明になられた方々は１５５人、

今なお避難されている方々は３４万０００人お

られます。犠牲になられた方々への哀悼の意と一

日も早い復興への祈願の意を含めて黙祷を行いま

す。

御起立をお願いいたします。

黙祷始め。

（黙 祷）

終わります。〇議長（黒井 徹議員）

御着席ください。

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

２０番 宗 片 浩 子 議員

を指名いたします。

日程第２ 請願を議題〇議長（黒井 徹議員）

といたします。

今期定例会において本日まで受理した請願は、

お手元に配付の請願文書表のとおり所管の総務文

教常任委員会に付託しましたので、御報告いたし

ます。

日程第３ これより代〇議長（黒井 徹議員）

表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

加藤市政の折り返し地点での評価と未来につい

て外６件を、東千春議員。

議長より御指名をい〇１９番（東 千春議員）

ただきましたので、市政クラブを代表して質問を

させていただきたいと思います。

道内一若い市長として誕生し、１０年後、２０

年後の名寄市のビジョンに期待をした多くの市民

に支えられ、間もなく任期折り返しとなりますが、

その評価について、また新たに名寄の未来にその

ようなことが必要だと感じたことなど、名寄の未

来と将来への考えについてお知らせをいただきた

いと思います。

大項目の２点目、名寄大学の運営は比較的順調

に進んでおり、全国各地から訪れた学生たちが名

寄の地で学び、研究をしております。一方、名寄

市民がなかなか入学することができない、またも

う少し看護学生が市立病院に就職してほしいなど

の声も聞かれますが、今後何らかの取り組みが必

要ではないかと思いますが、考えをお知らせいた

だきたいと思います。

２点目、名寄大学は、看護、保健、福祉、栄養、

児童教育及び保育など行政や市民生活に関する高

度な研究が行われております。これらの分野での

行政機関と大学の密接な情報交流は互いのメリッ

トになるのではないかと思いますが、現状と今後

の考えについてお知らせいただきたいと思います。

３点目、名寄市が保有する不動産の中で、使う

見込みがないのであれば売却することが望ましく、

また若干の投資をすることで有効活用をされるの

であれば利用を進めるべきではないかと思います。

歴史的建造物の旧木原天文台、子供たちの利用も

考えられる南広場、西２条南６丁目の市有地、東

病院の未利用部分など、今後の利用の考え方につ

いてお知らせをいただきたいと思います。

４点目、名寄は災害の少ないまちだと言われて

おります。まず、盆地であるために強い風が吹く

ということが少なく、台風の被害はごくまれであ

ります。また、地震は大きく揺れることはなく、

今後も大きく影響するような断層はないと言われ

ております。企業誘致をする場合にこのような条
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件は有利だと思いますが、これら過去のデータを

作成して示しながら、企業誘致や定住活動などに

活用してはいかがかと思いますが、お考えをお知

らせください。

大項目の３点目、市政執行方針にもありました

人事交流として、杉並区への派遣、あるいは北海

道からの招き入れを予定をしておりますけれども、

その目的等についてお知らせをいただきたいと思

います。

２点目、議員の委員会視察は、先進地での有効

な施策を学び、名寄市の行政やまちづくりに反映

することができないか調査研究をすることが目的

であります。学んだ事例を名寄の行政に反映する

場合には、理事者との情報共有も必要です。委員

会視察への担当職員の動向を含む職員の道外出張

の考え方についてお知らせいただきたいと思いま

す。

３点目、国や道あるいは各種財団などが行う補

助メニューを調査研究し、行政、企業活動や市民

活動に生かすことが望ましいのではないかと思い

ます。特に市民ホールが完成する際には、市民も

含めて活動がしやすい環境を紹介する必要がある

のではないかと思いますが、考えをお知らせくだ

さい。

４点目、議会の中で何度か労働実態に合わせた

給与システムという観点から、市立病院の医療職

給料表の整備について発言をしてまいりました。

一般職においては、個人の能力に左右される部分

が大きいことから、横並び昇給ではなく実質的な

能力や労働実態に合わせた給与体系が必要である

と思います。年俸による昇給を抑え、管理職手当

を厚くすることが職員のスキルを上げる意味から

も望ましいのではないかと思います。

また、管理職では勤務時間外の会合出席や会食

は自費であることから、一般職と比べて実質収入

減となることはないのかお知らせをいただきたい

と思います。

５点目、名寄市のＰＲ事業としてゼロ予算で名

刺をつかみ、画像やイラスト素材を提供すること

は評価をしたいと思います。職員が職員として名

刺を使うということは、職務上必要な行為であり、

職員の名刺は職員の負担なしに支給対象とすべき

だと思いますが、考えをお知らせいただきたいと

思います。

６点目、職員の評価されるべき提言や活動、職

務の遂行に対して、人事での評価以前の細やかな

評価方法があってもよいのではないかと思います。

職員のやる気を喚起するような見えるプラス評価

について考えをお知らせいただきたいと思います。

７点目、職員の懲戒規定で交通事故に関する決

まりは細分化されております。交通事故は、故意

に発生させるものではなく、運転技術やその日の

体調や天候など要因となるものがあり、それらを

解決する対策も必要だと思います。一方、かつて

盗難が発生した際にこれらを明らかにして処分を

いたしました。このような故意によるものや隠ぺ

いなどは、厳重に処分すべきではないかと考えま

す。また、酒酔い運転は知っていてとめなかった

者も処分されますが、同様に誤った行政対応や隠

ぺいを見ぬふりをした者も処分の対象とすべきだ

と思いますが、懲戒に対する基本的な考え方をお

知らせいただきたいと思います。

８点目、現在の職員の年齢構成などから、将来

の管理職としての人材を育てることが必要である

とともに、社会人枠の設定や外部からの管理職の

登用も検討するべきではないでしょうか。また、

一度管理職になったけれども、その職種に向かな

い場合があります。その際は、身分の降格であっ

ても速やかに適したポジションに配置することに

よって本人の能力をより発揮できることになると

思いますが、人事についての考えをお伺いいたし

ます。

大項目の４点目、地方自治体における病院の多

くは、医師等職員の不足により厳しい経営状況に

あります。今までも何度か医師不足により診察で

きない診療科が発生し、昨年は消化器内科の医師
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が退職されました。このことは、経営難に陥って

いる他の病院の状況は人ごとではなく、名寄地域

の医療も名寄市立病院を核とし、市民や他の医療

機関と連携をしながら、地域として医療を守って

いかなければならないと思いますが、この地域で

の望ましい姿についてお伺いをいたします。

２点目、国は看護師の配置について、看護基準

７対１に対して点数が加算される改正を行い、数

年が経過しております。病院収入としてはメリッ

トがあり、患者にも充実した看護が可能となるも

のではありますが、市立病院の現状で７対１を実

現する具体的なメリットと課題、またそのハード

ルについてお知らせをいただきたいと思います。

大項目の５点目、（仮称）複合交通センターの

工事が着工されましたが、完成後の利用促進など

どのように進めようとされているのかお伺いをい

たします。また、現在市民会館で活動する文化活

動がそごなく行うことができる設計になっている

のかお伺いをいたします。

２点目、（仮称）複合交通センターにはＮＰＯ

法人なよろ観光まちづくり協会が入りますが、こ

こに観光情報とともに市内のさまざまなイベント

や市民活動の情報を集約したインフォメーション

センターの役割を持たせてはいかがでしょうか。

市民活動の活発化や文化、芸術事業の振興、さら

には交流人口への効果も期待できるのではないか

と思いますが、考えをお知らせいただきたいと思

います。

３点目、名寄市の公共工事の発注では、早期発

注を目指しております。他の自治体の事例では、

ゼロ市債による単費による工事発注を行うなど、

春の工事を確保する例も見られます。また、概数

等発注は工事の発注に際して当初設計の工事数量

の全部または一部を概数で積算し、契約後に概数

工事した工事数量の確定を行う手法をいうもので、

このような方法で天候のよい大型連休明けに工事

着工が可能となるよう４月中旬ごろまでに最初の

工事発注を行ってはいかがかと思いますが、考え

をお知らせください。

また、今後名寄市が発注を予定する複数の建築

工事は、市内業者による競争原理の中から入札が

望ましいと思いますが、対応についてお知らせを

いただきたいと思います。

大項目６点目、名寄市の道路の舗装状況では、

人口の近い他市と比較しても余り進んではおりま

せん。特に高級舗装は低い状況にありますが、今

後の計画についてお知らせをいただきたいと思い

ます。

２点目、近年老朽危険家屋の問題が他市の自治

体でも発生し、条例整備などで対応する例が見ら

れます。これは、産業廃棄物の規制が強化され、

費用が高額になることから放置される建物がふえ

るのではないかと予想されていましたが、自治体

としての生活環境を守る観点からの対応と国への

要望も必要になるのではないかと思いますが、考

えをお知らせいただきたいと思います。

３点目、私はまち全体の建物、建造物の望まし

い色調等を提案し、市民とともにたたずまいと呼

べる生活環境、都市空間をつくるべきだと考え発

言してきましたが、実現には至っておりません。

最低限公共施設については、生活環境に配慮した

色調やデザインを採用すべきだと考えております

が、（仮称）複合交通センターを初め市立病院精

神科病棟、市民ホールなど色調デザインについて

の基本的な考え方をお知らせいただきたいと思い

ます。

大項目７点目、市民から期待を寄せられる市民

ホールがようやく設計段階に入りました。補助金

や起債を活用しての建設ですので、多目的とする

ことが条件でありますが、施設全体としての多目

的の意味とホールとしての多目的の意味について

改めてお知らせをいただきたいと思います。

また、市民ホールの設計によっては文化センタ

ーのホール部分の改修による小ホールの方向性が

変わってくると思います。小ホールは、士別市の

例を見ても使い勝手がよく、小さな市民活動の発
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表の場として有効に活用されています。市民の草

の根文化を育て、また市民ホールを使う文化団体

を育てる意味からも小ホールの位置づけについて

考え方をお知らせいただきたいと思います。

以上でこの場での質問を終わります。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま東議員のほうか〇市長（加藤剛士君）

ら大項目７点にわたりましての御質問をいただき

ました。１番目から６番目まで私から、７番目を

教育長からの答弁とさせていただきます。

平成２２年に新名寄市の第２代目の市長として

市政を担わせていただいて２年が経過をしようと

しています。これまで市民の皆さんとの対話を積

極的に行い、多種多様な考えの調和を図り、広く

市民の意見を市政に反映させようと各団体が行う

事業あるいは会合に出席をさせていただき、さら

には市長室の開放事業なども行い、さまざまな御

意見をいただいてまいりました。市民に支えられ、

できるところから一歩一歩ではありますけれども、

明るく元気なまちづくりを進めてきたところでご

ざいます。私の公約の一つであります民間会社名

寄市的な発想での行政運営では、営業戦略推進事

業、さらには総合窓口の配置によります来庁者へ

の丁寧な案内などに取り組んでまいりました。ま

た、２つ目の基幹産業の推進では有害鳥獣の駆除

対策事業による農作物の食害の防止、油用のひま

わり栽培の振興への支援、３つ目の名寄市立総合

病院のさらなる充実では市立総合病院の精神科病

棟の改築事業、４つ目の名寄市の財産を生かした

まちづくりでは名寄市立天文台の運営事業として

各種天文台のイベントや公開講座事業などを行い、

５つ目の自衛隊名寄駐屯地の堅持では基地対策に

関する事業として要望活動や各関係団体への支援

を行ってまいりました。６つ目の市民福祉の充実

ではグループホーム、ケアホーム整備事業に対す

る支援、真狩川河道改修事業など多くの施策を行

ってきたところであります。どの施策も多くの市

民の皆さんの御理解と御協力により推進できたも

のと感謝をしております。後期計画への継続事業

もございますけれども、私自身１００％とは言え

ませんが、一定の成果を上げられたものと考えて

ございます。

平成２４年度からは、総合計画の後期計画がス

タートし、駅横、市民ホール、大学図書館など大

きな事業に取り組んでおりますが、健全な財政運

営のもと後期計画に基づく施策事業を着実に推進

し、目指すべき将来像の実現に努めてまいります。

さらには、名寄市が持っている財産を生かし、１

０年、２０年先を見据え、夢を語れる元気な名寄

市をつくるために、力強い産業づくりと雇用の創

造を推進をし、市民の皆様から愛される明るく住

みよい活力あるまちづくりを目指してまいります。

そのためには、地場産業である１次産業の地域性

などを生かした農業、農村の持続的な発展や食、

観光、物づくり等の連携による地域ブランドの育

成により地場産業の振興や雇用の創造を推進する

とともに、道立サンピラーパークやきたすばる天

文台等の観光資源を生かした交流人口の拡大と若

い人が集まる名寄市立大学や陸上自衛隊名寄駐屯

地を通じ、地域力の創造と地域医療を守る市立病

院は地方センター病院としての役割を担う等各界

各層のあらゆる力を結集して未来に誇れる郷土を

築いてまいります。

次に、大学、病院、市民の連携のまちづくりに

ついてお答え申し上げます。名寄市立大学は、開

学から６年が経過をしようとしており、３月１４

日の卒業式では第３期生を送り出すこととなりま

す。現在保健福祉学部に在学をする６０２名の学

生のうち約３０％の１７９名が道外からの入学者

となっております。市内の高校出身者は全体の約

６％、３５名となっております。看護学科は、在

学する２１４名の学生のうち１８名が道外からの

入学者で、約９０％が道内の出身者が占めており

ます。市内の高校出身者は、看護学科全体の約８

％の１７名となっております。また、卒業予定の

第３期生を含めると累計で４３４名の学生を送り
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出し、このうち３８名が市内で就職をしています。

特に看護学科では、看護師として就職した学生の

累計１１７名のうち名寄市立総合病院には今春就

職予定の４名を含めて１３名が看護師として就職

をし、医療機関への就業者数では最多となってお

ります。

学生の確保につきましては、一般入試のほか上

川北部地域を地域指定枠として入学定員を持って

いる推薦入学を実施をするとともに、市内の高校

に対して大学教員による高校訪問を実施をし、学

生の受け入れ方針について理解をいただくととも

に、入試の実施状況、動向などについて意見交換

を行い、地域からの入学者の確保を図るよう努め

ております。また、名寄高校とは高大連携事業に

関する協定を結び、毎年高校１年生を対象に生徒

の進路選択の支援を目的とした大学授業体験を実

施をしてきております。

また、名寄市立総合病院との連携については、

これまでの看護学科や栄養学科の実習受け入れや

医師や臨床検査技師による非常勤講師として現業、

臨床の立場から学生に対する教育支援などの連携、

協力関係を基盤として、さらに教育と研究におけ

る連携について検討を進めることが必要と考えて

おります。あわせて在学生に対する就職支援を通

じて、名寄市立総合病院の就職先としての優位性

などについて積極的に情報を提供するとともに、

受験生や入試合格者に対して名寄市立総合病院の

看護師等学資金貸与制度についても周知をし、名

寄市への定着を図ってまいります。

次に、大学と行政機関の交流についてお答えを

申し上げます。大学と行政機関との相互人的交流

につきましては、大学開学以来実施できるところ

から順次取り組むよう進めてまいりました。新名

寄市総合計画後期計画の策定に当たりましては、

策定審議会専門部会の特別委員として５名の教員

に参画をしていただきました。北・北海道中央圏

域定住自立圏共生ビジョンの策定にも協力をいた

だいております。保健、医療、福祉関係では、名

寄市保健医療福祉推進協議会委員として高齢者保

健医療福祉計画、介護保険事業計画、地域福祉計

画、障害福祉実施計画など各計画の策定委員や社

会福祉協議会の地域福祉実践計画策定委員として

多くの教員に参画をしていただきました。また、

総合療育センターのアドバイザー、国民健康保険

事業安定化推進本部委員、市立総合病院倫理委員

会委員などに教員が就任をしていただいています。

農業、観光、環境の関係では、農業・農村振興計

画検討委員会委員、天塩川水系及び道北河川水質

調査、観光振興計画策定市民懇話会委員、教育関

係では特別支援連携協議会、特別支援教育専門家

チーム委員、就学指導委員会委員の就任など大学

教員の委員就任は多岐にわたり、名寄市の政策決

定に深くかかわり、指導、助言等の協力をいただ

いてまいりました。

一方、行政機関からは社会福祉学科で開講する

社会福祉行財政論や栄養学科で開講する臨床検査

学や看護学科で開講する臨床治療学、病弱心理、

生理、病理や児童学科で開講する乳児保育などは、

市の健康福祉部の職員、市立総合病院の医師、臨

床検査技師、地域支援室ソーシャルワーカーが非

常勤講師として現業、臨床の立場から学生に対し

教育支援を実施をしております。大学にとっては、

地域は学生の教育と研究のフィールドでありまし

て、地域にとって大学は地域課題の解決に向けた

パートナーでございます。今後も大学の特性と行

政課題の解決に向け両者の連携をさらに充実させ

たいと考えております。

次に、名寄市の保有する財産の有効活用につい

て申し上げます。市内にある市の管理する財産に

おいて、先ほど議員御指摘の主なものについて今

後の取り扱いも含めてお答えを申し上げます。旧

木原天文台につきましては、天文台の移設後、図

書館の書庫等への活用を考えていたところであり

ますけれども、土台の部分が傷んでいることから、

改修や維持管理に多額の費用がかかるものと判断

をしております。将来的には取り壊しを考えてい



－59－

平成２４年３月１２日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

るところでございます。

南広場の利用につきましては、雪祭りを初め名

寄市全体の行事ばかりでなく、町内会の行事や周

辺地域の教育、福祉団体の利用、体育団体の利用、

写生等の学校行事や市民の皆様の散策路に利用を

されているところであり、自由広場として家族か

ら団体まで幅広く認知をされているところと思っ

ております。将来的にも南広場を自由広場として

位置づけることが望ましいと考えておりますけれ

ども、今後は南広場は雨が降ると使えなくなると

いうこと、また砂ぼこりが立つという問題点がご

ざいますので、併設をしております親林館の利活

用も含めて利用方法を検討する時期になってきて

いると考えております。

東病院の未利用地につきましては、地域町内会

より要望がありまして、一部パークゴルフ場とし

て利用をされております。また、東病院職員住宅

跡地は、ＮＰＯ法人名寄心と手をつなぐ育成会が

平成２３年秋から運営をしております障害者グル

ープホームに土地の無償提供をしているところで

ございまして、今後ともこのような利活用に取り

組んでいきたいと考えております。

西２条南６丁目の市有地でありますけれども、

現在商店街駐車場として、またイベント広場とし

て利用をしているところでありますけれども、今

後商店街振興組合など関係団体とともに、都市再

生整備計画において町中のにぎわいづくりに利活

用できるような空間の整備事業を協議をしてまい

ります。

遊休地につきましては、庁内討議において検討

し、財産管理委員会の意見等を受けながら、市外

や道内外への情報を発信して、遊休地の解消に取

り組んでまいりたいと考えております。

気象条件を生かしたまちづくりというところで

ございます。冬の寒さを生かした企業誘致の取り

組みについては、平成３年に名寄市に誘致をした

住友ゴム工業株式会社につきましては現在まで二

十有余年にわたり名寄市の冬期間の気候を、特徴

を生かしたスタッドレスタイヤテストコースとし

ての活動が顕著でありますけれども、議員御指摘

のとおり地震が少ないことや台風被害がまれであ

るなどの気候条件を生かした誘致活動が重要であ

ると認識をしています。また、誘致活動において

は立地の面から民間企業同士の情報共有も極めて

重要であると感じています。このことから、現在

市が提供できる市有地は限定的であり、点在をし

ているところから、徳田工業団地あるいは食品加

工流通団地などにおいて民間が所有する空き地、

空き工場の情報も分析をして、権利者の意向調査

などを行いながら、情報発信可能な物件のデータ

化を行い、市の立地条件や気象データの特徴、市

の企業誘致に係る助成制度などを網羅したパンフ

レットの作成や市ホームページへの掲載などを通

して地元企業や商工業団体に対する情報提供を含

めて東京都杉並区や東京なよろ会などふるさと会

との交流の中から企業誘致につながる活動を推進

をしてまいります。

平成２４年度の人事交流の内容について説明を

いたします。まず、人事交流の目的について、東

京都杉並区への職員派遣につきましては職員の能

力向上、これはもちろんでありますけれども、両

市区の相互理解と協力関係を深めることが大きな

目的となっています。また、首都圏における各種

イベントなどの参加、あるいは東京なよろ会との

交流事業などさまざまな機会をとらえ、関係機関

や団体と連携をして、農作物など特産品の販売や

都会からの移住、定住、さらには名寄のＰＲ戦略

を担うなど現地職員としてさまざまな受け入れ態

勢を整える役割も担っていきます。さらには、名

寄市として国等への要請活動や懸案事項に対する

情報収集を行うことも職務として考えております。

一方、北海道からの職員派遣については、平成

２４年度から２５年度までの２カ年間となってお

り、広域的な見地から地域振興の推進を行うとさ

れております。具体的には、１つ目として道北観

光連盟による道北の観光資源の発掘及び連携、２
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つ目には天塩川流域活性化事業による広域での連

携強化、３つ目としては名寄市観光振興計画に基

づく観光ＰＲと周辺市町村との連携強化等の職務

を担う予定としております。

民間企業との人事交流に対する考え方について

ですけれども、新名寄市人材育成基本方針の中で

も職員研修の充実、多様化の一つとして民間企業

などへの交流派遣事業も視野に入れて取り組むこ

ととしていますが、多くの課題もあり、実現には

至っておりません。実施に当たっては、行政と企

業側との研修目的の効果、あるいは合理性などさ

まざまな内容について十分な整備が必要となりま

す。今後に当たっては、接遇や財務、経営ノウハ

ウなど民間企業の特性を行政運営に反映させるメ

リットも十分検討しながら、その実施に向けての

条件整備を図ってまいりたいと考えております。

現在職員の道外出張は、特に必要なものに限っ

ております。具体的には、東京等で開催をする物

産展、杉並区ほか友好都市等との交流、大学にお

ける文部科学省との協議などで、明確な基準を設

けてはいませんけれども、予算査定においてある

程度の制約をしているのが実態であります。この

ほかに職員研修といたしまして全国市町村研修財

団が運営をする市町村アカデミー、全国市町村国

際文化研究所において実施をしている研修に合わ

せて年間３名程度を参加をさせております。現在

も職員自主研究活動推進要綱を定め、年間を通し

た職員の研究活動を促進していますけれども、合

併前の旧名寄市が実施したような道外研修の推進

は予算的制約もあって実施に至っていません。議

員御指摘のように、市議会の各常任委員会の道外

視察の際に担当職員が同行し、研修を深めるとい

うことなどは効率的な研修機会の拡大が図られる

と考えますけれども、そうした対応も含め、可能

かどうか検討をしてまいります。

次に、国や財団などの補助メニューの研究につ

いて申し上げます。市の各種事業の推進に当たっ

ては、財源の効率的な運用を図るため、これまで

も特定財源の確保を念頭に国、道を初め各財団等

の補助制度の調査研究を行い、ハード事業、ソフ

ト事業問わず有効活用を進めてまいったところで

す。地域主権改革に伴う補助金の一括交付金化な

ど大幅な制度の改正なども見込まれておりますけ

れども、今後とも迅速かつ的確な情報収集、調査

研究に一層努め、各種補助制度の有効活用を図っ

てまいります。また、御指摘のとおり明るく元気

なまちづくりには民間活力の一層の向上が不可欠

でありまして、これまでも財団等のソフト事業な

どを中心に民間における活動促進や新たな事業展

開などに活用いただいているところであります。

（仮称）市民ホールにつきましても文化、芸術

活動の拠点機能を果たすためには、市民と行政が

両輪となり活動を展開することが必要であること

から、今後ともこれらに有効な補助メニュー等の

調査研究、情報の共有に努め、市民との協働によ

る文化、芸術活動の振興を図ってまいりたいと考

えております。

職員の名刺に関してでございます。昨年１１月

１日から実施している職員提案制度におけるゼロ

予算事業の名寄市アピール事業では、名刺や外部

メールに掲載をする情報を標準仕様として示して、

観光情報等のＰＲの促進に活用をしています。現

在名刺を公費で賄っているのは市長、副市長など

特別職に限られています。一般職員の名刺につい

ては、作成するかどうかも含めて個人の判断にゆ

だねられているもので、実際にどのくらいの枚数

が必要となっているかについて把握はしておりま

せんけれども、対外的な折衝が多い職場、そうで

ない職場と所管する業務の違いによっても大きな

差があるものというふうに認識しております。業

務の円滑な遂行のために名刺の必要性は認識して

いまして、現在はこれら費用については個人負担

となっておりますけれども、議員御指摘のとおり

職務上差し支えがあるのかないのか、あるいはそ

うした職場の利用実態を含めて今後名刺の効果的

なあり方について検討してまいりたいというふう
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に考えております。

続きまして、地方公務員の給与につきまして、

当該地方公共団体がこれは決めるものとされ、そ

の決定に当たっては国家公務員や他の地方公務員

の給与、あるいは民間事業従事者の給与を考慮し

て決めなければならないというふうに定められて

おります。近年人事評価制度の導入、職務、職階

の厳格化により単なる年功による給与体系から能

力、実績主義への移行が地方公務員にも導入をさ

れつつありますが、市の幅広い業務を遂行する各

部署の職員の能力や職務達成度をいかに的確に評

価するかが大きな課題となっておりまして、慎重

な対応を進めるべく人事評価制度の試行を重ねて

いるところです。

また、職務上の会合に出席をする際の会費等の

負担につきましても飲食を伴う場合、自己負担と

しております。こうした対応は、管理職、一般職

とも出席機会の多少はありますが、同様の対応と

しており、職員理解を得ているものと考えており

ます。

見える評価ということで、名寄市では平成２１

年度から管理職を対象に人事評価制度の試行を実

施し、２３年度で３回目となりました。人事評価

制度の目的は、適正な評価と処遇への反映、公正

かつ合理的な人事管理とあわせて人材育成を図る

ということにございます。地方分権の時代にあっ

て、地方自治体みずからの判断のもとに行政運営

を行い、結果責任とあわせて一層の主体性が求め

られています。こうした状況のもと、人材育成の

ための人事評価制度の構築、仕組みづくりが必須

な状況となっています。昨年の８月に総務省の人

材育成等推進アドバイザー派遣事業により管理職

を対象とした大学教授と総務省の課長補佐による

講演会を開催をしてまいりました。こうした研修

機会を重ねる中で、速やかに人事評価制度を確立

をし、これを一つのツールとして職員のモチベー

ションを高める手法も取り入れていくことが必要

と考えております。このような人事評価制度によ

る職員の意欲の向上を図るほかに、個々の事例に

着目した方法として、職員の表彰制度を設けてお

ります。具体的には、業務上の有益な発明、考案、

または改良、業務上の被害を未然に防止をした者、

変事に特別の功績があった場合などに表彰対象と

しているもので、毎年１１月の永年勤続表彰にあ

わせて表彰対象者の上申を各所属長に求めていま

す。しかし、こうした取り組みも十分に成果を出

すまでには至っていないことから、現在取り組み

を進めています職員の提案制度とあわせて組織的

な仕組みづくりを進めて、職員の意識の醸成を図

ってまいりたいと考えております。

職員の懲戒処分については、名寄市職員の懲戒

処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する要綱、

これに基づき職員賞罰審査委員会を開催をして処

分内容を決定をしております。委員会は、定例会

開会前の４回のほかに必要に応じて随時開催する

こととしております。

交通事故に対する処分については、過失割合等

を考慮しながら、市に損害を与えた場合に処分の

対象としています。また、職員の不注意による自

損事故についても金額や事故発生の状況により処

分の対象としています。交通事故による処分を受

けた職員に対しては、平成２２年度から新規採用

職員と同様に運転技術講習会を受講させ、安全運

転の励行を喚起をしております。

職員の故意によるものや隠ぺいなどによる事件

についても交通事故と同様に職員賞罰審査委員会

で処分の決定を行っています。処分の内容につき

ましては、厳重注意や訓告、戒告、さらには減給、

停職、免職など事件内容により厳重な対応を図っ

ております。こうした対応については、毎年人事

行政の運営状況等についてにおいて処分の内容と

対象人数等を公表をしてきております。また、職

員の不正行為が明らかになった場合には、再発防

止を目的として職員全員に対して文書等によって

注意喚起を行っております。

国においては、平成１６年に事業者内部からの



－62－

平成２４年３月１２日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

通報により国民生活の安心や安全を損なうような

企業不祥事が明らかになったことを受けて、そう

した法令違反行為を労働者が通報した場合に解雇

等の不利益な取り扱いから保護をし、あわせて事

業者の法令遵守を強化をするために平成１８年４

月に公益通報者保護法が施行されています。本市

としては、名寄市職員倫理規程により職員のコン

プライアンスを求めてきていますが、今後におい

ては法の趣旨である職員の法令違反行為等に対す

る通告を行った場合に、通告者の保護はもとより

不利益な処分を行えないことを定めた規定等の制

定について検討してまいりたいと思います。

名寄市の職員構成は、平成２６年３月、昭和２

８年生まれですけれども、には技術職を含めた幹

部職員の大量退職が予定をされています。加えて

財政的な理由で昭和５７年度から昭和６２年度ま

での一般職の職員採用を凍結したことに伴い、年

齢構成に偏りが生じているのは事実でございます

が、現在この職員の大量退職に備えて若手職員の

管理職と係長との兼務登用を行うなど経験の蓄積

を図る人材育成を進めてきております。当面は、

組織のスリム化とあわせ庁内職員による管理職配

置を進めることとしておりますけれども、民間か

らの管理職登用については今後の職場状況等を見

きわめた上で検討していくものと考えています。

今後において技術職の確保、また福祉関係の専門

職の確保が難しいことから、社会人枠での職員採

用も検討をしてまいります。

また、管理職の身分を降格しても速やかに適し

たポジションに配置すべきではないかという御指

摘もいただきましたけれども、今後においても管

理職として本人の能力を最大限発揮できる人事配

置に努めてまいりたいと考えております。

続きまして、名寄市立総合病院について、初め

に平成２４年度からの診療体制についてお答えを

いたします。多くの市民の皆様や医療圏内の住民

の皆様にも御心配、御不便をおかけしておりまし

た消化器内科の休診につきまして、旭川医科大学

第３内科の特段の御配慮によりまして３人の固定

医を配置をしていただくこととなりました。４月

２日から診療再開を予定をしており、現在診療体

制や診療時間などの詳細を調整をしておりますの

で、整い次第お知らせをしてまいりたいと考えて

おります。その他の診療科では、皮膚科の固定医

が１名体制になりますけれども、出張医による応

援をいただくこととなっておりますので、休日等

の救急対応を除き大きな影響はない見通しです。

また、循環器内科、麻酔科では一定期間増員の連

絡をいただいておりまして、救急の分野などでは

受け入れ強化が図られるものと期待しております。

なお、４月時点での医師数は、固定医５０人、

研修医８人、合計５８人を予定をしています。

市立総合病院は、地方地域センター病院として

の指定を受けており、１次から３次までの救急医

療への対応、急性期医療を中心に担う責務を負っ

ています。国においては、今後の医療のあり方と

して超急性期、急性期、慢性期といった機能分化

を推進する方向を示しております。佐古院長は、

ことしの年頭に当たりまして病院の経営について

住民から信頼を得て利用していただくために、診

療の充実と地域一体となったサービス提供にも力

を注ぎたいと方向性を示されました。これらのこ

とから、市立総合病院の基本姿勢としては引き続

き医師、看護師を初めとした医療スタッフの充実

に努力をすることを第一に、人口が減少しても救

急、急性期医療に全面的に対応できる体制の維持

など多方面から地域医療の充実に取り組む必要が

あると認識をしております。また、今後に向けて

は全国的にも医療圏内の病院、診療所、施設との

ネットワーク化が推進をされており、当地域にお

いてもサービス改善の大きなポイントとなってき

ます。この点で地域医療再生計画での診療情報ネ

ットワーク事業により、その中心的役割を担うた

めの準備を進めてまいりたいと考えております。

次に、看護基準７対１の入院基本料についてで

すが、全国の主要病院から中規模病院まで多くの
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病院が７対１を導入したことにより、当初の見込

みをはるかに超える病床数に達し、今後は制度の

見直しが検討されるものと思われます。一方で、

平成２４年度の診療報酬改定の中では、１０対１

の入院基本料でも一定の要件で加算が見込める区

分が示されています。市立病院としては、昨年か

らの消化器内科の休診による患者数の減少を受け

て、副次的に７対１入院基本料の取得が可能な状

況となっていました。この導入の大きな効果とし

ては、入院患者へのサービスの向上のほかに年間

で１億０００万円から２億円程度の収益の向上

が図られ、消化器内科が再開できない場合は収益

確保の最優先課題としてとらえてきました。現状

としては、４月からの消化器内科の診療再開によ

り、全体の入院患者数の動向を見きわめた上で判

断しなければならないと考えております。７対１

導入の要件であります重症患者比率は増加傾向で、

基準をクリアをしておりますが、課題は患者数の

調整と看護師の確保であります。どちらも難しい

課題でありますけれども、収益向上の選択肢とし

て慎重に判断をしていきたいと考えております。

大項目５、市内の経済と産業振興につきまして、

まず（仮称）複合交通センターの利用促進につい

てお答えをいたします。施設の利用促進について

は、これまで３者協議の場において当該施設や株

式会社西條の集客施設を利用した事業の展開につ

いて、駅前地区の活性化を進めることを確認をし

てきたところでございます。現在名寄商工会議所

やＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会などの入

居団体を皮切りに施設の利用促進や中心市街地に

にぎわいづくりのための意見交換をしております

けれども、今後も市民会館を利用している文化団

体、各商店街振興組合、道北バスやＪＲ北海道な

どの交通機関や利用者、さらに町内会関係者など

と利用促進のための意見交換の場を順次開催をし

て、施設を利用した会議や各種イベント、展示な

ど利用促進に向けた協議を行ってまいります。

次に、市民会館の機能についてでありますけれ

ども、現在市民会館の会議室を利用して活動して

いる文化団体は詩吟やダンス、民謡など約３０団

体が定期的に活動しておりまして、平成２２年度

実績では年間で延べ７００件、１万０００人の

利用があり、複合交通センターに移行後も多くの

利用促進に期待をしているところです。会議室の

機能については、おおむね同等規模の活用が可能

と考えておりますけれども、中会議室、多目的会

議室は可動式の間仕切りでありまして、十分な防

音効果が得られないことも想定され、他の利用団

体との活動内容に応じて受け付け時に利用調整を

させていただくことも想定をしております。

観光協会と市民活動の情報提供についてでござ

います。平成２５年度完成予定の（仮称）複合交

通センターでは、ＮＰＯ法人名寄観光まちづくり

協会が観光インフォメーション業務を担っていた

だくことになっております。この観光インフォメ

ーションは、単に観光客に対する案内や情報提供

を行うだけではなくて、レンタルサイクルの活用

方法などさまざまなサービスの提供も含めた観光

業務全般のものとして位置づけをしております。

どのサービスの提供が本市を訪れるお客様にとっ

て求められているものなのか、本年４月に設立を

する予定でありますオール名寄体制での検討組織

において、多面的な視点から平成２４年度から実

施をすべきサービス、また年次計画で導入すべき

サービス等について検討をし、本市の玄関口に位

置し、ランドマークとしての役割の一つである市

内外からのお客様を受け入れる体制の整備につい

て充実を図ってまいります。また、御質問のあっ

た本市での各種イベントや文化活動等の情報発信

の拠点としての情報インフォメーション機能も

（仮称）複合交通センターに兼ね備えていくこと

は、にぎわいづくり等の効果も期待ができ、市民

に対するサービスの向上策として検討すべき課題

の一つと考えております。この全市的な各分野を

網羅をした情報発信サービスは、本来的に行政が

行うべきものでありますけれども、情報の受け手
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側から求められているわかりやすい情報、あるい

は提供してほしい情報などニーズを的確かつ敏速

に取り入れることがこれからも必要であります。

そのためには、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり

協会を含めた民間活力を利用することがスピーデ

ィーな対応が可能となるなど含めて検討させてい

ただきたいと考えております。

公共工事の発注についてお答えをいたします。

名寄市の公共工事については、現場条件、状況に

もよりますが、年間の工事量等も勘案しながら工

事の発注時期について早期発注に努めているとこ

ろでございます。しかしながら、名寄市の発注工

事の大半が国等の補助金、交付金による事業が多

いことから、事務手続上国からの交付決定等の許

可が出てからの工事発注手続となるため、平成２

３年度におきましても国からの交付決定が５月下

旬だったことから、工事発注が早くても６月とな

っております。

なお、舗装補修工事等の市単独事業、維持工事

につきましては、概数発注を活用しながら早期発

注に努めております。

名寄市が発注します各種工事につきまして、地

元発注を主としながら、土木、建築では市内登録

業者を２ランクに格付をし、予定価格の区分に基

づき指名競争入札、または市内限定一般競争入札

によって執行をしております。また、工事の難易

度で施工体制を単独または共同企業体により施工

させるなど、入札等審議委員会の審議を経て実施

をしているところでございます。平成２４年度は、

特殊な技術を要するなど技術的難易度が高い大型

事業が予定をされ、工種によっては市内業者のみ

で入札を行うことが難しいことが想定もされます

ことから、現在入札等審議委員会において発注方

法や時期等の検討を行っておりまして、必要によ

っては市外業者との共同企業体を結成をすること

も検討をしております。名寄市としても建設業の

健全な発展を図るとともに、効果的な施工を確保

するよう引き続き努めてまいりたいと考えており

ます。

大項目６、市内の経済と産業振興について、道

路舗装率の向上についてお答えをいたします。名

寄市の市道、とりわけ市街地内の道路舗装率につ

きましては、合併時におきましては名寄地区の市

街地内道路舗装率が約６３％、風連地区の市街地

内道路舗装率が約８２％、平均で６６％であった

ことから、総合計画の中で市街地内の舗装率を１

０年間で１０％アップをすることを目標としてス

タートしてまいりました。しかしながら、前期計

画の終了時点での平成２３年度末におきましては

舗装率については約２％アップの進捗状況となっ

ております。目標達成されなかった主な理由とし

ては、国の公共事業の見直しや市の財政状況によ

る部分が大きいわけですけれども、このことによ

る進捗状況のおくれについては総合計画後期計画

におきましても引き続き厳しい情勢が想定されま

すが、さらなる国や北海道への働きかけ、あるい

は少しでも有利な地方債等を活用しながら、舗装

率向上に向けて引き続き取り組んでまいりたいと

考えております。

また、老朽危険家屋の対策についてであります

けれども、名寄市では道の緊急雇用創出事業を活

用しまして平成２１年度から今年度までの３年間、

老朽化をしているなどの危険家屋の取り壊しに対

しまして補助事業を実施をしてまいりました。こ

の事業に当たりましては、各町内会長から危険家

屋の報告をいただき、担当職員が個別に調査をし、

実施をしてきました。平成２１年度、平成２２年

度各７件、平成２３年度８件で合計２２件実施を

しております。しかし、所有者と連絡がとれなか

ったり、解体企業が負担できない等で実施できな

い危険家屋も残っております。議員御指摘のとお

り、老朽家屋、空き家の解体には相当の費用が必

要なことから、解体を見送っている方もいらっし

ゃいますが、倒壊等の事故、近隣に与える不安等

がありますので、所有者の責任で早目に取り壊す、

要は安全対策を講ずるよう所有者への指導を行っ
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ているところであります。さらに、広報紙等での

啓発をしてまいりたいと考えております。今後老

朽危険家屋の増加が予想されることから、他市町

村の状況や制度について調査研究を行ってまいり

たいと考えております。あわせて、各関係機関、

団体等の意見をお聞きをし、国に対して要望を提

言していくよう努めていきたいと思います。

建築予定の公共施設の色調、デザインについて

お答えいたします。従来よりいかなる公共建築物

を建設する場合においても、色調やデザインにつ

いては重要な建設要素の一つとしてとらえ、検討

してきたところでございます。一定程度の基準を

設けることは必要不可欠だと認識をしております

が、建物の用途、建設場所、利用方法などにより

さまざまに建設要件が変化をするものと考えてい

ることから、一定の基準を設けることは難しいと

判断をしているところです。今後においても今ま

で以上に周辺環境や景観形成に配慮した設計に努

めてまいります。

なお、現在工事中の（仮称）複合交通センター、

また今後予定している市立総合病院の精神科病棟、

（仮称）市民ホール等の大型公共施設においても

生活環境に配慮をした色調、デザインについて関

係部署との協議を踏まえ、議会とも十分相談をさ

せていただきながら、末永く市民に親しまれるよ

うな施設づくりに努めていきたいと考えておりま

す。よろしく御理解をお願いいたします。

以上、私からのこの場の答弁とさせていただき

ます。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうから大項目７、〇教育長（小野浩一君）

（仮称）市民ホール設計について御答弁を申し上

げます。

まず、（仮称）市民ホールの座席に関するこれ

までの動向につきましては、庁内の担当との打ち

合わせ、協議の過程で教育委員会の認識、理解度

の不足もあり、議会、懇話会、関係団体及び市民

の皆様に不信を与える結果となり、一連の不手際

につきまして私からも深くおわびを申し上げます。

今後は、関係者との連携を密にし、十分な説明を

行い、基本設計を進めてまいりますので、よろし

くお願いを申し上げます。

御質問にありました（仮称）市民ホールの施設

全体の多目的の意味につきましては、隣接する既

存の市民文化センターと連結し、一体的な施設と

して文化、創造、交流の拠点、地域コミュニティ

ーの形成の場として位置づけ、（仮称）市民ホー

ルには舞台芸術の機能、既存施設には生涯学習の

機能、そして施設全体には交流の機能を持たせた

施設のことを指しております。また、新設する施

設の大ホールの多目的の意味につきましては、市

民懇話会からの要望にもありますが、舞台そでや

奥行きが十分確保されたステージ、音楽や舞踊、

演劇の鑑賞などさまざまな用途に対応できる音響、

照明、映像設備などの多様な機能を備えたホール

のことを指しております。また、小ホールにつき

ましては、現在検討中の大ホールの座席が固定席

か可動席かによりまして、その仕様が変動するも

のと思われますが、議員の御指摘のとおり草の根

団体が育っていただく観点からもその利用しやす

さからも必要な施設と考えます。その規模は、市

民懇話会からの報告書にも２００席前後の小ホー

ルの設置が望まれており、市民会館の利用状況及

び昨年７月に庁内各部署、文化協会、各団体を対

象に調査しました開催可能行事調べからしても２

００人程度の利用が大半となっております。新ホ

ールは、市民が長年待ち続けた待望の施設であり

ますが、限られた財政の中、将来的な維持管理に

も配慮した施設づくりが求められております。今

後は、施設の規模や機能につきまして平面、立面、

計画などの具体的な資料により議会、利用団体や

市民懇話会などの意見を伺いながら、文化、芸術

の拠点として、また市民のコミュニティーの醸成

の場として、親しみがあり、市民が利用しやすい

施設となるよう計画をまとめてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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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。時間もありますので、再質問のほ

うをさせていただきたいというふうに思います。

ちょっと順番が入れかわりますけれども、ホール

のほうを先にやらせていただいて、あとは順番に

いきたいなというふうに思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

教育長からも冒頭発言がございましたけれども、

設計の段階での市民への説明にちょっと行き違い

があったということでございます。多目的という

意味を深く受けとめての職員の判断だったのかな

というふうにも思いますけれども、やはり市民の

意見を聞くという場合においては正しい情報を提

供してからの意見聴取でなければ、その意味とい

うのはかなり薄れてしまうというふうに考えてお

ります。そういった観点からしますと、極めて残

念だったなというふうにも思いますし、市民から

も落胆の声と白けムードが漂っているなというふ

うにも思っております。もう一方で言いますと、

私たち議会も理事者の答弁をうのみにしていたな

と。理事者の答弁、説明というのは間違いがない

ものだというふうに今までは正直言って思ってお

りました。しかし、それは違うということが今回

明らかになったわけで、議会としての調査機能、

こういったものも我々も反省すべきだなというふ

うに思っております。私は、それぐらい今回のこ

とは大きかったのかなというふうに思っておりま

して、市民あるいは議会との信頼関係にひびが入

ったと申しましょうか、そういったことをこれか

ら努力をしながら、修復に向けて互いが努力をし

ていかなくてはいけないのかなというふうに思っ

ておりますけれども、しかしそんなことばかり言

っておられません。これから建設をするものは、

２０億円という多額の財政を投資をしながら、市

民がこれから３０年、４０年、ひょっとしたら５

０年使っていく施設を一生懸命考えていかなくて

はいけないということでありますので、そこら辺

のところを市民の皆さんにも最終的にはよく頑張

っているのでないのかと言っていただけるぐらい

しっかりとした対応を求められているのではない

かというふうに思っております。

そういった中で、ホールについての使い方、多

目的の目的というのは理解をさせていただきまし

た。そういうふうな観点で進めていただきたいと

思います。小ホールについては、答弁もいただき

ましたけれども、やはり市民ホールを使う、いき

なり使うというのはなかなか難しいかもしれませ

ん。そういった使う団体を育てるということも必

要になってくるのかなというふうに思いますので、

小ホールの役割というのはやっぱり大きいのかな

というふうに思っております。そこで、代表者会

議の中での答弁でもございました。市民ホールの

仕様によって小ホールの考え方も変わってくるの

だというふうな答弁があったかというふうに思い

ます。可能性として、例えばもし市民ホールの部

分が固定席になったのであれば、ひょっとすると

小ホールのほうを今までの使い方もしたい、今ま

で使っていたわけですから。あるいは、いすも並

べたいというのであれば、こちらのほうに可動席

を設置するということも視野に入れてみてはいか

がかと思います。もしそういうふうになるのであ

れば、試算上は大体０００万円ぐらいお金が浮

くということでありました。その分を小ホールの

ほうの可動席に向けるということも可能かなとい

うふうに思いますので、その可能性について考え

方をお伺いしたいと思います。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

今御質問にありました〇教育長（小野浩一君）

仮に市民ホールを固定席にした場合、浮いた分で

小ホールの可動席の設計することの可能性という

ことについてでございますが、単価の高い可動席

から固定席にした場合の座席数の分の浮いた費用

につきましては、その配分も含めて全体予算の中

で検討がなされることではないかなと思っており

ます。今議員御提案の既存施設の多目的ホールは、
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現在でも平土間で年間２００件以上使用されてい

るところでございます。小ホールとして改修する

場合でも平土間の確保の面から、可動席の導入も

選択肢の一つと考えております。ただ、この場合

でございますけれども、現在の床では可動席の荷

重に対する構造上の問題と座席を収納するスペー

スが必要となって、その分平土間の面積が若干小

さくならざるを得ないという問題が考えられてい

るところでございます。また、もう一つの選択肢

としましては、小ホールとして改修しつつも平土

間に移動席とする利用もあるかと思いますので、

これらにつきましても今後の検討課題と考えてい

るところでございます。

以上でございます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

市民ホールに関しま〇１９番（東 千春議員）

しては、請願も出ておりますので、この程度にさ

せていただきたいというふうに思います。

それでは、順番に沿ってお伺いをしたいという

ふうに思います。特に１点目については、再質問

は考えておりませんけれども、やはり市長のキャ

ラクターである明るく元気なまちづくりというの

は本当にこのとおりに進めていっていただきたい

なというふうに思いますし、これは市民も議会も

含めてみんなで進めていかなくてはいけないのか

なというふうに思っております。また、民間的な

行政運営ということのお答えもいただきました。

これについては、後の私の４番目の質問にも関連

してまいりますので、そういったところでお伺い

をしていきたいというふうに思います。

財産を生かしたまちづくりについて御答弁をい

ただきました。まず、１点目の大学、病院、市民

の連携というところで、市内の在校生の皆さんに

情報提供していきたい、あるいは奨学金の充実を

図っていきたいというふうな答弁をいただいたわ

けです。名寄高校との連携というのも一定程度進

んでいるというふうな答弁をいただきました。私

産業高校の先生とちょっとお話をする機会がござ

います。例年何人か、実は大学に入学しておりま

す。残念ながら、ことしは入学をすることができ

ませんでした、児童には１人入ったようなのです

けれども。そのことしチャレンジして残念ながら

だめだった生徒というのは、地元の病院に就職を

目指してチャレンジをしたのだけれども、だめだ

ったということであります。人柄はとてもいい子

だったけれども、学力がちょっと及ばなかったと

いう残念な結果になったわけであります。

そこで、やっぱり市民のそういった願いもある

わけでございまして、小学校を対象としました放

課後子ども教室というのが始まりました。これは、

やっぱり子供たちにとってはとてもいいことかな

というふうに思っております。そこで、例えば高

校生を対象としながら、名寄大学を目指す生徒に

対してこのように放課後子ども教室のような学力

を支援をするというふうな取り組みを行政として

考えてみてはいかがかなというふうに思うのです

けれども、そういった考えについてどうか、ちょ

っとお知らせをいただければと思います。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうか〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

らただいま高校生を対象とした学力支援の考え方

はどうかというお尋ねでございました。こちらに

つきましては、やはり高等学校の教育の分野でご

ざいまして、直接大学が学力支援というふうには

なかなか難しいのかなという考え方をしておりま

す。だがしかし、昨今の大学では推薦入試の合格

者に対して、いわゆる入学まで３カ月ないし４カ

月程度の期間がございます。いわゆる入学前教育

ということで、推薦入試の合格者に対して大学入

学後の勉学が、学習がスムーズにいくような取り

組みも進めている大学がございます。今後は、推

薦入学者に対しましてそのような取り組みという

のも大学として研究、検討を進めていかなければ

ならないだろうというふうに考えております。実

際に高校生への取り組みというか、学習への取り

組みというのはなかなか、現在の時点では高等学
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校にお任せをしているということになろうかと思

います。

一方で、看護師を確保していくという考え方で

は、上川北部の看護協会などは高校生対象に、い

わゆる未来の看護師を獲得していくということで

いろいろ事業を進めております。こういった中で

大学がそこにどの程度協力をできるかということ

がございますので、今後はそのような研究も進め

ていっていただきたいと。これは、大学の教員の

先生方へのお願いというふうになりますが、取り

組みということも考えられるだろうというふうに

考えております。

以上でございます。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

だめだという答えだ〇１９番（東 千春議員）

ったのですけれども、少し考えてみてください。

それと、名寄の大学を卒業する学生というのは

比較的優秀な学生で、学生たち一人一人見ていま

すと学内でも部外者に対してきちっとあいさつを

してくれるというふうな、これは学風なのでしょ

うか。これは、現場に行ってからは大変いい効果

を生むのではないのかなというふうに思っており

ます。そういった素養のいい学生が就職が全員が

できているわけではないというのが少し残念な気

がしております。多分就職活動の支援というのは

大学でも行っているのかなというふうには思いま

すけれども、産業高校の場合は、ことしも去年も、

多分おととしもそうだったと思います。１００％

就職、進学をさせております。それは、相当厳し

い面接指導などをやっております。名寄の産業高

校というのも道立ではありますけれども、名寄の

まちの中にある一つの財産かなというふうに思い

ますので、ひょっとしたら大学の中でも参考にな

ることってあるかもしれませんので、そういった

連携も今後考えていってもいいのではないのかな

というふうに思いますので、その辺についてちょ

っと考えをお伺いしたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

大学の価値基準の非常に〇市長（加藤剛士君）

重要な部分で、出口の就職率というのは大きな問

題になっていると認識をしています。新年度に新

たに就職支援に関しての人的強化を図るための予

算づけも今しているところでございますが、問題

はそうしたことも含めた中身であるというふうに

思います。さまざまないろいろな角度から情報を

いただくということが非常に有益だと思いますの

で、今産業高校の例をいただきましたけれども、

連携をさせていただいて、これからのそうした間

口の就職の支援についてぜひ連携をしていきたい

というふうに思いますので、よろしくお願いしま

す。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

前向きな答弁をいた〇１９番（東 千春議員）

だきました。そのように進めていっていただきた

いと思います。市内の高校も財産、大学も財産、

このように思っておりますので、また高校生もや

はり財産ですので、なるべく名寄の高校に入学で

きるように何とかみんなで支援をしてあげたいも

のだなというふうに思いますので、きょうの段階

では余りいい答弁いただけませんでしたけれども、

今後また研究をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

では、次いかさせていただきたいと思います。

大学と行政との関係についてですけれども、答弁

をいただいた中では委員会などはかなり積極的に

活動していただいているという、私もそうだなと

いうふうに認識をしております。あるいは、現場

での学生に対する支援、実習支援だとか、そうい

うことが行われているということであります。こ

の部分まではかなり進んでいるかなというふうに

思います。私もう一歩進めて、やっぱりこういっ

た知的財産があるわけですから、行政がここをも

う少し生かしたらどうかなというふうに考えてお

ります。というのは、例えばこれらの各分野にお

いて、名寄はやっぱり大学があるから、さすがに

行政のやっていることが進んでいるなと言われる
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ような体制づくりができないか。そういう意味に

おいての情報交換というのはどうなのかな、ある

のかな、ないのかなというのはちょっとわからな

いのですけれども、やっぱりそこら辺のところも

模索していくべきかなというふうに思います。こ

れがやっぱり大学を上手に生かすことにもなるの

かなというふうにも思いますので、これらについ

て考えについてお知らせをいただきたいと思いま

す。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

御指摘のとおりでありま〇市長（加藤剛士君）

して、この知的財産というのは本当に名寄市の大

きなかけがえのない財産であると思います。その

中で行政が大学に求めるもの、あるいは大学側か

らもできるものといった、そうした情報の連携と

いうか、またそうしたことを密に相談をする協議

の場というのもこれから必要になってくるのでは

ないかというふうに思いまして、ぜひ検討させて

いただきたいと思います。２４年度から始まる地

域福祉計画に関しては、それぞれの分野、分野で

の縦割りと言ったらあれですけれども、持ち場で

の福祉の情報をしっかりと横ぐしを刺して連携を

していくということが主眼でありますけれども、

もう一つはこの地域の財産である大学を十分に生

かした地域福祉を考えていくということを大きな

テーマとしてうたっている特徴になっています。

そんなことも含めて、ぜひこれから行政として大

学を有効に活用できるように、さらなる協議ある

いは研究をしていきたいというふうに思いますの

で、よろしくお願いいたします。

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。大学の側からどらどらと言いなが

ら行政に入ってくるということというのはないと

思うのです。できないと思います。ですから、や

っぱり何か行政の側から求めてあげなければ、大

学というのはなかなか動きづらいのだろうなとい

うふうにも思いますので、そこら辺の連携、情報

交換をしっかりしながら、求めてあげるという考

え方もちょっと必要かなというふうに思いますの

で、多分大学側ではそういうことを待っている部

分もあるのかなというふうにも思いますので、先

ほど答弁にいただきましたような協議の場を設け

ていただいて、しっかりと対応していただきたい

なというふうに思います。

次いかさせていただきたいと思います。気象条

件を生かしたまちづくりということで御答弁をい

ただきました。パンフレット等をつくっていただ

けるということで、よかったなというふうに思っ

ております。名寄の例えば企業誘致の場合には、

さまざまな利用をするに当たっての必要条件とい

うのがあるかなというふうに思いまして、電源が

どれぐらいとれるのであるとか、先ほどは土地の

利用であるとか、そういうこともお答えをいただ

きましたけれども、そういったさまざまなここは

どうなのかなということはもうすべて網羅したよ

うなもの、それは行政だけではなくて、やはり違

う、そういった面のものも全部織り込んで、名寄

ってこういうことができるのだなとぱっと見てわ

かるようなものをつくっていただく。そういった

ことが必要かなというふうに思いますので、そこ

ら辺もぜひよろしくお願いしたいと思います。こ

の辺はつくっていただけるということでしたので、

その程度にさせていただきたいと思います。

ちょっとごめんなさい。戻って、木原天文台。

そうなのです。あそこかなり老朽化をしていて、

解体が予定されているという形なのですけれども、

ドームの形がなくなってしまうというのは残念だ

なというふうに思っております。危険となってし

まえば、これはしようがないのかなというふうに

も思いますけれども、危険でない限りはやはりあ

そこの外から見るだけでもいいと思いますので、

これは名寄のきたすばるができた歴史の１ページ

であるという、何か看板を設置するであるとか、

そういったことも今後取り組んでいただきたいな

というふうに思いますけれども、できれば取り壊
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さないでいただきたいのですけれども、仮に取り

壊すとすればそれまでの間どのような使い方をお

考えなのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま名寄市の現〇教育部長（鈴木邦輝君）

在の市立天文台の前身となりました木原天文台の

施設の扱いについての再質問をいただきました。

御存じのように、木原天文台はもともと木原先生

の個人の所有物を名寄市に寄贈いただいて、その

後市立天文台として運営したものでございます。

現在施設については、先ほどの答弁のとおり再利

用を考えましたけれども、残念ながらかなり土台

部分が傷んでいるということで、現状では取り壊

す方向で考えてございます。また、現状の状態で

町内会のほうにも一定程度要望等いただいており

ますけれども、将来的には取り壊すということで

の御理解をいただいております。また、旧所有者

であります木原先生の御親族の方にも一応将来的

には取り壊すという方向で内諾はいただいてはお

ります。ただ、特異なドームを持った形のものが

現存をしておりますので、現在の天文台の前身に

なったという部分での啓発等につきましてはパン

フレット等で周知をするとかというような方法を

考えていきたいと思いますので、御理解をいただ

きたいと思っております。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

大変残念なことです〇１９番（東 千春議員）

けれども、そのような答弁をいただきました。名

寄は、案外どちらかというと歴史的建造物をもう

ちょっと大切にしてもいいのかなというふうに考

えております。せっかくあるものもなかなか生か

し切れていない部分もあるのではないのかなとい

うふうに思っておりますので、ぜひそこら辺可能

な限りよろしくお願いしたいなというふうに思っ

ております。

次いかせてもらいます。３点目の市役所のあり

方についてお伺いをしたいと思います。職員の道

外出張の考え方についても答弁をいただきました。

ここについては、そういったことも検討をしてい

ただけるということだったと思います。こういう

調査研究であるとかというのは、私たち議員もそ

うなのですけれども、行ったからすぐリターンが

返ってくるということではないと思うのです。や

っぱりそういったことを勉強を重ねていって、名

寄のまちづくりに対して何が本当に必要なのかと

いうことをしっかりと調査研究をするということ

だと思うのです。こういうのは、企業的な考えで

いきますと先行投資だと思うのです。先行投資を

やっぱりしっかりしていかなければ、新しいアイ

デア、そういったものもなかなか生まれづらいの

かなというふうに思っております。そういった考

えの中で、我々も現場に行って初めてわかるとい

うことって結構あるのです。よくインターネット

で調べればいいのではないのかと言われることあ

るのですけれども、実際に行ってみて、かなり期

待していたけれども、そうではなかったところも

ある。あるいは、どうかなと思ったけれども、な

かなか進んでいるなというところもある。やっぱ

りこれは、行ってみて初めて取り組みの強さとい

うものがわかるということもありますので、そう

いった観点から委員会の視察だけに限ったことで

はないのですけれども、ぜひ職員がこれ調査した

いと思うようなことがあるのであれば、それは積

極的にやらせてあげたらいいなというふうに考え

ておりますので、そこに対して再度考えをお知ら

せいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

職員のスリム化に伴って、〇市長（加藤剛士君）

また職員の皆さんの資質の向上というか、それが

極めて重要であるし、これからの地域間の競争に

大きな影響を与えるファクターであるというふう

に私も認識しています。その中で研修、いろんな

形があると思いますけれども、お話しのとおりさ

まざまな場所に行っていろんなものを見聞きをし

てくることというのも、私は重要だというふうに

思います。また、そういうことを積極的に提案を
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してもらって認めていくという、そうした体制も

重要だなというふうに思います。繰り返しになり

ますけれども、今のところ予算の制約ということ

を含めてそうしたところを制限をしているという

ことでありますけれども、ぜひ今の質問いただき

ましたので、どこまでの範囲でできるかというこ

とも含めて検討してまいりたいというふうに思い

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。

次、国や財団のメニューの研究ということなの

ですけれども、これは例えば加藤市長が進められ

ています営業戦略室ということで、名寄を積極的

に売り出していこうということであります。これ

は、やっぱり最終的には名寄の利益になるという

ことだろうなというふうに思っております。外部

の情報を仕入れてきて、それをまちづくりに生か

していくというのも、これもやっぱり利益になる

ことだというふうに思っておりますので、こうい

った部分を例えば今の営業戦略の中で担っていた

だくであるとかという考え方についてはどのよう

に思われますでしょうか。

（何事か呼ぶ者あり）

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

３点目にありました〇１９番（東 千春議員）

外部の情報を仕入れてきて、例えば行政に生かす、

あるいは民間に情報提供する、企業に情報提供す

る。そして、そういった補助メニューを紹介する

ことによって、例えば文化事業が進行していく。

企業の活性化にもつながる。そういったことを今

どこの部署でやっておられるか、企画かどこかで

やっておられるかもしれませんけれども、これも

営業戦略の一つかなというふうに思いますので、

営業戦略の仕事としてやってはいかがかと思いま

すけれども、その考え方について。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

今各省庁だとかでいろん〇市長（加藤剛士君）

な事業メニューがあると思いまして、それぞれの

部署、部署でそうしたものにアンテナを張りなが

ら情報収集しているというふうに思います。基本

的にそのスタンスを変えるつもりはなくて、営業

戦略にそれをまた１つ集約していくということは

大変な膨大な作業量になるというふうに思います

し、その即した情報というのは現場、現場で収集

していくというのがやはり一番なのだろうという

ふうに思います。ただ、これをどういう情報があ

るのかというのはやっぱり集約をしていくという、

うちの行政の中で集約をして共有化していくとい

うことは必要なのかなと。そこの情報もほかの部

署で、あるいはまた違ったカウンターのところで

も、また市民のところでも使える情報があるのか

もしれないということもあると思うので、アンテ

ナをこれからしっかりと張っていくというのはさ

らにそれぞれの職員が意識をしてかからなければ

ならぬということだと思いますし、それを共有化

をして、このことはまたこちらのところでも使え

るのではないかという、そうした情報の共有とい

うこともぜひこれからやっていきたいというふう

に思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

理解をさせていただ〇１９番（東 千春議員）

こうと思います。

次の４点目、職員給与のあり方について再質問

させていただこうと思いますけれども、ちょっと

実は先ほど答弁をいただいた中身の最後のほうが

聞き取れませんでした。そこら辺をどういうふう

におっしゃったのはわからないのですけれども、

これはやっぱり基本的には一生懸命やっている職

員が報われるという、これが前提となっておりま

す。そして、そういった観点からお伺いをしてお

りますので、なかなかこれは給与体系を変えると

いうのは難しいことだろうなというふうには思い

ますけれども、例えば最後のお伺いしました会費

で、会費は自費だと。飲食費は全部自費だと。し

かしながら、民間だったらどうなのかなと考えた
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ときに、本当の会社の職務で行けといったときに

は本当にそれは自費でやらせているのかどうなの

かということも含めて、民間的発想というのであ

ればやっぱりそこからも含めて考えるべきでない

のかなというふうに思います。だから、出すもの

は出すけれども、我慢するものは我慢するという

考え方が基本的なのかなと。そしてまた、一生懸

命やっている者が報われていくという給与体系、

あるいはこういった実費負担の関係です。名刺も

そうだと思います。最終的にそういうことが望ま

れていくのかなというふうに思いますけれども、

ごめんなさい。ちょっと最後の答弁のほうも聞き

漏らした部分もありますので、再度そこら辺の考

え方についてお知らせください。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

最後のほうは、会費の負〇市長（加藤剛士君）

担のあり方についてだったと思いますが、飲食を

伴う場合は自己負担であると。基本的には、腹に

入るものは自己負担でいくと。これは、管理職、

一般職とも同様であります。出席の機会の多少は

あると思いますけれども、同様の対応で職員の理

解を得ているものというふうに考えております。

なかなか難しいところだと思います。民間企業は

そうなのかもしれませんけれども、また公務員の

皆さんの立場というのはちょっとやっぱり民間の

方と違う立場で、そこを業務どうなのかという切

り離すというのはなかなか難しい部分もあるのか

なと思います。お話しのとおり、しかしやる気の

ある、頑張る職員が報われる全体的な体系にしな

ければならないというのは本当にそのとおりだと

いうふうに思います。また、そのために今さまざ

まな試行を行って、どのような評価の仕組みがい

いのか、それをどう給与に反映させたらいいのか、

まさに研究している段階であります。役所の仕事

というのも評価がしやすい仕事と評価ができにく

い仕事という、その部署、部署によっての違いも

あるので、なかなかここは悩ましい部分がありま

すけれども、さまざまな観点から、能力による給

与の体系のそうしたインセンティブだとか、もう

少し若手の登用だとかということも含めて、これ

は広い全般的な見地からやる気のある職員、また

頑張る皆さんが報われる、そうした体系にしなけ

ればならぬ。そのことに向けて今研究、検討して

いるところでありますので、よろしくお願いいた

します。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

最終的に管理職にな〇１９番（東 千春議員）

って割食ったみたいな話になったら、これは全く

いけないわけで、管理職になってそれなりのもの

ももらえて、やっぱりみんながそこを目指してい

くのだと。そういうふうな体制でなければ、やる

気というのはなかなか起こってこないのかなとい

うのが、美しい言葉、美しいことは本当に望みた

いわけでありますけれども、制度としてもそうい

う形がやっぱり必要かなというふうに思いますの

で、今後の検討を期待したいというふうに思いま

す。

名刺についてお伺いしたいと思いますけれども、

これも同じで、やはり必要なものは必要で、出し

てやったらいいなというふうに思います。調査す

るのだったら調査をしてもらって、その中で必要

なものは出してやると。例えば今画像だけは提供

して、あとは全部使うということなのですけれど

も、例えば市役所の中のプリンターを使って、台

紙は支給してやるとか、そうすると自己負担にな

らないで済みます。余り大きな投資にもならない

かもしれません。そういったことも含めて少し検

討いただきたいなというふうに思いますけれども、

その考え方についてお知らせいただきたいと思い

ます。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども答弁をさせてい〇市長（加藤剛士君）

ただきましたけれども、お話しのとおり名刺とい

うものはやっぱり広くこれから市民の皆さんと接

していく、あるいは情報をとっていくとか、営業

していくとか、そういったことによって名刺が自
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己負担だということに対してそうした行動に制限

が出てくるという場合がもしあるのであれば、こ

れは私としてはゆゆしき問題だなというふうに思

います。お話しのアイデアも含めて、またそれぞ

れのさっきもお話ししましたけれども、職場によ

っても使う頻度の差はあるのかもしれませんけれ

ども、その辺もちょっと調査をさせていただいて、

ぜひ今の提案を前向きに検討させていただきたい

というふうに思います。よろしくお願いいたしま

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、職員の見える、プラス評価というこ

とで再度お伺いをしたいと思いますけれども、こ

の大項目の中の趣旨は全部同じでありまして、何

回も申し上げますけれども、一生懸命やる職員が

報われていくというふうなことの一つ一つお伺い

をしているわけであります。職員の生涯賃金とい

うのは３億円ぐらいだったでしょうか。この人が

一生懸命働いてくれるのか、より一生懸命働いて

くれるのか、ここでやっぱり名寄市の財政といい

ましょうか、お金の有効な使い方というのは大き

く違ってくるのだろうなというふうに思います。

そういった観点から、やっぱりモチベーションを

上げていって、そして一生懸命働いてもらう。こ

ういった工夫が必要だろうなというふうに思って

いる中で、今も人勧の中の人事考課だとか、そう

いうこともそういう方向性は多分そういう方向に

なってきていると思いますので、そこら辺がしっ

かりと職員にも見える形で、人事までいこうとな

るとなかなか難しい部分はあるのだろうなという

ふうに思います。年に１回そういった表彰をされ

ているということの答弁をいただきましたけれど

も、そういったことをさらに進めていくというふ

うなお考えについて再度何かありましたら、答弁

をいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

全般的な話の中でやる気〇市長（加藤剛士君）

のある皆さんがしっかりと報われる、あるいは全

体的な職員の皆さんのモチベーションを上げてい

くというのは本当に大事なことでありますし、ま

たまだまだこれからその手法も含めて検討しなけ

ればならないというふうに思います。いろんな角

度から、やはりいろんなやり方があると思います

ので、ここは議員の皆様にももしあれば御提案も

いただきたいというふうに思いますし、ぜひ我々

としてもこれから研究をしていきたいというふう

に思いますので、よろしくお願いします。

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。

職員の処分についての考え方について御答弁を

いただきました。民間でもそのような通告制度を

設けて、通告をした者が不利益をこうむらない仕

組みづくりになっているということでございます。

つい最近も１部上場の企業で不正というのかどう

かわかりませんけれども、大きな事件がありまし

たけれども、これも多分わかっていたことだろう

なというふうに思います。こういったことをより

早くに明らかにしていれば、こんな大きなことに

はならなかったのだろうなというふうにも思いま

す。職員の中でも同じだと思います。やはりそう

いったことは早く明らかにできるような仕組みづ

くりが必要なのかなというふうに思っております。

仮にそういうことがあったとすれば、その下で働

いている職員というのは悶々としながら、それこ

そモチベーションも高まらないで、何だろうな、

これはと思いながら働かなくてはいけないという

状況も考えられますので、こういったことを今後

検討するというふうなお答えをいただきましたけ

れども、これはなるべく早目に実行していただき

たいなというふうに思うわけですけれども、でき

ればタイミング等に関しても考えがありましたら、

お答えをいただきたいと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）
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今東議員のほうから〇副市長（佐々木雅之君）

公益通報者保護法に関しまして、これにつきまし

ては国のほうで２００４年に法律が制定されまし

て、２００６年から実際に運用されて動いており

ます。先ほどお話ありましたオリンパスの問題も

含めて公益通報の保護の関係につきまして、こう

いう分野についてはできるだけ早い時点で検討さ

せていただきまして、制定のほうに向けて努力を

してまいりたいと思っております。

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）

したいというふうに思います。

この項の最後です。管理職の外部登用等に関し

てお答えをいただきました。基本的には、やはり

職員の皆さんで管理職を担っていただけるのが一

番かなというふうに思っております。しかしなが

ら、年齢構成を見ますとやはりかなり大きなひず

みがあるのも現実かなというふうに思っておりま

すので、例えば管理職というのは正規雇用でなく

てもいいわけなのです。期間契約雇用でもいいと

いうことがあります。他市の例で、視察に行った

ときに専門的な知識を持った方を３年間契約で雇

用して管理職に充てると。その間手いっぱいその

仕事をやってもらうというふうな取り組みをして

いるまちがありました。比較的うまくいっていた

ようであります。さすがにその方というのは、ヘ

ッドハンティングを常にされる立場の方でありま

すので、一般的な職員の方の物の考え方は若干違

うので、そこら辺のあつれきというのは見受けら

れたのですけれども、仕事の進め方だとか情報の

持っていき方、持ってくる場合、ここら辺はなか

なかやっぱりすごいものがあったなというふうに

思います。いろんな形での管理職の登用というの

があると思いますけれども、こういった正規職員

でなくても結構だと思いますので、そういった期

間を限っての契約管理職だとか、そういう方法も

ありますので、そういったことに対する考えにつ

いてお伺いをしたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども答弁させていた〇市長（加藤剛士君）

だきましたけれども、大量退職に伴って、また昨

今の行政の仕事自体の多様化と専門化ということ

で、こうした専門性の高い分野においての管理職

の登用、民間からの登用ということはぜひ職場状

況を見きわめた上で考えていきたいと。今お話を

いただいた非正規での管理職というのも一つの選

択肢なのかなというふうに思います。それも含め

て検討してまいりたいというふうに思います。

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。

次、病院についてお伺いをしたいと思います。

看護基準７対１への考え方についてお知らせをい

ただきました。この考え方が示されたのは、消化

器内科がなくなるということを前提として御答弁

をいただいた部分があったのかなというふうに思

います。それが本当によかったなというふうに思

うのですけれども、消化器内科が復活いたしまし

た。そういった中で、これを無理に進めていこう

とすると、患者さんに早期に退院をしていただく

などの対応も求められるやもしれません。日本の

中の入院日数というのは、外国より長目であると

いうことはデータであるわけなのですけれども、

実際には地域の住民というのは大体それになれて

いるわけですから、そこを余り急激に変えるとハ

レーションも起きるのかなというふうにも思って

おりますので、ここら辺のところは様子を見なが

ら対応していくというふうな答弁だったかなとい

うふうに思いますけれども、様子を見ながら余り

無理をしなくてもいい状況になったのかなという

ふうにも思いますけれども、再度そこの状況につ

いてお知らせをいただければと思いますけれども。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども御答弁ちょっと〇市長（加藤剛士君）

繰り返しになりますけれども、２４年度の診療報

酬の改定の中で１０対１の入院の基本料でも一定
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の要件で加算が見込まれることが示されたという

ことでありまして、お話しのとおりだというふう

に思います。無理に７対１を進めるということが

そうした患者さんへの対応も含めて、中核病院と

しての機能としてふさわしいのかどうかというこ

ともしっかりと検討しなければならないだろうと

いうふうに思います。ぜひ収益の問題もあります

ので、難しい課題ではありますけれども、慎重に

この辺のことは判断をしていきたいというふうに

考えております。よろしくお願いいたします。

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。

次、（仮称）複合交通センターについてお伺い

をしたいと思います。今市民会館で使われている

皆さんというのは、そういった３０団体、７００

件が使っているということであります。利用の用

途もお示しをいただきました。こういった民謡で

すとか、そういった中で比較的大きな音が出たり

だとかという部分もあろうかなというふうに思い

ます。隣の区切りが余りないということから、そ

こら辺の対応は難しいのではないかというふうな

御答弁もありましたけれども、離れた部屋に１カ

所部屋もあるわけですよね。なるべくだったら、

隣がやっているからきょうは活動ができませんと

いうのであれば、今までやっていた市民団体はで

はどこに行けばいいのかということにもなりかね

ませんので、そこら辺の対応、要するにちょっと

休んでいただくみたいな話もありましたけれども、

そこら辺の利用者への説明はもうちゃんとできて

いるのかどうなのか、そこら辺についても再度お

伺いをしたいなというふうに思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

利用を控えていただくと〇市長（加藤剛士君）

いうことではなくて、調整をさせていただきたい

という答弁をさせていただいたと思いますけれど

も、多目的ホールもだらっとした長いスパンの中

で３つに区切れるということですから、例えば真

ん中を使わないで両端を使っていくだとか、あと

離れているところもあるということで、そういう

調整の中で十分そうしたことを調整が可能だとい

うふうに考えているところでありますので、ぜひ

その辺御理解いただきたいと思います。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。今ま〇１９番（東 千春議員）

でやっていた活動が滞らないように、ぜひ対応を

よろしくお願いしたいなというふうに思います。

それと、２つ目の観光協会に対するインフォメ

ーション、比較的前向きな答弁をいただきまして、

よかったなというふうに思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。市長の答弁にもありま

したように、行政の仕事の部分もあろうかなとい

うふうに思いますけれども、こういったところに

一定程度の管理費を支出しながらやってもらうと

いうことも有効な手段なのかなというふうに思い

ますので、ぜひここら辺は進めていただきたいと

いうふうに思います。

次、大項目でいきますと６番目、老朽危険家屋

対策についてお伺いをしたいというふうに思いま

す。緊急雇用の中で３年間で２２戸解体をするこ

とができたというのは一つの成果だったかなとい

うふうに思っております。しかし、今回まちの中

いろいろ調査をされたのかなというふうにも思い

ますけれども、まだ残っている家屋がたくさんあ

るのかなというふうにも思っておりますし、問題

となるなかなか解体ができない、家主が見つから

ない、あるいは支出ができない、そういった家屋

もあるということで、これがよそのまちの事例を

見ても決定打というのはないのです。しかしなが

ら、やっぱり何らかの手段を持ちながら情報をア

ピールをしていくという方法しかないのかなとい

うふうに思います。そういった中で条例を制定し

ながら、条例に基づいて解体を求めていくである

とか、催促をするであるとかということも他市の

例ではあるようですけれども、今後名寄市の中で

はそういったことはどのようにお考えかお知らせ
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いただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

この冬の大雪によりまし〇市長（加藤剛士君）

て、各地こうした老朽家屋が倒壊をするという事

故が多発しているということで、このことがクロ

ーズアップされているのは承知をしています。先

ほども少しお話をさせていただきましたけれども、

今後ともそうした危険が増加をすると。これは、

一定程度行政も少し責任の一端はあるのだろうと

いうふうに考えますので、他市町村の状況、制度

についてぜひここは調査研究を今後行ってまいり

たいというふうに考えていますので、よろしくお

願いいたします。

東議員。〇議長（黒井 徹議員）

大体時間がいい時間〇１９番（東 千春議員）

になってまいりまして、６項目めの３番目、公共

施設のデザインや色彩について最後お伺いして多

分終わると思いますけれども、まちの中を眺めて

みますと民間の住宅ですとかの場合にこの色は一

体どうなのだろうなと思ってしまうような住宅も

ややもするとあるわけであります。私は、なるべ

くこういうのは控えていただきながら、落ちつき

のある景観形成ができるようなことが望ましいな

というふうに思っております。やっぱり今までも

行政の行う公共施設というのは随分配慮されてき

て、おかしなものはないなというふうに思ってお

りますけれども、例えばこれからできるホールも

外も中もそういった考え方というのはあっていい

かなというふうに思っております。例えばホール

の中であっても使う部材であるとか、色彩、色合

いであるとか、そういうものによってかなり雰囲

気も変わってくるかなというふうに思っておりま

すので、できれば中も外も市民が使う際、外から

見る際においても十分配慮をしていただきたいな

というふうに思いますけれども、最後そこちょっ

とお伺いして、終わりたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれの建物を規制で〇市長（加藤剛士君）

色を統一したりだとかということは、個々人の皆

さんの好みもあるでしょうし、またそうしたこと

は建物生まれてくる背景もあるでしょうから、な

かなか厳しいものがあるのかなというふうに思い

ますけれども、一定程度こうした公共施設も含め

て建物の中で色彩やデザインというのは一つの大

きなイメージというか、要素になるのは私もその

とおりだと思いますので、ぜひ市民の皆さんから

親しまれる、また愛着を持っていただける、いい

なという施設になるように、そうしたデザインを

しっかりと考えていきたいと思いますし、また議

会も含めて十分に今後相談をさせていただきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

以上で東千春議員の質〇議長（黒井 徹議員）

問を終わります。

１３時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）

を開きます。

２０１２年度執行方針と予算編成について外５

件を、熊谷吉正議員。

議長より御指名があ〇１３番（熊谷吉正議員）

りましたので、市民連合・凛風会を代表して順次

質問を申し上げたいと思います。

きのうは、私も２時４６分、サイレンに合わせ

て黙祷をささげたところでありますけれども、こ

れからも１年の節目に被災をされた皆さんに心を

寄り添いながら、いろんな活動に支援をしてまい

らなければならないという思いでいっぱいであり

ます。

去る１月２０日、札幌市内のマンションで姉と

知的障害を持つ妹が孤独死をしたという報道に接

し、その原因がわかるにつれ、なぜ、どうしてと

いうふうに思った道民が数多くおられたように聞

いております。その後釧路市でも要介護者を抱え
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る高齢者の夫婦が同じような社会的な犠牲になっ

ております。１４年連続３万人を超えるという、

みずから死を選ぶ、命を絶つという今の社会のひ

ずみ、矛盾と私たちが本来目指さなければならな

い憲法２５条、生存権の理念との乖離を改めて直

視をしなければならないと思います。札幌や釧路

で起きたことが名寄ではないと信じたいし、せめ

てこの名寄市では地域ぐるみの連携で起こらない

よう、すべての行政課題を通じて社会的に弱いと

言われる子供たちや障害者、高齢者への施策を最

優先しなければならないのではないかと思います。

以下、通告順に質問を申し上げますが、１つに

２０１２年度執行方針と予算編成について。市長

は、施政方針の基本的な考えとして３点を挙げ、

昨年の第４定で議決した総計後期計画の着実な実

施により目標とする将来像実現に努めると表明を

されました。そこで、１つには就任２年を迎えた

加藤市政の自己評価と目標とする将来のイメージ

についてお伝えをいただきたいと思います。

２つ目には、前段にも述べましたが、憲法理念

と現実の社会の現状認識についてお聞かせをいた

だきたいと思います。

３つ目には、予算編成と財政展望についてであ

りますが、国の地方財政計画は国、地方を含め公

債費残高０００兆円にも上ると言われ、さらに

は景気の悪化、大震災への対応等厳しい環境下で

ありましたが、昨年同様に地方の厳しい財政事情

を加味し、一定の配慮がありました。名寄市も経

常経費の現状や政策予算に限界がある中での予算

編成であったと思いますが、加藤カラーをどのよ

うに演出をしたのか、さらには予算編成後の財政

展望についてお聞かせをいただきたいと思います。

２つ目には、市民目線のまちづくりについて。

名寄市自治基本条例と市政運営についてでありま

すが、施行１年になりました。執行方針にも本条

例の趣旨を意識した引用があります。この１年間

主権者たる市民はもとより、それに対応する市長

を初め市役所、市の職員における条例への理解、

浸透度をどう評価をされているのか、そして実際

の運用についてどうであったのかお答えをいただ

きたいと思います。

２つ目には、地域主権の確立と自治体の対応へ

の課題について。あの震災直後に国会は、地域主

権３法を可決をいたしました。２０００年の地方

分権一括法の施行以来、遅々として進まなかった

国と地方の自主的な対等、協力関係や国による義

務づけ、枠づけ等の緩和、見直し等具体的に少し

ずつでも動き出しました。既に保育所の設置基準

や条例制定権や議会の議決権の拡大など自治事務

を地域の自主性、自立性に基づいて実施する条件

が整いつつあります。それに伴い、自治体の対応

への責任、課題についてもついて回りますので、

改めて考え方をお伺いをいたします。

さらには、まちづくりの核でもある町内会や地

域連絡協議会をどう熟成をさせ、地域自治組織へ

と展望していくのかもあわせてお答えをいただき

たいと思います。

３、行財政改革について。新行財政改革推進計

画の策定に当たって既に改革や推進に向けた基本

的考えが提示をされ、３月末には完成品となるよ

うでありますが、自治基本条例を意識しながら計

画を実行、推進するために欠かせない要素、自治

体職員としての能力の発揮、働きがいのある職場

環境づくりなどどう具体化し、市民への対応や質

の高いサービスを提供していこうとするのかお答

えをいただきたいと思います。

行革に関連し、あわせて北体育館の利用廃止問

題が取りざたされておりますけれども、この間の

経過と協働を意識したまちづくりのあり方、向き

合う姿勢についてお伺いをいたします。

２つ目には、人材育成と職員研修について。市

民ニーズに的確に対応できる職員の育成、スキル

アップ、意識改革、資質向上等ありますが、市長

が職員に求める分権時代を生き抜く職員像をお聞

かせをいただきたいと思います。

４、保健、福祉、医療行政について。少子化と
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子育て支援についてでありますが、ことしは次世

代育成支援行動計画５年の中間年になります。担

当でもそれぞれ努力をされていますが、さらに名

寄市の若者が安心して子供を産み育てることがで

きる地域社会を実感できるための現状と課題、さ

らに子供権利条例の制定についての考え方を求め

たいと思います。

安心の福祉施策について。地域福祉計画推進の

基本目標のメーンタイトルは、安心して健やかに

暮らせるまちづくりありますが、５年後のイメー

ジについてお伝えをいただきたいと思います。

障がい福祉実施計画は、既に廃止が確認されて

いる現行の障害者自立支援法に規定されて策定さ

れているようでありますが、障害児、いわゆる児

童生徒に関連する教育的視点との関連性が抜け落

ちているという指摘もあります。考え方をお知ら

せをいただきたいと思います。

児童福祉法等の改正予定があるというふうに聞

いておりますが、それに伴う行政サービスの影響、

変更について想定をされると思いますが、考え方

をお知らせください。

安心の地域医療の確立について。市立病院改革

プランの主要な課題でもあった消化器内科等の医

師確保、精神科病棟の改築、駐車場問題、看護師

確保にかかわる院内保育所設置問題等、既に具体

化をし、あるいは計画に織り込んでいただいてい

ることにまずこの間の御努力に敬意を表したいと

思います。しかし、今後も病院経営も含め市民に

信頼され、安心な地域医療機関とするため、見直

しをした市立病院改革プランの経過を踏まえ、来

年度以降の新改革プランというのでしょうか、そ

の課題を問いたいと思います。

さらに、地域医療全体の中で市立病院の果たす

機能、役割をより生かしていくために、まさに広

域的視点も含めた病病、病診連携、それを利用す

る市民の理解、協力もいただかなければなりませ

ん。設置者としての果たす役割、責任をお聞きを

したいと思いますし、市民に対するメッセージも

あるとすればお聞かせをいただきたいと思います。

５番目、経済、建設行政について。戦後農政は、

猫の目のように変わると言われ、農家の皆さんは

毎年の営農計画に苦慮されてきたのではないかと

思います。さらに、自然条件や市場価格や国際競

争にさらされ、頑張ってきたわけでありますが、

それでもこれからも北海道、名寄市の基幹産業は

農業であり、農業を中心に環境、景観、安全な食

料の提供、加工、地域経済、観光等へとその可能

性を広げていかなければならないと思います。し

かし、ここにきて大きな障害となるＴＰＰ参加問

題がございます。ＴＰＰ参加反対と今後の取り組

みについて、既に非常に重要な相手と言われてい

るアメリカとの交渉、参加協議に２月７日から入

ったというふうに言われていますが、どういう情

報が伝えられているのかお知らせをいただきたい。

さらには、今後の絶対反対に向けた市民的な取り

組みについてもあわせてお伺いをしたいと思いま

す。

国の農業政策の評価と名寄市農業振興への反映

でありますが、佐々木隆博代議士が政務官時代か

ら大きな課題として持っておりました持続的な農

業を営むために、農政の柱である戸別所得補償制

度が導入され、３年目を迎えました。名寄市の評

価と農村、農業振興施策への反映についてお聞き

をしたいと思います。

中心市街地活性化と商工業団体等の取り組み推

進について。中心市街地活性化及び都市再生整備

計画等の進行状況と今後の推進に向けた行政並び

に商工業団体等の役割、課題をお聞かせをいただ

きたいと思いますし、それにあわせて使い勝手の

よい中小企業振興条例等の見直し経過についてお

聞かせをいただきたいと思います。

普通建設事業等のあり方について。インフラ整

備、建設投資や維持管理についてでありますが、

市民ニーズといわゆる財源、補助金、交付金など

などとの関係で、ニーズと財源とのミスマッチが

どうしても生じているのではないかというふうに
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考えておりますので、現状の課題についてお知ら

せをいただきたいと思います。あわせて水道、下

水道事業中期経営計画が既に示されておりますけ

れども、総計後期計画との整合性についてお尋ね

を申し上げます。

労働者の現状と労働行政のあり方について。小

泉政権以降の規制緩和、市場原理主義により、働

く者の労働条件は賃金を初め低下傾向に歯どめが

かからず、雇用、生活、将来不安が増すばかりだ

と思います。景気低迷にも大きな影響を与えてお

りますが、大変厳しい現状にあります。名寄市に

おいての現状認識と労働行政のあり方についてお

答えをいただきたいと思います。

今後の災害発生対応について。新年度方針にも

防災対策の充実が示されていますが、関係機関や

地域町内の理解と協力のもとに推進をしていただ

くとともに、何事にも社会的弱者への配慮を強く

求めておきたいと思います。そこで、災害に備え

ての減災に向けた施設整備の限界は理解をしつつ、

今後名寄市においての課題や計画についてお伺い

をいたします。地震列島日本にありながら、名寄

の地理的条件や自然環境から日本一安全地帯とし

ての名寄に改めて災害支援組織のようなもの、国、

道への働きかけが必要ではないかと思いますので、

考え方をお知らせをいただきたいと思います。

教育行政について。学校教育執行方針について、

信頼される学校づくりなど５点の目標を掲げてお

りますが、それぞれ方針に基づき執行し、成果を

上げるための学校現場における特に主要な課題を

お知らせをいただきたいと思います。

校務支援システムについて。道教委が進める学

校校務支援システムについての検討経過、課題を

お聞かせをいただきたいと思います。

（仮称）市民ホール建設について。申告をして

おりましたけれども、先般の議員協議会あるいは

これから開かれる懇話会等の関係もございますか

ら、別な機会に先送りさせていただくことをお許

しをいただきたいと思います。割愛をさせていた

だきます。

最後になります。名寄大学の今後の課題と展望

について。ことしの志願状況は既に発表されてお

りますが、今後の経済、社会状況を踏まえ、志願、

いわゆる入り口、就職、出口の見通しと大学とし

ての後期計画に係る課題等についてお知らせをい

ただきたいと思います。

看護学科卒業生の一層の名寄の定着を願うため

に、さらなる新たな推進策について考え方をお伺

いして、この場おける質問を終わりたいと思いま

す。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま熊谷議員から大〇市長（加藤剛士君）

項目で６点にわたって御質問いただきました。大

項目の１から５と大項目６のうちの小項目の４に

ついては私から、以外は教育長からの答弁とさせ

ていただきます。

市長に就任してはや２カ年が経過をしています。

この間さまざまな機会、場面において、あるいは

市長室開放事業など新たな手法を試みながら市民

の皆様の声に耳を傾け、調和を図りながら、市民

主体のまちづくりを進めるとともに、本市が誇る

多くの財産を活用して情報発信による名寄の売り

込み等を通じて元気なまちづくりに取り組み、総

合計画の着実な推進、公約の実現に向けて邁進を

してまいったところです。御質問ありました自己

評価についてですけれども、この間の取り組みに

確かな手ごたえ、改めてまた本市の可能性を実感

する一方で、今後に残す課題もあると考えており

ます。総合計画後期計画の中でしっかりと取り組

んでまいりたいと考えております。

また、目標とする将来像につきましては、市民

の英知を結集した総合計画の将来像「自然の恵み

が人と地域を育み市民みんなで創る心豊かな北の

まち・名寄」、まさにこれでありまして、総合計

画後期計画はもとより私の６つの公約の着実な推

進がこの将来像の実現に大きく貢献をするものと

考えています。平成２４年度の市政の推進に当た
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りましては、さきに執行方針で申し上げましたが、

市民と行政との協働、行財政改革の推進、財産を

生かしたまちづくり、この３つの基本的な考え方

を持って推進をしてまいりたいと考えています。

市民参加と協働による市民主体のまちづくり、行

財政改革による行政サービスの向上と効率化、名

寄の風土ではぐくまれる農作物や地域特性を生か

した特色ある施設、広域医療を担う市立総合病院、

保健、医療、福祉の人材をはぐくむ市立大学など

多くの財産の活用と情報発信を行うとともに、官

民一体となってこれらの地域支援に磨きをかけて

将来像の実現に取り組んでまいります。

憲法理念と現実社会の現状についてお答え申し

上げます。市政執行の基本は、市民の皆さんの英

知を結集して策定した総合計画後期計画の着実な

実行、そしてこの総合計画はまちづくりの基本ル

ールである名寄市自治基本条例にその根拠を置く

ことから、現行の条例下においてはこの仕組みが

踏襲されるべきものと考えています。また、その

事務処理に当たっては、地方自治法第２条の規定

にありますように住民福祉の増進に努めること、

加えて最少の経費で最大の効果を上げるように全

力で取り組んでいるところです。

現実社会の現状認識でありますけれども、雇用

環境につきましては、市政執行方針あるいは行政

報告でも触れさせていただいておりますけれども、

全国、地方を問わず依然厳しい状況にあると認識

をしています。また、自殺者についても平成１０

年以降３万人を超え、その多くを職のない方が占

める状況が続いているほか、生活弱者の孤立死な

ど痛ましい事故の発生に対しては悲しみを禁じ得

ないところであります。これらの対応につきまし

ては、社会経済情勢や企業などの使用者あるいは

国の政策やセーフティーネットなどによるところ

が大きくて、一自治体としては限りがあるところ

ではありますけれども、以下２点について申し上

げたいと思います。

まず、雇用対策についてですけれども、これは

市の重要な行政課題の一つとして関係機関、団体

との連携はもちろん、国の緊急雇用創出推進事業

の活用、普通建設事業費の確保、さらには新年度

からスタートする観光振興計画の実施による産業

の振興などを通じて地域における雇用機会の拡大、

雇用条件の改善に努めてまいりたいと考えていま

す。

次に、生活困窮者に対しましては、国の制度と

して生活保護などのセーフティーネットがござい

ますが、本市においては相談員を配置をして対応

するなど適切な事務執行に努めているところであ

ります。これらの取り組みを初め今後とも憲法の

理念、精神に基づき、適正な市政の執行に努めて

まいります。

平成２４年度予算案についての質問がありまし

た。この主な事業ですけれども、市政執行方針の

中でも述べさせていただきましたが、ハード事業

では食肉センターの施設整備事業、（仮称）複合

交通センターの整備事業、北斗、新北斗団地の建

てかえ事業、（仮称）市民ホール整備事業など、

またソフト事業ではエゾシカ等の農作物被害など

を防止する有害鳥獣駆除対策事業、小中学校の放

課後の学習を支援する放課後子ども教室の事業、

多世代間交流と子育て支援を実施をする地域活動

事業などを盛り込んでおります。また、名寄市の

知名度の向上や交流人口の拡大を目指すことを政

策課題とした事業といたしましては、ふるさと大

使の活動、ＰＲ戦略事業を展開をする営業戦略事

業や名寄市のイメージであるひまわりを活用し、

観光振興を図るひまわり観光推進事業などを計画

をしています。平成２４年度の予算案と先ほどお

示しをいたしました中期財政計画とを比較します

と、中期財政計画策定時では平成２４年度の地方

財政対策が示されておりませんでしたので、主に

歳入部分で乖離が発生をしています。普通建設事

業費におきましてもその後の議論の推移、状況の

変化によりまして変更が生じてきております。ま

た、子ども手当などの制度改正も計画策定時では
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不明でしたので、扶助費で増加をしています。２

４年予算編成においては、新名寄市総合計画後期

計画で想定をされます事業の具現化を最優先とし

て編成したところであります。また、財源調整的

に財政調整基金を３億５４３万０００円取り

崩したほかに、老朽化している施設、設備の改修

を見据えて、公共施設整備基金を１億５８３万

円取り崩しをしております。また、一方では、普

通建設事業の事業量を確保できたこと、また今後

の起債償還や総合計画後期計画期間中で想定され

る大型事業に備えて減債基金などへの積み立てを

することができましたので、将来の財政健全化を

視野に入れた予算編成ができたものと考えていま

す。今後は、合併算定がえがなくなる、このこと

を要因に名寄市の財政状況もより厳しくなってい

くことが予想されますので、スピード感を持って

行財政改革を推進をし、実行し、適切な公債管理

や資産の有効な運用、各種基金の活用も視野に入

れながら、健全な財政運営を進めていくことが必

要と考えております。

次に、名寄市自治基本条例と市政運営について

申し上げます。名寄市自治基本条例は、市民主体

のまちづくりの基本ルールとして平成２２年４月

に施行され、間もなく２年が経過することになり

ます。本条例の施行に伴い、庁議等における決定

事項、部次長会議を初めとする各種会議録のほか、

行財政に係るさまざまな情報について市ホームペ

ージや広報紙等による公開を通じ、市民との情報

共有を推し進め、また市民委員会等の設置や委員

公募、懇談会や説明会の開催などを通じ市民の参

加機会の確保に努めているほか、自治の重要な担

い手である町内会等のコミュニティーへの支援を

継続をし、活動の助長を図ってまいりました。御

質問のありました本条例の浸透につきましては、

制度の周知は進んでいるとは考えておりますけれ

ども、市民の参加状況、あるいは情報提供等のス

キルの均一化などの点から申し上げますと、制度

が浸透し、本条例が目指す市民主体のまちづくり

へと制度が醸成するまでになお一層の時間とまち

づくりにかかわるすべての者の認識向上と努力が

必要であると考えており、今後とも行政としての

役割及び責務を果たすため、しっかりと取り組ん

でまいります。

また、平成２３年４月には本条例の市民参加制

度が具体化する名寄市パブリック・コメント手続

条例が施行され、現在までに１３の政策等を対象

とし、市民からの意見の募集を行っております。

このうち１２の政策等についての意見の募集を終

了しており、４つの政策等に対して７名から貴重

な御意見をいただいたところであります。先ほど

の自治基本条例でも申し上げましたけれども、制

度の浸透並びに醸成にはなお一層の時間と努力が

必要と考えているところでありまして、今後とも

市民への意識啓発、また募集方法の工夫、わかり

やすい資料の作成、職員のスキルアップに努め、

市民との協働、市民主体のまちづくりに取り組ん

でまいります。

次に、地域主権の確立と自治体の対応への課題

についてでございます。住民に身近な行政は、地

方公共団体が広く担い、地域住民がみずからの判

断と責任において地域の諸課題に取り組むことが

できる改革として、国が進める地域主権改革につ

いては平成２３年４月に地域主権改革関連３法が

成立、８月には第２次一括法が成立をし、地方自

治体においても具体的な対応が求められることと

なりました。関連３法における国と地方の協議の

場は、地方が長年にわたり要請をしてきたもので

ありまして、地方自治に影響を及ぼす国の政策の

企画及び立案並びに実施について、国と地方が協

議を行うというシステムの構築は地域主権に向け

ての着実かつ大きな一歩と高く評価をしています。

実効ある運用に期待をするものであります。また、

国による義務づけ、枠づけの見直しを進める第１

次一括法、第２次一括法については、本定例会に

おいても必要な関連条例についての改正等の提案

を行わせていただいておりますが、今後も地域主
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権の確立に向け迅速かつ適切に対応してまいりた

いと考えています。しかし、移譲された事務を円

滑に推進をしていくためには、地方自治体の努力

はもちろんでありますが、財源の確保、人材の育

成等の仕組み、あるいは時間的余裕など国に検討

を願うべき課題も少なくないと考えているところ

です。また、権限移譲と並んで大きな課題と考え

ていますのが地域主権に対応した地方財政の充実、

強化でありまして、地域主権改革ではひもつき補

助金等の一括交付金化が進められており、平成２

３年度からは都道府県で、平成２４年度からは政

令指定都市で先行して実施をされておりますけれ

ども、地方自治体の自由裁量の拡大への寄与とい

う趣旨が尊重された制度であること、補助金等の

総額が削減されずに確保されることなどへの課題

があり、真の地域主権改革に向けてはこれから地

方自治体の枠を超えた課題も多いことから、全国

市長会などを通じて引き続き国に要請をしてまい

ります。

次に、地域内分権としての地域自治区について

申し上げます。地域自治区制度の目的は、地域社

会の住民自治力を高め、行政とのパートナーシッ

プのもとで最も効果的、効率的に地域課題の解消

を図り、自信と誇りの持てる地域をつくることと

考えています。現在地域自治を支える組織として

は、町内会や地域連絡会初めボランティア組織、

ＮＰＯなどがあり、それぞれが主体的な取り組み

を通じて地域自治の維持、発展に貢献をいただい

ております。特に地域連絡協議会では、スノーラ

ンタンの集いや防災マップの作成、世代間交流な

ど今後に見込まれる地域課題への対応も含め、新

たな活動に取り組んでいただいているところであ

りまして、これら地域コミュニティー活動の助長

を図りながら、住民自治意識の醸成を促すととも

に、平成２４年度には町内会アンケート調査等を

実施をして、地域の現状や課題の把握を行いまし

て、地域自治区の創設を展望しながら、住民と行

政が協働して地域を支えていく仕組みづくりに努

めてまいります。

次に、行財政改革について、まず新たな行財政

改革推進計画策定に対する考え方としましては、

これまでの計画を見直しをして、基本計画と実施

計画の２つに分けて整理を行い、名称につきまし

ては新名寄市行政改革推進計画後期基本計画及び

新名寄市行財政改革推進計画後期実施計画とする

ものであります。基本計画については、行財政改

革の基本的な考え方と簡素で効率的な行政運営、

健全な財政運営、市民と協働の行政運営の３つの

基本方針及び主な推進項目の具体的方策等につい

て取りまとめをしております。また、実施計画に

ついては、これまでの７２項目の推進項目の見直

しを行い６８項目とし、ＰＤＣＡサイクルによる

ローリングを毎年行う中で随時削除、追加ができ

るようにするものです。また、これまでの計画で

は、行財政改革に伴う数値目標の設定、また年度

別効果額も掲載をしておりましたが、今後におい

ては実施計画に基づく実績報告の中で明らかにし

てまいります。計画期間の考え方については、行

財政改革は総合計画及び中期財政計画と一体的に

進める必要があることから、平成１９年２月に策

定をした新名寄市行財政改革推進計画、これが平

成１８年度から平成２３年度までの６年間、これ

を前期計画と位置づけをし、これから策定する後

期基本計画及び後期実施計画につきましては総合

計画後期計画に期間を合わせて２４年度から２８

年度までの５年間とするものでございます。

行財政改革の理念として、平成２２年４月に施

行された自治基本条例の基本理念及び基本原則に

基づく市民と行政による協働のまちづくりを進め

るために、市民と行政が情報共有を図り、連携、

協力をして自主性と自立性の高い施策を決定をし、

持続的に発展していける強固な行財政基盤を持っ

た自治体へ変革をすることを目指しています。簡

素で効率的な行政運営の中で、最少の経費で最大

の効果を上げる、これを基本原則に、組織及び運

営の合理化や施設の統廃合を行い、補完性の原理



－83－

平成２４年３月１２日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

に基づく市民と行政の役割を明確にし、公共性に

配慮しながら民間活力を導入し、市民サービスの

向上や経費の節減等を図ることや今後の行政運営

に当たって市民の視点で職員一人一人がサービス

精神やコスト意識を持ち、組織としての目標に向

かって取り組む必要があります。限られた財源を

有効に活用するために、職員提案制度等の仕組み

を活性化をするとともに、多様化する市民ニーズ

に対し行政の果たすべき役割は何かを検証し、事

務事業の範囲を見直すなど時代に即応した効果的、

効率的な行政運営を進め、質の高い市民サービス

ができるよう体制強化を図ります。

北体育館の今後の取り扱いについてであります

けれども、老朽化が著しい状況から、基本は廃止、

解体施設としておりますが、利用団体等の代替施

設が確保されるまでの間は存続させることとして

おります。今後につきましては、当面代替施設の

確保が難しい弓道場として存続をさせ、管理運営

につきましても弓道場として活用する趣旨から弓

道会による自主管理について協議を進めることと

しています。現状では、弓道会が使用しない場合

に他の団体の利用も可能となっていますが、床な

どの傷が著しい状況から、弓道以外の利用につい

ては制限せざるを得なく、できるだけ速やかに利

用団体等との協議を済ませ、利用における統一性

を図ってまいりたいと考えています。

なお、これまでに利用団体等との協議はおおむ

ね進み、一定の理解をいただいておりますが、い

まだ代替施設の確保に問題がある団体等について

はその条件整備も含めて早急な対応を図ってまい

りたいと考えています。

人材育成、職員研究について。職員の組織のス

リム化が進み、職員の人材育成は急務となってい

ます。職員の人材育成については、平成２２年４

月に新名寄市人材育成基本計画を制定をし、職員

の意欲を引き出し、高めて資質、能力の向上を図

ることを目的として、求められる職員像や向上す

べき資質、能力、人材育成の基本方針を定めてい

ます。求められる職員像としては、職員は市民主

体の奉仕者であることを自覚をし、市民福祉の向

上と広域の利益のためにみずからの資質を高め、

能力を最大限に発揮し、時代の変化に柔軟に対応

していくこと、また市民に信頼され、自立的に行

動する職員、職員としての使命感を持ち職務を遂

行する職員、環境変化に適応し、柔軟かつ的確に

対応する職員、経営感覚を持ち専門的知識を備え

た職員の４つを柱に人材育成に取り組んでおりま

す。人材育成を進める上で職員研修の充実が必要

不可欠の要素となりますが、これまでも職員一人

一人が公務員としての使命感とモラルを持ち、平

素から自己研さん、意識改革に努め、幅広い視野

と慣行にとらわれない発想で仕事に取り組む意欲

の育成に努めるため、職員が自発的に取り組む自

己啓発、仕事を通じて行う職場内研修及び専門的

知識等を習得する職場外研修を実施をしています。

さらには、派遣研修として東京都杉並区への職員

派遣や北海道からの職員派遣の受け入れなど、他

の自治体における行政運営の習得の機会をつくる

など広いステージを持った職員研修を取り進めて

いきたいと考えております。

大項目４点目、保健、福祉、医療行政について、

小項目１の少子化と子育て支援についてでござい

ます。次世代育成支援後期行動計画、平成１５年

７月に制定をされました次世代育成支援対策推進

法により策定を義務づけられた市町村行動計画と

して平成１７年３月に前期計画が策定をされ、５

年間の実績の検証をもとに平成２２年度から平成

２６年度までの５年間を期間とする後期計画を平

成２２年３月に策定をいたしました。本計画は、

子供の健やかな成長を社会全体で願い、子育てを

子供のいる家庭だけではなくて地域で見守り、支

え合う体制の実現のための行政や事業所、市民が

それぞれ担う役割を目標として示しました。平成

２３年４月には、進捗状況調査を実施をし、検証

を行ったものです。基本施策に基づき、細項目は

１６３項目あり、平成２２年度は１３２項目を実
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施をし、８０％の達成となり、一部実施は７項

目、３％、未実施は２４項目、１７％の状況

にあります。

基本目標ごとに見ますと、基本目標１、みんな

で子供を育てる名寄では、目標値を設定した項目

については父親が参加しやすい体制づくりや案内

方法などにより、お父さん、お母さん教室への受

講率を初め各項目で少しずつではありますが、向

上傾向にあり、今後も子育て家庭、特に母親が孤

立しないよう育児不安を軽減するための取り組み

を進めていく必要があると考えております。

基本目標２の子育てと就労が両立できる名寄で

は、多様化する保育ニーズにこたえられるようゼ

ロ歳児からの保育、午後７時までの延長保育、一

時預かり保育、病後児保育、子育て支援センター

などの事業を実施をしてまいりました。未就学児

の保育については、待機児童が生じることなく保

育が実施をされており、就学時の学童保育では児

童の１５％が学童保育を利用しております。近年

非正規雇用の割合がふえている中、女性が働き続

けられる制度を企業に働きかけ、短時間保育等ニ

ーズに対応できる体制を引き続き検討し、両面か

ら取り組みを進めていく必要があると考えており

ます。

基本目標３の子育てが支えられる名寄では、保

健センターでの妊産婦健康相談、こんにちは赤ち

ゃん訪問、またお父さん、お母さん教室などを開

催をして子育て支援センターでの子育て相談など

により、育児不安を解消するため体制を整えてま

いりました。子育てに当たり、経済的な負担は大

きな悩み、不安に挙げられますが、乳幼児医療制

度、幼稚園就園奨励費助成制度、保育所における

保育料の第３子目以降の無料化などによりまして、

一人でも多くの子供を産み育てるための経済的支

援が少しずつですが、前進してきていると考えて

います。

基本目標４の生きる力がはぐくまれる名寄では、

多様な体験活動の促進において体験回数や参加人

数が横ばい状態になっています。近年児童虐待の

相談が増加傾向にあるため、名寄市要保護児童対

策地域協議会を設置をし、関係機関と連携を図り、

対応をしてまいりました。

基本目標５の子供が伸び伸びと育つ名寄では、

市内の小学校において安全安心会議が設置をされ、

地域町内会や保護者の協力のもと、児童が事故や

犯罪に巻き込まれないよう見守りなどの活動を続

けています。また、市内７８８カ所において子ど

も１１０番の家が設置をされ、犯罪に遭遇しそう

になったとき避難できる体制づくりに取り組んで

います。市内大型店や公共施設では、徐々にでは

ありますが、子育てに優しい設備が配慮されてき

ているようになっています。

平成２４年度の新たな子育て支援事業として、

平成１９年１２月より休所をしています風連日進

保育所を活用し、定期的に活用すべく子育て世代

の親子に日進保育所までバスで移動をし、日進地

区のお年寄りの皆さんと交流をしていただく世代

間交流を実施をしてまいります。お年寄りの方々

の見守る中、自然豊富な広い庭で走り回り、運動

会や収穫祭、おもちつきなどの行事も実施をして

いき、みんなで子育てを行っていきたいと考えて

います。また、大学公園、健康の森、浅江島公園、

ふれあい広場では、年４回の青空保育を実施をし、

親子で楽しいひとときを過ごしていただき、保育

所の栄養士も同行して食育の相談、アレルギー食

の相談や年齢に応じたお勧めメニューの紹介等の

企画を予定をしています。また、子育て支援セン

ターでは、孤立しがちな家庭への訪問などこれま

での支援とあわせて関係機関と連携を図りながら、

こちらが出向く支援を実施をしてまいりたいと考

えています。名寄ひまわり子育てプラン「ここで

育って、ここで育ててよかったといえるまちをめ

ざして」を実践をし、子育て世代の親子が子育て

を楽しめるよう努力をしてまいりたいと考えてお

ります。

子供の権利条例の策定については、道内の条例
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等を策定している自治体は札幌市、滝川市、奈井

江町、芽室町の２市２町であります。現在は、核

家族化の進行や生活様式の多様化に伴い、家族団

らんの減少、きずなの希薄化を招いていると考え

ています。子供の人格形成には、保護者及び家庭

の果たす役割は大きいと考えており、基本的習慣、

善悪の判断、社会ルールなど身をもって示すこと

が大切であり、家庭の養育力、教育力の向上が重

要な課題であると考えております。本市におきま

しては、次世代育成支援後期行動計画を策定し、

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して、その着実な具現化

の推進が重要と考えております。

平成２２年１２月に公布をされました障がい者

制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害

保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等

の地域生活を支援するための関係法律の整備に関

する法律第３条、障害者自立支援法の一部改正及

び第５条の児童福祉法の一部改正により平成２４

年４月１日から改正になり、名寄市総合療育セン

ターに係る法令が障害者自立支援法から児童福祉

法に移行され、現在の児童デイサービスが児童発

達支援に改正をされます。このことにより従来の

支援に加え、新たに保育所等を訪問し、専門的な

支援を行う保育所等訪問支援が創設をされますが、

実施については検討を行い進めてまいりたいと考

えております。また、障害児支援はこれまで障害

種別ごとに行われてきましたが、改正後は身近な

ところで通所や入所サービスを利用できるよう障

害種別の区分をなくし、一元化されることから、

総合療育センターにおける療育のさらなる充実を

図り、障害を持つ児童とその家庭が身近な地域に

おいて適切な相談、支援が受けられるよう体制づ

くりに努めてまいります。

次に、安心の福祉施策についてお答えをいたし

ます。平成２３年度において社会福祉法第１０７

条の規定に基づき、名寄市地域福祉計画を策定を

いたしました。新名寄市総合計画後期計画と整合

性を図り、現在進行中の各福祉分野における実施

計画等に住民アンケートや福祉懇談会での意見、

要望を加え、本計画と両輪となる名寄市社会福祉

協議会で策定をします名寄市地域福祉実践計画と

連携をした内容となっています。本計画は、新名

寄市総合計画とともに地域福祉を推進する計画と

して位置づけ、だれもが健康で幸せに暮らせる地

域社会の実現を目指しています。計画策定に当た

っての重点課題としては、１つ目に地域活動への

市民参加に向けた環境づくり、２つにだれもが安

心して暮らせる地域づくり、３つに行政福祉サー

ビス事業者と地域住民との距離を縮める、この３

つをとらえ、５つの主要施策を盛り込んでいます。

しかし、医療費や福祉給付費の急激な増加に加え、

少子化が進行している状況では、目標を達成する

までには多くの課題があると考えています。将来

のイメージという点では、市民意識の高い住みな

れた地域で安心した生活を送ることができる社会

づくりを目指しておりまして、行政で行うサービ

スに住民みずからが支え合う地域活動に積極的に

参加をし、生きがいを持った健康な日々を送るこ

とができる地域を描いております。年金、医療給

付が一体的となったサービスの提供が求められる

ところでありますが、御承知のように国では社会

保障制度の見直しと税制改革を進めている最中で

あり、将来に不透明な部分も多く見られる状況に

あることから、今後は国の動向を注視をしながら

計画された事業の具現化に取り組んでまいりたい

と考えております。事業の展開に当たっては、名

寄市地域福祉計画の主要施策に基づいた事業を各

分野における実施計画により進めております。

次に、障害福祉実施計画と児童教育のかかわり

について説明をいたします。第３期目となります

名寄市障害福祉実施計画は、障害者自立支援法第

８８条に基づき厚生労働省が定める基本指針に即

して策定をされるため、就学時にかかわる記載は

ありません。しかし、名寄市教育委員会ではさま

ざまな障害を抱える児童生徒一人一人のニーズに
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応じた支援の充実を図るため、名寄市立大学の教

授と専門知識を有する市内小中学校の教員で構成

をする特別支援専門家チームによる巡回教育相談

を実施をしています。また、各学校には児童生徒

の安全確保や学習活動上のサポートを行うため、

特別支援教育学習支援員を配置をし、快適な学校

生活が送れるよう見守っております。今定例会に

おいて児童福祉法の改正に伴い、関連する市条例

の改正をさせていただきました。名寄市乳幼児等

医療費の助成に関する条例、名寄市重度心身障害

者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条

例、名寄市総合療育センター条例の３件につきま

しては、いずれも児童福祉法に定める施設体系の

一元化に伴うものであり、当市においては現在該

当する施設がないため、サービス提供において市

民への影響はないものと考えております。

次に、安心の地域医療の確立についてお答えを

いたします。初めに、名寄市立総合病院改革プラ

ンについては、平成２１年度から平成２３年度ま

での３年間を期間として平成２０年度に策定をし、

昨年１１月に一部見直しを行ったところです。お

尋ねの改革プランに基づく主な項目の取り組みに

ついては、運営基盤の強化では医師確保で期間中

消化器内科の休診等があったものの４月から再開

できること、また看護師確保では十分とは言えま

せんが、奨学金貸与枠の拡大、年齢制限の撤廃な

どにより一定の看護師確保を図ることができ、医

療スタッフの確保につながりました。また、施設

整備の面では、救急外来の充実とＩＣＵ病棟の整

備、ＮＩＣＵの整備、精神科病棟改築の基本設計

などに取り組むことができました。経営の改善で

は、病診連携の推進による地域医療機関との連携、

亜急性期病棟の設置など病棟の効率的な運用、コ

ンサル導入で診療報酬項目見直しによる収益の向

上と薬品、診療材料等の節減を実施をすることが

できました。サービスの向上では、接遇や専門分

野の研修を初めとする職員の資質向上、総合案内、

病院ボランティアの配置などによる患者サービス

の向上などに努めました。

次に、期間中に取り組むことができなかった、

また目標が達成できなかったものについては、看

護師、医療技術職員に対する医療職給与表の導入、

また地方公営企業法の全部適用、最終年度である

平成２３年度決算における経常収支比率の黒字化、

この３点などが挙げられます。これらについては、

今後も引き続き取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

次に、病診連携を含めた市立病院の役割、機能

強化などについて申し上げます。市立病院の役割

については、地方地域センター病院としての指定

を受け、市民はもとより道北第３次医療圏の住民

の命と暮らしを守るために１次から３次救急まで

急性期医療を中心に多くの役割を担っています。

特に消化器内科の診療が再開をされることにより、

内科では全体で１２名の医師がそろい、近年にな

い充実が図られます。また、東病院を含めた病院、

診療所との連携では、まず紹介、逆紹介などの病

診連携、これが平成２２年実績で１万９６０件あ

り、５年前の７倍、１０年前の５倍となって

います。医師派遣など医療支援を中心に実施をし

ており、これらを推進するため毎年病診連携協議

会、研修会等を実施してきているところでありま

す。今後とも市民並びに圏域住民の皆さんの健康

を守るために、医師、看護師等の人材確保、病院

施設整備等を進めるとともに、救急外来の適切な

受診などについては市民の皆様にも御理解をお願

いしていく次第であります。

大項目５番につきまして、まずＴＰＰ参加の反

対と今後の取り組みについてであります。国が昨

年１１月に参加を表明したＴＰＰにつきましては、

年明けから関係国との内容協議が進みつつありま

すが、いまだ不透明な部分も多くあります。農業

を基幹産業としております名寄市農業への影響額

は、米が現状の１割程度、豆類が大豆が壊滅し、

４割程度、麦類は秋小麦が壊滅し、３割程度、バ

レイショは生食以外は壊滅をし、５割程度、てん
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菜は壊滅、牛乳は飲用以外は壊滅し、２割程度と

なるなど現在８０億円の農業生産額が３４億円に

なると試算がされています。関連産業も含めると、

地域経済に及ぼす影響は大きいと考えます。市議

会においても平成２２年第４回定例会で反対決議、

さらには２３年第４回定例会で意見書が全会一致

で採択をされております。名寄市としてもこれま

での反対の方針に変更はなく、ＴＰＰ問題につい

ての市民周知についてもホームページや広報等を

通じて行ってまいりたいと考えております。

また、来たる４月１２日には旭川市におきまし

て「道北地域ＴＰＰ問題を考える講演会」と題し

まして５００人規模の集会も予定されています。

参加対象者は、地域住民、市町村関係者、商工関

係者、農業関係者等となっています。今後につい

ても農業団体、関連団体ばかりでなく、経済団体

も含め全市一丸となって反対行動を行ってまいり

ます。

農業施策について。国は、平成２２年度に戸別

所得補償モデル事業を行い、平成２３年度からは

畑作物を含め農業者戸別所得補償制度を完全実施

をいたしました。農業者戸別所得補償制度は、御

案内のとおり食料自給率の向上とあわせ農業と地

域を再生させ、農山漁村に暮らす人々が明るい展

望を持ち生き続ける環境をつくるための施策とし

て実施をされております。モデル事業を実施した

平成２２年の１経営体当たりの農業所得は、全国

ベースで１２２万円となり、前年比１４％増加

をしたことが農林水産省の統計調査で明らかにな

りました。農業所得がふえたのは平成１５年以来

ということであり、戸別所得補償モデル事業によ

るものが大きいと言われておりまして、名寄市に

おいても交付額が増加していることから、農業者

にとりましては少なからず恩恵があるものと判断

しているところであります。ただ、戸別所得補償

モデル事業導入時に農業農村整備事業費は大きく

減額をされております。食料基地である北海道に

おいて基盤整備事業は、計画的に継続して行って

生産性を維持していくことが従前から必要な対策

となっています。基盤整備事業費の減少がどのよ

うな影響を及ぼすかは、しばらく時間を要すると

考えます。農業は、国の政策に大きく左右される

ところです。名寄市におきましても平成２４年度

の国の農業政策を十分活用し、新名寄市農業・農

村振興計画実施計画に沿って地域農業の振興を図

ってまいります。

次に、中心市街地活性化と商工業団体等の取り

組み推進についてお答えをいたします。都市再生

整備計画の進捗状況については、事業期間が平成

２２年度から平成２６年度であり、一部事業は民

間が事業主体となる事業については一部が実施困

難な状況にありますが、ほぼ計画に沿って進んで

おり、現在は（仮称）市民ホール整備事業、商店

街ファサード整備事業、コミュニティーバス試験

運行事業について具体的な実施段階にあります。

バスターミナル整備事業の中で進める（仮称）複

合交通センターの整備や商店街ファサード整備事

業など経済団体を初めとする関係団体の協力のも

とで平成２４年度中の完成を目指しております。

（仮称）市民ホール整備事業については、本年度

より用地取得に着手しており、平成２６年度の完

成を目指して市民懇話会を初め関係する文化団体

や市民から意見聴取をし、基本設計の策定作業を

現在進めている段階でございます。（仮称）複合

交通センターの利用促進や中心市街地への誘導策

については、現在施設に入居を予定している商工

会議所やＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会な

どと協議を進めており、今後においても各商店街

振興組合や市民会館を利用する文化団体、道北バ

スやＪＲ北海道などの交通機関、商業施設を計画

をしている株式会社西條との協議、意見交換の場

を設けていきます。このことにより人の流れがで

き、市街地の活性化やにぎわいづくりにつながる

ものと考えています。行政の役割は、中小企業者

の皆さんの自主的な努力に期待しつつ、日々変化

する地域経済社会に対応し、企業経営のために必
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要な助成制度を活用するために、中心市街地近代

化事業や店舗支援事業、各種特別融資事業などの

ソフト事業を推進をしてまいります。商工業関係

団体や各商店街振興組合など団体の皆さんには行

政との連携、協力のもと個々の個店を束ねる指導

的立場としての役割を担っていただきます。

中小企業振興条例については、平成２２年度に

おいて一定の見直しを行い、使い勝手のよい制度

としましたが、過日振興審議会を開催をし、本事

業で進める交付金事業に対応する部分の補助率の

見直しを行いました。今後においても中小企業振

興審議会、商工会議所や関係機関などと相談をし

ながら、中小企業者の皆さんにとって使い勝手の

よい制度に随時見直しをしてまいります。

普通建設事業のあり方についてお答えいたしま

す。これまで普通建設事業の実施に当たりまして

は、国及び北海道などにおけるさまざまな補助制

度を可能な限り活用した財源を担保に事業を実施

をし、一般財源の圧縮に努めてまいりました。し

かし、こうした補助制度も必ずしも市民ニーズに

合ったものばかりではありません。こうした市民

ニーズと財源のミスマッチに対しては、事業の必

要性も考慮しながら、一般財源を用いて対応せざ

るを得ない状況にあり、結果として市民ニーズに

十分こたえることができない状況も発生をしてお

ります。今後国の補助制度が一括交付金制度へ移

行する状況にもありますけれども、いずれにせよ

補助制度に依存せざるを得ない財政状況は変わら

ず、施設等につきましても維持補修や改修などに

より延命を図り、また新たな利便性を高める方法

を模索をするなど、できる限りの対応の中で市民

ニーズにこたえてまいりたいと考えております。

続きまして、お尋ねありました水道、上下水道

事業の中期経営計画につきましては、国が示して

いる水道ビジョン、下水道ビジョンを踏まえ、名

寄市総合計画後期計画をベースに将来にわたって

信頼される上下水道の実現、健全経営の推進、計

画的な施設等の改善などを柱に、平成２４年度か

ら平成２８年度までの５カ年間、第２次となる上

下水道の中期経営計画を策定をしました。時間的

には、後期総合計画策定と並行しての計画策定を

しているため、総合計画後期計画で予定している

各年次ごとの個別実施事業を盛り込んだ計画とな

っています。後期計画を策定するに当たり、平成

２３年２月１日から住民アンケート調査を実施を

したところ、自然環境の豊かさに次いで水道の整

備状況、下水、排水の処理状況が比較的高い評価

となったところですが、重要なライフラインであ

りますので、総合計画後期計画と財政との整合性

を図りながら事業を推進をしてまいります。

次に、労働者の現状と労働行政のあり方につい

てでございます。道内の雇用情勢については、有

効求人倍率は緩やかに回復が続いていると分析を

されておりますが、医療、福祉関連などの一部職

種では高い水準になっているものの、一般事務員

などの求職者が多い職種では水準は低迷をしてお

り、希望職種のミスマッチが就職件数伸び悩みの

要因と考えられております。また、景気の先行き

不透明感などによる企業側のコスト削減圧力が依

然として強いため、臨時、季節雇用への依存度が

高まり、常用雇用の求人を抑制していることが推

測をされています。名寄市税務課課税状況調べに

よりますと、平成２２年度の給与収入者の所得階

層別調べでは２００万円以下が８２１人で２

１％、２００万円から３００万円が８９９人で

１５％となり、３００万円以下で全体の４６

％、５００万円以下で全体の７９％を占めてい

る状況です。平成２２年度に実施をした労働実態

調査では、常用雇用労働者は男子で７９％、女

子で４２％という状況で、臨時、季節雇用、パ

ート労働者の賃金水準についても厳しい状況と分

析をしております。市としては、こうした状況を

踏まえて、ハローワークや商工会議所など関係機

関と連携をして地元企業に対して通年雇用に向け

た働きかけを行うとともに、通年雇用促進協議会

や上川北部地域人材開発センターの各種事業を通
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して通年雇用への取り組みと各種技術講習会やセ

ミナーなどの雇用機会の提供を行ってまいります。

また、中小企業振興条例の中で通年雇用支援資金

や福祉資金の融資、勤労者共済会への支援を通し

て労働環境の改善を図ってまいります。地場企業

を大切にすることも重要な雇用対策であり、新築、

増改築に対する助成、設備資金や経営資金の低利

融資、利子補給や保証料補助の助成制度などによ

り地元企業を支援をしてまいります。

次に、今後の災害対応の課題、災害弱者の対応

についてお答えをします。近年当市においても異

常気象による浸水害の兆候が見られる中、東日本

大震災から得た第一の教訓は、いち早く避難を行

うということです。そのためには、速やかな市民

等への情報連絡体制と災害から身を守る意識の啓

蒙が課題となっています。連絡体制については、

街宣広報、ＦＭラジオ等の既存の連絡方法のほか、

１月からはエリアメールでの伝達を加え、複数の

情報で伝達を行うこととしております。意識の啓

蒙につきましては、毎年の防災訓練などを通じ、

また積極的に地域に出向きながら、防災、施策の

説明を行い、対応を図ってまいります。

また、災害弱者の対応ですが、次年度から障害

を有する方や御高齢の単身世帯者など災害時に１

人で避難することが困難な方に対する災害時要援

護者の避難支援に係る個別計画の策定を行い、地

域共助のもとこれらの方の支援を行うこととして

おります。

また、減災に向けた施設整備の考え方でありま

すが、まず減災に向けた対応として施設の耐震化

があります。昭和５６年５月以前に建築をされた

施設は、耐震診断の実施が必要であり、平成１４

年に名寄庁舎、平成２２年に風連庁舎及びスポー

ツセンターについてそれぞれ耐震診断を実施した

結果、いずれも耐震改修工事が必要であると判明

をいたしました。この結果を受けまして、当該施

設の耐震改修工事の実施について総合計画後期計

画への登載も含めて検討いたしましたが、建てか

えや統合等、当該施設の将来像について次期総合

計画において改めて検討することとして耐震化を

見送っております。また、学校施設におきまして

は、統合、新築などの計画に合わせて計画的な対

応が図られることとなっています。いずれにいた

しましても、こうした施設改修には多額の経費を

必要とし、老朽度などを加味しながら優先度を決

め、時間をかけて対応せざるを得ない状況もあり、

他の施策との総合的な判断のもと対応を図ってい

きたいと考えております。

また、当市を震災の支援の拠点としてアピール

してはという御提案でありますが、当市は内陸に

位置し、震度４以上の地震の経験はなく、有感地

震の頻度も極めて少ない状況にあり、大災害の要

因が少ないまちであると考えます。また、道北地

方での交通の要地で、冷涼な気候、豊富な農作物

や水資源があり、災害時には東日本大震災で被災

地に対し多大な支援を寄与した陸上自衛隊名寄駐

屯地もあることから、地理的、物的、人的にも災

害支援の核となる要因を備えているところである

と思います。当市では、御案内のとおり杉並区、

小千谷市、東吾妻町とスクラムを組み、基礎自治

体同士の水平支援により被災地の南相馬を支援し

ているところでありまして、２４年度には総合的

な支援ができる条例の整備を行う予定で、さらに

迅速で適切な災害時支援体制を構築をしてまいり

ます。現在道では、首都圏直下型地震、東海、東

南海等の連動型地震が近い将来高い確率で起きる

ことを想定し、この危機克服に向け道がどのよう

に貢献できるかといった北海道バックアップ拠点

構想を策定中であり、当市においてもこの構想を

注視し、当市の利点を生かし、その役割を果たす

べく研究をしてまいります。

名寄市立大学今後の課題と展望についてお答え

をいたします。まず、入り口であります志願状況

については、名寄市立大学を第１志望とする推薦

入試の募集人員に対する志願者の倍率は、平成２

２年から２４年度の３カ年平均で栄養学科は４
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倍、看護学科７倍、社会福祉学科では３倍と

なっております。また、一般入試前期試験の同じ

く３カ年の平均志願倍率は栄養学科４倍、看護

学科２倍、社会福祉学科５倍と一定の水準を

確保していますが、平成２４年度の受験者数では

過去２年の高倍率を反映してか社会福祉学科で減

少をしています。学生の確保対策として、今後も

保健、医療、福祉の分野で地域社会を支える幅広

い職業人を養成する大学である本学の特性と学生

の受け入れ方針をしっかりと高校生はもとより高

校教員にも伝え、目的意識が明確な志願者を募る

ことが必要であるものと考えております。

次に、２月末の就職を希望する学生の内定率は

栄養学科で６４％、看護学科で９１％、社会

福祉学科で７２％となっております。このうち

正規雇用の割合は、栄養学科で９０％、看護学

科で１００％、社会福祉学科で８２％となって

おります。現在も引き続き学生自身が望む業種、

勤務地等のマッチングを重視をし、就職活動を行

っておりますので、可能な限り支援を継続してい

くことが必要と考えております。今後の出口の見

通しにつきましては、保健、医療、福祉の専門職

や地域社会を支える幅広い職業人を養成する大学

として、入学後の早い時期から社会人としての就

業力を身につけるためのサポートを教育課程の内

外で行い、少人数教育の実践を基礎に大学全体で

厳しい就職環境に臨んでいくことが重要と考えて

おり、出口をしっかりと確保していくことが入り

口の確保にもつながっていくと考えております。

また、平成１８年に開学した名寄市立大学、開

学から６年が経過をしようとしております。今月

には第３期生が卒業し、ようやく大学としての基

礎づくりができたものと考えておりますが、現在

の大学をめぐる状況は退職教員の後任確保の課題、

音楽の教育、研究に対応した施設整備の課題、児

童学科の４大化とこれに伴う保健福祉学科の再編

など検討しなければならない残された課題は多く

あります。教員確保につきましては、看護学など

の専門領域の教員は近年の看護経済学の新設や学

部の増設などを受けて慢性的な教員不足の状況と

なっておりました。公募に対して応募が少なく、

また適任者がなかなか得られないといった厳しい

状況が続いています。今後は、教員組織の編成方

針を明確にし、方針に沿って教員組織を恒常的に

整備をすることが必要であると考えています。

また、施設整備として特に大学図書館につきま

しては、開学以来書籍や学術雑誌等を整備をして

きておりますが、本館と分館に施設が分かれてお

り、管理の面でも効率が悪く、あわせて学生が各

領域を幅広く学ぶ上で不便な環境にあり、施設自

体も手狭になっております。厳しい財政状況の中

ではありますが、新名寄市総合計画後期計画の中

で施設整備を行ってまいりたいと考えております。

さらに、児童学科の４大化につきましては、教

育理念、教育の質の確保、カリキュラムの構築、

教職課程の教員審査や、いわゆる入り口と出口の

問題などの条件や環境整備が必要と考えておりま

して、今後とも４大化実現の可能性について大学

と十分に協議を重ねてまいりたいと考えておりま

す。今後とも学生にとって魅力ある大学づくりと

市民に期待される大学づくりに向けて地域的な支

援に立って一歩一歩課題解決に努めてまいります。

また、看護学科の卒業生の名寄への定着化につ

いてでありますけれども、看護学科の第１期生か

ら今春卒業予定の第３期生まで看護師として就職

した学生数は累計１１７名、このうち名寄市立総

合病院に就職した学生１３名と就職先の医療機関

としては最大の人数となっています。名寄市立総

合病院では、看護学科や栄養学科の実習受け入れ

や医師、臨床検査技師、地域支援室ソーシャルワ

ーカーが大学の非常勤講師として現業、臨床の立

場から学生に対し教育支援を実施をしてきており

まして、学生は名寄市立総合病院に関する理解を

深める多様な機会に恵まれております。今後とも

連携、協力をより一層進め、あわせて在学生に対

する就職支援を通じて、名寄市立総合病院の就職
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先としての優位性などについて積極的に情報提供

するとともに、受験生や入試合格者に対して名寄

市立総合病院の看護師等学資金貸与制度について

周知をし、名寄市への定着を図ってまいります。

以上、この場からの私の答弁とさせていただき

ます。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、私のほうか〇教育長（小野浩一君）

ら大項目６の教育行政について、学校教育にかか

わる執行方針について、まず現場における主要課

題について申し上げます。

新学習指導要領の理念である生きる力の育成に

向けて、学校教育の重点施策の展開として５つの

重点的な取り組みとしてお示ししたところでござ

いますけれども、各学校における主要な課題につ

いて各重点ごとに御説明を申し上げたいと思いま

す。１点目は、確かな学力を育てる教育の推進に

ついてでございます。名寄市では、学力向上など

の緊要な課題、天文台の活用など継続的に改善を

図っていかなければならない問題が指摘されてお

ります。したがいまして、各学校では学力の向上

に向けて指導方法等の改善を行っているところで

ございますが、これらの活動がより効果的、効率

的に推進していくことが課題となっております。

このことを受けまして、先生方の英知を結集させ

ながら、教育改善プロジェクトを組織して、学力

向上に取り組んでまいりたいと考えております。

次に、２点目の豊かな心と健やかな体を育てる

教育の推進についてでございます。各学校では、

いじめや不登校などの課題解決に向けていじめに

関する実態調査などを通して未然防止等に努めて

いるところでございます。携帯電話などによる問

題行動などの課題も見られますことから、生徒指

導の充実が課題となっております。このことを受

けまして、児童生徒相互の人間関係や児童生徒と

教師との好ましい人間関係を醸成したり、家庭の

教育力や関係機関と連携した対応に努めてまいり

たいと考えております。

３点目、特別支援教育の推進についてでござい

ます。各学校におきましては、一人一人の教育的

ニーズにこたえる支援のあり方として、育ちと学

びの応援ファイルである名寄版「すくらむ」の普

及、活用が課題となっております。このことを受

けまして、今後も名寄市立大学や名寄市特別支援

連携協議会などと連携しながら、保護者の理解を

図り、育ちと学びの応援ファイルである「すくら

む」の普及、活用に努めてまいりたいと考えてお

ります。

また、４点目の安全、安心な教育環境の推進に

つきましては、各学校において登下校における交

通安全や不審者への対応が課題となっております。

このことを受け、学校と地域や関係機関との連携

を深めながら進めてまいりたいと考えております。

５点目の信頼される学校づくりの推進について

でございますが、各学校におきましては教師と児

童生徒との信頼関係の構築が極めて重要であり、

教師の実践的指導力の向上や使命感、倫理観を育

てることが課題となっております。このことを受

け、各種研修会への積極的な参加を促してまいり

ますとともに、日常の児童生徒との触れ合いを大

切にしながら、児童理解を通して教師としての資

質向上を図ってまいりたいと思います。

以上、５つの項目からそれぞれに主要な課題を

１つずつ取り上げましたが、御承知のように先生

方の日常の公務は大変忙しい状況にあり、先生方

に負担感をかけることなく子供たちの学力の向上

や生徒指導の充実のための取り組みに成果を上げ

ることができるよう教育委員会としても配慮し、

支援してまいりたいと考えております。平成２４

年度におきましてもこれまで以上に学校と連携を

図りながら、学校教育の充実に努めてまいりたい

と考えております。

次に、校務支援システム問題についてでござい

ます。北海道教育委員会では、平成２４年度から

道立の学校と希望した７３校の市町村立小中学校

で校務支援システムを導入することにしており、
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教職員の事務負担を軽減するとともに、子供と向

き合う時間の確保や児童生徒の成長を見守るきめ

細かな指導の充実を図ることなどを目的としてお

ります。教育委員会といたしましては、平成２３

年１０月に校長会、教頭会から成る校務支援シス

テム導入検討委員会を設置し、当システムのデモ

版を各学校に配付するなど検討してきたところで

ございます。また、各学校から当システム導入の

必要性や要望、現在それぞれ使用している教務シ

ステムソフトの状況などについてアンケート調査

を実施いたしました。主な回答では、学校生活に

かかわるすべての個人情報が一元管理されること

への不安、情報の損失、漏えいといったセキュリ

ティーに関するものや１校当たり年間１８万円、

市内全小中学校で２７０万円の利用料金の割高感、

事務負担軽減になるかの懸念など、システム導入

には慎重あるいは否定的な意見が多く出されまし

た。また、北海道市長会では十分な試行期間や財

政措置を検討するよう要望しているところであり、

このようなことを踏まえ、教育委員会といたしま

しては平成２４年度の導入については見送ること

にいたしました。今後他市町村の導入状況やセキ

ュリティーの確保などを確認しながら検討してい

きたいと考えております。

私からの答弁は以上でございます。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

たくさんお答えをい〇１３番（熊谷吉正議員）

ただきましたが、時間が限られておりますので、

教育行政についてあえて求めませんけれども、５

つの方針に基づいて、いろいろ学校現場での課題

も出されておりますけれども、私の認識としてみ

ればこの間前教育長も含めて、学校現場における

先生たちの校務業務、あるいは子供に実際向き合

う時間含めて非常に忙しいということで今御答弁

あったとおりで、それがなかなか改善をされてい

ないということがありまして、それが直接子供に

対する指導のあり方だとか信頼関係などについて

もそごが生じないかということで、この何年かず

っと危惧をしていたところでありますけれども、

基本の認識は教育長も合うようでありますから、

しっかり子供と教師の信頼関係がより高まる、そ

の具体的な策としてやっぱり時間をしっかりとれ

るように、効果を上げていただきたいなと思いま

す。

もう一つ、これはいろんな基本法改正から改悪、

私どもからすれば改悪から、学校現場における管

理教育が非常に徹底をされている印象があるなと

思いまして、特に道教委の対応などについては目

に余るようなものがございまして、名寄市の市教

委会としても先生、学校現場や子供たちが萎縮し

ないようにいろんな方策の中で学校現場での課題

をしっかり拾いながら、子供たちのためにトータ

ルとしての対応をできるように努力を求めておき

たいと思います。

そこで、今年度、新年度の執行方針と予算編成

の中で、市長からたくさんお答えをいただいたの

ですが、総計を着実にやっていくとか、あるいは

市長のこの２年間の思いについてお話もいただい

たのですが、市政、政治は何でもそうでしょうけ

れども、世の中非常に悪くなっているというか、

景気も悪い、雇用も悪い、失業も改善はしない、

年金も先不安だというようなことが大きな背景に

はあるのですけれども、その中でも名寄市政の中

で一年一年が市民にとって、加藤市政の中で名寄

に住み続けたい、住んでいたいという気持ちが伝

わるような結果をやっぱり出さなければ、なかな

か評価というのは上がっていかないのではないか

というふうに考えておりまして、特に前段私も質

問の前に申し上げたとおり、一番大切なのは憲法

理念もそうですけれども、本当に少子高齢化が進

んでいます。数字はもう明確になっておりまして、

あるいは障害者や高齢者やこの名寄の冬の生活な

どでも、やあやあ、ことしはよくなったと、来年

もよくなるぞという期待感を持たせるようなもの

というのはそう見当たらないのではないかという

ふうに思いまして、市長と一緒にやっぱり独自の
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政策、メッセージがイメージとしてできないなと

いう感じがしております。それは、財源が大きな

原因もありますけれども、政策を選択する上での

優先度の問題のあり方についてもう少しお聞かせ

をいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

政策の優先度ということ〇市長（加藤剛士君）

で、これまでさまざまな市民ニーズにおこたえす

るべく施策を打ってまいったわけでありますけれ

ども、当然国がやる役割と行政がやる、地方自治

体がやる役割というのは異なるものがあるのだろ

うというふうに思います。基本的には、国は主に

今の現状でいえば現金を含めた直接的な給付と。

行政は、サービスあるいはそのサービスの基盤を

つくっていくための中期的な投資ということにな

るのだろうというふうに思います。そうした投資

の中で、限られた財源の中でそれぞれの施策を打

っているという段階であります。なかなか毎年毎

年よくならないというお声があるということであ

りますけれども、一方では限られた財源の中で知

恵を絞って少しずつよくなってきているというよ

うな評価をいただいている部分もありまして、こ

れは評価はいろいろ人それぞれさまざまかもしれ

ませんが、少しずつでも限られた財源の中で少し

でも夢を持っていただけるように、また少しでも

よくなったと実感していただけるようにこれから

も着実に政策を実行してまいりたいというふうに

思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

今の財政構造からし〇１３番（熊谷吉正議員）

て、ことしの場合、新年度の場合でも地方交付税

４３％、名寄の場合、ウエートを占める。あるい

は、補助金のウエートも大きいということで、財

政構造そのものについては多少理解をしているつ

もりで言っているのですが、その中でもやっぱり

優先すべきことについて、名寄市は子育てや、あ

るいは高齢者や冬の対策の中で、ここはしっかり

単費も含めてやっているぞというところあたりが

伝わってこないし、具体的には施策的には弱いの

ではないかと。国や道の補助や政策メニューの中

でやることは、どこのまちでもやるわけでありま

して、その中でも御近所のまちでは、後からまた

少子化問題について触れますけれども、独自に政

策を打って医療費の問題について手を入れたり、

少しでも若者が名寄に住んで、名寄はここまで財

政厳しいけれども、やってくれているのだなとい

うような印象はどうしてもやっぱり打ち出さなけ

れば定着度というのは落ちていくのではないかと

思います。国、道の今の答弁聞いていてもちょっ

とぴんとこなかったのは、まさに昨年の地方主権

３法との絡みでは、税財源についてはまだ国も抵

抗しながらしっかりした方向というのは出ません

でしたけれども、いわゆる自立、自主、市町村が

主権力をしっかり発揮をして独自に政策を打ちな

さいという、かなり従前の２０００年の一括法か

ら見れば事務も含めて積極的にやっぱり政権かわ

ってから動きが出てきたと思うのです。首長とし

てそれを受けとめて、しっかりそれに対応する、

いわゆるプランというか、政策の基本的な考えを

打ち出すべきではないかというふうに考えており

まして、そういう面では国や道に逆提案できるぐ

らいの構えを持つ時代に入ったのではないかと思

いまして、少しやっぱり物足りないというふうに

思っていまして、改めて覚悟と決意をお伺いをし

たいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

まさに地方分権、地域主〇市長（加藤剛士君）

権の中にありまして、独自の施策を打ち出してい

くと。独自の政策立案力を求められているのだろ

うというふうに思いますけれども、先行きがなか

なか不透明で見通せない時期だからこそ、今ある

財産をしっかりと生かして、それを磨いて活用す

ることということをこれまでも何度も申し上げて

きたところであります。そのことが雇用も含めた

マンパワーの創造につながるし、医療、保健、福

祉を含めたそうした施設のしっかりとした定着に
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つながると。この名寄らしい地域振興につながっ

ていくものと確信をしておりますし、その方向に

向けて着実に進めてまいりたいというふうに思い

ます。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

３万人市民、財政健〇１３番（熊谷吉正議員）

全化を否定する人はいないと思います。着実に政

権交代後も厳しい地方財政の現状を踏まえて、あ

る面では地方に配慮したかつての時代と違う対応、

それは国も今どえらい借金の中においての地方に

対する対応ですから、やっぱり地方を大事にする

姿勢というのは、今の政権余り評判よくないです

けれども、私はそういう面では地方自治体に対し

てはかなり積極的な対応をされているのではない

かというふうに思っております。だから、佐々木

副市長も横に置いてあれですけれども、これから

名寄の状況は合併の算定がえだとか人口減だとか、

さまざまなことも含めて行革では６億０００万

円ほど削らなければならぬとか、あるいは厳しい

のだからということで、できるだけ単費を抑制を

するという考え方は理解できるけれども、実際に

生ものの市政の中でやっぱり市民からよくなった

という声一つでも二つでも聞けるような積極対応

というのは私は必要ではないのかと、特色を持た

れて。それは、やっぱり少子化の問題であり、高

齢化に対する対応の問題、あるいは冬の対策など

だというふうに考えておりまして、そこはしっか

り認識をしていただきたいなというふうに思いま

す。加藤市政この２年間私も見ていまして、非常

に腰も低いし、決して評判は悪くないですけれど

も、もっと頑張ってくれということの評価なのか

もしれませんが、ひまわりや観光だけでどうなの

よという率直な厳しい意見もございまして、まさ

に地域の資源や地域のブランド力を高めるために

発信力、情報力、そしてもっとよそから金をたく

ましく持ってこいというぐらいのエネルギーがあ

ってもいいのではないかというふうにある市民か

らも提言を受けたのですが、それについてのお答

えはございますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

御指摘いただいた点に関〇市長（加藤剛士君）

しては、十分受けとめさせていただいて、さらに

私自身も明るく元気に振る舞うように、市民の皆

さんの先頭に立って頑張っていきたいというふう

に思います。よろしくお願いします。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

この項は終わりにし〇１３番（熊谷吉正議員）

ますけれども、やっぱり戦後六十数年、もう７０

年近くになろうとする段階で、いわゆる憲法の理

念から残念だけれども、これやっぱり政治のわざ、

策というか、それから遠のいていくという。いっ

とき高度成長期時代も含めて、私どもの若いころ

はそのころ期待感を多少なりも持ったものですけ

れども、むしろ暗いイメージの現実と今起きてい

ることとの乖離は非常にやっぱり大きくなって、

これは名寄市政だけでは埋めようがないわけであ

りますけれども、そこは明るい材料を一つでも二

つでも持ちながら、地方自治体から見た憲法理念

に近づける努力を一層市政の中で求めておきたい

なというふうに思います。そして、私どもの会派

にも昨年末に要望しました内容にも御回答いただ

いていますけれども、まさに平和主義を尊重しな

がら、非核平和都市宣言を着実に市政の中に取り

入れて、自治基本条例の理念である住民自治の基

本的な構えも崩さず、形になって見えるようにこ

れからも御努力をいただきたいなと思いますから、

また違う機会にその検証をさせていただきたいな

というふうに思います。

市民目線のまちづくりについてでありますけれ

ども、自治基本条例１年、これは行政だけではな

くて私どももそうですし、市民の皆さんもまだま

だ熟成をさせるために一定の時間がかかるという

ことについては理解をします。ただ、ちょっと私

先般の総合計画の議会での対応の関係で発言する

立場になかったのですが、情報公開、説明責任を

果たすという意味では、これから総合計画後期計
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画を基盤に向こう５年間一定の財政展望を見越し

て年度ごとに施策を展開をするのですが、既にあ

のとき議会に提示をいただいていた、総括的な事

業というのはいただいておりまして、それをもと

に議論していますが、当然４２３億円という数字

を積み上げるためには５年間のしっかりした、そ

れはまだ流動的なものもたくさんあるでしょう、

来年、再来年、５年間の間では。でも、市の執行

者として一定の年度ごとの数字を積み上げて私ど

もに説明されているわけですが、せめてその５年

間流動的な要素はありながらも名寄の将来はこう

いう５年間なのだなというイメージをつくるため

に、市民に対してもしっかりその事務事業の資料

についてやっぱり添付いただけなかったというの

はちょっと残念だなというふうに考えておりまし

て、改めて違う段階で全市民にも公表できるよう、

あるいは当然議会には提示をいただくということ

を求めておきたいと思いますが、どうですか。

暫時休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午後 ２時３３分

再開 午後 ２時３４分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

加藤市長。

御質問の意図は、年度ご〇市長（加藤剛士君）

とに細かな事業費も含めて全部お出ししたらどう

かというお話だったと思いますけれども、毎年毎

年これは議会の中でしっかりと予算の中で審議を

させていただくということで、そこまで細かく打

ち出していくということが果たして事業遂行上得

策かどうかと言われると、なかなかいろんな異論

があるのではないかなというふうに思いますので、

そこはちょっと慎重に考えたいなというふうに思

います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

今どきそういう答弁〇１３番（熊谷吉正議員）

があるとはちょっと信じられないのですけれども、

お手元にございますよね。総合計画論議のときに

５年ごとに、ことしは予算化、予算が提示されて

いますけれども、おおむねこういうような、継続

はずっと続いていますから、数字均等にのってい

くのかどうかわかりませんけれども、２８年まで

の計画はそれぞれ執行側では持っておりますよね。

あるかないかだけ。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ございます。〇市長（加藤剛士君）

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

前期計画のときもそ〇１３番（熊谷吉正議員）

うですが、手元に皆さんが持って日常市役所の中

でも仕事をされて、それを意識しながらまた来年

度のことも考えておられると思いますので、それ

は出せるか出せないかというのは執行側の、そち

らの側の常識が非常識だという認識にもう変わっ

てもらわなければならないので、当然変化、変更

は加えられるという前提で、かつて３年前か４年

前に島市長も私どもの議員の答弁でそのことにつ

いて聞かれて、年次ごとの骨格については市民に

も御理解いただくことは大切だという答弁が既に

出ているのです。ですから、もう一回内容は精査

していただいても結構ですけれども、そのぐらい

のことはしっかり皆さんにも提示をしながら、変

わるとすれば当然年度、年度の頭では変わるもの

は変わるでしょうし、そのときの説明責任があれ

ば結構だというふうに思っていますので、改めて

お聞きをしておきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと繰り返しになり〇市長（加藤剛士君）

ますけれども、計画がまた数字をかちっとはめる

ことが今後多分これは認識も一緒だと思いますけ

れども、これだけ国がたくさん借金をして先行き

かなり不透明な中でもそうした数字がひとり歩き

してしまう可能性もやっぱり否定できないという

ふうに思うのです。年度ごとの事業については、

当然させていただいているということであります

から、やはりその中身の事業予算については年度、

年度の議会でしっかりと精査をしていただくとい
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うのがよろしいのではないかというふうに思いま

す。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

納得できませんので、〇１３番（熊谷吉正議員）

後段その分時間残して、また後から。次のほうに

先にいきたいと思います。ちょっと時代おくれな

感覚がいたしますので、市長。

地域主権のほうに入らせていただきますけれど

も、昨年の４月２８日に地域主権３法、名前は一

部の野党の抵抗でわけのわからぬ長い名前になり

ましたけれども、まさにこの中で従前の自治事務

の考え方や、あるいは市民と向き合う対応の問題

なども含めて、これですべてが段取りできたとい

うことではない理解は私も持っていますけれども、

大きくやっぱり執行者側としても市役所全体も地

域主権に対応した組織だとか、あるいは考え方に

変化が出てきて当然ではないかというふうに考え

ておりまして、そのスタンスについて、まさに地

方政府という認識を改めて持っていただくことが

重要ではないかと思いますので、分権型の行政運

営に対する基本スタンスについて改めてお聞きを

したいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

地域主権ということでご〇市長（加藤剛士君）

ざいますので、当然行政にかかわる今まで以上の

主体的な能力が求められていくのではないかとい

うふうに思います。先ほどもお話ししましたけれ

ども、政策を立案する能力でありますとか、それ

に呼応する形でこれから職員のスキルアップ、レ

ベルアップもしっかりと図っていかなければなら

ないのだろうというふうに思います。ふだんから

の心構えはもちろんでありますけれども、職員が

率先して事業を提案していくような仕組みづくり

でありますとか、先ほどの東議員のときにもあり

ましたけれども、職員提案制度も一層の工夫が求

められている。さらには、いま一度、いま一歩ま

た市民にも踏み込んだ形で入り込んでいって、い

ろんな問題点を一緒に共有をして、主体的に政策

を実現しというような姿勢が求められているもの

というふうに考えています。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっとぴんとこな〇１３番（熊谷吉正議員）

かったのですけれども、今までも今も多分名寄市

ばかりではなくて職員の意識としては、執行者も

そうですけれども、できるだけ単費を使わないで

道や国に一定のメニュー、制度、補助メニューや、

いろんな良質な起債などを含めて徹底してそこに

集中していただいて、市民生活を守っていただい

たというふうに私も思っていますが、長年の習性

であすからということではないでしょうし、税財

源の移譲がこれから本格的に、またやっぱり官僚

の抵抗なのでしょうけれども、先般の３法の中で

も余り明確にならなかった。自治事務を中心にし

た対応になっていることについては理解もしてお

りますけれども、ぜひそういう面では政策能力、

特に市民が何を望むかというところと、いわゆる

財源問題もリンクできるような、逆提案できるよ

うな、そういう市役所づくり、あるいは首長自身

も市長はもう市役所の職員の中で一番全国を歩き、

あるいは市民の声も一番もらう最高の立場におら

れて、すべてがある面では首長の動き一つ一つに

よっても大きな変化があるのではないかというふ

うに思っておりますから、市役所全体も含めて従

前の発想ばかりではなくて、もうこれはできませ

んと、そういうメニューもありませんからという

ことではなくて、なぜそういう切実な要望が出て

くるのかというところに思いが至ったら、それを

形にするためのやっぱり努力をする風潮、気風を

ぜひつくっていただくよう先頭に立っていただき

たいなと思います。

それで、パブリックコメントの関係、制度をつ

くっていただきまして１年たったと。私どももそ

うです。先ほども言いましたが、自治基本条例も

そうですけれども、本当にそれに熟成をされてい

くというのが一定の時間がかかるものだという認

識を持っていまして、今回たまたま総合計画との
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関係もあったりなんかして十幾つも立て続けにホ

ームページにどんと何か意見ありませんかと、１

カ月間時間とりますからということ。もちろん一

定の素案つくる前には、市民委員会だとか懇話会

だとかということ重ねながら一定の市民の提示を

するような案はでき上がって、皆さん、全市民に

公開はするのですけれども、そこは私も今いい知

恵は持っていませんけれども、現状結果を踏まえ

た上でもう少しやっぱり意見や提言が、あるいは

批判も含めて出るような気風、少し工夫をしてい

ただければと思いますが、基本的な考え方だけお

聞きをします。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

熊谷議員のおっしゃ〇副市長（佐々木雅之君）

るとおりでありまして、この間自治基本条例の関

係に基づきまして、パブリックコメントを２３年

４月からスタートをさせました。先進的に取り組

んでいる市の状況も実は調べさせてもらいまして、

いかにして市民のほうにこの制度の仕組みを理解

していただいて、それから関係する書類につきま

しても情報公開コーナーということで、従前から

取り組んでいる場所については漏れなく置きまし

て、わかりやすく努めたつもりでありますけれど

も、先行する市でありましても大都市でありまし

てもなかなかパブリックコメントの実績が上がら

ないというのも現状でありました。今御指摘をさ

れましたように、コンパクトなわかりやすいよう

なダイジェスト的な資料で市民の皆さん方が興味

を持っていただけるようなやり方についても検討

が必要でないかというのは、この１年間やってき

ましてそういう反省も実はしておりまして、単に

パブリックコメントを広報に載っけていますよと

か、それだけでは十分でないという反省もしてお

ります。改めて２３年１年間については、相当多

くの本数が一遍に出て、市民の皆さん方も一部題

名だけ聞いて中身がなかなかわからないような状

況もあったかと思いますので、先ほど言いました

ダイジェスト版等も検討しながら、それからホー

ムページの扱いについてももう少し内容をわかり

やすく紹介するようなものも含めて、市民の皆さ

ん方に関心を持ってもらえるようなやり方も検討、

工夫させていただきまして、２４年度また新しく

出てくるパブリックコメントの関係について対応

していきたいなと思っています。多少先進事例見

ましても時間のかかっているのが状況で、なかな

かいろんな仕組みをやっても意見が余り伸びない

というのも実はありまして、この辺についても先

進地との情報交換もさせてもらいまして、可能な

ものについては取り入れていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いします。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

一層の御努力をお願〇１３番（熊谷吉正議員）

いしたいと思いますが、パブリックコメントの現

状と直接関連するかどうかわかりませんけれども、

やっぱり地域自治区の問題は避けて通れないのか

なというように思います。現状は、とりあえず暫

定的に地域連絡協議会を校区別にということで、

それは市役所がだめだということばかりでなくて、

受け皿の側の市民の側の対応についても今の町内

会でももう十分だというところもあれば、熱心に

連絡協議会を活用して次の発展を期待する声もま

たあるのですが、やっぱり市長から答弁いただい

たのですが、どうもちょっとぴんとこないのは、

いわゆるコミュニティーとしての熟成を継続的に

やっていくという基本的な考えなのか、あるいは

制度を持って自治区を展望しようとしているのか、

いま一度お答えをいただきたいと思うのですが。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、地域の皆さんのコ〇市長（加藤剛士君）

ミュニティーの醸成ということが大事だというふ

うに思っています。基本的には、今町内会を中心

にそうした自治が行われているということであり

ますけれども、お話しのとおり町内会単独では限

界のあるそうした現状も出てきているということ

を聞いています。こうしたことに関していま一度

先ほどアンケート等もという話もありましたけれ
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ども、少し踏み込んだ形でその問題を調査をさせ

ていただいて、町内会が連携をしてやれるような

仕組みでありますとか、また町内会ではでき得な

いまた別の違った形での受け皿を模索していくだ

とか、まずはそうしたところをしっかりとサポー

トしていくということが大事なのではないかとい

うふうに思います。その先に自治区ということが

将来的に醸成されていけば、そちらのほうに進ん

でいくという考え方でございます。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

通常私ども議員活動〇１３番（熊谷吉正議員）

をしていて、皆さんに話を聞きたいとかという場

合は大体一人一人の声に、紙で御案内する場合も

ありますけれども、１件１件回ってぜひ来てくだ

さいと、意見聞かせてくださいということの繰り

返しなのですが、市の場合はどちらかといえば結

果出しましたと、意見下さいという一方通行的な、

これは組織が大きいということでやむ得ない部分

もありますけれども、あるいは市の職員の地域的

な役割なんかについてもまだ見えていませんけれ

ども、一人一人の意見をたくさん上げていただく

という作業というのは本当に労力かかります。か

かるけれども、やっぱりそこを超えていかないと

実際にパブリックコメントの運用や地域自治区の

形についても論議は深まっていかないのかなとい

う感じがしておりまして、せめて内部、庁内の中

では識者の意見もかりても結構だと思いますが、

やっぱり一定のエリア、校区ごとの中に一定の予

算をつけながら、門口の除雪ぐらい、あるいはで

こぼこがあったら、それはもう地域に任せますか

らと。一定の予算を配して制度で、これは議会の

構成との関係も多少はいろいろダブりも出てくる

でしょうけれども、そういうような内部検討、あ

る面ではそれこそ研究、検討で結構ですけれども、

しっかりやっていただくようにきょう求めておき

たいのですけれども、どうですか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

そうした町内会独自の工〇市長（加藤剛士君）

夫、あるいは町内会にまたがって何かそうした仕

組みをやっていくということに対しては、ぜひ積

極的に助成等を検討させていただきたいというふ

うに思いますし、先ほどもお話しのとおりそうし

た問題をつぶさに聴取させていただく中でそうし

たコーディネートをやっていければというふうに

思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ中長期的に自治〇１３番（熊谷吉正議員）

区のあり方について専門的な立場も含めて研究、

検討に着手していただけるというお答えで受けと

めたいと思いますので、一層の御努力をお願いを

したいと思います。

行財政改革について、すべてが財源、財政の長

期展望で平成の年度で３３年には６億５００万

円削らなければならぬよと、今より。そのために

は、職員にも市民にも一層の削減努力、あるいは

歳入の見込みが入ってくるものがあればもちろん

そうでしょうけれども、余りにも、私は皆さんほ

ど専門家ではないけれども、道内全体の財政状況

見るときに国絡みのところはみんな共通影響受け

るわけですけれども、トータル的に市債の残高だ

とか、あるいは健全化法に基づく資料だとか含め

て、そう悪いという状況ではなくて、それは佐々

木副市長もばりばりのころからかなりやっぱり財

布のひもを締めながら管理をしてきたということ

もあるのでしょうけれども、それと健全化の方向

にいっていても市民生活に反映をされていかない

と、締めるだけではいけないのではないかと。こ

れは、職員に対してももちろんそうでありまして、

ある面ではどう今の能力、人力を、政策力、専門

家の集団ですから、市役所は。最大限それこそ生

かす努力というのはここにあるのではないかと。

税金で雇っているわけですから、あとは能力爆発

するぐらい使っていただくという、そういう余力

はまだまだたくさんあるというふうに思っていま

して、余り市民に対してもこれも厳しいのだと。

私ども時々もちろん使いますけれども、締め過ぎ
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てもいかがなものかという感じが率直にしており

まして、職員アンケートをつぶさに読ませてもら

いました。１時間以上かかりました。今の職場の

現状、あるいは意見、アイデア、さまざまなもの

が入って、よく公開して、名寄市の市役所の職員

はこんなふうに考えているのだなというところが

あったのですけれども、もう大体形になって計画

が公にされる時期になっているようですけれども、

それをどのように生かされていたのかお答えいた

だきたいと思います。

暫時休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午後 ２時５２分

再開 午後 ２時５２分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

佐々木副市長。

私のほうから答えさ〇副市長（佐々木雅之君）

せていただきます。

行財政改革におきまして６年間の実績を踏まえ

まして、今後５カ年間の行財政改革ということで、

職員からもアンケートいただきました。中には、

この間厳しい行革をしてきたことも含めて、それ

は給与の独自削減と組織の急激なスリム化という

こともありましたので、かなり職員のほうからの

意見としては厳しいものがあったのかなと思って

おります。議員も御存じのとおり、平成３３年か

らの合併算定がえの終了というのは合併市町村特

有における課題であるのだというふうに思ってお

ります。このほかに平成１３年から始まりました

臨時財政特例債、これも平成３３年度では２０年

を経過します。償還年数が２０年償還ですので、

当初国が期待をしておりました借金を国の借金か

ら地方団体全体の借金に張りつけるということも

含めてありましたので、それと合併特例債と過疎

債が今の段階では１０年間で使い切ってしまうと。

そういう状況もありましたので、この間進めてき

た行革の関係についてはそこを見越しまして、か

なり厳しい状況でありましたので、職員のほうか

らも厳しい意見があったのかなと思っています。

ただ、究極市民の皆さん方に財政破綻を起こして

さまざまなことで御迷惑をかけるよりは、早い時

期からのアナウンスもさせていただきながら、具

体的に市長を先頭にしまして職員とともにどうい

うふうな行財政改革をすれば望ましいのか、新た

な収入確保についてはかなり難しいという考え方

を持っておりまして、そういう中で小泉内閣のと

きに構造改革で収入が減ったのは３億円でした、

地方交付税減ったのは。まさしくその倍の６億

７００万円という大きい金額が減ってきますので、

この辺は私自身の職員に対するアピールも不十分

だと思っておりますけれども、市長を先頭にしま

して職員とともども、職員が不安に思っている分

につきましては今後職場集会等も、職場の中に入

りましてさまざまな情報を共有しながら、合併市

町村特有の課題の６億７００万円という収入が

へこむのであって、何か行政的な間違いをして財

政危機になったわけではなくて、収入の減によっ

て一気に、これは合併したときからの約束事であ

りましたので、この辺については早い段階から職

員とともに今後考えてまいりたいと思っておりま

すので、その延長線上によりまして今現在最後の

取りまとめしておりますので、よろしく御理解を

賜りたいと思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

私が市の職員に求め〇１３番（熊谷吉正議員）

ることというのは、道新の「卓上四季」に３月７

日に出ていたのですが、北大の学生さんが自分の

卒論を市民にわかりやすく説明する技量を競う会

というか、大会がございまして、それを参照にし

て言葉を置きかえたらこうなるのですけれども、

何のため、だれのために仕事をするのかと。改め

て問われていると。その仕事が市民をどう幸せに

するのか、不幸せにするのかと想像する姿勢が必

要だというふうに、これは学生さんたちの言葉を

かりて名寄市に置きかえた場合のことなのですが、

やっぱり幾ら庁内で仕事できても、それから能力
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があっても、市民に対する説明能力が不十分だと、

それは信頼関係が強まるということよりも何だ、

あのやろう、このやろうということにもなるでし

ょう。そこら辺については、私は細かい市職員に

対する注文はつけませんけれども、やる気を引き

出し、そして能力を高めていただくことをぜひ市

長を初め三役の皆さんには強くお願いを求めてお

きたいと思います。

地方公務員と自治体職員の違いというのはどう

いうふうに理解したらいいですか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

地方公務員と自治体職員、〇市長（加藤剛士君）

クイズみたいな、同じようなものなのでしょうけ

れども、ちょっと申しわけございません。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

私が理解するには、〇１３番（熊谷吉正議員）

学者先生の言いようですけれども、地方公務員は

法律、条例や一つの縦社会の中でずっと生きてき

たけれども、自治体職員というのはやっぱりいろ

んなこと、物を考えるのだというところあたり。

それは、法律上は公務員であるけれども、実際市

民に対する市民の目線を考えると、やっぱりいろ

んな想像力を働かせて物を考えるという、自治体

職員というのが今日的ないわゆる分権時代の本来

の姿ではないかというふうに言われていますので、

ぜひ意識をしていただければなというふうに思い

ます。

保健福祉の関係、３分しかないのですけれども、

子育て支援のアンケート、前も私は議会で言いま

したけれども、一番アンケートの希望をするとこ

ろは子育てに対する経済的な支援の充実、これが

５５％、育てながら働きやすい職場、あとは医療

の関係。医療は、大変な努力で全道でもピカ一ぐ

らいのそういう小児科医療体制ができ上がってお

りますけれども、やっぱり子供の医療費の無料化

については私はこだわりを持っています。小さな

自治体でも中学生まで踏み切ってやっている。そ

れは、やっぱり子供たちを思う、そういう政治の

力、あるいはここに残ってほしい、あるいは将来

出ていっても帰ってきてほしいと。やっぱり地元、

名寄、こんなことがあったと。医療費の無料化だ

けをすべきだというふうに私思っていません。た

だ、名寄市として特徴あるものと。子育て支援で

は、やっぱり道や国の支援の枠の中からほとんど

出ていないというのが現状なので、市長には改め

て御検討方の答弁をいただきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど国は直接給付で、〇市長（加藤剛士君）

自治体はサービス、あるいはその基盤づくりのた

めの投資という話をさせていただきました。その

意識に変わりはないと思います。名寄市立総合病

院は、基幹病院として６００人の職員を抱える一

大企業でありまして、このことこそがまさに名寄

市の特徴であり、いわゆる究極の安心、安全、子

育て支援なのではないかというふうに思います。

今国のほうでそうした子ども手当や高校授業料の

無償化という、そうした直接給付も行われている

中で、そうしたことよりもさらに地域の基盤をし

っかりと長い目で見て構築していく、そうした投

資が重要なのではないかという考え方です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１３番（熊谷吉正議員）

す。

北体育館の関係、内部での考え方をまとめて市

民に提案するということについてはいいですけれ

ども、これで最後だろうということの対応という

のはいかがなものかと思います。これまで社会教

育施設の料金の統一の問題だとか、望湖台の問題

だとか、いろいろ訓練されてきたのではないかと

いうふうに思います。市はもうこうだったらこう

だ、これ以上譲らぬのだということは考えていな

いでしょうけれども、十分代替施設の方法もある

でしょう。弓道と一緒に同居しながら、使える間

は使えるという方法もあるわけで、弓道だけが残

るというのはまた不自然な話。危険だったら、も

うこれはしようがないですけれども、これからも
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議論をする予定であるというふうに聞いています

から、市民と向き合う姿勢の問題についてはぜひ

これからも大事なことですので、しっかり気持ち

も入れていただきながら対応をお願いをしたいな

と思っております。

本当に時間がありませんでした。午前中東議員

も言いましたけれども、野間井部長には一言いた

だきたかったのですけれども、舗装は本当に悪い。

別に道路に金かけれ、かけれということ、あるい

は除雪にたくさんかけれということばかり私は言

いませんけれども、非常にやっぱり遅い。野間井

部長には、もう５％、１０％後期の中で上げてい

ただきたいという、１０％は出ていましたけれど

も、追いつかないのかなという感じがします。水

道や下水道問題も耐用年数をしっかり意識した上

で、将来的にもライフラインが計画的に更新をさ

れるよう、土木事業の確保にも御努力を一層いた

だきたいと思います。野間井さん、ありがとうご

ざいました。市長、どうもありがとうございます。

以上で熊谷吉正議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０２分

再開 午後 ３時１４分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

財政健全化に対する取り組みについて外５件を、

山口祐司議員。

議長より御指名があ〇１７番（山口祐司議員）

りましたので、新緑風会の代表質問をいたします。

まず初めに、財政健全化に対する取り組みにつ

いて質問をいたします。旧名寄市、旧風連町との

合併後、早いもので７年に入ろうとしております。

特例区廃止後１年が経過しようともしております

けれども、風連地区でのハード事業もほぼ終了し、

今後は名寄地区での駅横、（仮称）複合交通セン

ター、（仮称）市民ホールなどの大型事業が計画

をされているところであります。平成２４年度か

らは、名寄市総合計画後期計画がスタートします

が、加藤市長は身の丈に合った健全な財政運営の

もとに後期計画に基づく施策、事業を着実に推進

して目標とする将来像の実現に努めると執行方針

で述べておられます。数年後には、合併に伴う有

利な交付税の削減や人口減による税収の落ち込み

など不安な要素が拡大しつつありますが、今後の

行財政運営の基本姿勢と将来に対する市民の不安

をどう払拭され、市民の期待にどうこたえていか

れるのかお伺いをいたします。

２つ目に、市政運営の折り返しを迎えてといた

しまして質問をいたします。加藤市長は、ことし

新聞の新年号で行政の３大要素、人、物、金につ

いて触れられており、職員や市民である人が従来

以上に行政サービスを担っていただく仕掛けづく

りやまちづくりに参加できるコーディネートが求

められる。物という意味では、今ある既存施設を

いかに活用するか。しかしながら、金も必要であ

り、有利な交付金事業や起債など国の施策を常に

アンテナを張り、情報収集に努めるとしています。

この３大要素を有効にどう結んで今後の折り返し

を進めていかれるのかお伺いをいたします。

また、将来を見据えた産業振興に対しての考え

方につきましては、今後ますます進行する少子高

齢化時代にあって、税収、行革と並行し、施設の

整備や産業の振興をどう図っていこうとされるの

かもお伺いをいたします。

３点目の福祉行政についてお伺いをいたします。

小項目の１点目、地域福祉計画での相互扶助体制

についてですが、平成２３年度に策定されました

名寄市地域福祉計画は住民同士が支え合いの精神

に基づき安心して暮らせる地域をつくるために策

定されたものと思います。近年地域住民の連帯感

が希薄になるなど、家庭や地域の相互扶助体制が

機能しなくなってきていると言われています。そ

んな中、今後はどのように地域住民及び企業が連

携し、主体的な担い手として参画するのかが新た

な視点により取り組みとして求められていますが、
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名寄市における現状と計画実現に対する一般市民

のニーズに十分こたえてほしいと考えますが、そ

の意気込みをお聞かせいただきたいと思います。

また、ますます振興する少子高齢化による今後

の名寄市の福祉行政に対する期待と不安が交差す

る現状にどうこたえていかれるのかもお聞かせを

いただきたいと思います。

次に、特定健診と生活習慣病予防対策について

お伺いをいたします。この質問は、３年前にも質

問させていただきましたが、平成２０年より従前

から実施されていました基本健診から特定健診に

変わり、平成２４年度で５年が経過しようとして

いますが、今までの特定健診受診率と後期高齢者

支援金との増減関係についてお聞かせください。

また、生活習慣病対策については、特に農村部

における季節による変化とその対策についてもお

聞かせをいただきたいと思います。

大項目４番目、男女共同参画社会の形成につい

てお伺いをいたします。男女共同参画社会基本法

が平成１１年に制定され、１２年が経過しました

が、合併前の名寄市では平成１７年３月に男女共

同参画推進計画ができたと聞いております。推進

計画ができて７年が経過したわけですが、その間

行政としての支援と推進の考え方についてお聞か

せをください。

また、各種委員会や協議会など男女雇用機会の

場づくりにも官民協調の体制がより求められると

考えますが、所見をお伺いしたいと思います。

大項目５、農業振興についてお伺いをいたしま

す。まず、６次産業化への取り組みと現状につい

てですが、６次産業とは生産だけでなく、加工、

流通、販売も含め総合的に展開することで、第２

次、第３次が得ていた付加価値を生産者が得るこ

とによって農業などを活性化させることを指して

いますが、名寄市において６次産業化への新たな

取り組みと経済全体の活性化に向けた考え方をお

聞かせください。

次に、農地集積と担い手対策についてお伺いを

いたします。平成２２年より実施をされておりま

す米の戸別所得補償モデル事業も２年が経過しま

したが、当初農地の集積、流動化促進に大きな影

響が出るのではないかと懸念もあり、現に本州な

どでは営農集団を結成し、農家が土地を提供し合

い、大規模経営を目指していたにもかかわらず、

この戸別所得補償制度導入で離農して農地を提供

していた方々から返還を求められるなど、貸しは

がしの例も多くあると聞いております。名寄市に

おける集積、流動化の現状についてお聞かせをく

ださい。

また、今後の名寄市農業の将来を左右する担い

手対策、とりわけ新規就農者を呼び込むための対

策についてもお聞かせください。

大項目６番目でございます。教育行政について

お伺いをいたします。まず１つ目に、全市的な小

中学校適正配置と学校施設の整備計画についてで

ありますが、現在名寄市街地区については小学校

の５校を４校にする方向性が整いつつあるようで

すが、郊外、農村地区や風連市街地区についての

施設整備の状況はどのようになっているのかお伺

いをいたします。

次に、学校給食に対する保護者の要望把握につ

いてお伺いをいたします。名寄市の学校給食セン

ターは、市内１５校、約６００人の児童生徒の

給食をつくっていますが、安全で安心、加えてお

いしい給食の提供に日々努力されていることと思

います。近年給食の内容、メニュー等も変化して

きているようでございますが、保護者及び児童生

徒の要望把握に現在どう対応されているのかお聞

かせをいただきたいと思います。

以上、この場からの質問といたします。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

山口議員から大項目６点〇市長（加藤剛士君）

にわたって御質問がありました。１から５を私か

ら、６を教育長から答弁させていただきます。

平成１８年に旧風連町と旧名寄市が合併をし、

新名寄市としてスタートするに当たりまして、合



－103－

平成２４年３月１２日（月曜日）第１回３月定例会・第２号

併特例債や普通交付税における合併算定がえなど

有利な財源を用いながら、この間新市の建設計画

を進めてきたところであります。合併特例債は、

御承知のとおり有利な起債でありまして、その７

０％が普通交付税で措置されるものであります。

合併当初では、この合併特例債を使用できる期間

は合併後１０年までの平成２７年度までとされて

おりました。現在５年間の期間延長ができるよう

な法改正が国会で継続審議中となっております。

また、同様の有利な起債として過疎対策債があり

ますけれども、これについても議員立法で活用で

きる期間が決まっておりまして、現況では平成２

７年度までとなっております。合併後の新市建設

においては、この２つの有利な起債を軸に進めて

きておりますので、今後もこの動向を注視をして

まいります。

また、普通交付税における合併算定がえでは、

平成２８年度から５年間をかけて徐々に減少し、

平成２３年度の普通交付税算定ベースから推計し

ますと平成３３年度では約６億７００万円が減

少するということになります。今後の見通しにつ

いては、国の政治情勢が不透明なため、予測は困

難ですけれども、地方交付税の増減にかかわらず

スピード感を持って毎年度問題点や方向性を見直

しながら行財政改革に取り組むことが財政運営の

基本と考えております。

次に、名寄市の財政に対する市民の皆さんの不

安などにどのように対応していくかということに

お答えします。申し上げましたとおり、平成２８

年度以降は有利な財源が減少していくということ

は確実となっております。この予想される厳しい

財政状況においては、行財政改革を実行していく

とともに、今後の公債費償還や基金残高などから

名寄市の財政状況を把握をし、将来を見据えなが

ら財政健全化に配慮していく必要があると考えて

おります。また、こういった本市の財政状況や今

後見込まれる推移などにつきましてできるだけわ

かりやすく市民の皆さんに情報公開していくこと

も大切だと考えております。詳細はまだ決まって

おりませんが、総合計画後期計画期間中にも大型

の事業が想定をされております。市民の皆さんと

情報の共有化を図った上で、今後想定をされる事

業においても行政と地域市民の皆さんと協働で、

無駄を排除しながら、真に必要な事業を厳選して

いくことが必要だと、大切であると考えておりま

す。

また、大項目２つ目であります。市長就任から

これまで２年間市政運営に関しましては、市民の

皆様から広く御意見をいただきながら、総合計画

と私の６つの公約をもとに明るく元気なまちづく

りを積極的に取り組んでまいったところです。御

質問いただきました行政経営の３大要素、人、物、

金を今後どのように有効活用していくのかという

ことでございましたが、人に関しましては市民主

体のまちづくりを推進するためにも市政に参加し

ていただくことが重要であります。その仕組みの

一つとして、昨年４月に施行したパブリックコメ

ント制度等の推進を図り、市民から広く御意見を

お寄せいただくなど市民と行政が情報の共有を図

り、連携、協力してまちづくりを進めていきたい

と考えております。そのためには、市民ニーズに

的確に対応できる職員が求められることから、新

名寄市人材育成基本方針に基づき、職員の育成や

資質の向上のため、職員研修などの充実に努めて

まいります。

物に関してですけれども、ピヤシリスキー場、

道立サンピラーパーク、市立天文台きたすばる、

道の駅など魅力ある地域資源を有効活用し、名寄

市観光振興計画の基本目標とする交流人口の増加

による経済効果の拡大の実現に結びつけるほか、

広域医療を担う市立総合病院や保健、医療、福祉

の人材をはぐくむ市立大学の既存施設、あるいは

今後整備をされる（仮称）複合交通センターや

（仮称）市民ホールなど多くの財産を地域振興に

活用し、官民一体となって地域資源を磨いてまい

りたいと考えております。
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最後に、金に関してですけれども、厳しい財政

状況の中で質の高い行政サービスを提供するため

に、有利な交付金事業や起債など国の情報収集に

努めるとともに、名寄市中期財政計画に基づいた

健全な財政運営と行財政改革による効率化を図っ

てまいりたいと考えております。これら人、物、

金、３大要素を最大限に有効活用しながら、この

４月からスタートをする総合計画後期計画に基づ

く施策、事業を推進をし、目指すべき将来像の実

現に向けて市政の運営に取り組んでまいります。

次に、小項目２の将来を見据えた産業振興に対

しての考え方についてお答えをいたします。今年

度策定しました名寄市総合計画後期計画は、平成

２４年度から計画的に事業を実施をしてまいりま

すが、厳しい財政運営の中にあって地域を支える

ための事業、また新たに地域の振興のために実施

する事業など、全体のバランスや社会情勢等を考

慮し、将来を見据えた行政運営の根幹となるもの

であります。ハード事業として、現在実施をして

います名寄市畜産物処理加工施設、（仮称）複合

交通センター、また基本設計の協議をしておりま

す（仮称）市民ホールの建設などは、地元企業や

関連産業等に大きな経済効果が期待をできます。

ソフト事業としては、今回作成をしました名寄市

観光振興計画は魅力ある地域の資源を活用し、地

域と住民が主体となって交流人口の拡大を目指し

たまちづくりや名寄市を広くＰＲをすることによ

り、地域経済の活性化に結びつけようとするもの

であります。また、景気回復の兆しが見えない状

況にあって、中小企業者の自主的な努力を基本と

して、多様化する地域経済社会にマッチをする企

業経営のために各種助成制度や融資制度の充実を

図り、関係機関と協力をし、中小企業の育成、振

興を図ってまいります。さらに、東京都杉並区や

ふるさと会とのきずなを深め、情報交換や地域の

特性を生かした広報活動により企業誘致に力を入

れてまいります。

次に、大きな項目の３、１、地域福祉計画での

相互扶助体制についてお答えいたします。国の福

祉施策の展開は、施設から地域にの考え方に基づ

き、入所による支援策から在宅支援での自立した

生活を助長する政策への移行が進められておりま

す。しかし、経済不況による雇用情勢の悪化は、

働き盛りの年代層にも大きな影響を与え、将来の

生活に不安を抱かせる状況にあり、少子高齢化時

代においては介助する若者そのものの不足が懸念

をされており、地域で支え合う時代への変化が求

められております。行政でやらなければならない

ことと住民個々や地域で行っていただくことを見

直す時期にあると考えておりまして、老後の安心

した生活を守るという行政の役割と自分の健康は

自分で守るという個々の観点からも協力を願うと

ころであり、企業においては高齢者や障害者の一

般就労に向けた協力をいただきたいと考えており

ます。

高齢者、障害者において公的サービスを受けて

いない方についての安否確認が課題となっており

ます。地域の見守り、声かけ運動など高齢者や障

害者に対する安否確認は、名寄市社会福祉協議会

が実施をしている町内会ネットワーク事業として

市内８２町内会のうち５６町内会で実施をされて

います。まだ２６町内会は実施されておりません

が、これらの多くは農村部などの小規模町内会を

含め、日ごろから会員同士の交流が図られ、既に

見守りなどが行われている地区もあると思います

が、今後もさらに取り組みの推進に努めてまいり

たいと考えております。

また、総合扶助体制、いわゆる共助の構築に当

たっては、個人の情報の開示が一つの課題となっ

ているところですが、要援護者台帳の整備を進め、

民生委員児童委員、保健推進委員を初め町内会等

の協力を得ながら整備をしてまいりたいと考えて

おります。

次に、小項目２の福祉行政に対する市民の期待

と不安について申し上げます。高齢者の人口の増

加に伴って、ひとり暮らしの高齢者や高齢者夫婦
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世帯が増加をしており、こうした高齢者のみの世

帯で暮らしている世帯を地域ぐるみで支えていく

ことができる社会づくりが求められております。

地域福祉計画を策定するに当たり、地域福祉に関

する市民の意識や要望を計画に反映させるための

基礎資料として市民アンケート調査を実施をいた

しました。調査の結果、ふだん生活している中で

問題や不安に思っていることの問いに対して最も

多かったのが自分や家族の老後４１２人、２７

％で、次に自分や家族の健康３７５人、２５％

となっており、老後や健康について不安に思って

いる市民が多くいること、また高齢期を迎えるに

当たって不安なことは寝たきりや認知症になるこ

とが２２５人、２９％で最も多く、次いで健康

についてが２１３人、２３％、高齢期に住みた

い場所では現在の住居が３３７人で４８％、こ

れが最も多い回答となっています。これらの結果

から、高齢になっても現在の住居に住み続けたい

が、寝たきりや認知症になったりすることで健康

に不安を持っている市民が多いということが推測

されるところであります。市では、高齢者の介護

予防や生きがいと健康づくりを目的に地域支援事

業の通所型介護予防事業や介護予防普及啓発事業、

高齢者の生きがいと健康づくり推進事業などを推

進、実施をしておりまして、参加していただく中

で介護予防や健康増進の機会を提供するため、チ

ャレンジデーやなよろ健康あるキングなどを開催

をし、健康づくりのきっかけづくりに努めており

ます。高齢者一人一人が住みなれた地域や家庭に

おいて健康で生き生きと安心して生活ができるよ

うに、介護保険の円滑な実施とあわせて保健福祉

サービスを総合的、計画的に推進をしてまいりた

いと考えております。

特定健診と生活習慣予防対策についてでござい

ます。生活様式や食生活など生活習慣の変化に伴

い、生活習慣病は年々増加をしております。さら

に、急速な高齢化を迎え、脳血管疾患や認知症な

どから介護を必要とする人もふえ続けており、介

護予防の視点からも健康寿命の延伸に向けた生活

習慣病予防対策が重要な課題となっております。

現在本市における生活習慣病予防対策としては、

平成２０年３月に策定をしました名寄市健康増進

計画、健康なよろ２１に基づき対策を推進をして

きております。具体的には、平成２０年度からス

タートしましたメタボリックシンドローム予防に

着目をした特定健診を中心に各地域の中における

健康教室、健康相談、さらに冬の健康づくりに向

けた体操教室などさまざまな機会を利用し、生活

習慣病予防に重点を置いた事業の展開を進めてお

ります。生活習慣病は、一人一人がバランスのと

れた食生活や適度な運動を取り入れることで予防

が可能と言われております。そのため、特定健診

においては早い段階から予防対策を推進していく

ことを目的に、国の制度より５歳年齢を引き下げ

て３５歳から７４歳までの市国保加入者を対象に

がん検診とあわせて無料で健診を受けられる体制

を図ってきています。また、健診結果をもとに結

果説明会を開催をし、健診データの見方や食生活、

運動など生活習慣の見直しや改善に向けた特定保

健指導、さらに健診事後運動教室など継続的な支

援に取り組んできております。

特定健診受診率の推移については、平成２０年

度が２９％、全国平均で３９％、全道平均で

２０％です。平成２１年度が２０％、同じく

全国で３９、全道で平均２６％、平成２２年

度が２０％、同じく全国平均で３２％、全道平

均で２６％と全国平均よりは低いものの、全道

平均よりは高い状況になります。受診率向上に向

けては課題も多くありますけれども、生活習慣病

は早い段階では自覚症状もなく、また健診受診に

ついては個人の健康に対する意識も大きく左右を

されることから、広報やチラシだけでは受診につ

ながりにくいのが実態であります。そのため、農

村地区を中心に家庭訪問や電話等により対象者個

人の健康状態を把握をし、年１回の健診に対する

意識啓発を図りながら、きめ細かな受診勧奨に努
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めてきております。

次に、特定健診の受診率による後期高齢者支援

金の加算、減算の仕組みについてお答えいたしま

す。特定健診の受診率は、制度が始まった平成２

０年度から平成２４年度までの５年間の計画期間

の中であらかじめ目標が設定をされておりまして、

最終となる平成２４年度において特定健診受診率

６５％、特定保健指導実施率４５％となっており

ます。一方、特定健診と同じく平成２０年度から

始まった後期高齢者医療制度でありますが、その

財源は５０％が国などの公費、１０％が加入者の

保険料負担、残る４０％が若い世代からの支援、

すなわち後期高齢者支援金という形で国保などの

保険者ごとに納める仕組みとなっております。現

在重要な課題となっているのは、医療費の増加で

ありますが、このままでは若い世代の負担も公費、

すなわち国民の負担もふえ続けることになること

から、保険者ごとに医療費適正化への努力が強く

求められております。そこで、特定健診の受診率

向上が医療費適正化につながるという基本的な考

え方から、努力して目標達成した場合には支援金

の減算、達成できない場合には加算される、いわ

ゆる努力誘導策が支援金加算、減算の仕組みでご

ざいます。

次に、本市における影響額でありますが、現状

法令で定められたルールでは、目標が達成できな

い場合、支援金が１割加算ということになりまし

て、平成２２年度決算で試算をしますと加算額が

おおむね０００万円程度ということになります。

以上の点を踏まえて、今後も国保高齢医療係との

連携を密にし、地区の保健推進委員の協力、さら

には先進地の事例も参考としながら、さまざまな

機会を通して受診率の向上、生活習慣病予防対策

に努めてまいりたいと考えております。

男女共同参画社会の形成についてお答え申し上

げます。経済の低迷、少子高齢化、急激な情報化

社会、国際化の進展などによって社会環境が変化

をし、男女一人一人にさまざまな生き方が求めら

れております。しかし、現実の社会環境は従来か

らある男女の固定的役割分担意識を払拭できず、

女性や男性の多様な生き方を阻害する要因となっ

ております。これらの多様な生き方に対応するた

めに、行政、市民、企業が一体となり、男女が社

会の対等な構成員として互いに人権を尊重し、性

別にとらわれることなく、みずからの意思により

社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保

される必要があります。このため本市では、平成

２０年３月に男女共同参画社会の実現に向けた意

識改革、家庭、地域、職場における男女共同参画

の促進、健康づくりと福祉の充実、この３つの基

本目標から成る名寄市男女共同参画推進計画を策

定をし、市民で構成をする名寄市男女共同参画推

進委員会のもとで取り組みを進めております。さ

らに、推進計画に基づく実施計画では９８の事務

事業を定め、各部局で取り組みを進めており、毎

年度事務事業評価による検証作業を実施をしてお

ります。平成２３年度の評価結果については、肯

定的な評価が９５事業、より積極的な取り組みを

求める評価が３事業となっております。男女共同

参画社会の実現は、市民生活のあらゆる分野にか

かわる課題であり、広く市民や民間団体、企業、

地域社会の理解と協力が必要です。このことから、

今後とも広報紙や市のホームページによる啓発活

動、講演会やワークショップによる意識高揚を図

るとともに、各種委員会等における男女比率など

市役所における男女共同参画の推進、さらには名

寄市男女共同参画推進委員会を初め各事務事業の

展開時における民間との連携などを一層強化をし

て、男女共同参画社会の推進を図ってまいります。

大項目５番目の農業振興について、６次産業化

の取り組みについての質問がございました。農林

水産省では、雇用と所得を確保し、若者が地域に

定住できる社会の構築を目指して、農林漁業の生

産と加工販売の一体化や地域資源を生かした新た

な産業方針を促進をするため、農山漁村の６次産

業化を推進をしております。また、地域資源を活
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用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地

域の農林水産物の利用促進に関する法律、いわゆ

る六次産業化法を定め、資金面も含め事業の後押

しを図っております。名寄市においての事例とい

たしましては、先駆け的には農村女性グループに

よる地場野菜等を活用し、付加価値をつけて販売

をしたみそ、漬物、あるいはもち加工販売、ひま

わり油、生産者によるトマトジュースの生産、販

売が挙げられ、雇用の創出と地域経済に貢献をし

ております。さらに、札幌にあります化粧品メー

カーがひまわり油を活用した化粧品を作成中であ

ることなど、今後も６次産業化が進むよう経済団

体を含む関係機関、団体とも連携をしてまいりま

す。

農業集積等担い手対策について御質問がありま

した。戸別所得補償制度が導入をされると、担い

手への農地移動が停滞することが懸念をされてお

りましたが、名寄市における戸別所得補償制度導

入後の農地流動化につきましては、導入前の平成

２０年度が３１件、１２７ヘクタール、平成２

１年度が４５件、１３６ヘクタールの移動がご

ざいました。導入後の平成２２年度は３１件、９

６ヘクタール、平成２３年度は２月末現在で３

０件、１０３ヘクタールの移動となっておりま

す。平成２２年度においては、若干移動面積が減

少しておりますけれども、戸別所得補償制度の影

響はないものと考えております。ただし、本州で

は農地流動化に停滞が起きていることもあり、国

では平成２３年度から畑作物を含めて完全実施さ

れた農業者戸別所得補償制度の中にも中心となる

べく経営体の集積として、規模拡大加算措置が設

けられております。また、平成２４年度からさら

に一歩進める形で集積化を促進するための措置と

して、借り手側だけでなく出し手側に対する交付

金として農地集積協力金を面積に応じて交付する

制度が新設をされました。これらの対策の実行に

は、人・農地プラン、いわゆる地域農業マスター

プランの策定が市町村に求められておりまして、

名寄市でも５月末のプラン策定に向けて農家周知

等含め関係機関、団体と連携し、進めているとこ

ろでございます。

また、担い手対策として新規就農総合支援事業

が平成２４年度から創出をされ、新規就農者を確

保する観点から、就農後５年間にわたり助成措置

を講じるほか、就農前の研修期間に対する助成措

置も行われることから、名寄市担い手育成センタ

ーの機能を強化をし、農業振興センターも活用し

ながら、国の制度を生かす取り組みとするため、

関係機関、団体と連携をし、取り組んでまいりま

す。名寄においても農業者の高齢化や担い手の育

成等大変重要な課題であるとして受けとめており

ます。

以上、私のこの場からの答弁とさせていただき

ます。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大項〇教育長（小野浩一君）

目６の教育行政について順次御答弁申し上げます。

まず、全市的な小中学校の適正配置と学校施設

の整備についてお答えいたします。子供たちの良

好な教育環境を確保するためには、適正な規模で

学校教育が行われ、計画的な学校施設の整備を図

る必要があることから、平成２０年に名寄市立小

中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針

が策定され、この基本方針に基づき小中学校の適

正配置と施設整備の実施に向けた名寄市立小中学

校施設整備計画が策定されてきたところでござい

ます。この計画に基づきまして、名寄市街地区の

小学校については５校を４校に再編する検討を進

めてきましたが、中学校についてはある程度適正

な規模で生徒数が推移することから、将来的には

学校施設の整備に重点を置き、検討を進めたいと

考えております。また、風連市街地区や郊外、農

村地区においては、老朽化し、耐震化されていな

い施設を有する学校が多いため、今後の児童生徒

数の動向に配慮しながら、適正配置と連動した施

設整備を進めることが必要となることから、保護
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者や地域の方との合意形成を図りながら進めてい

きたいと考えております。

次に、学校給食に対する保護者の要望把握につ

いてでございます。学校給食会内に給食担当教諭

１５名とＰＴＡ給食担当１５名で組織する学校給

食献立検討委員会が設置されており、毎年６月、

１０月、２月の３回開催され、献立内容等につい

て検討をいただき、意見、要望を献立に反映する

場を設けております。そのほかでは、本年より各

学校に配付した給食連絡票に子供たちや先生の意

見なり要望なりを記載いただき、センターに届け

ていただくシステムを構築し、幅広く意見、要望

をいただく取り組みを開始したところでございま

す。また、平成２１年度において学校給食費の見

直しについてのアンケート調査を実施した折に保

護者の皆様から多くの御意見をいただいたところ

であり、献立の味つけなどを工夫をさせていただ

き、残食を減らす取り組みを行っているところで

ございます。

なお、学校給食の提供におきましては、栄養価

や彩り、バランスを考えた献立となっており、必

ずしも好きなものばかり提供される環境にはない

ということを御理解いただければと思います。

以上、私の答弁とさせていただきます。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をい〇１７番（山口祐司議員）

ただきました。まず初めに、財政健全化の取り組

みについて何点かといいますか、全体で何点か再

質問させていただきたいと思いますけれども、先

ほど熊谷議員のほうからも財政健全化に対しては

いろいろと御意見されていたわけでございますけ

れども、やはり国の動向によってかなり地方の財

政状況というのは変わってくる部分が多いのだな

というふうに思っております。そういう部分で市

民が名寄について言いますけれども、今回風連地

区もそうですし、名寄地区もこれから仮称の市民

ホールですとか、複合交通センターの関係もやは

り目に見えるハード事業というのがどうしても多

くなっている部分があるというふうに市民の方も

見られていると思います。そんな部分でやはり大

丈夫なのかなという、そういう不安が市民の中に

あるような気がしております。

それから、情報不足といいますか、財政面に関

しましても情報不足というのがやはり大きいので

はないかなというふうに思っています。やっぱり

数字の並んだのを見ると、最初からもう拒否反応

みたいな部分があるのですけれども、市民にわか

りやすい形での情報の提供というものがもっとも

っと必要ではないかなというふうに思っているわ

けなのですけれども、その辺再度質問をさせてい

ただきたいと思いますけれども。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

後期計画に当たっては、〇市長（加藤剛士君）

大型事業も含めて、いわゆる箱物と言われる事業

が多いことに対して市民の皆さんが漠然とした不

安を抱えているということで、なかなかそうした

ところでの情報がしっかりと行き届いていないと

いうことは議員御承知のとおりかもしれません。

御案内のとおり、先ほど来地域財政計画の推移も

含めて、その中でしっかりとある程度大きなもの

に関しては織り込みながらこの計画を進めている

ということで、一定程度そうした財政のこれから

のことも判断をしながら進めてまいりたいという

ふうに思いますし、なかなか数字の羅列では難し

いということでありますから、市民の皆さんによ

り一層わかりやすい工夫を表現も含めて、またさ

まざまな場面での発信の媒体も含めてぜひ検討し

てまいりたいというふうに思います。よろしくお

願いいたします。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。パソコンといいますか、名寄市のポータルサ

イトなどを見ましても、どうも字が小さいのもあ

りますけれども、年をとったせいもあるかもしれ

ないですけれども、平均かたいといいますか、も

っとやわらかい形での表現というのが必要でない
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かなというふうに思っていますので、そういうと

ころでの市民の理解を深めていくという部分も必

要だというふうに思っていますので、検討いただ

きたいなというふうに思っております。

それから、市長の折り返しの３大要素もそうで

すけれども、２年が経過して、先ほど熊谷議員の

ほうからも市長の姿勢は腰が低くて本当にいいよ

というお話もありましたけれども、今まで前半の

２年間というのは島元市長のそういう部分の引き

継がれた部分の仕事もあったというふうには思う

わけですけれども、これからの２年間はやはり自

分というものをもっと表に出されて、思い切って

市政運営に携わっていただければなというふうに

思いますので、よろしくお願いをいたします。答

弁は結構でございます。

特定健診の関係ですけれども、この質問は先ほ

ども言いましたように前回にもやったことはある

のですが、先ほどから数字を聞かせていただいて

いますと６５％にはほど遠いといいますか、最初

の意気込みから見ますとなかなか数字にあらわれ

てきていないのではないかなというふうに思って

います。全道的にはちょっといいのですか。平均

からしますとちょっといいようですけれども、全

国的に見るとやはり北海道は低いということにな

るのかなというふうに思いますけれども、この健

診の呼びかけに関しても保健推進委員さんとかい

ろいろ御苦労されているとは思うのですが、もっ

と数字を、数字を上げるためにやるわけではない

ですけれども、それぞれの個々の体のために受け

ていただくというのがいいことだというふうには

思うわけなのですけれども、受診率の上がらない

要因というのは何なのか、ちょっとお聞かせいた

だければなと。どういうふうにとらえておられる

のか教えていただきたいのですけれども。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員御指摘の〇健康福祉部長（三谷正治君）

とおり、非常に受診率が低いと。しかしながら、

全国平均より低いのでありますが、全道平均より

はやや高目ということであります。どのような方

策をとればこの受診率が高くなるかということの

御質問でありますが、６５％という数字は国が定

めた数字でありまして、基本的には全国の各自治

体がその目標に向かって今進んでいるところでは

ありますが、残念ながら実態に即した数字ではな

いという判断を我々はさせていただいています。

名寄市におきましても一つの例を挙げますと、が

ん検診の部分については６つのがん検診がある中

で、今５つのがん検診、子宮がん含めまして肺が

ん、胃がん等々含めまして、この全道の数字を見

ますと名寄市は全道で３５市中１番の数字を２科

目持っております。また、１７９自治体、市町村

の平均を見ますと名寄は非常に高い数字になって

おります。これは、やはりそれぞれ担当の努力も

ありますけれども、市民の意識が高いという評価

をしているのではないかと我々は判断しておりま

す。やはりこの低い数字は、現実国保の加入者を

対象にさせていただいている部分でありますけれ

ども、これは先ほど市長のほうから答弁させてい

ただきましたように、個人の健診に対する考え方、

一例を挙げますとそれぞれ人間ドックに行ったの

で、ことしは行かなくてもいいよだとか、私は例

えば脳検診行ったので、その部分はいいですとか、

個々の判断の部分が非常に影響されるところであ

ります。しかしながら、保健センターを中心に電

話、それから家庭訪問等々含めて日ごろより各地

域に入りながら健康の増進のために努力をしてい

るのが実態だと我々は判断しております。しかし

ながら、今言った二十何％を国で示します６５％

に上げるということは、目標も２４年度でありま

すので、非常に難しいと考えています。この部分

につきましては、やはり６５％の、このような言

葉で表現すれば適切ではございませんが、これは

無理ではないかという全国自治体からのお話も聞

いているところであります。しかしながら、６５

％いかなくても名寄市においては市民に向けて常

日ごろから健診の推進には一つ一つ努力をさせて
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いただいておりますので、ＰＲ不足もあるとは思

いますけれども、今後もさらに一人一人の自覚の

向上、啓蒙をさらに進めていくしかないと考えて

ございます。しかしながら、各市民におきまして

はそれぞれの事情もございますので、その部分に

ついては強制的にということはこの事業について

はできませんので、啓蒙については今後の本人の

健康はもとよりでありますが、今問題になってい

る介護の部分を含めてやはり自分で生きがいを持

った健康づくりを進めるのが健診の向上、また介

護の予防につながると考えておりますので、その

部分個々の課題はございますけれども、一つ一つ

少しずつではありますけれども、クリアしながら

進めていきたいと考えております。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。全国平均で３０％ですから、到底及ぶ数字で

はないですよね、これは。ですから、１割加算で

名寄が０００万円ぐらい負担増になるよという

先ほどの話ですけれども、これはもう全国的にな

くなってしまう可能性というのは当然出てくると

いうことですよね。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

特定健診実施率６５〇市民部長（土屋幸三君）

％、これ大変高い数字でありまして、この加算、

減算につきましては現在厚生労働省で実施方法も

含めて検討が行われているところであります。し

かしながら、今言った大変高い目標数値であると

いったようなことも含めて、全国市長会などでは

制度そのものの廃止を減算、加算について求めて

いるところであります。

なお、受診率等の向上については、今三谷部長

のほうからお話をしましたとおりあらゆる手段等

を講じて、上げる努力はこれはしていかなければ

ならないというふうに思っているところです。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。先ほども名寄市のポータルサイトの話をさせ

ていただきましたけれども、特定健診と保健指導

についてという項目があるのですが、名寄市の。

それがまた小さいのです、字が。それで、ほかの

市町村のポータルサイトの特定健診のこういう箇

所を見させていただいたのですけれども、もっと

わかりやすくて目立つといいますか、本当にもっ

と工夫をして市民に周知することが受診率の向上

にもつながるかなというふうに思っていますので、

この部分に関しても再度検討いただいて、見やす

い形にしていただければなというふうに、工夫を

していただければなというふうに思いますので、

よろしくお願いをいたします。

それから、もう一つお聞きをしたいのは、札幌

の先ほど言いました女性の兄弟の方が亡くなられ

ていた部分もありますけれども、札幌ばかりでな

くてやはり名寄市も高齢者の方が１人、２人で住

んでおられる家庭があるわけですけれども、ひと

り暮らしの家庭で７５歳以上を過ぎた家庭には定

期的に訪問をして状況を見ているような体制とい

うのはできているのですよね、これは。ちょっと

お聞きをしたいのですが。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今私のほうで進〇健康福祉部長（三谷正治君）

めさせていただいている７５歳以上で独居の方が

すべて月１回にというような形は現在は行ってお

りません。しかしながら、釧路ですとか札幌で起

きました痛ましい事故以降、北海道も中心に調査

を行いまして、名寄では２４名の方が調査の中で

出てきました。名寄の２４名につきましては、す

べて確認をさせていただきまして、そういう状況

はないという判断はさせていただいたところです。

今お話ししましたように、現実には今のところそ

ういう状態はないのでございますけれども、平成

２３年度で各セクター、各担当で行っております

高齢者ですとか障害者ですとか、そういうデータ

を今地域包括の部分で一つのデータに統一をさせ

ていただいて、そのデータをもとに要援護者台帳

を新年度から進めさせていただく予定になってご
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ざいます。要援護者台帳を作成する、その部分で

今言った、議員が言われるように６５歳ですとか、

それから６５歳でも１００歳の方でも元気でされ

ている方もたくさんおりますので、要援護者、若

くても要援護者という方はおられますので、現在

は手帳を持っている方だとか、病気を持っている

方が要援護者という認識で進めさせていただいて

おりますけれども、基本的にはやはり年齢関係な

しの要援護者の台帳を新年度に向けて作成をして、

その作成台帳にのっとってその対策を進めていく

ということで考えていきたいと今考えております。

以上です。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。表向きは大変お元気なのです。ただ、だけれ

どもあるときどこかわからなくなるといいますか、

忘れてしまうという状態の方もおられるので、そ

ういうふだんの生活には多分支障はないのだと思

うのですが、やはりそういう部分を隣近所も気を

つけて見てあげなければいけないですけれども、

見なければいけないとは思うのですが、それから

地元の企業ですとか、お店とか、そういう方たち

にもお願いをして知らせてもらうといいますか、

そういう体制も必要なのではないかなというふう

に思うのです。その時々で状態が違うとは思うの

ですが、そういう不思議に思ったときにやはり知

らせてもらえるような体制づくりというのは必要

だなというふうに思うのですが、その辺いかがで

しょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

見守りに関して、地域の〇市長（加藤剛士君）

みならずさまざまな企業も含めた支援をというこ

とで、今現在も既にこの庁内の中での公共サービ

ス、上水、下水に関してはそうした連携を行って

います。また、さらにはお話しのとおりいろんな

企業が考えられるのかもしれません、例えば郵便

局さんであるとか、新聞配達だとか。ただ、先般

何日か前でしたか、北海道新聞で北海道が北海道

電力さんとそうした協定を結べないかという打診

の中で、北海道電力さんが個人情報の開示の問題

があって非常に厳しいという、そんなやりとりが

あったという話もございました。そんな企業側の

そうした壁もあるようでありますけれども、今後

についてはそうした今お話しいただいたような企

業等も含めた連携ができないかということはぜひ

模索をしていきたいというふうに思います。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

確かに個人情報の関〇１７番（山口祐司議員）

係で難しい部分というのは当然あるのですけれど

も、やはりこれだけ高齢化が進むということは本

当に今まで経験はないわけですから、日本の国と

いうのは。だから、もっと急激にこれだけ高齢化

が進むという部分では本当に真剣に対応を考えて

いかなければいけないなというふうに思います。

これは、国もそうですけれども、それぞれの市町

村もやはり自分の地域のことですし、市民のこと

ですので、もっと本当に考えていかなければいけ

ないなというふうに思います。

次、男女共同参画社会についてお聞かせをいた

だきたいのですが、名寄市における女性の登用率

といいますか、これは平成１１年から名寄市は制

定をしているので、登用率の変化を数字でわかれ

ば教えていただければと思います。そんな１０年

前からのでなくてもいいですけれども、ここ近年

でも結構ですけれども。

暫時休憩します。〇議長（黒井 徹議員）

休憩 午後 ４時１８分

再開 午後 ４時２３分

それでは、答弁は後で〇議長（黒井 徹議員）

いただくということで再開をしたいというふうに

思います。

山口議員。

大変済みません。こ〇１７番（山口祐司議員）

の男女共同参画の部分ですけれども、ある新聞に

出ていたわけなのですけれども、過去５年間で女
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性の管理職がふえた企業ほど経営利益が伸びる傾

向があるというデータがあるそうなのです。これ

また１つだけではなくて、日本企業の競争力が低

下したのは人口の半分を占める女性の力を十分に

生かし切れないことが大きな原因だというふうに

新聞でも書かれているわけなのですけれども、名

寄市は市長が言われているように一つの企業とし

て考えるような形なのですけれども、やはりもっ

ともっと女性の起用を前向きに検討されるのがい

いのではないかなというふうに思うわけです。そ

の辺お考えがあれば。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

山口議員、大変申し〇副市長（佐々木雅之君）

わけなかったです。前回か、その前々回ぐらいの

ときの議会でのやりとりの中で、名寄市における

管理職の登用率と、それから各種市民委員会にお

ける女性委員の登用率については全道平均でかな

り上回った数字をやっていますということでお答

えしたことあるのですけれども、ちょっと具体的

な数字の関係については大変御迷惑かけますけれ

ども、後から提供させていただきます。

加藤市長も含めて実際に指示ありますのは、積

極的に管理職については適材適所、能力も含めて

登用しようと。その中におきましては、女性、男

性という区別はしないという形で作業を進めてお

りますので、管理職の中には今までは女性の中で

課長職までだったのが昨年の４月には次長職をと、

そういうふうに能力のある職員については男性、

女性問わず登用していこうと。そして、もう一方、

名寄市特有の課題であります年齢構成で、若干一

挙に大量退職になってしまって、そこの分の補充

の関係もございまして、今加藤市長になりまして

から積極的に若い職員を係長に抜てきとか、課長

に抜てきとか、場合によってはさらにその上の職

についてもということで考えておりまして、この

辺については名寄市は先進的に男女共同参画の趣

旨にのっとって管理職登用の関係についても市民

委員についても取り組んできましたので、４月の

人事異動も控えておりますけれども、それらも視

野に入れて現在作業を進めておりますので、ぜひ

御理解を賜りたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

済みません、ちょっ〇総務部長（扇谷茂幸君）

と資料手元にありませんでしたので。私どもの市

の一般行政職の管理職の登用率でありますが、課

長補佐以上のいわゆる管理職につきましては、一

般行政職なのですけれども、６７名おりまして、

そのうち管理職登用数につきましては５名という

ことになっておりまして、率にしまして４６％

でございます。３５市ありますけれども、その中

で登用率は実は決して低いほうではありませんで、

全道のうち８位ということになっております。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。全道的に見ても高いほうの数字だというふう

なことでございますけれども、先ほども言いまし

たように男性、女性、半分半分もいるわけですか

ら、そういう部分では男性、女性にこだわらず、

やはりそういう部分で進めていっていただければ

なというふうに思います。

それから、あと１つ、条例制定に向けての部分

がどこかにあったような気がするのですが、その

条例制定に向けてのお考えがどのように進んでい

るのか、あればお聞かせをいただきたいのですが。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

条例制定の関係につ〇副市長（佐々木雅之君）

きましては、スタートしてから１０年間の周知期

間を含めてということでお話をさせてもらったこ

とがあります。それがまた議会の議論の中でも市

民委員会の皆さんとこの間の検証をして、少し早

めるということも含めて検討をしたいというお答

えをさせていただいています。ただ、庁内的には

かなり議論が進みまして、周知活動についても毎

回広報に載っけたりはして努力をしているのです

けれども、なかなか民間企業の場合に従業員の数

も含めてちょっと課題もあるものですから、この
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辺につきまして具体的に新年度からさまざまな調

査も含めて市民委員の皆さん方の意見も聞きなが

ら作業を進めていきたいというふうに考えていま

す。

以上です。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、男女共同〇１７番（山口祐司議員）

のほうは一回おかせていただきまして、５番目の

農業振興の関係で質問をさせていただきたいと思

いますけれども、今回戸別所得補償制度の問題で

名寄市の場合は農地の利用とか集積に関しては影

響は出なかったというお話でございます。北海道

の場合は、やはり面積が大きいということで賃貸

をされているような方は余り、割合的に少ないの

もあるのかなというふうに、面積が大きいのでと

いうのがあるのかなというふうにも思います。あ

っせん状況にしましても３０戸前後ということで

ございますので、ほぼ影響はなかったのだなとい

うふうに思います。

６次産業化の取り組みの関係なのですが、先ほ

どみそ、漬物、それからもちですとかひまわり油、

トマトジュース、何例かの部分が名寄にもあると

いうことでございますけれども、国は６次産業化

という部分を打ち出して、これからの農業という

ものを振興させていこうという考えなのだろうと

いうふうには思うわけなのですが、ただ思った以

上に６次産業化という部分のハードルの高さとい

いますか、やはり農業者というのはいいものをつ

くって、つくることに専念をするといいますか、

そういう農業者ですから、それを加工して売って

いくという難しさといいますか、そんな簡単なも

のではないよというふうに思います。自分も農業

者ですから、そう思います。そういう方向に持っ

ていくためには、国だけではなくて、やはり名寄

市行政としてもっと底辺のバックアップというも

のが必要ではないかなというふうに思います。ノ

ウハウを教えるといいますか、そういう部分を研

修ですとか、そういうものの必要性といいますか、

あると思うのです。やみくもにそれをやって簡単

に売れるものではないというふうに思っています

ので、やるからにはやはりそれだけのノウハウを

ためて、そしてスタートするというような形でな

いとだめだと思うのです。ですから、そのために

はいろんな企業の方々から教えてもらうとか、そ

ういう体制づくりというものをやはり市としてつ

くってあげることがいいのではないかなというふ

うに思うのです。これは、国も道もそうですけれ

ども、もっと身近な市あたりがそういう部分でそ

ういう場所といいますか、ものをつくってあげな

いと、なかなか進んでいかないというふうに思う

のですけれども、いかがでしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

非常に難しい問題だなと〇市長（加藤剛士君）

思います。行政がどこまでこれ入っていくのかと

いう問題もありましょう。まずは、こうした６次

産業化というのは今それぞれ農水省あるいは道で

もさまざまな施策もありまして、こうしたことに

行政としてはアンテナを張ってマッチングをして

いくというような、コーディネートをしていくと

いうことをしっかりとやっていかなければならな

いだろうというふうに思います。また、商工会議

所等もこの地域ブランドの推進を強力に推し進め

ていただいていまして、そうしたところとの連携、

さらには農業者でなかなか今お話あったように資

本力あるいはマンパワーも含めて厳しい部分に関

しては、そうしたところとの結びつきや連携とい

うことも視野に入れていかなければならないのか

なと。さらには、何といってもやっぱり売れるも

のをつくっていくというか、販売をしていくとい

うことが、先にしっかりそこが担保されていない

とせっかくの取り組みも生かされていかないのだ

ろうというふうに思うのです。まずは、販売力を

しっかり高めていくことが行政としても求められ

ているのではないかというふうに思いまして、そ

うしたことを２４年度の観光振興計画等も含んで

ということになりますけれども、ぜひこれは強化
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をしていきたいというふうに思っていまして、う

ちだけでない、行政だけでなくて、商工会議所だ

とか民間とも連携をしながら、そういう体制づく

りにぜひ努めていきたいというふうに考えていま

す。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。本当に未知の世界ですから、農家にとります

と。加工することもそうですし、流通関係もわか

らないですし、農協に全部任せているのですから、

今まで流通なんていうのは。それ販売もわからな

い。どういう形で売ればいいかもわからない。だ

から、簡単なものではないということですので、

何とか名寄市のすばらしい農産物をそういう形で

販売できればなという部分もありますし、やはり

そういう部分で行政としてのバックアップを期待

をしたいというふうに思いますので、よろしくお

願いします。

次に、６番目なのですけれども、教育行政につ

いてお伺いをしたいというふうに思いますけれど

も、全市的な適正配置計画、名寄市内は５校から

４校という部分でなるという方向性が出てきてい

るわけなのですけれども、私この質問を何回もち

ょっとあなたしつこいよと言われるぐらいやって

いるのですが、ただ現実としてやはりもうあと五、

六年後の学校の生徒の数は実際わかるわけなので

す。それをそのままにしておくのが本当にいいの

かということなのです。確かに地域の理解も必要

ですし、それは当然わかるのですが、一番は子供

の教育に関してやっぱりその子のためにやってあ

げなければいけないという部分だというふうに思

いますので、適正配置計画ですとか、それから施

設の整備計画では地域と連携しながら、効率的に

計画的に進めていくというふうにしているのです

けれども、一歩踏み込んでどのような手法で進め

ていくのか、ちょっと再度お聞かせをいただきた

いと思いますけれども。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

お答えします。〇教育長（小野浩一君）

風連地区ですとか郊外、農村地区など、地域に

よりましては将来の子供たちの推移ですとか、学

校の老朽化の状況などについての情報というのは

なかなか把握できないということも私ども十分承

知しております。したがいまして、今後もし地域

から要望があれば、その地域の課題や将来の教育

のあり方などについて共通認識に立つという視点

で、教育委員会としては適正配置や学校施設の設

備について語り合う場、これを設定するなどして

対応していきたいなと、そんなふうに思っていま

す。よろしいでしょうか。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。ちょっと一歩踏み込んでいただけたのかなと

いうふうに思います。何とか自然消滅を待つ、ち

ょっと言い方悪いですね。ほうっておくのではな

くて、それもちょっと変な言い方だな。やはり委

員会としてちょっと一歩踏み込んでいただけると

いうお話ですので、何とか地域に入っていただい

て、お話をしていただければなと思います。よろ

しくお願いいたします。

それから、給食関係のことでございますけれど

も、これも何度か前回質問させていただいたこと

あるのですけれども、名寄の場合にはかなり地場

産のものが使われているというふうに思うのです

けれども、現在何％ぐらいの地場産のものを使っ

ておられるのかということと、それから何年か前

から米粉でパンをつくっていると思うのですが、

それ今も続けられているのか、その辺ちょっとお

聞かせをいただきたいと思います。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

学校給食の食用食材の〇教育長（小野浩一君）

納入についてでございますけれども、米飯は１０

０％風連産米を使用しております。一昨年から２

年間の期限つきで農林水産省から採択を受けた地

場農畜産物利用拡大事業の影響や平成２２年４月

から学校給食法の一部改正もありまして、地場産
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使用率は平成２２年度の実績で６３％となって

おります。全道的に見ても高い水準と言われてい

るようでございます。給食における米飯の回数に

ついては、道教委では週に３回を基準としており

ますけれども、名寄市においてはもとから４回か

ら５回の提供となっている実情でございます。

次に、昨年４月から地元産米の消費拡大の対策

として開始しました米粉パンにつきましては、児

童生徒の評判もよく、残す子供も少なくなったと

いう連絡を学校からいただいているところでござ

います。ただ、米粉パンにつきましては気温に影

響されるということでございまして、夏場の使用

が難しいと。それで、秋口から冬場の使用に限ら

れるということですので、使用回数はおおむね年

８回程度ということで、通常のパンを８回、それ

からもち粉パンというのですか、モチ米の。もち

粉パン、これを３回提供することとしております。

今後におきましては、評判のいい米粉パンですの

で、使用回数をふやしていくような、そんな検討

をしてまいりたいと思っております。よろしくお

願いします。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。米粉パンのほうは、最初つくられたときに一

度試食させていただいたのですけれども、結構お

いしいパンだなというふうに思っております。

地場産の使用率が６３％ということで、かな

りこれは近隣から見ましても高い数字なのかなと

いうふうには思うわけなのですけれども、何とい

いましても地元のものを食べて、よく身土不二と

いう、人と土は一体であるという４文字の熟語と

いいますか、人と土は一体である。人の命と、ま

た健康は食べ物で支えられているということなの

ですけれども、そしてその食べ物は土から育って

いる。ですから、人の命と健康は土とともにある

のだよと。地元でとれたもので食べることが一番

体にいいのだよということだというふうに思うわ

けですけれども、医食同源もそうでしょうけれど

も、同じような意味だと思いますけれども、今後

とも地元の食材を有効に使っていただいて、基幹

産業が農業である名寄市でありますので、子供た

ちにもやはりそういう部分で理解をしていただい

て、食育の部分を進めていただければなというふ

うに思います。

ちょっとまだ時間がありますけれども、これで

質問を終わらせていただきます。ありがとうござ

いました。

以上で山口祐司議員の〇議長（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 ４時４３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 宗 片 浩 子
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