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〇議長（黒井 徹議員） ただいまの出席議員数

は１８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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 川 口 京 二 議員

１５番 日根野 正 敏 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

加藤市長４年間の市政執行に関して外２件を、

大石健二議員。

〇４番（大石健二議員） 皆さん、おはようござ

います。新緑風会の大石健二でございます。議長

より指名を賜りましたので、これより通告に従い

質問を行います。

最初に、加藤市長４年間の市政執行についてお

尋ねをいたします。早いもので、加藤市長１期目

の任期も残りわずかとなり、今定例会が任期中最

後の議会となりました。４年前の市長選の立起に

際して、市長は市政推進の基本的な考え方として

市民と行政との協働、行財政改革の推進など４点

を掲げ、民間会社名寄市的発想での行政運営を目

指すことを初め公約、６つの約束を行政課題に位

置づけ、その実施に向けて取り組んでこられまし

た。この４年間の任期を振り返り、掲げた６つの

公約実現について、また市政執行についてどのよ

うに総括されているのかお伺いをいたします。

次に、名寄市の行財政運営の新年度予算編成の

過程からについてお聞きいたします。平成２６年

度予算は、骨格予算とはいえ、一般会計で１３年

度当初予算比１ １％増の２２０億 ７００万円、

全会計総額は同じく１ ９％増の４４８億 ００

０万円もあり、予算額は平成１８年の合併以後最

大の予算規模となっています。歳入面では、前年

度対比で市税の伸びを ７％増見込み、一方で基

金の取り崩しも１０億 ０００万円余と合併以後

最大となっています。また、財源別に見ると自主

財源比率が２ ５％で依存財源比率が７ ５％と

なっており、依然として３割未満自治の脆弱な財

政基盤の上に計上されている新年度予算であるこ

とが浮き彫りになっています。名寄市の財政健全

に向けた考え方と取り組みについて御答弁願いま

す。

続いて、人材登用と組織機構の活性化から、最

初に女性市職員の管理職登用についてお聞きをい

たします。残すところ２０日余りとなった平成２

５年度は、定年などによる幹部職員の退職者が男

女合わせて２０人以上見込まれています。こうし

た幹部職員の大量退職に伴い、新たに後継者とな

る幹部職員や意思決定過程への女性職員の登用に

ついて御見解をお伺いをいたします。また、あわ

せて女性が輝く名寄をつくるため、自治基本条例

及び人材育成基本条例、男女共同参画推進計画に

基づく女性職員の能力開発と人材養成の基本的な

考え方についても御答弁願います。

次に、２点目の商店街の活性化を真摯に取り組

む組織づくりについてお尋ねをいたします。昨年

７月にオープンした駅前交流プラザよろーなの利

活用が高まる中で、長く停滞、沈滞を余儀なくさ

れている市街地の商業集積地を核とした商店街振

興についてどのような施策と構想を計画準備され

ているのかお知らせ願います。また、あわせて振

興推進に際して新たな発想と着想に加え、従来と

は異なる視点と切り口を変えた手法で真摯に取り

組む組織づくりについてもお考えをお伺いをいた

します。

続いて、不成立に伴う公共工事への施策等につ

いてお尋ねをいたします。昨春以降道内外で大型

公共工事の入札不成立が相次いでいます。名寄市

においても（仮称）市民ホールが２度にわたって
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応札業者がいない入札不調が起きています。新年

度以降南小学校の改築を初め、名寄大学図書館建

設整備事業などの大型公共工事の計画が進められ

ている中で、（仮称）市民ホール建築主体工事発

注での苦い経験を踏まえた施策と組織づくりなど

の対応について御見解をお聞かせください。

次に、市民の声から、今冬の雪害と除排雪対策

についてお聞きをいたします。今冬の降雪は、昨

冬よりも１０日間早い１１月１１日に初雪を見ま

した。旭川気象台によると１月上旬の降雪量は、

上川地方で平年並みか平年より多かったが、中旬

から下旬以降は平年並みか平年より少なかったと

しています。昨シーズンよりも ５００万円増の

３億 １００万円の除排雪予算を計上して臨んだ

今冬の除排雪対策について、どのように総括され

ているのかお聞かせ願います。

最後になりますが、同じく市民の声から、（仮

称）空き家等の適正な管理条例制定に向けた取り

組みについてお聞きをいたします。市内外の各所

で長期にわたり管理不全に陥り、荒れ果てている

空き家や建物などが散見されます。ちょうど１年

前になりますが、平成２５年度一般会計予算審査

特別委員会の質疑応答の中で、名寄市として（仮

称）空き家等の適正管理条例を本年度中に提案す

るとの答弁をいただきましたが、今定例会の議事

日程に登載されておりません。これまでの策定に

向けた取り組み過程と今後の対応についてお聞か

せください。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。大

石議員から大項目で３点にわたっての御質問をい

ただきました。大項目１を私から、大項目２の小

項目１及び小項目２、女性職員の管理職等への登

用、公共事業等については総務部長から、大項目

２の小項目２の商店街等の活性化については営業

戦略室長、大項目３の小項目１については建設水

道部長、小項目２については市民部長、それぞれ

答弁をさせていただきます。

まず、この４年間の市政執行についてでありま

す。平成２２年の選挙において市長に就任をさせ

ていただきました。島前市長から受け継いだ財産

を生かし、また市民の皆様との協働のもと総合計

画の政策を基本としながら６つの公約を推進をし、

明るく元気なまちづくりに取り組んでまいりまし

た。まず、民間的発想での行政運営についてであ

りますが、映画「星守る犬」のロケ地としても注

目をいただいたひまわり観光を初め台湾との新た

な交流の推進や中心市街地のにぎわい創出、交通

の拠点となる駅前交流プラザよろーなの整備、名

寄観光大使、名寄ふるさと大使の任命などトップ

セールスを含めて本市を積極的に売り込んできた

ところです。あわせて圏域１３市町村の中心地と

して北・北海道中央圏域定住自立圏の協定を締結

をし、医療や福祉を初めとした新たな広域行政の

推進も図ってまいりました。

また、市民が主役のまちづくりとして、名寄市

自治基本条例に基づき広報やホームページ、さら

にはフェイスブックなど多様な媒体による情報発

信を行うとともに、市長室開放事業を実施をする

など市民と行政との情報共有、市民参加を推し進

めてまいりました。さらには、総合案内窓口の設

置や杉並区等への派遣など職員研修も充実をさせ、

より丁寧で市民に身近な市役所づくりに努めてま

いったところです。

基幹産業の推進についてでありますが、農業団

体への支援を初め食肉センター施設の改修、もっ

ともち米プロジェクト事業、薬用作物振興事業な

ど地域資源を活用した新たな振興策とともに、地

域おこし協力隊など外部人材を活用した担い手対

策についても取り組んできたところであります。

名寄市立総合病院のさらなる充実については、

ドクターへリポートの整備もあわせた精神科病棟

の改築、道北４市町によるポラリスネットワーク

の構築などにより、より安心して暮らせる医療環

境を整備をしてまいりました。
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名寄市の財産を生かしたまちづくりについては、

なよろ市立天文台のグランドオープン、大学図書

館建設など特色ある教育環境の整備や有森裕子な

よろひまわりリレーランなど野外イベントの開催

のほか、新エネルギー・省エネルギービジョンの

策定、施策推進などにより本市の持つ魅力をさら

に輝かせる取り組みを進めてきたところでありま

す。

自衛隊名寄駐屯地の堅持については、昨年名寄

駐屯地創立６０周年を迎えたことを契機に市中パ

レードを初めとした記念行事が行われ、市民と自

衛隊とのさらなる交流と理解を深めました。また、

危惧されておりました第４高射特科群の廃止等に

ついては、この間の要望活動が実り、新たな国の

防衛大綱及び中期防衛力整備計画が策定をされ、

部隊削減への影響はない見込みとなりました。

市民福祉充実については、親子お出かけバスツ

アー、お祝い誕生もち引きかえ券交付事業、民間

児童クラブ利用支援など子育ての支援や広域最終

処分場の整備事業、あるいは災害時要援護者支援

事業など暮らしの安全、安心の向上、名寄南小学

校の改築、学校力実践事業、（仮称）市民ホール

整備事業など教育、文化の充実にも努め、進めて

まいったところです。

この間、これらの施策は１０年先、２０年先を

見据え推進をしてきたところでありまして、その

確かな手応えを感じているところですが、まいた

種が花を咲かせ、実を結ばせるため、今後とも全

身全霊より一層市政の推進に邁進をしてまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 私からは、まず大項

目の２、名寄市の行財政運営に関しての新年度予

算の編成の過程から、健全財政に向けた取り組み

についてお答えをいたします。

平成２６年度予算案におきましては、自主財源

割合が２ ５％、依存財源割合が７ ５％ですの

で、依然として自主財源の割合が低く、また自主

財源には基金繰入金が入りますので、財政構造と

しては緊急の財政出動に対応が難しい弾力性の低

いものであると認識をしております。健全財政に

向けた取り組みにつきましては、自主財源の確保

が重要と考えるところであります。自主財源の確

保につきましては、基本となる市税の適切な徴収

に努めることや課税対象そのものを増加すること

も必要ですので、その前提となる地域経済、地域

振興の活性化、企業への支援や雇用の拡大策など

さまざまな形で取り組むことが重要と認識をして

おります。

また、試験的な取り組みとして比較的大きな区

画で個人住宅建設などにも対応できるような名寄

市の保有地２１カ所につきまして、平成２６年２

月１日にホームページに掲載をいたしました。早

速２件の問い合わせをいただいたところでありま

す。今後は、条件を整理した上で公募を行ってい

く予定であります。

続きまして、小項目の２、人材登用と組織機構

の活性化等から、女性職員の管理職等への登用に

ついてお答えをいたします。本市におきましては、

平成２０年３月、名寄市男女共同参画推進計画を

制定して取り組んできており、その方針の中でも

市の政策、方針決定の場合の男女共同参画の促進

を目指しております。現在の女性職員の管理職登

用の現状といたしましては、全ての部署では２

６％となっております。

また、国におきましては平成２５年４月に安倍

首相の３本の矢の一つとして掲げております成長

戦略において、女性が輝く日本を目指しており、

その内容としましては、１つとして待機児童の解

消、２つとして女性役員、管理職の増、３つとし

まして職場復帰、再就職の支援、４つとしまして

子育て後の起業支援を必要としているところであ

り、こうした動きを受け、本市におきましても平

成２５年４月に名寄市特定事業主行動計画を策定

し、子育てと仕事、生活の調和を推進し、より子
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育てをしやすい環境づくりに取り組んでおります。

さらに、人事における管理職や係長職の登用につ

きましても適材適所、男女公平な対応を進め、男

女双方の考え方や意見が市の政策、方針決定の場

に反映できるように努めているところであります。

続きまして、不成立が相次ぐ公共事業について

お答えをいたします。平成２５年度における（仮

称）市民ホール整備事業に係る工事発注におきま

しては、３回目の入札で落札をいたしました。応

札する業者があらわれなかった、また業者の入札

辞退という経過をたどっての落札となりましたが、

各地で同様の入札不調の事例が発生をしておりま

す。労務単価や資材費の高騰、また東日本大震災

に係る復興公共事業などの影響による人手不足が

背景にあるのではと推測しているところでありま

す。平成２６年度予算では、名寄南小学校校舎、

屋内運動場建設事業に係る工事の発注を予定をし

ております。本事業も総体で２７億円を超える大

型事業であり、義務教育施設であることを鑑みま

すと、円滑な発注、契約を行い、年度当初から新

校舎で新学期を迎えることが望ましいと考えてお

ります。

各地で入札不調が数多く発生する中、各地方公

共団体の契約担当課で情報交換を行いながら、事

態の打開に努めてまいりました。積算単価の上昇

はもとより、人手不足が大きな課題であります。

市内金融機関の景況レポートにおいても、建設業

の経営上の問題点としまして人手不足、材料価格

の上昇が挙げられている状況にあります。こうし

た中、国土交通省は従前４月に見直しをしてきま

した労務単価につきまして、２月時点での見直し

を実施をいたしました。名寄市におきましてもこ

の新単価で事業積算を実施する予定であります。

また、単価の見直し期間も短縮されるものと思わ

れ、常に新しい単価を反映し、予定価格を設定し

てまいります。国土交通省は、単価見直しのほか

にも発注ロットの大型化、技術者、技能者の効率

的活用、地域の建設業者の受注機会の確保など公

共事業の円滑な施行確保に向けて各地方公共団体

に要請しているところであります。名寄市におき

ましても既に市内業者の受注確保や資金調達の円

滑化などに取り組んでいる事例もありますが、さ

らに研究し、適切に対応してまいります。また、

これらの契約事務の検討のほか、現場の実情、実

勢を的確に捉えることが必要でありますので、建

設水道部と総務部、財政課と連絡を密にとりなが

ら、入札不調を回避すべく努力をしてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項

目２、名寄市の行財政運営に関して、小項目２、

人材登用と組織機構の活性化等から、商店街等の

活性化を真摯に取り組む組織づくりについてお答

えいたします。

昨年４月に駅前交流プラザよろーながオープン

し、よろーなの立地がよいことなども主な要因と

なり、オープン時と比較して利用件数が増加して

おり、中心市街地におけるにぎわいづくりに対し

一定の効果を果たしていると考えています。商店

街振興には、店舗が集積し、そこに人が流れるこ

とが振興を図る上で必要不可欠であり、人が集う

きっかけづくりについてはよろーなも寄与してお

り、その集客効果を活用することが求められてい

ます。一方で、店舗の集積につきましては、中小

企業振興条例に基づき各種支援を行っております

が、商店街への店舗集積については都市計画の商

業地域、それ以外の地域の２つに区分し、特に商

業地域への店舗集積を図り、中心市街地としての

機能の維持発展を図るため、手厚く支援を行って

おります。

中小企業振興条例は、利用者にとって活用しや

すい現況の問題点を解決するための制度改正を幾

度となく行ってまいりました。しかし、今まで実

施してきた制度改正は支援内容の変更などが主な

ものであり、現行の中小企業振興条例自体が現在

の本市における商工業の事情や将来あるべき姿、
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行政や事業者の責務などを考慮した制度として検

討するべき時期に来ていると考えております。さ

きの名寄商工会議所、風連商工会からの要望時に

も共通した認識として新たな検討が必要であると

の確認をしたところでございます。中小企業振興

条例の目的は、本市における中小企業者等の自主

的な努力を基調とし、行政が必要なサポートを担

うことが目的でありますので、それらのことを念

頭に商店街振興策について関係機関と協議してま

いりたいと考えております。

次に、商店街活性化策などについての新たな発

想や斬新なアイデアに基づく取り組みを進めるた

めの組織づくりにつきまして、目まぐるしく変化

する経済状況や各種制度に敏感に対応しつつ、自

主的な取り組みを促すために事業主に対し真摯に

対応するとともに、協働による新たな施策等につ

いて取り組む体制づくりが必要になっていると考

えておりますので、先進的な事例なども調査も含

めて関係機関と検討を行っていきたいというふう

に考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 私からは、大項

目の３、市民の声からの小項目１、今冬の雪害と

除排雪対策から、現状の課題とその対応について

お答えいたします。

今冬における名寄市の降雪状況につきましては、

１１月２６日に根雪となり、１２月下旬まで平年

並みで推移していましたが、年末年始にかけて９

１センチの降雪となり、平年の６０センチより約

４０センチ多い約１００センチの積雪深となりま

した。その後も降雪が続き、１月の最大積雪深は

１１１センチとなったところであります。２月に

入りまして気温の低い日が続きましたが、降雪の

少ない穏やかな月となり、２月の最大積雪深は１

１２センチの結果となっております。３月に入り

日中の気温も上昇し、順調に雪解けに向かうもの

と思っておりましたけれども、金曜日から日曜日

にかけまして約４０センチの降雪があったところ

であります。

今冬の除雪は、試行でありますが、除雪幅員の

設定や積み上げ除雪、重要幹線道路の排雪回数増

の実施と新たな雪堆積場の確保を進めてまいりま

した。一概に昨年の状況と比較することはできま

せんが、除雪幅員の確保では現場で確認をし、全

区間の評価ではありませんが、一定の効果はあっ

たと考えております。また、幹線道路での積み上

げ除雪では、排雪までの間の幅員確保に効果があ

ったものと思っております。本年は、一部の生活

道路でも試験的に直営作業班による積み上げ除雪

を行っており、次年度にどのように反映させるか、

内部で協議を進めているところでありますが、市

民意見もいただきながら検証してまいりたいと考

えております。

次に、幹線道路の排雪につきましては、シーズ

ン最大６回の排雪を見込んでおりましたが、本年

の降雪の状況から現段階については４回の排雪で

落ちつくものと考えています。また、雪堆積場に

つきましては、今年度から市街地近郊に２カ所追

加し、排雪作業時のダンプ運搬効率と回送スピー

ドのアップを図ることができ、課題となっており

ましたダンプ不足に対する対応として効果があっ

たものと考えているところです。

今年度の除排雪に対する市民からの意見では、

生活道路に対する排雪時期などの声が多く寄せら

れていることから、今後は生活道路対策を重点的

に考えてまいります。まだシーズンは終わってお

りませんので、具体的な検証に至ってはおりませ

んが、今シーズンの除排雪状況について市民の声

や関係団体などの御意見を伺いながら、次年度に

向け検証し、反映させていき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。

〇議長（黒井 徹議員） 中村市民部長。

〇市民部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

小項目２、快適で安全なまちづくりから、空き家



－73－

平成２６年３月１０日（月曜日）第１回３月定例会・第３号

等の適正管理条例制定に向けた取り組みについて

お答えいたします。

平成２２年、所沢市で空き家問題に特化した空

き家条例が全国で初めてつくられ、その後各自治

体において所沢タイプの条例を主流とする空き家

の適正管理条例の制定が進んでおります。昨年１

０月１日現在では、全国２０８の市町村において

条例が制定されているところです。それぞれの条

例の主な内容では、所有者に対し勧告、命令、公

表等の規定がおおむねうたわれており、代執行に

ついて１２０市町村で規定されており、全体の約

６割となっています。空き家問題が全国規模で深

刻化していることを受け、多くの市町村で空き家

条例の制定が広まる中、法整備を行うことの必要

性について国の議員レベルで議論がされ、昨年の

臨時国会に空き家対策の推進に関する特別措置法

案を議員立法で提案されることが予定されており

ました。空き家に関する法案整備を国が行うこと

の必要性は一致したものの、空き家に対する撤去

を強制できる要件や空き家を自主的に撤去する場

合の固定資産税の軽減措置の導入について、慎重

な検討作業が必要とされたところです。特に固定

資産税が市町村税収の基幹税であり、市町村の行

政サービスを支える上で不可欠となっていること

から、軽減措置について市町村からの意見聴取を

行い、改めて審議することとなり、法案は先送り

となったところです。現在の国における空き家に

関する法案整備の動きとしては、昨年主体的に法

案整備を推進してきた空き家対策推進議員連盟が

特別措置法案を議員立法として今通常国会へ提出

するといった動きがあり、注視しているところで

あります。

さて、現在条例制定に向けた取り組みでありま

すが、昨年市内の空き家の実態を把握するため、

公営住宅等を除く７３町内会へアンケート調査を

行いました。そのうち回答がなかった１５町内会

について市で現地を調査したところ、空き家が市

内全域で３５７戸、住宅総数が１万７９０戸で、

空き家率は ３％という状況です。また、管理不

全な家屋については８６戸という結果になりまし

た。条例の制定については、市関係部署や有識者

の方などに御意見をいただき、先進都市の状況も

参考にしながら、規定の詳細について検討してお

ります。検討内容は、家屋の危険度の判定基準や

空き家台帳の整備による管理、根拠法令との整合

性、空き家等対策審議委員会の設置などでありま

す。年度内の制定とはなりませんが、地域の不安

を軽減し、安全な暮らしを実現するためには十分

な協議を経て策定してまいりますので、御理解を

いただきたいと存じます。

また、現在市内において管理不全な状態と認め

られる空き家については、危険家屋にならないた

めの調査、家屋の所有者に対する連絡指導など必

要な措置を講じるために地域住民や町内会、関係

機関と連携し、適切な対応を図ってまいりたいと

考えています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。ありがとうございます。ちょっと質

問項目が多いので、順不同になろうかと思います

が、最初に加藤市長の４年間の市政執行について

再質問を行います。

るる６つの公約についてのその実現度について

お答えをいただきました。とりわけ存置が危ぶま

れていました第４高射特科群の部隊削減が解消さ

れたという、一、二年にわたって政権の交代もあ

ってなかなか流動的な要素がございましたけれど

も、今回はその削減という懸案が解消されたとい

うことでございました。また、各公約とも１０年、

２０年先を見据えて取り組んできて、確かな手応

えを感じているというお答えでした。極めて祝着

至極だなというふうな感じがいたしました。

ただ、１点だけお願いしたいのは、市長の公約

の実現度がなかなか何かの折にインジケーターの

ように見ることができないなというのがあります
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ので、ぜひとも名寄市のポータルサイト、玄関口、

ホームページに掲げていただいて、これまでも各

部署ごとの情報発信はあるのですけれども、市政

全般についての市長の公約は全体状況が把握でき

ないというようなところがありますので、経過や

実績、時系列で一目瞭然で公約の取り組み状況が、

あるいは市政の流れが把握できるようなページを

新たに設けていただける余地があるのかどうか、

１点だけお伺いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 市政の進捗状況も含めた

わかりやすいホームページ等の広報運営について

という御質問だと思います。公約は、ある程度大

まかな方向性、あるいはピンポイントなこうした

事業、事業のクリティカルな事案に対してのとい

うことでありまして、これをもとに市民の皆さん

の、あくまでも総合計画があって、そこでいろん

な具体的な目標なり事業なり進捗をさせていくと、

こういうことだというふうに思います。総合計画

については、こちらの進捗状況はホームページ等

でお示しをしているというふうに思っていますけ

れども、それが市民の皆さんにとってわかりやす

いことになっているかどうかということは一考し

なければならないのかもしれません。含めて、ホ

ームページそのものが大幅リニューアルしてから

随分時間が経過していて、これそのものが市民の

皆さんにとってわかりやすいのかどうなのかとい

うことも今具体の議論を進めているところであり

ます。そのことも含めてしっかりと市民の皆さん

によりわかりやすい市政運営のあり方を発信して

いく工夫をこれからも積み重ねていきたいという

ふうに思っております。御指導よろしくお願いい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） わかりました。答弁の

中で、今後もまいた種が花を咲かせ、実を結ぶよ

う全身全力で市政推進に当たりたいということで

ございました。来たるべき４月６日の告示日が加

藤市長にとって無風快晴で２期目の船出となるよ

うに心から御祈念を申し上げ、次の質問に移らせ

ていただきたいと思います。

新年度予算案について、ちょっとお話をお聞き

してまいります。これもお時間の関係で１点だけ

集中させてお伺いをしたいと思います。ただ、お

話の中で試験的な取り組みとして個人住宅に対応

できる市保有地２１カ所をホームページに掲載し

たところ、早速２件の問い合わせがあったという、

新たな歳入確保の手だてについては全くの無策で

はないということだけはよくわかりました。ただ、

私もこれまで職員の皆さんからいろんな場所で利

用されている駐車場について駐車料金をいただい

てはどうだとか、あるいは公共施設の命名権、ネ

ーミングライツについて検討されてはどうだとい

うようなことを申し上げてきたなという経過がご

ざいます。それを踏まえて、ちょうど１年前に、

これは第１回の定例会代表質問の中で庁舎の北側

にある名寄市の職員組合の事務所について、家賃

の徴収についてはぜひとも組合交渉の中で徴収す

るよう交渉を重ねてみる考えはないかというふう

にお聞きした経緯がありますけれども、１年たっ

てその経過について御報告いただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 昨年の第１回定例会

の中で議員のほうから御質問がございまして、そ

れを受けまして私どもも改めて職員組合のほうと

協議をした経過がございます。その中では、これ

まで使用料等の徴収を行ってこなかった一連の経

過がございまして、そういった経緯でありますと

か、改めて近隣の類似都市の状況なりを調べさせ

ていただきまして、そういった総合的な観点で検

討しました結果、現在徴収については見送るとい

うことの結論を出しております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） 現在は見送るというと、

将来的には徴収するということでいいのでしょう
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か。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 類似都市の整合を図

るというお話もちょっとさせていただきまして、

さまざま条件がまたこの先変わるかもしれません

ので、そのとき改めて検討させていただきたいと

いうことであります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） たまたまなのですが、

お隣の旭川市で半世紀以上にわたって無償供与し

ていた組合事務所の使用料を昨年１０月から徴収

するということになりました。伝え聞くところで

は、実際に確認はしない、漏れ伝わるところでは

の年間の使用料は５２万 ０００円と。昨年は、

年度当初の１０月からということですので、１３

万円。総額５２万 ０００円の２５％に相当する

１３万円、これを徴収したということです。近隣

市町村という道北のリーダー的な旭川市において

既に徴収が始まったということですから、名寄市

が先例をつくるということでちゅうちょするので

あれば、ぜひとも公平負担の原則も照らしていろ

んな意味で、こちらはよくてこちらはだめという

ようなことではなしに、市民の皆さんが理解でき

るような使用料、手数料の公平負担の原則に基づ

く徴収をお願いをしたいと思います。確かに前回

の答弁のときは、たしか労働組合法の第７条の第

３号を準用しながらお話をされていましたけれど

も、最小限の広さの事務所を供与するというのは

いいのですけれども、ただ扇谷部長、あのとき水

道光熱から全て無償供与しているというお話でし

た。家賃以外の事務所の管理運営費についても助

成するというのは、先ほど申し上げた不当労働行

為に当たるのかどうなのかという、適用除外に当

たるのかどうかということも含めてぜひとも継続

して、近年中に御回答をいただけるようお願いを

申し上げたいと思います。

続いて、女性の管理職登用についてお話を伺い

たいなと思います。答弁では、全体の職場では２

６％の女性の管理職登用率だみたいな、これは

病院から何から全て入ってのことだろうと思うの

ですけれども、私が一般行政職で出してみますと

もうちょっと低い数字になりました。ちょっと洗

い出しの方法が違うかもしれませんが、私のほう

はいただいている組織機構図から見ると１ ７％

だなという。１人２人違うと大きな数字の変動が

あるものですから、捉まえ方によってはかなり数

字の違いも出てくるのだなと思うのですけれども、

お話の中では国の２０２０年、オリンピックの年

でしょうか、目標数値を３０％というようなお話

がありましたけれども、それでは名寄市は何かの、

どこでも構わないのですが、人材育成基本条例に

もない、あるいは男女共同参画推進計画の中にも、

社会における職場、市職員の、女性に含めても結

構なのですが、管理職の登用率は書いていない。

ただ、行政委員会のほうの女性の委員と委員長の

就任の数値は出ているのですが、どうも名寄市は

人口動態、例えば住民基本台帳、あるいは２２年

の国勢調査で見ても８００人ぐらい女性が多いと。

女性上位のまちだということになっているにもか

かわらず、意思決定に対する女性職員の登用は極

めて低いということであるのですけれども、名寄

市における目標数値の設定についてはどのように

お考えなのかお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 管理職に係る登用に

つきましては、これ人事に係ることでありまして、

なかなか具体的に数値目標を設けるということが

どうなのかということはあろうかと思います。そ

れで、一例なのですが、女性の管理職登用に係る

各自治体における統計的な数字、非常に見にくい

ですが、実は全道市長会のほうで一度取りまとめ

た数字がございまして、これをちょっと御報告さ

せていただきたいと思いますが、これあくまで一

般行政職ということで出されておりまして、名寄

市の場合、この時点でのいわゆる管理職の総数が

６９名と。女性の管理職が８名ということで、こ



－76－

平成２６年３月１０日（月曜日）第１回３月定例会・第３号

の数字でいきますと１ ６％ということでありま

す。この数字がある種高いか低いかということな

のでありますが、実は割合でいきますと全道２位

であります。非常に全道的にも女性の管理職登用

率が高いという数字になっています。ただ、全体

的に管理職の数が他都市に比べて一定程度差異が

あるということでありますけれども、おおむね率

で出しますと１ ６％ということであります。ち

なみに、女性職員の数はどうかということで、こ

れもちょっと出ておりましたので、御紹介をさせ

ていただきますが、女性職員の数が全体の職員の

数に比べまして２ ７％という率にはなっており

ます。今若干議員のお話もございましたが、実は

女性職員の数が他の市町村に比べまして率として

は非常に多いと。これも全道２位であります。こ

の間施策としまして男女共同参画に係るさまざま

な施策を打つ中で、やっぱり男女平等の観点で男

女双方の意見を行政に反映をさせるという基本的

な姿勢を持っておりますので、今後もそうした基

本的な考え方に基づいた形でしっかり人事管理に

対しても対応してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） 扇谷部長のおっしゃる

ことはよくわかりました。ただ、女性管理職とい

うのは、女性の側にとっては男性管理職の姿だと

か、いろいろ見ているリーダー像だとか、なかな

か現実的なものを見て、御自分の考える管理者像

とリーダー像とギャップがあるので、尻込みして

しまうというようなケースもないわけではないと

いうふうにお聞きをしています。そこで、名寄市

は女性職員に対して管理職者像あるいはリーダー

像という、そういったものを含めて管理職登用に

向けた、あるいは関する意識調査みたいのを行っ

た経緯があるのかどうかお聞かせ願いたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 特に意識調査を行っ

た経過はございません。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） それでは、今女性の管

理職登用ということでお聞きをしているのですが、

名寄市の管理職の登用の基準だとか、あるいは管

理職登用に向けた昇任、昇格試験の実施というこ

とについてはいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 人事に係る特段の基

準というのは設けておりませんし、一部大都市の

ほうでは昇任試験を含めてそれぞれ対応されてい

るという事例はございます。私どもの規模の自治

体で昇任試験となりますと、大都市以上にさまざ

まな課題があろうかと考えておりますので、現在

は検討した経過はございませんけれども、やはり

そこはまさに適材適所と。しっかり人事管理を行

う中で対応してまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） 時間がなくなってまい

りましたが、安倍首相がたしか昨年の９月ぐらい

の国連の一般討論の中で、女性が輝く日本づくり

というふうにお話をされたなという記憶があるの

ですけれども、これとそれと関係あるのかと言わ

れてしまうとどうかと思いますが、４月の告示日

に加藤市長が２期目の立起を予定されているとい

うところで、加藤市長の後援会が加藤たけしと耀

く名寄をつくる会という極めて類似したネーミン

グだなということがあるのですけれども、加藤市

長御自身の名寄市の管理職、あるいは意思決定の

場に女性を登用させていくというお考えはいかが

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 総務部長からも御答弁を

させていただいていますけれども、管理職の女性

登用あるいは各種名寄市においてもさまざまな委

員会だとか諮問機関がございますけれども、こう

したところにおいて、さらにはそれぞれの今いろ

んな団体がありますけれども、そうしたところで

女性の持つ意見ということの重要性をそれは非常
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に感じているところでありまして、当然こうした

ことをしっかりと推し進めていかなければならな

いというふうに思っています。新年度に向けて男

女共同参画推進条例を策定するに当たっての準備

も進めていくというようなことも委員会の中でも

確認をさせていただいているところでありまして、

この中で具体的な数字的な目標等々についても市

民の皆さんとともに議論しながら、しっかりと進

めていきたいと。いずれにしても、女性がしっか

りと社会の中で登用されていくということに関し

ては重要な案件だというふうに思っていますし、

その方向で今後も進めていかなければならないと

いうのが私の考えでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） わかりました。

それでは、公共工事についてお伺いをいたして

まいりたいなという思いがあります。答弁にもあ

りましたけれども、ちょっと確認をさせていただ

きたい。窓口質問で恐縮だなと思うのですけれど

も、これまでに、平成２５年度で結構なのですが、

応札業者がゼロか１社で入札不調となった件数と、

あるいは設定した予定価格を応札額が超過する不

落札が何件、窓口質問で大変恐縮だなと思います

が、お知らせいただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 済みません。ちょっ

と詳しいデータ手持ちがございませんので、今早

速調べてお知らせをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） わかりました。

それでは、苦い経験を踏まえて新年度に発注を

予定している総額２７億円に上る南小学校校舎、

屋内運動場整備事業と長いのですけれども、この

入札等に関して現状で推移すれば入札不調も不落

札もそれぞれの懸念はない。危惧で終わるかどう

かお答えいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） （仮称）市民ホール

で随分市民の皆さんに御心配をおかけしたという

経緯がございまして、まさに中身については相当

細かく精査をさせていただいたという経過がござ

いまして、今後かかる公共事業の扱いにつきまし

ては二度と同じ轍を踏まないと。この轍というの

は私どもの対応をしっかりすべからく進めていく

ことで、ぜひ入札不調含めて回避をさせていただ

ければというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） 請け負う建築業界とい

いましょうか、こちらはこちらで多分言い分があ

るのだろうと思います。もちろんお話もございま

したけれども、人手不足だとか、資材の高騰だと。

入札価格が予定価格よりも上回ってしまうので、

入札を見合わせてしまうと。そうした中で私もよ

くはわからないのですが、名寄市がこういう工事

の請負契約のときに多分標準工事契約書というの

でしょうか、よくわかりませんが、その２５条の

中にたしか期間中に物価の変動があったときには

それをスライドさせるような内容であったかなと

思うのですけれども、こういったものがちゃんと

スムーズに行われていて、業者の皆さんが上昇分

を市なり発注先に請求しないままに、請求しても

だめだというふうに言われて自己負担するという

ようなケースがあるのかどうか、ちょっと確認で

お伺いをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 今議員が言っていら

っしゃったのは、約款のことだろうと思います。

私ども名寄市の建築工事請負契約に約款を持って

おりまして、この中で賃金または物価の変動に基

づく請負代金の変更という条項がございまして、

これがいわゆるスライド条項と言われるものだと

思います。契約後の資材でありますとか、それか

ら労務単価著しく上昇した場合に、ここにつきま

しては請負代金の変更が可能ということにもなっ

ておりまして、実際にこれおおむね１年で終わら

ない工事、２カ年にわたる工事を主に想定をして
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おりますけれども、こういった条項はしっかり持

っておりまして、かかる状況が発生したときには

リスクは受注者に一方的に負わせないようにとい

うような形で、これは契約の段階で改めて私ども

からも業者の皆さんに周知をさせていただいてお

りますので、今現在これを採用したというケース

はまだございませんけれども、こういった条項を

持ってしっかり対応させていただいているという

ことであります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） スライド条項の関係

につきましては、前例の関係については昭和４９

年ごろにオイルショックの関係で２カ年継続事業

のときにスライド条項を適用したというか、単価

の見直しをしたという記憶があります。

それから、先ほどから公共工事の関係につきま

しては、過去入札における予定価格を設定してお

いて、その価格についてはそれぞれ都道府県の示

す単価を用いて積算をしておりますので、多少時

間差の問題があるにしても適切な単価ということ

でやっておりましたけれども、それが片一方では

大都市部において仕事の量が減ったことに伴って

競争激化によって非常に低い落札率になったとい

うことで、過当競争も含めて労働者の人方につい

ての定年も含めて雇用を打ち切らざるを得なかっ

たと。そういう状況の中で、東日本大震災の影響

も含めて公共工事が著しく増加したことに伴って

労働者の確保が難しかった。名寄におきましては、

市民ホールの関係につきましても建築工事の関係

については応札が難しかったのですけれども、他

の電気、給排水関係等についてはしっかり落札、

入札の手が挙がってきましたので、そこについて

は建築工事特有の労働者の確保と、しかも型枠工

であるとか鉄筋工であるとか、さまざまな分野の

専門技術屋さんの確保が東日本大震災の復興事業

であるとか大都市のほうにかなりシフト化するの

かなと、こんなような状況でありまして、先ほど

も扇谷部長が申しましたように、こちら側のほう

で行政が余り仕掛け過ぎますと官製談合という疑

いを免れない部分もありますので、そこはしっか

り対策を打って、対策を打つというのは契約担当

と工事担当のところでの連絡調整を密にして、さ

まざまな情報収集をしながら取り進めていきたい

なと思っています。

なお、昨年の関係につきましては、３月２９日

に国交大臣のほうから今後労賃については３カ月

ごとに適切に見直して適切な価格で仕事をしても

らうと、こういう方針が出ましたので、その関係

を民間業者の方々がどういう思いで見たのかとい

うことも含めて、ちょうど一番難しい時期だった

のではないのかなというふうに私自身思っており

まして、それがことしにつきましては補正予算事

業の関係につきましても２月に単価を公表して、

その後労賃の関係についてはどういうふうな方向

が示されるかまだわかりませんけれども、適切な

金額をはじいて労働者の確保を今後１０年ぐらい

かけてもとの状態に戻すという国の大きな方針も

ありますので、その辺についてはしっかり情報収

集して、これから大型事業がまだまだ控えており

ますので、しっかり応札していただけるような形

で取り組んでまいりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇４番（大石健二議員） 時間がなくなってまい

りましたが、あとちょっと２点ほど確認させてく

ださい。

近隣で複数の工事現場があると、技術者は現場

には必ず責任者を配置しなければいけないという

のは、これは複数の工事現場をまとめて１人の技

術者がかけ持ちするというような技能技術者の効

率化というか、ことが可能なのかどうなのか。

もう一点は、小さな小規模の工事をまとめて発

注ロット大型化して発注工事の単価が上がるよう

な仕組みができるのかどうかと。この可能性につ

いてお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 今議員から質問
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いただきました技能職、現場における現場代理人

あるいは技術者ということでありますけれども、

今国の施策の中では先ほど佐々木副市長が言いま

したとおり人材不足も含めて、技術者不足も含め

て一現場一監督員、あるいは技術者だけではなく

て２現場にまたがっても構わないという連絡をい

ただいておりますので、名寄市もそのように対応

しているつもりであります。

それと、もう一つは、小規模工事の大型化とい

う、重ねて一つにできないかというお話でありま

すけれども、できる業種とできない業種があろう

かと思います。例えば建築なんかは、建物、母屋

と、あと外構、１つはこれできる可能性あります

けれども、それぞれ工種によって違いますので、

非常に難しい状況かなと。例えば道路の舗装工事

などは、舗装と道路改良、路盤入れ、これは今ま

で業者育成ということもあって分けて発注したり

しておりましたけれども、それを一つにする。そ

れは可能かなと思っておりますので、業種によっ

てできるものとできないものがあろうかと思いま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

ヘルプカードの普及について外１件を、高橋伸

典議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告に従いまして、順次質問を

してまいります。大変申しわけありませんけれど

も、風邪を引きまして、きれいな声がなお汚くな

ってしまいまして、聞きづらい面があると思いま

すけれども、御了承願いたいというように思いま

す。

まず、大きい項目の１番目、ヘルプカードの普

及についてお尋ねをいたします。障害があるなし

でなく、誰もが安心して暮らせるまちを目指すた

めに支援を必要とする人と支援を行う人を適切に

結びつけることを目的として、障害者や難病を抱

えた人が必要な支援をあらかじめ記しておき、緊

急時や災害時などの困った際には提示して周囲の

人たちの配慮や手助けをお願いしやすくするヘル

プカードを作成、配付する動きが全国の自治体に

広がりつつあります。ヘルプカードは、障害者の

特性や具体的な支援内容や緊急連絡先などをあら

かじめカードに記入したものを本人が持ち歩くこ

とで、緊急時、災害時に周囲からスムーズな支援

が可能となり、日常的な不安を取り除く効果があ

り、何かがあったとき弱者にすぐ支援の手を差し

伸べられるということが重要であると考えられて

おります。名寄市の障害者の状況、１つ、障害の

ある１８歳未満の子供、２つ、知的障害のある人、

３つ、聴覚、音声、言語障害のある方の状況につ

いてお知らせいただきたいというふうに思います。

また、東京の１８区市、また都道府県、政令都

市２県４市、社会福祉協議会、障害者団体等は４

県３市、それぞれ社会福祉協議会や障害者団体独

自に制作されているところはありますが、市とし

て障害者の弱者への安心して日常生活を過ごせる

ようにヘルプカードの導入をし、市民周知をし、

福祉のまち名寄のため、普及のため、理事者の御

見解をお願いしたいと思います。

大きい項目２つ目、孤立死対策についてお尋ね

をいたします。みとられず死亡したケースは、調

査会社の調べで昨年４月、６５歳以上の死者数年

間推計、東京２３区内で孤立死亡者の統計で年間

１万 ６０３人、高齢者１日当たり４ ７人死者

が出ております。背景には、核家族世帯の増加と

２世帯同居の減少などがあります。こうした要因

としてはさまざま考えられますが、１つには親の

面倒を子が見るという概念が崩壊しつつあること、

そしてその結果、高齢者のひとり暮らし世帯も増

加し、孤立死者の増加につながるものと思われて

おります。また、孤立死が発生する要因としては、

向こう三軒両隣、近所づき合いや遠くの親戚より

近くの他人という助け合いの精神が薄れたことに

あると思われております。本市の独居世帯の高齢
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者世帯、障害者世帯の状況及び孤立死の状況につ

いてお知らせをいただきたいというふうに思いま

す。

プライバシーの保護の法律と相まって、他人の

生活には口を出さないということも要因の一つで

はないかと思われております。高齢化社会の日本

にあって今後ますます増加していく孤立死を防ぐ

には、地域住民の協力のもと、地域の見守りを強

化していくことも大切であると思われますが、高

齢者が引きこもらないように参加しやすいイベン

トの開催や郵便受けに新聞や郵便物がたまったら

連絡をとり合うなど地域での見守りが重要と思わ

れます。本市の高齢者及び障害者の独居世帯に対

する取り組み状況、また課題について理事者の御

見解をお願いいたします。

札幌市では、２年前４０代姉妹の孤立死から市

の再発防止の柱としてライフライン事業者との６

項目の再発防止策の連携強化を挙げましたが、検

討会議の中で業者がどんな方に注意すればいいの

かわからない、行政との情報共有とあるが、具体

的にどうすればいいのかわからないなどの質問が

あり、３回開かれた会議で課題になりました。行

政の対応、困窮者の定義、個人情報保護の問題で、

札幌ではライフライン業者の会社にチラシを置く

だけしかできなかったのですが、千葉県市川市で

は困窮者の定義をはっきりさせ、個人情報保護の

生命や身体などにかかわる場合、情報提供に必ず

しも当事者の同意は必要ないとの要綱を使い、１

０業種、約５００業者との同様の連携を結び、こ

れまでに６件の通報が寄せられ、病院に搬送され、

命を取りとめた成果があるそうです。本市も市川

市のように孤立死の対策が急務と思われますが、

課題解決と今後の施策について理事者の御見解を

お願い申し上げ、この場での質問を終わらせてい

ただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 初めに、大項目

１のヘルプカードの普及について、小項目１の障

害者の状況について申し上げます。

本市における平成２５年３月３１日現在の身体、

知的、精神障害のある人への手帳交付者数は ９

７９人で、人口に占める割合は ６９％となって

おります。また、障害者別では身体に障害のある

人は ４５８人、知的障害のある人は３４５人、

精神障害のある人は１７６人となっております。

身体障害者手帳を所持している人の障害部位では、

肢体不自由が全体の６０％を占め、次いで内部障

害、聴覚または平衡機能障害の順となっておりま

す。

お尋ねの障害のある１８歳未満の子供の人数は、

身体障害者手帳を所持している子供が１７名、療

育手帳Ａを所持している子供が１３名、療育手帳

Ｂを所持している子供が５３名で、合わせて８３

名となっております。

次に、知的障害のある人の人数は、療育手帳Ａ

を所持している人が１２１名、療育手帳Ｂを所持

している人が２２４名で、合わせて３４５名とな

っております。

次に、聴覚障害のある人が１６４名、音声機能、

言語に障害のある人が２１名で、合わせて１８５

名となっております。

次に、小項目２のヘルプカードの普及について

申し上げます。ヘルプカードは、視覚や聴覚に障

害のある方や内臓などに疾患のある内部障害者、

知的障害者など一見しただけでは困難な状況に陥

っていることがわからない方が周囲に支援を求め

る際に意思表示に役立つカードです。携帯しやす

いようにカードの大きさは免許証と同じくらいの

大きさで、カードには名前や緊急時の連絡先、困

ったときに支援してもらいたいこと、配慮しても

らいたいこと等を書くことができます。ヘルプカ

ードは、制度ということではございませんが、み

ずから申し出てカードを取得するもので、助けが

必要な人や助けたいと思っている人にも役立つも

のとなっております。これまでさまざまな市町村

で独自のデザインでつくられておりましたが、統
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一デザインによる周知効果を考慮して、東京都で

は都内市区町村に対しヘルプカード作成のための

ガイドラインを示し、統一したデザインでカード

が使われております。緊急時や災害時等に周囲か

らの支援が必要な方々によりスムーズに支援が可

能になるような方策を考えることは非常に重要な

ことでありますし、ヘルプカードは障害のある方

などが周囲に支援を求める際に大変効果がある方

策だと思われます。ただ、ヘルプカードを実施し

ている市町村はまだ少なく、東京都も平成２４年

１０月からの取り組みですので、課題の検証が十

分にはなされていない状況もあると思われます。

カードの有効性は十分にあると認識をしておりま

すが、対象者が常時携帯することが重要であり、

カードに記載する内容やより効果的な活用の仕方

などを今後障害のある方にかかわる団体との意見

交換や名寄市障害者自立支援協議会の専門部会等

で研究をしてまいりたいと考えております。

また、本年は平成２７年度から始まる第４期名

寄市障害福祉実施計画の策定の時期になっており

ますので、本市の障害福祉施策についてのニーズ

調査を実施するなど、広く意見を求めてまいりま

す。今回御質問いただいたヘルプカードを初めと

する緊急時や災害時等の対策や日常生活における

障害者の方々の意思表示等のコミュニケーション

の支援についても市民の方々、関係者の方々の声

を聞かせていただきたいと考えておりますので、

御理解をお願いします。

次に、大項目２の孤立死対策について、小項目

１、独居世帯の高齢者世帯、障害者世帯の状況及

び孤立死の状況について申し上げます。近年地域

コミュニティーの希薄化が指摘される中、福祉的

な支援を必要とする方々が死後数カ月たってから

発見されるという、いわゆる孤立事案が道内のみ

ならず全国において発生し、大きな社会問題とな

っているところです。北海道では、こうした事案

の発生をできる限り防ぎ、地域で要援護者を支え

るため、関係機関、団体等における連携の充実強

化を図り、要援護者を地域で支える関係機関連携

マニュアルを作成し、道内の各市町村に通知され

たところです。孤立死事案が発生した場合の情報

共有を図るために、市町村は孤立死の事案が発生

した場合、死後１週間を超えて孤立した状態で発

見された場合には速やかに死亡時の年齢、発見ま

でに要した日数、公的サービス等の受給の有無、

発見のきっかけ、発見がおくれた理由、安否確認

の有無、事後の対応を孤立死に係る状況報告書に

より北海道に報告することとなっております。

名寄市の単身世帯数ですが、平成２６年２月末

の住民基本台帳では、単身世帯数が ０３０世帯、

うち６５歳以上の単身世帯が ３６３世帯であり、

そのうち６５歳以上の単身世帯で障害者手帳を有

している方が３９３世帯となっております。

また、孤立死については法的に明確な定義はあ

りませんが、内閣府の高齢社会白書では誰にもみ

とられることなく息を引き取り、相当期間放置さ

れるような悲惨な孤立死と表現しており、道への

報告は１週間を超えて孤立した状態で発見された

場合とされております。孤立死の状況につきまし

ては、市が把握しているところではここ数年は孤

立死の発生はないものと認識しております。

次に、小項目２、高齢者及び障害者の独居世帯

に対する取り組み状況と課題について申し上げま

す。高齢者、障害者の見守りにつきましては、地

区の民生委員児童委員や社会福祉協議会が事業主

体で町内会が実施主体となって住民の安否を確認

する見守り、訪問、声かけ活動を基本とした町内

会ネットワーク事業、緊急通報システム設置事業、

命のカプセル交付事業、さらには配食サービス事

業で利用者の安否確認を行うなど、見守り活動を

実施しているところです。また、平成２４年１１

月からは生活関連事業者の協力をいただき、新聞

や郵便物がたまっている、日中電気がつきっ放し

になっているなど異変を察知し、地域全体で見守

り、支え合うことを目的に地域包括支援センター

を窓口とした名寄市地域見守りネットワーク事業
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を実施しているところであります。本事業の協力

事業者等は、公的機関として６機関、協力団体と

して１団体、協力事業者として郵便局２局、新聞

販売店６店、宅配事業者３社、名寄プロパンガス

協会、さらには市内の介護保険事業者、障害福祉

サービス事業者の協力を得て実施しているところ

です。課題といたしましては、事業を通した見守

りが必ずしも十分とは言えない状況にあり、個人

情報保護やプライバシーの問題により関係機関、

関係団体間での情報の共有ができていないのが課

題として挙げられるところです。

次に、小項目３、課題解決と今後の施策につい

て申し上げます。孤立死を未然に防止するために

行政や地域が孤立死、孤独死のおそれのある世帯

を全て把握し、見守ることは困難であると考えて

おります。しかし、孤立死をなくすためには日ご

ろから地域コミュニティーの中心である町内会と

のつながりを持ち、コミュニケーションを図るこ

と、いわゆる顔の見えるつながりづくりをしてい

くことが大切であると考えております。今後にお

きましても命のカプセル、緊急通報システムや配

食サービスの利用の促進を進め、町内会ネットワ

ーク事業や地域見守りネットワーク事業を推進し、

地区民生委員児童委員、町内会、社会福祉協議会、

生活関連事業者との連携を図りながら、日常的な

地域の見守り活動の体制づくりに努めてまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） るる説明をいただき

ました。再質問をさせていただきます。

まず、ヘルプカードの部分はこれから行われる

第４期の障害福祉計画の中で話し合う等々ありま

したけれども、今ずっと、きっと皆さんもそうだ

と思うのですけれども、こういう質問をすると第

４期の障害者福祉計画が策定されるときに何とか

それをやるというのですけれども、障害者だとか

高齢者というのは今が必要な困っている部分だと

いうふうに思うのです。施策ができてやるのでは

なくて、私はもうやれるものはどんどんやってい

かない限り、まちというのはよくならないかなと

いうふうに思っております。

先ほど東京の部分言われました。東京では、１

８の区と市で行われて、ある程度のヘルプカード

の様式もしっかり統一して、先週東京都のインタ

ーネットを見せていただいたら、ヘルプカードを

普及させるために１５分間の映像が映っているの

です。障害者には、こういう困ったことがあるの

ですよと。私の妻の母も障害者でしたから、やは

り耳が聞こえない、言語障害の２つでしたから、

普通の方と変わらないのです。だから、何かの災

害があった場合、本当に普通の方と同じです。で

も、きっとこのヘルプカードが普及になったとい

うのは、３年前の １１の災害があって、障害者

の方々、また難病の方々が自分たちが助けてくれ

という部分を周りの人に伝えられなかった部分も

ありますし、障害者の方というのはなかなか自分

から言えないのです。自分はこういうことで困っ

ているのだというのをその場では言えない。また、

東日本大震災のときに一番あれだったのが障害者

の方が地震が起きたときにパニックになってしま

って何もできなくなってしまったという状況が起

きたというのです。そのときの状況も東京のイン

ターネットの宣伝では出ていました。そういうと

きは、人のいないところに連れていって、落ちつ

いてから座らせて話を聞くのですよだとか、私は

だからそういう状況が必ず名寄にも起こり得ると

いうふうに思っていますし、北海道がこういうヘ

ルプカードをつくるからつくるのではなくて、名

寄市は名寄市独自でもいいと思うのです。東京の

ようにちゃんとした市民の周知をして、この人は

こうやったらこういう助けがほしいのだという部

分が欲しい方々もおられますし、私はヘルプカー

ドのことをちょっと勉強させていただいて、ある

知的障害を持っている子供の親に今回こういう質

問をさせていただきますと言ったら、それはいい
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ことですと。自分も一日中その子供と一緒にいら

れるわけではないから、何かあったときに市民の

方々にそのカードを見せて、何とかこういう連絡

だけでもいいからつけていただいてもいいですし

というお話をしていただきました。私は、だから

第４期の障害福祉計画のときまで待たなくても、

そんなお金がかかる部分でないと思いますし、や

れる可能性はあると思います。田邊部長、どうで

しょうか。これは、必要な部分だと思いますか、

必要でないと思いますか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほど申し上げ

ましたのは、第４期の障害福祉実施計画の策定の

中のニーズ調査を行いますので、そのときにいろ

いろ御意見をいただきたいという意味で申し上げ

ましたので、実施計画が策定された後に実施する

という意味ではございません。

それで、本市の障害福祉計画におきましても計

画の基本理念としておりますノーマライゼーショ

ンの理念に基づきまして、障害のある方と障害の

ない人と同じように生活をする社会を築いていく

ことが大変重要なことだと認識をしております。

障害のある方が地域で安心して暮らしていくため

には、地域の住民の方たちの障害や、それから障

害のある人に対する理解や配慮が必要不可欠であ

ると考えております。このことからも議員御提言

のヘルプカードは、障害のある人が災害時や、ま

た日常の生活の中においても困ったときに周囲の

方々に自己の障害への理解だとか支援を求める際

にカードを提示することにより、周囲の支援者と

のコミュニケーションの手助けとなり、助けが必

要な方と助けたいと思っている方、両方に役立つ

カードであると考えておりますが、先ほどもちょ

っと申し上げたのですが、先駆的な取り組みをさ

れています東京都におきましても、６２の市区町

村があると存じますが、そのうちまだ３０％程度

の実施状況ということもありまして、今後課題等

の検証が十分行われていないという状況もござい

ますので、その辺も注視させていただきながら、

また地域住民への周知も含めまして、先ほどこれ

も議員がおっしゃいましたけれども、カードはや

はり統一的に活用できるような標準的な様式を例

えば北海道が策定していただくなど、道内統一し

たデザインのカードがより周知効果も高まるので

はないかという部分も考えております。

また、カードの記載内容は大切な個人情報であ

りますので、適切な管理が必要となりますし、さ

まざまな障害の特性ですとか、それから障害のあ

る方が地域で生活をしていく上でどのような困難

があるのか、またどのような配慮や手助けをしよ

うとされているのか等につきましても障害者の支

援施設ですとか事業所などの専門スタッフの方で

構成をしております名寄市障害者自立支援協議会

の専門部会の中で研究させていただきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。ぜひ

研究をして、私は北海道にこだわる部分ではない

と思います。本当ここ教育のまちでもありますし、

福祉のまちでもあります。そういった意味で北海

道のトップを切って障害者、また難病の方々のた

めにこういうふうにこういうカードをつくりまし

たと。北海道はまねしてくださいと。逆輸入でも

いいと思うのです。もう本当に名寄が、住んだこ

とが、住んでいることが福祉の方々、また障害の

方々、ひいては健康な方々も住みやすいまちなの

だという部分になるというふうに思っていますの

で、ぜひ障害団体の方々の話し合いで、私はやる

なという声は一切出ないというふうに思いますし、

きっと全国的にヘルプカードは普及されていく部

分だというふうに思っています。必ず普及するで

しょう。その中でやはり名寄はぜひ北海道のスタ

ートを切って、障害者の方々のためにこういうま

ちづくりをしているという部分を見せていってい

ただきたいなというふうに思っています。できた

ばかりですから、検証、検証といいますけれども、
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この部分の検証というのはきっと検証というより

も、こうつくったのだけれども、こう市民に周知

しているのだけれども、なかなか周知が行き渡ら

ないなという発展的な部分の検証に変わっていく

というふうに私は思うのです。そういう部分でぜ

ひ早目にやっていただきたいというふうに思って

いますので、よろしくお願いします。

では、次に移らさせていただきます。孤独死に

ついてお尋ねをいたします。先ほど説明がありま

した。まず、世帯数が ０３０名おられて、６５

歳以上が ３６３世帯、そして障害者の世帯の方

々が３９３世帯ということで言われました。今現

状民生委員だとか児童委員、社協だとか町内会の

見守り隊で見回っているということで言われたの

ですけれども、やはり札幌でもそうだということ

で、困窮者の定義、きっと名寄は先ほど協力団体

が全部で６機関１団体ということで言われまして、

ガス屋さんだとかプロパン屋さん、新聞等々言わ

れましたけれども、札幌市でも生活の困窮の定義、

業者さん、きっとここの名寄で今やっているのは

名寄市全体の部分でやっているというふうに思い

ます。市川市みたいに困窮者、生活保護者という

ものをある程度業者さんにお知らせをして、ここ

を見てくださいよという、生活支援を行っている

のですけれども、きっと名寄市ではそこまでいっ

ていないと思いますので、業者さんには生活困窮

の定義だとか、またチラシだとかというのを渡し

ているのか、ただ新聞受けに新聞がたまった状態

であれば連絡が来る、プロパンガスでしたら１カ

月に１回集金に行ったときに見守る等々、また配

食でしたら１週間に１回食事を持っていったとき

に安否を確認する、社協でしたらサービスを受け

た１週間に２回のときに安否を確認するだとかと

いろんな方法があると思うのですけれども、今現

状そういう形で進められているのですけれども、

その方々には市川みたいに生活困窮者、また生活

保護者のリストだとか、ある程度の個人的な部分

というのは把握をしていただいているのかどうか、

ちょっとお知らせいただきたいというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 生活困窮者等の

リストといいますか、名簿につきましては、これ

また個人情報の規定がございますので、なかなか

難しいと考えております。ただ、議員おっしゃい

ますように孤立死を防止するためには、行政はも

とより民生委員の方ですとか、あと町内会、あと

各関係機関、団体等が連携をしながら、社会全体

で支援をさせていただくということが必要でない

かと考えております。今般当市のほうで平成２４

年１１月から設置をいたしました地域見守りネッ

トワークの協力事業者としては、新聞、郵便、宅

配の民間事業者の方や、またプロパンガス協会、

あと市の水道事業所などライフラインの事業者と

の連携を図っておりまして、通報の窓口は地域包

括支援センターということで一本化をさせていた

だいております。特に水道の検針におきましては、

市の事業といいますか、市で把握できることであ

りますので、メーターが通常より極端に増減して

いたり、集金業務の中で体調面ですとか、また生

活面での異変を感じた場合には危機意識を持って

対応するようにすることが重要であると考えてお

りますように、またそのようにしてまいりたいと

考えております。いずれにいたしましても、地域

で見守りを充実していくためには、行政や福祉関

係団体だけでは限界がありますので、地域から孤

立しがちな方々を見落とすことがないように日常

的な地域の見守り活動に努めてまいりたいと考え

ております。

千葉の市川市の生活保護というか、生活困窮の

方を市のほうに業者さんがお知らせするというよ

うなお話もいただきましたが、そのあたりも当市

も電気事業者ございますが、この地域見守りネッ

トワークを立ち上げる際に単一の市町村とはなか

なか見守り自体でさえも結ぶことが難しいという

ような状況も言われておりましたので、今後とも
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再度お話し合いを持たせていただきながら、この

見守りのネットワークの中に入っていただくよう

な調整も図ってまいりたいというふうに考えてお

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 今北電さんはなかな

か見守り隊に入っていただけないということで、

再度やっていただくようになりますけれども、き

っとライフラインですから、電気、ガス、水道、

この３つが主流だというふうに思っています。水

道に関しては、雪が積もったときには冬の間検針

できない場所もあると思いますので、何カ所かは。

そして、春先になって平均で請求を出すという部

分のところもあるように聞いていますので、そこ

ら辺の部分も含めて見守り隊が重要かなというふ

うに思っています。

先ほど個人情報、一番市川市が周到な準備をし

ていたのがやっぱり先ほど言ったように業者に高

齢者支援の課と市で一本化の対応をしていったと。

そして、ある程度の生活困窮者、または生活保護

者の部分をリストアップして、そして業者が行っ

たときに本人に確認して市に報告してもよろしい

ですかという、個人情報も含めた部分もあります

し、一番やっぱりポイントなのは個人情報保護法

の個人情報の保護についての見解が情報提供に関

する例外規定の部分を見つけて、個人情報保護法

では生命や身体などにかかわる場合、情報提供に

必ずしも当事者の同意は必要ありませんという項

目があるのです。やはりこれを市川さんでは利用

して、ある程度の部分の孤独死をなくそうと。ま

ず、そういう方々の命が大事なのだよという部分

で係長がスタートしたというのです。生命の危機

を最優先で考えていかなければ、個人情報よりも

命ということに着目してこの協定を結んでいった

というのです。そして、本当にもうガス会社等々

で１０業種、約５００業者、そして今で６件の通

報があって、１人は病院に運ばれて命に別状はな

かったという事実もありますし、しっかりその部

分で個人情報よりも命を優先する。これは、やれ

とはなかなか言うのも難しいのですけれども、取

り組みとしてはどうにかできないのでしょうか。

今個人情報保護法というのがあるのですけれども、

名寄市として命にかかわることなのだよというこ

とでどうにかできないのか。どうにかしようと思

い、どうにかできないのでしょうか。それをちょ

っとお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 個人情報保護法

の例外規定ということで、第三者提供についての

例外ということで、個人情報の保護に関する法律

の第２３条に規定をされておりまして、その中で

個人情報取得事業者は、次に掲げる場合を除くほ

か、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人のデ

ータを第三者に提供してはならないということで、

その次に掲げる中に人の生命、身体または財産の

保護のために必要である場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるときというふうに規定

されておりまして、これが一般的な解釈としまし

ては大規模な災害等があった場合、病院にけがを

して収容されると。そのときに意識不明とかで意

思確認ができないような場合、その方の御家族等

からこの病院に入院していないですかというよう

な情報提供が電話等であった場合には、その方は

意思確認できないので、その情報は出してもよい

というような例示とかはございますが、この方は

生活困窮だということで前もって一般の民間業者

の方に情報を流すということはなかなか難しいの

ではないかと考えております。

それで、各関係機関等が把握しております個人

情報は、今申し上げました法律や契約などで保護

されて使用制限がありますので、本人からの同意

書によって関係機関等が緊急時などに活用できる

ようにしていくことが今おっしゃったように重要

だと考えておりますので、少し研究させていただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。



－86－

平成２６年３月１０日（月曜日）第１回３月定例会・第３号

〇１０番（高橋伸典議員） ぜひよろしくお願い

します。

また、本当に先ほどのヘルプカードも同じです

けれども、なかなか札幌の４０代の姉妹も立川で

起きた４５歳と息子さんの孤立死の場合も困って

はいたのですけれども、言えなかった。生活保護

をもらわなかった。昔の人ですから、生活保護を

もらわないで何とか人に迷惑をかけないで生きて

いこうという方々が多いのです。資料にもあるよ

うに、さいたまの孤独死された方はやはりさいた

まに住んでいたのですけれども、住民票を移動し

ていないために生活保護を受けられなかった。そ

のために孤独死で死んだという方もおられるので

すけれども、名寄にはそんな住民票を移さないで

生活されている方というのはきっとこんな小さな

まちですからあり得ることはないと思うのですけ

れども、そういう部分で町内会が一番今重要にな

ってくるというふうに、先ほど言ったように地域

のネットワークが重要になってくると思います。

今も町内会もしっかりやっている町内会はなかな

か多いのですけれども、民生委員も６５歳以上の

お年寄りを見に行くのが７５歳ぐらいの民生委員

の高齢者であったり、やっぱりいろんな状況の町

内会があると思うのです。そして、町内会には役

員もいないために子供会もつくれないところもあ

るようにお聞きします。今ネットワーク部分言わ

れていましたけれども、ネットワークの部分、民

生委員も含めて、福祉部等々があると思うのです

けれども、ネットワークをやられている町内会は

全町内会なのでしょうか、それとも見られない部

分は先ほど言ったように地域包括支援センターが

見ていくような形をとっているのか、ちょっと教

えていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今議員おっしゃ

いましたように、町内会の役員のなり手不足とい

うことが深刻な問題となっております。町内会ネ

ットワーク事業につきましては、同じ地域内でと

もに生活する町内会の御理解と御協力を得てネッ

トワークにより声かけ、見守り活動、それからふ

れあい・いきいきサロン事業等を行い、きめ細か

な安否確認、障害のある人や、それから高齢者が

地域で集う場づくりなど地域の人たちの手でさま

ざまな活動を行っていただいております。

平成２５年度は、名寄地区で４８町内会、風連

地区で１０町内会、合わせまして５８の町内会で

ネットワーク事業に取り組んでいただいておりま

す。活動の内容といたしまして、基本活動といた

しましては訪問、声かけ活動、助け合いチームの

組織化や定期的な声かけ訪問活動の実施というこ

とで、今現在市には８２町内会がございますが、

そのうち５８町内会で実施をいただいております。

また、いきいきサロン活動につきましては３３町

内会、高齢者健康づくりは３６町内会、それから

食事会、茶話会につきましては３１町内会、それ

から除雪ボランティアは３１町内会、世代交流会

は２４町内会、配食サービスは２つの町内会で実

施をいただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。８２

町内会のうち５８ということで、７割ぐらいしか

まだなっていませんけれども、できれば全町内会

でこのネットワーク事業が開催されることを願い

ますし、そのためにも行政がしっかりと取り組み

を進めていただきたいというふうに思います。

先ほどトイレで議長に会いまして、風邪引いて

いるから余りしゃべるなということで言われまし

たので、以上で質問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

ここで先ほどの大石議員の質問の答弁を行いま

す。

扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 済みません、おくれ

まして。平成２５年度における入札不調に係る件

数でありますけれども、建築主体工事１件につき
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まして応札がなかったということと、それから不

落随契が１件、機械設備工事にございました。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） １３時まで休憩をいた

します。

休憩 午前１１時４９分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

地域づくりについて外３件を、佐々木寿議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） ただいま議長より

御指名と発言の許可を得ましたので、さきの通告

順に従いまして、質問してまいります。

まず、第１点目は、地域づくりについて。まず、

定住促進事業の推進状況と今後の見通しについて

伺います。人口の減少や少子高齢化は、労働力人

口減少と消費の低迷、社会保障費の増大等により

経済規模の縮小を指摘されることが現実となって

きています。加えて地方においては、農林業の後

継者が不足するとともに、地域の持つさまざまな

機能の低下を招いています。この現象は、伝統芸

能や伝統文化の衰退、山林や農地の荒廃と原風景

の喪失、自然環境の貧困化といったこれまでの問

題点だけでなく、生活共同体としての地域コミュ

ニティー、見守りや声かけ、共同作業による生活

環境の維持などの機能が維持できなくなり、やが

ては集落の崩壊につながる、いわゆる限界集落問

題まで発展する危惧を秘めております。当市にお

いても活力、にぎわいの創出、地域産業の振興、

コミュニティー機能の活性が将来において重要な

課題となる定住促進策に取り組んでいるところで

ありますが、住み続けたいまち、定住促進、住み

たいまち、移住促進、帰りたいまち、Ｕターン促

進の推進状況、今後の見通しの中で強調点につい

て伺います。

次に、職員の自主研究制度の進捗状況について

伺います。職員相互の啓発、士気高揚の一環とし

て自主的な研究活動が活発に行われ、自由な議論

ができ、豊かな発想を生み出せるような組織風土

を創造することを期待する職員自主活動でありま

すが、当市としても職員相互啓発意欲と市行政へ

の参加意識を高める目的とした自主研究制度を導

入しています。進捗状況について伺います。

２点目は、建設行政の中から街路灯のＬＥＤの

更新状況について伺います。市民から中心部以外

の街灯の暗さを指摘する要望もあり、事故や犯罪

を未然に防ぐ意味からも街路灯や防犯灯の整備に

ついて順次整備を行ってきていますが、増設や灯

具の取りかえについてどのような状況となってい

るのか、特にＬＥＤの更新状況について伺います。

３点目は、子供たちへのごみ減量の習慣づけ施

策の環境行政について伺います。ごみ処理を取り

巻く社会情勢は、焼却施設からのダイオキシン発

生に伴う施設の廃止、最終処分場の狭隘、ごみ処

理技術の高度化と経費の高騰、新たなリサイクル

に関する法令への対応など廃棄物行政において課

題は多く、これらの解決に当たっては長期的な展

望のもと、総合的に検討していかなければなりま

せん。ごみ問題は、私たち一人一人の行動様式が

深いかかわりを持っており、日常生活の中で自分

でできることから行動することが解決の基本とな

ります。したがって、リサイクル社会の実現はま

ず身近な生活習慣や決まりから改める一人一人の

行動が問われております。本市は、ごみ減量傾向

にありますが、まだまだ減量化につながる部分が

たくさんあります。また、ごみ減量化はごみを処

理するコスト削減にもつながっていきます。そこ

で、子供たちへのごみ減量の習慣づけの取り組み

をしている自治体もあり、当市としても子供のう

ちからごみ減量に対するきっかけと習慣づけを望

むところですが、当市の現状と見解を伺います。

４点目は、保健施策の中から生活習慣病対策事

業の状況について伺います。市民一人一人が自分

の健康は自分で守るという意識を持って生涯を通

じた健康づくりに取り組むことができるよう環境
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の整備や充実に努めてきました。健康なよろ２１

が平成２４年度で終了することに伴い、これまで

の取り組みの検証や見直しを行い、健康寿命を延

ばすために生活習慣病の発症と重症化予防を重視

した第２次計画を策定いたしました。生活習慣病

対策事業、特に若年、熟年の具体的な事業にどの

ように取り組まれたのか、その効果について伺い

ます。

以上で壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 佐々木議員からは、

大項目で４点にわたる質問をいただきました。大

項目１は私から、大項目２は建設水道部長から、

大項目３は市民部長から、大項目４は健康福祉部

長からそれぞれ答弁させていただきますので、よ

ろしくお願いをいたします。

まず、定住促進事業の進捗状況と今後の見通し

についてでありますが、本市の人口動態につきま

しては国勢調査ベースで平成１２年の３万 ３２

８人が平成２２年には ２％減の３万５９１人と

なっており、同様に１５歳未満人口比率は１ ８

％が１ ３％に、高齢者人口比率は２ ４％が２

９％となっており、人口減少と少子高齢化があ

らわれております。一方、人口問題研究所の調査

では、２０４０年の人口は２ ５％減の２万 ４

１２人とされているものの、札幌市を除く道内自

治体の３ ０％減に比べ、人口減少率は緩やかと

推計をされております。

さて、御質問の定住に係る推進状況と今後の見

通しにおける強調点についてでありますが、まず

東洋経済新報社が公表します２０１３住みよさラ

ンキングで道内１位と評価されているとおり、病

院や福祉施設、買い物環境、上下水道、公園など

定住促進の基盤となる社会インフラが充実してお

り、移住、定住における課題の一つとされる地方

生活への不安等が払拭できることが挙げられます。

次に、定住に不可欠な雇用の確保については、

この間グループホーム、ケアハウス整備への支援

を通じ新たな雇用が３９人生まれるとともに、入

所者による成果もあらわれているほか、食肉セン

ターの改築等に伴い２０人を超える雇用拡大が図

られております。また、市立大学及び短期大学に

おいては、平成２２年度から平成２４年度までの

過去３年間に４４人が市内に就業しております。

加えて市立病院においても奨学金制度を活用した

看護師等が過去３年間で３１人が就業するなど定

住を後押しをしております。さらに、基幹産業で

ある農業につきましては、農業施策の推進や担い

手対策により直近５年間では４２人の後継者等が

就農し、また地域おこし協力隊、農業支援員とし

て昨年１０月から２人を委嘱、現在将来の新規就

農に向けた研修に励んでおり、今後の拡大を含め

外部人材による新規就農に期待をするところです。

このほか移住、定住の促進策として、お試し移

住住宅整備事業や首都圏における移住フェア等に

よるＰＲ活動などに取り組むとともに、今後とも

地域の魅力アップや交流事業等を通じ地域に自信

と誇りを感じられるまちづくりを推進することで

定住促進を図り、地域経済を初め地域コミュニテ

ィーの強化などに努めてまいります。

続きまして、職員の自主研修制度の進捗状況に

ついてでありますが、本市におきましては平成１

８年９月に名寄市職員自主研究活動推進要綱を制

定をして職員の相互啓発意欲と市政への参加意識

を高めるため、市行政に関する諸課題等について

の職員による自主的なグループ研究活動を推進し、

かつその成果を市行政に反映することを目的とし

て取り組みを進めてきております。また、合併以

降組織のスリム化を進めてきており、新名寄市人

材育成基本方針の中でも職員の資質、能力の向上

を図るために自主研究等への取り組み支援を行う

こととしております。

これまでの自主研究グループの活動状況としま

しては、平成９年度から自主研究グループＴ・Ｐ

・Ｏが本市の観光資源と特産品の開発等を目指し

て活動を続けてきており、具体的な取り組みとし
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ましては平成１４年度から積雪寒冷地における和

グルミの生育の可能性の植栽試験を行い、１０年

目に初めて結実しており、今後新たに本市で結実

した実から苗をつくり、定植する予定をしており

ます。また、平成２２年度からはスノーボールと

いう耐寒性落葉低木を定植し、４年後の夏にスノ

ードームの完成を目指して栽培を行っているとこ

ろです。自主研究グループとしては、その後新た

な取り組みを育成することはできておりませんが、

自主研究は部単位での枠を超えて職員が横断的に

市行政における諸問題に対して研究することがで

きることから、お互いの専門知識を活用しながら

自主的にグループを組織して調査研究を行い、そ

の成果を今後の本市におけるまちづくりに役立て

ることができるようにすることが重要と考えてい

るところであります。そこで、職員に対して政策

形成に向けたグループづくりを推進するために、

平成２４年度から政策形成研修を開催してきてお

り、平成２５年度においては職員を道外の先進地

に派遣し、行政運営の実態についての調査研究を

行いながら、職員としての知識と視野を広めて資

質の向上を図りながら、市行政の効果的運営に役

立てることを目的とする要綱等の整備を行い、平

成２６年度から職員の募集を開始し、道外の先進

地に派遣をすることとしております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 私からは、大項

目の２、建設行政について、小項目の１、街路灯

のＬＥＤへの更新状況についてお答えをします。

名寄市における街路灯のＬＥＤ化につきまして

は、現在 １７０基の防犯灯がございますが、平

成２６年２月末現在でこのうち１８０基がＬＥＤ

に更新となっており、割合としては ６％となっ

ております。ＬＥＤ化の更新については、平成１

９年度に初めて導入をしたところでありますが、

当時は水銀灯８０ワット相当照度のもので１基当

たり約６万円と水銀灯と比較すると ５倍程度の

価格でありましたが、技術の進歩や多くの需要な

どにより現在は水銀灯と比較しても１万円程度の

差となっており、課題であった照度不足につきま

しても解消されてきたことから、平成２４年度か

らは新設や老朽化による更新は基本的にＬＥＤと

することとし、同じく平成２４年度、平成２５年

度では通学路の防犯灯のＬＥＤ化を実施してきた

ところであります。また、近隣市町村でもＬＥＤ

化への取り組みを進めている状況であり、財源に

ついても単独費で実施しているところや町内会な

どで組織している街路灯組合への一部補助の形で

の実施など各自治体で異なっております。名寄市

では、これまで多くても年間７０基程度の更新で

ありましたが、このままでいきますと更新に数十

年かかることから、一定程度まとまった数をＬＥ

Ｄ化するための有利な補助事業の導入について調

査をしているところであります。今後は、整備を

進めるＬＥＤ化の検証などを行い、その結果によ

り名寄市の防犯灯や道路照明などのＬＥＤ化を進

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。

〇議長（黒井 徹議員） 中村市民部長。

〇市民部長（中村勝己君） 私からは、大項目３、

環境行政について、小項目１、子供たちへのごみ

減量化の習慣づけ施策について答弁させていただ

きます。

本市における一般廃棄物収集は、旧風連町が平

成１２年度、旧名寄市が平成１５年度より有料と

なりました。有料化以前は、１日１人当たりのご

みの排出量が約 ６００グラムでしたが、有料化

後は約 １００グラムに減少し、平成２０年度に

は約９００グラムと順調に減量化が進んできまし

た。しかし、それ以降は横ばいで推移しています。

このため、さらなるごみ減量化対策、また最終処

分場の延命化対策として昨年４月から古着の回収

を繊維全般に拡大したことで、前年度の４倍の回

収量となっております。さらに、４月からは小型

家電リサイクル法に定める家電製品の受け入れを
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行うことで、今後より一層の減量化に期待をする

ところです。

さて、御質問の子供たちへのごみ減量化の習慣

づけについてですが、子供のうちからごみ減量に

対する習慣づけは大切なことと認識しております。

本市において平成２４年度は、小学校等の授業で

２２１名の子供たちがリサイクルセンターの施設

を訪れ、ペットボトルやプラスチック容器包装類、

発泡スチロールや缶類、瓶類の分別など再資源化

の中間処理について学習をしていただいたところ

です。実際に作業現場の処理状況を見学してもら

い、リサイクルをするためにはしっかりとルール

を守り、分別してごみを出すことの大切さを学べ

たと思います。子供たちからも集められたプラは

どこに行くのか、何に生まれ変わるのか、どのく

らい集められるのかなどの質問も出されておりま

す。この施設見学以外にも名寄市が実施している

出前トークでは、「ごみの分別収集とリサイクル

の推進」と題したメニューがあります。学校の授

業等に効果的に活用いただき、ごみの減量と再資

源化の仕組みについて理解いただくことができま

す。

また、町内会等において実施される資源集団回

収は、子ども会育成会を通じて多くの子供たちが

参加しています。平成２４年度で８０団体が取り

組んでおり、資源の活用はもちろんのこと、子供

同士のコミュニケーションの場になるなど地域に

さまざまな貢献をする活動となっているところで

す。

次に、学校におけるごみの減量化等に関する学

習の状況についてです。小学校では、４年生の社

会科において子供たちが人々の健康な生活や良好

な生活環境を守るための諸活動について理解でき

るようにし、地域社会の一員としての自覚を持つ

ようにするため、ごみ、下水などの廃棄物の処理

に係る対策や事業について学習をしております。

ごみの処理にかかわる学習では、学校や家庭など

から出されるごみの種類や量などを取り上げ、名

寄市のごみの分別の仕方、ごみの出し方や集積所

に関する決まり、収集車によるごみの収集から炭

化処理センターやリサイクルセンター、埋め立て

処分地へ運搬する流れ、これらの施設でのごみ処

理の方法等について調べます。また、ふえ続ける

ごみの処理に係る対策や事業として、ごみの処理

の仕方の工夫、ごみを資源として活用する取り組

みを学んでおります。ごみを資源として活用して

いることについては、ペットボトルやアルミ缶な

どの資源ごみを分別収集し、再利用していること

について取り上げ、資源ごみを回収して有効に活

用することや再生された製品を利用することの大

切さに気づくよう指導しております。このほか小

学校５、６年生の家庭科では、子供たちに身近な

消費生活や環境をよりよくしようと工夫する能力

と実践的な態度を育てるため、物の計画的な使い

方を考える学習をしております。学用品の使い方

を振り返り、物を粗末に扱ったり、不要なものま

で購入したり、使えるものまで捨てたりしていな

いかなど生活を見直す活動を行っております。

また、学校周辺や校区内の清掃活動に取り組む

小学校や中学校もあり、子供たちにボランティア

の精神を養うとともに、地域の環境保全に対する

意識を高め、みずからもごみの適切な処理や再利

用などに協力しようとする態度を育てるよう努め

ているところです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目４の保健施策について、小項目１の生活習慣病

対策事業の状況について申し上げます。

急速な高齢化や生活習慣の変化に伴い、生活習

慣病は年々増加し、脳血管疾患、心疾患、認知症

などから介護を必要とする人もふえ続けており、

介護予防の視点からも生活習慣病予防に向けた健

康づくり対策が重要な課題となっております。こ

のことに伴い、国は平成２５年から１０カ年計画

で健康日本２１、２次計画において高齢になって
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も介護を必要としない健康寿命の延伸を図ること

を主な目的として、生活習慣病の発症予防と重症

化予防を重視した取り組みを進めるための基本的

な方向が示されたところです。この趣旨を踏まえ、

本市においても平成２５年３月に名寄市健康増進

計画健康なよろ２１、２次計画を策定いたしまし

た。この中では、生涯にわたり楽しみながら健康

づくりを推進できるよう市民、地域、行政の３者

が力を合わせて身近にできる具体的な取り組みに

ついて盛り込みました。その取り組みとしては、

広く市民を対象とした名寄市民健康づくりチャレ

ンジデーやなよろ健康まつり、また運動習慣の定

着を目的になよろ健康あるキングなどを継続し、

健康への意識啓発を図ってまいりました。

また、平成２０年度からスタートしたメタボリ

ックシンドローム予防に着目した特定健診、特定

保健指導を中心に各地域の中における健康教室や

健康相談、さらに冬の健康づくりに向けた健康体

操教室、特定健診事後教室として男性のための運

動教室などさまざまな機会を利用し、生活習慣病

予防に重点を置いた事業の展開を進めてきており

ます。特に特定健診については、早い段階から予

防対策を推進していくことを目的に、国の制度よ

り１０歳年齢を引き下げ、３０歳から７４歳まで

の市国保加入者を対象にがん検診とあわせて無料

で健診を受けられる体制を図ってきております。

これらの事業の効果といたしましては、特定健

診受診率が平成２２年度２ ０％、全国平均３

０％、全道平均２ ６％、平成２３年度２ ２％、

全国平均３ ７％、全道平均２ ５％、平成２４

年度３ １％、全国平均３ ７％、全道平均２

０％と全国平均よりは低いものの、全道平均より

は高い状況にあり、わずかではありますが、年々

受診率が高くなってきております。

また、特定健診事後教室としてメタボリックシ

ンドローム予防のために毎年男性のための運動教

室を開催してきており、５カ月間１２回の教室終

了後には体組成計測定結果、体重、腹囲、体脂肪、

内臓脂肪指数、筋肉率などの項目ごとに６から８

割の改善が見られ、自主的サークルに移行するな

ど活動が継続されている状況にあります。生活習

慣病は、バランスのとれた食生活や適度な運動を

取り入れ、アルコール、たばこ、ストレスなど生

活習慣を改善することで予防が可能と言われてお

ります。今後も地域の健康づくり団体である保健

推進員、さらに食生活改善推進員等と連携を図り

ながら、家庭、地域の中から一体となって健康へ

の意識啓発を図り、きめ細かな生活習慣病予防対

策の推進に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） それぞれ御答弁を

いただきましてありがとうございます。

まず、定住促進事業について再質問させていた

だきますが、先ほど御答弁にあったように、確か

に若者の減少、これが名寄市においてもかなり危

惧されているところで、これがなくなるというこ

とはやはり活力とかにぎわいの創出がなくなると

いうことで、そのほかにも税収の減少、これらも

関係してくると思います。また、地域産業の衰退

ということも大きな課題になっているわけであり

ますけれども、名寄市に若者を呼び寄せてやると

いうのはなかなか難しい事業ではあります。今ま

で御答弁によりますと、雇用環境あるいは農政環

境で３９人、あるいは市大においても４４人、そ

れから病院においても３１人というふうな御答弁

をいただきました。農業関係でも４２人という、

それぞれ若者が入ってきているわけです。これは、

とめることなく続けて事業を推進していかなけれ

ばならないと、こういうふうに思うわけでありま

すけれども、まず１つ目は、内面的に向かう施策

というのは余りクローズアップされていないのか

なというふうに考えているわけであります。例え

ば名寄市の家庭なんかは、実際におきますと親が

子供を大学とかに入れるとどうしても名寄ではな

くて地方の大都会を勧めるというような、そうい
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う現実的な問題もあるわけでありまして、これは

やはり名寄の魅力、大学に行ってもまた帰ってこ

られればいいのですけれども、その魅力がしっか

りわかっていないのでないのかなというふうに思

うわけでもあります。そのためにも推進事業には、

やっぱり地域というか、名寄に住んでいる人たち

もしっかりと名寄のよさをわかってもらうと。本

当に名寄に住んでよかったなというふうなことを

まず全員が知っていなければいかぬし、定住促進

についてもしっかり一人一人の市民の方がわかっ

てもらえればもっと進むのではないかなというふ

うに思っております。こういう施策については、

今現在どういうふうな方向で事業をやっておられ

るのか、その辺を伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 内面的な課題という

ことで御指摘がございました。まさにお話しいた

だきましたとおり、私ども市民に地域への誇りで

すとか愛着を持っていただくことがまずは若者を

含めました定住を促進するための大変重要な要素

であるというふうに考えておりまして、これ地域

の魅力を再発見する、そんな取り組みであります

とか、それからこの間多く申し上げておりますけ

れども、地域資源を活用すると。こうした活用し

たさらなる魅力づくり、こういったものも必要だ

というふうに考えていますし、また改めて国内外

との交流事業なども進めさせていただいておりま

すので、こうしたさまざまな取り組みを通じて、

ぜひ名寄に改めての魅力づくりというのを感じて

いただければというふうに考えております。

また、やはり産業の活性化によります雇用の創

出というものも非常に大きな課題というふうに考

えておりまして、農業につきましてはこの間取り

組みとして進めてきておりますけれども、産地ブ

ランド化、それから生産振興を進めるために担い

手をしっかりと確保していくというような、こん

な対策としまして後継者育成奨学金制度でありま

すとか、それから農業青年チャレンジ事業であり

ますとか、また商工業におきましては中小企業振

興条例を持っておりますので、これに基づく各種

の施策等も行ってきているところであります。さ

まざまな形で、やはり総合的な対策をそれぞれ打

つことによって効果が出てくるというふうなこと

を考えておりますので、ぜひ今後ともこうした現

有の施策をしっかり活用しながら、対応しながら

若者の定住に向けた取り組みを進めてまいりたい

と考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） やはりまず、根本

的に親御さんがあなただけは地方に行けやと。俺

の代では、もう俺で終わりだというような考え方

が多分に多いのではないのかなと。その辺をもう

少し大々的にというか、そういう部分を何か定住

促進でわかってもらえるような施策をしてもらい

たいと思います。

いずれにしても、名寄ではいろいろな雇用対策、

あるいは住宅、移住関係、あるいは結婚、子育て

の事業がそれぞれあるわけですけれども、ここで

やはり実施状況をしっかりと把握をして、そして

どのような実施割合となっているのか検証すべき

だというふうな時期に来ているのではないかと思

います。そのしっかりとしたそういう定住促進策

に対して、本当に本格的に取り組むべきなのでは

ないのかなと思います。それで、それはやはり定

住促進の本部となる専門部署を設置するべきでは

ないのかなというふうに思うわけですけれども、

この見解についてはどのようにお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 専門部署ということ

であります。今若干申し上げましたけれども、そ

れぞれの私どもの行政の分野の中で取り組みをし

ているという経過が１つございまして、総合的に

はそれらをしっかり検証するということが御指摘

のとおりまさに一番重要なポイントだろうという

ふうに考えております。この間私どももさまざま

な機会を捉えまして、いわゆる農業でありますと
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か、商業でありますとか、それからまた建設業等

々含めてそれぞれすり合わせする機会は十分確保

しているというふうに考えておりますけれども、

改めましてそういった施策をより１歩、２歩前に

進めるためにどういった組織体制が必要かという

ことにつきましては、今後しっかり検討してまい

りたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） こういう時代です

からこそ、やはり専門部署というのは必要なので

はないかなというふうに考えております。どうぞ

前向きに御検討を願いたいと思います。

定住促進に対しては、実は長野県の大町市は大

体当市と同じで人口が３万人ぐらいで、やはりあ

そこも長野県では北陸のほうですから大分寒い。

ここも冬は雪が多くて寒い。それも大町の特徴だ

ということで、そういう部分を含めてしっかりと

定住促進に取り組んでいるところがあります。そ

のビジョンというのは、ちょっと御紹介しますと

やはりターゲットは２０代後半から４０代にかけ

てをメーンターゲットとして設けているわけであ

ります。その中でどういうようなことに基本方針

を設けているかというと、１つは人口の増減にと

らわれることなく市民一人一人が住んでよかった

と思える施策を実施する。２つ目は、定住という

観点からこれまでの事業を整理、見直しし、新施

策を展開する。３つ目は、市が持つ特性や多様か

つ豊富な地域固有の資源の活用。４つ目が人や地

域のきずな、心の豊かさなど価値観を重視する。

５つ目が市民が自信と誇りを持ち、市外の人が大

町に魅力を感じる施策に心がけるという、そうい

う基本方針を持ってしっかりと専門部署を置いて

定住促進事業を掲げております。これは、そうい

うことをやったことによって大町市はどういうふ

うになったかといいますと、うちも住みよさラン

キングにも上位のほうに入っているわけでありま

すけれども、「いなか暮らしの本」の中で１４年

２月号で発表されたものによりますと、日本住み

たい田舎ベストランキングにおいて総合ランキン

グで第５位、部門別の移住者大歓迎の田舎の部門

では第１位となっている実績があります。したが

って、今まで申し上げたとおりにしっかりと専門

部署を置いて今からやらないと間に合わない。市

長も新年の御挨拶にも書いてありましたように、

ぜひ前向きに真剣に考えていただきたいと、この

ように思います。

次に、職員研修についてですけれども、御答弁

をいただきました。それで、名寄市も派遣研修や

ら、あるいは集合研修、あるいは特別研修等を実

際にやっておられるわけですけれども、やはり職

員が市の課題をみずから発見して、その解決に向

けて挑戦する意欲とか、あるいは具体的な問題解

決能力を高めるためにも非常に大切、重要なこと

だと思いますので、しっかりとこれも取り組んで

いただきたいなと、こういうように思います。

次に、ＬＥＤについてですけれども、先ほど御

答弁いただきました。 １７０基あるそうで、１

８０基がＬＥＤの更新ということで、１基６万円

程度が１万円程度ぐらいになったということなの

ですけれども、まだまだ市としては更新が長期的

になるということで、財政もなかなか厳しい状況

にはあると思います。それで、実は先ほどのいた

だきました市の２６年度の予算で街路灯修繕に３

００万円ぐらい予算を組んでおります。それで、

さらには新名寄市総合計画での後期計画において

防犯灯のＬＥＤ化、２６年度に ０００万円、２

７年度に ０００万円ということでなっています

けれども、これは修理についてはどのぐらいの修

理ができるのか、あるいは長期計画の中の２６年

度にまだはっきりとは出ていないのですけれども、

０００万円でどのぐらいの進捗状況になるのか

伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） ２６年度の進捗

状況見込みでありますけれども、 ０００万円に

対しては約１２％の進捗状況になろうかと思いま
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す。個数にして約３２０基ぐらいになろうかと思

います。

（何事か呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 立ってちゃんと聞いて

ください、何回もできますから。

〇１１番（佐々木 寿議員） 街路灯の修繕は、

３００万円というものはなかったのですけれども、

何基なのか後でお答えいただきたいと思いますが、

これも私もちょっと見解を伺いたいと思いますが、

あるところではＬＥＤをスポンサーあるいはサポ

ーター化をしてやってもらうということで、もち

ろんそういうふうに取り組んでいるところもあり

ます。これは、各団体とか企業とか、そういうと

ころでＬＥＤを新設したらそのところに看板を張

ってやるという施策なのですけれども、実はやっ

ぱりこういうことによって公共的役割を市と協働

して、企業あるいは団体もそういうことで協働す

るということでは、スポンサーになった人あるい

はサポーターになった人の社会貢献性がなるので

ないかと思うのです。それで、それと同時にスポ

ンサーのイメージアップもできるのでないかとい

うふうに思うわけですけれども、こういう取り組

みについてはどういうふうにお考え持っています

か。これ将来的に向かっても有効なものだと思う

のですが、どういうふうなお考え、見解お持ちで

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 今議員言われて

いるのは、宇部市で道路照明灯スポンサー制度と

いうのがございます。また、名古屋市でも街路灯

パートナー制度というのを実施しているというこ

とでお聞きをしております。宇部市につきまして

は、まだ予定ということで実施をしていない状況

でありますけれども、名古屋市の場合は１基当た

り３年分の電気料についての相当額約６万円だそ

うでありますけれども、寄附していただいて、行

政と民間が一緒になって維持管理をしていくとい

う制度だそうであります。今議員おっしゃられま

した電柱などに社会貢献をする部分で企業名だと

か張っていくという部分も１つありますけれども、

現在名寄市でＬＥＤを進めているのは防犯灯とい

うことでございまして、防犯灯につきましては議

員御承知のとおり電柱に共架されている小さな街

灯ということもございまして、企業名などの表示

スペースは持ってございません。また、表示をし

た看板を近くに立てる場合、あるいは設置場所、

維持管理なんかもございますけれども、景観等の

問題も含めていろいろな問題が発生するのかなと

想定をしておりますけれども、もう一つは企業名

などの表示が可能と思われる大型街路灯につきま

してもＬＥＤ化をするには大きなコストがかかる

のではないかと思っておりまして、制度導入は非

常に難しいかなと思っておりますけれども、ただ

名寄市独自の取り組みが可能かどうか、これから

調査研究していかなければならないと思っており

ますので、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） 先ほど答弁にあっ

たように、ＬＥＤ化をすればそれなりの経費削減

にも、当初は直すとか修繕とか、あるいは新規に

立てるとかなりの経費がかかるわけですけれども、

将来的な財政等を比べれば確かに有効な部分があ

ると思います。隣の美深町あたりも街路灯のＬＥ

Ｄ化を推進しているというふうに伺っております

ので、ぜひスポンサーを含む、あるいはサポータ

ーを含むことに関しては前向きに御検討を願いた

いなと、こういうふうに思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。

次に、子供の減量化の習慣づけにつきましては、

御答弁をいただきました。これについては、それ

ぞれ小学校においても小学校４年生の社会科のほ

うでやっているということで、あるいは５、６年

生も実際のところに行って研修をしているという

ことでございますけれども、子供というのは習慣

づけるまではなかなかうまくいかないのでありま

すけれども、今は３Ｒというよりも５Ｒというと
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ころまできておりまして、あとの２つというのが

リファインとリペアという、リファインは分別を

すると。それから、リペアというのは修理すると

いうことが加わってきています。５Ｒになってき

ているのですけれども、やはりこれは仙台では減

量のところで小学生向けのリーフレットをつくっ

ているということで、本当にわかりやすい、子供

たちに習慣づけるためにリーフレットをつくって、

それを全小学校に配布しているということなので

す。これは、子供たちがごみの減量化に興味を持

って、あるいは関心を持ってやるということにな

ると、大人もそれに子供がやっているのだから大

人もやらなければいかぬなという、自然に家庭の

環境、ごみの減量化に少し、一歩近づくのかなと

いうふうに考えているわけなのですけれども、今

回も予算でいろんなリーフレット等をつくる予定

でありますが、この辺は今後子供たちにも一歩進

んだリーフレット作成ということは今の段階で考

えておられるのか、将来的に子供たちはいいのだ

と。大人がやればいいのだというような考えなの

か、その辺はちょっとお聞かせを願いたいなとい

うふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村市民部長。

〇市民部長（中村勝己君） 先ほど答弁の中でも

申し上げましたけれども、ごみの減量化の習慣づ

けというのはやはり子供のうちから早期にやるこ

とが非常に大切だというふうには認識をしてござ

います。ただ、先ほど５Ｒというようなこともご

ざいまして、学校のほうでは３Ｒについては学校

の社会科の副読本でありますとか、家庭科の教科

書の中で取り上げて、この文言については十分指

導をしているという状況にあります。先ほど新年

度に向けてということでリーフレットの作成につ

いてということでございましたけれども、当面は

私ども教育部と連携を図りながら、施設見学の際

ですとか、あるいは出前トークの際に子供たちが

ごみの減量化に興味を持っていただけるような資

料提供をさせていただきたいというふうに考えて

います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） 子供たちが強制で

はなくて、本当にそういうような環境に関心を持

ってやるということは非常に大事なことだと思い

ますので、しっかりと進めていただきたいなと、

このように思います。

次に、保健行政の中から生活習慣病対策事業に

ついて伺いたいと思いますが、健康なよろ２１で

はいろいろと御答弁をいただきました。それで、

その中でそれぞれの役割ということで住民の役割

あるいは地域の役割、あるいは職場の役割、ある

いは学校の役割、あるいは関係団体の役割、それ

から行政の役割、いろいろその役割があるのだと

思いますけれども、これは検証はされたのでしょ

うか、今までの。今年度のものは、もう検証は終

わったのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 健康なよろ２１、

２次計画をつくるに当たりまして、広く市民の皆

様の御意見、各種団体の御意見等をいただきなが

ら策定をしてまいっておりますので、その中で一

定程度いろいろな御意見の中から検証させていた

だいているというような状況でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） この計画を総合的

に進めていくために、本市が設置する名寄市保健

医療福祉推進協議会というのがあるわけなのです

けれども、これもある程度進行管理についてはや

るのだと思いますけれども、この辺もやってしっ

かりと検証をしていただきたいなと思います。

それで、先ほど健康を保持するためにいろんな

施策をやっているわけなのですけれども、市民の

ほうからも運動サークルは日中の活動が多くて働

き盛りの世代が運動に取り組む機会が少ないとか、

あるいは運動がしたいけれども、子連れで行くの

にちょっとできないとかという部分があるのです
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けれども、これはどういうふうに対応されている

のでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほど申し上げ

ましたが、運動の取り組みとして現在本市におき

ましては５月の最終水曜日に開催しております名

寄市民健康づくりチャレンジデーをきっかけとい

たしまして、健康づくりの取り組みの継続を目的

といたしまして、６月から８月のわずか３カ月間

ではありますが、身近にできるウオーキングとい

うことを奨励しておりまして、今年度は２０代か

ら８０代の方、８１名の参加ということでありま

して、上位入賞された方には９月２８日に開催を

しておりますなよろ健康まつりの中で表彰させて

いただいたり、また参加者全員の方に記念品を贈

らせていただくというようなことで奨励をさせて

いただいております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） 大体名寄の運動の

取り組みは、３０代以降あるいは小学校、ある程

度全国に比べて結構高くなっているのではないか

なというふうには思って、これも継続しないとだ

めなことなので、３カ月間だけではやっぱりちょ

っと何もならないのかなというふうに思いますの

で、継続した健康に対する講座であり、いろんな

サークルであり、そういうものを進めていただき

たいと、こういうように思います。

実は、千葉県の千葉市では若者にスマートフォ

ンを利用した健康づくりのため、アプリをとって、

それで歩数の記録とグラフ表示、それから歩数に

応じた健康ポイントの獲得、それから血圧や体重

などの身体情報の記録、それから健康に関するイ

ベント情報の確認など、こういうアプリでそれを

できるようになっているのだそうですけれども、

これをポイント制に変えて、市ではそのポイント

に応じて景品といいますか、そういうものを与え

ているということなのです。今なかなか皆さんス

マホは持っている方、若い方が、２０代後半から

３０代、４０代の方はほとんど持っておられると

思うのですけれども、これは結構飛びついてくれ

るのではないかなというふうに期待しているわけ

なのですけれども、そういうような施策もやって

みたらいいのかなというふうに考えております。

ちょっとアプリをとらなければいけないのですけ

れども、これは若い者には興味があるのかなと。

しっかりとした健康管理について、データとして

そのアプリ残りますので、それは飛びつきやすい

のかなと、若い者には。こういうふうなことがあ

るのですけれども、どんなお考えでおられるのか、

ちょっと聞きたい思うのですけれども。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今御紹介があり

ました千葉市が昨年ですか、取り組まれておりま

した健康ポイントの実証実験、アプリで健康ウオ

ーキングの事業に関してでありますけれども、今

後実証実験の結果が千葉市のホームページで公表

されるというようなことも伺っておりますので、

その内容を見せていただきながら、課題ですとか、

また効果ですとか、費用ですとか検証させていた

だきたいと考えております。

また、現在実施しております、先ほど申し上げ

ましたなよろ健康あるキングの参加者は８０名程

度ということで、議員が御提言していただいてい

ます若い世代を含めて市民の皆さんがもっと気軽

に参加していただけるような仕組みづくりは必要

かと考えております。また、情報通信機器であり

ますスマートフォンを活用した取り組みは若い世

代が気軽に健康づくりに参加することができる有

効な手段の一つとも考えておりますので、今後健

康管理や、それから疾病の予防など自助努力を行

うインセンティブを持てる仕組みの検討など、個

人の主体的な健康増進への取り組みを奨励するこ

とも考えながら、今後研究してまいりたいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１１番（佐々木 寿議員） 前向きに取り組ん
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でいただけるということで、しっかりと進めてい

ただきたいと思います。

以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 長内建設水道部長。

〇建設水道部長（長内和明君） 済みません。回

答がおくれてまことに申しわけありません。３０

０万円に対する灯数でありますけれども、防犯灯、

街路灯合わせまして１００灯分の予定でおります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

放課後の子供の居場所について外２件を、奥村

英俊議員。

〇２番（奥村英俊議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、３点について質問したいという

ふうに思います。

１点目は、放課後の子供の居場所について伺い

たいというふうに思います。昨年１２月の議会一

般質問において取り上げました東地区の学童保育、

放課後の子供の居場所について何らかの形で具体

的に手をつけるべきとの私の質問に、市長から全

市的な問題と捉えています。子供の放課後の居場

所確保というのは、抜本的に見直しをしなければ

ならない時期に来ていると認識している。今どう

するという具体的な政策は話せないが、しっかり

と横断的に内部協議して、そんなに遠くない近い

時期に解決できるようにやっていきたい覚悟と答

弁をいただきましたので、市長のお考え、思いも

含めてその後の協議経過、協議内容についてお伺

いいたします。

２点目は、バスの利用促進、利用拡大について

伺いたいというふうに思います。コミュニティバ

スについては、昨年１２月に多くの市民の方から

の聞き取りの上で路線変更など大きな見直しを図

りましたが、そのうちの利用拡大、利用促進の取

り組みについてお知らせいただきたいというふう

に思います。

また、サンピラー交流館や健康の森、そしてピ

ヤシリスキー場やなよろ温泉サンピラーに行く場

合に利用することになる路線バスの日進ピヤシリ

線の利用拡大、利用促進策についてもお知らせい

ただきたいというふうに思います。

３点目は、怒り金時の異名をとり、映画「涙の

敢闘賞」で名寄市の名を全国に広めていただくこ

とになった元大関、名寄岩関、本名、岩壁静男氏

の誕生１００年にかかわって伺いたいというふう

に思います。これまでも名寄市として周年で記念

事業などの取り組みを行ってきています。ことし

の誕生１００年に当たっては、北国博物館で名寄

岩展を開催するということは聞いていますが、市

長の行政報告や平成２６年の予算にも特にこのこ

とについて記念事業等という形では触れられてい

ませんので、改めて市長御自身のお考えとあわせ

て名寄市としての記念事業の考えをお伺いし、壇

上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいま奥村議員から大

項目で３点にわたって御質問をいただきました。

大項目１と３を私から、大項目２を総務部長から

答弁させていただきます。

まず、放課後の安心できる子供たちの居場所づ

くりということで、昨年１２月の私の議会答弁に

おきまして放課後の子供たちの居場所についての

横断的内部協議ということでお答えをいたします。

児童館あるいは放課後児童クラブのあり方につき

ましては、今後子ども・子育て支援法に基づく子

ども・子育て支援事業の一つとして位置づけられ

てございます。現在平成２７年４月実施予定の名

寄市子ども・子育て支援事業計画策定に向けて庁

内の健康福祉部、教育部の担当者間で協議を進め

ているところであります。

事業計画策定に当たりまして、昨年１１月に就

学前児童及び小学生の保護者を対象に子育て支援

に関するニーズのアンケート調査を実施をしたと

ころです。アンケート調査は、就学前児童及び小

学生の保護者 ２６５件に送付をいたしまして、

２２７件の回答をいただきました。アンケート
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調査の速報値では、児童館を今は利用していない

が、できれば利用したいと答えた小学生の保護者

が１９６件、回答数の３ ５％です。児童館を利

用したいが、近くにないと答えた件数が１４２件

で２５％、放課後児童クラブの利用希望は１５５

件で２ ３％という結果になってございます。ま

た、自由記述で児童館、放課後児童クラブについ

ての多くの御意見、御要望をいただきました。こ

れらの結果について１月末に庁内の担当者が情報

の共有を行いまして、現在担当レベルで今後の対

応について鋭意検討中であります。ということで

ございますので、御理解いただきたいと思います。

そして、３点目の名寄岩関の生誕１００年につ

いて、名寄市としての考え方ということでござい

ます。名寄市出身である名寄岩関は、戦前から戦

後にかけて活躍した力士であります。全国に名寄

の名前を大きく広めた功労者でございます。名寄

市においては、昭和５６年に名寄相撲協会、市民

等の協力を得ながら、名寄岩の逝去１０年に当た

り輝かしい功績を長く顕彰するためにスポーツセ

ンターの前庭に銅像を建立したのを初め、生誕事

業といたしましては平成６年に実行委員会による

生誕８０年事業、平成１６年には北国博物館にお

いて名寄岩生誕９０年展を開催をしました。生誕

１００年は節目の年であります。名寄市としては、

現在のところ北国博物館で予定をしています企画

展、名寄岩生誕１００年記念展を記念行事の中心

と考えております。具体的には、北国博物館の取

り組みについてでありますけれども、９月１２日

から１０月１２日に企画展、名寄岩生誕１００年

記念展を開催し、収蔵しているゆかりの品や資料

を展示をしようという考えでございます。関連企

画として、生誕の９月２７日土曜日に「涙の敢闘

賞」のビデオ上映、所蔵資料等々を活用した催し

を予定していると。さらには、市民の方が所蔵す

る名寄岩にまつわる資料の提供を呼びかけるなど、

所蔵資料の充実に努めたいということでございま

す。いずれにしても、名寄岩関は名寄にとって大

切な歴史的な財産であります。その財産を生かす

ために関係する市民、団体とも連携、協力をさせ

ていただきたいと思っていまして、連携した事業

につきましては現時点で取り組みに向けての動き

はございませんけれども、相撲協会等の関係者と

も鋭意相談をさせていただいて、今後事業の企画

案等がまとまり次第協議をしていきたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 私からは、大項目２

点目、バスの利用促進拡大につきまして申し上げ

ます。

まず、コミュニティバスについてでありますが、

昨年１２月に乗り継ぎなしの東西回りを導入をす

るなど路線ダイヤの一部見直しを図っております。

直近となります２月の利用状況につきましては、

昨年同時期と比較をしまして西回り区間は９２７

人増の ９３４人、東回り区間は８８０人増の

５９５人といずれの区間も乗車人数が増加してお

り、実態の聞き取り調査でも好評を得ている状況

にあります。また、この春には転入者や市立大学

の新入生に対して公共施設の無料お試しチケット

とともにバス無料券を配付するほか、利用者には

便利帳や見やすい時刻表などを配付し、さらなる

利用促進を図ってまいります。

次に、ピヤシリスキー場、なよろ温泉サンピラ

ーへのバス利用についてでありますが、現在日進

ピヤシリ線として路線バスが１日５便運行してお

り、乗車料金は往復４００円となっております。

この４００円の利用者負担は、従前冬期のバス利

用者向けに振興公社が片道無料券を配付していた

ときと実質同額とすることで利用拡大策としてい

るところであります。また、あわせまして夏期に

は振興公社の取り組みとしてバスを使って温泉を

利用される方に対してポイントに応じて温泉無料

券、回数券を受けられる特典を設けるなど利用拡

大を図っているところであります。
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以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、最初に市長のほうから答弁いただ

きました放課後の子供の居場所の関係について少

しお話をしていきたいというふうに思います。

平成２７年４月に向けて今部内でのというか、

庁内での議論もされているということでのお話だ

ったというふうに思います。２７年４月というと、

あと１年先ということになります。４月に入学式

があって、新しい１年生、小学生が誕生していく

という、そういうことになります。そういったお

子さんや保護者の方からすれば、今何ができるか、

してもらえるかということではないかというふう

に思います。この先にこういった計画があるとい

うことについては、それはそれとしていいという

ふうに思いますけれども、今何をするかというこ

とでいえば先ほど保護者の方のニーズの中にも出

てきていました児童館であったり、放課後児童ク

ラブ、そういったものが身近にあってすぐ使える

ようになっているべきかなというふうに思います。

そこで、市長にちょっとお伺いしたいのですけれ

ども、市長が言いました抜本的に見直しをしてい

くという、１２月のときのお話もありました。市

長が描く子供の安全な放課後の居場所というのは

どういうものか、具体的にイメージしているもの

があれば、それについてお答えをいただければと

いうふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まず、平成２７年４月と

いうのは、名寄市子ども・子育て支援計画を策定

するのが２７年４月ということでありまして、こ

れが全体的ないわゆる保育所も含めた、例えばそ

うした児童育成のあり方でありますとか、放課後

も含めた全体のあり方を２７年４月に決めていく

ということでありまして、今回の東地区について

２７年４月にどうのこうのというようなお話では

ないという、これはちょっとまた別の事件だとい

うことでございます。

その上で、考え方でございますが、これもまた

１２月の答弁と重複するかもしれません。現在の

学童あるいは放課後の、とりわけ名寄地区の現状

についてでありますけれども、民間と行政の運営

等々が一体となっているというか、混在している

状況であります。名小、東小校区についてはコロ

ポックルさんと。西小、豊西小校区についてはど

ろんこハウス学童すまいるさん、南小校区につい

ては直営と。風連中央小学校区も直営と。こうし

たことで運営形態等々も異なっているという状況

であります。これは、今日までの経緯の中で今の

形になっているということでありまして、しかし

ながらこれらが保護者の就労がふえるというか、

男女共同参画社会の中で女性も当たり前にもう働

くことになっている、その現在の状況の中では、

この状況を変えていかなければならない。つまり

は、学校区ごとの学童保育、利用料金あるいは補

助金のあり方について検討する時期に入っている

のではないかということでの先般１２月での私の

答弁ということで御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 従前のすみ分けから校

区ごとに整備をしていくということが必要だとい

う考えに、そういう意味では転換をしていくとい

うことだというふうに思います。学童保育でいえ

ば、今ありましたように民間で運営をしていただ

いているもの、直営でやっているものということ

でありますけれども、東地区に例えばつくるとす

ればどういう形を考えているのか。従前自主運営

ということで、学校施設をお借りをしながら、保

護者の方が自分たちで運営をしていたということ

もありました。ただ、それについてはこれからま

た実施をするということは相当難しい状況かとい

うふうに思います。そうなると、市で運営したり、

民間に任せたりということが考えられますけれど

も、そういった点については具体的に検討されて

いる段階なのかどうかお聞きします。
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〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） さきの１２月の奥村議員

から市内の東地区の学童保育のあり方、さらには

１１月でしたか、１０月でしたか、地域の市民の

皆さんとの懇談会の中でもお母さん方からこうし

た御提言を直接私もいただいておりますし、その

ことも含めて担当に東地区の学童保育のあり方に

ついて対応の指示を出していまして、現在先ほど

も言いましたけれども、庁内で検討を進めている

段階です。今その問題点、検討事項の整理の段階

ということでありまして、例えば学校内につくる

ということであれば空間利用の取り組み、現空間

をです。さらには、現空間を増改築するだとか、

あるいは学校内の敷地に別棟で建設するだとか、

そうしたことも考えられるのかなと。しかし、現

在施設面においては東小学校は屋根、壁、窓など

根本的に大規模改修が必要ということも出てきて

いるということです。その中で現在の学校施設内

で空間的な収容人数、構造的なそうした改修、増

改築等可能なのか、別棟の施設、校舎との連結、

施設内の設置場所についての空間がとれるだとか、

そうしたことを今現段階で課題を一つ一つ整理を

している段階ですので、その場合についてどれぐ

らいのお金がかかるだとかということを積算をし

ている段階です。また、大変重要な問題として運

営のあり方もあるということで、現在民間事業者

の方が名小、東小地区で運営を一手に担っていた

だいているということもありますので、この民間

事業者さんとの協力が重要だということでありま

して、こうしたことも今議論をさせていただいて

いるというところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 施設をどういうふうに

するかということと今市長がおっしゃいましたよ

うに運営のあり方、従前市が直接やる方法なんか

をとる場合が多かったというふうに思いますけれ

ども、実際に民間、コロポックルやどろんこさん、

それぞれ民間ノウハウを使って、自分たちのノウ

ハウを使って運営をされている。それを今度新た

に設置しようとしているところの運営を任せると

いうのもやっぱり一つの方法だというふうに思い

ます。そういったことについてしっかり検討して

いただきたいというふうに思いますし、やっぱり

いつからできるのかなということがあるというふ

うに思います。施設の改修も含めてということだ

と、少し時間を要することになるのかなと。先ほ

ど言いましたように、この４月からできれば何ら

かの形が具体的に何かできればというふうに思い

ますけれども、それにはちょっと間に合わないの

でないかというふうに思います。例えばもうずっ

と言っていますけれども、ミニ児童館、それこそ

空き家をお借りしてそこに学校帰りの子供が寄っ

てもらえるような、例えば本を置いたり、スペー

スをつくったりということをしてみる。それには、

地域の人たちの協力をいただいて、今それぞれ校

区ごとに地域連絡協議会というのもありますから、

そこの方との協議をしながら、力をかしていただ

けないかという話、そういったことをしてもいい

のではないか。その地域連絡協議会の協力の中で

子供の見守りという、そういったことを実施して

もらうというのも１つ考えとしてあってもいいの

ではないかというふうに思います。そういったこ

とについてお考えはどうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 地域にミニ児童館という

ことでの御提案ということ、これは１２月の議会

でもいただきまして、一つの御提案として受けと

めさせていただきますが、これをやるにしても恐

らく場所の問題、あるいは地域の皆さんの合意等

々考えると、なかなかすぐどうなのかなという気

もいたしますし、最初私がお話ししたようにこれ

からの学童、放課後のありようについてそれぞれ

の学校区単位での学童施設という考え方からする

と、その延長線の途中にミニ児童館というのが本

当にどうなのかということは、これ少し政策的な

判断も含まれるというふうに思うので、そこは今
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私のほうでちょっとどうのこうのという判断は差

し控えさせていただきますが、御意見の一つとし

てまた承らさせていただきたいと思います。いず

れにしても、今どのような決断をするにしても、

できるような形でのしっかりとしたそれぞれの可

能性についての問題を一つ一つ今検証している段

階でありまして、ぜひそうしたことで準備をして

いるということで御理解をいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） いろんな角度で準備と

いうか、議論、協議をしているということについ

ては十分わかりました。ただ、ちょっと何度も言

いますけれども、やはりこの４月からどういうふ

うになるのかなと、何かできることはないかなと

いうことを少し探っていただければというふうに

思います。学童の保育であったら、ミニ児童館で

もいいでしょうし、子供たち、保護者の方が少し

安心をして、放課後の居場所を何とかつくるよう

な努力をしていただきたいというふうに思います。

札幌の白石区であった児童の監禁とか、事件があ

りましたよね。なかなかこの辺ではないかもしれ

ないけれども、やはり保護者の方としてはそうい

った心配も含めてあるというふうに思います。そ

ういった不安を解消する一役にもなるというふう

に思いますし、４月からの体制、実は地域でも安

全会議の中で下校時の見守りというのもやっても

らっていますけれども、こういった子供が安心し

ていられる場所もあると、さらに夕方までの時間

も含めて保護者の方に安心をしていただける。そ

ういったことになっていくというふうに思います

ので、政策的な判断必要かというふうに思います

けれども、ぜひ御検討をいただきたいというふう

に思います。

それでは次に、バスの関係少しお話をさせてい

ただきたいというふうに思います。コミバスの関

係については、１２月のときの見直しの中で、そ

れ以降の利用者が大幅に拡大をしているというこ

とで、これまでしっかり内部で協議や業者の方の

意見を聞いた、そういった中での見直しが成功に

導いているというふうに思います。これをいかに

定着をさせていくか、そういったことが必要だと

いうふうに思います。さらなる利用促進拡大とい

うことで、以前私割引制度、あるいは無料の制度

はどうかということでお話をしたというふうに思

います。その中では、公平性の関係やそういった

ことも含めてすぐに実施をするということはない

ということだったというふうに思います。そこで、

無料ということではなくて、例えば一月に１回病

院に通う方が年間を通じて一月１回だと１２回、

そうするとそれ以外に使うかどうかもありますけ

れども、そういった方に対してのパスポート的な

ものを発行して一定の割引をするという、そうい

った考えについて取り組みをしてみる、そういっ

たことのお考えはないかお伺いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） パスポートという考え、

いわゆる定期券的な考え方ということなのでしょ

うか。これは、当然できるだけ利用者さんがふえ

るということはバス事業者さんにとってのメリッ

トにもつながっていくということになっていくの

でしょうから、今貴重な御提言をいただきました

ので、そうした事業者さんの経営努力というのを

ぜひ促していけるように協議をしていきたいとい

うふうに思います。

また、先般名寄中学校の生徒さんたちとの意見

交換会がありまして、教育長と私と行ったのです

けれども、その中でピヤシリスキー場のバスの利

用に関して、小学生が半額なのですけれども、中

学生が大人料金と。公共交通料金というのは中学

生は普通大人料金ということで、しかし子供たち

にとっては非常に４００円が負担で、何とかなり

ませんかというお話がありました。大人の方とか

小学生は基本的に車の利用が、あるいは保護者が

車を運転してという利用が多いかもしれませんが、

中学生はどちらかというとバス利用が多いのかも
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しれません。そうした中では、例えばサンピラー

さん、事業者と組んでそういうインセンティブを

働かせていくというようなことも１つ施策として

は可能性があるのかなと。含めて商店街のことで

のインセンティブを働かせる。そのことによって

のバスの一定の割引だとか、事業者さんと、いわ

ゆるそうした使われる目的にターゲットになるで

あろう事業者さんとの相互取り組みによるインセ

ンティブというのもぜひ検討、また促しをしてい

きたい、協議をしていきたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 日進ピヤシリ線の関係

も含めてお話がありました。回数券なのか、パス

ポートなのか、いろんな形があるというふうに思

いますけれども、今ありましたように日進ピヤシ

リ線でいくとスキー場の利用、それからお風呂の

利用も含めてあるというふうな、当然振興公社の

事業としてやっていますから、そこの利用拡大、

営業にもかかわることかというふうに思います。

スキーでいえば今回のオリンピックを見ていると、

やっぱり代表で行く人たちは小さいころから毎日

のように練習をしている。そういう意味では、ピ

ヤシリスキー場、あそこで基礎的なことをしっか

り練習した人たちがやっぱり将来的にそういった

ところで活躍をしてもらえることにつながること

もあるというふうに思います。そういう意味では、

施策として市としても一定のものがあってもいい

かなというふうに思ったところであります。この

間トヨタビッグエアという大きなスノーボードの

大会もありました。そこで名寄の高橋さんが日本

人トップの成績ということで大活躍をされている

という実際の例もあるというふうに思います。そ

ういったことも含めて御検討いただければという

ふうに思いますので、こういうことができるとす

れば、やっぱり名寄市としての大きな施策の目玉

というか、そういうことにもなり得るというふう

に思いますので、ぜひ検討していただいて、とり

わけコミバスの関係でいいますと実証実験中であ

りますから、その間に何が、できることを次から

次へとやって、最終的に事業者に引き継ぐときに

安定的な利用状況、あるいは公共的なバスになっ

ているということが重要だというふうに思います

ので、この実証実験中にいろいろやるということ

についてはどういうふうにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 実証実験の中でいろんな

運用をしていくということについては全くそのと

おりでありまして、その意向に沿って、まず昨年

１２月にああいう見直しもさせていただき、議員

からも乗りかえの無償化の８の字の御提案もいた

だいて、それを実証させていただいて、今相当利

用者が伸びているという先ほどの報告もあったと

おりでありまして、より柔軟性の高いものにして

いくためにさまざまな検証をこの期間の中でやっ

ていくということが肝要なのではないかというふ

うに思いますので、そのようにさせていただきた

いと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） ２７年３月までの実証

期間ということでありますけれども、従前の話で

いいますと延長することも可能だということであ

りました。その期間の間に利用料金の形について

もぜひ御検討、実施してみるという。その結果を

受けて、それ以降の事業者の引き継ぎについてや

るということでしていただければいいかなという

ふうに思います。

それでは、もう一点、名寄岩関の誕生１００年

の関係であります。博物館での名寄岩関の生誕１

００年記念展というのがメーンだということで一

応お考えのようであります。具体的内容、多少触

れられていました。９月１２日からの１カ月間、

そして９月２７日、名寄関の誕生日です。そのと

きにビデオの上映会、それから市民の皆さんにも

資料の提供、収集をしていくということでのお話

だったというふうに思います。実は、私も博物館
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にいましたから、いろいろ展示物があるのは見て

います。そこに手形の入った色紙や手ぬぐい、そ

れから浴衣や実際に使用していた１２０センチか、

もうちょっとありますか、１５０センチかぐらい

の大きな座布団とか、それから火鉢と巨大な直径

２０センチぐらいありますか、湯飲みがあります。

あとは、実はあそこに珍しい名寄岩をかたどった

煎餅の型があるのです。昔駅前のキムラお土産屋

さんというところが実は販売をしていたそうであ

ります。それはそれずっと調べればまたいろいろ

あるというふうに思いますけれども、そういった

ものをただ展示をするだけではなくて、例えば煎

餅の型を使って煎餅焼いてそこに来た人に配って

みたり、ほかにも大きな湯飲みのレプリカをつく

って配るなり、そういったこともしてもいいので

はないかというふうに思いますけれども、せっか

くの記念展でありますから、ただ来て、見ていた

だくというよりは、実際にみんなに触れていただ

く、そういったこともいいのではないかというふ

うに思いますけれども、市長、どうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 私のほうから今名寄

岩煎餅も含めまして、博物館の所蔵資料を使った

催し物について、奥村議員御存じのように名寄岩

煎餅の型というのは、あの展示をするときに市内

のお菓子屋で昔名寄の名物ということでお菓子が

あったと。今あるのは、１組の煎餅焼き器の型と、

それから煎餅が入っていたと思われる薄緑色をし

た長四角い缶がございます。多分こういうひょろ

長い形での煎餅があったかと思っております。煎

餅につきましては、実はいわゆるどういう形の煎

餅なのか、多分南部煎餅系統のものを想定してい

るのですけれども、ちょっとまだ調べ切っており

ませんので、それにつきましては今回奥村議員か

らも具体的に提案がありました２７日の催し物の

中で、館のあらゆる名寄岩に関する資料を使って

の催し物の中で、実は煎餅焼き事業というのはほ

かにもいろんな煎餅の型がありまして、親子でや

る事業の大変人気事業で、年間何回か開催をして

いる部分もありますので、名寄岩お煎餅を復元す

るような形での事業についても取り組みさせてい

ただきたいと思っております。よろしくお願いし

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） せっかく１カ月間開催

ということでありますので、その中でいろんなこ

とをやっていただいて、多くの皆さんに来ていた

だいて、名寄岩関をしのんでいただいたり、昔を

思い出していただいたりという、そういった取り

組みにすべきだというふうに思いますので、今の

煎餅はぜひ実施をしていただければというふうに

思います。

それで、名寄岩関が生まれて１００年、それか

ら亡くなってもう４０年以上たちます。先ほど言

いました映画であります「涙の敢闘賞」、例えば

ぎりぎり私たちの年代というか、ぐらいまでの方

はよく御存じ。全国に行ってもやっぱり名寄とい

うふうに言えば名寄岩の名寄かいというふうに言

われるぐらいであります。ただ、最近の若い人た

ちは、子供も含めてなかなかそういう意味では身

近なものにはなっていないのではないかというふ

うに思います。そういう意味では今回の１００年

を契機にしながらも、やっぱり若い人にもう一度

再認識をしてもらうということも必要だというふ

うに思いますし、名寄を全国に有名にしてくれた

名寄岩関自身の人生というか、そういうのも含め

て子供たちにきちっと理解をしてもらうというこ

とが必要だというふうに思いますけれども、その

取り組みについてどういうふうになっているかお

伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 博物館の所蔵資料等

を活用しての今の若い人たちにも名寄岩の業績を

再認識してもらえるような取り組みをということ

であります。北国博物館には、実物資料で３５点、

文献資料で４７点、写真、新聞資料等で５４０点
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ほどの資料がございます。合わせて６２２点です

が、その後、これ若干古い統計ですので、少しふ

えているのではないかと思いますし、今後もこの

事業を行う中で市民の方に収集を呼びかければも

う少したくさんの資料が集まるのではないかなと

考えております。

その中で、いわゆる名寄岩の人物像という部分

でございます。名寄岩は、大変真面目な性格、一

本気な性格から、相撲の人生におきましては礼儀

とか親孝行など多くの教訓となるべき逸話をたく

さん残しており、文献等にも多く紹介をされてご

ざいます。これらについては、教育の分野からい

えば挨拶とか言葉遣い、またそれらの基本的な生

活習慣、また約束や社会の決まりを守る公徳心、

また家族を大切にする態度、気持ち、また先人の

努力を知って郷土を愛するという気持ちを育てる、

いわゆる道徳教育、道徳に限らず人としての生き

る道を教えてくれる人物像であるということがで

きます。幸い今年度名寄市の教員が所属をします

上川管内の教育研究会、北部地区の道徳研究班で

名寄岩を教材とした小学校の高学年と中学生向け

の道徳の時間の資料、これはＡ４判の書いた資料

でありますけれども、それを作成をしております。

今後これらの指導誌、指導教案、また視覚に訴え

るような視覚資料もあわせてつくっていきたいと

考えております。また、これらの取り組みと連携

をしまして、名寄市の教育改善プロジェクト委員

会においては名寄岩を題材とした道徳の読み物、

資料を完成する予定をしてございます。こうした

取り組みを通じまして、名寄岩生誕１００年を機

に若い世代にも理解を深めてもらい、名寄岩が残

した多くの功績をたたえて、その業績を長く後世

に伝えてまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 今教育部長からありま

したように、いろんな形で皆さんのお手本になる

方だったということだというふうに思います。教

材も含めてつくられていくということであります

ので、ぜひこれから長く活用していただいて、広

く皆さんに理解をしていただくようにしていただ

ければというふうに思います。

先ほどの市長の話の中にも相撲協会との協議と

いうこともお話あったというふうに思います。具

体的にどこまで詰められているかというのはちょ

っとわかりませんけれども、相撲協会の方もいら

っしゃると思いますけれども、今回の１００年、

せっかくでありますから、例えば今人気の相撲取

りの方に来てもらえたりすればというのも思いま

す。相撲協会との連携での取り組みがそういうふ

うになるかというのもあるというふうに思います

けれども、できることなら誕生日目がけてそうい

った相撲の関係者の方に来ていただいて、あるい

は名寄岩関の家族の方もいらっしゃるというふう

に思います。そういった方にもおいでいただいて、

トークショーであったり、そういったことができ

ればというふうに思いますけれども、そういった

お考えについてはどうでしょうか。特に打ち合わ

せとかはされているのか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） そこまで具体的な打ち合

わせはしておりません。今後相撲協会の皆さんと

どういった事業ができるのかというのを協議はし

てまいりたいと思いますけれども、人気のお相撲

さんを呼ぶとなるときっと大変なお金もかかると

いうふうに、政策的にもかかわってくる問題であ

りましょうから、次の政策課題ということも含め

てよく協議をして決めていきたいというふうに思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 本当に例えば１興行呼

ぶということであれば何百万円もというお話だと

いうふうに思いますし、人気の方を１人呼ぶにし

てもそれなりのお金がかかってしまうことだとい

うふうに思います。今後の協議ということにはな

ると思いますけれども、きのう初日で負けました

けれども、遠藤に来ていただいて、お姫様だっこ
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券か何かを出して、名寄岩をしのぶトークの中身

にしながら、そういう意味では若い人たちに集ま

っていただく、そういった企画もできるかという

ふうに思いますので、ぜひ相撲協会、そして役所

での企画になるでしょうか、博物館も含めて日々

連携をしながら今後の事業を考えていただければ

というふうに思います。

最後になりますけれども、市長の答弁の中にも

ありました名寄岩の銅像の関係であります。今ス

ポーツセンターの庭のところに土俵をバックにし

ながらというか、そういう形で設置をされている

というふうに思います。ただ、スポーツをする人

はスポーツセンター行きますけれども、ふだんな

かなか見る機会がなかったり、先日私はスポーツ

センター行きましたけれども、冬はやっぱりひっ

そりと寂しそうにあそこに立っています。そこで、

駅前によろーなができました。市の内外からたく

さんのお客さんが来られている。そして、あそこ

は名寄の玄関口になりますから、駅前に広場あり

ますよね。ああいうところに名寄岩の銅像の設置

をする、そういったことをしてみてはいかがとい

うふうに思いますけれども、その辺について市長、

お考えがあれば。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 名寄岩関の銅像について

でありますけれども、これ昭和５６年に名寄相撲

協会と市民の皆様の御協力もいただきながら、名

寄岩の御逝去１０年に当たって功績を長く顕彰す

るためにスポーツセンターの前庭に建立されたと

いうことなのだそうです。これも今議員からもお

話のあったとおり、近くに土俵もありまして、毎

年相撲協会によって子供相撲も開催されていると

いうことであります。しかし、見学する方も限定

されて、せっかくの銅像も十分な認知が得られて

いないというのは議員のおっしゃるとおりである

かもしれませんし、それが実情なのでしょうと思

います。今後関係者との協議が必要になりますけ

れども、人目に触れるという点で駅前は市の顔で

もありますし、この名寄岩の銅像を移設するとい

うことですよね。という形で、市民の皆さんと協

働で取り組むということは可能ではないのかなと

いうふうに私は判断をしています。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 今市長からありました

ように、当然建立した当時にかかわっていただき

ました皆さん、そして名寄市民の皆さんとしっか

り協議をする、そのことが必要だというふうに、

御理解いただくということが必要だというふうに

思いますけれども、せっかくあそこに大きな施設

ができましたし、そういう意味では町中のにぎわ

いというか、名寄市に来られるお客様にまず見て

もらえるものになるというふうに思います。

もう一点、名寄駅の改築があるのではないかと

いうお話も実は情報として聞いています。確定で

はないかというふうに思いますけれども、その時

期に合わせて移設がもしできるとすれば、それま

た１つ大きな話題になるかというふうに思います

ので、そういったことも含めてぜひ前向きに御検

討、協議をいただきたいというふうに思いますけ

れども、それについてはどうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 名寄駅の改築の話は、私

も現時点で公式にお話はお聞きはしていませんが、

そのことも含めて、可能だというお話は、ではな

いかという、私のこれ個人的な思いですけれども、

しかし協会の皆さんや市民の皆さんともよく協議

をして結論を出していかなければならない政策的

判断だというふうに思っていますので、これは協

議をしていきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇２番（奥村英俊議員） 本当にせっかくの誕生

１００年でありますから、名寄市としてできる限

りのことをしっかりやっていただくということを

申し上げまして、質問を終わりたいというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で奥村英俊議員の



－106－

平成２６年３月１０日（月曜日）第１回３月定例会・第３号

質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

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 ２時４５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 口 京 二

署名議員 日根野 正 敏


