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平成２４年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年３月１４日（水曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２０名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１６番 谷 内 司 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 田 中 澄 昭

書 記 佐 藤 葉 子

書 記 三 澤 久 美 子

書 記 高 久 晴 三

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 寺 崎 秀 一 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 竹 澤 隆 行 君

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

は２０名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

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、

１番 川 村 幸 栄 議員

１７番 山 口 祐 司 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。

新名寄市農業・農村振興計画について外１件を、

日根野正敏議員。

ただいま議長より〇１５番（日根野正敏議員）

指名がありましたので、本定例会において大項目

２件、１０点についてそれぞれお伺いをいたした

いというふうに思います。

初めに、新名寄市農業・農村振興計画について

お伺いをいたします。１点目の前期計画の達成度

と後期計画の課題についてお伺いをいたします。

名寄市の恵まれた自然環境を生かした魅力と持続

性のある農業を確立し、活力と潤いのある農業、

農村を実現するため、合併後の平成１９年に農業、

農村の新しい中長期的な指針として新名寄市農業

・農村振興計画が策定され、計画の前期５年が経

過をいたしました。この間農家戸数は約１００戸

減少し、高齢化比率や限界集落の増加、また国の

政権交代、それに伴い農業政策も大きく転換し、

過去実績に伴うウエートを置いた品目横断的経営

安定対策から現在は数量払いを重視した戸別所得

補償政策が実施され、稲作農家にとっては過去の

制度よりは評価が高いように感じますが、畑作、

専業農家については近年の天候の関係も含め依然

厳しい現状があると受けとめています。また、今

後ＴＰＰの問題もあり、先の見えない農業情勢で

ありますが、この５年間名寄市の農業状況を振り

返り、農業・農村振興計画の大きな目的である活

力と潤いのある農業、農村の実現に近づいたのか、

見解をお伺いいたします。

また、今後永続的な農業、農村の発展に欠かせ

ない課題についてはどのようにとらえているのか

お伺いいたします。

２点目に、有害鳥獣対策補助事業の電牧さくな

どの扱いについてお伺いいたします。毎年名寄市

においては、０００万円を超える農業被害が有

害鳥獣により出ている現状で、今後においてもさ

らに被害がふえていくことが予想されています。

自分の農作物は自分でしっかり守っていくという

観点から、現状は中山間地域等直接支払制度の事

業を活用し、電牧さくや狩猟免許取得やわな購入

に対する補助を行っていますが、農水省の事業メ

ニューの中にも鳥獣被害防止総合対策として事業

化されているものもございます。これらの事業も

取り入れ、対策の強化を図るべきと考えますが、

見解をお伺いいたします。

３点目に、農地の流動化促進について。条件の

そろった農地については、農地の流動は今のとこ

ろ滞ってはいないと受けとめていますが、不利な

条件の農地については買い手がつかず、耕作放棄

地になりつつあることも見受けられ、スムーズな

農地の流動のためにもあっせんの制度、機構の拡

充が必要であると考えますが、御見解をお伺いい

たします。

４点目に、農業担い手支援センターについて。

平成２４年度から始まる新規就農総合支援事業で

は、新規就農者に対して今まで以上に手厚い支援

となっており、今後新規就農者がふえることに期

待が高くなっています。そのためにも農業後継新

規就農者や北の大地名寄にあこがれ、全国から訪

れる新規就農者の起点となる施設整備が必要で、

特に研修所や宿泊所やそれにかわる制度が必要と

考えます。今後の対応についてお伺いをいたしま
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す。

５点目に、新規事業の積極的な対応について。

農林水産省の平成２４年度事業が公表されていま

すが、林野庁、水産庁事業を除き８部局２７２の

農業関連推進支援事業がメニュー化されています。

名寄市においても戸別所得補償を初め中山間地域

等直接支払制度、農地・水保全管理支払交付金、

新規事業の新規就農総合支援事業など大型事業に

ついては説明会や事業広報、ＪＡとも連携し、情

報を発信をしていることは理解をしますが、その

ほかの事業についても市内農業者に該当する事業

が多くあると考えますが、積極的な対応を求めま

すが、見解をお伺いいたします。

６点目、担い手結婚対策の強化について。昨年

の全国的な結婚年齢は、全国平均で夫で３４歳、

妻２６歳、全国的に年々結婚年齢が遅くなって

いる傾向があります。この１０年で男女とも１歳

ずつ晩婚になっている傾向が出ております。未婚

率もふえていく傾向でありますが、農業を続けて

いく上でやはり１人で農業を営むというのは作業

効率や安全面でも非常に厳しいものがあります。

これまでの対策と評価についてお伺いをいたしま

す。

７点目、作業事故防止の強化について。毎年農

作業による事故死は全国で４００人を超える件数

があり、道内においても２０人前後が死亡事故で

亡くなっております。負傷者においては、北海道

においても５００人前後は把握されています。

実際は、これらのデータよりはるかに多い農作業

事故の件数が起きているものと思われます。事故

を防止するには、啓蒙のＰＲ紙を配布するだけで

なく、参加、対話型の研修等の工夫も必要と感じ

ますが、今後の対応についてお伺いをいたします。

大項目２点目、ふうれん望湖台自然公園の活用

についてお伺いいたします。昨年９月の第３回定

例会にも質問させていただきましたが、あの時点

では存続の請願を提出された団体も含め、関係利

用者との協議がなされていなかったこともあり、

その後の協議の経過はどのような話し合いをされ

たのか、経過についてお伺いをいたします。

２点目、今後の利用計画について。センターハ

ウスの再利用の考えを初め、憩いの場としての頻

繁に利用していただいていた各団体や個人に対す

る今後の対応についてはどのような対策を考えて

対応するのかお伺いいたします。

最後に、望湖台自然公園の振興計画策定につい

て。春にはエゾヤマザクラやツツジが咲き、沢沿

いにはミズバショウと黄色い小さな花をつけたヤ

チブキが群生し、田植えの終わった６月の初めに

はスズランが群をなし白い花をつけ、その後途切

れることなく１万０００株に及ぶ青い花をつけ

て咲くシベリアアヤメや色とりどりに咲くジャー

マンアイリス、夏には黄色い小ぶりのユリの花に

似たヘメロカリスが咲き、南側には忠烈布湖、施

設についてはコテージ１棟、バンガロー５棟、オ

ートキャンプ場２０サイト、キャンプ場ではフリ

ースペース、林間スペース合わせて２４０サイト、

全長１０キロに及ぶハイキングコース、バーベキ

ューハウス、パークゴルフ場、テニスコートと自

然を満喫する観光資源としては市内はもとより近

隣市町村も含めてもナンバーワンと言っていいほ

どのポテンシャルを持った自然公園と言えると受

けとめています。この資源をしっかり生かすため

にも将来を見据えた振興整備計画を持って対応を

進めるべきだと考えますが、お考えをお伺いいた

します。

この場からの質問は以上とさせていただきます。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま日根野議員〇経済部長（寺崎秀一君）

から大きな項目で２点にわたり御質問をいただき

ました。１点目は私から、２点目は営業戦略室長

からの答弁となりますので、よろしくお願いいた

します。

まず、大項目１、新名寄市農業・農村振興計画

についての小項目１、前期計画の達成度と後期実

施計画の課題について申し上げます。新名寄市農
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業・農村振興計画につきましては、平成１９年度

に策定し、計画期間を市の総合計画とあわせ平成

２８年度までの１０年間とし、前期計画が平成２

３年度までの５カ年とし、後期計画が平成２８年

度までの５カ年に分けて計画を実施するための必

要な施策を分野ごとに具体的に策定しているとこ

ろであります。前期の５カ年につきましては、国

のこれまでの価格政策から所得政策へと大きく転

換が図られ、担い手重視の政策に方向を定め、品

目横断的経営安定対策が創設され、生産調整関連

では新産地づくり対策から国が直接生産者へ支援

する農業者戸別所得補償制度に移行されておりま

す。農業生産基盤整備として、道営農業農村整備

事業の６地区が完了し、継続の名寄東地区が平成

２６年度の完了を目指して推進しています。さら

に、農地・水・環境保全向上対策が打ち出され、

市としても積極的な推進を図るとともに、国、道

などの施策を考慮しながら、市の単独事業を通じ

て産地づくりを推進してきたところです。

策定に当たっては、農業生産基盤の整備、農畜

産物の安定生産、経営支援システムの充実、担い

手の育成等に御意見をいただいておりますが、後

期実施計画の中では土づくり対策で集約的堆肥の

調査研究を追加して、堆肥センターのあり方を研

究してまいりたいと考えております。担い手の支

援では、国の新規事業で新規就農総合支援事業が

創設されたことにより、その基本となります人・

農地プランをを策定し、取り組んでまいります。

また、振興作物の取り扱いにつきましては、前期

計画で選定したアスパラ、カボチャ、バレイショ、

カキ、ユリ根、イチゴ、ナンパクナガネギ、トマ

ト、ピーマンの変更はありませんが、特産物の振

興とブランド化の中でモチ米、グリーンアスパラ

を地域特産物の振興作物として選定しておりまし

たが、後期におきましてはトマトジュース、ひま

わり油などの商品が注目されていることもあり、

あえて２品目に限定せず、地域特産物の特色を生

かしたブランド化を図ることとしております。市

の現状においては、高齢化、担い手不足の中で耕

作放棄地や遊休農地の発生が懸念され、今後にお

いても農地面積の減少が見込まれており、優良農

地の確保と耕作放棄地の解消も必要不可欠な課題

となっており、今後も農業者、関係機関と連携し

ながら、課題解決に向けて取り進めてまいりたい

と考えております。

次に、小項目２、有害鳥獣対策補助事業の電牧

さくの取り扱いについて申し上げます。国は、野

生鳥獣による被害の深刻化、広域化に対応し、地

域ぐるみの被害防止活動や侵入防止策等の鳥獣被

害防止対策を総合的に支援する措置として鳥獣被

害防止対策総合交付金事業を創設しております。

この事業採択になるためには、市町村における被

害防止計画を策定することとしており、名寄市に

おきましても平成２２年度から平成２４年度を計

画期間として名寄市鳥獣被害防止計画を策定し、

箱わななどの事業採択を受けているところです。

市内で被害防止効果を上げております電牧さくに

つきましては、５年の耐用年数以下であることと

固定されない物件であることから、事業採択要件

から外れており、いわゆる被害防止フェンスがこ

の事業の対象となっているところです。このこと

から、電牧さくの助成におきましてはこの間取り

組んでおります中山間地域等直接支払制度交付金

事業を活用しながら取り組んでまいりたいと考え

ております。

次に、小項目３、農地流動化促進について申し

上げます。まず初めに、名寄市における最近のあ

っせん状況についてですが、平成２０年度は３１

件、１２７ヘクタール、平成２１年度は４５件、

１３６ヘクタール、２２年度は３１件、９６

ヘクタール、２３年度は２４年４月末現在で３０

件、１０３ヘクタールとなっております。現在

のところ農業委員並びに農地流動化推進委員の方

々の御努力もあり、流動化されてはいますが、近

い将来には条件不利地などにおいて農業者の高齢

化や担い手不足などを背景に経営規模の縮小や離
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農する農業者の農地の中には引き受け手のない農

地が増加することが懸念されます。これらのこと

が風連地域において話題とされていたことから、

昨年の暮れに風連各地域の代表者、農業委員にお

集まりをいただき、意見交換会を開催する中で、

こういった流動化推進体制の必要などを初め、自

地域内において引き受け手がない場合の他地域と

の連携方法など、当面の対応策などについて一定

の方向性を確認しているところであり、今後にお

きましてもこうした情報交換など協議の場の必要

性について改めて認識したところでございます。

一方、名寄地区の各農用地流動化推進委員の方

々につきましても担当の農業委員を中心に地区内

での対応を初め御努力をいただいているところで

すが、将来的にはこういったことが全市的な取り

組みとして必要になってくるのではと考えている

ところでございます。

次に、小項目２の農業担い手支援センターの実

現について申し上げます。農業担い手支援センタ

ーは、新規就農者の研修施設の拠点施設としてこ

の間この整備について検討してきたところです。

平成２２年度においては、旧名寄農業高校の利活

用を目的に名寄農業高校農場活用に関する検討委

員会の中で１年間御検討いただきましたが、名寄

市が要望しております内容で使用が困難なことか

ら、広域的な観点から取り進めることとして、新

たな方策を検討することといたしました。新名寄

市農業・農村振興計画後期実施計画では、名寄市

農業担い手育成センターの充実と機能強化を図り、

総合的な農業支援機構の確立として現在の新規就

農における検討機関である名寄市農業担い手育成

センターの委員構成を検討しまして、現行の受け

入れ農家での研修のほか、名寄市農業振興センタ

ーでの研修などを含めて、今後の受け入れ方策を

平成２４年度早々に策定していきたいと考えてお

ります。また、受け入れに当たりましては、宿泊

施設も重要であるため、既存の市の空き住宅を有

効活用することで検討してまいります。

次に、小項目５、新規事業の積極的な対応をに

ついて申し上げます。名寄市においては、この間

国の新規事業については事業説明会に出席するな

ど情報収集し、積極的に取り組んできているとこ

ろです。農林水産省での補助メニューが多岐にわ

たっていることから、生産者からの要望把握が重

要であると考えております。日ごろから生産者と

結びつきがある生産団体とも連携し、国の主な事

業内容につきましては毎年発行しております「名

寄市農林業施策の概要」で紹介し、要望把握を喚

起する紙面の工夫をしながら、取り組んでまいり

たいと考えております。新名寄市農業・農村振興

計画の推進に当たっては、課題解決に向けて国、

道の施策を有効活用することは重要なことだと考

えておりますので、今後も新規事業などにおける

情報収集を積極的に行ってまいります。

次に、小項目６、担い手結婚対策の強化をにつ

いて申し上げます。独身担い手の出会いを促進す

る窓口につきましては、名寄市、名寄市農業委員

会、道北なよろ農業協同組合、てしおがわ土地改

良区、上川農業改良普及センター名寄支所、名寄

市結婚相談センター、名寄地区グリーンアドバイ

ザー協議会、上川北農業共済組合などの関係機関、

団体で構成する名寄市農業後継者対策協議会が中

心となってその一翼を担っており、各種出会いの

パーティーなどの情報を提供しているほか、美深

町との共催により平成２１年度まで１０年間にわ

たって年１回のみの機会として行ってきました関

西方面の独身女性との農業体験ツアーを平成２２

年度からは道内の独身女性を対象に年間３回にわ

たる体験交流の場の提供として企画内容を変更し

て実施しているところでございます。参加状況に

つきましては、平成２２年度が男性１２名、女性

１１名、平成２３年度が男性８名、女性７名とな

っています。以前の１０年間のツアーの中では、

１０組が成婚まで至っております。現在の道内女

性対象のツアーでは、まだ成婚に結びついてはお

りませんが、ツアー後も交際されている方もいら
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っしゃいますので、今後ともこの協議会を中心に

事業を進めてまいりたいと考えております。また、

一般市民を対象とした相談活動といたしましては、

民間による名寄市結婚相談センターが設置されて

おり、経験のある方々がボランティアにより毎週

定期的に相談業務を行うとともに、他市町村相談

所の情報交換、出会いの場にかかわる情報発信、

創出などの活動を行っているところです。

一方、都市と農村の交流や農業経営の多角化を

推進するとともに、農業、農村への理解を深める

仕組みとして関心が高まってきていますグリーン

・ツーリズム推進事業では、名寄市立大学の講義

にも取り組まれ、学生さんが年３回にわたって農

業を体験するなど、こういったことも触れ合いの

場になるものと考えているところです。

次に、小項目７、作業事故防止策の強化をにつ

いて申し上げます。初めに、名寄市の農作業事故

状況についてですが、平成２１年度は７件、平成

２２年度１件、平成２３年度上期３件となってお

り、毎年農作業事故が起きております。事故の内

容はさまざまですが、一歩間違えば死亡するケー

スも少なくないことから、生産者への注意喚起は

重要であると考えております。名寄市では、３月

上旬に全戸に配布する郵便物に注意喚起を呼びか

けるチラシを発送したほか、生産者への説明会に

事故防止を呼びかけるなどの取り組みを行ってお

り、生産団体でも独自の取り組みを行っておりま

す。今後とも注意喚起に向けてチラシ等の発送の

ほか、市の会合はもとよりＪＡとも連携しながら

注意喚起を図ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁となります。

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、ふうれん望湖台自然公園の活用について

お答えをいたします。

最初に、小項目の１、地域利用者との協議経過

についてお答えをいたします。昨年の９月以降、

平成２４年３月末をもって閉鎖となる望湖台セン

ターハウスのその後の対応について、各地域の老

人クラブや風連地域町内会など延べ１５団体の皆

さんと話し合いを行い、意見や要望をいただきま

した。代替施設となり、新たな憩いの場となるな

よろ温泉サンピラーへの利用のお願いについては、

センターハウスを例会の場所として定期的に利用

されていた団体の皆さんから、無料送迎バスの運

行やなよろ温泉サンピラーを利用した場合にこれ

までのようにくつろげる環境の確保及び利用料金

について、また地域の町内からは閉鎖後のセンタ

ーハウスや自然公園の維持管理について意見、要

望がありました。その後地域の皆さんに意見、要

望についての対応を説明し、一定の御理解をいた

だいたところであります。

次に、小項目の２、今後の利用計画についてお

答えをいたします。閉鎖となるセンターハウス以

外のキャンプ場、コテージ、バンガロー、トイレ、

風扇館や花木園や野草園などの自然公園について

は、これまでどおり維持管理を行ってまいります

が、冬期間は閉鎖する予定であります。また、望

湖台センターハウスを利用していた市民の皆さん

の４月以降の対応について、なよろ温泉サンピラ

ーの指定管理者である名寄振興公社が団体等で利

用される場合は、バスによる送迎により、また憩

いの場となるようこれまで望湖台を利用していた

市民の皆さんに御不便をかけないよう最大限取り

組んでまいります。

次に、小項目３、望湖台振興計画の策定につい

てお答えいたします。望湖台自然公園については、

忠烈布湖畔の景観を含めて長く地域の方々に愛さ

れ、キャンプ場や温泉、宿泊施設などと順次整備

されてきて、憩いの場であり、観光施設でありま

す。地域の皆さんとの協議においても白樺まつり

でのにぎわいや自然環境のすばらしさを残してい

くべきとの御意見があったところです。今後にお

いては、キャンプ場や自然公園など維持管理をし

てまいりますが、市民の皆さんの有効な利活用に

対する御意見を参考にしながら、センターハウス
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閉鎖後におけるキャンプ施設や自然公園の利用状

況、市全体の公園施設の状況等を勘案し、利用者

の皆さんに喜ばれる施設運営に当たってまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をい〇１５番（日根野正敏議員）

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

というふうに思います。

まず、新名寄市農業・農村振興計画についてお

伺いいたしたいと思いますけれども、この振興計

画の大きな目標であります活力と潤いのある農業、

農村を目指してということで、こういうことを目

指して名寄市は進んでいくのだろうというふうに

思いますけれども、この活力と潤いのある農業、

農村というのは、具体的にはどういう姿を求めて

おられるのか、またどういうことがあれば活力と

潤いのある農業、農村が実現するというふうに考

えておられるのかお伺いをいたしたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在一番問題になっ〇経済部長（寺崎秀一君）

ておりますのは、農業者の高齢化、後継者不足等

が一番問題かと存じておりますので、若い人たち

が定着して、希望のある農業をやれることが活力

ある農業になるのかなと考えております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

そのためにはどう〇１５番（日根野正敏議員）

するかということなのですけれども、私が考える

にはやはり経済力が１つだというふうに思ってい

ますし、あともう一つは時間的なある程度のゆと

りが必要だろうと。それからまた、もう一つは、

地域間あるいは町内会、全市的な互助の助け合い

といいますか、そういった部分も必要になってく

るのだろうというふうに、これは共通認識として

それぞれ持っていかなければならないかなという

ふうに考えていますけれども、その辺一昔前とい

うか、私の父親の年代や、あるいは私の年代もそ

うなのですけれども、当時は春先は両親とも朝早

くから外へ出て仕事をして、春作業が一段落した

ら父親は日雇いの土建会社や建設会社へ働きに行

って、また秋収穫が終わると府県に出稼ぎの日雇

いというか、そういった部分で非常に暇がないと

いいますか、農家を続けるために、あるいは農地

を守るために、農家だけでは食べていけないもの

ですから、そういった部分でほかの仕事もしなが

らやってきたというのが現実だろうなというふう

に思っていますし、そういう姿を子供たちが見て

いて、当然子供たちは尊敬はしているけれども、

まねはできないなということでだんだん後継者が

減っていったのだろうなというふうに考えていま

す。この振興計画を見ますと、そういった経営的

な戦略といいますか、事業だとかいっぱいのって

いるのですけれども、そういったもう少しソフト

面といいますか、ゆとりのある時間をつくって農

家といえども月２遍ぐらいは定休日を設けるだと

か、あるいは地域で研修だとか、そういった部分

に旅行に出かけたりだとか、そういった部分も後

期計画には必要だろうなというふうに考えている

のですけれども、その辺の見解についてお伺いい

たしたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

当然そういうゆとり〇経済部長（寺崎秀一君）

のある農業がなければ、担い手の若い方々もなか

なか農業を継ごうという気持ちにはならないのか

なと私どもも考えております。それで、例えば畜

産関係ですとヘルパー制度とかございます。また、

コントラクター等の農業支援システム、そういう

形のものも地域全体の中で考えていかないと、な

かなか個々の農家の方の中でゆとりある営農がで

きるかということはちょっと難しいかと思います

けれども、そういう形の中でも経営支援システム

の充実も必要になってこようかと思います。総体

的にそれらのことは、いろいろこの計画の中では

検証しているつもりでございます。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

各事業では、そう〇１５番（日根野正敏議員）
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いった部分もあるのかなというふうに思っている

のですけれども、前段の中では非常にウエートが

少ないといいますか、活力と潤いある農業、農村

という部分についてはもう少しそういった呼びか

けといいますか、そういう部分も大切かなという

ふうに考えています。これは、共通認識として持

っていてほしいなというふうに思います。

それから、ちょっと気になることがこの間の代

表質問で、熊谷議員からＴＰＰの関係、今後の課

題について出されていたのですけれども、その中

で名寄市の受けるダメージの中で、米が１割程度

しかダメージを受けないというような答弁があっ

たのですけれども、それについてはどんな試算で

そういうことになったのかをお伺いいたしたいと

思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

米につきましては、〇経済部長（寺崎秀一君）

１割程度になるということで、ダメージ的には９

割という答弁でございます。これにつきましては、

昨年の２月１８日に名寄地域の農業セミナーの中

でＪＡ北海道中央会旭川支所のほうで資料提供さ

せていただきまして、その中でお米につきまして

は考え方として外国産米の価格は国産の４分の１

程度でございまして、品質格差も今後の品質転換

などにより解消可能ということで、輸入がふえて

くる。また、米国では輸出量が現在約４００万ト

ンあり、それにアジア諸国などの輸出量を含める

と我が国の生産量を上回る水準となっています。

国産米のほとんどが有機米といったこだわりのあ

るものになるのでないかということで、その今こ

だわりあるお米が生産量の約１０％ということで、

その１０％が残るのでないかという農水省の計画

になっております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

けさもインターネ〇１５番（日根野正敏議員）

ット、市長の答弁見直したのですけれども、そう

いう答弁にはなっていなかったものですから、１

割しか減らないよというような答弁だったもので

すから、確認をさせていただきました。

課題なのですけれども、土づくりの関係も答弁

で出ていたのですけれども、堆肥センターを検討

していくというようなこともあったのですけれど

も、これから検討ですから、検討して、堆肥をつ

くるだけではなくてできれば散布まで、散布まで

できなければ、散布する機械までリースといいま

すか、貸していただけるぐらいのことまでやらな

いと、農家で堆肥だけつくって、あとは持ってい

ってまいてくれと言われても農家はまた散布する

機械を調達しなければならぬということがあるの

で、その一連の流れを補完できるような計画でお

願いしたいなというふうに考えています。これは、

今後検討するということでありますので、このこ

とに見解があれば見解を言っていただきたいとい

うふうに思いますけれども。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

堆肥センターにつき〇経済部長（寺崎秀一君）

ましては、要望を聞き取る中でこういう御意見も

ございまして、下川、士別市では集約的な堆肥セ

ンターがございます。当然補助事業等を目指さな

ければ実現不可能なのですけれども、まず調べる

こととしましては堆肥を要望されている生産者の

方がどの程度いるか、またその規模によりまして

ふんとか尿とか提供できるところがどの程度ある

か、また米、麦稈、稲わら等、副産材を提供でき

る方がどの程度いるかということを調査して、そ

れがうまく合ったところでの堆肥センターの規模

となってきますので、それも含めながら、それを

農地にまく方法等もその場で検討されてくること

になりますので、まだ当分の間調査研究が必要か

なと思っております。

以上です。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

今のところ調査研〇１５番（日根野正敏議員）

究ということなので、そういうことで、これから

土づくりはとても大事なことになってくるだろう

なというふうに思っていますので、よろしくお願
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いしたいのと、それからもう一方で堆肥まくとな

れば非常にコストもかかると。労力もかかるとい

うことで、今いろんなところで混播技術といいま

すか、緑肥とあわせた生産物をつくるというよう

な、例えば小麦であれば、秋小麦であれば今の時

期に去年まいた秋小麦の上にアカクローバーをま

いて、それを収穫するころはまだ小さいですから、

邪魔にならないということで、そんな技術もあり

ますし、幌加内のほうではソバと一緒にアカクロ

ーバーをまいて奨励しているという支援策も出て

いますので、それとあわせて研究もして、先進的

な取り組みにはそれなりの誘導策をとっていって

いただきたいというふうに考えています。その辺

も振興センターもあわせて研究をしていくべきだ

というふうに考えていますので、心に置いて進め

ていただきたいなというふうに思っています。

それでは、１問目の２番目、有害鳥獣の関係で

ぜひお伺いしたいのですけれども、この辺で入っ

ている電牧については５年の耐用年数しかない、

未満だということで、国の事業では５年以上とい

うようなことがあるのですけれども、メーカーに

確認したら耐用年数どのぐらいだというのは本体

が７年、電気を発するもの。それから、支柱や線

は５年から７年というお答えが来たのですけれど

も、その辺どういうふうに確認されたのかお伺い

したいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

これは、上川振興局〇経済部長（寺崎秀一君）

のほうから電牧さくの補助事業対象にならないか

ということで問い合わせして、そういう意見をい

ただいておりまして、上川北部電牧さくがほとん

どなのですけれども、補助事業でやっているとこ

ろはございません。例えば中山間とか市の単費で

やっているところがほとんどだと思います。固定

もされないということで、毎年下げますね。そし

てまた、ほかのところにも移せるということで、

そういうこともありますし、線ですから、それが

すべて７年もつかといったら、そういうこともな

かろうかと思います。これは、道のほうの見解で

こういう形で回答いただいております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

道が正しいかどう〇１５番（日根野正敏議員）

かというのはちょっとよくわからないのですけれ

ども、メーカー自体は５年から７年ということを

言っていますし、また税の関係ではそれは７年で

見ているわけで、その辺もう少ししっかり確認と

いいますか、していくべきだというふうに思って

いますし、またフェンス、金網についてもできる

のではないかと。この間の中山間の会議に私も出

席させていただいたのですけれども、中からもも

う電牧については非常に効き目が悪いと。特に秋

になりますと、シカの角はもう神経通っていませ

んので、ひっかけてばらばらにして入ってくると

いうような、それからまたなれてきてしまって下

からくぐって入ってくるとか、そういった部分で

余りきかなくなってきているということで、ワイ

ヤフェンスというか、ワイヤの網のものも出てい

ますので、それらについては国の補助も完全に受

けられると思いますので、電牧の関係とその辺の

ことをもう一度見解をお伺いしたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

もう一度電牧さくに〇経済部長（寺崎秀一君）

つきましては、補助該当になるかならないかとい

うことをまた確かめたいと思います。

フェンスにつきましては、対象となっていまし

て、富良野方面ではフェンスをやっております。

ただ、メーター０００円、そのうち２分の１補

助という形で富良野方面はやっております。電牧

さくにつきましては、メーター３００円という中

で、中山間事業でその２分の１を補助しながら現

在やっております。上川北部のほうでは、まだフ

ェンスを施行しているところはないわけですけれ

ども、ただ電牧さくがきかなくなればそういうこ

とも考えながら進めていかなければならないのか

なと考えております。

以上です。
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日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

金網も私メーカー〇１５番（日根野正敏議員）

に確認して、積雪地帯の東北等でよく使われてい

るものもあるのですけれども、０００円は全然

かからないみたいで、網だけで一般的に使われて

いるのはメーター７５０円、支柱も合わせても、

丈夫な支柱を使ってもプラス５００円です。だか

ら、メーター千二、三百円でできるというような

お話ですので、ただ、今そのつくっている工場が

東北地方にあるものですから、物がちょっと少な

いというような話もあるのですけれども、その辺

もちゃんと確認して進めていっていただきたいと

いうふうに思いますし、もしこれが電牧もそうで

すけれども、国の事業に乗れるとなれば進めてい

っていただけるのかどうか、その辺確認をしたい

と思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

メーター０００円〇経済部長（寺崎秀一君）

というのは、富良野で実際補助事業でやっている

単価となりますので、その２００円、３００

円というのが施工費込みなのかということも確認

しなければならないとは思いますけれども、確認

させていただきたいと思います。

フェンス等につきましては、電牧さくと違って

個々でやると延長的に莫大な量となりますので、

地域がまとまった中で周辺に囲んでいくことが必

要かと思いますので、その辺も含めまして名寄市

の状況がどうなっているのかということを調べて、

また希望を取りまとめながら調査していきたいと

思います。

以上です。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

調査して、必要と〇１５番（日根野正敏議員）

あらば国の事業に乗るということでいいのですか。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

農家負担も出てきま〇経済部長（寺崎秀一君）

すので、その辺も含めながら調査、また希望の取

りまとめとなろうかと思いますので、御理解願い

ます。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

電牧については、〇１５番（日根野正敏議員）

中山間で５００万円ほどの補助を使って行ってい

ますので、それがなくなれば中山間でもっと自由

な別な部分で使えるということで、ぜひ進めてい

っていただきたいというふうに思います。

それから、農地の流動の集積についてなのです

けれども、ある程度理解をいたしましたけれども、

今後組織も検討していくということで、若干連携

部分がふえたというような話もされたのですけれ

ども、今後とも全市的な取り組みになるように進

めていかなければ後で大変なことになるなと思っ

ていますので、進めていくべきだというふうに思

っています。

それから、担い手支援センターの関係なのです

けれども、今後空き住宅を利用しながらというこ

とで進めていくというような話もありましたので、

進めていっていただきたいというふうに思います

けれども、道の担い手支援センターのホームペー

ジ見ますと、名寄市も出ているのですけれども、

その中でほかの市町村はできる研修項目もホーム

ページに載せているのですけれども、名寄市はで

きる研修項目が出ていないということで、それら

についても今後しっかり載せるように、ホームペ

ージ見ても何が名寄で研修できるのか、どういう

受け入れ態勢があるのかということも出ていませ

んので、その辺進めていくような、ちょっと見解

を求めたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市担い手育成セ〇経済部長（寺崎秀一君）

ンターの強化を図っていくという答弁させていた

だきまして、その中で農業振興センターを活用し

たものも考えております。具体的には、今までは

作物特定しないで名寄に来てくださいという形で

ございましたけれども、実際就農される方は最初

は投資もありまして、施設園芸が主でございます。

それで、施設園芸作物を中心とした研修の場と位
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置づけさせていただきまして、研修プログラムも

二、三程度設定しながら募集活動を行ってまいり

たいと思っております。

また、周知の方法といたしましては、先ほど議

員がおっしゃいました北海道担い手センターのホ

ームページ、名寄市のホームページを活用するほ

か、札幌や東京で行われる新・農業人フェアに出

展させていただき、また新年度から杉並区に派遣

される職員を窓口として、区などの広報手段を活

用させていただきながら、名寄市の新規就農者対

策をＰＲすることで進めてまいりたいと思います

ので、御理解願います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

積極的に進めてい〇１５番（日根野正敏議員）

っていただきたいと思います。

それから、新規事業の積極的な取り組みという

ことで、毎年農林業施策で紹介をしているという

ことなのですけれども、あれを見ますと今やって

いる事業と、それからある程度大きな事業が何点

か載っているという部分だけで、小さな事業につ

いてはほとんど載っていないと。先般代表質問で

山口議員も言っておられたのですけれども、６次

産業に向けて農家がやるのは大変だというような

ことで、その中間をする事業もよく見たら載って

います。地域における産学連携支援事業というの

もありますので、そういった部分も利用しながら

進めていくべきだなというふうに思っていますの

ですけれども、それらの各事業、２７２今回出て

いるのですけれども、しっかり担当がその事業の

中身を把握して名寄市に該当するかどうかという

協議というか、そういう時間を課内で持っている

のか。これは、農業だけでなくて全部の課に当て

はまるのですけれども、その辺ちゃとやっている

のかどうか、ちょっと確認させていただきたいと

思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

その補助事業に対す〇経済部長（寺崎秀一君）

る情報集めは、絶えず道なり国なりの研修会等出

ながらやっております。ただ、その中で本当に細

かいところまでその研修出ただけで把握できるか

といったら、これまた少し疑問ございますので、

課内の中で名寄市にとってこの事業が該当になる

のではないかというものにつきましては掘り起こ

しながら、進めてまいりたいと思います。

また、周知の方法としまして、現在出していま

す施策の概要の中に各項目、多岐の項目ございま

すので、それをある程度整理しながら載せていた

だきまして、当然生産者の方と相談しながら進め

ていかないとその事業に乗れるか乗れないかとい

う判断ができませんので、ぜひ生産者の方がこの

事業なら乗れるのかなという形で相談受けやすい

ような体制の紙面づくりをしていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

最近各事業が役所〇１５番（日根野正敏議員）

から来るのでなくて農機具メーカーから。こうい

う事業があるというのを農機具メーカーから先に

来るというのは、行政として非常に情けないので

はないかなというふうに思っていますので、農家

が直接役所へ行って相談するというのは、それは

一番理想的なのかもしれないですけれども、事業

があるかなしにわからないのに相談にも行けない

ということがありますので、ぜひ農林業施策の紹

介の中で名寄市一件でももしかしたら該当するか

もしれないという部分は概略だけでも、そんな詳

しく書いたらすごく膨大な資料になりますので、

もうちょっと親切な情報紙の提供というのが必要

になってくるというふうに考えますので、その辺

しっかり行っていただきたいというふうに。何か。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

日根野議員のほうから〇副市長（久保和幸君）

は、情報の提供も含めて十分でないということで、

補助メニューについては情報入手に努力するとい

うのはもちろんでありますけれども、農家個々の

やりとりも含めて担当者会議等々で説明を受けた

後に課内でそれぞれ相談させてもらうという話を

平成２４年３月１４日（水曜日）第１回３月定例会・第４号



－182－

平成２４年３月１４日（水曜日）第１回３月定例会・第４号

今部長のほうからもお答えしましたけれども、そ

の中で道や国とのやりとりも十分にこれから進め

させていただいて、適切、的確な情報発信をさせ

ていただきたいと思いますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういうふうに進〇１５番（日根野正敏議員）

めていっていただきたいと思います。

それから、担い手結婚対策なのですけれども、

これそれぞれ各組織努力されているということで

あるのですけれども、なかなか成果が上がってこ

ないというのも何となくはわかるのですけれども、

ただ全道的な取り組みで今美深とやっているとい

うことで、それもいいことだというふうに思うの

ですけれども、やっぱり近間の地元の人だとか、

あるいは年齢制限についても４０歳までが適正な

のかというか、本当に切実なのはもう４０過ぎて

からでないかなというふうに思っていますので、

その辺のところも今後検討されるのかどうかもち

ょっと見解をお伺いしたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

地元の男性を募集す〇経済部長（寺崎秀一君）

るときになかなか出てもらえないのが現状でござ

いまして、委員会等でどうですかという、個別に

当たりながら参加を促しているところでございま

す。また、４５過ぎるとか、そういう形になりま

すとなかなか参加してもらえないのが現状でござ

いまして、また近郊の女性との出会いの場という

場合も農業だけ限定してしまいますとかなり狭く

なってしまいますので、またこれも参加男性を募

るのが非常に厳しい状況かと思いますので、その

辺も考慮しながら方策を考えていきたいと思いま

すので、御理解願います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

これは、ちょっと〇１５番（日根野正敏議員）

難しい。どういうふうに解決したらいいかわから

ないので、次に進めたいと思いますけれども、作

業事故についても文書での啓蒙というのは結構来

ているのですけれども、文書というのはそれを読

んで深く理解してというのはなかなか。来てもな

かなか読まないというのが実態だと思うのです。

ですから、事故現場の写真をちゃんとわかるよう

にするとか、そういった工夫も必要ではないかな

というふうに考えていますので、その辺もちょっ

と考えてみてください。

次に、望湖台の関係なのですけれども、今代替

バス、団体バスです、運行させて、なよろ温泉サ

ンピラーのほうに無料で送迎するということなの

ですけれども、今はセンターハウスがなくなって、

温泉がなくなって、その代替ということである程

度の市民は理解はしてくれると思うのですけれど

も、長期的に何年も続いたら、そういったことも

だんだん薄れていって、ちょっと不公平ではない

かなというようなことも出てくるのではないかな

と思うのですけれども、その辺の中長期的な展望

を考えておられるのかどうかお伺いいたします。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

団体の送迎につ〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

いては、今までもサンピラーでもずっとやってい

ることですので、これはずっと続けていくという

ことで確認をとっております。いろいろ１団体幾

らだとか、１人単価幾らだとかと、そういう議論

もあったのですけれども、それはサンピラーのほ

うと協議をして、送迎を頼んでくださいというこ

とで御了解をいただいております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

長期的に見たとき〇１５番（日根野正敏議員）

にある程度次の策も考えていかなければならぬな

と思っているのですけれども、その辺の答弁がな

かったのかなというふうにも考えているのです。

ちょっと聞き漏らしたのかもしれませんけれども、

あればお答えをいただきたいと思いますし、また

９月の質問で民間のセンターハウスの部分も探し

ていくというような話も出ていたのですけれども、

その辺の今後の見通しも含めてお伺いしたいなと。

それから、今後公園だけになりますと、だんだ
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ん利用者も減っていくのではないかなというよう

な懸念もありますので、その辺継続的に利用客、

お客さんをふやすような計画をしっかり持ってい

ってほしいなというふうに思いますけれども、そ

の辺の見解を聞いて、私の質問を終わりたいと思

います。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

バス運行につきまして〇副市長（久保和幸君）

は、先ほど営業戦略室長のほうから答弁いたしま

したとおり、当分の間振興公社とタイアップして

ということであります。全市的な団体の送迎等に

ついては、振興公社とも十分に今後ともサンピラ

ー温泉の利用促進という見地からも検討させてい

ただきたいというふうにお答えをさせていただき

たいと思います。

それから、民間からの問い合わせということで

２件ほどございまして、今調整中でありますけれ

ども、基本的に望湖台自然公園という一つの役割

を担っているものでありますので、その公園機能

に即した民間の方々の、最終的に賃貸になるのか、

売買になるのか、それはまだ検討しておりません

が、そういうことを配慮した上での協議になって

いくのかなということで、まだ具体的な話にはな

っておりませんが、新年度に入りましてからさら

に問い合わせがある個人、企業とも話も詰めてい

きたいというふうに考えております。

さらに、望湖台の振興計画につきましては、今

後とも自然公園の機能と、それから森林関係でい

いますと保安林の指定を受けているという公園で

もありますので、従来の旧風連町時代から長い間

林構事業だとか治山事業でそれぞれの施設を整備

してまいりましたので、その手のその辺のことも

振り返りながら、そしてさらに観光振興計画等々

との調整を図りながら、今後整備計画を進めてい

きたいと思いますので、御理解をいただきたいと

思います。

以上です。

以上で日根野正敏議員〇議長（黒井 徹議員）

の質問を終わります。

名寄市農業の今後の展望について外１件を、山

田典幸議員。

議長より御指名をいた〇５番（山田典幸議員）

だきましたので、通告に従いまして、順次質問を

してまいりたいと思います。後半のほうでござい

ますので、さきの代表質問、一般質問に立たれた

先輩議員と一部重複する内容もございますが、御

理解をいただきたいと思います。

初めに、大項目１点目、名寄市農業の今後の展

望について３点にわたってお伺いをいたします。

１点目は、新名寄市農業・農村振興計画後期実施

計画についてであります。当市においては、活力

と潤いのある農業、農村を目指してという目的の

もと、地域農業の基本指針である新名寄市農業・

農村振興計画を平成１９年度から２８年度までの

１０カ年の計画期間で定めております。今年度に

おいて前期実施計画の５カ年が終了し、平成２４

年度から２８年度までの後期実施計画へと入って

いくところですが、前期実施計画の実績、効果の

検証、それらを踏まえての後期実施計画の策定の

ポイントについてお知らせをいただきたいと思い

ます。

２点目、人・農地プランの策定についてお伺い

いたします。農水省は、平成２４年度を食と農林

漁業の再生元年と位置づけ、２４年度予算の概算

決定をもとに昨年１０月に政府決定した我が国の

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画

に基づく施策を展開することとしています。担い

手不足の深刻化や高齢化に対応し、中心となる経

営体の育成や農地集積の加速化、新規就農者の定

着を促進するため、青年就農給付金や農地集積協

力金などの支援策が新設されます。これらの支援

策を実施するに当たり、市町村において今後の地

域農業のあり方や地域の中心となる経営体などを

定めた人・農地プラン、いわゆる地域農業マスタ

ープランを策定することが求められておりますが、

当市における策定に向けての基本的な考え方、今
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後の取り組みやスケジュールなどについてお知ら

せをいただきたいと思います。

３点目に、農業と観光振興の結びつきについて

お伺いいたします。総合計画のアクションプラン

と位置づけた名寄市観光振興計画が平成２４年度

からスタートいたします。実効性の高い計画とし

て観光を充実させることで交流人口の拡大による

経済効果を生み出し、名寄市全体の活性化につな

がるものと大いに期待をするところであります。

先般計画の概要が示され、メーンイメージは星、

モチ米ということでありました。モチ米は、名寄

市が全国に誇れる地域資源であり、地域農業の基

幹農産物でもあります。このことからも名寄市の

基幹産業である農業が観光振興に果たす役割も非

常に重要であると認識をするところでありますが、

名寄市観光振興計画において農業と観光をどのよ

うに結びつけ、計画を推進していくのか、具体的

な戦略についてお聞かせいただきたいと思います。

次に、大項目の２点目、名寄市の教育行政につ

いて４点にわたってお伺いいたします。１点目、

学校適正配置計画と連動した学校施設整備の取り

組みについて伺います。当市においては、子供た

ちの良好な教育環境を保障していくという目的の

もと、適正な学校規模を安定的に確保し、計画的

な学校施設の整備を図るため、名寄市立小中学校

適正配置計画と名寄市立小中学校施設整備計画に

基づいた取り組みが進められているところです。

先般名寄市街地区公立学校統廃合検討委員会の報

告を受け、市街地区小学校を５校体制から４校体

制に再編する方針を示しましたが、今後の保護者

への説明のあり方について、また廃校となる学校

施設の利活用についてどのように考え、地域に説

明をされようと考えているのかお知らせをお願い

します。

また、今後は風連市街地区、郊外、農村地区に

おいても取り組みが進んでいくことになると思い

ますが、両地区における適正配置の考え方、実施

時期等についてのお考えをお知らせください。

２点目に、中学校新学習指導要領の全面実施に

おける対応について伺います。平成２３年度の小

学校での全面実施に続き、平成２４年度より中学

校においても新学習指導要領が全面実施されるこ

とになりますが、中学校では保健体育において武

道が必修となり、各学校において柔道、剣道、相

撲のいずれかを選択をすることとなります。授業

が安全かつ円滑に実施されるよう指導者、指導方

法、用具などの安全対策についてどのような対応

をとられているのかお知らせを願います。

３点目に、教育改善プロジェクトの進捗状況に

ついてお伺いいたします。さきの教育行政執行方

針の中にもありましたが、確かな学力を育てる教

育を推進するため、新年度より名寄市教育研究所

に（仮称）教育改善プロジェクト検討委員会を組

織し、校内研究の充実、指導方法の改善、地域の

教育資源の活用など学力向上に関する取り組みや

体制づくりを推進していくとのことでありました。

当市における教育課題の解決、教育環境のより一

層の充実に期待をするところでありますが、現在

までの進捗状況についてお知らせを願います。

４点目に、地域の特色を生かした教育のあり方

についてでありますが、地域の特色、いわゆる名

寄らしさということになろうかと思いますが、名

寄らしさといえばやはり豊かな自然環境であると

思います。ここでは、この名寄市の自然環境、気

候、風土からとりわけ雪を中心とした冬を生かし

た教育のあり方について伺いたいと思います。名

寄市のキャッチフレーズ「星・雪・きらめき 緑

の里なよろ」、そして当市においては名寄の冬を

楽しく暮らす条例も制定されており、また名寄市

教育目標の１番目、北国の風土に生き、たくまし

く成長する人をはぐくみますとうたわれておりま

す。１年のうち約半年間まちは雪に覆われ、厳し

い寒さが続きますが、その雪と寒さが日本一の雪

質のパウダースノーや神秘的なサンピラー現象を

生み出すように、雪、冬は名寄らしさを学び、感

じるための重要な教材であり、貴重な財産です。
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雪、冬を楽しむ活動を通じて冬を元気に過ごし、

北国名寄の子供としてたくましく成長していくた

めの学習活動のあり方についていま一度見直し、

名寄ならではの教育をより一層推進していくべき

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、この場からの質問とさせていただきます。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま山田議員か〇経済部長（寺崎秀一君）

ら大きな項目で２点にわたり御質問いただきまし

た。１点目は私から、２点目は教育部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

まず、大項目１、名寄市農業の今後の展開につ

いての小項目１、新名寄市農業・農村振興計画後

期実施計画について申し上げます。本計画は、合

併後の平成１９年度を初年度とし、１０カ年の計

画を策定し、平成２３年度で前期５年が終了する

ことにあわせ、前期計画の検証も含め総合計画後

期計画との整合性を図るため見直しを行い、平成

２４年度から後期５年間の実施計画を策定するも

のです。この間国の農業政策を大きく変える戸別

所得補償制度が導入されるなど、国の農業政策が

多岐にわたり変更されており、国際的にはＴＰＰ

対応について国論を二分するような状況となって

おります。ただ、地方における農業、農村を取り

巻く環境は、農業者の高齢化や後継者不足、農村

の活力低下など依然として大きな問題を抱えてい

るのが現状でございます。策定に当たりましては、

ＪＡの生産部会や青年部、女性部などから幅広く

意見をいただき、この地域に合った農業、農村振

興施策を進めるための方向性を示すとともに、時

代に即した独自の施策を展開するため、実施計画

に盛り込むなどしており、より実効性のある内容

としております。実施計画の推進に当たっては、

情勢の変化に即した施策の検討など弾力的に行い、

国や北海道の農業施策を活用しながら、時代に即

応した独自の施策を関係機関、団体とも十分協議

しながら実行してまいります。

次に、小項目２の人・農地プランの策定につき

ましては、農林水産省の平成２４年度の戸別所得

補償経営安定推進事業という新規事業の中に盛り

込まれ、新規就農総合支援事業とともに農林漁業

再生のための重要施策の一つに位置づけされてお

ります。土地利用型農業におきましては、今後５

年間で高齢化などで多くの農業者のリタイアが見

込まれていることから、地域での合意形成を図り

ながら、中心となるべく経営体に農地が集積され

ることがスムーズに進むようプランを立て、出し

手となる農業者に対しても農地集積協力金を交付

するものです。名寄市においてもこの事業を活用

するために３月上旬に全市の説明会、さらに地区

別の個別説明会で農家周知を図るとともに、あわ

せて今後の農業経営のあり方についてのアンケー

ト調査を全農家対象に行い、それらをもとに５月

末のプラン策定に向けて関係機関、団体と連携し

て進めてまいります。

続いて、小項目３、農業と観光振興の結びつき

について申し上げます。今年度策定されます新名

寄市農業・農村振興計画後期実施計画と名寄市観

光振興計画との関連性については、農商工連携に

よる農産物を利用した特産物開発やブランド化に

よる物産振興、本市で生産される農畜産物の安全、

安心及び高品質の特性を生かしたストーリーの構

築によるＰＲ戦略、油用ひまわり振興事業を初め

とするサイクル型観光資源開発、グリーン・ツー

リズムと連携した教育旅行誘致事業の検討など観

光交流の推進を図る上で必需アイテムである食を

中心に両計画が連動し、各種事業が展開されてい

くことが必要と考えています。特に市民に対し本

市の代表的なもののイメージをお聞きすると、返

答の中で取り上げる項目には農産物に関する項目

が多く、これは本市が豊かな自然に恵まれ、そこ

からすばらしい食資源が生産されていることのあ

らわれでもあります。このことは、観光振興計画

の中で目標達成への戦略プロセスでも述べている

ストーリーの構築へとつながり、本市の農業者が
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長年にわたり栽培技術の確立に尽力されてきたた

まものであると考えます。現代の成熟消費社会に

おいては、商品そのものを売るのではなく、商品

に付随するストーリーを売ることが求められてお

り、これらのストーリーが付随した情報提供こそ

が本市を訪れたくなる動機づけや消費行動の喚起

を促し、これらのことが観光振興と両輪である物

産振興に寄与し、観光振興計画の基本目標である

交流人口の増加による経済効果の拡大につながっ

ていきます。名寄市の基幹産業である農業が観光

事業に果たす役割は、食や体験、イメージなど大

きな可能性を持った重要な要素であります。今後

も農業生産者の方には、本市の食の原点を支えて

いただき、ともに観光振興に御尽力いただければ

と考えております。

以上、私からの答弁となります。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目の２、小項目４点にわたり答弁をいたしたい

と思います。

まず、１点目、学校適正配置計画と連動した学

校施設整備の取り組みについてでございます。名

寄市市街地区小学校の適正配置につきましては、

１月の末に名寄市街地区公立学校統廃合検討委員

会により３項目の諮問事項に対する検討結果の報

告を受けまして、２月開催の教育委員会議におい

て適正配置に関する基本的な考え方を作成をした

ところであります。現在パブリック・コメント手

続条例に基づきまして、統廃合の対象校や通学区

域の見直しなど基本的な考え方について意見を募

集をしておりますが、あわせまして今後関係する

町内会や学校ごとに説明会を開催をすることとし

ております。今後は、市民の皆さんの意見を伺い

ながら、教育委員会として適正配置の方針を決定

をし、新年度に予定をしております基本設計の実

施に向けて建設準備委員会などを設置をして意見

を反映をしてまいりたいと考えております。

また、統廃合の対象校となっております２校の

学校の校舎は、いずれも耐震化を満たしていない

現状がございます。名寄南小学校の校舎などにつ

いては、新校舎の建設にあわせて解体をすること

となります。また、豊西小学校の跡地などの活用

方策については、周辺の浅江島公園や平成２６年

度に完成予定の（仮称）市民ホールと隣接するこ

とから、一体的に利用していくことが望ましいと

は考えており、今後関係部署との協議を進めてま

いりますので、御理解を願いたいと思います。

小項目１点目の２点目、郊外、農村地区の適正

配置の手法と実施時期についてでございます。名

寄市内小中学校の適正配置につきましては、名寄

市街地区、それと風連市街地区及び郊外、農村地

区の３地区に分類をし、それぞれ段階的に推進を

していくとしております。郊外、農村地区につき

ましては、智恵文地区も該当いたしますけれども、

適正配置計画推進の第１期段階として適正配置の

検討を行い、その方向性を決定して再編を実施す

るとしていることから、教育委員会といたしまし

ても地域の方々に対して児童生徒数の今後の推移

の提供など十分な情報提供を行い、地域との共通

理解を得ながら適正配置の方向性を定めていきた

いと考えておりますので、御理解いただきたいと

思います。

次に、小項目２点目、中学校新学習指導要領の

全面実施における対応、特に武道の必修化に伴う

安全対策でございます。平成２４年度から中学校

におきましても新学習指導要領に基づいた教育活

動が全面実施をすることとなります。各中学校に

おきましては、平成２２年度から先行措置で実技

を実施をしながら、教育課程の編成に取り組んで

いるところでございます。特に今回の改訂では、

日本の伝統や文化に関する教育の充実が求められ

ており、男女とも武道が必修となります。教育委

員会といたしましては、用具類の整備を平成２１

年度から進めてきており、また指導する教職員の

研修につきましても参加の案内をしてきていると

ころであります。本年２月１６日に実施をいたし
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ました上川教育局主催の中学校武道、ダンス必修

化に係る保健体育担当教員説明会には、名寄市か

らも５名の教員が参加をしております。武道は、

礼に始まり礼に終わるといった伝統的な考え方を

理解をし、相手を尊重して練習や試合ができるよ

うにすることを重視をする運動科目であります。

そのためにも学習のねらいを明確にして指導する

ことが重要であり、簡単な競技も行いますので、

安全面に十分に配慮することが必要であると考え

ております。教育委員会としましては、今後も用

具類の整備に心がけるとともに、授業に当たって

は生徒の体調の変化などに気を配ったり、危険な

動作や禁じわざを用いないこと、自分の技能、体

力に応じてわざに挑戦するなど、指導の徹底を図

るよう各学校に指導してまいります。

また、北海道教育委員会によりますと、札幌市

内を除き全道の６４％の中学校が柔道を選択して

いると示されておりますことから、事故につなが

りやすい行為や万が一にも事故が起きた場合の対

応の仕方などについて今後も指導する教員の研修

の機会の充実に努めてまいります。

小項目３点目、教育改善プロジェクトの現在の

進捗状況でございます。名寄市では、学力向上な

ど緊急な課題や継続的に改善を図っていかなけれ

ばならない課題がございます。この解決のため、

子供たちの生きる力の育成に向けて名寄市の小中

学校の教育を総合的、計画的に改善、推進を図る

ことを目的に（仮称）名寄市教育改善プロジェク

ト委員会を名寄市教育研究所の中に組織をするこ

ととし、過日準備委員会を開催をしたところであ

ります。準備委員会では、平成２４年度は学力向

上の取り組みを効果的に進めるために、学力向上

対策プロジェクトを立ち上げることを確認をいた

しました。そのための組織や内容につきましては、

指導方法の工夫改善や加配教員の活用などについ

て検討する指導法工夫改善プロジェクト、巡回指

導教員の活用や外部指導者の招聘などについて検

討する指導力向上プロジェクト、天文台や地域人

材、電子黒板などの活用について検討について活

用する教育資源の活用プロジェクトの３つのプロ

ジェクトを設定することといたしております。ま

た、この取り組みを進めるために市内の全学校の

教職員が互いに英知を結集し、力を合わせて参加

する組織体制づくりになるよう検討しているとこ

ろであります。今後は、目的や内容、組織につい

て再度吟味を進め、各学校に周知をしたり、上川

教育局の指導、助言を得ながら、６月には第１回

目の教育改善プロジェクト委員会を開催をしてま

いりたいと考えております。

４点目の地域の特色を生かした教育のあり方、

特に名寄らしさであります雪や冬を教材とした教

育活動のあり方についてであります。議員御指摘

のとおり、名寄市では平成１８年に名寄の冬を楽

しく暮らす条例を定め、雪や寒さを生かして冬の

生活をより暮らしやすくする、また楽しいものに

することを目的に冬のいろいろな活動の展開を市

民の方々と協働で推進を図っているところであり

ます。名寄市には、豊かな自然や施設など教育資

源がたくさんございますが、とりわけ自然の持つ

教育的な価値をとらえて効果的に活用することは、

心豊かでたくましい子供たちを育成する上で大切

なことであります。特に名寄の冬の雪質は日本一

と言われており、貴重な財産であります。各教科

や特別活動、総合的な学習の時間などにおいてそ

れぞれの目標を達成するために、名寄の冬や雪、

寒さを生かした身近な教育資源として活用するこ

とは重要であることと考えております。そこで、

各学校におきましては、スキー学習や歩くスキー、

カーリング体験など体育の授業に位置づけをして

取り組んでおります。また、名寄東小学校の地域

と連携をしたランタンづくり、西小学校の雪と灯

りの集い、日進小学校のスノーフェスティバルな

ど各学校においては名寄の冬を積極的に楽しむ活

動を行っております。また、社会教育におきまし

ては、北海道大学北方生物圏フィールド科学セン

ターなどと共催をして、冬の森の自然に触れる森
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のたんけん隊であるとか、博物館では雪と遊ぼう

などを企画をして、冬ならではの自然体験活動を

実施をしております。教育委員会としては、今後

もこれらの豊かな教育資源の効果的な活用につい

て総合的に検討しながら、名寄ならではの教育課

程の編成や社会教育における冬の自然体験メニュ

ーの充実など、実施に向けて支援、指導を行って

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。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇５番（山田典幸議員）

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。

まず初めに、農業・農村振興計画についてであ

りますが、この件に関しては先ほど日根野議員の

ほうからも詳しく質問がありましたので、私のほ

うからの再質問は割愛させていただきたいと思い

ますが、いずれにしましても前期計画の検証をも

とにして後期計画、やはり現場の実情ですとか、

農業者の生の声、しっかりと把握していただきな

がら取り組んでいっていただくことを求めて、次

に進みたいと思います。

人・農地プランについてであります。まず、１

点目、最初に基本的なことをちょっとお伺いして

おきたいと思います。今回の人・農地プラン、地

域農業マスタープランを策定するに当たっての行

政として策定をする主体、これは行政が策定する

のか、それとも農業者が策定するのか、この基本

的な考えについてお伺いしたいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

この人・農地、マス〇経済部長（寺崎秀一君）

タープランですか、これにつきましては補助事業

をもらうためのプランとなりますので、生産者の

方々の意向を聞きながら、それがこの補助事業に

該当すればこのプランにのせていくことになりま

すので、行政としましては生産者の方々の意向を

聞きながら、それが補助事業に乗るようなタイミ

ングであればこのプランにのせていく形となりま

す。ですから、行政は補助事業に乗せるお手伝い、

生産者の方は移動によってその部分が補助対象に

なるかならないかという部分のお尋ねいただけれ

ば、またアンケートもとりますので、自分がこう

いうことをしていきたいということを書いていた

だければ、その中で行政が補助事業に乗れるか乗

れないかということを判断していきたいと思いま

す。

以上です。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと資料を私も何〇５番（山田典幸議員）

点か見させていただいた中で、こういう文言があ

るのです。地域において徹底的な話し合いを行い、

地域が抱える人と農地の問題を解決するため、未

来の設計図となる地域農業の将来像を記載した地

域農業マスタープランを策定する等々とあります。

また、市町村は話し合いを受けて人・農地プラン

の原案を作成し、農業関係機関や農業者の代表で

構成する検討会を開催しますと。いろんな資料を

見ても、まずやはりこれ地域においての徹底的な

話し合いをしてくださいと。その上で、市町村は

その話し合いを受けた上でプランの原案を作成し

てくださいというような進め方が書いてあります

が、そういう中でこの間私のところにも来ました、

このアンケート。５月末までにつくられるという

ことなので、果たしてこれで地域の将来像という

ものができるのでしょうか。その辺お伺いいたし

たいと思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

土地の流動化におき〇経済部長（寺崎秀一君）

ましては、地域の方々とお話ししながらという形

になるかという具体的なものは進めてまいります

けれども、とりあえず２４年度の補助事業に乗る

ためにはこのプランにのせておかないと補助対象

になってこないわけです。この事業につきまして

は、絶えず見直しをかけながら、事業に乗れる方

々の意見を聞きながら、また地域での将来に向か

った流動の形を聞きながらプランにはのせていき
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ます。ただ、２４年度分につきましては、もう早

急にこのプランにのせておかないと補助事業と、

対象となりませんので、それを把握するために最

初の段階としてアンケート調査をさせていただき

ます。ただ、それでこの計画終わったわけではな

いので、まだ次年度の計画に向けながら、また地

域の方々と話し合いながら、その辺は進めてまい

りたいと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

事業に乗るということ〇５番（山田典幸議員）

も非常にこれ大事なことだと思います。２ヘクタ

ール以上７０万円、５ヘクタールから２ヘクタ

ールまでの間が５０万円の集積に対してのそうい

った支援の金額もあるわけですから、非常に大事

なことではあるのですが、それよりもまず大事な

ことというのがあると思いまして、作成に当たり

ましては行政の事務的な部分のサポート、また合

意形成に向けたアドバイスもこれ当然必要だと思

うのですが、やはり今回の地域農業マスタープラ

ンは地域の農業者みずからが作成し、みずからの

地域農業のためにこれ実行する計画であるべきだ

と思います。今回のことは、本当に事業のお金だ

けの問題ではなくて、地域農業の将来像を農業者

自身がやはり真剣に考えるきっかけにならないと

ならないのではないかなと、これ私今回の支援策、

プラン等の説明書を見ても感じるのですが、ぜひ

事業に乗ることはこれ非常に大事なので、そうい

う形でアンケートをまとめて、事業に乗るという

形、これは進めていただきたいと思うのですが、

いずれにしましてもきちんとした形で話し合いの

場、農業者が地域の将来の農業に対して今後どう

していくのかと話し合える場をしっかりとつくっ

ていただきたいと思います。その辺に関してお伺

いします。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

それは、もう当然の〇経済部長（寺崎秀一君）

ことでございまして、地域で将来的にどのような

形がよいのかというのは当然のことでございます。

ただ、こちらの流動化はちょっと農業委員会の流

動化と違いまして、円滑化団体という昨年つくり

ました部分への白紙委任という形もございますの

で、従来やっています農業委員会のあっせんとも

また違った形となっております。それで、北海道

には合っていないという形でよく言われているの

が現状でございます。そういうこともありますの

で、実際の流動化については農業委員さんともい

ろいろ検討しながらやっていただきまして、こち

らのほうで乗れる部分はこちらのほうで乗るとい

う、そういう仕分けも必要かと思いますし、いず

れにしましても地域が担い手としてどういう人を

選定していくかとか、将来的に農地をどうやって

動かしていくかだとかということも地域の中で十

分話し合われることが最重点といえば重点です。

以上です。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

そこがまず基本になる〇５番（山田典幸議員）

と思いますので、それに対してのやはりサポート

という部分で、これは必ずお願いしたいと思いま

す。私ちょっとたまたま説明会も出席しないで言

うのもなんなのですが、出席した若い担い手の方

とお話しする機会がありまして、その方も今回の

人・農地プランの策定に関しては非常に期待をし

ていたというか、内容に関してやはりそういう地

域農業の将来を考える機会になるのではないかと、

そんなことをおっしゃっていました。事務的なこ

とばかりでそういうお話が全くなかったものです

から、ちょっと残念だったなというようなお話も

聞きましたので、そのあたりしっかりと今後の説

明会の中で、今後そういう事務的な手続があって

５月末までにはプランという形はつくらなければ

ならないけれども、将来の地域農業をどうしてい

くかという話し合いの場は必ず設けていくという

ことを行政のほうから農業者の皆さんに趣旨も含

めてきちんとした形で説明をしていただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。

次に進みたいと思います。農業と観光振興の結
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びつきについてということで、さきの議員協議会

でも観光振興計画の内容に関して御説明をいただ

いております。計画について私自身は、さまざま

な角度から現状分析、また課題の洗い出しですと

かされていまして、また実証実験、アンケートの

調査の結果に基づいた戦略も立てられておりまし

て、全体的に非常によくできた計画だと感じてお

ります。改めまして策定に当たられました市民懇

話会の皆さん、また庁内検討委員会の皆さんに敬

意を表したいというふうに思います。

ただ、１つここで申し上げさせていただきたか

ったのは、物産振興という面で、この計画におけ

る、ちょっと拝見させていただいた中では農業の

位置づけがもう少し具体的に見えてくるとよかっ

たなと。昨年の第２回の定例会で私農商工連携に

ついて質問させていただいたのですが、それに対

して名寄市の農産物、加工品のＰＲ、また販売促

進、販路の確立など観光振興計画の中においても

強くうたうようにしたいと、そのような御答弁を

いただいておりましたので、もう少しそういう部

分があってもよかったのかなと思います。物産振

興イコール観光ということではありませんけれど

も、名寄市の知名度向上、またＰＲ、ブランド力

の強化という部分では重要な要素ではないかと思

います。確かにひまわりにしてもグリーン・ツー

リズムという部分にしても農業が観光にかかわる

大変重要な部分なのですけれども、今回の計画の

中ではメーンイメージにモチ米、そしてその下の

サブイメージにアスパラとうたわれている中で物

産振興にという、そういう物産振興という部分で

の具体的な戦略がちょっと見えてこない、そんな

感じがしたものですから、その点に関して改めて

お伺いしたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市の農産物〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

のすぐれた点については、もう今さら申し上げる

までもないのですけれども、実は観光振興計画の

中で農業に関しては先ほどもちょっとお話をさせ

ていただいたのですが、食ばかりではなくて例え

ば体験の可能性も持っている。先ほど言ったイメ

ージの可能性も持っている。ただ、食といったっ

て例えば直販ですとか加工ですとか、あるいはそ

れを食事に提供するとかという、農業の可能性と

いうのは非常に高いものを持っていますし、地元

生産物として絶大なる有利性を持っているという

部分なのです。それで、今後もちろん名寄に来ら

れた方へのおもてなしだとか、それから食でのも

てなしなのか、あるいは体験のもてなしなのか、

そういったメニューもありますし、さまざまな場

面で農業の方には農業関係についてはかかわり合

いがあるというふうに思っています。それで、一

応ことしの４月にオール名寄体制で新たな体制を、

名寄市観光交流振興協議会というのを立ち上げよ

うと思っています。その中に農業者の立場、ある

いは例えば直販をされている立場ですとか、そん

な中から御意見をいただいて、事業に、主体とな

るのですけれども、その主体のそこに必ず農業が

くっついているという、そういうイメージでぜひ

御参加をいただきたいと思いますし、いろんな提

言、意見をいただきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

やはり農業者もいわゆ〇５番（山田典幸議員）

る経済効果という部分での物産振興の戦略ももう

少しはっきり見えてこないと、なかなか観光とい

う部分に行き着かないのかなと思います。改めて

具体的な戦略を示して、また改めて検討して進め

ていっていただきたいなと思います。また、オー

ル名寄体制というお話出ました。やっぱり農業関

係といえば農協を中心とした各関係団体と、また

行政がしっかりと連携していただいて、ここはま

た農業者も一体となって取り組む体制と、また意

識というのが大事になってくるのかなと思います。

農産物の販売は農協、観光は行政と、そういうこ

とではなくて、確かに主たる役割というのはそれ

ぞれあるのですけれども、それぞれが一緒になっ
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てお互い重要な役割を担っているという意識にな

ってこないとうまくいかないのかなと思いますの

で、特に名寄に関しては一自治体一農協という、

そういう理想の形が整っていると思いますので、

これは観光振興計画に限らず地域の農業政策を進

める上での理想的な形だと思いますので、しっか

りと連携して進めていただきたいということを求

めておきたいと思いますし、私自身も今回の観光

振興計画に関しては期待をしている一農業者とし

て、また一市民として精いっぱい協力させていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。

続きまして、学校適正配置計画のほうに移りた

いと思います。御答弁いただきまして、保護者の

方、また地域への説明のあり方については理解を

させていただきました。一番は子供たちにとって

望ましい教育環境を何よりも優先させるべきだと

思いますけれども、その上でやはり保護者、地域

の理解、合意形成というのが不可欠な要素である

と思いますので、今後もそのように丁寧に進めて

いっていただきたいなと思います。

一昨日山口議員のほうからも同様の質問をされ

ておられました。御答弁の中でもありました智恵

文地区に関して、今後の取り組みということでお

伺いしておきたいと思いますので、御理解いただ

きたいと思います。御承知のように智恵文地区に

関しては、児童生徒数減少の中にあっても小中そ

れぞれ独立した形でありまして、複式ではありま

すけれども、小中とも今のところ欠学年がないと

いう状況になっています。ただ、小学校の校舎が

築後３５年経過しておりますので、施設の老朽化

という面からも地域としてやはり学校教育の将来

を考え始めなければならない時期に来ているので

はないかなと思います。一昨日山口議員の質問に

対して教育長から、地域からの要望があれば地域

の将来の教育のあり方などについて共通認識に立

つという視点で、適正配置と施設整備に関して地

域と行政が語り合う場を設定して対応するとの御

答弁をされましたが、このことは今後の智恵文地

区の学校問題においても同様の認識をさせていた

だいてよいのかお伺いしたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校の適正配置、特〇教育部長（鈴木邦輝君）

に郊外、農村地区の部分につきましては多くの方

がまた関心を持っておられる部分ではないかなと

思っております。基本は、郊外地区につきまして

は今議員の御指摘もありましたように特色ある教

育活動が展開をされているとか、それから地域コ

ミュニティーの中心であるということ、そして住

民と学校との関係が大変密度が濃いと。こういっ

た部分で、あくまでも地域での合意が大前提で統

廃合を進めていきたいと考えている基本姿勢は変

わっているものではございません。山口議員から

の質問にもありましたように、ただ教育委員会と

しては待ちの姿勢だけではなかなか地域の方の御

理解も得られない部分あるかと思いますので、今

後につきましては地域からの要請、要望があれば

地域内での意識、それから認識をお伺いするため

に出向いていくということ、また児童数等の正確

な情報を提供するということもあります。その上

で地域と教育委員会が共通の理解、認識に立って、

その立場に立って協議の場を進めていくという部

分で、ある意味で一歩踏み込んだ考え方を認識を

持っておりますので、先日の教育長の答弁どおり

御認識をいただければと思っております。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございます。〇５番（山田典幸議員）

理解をさせていただきたいと思います。やはり地

域のことは地域で決める、これは基本だと思いま

す。ただ、行政の方針、また今おっしゃったよう

に正確な情報を理解しないまま地域だけが先に進

んでしまっても、これはうまくいかないと思いま

すし、もちろん行政が勝手に決めるというもので

もないと思います。まず、お互いがそういった共

通の認識を持ってスタートラインに立って、その

上で連携をしながら協議をしていくということが

大事だと思います。私どもの地域としましても、
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今後まず子供たちにとって何が一番望ましいかを

第一に、その上で地域特色いろいろありますので、

地域コミュニティーの核としての格好をどうして

いくかということをしっかり考えていける体制づ

くりを進めていきたいと思いますので、すべて未

来を担う子供たちのためでございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

時間が大分なくなってきましたので、中学校の

新学習指導要領の全面実施ということで、１０日

の新聞だったでしょうか、道新に柔道の事故の道

に賠償命令ということで、保護者の方から非常に

不安な声がたくさん出ていて、必修化は延期をと

いう声が上がっているそうです。文科省が安全確

認をしっかりした後に中学校の授業を開始してく

ださいと各都道府県、教育委員会に通知をしたと。

このような通知、名寄市のほうにも来ているのか

と思いますけれども、そういった安全対策につい

て先ほど答弁いただきました。いろいろな対策を

講じてきたということでありますが、この通知を

受けて何か名寄市としての対応、どのように考え

ていらっしゃいますでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

昨今の新聞報道にも〇教育部長（鈴木邦輝君）

ありますように、特に武道、またその中でも柔道

の、武道に当たっての保護者の安全に対する危惧

があるというのは教育委員会としても認識をして

おります。昨日の新聞報道にもありましたように、

脳に負った傷というのはなかなか外見からは判断

ができないということで、担当の教員だけでなく

て学校全体で危機感を共有する必要があるとか、

それから実技講習会、研修会については専門的な

知識とか、競技団体と連携して実施をするという

指摘もございます。３月、文科省からの通知では、

１点目には学校の指導体制、２点目には事故発生

時の対応、それから３点目には武道場の安全管理

という部分につきまして、教員が指導できる水準

に達しているか、また安全に配慮した指導計画が

つくられているか、用具の安全点検の確保がなさ

れているか、また事故発生時の救急対応等緊急連

絡体制が確立されているかという部分が指摘をさ

れております。教育委員会といたしましても道教

委と連携をとりながら、この部分についてはしっ

かりと認識をして、２４年度からの実施に向けて

指導等をしていきたいと考えておりますので、御

理解いただきたいと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

学習指導要領の中での〇５番（山田典幸議員）

伝統や文化に関する教育ということで、御答弁に

もあった礼に始まり礼に終わるという、非常に大

事なことだと思います。ただ、その中でやっぱり

保護者の方の不安というのも当然これあるのかな

と思います。また、事故が起きてからでは遅いの

で、私はこういう伝統的なそういった武道授業と

いうのはどちらかといえば賛成なのですが、いろ

んなやはり非常に心配される保護者の方が多いと

いうような報道もありました。市内でもやっぱり

そんな声も聞いたりもしますので、十分な対策、

対応を求めておきたいと思います。

教育改善プロジェクトについて御答弁いただき

ました。先ほど現在の進捗状況を御説明いただき

ました。新年度から具体的な取り組み始まるかと

思います。非常に私も保護者の一人として期待を

しておりますので、新年度と、そして今後の具体

的な取り組みについてありましたら、ぜひお聞か

せいただきたいと思います。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

今御質問ありました件〇教育長（小野浩一君）

につきましてでございますけれども、今後の進め

方につきまして内容と方向等について若干補足を

させていただきたいと思います。

先ほど部長のほうから説明がありましたように、

子供たちの生きる力の育成に向けまして名寄市小

中学校の教育を総合的、計画的に改善、推進を図

ることを目的としたプロジェクトを名寄市教育研

究所に組織いたしまして、過日準備委員会を立ち

上げ、３回ほど会議を積み重ねてきているところ
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でございます。現在の名寄市の小中学校の課題の

一つは、これまでもお話ししてきましたように北

海道の課題でもあります子供たちに確かな学力を

身につけさせることでございます。また同時に、

豊かな心と健やかな体を育てることも求められて

おります。このようなことから、基本的にこの２

点を大きな柱として教育研究所の機能を生かして

教育改善プロジェクトを推し進めてまいりたいと

思います。とりわけ平成２４年度につきましては、

学力向上の取り組みを効果的に進めるために、学

力向上対策プロジェクトということの立ち上げに

取りかかっているところでございます。この中で

学力の向上にかかわる道教委の指定事業や本市独

自で行っている事業、例えば放課後子ども教室で

すが、またこれから予想される指定事業などを総

合的にとらえまして、学力向上に関する取り組み

がより一層効果的に進められているか点検、評価

したり、それらの成果を各学校にしっかりと波及

させていく取り組みを進めていきたいと思います

けれども、その際先生方の英知を結集いたしまし

て、名寄市として学力向上に関する共通テーマを

掲げたり、市内すべての小中学校が何らかの形で

かかわっていけるような、全学校体制で進めてい

けるような検討を考えているところでございます。

先ほど部長のほうからは３つのプロジェクトの

内容についてお話ししましたが、それはその説明

のとおりでございます。現在教育改善プロジェク

トについては、基本的にこのような取り組みを進

めていくために校長会、教頭会、教育研究所と連

携しながら、基本的プロジェクトづくりの作業を

進めております。ただ、４月異動の問題もありま

すので、内容及び組織づくりについては４月から

５月にかけて体制を固め、具体的なスタートは６

月と考えております。

なお、豊かな心、健やかな体を育てるプロジェ

クトについてですが、これは学力向上のプロジェ

クトが軌道に乗る数年後、今のところ２６年度を

めどにスタートさせていきたいと考えております。

以上でございます。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

理解をいたしましたの〇５番（山田典幸議員）

で、しっかりと教育環境の整備、また子供たちの

学力向上に、これは非常に繰り返しになりますが、

期待しておりますので、どうぞよろしくお願いし

たいと思います。

最後になります。地域の特色を生かした教育の

あり方ということで、雪、冬ということで質問さ

せていただいたわけなのですが、さまざまな取り

組みされているという御答弁いただきました。名

寄は、やはり約半年間冬なわけです。その中で子

供たちが冬の楽しみを見つける。そうすると、毎

年冬が待ち遠しくなって、そこから郷土に対する

愛情が生まれ、生きる力というのがはぐくまれて

いくのではないかなと思います。幅広く伺いたか

ったのですが、ちょっと時間もないので、ウイン

タースポーツに限って、合併まで市技として指定

されていたスキーに関してなのですが、というの

も先般市内在住のスキー指導員の江畠絵美さん、

多分御存じの方もいらっしゃると思いますが、先

日長野県で行われた全日本のデモンストレーター

選考会においてスキー指導者の最高峰であるナシ

ョナルデモンストレーターに認定されたというこ

とであります。簡単に言いますと、これ基礎スキ

ー界のトップアスリートとでもいうのでしょうか、

全国で認定される女子選手は１０名にも満たない

数で、大変な栄誉です。今後地域だけではなくて、

これ北海道、そして全国のスキー振興に力を発揮

していただけるものと思います。そんなすばらし

い人材が名寄にもおりますので、スキーに関して、

ちょっと学校におけるスキー授業に関してなので

すけれども、道内でもスキーの授業を減らす、ま

たなくすという学校がふえてきている。大変残念

なことなのですが、いろんな要因があると思いま

すけれども、名寄に関しては授業を減らさずに時

間を確保している状況だと認識しておりますが、

例えばスキー授業の時数を名寄市独自、単独で今
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後ふやすということは可能なのかどうかお伺いし

たいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

冬の学習活動の中で〇教育部長（鈴木邦輝君）

も名寄市は、スキーという部分につきましては大

変重要な位置を占めております。現在スキー授業

につきましては、用具、それから人員の配置でバ

ス等手配をしてスキー場に行っている実情でござ

いますので、今後中身、特に教育課程の中で授業

もゆとりの時間から少しずつ厳しい教育課程にな

ってきておりますので、その辺は学校側と相談を

しながら、また一部予算を伴うものもございます

ので、その辺については相談をしながら検討をさ

せていただきたいと考えておりますので、御理解

ください。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ前向きに検討して〇５番（山田典幸議員）

いただきたいと思います。人材活用という部分で

もそういったすばらしい人材もおりますし、うま

くこれから地域ボランティアというか、そういっ

たものも活用していったらいいのではないかなと

思いますので、よろしく御検討をお願いしたいと

思います。冬、スキー含めた雪の上でのスポーツ、

単に体力づくりだけが目的ではないと思っており

ます。体力づくりだけでしたら、暖かい室内でも

やれるわけで、北国の文化、そして北国名寄独自

の教育としてやはり普及、発展させていくことに

意義があると思いますので、ぜひ前向きに御検討

いただきたいと思います。

以上で私の質問終わりたいと思います。

以上で山田典幸議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１５時２０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０２分

再開 午後 ３時１９分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

市立総合病院にかかわって外２件を、竹中憲之

議員。

議長より指名をいただ〇８番（竹中憲之議員）

きましたので、代表質問も含めて１０名既に質問

がされておりますけれども、さきの通告に従いま

して、大項目で３点について質問させていただき

ますが、何名かの方が同様な質問をされておりま

すから、答弁については簡略でお願いをしたいと

いうふうに思います。

大項目の１点目は、市立総合病院にかかわって

３項目についてお聞きをいたします。名寄市立総

合病院は、地方センター病院として名寄市だけで

なく道北の医療を担う重要な役割を持っているこ

とは言うまでもありませんが、医師の確保も大き

な問題ではありますが、医療技術や看護師などの

医療スタッフ全体の問題であると私は考えていま

す。そこで、小項目１点目は、医療スタッフの動

向についてであります。年度末から年度初めの退

職者数と採用数について、また現時点でのスタッ

フの総数についてと年度初めのスタッフの総数に

ついてお知らせを願いたいというふうに思います。

小項目２点目は、新年度のスタッフ体制につい

てでありますが、佐古院長の並々ならない御努力

と関係機関の御理解あるいは御協力によりまして、

半年ぶりに消化器内科が新年度より再開をいたし

ます。昨年９月まで診療を受けられておりました

患者さんの声として、精神的にも肉体的にも非常

に楽になるという話を聞きました。そこで、再開

に伴う各科におけるスタッフの体制が整うのか危

惧をしております。今日まで特に看護師の採用条

件を緩和をしても応募が少ないとのことですが、

どのような対策を考えているのかお聞かせを願い

たいというふうに思います。

小項目３点目は、スタッフの労働条件について

お聞きをしたいというふうに思います。外来にし

ても病棟にしても診療科や、あるいは病棟によっ

て違いはあると思いますけれども、退庁時間に帰

宅ができないとの声も聞きます。精神的にも肉体

的にも休暇がとれないことによる医療ミスが起き
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ると、患者さんもスタッフも不幸な事件につなが

るというふうに思います。そこで、代休の消化状

況と有給休暇の取得状況についてお知らせを願い

たいというふうに思います。

大項目２点目は、空き家対策についてでありま

すが、３項目についてお聞きをいたします。小項

目の１項めは、名寄市内における空き家の件数が

わかれば総件数をお願いを申し上げます。

小項目２項目めは、今冬は暖気の日が少なく、

屋根に積もった雪が落ちづらく、空知を中心にし

て倒壊する家屋が多く出ただけでなくて、倒壊や

倒壊のおそれのある家屋が増加をしました。名寄

市において雪による倒壊をした家屋があれば、件

数をお知らせを願いたいというふうに思います。

小項目の３項目めは、安全のための対策をどの

ようにされたかであります。危険家屋の問題と安

全面を考えたときに、特に歩道に面した家屋等に

ついてどのような対策や指導をしたのかお聞かせ

を願いたいというふうに思います。

大項目３点目は、指定管理者制度についてであ

りますが、一昨年の３定で同様の質問をさせてい

ただきました。平成１５年に地方自治法改正に伴

って、名寄市では風連と合併した１８年度に導入

をしたと記憶をしておりますが、その内容は民間

活力を活用しての施設の管理等コスト削減をし、

住民サービスの向上を図るということにありまし

た。そこで、小項目１項めは指定管理施設におけ

る正規雇用者と非正規雇用者の雇用数について、

通年雇用、短期雇用別についてお知らせを願いた

いというふうに思います。

小項目２点目は、指定管理施設の指定の見直し

についてであります。一昨年の３定以降議論がさ

れた経緯があればお知らせを願いたいというふう

に思います。

小項目３点目は、正規雇用者と非正規雇用者の

年収についてわかればお知らせを願いたいという

ふうに思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

竹中〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

議員からは、大きな項目で３点の御質問をいただ

きました。１点目は私から、２点目は市民部長か

ら、３点目は総務部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いをいたします。

初めに、市立総合病院の医療スタッフの総数に

ついてお答えをいたします。３月１日現在の職員

数は、医師が１１人の研修医を含めて５７人、看

護部所属の看護師が正職員が２６３人、臨時職員

が２０人、パート職員１９人、合わせて３０２人、

薬剤師が８人、医療技術系の正職員が４６人、事

務部等の正職員が３４人、その他の補助業務の臨

時、パート職員を含め全体で６４０人となってお

ります。

なお、平成２３年度当初の４月１日現在では、

職員が３９８人、臨時職員が２１６人の合計６１

４人でしたので、職員で１人の減、臨時職員で２

７人の増、全体では２６人の増加となっておりま

す。

次に、平成２４年４月１日時点での、これは予

定でありますけれども、医師が７人の研修医を含

めて５８人、看護部所属の看護師が３月末の退職

予定１４人に対し、新採用予定者が１８人、医療

技術系の正職員が新採用３人となっております。

現在各種職員の退職及び採用の調整を行っている

段階で確定はしておりませんが、総数では１０名

程度増加する見込みとなっております。

次に、（２）の今後のスタッフ体制、消化器内

科の再開に伴うスタッフ体制についてであります。

昨年１０月からの休診以降も糖尿病・代謝内科の

配置と兼ねていたため、大幅な減員は現在も行っ

ておりません。また、４月以降において外来、透

析室、集中治療室の機構を一部見直す予定であり、

全体的な調整の中でスタッフの配置を行います。

消化器内科の部門では、検査業務がスムーズに実

施できる体制を整えることとあわせて、受け付け
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業務で新たに臨時のクラークを１名増員する予定

でおります。

次に、スタッフの労働条件について申し上げま

す。主に看護部門における代休消化の状況につい

てでありますが、各部署ともおおむね消化できて

おりますが、部署によっては数名のスタッフが３

日から５日程度の未消化があります。しかし、看

護課長の職では、最少ではゼロから最大で２３日

の未消化があり、ばらつきが生じております。こ

れは、スタッフの消化を優先していることに起因

をしておりまして、先ほど申し上げました機構の

見直しなどで調整を図ってまいりたいと考えてお

ります。

次に、有給休暇の取得状況についてであります

が、平成２３年度における正職員の有給休暇の取

得状況については、診療部で２４％、薬剤部で

４７％、看護部で１６％、医療技術部で５

６％、医療安全管理部で３２％、事務部で３

８％の消化率となっております。診療部、看護部

において消化率が低い状況となっておりますが、

業務量と人員数のバランスに起因するものととら

えております。いずれもスタッフの確保に苦慮し

ている職種でありますが、充足できるように今後

も努力してまいりたいと考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

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）

私から大項目２、空〇市民部長（土屋幸三君）

き家対策についてお答えをいたします。

まず初めに、小項目１、市内における空き家の

件数についてであります。合併前の名寄市におい

て、平成１３年度に町内会の協力を得て空き家の

実態調査を実施いたしました。民家で１３９件、

事業所等で３１件、合わせて１７０件の報告をい

ただいたところであります。さらに、平成１９年

度に名寄地区市街地域の空き家住宅現況調査を実

施いたしました。１１３件の空き家を確認をして

いるところであります。以降全市的な調査は行っ

ておりません。

次に、小項目２、雪による倒壊件数についてお

答えをいたします。この冬の豪雪の影響で、道内

では空知地方を中心に空き家の倒壊が報道されて

います。名寄市では、現在まで消防署、警察署等

に確認をしたところ、住宅の倒壊はなく、車庫が

１件倒壊し、隣り合った車庫にも影響を与えたこ

とを聞いております。

次に、小項目３、安全対策についてお答えいた

します。空き家に対しての雪おろし等については、

当然所有者が管理する責任がありますから、まず

は所有者に連絡をして対応を依頼しております。

しかし、市に寄せられる苦情の多くは所有者が不

明であったり、親族が遠方であったりしています。

市の対応といたしましては、極力所有者または親

族に連絡して除雪等のお願いをしているところで

あります。また、町内会から所有者等と連絡がつ

かない、危険で緊急を要すると相談があり、町内

会の方々と協力し、屋根の雪おろしをしたところ

もございます。

なお、歩道等に落雪のおそれがあり、通行等に

危険、支障のある箇所につきましては、注意喚起

看板を設置しているところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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）

３、指定管理者制度についてお答えをいたします。

まず、指定管理施設における正規雇用者と非正

規雇用者の雇用数についてでありますが、現在本

市における指定管理者制度導入施設は３２施設あ

りますが、そのうち東病院、社会福祉事業団４施

設、西部集落センター等町内会３施設の合わせて

８施設の公的部門を除いた２４施設の雇用者数に

ついてお答えをいたします。なお、複数施設で指

定管理者となっている業者につきましては、効率

性の面から当該複数施設を兼務で勤務をしている

場合がありますので、若干の重複を含むことをお

断りしておきますが、２４施設総計では正職員３
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５人、通年雇用の非正規職員がパートを含めて７

４人、季節雇用が同じくパートを含めて９７人ほ

どとなっております。

次に、指定管理施設の見直しについてお答えを

いたします。本市では、平成１８年４月から指定

管理者制度を導入をしておりますが、指定管理者

制度については平成１９年の新名寄市行財政改革

推進計画の策定時及び新名寄市総合計画の前期及

び後期計画の策定時におけるそれぞれの議論の中

で、民間活力の活用として指定管理者制度の積極

的な活用を掲げております。指定管理施設の指定

の考え方につきましては、平成２２年１２月の総

務省通知で指定管理者制度は公の施設としての設

置目的を効果的に達成するために必要があると認

められる場合に活用できる制度であるとされ、民

間のすぐれたノウハウを活用し、より効率的な管

理運営を行い、市民サービスの一層の向上に結び

つけることを目的としております。しかし、本市

におきましては指定管理者制度がすべての施設で

可能もしくは十分な効果が期待されるものとは判

断しておりませんで、その施設の設置目的や特性、

市民サービスの向上及び雇用の創出など制度導入

の可否につきましては十分な検討を行い、対応を

行っております。

次に、指定管理施設における正規雇用と非正規

雇用の年収についてお答えをいたします。勤務す

る方の勤務内容、勤務年数等、また指定管理業者

の業種や形態等の関係で年収額もかなりばらつき

がございます。通年の正規雇用者で２００万円か

ら５００万円、非正規雇用で１５０万円から２０

０万円程度となっております。

以上、答弁といたします。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をいただ〇８番（竹中憲之議員）

きましたから、再質問をさせていただきたいとい

うふうに思います。

先ほど中身的に退職者の数等々含めて答弁をい

ただきましたけれども、ここ数年５０歳以上の看

護師を中心にした早期退職者が実は結構多いとい

うふうには思いませんけれども、しかしいるなと

いうふうに思っておりまして、そういう方々は再

就職をほとんどしていないというのが状況だろう

というふうに思っていますが、ここ数年の５０歳

を超えた方の早期退職者にかかわって、どのぐら

いの数がいるのか含めて、あるいはなぜ早期退職

をするかということも含めて分析をしておられれ

ばお答えを願えればというふうに思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

再質〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

問のほうにお答えさせていただきたいと思います。

主に看護部ということで、おおむね５０歳以上

ということで調べてみたのですが、退職の事情と

いうのは個人によってさまざまでありまして、正

確に把握できるというのは正直言って難しい部分

はあるのですけれども、把握できる範囲というこ

とで平成２０年度以降についてお答えをさせてい

ただきたいと思います。平成２０年度が１名、２

１年度が１名、２２年度と２３年度はそれぞれ２

名ということで、４年間で６名ということで、こ

れらにつきましては結婚ですとか転勤ですとかで

はない、いわゆる個人の体調ですとか、そういう

のも含めまして、そうではないのかなという想像

の部分もあるのですけれども、一応このような状

況になっております。

以上です。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと聞いたところ〇８番（竹中憲之議員）

によりますと、若干業務の内容がきついかどうか

は別にして、ついていけないなということでやめ

た人の話も聞いたところでありまして、何がつい

ていけないのかというのも私はそこで聞くところ

まではいきませんでした。労働条件が悪いのか、

あるいは人間関係なのかわかりませんけれども、

そういう意味でいくと家庭的に生活ができるとい

う状況であればそれはそれでいいのですけれども、

しかし状況的に厳しい家庭環境の中にあってもや
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めざるを得ないという方がいるとしたら、非常に

不幸なことでありますから、そういった意味では

できれば早期退職者の方との綿密な話し合いをし

ながら、今後の扱いについてきちっと対応してい

けるようなものにしていただければというふうに

思っているところであります。

労働条件の扱いの問題で、労働条件といっても

先ほども言いましたように病棟によっても違うで

しょうし、あるいは科によっても違うでしょうけ

れども、年休消化の問題でいきますとそんなによ

い消化率ではないかなというふうに私は思ってい

ます。先ほど言いましたけれども、年休あるいは

代休も含めてきちっと消化をすることによって、

私はリフレッシュがされるというふうに思ってい

まして、事故があったときには大変な問題になる

わけですから、そういう意味でいくとやっぱりき

ちっと休暇をとれる体制をとっていかなければな

らないのだろうと思うのです。特に看護師さんの

ところでは、厳しい状況の科もあるようでありま

すから、そういった意味ではきちっと対応をして

いくというのは必要かというふうに思っています。

過日行財政改革アンケートを読ませていただき

ました。それを読ませていただいたのですが、実

は行財政改革にかかわらないことが結構多かった

かなと、本庁にしても病院にしても。その中で気

になったのが先ほども言いましたように労働強化、

あるいは定時刻に帰れない、あるいは代替がいな

い、休めないというのが多くあったというふうに

私は記憶しておりますけれども、こういう体制も

科によって違うかもしれませんが、今後の看護師

さんの採用にかかわって名大等の扱いもあります

し、あるいは中途からの一回退職した方の採用の

問題、いわば年齢制限も撤廃したわけであります

から、そういう条件を今後きちっとつくっていか

なければならないというふうに思っていますけれ

ども、その辺の扱い、あるいは議論がきちっとさ

れているのかどうかについてちょっとお聞きをし

たいというふうに思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

御承〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

知のように、病棟によってすごく勤務条件が違う

ことによりまして定時で帰れない職場があって、

今回の行革のアンケートにつきましては私も全部

読まさせていただきましたけれども、職場の苦情

といいますか、なかなか人材確保ができない現状

の厳しい労働条件を訴える声もあったのは事実で

ございます。今後の看護師の確保策についてなの

ですけれども、１つはさきの代表質問等でも市長

のほうからお話ししましたように、学資金の貸付

枠の拡大、あるいは特に市立の大学とはより一層

の連携を図っていかなければならないのかなと。

具体的には、看護部長、大学の看護学科長との定

期的な、今でも情報交換、協議をしていますけれ

ども、それを密にしていく。あるいは、大学の学

生の募集の段階から情報を共有して、特に今看護

師のパンフレットを市立病院で余り今までいいの

がなかったものですから、４月から５月にかけて

できる予定なのですけれども、それをつくってお

ります。それらを活用していただいて、高校訪問

のときから一緒に相互で連携を図っていく。ある

いは、今後は大学の教員と市立病院との現場との

人事交流なんかも含めて、同じ市立の機関ですの

で、それらを連携をし合って看護師の確保に努め

てまいりたいと思いますので、御理解をいただき

たいと思います。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

過日の東議員の質問に〇８番（竹中憲之議員）

も同じようなことで話がされましたけれども、よ

り一層名寄大学との密にしながらやっていかない

限り幾ら金をかけてもそこは労働条件が悪かった

りすると来ないという、特に中身的には大学から

病院に来て、それぞれ数年たたないうちにやめて

いくという方も何人か私承知をしておりますけれ

ども、そういう状況にならないような体制が必要

かなというふうに私は思っているのです。現状で

努力をしながら、看護師の配置が１５対１から１
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０対１に実はなっているのですけれども、中身的

に今後の扱いとして、医療費の問題もありますけ

れども、労働条件の改善も含めれば院内で７対１

の中身が、これ私勉強していませんから悪いので

ありますが、科によってできるのかどうか別にし

ても７対１にできるような体制を整えるのかどう

か、あるいは院内での議論がされているのかにつ

いてお聞かせを願いたいというふうに思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

７対〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

１に向けた導入の課題等については、御指摘のよ

うに一昨日の東議員の代表質問でも質問いただき

ました。昨年の夏から秋にかけて消化器内科の休

診が始まって患者数が落ちてきたことによって、

副次的に相対的に７対１がとれるような状況にな

っておりました。７対１を取得するには、１年間

の病床数の実績というのが必要になります。それ

がクリアできて初めて申請されることになります。

具体的にこれからどうするのかということであり

ますけれども、消化器内科が４月から再開をされ

ることによりまして患者数の増加が予想されます。

導入に向けては、患者数の調整と看護師の確保が

これからの大きな課題かなというふうに思ってお

ります。参考までに最近６カ月間の一般病床の月

平均の患者数なのですけれども、３００に対して

ですけれども、９月が２１９人、１０月が２３２

人、１１月が２３７人、１２月が２０５人、１月

が２１１人、２月が２４７人となっておりまして、

２月までのいわゆる直近の１年間の平均では２３

０人となっております。１２月、１月というのは

ＮＩＣＵの改修工事なんかもありまして、３階西

病棟を閉鎖していたものですから減少したのです

けれども、２月以降は小児科、脳神経外科、整形

外科、眼科などを中心に伸びている状況でありま

す。最近また、看護師、助産師の産休ですとか育

休ですとか、短時間勤務者がふえているのも事実

でございます。このような看護師の増員が見込め

ない中で７対１を導入するとなりますと、患者数

の調整、ベッドコントロールというのが必要にな

ってきます。そこで、２月末に院長と各診療科の

医長の先生方の面談を行いまして、私も初めて入

らせていただきました。４月からのベッドの、い

わゆる診療科ごとのベッドの一定程度の割り当て

を話をさせていただきました。その中では、４月

は１０対１のまま、そのままいくと。２カ月から

３カ月間様子を見て、患者数が思ったよりも伸び

ないで、現行の看護師数で導入が可能ということ

であれば、実施をしていきたいと考えております。

以上、よろしくお願いいたします。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

消化器内科だけでなく〇８番（竹中憲之議員）

てほかの診療等々含めて大きく院内が変わるとい

うことがあって、それはドクターだけでなくて看

護師も、あるいはスタッフ全体の中身になってい

くわけですから、相当数議論をして割り振りをし

ない限り恐らくもたないのではないかと。私はも

ってほしいのですけれども、そういうふうに思っ

ております。ドクターの扱いについては、今回３

人来るということで非常にいいのでありますけれ

ども、たまたま先月の上旬に北海道新聞に載って

いた道の医療アンケートを見たのですが、これは

地方センター病院２５病院あるうちの中身で、ア

ンケート、ドクターだけのアンケートですけれど

も、されていまして、この中で実は業務が多忙と

いうのが、これは私はドクターだけでないという

ふうに思うのですが、３５％。いわばセンター病

院の勤務環境の改善が必要だというのがそういう

ふうに実はなっているのです。その次に多いとい

うか、中身はやっぱり拘束時間というか、勤務時

間が非常に多い。８０時間以上というのはちょっ

と大きいのでありますが、６０から８０時間とい

うのが３８％もいると。これは、名寄も一部当て

はまるところあるのかなというふうに思っていま

すが、現状先ほど答弁ありましたように看護師だ

けの問題でいくと、それから努力をしながらとい

うことでありますから、しかし一方でドクターの
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問題も今の４月２日以降の中身であぐらをかくこ

となく、ドクターの配置をもう少しやっていかな

いといけないのかなというふうに私は思っていま

すから、そういった意味でこれは設置者でありま

す加藤市長も努力をしていただいて、精いっぱい

ドクターも含めた増員も必要かなというふうに思

いますので、御努力をお願いを申し上げたいとい

うふうに思います。

あと、先ほど年休消化、あるいは有給休暇の消

化や、あるいは代休の問題でありましたけれども、

日常、ふだんの看護にかかわって看護師さんの扱

いでありますが、特に病棟に行きますと忙しいと

いうこともあって、人間性もあるのかもしれませ

んが、にこやかさがないというか、どうもその辺

が気になっているところなのです。病院へ行って

苦虫つぶしたような顔していても仕方がないので

ありますが、ここに看護部の理念としてというこ

とで、心のこもったとか、信頼されるとか、そう

いう安全面も含めたことがあるのですが、そうい

った中身について常日ごろから看護だけでなくて

全体スタッフの勉強会というか、そういうのはど

のような形でやられているのか、ちょっとお聞か

せ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）

院内〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

の研修体制についてちょっとお話をさせていただ

きたいと思うのですけれども、特に議員からお話

ありましたように看護部につきましては教育担当

に専任の参事、課長職を配置しておりまして、各

病棟に２人いる係長のうち１人は教育担当という

ことで、各病棟それぞれ毎年のように新人が入っ

てきますので、それらを含めて研修には力を入れ

ております。また、院内全体の研修につきまして

は、院内に異動してきた者については外部講師を

含めて毎年接遇ですとか、そういう病院としての

基本的な研修をしております。ただ、看護部に比

べるとちょっとほかの部では教育の部分、そうい

う部分では少し足りないのかなと思っております

ので、それらについては今後検討をしていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

そのところについては、〇８番（竹中憲之議員）

努力をお願いをしたいというふうに思います。

次に、空き家対策の扱いであります。歩道等々

の扱いについてそれぞれ所有者に注意喚起、ある

いは看板を立ててということでありますけれども、

中身的に聞くところによると農業倉庫も倒壊をし

ているというふうにも聞いていますし、あるいは

昨日も名寄大学の南側で屋根の雪落ちて車庫がつ

ぶれているというのを見ましたけれども、非常に

住宅だけでなくて全体的な家屋の倒壊もあるとい

うふうに私は思っているのです。これは、住宅で

ないからいいということでなくて、その中にもし

財産が入っていれば大きな損失にもなるわけです

から、そういったことも含めてきちっと私は行政

として押さえるべきだというふうに思っています。

特に私が気になるのは、通学路がある、いわば住

宅や倉庫等々が続いている、そういうところの扱

いです。もう既にことしはある程度雪が落ちて、

そのようなことがないのかなというふうに思って

いますけれども、しかし雪の落ちる時間帯は昼前

ぐらいから午後にかけてが多い時間帯だというふ

うに私思っています。たまたま通学路のところで

私が見たのは、危ないと思ってその家主に話をし

なければならぬかなと思ったら、二、三日後に雪

をおろして、過日見たらそれは壊されて撤去され

ていたという、そういう家もありましたけれども、

しかし特に通学路、歩道の扱いについては非常に

危険度は高いというふうに私は思っています。こ

れは、建設部とのかかわりもあるのでありますけ

れども、そういうところでもし空き家等々で雪が

落ちた場合の後整理や何かというのはどのように

されているのか、ちょっとお聞きをしたいと思い

ます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）
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ただいま御質問のあ〇市民部長（土屋幸三君）

りました、特に通学路等の問題であります。道路

管理上、当該建物の所有者に一時的には改善を依

頼をしているところでありますけれども、そうい

った残ったといいますか、そのままになっている

ところ、空き家でそうなっているところにつきま

してはなかなか所有者に連絡がつかない、そうい

った場合が多うございます。そういった場合につ

きましては、屋根の雪が落ちる前の部分につきま

しては緊急的に注意喚起の看板を設置をしており

ます。

なお、雪が落ちて通行の支障になると。そうい

った場合につきましては、建設部のほうで随時除

排雪を行っているというところでございます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

冬季は、そういうこと〇８番（竹中憲之議員）

で努力をされているということでありますから、

一定の理解をさせていただきますが、危険な空き

家対策、これは夏場の問題も含めて、防犯、防火

の問題も含めて出てくるというふうに思っていま

す。３年前には国の対策事業で何件か解体をいた

しましたけれども、危険な空き家の解体、非常に

各市町村では苦慮をしながらやっています。過日

も大石議員のほうから空き家対策条例という話も

ありました。東北では何市町か条例をつくってい

ますし、北海道でも条例をつくることを今進めて

いる市町もありますけれども、何ぼ家主に言って

も解体をしないということであるとしたら、対策

で使えるかどうか別にして、災害対策基本法の中

で一定程度使えるような気も私はしているのであ

りますが、撤去する。個人の持ち物ですから、簡

単に撤去することは厳しいのでありますけれども、

この基本法で解体をすることができるのかどうな

のか、その辺の考え方についてちょっとお知らせ

を願いたいと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま議員のおっ〇市民部長（土屋幸三君）

しゃったことにつきましては、まだ実は私どもも

十分勉強していないというところであります。他

市町村で類似した条例等も制定をしているところ

もございます。今の言われたこともあわせて今後

研究をして、早急に対応を図ってまいりたいとい

うふうに思っております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

中身的に研究をしてと〇８番（竹中憲之議員）

いうことは、余り進まないのかなという気がしな

いでもないのでありますが、本当に高齢化が進ん

で、ひとり身になって娘さんのところ、息子さん

のところに行ってしまう。家を解体をしていくの

ならいいのですが、置いていったままというのは

そのままにしておくと結果的には危険家屋になっ

てしまうというのが状況だと思うのです。特に現

状の中でいきますと、年金の高い人は、収入を得

ている人は壊していくのでしょうけれども、国民

年金で厳しい生活している人は移住するにしても

解体をしてまで行けないという状況も実はないわ

けではないのでありまして、そういった意味では

解体をできる唯一の、結果としては市で解体をし

たら市で金を出すのか、あるいは持ち主に払わす

のかというのはいろいろありますけれども、そう

いう施策も一方で私は考える必要があるというふ

うに思いますから、精いっぱい努力をしていただ

いて、危険家屋のないような安心できるまちづく

りのために努力を求めておきたいというふうに思

います。

次に、指定管理者制度の扱いであります。一定

程度額も含めてわかったわけでありますが、ただ

やっぱり非正規雇用の年収が１５０万円から２０

０万円と。きのうも奥村議員のほうから公契約の

扱いでワーキングプアの問題も含めてちょっと話

があったというふうに思いますけれども、指定管

理者の扱いも同様の扱いだなというふうに私は実

は思っています。前段質問をした中でも指定管理

者制度の扱いについても行政としては中身的にど

ういうような扱いかというようなことで、民間活

力、あるいはコストの削減、住民サービスの向上
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というふうに実はなっていますけれども、一方で

指定管理を受けた業者はもうからなければどこに

しわ寄せが行くかというと、やっぱり労働者にど

うしてもしわ寄せが行かざるを得ないということ

なのです。そういった意味からすると、人数がど

のぐらいいるかというのは私後で調べれば大体相

当出てくると思いますが、通年雇用の扱いでいく

と７４名、非正規雇用者、季節雇用者７４名とい

うことであります。正規雇用者３５名であります

けれども、非常に正規雇用者でも２００万円から

５００万円という低い年収になっていると。私は、

この中でも６０歳以下、いわば３０後半から５０

ぐらいの人がどのぐらいいるかちょっと聞こうと

思ったのですが、今すぐ聞いても答えが出てこな

いと思いますからやめますが、なぜそれを聞こう

かというと、やっぱり一定程度子供がいる、ある

いはお金がかかるという人たちがそこで働いては

いないのかなというふうに思っているのです。必

ずしもそういうわけではないかもしれませんけれ

ども、高齢になって、失礼かもしれませんが、私

ぐらいの年代だと年金ももらえますと。１５０万

円ぐらいあればどうにか暮らせますというのであ

ればいいのでありますけれども、若い人だと厳し

いのであります、子供がいて、生活が。下手する

と、生活保護者よりも低い生活状況になっている

のかもしれません。そういう意味では、再度指定

管理制度についても私は何でもかんでも管理コス

ト削減ということでなくて考えていく必要がある

というふうに思いますが、そのことについてもし

お答えあればお聞かせください。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま雇用も含め〇総務部長（扇谷茂幸君）

てのお話をいただきました。改めてちょっと説明

をさせていただきますけれども、この制度ができ

た背景としましては、これまで官公庁が担ってき

ましたいわゆる公の施設の管理運営形態の硬直化

が進んでいると。まして非効率な状況が生じてい

ると、そんな認識は前提としてありまして、その

管理にいわゆる民間のノウハウを活用しながら、

住民サービスの向上、それから経費の節減も図る

というような中身なのであろうかと思います。本

市におきましても全国的な状況を含めて同じよう

に厳しい財政状況が１つありまして、多様化する

市民ニーズに対応するため、行政と、それから民

間とが持つノウハウをお互いに出し合いながら、

アイデアを出して、いわゆる公民連携の手法とい

うふうに考えております。ただ、どうしても経費

の節減ということになりますと、一定程度労務費

積算等につきましてもやはり民間の標準的な仕様

をベースにということになりますから、潤沢な人

件費を払えるような、そんな内容にはなかなかな

っていかないということがあります。ただ、しか

しながら雇用をいわゆる確保して、ひいてはサー

ビスの向上にしっかりつなげていくということで

いけば、ほとんどが人件費によるところが大きい

ということもありますので、そこのところの確保

は必要という認識は当然持っております。

それで、平成２２年６月に加藤市長の名前で指

定管理業務実施に係る労働条件等の遵守について

ということで、依頼の文書を各指定管理者に出し

ております。その中では、いわゆる賃金の支払い

についてということで、労務単価も含めて適正に

配慮していただきたいと。少なくても最低賃金は

しっかり守っていただくということが１つであり

まして、もう一つは労働者の福祉の向上について

ということで、必要な保険等の対応についてもし

っかり加入をしていただくということであります。

もう一つは、労働基準法の遵守であります。特に

労働条件に係る労働時間の問題等ありますから、

その辺についてはしっかり労働基本法に合わせた

対応をしていただくと。あわせて、いわゆる休暇

の関係についてもしっかり付与をしていただくと

いうことのお願いもしております。最後に、あわ

せて労働者の雇用拡大ということでありまして、

民間活力を適正に活用していただくということに

なりますと、広く雇用機会をふやしていただくと
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いうことも当然必要になってまいりますので、そ

ういった４点にわたるお願いを指定管理者には文

書をもってしていただいておりますので、一定程

度私どもも指定管理者の導入に当たりましてはこ

ういった面についてしっかり配慮させていただい

ているというふうにとらえております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

指定管理者制度の問題、〇８番（竹中憲之議員）

あるいはそこで働く労働者の雇用条件、あるいは

賃金の問題含めて両方がかかわってくるわけです

けれども、実は承知のように全国で２００万と

も言われるワーキングプアがいるわけですけれど

も、過日新聞で札幌の指定管理施設の賃金状況が

載っておりました。この中で正規雇用者が２９％、

非正規雇用者が７０％なのですが、そのうちフル

タイムが２７％しかいないと。パートが４３％。

この収入を見ますと、正規雇用者、名寄より若干

真ん中へ寄っているのでありますが、３００万円

から４００万円が８０％を超えていました。フル

タイムでも１００万円から３００万円が８８％な

のです。非常に低い賃金で働かざるを得ないとい

う状況だと思う。あと、パートの扱いについては

どういう中身なのか、清掃を含めてなのかどうか

は別にしても１００万円以下が８３％いるという、

こういう状況に私はびっくりしたのであります。

ですから、今回こういう質問を実はさせていただ

きまして、賃金を上げれば名寄に少しでも潤いが

あるということも出てくるわけですから、そうい

った意味でいくと指定管理者制度の中身について

も、先ほど状況的には加藤市長の名前でそれぞれ

各関係の受けているところに労務価格の問題も含

めてきちっとするということで出されているとい

うことでありますから、一定の安心もしていると

ころでありますけれども、中身的にはもう少し強

い姿勢で、あるいは制度の活用も含めて考えてい

ただくことを求めておきたいというふうに思って

います。

ちょっと議長にお願いがあるのですが、予特の

関係もあって実はどうしようか悩んでいるのであ

りますが、指定管理の関係で若干気になったとこ

ろありますから、２点ほどちょっとお聞きをした

いのでありますが、よろしいでしょうか。

はい。〇議長（黒井 徹議員）

実は、昨日でしたか配〇８番（竹中憲之議員）

られました会計予算説明書資料の中で、５１ペー

ジ、健康の森がことしたしか予算の中に組まれて

いるのでありますが、非常にこの数字だけ見ると

びっくりしたのでありますが、人件費の中で人件

費総額が４６２万０００円、主な支出の内訳

見ますと役員給与が７６５万０００円になって

いるのです。これは何かの間違いかと思うのであ

りますが、修正あれば修正をしていただければと

いうふうに思いますが、もしわかればそのことに

ついてお聞きをしておきたいと思いますし、もう

一つ、同じように５０ページに木材需要拡大セン

ターが実はことし再契約でありますが、ここで支

出見込みが６２８万０００円になっているので

すが、収入が３０万円しかないのです。支出見込

みの３０分の１しか収入がないという、こういう

ことについてどのようにお考えなのか、考え方に

ついてあればお聞かせを願いたいというふうに思

います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先になよろ健康の森〇経済部長（寺崎秀一君）

の関係なのですけれども、役員給与７６５万０

００円、これ予算委員会で正誤表で訂正させてい

ただきますけれども、役員等給与の間違いとなっ

ております。それで、内訳としましては、７人分

の給与となっておりますので、よろしくお願いい

たします。

それと、木材需要拡大センターの収入の面でご

ざいますね。これについて今ちょっと調べさせま

すので、少々お時間いただきます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

木材需要拡大センター〇８番（竹中憲之議員）

のは、予特でもやりますから、それは結構です。
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というのは、今後の指定管理の扱いで、複合交通

センターも実は指定管理になっていくのだろうと

思うのです。同じような状況の中で指定管理をす

るということになれば、行政として本当にメリッ

トがあるのかどうなのかということも一方で私は

考えるのであります。同じようなことがあればで

す、もし。中身的に使い勝手がいいかどうかは別

にしても、木材需要拡大センターの扱いは年間通

して使われている方もいますが、結果として１月、

２月、雪祭りで使えないのです。そういう状況も

あるわけです。使いたくても使えないと。そうい

う流れの中であそこが管理されているわけであり

ますから、そういう状況が複合交通センターもあ

るとしたら、かなりの問題になるのかなというふ

うに私は思っていますので、その扱い、今すぐ建

つわけではありませんけれども、基本的な考えが

あればお聞かせ願いたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

現在正式に使用〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

料等についてはまだ定めておりません。それで、

今現在の市民会館の総体の数字ちょっと手持ちに

ありませんけれども、それプラス幾らになるかと

いうのが申しわけありません。数字的にちょっと

申し上げられません。ただし、管理費については

それを必ず上回ることはもう間違いないというふ

うに思っています。ですので、管理費と収入がバ

ランスがとれるということは施設の性格上ないか

なというふうに今は感じております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

（仮称）複合交通セン〇８番（竹中憲之議員）

ターの扱いは、また別なところで議論させていた

だきたいと思います。

中身的に指定管理制度の扱いでありますから、

ちょっと直接今行政にかかわらないのかもしれま

せんが、実は道立公園の扱いの問題で、これは結

構シビアな問題もあるのです。というのは、雇用

の問題もあるのでありますが、稚内も声問にある

宗谷ふれあい公園でしたか、道立。あそこも今市

移管の話が出ているやに聞いています。かなり厳

しいという話が、厳しいというのは廃止しても受

けても厳しいという話がされているようでありま

すけれども、雇用の問題についていけば廃止も厳

しいのでありますけれども、道立トムテ文化の森

の移管の問題がたしか浮上しているというふうに

思ったのでありますが、現状どのようになってい

るのかについてお知らせを願いたいというふうに

思います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

道立トムテ文化の森〇経済部長（寺崎秀一君）

の関係なのですけれども、北海道では昨年から今

まで名寄市との協議の場を設定しまして、今まで

２回検討会を開催しております。その状況は、常

任委員会でも１度説明させていただいております

けれども、道としましては本施設を名寄市へ移管

できないかということでの検討会となっています。

平成２４年度、２５年度につきましては、道が管

理していくこととなっていますが、その後の取り

扱いについての協議を行っているわけです。北海

道では、道立の同様の施設が名寄市のほか３市町

村施設ございます。同様の協議を始めています。

名寄市では、道立ということで整備されましたの

で、道民の憩いの場として今後も道が管理してい

ただくことが一番と考えているわけですけれども、

道は更地にしての移管も検討されています。同施

設は、健康の森での他の施設と一体化した施設で

ございますので、また年間１万０００人の利用

があることから、廃止にはできないと考えている

ところでございます。検討委員会では、移管する

場合の条件等も協議しながら、２４年度中には結

論を出すことで北海道と協議をしております。今

週もあさってになるのですか、３回目の検討委員

会の開催を道のほうから求められておりまして、

検討委員会をしていくことになっております。

以上です。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

道立のトムテ文化の森〇８番（竹中憲之議員）
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の扱い、あるいは今後可能性等出てくるのはもう

一カ所大きなところがありますから、きちっと議

論をしておいて、あるいは市民の声も聞いておく

と。あそこを壊して更地にすることによってすぽ

っと穴があくわけでありますから、そういった意

味でいくと大変な問題になりますし、今後の管理

費の問題も一方では出てくるわけでありますから、

議論等市民との接点も含めて持っていただくとい

うことで求めて、私の質問を終わらせていただき

ます。

以上で竹中憲之議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

名寄市教育相談センターハートダイヤル（安心

カード）について外２件について、宗片浩子議員。

議長の御指名により、〇２０番（宗片浩子議員）

通告に従いまして、質問をしてまいります。今定

例会の最後の質問となりました。昨日の川村議員

のお答えと重複することがあると思いますが、よ

ろしくお願いいたします。

昨年３月１１日の東日本の大震災、そして原発

事故による大災害は、１年たつ現在も被災された

方々は困難な日々を送られております。早い復興

を願うばかりです。また、この冬の豪雪で雪解け

による災害が心配されるところです。

それでは、質問をいたします。初めに、大きな

項目の１、名寄市教育相談センターハートダイヤ

ル（安心カード）についてお尋ねいたします。子

供自身がどんな小さな悩みでもＳＯＳを発信して

相談できる窓口を開設し、いつでもすぐ目につき

やすく、どこにでも入れられる形にとテレホンカ

ードの大きさのカードを市内全児童生徒に配るよ

う平成１４年６月定例会で提案させていただきま

した。早速８月、夏休み明けに名寄市内全小中学

校に配付され、また旧風連町と旧名寄市の合併前

年の平成１７年、風連町の全小中学校にも配付さ

れました。子供が持っているのを親が見て、親か

らの相談も多くあると聞いております。今年で配

付されてから１０年になりますが、安心カードを

通して子供からの相談や親からの相談などこの間

の相談内容の変化や傾向についてお知らせくださ

い。

また、相談件数の状況についてもお知らせくだ

さい。

１人で悩むのもうやめようの安心カードの今後

の扱いについての考え方をお知らせください。

次に、大きな項目の２、児童虐待についてお尋

ねいたします。昨日川村議員も質問されておりま

したが、私からも質問をさせていただきます。厚

生労働省は、平成１６年度から１１月を児童虐待

防止推進月間と位置づけ、児童虐待問題に対する

社会的関心の喚起を図るため、その期間中関係省

庁、地方公共団体、関係団体などと連携した集中

的な広報啓発活動を実施しております。しかし、

全国の児童相談所における児童虐待に関する相談

件数は、児童虐待防止法施行前の平成１１年度は

１万６３１件でしたが、平成２２年度は５万

１５４件、ただし平成２２年度は宮城県、福島県、

仙台市を除いて集計した数値であるとしておりま

す。平成２２年度は、平成１１年度の７倍の増

加となっております。また、子供虐待による死亡

事例は厚生労働省の調査によりますと平成２１年

４月１日から平成２２年３月３１日までの１２カ

月間に発生し、明らかになった事例は８８人と公

表いたしました。このように子供の生命が奪われ

るなど重大な児童虐待事件は後を絶たず、児童虐

待は社会全体で取り組むべき重要な課題となって

おります。そこで、名寄市の取り組みについて伺

ってまいります。虐待にも身体的虐待、性的虐待、

心理的虐待、ネグレクト等がありますが、名寄市

においてどのぐらいの事例があるのか、あるとす

れば４つの分類でお知らせください。

虐待を受けた子供を保護する施設として、年齢

や治療の必要の有無により保護される施設が違い

ますが、名寄市から保護された児童がいるのか、

いるとすればどの施設に入所されているのかお知

らせください。
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また、児童虐待防止対策として発生予防、早期

発見、早期対応、保護、支援の具体的な取り組み

を実施していくことが有効とされておりますが、

名寄市の取り組みについてお知らせください。

最後に、大きな項目の３、名寄市食育推進計画

についてお尋ねいたします。国は、平成１７年６

月、健やかな心身を培い、豊かな人間性をはぐく

むための食育を推進し、現在及び将来にわたる健

康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の

実現に寄与することを目的に食育基本法を制定し、

平成１８年３月に食育推進計画が策定されました。

名寄市においても新名寄市食育推進計画が平成２

０年度から２４年度までの５カ年計画として策定

されております。食に対する活動や意識はますま

す広がり、子供から高齢者までさまざまな形で取

り組んでいるところです。そこで、食育推進は

「豊かな食材、家族いっしょに楽しい食事」をテ

ーマに７つの推進目標と年次ごとの取り組み目標

を定め、食育を推進しておりますが、推進目標と

年次ごとの進捗状況についてお知らせください。

また、目標達成状況を評価するために経年的に

食育の推進状況について評価を行う最終評価の平

成２４年度は、平成２０年度から平成２４年度の

評価の結果をもとに最終的な食育の推進状況につ

いて評価を行うとしております。このことについ

てお知らせください。

国では、食育推進計画は食育基本法に基づき食

育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、基本的な方針や目標について定める

ものとしております。国は、平成１８年３月に決

定された最初の計画の期間が平成２２年度末に終

了し、今回新たに平成２３年度から５年間とする

第２次食育推進基本計画がつくられました。新し

い計画のポイントは、現行計画との主な違いとし

て３つの重点課題を掲げており、コンセプトは周

知、実践へとしております。また、北海道におい

ては食育を具体的に推進するための計画として北

海道食育推進計画（第２次）、どさんこ食育推進

プランの概要が示されております。名寄市食育推

進計画は２４年度で終わりますが、その後の計画

をどのように考えているのか、考え方をお知らせ

ください。

以上でこの場の質問を終わります。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま宗片議員か〇教育部長（鈴木邦輝君）

らは、大項目で３点の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は健康福祉部長

から、大項目３は経済部長からの答弁となります。

大項目１、名寄市教育相談センターハートダイ

ヤルの安心カードについてでございますが、その

中で小項目１、子供からの相談、親からの相談内

容の傾向についてでございます。安心カードを配

付をいたしました平成１４年から１７年までの当

初は、青少年センターの中にハートダイヤルがあ

りました。中でも相談範囲が稚内から旭川までの

市町村から電話や面談にも対応をしたり、相談内

容も多岐にわたっていたということがあったと聞

いております。相談項目では、不登校を初めとし

て当初９項目で分類をしておりましたが、現在は

もう少し細かく、しつけ、異性問題、性にかかわ

る問題などの項目が加わり、全部で１５項目の分

類になっております。子供からの相談内容の傾向

では、相談者ごとの報告数は集計をしておりませ

んけれども、順番として不登校、人間関係、素行、

暴力、発達障害、家庭関係、いじめの順になって

おり、当時の生徒の素行、暴力の心配がうかがえ

るかと思います。また、平成２１年から２３年度

の小中学生の相談の傾向では、不登校が最も多く、

次いでいじめの順となっております。また、保護

者からでは不登校や登校渋りの問題が最も多く、

次いでいじめ、家庭内での親子関係や生活相談も

関連して多い傾向となっております。相談される

方は、一様に子供たちの抱えている不安や不満を

解決できずに相談に訪れますけれども、十分に時

間をかけて聞き取ることで１回の相談で解決に向

かう例も多くなっております。また、中には学校
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や関係機関の協力を得なければならないケースも

あり、継続して対応していくこととなる場合もご

ざいます。

小項目２の相談件数の状況についてですが、平

成２１年度から２３年度１月末までの小中学生の

電話相談件数では平成２１年度は４件、２２年度

は１件、２３年度では３件となっており、直接の

面談件数では平成２１年度２６件、２２年度４４

件、２３年度では８０件とこの２年間で３倍にふ

えている現状であります。これは、不登校者の相

談の中で適応指導教室の入室時の事前面談として

１人につき数回の面談の件数も含まれている数字

でございます。一方、保護者の電話相談件数では、

平成２１年度７０件、平成２２年度３５件、平成

２３年度２６件とこの２年間では約３分の１に減

っておりますけれども、逆に直接の面談件数では

２１年度３４件、２２年度２５件、平成２３年度

は６１件と２年間で約２倍にふえていることから、

教育相談センターの認知度が上がっているという

結果と考えております。また、面談で相談するこ

とも大変効果的であるということが一般に周知さ

れてきたのではないかと分析をしているところで

あります。

小項目３点目、安心カードの今後の扱いという

ことですが、現状と今後についてお知らせをいた

します。安心カードは、現在０００枚印刷をし、

小中学校の生徒全員に配付をしております。また、

いつでも気軽に相談できる印象を持ってもらいた

いと考えて、平成２３年度からの月２回の夜間相

談の案内も含めた新しいパンフレットも作成をし、

小中学校の生徒へ配付するほか、高校や保健セン

ターなど２０カ所の公共施設の窓口にもカードと

パンフレットを設置をしております。このことに

より、相談者の中にはカードやパンフレットを見

て電話をかけましたと言葉をいただく場合もござ

います。これからも不登校を初めいじめ、家族や

友人関係で悩む児童生徒やそれを取り巻く保護者

や学校関係者などからの電話相談に応じることに

よりまして、それぞれが抱えている問題の解決と

支援に向けて今後も安心カードの配付や広報活動

を続け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。

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）

大項目２の児童虐待についての小項目１の４つの

分類がありますが、名寄においての事例について

申し上げます。

児童虐待防止法は、平成１２年に児童虐待が心

身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるこ

とにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐

待防止に関する国及び市町村の責務、虐待を受け

た児童の保護のための措置を定めることにより、

児童虐待の防止等に関する施策を促進することを

目的に制定されており、児童虐待には育児放棄な

どのネグレクト、身体的虐待、性的虐待、心理的

虐待の４区分が定義とされております。本市にお

ける児童虐待の実態は、平成１９年度８件、身体

的７件、ネグレクト１件、平成２０年度は９件、

身体的４件、ネグレクト３件、心理的２件、平成

２１年度は２０件、身体的１４件、ネグレクト６

件、平成２２年度ではネグレクト１８件、身体的

９件、合わせて２７件で、そのうち２件を旭川児

童相談所に一時保護をいたしました。平成２３年

度におきましては、３月１日現在２６件あり、ネ

グレクト１１件、身体的８件、そのうち父の暴力

５件、母の暴力２件、母の内縁の夫の暴力１件、

心理的２件、通報情報が５件となっており、これ

らのうち２件を旭川児童相談所に一時保護を行っ

たところであります。

次に、小項目２の保護される施設に名寄市から

の入所についてを申し上げます。一時保護した児

童は、現在道内の児童養護施設や里親のもとで養

育をされております。児童養護施設とは、児童福

祉法に定める児童福祉施設の一つであり、道内に

は２５施設、２歳から１８歳までの児童が虐待や

何らかの理由で親の養育が難しいと判断された児
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童が生活している家にかわるところであり、児童

相談所での一時保護中に適正な判断のもと、児童

が安心して生活できる施設を選択し、入所を行っ

ているところであります。里親のもとで養育され

ている児童は、管内の里親の家庭で家族の一員と

して養育をされておりますが、平成２３年度中で

は一時保護した児童の保護者と面談を繰り返し、

今後虐待のおそれがないと判断され、厳しい条件

の中一時保護が解かれ、保護者のもとに戻った事

例などは、その後も児童相談所と連携を図りなが

ら見守りを続けているところであります。

次に、小項目３の児童虐待防止対策として名寄

市の取り組みについて申し上げます。本市におい

ては、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

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、平成２０年２月に名寄

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、個別の検討会議

では要保護児童の具体的な支援の検討を実施して

きております。平成２２年度では、代表者会議と

実務担当者会議を１回、ケース検討会議は４回、

平成２３年度では代表者会議と実務担当者会議を

１回、ケース検討会議は３回開催いたしました。

平成２１年度には、要保護児童対策地域協議会の

機能強化を図るため、児童福祉法が一部改正され、

このことによりこれまでの被虐待や非行などの児

童以外に養育支援が必要である児童やその保護者、

妊婦が同協議会の支援対象として拡大されたとこ

ろであります。

現在保健センターで実施されていますこんにち

は赤ちゃん事業は、生後ゼロカ月から４カ月の全

赤ちゃんを対象に保健師が訪問し、健診の案内や

子育て情報の紹介、育児相談を行っており、この

事業と情報共有化を図るとともに、子育て支援セ

ンターでは孤立しがちな家庭の訪問など出向いて

いく支援事業の実施を予定しております。また、

平成２２年、２３年度に北海道の児童虐待対策強

化事業、地域支援力アップ事業、おやおや安心サ

ポートシステムに市立３保育所が参加、保育所の

子育て支援機能を活用し、発生予防の観点から保

健所、名寄市立大学の協力のもと、保育所での支

援の取り組みを学び、母子保健と保育所が連携し

た要支援家庭、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。

また、通報、相談におきましては、家庭児童相

談員を配置し、個々のケースに応じた適切な対応

を図っているところであり、子供へのかかわりに

ついては地域住民に普及、啓発を行うとともに、

さらなる関係機関との連携、協力を緊密にしてま

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。

ここであらかじめ会議〇議長（黒井 徹議員）

時間の延長をいたします。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目３、〇経済部長（寺崎秀一君）

名寄市食育推進計画についてお答えいたします。

初めに、小項目１、推進目標と年次ごとの進捗

状況についてですが、名寄市食育推進計画は平成

１７年６月に食育基本法が国において制定され、

食育推進計画が示され、北海道においても北海道

食育推進計画が策定されたことから、名寄市民が

より健康的な食習慣を身につけ、地域の食文化を

大切にし、健康の保持、増進を図るため、平成２

０年度から平成２４年度までの５カ年の計画とし

て策定いたしました。特に名寄市は、農畜産物の

宝庫であり、新鮮で安全、安心なしゅんの野菜な

どがすぐに手に入る環境にあることや教育ファー

ムなどでは生産体験や収穫などを通し、食の大切

さを身をもって学んでおります。また、計画では
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それぞれのライフステージを乳児期から中高年期

まで８段階に分け、成長段階別に食生活や食育に

ついての目標を立て、教育や健康、福祉などの分

野でそれぞれ実施しております。さらに、食育の

推進目標と年次取り組みとして、家族一緒に食事

から名寄は食材の宝庫、食に関する正しい情報、

知識を身につけようまで７つの目標を設定してお

り、おおむね年度ごとの目標は達成されていると

考えておりますが、多くの団体、機関で数多くの

取り組みが行われており、各分野の活動を取りま

とめる作業が十分とはなっていませんので、平成

２４年度において十分検証していきたく考えてい

ますので、御理解願います。

次に、小項目２、最終的な食育推進状況の評価

につきましては、平成２４年度をもって計画期間

が終了することから、教育、保健福祉など各分野

別の活動を持ち寄り、名寄市食育推進協議会を開

催する中で、先ほどの７つの目標について一定程

度の評価、検証を行うことと目標値として９項目、

２１の目標を平成１９年度の現状から平成２４年

度の目標数値としていますので、その検証も行い

たいと考えております。それらの評価、検証をも

とに次の計画に生かせるよう取り組んでまいりま

す。

次に、小項目３、今後の食育推進計画の考え方

につきましては、平成２４年度で名寄市食育推進

計画が終了することから、５年間の検証も含め、

生活環境や食を取り巻く環境も策定時から変化し

ていることから、実践に合った形で第２次に当た

る計画が求められております。国や北海道におい

ても第２次の計画がそれぞれ樹立されており、ま

た昨年の東日本大震災に伴い、食の安全性がより

一層注目されています。地元で生産される安全で

安心な農畜産物の活用が学校給食でも年々増加し

ているなど、地産地消を進め、この地域の優位性

を広めるとともに、食生活全般を通して食育を推

進するため、関係機関、団体などと連携し、平成

２４年度中の策定に向けて努力してまいります。

以上、この場からの答弁とさせていただきます。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をい〇２０番（宗片浩子議員）

ただきました。それでは、再質問に入らせていた

だきます。

名寄市教育相談センターハートダイヤル、これ

についてですが、子供からの相談、親からの相談

内容傾向については広域的に多くの御相談がある

ということをお聞きしました。相談項目も９項目

から１５項目と多くなっていることですが、これ

は相談内容が多岐にわたっていることときめ細か

な対応をされていることではないかと思います。

２つ目の相談件数の状況については、小中学生

の直接面談件数はこの２年間で３倍にふえ、また

保護者の直接面談件数も２年間で約２倍にふえて

いるとのお答えがありましたが、教育相談センタ

ーが本当にこの存在ですが、大変重要でないかと

いうふうに考えておりますので、今後ともよろし

くお願いしたいと思います。

３つ目の安心カードの今後の取り扱いについて

は、２３年度から月２回の夜間相談の案内や公共

施設等の窓口にもカードとパンフレットを設置し

ていくとのお答えでありました。手にとりやすく、

多くの場所に設置されるとのことで、電話相談や

面接相談の窓口がわかりやすいようになったので

はないか、そのように考えます。今後も継続され

るとのことでしたが、安心カードを活用していっ

ていただきたいというふうに望みます。

それでは、再質問いたします。ただいまの答え

の中に高校に安心カードを設置しているとのこと

ですが、高校生からの相談はあるのでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうから高校で〇教育部長（鈴木邦輝君）

の安心カードの設置とその対応ということでござ

いますけれども、ハートダイヤルとして小学校か

ら中学校の義務教育にとどまらずに、高校生から

も直接ハートダイヤルに電話をいただいている事

例はございます。高校の窓口に設置したカードを
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見て電話があるかどうか逐次は確認をしておりま

せんけれども、毎年小中学校のカードの配付も続

けていることから、中学生が高校生になって、そ

の段階で何らかの悩みを抱えるときにそのカード

を思い出してハードダイヤルの相談につながって

いるということと思いますので、その部分では高

校生もハートダイヤルを認識いただいていると考

えております。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

お聞きしたのは、何〇２０番（宗片浩子議員）

年か前なのですが、地方の名寄から親が転勤して

いった子供、親子です。地方に行って、地方に行

った高校生からハートダイヤルの安心カードを持

っていって、そこから相談しているという事例を

お聞きしておりましたので、ちょっとお聞きして

みました。

相談内容によっては、関係機関との協力や支援

もあるようですけれども、どのように対応されて

いるのかお知らせください。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

相談の具体的な内容〇教育部長（鈴木邦輝君）

につきましては、かなりプライベートであったり、

デリケートな面を持っていることから、詳しいこ

とのお話はできませんけれども、特に相談の中か

ら虐待に関するケースにつきましては、健康福祉

部のこども未来課との連携をとり、ケース検討会

議等を開催する中で対応してございます。

また、不登校のケースにおきましても、この場

合は子供の家庭生活とか、それから学校生活と深

くかかわる体系がございますので、関係機関と連

携し、学校との打ち合わせであるとか、保護者や

学校と懇談会を開催しながら、検討しながらとい

う部分でございます。

またなお、平成２３年度からは教育推進アドバ

イザーを配置をいたしております。アドバイザー

からは、学校との連携であるとか、教育相談セン

ターにかかわる諸問題などにつきまして多角的な

見地から助言、指導をいただいておりまして、相

談センターの事業全体にかかわっていただき、事

業の推進を図っているところでございます。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれありがとう〇２０番（宗片浩子議員）

ございました。相談内容によっては、それぞれの

関係機関と連携されているとのことでした。また、

２３年度から教育推進アドバイザーが配置されて、

さまざまな諸問題に助言や指導をされているとの

お答えがありましたが、このことがしっかりと生

かされていってほしいと思います。子供も親も周

りに相談する相手がいなくて悩みを抱え込んでし

まうことがあります。電話での相談でも悩みが少

しでも解消したり、次へと進むことができること

も多々ありますので、１人で悩むのもうやめよう、

勇気を持って相談して、きっと力になれるからで

すので、十分な対応をお願いしたいと思います。

次に、児童虐待についてお伺いします。今のお

答えでは、平成１９年度８件、平成２０年度９件、

２１年度２０件、２２年度２７件、２３年３月１

日現在で２６件とのお答えでありました。どの年

度においても身体的虐待とネグレクトに集中され

ております。このうち２件が旭川児童相談所に一

時保護されているとのことで、この数はますます

増加しているような状況ではないかと思います。

今年度も残すところわずかとなりましたけれども、

これ以上件数がふえないよう望んでおります。

また、どのような施設で保護されているかにつ

きましては、児童養護施設や里親のもとで生活を

しているということですけれども、子供らしい気

持ちを取り戻して、安心した生活を取り戻してほ

しいと思います。

また、児童虐待防止対策としての名寄市の取り

組み、今お知らせいただきましたけれども、地域

の関係機関や各団体と連携を図って虐待防止に取

り組んでいる様子がうかがわれました。また、生

後ゼロ歳児からの育児相談を初め、孤立して育児

している家庭の支援や保育所では保育所や大学は

協力して支援体制づくりをしている様子がうかが
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われました。先日ニュースで若い母親が生まれて

間もない双子の子供が夜泣きがとまらないことで

パニックになり、床に子供をたたきつけて、１人

は３カ月、１人は１カ月の重症を負わせてしまっ

たという報道がありました。こういう母親の、子

育て中の親たちへの支援を強く望みたいと思いま

す。

それでは、質問いたします。先ほど里親につい

てお答えがありましたが、里親制度について内容

をお知らせください。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

里親制度につき〇健康福祉部長（三谷正治君）

ましては、家庭に恵まれない子供を里親の家庭で

家庭の一員として迎え入れ、温かい愛情を持って

育てていくという児童福祉法にのっとった制度で

あります。この制度の種類につきましては３種類

ございまして、１つは養育里親ということで、養

子縁組をせず、子供の保護者が引き取れるように

なるまで、あるいは子供が社会に自立するまでの

間養育するという里親であります。２つ目は、短

期里親ということで、子供の家庭の事情によりま

すけれども、おおむね１カ月から１年の間保護者

が引き取ることのできる子供の養育に当たる里親

と。３つ目につきましては、養子縁組里親という

ことで、その名のとおり将来その子供の養子縁組

を希望して養育に当たるという里親になっている

ところであります。現在里親のもとで養育されて

いる児童は、一時保育の当時ゼロ歳児ということ

もありまして、里親のもとで養育をされている１

人ということになっている状況であります。

以上です。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

今のお知らせという〇２０番（宗片浩子議員）

か、内容で、里親にも３種類あるというお話でし

たが、いずれも里親のところに引き取られ、養育

されるということですが、幸せに育っていってほ

しいと願います。

次に、名寄市のこの５年間、平成１９年度でよ

ろしいので、相談件数の状況についてお知らせく

ださい。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

相談の総数であ〇健康福祉部長（三谷正治君）

りますが、平成１９年度９１件、虐待を含む養護

相談が３８件、障害相談が４５件、育成相談が８

件。平成２０年度は９０件、養護が３８件、障害

が４６件、育成が６件。平成２１年度では９７件、

養護が３０件、障害５６件、育成が１１件。平成

２２年度では１１０件、養護が４０件、障害６１

件、育成９件。平成２４年３月１日現在では１１

７件で、相談件数はこの数字のごとく年々増加傾

向にあるところであります。今後も個々のケース

に応じまして適切な対応を図ってまいりたいと考

えているところです。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇２０番（宗片浩子議員）

した。今お聞きしましたら、相談件数は平成１９

年度９１件、平成２０年度９０件、平成２１年度

９７件、平成２２年度１１０件、平成２３年、こ

の３月１日現在で１１７件、ますますふえている

状況にありますが、名寄市ではあらゆる関係機関

や団体と連携を図って児童虐待の防止に当たって

いるとのことでした。地域とも情報の共有や連携

を図りながら、児童虐待防止に向けて取り組んで

いただきたいと思います。児童虐待は、子供の心

に大きな傷となって残り、その心身の成長及び人

格の形成に重大な影響があると言われております。

平成十一、二年のころから子供、児童同士のいじ

めでみずから命を絶ったり、親からの虐待で幼い

命が奪われるなどの報道が多くされるようになり、

年々増加の一途をたどっている調査結果が報告さ

れております。このような悲惨な状況は絶対にあ

ってはならないと思っております。

次に、名寄市食育推進計画について伺います。

ただいま年次ごとの進捗状況は、おおむねいって

いるというようなお答えでした。最終的な食育状

況の評価についても検証を十分にされて、次期の
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食育推進計画に生かしていただきたい。また、取

り組んでいただくよう求めておきます。

また、今後の食育推進計画は３つの重点課題と

して、生涯にわたるライフステージに応じた間断

のない食育の推進、生活習慣病の予防及び改善に

つながる食育の推進、家庭における共食の推進と

なっております。これまでもこれらの取り組みは

されておりますけれども、より強化されておりま

すので、十二分に検討され、次の計画に取り組ん

でくださるよう求めておきます。

それでは、質問いたします。新たに５カ年計画

を策定するに当たって、食育推進策定市民委員会

等の新たな委員がまたできるのでしょうか。また、

新たに設置することがあるのでしょうか、お答え

ください。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

前回の計画策定時で〇経済部長（寺崎秀一君）

は、名寄市食育推進計画策定市民委員会を立ち上

げまして、２０名の委員とオブザーバーで構成さ

れました組織で計画を策定しております。今のと

ころ次期計画策定に当たりましても新たに策定委

員会を設置し、進めることになろうかと考えてお

ります。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

新たに策定市民委員〇２０番（宗片浩子議員）

の皆様が立ち上がるということですので、どのよ

うな方が選任になるのか、当面見てみたいと思い

ます。

国は、国民の生活に密着した生活を行っている

ボランティアの役割が重要であることから、ボラ

ンティア活動の活性化とその成果に向けた、また

向上に向けた環境の整備を図って地域での食育推

進の中核的役割を担うことができるよう支援する

としております。また、すぐれた活動を奨励する

ため、民間の食育活動に対する表彰を行うとして

おりますが、名寄市の考え方があればお聞かせく

ださい。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

食育に関するボラン〇経済部長（寺崎秀一君）

ティア活動への表彰の考えはということですけれ

ども、国におきましてはそのような表彰等の食育

に絡む部分がございますけれども、ボランティア

活動は食育だけではなく、さまざまな分野で多く

の市民の皆様が活動されていると思います。また、

名寄市において市全体での表彰がございます。そ

の中で食育推進での独自表彰がふさわしいかどう

か検討が必要と考えますので、御理解願います。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

名寄市は、さまざま〇２０番（宗片浩子議員）

なボランティアの皆さんが活動されております。

本当にこれは、名寄市にとっては大変うれしいこ

とでありますけれども、食育、これもまた特殊な

ボランティアが必要であるかと思いますけれども、

検討をお願いしたいと思います。

名寄市食育推進計画は、現在経済部の農務課が

所轄しております。国では、内閣府となっており

ます。食育は、生涯全般にわたることでもありま

すので、担当部署を考察してみてはいかがでしょ

うか。考え方あればお答え願います。

寺崎経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

前回策定時点では、〇経済部長（寺崎秀一君）

北海道におきましては農政部が計画策定を行って

いた関係で、名寄市でも経済部が策定を担当した

ところでございます。食育につきましては、幅広

い部署に関係しますので、内部で検討させていた

だきたいと考えますので、御理解願います。

宗片議員。〇議長（黒井 徹議員）

この恵まれた大地、〇２０番（宗片浩子議員）

きれいな空気、おいしい水、この環境の中で食育

を進めるということは、名寄は本当に恵まれた土

地であるのだなというふうに思います。農業も大

切なのですけれども、ほかの部署、おなかにいる

ときからあの世に行くまですべてのことにかかわ

ることですので、ちょっと考察してみていただき

たいと思います。

近年国民の食生活をめぐる環境の変化などによ

平成２４年３月１４日（水曜日）第１回３月定例会・第４号
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って、いろんな隔たりですとか、不規則な食事、

生活習慣病の増加など問題が提起されております。

日ごろから食を意識することは、健康を維持する

ことで、健康で長寿社会を構築することができ、

結果として医療費、介護費の削減という効果をも

たらすとされております。健やかな体と豊かな心

の増進に一層推進を図ってくださるようお願いい

たします。

時間が余りましたけれども、以上で終わります。

ありがとうございました。

以上で宗片浩子議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

議事の都合により、明日３月１５日から３月２

１日までの７日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、明日３月１５日から３月２１日までの

７日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程はす〇議長（黒井 徹議員）

べて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ５時０９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 川 村 幸 栄

署名議員 山 口 祐 司
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