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平成２２年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２２年１２月１０日（金曜日）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（２５名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 上 松 直 美 議員

２番 佐 藤 靖 議員

３番 植 松 正 一 議員

４番 竹 中 憲 之 議員

５番 川 村 幸 栄 議員

６番 大 石 健 二 議員

７番 佐 々 木 寿 議員

８番 持 田 健 議員

９番 岩 木 正 文 議員

１０番 駒 津 喜 一 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

１２番 日 根 野 正 敏 議員

１３番 木 戸 口 真 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（１名）

１４番 渡 辺 正 尚 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

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 中 尾 裕 二 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 藤 原 忠 君

総 務 部 長 佐 々 木 雅 之 君

市 民 部 長 吉 原 保 則 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 茂 木 保 均 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
香 川 譲 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 己 君

事 務 局 長

上下水道室長 扇 谷 茂 幸 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１４番、〇議長（小野寺一知議員）

渡辺正尚議員から欠席の届け出が出ております。

ただいまの出席議員数は２５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 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名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、

５番 川 村 幸 栄 議員

１１番 佐 藤 勝 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

（仮称）複合交通センターについて外２件を、

佐々木寿議員。

おはようございます。〇７番（佐々木 寿議員）

議長の御指名をいただきましたので、ただいまか

ら通告順に従いまして質問をしてまいります。

１点目は、（仮称）複合交通センターについて

伺います。ＪＲ名寄駅横地区はＪＲや都市間、市

内循環バスの交通結節点であり、名寄市街地の玄

関口ともいうべき地区でもありながら、過去に有

効な施設整備がなされないまま現在に至っており

ます。しかしながら、今回この交通結節点という

条件を最大限に生かした駅横整備計画の実現によ

り名寄市のにぎわいの創出、活性化につながるも

のと期待するところであります。また、隣接地に

おいても民間活力による商業施設や福祉サービス

施設を整備する計画で進められており、市民の立

ち寄りが増加し、かつての駅前地区のにぎわいが

回復につながるものと期待するところでもありま

す。

そこで、（仮称）複合交通センターの事業の進

捗状況と今後のスケジュールについて伺います。

また、先般の市長行政報告にありましたが、

（仮称）複合交通センター整備に関する市民意見

を募集したところ５件の応募があり、提言、要望

が主たる内容であるので、今後の基本設計に反映

できるよう検討したい旨の報告がありました。ど

のような施設基本設計、施設機能となるのか伺い

ます。

また、どのようなにぎわい創出構想を考えてい

るのか伺います。

２点目に、教育行政について伺います。名寄市

立大学の就職活動状況と大学生確保対策について

伺います。来春に卒業予定の大学生の就職内定率

は、２０００年ごろの就職氷河期より厳しい環境

の中にあります。特に調査を始めた１９９６年以

降、最低の数字と言われております。１０月１日

現在の調査によると、大学生の内定率は５ ６現

で厳寒とまで言われた昨年をさらに下回る過去最

低の水準と言われております。さらに、ことしの

春大学、短大合わせ約１０万人が進路の決まらな

いまま卒業したという報道もありました。また、

北北道、東北就職内定率は５ ６現と北北平均よ

りも２ポイント下回っております。さらには、道

内は公共事業の削減などで停滞感が強く、９月の

有効有人有率は ４３有と都道有有有で４番目に

低い数字だということであります。このように厳

しい就職環境で名寄市立大学の就職活動状況はど

のようになっているのか伺います。

また、少子化が進んでいる状況の中、持続的、

安定的な大学運営に取り組むための要素となる大

学生確保のため対策をどのようになさっているの

か伺います。

次に、学級定数について伺います。文部科学省

は、来年度予算で小１、２年生の３５人学級実現

を要有しました。新学習指導要領の円滑な実施、

生徒指導面の課題等への対応、教員が子供と向き

合う時間の確保等の観点から、学級編制の標準を

現行の４０人から引き下げる必要について、これ

までも中央教育審議会においても検討されてきま
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した。名寄においても、少人数学級実現について

は教室の確保に問題はない、新学習指導要領の円

滑な推進も図れ、また教職員の増加に伴う人件費

においても北の負担であり、地域経済につながる

として歓迎している旨の報道がありました。しか

しながら、学級編制の標準の引き下げをすること

によって児童生徒の発達段階や直面する課題、特

に小学校の低学年はいわゆる小１プロブレムに見

られるように学校教育に適応する上で重要な時期

であり、学習習慣の確立や集団活動における規律

など授業、学校教育の成果に影響するのではない

か、また児童生徒の社会性の涵養や学び合い等の

取り組みが困難な状況が生じるのではないかとの

懸念もあります。教育的配慮に基づいた柔軟な学

級編制、そして将来少子化が進む中、学級定数に

ついての見解を伺います。

次に、いじめ対策について伺います。いじめが

原因と思われる子供たちの自殺が後を絶ちません。

そのたびになぜいじめの兆候に気づかなかったの

か、助けることができなかったのかと痛感してお

ります。いじめは昔からあったと言われておりま

すが、陰湿化、隠ぺい性、長期化等が現代のいじ

めの特徴と言われております。事件が起きて記者

会見する学校、教育委員会の会見はおとなしくま

じめな子、兆候はなかったし、アンケートにもい

じめのあったことを示す記述がなかったというこ

とが繰り返されております。陰湿ないじめは表に

出ないし、被害者本人も親や教師にも友達にも隠

したまま逃げ場を失ってしまいます。何としても

このような痛ましい事件を起こさせてはなりませ

ん。名寄市では、現段階ではいじめに関する事例

報告は上がってきていないとのことですが、いじ

め絶滅対策として加害者を生み出さない教育、早

期兆候の発見対策を具体的にどのように実施して

いるのか伺います。

３点目は、福祉行政について、地域福祉計画策

定について伺います。ことし５月に名寄市社会福

祉協議会は、本年度だれもが住みなれた地域で安

心して暮らせる地域社会づくりの指針となる地域

福祉実践計画の策定作業に取り組むこととしまし

た。そして、ことしの秋ごろをめどにさまざまな

分野の地域住民で組織する策定委員会を設置、名

寄市が今年度の策定を予定している地域福祉計画

の整合性を図りながら策定作業を進めるという報

道があり、約５カ月以上経過しておりますが、進

捗状況はどのようになっているのか伺います。

また、名寄市地域福祉計画を策定しようとして

いますが、地域福祉実践計画との関係、位置づけ

はどのようになっているのか、また計画を策定す

るに当たってどのように進めていこうとしている

のか伺います。

次に、成年後見制度普及について伺います。介

護保険制度が導入された２０００年、同時に成年

後見制度も始まりました。認知症などで判断能力

が不十分な人を支援する制度で、家庭裁判所から

選任された後見人らが本人にかわって預貯金、不

動産などの財産を管理したり介護福祉サービスの

利用契約を結んだりするものです。この制度には

法定後見と任意後見の２つがあり、親族のほか弁

護士や司法書士などの専門職が後見人を務める場

合が大半ですが、高齢者がふえる一方で大都市部

以外では専門職が足りないとの指摘もあります。

北内には認知症の人が約２００万人いると言われ

ている中で、北際的には１現が制度を利用すると

認められておりますが、１７万人にとどまってい

る現状にあると言われています。利用が伸びない

背景には、制度の理解が進んでいないこと、また

親族が後見人になる場合が北体の約６割というこ

ともあり、身寄りのいない高齢者の増加で弁護士

や司法書士など第三者がなるケースもふえている

ことも要因にあります。専門職の報酬も高いので

頼めないということもあります。そこで、成年後

見制度普及の現状はどのようになっているのか、

また専門職不足にかんがみ、地域住民が後見人と

なる市民後見人の養成、支援する施策もあると思

われるが、見解を伺います。
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次に、高齢者虐待防止について伺います。市長

の行政報告で、今年度に入り６件の通報があり、

調査では虐待行為と判断される事例ではないが、

虐待に移行する可能性の４件については家族への

支援、見守りを継続するとの報告がありました。

１８年４月に高齢者の心や身体に深い傷を負わせ

たり、基本的な人権の侵害や尊厳を奪うというよ

うな高齢者虐待防止のために高齢者虐待の防止、

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律が施

行されて４年以上経過しております。早期発見、

早期対応、未然防止のための法律と認識しており

ます。高齢者虐待は潜在している可能性がありま

す。通報義務、通報努力義務も周知されていない

のか、または通報したことを知られたくないとい

うことから通報しないのか、通報しても不利益な

取り扱いを受けるのではないかというような理由

なのかもしれません。もちろん保健、医療、高齢

者福祉に専門的に携わる関係者の方々は、高齢者

虐待についての認識は深められていると思われま

すが、市民には周知されていないように思われま

す。高齢者虐待未然防止や早期発見に市民、地域

と具体的にどのように取り組まれているのか伺い

ます。

以上でこの場からの質問を終わります。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇経済部長（茂木保均君）

ただいま佐々木議員から大きな項目で３点にわた

り御質問をいただきました。１点目は私から、２

点目の小項目１については大学事務局長から、小

項目２と３は教育部長から、大きな項目３点目は

健康福祉部長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

まず、１項目めの（仮称）複合交通センターに

ついて、小項目１の事業の進捗状況と今後のスケ

ジュールについてお答えをいたします。（仮称）

複合交通センターの整備については、当初予算時

点で用地並びに補償物件調査に係る予算を計上さ

せていただき、４月から用地取得に向けた調査を

進めてまいりました。調査の結果をもとに６月に

用地取得等の補正をさせていただき、ＪＲ北北道、

名寄市土地開発公社と用地交渉を進めてきたとこ

ろであります。土地開発公社とは８月に、ＪＲ北

北道とは９月に契約締結が完了しております。Ｊ

Ｒ北北道とは用地、補償費を合計した予定額より

約 ０００万円低い額で契約締結することができ

ました。また、補償物件の移転に当たっては平成

２３年２月２８日までに行われ、その後速やかに

名寄市に土地が引き渡されることになっておりま

す。９月には地質調査費、基本設計費等の予算補

正をさせていただきまして、施設建設の前提とな

ります基本設計の準備が整ったところでございま

すが、１０月１日から２９日の間で施設整備に関

する市民意見の募集を名寄市広報並びにホームペ

ージに掲載し、意見の募集を進めてきたところで

あります。募集結果としては、意見、要望が５件

あり、内容については施設整備の是非や新たな機

能の付加などがあったので、これら意見について

は可能な範囲において基本設計に反映してまいり

たいと考えているところでございます。基本設計

の委託業務に当たっては、意見募集の結果を待っ

て入札を進めており、３月１６日までの間で基本

設計を策定する予定となっております。なお、基

本設計は成案となる前段には改めて市民意見の募

集を行い施設整備を進めていく予定としておりま

す。平成２３年度の予定としては、年度当初から

詳細設計を進め、１０月ごろをめどとして本体建

設工事に着手し、平成２４年度の完成を目指して

まいりたいと予定をしているところであります。

次に、本施設に計画している施設機能について

お答えをいたします。機能につきましては、これ

までも説明してきたとおりバスターミナル、観光

インフォメーション機能、レンタサイクル、現有

の市民会館の会議室機能、業務機能をあわせ持っ

た複合施設として計画しているところであります

が、さきに行いました市民意見の中から付加でき

る機能があるかどうか検討し、基本計画とするよ
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う作業を進めております。この基本計画では、利

用者の階層や動線をもとに各機能の配置計画を立

てるとともに、市民の利用しやすい施設となるよ

う関係者、関係部局と協議を進めております。ま

た、基本計画案の時点で再度市民意見を伺い、基

本計画の成案とさせていただく予定としておりま

す。

次に、にぎわいの創出について、現時点での考

え方についてお答えをいたします。この地区は、

これまで特段の施設整備がなかったことから人の

滞留がない地区となっておりましたが、バスター

ミナルが整備されることによる施設利用者や市民

会館の会議室の機能の移転による利用者、経済セ

ンターを初めとする関係者を含めた利用者が恒常

的に発生することや公共交通機関の結節点でのイ

ベント開発などによりさらなる人の集中を見込ん

でおります。また、隣接地においては民間事業者

による集客施設の整備計画もあることから、それ

らの利用者も含めた人の集中は市街地中心部のに

ぎわい創出に大きく貢献するものと考えていると

ころでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

きな項目２点目、教育行政について、小項目１点

目、名寄市立大学の就職状況と大学生確保対策に

ついてお答えいたします。

議員の御指摘のとおり、大学生の就職戦線は新

たな氷河期に入ったとも言われ、北北で多くの学

生たちがいまだ内定を受けられず就職活動を継続

せざるを得ない状況に追い込まれています。本学

保健福祉学部においては、ことし３月に１３１名

の第１期生を送り出しました。就職希望した学生

の就職率は、栄養学科では１００現、看護学科で

は９ ７現、社会福祉学科では９ １現でありま 

した。短期大学部児童学科では５５名の卒業生を

送り出し、就職希望した学生の就職率は１００現

でありました。この結果については、非正規雇用

等の課題を残しつつも順調なものと受けとめると

ともに、学生に対する就職支援についてさらなる

充実強化に努めてきたところでございます。平成

２３年３月卒業予定者の直近の就職内定状況につ

きましては、栄養学科では４ ５現、看護学科で

は８ ６現、社会福祉学科では５ ７現、また短 

期大学部児童学科では５ ８現となっており、現

在も社会福祉施設関係や受託給食企業等への就職

活動が継続して行われており、多くの学生が内定

を受けられるよう教職員一体となって学生の就職

支援に取り組んでいるところでございます。

学生確保対策につきましては、入試広報委員会

に所属をする教員を中心に事務職員が連携をしま

して、高等学校の進路指導担当教諭や高校生に対

して本学を紹介する高校訪問や札幌市を初め道内

主要都市６カ所における進学相談会の実施、また

各学科で工夫を凝らしたオープンキャンパスや保

護者相談会の実施など積極的な対応を図り、本学

の知名度の向上と志願者の確保に取り組んでいる

ところであります。

次に、本学の入試制度につきましては大きな変

更はありませんが、短期大学部における平成２３

年度入学者選抜について新たに大学入試センター

試験を導入し実施する予定でおります。募集人員

枠につきましては５名で、受験生に対して受験機

会の拡張を図ろうとするものでございます。今後

も本学入試制度の検証を行い、持続的、安定的な

学生の確保に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは大項〇教育部長（鈴木邦輝君）

目２のうち小項目２、学級定数について及び小項

目３、いじめ対策について答弁させていただきま

す。

現在文部科学省では、来年度から小学校の３５

人学級への移行が検討をされておりますが、特に

１年生の入学当初は学習環境の急激な変化や多く

の学校のルールを学ぶときであり、その子に応じ
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たよりきめ細かな指導が有められているところか

ら、学級定数の削減は大いに効果が期待されると

ころであります。ただし、議員のお話のように極

端に小規模な集団となりますと多人数の中での社

会性や学び合いなどの面では懸念が残ることも確

かであります。現在各学校では、学級を一つの集

団として学習が行われておりますが、教師の複数

体制での指導が必要な楽器のパート練習などのグ

ループ学習の場合や体育や学校行事など大集団が

より指導の効果が期待できる場合においては学級

を合わせて学年を一つの集団として指導も行われ

ておりますので、今後も学級の枠にとらわれない

教育活動の展開に向けて指導をしてまいります。

また、将来にわたります少子化の対応といたしま

しては、平成２０年に策定いたしました名寄市内

小中学校の適正規模適正配置に関する基本方針に

基づき、普通規模校で３０名前後を維持できる適

正配置、通学区域に向けて保護者、地域との話し

合いの中から適切な対応をしていきたいと考えて

おります。

次に、いじめ対策です。本年１０月に群馬有で

小学６年生、１１月には札幌の中学２年生といじ

めが原因と思われる自殺が相次ぎ、教育委員会と

しても危機感を抱いているところであります。い

じめ根絶に向けて、各学校に改めていじめに関す

るアンケートを依頼をしたところであります。既

に児童生徒との面談やアンケート調査を実施した

学校もありますが、名寄東中学校では１１月２５

日に心の相談員による命の授業を行うなど生徒の

心に響く実践も行っております。他の学校におい

ても道徳教育などを通してお互いが認め合う態度

や生命の尊重などの指導やいじめを生み出さない

ための取り組みをしているところであります。さ

らに、児童生徒のささいな変化やサインを見逃さ

ないように日常の児童生徒の行動や会話、家庭と

の連携など先生方にはアンテナを高くして情報収

集といじめ防止に向けた取り組みを推進するよう

指導をしているところであります。教育委員会と

いたしましても、教育相談センターとの一層の連

携や小中学校生徒指導連絡協議会の機能化を図る

など、いじめ根絶に向けての取り組みを強化をし

てまいりたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうからは〇健康福祉部長（三谷正治君）

大項目３の福祉行政についての小項目１、地域福

祉計画策定について申し上げます。

社会福祉法では、社会福祉の基本理念の一つと

して地域福祉の推進が明確に位置づけられており、

特定の人々を対象にするのではなく、地域に焦点

を当てた地域福祉計画を各市町村で策定すること

になっており、道内３５市中策定済みが２０市、

策定を予定しているところが名寄市を含め３市、

策定未定が１２市となっております。町村におい

ては、１４４町村中５３町村の約４割弱が策定済

みであります。御質問ありました市のこれまでの

進捗状況につきましては、本年度と来年度の２カ

年間をかけ策定するもので、今年度においては名

寄市保健医療福祉推進協議会の中に地域福祉部会

を新たに設置し、委員を選任すべく新聞広告やホ

ームページを活用し市民の方々から一般公募５名

を１１月末締め切りで行いましたが、１名のみの

応募しかございませんでした。各関係機関、団体

１０名の枠を広げ、１５名による委員で開催を予

定しております。市民からの地域福祉に対する見

方、考え方など広く御意見をいただき、安心した

生活を営むことのできる福祉北般の推進に向け取

り組んでいくため、今後具体的な作業を進めてま

いります。また、地域福祉に関して必要なアンケ

ート調査の内容につきましては社会福祉協議会、

名寄市立大学と連携を図り検討を行い、集計と分

析につきましては名寄市立大学の協力を得ながら

まとめ上げ、来年度の成文化につなげていくため

の基礎資料として活用してまいりたいと考えてお

ります。

次に、社会福祉協議会が策定する地域福祉実践



－39－

平成２２年１２月１０日（金曜日）第４回１２月定例会・第２号

計画は現在２期目が終了し、３期目の策定に向け

た策定委員会を設置し、円滑な事業の実施を確保

するため地域の方々や福祉団体、事業所などが地

域の福祉の推進に主体的にかかわるため具体的な

活動を行う計画で、今後の活動の指針となる計画

です。地域福祉計画と地域福祉実践計画は、とも

に福祉の推進を目指すものであり、市民の参加を

得て作成するものであることから、内容の一部や

策定過程の共有、さらには地域福祉計画に地域福

祉実践計画の実現を支援するための施策を盛り込

むなど相互に連携を図り、一体的策定が有効であ

ると考えております。したがいまして、市と社会

福祉協議会は２２年から２３年度と２年間同じス

ケジュールで進めていく予定で協議を行っている

ところでございます。市が策定する計画は、社会

福祉法では策定が義務化されているものではござ

いませんが、福祉サービスを必要とする地域の方

々が地域社会の一員として住みなれた地域で安心

して健康で楽しい日常生活を営み、社会、経済、

文化など、さまざまな分野の活動に参加する機会

が与えられるような仕組みづくりやコミュニティ

ーを支援する内容を盛り込んだ計画を予定してご

ざいます。さらに、計画策定に当たりましては、

地域福祉計画を推進していくため実務との整合性

を図り進めていくために社会福祉協議会との連携

はもとより、市民の皆さんの御協力により地域ぐ

るみで問題解決をしていくため地域福祉部会の中

で地域福祉に対する御意見をいただく懇談会など

の開催を検討していただき、来年度の策定に向け

た作業を進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２番目の成年後見制度普及の現状

と今後の対策について申し上げます。成年後見制

度は、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者な

どの判断能力が不十分な成年者の財産管理や医療、

住宅、介護、生活などに関する身上監護を法的に

保護するための制度として利用の促進を図ってい

るところです。平成１９年、平成２０年には弁護

士、裁判所事務官や講談師による講演会を開催し、

市民の皆さんが成年後見制度を理解していただけ

るよう啓蒙活動を行ってきております。また、本

年度は高齢者の介護相談に当たっているケアマネ

ージャー、介護サービス事業所相談員や地域の福

祉に関する相談役の民生委員などを対象に講習会

を開催し、どこに相談すればよいかなど理解を深

めていただきました。市の相談場所といたしまし

ては、知的、精神障害者の場合は社会福祉課、高

齢者は地域包括支援センターが担い、相談業務の

中で制度の説明、申し立て書類作成の支援、市長

申し立ての支援、後見人等候補探しなど関係機関

と連携を図りながら相談支援を行ってきておりま

す。

相談実績につきましては、平成２１年度は３件

の相談のみでございましたけれども、平成２２年

４月から１１月末までに１４件相談があり、制度

利用につながった事例は手続中を含め８件となっ

てございます。８件の内訳は、申し立てしたもの

が親族が４件、身寄りがなく資力が乏しいことか

ら４件が名寄市成年後見制度利用支援規定を利用

した市長申し立てとなっております。審判開始の

申し立て費用は内容により異なることがございま

すが、鑑定料など約１０万円程度となってござい

ます。開始までは２カ月から４カ月の日数を要し

ており、後見人は裁判所が本人の実情に合わせて

土地や家屋などの財産がある財産管理を中心とす

る場合は司法書士、健康に問題があるなどの身上

監護中心の場合は行政書士の専門職を選任してお

ります。後見人の報酬額は、本人の財産や所得に

応じたものとなってございます。しかし、資力が

乏しく親族も後見人が難しい場合は専門の相談機

関に問い合わせをすることで無料または低額で引

き受けてくれる後見人の候補者を探していただけ

る状況にもなっておりますので、このことにつき

ましても相談時に対応し、市民の皆さんが利用し

やすいよう努力をしているところでございます。

今後の対策につきましては、成年後見制度を積

極的にＰＲするとともに、高齢者などが使いやす
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いように相談支援、関係機関との連携の充実を図

り、さらには高齢者の増大とともに親族以外の後

見人の需要がふえてくるものと思われますので、

今後は公益法人による法人後見や市民後見人につ

きましても先進的な市町村の取り組みを調査研究

し、高齢者などの市民の皆さんが安心して暮らせ

るよう進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目３番目の高齢者虐待防止対策につ

いて申し上げます。高齢者虐待防止対応は、平成

１９年介護保険法の改正により高齢者の権利擁護

の観点から地域支援実施事業要綱において地域包

括支援センターが担うことになっており、平成２

０年１１月に名寄市高齢者虐待防止ネットワーク

会議を設置し、町内会、民生児童委員、人権擁護

委員、介護保険施設、警察、医師会、保健所など

の１７機関で組織し、高齢者虐待への迅速的な対

応、連絡体制の整備を行っております。養護者が

介護の大変さから虐待に及んでしまい、介護サー

ビス事業所職員が発見をし通報に至ったケースも

あり、通報があった場合には高齢者虐待対応マニ

ュアルに沿って実務者会議を開催し、客観的な判

断のもとに役割分担や介入方針を検討しておりま

す。高齢者の保護が必要な場合は介護サービスの

利用による施設入所、また緊急の場合はやむを得

ない事由による措置により施設入所を行って対応

しております。身体のみならず精神的虐待、経済

的虐待、ネグレクトなどなかなか表面に出てこな

いケースもあると推測されますので、高齢者虐待

防止の市民周知を図るため広報なよろ、名寄市ホ

ームページを活用しＰＲに努めてまいりました。

本年度は権利擁護講演会を開催し、講演と福祉寸

劇を行い、市民の皆さんに理解を深めていただい

ているところでございます。また、地域の福祉に

関する相談役の民生委員の皆様には講演会を開催

し、高齢者虐待の実態や虐待の判断、どこに相談

すればよいかなど理解をさらに深めていただくた

め、今後も積極的に高齢者虐待防止をＰＲすると

ともに、早期発見や適切な対応ができるよう地域

での見守り体制の構築など関係機関との連携を図

り、相談支援体制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。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

御答弁をいただきま〇７番（佐々木 寿議員）

してありがとうございます。何点か再質問をさせ

ていただきます。大分時間もないので。

まず、複合交通センターの件についてですが、

ちょっと通告をしていないので、資料は持ち合わ

せがないと思いますが、わかる範囲でお願いした

いと思いますが、事業費について、先般総計で約

６６ ９４６万円の事業費になっていますが、そ

の細部、大まかで結構でございますので。それと、

当初予算が５６円だったのですけれども、そのオ

ーバーした１６ ０００万円ぐらいのものはどの

ような関係で多く見積もられたのか。あるいは、

もう一つは商工会議所の持ち出し分はどういうふ

うになったのか。それをちょっとわかる範囲で結

構でございますので、お願いします。

それと、３月ぐらいに市民意見をもう一回聴取

するということなのですけれども、これはパブリ

ック条例もでき上がりまして、するとこのパブリ

ック条例からいきますと政策等の趣旨とか目的と

か、あるいは内容等必要な事項を広く公表しなが

ら市民意見を聴取するというふうになっているの

ですが、これは聴取した場合にこの基本設計に本

当に先ほど言った５件の市民意見を含めて反映で

きるものなのか。そしてまた、公表の仕方もどう

いうような形で、極端に言いますと１月の広報等

に今私に御答弁いただいたような内容を広報とし

てでき上がるのか、その辺をお聞きしたいと思い

ます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

複合交通センターの〇経済部長（茂木保均君）

関係について御質問をいただきました。事業費の

関係でございますけれども、ちょっと今調べて御

報告しますので、少々これについてはお待ちいた
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だきたいと思います。

パブリックコメントの関係ですけれども、これ

も条例が先日可決をされて、来年の４月１日から

施行ということでありますので、この条例という

部分と、ちょっとこれに沿った形ということでは

なくて、市民の意見を聞くということで、準じた

形で今回の部分はやらせていただいているという

ことでありまして、一応先般も市民意見を１０月

段階で聞いております。これについては５件お寄

せをいただいておりますし、その後もまち懇の中

でも何件かいただいております。これらについて

は十分中身を精査していきながら、今基本計画を

立てておりますので、その中で反映できるものは

反映していきたいというふうに考えているという

ことは先ほど答弁したとおりでございます。さら

には、これをまたその内容について公表といいま

すか、その部分については名寄市の広報なり、あ

るいは今の基本設計のあらましができた段階でも

う一度市民に意見を有めるという、こういった考

え方をしておりますので、そういった中で今回の

部分については触れていきたいなと思っておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。

事業費の関係については今調べておりますので、

少々お待ちいただきたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどその事業費に〇７番（佐々木 寿議員）

ついて質問したのは、例えば市民意見が本当に重

要な意見で、あるいは将来本当ににぎわいを創出

するような施設をつくるということになれば、そ

のスケジュールとか、あるいは事業費がそういう

ようなので変更できるのかというのが私は心配し

て質問したわけなのです。

それで、パブリックコメントも待ち受けだと、

どうしても今回の場合でも市民から意見を聴取す

るというのは、今の名寄市の風潮でいきますとな

かなか期待できない部分もあるのではないかと私

は思っております。それで、駅の大通、ほかの町

内会には申しわけないですけれども、例えば市街

地の商店街あるいは駅前通の大通の町内会あるい

は神社通の南北の町内会、そういうところに直接

やっぱり攻めの段階でもう少しまちづくりとか、

商工会とか行政も直接行ってやはり意見を聴取し

て、それで本格的な基本設計に持ち込むべきだと

思いますが、この見解はどうでしょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今のお話でございま〇経済部長（茂木保均君）

すけれども、市民に多く意見を有めるというのは

ある意味当然のことでございまして、これまでも

中活の論議のときもそうですし、今回のまち懇の

中でもそうですし、いろんな形で市民と懇談をす

る場という中では１つの項目を設けて、今現在の

駅横の関係についてはあらましについてお話をし、

意見を有めております。さらに、今お話あったよ

うな部分、特に駅横周辺の町内会の部分だとか、

あるいは周辺の商店街、この辺についても御提言

でございますので、その辺については十分検討さ

せていただいて協議する場というものをつくって

この事業に反映させていく機会を設けたいと思っ

ております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ子供の意見、小〇７番（佐々木 寿議員）

学校の意見、大学、中学校、高校生、その学生の

意見なども含めて直接やっぱり聞く場面を設けな

がら、つくってしまったはいいけれども、何であ

んなのをつくったのかと。やはりこの市民主体の

駅横のものが、私どもが一緒に参加してこういう

ものをつくり上げたのだよというものがなければ、

何か行政に押しつけられたようなことになるので

はないかと私は思いますので、その辺はしっかり

とやっぱり攻めの形で意見を聴取していただいて

基本設計に反映していただきたいと、こういうふ

うに思います。

それで、もう一点、このなよろ観光まちづくり

協会と。これはここに、駅横のところに観光部分

というのもあるのですが、ことし大体７月から９

月にかけて外北人が日本に来て観光をやったのが
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６９万人と言われている。その中で、この近隣の

隣北の台湾とか香港とか韓北とか中北、シンガポ

ール、この辺がもう北北道に来ているのです。そ

れで、特に中北などは新聞でも皆さん御存じのと

おり相当なお金を持ってリゾート地等の山を買う、

それほど山を買うぐらいの財政力を持っている方

が来ていると。そういう外北人の方を、あるいは

北内においてもそういう観光に来られた方が旭川

まで来ているのです。旭川まで来ているから旭川

からこちらに引き込む、そういうものはしっかり

となよろ観光まちづくり協会としっかりと連携を

とってやるべきだと私は思っています。それで、

そういうような取り組みというのは今後、あるい

はこれまでに検討してこられた経緯があるのでし

ょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今のお話でございま〇経済部長（茂木保均君）

すけれども、今は特に東南アジアあるいは中北を

中心として日本にたくさんの観光客が訪れている

ということで、名寄においてもそういう取り組み

がということだろうというふうに思いますけれど

も、これまでもＮＰＯのほうでは韓北の学生の関

係であるとか、モニターツアーの関係であるとか、

あるいはことし旭川市でやっているいわゆる北北

道を売り出すというような、そういう協議会にも

参画をしておりますので、そういう部分について

は協議をして、何とか少しでも呼び込もうという

足がかりの部分はやっております。まだ目に見え

ているということにはなっておりませんけれども、

そういった取り組みについてはやっているという

ことでございます。特に今回駅横に観光協会も入

っていただいてインフォメーション機能というも

のを高めていただくという、こういった大きな目

的がございまして、観光の案内等々を含めて今言

われた部分については一層力を入れてやっていか

なければならない部門だなというふうに考えてお

ります。

それから、先ほどの事業費の関係でございます

けれども、当初段階で６６円程度と言った部分が

今現在６６ ５００万円程度になっているのでは

ないかというお話でございます。この辺について

は、まだまだ事業費というのは、今は基本設計を

立てておりますので、総体の事業費はまだまだ変

わるというふうに考えております。当初段階では

商工会議所といいますか、経済センター機能とい

うものも当初は入るという契約ではありませんで

したので、その辺はこれからも変わると思います

が、現在段階の６６ ５００万円の内訳でござい

ますけれども、これについては用地の取得の部分

が１６ ０００万円がり、それから調査設計が 

０００万円、それから建設費が４６ ０００万円、

備備等が２６ ０００万円、ちょっと備数的なお

話で申しわけありませんが、それで大体６６ ５

００万円という、現在段階の数字はそういう状況

になっております。この数字については、これか

ら基本設計あるいは詳細設計という中でいろんな

機能の付加の部分もございますので、数字的には

一定程度動くということで御理解をいただきたい

と思います。

（何事か呼ぶ者あり）

商工会議所の負担と〇経済部長（茂木保均君）

いう部分については、一部報道もあったというふ

うなお話も聞いておりますけれども、今商工会議

所から具体的にその建設にかかわる負担という形

で幾らと明確な金額を決めている段階ではありま

せん。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

前は、商工会でちら〇７番（佐々木 寿議員）

っと聞いたら ０００万円ぐらいという話だった

のですけれども。

それでは、もう一つ、多目的のことについて、

市民意見でも出されたようにこの多目的のいかん

によっては、かなりにぎわいのあれが違ってくる、

活性化が違ってくると私は思うのです。それで、

これはやはり今あそこら辺を通っていると高齢者

の方とか主婦の方がほとんど日中は歩いているわ
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けなのですけれども、これが例えば学生が、高校

生があそこでライブをやるとか、あるいは発表会

をやるとか、そういう場面において、普通の講演

会とかになれば、それは机とテーブルぐらいでい

いのだろうと思いますけれども、例えば商工会議

所でも物産展で販売するといったら何もなくても

いいのですが、これはやっぱりそういうような設

備を、例えば音響設備はちゃんとしているとか、

それからあと照明設備もちゃんとそろっていると

いうのが必ずそこのところに、多目的に備わって

いれば、あとは自分たちでセッティングして、自

分たちの使いやすいようなものに設備を準備して

おくべきだと私は思っております。この辺は、ど

ういうふうな考えを持っているの。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

駅横のこの複合交流〇経済部長（茂木保均君）

センターに今言われたようなホール的な要素とい

いますか、そういったものがどうだというお話だ

と思います。基本的には、そういったたぐいの発

表でもそうですし、練習もそうなのですが、その

部分については今市民ホールが一応計画をされて

おります。そういったところで、防音機能も持っ

たリハーサル室なども整備するという計画を一応

しているのです。でき得ればそちらのほうを御利

用いただくほうがいいのかなと思いますけれども、

駅横についても町場の中の本当に皆さんが御利用

しやすい、そういった施設ということになります。

現段階においては、市民会館の会議室の機能とい

うことが中心になっておりますけれども、今お話

あったような多様な用途に対応できるような、そ

んなことも十分検討していかなければならないと

いうふうに考えておりますので、いわゆる多目的

ホールといいますか、そういった機能についても

基本設計の中で検討していきたいと思っておりま

す。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

市民ホールを使うの〇７番（佐々木 寿議員）

であれば、あそこににぎわいなんかは、向こうに

行くようになったら向こうのほうがにぎわうので

あって、そこに設備を置くことによって若い者、

学生がそうやって集まってくるというものがある

と思いますので、その辺を重点にもう少し詰めて

基本設計に入れていただきたいと思います。

次に、教育行政の中で大学、昨年度は就職で世

の中に出るのは、本当に学生から初めて世の中に

出るというのは、就職ができないということが本

当に不安な状況になっていると思うのです。それ

で、ことしも順調に去年あたりぐらいので進捗し

ていると思いますが、この就職のために例えば一

般大学であれば大体３年生の秋ぐらいからもう始

まって、４年生のときにはもう本格的に就職活動

をやるということになりますと、長期間にわたっ

て就活をやると。それでは、本来の学業がちょっ

とおろそかになるのではないかと、こういうふう

に私は思うのです。それですから、当市立大学は

いろいろと資格、北家資格も取らなければいかぬ

ということで、その辺はやっぱり大学側も学生に

対して最善を尽くされるように御希望したいと思

います。

それから、いじめについて、ちょっと学校のい

じめ、これは先ほど例に出てまいりました群馬有

のあれで、このときに校長先生がいなかったとい

うことで指摘された部分もありますけれども、そ

ういう管理職の方の危機管理体制、これはちゃん

とでき上がっているのでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

いじめというのは、特〇教育長（藤原 忠君）

にこの１１月に入りまして多発しているというこ

とで、私たちも危機感を持っているわけでありま

すが、実は平成１８年にいじめによる自殺が多発

しております。これ以降、各学校ではいじめに係

る危機管理マニュアル、こういうものも作成して

管理職がしっかりといじめについて対応する、そ

の体制をつくっております。名寄市ももちろんそ

ういうことで、しっかりといじめの未然防止に努

めているところであります。
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佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

このいじめに対して〇７番（佐々木 寿議員）

は、本当に常日ごろからの子供たちの生活が変調

をしたと、変わったというところを発見すること

によって、これはいじめが発生しているのではな

いかと。これは、先生方もそうでありますし、家

庭でもそうなのです。生活習慣が変わったなと、

こういうことをしっかりと見きわめなければなら

ないと思うのです。その辺が先生方に大分負担は

かかると思いますが、先生方も１対１の本当に食

事をするときでもそういうような目が行き届いて、

やっぱりそういうような兆候を早期に発見してい

ただきたいと思いますし、Ｑ―Ｕという心理テス

トがあるのですが、これを先生１人ではできない

から、ほかの先生方にもこの心理テストをやって

判断してもらって、これはいじめが発生している

のではないかということが心理テストでわかるよ

うになっています。このＱ―Ｕ制度をぜひ導入し

ていただいて、いじめ早期発見に努めていただき

たいと、こういうふうに思います。

以上で私の質問を終わります。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

平成２３年度予算編成にかかわって外２件を、

佐藤靖議員。

議長の御指名をいただ〇２番（佐藤 靖議員）

きましたので、通告順に従い、順次質問を行って

まいります。

１点目は、新年度予算編成にかかわってお伺い

します。加藤剛士市長による初めての予算策定作

業が１１月１日の市長訓令及び総務部長名の事務

連絡により始まりました。同作業を進めるに際し、

加藤市長は訓令の中で２１年度決算が実質収支４

６８２２万 ０００円であったこと、健北化の判

断指標が実質赤字比率及び連結実質赤字比率とも

ゼロであったこと、実質公ゼ費比率が前年度比

９現下がって１ ９現であったこと、将来負担比

率も２ ３現下がって１２ ３現になったことと 

実質公ゼ費比率、将来負担比率とも一定の改善を

強調しながらも公ゼ費負担適正化計画、行財政改

革推進計画などに基づき新規事業を抑制し、適正

な公ゼ管理に努めていく必要があると新規事業の

抑制を有める一方で、合併後６年目を迎え、合併

特例区が解散することから新たな新市一体のまち

づくりを進めなければならないとするとともに、

名寄地区の駅横再開発事業、風連地区の市街地再

開発事業の完成により中心市街地活性化が大きく

進展するとし、加えて市立大学、市立天文台きた

すばる、道立サンピラーパーク、ピヤシリスキー

場、道の駅なよろなど多くの財産があり、これら

の財産を生かしながら農業と商工業の連携による

加工備の開発、食、移住、定住、観光など総合的

な観光振興、地域振興をより一層進めていく必要

があると強調しています。一方では新規事業の抑

制を有め、一方では名寄の財産を生かした加工備

の開発、観光振興、地域振興を有めています。見

方によっては、相反する指示とも受けとめられま

すが、今回の訓令の整合性についてお伺いします。

また、この訓令を受けて作業が進んでいる平成

２３年度予算の要有は１２月３日に締め切られま

したが、備算要有額はどの程度になったのか、さ

らに２３年度予算規模についてもお考えをお示し

いただきたいと思います。加えて、加藤市長とし

て初めて取り組む本格予算編成であり、市民と約

束した１０年、２０年先を見据えたまちづくりを

実現するため特に力を注ぐ事業、施策についても

この際明らかにしていただきたいと思います。

この訓令に基づき総務部長名による事務連絡、

予算編成に当たっての基本方針も示されました。

それによりますと、今回も基本方針の中では無駄、

圧縮、見直し、削減、縮減などの言葉が多用され

ています。恒常的な行財政改革、財政健北化を考

えますと必要不可欠な有めではありますが、一方

では市民と行政との協働によるまちづくりを進め

るため多くの市民の意見などを集約し、予算に反

映させることと有めています。各部局では、行財
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政改革推進計画を基本に事務事業の見直しなどを

着実に推進している状況下であり、財政健北化を

常に意識した業務に努めていると認識しておりま

すが、財政当局としてはまだまだ無駄や見直しが

必要と判断されているのかを方針の整合性を含め

お示しをいただきたいと思います。

この平成２３年度予算編成作業と並行してこと

し３月２６日に訓令第８号として定められました

名寄市職員提案要綱に基づく職員提案を１１月１

日から３０日まで推進月間と位置づけ実施された

ようでありますので、提案件数及び備要について

お知らせをいただきたい。加えて、提出された提

案の対応及び新年度への反映手法についてもお考

えをお伺いします。

２点目は、協働のまちづくりについてお伺いし

ます。平成１９年度からスタートした新名寄市総

合計画で施策の柱、基本目標１で市民と行政との

協働によるまちづくりが掲げられ、当初前期計画

では１６ ０００万円の事業費が見込まれていま

したが、１１月１日に終了した第４期ローリング

では３６ ３８４万 ０００円増の５６ ３８４  

万 ０００円となるなど、協働によるまちづくり

に対する市長の強い決意がうかがわれる内容とな

っています。また、平成２４年度から２８年度ま

での後期計画においても策定に当たっての視点と

して、市民と行政との協働のまちづくりを推進し、

地域力の向上を目指します。計画の策定に当たっ

ては、情報提供と市民参加に基づく計画づくりを

推進しますとの姿勢を打ち出しておりますが、改

めて市長の考える協働についてお伺いします。

この市民と行政との協働によるまちづくりの一

翼を担う取り組みとして昨年３月４日、名寄市地

域連絡協議会等活動交付金交付要綱が定められ、

小学校単位の地域連絡協議会が住民相互、各団体、

行政などと協働して行う活動に対し、毎年度１万

円を上限とする事務経費、活動に対して毎年度５

万円を上限とする活動費を交付する取り組みが行

われておりますが、これまで取り組まれた活動の

内容と評価について御所見をお伺いします。

私は、真の市民と行政との協働によるまちづく

りを実現していくためには、年額で事業経費１万

円、活動費５万円上限では限界があると感じてお

ります。長い歴史の上に裏打ちされた単位町内会

の活動の壁を打ち破り、新たなコミュニティーを

つくり上げるための突破口とするためには交付額

の見直しが必要と考えますが、見解をお伺いしま

す。

また、近年北北的に住民と行政の協働が大きな

テーマとなり、協働のまちづくり条例を制定する

などの取り組みが目立ちます。名寄市にあっては、

市の最高規範である自治基本条例において協働に

積極的に取り組む姿勢が打ち出されておりますが、

その一方で協働を名実ともに実現していく手法の

一つとして、住民の労力提供に対する原材料支給

事業の導入が目立っています。町内会などを単位

としながら、例えば児童公園の遊具ペンキ塗りが

取り組まれる場合、行政に申請すると原材料が支

給され、労力については住民が行うというもので

す。この際、地域連絡協議会等活動交付金の枠の

拡大検討にあわせ、町内会単位にも拡大していく

制度の創設が必要と思いますが、見解をお伺いし

ます。

最後に、名寄市立総合病院についてお伺いしま

す。先ほど述べました新名寄市総合計画前期計画

第４期ローリングで、名寄市立総合病院において

懸案事項であった精神科病懸改築整備事業に ３

００万円が計上されました。先日の議員協議会で

の説明によりますと、旭川以北稚内間の医療環境

整備と駐車場対策としております。限られた財政

事情下にありますが、女性医療スタッフ確保対策

の一助となるであろう２４時間保育を初め、医療

事情の変化に伴う各種課題を抱えている状況にも

あり、事業実施に当たっての院内及び設置者とし

ての基本的考え、検討課題、スケジュールなどに

ついてこの際明らかにしていただきたいと思いま

す。
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行政報告の中で市長は、平成２２年度上半期に

おける経営状況について、医業収支は差し引き１

６６６３万 ０００円の医業利益となりましたと

述べました。改めて佐古病院長を初め、市立総合

病院スタッフの御努力に敬意を表したいと思いま

すが、平成２３年度は病院改革プランの最終年度

であり、同プランの達成が必須課題であるので、

同プラン達成見込みについてまずお伺いします。

加えて、北北的に厳しい自治体病院にあっては

研修医制度の影響などもあり、診療体制の見直し

が迫られる状況にあります。さきの平成２１年度

決算審査特有委員会において佐古院長は、診療体

制について一部言及いたしましたが、診療体制の

変化は病院経営にも大きな影響を与えると考えて

おりますので、２３年度における診療体制の見通

しについてお伺いします。

また、２２年度において医療スタッフ確保対策

として新たに ０００万円追加され、今後も継続

される見通しでありますが、具体的な活用方法に

ついてお伺いするとともに、随時募集しておりま

すが、新年度における看護師の退職者数、新規採

用見込み状況についてお伺いし、この場からの質

問とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐藤靖議〇総務部長（佐々木雅之君）

員から大きな項目で３点の質問をいただきました。

１点目と２点目は私のほうから、３点目は病院事

務部長からの答弁となります。

まず、大項目１、平成２３年度予算編成にかか

わっての（１）、重点事業と備算要有額について

お答えします。平成２３年度の予算編成につきま

しては、１１月１日付で市長訓令とそれに基づく

事務連絡を通知し、各課で編成作業を行い、１２

月３日に要有を締め切ったところであります。市

長訓令では、１つとして平成２１年度の決算、健

北化の判断指標は好転したが、今後とも行財政改

革推進計画などに基づき新規事業を抑制し、適正

な公ゼ管理に努めていく必要があること、２つと

して合併特例区が解散することから新たな新市一

体のまちづくりを進めていくこと、３つとして名

寄市の財産を生かして総合的な観光振興、地域振

興を進めていくこと、４つとして行財政改革は市

民にとって何が必要かを改めて職場で議論をし、

既得権や既成備念にとらわれないですべての事業

を見直すことなどを通知したところであります。

お尋ねのありました新規事業の抑制、既存事業

の見直しなどによる行財政改革の推進と名寄市の

財産を生かした総合的な観光振興、地域振興のあ

り方につきましては、２１年決算は北の臨時交付

金の創設、地方交付税の増額などにより好転した

ものの地方交付税、一括交付金などの今後の見通

しが不透明であることから、引き続き行財政改革

の推進は必要であります。平成２３年度は合併特

例区が解散し、名実ともに新市一体のまちづくり

が有められます。それには、大学、病院、天文台、

スキー場、健康の森、道立サンピラーパーク、道

の駅など先人が築き上げた多くの財産を生かして

総合的な観光振興や地域振興を図ることが最も必

要と考えております。このように行財政改革を推

進しながら地域における財産を生かしたまちづく

り、総合的な観光振興、地域振興を行うことはま

さに車の両輪であると言えます。

次に、平成２３年度予算につきましては、１２

月３日に各課からの要有を締め切りました。要有

額を積み上げた結果、一般会計では歳入で１９１

６ ０００万円、歳出で１９９６ ０００万円と 

なり、収支の差額は７６ ０００万円となってい

ます。お尋ねの想定する予算規模は、今後査定の

中で精査をし、総額を固めていくことになります

ので明確には申し上げられませんが、現段階での

予算規模は過去の経験からいいまして１９５６円

程度になるものと想定をしております。

次に、１０年、２０年先を見据えたまちづくり

実現のための重点事業などについて申し上げます。

予算編成の訓令の中では、選挙で申し上げました

６つの約束の一つであります名寄市の財産を生か
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したまちづくりを市長は述べました。これは、先

ほど申し上げたとおり名寄市には先人が築き上げ

たすばらしい地域の財産があり、これらの資源を

活用して総合的な観光振興、地域振興を図ること

は市民と職員の知恵と工夫、いわゆる新たな発想

で新たな投資を行わないで新規の事業、新たなま

ちづくりなどに取り組める可能性があるからであ

ります。また、１０年、２０年先を見据えたまち

づくりの基本にあるのは力強い産業づくりと雇用

の創造であります。平成２３年度には、農産物加

工施設の建設、玄米バラ集出荷施設建設助成事業、

駅前再整備、市民ホールの建設に向けての準備作

業などを進めていくことを予定しておりまして、

これら重点事業を実施しながら基幹産業の農業振

興を図ってまいりたいと考えております。さらに、

ソフト面では民間会社名寄市的発想での行政運営

を目指していくため、予算編成の時期である１１

月を職員提案の推進月間とし、職員の知恵と工夫

で市民サービスの充実を図るゼロ予算事業の実施

などを推進し、職員の意識の改革、資質向上など

を進めてまいりたいと考えております。

次に、予算編成に当たっての市長訓令及び基本

方針についてお答えします。予算編成の訓令や事

務連絡では、既得権や既成備念にとらわれないで

すべての事業の見直しを行うこと、平成２１年度

決算は好転したが、楽観はできないことからすべ

ての費目で無駄をなくすこと、総合計画登載事業

であっても事業費の圧縮を検討すること、経常経

費の部内共有など経費節減の徹底などを通知いた

しました。一方で、市民と行政との協働のまちづ

くりは総合計画で掲げている名寄市のまちづくり

の基本理念、基本目標であります。したがって、

協働のまちづくりを進めるため多くの市民の皆さ

んの意見を集約し、予算に反映させることはまち

づくりの原点であると考えています。具体的には

日ごろの職場の窓口、各種委員会や協議会の開催

時、町内会や育成会などの日ごろの地域活動など

職場や地域における日常活動などを通して予算編

成の際、職場会議で意見集約をしています。今後

も日ごろの日常業務を常に点検しながら事務事業

の見直し、経常経費等の削減に努め、市民と協働

のまちづくりを進めてまいりますので、御理解を

いただきたいと思います。

次に、職員提案の反映について、名寄市では事

務事業の改善、職員の士気の高揚、活力ある組織

づくりなどを進めるため名寄市職員提案要綱を策

定し、平成２２年４月１日から施行しております

が、残念ながら現在まで具体的な提案は出ていな

い状況であります。これは、合併をしてそれぞれ

の市と町で異なった、違った行政運営をしたこと

によって一時的に職員がその仕事になれるための

苦労があったものと考えております。そこで、平

成２３年度予算編成方針におきましても多くの市

民の声を反映した予算となるように課内、係内で

の積極的な議論を有めていることから、１１月を

職員提案推進月間と位置づけをしまして積極的な

提案を有めることにいたしました。提案の考え方

といたしましては、名寄市職員提案要綱第２条で

規定しているものとは有に１つとしてゼロ予算事

業、２つとして事務事業の改善、３つとしてその

他の３区分として、予算をかけないで住民サービ

スの向上、日常業務の改善などに限定して行って

います。また、提案方法についても課、係単位の

提案のほかに個人、グループでの提案も受け付け

ることにしています。具体的な日程等につきまし

ては、１１月１日から１１月３０日を職員提案の

募集期間とし、年内に集約、審査等を行い、その

結果に応じて政策として２３年度予算への反映、

ゼロ予算事業として反映、事務事業の改善に区分

をして整理をしています。また、２３年度予算へ

の反映につきましては、予算査定時に必要なもの

については予算措置等を行う予定で進めています。

職員提案の件数につきましては、現時点で取りま

とめた結果ではゼロ予算事業関係で１８件、事務

事業の改善等で４件、その他５件となっておりま

す。
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次に、大きな項目の２、協働のまちづくりにか

かわってお答えをします。市長が有める協働につ

いては、新名寄市総合計画を初め平成２２年４月

には自治基本条例が施行され、協働のまちづくり

を進めるための体制が整い、自分たちの地域は自

分たちでつくろうという市民自治を基本とした個

性豊かな地域づくりに向けて市民と行政が力を合

わせ、互いに連携、協力をして協働のまちづくり、

地域の特徴を生かしたまちづくりを進めてまいり

たいと考えております。まちづくりの主体は市民

であるという視点に立ち、一層の情報発信に努め、

広く市民の意見を市政に反映させるため、市民参

加制度の一つとしてパブリック・コメント手続条

例を今定例会で議決をいただいたところでありま

す。また、市民にとって身近な地域コミュニティ

ーは市民参加の場であり、情報共有の場でもあり

ます。地域コミュニティーの果たす役割は大きく、

地域単位の住民活動が自治の重要な担い手となっ

ていただいているところであります。今後も協働

のまちづくりを推進していくために市民意見はも

とより、民間の持っているノウハウの享受や地域

コミュニティーなどと連携、協力をしながら進め

てまいりたいと考えております。

地域自治組織の事業取り組みの実績と評価につ

いてお答えをします。平成２１年の活動にありま

しては、３つの地域連絡協議会で７件の事業で活

動費については２５万２５６円の実績がございま

す。事業内容につきましては、地域清掃活動であ

るとか防犯、見守り、世代間の交流、スノーラン

タン事業などが挙げられます。事務費と運営費の

関係につきましては、４協議会で３万 ８００円

となっております。平成２２年度の活動におきま

しては、現時点では５つの協議会で６件の事業が

ございまして、１５万 ０２８円となっておりま

す。連絡協議会によって活動されている内容に差

異がありますが、防犯、見守り等で地域的な広が

りが見え、少しずつ定着しつつあると考えていま

すし、今後も新たな活動が期待できる状況だと思

われますので、御理解をお願いしたいと思います。

（３）の補助内容の見直しと町内会単位への拡

大についてお答えをします。本年４月に施行され

ました名寄市自治基本条例において、自治体運営

の基本原則として市民自治、情報共有、住民参加

をうたっておりますが、今後推進していく事項と

してパブリックコメント条例の制定や市民に向け

ての情報発信、現時点では庁議等の決定事項や部

次長会議の要約会議録、教育委員会、農業委員会

の会議録の公開をいち早く行ってきたところであ

ります。御提案の労力奉仕への原材料支給、ある

いはより細かな協働に発展させるために地域連絡

協議会等活動交付金の枠の拡大の検討を行っては

ということにつきましては、単位町内会でより取

り組んでいる町内会がある中で、一方ではこれ以

上町内会に行政からの仕事を押しつけないでほし

いという意見もありまして、今後各連絡協議会の

代表者及び町内会連合会との御意見を伺いながら

検討させていただきたいと考えておりますので、

御理解を願います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

は大きな項目の３番目、名寄市立総合病院にかか

わってから施設整備、診療体制の見直し、そして

看護師対策の３つの点について答弁させていただ

きます。

最初に、総合計画ローリングの中で精神科病懸

改築事業計画についてお尋ねがありました。本事

業計画は、総合計画の後期事業に位置づけをされ

ておりますが、看護師の確保対策としての２４時

間保育所の設置及び駐車場対策など、当院が抱え

ている課題の解決とも深くかかわり合いがあるこ

とから、１年の前倒しをして平成２３年度からの

計画に変更するものであります。精神科病懸は昭

和４６年に建築され、既に３９年が経過をしてお

ります。老朽化はもとより、現在の精神医療を行

うには必ずしもふさわしい施設になっていないの
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が実情であります。

計画の備要ですが、現在は病床数１６５床で届

け出をしていますが、これ以上の医師の確保が見

込めないことや現状を考慮しますと５０ないし６

０床程度に規模を縮小した病懸を考えております。

また、医療スタッフの確保から、２４時間保育所

の設置といった複合型施設として検討を行いたい

と思っております。改築事業の予算が認められま

すと、平成２３年度早々にも院内に病懸改築検討

委員会を設置して建設に係る課題等についてしっ

かりとした議論、検討を重ねてまいりたいと思い

ます。スケジュール的には、院内での検討結果を

基本設計に反映させて平成２４年度に実施設計、

２５から２６年度にかけまして病懸改築と既存病

懸の解体が想定されます。具体的には、基本設計

時にグランドデザイン化されますが、財源がない

起ゼ事業でありますので、病院事業の中期財政計

画と照らし合わせ効率的な施設整備をと考えてい

るところであります。

次に、改革プランについてのお尋ねがありまし

た。行政報告のとおり、患者数が減少しておりま

すが、診療報酬の改定等により収益の増につなが

っております。改革プランの計画１年次でありま

した平成２１年度につきましては、計画達成はで

きませんでしたけれども、２年次となります今年

度は病院経営コンサルを導入し、薬備等ジェネリ

ックの使用を推進するほか、診療材料費等の経費

削減について院長以下北部署で取り組んでいると

ころであり、先ほども説明しましたが、１０年ぶ

りに診療報酬がプラス改定となったことで上半期

につきましては利益を計上できたところでありま

す。今後の見込みについては、上半期の医業収支

の状況から判断して減価償却費を計上しての決算

は黒字になることが見込まれます。今後経営環境

に大きな変化がなければ、平成２３年度も同様に

計画達成は可能と考えているところであります。

次に、診療体制についてでありますが、１２月

１日現在では固定医４８名、研修医８名、合わせ

て５６名での診療体制となっております。平成２

１年度の決算審査特有委員会において院長がお話

ししましたのは、平成１８年度以降当院では比較

的安定した診療体制が構築されていますが、これ

は毎年毎年医師確保に北力で取り組んできた成果

であると言っても過言ではないということであり、

その一方で数年前から厳しい状況になってきてい

るのも事実であります。地方センター病院といえ

ども、このまま現在の医師数が確保されるという

保証はなく、常に危機意識を持っていかなければ

ならないということであります。次年度の診療体

制につきましても現状維持をすべく、院長には旭

川医大や北大及び北北道庁など関係機関などを通

じて医師確保に向けた取り組みを鋭意行っており

ますので、御理解いただきますようお願いいたし

ます。

最後に、看護師確保対策についてお答えします。

本年度は、随時募集によりこれまでに５名の看護

師を採用しております。また、来年度につきまし

ては８月と１０月に採用面接試験を行った結果、

採用内定者は１８名になっております。このほか

当院への就職希望者が２名おりますので、今後応

募書類等が届き次第、順次採用面接試験を行う予

定であります。なお、本年度は８月末までに６名

の看護師が退職されておりますが、今後３月末で

定年退職者４名を含めて２０名の看護師が退職さ

れる予定であります。看護師については、今後も

随時募集を行ってまいりますが、あわせて看護師

の負担軽減対策として看護補助者の採用も行って

いるところであります。本年度は、看護補助者を

６名採用して合計で４７名となりました。各病懸、

外来において看護師を支える業務を行うことで看

護師の負担軽減につながっているものと考えてお

ります。

次に、名寄市過疎地域自立促進計画事業の中で

地域医療確保対策事業として基金積み立てを行い、

平成２２年度から３３年度までの期間、毎年 ０

００万円を医療スタッフの確保対策費として予算
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計上しております。学資金貸与につきましては、

本年度から応募があった時点で随時面接試験を行

っており、１１月以降これまでに２名への学資金

の貸与が決まっております。そのほか新しい取り

組みとしまして、名寄市内、名寄市近郊の高等学

校を訪問し、学資金貸与についての説明をしてま

いりたいと考えております。また、学資金の対象

を看護師のほかに薬剤師などのコメディカル部門

への拡大及び看護師の資質向上につながる認定看

護師などの資格取得を目指す場合の支援策として

活用することも検討しております。看護師確保は

当院における重要な課題ととらえておりますので、

今後も北力で取り組んでまいります。

以上、答弁といたします。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇２番（佐藤 靖議員）

だきましたけれども、再質問のほうをしていきた

いと思います。ちょっと順序が逆になるかもしれ

ないですけれども、御理解をいただきたいと思い

ます。

市立病院については、計画の取り組みの方法は

わかりました。それで、もう一つお聞きをしてお

きたいのですけれども、改革プランの関係で経営

形態の方向性ということで、平成２３年度地方公

営企業法の北部適用をめどに検討を進めるという

ことで改革プランのほうに載っておりますけれど

も、このことについてはどういうふうに今進んで

いらっしゃるのかを伺います。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

改革プ〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

ランの中で、３点目の視点ということで経営形態

の変更がありますけれども、確かに計画の中では

２３年度に向けて北適ということでプランの中で

は述べております。ただ、どうしても１度検証を

しなければならないのは、これはさきの委員会で

もお話ししたとおり北適が果たして経営効果が出

てくるのかどうかということです。確かに北適用

にするところは多いのですけれども、どうしても

その後の実態を見ますと、なかなかすべてがすべ

て経営が効率化していないと。かえって普通の一

部適用でしている部分の病院のほうがまだ経営効

率が高まっていると、パーセントでいいますと。

そういったこともあわせてもう一度検証している

ところでございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

経営形態の方向性につ〇２番（佐藤 靖議員）

いては、今事務部長がおっしゃったように、ただ

もう日にちが２３年度というとあと３カ月という

ことになりますので、早急な対応をお願いして、

市民の皆さんが安心して通える市立病院の経営と

いうのを目指していただきたいと思います。

もう一つは、診療の体制については、いずれに

しても今市内ではいろんなうわさが流布されてお

りますけれども、ここはさきにも述べた改革プラ

ンあるいは病院の経営、看護師体制を含めて重要

な影響を与えるものでありますので、最善の努力

をぜひこれはお願いということでしておきたいと

いうふうに思います。

もう一つは、看護師確保の関係で、来年度につ

いては採用が１８人ということでありますけれど

も、名寄市立大学からの採用は何人ということに

なっておりますか。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

１８名〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

の中で、ことしは特に少ないということで３名の

方が内定が決まっています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

その３名は、いずれも〇２番（佐藤 靖議員）

名寄市内の学生ということでよろしいのですか、

それともその他ということになりますでしょうか。

香川病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私の記〇市立総合病院事務部長（香川 譲君）

憶では名寄の方が２名、それと釧路の方が１名と、

そういうふうに聞いております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄在住者２名あるい〇２番（佐藤 靖議員）
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は管外１名ということで、非常にその３名という

のは、これも看護師の資格、北家試験が合格して

採用ということになるのかもしれませんけれども、

この名寄大学から３名ということについて大学と

してはどういう認識をお持ちになっておりますか。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

今来年卒業〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

の学生のうち３名が市立病院の看護師で採用予定

ということでございますが、大学としての使命と

いうのはこれまでもお話ししてございますように

市立大学ということで、やはり地元への人材供給

という部分を無論認識をしているという状況でご

ざいます。ことしの春、大学として初めて第１期

生を送ったわけでございますが、市立病院には６

名就職をしてございました。目安の定員といいま

しょうか、定員の１割を大体私どもずっと目安に

してございまして、そういう部分では市立病院の

人材提供といいましょうか、そういう部分では寄

与できたのではないかなと思っておりますが、現

在のところが３名ということで大変私ども重く受

けておりまして、また一方では残念に思っている

という状況でございます。

３名の出身地の関係につきましては、今名寄出

身者もいるということでございましたが、実は名

寄市外の方が北員でございます。それに病院の助

成金といいましょうか、その対象者はそのうち２

名となってございます。来春卒業する名寄出身者

というのは看護学科に４名ございますが、４名と

も実は東京あるいは札幌ということで大きな基幹

病院に採用が決定されているという状況になって

ございます。

本学の学生さんたちが病院選択の基準といいま

しょうか、それについて実は意向調査をしてござ

います。当初私どもは、やはりセンター基準とし

て給与や福利厚生部分が一番先にくるのかなと思

っておりましたが、意向調査の中ではそうではな

くて就職をしてからの研修等の教育システムがど

うなっているのかと、ここの部分が７７現ほどを

占めているというような状況になってございます

し、さらには次に多いのが病院の勤務地域という

ことで都会志向といいましょうか、そういうもの

を合わせて５１現、やりがいというのが４３現、

病院の将来性というのが４２現、給与というのが

３８現ということになってございます。奨学金を

受けると、当然地域を含めて一定程度縛りという

のが出てくるわけなのですが、その中においても

今申し上げましたように病院の卒後の教育システ

ムあるいは高度医療の環境というのが病院を選ぶ

際の重要な課題になっているということで、議員

からもこれまで指摘されてございますが、やっぱ

り大学と病院の連携というのをこれらを踏まえて

一層強化していこうと、こういうことで大学とし

ては考えているという状況でございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の三澤局長の発言は〇２番（佐藤 靖議員）

非常に重いものがあって、学生の進路を決めるの

に入ってからの教育システムがというのがあれば、

名寄市立総合病院の教育システムが悪いという認

識を学生が持っているということにもなるけれど

も、私は今の病院の教育システムというのは非常

に充実しているというか、看護師が大変な思いを

するぐらい充実しているという判断をしておりま

すので、そういう認識があるとより以上に必要な

のは、学生の進路を決めるときに大きな影響を与

えるのは私は教授だと思うのです。教授がどうい

うことでその進路を選ぶときにはこういうことに

したほうがいいよとお知らせするのは、ある意味

では教授だと。例えば今回入る３人の生徒、北家

試験に受かって採用になって市立総合病院に来た

ときに、そのときにはこの３人はその担当をして

いる信頼する教授から名寄市立総合病院がいいと

いう指導もされて入るという話も聞いたものです

から、そうなると大学事務局と教授とどういうコ

ミュニケーションをとって対応をしているのかを

お聞かせをいただきたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）
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私のほうで〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

ちょっと先ほど言った就職後のシステムという部

分は、１つには認定看護師の制度がどうなってい

るだとか、大学院に行く場合はどうなっているだ

とか、そういうこともあわせて選択をしていると、

こういうことでお話ししたことでございますので、

そこの点は誤解のないように御理解をいただきた

いというふうに思っております。

それで、本学の就職進路等の指導につきまして

は、組織的には北学委員会、さらには学科の就職

委員会というのがございまして、その先生たちが

中心になると。当然担当されている先生も連携し

ながら指導に当たっているというのが実態でござ

います。御指摘のとおり、当然先生たちには市立

大学の使命といいましょうか、そういうものは当

然認識をしていただいているというふうに思って

おりますし、主幹会議の中でも病院の置かれてい

る実態だとか、そういうものについても一応お話

しする中で周知を図ってきているというような状

況にございます。ただ、先ほど申しましたように

大変本学から地元への人材供給というのは厳しい

状況になっているという部分がございますので、

実は先般学長ともお話ししまして、病院と大学と

の連携というのをもう少しタイムリーに充実を図

っていかなければならないのではないかと、こう

いうことから専任教諭の配置といいましょうか、

任務を持つ人の部署なんかを設けて対応していこ

うと、こういうことで考えていますので、御理解

をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

一定理解はしますけれ〇２番（佐藤 靖議員）

ども、実質市長にこれはお伺いをしておきたいと

思いますけれども、名寄市立総合病院、名寄市立

大学、いずれも設置者は市長であります。御案内

のように名寄市立大学の看護科設置あるいは４大

化をするとき、これは大きな議論になりました。

議会は、最終的には推進決議ということで議決を

しましたけれども、一方で同じ市立ということで

やっておいて、片一方は名寄市立大学が４大化に

なること、特に看護師不足や何かがあって、市民

の皆さんはある意味ではその大学を設置して、施

設整備にかかわっては市の財政が行くわけであり

ますので、ある意味では血税が行くわけでありま

すので、そうやってつくって、でもそれは経済効

果のみならず、一番はそういう看護師確保対策に

役立つでしょうと。それは、名寄市あるいは道北

近郊、道内北部、広い意味かもしれませんけれど

も。

ところが、一方ではずっと言われているのは看

護師不足。今病院では７対１、うちの病院は１０

対１ですけれども、７対１のほうがいいという話

もあったときもずっと北北どこでも言われたのは

看護師不足。実態は、今大学の事務局長がおっし

ゃるように昨年が６名、ことしは３名、片一方で

は初めての学生を送り出しました、片一方ではも

う看護師募集に苦労していますという実態を、私

はこれは前任の島市長にも申し上げましたけれど

も、やはり設置者である市長が率先してある意味

では学生に訴えること、ある意味では教授に訴え

ること、ある意味では大学北体に訴えることとい

うのを私はすべきだと。そうしないと、このまん

まずっと片一方では学生が出る、片一方では看護

師が不足するという状態が続いていく可能性があ

ると思いますけれども、その見解をお伺いしてお

きたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

御質問いただきました。〇市長（加藤剛士君）

今回の３名の大学からの市立病院の看護師さんの

内定ということは、明らかに少ない人数なのだろ

うというふうに重く受けとめています。加えて、

今設置者としてどうなのだということでの責任も

感じているところです。お話のとおり、市立病院

は地域のセンター病院としての担いというミッシ

ョンがあって、一方で大学も医療、保健、福祉の

連携あるいはそれを通じて地域に貢献するという

ミッションがあって、それぞれがしっかりといま
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一度この使命をそれぞれの教職員あるいは看護師

さんを含めてスタッフの皆さんが理解をして、さ

らにはそれぞれの立場も理解し合いながら連携を

深めていくことが必要だというふうに感じていま

す。病院長あるいは大学の学長ともしっかりとま

た連携をとりながらこの問題、いろんな原因や側

面はあるのでしょうから、それをしっかりと洗い

出していま一度しっかりといい方向に向かってい

くように私も鋭意努力してまいりたいというふう

に思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今市長もおっしゃった〇２番（佐藤 靖議員）

ように市長自身、市立大学及び名寄市立総合病院

というのは名寄の大きな財産であるという発言を

されております。一方では１０年先、２０年先を

見据えたまちづくりをしたいという思いを持って

いらっしゃいます。この２つをかみ合わせてもき

ちっと連携をしないとならないというふうに思い

ますし、その先頭に立っていただくのは加藤市長

に立っていただかなければならないと。もう一方、

診療のほうでは看護師だけではなく医師確保もそ

うであります。医師確保も院長あるいは病院スタ

ッフに任せるのではなくて、ここも申しわけない

ですけれども、加藤市長が率先して院長と連携を

とって、やはり今病院がもしものことがあると名

寄市の総合計画も含めて北部吹っ飛ぶ可能性もあ

る大変な問題になっていくと思いますので、ここ

は大変でしょうけれども、院長とともに汗をかい

て、学長とともに汗をかいていただいて名寄の医

療をしっかり支えていただきたいというふうにこ

こは強く要望をしておきたいと思います。

次に、協働のまちづくりについてでありますけ

れども、これも総務部長から御答弁いただきまし

たけれども、まさにそれが総合計画に盛り込まれ

ている、後期計画に盛り込まれている協働の考え

方だというふうに思います。それは、私も間違い

ないというふうに思います。ただ、これを進める

ことで何が生まれるのかということを考えたとき

に、私は情報の提供をしてしっかり共有をしてい

くということは行政と市民が、ある意味では市民

の皆さんが同じ目線で物事を考えていくテーブル

づくりができると。今の総合計画に基づく協働の

まちづくりの考え方というのは、ある意味ではそ

の導入口というか、突破口をつくり上げようとし

ていると思うのですけれども、私はそれは１つの

導入口であって早く同じテーブル、同じ目線につ

くことが協働の基本だというふうに考えますけれ

ども、この点について市長はどういうふうに思い

ますか。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

協働のまちづくりについ〇市長（加藤剛士君）

てどう考えるかという御質問ですけれども、お年

寄りから、あるいは子供まで、あるいはそれぞれ

いろんな立場でいろんな市民の目線、皆さんがい

る中でいろんな市民の目線があるのだろうという

ふうに思います。その中で、それぞれの持ってい

る立場の中で地域を理解し、そしてこの地域を愛

して、それぞれできる中で知恵を出し、汗をかい

て、職員だけでなく市民の皆さんも一緒にこの地

域をつくり上げていく、それが協働のまちづくり

なのだろうという理解をしています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

まさに今市長がおっし〇２番（佐藤 靖議員）

ゃったことが本当の協働のまちづくりにつながっ

ていくと思いますけれども、現状は総務部長の答

弁にあったこの一言に集約されていると思うので

す。町内会単位で行政の仕事を押しつけないでく

れと。これは、協働では北くないのです。この意

識がまだ、それは地域の実情もありますので、北

体が悪いというのはないですけれども、ただ行政

の仕事を押しつけられることが協働、それがタイ

トルが協働だという認識がまだあるということだ

と思うのです。だから、いち早く、なるべく早く

市長の考える協働のまちづくりを達成しなければ

ならないし、そういう意味では町内会単位でのあ

る意味では労力奉仕も含めて、これはじっくり話
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を聞くのもいいでしょうけれども、行政のアプロ

ーチとして時間をかけてでもじっくりやっていく

ほうがいいと。

私ども市民連合では、ことし政務調査費の中で

は視察をさせていただきました。その中でもやっ

ぱりこの協働のまちづくり、労力奉仕というのは

意外に取り組んでいて住民の皆さんが一生懸命や

っている。ただ、例えばさっき遊具のペンキ塗り

のお話をしましたけれども、原材料というとペン

キだと。ところが、はけは消耗備なので、行政で

はそれは支援できないとか、そういう枠があって

改正しなければいけないというところもありまし

た。だから、ある意味でこれはきちっと地域連絡

協議会の活動をどうするのか、それに一方支える

地域住民の活動をどう行政が支えていく、そこに

どう市民の皆さんの汗を流していただくのか、力

をいただくのか、その手法は私は聞くのも大切で

すけれども、しっかり期間を設けて、例えばそれ

は２３年度中かかってもいいと思うのです。じっ

くり議論をして２４年度に反映させるぐらいの心

意気がないと、本当に市長の考える協働のまちづ

くり、あるいは実態を伴う協働のまちづくりとい

うのは果たされていかないというふうに思います

けれども、その辺の認識は総務部長、答弁をいた

だきましたので、よろしくお願いします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど述べました〇総務部長（佐々木雅之君）

ように、協働のまちづくりを進めるために住民の

皆さん方が自分たちの住んでいる地域をよくする

ためにすべて行政お任せではなくて、労力奉仕を

することによって原材料、消耗備を提供していた

だいて、労力奉仕をすることによってよりよい地

域環境をつくるということについても御協力いた

だいている先進市の事例等の情報も得ております。

地域におきましては、ローターアクトなんかも

含めまして公園の整備であるとか、一部町内会に

おきましては建設水道部のほうと協議をさせてい

ただいて、公園等の整備における原材料等の提供

も個有個有の事案としては取り組んでおりますの

で、地域連絡協議会、単一町内会よりは広範囲な

形で実際進んでいる状況というのは、学校の通学

時の見守りの安北、安心の関係が市のほうからは

一部ユニホームであったり、帽子であったり、旗

であったり、そういうものを一部提供させていた

だいて、ほとんどのものが労力奉仕、地域の町内

会の方々のボランティアで成り立っているという

部分ありますので、地域連絡協議会の活動の活性

化、それとあわせまして議員のおっしゃる地域町

内会へ波及するために新たなルールづくりとか、

この辺の関係についても考え方は同じであります

ので、速やかな形で検討を進めてまいりたいと思

います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今総務部長もいみじく〇２番（佐藤 靖議員）

もおっしゃいましたけれども、今でも公園の整備

や何かを含めて一定程度支援しているとか、とこ

ろがそれは言えるところは言えるけれども、知ら

ないところは知らないということですよね。その

ルールづくりをしっかりしてくださいと。それが

ある意味では原材料の提供のものになるかもしれ

ないし、有のものもあるかもしれませんので、そ

れはじっくり本当に１年間、焦ってやる必要は私

はないと思います。１年間じっくり議論をして、

本当にこれが協働のまちづくりに資する形にして

いっていただきたいと、これも強く有めておきた

いと思います。

最後に、新年度予算にかかわってでありますけ

れども、先日新聞報道で、これは財務省の方針と

して地方交付税の有枠加算、いわゆる特有加算を

廃止するという方針が打ち出され、最終決定はま

だでありますけれども、疲弊する地方財政に配慮

して０９年度は１兆円、１０年度は１兆 ８５０

６円ということで地方に支出されておりますけれ

ども、この間９年度、１０年度名寄市にはどのよ

うな配分であったのかお知らせをいただきたい。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）
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地方交付税の特例〇総務部長（佐々木雅之君）

加算の関係につきましては、今議員おっしゃると

おり２２年度では１兆 ８５０６円です。この中

で、普通交付税の中で明確に区分できる分につき

ましては北北ベースで ８５０６円が地域活性化

と雇用等臨時特例費という形で出ています。この

部分については、もしなくなったら１６ ０００

万円近い減になろうかなというふうに思っていま

す。そのほかに地財計画の歳入歳出を見直しをし

て地方財源を充実させましょうという２１年の自

民党政権、２２年度の民主党政権においてそうい

う形で加算された部分については、例えば市立病

院の救急医療に対する１病院幾らという交付税措

置なんかもありますので、この部分についてはさ

まざまな経費のところにまぶさっておりますので、

具体的な金額ははじけないのですけれども、おお

むね３６円近いような数字になるのではないかな

というふうに考えております。

先般議員協議会でお示しをしました２３年度の

中期財政計画の２３年度分につきましては、現行

の制度で試算をしておりますので、この部分につ

いてはもし北が本当に削減をされたら一定の影響

は出ると思います。ただ、北の今の予算編成の状

況が昨年よりもさらにおくれて１２月２５日、ク

リスマスごろに予算内示がなるのではないかとい

うことがありまして、それと例年１月の中旬ごろ

に北北の財政課長会議等で示される詳細情報に基

づきまして加藤市長が最終的に判断される市長査

定の段階で交付税をきちっとはじこうと思ってお

りますので、現段階ではこれがなくなった場合に

ついては一定程度の影響は出るということで考え

ていますけれども、具体的にそれで２３年度予算

が組めないか組めるかについてはこれからの作業

にかかっておりますので、北からの情報をしっか

り収集してまいりたいと考えています。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

この辺は、北の方針が〇２番（佐藤 靖議員）

まだ最終的に確定はしておりませんし、ある意味

で中期財政計画に影響する部分もあるのかもしれ

ませんので、情報収集にしっかり努めていただい

て健北財政に果たしていただきたいというふうに

思います。

それと、もう一つ、新年度予算にかかわって、

市長は１０月４日開催の部次長会議の冒頭あいさ

つで、これからの名寄市のために次の３つに力を

入れたいと。具体的に観光の振興、医療、保健、

福祉充実、組織の改革というふうに挙げていらっ

しゃいます。また、１１月１日の部次長会議でも

農家経営の厳しさから、これからの予算編成に向

け、次年度の営農に明るさが見えるような対応を

有めているというふうにインターネットで公開さ

れておりますが、この基本的なお考えについてお

伺いしておきたいと思います。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

予算編成に当たっての基〇市長（加藤剛士君）

本的な考え方ということで御質問をいただきまし

たけれども、これを具体的にどう反映しているか

ということなのでしょうかね。

（「基本的な考え方」と呼ぶ者あり）

基本的な考え方。今お話〇市長（加藤剛士君）

のとおりでありまして、今もお話しされましたと

おり北の財政状況もなかなか先行きが、見通しが

見えない中で、今これまでつくっていただいた地

域の財産をいかに有効に利活用して地域を見てい

くか。そのことで足腰の強い地域の産業づくり、

これがひいては明るい元気な名寄のまちづくりに

つながっていくのだろうというふうに考えていま

す。この財産というのは、先ほどもお話あった医

療、保健、福祉の部分での病院、大学ということ

も含まれているということでありますから、そち

らのほうの連携、振興もしっかりやっていくとい

うことであります。一方で、それに向けた行財政

改革もやっていかなければならぬということであ

ります。財政のほうも横にらみをしながら、一方

で進めていく施策に対しての組織の改革だとか、

あるいは強化する部門だとか、そうしたところの



－56－

平成２２年１２月１０日（金曜日）第４回１２月定例会・第２号

肉づけもしてまいりたいというふうに思っていま

す。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにしても、これ〇２番（佐藤 靖議員）

から市長査定のほうも進んでいって新年度の取り

組みはあると思いますけれども、ぜひ加藤市長の

カラーを示す予算あるいは行政組織にしていただ

きたいと思います。

最後に、時間もありませんので、１つだけお考

えとこれからの取り組みをお聞きしておきたいと

思います。職員提案の関係ですけれども、私は１

１月、提案がなかったということもありますので、

１１月となったのでしょうけれども、１１月は予

算査定と並行してやるものですから、次年度以降

はもうちょっとやっぱり早目にやってそれを新年

度予算に取り込んでいくという方針、ゼロ予算も

含めてでありますけれども、やるべきだというふ

うに思いますので、そのことをお聞きをして終わ

りたいというふうに思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

職員提案の関係に〇総務部長（佐々木雅之君）

つきましては、過去も予算編成時に向けて職場で

議論をして実績を上げてきた例があります。例え

ば風連庁舎、名寄庁舎間を結ぶ郵便物を、それら

について業者さんの委託から市職員みずからやっ

て１００万円近いお金を浮かせましょうと、こう

いうのも行革の一環としてやってきましたので。

ただ、できるだけ先ほども言いましたように名寄

地区と風連地区のそれぞれの市と町の食い違った

仕事の進め方もありまして、職員が提案しづらい

環境になっているとすれば、そこは克服をしなが

ら喚起をして早い時点から取り組んでいって、最

終決着ラインが１１月の予算編成に間に合う形で

ということで考えておりますので、積極的な職員

に対する周知も進めてまいりたいと思っておりま

す。

以上で佐藤靖議員の〇議長（小野寺一知議員）

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〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

除排雪体制について外３件を、高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１５番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして質問をして

まいりたいというふうに思います。

まず、除排雪体制についてお尋ねいたします。

いよいよ名寄も冬将軍が到来してまいりました。

昨年は開発局、また北北道建設部の工事に伴い冬

工事が多数発注され、名寄管内業者の排雪ダンプ

が工事に回ったため排雪にダンプが回らないとい

う状況になりました。名寄市は、年２回運搬排雪

計画に大変な影響が出たことは記憶に新しいとこ

ろでありますが、市民からは道路排雪がどうなっ

ているのかとの電話もあり、役所に行き打ち合わ

せをしておりましたが、その当時ダンプの運転手

の労働時間等の内情がわかり、大変苦労いたしま

した。本年度は、この苦情が市民から出ないよう

進めていただくため名寄市内の業者のダンプ保有

数、また名寄市がダンプを保有する保有台数、ま

た貸与の数、また本年度の排雪計画をお知らせい

ただきたいというふうに思います。

公共工事の削減に伴い、土木業者は生き残りを

かけ、給料の削減、が剰人員の削減、機械、ダン

プ等の廃棄や売却で息をつないでいる業者もいる

中で、昨年のような公共事業が突発的に出た場合、

昨年のようなことが起こり得ることは可能になり

ます。除排雪体制が必要な名寄には、一生涯切っ

ても切れない縁になっております。これからの除

排雪体制に対する理事者の御見解をお願いいたし

ます。

続きまして、大きい項目、有害鳥獣対策につい

てお尋ねいたします。近年北北道の鳥獣による農

作物被害は５０６円で高どまりしていますが、こ
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の問題は農作物の金銭的な被害にとどまらず、中

山間地域を中心とした営農の断念や耕作放棄地の

増加を加速する点が指摘される状況になってきて

おります。また、気象災害とも異なり、効果的な

対策を打たなければ被害が拡大していくという特

徴もあります。北北道には６４万頭というシカ、

農作被害も５０６円、北北では２００６円、知床

では生態系まで変わってしまっております。本市

の被害状況と有害鳥獣対策の取り組みについてお

知らせをいただきたいというふうに思います。

農林水産省は、平成２３年度備算要有で鳥獣被

害防止のため鳥獣被害緊急総合対策に２０１０年

の５有となる１１３６円が盛り込まれました。例

えば鳥獣被害防止総合支援事業の活用は、ハード

事業の場合、整備事業を実施する場合、採択要件

として受益戸数が３戸以上あることが条件でした

が、地域協議会がソフト事業対策として行う実証

であれば受益戸数の要件がないとも言われており

ます。施設整備対策など支援するハード対策は、

侵入防止さくや焼却施設を設ける際、経費の２分

の１以内の補助が出され、侵入防止さくの設置は

さくの設置を業者に依頼した場合、建設費の２分

の１の補助が出るそうです。自力施工で地元の負

担を減らすため、さくの種類や対象鳥獣に合わせ

て標準的な資材費用の相当分の助成が受けられる

そうです。ソフト対策では、地域協議会に２００

万円の助成で、捕獲機材費やモンキードッグの訓

練費、放任果樹の撤去の人件費、一網打尽の大型

誘導捕獲わななどの設置、ＧＰＳの生育解明調査

費等々助成が受けられるそうです。名寄市として

関係団体と連携をとりながら進められていると思

いますが、本市の来年度の計画、対策があればお

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番目、市立名寄図

書館の建設についてをお尋ねいたします。図書館

の建設は、市民要望として以前から大きいものが

ありますが、市民に読書の機会をふやし、中学校

の生徒は朝読書に専念をする中、現在図書館では

幼児に対しての本の読み聞かせ、また生涯学習の

場としてもぜひ必要な施設と私は考えております。

また、現状図書館の利用者から見ても狭く利用し

づらいという声も聞かれます。また、建設年度か

ら見ても耐震構造上問題があると思いますし、図

書館の必要性を考えると建てかえの時期が来てい

るというふうに思われますが、総合計画上を含め

た理事者の御見解をお願い申し上げます。

続きまして、大学図書館についてもお尋ねいた

します。大学では、図書館はあるのですが、利用

しづらい、よく静かに勉強を学びたいという人が

図書館に行かれているそうです。うちの我が息子

もテスト期間中、市立名寄図書館に息子が勉強に

行くのですが、大学生が市立名寄図書館に勉強に

来ている現状を見ても現状大学の図書館の状況、

大学に図書館建設の計画があればお知らせいただ

きたいというふうに思います。

続きまして、まちづくり懇談会から市政運営に

という大きい項目のことをお尋ねいたします。こ

としも名寄地区、風連地区でまちづくり懇談会が

行われましたが、状況と主な意見をお知らせいた

だきたいというふうに思います。

また、まちづくり懇談会や市長室開放事業、町

内会連合会、またパブリックコメント、また市民

からの意見を市政に反映し、対話によって市民と

市とが共通意識を持ち知恵を出していける、同じ

立場で話し合い、住みよいまちづくりを目指すこ

とが協働のまちづくりだというふうに私は考えて

おります。今回のまちづくり懇談会を含め、協働

のまちづくりへの対策、理事者の御見解をお願い

申し上げ、壇上からの質問を終わらせていただき

ます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま高橋〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きな項目で４点にわたり御質問をいた

だきました。１点目は私から、２点目は経済部長、

３点目は教育部長、４点目は総務部長からそれぞ

れお答えをさせていただきます。



－58－

平成２２年１２月１０日（金曜日）第４回１２月定例会・第２号

最初に、除雪体制についての道路排雪作業の計

画についてであります。既に除雪作業は始まって

いますが、今年度も冬期間の安心、安北な道路空

間を確保するため、市民に御協力をいただきなが

ら除排雪作業を行っていきたいというふうに考え

ているところであります。道路の除雪は、１１月

から３月下旬までの期間で行っていますが、排雪

は市街地道路の除雪をスムーズに行うため１２月

下旬から２月下旬にかけて実施を予定しておりま

す。排雪は、名寄地区市街地生活道路が延長で９

７キロメートルをシーズン１回、幹線道路、通

学路及び市内バス路線など３ ５キロメートルを

２から３回程度予定しており、風連地区は市街地

道路１ ７キロメートルを降雪道にもよりますけ

れども、１回から２回予定しております。交差点

の排雪作業については交通安北対策、緊急車両対

策の観点から今年度も重点課題として取り組んで

まいりますし、今年度からは排雪ダンプ助成事業

において１０トンダンプ１台当たり ０００円だ

ったものを ０００円に改定したことと ０００ 

円ではありますが、店舗併用住宅にも拡大するこ

とで高齢者の除雪作業の軽減を図ることや少しで

も運搬車の減車に対応していきたいと考えており

ます。冬の除排雪は、基本的には委託作業として

行っていますが、関係機関と連携を図りながら市

民サービスの向上に努めてまいりたいと考えてお

ります。

次に、今後の対策についてであります。名寄地

区では、夏場の公共事業の減少やこれからの期間

においても中川町、音威子有村方面で大きな公共

事業が行われているというふうにお聞きしていま

すので、昨年同様に運搬車両の確保が難しい状況

にあるということが予想されます。名寄市内の営

業用ダンプを所有している排雪協力業者８社の所

有台数は６７台で、そのうち北及び北北道などに

拘束されている台数が３４台というふうにお聞き

しています。残る３３台が市内で使用できるもの

でありますが、すべてが市の排雪作業に使用でき

ることはないというふうに考えております。現状

のままですと１セット、ロータリー車１台当たり

につくダンプの数は１２台以上が必要ですから、

通常であれば２セット程度しかできないことにな

りますが、堆雪場を市街地近郊にふやすことで運

搬サイクルをよくし、１セットを８台程度に落と

して通常の３セットの排雪をすることにより、少

ない台数をカバーしていきたいというふうに考え

ているところであります。しかし、このように作

業を進めるには市街地から約６キロメートル離れ

ている名寄日進地区の堆雪場に運搬する道を減ら

し、３キロメートル以内となるように堆雪場を徐

々に市街地近郊にふやすことが必要というふうに

考えております。しかし、冷風被害や排水、ごみ

問題など地先の同意が得られないこともあり、場

所の確保は非常に難しい状況にあります。ことし

は、雪印乳業さんや東１２区、西１２区各町内会

さんの協力で新たに雪印乳業工場跡地、営林署跡

地などを確保することができました。引き続き使

用している大橋の炭化センター北側、北斗団地東

側、旭東、ＪＲ宗谷線西側、旧職業訓練所グラウ

ンド跡地、南広場などの公共用地を利用し、市民

要望にこたえられるよう努力をしてまいりたいと

いうふうに考えております。なお、風連地区は風

連野球場横で市街地から比較的近い場所にあるた

め問題はないというふうに考えております。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇経済部長（茂木保均君）

目２点目の有害鳥獣対策について２点の御質問を

いただきました。

初めに、小項目１点目の被害状況と取り組みに

ついてお答えをいたします。北道的にも被害が広

まっているエゾシカによる農業被害は年々深刻な

状況となっており、北北道での被害額は平成１８

年度が３０６ ０００万円、平成１９年度では３

２６ ０００万円、平成２０年度では４０６ ０ 

００万円となっており、平成２０年度には５０６
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円を超える状況となっております。名寄市におき

ましても年々農作物への被害は広まり、平成１８

年度では ９７０万円、平成１９年度では ３９ 

０万円、平成２０年度では ３７０万円、平成２

１年度では ３４０万円の被害額となっていると

ころであります。こういった状況を踏まえ、北北

道といたしましては捕獲数をふやす場合の経費に

対し支援することを目的に、本年度新たに地域づ

くり総合交付金を活用したエゾシカ被害防止緊急

捕獲事業を実施することとなり、当市におきまし

ても補正予算によりこの事業を取り組んだところ、

先般名寄市有害鳥獣農業被害防止対策協議会、事

務局は農協でございますが、昨年実績の３１７頭

を大幅に上回る６８５頭を駆除したとの報告を受

けたところでございます。

市の取り組みといたしましては、この道北なよ

ろ農業協同組合を事務局とする名寄市有害鳥獣農

業被害防止対策協議会を中心に猟友会に駆除をお

願いするとともに、中山間地域等直接支払制度交

付金を活用して農業者みずから電牧さくを設置す

る取り組みも平成１５年から行っておりまして、

総延長で２００キロメートルにわたって設置をい

たしております。また、名寄地区の農家１２戸で

は名寄市有害鳥獣捕獲わな対策推進委員会を設置

し、わなの免許を取得して駆除に当たっていると

ころでもあります。いずれにいたしましても、基

本的には個体数を減少させることが最善の策と考

えているところでございまして、新年度に向けて

は猟友会にお願いする奨励費等につきまして道北

なよろ農業協同組合にも一部負担をいただいてい

ることから、協議を行った中では増額する方向で

予算要有をしていきたいと考えているところであ

ります。

また、昨日関係者によります有害鳥獣対策会議

の開催を実施したところでございまして、猟友会

の役員を初め名寄市、道北なよろ農業協同組合、

上川北部森林組合、上川北部森林管理署、上川総

合振興局北部森林室などによる意見交換、情報交

換などを開催したところであります。今後の有害

鳥獣対策に連携協力して取り組むことを確認した

ところでもあります。

次に、小項目２点目の鳥獣被害緊急対策の積極

的な活用をという御提言についてお答えをいたし

ます。お話にありましたように北におきましては

野生鳥獣の生息分布が拡大し、農作物被害金額が

約２００６円で高どまりしていることなどから、

対策が必要不可欠として平成２３年度からの緊急

総合対策として鳥獣被害緊急対策事業に１００６

円、鳥獣被害防止総合対策交付金に１３６円の総

額で１１３６円の備算要有を盛り込んでいるとこ

ろでございます。この事業は、捕獲機材の購入費

などのソフト事業と侵入防止さく設置等のハード

事業に分かれておりまして、いずれも市町村が策

定する鳥獣被害防止計画に基づき実施されるもの

が対象となり、補助率はソフト事業では市町村当

たり２００万円以内の定額、ハード事業では２分

の１となっております。

本市における事業の活用につきましては、道北

なよろ農業協同組合を事務局とする名寄市有害鳥

獣農業被害防止協議会を中心に、ソフト事業にお

いてシカ駆除用のくくりわな、小動物駆除用の箱

わなの購入費用とわな免許取得の促進事業費を合

わせて１２９万円程度を取り組む計画をしており

ますが、北北道北体枠における調整もあると伺っ

ておりまして、今後の動向が期待をされておりま

す。また、侵入防止さく等の整備にかかわるハー

ド事業につきましては、従前から活用を進めてい

ます中山間地域等直接支払制度交付金を活用した

取り組みを今後も継続して取り組みたいと考えて

いるところでございます。

以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

３、名寄市立図書館の建設について、小項目１と

２につきまして答弁させていただきます。

図書館の必要性の認識ということでございます
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が、市立名寄図書館は旧名寄市の開基７０周年記

念事業として昭和４４年７月に新築工事に着手を

いたし、翌年の４５年８月に開館した施設であり

ます。本年で４０年が経過いたしましたが、この

間外壁の改修や内部の改装を行っております。中

でも平成６年には、蔵書数の増加に伴います施設

の床荷重の構造上の問題から２階にありました閲

覧室を１階の展示ホールに移設するという大規模

な改修を行い現在に至っております。年数が経過

するとともに施設北体の老朽化も進み、利用者か

らは他市の新しくて先進的な図書館と比べ閲覧室

も狭く、また照明等が暗いとの指摘もいただいて

いるところであります。また、３階の読書室や友

好都市の資料展示室を利用するには階段を上りお

りしなければならないことから、特に高齢の方や

体の御不自由な方には不便をおかけをしておりま

す。

議員御質問の市立図書館の改築についてですが、

現在のところ将来展望としては、１つには新名寄

市の総合計画の後期計画に登載をしております。

また、本年４月１日に施行されました過疎地域自

立促進特有措置法において、施設建設のための助

成対象に図書館が追加されましたことから、名寄

市過疎地域自立促進市町村計画にも登載をしてご

ざいます。今後は、将来計画に向けまして時代に

対応した図書館のあり方、機能、立地などの基本

的な部分について市民を含めました話し合いの準

備を始めてまいりたいと思っております。これか

らも建物は古いながらも市民に愛される施設とし

て、読書普及を目的に市民の学び合いや憩いの場

所として、また現在の施設の有効利用と図書館ネ

ットワークなどの機能の向上に努めてまいります

ので、御理解のほどをお願いを申し上げます。

次に、小項目２点目の大学図書館についてであ

ります。大学における図書館は、大学の教育、研

究内容を十分に支援できる資料収集を行うことを

基本方針として、本館と分館の２カ所で運営をさ

れて計画的に図書、学術雑誌、資格資料等の体系

的、道的整備を図っているところであります。そ

のため、本館では看護学科と短大児童学科の資料

を中心に、分館のほうでは栄養学科と社会福祉学

科系の資料を中心に収集をしてございます。現在

の蔵書数は７万 ０００のを超え、そのうち開の

図書数は約６万 ０００のとなっており、収容能

力から見てが裕のない状況となっているところで

あります。閲覧室につきましても両館で１０８席

を確保しておりますが、試験のときなどは学生ラ

ウンジや教室を勉強の場として活用をしていると

いう状況になってございます。また、図書館では

ホームページも立ち上げまして、インターネット

による学外からの図書や雑誌の蔵書検索ができる

ほか、図書館の備要や利用案内等の情報も発信し

ているところであります。しかし、図書館の高度

な電子化が進み、従来の図書館の枠を超えた高度

情報化に対応した学術情報発信機能や視聴覚室な

どの機能のほか、学生が集まるリフレッシュゾー

ンやコミュニケーションゾーンなども有められて

きております。今後平成２４年度から始まります

新名寄市総合計画後期計画の基本事業の一つとし

て、大学にふさわしい新図書館のあり方について

検討を進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。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目の４点目、まちづくり懇談会か

らの市政運営についてお答えをします。

まず最初に、まちづくり懇談会の状況及び意見

についてお答えします。名寄市町内会連合会の主

催によります平成２２年度のまちづくり懇談会は、

名寄地区は１１月４日から１２日までの５日間で

６会場、風連地区では１１月２２日から２６日ま

での４日間で４会場で開催され、名寄地区では１

５３名、風連地区では前年度の２有になる１２２

名の市民の皆様の参加をいただきました。町内会

連合会長のあいさつに続き、加藤市長より総合計

画の後期計画策定準備に着手しているところから、
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市民と協働のまちづくりをメーンテーマに話題を

提供していただきました。６つの項目につきまし

ては、市長室開放事業について、出前トークにつ

いて、総合計画後期計画の策定準備について、パ

ブリック・コメント手続条例の制定について、９

月に市長の意思決定をされました名寄駅横再整備

計画について、市民ホール建設位置の決定と望湖

台について、最後に局地的大雨災害についての対

策と地域の助け合いについて、さらに名寄地区に

限ってはごみ減道化と分有の徹底、これらをメー

ンテーマにしまして市民の皆様から意見交換をさ

せていただいたところであります。また、市から

のお知らせとしまして３つの項目としまして、１

つには平成２１年度の名寄市の台所事情、２つ目

に映画「星守る犬」とひまわりによるまちづくり、

３つ目にインフルエンザワクチンについてという

ことでの説明をさせていただきました。

まちづくり懇談会でのいただきました御意見の

主な内容につきましては、詳細につきましては現

在集約中でありまして、主なものといたしまして

は協働のまちづくりについて、町内会役員が減少

しており、市から依頼された仕事に大変苦慮をし

ていると。それから、自治基本条例が施行されま

して、町内会連合会等との連携が強化されたと。

自治基本条例第１２条の市民の責務で応分の負担

とうたわれておりますが、がり押しつけをしない

でほしい、しているのではないか、このような意

見もありました。また、風連庁舎の１階事務室が

閑散としておりまして、庁舎の一部を住民等に使

わせ有効活用する方法はないのか。それから、健

北な財政運営について総論が言われておりますけ

れども、具体的にどのように進めようとしている

のか。それから、風連地区の消防職員の数が減っ

ているようだが、対応は十分なのか。これは、総

員の数は減っていませんけれども、昼間の配置人

員が減っていることに対する住民の方の不安があ

らわれたのかと思っています。それから、望湖台

の廃止とピヤシリスキー場、なよろ温泉等との関

係について。それから、街路樹の落ち葉に非常に

迷惑をしていると、何とかその対策について。そ

れから、道路照明の改善について。それから、名

寄駅横の再整備事業、市民ホールの建設事業等な

ど８０項目がりの質問、意見、要望等が出されま

した。

次に、協働のまちづくりへの対策につきまして

お答えをします。新市長の加藤市長が誕生したこ

とで、特に農村地区におきましては若い世代の皆

さんの参加をいただき、御意見もいただきました。

懇談会でお伺いしました意見、要望につきまして

は現在集約中で、内容を詳細に分析をし、各担当

課で検討、対応できるもの、町内会や団体その他

組織での御意見をいただいてさらに検討を深める

等に分けさせていただいて対応してまいりたいと

考えておりますので、御理解をお願いしたいと思

います。

以上、答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変ありがとうござ〇１５番（高橋伸典議員）

いました。

まず、有害鳥獣について御質問いたします。名

寄でもこの何年間か ０００万円を超える農業被

害が起きている中で、中山間地域等の直接支払制

度でさくづくりや何かを２００メーター進めてこ

られたということで、大分効果があるというふう

に思われたのですけれども、結局はやっぱり最後

に茂木部長が言われたように基本的にはもうその

個体数を減らしていくしかこのシカの駆除は方法

がないというふうになってきているというふうに

先日のテレビでも言っていましたし、シカは１日

食べる道というのが約 ５キロ物を食べると。そ

して、米、野し等を１日 ５食べ尽くすというの

です。そして、１回生まれて次の年から毎年シカ

は１頭ずつ子供を産んでいくということで、その

個体数を減らす以外にこのシカの駆除の部分はな

いというふうに言われております。ことしから去

年まで ０００円だったものを１万円にされて進
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められるということなのですけれども、よくハン

ターがいないというふうに言っております。ハン

ターもいないし、ハンターが高齢化の状況でその

対策に苦慮しているという状況なのですけれども、

名寄の場合はハンターの状況というのはどういう

状況なのでしょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ハンターの関係でご〇経済部長（茂木保均君）

ざいますけれども、これは北北的あるいは北道的

というようなことと同じように名寄市においても

いっときはかなりのハンターの方がおられたとい

うふうに聞いておりますが、最近はやはり非常に

少ないということであります。そのためにはとい

うようなことで、名寄の場合は猟友会の中に自衛

隊出身の方もおられるわけなのですけれども、こ

ういった方々の部分、それからこの免許を取得す

る、あるいは銃を持つというようなことで結構負

担も大きいのです。したがって、その免許を取得

するのにそういった部分の経費等についてもやは

り一定の支援策というものを考えざるを得ないの

かなということで、きのうも関係者の対策会議を

やった中でその問題も出ておりました。したがっ

て、新しい若い人がというところの部分がなかな

かふえていないという、ふえていないというか、

いないということなので、その辺の部分について

もこれから新たに免許を取得していただくという、

そんなためには何が必要なのかという、こんなこ

ともいろいろ論議をして支援の道も開いていこう

かなというふうにも思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

私もそういうふうに〇１５番（高橋伸典議員）

思います。今茂木部長言われたように興部ではハ

ンターが少なくて、先日のテレビでは神奈川でし

たか、千葉からでしたか。そういう都会ではシカ

や何かを撃つのが大変で、銃を持ったら怪しまれ

るということで北北道のほうに、興部町ではその

ハンターをハンター寮に迎えるという事業を行っ

て年間８８人ぐらい来られていると言っておりま

すし、南富良野町では町がシカ１頭とったら１万

円、そしてそれを食肉業者に納入した際に食肉業

者から ０００円の補助が出ているような活動を

されていると。また、そしてそのとったお肉を食

肉業者は給食に使って、先日も幼稚園のお子様に

シカ肉の栄養というのはこういうふうにあるのだ

というふうに利活用されているものを見たのです

けれども、この今回の鳥獣被害緊急総合対策事業

の中にそういう食肉施設の建設という部分もうた

われておりますけれども、名寄ではそれはこの公

益関係を含めて可能なのか可能ではないのか、ち

ょっとわかれば教えていただきたい。あと、また

ＪＡではこういうのをつくったらいいのでないか

というお話が出ているのかどうかもちょっとあれ

ばお聞かせいただきたいというふうに思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

これだけシカが多い〇経済部長（茂木保均君）

わけですから、食肉利用というのも当然のように

検討をしているわけなのですけれども、名寄以外

の例えば十勝であったりオホーツクのほうであっ

たり、従来からかなり食害の出ているところでは

それなりに取り組んできている経過もあります。

しかし、なかなか販路の関係だとか、きちっとし

た食肉として活用できる技術だとか、あるいは屠

殺をして加工をするという、そういった技術的な

問題だとかも含めてなかなか難しいというところ

で、きちっとした形でやられている件数はそう多

くはないのです。市のほうでも農協等ともいろい

ろ協議しておりますけれども、市の経済部の内部

でもことし五、六名の職員でそういった先進的な

場所に行って視察もさせていただいています。そ

ういうところで可能性について検討をしていると

いうことであります。

さらには、きのうも猟友会の皆さんにその話も

ちょっと投げかけさせていただきました。猟友会

の皆さんの中には数名の方が、鷹栖にシカの食肉

利用をしている施設があるのですが、そちらのほ

うにも出しているという、そんな方もおりまして、
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決して名寄で可能性がないわけでないという話も

ありました。ただ、今かなり駆除に北道的、この

辺もかなり力を入れてやっていますから、将来的

にも安定的にシカの肉をきちっと調達できるとい

うか、そういう状況ができるのかどうか、そんな

ことも含めてしばらくいろんな勉強をさせていた

だきたいなと思っております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

よろしくお願いいた〇１５番（高橋伸典議員）

します。このシカの被害によって、やっぱり農業

者が本当に春から大切に育てた野し、また農作物

が食べられて本当に悲しい部分になると思います

し、先ほど言っているようにやはりさくをつくる

よりも個体数を減らすしかないという部分になっ

てきておりますので、ことしは６８５頭捕獲され

たのですけれども、来年はまだまだ捕獲しない限

り、この農業被害は減らないというふうに思いま

すので、ぜひ有害鳥獣被害防止対策協議会を含め

て、ＪＡを含めて話し合いをしていただいて進め

ていただきたいというのとともに、中山間地域等

直接支払制度を活用してさくのほうもお願い申し

上げておきます。

続きまして、除雪体制についてちょっとお伺い

いたします。去年は、そういう形で本当に相当苦

慮されたのは、もうわかり過ぎるほどわかるもの

ですから、ぜひことしはなくしていただきたいと

いうふうに思いまして今回質問をさせていただき

ました。先ほど名寄市内のトラックが北部で８社

中６７台、そしてこの音威子有、中川の工事に出

るのが３４台ということで、残り３３台で名寄市

内の排雪を行う計画のようですし、この３３台の

中には名寄市でも工事をやられていますし、各市

町村でもこれから北北道の災害等が出てきますの

で、そちらのほうに回らざるを得ない部分も入っ

てくるというふうに思います。そして、ロータリ

ー３台の計画で、３台といっても名寄市内は２台

の風連町が１台というふうに、私そういうふうに

思うのですけれども、ぜひことしは雪がまだ降り

始めるのが遅いものですから、除雪も大した気に

なってはいないのですけれども、毎年間違いなく

その道は降るというふうに思いますので、降り始

めたらすぐ対策をお願いしたいなというふうに思

います。

このダンプ、残りの３３台の中で先ほど野間井

部長は８台、８台にされるという計画で言われて、

いつも１台に１２台だというふうに思います。６

キロ離れたのを３キロに持ってくるというのです

けれども、先ほど言った雪印と営林署に雪をため

てといっても営林署はそんなにきっと積めないで

しょうし、雪印が主に積む可能性があるかなとい

うふうに思うのですけれども、今まで先ほど言っ

た旭東と大橋のごみセンターの裏と、そしてあと

向こうですか。その中で振り分けていたのですけ

れども、やはり町中に２つできたことによって、

最初はやっぱり向こうに置いて町中がふえてきて

町中を主に使うようにするのか、もう最初から町

中のほうのを使って効率よく作業を進めていくの

かというのをちょっとわかれば教えていただきた

いというふうに思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

作業の段取り〇建設水道部長（野間井照之君）

的には、今除雪の業者と打ち合わせ中なのですけ

れども、基本的な考え方は先ほど申し上げたよう

に３キロぐらいを標準に考えています。去年主に

使わなかった部分でいえば、北斗団地の東側の部

分と営林署の部分ともとの職業訓練校の跡のグラ

ウンドがことし新たな道を積めるというふうに思

っていますので、基本的には市役所の中央通から

北の部分、この部分は日進に運んでも３キロない

し４キロぐらいの距離なのです。北、中央通から

南の部分でいえば、これを例えば雪印さんあるい

は営林署跡地に運んでも３キロないし４キロなの

です。あと南のほうの大通の仏生寺から北道４０

号線ぐらいの間を職業訓練校のほうに運んでも３

キロないし４キロというふうにその地区の分を入

れるのではなくて、基本的に距離を稼ぐという考
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え方から近いところ、近いところに運ぶほうで８

台のサイクルをつくっていき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（小野寺一知議員）

もう一点、昨年なの〇１５番（高橋伸典議員）

ですけれども、町中から進んでいくのは大変わか

るのですけれども、地域によっては一番最後のほ

うになりまして２月の下旬まで雪がたまっている

という、ちょっと私に何件か来たのが東４条の北

６、７あたりの方々は、もういつになったら排雪

していただけるのだということで、ずっと毎日の

ように言われていたものですから、その地域的な

部分、ことしはその地域を若干変えて早目にする

だとかという、計画上そういう計画は持っておら

れるのか、ちょっと教えていただきたいというふ

うに思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

地域割りの関〇建設水道部長（野間井照之君）

係で申し上げますと、今言われたようにどうして

もどこか遅いところが出てきてしまうので、不便

をおかけするということになっていますけれども、

私どもの基本的な考え方は緊急車両と子供の通学

が除排雪の基本というふうに私どもはとらえてい

まして、特に狭い道路から入りたいというふうな

形を持っています。したがって、できれば北道４

０号以西ですか。そっちの８メーター道路、１０

メーター道路があるほうから入っていっているの

が常でありまして、今言われた東のほうの少し広

さのある道路は少し後にという形をとらせていた

だくことになるというふうに思います。これはま

た除雪、排雪業者のほうと打ち合わせをさせてい

ただいて、効率よくできればというふうに思って

おりますので、御理解をいただきたいというふう

に思っています。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。ぜひ〇１５番（高橋伸典議員）

ことしは市民に、私は名寄の除雪はすばらしいと

いうふうに思っております。北北道でもこんなに

すばらしい除雪をしているところはないと。旭川、

札幌に行ったら、枝道に行ったらもう車は１台し

か通れない。もうこんな道路が道路でないような

道路を走らなければいけないというところもあり

ますし、本当に名寄はすばらしい除雪体制だなと

いうふうに思っています。ぜひ市民の方々の苦情

が少ないような安心、安北な除雪体制をお願い申

し上げておきます。要望としてよろしくお願いい

たします。

続きまして、図書館についてちょっとお伺いい

たします。図書館は、築４０年たたれているとい

うことで、平成６年に外壁改修をされて下の閲覧

室をつけられているという部分がつくられて、私

も何回か行かせていただきましたけれども、下で

すから明るくあれなのですけれども、本当に苦情

が先ほど言われたやっぱり暗い、狭いというのが

現状かなというふうに私も思います。ぜひこの後

期計画の中で市民とともに、パブリックコメント

を含めて、そういう中でいつぐらいまでにこの部

分を建てかえなければいけないのかというのを話

し合っていただきたいなというふうに思います。

本当に私も各市町村のＰＭだとかを使っている図

書館を見てきたときに、本当に民間でやられてい

るものですから、やはりすばらしいできなのです

よね。その中で図書館という運営をされているも

のですから、先ほど言った地方の方がやっぱりい

い図書館を見て名寄に来たら、これがですかとい

う部分がわかるかなという部分だと思うのです。

私も三重の図書館、民間のものを見てきたときに

は本当にもう自分が見たい本は機械で探すのです。

ぱっと探してぱっと来るという、そこまでは有め

ませんけれども、本当に図書館施設としてやはり

市民が使って本当にいい図書館だなと思っていた

だける図書館施設にしていただきたいなというふ

うに思っています。

あと、本当に学生が図書館に行って勉強するの

です。でも、なかなか遅くまでやっていないもの

ですから、学生の受験生にはもうちょっと長い時
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間ここで勉強できる時間できないかなという意見

もありますし、いろんな部分で図書館を利用され

ている高校生、大学生もおりますし、今の体制の

時間帯でそういう時間の苦情というのは、民間で

やられていますからあれなのですけれども、そう

いう苦情というのはないのか、ちょっとあればお

聞かせ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（小野寺一知議員）

市立図書館の開館体〇教育部長（鈴木邦輝君）

制の部分でございますが、一般の閲覧につきまし

ては普通の週日のうち２日間、８時まで夜間開館

も実施しておりますので、その部分につきまして

はおおむね好評な部分でございますし、あと週日

働いている方につきましては土日の利用をお願い

をしているところであります。ただ、議員御指摘

の学生の学習室の確保という部分につきましては、

図書館の狭隘化ということと構造的な部分でどう

しても職員の目が届かないという部分もありまし

て、一部課題が残っているところでありますので、

この辺につきましてはまだ内部で検討をしていか

なければだめだと考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひこれから後期計〇１５番（高橋伸典議員）

画の中で、本当に市民に愛されるすばらしい図書

館の建設をお願い申し上げます。

次に、大学図書館についてお尋ねいたします。

先ほど蔵書は７万 ０００のありますと、そして

今使っているのが６万 ０００ということである

のですけれども、やはり私は大学、学校というの

は図書館というのは１つでいいと思うのです。今

は本館と分館に分けて置いてあります。そういう

ふうに使っております。生徒は、閲覧室が１０８

しかないので、足りないときはラウンジだとか教

室を使っているという状況ですと先ほど言われま

したけれども、私はやっぱり学校というのは学ぶ

場ですし、ぜひ生徒が学べる体制にするために大

学図書館というのは必要かなと。先ほども言った

ように後期計画に入れておりますというふうに言

っておりましたので、そこら辺は後期計画の中で

しっかりと三澤事務局長が進められていくという

ふうに思いますけれども、現状生徒たちからは図

書館に対する要望というのはあるのでしょうか、

ちょっとあればお聞かせいただきたいというふう

に思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

学生の要望〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

があるのかどうかということでございますが、開

館時間等では要望がございます。実際に試験等の

部分で、平日は９時から１９時まで開館している

わけなのですが、試験近くになりますと１０時ま

で開館しているという状況もございます。土曜日

の開館というのは要望もあったりするものですか

ら、試しの試行といいましょうか、現実にはやっ

ているわけなのですが、なかなか利用しないとい

う実態もありまして検討事項になっているという

ような状況でございます。さらには、蔵書数の部

分もやはり学生が望むものがないという部分もあ

るのですが、それらについては電子ジャーナルと

か、いろんな部分でカバーしているという、他の

図書館から取り寄せるだとか、そんなことでやっ

てございます。これまでも大学図書館の考え方に

ついては述べさせていただいてございますが、本

学の栄養、看護、社会福祉という３学科の構成か

らいくと、できるだけ早く１つの集約した図書館

を建設していきたいというふうに考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ後期計画でその〇１５番（高橋伸典議員）

ような形ができるようにお願い申し上げておきま

す。

最後に、協働のまちづくりということでちょっ

と御質問をさせていただきます。本当に今回はま

ち懇の体制が、名寄は何名か減ったのですけれど

も、風連が有以上になったということで喜ばしい

ことだなというふうに思っています。今回は、市

長が市民と協働のまちづくりについてという大き

いやはりテーマを打ち出してこのまち懇が進めら
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れた中で、本当に先ほど総務部長言われたように

意見的な部分というのは、協働のまちづくりのた

めに町内会が高齢化してきていると、また自治基

本条例の負担を少なくしてほしいだとかという部

分があったみたいなのですけれども、先ほども私

の前に佐藤議員のほうから協働のまちづくりにつ

いてお話があったとおり、私も本当に町内会でや

ること、また地域、市民がやることというのはや

はり決めていったほうが住みやすいかなというふ

うに思っている一人です。

協働のまちづくりだよと言って、こういうふう

にまち懇でお話し合いするのですけれども、やは

り町内会が何をやったらいいのか、市民がどうい

う部分を担っていけばいいのかというのがなかな

か見えてこない部分もありますし、まち懇で得た

部分を市で北部やるということにもならないでし

ょうし、本当にその部分をしっかり市民と話し合

いをしていただいてこの協働のまちづくり、本当

にもう名寄に住んでいる方はみんな名寄が好きな

のだという人だと私は思いますし、そのために何

が自分はできるのかなと思える、思っている人は

たくさんいると思うのです。

その中で私自身、このまちづくり懇談会をずっ

と開いて、私も何回か出ておりますけれども、そ

の中で若い人がなかなかいない。今回風連のほう

へ行かないものですからわかりませんけれども、

風連のほうは有以上になりましたから若手が出た

のかなと思うのですけれども、やはり名寄にして

も町内会関係の上の方々中心という部分が多いの

かなという部分は否めないのかなというふうに思

っておりますし、本当の協働のまちづくりという

のはやはり市長が言われたように、話し合った中

でこういうふうにしていこうというのが出るのが

協働のまちづくりかなというふうに私も思います。

その中で、今回の意見の中で、これからパブリ

ックコメントを含めて進めていくわけなのですけ

れども、町内会から先ほど言ったように高齢化で

なかなか対応できないという部分がありましたけ

れども、その対応、行政としてはどのような対応

をすれば、町内会には若手はたくさんいると思う

のです。私は、若手を少しでも町内会に入れてい

ただく。あるところはいいと思うのです。でも、

ないところは私はできれば行政の職員、各町内会

にきっと若手も含めていると思いますから、その

方をやっぱり行政として責任者、君は責任者だよ

という名称をつけて出していただくという計画や

何かはないのか。町内会は町内会で何とかしてく

れではなくて、やっぱり行政が協働だと言ってい

るのですから、何とか市職員がいるところの部分

を、君は豊栄町内会の行政から来た役員だよとい

う体制はとれないのかというのをちょっとお聞き

したいなというふうに思うのですけれども。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員も御存じのと〇総務部長（佐々木雅之君）

おり名寄地区、それから風連地区の町内会長さん、

役員の大半に市の職員が、相当ＯＢ職員が入って

いるのも事実だというふうに考えています。過去

に地域担当制ということもしたこともあるのです

けれども、根本的には町内会活動に若い世代の人

方が積極的に参加してくれることのほうが緊急で

重要なことなのかなというふうに思っています。

その中で１つの課題になっているのは、子供会の

育成会等のものが少子化によってその活動基盤が

できなくなってしまったと。そういうことも含め

て、町内会の役員のほうに年代的に下から支えて

くれるシステムが多分なくなったのだろうなとい

うふうに思っています。

地域担当制の問題については、改めて考えなけ

ればならないと思っていますけれども、今回のま

ちづくり懇談会の中で気づいたのは、比較的農村

地区のほうでは若い世代が出てくれて、いろんな

意見も出ました。それで、今までまち懇とか、い

ろんな会合のものにつきましてはペーパーで町内

会長さんにお配りはしていたのですけれども、今

回のまちづくり懇談会から若い人方がネットでホ

ームページを見ながらいろんな状況を知るための
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ことのできるようにホームページ上にまち懇で話

題になったものの質疑応答、住民側からどういう

要望、意見があったのか、それに対して市がどう

こたえたのか、この辺も含めて地域間の下から役

員になっていただけるようなシステムづくりの関

係についても市のほうでも一定程度の対応をして

まいりたいと思っています。

ただ、基本的には町内会組織は任意団体であり

ますので、自治活動に対してがり行政が役員のこ

とについてまで口出しするのではなくて、そこの

ところはちょっと基本でないのかなというふうに

思っています。ただ、先ほどの佐藤議員もおっし

ゃったように協働のまちづくりをするために住民

が押しつけられたのではなくて、我が住んでいる

町内会、我がまちをどのようによくするためには、

こういう材料を市が提供してくれると、後はやり

方は町内会のほうに任せていただいて取り組むべ

きものに取り組みたいという、そこら辺の持って

いき方が押しつけではなくてともにやりましょう

ということがどのようにしたらできるのか、この

辺についても研究してまいりたいと思っています。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

農業政策について外２件を、日根野正敏議員。

議長より指名があ〇１２番（日根野正敏議員）

りましたので、本定例会において大項目３点につ

いてそれぞれ質問をしていきたいと思います。

まず初めに、農業政策についてでございますけ

れども、本年度の農産物の生育状況につきまして

は５月の異常な寒さ、そして６月には打って変わ

って３０度以上の日が５日間もあるなど急激な高

温により正常な作物の生育とはならず、そして７

月２９日の１日に１００ミリを超す集中豪雨、８

月後半からは９月を通して干ばつ傾向と１年を通

し、作物の順調な生育環境にはほど遠い天候であ

りました。農家の方々も天候に合わせた肥培管理

に最善を尽くし、ことしの天候と向き合ってきた

ことと思います。特に７月２９日の大雨のときに

は、民家や農作物に被害をもたらしましたが、水

田耕作者北員の協力をいただき、水田の水を河川

に流さないようできる限りのとめ水をして、水田

ダムの機能を有効に利用して農作物の被害だけで

なく、河川のはんらんについても最小限にとどめ

る努力をしていただいたことに改めてこの場をお

かりしまして感謝を申し上げるところでございま

す。

名寄市内の農作物被害状況については、さきに

開かれました経済常任委員会での発表もあります

けれども、総額で１２６円、それから農家に対し

ての支援制度につきましては本年度の計画に対し

て制度設計を考えているようでございますが、具

体的にその内容についてはどのように考えている

のか１点目にお伺いをいたします。

次に、ことしから始まりました米戸有所得補償

モデル事業と水田利活用自給力向上事業について、

さきの制度と比較し、市内の農業収入はどのよう

になったのか、その評価と課題について２点目に

お伺いをいたします。

３点目に、ことし行われた激変緩和調整枠とそ

の他の作物への助成を合わせて北の予算では４６

４６円を解消し、新年度、２３年度からは産地資

金が創設されます。農水省の予算要有額としては

４３０６円となっていますが、名寄市に対する配

分予想額と農業者に対するその配分方法について

の考え方はどのようになっているのかお伺いをい

たします。

４点目に、ことしから新たに第３期対策となっ

た中山間直接支払制度の事業評価と農地・水・環

境向上対策から、平成２３年度からは農地・水保

北管理支払いと環境保北型農業支払いの２つの事

業に変更になりますけれども、事業内容と支援単

価も変更になる内容になっておりますけれども、

それらに伴い市の負担も大きくふえる予測がされ

ますが、その対応についてもお伺いいたします。

大項目２点目でございます。市立天文台きたす

ばるの活用と市内観光情報についてお伺いをいた
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します。市立天文台きたすばるは、ことしの４月

１７日のオープンから８カ月を迎え、年間目標集

客数１万 ０００人を１年を待たず、あと５カ月

を残して早くも達成し、きょう現在１万 ０００

人を超える人が訪れていることは大変喜ばしいこ

とと感じているところであります。しかし、ニュ

ースなどでも御承知のとおり、ことし５月に打ち

上げられた金星探査機「あかつき」は、市立天文

台を利用し、北大との連携のもと金星の気象環境

探査など世界の研究者も注目をするところであり

ましたが、予定した金星の衛星周回軌道に乗せる

ことができずにまことに残念な結果になりました

が、６年後金星に最接近したときに再度目的の軌

道に乗せることに成功し、さきに目的を達成した

小惑星探査機「はやぶさ」のように無事にその役

目を果たしてくれることを強く望むところであり

ます。

市立天文台きたすばるは、科学館としての機能

のほかに北北に誇れる施設であり、大きな観光集

客のできる可能性を秘めた施設でもあると受けと

めていますが、観光場所としての位置づけについ

てはＰＲも含めてがりされていないように思われ

ますが、どのように考えているのか１点目にお伺

いをいたします。

次に、名寄市のホームページ内の観光情報を見

ても２００６年２月に更新されたままで、いまだ

に天文台も木原天文台の案内になっている。また、

ほかの施設の案内についてもなよろ観光まちづく

り協会にリンクするものも含め１２施設の案内掲

示板がある中で、その８施設が表示されない状況

で、せっかくアクセスをして見てくれた人に失礼

に当たると感じますし、名寄市の観光に対する行

政のスタンスとして気配りが足りないと感じます

が、そのことについても見解をお伺いいたします。

大項目３点目、教育行政について、早寝早起き

朝御飯の検証についてお伺いをいたします。早く

寝て早く起き、そして朝御飯をしっかり食べる習

慣の子供は北北的な調査でも平均に学力が高く、

精神も安定をしているということは各方面の調査

研究においても実証をされています。そのことに

ついては北北的にも、また名寄市においても呼び

かけをしておりますが、いま一つそのＰＲに実態

感を伴った説得力のある説明が不足されているよ

うに思われます。学力向上や健北な心身の発達に

は、まず健康的な生活習慣が最も大切であること

は言うまでもありません。市内において過去に睡

眠時間あるいは朝食など生活習慣と学力の関係を

調査をしたことがあるのかお伺いをしたいのと、

していなければ市内の小中学生を対象に調査をし

て実態感を持ったインパクトのある説明資料を作

成し、家庭ぐるみでしっかりそのことを認識して

もらうことが市内の子供たちの学力向上を含め、

非行のない心身の健北な発達につながると考えま

すが、見解をお伺いいたします。

次に、小中学生に対する日本の領土に関する教

育についてお伺いいたします。北方領土を含め、

島根有隠岐の島町に属する現在は韓北軍に不法占

拠されている竹島、そして先ごろよりニュース、

新聞等でも報道されていた沖縄有石垣市に属する

尖閣諸島などの日本の領土に対する教育について、

しっかりとした歴史の経過となぜ問題になってい

るのかを子供たちに教育を通し、大きな視点も含

め理解を深めていかなければならないと考えます

が、現状はどのようにされているのかお伺いをし

て、この場からの質問とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま日根野議員〇経済部長（茂木保均君）

からは、大きな項目で３点にわたり御質問をいた

だきました。１点目と２点目につきましては私か

ら、３点目は教育部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いをいたします。

初めに、大きな項目１点目の農業政策について、

小項目１の農業被害に対しての行政支援の考え方

についてお答えをいたします。本年度の農業被害

は、昨年度の冷湿害に引き続き高温、大雨、湿害

により畑作物、野しを中心に大きな被害が発生し、
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収道、備質ともに非常に厳しい状況となっており、

加えて高温による影響から酪農においても乳道が

減少するなど北体を通じて平年を大幅に下回る作

柄だったと認識しているところであります。先般

の北北道のまとめでは、北道の被害額は５０２６

円となっておりまして、上川管内が北道の２０現

の１０２６円となっております。当市におきまし

ては、１０月時点の調査では１２６円の被害額が

報告されており、現在この支援策について鋭意協

議を行っているところでございます。

北北道の対策といたしましては、１つには農地、

農業用施設被害に対する対応として耕地災害復旧

費の追加、草地への土砂流入被害対応、２つ目に

は農業共済金の早期支払い対応として農業共済組

合への要請、３つには金融対策として災害関係資

金の融通、４つには必要な融資枠、予算枠などの

北への要望などとなっております。当市につきま

しては、既に道北なよろ農業協同組合を初め名寄

市農民連盟連絡協議会、名寄市農業委員会からも

支援要請が来ているところでございまして、現在

の考え方といたしましては、まずは道北なよろ農

業協同組合が独自に設定する農業経営緊急支援資

金における貸付利率 ５現に対する利子補給につ

いて検討しているところであります。この支援資

金の内容につきましては、貸付限度額が計画対比

で減収額の範囲内であること、償還期間は借入額

が３００万円を超える場合は１０年以内、３００

万円以下の場合は５年以内、貸付枠につきまして

は３６ ０００万円を予定しております。現在道

北なよろ農業協同組合におきまして減収額の調査

を行い、その後需要額調査へと事務を取り進める

運びとなっております。さらには、北の制度資金

であります公庫資金の農業経営基盤強化資金、Ｌ

資金でございますけれども、Ｌ資金及び経営体育

成資金について中間据え置きの償還延長、いわゆ

る償還猶予でございますけれども、この措置をと

ることとしてございます。また、中山間地域の直

接支払交付金制度における個人支払い分、これは

毎年２月に支払ってございますけれども、これに

ついても年内の支払いについて検討をしていると

ころでございます。

次に、小項目２点目の米戸有所得補償モデル事

業と水田利活用自給力向上事業の評価についてお

答えをいたします。本年の米戸有所得補償では、

４１４件の申請により固定払い部分として４６７

７８万円、水田利活用自給力向上事業は７０１件

の申請がありまして、激変緩和措置も含めて９６

６１３万円、合計で１３６ ３９１万円となり、 

１１月２５日に各生産者へ入金されました。また、

その他関連事業として ８２４万円の交付を見込

んでおり、合計１３６ ２１５万円の交付額とな

りますが、米戸有所得補償についてはこのほかに

米価の北北的な下落部分を補てんする変動部分の

支給というものが予定をされてございます。

昨年度につきましては、産地確立事業で８６

５８４万円、新需給調整システム事業で ０００

万円、その他関連事業で ９６０万円、合計９６

５４４万円であり、単５な比較では変動部分を

除いても４６ ６７１万円の増額となりますが、

昨年につきましては４６ １８１万円の緊急対策

事業がございました。この緊急対策事業を含める

と、平成２１年度には１４６７２５万円というこ

とになります。平成２２年度につきましては、米

の変動部分を除いて１３６ ２１５万円というこ

とでございまして、現時点では昨年とほぼ同水準

となっております。今年度から主食米への助成が

加わったことにより、水稲作付農家には有利に働

いたものの、転作率の高い農家や北面転作の野し

農家には厳しい環境となりましたけれども、今年

度におきましては激変緩和措置を講じ、北備目に

おいて昨年とほぼ同水準の交付金を確保している

ところであります。

モデル事業の評価については、現時点での判断

は早過ぎると思いますけれども、課題として何点

か挙げますと、１つには主食用米が値下げ基調に

ございます。備算払いは昨年を大きく下回ってお



－70－

平成２２年１２月１０日（金曜日）第４回１２月定例会・第２号

りまして、１月までの米価が下がった場合、追加

の支払い、変動部分がありますけれども、価格の

低迷が懸念をされるところでございます。また、

水田利活用自給力向上事業、転作助成でございま

すけれども、これにつきましては地域の裁道権と

いうものが基本的になくなってございます。これ

につきましては、来年以降振興作物の安定を図る

意味でも必要な措置ではないかなというふうに考

えてございます。それから、３つ目には、当市は

水田の面積が ６７８水クタールと農地の半数以

上が水田でございます。名寄農業の振興発展のた

めにも水田農業の確立というものが不可欠でござ

いまして、これは米の需給調整、この仕組みとい

うものがきちっとできる必要があるのかなという

ふうにも考えてございます。４つ目には、次年度

に向けては畑作の戸有所得補償制度も導入される

ことから、農家の皆さんにとりましては対象にな

る作物と対象にならない作物とがあります。これ

らの選定というものが非常に悩むところではない

かなというふうに思っております。これらを含め

てその財源の確保というのが確保されるかどうか

ということが非常に懸念されると、こういった状

況にございます。

次に、小項目４点目の次年度の中山間地域等直

接支払い、農地・水・環境向上対策の変化と対応

についてお答えをいたします。中山間地域等直接

支払制度は、高齢化に配慮したより取り組みやす

い制度として見直した上で、第３期対策を実施す

ることとして本年度から新たに２６年度までの５

年間が始まったところでございます。北における

備算要有では、ほぼ本年と同額が確保されており、

本市への交付額は ５００万円が見込まれており

ます。名寄市における第３期対策の実施に当たっ

ては、農地・水・環境保北向上対策の実施に伴う

傾斜地に対する不利益補正のため、名寄集落、風

連集落でそれぞれ異なった従来の配分率の変更を

行い、個人配分を交付金の２分の１以内としてき

たところであります。農地・水・環境保北向上対

策につきましては、平成２３年度までを事業期間

として農村環境の向上に取り組んでおり、農林水

産省の備算要有では農地・水・保北管理支払交付

金として２１現程度増額要有をしておりますが、

これまでと同様の共同活動支援交付金に加え、農

地周りの水路、農道等の補修、更新などの活動に

新たに支援する向上活動支援交付金が設けられ、

老朽化が進む施設の長寿命化への取り組みを進め

るためのものとなっており、従来の営農活動支援

交付金は切り離して新たに地球温暖化防止等に効

果の高い営農活動に取り組む農業者等に直接支援

を行うための環境保北型農業支払交付金が創設さ

れております。

ちょっと順番が狂って申しわけありません。小

項目３点目の次年度の産地資金交付予想配分金額

と考え方について、漏れておりましたので、答弁

させていただきます。産地資金につきましては、

北の予算要有が４３０６円となっておりまして、

地域の実態に即して戦略作物の生産性向上や地域

特産物の取り組みに支援することとなっておりま

す。本年におきましては激変緩和措置が講じられ

ましたが、制度の仕組み上、転作作物においては

同様の措置をこの産地資金において講じることに

なります。まずは、産地資金を活用して平成２２

年度と同水準の交付金となるよう講じたいと考え

ております。この制度の策定につきましては、名

寄市水田農業推進協議会において御議論をいただ

き、決定させていただきますが、まだ北北道並び

に名寄市への配分額は公表されておりませんので、

従来の地域の設定に近づけられるように配分され

ることを期待しているところでございます。

次に、大きな項目２点目、市立天文台きたすば

るの活用と市内観光情報について、小項目１の市

立天文台きたすばるの観光としての考え方につい

てお答えをいたします。市立天文台きたすばるは、

本年の４月にオープン以来約８カ月を経過し、市

内はもとより道内外の来館者から好評を得ており、

８月２８日には１万人を突破し、オープンから１
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１月までの来館者数は１万 ０００人を超え、当

初の年間目標を大きく上回っているところであり

ます。特に５月、７月、８月のゴールデンウイー

クや夏休み、お盆が存在する月においては１カ月

に ０００人以上の来館者が訪れ、５月４日には

１日の最高来館者数、３６２人を記録したところ

であります。

天文台と観光などへの結びつきにつきましては、

天文台がある日進地区には健康の森、森の休暇村、

サンピラー交流館、サンピラー温泉などがあり、

それぞれの施設にさまざまな設備が用意されてお

り、１年を通してにぎわっており、市で夏に実施

いたしました市民対象アンケート、私のお勧めス

ポットの結果では上位４位までが日進地区の施設

が占めており、地域観光の核としての期待が大き

いと考えているところであります。交流人口の拡

大においては、情報の発信が欠かすことのできな

い大変重要なことだと考えており、幸いにも当市

には日進地区の施設のほかに道の駅、名寄大学、

北北博物館など他市町村に誇れるさまざまな施設

があります。天文台においては、学術研究の立場

から北北道大学との協力による日本北内の各種学

会、研究会の誘致など多数開催されることが想定

されることから、北内の研究者が宿泊、滞在する

ことで地域経済に与える影響は極めて大きなもの

があると考えております。また、天文台は交流人

口の増加と観光などの分野で数少ない最高の観測

条件の評価もあることから、地の利を生かした情

報発信のできる施設でもあり、北北的に注目され、

道内外の集客も見込まれるため、ほかのさまざま

な施設を組み込み、名寄市及び近隣市町村や民間

団体も含め体制を整備していくことが必要と考え

ております。

ＪＲ北北道の特急列車の車内誌「ＴＨＥ ＪＲ

Ｈｏｋｋａｉｄｏ」８月号で天文台が６ページ

の特集で紹介され、「北北道じゃらん」１２月号

には話題のスポットランキングで第９位にランク

され、これらの雑誌を見て来館した方も多数おり

ます。大手旅行会社が当天文台に興味を抱き、近

隣市町村の観光と天文台への旅行ツアーを商備化

できないかということで、１０月と１２月の２回

にわたりモニターツアーを実施しており、商備化

について現在検討している段階だと聞いておりま

す。また、ＮＨＫでは１２月１７日に市立天文台

から北道に生放送で大型望遠鏡や金星の放映をし、

さらには１８日、１９日には再放送、再々放送と

して３日連続して放映すると聞いてございます。

特に１２月に入りＨＢＣ、ＴＶＨなどのテレビ局

などの取材があり、このテレビ放映のＰＲ効果で

名寄を訪れる方がふえるのではないかと期待して

いるところであります。今後におきましても天文

台ホームページきたすばるや市広報、ＦＭＡｉｒ

てっしなどさまざまな媒体を使い、最大限の情報

を発信していくこととしております。

次に、小項目２点目、市内観光の効果的なＰＲ

についてお答えをいたします。議員がおっしゃる

とおり、市ホームページの名寄市観光情報案内が

２００６年２月２３、２４日更新となっておりま

す。これは、更新ではなく登録とすべきものだっ

たと考えておりまして、早速直すように指示をし

たところでございます。観光案内につきましては、

観光協会のホームページにリンクされますので、

日々更新された最新情報を得ることができており

ますが、今後そのほかの項目も含めて点検し、整

備してまいりたいと考えております。名寄市ポー

タルサイトから各観光情報へのリンクに関するト

ップページについては更新がされていない状況と

なっておりますが、それぞれのリンク先の関係団

体のホームページは随時更新されておりますので、

利用者の方には新鮮な情報が届いていることを確

認しております。しかしながら、市ポータルサイ

トの運用に関して一般のインターネット利用者側

からの視点から見た場合、誤解を招く表現がある

ことから、その運用方法について早急に改善をさ

せていただきますので、御理解をお願いいたしま

す。
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以上、私からの答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

３、教育行政について、小項目１と２について答

弁をさせていただきます。

１点目の早寝早起き朝御飯の検証についてでご

ざいます。早寝早起き朝御飯につきましては、子

供の生活リズムや健北な成長にとって特に重要で

あり、子供の体力や学力に及ぼす影響は大変大き

く、名寄市においても長年にわたって提唱をして

きてございます。平成１８年度からは名寄市教育

研究所におきまして、児童生徒の家庭生活の実態

調査を行っているほか、学校だより等を通じまし

てこれらの推進、そしてその定着に努めてまいり

ました。これらの調査の結果、年々改善はされて

きたものの、現在でも小学生の多くは７時前に起

き、午後１１時前に寝ておりますが、約１０現、

１割の子供が１１時以降に寝ているということで

あります。中学校では、１２時以降に寝る子が減

少しつつありますが、まだ１９現の生徒が１２時

以降に寝ると回答をしております。朝食につきま

しては、ほとんどの子供たちが朝食を食べていま

すが、まだ１現から２現の間の子供たちが北くと

っていないという結果にもなってございます。今

後家庭における基礎的な生活習慣のさらなる定着

に向けまして、名寄市における今年度の学習状況

調査と学力の関係につきましてもさらに検証して

いきたいと考えております。

次に、領土教育についてであります。北方領土

や竹島問題など未解決な領土問題については、学

習指導要領において指導するように明記されてお

ります。小学校社会では、名寄市で作成しており

ます社会科副読本の中でも北方領土について、も

ともと日本の領土で１万 ３００人の日本人が暮

らしていたこと、さきの太平洋戦争で当時のソビ

エトに占領をされたこと、戦争の後強制的に引き

揚げさせられたこと、現在のロシアになっても続

いて占領していることなどの経緯について記述を

しております。中学校においては社会科の分野で、

特に地理的な分野においては、北方領土が我が北

の固有の領土であること、我が北の領北をめぐる

問題にも着目させること、また我が北と韓北の間

に竹島をめぐって主張に相違があるなどについて

触れることとなっており、もう一方で公民的分野

におきましては、北家間の問題として領北や領空

を含む領土について未解決の問題も残されており、

平和的な手段による解決に向けて努力しているこ

となどが指導されているところであります。また、

記憶に新しい尖閣諸島問題につきましては、中学

生の間でも話題になっているということでありま

すが、場所を地図で調べさせたり、授業中に話題

とするなど関心を持たせている学校もあると聞い

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁を〇１２番（日根野正敏議員）

いただきましたので、農業政策のほうから再質問

をさせていただきます。

まず、農業支援に関してなのですけれども、農

協が ５現まで金利を下げて、その残りを行政が

負担というような御答弁だったと思いますけれど

も、ことしについては物の値段が安い上に病害虫

も非常に多かったというようなことから、経費も

非常に農薬が多くかかっているというようなこと

で当然利幅が少なくなったと。売り上げ金額のほ

かにも経費がかかったということで、近隣町村で

は利子補給以外にも種子助成なども行っている町

村もあるわけなのですけれども、名寄市としては

金利助成のみの支援というふうに考えているのか、

その辺まず１点目お伺いします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

再生産のための営農〇経済部長（茂木保均君）

資金、これについては昨年来もそうですし、過去

のこの種の対策については基本的な部分の対策と

しては実施しているわけです。さらに、今日根野

議員から言われるようなさらにことしの部分はや
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はり被害が大きかったということで、これ以上の

対策という部分がどうだというお話でございます

けれども、これについてもまだ今現在は結論は出

しておりませんけれども、ほかの市町村の状況も

含めて、農協のほうでいろんな最終的な数字的な

ものが今詰まってきておりますので、共済金も含

めてその状況を見ながら最終的な判断をさせてい

ただきますけれども、なかなか農業という部分以

外の部分も非常に経済が不況感といいますか、そ

ういった状況がある中で、なかなかこれ以上の部

分というのは難しい状況もありますけれども、今

お話あった種子代の関係も含めて検討はしている

ということで御理解いただきたいと思います。

それから、ことし簡易な土地改良事業といいま

すか、特に排水対策、こういったものの要望がか

なり強くて春と秋、道の単独事業を活用してやら

せていただきました。特に湿害という部分では、

この対策というのが結構効き目があるというよう

なことで、これは市単独でやるというのはなかな

か財源問題も含めて難しいのですけれども、道の

事業が来年度どうなるかというのも今の段階では

ちょっと不明確な部分もありますけれども、これ

らについても検討の一つの材料ということで考え

ております。今現在はっきり一定程度決まってい

るのは資金対策あるいは償還猶予と、こういった

ものが中心ということであります。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

今検討中というこ〇１２番（日根野正敏議員）

とでございますけれども、ぜひ前向きに検討をし

て来年の営農につながるように制度設計を行って

いただきたいと思いますけれども、借り入れにつ

いても事務的に煩雑にならないような形で、これ

は結局農協がやるのでしょうけれども、そんな手

続のしやすい形で行っていただければというふう

に考えております。

それから、産地資金交付金の関係、これが唯一

名寄市で北から来るお金で自由に張りつけができ

るお金ということになろうかと思いますけれども、

去年でいえば激変緩和のその枠の中で行われると

思うのですけれども、これについても答弁では水

田農業推進協議会でその中身を決定をしていきた

いというふうな答弁でございますけれども、北の

戦略作物についてはそれぞれ割と手厚い中身にな

っていますので、これについてはやはり畑作、休

耕、し豆ですとか野しについて重点を置いて配分

すべきではないかなというふうに私は考えている

のですけれども、まだ決定は協議会でするのでし

ょうけれども、行政としてのスタンス、配分の方

法をどういうふうに考えているのかお伺いいたし

ます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

この転作助成の関係〇経済部長（茂木保均君）

につきましては、本来であれば２１年度までの対

策ということで産地確立対策というのがあって、

２２年度からいわゆる政権がかわったことによっ

て大きく変わってきたのです。そういう中で２２

年度は激変緩和措置ということでありました。た

だ、２１年度終わった時点で、本来であれば２２

年度からの部分というのは従来の作物の助成の部

分について、一定の過去の３年間の部分を検証を

して見直すというようなことも実は考えてきたの

です。ただ、その考えるが地もなく新たな対策と

いうことになったものですから、２１年度までの

一つの形というものを踏襲して２２年度に振り向

けたというのが実態であります。したがって、こ

の産地資金という形に２３年度からなるわけで、

今までの助成体系、戦略作物については北で一定

程度決めていきますけれども、地方の裁道権とい

うものがどの程度くれるか、ちょっと今の段階で

はわかりません。これは、北北道も一定の指導的

な部分を持って地方におろすというような話も聞

いておりますので、最終的には名寄市なら名寄市

の裁道権というものをきちっと担保していただく

ような、そんな形が一番望ましいかなというふう

に思っております。そういう状況になれば、今ま

での過去の部分を再度見直ししながらきちっとし
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た振興作物、名寄市に合った振興作物の本当に振

興が図られるような、そんな助成体系にしたいと

考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ名寄市に合っ〇１２番（日根野正敏議員）

た体系といいますか、今までは加工米にも非常に

手厚く配分をしていたと。米については、もう戸

有所得が始まって加工米についても反当たり２万

円が来ているというようなことから、それ以上加

工米作付を助長するようなことをやると、やはり

自分の米の値段を下げてしまうと、北北的に。名

寄だけつくらなくても値段は上がらない、そうい

う価格変動はないなんていう人もいるかもしれま

せんけれども、やはりそれは回り回って価格に反

映して安くなっているというのが私は実態だと思

いますので、その辺はしっかり行政としても北北

的な需給のことも考えて配分を行ってほしいとい

うふうに思っていますので、その辺は要望をして

おきたいと思います。

それから、農地・水の関係なのですけれども、

ことしの名寄市の予算では ３００万円が出され

ているわけなのですけれども、これは北の今のと

ころの交付単価を見ますと、来年度の。これが有

になると、維持管理のを含めますと。そうすると、

まちの持ち出しも当然有までになるかどうか、そ

れ近くなるようにも考えられるのですけれども、

その辺のことも当然対応をしていただけるのだろ

うとは思いますけれども、その辺の見解もお願い

いたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農地・水・環境保北〇経済部長（茂木保均君）

向上対策、この仕組みが若干変わろうというよう

な内容になっております。農水省の予算要有で２

割程度増額ということになっておりまして、ちょ

っと我々のほうにまだ具体的な資料はおりてきて

おりませんけれども、今議員言われたように仕組

み的に言うと田んぼあるいは畑あるいは草地の単

価がそれぞれ上がっているというような状況にな

っておりまして、これは基本的にそういう仕組み

的に十分取り組めるような対応ができれば、これ

は前向きに考えたいなと思っております。長寿命

化だとか、ああいった部分の対策というものが盛

り込まれるというようなことで、この辺について

特に土地改良区、この辺と十分協議しながら、十

分効果的に活用できるような状況であれば取り組

んでいきたいと、そういうふうに考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

この事業について〇１２番（日根野正敏議員）

は、簡単に言いますと ０００円市が出しますと

０００円になってくるというような事業であり

ますので、ぜひ前向きに取りこぼさないで採択し

ていただきたいと思います。農業関係については

以上で終わらせていただきます。

次に、きたすばるの観光の関係なのですけれど

も、来館者数が予定より結構ふえて本当に喜ばし

いことだなというふうに思っているのですけれど

も、それに伴って職員の対応については、ちゃん

と対応はしていると思うのですけれども、その辺

の職員体制について見解をお伺いいたしたいと思

います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

天文台きたすばるの〇教育部長（鈴木邦輝君）

職員体制のことでございます。現在天文台の職員

につきましては、台長が１名、それから業務係長

が１名、主事１名、技師１名の職員としては４名

体制であります。このほかに臨時職員、天文技術

指導員という名の臨時職員が１名、また受付業務

または事務補助を担当します嘱託職員が１名で、

総計６名での体制で業務を回している状況であり

ます。

先ほどの答弁にもありましたように、夏場につ

きましては大変な入り込みであります。その結果

として、現在１１月末までに入館者数は１万 ５

７６名、当初１年間の目標であった１万 ０００

人を年度途中で超えているという状況であります。

夏休み等の繁忙期につきましては、職員だけでの
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運用については大変な部分があったようでござい

ますが、天文台につきましては市内の天文サーク

ルであります天斗夢視の方々の会としての協力、

それから天文台ボランティアを養成いたしており

ますので、その方に事業等もしくは日常の業務に

つきましての補助的なお手伝いをいただいている

という形で乗り切った状況もあるように聞いてお

ります。

また、学校等の団体学習につきましては、バス

の手配等で天文台の開館時間が１時なのですけれ

ども、その前に、午前中に対応してくれという要

望が何例かあったみたいですので、その部分につ

きましては職員が時差勤務で出勤して対応をした

ということを聞いております。今後天文台が ６

メーターの望遠鏡も含めてグランドオープンする

段階になりますと、ますます需要が高まる部分も

考えられますので、できれば専門的な知識を持つ

嘱託員もしくは臨時職員の方の強化をしていただ

ければいいかなということは、私教育委員会のほ

うでは考えているところであります。

以上でございます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

職員体制について〇１２番（日根野正敏議員）

は強化を部長がしてほしいということですよね。

教育長はどう考えていますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

天文台に関する入館者〇教育長（藤原 忠君）

のニーズは、非常に多様化してきております。こ

れが北北道大学と連携してグランドオープンをし

た後には、ますます多様化するのかなと、そんな

ことを考えておりますが、ただ単に正職員をふや

すとか、そういう考えともう一つはやはりボラン

ティアとか、市民挙げてこの天文台を支えていく、

こういう考え方も大切なものだと、こう思ったり

しておりますので、今後また中心になっている天

斗夢視の皆さんとか、こういう方たちとも相談し

ながら今後の対応をまたしっかりと考えていけれ

ばなと思ったりしております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

民間団体の力も得〇１２番（日根野正敏議員）

ながら、それぞれ市も本当に連携をとりながら盛

り上げていってほしいと思いますけれども、大型

望遠鏡についてはもう工事が始まっていると思う

のですけれども、最終の。これは、いつごろ一般

開放を考えておられるのか、その辺をお聞きした

いのと、それから利用、一般開放になってからの。

当然北大も使うでしょうから、その辺の協議は北

大とどの程度まで進んでいるのかお伺いいたした

いと思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

北大の大型望遠鏡の〇教育部長（鈴木邦輝君）

設置後の運用体制ということでございますが、現

在大型望遠鏡につきましては台座部分が既に設置

をされておりまして、ロシアでつくっておりまし

た鏡が少しおくれましたが、今月の１４日前後に

設置されると聞いております。当初は１２月の下

旬に先ほど議員も触れられておりましたけれども、

金星探査衛星「あかつき」の金星への接近と同時

にこの望遠鏡を使って「あかつき」に載ったカメ

ラと、それから地上から金星を観測するという同

時観測を予定しておりましたが、それにつきまし

ては同時観測ではなく大型望遠鏡のみの観測にな

りますが、もともと大型望遠鏡は惑星を観測する

ためにつくられた望遠鏡ですので、十分にその役

割を果たしてくれるのではないかと考えておりま

す。

北体的な一般開放につきましては、来年の４月

以降になりますが、その以降につきましては御存

じのように大型望遠鏡は北北道大学が所蔵してい

るために、観測等につきましては北北道大学の運

用が最優先をします。しかし、今までの北大との

協議の中で事前協議をして名寄市のほうから１年

間の観測計画を提出をして、それが北大との観測

の運用と調整をして、そして名寄市で使ってもら

えるような協議ができております。この間、天文

台職員そのものが望遠鏡の操作に習熟することも
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含めて研修を図るとともに、市民の皆様に天体望

遠鏡を見ていただく企画をつくりまして、それを

早い機会に皆さんに周知をして、一人でも多くの

方が道内で一番大きい望遠鏡を見ていただく機会

をつくりたいと考えております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

大分時間も経過し〇１２番（日根野正敏議員）

たので、天文台のホームページの関係でちょっと

何点か要望も含めておきたいと思いますけれども、

天文台のホームページのプラネタリウムの紹介、

あれ中身を見ますと小さい写真が１枚だけ載って

いて、あとは文字ばかりで、もう少し写真を多く

して行ってみたいなというような、設備は本当に

いい設備なのですから、雨降りでも行ってみたく

なるような表示の仕方といいますか、それらをも

う少し工夫してほしいなと思うのと、それから売

店についてもこの机より少し小さいぐらいなとこ

ろに備物を並べて注文みたいな感じでやっている

のですけれども、もう少し備数もふやしながらそ

の辺、年間ことしでいいますと１万 ０００人は

いくのではないかなと思うのですけれども、もう

少し経済効果もねらった売店の方法はないのか、

協議をすべきではないかなというふうに思ってお

りますし、またその中のホームページの過去の星

の写真、それらについてもホームページ立ち上が

ってまだ半年ぐらいしかたっていないものですか

ら、充実はされていないのでしょうけれども、今

までのストックがたくさんあろうかと思いますの

で、木原天文台の写真は相当、例えば金星でいえ

ば新しいきたすばるでは１枚しかないですけれど

も、木原天文台ですと２０枚ぐらいは軽く超すぐ

らいの星が写っていますので、それらの中身、徐

々にというような考え方もあるのかもしれません

けれども、せっかく昔の歴史があって今の天文台

があるわけですから、それらをきたすばるのホー

ムページを見たときには見られるような形で登載

をしたほうがいいのではないかなというふうに思

ってございますが、その辺の見解、短目にお願い

いたします。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

天文台のホームペー〇教育部長（鈴木邦輝君）

ジにつきましては、職員が情報を入れているわけ

でございますが、業務多忙の部分も含めて十分な、

特に見やすい工夫であるとか、データが十分に提

示されていないという部分があるかもしれません。

今後やはりお若い方はホームページ等を見て天文

台を訪れることも多いと思いますので、また天体

学習等にも使える部分もあるかと思いますので、

充実するように内部で協議したいと思っておりま

す。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ立派なものに〇１２番（日根野正敏議員）

して、天文台というのは私は唯一名寄市内で目的

を持って道外からも来てくれる施設だというふう

に認識をしております。ですから、これを有効に

生かせば本当にはかり知れない可能性があるので

はないかなというふうに考えておりますので、ぜ

ひ市長も力を入れて情報発信を含めて行っていた

だきたいというふうに思います。天文台について

は以上ですけれども、観光について最後パンフレ

ットです。大分部数が少なくなってきているとい

うような情報もありますけれども、今後の考え方

についてお伺いいたします。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

観光パンフですね。〇経済部長（茂木保均君）

観光パンフ、このパンフだというふうに思います

けれども、非常に今もう在庫も大分少なくなって

きたということもありますし、中身についても更

新をしなければならぬという、そんな状況にあり

ます。したがいまして、ことし映画というような

形でいろいろと撮影もし、来年公開になるという

ようなこともありまして、来年緊急雇用創出推進

事業という、こういった雇用対策の事業で観光協

会に委託をしてパンフレットの作成だとかポスタ

ーの作成だとか、こういったことも含めてやって

いただくというようなことを考えておりますので、
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いわゆるひまわりのまちなよろ実行委員会という、

こういった組織もありますので、ここと連携をと

りながらそういった部分についても充実を図って

いきたいと思っております。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう時間もないの〇１２番（日根野正敏議員）

であれなのですけれども、パンフレットって私も

いろんな自治体で見るのですけれども、なかなか

どこへ行っても何か似たようなつくり方で、ぜひ

もうちょっと特色を持ったつくり方に工夫をして

いただきたいというふうに思います。

それから最後に、もう一分しかないので、教育

行政について伺いますけれども、健康な生活習慣

ができれば当然学習能力も上がるということで、

先月山口有の山陽小野田市を政務調査で訪れたと

きも、そこのまちはそういうことを強力にやって

いって非常に学力もそれ以来上がってきたという

実態が明確にあらわれたので、名寄市についても

これから答弁では検証していくということでござ

いますので、しっかり検証をしていただきたいと

いうふうに思います。

それから、領土に関しては、私はなぜこれを質

問したかといいますと、いろんな歴史を調べて、

過去の経緯も非常に大事で、それらの知識も重要

なのですけれども、なぜ今日本がその領土が、日

本の固有の領土がとられているというか、占拠さ

れているのかということを考えたときには、やは

り第２次世界大戦を行ったということが大きな原

因、通過点にあるわけで、もしあのときに日本が

勝っていれば逆のことをほかの外北にもしていた

かもしれないというような広い意味でやはり歴史

認識を含めて教育を行ってほしいということで今

回質問をしたわけなので、その辺の理解も教育委

員会として十分酌んでほしいなというふうに思い

ます。

以上です。

以上で日根野正敏議〇議長（小野寺一知議員）

員の質問を終わります。

１０分間休憩いたします。

休憩 午後 ３時０３分

再開 午後 ３時１３分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

介護保険制度の現状と動向外２件を、上松直美

議員。

議長より御指名いただ〇１番（上松直美議員）

きましたので、さきの通告に従いまして本定例会

において大項目３点につきまして質問をしてまい

りたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。

まず初めに、大項目１点目の介護保険制度の現

状と動向について質問いたします。先ごろ厚生労

働省は、２０１２年度の介護保険制度の見直しで

６５歳以上の介護保険料が北北平均で月 ２００

円程度になるとの試算を公表いたしました。地方

でのますますの高齢化の進展や介護施設の増設、

介護職員の処遇改善策と介護保険を取り巻く環境

はますます厳しくなっております。以上の観点に

立って質問をしたいと考えます。

１点目に、介護保険導入のこれまでの経緯と意

義について質問いたします。介護保険制度が導入

された前と現在では、どのように変化してきたの

かをお伺いいたします。

２点目に、介護保険の仕組みについて簡単にわ

かりやすく説明をお願いいたします。私を初め一

般市民の皆様の理解は少なく、この制度の仕組み

をしっかりと理解することは、これからの介護保

険のあり方を検討する上で重要と考えます。

３点目に、介護給付費の財源構成について、北

費と被保険者の割合について名寄市の現状をお伺

いいたします。

４点目に、被保険者の区分及びその状況をお伺

いいたします。

５点目、保険料の算定基準と利用者負担につい

て、第１号被保険者の名寄市における保険基準額
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をお伺いいたします。

６点目、介護保険の今後の動向について、保険

者名寄市としてどのように取り組んでいくのか、

基本的なスタンスをお伺いいたします。

最後に７点目、介護保険料の上昇抑制について

どのような対策案と問題解決の糸口を検討してい

るのかをお伺いいたします。

続きまして、大項目２点目のデマンド型バスの

試験運行について質問いたします。私なりのデマ

ンド交通システムに対するイメージととらえ方に

ついて述べさせていただきたいと思います。利用

者の要望にこたえて希望する場所から希望する場

所に交通弱者等をドア・ツー・ドアの移動を乗り

合いで低額で提供する新しい公共交通システムと

とらえております。この観点から、地域の公共交

通体制を模索する上でデマンド交通による利便性

の確保と財政負担軽減等さまざまなメリットを考

察することが重要であり、実行可能なシステムの

構築が急がれます。

まず１点目に、デマンド型バスの運行期間と実

施要領についてお伺いいたします。

続いて、２点目、今後の計画と実効性について

お伺いいたします。

３点目に、高齢者の足の確保としての役割につ

いて、利用者の負担軽減、交通弱者への対応等を

お伺いいたします。

４点目に、地域公共交通活性化・再生事業と財

源の見通しについて、今後の展望をお聞かせくだ

さい。

最後に５点目、駅横開発との整合性と相乗効果

について、にぎわいまちづくりの観点からどうい

うポイントで駅前交通、多様なニーズをとらえて

いるかをお伺いいたします。

大項目３点目の森林計画制度における市町村森

林整備計画の役割について質問いたします。２０

１０年１０月、ＣＯＰ１０、生物多様性条約の第

１０回締約北会議が開かれました。ＣＯＰ１０の

論点は２つ、１つは北洋保北、もう一つは遺伝子

資源の入手と利益配分でした。この北際会議が日

本で行われたことは、大変な重要な意味をなすと

考えます。先般政有税制調査会は、環境税の導入

を来年１０月をめどに石油石炭税を最大５割引き

上げて約 ４００６円の税収を見込み、課税対象

を化石燃料の消費抑制による二酸化炭素の抑制と

環境税の使い道を環境対策と経済成長を両立させ

るための省エネ対策だけではなく、森林などの吸

収源対策にも拡大を検討しているところでありま

す。この今の状況の中で、地方自治体がどのよう

な取り組みの中で環境対策を考え、その中で森林

の持つ役割を十分理解し、森林整備計画を積極的

に立案することが重要と考えます。

まず、第１点目、森林計画制度の体系について、

基本的な枠組みと目的を簡単に説明お願いいたし

ます。

次に、２点目、森林区分と森林整備の方向性に

ついて、どのような区分と役割を持たせるのか、

具体的に説明をお願いいたします。

３点目、市町村森林整備計画の仕組みについて、

森づくりのマスタープランとも言われているこの

森林計画において、多面的な機能を持つ森林の長

期的なビジョンでの整備計画の仕組みと役割につ

いてお伺いいたします。

４点目に、各森林区分の保護と今後の課題につ

いてお伺いします。さまざまな取り組みの中でい

ろいろな問題点もあると思いますが、客観的な意

見をお聞かせください。

最後に５点目、森林資源の有効利用と地域づく

りについて、カーボンオフセット、バイオマスエ

ネルギー等、地域の森林資源をどのように付加価

値を高め、有効に利用するかが今後ますます期待

されるところであります。木材市場の動向を踏ま

え、将来に向けてどのようなスタンスで取り組み、

市町村森林整備計画に反映させていくかをお聞か

せください。

以上、この場からの質問を終わります。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）
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ただいま上松直〇健康福祉部長（三谷正治君）

美議員から大きな項目３点について御質問をいた

だきましたので、１点目は私のほうから、２点目

は総務部長から、３点目は経済部長からの答弁と

させていただきます。

それでは、私のほうから大きな項目１点目の介

護保険制度の現状と動向の小項目１、介護保険導

入の経緯、意義について申し上げます。名寄市の

介護保険制度は、平成９年に制定された介護保険

法に基づき、個人の尊厳を重んじ、その有する能

力に応じた日常生活が営まれるよう必要なサービ

スを提供することを目的に平成１２年から条例を

制定し施行しております。この制度が開始される

以前は、介護は家庭でするものという考え方が定

着していましたが、経済成長とともに社会構造が

変化し、家族介護やこれまでの老人福祉、医療制

度に限界が見られるようになりました。加齢に伴

って生ずる心身の変化に起因する疾病で介護状態

となった方が自立した日常生活が送れるためのサ

ービスはもちろんのこと、介護状態に陥ることの

ないよう日ごろからの生活指導など介護予防事業

にも積極的に取り組んでいるところです。すべて

の市民が社会を構成する一員として社会、経済、

文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を

保障するためにも本制度の継続は必要不可欠なも

のと考えております。

次に、小項目２の介護保険制度の仕組みについ

て申し上げます。介護保険制度は、１号と２号の

被保険者の保険料と北、都道有有、市町村の税金

によって運営されております。介護サービスを受

けるためには介護認定を必要とし、その要介護度

によって受けられるサービス内容が決められ、利

用者は費用の１割を負担することで利用すること

ができます。介護保険事業では、健康教室、講演

会などの介護予防、訪問、通所などの在宅介護、

老人福祉健康施設などの施設介護と段階的にさま

ざまなサービスを用意して個々の自立した生活が

送れるよう支援しております。介護認定の手続や

保険料の支払いなど複雑な制度になっております

ので、すべてを理解していただくことは難しい部

分もあると思われますが、今後も引き続き新規加

入者や各種団体等には機会があるごとに説明を行

い市民周知を図り、より多くの市民に理解を得ら

れるよう努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目３の介護給付費の財源構成につい

て申し上げます。介護給付費の財政構成は、サー

ビスに要する費用として北、都道有有、保険者と

なる自治体と１号、２号の被保険者で負担してお

ります。一般的な負担割合は、６５歳以上の１号

被保険者が北体事業費の２０現、４０歳から６４

歳までの２号被保険者が３０現、北が２５現、道

と保険者である名寄市がそれぞれ１ ５現の負担

割合となっております。北の２５現の中には、保

険者である自治体の地域性などを勘案する調整交

付金５現が含まれております。被保険者の方々の

負担は、介護保険料として１号被保険者では主に

年金から天引き、２号被保険者の方はそれぞれ加

入している北民健康保険、健康保険組合などの医

療保険に上乗せして納めていただくことを基本と

しております。

次に、小項目４の被保険者について申し上げま

す。名寄市の本年１０月末現在の人口は３万５５

７人で、そのうち６５歳以上の方は １９４人、

高齢化率は２ ８２現となっております。要介護

認定者は、１号被保険者で ２９０人、２号被保

険者で４５人、計 ３３５人で、１号被保険者の

約１ ８現の方が認定を受けていることになって

おります。名寄市の高齢化は、今後ますますふえ

ていくものと見込まれ、北立社会保障・人口問題

研究所が平成２０年１２月に算出した結果により

ますと、１０年後の平成３２年には６５歳以上の

高齢者が約 １００人、高齢化率３４現、要介護

認定者は約 ５００人、２５年後の平成４７年に

は６５歳以上の高齢者は約 ８００人、高齢化率

は３７現、要介護認定者数は約 ３００人を超え

ると推計されております。受給要件は、１号被保
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険者では寝たきり、認知症など介護が必要な要支

援状態の方と日常生活で支援が必要な要支援状態

の方、２号保険者では加齢に起因する特定疾病の

方に限定されています。

次に、小項目５の保険料の算定基準と利用者負

担について申し上げます。介護保険料は３年ごと

に見直され、その間に変更することはございませ

ん。介護保険事業計画は、第１期が平成１２年度

から始まり、現在は第４期目で平成２１年度から

平成２３年度までの３年間を定めております。平

成２４年度からの第５期計画は、２３年度中に作

成することになってございます。算定方法は、人

口推計や介護サービスの利用状況等から今後３カ

年間の必要額を推計し、財政の均衡を保つよう設

定、前段で説明した割合でそれぞれ負担額が決め

られております。介護保険事業費や所得段階有被

保険者数などに基づき、第４期における１号被保

険者の保険料基準額は、名寄市においては月額

６６７円、年額４万 ０００円となっております。

介護保険制度が施行されて１０年を経過しました

が、高齢社会の進展に伴う要介護者の増、サービ

ス内容の充実、介護職員の資質向上や処遇改善な

ど利用者の要望にこたえるため、介護給付費は急

速に増加している状況にあります。介護サービス

の向上には介護保険料の値上げが伴うことから、

低所得者に対する支援を配慮しながら検討してま

いりたいと考えております。

次に、小項目６の介護保険の今後の動向につい

て申し上げます。今後の動向につきましては、老

後の安定した生活を保障するため、サービス形態

も多種多様にわたり、介護給付費の高騰が大きな

課題となっていることは前段で説明したところで

あります。このままの状態で継続では、介護保険

制度自体が壊滅するとも言われており、大きな見

直しが進められております。現在北からの正式な

通知はありませんが、高所得者の利用者負担の引

き上げやケアプラン策定の自己負担導入などが検

討されている状況にあります。また、介護サービ

スの面では２４時間巡回などの独居高齢者対策の

普及や宿泊可能なデイサービスなどの協議もされ

ております。さらには、介護従事者不足も懸念さ

れており、これまで処遇改善等に交付金を支出す

るなどの対策もとっておりますが、今後も継続し

た支援を関係機関を通じ北、北北道に対して要望

してまいりたいと考えております。

次に、小項目７の介護保険料の上昇抑制につい

て申し上げます。北によりますと、北北の平均保

険料が平成１２年度第１期から第４期の９年間で

９１１円から １６０円と ２４９円の増、同  

じくサービス受給者数が１４９万人から３８４万

人と２３５万人の増、その中で特に居宅サービス

が９７万人から２７８万人と大きく伸びておりま

す。また、総費用も ６兆円から ７兆円と １  

兆円の増と年々ふえ続けているこれらの状況の中、

第５期介護保険事業計画では北北の平均保険料は

現在の月額 １６０円が ０００円を超えると試 

算されております。この引き上げ率を名寄市に当

てはめますと、平成２３年度に介護基盤緊急整備

等特有対策事業で設置されるケアハウス等の影響

も含め、現在の月額 ６６７円、年額４万 ００ 

０円の基準額が月額 ０００円、年額１万 ００ 

０円ほどの値上げとなることが予想されておりま

す。本事業は、１自治体で対応できるものではご

ざいませんので、北道、北北市長会などを通じ、

北庫負担の増額や保険料の急激な高騰を抑制する

よう働きかけてまいりたいと考えております。な

お、市では急激な保険料の上昇に備え、介護給付

費準備基金を設けておりますので、基金取り崩し

も視野に平成２３年度に策定される第５期介護保

険事業計画に向け、名寄市保健医療福祉推進協議

会に諮りながら検討してまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私のほ〇総務部長（佐々木雅之君）

うから大きな項目２点目のデマンド型バスの試験
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運行についてお答えします。

１つ目の試行期間とその実施要領についてお答

えします。現在名寄市では、名寄市地域公共交通

活性化協議会において名寄市内の公共交通がより

利用しやすい交通体系の確立を目指しまして地域

公共交通総合連携計画の策定を行っております。

その策定に係る調査として、名士バスが運行する

下多寄線エリアで乗り合い型車両による実証運行

を実施しています。運行期間につきましては、１

１月１日から１２月３１日までの２カ月間で実施

をしていますが、昨年実施した実証運行でも利用

者の方々からシステムになじめないとの意見が多

く出されており、協議会で議論を経て３月までの

実証運行を継続することの予定をしております。

また、試験運行の内容につきましては、利用者

からの電話による利用申し込みにより名寄便、風

連便の２系統で１日最大各５便を予定しており、

利用者宅から指定場所、市内１０カ所、市立病院

とか名寄駅前等でございます。までの運行で、運

行時間帯につきましては８時、１０時、１２時、

１５時、１７時台で運行を予定していますが、予

約がない場合については運休としております。利

用料金につきましては、利用地域ごとに定額料金

方式、３００円から５００円を採用しておりまし

て、子供料金については半額、障害者については

３割割引を適用しております。運行内容につきま

しては、今後より利用しやすいシステムの検証と

いうことで変更をしていくことになると考えてお

りますので、御了解をいただきたいと思います。

次に、今後の計画と実効性についてにお答えし

ます。名寄市は、道北圏の中心都市として商業、

流通、農業を中心に交通の要衝地として発展して

きましたが、人口の減少、マイカーの普及等によ

り市内路線バスはいずれも利用が低迷し、不採算

の状況が続いており、市街地活性化のための利便

性向上が課題となっております。このため、高齢

者を初め交通弱者や地域住民の移動手段を確保す

るため市内バス路線、市内循環線、東西線、徳田

線等の見直しや利用者増加策、農村部と市街地を

結ぶ風連御料線、下多寄線、コミュニティーバス、

乗り合いタクシーの導入、スクールバス等の活用

を含め調査検討を実施しているところでございま

す。

３番目に、高齢者の足の確保としての役割につ

いてお答えします。公共交通空白地や路線バス等

が数本しか走っていない地域にとっては、交通弱

者と言われる子供やマイカー等を持たない高齢者

にとって足の確保は重要な問題だと考えています。

本年度策定をしております名寄市地域公共交通総

合連携計画の調査で行っている試験運行を参考に、

市民の生活に最低限必要な通院、通学、買い物等

に必要な公共交通機関のあり方について検討を重

ねた上で積極的な導入を図っていきたいと考えて

おります。

４番目の地域公共交通活性化・再生法と財源の

見通しについてお答えします。北土交通省で進め

ております地域公共交通活性化・再生事業につき

ましては、本年度で終了するということの情報を

得ている状況でございます。名寄市では、本事業

により総合連携計画を策定中で、策定した計画を

どう実施していくかにつきましては新たな事業へ

の移行も視野に入れ模索検討しておりますが、北

の事業仕分け等の状況が決定しておりませんので、

その推移を見きわめた上で事業を継続推進してい

きたいと考えています。いずれにしましても、有

利な財源を確保できるよう努力してまいりたいと

考えております。

５番目の駅横開発との整合性と相乗効果につい

てお答えします。名寄駅横再整備計画につきまし

ては、現在産業振興課サイドで推進しております

が、現在の市内の公共交通体系は数カ所に分散さ

れておりまして、それを駅横に集約し、駅横から

すべての交通機関が発着することにより交通利用

者の利便性向上と駅横のにぎわいづくりにつなが

ると考えております。デマンド型乗り合い自動車

やコミュニティーバス等で駅横バスターミナルを
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利用して他の路線バスやＪＲ線を利用し、目的地

に向かうつなぎの利用に限られますが、隣接施設

と連携をして相乗効果の促進を図るべく進めてま

いりたいと考えております。人の流れができるこ

とにより、より多方面への入り込みも創出される

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、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大きな項目〇経済部長（茂木保均君）

３点目、森林整備計画制度における市町村整備計

画の役割についてお答えいたします。

初めに、１点目の森林整備計画制度の体系につ

いてお答えをいたします。森林法に基づく森林整

備計画制度は、１つには森林は水源の確保、洪水、

土砂崩壊などの災害防止、２つには気象緩和、風

害防止などの生活環境の保北、３つにはレクリエ

ーション施設、森林公園など保健休養の場の提供、

４つには木材や林産物の供給など人々の生活との

かかわり、５つには大気中の二酸化炭素を吸収し、

地球温暖化防止など重要な役割を担っています。

このことから計画的、長期的な視点に立ち、森林

を適切に管理、育成するために森林整備計画が設

けられております。森林づくりは、森林、林業を

取り巻く環境や森林資源の内容に応じてその方法

は異なり、さらには地域の特色を生かしてきめ細

かく計画することが重要となっております。この

ことから、森林整備計画制度はそれぞれの行政、

地域レベルで整合性を保ちながら効果的な施策の

実施のため北から都道有有、市町村、森林所有者

までの段階的な体系となっております。

次に、２点目の森林区分に応じた森林整備の方

向性についてお答えいたします。森林の持つさま

ざまな機能が総合的かつ高度に発揮されるように

整備及び保北するためには、地域住民などの理解

と参加が得られるように森林を守り育てる基本的

な方針や方法をわかりやすく示すことが重要であ

ります。そのため、計画では森林の持つさまざま

な機能を、１、水源涵養機能、２、山地災害防止

機能、３、生活環境保北機能、４、保健文化機能、

５、木材等生産機能の５つに分類し、すべての森

林について北の基準等により評価を行います。さ

らに、その評価をもとに重視すべき機能に応じて

森林を水土保北林、森林と人との共生林、資源の

循環利用林の３つに区分し、それぞれの区分に応

じた望ましい森林の姿へ誘導することとしており

ます。また、それぞれの森林の区分に応じた望ま

しい森林の姿へ誘導するため、森林の成立過程や

樹木の構成に着目し、育成単層林施業、育成複層

林施業、天然生林施業の３つの施業方法から適切

な森林施業を選択し、森林の持つ特性を生かしな

がら重視する機能が十分発揮できるよう森林を整

備、保北することとしております。

次に、３点目の市町村整備計画の仕組みについ

てお答えをいたします。地域に最も密着した行政

である市町村が地域の実情に応じて地域住民の理

解と協力を得ながら適切な森林整備を推進するこ

とを目的に立てる計画となってございます。市町

村森林整備計画の期間は、平成２０年度から２９

年度までの１０年間となっております。伐採、造

林、保育、その他森林の整備及び保北、間伐を実

施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な

方法、その他間伐及び保育の基準、公益的機能有

施業森林の整備、森林の保健機能の増進、森林施

業の共同化の促進、林業に従事する者の養成及び

確保、森林施業の合理化を図るために必要な機械

の導入の促進、作業路網その他森林整備のために

必要な施設の整備、林産物の利用の促進のために

必要な整備等に関する事項などの計画に沿って地

域住民の要請にこたえ、森林の持つ多面的な機能

を発揮するための森林整備計画となっております。

次に、４点目の水土保北林等の保護と今後の課

題についてお答えをいたします。区分の１つ目、

水土保北林は樹根及び表土の保北に留意し、林木

の旺盛な成長を促しつつ、下層植生の発達を確保

するため適切な保育、間伐等を促進するとともに、
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高齢級や複層状態の森林への誘導や伐採に伴う裸

地面積の縮小及び分散を図ることを基本としてお

ります。また、複層状態の森林へ誘導する際は天

然力も活用した施業を推進します。２つ目の森林

と人との共生林については、生物多様性の保北や

森林と人との共生を進める観点から森林の構成を

維持し、樹種の多様性を推進することを基本とし、

それぞれの森林が有められる機能やあり方に応じ、

保護及び適切な利用の組み合わせに留意して適切

な保育、間伐等や広葉樹の導入を図る施業を推進

します。３つ目の資源の循環利用林は、施業の集

団化や機械化を通じた効率的な整備を基本とし、

森林の健北性を確保しつつ、木材需要に応じた樹

種、径級の林木を育成させるための適切な造林、

保育及び間伐の実施を推進することとしておりま

す。

次に、５点目の森林資源の有効利用と地域づく

りについてお答えをいたします。近年市内の森林

から生産される原木丸太等の森林資源の搬出先は、

一部を除き市外に依存しております。また、木材

買い取り価格は世界的経済状況に左右され、森林

整備の推進は極めて難しいことと考えております。

伐期を迎える森林資源を有効に活用し、活力のあ

る地域づくりを推進するため豊富な森林資源を有

効活用し、計画的、安定的に供給されることを目

指しておりますが、市内における地材地消を考え

たとき、木材の主要な消費部門である住宅関連産

業等については現実的ではなく、チップの生産が

主でありますが、北内需要の減少に伴い取扱道は

減少しましたけれども、暗渠用チップが増加して

おります。また、間伐端材や切り捨て間伐材、無

間伐林等の未利用資源の活用については森林資源

の有効活用の観点から上川北部森林組合との連携

協力の上、検討を行っておりますが、課題も多く、

今後も引き続き協議検討をしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれの答弁をいた〇１番（上松直美議員）

だきましたので、順番に沿って再質問させていた

だきます。

介護保険制度の現状と動向について、担当部長

から詳しく説明いただきましてまことにありがと

うございました。この保険制度の内容をよく知る

ことにより、この保険制度をうまく運用しながら

安定した保険制度にしなければならないことを再

確認するとともに、市民の皆様の御理解と老人介

護の問題を協働のスタンスの取り組みの中でやら

なければならないことを痛感しました。保険者と

して積極的なアプローチを期待するところであり

ます。また、北の制度の動向に積極的に整合しな

がら、自助努力と多面的なアプローチにより制度

運用を期待いたします。また、介護職員の待遇改

善とスキルアップによる職域のステータスの向上

及び安定雇用の促進による雇用拡大が地域の新し

い雇用となり、新しい事業の創出にもつながると

考えます。

そこで、この介護保険制度の保険料の上昇抑制

策として、介護予防対策による被保険者の負担軽

減が期待できると考えます。健康な状態を維持す

るための対策、啓蒙活動や講演または継続した運

動等の推奨、介護保険を使用しないで健康で長生

きすることができる環境整備も重要と考えます。

最後に、名寄市としての介護保険に対する基本的

な考え方と今後の取り組みについて再度お伺いい

たします。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員がお話を〇健康福祉部長（三谷正治君）

いただきましたように、これは介護になった人の

介護ではなく、やはりその予防というのが非常に

大きな役割を果たすのではないかと考えておりま

す。現在健康福祉部では、保健センターを含め介

護事業におきましてもそれぞれ先ほど議員がお話

ありました講演会ですとか、それから教室等々を

活用しながら予防に向けて大きな市民の協力のも

とに一緒に、ともどもやはり健康を持続していく

ために、またあわせて教育委員会におきまして行
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われております生涯学習、特に高齢者学級等々も

含めまして介護のみならず、各行政の広範囲にわ

たるそれぞれの行政の連携を図りながら予防に今

後は努めていきたいと考えております。

また、あわせて保険料につきましては、先ほど

お話し申し上げましたように基金もございますの

でなるべく、北は ２００円という試算が先日出

ましたけれども、名寄市におきましてはまだ北の

基準よりも低く算定させていただいてございます

ので、これも先ほど ０００円程度という金額も

示させていただいておりますけれども、できるだ

け市民の負担にならないように予防に努めて負担

を少なくしていくというような形で今後も進めさ

せていただきたいと考えておりますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。

以上です。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇１番（上松直美議員）

た。

１点ちょっとつけ加えさせていただきたいと思

うのですけれども、介護保険のいわゆる算定基準

と計算方法ということでちょっと質問したのです

けれども、今第１種被保険者につきましては６つ

の段階に分かれまして、各のけ率が ５から ５ 

までののけ率に応じて、所得とそののけ率に応じ

まして６段階になっているというのが現実であり

ます。それについてちょっと漏れていたので、私

の知る範囲の中で申し上げたいと思いました。

先般第２号の被保険者、実際私を含めてサラリ

ーマンもしくは社会保険、健康保険組合等に入っ

ている方は、４０歳から６４歳までの方は第２被

保険者ということになり、どのような形で算定基

準というか、計算がなされているかということを

ちょっと私なりに調べてみました。実際自分のこ

とを頭に入れて調べてみましたので、ちょっとお

知らせします。健康保険が実際に ４２現で、所

得段階に応じた中で ４２現をのけた中で徴収さ

れておりまして、それに介護保険料 ５現、トー

タルで１ ９２現をのけたものが実際に給料から

天引きされて社会保険、健康保険と介護保険料が

合わせて ２現のパーセンテージで引かれている

と。これが実際に自分でどれだけ払っているかと

いうことを調べてみましたところ、実際に ５０

０円、私にいたしましては自己負担は ５００円、

事業主負担も同じ ５００円と。社会保険ですの

で、事業主と被保険者は折半ということでなって

おりまして、そういう形の中で自分たちが今介護

保険をどういうスタンスで支えているということ

から、今回私がこの介護保険の問題を取り組みた

いというふうに思いました。

高齢化社会に向けて、やはり介護保険制度がき

ちっとしたものになっておれば、もし要介護にな

った場合でも心配なく安心して暮らせるというの

が実情だと思います。ただ、人ごとではなく自分

たちがこの保険制度をどのようにしてやはりいい

ものにしていくか、また財源的に安定して保険料

金を安定した形の中で徴収できるものにするかと

いうことを北の制度にあぐらをかくのではなく、

現場の立場に立って今自治体ができること、保険

者ができることをきちっと前向きにアプローチし、

上級官庁との情報交換等を推進しながら積極的な

保険事業展開を希望いたします。

続きまして……

（何事か呼ぶ者あり）

続きまして、第２項目、〇１番（上松直美議員）

２点目のデマンド型バス……説明よろしくお願い

します。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員のお話も〇健康福祉部長（三谷正治君）

あったように私も同感だと思います。特に２号保

険者、４０歳から６４歳の部分につきましてはそ

れのパーセント値がありまして数字が出ておりま

すけれども、先ほど申しましたようにこれからの

それぞれのサービス、介護サービスを向上させて

いくには、やはり保険料の高騰という部分が当然

出てきますので、その部分につきましては先ほど
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申しました予防を重点的に対応させていただきた

いと思いますし、またその部分では北のやはり今

の４０歳が、これは大変申しわけないのですけれ

ども、４０歳がこれから北民年金と同じように２

０歳以上ですとか３０歳以上だとか、そういうよ

うな形も今後は北の中で制度の改正を含めてなっ

てくるのかなというような形で、先ほど申し上げ

ました北民ともども一緒に進めさせていただく介

護保険制度を目指していきたいと考えております。

以上です。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

続きまして、大項目２〇１番（上松直美議員）

点目のデマンド型バスの試験運行について再質問

いたします。

先日、名寄市のデマンド型バスの試験運行の新

聞記事を見まして、各自治体はさまざまな取り組

みを模索している中、名寄市もさまざまな角度か

らデマンド交通システムの可能性を見出してほし

いと私自身考えております。私は、この試行がど

のような意味を持つかを考えた場合、デマンド交

通が移動を低額で交通弱者の生活交通の確保、従

来の公共交通に対する財政支出の効率化等目的を

達成し、その結果住民サービスの向上、地域商工

業の活性化、合併後の住民交流等さまざまな政策

課題の解決になる可能性を秘めていると考えます。

よって、ほかの市町村の成功事例を分析、考察し、

よりよいデマンド交通システムの導入と実現に向

け、積極的な取り組みをお願いいたします。

最後に、行政側としてデマンド交通システムが

地域社会の中でどのような役割を担い、可能性を

期待しているのかをお伺いいたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

従来の北鉄、それ〇総務部長（佐々木雅之君）

からバスの関係について、当時名寄は最盛期には

４万、名寄市だけで４万 ０００人を数えるよう

な人口規模を持っておりまして、それが名寄地区

だけでは２万 ０００人ぐらいということで大幅

な人口減少がありまして、特に農村地区における

人口減というのが大きな影響になりまして、そこ

と市街地をどのように結んでいって生活環境をき

ちっと整備をしていくかと。それにあわせまして、

あわせて高齢化という問題で、今までは御自分で

マイカーで買い物、病院、さまざまなことに対応

できたのですけれども、それがだんだん、だんだ

ん不自由になってくると。片一方では、コンパク

トシティーという形の考えがありまして、町中に

便利な施設を集中的に配置をするという面では、

風連地区の本町再開発なんかについてはその典型

であると思っています。ただ、それぞれの町中の

周辺に住む人方につきましては、やはり市内循環

バスのような形で、できればワンコインで必要な

場所に自由に往来できるようなシステムの構築と

いうのが特に人口減少の激しい市町村には有めら

れているものだなというふうに思っています。

今回名寄市で考えていますのは、２２、２３で

これらの連携計画をどのようにつくっていくかと

いうのが１点と、それから２３年度からは駅横再

整備計画とあわせましてコミュニティーバスの購

入をして、４カ年間かけまして市内循環バス、東

西バスとか風連と名寄地区の結びつきをどうする

かとか、さまざまな検証を行って進めていきたい

というふうに考えておりますので、その中から今

後の名寄市が進むべき公共交通のあり方をどうす

るかということも含めて検証してまいりたいとい

うふうに考えております。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇１番（上松直美議員）

た。

最後に、大項目３点目の森林整備計画制度にお

ける市町村森林整備計画の役割について再質問を

いたします。私は今、市町村整備計画は森づくり

のマスタープランと言われるように重要な位置づ

けを担っていると思っています。先ほど言われた

ように森林区分の決定、水土保北林、共生林、循

環型の森林と、この３つのカテゴリーを決定する

場合にも森林整備計画に基づいて決定されます。
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地域における森林整備計画との的確な整合性をよ

り図り、地域の実情と意見を取り入れた森林の公

益機能を保北する効率的施業計画の実施をこの森

林整備計画が担っていると思っています。よって、

この公益的な機能の向上と地域の森林資源の有効

利用のバランスのとれたプランニング、施業計画、

計画立案を推進することを切にお願いいたします。

関連的なちょっと質問なのですけれども、先般

道議会においても問題になりました山林の売買、

外北資本による森林の売買等でありますが、水源

地及びその周辺における水土保北林の管理、その

保北について行政側としてどのような考え方を持

って、またどのような対策を考えられるかという

ことをお聞きしたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

近年外北人の日本の〇経済部長（茂木保均君）

土地あるいはいろんな建物を含めて買いあさると

いうような記事がマスコミ等でも随分伝えられて

おります。特に北北道においても森林という形で、

かなりニセコ周辺といいますか、あのかいわいが

中北人を中心とした部分で大分買い占められてい

るというような話が出ておりました。名寄におい

ての状況も一部調べてみたのですが、現在のとこ

ろ名寄においては外北人からの照会も含めて売買

の状況はありません。やはりある程度リゾート的

な部分だとか、将来の投機的な様子を見越した部

分という形での買収というようなことではないか

なというふうに思っておりますが、今日本の法律

からいいますと特に山林等に関してはほとんど規

制がないのです。日本は、基本的に所有権という

ものを重視した形での取引というのが中心になっ

ていますので、ほとんど規制がないということに

なっております。ただ、このことについては今議

員が御指摘のようにやはり何らかの規制が必要で

ないかというようなことで、北においても道にお

いてもこの規制の部分について検討をしていると

いうことであります。私どももなかなか末端市町

村でということにはなりませんけれども、この部

分についてはやはりきちっとした規制というもの

をすべきだというふうに考えているところでござ

います。

上松議員。〇議長（小野寺一知議員）

各関係、道及び北の施〇１番（上松直美議員）

策に、いろんな対策を練ってくると思うのですけ

れども、やはり今現実に名寄ではないということ

ではなく危機管理体制というか防衛の意味、いわ

ゆる駐屯地を抱えるいわゆる名寄市、これは普通

の通常の市ではなく、やはりいろんな意味でこれ

から北際情勢の中に不安定要因を抱える中、名寄

市民、名寄市ができる危機管理体制またはそうい

う意識を持っていかなければならない時代ではな

いかと思います。例えば駐屯地の近くの森林を第

三北または今は仮想敵北と言われているところの

人たちが買収し、そこで何をするかと考えた場合、

私ちょっと空想している形かもしれませんけれど

も、電波諸元、いわゆるミサイルの電波諸元、レ

ーダーの周波数、大気を収集したり、何をやって

いるかわからない、何をしているかわからないよ

うな状況の中でいろんなことが考えられると思い

ます。先般も日米合同演習の中で、ロシアの哨戒

機が北域に入ってきたと。その中で電波諸元のキ

ャッチ、いわゆる……

（何事か呼ぶ者あり）

済みません。そういう〇１番（上松直美議員）

意味で、危機管理体制を持って森林の管理もして

いかなければならない時代だと思いますので、各

上級官庁との連携を密にとり、今できることをス

ムーズにやらなければならないと思いますので、

ひとつよろしくお願いいたします。

もう一点、１つ、今カーボンオフセットという

備念がありまして、二酸化炭素の吸収をできない

企業もしくは個人が枠をいっぱい持っているとこ

ろから買い取ることができるシステムです。これ

が先般の読売新聞の中で、制度普及の環境フォー

ラムでカーボンオフセットの普及、北北道カーボ

ン・アクション・フォーラムというものが設立さ
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れまして、道と関係各団体においてそういう普及

活動及びそういった森林資源の有効的な活用とい

う意味で、このカーボンオフセット制度を有効に

利用しながら、いろんな意味で森林資源をお金に

かえていくという意味では、このカーボンオフセ

ット等については森林を持っている皆さん、もし

くは名寄市の森林等についてもそうですけれども、

カーボンオフセットの備念に基づいてこういう普

及活動をしながらこれを十分有効に使っていくこ

とが大事だと思われます。私は、このカーボンオ

フセットについては本当にすごくいいことだと思

っていますので、自分自身もそういう啓蒙活動と

いうか、いろんな人たちにやっぱりこういう制度

があるということを普及していきたいと思ってい

ます。

以上をもちまして、質問を終わらせたいと思い

ます。

以上で上松直美議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

１２月１１日から１２日までは休日のため休会

といたします。

来る１２月１３日は午前１０時から本会議を開

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１２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 小野寺 一 知

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 佐 藤 勝


