
－117－

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１３日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１９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

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（１名）

１６番 谷 内 司 議員

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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本日の会議に１６番、〇議長（黒井 徹議員）

谷内司議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

９番 佐 藤 靖 議員

１９番 東 千 春 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成２４年度市政執行方針から安心して健やか

に暮らせるまちづくりについて外１件を、川村幸

栄議員。

おはようございます。〇１番（川村幸栄議員）

通告順に従いまして、質問をさせていただきます。

まず最初に、平成２４年度市政執行方針から安

心して健やかに暮らせるまちづくりについて伺い

ます。１月２０日、札幌で４０歳代の姉妹が３回

も区役所の保護課に相談に訪れていたにもかかわ

らず、遺体で発見されるという痛ましい事件が発

生いたしました。その後も地域で孤立し、死亡し

ていた事件が起きています。名寄ではこんなこと

はないでしょうね、こんなことが起きないように

頼みますよ、こんな不安の声が寄せられていると

ころであります。孤立死、困窮死をさせない、安

心して健やかに暮らせるまちづくりが急がれます。

そこで、高齢者福祉の充実についてですが、災

害時要援護者支援の確認、徘徊高齢者ＳＯＳネッ

トワーク事業が進められていますが、高齢者のひ

とり暮らしや高齢者夫婦などの安否確認、生活実

態調査が必要ではないでしょうか。介護認定の申

請、更新の状況把握も必要です。福祉、介護サー

ビスから外れた世帯にこそ、対応と支援が必要に

なります。地域包括支援センターや民生委員の皆

さん、市の職員の訪問などを重ねることを強く求

めるものですが、お考えをお聞かせいただきたい

と思います。

次に、障害者福祉の推進についてです。障害者

の孤立防止が必要です。家にこもりがちになり、

みずから積極的に地域とのつながりを求めること

は少ないと言われています。日常的な孤立状況を

なくすためにも、就労支援が重要です。また、ひ

とり暮らしは難しく、グループホームなどへの入

居を希望する声も多いといいます。支援について

のお考えをお聞かせください。

次に、子育て支援の推進について。育児不安や

育児困難等から成る虐待予備軍の早期発見と適切

な援助体制の整備、虐待発生予防等の対策が強く

求められます。そこで、全市町村に配置されてい

ます要保護児童対策地域協議会とおやおや安心サ

ポートシステムについて、さらにあらゆる角度か

ら検証するケース検討会議の状況についてお知ら

せをいただきたいと思います。

４つ目に、地域福祉の推進について。住民福祉

の向上に努めると述べられていますけれども、生

活困窮による料金滞納で、ライフラインの供給停

止を放置させてはなりません。生活基盤の崩壊で

生きる意欲の喪失につながります。ライフライン

の継続確保が求められます。滞納対策を生活再建

と位置づけ、回収で済ませることなく、生活再建

への支援が必要です。セーフティーネットである

生活保護制度の周知の徹底が望まれます。生活保

護世帯とそれに準ずる世帯を支えるために、生活

保護ケースワーカーだけでなく、支援員の配置な

ども必要になります。名寄市では、生活保護ケー

スワーカーは定数が３名のところ４名が配置され

ています。相談しながら申請に至らなかった人、

保護を廃止した人のその後の生活実態の追跡調査

も積極的に行っていただきたいと思います。お考
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えをお聞かせいただきたいと思います。

２つ目に、平成２４年度教育行政執行方針から

健やかな体の育成について伺います。教育行政執

行方針で学校給食食材の安全性については、安全

で安心な食材の選定に細心の注意を払いながら、

地場の農畜産物を積極的に活用すると述べられて

います。日ごろから米粉パンなどおいしく安全、

安心な給食を提供していただいていることに感謝

を申し上げたいと思います。

東京電力福島第一原発事故後１年がたちました。

食への放射能汚染に対する不安が広がっています。

そこで、給食食材の放射能汚染に対する考え方を

お聞かせいただきたいと思います。

２つに、豊かな地域文化の継承と創造について

伺います。市内に点在する郷土の遺産や史跡を再

確認すると執行方針で述べられています。観光振

興計画の既存資源の洗い出しの中では触れられて

いない貴重な遺産である次の２件についてお考え

をお聞きしたいと思います。１つは、山田風車に

ついてです。健康の森に平成８年、名寄市開基９

０周年、市制施行３５年記念事業の一環として建

てられた風車があります。風力発電装置のすべて

を独自の技術で研究開発に活躍されていた名寄市

緑丘生まれの山田基博氏の偉大な功績をたたえ、

建設されたものであります。今は残念ながら故障

中で動いてはいませんけれども、市民に山田氏の

存在を知ってもらうとともに、夢を与え、青少年

の科学と情操面にも潤いをと設置されたといいま

す。山田基博氏が発明した山田風車は、唯一戦前、

戦後を通じて風力発電の成功例と言われ、海外か

らも高い評価を受けています。１年前の東京電力

福島原発事故後、自然エネルギーに対する関心は

非常に高まっています。小学生による小惑星発見

プロジェクトで宇宙への関心を高めたところです。

山田風車で自然エネルギーの活用など科学への関

心を高め、発明への夢を膨らませることにつなが

るのではないかと考えますが、お考えをお聞かせ

いただきたいと思います。

２つには、風連の歴史民俗資料館についてであ

ります。郷土の貴重な資料が数多くおさめられて

いる風連歴史民俗資料館ですが、名寄地域に住む

皆さんにももっと見てほしいと思っています。常

時見学可能となっておりますけれども、児童館ま

で申し出なければ見ることができません。敷居が

高く感じられます。冬期間は暖房もなく、非常に

寒いという状況であります。北国博物館と連携し

て見学期間を設けるなどの工夫も必要ではないか

と考えますが、お考えをお聞かせいただきたいと

思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようござい〇健康福祉部長（三谷正治君）

ます。私のほうからは大きな項目１を、大きな項

目２につきましては教育部長からの答弁とさせて

いただきます。

大きい項目１、平成２４年度市政執行方針から

安心して健やかに暮らせるまちづくりについて、

小項目１の高齢者福祉の充実について申し上げま

す。名寄市の６５歳以上の高齢者人口は、平成２

４年２月末で３０３人、高齢化率は２５％と

なっております。単身高齢者や高齢者のみの世帯

が増加している中、地域から孤立した状態で高齢

者が死亡することが社会問題となっております。

この問題は、今後の人口動向及び家族やコミュニ

ティーの役割が変化する中で、一層深刻化するこ

とが予想され、早急な防止策が求められておりま

す。ひとり暮らしの高齢者などの見守りは、町内

会、地区の民生委員児童委員、さらには社会福祉

協議会においての町内会ネットワーク事業の実施

により、その地域で生活する高齢者などを支援す

るための見守り体制が進められております。また、

ひとり暮らしで生命に危険な症状を発生させる重

い持病を抱える高齢者に対し、急病など緊急事態

が発生した際、消防署へ通報することができる緊

急通報システムの設置事業も行っているところで



－120－

平成２４年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第３号

あります。しかし、これらの見守りはそれぞれが

有する独自の情報をもとに行われており、情報の

共有が図られていないことから、だれからも見守

られていない高齢者もいるといった状況が想定さ

れるところであり、だれもが地域で安全、安心に

暮らしていける社会づくりを目指していくために

は、行政を初め地域のさまざまな方々が互いに助

け合い、見守り合うという取り組みが必要と考え

ております。高齢者の実態把握につきましては、

要援護者台帳管理システムを活用し、平成２４年

度から見守りが必要な要援護者の把握に努めてま

いりたいと考えております。

次に、要介護認定の更新の対応で、介護サービ

スを利用している方については、介護保険施設や

指定居宅介護支援事業所が本人の依頼に基づいて

更新の代行申請等を行っております。また、介護

サービスの利用がない方については、更新のお知

らせを文書にて認定者本人に通知をしており、こ

れによって更新をされる方や窓口や電話の問い合

わせを受け、認定更新について説明を行っている

ところであります。しかし、通知後も連絡がなく、

更新しない方も年間５０名程度おります。この中

には、介護サービスの必要性がなくなった方もい

るとは思いますが、文章の内容がわからない方や

郵便物の確認をせずに更新の期限を過ぎてしまう

ことも考えられることから、今後はそのような方

に対して再度電話等で本人の状況の確認を行い、

必要に応じて地域包括支援センターや民生委員児

童委員などと連携を図っていくことを現在検討し

ており、孤立死等を未然に防ぐための一つの対策

と考えております。

次に、小項目２の障害者福祉の推進について申

し上げます。本年度第３期目になります名寄市障

害福祉実施計画を策定し、目標年次の平成２４年

から２６年までの３カ年について各種サービスな

どの事業量を見込みました。策定に当たっては、

市民アンケート、福祉懇談会、障害福祉関係事業

所との懇談会など意見、要望を聴取し、利用者ニ

ーズを取り入れてまいりました。

なお、現在施行されております障害者自立支援

法が平成２５年８月に廃止の予定となっており、

新たな福祉制度による支援策が検討されているこ

とから、国の動向を注視しながら対応してまいり

たいと考えております。

障害を持つ独居世帯の状況につきましては、住

民基本台帳上では重度障害者で２２０人ほどおり

ますが、生活実態とは必ずしも一致しない状況に

あります。札幌市で発生した知的障害を持つ姉妹

が孤立した事件以後、当市では重度の知的、精神

障害者でサービスを利用していない方について民

生委員児童委員の協力を得てその安否の確認を行

い、全員の生活状況が確認されたところでありま

す。現在重度の身体障害者などを含め、サービス

未利用の抽出作業を行っておりますので、整理で

き次第状況調査を実施する予定になっております。

グループホームの支援につきましては、知的障

害者のグループホームへの入所希望者が約２０名

程度待機状態であると市内事業所より報告を受け

ております。平成２４年度には、民間によるグル

ープホームの整備計画が複数あると聞いておりま

すので、名寄市障害者ケアホーム・グループホー

ム整備事業補助金交付要綱に基づき支援をしてま

いりたいと考えております。

また、並行して一般就労への支援も強化してい

かなければならないと考えております。経済状況

低迷により、一般の就労先の確保も難しい時代に

ありますが、ジョブコーチ制度を利用しての就労

支援やハローワークとの連携、事業主及びなよろ

地方職親会との協力と連携を図りながら推進して

まいりたいと考えております。

次に、小項目３の子育て支援の推進について申

し上げます。児童虐待に関する相談件数は、全国

的に増加をしており、平成２２年度上川振興局管

内では相談処理件数及び虐待通告件数も過去最高

となっております。平成１２年に児童虐待防止法

に関する整備がなされ、通報、相談、支援の取り
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組みが進み、社会に周知されるようになり、住民

の意識が高まったものと考えております。本市に

おきましても児童虐待による相談件数は増加傾向

を示しており、平成２０年２月に児童虐待の未然

防止、早期発見等のため、保育所、幼稚園、学校、

教育委員会、保健センター、民生委員児童委員、

警察、医療機関、保健所、法務局、児童相談所な

どの地域の関係機関、団体等の関係者が連携を図

り、協力して取り組んでいくことが重要であるこ

とから、児童福祉法第２５条の２第１項の規定に

より名寄市要保護児童対策地域協議会を設置いた

しました。同協議会では、代表者会議、実務担当

者会議を開催し、定期的な情報交換を行い、個別

のケース検討会議では要保護児童の具体的な支援

の方法を関係機関と情報の交換を行いながら、そ

れぞれの役割分担、見守り、予想される課題等を

検討してまいりました。ケース検討会議では、迅

速な対応が求められることから、今後も適正に対

処をしてまいりたいと考えております。

おやおや安心サポートシステムにつきましては、

平成２２、２３年度の北海道の要保護児童対策地

域協議会の機能強化事業であり、育児支援力の強

化、虐待発生予防、療育支援体制の整備を行う事

業で、この事業には市立３保育所が平成２２年、

２３年度で参加し、保育所の子育て支援機能を活

用し、保健所、名寄市立大学社会福祉学科の協力

のもと、保育所での支援の取り組みを学び、現状

を点検、評価を行いました。このことにより、母

子保健と保育所が連携し、要支援家庭、要支援児

への支援体制づくりに努めているところでありま

す。

子育て支援センターでは、保健センターと連携

を図りながら、孤立しがちな家庭への訪問など、

今までの支援とあわせて出向いていく支援事業の

実施を予定しております。また、平成２４年度か

らは現在休止をしている風連日進保育所を活用し

ながら、子育て世代の親がお年寄りや地域の方々

の協力を得ながら、子育てを楽しめるよう新たな

子育て事業を実施し、サポートしてまいりたいと

考えております。

次に、小項目４の地域福祉の推進について申し

上げます。福祉行政の懸案事項の一つでありまし

た地域福祉計画を今年度策定することができまし

た。多くの市民、関係者の方々からの協力により、

新名寄市総合計画後期計画との整合性を図り、ま

た名寄市社会福祉協議会で策定しました名寄市地

域福祉実践計画と連携したものとなっております。

平成２４年度から事業の具現化、実行へと着手い

たしますが、地域福祉根幹となるすべての人の幸

せを願う福祉の心の醸成にはまだ多くの時間がか

かると考えております。孤立した人や世帯をなく

すためには、地域の方々の協力が不可欠であり、

見守りによる安否確認体制を構築するのは現在行

われている町内会ネットワークを基盤とした事業

の推進を考えております。潜在する要援護者の発

見には、民生委員児童委員、町内会の協力を得る

ことはもちろんですが、ライフラインを供給する

公的機関との連携や宅配業者など、直接本人と接

触を持つ機会のある事業所の協力のもと、発見に

結びつく例もありますので、関係する事業所との

連絡体制を強化してまいりたいと考えております。

将来の生活不安による相談件数が増加傾向にあ

ります。すぐに生活保護に結びつくケースはまれ

ですが、生活保護制度の内容を聞きに来られる方

も多く、その要因は収入減によるものが多くを占

めております。長引く不況の社会的な問題を背景

に民生委員児童委員の方への負担が多くなってい

るのも事実であります。なり手がいない状況は、

全国的な問題でもありますが、当市においては９

８人全員が充足されていることから、今後民生委

員児童委員の本来の業務が遂行しやすい環境を整

理してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目２、平成２４年度教育行政執行方針について、
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その中から小項目１、健やかな体の育成について

にかかわりまして、原発事故に関連した給食用食

材の安全性についてお答えを申し上げます。

児童生徒の健やかな体の育成を図るため、学校

給食においては安全で安心な給食の提供に細心の

注意を払いながら、地場の農畜産物を積極的に活

用をしております。学校給食用食材の選定におい

ては、一義的には地場の農畜産物を使用すること

とし、生産時期の問題から地場の食材が入手困難

な場合には道内産の食材を使用し、道内産でも入

手が困難な場合には道外産を使用することで、国

内産の食材にこだわった安全で安心な給食の提供

を行っております。しかしながら、昨年３月１１

日の福島原子力発電所の事故の影響から、冬期間

及び端境期の学校給食用食材の購入に当たっては

一部北関東を中心とした東北、四国、九州等で生

産された野菜類を使用せざるを得ない状況にある

ことから、食材の放射能汚染に関し細心の注意を

払う中で使用しているところであります。食材の

放射能汚染の状況把握につきましては、冬場や端

境期の使用に向け厚生労働省や農林水産省が行っ

ているモニタリング調査の結果をインターネット

等で逐次確認するなど、学校給食センターで使用

する食材の生産地のセシウム、沃素の状況を把握

をし、安全であることを確認した中、使用をして

おります。また、昨年９月から札幌市では福島県

及びその近隣自治体などから市内に流通する食品

を対象に放射性物質のモニタリング検査を実施を

し、インターネット等で公表していることから、

これらのデータも参考にしながら使用をしており

ますので、御理解を願いたいと思います。

次に、小項目の２、豊かな地域文化の継承と創

造についてにかかわる部分で２点の御質問をいた

だきました。１点目の山田式風力発電でございま

す。山田式風力発電は、名寄市出身の山田基博氏

が昭和１７年に電気の通じていない農漁村用に開

発した二枚羽根の小発電用風車で、戦後はその効

率のよさから道内のいわゆる戦後開拓農家の入植

の農家の方や東北の山村の自家発電用に数千台の

普及を見せたと言われております。高度成長期以

降は需要はなくなりましたが、その後のオイルシ

ョックのときには一時また注目を浴び、また風力

発電自体は昨年の原発事故でクリーンでソフトな

エネルギーとして再認識をされている分野でもご

ざいます。名寄市では、議員御指摘のとおり郷土

の出身者で世界的にも認められた山田氏考案の風

車を市民の方に知っていただくために、平成３年

からなよろ健康の森の整備事業にあわせまして日

進地区の丘陵地の一角に希望の灯の塔として山田

式風車を当時３基設置をし、その実績と青少年へ

の科学情操教育の振興を図ったところであります。

その後残念ながら老朽化のため、現在は１基が設

置されていますが、動いてはおらず、その当初の

目的どおりにはなっていない現状がございます。

また、名寄新聞社が刊行いたしました続々名寄百

話という文献には山田氏の実績が収録されており

ますけれども、一般の方にはその存在、それから

実績が知られていないのが実情でもあります。

次に、風連歴史民俗資料館の現状と利用促進の

考えについてです。風連歴史民俗資料館は、合併

以降は北国博物館の分館の位置づけで、原則とし

て常設の管理人は置かず、入館希望者があった場

合には入館をいただく施設として運用をしてござ

います。平成２２年度までは、隣接する場所に福

祉センターの生涯学習課の職員が入館者の対応を

しており、福祉センターの解体後は少し離れてい

ますが、風連児童会館内の図書館分館の方にお願

いをしておりますが、本来業務もあり、入館希望

者の方には不便をおかけしているのが現状であり

ます。利用者の状況につきましては、ここ３年ほ

どですけれども、平成２０年度で２８４人、２１

年度で１９２人、平成２２年度は４６人、これは

６月から１０月まで福祉センターの解体工事に伴

いまして休館した影響でございます。また、本年、

平成２３年度は２月末で８１人の利用状況となっ

ております。平成２２年当初には、閉校となりま
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した風連高等学校のメモリアルコーナーをロビー

に設置をいたし、１階の常設展示の一部も手直し

をしております。常時開館ではないため、収蔵庫

的な利用となっております２階部分については、

季節的には湿気対策等必要となっているという現

状もございますが、現在の利用状況と職員体制の

中では現状維持とならざるを得ないことを御理解

をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇１番（川村幸栄議員）

だきましたので、再質問をさせていただきたいと

思います。

安心して健やかに暮らせるまちづくりについて

でありますが、まず高齢者福祉の点についてです。

今回全国でいろんな事件がありまして、本当に皆

さん心を痛めているわけで、自分も含めてこんな

ことが起きないようにという思いは強くされてい

るのかなというふうに思っています。先ほど介護

申請の部分でいろいろ御説明がありました。文書

で、また電話でというようなお話でしたけれども、

ぜひ足を運んでいただきたいなというふうに思っ

ているところです。更新されなかった理由という

の、いろいろ先ほども介護が必要なくなった方も

いらっしゃるのではというお話もありましたけれ

ども、その理由というのは更新しなかったという

高齢者がいるということは自治体しかその情報は

持ち得ていないわけですから、ぜひ民生委員さん

にお願いするのもあるかもしれませんが、市のほ

うで積極的にかかわっていただきたいなというふ

うに思っています。やっぱりじっくり更新してい

ない理由の把握です。経済的な理由も多いのでは

というふうに考えるわけですが、その部分じっく

り聞いていただきたい。それで、その後必要な介

護はどういうものがあるのか、包括支援センター

等との連携もしながら、必要な働きかけや、また

支える仕組みづくりが必要ではないかというふう

に思っているのですが、この点についてお考えを

さらにお聞かせいただきたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

手帳等々の手続〇健康福祉部長（三谷正治君）

で、やはり先ほど答弁させていただきましたよう

に年間約５０件ほどいるということで実態を把握

させていただいております。その中には、先ほど

の答弁もあるように自立できてその手続を更新し

なくてもよくなった方もおられます。しかしなが

ら、先ほどの説明のようになかなか郵便物をその

ままきちんと熟慮しながら理解をして、次の手続

というもの、また家庭におられなくて郵便物がそ

のままになっているだとかという部分が見られる

のも事実であります。やはり基本的には、そのよ

うな人たちには議員がおっしゃるように出向いて、

内容を確認をして対応していくというのが本来の

行政サービスのあり方でないかと私たちも考えて

ございます。現在まで残念ながらそういう部分が

若干欠けていた部分は反省をしながら、先ほど答

弁のとおり今後におきましてはその部分は訪問す

るなり、またその内容によっては地域包括支援の

行政サービス支援に向けられる部分がございまし

たら、そのような対応を進めさせていただきたい

と考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ強化していただき〇１番（川村幸栄議員）

たいというふうに思います。これらの事件後は、

やっぱり道内の自治体でも高齢者の見回りや生活

実態調査を強化するところが非常にふえています。

今直接行ってくださいというふうにお話ししまし

たけれども、不在であったり、またうちは関係な

いというふうに拒否される方もいらっしゃるとい

うふうに思います。困難さは大きいとは思うので

すけれども、地域にある、先ほども言った支援セ

ンターであったり、民生委員の皆さんのお力であ

ったり、社会資本の活用していただいて、ぜひ進

めていただきたいと思います。

先ほど民生委員さんの話もありました。負担も

非常に大きくなって、本当に御苦労かけているな
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というふうに私の周りの皆さん見ていても思いま

す。そこをだからこそ、市が責任を持ってフォロ

ー体制をつくるということも強く求めたいという

ふうに思います。また、地域包括支援センターの

人員増などは国や道などにも強く要請していくこ

とも必要かなというふうに思っていますので、ぜ

ひここを進めていただきたいというふうに思いま

す。

障害者の福祉の問題なのですが、本当に一生懸

命取り組んでいただいているなというふうに思っ

ています。先ほどお話聞きましたら、２２０名の

ひとり暮らしの皆さん方全員を確認できたという

お話で、ちょっと胸をなでおろしているところで

あります。しかし、見えないところにもという部

分もあったりしますので、この動きを引き続きぜ

ひ進めていただきたいと思いますし、またグルー

プホームへの入居希望者が２０名の待機というこ

とであります。いろんな民間の方たちのところで

努力をされていますけれども、やはり行政の支援

が本当に待たれているところなのですが、この部

分についてもう一度お考えをお聞かせいただきた

いと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

グループホーム〇健康福祉部長（三谷正治君）

の支援につきましては、先ほどの答弁の中であり

ましたように現在の民間の部分で、今のお話の中

では３事業所から２４年度に向けて施設の整備を

図っていきたいというお話をいただいております。

２４年度中に完全にできるかどうかは、今のとこ

ろ予定でございますので、確定ではありませんが、

この３施設につきましては先ほど申しました名寄

市におきましては補助制度がございますので、そ

の補助制度にのっとりまして支援をしてまいりた

いと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

待たれているところに〇１番（川村幸栄議員）

支援をというところでは、やっぱり受ける側にと

っては本当に大きな喜びになるかなというふうに

思いますので、積極的な支援をお願いしたいと思

います。

次に、子育て支援なのですけれども、せんだっ

て虐待も含めてなのですけれども、やはり身体的、

精神的も含め、またネグレクトというか、放置の

問題も非常に気にかかるところであります。何日

も子供を１人でおうちに置いたままというような

こともあるとなると、先ほどから話ししている孤

立というところら辺につながるのかなというふう

に思って非常に気になるところであります。今御

答弁いただいた中で要保護児童対策地域協議会や、

またおやおや安心サポートシステム、これで随分

いろんなケース検討し、調査もしているというふ

うにお聞きしているところです。これは、道の保

健所のかかわりもあるということで、チェックリ

ストなども見せていただいたのですけれども、チ

ェックリストのサポート表、名寄市としての工夫

などもされてきたのかどうか、その辺もちょっと

お聞かせをいただきたいと思いますが。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員お話しし〇健康福祉部長（三谷正治君）

ましたように、児童虐待については４種類ござい

まして、それぞれ身体ですとかネグレクトという

部分がございます。名寄市においてもやはり法律

の改正によりまして通報義務ですとか、そういう

ものを含めて非常に多くなっているのが実態であ

ります。この部分につきましては、今議員お話あ

りました保健所も中心になって、関係機関でその

ケースごとにあればすぐケース会議を開催をして、

その対応を進めさせていただいていると。その中

の今のケース的な様式等につきましては、これは

そのケース会議または本体の会議におきまして、

協議会におきましてそれぞれ関係機関といろんな

情報で、このような形がいいだとかというのは意

見交換をさせていただいているのが実情でありま

す。ですから、現在この地区で児童に対しての虐

待の対応策としてはパーフェクトではありません

が、すぐ対応できているということ。特に警察を
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含めてすぐ連絡体制が今確立されております。で

すから、子供たちには、特に幼児も、それから園

児も、それから児童も生徒もという形で広いジャ

ンルでございますけれども、それぞれ各学校を含

めた形、警察を含めて、保健所を含めてという本

当に関係機関の皆さんが熱心にその協議会のほう

に参加をいただいて、いろんな情報をいただきな

がら、交換をしながら、いかにしてその子供に、

親に、家庭に一番ベストな方法をいつも模索して

いる段階でありますが、この部分のシステムはさ

らに皆さんの、特にこの協議会だけでは解決でき

ない問題でありますので、地域にも周知をさせて

いただいて、市民ぐるみで子供たちの虐待を未然

に防ぐような体制づくりを今後進めさせていただ

きたいと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

関係機関の皆さんと本〇１番（川村幸栄議員）

当に力を合わせていただきたいというふうに思い

ます。妊娠、出産期については、保健センターの

こんにちは赤ちゃん訪問等で細やかな支援をして

いただいているのですけれども、その後のお母さ

ん方、孤立させない取り組みが重要だというふう

に考えています。ちょっと調べたのですが、平成

２２年度旭川児童相談所での虐待に対する相談の

処理件数が２４６件あるのですが、相談の経路別、

どこに相談に行ってここに行ったかというところ

を見ると、警察が一番多かったのですが、次に都

道府県であったり、市の福祉事務所というふうに

なっていました。御近所だとか親戚というのがそ

の後になっているのです。だから、やっぱり行政

が頼られているのだということを示しているのだ

というふうに思っています。ですから、行政が担

う役割というのは非常に大きいなというふうに思

っているのですが、ここの部分についてお考えも

しあればお願いします。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在私の健康福〇健康福祉部長（三谷正治君）

祉部の中に相談員がございまして、今議員言われ

ましたように直接市のほうに相談も多うございま

す。しかしながら、今教育委員会が１１０番です

とか、それから各学校でその担当の先生がござい

ますので、その先生からの相談だとかということ

で、基本的にはもう年々多くなっているのが実態

であります。この部分につきましては、それぞれ

のケース、ケースが、いろんなケースがございま

すので、そのケース・バイ・ケースでございます

けれども、今の時点で対応がこの子供に対して一

番いい方法ということを模索しておりますので、

この部分につきましては関係それぞれの担当者と

綿密に連絡をとりながら、またその中では本当に

親子を離して児童相談所に子供を送致をするとい

うケースも実は昨年、一昨年と名寄市では２件ほ

どございますので、基本的にはやはりいろんなネ

ットを張りめぐらせて、行政である我々が中心に

なって関係機関と連携を図って対処するのが一番

だと我々も現在思って実施をしている段階でござ

いますので、さらに市民の皆さんの御協力をいた

だければと思っております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひよろしくお願いし〇１番（川村幸栄議員）

たいと思います。子供の虐待の中にも経済的な不

安から来る虐待もあるかなというふうに思ってい

るのですが、生活保護の問題です。この間、過去

５年間北海道で保護世帯の推移を見てみますと、

世帯数で２５％、人数で２１％の増になって

います。これは、社会情勢、経済状況の中でどん

どんふえているのだというふうに思っています。

このまま続けばますます保護世帯はふえてくると

見なければならないというふうに思っているので

すが、道全体でいうと生活保護のケースワーカー

さんが足りなくて、共産党の道議も随分ふやせと

いうふうに道議会でも取り上げているのですけれ

ども、なかなか受給者もふえているということで

追いつかず、９２％の充足率になっているという

中であります。このケースワーカーの配置は、市

の段階では受給世帯８０世帯に１名のケースワー



－126－

平成２４年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第３号

カーさん配置になっています。そういう中で名寄

市は、定数が３名という中で４名が配置されてい

るということであります。多いから減らすという

ことになっては困るというふうに私は強く思って

います。行財政改革という中で人員削減が進めら

れて、生活保護の相談や申請の枠を狭めるという

ことになっては困るわけです。また、ケースワー

カーさん１人が担当する部署、８０世帯、これは

郡部では６５世帯というふうになっているようで

すが、かなりの多い人数です。これをますますふ

えていく、負担を多くさせるということはとても

見逃すわけにはいかないというふうに思っていま

して、現在の４名の維持を強く切望するものです

けれども、この部分についての考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員の御質問〇健康福祉部長（三谷正治君）

のケースワーカーの関係でございますけれども、

名寄市が１８年に合併をしたときに、それまで旧

名寄市については３名、合併したことによって１

名増ということで、現在４名体制で進めさせてい

ただいているところであります。過去の経過を見

ますと、合併以降１９年度がピークで、その後現

在まで余り大きな増加はないということで、ここ

数年は同じような数字で推移をしている状態でご

ざいます。議員言われるように、国の方針では市

では８０、それから町村では６０程度ということ

で、現在町村並みの職員の配置ということで、受

給率も全道３２市中下から２番目ということで、

支給率は非常に名寄市は厳しいのではないかとい

う一市民の御意見もいただいているところであり

ますが、我々担当としては多くの職員で適正な事

務処理をさせていていると認識してございます。

それについては、受給になる、受給をするにはあ

る程度調査ですとか、それから支給までの時間が

ございますので、それのつなぎ資金と言ったら言

葉語弊ございますけれども、社会福祉協議会で名

寄市が２００万円で委託をしております生活資金

１世帯３万円という、こういう制度もございます

ので、そういうような制度も活用しながら、生活

保護受給者については毎年７０から８０件の相談

をいただきながら、そのうちで受給につながって

いるのは３件から５件程度というような数字も出

てございますので、今の体制が名寄市では特に毎

年上川振興局のほうから大がかりな監査が入って

ございます。この監査指導の中でも名寄市は適正

な指導をしているというお褒めの言葉もいただい

ている状況でございますので、この部分について、

しかしながら人員については私の立場で継続する

だとか、ふやすだとか、削るということは残念な

がら申し上げられませんが、この制度にのっとっ

た適正な処理は今後も続けさせていただきたいと

考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

４名維持することを強〇１番（川村幸栄議員）

く求めていきたいと思います。

今社会福祉協議会から支援金３万円借りられる

というお話がされました。これは、あくまでも貸

していただく３万円です。３万円借りたけれども、

返す当てがあるかというと、本当に困って相談に

来ているわけですので、私はここのところが非常

に疑問に感じているところであります。３万円貸

してもらえるので、まず社会福祉協議会へという

ことではなく、やはり生活の実態、じっくり相談

に乗っていただいて、申請をしていただくという

ことが私は必要だと思います。札幌の姉妹の場合

でも、生活困窮ということで３回行っています。

区役所は、申請の意思が示されなかったのだとい

うふうに言っています。ここでは、求職活動、一

生懸命働くように、働き口探しなさいというふう

に求めたり、また生活保護制度の全般について説

明するだけだったということです。やっぱり申請

されるかどうかの意思を確認するということも私

は必要だというふうに思います。保護課の窓口で、

これを申請窓口というふうにする。相談して帰っ

ていただくのではなくて、相談を受けてここで申
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請しますかと申請の意思を確認する。これが必要

だということで、そこを徹底したいというふうに

強く求めるものでありますが、この部分について

のお考えを再度お聞かせください。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

保護の申請につ〇健康福祉部長（三谷正治君）

きましては、国のほうでもそれぞれマニュアル等

の指針を示してございます。名寄市におきまして

は、面接、相談に来られましたときには面接記録

表というのをそのマニュアル等々に従いまして、

作成をさせていただいているところで、先ほどか

ら言っている年間七、八十件はそれぞれこの記録

表にのっとった数字でございますけれども、これ

につきましては議員お話しのとおり最終的には本

人の面談の結果の処置ということで、最後にはそ

の項目も本人の意思がある、ないという確認も項

目に入れさせてありますので、議員の御心配な部

分については今このようないろんな対応の中で処

理をさせていただいていると考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

２００８年の厚労省の〇１番（川村幸栄議員）

通達で、いささかの申請権の侵害もしてはならな

いというふうにあります。ですから、まず申請で

きることが必要であるということを強く求めてい

きたいというふうに思います。

時間もありませんので、次に移りたいと思いま

す。教育行政の給食の食材の問題なのですけれど

も、安全の確認を進めているというところなので

すが、道内においても食品放射性物質測定器の導

入を決めている自治体が今ふえています。例えば

釧路市では、来年度の予算に組み入れました。そ

れと、帯広市では今定例会で補正予算として一般

財源を使ってこの食品放射性物質測定器の購入を

決めています。名寄市としては、測定器の購入に

ついてどのようにお考えなのか、補助金の活用だ

とか、国民生活センターの貸与事業などの活用も

検討していただいて、購入に向けて前向きな対処

が必要かと思いますが、どのようにお考えでしょ

うか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

給食用食材の納入に〇教育部長（鈴木邦輝君）

関しましては、国や他の自治体が行うモニタリン

グ等の結果を注視して安全を確認しての使用とし

ておりますけれども、議員御指摘のとおり絶対的

な安心確保には至っていない状況にあると認識を

しております。本年４月からは、食品中の放射性

物質の基準値が改定をされまして、一部の野菜に

ついては１キロ当たり５００ベクレル以下から１

キロ当たり１００ベクレル以下に基準が厳しくな

ってきてございます。給食センターでは、本年２

月に上川管内１２共同調理場の状況をアンケート

調査をいたした結果、士別市では１月下旬から月

に１回もしくは２回の割合で納入食材１品目の放

射性物質の検査を実施しているということです。

また、剣淵町では検査機器の導入が検討を行われ

ている状況にありますし、議員御指摘のように道

内の他市では釧路市、岩見沢市で導入に向けて検

討の動きがあるとお聞きをしております。そうい

った意味では、徐々に関心が高まってきていると

いう認識をしてございます。検査機器導入に当た

りましては、厚生労働省と、それから農林水産省

が補助金を制度化をしておりますけれども、補助

対象を基本的には原発近隣１２都道府県に対して

補助要件を整備し、実施するということにしてお

りますけれども、北海道に確認いたしたところ、

補助対象を原発近隣１７都道府県に絞った表記は

ないということですから、今後において詳しい情

報の収集を図ろうと考えております。

また、国民生活センターでは放射性物質検査機

器の貸与について対策を講じているということで

ございますが、優先順位があるようで、昨年１１

月末現在で道内６の自治体が要望しているようで

すけれども、現在のところ未配分になっていると

いう状況であります。名寄市の給食センターでは、

食品の放射性物質の情報を的確に把握をして、納

入時には細心の注意を払い、安全な食材の納入に
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努めておりますが、今後においては道内の市町村

の対応状況等も見きわめながら、検査機器の導入

について研究をさせてもらいたいと考えておりま

す。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今新規制値の話がされ〇１番（川村幸栄議員）

ましたけれども、厚労省が２月２５日に発表した

基準値、発表と同時に意見募集も行っているので

す、厚労省が。それで、８７７件意見が寄せら

れた中で最も多かったのが今おっしゃったように

非常に厳しい基準値になったのですけれども、さ

らにもっと厳しくするべきだと答えた方が８７

７件のうち４４９件、子供に対してさらに配慮

した基準値にすべきとするが８１９件、新規制値

が厳し過ぎるのではないかという意見は５５件に

とどまっているということで、食に対する放射能

汚染の関心が非常に高いということで、道内の自

治体でも一般財源も使いながらということで、購

入を決めています。四、五百万円かかるという機

材ですけれども、やはり安全を担保される。それ

で、風評に流されないで確かな情報をというとこ

ろ辺ではやっぱりこういう機器購入して、市民の

皆さんにお知らせしていくということが必要では

ないかというふうに思っているのですが、再度お

考えをお聞かせください。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

原発の事故の部分に〇教育部長（鈴木邦輝君）

関しては、１年がたってもいまだにその影響は衰

える部分がございません。いろいろな分野で、国

民生活、特に食の安全にかかわる部分では影響が

及んでいるという認識を深めております。特に放

射線の基準値に関しましては、より厳格な基準値

の設定を求めるというのが一般的な動向になって

いるということを踏まえまして、教育委員会とし

ても安全で安心な給食を提供するためには機器の

購入の検討を含めて検討してまいりたいと考えて

おりますので、御理解いただきたいと思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

前向きに御検討いただ〇１番（川村幸栄議員）

きたいというふうに思います。

時間がなくなりました。山田風車のことをちょ

っと最後に取り上げさせていただきたいと思いま

す。自然エネルギーの開発などに、道内でいろん

な地域の自然エネルギーの開発、調査したり、ま

た取り組んでいる大友詔雄さんという方がいらっ

しゃるのですが、工学博士。著書に「自然エネル

ギーが生み出す地域の雇用」という中で、隣の下

川町のことなども細かく紹介されているのですが、

この中に山田基博さんのことを北海道が生んだ風

力発電の大天才と、こんなふうに紹介されていま

す。本当に私たちは、こういう大天才を先輩に持

った市民なのだというところら辺をもっと広く子

供たちにもいろんな形でお知らせする機会はある

のかなというふうに思うのですが、ぜひお知らせ、

伝えていっていただきたいし、また自然エネルギ

ーへの関心も深めていただきたい。そういった部

分でどのように取り上げていただけるか、ちょっ

とお考えがあればお聞かせをいただきたいと思い

ます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員御指摘のように、〇教育部長（鈴木邦輝君）

身近な必要性から発明の夢を膨らませて、風力発

電の分野ではその名が歴史上の位置を占めます山

田式風車でありますけれども、その意味では郷土

の人物遺産として再認識と、それから洗い出しに

相当する事例と認識をしてございます。ただ、現

在のところ環境教育であるとか、風力発電の啓発

に直接結びつける方策についてのその手段と方策

を示すまでには至っておりませんけれども、今後

は名寄市内には山田氏とかつて交流のあった方も

いるということを聞いておりますので、博物館等

で山田氏の資料につきましてまず周知に努めたい

と考えておりますので、御理解をいただきたいと

思います。

以上で川村幸栄議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。
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おはようございます。〇１０番（高橋伸典議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、質問をしてまいります。さきに行われ

ました各議員の中で重複する質問もございますけ

れども、よろしくお願いいたします。

まず、大きい項目１番目、孤立死への対応につ

いての質問をさせていただきます。本年１月、札

幌白石区のマンションで４０代の姉と知的障害者

の妹が孤立死した残念な事件が起きてしまいまし

た。姉は、２０１０年６月、２０１１年４月、２

０１１年６月に生活保護の申請を相談に区役所に

行かれたそうです。その際、雇用保険や就労支援

の時期のため、生活保護の申請にはためらいがあ

ったと担当者が言っておりました。当地域の民生

委員は、訪問対象は６５歳以上の高齢者か生活保

護者が対象者なため、姉妹が住んでいることは知

らなかった。知っていればちょっと会いに行くか、

訪ねたのにと言っておりました。また、北海道電

力、ガス会社への支払いを昨年夏より怠るように

なり、支払いの方法を相談したが、連絡が途絶え、

数回にわたり督促状を送付されたそうです。１１

月にはガス供給会社と面談でガス供給が停止、１

１月３０日に姉と相談、面会し、１２月１５日、

障害者年金がおりるからということで、とめて結

構と言われたそうです。しかし、その障害者年金

のほぼ全額は滞納した家賃に充てられていたそう

です。また、本年立川市では母親が突然死、４歳

の障害児の子供が死亡。ことしに入り、立川市の

その親子の死亡したところから２００メーターし

か離れていない場所で９５歳の父親、また息子の

２人が孤独死になっております。この問題でも自

治会長が２９日に訪れ、役所に連絡をした。２日

後に住宅公社が訪問、住宅公社からまた役所に連

絡し、その５日後に役所が訪問し、孤独死が発覚

したそうです。役所では、住宅公社が管理するも

のと考えていたのでというテレビ報道がありまし

た。このように名寄市で孤独死を防ぐためにも、

行政、町内会、企業の連携が重要となると思いま

す。

まず、１点目には、名寄市の福祉サービスや福

祉施設等のセーフティーネットを利用していない

高齢者、療養手帳を持っている障害者の状況につ

いてをお知らせいただきたいというふうに思いま

す。

２点目は、約０００人の高齢者と療養手帳所

持者９００名の生活実態調査について、名寄市

としての対応について理事者の御見解をお願いい

たします。

３つ目には、セーフティーネットを受けていな

い生活困窮者を行政で全員把握するのは限界があ

るというふうに思っております。その意味でも町

内会や民生委員、福祉協議会や業者の連携が必要

と思われます。生活困窮者への供給されているラ

イフラインを供給している業者、水道等を含めて、

行政に対して料金滞納等の生活困窮者に対して供

給停止にする際、市とも協議する体制づくりの考

えについて理事者の御見解をお願いいたします。

４点目は、孤独死に対しての名寄市の今後の対

応についてのお知らせをよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、大きい項目の２点目、自転車走行

環境の整備についてお尋ねをいたします。近年通

勤、通学、買い物等の手段として利用がふえてい

る自転車の利用者が急増しております。それに伴

い、夜間の無灯火運転、自転車乗車中の携帯電話

の利用などが原因となった自転車事故が相次いで

おり、死傷者も後を絶たない現状になっておりま

す。警視庁の調べによると、交通事故の総件数は

平成１１年から１０年間で約８７％減少してい

るのにもかかわらず、自転車と歩行者の事故は約

７％ふえております。現状は、車道を走るスペ

ースがなく危ないとも言われております。警視庁

は、昨年の１０月２５日、自転車交通に関する総

合対策を打ち出しました。自転車は車両であると

の位置づけを明確にし、車道を走行するよう促す
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対策に乗り出しました。しかし、現在全国の車道

の多くは安心して自転車が走行できる環境整備が

されているわけではないのが実態であります。自

転車走行環境の改善に対する対策は、警察だけで

はなく自治体、行政、民間を巻き込んだ、国を挙

げて取り組むことが重要であると考えております。

現在自治体の中には、自転車交通に関する条例を

制定するなど独自の対策に乗り出す自治体も出て

おりますが、多くの自治体は自転車レーンの白線

をつける補助金がないことから、さまざまな課題

が残されております。自転車事故の７割は交差点

で発生しており、その原因は自転車が歩道を走る

ことにより自動車ドライバーの認知ミスから、交

差点での自転車レーンを設けるよう叫ばれており

ます。本市の交差点の改善と自転車レーンの設置

の理事者の御見解をお願いします。

また、自転車の対人事故での賠償金額が高額に

なることが多々あり、心配されております。また、

加害者になってしまった場合の賠償にも対応でき

ないため、現状自転車購入時には盗難保険は言わ

れますが、交通災害は余り強く言われないのが現

実であります。昔名寄市でも交通傷害保険的な安

価な共同保険の推進について本市で進められてお

りましたけれども、今後も自転車交通に関する本

市の安価な共同保険推進についてのお考えをお知

らせいただきたいというふうに思います。

続きまして、大きい項目の３つ目、スポーツ観

光への取り組みについてお尋ねをいたします。加

藤市長の１丁目１番地、名寄市観光振興計画では、

基本理念の名寄市のすばらしい既存資源を見詰め

直し、市民にその魅力を自覚してもらい、名寄に

愛着と誇りを持ってもらうことにより持続的なに

ぎわいづくりを目指すとの理念のもと、基本目標

として交流人口の増加による経済効果の拡大と定

められております。交流人口をふやすためにもい

ろんな方法があると思いますが、近年まちおこし

のコンテンツの一つとしてマラソンなど市民参加

型スポーツイベントや観戦型スポーツイベントの

開催、あるいはスポーツ合宿、キャンプ誘致など

を実施することによりスポーツイベントを実施す

ることで生まれる経済効果、波及効果を各地域で

の自治体が注目を集め始めております。このよう

にスポーツを活用したまちづくりで新しい観光価

値の創造をつくっていくために、企業関係の宿泊

施設、観光施設、交通機関、旅行会社、飲食店、

商店や観光協会などを代表とした観光団体とスポ

ーツ団体との連携と協力を効率よく機能させるこ

とが必要と考えられます。これらのメンバーと行

政の連携が重要と考え、その意味でも企業、観光

団体とスポーツ団体の連携の現況の状況をお知ら

せいただきたいというふうに思います。

国レベルにおきましては、スポーツ基本法が２

０１１年６月に制定され、観光庁がスポーツ観光

推進室を設置するなどスポーツを取り巻く新しい

動きが活発化をしてきております。これから日本

の復興にスポーツと観光の果たす役割は大きく、

その両者が融合したスポーツツーリズムの一層の

推進が図られていくことが期待されております。

目的地に旅する明確な理由をつくり出していくこ

とをさらに意図的にスポーツとツーリズムを融合

させ、新しい価値と感動をつくり、新たなビジネ

ス環境をつくり上げているとも言われております。

地域活性化を目的としたスポーツイベントの開催

やスポーツの合宿、キャンプ誘致、スポーツ観光

などの取り組みのほか、各地域では市民参加の大

型市民マラソン、サイクリング大会、スキー大会

等々の開催の動きは市民の健康づくり、青少年育

成やスポーツ振興などの取り組みが行われている

中で、本市の市民の健康づくり、青少年の育成、

スポーツ振興の取り組みについてをお知らせいた

だきたいというふうに思います。

スポーツの分野で新たな観光、人口の拡大を図

るために、企業だけでなくスポーツツーリズムに

よる地域の活性化、経済、社会的、教育的な価値

を自治体の市長が理解し、推進を行い、地方公共

団体における観光計画とスポーツ振興計画の協力
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体制を構築し、交流人口の活性化を進めるために

は、スポーツ施設の整備も必要ではありますが、

大会などの魅力あるコンテンツをつくり、大会や

合宿誘致、プロスポーツの誘致などスポーツツー

リズムを進める連携を観光のまちつくりの定着を

進める中で、交流人口の拡大を図り、経済波及に

つながると思われます。スポーツイベントの誘致

に対する理事者の御見解をお願いいたします。

名寄市観光振興計画では、持続的なにぎわいづ

くりを目指し、この理念を踏まえて基本的な目標

を交流人口の増加による経済の拡大と定められて

おります。交流人口をふやすためには、いろんな

方法があります。近年のまちおこしでは、東京、

大阪、高松市はスポーツのイベントの誘致を積極

的に行っております。福島県では、海外からゴル

フ観光誘客、民間主体のアイデアを生かしたスポ

ーツツーリズムを推進する沖縄県、文化とスポー

ツと観光を一体化にしたカナダ、韓国がイベント

の開催を進めています。スポーツと観光の垣根を

超えた自治体や各種団体間の連携し、協力した大

会、合宿誘致、プロスポーツ誘致やシニアスポー

ツ、少年団、全道大会の誘致など観光のまちづく

りを進めるべきと考えますが、理事者の御見解を

お願いいたします。

最後の大きい項目、来庁者の申請、また相談へ

の対応についての質問をさせていただきます。昨

年の１月だというふうに思います、の話になりま

すが、市民が名寄、風連庁舎の各種申請に母親と

来庁、申請を終了したのですが、数日後市役所か

らはがきが、再度の連絡が着いたそうです。それ

で、再度申請に市役所に来た際、書類がないため

申請をやり直したということが起きたそうです。

そのような意味でも銀行などは、会社に来てある

書類を書いたり、持ち帰る際、その持ち帰る書類

の名前を書いたり、交わしたことを書いてカーボ

ン紙の伝票に写し、銀行員が保管、またお客さん

に渡すという方法で確認をされております。また、

市役所の職員は何年かには退職もされ、また何年

か後には部署を異動するということがあります。

部署で市民から相談に来て、相談したことを先ほ

どのカーボンのようにカーボン伝票に書き、記載

して相手に渡す。また、その方が数年後来ても部

署にいた人がほかの部署に行ってもその相談内容

がわかるという体制をつくることが重要であると

いうふうに考えます。その意味でもこの書類提出

確認伝票、また市民相談確認伝票の発行について

の理事者の御見解をお願い申し上げ、この場での

質問を終わらせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目１を、大きな項目２と４は市民部長か

ら、大きな項目３は営業戦略室長からの答弁とさ

せていただきます。

大きい項目１、孤立死への対策はの小項目１の

福祉サービスや福祉施設を利用していない高齢者、

障害者の状況について申し上げます。名寄市の６

５歳以上の高齢者人口は、平成２４年２月末で

３０３人、高齢化率は２５％で、７５歳以上は

３５８人、後期高齢化率は１５％となってお

ります。要介護者の認定者数は、平成２４年１月

末で第１号被保険者３０５人、６５歳以上７５

歳未満１３０人、７５歳以上１７５人、第２号

被保険者５０人、４０歳以上６５歳未満、合わせ

て３５５人となっており、このうちサービスを

利用していない要支援者は１０８人、要介護者は

１５５人で、合わせて２６３人となっております。

次に、平成２４年２月末現在の障害者手帳の交

付数ですが、身体障害者手帳の交付者数は４５

８人で、うち重度の方が６０２人、知的障害者へ

の療育手帳の交付は３２４人で、うち重度の方が

１１６人、精神障害者保健福祉手帳の交付者数は

１４７人で、うち重度の方が１６人、合計９２

９人に交付しております。これらの方々のサービ

スなどの利用状況ですが、施設入所を含む居宅サ

ービスを利用されている方は８８人、施設で６８

人、居宅で２０人となっており、その他日常生活
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用具の受給者２０１人、ハイヤー料金の助成を受

けている方が約４３０人など多くのサービスを利

用されており、その多くは重複しての利用のため、

サービスを一切受けていない方の数は把握するこ

とが難しい状況になっております。この点につき

ましては、世帯状況も踏まえ、本年４月から進め

ていく要援護者台帳の整備で取り組んでいく予定

になっております。

次に、小項目２の生活実態調査について申し上

げます。現在市で把握している住民個々の実態は、

各種福祉サービスを利用されている方に限られて

おり、潜在的な要援護者の実態はつかんではござ

いません。命のカプセル配付による情報や民生委

員児童委員、町内会等からの情報もありますが、

特に高齢者における独居生活の状況や認知症の進

行が危惧されているところであり、これらの方々

の情報提供は地域の方々にお願いをしていきたい

と考えているところであります。個人情報の保護

からも自発的に登録者を募る手挙げ方式による方

法も考えているところであり、今後も継続的な情

報収集のあり方について研究してまいりたいと考

えております。

次に、小項目３の電気、ガス、灯油、水道供給

業者と行政の連携について申し上げます。要援護

者の発掘には、民間事業者からの通報が大きな情

報源となっていることは言うまでもありません。

北海道としても電気、ガス等の供給業者に料金を

滞納している生活困窮者に対し、市への相談を促

してもらうよう要請しているところであります。

ただ、これらの供給者と利用者の間には月１回の

集金という接点があったものの、近年は口座引き

落としによる支払いが増加しており、接点が希薄

になっている現状にもあります。また、高齢者や

障害者の個人情報を業者の方にお知らせすること

もできないことから、現状では不審な点があった

場合には速やかに市や民生委員児童委員の方に通

報していただくことをお願いしているところであ

ります。潜在的な要援護者の発見は、電気、ガス

などのライフラインを供給する事業所、また郵便

や宅配に従事される方に業務に支障のない範囲で

地域コミュニケーションの推進からも自主的に声

かけの協力をお願いしたいと考えております。

次に、小項目４の行政の対応について申し上げ

ます。平成２４年度から要援護者台帳の整備を行

うに当たり、市で持つ個人情報に関係機関からの

情報を加え、できるだけ現状の実態を把握できる

ような情報管理システムの構築を考えております。

潜在的な要援護者の発見は、住民からの通報が一

番早く、また正確であると考えておりますので、

市では通報をいただきますと速やかに調査をし、

ケアが必要な方には該当するサービスを提供し、

将来的に支援が必要になると見込まれる方につい

ては民生委員児童委員、保健推進委員、町内会の

方々に協力を得て見守りを継続していきたいと考

えております。このような見守りの組織構築には、

名寄市社会福祉協議会が実施している町内会ネッ

トワーク事業で推進しているところであります。

現在町内会ネットワーク事業は、市内全８２町内

会中５６町内会で実施しております。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

いる地区でもあると思われますが、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。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇市民部長（土屋幸三君）

私からは、大項目２、自転車走行環境の整備につ

いて、それから大項目の４、来庁者の各種申請、

相談等への対応についてお答えをさせていただき

ます。

まず最初に、大項目の２、小項目、交差点の改

善と自転車レーンの設置についてであります。名

寄市内の歩道上の普通自転車の歩道通行可の箇所

は、現在２２路線で延長は約０００メートルで
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ございます。設置要望につきましては、自動車及

び自転車の通行量、歩道の幅員、周辺の施設等を

関係機関で総合的に検討し、警察署に要望し、最

終的に公安委員会が規制をかけているところでご

ざいます。議員御質問のとおり、自転車利用者の

ルール、マナー違反が増加していること、歩行者

と接触する事故が増加していることから、国では

昨年１０月に良好な自転車交通秩序の実現のため

の総合対策の推進についてを発表し、普通自転車

歩道通行可の交通規制の実施場所の見直しや交差

点での自転車横断帯の撤去を打ち出しております。

しかし、これらの危険性、緊急性を要するのは多

くは都市部であります。この総合対策では、車道

の交通量が多く、自転車が通行すると危険な場合

や歩行者の通行量が極めて少ない場合等は普通自

転車歩道通行可の交通規制を続けることとしてい

ます。名寄市においては、専用レーンの設置は交

通量、道路幅員等から当面必要性は少ないと認識

をしております。御理解くださるようお願いいた

します。

小項目の２、自転車保険、対人賠償についてで

あります。旧名寄市では、平成１７年度まで損保

会社と連携して市民交通傷害保険の取り扱いを行

っていましたが、加入者が減少し、損保会社から

も採算性の面で継続困難となり、廃止をした経過

がございます。自転車保険につきましては、現在

各種保険会社の商品がございますが、身近なとこ

ろでは市内の自転車店で購入時及び点検、整備を

行って交通安全マークを自転車に添付してもらう

ことによって、日本交通管理技術協会の交通安全

附帯保険に加入することができます。保険料は、

点検、整備料に含まれます。名寄市といたしまし

ては、過去の経過も踏まえ、市で取り組む考えは

現在のところ持っておりませんが、自転車保険の

加入促進に向けてこの交通安全マーク啓発活動に

努めてまいりたいと考えています。どうぞ御理解

くださいますようお願い申し上げます。

大項目の４、来庁者の各種申請、相談等への対

応についてお答えいたします。国、道の委託業務

等につきましては、全国、全道を統一した処理が

求められることから、御指摘のような受け付け処

理簿の備えつけが事務処理要領等で定められてい

ます。しかしながら、御質問のように日常業務の

中で市民と職員との間において行き違いが発生す

るということは、対応に問題があるものと思って

おります。職員は、日常的に担当の事務をこなし、

用語や目的を理解していても市民の方々が同様に

理解することは困難なケースが多々あります。職

員から一方的に説明するのではなく、必ず内容の

確認をする。内容を簡潔に整理した文書をお渡し

する。また、職員から市民のお宅に伺って手続を

行う等、市民の立場に立った丁寧な対応をするこ

とが行政のあるべき姿だと思っております。市民

と担当者間のやりとりにつきましては、各部署で

記録簿、処理簿で対処しているところであります。

内容が給付や負担といった金銭にかかわるものや

権利、義務の発生するもの等には複雑な手続や複

数の書類提出が必要なものもあり、口頭でお伝え

しただけでは二度手間、三度手間となることも容

易に想定をされるところです。各部署で事務事業

について再点検をし、受け付け簿を整備する、引

き継ぎを確実に行うなど職員の側の体制をしっか

りとしてまいります。また、市民の方にはわかり

やすい中身、様式で説明し、書類等をお渡しし、

再確認するといった体制に努めてまいります。課

内における会議や職員研修等の機会に改めて親切

でわかりやすい行政サービスのあり方について取

り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の３、スポーツ観光への取り組みについてお答

えをいたします。

最初に、小項目１、企業や観光協会とスポーツ

団体の連携と現状についてお答えをいたします。

スポーツ観光にかかわる本市での取り組みについ
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てですが、観光振興計画でも述べているように高

校、大学及び実業団の合宿の受け入れ及び各種ス

ポーツ大会の開催による交流人口の拡大を目指し

て取り組むことにしています。これらにかかわる

連携について、現在は各宿泊施設やスポーツ団体

から合宿やスポーツ大会に関係した宿泊者や参加

者数について半年ごとに観光協会へ情報提供して

いただいています。また、合宿及び大会関係者か

ら観光にかかわる要望があった際には、再度市に

お越しいただけるようアフターメニューの提供な

どの対応をしておりますが、学校や実業団への合

宿誘致の営業活動については民間企業による営業

努力に頼っているのが現状であります。合宿の受

け入れ状況については、平成１８年度の宿泊延べ

人数が５１２人で、平成２２年度には６７５

人と毎年減少しています。これは、経済状況の厳

しさにより企業の合宿団体者数及び宿泊日数の減

少によるものも要因の一つと考えております。こ

れまでは、主にスキー競技を中心としたスポーツ

関連の合宿でお越しいただいておりましたが、合

宿はスポーツに限らず、文化、教育、芸術などさ

まざまな分野の合宿がありますので、体育協会、

文化協会、サークルまたは民間企業や一般市民に

も働きかけ、情報の収集や発信を行ってまいりた

いと考えております。

また、本市の既存資源の優位性や天文台などを

含めたアフターメニューが掲載された合宿誘致宣

伝パンフレットなどの作成や活用が課題となりま

すが、他地域との差別化を図ることが本市で合宿

をする動機づけにつながっていくと考えておりま

す。

次に、小項目の２、市民の健康づくりと青少年

健全育成とスポーツ振興の取り組みについてお答

えをいたします。名寄市における各種スポーツ大

会の実施状況としましては、毎年開催されていま

す全国、全道規模の大会といたしましてサンピラ

ー国体記念サマージャンプ、名寄ピヤシリジャン

プ大会、クロスカントリー名寄大会、全日本コン

バインド大会、ピヤシリカップカーリング大会な

どが開催されており、広域的な大会としましては

憲法記念ロードレース大会、名寄―下川間往復駅

伝大会、アカゲラロードレース、また市民対象の

大会といたしまして市民水泳大会、市民スキー大

会、名寄ピヤシリ歩くスキー大会などのほか、体

育協会加盟団体による市民対象の各種大会が開催

されている状況です。平成２４年度におきまして

は、毎年開催されている大会以外に北海道銃剣道

選手権大会、全日本スポーツマスターズ男女ソフ

トボール大会北海道予選会が開催される予定とな

っており、憲法記念ロードレースは本年で６０回

を迎える記念の年となることから、著名人をゲス

トランナーとして招聘する予定となっております。

市といたしましては、体育協会等と連携を図りな

がら、各種大会や教室を開催し、市民の健康づく

りなどスポーツ振興を図るとともに、平成２１年

度からアスリートと交流事業としてホクレン女子

陸上部や北海道プロバスケットチーム、レラカム

イ、今年度はプロサッカーチームのコンサドーレ

札幌の選手等による小中学生等への教室を開催し、

青少年の健全育成に努めているところであります。

次に、小項目の３、スポーツイベントの誘致に

ついてお答えをいたします。厳しい経済状況の中

で、各地域において交流人口の拡大による経済効

果を図るための施策の一つとして、スポーツによ

る観光振興を表したスポーツツーリズムが注目さ

れています。スポーツツーリズムは、スポーツを

見る、することを目的とする旅行そのものや周辺

地域観光に加え、スポーツを支える人々との交流

など複合的でこれまでにない豊かな旅行スタイル

の創造を目指すものであります。本市には、ピヤ

シリスキー場、ピヤシリシャンツェ、健康の森、

サンピラー交流館などすばらしいスポーツ環境に

恵まれた既存施設があります。こうした環境を最

大限に生かし、スポーツを活用したイベント誘致

など新しい観光活用の創造を図っていくためには、

観光協会を初め民間企業、スポーツ団体、行政か
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ら成る連携、検討組織が必要であります。この連

携組織を担うものとして、本年４月に設立予定で

ありますオール名寄体制での検討組織の中にさま

ざまな観光にかかわるコンテンツごとの作業部会

を設け、その中でスポーツツーリズムの視点に立

ったスポーツイベントの誘致、さらにはスポーツ

イベントを支えるスタッフの育成、ホスピタリテ

ィーについても検討してまいりたいと思っており

ます。

次に、小項目４、スポーツを活用した観光まち

づくりについてお答えをいたします。スポーツを

活用した観光まちづくりにかかわる事業としては、

東京なよろ会が中心となって昭和６１年から首都

圏に限らず全国各地からスキーをキーワードに、

さらには平成１０年からゴルフをキーワードにそ

れぞれツアーを企画し、多くの方々を本市にお連

れいただいているところです。このように旅行商

品のスポーツをキーワードにしたメニューの活用

は行われてきましたが、スポーツと観光は実際に

はかなりの部分で重なり合っているものの、本市

で開催されてきた各種スポーツ大会もそれぞれ別

の概念と認識されたきた部分が多々あったと思い

ます。スポーツツーリズムという概念を念頭に各

種団体が中心となって開催されていますスポーツ

大会において、市外から出場される選手を受け入

れるまちとしてスポーツホスピタリティーに加え、

観光ホスピタリティーの要素を持っておもてなし

を取り入れていくことが必要となります。特に初

めて名寄市、本市にお越しいただける方は、名寄

を知ってもらうきっかけがつくられることであり、

来ていただいた季節以外にも魅力を提供できる資

源があることを周知することが再度名寄に来ても

らえる可能性が高くなるという意識を持って接し

ていくことが必要であると考えています。

また、新たなスポーツ大会の誘致についても広

域連携による各地域のスポーツ施設の有効活用を

含め、広域観光の取り組みの要素の中にスポーツ

ツーリズムの要素を加えながら、単体市町村だけ

ではなく、宿泊施設不足の現状も含め、上川北部

地域全体でスポーツツーリズムを検討していきた

いと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１０番（高橋伸典議員）

した。再質問をさせていただきます。

まず、孤立死についてさせていただきます。今

名寄では、約９２９名の方が障害者がおられる

ということで、また高齢者が３０３名と。今回

の孤立死の札幌の場合は４０代の方ですから、民

生委員だとか児童委員の方が見回ることができな

かったというのが現状だったと思いますし、役所

の対応としても失業したばかりで、この体制とい

うか、雇用保険の時期でもあり、また就労支援の

段階だったからあのような状況になったのかなと

いうふうに思われますけれども、やはりこういう

部分は起こってはいけないことだと思うのです。

先ほど言ったように、立川市はもう２００メータ

ー離れた方が二月で亡くなってしまうという、状

況をつくらないというのがやはり重要でないかな

というふうに思いますし、先ほどの９２９名、

きのう山口議員が代表質問でその調査をされて、

その関係の方が２４名確認されて大丈夫だったと

いうお話をされていましたけれども、この２４名

の方というのは知的障害の方で、年齢別にはわか

るのでしょうか。そして、先ほど４０代の方で民

生委員の方が見に行けなかったという状況がある

というふうに思いますので、きっと町内会でも今

の高齢者、６５歳以上の高齢者の方は見守り隊だ

とか、先ほど言った町内ネットワークの見守り隊、

声かけ隊が動いておられると思うのです。障害者

の方の養護の方の６５歳以下の方というのは現状

名寄ではどうされているのか、ちょっとわかれば

お聞きしたいなというふうに思うのですけれども。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

昨日の山口議員〇健康福祉部長（三谷正治君）

の回答の中で２４名という話をさせていただきま
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した。この部分については、大変申しわけないの

ですが、年齢別には把握してございませんので、

申しわけありません。しかしながら、この２４名

につきましては基本的には居宅で介護をされてい

る、施設に入っておられるだとかということで確

認をさせていただいたところであります。

それと、６５歳未満の若手の方ということのお

話でございますけれども、現在今の名寄市の福祉

サービスの中では、基本的には生活保護は年齢に

関係ございませんので、その部分はあれですけれ

ども、今言った各障害者ですとか、精神障害者含

めて障害者、それから高齢者を含めて、年齢制限

等々で法で整備されている段階でありますので、

この分についてはやはりどの方が精神の手帳を持

っているというのは数はわかりますけれども、一

般市民の方、町内会の方がそれを把握するという

のは非常に難しい問題ではないかと考えておりま

す。しかしながら、先ほど答弁でもお話ししまし

たように、要援護者台帳のシステムを今整理をし

ている段階でありますので、これについてもそれ

ぞれの法律の中の範囲のということで、行政で把

握しているデータをバックアップをさせていただ

いて整理していくということでありますけれども、

その部分につきましてはやはり地域住民の皆様方

が常日ごろのつき合いの中でその情報を得るとい

うのが一番の方法ではないかと考えております。

このことについては、やはり地域の町内会を含め

た形で、それぞれ中には民生委員児童委員、福祉

委員、それから推進委員を含めた形で当分は今後

も推進をしてまいりたいと考えております。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

今知的の方の２４名〇１０番（高橋伸典議員）

は施設に入られている方ということで……施設に

入られている方でなくて、全部で３２４名おられ

ますよね、知的の方が。重度が１５４名と先ほど

言われたかなと思うのですけれども、精神が１４

７の重度が１６名、そして身体が４５８名の重

度が６０２名というふうに言われました。その中

の２４名の方は、安否を確認されているというこ

とだというふうに思います。この事件が起きたの

は、片方は障害者のお子様であり、また妹様であ

ったのですよね。でも、もう一人の方は普通の健

常の方なのです。結局は、やっぱり名寄市でも高

齢者も含めて、もし健常の方が亡くなっても一人

の方が寝たきりだとか、また認知症にかかってい

る方というのはそういう可能性は否めない状況に

あるということだと私は思うのです。その部分は、

しっかり先ほど町内会の見守り隊ネットワーク、

町内会ネットワーク事業の中で８２町内会のうち

５６町内会が実行して、２６町内会も日ごろ敬老

会活動だとか、いろんな行事を含めて見守り隊と

同じ状況をやっているので、わかるよというふう

に言われていたのですけれども、やはり行政とし

てももう少し、絶対見られないのはわかります、

この行政の人数ですから。先ほど言ったように要

援護台帳を整備して、来年から把握を進められる

ということですから、やはり一人は健常、一人は

障害者の方も含めてしっかり対応できる体制をつ

くっていただきたいなというふうに思うのですけ

れども、その部分も入っての要援護者台帳だと。

本当に障害者を含めただけ、高齢者単独の部分だ

けだとかというだけの要援護者台帳なのか、具体

的にどういう。家族構成も含めた台帳になってい

るのかというのをちょっとお知らせいただきたい

というふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今お話しの要援〇健康福祉部長（三谷正治君）

護者の台帳の部分につきましては、法律の中で障

害者、高齢者等々のそれぞれの法律に基づいた該

当者に法律にのっとった行政サービスを進めさせ

ていただいております。それらを今までは縦割り

というのですか、横のつながりが非常に薄かった

という部分で、やはり市民の把握がなかなか難し

い状態でありました。今回これらのそれぞれの縦

割りだったデータを一つのデータとして、家族構

成を含めて一つの画面で確認ができるという、そ
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のシステムを今進めている最中であります。その

システムができますと、家族構成もわかりますの

で、その家族に例えば５人の中にお一人は障害者

の手帳を持っているだとかということで、しかし

ながらもう一人は健常者でお勤めになっている方、

そういう形が状況がわかりますので、そういう部

分で今議員の御質問あったそういう内容につきま

しては把握できるシステムと思っています。しか

しながら、これはすべての部分は今の手続をされ

ているデータでありますので、それ以外にプラス

アルファの部分で地域住民の方々が常日ごろコミ

ュニケーションの中でそれぞれ使っている、その

情報をやっぱりそのデータに加えて進めるのが最

善の方法ではないかと考えています。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。ぜひ〇１０番（高橋伸典議員）

しっかりしたデータ開発をお願いいたします。

あと、企業との連携は大体わかりました。市で

はその体制をとっておりますし、あと新聞、ガス、

北電は個人情報だとか、振り込みによってなかな

か見られない部分はあるのですけれども、しっか

り連携をとって進めていただきたいというふうに

思います。

時間もありませんので、次に進めたいと思いま

す。２点目は、自転車走行の部分を再質問させて

いただきます。自転車走行の部分は大体わかりま

した。しかし、今都市部では関係あるけれども、

名寄では余り関係ないというお話しされましたけ

れども、やはりきっと交通量が少ないだとか多い

の事故が起きる云々ではないと思うのです。先ほ

ど言ったように交通ルールも含めて、やはりしっ

かり指導していただく中で、白線を引くのにはお

金もかかりますし、いろんな部分があると思いま

すけれども、市民の方々が事故起こさない体制を

まず整えていただきたいなと思うのですけれども、

市としてはどういう市民への説明をされるのか、

ちょっと教えていただきたいなと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

交通ルールの遵守に〇市民部長（土屋幸三君）

つきましては、各学校、小中学校等で交通ルール

等について指導を行っているところでもあります

し、また実は駅から高校に通う方、これ夏場にな

りますと大変多うございますので、その辺学校で

の交通安全に対する認識を深めてもらうといった

ようなガイダンスもしていただきたいというふう

に思って要請をしているところであります。

また、日常的に名寄市でおります交通安全指導

員、こちらの方々が各町内会であるとか、あるい

は各種団体等で交通安全の講座といいますか、出

向いてお話をしています。そういったところで交

通安全に対する認識を深めていただきたいと思っ

ておりますし、また組織としてあります交通安全

指導員等々、それからこれは女性指導員含めて日

常的に、あるいは全国的な交通安全週間、こうい

うのが年４回、あるいは繁忙期等々を含めまして

６回あるわけですけれども、その中で指導等をし

てきております。こういった指導等も含めて、市

民の皆様には理解をいただきながら、交通安全に

努めてまいりたいというふうに考えているところ

であります。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いしま〇１０番（高橋伸典議員）

す。今回この質問をしたのは、私は本当に歩道を

走ったほうが安全かなと思ったのですけれども、

市民の方が警察から車道を走りなさいと言われた

ものですから、この質問をさせていただいたので

す。それで、ぜひ市民の方々が安全に走行できる

体制を、まず白線は今現状やっぱり補助金や何か

なくて大変ですからあれなのですけれども、安全

に走れる体制だけをお願いいたします。

続いて、観光についてお尋ねいたします。本当

今名寄市観光振興計画の案の最中ですから、どう

のこうの私が言ってもあれなのですけれども、し

っかり観光の振興計画を進める中で、名寄市に出

向く方々が少しでもふえて、名寄の経済効果が少

しでも上がる体制をつくっていただきたいなとい
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う部分でちょっと今回質問させていただきました。

私もスポーツをやっているものですから、ぜひい

ろんな部分でイベントの誘致だとか、キャンプの

誘致、また先ほどアスリート交流事業というふう

に言われておりました。ことしそのアスリート交

流事業の計画はあるのか。何か先ほどコンサドー

レだとか、レラカムイだとかといろんな部分あっ

たのですけれども、今現状どうなのか教えていた

だきたいなというふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

教育委員会が実施し〇教育部長（鈴木邦輝君）

ておりますトップアスリートの交流事業につきま

しては、御答弁の中にも書いてありますとおりで

ございます。本年度は、２月かと思いますけれど

も、プロサッカーチームのコンサドーレの選手が

来て、小中学生と交流をいたしました。この事業

につきましては、やはりいろいろなスポーツをき

わめた方と交流をする中で、子供たちがその姿勢

であるとか、具体的な技術的な内容であるとか、

最終的には心の持ちようであるとか、そういった

ものを身近に感じてもらって、参加した子供たち

が生き生きとして帰ったという報告を受けており

ますので、この事業につきましては継続的に実施

をしていきたいと考えております。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いしま〇１０番（高橋伸典議員）

す。本当にいろんな子供が何かの大会があって、

今も女子サッカー、なでしこブームで、各地域で

女性のサッカーチームが続々できているという状

況でありますので、しっかりとそういうアスリー

トを呼んでいただいて、地域の活性化をしていた

だきたいなというふうに思います。今私言いまし

たけれども、私もサッカーの審判やっていて、夏

場になると健康の森でサッカーの小学校の試合を

やるのです。加藤市長にもゴールの片づけだとか

何か来ていただいて、お子様が出席していただい

ているのですけれども、加藤市長もわかるように

旭川のチームだとか、枝幸、浜頓別のチーム、い

ろんなチームに来ていただいて、本当にもうその

ときには子供だけではないのです。私もその当時

はきっと親ばかですから、ビデオ持って子供の姿

を撮るという状況であり、試合をやると周りには

親御さんがだっと並ぶという。そのときにやっぱ

り名寄のまちの観光、こういうスポーツイベント

のときに名寄ってこういうすばらしいものがある

よと。私あそこのサッカーやっているグラウンド

の横で、名寄はこういうおいしいアイスクリーム

の店があって、屋台でそれを出したらすごく売れ

ると思うのです。食べ物、おいしいものがあった

ら、きっと買っていくと思うのです。それがやっ

ぱり交流人口につながるというふうに思うのです

けれども、加藤市長、どうでしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど来スポーツ交流、〇市長（加藤剛士君）

あるいはイベント通じての交流人口の拡大という

ことにスポットを当てていただいています。この

間先ほどお話もしましたけれども、スポーツ合宿

での交流人口がここ数年で激減しているという状

況も非常にゆゆしき問題だなというふうに思って

います。どうしてもスポーツイベント自体を積極

的に推進していこうというエンジン、あるいは連

携がなかなかやっぱりとれていなかったのかなと

いう反省もするところです。観光振興計画の中で

は、具体的な目標数字を立てて交流人口の拡大と

いうことをしっかりうたっています。その中で体

育協会あるいは生涯学習、すべて含めた中でスポ

ーツの観光についての交流人口の拡大についても

しっかりとやっていくということをうたっていま

す。さまざまな連携を通して、より交流人口の拡

大、あるいは来ていただいた方が満足していただ

いて、さらにというリピートも含めて、これから

ぜひ具体的な検討をしていきたいというふうに思

いますので、いただいた御意見しっかりと受けと

めさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）
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よろしくお願いいた〇１０番（高橋伸典議員）

します。先ほどの答弁の中にオール名寄になって、

ある程度のコンテンツをつくって、ホスピタリテ

ィー専門の人を置くというふうに言われておりま

した。さいたまは、本当にスポーツツーリズム、

スポーツのイベントをもう完全に誘致しようとい

うことでスポーツコミッションというところをつ

くって、イベントの部分から、そしてプロモーシ

ョンから大会の主催から、そして宿泊、交通施設

をワンストップで進めて、それを大会を誘致して

いる部分でやっています。名寄は、そこまでとい

う部分はいかないと思いますけれども、しっかり

このオール名寄のメンバーで、先ほど言われたよ

うに教育委員会、またスポーツ団体を含めてスポ

ーツのツーリズムを進めていただきたいなという

ふうに思います。

最後に、海外の部分をちょっとお話しさせてい

ただきたいのですけれども、ある旅行会社のスポ

ーツ観光交流人口のアンケートで、本当に海外の

方々が一番北海道に来たときに求めているものと

いうのは、オーストラリアがスノーモービルだと

かスキーだとかウインタースポーツ１７％、韓

国が１９％、台湾が２１％、中国が３９％。

いろんなマラソンだとかゴルフだとかプロスポー

ツを見るだとかという項目があるのですけれども、

スキーのスポーツをやりたいというところが１番

なのです。私は、この部分を見た形では本当この

名寄に一番合ったスキーのジャンプだとか、スキ

ースポーツができるのではないかなというふうに

思います。先日アジア観光客を呼び戻せというこ

とで、道内ツアーを集めるＰＲを道だとか現地の

旅行会社が行ったみたいなのです。その中でもそ

の話が出ておりました。こういう観光というか、

旅行販売店の営業というのは今どのようにされて

いるのかちょっとお聞かせいただきたいというふ

うに聞いて、最後の質問とさせていただきます。

以上です。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

現在海外の営業〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

というのは直接はやっておりません。旭川の誘致

協議会というのがございます。それと、もう一つ

は、北海道観光振興機構というのがありまして、

それは基本的には空港を主体に、旭川市は旭川空

港ということで、旭川を中心に広域で受け入れま

しょうという形になっています。各市町村中国で

すとか、いろんなところに行く機会はあるのです

けれども、平成２３年度については直接ＰＲには

行っておりません。２４年度については、受け入

れ態勢の問題も多少あります。言葉の問題、看板

の問題、宿泊施設の問題というのはありますけれ

ども、情報収集だけは一生懸命やっているところ

です。ただ、具体的な部分には今のところは至っ

ておりません。

以上で高橋伸典議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０３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。

教育行政について外２件を、奥村英俊議員。

議長の御指名をいただ〇２番（奥村英俊議員）

きましたので、通告順に従い、質問していきたい

というふうに思います。

１点目は、教育行政について質問いたします。

教育行政執行方針に関しては、代表質問でも触れ

られていましたので、重複は避けたいと思います

が、学校教育では生きる力をはぐくむという基本

目標を掲げ、重点施策の展開として（１）の確か

な学力を育てる教育の推進の中で、全国学力・学

習状況調査における本市の傾向を踏まえ、児童生

徒が主体的に学ぶ態度や思考力、判断力、表現力

の育成を重視し、確かな学力育成に努めるとうた

っています。そこで、学習状況調査の中で小学校

では読書が好きだと答えた児童がふえてきている



－140－

という結果から、小学校、中学校、高等学校にお

ける朝読書などの読書活動の実態についてお知ら

せください。

また、家庭との連携によって学習習慣の定着を

図るとしていますが、学校を離れてという点から

放課後の過ごし方、居場所についても着目する必

要があると思いますが、放課後に児童にとって安

全で安心な居場所は何カ所あるのか、過ごし方に

ついてお考えをお聞かせください。

次に、豊かな自然を生かした授業の取り組みに

ついてですが、生涯学習機会の提供の項目で学校

教育との連携で市立天文台でのプラネタリウムや

天体観測などを理科教育や総合的な学習の時間に

取り入れるとなっていますが、既に実施されてい

る学習時間数などの取り組み状況についてお知ら

せください。

次に、少人数学級について伺います。小学校１

年生については３５人学級が実施され、今後２年

生にも拡大されていきますが、旭川市ではこの春

から３０人学級が実施されると聞きました。３５

人学級との違い、それぞれのメリット、デメリッ

トと名寄市で３０人学級を想定した場合の課題と

今後の考え方についてお伺いします。

２点目は、公契約条例制定について質問します。

公契約条例に関しては、この間先輩議員も取り上

げ、議会での議論もなされていますが、昨年の議

会では制度について研究するとの理事者答弁があ

ったと思います。現在までの研究内容についてお

聞かせください。

全国的に公共投資が減少し、業者間の競争が激

しくなり、低価格入札が増加傾向にあると言われ、

その結果、受注者においては人件費についても削

減を迫られ、賃金が低下するなど労働環境の悪化

につながり、そのことにより労働意欲の低下や事

業の品質低下を招くおそれもあり、さらに低賃金

によって技能や経験を有する人材の確保や育成が

困難となり、事業の継続や地域経済の健全な発展

が阻害されることが危惧されています。こうした

背景から、税金を原資としている市の発注する事

業については労働者へのしわ寄せや事業の品質低

下が生じることのないよう労働者の適正な労働環

境の確保を通じて事業の品質確保を行っていくと

いう考えから、条例制定の必要性の認識が広がり、

札幌市では議会提案がされるなど道内でも条例制

定に向けての動きが進んでいます。そこで、名寄

市の工事委託業務の落札率の状況と条例制定の必

要性についてお考えをお聞かせください。

最後になりますが、去る２月１７日の北海道知

事の定例記者会見で、２月１６日に道が環境省の

担当者を招いて札幌市で岩手県と宮城県の瓦れき

処理を対象とした説明会を開催したことに触れて

いますが、名寄市はこの説明会には出席していな

いとのことですが、内容の把握はされているかお

伺いします。

以上、この場からの質問といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま奥村議員か〇教育部長（鈴木邦輝君）

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１は私のほうから、大項目２は総務

部長から、大項目３は市民部長からの答弁とさせ

ていただきます。

まず、大項目１、教育行政について及び全国学

力・学習状況調査の分析結果からということで、

読書活動の部分の小中学校での実態等についてで

ございます。小中高におきます読書活動について

ですが、全国学力・学習状況調査の結果、読書が

好きだと答えた児童が年々増加傾向にあり、各小

学校におきましては週に２回から３回、１０分か

ら１５分程度の時間を利用して朝読書に取り組ん

でおります。また、市内の全部の中学校では毎朝

１０分から１５分間実施し、その成果として朝の

会や授業に落ちついて臨んでいるとか、会話の中

に本から得た知識やエピソードが出ることがある

とか、本を読むことに抵抗がなくなったとか、授

業に集中できるようになったなどの成果を上げて

いるところであります。読書は、児童生徒の知的
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活動を推進し、人間形成や情操を養う上で重要で

あり、児童生徒の望ましい読書習慣の形成を図る

ためには学校の教育活動全体を通じ、多様な指導

の展開を図ることが大切であります。教育委員会

といたしましても児童生徒の思考力、判断力、表

現力などをはぐくむ観点からも読書活動は重要で

あると考えております。その中心となるべき学校

図書館につきましては、児童生徒がみずから学ぶ

学習情報センターとしての機能と豊かな感性や情

操をはぐくむ読書センターとしての機能を発揮で

きるようにしたり、市立図書館との連携や移動図

書館等の活用を図ったりするなど今後も読書活動

の推進に向けて取り組んでまいります。また、高

校との連携も視野に入れ、小学校、中学校、高校

の継続的な読書活動の推進を図ってまいりたいと

考えております。

次に、２点目の放課後の子供の過ごし方、居場

所についての御質問でございます。学習活動と家

庭との連携に関しまして、児童の放課後の過ごし

方についてですけれども、家に家族がいる家庭で

は自由来館型の児童館を利用いただいております。

現在名寄市では、自由来館型の児童館が２カ所あ

り、名寄市児童センターでは名寄地区の西１１条

北２丁目に、風連児童会館は風連小学校の近くに

あって、月曜から土曜日の午前９時から５時まで

で運営をしてございます。風連児童会館は、児童

クラブとは分離した施設になっておりますけれど

も、全員で行事を行うなどして連携のある運営を

行っております。児童センターでは、規模的にも

体育館を利用できる施設であることから、年齢も

高校生までの幅広い利用があるところであります。

また、平成２３年度の試行を受けまして、来年度、

平成２４年度に３カ所において本格実施をいたし

ます放課後子ども教室の利用も居場所の一つと考

えているところでございます。これらを利用され

ない子供につきましては、低学年にあっては子供

たちの友人の家に遊びに行くなどして行動範囲を

広げたり、学年が進むにつれてはスポーツ少年団

などで集団の中で競い合ったり、他校の児童との

交流の中で指導いただく大人や地域の人から礼儀

などを学んだりして、さらには習い事等を通じて

情操やコミュニケーション力が養われ、社会性を

徐々につけていくと認識をしております。また、

児童高学年になりますと、公共施設のロビーなど

で同世代で集まってゲーム遊びをする子供も多く

はありませんが、存在するのも事実でございます。

また、一方では、核家族化や女性の就労が一般

化する中で昼間家が留守になる家も多く、放課後

児童クラブを利用するお子さんも多くなってきて

おります。現在名寄市では、放課後児童クラブが

４カ所あり、公設が２カ所で、南児童クラブには

主に南小学校の校区の子供たちを、風連児童クラ

ブでは主に風連中央小学校区の方としており、ま

た民間の２カ所は学童保育コロポックルが主に名

寄東小学校区と名寄小学校区、どろんこ学童すま

いるが主に西小学校区と豊西小学校区として学童

保育所を運営をしてございます。現在のところ待

機児童はおりませんので、この児童クラブ４カ所

と児童館２カ所の活用を図って対応していきたい

と考えているところでございます。

次に、小項目３点目の豊かな自然を生かした授

業の取り組みでございます。市立天文台での授業

場面での活用等でございます。平成２３年度は、

１月末現在で市内小中学校８校が延べ１７回天文

台を利用しており、小学校の理科の教科としては

４年生で星、太陽の動きの観察などの学習に利用

したり、６年生では月と太陽の動きについて天文

台の職員の説明と施設を使いながら学習をした学

校がございます。中学におきましても３年生が天

体の動きと地球の自転、公転、太陽系と恒星の学

習のまとめとして天文台を利用しております。ま

た、特別活動に位置づけ、遠足の行程の中で利用

した学校であるとか、生活科や社会に位置づけて

社会見学として利用した学校、また総合的な学習

の時間において地域に役立っている自然環境や施

設を調査することを目的として利用した学校など、
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それぞれ活用場面を工夫をしながら、現在取り組

んでいるところであります。教育委員会といたし

ましては、今後も天文台などの豊かな教育資源の

有効的な活用につきまして（仮称）教育改善プロ

ジェクト委員会において総合的に検討して、天文

台と連携を図りながら、名寄ならではの教育課程

の編成や実施に向けて指導、支援をしてまいりた

いと考えております。

小項目４点目の少人数学級制でございます。３

０人学級のメリット、デメリット、また名寄市で

独自の実施の予定があるかということでございま

す。３０人の学級につきましてですが、そのメリ

ットとしては、１つに子供たち一人一人に目が行

き届き、学習のつまずきの発見や個々の学習進度

などに応じた指導が可能であるというところ、２

つ目には子供たちの発言する機会がふえ、自分の

考えを発表したり、話し合ったりすることで表現

力を高め、思考を深める授業づくりが可能となる

ということ、３点目には子供が抱える悩みや相談

に親身に答える時間が確保できて、家庭との緊密

な連携を図るようになることなどにより、学校と

家庭が一体となって子供の教育に当たることがで

きるなどが挙げられます。一方、１クラスが十数

名となる場合もありまして、多様な人間関係を学

ぶことには課題が残る部分もあるかもしれません。

文部科学省では、平成２３年度から小学校１年生

では３５人以下学級を実施をしており、順次２年

生、３年生へと拡充をしていく予定になっており

ましたが、次年度においては見送られることとな

りました。そこで、北海道教育委員会では、少人

数学級実践研究事業を拡充することにより対応を

することとなり、平成２４年度につきましては小

学校２年生において１学年３６人以上の学級から

２学級編制となります。名寄市の教育委員会とい

たしましては、現在北海道教育委員会の公立義務

教育諸学校の教職員定数加配事業を活用して市内

小中学校に１５名の教員を配置をいたし、特別支

援学習指導員を増員しながら、教員加配によりき

め細かな指導の工夫を行っているところであり、

当面はこれらの制度を有効に利用してまいりたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目の〇総務部長（扇谷茂幸君）

２、公契約条例の制定に向けてにお答えをいたし

ます。

公共事業におきましては、透明性の確保、公正

な競争の促進、適正な施行の確保、不正行為の排

除の徹底などの入札契約制度改革が全国的に進め

られております。その一方で、厳しい経済情勢の

中で提供されるサービスや品質の確保が契約の課

題として挙がってきており、また低価格での入札

による影響が業務に従事する労働者や下請事業者

にしわ寄せが及ぶことが懸念をされております。

現在名寄市におきましては、公共工事等の適正な

施行の確保を図るため、一般競争入札やダンピン

グを防ぐための低入札価格調査制度の導入、予定

価格の一部公表を行いながら発注する工事等の適

正な履行に努めており、平成２３年度の平均落札

率につきましては９７％、比較的人件費比率が

高い業務委託につきましては平均落札率９８％

と過度な低価格での落札状態にはなっておりませ

ん。しかしながら、厳しい財政状況を背景に全国

的に公共事業が縮小していく中、価格競争が激化

するものと想定をされ、条件悪化による技術者の

流出などに技術力の低下も懸念をされております。

この間公共工事の推進に寄与し、地域の雇用等経

済を担ってきた地方の建設産業はますます厳しい

状況になっております。

公契約条例につきましては、入札等審議委員会

や入札制度改善庁内検討委員会において先進事例

をもとに研究をしてきておりますが、業界からは

条例により賃金の最低基準額が明確になったもの

の、事業経営が成り立つような積算価格が保証さ

れていないとの声も聞かれ、経費率の見直しが優

先されるべきとの入札制度の改善が先決との認識
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も示されております。現行制度におきましては、

今後とも元請、下請間の公正な取引関係の助長や

下請が見込まれる事業に対する書面確認の強化に

より、さらに受注者に対する指導を強化し、公契

約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件、

業務の質、適正な価格の確保に努めてまいりたい

と思います。

以上、答弁といたします。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目の〇市民部長（土屋幸三君）

３、東日本大震災被災地の瓦れき受け入れについ

てお答えをいたします。

御質問のありました北海道による廃棄物処理に

係る説明会につきましては、２月１６日に札幌市

において道内３６市町、１１一部事務組合、１町

村会の計４８団体が出席し、開催をされたところ

であります。議題につきましては、国における災

害廃棄物の広域処理の取り組み及び安全基準、岩

手県及び東京都における災害廃棄物の処理に関す

る現地調査の結果であります。説明会では、災害

廃棄物処理のスケジュール、岩手県、宮城県の災

害廃棄物の現状、再生利用、可燃物処理の安全性

の確保、東京都の先行事業におけるモニタリング

結果等について説明されたところです。新たな安

全基準や具体的な処理手順は示されませんでした。

説明会の翌日、高橋知事は定例記者会見で、国

の基準をベースに受け入れの可能性がある市町村

には、その地域としての受け入れの基準の設定を

個別に決めていくというのが広域である北海道の

現状を考えた場合には合理的なのではないかと発

言をしております。名寄市といたしましては、単

独で安全基準の設定は難しいものと考えておりま

す。北海道から基準や手順の具体的な指示や受け

入れ要請があった場合に慎重に検討をし、市民の

皆様の理解が得られて初めて受け入れが可能にな

るものと思っております。

以上、答弁とさせていただきます。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁がありま〇２番（奥村英俊議員）

したので、再質問をしていきます。

最初に、小中学校、高校も含めた読書活動の関

係ですけれども、小学校、中学校、それぞれ朝読

書なども継続的に取り組まれて一定の成果を上げ

ているということであります。図書館で出してい

ます第２次の名寄市子どもの読書活動推進計画で

は、１次の計画の取り組み状況から、こういった

小中学校での読書の定着、それから高校生の読書

離れを指摘しています。読書の習慣を身につけ、

たくさんの本を読むことは、自己形成に大きく影

響し、学力向上にもつながっていくものと思って

います。また、新しい学習指導要領でも先ほども

部長からもあったと思いますけれども、思考力、

判断力、表現力をはぐくむための言語活動を充実

することとし、この言語活動を支える条件として

読書活動の推進を挙げています。名寄においては、

小中学校での読書活動は先ほど来定着していると

いうことですけれども、ぜひ高校生の読書離れの

克服をしていく努力、教育委員会という立場では

高校に対して指導という形にはならないというふ

うに思いますけれども、必要な連携をとっていく

中で小中高と引き続いて読書の習慣が身について

いくようにしていくことが必要だというふうに思

います。私ごとではありますけれども、うちの下

の息子、高校のときに実は朝読書をずっと札幌の

私立高校でしたけれども、やっていました。卒業

して今大学生ですけれども、やっぱり今でも読書、

本を読むということについては抵抗なく、自分で

必要なものを買ってきて読むということをしてい

ます。そういう意味では、うちがたまたまかもし

れませんけれども、そういったことにつながって

いくというふうに私は思っていますので、高校生

も含めた取り組みについて具体的にお考えがあれ

ばお聞かせいただきたいというふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま議員のほう〇教育部長（鈴木邦輝君）

から御自身の家庭での経験を踏まえて、高校生の
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読書離れについての今後の現状と対策というお話

をいただきました。議員御指摘のとおり、現在市

立図書館では名寄市内の１８歳以下の子供を対象

とした第２次の名寄市子どもの読書活動推進計画

の策定、最終段階ですけれども、取り組んでいる

ところであります。現在推進計画の中で乳幼児か

ら中学生までは、児童施設や学校、関係施設で子

供が直接本に触れ、本に興味を持たせるための創

意工夫に取り組み、読書習慣の定着が図られてき

ております。しかし、市内の高等学校では、学校

図書館は限られた生徒しか利用していないという

実態がありまして、またどうしても勉強や部活動

にその力が注がれて、読書離れが進む傾向にある

と指摘されております。第２次推進計画の策定に

当たりましての議論の中でも市内の高校の司書教

諭からは、進学や就職などどの進路に進むにして

も読解力や表現力を高めていくためには読書の必

要性があるということがるる述べられておりまし

た。名寄市においては、幼児期から読書習慣を身

につけ、それが高校生になっても継続してもらえ

るよう今後も高等学校の司書教諭と連携を深める

とともに、繰り返しになりますが、大学や社会で

の文書表現の基礎は読書にあるということをしっ

かりと理解をしてもらって、読書活動の推進に努

めてまいりたいと考えておりますので、御理解く

ださい。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

社会に出てから本当に〇２番（奥村英俊議員）

生きるというか、そういうものだと思いますので、

高校の場合では受験、就職に向けて大変な時期、

大事な時期ではありますけれども、ぜひ連携をと

っていただいて、引き続きの取り組みをお願いを

したいというふうに思います。

次に、放課後の過ごし方、居場所について再質

問したいというふうに思います。まずもって児童

生徒の安全で安心している居場所が少ないという

ふうに思います。先ほども自由型の来館が２カ所、

それから学童の保育の関係が４カ所、そしてこと

しから３カ所の放課後子ども教室が始まると。そ

ういうことでありますけれども、もう少しこうい

った安全で安心していられる場所を市の立場とし

て設置をしていく必要があるのではないかという

ふうに思います。総合計画の中でも子育て支援の

推進として児童館、児童クラブ、学童保育所も含

めての整備を挙げて、小学校校区の再編に合わせ

た児童クラブの整備も必要になりますというふう

にうたっています。そういう意味では、基本的に

は校区ごとにこうした施設が必要だという認識が

あるのではないかというふうに思いますけれども、

その点についていかがでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

放課後の子供の居場〇教育部長（鈴木邦輝君）

所につきましては、今までも複数の議員の中から

御指摘をいただいているところでございます。議

員御指摘の各校区ごとに児童館的な施設を設置を

するということは、保護者にとっても子供たちの

放課後での居場所として、安心につながる一つの

理想形であるということは認識をしているところ

でございます。現在の公設と民間の放課後児童ク

ラブの配置状況から見れば、名寄市街地の特に北

地区と東地区の保護者からしてみれば料金の負担

感と、それから通所に距離感があるということも

理解はできているところでございます。総合計画

の後期計画の文言の中でも現在進めている名寄市

街地の小学校区の適正配置、またそれに連動した

小学校校区の再編の過程の中で整備を図るという

将来的な認識を示しているものと考えております。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今答弁ありましたよう〇２番（奥村英俊議員）

に、必要だという認識があるということでありま

すから、今後の整備に期待するところであります。

とりわけお金がかかることでありますから、近々

にすぐできるということではないことも理解をし

ますけれども、近年でいいますと学校帰りに不審

者があらわれてというようなことも実際に起きて

いますし、そういったことからも子供たちが安全
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で安心していられる場所、今話していた児童クラ

ブということもあると思いますし、自由来館型の

児童館という、そういった考えもいいと思います。

そういう意味では、少しでも早くそんなにお金が

かからないでできる方法があればというふうに思

います。そういう意味で学校に空き教室があれば

そういったところを使うということもすぐに取り

組むことができることかというふうに思いますけ

れども、例えば空き家を利用したミニ児童館とか、

そういったことについても今後考えていくべきで

はないかというふうに思いますけれども、その点

についていかがでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま今後の整備〇教育部長（鈴木邦輝君）

に時間がかかることも含めて、ミニ児童館という

具体的な提言をいただきました。現状小学校の児

童数は減少傾向にあることですから、現状では基

本的には現在の施設の利用を原則としていただき

たいとは考えてございますけれども、先ほども述

べましたように市街地区の小学校適正配置計画の

進展の中で、現在公設と民間では料金の格差等が

ございますし、また学校施設と学校区、そして学

童保育のあり方につきましては一定の方向性を出

さなくてはならない時期に来ているのではないか

なと考えているところでございます。ミニ児童館

という具体的な例をお示しをいただきましたが、

現在他市や先進地の事例を参照にさせていただき

ながら、安全、安心を大前提に公設と民間との連

携であるとか、良質で効率のよい施設運営の方法

も含めまして研究をさせていただきたいと考えて

おりますので、御理解いただきたいと思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

まずもって子供たちの〇２番（奥村英俊議員）

安全、安心、放課後どういうふうな形で、自宅に

いれば一番安全なのかもしれませんけれども、や

はり子供たちが外に出ることによって、年代が違

う子供がそこにいればそういった子供たちの交流

とか、そういったことも図れると思いますし、そ

ういう意味ではいろんな形で施設も考えていくと

いうことが重要だというふうに思います。なるべ

く早くそういったことを形にしていくということ

が教育委員会にも求められているというふうに思

いますので、ぜひ今後の研究を急いでいただいて、

早急に取り組んでいただければというふうに思い

ます。

次に、自然を生かした授業の関係ですけれども、

名寄に全国に誇れる天文台が設置されています。

これが設置できたのもいろいろな方々のお力があ

ってということだというふうに思いますけれども、

もう一方で星を観測する条件があったからだとい

うふうにも思います。名寄には豊かな自然がある

ということを皆さんも御承知だというふうに思い

ますけれども、そういったことが設置ができた一

つの要因だというふうにも思います。こうした豊

かな自然を生かした授業のほかの具体例というの

も１つ挙げながら少しお話をしたいというふうに

思いますけれども、市の環境衛生で担当しました

特定外来種のウチダザリガニを取り上げた外来生

物研修会というのが実は去年ありまして、そこの

話を少しさせていただきたいというふうに思いま

す。ウチダザリガニ、よく知らない人もいると思

いますけれども、実は昭和初期に食用として日本

にも導入されて、北海道では１９３０年に摩周湖

で養殖が始まったそうです。その後いろんな状況

の中で全道に実は広がっていまして、このウチダ

ザリガニは水草を食べ尽くしたり、水生昆虫を食

べ尽くす、また貴重な在来種のエゾサンショウウ

オの卵を食べたり、ニホンザリガニを食べてしま

ったり、タニシを食べてしまったり、とても悪い

ものなのです。このウチダザリガニ、実はザリガ

ニペストという細菌も広めることから、在来種の

絶滅や在来の食物連鎖の破壊、それから生息域の

環境改変といったものを招き、在来生態系を破壊

する原因から特定外来種という指定を受けて、そ

の中で駆除や防除ができるというふうになってい

ます。天塩川水系でも名寄以北では既に生息が確
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認されて、実は一番大きなのでは２９センチとい

う大きさのものも確認されています。これ食用で

すから食べられるのですけれども、それはいいの

ですけれども、名寄は既に環境衛生のほうでしっ

かり対応して、防除認定をとって実は駆除も進め

ています。ただ、もう既にいることが確認されて

から数年たっていますから、すべてを駆除するこ

とは困難というふうになっています。なぜ駆除を

するかというのは、先ほど言ったようにウチダザ

リガニが悪いからということもあるのですけれど

も、実はもともとの生き物を守っていくというこ

とが根底にあるから駆除をしていくということに

なっています。そのためには、名寄のどこにやっ

ぱり自然が残っているかということを把握してい

かなければなりません。もともとすんでいて、守

るべき生き物がどこにすんでいるかを把握する必

要があります。その上で、これらのものがすんで

いける場所を確保するために防除、駆除をしてい

くということになっていきます。

そこで、まずは自分たちで残しておきたい自然

がどこなのかを調べていく必要があります。こう

した自然観察調査を学校の授業でも取り組むこと

で、地域の生物を把握するという理科の勉強にも

なりますし、もともと地域にどんな生き物がいる

かということを調べるに当たって、お年寄りに昔

どうだったのという話を聞いたりすることで世代

間の交流が図られる。そういう意味では、生活や

地域の昔を調べるということから、社会科にも役

立つと、そういったことになっていきます。こう

した中で、名寄のいい自然のポイントを幾つも発

見をして自分たちの手で身近な生き物を調べてい

くということで、環境汚染や環境教育ということ

だけではなくて、実は地域の魅力に気がついてい

くのです。そして、そのことは郷土への愛着につ

ながっていくことになります。そういうことが図

られていくと、一たん名寄を出た子供たちも何か

のときにやっぱり名寄っていいところなのだよね

と思い出して、また名寄に戻ってくるとか、そう

いったことにつながっていくのではないかという

ふうに思っています。新学習指導要領の理科教育

でも自然に親しみ、見通しを持って観察や実験な

どを行い、問題解決の能力と自然を愛する心情を

育てるとされていますが、この学習指導要領の考

え方とあわせて、理科の教育や総合的な学習の時

間で地域の自然や資源を生かした、こういった授

業に取り組んでいく中で、こうした地域の魅力に

気づき、郷土への愛着へとつながる授業を展開し

ていくと。そういう考えがあってもいいのではな

いかというふうに思いますけれども、そういった

考えについて見解を伺います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員からウチダザリ〇教育部長（鈴木邦輝君）

ガニを例に地域の魅力に気づいて郷土愛へつなげ

るという御指摘をいただきました。現在理科教育

では、身近な自然を生かして植物の栽培であると

か昆虫の飼育という体験を取り入れて、その成長

を喜んだり、生物の不思議さとかおもしろさを感

じたり、動植物の発生や成長を観察したり、調べ

たりすることを通して、生命の連続性や神秘性を

感じ取りながら、自然を愛する心を育てることが

求められてきております。議員お話しの名寄市で

教材となり得るような本来の豊かな自然では、例

を申せばウチダザリガニと対極となりますけれど

も、ニホンザリガニの存在であるとか、智恵文沼

のヒブナ、中名寄のアオサギなどが挙げられるの

ではないかと思います。また、自然環境の変化を

考えるという意味では、議員御指摘のとおり最近

話題となっておりますウチダザリガニや雷魚、ま

たはアライグマなどが挙げられるのではないかと

思います。特に議員が例を示しました在来種であ

るニホンザリガニと外来種であるウチダザリガニ

の対比というのは、豊かな自然と変化しつつある

自然を考える上では大変よい教材になり得るもの

と考えております。外来種が入ってきた社会的な

背景などについては社会科、また生き物の生息状

況については理科、経緯や採取、駆除などの調べ
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学習では総合的な学習の時間などが考えられます。

また、社会活動等でも一連の学習が可能であると

考えております。このような豊かな自然を生かし

た体験学習の積み重ねが議員がお話しのような地

域の魅力に気づき、郷土への愛着につながるとい

う学習にしっかりとつながっていくものと考えて

おります。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

具体的な例も挙げてい〇２番（奥村英俊議員）

ただきながら答弁をいただきました。ぜひそうい

った考えを持ちながら、そういう意味では名寄な

らではの教育というか、そういうことになるとい

うふうに思います。具体的にこうした授業取り組

むことが可能なのか、また可能であれば具体的に

はどういった手続でカリキュラムをつくっていく

という、そういうことになるのでしょうけれども、

いつまでにそういうものをつくることで次年度の

というか、年度の学習に取り組むことができるの

か、その辺について皆さんなかなかわからない話

だと思いますので、ぜひ教えていただきたいとい

うふうに思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校教育の中でこう〇教育部長（鈴木邦輝君）

いったものを位置づける場合、教育課程への取り

込みということになると思います。教育課程の中

でしっかり位置づけることが教育効果を高めると

いう部分にもつながると思います。現在教育委員

会では、これらの地域的な資源を活用した教材の

活用など総合的に検討する教育改善プロジェクト

の中でも学校教育活動や社会教育活動などにおい

てより効果的に活用できるのかどうかを来年度以

降検討してまいりたいと考えておりますので、御

理解いただきたいと思います。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。ぜひ副〇２番（奥村英俊議員）

読本の作成とか、そういった段取りも含めてある

と思いますけれども、具体的な内容をしっかり精

査をしながら、この取り組みをお願いをしたいと

いうふうに思います。

３０人学級の関係については、メリットについ

ても話をいただきました。ただ、一方で、３１人

のときに１５人と１６人の学級になってしまうと

か、そういった本当に少ないことでのデメリット

というか、そういったことが出るという可能性も

含めてあるのだというふうに思います。名寄にお

いては、３５人学級をしっかり取り組んでいくと

いうことでのお話だったというふうに思いますの

で、ぜひそういうことでお願いをしたいというふ

うに思います。

次に、公契約条例の関係について再質問したい

というふうに思います。名寄の入札の落札率が９

５％、それからもう一方の業務委託の関係につい

て９８％ということで、そういう意味では余り

低くないよということでの話でしたし、受注者に

とっては一定の事業費を確保した事業が実施され

ているのではないかというふうに思います。そう

いったことからすると、当然働く人の賃金や労働

環境も確保されているのではないかというふうに

思うところですけれども、だれもが安心して働け

る適正な労働環境の確保ということからいえば、

市としては労働行政という立場もあると思います。

そういう中で、賃金や労働環境の実態調査につい

て実施しているのかお伺いしたいと思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

さきに答弁をさせて〇総務部長（扇谷茂幸君）

いただいておりますけれども、従来より極端ない

わゆる低入札による落札の状況とはなっておりま

せんで、市が発注しております工事等に従事する

労働者の労働条件等につきましてもある意味適正

な配慮がなされているというふうに認識しており

ますけれども、今議員御指摘のとおり具体的な賃

金の支払い実績等労働実態につきましては２年に

１度労働実態調査を行っておりまして、これのみ

でありまして、恒常的な実態につきましては把握

できておりません。しかしながら、引き続き低入

札価格調査制度の強化を初めとした、また建設事
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業説明会などの機会もございますので、そういっ

た機会をとらえて受注者に対しましては法令等の

遵守並びに労働者の福祉向上に努めるよう指導は

してまいりたいというふうには考えております。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

私も労働相談や実は弁〇２番（奥村英俊議員）

護士へ相談があったとか、そういった話まで聞い

ていませんけれども、委託業務による事業で働い

ている人などからは、これは全体的に厳しいとい

うことなのかもしれませんけれども、労働条件が

やっぱり厳しいという状況を聞いたことがありま

す。そういった意味では、絶対労働条件がしっか

り確保されているのだということでもないかとい

うふうに思います。公契約条例が制定をされて導

入をされていくことによって、こういった実態の

調査も当然していかなければならないということ

だというふうに思いますし、具体的な内容が把握

できるということになりますから、働く人の適正

な労働環境がそういった中でしっかり間違いなく

確保されるというふうに思います。そのことは、

公共事業のサービス、品質確保をしっかり図って

いくということにもつながっていくということだ

というふうに思いますので、再度今後の名寄市と

してのこれに向けての取り組みについてお伺いし

ます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在景気の低迷とい〇総務部長（扇谷茂幸君）

うことで、全国的に歳出削減の傾向にありますけ

れども、私ども公共事業を一定程度確保しながら、

適正な発注によります公正競争ルールを確立をし

ながら、また企業の適正利潤の確保を図って、あ

わせて下請、それから孫請企業の保護であります

とか、社会的に適正な賃金の確保を図りまして地

域経済の活性化を図っていくと。こういった認識

も持っておりますので、現在札幌市議会で審議中

であります公契約条例の推移も見守っておりまし

て、今後に当たりましても導入する上で課題、そ

れから整理すべき事項をさらに研究をさせていた

だきまして、対応の検討を図ってまいりたいとい

うふうには考えております。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

考え方、取り組みの方〇２番（奥村英俊議員）

向性についてはわかりました。ただ、いつまでも

研究されていても困ります。導入に向けての準備

ということで何か必要なのか、そこまでしっかり

今後取り組んでいただければというふうに思いま

す。

次に、３点目の大震災の瓦れきの受け入れにつ

いて再質問したいというふうに思います。震災か

ら１年経過して、本当にいまだに現地では被災さ

れた方々が大変な思いをして生活をされているの

は事実だというふうに思います。ただ、１２月の

議会でも一定確認をさせていただきましたけれど

も、この瓦れきの受け入れについては市長のほう

から慎重な対応ということで、市民の皆さんの理

解を得るのが必要だという話も含めてお話があっ

たというふうに思います。先ほどの部長の答弁で

も説明会の中で新たな基準とか、そういうことで

はなくて、スケジュール等の説明があったという

ふうなことだったというふうに思います。そこで、

１０月に名寄市としての調査の回答をして以降、

現在まで名寄市として何か具体的な対応をされて

いるのかお伺いしたいのと、名寄市に対する道か

らの受け入れの要請はあったのかお伺いします。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

２０１４年３月末ま〇市民部長（土屋幸三君）

でに中間処理、それから最終処理を行うには、広

域処理が必須条件とされているところであります。

これは、当日の説明会でスケジュールについて説

明をされたところであります。しかしながら、放

射能汚染問題により全国的に廃棄物を受け入れな

いとする自治体が圧倒的であり、今後国、北海道

により安全、安心が国民、住民に理解されない限

り実行は難しいものと考えております。１２月の

議会で答弁をしたスタンスについて、名寄市とし

ては今のところスタンスについては変わっており
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ません。安全、安心が担保され、住民の理解が得

られて初めて検討、対応すべきものと考えており

ます。

なお、現在のところ北海道からの要請はござい

ません。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

今の答弁でありました〇２番（奥村英俊議員）

ように、現在名寄としての対応はされていないと

いうことで確認してよろしいのですね。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

北海道から具体的な〇市民部長（土屋幸三君）

要請もございません。受け入れに向けての対応等

については、現在白紙の状態ということでありま

す。

奥村議員。〇議長（黒井 徹議員）

現在の状況についてわ〇２番（奥村英俊議員）

かりました。今後今の国の状況、それから道の動

きも含めて手を挙げているところについては協議

をしていく。既に協議をしたような記者会見のよ

うな書き方もしてありましたけれども、そうでは

ないということですから、今後そういった要請も

含めて、要請が来た場合は従前から言っているよ

うに市民の皆さん、議会にも相談をするというこ

とでありますから、ぜひそういった対応をしっか

りしていただきますよう再度お願いをして、私の

質問を終わりたいと思います。

以上で奥村英俊議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

冬の観光について外３件を、川口京二議員。

皆さん、こんにちは。〇６番（川口京二議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、質問させていただきます。

まず、１点目ですが、冬の観光という観点から、

北の天文字焼について伺います。市長は、就任以

来観光に大変御尽力されているところであります。

特に昨年につきましては、ひまわり観光に力を入

れ、映画「星守る犬」の効果もあり、東日本大震

災や原発等の影響を受け、日本国じゅう観光客の

減少に頭を悩ませている中、当市においては飛躍

的な観光客の増加となりました。ひまわりマップ、

「星守る犬」ロケ地マップの作成、ひまわり自転

車やライトアップひまわりなどさまざまな催しを

企画、実行された成果であり、関係者の努力に敬

意を表するところであります。しかし、冬の観光

となるとどうでしょうか。当名寄市の特性を考え

ますと、雪の降る期間が５カ月ぐらいになると思

います。もう少し冬の観光に力を入れてもいいの

ではないかと思います。

２月１２日に冬の最大のイベント、なよろ雪質

日本一フェスティバル２０１２が終わりました。

第１２回なよろ国際雪像彫刻大会ジャパンカップ、

第２０回全日本学生対抗スノーオブジェ競技会等

が行われました。また、ことしについてはＮ―１

グランプリ２０１２ｉｎＮＡＹＯＲＯという催し

も実行されました。新しい催しを企画、実行する

ということは大変いいことだと思います。成功裏

に終わり、大変よかったのではないかと思います。

しかし、一方で平成元年から２３回続いた北の天

文字焼が中止となりました。御存じのように１９

８９年、まちおこし集団「助っ人」の呼びかけで

行われ、名寄の名物行事とか北の風物詩とか呼ば

れるようになり、多くの市民や道内外からの写真

愛好家の皆様から愛される行事となっていました。

見るのが楽しみで道外から来られる方も大勢いた

と伺っています。大変楽しみにしていた大勢の市

民の皆様もいたのに、いとも簡単にやめてしまっ

たなという印象です。ＮＰＯ法人なよろ観光まち

づくり協会が委託を受けて、その実行委員会で決

まったことでしょうが、二、三年前からそのよう

な話はあったと聞いています。中止ということで

すから、それなりの理由があったとは思いますが、

市としてもこれほど観光に力を入れているのです

から、何か手だてはなかったのですか。話し合い

はなかったのですか、伺います。

次に、滞在型観光について伺います。名寄には、

冬の観光施設や自然がたくさんあります。これら
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を活用して１週間ぐらいの滞在型観光を行っては

どうかと思います。雪質日本一のスキー場でスキ

ーをしていただき、スノーモービルに乗って山に

上がって樹氷やダイヤモンドダストを見る。ジャ

ンプ台を見ていただくのもいいし、カーリング体

験もいいと思います。天文台で星を見るのもいい

と思います。北国博物館もいいでしょう。最後は

雪質日本一フェスティバル、その間運がよければ

サンピラーやライトピラーが見られる。このよう

な自然や既存施設を活用した滞在型の観光が必要

だと思います。東京なよろ会では、既にそういう

ことは行われているのかもしれませんが、もっと

範囲を広げて雪の少ない大阪や四国、九州、沖縄

などにＰＲしていただきたい。また、海外にも目

を向けて中国や台湾もいいと思います。道は、新

年度から同じ宿泊施設に５泊以上連泊してもらい

感想を聞くモニター制度への助成や複数の市町村

を一つの観光地としてＰＲする広域観光事業への

助成を行う予定ということですので、このような

ものも活用できる観光事業を企画されてはどうか

と思います。夏には避暑地モニターツアーを計画

しているようですが、冬にも厳寒モニターツアー

のようなものも計画していただきたいと思います

が、いかがでしょうか、伺います。

２点目は、除雪、排雪について伺います。除排

雪については、これまで過去にも何十人もの人た

ちが質問されていると思います。それだけ重要で、

市民の関心の高い名寄市にとって永遠のテーマだ

と思います。質問の中に重複する部分もあるかも

しれませんが、よろしくお願いしたいと思います。

まず、名寄市の除雪の基準は降雪１０センチに達

したとき、気象情報から今後の積雪が１０センチ

を超えると予想される場合、交通量が多く圧雪に

よる交通障害が予想される場合、風雪や地吹雪等

による吹きだまりの発生が予想される場合とあり

ますが、除雪の出動回数をお知らせください。

次に、市民の苦情で主なものをお知らせくださ

い。

次に、今年度の重点は何だったのかお知らせく

ださい。

３点目は、町字名変更について伺います。名寄

市は、土地の区画が比較的碁盤の目のように整理

されていると思います。しかし、町字名変更がな

されていないところもあり、地番を使っていると

ころが多くあります。地番だと非常に住所がわか

りづらく、規則的に並んでいないため市内地図を

見てもなかなか見つけることができません。また、

住まいをしている方も場所を説明するのが大変難

しいのではないかと感じております。近年は、宅

配業や郵便事業等が大変発達しており、その方々

が仕事に支障を来しているのではないかと思われ

ます。また、一般の方も何条何丁目のほうがわか

りやすいのではないかと思います。ぜひ何条何丁

目というような町字名変更ができないものか伺い

ます。

４点目は、名寄庁舎周辺の冬季の安全管理につ

いて伺います。冬季の特性としまして、雪が降る、

凍る、滑る等いろいろなことが考えられますが、

庁舎には小さなお子様連れや高齢の方や足の悪い

方や、いろんな人が来庁されます。そういう方々

のために、特に安全に配慮しなければならないと

思っています。私は、冬季の安全管理が余りなさ

れていないのではないかと感じています。来庁さ

れる市民の皆様に対し、どのような安全に対する

対策をされているのか伺います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目１について、大項目２と３については建設水道

部長から、大項目４については総務部長からの答

弁となります。

最初に、大項目の１、冬の観光について、北の

天文字焼についてお答えをいたします。平成元年

から長きにわたり開催されてきました北の天文字

焼は、市民の有志による手づくりのイベントとし

て始まり、その後ＮＰＯ法人なよろ観光まちづく
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り協会を中心とするなよろ雪質日本一フェスティ

バル実行委員会が引き継ぎ、昨年まで実施されて

きました。イベント開始から２０年以上が経過し、

数年前から天文字焼に携わってきた市民ボランテ

ィアの方々の高齢化や後継者の育成の問題が顕在

化し、毎年議論がされてきたところであります。

今回ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会を中心

にさまざまな議論がされた中で、北の天文字焼が

中止との結論に至った経過については、同協会の

理事会において後継者の問題や再度天文字焼のあ

り方について見直す機会を設けたいとの理由によ

り、中止との方向が示されました。市といたしま

してもこれまで民間や有志の力により実施されて

きました北の天文字焼が廃止ではなく、来年度以

降再開できる可能性を持った中止との提示だった

こと、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会でも

中止という結果を踏まえ、改めて北の天文字焼が

本市の冬季観光に対する存在感など市民の意向に

基づき検討していきたいとの意向により、ことし

についてはやむを得ないものと考えています。こ

の中止の結果について、多くの市民から北の天文

字焼に対するさまざまな意見をお聞きし、中止に

至った問題点を解決するためには何が必要である

かなどを整理するとともに、本市の観光振興に係

る観点から改めて検証を行っていきたいと考えて

います。

次に、小項目の２、滞在型観光についてお答え

をいたします。今年度策定しております観光振興

計画では、基本理念として本市の既存資源を見直

し、その価値を磨き上げ、市民にそのすばらしさ

を認識してもらい、市民が積極的に本市の資源に

誇りを持ってもらうことが人が寄ってみたいまち

名寄の実現に必要であると掲げております。これ

までスキーツアーとして東京なよろ会の御協力で

昭和６１年から毎年約２００名の方が首都圏から

お越しいただいています。大半の方がリピーター

で、ホスピタリティーも含めて名寄の冬の魅力を

満足いただいていると思っています。議員からの

御質問の既存資源を活用した滞在型観光について

は、観光振興計画の中で移住、定住対策のお試し

移住体験であるちょっと暮らし事業に分類をして

います。計画策定の議論の中でもＰＲを行ってい

く地域やどの季節をターゲットにしたモニター事

業や受け入れメニューを企画したらよいのかとさ

まざまな意見が出されたところです。平成２４年

度は、事業効果が高いと見込まれる事業を実証試

験するために、道外におけるモニター募集につい

ては本市独自でのＰＲでは厳しい財政事情の中で

は限界があるために、東京杉並区の協力によるＰ

Ｒ支援を活用したいと考えています。また、首都

圏で実施したアンケートの中で多かった意見に着

眼し、厳しい夏の暑さから開放された避暑地での

暮らしをテーマにした実証実験として杉並区をタ

ーゲットにした避暑地名寄へちょっと暮らし誘致

事業を計画しています。このモニター事業は、道

外から本市にお越しいただくきっかけづくりと道

外目線による本市の魅力や不足しているものなど

受け入れ態勢の構築に向けて検証することを目的

としておりますが、さらには本市の魅力的な季節

の一つである冬をターゲットとしたメニュー提供

の参考にしたいと考えています。

次に、海外に向けたＰＲについてですけれども、

市では広域観光体制の重要性を認識し、あさひか

わ観光誘致宣伝協議会や北海道観光振興機構に加

盟しており、道外や海外に向けたＰＲや受け入れ

態勢などを広域で推進しています。旭川空港や千

歳空港を核としたツアーや個人向けメニューなど

多くの可能性を持っていますが、受け入れ態勢な

どの課題もあることから、今後全市的に検討して

まいりたいと思います。

また、完成度の高いツアーを企画するためには

モニター事業などの実証試験の実施は必要である

ことから、国、道の各種制度や支援対策を研究し、

積極的に活用していきたいと思っております。

以上、私からの答弁といたします。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）
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私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目の２点目と３点目についてお答えをさせ

ていただきます。

最初に、大きな項目の２点目、除雪、排雪につ

いてでありますが、小さい項目１番目の除雪の出

動回数、２番目の市民からの苦情、３番目の今年

度の重点は関連がございますので、一括してお答

えをさせていただきます。今シーズンは、２月末

のデータを見ると降雪量６４３センチで、過去５

カ年の平均値６０３センチと比べると４０センチ

多く、最深積雪１１７センチは５カ年の平均値８

８センチよりも２９センチ多くなっております。

除雪は、４地区に分けて出動の可否を判断してお

り、２月末までの出動では名寄地区郊外で４１回、

市街地で３１回、風連地区は郊外で４４回、市街

地で４０回出動しております。出動の判断は、午

前１時から午前２時までの間に判断をさせていた

だきまして、それからの出動となります。市街地

では、交通量が多くなる前の７時３０分までに終

了させることを指導しておりまして、２時に判断

させていただいた以降、１０センチ降った分に対

しては翌日に除雪をするようにしております。

市民の苦情や要望件数は、全部で７５件ありま

した。内容は、除雪した雪を家の前に置いていか

ないでほしい、除雪車の進入方向を変更できない

か、あるいは個人の道路への雪出しをやめさせて

くださいなどなどありますけれども、以上の３点

が主なものであります。

今年度の重点については、主に見通しの悪い交

差点や狭い道路の交差点の排雪を重点に行うこと

で交通安全はもとより冬の市民生活の利便性を図

ることであります。

次に、大きな項目３点目の町字名変更について

であります。町字名は、住所の表示、まちの区域

や地区を示すものとして用いられ、日常生活に密

着したものであることは言うまでもなく、市内の

住所はすべて番地を住所とするシンプルな表示と

させていただいております。これまで市としても

昭和５７年から麻生町や栄町など周辺字名の条、

丁目の変更を進めてきましたが、いまだに地番表

示のまま市外の方や宅配業者などがわかりづらい

ところが残されていることは確かでございます。

しかし、住所の表示が変わることで一番影響を受

けるのは、そこに住まわれている住民の方々であ

ることから、なれ親しんだ字名、地番を変更する

場合には十分に配慮する必要があると考えており

ます。地域に住まわれている方々が現在の都市基

盤において生活上支障を来しているかいないかの

実態が不明であることから、今後は市民との意見

交換の場や庁内各部局との情報交換などで課題認

識を持ち、実施に必要な地区などを調査をしてま

いりたいと考えておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、名寄庁舎〇総務部長（扇谷茂幸君）

周辺の冬季の安全管理についてお答えをいたしま

す。

まず、名寄庁舎における凍結通路等による転倒

被害の防止についてでありますけれども、庁舎に

来られる方の多くはピロティー側の玄関を利用さ

れますので、ピロティー内は日陰であることや車

の通行が多いことから、雪が凍って滑りやすくな

る場合があります。この対応につきましては、適

宜砂や融雪剤をまいて、また必要に応じて凍った

雪を削り、安全な通行の確保に努めております。

また、庁舎内の玄関から階段までの間につきまし

てもスリップ防止のためゴムマットを設置をして

対策をとっております。

次に、落雪についてでありますけれども、庁舎

屋根の雪庇などにつきましても適宜処理をしてお

りますけれども、庁舎正面に植樹をされておりま

すクロマツの大木上部に堆積をした雪につきまし

ては完全に除去することができませんで、雪の落

下が想定される範囲をロープで囲い、頭上注意の

看板の設置により通行する方に注意を喚起し、対

平成２４年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第３号



－153－

応しているところであります。

以上、答弁といたします。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁いただ〇６番（川口京二議員）

きましてありがとうございます。北の天文字焼か

ら再質問させていただきます。

私は、２３年続いた天文字焼は他のまちに誇れ

る貴重な名寄市の伝統行事だと思っています。よ

い伝統は守るべきだと思います。天文字焼が中止

に決まって以来、北海道新聞や名寄新聞等に中止

を惜しむ声や復活を望む声が多くの皆様から寄せ

られていますが、市として復活を前提とした協議

が必要なのではないでしょうか、伺います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

協議等ですけれ〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ども、北の天文字焼の中止に至った理由としまし

て、先ほどもちょっとお話をさせていただいたの

ですが、北の天文字焼の客観的な視点からもう一

回見詰め直す必要があるというようなお話も一つ

の御意見でございました。天文字焼の意味やその

意義がイベント開始当時と現在の状況が合致して

いるのか、市民にとって２０年以上の長きにわた

り実施されてきた北の風物詩としての催し物中止

という結果になって、改めて天文字焼の必要性の

有無、さらには復活するにしても再度原点に戻っ

て関係者団体及び市民の意見をしっかりとお聞き

し、協議を重ねていくことが必要だというふうに

考えております。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

また、今回は観光協会〇６番（川口京二議員）

との協議が余りなされていない結果だと思います。

今後は、もっと話し合いを密にして観光の振興を

図るべきではないかと思いますが、いかがでしょ

う。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

観光協会との連〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

携強化ということで御意見でございます。平成２

４年度から観光振興計画の中で計画に基づいて各

種の事業を実施していくわけなのですけれども、

風連あるいは名寄両地区の観光協会との連携、協

議というのは、今までよりも増して必要だという

ふうに考えております。今度は、全市的な視点に

立って各事業の展開をしていきたいと考えており

ます。その関係団体との協議なのですけれども、

実施に向けての観光振興計画全体、あるいはオー

ル名寄体制での多面的な視点ということから議論、

検証していくことが必要で、計画の中でも観光協

会の役割として、観光、交流、振興を図るための

主導的機関として全体のコーディネーター役を担

ってもらうという位置づけをしており、その果た

す役割も期待度も以前に増して高くなっていると

思いますし、行政としましてもバックアップ体制

をとって、それぞれ観光協会と連携を図って今後

充実を図っていきたいというふうに考えておりま

す。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

市長にお伺いしますが、〇６番（川口京二議員）

北の天文字焼が中止となってどう思われますか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

大変寂しく思いますけれ〇市長（加藤剛士君）

ども、先ほどから室長がお話しのとおり、民間団

体を中心に沸き上がってきたイベントであるとい

うことであります。その当時と比べてこの数年中

止の声があったということは、思いが違ってきて

いた部分があったのか、寂しいという声はある一

方で、これをやり続ける意味があるのかという声

があったのだろうというふうにも思います。その

中で今回一回中止をして、一度原点から見詰め直

すということですから、余りここは行政が思い切

って踏ん張って前に出ていくことは得策ではない

のかなというふうに思いますけれども、そうした

市民の声がまた沸き上がってくることをぜひ私も

期待するし、そうした動きがあれば行政としても

できる限りのバックアップをしていきたいという

ふうに思っています。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）
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天文字焼の復活を強く〇６番（川口京二議員）

願っている一人なのですが、私は天文字焼だけで

はなくて、今のままだとほかのよい催しも同じこ

とが起こるのではないかと危惧しているところで

す。新年度には、観光振興計画もできることです

ので、連絡、協議を密にして目標に向かって頑張

っていただきたいと思います。

滞在型観光については、何か夏の観光ばかり力

を入れているような気がしてなりません。名寄に

は、先ほども申しましたが、冬の観光資源や自然

がいっぱいあります。ぜひそれらを活用して前向

きに検討していただきたいと思います。

次に、除雪、排雪についてでありますが、随分

出動回数が多いと思います。そんなに雪が降った

ようには思わないのですが、一回で終わらないこ

とやさまざまな条件があってふえているのかもし

れません。市民の間には、全く雪がないときに無

駄な除雪をやっているのではないかという声も聞

きますが、いかがでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどもお答〇建設水道部長（野間井照之君）

えをさせていただきましたけれども、雪は平年か

ら比べて２月末では少し多いというふうに考えて

います。ただ、先ほども申し上げましたが、２時

に出動の判断をします。それ以降判断をすると、

まちが起きる７時半までにはなかなか作業が間に

合わないということもございますから、２時に判

断をするということでございまして、それ以降降

った雪はどうしても残してしまいます。それは、

圧雪状態になりますから、市街部分ではわだちに

なってきます。したがって、安全を期するために

次の日に雪が降っていなくても、これは出動せざ

るを得ないなというふうに思っています。ただ、

郊外地区に関しては交通安全と、車も少ないです

から、牛乳の出荷等もございますし、これはやむ

なく２時以降での判断をさせて、出ております。

以上であります。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に、苦情があるとい〇６番（川口京二議員）

うことは市民の方は満足していないのだと思って

います。昨年よりもことし、ことしよりも来年と

右肩上がりによくならないと納得しないと思いま

す。少しでも苦情が減るように努力していただき

たいと思います。苦情に対する処置はどのように

していますか。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

苦情も先ほど〇建設水道部長（野間井照之君）

もお答えさせていただきましたけれども、７０件

以上に上ります。ただ、名前を言っていただける

方に対しては私ども担当者が出向きまして御説明

をしながら、納得をしていただいております。た

だ、どうしても名前がわからず、その町内がわか

る場合は町内会長さんとお話をさせていただいた

りして、できるだけ苦情の処理はさせていただい

ているつもりでございます。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に、交差点排雪とい〇６番（川口京二議員）

うのがよくわからないのですが、排雪のときに行

うということでしょうか、それとも別に重点的に

行うということでしょうか。

それと、市道と国道や道道との交差点はどこが

担当なのでしょうか、お知らせください。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

交差点の除排〇建設水道部長（野間井照之君）

雪の部分では、シーズン初めにまず除雪から当然

入ります。それで、交差点がどうしても見通しが

きかなくなるということも含めて、排雪の前に交

差点の排雪を実施させていただいて、交通安全の

確保をすると。それと、狭い道路ですとどうして

も一方通行みたく狭くなってしまいますので、幅

員がなくなってしまいますから、待避場としても

交差点を利用できるということで、先に交差点の

排雪をやらせていただいている状況であります。

排雪のときも当然交差点の排雪は行います。

それと、市道と国道ないしは道道との関連性で

ありますけれども、基本的には国道の管理者、道
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道の管理者、市道の管理者と打ち合わせをさせて

いただいています。ケース・バイ・ケースですけ

れども、排雪のほとんどは国や北海道に連絡を行

って、国道、道道はほとんど国や道に市道の部分

も行っていただいておりますけれども、除排雪の

部分は先に行って、後でやるほうが交差点の除雪

を行っていると。これは、お互いに協定で結ばさ

せていただいているということであります。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

生活道路の排雪は、現〇６番（川口京二議員）

在１回なのですが、実際に皆さんが居住をしてい

るわけですから、交通量もかなり多いところもあ

ります。信号のない交差点も多くあり、また交差

点には雪が山のようになっており、大変危険な状

況になっているところもあります。危険なところ

や交通量の多いところ、また居住区などは優先す

るべきだと思いますが、優先順位などはあるので

しょうか、伺います。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

排雪、除雪は〇建設水道部長（野間井照之君）

別に、除雪は順番で来るのですけれども、排雪に

関してはやはり交通量の多いところから入るよう

にいたしております。ただ、排雪をするにしても

雪の運搬に使う道路を先に確保するために、名寄

市内ですと日進だとか、大きな通り抜けるのに縦

通りを先に排雪をさせていただいて、運搬路をう

まく使うような形で縦通りを先にやるという、幹

線でなくてもです。そういうやり方もしています

から、ケース・バイ・ケースによっていろいろで

ございます。交差点もしかりでございます。当然

雪が多くて見通しが悪いところから始めてまいる

というふうに考えていますので、御理解ください。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に、道路に雪を捨て〇６番（川口京二議員）

てはいけないのですが、それを管理するのはどこ

なのか教えてください。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

雪は、道路に〇建設水道部長（野間井照之君）

捨てて当然だめなのですけれども、道路は管理し

ているのは国道は国ですし、道道は道であります

し、市道は市であります。それは、それぞれで対

応させていただいています。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

私は、排雪が重要だと〇６番（川口京二議員）

思っています。生活道路は３回ぐらいやっていた

だきたい。予算がないと言われますが、私は他の

予算を多少削ってでもやるべきだと思っています。

しかし、一方では、なかなかそうもいかない現状

もあると思っています。限られた予算と少ない機

材の中でどうすればいいかと考えたとき、市街地

に雪の堆積場を確保することが重要だと思います。

南広場もいいですし、少し乱暴な考え方かもしれ

ませんが、浅江島公園の使われていない野外ステ

ージを壊せばかなりの堆積場になると思います。

公園に雪を捨ててはいけないのは知っていますが、

冬場使われていない公園などを利用してはどうか

なと思います。もし堆積場がふえれば、排雪１回

のところ３回ぐらいになるかもしれません。その

ほうが市民は喜ぶのではないでしょうか。いかが

でしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

御案内のとお〇建設水道部長（野間井照之君）

り、排雪は１回やると相当量の予算を消費してし

まいます。なるべく幹線は特に別なのですけれど

も、風連は今まで地域性もあって２回ほどやって

いると。ことしはちょっとやり方が少し変わって

いますけれども、２回。名寄市内は、幹線あるい

は通学路などは２回から３回やらせていただいて

います。ただ、生活道路は先ほど議員がおっしゃ

るれるとおり予算的なこともありまして、１回し

かできない状況であります。今提案になったよう

に、南広場にも私どもは堆雪場をというふうに思

ったのですけれども、どうしても近隣の町内会の

ほうで同意が得られないということもありまして、

ことしと去年は入れることができませんでした。

これまた来年度以降も町内会の方々ともお話し合
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いをさせていただきたいというふうに思っていま

す。

それと、浅江島公園は総合公園として市民の憩

いの場として古くから位置づけされておりまして、

夏場の、夏もやはり公園はありますので、芝の管

理をしなければなりません。芝の管理をするとな

ると、雪解けがかなり遅くなると芝が腐食して傷

んでしまいますので、なかなか難しい状況にあり

ます。それと、野外ステージも名寄市内では昔は

名寄公園にもあったのですけれども、今は浅江島

公園にしかないということもありまして、担当に

聞きますと少しまだ利用している方もいらっしゃ

るというふうに聞いていますので、修繕はしなけ

ればならぬかもしれませんけれども、壊すことは

今の段階ではできないというふうに思っています

ので、御理解をいただきたいと思います。

それと、街区公園については町内会にそれぞれ

管理をお願いしているのですけれども、これはマ

マさんダンプで入れる程度ですと遊具にも支障を

来さないのですけれども、やっぱり重機で入れる

と遊具が壊れてしまうということもあります。た

だ、町内会の管理ですから、町内会の方々が近所

の方が入れるという部分で納得してお話し合いが

できれば、それは市のほうも黙認をしているとい

う状況にございます。今議員がおっしゃられると

おり、近場に堆雪場があるとやはり運搬距離が短

くなるということも含めて経費の節減になるとい

うことは確かでございますから、今後も市街地区、

あるいは郊外の近いところに雪堆積場を確保する

努力はしてまいりたいというふうに考えています

ので、御理解ください。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

今後ますます高齢化が〇６番（川口京二議員）

進む中、除雪、排雪というのは大変重要なことだ

と思います。冬の暮らしが快適に暮らせるようも

っと考えていただきたいと思います。

最後に、まだ年度は終わっていませんが、今年

度の反省事項と来年度の反映事項があればお聞か

せください。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどから議〇建設水道部長（野間井照之君）

員もおっしゃられているとおり、除排雪事業は予

算も機械も人も限られた中での作業であります。

ピーク時には、働いている方々もいっぱいいっぱ

いだと業者の方からもお聞きしている状態であり

ます。夏場の道路に近づけることは非常に困難で

あります。したがいまして、私どもの除排雪の基

本であります緊急車両の通行と児童生徒の通学路

の確保と。これが私どもの除雪の基本であります

から、来年度以降もこの基本を主に市民の安心、

安全な冬の道路空間の確保と、これをしっかりと

していきたいというふうに思っていますので、御

理解いただきたいと思います。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございまし〇６番（川口京二議員）

た。

続きまして、町字名変更について伺います。郊

外となると大変難しいところではあると思います

が、市街地周辺、徳田や豊栄、合併してもう６年

になろうとする風連地区は、名寄市風連何条何丁

目というようにできないものか伺います。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

平成１３年に〇建設水道部長（野間井照之君）

徳田地区の変更を検討したという経緯はあります。

当時まだ号線どおりの区割りがないという状態で

ございましたから、そういう地域性もあって既成

市街地との整合がとれないということもあって、

条、丁目の変更は取り入れなかったというふうに

お聞きしております。豊栄地区も同様に名寄中学

校の南側部分についても、これも既成市街地との

整合がとりにくいということでやっていませんで

した。風連地区も合併により郡部が市に表示が変

わったのですけれども、合併以降も町字名の変更

の検討を行っていないということであります。徳

田も風連もまだしっかりとした区画割りができて

いる状況ではございません。今後は、将来人口も
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減るという推計もあり、地域の居住のあり方など

により市街地も変化していくというふうに考えて

います。これらの状況から、都市基盤の動きを少

し見ながら次の都市計画マスタープランの段階ま

でに一度その段階で地域調査をしまして、町字名

の改正が必要かどうか検討させていただきたいと

いうふうに思っていますので、御理解ください。

それまでに調査を入れたいと思っています。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

１０年前から比べると、〇６番（川口京二議員）

ショッピングセンターやイオンもできましたし、

その周辺には家も随分建ちました。できるところ

から少しずつでもいいので、ぜひ前向きに検討し

ていただきたいと思います。

次に、名寄庁舎周辺の冬季の安全管理について。

駐車場西側にある関係でピロティー側の通用口を

出入りする人が非常に多いと思います。入り口付

近が凍っていたり、またピロティー内は車が通行

するため、つるつるになっている状態がよくあり

ます。砂をまいたり、氷を削ったり、比較的よい

状態が保たれていると思いますが、まだ十分とは

言えません。来年度以降も少なくてもこの状態を

続けていってもらいたいと思います。しかし、落

雪という観点から見ますとどうでしょうか。庁舎

の正面に大きな松の木が立っています。上のほう

には、大きな雪の塊があります。枝もすごいため、

あちらこちらに雪が積もっています。頭上注意の

立て札とロープで囲ってありますが、もっと広い

範囲を囲うべきだと思います。雪はもっと外にも

落ちると思います。雪がもし凍っていたらどうな

るのでしょう。もしそれが人に当たったらどうな

るのでしょう。私は、今の処置が十分とは思いま

せん。また、歩道に枝が屋根のように覆いかぶさ

っていますが、私は枝を切るべきだと思っていま

すが、どう思いますか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘いただきま〇総務部長（扇谷茂幸君）

したとおり、ことしは非常に降雪量が多いという

こともありまして、クロマツの上部にもたくさん

雪が堆積をしておりました。そういった状況もあ

りまして、市民の皆さんには大変御心配をかける

状況にもなりまして、私どももいろいろ検討して

まいりましたけれども、ことしのクロマツにおけ

る雪の状況でありますとか、御指摘の枝の状況含

めまして新年度に雪が降る前までにクロマツの剪

定作業を実施をしまして、堆積の状況の改善を図

っていきたいというふうに考えております。しか

しながら、実はこのクロマツは植樹後９０年以上

経過をしておりまして、名寄庁舎のいわゆるシン

ボル的な存在にもなっているのです。また、市民

の皆さんにも長く親しみを持って見ていただいて

いるということもありますから、雪が堆積しづら

くなるような剪定はするというのは当然でありま

すけれども、ある意味１００年近くたちますとク

ロマツも立派な大木となって、文化財的要素も出

てまいりますので、これにつきましては剪定に当

たりましても長く後世にちゃんと伝えることがで

きるような、そんな容姿も十分配慮しながら対応

してまいりたいというふうに考えております。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょうどポストの位置〇６番（川口京二議員）

も雪の落ちるところにあるのですが、移設を検討

していただきたいと思いますが、どうですか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

ポストの位置につき〇総務部長（扇谷茂幸君）

ましてでありますけれども、私ども郵便事業株式

会社に確認をしておりまして、もしポストの位置

が危険な場所ということでありましたら移設は可

能ということでありました。先ほど申し上げまし

たとおり、クロマツを剪定をしたいという考えを

持っておりまして、剪定の状況を踏まえてもし必

要となれば、移設については郵便事業者のほうと

協議をしてまいりたいと考えております。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

私が言ったことは大変〇６番（川口京二議員）

小さなことかもしれません。ハインリッヒの法則
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でしたか、１つの重大事故の背後には２９の軽微

な事故があり、その背景には３００の異常がある

と言われています。事故があってからでは遅いと

思います。庁舎だけではなく、市の管理する施設

はすべてもっと安全を確認する必要があると思い

ます。それぞれの所轄で点検しているとは思いま

す。あればいいのですが、なければチェックリス

トや点検表などをつくって点検するようにしたほ

うがいいと思いますが、いかがでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

市の管理をする全施〇総務部長（扇谷茂幸君）

設で安全管理、これまでも徹底してきているつも

りでありますけれども、今後一層の対応が必要と

御指摘もございました。特にことしは大変雪が多

くて、各地でいわゆる雪の重みで施設が壊れると

いうような状況も発生をしておりまして、私ども

それぞれ施設の状況を含めて原課に注意を促して

きておりますけれども、今後は御指摘のありまし

たいわゆるチェックリストでありますとか、点検

マニュアル、改めてちょっと整理をしながら、各

施設における安全面の点検作業、これを強化して

まいりたいというように考えております。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

私は、安全管理にやり〇６番（川口京二議員）

過ぎはないと思っております。最悪のシナリオを

考えて臨んでいただきたいと思いますし、職員一

人一人が安全という認識をより深く持っていただ

きたいと思っています。

以上で終わります。

以上で川口京二議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１５時まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時４５分

再開 午後 ３時００分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市の市政運営から外２件を、大石健二議員。

議長より御指名をいた〇４番（大石健二議員）

だきましたので、これより通告に従い、３件６項

目について質問を行います。

最初に、名寄市の市政運営から、加藤市長の市

政執行についてお聞きをいたします。平成２２年

４月に執行された名寄市長選挙で当選され、当時

道内最年少市長として高い関心を集めた加藤市長

ですが、間もなく折り返しの２年目を迎えようと

しています。この２年間にわたる加藤市政の執行

を顧みて、今後の市政の運営、取り組みと課題に

ついてお聞かせください。

次に、名寄市の行財政運営から、名寄市の経済

成長戦略にかかわる名寄市観光振興計画案の具現

化への取り組みについてお聞きをいたします。昨

年４月に行われた機構改革の目玉として新設され

た営業戦略室は、その一挙手一投足市民の皆様の

期待と関心を集めています。このほど待望の名寄

市観光振興計画案が市民の皆様にもお披露目され、

いよいよ新年度から事業活動が展開されていくも

のと期待感も高まっています。堅実な数値と豊富

な資料に裏打ちされた名寄市観光振興計画案の計

画理念及び目標達成に向け、今後の具体的な活動

展開についてお知らせ願います。

また、同じく経済成長戦略から、中心市街地活

性化に向けた取り組みについてお聞きをいたしま

す。平成２０年末に大手流通業者が名寄駅横に進

出を表明した後に市と名寄商工会議所が主軸にな

って中心市街地の活性化に向けた取り組みが展開

されました。結果として（仮称）複合交通センタ

ー及び民間事業者による駅横開発の実現を見たわ

けですが、肝心の中心市街地の活性化への取り組

みは３・６開発が頓挫したきり具体的な開発に向

けた胎動が聞こえてこなくなりました。名寄駅周

辺から名寄市立総合病院までの文字どおり名寄市

の顔とも言うべき中心市街地の活性化に向けた構

想についてお知らせを願います。

次に、名寄市の行財政運営から、２点目の生活

弱者への生活援護、支援についてお聞きをいたし

ます。本年１月に道都のアパートで４０代の姉妹
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がひっそりと御遺体で発見されるという痛ましい

事故が起きました。事故につきましては、これま

でにも新聞やテレビなどのマスコミで詳細に報道

されています。事件を知るうちに、なぜ福祉のセ

ーフティーネットで救済することができなかった

のかという胸がふさがれる思いでなりません。名

寄市における生活保護の相談実態、また障害者で

療育手帳を持って福祉サービスや福祉施設を利用

していない方、障害者にもかかわらず療育手帳を

申請していない人などの実態についてお知らせを

願います。

次に、名寄市の行財政運営から、３点目の市民

生活の環境整備と改善についてお聞きをいたしま

す。今冬は、雪害による事故が道内各地で相次ぎ

ました。名寄市においてもこの雪害で道路の除排

雪が行き届かず、幅員が狭くなった道路での車同

士の接触や見通しのきかない交差点での交通事故

を初め、屋根の雪おろし作業中に落下する人身事

故等が多発しました。とりわけ無人の家屋の屋根

に堆積した雪が今にも建物を押しつぶし、近隣の

市民や近接する建物などへの重大な損害の発生も

危惧される光景が各所で散見されました。管理不

全に陥ったこうした空き家は、冬期間に限らず、

防犯、防災上の観点からも季節を問わずに市民の

安全、安心な生活にかかわる重大な問題と言えま

す。名寄市におけるこうした管理不全に陥った市

内の空き家対策について、これまでの対応と今後

の取り組みについてお知らせを願います。

最後に、名寄市の医療行政から、地域医療拡充

についてお聞きをいたします。地域医療について

は、平成２４年度市政執行方針の中でも触れてい

ますが、昨年１０月から休診となっていた名寄市

立総合病院の消化器内科がこの４月から３名の医

師による診療体制で復活されることになった知ら

せを聞いて、多くの市民の皆さんから大きな喜び

を持ってこの朗報が歓迎されています。

さて、第３次保健福祉医療圏のセンター病院と

しての役割を担う名寄市立総合病院と名寄市内の

診療所、かかりつけ医である開業医による病診及

び地域医療連携についてお尋ねをいたします。い

わゆる病診連携とは、病院と診療所が互いに役割

を機能分担しながら、患者の治療に当たることを

言いますが、ここへきて名寄市内の開業医の皆さ

んの高齢化や後継者不足が指摘されるようになっ

てきています。健全な病診連携の維持構築に向け

た名寄市の対応についてお知らせを願います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

大石議員から大項目〇総務部長（扇谷茂幸君）

で３点にわたる質問をいただきました。大項目の

１は私から、大項目２の小項目１は営業戦略室長

から、大項目２の小項目２と大項目３は健康福祉

部長から、大項目２の小項目３は市民部長からの

答弁となります。

名寄市の市政運営から、加藤市長の市政執行に

ついてお答えをいたします。加藤市政が誕生して

から間もなく２年が経過をします。市長の公約で

あります民間会社名寄市的発想での行政運営、基

幹産業の推進、名寄市立総合病院のさらなる充実、

名寄市の財産を生かしたまちづくり、自衛隊名寄

駐屯地の堅持、市民福祉の充実の６つの公約と総

合計画の着実な推進を柱とし、明るく元気なまち

づくりを目指してこれまで営業戦略室の設置、総

合案内窓口の設置、市長室開放事業、職員提案の

ゼロ予算事業、また総合計画後期計画や観光振興

計画などの各種計画を策定し、市政の運営を進め

てまいりました。今後地方財政の不透明さや人口

縮小、高齢化の進展という厳しい状況も予想され

ますが、市民主体のまちづくり、そして我がまち

を愛し、この地で誇りと自信を持って暮らし続け

たいと市民の皆様に感じていただくためにも地域

資源を掘り起こし、名寄市の魅力を全国へ情報発

信していくとともに、健全な財政運営を確立しな

がら、市民の英知を結集して策定した新名寄市総

合計画後期計画で想定をします（仮称）複合交通

センター、市立総合病院の精神科病棟改築、市立
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大学、図書館、（仮称）市民ホールなどの事業の

具現化を図り、１０年、２０年先を見据えた市政

運営に努めてまいります。

以上、答弁といたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

目の２、名寄市の行財政運営から、小項目の１、

経済成長戦略について、ア、観光振興計画等の具

現化への取り組みについてお答えをいたします。

名寄市観光振興計画は、市内のさまざまな分野

で御活躍されている市民から組織された策定市民

懇話会、市役所内で公募によって選出しました若

手職員及び係長職で組織された庁内検討委員会で

議論していただきました。計画策定に当たり、関

係者等の専門的な目線というよりは市民及びお客

様目線を重視し、計画案を策定いたしました。こ

の計画に基づく事業の実施や検証、追加しなくて

はならない項目などについては、関係機関及びま

ちづくり団体の御協力を得ながら、本年４月に設

立予定でありますオール名寄体制で組織検討する

（仮称）名寄市観光交流振興協議会を設立し、そ

の中で議論し、実施していくことを前提としてい

ます。

本計画の中で基本目的を交流人口の増加による

経済効果の拡大とし、具体的な目標値として毎年

５％の観光入り込み客数の増加を上げ、これを達

成するため名寄市民の満足度アップを初めとする

４つの基本目標に沿って具体的な戦略事業を定め

ています。計画の目標値を達するための具体的な

工程表を含めた行動計画については、まず戦略事

業を実施するに当たりそれぞれに分類された基本

項目を達成するためにはどのような手法を取り入

れたらよいのかを最優先に検討していくことが目

標達成への道を歩むことにつながると考えていま

す。また、第１の基本目標に定めている名寄市民

の満足度アップを達成していくためには、市民の

協力、理解なくして実現することができないこと

を念頭に、これまで商工会議所、風連商工会を初

め３月に関係団体の説明を行うなど今後も４月以

降出前トークのメニューなどを活用し、市民の理

解度を上げるための計画の説明、また意見を聴取

する機会を設けていくとともに、２４年度は市民

を対象にした観光モニター事業などを実施し、既

存資源の価値の再評価などの作業も行い、市民が

名寄に愛着と誇りを持ってもらうための事業を優

先的に実施したいと考えています。

次に、中心市街地活性化の取り組みとその後に

ついてであります。３・６地区市街地再開発事業

は、中心市街地活性化事業の議論の過程にあった

民間事業を平成２２年度から２６年までの５カ年

の都市再生整備計画に集約し、３・６地区市街地

再開発事業として作業を進め、事業計画化してき

たところであります。この再開発事業の取りまと

めに大きくかかわりを持つ商工会議所から民間事

業で実施することは困難であり、行政が中心とな

って事業化を進めるよう依頼があったところです

が、民間主導による事業に対しては行政主導によ

って進めることは困難であると判断させていただ

いたところであります。また、事業を進めるため

には複数年の計画期間、事業期間を要し、都市再

生整備計画期間内での事業完結が見込めないこと

から、事業化はできないと判断をしています。

本事業の中で進める（仮称）複合交通センター

の整備を中心として、商店街ファサード整備事業、

名よせ通広場整備事業などの事業を実施すること

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。複合

交通センターの利用促進による中心街の活性化に

ついては、施設に入居を予定している商工会議所

やＮＰＯ観光まちづくり協会と協議を開始してお

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、商業施設を計画している株式会社西

條との協議、意見交換の場を設けてまいります。

また、名寄市中小企業振興条例を活用して中心市

街地近代化事業や店舗支援事業、各種融資事業な
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どソフト事業により推進してまいります。

中心市街地活性化に向けた構想についてであり

ますが、中心市街地活性化基本計画についてはま

ちづくりの目標や将来像を明確にし、実施に当た

っての意見の合意形成が不十分などにより、認定

に至りませんでしたが、中心市街を活性化させる

という基本構想に基づき、現在その中から実効性

の高い事業を都市再生整備計画に基づき社会資本

整備総合交付金事業で実施しています。当時の中

心市街地活性化基本計画にありますそれ以外の事

業については、多くが民間主体の事業で、地域の

合意形成が伴うため、すべての事業を実施するこ

とは難しいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目２の小項目２と大きな項目３について

申し上げます。

大きな項目２の小項目２、生活弱者への生活援

護についての生活困窮者と障害者の孤立死よりに

ついて申し上げます。先般札幌市で発生した知的

障害者を持つ姉妹の孤立死や釧路市では老夫婦が

凍死状態で発見された事件など大変悲しい結末に

なってしまったことに心を痛めるものであります。

この事件に端を発し、全道の自治体では一定の個

人情報は得ているものの、障害者の生活状況を再

調査する動きが活発化しております。当市におけ

る生活保護の相談実態ではありますが、近年の平

均では保護にかかわる相談件数はおおむね年間８

０件程度で、保護開始に至る件数は２０件前後と

なっております。平成２３年度においては、３月

７日現在で相談件数７３件で、うち保護開始に至

った件数は１２件、現在調査中が１件となってお

り、平年よりやや少ない状況で推移しております。

療育手帳につきましては３２４人、Ａ１１６人、

Ｂ２０８人の方に交付しております。うち施設入

所は６４人、居宅に８人、就労支援等には５３人、

通所支援など４０人、計１６５人の方々がサービ

スを利用されており、１５９人の方々が未利用と

いう状況になっております。障害があるかないか

を含め、申請をしない方の数は把握できない状況

にあります。手帳の交付申請は、本人、家族から

行われ、その後診断の上、判定されることになり

ますが、申請するかどうかの判断など家族の方は

大変苦慮されているのではないかと考えておりま

す。また、知的障害の有無の判断は難しく、第三

者が申請することを進めることもできないため、

その発見には時間を要するものと考えており、本

年４月から要援護者台帳の整備に着手しますので、

行政上の情報だけでなく、民間事業者や地域住民

の協力を得ながら、情報の収集と速やかな対応を

してまいりたいと考えております。

次に、大きい項目３、名寄市の医療行政から、

小項目１の名寄市の地域医療拡充についての病診

連携と医師確保の具体策ほかについて申し上げま

す。名寄市立総合病院は、道北第３次保健医療福

祉圏のセンター病院として地域住民の健康を守る

ための診療、保健活動を展開しております。また、

指定管理の名寄東病院につきましても道北におけ

る療育型医療機関としての役割を果たすため、高

齢社会に対応した医療サービスの充実に努めてい

るところであります。また、休日当番医業務につ

きましては、市内における第１次緊急医療体制を

確保していくことを目的として、名寄市立総合病

院、名寄東病院、名寄開業医師会が当番制で比較

的軽症患者に対して日曜、休日診療業務の体制が

整備されており、平成２３年度の実施計画では名

寄市立総合病院が１７日、名寄東病院が７日、名

寄開業医師会が４８日で、合わせて７２日となっ

ており、それぞれの医療機関が役割や機能を分担

しながら患者の診療に当たっていることから、病

診連携が図られていると考えております。

北海道では、２次医療圏ごとに平成２３年６月

１日現在で必要医師数のアンケート調査を実施い

たしました。上川北部の対象医療機関が求める必

要な医師数は１３８名で、現有医師数１１３名に
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対し必要度は２２２となっております。平成２

４年３月１日現在の２次医療圏の医師数は１０５

名で、さらに必要度が高くなっている状況にあり

ますが、地域ごとに人口割で分析しますと、士別

市では２１名で必要度０人、５町１村では１１

名で３５と非常に高い数値になっておりますが、

名寄市においては７３名で、必要度８０と現時

点では大きく充足されている数字となっておりま

す。しかしながら、議員御指摘のとおり開業医の

高齢化や後継者不足により将来医療機関の減少が

続く状況になる場合には、他の自治体が実施して

おります対策などを参考にしながら検討していか

なければならないと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目２、〇市民部長（土屋幸三君）

小項目３、市民生活の環境と改善についてお答え

をさせていただきます。

この冬は、気温が低く経過したため、降った雪

が解けず、除排雪に大変苦労し、交通機関にも影

響の多かった年でありました。道内では、雪の事

故によるこの冬の死者が２月末で２５名と報道さ

れているところであります。名寄市での雪害によ

る大きな事故は発生しておりませんが、空き家等

の屋根からの落雪の危険に対しての苦情が２０件

程度寄せられており、そのうち当事者等に指導を

したものが１４件ございました。また、落雪の危

険がある歩道等には注意喚起看板を設置して、市

民の安全確保に努めてきたところであります。こ

の北国名寄では、冬の寒さと雪の多さに上手につ

き合っていかなければなりませんが、市としては

市民の日常生活の安全、利便確保のため、周辺の

道路や市民の皆さんに危険が及ぶことのないよう

屋根の雪おろし、除排雪についてしっかりとした

管理を指導してまいってきたところであります。

また、防犯上、景観上、衛生上等で問題のある

空き家に対しましては、一年を通して改善等の指

導をしているところであります。特に防犯上問題

のある空き家で対応がなされず、緊急性のある空

き家に対しては、進入禁止の看板を設置したり、

出入り口をふさぐなど進入できない措置をとって

おります。平成２１年度から２３年度の３年間、

北海道の緊急雇用創出推進事業で２２件の危険家

屋の取り壊しを行いました。景観上、防犯上、一

定の成果があったものと思っております。今後も

所有者への指導、パトロールを行い、安全なまち

づくりに努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇４番（大石健二議員）

だきました。ありがとうございます。最初にお断

りをしておきます。質問の順序が多少入り繰りが

あるかと思いますが、あらかじめ御承知おき願い

ます。

最初に、加藤市長の市政担当折り返しについて

お聞きをいたします。先ほども申し上げましたが、

２年前の４月の市長選で加藤市長は、当選直後に

初めて市政を担うことになったそのときの率直な

気持ちをわくわく、どきどきするというふうにお

っしゃっていました。こう話された加藤市長の言

葉に私自身も含めて大方の市民が新鮮な響きを持

って聞かれたのではないかというふうに思います。

今なおその市政を担当する加藤市長は、わくわく、

どきどき感というのは健在なのでしょうか。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

いろんな意味でどきどき、〇市長（加藤剛士君）

わくわくさせていただいていますけれども、一方

で知れば知るほど責任の重さというのを本当に痛

感をいたしますし、また改めて自分の無知さとい

うか、そういうこともわかればわかるほど痛感さ

せられているなというふうに思います。であるか

らゆえに、やはり市民の皆さんのお一人お一人の

意見をしっかりと聞いて、また皆さんの英知をし

っかりと結集をして、みんなでこのまちを盛り立

てていかなければならぬということを改めて決意

をしているところでございます。
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大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

２年前に当選されて、〇４番（大石健二議員）

前任の島市長から継続事業なり継続の施策を引き

継いでこられたのだろうと思います。実は、だれ

もが聞きたくて聞けないでいる継続事業の中でも

市民ホールについてちょっとお伺いをしたいので

すが、私がいただいている市民ホールの基本設計

の日程のスケジュールで見ていきますと、名寄市

の広報４月号には市民ホールの施設の平面図ある

いは立面図、帰属施設の改修計画等が掲載がされ、

市民の皆さんに周知をされるということになって

います。逆算をしていきますと、もうそろそろ名

寄市の広報に掲載する市民ホールの概要について

お知らせしていかなければならないのだろうとい

うふうに思うのですが、加藤市長が市民ホールに

かける最終決定権者でもある市長なのですけれど

も、市長としてあるべき市民ホールのビジョンに

ついてお持ちであればお聞かせを願いたいと思い

ます。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

前回議員協議会でも少し〇市長（加藤剛士君）

お話をさせていただきましたけれども、この間説

明のほうがあって改めて市民の皆さんにこのこと

をお示しをして、その上である意味では予断なく、

まずはもう一度説明をさせていただいて、また聞

いていくということになろうかと思いますので、

今の段階で私のビジョンということはちょっとお

話は避けたいと思いますけれども、いずれにして

もいろいろと御迷惑をおかけしていますけれども、

一方で市民の皆さんにある意味では市民ホールが

逆に注目をされて、ここでこの短期間ではありま

すけれども、集中をして意見をまとめていくとい

うことで、より市民の皆さんにわかりやすい、ま

たできるだけ御納得いただけるものができるもの

と思いますし、またそういうふうに進めていきた

いというふうに思いますので、ぜひ御協力と御理

解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

時間が押していますの〇４番（大石健二議員）

で、続けてまいります。

次に、病診連携についてお聞きをしてまいりま

す。まず最初に、昨年の１０月から休診をしてい

た名寄市立総合病院の消化器内科が新年度から新

たに３人の医師が勤務医として診療に当たってい

ただけると、そういうニュースが伝わりました。

これまでにも多少説明があったかと思うのですが、

医科大学の特段の配慮ということで詳しくはわか

りません。今回の消化器内科の復活に至った経過

についてぜひお知らせを願いたいと思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

の消化器内科の再開について御質問いただきまし

たので、今病院で考えております大きく４点の理

由が挙げられるかなということで答弁をさせてい

ただきたいと思います。

１つは、名寄市立病院がこれまで診療体制を充

実させた取り組みの評価ということで、施設整備

ではＩＣＵ病棟の整備、あるいは救急部門の充実、

さらにはことしＮＩＣＵの整備、それにあわせま

して医局の環境整備などを行ってまいりました。

これらのインフラの整備が都市部には劣らない、

医師が働きやすい環境を整備できたものでないか

と思っております。

次に、２点目は、研修医などの確保、教育面に

臨床教育病院として力を入れてきたことが評価さ

れたのではないのかなと思っております。旭川医

大からは、毎年研修医の受け入れなどに取り組ん

できました。これらが一定の評価をされたものと

思っております。

次に、３点目は、地方センター病院として救急

を含めまして急性期完結型の医療提供を行ってき

たことではないかと思っております。消化器内科

が一時的に休診をして、改めてその必要性が認識

をされたものと思っております。

最後に、４点目なのですけれども、これが一番

の大きな理由かなと思っているのですが、このよ
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うな中核病院であります名寄市立総合病院の現状

を理解いただいた中で、医師派遣の決断をくださ

いました旭川医大第３内科の高後教授の特段の配

慮があったものではないかと思っております。大

学の医局といえども医師が潤沢にいる時代ではあ

りません。このような中で決断をしていただいた

ことには、私ども深く感謝をしているところでご

ざいます。

以上です。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど三谷部長のほう〇４番（大石健二議員）

から病診連携についてお話があったのですが、全

部が全部聞き取れていないのですけれども、その

中で休日の当番医が病診連携の大きな取り組みと

いうふうに聞こえたのですけれども、私の考える

病診連携というのは決して休日当番医だけではな

しに、まだまだ広い意味で病診連携があるのでは

ないかというふうに考えるのですが、先ほど松島

病院事務部長のほうからのお話があったので、つ

いでにちょっとお伺いしたいのですが、名寄の市

立総合病院ではオープンベッド、開放病床という

のがあるのでしょうか。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

オー〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

プンベッドということで、余り聞きなれない言葉

なのですけれども、通常開放型病床、オープンベ

ッドと言っているようで、以前は当病院にもあっ

たというふうに診療のほうから聞きましたけれど

も、現在はしておりません。わかりやすく言いま

すと、地域のセンター病院というか、拠点病院と

かかりつけ医などの先生方と連携をして、一定程

度病床を確保して治療とか診察、お互いに初期か

かりつけ医の先生や何かも来ていただくというよ

うなところの病院が多いようで、現時点では市立

病院としてそのようなことをやっておりませんし、

病診連携協議会から開業医の先生からそのような

意見、要望があるというふうにも伺ってはおりま

せん。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。病診連〇４番（大石健二議員）

携の中で最も医療資産を相互で活用するというと

ころなのですけれども、オープンベッドがないと

いうことでしたので、わかりました。

つい最近なのですが、名寄市内の開業医の先生

とお話をする機会がありまして、その中でおっし

ゃっていたことがございますので、ちょっと紹介

したいなと思います。医科大学を卒業されて研修

を積んだ医師の中で、開業の適齢期を迎えている

お医者さんがいるのだと。だけれども、御自分で

開業するほどの資力がない。それをサポートする

受け皿がないと、よほどの縁故がない限り市内で

の開業は困難だろうと。市内での開業は困難とい

うのは、稚内、士別で開業医の誘致条例が制定さ

れて、それぞれ３人の医師、２人の医師が開業す

るに至るというような新聞報道がございました。

そうした中で名寄の病診連携というのは、先ほど

申し上げたように開業医の方の高齢化が進んでお

ります。高齢化というふうに一口に言ってもアバ

ウトなので、私ちょっと調べてみました。お一人

お一人の年齢を苦労しながら調べたところ、平均

年齢６２歳ということになりました。決して若く

もなければそう前期高齢者でもないということに

なりますが、ただ名寄市の医療行政をかんがみる

ときに、勤務医が定住できるような環境づくりも

必要だろうと。あるいは、名寄出身の医学部在学

をしている子弟の方の把握といいましょうか、あ

るいは医師を育てる、看護師を育てる奨学制度、

あるいは卒業後に戻ってこられるような対策がこ

れからは名実ともに病診連携を構築していく上で

は欠くことのできない手だてだろうと思いますが、

いかがでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員調査をし〇健康福祉部長（三谷正治君）

て６２歳というお話でございました。私のほうで

も北部医師会を通じまして調べさせていただいて、

ほぼ近くて６０歳ちょっとということでございま
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す。それで、今議員お話しのように、この６０歳

の今のお医者さんたちの年齢が１０年後には７０

ということになります。ある病院では、それぞれ

後継者がいて、それ育成をしてという部分も聞い

てございますけれども、大部分では今の現在では

後継者の部分は多くは見込められないようなとい

うお話も聞いている状況であります。今議員お話

しのように、お隣の士別、それから稚内ではそれ

ぞれの誘致の条例をつくって、それで運転資金、

開設資金、機械の購入費等々、いろんな形での援

助している部分は私のほうも承知をしている段階

でございます。先ほどお話ししましたように、北

部２次医療圏の中では非常に少ない医師数であり

ますけれども、現時点では名寄地域においてはそ

のような形で充足していると考えております。で

すから、今時点ではそのような部分は現在考えて

ございませんけれども、やはり将来１０年後、２

０年後の部分で考えると、そういう事態も推測さ

れるのではないかと考えておりますので、その時

点には早目に対応できるような形の情報収集も進

めていきたいと考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど総合病院のほう〇４番（大石健二議員）

で３人の医師が４月から勤務医として診療してい

ただけるというのは、総合病院のほうのこれまで

の取り組みが評価されたということなのだという

お話もいただきました。ただ、士別と稚内に挟ま

れた挟み将棋のような形ではありますけれども、

こうした将来の医療行政を見据えた政策を行って

いる両市の間で、名寄市もぜひ船に乗りおくれる

ことのないようにビジョンを持って取り組んでい

ただきたいというふうに思います。

次に、空き家についてお伺いをいたします。事

前に市民部の環境衛生課のほうでお聞きしたとこ

ろ、２１年度に行った危険家屋実態調査では４１

件を数えて、２１年度、２２年度にそれぞれ７件

ずつ、２３年度には８件の計２２件の危険家屋の

解体に着手したというお話でした。ただ、まだ平

成１９年度に行われました空き家の実態調査では

１１３件空き家があるということでございました。

こうした管理不全に陥った空き家に対して、持ち

主に対してもっと指導的に助言、勧告あるいは立

入調査、そして悪質な場合は氏名の公表、そして

時には代執行で行うというような法的な拘束力を

持った取り組みも必要だろうと私は考えますが、

いかがでしょうか。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

空き家につきまして〇市民部長（土屋幸三君）

は、当然所有者に管理責任がございます。老朽家

屋、危険家屋の多くは、所有者本人が死亡してい

たり、あるいは相続、あるいは権利関係でこれが

複雑になっている、あるいは経済的な事情など多

くの問題が絡んで、適切な管理や処理、これがで

きない状態で家屋が放置されている、こういうも

のが多うございます。これまで市といたしまして

は、所有者のわかるものに対しては改善を要請を

しているところですが、なかなかすぐには解決し

ないという状態であります。多くの自治体で同様

の問題を抱えているところでもございます。前段

お話ししました問題点、いろいろございますけれ

ども、対策を講じるべく情報の収集と、それから

研究に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。どうぞ御理解のほどよろしくお願いしたい

と思います。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

研究に努めてまいりた〇４番（大石健二議員）

いということでございましたが、けさほど建設水

道部にちょっとお電話をして確認をしました。名

寄市の垂直積雪量は４メートル、３月１２日現

在では積雪は９６センチ、２月の中旬で１５メ

ートル、あと２５センチで垂直積雪量を超える積

雪になろうとしていたということがございました。

垂直積雪量については、皆さんでお調べいただい

て理解をしていただきたいと思いますが、岩見沢

で倒壊した家というのは大体垂直積雪量を超えた

積雪に伴って、建物が耐えられなく壊れてしまっ
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たというところではございますが、建設水道部の

野間井部長に一度確認をさせていただきたいので

すが、建物を建てるときには建築確認申請、建築

基準法で第６条で申請をやっているのだろうと思

いますが、すべての建物が違法建築でない限りは

多分建築確認申請を行っている。資産価値がない、

社会的な価値もない、直しても住むことができな

いというような家屋が無人のままに放置されてい

るという現状をかんがみて、果たして建築基準法

の中で何とかならぬものかということがあるので

すが、いかがですか。

野間井建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

建築基準法的〇建設水道部長（野間井照之君）

にはあるのかは、ちょっと私も承知していません

けれども、市民部長も言っているとおり個人の資

産でございますから、基本的には個人の対応が正

解だというふうに感じているところであります。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

私ちょっと教えていた〇４番（大石健二議員）

だいたり、調べてみたりして、建築基準法の第１

０条に保安上危険な建築物に対する措置というの

がありました。これを見ていくと、できるように

なっているのです。ただ、制限がございまして、

建物の階層だとか広さで、できる建物、できない

建物がありました。何とか名寄市には景観条例も

ないし、空き家の対策条例もないということで、

土屋部長のお話のとおり持ち主と確認をとった上

で危険家屋については２３年度までに２２件の解

体に着手したと。ただ、私前後の事情がわかりま

せんが、平成１９年度ではまだ１１３件の空き家

があるということですから、皆さんもまちを歩い

ていて山ほど積もっている雪の無人の家をごらん

になっているだろうと思いますので、ぜひとも保

安上、防災上、景観上からもこうした空き家対策

については先進地の事例に倣って十分な調査の研

究をしていただきたいというふうに思います。

続けて、生活保護、生活援護、支援についてお

聞きをしてまいります。三谷部長の健康福祉部と

して、今回道央の、道東のほうではちょっとあれ

ですけれども、道都のほうで起きた姉妹の非業の

死といいますか、こういった事件についてどのよ

うに受けとめておられますか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども答弁さ〇健康福祉部長（三谷正治君）

せていただいたように、非常に痛ましい事件だと

考えてございます。私個人の年齢でいくと６０歳

になる年齢で、小さいときには隣近所の例えばみ

そを借り、しょうゆを借りから始まって隣のお母

さんからたたかれた、怒られたというようなコミ

ュニケーションが、やはり昔はつながりが非常に

強かったのではないかと考えております。その当

時から比べますと、３０年、４０年の経過がたち

ますと現在の社会情勢が昔のつながりとはやはり

違った環境になってきているのではないかと考え

ております。例えば私たちの担当している子育て

の部分もそうだと思います。名寄市に来る転居さ

れているお母さんの約半分が地元に親戚ですとか、

そういうのなくて外部から入ってきている方です

から、そういう方には相談をする場所がないとい

うことが課題になって、子供支援のほう含めて担

当のほうから出かけていって支援をしていきたい

ということを２４年から進めさせて、そのような

１つをとらえてでもやはり地域のコミュニケーシ

ョンが非常に少なくなっているというのが現況。

それが原因でだんだんそういう事件、事故が起き

てきているのではないかという考えております。

やはり町内会を含めた地域の人たち、市民一人一

人が自覚をしていただいて、近所、地域でそれぞ

れの一つ一つを確認し合うことが非常に大切では

ないかと常日ごろ考えているところです。

以上です。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

そして、先ほど御答弁いただいた中で生活保護

の相談件数についてお話をされていました。おお

むね８０件、このうち保護の開始が２０件と。差
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し引き６０の相談者が生活保護の対象から外れて

いるということになりますけれども、この保護開

始に至らなかった６０件の相談内容というのはお

およそどのようなものなのでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

２４年の最近の〇健康福祉部長（三谷正治君）

情報で、現時点では約７３件というお話をさせて

いただきました。その内訳でございますけれども、

一番大きいのはやはり生活苦によるものがそのう

ちの６６件、医療にかかわるものが７件というこ

とで、合計７３件であります。生活苦による相談

の中には、病気やけが等による稼働ができないと

いうものが１２件、それから稼働、仕事をしてい

ないということが２２件、年金の問題が１４件、

それから収入、仕事をしているけれども、収入が

少ないということが９件、その他国の制度等につ

いての問い合わせが９件ということでございます。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうすると、保護開始〇４番（大石健二議員）

にまで至らなかったというのは保護を認める、そ

れに条件に満たないということなのですね。それ

は、極めて基準というのでしょうか、感覚的なも

のではなくて、何にはかって保護開始にまで至ら

ないという明確なものがあって行われているので

すよね。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

さきの質問の中〇健康福祉部長（三谷正治君）

にも答弁をさせていただきましたように、相談の

ケースにつきましてはすべて相談の調書をつくら

させていただいてございます。その中には、国で

示してございますそれぞれの要件に従いまして、

世帯主、家族構成、収入源、状況、仕事の中身、

そういうような形もすべて項目を入れさせていた

だいて、その最後に本人の意思確認をさせていた

だいている部分がございます。その項目に従いま

して、進めさせてございますので、安易に人を、

こういうことはございませんけれども、安易な形

の事務処理はしていないという認識を持っていま

す。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇４番（大石健二議員）

事前に社会福祉課のほうで聞いている数字があ

るということで、これをもとにちょっとお聞きを

したいと思います。生活保護率というのは、千分

率でパーミルという単位を使いますね。名寄は、

たしか社会福祉課のほうでお知らせいただいたの

は１４パーミルだったというふうに記憶をして

います。このうちの高齢者の方が、６５歳以上の

方が１５５人ぐらいいるなというお話でした。名

寄の高齢化率というのは、１月末現在で２５２

％です。４人に１人以上が６５歳の高齢者という

ことになります。国立社会保障・人口問題研究所

というところがあるのですが、こちらの数字で見

ますと名寄市は２０１５年に３９％の高齢化率

になるというふうになっていました。つまり３人

に１人が高齢者となるというふうになります。先

ほど申し上げたように、生活保護を受けている方

の大方が、１５５人の方が６５歳以上と。加えて

３年後の２０１５年には３人に１人の高齢者と。

高齢者、独居高齢者あるいは高齢者世帯の中には

所得の低い方、年金額の低い方がいようかと思い

ますが、今でさえ１５５人。さらにふえていく、

高齢化率が高まっていく中で、こうした高齢者に

対する福祉のセーフティーネットの網というのは

新たに考えておられるのでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

高齢者ばかりで〇健康福祉部長（三谷正治君）

なく、障害者をも含めて福祉サービスにつきまし

ては、先ほどの答弁にもさせていただきましたよ

うに要援護者台帳を４月から進めさせていただき

ますので、その台帳にのっとりまして、それにプ

ラス住民、市民、町内会等々を含めた民生委員の

情報を加えた台帳にのっとって行政を進めさせて

いただきたいと考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に、知的障害者にか〇４番（大石健二議員）
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かわる障害者福祉についてお聞きをしてまいりま

す。

これも事前にお聞きしている数字があるのです

けれども、療育手帳を所持している方で、療育手

帳にはＡとＢがあるというふうに聞いています。

Ａは重度、最重度、あるいはＢは中程度、軽度と

いうふうになっているというふうに聞いているの

ですが、お聞きしている２０８人のうちの最重度

の障害者というのは何人いらっしゃるのかおわか

りになりますか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

大変申しわけあ〇健康福祉部長（三谷正治君）

りませんけれども、今手元にその数字は持ってご

ざいません。後ほど議員のほうに御報告させてい

ただきたいと思います。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

Ａでも限りなくＢに近〇４番（大石健二議員）

いＡの方、あるいはＡの方でも最上位にいらっし

ゃる、いろんな方がいらっしゃるのだろうと思い

ますが、療育手帳の申請を行っていない潜在的な

対象者はどなたかの質問で把握できていないとい

うようなお答えがあったかなと思うのですが、把

握し切れないではなくて、今後どのように把握を

していこうというふうに考えておられるのか、構

想があればお知らせください。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどのＡとＢ〇健康福祉部長（三谷正治君）

については、現在道内の自治体ではＡとＢしか、

その区分しかございません。ですから、今議員言

われるようにＡのうち重度がどのぐらいだとか、

例えば札幌ではＡ、Ｂ、Ｃという３段階ぐらいに

分かれていると聞いていますけれども、それ以外

の自治体についてはＡとＢの２段階しか分かれて

ございませんので、先ほどの私のほうで後ほどと

いうのは、そのうち本当に重度の方はどのぐらい

かということは後ほど御報告させていただきたい

と思います。今後の部分につきましては、先ほど

も申し上げましたようにやはり要援護者台帳、そ

の台帳のそれにのっとって進めさせていただきた

いと考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

時間がなくなってまい〇４番（大石健二議員）

りましたが、療育手帳を持っている方でデイサー

ビスや福祉サービスの利用をしていて、あるいは

福祉施設に入所している方を除いて、何らかの事

情でしばらくの間動静がつかめないというような

ケースについては、どのようにその方の動静を探

ることになるのでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員言われる〇健康福祉部長（三谷正治君）

ようなケースは、当然出てくると思います。しか

しながら、現在今のところでは何かのことが起き

なければその部分が出てこないというのが実態だ

と思います。しかしながら、先ほど何回も言わさ

せていただきましたように、今後要援護者台帳に

つきましては今の障害者、高齢者のそれぞれのデ

ータを一本化して、家族構成を含めてその実態を

把握していこうと考えておりますので、その部分

で対応していきたいと考えております。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと時間がなくな〇４番（大石健二議員）

ってまいりましたが、中心市街地活性化に向けて

の取り組みについてお聞きをしておきます。

このうちの中心市街地の活性化基本計画から、

都市再生整備計画にステージを移行して進められ

ている事業の複合交通センターなのですが、複合

交通センターのオープン後のビジョンというのは

お持ちなのでしょうか。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

ビジョンと申し〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ますか、基本的には複合交通センターですので、

市民の利用度を上げることが最重要の課題だと思

っています。また、利用しやすい施設にすること、

あるいは利用を高めるための方策が必要だと思っ

ております。また、当然それに並ぶ商店街の活性

化というものも重要だというようにあわせて考え
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ております。

以上で大石健二議員の〇議長（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。

あすは午後１時から会議を開きます。

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０１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 佐 藤 靖

署名議員 東 千 春

平成２４年３月１３日（火曜日）第１回３月定例会・第３号


