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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１３日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 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ございます。２

４番、宗片浩子議員からおくれる旨連絡が来てご

ざいます。

ただいまの出席議員数は２４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、

２番 佐 藤 靖 議員

１６番 山 口 祐 司 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。

名寄市の行財政運営から外２件を、大石健二議

員。

皆さん、おはようござ〇６番（大石健二議員）

います。緑風クラブの大石健二でございます。議

長より御指名をいただきましたので、これより通

告に従い、３件４項目について質問を行います。

最初に、新市建設計画と新市将来構想から、そ

の計画の執行進捗度及び構想の実現度に関する行

政課題についてお聞きをしてまいります。平成１

８年３月２７日の風連町、名寄市との合併、いわ

ゆる廃置分合も来春で間もなく５年の歳月を迎え

ようとしております。この新市建設計画と新市将

来構想は、廃置分合の調印からさらにほぼ２年さ

かのぼること平成１６年に策定され、今日の風連

町と名寄市との心の合併の礎を築いてきたと言っ

ても決して過言ではありません。「ともに風を連

ねて名を寄せる北の都」をキャッチコピーとする

新市建設計画及び新市将来構想の延長上にある廃

置分合、そして特例区期間の終末に向けた総括に

ついてお聞きをしてまいります。

次に、名寄市の産業経済の発展とその推進から、

観光振興を基軸にした振興策についてお尋ねをし

てまいります。私は、さきの第３回定例会におい

て６月中旬のふうれん白樺まつりを皮切りに、て

っしフェスティバル、なよろ産業まつりなど名寄

の四季を彩る祭典のほか、市内で作付栽培されて

いるひまわりを主体としたコンクールイベントの

開催、また映画ロケにかかわるフィルムコミッシ

ョン新設の取り組みなど、名寄市の観光事業展開

に向けた具体的な振興策についてお聞きをしてま

いりました。しかしながら、祭典やイベントの継

続開催という力わざはあるにしても時を同じくし

て開催された隣接自治体のフェスティバルとの連

携も乏しく、また農林商工業に立脚をした名寄市

の産業経済の観点からもいま一つ妙案、妙手を欠

いている実態を改めて再認識をいたしました。果

たして平成２３年度以降の名寄市経済部の施策と

その体制整備についてどのような取り組みを想定

しているのかお聞きをしてまいります。

続いて、名寄市教育行政から、教育委員会と市

民のかかわりについてお聞きをいたします。今児

童を取り巻く教育環境は、学校内においては陰湿

な暴力、いじめ、学力低下などが、また学校外に

おいては児童の虐待、養育放棄の問題などが深刻

化の度合いを高め、今や大きな社会問題となって

います。名寄市では、いまだこうした重大な事件、

事故にまで発展してはいないものの、これらの事

件、事故を他都市での出来事としてとらえるので

はなく、市民の皆さんとともに歩む地域に根差し

た教育委員会の役割が重要になってきています。

そのためには、市民の皆さんに広く教育委員会の

各委員の紹介やその仕組み、また定例会の開催と

審議状況を知らせる手だてとして名寄市の広報や

インターネットのポータルサイトに掲載して積極

的な情報を公開し、ともに考えようという姿勢を

より強固なものにしていくことが急務であろうと

考えております。市民の皆さんとのかかわりをよ

平成２２年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第３号



－91－

平成２２年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第３号

り強固に深めるため、市教育委員会の教育施策に

ついてお知らせを願います。

最後になりますが、名寄市立大学の未来につい

てお聞きをいたします。名寄市立大学は、地域に

貢献し、地域に開かれた大学であることを目標に、

保健、医療、福祉という支援サービスに携わる人

材をはぐくむ大学として２学部４学科で構成し、

全人教育と広い視野に立った職業人の育成、地域

社会の教育的活用と地域貢献などを基本理念に掲

げています。私は、さきの第３回定例会において

本年は１９６０年春の名寄女子短期大学開学以来

５０年目、さらには名寄市立大学として足かけ開

学５年目を迎えたのを機に名寄市立大学の将来構

想について質問をいたしました。また、その後名

寄大学創立記念事業の一環として、名寄市立大学

の未来をテーマに公開討論会も開催をされました。

しかし、大変残念ながらいずれも熟度の高まらな

い議論経過の中で推移し、今後ますます加速度的

に少子化に拍車がかかる中にあって、果たして現

行の体制のままで志望学生の確保と魅力ある大学

づくり、さらには市民の皆さんとともに築き上げ

ていく名寄市立大学の未来をどのように切り開い

ていくのか、いま一度踏み込んだ展望について再

度お聞かせを願います。

以上でこの場からの質問を終了いたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございま〇総務部長（佐々木雅之君）

す。ただいま大石議員から大きな項目で３点の質

問をいただきました。１点目の小項目１につきま

しては私から、小項目２については経済部長から、

大きな項目２点目は教育部長から、大きな項目３

点目は大学事務局長からの答弁となります。

それでは、名寄市の行財政運営から、新市建設

計画と新市将来構想からについてお答えをします。

平成１９年に策定された新名寄市総合計画は、新

市将来構想と新市建設計画を踏まえ、本市が目指

すまちの将来像を示し、その実現に向けて具体的

な施策を明らかにしたものであります。計画の進

捗度及び実現度につきましては、情勢の変化に対

応するために３カ年の計画を毎年度見直すローリ

ング方式で行っており、前期５カ年での当初計画

では１９６事業、約３００億円の事業費でありま

したが、第４期ローリング調整後では２５２事業、

約３５１億円となっており、事業数では２８％の

増となっております。なお、事業費ベースでは１

７％の増となっております。

また、合併して５年が経過するわけであります

が、その間風連庁舎、名寄庁舎による職員間の人

事異動や事務事業等の統廃合など新名寄市の体制

づくりに努めてまいりましたが、それぞれ１００

年の歴史に培われたまちづくりが行われてきたこ

とで心の合併も含め、もう少し時間がかかるもの

と考えております。市民の一体感につきましても

各種イベントや会議などの参加により、少しずつ

ではありますが、培われてきているものと思いま

す。これからも健全財政と円滑な市政運営を行え

るよう努めてまいります。

以上、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、小項目２〇経済部長（茂木保均君）

点目、名寄市の経済産業の発展とその推進から、

観光等の振興策についてお答えをいたします。

名寄市は、恵まれた自然を生かした施設整備を

含め、各種大会の誘致や集客増加のために効果的

なイベントを開催するなど交流人口の拡大や地域

の活性化を図ってまいりました。しかし、一律的

な色彩の強い観光施策はニーズの多様化による観

光の個人化に十分対応したものではなく、自然志

向、健康志向の強まり、さらには高速交通網の整

備などによる観光ニーズを見据える必要がありま

す。先ほどお話をいただきました名寄の白樺まつ

りあるいは風連ふるさとまつり、産業まつり等々

のイベントにおきましても平成２１年度あるいは

２２年度においてこの種のイベントにつきまして

は平成２１年度で約３万人、平成２２年度、現在

というか、大体終わっておりますけれども、２万
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０００人と０００っている状況にございます。

この辺につきましては、先ほど御指摘ありました

ように企画等の不足の部分もあろうかというふう

に思っておりますが、この辺についてはさらに状

況を判断しながら進めていかなければならないと

いうふうに考えております。

多様化する観光ニーズに対応するため、広域観

光ルートの開発や観光企画、イベントの充実、農

林業との連携による体験型、滞在型の観光ステー

ジづくりを推進することが求められております。

既存観光資源の保全、有効活用を推進するととも

に、新たな観光資源の発掘に努め、体験型、滞在

型観光の振興をも推進をしていきたいと考えてお

ります。観光の振興につきましては、地域を活性

させる大きな効果が期待されます。自然、スポー

ツ、文化的な観光資源を活用し、広域での連携を

強化をし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）

私のほうから大項目〇教育部長（鈴木邦輝君）

２、教育委員会と市民のかかわりについて答弁を

させていただきます。

まず、１点目の教育委員及び教育委員会議の広

報についてでございます。教育委員会制度は、地

方自治の尊重、教育の政治的中立と教育行政の安

定、指導行政の調和と連携を理念として発展をし

てまいりました。教育委員は、人格が高潔で教育、

学術、文化に関し見識を有する者から市長が議会

の同意を得て任命をしております。これらレイマ

ンでもあります教育委員の合議により教育委員会

議が開催をされ、意思決定を行っているものであ

ります。名寄市における教育委員会議は、教育長

も含めた５名の教育委員と委員会事務局、課長が

出席をいたし、毎月１回定例会を開催し、必要に

応じて臨時会も開催をしております。会議は、原

則公開となっておりますが、人事案件など公開を

しない場合もございます。本年４月から委員会の

会議録につきましては、市の自治基本条例の趣旨

に基づき、開催から１カ月ほど後にはなりますが、

ホームページで会議の内容を公開をしてございま

す。会議開催日の案内などにつきましては、今後

ホームページなどを通してさらに周知を図るよう

に努めてまいりたいと考えております。

次に、教育委員会の施策を市民に知らせる方策

であります。教育委員会の業務は、学校を含めま

した教育行政と社会教育の分野に大きく分かれま

す。社会教育につきましては、行事の案内が中心

ですが、市の広報、各施設の広報紙、市のホーム

ページなどで市民への周知を行っております。ま

た、学校教育においては、各学校においては学校

だより等により保護者、校区へのお知らせが中心

となっております。教育行政全般の施策について

のお知らせについては、現在のところ市のホーム

ページと冊子となっております「教育なよろ」が

中心でございます。各種の手続、小中学校の案内

などの基本的な項目のほか、ホームページの中に

はさきにお答えいたしました教育委員会議録ほか、

教育委員会の諸活動の検証については平成２０年

度から毎年教育委員会の事務管理の点検評価を行

い、報告書としてまとめて同じように公開をして

おります。ほかにも冊子として毎年６月に作成を

しております「教育なよろ」のほか、教育行政執

行方針、それから学校施設の整備計画などがあり

ますけれども、項目の数とか、それからわかりや

すさなどについては今後さらに工夫を重ねてまい

りたいと考えております。

なお、「教育なよろ」につきましては冊子で８

１ページにわたり名寄市の教育全般が記載されて

おり、ホームページでも全文が記載されておりま

す。冊子としては、印刷部数が限られていること

もありまして、図書館などで閲覧となっておりま

すけれども、貸し出しも可能ですので、今後市民

にも周知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。

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）
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きな３点目の小項目１、名寄市立大学の未来につ

いてお答えいたします。

名寄市立大学は、市立名寄短期大学の歴史を受

け継いで、ことしの３月に第１期卒業生を送り出

し、大学として一応の基礎づくりができたと考え

ております。これまでの４年間においては、それ

ぞれの教職員は学生の参加、協力も得ながら理念

及び目的を達成するために教育研究、社会活動、

大学運営等の面で試行錯誤を繰り返しながら、よ

りよい大学づくりを目指して取り組んでまいりま

した。

議員から御指摘もございましたが、今大学を取

り巻く環境は大きく変化しつつあり、早急な対応

が求められています。少子高齢化社会の中で介護、

保健、医療、福祉系の分野の学部を持つ公立大学

は、平成２１年度現在で全国７７大学中４０を超

えており、人々の健康と福祉の向上を目指した人

材の養成と地域社会の貢献がますます重要となっ

てきており、本学においても連携教育など大学独

自の特徴を出していくことが必要であります。

また、大学、短大への進学意欲の向上により全

国的には今や進学率は５０％を超えている一方、

少子化の進行に伴う１８歳人口の０少傾向を反映

し、志願者数、入学者数は０少が続いてきていま

す。文部科学省の予測発表にあるように、大学を

選択しなければ希望する人はすべて入学できるい

わゆる大学全入時代を迎えており、その後に来る

のは大学余剰時代、大学淘汰の時代であり、それ

は大学が完全に入学志願者優位の市場になってく

ることを意味するものと言われております。人気

のある大学は、多くの志願者の中から質の高い学

生を確保できる反面、そうでない大学は学生の質

の低下や入学者の確保が懸念される状態となって

おります。現在でも私立の４年制大学で３割、短

期大学では４割が入学定員を確保できない厳しい

状態にあり、学生確保をめぐる大学間の生き残り

をかけた競争はさらに厳しさを増すことは予測さ

れております。また、平成２０年度以降の世界同

時不況によって就職率の大幅な０少と未就職のま

まの卒業や保護者の失業等による退学率の上昇な

ど厳しい状況が続いてきております。

このような中で、本学においては、学生の志願

状況については経済状況を踏まえての公立大学志

向が高くなっていることもあり、これまで比較的

安定して道内のみならず、全国各地から志願者を

確保してきました。しかし、全体としては右肩下

がりの傾向にあり、少子化の進行により今後質的

にも学生の確保が困難になることも予想されます。

就職状況については、初めての卒業生でありまし

たが、厳しい経済情勢を反映して就職率は９割程

度にとどまっており、また学科間で就職率に差が

あり、大学で取得できる資格免許が就職に直結し

ない分野は厳しい状況となっているところであり

ます。

完成年度を終え、改めて開学以降の４年間を大

学全体として組織的に振り返り、確認しながら将

来を見据え進んでいくことが重要であると考え、

自己点検評価委員会を設けて教育の理念と目標に

基づいた教育の質の確保とそれを基盤とする専門

職の養成について、項目ごとに現状説明と点検評

価をし、さらに将来への改善などを報告書にまと

める作業に取り組んでいるところであります。具

体的には、保健、医療、福祉の分野で活躍できる

幅広い人材を養成し、地域社会に送り出すことを

目指す大学として顔の見える本学ならではの少人

数によるきめ細やかな教育実践を展開してきたか

どうか、また学生の能力を伸ばすことに主眼を置

いた教育を行い、専門職として鍛えられていると

いう企業等からの評価を高めることができたかど

うか、また公立大学として教育研究成果の地域へ

の還元や公開講座の実施など、市民に対するサー

ビスの提供などを行うことができたかどうかであ

ります。このことが本学の生命線であり、魅力あ

る大学づくりにつながるものと考えております。

名寄市立大学は、地域を支える人材の養成と供

給という基本使命を持っており、このためこれま
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で以上に学生、地域、時代のニーズを把握し、教

育研究の改善に努めながらその使命を果たしてい

くことが必要であり、学生の皆さんから名寄市立

大学に入ってよかったと思われるような地域社会

に信頼され、地域と歩む大学づくりに努めてまい

りたいと考えております。今後自己点検評価報告

書ができ次第、議員を初め学外の方々に公開する

とともに、認証機関での評価資料にしたいと考え

ておりますので、後ほど忌憚のない御批判や御意

見等をお願いしたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をいた〇６番（大石健二議員）

だきました。ありがとうございます。それでは、

順序が入り繰りあろうかと思いますが、あらかじ

め御承知おきください。

最初に、名寄市の経済産業の発展とその推進か

ら、観光施策を基軸にした振興策について再質問

を行います。先ほども部長のほうから、産業経済

振興という観点からお話をいただきましたが、と

ころで名寄市の経済の進展度を推しはかるバロメ

ーターといいますか、名寄市の経済部では何を経

済指標として役立てて活用されているのか、もし

あれば指標等についてお知らせください。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農業関係あるいは商〇経済部長（茂木保均君）

工業関係のそのバロメーターという、そういうも

のでございますけれども、一応農業関係について

は国あるいは北海道、そして名寄市と一応その計

画があります。例えば食料自給率を１つとっても

国では農業・農村基本計画というのがあります。

これに沿って北海道で北海道の計画をつくると。

市町村ベースでも名寄市でもつくる農業・農村振

興計画、あるいは農協でも農協の３カ年の中期的

にというか、当面の計画があります。これの中で

一定の作付面積あるいは生産量、農家戸数も含め

て出しているものがあります。ただ、商工業関係

についてはそういったものが、きちっとしたもの

が実はないのです。したがって、一定期間の部分

の中で統計上あらわしたものを参考にしながら名

寄市の総合計画等の中で一定の振興策というよう

なことを盛り込むということで、数字的にあらわ

したものはございません。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市の経済部という〇６番（大石健二議員）

のは、名寄市全体の経済、景気の浮揚の原動力に

なるだろうという、そういう専門部署ですから、

そういう荒海だとか、いろんなところで航海する

ときに羅針盤もなければ航海図もないというのは、

いささかお寒い状況ではあるなというふうに考え

ます。ぜひ名寄市の例えば企業における賃金表だ

とか、いろんな指標があってしかるべきだなと思

うのですが、名寄市には今リアルタイムで使える

指標が残念ながら欠いていると。その中で経済施

策を立てていくという至難のわざに挑戦されてい

る経済部に敬服をいたしますが、ところで現行の

名寄市の経済部は本体が風連庁舎にあって、名寄

庁舎にたしか産業振興室、観光部門は名寄商工会

館の１階にＮＰＯ法人のほうに資力を出して口は

出さないという観光事業を手がけておりますが、

経済部長、フレミングの法則って知っていますか

ね。左手の法則で、３本指やるのですが、いずれ

も向きが違うのです。向いている方向がみんな違

うと。フレミングの法則というのは、親指という

のは動態に働く力、人さし指は電流の方向だとか、

いろいろあるのでしょうけれども、それは別にし

て、名寄市の経済は力が分散している。大変結集

をしなければならないところで、どうも名寄市の

経済部というのは体制そのものが、心のつながり

は一体感があるのかもしれませんが、体制的には

分立をしているなという感じがいたします。ここ

はひとつ大変な時代でありますから、力を分散す

るのではなくて、事業を選択と集中ということで

ぜひとも経済部の体制についていま一度お考えが

あるかどうかお聞きしてよろしいですかね。
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茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

決して力が分散して〇経済部長（茂木保均君）

いるということではなくて、庁舎は別にあっても

それぞれきちっと連携をとりながらやっているつ

もりであります。そういうことの中で行政も、あ

るいは商工業団体、観光協会においても一つの場

所の中でそれぞれのセクションがあれば連携協力

はとりやすいというふうにも考えておりますけれ

ども、それぞれの時代の背景もありまして、そう

いう中で対応していかなければならぬということ

であります。例えば合併時の経済部が農業関係は

風連に、商業関係は名寄にという部分は、やはり

そこにそういう業をなされている方が多いという

部分の中でそういった判断をされたものというふ

うに理解しております。行政においても両庁舎の

有効活用という、こんな視点もございまして、住

民の方あるいは職員にも多少不便はかけていると

いうふうには考えておりますけれども、これらに

ついても鋭意今機構改革等の中でも協議をしてい

るということでございます。いずれにいたしまし

ても、市民の皆さんという形の部分で御迷惑かか

らないような、そんなことを前提にそこら辺は十

分配慮をしたいなと思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひチーム経済部とし〇６番（大石健二議員）

て総合力を発揮していただきたいと思います。

次に、名寄市の新市建設計画と新市将来構想に

関連して、期間が間もなく終了するであろう合併

特例区もあわせてお聞きをしてまいりたいと思い

ます。明春３月に風連の合併特例区は期間が満了

するだろうと思うのですが、それに伴ってさまざ

まな条約や規約などの見直しも十分想定されるの

ですが、このうちさらにはちょっと焦点を絞って

いきますと、合併特例区規約というのも失効して

いくことになりますか。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

合併特例区の期間満了〇副市長（久保和幸君）

に伴う規約等の失効については、法律で規約が失

効するということになっておりますので、議員御

指摘のとおり失効することになります。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

この規約が失効、ある〇６番（大石健二議員）

いは見直しではなくて失効していくということに

なれば、必然的に合併特例区協議会も解散してい

くのだろうと思うのですが、たしか平成１６年８

月１６日付の自治組織委員会で発行されている資

料の中に２市町間における確認事項として、風連

町と名寄市は合併により地域の自治が失われたり、

寂れたりしない仕組み、制度を取り入れ、双方の

資源を有効に活用していくことを基本的な考え方

とするというふうにあるのですが、この特例区期

間終了後で自動的に合併特例区協議会も解散、解

消していくことになるのだろうと思うのですが、

こうした全体的な協議会にかわる組織の設置など

というのは考えておられるのでしょうか。

久保副市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもお答え申し上〇副市長（久保和幸君）

げましたけれども、合併特例区は法で設置期間５

年ということが決まっておりますので、基本的に

合併特例協議会も規約の中で設置するということ

になっておりますので、当然特例協議会も解散す

ることになります。その設置後の取り扱いにつき

ましては、地域自治を継承する必要があるだろう

ということで、地域連絡協議会的なものを設置す

ることで現在考えているところでございます。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それと、ちょっと時間〇６番（大石健二議員）

がなくなってきたので、はしょりながら最後にお

聞きをしてまいります。先ほど平成２３年３月を

もってさまざまな合併特例にかかわるものが条例、

規則その他で見直し、廃止につながっていくだろ

うというお話でございましたが、現行２人体制の

名寄市副市長の定数条例あるいは副市長の担任事

務規則というのはどのように考えておられるので
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しょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

副市長の設置の関〇総務部長（佐々木雅之君）

係につきましては、名寄庁舎、風連庁舎担当を置

くというふうになっておりますので、それぞれ両

庁舎を有効活用して、いましばらく庁舎の活用を

考えておりますので、条例にのっとりまして２人

を設置する、当分設置ということで考えておりま

す。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

重ねて質問をするので〇６番（大石健二議員）

すが、いましばらくというのはどの程度の期間で

すか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

庁舎を現実的に今〇総務部長（佐々木雅之君）

有効活用する部分につきましては、ここ２１年、

２２年につきましては庁舎の改修関係、屋根も含

めた改修関係をやっておりますので、庁舎の有効

活用の期間については少なくとも１０年程度は活

用できるかなと思います。副市長２人制がいつま

で続けるかにつきましては、市長の御判断も含め

て両地域のこれからの地域振興も含めて考えてい

ただけるものかなと思っておりまして、庁舎のあ

りようについては１０カ年程度このまま両方の庁

舎を活用する方向で進めたいという観点からいい

ますと、１０年程度はというふうには最低思って

おります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

続いて、名寄市の教育〇６番（大石健二議員）

行政から教育委員会と市民のかかわりについてお

聞きをしてまいります。

先ほど教育部長のほうからるる御説明をいただ

きました。名寄市教育委員会のホームページには、

確かに教育委員会の議事録が掲載されています。

ただ、残念ながら傍聴者の項目をずっと見ていき

ますと、本年４月からすべての会議で傍聴者がな

しと、こういうふうに記載がされております。現

行では教育委員会、毎月１回開くという会議の公

開が地方教育行政の組織及び運営に関する法律だ

とか、名寄市教育委員会会議規則だとかに定めら

れているのですが、会議の周知というのはこれま

で行っていないだろうというふうに考えます。こ

れから具体的に名寄市教育委員会５人の委員の方

と教育委員会事務局の職員との定期的な月例会の

中に市民の傍聴を呼びかける告知についてどのよ

うに具体的に打っていくのか、お知らせをいただ

きます。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

教育委員会の会議の〇教育部長（鈴木邦輝君）

周知でございます。議員の御指摘のとおり、教育

委員会は主に月の後半に開催されることが多くて、

この日程につきましては教育長以外ほかの４人の

教育委員の方はそれぞれお仕事等を持っています

ので、日程の調整を含めてなかなか決まらなくて

後半になる部分が多い部分がございます。その中

で、少なくとも１週間前には日程は決まりますの

で、それについて今まで周知が不徹底であったと

いうことは議員の指摘のとおりであります。今後

につきましては、ホームページ等で日程について

公開をするような形、またほかの方法があればま

た内部でも検討をしていきたいと思っております

ので、御理解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

なるべく閲覧から会議〇６番（大石健二議員）

までの開催の時間を少し長くとっていただければ、

それなりに市民の皆さんも都合をつけて傍聴がで

きるだろうと思いますので、ぜひ御検討願いたい

と思います。

会議の中で、いろんな教育行政項目があるので

すけれども、たまたま平成２２年９月２８日に開

かれた第１３回教育委員会の会議の中の教育行政

報告の中の５番目、フッ化物洗口という項目がご

ざいました。このフッ化物洗口というのを調べて

みました。昨年の６月、北海道が全国の自治体に

先駆けてフッ化物洗口の普及を明言した北海道歯

・口腔の健康づくり８０２０推進条例の制定に伴
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って、多分各自治体の教育委員会におろされてき

たものだろうと思うのですが、このフッ化物洗口

についての教育行政報告について、これを議題と

した教育委員会における議事録が掲載されていな

いものですが、果たしてどのような委員からの協

議あるいは皆さんのほうからレクチャーがあった

のか、簡単で結構ですので、お教え願えますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまお話ございま〇教育長（藤原 忠君）

したフッ化物洗口につきましては、道の条例が平

成２１年６月に制定されて、その中で学校教育に

おいてもフッ化物洗口についての取り組みを推進

する、そういう項目がございました。それで、名

寄市としてはフッ化物洗口についての取り組みを

どうするかということについて今後検討していき

たいという報告であったのであります。お知らせ

でございます。教育委員会の中で教育委員さんに

対するお知らせ、そしてこれはフッ化物洗口につ

いては上川管内の教育長会議等も何回か開催して

おりまして、その中で上川管内としてもどういう

ふうに取り組んでいくかをいろいろ今議論してい

る最中でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

このフッ化物洗口で用〇６番（大石健二議員）

いられる薬品、試薬というのはフッ化ナトリウム、

その他混合されているものだろうと思うのですが、

調べてみますと劇薬指定で極めて毒性が高いとい

うことでございます。かなり水で希釈はするのだ

ろうと思うのですけれども、その希釈した後の処

理の問題だとか、飲み込んだらどうなるのだとか、

これは殺菌、滅菌にも使われているという薬品で

すから、そういった極めて重症化するとかなり腎

炎だとか心不全だとか呼吸困難だとか、いろんな

症状を併発するというふうに書いてある文献を読

んだものですから、ぜひ教育委員会の中でたとえ

お知らせであってももう少し協議の場があっても

よかったのかなと。私は、外部から見ていて内容

がないものですから、見えないものですから、率

直にそう感じました。

ちょっと時間の関係で進めてまいりますが、最

初に質問をした際に、児童を取り巻く環境が極め

て厳しい風雨にさらされているよと、今は。そう

いった中で、最も児童生徒とかかわりの深い教育

委員の皆さん、さらには名寄市には民生委員、主

任児童委員あるいは旭川児相の児童福祉司と、こ

ういった専門の方々がいらっしゃる。こういう児

童を取り巻く環境が厳しい環境の中にあって、名

寄市教育委員会が音頭をとるのか、それとも生活

福祉あるいは福祉事務所、どちらでやるかわかり

ませんけれども、こうした教育委員の皆さん、民

生児童委員の主任児童委員の皆さん、旭川児童相

談所の児童福祉司の方々と例えば３者協議あるい

は３者懇談というのをこれまでに何回か開かれた

経緯があるのでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

特にそういう今の大石〇教育長（藤原 忠君）

議員のお話のような意図で開催したという経緯は

ございません。しかし、今非常に子供たちを取り

巻く環境は多様化しておりまして、さまざまなケ

ースが生じております。そういうケース・バイ・

ケースの中で、しっかりと連携をとっていること

は間違いございません。児童相談所にしても民生

委員にしても、その都度いろんな場面でお話し合

いはしております。ただ、定例的にそういうこと

について、いろいろな議論を児相も交えてすると

いうことは取り組みとしてはしていないところで

ございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

開いていくという観点〇６番（大石健二議員）

からは、今後検討の余地があるのでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

これまでのケースから〇教育長（藤原 忠君）

考えますと、子供たちの事例そのものに応じたニ

ーズといいましょうか、こういうところから連携

をとっているという見地でございまして、これか

ら将来についてはそういうことについても検討し
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ていく必要があるのかなと、そんなことを考えて

おります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、教育委員会、〇６番（大石健二議員）

次の問題で質問を移らせていただきます。前回の

定例会で平成２２年度の全国学力・学習状況調査

についてお尋ねをしました。もう間もなく集計、

分析ができてくるのだろうと思うのですが、次年

度に向けて学習向上プログラムの見直しも含めた

指導の改善策、こういったものをホームページ、

これから積極的に情報を公開していくというお答

えですから、その調査の概要と指導の改善策につ

いてホームページ上で公開、掲載していく考えは

あるかどうかお聞かせください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

今年度の全国学力・学〇教育長（藤原 忠君）

習状況調査については、名寄市にも希望で受験し

た、名寄市は全校受けているわけでありますが、

抽出と、それから希望と両方に分かれております。

その希望で受験した成績についてももう届いてお

ります。この基本的な考えとしましては、やはり

１つには各学校にしっかりとその結果を周知する

こと、もう一つは子供たちにその結果を周知する

こと、それから保護者にはその学校の傾向とか、

いいところ、悪いところ、そういうことについて

周知するということで取り組ませていただいてお

ります。この成績の結果について、市民にどこの

学校はどういう傾向でどうだったという具体的な

ところまで周知する計画は今のところ持っており

ません。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

個別ではなしに全体的〇６番（大石健二議員）

な名寄の学習状況調査について、概括的にでも報

告される考えはございませんか。例えば名寄市よ

りも非常に学校数も多い自治体においては、私今

手元に持っているのですが、概要と指導の改善策

ということで、それぞれ小学の国語、中学の国語、

算数、数学と、それぞれについて設問ごとの傾向

と今後どのように改善をしていくかという冊子が

極めて教育先進自治体では公表されていると。我

が子あるいは名寄の児童生徒の学習の特徴と傾向

と今後の対策について一般の市民も理解、把握が

できるように努めることが肝要ではないかと私は

考えるのですが、いかがでしょうか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまの大石議員の〇教育長（藤原 忠君）

お話でありますが、昨年までは指導改善プランと

いう冊子をつくりまして、特に昨年度については

３年間の集大成という形でつくらせていただきま

した。この冊子をつくったということイコール市

民に周知したということにつながるかどうかはま

た別な問題でありますが、今年度はこの指導改善

プランを策定する予定はございません。しかし、

名寄市としてもただいまお話のように名寄市の学

力、学習環境すべてについては今鋭意分析をして

いるところであります。そういう中では、この全

体的な傾向について各学校、保護者には周知をす

るわけでありますが、ホームページ等を通してこ

の傾向についても市民にもお知らせする、そんな

ことを今後検討してまいりたいと、こう考えてお

ります。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、次の課題に〇６番（大石健二議員）

ちょっと移ってまいります。名寄市の教育委員会

では、生命に畏敬の念を持ち、他人を思いやる心

豊かな児童生徒の育成を期するとともに、自主自

立の精神を持ち、しなやかにたくましく生き抜く

ことのできる人間の育成に努めるとして、名寄市

学校教育の基本方針を定めています。この方針に

基づいて、単年度ごとに名寄市の学校教育の推進

の重点、２２年度も定めているのですが、どうも

私は教育というのは単年ごとにやるというのも一

つの手なのかもしれませんが、もっと長いタイム

スパンで建設を練っていく必要があるだろうと私

は思うのですが、具体的な教育施策を位置づけて

実効性のある取り組みを中期的な視点に立って教
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育の方向性を明確にして、将来を見据えた例えば

ですが、名寄市の学校教育基本計画というものを

策定する必要があるのではないかと、私は考える

のですが、そちらのほうではどのように考えてお

られますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

まず最初に、名寄市に〇教育長（藤原 忠君）

は名寄市の教育目標がございます。これは、旧名

寄市ではもう何十年も続いたものでございました。

それが風連、名寄が合併して新しい名寄市が誕生

した平成１９年、新たに名寄市の教育目標を定め

たところであります。この教育目標というのは、

名寄における教育の基本理念でございまして、こ

れについては今後永劫に続くというふうなとらえ

方をしながら教育を進めてまいると、こういうふ

うに考えているところであります。その教育目標

のもとに学校教育、これは教育には社会教育とか

学校教育とか、さまざまな分野があるわけであり

ますが、この中に学校教育の基本方針というのを

定めております。これも同じように今議員のお話

のとおり生命に畏敬の念を持ち云々と、こう始ま

っておりますが、これも基本目標と同じように続

くものだと、こういう押さえ方で私たちはこの理

念に基づいてそれぞれ学校教育の方針を立ててお

ります。

その学校教育の推進の重点につきましては、毎

年校長会等を通しながら教育委員会の内部、校長

会等の内部で検討を繰り返しながら毎年定めてお

ります。したがいまして、基本方針とか目標など

という学校教育にかかわる変わらない不易なもの

を踏まえて、それに応じて毎年重点を検討してい

くということであります。実際的には大きな問題

が生じない限り、この重点というのは継続して行

われていくと、こういうふうになっております。

そして、その重点に基づいて具体的な推進計画を

立てて各学校では翌年度の学校教育計画を立てて

いくと、こういう大きな流れになっておりまして、

それに加えて教育委員会としては教育行政執行方

針を毎年度発表させていただき、それを受けて各

学校では新年度の計画を立てていくと、こういう

運びになっておりますので、このこと自体は通例、

一般的であるといいましょうか、名寄独特のもの

ではなく一般的で各市町村、全国的にこういう形

で行われてきていると、このように私は受けとめ

ております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

教育というのは、単年〇６番（大石健二議員）

度でやっていくというのも一つの手なのかもしれ

ませんが、義務教育だけを見ていきますと６年、

３年あるいは高校３年というふうにある程度長期

の展望に立って、中期の展望に立った取り組み、

計画が必要だろうと。その年度に重点的に取り組

む年度ごとの事業も必要でしょうが、もっと鳥瞰

的に、俯瞰的に見た計画があってしかるべきだろ

うと私は思いますが、それは次回にまた譲るとし

て、先ほど教育部長のほうから教育委員の任命に

ついてるるお話がございました。教育委員は人格

が高潔で云々ということですね。たまたま私、名

寄市の教育委員会のホームページを見ていて、さ

て名寄市の教育委員の方のお名前はだれだという

ふうに一生懸命検索をするのですが、なかなか出

てこないと。教育長の藤原教育長あるいは梅野博

様、教育委員長というのはお顔もお名前も一致す

るのですが、他の方々の委員のお名前と顔がどう

も一致しないということで非常に距離感が感じて

おります。

たまたま教育では先進的な取り組みをしている

東京都中野区の教育委員会のホームページを見る

と、各委員の方の顔写真と教育に対する一言とい

うか、メッセージがかなり平易な言葉を用いて自

己紹介されていると。名寄市の教育委員会の委員

の皆さんと市民の皆さんの距離を縮める意味でも

教育委員会のホームページにはもう一工夫、二工

夫必要だろうと思いますが、名寄市の教育委員の

皆さんとの距離を縮めるという意味で、今は首長

の任命制というのがとられておりますが、この中



－100－

平成２２年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第３号

野区の教育委員会は推薦公募制というのをとって

おられると。手元に資料あるのですが、ある時期

が来ると任期が満了する一月前ぐらいに中野区の

教育委員の自薦、他薦を公募いたしますという要

綱までびっしり出てくるのですが、その中で教育

委員の皆さんに対する市民の皆さんから投票が行

われるのです。その投票どおり採用されるかとい

うと、そうではなくて首長が、区長さんですね、

ここでは。区長さんが定員が超えた場合、超えな

い場合、いろいろあるのでしょうけれども、それ

を重きを置いて参考にして任命をしていくという。

決して地方教育行政の組織及び運営に関する法律

に抵触するものではなくて、こういった人材の推

薦公募ということについて名寄市の教育委員会の

皆さんと市民の皆さんの距離を縮めるという意味

で、教育委員会に聞くのもどうかと思いますが、

加藤市長、どのようにお考えですかね。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

） 先ほどから教育委員会の〇市長（加藤剛士君

あり方も含めた市の教育行政はどうなのだという

お話でありますけれども、いろいろといただいた

御意見をしっかりと検証してまいって、どのよう

にこれから市の教育行政が明るいものになるのか、

承った意見をしっかり検討してまいりたいという

ことで御理解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

実は、名寄市でも教育〇６番（大石健二議員）

委員の公選制というのが１度あったのです。１９

５２年、昭和２７年ごろと古い話ですが、１度ご

ざいました。歴代の市長さんで教育委員もやって

いたという経緯があるのですが、それはそれとし

て、最後に時間をいただきながら、名寄市立大学

の青木紀学長から前回の名寄未来大学の公開討論

会の中で言い残した、言い募ったということがも

しメッセージとして託されていたらお教えいただ

ければありがたい。もしなければないで結構なの

ですが。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

１１月３日〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

の公開討論会、限られた時間でということで一定

程度思いについてお話があったと思いますが、何

か聞くところによりますと１月早々に議員の皆さ

ん方とまた懇談会の中で学長の考えをお話しさせ

ていただく機会あるようでございますので、その

中でひとつお聞きいただければと思っております。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市の家庭ごみについて外２件を、木戸口真

議員。

皆さん、おはよう〇１３番（木戸口 真議員）

ございます。議長のお許しをいただきましたので、

通告順に従い一般質問をいたします。今定例会で

は、私は加藤市長に２件、教育長に１件を質問い

たしたいと思います。１０日から一般質問もなさ

れ、重なる部分もありますが、皆さん方の御理解

をいただきたいと思います。

大きな項目１点目に、名寄市の家庭ごみについ

て。私たちの日常生活では、捨てればごみ、分別

すれば資源、ごみの分別は私たちの生活習慣とし

なければなりません。日々燃えるごみ、燃えない

ごみ、資源ごみ、粗大ごみなどに分別し、回収し

てリサイクルすることが廃棄物最終処理場の延命

と今日の循環型社会を目指す取り組みとして必要

と考えます。名寄市では、ごみの取り組み状況は

先進的であると思われます。名寄地区、風連地区

の収集体制の違いを今後どう統一していくのか。

これらのことから、１点目に家庭ごみの現況は、

２点目に収集体制の現況と課題は、３点目に収集

体制の今後の考え方をお聞きいたします。

大きな項目の教育行政について。名寄市の児童

生徒数は、少子化の流れによりとどまることなく、

平成２０年に策定した市立小中学校適正規模及び

適正配置に関する基本方針では、名寄地区市街地

５つの小学校について各学年２学級で１校当たり

１２個が適正といたしました。市教委の１０年後

の試算では、２学年の維持が困難になる見通しで
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もあります。農村部にある小規模校も児童数１０

名を切り、地域父兄みずからが子供たちの学校の

あり方を検討し、要望を示す状況にもあります。

名寄市の小中学校の統合、校区の再編、校舎の老

朽化に伴う改築などを含め、小中学校施設整備計

画の具体策を保護者や地域住民との共通理解と協

力を得た中で進めるべきと考えるものであります。

これらのことから、１点目に風連日進中学校の休

校に向けた状況と今後の課題は、２点目に風連小

中学校の周辺施設の活用状況と今後の有効活用は、

３点目に風連日進小中学校の今後の学校運営は、

４点目に名寄市立小中学校施設整備計画の現況と

今後の考えはをお聞きいたします。

大きな項目３点目、名寄市短期移住体験型、滞

在型観光の確立について。私は、平成２２年第２

回定例会において定住化促進、短期移住体験住宅、

滞在型観光の創設についてお尋ねをいたしました。

北海道移住促進協議会、ＮＰＯ法人住んでみたい

北海道推進会議と連携を図り、さらなる情報発信

としてホームページの充実とパンフレットの作成

など、魅力的な移住体験ツアーなど積極的に取り

組みを進めますとの答弁をいただきました。さら

に、名寄市立大学白井ゼミの学生からの提言の名

寄休暇村構想についても実行に向け取り組むとの

ことだったが、来年度に向け、今後の魅力ある観

光策が必要と考えます。これらのことから、１点

目に今年度の取り組み状況と今後の対応は、２点

目に観光による交流人口の拡大策が必要と考える

が、３点目に名寄市立大学の休暇村構想の進捗状

況はをお聞きいたします。

以上、壇上からの質問といたします。よろしく

お願いいたします。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま木戸口議員〇市民部長（吉原保則君）

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点目は教育部長、３

点目の（１）につきましては総務部長、（２）、

（３）につきましては経済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。

それでは、名寄市の家庭ごみについて、まず

（１）、家庭ごみの現状についてはについてお答

えいたします。平成２１年度における炭化、埋め

立てなど家庭ごみの立出量は約１万 ０００トン

でございました。これは、市民１日１人当たり９

７０グラムとなります。平成１８年度は１人当た

り ０９７グラム、平成２０年度は９７６グラム

となっており、少しずつではございますが、０量

化が進められているところでございます。ごみ立

出量の削０につきましては、３Ｒ運動のさらなる

推進、コンポストの普及、古着、廃食用油の回収

など市民の皆様の理解と協力がなければできるも

のではございません。今後も引き続き機会あるご

とに啓蒙啓発に努め、市民の皆様の理解を深めて

まいりたいと考えているところでございます。

また、本年９月から１０月にかけまして、環境

衛生推進員の協力を得て内淵処分場で分別指導を

実施したところでございます。炭化ごみ、プラス

チック容器包装類の混入、さらには資源ごみとな

る紙類、段ボールなどの搬入なども見受けられ、

現地におきまして指導、説明を行ったところでご

ざいます。新年度以降も事業所訪問とあわせ、引

き続き処分場における分別指導の徹底に努めてま

いりたいと考えております。

また、平成２１年度におきまして適切に分別さ

れた資源ごみのリサイクル品売払収入につきまし

ては古紙類、缶類などで約５５０万円、容器リサ

イクル法による拠出金が約６００万円、合わせて

１５０万円の収入があったところでございます。

議員お話のように捨てればごみ、分ければ資源を

スローガンに市民の皆様に一層の協力をお願いし

てまいりたいと考えているところでございます。

次に、（２）、収集体制の現況と課題について

でございます。現行の収集体制につきましては、

名寄地区、風連地区でそれぞれの歴史的経過、地

域事情を踏まえた中で異なったものとなっており

ます。収集につきましては、名寄地区は基本的に
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は戸別収集、風連地区におきましては各地区のリ

サイクルステーションに加えてステーション方式

で行われているところでございますし、収集回数

につきましては名寄地区が埋め立てごみなりプラ

スチック類がそれぞれ週１回となっているのに対

しまして風連地区は埋め立てごみが月１回、プラ

スチックにつきましては隔週、１週間置きという

ような状況になっておりまして、これらの収集回

数の見直しの要望、名寄地区との統一についても

出ているところでございます。平成２３年度の予

算編成に当たり、ごみ収集委託業者の収集能力の

有無の判断、さらには財政負担の増についても十

分考慮した中で地域住民のサービスの向上を図る

ために予算編成作業を進めているところでござい

ます。

３番目の収集体制の今後の考え方についてでご

ざいます。平成２３年度、来年度は１９年度に策

定いたしました名寄市一般廃棄物処理基本計画の

中間年となることから計画目標達成状況、さらに

はごみ処理状況等の確認を行う中で計画の見直し

作業を進めてまいりたいと考えております。収集

体制、方法の見直しに当たりましては人口の０少、

高齢者世帯の増加、また立出量の推移等を十分に

考慮していかなければならないと考えております。

２３年度におきまして地域の意見を聞く中から、

名寄市廃棄物０量等推進審議会に諮るなどして今

後の収集体制、方法のあり方に検討してしてまい

りたいと考えておりますので、御理解を賜りたい

と思います。

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）

２、教育行政についての（１）から（４）につき

まして答弁をさせていただきます。

まず、（１）、風連日進中学校の休校に向けた

現状と今後の課題であります。日進地区では、生

徒数の０少が著しいことから、これまでも子供の

教育環境等につきまして地区内で何度も話し合い

が行われてまいりましたが、平成２２年４月に地

区のＰＴＡ会長より今までの経過についての説明

がございました。その後、６月には地域の合意形

成が図られたということで町内会長、ＰＴＡ会長

より教育長に対し、口頭にて中学校の休校につい

ての申し出があったところであります。７月には

町内会長、ＰＴＡ会長の連名によります休校に関

する要望書の提出がありましたので、それを受け

まして８月の教育委員会議に諮りまして休校措置

を決定をし、上川教育局に休校願を提出をし、認

可を受けて今日に至っているところであります。

今後の課題といたしましては、生徒の朝夕の通学

の足を確保することであり、スクールバス等の交

通手段につきまして具体的に保護者の方々と協議

を行い、新年度からスムーズに実施できるように

努めてまいりたいと考えております。

次に、（２）、小中学校周辺施設の活用状況と

今後の有効利用についてでございます。まず初め

に、あいている教員住宅の活用実態といたしまし

ては、現在地域の高齢者の方がお一人入居をして

おります。この方は、日進７線のバス停から約２

キロほど奥に入ったところにいた方で、お体が不

自由だということ、また病院に通院をするために

人道的な見地から入居を許可させていただいたと

ころであります。今後は、中学校が休校すること

により教員住宅等にあきが出ることも予想されま

すことから、地域の方からの利活用についての要

望がありましたら内容を検討の上、対応をしてい

きたいと考えております。

３点目の日進小中学校の今後の学校運営につい

てでございます。中学校が休校となりますことか

ら、平成２３年度からは小学校のみの学校運営と

なります。教職員につきましては校長１名、それ

から教諭が２名となり、現在より４名の０員とな

りますが、新年度よりもし特別支援学級等が開設

された場合につきましては教頭配置が可能となり

ますので、そのときには３名の０にとどまるとい

うことになろうかと思います。中学校が休校とな
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ったことによりまして、今後もＰＴＡや地域の方

々の意向を十分に尊重して教育環境が悪化しない

ように努めてまいりたいと思います。

最後に４点目、名寄市の市立小中学校施設の整

備計画について御説明を申し上げます。教育委員

会では、これまで平成２０年４月には小中学校の

適正規模及び適正配置の基本方針、２１年１月に

は市立小中学校施設設備耐震化計画をそれぞれ策

定をいたしまして、個別の計画に沿った基本的な

考え方や留意点を示してまいりましたが、これら

２つの計画を連動させた整備計画を策定をしなけ

ればなりません。現在庁内の関係部局によりまし

て組織いたしました小中学校施設整備計画策定検

討委員会を設置をいたし、学校施設の老朽化の対

策、耐震化の必要性、危険校舎等の年次的な改築、

改修という視点からだけではなく、これまで策定

された計画とも連動させながら後年に大きな負担

を残さないという観点から、効果的、効率的な財

政運営にも視点を置きました施設整備計画策定に

向け、議論を進めているところであります。今後

の整備計画策定に向けましての取り組みにつきま

しては、素案の公表の発表及びそれに対するパブ

リックコメントを実施した後、原案を作成をいた

しまして市民に公表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。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは大きな項〇総務部長（佐々木雅之君）

目３点目の（１）、名寄市の短期移住体験型、滞

在型観光の確立についての今年度の取り組み状況

と今後の対応についてお答えをします。

名寄市では、北海道移住促進協議会、８８が会

員となっています。ＮＰＯ法人住んでみたい北海

道推進会議等と連携を図り、行政と民間組織が協

働の視点に立ち、効果的なプロモーション活動等

の事業に取り組むべき、主に関東、関西圏の団塊

の世代の退職者等に向け道北の中心都市、名寄市

の認知度を上げるべく移住等のＰＲを行っている

ところであります。また、ちょっと暮らし体験プ

ログラムの紹介や移住関係の相談を受けるなどの

対応やふるさと会員等の会報などを通じて移住情

報を提供しているところであります。本年度は、

移住相談としまして８件の問い合わせがありまし

たが、職があれば移住したいといったものがほと

んどで、体験プログラムを利用して名寄市に来ら

れた方はいない状況であります。今後もさらなる

情報発信としてホームページ等を活用し、短期滞

在型体験プログラムを充実させ、名寄でなければ

体験できないサンピラーパークでのカーリング体

験やなよろ天文台での天体観測体験等をメーンメ

ニューとしてＰＲ事業を行う一方、名寄市が移住

関連の滞在施設を保有していないため、市内民間

業者とタイアップをしてショートステイマンショ

ンやレンタルハウス、ワンルームマンション等を

安価で提供できるよう対応し、北海道生活体験ち

ょっと暮らしを実施しているところでございます

ので、よろしく御理解をお願い申し上げたいと思

います。

以上、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点目の（２）、観光による交流人口の拡大策及

び名寄市立大学の休暇村構想の進捗状況について

お答えいたします。

初めに、観光による交流人口の拡大策でありま

すが、当市には北海道遺産の天塩川、その水系の

大小の河川、ピヤシリ山系や望湖台自然公園、各

地域に広がる農村景観など誇れる自然がたくさん

あります。また、名寄大学や天文台、北国博物館

を初めとする教育施設につきましても大切な交流

人口拡大の大きな財産であると認識しております。

道の駅もち米の里☆なよろは、平成２０年４月

２０日に道内１０２番目の道の駅として、ふうれ

ん特産館が指定管理者となり管理運営に当たって

いますが、名寄の土産品の品ぞろえも多く、季節

の新鮮野菜が購入できる直売コーナーにつきまし

ても人気を集めているところであります。先月１
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１月７日には来館１００万人目を突破し、達成記

念イベントが開催され、記念の紅白大福を来客の

皆様にも配られたところであります。

また、道立サンピラーパークの利用者も伸びて

おり、先月には開園４年にして目標を上回る５０

万人の利用者となっており、サンピラー交流館に

おいても安心して子供たちに楽しんでいただく場

所として多くの御利用をいただいており、１１月

以降は屋内カーリング場として地域の大会のほか、

全道、全国大会の会場として利用されております。

なお、来年２月８日から１３日にかけて第２８回

日本カーリング選手権大会が開催されることにな

っており、国内の一流チーム男女各８チームの選

手が訪れることになっております。

天文台きたすばるにおきましては、ことしの４

月にオープンし、市内はもとより道内外からの来

館者も多く、オープンから１１月末までの来館者

は１万 ０００人を超え、当初の年間目標を大き

く上回っています。昨年観光協会が作成いたしま

したなよろグルっと！ガイドでは、自然の大景観

ルート、文化・アート探検ルートなどのほか、各

施設の紹介が掲載されております。このパンフレ

ットの活用とあわせて、多くの方が来られており

ますので、来街者からの意見を聞かせていただく

ことにつきましても観光協会と協議をしてまいり

たいと考えております。

次に、名寄市立大学の休暇村構想の進捗状況に

ついてお答えいたします。名寄市立大学白井ゼミ

の学生から提言をいただいておりました名寄休暇

村、名寄で過ごす１週間は、全国各地から来て学

んでいる学生たちが在学中にふるさとの親御さん

や友人たちに夏休み、冬休みを利用してこの地を

訪れてもらい、滞在型観光を実践し、名寄市の観

光振興につなげる提言書をモデルコースとして、

地域のよさを広く発信することを目的に提案され

たものであります。

御提言のありましたモデルコースにつきまして

は、道北観光連盟の事務担当者会議で協議をして

おり、名寄市立大学の協力をいただきモニターツ

アーとして企画、実施に向けて話し合いをしてい

るところであります。内容といたしましては、学

生とその親族という組み合わせで５組１０名程度

を考えており、２泊３日の行程で実施していただ

くこととしておりますけれども、学期末に近づい

ておりますので、手順を踏んで協議をしていると

ころでございます。また、ツアー実施と並行して

来名アンケートなども予定しており、名寄の印象

などを交えて改善する点や評価できる点などをお

聞きし、今後の事業の参考にさせていただきたい

と考えているところであり、関係機関、団体と十

分打ち合わせを行ってまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいまそれぞれ〇１３番（木戸口 真議員）

御答弁をいただきました。

最初に、名寄市の家庭ごみについてお尋ねした

いと思います。今御答弁にもありましたように名

寄市の家庭ごみについては総立出量１万 ０００

トンということで、市民１人当たり１日９７０グ

ラムということでありますけれども、調べてみま

すと北海道でも先進地といいますと富良野市が大

変道内でも先進地と伺っております。道新にも出

ていたわけですけれども、そこでは１日１人当た

りが６５０グラムという先進的なところだと伺っ

ております。その中では、全国平均ではというこ

とになりますと ２００グラムということですの

で、これは人口密度とか、そういったものによっ

て多少条件が違いますから、そうなのですけれど

も、これからいうと名寄市の立出量の数値ですか。

健闘されているのかなと私は思っているわけでご

ざいます。

また、市民の皆さん方の協力がなければ、そう

いった資源化はされないということなのですけれ

ども、先ほども部長が言いましたようにこの分別

に関するものは広報なよろの１２月号の中でも取
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り上げられておりまして、資源化の先ほど １０

０万円というお話もありましたし、分別の指導も

現地に行ってしているよというような、こういっ

た形で広報による市民の意識の高揚にも努力され

ているのかなと私は感じております。

そこで、名寄市の一般廃棄物の資源化率はどの

ぐらいなのか、また目標とされているものはどの

ぐらいなのか。これは富良野とはちょっと、富良

野は焼却施設なんかは持っていないということで、

堆肥化もしているということで比べ物にはならな

いかと思いますけれども、ちなみに富良野は８９

％ぐらいいっているということなのですけれども、

名寄市はどうなのでしょうか。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

資源化率についてお〇市民部長（吉原保則君）

尋ねがございました。今お話のように資源化率は、

中間処理施設だとか最終処分の方法によってそれ

ぞれの自治体で少し数字が違ってくるかと思いま

すけれども、名寄市における資源化率、いわゆる

リサイクル率でございますけれども、平成２０年

度につきましては１ ７％、２１年度は２ ９％ 

ということでございました。先ほど申しました名

寄市の一般廃棄物処理基本計画の中間年である来

年の目標につきましては２１％ということになっ

ておりますので、２１年の段階で００ １ほど下

回っているというか、そういったような状況にな

っていますし、処分場に搬入されるごみが適切に

分別され、埋め立てごみ以外のものが搬入されな

いことになると当然資源化率も上昇すると考えて

いるところでございます。

以上でございます。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

やっぱり資源化率〇１３番（木戸口 真議員）

が高まることが循環社会の形成にもなるのかなと

思いますし、今後も市民の皆様にさらなるこの分

別の協力を求めていただきたいと思います。

次に、収集体制の現況と課題ということでお聞

きしたいと思います。両地区の収集方法と収集回

数の違いが課題として挙げられておられました。

まず、収集回数の見直しを平成２３年度の予算編

成の中で検討されているという御答弁をいただき

ました。そして、最終的には地域住民のサービス

の向上を図るためということでしたけれども、私

はここはちょっと違うのかなと思いますけれども、

私は住民サービスの公平さを図るために来年度風

連地区の収集回数を改善していくという思いで予

算編成をとり行っていただきたいと思うのです。

確かに地域の住民サービスの向上はなりますけれ

ども、今言ったように課題として違いがあるとい

うことを認識されているのであれば、住民サービ

スの公平を図るという中で収集回数の見直しをし

ていただきたいと思いますけれども、この辺につ

いてはどうでしょうか。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま収集回数の〇市民部長（吉原保則君）

関係で御指摘ございました。おっしゃるとおりだ

と思いますし、いずれにいたしましても昨年度処

分場のごみ処理手数料の関係も統一させていただ

いた関係もございます。そういった観点からも回

数等についても公平性も踏まえた中での回数の増

加というふうに理解していただければと思ってお

ります。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは次に、収〇１３番（木戸口 真議員）

集体制の今後の考え方ということでちょっとお聞

きしたいと思います。ごみの収集体制につきまし

ては私も二、三年前に、３年ぐらい前だと思った

のですけれども、またほかにも同僚議員が２人ご

みに関する質問、また収集のあり方について質問

をしているところでございます。その間、統一に

向けてという論議がされていたわけですけれども、

当面の間は現状でということで大きく改善されな

いままに５年が来てしまったということなのです。

それで、御承知のとおり合併特例区はことしい

っぱいで終了するということで、両地区の公共サ

ービスの違いがかなりあったのですけれども、そ
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ういった意味ではかなり改善されてきているのか

なと、もう８割方はほとんどサービスが統一され

てきたのかなと私は思っておりますけれども、特

に収集方法については、私は以前にはステーショ

ンでやるべきだという理想をお話ししたのですけ

れども、なかなか現状はできないということだっ

たのですけれども、まず今の名寄と風連、先ほど

おおむね名寄地区は戸別方式、風連はステーショ

ン方式と言っていたのですけれども、私はどうし

ても全部が同じにならなければならないという考

えは持っていないのです。やはりその地域、その

地域によって、風連地域の中でではなくて、名寄

市全体の中でステーションが活用できるところは

活用して、そしてまた効率的に戸別ができるとこ

ろは戸別にしていくと。そういった方向で市民の

皆さん方が公共サービスについて公平で理解され

るそういったものを、先ほども今後そういったご

みに関する計画の中で審議や何かをして、また来

年度に向けては地域の皆さんの意見等もお聞きし

ながら進めたいということだったのですけれども、

この収集方法について同一というか、そういった

方法的なことはどれぐらいをめどに取り組む、私

は必要があるとは思うのですけれども、その辺の

収集体制の違いをどうこれから改善していかれる

かを具体的なものがあればお知らせ願いたいと思

います。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども００お答え〇市民部長（吉原保則君）

したところでございますけれども、名寄地区につ

きましては市街地区はおおむね戸別方式、それか

ら農村部につきましてはステーションと戸別の併

用というような形になっておりますし、風連地区

につきましては２０のリサイクルステーションと、

それから１７０ぐらいのごみステーションという

か、そういったような形になっているところでご

ざいますけれども、収集の方法につきましても先

ほど言ったように１つにはだんだん高齢世帯、高

齢化社会の進展とともに高齢者がふえていくとい

う中でいきますと、ステーションよりも戸別のほ

うが出し方も含めて、非常に体力的なものなども

含めて楽なのかなと思って、将来的にはそういっ

た方向になっていくのかなというふうに考えてい

るところでございます。

具体的な進め方ということでございますけれど

も、何回も申しておりますけれども、来年が計画

の中間年に当たるということで、そういった中で

は数値目標の変更なども含めて、さらには分別だ

とか資源化の関係も含めて市民の皆さんに説明会

などを開催したいと思っておりますので、そうし

た中で十分な意見を聞いてまいりたいと考えてい

ますし、その意見を踏まえて後期計画というので

すか。２４年から２８年までの中に方法を明確に

できるのか、あるいは次の計画の中に持っていく

のかということもそういった中の意見を聞く中で

判断してまいりたいと考えていますので、ぜひ御

理解をいただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま御答弁あ〇１３番（木戸口 真議員）

ったわけですけれども、ちなみにごみ収集委託事

業、平成２１年度の決算が出ておりましたので、

ちょっと参考までに。名寄地区は３カ所で収集量

１８８トン、事業費は ６３９万 ０００円、  

風連地区は事業者が１カ所ということなのですけ

れども、収集量は５２２トンで事業費は７０３万

０００円ということなのですけれども、それで

人口１人当たりをちょっと割り出しますと、名寄

地区は ９５４円、風連地区は１人当たり ５０ 

０円ということで、大体その収集に係る費用がち

ょうど２倍になるということなのですけれども、

そういった住民サービスの違いが大きく出ている

ということで、先ほども私が言ったように今部長

は違いはあると言いながらも徐々にと。それで、

将来的にはニーズといえば戸別という方向もある

よということだったのですけれども、２４年から

２８年の中で提示できればというお話だったので

すけれども、私はやっぱり５年ぐらいの中でそう
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いった方向を検討しながら、最終的には市民に３

年ぐらい前にお示しして、そして５年後には実施

していくぐらいなものを取り組んでいかなかった

ら、もう８年かそこらの中でまず明示するようで

は、私はなかなか市民の理解が得られないのかな

と考えますけれども、その辺については５年ぐら

いの中でできないものなのでしょうか。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

今いろいろお話ござ〇市民部長（吉原保則君）

いましたし、名寄、風連の経費の違いの御指摘も

ございました。それで、そこの部分につきまして

は、多少昨年の決算の数字は００特殊要因もあっ

たかと思っていますけれども、いずれにしても多

少の違いがある部分につきましては、１つは風連

地区は農家の世帯が多いということで自己処理さ

れている方がいるのと、あともともと分別の意識

が高いということの中では自己搬入を処分場にさ

れる方がいるということで、そういった部分では

収集の経費が名寄と風連を比べて少し差が出てく

る要因でないかなと考えております。

また、統一に当たっての考え方ということで今

お尋ねいただきましたけれども、いずれにしても

収集方法については、いろんな考えの方がやっぱ

りいるかと思いますので、そこら辺を十分に聞く

中から、その周知期間のことも含めて考慮する中

で次の体制のあり方について検討していくという

か、今の木戸口議員の御提言をしっかり受けとめ

る中でそういった方向で検討なりさせていただき

たいと考えていますので、御理解いただきたいと

思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともそういっ〇１３番（木戸口 真議員）

た検討をされて、そういった５年スパンの中で実

現に向けていただきたいと思いますけれども、今

の関係について副市長または市長から考えがあれ

ばお聞かせ願いたいと思います。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

合併に伴って行政サー〇副市長（中尾裕二君）

ビスに違いがあるということにつきましては、こ

れまでも統一ということの方向で進めてまいりま

した。一方、ごみの収集の方式につきましては長

い歴史の中でそれぞれ改善を加えて今の方式があ

るというふうに認識をしておりまして、どちらが

すぐれていてどちらが劣っているというふうには

判断しておりません。しかし、今後高齢化が進む

あるいは地域の地先の張りつきが変わると、こう

いう状況の変化が出てきました段階で市民の皆さ

んあるいは廃棄物０量等審議会にも相談をさせて

いただきながら、その時点での方法がどれがベス

トなのかということを検討させていただきながら

ぜひ進めていきたい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。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともごみの関〇１３番（木戸口 真議員）

係につきましては、まだまだ風連地区の市民の皆

さんの中にもこの差はどうなのだという意見もご

ざいますし、名寄地区は名寄地区で今の方式がベ

ストなのかということもありますので、ぜひとも

そういった見解を早目に示すべきだと私は考えて

おります。

次に、大きな項目の教育行政についてというこ

とで、日進中学校の休止という、大変６０年以上

の歴史を持った中で地域の皆さんが子供たち、ま

た地域、いろんなことを勘案され、父兄の皆さん

が休止という要請をされたということは高く私は

評価いたしたいと思います。今後の課題として、

先ほど言われました新入生２人の安全確保に向け

たスクールバスの運行について、どのように進め

るのかお聞かせ願いたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもちょっと答〇教育部長（鈴木邦輝君）

弁でお答えしましたが、新しく中学生となられる

方につきましてはスクールバスを運行したいと考

えておりますが、スクールバスの運行時間につき

ましては、特に部活等で帰りの時間帯が００ずれ

がある部分等がございますので、その部分につき
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ましては地域の方と現在も協議を進めてまいりた

いと考えておりますが、いずれも生徒の安心、安

全な通学の足を確保するという観点から対処をし

ていきたいとは考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひとも、新しく〇１３番（木戸口 真議員）

新入生になって大勢の学校に通うということで大

変精神的な不安もあろうかと思いますけれども、

そういったものを取り入れながら２人の新入生が

学校に通えるような方向で進めていただきたいと

思います。

それで次に、風連日進小中学校の周辺施設の活

用と今後の有効利用ということで、今までなかな

か学校の住宅というのは特別枠の中で利用してい

たということもあって、今回はそういったいろん

な事情から高齢者の方が１人今入っておられると

いうことでもありますし、先ほども部長のほうか

らもお話があったように中学校の休止ということ

とこれから近い将来学校の形も大分運営的にも厳

しくなろうかと思いますけれども、そうしたとき

に私はやはり前々から地区懇あたりでも地元の０

いそういった担い手の人にもそういった近くの住

宅を提供していただきたいという声があったとい

うふうに私は思っているわけですけれども、今後

そういった学校がこれからどのように変わってい

くかはちょっとあれなのですけれども、ぜひとも

そういった利用できるような方向で規則の変更で

すか。そういったものをした中で地域にお任せす

るという言い方はちょっと変なのですけれども、

地域と十分検討してその地域で有効活用できるよ

うな方向に進めていただきたいと考えております

けれども、これについてはどうでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

学校施設につきまし〇教育部長（鈴木邦輝君）

ての、周辺につきましての部分でございますが、

具体的には一番あく施設として出てくるのは教員

住宅がございます。現在も人道的な見地から高齢

者の方が入居をいただいておりますが、今議員が

指摘ありましたように０い方で地域の農業等の担

い手の方であるとか、そういう部分につきまして

は００の規則の改正等も必要となってくる場合も

あるかもしれませんので、これにつきましては関

係部局と協議をして、有効利用を常に地域の方々

とともに話し合いしながらやっていくという基本

は変わらない予定でありますので、検討をしてい

きたい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。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともそういっ〇１３番（木戸口 真議員）

た方向でよろしくお願いいたします。

あと、ちょっとプールだとかスケートリンクの

運営は継続されるということでよろしいのでしょ

うか。

あと、学校運営について、小学校だけというこ

とで、先ほどは３名ということだったのですけれ

ども、特別支援ができれば教頭の配置もあるので、

４名を確保できるのではないかというお話あった

のですけれども、子供たちの地域の関係もありま

すけれども、そういった部分で４名になる体制だ

と思うのですけれども、それで十分だという認識

でよろしいのでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、休校措置に関〇教育部長（鈴木邦輝君）

してプールとスケートリンクですけれども、現在

プールとスケートリンクを運営をされているわけ

なのですが、これにつきましては中学校が休校と

なりましても地域には児童生徒が居住しておりま

すので、今後も継続して運営をしていきたいと考

えております。

あと、学校に関する教職員の部分でございます

けれども、これにつきましては児童の人数の関係

等で基準がございますので、これに照らし合わせ

て教育局とも相談をしながらやっていく形になろ

うかと思います。

以上でございます。
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木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間もあれなので〇１３番（木戸口 真議員）

すけれども、もう一点、名寄市の小中学校の施設

整備計画についてお聞きしたいと思います。計画

的に進めるということで、基本的な考えを持って

整備計画を進めるという御答弁をいただきました。

これから、耐震化のを見ますと南小学校、中央小

学校が４０年、３０年ということで古い、老朽化

しているということだと思いますけれども、今後

計画を立てるということなのですけれども、基本

計画、実施計画、建設ということになると５年は

かかると思うのです。３年でできるのかもしれま

せんけれども、大きく見れば５年ぐらいかかると

思うのですけれども、そういったときに、もう今

の時点で来年からもちろん取り組むというお話だ

ったのですけれども、もちろん父兄とか地域だと

か、いろんな中で話して進めなければならないと

思うのですけれども、具体的にこの南小学校、風

連中央小学校の今後の進め方としての考え方を聞

きたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

南小学校及び風連中〇教育部長（鈴木邦輝君）

央小学校の今後の施設整備計画の展望ということ

でございますが、南小学校につきましては、校舎

と屋内体育館につきましては昭和４５年から４７

年にかけて建築されておりまして４０年を経過を

しております。それから、風連中央小学校につき

ましては昭和４６年から４７年にかけて建築され

ていまして、古い部分では３９年が経過をしてお

ります。そういった意味では、両校は名寄市内の

小中学校の中では最も時代的に古い施設となって

おります。また、両校とも旧耐震構造ということ

もありまして、耐震補強、改築、改修等の整備が

必要となってくるわけであります。これらの部分

につきましては、先ほども述べましたが、市内小

中学校の適正規模及び適正配置計画の中で、その

方針に基づいてやっていくことと、また旧耐震基

準により建築された学校施設の耐震化も重要な課

題となります。これらを連動させまして名寄市の

総合計画の中では、基本的には後期計画の中で施

設整備を推進をしていかなければならないと認識

をしているところであります。ただ、議員も指摘

のとおり１度改築をしますと４０年以上使用する

学校施設整備においては、１０年、２０年という

長期的な展望に立って保護者であるとか地域の方

々の意見をお伺いして、共通認識と協力を得て効

果的、効率的に学校施設を整備をしていきたいと

考えております。

以上です。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

これからだという〇１３番（木戸口 真議員）

ことなのですけれども、先ほども私言ったように

基本計画から実施設計までといったら５年ぐらい

かかると思うので、やはり来年ぐらいから実質の

検討に入ると思うのですけれども、早期に取り組

んで総合計画の後期の中にしっかり示していただ

きたいと考えております。

それでは、大きな項目の３点目に名寄市の短期

移住体験型と滞在型観光の確立についてというこ

とで、先ほどから移住に関するのは短期でもなか

なか難しいのかなという感じをいたしました。し

かし、滞在型観光はしっかりと情報を提供して取

り組めば、それなりに進むと私は考えているわけ

ですけれども、先ほど移住型の関連では問題点と

してはやっぱり滞在型の施設の確保が、一応民間

のを利用してというお話だったのですけれども、

前回も士別ではそういった施設を２カ所持って、

格安でということだったのですけれども、そうい

った検討がなされた中でも今の状況ではなかなか

そういった施設の確保というのは難しい状況にあ

るのでしょうか。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

市内にあります空〇総務部長（佐々木雅之君）

き住宅、市の公共施設も含めて空き住宅の関係に

ついて改修を積算しましたら、戸当たり６００万

円程度かかってしまうと。それから、電話等の照
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会なんかでお伺いしますと、単に滞在型でぶらっ

と北海道に来て名寄に来てという感じよりは、定

住の考え方につきましてはやっぱり働く、その地

域でひとつ自分も貢献するというか、地域の中で

自分の立場をしっかり押さえて、その中で定住、

移住も含めてということみたいなので、やっぱり

基盤となる雇用がはっきりしないと難しいという

ことがまず１点ありました。それから、士別さん

の場合につきましては岩尾内ダムの宿泊施設を上

手に活用した部分ということで、国の助成も受け

ながら対応したというふうに聞いていますけれど

も、そこのところは士別市自体が合宿も含めて広

範な取り組みをしているということで、名寄の場

合につきましては合宿の関係につきましてもそれ

ぞれサンピラー温泉があったり、市内宿泊施設等

も含めてジャンプ等にも選手たち入ってきており

ますので、その辺との競合をすることも含めて新

たなお金をたくさんかけてするということについ

ても非常に難しいという判断をしましたので、せ

めて風連地区、名寄地区にそれぞれマンションや

ら、それからショートステイの関係の部分につき

まして確保させていただいて、そことの連携を強

化して申し込みがあったときにはすぐ対応できる

ような体制をとらせていただきましたので、御理

解を賜りたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともそのよう〇１３番（木戸口 真議員）

な方向で来年度に向けて滞在型、そういったもの

を進めていただきたいと思います。

２番目の観光による交流人口の拡大策というこ

とで、１０日の日と先ほども大石議員もいろんな

関係で観光に向けたお話もしておられましたので、

私はそういった意見を聞いた中ではやはり情報の

発信が最も大事だということがまずだと思います

ので、今後来年度に向けてホームページや何かの

を見やすくするなり、日根野議員もそういった意

見ございましたので、そういった方向で進めてい

ただきたいと思います。

３番目に、最後になりましたけれども、名寄市

立大学の休暇村構想についてお話しさせていただ

きたいと思います。第２回の定例会の中でも白井

ゼミの提言の名寄休暇村、名寄で過ごす１週間と

いうことで、実現に向けて私も前回６月には強く

求めたわけでございますし、それについては実現

に向けてということだったのですけれども、休暇

村構想はまずは名寄に学生が在学していると、そ

して来ていただく方にしっかりとはっきりと情報

提供できる、そして安心して来ていただける、不

安なく来ていただける、そして来ていただけるか

らにはおもてなしの気持ちも十分持った中ででき

ると私は考えておりますので、今回モニターツア

ーとしての企画ということで１０名、２から３泊

ということで、これから進めて具体的にそれこそ

名寄のいろんな自然のよさだとか環境のよさ、そ

ういったものを十分満喫していただく企画を練っ

ていただければなと考えておりますけれども、そ

ういった具体策みたいのはこれからということで

よろしいのでしょうか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

観光協会が中心にな〇経済部長（茂木保均君）

って、道北観光連盟と連携した中での取り組みと

いうことで、こういった取り組みを得て一つの形

をつくっていきたいということでございますので、

御理解をいただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

十分そういった企〇１３番（木戸口 真議員）

画を煮詰めていただき、来ていただいた、それも

在学のお子さん方の関係の方でございますので、

そういったおもてなしを十分していただきたいと

考えております。

もう一点、今学生に募集をかけるということな

のですけれども、そういった大学側としてこの事

業を展開するのに、今これからだとは思うのです

けれども、どのような取り組みをしようと。連携

していかなければならないと思うのですけれども、

大学側としてのこのＰＲと学生にそういった取り
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組み、ぜひともこの事業が成功するような形で大

学側としてもバックアップしていただきたいと思

うのですけれども、そういった考えがあればお聞

きしたいと思います。

三澤大学事務局長。〇議長（小野寺一知議員）

本学の学生〇市立大学事務局長（三澤吉己君）

から提言がございまして、具体的にそれをどう具

現化するのかということで、お話がありますよう

に味つけなり、手づくりの企画をどうするかとい

うことで道北観光連盟で今検討されていると。本

学の中の協力体制といいますと、大学であの事業

を実施するわけではございません。ただ、そうい

う企画に学生さんの意見を求められれば参画する

ような体制をどう構築していくかだとか、ＰＲを

する部分で私どもも協力して周知を図っていくと、

こういうことはできるのではないかなと思ってい

ますし、できる範囲で協力はさせていただこうと

いうふうに思っております。

それと、大学でこの関係の部分で関連して言え

ることは、これまでもお話しさせていただいてい

るようにやっぱり本学にお越しいただいた学生が

満足して、やっぱり目的を果たして就職につくと。

そのことが第二のふるさとということで、これま

でも短大５０年の歴史の中でお父さん、お母さん

を含めてお越しをいただいて寄附もいただいてい

るという経過がございますので、大学としてはそ

こをきちっと教育、研究をしていくと、こういう

ことが大事だろうと。ただ、できる範囲で協力は

させていただこうと思っていますので、御理解を

いただきたいと思います。

木戸口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひともこの休暇〇１３番（木戸口 真議員）

村構想、来年の春に実現して親御さん方が喜んで

帰っていただけるようなおもてなしをしていただ

くことをお願い申し上げまして、私の質問といた

します。

以上です。

以上で木戸口真議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１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。

商工業の振興について外３件を、駒津喜一議員。

議長より御指名がご〇１０番（駒津喜一議員）

ざいましたので、さきの通告どおりに質問をさせ

ていただきます。

最初に、大項目の１番目といたしまして、商工

業の振興についてお聞きいたします。地域経済の

活性化は、地域全体の活性化にも大きな影響がご

ざいます。特に商業活動における活性化は、市外

からの訪問者からは目につくところが多く、まち

全体のイメージにも影響がございます。今まで検

討された中心市街地のにぎわいの創出は大切な施

策の一つです。駅横周辺の整備については、さき

の議員協議会等の説明から当事者との協議により、

よりよい方向に向かっていくと思いますが、にぎ

わい創出事業でもある中心部全体の中心市街地整

備計画は当時のまちづくり交付金事業から社会資

本整備総合交付金事業への国の補助金制度の変更

による影響及び市内中心部の店舗の移転計画など

による影響により従来からの計画に変更修正があ

るのかどうかお知らせをいただき、ハード面、ソ

フト面をあわせた今後の計画についてもお聞きし

たいと思います。

次に、商店街の空き店舗対策は道内に限らず、

全国規模で共通の悩みとなっておりますが、この

問題解消に向け取り組むことは後継者不足の問題

を解決する一つの手法として、意欲ある０手経営

者の支援にもなります。従来からの家賃補助は有

効な支援策ですが、今までの実績と空き店舗がふ

えつつある現状から見て、さらに支援策が必要で

あり、０手経営者の中には希望する融資が受けら

れないで出店をあきらめている方もあります。家
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賃補助に加えて、さらに出店を促す支援として設

備にかかわる支援策も必要と考えますが、御見解

をお伺いいたします。

さらに、この空き店舗支援にもかかわる中小零

細企業の支援施策である中小企業振興条例及び企

業立地促進条例についてもお伺いいたします。こ

の事業は、私及び他の同僚議員からも改正の要望

をしてまいりましたが、今年度それまでの要望を

お聞きいただき、対象業種への制限の緩和と中小

零細企業には利用しやすく改正されております。

それなりに評価できるものになりましたが、補助

金額の上限金額と補助割合については従来どおり

の形のままで残っております。中でも用途指定地

域、商業地域への補助金限度額が ０００万円に

対して、市内地域を特定しない店舗事務所支援事

業では限度額１００万円と１０倍の格差となって

おります。中心市街地の活性化は大切なことです

が、中心小売店と郊外小売店への支援基準にこの

ような大きな差があることは、同じ業種で該当地

区から一歩外れたら１０分の１しか支援されない

ことは不公平感を感じます。名寄市内の全体の利

便性と活性化のためにも都市用途指定による補助

金額の格差がない支援も必要だと思いますが、御

見解をお伺いいたします。

次の２番目の大項目として、ロケーション誘致

事業についてお聞きしたいと思います。平成１６

年にテレビドラマが名寄市の東病院で撮影されま

したときに提言させていただきましたが、テレビ、

映画、コマーシャル等の制作ロケを名寄市で行う

ことは、名寄市のＰＲを初め観光産業事業展開に

も期待がされます。平成１６年のテレビドラマは

１度きりの放映で、ドラマ設定も名寄以外の設定

でしたが、今回名寄市を舞台とした「星守る犬」

の映画撮影は名寄市が舞台となり、何回も上映さ

れる可能性があり、観光にかかわる活性化が大い

に期待されますし、ロケが行われたストーリーや

セットは観光資源としても活用していく必要があ

ると思います。さらに、こうした動きをサポート

していただくひまわりのまちなよろ実行委員会が

設立しましたが、こうした団体と今後どのように

連携してこの事業を進めていかれるのかお聞かせ

いただきたいと思います。

次に、地方自治情報化推進にかかわる項目をお

聞きいたします。２０００年に政府が発表しまし

たｅ―Ｊａｐａｎ戦略を基軸に推進されてきまし

た電子自治体の構築ですが、２０１０年までに利

便、効率、活力を実現できる電子自治体を実現す

ることを目指した新電子自治体推進指針が総務省

から発表されているところであります。名寄市で

は、イントラネットを初めとする情報通信基盤整

備も完了し、３カ月ほど前から庁内納入業者の支

払い明細が電子メールで送られるなど業務の効率

化が進んできています。最初に、名寄市が進めて

いる電子自治体の進捗状況についてお聞きいたし

ます。

次に、自治体クラウドについてお聞きいたしま

す。ＬＧＷＡＮ回線の使用を前提とした自治体ク

ラウド実証実験を総務省が主体となり北海道、京

都府、佐賀県の３カ所で進められております。自

治体クラウドを利用することは、多様化している

庁内業務の効率化を進めると同時に、システム共

同利用による経費節０の効果も期待できます。さ

らに、公益で利用できるプラットフォームの利活

用がより効果的になりますが、今後名寄市のシス

テムはどのように対応していくのかお聞かせをい

ただきたいと思います。

次に、地域情報プラットフォームについてお聞

きいたします。ＩＣＴを活用した地域活性化の一

つとして、地域情報プラットフォームの活用があ

りますが、中でも地域活性化分野の移住交流支援

事業は民間企業、銀行、不動産、商工会議所など

のネットワーク通信システムを利活用し、地域の

特徴や生活援助等の情報提供をするものですが、

今までの移住交流事業は地域からの一方通行の情

報発信が主体です。これからは、自治体のこうし

たシステムを利用して移住交流を希望する人から
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のアクセスにより、行政からの正確な生活情報を

提供していくことが効率的だと考えられますが、

このプラットフォームの取り組みについて見解を

お伺いいたします。

最後に、データセンター誘致についてお聞きい

たします。データセンター誘致による地域への効

果については、昨年の第１定例会にてホワイトデ

ータセンター構想について質問させていただきま

したが、今年度総務省によりデータセンター特区、

構造改革特区創設に関して各自治体から募集をし

て、２０１１年春に特区が確定すれば、北海道か

東北に特区を創設することになっております。当

名寄市は、この募集にどのように対応されたのか

お聞きいたします。さらに、もう既に時代はクラ

ウドの時代が到来しており、自然環境など好条件

を持っている名寄市は国内外を問わず、数多くあ

るネットウエブ会社のデータセンター誘致活動を

していくことが必要だと考えられます。この誘致

の取り組みについてお考えをお聞き申し上げます。

以上をもちまして、この場での質問を終わらせ

ていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま駒津議員か〇経済部長（茂木保均君）

ら大きな項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目１点目及び２点目については私から、

大項目３点目と４点目につきましては総務部長か

らの答弁となりますので、よろしくお願いをいた

します。

初めに、大項目１点目、商工業の振興について、

中心市街地の整備計画等についてお答えをいたし

ます。昨年の政権交代によって国土交通省所管の

従来の補助制度が大きく再編、集約され、従来の

まちづくり交付金制度から社会資本整備総合交付

金制度になり、平成２２年度当初から事業が推進

されております。名寄市でのかかわりでは、平成

１８年度から風連地区で進めている事業や本年度

から名寄地区で進めている事業は、個別に都市再

生整備計画を策定して国土交通大臣の認可を得る

事業であり、新制度に移行しても経過措置の中で

自動的に新制度に移行する計画として位置づけら

れていることから、事業の推進に影響はないもの

となっております。

また、名寄地区の都市再生整備計画の策定は、

年度当初から計画策定に着手しており、８月末時

点の市街地内の状況により計画を策定しているこ

とから、９月以降に変更のあった市街地の状況に

は対応ができていないことになりますが、駅横地

区、３・６地区、市民文化センター地区を結ぶ点

の整備には大きな影響はなく、全体計画を大きく

修正する状況にないため、施設整備計画及びその

施設を有機的に結びつける商店街のソフト事業、

市内循環バス路線の見直しなどを計画的に進めて

いくこととしております。

次に、商店街空き店舗の対応策についてお答え

をいたします。入居を支援する制度としては、名

寄市中小企業振興条例の中の商店街空き地空き店

舗活用事業により名寄市都市計画用途地域の商業

地域内の空き地、空き店舗に個人、団体またはグ

ループが１年以上の賃貸契約を結び、商業等を営

む目的で入居した場合、６０万円を限度に家賃ま

たは借地料の１００分の５０を補助しております。

制度の利用実績でございますが、平成２０年度に

は３件、平成２１年度には２件の補助をしており

ます。今年度については補助の予定がありません

が、新たな入居による申請が２件あり、来年度に

補助する予定でございます。また、設備に対して

支援する制度としては中心市街地近代化事業また

は店舗支援事業があり、中心市街地近代化事業は

名寄市都市計画用途地域の商業地域内で行われる、

５００万円以上の投資による店舗または事務所の

新築や増改築などの近代化に対し、 ０００万円

を限度に投資額の１００分の２０を補助する制度

で、平成２０年度が１件、平成２１年度が２件の

実績があり、今年度は２件を補助する予定でござ

います。さらに、昨年度までのチャレンジ支援事

業の補助内容を見直した店舗支援事業は、全市を
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対象として支援するものとし、２００万円以上の

投資による店舗または事務所の新築や増改築に対

し、１００万円を限度に施設整備費用の１００分

の２０を補助する制度で、平成２１年度には２件

の補助をしており、今年度は４件の補助をする予

定でございます。今後とも商工業団体などと連携

し、制度の周知に努めてまいります。

次に、中小企業振興条例及び企業立地促進条例

についてお答えをいたします。議員御指摘のとお

り、補助限度額を比較すると中心市街地近代化事

業が ０００万円、店舗支援事業が１００万円と

なっており、また市街地近代化事業のほうは先ほ

ど答弁を申し上げましたとおり補助地域、補助対

象地域を限定して支援してきております。これは、

中心市街地に出店する店舗の近代化を図ることに

より中心部、商店街区の活性化、にぎわいづくり

に貢献、寄与していただき、中心街区の活性化に

重きを置いたものでございますので、御理解をい

ただきたいと思います。ただ、名寄地区の北と東

の地域に小売店がなく、地域住民の購買活動に不

便さがあることにつきましては同じ認識を持って

おります。制度の見直しにつきましては、名寄市

中小企業振興審議会の中でどのような支援が望ま

れるのかなどの御議論をいただいてまいりたいと

考えておりますので、御理解をいただきたいと思

います。

次に、大項目２点目、ロケーション誘致推進事

業について、観光資源としてのロケーションの活

用についてお答えをいたします。制作会社の意向

があり、撮影終盤まで公表することができません

でしたが、東宝株式会社制作、瀧本智行監督によ

る映画「星守る犬」の撮影が去る８月１２日から

２７日まで道立サンピラーパーク、ふうれん望湖

台自然公園、智恵文ひまわり畑、名寄市内商店街、

市役所名寄庁舎、市立大学、市立図書館、名風聖

苑などで行われました。映画撮影期間中は俳優、

スタッフ合わせて約６０名が名寄に滞在したこと

で一定の経済効果があったものと思います。また、

撮影には多くの民間企業、市民エキストラや昼食

接待のボランティア等の地元協力があり、十分な

おもてなしを行ったことで撮影スタッフからは名

寄が一番よかったとの感想もいただいております。

なお、今月１７日から２１日につきましても冬

の場面の撮影が予定されており、その後来年６月

には全国公開が予定されているところでございま

す。市民初め全国の多くの皆様にぜひ映画館でご

らんいただきますようお願いをいたしたいと思い

ます。

名寄市そのものを舞台にした映画でございまし

て、映画公開により名寄の名前とひまわり畑が映

画の感動とともに全国にお届けできることとなり

ます。映画撮影が行われた先行都市の例を見ても

映画のヒットとともに多くの観光客が撮影地を訪

れています。このことは、映画撮影地を訪れる観

光客に対し名寄のまちをＰＲする最大の好機と当

初から考え、撮影のために建築した家につきまし

ても撮影終了後に解体するのではなく、来年公開

後の観光利用に耐え得る仕様で建築していただき、

過日制作会社から無償譲渡を受けておりますので、

観光資源として活用してまいります。映画撮影成

功のための地元協力と映画公開後の新たなひまわ

り観光振興を目的に、ひまわりのまちなよろ実行

委員会が設立されており、映画を見て感動し、来

名される観光客の皆さんに名寄イコールひまわり

と、もう一度感動していただけるような事業展開

を考えてまいります。今回の映画撮影の成功が何

よりも重要であり、制作会社や撮影関係者に対し

名寄は撮影好適地との認識が生まれることが財産

と思っております。今後の映画等の撮影誘致につ

ながるよう情報発信を適切に行い、今回の経験を

生かして対応してまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私のほうから３点〇総務部長（佐々木雅之君）

目の地方自治情報化ＩＣＴについて、電子自治体

の進捗状況についてお答えします。
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当市では、平成１５年に国の補助を受けイント

ラネット基盤整備事業を実施し、高速通信ネット

ワークを活用した各種業務システムの構築に取り

組んでまいりました。まず、市民の皆さんにサー

ビスを提供する上で欠かすことのできない基幹シ

ステムである総合行政システムでは、現在住民記

録や税に関する業務、また福祉、介護に関する業

務など３０業務システムを１１部署が活用してお

ります。さらに、連携業務システムとして上下水

道料金管理システムや生活保護システム等が稼働

しております。このうち最新のシステムは、昨年

６月に稼働した戸籍システムで、戸籍や戸籍付票

等を電子データ化し、システムを電算化した結果、

戸籍に関する証明書等の発行や戸籍の作成に要す

る時間が大幅に短縮され、窓口に来られた市民の

皆さんの待ち時間の短縮に成果を上げております。

次に、行政内情報システムでは、名寄市ポータ

ルサイトを昨年リニューアルし、わかりやすい、

知りたい情報を探しやすいポータルサイトづくり

を目指しました。ホームページによる市民への情

報提供は、職員がタイムリーに発信できるようシ

ステム化されています。また、財務処理業務では、

システムの導入により正確で迅速な会計処理を実

現しています。このほかにもグループウエアを活

用した職員用ポータルシステム、人事管理及び職

員給与管理システム、地図情報検索システム、行

事案内掲示板システム、職員認証基盤システム、

電子ファイル共有システムなどが稼働しており、

事務の効率化にも成果を上げています。また、当

市では市内の小中学校全校をネットワークで結び、

あわせてすべての教職員にパソコンを貸与し、教

育行政のネットワーク化と情報交換に役立ててい

ます。このように名寄市では、電子自治体の構築

を目指し、情報化を推進してきたところですが、

今後もより一層各業務システムを有効に生かし、

市民の皆さんにその利便性をフィードバックでき

るよう努めてまいります。

自治体クラウドの取り組みについてお答えしま

す。近年さまざまな分野で活用が進んでいるクラ

ウドコンピューティングを電子自治体の基盤構築

に活用していこうとするもので、平成２１年度か

ら総務省がこの自治体クラウド開発実証実験に取

り組んでいるところで、現在の状況としては実験

の最終段階ということであります。自治体クラウ

ドは、地方公共団体の情報システムをデータセン

ターに集約し、ＬＧＷＡＮ等の通信網を活用し、

市町村がこれを共同利用することにより情報シス

テムの効率的な構築と運用を実現しようとするも

ので、これはサーバーなどの高額な機器やシステ

ムを独自に持つ必要がないため安価に業務システ

ムが利用でき、煩雑な管理が不必要という利点が

あります。一方、標準的なパッケージを使うこと

による自治体独自のカスタマイズが制約されるこ

との業務への影響、庁舎外にデータセンターがあ

ることや通信速度の制約と安定の確保及びセキュ

リティーの対策、システム開発会社により異なる

住民情報のデータ構造や表現の標準化、委託先事

業者の監査方法のあり方などが検討事項として取

り上げられています。最新の技術を駆使したこの

クラウドコンピューティングは、行政業務システ

ムに大きな変革をもたらすものと思われますが、

当市としましては先ほど申し上げました検討され

るべき事項が解決されることを前提として、安全

面や財政面も考慮しながら自治体クラウドへの参

加や活用について内部協議を進めてまいりたいと

考えております。

次に、地域情報プラットフォームの活用につい

てお答えします。地域情報プラットフォームは、

自治体が持つ情報システムを初めとした官民にと

らわれない地域内外のあらゆる情報システムを全

国規模で連携させるための共通基盤のことを言い、

国が平成１８年から推進する事業で、現在各分野

における実証実験が進められているところであり

ます。移住交流事業に関しましても実証実験が行

われ、さまざまな提言や課題が報告されています。

地域情報プラットフォームを活用するものとして
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ワンストップポータルがあります。例えば移住交

流に関する情報提供は、この総合案内所ともいう

べきポータルサイト１カ所を訪れることによって

官民にとらわれることのない幅広い生活関連等の

情報収集が可能となり、移住希望の方が抱かれる

不安を官民一体でフォローすることができるとさ

れています。このようなワンストップポータルを

構築するには、自治体及び民間が保有する情報シ

ステムの形態を標準化し、それぞれのシステムを

共通基盤上で連携、稼働する必要があり、それに

は市のみならず産、学、官一体となった取り組み

が不可欠であります。今後この地域情報プラット

フォームに関する実証実験の結果による国や道の

動向に注意を払うとともに関連情報を収集し、今

後どのように取り組んでいくか研究をしたいと思

います。

大きな項目４点目のデータセンター誘致につい

てお答えします。データセンター誘致の取り組み

につきまして、自社のコンピューターシステムを

利用するのではなく、インターネットを通じたコ

ンピューターシステムを利用し事務処理を行う技

術、いわゆるクラウドコンピューティングを採用

する企業等が増加していることから、データセン

ター市場は拡大傾向にあります。特に北海道は、

冷涼な気候と自然災害発生の可能性が少ないこと

から、データセンター立地に大変有利な条件が備

わっております。

平成２１年４月１５日に北海道が要望しており

ました霞ケ関自治体クラウド事業で、全国３カ所

に建設するデータセンターの第１号が石狩市に決

定いたしました。当市におきましても駒津議員か

ら同年３月定例会で質問をいただきましたので、

平成２１年４月１０日、道の企業立地推進局産業

立地課と協議をし、今後のデータセンター誘致の

可能性を検証すべく北海道データセンター立地ア

セスメント委員会による立地評価項目に基づいて

データセンターが誘致可能と想定できる４つの市

有地に絞って環境調査を行いました。平成２１年

６月に、緑丘第２団地跡を想定した市有地では面

積が狭いこと、さらには用途地域ではデータセン

ター建設は不可能であること、また市有地以外の

場所になれば場所の選定、インフラ整備、土地の

買収、地域住民への説明、用途区域の変更など相

当程度時間を要するという結論となりました。今

回の総務省によるクラウド特区構想は、地域活性

化効果に非常に期待できるものではありますが、

国内最大級のデータセンター施設であることから

広大な面積が必要であると予想されるとともに、

この特区構想は来春にも創設予定とされているこ

とから、名寄市としては時間的にも誘致条件を満

たすことは難しいと判断をいたしております。今

後北海道が道内をデータセンターの拠点とし、位

置づけしたい考えを示していることやデータセン

ターは雪氷、熱エネルギーの利用が可能であるこ

と等から、データセンターの誘致の可能性を探っ

ていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

各項目で御答弁をい〇１０番（駒津喜一議員）

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

というふうに思います。

まず最初に、商工業の振興策であります中心市

街地の整備計画についてお聞きしたいと思います。

昨年の該当する商店街にアンケートをとりまして、

そのアンケートの結果、その中で駅周辺の整備は

町中の活性化には結びつかないのではないかとい

う該当商店街の一個人の方からの回答があったの

が目についたのですけれども、今回駅周辺整備を

含めた整備がされるわけですけれども、そういっ

た疑問を払拭するためには駅前周辺より該当商店

街のかかわり合いというか、どういった形で相乗

効果を持って連携を保っていくのか、お考えがあ

ればちょっとお伺いしたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄地区の市街地の〇経済部長（茂木保均君）

整備計画については、先ほど申し上げましたよう
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に都市再生整備計画でということで、大きくは駅

横の部分、それから３・６の部分、そして文化セ

ンターの市民ホールというような形での大きくは

そういう計画になっております。駅横地区につい

ては、御案内のとおりこれまで何ら整備が行われ

なかった地区であるというところで、バスターミ

ナルを中心とした複合交流施設、さらには民間の

ほうでそれぞれの集客施設あるいは住宅等を整備

するということであります。そして、３・６の計

画については、まだ具体的にはなっておりません

けれども、でき得れば再開発事業でというような

ことでそれぞれ会議所なり、それぞれの商店街の

ほうに持ちかけておりますけれども、今現在のと

ころは具体的な計画の内容にはなっておりません。

そういう中で、駅横地区を整備することによって

６丁目あるいは５丁目には一つの形として整備す

ることによって活性化が図られるという一つの初

めの足がかりをつけたいなというのがあります。

さらには、当然のように大きな計画の中では都市

機能の強化、市街地の整備によるにぎわいと活力

あるまちづくり、あるいは公共交通機関の充実な

どによるアクセスしやすい利便性の高いまちづく

り、緑地等の整備で快適なまちづくりというよう

なことで、駅から３・６のほう、あるいは病院の

ほうに向かってというようなことでの動線をつく

っていきたいなということで、それぞれの個店の

部分ではソフト事業というような展開も計画して

おりまして、それぞれお店の周りのサファード事

業というようなことで、そういったお店の化粧直

し的な事業も計画しておりまして、そういったこ

とを一つ一つやることによって駅から４条、４条

から病院、そして文化センターのほうにというよ

うな一つの流れをつくっていきたいと、こう考え

ております。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

全体的には、当時の〇１０番（駒津喜一議員）

計画から変更なく推移しているということで、ま

た駅前の複合交通センターの関係から、交通機関

等によって相乗効果をある程度持たせていくこと

ですけれども、一番大事なことはやっぱり中心市

街地が個々のお店が近代化の整備をしてアーケー

ドなり、またはアーケードをとった商店街の景観

づくりなど、そういったものは駅前と同時に進ん

でいくのが一番いい方法だとは思うのですけれど

も、こちらのほう、中心街のほうはまだ計画の段

階なので、これから進んでいくのだろうというふ

うに思っておりますけれども、ただやっぱりこう

いう計画を進めるに当たって、やはり該当する商

店街の基本になるのは商店街の構想、商業地区の

構想が一番軸になると思います。集大的には市民

の御意見とか、いろいろな周辺地域住民の意見と

いうのは聞く必要があると思うし、反映しなけれ

ばいけないのですけれども、基本になるのはやっ

ぱり商業地区の該当する商店街のお考えというの

を取り入れないと無駄になってしまいますので、

その辺は該当する商店街との方々とこれからも数

多く話し合いを持っていただいて進んでいかれる

ことを望んでおきます。

それと、空き店舗対策なのですけれども、壇上

では設備のほうも設立というか、設置したほうが

いいのではないかというふうに提言をさせていた

だいたのですけれども、部長のほうからの答弁の

ほうでは近代化事業ですか。中心街近代化事業の

補助金があるので、これで該当をさせたいという

答弁をいただきました。ただ、この近代化事業と

いうのは設備が５００万円以上の設備でないと該

当しない補助金なのですよね。今ある空き店舗の

中に、この上に壊してビルを建てるのなら５００

万円以上はかかるかもしれませんけれども、大抵

の場合は５００万円以内の設備が、既存の店舗を

ちょっと改造して入るというパターンは大体５０

０万円以内の金額で設備されるのが多いと思いま

す。そういったことで、この近代化事業の補助金

がすべての希望する方々に該当するかといったら、

大抵の場合はこれは該当しないと思うのです。

それで、先月の新聞の報道によりますと、各地
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区の空き店舗のそれぞれの対応策として、北海道

新聞なのですけれども、空き店舗の支援策として

記事が載っておりまして、２つのまちを事例にし

て載っております。１つは、苫小牧の空き店舗の

支援と。もう一つは、岩見沢市の設備の支援策と

いうことで２つの事例が載って報告されているの

ですけれども、苫小牧の場合は名寄市と同じよう

に月５万円を限度とする、月５万円とするという

支援ということで年間６０万円ですか。同じ形で

やっておられるのですけれども、ただ最後のほう

に、空き店舗に入る申し込みの件数はふえたそう

です。ただ、最後の記事のほうで補助対象になる

１年間、この期間が過ぎて移転したり廃業したり

する店舗があらわれ始めたということで、非常に

危機感を持った締めくくりとなっておりまして、

その反面岩見沢市は空き店舗に入る場合は設備に

対して限度額最高２００万円、こちらのほうは２

００万円というふうになっておりますけれども、

この２００万円の補助をするというふうに、そう

いう施策を行っているのですけれども、これは結

構効果を得て昨年１１月で９４件あった空き店舗

が現在では８０件に０ったという記事の内容です。

先進のこのまち、岩見沢両市に行ってこのことを

視察したわけではないので、細かいことはわかり

ませんけれども、こういった記事を拝見すると家

賃助成よりも、いわゆる壇上では今までの家賃補

助に加えて設備もどうですかという言い方をしま

したが、逆にこの記事のとおり家賃補助のかわり

に設備補助に切りかえてはどうかなという、そう

いった構想も生まれてくると思うのですけれども、

この考えについてちょっと伺いたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

非常に空き店舗の部〇経済部長（茂木保均君）

分とそこの空き店舗を借りてそこを設備するとい

う部分ですけれども、当然やられる方は将来的に

わたってというような前提でやられるのでしょう

けれども、この部分についてそれだけの設備投資

ができる前提がきちっとできてやれればいいかな

というふうに思っているのですけれども、今の状

況の中ではこの空き店舗の部分については家賃と

地代ということの部分ということになっておりま

して、５００万円という一つの部分、５００万円

以上といったらあれですけれども、それ以外に店

舗支援事業というのがあります。この部分ですと

２００万円以上という形になっておりますから、

この辺の部分との関係で調整できないのかという

ようなことがあります。それで、この辺について

は今御提言もありましたし、先進的な事例もござ

います。このたぐいにつきましては、いろんな条

件を出しながら中小企業振興審議会、ここで協議

をいたしてございますので、今回の御提案の部分

も含めてここで協議の場をつくりたいなと思って

おりますので、御理解いただきたいと思います。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

私は、後で述べる振〇１０番（駒津喜一議員）

興条例と企業立地促進条例につきましては、これ

はまた別な意味で設けている制度だと思います。

空き店舗の支援策とはまた別に新たに取り組まな

ければいけないなというふうに考えていますので、

今までの家賃補助ではもうそろそろ限界ではない

かなという危機感もありますので、こういった設

備だけ、空き店舗対策として設備の支援をします

よという、そういう施策の仕方も必要でないかと

いうふうに思いますので、ぜひ今後はそういった

ことも踏まえて空き店舗対策として考えていただ

きたいなというふうに思いますので、要望してお

きます。

次に、企業振興条例と企業立地促進条例につい

てでございますけれども、都市用途指定地域なの

ですけれども、新しく先ほど触れました近代化事

業の補助金なのですけれども、この項目がちょっ

と指定の区域の項目が変わりまして、現在では商

業指定地区でなければこの補助金は当たらないと

いう形になっております。

それで、ちょっと私なりに調べたのですけれど

も、この大通の線上としまして中央通のほうから
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その商業地区がぷつんと切れるのです。それより

北は住宅地区というふうになっている反面、４条

通が商業地区になっておりますけれども、間のよ

り中心部に近いところが住宅地となってこれは該

当しないという。前の範囲の指定の仕方は、中心

部からたしか半径５００メートル以内でしたか。

これならば、大体中心部という意味合いがわかる

のですけれども、この商業地区の指定というのは

かなりまばらにできていて、先ほど部長が答弁さ

れました中心部に商店が設備されることを計画し

てというか、そういうことを望んでこの用途指定

地区にしたという経過をお聞きしたのですけれど

も、私は中央通に近い商業地区が名寄市の商店街

の中心部だとは考えられないわけでして、だれが

見ても。それで、その用途指定地区の商業地区の

あり方がおかしいということは私は言っているわ

けではなくて、これは用途指定地区はそれなりの

別な目的で非常に大切な都市計画の一部であるわ

けですから、これは不自然だとか、そういうこと

を言うのではなくて、この補助金に対して中心市

街地に出店するに当たり、その用途地区にあわせ

た経緯が非常にわからないので。ただ、説明いた

だいた部分では、まちの真ん中に店を多く設備と

いうか、出してほしいという答弁でしたので、い

ま一度この経過について詳しく再度御説明いただ

きたいと思います。用途指定地区にした理由です。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

これは、都市計画上〇経済部長（茂木保均君）

の用途地域と用途地域の商業地域というような、

そういう用途指定に基づく形にしたというのは、

やっぱり基本的には先ほど言いましたように中心

街に少しでもにぎわいをつくりたいというのが大

前提になっているかと思うのです。ただ、今言わ

れたように全体的な部分で考えたときに、必ずし

も今議員が言われたような部分でないところもあ

るということで、ここについては基本的な部分は

ありますけれども、これについても当初の答弁で

も申し述べましたように名寄の北とか東側のほう

に非常に小売店が少なくなっているという、こう

いう現状もありますので、ここら辺については見

直しが必要なのかどうかということを含めて、こ

れも中小企業振興審議会の中で議論をさせていた

だきたいなと思っておりますので、御理解いただ

きたいと思います。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

審議会を通して検討〇１０番（駒津喜一議員）

していただくということですので、ぜひそうして

いただきたいと思います。

私のほうからちょっと考えがあるのですけれど

も、中心市街地というのは特定しづらい地域だと

いうふうに思います。今アーケードを有している

商店街というのは、アーケードの負担金とか、そ

して会員が少なくなったら、残った会員がそのア

ーケードの負担金を負担しなければいけないとい

う非常に出店しづらい要件の一つとなっているわ

けなのですけれども、こういったまちの中心部に

店を出してほしいという、そういう目的であれば、

例えばの例ですけれども、アーケードを有してい

る商店街に出店する場合はこういう助成制度をつ

くりますよという、それ以外のところは余り補助

金の金額に差をつけない、せいぜい２分の１とい

うか、 ０００万円でしたら５００万円の補助と

か、そういった支援策が必要だと思います。先ほ

ど言いましたように、そこの中央通から手前が

０００万円の補助金を得られて、そこから一歩で

も北のほうに行ったら１００万円の補助金で、こ

れはもう本当に中心部と言われてもそこが中心部

なのかという疑問さえ起こるので、この中心街の

指定の方法をぜひ再度検討していただくようお願

いを申し上げておきます。よろしくお願いします。

次に、ロケーションサービス事業なのですけれ

ども、この原作の本を私も読ませていただいて、

非常に名寄の自然とマッチした物語だなというふ

うに思いましたし、ストーリーが非常に泣ける本

のベストセラーの１番になったという理由がよく

わかりました。したがいまして、全国にこの映画
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というか、この原作のファンの方はたくさんいら

っしゃるのではないかというふうに推測されます。

ぜひこのロケーションの資産を観光資産として活

用していただきたいのですけれども、ちょっと気

になるのがこのロケに使った大道具、小道具ある

いはそういったロケの建物とか、そういうものが

保存状態というか、保存できるものなのか、それ

とも向こうの制作会社の方が壊して持っていって

しまうのか、その辺のことをちょっとお聞きした

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）

大道具、小道具、い〇経済部長（茂木保均君）

ろいろたくさんあろうかと思いますけれども、ち

ょっと私も全体的には把握しておりません。ただ、

サンピラーパークの上のほうに建てた家だとか、

いろんな農機具小屋だとかありますけれども、あ

れについては今回そのまんま残していただいて東

宝のほうから譲渡を受けたということで、これは

何とか観光資源に利用したいというふうに思って

おりますし、それから玉山鉄二さんが乗った自動

車ありますね。あれについてもいただいたという

ことでございまして、これらも観光資源にしたい

と思っております。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄をＰＲするには〇１０番（駒津喜一議員）

本当にいい機会ですので、ぜひそういった大道具、

小道具も観光の目玉として残していただいて、今

度つくる名寄市を紹介するパンフレットにもこの

ロケのＰＲを紹介するという形で組み込んでいか

れたらいいのではないかと思いますので、御提言

申し上げます。

続いて、時間がないので、はしょってしまいま

すけれども、自治体クラウドについてお答えいた

だいたわけですけれども、平成１８年度から電子

申請を中心としましたサービスが始まっています。

今道で協議会をつくっておりますＨＡＲＰ構想に

ついて、名寄市としてはどのような方向で進めて

いかれるのかお聞きしたいと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今駒津議員がおっ〇総務部長（佐々木雅之君）

しゃいましたように、道と多くの北海道内の市町

村が加盟しています北海道電子自治体共同運営協

議会で電子申請を中心としたＨＡＲＰ構想という

ことで現在動いています。これもプラットフォー

ムの一形態ということで、ある種先取りをしたよ

うなものだというふうに理解をしていまして、道

の説明によりますとプラットフォームを主に行政

が利用する業務システムを連携させまして、安価

で利便性高いシステムをクラウド形式で提供をで

きるように実験を進めていますと、そういうふう

に説明がありまして、実験期間が終了した後希望

する自治体に提供する計画であるということであ

りますので、この辺につきましては、クラウドと

ＨＡＲＰ構想につきましては密接な関係を持って

おりますので、今後ＨＡＲＰ構想がこの線に沿っ

て発展的に進んでいくものだというふうな認識を

しております。

駒津議員。〇議長（小野寺一知議員）

ＨＡＲＰ構想並びに〇１０番（駒津喜一議員）

自治体クラウドにつきましては、名寄市としては

十分対応できる設備を持っていると思いますので、

ぜひこの利活用についてこれからも推進していた

だきたいなというふうに思います。

あと、電子自治体で、６月ぐらいに電子自治体

推進フェア２０１０年というのが大阪で開催され

まして、これはこういったただいま質問をしたプ

ラットフォームの利活用並びにクラウドの技術的

なテクニカル、そういったものをフェアといいま

すか、一般の民間企業も参加した総務省が後援に

なったフェアなのですけれども、これに名寄の職

員が参加されたのですかというふうにお聞きしま

したら、だれも参加していないとお聞きしたので

すけれども、これから到来するクラウドの時代に

一番心配されるのはセキュリティーの問題であり

まして、セキュリティーを完全に完備するのには

正確に言えばＣＩＯ、最高情報統括責任者の育成
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が一番なのですけれども、それの前段階としてこ

ういった先端技術のフェアに職員の方が参加して、

そして参加することによって他の行政がどのよう

に取り組んでいるか、情報交換もできるわけです

から、こういう機会というかイベントがありまし

たらぜひ検討していただいて、職員の方が参加す

るような形をとっていただきたいというふうに求

めておきます。

最後に、データセンターの誘致事業なのですけ

れども、データセンターの誘致に関しての経過は

お聞きしたのですけれども、特区が北海道という

ふうに確定すれば、今申請が出ているのは石狩市、

岩見沢市、美唄市がそれぞれ指定されるというふ

うに認識しておりますけれども、確かに石狩市は

好条件がそろっておりますけれども、申請してい

るほかの都市は必ず１００％ただいま答弁された

項目をクリアしているかどうかというのはわから

ない部分もありますけれども、先般市政クラブ、

私たちの会派で石狩市に視察研修いたしまして、

この石狩市がさくらインターネット株式会社とデ

ータセンターの誘致成功を取りつけたという、契

約の段階ですけれども、そういった誘致に成功し

たという事例を詳しくお聞きしてきたところでご

ざいます。石狩市の条件というのは、石狩新港が

できて電源も太い電源が２系統とれるという条件

もありまして、また石狩新港という非常に条件の

いい土地が確保できるという、そういった好条件

があるのですけれども、この特区の話というか、

申請をする前に実はここの石狩市長さんがみずか

らこの民間のウエブサイト会社に、大手、中堅、

そういったサイト会社にみずからセールスをして、

たまたまその１社のさくらインターネット株式会

社がこの市長の要望にこたえていただいたという

経緯がございます。職員の方からそうお聞きいた

しました。

やはり国でやっているデータサーバーというの

は、いろいろな条件が満たなければいろいろ対応

できないという面がありますけれども、この星の

数ほどある国内外を含めてたくさんあるウエブサ

イト会社では、北海道が寒くて一番いいというそ

の理由は、データサーバーを冷やす冷却熱が外気

温で３分の１以下の消費電力で済むという、これ

が一番のメリットで北海道で物色しているわけで

すから、この機会を逃すのは非常にもったいない

というふうに思います。今回の特区についてはい

ろいろな申請、答弁いただいた申請がいろいろな

部分でハードルが高かったという、そして時間が

かかり過ぎるという部分は理解はできるのですけ

れども、最後に部長がおっしゃったようにこれか

らもこういった動きに注目をして取り組んでいき

たいという言葉を信じて、ぜひこういった動きに

対して敏感になっていただいて、データセンター

の誘致について取り組んでいただきたいなと思い

ます。

といいますのも、ことしの東京なよろ会の記念

祝賀会で木原会長ですか。壇上で、名寄はデータ

センターを誘致するのに最も適した場所だという

東京なよろ会の会長さんからの推薦のお言葉もい

ただいているところでありますので、ぜひ今回の

特区から漏れたといってあきらめないで、民間の

ウエブ会社はいっぱいありますから、この民間の

会社の一つでもいいから名寄市に誘致できるよう

に取り組んでいただきたいと思います。

また、こういった石狩市は特例、税制の特例と

か土地の特例とか免除とか、いろいろな優遇措置

をしてさくらインターネットも誘致するのですけ

れども、この誘致期間が過ぎればさくらインター

ネット株式会社から何億円という市税が、固定資

産税なりそういったものが入る見込みであります。

したがいまして、名寄市の財源を潤すためにもこ

ういった誘致事業というのは、これが大変重要な

項目ではないかというふうに思います。そこで、

最後に加藤市長に選挙公約にもありましたトップ

セールスをみずから行って、そして株式会社名寄

市、民間企業的名寄市行政を目指すという公約に

も２項目ございましたので、こういった取り組み
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について市長の御見解をお聞きしまして、私の質

問を終わらせていただきます。

加藤市長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員からお話しいただ〇市長（加藤剛士君）

いたとおり、東京なよろ会の皆さんでこのクラウ

ド構想の正式な御提案をいただいたのですけれど

も、さきの１０月の総会で今回は厳しいというこ

とで見合わせさせていただきました。用地も含め

て十分な広さと、また計画をつくるのにちょっと

時間が足りないということも含めて今回はそうい

うことでしたけれども、引き続きお話、部長から

もしましたとおり可能性は探ってまいりたいとい

うふうに思っています。いずれにしても、こうし

たことも含めて、おっしゃるとおり地域の経済の

活性化のためにトップセールスということは必要

なのだろうというふうに思っていますし、そのた

めにも名寄という地域の名前をまずは全国の皆さ

んに知っていただくことがこうしたことでもつな

がっていくのかなというふうに思っていまして、

来年度はそうした１つチャンスの年であるという

ふうにとらえていまして、皆様方にもそうした情

報の提供も含めていただければ私はどこでも行き

ますので、お願いを申し上げたいと思います。

以上で駒津喜一議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

風連地区公共施設移転後の利用について外１件

を、田中好望議員。

議長より御指名を受〇１７番（田中好望議員）

けましたので、通告順に質問をさせていただきま

す。

大項目１の風連地区公共施設移転後の利用につ

いて、小項目１点目の福祉センター解体後につい

て。福祉センターは、風連地区市街地再開発事業

にて風連地区の生涯学習の核と位置づけ、福祉セ

ンターと母と子と老人の家の機能をあわせ持たせ

た地域住民の集う拠点としての施設として、こと

し４月にオープンしました地域交流センターに移

転をいたしました。その後、福祉センター跡地の

将来展望は市民要望も含めてどのように行うかお

伺いをいたします。

２点目の風連国保診療所について。診療所につ

きましても再開発事業により駅前への移転は交通

機関へのアクセス等がよく、（仮称）風連健康セ

ンターと整備をされることからスケールメリット

も期待できる評価をしているところでございます。

移転後の解体時期及び跡地利用についてお伺いを

いたします。私としては、より有効な利活用を望

んでいるところでございます。

３点目の風連中学校跡地、いわゆる私が当初申

し上げました風連地区公共施設、この風連中学校

も公共施設ということで御理解をいただきたいと

思います。このことにつきましては何回かお聞き

をしておりますが、移転後平成２３年に解体工事

を行うということでありましたが、総合計画、前

期実施計画の見直しで平成２４年に解体というこ

とでありますが、その前に現在の校舎の利用につ

いてお伺いをしたいと思いますが、今回はこの校

舎の高齢者等への施設利用としての可能性がない

のかどうかをお答えをいただきたいと思います。

次に、大項目２の今後の名寄市農政課題につい

て、市の農政課題といいましても数限りないだけ

あろうかと思われますが、それぞれ今回の定例会

も農業、農政問題について何人かの議員が質問を

しておりますので、それとはまた別な形で、私の

判断かもしれませんけれども、即座にある程度取

り組んでいただきたい２点の項目を挙げさせてい

ただいております。

１点目の後継者、担い手確保についてでござい

ます。後継者、担い手の確保は厳しい状況であり

ますが、最近の後継者の就農状況はどのようにな

っておられるのか。現在行われております後継者

対策、市で行っている担い手対策についてお答え

ください。

２点目の農地流動化対策についてでございます。

今後農地の流動化が進まない状況になると予想さ

れますが、最近の農地あっせん実績についてお知
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らせください。また、空知の栗山町に財団法人栗

山町農業振興公社が設立されております。農地流

動化対策、担い手確保、育成事業等も含まれてお

りますが、当市としてどのように判断されている

のかをお伺いをいたします。また、平成２１年度

の農地法改正で農地利用集積円滑化事業が創設さ

れました。これも農地流動化に向けてがメーンの

制度でございます。事業内容と市としてどのよう

に取り組むかをお答えをいただきたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま田中議員〇総務部長（佐々木雅之君）

から大きな項目で２点の質問をいただきました。

大きな項目の１つ目は私のほうから、２つ目は経

済部長からの答弁となりますので、よろしくお願

いいたします。

まず、大項目の１つ目、風連地区公共施設移転

後の利用について、福祉センター解体後について

お答えします。福祉センターは、風連地区の公民

館活動、文化活動の拠点として整備をされまして、

名寄市地域防災計画第５章、避難救出計画、収容

防災避難所に位置づけられていましたが、耐震化

改修が未了であること、また都市再整備計画を活

用した風連本町市街地区再開発事業により代替施

設として地域交流センター、風っ子ホールを新設

することに伴い機能の充実とコンパクトなまちづ

くりが可能になるなど風連特例区協議会を初め、

各団体等と協議をしてまいりましたが、行った結

果施設の解体となったところであります。平成１

２年に増築となりました北側部分につきましては、

施設の改修を行いまして図書館に併設されていま

す風連児童会館で行ってきました放課後児童健全

育成としての風連児童クラブ専用施設として平成

２３年１月からの運営を予定しております。福祉

センター跡地の利用でありますが、都市再生整備

事業により市街地環境の改善と児童の安全、安心

な遊び場所の確保を図る目的で緑地広場の整備を

行っているところであります。今後とも風連地区

の放課後児童が健全にはぐくむ場として活用され

るものと考えております。

次に、風連国保診療所についてでありますが、

都市再生整備計画を活用した風連本町市街地区再

開発事業により、現在工事中であります風連地域

の保健センター的機能を持ちます風連国保診療所

が風連駅前に平成２３年３月に完成し、同年５月

に移転する運びになっております。ＪＲ風連駅に

近く、国道、道道に面し、バス停がそばにあるこ

とから通院に便利であり、高齢者等に配慮したも

のになっております。なお、現在の風連国保診療

所につきましては、国土交通省所管事業の社会資

本総合整備交付金による個別事業の交付金が交付

されることとなり、本年７月に名寄市社会資本総

合整備計画を策定しまして、北海道及び北海道開

発局を通じて国交省本省と協議を進めてまいりま

したが、事業内容が採択基準に適合しているとの

回答があったことから、風連国保診療所につきま

しては平成２３年度駅前に移転後解体をし、市街

地域の環境改善と公共駐車場として整備を図って

まいりたいと考えております。

次に、風連中学校の跡地についてでありますが、

今月１６日以降に移転を行った後、風連国保診療

所と同じく社会資本総合整備交付金事業による校

舎解体工事及び緑地整備事業を平成２４年度で計

画しているところであります。なお、施設の利用

につきましては、昭和３９年１０月完成の築後４

６年と古い建物であり、耐震診断等を行ってきた

結果、危険校舎に認定されておりますので、安全

性、改修費用等を考慮して今後の使用は考えてお

りませんので、御理解を賜りたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目２〇経済部長（茂木保均君）

点目の今後の名寄市農政課題について、初めに後

継者、担い手確保についてお答えをいたします。

近年の厳しい農業情勢により農業者の高齢化、

担い手不足が当市においても顕著でございます。
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最近５年間の後継者及び新規参入者の就農状況で

ありますが、平成１８年は８名、平成１９年は８

名、うち新規参入者１名、平成２０年は９名、平

成２１年は６名、平成２２年は５名となっており

ます。

後継者対策といたしましては、１つには農業後

継者の就農を奨励するために農業後継者育成奨学

金を受けた方への助成、また奨学金を借りずに就

農及びＵターン就農をした方へ助成する農業後継

者就農奨励補助金の制度を実施いたしております。

２つには、名寄市農業後継者対策協議会において

は、主に後継者の婚活に関する事業を行っており

まして、ことしは美深町と共催で道内女性を対象

に３回にわたって当地に出向いていただく農婚塾

ｉｎ名寄・美深というツアーを女性１１名、地元

男性１２名の参加で行い、現在も数組のカップル

が交流されていると聞いてございます。

担い手対策の取り組みといたしましては、１つ

には地域農業における担い手及びリーダーの育成

を図るため中長期の調査、研修に助成する地域農

業担い手育成事業、２つには農村青少年の組織化

された団体を対象に自主的活動等を助長し、農業

後継者の育成確保を図るために支援する農村青年

活動支援事業、３つには農家子弟が所属する経営

体から自立した取り組みにチャレンジする経費に

対して助成する農業青年チャレンジ事業、４つに

は新たに農業を営もうとする者に対して新規就農

者等の早期定着及び経営の安定を図るため助成す

る新規就農者等の支援事業等を行っております。

後継者及び担い手対策につきましては、国の農業

政策に大きく影響されるわけでございますけれど

も、名寄市といたしましては今後も地道な対策を

進めるとともに、ＪＡ、農業委員会など関係機関

と連携し、有効な対策を実施してまいります。

次に、小項目２点目の農地流動化対策について

お答えをいたします。初めに、最近のあっせん状

況でございますが、平成２０年度におきましては

３１件、１２ ５３クタール、風連地区は２４件

で７ ９３クタール、名寄地区においては７件で

４ ６３クタール、平成２１年度におきましては

４５件、１３ ６３クタール、内４は風連地区２

０件、５ ８３クタール、名寄地区が２５件、８

８３クタールとなっております。平成２２年、

今年度の１１月現在におきましては１５件で４

３３クタール、内４は風連地区１２件、４ ２３

クタール、名寄地区３件、 １３クタールとなっ

てございます。現在のところ農業委員、また農地

流動化推進員の方々の努力もあり流動化されてお

りますけれども、将来的には条件不利地において

流動化が進まず遊休農地化する状況が危惧されて

おります。

お尋ねでございました財団法人栗山町農業振興

公社の関係でございますが、北海道でも先駆的な

農地保有合理化法人でありますが、貸付事業と管

理耕作が主な事業となっております。道内の農地

保有合理化法人は、農協の運営が１１、第三セク

ターであります農業振興公社が４、市、これは稚

内市なのですが、が１となっておりますが、なか

なか実績が上がっていないという実態と伺ってお

ります。

また、お尋ねの農地法改正による農地利用集積

円滑化事業の関係でございますが、事業の目的と

いたしましては認定農業者等の農業経営体への農

地の面的な集積の促進であります。実施の主体は、

農地利用集積円滑化団体として市町村、農業協同

組合、市町村公社、土地改良区及び地域担い手育

成総合支援協議会となってございます。また、事

業の内容でございますけれども、１つには農地所

有者代理事業といいまして、農地利用集積団体が

農用地の所有者からの委任を受けて代理で当該農

用地を売り渡し、または貸し付けを行うことがで

きます。２つ目として、農地売買等の事業として、

農地利用集積団体が農用地を買い入れ、または借

り受けて当該農用地を認定農業者等に売り渡し、

または貸し付けを行う、こういった事業ができる

ことになってございます。簡単に申し上げますと、



－125－

平成２２年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第３号

売りたい、貸したい農地所有者がこの農地利用集

積円滑化団体に農地を委任し、この団体は認定農

業者等へ売り渡し、貸し付けを行います。この団

体は、農地の売り渡し、貸し付け等が行われるま

での間、農地を維持管理することとなります。こ

の事業につきましても本州の所有面積が少ない地

域では有効と考えておりますが、北海道のように

集積されている地域におきましては、現在のとこ

ろ取り組みが進んでいる地域は非常にまだ少ない

状況でございます。法改正が行われたばかりでご

ざいますので、今後も情報の収集を行ってまいり

たいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１７番（田中好望議員）

ただきました。

それでは、再質問をさせていただきたいと思い

ますけれども、まず公共施設の関係なのですけれ

ども、福祉センターの解体後については市街地環

境の改善と児童の安心、安全な遊び場の確保とい

うことで緑地広場にするという回答でございまし

た。国保診療所については、市街地域の環境改善

として公共駐車場ということで考えているという

ことでございますし、中学校校舎については、こ

れは皆さんそれぞれ御承知かと思いますけれども、

旧風連町時代から耐震化診断では危険校舎という

ことでなっていたわけですけれども、高齢者の方

々から学校としてはそういうことなのでしょうけ

れども、いわゆる高齢者の施設というのはそうい

う耐震度とか、そういうのは該当するのですかと

言うから、私はそのとき一応公共施設だからそう

なると思うのですというふうにお答えをしたので

すけれども、現実的には、例えば１００％あり得

ないかもしれませんけれども、今の風連中学校の

跡地にそういう公共施設等をやったときに、いわ

ゆる法律的なことで違反になるのかどうなのか、

もしかわかればお知らせ願いたいのですけれども。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午後 ２時２３分

再開 午後 ２時３１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。

佐々木総務部長。

田中議員から質問〇総務部長（佐々木雅之君）

ありました件につきまして、過去名寄でも古い学

校が用途廃止した後、営農集団の農機具格納庫等

に使った実例はございます。今回の部分につきま

しても補助金等の縛りが該当していないというふ

うに聞いておりますので、そういう面での縛りは

ないかと思いますが、老朽化した建物を改めて一

部壊して一部活用するとかという場合につきまし

ては、新しい建築基準法の適用を受けますので、

新築に匹敵するぐらいな改修費用がかかるものと

考えておりますので、現実的には非常に高齢者の

方々の施設として使うことについては難しいとい

う判断をしております。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

１０分間休憩させて〇１７番（田中好望議員）

申しわけないと。多分そういうことだと思ったの

ですけれども、全く可能性がないのかなというこ

とでお尋ねをしたのでありまして、そうであれば

いわゆるこれから少子高齢化がどんどん進んでい

くということで、福祉センターのところへ風連地

区図書館と児童館とが入るということで、これは

法的なことで８年後ぐらいになるのだろうと思い

ますけれども、そこへ高齢者に対する施設等をや

はり児童館と一緒にするということが今後の行政

の一つの方針かなと思うのですけれども、そうい

った形で検討を進めていきたいと思うのですけれ

ども、そのことに対して何かお話がございました

らお聞かせください。

中尾副市長。〇議長（小野寺一知議員）

当面は、取り壊しにも〇副市長（中尾裕二君）

費用がかかりますので、今回同じ補助メニューを

受けて取り壊しをするということでありますけれ
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ども、跡利用につきましてはまた市民の皆さんな

り議会とも相談をさせていただきながら、今後の

方針について改めて定めていきたいと考えており

ますので、御理解をいただきたいと思います。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

いわゆる高齢者がふ〇１７番（田中好望議員）

えてくるということで、そういう施設等もいろい

ろ視野に入れて、今後総合計画の中にでも入れて

いただいて検討していただきたいということを要

望してこのことについては終わらせていただきた

いと思います。

続きまして、今後ふえてくるであろう行政所有

地、休遊地等の処分方法をお知らせください。面

積の大小にかかわらず、動産、不動産を含めて市

民への公表方法についてよりわかりやすくすべき

と思いますが、このことについてお答えを願いた

いと思います。

佐々木総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

風連地区、名寄地〇総務部長（佐々木雅之君）

区には、それぞれ将来の公共事業の代替用地の確

保も含めて過去ずっと保有してきた土地がありま

す。特に風連地区の関係につきましては、庁舎の

建てかえであるとか、さまざまな施設の改築、移

転後に余っている土地もありますので、この辺に

つきましては地域の皆さん方のニーズを確認させ

ていただきまして、合併後既に一般市民を対象に

した公募をとりまして売買、持ち家促進というこ

とも含めて取り組んでおりまして、こういう地域

経済の状況ですので、なかなか売れ行きがよくな

いというのも実態でありますので、地元でニーズ

がないとすれば土地の公売をインターネットを使

って公売するべき準備を進めておりますので、最

優先は地域の中でニーズがあるかないかの確認を

させていただいた後、広く公売をして地域のため

になるような形を取り込んでいきたいと思ってい

ます。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

財政の健全化確保の〇１７番（田中好望議員）

面からもやはりそういう行政所有地、休遊地等の

処分方法というのは、やっぱりある程度早急に対

応しなければならないのではないかなというふう

に思いますので。

それでは次に、農政課題について再質問させて

いただきます。名寄市では、新規就農者に対する

手厚い条例が本当にあると思います。最近の新規

就農者へ向けた研修生の動向というのはどのよう

なのか、お知らせを願いたいと思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

新規就農を目指す研〇経済部長（茂木保均君）

修生、こういう動向ということでございます。年

間に数件のお問い合わせ、あるいは北海道農業担

い手育成センターという道の出先があります。今

は、北海道農業開発公社と一緒になっております

けれども、ここで主催する就農相談会、こういっ

たところに出向きながらの部分で、いい人材がい

れば名寄においてという、そんなお話をさせてい

ただいておりますけれども、最近の状況でござい

ます。昨年につきましては、４人の方が昨年です

けれども、研修に入りました。しかしながら、こ

の４人の方のうち２人の方が事情がありまして研

修をやめたということでございまして、４人のう

ちの２人が去年やめて、そのうちの残った２人が

就農を目指してことし研修しておりましたけれど

も、その２人につきましてもことしから２年間研

修をして、そこの農家の農地を一部引き継いでと

いう、そんなことでありましたけれども、２人の

男性の方が共同経営をしたいというケースでした

けれども、その方々についても残念ながら本州の

ほうにやりたい土地が見つかったという、こんな

ことがありまして転出されてしまったということ

になっております。

そういう中で、ことしから御夫婦の方が名寄で

やりたいということで、去年ぐらいからちょっと

御相談には来ていたのですけれども、最終的には

名寄を選択していただきまして、御夫婦の方が研

修に入っております。ことし１年といいますか、



－127－

平成２２年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第３号

たっておりますけれども、２年程度研修をやって、

この方については何とかこちらのほうで就農を目

指したいということでありますので、何とかうま

く育てていきたいなと思っているところでありま

す。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の答弁の中で、２〇１７番（田中好望議員）

人の方が就農を目指してことしも研修されました

が、本州に農地の取得の情報があり、そちらのほ

うへ転出されましたということは、これもっと詳

しくお聞きをしたいのですけれども、これは最初

からてんびんにかけていたわけではないのですよ

ね。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

新規就農者というか、〇経済部長（茂木保均君）

参入する方もいろんな方がおりまして、我々も市

農協を初め関係の機関、団体で農業担い手育成セ

ンターというのをつくって、そこできちっと面接

をしたり、いろんな話し合いをしたりなんかする

のですけれども、全部が全部うまく残って、就農

までに至るということはなかなか難しいのですけ

れども、そういうことで何とかきちっと研修をし

て、そして最終的にはきちっと周りの人に認めて

いただいて就農という形が一番望ましいのですけ

れども、ここは最終的には今回のケースについて

は研修生が自分でほかのところにという判断をさ

れたという部分です。２人の男性の方はそういう

ことです。もう２人の方については、やはりやっ

てみたけれども、どうも農業という仕事が最終的

には合わなかったというか、そんなような判断で

あります。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

冒頭申し上げました〇１７番（田中好望議員）

ように後継者不足、担い手の確保もなかなか難し

い状況の中、４人の方がということで、現在はこ

の４人の方がそれぞれ在籍しないということにな

ったということで、今後とも担い手の受け入れに

対しましてもやはり名寄市としてのＰＲもそうで

すけれども、名寄地区ではなく風連地区での研修、

就農の可能性というのは現実的に私も可能かと思

うのですけれども、そこら辺はどうですか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄、風連というの〇経済部長（茂木保均君）

は特に制限をしているわけではなくて、ことしも

農家の方々にアンケートをとらさせていただきま

して、研修生を受け入れる条件があるかないかと

か、あるいは将来的に研修生に農地なり、あるい

は機械等を含めてお譲りする気持ちがあるかとい

うことで、名寄市内の農家に全戸を対象に出させ

ていただきました。そのうち回答が約３０ぐらい

あったのですけれども、かなり前向きに考えてお

られる方も２０戸程度おりますので、その中には

当然風連の方もおります。条件も、条件がかなえ

ば別に名寄とか智恵文とか限定しないで、風連地

区も含めて条件が整えばお願いをしたいなと思っ

ております。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今は、どうしても水〇１７番（田中好望議員）

田より畑作、野菜というか、どちらかというとこ

れは智恵文地区はまた別にいたしましても、やは

り水田経営がメーンですから、そういった点で新

規就農者というのは、なかなかそこで少しあれな

のかなと思うのですけれども、たまたま風連地区

でも年が８０近くて面積的にも、水稲ですけれど

も、１町ちょっとしかない人がおりまして、そこ

へ新規就農者が、そのときに私のわかる範囲で３

年間ぐらいはやる人がちゃんと面倒を見なければ

だめなのだよということをあれしたのです。そう

すると、いつぼこっといくかわからぬから、それ

は無理なのだという、そういう話でありまして、

茂木部長にたしかおととしだったと思うのですけ

れども、申し出はしなかったわけなのですけれど

も、そういったこともありまして、やはり風連地

区でも研修される方の条件が合うように地区とし

ても今後ある程度そういう方に対しての取り組み

が必要になるかなというふうに今思っております。
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それでは次に、流動化対策についてですけれど

も、先ほど駒津議員が石狩市へ行ったと言いまし

たけれども、そのときは市政クラブとうちの緑風

と公明さんと３会派で行政視察で栗山町へも行っ

てまいりました。そこで、先ほど答弁がございま

した財団法人栗山町農業振興公社、そこを１時間

程度でしたけれども、いろいろ勉強させていただ

いてきたわけですけれども、やはりかなり厳しい

ということは言っておりました。

それと、ただことしの、平成２２年度の公社の

主な事業は、担い手の確保及び育成事業等々から

始まりまして農地流動化も上位のほうにランクを

されているわけですけれども、名寄地区は御案内

のように、風連地区は農用地利用改善事業実施組

合等がございまして、これは風連地区、同じ組織

が１２地区あるのです。それで、農地のあっせん

になったら、その例えばここの地区ならその地区

の中で対応しなければならないというか、そうい

う今のところは制度なのです。そういった中で、

もっともっとやっぱり地区なら地区、風連地区な

ら風連地区全体で流動化対策というか、そういっ

たことに向けて、それとある程度制度を解消いた

しまして、それこそ財団法人まで、振興公社とか、

あそこまでハイレベルではなくてもそういった中

でもっと、いわゆる私に言わせれば農業委員さん

を中心にそういう組織的な見直しはちょっと検討

していただきたいと思うのですけれども、どうで

すか。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今御質問ございまし〇経済部長（茂木保均君）

たけれども、先ほどお答えしましたけれども、非

常に条件の不利な土地、こういったものについて

はなかなか流動化が進まないという、そういう実

態もお聞きしております。ただ、そういった土地

をほうっておけば耕作放棄地あるいは遊休地とい

う、こういう状況になるわけですから、何とかそ

ういった農地を少しでもつくらないようにという

ことで、国も本腰を入れてその対策等については

いろいろきめ細かにやられてきているのですけれ

ども、なかなか実態としては非常に難しい面があ

ります。名寄においても農地の流動化というのも

やはり担い手を中心にやられておりますけれども、

ある程度最近は３０町、４０町、こういった水田

を持つ方もふえてきておりまして、これから先と

いうことになるとなかなか厳しいというようなこ

とも農協のほうからも伺っております。そういっ

たためにもどういう手法があるかというようなこ

とをいろいろ関係者と論議するわけなのですけれ

ども、一つ一つの形としてやはり今お話ありまし

たように１つの集落でなくてもっと大きな集落、

単位だとかあるいは風連地区のもっと大きな単位

とか、風連地区とか、そういうような、部分で流

動化の枠をもっと広範にしていくということは必

要なことだろうなというふうに思います。市とし

てもというよりは農業関係、市、農協、農業委員

会が中心になろうかと思いますけれども、この辺

については十分議論しながらそういった仕組みを

つくっていきたいと思いますし、基本的には先ほ

どもお話あった農地保有合理化法人の関係であり

ますけれども、これもある意味農業委員会の屋上

屋的な部分ですので、農業委員会がきちっと機能

すれば、あえてこういったものをつくらなくても

というふうに私は思っている一人なのです。そう

いう意味では、先ほど言ったような関係の部分で

きちっと議論をして、何かやはり新たなきちっと

した仕組みをつくって流動化が滞らないようにと

いうようなことでまた協議をきちっと進めてまい

りたいと思っておりますので、よろしくお願いい

たします。

田中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今お話ありましたよ〇１７番（田中好望議員）

うに栗山町の振興公社は、行政、農業委員会、Ｊ

Ａ、改良区、それから共済組合、それともう一つ

何かありましたね。そういった中で、関係団体が

全部入っているのです。そういった中で取り組ん

でいるということで、それは振興策だとか、そう
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いうこともいわゆる農業、農政に関することはほ

とんどそこでやっているというふうに解釈をして

おりますし、財政的にもかなり厳しいということ

で、それ以上に長沼町がやっていましたけれども、

今は何か事業を取りやめたらしいですね。そうい

った中で栗山町へ行ってきたのですけれども、そ

ういったことで、ただ、今いろいろ部長の答弁を

聞きますと、これからいろいろ関係団体と協議を

していくということで、前向きにひとつ協議をし

ていただきたいと思います。

それと、昨年度農地法に変わりましたね。農地

利用集積円滑化事業なのですけれども、ここでは

いわゆる北海道のように、それこそ極端に言えば

何十町という、そういうところではなく何反とか、

そういう人たち、農家というか、そういう人たち

が有利な事業というふうに判断してよろしいので

すね。この農地利用集積円滑化事業の中で、農地

の売買や売り渡し、貸し付け等が行われるまでの

間、農地を維持管理する。これは、農地利用集積

円滑化団体という、その中で維持管理をしている

というか、そういったことですけれども、何年か

前にＪＡに、ちょっと農協に言ったことあるので

す。例えばあっせんが成立しないけれども、どう

しても農地を売りたいといったことをいわゆるＪ

Ａさんと行政と手を合わせて、はっきり言えば一

番問題あるのは農協でしょうと、そういった中で

やっていただけないかと言ったのですけれども、

それは今の立場の中では無理だというふうに言わ

れたものですから、そういったことも含めて今後

農地流動化に対して、やはりはっきり言いまして

小さな組織でやることではなく、ある程度風連地

区なら風連地区の極端に言えばいわゆる線路東は

線路東、線路西は線路西という、そういう大きな

組織にして広域で考える、検討するというか、流

動化を進めるというか、そういったふうに取り進

めていただきたいと思うのですけれども、そのほ

かに何かございましたら答弁をいただいて、私の

質問を終わらせていただきます。１０分間皆さん

に御迷惑をかけたので。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

農地の流動化という〇経済部長（茂木保均君）

のも先ほど申し上げましたように一定程度進んだ

段階においては、非常にそれ以上というのは難し

い状況にあります。名寄においても担い手の集積

率はもう９割超えておりますから、そういう面で

いくとこれからの部分というのは、これ以上とい

うのはなかなか難しいのです。そういう中におい

てもやはり耕作放棄だとか、そういった部分とい

うのは基本的にはつくれませんから、そういった

ものを今御提案あったようなことを含めて地域で

何とか守っていくということ、それから従来から

なかなか言っているのですけれども、現実にはな

らないのですけれども、この法人化ですよね。法

人化も個々の法人化というよりはやっぱり地域連

携型の法人、ここがそういう農地を受けるという、

こんな仕組みもこれからの部分ではやはり有効な

手段だというふうに思っておりますので、この辺

も十分研究して関係と連携してやっていきたいな

と思っておりますので、御理解いただきたいと思

います。

以上で田中好望議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

生活保護者数の現状と対応について外３件を、

竹中憲之議員。

議長より指名をいただ〇４番（竹中憲之議員）

きましたので、さきの大項目４点について質問を

させていただきたいというふうに思います。

大項目の１点目は、生活保護者の現状と対応に

ついてでございます。近年不況等により会社の倒

産や縮小で離職がふえている現状にあることは承

知のとおりであります。職を断たれるということ

は生活設計が立たない、もう少し言えば命にかか

わる問題でもあるのかなというふうに私は思って

います。必ずしも離職をして生活保護ということ

にはなりませんけれども、首都圏では生活保護者

が増大している現状にあるわけであります。生活
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保護を求める世帯が増加しているわけであります

けれども、行政として相談などに対して対応がで

きていない現状にあると聞いています。名寄にお

いてのここ二、三年の生活保護世帯数と保護者へ

の対応、相談及び指導体制についてお知らせを願

いたいというふうに思います。

大項目の２点目は、災害と復旧の現状について

お聞きをしたいというふうに思います。既に今定

例会まで何名かの議員から災害について質問がご

ざいました。本年は異常気象で、名寄だけでなく

多くの市町村が大小にかかわらず災害が多発いた

しました。名寄において、市民生活に直接かかわ

る災害箇所は早急な措置がされているというふう

に思います。本定例会では、４件で ５５０万円

の災害復旧事業が補正で予算化をされました。名

寄市における災害の現状について、大小にかかわ

らず道路、河川等における災害の件数と復旧状況

についてお知らせを願いたいというふうに思いま

す。

次に、大項目の３点目、交通安全対策でござい

ます。承知のように市庁舎の前にも交通事故多発

対策としての道警や道の赤旗が立っておりますけ

れども、一向に死亡事故が０っていないというの

が状況だろうというふうに思います。昨日も３名

のとうとい命が多重事故で亡くなっておりますけ

れども、そういった意味で人身事故であっても物

損事故であっても被害者あるいは加害者にとって

大きな精神的な負担がかかるのだろうというふう

に思います。北海道の交通事故死亡者数はワース

トワンとなっておりまして、名寄においても交通

安全対策が重要な問題となっているだろうという

ふうに思います。人身事故が多くなっている現状

にあり、特にこれからの時期は事故が多く発生す

ることが統計で明らかであります。名寄市におけ

る今年の交通事故件数と交通安全対策として、市

民への指導、啓発、啓蒙についてどのように進め

てきたのか、また今後の計画についてお聞かせを

願いたいというふうに思います。

また、交通安全対策について、もう一点は踏切

事故についてであります。ＪＲの踏切事故は、即

死亡事故につながるケースが多くあります。長年

の懸案でありました東地区との連絡道である南２

丁目の踏切も拡幅工事が進められ、安全な踏切に

生まれ変わろうとしておりますが、名寄市におけ

るＪＲ踏切の夏季、冬季の踏切数と踏切の安全対

策についてお聞かせを願いたいというふうに思い

ます。

大項目の４点目は、小中学校における事故、不

審者への対応と対策についてお尋ねします。この

間私も何回かこの問題について質問をさせていた

だきました。近年の名寄市も都市部と同様に不審

者などが増加してきていますが、各学校には対応

マニュアルはありますけれども、児童生徒、保護

者への周知と対策についてお聞かせを願いたいと

いうふうに思います。また、児童生徒へのケアに

ついて、動揺があったときの対応はどのように進

められているかについてお聞かせをください。な

ぜこのようなことを聞くかといいますと、大人に

なってから小さいころのことが言葉は悪いですけ

れども、トラウマのようになって心身が病むとい

う、そういうことが最近大きな問題として出され

てきています。このことが親になって子供を育て

ることに障害となることが考えられるとのことで

す。そういう対策についてもお聞かせを願いたい

というふうに思います。

以上で、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）

竹中議員からは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目４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点目は建設水道

部長から、３点目は市民部長から、４点目は教育

部長からの答弁とさせていただきます。

それでは、大きな項目１点目の生活保護者数の

現状と課題についての小項目１、生活保護世帯に

ついて申し上げます。生活保護とは、生活保護法

に基づき生活に困窮するすべての国民に対し、そ
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の困窮の程度に応じ必要な保護を行い、健康で文

化的な生活水準を維持するため最低限の生活を保

障するとともに、その自立を助長するものであり

ます。

生活保護を受けられている世帯につきましては、

９月現在２４６世帯３３０名で、保護率を千分率

であらわしますと１ ８パーミルとなります。で

幌市など都市部を除く全道３２市の中でも３０番

目と低い位置にあり、最も高いのは目路市の５

３パーミル、最も低いのは石狩市の ７パーミル

となっており、港や旧産炭地の市が保護率の高い

傾向にあります。上川管内の近隣市では、士別市

１ ２パーミルで２８番目、富良野市が１ ３パ 

ーミルで２５番目、深川市が１ ７パーミルで１

７番目となっております。当市の昨年同月と比較

しますと世帯数で１世帯、人数で１名、保護率で

２パーミルと横ばいの状態で推移しております。

また、世帯類型では高齢者世帯１３０世帯、５３

％、傷病者世帯５９世帯、２４％、障害者世帯２

６世帯、１１％、母子世帯１３世帯、５％、その

他の世帯が１８世帯と７％となっております。生

活保護を申請される方は、議員お話のとおり近年

都市部ほど派遣切りなどの影響による雇用状況の

不安を抱える方々がふえている傾向にあります。

また、高齢化社会を迎え、年金加入期間が短く受

け取る年金が少ないことや無年金者などの高齢者

世帯が全体の半数以上を占めている実態にありま

す。

次に、小項目２の生活保護者への相談と指導体

制につきまして申し上げます。市の社会福祉課保

護係には、経済的なことや医療費の支払い等、生

活に不安を感じ相談に訪れる件数は４月以降１１

月までに７０件、２回目以上の相談件数を除くと

実数は５４件となっており、そのうち生活保護を

開始した方は１３件、２４％となっております。

相談の主なものにつきましては、医療費の心配や

一時的にお金がないなどの理由から訪れるケース

が多く、時としてハローワークや職業派遣会社等

を紹介したり、他方による制度の活用を生活保護

相談員と査察指導員が助言することにより生活保

護に至らず、相談のみで帰られる方もおられます。

また、生活保護を受給されている方につきまして

は職員、ケースワーカーが定期的に訪問し、生活

する上で困っていることや悩んでいることはない

か、家族と良好な関係を築いているかなどを聞き

取る中から、日々適正な指導に努めているところ

でございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇建設水道部長（野間井照之君）

きな項目の２点目、災害とその復旧状況について

お答えをさせていただきます。

最初に、道路、河川等の災害状況についてであ

ります。ことしの７月２９日の大雨は、何回か申

し上げましたが、旭川気象台によると時間雨量２

５ミリメートル、１日にして１１７ミリメート

ルのこれまでに名寄市では余り経験したことがな

い降雨量でありました。名寄市内にある立水機場

５カ所ありますが、内淵、豊栄、智西、智北、無

名川はフル稼働し、ほかに１級河川の樋門管理さ

れた各主要箇所１１カ所には市内建設業協会加盟

業者の協力により仮設ポンプで立水をし、浸水被

害の軽０を図ったところであります。土木施設の

災害状況につきましては、河川や立水溝の増水な

どによる道路の決壊や路面損傷で４２カ所、河川

の河岸決壊などが２４カ所で合わせて６６カ所の

被害を受けているところであります。

次に、災害の復旧状況についてであります。施

設災害６６カ所のうち簡易なもの及び緊急を要す

るものの３９カ所については、直轄による作業や

機械借り上げなどにより復旧や応急工事が終わり、

その他についても請負工事などで発注し、徳田１

９線施設災害や風連東大通施設災害復旧工事など

５件を残し、すべて完成しております。このうち

３４件 ８７０万 ０００円の工事や機械借り上 

げ料などにつきましては単独施設災害として起債
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を申請しておりますし、国庫補助対象の災害工事

として認定された市道美園線など道路災害２件、

大沼など河川災害２件で合わせて４件 ５５０万

円については着工申請の準備を進め、年度内の完

成を予定しております。なお、この後で地先など

から要望があったものにつきましては、状況を見

ながらでありますけれども、次年度以降に補修工

事などで対応したいというふうに考えております

ので、御理解をいただきたいというふうに思いま

す。

以上、私からのお答えとさせていただきました。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇市民部長（吉原保則君）

目３、交通安全対策について、まずことしの名寄

市における交通事故件数はについてお答えいたし

ます。

平成２２年の名寄市における交通事故件数につ

きましては、１１月末現在で発生が４３件、傷者、

負傷者のことでございますが、傷者が４６人、物

損事故が６４１件となっているところでございま

す。幸いにも死亡事故は起きていませんが、発生、

傷者とも既に昨年を上回っている状況でございま

す。なお、名寄市の交通死亡事故ゼロにつきまし

ては平成２０年９月２７日以降、昨日現在で８１

５日を記録してございます。この間の関係機関、

市民の皆様の交通安全運動に対するさまざまな取

り組みに対し、この場をかりて改めてお礼を申し

上げるところでございます。

次に、小項目２、交通安全対策と市民への指導、

啓蒙、啓発はどのように行ってきたかとのお尋ね

でございます。名寄市におきます交通安全対策に

つきましては、名寄市交通安全運動推進委員会、

名寄市交通安全協会、名寄警察署を初め多くの関

係機関、団体、地域の御協力のもとに、春、夏、

秋、冬の全国運動に加え、初夏の行楽期、秋の輸

送繁忙期、この年間６期６０日の交通安全運動を

重点的に街頭啓発、高齢者交通安全宣言大会、飲

酒運転追放宣言大会、安全運転者研修会、車両パ

レード、事業所訪問、小中学校における自転車教

室、町内会、老人クラブ、団体における交通安全

教室など、さまざまな取り組みを行っているとこ

ろでございます。また、今後におきましても冬期

間ということで冬型事故の防止、年末年始を控え

ての飲酒運転の根絶など、さらなる啓発活動に気

を引き締めて当たってまいりたいと考えていると

ころでございます。

次に、小項目３、名寄市における夏季、冬季の

踏切数と安全対策についてのお尋ねがございまし

た。名寄市内における踏切の数につきましては２

７カ所で、そのうち４カ所が冬期間の使用を停止

しているところでございます。踏切事故に対する

啓発運動といたしましては、広報なよろの紙面を

通じて注意を喚起しているところでございますし、

またＪＲ北海道が実施しています踏切事故防止キ

ャンペーンに協力し、名寄駅でのＰＲ活動などに

参加することなどを行っているところでございま

す。

私のほうからは以上でございます。

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４、小中学校における事故、不審者への対応と

対策につきまして答弁をさせていただきます。

まず、小項目１、小中学校における事故、不審

者への対応と対策についてですが、それぞれ各学

校では事故や不審者などに対して危機管理マニュ

アルや安全マップを作成し、緊急時の組織体制や

手順、連絡先などマニュアル化をしながら取り組

んでございます。また、不審者に対しましてはさ

すまたの使用や警察の協力を得て児童生徒の避難

のさせ方や対応の仕方などの訓練も日々行ってご

ざいます。児童生徒の安全確保や保護者等への周

知につきましては、保護者への至急な連絡ととも

に、必要に応じて集団下校や保護者に迎えに来て

もらうなど緊急時の的確な対応を図るとともに、

市のホームページで不審者情報として知らせるな

ど市民部環境生活課や警察などと連携をしながら
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周知に努めております。今後も児童生徒及び教職

員の安全の確保、学校と児童生徒、保護者、地域

社会との信頼関係の維持、組織的で迅速かつ的確

な対応を図るために関係機関や学校、安全安心会

議などとの連携を図りながら情報収集に努めると

ともに、危機の予知、予測を通して事故の未然防

止に努めてまいりたいと思います。

次に、小項目２番目の児童生徒へのケアについ

てでありますが、不幸にして事故が起きた場合、

状況や内容によりまして対応は異なりますが、事

故を目撃した児童生徒や事故の発生によりショッ

クを受けている児童生徒がいる場合などについて

は、心の相談員や教育相談センター、医療機関な

ど専門機関との連携を図り、議員が御指摘のとお

りトラウマとなって後の心に大きな傷が残らない

ようにできるだけ迅速に心のケアを行ってまいり

たいと考えております。

また、ほかの保護者に対しましては事故の発生

及び今後の対応について周知するなどして事故の

未然防止に向けて理解と協力を求めたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、答弁いただ〇４番（竹中憲之議員）

きましたので、００前後しますけれども、再質問

をさせていただきたいというふうに思います。

４番目の小中学校における問題でありますけれ

ども、今部長から答弁がありました。それはその

とおりだなと思っていますし、今日までそのよう

な同じようなことの答弁、私もいただいています

し、今日までの議員の質問にも同様だというふう

に思っていますが、実はなぜこのようなことを質

問したかというと、学校は一番安全な基地でなけ

ればならない。基地という言い方はおかしいので

ありますが、そういうふうに思っているものです

から、学校の運営問題も含めてやっぱりきちっと

学校単独でやらせるというよりも教育委員会とし

てどう指導していくかということが一番私は重要

でないかというふうに思っているものですから、

その事故や何かによってのやり方も違うでしょう

けれども、そういうことが一番これは校長、教頭、

教諭みんな同じように頭の中に入っていなければ

ならない問題だというふうに思っていますので、

そういうことで質問を１つはさせていただきまし

た。

もう一つは、行政報告の中に特別支援教育にか

かわっての名寄大学との協力で心理発達検査など

を実はやっているという報告がございましたが、

実は児童心理というところで学校との連携がとれ

ないのかどうなのか。というのは、名寄大学では

児童心理というのを教員も、医療というか、教授

もいるというふうに聞いていますから、そんなと

ころで何かあったときというよりも常日ごろから

病院あるいは大学と、あるいはカウンセラーと連

携をとった体制づくりができないのかどうか、そ

んなところもちょっと頭にあったものですから質

問をさせていただきましたが、教育委員会として

もし考え方があればお聞きをしたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま特別支援教育〇教育長（藤原 忠君）

とあわせて、こういう子供たちの心のケアのあり

方についてもさまざまな関係機関と連携をとれな

いのか、あるいは名寄市立大学との連携はどうか

という御質問でございました。

まずもって、特別支援教育等では既に名寄市立

大学の先生方、大変御協力いただいておりまして、

北海道でも自信のある取り組みが進められている

ところであります。また、特別支援教育とひとし

く大学の先生には、先生方が一堂に会した中で御

講演をいただいたりしながら子供の心の教育、心

のケア等についても何回か実施させていただきま

した。あわせまして、名寄ではカウンセリング研

究会という先生方独自の組織をつくっております。

この中でも名寄市立大学の先生をお招きしてさま

ざまなお話をいただいていると。これは、１つは

今御心配されている心のケアを行うために教員の
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資質を高める、そういう営みでございます。また、

名寄市立病院には臨床心理士がございまして、こ

れは、教育相談センターなどで連携をとりながら

御協力いただいていると。こういうさまざまな場

面でケース・バイ・ケースに応じてそれぞれの方

を、先生方あるいは学校の取り組みとして進めて

いる。あわせまして、やはり児童生徒の安全、安

心というのは最大の課題でございます。ただいま

お話のように学校が安心していられる場所、これ

を守ることは最大の使命でありますので、それぞ

れ各学校では、例えば防犯カメラとまではいきま

せんが、玄関に侵入したときにそれがモニターで

映るような、そういうシステム等も現在しっかり

と設置させて学校の安全を守っているところであ

ります。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、学校の安全の〇４番（竹中憲之議員）

問題だけでなくて、名寄大学の学生の研究、児童

生徒に対する研究と言うと言葉は失礼なのであり

ますが、名大の学生の研究にも１つは利用できる

というか、活用というか、そういう場にもなるの

かなというふうに思いましたので、こういう提案

をさせていただいたというか、お聞きをさせてい

ただきました。名大も職員でありますから、恐ら

く金はそういうシステムをつくった場合、お金は

かからないと思いますから、そういった意味では

精いっぱい次年度に向けてというか、新たなシス

テムづくりに向けて要請だけしておきたいという

ふうに思います。

それでは、生活保護の扱いについて、まずは名

寄は１ ８パーミルということで、北海道では３

０番目ということでかなりいいということであり

ますが、００気になるのが保護世帯が少ないと。

世帯が２４６世帯で３３０名と。ちょっと気にな

るのが、審査が厳しいのではないのかというふう

に思ったりもしているのですが、あるいはそれと

も地域的なものもあるのかもしれませんが、審査

の現状を、厳しいかどうか私立ち会っていません

からわかりませんが、部長として判断する範囲で

お答えを願いたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員からお話〇健康福祉部長（三谷正治君）

ございました名寄市は特に厳しいのではないかと、

だから３０番目ではないかというお話をいただき

ましたけれども、先ほど答弁でもさせていただき

ましたように隣の士別さん、富良野さん、それか

ら深川さん等のお話をさせていただきましたよう

に、名寄だけが突出しているわけではないという

認識をしております。特に隣の士別さんと比較し

ても同じような数字ということであります。

ただ、名寄市の状況をお話しさせていただきま

すと、先ほどお話もさせていただきました７０件、

実質２回、３回と御相談をいただいている部分で

実数５４、その中で実際は２４％ほどの生活保護

の申請をいただいて受給をされているという実態

でございますので、そんなに私、部長としての立

場から言わせていただきますと厳しいとは決して

思っておりませんし、また国で定めております新

聞等でも出ておりましたけれども、１人当たりの

世帯数が大体市部では８０世帯という、町村部で

大体６０世帯というような基準がございまして、

名寄でいきますと大体６０世帯、町村並みぐらい

の件数になっているところでございますので、そ

ういう数字を見ますとやはり１人当たりの件数が

都会のように１２０件、１５０件と戸別訪問もで

きない状態ということではなく、やはりきめ細か

な行政サービスをさせていただいているのではな

いかということで考えているところです。

以上です。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

生活保護の扱いは健康〇４番（竹中憲之議員）

福祉のほうでやっている、その他の制度もいろい

ろあるわけです。資格取得の問題だとか、あるい

は福祉における金の貸し付け、限度額あるようで

ありますが、先ほど答弁の中ではそういったもの

も含めてということだったのだろうと思いますが、
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あるいはハローワーク等々への紹介だとかという

ことで、この間国の自立のためにいろんな施策が

されているのでありますけれども、この間国の施

策の中で資格や何かを取る、そういう制度もある

わけですが、この１年ないし２年の間でそのよう

な制度で資格を取った方がどのぐらいいるのか、

わかればちょっとお聞かせを願いたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在いろんな制〇健康福祉部長（三谷正治君）

度がございまして、相談員の方にはそれぞれの御

案内をさせていただいているところであります。

公的機関で、自立に向けて再就職の紹介ですとか

あっせんという、こういう制度がございまして、

これは生活保護ばかりではなく、すべての国民に

対していろいろな制度ということでございます。

基本的に御相談をいただいている部分につきまし

ては、健康福祉部の中でも生活保護を含めまして

いろいろな包括、それから高齢、障害者というよ

うな形で担当をさせていただいておりますので、

それらの公的機関の制度はフルに活用させていた

だいているところでございます。また、母子家庭

のお母さんにつきましては、特に名寄といたしま

しては名寄市母子家庭高等技術訓練促進費事業と

いうような制度もございますので、これにつきま

しては看護師ですとか介護福祉士、それから保健

師さんの就職に有利なこういう部分の訓練という

か研修を受けている、その期間についてはそれぞ

れの支給手当てがあるという、こういう制度もご

ざいますので、そういう部分については活用させ

ていただいていると。ただ、実質の件数につきま

しては大変恐縮でありますけれども、今の手持ち

で数字がございませんので、大変恐縮ですが、後

ほど御連絡申し上げたいと思います。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどの答弁の中で、〇４番（竹中憲之議員）

健康福祉部に来る件数が多くてということであり

ます。実は、私がそういう答弁をいただいて気に

なっているのが、今答弁いただいた制度のものも

そうですが、生活福祉金貸付制度の問題だとか等

々を含めて私は市民がどれだけ知っているのかな

というふうに、そういう制度がですね。市民がこ

ういう……これだけではないのですが、各種制度

を知らないとしたら非常に不幸だなというふうに

思うのでありますが、結果として相談に来てそれ

ぞれの対応をしているということでありますけれ

ども、健康福祉部だけでなくてほかの部署や何か

も含めたそういう制度についての周知方というの

は、関係箇所と連携をしているのでしょうけれど

も、この間どのような市民への周知の仕方をした

のか。もしきちっとしていないのであれば、今後

どのような周知の仕方をするのか。広報では時た

まそういうのは見ますけれども、一連の流れの中

でわかるような周知の仕方も私は必要ではないか

というふうに思いますが、いかがでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員からお話〇健康福祉部長（三谷正治君）

ありましたように、各制度の改正ですとか新規に

できた制度につきましては市の広報及び市のホー

ムページ等々を活用させていただいているのが実

態でございます。また、担当のほうではそういう

制度につきましてはチラシをつくりまして、その

チラシを窓口等、それから市役所の窓口等々に置

いて市民の皆さんに目につく場所に置きながらＰ

Ｒをさせていただいておりますけれども、現実に

例えば生活保護の制度というものにつきましては、

今私が考えている部分につきましては非常に市民

にも、ただ制度の詳しい中身まではなかなか難し

い部分がありますけれども、生活保護制度という

のは戦後から現在までにおきましては、やはり国

民がそれぞれの最低生活を営む上でという部分で

は、特に先ほど言った４月から１１月が７０件と

いう、そういう相談件数にあらわれているように

非常に私は国民に周知は図られているのではない

かということを考えており、またあわせて民生委

員児童委員の皆さん方にも町内会担当の地区にお

いてそういう人がいれば、その当事者とあわせて
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民生委員の方も一緒に相談に来ていただいている

という部分もございますので、そういう部分では

個人の国民一人一人とあわせて、そういう相談、

補助機関の部分についても特に民生委員の部分に

つきましては研修会等々にそういう制度を周知さ

せていただいておりますので、現時点では生活保

護制度の部分については非常に周知をされている

という認識を持っているところです。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今部長の答弁ですと、〇４番（竹中憲之議員）

精いっぱい努力をしているということであります

から、それ以上に私は求めたいというふうに思っ

ていますので、関係箇所と連携しながら保健福祉

あるいは市民相談のところだけでなくて大きな、

多くのところでそういう連携をとっていただいて

周知方を求めたいというふうに思います。

それと、７０件ほどの相談件数があるというふ

うに言われましたけれども、先ほどの答弁の中で

私が聞き漏らしたのかもしれませんが、相談に対

する対応、どのような対応をしているか。相談員

とケースワーカーだと思うのですが、その対応の

あり方等々について、あるいは１件当たりの相談

件数がどのぐらいの時間を要しているのかも含め

てお聞かせ願いたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

１件当たりの相〇健康福祉部長（三谷正治君）

談の時間につきましては、それぞれの個別の部分

で状況が違いますけれども、私が今見ている範囲

では、保護係の隣にそれぞれ個室を２つ設けさせ

ていただいております。その部分では、やはり午

前中１０時ごろから来られますと午前中いっぱい

かかるという部分が多く見受けられます。ただ、

先ほど申し上げましたように生活保護申請という

ことではなく医療ですとか例えば貯金、それから

年金、そういういろんな国の制度の中でやはりこ

ういうものがわからないので、ちょっと相談に来

ましたよという部分も多々ございますので、そう

いう部分につきましてはこういう制度というチラ

シ等々をお渡ししながら説明しておりますので、

その部分については３０分だとかという部分があ

りますけれども、生活保護を受けたいという意思

で申請に来ておられる方についてはそれぞれいろ

んな組織、仕組みの中でお話をしなければならな

い部分がございますので、その部分については非

常に長い時間かかって御説明をしていると思って

います。

以上です。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

今最大で２時間ぐらい〇４番（竹中憲之議員）

というお話でどのぐらいの、何名体制でというの

はなかったのですが、恐らく相談員とケースワー

カーの２人ぐらいかなというふうに思いますが、

市民と接する相談員、ケースワーカーは非常に苦

労はされているのだろうと思いますけれども、相

談に来る方の親切丁寧に今後も相談に乗っていた

だければというふうに思いまして、この項を終わ

ります。

次に、災害復旧の中身ですが、先ほど部長から

答弁がありまして簡易なもの、来年度にするもの

を含めて００まだ残っているということでありま

したけれども、ちょっと経済部長にお聞きをした

いのですが、方向性、違うほうへ向かっていって

申しわけないのですが、災害復旧ということであ

りますから土木、河川だけでなくて農作地あるい

は農道あるいは農業施設等々も含めて災害に遭っ

たのではなかったかなというふうに思っているも

のですから、実はもし災害に遭われた中身がある

としたら、その中身についてお聞かせを願いたい

と思います。

茂木経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

小さい部分を入れれ〇経済部長（茂木保均君）

ば農業施設、農地の被害もかなりの件数があった

かなというふうに思いますが、主な部分でいいま

すと土地改良区の管理する農業施設、用立水路等

の閉塞等の災害という部分で主なもので２０カ所、

これにつきましては天塩川土地改良区のほうで復



－137－

平成２２年１２月１３日（月曜日）第４回１２月定例会・第３号

旧工事を完了いたしております。それから、農地

でございますけれども、これも主なものというか、

大きいという部分は、大きいというか、部分は４

カ所ほどあったのですが、畑地ののり面崩壊だと

か、立水の閉塞だとか、冠水による土砂の流入だ

とか、大小いろいろありますけれども、小規模な

部分はかなりあったのではないかなということで、

農家の皆さんからは、その被害状況については一

定程度出してくれというふうにお願いしましたけ

れども、小さいものまでは出ておりませんで、大

きな部分で４カ所ぐらいあったかなと思いますけ

れども、これについては農家のほうにおいてそれ

ぞれほぼ復旧をいたしたと、こういう報告を受け

ております。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

経済部担当のところで〇４番（竹中憲之議員）

はほとんど完了したということでありますから、

来年に向けての扱いはそれぞれ耕作ができるのか

なというふうに思っていますけれども、非常にこ

としの災害、それぞれ大小含めて多くあって、こ

こでわかるだけでも２４カ所ですよね。そういっ

た意味でいくと、かなりの農家にとっては厳しい

ものではなかったかなというふうに思っています

けれども、それぞれ来年に向けた計画がその中で

できるということでありますから、それはそれで

よかったかなというふうに思っていますが、小規

模でもまだ年明けてからやらざるを得ないところ

がもしあるのだとしたら、それは市としても精い

っぱい努力をしていただいて復旧を求めておきた

いというふうに思います。

次に、交通安全対策についてでありますけれど

も、先ほど吉原部長のほうから答弁がございまし

た。庁舎の前にも交通事故多発緊急対策というち

ょっと片一方が赤くて片一方が白い旗がなびいて

おりますけれども、本当に交通事故、部長の答弁

でありますと名寄の場合は人身事故というか、死

亡事故がなかったということでありますけれども、

先ほどの答弁の中身でありますと４３件、負傷者

４６名、物損６４１名と。これが１１月を越えて

１２月になってくると北海道特有の事故が、いわ

ば物損事故がふえるという状況に私はなってくる

のではないのかというふうに思っているのです。

昨年もそうでありましたけれども、事故の多発場

所というのは大体決まるのです、事故が起きると

ころというのは。そういった意味でいくと、今言

いましたのぼりではありませんが、事故多発箇所

とかというのぼりも立てながら市民に啓発をする

ということも私は必要ではないのかなと。そうい

う意味で、注意喚起をするということで必要では

ないのかなというふうに思いますが、そんなに金

のかかるものではないのでありますけれども、考

え方があればお聞かせください。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま事故多発箇〇市民部長（吉原保則君）

所にそれぞれのぼり等を立ててはどうかというよ

うなお話かと思いますけれども、お金は大分かか

るかと思いますけれども、これまでも事故の関係

につきましては警察署のほうで毎年５月に人身事

故が発生した箇所なんかについての危険マップな

んかを作成し、窓口に置いたり公共機関などにポ

スターとして掲示をしたりしていますし、また交

通安全の黄色い旗につきましては、それぞれ年間

各町内会に少ないのですけれども、２０枚ずつぐ

らい配ったりする中で一定の啓発を図っていると

ころでございますけれども、ただいまお話のあり

ましたそういった危険箇所の部分についても抑止

効果も高める意味もございますし、財源の問題も

あります。どういったものが一番効果的なのかと

いうことも含めて、警察など関係機関とも協議す

る中でそういった事故防止対策ののぼり等につい

ても少し検討してまいりたいと考えています。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、交差点での事〇４番（竹中憲之議員）

故は単なる市民側の問題だけでなくて、特に除立

雪の問題も出てきますから、そういった意味では

建設水道部と連携を図ってしっかり、もう既に除
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雪体制できていると。過日の答弁でありますと、

３セットで動かすということでありますから、精

いっぱい３セットで動かしていただいて交差点の

除立雪も含めてきちっとやっていただければとい

うふうに思います。

踏切の問題でありますけれども、実は私の資料

によりますと平成２０年度の踏切事故、名寄は死

亡事故は最近ありませんからあれでありますが、

踏切事故というのは即死亡事故につながる大きな

事故になりまして、一昨年度の調査というか、件

数ですと４月から１０月までの７カ月間で北海道

の事故が４件、１１月から３月までの５カ月で１

０件なのです。 ５倍、冬の事故が多いという。

これは、通常の道路の事故も同じような件数にな

っているのでありますが、その事故のそれぞれの

自動車の割合を見ると普通乗用車が一番多くて５

０％、大型普通貨物が２２％、ちょっとわからな

いのが軽車両と歩行者が２８％なのです。軽車両

というのはどこまで言うかというのはちょっとわ

かりませんが、いわば道交法で言う軽車両だと思

うのですが、これが２８％という状況でありまし

て、非常に大きな事故になるということが中身で

あります。

先ほど答弁いただいた中身でいきますと、名寄

は踏切が２７カ所あって、冬季４カ所閉鎖をする

という。これは、農業用のための踏切だというふ

うに思いますけれども、そういう状況で、そうす

ると２３カ所が広い狭い関係なく冬も通行できる

という中身になっているのですね。ＪＲはＪＲな

りに安全対策をとっていて、それぞれ業者を入れ

て除雪をしておりますけれども、一気に降った場

合の体制というのは非常にできないのです。そう

いった意味でいくと、非常に市民に対してきちっ

とした踏切の安全指導というもの、交通安全指導

というものをしていかなければならないというふ

うに思いますが、広報でもちょっと見たことはあ

りますけれども、冬季に入る大々的な踏切の安全

対策というのを私はちょっと目にしていないので

すが、出しているとしたら失礼なことですけれど

も、そういう対策も含めて啓蒙も含めてやるつも

りはないのでしょうか。

吉原市民部長。〇議長（小野寺一知議員）

冬期間の踏切の安全〇市民部長（吉原保則君）

対策のことでございますけれども、先ほどお答え

いたしました中では広報ということでお話しいた

しましたけれども、確かに毎年１０月か１１月の

広報の最後のカレンダーの欄の一部を使って注意

啓発しているというような状況でございますので、

そこら辺、今後につきましてはスペースの問題あ

るいは改正の問題も含めて改善を図ってまいりた

いと考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。

竹中議員。〇議長（小野寺一知議員）

対策は別でありますけ〇４番（竹中憲之議員）

れども、ちょっとお聞きをしたいのでありますが、

先ほど南２丁目の拡幅がもうできるということで

話をしましたけれども、実は過日雑談である方と

話していたら、大通側から東へ向かっていくと上

り坂になるのでありますね、踏切に向かって。踏

切で１回停止、踏切の前で停止すると滑って上が

れないことも結構あると。東から大通へ向かって

いく場合は平たんですからいいのですが、こっち

側から行く場合は非常に坂になっていて、かなり

上がりづらいということもあるのでありますが、

あそこはあのままの状況で拡幅になるのかどうか。

もう既に大通側も東側も線路の下だけは路盤入れ

かえ終わったようでありまして、あれを見ただけ

ではちょっと傾斜がわからないのでありますけれ

ども、その傾斜がどうなるかについてだけちょっ

とお聞きをしたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

南２丁目の踏〇建設水道部長（野間井照之君）

切の改良について御質問をいただきました。私も

ちょっと現地、しっかり把握しているわけではな

いので、ちょっと自信がないと言えばないのです

けれども、基本的に日本貨物の部分の鉄路があっ
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た部分には、そこは買収をさせていただきました。

したがって、大通から東に向かう部分でも平らな

部分ができますし、東３条から大通に来る部分で

も買収させていただきましたから、平らな部分が

できますので、そういう意味では滑るというか、

部分では大分解消されるのかなと思っていますし、

冬はできるだけ早く除雪も入れたいというふうに

思っていますから、危険度はそれほど現在よりは

なくなるというふうに思っていますので、御理解

をいただきたいと思っています。

終わります。〇４番（竹中憲之議員）

以上で竹中憲之議員〇議長（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。

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 ３時４７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 佐 藤 靖

署名議員 山 口 祐 司


