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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、

１１番 佐々木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 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。

教育行政について外２件を、日根野正敏議員。

〇１５番（日根野正敏議員） おはようございま

す。ただいま議長より指名がありましたので、本

定例会において大項目３件についてそれぞれ通告

に従い質問をさせていただきます。

初めに、教育行政についてお伺いをいたします。

熱戦を繰り広げた冬季オリンピックも終わり、日

本選手の熱い戦いに多くの方々が感動し、そのす

ばらしさにエールを送ったのではないかと思いま

す。特に隣町出身のジャンプの葛西選手、４１歳

が銀ではありましたけれども、メダルとったとき

には本当にうれしく感じ、感動をいたしました。

今回ソチオリンピックの出場選手のうち約４２％

が道内出身選手でありました。近隣では、下川町、

音威子府村、和寒町出身の選手も出場し、活躍を

され、まちを挙げての応援をされていましたが、

冬季スポーツ施設が充実した名寄市から出場選手

がいなかったことについては非常に残念に感じる

ところであります。

また、平成２８年度からジュニアオリンピック

ノルディック種目の候補地として内定をしたとの

報告もありましたが、冬季スポーツに限らず施設

が幾ら充実しても、そこに指導者や選手を育て、

伸ばす今以上の施策が必要と感じます。スポーツ

振興に対する教育委員会としてのお考えを１点目

にお伺いをいたします。

２点目に、昭和４７年に完成した風連中央小学

校も開校以来４２年が経過し、至るところ老朽化

が進み、多くの市民や保護者からも早期の改修を

望む声があります。次期総合計画前期には改築が

位置づけをされることと考えられますが、改築に

向けた今後の進め方についてお伺いをいたします。

３点目に、明治４２年に東風連尋常小学校とし

て設置され、ことしで１０５年の歴史を積み重ね

た東風連小学校もあと２年で閉校し、平成２８年

度より風連中央小学校への統合ということになり、

在校生や地域の方々初め卒業生、関係者の方々も

寂しさを感じているところではないかと察すると

ころであります。閉校に当たり東風連小学校は、

風連地区ではさきの日進小学校の閉校により唯一

の特認校でありましたが、保護者や地域の方々の

理解を得てスムーズなケースで閉校に至ったよう

に感じます。閉校までの経緯と、また他校の特認

校認定の可能性についてはどのように考えておら

れるのかお伺いをいたします。

大項目２点目の国内及び国際競争に負けない市

内農業の実現に向けてについてお伺いをいたしま

す。現在もＴＰＰ協議締結に向け、日本は安倍首

相を先頭に前向きな姿勢を崩さずにアメリカなど

との協議を進めています。ＴＰＰ加盟締結に対し

ては、これまで名寄市議会としても反対の意思を

明確に示してきているところではありますが、そ

れに加えて過去５０年来続けてきた米の減反政策、

生産調整についても５年後の平成３０年には廃止

をして、ＴＰＰ加盟国から入ってくる安い米に対

しても対抗できるように国産の米もその前に安く

なっても経営が成り立つように減反政策や価格保

証制度の廃止をして、大規模化を目指した集約化

促進をしてコスト減をさらに促進しようというこ

とでありますが、現状の名寄市の実態を考えると

共同の各種農産物集出荷調製施設の共同利用や共
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同による作業機械の利用、そのほか作業受委託等

の作業の効率化を進めてきているところで、やれ

るところの集約化は既に実施され、これ以上の集

約化を進めても効果は少ないと言わざるを得ない

実態でありますが、国の方針とは別に名寄市の農

業をしっかり守り、発展させるためには、市内で

生産される農産物が意欲を持って再生産できる価

格維持向上が必要で、そのためにも市独自の施策

がますます重要になってきます。名寄市の農産物

を全国的に知名度を向上させ、高値取引の確立、

また市民からも愛される安心、安全が見える農産

物の生産、また世界的な大きな飢餓が来ようとも

市民の食料を守るという農民と市内消費者との連

携も必要だと考えます。以上のことから、次の４

点についてお伺いをいたします。

１点目に、農産物のブランド化はどのような構

想を持って進められるのか。これについては、市

長からの答弁を求めたいと思います。

２点目に、これまで以上の地産地消の推進と拡

充についての進め方。

３点目に、地産地消を初め市内農産物の流通に

おいて農業と商業との連携強化についてはどのよ

うな考えを持っておられるのか。

４点目に、友好都市、特に人口５４万人を抱え

る杉並区民に名寄のおいしい旬の農産物を常時供

給、販売できる手段を構築し、自治体同士の交流

に続けて経済的な交流にも発展させるべきと考え

ますが、市のお考えをお伺いいたします。

次に、大項目３点目、将来に向けた介護サービ

ス及び施設の充実についてお伺いいたします。市

内６５歳以上の高齢者数は、平成２６年１月現在

５６６人、率にして２ ０３％、高齢者 ５６

６人中介護認定者数 ５０５人、高齢者１００人

に対して１ ６人は何らかの支援が必要というこ

とになり、寿命が延びればその率も高くなる可能

性が考えられます。今後団塊の世代の高齢化を迎

え、平成２３年から平成３２年までの１０年間で

高齢者の人口は約９００人の増加が見込まれます。

先ほどの何らかの支援が必要になる率に当てはめ

ますと、１５８人の介護認定者がふえることにな

ります。現状においても風連地区のしらかばハイ

ツ、名寄地区の清峰園の待機者を合わせて３００

人の待機者がいることを含め、今後の介護の必要

になる方々の増加を考えると、今から真剣にその

対応策を検討して実行していかなければ、介護難

民の増加に加え家庭内過重疲労による問題もふえ

ることが想定されます。

このことを踏まえて、１点目、今後増加し続け

る要支援、要介護者に対する対応の確立に向けて

どのように考えているのかお伺いいたします。

２点目に、政府も今後増加し続ける高齢者に対

応するよう地域包括ケアシステムの推進を進めつ

つありますが、名寄市としての重点を置いて進め

ていこうとするお考えがあればお伺いをいたしま

す。

３点目に、今後自治体主体の介護施設等や新設

の大幅な増設は難しいと考えられますが、さきの

質問にありました地域包括ケアシステムの中でも

訪問による看護や介護の推進を進めています。名

寄市においてもハード事業の余り伴わない訪問に

よる充実したサービスの実施に向け検討、努力が

必要と考えますが、お考えをお伺いいたします。

最後に４点目に、風連特別養護老人ホームしら

かばハイツは昭和６３年に５０床をスタートとし

て開設され、平成４年に３０床の増設がされまし

たが、開設以来２６年が経過し、建物の老朽化が

徐々に進んでいますが、今後の改修計画について

はどのように考えておられるのかお伺いいたしま

す。

壇上からは以上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。日

根野議員から大項目で３点にわたっての御質問を

いただきました。大項目２の小項目１、ブランド

化ということで、こちらのほうを私から、大項目

２の小項目２、小項目３及び小項目４について経
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済部長、大項目１について教育部長、大項目３に

ついて健康福祉部長からのそれぞれの答弁となり

ます。

農産物のブランド化ということでの御質問があ

りました。農産物のみならず、地域全体のブラン

ド化というのが今求められていると考えています。

自治体間の競争が激しくなっていく中で、その差

別化を明確にして選ばれる自治体となることによ

って、定住人口、交流人口の増加、地域経済の活

性化を図ることが肝要であるというふうに思って

います。そんな中で地域のプランド化ということ

では、特産品はもちろん自然環境、歴史、文化、

さまざまなブランドの切り口があると思います。

名寄市においては、これまで議員がお話しのとお

り農畜産物の産地としてのさまざまなブランド化、

加えて雪質日本一でありますとか星空、さらには

ひまわり、煮込みジンギスカンなどの加工品での

ブランド化も進めてきたところであります。最近

の農産物のブランド化の取り組みの一つとして、

もっともち米プロジェクトがございます。作付面

積日本一の名寄市のモチ米を内外にさらに強力に

ＰＲをし、名寄市といえばモチ、モチといえば名

寄といった地域イメージを広く広めていくことを

目的としています。このことは、不断の品質向上

の努力、これはもちろんでありますが、これに加

えてモチ文化をさらに広げていくことや新たなマ

ーケットづくり、さらには市民の誇りづくりなど

さまざまな取り組み、展開を今後も行う予定でご

ざいます。

差別化された価値のブランドのいわゆる確立と

いうことは、単なる価格面での競争や大量生産の

市場に飲み込まれることのない付加価値を生み出

すことにつながると考えています。また、こうし

た地域と密着したさまざまなブランド開発の取り

組みというのは、一つの農産品にとどまらず、長

期的に地域のイメージ全体を高めていく。他の地

域資源や農産物に対しても大きな波及効果が得ら

れるものというふうに考えています。

また、農産物について具体的には生産量、高品

質のもの、安定供給、実需者、消費者のニーズに

合った安全、安心な農作物の提供、さらには市内

では生産者とＪＡ及び関係機関がよく連携をして、

また生産履歴の活用、残留農薬検査、栽培技術講

習会の開催など栽培基準の統一化を図るなど、さ

らには共同選果施設の導入による品質の安定供給

もこれまで行っていますが、さらに消費者ニーズ

を的確に捉えて需要に応じた高品質な農畜産物を

安定生産し、さらなる名寄のブランド化を図って

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） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 私からは、大項目の

２のうち小項目２、３及び４について申し上げま

す。

まず、小項目２、地産地消推進の充実について

申し上げます。名寄市では、平成１９年３月に地

産地消推進計画を策定、平成２５年３月からは第

２次名寄市食育推進計画がスタートしており、名

寄市食育推進協議会において取り組み内容を検証

しながら事業を進めております。具体的には、地

産地消フェアの開催、学校給食での地場産農産物

の使用、各種料理教室の開催などの取り組みを行

っており、各学校においても名寄の農業、農産物

の理解促進のため、農業体験を実施しております。

さらに、市内９カ所において農産物直売所が設け

られ、多くの市民に御利用いただいております。

今後も名寄市食育推進協議会における検証と各種

関係団体との連携を深めながら、地場農産物のさ

らなる消費拡大を目指して推進してまいります。

次に、小項目３、農業と商業との連携の充実に

ついて申し上げます。名寄市では、産業まつり、

地産地消フェアなどのイベントを開催し、食のモ

デル事業などの各種プロジェクト事業では農業者、

農業団体と商工団体が連携し、実行委員会を立ち

上げ事業を推進しております。また、商店街の空

き地を利用した農産物の直売所、杉並区への物産
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の販売など農業者と商工業者の共同による事業が

進められておりますが、御指摘のとおりイベント

や部門別での連携はあっても継続的かつ横断的な

連携が少ないのも現状であります。今後とも農と

商が一体となったまちづくりを目指し、オール名

寄でのＰＲを含めて、行政としてその橋渡し役を

含めて研究してまいります。

次に、小項目４、杉並区及び区民との農産物供

給連携の発展をについて申し上げます。名寄市で

は、これまでに民間団体等との協働により杉並区

役所で農産物を初めとする特産品の販売を行うこ

とで区民の皆さんに対し交流自治体、名寄市、そ

して安全、安心でおいしい名寄市農産物等の認知

度向上に努めてまいりましたが、昨年６月のグリ

ーンアスパラガス、９月のスイートコーンの販売

では予想を大幅に上回る売れ行きであり、１２月

に区役所内の「コミュかるショップ」で行ったモ

チ米、切り餅等の販売でも追加発送をするほど多

くの区民の皆さんに購入していただき、これまで

杉並区で行ってきたＰＲ販売により名寄市の特産

品が広く区民の皆さんに認知されてきたことを実

感しました。

なお、御指摘の杉並区内に常設の売店を設置す

るためには、年間を通じた農産物の供給、輸送コ

ストの問題等クリアしなければならない課題があ

り、当面は杉並区の協力をいただきながら、杉並

区役所前や「コミュかるショップ」での販売を中

心とした取り組みとならざるを得ませんが、農家

所得の向上や農産物の安定的な価格維持につなげ

るためには農商工連携や農業６次化の推進による

付加価値の高い生産、加工、販売体制を構築する

とともに、杉並区を初めとした首都圏でのさらな

る名寄市農産物の知名度や商品価値を高めていか

なければなりませんので、引き続き農産物の旬の

時期に合わせて杉並区で販売を行うとともに、各

種農業団体や農業者グループが名寄市農業研修、

販売促進活動支援事業等を活用して大消費地にお

いて消費者に直接販売し、消費者の動向を直接把

握することができるよう支援してまいります。

また、農業者による農産物の加工、商工業者と

連携した商品開発を初めとする付加価値を向上す

るための取り組みやインターネット販売を通じた

新たな販路拡大等を支援することで、農業者の所

得確保につながるよう努めてまいります。

以上、答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 私のほうからは、大

項目１、教育行政について、小項目１、スポーツ

振興についてのうちアの選手及び指導者の育成強

化とその施策支援の強化についてお答えをいたし

ます。

まず、選手及び指導者の育成強化策についてで

あります。平成２１年度から実施をしております

アスリートとの交流事業や教育振興補助金による

助成制度、体育協会や地域スポーツクラブが実施

をする事業などが挙げられますが、具体的な育成

強化はそれぞれの競技の特性から、各競技団体や

少年団及び中学校におきます部活動に委ねている

現状にあると認識をしております。今年度のアス

リートとの交流事業では、２月１１日にクロスカ

ントリーの清水康平選手を招いて子供から大人ま

で２０人の参加者に御指導をいただいたところで

あります。

また、教育振興補助金では、平成２６年１月末

現在の実績をお知らせをいたしますと、件数で４

０件、補助金額で３４５万 ０００円となってお

り、平成２４年度実績と比較をして件数で２件、

補助金額で７８万 ０００円の増で、多くの児童

生徒の活動に対して経費の一部を補助させていた

だいております。この補助制度につきましては、

平成２０年度以降交付基準の一部見直しなど適宜

弾力化を図ってきたところでもあります。現在の

補助制度につきましては、妥当な基準とは考えて

おりますが、今後も対象となる競技種目や各種大

会の参加状況を見据えまして、対応してまいりた

いと考えておりますので、御理解のほどをお願い
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申し上げます。今後におきましても引き続きスポ

ーツセミナー、アスリートとの交流事業などの事

業実施をするとともに、体育協会や地域スポーツ

クラブとさらなる連携強化を図り、地域のスポー

ツ技術力の向上を目指すとともに、環境の整備に

努めてまいります。

新たな支援、施策の検討につきましては、平成

３０年、２０１８年に冬季オリンピック、韓国で

の平昌大会や平成３２年、２０２０年の夏季オリ

ンピック東京大会に向けた国、道、団体の強化策

の動向も見ながら、名寄市として施策のあり方に

ついてはスポーツ推進審議会を中心に論議をして

いきたいと考えております。

また、議員御指摘のとおり平成２８年度からジ

ュニアオリンピックノルディック種目の名寄開催

が内定したことから、受け入れ態勢の強化とあわ

せ指導者、選手の育成にも取り組むための協議を

進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２、風連中央小学校改築に向けた

計画の早期着手をについてでございます。市内の

小中学校の施設整備につきましては、平成１８年

に実施をした学校施設耐震化優先度調査の結果に

基づき、整備の必要性が高かった名寄小学校の屋

内運動場を平成２２年に改築し、現在は名寄南小

学校の校舎、屋内運動場の改築に着手をしている

ところであります。御質問のありました風連中央

小学校につきましては、校舎が昭和４６年、屋内

運動場が昭和４７年に建築をされ、耐震化優先度

調査の結果からも優先度ランクが上位になってい

ることから、教育委員会としては早期に整備をし

なければならない施設と認識をしております。し

かし、この間本市の学校整備につきましては、少

子化による児童数の減少を配慮をし、適正配置計

画と連動した施設整備を基本としてきたところで

あります。風連地区では、平成２５年３月の風連

日進小中学校の閉校に伴い、現在３校の小学校が

設置をされておりますが、東風連小学校が平成２

８年３月末をもって閉校し、風連中央小学校へ通

学することが地元合意がなされているということ

から、改築に向けた取り組みを具体化していく必

要性があると考えております。風連中央小学校の

施設を整備するに当たっては、基本、実施設計か

ら本体工事までおおむね３年程度の期間が必要と

想定をしておりますが、財源の確保も重要な問題、

課題であることから、総合計画のローリングの中

での実施時期も含めての検討を進めていきたいと

考えております。

次に、小項目３、東風連小学校の統合経過につ

いてでございます。教育委員会では、学校施設の

整備においては適正配置計画と連動した施設整備

を基本としてきており、特に児童生徒の減少が著

しい風連地区の小学校と智恵文地区の小中学校の

統合、再編を見据えた中で、情報提供を含めた地

域との協議を持っていくこととしてきました。こ

のことから、昨年度より両地域において「学校運

営の現状と検討課題」と題し児童生徒の将来推計

や学校施設の老朽化の現状について資料を提供し、

保護者や学校評議員の方々等で論議をいただいた

ところであります。東風連小学校におきましても

昨年９月１１日に保護者への説明会を開催をさせ

ていただきました。その後も保護者や町内会の役

員など何度となく話し合いが持たれ、町内会とい

たしましては保護者の意見を尊重すると、優先す

るという立場、スタンスで論議が進んだと伺って

おります。最終的には、本年２月９日に東風連町

内会と東風連小学校ＰＴＡ合同の臨時総会が開か

れ、平成２８年３月末をもって東風連小学校を閉

校するという決定がなされ、翌２月１０日に町内

会とＰＴＡの代表の方々から教育委員会に報告と

要望があったところであります。今後におきまし

ては、閉校に当たっての今回の要望にありました

子供たちが安全、安心に学べる学校環境の整備に

ついてと今後設立される予定の閉校準備委員会と

ともに東風連小学校の閉校後の地域振興策につき

まして地域との協議を進めてまいりたいと考えて

おります。
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次に、小項目４点目、東風連小学校の統合に伴

う他校の特認校認定の可能性についてであります。

本市におきましては、特認校に関する取り扱い要

領によりまして、豊かな自然環境に恵まれた郊外

の小規模校において基幹産業を活用した特色ある

学習活動を体得し、より豊かな心とたくましい体

を育てたいという希望がある場合、一定の条件の

もとで特認校への就学を認めております。現在小

学校では、中名寄、智恵文、東風連の３校、中学

校では智恵文の１校が特認校の指定を受け、平成

２５年度では中名寄小学校で１９名、東風連小学

校で６名、智恵文中学校では１名の児童生徒が特

認校制度を利用して就学をしております。御質問

のありました東風連小学校閉校後の他校での特認

校指定の可能性については、具体的には東風連地

区のことと受け取っておりますが、特認校の指定

を受けていた日進小中学校が既に閉校し、東風連

小学校については現在６名の児童が在籍をしてお

りますが、そのうちの５名が５年生及び６年生で

ありまして、平成２８年３月に閉校になりますと

対象の方が１名となります。また、新たに指定可

能となる学校については、下多寄小学校が考えら

れますが、教育委員会といたしましては現在適正

配置計画と学校施設整備計画の中で風連中央小学

校の改築計画を具体化していきたいという基本的

な考え方がございます。ただし、学校から特認校

制度の指定の要望があった場合には、学校基本法

施行令の規定によりまして教育委員会が申請を許

可することになっておりますことから、規定に沿

うように取り扱ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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３の将来に向けた介護サービス及び施設の充実

について申し上げます。

初めに、小項目１の増加し続ける要支援、要介

護認定者に対する対応の確立について申し上げま

す。当市の被保険者に対する要介護、要支援認定

者数の割合、いわゆる認定率は、平成２４年３月

末現在では１ ８％となっており、全道が１ １

％、全国が１ １％と全道、全国平均に比べ低い

認定率となっているところです。本市の介護保険

給付のうち約９割を占める７５歳以上の被保険者

の認定率においても２ ９％と全道３ １％、全

国２ ４％と全国、全道平均を下回っているとこ

ろです。現在の７５歳以上の認定率は、平成２６

年１月現在で２ ２％ですが、これに基づき２０

２５年、平成３７年を推計いたしますと、認定者

は ５６８人となり、現在より２４０人程度増加

する見込みとなります。現在の７５歳以上認定者

の受給率から推計いたしますと、居宅サービスで

１２８人、地域密着型サービスで１９人、施設サ

ービスで５１人程度の増加が見込まれますが、詳

細につきましては検証を深めてまいりたいと考え

ております。今後につきましても介護予防事業を

推進していくことにより、介護認定前の第１号被

保険者に対し要支援、要介護状態となることを予

防する施策を進める一方、要支援、要介護認定者

についても平成２１年度から実施しております介

護給付費等費用適正化事業により市内のケアマネ

ージャーはもとより、介護スタッフ等に対して自

立支援の視点のもと、理学療法士や社会福祉士な

どの専門職からのケアプランに対するアドバイス

を行い、状態の悪化防止に努めているところです。

また、介護福祉サービスの提供体制につきまして

は、新年度に策定いたします名寄市第６期高齢者

保健医療福祉計画、介護保険事業計画において向

こう３年間の本市の必要となる見込み数等を検討

することになりますが、国、道の交付金等活用で

きるものについては積極的に取り入れてまいりた

いと考えているところです。

次に、小項目２の地域包括ケアシステムの推進

と名寄市における重点施策について申し上げます。

介護保険制度が施行された平成１２年当時、旧名

寄市、旧風連町合わせて ００９人だった７５歳

以上の後期高齢者は、本年１月末には平成１２年
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の約 ５倍の ４８８人となっており、昨年２月

の国立社会保障・人口問題研究所の推計によると

平成３７年には平成１２年の約 ８倍となる ３

７１人となることが見込まれております。全国状

況では、平成１２年、約９００万人が現在では約

６倍の ４００万人、平成３７年では平成１２

年の ２倍強となる ０００万人を突破し、後期

高齢者 ０００万人社会となっていくと言われて

おり、単身や夫婦のみの高齢者世帯が増加するな

ど、地域社会や家族関係が大きく変容する中で、

介護保険制度が目指す高齢者の尊厳保持や自立支

援を実現するとともに、できる限り住みなれた地

域で最後まで尊厳を持って自分らしい生活を送り

ながら老いていきたいという多くの人々に共通す

る願いをかなえるために、介護、住まい、医療、

生活支援、介護予防が一体に提供される地域包括

ケアシステムの構築を目指した改正が平成１７年

以降重ねられてきているところです。本市におい

ても平成１９年度に地域包括支援センターを開設

するとともに、予防給付や地域支援事業を実施し

てきております。また、北海道の介護基盤緊急整

備等特別対策事業交付金を活用し、平成２３年度

には認知症対応型共同生活介護、小規模ケアハウ

スを、平成２４年度には小規模多機能型居宅介護、

平成２５年度に認知症対応型通所介護の介護基盤

整備の支援を民間事業所に対し行ってきていると

ころです。今後団塊の世代が７５歳以上となる平

成３７年までの残り１０年余りで地域包括ケアシ

ステムの構築を実現するよう求められており、今

国会で議論されております介護保険法改正法案で

も地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援

事業の充実として、１つ目に在宅医療、介護連携

の推進、２つ目に認知症施策の推進、３つ目に地

域ケア会議の推進、４つ目に生活支援サービスの

充実強化が改正内容としてうたわれております。

次年度から策定いたします名寄市第６期高齢者保

健医療福祉計画、介護保険事業計画のニーズ調査

や議論の中から、今後本市における地域包括ケア

システムの重点施策の整備を図ってまいりたいと

考えております。

次に、小項目３の定期巡回・随時対応型訪問介

護看護について申し上げます。本サービスは、平

成２４年に新たに創設されたサービスで、平成２

６年１月末、全国 ５８０保険者中１８７保険者

で４１１事業所が運営、また道内では１５６保険

者中７保険者で３５事業者が運営されており、保

険者の実施率では全国で１ ８％、全道で ５％

となっているところです。サービス内容は、訪問

介護と訪問看護が一体的、また密接に連携しなが

ら定期巡回型訪問を行いつつ、利用者からの通報

により電話等による対応や訪問等の随時対応を行

うサービスであることは御案内のとおりです。地

域包括ケアを推進していくためには、有効なサー

ビスと考えているところですが、創設されて間も

ないサービスであるためか、道内でも比較的人口

規模が大きい保険者に事業所が集中しているとこ

ろです。できる限り住みなれた地域で最後まで尊

厳を持って自分らしい生活を送っていただくため

の手段の一つとして研究してまいりたいと考えて

おります。

次に、小項目４のしらかばハイツの改修計画の

見通しについて申し上げます。特別養護老人ホー

ムしらかばハイツは、介護保険制度が始まる以前

の昭和６３年４月１日に旧風連町の直営施設とし

て多床室型、入所定員５０人の規模でスタートし、

その後平成２年に在宅老人デイサービスセンター、

１日２０人定員、平成４年には特養を３０床増床

して事業拡大を図り、現在は入所定員８０人で名

寄市社会福祉事業団に運営を委託しております。

御質問のありましたしらかばハイツの改修計画に

つきましては、建築後２６年が経過しております

が、これまでボイラー、給水ポンプの更新、談話

室の設置や浴室の改修、ベッド、食堂のテーブル、

椅子などの備品の入れかえなどを実施し、日ごろ

から施設内外の保守点検を行い、維持管理に努め

てきているところです。今年度は、利用者の安全
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確保からナースコールを更新したことにより、職

員同士が連携し、速やかに対応することで入所者

の皆様が安心して生活を営むことのできる環境整

備に努めたところです。今後とも利用者の生活に

かかわる部分については、計画的に改修を進めて

まいりますが、本格的な大規模改築につきまして

は今後の人口動態を見据えながら、建物の状態等

を調査し、次期総合計画の中で検討してまいりた

いと考えておりますので、よろしくお願いします。

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） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） それぞれ答弁いた

だきましたので、再質問させていただきたいと思

います。

初めに、市長から答弁をいただきました農業の

ブランドの関係から再質問させていただきたいと

思います。国の事業に乗ってもっとモチ米のブラ

ンド化ということで、たしか平成２５年から２８

年までで ９００万円ぐらいの計画だったという

ふうに思いますけれども、こういったものを活用

しながら、モチ米といえば名寄の農産物出荷額の

約半分近いような出荷額があって、本当にこのブ

ランド化というのは名寄市にとっても重要なこと

だというふうに私も考えているところであります

けれども、ブランド化を進めるに当たってやはり

地域の方に愛されなければ、それが原点だという

ふうに思っているのですけれども、ただ市長はよ

く買い物に行くかどうかわからないですけれども、

例えばモチ米を買いたいということになったとき

に、道の駅では売っていますけれども、ほかで売

っているところはあるのかどうかお聞きしたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 私もよく買い物に行けと

いうことで行かされること多いのですけれども、

スーパーや百貨店でモチ米というのはちょっと見

当たらないのかな。そこはちょっとわからない。

お米屋さんではあるというふうに認識しています

けれども、そこは私もちょっと記憶が定かではご

ざいません。申しわけございません。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 地場産のモチ米と

いうのは、私も調べたのですけれども、定期的に

常時置いてあるのは道の駅しかないのです。農協

に問い合わせて聞いても、特別農協が保管して、

それを白米にして売っているということはないわ

けで、それはモチ米はホクレン通して、どこのス

ーパーでも売っているのです、モチ米というのは

１キロなり小さい形で。ところが、地元産のモチ

米となると道の駅しか売っていないと。そういう

ものがそういう流通改革を一番先にしないでモチ

米を売り出すといったって、そうしたら名寄市民

は道の駅まで買いに行ってこいということになる

のです。スーパーから買ったものは、もしかした

ら名寄産のモチ米もまじっているのかもしれない

ですけれども、それはわからない話で、ホクレン

が業者を通して白米にしてこちらへ戻ってきてい

るものですから、その辺のところからまず始めな

かったら、地域から愛されるブランドということ

はならないのではないかなという気がするのです

けれども、その辺の流通改革をどうしようとする

のか、まずお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 貴重な御提言ありがとう

ございました。今のもっともち米プロジェクトの

中で、毎月１０日をモチ米の日ということに設定

をさせていただいて、それぞれのスーパーさんだ

とかと提携をしながら、レシピを置かせていただ

いて、そこでモチ米販売等していくという方向が

打ち出されていると聞いておりますし、また１１

月２３日でしたか、赤飯の日ということで、これ

はモチ生産組合の方々が中心となってそれぞれ市

内各スーパー等に赤飯を配布をしながら、モチ米

を販売していくというような事業もやっていらっ

しゃるということで聞いています。徐々にそうし

た取り組みを進めていきながら、当然地域の皆さ
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んに愛されるべく地域に地元のものを置いていく

ということはもちろん進めていかなければならな

いというふうに考えていますし、そういうことを

やっている最中だというふうに認識をしておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 私は、それが第一

だと思うのです。地元の人がすぐスーパーで地元

のものを買える。モチ米だけでなくてアスパラに

してもスイートコーンにしてもそうなのですけれ

ども、そういう行政の責任というだけではない、

農協ですとか商工会議所だとか、そういったもの

でしっかり連携をしながら、第一は市民にやっぱ

り名寄のものはおいしいよねと言ってもらえるよ

うに、買ったときにこれは名寄産だということが

わかるような取り組みをやっていかなければ、ぼ

んと何かつくって売り出したとしても、それは根

づいていかないと思うのです。ですから、特にモ

チ米なんていうのは余り使わないのかもしれませ

んけれども、名寄産のモチ米と宣伝するのであれ

ばどこでも売っているような、買えるようなシス

テムを農協なり行政、商工会議所と連携をとって、

そこから始めなかったら、なかなか根づいていか

ないというふうに私はブランド化については思っ

ているものですから、どこのブランド化した地域、

私もこんな立場でいろんなところ研修に行かせて

もらいますけれども、有名になっている、ブラン

ド化されている肉にしても魚にしても加工品にし

てもやっぱり地域が愛しているのです。地域が愛

しているから、その口コミによってどんどんふえ

ていくということでありますから、その辺はもっ

としっかり足元見詰めてやっていただきたいとい

うふうに思いますけれども、何か見解があれば。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） まさにここのところがも

っともち米プロジェクトの中で地域の誇りづくり

ということで、名寄市のモチ米の地元のモチ米消

費比率を上げていこうということで、今さまざま

な取り組みを展開しているということでございま

す。一方で、やはり両面で進めていかなければな

らないと思います。全国発信をしていくというこ

とも、これは地域の皆さんたち、名寄のモチ米が

有名になっているということでの誇りにもつなが

っていくということでありますから、両面からや

はり展開をしていくということが肝要だというふ

うに思っていまして、それぞれそれも含めて４つ

の分野にわたって今もち米プロジェクト、専門部

会をつくって展開をしているということでありま

して、いただいた貴重な意見もぜひ含めて今後さ

らに推し進めていきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） ぜひ成功するよう

に、まずは地元から足を固めながら進んでいって

ほしいなというふうに思います。

それから、杉並区の関係でありますけれども、

今でもスイートコーンですとか、６月にはアスパ

ラ、９月にはスイートコーン、１２月には切り餅

というようなことで、それぞれ時期的に行ってい

るというふうに思いますけれども、やはりこれか

ら常設でやるにしても、名寄だけということも難

しいのかもしれませんけれども、杉並区はほかに

もたしか９市ぐらいが交流都市になっていると思

うのです、北海道以外府県でも。そういう交流都

市と連携とりながら一緒に常設展を、それぞれ産

地は旬が違ってくると思いますので、そういう発

展も何かおもしろいのではないかなという気がす

るのですけれども、その辺今後検討していただけ

ればというふうに思っているのですけれども、１

市だけよりほかの９市町村とそれぞれ特産はある

と思いますので、切磋琢磨しながら１カ所どこか

常設、区役所のところを通じて売っていくという

のも結構将来性があるのではないかなという気が

するのですけれども、もしその辺の検討していた

だければなというふうに思いますけれども、考え

方教えてください。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。
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〇副市長（久保和幸君） 杉並区での販売ルート

の開拓ということとつながるのですけれども、過

去にも協働すぎなみというアンテナショップがあ

って、各交流都市の特産品とか農産物を取り扱っ

てこの間やってきたと。これはやってきているの

ですけれども、場所的な問題だとかあって、今そ

こについては杉並区の商店街連合会の会長さんが

札幌出身ということもあって、そういう交流都市

のものを取り扱ってやっているのですけれども、

経営がスムーズにいっていないというところを聞

いているところであります。そこのところを検証

していただいて、今後どういう交流都市の物産を

取り扱っていただくのかというところについては

今後の課題にさせていただきたいというふうに思

います。いずれにしても、今御提言いただいたそ

れぞれの交流都市と連携してということでの進め

方については今後検討させていただきたいと思い

ますし、ぜひ杉並区にも提案をさせていただきた

いというふうに思っています。

ただ、現時点で杉並区の中の「コミュかるショ

ップ」で一定の名寄産のものを売っていただいて

いるという経緯はございます。ただ、特に農産物

についてはほかの交流都市は陸地つながりという

ことで、週に１回だとか月に数回それぞれＪＡが

持ち込んで販売しているということについては、

ここは情報としてもらっています。ただし、名寄

市から杉並区までの距離とか輸送費の関係は先ほ

ど高橋部長のほうからも回答もさせてもらいまし

たが、いろいろと輸送費的なリスクもあるという

こともあって、この辺もしっかり検証しながら、

今後進めさせていただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） ぜひ検討して常設、

どこの物産展、全国的な物産会があっても北海道

の隣にはなりたくないというか、北海道のものは

本当に何を食べてもおいしいということで人気が

あるということでありますので、当然杉並区でも

そういう常設展があれば距離的な輸送費があった

としても私は十分成り立つというふうに考えてい

ますので、前向きに検討していただきたいという

ふうに思います。

それから、やっぱり農協なり行政なり商工会議

所、今食育推進計画なんかでも一緒のテーブルに

のって話し合いをしていると思うのですけれども、

もう少し商工会議所なり商工会、農協、行政が連

携をとって地場産のものを売っていこうという、

そういう気合いが感じられないというか、何かそ

んな感じがするのですけれども、私なんか極端な

こと言ったら農協の販売部門と商工会議所が合併

してもいいぐらいな、そのほうがよっぽど部門的

に提携をとりながら販売には力になるのではない

かなというふうに、行政がその中にどういうふう

にかかわって入っていくかというのは問題がある

と思うのですけれども、そういったことも少し頭

の中に置きながら、いろんなことを進めていって

いただきたいなというふうに思います。農業関係

については、あと５分しかないので、終わりたい

というふうに思います。

それでは、教育の関係でありますけれども、も

う余り時間がないので、要点絞っていきたいとい

うふうに思いますけれども、名寄市の今までの少

年団であったり、いろんな大会に出場する際に全

道、全国については半額助成だとか、そういった

ことがあったのですけれども、これから国際大会

ですとか世界大会とか、そういった部分で補助を

設けている市も結構あるものですから、名寄市に

ついては今は現状ないということなのですけれど

も、今後はやっぱり少年団活動やら活動の目標に

向かって、国際大会に出ても名寄市はこういう制

度は持っていますよと。オリンピックなり目指し

て頑張ってくださいという意味も込めて、そうい

った制度をつくる必要があるのではないかなとい

うふうに考えているのですけれども、教育委員会

としての考え方お伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。
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〇教育部長（鈴木邦輝君） ただいま御質問いた

だきました補助事業、対象事業の拡大ということ

でございます。名寄市教育振興補助金の交付基準

では、補助対象事業につきましては一定程度の枠

がございます。児童生徒が出場する大会について

は、主催団体が中体連、それから中文連、北海道

スポーツ少年団など、その他団体が主催する大会

ということになっておりますので、今までこれら

の大会が国際大会を主催をする団体であれば決し

て出られないという基準ではなってはございませ

ん。ただ、今までの中ではこれらの大会の最上位

の大会は多分全道大会だったということでありま

す。ただ、今議員御指摘のとおり競技によりまし

ては小中学校の大会の中で国際大会がある競技と、

またない競技もあろうかと思います。この部分に

つきましては、名寄市教育振興補助金という補助

金の枠がなじむのかどうかは別としましても、子

供たちの意欲を高めるという部分では今後調査研

究させていただくことになろうかと思っておりま

すので、御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） どこで出すように

なっても構わないのですけれども、ぜひ前向きに

検討していただきたいというふうに思います。

それから、中央小の改築の関係なのですけれど

も、私も先般学校へ直接行ってどんな建物状況か

なというふうに聞いてきたのですけれども、体育

館の雨漏りは４カ所程度あるということと、また

壁からも風向きによっては雨漏りがあって、業者

にも見てもらったのですけれども、全部屋根を剥

がさなければ恐らく直らないであろうというよう

な判断をもらっていますというような学校側の話

もありますので、ぜひそこまでもう間近に改築が

迫っているということもあるのですけれども、早

目な改築を進めるべきだなというふうには思って

いるのですけれども、今南小が３０億円ですよね、

大体総額で。中央小となるとそれよりはかからな

いでしょうけれども、２０億円はかかるのでない

かなというふうに考えてはいますけれども、やっ

ぱり計画は早い段階で進めたほうが当然検討委員

会なんかもいろんな調査をしながら、いい学校を

建てられるのではないかなというふうに思ってい

ますので、早目の実行委員会の立ち上げなり計画

を進めていって、財政的なものもありますから、

それはそれで何とか捻出してもらうより仕方ない

のですけれども、計画は早目に立てていくべきだ

というふうに考えますけれども、見解を短目にお

願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今の風連地区の統廃合

や改築等にかかわってでございますけれども、先

ほども教育部長のほうからお話ししましたように、

風連中央小学校の改築につきましては耐震化優先

度調査の結果からも優先度ランクが上位でありま

す。したがいまして、教育委員会としては早期に

整備しなければならないと考えており、優先的に

改築に向けた取り組みを具体化する必要があると

考えております。また、御承知のように学校の施

設整備におきましては少子化による児童数の減少

を配慮して、適正配置計画と連動させることを基

本としております。この計画では、将来風連地区

の小学校は１校との予測でございます。ただ、風

連中央小学校の改築に当たっては今御指摘にあり

ましたように耐震化が大きな課題であり、統廃合

などによって学級数が増加するなどの影響を受け

ません。このため今後風連地区の統廃合や風連中

央小学校の改築等に当たりましては、東風連小、

下多寄小の保護者、地域の皆様方の意向などを十

分尊重しながら、あくまでも子供たちにとって望

ましい対応はどうあるべきかという視点で早急か

つ慎重に進めてまいりたいと思いますので、御理

解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 介護については、

この次に回したいと思います。

以上で質問を終わります。
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〇議長（黒井 徹議員） 以上で日根野正敏議員

の質問を終わります。

平成２６年度予算案から、市民の暮らし、福祉

に対する考え方についてを、川村幸栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

質問をさせていただきます。

平成２６年度予算案から、市民の暮らし、福祉

に対する考えについて伺います。加藤市長は、１

月６日に開かれた部次長会議の中で、新たな年を

迎えるに当たり３つの目標、活力あるまちづくり、

安全、安心なまちづくり、人が輝くまちづくりを

掲げられました。平成２６年度予算案は骨格予算

となっていますが、予算案から見えてくる市民の

暮らし、福祉に対する考えについて加藤市長が年

頭に掲げた３つの目標に照らしてお伺いをしたい

と思います。

１つ目、１次産業を核とした地域振興策の実現

について伺います。もっともち米プロジェクト、

モチ食文化の定着や情報発信、また地産地消フェ

スティバル、お祝い誕生餅事業、若手女性職員を

中心に取り組んでいる飲めるみりんなどに取り組

まれていますが、国の予算では日本食・食文化魅

力発信プロジェクトの新規予算化ということで、

２６億 ８００万円がついています。日本の食魅

力再発見・利用促進事業では、学校給食における

地場食材の利用拡大を図るとされています。そこ

で、名寄市として６次産業化、ブランド化に向け

た具体的な考えをお伺いしたいと思います。

しかし、農業の置かれている現状、大変厳しい

状況にあります。燃油の高騰に加え、米の直接支

払交付金の半減、生産調整の廃止、農地中間管理

機構の設置などＴＰＰ参加前提とも言える現政権

の暴走ぶりであります。これに対抗するための市

としての施策、考えをお聞かせをいただきたいと

思います。

また、行政報告では、人・農地プラン地域別懇

談会が２月中に７カ所で開催され、今後の担い手

への農地集積などについて地域の意見交換を行っ

たとあり、意見をもとによりよいプランづくりに

努めるとありました。担い手対策として極めて重

要なのは、青年新規就農者を抜本的に定着、拡大

することであります。青年新規就農者対策の事業

費として、国は合計で２２３億 ８００万円計上

されています。市としてのお考えをお聞かせをい

ただきたいと思います。

２つ目に、子供や高齢者に優しいまちづくりに

ついて伺います。市長は、市立病院を核とした医

療、福祉、大学を含めたまちづくり、ボランティ

ア、町内会との連携を図りながら子供や高齢者に

優しいまちづくりを目標に挙げていらっしゃいま

す。まず、高齢者に優しいまちづくりについて３

点お聞きをしたいと思います。認知症の早期発見、

対応の取り組みをお知らせいただきたいと思いま

す。脳の血流状態が画像でわかるスペクト検査、

また認知症サポート医の養成、道内では２６人が

サポート医師となっていますし、またプラスして

４人の養成がされたと聞いています。初期集中支

援チームの事業等進められていますけれども、市

の取り組みと、また大学との連携で空き店舗活用

の町中休憩所、認知症カフェの設置などの考えに

ついて伺いたいと思います。

２つ目には、肺炎への対応についてお聞きをし

たいと思います。厚生労働省が出している２０１

１年人口動態統計月報年計では、死亡原因の第３

位が肺炎となっています。肺炎で死亡する人の９

４％が６５歳以上だと言われています。誤嚥性肺

炎の予防策として口腔ケア、摂食、嚥下リハビリ

などとともにワクチン接種が有効と言われていま

す。肺炎球菌ワクチンとインフルエンザワクチン

を併用することで、インフルエンザや肺炎による

入院率を減少させることができるし、また６５歳

以上の死亡率も５７％減少させることができると

いいます。対応についてお知らせをいただきたい

と思います。

次に、孤独死についてであります。地域だけで

なく、行政や民間の力も必要であります。道は、
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全市町村に事例の紹介を行っているところであり

ますが、自宅で死亡し、発見されるまで１週間以

上かかった事例の紹介を行っています。名寄市の

現状、お知らせいただきたいと思います。

市では、命のカプセルの更新や地域事業者の皆

さんの御協力で地域見守りネットワーク事業など

取り組まれていますけれども、高齢者の置かれて

いる状況は非常に厳しいものがあります。介護保

険料、２号被保険者の保険料が ０００円を突破

しました。開始時の ５倍です。また、年金が削

減される、医療費窓口負担が７０歳から７４歳で

は１割から２割の負担増に、さらには後期高齢者

医療制度、保険料のアップです。自助、共助が強

調されることが多くなっていますけれども、公助

が主でなくてはならないのではないでしょうか。

名寄市の取り組みについてお知らせをいただきた

いと思います。

次に、子供に優しいまちづくりについて伺いま

す。子供の貧困が言われて久しいのですが、厚労

省の国民生活基礎調査の概要では、２０１２年、

生活が苦しいと答えた方６ ４％、児童のいる世

帯で生活が苦しいと答えた方６ ３％いらっしゃ

いました。その児童のいる世帯の平均所得、１９

９６年、７８１万 ０００円をピークに低下傾向

にあり、２０１１年では６９７万円となり、１５

年間で８４万 ０００円の大幅減となっています。

さらに、４月からは消費税増税が追い打ちをかけ

ます。そこで、子供の貧困について市として調査

研究の考えがあるかどうか伺いたいと思います。

ＤＶや虐待、病気、発達、学習不足など子供の

貧困の事実、現実、真実を社会的に共有すること

を通して解決すべき課題として正面に位置づける

ことが必要ではないかと考えます。部署ごとの連

携強化、また名寄大学があります。スペシャリス

トの活用などお考えをお聞かせいただきたいと思

います。

最後に、子供の医療費助成について伺います。

私ども日本共産党名寄市委員会が昨年末に要望書

を出させていただきました。この中で市立病院小

児科の２４時間受け入れ態勢で安心できる医療環

境にあると回答されていますけれども、改めて子

供の医療費助成の年齢拡大の考えを伺いたいと思

います。

３つ目に、人づくりについて伺います。加藤市

長は、まちづくりを進めていくには人は必要不可

欠なものと述べていらっしゃいます。研修の機会

をふやすなど、職員のスキルアップも図りたいと

しています。世代間の継承では、今定例会で再任

用に関する条例が制定されました。さらには、保

育士などの非正規雇用の処遇改善が望まれるとこ

ろであります。また、市民への対応、指定管理委

託事業所等における利用者さんへの対応など職員

のスキルアップとともに、資質向上が求められる

ところであります。今回の予算案の中では、職員

の皆さんの提案事業が出されていました。なよろ

うグッズの総合窓口での取り扱いや庁舎内ジョブ

登録事業、職員対象の介護技術講習会、認知症サ

ポーターの養成講座など、私は心温まる事業だな

というふうに思いながら受けとめさせていただき

ました。こうした中で職員のスキルアップととも

に、資質向上、この部分についてのお考えをお聞

かせをいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 川村議員から３点に

わたり御質問がありました。１点目は私から、２

点目は健康福祉部長、３点目は総務部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

まず、大項目１、平成２６年度予算案から、市

民の暮らし、福祉に対する考え方について、小項

目１、１次産業を核とした地域振興策の実現につ

いて申し上げます。さきに質問いただきました日

根野議員と重複する部分もあるかと思いますが、

お許しをいただきたいというふうに思います。現

在名寄市における農産物の付加価値化として、加
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工販売まで手がけている生産者の方は、モチ米の

加工販売を初めトマトジュースの加工販売などの

６次産業化に取り組んでおります。特産品として

販路拡大に向けてインターネット販売や東京有楽

町の交通会館にあるアンテナショップに出店し、

販路拡大に取り組んでいる事例もあります。さら

には、ワイン用ブドウを作付し、将来はワイナリ

ーの開設を計画している若手農家の方もおられま

す。これらの地元農産物を生産者みずから６次産

業化に向けた取り組みを促進するためには、生産、

加工技術、経営、マーケティングなど多様な技術

と知識が必要となります。関係機関、団体と連携

を図り、協力を得ながら支援してまいります。ま

た、ブランド化については産地として生産量、高

品質の安定供給、実需者、消費者ニーズを的確に

捉え、需要に応じた名寄産の農畜産物を安定生産

し、名寄ブランドの確立に向け取り組んでまいり

ます。

続いて、農地中間管理機構について申し上げま

す。農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を

進める担い手への農地利用の集積、集約化を進め

るため、農地中間管理機構を設立します。機構は

都道府県段階に１つであり、北海道では北海道農

業公社が機構を立ち上げる予定です。この事業の

実務は市町村等に委託される予定であり、人・農

地プランの作成主体である市町村と密接に連携を

とって対応することが必要不可欠となっておりま

す。出し手側の農地利用を整理し、担い手ごとに

集約する場合や耕作放棄地等について農地中間管

理機構が借り受けして担い手が農地を利用できる

よう配慮して貸し付けます。地域の農業者や市町

村が農地中間管理機構と連携を密にして人・農地

プランの話し合いの中で地域がまとまり、機構に

農地を貸し付け、地域内の農地利用の再編を進め、

農地集積、耕作放棄地解消を推進します。まだ北

海道の機構が立ち上がっておらず、運用に係る部

分については今後北海道の機構から連絡を受けて

活用してまいりますが、地域にとって有効に活用

してまいりたいと考えております。

人・農地プラン地域別懇談会について申し上げ

ます。２月１０日の風連日進地区の地区別懇談会

を皮切りに２月１７日、智恵文地区と瑞生、西風

連地区、２月１９日と２１日の２回、名寄地区、

２月２０日に風連旭、東風連地区、２月２４日に

風連２区、２月２８日に風連１区、豊里、アカシ

ヤ地区合同の開催を含め、計８回、７カ所で１５

２名の参加をいただきました。各地区懇談会では、

経営継承事業アンケートの中間報告及び耕作状況

に係るアンケート調査の中間報告並びに各地区の

経営体の状況について説明後、意見交換を実施し

ております。

名寄市の農業施策については、人・農地プラン

に基づき次代の農業を担う意欲と能力をある担い

手を地域農業の中心となる経営体に育成し、農地

集積を図り、耕作放棄地を発生させない取り組み

を推進してまいります。担い手対策としては、市

内の若手農家との懇談会により後継者を対象とし

た青年チャレンジ事業の一部見直しをすることで

若手農家の研修活動の充実を図ります。また、新

規就農者を含め、農業経営の安定対策が求められ

ております。平成２３年度から平成２５年度まで

の３年間での就農状況は、平成２３年度９名、平

成２４年度１０名、平成２５年度１３名、合計３

２名で、内訳はＵターン１４名、Ｉターン１１名、

新規就農７名となっております。平成２４年度に

北海道が実施した新規就農実態調査では、新規就

農者は北海道全体で６２６名、上川総合振興局管

内で１１１名となっており、他市町村と比較をし

ても名寄市では一定の就農者が確保されておりま

すけれども、さらに担い手確保に向け農業者の要

望、意見をお聞きして関係機関、団体と連携し、

取り組んでまいりたいと考えております。

以上、答弁といたします。

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、小項

目２の子供や高齢者に優しいまちづくりについて
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申し上げます。

高齢化の進展に伴い、８５歳以上では３人に１

人が認知症であると言われております。地域包括

支援センターでは、認知症高齢者の増加が見込ま

れる中、認知症への市民の理解を高めるため、認

知症に関する介護予防教室や講演会の開催、さら

には認知症の相談支援を行っておりますが、認知

症の早期発見等の取り組みにまでは至っていない

のが現状であります。認知症の対応につきまして

は、今国会に提出された介護保険法改正法案によ

り認知症対策が強化され、認知症地域支援員の配

置や初期集中支援チームの設置などが市町村の必

須事業となりますので、今後計画的に認知症対策

を推進してまいりたいと考えております。

また、市立総合病院においては、認知症の患者

は心療内科、精神科外来で受診しております。認

知症の早期診断の一助となるスペクト検査は、認

知症サポート医師の資格を取得している医師が症

状などから判断し、必要に応じて実施していると

ころです。さらに、現在の精神科常勤医師は２名

であり、大学医局に増員を要望しているところで

すが、医局員の関係から増員は難しい状況ですの

で、物忘れ外来等の専門外来設置については現状

では難しいと判断しているところであり、常勤医

がふえた段階で検討したいと考えております。

次に、平成２１年、２２年の名寄市の死因の第

３位、平成２３年では第４位である肺炎ですが、

肺炎による死亡者のほとんどが高齢者であります。

高齢者の肺炎の特徴は、症状が緩慢で、本人や家

族が気づきにくく、肺炎が判明したときには重篤

な状態になっていることもあります。肺炎を起こ

す原因はさまざまでありますが、肺炎球菌による

原因菌の感染によるものが２８％を占め、そのほ

かに嚥下障害による誤嚥性のもの、口腔内細菌に

よるものなどが肺炎を起こす主な原因とされてお

ります。肺炎球菌による肺炎の予防と重症化の予

防のために、名寄市では平成１８年１０月から６

５歳以上の市民を対象に肺炎球菌ワクチンの接種

費用の半分に当たる１回 ５００円を助成し、平

成２４年度には累積接種率は２ ６％となってお

ります。また、地域包括支援センターでは６５歳

以上を対象に生活機能評価を行う基本チェックリ

ストにより把握された２次予防事業の対象者のう

ち、口腔機能が低下している方を対象に嚥下、呼

吸器と身体の運動機能を向上させる嚥呼体操や口

腔ケアはもとより、かむ、唾液を十分に分泌させ

る、舌の動きをよくする、唇や頬の筋力アップな

どを行う複合型プログラムの介護予防事業を実施

しております。

次に、名寄市における孤独死の状況ですが、昨

日の高橋議員の御質問でもお答えいたしましたが、

急速な高齢化の進展や高齢者の単身、夫婦世帯の

増加により高齢者を取り巻く社会環境が大きく変

わる中で、地域から孤立した状態で誰にもみとら

れず亡くなる孤独死が全国的に大きな社会問題と

なっているところです。北海道が全市町村を対象

に行った調査によると、２０１３年の１年間に道

内で発生した死後１週間以上発見されなかった孤

独死は４８件に上り、そのうち２割は死後１カ月

以上経過しており、介護、医療サービスと結びつ

いていないケースが大半を占めている状況にあり

ます。名寄市の６５歳以上の高齢者人口は、平成

２６年２月末で ６０７人で、高齢化率は２ ２

％となっており、約 ４人に１人が６５歳以上の

高齢者であります。北海道への報告基準である死

後１週間を超えて発見された場合の孤独死につき

ましては、私どもが把握しているところではここ

数年はないものと認識しております。孤独死を防

止するために行政や地域が孤独死のおそれのある

世帯を全て把握し、見守ることには限界がありま

すが、孤独死を未然に防ぐために今後におきまし

ても地区民生委員児童委員、町内会、社会福祉協

議会、地域見守りネットワークの協力事業者との

さらなる連携を図りながら、地域の見守り活動の

強化に努めてまいりたいと考えております。

次に、子供の貧困対策の取り組みについて申し
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上げます。援助が必要な子供の生活状況等の把握

については、地区の民生委員、主任児童委員の方

々による見守りの中で要支援児童家庭の情報提供

や近隣住民からの連絡、保育所、幼稚園、学校か

らの連絡が主な手段となっており、把握したケー

スについては家庭児童相談員等による訪問により

状況を確認し、関係部局との連携により対応可能

な制度の紹介や相談を受け、問題の解決に当たっ

ております。本市においては、平成２０年２月に

名寄市要保護児童対策地域協議会を要保護児童の

早期発見、早期対応、予防的対応を図るため、関

係機関が情報や考え方を共有し、適切な連携のも

と対応していくことを目的に設置をしてまいりま

した。子供の貧困は、虐待にもつながることがあ

ることから、必要があるときは協議会のケース検

討会議を開催し、支援、指導等のあり方や見守り

等地域の役割分担を協議しております。

現在国では、超党派の議員立法による子どもの

貧困対策の推進に関する法律が第１８３回国会に

おいて成立し、平成２６年１月１７日に施行され

ました。同法は、子供の将来がその生まれ育った

環境によって左右されることのないよう貧困の状

況にある子供が健やかに育成される環境を整備す

るとともに、教育の機会均等等を図るため、子供

の貧困対策を総合的に推進することを目的とし、

国、地方公共団体及び国民の責務、子供の貧困対

策を総合的に推進するために講ずべき施策の基本

となる事項等を定めております。今後国において

は、子供の貧困対策会議の開催や法の基本理念で

あります子供の貧困の解消、教育の機会均等、健

康で文化的な生活の保障、次世代への貧困の連鎖

の防止などを踏まえた子供の貧困対策に関する大

綱の策定が予定されておりますので、本市といた

しましても国や道の動きを注視しながら、基本的

施策の遂行におくれることないよう取り組んでま

いります。

次に、名寄市立大学を活用した子供や親の居場

所づくりについて申し上げます。本市では、気軽

に遊べる場、育児不安の相談、子育て家庭の交流

の場として名寄市地域子育て支援センターを東保

育所、大谷認定こども園、風連さくら保育園に開

設し、多くの利用をいただいております。転勤者

の多い本市において子育て中の親子にとって子育

て支援センターが心地よい居場所となるよう工夫

し、充実を図っているところです。

名寄市立大学との連携につきましては、平成２

２年１０月に名寄市立大学４学科連携による子育

て支援システムの構築事業として「育児や介護の

孤立をなくすために～お茶の間から地域交流と多

世代支援を考える」のテーマで多世代による地域

シンポジウムが開催され、それに連動し、平成２

２年１１月、平成２３年１月に多世代交流サロン

ひまわりが名寄市立大学で開催され、市担当職員、

子育て支援センター担当職員がシンポジウムの準

備から開催まで、また多世代交流サロン開催に参

画をいたしました。２０代、３０代の子育て親子

と５０代から７０代の年配者の交流が行われ、年

配の方がいてくれるだけで安心、子供の声が聞こ

えて癒やされるとの意見があり、年配者が長年培

ってきた知恵や知識を子育て中の親子に提供し、

子供たちが年配の方の癒やしとなり、子供を見る

目がたくさんある環境が子育ての中の親にとって

安心できることを強く感じたサロンでありました。

多くの方が大学に足を運び、同じ場所と時間を共

有することの大切さ、笑顔でいられる場所と時間

の必要性を改めて認識した企画でした。このこと

が親子お出かけバスツアーの実施の大きなヒント

につながったところです。今後においてもさらな

る子育て支援の充実や保育士の資質向上のため、

名寄市立大学との連携を図っていきたいと考えて

おります。

次に、乳幼児医療費無料化の拡大について申し

上げます。本市では、北海道に準拠し、乳幼児医

療費等助成事業及びひとり親家庭等医療費助成を

実施しており、医療費での支援を行っております。

平成２４年度決算では、乳幼児医療費で ６４２
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万 ６００円、ひとり親家庭等医療費で ０７６

万９５５円、合わせて ７１９万 ５５５円の助

成を行っており、金額から見ても多くの子育て世

代に利用をいただいております。

また、本市は道北の中核となる病院を運営して

おり、近隣市町村の住民の方からも深く信頼され、

道北地方の医療のとりでとして名寄市民には地元

に大きな病院があるという生活の安心感を与えて

おります。小児科では、受け入れ態勢を２４時間

とっており、道北地方では随一の医療環境を提供

しております。また、これまでは市外医療機関を

利用した場合、市役所窓口へ全員の方に領収証を

持参していただき、償還払いの手続を行っていた

だいておりましたが、昨年８月よりレセプト化を

行い、子育て世代へのサービスの向上に努めてい

るところですので、御理解のほどお願いを申し上

げます。

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、小項目３、

人づくりについてお答えをいたします。

本市におきましては、団塊世代の職員の大量退

職のピークは過ぎたものの、平成２５年度から平

成２７年度までの３年間で約５０名の定年退職者

が見込まれており、急激な世代交代に引き続き対

応する必要があることから、高齢職員の定年前に

培った豊富な知識、経験等を円滑に継承すること

がこれまで以上に重要になっていることから、今

定例会におきまして名寄市職員の再任用に関する

条例の一部改正を行っていただき、雇用と年金の

接続のため、定年退職する職員が公的年金の支給

開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職

員に対しまして名寄市再任用配置方針を作成して

対応することとしております。配置に当たりまし

ては、公務の能率的な運営の確保に留意しつつ、

再任用希望調書や各部署からの情報、意見を踏ま

え、再任用職員の知識、経験、意欲を生かせるよ

うにしてまいります。

また、この間組織のスリム化により職員を削減

してきておりますが、業務量の増加に対応するた

め、臨時、嘱託職員を配置して対応してきており

ます。非正規雇用職員の待遇改善としましては、

平成２４年度におきましては通勤手当の見直しや

有給休暇制度の拡充、平成２５年度におきまして

は病気休暇の導入や特別休暇の拡充を図ってきて

おります。現在専門的な技術、または高度な知識

を必要とする保育士、看護師、保健師等につきま

しては定年年齢を６５歳まで引き上げることが可

能となるようにしており、昇給制度の導入につき

ましても職員労働組合と協議を進めてきておりま

す。

次に、職員のスキルアップと資質の向上につき

ましては、新名寄市人材育成基本方針に基づいて

取り組みを進めてきており、今後におきましては

具体的な数値目標を設定しながら、職員研修や人

事管理システムの構築を行ってまいります。

住民サービスの向上という面では、平成２６年

２月に臨時、嘱託職員を対象としました職員倫理

接遇研修を実施してきており、職員全体のレベル

アップを図ることとしております。今後におきま

しても窓口職場における市民対応の向上や挨拶の

励行を初めとして市民が利用しやすい市役所づく

りに努めてまいります。

職員提案制度につきましては、平成２２年度か

らゼロ予算事業として予算編成前に事務事業の改

善、職員の士気の高揚、活力ある組織づくりなど

を進めることを目的として取り組みを進めてきて

まいっております。平成２６年度におきましては、

なよろうグッズを総合窓口で販売できるように、

名寄市職員福利厚生会が窓口となり、なよろ観光

まちづくり協会と連携を図る中で実現に向けて協

議を進めてきてまいっております。

また、庁舎内ジョブ登録事業につきましては、

イベントや緊急に人手が必要となる場合や特殊な

資格が必要となる状況に対応するため、総務課職

員係において調査を行い、リスト登録し、円滑な
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業務の執行ができるようにすることとしておりま

す。

職員対象の介護技術講習会、認知症サポーター

の養成講座等につきましては、担当職員が講師と

なりまして実際に職員が介助を経験する中で市民

サービスの向上を図ることとしております。

以上、答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 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。再質問等させ

ていただきたいと思います。

まず最初に、１次産業の活性化、地域振興策の

実現についてでありますが、先ほど農地中間管理

機構のことについて御説明をいただきましたけれ

ども、私の捉えの中でも市町村が主に役割を担い

というところなのですが、農業委員会のかかわり

について端的にお知らせをいただきたいと思いま

すが。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 先ほど答弁の中で都

道府県各１つ中間管理機構を設けるということな

ので、具体的な事例については各市町村がよく御

存じだというふうに認識しております。それで、

中間機構から各自治体に作業内容を委託をして作

業を進めるということであります。農地の流動化

に関しましては、今までも農業委員会が中心とな

ってやっていただいている部分もありますから、

その辺とお互いに協力しながら、人・農地プラン

に基づいた流動化対策というのを今後も進めてま

いりたいというふうに考えているところです。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 私は、条件のよい農地

にかかわって協力金といいますか、そういう引き

かえで大企業や外資系という、そういったところ

が入ってくるのではないかという、ちょっと危機

を感じているところなのです。ですから、十分に

こういった情報等収集していただいて、やっぱり

地域の農業を守るという立場で取り組んでいただ

きたいというふうに要望させていただきたいと思

います。

それで、これにかかわってなのですが、実は１

次産業、今６次産業化、ブランド化のお話もお聞

きしましたが、調べていく中で、これは神奈川県、

県単位なのですけれども、医療、食、農業という

ことで、医食農同源ということで取り組みを進め

られていて、病気の治療をするのも日常の食事を

するのもともに健康を保つために欠かすことがで

きないということで、同源ですから同じものだと

いうことです。それに食材を育てる農を取り込ん

だ健康観というふうに言われていて、名寄市とし

ても先ほどお話あったもっともち米プロジェクト

であるとか、毎年行われている地産地消フェア、

地場産品を使った料理コンテスト、和食と農が結

びついている、さらには前回の一般質問で取り上

げさせていただいた給食センターが出しているい

ただきタイム、バックナンバーも出していただい

ているのですが、このように本当に食と健康を連

携させた取り組み、私たちでいえば市立病院があ

るというところでは医食農同源の実現に非常に近

づいているなというふうに思っているのです。市

民の健康寿命を延ばしていくということでは、医

療費の抑制にもつながるのではないかというふう

に考えているのですが、その点についてのお考え、

お聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 今川村議員のほうか

ら神奈川県における医食農同源という取り組みの

事例を伺いましたけれども、特に名寄市において

も地元で生産される安全で安心な農産物がそれぞ

れの立場で活用されることによって市民の健康を

守ったり、そういった部分で活用されることが重

要でないかというふうに考えておりますし、名寄

市立大学の栄養学科もありますので、その部分も

含めて食育推進協議会の中では大学の先生も委員

に入っておられますので、事あるごとに機会を見

つけて、そういった部分を含めて御意見を聞きな
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がら対応してまいりたいというふうに考えている

ところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 積極的に取り組んでい

ただきたいと思っています。やはり関連部署間の

連携、ここが本当に重要なのではないかと。これ

は、いろんな事例にもかかわってくるかなという

ふうに思うのですが、やはり部署間の連携を密に

していただきたいなと思います。

もう一点お伺いしますが、先ほど担い手の問題

がありました。実は、ちょっと調べましたら２０

１４年、ことしは国連が定めた国際家族農業年だ

ということでした。家族経営を基本に多様な担い

手づくりをしていくということであります。やっ

ぱり価格保証と所得補償を組み合わせた制度の確

立の中で、担い手の確保や耕作放棄農地を解消し

ていくと。そういう中で食料自給率向上させてい

く、大きな家族経営を進めていくことが重要だと

いうふうに私は思っています。先ほど担い手も随

分ＵターンからＩターンからたくさんの方々が新

規に入ってきていただいています。親の後を継い

だ方、新たに就農される方についての支援なんか

もされていましたけれども、その部分についての

お考えがあればお聞かせをいただきたいと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 今後についても若い

農家の方が希望を持って農業ができるような施策

というものを行政もできるだけ考えていかなけれ

ばならないのかなというふうに思っております。

先ほども申し上げましたけれども、結構名寄市に

おいてはＩターン、Ｕターン、他の地区と比べて

も比較的多くの方が戻ってきて農業を継いでおら

れるという実態がありますので、そういう部分も

含めて青年チャレンジ事業などを見直しながら、

積極的にできる支援については講じてまいりたい

というふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 消費者といいますか、

食べる側としてもやっぱりこういう地元の農業を

つないでいただける若い方たちが頑張っていただ

ける姿というのは本当にうれしいところでありま

すし、安全、安心な食を生産していただく皆さん

方に大きな期待をしたいというふうに思います。

時間がありませんので、次に移らせていただき

たいと思います。高齢者に優しいまちづくりにつ

いて伺いたいと思います。認知症の問題ですが、

これはもう私が言うまでもなく多くの皆さんがや

はり危惧されている部分だというふうに思います。

先ほどスペクト検査、市立病院では常勤医の問題

もあってなかなか難しいということでした。これ

スペクト検査は保険が適用されるということであ

りますので、やはり早期発見し、病状を理解しな

がら治療できるというところら辺では重要な検査

かなというふうに思っていますし、また市民の皆

さんも今市立病院精神科病棟が新しくなる中で期

待も非常に大きいものがあります。市長がおっし

ゃっているように病院を核とした高齢者に優しい

まちづくりというところら辺にも大きな期待をし

ているというふうに思いますが、さらなる常勤医

の確保に向けて取り組んでいただきたいというふ

うに思っています。

初期集中支援チームが東京世田谷区で始まって

いるのですが、道の対応では早期の対応というか、

認知症に対する対応によって認知症の方の生活支

援に効果的な役割を果たすことが期待できるとい

うことから、国の動向を逐次市町村に情報提供し

ていきたいと、こんなふうに言われているのです

けれども、その部分についてどのようになってい

るのかお知らせをいただければと思いますが。

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） 市立病院の認知

症の医師の部分については、後ほど病院のほうか

ら御答弁あると思いますけれども、道といいます

か、国、道の事業につきましてはちょっと今承知

しておりませんでしたので、調べさせていただい
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て、後ほど回答させていただきたいと考えており

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 病院については、先ほ

どお知らせをいただきましたので、常勤医確保の

ために力を尽くしていただきたいということで求

めておきたいというふうに思います。

認知症の問題では、８０歳代で四、五人に１人

が認知症というふうに言われていますし、５歳刻

みで倍増すると言われています。寿命が延びてい

く中で、高齢化社会の中でどうしても認知症と向

き合っていかなければならない、こういった状況

にあると思います。そうした中でやはり高齢者の

独居が多くなっているという先ほどの話もありま

した。早期発見で、早期の支援で、本人が望む暮

らしを続けていく。そして、孤立化させないとい

うことで寿命を全うすることができるのではない

かというふうに私は考えています。先ほど孤立化

させないための大学との連携等報告がされていま

したけれども、やっぱり空き店舗、町中に空き店

舗あります。その中で町中休憩所として、例えば

認知症カフェのような、こういった場所もつくり

ながら、まちに出てくる。なかなか高齢になると

まちに出てこられなくなるのですけれども、そう

いったようにまちに出てくる機会をつくっていく

こと、これも必要ではないかというふうに思って

います。孤立化させないことでやはり孤立死もな

くしていくというふうに私は考えているのですが、

先ほど孤立死の中で名寄市では発生はないという

お話でしたけれども、道では１週間以上というこ

とでしたけれども、１週間以内で例えば二、三日

発見がおくれた、四、五日発見がおくれた、そう

いった事例はなかったのかどうかお知らせをいた

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） 先ほども申し上

げましたけれども、孤立死については法的な明確

な定義がございませんので、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いうこ

とでなっております。その部分では、私どもが把

握している部分ではここ数年はないものという認

識をしております。また、孤独死は警察の死亡統

計上は変死というような分類にされているという

ことで、市内でも孤立死の統計上での件数はなか

なか警察も発表していないというような状況であ

ります。ただ、地域包括支援センターで把握をし

ております福祉的支援を受けている方に限ります

と、死後１日から３日程度で発見された方の件数

は年１件から２件ほど確認をされております。発

見された状況といたしましては、デイサービスの

お迎えのときに出てこられないとか、またホーム

ヘルパーの方による発見というようなところでご

ざいます。

孤立死を未然に防ぐ取り組みといたしまして、

町内会ネットワーク事業ですとか、地域見守りネ

ットワーク事業、配食サービス、あわせて安否確

認事業、命のカプセル事業、緊急通報システム事

業など実施をしておりますけれども、これまで町

内会、それから新聞販売店、配食業者等から合わ

せて６件の通報をいただいたおります。うち４件

は、安否確認ができ、事なきを得ることができま

した。うち２件は、救急車の搬送につながったと

ころです。また、命のカプセル事業におきまして

は、御本人の同意を得て町内会長と、それから地

区の民生委員の方に設置者名簿を配付しておりま

す。また、緊急の連絡先を市の高齢者台帳に登録

し、管理をさせていただいております。さらに、

消防のシステムに登録をいたしまして、救急車が

出動する時点でカプセルの設置者を把握できるた

め、より迅速に医療機関への医療情報、緊急連絡

先等の伝達ができるように改善を図ってきている

ところであります。今後とも日常的な見守り活動

の体制づくりに努めてまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） やはり日常的なつなが
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りが本当に必要だなと、重要だなというふうに思

っていますし、地域事業者の皆さんの御協力、ぜ

ひ感謝しながら引き続き取り組んでいただきたい

と思いますし、またそこに頼ることではなくて、

行政として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っています。

それから、肺炎の関連ですが、先ほども紹介し

ましたように、肺炎球菌ワクチンとインフルエン

ザワクチンをあわせて接種することで効果が大だ

ということでありました。インフルエンザワクチ

ン、肺炎球菌ワクチンの支援、助成がされていま

すけれども、さらなる助成の考えはないかどうか、

医療費の削減にも大きく貢献するのではないかと

いうふうに思うのですが、この部分についてのお

考えをお聞かせいただければと思います。

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） 肺炎球菌ワクチ

ンにつきましては、全国、全道に先駆けまして平

成１８年１０月から市の単独事業という形で実施

をさせていただいておりまして、大変効果があっ

たというふうに考えておりますし、またインフル

エンザワクチンにつきましてもただいま実施をさ

せていただいておりますので、これらを今後とも

続け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） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） さらに支援を広めると

いう努力もしていただきたいということで強く求

めて、次に移らせていただきたいと思います。

子供に優しいまちづくりについてであります。

私は、子供に優しいまちづくりの虐待のところ、

もちろん虐待も当然なのですが、貧困にかかわっ

て調査研究を進めていただきたいというふうな思

いで述べさせていただいたところであります。や

っぱり研究者の方々のお話によりますと、虐待は

生活上のストレスをもたらすさまざまな要因に対

してさらされやすく、脆弱な人々の間で極端に多

くの割合が起きるということであります。貧困が

児童虐待を起こしやすくしているということにつ

ながっているということだというふうに思います。

ここの部分をきっちり名寄市の子供たちがどうい

う状況に置かれているのか、やはり見ていく必要

があるのではないかと。そういう部分で子供の医

療費の年齢拡大が強く市民の皆さんからも求めら

れているところであります。再度御答弁を求めた

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） 先ほどお伝えで

きなかった認知症の部分についてまずお答えさせ

ていただいてもよろしいでしょうか。この事業に

つきましては、平成２７年以降の必須事業とこれ

からなる事業だということでありまして、平成３

０年までに全ての市町村で実施されることになり

ますことから、第６期の介護保険事業計画策定の

中で実施時期も含めまして十分検討してまいりた

いと考えておりますし、また現在北海道ではモデ

ル事業を実施していると聞いておりますので、そ

れらの動向も確認をさせていただきたいと考えて

いるところであります。

それから、子供の医療費の部分でありますが、

現在行っております子供の医療費につきましては、

北海道との協調事業ということで取り組んでおり

まして、国については一切助成をしていただいて

いないというようなところであります。ほかの自

治体の中には、独自に上乗せをして助成を展開し

ているところもございますけれども、先ほども申

し上げましたが、名寄市は地域医療、特に小児医

療、周産期医療に力を入れておりますので、北北

海道の地域の中でも医療的には大きく貢献してい

ると考えております。今後におきましても限られ

た財源の中から確実に行政サービスが実行できま

すように、市民の御理解を得ながら、優先度を考

慮しまして、現在行っている事業の継続に努めて

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） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 子供に優しいまちづく
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りという中では、要望の多い小学校区ごとの学童

保育所、この充実があると思いますが、きのうの

質問の中でもありましたが、今後の見通しについ

て改めて伺いたいと思いますが、よろしくお願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 子供に優しいまちづ

くりにおきましては、放課後の子供の居場所づく

りという部分につきましても小学校の保護者にと

って大変関心を持たれているところでございます。

昨日の奥村議員の質問にもございましたが、平成

２５年１１月に健康福祉部こども未来課が実施い

たしました名寄市子供の子育て支援に関するアン

ケートにおきましても児童センター、児童館、学

童保育などについての記載が自由記載の中で教育

関係の回答の３割近くを占めております。内容は

多様ですけれども、今議員が指摘したように学校

ごとの学童保育設置の要望というのは３０件以上

に上っております。このことについて教育委員会

といたしましても認識を新たにするとともに、今

後の大きな課題であると考えているところであり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 積極的な取り組みをお

願いしたいと思います。

子供に優しいまちづくりに関連するのですが、

人づくりのところで、私は保育士さんの非正規雇

用の処遇改善について御質問をさせていただくわ

けですが、以前にも名寄の保育士さん、正規と非

正規でいうと非正規の方のほうが多くなっている

という現状もあったかなというふうに思います。

今全国的には保育士の不足が非常に強く言われて

いて、待機児解消に向けて困難さを増していると

いうふうに言われています。名寄市においては、

待機児が出ないように本当に御苦労されて対応し

ていただいていますけれども、こういった影響が

及ぶのではないかと危惧をしているところであり

ます。待遇改善によって保育士の確保をすること

が求められているというふうに思っています。こ

れは、地元紙で書かれているのですが、保育士の

生活が安定し、生きがいを持って働ける職場は子

供たちにもよい影響を与える。親が安心して産み

育てる環境づくりにも貢献するはずだと、こんな

ふうに書かれているのですが、この部分について

お考えをお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 扇谷総務部長。

〇総務部長（扇谷茂幸君） 答弁の中でも少し触

れさせていただきましたとおり、専門職の人材確

保という観点でいきますと、まさに保育士の皆さ

んの確保につきましても必要な手だてが、そんな

時期に入っているというふうに考えております。

御指摘のとおり、私どもでも正職にかわりまして

臨時職員、それからパートと非常勤の保育士さん

の確保にそれぞれ努めておりますけれども、実は

募集をかけてもなかなかこちらが望む十分な数を

確保できないという状況が続いております。やは

り全国的な一つの傾向だというふうに押さえてお

ります。まさに人材確保のためにさまざまな手を

打ちながら、待遇改善を図ってきておりますが、

やはりこれから先もっと踏み込んだ形で人材の確

保に向けた取り組みが必要だというふうに考えて

おりますので、これはぜひ検討させていただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） ぜひ前向きに進めてい

ただきたいと思います。

あとは、職員のスキルアップとともに資質向上、

この部分で当初総合窓口ができて市民の皆さんか

ら歓迎の言葉が多く寄せられたのですけれども、

今ここにきてなかなか窓口の対応、また利用者さ

んへの対応に苦情が多く寄せられているところで

あります。こうした部分でやはり市民に信頼して

いただける、そういう行政サービス、窓口対応、

中身含めて資質向上が求められると思いますので、

この部分を強く要望いたしまして、質問を終わら

せていただきます。
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〇議長（黒井 徹議員） 以上で川村幸栄議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２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。

農業振興施策について外１件を、山田典幸議員。

〇５番（山田典幸議員） 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順次質問し

てまいります。

初めに、大項目１点目、農業振興施策について、

小項目１、国の新年度予算に対する考え方と今後

の取り組みについてお伺いいたします。昨年１２

月、政府の農林水産業・地域の活力創造本部にお

いて、農政改革のグランドデザインとして強い農

林水産業と美しく活力ある農山漁村の創出を目的

とする農林水産業・地域の活力創造プランが取り

まとめられ、これを受けて決定された平成２６年

度農林水産関係予算は対前年度比１０ ３％の総

額２兆 ２６７億円で、平成１１年から１２年以

来当初予算ベースで１３年ぶりの２年連続増加と

なりました。この農林水産業・地域の活力創造プ

ランにおいては、農林水産業を産業として強くし

ていく取り組みと地域における多面的機能を発揮

するための取り組みを車の両輪と位置づけ、一体

的な政策展開を図るという基本方針のもとで、農

地中間管理機構の創設、経営所得安定対策の見直

し、水田フル活用と米政策の見直し、日本型直接

支払制度の創設の４つの改革を柱に攻めの農林水

産業を推進していくこととしております。そこで、

これらのことを踏まえた国の新年度予算に対する

当市としての評価を含めた考え方と今後の取り組

みについてお知らせをいただきたいと思います。

２点目、当市の新年度における主要農業施策に

ついてお伺いをいたします。３月に入り、暦の上

ではもう春とはいえ、いまだ雪深い当地域であり

ますが、本年の本格的な農作業シーズンに向けて

除雪やビニールハウスの準備などの作業が徐々に

始まってきているところであります。改めて言う

までもありませんが、近年は異常気象とも言える

極端な天候の偏りが農家経営に影響を与え、国政

単位ではＴＰＰ交渉の行方もいまだ不透明な状況

であるなど、農業を取り巻く環境は以前不安定で

先行きが見えてこないのが現状です。しかしなが

ら、どのような状況であろうと農業の持つ役割、

目的は食料の安定供給と農業の持つ多面的機能も

含めた農業、農村の持続的発展であり、そのため

に本来あるべき農政の姿を追求していくことに何

ら変わりはないわけであります。目まぐるしく変

化する国内の農業情勢の中においては、国の農業

政策の動向を注視しつつ、総合計画や農業・農村

振興計画等との整合性を図りながら施策を展開し

ていくのはもちろんのこと、名寄市農業の現状と

課題を踏まえた上で地域の実情に即した的確かつ

実効性の高い農業施策の展開が今まさに求められ

ているというふうに思います。そこで、新年度予

算に関しては骨格予算ではありますが、当市にお

ける平成２６年度主要農業施策について概要をお

知らせ願いたいと思います。

次に、大項目２点目、教育行政にかかわって２

点にわたってお伺いいたします。初めに、子供た

ちの各種スポーツ活動の現状と課題についてお伺

いいたします。子供たちのスポーツ活動について

は、健康な体づくり、体力の向上やそれぞれの競

技における技能、技術の向上という面はもとより、

子供の可能性を見出す手段の一つとして、またさ

まざまな人とのかかわりの中から社会性を身につ

けたり、挨拶、礼儀などの道徳的なことを学ぶ場

としてのスポーツの重要性が認識をされ、当市に

おいてもさまざまな競技において少年団活動や部

活動を中心とした子供たちのスポーツ活動が行わ

れているところであります。しかしながら、子供

たちのスポーツ活動を取り巻く全般的な状況も社

会的環境の変化などさまざまな要因により子供た
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ち個々が望む活動が困難な状況になるなどの課題

が出てきているのも現実であります。スポーツ活

動は、子供たちの心身ともに健やかな成長や青少

年健全育成に大きく寄与するものであり、当市と

しても今後一層の普及、振興を図っていかなけれ

ばならないことであると思いますが、当市におけ

る子供たちのスポーツ活動の現状と課題をどのよ

うに認識されているのか、理事者の御見解をお知

らせいただきたいと思います。

２点目、学校図書館の充実についてお伺いいた

します。現在子供たちの読書離れが指摘されてい

る中、当市においては名寄市子どもの読書活動推

進計画に基づき児童生徒の読書習慣の定着のため

にさまざまな取り組みがなされているところであ

ります。読書の習慣化により子供たちが言葉を学

び、感性を磨き、表現力を高め、創造力豊かにな

るという効果はもちろんのこと、読解力や語彙力

が身につき、そのことが基礎学力の向上にもつな

がるということを考えると、子供たちにとって一

番身近に利用できる学校図書館の充実は教育活動

において非常に重要であると認識をするところで

ありますが、当市においては学校図書館の整備充

実に関してどのような考えを持って取り組まれて

いるのか、御見解をお伺いいたしまして、この場

からの質問とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 山田議員からは、大

項目で２点にわたり御質問いただきました。大項

目１は私から、大項目２は教育部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、農業振興施策について、小項目１、

国の新年度予算に対する考え方と今後の取り組み

について申し上げます。国の農業施策においては、

大きな農政の転換期と受けとめております。全国

的には、担い手の農地利用は全農地の約５割を占

めておりますが、農業従事者の高齢化、耕作放棄

地の拡大などの課題が生じており、国は農林水産

業・地域の活力創造プランを取りまとめ、農業を

足腰の強い産業としていくための産業施策と農業、

農村の有する多面的機能の維持、発揮を図る地域

政策を車の両輪として推進していくこととして４

つの改革を打ち出したところであります。具体的

には、産業政策として、まず農地の有効活用の継

続や農業経営の効率化を進める担い手への農地利

用の集積、集約を目的に農地中間管理機構を制度

化しました。従来の経営所得安定対策については、

一律の支払いなど構造改革にそぐわない面があっ

たものの見直しがされ、米の直接支払交付金や米

価変動補填交付金について工程を明らかにした上

で廃止する一方、ナラシ、ゲタ対策では一律の規

模要件を外し、意欲のある農業者が参加できるよ

うに変更されました。加えて米の直接支払交付金

の見直しが行われ、主食用米偏重ではなく、麦、

大豆、飼料用米など需要のある作物を振興し、意

欲ある農業者がみずからの経営判断で作物を選択

し、その結果、生産調整を含む米政策も行政によ

る生産目標の配分に頼らずとも需要に応じた主食

用米生産が行われる環境整備を図ることとなりま

した。農業、農村の持つ多面的機能の発揮に対し

ては、地域政策として日本型直接支払いが創設さ

れ、集落のコミュニティーの共同管理等により農

地が農地として維持され、将来にわたって多面的

機能が十分に発揮されることを確保し、規模拡大

に取り組む担い手の負担軽減を図ることとされて

おります。市としましては、２月に市内の農業者

の参加をいただき、新たな農業、農村施策の説明

会を開催し、北海道、農政事務所、旭川地域セン

ターの担当者から情報提供を受けました。今後の

取り組みにおいては、ＪＡ道北なよろとの打ち合

わせを行い、今回の制度改正における産地交付金

などについては関係機関、団体で構成する名寄市

農業対策協議会で御検討いただき、農業者への説

明会を開催してまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いいたします。

次に、小項目２、当市の新年度における農業施
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策について申し上げます。平成２６年度は、先ほ

ど申し上げましたけれども、農政の大きな変革の

年となります。主なものについて申し上げます。

米の直接支払交付金は、２６年産米から交付単価

を半減した上で５年後に廃止されることになりま

した。平成２２年度から導入された戸別所得補償

制度が平成２５年度からは経営所得安定対策事業

と制度が変わってきております。具体的な対応方

針については、今後の経緯を見きわめ、ＪＡ等の

関係機関、団体と連携し、対応してまいりたいと

考えております。

国の主要な施策においては、市が策定する人・

農地プランでの位置づけが重要となっていること

から、２月に開催しました人・農地プラン地域別

懇談会での御意見を含めてプランの充実を図って

まいります。また、新年度において専門スタッフ

として農業推進アドバイザーを置き、人・農地プ

ランはもとより農業者、地域の課題などについて

対応してまいります。

担い手対策では、地域おこし協力隊、農業支援

員事業により平成２６年度においても引き続き２

名を公募してまいりたいと考えております。また、

後継者のいない農業経営者を対象とした農業経営

継承事業の実施に向けて検討をしてまいります。

後継者を対象としての青年チャレンジ事業の一部

見直しを図るとともに、研修活動の充実を行って

まいります。高齢化、担い手不足の中で、耕作放

棄地や遊休農地の発生が増加し、今後においても

農地面積の減少が見込まれており、優良農地の確

保と耕作放棄地の解消も必要不可欠となっており、

本年度においてアンケート調査を行いましたが、

その結果をもとに現状の把握と今後の有効な保全

方法について検討してまいります。

名寄産のモチ米のブランド化などを目的として

昨年国の補助金の採択を受けました食のモデル事

業については、計画期間が平成２５年度から５カ

年となっていることから、市民に対する啓蒙活動

や消費拡大に向けて取り組んでまいります。

有害鳥獣対策では、国の緊急補助金も継続され

ており、生産者の皆さんの生産意欲をそがないた

め、猟友会の皆さんの御理解、御協力をいただき、

駆除活動を進めます。

薬用作物の推進においては、平成２７年度の出

荷に向けて平成２６年度において苗代の一部支援

を予定しております。また、生産体制の効率化も

含めて農業振興センターにおいて農薬登録試験、

栽培法の試験を行ってまいります。

以上、主な施策について説明させていただきま

したが、名寄市の基幹産業は農業であり、農業の

活性化が重要だと考えております。農家戸数も減

少の傾向となっており、できる取り組みは迅速に

対応するとともに、情報収集を図り、市内の農業

者の御意見をいただきながら、関係機関、団体と

も十分連携し、取り組んでまいりますので、御理

解をお願いいたします。

以上、答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 私のほうからは、大

項目２、教育行政にかかわって答弁をさせていた

だきます。

まず、小項目１、子供たちの各種スポーツ活動

の現状と課題についてお答えいたします。主にス

ポーツ少年団と中学校の部活動の面からの答弁を

いたします。現在名寄市内のスポーツ少年団は、

名寄地区で２０団体４３０人、風連地区では５団

体７９人となっており、登録されております指導

者の数はそれぞれ名寄地区で７１人、風連地区で

２１人であります。一方、中学校でのスポーツ系

の部活動につきましては、４校合わせまして２６

部４３７人となっており、指導者は４３人と報告

をされております。

現状の課題といたしましては、少年団も中学校

での部活動も各個人が選択できる競技種目に限り

があるということ、また指導者や活動に必要な協

力者の確保といった点が大きなものとして挙げら

れると考えております。一部では、市外の団体に
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所属をして活動するケースも見られますが、特に

レベルの高いところでチャレンジをする場合につ

いては保護者にも相応の負担がかかっているとい

うのが実情であります。国のスポーツ振興法の中

で、自治体は地域特性に応じた施策を策定をし、

実施する責務を有すると定められており、活動へ

の支援策といたしましては、名寄市にあってはア

スリートとの交流事業や社会教育関係団体活動補

助金、また教育振興補助金などによる助成制度、

また各体育協会であるとか地域スポーツクラブが

実施をする事業などを通じて行ってきたところで

あります。今後とも実情を把握しながら、改善等

に努めてまいりたいと考えているところでありま

す。

次に、小項目２、学校図書館の充実について、

特に子どもの読書活動推進計画における動向、ま

た学校の蔵書管理等についてのお答えをさせてい

ただきます。学校図書館は、児童生徒の知的活動

を増進し、人間形成や情操を養う上で教育上重要

な役割を担っております。本市では、平成２４年

度に第２次子どもの読書活動推進計画を策定をし、

児童生徒が本に興味を持ち、本の楽しさやすばら

しさを知り、読書習慣を身につけることができる

よう学校図書館の資料や環境整備等に努め、読書

活動の充実を図っております。学校図書館におけ

る蔵書管理におきましては、平成２２年度に学校

図書システムを導入をし、図書の貸し出し、返却

や検索、蔵書管理や利用状況の把握などが容易に

できるようになり、図書担当の児童生徒が貸し出

し、返却の処理などを行っております。また、図

書システム導入時に古い図書の整理や児童生徒が

利用しやすい環境整備を行うことにより、利用者

が増加をいたしております。

市内全小中学校図書の整備状況につきましては、

平成２２年度末で５万 ４１４冊で、平成２６年

２月末現在６万 ３５２冊となっておりまして、

１万 ９３８冊増加をしてございます。また、貸

し出し冊数につきましては、平成２３年度が１万

７９５冊、平成２４年度が２万 ３１６冊であ

ります。

次に、学校でのボランティアの活動につきまし

ては、児童生徒に定期的に朝読書のときに読み聞

かせを行い、読書の大切さを伝え、本に興味を持

たせ、読書習慣を身につけさせる活動をしており

ます。学校ボランティアがいない学校では、名寄

本読み聞かせ会や風連読み聞かせ会の方が学校に

出向いて読み聞かせを行っております。また、市

立名寄図書館では、学校からの依頼によりブック

トークなどを行っております。子どもの読書活動

推進計画の進展により、徐々に児童生徒の読書に

関する関心が高まるとともに、読書習慣が身につ

いてきている状況にはございます。今後におきま

しても司書教諭や学校図書担当者、読み聞かせボ

ランティアと一層連携をして、児童生徒が楽しく

利用しやすい環境整備や図書資料の充実を図り、

学校図書館の利用促進に努めてまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） 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。それでは、再

質問のほうをさせていただきたいと思います。

まず、農業関係で国の新年度予算に対する考え

方ということで御答弁をいただきました。今回大

きく４つの改革ということで、基本的な考え方は

理解するところでありますけれども、いずれにし

ても現場の実情に合っているものなのかどうか、

農家の所得向上につながらなければ意味のないこ

とでありますので、一部午前中川村議員の質問の

中にもありましたけれども、農地中間管理機構が

創設される議論の中で、農業委員会不要論なんて

いうのも議論の中では出たようでありますけれど

も、二転三転してやはり農業委員会の地方におけ

る役割の重要性なんかも改めて国には認識された

のだと思いますけれども、いずれにしても検証も

含めて確認をさせていただきたいと思います。
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まず、日本型直接支払制度というのが新たに創

設されまして、資源向上支払いというのは今まで

取り組んでいた農地・水保全管理支払いの組みか

えだと思うのですが、農地維持支払いが新たに創

設されたということであります。この制度が実際

地域の個々の農家の所得にどの程度かかわってく

るのか、イメージ的に、ちょっとイメージ的なも

のでしかないのですけれども、何となく全体的に

薄まってしまうような感じが否めないところであ

るのですが、そのあたりの御見解をお聞かせいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 今日本型直接支払い

の関係で御質問がありました。現在の農地・水保

全管理支払交付金、この部分が農地維持支払いと

資源向上支払いということになっています、新た

な施策では。その中で多面的機能の増進を図る活

動というのが資源向上支払い、共同活動の中に１

つ含まされることになります。この部分が従来と

は違った形の中で新たに創設された項目となって

います。それで、従来の活動をそのまま本年度も

行うとすれば、単価的には現行制度でいくと田で

５５０円のところ ５００円、畑で現行９００

円のところ ３００円、それから草地で１５０円

のところ２０５円という形になります。それで、

先ほど言った新たに創設された項目の多面的機能

の増進を図る活動をした場合については、現行田

で ５５０円のところ ７４０円、畑で９００円

のところを ３６０円、草地で１５０円のところ

を２２０円になるというふうになります。

それで、３月５日の日に旭川市で担当者会議が

行われたわけなのですけれども、多面的活動の増

進を図る活動の詳細の部分についてはまだ農水と

の協議が調っていないということで、後ほどまた

新たに中身が詳しく周知をされる予定となってい

るところであります。従来から行っている活動と

そんなに大きく変わらないのではないかというふ

うには考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） 従来の活動をある程度

引き継ぐ部分もあるということなのですけれども、

実際今農地・水保全活動の中でそれぞれの農家に

配分されている金額と今回の制度が変わったこと

による、どのぐらい農家に対する、いわゆる手取

りというか、その額はまだ確定……そのあたりの

すり合わせというのはまだ終わっていないという

ことなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 各活動組織ごとに金

額配分をされるものですから、各活動組織の農地

の面積によってそれぞれ配分額が変わっていくと

いうふうになります。それで、先ほど言いました

従来の活動の部分と新たな部分をやった場合、そ

れについても面積の部分と、それから５年経過し

た後については交付金額が７５％の単価になると

いうことなので、それらも含めて一定程度表にし

たものを持ち合わせてはいるのですけれども、総

体的には従来の活動をそのままやった場合につい

ては、活動９地域あるのですけれども、１億 ２

００万円弱の事業費、交付金が予定をされていま

す。さらに、多面的機能の部分も上乗せをする場

合については、約１億 １００万円程度になろう

かという試算はしております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） わかりました。いずれ

にしても、取り組めるということですから、もう

中身の精査も含めて有効に活用していくことが重

要だと思いますので、詳細等農家の皆さんも気に

されている部分ではあるかと思いますので、具体

的な金額等確定しましたら、情報提供等も今後速

やかにお願いしたいと思います。

次に、産地交付金に関してですけれども、これ

は従来の産地資金のことだと思います。２５年度

５３９億円の予算が今年度大きく８０４億円とい

うことで、相当な額がふえております。これは、

地方に交付される金額の増額ということでも捉え
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られるかと思いますが、この金額の増加に伴って

交付金も大きくなるのかどうか、また産地交付金

の内容に関して水田フル活用ビジョンというもの

を作成するのだと思いますけれども、従来の産地

資金の地域の内容に変更等があるのかどうか、そ

のあたりをお伺いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 産地交付金につきま

しては、従来とそんなに大きくは違わないとは思

うのですけれども、単価の設定等も含めて協議会

の中で確認をさせていただいて、その中で合意が

得られれば各農家さんを対象にした説明会の中で

具体的にこういう作物を作付した場合については

交付単価幾ら幾らになりますよといった説明をで

きるだけ早く協議会開催後、開催をして説明をし

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） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） いずれにしても、額は

大幅に上がっているということなので、有効に活

用していただいて、また水田フル活用ビジョンと

いうものをつくるわけですから、やはり取り組み

の方針ですとか内容を見ますとあります。３年後

の目標、また作物ごとの作付予定面積ですとか、

そういった将来のこの地域がどういう農業でやっ

ていくのかという部分、明確な指針になるのかと

思います。そういう部分もしっかり立てていただ

いて、この交付金も有効に活用されるようにお願

いしたいと思っております。

農地中間管理機構について、中身のほうをちょ

っと確認をさせていただきたいと思います。午前

中川村議員のほうからも質問があったかと思いま

すけれども、これは地域の実態に合っているのか

どうかというのもありますけれども、いずれにし

ましても都道府県が管理機構を設置して、業務を

市町村に委託をするという形なのだと思います。

農地中間管理機構は、当該農地について農地とし

ての管理というのも求められておりまして、また

機構が農地を借り入れて適正に管理するというよ

うな表現が幾つか見られます。適正な管理という

捉え方なのですけれども、これは機構が管理する

ことに間違いないのだろうと思いますけれども、

業務を委託された市町村がやはり遊休農地になり

そうな農地を借り入れて適正に管理して誰かにつ

くってもらうと。その管理の実態というか、どの

ように運用していくのかどうかというのがこれは

果たして市町村単位だけでできるのかどうかとい

うのが非常に疑問な部分でもあるのですけれども、

そのあたりの内容についてわかっている部分があ

ればお聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） ＱアンドＡで見ます

と、農地を貸し付けしたいけれども、受け手がい

ないとき、こういった農地については機構で一旦

受け皿になって、その地域の中でどなたか借りて

いただく方が見つかるまで機構が管理をすると。

ただ管理するのでなくて、例えば新規就農者の関

係で研修用の農地とするだとか、市民農園に貸し

出すだとか、荒れ地にならないような管理をして

いくということが言われていますけれども、名寄

市の実態としては、今までもそうなのですけれど

も、出し手と受け手の方が十分話し合って、それ

で賃貸という形になったり、売買というような形

が多いので、名寄市的にはちょっと実態とはそぐ

わない部分はあるのですけれども、一応機構とし

てはそういうものも受け付けて管理をしていきた

いという話になっているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） 管理というと、そうい

った部分悪く考えるとつくれない、耕作できない

土地をそこに預けてしまえばきちんと畑が畑であ

るとか、田んぼが田んぼであるように管理をして

くれるのだというような捉え方もできるのかなと

いうふうにこの文章等読んで思うのですけれども、

そういった部分になると市町村というか、自治体

でやる負担というのはすごく出てくるのかなとい

う懸念もあるわけです。そのあたり実態としては
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そんなに多くないというお答えでしたけれども、

そのような中身のすり合わせも含めて機構のほう

と、自治体独自でできることというのもやはりこ

れは限られてくるのだと思います。今後そのあた

りの中身のすり合わせはあるのでしょうけれども、

そのあたりはしっかりと行っていただきたいと思

います。

また、業務の一部を市町村に委託という部分は、

この業務の一部という捉え方はどのように考えた

らいいのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 先ほども川村議員の

質問にお答えしたのですけれども、道段階で１つ

しかないということで、具体的に多分札幌になる

のだろうというふうに思いますけれども、そこの

ところが果たして各市町村の状況をきちんと把握

できるかという問題点あるのだろうというふうに

思うのです。実態的に一番よく知っているのは、

そこの市町村の担当課なり農業委員会のところが

やっぱり市町村の実態をよく知っていると。地区

の実態もよくわかっていると。そこがやっぱり中

心になってやっていかざるを得なくなるのではな

いかというふうに思うのです。そうならなければ

やっぱり農地の流動化、うまく回っていかないの

ではないかというふうに考えておりますので、そ

の部分については川村議員の質問にありましたけ

れども、農業委員会と十分連絡、協力しながら、

今後対応してまいりたいというふうに考えていま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） 今経済部長おっしゃっ

たように、地域の実態というのは地域が一番よく

わかっているわけで、特に今まで売買等農地を扱

ってきた農業委員会には膨大なデータもあるわけ

ですし、全て機構が管理するという部分はいささ

か本当に懸念があるわけで、やはり地域の実態に

即した形でここも運用していくのが重要かと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

次に、名寄市の新年度の主要農業施策というこ

とでお答えをいただきました。幾つか、骨格予算

ということなので、具体的な予算、市長選挙の後、

また第２定でいろいろとそのあたりは出てくる部

分もあるのかと思いますけれども、お答えの中で

１点、農業推進アドバイザーの配置、雇用という

ことで、これは新年度予算、人・農地問題解決加

速化支援事業ということで、補助事業ですよね。

予算がついていますけれども、具体的にもう雇用

される人は決まっておられるのかどうか、またど

のような活動をされていこうとしているか、具体

的な中身少し教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 今山田議員から質問

ありましたように、新年度から新規事業、国の補

助金を受けて事業に取り組むことになっています。

それで、内々的にはもう既にこの人ということが

決まっているのですけれども、まだ正式に雇用通

知や何かしていないものですから、この場では名

前は伏せさせていただきたいというふうに思いま

すけれども、先ほども言いましたようにやっぱり

今後の農業、農村のあり方については人・農地プ

ランが基本となるのでないかというふうに考えて

いるのです。その部分、きちんと農業者と農業者

のつなぎ役というか、それらも含めて、それから

あと営農対策の関係も含めて、この方農業をある

程度理解されている方なので、そういった意味で

は顔も農業者の皆さんに覚えられている方なので、

具体的に地域の中に入っていただいて率直な意見

を聞きながら、これからプランをどうするだとか、

営農活動をどうしていったらいいのだろうとかい

う、そういうようなアドバイスや何かも含めて対

応できる方だというふうに考えておりますので、

そういう部分で行政と地域との間に入っていただ

いて、活動していただくという考えを持っていま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） これは、大変いい取り
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組みだなというか、国の補助事業を有効に活用し

た事業だなということで期待をしたいと思います。

いずれにしても、中長期的視点に立つ中でやは

り担い手をしっかりと支えていく施策が重要だと

思います。そういった中では、経済部長のお言葉

の中にもありましたけれども、人・農地プランの

重要性というのがやはりここにきて改めて認識さ

れているところなのだと思います。いわゆる地域

の農業の設計図というものなのだろうと思います

ので、地区別懇談会も開催された中で意見聴取も

されたというところで、懇談会の中で担い手の皆

さん含めて地域の方から何か意見等も幾つか出て

きたかと思いますが、どのような意見が出てきた

か、わかる範囲で教えていただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 地区別懇談会の中で

出ていた特徴的な意見、現在はいいのだけれども、

１０年後、１５年後については、５年後について

はもうほとんどの方が７０歳以上になって、土地

の受け手も限界に近い状態になっている部分もあ

るだとか、地区によっては５年後７０歳以上にな

る人はまだ少ないけれども、先ほど申しましたよ

うにこれからどんどん、どんどんふえていく、そ

ういった意見ですとか、それから規模拡大して農

地集積したいのだけれども、土地条件が厳しいと

ころもあって、その部分で今後どうやって土地の

集積を図っていくのかということで悩んでいると

いった部分だとか、あとは農地が点在をしていて

作業効率が悪いのだけれども、実態として農地の

交換が果たしてうまくいくのかどうか、これは中

間管理機構の活用もあるのですけれども、そうい

ったお話だとか、やっぱり今後集積計画の部分で

いくと、先ほども中間管理機構のことを言ったの

ですけれども、一定程度市のほうでも集積計画を

持って農業者と相談しながら進めていったほうが

いいのではないかとか、そういった意見等も出て

おりました。これらの意見踏まえて、人・農地プ

ランの修正部分で生かせる部分については生かし

て、プランの中に取り込んでいきたいなというふ

うに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） さまざまな意見が出て

きたのだと思います。そういった部分も新年度農

業推進アドバイザーの方が新たに設置されるわけ

ですから、そういった方も有効に活用してそうい

った問題の解決に取り組んでいただきたいと思い

ます。

また、意見の中で、今はいいけれども、１０年、

１５年後がどうなるかという意見も出たというと

ころであるのかなと思いますけれども、今プラン

の中で地域の中心となる経営体というのを位置づ

けているのだと思いますけれども、中心となる経

営体の個々の実態というのは把握されている状況

にありますか。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 担い手の関係でいく

と、これ手挙げ方式で地域の担い手という形にな

っているのですけれども、個人ごとに農地の面積

だとか、それから主要作物、作付の作物の部分で

は表にして、うちのほうでは個別に持ち合わせて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） そういった個々の経営

体の実態というのもある程度持ち合わせていると

いうことでありますので、今後やはり今はいいけ

れどもということなのだろうと思います。例えば

５年後、１０年後、今は地域の中心となる経営体

であるけれども、後継者がいないというような問

題もそれぞれの経営体の中では出てくるのだと思

うのです。そういった個々の農家をどうしていく

か。そこと例えば新規就農したいという方をうま

くマッチングさせる、結びつけるというような取

り組みも今後必要になってくるのかなという気が

しております。こういう私も今現役ではあります

けれども、例えば将来１０年、２０年後考えると、

娘１人なので、後継者がいないというくくりにな
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ってくるのかなと思います。そういった部分で、

では私が持っている農地をどうするのかというこ

とも含めて考えていただけるような体制が、自分

のことではないですよ。自分はどうでもいいので

すけれども、そういった農家さんも多分多々ある

のだと思います。そういった個々の農家のデータ、

状況を把握した中で、やはり先を見て進んでいく

というのが重要だと思いますけれども、そういっ

た体制づくりというのをやっていくべきだと思い

ますけれども、経済部長のお考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 農家個々のデータに

ついては、毎年調査をさせていただいて、任意で

すけれども、アンケートで回答をいただいており

ます。それをもとに農政係のほうでは各農家ごと

のそういったものを集約をしてやっておりますの

で、そういう部分も含めて先ほど言った農業推進

アドバイザーの関係で具体的に相談を受けた場合

については、それらを活用しながら対応してまい

りたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） 先を見据えたそういっ

た対応をぜひよろしくお願いしたいと思います。

農業ということで関連でお許しいただきたいと

思います。皆さん名寄新聞とっておられると思い

ますけれども、私の地域の子供たちが１月からプ

リズムというのが掲載されているのですけれども、

御存じかと思いますけれども、子供たちの将来の

夢、何になりたい、いろいろと書かれています。

農家を継ぐことが将来の夢、僕のお父さんの仕事

を見ていると大変だと思うけれども、僕は農家を

継ぎたい。将来は酪農家になりたい。こういった

子供たち、本当に地域にいて、そういった周りの

環境を見て夢を持って今すくすくと育っています。

そういった将来の子供たちのためにも長期的視点

に立った施策というのを今後ますます進めていく

ことを強くお願いしまして、農業関係は終わりに

したいと思います。

次に、子供たちのスポーツ活動についてという

ことで再質問させていただきたいと思います。少

年団、部活動の実態については細かな数字もいた

だきました。実際に特に部活動の実態ということ

で、私も幾つか聞き取り等もさせていただいた中

で、やはり自分の行く学校に希望する種目の部活

動がない。また、その競技に対して、その競技を

希望する生徒の人数が少なくて部として機能しな

いので、部ができない。いわゆる部活動にならな

いというような状況も幾つか、特に子供たちがこ

の競技やりたいのにそういう環境の中で断念して

いるという状況もあるようであります。すばらし

いなと思った例を１つ挙げますと、東中学校の女

子柔道の関係です。東中学校には、女子の柔道部

というのはありません。ないですよね。そんな中

でもこれは地域と学校との連携ということになる

かと思いますけれども、全道大会で団体優勝、そ

して全国に行っても活躍をされたと。すごくいい

取り組みだなというふうに以前から思っておりま

した。子供たちのそういった行く学校によってそ

ういう環境が変わってしまうというのは、それで

やりたい部活動を断念しているという実態もある

わけですから、そういったものをどう解消したら

いいのだろうなというのがやはり課題なのだろう

なというふうに思います。地域と学校の連携で、

そういった行政としても少し受け皿といいますか、

コーディネート的な組織というのがやはり今後必

要になってくるのではないかなというふうに思い

ますけれども、そのあたりの御見解ありましたら、

お聞かせをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） ただいま再質問で少

年団活動や中学校の部活動の連結性、また連続性

についての御質問をいただきました。現在の名寄

市の子供のスポーツ活動の現状を改めて指摘した

ことでないかなと考えております。他の例も含め

まして相談の窓口とか受け皿といったコーディネ
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ート機能を持つ組織が今残念ながら名寄市にはご

ざいませんし、今までの中で仕組みづくりについ

て検討してきた経過についてはございません。た

だし、１つ名寄市では区域外就学制度の中の許可

要件の中には、教育的な事情として自分が行く指

定された中学校に希望する部活動がなくて、希望

する部活動のある指定校以外の中学校に就学を希

望するときには、一応区域外就学の要件としては

認められているという法的な部分がございます。

ただ、部活動につきましては、少年団との連結性

という部分では、名寄地区だけで申せば野球とか

バレー、テニス、バスケット、それからスキー関

係については名寄の中学校、名中、東中に部活動

がございますけれども、そのほかの部分でいえば

卓球とか水泳、また武道系の剣道であるとか柔道、

また銃剣道については中学校に部活動がない場合

が多い部分でございます。風連町においては、比

較的少年団と部活動の連結性はあります、トラン

ポリンについてはございませんが。こういったそ

れぞれの地域の事情があります。中学校に部活が

ない少年団におきましては、少年団活動は中学生

まで包括していますので、その中で中学生も在籍

しているという事実がございますけれども、それ

に対する指導者につきましては、地域の方、また

教員、また所属する競技団体等の指導者が担って

いる部分もございますけれども、それぞれについ

て仕事との関連性であるとか高齢化、また指導者

資格の継続性等でいろんな団体それぞれ悩みを抱

えておられることなのかなと思ってございます。

今後においては、学校や団体などの関係者から具

体的な事例等のことがございましたら、対応をそ

れぞれ協議をしていき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。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） そういったことも今後

研究だけではなくて実現できるように、やはり何

かそういった実例も実際にはある中で、窓口があ

ればもっとそういった学校に希望する競技がない

ので、その競技を諦めたとか、そういう子供も本

当にやれる環境というか、解消できると思うので

す、そういうやれる環境があれば。ですから、そ

れはどういう団体が担うのか、新たに団体をつく

るのかどうかは何がいいのか今の段階でわかりま

せんけれども、やはり受け皿的な組織がそういっ

た各種団体、また地域のコーディネート役を買っ

て出て、またそうなると指導者、学校の先生の負

担も減ると思いますし、指導者の方にそこに子供

たちに集まってもらって指導していただくという

ことも可能になるのかなと思います。今後前向き

に検討していただきたいと思います。

指導者の確保というのがやはり何よりも今問題

というか、課題な部分もあります。そういった部

分解消できれば、子供たちのそういったスポーツ

活動の中からやはり全国、また世界で活躍できる

人材を育成できる環境が整ってくるのかなという

ふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。午前中ソチオリンピックの話も日根野議

員もされていましたけれども、隣町、下川では葛

西選手、伊藤有希選手、また旭川、竹内選手、和

寒、音威子府からも地元出身の選手が活躍をされ

ていました。名寄も出ましたよね、テレビ。葛西

選手のお姉さん、一躍名寄という名前も出ました

けれども、４年後平昌オリンピックで、その後で

もいいでしょう。地元出身の選手の名前で名寄を

大きく世界にＰＲしていただければ、そういうふ

うになればいいなと望んでいるところでございま

す。

子供のスポーツ活動ということで、関連でもう

一点お聞かせいただきたいと思います。３月１日、

市民スキーの日が開催されました。私も午後から

行きました。お昼の豚汁はいただけなかったので

すけれども、久しぶりにスキー場にたくさんの子

供たちがいる光景を見させていただきました。す

ごくよかったなと。あれだけの子供も含めて市民

の方がスキーに親しむ機会ができたということは

非常によかったなと率直に思っております。重要
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なのは、ここからどうするのかだと思います。や

はりああいった状況をできるだけ通常の土日、平

日というとなかなか難しいのでしょうけれども、

通常の土曜、日曜についても、特に子供たちがあ

あいう場にたくさんいると活気があるというか、

すごくいいものだなと思って見ていましたけれど

も、そういった状況をつくる仕掛けづくりという

か、今後たくさんスキーの日来てくれたからよか

ったねということではなくて、そこから先のこと

も考えていかなければならないのだと思いますけ

れども、そのことに関して御見解がありましたら、

お聞かせいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 市民スキーの日につ

きましては、今年は３月１日の日曜日にピヤシリ

スキー場を会場にスキーこどもの日と同時開催を

して、リフトの無料とか豚汁サービス、それから

スキー、スノーボードの講習会などの内容で行い

ました。今回につきましては、議員からも今まで

再三指摘をいただきました早期から周知、広報を

図った効果も見られまして、当日は多少風があっ

たにもかかわらず、大人から子供まで、大人が２

０２人、子供が２８１人、昨年の３月１６日に実

施した部分の１１０人の４倍を超える利用となり

ました。一人でも多くの市民がスキー場に足を運

び、スキーを楽しんでいただく。今後のスキー人

口の回復につなげたいという、今回に限っては所

期の目標は達成できたと思いますけれども、この

効果を継続させる。また、議員の御指摘のとおり

将来的にオリンピック選手を輩出するためには開

催時期とか事業の内容、また共催イベントなどに

ついて、まず足元から見直してスキー人口の底辺

拡大を図るということを検討していく必要がある

と考えている次第です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇５番（山田典幸議員） そこは、ある程度、一

定程度のスキーの日としての結果は出てきたのだ

と思いますので、その先どうしていくかというこ

とをまた真剣に議論をして取り進めていただきた

いということを求めておきたいと思います。

最後になりますが、学校図書館の充実について

ということで、さまざまな取り組みの中である程

度今子供たちも読書の習慣化まではいくのかいか

ないのかわかりませんけれども、特に朝読書なん

か市内全校で行われているという状況だというこ

とで聞いております。今学校司書の配置に関して

のお考えを最後お聞かせいただきたいなと思うの

ですけれども、道内では特に先駆的なところでは

恵庭市が２００４年度から全小学校に、また２年

後の２００６年度から全中学校、全１３校、市内

の全学校に学校司書を配置したということであり

ます。その効果として、子供たちがみずから本を

手にとって調べて行う学習が充実した、また学校

司書の方が学習資料を探す手助けをすることによ

って、やはり子供たちの情報活用能力が高まった

というような効果も出ているようであります。ま

た、全国見ますと島根県なんかは全ての公立学校

に学校司書を配置しているということであります。

非常に効果の高い、子供たちの読書の習慣化はも

とより、情報をどう活用するかという能力がすご

く学力の向上にもつながるというような結果が出

ているようであります。将来的に名寄市としても

学校司書の配置を今後検討する考えがあるのかど

うか、そのあたり最後に御見解をお伺いして、終

わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 鈴木教育部長。

〇教育部長（鈴木邦輝君） 学校司書につきまし

ては、平成２４年度から公立の小中学校に学校司

書を配置するための経費として単年度約１５０億

円、地方財政措置がなされました。週３０時間の

学校司書をおおむね２校に１名程度配置が可能に

なっているとされております。道内の例では、議

員御指摘のように恵庭市を初め８都市で既に配置

をしておりまして、２市で配置に向けて検討とい

う状況であります。名寄市におきましては、１２

学級以上ある名寄小学校、それから名寄南小学校、
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西小学校、東中学校においては司書教諭が配属を

されておりますし、各小中学校にはいわゆる学校

図書担当者がおります。ただ、いずれも両者とも

教員でありますので、授業や学校行事等、また生

徒の指導等さまざまな校務を行っているため、学

校図書館の環境整備であるとか、図書整備、図書

館だよりの発行など十分な取り組みができていな

いのが現状でございます。その対応として、教員

ではない学校図書館の学校司書の配置というのは

有効な手段であります。他市の業務内容とか雇用

形態を現在調査をしております。本市に配置した

場合に児童生徒にさらなる読書活動の推進である

とか、学校図書担当者の負担軽減につながるとい

うことも精査をして、現在職員配置に向けての検

討のための調査研究を始めておりますので、御理

解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

循環型社会とまちづくりについて外１件を、上

松直美議員。

〇３番（上松直美議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、さきの通告に従いまして、本定

例会において大項目２点について質問してまいり

たいと思います。よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１点目の循環型社会とまち

づくりについて質問いたします。森林は、多面的

な機能を持ち、環境に優しく、低炭素で持続可能

な社会をつくるために重要な役割を担っています。

そして、森林整備、森づくりは長い年月がかかる

長期スパンで計画されなければなりません。人工

林は、４０年から５０年以上のサイクルで伐採齢

期を迎え、素材原料として伐採されます。その間

に植林、下刈り、間伐、枝打ち、さまざまな工程

を経て管理されています。循環型社会の構築は、

資源を持続可能に安定供給し、安心して暮らせる

まちづくりとして、地域資源を有効に活用し、自

然との共生を目指すことが環境に優しいライフサ

イクルになり、きれいな空気、おいしい水を未来

の子供たちに財産として残し、安定した地域社会

をつくり上げることは言うまでもありません。公

共施設の地域材、道産材の利用を促進することや

一般建築材の利用拡大を図ることが地域の森林整

備を加速することになり、安定供給を確保するた

めの路網の整備、施業の集約化、効率的な森林施

業の推進につながると考えます。

しばらくの間円高で輸入材が安く、国産材の低

迷が続いておりました。しかし、昨今の状況とし

ては円安傾向が続き、輸入材は値上がり傾向にあ

ります。しかし、道産材の需要がふえましたけれ

ども、まだ値上がりにまでは至っていないのが現

状であります。森林所有者への利益還元ができる

地域材の利用促進が望まれるところであります。

そこで、地域の森林資源を適切に管理運営し、付

加価値をつけ、経済効果のある製品の開発、雇用

の拡大につながるための森林の多面的機能を保持

し、森林、林業の活性化を推進することが地域経

済の基盤となり、基幹産業の再生に寄与すること

と考えます。

以上の観点から、まず１点目に名寄市の森林資

源の伐採量と推移をお聞かせください。

２点目、木材利用促進の国、道、市の根拠につ

いて教えてください。

３点目、今後の名寄市における木造公共施設の

整備計画についてお聞かせください。

４点目、名寄市における木質バイオマスのエネ

ルギー利用について、基本的な方向性をお聞かせ

ください。

次に、大項目２点目、少子高齢化と過疎対策に

ついて質問します。地方における少子化、高齢化

と人口減少は、労働力の減少、生産性の低下につ

ながり、経済面でもさまざまな影響が考えられま

す。少子化対策は、長期ビジョンで子育て支援を

しっかりと行い、将来の労働人口を確保すること

と雇用をしっかりと確保することが重要と考えま

す。また、高齢者の人口減少も地域を支える経済

に与える影響は大であり、健康で高齢者が安心し
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て住み続けられるまちづくりを進める政策が大切

になってくると考えます。労働人口を確保したと

しても、雇用がなければ人口減少に歯どめはかか

りません。しっかりと生活できる雇用の拡大に重

点を注ぐことも大切な政策と考えます。出生率を

上げるための子育て支援、若い女性の雇用の確保

と通年雇用、育休の支援等が考えられます。また、

田舎暮らしの勧め的移住者の受け入れに積極的に

取り組むことも重要と考えます。

以上の観点から、１点目に少子高齢化と過疎対

策について、現状と課題についてお聞かせくださ

い。

２点目、少子化対策の取り組みについてお聞か

せください。

３点目、地方移住のニーズとインセンティブに

ついてどう捉えているかをお聞かせください。

以上でこの場からの質問を終了いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 上松議員からは、大

項目で２点にわたり御質問がありました。大項目

１は私から、大項目２のうち小項目１と２は健康

福祉部長、小項目３は営業戦略室長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いいたします。

まず、大項目１、循環型社会とまちづくりにつ

いて、小項目１、名寄市の森林資源と伐採量につ

いて申し上げます。名寄市における森林所有区分

は、国有林 ６０５ヘクタール、道有林 ８６５

ヘクタール、市有林 ４７５ヘクタール、市有林

を除く一般民有林１万 ５３９ヘクタールの合計

３万 ４８４ヘクタールとなっており、林種は天

然林１万 ２０６ヘクタール、人工林１万 ３２

５ヘクタール、未立木地６６１ヘクタール、その

他２９２ヘクタールとなっており、近郊の市町村

と比べると一般民有林が多い特徴があります。人

工林における樹種は、道有林がトドマツ ０４４

ヘクタール、カラマツ４６４ヘクタール、アカエ

ゾマツ７５０ヘクタール、その他３１ヘクタール

となっており、樹種の特色としては道有林ではト

ドマツが７１％で最も多くなっております。市有

林を含む一般民有林では、トドマツ ６７４ヘク

タール、カラマツ ８６２ヘクタール、グイマツ

Ｆ１、 ２３７ヘクタール、アカエゾマツ７８９

ヘクタール、その他４０７ヘクタールとなってお

り、樹種の特色としてはカラマツとの混合種であ

るグイマツＦ１とカラマツを合わせて４６％、ト

ドマツが４１％となっており、今後も成長が早い

カラマツがふえていくのではないかと見ておりま

す。

伐採事業量に関しましては、道有林においては

平成２１年度が主伐２０ヘクタール、間伐２４０

ヘクタールで材積１万８８８立方メートル、平成

２２年度が主伐１４ヘクタール、間伐１３５ヘク

タールで材積 ００２立方メートル、平成２３年

が主伐３０ヘクタール、間伐１５５ヘクタールで

材積１万 ９５７立方メートルとなっており、３

カ年の平均材積は ２８２立方メートルとなって

おります。市有林を含む一般民有林では、平成２

１年度が主伐４ １ヘクタール、間伐２５ ９ヘ

クタールで材積が１万 ８３６立方メートル、平

成２２年度が主伐６ ９５ヘクタール、間伐３３

２ヘクタールで材積２万 ０３７立方メートル、

平成２３年度が主伐５ １３ヘクタール、間伐が

２７ １６ヘクタールで材積２万 １３９立方メ

ートルとなっており、３カ年の平均材積は２万４

立方メートルとなっております。

次に、小項目２、木材利用促進の根拠について

申し上げます。平成２２年１０月１日、国では国

や地方公共団体が率先して公共施設での木材利用

を促進し、木材のよさを広く発信することで民間

施設や住宅などに波及させ、木材利用の拡大を目

指すことを目的に公共建築物木材利用促進法を制

定し、平成２２年１０月４日、法に基づき国が整

備する公共建築物における木材の利用の目標など

として公共建築物における木材の利用の促進に関

する基本方針を定めました。北海道でも国の基本

方針に則して平成２３年３月２２日、北海道地域



－143－

平成２６年３月１１日（火曜日）第１回３月定例会・第４号

材利用推進方針を定めております。名寄市におい

ても北海道の方針を受け、平成２４年４月１日、

名寄市地域材利用推進方針を定め、みずから整備

する公共建築物の木材利用に努めることとしてお

ります。

なお、平成２６年１月末現在、北海道では１７

９市町村のうち利用方針を定めているのは１４７

市町村、８２％となっております。全国的に見て

１００％のところは２１県あります。

次に、小項目３、木造公共施設の整備計画につ

いて申し上げます。公共施設の整備計画は、新名

寄市総合計画に登載するとともに、毎年のローリ

ングで見直しを行い、実施いたしております。木

造としての公共施設は、消防法、建築基準法の制

限があるとともに、制限をクリアする集成材等は

高額となるため、建築費がかさむものと考えてお

ります。さらには、積雪寒冷地である名寄市にお

いては、外装に使用した場合劣化が進むものと考

えられますが、一方では温かみを感じる素材のた

め、内装材や建具等で（仮称）市民ホールや南小

学校での活用も考慮しております。検討において

は、木材の持つ優位性とあわせて木材を利用した

場合の補助金とコスト、維持管理費用も含めた検

討が必要となりますが、今後においても事業予算

の許す範囲で積極的に活用していきたいと考えて

おります。

次に、小項目４、木質バイオマスのエネルギー

利用について申し上げます。名寄市では、今年度

名寄市木質バイオマス利活用調査を実施し、名寄

市での木質バイオマスの利活用の可能性について

調査いたしました。調査では、林地残材を予測調

査し、チップ材を活用した木質バイオマスボイラ

ーを複数の施設で運用できる量が残されていると

の可能性を示すものとなりました。しかし、集材

においては確立された方法がなく、他都市の実証

実験の状況を調査いたしました。事例では、森林

残材全てを集める方法では化石燃料より高いコス

トを示したことから、今後も集材、燃料化におい

て実証実験等を踏まえた検証が必要であるとの結

果となりました。今後上川総合振興局で上川管内

で実証実験を行うこととしておりますので、その

結果について注視していきたいと考えております。

施設モデルでの検証では、温浴施設、公共施設、

農業施設をモデルとして試算し、熱需要が多い施

設である通年利用の施設、複数施設での活用にお

いて利用が可能だと考えております。今後におき

ましては、ただいま申し上げました課題を踏まえ

て新名寄市総合計画で計画される施設において活

用可能か協議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。

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２の少子高齢化と過疎対策について、小項目１

と２について申し上げます。

初めに、小項目１の現状と今後の課題について

申し上げます。本市の少子化の状況といたしまし

ては、出生率では平成２２年度２３７人、平成２

３年度２６７人、平成２４年度２６０人となって

おり、大きな減少傾向にはなく、２５０人から２

６０人を推移しており、また平成２２年度合計特

殊出生率は ５９となり、全国平均 ３９、全道

平均 ２６よりも上回っておりますが、本年１月

末の１４歳以下の人口である年少人口は ５９９

人となっており、昨年３月に国立社会保障・人口

問題研究所が公表した推計値によりますと、平成

３７年の推計値では １１１人とされており、平

成２６年度対比で１ ６％減少すると見込まれて

います。少子化社会の問題は、結婚、妊娠、出産、

就労形態などさまざまな要因による問題でもあり

ますが、少子化傾向に歯どめがかかっていない背

景には子供と子育てをめぐる厳しい実態があると

考えられ、総合的な政策の充実、強化によって個

人の価値観や選択を前提としながらも、少子化傾

向に歯どめをかけることが必要であります。本市

においても若い世代に対する妊娠、出産、子育て

の切れ目のない支援や出産、子育てと就労継続の
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ための保育の確保などに取り組んできております

が、引き続き安心して子供を産み育てることので

きる環境を整備し、子育て世代の定着に寄与でき

るよう努力してまいります。

次に、高齢化についてお答えします。名寄市の

高齢者の状況は、６５歳以上人口で合併時の平成

１８年には ９１８人、高齢化率が２ １％であ

りましたが、本年１月末では ５６６人、２ ０

３％となっております。昨年の国立社会保障・人

口問題研究所の推計では、６５歳以上の高齢者人

口のピークは平成３２年で ９５３人、３ ５％

となり、介護等が必要となる方が比較的多くなる

７５歳以上人口のピークは平成３７年で ３７１

人と推計され、現在の後期高齢者人口よりも８８

０人程度増加し、後期高齢化率も１ ７７％とな

る見込みとなっております。後期高齢者のピーク

は、全国的な傾向と本市も同じ状況となっている

ところです。今後団塊の世代が７５歳となる平成

３７年を見据えた介護保険事業計画の策定が必要

となりますが、今国会での今後の介護保険法改正

法案審議を踏まえて、その詳細が明らかになって

いくことから、国の動向を注視しながら、本市に

おける第６期高齢者保健医療福祉計画、介護保険

事業計画の策定に努めてまいります。

次に、小項目２の少子化対策の取り組みについ

て申し上げます。国は、少子化の進行に対し子育

てなどの不安を取り除き、安心して子供を産み育

てることができ、子供が健やかに成長できる環境

づくりが重要な課題であるとし、社会全体で総合

的に出産や子育て、子供の成長をしっかりと支え

ることができる社会を目指すため、平成７年から

１６年まではエンゼルプランの策定、また平成１

７年から２６年までは次世代育成支援対策推進法

に基づく行動計画の策定を義務づけてきました。

本市においても国の方針に基づき平成１３年３月

に名寄市児童育成計画、エンゼルプランを、平成

１７年３月には次世代育成支援行動計画を、また

平成２２年３月には次世代育成支援後期行動計画

を策定し、「ここで育って、ここで育ててよかっ

たといえるまちをめざして」を基本理念とし、基

本目標の実現に向けて取り組みを進めてまいりま

した。

子育てと就労が両立できるための多様なニーズ

に対応し、保育所においては低年齢児保育、延長

保育、障害児保育、一時保育、病後児保育を実施

し、入所児童増加に伴い、待機児童を出さない工

夫に努めてまいりました。子育て支援の充実では、

子育てに関する相談、情報提供、交流の拠点とな

る名寄市地域子育て支援センターを近隣市町村に

先駆け平成１１年に開設し、子育て不安を解消し、

交流を図る取り組みを進めてまいりました。平成

２４年度からは、子育て支援のさらなる充実を目

標に掲げ、親子お出かけバスツアー、青空保育を

実施し、多くの子育て親子に参加をいただき、好

評を得ており、特に親子お出かけバスツアーは総

務省の市町村の活性化施策、平成２４年度地域政

策の動向の冊子において全国で地域活性化に大き

な成果を上げている事業として特徴的、先進的な

取り組みが評価され、道内から札幌市と名寄市の

２市が全国に紹介をされました。平成２５年度は、

お祝い誕生餅引きかえ券交付事業として満１歳を

迎えられた子供に誕生餅を贈呈し、お祝いしたり、

３キロ以上離れた幼稚園、保育所に通園、通所す

る全世帯に遠距離通園通所費助成事業を拡大して

まいりました。また、平成２７年４月から予定さ

れている子ども・子育て支援新制度に向けて名寄

市子ども・子育て支援計画策定のため、アンケー

ト調査を実施し、現在調査の分析をしているとこ

ろです。名寄市独自の支援計画となるよう、名寄

市子ども・子育て会議で議論をいただくことにな

っております。今後においてもさらなる子育て支

援の充実を図りながら、独自の少子化対策を模索

してまいります。

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） 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
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目２、少子高齢化と過疎対策について、小項目３、

地方移住のニーズ、インセンティブについてお答

えいたします。

当市の移住施策としましては、平成２４年度に

官民連携して名寄市への移住促進を図る名寄市移

住促進協議会及び庁内検討会議を立ち上げて協議

を進めており、その成果として昨年７月から旧風

連高校教員住宅を改修整備したお試し移住住宅を

供用開始しました。また、天塩川周辺１３市町村

で広域連携した取り組みとして、道内外の移住希

望者を対象にした移住モニターツアーを昨年の冬

と夏に実施いたしました。さらに、北海道移住促

進協議会が主催する移住ＰＲイベント、北海道暮

らしフェアに平成１８年度の第１回から出展して

おります。

これらの取り組みを通してアンケート調査を実

施しておりますが、道北の中核都市である名寄市

ならではのさまざまなニーズがあり、医療環境や

ネット環境のほか、買い物に不便しないかなどが

挙げられます。さらに、３０から４０代の働く世

代の場合は、働く場があればすぐにでも移住した

いといった声も聞かれます。また、リタイアされ

ている方からは、冬は厳しいので、本州の暑い夏

の間だけでもといったシーズンステイや２地域居

住を希望する声が比較的多い傾向があります。当

市としましては、移住者に特化した施策ではあり

ませんが、当市で起業等をする場合の支援として

空き地、空き店舗の利用や店舗、事務所の新設、

改築、増築に対する助成制度、新規開業資金の融

資に係る保証料補助や利子の一部補助などを実施

しております。また、名寄市移住促進協議会にお

いて構成団体の協力を得て空き住宅情報をホーム

ページで提供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） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） 答弁どうもありがとう

ございました。

初めに、循環型社会のまちづくりについて再質

問をさせていただきます。先ほど名寄市における

森林資源の状況について御説明いただきました。

一般民有林は、カラマツが４６％とトドマツより

もカラマツが多いというふうにわかりました。道

有林においてもカラマツよりもトドマツのほうが

多いという状況、これは全道的という、上川管内

と全く同じ、ほかのまちと同じような状況だと思

います。その中で人工資源というか、人工林が今

どれだけ名寄市にあって、そして人工林がほとん

ど９０％が木材資源として使われている。９０％

が人工林であるという事実は隠せないということ

はもうおわかりだと思います。その中でしっかり

とした木材量を確保というか、量的な賦存量をし

っかりと推移を見守って、どういうふうな加工を

しながら付加価値をつけていくかということが大

事だと思っています。それについて経済部長のほ

うでどのようにお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 上松議員の質問にお

答えしたいと思うのですけれども、人工林につい

ては全森林面積のうち４６％、天然林が５１％、

それから未立木地が２％、その他が１％というふ

うになっています。名寄市全体でいきますと、人

工林よりは現状の段階では天然林のほうが多いと。

特に天然林が多いのは、国有林で国有林面積の７

６％、道有林で道有林面積の５４％が天然林とい

うことで、市有林、民有林は逆に人工林が多い状

況となっております。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） 埋蔵量というか、面積

だけではなくて、私の言っているのは木材出荷量

という概念でいくと、北海道の９０％が人工林の

出荷で成り立ってやって、天然林は保護されてい

ると言ったらおかしいですけれども、伐採時期を

迎えていないものがほとんどで、だからいわゆる

面積で言えば経済部長の言ったとおりなのですけ

れども、木材量として今出荷している現状はどの

ように捉えているかということをもう一度お聞き
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したい。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） これ平成２４年度の

実績なのですけれども、上川北部森林組合の調査

によるところですけれども、皆伐、主伐ですね。

主伐でいくとパルプ材が材積で １９１、逆に一

般材で ８３８、これは立方メートルだというこ

とです。特に主伐に関しましては、成長により材

に回るものが多いので、パルプ使用よりも一般材

の適用が多くなっているところです。ただ、間伐

に関しては成長が満たない部分もあって、一般材

に回るよりも間伐の場合、パルプ材に回る率が多

くなっています。材積でいうと、パルプ材が ８

５６立方、一般材で ２９１立方、合計で間伐の

場合 １４７立方メートルというふうになってい

ます。全体的に見て主伐、間伐合わせてもパルプ

材のほうが若干一般材よりも多い材積数となって

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） 昨年の１０月に林業活

性化議員連盟というものの総会に出席してきたの

ですけれども、そのときのデータによると人工林

の伐採量は北海道ではもうほとんど９０％が人工

林であると。そして、トドマツ４１年成長が４５

％、カラマツが３１年成長が８０％と。どちらか

といったら、カラマツのほうが全体的には８０％

という、カラマツの量のほうが多いというふうに

北海道全体ではデータ出ています。名寄市として

しっかりと樹種における林年齢の管理をしながら、

そこでどれだけの材料が今後出ていくのかという

把握というか、それが大事だと思うのですけれど

も、その点についてどうでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） これは、平成２３年

度の実績ということになりますけれども、一般民

有林の材積なのですけれども、先ほど２万 １３

９立方メートル、それから道有林では平成２３年

度で材積数でいくと１万 ９５７立方メートルと

いう材積はこちらのほうで押さえてはおります。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） わかりました。余り時

間ないので、ちょっと先へ行きます。

平成２３年度の北海道の木材利用量というのは

３９５万立方あります。それで、１０年かけて５

２０万立方、そして約２０年かけて６１０万立方

まで持っていこうという計画があります。これは、

どういった計画だというと、やっぱり今トドマツ

とカラマツは伐期を迎えていて、最大需要という

か、最大の供給量を持っているわけです。その供

給量をどうやって付加価値をつけて出すかという

ことなのです。データは、今いろんなデータもら

って、時間かけて出してもらって本当にありがと

うございます。しかし、把握としてはきっちりと

今伐期を迎えてどれだけの量が出せるかという。

各市町村もやはり森林組合さん等通じて的確に数

字をつかんでいると思います。そこで、森林計画

とか、いわゆる国の全国の森林整備計画、道の森

林計画、市で行っている森林整備計画、その中の

最後に森林経営計画というものがありますけれど

も、そこをどのような形で今考えて捉えているか、

今のこととあわせて。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 今上松議員から御指

摘のあったとおり、伐期を迎えているトドマツ、

それから落葉、カラマツですね。あることは十分

承知しております。それらの部分も含めて計画的

に伐採をして循環させていくという、そういう取

り組みも森林整備計画の中では設けておりますの

で、その部分も含めて整備計画に沿った整備内容

で進めていきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） では、次に進みます。

木造公共施設の整備計画ということで、先ほど

お答えあったのですけれども、一番デメリットと

いうか、消防法とか建築基準法とかがネックで、

どうしても公共施設に向かないと言ったらおかし
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いですけれども、高層とか、３階建て、４階建て

にするとやはり強度の問題、いろんな問題があっ

て建築基準法等もひっかかって先に進んでいない

という面もあると思います。そして、集成材につ

きましても割高であるというふうに認識があると

思います。それは、実際に私たちも一般建築材か

ら見ると集成材は ５倍の価格であるのでありま

して、そこはすごく認識は共有しています。しか

し、私は今回言いたいのは、公共施設がなぜ木造

化でできないのかということを、自分たちができ

るという方向で向かってほしいと思います。

いわゆる先ほど言った平成２２年からの国の公

共建築物の木材利用促進法に基づいて、北海道、

自治体がその方針を定めています。公共事業、公

共施設になるべく木を使っていこうという動きが

あります。昨今ＣＬＴという可能性について、い

わゆるクロス・ラミネイティド・ティンバーとい

う方式によって新しい集成材ができました。これ

は、今までの繊維方向、全く同じ繊維方向で圧着

するものではなくて、直交板方式による新しいも

のであります。これは、高知のほうで森林組合と

会社で昨年からＪＡＳも通り、実証実験も通って、

耐火テストも行っております。私たち北海道が、

今名寄市がＣＬＴについてもっとネットワークを

広げて、どういった可能性を秘めているか、そし

てそれをどのように利用するかということが大事

だと思います。本年の４月には、道の研究会発足

します。そこで製造工場の設置の検討やＣＬＴの

製造技術の研究、利用法の研究について始まりま

す。これは、国と道のほうもＣＬＴについては木

材需要拡大についてかなりのウエートを占めて考

えています。先ほど言った３９５万立方を６１０

万立方にふやす。一つのそういう根拠として、こ

ういうＣＬＴとか新しい構造体をつくって、日本

全国のものがいわゆる国産の木材を利用した中で

動くと。その中でいろんな今まで衰退してきた森

林、林業が活性化するという考えで動いています

けれども、このＣＬＴの情報について、また今後

の考え方についてどう考えるでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 国のほうでは、こと

しＣＬＴ等新たな製品技術の開発ということで、

これは農水の予算ですけれども、５億９００万円

ほどかけて実証実験等も含めてこういう費用を設

けて検討していくというスタイルになっています。

構造的な部分については私専門外なので、建設水

道部長のほうから答弁いたしますので、よろしく

お願いします。

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） 今上松議員のほ

うからＣＬＴ工法について御質問いただきました

けれども、実は私も正直なところ承知をしており

ませんでした。国土交通省のホームページなどで

調べさせていただきましたけれども、現時点では

議員言われるとおり各関連法、建築基準法あるい

は消防法などで確立されていない工法であるとい

うことでございまして、国内においては高層建築

物や公共施設における耐震性や耐火性、耐水性、

構造の強度などについて現在研究段階であるとの

ことで、まだ実用段階には至ってないということ

でございます。

また、国などのＣＬＴモデル予算につきまして

も調べさせていただきましたけれども、国では２

６年度予算、先ほど議員も言われましたとおり新

たな技術や製品普及に向けた環境整備費用、これ

を予算化しようとしているようであります。将来

的には、この工法が実用化された場合につきまし

ては森林資源を活用した産業振興にも非常に期待

できるものと思ってございまして、国や北海道の

動向など今後も注視していきたいと思っておりま

す。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） このＣＬＴもいいので

すけれども、私２月の初めにまた同じような木造

構造体の中で、燃エンウッドというものを見てき
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ました。竹中工務店の特許で横浜市が、第三セク

ターが新しい商業施設をつくっていました。日本

で最初に構造体として集成材をメーンとして使っ

たものとして、北海道のほうもすごく注目してい

るものとして私は見に行ってきました。新しいも

のに対して、すごく取っつきづらいものもあるの

ですけれども、公共施設の中で新しいものを使っ

て、全国から見に来てもらって、こういうものが

この地域の材を使って公共施設にあるのだと、そ

ういうことをしっかりと政策として提言してもら

たいと思うのですけれども、市長、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） 循環型社会形成の中で、

この森林資源をいかに有効活用していくかという

ことは非常にこの地域でも重要な課題であるとい

うふうに我々も認識をしているがゆえに、今回利

活用の調査を道の補助事業を使ってやらせていた

だいているという経緯がございます。おっしゃる

とおり、さまざまな可能性もあり、ＣＬＴに関し

ては岡山県真庭市の銘建工業さんが開発している

という、たまたま私も行かせていただいて感銘を

受けた経過もございます。含めてこの地域は古く

から製紙工場もあって、木材も集まりやすい地域

だったということを含めて、いろんな可能性があ

る中で木材が集積して、さらに産業を立地してい

くということでの可能性はまだまだ十二分にある

というふうに私も認識をしていまして、今議員か

らいろんな可能性も御示唆いただきましたので、

それに向かって我々も挑戦をしていきたいという

ふうに思いますので、ぜひこれからも御指導、御

提言をお願い申し上げたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） どうもありがとうござ

います。やっぱりＣＬＴと燃エンウッドというの

は、私自身ではなくて木材関係とか、地域でいろ

んな関係に携わっている人たちがいかにどうやっ

て需要をふやしていくかということに対してセン

セーショナルというか、すごく期待を持っている

というか、これしかないのではないかと。これ以

上のものはない、ほかに出てこないのではないか

というふうに私も考えています。だから、公共施

設の一つでも、これから計画されるものの一部分

でもいいので、木を利用しながら環境に優しい循

環型社会を名寄市から発信していってもらいたい

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 上松直美議員の一般質

問の途中でありますが、ここで一旦一般質問を中

断をいたします。表示板の時計をとめてください。

〇議長（黒井 徹議員） 去る平成２３年３月１

１日１４時４６分に発生いたしました東日本大震

災から３年を迎えることになります。ここで、犠

牲になられました方々に追悼の意を表し、本議会

として震災発生の時刻に合わせて黙祷をささげた

いというふうに思います。

時間が来ましたら、私の発声で御起立を願い、

黙祷を始めたいと思いますので、御協力のほどお

願いを申し上げます。若干まだ時間がありますの

で、しばらくお待ちいただきます。

御起立を願います。

黙祷始め。

（黙 祷）

〇議長（黒井 徹議員） 黙祷を終わります。

御着席ください。御協力ありがとうございまし

た。

〇議長（黒井 徹議員） それでは、一般質問を

継続いたします。

上松議員。

〇３番（上松直美議員） 続きまして、やらせて

もらいます。

先ほど建設水道部長のほうからＣＬＴはまだ建

築基準法に適応されていないということで、利用

できないというような話あったのですけれども、

利用できないのではなくて、特別な申請をして検
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査をすれば使用可能ということを私調べましたけ

れども、その点についてどうでしょうか。

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） 使用できないと

いうことではなくて、まだ国の法が整備されてい

ないので、建築基準、うちは建築の場合は、公共

施設の場合はあくまでも法を遵守しながら事業を

進めておりますので、建築基準法の法が整備され

なければ資材としては使えないという状況。ただ、

先ほど言いましたけれども、内材だとか、要する

に構造、力がかからないところは使っていいのか

なと思っておりますけれども、それはこれからの

試験データによって決めていくということであり

ますので、それが出ないとオープンには多分使え

ないと思っております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） わかりました。昨年と

いうか、農林水産省のほうでＣＬＴについてはＪ

ＡＳを制定して、きちっと内材としてはもうちゃ

んと使える状況で一般流通しているというふうに

聞いていますので、ぜひテスト的と言ったらおか

しいですけれども、使える部分では公共施設の中

に、構造体では使えませんけれども、ＣＬＴを使

う方向性というものをしっかり出してもらいたい

なと思いますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、木質バイオマスの利活用について

お聞きいたします。先ほども何かすごくマイナス

思考的な答弁でしたので、ちょっとそこについて

お聞きしたいのですけれども、林地残材を利用す

るということはなかなか難しいということで、集

材の方法とか、いろんなことでコストが上がると

いうことで、やはり重油とか灯油のボイラーと比

べると高くなる、はね上がってしまうというのが

経済部長の認識だと思うのですけれども、それで

よろしいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 林地残材全部を集め

た場合ということであります。そういった場合に

ついては、一般の化石燃料よりも高いコストにな

ってしまうので、林地残材を利用する価値がなく

なるというか、そういう部分で申し上げました。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） まさにそうですね。全

部持ってきて使うとなったら、やはり枝とか小さ

いものまで集める手間がかかってだめだと思いま

す。私もそれは認識しております。ただ、今現在

バイオマスエネルギーの利用している状況を見る

と、平成２６年で６２万立方を使っております。

それは、全て林地残材と工場の端材とか、建築端

材、それの利用で、いわゆる利活用です。今まで

廃棄物として投げていたものもあると思います。

それを利活用して６２万立方、これはかなりのエ

ネルギーというか、量だと思います。それを考え

ると、ある一定の集材というか、方法を考えれば

やはり成り立つのではないかと思います。それは、

林地残材をどのようにうまく集めるかということ

だと思いますけれども、一つのアイデアとしては、

いわゆる植林の時点から路網を整備します。路網

を整備することによって、間伐の仕方を変えます。

間伐の仕方をどうやるかといったら、択伐といっ

て、間を抜いていくのでなくて列状間伐というや

り方にすれば、いわゆる３列、４列を一気に高性

能の林業機械で刈り込むというような方法であれ

ば、バイオマスのチップ材としては間伐材を１０

０％そこに使えます。そういうときにネックにな

るのは、チップ材として買うときの値段だと思い

ます。１立方当たり幾らで買ってもらえるかと。

そこが一つのネックだと思います。そこがきっち

りとできるのであれば、列状間伐のやり方と創意

工夫で、エネルギーとしての安定供給はそこから

生まれてくると思うのですけれども、そういう認

識は持たれていますでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員、質問をちょ

っと集約して質問するようにお願いいたします。

〇３番（上松直美議員） わかりました。
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〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 経済部としては、当

面どこの部分が活用できるかといった部位のとこ

ろでいくと、追い上げ材、トドマツもカラマツ含

めて追い上げ材が一番有効活用できるのでないか

といった部分持っていますので、それは集材、土

場から集めて運搬をして、森林組合にあるチョッ

パーでチップ化するといった場合については、一

定程度先ほど言った化石燃料の比較からいうと、

その部分でいくと化石燃料よりも低い単価設定に

なり得る場合もありますので、そういうことも含

めてどういった集材方法が化石燃料の単価と比較

をして優位性があるのかも含めて検討していきた

いというふうに思いますし、ただ木材需要の場合

は地域の中で全て循環をするということです。化

石燃料でいくと、大もとは中近東のほうにあるも

のですから、そういう場合と違って林地残材を活

用してチップ化してやるとなれば、地域の中でお

金が循環するといった部分があるので、それらも

含めてできるだけ地域材を活用するような方法を

見出していきたいなというふうには思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） わかりました。

地域残材というか、いわゆるこの前の協議会、

検討委員会の中で ７００トンぐらいが大体林地

残材ではないかというふうに出ているのですけれ

ども、新聞報道で見たのですけれども、その中で

７００トンという数字が信憑性どうのこうので

はなくて、 ７００トンをもし持ってきて、ある

１カ所で使える量なのか、それともそれでは足り

ないのかと。施設のボリュームにもよりますけれ

ども、例えばサンピラーの温泉をバイオマス化し

たときに ７００トンの林地残材でできるのかと

いう検討はしていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） 平成２４年度におけ

るサンピラー温泉の重油使用量に換算をして、そ

こと比較をしてどのぐらいの量が必要かといった

ような試算は比較検討しております。数値につい

ては今持ち合わせておりませんけれども、上松議

員おっしゃられたようにその数字でいくとサンピ

ラーでは十分活用可能かなというふうには今のと

ころ考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） その中で、新聞記事の

中で出ていたのですけれども、１トン１万 ８０

０円がボーダーだというふうに書いていました。

というと、逆算して考えるとキロ１７円８０銭、

それをボーダーとして、１キロ当たり買うときに

１７円８０銭であればボーダーだけれども、それ

が２０円、２５円となるといわゆる重油のほうが

安いというふうに、そういう考えでよろしいです

か。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋経済部長。

〇経済部長（高橋光男君） チップの価格におい

ては、含水率も当然その中には要素として含まれ

ているので、含水率が低ければ低いほどチップの

値段としては高くなろうかと思うのです、乾燥す

るのに経費がかかるものですから。試算の中では、

５０％の含水率の試算をさせていただいて、そこ

をめどに重油の使用量と、それから木質バイオマ

スで使う量との比較をさせていただいて、集材の

方法もあわせてどの時点で重油を使うよりもメリ

ットがあるのか、デメリットがあるかも含めて協

議会の中では検討させていただいております。ち

ょっと今資料的に数値を持ち合わせていないので、

はっきりしたこと言えないのですけれども、先ほ

ども言ったようにできれば地域の中で循環をさせ

ていきたいというところもありますので、今後の

検討課題とさせ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） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） 細かいデータはいいで

す。私の認識では、重油が１リットル６０円がボ

ーダーであって、やはり５０円とか、それよりも

安くなればバイオマスは不利だというふうに認識
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しております。６０円をボーダーに、それよりも

今高騰しているのであればバイオマスは有効な手

段であるので、しっかりとしたデータに基づいた

試算とカロリー計算をしながら、今後の公共施設

の導入に取り組んでもらいたいと思います。そこ

をよろしくお願いいたします。

続きまして、少子高齢化対策について、残され

た時間でちょっとやらせてもらいたいと思います。

出生率の関係で先ほど答弁あったのですけれども、

平成２５年度の出生者と死亡者の数から、それと

２５年度の転出者と転入者の数、いわゆる自然減

でどれだけ人が減って、社会現象というか、転勤

とか何かでどれだけの人が減ったという、そのデ

ータがもしあれば、後でいいですけれども、教え

てください。今即答でなくてもいいです。もしつ

かめるのであれば教えてください。

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） 済みません。こ

れ私新聞記事でコピーしていたのですけれども、

２６年３月２日付の名寄新聞さん、名寄市の２５

年度の人口動態見ると死亡者、出生者数、死亡者

数が出生者数を上回る自然減に加え、転出者が転

入者を上回る社会的な人口減になっているという

ような記事が載っておりまして、住基上では１月

から１２月まで１年間の出生者は２２６人で、死

亡者が３４４人というような報道になっておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） 正解でした。どうもあ

りがとうございました。出生者が２２６人、死亡

者が３４４人で、マイナス１１８人、これが自然

減で、転出者が ７１１人で、 ４０９人が入っ

てきています。ここで３０２人のマイナスになっ

ています。こういった社会現象によって出ていく

人、自然現象によって減っていく、この人口減少

をどうやってとめるかというのがもう過疎のまち

とか、本当に名寄市だけではなくて北海道全体の

抱える問題だというふうに私も認識しております。

そこで、出生率を上げるというのもそんな１年、

２年のスパンでは考えられていないと思います。

長期的なスパンで出生率を上げるためにどのよう

な子育て支援が、今までにない子育て支援が望ま

れるのかと思うのですけれども、積極的といった

ら財源とか下げられた中でやるのですから理想と

あれありますけれども、やはりどういった支援策

というのがあると思いますか。

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） 有効的な少子化

を食いとめるような方策というのは、今すぐはち

ょっとお答えはできないところはありますけれど

も、今まで本市が行っておりました数々の子育て

政策、議員も御存じだと思いますけれども、赤ち

ゃんが生まれましたら、まずこんにちは赤ちゃん

事業から始まりまして、それで小さな１歳の誕生

を皆さんでお祝いするですとか、医療費少し助成

していただいていますとか、数々保育所の整備も

待機児童を出さないようにこれまでも努めてきて

おりますし、そういったような総合的な子育て施

策を通じながら、少しでも子供を産み育てやすい

環境を引き続き続けてまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） ありがとうございます。

子供を産むというのは女性であって、２０代、

３０代の女性がやはり流出するのではなくて、こ

の地域に雇用を求めて定住できる環境をつくり、

整備するというか、支援するというのが大事だと

思います。そういう人たちが子育てするときに手

厚い医療費の全額市負担とか、ちょっと無理です

けれども、積極的なほかの市町村にはできない、

名寄しかできないような支援策というのが望まれ

るのではないかと私は思います。

そして、高齢者が安心して暮らせるというのは

どういうことかというと、１人になってもやっぱ

りこのまちできちっと面倒見てくれると。そうい

う制度がきっちりとできていると。グループホー
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ムであろうが、いわゆる特別養護老人ホームであ

ろうが、しっかりと見てもらって、いろんな人た

ちに支えられながら安心して暮らせると。それが

逆にそういう一人でも多くの高齢者がこのまちに

住んでもらえるということは、いわゆる福祉とか

医療関係で働く雇用を守ることだと思います。急

激な高齢者の減少が逆にそのまちの雇用を崩し、

そしていわゆる人口減少の引き金となってまた衰

退していく。だから、しっかりと高齢者を支えて

いって、そしてそれを支え、雇用がしっかりと若

者に生まれてくるという、そこがすごく大事な部

分だと思いますけれども、どう考えていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） これまで名寄市は、

住みよさランキングの関係でいうと、病院の数で

あるとか特養の数であるとか、一定のそういう福

祉関連施設を持つことによって住みよさのランキ

ングではポイントが高く、全道１位という点数を

いただきました。この間も総合計画の議論等の中

でも改めて施設の多さ、十分さだけで満足するこ

となく、先ほど議員がおっしゃったように高齢者

が本当に住みやすいためにはどうするのだと。そ

こは、従前は車で往来できたものがやっぱりコミ

ュニティバスを改めて国の事業を入れて実践をし

てみようとか、子育ての関係につきましても保育

所の関係については認定こども園も含めてできる

だけ待機児童を出さない努力もやっておりますの

で、改めてハードの部分とソフトの部分との連携

というか、本当にこの地域に住んでよかったとい

うのはフレーズだけでなくて実践もその辺につい

てはしっかり手がけていかなければならないのか

なというふうに思っておりますので、今後の新し

い施策については箱物重視だけではなくて、必要

な箱物は老朽化施設の更新も含めてやっていきな

がら、ソフトについても連動する形で取り組んで

いきたいなというふうに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 上松議員。

〇３番（上松直美議員） 以上で終わります。ど

うもありがとうございました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で上松直美議員の

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日３月１２日から３月１

６日までの５日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日３月１２日から３月１６日までの

５日間を休会とすることに決定をいたしました。

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たいと思

います。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時０５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 佐々木 寿

署名議員 熊 谷 吉 正


