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平成２４年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年１２月２０日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

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

は１９名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１番 川 村 幸 栄 議員

１９番 東 千 春 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（黒井 徹議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

自衛隊行事について外２件を、佐々木寿議員。

おはようございま〇１１番（佐々木 寿議員）

す。ただいま議長より御指名と発言の許可を得ま

したので、通告順に従いまして、質問をしてまい

ります。

第１点目は、自衛隊行事について、名寄駐屯地

創立６０周年記念行事に対する市としての対応に

ついて伺います。名寄駐屯地は、昭和２８年に開

設され、国防はもとより国際平和協力活動、ＰＫ

Ｏ、災害派遣等々民生安定にも寄与しております。

また、町内会活動や各種イベント等の支援等で自

衛隊を身近に感じているという、世論調査でも過

半数を占めるに至っております。昨年の東日本大

震災での活躍が特にたたえられたところでもあり

ます。名寄市では、市長、議長、道議及び名寄自

衛隊協力会を初め７団体による駐屯地増強、４高

群の存続等の陳情活動を例年どおり、ことしも防

衛省を初め国会議員、中央方面、師団、駐屯地等

の陳情活動を行ってまいりました。この毎年の陳

情活動は、中央においても類のない自治体という

ことで注目されております。さらには、自衛官志

願推進協議会長が作成、配布した自衛隊のまち名

寄のプレートが浸透し、名実ともに名寄市は自衛

隊のまちとして定着してまいりました。このこと

は、市と駐屯地とともに地域振興を目指して、先

人の方々がさまざまな場において相互に理解をし、

信頼を着実に深めてきた長い歴史があり、今日の

ような強いきずなができたものと確信しておりま

す。このように自衛隊とともに歩んできた６０年

の節目を来年に控えている名寄駐屯地創立記念行

事に対して、市としてどのような対応を考えてい

るのか伺いたいと思います。

２点目は、教育行政について、初めに出席停止

について伺います。文部科学省が公表した総合的

ないじめ対策は、学校や教育委員会任せだった姿

勢を改め、国が積極的な役割を果たすことを盛り

込みました。早期に取り組む対策として挙げてい

るのは、いじめた子供に対する出席停止の活用や

警察との連携強化など管理強化の側面を重視して

います。国は、これまで原則いじめ問題の対応を

学校や教育委員会に任せ、問題が発覚した後に細

切れで通知を出すことを繰り返してまいりました。

このようなことから、抜本的に方針を転換するこ

とについて当時の文科大臣は多くのいじめ自殺な

どを挙げ、子供の命を守るのが国の責務と説明を

いたしました。文科省は、深刻ないじめなどにつ

いて国は教育委員会から速やかに報告を求め、指

導や助言をすることをルール化することを盛り込

んでおります。教育現場において出席停止につい

てこれまでどのような取り組み状況であったのか、

今後の出席停止はどのように取り組もうとするの

か、見解を伺います。

次に、コミュニティースクール、学校運営協議

会制度について伺います。コミュニティースクー

ルは、平成１６年に地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の改正により成立した仕組みで、こ

れによって保護者や地域住民が直接学校運営に参

画することが可能となります。これらの方々が一

定の権限と責任を持ち、当事者として学校運営に

かかわっていくことで、学校運営や教育活動に家

庭、地域の意向をより一層的確に反映させること
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ができる仕組みとなっております。どのような現

状になっているのか伺います。

次に、合同部活について伺います。文科省が部

活動を理由に校区外通学を認める通知を出してか

らかなり経過いたしました。これは、少子化、指

導者不足などの理由から、各生徒が取り組みたい

部活が学区内の中学校に存在しないケースがふえ

ている現状を受けた措置でありました。当市にお

いては、学校の小規模化、指導教員の不足などの

課題を抱え、生徒の興味、関心に応じた部活動の

設置運営に困難な状況等をどのように捉えている

のか、現状を伺います。

３点目は、高齢者福祉について、老老介護、認

認介護について伺います。社会の少子高齢化や核

家族が急速に進む今日、老老介護、認認介護は全

ての日本人にとって極めて身近な問題となってま

いりました。厚生労働省の調べによると、在宅介

護を行っている世帯のうち、介護する側とされる

側のどちらも６０歳以上の世帯は６割も超えてお

ります。同居して介護を主に担っている人は、配

偶者、子、子の配偶者が大半です。体力の衰えた

高齢の介護者の場合、介護による肉体的負担で新

たな病気になることがあります。一日の大半を介

護にかかわることでストレスが大きくなり、介護

疲れでさまざまな問題が表面化し、介護者の死亡

によってもたらす孤独死は深刻な問題であります。

老老介護、認認介護対策を考える場合、医療や金

銭面、心身的負担などその課題はたくさんありま

す。医療、介護とも在宅を基本とする施策が地域

での見守りを初め比較的進んでいる当市ですが、

近い将来老老介護、認認介護がさらにふえる傾向

が見込まれます。財源の厳しい現状の中で、この

対策をどのように計画し、進めていくのか伺いた

いと思います。

以上でこの場からの質問を終わります。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇総務部長（扇谷茂幸君）

佐々木議員からは、大項目３点にわたり質問をい

ただきました。大項目の１は私から、大項目の２

は教育部長から、大項目の３につきましては健康

福祉部長からの答弁となりますので、よろしくお

願いします。

陸上自衛隊名寄駐屯地の創立６０周年記念事業

における市の考え方についてでありますが、陸上

自衛隊名寄駐屯地は昭和２８年３月に創立され、

来年で６０周年を迎えることとなります。名寄駐

屯地は、我が国最北の防衛線として国土防衛はも

とより、近年はハイチにおける大規模地震やゴラ

ン高原への国連平和維持活動、ＰＫＯなど国際社

会への平和、安全貢献のほか、国内においては昨

年の東日本大震災への災害派遣及びその支援活動

は記憶に新しいところであります。また、本市に

おきましては、文化、スポーツ、地域の災害活動

や周辺整備事業などさまざまな分野で地域と深く

結びつき、その影響は圏域にも及ぶことから、関

係団体や圏域自治体とともに毎年現体制の維持、

拡充を要望してきているところであります。

御質問のありました名寄駐屯地創立６０周年記

念事業に対する市の対応についてでありますが、

さきに述べましたように名寄駐屯地は国内外の活

動を初め本市のまちづくりに大きくかかわりを持

つことから、この間の周年事業と同様に前向きに

支援を行うとともに、関係団体と連携をして名寄

駐屯地への理解、さらには交流の場となるよう努

めてまいります。

なお、具体的な対応につきましては、現在名寄

駐屯地の意向を確認をしているところでありまし

て、関係団体とも協議の途についたところであり

ますので、御理解いただけますようよろしくお願

いいたします。

以上、答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目の２、教育行政について答弁をさせていただ

きます。

まず、小項目１、出席停止についてでございま
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す。出席停止につきましては、学校教育法第３５

条の規定を受けまして、名寄市では名寄市立小中

学校出席停止の命令の手続に関する規則、教育委

員会規則１５号で平成１８年に定めております。

今日まで出席停止の措置が講じられた事案はなか

ったと認識をしているところであります。出席停

止の規定は、本人に対する懲罰という観点からで

はなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義

務教育を受ける権利を保障するという観点から設

けられた制度でございます。もとより学校は、児

童生徒が安心して学ぶことができる場でなければ

ならず、その生命及び心身の安全を確保すること

が学校及び教育委員会に課せられた基本的な責務

であります。こうした責務を果たしていくために、

性行不良である、また他の児童生徒の教育に妨げ

があると認められた場合に適正な手続を踏みつつ、

出席停止制度を一層適切に運用することが大切で

あると考えております。しかし、児童生徒の問題

行動につきましては、日ごろから生徒指導を充実

をし、未然防止に努めるとともに、問題行動の発

生に際しては出席停止の措置が必要となるような

事態に陥る前に適切かつ迅速に対応をし、早期解

決に向けて全力を尽くすことが重要であると考え

ております。そのために学校におきましては、１

つには教育活動全体を通じ、社会性や規範意識な

ど豊かな人間性を育成する指導を徹底すること、

２つには教職員が児童生徒の悩みや不安を受けと

め、カウンセリングマインドを持って接するよう

に努めること、３点目には問題行動の兆候を見逃

さず、適切な対応を行うとともに、問題行動の発

生に際しては教職員が共通認識の下に毅然とした

態度で指導に当たること、４点目には問題を抱え

込むのではなく、家庭や地域社会、さらに教育相

談センターや警察など関係機関との連携を密にす

ることなどが大切であります。教育委員会といた

しましては、今後もこうした指導を徹底するよう

市内の小中学校にお願いをしていくとともに、問

題行動に際しては学校と緊密に連携して対応して

まいります。また、万が一出席停止の要件に該当

する深刻な問題行動が見られた場合には、上川教

育局とも連携をして適切かつ迅速に対応してまい

りたいと思います。

次に、小項目２、コミュニティースクールにつ

いてであります。コミュニティースクールは、平

成１４年度より研究指定校での実践が始められま

した新しい学校運営の方法であります。平成１６

年度に地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の改正によりまして、教育委員会の判断で公立学

校に学校運営に関する協議機関として学校運営協

議会を置くことが可能となりました。名寄市にお

きましては、コミュニティースクールは導入はし

ておりませんが、市内１１校に校長の諮問に応じ

る学校評議員制度を導入をし、校長が保護者や地

域の方々の意見を聞き、特色ある学校づくりの取

り組みや総合的な学習の時間などへの支援、子供

たちへの地域ぐるみの育成、学校行事と地域の行

事との合同開催などによる子供たちと地域の交流

などを推進をして、コミュニティースクールと同

様に地域に開かれた学校づくりに努めております。

名寄市内の各学校は、都市部と比較をいたしまし

て学校行事や地域参観日など各種事業を通じまし

て地域との密着度が大変高く、地域と学校との関

係は情報の共有や運営にかかわるなど、互いの信

頼と連携関係が良好でございます。御指摘のコミ

ュニティースクールにつきましては、現在全国で

１８３校に導入をされており、近年増加傾向に

あると言われてはおります。北海道では、本年度

から三笠市の小中で各１校と根室管内別海町の高

校での導入が始まったところであります。

次に、小項目３、合同部活についてお答えをさ

せていただきます。生徒にとって活気あふれる部

活動への参加は、競技技術の向上のみならず、心

身の健康、豊かな社会や人間性の育成など人格形

成の上からも大きな教育的な意義がございます。

現在市内の各中学校には、８種類の運動部と３種

類の文化部がございまして、約８割以上の生徒は
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それぞれの部活動で活動をしてございます。しか

し、少子化に伴いまして種目によりましては休部

に追い込まれたり、少人数での活動を余儀なくさ

れている部もあり、今後の活動に支障を来すとい

うことも懸念をされております。休部等で活動の

場がない生徒の受け入れとして、現在風連中学校

では４年前から野球部とバレー部におきまして下

川中学校からの部員を受け入れて、合同による部

活動を行っており、中体連へ合同で参加をしてお

ります。このほか部活動ではありませんが、サッ

カーにおいても各中学校単位でのチームをつくる

ことができないために、名寄中学校、名寄東中学

校、下川中学校の生徒で名寄ジュニアユースとい

うチームを結成をして活躍をしているところであ

ります。合同部活動は、練習場所への交通手段や

生徒間、特に他校生との人間関係における課題等

もございますが、活動方針や活動内容について学

校間で十分協議をし、部活動指導者とともに共通

理解を図ることが大切であると考えております。

また、生徒や保護者にも合同部活動の考え方や部

活動の内容について説明をして、理解、協力を得

ることが必要であります。今後とも部活動の設置、

運営においては、学校、生徒、保護者の意向を確

認をして、生徒の健全育成に努めることに努力を

したいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きい項目３、高齢者福祉についての小項目１、

老老介護、認認介護について申し上げます。

名寄市の６５歳以上の高齢者人口は、平成２４

年１０月１日現在で３９５人、高齢化率は２

０％、さらに７５歳以上の人口は４３３人、率

で１８％となっており、年々高齢化が進行して

いる状況にあります。御質問の老老介護とは、家

庭などの事情により高齢者が高齢者を介護せざる

を得ない状況のことで、介護する側も高齢により

衰え、介護が大きな身体的な負担となったり、介

護の協力者となり得る家族や親類が周りにいない

ことなどで精神的負担も負いやすく、高齢者のみ

の世帯では経済的な負担や不安も伴って介護疲れ

による事件も発生していることから、大きな社会

問題となっているところであります。また、認認

介護とは認知症高齢者を介護する高齢者自身が認

知症を患い、適切な介護ができなくなるという極

めて厳しい介護実態のことであり、増加が危惧さ

れているところであります。名寄市の介護認定者

数は、平成２４年９月末の実績で４２２人、そ

のうち在宅介護サービスを利用している人が７７

５人、地域密着型サービス、グループホームを利

用している人が８１人、介護保険施設を利用して

いる人が３０９人、利用していない人が２５７人

となっており、在宅での６５歳以上の夫婦世帯で

は７５３世帯、そのうち要介護認定者は２６３

人、７５歳以上の夫婦世帯では６５０世帯、その

うち１８６人が要介護認定者となっております。

また、介護認定の結果により認知症高齢者の日常

生活自立とⅡランクのａ以上のデータによる認認

介護と想定されます世帯は８世帯ほどではないか

と思われ、これらの世帯が在宅介護サービスを利

用していることでありますが、認認介護の場合第

三者のケアが必要となり、プライバシーの問題も

あってなかなか家庭内に立ち入ることが難しいの

が課題となっております。

名寄市では、高齢者が要介護状態、要支援状態

となることを予防するため、介護保険事業計画に

基づく地域支援事業の一環として、要介護、要支

援認定を受けていない６５歳以上の方を対象に平

成２３年度から５カ年で市内を一巡する計画で、

生活機能を調査する基本チェックリスト郵送、回

収する２次予防事業の対象者の把握を実施してい

るところであります。この事業は、生活機能が低

下している方を把握し、高齢者自立支援事業の利

用や介護予防事業への参加を促し、少しでも生活

機能の維持改善を図るために実施しております。

介護者の経済的負担を軽減するため、事業といた
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しましては名寄市家庭用品支給事業実施要綱によ

り在宅で要介護４または５で、介護者及び被介護

者がともに市民税非課税の場合には介護用品を支

給しております。さらに、平成２４年度からは支

給対象用品を５品目から９品目とし、支給限度額

につきましても年額７万０００円を１０万０

００円に改正し、介護者の経済的負担の軽減を図

っているところであります。また、高齢者を在宅

介護している家族に対して介護から一時的に解放

し、介護に関する講話や軽スポーツ等を実施して

介護者相互の交流と心身のリフレッシュを図るた

め、家族介護者交流事業も実施しております。老

老介護につきましては、地域の実情に精通してい

る民生委員の皆さんに地域包括支援センターの介

護相談協力員もあわせて市より委嘱させていただ

いておりますので、担当地区に住んでいる高齢者

などの情報を提供していただき、適切な対応をし

てまいりたいと考えております。

さらに、認認介護につきましては、認知症の方

を早期に発見することが何よりも重要であり、早

期発見ができれば症状の進行をおくらせることが

できる可能性が高いと言われております。認知症

は、病気であるということを理解し、地域で見守

りや声かけをしていただくため、認知症サポータ

ー養成講座の開催や介護予防教室においても認知

症の理解と予防のための講話を行うとともに、平

成２４年度からは市の出前講座に認知症サポータ

ー養成講座のメニューを追加し、市民の皆さんに

認知症に対しての普及啓発に努めているところで

あります。また、名寄市徘徊高齢者ＳＯＳネット

ワーク事業ではネットワーク体制の強化と拡大、

認知症に対する市民意識の向上を図るため、来年

２月、関係機関と連携を図り、徘回高齢者の早期

発見に努めるための模擬訓練や認知症専門医を招

いての講演会を予定しているところであります。

老老介護、認認介護を少しでも減らすためには、

高齢者の孤独、閉じこもりなどを防ぎ、介護が必

要になっても地域住民の一員として主体的に役割

を果たすなど生きがいづくりを進めることが重要

であり、介護予防にもつながり、加えて将来の介

護の社会的コストの増加を防ぐことにもつながる

と考えております。今後も行政はもとより関係機

関、関係団体、さらには地域の皆さんと相互に連

携し、適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をい〇１１番（佐々木 寿議員）

ただきました。時間が限られておりますので、最

後までなるかわかりませんが、時間の許す限りの

再質問をさせていただきます。

まず、自衛隊行事の駐屯地創立記念行事でござ

いますが、御答弁によりますと例年どおりの支援

をしていくということでございました。昨年度は、

本当に大震災があったわけでありまして、それぞ

れできるような環境ではなかったわけであります

けれども、ことしは規模は大小は変わろうともそ

れぞれの駐屯地において行事を行っている自治体

がかなりおります。そこで、駐屯地の創立記念行

事の中で、やはり一番着目すべき自治体もござい

まして、えびのとか、あるいは北海道では遠軽と

か、これは自衛隊のまちとして本当に市民が自衛

隊の行事をしっかりバックアップするというよう

な形で、市中パレードを要望して、まちの中でパ

レードをやっておられるというようなこともあり

ました。これは、いわゆる私が考えるには、この

自衛隊の存立をするだけの抑止力だけではなくて、

市民が自衛隊を支えていくという、そういう体制

が本当に芯のある抑止力だと私は考えております。

今北海道でいいますと、２４年の防衛白書等がや

はりロシアの進出、特に軍事面の改革、いわゆる

コンパクト、あるいは近代化、あるいはプロフェ

ッショナル化を目指して演習等もやっております

し、特に北方領土、これについては１個師団いる

わけですけれども、これの装備を見直して近代化

させるというふうな、我々にとっては固有の北方
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領土を守るという、この北海道の第一任務だと思

っています。これは、今まで南西、あるいは日本

海の尖閣諸島、あるいは竹島に注目されて、それ

で自衛隊の動的防衛力基盤を打ち上げております

けれども、自衛隊がこの存立をするということに

おいて本当に抑止力になっているのだと私は考え

ております。したがいまして、この防衛大綱も、

あるいは中期防も我々が毎年市長を初めとして要

望をしていくことに対して、これはある程度改革

を進めなければならないと思っております。こう

いう状況の中で、市中パレードを支援した自治体

の考え、これは中央においてもかなり評価が高い

ものだと思いますし、ロシアに対するその方法的

な活動もかなりの抑止力があると私は考えており

ます。遠軽でいいますと、首長を初めハイチのと

ころに慰問に行っております。これは、さらにＰ

Ｒする。これは、まちと一体化になっている自衛

隊がさらに信頼を深めている、強いきずながある

ということをＰＲしていると思いますし、これに

もまさる名寄駐屯地と名寄市は本当に自衛隊のま

ちらしく、強いつながりがあると私は思っており

ます。そこで、やはり今までどおりの金銭面とい

うのは、それは本当にありがたいことだと思いま

すし、これからもそういう支援をしていくという

ことが大切なのだろうと思いますし、これは市長

にぜひその辺の見解を伺いたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

思いも含めてありがとう〇市長（加藤剛士君）

ございました。

６０周年の節目に市中パレードということで、

現在そのことを実施すべく、前向きに検討を各機

関と協議を進めています。恐らくは、それぞれ自

衛隊関係団体との協議会を立ち上げて、実行委員

会組織ということでやっていくというふうになろ

うかというふうに思います。議員もおっしゃられ

たとおり、国を守るというのは国民それぞれがみ

んながしっかり認識していかなければならない責

務だというふうに思っていますし、その中で役割

分担の中で自衛隊という組織が一番危険で過酷な

部分を担任していると。このことを含めて、また

こうした自衛隊が名寄に駐屯しているということ

を改めて、またその駐屯地とともに名寄市がまち

づくりを行ってきたと。そういうことを含めて、

改めてこの節目に市民の皆さんにこのことを、ふ

だんからの仕事ぶりを見ていただくということが

何よりも必要なのではないのか。加えて自衛隊の

士気向上ということも含めて、ぜひここは前向き

に検討していきたいというふうに考えています。

もう一つ、東日本大震災のときにも任務を受け

て、全くほとんど準備もできないままに現地に向

かった隊員さんが多くおりました。その中で今結

構隊員さんも御夫婦で共働きをしていてとか、実

は介護をしながらという隊員さんもいて、そうし

た準備もままならないまま現地に行くということ

もあった。あるいは、今後も想定されるというこ

とも含めて、これまでも自治体といろんな協力を

しながら、そうしたバックアップをしてきたわけ

ですけれども、改めて自治体ができることを、保

育所機能だとか、介護機能ありますので、そうし

たことを含めてそうした有事のときにしっかりと

自衛隊の体制を支援できるような協定みたいなも

のを６０周年の節目にできないかと。こういうこ

とも検討していきたいというふうに思っています。

改めて自衛隊の皆さんがこの地で働きやすい、そ

うした環境ができるように協力会の会長としても

しっかりとこの節目にいろいろなことを考えてい

きたいというふうに思っておりますので、ぜひ御

理解と御協力をお願い申し上げます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうござい〇１１番（佐々木 寿議員）

ます。

今回の来年の６０周年記念行事には、やはり今

までですと歴代の駐屯地司令あるいは群長が来ら

れるのだろうと思いますし、もちろんそういうこ

のまちの、自治体の支援の体制が目に見える形で

支援することによって中央にも響く、あるいは抑
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止力にもつながるものだと思っておりますし、隊

員もそういう支援を受けることによってさらに精

強な部隊になるのだと思いますし、またここに勤

務された中央に行く、あるいはそれぞれの自治体

にある自衛隊に行く隊員の方々も本当に誇りを持

ってこの名寄に住んでよかったなというようなこ

とになるのだと思いますので、どうぞ自衛隊の担

当者と詳しくその辺はまだ調整していないという

ことでございますので、しっかりとできる限りの

自衛隊の行事に御支援をいただけますようお願い

を申し上げますとともに、御期待を申し上げてお

きたいと思います。

それでは次に、教育行政の出席停止について伺

いたいと思います。今まで御答弁によりますと、

出席停止についてはなかったということでござい

ますが、これは御答弁にもありましたように、子

供たちが安心して教育を受けられるという、そう

いう環境をつくるというのが基本ですから、出席

停止をやって、御答弁のとおりいわゆる本人に対

して懲戒するものでもないわけでありますから、

これは本当に御答弁によりますとそういう事案が

発生した場合には上層部の協議会等も調整しなが

らやりたいということでございました。これは、

いきなりこういうようなことを執行するというこ

とになりますと、そのとき事案になった場合には

なかなか保護者としても理解がしがたいのではな

いかと思うわけであります。これは、事前にそう

いうものがこういうことを執行できるということ

は保護者の方も御理解を得ているのか。どの辺で

こういうような場面を捉えて保護者等の御理解を

得ているのか、その辺を伺いたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、出〇教育部長（鈴木邦輝君）

席停止に至る部分での保護者の理解についてお答

えをさせていただきたいと思います。

答弁でもお話をしたとおり、いじめ問題に関す

る出席停止という部分につきましては、ある意味

最後の手段でございます。現在名寄市が行ってお

りますいじめに対する対応につきましては、一義

的には学校での解決を図るということが１つであ

ります。また、その中でなかなか難しい部分があ

れば、教育委員会、そして教育相談センターなど

と複数の機関が対応して協議をして、なるべく事

例を長引かせないという基本的な態度で臨んでお

ります。保護者に関しましては、学校での対応の

中におきましていじめた児童生徒、もしくはいじ

められた児童生徒、当然ながらそれにかかわりま

す保護者について、基本的には学校での３者にお

ける面談等を行っております。その中でいじめの

経過、それから解決の手法について話をしていく

ということになろうかと思っております。もちろ

んその中で一つの方法として、出席停止という手

段もありますということはお話をさせていただく

場面があろうかと思いますが、基本的には当事者

同士、それから学校、保護者がお話の中で解決を

していく。その中で出席停止の問題についても御

理解をいただくような説明を学校からはきちんと

していただくというのが基本と考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

出席停止は、学校〇１１番（佐々木 寿議員）

教育法に基づいているわけなのですけれども、そ

の中で他の児童生徒に心身の苦痛や財産上の損失

を与える。それから、２つ目は職員に傷害や心身

の苦痛を与える。３つ目は、施設を損壊するとい

うふうに、生徒対生徒、生徒対教員、生徒対施設、

これを出席停止、あるいは一般的にやっている病

気の出席停止もございましょうが、特に今回のも

ととなっているのはそういうことだと思います。

したがいまして、これは今までないということは

そういう事案、例えばいじめとかいう事案もあっ

たというふうに先回、さきの定例会等にも御答弁

にもあったようでございますけれども、その辺の

承知とか、あるいは本当に教員に対するそういう

ようなもの、あるいは学校の生徒のところという

の、全くなかったということでしょうか。伺いま
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す。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

出席停止に至るまで〇教育部長（鈴木邦輝君）

の事案の中で、今議員が指摘されたような学校の

教育活動が正常にでき得ない状態になったという

事例はなかったと聞いております。先ほども申し

上げましたけれども、出席停止に至るまでの間に

は保護者、児童生徒、それから関係者と事情聴取

をきちっとするというのが原則でありますので、

今までの事例に照らしましてそういった事例に陥

ったときには、教育委員会も最終的な判断をしな

ければだめだという事例があるかと思いますので、

それについては厳正に対応していきたいと思って

おりますが、現在のところはそういう事案がなか

ったということで御理解いただきたいと思います。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

なかったというこ〇１１番（佐々木 寿議員）

とですが、本当に現代の子供たちの環境を踏まえ

ると、大分教育環境がコミュニケーションがとれ

なくなっているような子供たちが多くなってきて

いるのではないのかなと思いますし、そういう事

案を起こすような環境も家庭なり地域なり学校な

りにどこかに１人だけになってしまって、そうい

う事案を起こしてしまうとかというようなことも

ある部分では要因に含まれているのだろうと思う。

しかし、そういう事案が起こって、突発的に起こ

ったときにそのときに慌てて対応するということ

でなくて、やはりそれなりの説明を加えながら、

そういう機会があれば保護者等に説明をしておく

べきだと思います。それを求めておきたいと思い

ます。

次に、コミュニティースクールについてですけ

れども、あくまでも保護者や地域が学校にかかわ

る仕組みにはコミュニティースクールのほかに先

ほど御答弁にもありました学校評議員制度、ある

いは学校支援地域本部というものがありますけれ

ども、これは本質的に似たようなものですけれど

も、御答弁のあった学校評議員というのは校長の

求めに応じて意見を述べる。校長主導のいわゆる

制度なわけですよね。このコミュニティースクー

ルというのは、保護者や住民たちが学校運営協議

会議で学校の運営に物を言えるという、そういう

仕組みなのです。ですので、この辺が若干ニュア

ンスが違うのであります。それと、学校支援地域

本部というのは、住民が学校の応援団ですから、

ニュアンスが違うのですけれども、当市としては

そのものをつくらなくてもやっていけると。やっ

てきたということでございます。しかしながら、

コミュニティースクールというのは権限がやっぱ

り３つあるのです。校長のつくる重点目標や行事

計画などの学校運営の基本方針を挿入する。２つ

目は、教育委員会や校長に学校運営についての意

見を述べる。３つ目は、教職員の人事について教

育委員会に意見を言える。こういう権限を持って

いるわけです。これは、やはり文科省も推進する

というのはそこにあるのだろうと思います。した

がいまして、将来的にもそういうことを考えた場

合には、当市としてはそういうコミュニティース

クールは考えられないと、全くそういうようなこ

とはやらなくてもいいという判断なのでしょうか。

御確認をしたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

コミュニティースク〇教育部長（鈴木邦輝君）

ールにおきます学校評議員の立場というのは、先

ほど議員が御指摘のとおりでございます。承認を

したり、意見を述べることができるというのが現

在の学校評議員制度とは若干違う部分かと思って

おります。ただ、一定の権限の対極には言ったこ

とに対する一定の責任というのも生じてくるとい

う部分では、現在の学校評議員制度と若干違う部

分であるかなと思っております。いずれにしても、

学校当事者、それから地域、また地域の有識者が

地域として学校をどのように健全な運営をしてい

くかという基本ということでございます。こうし

た制度につきましては、先ほども答弁で述べまし

たように、名寄市としては地域と学校というのが
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開かれた学校という部分では大変いい関係を保っ

ておりますけれども、今後コミュニティースクー

ルそのものもふえてくるという可能性も否定をで

きません。今後名寄市としても道内でこれから事

例がふえるかと思いますので、そうした事例につ

きまして検証して、コミュニティースクール、現

在の制度との比較検討をしながら、先進事例をき

ちっと見据えながら、検証はしていきたいと考え

ておりますので、御理解いただきたいと思います。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

後ろ向きではなく〇１１番（佐々木 寿議員）

て前向きに御検討いただきたい、このように求め

ておきたいと思います。

次に、合同部活について伺いたいと思いますが、

当市では風連中学校と下川中学校の合同部活をや

っているということで、合同部活はやはり子供た

ちが学年とか学級の枠を超えて、そしてスポーツ

あるいは文化を通じて、そして人間関係も積める

というのが一つの特徴なのだと思います。それで、

部活動を奨励しているのだと思いますし、そうい

うことがこれからの子供たちの教育課程において

は大事なのだと私は思っております。それで、い

ろいろとありましょうけれども、８０％ぐらいは

もうほとんど文化系、あるいはスポーツ系に入っ

ているということでございますが、これにかわる

例えばスポーツ少年団とのかかわりはどのぐらい

の加入人数があるのでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校教育の中におけ〇教育部長（鈴木邦輝君）

る部活動、それからただいま少年団の活動につい

ての御質問がございました。先ほど申したように、

中学校における部活動におきましては平均して８

割以上の加入率、学校によっては１００％という

ものがございます。ただ、少年団につきましては

現在名寄地区で２１の少年団、それから風連地区

で５の少年団がございます。この少年団、主に小

学校が中心でございますけれども、小学校の中で

トランポリンであるとか、水泳であるとか、サッ

カーであるとかというようなものにそれぞれ加入

をしているということでありますが、少年団の加

入率につきましてはちょっと手元に資料がござい

ませんので、後ほどお答えをさせていただきたい

と思いますが、いずれも小学校にあっては少年団

活動、そして中学校にあっては部活動、また事情

によっては合同部活動でそれぞれの教育活動の中

で、競技一辺倒ではなくて学校教育との関連が図

られる中できちっと位置づけられてやっていると

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。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

これは、やはり部〇１１番（佐々木 寿議員）

活動というのは、それぞれ合同部活動というのは、

あくまでも自体の考え方でありますけれども、本

当に自主的あるいは自発的な考え方等でございま

す。その中でやはり教員あるいはその担当教員と

いいますか、そういう方々の得意でないといえば

得意でない、そういう教員の方とかついておられ

るのか、あるいはそういうことの得意ではない教

員の方の対応というか、そういう子供たちにそれ

でどのように指導をされているのか、あるいはそ

の担任の、顧問といいますか、その教員の課外の

勤務、これについてはどのようなことになってい

るのか伺いたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

部活動にかかわりま〇教育部長（鈴木邦輝君）

す顧問教員の部分でございます。学校の中におき

まして部活動の指導を行う教員につきましては、

学校の運営上それぞれの教員の今までの経歴の中

でスポーツ、文化にかかわる得意な部分について

聞き取りを行って、基本的には校長先生が依頼を

している。そして、決めているということであり

ます。当然ながら教職員の中にもスポーツの分野

では不得意な教員もございますので、そういった

部分につきましては部活動の顧問としては委嘱を

しますけれども、競技中心ではなくて学年間の連

携であるとか、学業との両立であるとかという、
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そういう精神的な部分での指導を行うという部分

でのフォローをしている教員もございます。また、

学校によりましては部外の指導者をお願いをして

やっている部分もございます。特に主な分野でい

えばクロスカントリーでは名寄中学校とか東中学

校、また風連中学校では剣道の部分についての外

部の指導者を導入して、教員では賄えない部分を

お願いをしているという実例がございます。

教職員の勤務とのかかわりでございますけれど

も、基本的に週日につきましては部活動を行う場

合でありましたら、夏であれば午後６時半ぐらい

まで、冬であれば６時前後までの指導となります。

この指導につきましては、教職員の実際の勤務時

間を超えておりますけれども、これにつきまして

はボランティア的な対応をとるということになっ

ております。ただし、部活動の活動に係る時間が

４時間以上を超えた場合につきましては、時間単

位で４００円の手当等を支給している場合がご

ざいます。これについては、土曜、日曜での部活

動の対応という部分になろうかと思いますが、週

日につきましては教職員が自分の教職活動の延長

線としてボランティア的に指導をいただいている

というのが実態でございます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

部活については、〇１１番（佐々木 寿議員）

合同部活についてはいろいろと課題も多いと思い

ます。担当する顧問教員の、これはボランティア

とはいえども勤務時間とかあれとか、そういうも

のの手当というのはやっぱりやるべきではないか

なと思いますし、子供たちの安全の面も入ってお

ります。いろいろな課題があると思いますので、

合同部活についてはやはり子供たちのニーズに沿

った、特に名寄あたりはスキー関係で半年の雪が

ありますので、それなりにしっかりとやっぱりそ

ういう将来のオリンピック選手も育てていただき

たいなとは思うわけでありますけれども、そうい

うことを担当するところが小学校から中学校、中

学校から高校というと担当者がかわりますとなか

なかうまくいかないということがあります。この

間代議士が来て、将来名寄市に国際スポーツセン

ターをつくるというような構想もあるそうでござ

いますので、それを利用しながらも将来的に期待

したいなと思っております。いずれにしても、本

当に子供たちが思ったような部活動ができる、あ

るいは安全な、あるいは教員の勤務体制もしっか

りとしてやっていただきたいというふうに求めて

おきたいと思います。

最後に、老老介護、認認介護ですけれども、こ

のことについては大変難しい課題でございます。

全てが大体一生懸命介護したということで、それ

でやむなく本当に自分一人になって、あやめてし

まったという事例が過去にあるわけであります。

やはりこれは、見守りだけではならない状況でも

ありますし、行政としても放っておけない。先ほ

ど言ったアンケートでもなかなかつかみ切れない

部分だと思います。これは、そのひずみの部分を

しっかりと対応していただきたいと。どういうふ

うな形でなるのかということは、これから本当に

考えておかなければならない一つだと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。

以上で佐々木寿議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

市民税等の滞納の現状について外２件を、竹中

憲之議員。

おはようございます。〇８番（竹中憲之議員）

議長より指名をいただきましたので、さきの通告

に従いまして、大項目３点について質問をさせて

いただきたいというふうに思います。

大項目の１点目は、市民税等の滞納状況につい

てであります。今月の広報に「公平な納税のため

に」と題した納税の義務と滞納処分について記載

がされておりました。本年度一般会計の歳入総額

の１５％が市税でありまして、押しなべて額は別

にしてもパーセンテージは余りそれぞれの地方都
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市では変わらないというふうに思いますけれども、

平成２４年度の名寄市の市税の予算額は２９億

５００万円程度というふうになっています。この

１％が滞納ということであれば約９００万円で、

名寄においては額的には大きな額ではないかとい

うふうに思っております。そこで、市税における

滞納の現状についてお知らせを願いたいというふ

うに思います。

納税の徴収として、市税でいえば滞納処分につ

いての督促から不動産の差し押さえなどを行い、

滞納金に充当することとしているわけであります

けれども、市税以外の各課における手数料、ある

いは使用料の滞納の現状と対策についてお聞かせ

を願いたいというふうに思います。

大項目の２点目は、名寄大学の学生募集と卒業

生の就職の現状についてでありますが、現状の名

寄大学の学生応募と就職率はおおむね良好とされ

ておりますけれども、就職に当たって本人の希望

より就職率を上げるために本人の意向とは別に就

職先を推薦する学校があるという話を聞くことが

あります。特に高校が多いと言われておりますけ

れども、名寄大学はこのようなことはないという

ふうに思っております。このこととは別でありま

すが、近年就職しても二、三年で転職する方が増

加をしているというふうに言われています。厳し

い経済状況の中にあって、働きたくても職につけ

ない状況では、現状そういう状況ではないかとい

うふうに思っています。結果としてこのことが原

因で、あるいは原因でないかもしれませんけれど

も、ニートが増加をしていく、そういう状況にな

っていくのではないかというふうに私は思ってい

るところです。そこで、大学としてこのような問

題についてどのような認識に立たれているのかに

ついてお聞かせを願いたいというふうに思います。

大項目の３点目は、自動体外式除細動器、ＡＥ

Ｄについてでありますが、ＡＥＤは救急車が到達

するまでの処置をするために使用するもので、生

命を守る重要な機器であります。近年ＡＥＤは、

公的機関や施設だけでなく、民間でも設置をして

いるところが多くなってきております。ＡＥＤの

現状と今後の設置のあり方についてでありますが、

近年名寄は別としてＡＥＤの利用が増加するとと

もに、機器の配置箇所もふえております。設置の

現状と今後の設置のあり方についてお聞かせを願

いたいというふうに思います。１つは、設置箇所

が施錠された後の機器の利用方法についてであり

ますが、ＡＥＤを使用するということは緊急を要

するということでありまして、設置施設が閉まっ

ている場合、目の前に機器があっても使用ができ

ないという状況にあるとの認識をしておりますが、

行政としてどのような認識に立たれているのか、

また対策を考えているのかについてお知らせを願

いたいというふうに思います。

２つに、今後予算の問題もありますが、ＡＥＤ

設置場所の拡大の考え方について、今後あるかど

うかについてお知らせを願いたいというふうに思

います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

竹中議員から大項目〇市民部長（土屋幸三君）

３点にわたって質問をいただきました。大項目１

については私から、大項目２については名寄市立

大学事務局長、大項目３については健康福祉部長

より答弁となりますので、よろしくお願いをいた

します。

大項目１、市民税等の滞納の現状について、小

項目１、各課における滞納の現状について、平成

２３年度決算に基づきお答えさせていただきます。

平成２３年度決算における市税の滞納総額は１億

０８７万円、税目ごとの内訳では個人市民税

２１８万０００円、法人市民税２６３万００

０円、固定資産税３５４万０００円、都市計

画税０９７万円、軽自動車税１５３万０００

円となっております。平成２２年度決算との比較

では、市税の滞納総額で２８９万円減少いたし
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ました。現年課税分では２８３万０００円、滞

納繰り越し分では００５万０００円減少とな

っております。

次に、平成２３年度の市税徴収率について報告

いたします。市税の調定総額３０億９１３万

０００円に対し、収入総額が３０億２０４万

０００円で、徴収率は９５％となりました。徴

収率の内訳では、現年度分９１％、過年度分２

４％となりました。なお、近隣の自治体の市税

総額の徴収率の状況では、旭川市が徴収率９３

％、士別市が９１％、富良野市が９３％、道

内の平均徴収率では９６％となっております。

平成２３年度決算における名寄市の徴収率は、道

内都市の中では上位となっているところでありま

す。

国民健康保険税では、平成２３年度決算におけ

る滞納総額が１億０５８万０００円で、平成

２２年度との比較では滞納額が５１６万００

０円減少いたしました。また、調定額８億１３

９万０００円に対し、収入金額が６億０９５

万０００円で、徴収率は現年度分９５％、滞

納繰り越し分１５％となっております。

保育料では、平成２３年度決算における滞納総

額が３８５万０００円で、平成２２年度との

比較では滞納額が２３６万円減少をいたしました。

また、調定総額９３９万０００円に対し、収

入金額は３１８万０００円で、徴収率は８

７％となりました。

公営住宅使用料では、平成２３年度決算におけ

る滞納総額は６３７万０００円で、平成２２

年度との比較では滞納額が６２５万０００円減

少いたしました。また、調定総額１億４１６万

０００円に対し、収入金額は１億６８２万

０００円で、徴収率は９６％となりました。

ごみ処理手数料では、平成２３年度決算におけ

る滞納総額は１３９万０００円で、平成２２年

度との比較では滞納額が４５万０００円減少い

たしました。また、調定総額２９３万０００

円に対し、収入総額は１２７万０００円で、

徴収率は９２％となっております。

次に、小項目２、今後の滞納金徴収対策につい

てお答えいたします。税務課では、滞納繰り越し

市税となると早期完納が困難となることから、滞

納金対策は滞納繰越額を発生させないこと、これ

を基本に現年課税分の徴収強化を図っております。

具体的には、毎月納税係による対策会議を開催し、

課題の協議、電話、文書による催告、通常月の夜

間窓口のほか納税強化月間として３月、５月、９

月、１２月にそれぞれ３日間の夜間窓口を開き、

納税相談や夜間徴収を行っております。これらの

取り組みのほかに平成２３年度から滞納整理の新

たな手法として、インターネットを利用した差し

押さえ財産の公売を実施しております。インター

ネット公売は、参加者を募りやすく、これまで換

価が困難だった物件の落札が実現しやすいことが

メリットとなっております。この公売方法を今後

も利用し、滞納繰越額の縮減を図ってまいります。

２３年度の実績は４６件、１８８万０００円、

平成２４年度ではこれまで６回実施し、９件、公

売代金１５６万０００円を滞納市税に充当した

ところであります。また、本年１１月１０日、旭

川市で北海道上川総合振興局と名寄市ほか４自治

体による合同公売会を実施いたしました。これに

参加をしてきております。この取り組みは、北海

道と市町村の連携による効果的、効率的な徴収対

策として地方税滞納による差し押さえ物件の公売

会で、道内では初めて取り組んだところでありま

す。当日会場には４００人を超える来場があり、

入札、競り売りにより名寄市が出品した２４点が

落札し、８万０００円の売り上げ代金がござい

ました。

さらに、平成２４年度から地方税法第４８条に

基づき個人住民税の直接徴収を実施しています。

この制度は、名寄市が賦課徴収を行っている個人

住民税で、名寄市が徴収の対応に苦慮している転

出した滞納者に対する滞納対策などを道内の振興

平成２４年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号



－114－

局の協力により実施する制度であります。本年は

３１名、滞納税額５０９万０００円を依頼した

ところであります。１０月現在１７名、３８万

０００円が納入となっています。

滞納金対策の特効薬はなかなか見出せませんが、

これまで同様督促、催告状など文書による自主納

付の促しに対しても御相談がなく、誠意を持った

対応がされない、担税能力があるにもかかわらず

納入がされない滞納者の方に対しては、納期内納

付をされている市民の皆さんとの公平性を確保す

るためにも預貯金の差し押さえ、給与差し押さえ、

法に基づく滞納処分を中心とした滞納整理を実施

し、市税の収納強化を図ってまいります。しかし、

納税相談、収入調査、預貯金調査など実態調査を

行い、財産のない世帯、生活に窮している世帯等

担税能力のない世帯、居所不明で徴収困難な世帯

には滞納処分の執行停止をかけ、３年後も停止要

件が継続されていれば不納欠損となっていきます。

また、税務課では市税のほかに公債権の国保税初

め保育料などの地方自治法の定めによる地方自治

法をその例とした滞納処分が可能な公債権につい

ては、担当課と協力をしながら総合徴収体制をと

っているところであります。

国保税につきましては、国保担当者とともに短

期証更新時における納税相談や夜間納税窓口での

相談、電話相談等を実施しています。

保育料につきましては、こども未来課で定期的

に催告をするとともに、保護者面談の場を利用し、

滞納解消に向けた納付指導及び相談に努めている

ところでございます。納付指導後も依然として納

付状況が思わしくない滞納者につきましては、随

時こども未来課、税務課、滞納者の３者により具

体的な納付相談や納付計画策定に取り組んでいる

ところでございます。また、各保育所の所長が分

任出納員の発令を受けており、保護者が児童送迎

の際に納付を促すなどの工夫もしているところで

ございます。

住宅料、ごみ処理手数料等の私債権につきまし

ては、各担当課で徴収体制をとっています。公債

権につきましては、市税同様悪質な滞納者に対し

て滞納処分を行っていますが、住宅料、ごみ処理

手数料等私債権につきましては滞納処分を行うこ

とができないため、原課との連携を一層強化し、

収入未済額を減少させるよう努めているところで

ございます。

ごみ処理手数料については、環境生活課が手数

料を滞納している商店に対し、電話で納入依頼や

戸別訪問の実施により納付を促すほか、改善が見

られない商店に対しては契約解除による新たな滞

納防止策を図るとともに、未納の早期解決に向け

て分割納付による納付等を促しているところでご

ざいます。

公営住宅使用料につきましては、平成２２年９

月に制定した名寄市営住宅家賃滞納整理等事務処

理要綱に基づいて都市建築課が滞納２カ月から文

書による指導、滞納３カ月以降は入居者及び連帯

保証人に対し催告状、一斉催告を送付し、電話、

訪問、呼び出しによる納付指導を行っています。

その後もなお滞納家賃の納付がない場合は、入居

者及び連帯保証人に対して市営住宅の明け渡し要

求を行い、退去後につきましても納入計画書及び

誓約書を作成し、支払いの履行を求めています。

明け渡しに応じない者に対しては、明け渡し請求

訴訟等の法的措置をもって対応し、適正に家賃を

支払っている入居者との公平性を図る上でも毅然

とした態度で対処していくこととしております。

長引く景気の低迷により、徴収環境は依然厳しい

状況が続くものと考えますが、市民の目線に立っ

た質の高いサービスを提供していくためには市税

収入等の確保が不可欠です。税収の確保と市民負

担の公平性を図るため、滞納のさらなる解消に努

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。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

大きな項目の２、名寄市立大学の学生募集と就職
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の現状について申し上げます。

まず、小項目１の新年度の学生募集の現状につ

いてでありますが、本学の学生募集の柱は大きく

２つございまして、１つはオープンキャンパスの

実施、もう一つは教員による高校訪問活動でござ

います。去る７月２１日と８月１８日の２回にわ

たり開催いたしましたオープンキャンパスには、

高校生４６４名、保護者２２０名の皆さんの参加

をいただきました。昨年と比較いたしまして、高

校生で１１４名の増、保護者で１０名の増となり、

取り組みの成果があったものと考えております。

また、１０月１９日には名寄高等学校との高大連

携協定による大学授業体験事業を実施いたしまし

た。１年生１４４名の皆さんが参加されました。

両事業とも青木学長や在学生からのメッセージ、

高校生からの質問や意見交換、模擬講義体験など

を通じまして本学の特色を高校生に身近に感じて

いただき、進路選択に結びつけていただくことが

狙いでございます。

また、本学入試センターの入試広報委員会では、

７月から９月の期間に平成２５年度学生募集に関

する高校訪問活動を実施し、道内１４４校、道外

１０５校の高校を訪問し、直接進路指導担当教員

との面談を行い、本学の特色、入試実績や本学へ

の進学者の近況報告などの情報交換を通じて、広

報活動を展開してまいりました。

次に、１１月１５日に実施いたしました平成２

５年度の推薦入試の結果では、志願者数が栄養学

科では前年比１１名増の５５名、看護学科では２

名増の６１名、社会福祉学科では１０名増の３０

名、保健福祉学部全体では２３名増の１４６名、

志願倍率では７倍となり、短期大学児童学科で

は８名増の６１名、志願倍率は４倍となりまし

た。今後も効果的な広報活動を展開し、学びたい

大学づくりに努めるとともに、着実かつ安定的な

志願者の確保に努めてまいります。

次に、小項目２の就職の現状と課題についてで

ございますが、学生の就職や進路に関する指導に

つきましては各学科ごとの教員により組織されて

おります就職進路委員会の担当教員が学生に対す

る個別面談を実施しまして、学生本人の適性を見

きわめ、本人の希望を優先することを原則として

就職や進学に関する助言を行っております。保健

福祉学部では、本年３月に第３期生１４５名が卒

業いたしましたが、このうち１３名が就職未定と

なっておりました。本年８月末での未定者のうち

３名の就職が決定しております。短期大学部とも

あわせて就職率は決定率は高いものと考えており

ますが、一人一人の学生に対する就職支援の取り

組みの成果であると受けとめているところでござ

います。

卒業後のサポートにつきましては、短期大学部

では教員が実習先訪問とあわせて卒業生の就職先

を訪れ、近況を確認しまして助言をしております。

また、保健福祉学部では担当教員が卒業生からの

相談に個別に応じる形でサポートをしております。

本年４月に生涯を通じた就業力を育成することを

目指して、学内機関としてキャリア支援センター

が設置されました。卒業者の追跡調査やフォロー

アップのあり方について検討をしているところで

ございます。追跡調査などにつきましては、卒業

者の理解と協力を得ることが前提となりますが、

きめ細かな就職支援及び就業支援が可能となるよ

う検討してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目の３のＡＥＤ設置の現状と今後の設置

のあり方についての小項目１の設置箇所が施錠さ

れた後の機器の利用方法について申し上げます。

ＡＥＤ、自動体外式除細動器の設置状況につき

ましては、平成２４年１１月１日現在、名寄市内

には５４カ所、６６台が配置されております。設

置箇所は、市役所や学校などの公共施設では４４

カ所、４９台、個人病院や大型店などの民間事業

所では１０カ所、１７台となっております。市で

平成２４年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号



－116－

管理している施設は、市役所、学校など３１カ所

の公共施設であり、本体器１台に対し成人用パッ

ド２組と小児用パッド１組をセットにし、万が一

の場合に備えているところであります。また、イ

ベント等への貸し出し用ＡＥＤの利用は年に二、

三回程度となっております。使用状況として市の

管理施設では、平成２１年２月に風連日進地区に

おいて１件の使用が報告されております。

御質問の設置施設が閉ざされた後に必要な事態

になった場合の使用については、設置施設に宿日

直等がいる場合においては対応できますが、機械

警備など無人の施設においては使用ができない状

況にあります。市内の小中学校の配置は、児童生

徒の緊急事態への対応を目的としたものでありま

すので、夜間や休校時の対応はしておりませんが、

公共施設にあっては地域的な不測の事態に備えた

使用方法を施設管理者と協議するとともに、設置

場所については広報等を通じて市民に周知を図っ

てまいりたいと考えております。

次に、小項目２の設置場所の拡大の考え方につ

いて申し上げます。ＡＥＤの使用は、早いほうが

効果的でありますが、市街地においては消防署に

通報し、救急車を呼んだほうが早く、かつ的確な

処置が施されるものと考えております。その反面、

郊外地区にあっては救急車が到着するまでの時間

が長いため、その必要性が大きいものと認識して

おります。本体機器の耐用年数はおおむね５年か

ら７年、附属するバッテリーは１年から５年、パ

ッドの保証期間はおおむね２年とされ、昨年の維

持費の実績では年間１５８万円となっております。

ＡＥＤの設置は、法律的に義務づけられてはおり

ませんが、大型店を初めとする民間企業でも設置

が進められていることや現在の公共施設の設置に

ついてはある程度充足しているものと考えており

ますが、今後新たな施設や必要となる施設が想定

されましたら、状況を把握し、設置に向け検討し

てまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をいただ〇８番（竹中憲之議員）

きましたから、再度質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。

滞納の問題についてでありますけれども、年間

滞納額、実は２３年度あるいは２２年度、先ほど

滞納額についてそれぞれ報告をいただきましたけ

れども、さかのぼって欠損金の扱いを見ますと必

ずしも滞納金が欠損金にイコールになるというこ

とはないというふうには思っておりますけれども、

不納欠損金が一般会計支出の約１％ぐらいだと

いうふうに思っておりますけれども、金額では平

成２２年度で一般会計の中身でいきますと４５

０万円ぐらい、２３年でいくと３７０万円ぐら

いの数字になっているのだと思います。私の決算

書の見方が悪いのかもしれませんが、その中でも

民生の保育資料の欠損金が２２年度、２３年度を

見たときに実は約２倍ぐらいになっているのです。

なぜ滞納を当年度内に徴収できないかというのが

私はちょっと疑問になったわけでありまして、約

倍になった中身について、なぜこのような形にな

ったのか、あるいは督促することを忘れたのかど

うかの問題も一方ではあるのかもしれませんけれ

ども、そのような中身になったことについてまず

お知らせを願いたいというふうに思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

税に限らず使用料等〇市民部長（土屋幸三君）

々につきましては、その都度滞納が発生した時点

で本人に相談をしながら、連絡をしながら納入を

促しているということでやってきているところで

あります。しかしながら、先ほど答弁の中で話を

させていただきましたように、一方では経済の低

迷ということで、なかなかそれぞれの家庭の事情

が大変厳しくなってきているのかなという部分も

考えられます。こちらとしましては、そういった

滞納に至らないように、相談あるいは催告も含め

て、分割納付も含めて御相談をしているところで

すが、今言いましたような事情も含めて伸びてい
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るということでございます。特に商店等につきま

しては、経営が思わしくないといったようなとこ

ろも出てきているというふうになっておりますの

で、そういった部分ではふえてきているというこ

とであります。ただ、こちらとしましてはそれを

手をこまねいて見ているということではございま

せんで、今お話ししましたようにあらゆる機会を

通じてなるべく早期に御相談を申し上げ、滞納が

出ないような指導をしているということでござい

ます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

滞納しないようにとい〇８番（竹中憲之議員）

うことですけれども、保育所の使用料の未納の問

題でいきますと、生活困窮者について、こういう

ことがあって払えないという、これは百歩譲って

子育ての支援、あるいは福祉の観点からどうして

もだめだということであればそれはそれで欠損金

という形で落とすことも私は理解をするところな

のでありますけれども、しかし一定の所得がある

のにもかかわらず払わないというか、払えないの

でなくて払わないということがあるとしたら、公

平、平等という中身でいきますと非常に不平等な

中身になってくるわけでありまして、本当に２３

年度でいけばどれだけの方が納入をしていないの

かということがどうも気になるところであります

けれども、中身的に公設の保育所あるいは季節保

育所等々含めてあるわけでありますけれども、そ

の中でどのぐらいの方が結果的には未納になって

いるのか、あるいは余り小さな数までは要りませ

んけれども、その後の対策も含めて、あるいは先

ほども言いましたけれども、当年度での処理とい

うことも難しいでしょうから、２年、３年という

ことになっているわけでありますので、そんなと

ころの扱いについて、あるいは生活困窮者の方が

どのぐらいいるのか、わかれば若干ちょっとお知

らせを願いたいと思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

今議員から保育料の関係を御質問いただきました

ので、答弁させていただきたいと思います。

不納欠損が前年と比較して倍になってきている

と。２３年度の実績では、９件の２３５万００

０円という形になってございます。この増額の部

分につきましては、市税全体の中の保育料という

ことで、１件の部分につきましては他の税金等々

とあわせて事業所が倒産をして、子供が３人おら

れて年間何十万円の保育料が残ってしまったとい

うことで、議員御存じのとおり保育料の算出は前

年の所得でいきますので、それぞれ倒産した翌年

に前年の部分ということで出てきますので、その

部分が高額になっていくと。保育料の部分でいき

ますと、それで分納等々も先ほど市民部長のほう

から説明させていただきましたように、当事者と

会ってそれぞれの分納の手続等々をさせていただ

いておりますし、また今年度からは児童手当等々

から保育料をいただくということで、実績もござ

います。しかしながら、今のように倒産等々があ

った場合については保育料以外にも同額以上の１

００万円単位の滞納が出てきているということで

ありますので、この部分についてはやはりなかな

か徴収は難しいということで、税務課担当の納税

係ともあわせて協議をしながら、いただけない部

分については不納欠損の３年間の経過の中で不納

欠損をさせていただいているという事例がござい

ます。しかしながら、現年度分につきましては、

現３保育所の中では保育所長が分任出納員になり

まして、先ほど説明していただきましたように保

護者に送り迎えのときにお話をさせていただくな

り、またそのときに保育料を持ってきていただけ

ればそこで受け取るというような対応もさせてい

ただいておりますので、残念ながら不納欠損にな

った部分につきましては申しわけございませんけ

れども、しかしながらそれ以外の保育料が納めら

れる世帯につきましては極力そのような形で現場

対応させていただいていると考えてございますの

で、御理解をいただきたいと思います。
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竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

保育所の使用料の扱い〇８番（竹中憲之議員）

については、余り深くやらないでおきたいという

ふうに思いますけれども、しかし入所のときにあ

なたは所得が低いから入れませんというわけには

いかないものですから、そういう意味でいくとか

なり厳しいのかもしれません、徴収のあり方につ

いて。ですけれども、先ほども言いましたように

生活困窮者の扱いとはまた別な所得がある方の未

納対応というのはきちっとやっていただくという

ことをまずそこでお願いというか、求めておきた

いというふうに思います。

あと、市税の関係で、額的には２２年度、２３

年度でいきますと２３年度が不納欠損下がってい

るという状況でありますけれども、しかし２３年

度３００万円ぐらいの不納欠損になっているわ

けでありまして、実は１事業できるだけの額にな

っています。これも中身的にそれぞれ市民税ある

いは固定資産税の中身が入っておりますけれども、

きちっとした徴収体制をしいていく、あるいは法

的な措置も含めてやることも重要だろうというふ

うに思っておりますけれども、本州で対策室を設

けて、これはちょっとどうなのかなというふうに

思いましたが、この辺にはいないだろうと思いま

すけれども、警察の暴対経験者を入れて対応して

いるという、そういう市も実はあるのです。額的

には、名寄なんて及びもつかないぐらいの額を抱

えているという、そういうところもありますけれ

ども、そこまですることがどうなのかというのも

一方ではありますけれども、そういうこともやり

ながら、市税の徴収率というのですか、収納率を

上げていくということもしているわけでありまし

て、行政としてはそういうことは今のところ厳し

いのかもしれませんが、精いっぱい職員間で議論

をしながら、この徴収率を上げていくことで税の

平等ということも含めてあるわけでありますから、

不公平のないような扱いを今後求めておきたいと

いうふうに思います。

次に、大学の関係です。先ほどそれぞれ答弁を

いただきました。大学の募集にかかわってオープ

ンキャンパスの問題、あるいは教員の後方支援と

いうことも含めてありまして、実はなぜこのよう

な中身を今回質問したかというと、先ほど中身的

には就職後のケア、サポートも含めてという話が

ありましたけれども、これは単なるそのときの就

職先のケア、サポートだけでなくて、２年、３年

たつことによってそこから名寄の大学の問題だっ

たり、名寄を発信してもらうと、卒業生から。そ

こから実は名寄の大学の問題を入れることによっ

て受講者もふえるのではないかというふうに思っ

ているのです。中身的にどこまで卒業生、就職者

をサポートするかというのは非常に厳しい一面も

あると思います。というのは、個人情報保護法の

問題も含めてあって、必ずしも教えてもらえるか

どうかという問題も出てくるわけでありまして、

そんなところについて中身は別にしてもきちっと

やっぱり追跡調査も一方でする必要あるのかなと

いうふうに私は思っていますので、先ほど答弁い

ただきましたけれども、もう少し突っ込んで大学

側で議論をしていただいて、就職者のサポートを

できるかどうかも含めて議論があるとしたら、お

知らせを願いたいというふうに思います。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど御答〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

弁の中で申し上げましたキャリア支援センター、

ことしの４月に発足をさせていただきまして、こ

の中でいわゆる就業力をどういうふうに学生につ

けていくかということでございます。学生本人は、

いわゆる就職先を単に選ぶということではなくて、

自分の生涯設計、人生設計の中でどういうふうに

職業選択をしていって、どういう自分の人生を、

大きく言えばそういうことを歩んでいくのかとい

うことが大きなテーマとなりますが、こういう中

できちっとした就業力をつけていくということが

大きな問題だろうと思います。それで、実はここ

のフォローにつきましては、いわゆる卒業後の就
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職先の報告というのは、これは学生の任意の報告

でございまして、これに協力をしていただくとい

うことが大前提です。それから、きちっと報告を

して相談を、就職がうまくいかない学生も何人か

いるわけでございまして、そういう学生がその後

も就職の状況についてフォローしてほしいという

ことをきちっと確認をした上で学生の適性に合っ

た指導をしていくということが今後求められるだ

ろうということでございます。卒業生を送り出し

まして３回目でございまして、この辺をしっかり

情報も蓄積も含めまして大学としてやっていきた

いというふうに考えておりますし、そういう体制

を整えていくことで今後の学生のいわゆる就業力

支援、それから就職指導に役立つものというふう

に考えておりますので、この辺今キャリア支援セ

ンターの中で、まず教員の先生方も含めまして研

究、検討していただくようにお願いをしておりま

すので、もうしばらく時間かかると思いますが、

御理解をいただきたいというふうに考えておりま

す。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

今答弁いただきました。〇８番（竹中憲之議員）

私の質問から若干離れるという、ずれるというこ

ともあるのかもしれませんが、実は御承知のよう

に本年３月時点で在学生の出身地、あるいは保健

福祉学部等々、保健福祉学部でいけば３０％が道

外で、市内を含めて道内が７０％と。あるいは、

看護学科が９０％道内というような状況でありま

すから、そういった意味では割とサポート、ケア

も含めてしやすいのではないかなというふうにも

思っておりますが、一方でちょっと政府の中でい

ろんな議論があった新設校、新設大学の扱いが実

は出ているのだろうと思うのです。札幌で保健医

療大学が新年度開校されますけれども、先ほど聞

きますと推薦が７倍という状況だというふうに

言われましたけれども、札幌の大学のこの開校に

かかわって名寄における大学の受験というか、そ

れに影響があるのかどうなのか、今後の中身も含

めて出てくるかと思います。ただ、公立と私立の

扱いでありますから、学費の扱いが大分違うと思

いますから、そうそうというふうには思いません

けれども、ちょっと分析できていればお聞かせ願

いたいと思います。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

来年４月開〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

学予定の看護師、保健師を養成する札幌保健医療

大学でございますが、想定される学生確保の主な

対象地域というのは札幌圏域を中心に道内全域だ

ろうというふうに推測をしております。これは、

本学の入学者の出身地とまさに重複するというふ

うに考えられますので、影響がないとは言えない。

むしろ影響があるだろうというふうに認識をして

おります。１１月１５日に実施いたしました２５

年度の推薦入試の志願状況でございますけれども、

先ほどお伝えしましたとおり看護学科、推薦入試

ですので、募集人員２０名に対しまして出願者数

６１名ということで、昨年から微増しております。

昨年は５９名でございました。推薦入試は、本学

を第１志望とする受験生ということでございます

ので、平成１８年から２４年度、本年入学までの

推薦入試の平均志願者数でいきますと６０名程度

になりますので、大体安定してきているというふ

うに評価しております。ただし、影響があるとい

うのは恐らく一般入試の部分についてだろうとい

うふうに推測をしております。一般入試において

本学と併願をして、併願している大学に合格した

場合、どちらを選択するかというのは読み取ると

いうことはなかなか難しいということでございま

す。

競合する看護職の養成大学と比較して、本学の

看護学科に関する優位性というのを、１年次から

行う医療機関での優位性につきまして、これは１

年次から行う医療機関での実習の大部分を名寄市

総合病院を中心に地域の市内の医療機関に受け入

れていただきまして、学生にとって経済的な負担、

それから身体的な負担が少ないこと、それから安
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定した高い国家試験等の合格実績を持つというこ

とを進学相談会等において受験を希望する高校生、

それから保護者の皆様、それから高校の進路担当

の先生方に伝えるように努めております。また、

札幌保健医療大学は定員全体、推薦、一般入試を

含めて１００名の定員でございますけれども、本

学は５０名ということで、極めて少人数でござい

ます。その少人数の定員であるということに関し

まして、本学の特色の一つであります少人数教育、

学生一人一人に対するケアが行き届くということ

も強調して伝えてきております。今後も国家資格

の取得を目指す学生の１００％の合格を達成する

という指導体制、それから学習環境等の整備に努

めまして、出口の優位性、これを強調した学生確

保や募集活動に取り組んでまいりたいというふう

に考えておりますので、御理解いただきたいと思

います。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

札幌の保健医療大学の〇８番（竹中憲之議員）

関係は、中身的に名寄と両方受けて名寄をやめる

という状況になる可能性というのは恐らく札幌圏

が中心になるのだろうと思うのです、保護者の金

銭的な問題もあるでしょうから。そういった意味

で見ると、今までの地域、どの地域からどのぐら

いの受験生がいるかというのをもう少し分析をし

ておいたほうがいいのかなと。分析したからとい

ってとまるわけではないかもしれませんが、そう

いうことも私は必要だというふうに思っています

ので、そんなところについて求めておきたいとい

うふうに思います。

名寄大学の関係では、今後短大の４大化だとか、

大学院の問題だとか、いろんな議論が進んでいく

だろうというふうに思います。きょうは、そのこ

とについては求めませんが、３年たって今後そう

いうことが札幌の保健医療大学との問題みたいに

出てくる可能性もないわけではないというふうに

思っていますし、旭川もそういう大学ありますか

ら、そういうことで就職後のサポート、フォロー

も含めてきちっとやることを求めておきたいとい

うふうに思います。

次に、ＡＥＤの扱いです。実は、先ほど答弁い

ただいて、耐用年数の問題、電池の交換の問題を

含めて答弁がございましたけれども、電池の交換

は一定程度やっているのだろうと思いますが、恐

らく外には放置をしていないでしょうから、電池

はそれぞれ一定の期間内に交換をしているのだと

思いますが、電池がなければ使えないわけであり

まして、電池の検査等々含めて交換はどのように

されているのか。低温になると電池の劣化が進む

ということもあって、使えなくなる、あるいは時

間がかかるということもあるわけでありますが、

その辺の扱いはどのようにされているか、ちょっ

とお聞かせ願います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

ＡＥＤのそれぞ〇健康福祉部長（三谷正治君）

れのバッテリーですとかパッドですとか、その附

属部分につきましては、一応先ほどお話ししまし

たように耐用年数おおむねですけれども、各メー

カーによって違います。先ほどお話ししましたよ

うに、３１カ所に設置をしてございますので、メ

ーカーも１種類ではございませんので、それぞれ

のメーカーごとの機種ごとの耐用年数、附属品、

パッドもバッテリーも耐用年数に合わせて年次ご

とに交換をさせていただいております。その部分

が先ほど言った２３年の実績で１５８万円維持費

がかかっているという実績であります。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

答弁の中で１つ気にな〇８番（竹中憲之議員）

ったというか、風連日進で１回使っているという

ことであります。１回使っているということは、

これしか使われていないということなのかなとい

うふうに思います。使わないほうがよりいいとい

うことでありますけれども、より市民のために安

心、安全な中身にするために配置をしていくとい

うのも、これは重要な中身でありますので。

それで、実は日進小学校が今年度で閉校という
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状況になって、このＡＥＤどこに置くのか、そん

な日進との議論がされているのかどうかお聞かせ

願いたいのと、もう一つは先ほどの答弁の中で市

内は救急車すぐ来ると。短時間で来るのでという

ことでありましたけれども、到達時分が長い地域、

あるいは今冬のようにいきなり大雪降って救急車

が到達時分おくれると遅くなるということも実は

あるわけであります。ですから、中身的には私が

思っているのは設置箇所もふやすと。金はかかる

かもしれませんが、一定程度公共施設がないとこ

ろを中心にして、町内会だとか、そういうところ

もふやす必要があるのではないかというふうに私

は思っておりますけれども、その辺の扱い、考え

方についてお聞かせを願いたいと思っています。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

日進小学校閉校〇健康福祉部長（三谷正治君）

後のＡＥＤの箇所ということで、これも教育委員

会の管轄でございますけれども、私のほうで教育

委員会と連携をとって話をさせていただいた現在

の中身としましては、閉校後の跡地利用について

は現在町内会等々、地域の皆さんと協議をさせて

いただいているということでございます。しかし

ながら、学校が廃校になるということで、今後は

学校以外の施設にということでございますので、

今後これらにつきましては地元と十分協議をした

上で設置の場所を検討していきたいと考えてござ

います。

それと、もう一つ、設置の部分について、特に

郊外の部分、時間かかる部分ということでござい

ます。議員お話あったように、バッテリーの部分

については低温に非常に弱くて、例えば町内会館

でも冬場は毎日使っている部分はいいのですけれ

ども、使っていないものはそれだけ消耗が大きく

なるということでございます。また、それぞれ町

内会ごとにという議員のお話もいただいていると

ころでございますけれども、それぞれ町内会です

とか、個々の家ということも考えの中にはありま

すけれども、しかしながら個人の住宅に、例えば

町内会長さんのお宅ということになりますと、ま

たほかの、それから家族の問題、それから責任の

問題等々が発生するのではないかと考えておりま

すので、その設置の部分につきましては地域の皆

さん、特に町内会及び専門的であります消防署等

とも協議しながら、それぞれ検討してまいりたい

と思いますし、今後の新しい施設については市民

が対応する部分については設置をしなければなら

ないと考えておりますし、今議員言われたように

今の中で地域の中で必要というところがもし出て

きた場合については検討させていただきたいと考

えております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

時間もありませんから、〇８番（竹中憲之議員）

最後になりますが、ＡＥＤの設置をしてあるとこ

ろの職員等々の講習のあり方というか、講習され

ているかどうか、活用ができるかどうかというこ

とについて、どのぐらい進められているかお聞か

せを願いたいというふうに思います。

あと、今後の設置箇所における職員等の講習の

あり方、今現在市民にも講習進めておりますけれ

ども、今後行政として職員の講習進めるかどうか

について最後にお聞きをして、終わりたいと思い

ます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

上川北部消防事〇健康福祉部長（三谷正治君）

務組合の調べでございますけれども、現在名寄市

内でＡＥＤを扱える普通救急講習修了書というの

を講習をされた方には発行されていると。これを

所持している方は、実は１９２人。この数字に

つきましては３年間有効ということで、平成２１

年から２３年の３年間に受講された人数でござい

ます。そのうち名寄市の職員については８３名、

それから各学校、小中学校の教員につきましては

１４０人という数字になってございます。各施設

につきましては、それぞれの職員が配置されてお

りますので、対応できると考えてございますけれ

ども、先ほどお話ししましたように実際に使用し
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た部分については日進の１件ということでござい

ますので、今後については使用の方法、講習して

も忘れるということがございますので、定期的に

講習会を受けるような配慮をさせていただきたい

と考えております。

以上で竹中憲之議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

基幹産業の推進について外２件を、植松正一議

員。

議長の御指名をいただ〇７番（植松正一議員）

きましたので、通告順に従い、順次質問いたしま

す。

初めに、大項目の基幹産業の推進について質問

させていただきます。厳しい経済状況の中、地域

経済の活性化を図るためには、１次産業、２次産

業、３次産業が一体となって資源に付加価値をつ

ける取り組みが重要と考えております。国の経済

産業省所管の農商工連携の取り組みについて、研

究開発事業を活用して農産物の製品化を求めてい

ますが、本格的な商品化の課題、またスタッフの

方などなど進まないと聞いております。また、商

工会議所事業主体による名寄ブランドが名前を変

え、本格的に地域資源を活用した新たな商品開発

に取り組むということでございますが、そこで１

点目に名寄市には豊富な農業資源が多くあり、農

業、商工業、ホテル、飲食業等の連携する必要が

あると思っていますが、考え方をお知らせくださ

い。

２点目に、商工会議所が主体となって実施して

いる名寄ブランド商品化について、開発プロジェ

クトに大いに期待しておりますけれども、新たな

商品についてお知らせください。

２つ目に、新たな畑作を含めて本格的に実施さ

れ、意欲ある農業者が将来経営安定に取り組む環

境整備であり、内容を含めて多くの方は所得の向

上につながったと喜んでいるところでございます。

そこで、農業者戸別所得補償制度の目的と事業概

要と、あわせて制度上の課題についてお伺いいた

したいと思います。

次に、大項目、道立トムテ文化の森、なよろ健

康の森について、３点について伺います。文化の

森と隣接している健康の森と一体となって、自然

に親しみ、森林の持つ公益的機能、また多くの子

供たちの遊び場、そして教育の場、または市民の

憩いの場など多くの利用者で親しまれていた場所

であります。

そこで１点目に、道立トムテ文化の森の市への

施設移管に伴う協議内容についてですが、協議が

開催されていると聞いております。そこで、質問

をさせていただきます。まず、道立トムテ文化の

森の施設概要と利用状況並びに維持管理費に要す

る費用についてお知らせください。

あわせて、移管に関して名寄市より要望書を提

出されているとのことですが、要望の内容並びに

北海道からの回答はあったのかお知らせください。

また、要望書を提出したとするならば、条件が

合えば移管を受け入れる、名寄市で管理されると

思いますが、移管後の計画についてあればお知ら

せください。

２点目に、平成２４年度市議会議会報告会を行

いました。そのとき施設管理の中であえて健康の

森のパークゴルフ場の整備状況の悪さと利用制限

された市民の不満の声があり、今後対処していか

なければならないと思っております。報告会では、

市長に提出し、回答をいただきましたが、不十分

であるので、質問させていただきます。指定管理

者との管理に関して、芝の管理については具体的

に契約内容をお知らせください。また、指導はど

のように行っているのかもお知らせいただきたい

と思います。
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３点目に、陸上競技場及びサッカー場の利用状

況についてですが、健康の森としての他の施設で

のスポーツとして利用状況をお知らせください。

最後に、大項目の住宅マスタープラン後期計画

策定について、２点について伺います。１点目に、

計画的に集約した政策に関して、後期計画に向け

ての課題と検証についてお知らせください。

２点目に、高齢化が進む中、福祉施設と今後の

福祉サービスの内容や市民ニーズの対応、対策の

考え方についてですが、近年の少子高齢化の進行

や核家族化、高齢化世帯の増加で福祉に対するニ

ーズは深まる一方であります。真剣に対処してい

かなければならないと思っております。そこで、

施設の入所希望の状況は、市民のニーズの内容は、

また今後の市の考え方についてもお知らせくださ

い。

以上でこの場からの質問を終わらさせていただ

きます。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

植松議員からは、〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

大きな項目で３点の御質問をいただきました。大

きな項目の１点目、小項目１は私から、小項目２

と大きな項目２点目は経済部長から、大きな項目

３点目、小項目１は建設水道部長から、小項目２

は健康福祉部長からの答弁とさせていただきます

ので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、小項目、食、観光、物産の

連携による地域ブランドの実績と今後の課題につ

いてお答えいたします。名寄市には、日本有数の

品質及び生産量を誇る農産物が多くあります。生

産される大部分は、原料として出荷されています。

これら農産物の価値を向上させることは、地域経

済の活性化の視点においても必要であります。こ

れらの取り組みを行っていく上で、地域が一体と

なって取り組む体制として農商工連携が必要と考

えており、それらの取り組みのきっかけづくりと

して今年度総務省の緑の分権改革調査事業を申請

し、採択を受けることができました。この調査は、

日本一であるモチ米とひまわりに焦点を当て、こ

れらを原材料とした新たな商品開発だけでなく、

付加価値をつけ加えることによりモチ米、ひまわ

りを連想したときに名寄が思いつくようなブラン

ドイメージを確立するためには、食、健康などど

のような視点に基づいて価値をつけるのかについ

て、全国的なニーズとして的確であるのかを調査

することにより、販路拡大を初め交流人口の増加、

産業創出など多面的な効果を探ることを目的に事

業を実施しています。これらを実施するための体

制として、ＪＡ、商工会議所、観光協会、名寄市

立大学などから組織された名寄市寒冷地型食クラ

スター事業交流推進会議を設置し、本調査事業の

効果や持続的な有益モデルとしての方向性及び実

施内容について検討していくこととし、さらには

市内のホテルや飲食業などの事業者や一般市民か

らも意見をいただく場として市民会議等も開催し、

調査結果に基づいた今後の可能性について議論を

していく中で、課題等などが明らかになるものと

考えており、広い視点から農商工連携に向けた体

制づくりを進めたいと考えております。

次に、名寄商工会議所が主体で実施しました新

「なよろブランド」商品開発プロジェクトについ

てですが、新「なよろブランド」商品開発プロジ

ェクト事業は、名寄商工会議所が中心となり、平

成２０年度に「なよろブランド」創造研究会を立

ち上げ、名寄にある資源の調査研究、平成２１年

度に意欲ある民間事業者が地域資源を生かした新

商品開発に向けた基本方針を定め、平成２２年度

に中小企業庁の支援を受け、新「なよろブラン

ド」商品開発プロジェクト事業を実施いたしまし

た。構成団体も商工業者を初め農業及び市立大学、

観光協会など市内関係団体の連携によるさまざま

な視点から、名寄ブランドの構築に向けて新たな

商品を開発するとともに、販路拡大に向けた道内

外での商談会への参加などに取り組んでまいりま

した。平成２３年度から今年度までの事業実績と

して、新たに開発された商品の販売促進を促すた
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めに道内外で開催された５件の商談会に参加し、

専門家やバイヤーと改良点などについて意見交換

をするとともに、一部商品については商談が成立

し、販路拡大につながった事例もありました。ま

た、道内外のイベントの出店ブースの参加、また

首都圏やネットによるテスト販売などを行い、平

成２４年度も引き続き商談会やイベントに参加し

ており、これまでの成果があらわれ始めているこ

とから、商品のＰＲなど名寄ブランドとしての認

知度が確立されるよう商工会議所とも相談をして、

民間事業者の側面的支援も今後とも行ってまいり

たいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私から大項目１のう〇経済部長（高橋光男君）

ち小項目２、新しい戸別所得補償の内容と評価に

ついて申し上げます。

平成２３年度から本格実施となりました農業者

戸別所得補償制度の目的につきましては、販売価

格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に

その差額を交付し、農業経営の安定と生産力の確

保を図り、食料自給率向上と農業の多面的機能を

維持することとしており、平成２２年度にモデル

対策としてスタートしました。水田における米、

転作作物の交付金に加えて、畑作物の所得補償交

付金が加わり、田、畑、共通して対象となる制度

となっております。具体的には、主食米について

は１０アール当たり１万０００円が交付されま

した。転作については、国の戦略作物である麦、

大豆、飼料作物が１０アール当たり３万０００

円、ソバ、菜種、加工用米が１０アール当たり２

万円となっており、その他野菜類等においては産

地資金が創設され、地域の実情に即した地域振興

作物への取り組み支援となっております。畑作物

の所得補償交付金においては、麦、大豆、てん菜、

でん粉原料用バレイショ、ソバ、菜種が交付対象

作物となっており、前年産の試算面積に基づき１

０アール当たり２万円の面積払いと出来高と品質

に応じた数量払いの組み合わせによって交付され、

高収量、高品質なものほど交付額も多くなる仕組

みとなっております。さらには、規模拡大加算、

緑肥輪作加算など新たな加算措置も創設されたと

ころです。戸別所得補償制度による交付金は、国

から農業者へ直接交付されるものですが、農業者

への周知、受け付け、現地確認などの事務は地域

協議会が担当しております。名寄市への過去の交

付額は、平成２１年度１４億４００万円、２２

年度１８億円、平成２３年度１９億７００万円

となっており、平成２３年度から本格実施された

ことにより確実に生産者の所得は向上し、経営の

安定化につながっているものと判断しております。

戸別所得補償制度の今後の課題としては、この

制度が法制化されていないことから、不安定な一

面があるなど今後法制化に向けての取り組みが必

要と考えております。また、畑作物の所得補償交

付金では対象品目が限定されており、品目の拡大

が重要であることと畜産農家への支援がないこと

から、法制化とともにこれらの課題について国へ

の要望などを含めて検討していかなければならな

いと考えているところであります。

次に、大項目２、道立トムテ文化の森、健康の

森についての小項目１、道立トムテ文化の森の市

への施設移管に伴う協議内容について申し上げま

す。まず、道立トムテ文化の森の施設概要につい

ては、道立の森として平成６年になよろ健康の森

の中の土地並びに山林を名寄市より北海道が借り

受け、平成１０年５月に開園した施設であり、名

寄市以外では旭川市、津別町、真狩村にそれぞれ

設置されております。施設は、森林学習館、通称、

もりの学び舎とキャンプ場、薬草園、実習展示林、

林間歩道などから成り、施設の広さは１５２ヘ

クタールとなっており、施設の利用者数は年は１

万０００人を上回る利用があります。維持管理

費は、今年度の北海道が支払う指定管理料で年額

７６０万円となっております。

北海道は、財政状況が厳しくなる中、平成２１
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年度知事評価において市町村への移管の方針が示

され、平成２２年８月１１日、北海道水産林務部

森林環境局森林活用課長より名寄市副市長に申し

入れがあり、その後担当者レベルでのあり方検討

会として、平成２３年７月から平成２４年４月ま

での間に４回の協議を行ったところであります。

道立の森としての移管対象施設は、名寄市を含め

道内４施設全てが対象となっております。この間

名寄市としては、他の３施設に比べ利用が最も多

く、名寄以北の人口の１割に匹敵をする１万０

００人以上の利用があり、利用者の４割、特にキ

ャンプ場にあっては７割が市外利用者であり、北

海道が管理すべき施設であるとしてまいりました

けれども、移管できない場合廃止もあり得ること

から、一定の条件のもと移管についてはやむを得

ないものとして、経済建設常任委員会にお示しを

しました要望書を平成２４年７月２０日、北海道

に提出したところであります。要望の内容は、管

理費支援を指定期間２期分の８年間行うこと、事

務機器の更新を道の管理期間内に行うこと、移管

後の修繕費用として施設取り壊し見合い費を全額

交付すること、移管後も道森林活用プログラムな

どの提供を行うことであります。北海道から一定

の打診はありますが、正式な回答はまだなく、名

寄市としても最終判断をしていないところであり

ます。移管後の管理につきましては、内部で検討

しておりますけれども、現在移管条件について交

渉中でありますので、御理解を賜りたいというふ

うに思います。

次に、小項目２のパークゴルフ場の利用状況と

維持管理について申し上げます。指定管理者との

芝の管理におきましては、指定管理者公募時にな

よろ健康の森作業水準書があり、維持管理に関す

る事項でコースごとに芝刈りなど１１項目につい

て定めており、また基本協定書第１４条で毎年度

の事業計画書を義務づけ、作業水準以上の確保を

求めているところであります。契約上示されてい

る作業は、年間芝刈り、フェアウエー２５回、ラ

フ１５回、バンカー除草３回、砂１回、追肥４回、

目土２回、エアレーション１回、芝種子１回、ク

ローバー除去２回、融雪剤１回、殺菌剤１回、散

水適宜となっております。

指導につきましては、名寄市公の施設に係る指

定管理者の指定手続に関する条例第９条で、定期

的、また臨時に報告を求め、実地に調査し、また

必要な指示をすることができるようとなっており

ますので、毎月の報告に問題がある場合、事故報

告や苦情報告がある場合以外にも今年度のひでり

時の対応などで指示を行っております。具体的に

は、毎月の報告では報告の内容に疑問のある場合

の事務的なものとなっており、事故報告では健康

の森内での事故に対する確認を行っております。

苦情では、改善すべきものの報告として維持管理

に反映するものとなっており、今年度のように異

常気象や災害での指導も少ない事例ですが、行っ

ております。

パークゴルフ場の利用者は、平成２２年度２万

１２９人、平成２３年度３万４６８人、平成

２４年度２万６４１人となっております。

次に、小項目３、陸上競技場及びサッカー場の

利用状況について申し上げます。陸上競技場では、

平成２２年度１２１団体、０６６人、平成２３

年度７８団体、７９２人、平成２４年度１５８

団体、９５０人の利用となっております。多目

的コートでは、平成２２年度６５団体、６２４

人、平成２３年度５３団体、６２９人、平成２

４年度７１団体、４３９人の利用となっており

ます。冬季のクロスカントリリーでは、平成２２

年度２１５団体、６０８人、平成２３年度３９

０団体、３００人の利用となっております。

以上、私からの答弁といたします。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇建設水道部長（長内和明君）

大項目の３の小項目１番、計画時に集約した政策

に関して、後期計画に向けての課題と検証につい

てお答えをいたします。
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住宅マスタープランは、市民が住みやすく、住

みたくなるまちをつくっていくために、将来どん

な家に住み、どんなまちに暮らすかという目標を

実現していくための住宅政策における基本計画で

あります。平成１８年３月の合併に伴い、新名寄

市において２つの旧市町の計画を一体化し、住宅

行政として市民が豊かさを実感できる計画を推進

するために、平成２０年度から平成２９年度の１

０年間を計画期間とした名寄市住宅マスタープラ

ンを平成１９年度に作成したところですが、計画

期間が長期にわたることやこの間の政権交代によ

る交付金制度の改正、市内における民間賃貸住宅

の急増など社会、経済情勢の変化や市民ニーズの

多様化などに対応すべく、中間年である今年度に

おいて改めて無作為抽出によるアンケート調査を

実施し、その結果を踏まえ計画全般の施策につい

て、点検、見直しを行っているところであります。

また、今後の課題といたしまして、民間活力導

入を含めた公営住宅の整備手法の検討のほか、安

心、安全なまちをつくっていくために住宅の耐震

化に向けた診断及び改修の普及促進、また高齢化

社会に向けたシルバーハウジングの供給などが挙

げられており、現在庁内作業部会及び検討会で課

題の整理と今後の方向性などについて協議を進め、

住宅マスタープランに反映させ、平成２５年１月

中には計画の素案をまとめ、パブリック・コメン

ト手続条例に基づき、広く市民から御意見をいた

だいてまいりたいと考えており、来年３月の定例

議会において提案をさせていただきたいと考えて

おります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目３、住宅マスタープラン後期計画策定

についての小項目２の高齢化が進むが、福祉施設

と今後の福祉サービスの内容や市民ニーズの対応、

対策の考え方について申し上げます。

本年１０月１日現在の６５歳以上の人口につき

ましては３９５人、高齢化率は２０％、７５

歳以上の人口では４３３人、後期高齢化率は１

８％となっており、北海道１７９市町村の中で

の本市の位置づけは高齢化率で１３１番目、後期

高齢化率では１３３番目の位置にあり、昨年の同

月で比較しますと６５歳以上の人口では７％増

の１５１人、７５歳以上の人口では４％の８１

人となっております。市内の入所系の介護保険適

用施設７施設の状況を見ますと、定数では３６３

名で、うち市が設置しております特別養護老人ホ

ーム清峰園、しらかばハイツの入所定員は１８０

名で、待機者数は２４６人、うち市民の待機者は

２２６人で、その内訳は介護老人保健施設に入所

されている方が４７人、病院に入院されている方

は４０人、認知症グループホームに入所されてい

る方は２４人、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

等に入所されている方が１０人、自宅で待機され

ている方は１０５人となっております。自宅で待

機されている方１０５人の要介護度の内訳は、要

介護１が１４人、要介護２が４２人、要介護３が

２５人、要介護４が１３人、要介護５が１１人と

なっております。両施設の入退所数は、平成２３

年度では入所が３６人、退所は３９人、平成２２

年度では入所が４７人、退所は４５人で、要介護

４または５の方の待機者数は２４人となっており

ますので、自宅で待機されている比較的介護度の

高い方はおおむね１年以内には入所できるのでは

ないかと考えております。

名寄市第５期高齢者保健医療福祉計画、介護保

険事業計画では、介護保険施設利用者の要介護４

から５の割合は７１％以上を目標にしており、

平成２３年度では５６％でしたが、本年の前期

では５８％となっております。国が介護保険料

の算定のために示しているワークシートでは、特

別養護老人ホームの必要定員数は１８６名、介護

老人保健施設では１２４名を見込んでおり、市内

にある施設の定員数からは３０人程度不足する計

算となりますが、北海道が制定しております名寄
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市を含む２市５町１村の上川北部高齢者保健福祉

圏域内の特別養護老人ホームと介護老人保健施設

の定員数は８５５人、市内の東病院を含む医療療

養型の病床が２１５床ありますので、長期療養が

必要な方の看護、介護はこれらの施設で対応でき

るのではないかと考えているところであります。

過日行われました名寄市立総合病院開院７５周年

・新築２０周年記念講演会の佐古院長の講演資料

では、６５歳以上の人口１０万人当たりの療養介

護ベッド数は全国０４９床のところ、上川北部

では３５９床で全国の１倍、名寄市では２

３９床で全国の７倍となっており、全国平均に

比較しても高い整備率となっていることから、医

療、介護ニーズの高い方への提供体制は整ってき

ているものと考えております。

また、本市の第４期介護保険事業計画では実施

事業者がないため実施できなかった小規模多機能

型居宅介護事業所が平成２４年度の北海道の介護

基盤緊急整備等特別対策事業交付金を受け、一般

社団法人山笑の里が登録され、定員２５名、通い

のサービスの利用定員１５名、宿泊サービスの利

用定員８名で、去る１１月１０日に開所式が行わ

れたところであります。通いを中心とした利用で

すが、状態や希望により泊まりや訪問を柔軟に組

み合わせてのサービス提供をすることとなってお

りますので、地域生活としての拠点として期待し

ているところであります。

また、市民ニーズの内容につきましては、本年

１０月に建設水道部で実施した住宅マスタープラ

ンの見直しのアンケート調査で、市民の方からの

回答を見ますと、設問の１点目ではあなたは高齢

期にどのような暮らし方を希望しますかでは、自

分だけ、または自分と配偶者だけで暮らしたいが

１６７件、子供世帯の近くで暮らしたいが９７件、

子供世帯と同居したい及び気の合った友人と、仲

間と一緒に暮らしたいがともに３３件。２点目で

は、高齢期にあなたはどのような住宅に住みたい

と考えていますかでは、現在住んでいる住宅に住

み続けるが１４５件、高齢者向け設備やサービス

が整った住宅への転居、シルバーハウジングを含

むが９３件、老人ホーム等の高齢者福祉施設に入

るが５３件。３点目では、高齢者が安心して暮ら

せるためにどのようなことが最も重要だと思いま

すかでは、福祉サービスなど利用しやすい高齢者

向けのサービスつき住宅等の整備が１１１件、高

齢者が安心して暮らせる地域コミュニティーの形

成が７７件、安心して暮らせる福祉のまちづくり

の推進が５３件、生活利便性の高い地域の賃貸住

宅等に住みかえできる仕組みが５２件の状況とな

っております。

介護を必要とする方への入所系施設につきまし

ては、一定の充足が図られていくものと考えてお

りますが、今後もさらにサービスの向上を図るた

め、先進地等の調査研究を進めてまいりたいと考

えております。高齢者の住まいに関しては、アン

ケート結果から現在住んでいる家に住み続けたい

という方の希望が多いことから、介護保険の給付

サービスであります住宅改修を初めとする高齢者

等住宅整備資金貸付事業の周知を図るとともに、

高齢者向け設備やサービスが整った住宅へ転居し

たいという希望も高いことから、高齢者になって

からの住みかえのニーズを充足させていく必要が

あると考えますが、本市においてのシルバーハウ

ジング建設の必要性については現在国がサービス

つき高齢者向け住宅の開設者である民間事業所に

補助金等を交付するなどの供給支援を行っており

ますので、それらの動向を視野に入れ、十分に検

討してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、再質問をさ〇７番（植松正一議員）

せていただきたいと思います。

まず初めに、頭から、食、観光物産の連携によ

る地域ブランドの関係ですけれども、農商工の連

携促進法が施行されて、皆さん御存じのとおり１

次産業、農業、２次産業は加工、さらに流通、販
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売は３次産業ということで、一体化を捉えて経営

の多角的、多面的により生じる付加価値を農業経

営に取り込むということでの６次産業化に対して

の支援策を国のほうも打ち出しているわけですけ

れども、そこで今後の取り組みとして、農業サイ

ド、また商工サイドの両面の情報提供や支援が必

要と思われますけれども、その辺の考え方をお知

らせ願いたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま植松議員の〇経済部長（高橋光男君）

ほうから再質問がありましたけれども、それぞれ

農業サイド、商工業サイド、補助メニューがあり

ます。とりわけ農業サイドにおいては、昨年です

か、農林漁業再生戦略において６次産業化、ある

いは成長産業化の推進のために農林漁業者等への

直接的な支援として、農林漁業者等がみずから、

あるいは食品関連事業者と連携して行う６次産業

化や地産地消の取り組みに対して農林水産物の加

工、販売施設、あるいは生産機械、施設などへの

整備を支援することとしておりまして、補助対象

メニューも多岐にわたっているところであります。

また、商工サイドのメニューとしては、いわゆる

農商工等連携促進法、これちょっと長いのですけ

れども、正式な名称につきましては中小企業者と

農林漁業者との連携による事業活動の促進に関す

る法律ということで、これは平成２０年法律第３

８号で施行されておりますけれども、この部分に

ついても補助メニューが多岐にわたっております。

ただ、この法律を活用した補助メニューの対象と

なった農家が平成２０年度に風連の２区の農業者、

それから平成２１年度には名寄市の砺波の農業者

の方がそれぞれ企業と連携をして取り組んだ事例、

この２件があります。企業のほうでこの部分につ

いては国のほうに申請したものというふうに判断

しているところであります。

また、市の補助メニューとしては、グリーン・

ツーリズムの推進事業の中の農畜産物の付加価値

向上に資する事業ということで、補助率２分の１

以内、金額は３０万円ということで少ないのです

けれども、単独の補助メニューも持っております。

さらに、農業者への周知につきましては毎年市が

発行しております「名寄市の農林業施策の概要」

という冊子に国や道の補助メニューの一覧を載せ

ております。これは、日根野議員からの御指摘に

もありまして、そういう形で平成２４年度から概

要を載せて周知を図っているところであります。

さらに、先ほど申し上げました国、あるいは国の

農業サイドの部分、あるいは商工業サイドの部分

でメニューに該当がなかった場合、これにつきま

しては名寄市の企業立地促進条例もしくは中小企

業振興条例に該当する部分もあるかと思われます

ので、その部分については申請者から相談があっ

た場合については十分に中身を聞いて、こちらの

ほうに該当する場合については営業戦略室のほう

と協議を進めてまいりたいというふうに考えてお

りますので、よろしくお願いをしたいというふう

に思います。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今の農商工連携、これ〇７番（植松正一議員）

は農業関係も、それから商業関係も本当に大事な

部分なので、いろいろな政策を含めて支援の関係

ありましたけれども、やはりもう少し風連で１件

だとか、砺波で１件でしたか、こういう関係も含

めて、グリーン・ツーリズムを含めて、基幹産業

は農業ですから、この辺はしっかりと対応してい

ただきたいなと思っております。

次に、行政報告にもありましたけれども、観光

の振興ですとか物産の関係、地元の特産品、また

販売含めて、全国各地でＰＲを含めて、名寄市の

どこにあるのかというのも含めて、本当にＰＲを

していただいていますけれども、この辺は御苦労

と申し上げたいと思っておりますけれども、それ

で地元特産品の問い合わせ、そして注文とまでい

くのかちょっとわかりませんけれども、そういう

実績とか今後の課題についてもしあれば、お知ら

せ願いたいと思いますけれども。
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湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

昨年からことし〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

にかけまして、それぞれ札幌あるいは道内、首都

圏においてさまざまＰＲ事業、あるいは販売を含

めたＰＲ事業も行ってまいりました。これについ

ては、昨年実施しました地域再生マネジャー事業

ということでの補助の中での取り組みでもありま

すし、ことしについてはその延長でやっておりま

す。それらの結果なのですけれども、首都圏を初

めいろんな方にアンケート調査なども実施しまし

た。大体０００人ぐらいの方から回答をいただ

いています。その結果、イメージブランドという

か、言い方ちょっと変なのですけれども、例えば

名寄市のモチ米のこと、ひまわりのことを首都圏

の方に知っていますかというような問いをします

と、もうほとんどの方が知らないという方が大半

でして、またひまわりも今回昨年の「星守る犬」

の映画があったので、それらについて波及効果が

あるのかなと思ったら、北海道で咲くイメージと

いうふうには思っていないとか、北海道でひまわ

りというのは場所はどこだと思いますかというと、

もう大半の方が富良野だとか小樽だとか、そんな

回答が返ってきて、名寄と答えた方はほんの数％

です。それらについては、もちろん北海道出身の

方だとか、名寄にゆかりの方については御存じだ

ったのですけれども、そういう状況でした。それ

で、そういう中からも一つの考え方としまして、

北海道で例えばひまわりといえば北竜町と皆さん

道内の方は大半は御存じなのですけれども、首都

圏に関しては全くひまわりがどこに咲いているの

かもよく知らないということであれば、名寄市に

おいてはひまわりは名寄で日本一の面積ですよと

いうことをＰＲすれば、首都圏の中では当然それ

はそういう形で理解が得られるのだというふうな

考え方もしています。

あと、その後物産販売等もやっております。農

産物のモチだとか、それから加工品なんかの販売

も行っておりまして、同時にアンケート調査も行

いました。それらの結果については、観光振興計

画に細かく書いてあるのですけれども、要約しま

すと非常に品質がいいというふうな判断はいただ

きます。しかし、それを注文をしてとるかという

と、まだそこまでいっていないという部分です。

ということなど、いろんな課題はわかりました。

ですので、今後はもう少し広くということではな

くて、ある程度絞った形のＰＲが必要だと思いま

すし、その後ことしに入ってからモチ米ですとか、

もちろん大福の関係、それからひまわり油だとか、

農産物の加工品なんかの問い合わせがちょくちょ

く来ます。それらについては、大口でなければあ

る程度対応しておりますし、大口のものについて

はそういったお店のほうにつないで流通しており

ます。

以上です。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今的確にお話ありまし〇７番（植松正一議員）

たけれども、モチ米だとかひまわりはまだ知らな

い人がかなりいるようなことも言っていましたけ

れども、この辺は真剣にやっぱり地方へ行って名

寄を売り込むということで、市長さんも観光含め

てこの辺関係は一生懸命名寄を盛り上げていただ

いていますので、その辺がちょっと裏切ったよう

な形になるのではないかなと思いますけれども、

その辺はこれからの今後の課題として一生懸命や

っていただきたいと思います。

次に、商工会議所の関係ですけれども、今新し

い商品のことで一部商品の売り込みをしていると

いうことで、この辺は１点ぐらいなのか、２点な

のかわかりませんけれども、端的にお願いしたい

のと、それから風連の道の駅で名寄の特産品の展

示販売を含めてやっておりますけれども、きのう

同僚の佐藤靖議員のほうから今の複合交通センタ

ーのよろーな、私は向こうの道の駅と、それから

今の複合交通センターのところの販売等なども次

年度において団体等々などで検討していくとのこ

とでございましたけれども、その辺をお聞きした
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いのと、それから新しい商品ができるに当たって

販売までいくとなるとなかなか大変だというよう

なことも聞いておりますけれども、専門の方とい

うか、アドバイザーをお願いしているのか、その

３点ちょっとお願いいたしたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

最初の特産館で〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

の販売については、もう御存じのとおり順調な販

売を続けております。よろーなとの連携、あるい

はよろーなでもそういう方法ができないかという

ことでの検討は一部されております。しかし、あ

そこは物を売る場所ではないので、品物的にはあ

る程度限定はされると思いますけれども、一部販

売も中でやっていきたいというふうに考えており

ます。

それから、新商品の関係ですけれども、新商品

の開発なのですけれども……

（何事か呼ぶ者あり）

申しわけござい〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ません。基本的には、どういったものを売り込ん

でいくかという御質問だったもので、申しわけあ

りません。今現在物産振興協会で扱っている商品

をよろーなの中で販売をしたいというふうに、今

関係の方とどんな販売をするのか、どんなふうに、

ワゴンで売るのかとかというような相談はしてお

ります。

それから、新商品の開発ということでよろしか

ったでしょうか。新商品の開発については、先ほ

ども説明しました商工会議所がやりました地域ブ

ランド商品開発プロジェクトの中でやっておりま

すが、それは平成２２年度で当時６社、６品の商

品開発を行いまして、バイヤーですとか展示会、

あるいは商品の改良なんかも行いまして、今現在

もその商品の販路拡大に向けて商工会議所なんか

とも取り組んでおります。その関連の中でその商

品をもとにして、また新たな商品も出てきている

というふうに聞いております。いずれにしても、

商品開発というのはなかなか１つできたから売れ

るというものではないのですけれども、商工会議

所も地道に取り組んでおりますし、商業者の皆様

方もそういった商品の改良を含めて販売拡大を行

っているところであります。

以上です。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

今のお話で一部の商品〇７番（植松正一議員）

含めて、なかなかまだ進んでいないような気もい

たします。２２年度に６社、６品ということで、

今それをまた改良しながら売っていくという、商

工会議所としては対応を含めて、また何社加盟し

ているのかちょっとわかりませんけれども、この

辺も行政として支援も含めて、これからやっぱり

この辺はしっかりして対応、対策していかなけれ

ばならないのでないのかなと思っております。ア

ドバイザーのほうは、どうなのですか、ちょっと

わかりませんけれども、本当にこういう専門の分

野の人も頼んで、やっぱり名寄市を売り込むのだ

という意気込みを、ちゃんと商品はこういうのを

つくりたいのだと。それによって販売からレッテ

ルから何からみんなこういうバイヤー、そういう

形だと思うので、やっぱり頼んでやるのが一番商

品としていいのかなと思っております。

次に、戸別所得の関係なのですけれども、これ

は今回の選挙で民主党から自民党に政権がかわり

まして、新しく加わった畑作も含めて経営安定対

策ということで、直接支払い制度で、きのうの山

田議員のあれですけれども、収量は落ちたが、云

々ということもありましたけれども、私も収量は

落ちたが、畑の方の所有者の人らに聞きますと今

回畑作関係はやっぱり所得補償関係、これは大変

所得向上につながったということで何件かの方に、

智恵文の人に聞いておりますけれども、この辺は

今度政権がかわったわけですけれども、もとに戻

らないように、直接支払いというのは私はよかっ

たなと思っていますけれども、いろいろ何かある

みたいなことも言っていましたけれども、これか

らしっかりと農協含めての、また関係団体の連携
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を強くして、これは求めておきたいなと思ってい

ますので、よろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。

それから、大項目の道立トムテ文化の森となよ

ろ健康の森についてですけれども、この辺私もキ

ャンプ場だとか薬草関係、それから実習展示林、

歩道関係は道からいただきまして、もとの職場の

ときに草刈り、下刈りを含めてやっていただきま

して、今回こんな話出ているとはちょっと思って

おりませんで、経済のほうの内容等なども見させ

てもらいました。本当に残念に思っております。

そこで、この関係ですけれども、もう時間があり

ませんから端的に申し上げますけれども、道に対

しての要望書、要望関係提出したとのことですけ

れども、その前にただ道のほうとしては財政が厳

しいから移管をしたいという知事の方針が示され

たということですけれども、この協議の関係です

けれども、地元の中野道議もいらっしゃいますか

ら、この辺の道との連絡の協議を含めて、対策、

その結果の報告含めて中野道議からあったのかど

うか、また中野道議との協議内容は一切やってい

ないのか、その辺ちょっとお聞きしたいなと思っ

ています。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

トムテ文化の森の北海〇副市長（久保和幸君）

道から市に移管してもらえないかという一番初め

の要望を受けたのは、実は私であります。これは、

打診ということで始まったわけでありますが、そ

の時点で市で受けるということになると今後の管

理の関係もあるものですから、その打診があった

旨については道議にも御相談申し上げましたし、

あわせて今般の要望書を上げるに当たってもその

内容については道議に連絡をさせていただきまし

た。ただ、北海道からの回答は要望書を上げた内

容そのものを全部受けるという回答ではなかった

ものですから、関係の津別、それから真狩の町村

と歩調を合わせようということで、先般も中野道

議のほうに御連絡を差し上げて、それぞれの市町

村の関係の道議の皆さんと連携をしていただいて、

私どもが出した要望について道議の中でもしっか

りクリアをしてほしいということでお願い申し上

げたところであります。

以上であります。

植松議員。〇議長（黒井 徹議員）

それではまず、その結〇７番（植松正一議員）

果はまだ聞いていない。まだ来ていませんね。そ

の辺なぜ私がここで言うかというと、道立の森、

それから健康の森、それから道立サンピラーパー

ク、この辺が一体となって日進地区を含めて観光

目的ですから、その辺をしないと、今ここで一発

オーケー出してしまうと、移管はオーケーですよ

と出してしまうと、当然道の財政はだんだんよく

なればいいけれども、厳しい状況になってきたと

きに、道立サンピラーパークも千歳ですとか、あ

ちこちのほうへ聞きますと維持管理がかなりかか

るということで、やはり市のほうに、市町村に投

げかけてくるというのが今まで例もありますので、

これはしっかりと３つこうやって一生懸命名寄市、

やるのですよと。そういう特例のを含めてやっぱ

り真剣に対処していただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。

次に、パーク場なのですけれども、ちょっと指

定管理の問題があると私は思うのです。この文書

や何か見ますと、指定管理で協会との連絡会議や

何か、施設等などの改善や何かは協議しながら、

契約内容、問題等なども、また芝の管理だとかも

指定管理者に任せますよと、そういうことですけ

れども、私はやっぱり指定管理者に任せる前に、

今今回えんれいとあかげらありますけれども、あ

かげらのほうは排水や何か悪いわけです。ですか

ら、行政としてはやっぱり暗渠の排水ですとか、

水源、水の供給というか、散水するだとか、そう

いう状況というのはもう当然副市長あたり見てい

るのです。他のほうにも行ってやっているの見て

いますし、いいところはやっぱりいいということ

は言っていましたから、そういうのをしっかり市
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で、行政でやって、そして指定管理者に請け負わ

すのが普通、常なのです。それを指定管理者に任

せまして、１１項目の契約内容を今提示されまし

たけれども、これは１１項目なんて当たり前のこ

となのです。エアレーションですとか、種がどう

のこうのとか、肥料があれだと。だから、悪いと

ころは現に使用料が減になっているということは

やっぱりそこなのです。だから、行政でことし少

々おくれてもいいから、そういうのを直すとか、

そして指定管理者に請け負わす、そういう形が私

は妥当だと思うのです。これは求めておきます。

それよろしくお願いします。

それから、陸上競技場なのですけれども、今回

今大いに利用されていますけれども、器具の老朽

化といいますか、結構老朽化が進んでいると聞い

ておりまして、危険度のあるものが何点かあると

聞いております。この辺早急な対応ということで、

点検されてはいると思うのですけれども、この辺

を点検を早急にやっていただきたいなと。もしや

っていなければです。やっていただきたいと思っ

ています。それで、この辺はしっかりと求めてお

きたいと思いますので、よろしくお願いします。

それから、最後マスタープランなのですけれど

も、このマスタープランは住宅の関係なのですけ

れども、これは公営住宅を含めて、民間住宅と連

携した住宅セーフティーネットの構築が求められ

ていると私は思っておりまして、その考え方をお

知らせ願いたいのと、それから高齢化に進む福祉

の関係なのですけれども、この関係は今清峰園は

１００床で、しらかばハイツが８０床で、合計１

８０床ということで、自宅で待機している方が１

０５名という話がありました。ここでそういう重

い、介護度の高い人が１年以内に入所できるので

ないか、可能でないか、そういうことを言われま

したけれども、今テレビの報道等などでも子供が

親の介護を見れなくて死に至らしめたとか、いろ

いろ報道があるわけでして、介護老人保健施設を

数量的に申し上げましたけれども、名寄としては

十分にあるようなことも言っていましたけれども、

これは私はやはりまだ必要でないのかと思ってい

ます。それと、後期基本計画のを見ますと、これ

から団塊の世代入りまして、７５歳以上の割合が

当然ふえてくるわけです。そして、今言っていま

したように２４年に高齢化率が１８％に対して、

全道では１３％ということでございますけれど

も、第５期のうちは私はいいと思うのです、２６

年までは。ところが、２７年から第６期の団塊の

世代に入りますけれども、その対策で当然７５歳

の高齢者数というのももうふえてくるのは目に見

えているわけですよね。ですから、この待機者数

をどれぐらい想定して、これから６期目です。そ

の辺がどうなっているのか、ちょっとどれぐらい

の待機者の数を想定しているのか、端的にお願い

します。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

第５期のときに〇健康福祉部長（三谷正治君）

計画を策定するときに議会にも報告させていただ

きまして、議決をいただきました。そのときにも

お話をさせていただきましたように、第６期につ

いては現在全国平均で２０％の介護保険料が名寄

市においては基金１億円を取り崩し、１０％のア

ップにさせていただきました。しかしながら、第

６期についてはこれ以上のアップ率になるのでは

ないかということで、今議員お話あったように団

塊の世代の人口増に伴って高齢化率が非常に高く

なるということはもう目に見えていることで、保

険料が上がるという想定もされておりますので、

それは現状に合わせた形の中で人口の推移を見な

がら、今後も第６期に向けて検討させていただき

たいと思います。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど民間との〇建設水道部長（長内和明君）

連携の考え方ということで御質問がありました。

近年民間による賃貸住宅がふえてきてございます。

そのことが公営住宅の整備にどのような影響が出

てくるのかという課題もございます。議員も御承

平成２４年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号



－133－

知のとおり、公営住宅は困窮する低所得者に対し

て安い賃貸で住宅を供給するという目的がござい

ます。暮らしやすい住環境、あるいはまちなか居

住などを推進していくためには、行政における整

備ばかりではなく、民間活力の導入により借り上

げ、あるいは買い取り、あるいは指定管理制度な

どの手法も含めて今後検討していかなければなら

ないと考えております。

以上です。

以上で植松正一議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

市立総合病院での働く環境について外１件を、

日根野正敏議員。

議長より指名があ〇１５番（日根野正敏議員）

りましたので、本定例会において大項目２件につ

いて伺います。

初めに、市立総合病院で働く環境について。本

格的な高齢化社会を迎え、市立総合病院だけでな

く、全国的に医師、看護師不足が深刻化しており、

全国的なアンケートでも７割の病院で看護師が不

足しているという回答など、全国の医療機関では

医師や看護師の人員確保をすることに懸命になっ

ています。厚生労働省の調査でも現在全国で５万

０００人の看護師が不足していると言われてお

ります。ちなみに、平成２３年度の看護師就職者

数は、新卒、再就職者合わせて１２万人に対して

退職者は１４万０００人と今後年を追うごとに

看護師不足に拍車がかかり、２０５０年には１０

０万人の看護師不足も想定され、看護師や医師の

仕事はさらに多忙をきわめ、そのことによる早期

退職者が増加するという悪循環に陥り、病床の削

減や閉鎖に追い込まれている病院もあり、そうな

らないためにも今以上に踏み込んだ対策を行政、

市立病院、大学が思いを一つにして事に当たらな

ければならないと考えますが、今後の看護師確保

の見通しについて、名寄大学看護学科の就職状況

も含めて現状はどのようになっているのか、お知

らせをいただきたいと思います。

また、４年制大学になってからの市立病院への

就職に対しての大学との連携をどのようにしてい

るのかお伺いいたします。

次に、医師の労働実態についても診療科によっ

ては非常に過酷な状況もあると伺っておりますけ

れども、その実態と看護師の有休や代替休日につ

いてもどのような消化状況になっているかお伺い

いたします。

また、軽症患者の時間外診療について、病院サ

イドの思いと利用患者の受けとめ方では考え方に

乖離があると考えられますが、病院サイドの考え

をお聞かせください。

薬剤師法の改正により導入がされ、ことし国家

試験から６年制を出た方々が新卒採用になります

けれども、薬剤師など技術職も含め、今後の充足

見通しについてもお伺いいたします。

病院関係では最後の質問になりますけれども、

看護師などの医療職従事者の新卒採用増加を目指

した医療職に対する給与の見直しについてはどの

ように考えているのかお伺いいたします。

大項目の２点目、環境、景観美化の取り組みに

ついて、初めに環境美化の取り組みについて。例

年市民の協力をいただき、市道の草刈りやごみ拾

いなどを行い、道路愛護の取り組みを行ってきて

います。地域の道路は地域できれいにすることは

大変よい取り組みだと感じておりますけれども、

近年高齢化の進行と離農者の増加により受け持つ

範囲が非常に長くなり、１戸で１キロメートルを

超える農家も数多く出てきています。今後道路愛

護の組織、取り組みを継続していくには厳しいと

も考えられますけれども、市の考えや進め方につ

いてお伺いいたします。

次に、ごみのポイ捨て対策について。町中や民

家の多いところでは余り目立たないようにも感じ

ますが、一歩郊外に出ますと空き缶やごみが車か

ら捨てられ、道路愛護などで道路の草刈り作業中

に空き缶がはねて足をけがするなど、毎年多くの

人たちが非常に迷惑をしています。行政としてイ
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ンパクトのある取り組み、対策が必要と考えます

が、お考えをお伺いいたします。

次に、景観美化の取り組みについて。平成１５

年から５年間にわたり農業施設など壁面を利用し、

名寄市の自然風景にマッチをした名作絵画を元名

寄短期大学学長の松岡先生の先導のもと、多くの

ボランティアの方々に協力をいただき、５カ所、

８絵画が見事に描かれ、名寄市の景観向上や見る

人に癒しを与えています。近年その絵画も薄れて

きたり、新しい建物により見えなくなったりして

おりますけれども、今後の新設や修復の取り組み

についてどう考えているのかお伺いいたします。

最後に、風連地区の何件かの農家の方々が水田

のあぜを利用してシバザクラを植え、最近ではあ

ぜ一面に育ち、田植えが終わったころには満開の

ピンクの花が咲き、田んぼの緑とコントラストを

なし、多くの人が車をとめ、写真を撮るなどの景

観を楽しんでいます。個人的な取り組みで営利を

目的としたものではありませんが、見た人の心を

癒やし、市のイメージアップにつながっているこ

とは確かで、その代償を求めるものではありませ

んが、今後の推進として市の考えをお伺いいたし

ます。

壇上からは以上でございます。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

日根〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

野議員からは、大きな項目で２点の御質問をいた

だきました。１点目は私から、２点目の（１）、

環境美化の取り組みについて、アの道路愛護の取

り組みと今後の課題については建設水道部長から、

イのごみのポイ捨て対策については市民部長から、

（２）の景観美化の取り組みについては経済部長

からそれぞれ答弁をいたしますので、よろしくお

願いいたします。

初めに、（１）、看護師確保の見通しについて

申し上げます。看護師、助産師など看護職員の状

況については、平成２４年１２月１日現在で再任

用を含めた職員が２７２名、看護補助を含めた臨

時職員が１１８名、合計３９０名が勤務をしてお

ります。看護職員の本年度、平成２４年度と次年

度、平成２５年度の採用及び採用見込み数につい

ては、本年度、平成２４年度は助産師が１名、看

護師が１６名の合計１７名、平成２５年度は既に

面接を終えた１７名に内定通知をしており、今月

中に第２次の内定者を出す予定となっております。

次に、学資金の利用者についてでありますが、

平成２４年１２月１日現在で薬剤師の２名を含め

て合計３５名が利用しております。平成２４年度

は、薬剤師の１名を含めて１４名の方に新たに貸

し付けを行いました。奨学金制度は、看護師等の

人材確保に大いに役立っているところであります。

次に、看護師の確保策については、ことしは新

たにパンフレットを作成して、市立大学、市内高

校を訪問し、奨学金、院内の研修制度などを説明

し、広く募集に努めてまいりました。また、将来

看護師を目指す高校生を対象にセミナー、ふれあ

い看護体験などを開催し、資格取得までのカリキ

ュラムや学校での生活、奨学金制度、看護師とな

って以降の職場での体験などに理解を深めていた

だき、中学生には圏域の学校からの要請に応じて

職場体験学習などの受け入れを行っております。

一方、現職の看護職員の資質向上支援策として、

ことしから認定看護師資格の取得を目指す職員に

対し取得費用の２分の１相当額を病院が補助する

制度をスタートさせ、また認定看護師の取得者に

は月額０００円の認定看護師手当を創設いたし

ました。さらに、キャリアアップのためのラダー

研修を初め休業中の看護師への復職支援研修や離

職防止のためのヒアリングなども適宜実施してき

ております。いずれにいたしましても、医師、看

護師等の人材確保は最優先の課題でありますので、

今後もさまざまな施策に取り組みながら、人材確

保に努めてまいりたいと考えております。

次に、市立大学との連携についてであります。

市立大学との連携については、実習などの際の定

期的な協議のほか、ことしから看護師募集パンフ
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レットを高校訪問時に持参していただき、大学の

説明にあわせて病院の奨学金制度などをＰＲして

いただいております。また、院内での講演会の際

には、看護学科や栄養学科の学生にも案内するな

ど、日ごろから連携を進めております。そのほか

病院の看護部長と大学の看護学科長、病院の事務

部長と大学の事務局長間では日ごろから情報交換

を行い、連携強化に努めております。

次に、市立大学からの採用者についてでありま

すが、平成２２年度が６名、２３年度が３名、今

年度、平成２４年度が５名、これは１名は既卒で

あります。平成２５年度、来年度は５名の見込み

となっております。また、市立大学の学生による

学資金の利用者は平成２４年１２月１日現在で１

２名の方が利用されております。

次に、医師の労働時間の実態についてお答えを

いたします。医師の労働実態については、平成２

４年度４月から１０月までの７カ月間を見てみま

すと、研修医を含めた月ごとの時間外勤務の状況

は１人平均で３１時間となっております。月１０

０時間を超えた医師は延べで７名おり、最高は月

１２８時間というのがありました。

次に、診療科別については、１人平均で多い方

から順に心臓血管外科が５４時間、外科が４

４時間、整形外科が４２時間、脳神経外科が４

３時間、眼科が４９時間、麻酔科が４６時

間、泌尿器科が４８時間、循環器内科が４７

時間となっており、外科系が多くなっております。

外科系医師の勤務実態については、昨年のまちづ

くり懇談会で救急外来の状況とあわせまして市民

の皆さんに説明をさせていただきました。今後も

必要に応じて医師の労働実態などを市民の皆さん

にお知らせしていくとともに、医師が働きやすい

環境整備を行い、必要な医師数を確保してまいり

たいと考えております。

次に、看護師の有休及び代休の消化状況につい

て申し上げます。看護師、助産師など看護職員の

有給休暇の消化状況については、平成２２年度は

１８％、平成２３年度は１６％となっておりま

す。平成２３年度の病棟別の有休消化率でありま

すが、２階西病棟が２％、３階東病棟が９％、

３階西病棟が９％、４階東病棟が１％、４階

西病棟が４％、５階西病棟が５％、第１病棟が

１７％、ＩＣＵ病棟が２３％、手術室が５７

％、人工透析室が１７％、外来が３４％とな

っております。手術室が高くなっているのは、時

間外の手術等で深夜、早朝になった場合、健康面

を考え、有休を取得させて帰宅させているからで

あります。

次に、代休、週休の消化状況についてでありま

すが、平成２４年１０月末現在で週休の未消化日

数は看護部全体で１５２日となっており、昨年の

同月は４４６日でしたので、かなり改善をされて

おります。これは、看護補助者の採用増と救急外

来を外来から切り離してＩＣＵ病棟と一体管理し

たことによる効果などが出てきているものと考え

ております。しかしながら、有休の消化率は院内

全体では看護部が一番低いので、今後も看護職員

の労働負担の軽減に努め、働きやすい環境の整備

に努めてまいります。

次に、軽症患者の時間外受診について申し上げ

ます。初めに、平成２３年、昨年の１月から１２

月までの救急外来の受診者は１万３８３名で、

前年に比べて２０４名減少いたしました。１万

３８３名の来院経路を見てみますと、家族の送迎

を含めた一般来院が８５％、救急者等が１５％と

なっております。また、来院後の入院、帰宅等の

割合では帰宅が８１％、入院が１５％、死亡、そ

の他が４％となっております。

次に、総数に占める軽症患者等の割合について

でありますが、年間を通しての資料はありません

ので、昨年の９月２１日から３０日までの１０日

間保健所が行ったサンプリング調査の結果につい

て申し上げます。調査期間、１０日間における救

急外来の受診者総数は３０８名で、１日平均３１

名が受診をされております。このうち救急車等で
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搬送された方は３５名、１４％、自力による来

院者は２７３名、８６％となっております。症

状の程度別では、軽症が５８件、特に軽症が２０

２件で、全体に占める軽症患者の割合は８４％

となっております。また、発症の発現から受診時

までの期間が２日以上の割合が３８％となってお

り、できるだけ診療時間内の受診に心がけていた

だくようお願いしているところであります。

次に、３０８名の年代別では、ゼロから４歳が

８６名、５歳から９歳が４２名と小児の割合が最

も多く、次に７５歳以上が４０名、２０歳から２

９歳が２７名、３０歳から３９歳が２６名となっ

ております。全国的な傾向としては、小児と高齢

者の占める割合が多く、グラフにするとＶ字型に

近くなりますが、サンプル調査では２０代から４

０代が比較的多くなっている状況にあります。救

急外来の状況や医師の勤務実態については、昨年

のまちづくり懇談会で報告させていただき、市民

の皆さんに適切な受診等もお願いしましたので、

今後も機会があれば説明の機会を持ち、医師の労

働負担の軽減に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、薬剤師等の技師の充足度合いについて申

し上げます。平成２４年１２月１日現在の技師数

の内訳でありますが、薬剤師が９名、臨床検査技

師が１３名、放射線技師が１１名、理学療法士が

６名、作業療法士が精神科リハビリを含めて３名、

言語聴覚士が２名、臨床工学士が７名、視能訓練

士が３名となっております。薬剤師については、

昨年の４月時点では７名でしたが、その後２名の

応募があり、現在９名となっております。平成２

５年度は１名の採用が内定をしておりまして、ま

た平成２６年度は学資金の貸与者が２名おります

ので、合計で平成２６年度には１２名となる予定

で、ほぼ充足するものと考えております。また、

検査科、放射線科の技師については、現在はほぼ

充足しておりますが、医療の安全確保、将来の救

命救急センターの取得を目指して当直制の導入を

予定しておりますので、若干の増員を検討してお

ります。その他の技師については、現在の人数で

ほぼ充足していると考えておりますので、御理解

をお願いいたします。

最後に、（７）の医療職給与に対する考えにつ

いて申し上げます。市立病院の医師を除く職員の

給与につきましては、自治体職員としての均衡な

どから、現在行政職の給料表を適用しております。

看護師、医療技術職員への医療職給料表の導入の

状況は、全道の公立病院連盟に加盟する２１の市

立病院のうち１６病院が既に導入をしておりまし

て、当院を含めた５つの病院が行政職の給料表を

適用しております。医療職給料表のメリットとし

ましては、初任給の格付が行政職に比べて高く、

人材が確保しやすいことが挙げられます。看護師

の短大３卒を例にとりますと、医療職を導入して

いる１６市立病院の初任給は当院に比べて１万円

から４万円ほど高くなっております。昨年から導

入に向けて複数のモデルのシミュレーションをし

ております。導入すると、現行制度に比べまして

おおむね１０年から１２年間の総額で１億円から

１億０００万円程度の新たな経費増加が見込ま

れ、効果が出るのはその先になると思われます。

いずれにしましても、今後の病院運営を考えると

看護師等の人材確保は最優先の課題ですので、よ

り適正な人事管理と職員の処遇を行うためにも医

療職給料表の導入は必要と考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項〇建設水道部長（長内和明君）

目の２の小項目１番のうち、道路愛護の取り組み

と今後の課題についてお答えをいたします。

道路愛護事業につきましては、それぞれの地域

において道路の環境美化を通じて、公共福祉の増

進と道路愛護意識の高揚を図っております。現在

２６の道路愛護活動団体の皆さんに道路の草刈り、

ごみ清掃など長きにわたり実施をいただいており、

御協力に感謝をしているところであります。道路
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愛護活動団体の活動につきましては、実績により

報償費をお支払いし、事業を継続していただいて

おりますが、今後におきましても地域の皆さんと

協議をしながら、市道の環境整備について御協力

をいただき、引き続き事業の継続実施をしてまい

りたいと考えております。

道路愛護に係る路線の延長につきましては、両

地区で約３３０キロで、作業延長は５４０キロと

なっており、その活動については農村地域の市道

が主となっております。道路愛護団体からは、地

域の高齢化が進み、道路の草刈り作業が大変であ

ることや草刈り作業ができない路線が発生してい

ることなどについても検討してほしい旨の御意見

をいただいているところであります。今後想定さ

れる地域の高齢化や作業の延長など、これらの課

題を整理させていただき、道路愛護の事業継続の

ために関係する団体と協議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。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、ごみのポ〇市民部長（土屋幸三君）

イ捨て対策についてお答えをしてまいりたいと思

います。

現在名寄市廃棄物の減量及び処理に関する条例

で「何人も道路、公園、河川その他の公共の場所

に紙くず、空き缶、空きびん、吸い殻その他の廃

棄物を捨てること又は飼育する動物の糞を放置す

ることなどにより、当該公共の場所を汚してはな

らない」と規定しており、廃棄物の処理と地域の

清潔保持に関して市の責務、市民の責務、事業者

の責務などをうたっているところでございます。

ごみが捨てられる場所、捨てやすい場所は、ごみ

のあるところ、ごみが隠れやすいところでござい

ます。常にきれいにしておき、ごみを捨てられな

い、捨てづらい、そういった状況をつくっていく

ことが重要だと考えているところでございます。

なお、市の取り組みといたしましては、春、夏、

秋の清掃週間を設け、地域での清掃活動を推進を

しているところでございます。また、環境衛生推

進員による市内の清掃、市内パトロール、啓発の

ぼりや看板の設置など啓蒙活動を行っています。

今後とも広報紙、地域活動などを活用してポイ捨

てや不法投棄に対するマナーを守るよう啓発活動

に努めるとともに、悪質なものにつきましては警

察署とも連携をして対応してまいりたいというふ

うに考えております。

以上で私の答弁させていただきます。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私から大項目２のう〇経済部長（高橋光男君）

ちの小項目２、景観美化の取り組みについて申し

上げます。

現在農業施設を活用した壁画については、風連

地区に分水桝を含め４カ所、７作品が、智恵文地

区に１カ所、１作品が市民団体などの協力のもと

設置されておりますが、議員御指摘のとおり風連

地区の１カ所、１作品については新たな農業施設

の建設に伴い、作品が見学できない状況となって

おり、現在６作品が見学できることとなっており

ます。作品については、毎年あるいは数年置きに

必要に応じて修復を行っており、市立大学の先生

や学生、市民団体などの協力を得て作品が保たれ

ているところでございます。今後においても絵の

劣化状況に応じて必要な修復が図られるよう取り

組んでまいりたいと考えております。壁画につい

ては、生産活動が継続される美しい農村環境とマ

ッチして、名寄の景観づくりに貢献していること

から、これまで制作された作品群の保全活動に重

点を置く考えであり、新設につきましては現在の

ところ検討しておりませんので、御理解のほどよ

ろしくお願いをしたいというふうに思います。

次に、風連地区、風連の瑞生地区のシバザクラ

につきましては、沿線の地域住民による自発的な

景観形成活動として農作業の多忙な時期にひとと

きの安らぎを地域住民に対して提供しているほか、

市内外にもファンが多く、名寄市のイメージアッ

プにも貢献していただいているというふうに思い
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ます。活動内容については、北海道開発局が発行

する「ニューカントリー」という冊子のことしの

１０月号、さらには北海道農地・水・環境保全向

上対策協議会で発行されております「とんぼの未

来・北の里づくり」でも紹介されているところで

あります。現在農地・水保全管理支払交付金も一

部活用しながら活動していただいておりますけれ

ども、長年の地道な御苦労に対しては市として公

式に感謝申し上げる機会についても他の市民の方

が行う環境保全や景観形成の取り組み状況も勘案

の上、検討、研究してまいりたいというふうに考

えております。

以上、答弁といたします。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁いた〇１５番（日根野正敏議員）

だきましたので、看護師の関係から再質問をさせ

ていただきたいというふうに思います。

毎年名寄大学からの就職が３人から６名という

ことでございますけれども、大学の側にちょっと

聞きたいのですけれども、この数字、人数、これ

をどういうふうに大学側は捉えているのかお伺い

したいと思います。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

市立病院へ〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

の就職者数ですが、平成２１年度卒業生、第１期

生から数えまして既卒の方も含めて今松島部長か

ら合計で１４名という御報告でございました。１

つは、道北圏内にこの間３期生まで輩出しており

ますが、大体２割程度の卒業生が道北管内の医療

機関に看護師として就職をしております。道内の

医療機関としては大体７割、平均しまして７６％

程度の就職状況でございます。そういいますと、

市立病院で平均しまして卒業生の１割程度が就職

をしているということでございますので、５０名

のうち５人程度ということになりますので、この

数字が妥当かどうかというのはちょっとなかなか

はっきり申し上げられませんが、いろいろ卒業生

の進路状況、それから就職状況等、進路センター

も含めまして今後大学としては可能な限り地元へ

の就職ということに結びつけていきたいというふ

うに考えておりますけれども、今のところこの数

字については素直に受けとめているということで

ございます。そんなふうにお受け取りいただきた

いというふうに考えております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

なるべく名寄市の〇１５番（日根野正敏議員）

総合病院に就職を結びつけていきたいというよう

な答弁もあったのですけれども、具体的にどうい

う施策があればもう少し名寄市立総合病院に入っ

ていただけるというふうに考えているのか、その

点もお伺いいたしたいと思います。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま松〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

島部長から答弁がされたと思いますけれども、１

つは市立病院と市立大学の連携ということでござ

いますが、この間学生募集の段階で、オープンキ

ャンパス、それから高校訪問活動、それから高等

学校が主催します各種進学相談会、ここには事務

職員も含めてこの進学相談会等に参加します。教

員だけではございません。このときに、市立大学

の説明なり、いわゆる募集活動をするわけですけ

れども、これにあわせまして市立総合病院の学資

金のパンフレットでございますけれども、新しい

パンフレット、このようなパンフレットができ上

がっておりますので、これを私どもの大学案内と

同じ部数だけ持っていっていただきまして、これ

とあわせて学資金の説明をさせていただいており

ます。昨今経済状況が大変厳しいということでご

ざいまして、父母の皆さん方の負担もこれでかな

り軽減されるという理解も得ております。こうい

う活動をさせていただきながら、市立病院の看護

師確保対策に役立てていきたいというふうに考え

ております。

あと、先ほど松島部長のほうからもありました

けれども、いわゆる市立総合病院の実習、この実

習につきましては大体１年次で約半数の私どもの

平成２４年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号



－139－

学生が市立病院の臨地実習にお世話になっており

ます。あと、３年次、４年次にはほぼ全員の学生

が市立総合病院のほうに臨地実習としてお世話に

なっているわけでございますが、臨地実習の充実、

それと臨地実習を通じた市立総合病院の理解の促

進ということもあわせて充実させていきたいとい

うふうに考えております。

あと、先ほど市立病院が実施しました院内研修

会、こちらにも看護学科の学生のみならず、栄養

学科の学生なんかの参加も積極的に呼びかけて、

市立総合病院の理解を進めていきたいというふう

に考えております。

あと、看護学科のほうでは毎年看護セミナーと

いうのを実施しております。ことしは、市立総合

病院の看護部と共催で実施しております。主に現

職者対象の看護セミナーでございますが、こうい

うものもあわせて連携をした取り組みを進めてい

ただきまして、より市立総合病院と市立大学の連

携を深めた中で、学生の進路選択の一つの素材と

して結びつけていきたいというふうに考えており

ますので、御理解をいただきたいと思います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

大学側の取り組み〇１５番（日根野正敏議員）

はよくわかりました。しかし、それは今までもう

継続してやってきたことだというふうに考えてい

るのですけれども、同じ行政の組織で大学も設置

者は名寄市で、市立病院もそうですけれども、病

院側で働いている人がさきの答弁でも有休も１０

０％とれないような状況で働いている状況でござ

いますけれども、設置者として、これは今までの

継続した、今までやってきたよりももう一歩踏み

込んだ、せっかく名寄には看護大学があるわけで

すから、１割がいいかどうかというのは大学側の

考えで判断できないという話でありましたけれど

も、設置者としてはやっぱりもう少し高い目標を

掲げて、例えば２割程度ぐらいは、せっかくある

わけですから、もう一歩踏み込んだ対策といいま

すか、入っていただけるような、名寄市立大学に

限った支援といいますか、誘導策を考えるべきで

はないかというふうに考えているのですけれども、

設置者としてのお考えをお伺いしたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

もともと大学が看護学科〇市長（加藤剛士君）

を設置した背景は、やはり市立総合病院の看護師

さんのさらなる充実と、あと高度化ということが

背景にあったということでありますから、当然市

立大学から市立総合病院のほうにたくさん入って

いただくことは私にとっても願いであるし、そう

した意味では今のおっしゃるとおりの３名から６

名というところがまだまだ私も十分ではないのか

なというふうに思っています。これは、院長も学

長も同様の認識持っていただいていまして、これ

さらに踏み込んだことをやっていこうということ

で、今協議をしているということを聞いています

ので、ぜひ本当にそのとおりだなというふうに思

っていますので、しっかりとやっていきたいとい

うふうに思いますし、またこれやっぱり大学、病

院間だけでの連携の問題だけでもなくて、さまざ

まな要因もあると。先ほどもありましたけれども、

医療職給料の導入の話にしてもそうでありますし、

あるいは看護師、例えば女性の専用の民間住宅だ

とかということも１つニーズとしてあるのかもし

れません。医師寮の民間の力をかりた、先般でき

上がりましたけれども、同じようなスキームで看

護師のそうしたものができることで、大学はほと

んどが市外から来ていただいている方が多いわけ

ですから、そうした宿舎がきちっと整備をされる

ことでの誘導ということもあるのでないかという

ことをさまざまな角度から検討してまいりたいと

いうふうに思います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ積極的に取り〇１５番（日根野正敏議員）

組んでいただきたいというふうに思います。

それから、医師の労働時間の関係ですけれども、

お医者さんもそうだと思うのですけれども、看護

師さんもそれぞれ患者さんを助けるための使命感
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で一生懸命やって、自分の時間を犠牲にしながら

も取り組んでくれているのだなというふうに思っ

ているのですけれども、だからといって市民や行

政がどういう協力をすればいいのかというのがは

っきり見えてこないのですけれども、その辺病院

サイドとしてはどういうふうな考えを、軽症患者

の関係もあるのでしょうけれども、お伺いいたし

たいと思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

御指〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

摘のように、医師、看護師は人員不足の中で本当

に一生懸命やっていただいております。一方では、

市立病院は平成１９年から小児科を士別地方も含

めまして１病院に集約をしておりまして、平日夜

間とか土日については基本的には士別も含めて全

部集約型に、うちのほうで受け入れるというよう

な態勢、そのために今７人体制ということになっ

ております。一方では、適切な受診ということで

お願いはしているのですけれども、先ほども申し

上げましたが、どの程度の人が軽症といいますか、

通称、コンビニ受診といいますか、そこは非常に

難しい問題がありまして、適切な受診というのは

病院の中にも救急外来のところに張り紙等をして

おりまして、そういうのはお願いはしているので

すけれども、一定程度の数、中には当然急に発病

しただとか、いっぱいいらっしゃいますので、す

ごく判断は難しいということになっている状況で

ございます。いずれにしましても、医師、看護師

の働きやすい環境整備というのは私ども事務サイ

ドの大きな務めでありますので、そこは引き続き

努めていくとともに、基本的にはできるだけ時間

外に受診をしていただくということは以前にも増

して、これからも努めていきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

今軽症患者の関係〇１５番（日根野正敏議員）

も出たのですけれども、大学病院なんかでは特定

療養制度ということで上乗せした初診料といいま

すか、そういった部分も出てきていると思うので

すけれども、そういったことも検討は過去にはさ

れたようなこともあろうと思うのですけれども、

今後ともこれは病院の経営の関係も出てくると思

うのです。ですから、継続して検討していくべき

でないかなというふうな気がするのですけれども、

その辺の考え方についてお伺いいたしたいと思い

ます。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

提案いただきましたとおり、過去にも佐古院長に

ちょっとお話を伺ったところ、検討したことはあ

ると。２００床以上の病院では、初診のときに紹

介状がない場合は一定の特定療養費というのは取

れることになっておりまして、当院では７３０円

いだいておりますし、個室なんかも取れるように

なっております。それらは取っているのですけれ

ども、いわゆる時間外の診療については検討はし

たけれども、やはりどこまでが緊急性があって、

どこまでが緊急性がないですとか、そこの取る人

と取らない人の判断が大変難しいということで、

検討はしたけれども、実施をしていないというふ

うに聞いておりますので、それが合理的に判断す

ることができるのかどうか、今回の御指摘があり

ましたので、持ち帰って院内でそれについては検

討させていただきたいと思っております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

継続して検討すべ〇１５番（日根野正敏議員）

きだというふうに思いますので、お願いします。

それから、それぞれ医療職の有休の消化率なの

ですけれども、当然同じ公務員でいながら、そう

いう職業柄とれていないという部分が多いのです

けれども、これらに対する、規定では何もないと

いうふうには思っているのですけれども、それら

にかわる代償的な部分、代償というか、部分は何

か考えられるのか、考えられないのか、その辺を

お伺いしたいと思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）
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有休、〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

週休をとれない方のということでよろしいですか。

それにつきましては、以前はもっと多くあったと

いうことを伺っておりまして、ちょっとそれは制

度的にできないということで、できるだけ人員、

スタッフを例えば看護補助者を厚く配置するです

とか、そういうことで対応してきておりまして、

先ほども申しましたようにこの１年間で３００日

ぐらい改善はしてきておりますので、さらなる看

護師、助手さん等の配置を含めて、その中で、あ

ともう一つは効率的に業務改善するということも

大事ですので、業務改善を定期的に見直そうとい

うことで院内全体でも取り組んでおりますので、

それらで対応していきたいと考えております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

それから、医療職〇１５番（日根野正敏議員）

給与の関係でありますけれども、全道で２１のう

ち１６が導入されているということでございます

けれども、初任給ちょっと調べてみたのですけれ

ども、北海道、東北の４大卒の平均の初任給が２

４万０００円程度なのです。全国平均が２７万

０００円ということで、やはり新卒で生涯賃金

を考えながら就職される方というのはなかなかい

ないのではないかなというふうに考えているので

す。公務員という強みもあろうかと思うのですけ

れども、やはりその辺考えて、積極的と言ってい

いのかどうかわからないですけれども、考えてい

かなかったら、新卒者がどんどん逃げていくとい

うようなことになっていくと思うのです。それを

取り入れるに当たっては、当然今働いている人に

迷惑というか、その人たちがかぶるような話にな

っては元も子もないというふうに思っているので

すけれども、その辺の考え方についてもうちょっ

とお伺いしたいと思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほ〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

ども申し上げましたように、医療職につきまして

は２３年、昨年から１年ぐらいかけて複数のモデ

ルで実際検討しておりまして、どのラインだった

らどういう影響が出るというのもある程度は試算

をしております。どうしても初任給、若い看護師

さんたちは生涯賃金というよりも今幾らなのだと

いう感覚が強いものですから、特に行政職は一般

大卒や何かよりも４年制ではさらに２号進んでい

る。旧２号、今８号ですか、今のラインで。そう

いう配慮はしているのですけれども、それでも低

くなっているというのが実態ですので、将来の人

材確保を考えるとやっぱり特に時間をかけないで

医療職を導入することは人材確保上からも必要だ

と考えておりますので、取り組んでいきたいと思

っております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

医療職を導入する〇１５番（日根野正敏議員）

と、当然１０年ないしそれ以上人件費が高くなる

というようなことは見込まれていると思うのです

けれども、病院だけで解決はなかなか難しいのか

なと思いますけれども、その辺病院と、あるいは

設置者側では話し合いはされているのでしょうか。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

医療職の導入につい〇副市長（佐々木雅之君）

ては、市長のほうからも強い指示が出ています。

それで、先ほども行政職を使うと若いときが安く

て、経験を積むごとに給料水準が上がっていくと

いうことになります。医療職を入れると、若いと

きに高くて、だんだん、だんだん年齢高くなって

いくと給料が余り上がらないと。結局トータルで

いうと、ほぼいいような数字になるのでないかな

というふうに思っています。

それで、繰り出しの関係について、基本的には

繰り出し基準という形がありまして、それに基づ

いて一般会計のほうから病院会計のほうに繰り出

しをすると。もともと企業会計ということなもの

ですから、経営努力の関係については当然求めて、

例えば地域センター病院であるとか、さまざまな

地域に対する貢献も含めて基準がございまして、

その中にはどちらかというと施設の改良費、それ
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から高度医療器械の導入については一般会計から

２分の１という形の繰り出しルールがありますの

で、それに基づいたお金については国のほうから

原則地方交付税で来る仕組みになっています。だ

から、もちろん医療職給料表を入れることによっ

て一時的に、１０年程度と先ほど部長も言ってい

ましたけれども、当然負担がふえることになりま

す。ふえたことについては、全体的な病院経営の

中でのみ込んでいただきながら、片一方では今精

神科の改築に伴って必要と思われる建設改良費に

ついての繰り出し基準については２分の１を出し

たいと。その辺については、この間の地域財政計

画の説明の中でも当面旧精神科病棟の解体経費と、

それから解体に伴って公債費の繰上償還を求めら

れる分については先ほど言いました２分の１ルー

ルを適用しまして、おおむね１億０００万円ぐ

らいを一般会計のほうで負担します。そういう状

況の中で、全体的には収支不足にかかわるものに

ついては国のほうに交付税措置の拡充ということ

でお願いをしながら、病院全体に対する支援、繰

り出しについて今後考えていきたいなというふう

に考えています。現時点ではそのことだけで、そ

れにスポットを当てた形の繰り出しの増加とかと

いうことについては考えておりませんので、いか

になるべく早く導入をして若い看護婦さん方を、

新卒の看護婦さんを確保すると。こういうことに

ついては、市長も院長も同じ考えでありますので、

その辺をしっかり今後進めてまいりたいと思って

います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

いずれにしても、〇１５番（日根野正敏議員）

現在一生懸命働いている方々に迷惑かけないよう

な形で進めていただきたいと思います。

それでは次に、環境の関係ですけれども、道路

愛護の関係ですけれども、今現在町内会に２００

万円弱ぐらいの支援金を出しているというふうに

思っているのですけれども、キロ数でいうと４７

０キロです。これは、例えば業者に委託した場合、

どの程度になるのか教えていただきたいのと、そ

れから今現在の補助金が妥当かどうかということ

についてどう考えているのかお伺いいたしたいと

思います。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

今道路愛護の部〇建設水道部長（長内和明君）

分で、その延長を委託かけたらどのぐらいの金額

になるかということでありますけれども、概算で

ありますけれども、約８３０万円ぐらいになりま

す。これは、キロ約７００円ぐらいの単価という

ことになります。風連地区４７０キロ部分、それ

と名寄地区７０キロで、これを２回行っています

ので、全体では０８０キロの延長になります。

そうしますと、８３０万円ぐらいの委託経費にな

ります。

今出している報償費が妥当かということであり

ますけれども、これは愛護の観点という考えから、

お茶代あるいはお菓子代ということで作業してい

ただいているものかなと思っておりますけれども、

額を見れば愛護に支払いしているのは１９０万円

ですから、全体では六百数十万円安くなっており

まして、これは安いと。額から見れば安いという

ことになりますけれども、愛護の観点ということ

から御努力をいただいていると考えております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

これは、補助金を〇１５番（日根野正敏議員）

上げればいいというものではないだろうけれども、

多少なりともそういう部分も必要なのかなという

ふうに思っていますし、それからこれ天端とのり

面を刈るようになっているのですけれども、長い

のり面ですと何メーターもあるようなところもお

年寄りの人が一生懸命刈っていたりなんかして、

本当に重労働なのです。ですから、規定としても

う少し甘い規定といいますか、例えばいよいよに

なれば天端だけでもいいとか、そういうちょっと

場所、場所によって本当に苦労しているところも

あるので、もう少し規定を若干見直すような形で

進めたほうが取り組みやすいのかなというふうに
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も思っているのですけれども、その辺の考え方に

ついて。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

当初の回答と同〇建設水道部長（長内和明君）

じ回答になるかもしれませんけれども、それぞれ

の愛護団体からはやっぱり高齢化に向けてという

ことと路線的にも今議員が言われたのり面が非常

にきつい、長いということも含めまして、その作

業延長についても今後検討できないかということ

で要望いただいてございますので、今の額という

か、かかる経費も含めまして愛護団体のほうと協

議させていただきたいと思いますので、御理解を

お願いいたしたいと思います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは次に、ご〇１５番（日根野正敏議員）

みのポイ捨てですけれども、市の条例でも規定、

責務をうたっているというような話があると思う

のですけれども、これは不法投棄も含めて、ポイ

捨てもそうなのですけれども、上位法でもそれぞ

れ規定がされていると思うのですけれども、これ

らの罰則規定をもっと利用して、強く見えるよう

な看板をつくってあちこちに張るというのも一つ

の手だと思うのですけれども、その上位法の例え

ば不法投棄であればどういう罰則規定があって、

ポイ捨てはどういう罰則規定があるというのを担

当部として御存じなのかどうか、ちょっとお伺い

したいと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

ポイ捨てを含めた廃〇市民部長（土屋幸三君）

棄物の不法投棄、これにつきましては廃棄物の処

理及び清掃に関する法律で、あるいは軽犯罪法、

この２つの法律で規制をされているところでござ

います。軽犯罪法につきましては、拘留または科

料ということで、これは１万円以下の科料という

ことになっておりますし、あるいは廃棄物の処理

及び清掃に関する法律、この場合につきましては

５年以下の懲役あるいは０００万円以下の罰金

ということになっております。なお、法人につい

ては、１億円罰金ということになってございます。

ただ、市で単独で反則金等を科す、いわゆるポイ

捨て条例といったようなものについてはなかなか

実効性が難しいといったようなことも含めて、市

単独でのそういった今言ったポイ捨て条例につい

ては今のところ考えておらないということでござ

います。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういう罰則規定〇１５番（日根野正敏議員）

を設けた上位法があるので、これらをもう少し周

知すべきだというふうに思っているのですけれど

も、条例でもほかの町村見たらつくっているとこ

ろがたくさんあって、ポイ捨てなんかは今部長が

言われたとおり軽犯罪法なのですけれども、例え

ば投げたものを投げなさいよというのは条例で、

それは何ぼでも過料が科せるというような条例で、

１０万円だろうが、２０万円だろうが、つくれる

というような話なのですけれども、なかなかそこ

までとなるとあれなのでしょうから、今すぐ進め

られるというのであればこういう上位法をもう少

し周知をすべきだというふうに考えているのです

けれども、もう一回その辺の考え方についてお伺

いいたしたいと思います。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

こういった不法投棄、〇市民部長（土屋幸三君）

これは不法投棄を許さないということで、昨年の

１０月号の広報につきましては見開き２ページで

不法投棄の特集を組みまして、今お話をさせてい

ただきました軽犯罪法の罰則であるとか、あるい

は廃棄物の処理及び清掃に関する法律の部分を掲

載をいたしまして、注意喚起並びに協力のお願い

をしたところであります。いろいろ不法投棄する

人もいますし、市民の側としては捨てられないと、

こういった環境づくりをということで啓発をして

いるところでございます。なかなかこういったこ

とは、人のモラルといったようなことに大きく左

右されますので、特に空き缶１つとかペットボト

ル１つというのは車の窓から捨てやすいとか、そ
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ういった部分もあります。こういった部分につい

ては、今後ともそれをきれいに拾っているという

方もいるということでございますので、モラルに

訴えていくと。こういった活動は、常日ごろから

各種団体、特に地域の環境衛生推進員等の会議、

総会等でもお話をしていますので、そういったこ

とでまた強く訴えていきたいというふうに思って

おります。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

あとは、壁画の関〇１５番（日根野正敏議員）

係ですけれども、新設の考えはないというような

話で、随時修復をしているというような話でござ

いますけれども、松岡先生も年に１回ぐらいは来

て、見ているというような話も聞いているのです

けれども、松岡先生はもうある程度年配になって

きていますので、今後どういうふうな修復の判断

といいますか、そういう部分も必要になってくる

のではないのかなと思うのですけれども、また新

設も今玄米倉庫で見えなくなってしまったのです

けれども、あそこの絵画が一番大作で、あそこの

下、個人的にですけれども、下は私がつくってい

るのですけれども、結構写真を撮りに来たり、麦

刈りシーズンだとわざわざ何か国道から入って、

旅行者が写真撮らせてくださいと来たり、出身地

聞いたら大阪の人だったりなんかして、割とよか

ったのですけれども、ぜひあそこら辺はまた新し

い建物建っていますので、つくったほうが景観向

上に役立つのではないかなと思うのですけれども、

名寄市内にも当然絵の得意な人がいますので、ど

うでしょうか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

絵の修復等について〇経済部長（高橋光男君）

は、現在児童学科の先生おりますので、その人方

に見ていただくとか、あるいはピカイチという団

体ありますから、その部分とも協議をさせていた

だいて、どの程度になれば修復しなければならな

いのか、検討してまいりたいというふうに思いま

すし、御指摘のあった玄米ばら集出荷施設につい

ては、市の持ち物ではなくてＪＡ、道北なよろ農

業協同組合の持ち物となっておりますので、その

部分も可能かどうか、農協のほうと話をちょっと

させていただきたいなというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいというふうに思います。

以上で日根野正敏議員〇議長（黒井 徹議員）

の質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０２分

再開 午後 ３時１５分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

商工業への支援について外２件を、駒津喜一議

員。

議長より御指名をい〇１２番（駒津喜一議員）

ただきましたので、さきの通告順のとおり質問を

させていただきます。

大項目の１番目として、商工業への支援につい

て、中小企業振興条例について質問をさせていた

だきます。日本経済と同様、地域経済の状況は各

機関の景況調査からも決してよい状況ではありま

せん。市長の行政報告では、日本政策金融公庫旭

川支店の景況報告で若干改善されていると報告さ

れていましたが、名寄市内の金融機関の景況調査

によれば、建設業では若干の上昇傾向であるが、

卸、小売業では今後の見通しについても回復、改

善とは言えない状況だという結果になっておりま

す。雇用問題の解決のためにも市内中小企業並び

に零細企業への支援が急務と考えられます。支援

の大きな施策である中小企業振興条例についてお

聞きいたします。

町中にぎわい事業の空き店舗活用事業は、余り

活用されていない状況ですが、市内の新規開業を

含む希望者の一部では土地評価額の高騰の関係、

あるいは家賃が高額であることとアーケードの負

担等から郊外を検討されるケースがまれにありま

す。こうしたことから、現行の支援限度額を引き

上げる必要があると考えますが、御見解をお伺い
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いたします。

次に、中心市街地近代化事業は、従来からの要

望で利用しやすく改善されつつありますが、名寄

市内の小売店、特に食料品店が中心市街地から南

側に集中し、北地区、東地区にはほとんどない状

況になっております。北地区では、大学があり、

今年度から北斗団地が建設されてきています。地

域住民、特に高齢者には近くに日配品である食料

品店がないことは生活に大変不便な状況となり、

消費者難民とも言われております。こうしたこと

を解消するためにも、中心市街地近代化事業と同

等の支援を創設するか、現行の中心市街地近代化

事業の指定地区の範囲を再考することで新たに店

舗を新設する機会を促す施策が必要だと思います

が、御見解をお伺いいたします。

次に、市の融資制度は設備資金、経営資金、新

規開業資金、それぞれ利子、保証料の一部補助が

あります。しかし、小規模事業者を対象にした日

本政策金融公庫の経営改善資金は、小さな商工業

者にとって有利な融資制度であります。地域経済

が低迷している現在、この融資制度に利子補助を

制度化する必要があると思いますが、御見解をお

伺いいたします。

以上の中小企業振興条例の施策を含めて、商工

業への支援としてこのたびの駅前交流プラザよろ

ーなのオープンに伴う商店街への支援計画があれ

ばお聞かせをいただきたいと思います。

次の大項目の２番目として、安心して住みやす

い環境づくりとして２点お聞きいたします。最初

に、名寄市は平成２２年６月に公共施設の暴力団

等排除に関する条例が施行されました。市内の実

態では、余り該当する事例がありませんが、地域

住民にとっては安心して生活できる保険にもなり、

大きな意味がある条例とも言えます。しかし、最

近では機関紙でも報道されていましたが、入札の

規制等、より具体的な内容の条例を道内市町村で

も設置してきております。特に北海道では、今年

度に２０項目の具体的な条例を設置していますが、

名寄市の現行の３項目の条例で対応できるのか、

今後道で設置された同条例について名寄市がどの

ように対応されていくのかお伺いをいたします。

次に、高齢者の認知症による徘回の対策につい

て質問いたします。名寄市でも年に何回か徘回に

よる不明の捜索記事を目にすることがあります。

こうした場合、現状では名寄市または警察、行政

で、各ハイヤー会社などの市内のボランティア活

動により捜索の活動をされて、多くは発見される

こともありますが、郊外で不明になると発見され

る困難度が高くなります。家族、知り合いの方々

にとっては日常生活面を含めて大変な気苦労だと

察するところであります。当市政クラブでは、７

月２５日に杉並区において高齢者の徘回対策を含

めた行政視察をいたしました。杉並区では、ＧＰ

Ｓ機能を利用した見守り携帯を配付して対応をし

ております。これは、通話ができない小型の携帯

電話ですが、位置確認とオペレーターの声が大き

く聞こえて、周りにいる人たちの協力も得られる

ものです。これを高齢者や認知症の方に身につけ

てもらい、探索できることで、杉並区では有効に

利用されている実績をお聞きしてきました。杉並

区とは交流があり、防災協定も締結している地区

でもあります。名寄市でも高齢者の徘回対策とし

てこの徘回探索システムを同様に共同で採用する

ことが必要だと思います。予算規模としては３６

４万円ですが、共有できる部分と都市規模により

これ以下になる可能性もあります。行政での探索

の費用やボランティアの負担、そして介護してい

る方の精神的負担を軽減できて安心できる要素に

なれば、決して高い金額ではないと思います。現

行での名寄市の徘回の実態と対応策及びこうした

杉並区の取り組んでいる高齢者、認知症徘回対策

のシステムを名寄市も連携して取り入れる考えに

ついて御見解をお伺いいたします。

最後に、国内交流事業の一環として合宿にかか

わる対応についてお聞きいたしますが、昨日の同

僚議員の質問と重複している部分については答弁
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をいただきません。私からは、所轄の委員会では

ありますが、あえて合宿にかかわるスポーツ施設

の整備等について主にお聞きしたいと思います。

各対応している合宿は、大きく夏と冬に分けられ

ますが、冬の合宿に利用するスポーツ施設につい

てはある程度対応されておりますので、ここでは

夏の合宿に対応する施設についてお聞きいたしま

す。決算審査特別委員会で合宿の実績一覧表を提

出いただいております。これによると、夏の合宿

については年々少しながらでもふえてきておりま

す。快適な夏を北海道の名寄市で合宿を利用して

いただくということは、名寄市のＰＲだけではな

く、国内交流の大きな要因となり、人的な交流は

将来的にも企業誘致を含めた経済交流の期待が持

てることだと思います。そうしたことから、夏の

合宿で十分に満足できる施設で対応することが大

切だと考えます。各対応するスポーツにかかわる

施設も経過した年数により老朽化した施設もあり

ますが、施設の備品を含め、陸上競技場、サッカ

ー場を初めとした各スポーツ施設の整備計画があ

ればお伺いいたしたいと思います。

以上をもちましてこの場での質問を終わります。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

駒津議員からは、〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

大きな項目で３点の御質問をいただきました。大

きな項目１点目は私から、大きな項目２点目、小

項目１は市民部長から、小項目２は健康福祉部長

から、大きな項目３点目は教育部長からの答弁と

させていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。

最初に、大項目１点目、商工業への支援につい

て、中小企業振興条例の施策についてお答えいた

します。名寄市の地域経済の状況については、依

然として厳しい状況であり、これまでも市内中小

企業者及び零細企業者への各種融資事業や補助事

業により対策を講じてまいりましたが、経済状況

や社会情勢に応じた補助制度の見直しは急務であ

ると考えております。そこで、名寄市中小企業振

興条例による中小企業者への支援施策について、

前回の改正から３年が経過し、利用者や関係団体

からの要望もあり、ニーズに合わない状況も見ら

れることから、平成２５年度に向けて助成制度を

見直すため、名寄商工会議所や風連商工会並びに

市内金融機関で構成する作業部会を設置し、制度

の現状や問題点を分析、相談をして、名寄市中小

企業振興審議会に諮り、利用しやすく、効果的な

制度に見直していくことにより、中小企業者の経

営安定及び地域経済の活性化につなげていきたい

と考えています。

お尋ねのありました１点目の商店街空き地空き

店舗活用事業につきましては、家賃または賃借料

の補助制度の引き上げですが、これまでの利用実

態等を踏まえて見直しを検討してまいります。

２点目の中心市街地近代化事業は、用途地域内

の商業地域に限定されることから、御指摘のとお

り北地区や東地区は補助の対象になっておりませ

ん。今年度は、北斗団地が整備され、ここの地区

にお住まいの高齢者の皆さんが食料等の調達に不

便を来しているとの御指摘ですので、出店希望者

等の実態を把握し、新たな制度の創設を含めて検

討してまいりたいと思っております。

３点目の日本政策金融公庫の小規模事業者経営

改善資金の利子補給については、商工会議所から

の要望もありますので、利用実態を把握し、創設

に向けて検討してまいります。

また、最後のよろーなの開設に伴う支援計画で

すけれども、今回実施いたします中小企業振興条

例の見直し作業の中で、商工業者あるいは商工会

議所と協議を行いまして対策を講じてまいりたい

と考えております。

以上、私からの答弁といたします。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、安全で住〇市民部長（土屋幸三君）

みやすい環境づくり、小項目１、公共施設の暴力

団排除条例についてお答えをいたします。

暴力団の排除に関しては、北海道が平成２３年
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４月に北海道暴力団の排除の推進に関する条例を

施行し、同年９月２日にはこの条例を受け北海道

市長会等が参加し、北海道全体で暴力団排除を推

進するための北海道暴力団排除推進協議会が設立

されたところでございます。本条例が制定された

目的は、暴力団対策法を初め他の取り締まり法律

の網の目から漏れた部分を条例で規制し、市民が

安全で安心な生活を送れるよう行政及び地域が協

働して暴力団を排除することにあります。名寄市

では、平成２２年６月に名寄市公共施設の暴力団

等排除に関する条例を制定し、７月１日施行によ

り暴力団等による公共施設の使用を許可しないこ

ととしました。名寄市営住宅においては、これま

でも暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律に基づき、暴力団等の入居を規制する対応を

してまいりました。さらに、暴力団排除を一層推

進する観点から、名寄市営住宅管理条例において

入居資格、同居承認、入居承継について暴力団員

であることが判明した場合、それぞれの承認をし

てはならないとする条例の改正提案を予定してい

るところでございます。

また、名寄市が行う入札並びに契約に係る事務

事業につきましては、これまでも一般競争入札に

おいて暴力団を排除する条件を付して申請を受け

付けていました。これらを踏まえ、関係部署、機

関と協議、連携し、新たな暴力団排除の推進に関

する条例制定の準備を進めているところでござい

ます。契約の相手方に対し、下請契約者からも暴

力団員等を排除する、契約後において義務に違反

した場合は契約解除等の必要な措置を講じるなど、

暴力団員や暴力団関係事業者を入札に参加させな

いことを明確にし、市の事務事業により暴力団に

利することのないよう市の責務、市民、事業者に

対する支援等も盛り込んだ新たな条例制定により、

暴力団排除の推進、徹底を図ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目２の安心で住みやすい環境づくりの小

項目２の高齢者の徘回対策について申し上げます。

高齢者の徘回に起因する疾患であります認知症

の患者数につきましては、厚生労働省が示した２

０１０年時点の我が国の６５歳以上の高齢者にお

ける有病率は８％から１０％程度と推定されてお

り、本市においては約６７０人から８４０人程度

と推測されます。認知症に共通する症状は、中心

的な記憶などの認知機能障害と行動異常、精神症

状に大別され、多くの家族は暴力や暴言、徘回、

行方不明、妄想などが問題となり、受診を決定さ

れるとお聞きしているところであります。また、

こうした症状は数カ月から数年にわたって持続し、

自宅においての介護を困難とする原因にもなって

いるところであります。名寄市の徘回高齢者の対

応につきましては、名寄保健所が事務局でありま

した徘回老人検索ネットワーク、きずなネットワ

ークが平成１８年５月に解散された後に３件の捜

索依頼が市に寄せられ、そのうち１名は発見され

ていない状況がありましたので、平成２１年度に

警察署、交通機関、町内会など関係機関と連携を

図り、徘回による事故防止を未然に防ぐため、高

齢介護課が担当となり、名寄市徘徊高齢者ＳＯＳ

ネットワークを構築し、高齢者の早期発見に努め

ているところであります。

ネットワーク立ち上げ以降の登録、運用状況に

つきましては、平成２０年度は事前登録者数７名、

徘回発生件数はゼロ件、２１年度では事前登録者

数１０名、徘回発生件数が２件、そのうち保護が

１件、死亡が１件、平成２２年度では事前登録者

数１３名、徘回発生件数は４件で、そのうち保護

が３件、死亡が１件、平成２３年度では２２名の

事前登録者数で、徘回件数は４件、いずれも無事

保護されているところであります。今後も関係機

関との連携を図りながら、徘回高齢者の早期発見

に努めるとともに、ネットワーク体制の強化と認

知症に対する市民意識の向上を図るため、明年２

月に専門家を招いての講演会と徘回高齢者発見の
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ための模擬訓練を予定しております。

議員から提言いただきました徘回高齢者検索シ

ステムにつきましては、杉並区独自に受信のみの

通話機能も備わっているとお聞きしておりますの

で、今後も徘回時における早期発見ができるこれ

らのシステムについて、先進地等の状況を調査研

究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。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３、国内交流事業について、小項目１、合宿

等への対応と施設の整備計画について答弁をさせ

ていただきます。

各スポーツ施設につきましては、経過年数によ

り老朽化をしている施設もあり、名寄地区にあり

ましては施設の指定管理者である名寄市体育協会

と協議をしながら、近年は毎年改修等を行ってお

ります。昨年策定をいたしました新名寄市総合計

画後期基本計画におきましては、名寄市体育協会

などからの要望を取りまとめながら、今後５年間

の施設の整備計画に取り入れをさせていただきま

した。特に夏及び通年で利用する施設といたしま

しては、まずはスポーツセンターではトレーニン

グ室の機器の更新をすることとしております。一

部本年度名寄市立総合病院から使われていないウ

エートトレーニング機器等を移設をいたしました

が、平成２５年度から次期計画まで段階的に更新

をすることとしております。また、２階の格技場

の床の張りかえを計画をしております。

市営球場につきましては、バックスクリーン塗

装改修を平成２５年度に、また内野グラウンドの

表土入れかえを平成２６年度に計画をしておりま

したが、平成２５年度に第５７回高松宮賜杯全日

本軟式野球１部、２部、北北海道大会が名寄市で

開催をされることから、一部を前倒しをして来年

度に２つの改修を行う予定であります。

その他の施設では、本年度智恵文水泳プールの

上屋の張りかえをいたしましたが、今後プール水

槽内面塗装を行うほか、名寄Ｂ＆Ｇプール給湯施

設を更新する計画をしてございます。

御質問をいただきました陸上競技場と多目的広

場、コートでございますが、完成後１６年が経過

する施設でございます。さきの植松議員の答弁に

もありましたけれども、陸上競技場では年間約

０００人前後、また多目的広場、コートでは５

００人から５００人前後の一定の利用がある施

設でございます。現在は、グラウンドの土や芝生

の保全、小規模な改修などでの対応が現在、それ

からこれからも中心になると考えております。

今後５年間の通年及び夏季利用のスポーツ施設

の整備計画は以上となっておりますが、これまで

も体育協会が利用者及び各単位協会からの要望を

取りまとめたものを協議、検討の上、施設整備を

行ってまいりたいと考えております。市内公共施

設につきましては、どの施設も建設後経過年数が

たっており、今後におきましても限られた財源の

中、利用者の安全を第一に緊急度などを考慮しな

がら、整備を進めたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁いた〇１２番（駒津喜一議員）

だきましたので、再質問をさせていただきたいと

思います。

まず最初に、中小企業振興条例についてであり

ますけれども、こちらの空き店舗の支援事業でご

ざいますけれども、家賃の補助の限度額を上げる

という、検討されるという話もありました。この

制度が余り利用されないということの一因として、

大きな原因として、私は商店街にかかっているア

ーケードの負担金、この償還がまだ終わっていな

いという実態があると思います。このアーケード

をつくったときには、非常にたくさんの商店が組

織をしておりましたけれども、現在では抜けても

う半数近くの商店街振興組合もあります。そうい

った意味で償還をする、これは高度化資金なので

すけれども、無利子の定額の返済金でございます

平成２４年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号



－149－

けれども、これが構成員が減っても金額は減額さ

れていないまま償還しなければいけないという実

態がございます。そういった意味で商店街によっ

ては違うのですけれども、商店街の負担金として

取っている場合と、また取らないで大家さんがそ

の分を含めて家賃に反映させている、そういう家

賃の取り方、そういったことで市内の不動産の状

況としては非常に高額な家賃ということになって

おります。そういった意味でこういった新しい方

に新規に商業展開あるいは事務所で使っていただ

くためにも、この空き店舗を活用していただくた

めには根本の原因となっているアーケードの商店

街、皆さんの負担を軽減することが一番得策では

ないかというふうに思うわけなのですけれども、

この辺について御見解があればお伺いしたいと思

います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員からの御〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

指摘については、商店街の皆さんからもそういっ

た御意見を以前にもお伺いしておりまして、家賃

が高いか安いかというのはこれまた別な問題です

けれども、シャッター街を少しでも改善していき

たいというのは私たちも同じ思いでありますので、

今回条例を見直します。答弁でも申し上げました

が、今年度中に条例及び規則を見直して、少しで

も皆さんの使いやすい効果的な事業に見直しを行

っていきたいと思っていますので、その中で具体

的な協議をして決めていきたいというふうに考え

ております。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

要するに支援の限度〇１２番（駒津喜一議員）

額、家賃の補助の金額を上げることについては異

論はないのです。しかしながら、この支援金とい

うのは１年限りのことなのですよね。家賃が安い

ほうがいいか、それとも支援が受けられるほうが

いいかという選択になりますと、これからずっと

商業活動をするということであれば、長い目で見

れば家賃が安いほうが１年間の半額の補助を受け

るよりも得だというふうに考えるのが普通だと思

います。そういった意味合いにおいても、ただ限

度額を上げたらいいという部分ではなくて、こう

いった商店街の内部事情をよく理解していただい

て、支援することも必要だと思いますので、この

辺求めておきたいと思います。

次に、にぎわいの創出という部分ですけれども、

以前最初に文化ホールの懇談会ができたときに懇

談会の結果として、報告として駅周辺の中心街か

ら新しく予定している市民文化ホールの点と点を

結んだ線をにぎわいの主体として計画していると

いう、そういった報告をしていたというふうに記

憶しておりますけれども、ここでいう私の認識に

よるにぎわいというのは商業施設だというふうに

思っているのです。その辺中心市街地近代化にか

かわる部分として、新しく予定されている文化ホ

ールと中心街のつながりというか、にぎわいの計

画を考えていらっしゃるかどうか。これ所轄の部

署というのは、最初教育委員会なのですけれども、

にぎわいの創出ということは経済部ですから、答

えられやすいところで答えていただきたいという

ふうに思いますけれども。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

その議論は私も〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

聞いておりますが、具体的に文化ホールとの結び

つきとか、どういうふうに点と点を結んでにぎわ

いを創出するかという協議は、私どもも実際には

しておりません。ただ、条例等というよりは、そ

れはもう政策的にルートも含めてですけれども、

どんなふうにやっていくかというのはまだかなり

大きな事業になっていくと思いますし、ハード的

な部分も出てくるかなというふうには考えており

ます。現時点では、具体的な協議は行っておりま

せん。申しわけありません。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

中心市街地、この近〇１２番（駒津喜一議員）

代化補助金の補助メニューとして、商業指定地区

に限るということになっているのです。８号通か
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ら予定されているホールの予定場所か、あの一帯

が住宅地区なのです。そういったことでこの補助

金がにぎわいというか、中心市街地の補助があそ

こで商業展開をしたい、出店したいという人がい

れば、この助成金は受けられないのですよね。そ

ういった意味で壇上でも申しましたけれども、こ

の商業指定地区というあり方がにぎわいの創出と

いうのになじむのかという部分が非常に疑問に思

います。そういった意味でただいまその辺は深く

というか、考えていないということでありますけ

れども、これからまちの中心街がずれてくるとい

うことではないのですけれども、どこが中心街か

という部分が非常にこれから重要な場所になって

くると思うので、これを確定するということでは

なくて、もうちょっと中心という意味を拡大した

解釈をしなければ、なかなかこういった活性化に

はつながっていかないというふうに思うのですけ

れども、その辺いかがでしょうか。経済部で。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま駒津議員か〇経済部長（高橋光男君）

ら御質問のありました用途地域の関係、これは都

市計画区域の中の用途地域ということで、変更す

るには非常に高いハードルがございますので、そ

の分についてはなかなか変更することが難しいの

ではないかという判断をさせていただいています。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

ちょっと勘違いされ〇１２番（駒津喜一議員）

ていると思うのですけれども、用途指定地区を変

更しろと言っていることではなくて、この支援の

要綱の内容を検討していただきたいと言っている

わけでして、商業施設、用途指定地区は私も特別

委員会の委員長やらされたことありますので、よ

く知っております。これ変更するのは大変難しい

というのは認識しております。この補助メニュー

の要綱を再考していただきたいということで、よ

ろしいですか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

要綱の中身の検討に〇経済部長（高橋光男君）

ついては、今後させていただきたいというふうに

考えておりますので、御理解のほどよろしくお願

いしたいというふうに思います。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひその辺進めてい〇１２番（駒津喜一議員）

ただくようよろしくお願いを申し上げたいと思い

ます。

続いて、融資の件でございますけれども、市の

融資は３種類ございまして、壇上でも申しました

とおりそれぞれ利子補給と保証料の補給がござい

ます。これは、１％あるいは融資額の５％とい

う単位で行われております。この制度融資という

のは、同融資を含めてはっきり言って銀行融資な

のです。銀行でお金を出して、借入金を出して、

そして市で３０％預金する。こういう仕組みにな

っており、預託金の話もありますけれども、そう

いうシステムであります。ここで銀行と取引のな

い中小零細企業、こういったところが初めて金融

機関に相談に行って、この市の融資制度が受けら

れるかというと、なかなか難しい面もございます。

それは、金融機関は商用、民間の機関でございま

す。損得勘定も入ると思いますし、今までのおつ

き合いがあればあるほど有利に貸し付けを受けら

れるという部分もあります。これは、制度融資に

ついても同じことが言えるわけです。ところが、

日本政策金融公庫の普通貸し付けと経営改善資金

はそういったしがらみがない。預金がなくても内

容が前向きであれば融資が受けられる。特にこの

経営改善資金は、担保も保証人も要らなくて、そ

して長プラの安い低利な金利で貸し出しが受けら

れる。当然これは縛りがございまして、大きい規

模の企業は受けられません。従業員が商業、小売

であれば２人以下、建設業であれば５人以下の本

当に小規模な事業所しか融資が受けられない制度

であります。この日本政策金融公庫は、政府の機

関でございまして、日本の政府機関の金融機関で

ございます。私が言いたいのは、市内の金融機関

が代理貸し付けをして融資するという、これも支
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援することが必要だというふうに思うのですけれ

ども、銀行のおつき合いがなくても平等に貸し付

けができる。そして、保証協会も通さないで、担

保も保証人も要らないで受けられる、この国の融

資制度というのが一番力のない、力が小さい事業

所にとっては大変有効に使われている融資なので

す。この市の融資に銀行預託の融資を支援するの

であれば、ぜひ弱者に非常に助かっている経営改

善資金の利子支給をするべきではないかというふ

うに思うわけですけれども、再度この部分につい

てお聞きしたいと思います。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

この点につきま〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

しては、先日商工会議所、風連商工会からの要望

でこの項目が挙がっております。ぜひやってほし

いということの依頼も、相談も受けております。

これは、中小企業振興条例ではなくて特別融資制

度の要綱のほうでの取り決めになりますので、こ

れはもう当然見直しの中での項目の一つとして挙

げたいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

挙げていただくとい〇１２番（駒津喜一議員）

うことで、大変感謝申し上げます。ぜひ挙げてい

ただきたいと思います。これは、市長の行政報告

にもございましたとおり、中小企業振興条例の審

議会にお諮りをして、そして審査をいただいて施

行というか、実はされるという部分でございます

ので、そういうふうに力強い行政側からの提案を

していただければ審議会も理解をしてくれるので

はないかというふうに思いますので、ぜひこれは

商工会議所の要望と同様に進めていただくよう求

めておきたいというふうに思います。

それと、今の件なのですけれども、金額、予算

なのですけれども、商工会議所のほうに問い合わ

せしましたら、この融資に限っては年間０００

万円の融資ということを聞いております。これで

１％の利子補給をするということになれば５０万

円ですか。年間５０万円の規模だということで、

私はこのお金が高いか安いかということよりも１

％の補助が受けられるという部分では、非常に受

ける側にとってはありがたい部分ではないかとい

うふうに思いますので、参考までにお伝えをして

おきます。

次に、暴力団の排除条例についてでございます

けれども、こちらのほうも施行に向けて今準備段

階だという御報告を部長からいただきましたので、

こちらの部分については準備されている内容も細

部にわたり先ほどお聞きいたしましたので、これ

はこれでそのままの内容で進めていただきたいな

というふうに思っております。何回も言いますよ

うに、ほかの市町村でこういった多いところは２

７項目ですか。２７項目にわたって、細部にわた

って規制しております。そういった意味で名寄が

３項目しかないので、これは名寄では余り予想で

きない事例ではございますけれども、ほかでやっ

ていないのだったら名寄でという話にならないよ

うに、そういった予防策を含めた意味で道に倣っ

た条例を進めていただきたいなというふうに思い

ますので、これは答弁は要りませんので、よろし

くお願いしたいというふうに思います。

市民の安心、安全ということで、高齢者の徘回

の探索システムでございますけれども、こちらの

ほうも杉並区に行きましていろいろとお聞きをし

てまいりました。今該当する方が８００人程度い

るということで、それで登録になっている方が１

６人でしたか。登録する方が非常に少ないという

御報告だと思います。名寄市では６７０から８０

０人ですか、予想される認知症の方が。それで、

登録されているのは２２名という話。これ何でこ

んなに少ないのか、原因がわかればちょっとお聞

きしたいなというふうに思います。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

原因といいます〇健康福祉部長（三谷正治君）

のは、基本的にはやはり家族がおられて、家族の

中で見られるということが基本的だと考えており

平成２４年１２月２０日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号



－152－

ます。その中で先ほどの数字８００というのは、

数字のパーセントで国が定めている８から１０％

にすると大体８００人弱ということでありますの

で、実際には認知にかかっている方で徘回らしき

ものと疑われるという方は何人かおられると思い

ますけれども、その方についてはやはり家族で見

ておられると。現実に徘回がひどくなって、認知

症がひどくなると家庭では対応できないという部

分の人が現在２２名登録されているという認識を

させていただいて、しかしながら今議員言われる

ように数的には認知症という認定を受けなくても、

お医者さんに行って診断をされていなくても、そ

れに類する方はやっぱり家庭の中にはたくさんお

られるのでないかと考えています。しかしながら、

それは今家庭内で対応されているのではないかと

思っています。今２２名、少ないとお話もありま

したけれども、杉並区の例をとりますと杉並区の

人口でいっても５０名ですとか６０名、特にこの

数年の状況を見ますと登録者が杉並区でさえも減

少傾向にあるという状況を聞いているところであ

ります。それについては、１つは原因としては名

寄にも事例がございましたけれども、携帯または

こういうシステムを体に常日ごろ身につけるとこ

ろでありますけれども、たまたま身につけていな

くて、残念ながら徘回で見つからなかったと。ま

た、側溝等に落ちて亡くなられていただとかとい

う部分で、名寄においても携帯電話常日ごろ持っ

ていたけれども、その日に限って持っていなくて

徘回をして見つからなかったというような事例が

あって、いろんなやっぱり問題があると聞いてお

ります。私のほうでも杉並区と若干連絡をとらさ

せていただいて、杉並区のは先ほどお話ししまし

たように独自のシステムを組んでされているとい

うことで聞いております。ですから、そこら辺の

部分についてはシステムも行政でいろいろなシス

テムがあるというふうに聞いておりますので、こ

の件につきましてはそれぞれの業者と確認をしな

がら、研究をしてまいりたいと考えております。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

このシステムについ〇１２番（駒津喜一議員）

ては、端末を必ず身につけるというのが大前提で

はございますので、そういった弊害が出てくると

いうのもありますし、また件数がこれだけ少ない

という事情も家庭で見られる方が多いということ

でございます。いずれにしましても、介護される

方、周りの方もこういったものを身につける、身

につけないという話の前に、こういったシステム

があるというのはある程度の安心感につながると

いうふうに思いますので、どうやったらこれを身

につけていただけるか、その手法についても検討

していただけるのなら、杉並区と一緒に共同に研

究をさせていただいて、これは人が捜すというこ

とになったら本当に大変なのです。今ボランティ

アの方々もハイヤー会社とか、いろいろ協力して

いただいていますけれども、また地域安心、安全

の警察署の地域推進員というか、サポーターも何

人かいらっしゃるのですけれども、結構サポータ

ーの方々がもう高齢になってきておりますので、

ボランティアというのも限られた範囲だというふ

うに理解していただいて、何とか杉並区とこうい

った部分で、またこういった高齢者の徘回とか認

知症の方だけ該当するのではなくて、防災のスク

ラム支援を協定しているところでございます。災

害に対しても意外と希望者がいればこういった部

分でぜひとも万が一のときには障害を持った方、

あるいはいろいろな部分で不都合がある方に持た

せたいという希望者もあるかもしれません。そう

いった部分も実際にやられている杉並区と連絡を

とって進めていただきたいなというふうに求めて

おきたいと思います。

それで最後に、国内交流の一環でございます合

宿の誘致にかかわることでございますけれども、

壇上で私冬の施設についてはある程度対応されて

いるというふうに述べましたのは、この意味合い

は冬のアルペンのスキーにいたしてもＦＩＳ公認

ということで、そしてカーリング場も国際大会が
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できるほど一流選手が来るということで、クロカ

ンも国際大会に対応できるということで、冬の施

設それぞれがジャンプ場にしてもしかりでござい

ます。今ちょっと事故が起きましたけれども、ジ

ャンプ台にしても公認の記録がとれるというすば

らしい施設と。これ経過年数は結構たっているの

です。ただ、公認がとれているということで非常

に一流選手が寄りやすい。これを合宿に置きかえ

ますと、本州からスキーの合宿に来られてこうい

う一流選手が使えるというのは、要するに公認が

とれるからなのです。カーリング場にしてもスキ

ー場にしてもジャンプ台にしても、そういった意

味で名寄に来やすいという、誘致しやすいという

部分があると思います。夏の合宿所、特に陸上競

技場なのですけれども、これ公認がとれないとこ

ろなのです。２種、３種の対応はしていかれると

いうふうに教育委員会のほうでも、体協のほうで

もおっしゃっていらっしゃるのですけれども、こ

れが夏の合宿、陸上競技というのはオリンピック

でも花形なのです。この陸上というものについて、

やはり公認がとれていない。お隣のまちにあるの

で、そちらへ行ってくださいという、小中学校の

記録会でもそういう形で言われましたけれども、

事合宿となると本州から大学レベルの選手を合宿

に呼ぶということはかなりハイレベルな選手が来

るわけでして、そういった意味で公認にかかわる

部分でどのようにお考えなのか、これは経済部の

林務所轄でございますので、林務のほうにという

か、経済部にお聞きしたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま駒津議員か〇経済部長（高橋光男君）

ら質問がありましたけれども、陸上競技場につい

ては現在第３種の公認施設ということで、公認を

とっております。御指摘のとおり、クレーの競技

場のため、例えば雨が降った場合だとか、そうい

った場合についてはなかなか利用に結びついてい

かないという部分があります。ただ、年次計画で

は具体的には持ち合わせていないのですけれども、

士別市と名寄市では広域圏の関係で複眼都市の中

心都市という形になっておりますので、すみ分け

も含めて現在ある施設を有効に活用していただき

たいということで、当面は今有名大学の部分につ

いては士別で合宿されるところが多いのですけれ

ども、そういう名寄のところでいくとクレーなも

のですから、どうしてもやっぱりこちらには誘い

込めないというもどかしさがあるのですけれども、

先ほど言ったすみ分けで対応していくのが今のと

ころ市の財政状況等も含めてベストな考え方では

ないかなという判断をさせていただいております。

駒津議員。〇議長（黒井 徹議員）

公認をとれるという〇１２番（駒津喜一議員）

部分については、前も何年か前に質問があって、

答弁も似たような感じで答弁をいただいているの

ですけれども、それ以来中身の進展はないのだな

というふうに感じましたけれども、要するにやは

りこれは公認をとるということになれば非常にお

金がかかるということも私も事前に調査させてい

ただいてよく認識しております。財政の負担とい

うことも非常に考えられます。そういったことを

含めて、これからの夏の合宿を使う。そして、ジ

ャンプ台にしても何にしてもみんな老朽化してい

るのです。陸上競技場も１８年たつといいますけ

れども、中身についてはまだまだ使える施設でも

あり、これは公認がとれるということであれば一

流の大学のアスリートたちが集まる場所にも、可

能性が非常に大きいわけです。そういった可能性

をみずから放棄するという部分については、私は

ちょっと疑問に思うわけでして、とにかくこの決

算委員会でうちの市政クラブの東議員のほうから

総括質問で質問も出された部分もございますけれ

ども、やはり前向きに取り組んでいただいて、将

来的にこういった部分を整備していくという部分

をわずかでも望みを残しておいていただいて、そ

して市民の力というか、民間の力を大いに活用し

ていただいて、この交流事業を進めていただきた

いと思いますので、これは私の希望で、答弁は要
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りませんので、ぜひ陸上競技場の公式公認トラッ

クについては前向きに取り組んでいただくことを

最後に重ねてお願いを申し上げまして、この件に

ついては終わらせていただきます。

それでは最後に、交流にしても、福祉は別とし

ても、振興条例にしましても、経済のこれからの

見込みでもいいのですけれども、名寄市の地域経

済について経済部長としてどのように認識されて

いるのか、最後にお聞きをいたしまして、終わり

たいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま駒津議員の〇経済部長（高橋光男君）

ほうから名寄市の経済状況についての見解を求め

られましたので、お答えをしたいというふうに思

いますけれども、あくまでも私個人が思っている

ということで捉えていただきたいと思いますけれ

ども、北星信用金庫が行っています地域企業景気

動向調査、これは上川北部の製造業、卸、小売業、

建設業など１５０社を対象とした調査であります

けれども、その調査結果や地元紙あるいは道内紙

の報道内容に照らして判断させていただきますと、

依然厳しい状況が続いているものというふうに判

断させていただきたいというふうに思います。た

だ、今後におきましては新政権になり、緊急の経

済対策として大型の補正予算を考えているという

ことでございますので、その部分では期待してい

るところであります。よろしくお願いいたします。

以上で駒津喜一議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（黒井 徹議員）

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 ４時０９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 東 千 春
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