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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２１日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 平成２４年第３回定例会付託議案第１

号 駅前交流プラザ「よろーな」条例

の制定について（経済建設常任委員長

報告）

日程第４ 議案第１８号 名寄市災害時における

相互支援に関する条例の制定について

日程第５ 議案第１９号 名寄市高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に係る特定

公園施設の設置に関する基準を定める

条例の制定について

議案第２０号 名寄市高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に係る道路

の構造に関する基準を定める条例の制

定について

日程第６ 議案第２１号 名寄市道路の構造の技

術的基準等を定める条例の制定につい

て

議案第２２号 名寄市準用河川管理施

設等の構造の技術的基準を定める条例

の制定について

日程第７ 議案第２３号 名寄市都市公園条例の

一部改正について

日程第８ 議案第２４号 名寄市営住宅管理条例

の一部改正について

日程第９ 議案第２５号 名寄地区衛生施設事務

組合を組織する市町村数の増加及び名

寄地区衛生施設事務組合規約の変更に

ついて

日程第10 議案第２６号 財産の取得について

日程第11 意見書案第１号 安心できる介護制度

の実現を求める意見書

意見書案第２号 患者数が特に少ない

希少疾病用医薬品（ウルトラ・オーフ

ァンドラッグ）の開発促進・支援のた

めの法整備等を求める意見書

日程第12 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第13 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第14 委員の派遣報告

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

日程第３ 平成２４年第３回定例会付託議案第１

号 駅前交流プラザ「よろーな」条例

の制定について（経済建設常任委員長

報告）

日程第４ 議案第１８号 名寄市災害時における

相互支援に関する条例の制定について

日程第５ 議案第１９号 名寄市高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に係る特定

公園施設の設置に関する基準を定める

条例の制定について

議案第２０号 名寄市高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に係る道路

の構造に関する基準を定める条例の制

定について

日程第６ 議案第２１号 名寄市道路の構造の技

術的基準等を定める条例の制定につい

て

議案第２２号 名寄市準用河川管理施

設等の構造の技術的基準を定める条例
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の制定について

日程第７ 議案第２３号 名寄市都市公園条例の

一部改正について

日程第８ 議案第２４号 名寄市営住宅管理条例

の一部改正について

日程第９ 議案第２５号 名寄地区衛生施設事務

組合を組織する市町村数の増加及び名

寄地区衛生施設事務組合規約の変更に

ついて

日程第10 議案第２６号 財産の取得について

日程第11 意見書案第１号 安心できる介護制度

の実現を求める意見書

意見書案第２号 患者数が特に少ない

希少疾病用医薬品（ウルトラ・オーフ

ァンドラッグ）の開発促進・支援のた

めの法整備等を求める意見書

日程第12 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第13 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第14 委員の派遣報告

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、

１２番 駒 津 喜 一 議員

１５番 日根野 正 敏 議員

を指名いたします。

高橋経済部長から発言〇議長（黒井 徹議員）

を求められております。

高橋経済部長。

おはようございます。〇経済部長（高橋光男君）

昨日の駒津議員に対する答弁におきまして健康の

森の陸上競技場について現在も３種公認を受けて

いるような発言をしたところでありますけれども、

公認については平成１８年６月３０日付をもって

利用者数など諸般の事情により廃止をされており

ます。この問題については、今後競技場の利活用

も含め関係する部署で話し合いをさせていただき

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。

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。

東日本大震災、福島原発事故の被災地に学んで

外１件を、川村幸栄議員。

おはようございます。〇１番（川村幸栄議員）

通告順に従いまして、質問をさせていただきます。

大項目１点目、東日本大震災、福島原発事故の

被災地に学んで。私は、ことし１０月２２日から

５日間、各会派に支給されます政務調査費を活用

させていただいて、東日本大震災、福島原発事故

の被災地である南相馬市、気仙沼市、陸前高田市

を視察させていただきました。さらに、埼玉県蕨

市の学校給食センターで給食用食材の放射性物質

測定について、岩手県盛岡市では災害時要援護者

対策について視察をさせていただいてきたところ

であります。被災地では、なかなか進まない復興

に地元の方たちはいら立ちを隠しません。復興予

算の使い方も問題になりましたが、被災者と被災

地に直接役立つ復興予算となることを強く願って

いるところであります。私たちも引き続き支援に

ついて考えていかなければならないと強く感じて

いるところであります。

そこで、１点目、食品放射性物質測定機器導入

について再度取り上げさせていただきます。名寄

市の学校給食センターでは、地元食材を積極的に

取り入れて、安全でおいしい給食を提供していた

だいていますが、これからの時期は端境期を迎え

ます。関東、関西、九州などから仕入れることに

なるわけですが、福島原発事故後食品に対する放

射線汚染への不安が子育て中のお母さんたちを中

心に大きくなっています。視察した埼玉県蕨市学

校給食センターでは、児童生徒や保護者への不安

を取り除く取り組みとして、いち早く食品放射性

物質測定器を導入しています。名寄市の導入の考

えを改めてお聞きをいたします。

２つ目に、自然エネルギーの活用について伺い

ます。福島第一原発事故後１年９カ月が経過しま

したが、収束するどころかその被害は拡大し、多

くの被災者の方々は先の見えない苦しみのもとに

置かれています。福島県では、今も県内外への避

難者は１６万人に上っています。放射能による被

害は、東日本を中心に全国に広がり、ホットスポ

ットと呼ばれる放射線量の高い地域が各地に出現

しています。農林漁業や観光業を初め、あらゆる

産業、経済への深刻な打撃も続いています。原発

は即時ゼロへの思いは募るばかりです。再生可能

エネルギーの導入可能量は、原発５４基の発電能

力の約４０倍と言われています。大いに活用して

いきたいものと思います。
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そこで、お伺いをします。行政報告の中で小学

校の新校舎の基本設計をプロポーザル方式で行い、

建設に向けた準備が進められているとありました

が、新校舎への太陽光発電の設置の考えについて

お知らせをいただきたいと思います。

また、新エネルギービジョンの準備中だと思い

ますが、家庭用太陽光発電への助成の考えについ

てもお聞かせいただきたいと思います。

３つ目に、冬期間の暮らしについて伺います。

北電は、この冬７％の節電を求めています。今月

７日、電力需給逼迫時の大口利用者の協力で需給

バランスを改善する計画停電回避緊急調整プログ

ラムについて目標の３３万キロワットを上回る３

９万キロワットを確保したと発表しています。ま

た、緊急節電要請スキームを需要改善策に加える

などして、計画停電を準備する可能性はなくなっ

たと説明しました。しかし、７％の節電は強く求

められています。北海道、本州連系線で６０万キ

ロワットを確保することができますし、また万が

一のときの大工場、製紙工場など大工場の自家発

電を使っていただいて電力使用を抑えてもらう、

このようにすることで電力は賄えると私は考えて

います。しかし、節電への取り組みは必要です。

そこで、次の提案をさせていただきたいと思い

ます。視察いたしました埼玉県蕨市では、夏の期

間、７月１日から９月３０日の間、熱中症対策と

して、家庭での節電対策の一環として市役所庁舎

や市民会館を含め市の１３施設を一時休憩所や高

温時の緊急避難所とするクールオアシス蕨という

のを設置しています。ここに学びたいと思います。

名寄市の冬の間の対策として考えたいと思います。

今月に入って灯油の値上がりがあり、さらなる値

上がりが心配です。高齢者は、特に冬の間はどう

しても閉じこもりがちになります。積極的に戸外

へ出る機会を提供することも必要ではないでしょ

うか。お考えをお聞かせいただきたいと思います。

また、冬期間の暮らしでは何といっても除雪の

問題が大きな比重を占めます。特に除雪車が通過

後の門口への雪山の問題は、冬期間の暮らしの大

きな課題です。高齢者にとっては大きな負担とな

っています。委託業者さんへの技術指導などの徹

底が望まれるところですが、対応についてお聞か

せをいただきたいと思います。

次に、大きな項目２つ目、地域で見守るネット

ワークについてお伺いをします。１つは、名寄市

地域見守りネットワーク事業にかかわってですが、

去る１１月２９日、市内１２事業者と地域全体で

高齢者、障害者を見守るための名寄市地域見守り

ネットワーク事業の協力事業者協定式が開かれ、

調印が行われたところです。たくさんの事業者さ

んが参加していただいたことに本当に感謝を申し

上げたいと思います。先日もまた札幌市で起きた

孤立死が報道されていました。地域のつながりが

ますます求められています。私の周りでも道に迷

って帰り道がわからなくなったが、地域の方が声

をかけてくれて事なきを得た、また雪道で滑って

立ち上がれなくなっていたが、通りがかりの方に

助けてもらったなどの話が立て続けにあり、地域

の見守りの大切さを痛感しているところでありま

す。

ことし名寄市地域福祉計画がつくられました。

計画策定のための基礎資料としてのアンケートで

は、地域福祉の充実に向けた市民意識の問いに地

域福祉に望むことはという項目で、老後も安心し

て生活できる環境という回答が５３％と圧倒的に

多くあり、安心して自立した生活を送るための条

件として、保健、医療、福祉の連携による相談体

制、支援体制の充実を求める声が３０％と多くあ

りました。一歩進めた具体的な施策についてお知

らせをいただきたいと思います。

２つ目には、成年後見センターの考え方につい

て伺います。成年後見制度は、認知症や知的障害

などで判断力が不十分な人にかわって親族や司法

書士らが財産管理や医療介護サービスの契約など

を行う仕組みであります。認知症高齢者やひとり

暮らしの高齢者、障害者がふえる傾向にあります。
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親族同士のもめごともふえている、振り込め詐欺

も一向に減らない、また終末期をどう迎えるか話

題になることが多くなっています。成年後見制度

の必要性は高まっています。旭川市では、制度が

普及せず、手続も複雑、１カ所で対応できる場を

つくりたいとして、成年後見センターの開設に向

けて取り組みが進められています。さきの定例会

でも取り上げられていましたけれども、再度名寄

市の考えを伺いたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇教育部長（鈴木邦輝君）

川村議員からは、大項目で２件の御質問をいただ

きました。大項目１の小項目１は私のほうから、

小項目２と３は総務部長から、大項目２は健康福

祉部長からの答弁となります。

大項目１、東日本大震災、福島原発事故の被災

地に学んでから小項目１、食品放射性物質測定器

導入についてお答えをさせていただきます。名寄

市の学校給食におきましては、児童生徒に安全、

安心な給食を提供するため地場産の畜産物を優先

的に使用するのを大前提としており、学校給食に

積極的に取り入れることにより児童生徒が地域や

自然とのかかわりについて学び、農業や地元農産

物について理解を深めていただいております。平

成２３年度における学校給食の食材地場産利用率

は、重量ベースで全体の６８％で、年々増加の

傾向にありますが、今後とも地場の農畜産物の使

用割合を高めるために地元の越冬野菜の使用など

を念頭に地域の食材関係者との連携、調整を積極

的に図ってまいります。

ただし、これからの冬場の端境期の野菜を納入

するに当たりましては、市場流通上東北、関東地

域の野菜を使用せざるを得ない状況もございます。

学校給食センターでは、食材の放射線汚染に関し

ましては細心の注意を払っており、厚生労働省で

調査をしております食品中の放射性物質の検査結

果及び外部委託で事後検査を実施している士別市

などの検査結果を逐次確認をしております。士別

市の結果では、平成２３年１２月より２回ほど１

７都県の野菜を検査をしておりますが、現在まで

放射性ヨウ素、セシウムの検出はありません。学

校給食センターでは、こうした情報をもとに万が

一放射性物質の数値が出た食材については、使用

の回避や献立を変更するなどの対策を行う予定を

しております。

御質問の食品放射性物質測定器導入につきまし

ては、近隣では唯一剣淵町で購入をし、本年６月

から自主検査を開始をしております。検査機器は、

簡易式スペクトロメーターを使用をしており、調

理済みの全給食を検査をしております。剣淵町給

食センターによりますと、現在まで放射性ヨウ素、

セシウムの検出はないとのことであります。

これらの経緯を踏まえ、名寄市としましては毎

回５００食以上の給食の供給数と食材の納入体

制並びに検査機器使用に当たっての温度や場所の

設置条件、また検査体制などを考慮をいたします

と、現時点での導入はさまざまな課題があると考

えております。学校給食センターでは、市場に流

通している食品については流通前の段階で安全性

が確認されていると認識はしておりますが、学校

給食用食材の安全性について保護者の方の不安感

は拭えない一面もあることから、北海道教育委員

会が文部科学省の委託事業で食材の安全性を再確

認し、放射能不安低減を図ることを目的とした学

校給食モニタリング事業を実施しておりますので、

当センターにおいてもこの事業に参加をし、平成

２５年１月に給食で使用する主な食材２キログラ

ムを検査センターに郵送し、放射性物質の有無や

量を調査をすることとしております。結果につい

ては、毎月保護者にお渡しをしている献立表ある

いはホームページ等で報告する予定としておりま

す。

今後とも他市町村とその対応状況などの情報交

換を一層頻繁に行い、食品の放射性物質の情報を

的確に把握をし、食材納入時に生産地を確認をし、
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また記録するなど、安全、安心な給食を提供する

ことに努力をしてまいりたいと考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目１〇総務部長（扇谷茂幸君）

の小項目２と３につきまして答弁いたします。

まず、自然エネルギーの利活用についてであり

ますが、自然エネルギーの利活用につきましては

現在策定中の名寄市新エネルギー・省エネルギー

ビジョンにおいて検討を進めており、賦存量を初

め経済性、環境性、地域貢献、普及性の５つの視

点から総合的に判断し、太陽光発電は非常に有望

な新エネルギー、木質バイオマス、雪氷熱は課題

はあるものの導入を検討する新エネルギーとの調

査結果となりました。また、その推進については、

公共施設での利活用と家庭への普及の２つの視点

で検討を進めることとしており、公共施設での利

活用においては総合計画後期計画で想定する新規

の施設や大規模な施設改修時にそれぞれ新エネル

ギー導入の可能性を検討することとし、家庭への

普及においては非常に有望とされた太陽光発電を

他の新エネルギーに先駆けて普及を目指すことと

し、モニター事業などの実施を検討することとし

ております。本ビジョンは、今後関係団体との意

見交換やパブリックコメントなどを経て決定の予

定であり、これらの機会を通じていただいた意見

などを踏まえ、平成２５年度におけるビジョン実

現への効果的な施策の導入に向け、さらに検討を

重ねてまいります。

続きまして、名寄市街地区における小学校新校

舎における太陽光発電の導入の可能性についてで

ありますが、現在新校舎については基本設計をプ

ロポーザル方式により行うこととし、建設に向け

た準備を進めているところであります。先ほど名

寄市新エネルギー・省エネルギービジョンの考え

を申し上げましたが、その推進策の一つとして総

合計画後期計画で想定する新規の施設については、

太陽光発電を初め本市における有効な新エネルギ

ーの可能性について検討することとしております。

また、学校教育施設における新エネルギーの導入

につきましては、既に名寄小学校で導入済みとな

っておりますが、二酸化炭素の排出抑制による環

境保全効果に加え、児童への環境教育の面からも

有効であることから、新校舎につきましては基本

設計の中でその可能性を検討してまいりたいと考

えております。

次に、公共施設を市民に開放することについて

でありますが、北海道電力管内における今冬の節

電要請は、本年１２月１０日から来年３月８日ま

での年末年始を除く平日の期間につきまして平成

２２年度比で７％以上の削減が目標とされており、

暖房や融雪などにより冬季に電力需要のピークを

迎え、かつ一日を通じて高い需要が継続する北海

道においては夏季より６０％消費が増加し、使用

量全体の４５％を占めます家庭用電力の節電が重

要とされております。御質問のありました公共施

設を市民に開放し、家庭での節電等を促進する取

り組み、冬季におけるウオームシェアについて市

の考え方についてでありますが、公共施設につき

ましては開館時間の範囲で利用が可能であり、市

民が自分の趣味やライフスタイルに合わせ文化、

スポーツや読書、見学、会合、休憩等で利用でき

るほか、市や教育委員会、さらには各団体などが

主催する講座やイベントなども多くございますの

で、多くの方に参加をいただいて、節電にあわせ

て生涯学習や健康増進の機会などとしても御活用

いただけるよう今後も施設の適正な管理運営に努

めてまいります。

次に、市道除雪につきましては、市民の皆様の

御理解と御協力のもとで冬期間の生活道路を確保

し、市民生活の安定に努めているところです。名

寄市の除雪は、限られた時間と予算で広い地域を

除雪するため、雪を道路の両脇に寄せるかき分け

除雪という方式で行っており、除雪した雪は道路

の端に寄ります。そのため門口や車庫にも雪を置

平成２４年１２月２１日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号



－161－

いていくことになり、市民の皆さんに御協力をい

ただいているところであります。門口に置かれる

雪の状況については、道路の形態や降雪の状況に

よっても変わるものと思いますが、除雪業務を委

託している除雪協同組合には熟練した運転技術者

の雇用の依頼を行っており、また除雪技術の向上

を図るための研修などにつきましては降雪状況や

道路状況などによる除雪の経験が必要と考えてお

りますので、路線ごとの除雪を行っていく中で技

術力の向上を目指すべきと考えており、除雪協同

組合と協議し、除雪協同組合各社内において技術

研修体制の充実を図るよう指導をしてまいりたい

と考えております。

以上、答弁といたします。

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２、地域で見守るネットワークについ

ての小項目１、名寄市地域見守りネットワーク事

業にかかわってについて申し上げます。

近年地域で亡くなられたことに近隣の方々が気

づかず、相当日数を経過してから発見されたり、

生活に困窮された方や障害者が地域で孤立した状

態で亡くなられるという大変痛ましい事案が道内

においても発生しております。名寄市においても

高齢者はますます増加し、高齢化率も高くなる状

況が続いておりますので、高齢者や障害者の見守

りにつきましてはこれまで町内会や民生委員、児

童委員の方々を中心とした見守り活動を展開され

てきました。このたび生活関連事業者の皆さんに

御協力をいただき、新聞や郵便がたまっている、

日中電気がつきっ放しになっているなど異変を察

知し、地域全体で見守り、支え合うことを目的に

地域包括支援センターを窓口とした名寄市地域見

守りネットワーク事業を開始したところでありま

す。

事業内容につきましては、生活関連事業者など

は見守り人を特定せず、常日ごろから高齢者及び

障害者などをさりげなく見守り、日常業務などに

おいて高齢者などの何らかの異変に気づいたとき

は地域包括支援センターに連絡をいただきますが、

事件発生時は警察署に、さらに火災等にあっては

消防署に連絡をしていただき、援助が必要な方に

対しては関係機関と連携、協力しながら支援を行

っていくものであります。本事業の協力事業など

では、公的機関として６機関、協力団体として１

団体、協力事業者として郵便局２局、新聞販売店

６店、宅配事業者３社、名寄プロパン協会の合計

１２事業者の協力を得て、去る１１月２９日、協

定書を取り交わしたところであります。さらに、

市内の介護保険事業者１５社、障害福祉サービス

事業者４社につきましても本事業に対しての協力

の承諾をいただいているところであり、今後も引

き続き本事業の趣旨に賛同し、御協力をしていた

だける事業者の呼びかけを行い、ネットワークの

拡充に取り組んでまいりたいと考えております。

また、この事業につきましては、平成２４年度

から始まった名寄市地域福祉計画の策定時に行っ

た市民アンケートで地域福祉に望むことはとの問

いに対し、老後も安心して生活できる環境が５３

％と最も多く、高齢者世帯の見守りなどが挙げら

れておりますので、市民のニーズに基づいた地域

全体で見守りを行うという趣旨に沿った本事業の

展開を図ったところであります。さらに、安心し

て自立した生活を送るための条件として、保健、

医療、福祉の連携による相談体制、支援体制の充

実が３０％を占めておりますので、個別計画であ

る高齢者保健医療福祉計画、介護保険事業計画、

名寄市障害者福祉計画、名寄市障害福祉実践計画、

名寄市次世代支援行動計画、名寄市健康増進計画

など地域において総合的に推進すべく、具体的に

はそれぞれの分野の施策、達成目標などを各個別

計画において位置づけ、推進するものとしており

ます。

また、計画策定に当たっては、名寄市保健医療

福祉推進協議会の各部会で審議をいただき、さら

にその後当協議会の審議を経て市長へ答申を行い、
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策定されたものであります。この推進協議会は、

保健、医療、福祉のそれぞれの関係者により組織

されており、少子高齢化の進行や核家族化などに

より社会構造が大きく変化する中で、市民が安心

して暮らせることができるまちづくりを進めるた

めネットワーク化を図り、総合的な保健、医療、

福祉施策を推進することを目的に設置されたもの

でありますので、今後におきましても各個別計画

に基づき保健、医療、福祉の連携を図りながら相

談及び支援体制の充実に努めるとともに、今後も

それぞれの計画の状況を把握し、検証を行いなが

ら推進してまいりたいと考えております。

次に、小項目２の成年後見センターの考えにつ

いて申し上げます。成年後見制度は、精神異常の

障害、知的障害、精神障害、認知症などにより判

断能力が十分でない方が不利益をこうむらないよ

うに家庭裁判所に申し立てを行い、本人の権利を

守るため援助者をつけることで本人を法律的に支

援する制度となっております。名寄市においては、

知的、精神障害者については社会福祉課で、高齢

者については地域包括支援センターが窓口となり、

現在相談を行っているところであります。

相談実績につきましては、地域包括支援センタ

ーが運営を開始した平成１９年から２３年度まで

の５年間で延べ４５件の相談があり、そのうち制

度の利用につながったケースは７件となっており

ます。障害者関係につきましては、延べ４件の相

談があり、４件とも利用につながっております。

また、本年度の相談件数は、１１月末現在で２件

となっております。

相談内容につきましては、制度の説明、申し立

ての書類の作成支援、後見人等の候補探しなど関

係機関と連携しながら支援を行っておりますが、

相談件数につきましては多い状況ではありません

が、市内の認知症高齢者、知的障害者及び精神障

害者は増加傾向にあることから、こうした方々に

対する支援策としては有益なこの制度は今後もま

すますその活用が広がっていくものと考えており

ます。

また、平成２４年４月に老人福祉法が改正され、

市町村の努力義務として市民後見人の養成を行う

ことが盛り込まれるなど、成年後見制度を取り巻

く環境は着実に変化をしているところであります。

道内の成年後見センターの設置状況につきまして

は、現在小樽・北しりべし成年後見センターとし

て小樽市社会福祉協議会が運営、さらに旭川市、

釧路市、室蘭市におきましては現在設置に向けて

検討しているとお聞きしているところであります。

また、札幌や旭川弁護士会、札幌司法書士会、北

海道社会福祉会においてもそれぞれ成年後見に関

する相談窓口を設置しております。名寄市におき

ましては、当面現行体制の充実を図り、高齢者の

成年後見制度の相談窓口である地域包括支援セン

ターを中心に広報のＰＲや市民を対象とした講演

会等を開催し、あらゆる機会を利用して市民にこ

の制度の周知の徹底を図るとともに、設置に当た

っては利用者のニーズを把握した上で経営形態、

運営財源及び専門職員の配置等について今後先駆

的な取り組みを行っている市町村の状況を調査研

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。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇１番（川村幸栄議員）

だきましたので、引き続き質問をさせていただき

たいというふうに思います。

食品放射性物質測定機器の導入についてなので

すけれども、前回お尋ねしたときと同じ御答弁だ

ったかなというふうに思っています。蕨市では、

機材がなかなかないということで昨年１１月に精

度の低いものをまず買い入れて、それを使ったの

です。それで、ことしに入って、先ほど御紹介が

あった剣淵町のと同じ機材を１月に導入して、そ

れを今継続して使っているという状況だというふ

うに説明を受けてきました。重量が１００キロと

いうことで、検査室も温度等々あるので、厳重で

はないのですけれども、やはりほかの給食をつく
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っているところとは別の部屋が必要だということ

だとか、重量に耐えられるところの場所というよ

うなことも指摘をされていました。３ベクレルま

で測定が可能だというようなことでした。この機

材を本当に有効に活用されているなというふうに

私は見せていただいてきたところなのですが、例

えば厚生労働省が定めている基準が１００ベクレ

ルということなのですが、スピード感が求められ

ていると。給食ができ上がるまでに食材の検査を

して、皆さんにお知らせしなければならないとい

うようなこともあって、独自に基準を決めて、１

５分間で２０ベクレルに基準をして、そこに合わ

せて測定をしているということです。毎日違う食

材を検査しているのですが、６種類の食材を検査

をしていると。１５分間ですから結構な時間がか

かるのですが、それで１０時３０分にはホームペ

ージにアップができる。その食材を検査した後、

調理したものをまた同じように先ほど言ったよう

にミキサーで細かくして測定をして、１１時３０

分にホームページにアップすると。ですから、保

護者の皆さん方は、ホームページを見れば給食を

児童生徒が食べる前にその状況が見られるという

状況にしているのです。やはりできる範囲でやれ

ることはやっていこうという、そういう姿勢が非

常に伝わってきた視察でありました。

先ほど部長のお話にありました産地を明確にす

る、もちろんです。それで、厚労省の検査という

のもそういうのも必要だというふうに思いますけ

れども、厚生労働省もホームページでアップして

いますけれども、半月に１回ぐらい更新されてい

るというようなことですので、やはり私たち給食

センターでいえば名寄市の子供たちの食べるもの

ですよね。ですから、ここに責任を持つというこ

とでいえば、やっぱりじかに検査をして安全を確

認するということが必要ではないかというふうに

思うのですが、その点についての考えをお聞かせ

ください。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

給食食材の放射性物〇教育部長（鈴木邦輝君）

質の検査についての再質問をいただきました。先

ほど答弁でも述べましたが、基本的には事前チェ

ック、事前情報をチェックすることによって安全

性を確認するというのが現在私ども給食センター

の立場でございます。

さきの質問をいただいた後、給食センターでは

近隣を中心として各給食センターがどのように安

全確認をしているのかということで調査をさせて

いただいたところであります。御指摘のありまし

たように剣淵町につきましては、簡易測定器を購

入して事前検査を行っております。こういった検

査を行っているのは、ほかでは北海道では帯広市

と、それから釧路市でございます。そのほかにい

わゆる事後検査ですけれども、外部委託で行って

いるのは士別市、それから近隣ではございません

けれども、札幌市、それから小樽市、そして苫小

牧市でございます。ほかの近隣自治体については、

現在検討中、保留状態という現状でございます。

こういった現状を見据えまして、基本的には先ほ

ど言ったように事前チェックと、それから現在ま

でのところこれらの自治体が行った検査において

放射性物質が検出をされていないという部分が現

状の事実としてあるものですから、先ほど答弁し

たような内容にさせていただいたところでありま

す。

剣淵町の例からの比較からいえば、名寄市の給

食センターの給食食材数は５００食を超えます。

剣淵町は４００食という部分で、時間的には何と

か配送車が出る前に検査が終了するのが可能と考

えられますけれども、名寄市の場合現在の状況の

中では智恵文から風連まで配送距離も長い中で時

間的な部分で難しさがございます。それから、も

ちろん食数が多いということです。現在給食セン

ターでは、配送車が途中で事故等を起こした場合

には代替食等を何百食かは用意しておりますけれ

ども、もし食材の中で放射性物質が検出された場

合のメニューの変更等の部分についての代替食の
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用意もちょっとできないという状況がございます。

また、検査条件といたしまして先ほども御指摘が

ありましたように温度管理をきちっとしなければ

だめだということ、また部屋を一定程度の検査室

として設けなければだめだと。床の補強、それか

ら検査体制という部分でも現状時点ではなかなか

クリアする課題が多いかなと考えて、先ほどの答

弁になったところであります。

地元食材をなるべく使う中で、子供たちに安全、

安心な給食を提供したいという思いは一緒でござ

います。給食センターの職員も日々の活動の中、

情報収集の中で頑張っている部分もございますの

で、どうか御理解をいただきたいと思っておりま

す。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

食べ物によって、食べ〇１番（川村幸栄議員）

ることによって内部被曝ということになるのです

が、専門家の方のお話を聞きますとそういった放

射性物質をとにかく体内に取り込まない。取り込

まないためには、放射性物質を避ける食生活が必

要なのだということであります。やっぱり放射性

物質検出の情報をきちっと得ることが最も重要だ

というふうに言われています。そして、例えば放

射線に汚染されたものを継続的に体内に入れない

ことがまず大事なポイントであり、そしてできる

だけ早く体外に排出すると。繊維質のものを出し

て、便として出すことが重要なのだというふうな、

こんなふうにもおっしゃっていらっしゃいます。

だから、私は、継続的に体内に入れないというこ

とが本当に重要なのですが、継続的でなくても、

どういった形で入ってくるかわからないというと

こら辺ではやっぱり細心の注意をし、情報を得る

ことが重要なのだというふうに思っています。

先ほど地場産のものが６８％、前回聞いたと

きは６０％を超えるようだったのですけれども、

本当に努力をしていただいて、また地元の農家さ

ん等にも御協力をいただいて、こんなふうな数字

が出ているのだと思います。蕨市に伺ったとき、

このセンター長さんはたまたま栄養士さんでした。

名寄市はこんなのですと言ったら、物すごく驚い

て、うらやましがられたところなのですけれども、

しかし少ないながらもそういうものがひょっとし

たらというとこら辺の危機感といいますか、そう

いった部分でいうと、いろんな例えば体制でもそ

このセンターの職員がみんなが検査できるように

独自でマニュアルをつくって取り組んでいたり、

要するに自分たちができる範囲で、どうしたらで

きるのかということを知恵を絞りながらやってい

らっしゃいました。ですから、こういった取り組

みの姿勢がやっぱり子供たちに、また保護者の皆

さん方に伝わっていくのではないかと、安心感が

さらに広まるのではないかということで私は期待

をしているのですが、もう一度御答弁をいただけ

ればと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

大変示唆に富む提案〇教育部長（鈴木邦輝君）

をいただきました。蕨市の例をとりまして、それ

ぞれのセンターの職員が子供たちに安全な給食を

食べさせたいという中で独自の取り組み等を行っ

ているという部分は、大変名寄市の給食センター

でも参考になるかなと考えております。名寄市の

給食センターでは、今まで行ってきた地場産品を

少しでもたくさん使うということ、また端境期に

関しましても地元農家の方の協力を得ながら、越

冬野菜をなるべく使って、放射線汚染のある本州

産のものをなるべく回避するというような努力も

内部で行っているところでありますので、蕨市の

例も含めまして、給食センターの中でほかの町村

の事例に学びながら安心、安全な給食を提供する

ように努力するようまた指導をしたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に移らせていただき〇１番（川村幸栄議員）

ます。

自然エネルギーの活用について先ほど部長のほ

うから新エネルギービジョンに対する細かな御説
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明がありました。学校でいえば名寄小学校でもう

経験済みということで、本当に子供たちに関心を

高めてもらうという意味でも、またそれぞれの家

庭の皆さん方にもこの自然エネルギー、太陽光発

電等々普及をしていただくことが非常に望まれて

いるというふうに思います。先月登別市など胆振

西部のほうで起きた大規模な停電がありましたけ

れども、こういったときにもこういう自家発電と

いいますか、太陽光発電等設置することによって

非常に有効になるのかなというふうに思っていま

すので、さらなる検討を重ねていただいて、市民

の皆さんが喜んでいただけるような新エネルギー

ビジョンにしていただくことをお願いして、３点

目に入りたいと思います。

冬期間の暮らしなのですけれども、次の地域で

見守るネットワークにもつながるかというふうに

思うのですが、やはり今集う場所がなかなかない

というようなこともあるかなというふうに思うの

です。視察させていただいた蕨市では、市民会館

や公民館、ふだんの状況ではなくてロビーなどに

可能な範囲で休憩用の椅子を配置して、皆さんが

来て、ゆったりして涼んでいただこうというよう

なことをされていました。私は、名寄市でいえば

福祉センターのロビーであるとか文化センターの

ロビーだとか、こういったところを大いに活用し

て、今文化センターも随分テーブルと椅子が出て

いるのですけれども、ここで何か行事をしていた

だく、展示もありますけれども、さらに皆さんに

広く知っていただいて、集まって、寄っていただ

くということが必要かなというふうに思うのです。

蕨市では、これはきっと職員さんの手づくりだ

というふうに思うのですけれども、カラーコピー

でＡ３判でこんなふうに入り口に張ってあるのだ

そうです、これが。ですから、気軽に入ってきて、

涼んで、休んで帰るというようなことです。です

から、展示をやっていますよ、見に来てください

というだけではなくて、ここに集ってくださいと、

ここでゆっくりして、みんなでお話もということ

が必要かなというふうに思うのです。

きょうのニュースでは、立ち話のできる人が少

なくなってきているという報道がありました。た

またま道で会って、元気かい、どうしている、こ

うだよとかという、そういう話ができる人がいな

くなっているというようなことでした。ですから、

高齢者なんかでいうと特に閉じこもりがちになっ

てしまって、そういう機会も減ってくるのではな

いかというふうに思うのです。ですから、こうい

う先ほどお話もありました開館時間に合わせて利

用してもらうですとか、積極的に声かけをしてい

ただくことが必要かなと思っています。

また、名寄大学の学生さんはこの時期いろんな

試験だとか就職活動、実習等忙しいかもわからな

いのですが、こういった方々の知恵もおかりしな

がら、何かそういった集まることができないかな

というふうに思っているのですけれども、そうい

った部分についてのお考えがあればお聞かせをい

ただきたいというふうに思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

これまで特に答弁申〇総務部長（扇谷茂幸君）

し上げましたいわゆるウオームシェアという、そ

ういった考え方についての公共施設の使用方法に

ついて特に私ども取り組んできたという経過はご

ざいませんけれども、これまでさまざまな公共施

設につきましては市民の皆さんに利用しやすい、

そんな施設を目指してそれぞれ取り組みを進めて

きたということであります。今具体的なお話もそ

れぞれいただきましたけれども、私どもとしては

これまでのいわゆる公共施設の利用しやすさ含め

て日々それぞれ検証しながら対応してきていると

いうような経過もあります。改めてウオームシェ

アという考え方ということではなくて、日ごろか

ら市民の皆さんに利用しやすいような施設づくり

も含めて対応を進める必要があるというふうに考

えております。今後文化センター等も仮称の市民

ホールができてから施設の改修なども予定をされ

ておりまして、より一層市民の皆さんに利用しや
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すいような、そんな施設づくりも進められるとい

うふうに思っております。これ節電という考え方

の中での公共施設の利用というのも一定程度それ

ぞれ市民の皆さんの受けとめ方もあろうかと思い

ますけれども、できるだけこの冬にあってもしっ

かり利用しやすい公共施設の対応は進めてまいり

たいと思いますので、ぜひ御理解をいただきたい

と思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ積極的に取り組ん〇１番（川村幸栄議員）

でいただきたいなというふうに思います。今部長

がおっしゃったウオームシェアなのですけれども、

それもあわせて人が集えると、人が動くというこ

とが私はまちづくりの中でも必要かなというふう

に思っていますので、ぜひ積極的に取り組んでい

ただきたいと思います。

それで、そのことと関連するというふうに思い

ます。地域で見守るネットワークについてなので

すけれども、ネットワーク事業に多くの事業者の

皆さんが参加していただき、本当にうれしくとい

いますか、心温まる、そういう記事、ニュースだ

ったというふうに思っています。さらに広めてい

ただくことが求められているなというふうには思

っています。そこで、私は先ほど言いましたよう

に盛岡市では災害時要援護者登録制度について視

察をさせていただいたのですが、名寄市でも広報

に入れて、登録申請を今促しているところですけ

れども、盛岡市では要援護者への個別計画を配付

するのにあわせて救急医療情報について補完でき

るあんしん連絡パック、名寄市でいう命のカプセ

ルのようなものも一緒に配付しているのです。そ

して、災害時の避難の際に持ち出し用として活用

するばかりでなくて、緊急時の迅速な情報提供に

つなげるという両方の活用を目的として、より多

くの皆さん方に配っているということなのです。

それで、登録する範囲というのは名寄市とほぼ変

わりません。対象者ほぼ変わらないのですが、し

かし御本人さんの中で私はまだ元気だからいいで

すと言われる方も結構いらっしゃると、７５歳以

上の方でも。でも、こういった方にもそのあんし

ん連絡パック、これがあることによって緊急時の

ときに絶対役に立つということで押し売りのよう

にして置いているのだというようなお話も聞かせ

ていただきました。このようにして、この盛岡市

大きな地震ではなかったのですが、電気が切れて、

やっぱり震災のときには大変混乱もあったという

ふうにお聞きしてきたのですけれども、そういっ

た部分と、また日常の緊急時の対応という形でも

このあんしん連絡パックが皆さんの安心につなが

っているのだというふうにおっしゃっていたとこ

ろなのです。これは、大いに私たちも参考になる

のではないかというふうに思うのですが、この点

についてのお考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員の御質問〇健康福祉部長（三谷正治君）

の中で、名寄としては命のカプセルという名称で

皆さんにお配りをさせていただいているところで

あります。昨年の実績で約９６７本のカプセルを

配付させていただいておりますが、ことしの１０

月末では約０００本以上、約１６％ぐらいの増

ということで、前回の定例会でもお話しさせてい

ただきましたが、２年、３年という経過が出てま

いりましたので、今後内容の更新等々の御意見も

いただいておりますので、来年以降につきまして

はその更新の部分で、また今議員お話ありました

ように年齢の部分では高齢者ですとか障害者ばか

りではなく、やはり御本人が不安、心配、また御

家族の方が不安だとかという部分においてもそう

いうカプセルを御希望によって配付をさせていた

だく。これにつきましては、各町内会含めて民生

委員の皆さんに御協力をいただかなければなりま

せんけれども、そういうＰＲは今後も積極的に進

めさせていただきたいと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ進めていただきた〇１番（川村幸栄議員）
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いというふうに思います。

あと、後見人の件なのですけれども、さきの定

例会の中でも山口議員の議論の中でいろいろお話

があったところですけれども、市民後見人を道内

ではそんなに多くはないのですけれども、今進め

られています。それで、集中的な講義、講座をつ

くって行っていらっしゃるのです。例えば釧路市

なんかも毎月行っていらっしゃいます。専門家を

呼んだりしたり、また楽しみを入れたりしながら。

南富良野町もびっしり行われているというような

ことです。こういった中で、やはり市民の皆さん

方に制度をお知らせして、利用していただけるの

かなというふうに思うのです。

困っている方々は、先ほども言ったように非常

にふえてきているのだというふうに思うのですが、

それがどこへ行って相談をしたらいいのか。旭川

市がしようとして今取り組んでいるように、要す

るに１カ所でなかなか対応できる場がないだとか、

また手続が複雑でわかりにくいだとか、そういっ

た部分があるのかなというふうに思っています。

先ほど包括支援センターのところでというお話も

ありましたけれども、やはりこういう制度がある

のだよというのをそれは何に使うのか、どういう

ときに利用できるのか、そういったことも含めて

この講座、後見人養成のための講座も含めて市民

に周知する、そういった取り組みも必要ではない

かなというふうに考えているのですが、その点に

ついてどのようにお考えでしょうか。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

議員言われたと〇健康福祉部長（三谷正治君）

おりだと思います。過去に地域包括支援センター

が窓口になりまして、講演等も行ってございます。

今まで６回ほどさせていただいています。それ以

外に各施設の研修会等々におきましても、昨年、

一昨年におきましては名寄市のひまわりの弁護士

さんをお呼びして、各施設の専門、介護士を含め

た方たちの研修会にこの制度の説明をさせていた

だくだとか、それから旭川から専門の方に来てい

ただきまして、内部の研修会に説明をしていただ

くだとか、または民生委員の協議会の中の研修会

の中でもこういう制度について御説明をさせてい

ただくだとか、それぞれ今まで何回かはさせてい

ただき、ただ毎月のように定例ということにはな

っておりませんけれども、先ほど議員も言われた

ように今後こういう制度の部分につきましては、

市民がどういう制度だかというのがわからないと

いうのが実態だと思いますので、今後もさらに講

習会、講演会等々、市民にこの制度を周知をさせ

ていただいて、そしてどのような形ですれば一番

弱者に支援ができるかという部分を具体的に行政

としても考えていきたいと考えております。今後

とも弱者に対しての支援につきましては、市民の

意見も反映しながら、またことし２回ほど地域包

括支援センターに相談があったというケースの中

には一度市民相談のところに行って、こういうこ

とを言われたのだけれどもということで包括支援

センターの窓口に来られて、どうなのだと、この

制度はどういうことなのだだとか、また弁護士に

も一回相談したのだけれども、詳しい話がわから

ないので、どういう制度なのかというような御質

問等して、説明をさせていただいた経過がござい

ますので、さらに市民に周知徹底を図っていきた

いと考えております。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひお願いをしたいと〇１番（川村幸栄議員）

思います。

現在日本では６５歳以上の人のうち１０人から

１１人に１人が８０歳以上で、４人から５人に１

人が認知症を患っていると言われています。その

多くの方々が自宅で暮らしているということです。

本当にいろんな問題を抱えながら、大きな問題行

動が起きて初めて認知症かなというふうなことに

なってくるのかなというふうに思っています。そ

のときにどうしようという不安が渦巻くのだとい

うふうに思います。その前にやはりこうなったと

きにはこういう制度があって、ここに行ったらこ
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ういう相談ができるのだ、そういう安心感をぜひ

市民に与えていただきたいなというふうに思って

おりますので、よろしくお願いします。

以上です。

以上で川村幸栄議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

名寄市における教育行政について外１件を、上

松直美議員。

おはようございます。〇３番（上松直美議員）

議長より御指名をいただきましたので、さきの通

告に従いまして、本定例会において大項目２点に

ついて質問をしてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１点目の名寄市における教

育行政について質問いたします。新しい学習指導

要領が平成２３年度から小学校、２４年度からは

中学校で実施され、平成２５年度からは高等学校

で全面実施されることになっております。学習指

導要領の改訂に伴い、授業時間の増加や教育内容

が変わり、教育行政にとっても大変な作業や準備

が必要とされたと思います。

今教育行政にとって大きな改革が行われ、さま

ざまな問題をどのように解決するかが問われてお

ります。教育は人なりと申しますけれども、なか

なか質の高い教育水準を目指すためには努力だけ

ではうまくいきません。情熱と真剣さを持って子

供たちに夢や希望、そして学ぶ意欲を引き出して

くれる先生を育てるのも教育行政の役割だと考え

ます。

北海道教育委員会では、平成２４年度の学力・

学習状況調査を踏まえ、基礎学力に改善の兆しが

見えつつ、しかし全国平均をほとんどの教科で下

回り、深刻な状況であると分析しております。そ

して、平成２６年度までに全国平均以上という大

きな目標を掲げ、授業改善と望ましい生活リズム

の定着を車の両輪と位置づけ、各市町村の教育委

員会との連携強化をし、総合的な学力向上対策を

推進すると言っております。そこで、名寄市教育

委員会としても新しい学習指導要領の全面実施と

学力向上対策をどのようにリンクしながら対策を

講じるのか、そして地域の特性を生かした教育課

程とは何かを含めてお聞きしたいと考えます。

まず、１点目、新しい学習指導要領の改訂のポ

イントと内容、そして教育行政の位置づけと役割

についてお聞きします。

２点目、平成２４年度学力・学習状況調査の分

析結果について概略をお聞きしたいと思います。

上川管内のデータも含め、分析ができる範囲でお

聞かせください。

３点目、学力向上対策の現状と方向性について

お聞かせください。

４点目に、地域の特性を生かした学校教育、教

育課程について教育行政の基本的な考え方をお聞

かせください。

大項目２点目、名寄市における有害鳥獣対策に

ついて質問いたします。昨今の有害鳥獣の問題は、

どこの市町村も抱えている大きな社会問題だと認

識しております。札幌市郊外における熊の出没や

各市町村での鹿の農産物や森林の被害は、アーバ

ンベア、アーバンディアという都市化した野生動

物という造語を生み、人里に出てきて悪さをする

だけのいたずらでは済まされない人間社会に対す

る警鐘とも捉えられます。名寄市においてもこの

問題は人ごとではなく、どのように取り組み、問

題の解決に向けてしっかりと一過性の場当たり的

対応から実効性のある施策に取り組むべきと考え

ます。野生動物と一定の距離を保ち、自然を共有

するために今できることを根本的な要因をしっか

りと分析し、早急にやるべきことは何かを強く鳥

獣行政に求めていきたいと考えます。生態系の変

化により行動範囲も変化したため、過疎化、高齢

化して里山周辺には人が激減した結果、食料を求

め人里に出没している現象を生息数の増加だけな

のか、人への警戒心を失って出没しているのかを

しっかりと押さえていくべきと考えます。

以上の観点から、まず１点目、有害鳥獣の被害
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状況についてお聞かせください。

２点目、対策の現状とその効果についてどのよ

うに評価しているのかをお聞かせください。

３点目、鳥獣行政の問題点と課題について名寄

市の考え方をお聞かせください。

４点目、広域的連携の可能性についてお聞かせ

ください。

以上をもちまして壇上からの質問を終了します。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

上松議員からは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目で２点の御質問をいただきました。大項目の

１を私のほうから、大項目２は経済部長からの答

弁となります。

まず、大項目１、名寄市における教育行政につ

いて、小項目１、新しい学習指導要領と教育行政

の役割についてでございます。新しい学習指導要

領は、児童生徒が変化の激しいこれからの社会を

生き抜くために確かな学力、豊かな人間性、健康、

体力の生きる力の育成を基本理念として、次の３

つの基本方針のもとに改訂をされました。１つ目

は、教育基本法の改正等で明確となった教育の理

念を踏まえ、生きる力を育成をするということ、

２つ目は確かな学力を育てるために知識、技能の

学習と思考力、判断力、表現力などの育成のバラ

ンスを重視するということ、３点目は豊かな心や

健やかな体を育てるために道徳教育や体育などの

充実を図るということであります。教育委員会と

いたしましては、平成２３年度からの小学校の学

習指導要領と今年度、２４年度からの中学校の学

習指導要領の全面実施に向けて、これまで市内の

小中学校に北海道教育委員会発行の教育課程編成

の手引書などを活用をして、新学習指導要領につ

いての理解を深めるとともに、適切に教育課程を

編成するよう助言をしてまいりました。また、児

童生徒に知識、技能の習得と思考力、判断力、表

現力などの育成を図るために電子黒板やコンピュ

ーター及び周辺機器の導入、中学校保健体育の武

道必修化に対応いたしまして柔道の畳や相撲用マ

ット、剣道の防具の導入などの条件整備を行って

まいりました。これから教育委員会といたしまし

ては、新学習指導要領に基づいて編成された教育

課程が適切に実施されているかどうかを各種調査

や学校の自己評価、学校関係者評価の結果、指導

主事の学校訪問などを通じて把握をし、授業改善

を促す中で児童生徒の生きる力の育成を支援して

まいりたいと考えております。

次２点目、平成２４年度の全国学力・学習状況

調査の分析結果でございます。本年１１月２６日

に北海道教育委員会が平成２４年度の全国学力・

学習状況調査における道内の抽出調査対象校４５

９校の結果と希望利用方式を活用した１００校

の結果を合算をして、北海道版の結果報告を公表

をいたしました。その中で、各教科の平均正答率

は、小中学校全教科の中で中学校国語Ｂを除く９

教科において全国平均を下回っており、上位県と

比較をして大幅に低い状況が続いております。一

方、中学校国語Ｂでは全国平均を４ポイント上

回っております。平成２２年度の調査と比較をい

たしますと、中学校国語Ａを除く全ての教科にお

いては、全国との差が縮小傾向にあるなどと報告

をされております。

名寄市の児童生徒の学力、学習状況につきまし

ては、北海道教育委員会が抽出調査対象２校の結

果と希望利用方式の１３校の結果を合算した資料

に基づいて現在分析を進めております。公表に当

たりましては、国語、算数、数学、理科の調査に

おいて全国と比べて成果の見られた設問と課題の

見られた設問及び改善策の例、児童生徒の学習や

生活の状況において望ましい傾向と努力を要する

傾向及び改善策の例などをまとめ、今後市のホー

ムページに掲載をしてまいります。

教育委員会といたしましては、本市の児童生徒

が社会で自立して生きていくために必要最低限の

学力を保障しなければならないとの観点から、北

海道教育委員会が掲げています平成２６年度まで

に学力を全国平均以上という目標に向かって、名
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寄市教育改善プロジェクト委員会による学力向上

の取り組みを推進しているところであります。今

後は名寄市の分析結果を踏まえて、教育改善プロ

ジェクト委員会の取り組みの充実を図るとともに、

学校はもとより家庭や地域の方々などとの連携を

一層密にしながら、目標や課題を共有する中で各

学校のニーズに応じたきめ細かな支援を一層充実

させてまいりたいと考えております。

次に、小項目３、学力向上対策の現状及び方向

性についてでございます。本年度の調査はただい

ま分析中のため、平成２３年度の全国学力・学習

状況調査問題を活用した北海道における学力等調

査の結果から捉えました本市の児童生徒の学力、

学習状況の主な傾向を見ますと、小学校では情報

の収集や分析をする問題では成果があらわれてき

ておりますが、理由を記述する問題は苦手と感じ

ているようであります。中学校では、漢字の読み

書きや数と式の計算問題では正答率が高く、宿題

などの繰り返し学習の成果があらわれてきており

ますが、論理的に思考をし、自分の考えをまとめ

るなどの問題では低い結果となっております。学

習状況では、小中学生ともに宿題については定着

をしてきておりますが、学習の必要性を指導しな

がら、みずから学習に取り組もうとする意欲を高

めていく必要があります。このように本市の小中

学生におきましても基礎的な学習内容の定着、思

考力、判断力、表現力などの育成、家庭での学習

習慣の定着などが継続的な課題となっております。

これらの課題を解決をし、児童生徒の確かな学

力の育成を図るため、より実践的で効果の上がる

方策を構築し、市内全ての小中学校が一体となっ

て実践することができるよう本年６月、名寄市教

育改善プロジェクト委員会を立ち上げました。こ

の委員会では、学習指導の工夫改善、校内研修の

充実、教育資源などの活用の３つの研究グループ

をつくり、今後３年間は学力向上を重点とした取

り組みを推進してまいります。現在市内の全ての

小中学校が基礎、基本を定着させるチャレンジテ

ストに参加をしております。学習指導の工夫改善

に関する研究グループでは、チャレンジテストの

結果から児童生徒に基礎、基本がどの程度身につ

いているかを把握をし、指導の改善に役立たせて

いる取り組みを進めております。また、個に応じ

た指導の充実や学習習慣の定着に関する取り組み

も進めております。校内研修の充実に関する研究

グループでは、教師の指導力を高めるための校内

研修の進め方に関するリーフレットを作成をして

おります。また、名寄小学校で実施をしている学

力向上に関する総合実践事業の講演会であるとか、

各学校で行われる学習指導、生徒指導に関する研

修会に参加を促し、教員がともに学び合い、資質

を高める取り組みを進めております。教育資源な

どの活用に関する研究グループでは、市内の各学

校で天文台や移動天文台車を活用した授業の具体

例を集約をし、プラネタリウムなどの効果的な活

用についてまとめているところです。また、放課

後子ども教室を参観をし、学習アドバイザーと意

見交換をするなどして学校との連携に関する取り

組みを進めております。

教育委員会といたしましては、今後とも市内各

学校と保護者、地域住民の皆様、教育関係機関の

皆様の理解と協力をいただきながら、教育改善プ

ロジェクト委員会による学力向上の事業を積極的

に進めてまいります。

次に、小項目の４点目、地域の特性を生かした

学校教育であります。地域の教育資源を生かした

体系的な学習につきましては、児童生徒に主体的

に学習に取り組む能力を身につけさせるとともに、

学ぶことの楽しさや成就感を体得させる上で有効

であると考えております。市内の小中学校で実施

の例といたしましては、地域の自然を活用した取

り組みでは小学校の生活科において名寄公園、浅

江島公園、トムテ文化の森を活用し、草花などで

遊ぶ活動や理科では緑丘の鈴石峠で地層を観察す

る学習、総合的な学習の時間では天塩川の支流で

水生生物の観察や川の水の汚れを調べる学習など
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が行われております。中学校では健康の森での自

然体験活動なども行われております。

地域の人材を活用した取り組みでは、小学校の

生活科においてピヤシリ大学や瑞生大学の方々と

昔の遊びを通した学習交流、保健では名寄市立大

学の先生を講師として命のとうとさを考える学習

や総合的な学習の時間では社会福祉協議会の方の

指導で車椅子の疑似体験などを通して体の不自由

な方への思いやりを接し方を学ぶ学習などが行わ

れております。中学校の道徳の時間では、地域の

医師を講師として命のとうとさを考える学習など

も行われています。その他にも小中学校では地域

の有資格者の指導によるスキー学習や地域の農業

関係者や老人クラブの方の指導によります学校農

園活動なども行われております。

このように各学校では教科や総合的な学習の時

間、道徳の時間、特別活動などで地域の自然や人

材を積極的に活用して児童生徒の興味、関心を生

かし、自主的、自発的な学習が促せるように工夫

をしております。

次に、名寄市教育改善プロジェクト委員会の教

育資源などの活用に関する研究グループの取り組

みについて申し上げます。現在市立天文台の効果

的な活用についての取り組みを進めております。

具体的には市内の各学校で天文台や移動天文台車

を活用した授業の具体例を集約をして、プラネタ

リウムなどの効果的な活用についてまとめている

ところです。また、例えば中学校の理科で天体の

動きと地球の自転、公転を学習する際に生徒の理

解を深めるために効果的な教材提示の仕方などを

天文台と連携をしてまとめ、指導の手引を作成を

しております。

最後に、名寄市立大学との連携の状況について

申し上げます。教育委員会では、名寄市立大学と

の連携協定に基づきまして、名寄市立大学に学生

ボランティアの派遣を依頼をし、教科の学習など

において困り感のある児童への支援体制を整えて

おります。また、学校などのニーズに応じまして、

名寄市立大学の先生を委員長とする特別支援教育

専門家チームによります巡回教育相談も実施をし

ております。教員の指導力の向上としては、市内

小中学校の教員や特別支援学校教諭免許状を取得

ができるよう昨年度より実施をいたしております

名寄市立大学の免許法認定公開講座への参加を促

しております。教育委員会といたしましては、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の取り組みを中

心として、地域の教育資源のより有効な活用を図

ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

私から大項目２、名〇経済部長（高橋光男君）

寄市における有害鳥獣対策についてお答え申し上

げます。

まず、小項目１、有害鳥獣の被害状況について

申し上げます。有害鳥獣による農業被害状況につ

いてでありますが、エゾシカによる平成２３年度

の農業被害額は３６０万円、ヒグマでは１００

万円となっているところです。

次に、小項目２、対策とその効果について申し

上げます。エゾシカ対策では、平成２２年度から

平成２４年度を期間とした名寄市農業被害防止計

画を策定し、国の補助事業を活用しながら、道北

なよろ農業協同組合を事務局とする名寄市有害鳥

獣農業被害防止対策協議会を中心として取り組み、

平成２２年度６８５頭、平成２３年度３２９頭、

平成２４年度３９２頭を猟友会の御協力をいただ

き駆除してきたところであります。また、中山間

地域等直接支払制度交付金を活用して、農業者み

ずからが電牧柵を設置する取り組みも平成１５年

度から行っており、平成２４年度までに名寄地区

７９キロメートル、風連地区２０６キロメートル、

合計２８５キロメートルにわたり設置し、侵入防

止対策を行っているところであります。

ヒグマに対する対策につきましては、市民より

通報があると市職員が現地を確認し、看板の設置、

町内会への連絡、近隣住民への周知などを必要に
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よって実施するとともに、危険度により猟友会の

パトロール、箱わなの設置を実施しております。

今年度は、風連の旭地区、東風連地区及び智恵文

八幡地区で住宅の近くに出没したため、警察署、

農協、猟友会、町内会での連絡会議や説明会を開

催し、関係者と連携し、パトロール、周知の対策

に努め、地域の皆さんが夜間の外出自粛などの対

策に協力いただいた結果、人的被害の発生を防ぐ

ことができました。また、箱わなを市内６カ所に

設置しましたが、捕獲には至りませんでした。な

お、銃器による捕獲は、５月に風連日進地区で１

頭捕獲されております。

次に、小項目３、問題点と課題について申し上

げます。駆除の取り扱いは、国の鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に関する法律の規定の中での実施と

なります。今後の問題点と課題では、日没、夜間

の狩猟を禁止する狩猟時間の制限、駆除は被害農

地での取り扱いとなっていること、国有林、道有

林においては監督官庁が違うことからそれぞれの

規定があるなどが考えられるところであります。

ヒグマの捕獲においては、銃器での捕獲が認めら

れておりますけれども、鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律第３８条において銃器の使用の

制限があり、夜間や住宅が集合している地域、も

しくは広場、駅、その他多数の者が集合する場所

において、または弾丸の到達するおそれのある人、

飼養もしくは保管されている動物、建物もしくは

電車、自動車、船舶その他の乗り物に向かって発

砲をしてはならないことが規定をされており、山

間部でない限り実質警察官法で認める緊急避難時

以外の使用は禁じられているため、極めて使用範

囲は限定されております。このためヒグマ捕獲に

おいては、北海道の規定により唯一箱わなでの捕

獲が認められておりますけれども、箱わなはヒグ

マの行動によって仕掛けなければ捕獲が難しいた

め十分な事前調査が必要となっております。さら

に、年齢の高いヒグマや雌はかかりにくいなどの

問題があると言われております。ヒグマ対策にお

いては、農地を電牧柵で囲う、ヒグマの餌になる

ものを戸外に放置しない、ヒグマが潜む場所をな

くするなど里への侵入を防ぐ地域での取り組みも

重要となります。特に電牧柵に関しましては、昨

年スイートコーンの大きな被害が出た智恵文智東

地区において電牧柵を設置した結果、周囲に歩い

た痕跡が多く残されていたにもかかわらず被害が

起きなかったとの報告も受けておりますので、中

山間事業を活用し、導入していただきたいと考え

ております。

近年ヒグマの出没がふえていると言われており、

平成１６年まで続いた春熊駆除を行うべきとの声

もよく伺うところでありますが、北海道では平成

２４年から平成２９年までの第１１次北海道鳥獣

保護事業計画を策定しており、この中で人身事故

未然防止のための普及啓発、農作物被害防止を図

るための被害防除方法の普及を行うこととともに、

地域個体群の絶滅ヒグマを回避するための適切な

措置を講ずるよう努めるとしており、北海道がヒ

グマ捕獲の許認可を行っておりますので、北海道

の計画に基づく対策となることとなります。農作

物被害などが増加するヒグマの対策につきまして

は、適切な措置を講ずるよう北海道に求めていき

たいと考えております。

次に、小項目４、広域連携の可能性について申

し上げます。エゾシカによる農業被害防止におい

ては、１つの自治体での実施では限界もあること

から、全道的な視点に立った取り組みが必要だと

考えておりますので、上川総合振興局が事務局と

なっております上川総合振興局管内エゾシカ対策

連絡協議会を通じて北海道に要望していきたいと

考えております。ヒグマに関しては、先ほど述べ

た第１１次北海道鳥獣保護事業計画において北海

道で個体別調査や専門家を置くことが計画されて

おり、広域的調査、対策などは北海道が行うこと

となりますので、適切な対応を求めていきたいと

いうふうに考えております。

以上、私からの答弁といたします。



－173－

平成２４年１２月２１日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

再質問のほうに入りた〇３番（上松直美議員）

いと思います。

まず最初に、名寄市における教育行政について。

先ほどの答弁の中にもありましたとおり、今回の

新しい学習指導要領は３つのポイント、やっぱり

生きる力をどうやって育むか、平成１４年度から

この生きる力というものが要領の中に入ってきま

した。それをより一層強化して理念としてうたい、

きちっとしたものにしていく。先ほど言ったとお

り知育、徳育、体育、この３つのバランスをとっ

て、きちっと基礎教育をがっちりやっていくとい

うのがこの学習指導要領の目的だと思います。そ

れにおいて今回の学習指導要領の見直しに伴いま

して、名寄市がどのような目標とどのような役割

を果たしていくべきなのかを再度お聞きしたいと

思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

新しい学習指導要領〇教育部長（鈴木邦輝君）

の基本は、一言で申せば今議員御指摘のとおり生

きる力の育成ということに集約されるのではない

かと思っております。これは、今議員もおっしゃ

ったように知、徳、体のバランスのとれた力を育

てるということであります。

新しい指導要領の中で、その指導要領に基づい

て名寄市教育委員会もその部分につきまして先ほ

どの答弁であったとおりの取り組みを進めており

ますが、特に一番必要なのは子供たちが学ぶ意欲

をどのように引き出すことをするのが大切かとい

うことではないかと考えております。この部分に

つきましては、２つの観点がございます。１つは

学級経営の観点から、もう一つは学習指導の観点

からという部分であります。まず、学級経営の観

点からいえば、学級というのは学校におきます学

習や生活の基本の場所であります。児童生徒が安

心をして学び、伸び伸びと過ごせる楽しい場でな

ければならないと思っております。児童生徒が安

心して自分のよさや可能性を発揮できる、そのよ

うにするためには、お互いの考え方とか気持ちを

尊重し合える雰囲気づくりが必要かなと考えてお

ります。また、その中で重要なことは、児童生徒

一人一人の実態をきちっと把握をすることかなと

考えています。一人一人の児童生徒は、それぞれ

能力とか適性、興味、関心を持っておりますので、

教師は日ごろからきめ細かい観察を基本として、

接し方、面談、面接などを通じて児童生徒の理解

を深めることが大切だと考えておりますし、児童

生徒との信頼関係をきちっと得るということが大

切だと考えています。このような学級の風土をつ

くり上げていくことによりまして、児童生徒がみ

ずからの学ぶ力の意欲を高めることができるので

はないかと考えます。

２点目は、学習指導の観点からであります。み

ずから学ぶ意欲を育むためには、知識とか技能を

一方的に教え込むような授業についてはあり方を

改める必要があるのではないかと。児童生徒がみ

ずから考えて判断する、また表現をするなどして、

進んで学習に取り組む育成を重視した指導が大切

と考えております。また、教師の立場に立ってみ

れば、児童生徒とともに学び、考え、それから児

童生徒の問題解決を教師のほうから支援をすると

いう姿勢を持つことが大切だと考えております。

授業においては、知識の量とか学習の成果だけで

なくて、その過程を重視をして児童生徒のよさや

可能性、それから進歩の状況等を積極的に評価を

して、お互いにその取り組みのよさを認め合うと、

そういう場面を設定することにより児童生徒の学

ぶ意欲を一層高めることができると考えておりま

す。

名寄市教育委員会では、学習指導要領の中の部

分を通じまして、このような部分について指導を

今行っているところでありますので、御理解いた

だきたいと思います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

続きまして、全国の学〇３番（上松直美議員）

力テストの状況調査が平成２４年度実施されまし
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たけれども、その結果のばらつきというか、市町

村ごとによってその結果を出す時期がやっぱりば

らついているというのが見受けられます。名寄市

においても平成２４年度の結果分析をよりスピー

ディーにやってもらいたいと思います。そして、

過去何年間の動向等を見きわめて、しっかりとし

た計画、対策を練ってもらいたいと思います。そ

れは強く求めていきたいと思います。

次に、学力向上対策ということで、先ほどから

答弁にもありましたとおり学習指導の改善やチャ

レンジテストでのフィードバックとか、校内の研

修や研究会でのスキルアップ、そういうことを取

り組んでいること、すごくいいことだと思います。

しかし、もう一歩踏み込んだ対策はないのでしょ

うか。私は、もう一歩踏み込んだ対策をやっぱり

２６年度の大きな目標達成のためにも必要と考え

ます。先ほど言ったように大学との連携もまさに

そうだと思いますし、学校と地域の連携も挙げら

れると思います。また、大学の連携ともかかわっ

てくるのですけれども、一貫教育での学力向上は

できないものかという検討もしていってもいいと

思います。一歩踏み込んだもっと積極的な対策と

いうものも考えられるのではないでしょうか。そ

の件について質問お願いいたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学力向上も含めまし〇教育部長（鈴木邦輝君）

てもう一歩踏み込んだ教育のあり方ということで

ございます。議員御指摘のとおり、学校教育は学

校単独で成り立っているわけではございません。

今までのいろいろな方々の御指摘の中でも学校、

家庭、そして地域が一体となって教育を進めると

いうことが大事かと考えております。その部分に

関しまして平成１５年に学習指導要領は、全ての

児童生徒に対して指導すべき内容を示す基準であ

ることを明確にして、各学校は児童生徒の実情に

応じて学習指導要領に示されていない内容を加え

て指導をできるということもあります。ただし、

学習指導要領に示されていない内容を指導するに

当たっては、基本的な部分、基礎的な部分の定着

を図るという部分を十分に考えた上で、各教科、

また学年の目標とか内容の趣旨を逸脱しない範囲

で、また児童生徒に与える負担、それから高等学

校、また大学等も連携に入れた小学校から主に高

等学校までの指導方針の連続性の観点から無制限

に行われることがないよう配慮すべき事項が示さ

れております。こうした配慮事項を踏まえた上で、

各学校が一層創意工夫をして特色的な教育を進め

ていくことが必要だと考えております。

また、名寄市には大変特色のある大学がござい

ます。大学との連携に関しましては、先ほど答弁

の中でもお答えしたとおり、連携協議に基づいて

行っている部分がございます。ただ、教育委員会

が所管しているのは、小学校、中学校でございま

す。また、その上に道教委が所管をしております

高等学校がございます。そうした小中高大の一貫

した部分については、なかなか制度上からも難し

い部分もございます。連携教育と一貫教育では若

干違う部分もございますので、今名寄市教育委員

会では基本的には小学校と中学校の連携につきま

しては、各学校に配慮をして行っているところで

ございます。ただ、大変特色のある大学があると

いうことですから、現在の連携内容をより積極的

に拡大するような方策を今後とも検証してみたい

と考えておりますので、御理解いただければと思

います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

大学との連携、一貫教〇３番（上松直美議員）

育は無理だとしても大学との連携を強化して、地

域の特性のある教育、カリキュラムをつくっても

らいたいと思います。学習指導要領があるからで

きないではなくて、どうやったら地域の特性を生

かした教育ができるかということも含めて求めて

いきたいと思います。

平成２６年度から全国平均以上の学力テストの

目標を持って道教委は今スタートしたばかりだと

思いますけれども、授業の改善と望ましい生活リ



－175－

平成２４年１２月２１日（金曜日）第４回１２月定例会・第４号

ズム、この車の両輪を、２つの両輪をテーマに今

回の２年間の目標を定めております。それで、抜

本的にこの目標をきっちりと達成できる対策とい

うものが必要だと思います。新しいいろんな先進

的な考え方でやっている地域があります。そうい

うところを参考にしながらやっていくべきだと思

います。例えば放課後の学習時間の確保というこ

とで、朝礼や給食時間、休み時間を短縮し、週に

１度放課後の学習時間を確保する、そういった取

り組みをやっている自治体もあります。学校が時

間がないではなくて、どうやったら時間が確保で

きるか、そして放課後の学習時間を有効に使って

学力向上に結びつける、そういうことが大事では

ないかと考えます。

もう一つ考えられることは、黒板の書き方、板

書の基本的なルール、これを徹底することによっ

て、やはり一定のルールがないままばらばらの黒

板の書き方では生徒もどうやってノートにとって

いいか、どうやってやっていいか、学習していい

かわからないような状態もあると思います。ある

地域では、板書の基本ルールを徹底し、教育委員

会できちっとしたルールを決めてやっているとこ

ろがあります。それをまねてやることも重要だと

思います。そして、もう一つは、ノートの指導、

ノートのとり方を先生一人ではなくサポートつき

で一人一人の生徒にしっかりとしたノートのとり

方を、統一性を持ったノートのとり方を指導して

はいかがでしょうか。

大きくこの２つについて私はこの名寄市の学力

向上対策として挙げたいと思いますので、それに

ついて見解をよろしくお願いいたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、各学校の日常〇教育部長（鈴木邦輝君）

の時間の中における少しでも余力のある時間を活

用して、学力向上であるとかにつなげるという御

指摘でございます。大変有意義な提言と考えてお

ります。学校教育現場は、ただ一時のゆとり教育

から学力向上も含めて大変時間の部分ではタイト

になってきている現実はございます。その中で、

教師も一人一人授業を改善する中で子供たちと触

れ合う時間を少しでもとりたいという部分での工

夫をしておりますので、その努力については引き

続き教育委員会としても指導をしたいと考えてお

ります。

また、御指摘の板書、それからノートというの

は、まさに学習活動の基本になるものと考えてお

ります。昔はいわゆるノートと鉛筆の時代、また

今は電子黒板等のいろいろなやり方が変化はして

おりますけれども、それぞれの場面で昔ながらの

方法がよかったり、また最新の方法がよかったり

することもあると思いますので、この部分につき

ましては、先ほどの繰り返しにもなりますけれど

も、学習指導の工夫改善に関する研究グループが

さまざまな取り組みをこれからしていくというこ

とを考えておりますので、この中で改善点につい

て検証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。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

放課後の学習時間の確〇３番（上松直美議員）

保というのは、やっぱり先生に負担もかかると思

いますけれども、家庭学習がなかなか進まない中、

週に１回でも放課後の時間を利用して学習のおく

れを取り戻したり、きちっとした基礎をもう一回

やり直すといった機会を一時間でも多く取り組ん

でもらいたいと強く求めます。

最後に、教育長のほうにお伺いします。教育行

政として教育は人なりといいますが、いい先生の

条件とは何でしょうか。まず、その１点。人材育

成、人事交流を含め教員のスキルアップ等どのよ

うに考えているのかお聞かせください。

総合力のある人間性の高い教員を育成すること

が私は大事だと思います。意欲的に真摯に真剣に

取り組む姿勢を生徒に見せ、そして一緒に成長し

ていく先生を育てることが教育委員会の務めでな

いかと思います。１０年、２０年たって、３０年

たってもその先生のことを忘れないような先生に
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なってもらいたい。それが生徒が望んでいる本当

の意味でのいい先生だと思います。私はそう考え

ます。教育長の御意見をお伺いいたします。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

どのような教師がいい〇教育長（小野浩一君）

先生かというお話でありましたが、今その答えは

議員が御指摘のとおり私も愛情のある教師がすば

らしい先生であると思います。

今の御質問の中身につきましては、人事の先生

のことと、それと教員の育成のことについてちょ

っとお話がありましたので、このことにかかわっ

て私の思いを少しお話しさせていただきたいと思

いますが、小中学校の教職員の人事異動につきま

しては、子供たちの教育の機会均等とその水準の

維持向上という義務教育の趣旨を踏まえて行われ

るものであり、学校運営を円滑に推進する上では

大変重要なことでないかと思っております。とり

わけ教職員構成、例えば教員免許でありますとか

年齢、性別、経験年数等の適正化を図っていくと

いうことはとても大切なことだと思っております。

現在名寄市の小中学校の教職員の年齢構成なので

すが、２０歳代後半から３０歳代前半の割合が非

常に多いと。４０歳代の割合が少ないというよう

な状況でございます。この状況は、各学校におい

て学校運営の中核となる先生が不足しているとい

う課題にもなっているところでございます。した

がいまして、学校運営の活性化を図って、創意あ

る教育活動を展開する中で子供たち一人一人の生

きる力を育むためには教職員構成を適正化すると

いうことは極めて重要なことかと、そんなふうに

考えております。これまでも道教委のほうに教職

員年齢構成等の適正化をお願いしているところで

すが、名寄市の教育の一層の充実のために引き続

き適切な人事交流がなされるよう教育局に働きか

けていきたいなと、そんなふうに思っております。

もう一つの教員の育成についてでございますが、

これも私の考え方をちょっと述べさせていただき

たいなと思いますが、先ほど御説明したように本

市は大変若い先生方が多いと。その先生方の資質

向上が大変大きな問題になっております。御承知

のようにことしの４月から名寄市では北海道で７

カ所指定された北海道教育委員会の指定事業であ

ります学校力向上に関する総合実践事業というの

を行っております。その実践指定校には名寄小学

校、それと事業の成果を吸収する近隣校に名寄南

小学校、それと名寄西小学校、風連中央小学校、

この３校が選ばれております。実は、この事業の

趣旨の一つなのですが、管理職のリーダーシップ

のもとで教員がしっかりと研修を深めることによ

って将来のスクールリーダーを育成すると、名寄

からスクールリーダーを育成するということにあ

ります。このため現在名寄小学校では全国的に有

名な講師を今までもう３回ぐらい招いて、指導技

術を高めるための研修会を実施しております。ま

た、近隣校と連携して、本来であれば教育局でや

る初任者研修を名寄市で行っているという、そん

な取り組みを進めております。いわゆる教員を育

成するための新たな仕組みづくりを名寄市で実践

しているということでございます。

また、名寄市教育改善プロジェクトについては、

もう立ち上げて数カ月たちますけれども、この委

員会の中でも校内研修の充実に関する研究グルー

プにおいて教職員の指導力を高めるために市内の

小中学校で行っている子供たちの学力を向上させ

る校内研修の取り組みをお互いに交流したり、効

果的に校内研究を進めるための参考資料も作成し

ているところでございます。今後ともこのような

名寄市の特性を生かして、上川教育局と連携しな

がら、子供たちのために名寄市の先生方の力を一

層高めてまいりたいと思いますので、御理解をい

ただきたいと思います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

人材育成というものは、〇３番（上松直美議員）

教育だけではなくて全ての分野において大事だと

思っています。新しいいい先生がこのまちから育

っていって、優秀な生徒がそこで育つ、そして名
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寄のまちからいろんな方向に人材を育成する意味

でも基礎教育をしっかりこの名寄のまちでやって

もらいたい。そして、その結果として名寄のまち

が発展していくということにつながると思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

続きまして、鳥獣のほうに移りたいと思います。

８分しかないので、まとめて再質問します。有害

鳥獣の問題というのは、本当に熊の問題、鹿の問

題、さまざまな問題あるのですけれども、今回私

は、鹿の問題も大切な問題として受けとめていま

すけれども、熊の問題についてちょっと調べてみ

ました。そして、再質問についてちょっとやらせ

てもらいたいと思います。有害鳥獣というか、有

害鳥獣がなぜふえてきているのか、人里の空間の

中に何で入ってきているのか、その根本的な要因

を経済部長はどのように考えているかお願いいた

します。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

何でふえているのか〇経済部長（高橋光男君）

という部分については、生態調査等も含めて名寄

市は実施しておりませんので、どれだけの個体数

がいるかということは現在正確な数字というのは

押さえてはおりません。ただ、議員今質問あった

とおり、山に熊の餌となるべきものが少ないとい

うことが従前から言われておりますので、そうい

う部分で人里のほうにおりてきているのでないか

というふうに考えております。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

やっぱり数がふえてい〇３番（上松直美議員）

るからなのか、それとも人に対する警戒心がなく

なっているかと、この２つの側面があると思いま

す。ただふえているだけではないというふうに感

じます。鹿も熊もやっぱり人間を恐れていなくな

ってきている。昔はやはり警戒して、山の中です

んでいた。しかし、その警戒心がなくなってきた。

どうしてその警戒心がなくなってきたかというこ

とが大事だと思うのです。だから、昔のように適

正な数をきちっと管理しながら、管理というか、

管理システムをやっぱりきちっとつくって、北海

道としても、まちができなくても北海道ができる

ことをきっちりと求めていくことも経済部長とし

ての意識の中にきっちりと植えつけてもらいたい

と思います。管理システムがあれば、その個体の

数、その適正な数が出てくる。そして、どのよう

な対策が望まれるかということがおのずから出て

くると思います。それに対して強く北海道、国の

ほうに要望してもらいたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどの答弁の中で〇経済部長（高橋光男君）

も北海道では第１１次北海道鳥獣保護事業計画に

おいてそれぞれ個体別調査だとか専門職を配置し

て取り組みを進めるということになっております

ので、その部分については名寄市としてもきちん

と要望してまいりたいというふうに考えておりま

すので、よろしく御理解のほどお願いしたいとい

うふうに思います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

そしてあと、国、道、〇３番（上松直美議員）

市町村がやっぱり協力してこの問題を解決してい

かなければならないと私は思います。その中で一

番大事なのは、専門職を育成していくべきだと思

います。それは、上川振興局には少なくても１人

の専門職がいなければだめだと思います。その中

できちっとした連携をとりながら自治体と協力し

ていって、その人材を育成する機会を設けてもら

いたいと思います。何も知識のない人たちが対策

を練ってもなかなかそこには問題解決できないと

思います。専門職を育成することが大事だと思い

ますし、名寄市にとってもいろんな研修会とかを

通してそういう専門的な知識を身につけてもらい

たいと思います。その件についてどうでしょうか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども申し上げま〇経済部長（高橋光男君）

したように北海道の計画では専門職員を各振興局

に配置をすることになっておりますので、きちん

と配置をされるよう名寄市としても上川総合振興
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局及び北海道に対して要望してまいりたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いした

いというふうに思います。

上松議員。〇議長（黒井 徹議員）

自治体としてもできる〇３番（上松直美議員）

さまざまな対策というのはあると思います。私は、

１つには熊対策としてはドングリの木を山の奥の

ほうに残してあげるという、そういった取り組み

も大事ではないかと思います。森林整備適正化を

実施し、山林と畑にゾーンをつくって、緩衝ゾー

ンをつくることも大事だと思っています。それも

可能な限りの中でできることではないでしょうか。

また、河川の護岸工事なんかも魚道の問題等も含

めて見直しも考えるべきではないか、そういう要

望も出していくべきではないかと。サケ、マスが

下流まで上がっていくことによって熊の食料にな

るのではないかと。そういった研究のデータも出

ております。それと、山菜というものも熊、鹿の

食料であると。人間が、私たちが山に行って山菜

をとり放題とってくる。それもまさに鹿の領分、

熊の領分を侵しているのではないか。自然の中に

共生して生きるということは、まさにその立場に

立って、熊の立場、鹿の立場に立って対策を練る

ことも大事だと思います。だから、むやみやたら

に山菜をとるのではなく、やはりそういう制限も

必要でないかと私は思います。

かつての狩猟によって熊、鹿は人間を恐れて、

人里を避けて暮らしていました。再びそのような

体制づくりを野生動物とつくることが大事だと思

います。管理システムをつくって、継続的な生態

数の調査を実施すること、そして地域ができるこ

とはしっかりとやること。いわゆる熊が出没しま

したではなくて、熊をどうやったら出没しないよ

うにするかということをきっちりと念頭に置いて

この問題に取り組んでもらいたいと思います。

以上で私の質問は終わります。

以上で上松直美議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問は終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（黒井 徹議員）

を開きます。

ここで市長より発言を求められておりますので、

これを許します。

加藤市長。

議長からお許しいただき〇市長（加藤剛士君）

ましたので、市道の除排雪作業につきましての発

言をさせていただきます。

御案内のとおり１２月の上旬にどか雪がありま

して、１２月１３日に記者会見を開き、新聞報道

でもさせていただきましたが、現在も例年よりも

前倒しでこの除排雪作業をしておりますけれども、

その後も降雪続いておりまして、新たな対策を打

つことが必要と判断をさせていただき、その御報

告をさせていただきたいと思います。

お手元に資料を配らせていただきました。まず、

現在の名寄市のきのうまでの積雪状況であります

けれども、積雪深が１０７センチ、名寄市の同時

期における平均値が４６センチということで、平

年比２３３％ということでございます。降り始め

からの累積降雪量については３０８センチという

ことでございまして、平年比２３％増しという状

況でございます。今お話しのとおり新聞報道させ

ていただきました１２月１３日から排雪作業を前

倒しで実施をさせていただいていまして、幹線道

路及び通学路、交差点排雪については年内に１回

の排雪作業を終了すべく今現在予定をしていると

ころでございます。

加えて生活道路の排雪体制であります。１月７

日より実施予定ということで前回は報道しており

ますけれども、もともと幅の狭い生活道路の状況

がよくないこと、または１回目の排雪作業終了時

期までの降雪量を勘案した場合、生活道路の通行
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の確保が難しいという判断から委託業者と協議、

調整を行いまして、１月４日から２セット、いわ

ゆる２班体制を先行で稼働させることといたしま

す。また、市道の排雪ダンプの数についても当初

は３１台で稼働することを予定していましたが、

台数確保について委託先の請負各社の御努力をい

ただきましてプラス１０台確保し、合計４１台で

実施をすることとして排雪作業のスピードアップ

を図ってまいります。あわせて生活道路の排雪作

業着手までの今現在の生活道路の早急な幅員の確

保のために、１２月１９日からロータリー車によ

る雪の路肩へのはね上げの作業を追加で実施をし

ています。これにより可能な限り生活道路の車道

の幅員の確保に努めているところであります。

また、排雪ダンプの助成事業につきまして既に

各業者がもう年明けまでの予約がいっぱいという

ふうに聞いていまして、少しでもこれが早く実施

ができるようにするためにダンプの回転率を上げ

る必要があると判断をし、緊急でありますけれど

も、名寄市立大学のグラウンドを緊急避難的に助

成事業ダンプの雪堆積場として使用することとし

て、来週の２５日から１月１４日まで受け入れる

こととしました。

生活道路排雪については、以上の追加対応策を

行いながら、幅員が狭く、道路状況の悪い路線、

住宅の密集度合いの高い路線を優先的に排雪を行

い、冬道の市道路線の通行の確保を行ってまいり

たいと思います。御報告にかえさせていただき、

御理解をお願いを申し上げます。

ただいまの市長発言に〇議長（黒井 徹議員）

対して質疑はございますか。

熊谷吉正議員。

準災害的なところま〇１３番（熊谷吉正議員）

でのラインに、境界ラインに来ているのかなとい

うふうに思いまして、緊急質問も予定をしており

ましたけれども、市長のほうで御みずから緊急的

な対策の提案がございまして、妥当な対応だとい

うふうに思っていますが、何点かお伺いをしたい

と思います。

今回の議会でも一般質問の締め切り時期あたり

ではまだ雪のこうなるかというところの想定は誰

もがわからなくて、やりとりがほとんどなかった

ものですから、その後このような状況になって、

各議員も恐らくたくさんの苦情やら要望も受けて

いる現状だというふうに思っています。１つには、

今市長が御提案あったことについてはまずしっか

りやっていただくということになりますが、日常

生活上特に今回の議会でもいろいろありました高

齢者やいろんな人たちの対応やいろんなネットワ

ークの問題も関連しますけれども、市内全域的に

建設水道部だけではなくて全庁内的な問題として

の危機意識、管理の関係では日常生活への状況の

押さえ方についてどの辺まで皆さんが困難をきわ

めているのかというところあたりの状況把握をま

ずどの程度されているのかお聞きをしたいという

ことと、２つ目には、最優先の課題ですけれども、

救急、消防の関係でまだそういう状況に、火事だ

とか急病が出ていないということなのかわかりま

せんけれども、最優先道路事情、もしかしたら救

急の対応によって命を落とすなんていうことは当

然あり得るわけで、そこら辺との連携、建設水道

部あるいは消防との現状認識、対応についてお聞

かせをいただきたいと思います。

３つ目に、業界の皆さんも恐らく目いっぱい、

公共工事、必要な公共工事も含めてなかなか落ち

てきているということで通年的に使わないような

機動的な建設機械やダンプについてはできるだけ

抑制をしているという現状で、目まいするぐらい

の行政への対応、あるいは市民への対応について

は大変限界に来ているということで先般請け負っ

ている皆さんの要請もあったように聞いています

けれども、これへの現状の対応についてお聞かせ

いただきたいと。さらに、年末年始を迎えて、い

わゆる日本の一番伝統的なお盆とお正月、家族が

たくさん帰ってくるということではかなりここは

しっかり対応、一時的な対応でもやらなければな
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らないのではないかと思っています。それで、市

の排雪の計画は前倒し、前倒しということですが、

個人、民間でも相当お金をかけてでも家の前だけ

はあけるだろうと。それは当然道路でたまった雪

がまず最優先で自分で対応しなければならぬとい

うことで、堆積場も今大学に緊急的に、それは大

変いい判断だというふうに思っておりますが、私

きのう議会終わってからも現場がなかなか固まら

ないということで、旭東の雪堆積場や雪印の関係

も少しずつよくなっているような気はしまして、

堆積場をどう回していくのかというところあたり

も含めてもう少しお聞かせを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）

私のほうから２〇建設水道部長（長内和明君）

点目の道路が狭くて救急車、消防車に対する消防

署との協議ということで御意見をいただきました。

これにつきましては、緊急課題ということで、市

長からのお話もありましたけれども、ロータリー

車を使って、今現状歩道排雪に使っているロータ

リー車が７台あります。それと、大きいのが１台、

全体で８台を使っておりまして、緊急対応という

ことで、そこは市民の皆さんにまことに申しわけ

ないのですけれども、排雪とはなりませんけれど

も、道路を拡幅するために今何とか年内におさめ

たいなと思ってやっておりますけれども、ひょっ

とするとこの雪で少しまた時間がかかるかもしれ

ませんけれども、鋭意努力をさせていただいてい

るところであります。

それと、もう一つは、４番目の堆積場の関係で

ありますけれども、今議員のほうから緊急時にお

ける堆積場ということで、今市が持っている堆積

場も活用させたらどうかという多分お話だと思い

ますけれども、それを例えば今市民の方に開放い

たしますと、市の道路の排雪の雪が一切置けなく

なるという、そんな状況も考えております。そう

しますと、非常に混乱を招くようなことにもなり

ますので、今大学のグラウンドを緊急時に開放す

るということでありますけれども、その他の堆積

場についても検討させていただいておりますので、

御理解をいただければと思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

今回の大雪の関係に〇副市長（佐々木雅之君）

つきましては、災害対応ということで、特に庁内

では災害対策本部まではつくっておりませんけれ

ども、情報収集の関係も含めて高齢者の方々で玄

関前が吹きだまりができて雪がたまってしまった

状況の中で困ったときには庁内的に３人で１班を

組みまして除雪、玄関前の雪をはねてあげるとい

うことについての対応も福祉のほうを中心にして

考えております。それから、公営住宅の関係につ

きましても建設水道部のほうで建設部で３班をつ

くりまして、３０戸ほど困っている部分について

対応させていただきました。一部はこれから業者

の力も使って対応したいと思っています。そのよ

うに市民の皆さん方から相談あった内容につきま

しては、しっかり対応できる体制を今考えており

ます。

なお、消防の関係につきましては、救急車の出

入り関係についても支障がないようにできるだけ、

先ほど長内部長言いましたように排雪すれば問題

解決するのですけれども、片側１車線的な、車の

通路が１台分しか確保できない道路も多数ありま

したので、先ほど８台のロータリー車を使って、

排雪にはならないのですけれども、道路拡幅をし

て、パトカーであるとか救急車、消防車の通路確

保を１９日から行っておりますので、これについ

ては排雪と同時進行で進めて、安全対策をしてま

いりたいなと思っています。

それから、業者さんの関係につきましては、き

のうも最終的にいろんな調整をさせていただきま

して、ダンプの１０台の確保であるとか、この間

ずっと雪が降り続いておりましたので、業者の皆

さん方の運転する方々についても相当疲労こんぱ

いしているかと思うのですけれども、ここは安全

作業を確認をしながら、１月４日、５日について
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は２班体制で、前倒しで少しでも生活路線の確保

について協力をお願いしたところ快く引き受けて

いただくことになりましたので、この辺も市長の

ほうから報告をさせていただきました。この間業

者の皆さんにおかれましては、夏場の公共事業が

減っていく中でどのように人的なもの、それから

装備の関係について維持をしていくかということ

については若干懸念があったのですけれども、こ

ういう大雪降った時点ではかなり市民の皆さん方

に大きなダメージを与える結果になりました。今

後の関係につきましては、ロータリー車等につき

ましては除雪作業にのみ使うということでありま

すので、今回の総合計画の中でも入れております

けれども、そのような多額な金額のかかる重機等

について市のほうで積極的に購入をして、業者さ

んに貸与をして、業者さんの負担を少しでも軽減

しながら、市民の安全、安心な通路確保という面

で除排雪体制について今後一層の努力をしてまい

りたいと考えております。

以上です。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

対策本部を立ち上げ〇１３番（熊谷吉正議員）

るかどうか確認していませんけれども、立ち上げ

ないまでもいわゆる市民の安心、安全のところの

最優先をどう判断をするかというところは役所だ

けではなくてあらゆる町内会、建設水道だけでは

なくて市民福祉やら全ての関係の耳、知恵を使っ

て情報収集をして、現状どうなっているのかとい

うところあたりはもう一回点検をし直していただ

きたいなと思います。全町内会長あるいは民生委

員児童委員絡みだとか、特に今あした、あさって

緊急的なことが想定をされないような一般市民に

は我慢していただくところは大いにそれは理解を

求めるということもしっかりやらなければならぬ

でしょうけれども、まず安全、安心のところあた

りに手落ちがないようにもう一回総点検をしてい

ただきたいなと思っています。特に対策本部どう

するか、この後また雪どうなるかという、この雪

に入ってからまだ１カ月たっていませんから、恐

らくその後のことも関係しますので、どういう判

断をしていくのか改めて責任ある立場でお聞きを

いただきたいと思いますが、私最後のほうに堆積

場の話ししたのは、大学には今どのぐらいスペー

ス、余り有効活用も夏場は少ないのですが、春も

処理が大変でしょうけれども、そんなこと言って

いられませんから、どのぐらいの台数を想定をさ

れているのか。緊急避難的に２５日から１月１４

日までで十分積み上げるだけのボリュームが出て

くるのかどうか。その判断が必ずしも十分でない

とすれば、先ほど言った市の発注部分のこともあ

りますけれども、年末年始、年始はそう動きはな

いけれども、年末、あと１０日集中すると私思う

のです、個人や民間でも相当。そうすると、でき

るだけ近いところに置かざるを得ないというのは、

業者さんにも一部聞きましたけれども、やっぱり

日進の奥まで持っていくのと近場で堆積をさせて

もらうのでは１日五、六台の差が出てくるのでな

いかというふうにはっきり言っておられますし、

きのう私も雪印の中全部歩きましたけれども、暗

くなったけれども、一部土が出てちょっとやわら

かいところもありましたけれども、ほかはかなり

安定、きょうも少し温度差がありましたから。た

だ、旭東は結構まだうんでいるなという感じはし

ましたけれども、そこはもっと適切に判断をして、

年内大学だけではなくてもう一カ所、ダンプの効

率化も含めてしっかり判断をしていただくことが

大切なのかなと。相当の量がやっぱり家の前に雪

出ると思います、これは。個人でも小型機械頼ん

ででも出ると思います。それは、年明けてから本

格的にやる排雪の雪を事前に持っていっていただ

くわけだから、多分個人が。当然それは減ってく

るわけだから、トータルして考えればいわゆる個

人や市民や民間の力ももっともっと総動員いただ

いた上で、堆積場はかなり緊急なスピード感、部

長にもこの１週間前ぐらいからいろいろ状況をお

伝えをしてきていますから、大学の話が一つ出て
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ちょっとほっとしましたけれども、それだけで対

応は十分かなという心配がございますので、現地

もう一回部長や現場のしっかり情報格差がない状

態で業者さんや市民に伝達をお願いをしたいなと

思っておりますので、ぜひそこは２つ目に要請を

したいと思います。

それから、救急、消防の関係、一時的にそれは

歩道のあるところは市道だからいいのですけれど

も、民地に多少入ってでも地域の理解を得ながら

積み上げさせてもらうというところもたくさんあ

ると思うのです。そこはしっかり積極的に対応を

求めたらいいというふうに私は思うのです。いず

れにしても、排雪するわけだから。やっぱりこの

往来できないというのは、生活道路はほとんどで

すから、そこは現状認識同じまちに住んでそう変

わらないと思いますので、いろんな方策を協力を

求める、できるものは行政でしっかりやる、業者

さんにも頑張っていただくということで、やっぱ

り年末の対応が私は非常に重要だと思うのです、

正月という行事の関係でいくと。消火栓にどれだ

け近いのかという、本当に往来できる状態になる

のかどうかという、消防との連携なんかも含めて

もう一回やっぱり総点検した上で、もし火事だと

か救急のときの対応にそれが原因でということに

ならないように目いっぱい目まいするぐらい頑張

ってほしいし、私どももそれはいろんなことをし

っかり対応していかなければならぬというふうに

思っていますので、改めてお聞きをいたします。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

堆積場の容量関係に〇副市長（佐々木雅之君）

ついては、長内部長のほうから。

災害対策本部の取り扱いの関係につきましては、

実は１２月１６日に選挙がありましたけれども、

今週の月曜日と先週の月曜日、庁議２回ありまし

たので、その中で可能な対応について状況把握も

含めてするようにということで市長から指示が出

ておりましたので、福祉の分野の関係については

高齢者除雪サービスの中で本当に困っている人方

が玄関前が吹きだまりになってあかないところに

ついては民生委員さんから情報をもらいながら対

応するようにと。それから、消防の関係について

は、名寄地区では消火栓の関係についてこの異常

降雪にも耐えられるような形でかさ上げ工事を消

火栓にこの間やってきておりまして、それが埋ま

るような状況になったときには常時の消火栓維持

の活動として消防職員みずから手作業でスコップ

であけているという状況もありますので、この辺

については改めて消防のほうにふぐあいがないか

どうかも含めて私のほうから検討してまいりたい

と思っています。

なお、今熊谷議員おっしゃったようにクリスマ

ス以降についても雪の心配がないわけではないの

で、改めてきょうの議会終わった後、協議をさせ

ていただいて、万全の体制も含めて考えてまいり

たいと思っています。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

大学のグラウン〇建設水道部長（長内和明君）

ドのトラック、排雪ダンプの量的なものという数

字の先ほどお話ありましたけれども、昨年の排雪

助成ダンプの総数が約３００台ございました。

今回グラウンドの投雪を考えたときに、総体では

約５００台まで可能という判断をいたしました。

シーズン分の半分は大学で終わるのかなと。ただ、

これから降雪量によってまた変わってくるものと

思いますので、このことにつきましては先ほども

言いましたけれども、数カ所まだ当たっていると

ころがありますので、そこのほうで対応していき

たいなと。議員が言われている今市が持っている

排雪場につきましては、先ほども言いましたけれ

ども、幹線道路あるいは通学路、そして生活道路

と、ここをやっぱりオープンにしていかなければ

ならないという判断がございますので、できれば

ここは市道として何とか確保したいなと思ってお

ります。先ほどの議員の言われている緊急時につ

きましては、先ほど言いました数カ所で今後努力

していきたいなと思っていますので、御理解をい
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ただければと思います。

熊谷議員。〇議長（黒井 徹議員）

１０日間というか、〇１３番（熊谷吉正議員）

役所は３０日までですけれども、業界さんの皆さ

ん等も十分に連休はとっていると思いますけれど

も、ある面では即決即断を現場でするということ

もたくさんあると思いますから、庁内のそういう

面では即応性の対応についてもしっかり求めてお

きたいというふうに思いますが、この冬のものに

ならないのでしょうけれども、天塩川には何ぼで

も放り込めるという状況ですが、１０トン以上に

なると非常に安全性が保てなくなるということが

ありまして、開発との関係もありますけれども、

構造的にやっぱり一方通行で入って出てくるとい

うことよりも複数の経路をしっかりこのときのた

めに確保するという、新設道路の問題やら迂回路

の問題も含めて、せっかくあるスペースを活用し

切れないという極めてもったいないような感じが

しますので、冬場のこのしばれた時期にそれが民

間の力もかりながらということになるかどうかわ

かりませんが、ある面では大きな教訓としてしっ

かり意識もしていただかなければならないと思い

ますので、大学の関係も出入りの関係では周辺の

大橋地区だとか新北斗、大橋、あとは教育施設と

いうことになりますけれども、十分連携をとって

いただいたり、出入りの関係、安全上の問題、そ

して交通安全の問題も含めて、今も何とかみんな

頭出しながら交差点抜けていますけれども、一停

が見えなくなっているというところもありますし、

十分交通安全の問題も、所管また変わりますけれ

ども、さまざまな部分で、これ以上具体的なこと

は言いませんけれども、ぜひ３１日から二、三日

休めるみずからのためにも寝ないで頑張ってほし

いなと思っていますので、よろしくお願いします。

高橋伸典議員。〇議長（黒井 徹議員）

今大体熊谷議員から〇１０番（高橋伸典議員）

質問がありました。若干ちょっと詳しくやってい

きたいと思うのですけれども、昨年よりも２３３

％降雪があるということで、今現状市道も車が１

台しか通れないという状況で、大変な状況であり

ます。それで、降り始めからの雪が多くて、今の

道路が狭いのもあるのですけれども、雪自体をグ

レーダーが持っていけなくて、もうざくざく状態

なのです。軽自動車なんかがもう車が回ったりす

るような状況なのですけれども、この対策をどう

考えているのかということをちょっとお聞きした

いと思います。

それと、先ほど言ったように民間の車、トラッ

ク協会に入っていないダンプで排雪、または除雪

されている方がおられます。その方々が先ほど熊

谷議員が言ったように市の排雪場所に入れていた

だけないかということで言われて、ちょっとお話

をさせていただきましたけれども、今回短大のと

ころのグラウンドを使用させていただくというこ

とで、大いに結構なのですけれども、どこまでの

部分の車を入れさせていただけるのかというのを

ちょっとお聞きしたいのと、今回この降雪に際し

て大橋の排雪場は車がごった返しました。そして、

当初やっぱり温暖だったものですから、１トン平

ボディーだとかトラックがはまってはまって、あ

そこがもう渋滞状態で、積むのはすぐ積めるので

すけれども、おろしに行くのに１時間、２時間、

３時間待ちで帰ってこなかったというところもあ

るものですから、そういう部分であそこの対処を

どうされる。大分下の地盤はよくなったと言って

いますけれども、先ほど通路をもうちょっと確保

しろという部分もありますけれども、その部分を

どうされるのかというのと、あと市と道道の関係、

そして市と国道の関係、市道から国道に出る場合、

道道から国道に出る場合、本当にもう車の先っぽ

１メーターだとか２メーター出さないと出れない

ような状況で今あります。この対策として、道だ

とか開発にはどういう報告をして、どういう対処

をしてくれということをしているのかちょっとお

聞かせいただきたいというふうに思います。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）
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何点かにわたっ〇建設水道部長（長内和明君）

て御質問をいただきました。まず、道路のざくざ

くということで、これは本当に市民の皆さんに大

変御迷惑をおかけいたしました。１２月６日から

９日、４日間で１２７センチの降雪がありました。

その後暖気が少し続きまして、それによるざくざ

く道になったのかなと、そういうふうにうちのほ

うでは判断をしております。しかしながら、その

前に除雪をしておりまして、一定の形の幅ができ

ていたものですから、全てを削るということでは

かえって市民の皆さんに御迷惑をかけるという、

これが合っていたかどうかはわかりませんけれど

も、そこの判断もございまして、一定程度の部分

の厚みでの除雪になったという判断をしてござい

ます。

そのざくざくの部分については、それぞれ市の

職員と、それと除雪業者のほうでこれは夜中も含

めて対応させていただいております。あと、もし

車がぬかった部分については、警察のほうから連

絡来るようなシステムになっておりまして、それ

ぞれ夜中を通しての作業もあったということで確

認をしております。今後は、少ししばれが入って

きているので、余りそのような心配はないと思い

ますけれども、一回排雪してしまえば問題ないか

なと思っていますので、そのような対応をしてい

きたいなと思っております。

それと、大学の捨てる場合の条件といったこと

だと思いますけれども、この大学につきましては、

大橋のほうは１０トン、要するに排雪助成ダンプ

の車は入れないということになっております。１

０トン以下の個人のものについては、大橋はフリ

ーパスなのでということなのですけれども、大学

のほうは排雪助成ダンプ１０トン以上のトラック

については大学のほうへ入れてもらうと、そうい

うことで考えてございます。今のところは時間が

９時から５時までで、うちのほうでブルを１台置

いて、業者の作業員も１人ついてもらうことにな

っております。その間で投げていただいて、ブル

で押していくと。そうすることによって数多くの

雪の量が投げられるのかなと思っておりますので、

そのような体制をとってまいりたいと思っており

ます。

あと、大橋の通路の関係でありますけれども、

多分もう固まって問題ないのかなとちょっと判断

をしておりますけれども、業者の方も行って、必

ず情報のやりとりやっておりますので、そのよう

なことがあれば市のほうに情報が入ってくること

になっておりますので、問題はないと思っており

ます。

それと、一番大変だというのは市道と道道、そ

れから市道と国道、あるいは道道と国道という部

分がありまして、これは結構、結構といいますか、

苦情が来ております。うちのほうとしても秋口に

一回道道、国道のそれぞれの除雪担当者と協議を

行いまして、連携をしながらやっていこうという

ことで、余りひどいということになった場合は道

と、それから開発のほうに連絡を入れることにな

っております。今回は一気に来たものですから、

市民の逆に苦情のほうが先に入りまして、北海道

と、それから開発のほうには御連絡をして、早急

な対応をお願いしたいということで連絡済みであ

りますけれども、例えば国道１５線なんかはまだ

排雪の状況になっていないと。非常に狭くて、側

がせり上がっていて、交代通行が非常に危険だと

いうことで、そこも市のほうにちょっと苦情来て

おりますけれども、昨日また道のほうへ連絡をさ

せていただいておりますので、多分排雪も近々入

るのでないかと思っております。国道も同じであ

りまして、国道も４０号は融雪槽になっているの

で、排雪ありませんけれども、２３９については

多分今週はもう無理なので、来週ぐらいには排雪

入るのでないかということで、一応お願いはして

あります。ただ、今度の２６日、２７日ですか、

また大雪と吹雪という情報が入っておりますので、

国道は多分それが過ぎてからになるのかなと、そ

んなことも予想されるのかなと思っておりますの
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で、御理解をお願いしたいと思います。

高橋典議員。〇議長（黒井 徹議員）

大体わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

今長内部長言われたところの国道なのですけれ

ども、産業高校の前はもう全くやっていなくて、

ダンプと乗用が交差するのもぎりぎりの状況であ

ります。あそこの枝道から、市道から国道へ出る

ときには皆さんもう車を頭出していかないと見え

ない状況で、大変に危ない状況なものですから、

早急にやっていただかないと事故でも起きた場合

大変かなというふうに思いますので、しっかりと

開発、道に言っていただきたいなというふうに思

います。

あと、もう一点、その排雪はわかったのですけ

れども、９時から５時というのはもうちょっと時

間的な部分というのは延ばせないのか。排雪業者

ほかのところを日中やって、終わってから５時過

ぎから民間の排雪というのが大変今多いものです

から、そこら辺の関係でやはり５時だとほかの普

通の作業をやった後にそちらに回れないという状

況が出てくるのではないかなというふうに思うの

ですけれども、その辺の状況をちょっと教えてい

ただきたいのと、今７日からワンセット、４日か

ら２セットですか、をやっていただきます。そし

て、７日から３セットになるのですけれども、ダ

ンプが４１台ですから十三、四台のセットでフル

稼働できれば相当早く進むと思うのですけれども、

市民の方々いつになったらうちぐらいに来るのだ

という部分がすごくそれを聞きに来るのです。い

つ入ってくるという部分のその周知体制、周知は

ほとんどできないと思うのですけれども、ある程

度名寄新聞でも北都新聞でもいいですから、大体

ここら辺からこういうふうにスタートしまして、

大体この辺で何日ぐらいで終わりそうなのですと

いう情報をやっぱり市民の方々に出していただい

たほうが私たちのところに電話来て、一々聞いて、

大体ここら辺ですというのも非常に大変なもので

すから、その部分というのはできないのかどうか

ちょっと教えていただきたいというふうに思いま

す。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

今２点にわたっ〇建設水道部長（長内和明君）

て御質問いただきました。まず、大学の９時から

５時ということでありますけれども、場所が市街

地ということもありまして、なかなか夜運ぶとい

うことにはならないのかなと思います。もう一点

は、先ほど言いましたブルにつく人の手配であり

ます。ここについてもらう人も朝方１時からまた

除雪に回るという。実質的にはぎりぎりの人の確

保でやっておりますので、作業員もいないという

状況なのでございます。それで、何とか９時から

５時まではということでお願いしたわけでありま

すけれども、何とか１時間でも延びればというこ

とで、多分そういうことだと思いますけれども、

そこはもう一回確認はさせていただきますけれど

も、非常に難しい話かなと思っておりますので、

御理解もひとついただければと思います。

それとあと、排雪の日程なのですけれども、こ

れは昔から多分日程は情報は流していないと思っ

ております。それは、個人の家の雪を全て道路に

置かれるということもありまして、逆に作業能率

が悪くなるというのが一つあって、ただ市民の皆

さんということもあるので、ただ見ていますと排

雪の機械が入ってきますと皆さん一気に出してお

られるという状況もありますけれども、そこはで

きれば今までどおりやらせていただきたいなと。

先ほど副市長のほうからも話ありましたけれども、

家の密集している地域、あるいは道路の狭い地域

から進めてまいりたいと思っておりますので、御

理解のほどよろしくお願いします。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

この間市民の皆さん〇副市長（佐々木雅之君）

方には大変御迷惑をかけていますけれども、先ほ

ど大学のグラウンドの関係についても１月１４日

までというのは東中学校の子供たちの通学がちょ

うど休み期間に入っていまして、そこも視野に入
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れて、全般的に市民の安全を確保するためには除

雪作業で車がいっぱい回るというのも市民の生活

の足確保という面では必要なのでしょうけれども、

子供たちの通学の部分に対する配慮もしながら、

それからここは大災害というか、災害的な形で急

に雪が降りましたので、なかなか装備、人的配置

が十分でない。民間業者の方々にも相当労働安全

上大丈夫かというぐらい年末年始の忙しい中であ

っても時間も延長してやれと、やってくださいと

いうふうにお願いを実はきのうもぎりぎりの調整

を市長も入っていただいてさせていただきました。

そういうことも含めて、こういうことを副市長が

言うと大変おこがましくて申しわけないのですけ

れども、市民の皆さん方にもこういう異常な気象

状況の中で多少我慢をしてもらいながら、日本人

の気質でしょうか、自分のうちの前のところはき

れいにあけている方いっぱいいらっしゃいますよ

ね。それが向かいの人のところのあいているとこ

ろにおっつけて、隣近所のトラブルになっている

というものもありますので、この機会、災害時の

雪対策というところについては市も民間業者も一

生懸命頑張りますので、そういうふうに少し落ち

ついた対応についても市民の皆さん方に理解して

いただけるように議員の皆さん方からもお力添え

いただければありがたいなと思っています。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

大体わかりました。〇１０番（高橋伸典議員）

しっかりまず市民の安全のため、また除雪の方は

本当に苦労されているのはわかります。もう本当

にびっちり走られてやられていることもわかって

おります。本当に除雪の方々も体に気をつけて、

しっかりと市民の安全のために御活躍することを

お祈り申し上げ、質問を終わります。

川村幸栄議員。〇議長（黒井 徹議員）

１点だけお伺いをし、〇１番（川村幸栄議員）

要望をしたいというふうに思います。

通学路についてなのですけれども、排雪を通学

路等幹線道路を先にということだったのですが、

除雪なのですけれども、今お話があったように来

週から冬休み入りますけれども、冬休み明けてか

らもこの雪が続くやもしれないということで要望

させていただきたいと思うのですけれども、登校

時に間に合わないということが各所から声があり

ますし、また下校時、日中も降り積もってしまっ

て、下校時にも子供たちにしてみれば膝ぐらいま

でにもうなっているというようなことがあって、

父母の皆さん、また祖父母の皆さんからかわいそ

うでしようがないと、そんなような声も出されて

いて、ぜひだあっと通っていただく除雪をしても

らうことはできないのかと、こんな声をたくさん

聞いているところですので、要望させていただき

たいというふうに思っているのですが、その部分

についてお答えをいただければと思いますが。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

こんなこと私か〇建設水道部長（長内和明君）

ら言うのおかしい話なのですけれども、間に合わ

ないところがあるという今お話聞いて、当初除雪

始まる前には業者のほうには通学路については十

分対処していただきたいということでお話をさせ

ていただいております。当然登校時あるいは下校

時も含めて、そのような体制をとっていただきた

いということでこれまでもずっと言ってきており

ます。もう一度うちのほうから再度話しさせてい

ただきますので、どうかお願いいたします。

大石健二議員。〇議長（黒井 徹議員）

１点だけちょっとお聞〇４番（大石健二議員）

きをしたいと思います。

この大雪がもたらした雪害に関連して、市内外

に長期間不在の家屋、あるいは管理不全に陥って

いる廃屋、あるいは老朽家屋が調査されて件数も

つかまえておられると思うのですが、屋根に相当

な雪が堆積をしています。多分倒壊の危険性も出

てくるだろうと思うのですが、どのように対策を

立てておられるかお聞きします。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在環境生活課のほ〇市民部長（土屋幸三君）
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うで空き家の部分については押さえているところ

でございます。この大雪による不在あるいは空き

家ということで、担当のほうにもかなり危険だと

いう電話が何本か入っておりまして、それについ

ては実際に見に行っているところでございます。

これは、一般の市民の方、あるいは町内会の方含

めて御連絡があるところでございます。不在であ

っても所有者のわかる方、あるいは行き先隣近所

に聞きましてわかっているという方につきまして

は御連絡を申し上げ、対処するような方策をとっ

ておりますし、これはどうもならない、危険だと

いうものに対しては町内会等々と協力をしながら

処理をしてきているところでございます。

大石議員。〇議長（黒井 徹議員）

市民の皆さんの財産で〇４番（大石健二議員）

すから、なかなか行政が立ち入ってやるのも難し

い側面があろうかと思うのですけれども、倒壊し

てしまうと非常にまちの景観が汚されるというよ

うな側面もありますので、ぜひとも入念な監視を

お願いいたします。

以上です。

ほかに御発言ございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（黒井 徹議員）

します。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時４５分

再開 午後 １時４５分

再開いたします。〇議長（黒井 徹議員）

日程第３ 平成２４年第３回定例会付託議案第

１号 駅前交流プラザ「よろーな」条例の制定に

ついてを議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

経済建設常任委員会、竹中憲之委員長。

議長よ〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

り御指名がございましたので、平成２４年第３回

定例会において当委員会に付託をされました付託

議案第１号 駅前交流プラザ「よろーな」条例の

制定について、審査の経過並びに結果について報

告をいたします。

委員会は、高橋経済部長を初め担当職員の出席

を願いまして、１０月１２日の第１回委員会を皮

切りに、１０月２６日、１１月８日、１１月２２

日、１２月７日の都合５回開催をいたしました。

本条例案に対する詳細な説明を受け、慎重に審査

を行いました。

閉会中審査による第１回の委員会では、初めに

正副委員長において事前に参考資料として提出を

求めていました規則の概要について説明を受けま

したが、内容が概要説明にとどまっていたことか

ら全委員から審査の対象とはならないものの内容

を読み取るものではないという指摘があり、再提

出を求めることとなりました。

次に、付託案件に係る条項審査について各委員

から出されました主な質疑は、第４条、指定管理

による管理にかかわり指定管理者に行わせること

ができるとあるが、指定管理が五分五分の表現で

あるにもかかわらず、第９条以下の主語はいずれ

も指定管理者となっており、第８条で読みかえる

手法をとっているが、その法的根拠はに対しては、

指定管理料を算出するために当分の間市長が管理

させていただくという判断をした。法的根拠につ

いては、法制担当と協議をさせていただいたとい

う答弁がありました。また、第１７条の運営委員

会のあり方、備考の冷暖房の減免のあり方、物販

実施の際の使用料のあり方、施設管理体制のあり

方などについて議論がありました。

第２回委員会では、さきの委員会で再提出を願

った規則の説明を受けた後、前回指摘のあった件

について法制担当と協議した第４条については、

指定管理に関する条例自体に問題はないという判

断を示される一方、わかりづらい部分もあるので、

市民周知の際にはわかりやすい方法で説明したい
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と理解が求められましたが、その後においても一

定の論議になったところであります。

このほか主な質疑では、第１条、目的及び設置

に関して、目的では商工業の発展及び中心市街地

の活性化に寄与するためとしているが、基幹産業

である農業を初め林業への対応も必要ではないか

との質問に対しては、周知の段階で広くにぎわい

づくり創出のためいろいろな団体に利用を呼びか

けたいとの答弁がありました。また、第１１条の

利用許可の取り消し及び利用の制限、第１４条、

利用料金の不還付、第１６条、損害賠償、第１７

条、運営委員会などについて議論があったところ

であります。さらには、地方自治法第２４４条に

うたわれている公的な施設との整合性、第１６条

の損害賠償にかかわって損害を市長に賠償しなけ

ればならないとしたことの見解については次回に

答弁を持ち越すこととなりました。

第３回委員会では、答弁を持ち越した２件にか

かわる答弁があり、公の施設との整合性について

は社会通念上の許容範囲を超えないことで利用を

促進していく。損害賠償については、公の施設の

設置者である名寄市長にということであり、市長

個人に賠償するのではないとの説明がありました。

各委員と説明員による質疑が一定終了したこと

を受け、その後委員間討議に入りましたが、第１

条、目的の範囲及び第４条の指定管理による指定

にかかわり委員間で議論が繰り返され、再度説明

員に出席を願ってさらなる質疑を行いましたが、

第１条の目的を変更した場合に補助金等の申請書

の差異が与える影響、第４条の指定管理者による

管理で市長が指定するものに行わせることができ

るを市長が指定したものに行わせるものとすると

した場合の差異について答弁を求めたものの、次

回に再び回答が持ち越しとなる事態となりました。

第４回委員会では、持ち越しとなった案件に対

し、商工業の発展とうたっているほうが整合性も

とれている。条文の組み立てにおいては、特段ふ

ぐあいがないと判断していると答弁がありました。

しかし、各委員からはにぎわい創出が最大目的の

よろーなにおいては、商工業の発展と限定するの

ではなく、地域経済の発展とすることが適切とす

る指摘が相次ぐとともに、第４条の指定管理移行

までの直営期間が当分の間としたことで期間が不

明確であるのであれば指定管理者が前提の条文で

はなく、市長としての熱意を示す意味でも１８条

で読みかえるのではなく、市長を主語として条文

整備を図るべきとする意見が大勢を占めました。

第５回委員会では、久保副市長が出席し、冒頭

副市長より前回までの委員会審査の質疑に対する

答弁において当分の間として不明確であった直営

期間について、直営による施設管理については光

熱水費等維持管理費などの検証を経て、オープン

から２年間を目途とし、特別な事情がない限り３

年目以降から指定管理に付していく考えと答弁を

訂正する発言がありました。

この後の委員間討議では、直営期間が明らかに

なったことから条文の修正は必要なしとする意見

が全員より出されましたが、一方では同条例の審

査にかかわり答弁修正が行われるとともに質疑に

対する答弁が再三再四持ち帰り協議となったこと

に対し委員と説明員の信頼関係を保つ意味で是正

が求められるという点、また当初の直営の２年間

は市長の陣頭指揮でにぎわい創出を図ること、利

用しやすい施設であることをしっかり市民周知す

ることが委員から求められました。

引き続き結審に入りましたが、目的及び設置の

第１条中、商工業の発展とあるのを地域経済の発

展に改め、一部修正案が全委員により提出され、

この修正案について全会一致で可決すべきものと

決定をいたしました。修正部分を除く部分を原案

どおり可決すべきものと決定をしたところであり

ます。

以上、当委員会に付託されました付託議案第１

号 駅前交流プラザ「よろーな」条例の審査の経

過と結果の報告とさせていただきます。

これより、委員長報告〇議長（黒井 徹議員）
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に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

ただいま委員長のほう〇１番（川村幸栄議員）

から詳細なる御報告をいただきました。また、５

回ですか、慎重審議を進められたことに敬意を表

したいというふうに思います。

そこで、今御報告の中で私がちょっと気になっ

ていた部分が御説明の中になかったのかなという

ふうに思いますので、次の２点について審議がさ

れたのかどうか、されたのであればどういった経

過だったのかについてお知らせをいただきたいと

思います。

１つは、第３条にかかわってなのですが、施設、

第３条、よろーなに置く施設は別表のとおりとす

るということになっていまして、この別表の中に

商工会議所であったり、消費者センターであった

り、消費者協会がここの中に施設として入ってい

ませんので、私はやっぱりよろーなに置く施設は

というふうになっているのであれば、この中にも

施設名が入っていていいのではないかというふう

に思っています。この中にそういった経済関係の

ところが入っていくということで地域経済の発展

というふうなことに改めたのだというふうに思う

のですが、その部分に対する議論経過、議論があ

ったのかどうかお知らせください。

もう一点は、この別表の中にあります１階のバ

ス待合所事務室にかかわってなのですけれども、

私は専用スペースというふうに理解しているので

す、バス待合所事務室というのは。バス待合所事

務室です。ここのところが時間ごとの区割りにな

っていて、そして利用料金が掲載されているので

すけれども、一定専用スペースであればこういっ

た時間ごとの利用ということが必要ないのではな

いかというふうに私は理解したのですけれども、

そういった部分について議論があったのか、なか

ったのかについてお知らせをいただきたいと思い

ます。

（何事か呼ぶ者あり）

別表にあります１階の〇１番（川村幸栄議員）

施設の一番下のほうにバス待合所事務室というの

があります。このバス待合所事務室というのは、

私は専有スペースだというふうに理解をしている

のですが、ここが時間ごとの区割りによって利用

料金というふうに設定されているのですが、こう

いったことは必要ないのではないかというふうに

私は考えているのですが、そういった部分で議論

があったのかどうかお聞きしたいと思いました。

竹中委員長。〇議長（黒井 徹議員）

１点目〇経済建設常任委員長（竹中憲之議員）

の扱いについては、直接議論というところではな

かったのでありますが、商工会議所の関係では経

済センターの扱いとして別扱いという状況であり

ますから、そこはありませんでした。

２点目のバス待合室の関係では、率直に言って

議論のなかったところでありまして、それはもし

何かあればちょっと私の委員会としてのミスかも

しれませんが、現状は細かいところまではその議

論はされていなかったです。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

特に議論がなかったと〇１番（川村幸栄議員）

いうことでした。

最初の施設の部分なのですが、では駅前交流プ

ラザよろーなというのは、建物全体というふうに

私は把握していまして、その中に入っている施設

は全てというふうに判断をしたものですから、そ

こに記載がないということでちょっと疑問があっ

たというところだったのですが、そういうふうに

は議論にはならなかったということで、了解しま

した。

ほかに質疑はございま〇議長（黒井 徹議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

それでは、以上で質疑〇議長（黒井 徹議員）

を終結いたします。

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。本件の委員長報告は修正で
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す。委員長報告のとおり決定することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、平成２４年第３回定例会付託議案第１

号は委員長の報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 ２時００分

再開 午後 ２時００分

再開します。〇議長（黒井 徹議員）

日程第４ 議案第１８号 名寄市災害時におけ

る相互支援に関する条例の制定についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１８号 名寄市災〇市長（加藤剛士君）

害時における相互支援に関する条例の制定につい

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、東日本大震災以降の災害対策において

本市で行っている独自の防災訓練や災害時の要援

護者支援などの減災対策の取り組みに加え、自治

体間の迅速な相互支援の仕組みを条例で法制化し

ていくことが被災した自治体の復興などに寄与す

るだけでなく、ひいては本市の市民の生命と生活

の安全を確保し、災害対応力の向上となることか

ら、本条例を制定しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

本件は、総務文教常任委員会に付託をいたしま

す。

日程第５ 議案第１９〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に係る特定公園施設の設置に関する基準を定

める条例の制定について、議案第２０号 名寄市

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る

道路の構造に関する基準を定める条例の制定につ

いて、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１９号 名寄市高〇市長（加藤剛士君）

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特

定公園施設の設置に関する基準を定める条例の制

定について及び議案第２０号 名寄市高齢者、障

害者等の移動等の円滑化の促進に係る道路の構造

に関する基準を定める条例の制定について、一括

して提案の理由を申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第２次地域主権改革一括法によ

り、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律の一部が改正をされ、これまで国が定

めていた移動等円滑化のために必要な特定公園施

設の構造に関する基準及び移動等円滑化のために

必要な道路の構造に関する基準が地方自治体の条

例に委任されたことに伴い、当該２本の条例を制

定しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第１９〇議長（黒井 徹議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

議案第１９号外１件は、経済建設常任委員会に

付託をいたします。

日程第６ 議案第２１〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市道路の構造の技術的基準等を定める条

例の制定について、議案第２２号 名寄市準用河

川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の
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制定について、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２１号 名寄市道〇市長（加藤剛士君）

路の構造の技術的基準等を定める条例の制定につ

いて及び議案第２２号 名寄市準用河川管理施設

等の構造の技術的基準を定める条例の制定につい

て、一括して提案の理由を申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第１次地域主権改革一括法によ

り、道路法及び河川法の一部が改正をされ、これ

まで国が定めていた道路の構造及び道路標識等に

関する基準及び河川管理施設等の構造基準が地方

自治体の条例に委任されたことに伴い、当該２本

の条例を制定をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、議案第２１〇議長（黒井 徹議員）

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

議案第２１号外１件は、経済建設常任委員会に

付託をいたします。

日程第７ 議案第２３〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市都市公園条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２３号 名寄市都〇市長（加藤剛士君）

市公園条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第２次地域主権改革一括法によ

り、都市公園法の一部が改正され、これまで国が

定めていた都市公園に関する基準の一部が地方自

治体の条例に委任されたことに伴い、本条例の一

部を改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第８ 議案第２４〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄市営住宅管理条例の一部改正についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２４号 名寄市営〇市長（加藤剛士君）

住宅管理条例の一部改正について、提案の理由を

申し上げます。

本件は、地域の自主性及び自立性を高めるため

の改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律、いわゆる第１次地域主権改革一括法によ

り、公営住宅法の一部が改正をされ、これまで国

が定めていた公営住宅の整備基準及び入居収入基

準が地方自治体の条例に委任されたことに伴い、

本条例の一部を改正をしようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し
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上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

本件は、経済建設常任委員会に付託をいたしま

す。

日程第９ 議案第２５〇議長（黒井 徹議員）

号 名寄地区衛生施設事務組合を組織する市町村

数の増加及び名寄地区衛生施設事務組合規約の変

更についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２５号 名寄地区〇市長（加藤剛士君）

衛生施設事務組合を組織する市町村数の増加及び

名寄地区衛生施設事務組合規約の変更について、

提案の理由を申し上げます。

名寄地区衛生施設事務組合は、名寄市、美深町、

下川町で構成をされるし尿及び浄化槽汚泥並びに

炭化ごみの共同処理を目的とした一部事務組合で

ありますが、本件は平成２５年度からの音威子府

村の加入と最終処分場に係る広域化の協議が進め

られ、今般音威子府村の加入と最終処分場の建設

及び管理運営を組合方式で行うことで協議が調い

ましたので、本組合の規約の変更を行うべく地方

自治法第２９０条の規定に基づき議会の議決を求

めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２５号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１０ 議案第２〇議長（黒井 徹議員）

６号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２６号 財産の取〇市長（加藤剛士君）

得について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２４年度名寄市一般会計予算にお

きまして議決をいただきました小中学校教職員校

務用端末機器整備事業にかかわるものであり、平

成１９年度以前に市内小中学校に導入した教職員

校務用端末機器が老朽化をしたため更新する当該

機器一式を８８３万６７５円で取得しようと

するものであります。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により、議

会の議決を求めるものであります。

以上、提案の概要について申し上げましたが、

細部につきましては教育部長から説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

補足説明を鈴木教育部〇議長（黒井 徹議員）

長。

小中学校教職員校務〇教育部長（鈴木邦輝君）

用端末機器の取得について補足説明を申し上げま

す。

現在市内小中学校に配置をされている教職員の

校務用端末機器は、小学校においては平成１８年

度以前に、中学校においては平成１９年度に導入

されたものであります。機器導入後５年以上経過

する中で老朽化による故障などのふぐあいが頻繁
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に発生したり、ハードディスクの処理能力が格段

に劣るため業務に支障を来している現状となって

おり、今回整備をするものです。

今回の整備の概要ですが、各校の職員室に教職

用ノートパソコンを小学校で１７５台、中学校で

７５台の計２５０台を配置をし、さらに映像の処

理や編集などの作業を行う際に使用するものとし

てデスクトップ型パソコンを各学校それぞれ１台

配置をするものであります。また、各校で業務用

に蓄積されたデータの誤操作による紛失を防ぐた

め、データを定期的にバックアップするなどファ

イルサーバーの機能強化をしてございます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（黒井 徹議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

これより採決を行います。

議案第２６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、議案第２６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１１ 意見書案〇議長（黒井 徹議員）

第１号 安心できる介護制度の実現を求める意見

書、意見書案第２号 患者数が特に少ない希少疾

病用医薬品（ウルトラ・オーファンドラッグ）の

開発促進・支援のための法整備等を求める意見書、

以上２件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外１件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採決〇議長（黒井 徹議員）

を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、意見書案第１号外１件は原案のとおり

可決されました。

日程第１２ 報告第２〇議長（黒井 徹議員）

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第１３ 閉会中継〇議長（黒井 徹議員）

続審査（調査）の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。

日程第１４ 委員の派〇議長（黒井 徹議員）

遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

議長〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員）

より指名がありましたので、市民福祉常任委員会

の視察報告を申し上げます。

当委員会は、去る１１月５日から１１月８日ま

での４日間の日程で道外５カ所、京都府亀岡市、

兵庫県加古川市、相生市、南あわじ市、岡山県瀬
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戸内市の視察をいたしました。

最初の視察先、亀岡市では、セーフコミュニテ

ィーについて研修をしました。セーフコミュニテ

ィーは最大の福祉であると市長のリーダーシップ

のもと積極的に取り組まれ、事故やけがは偶然に

起こるものではなく、予防できるという考えのも

と地域住民や行政などが連携、協働して、誰もが

安全で安心に暮らすことができるまちづくりを阪

神・淡路大震災以降取り組みを進めてきています。

阪神・淡路大震災の死因の多くは圧死であったこ

とから、予測不能の自然災害であっても人間の力

で最小限に災害をとどめることを目指し、スウェ

ーデンで実施されているセーフコミュニティー認

証を２００８年に取得、ことし１０月に国内初の

再認証を受けている。セーフコミュニティー認証

は７指標から成り、その指標を進めることにより

外傷を防ぐことだけでなく地域のつながりを持続

的に強めている。安全コントロールでは、科学的

な分析と具体的な対策を考え、救急搬送データの

活用や地元大学の協力も得てデータ分析を行い、

重要なテーマを特定し、対策から効果までの検証

をしている。取り組みを進める中、地域の安全や

事故やけがなどが明らかに減少し、市民の関心も

高まっている。亀岡市が認証を受けた後、全国的

には青森県十和田市、神奈川県厚木市が認証、そ

のほか８市区町村が認証予定、あるいは認証に向

けて活動中とのことでありました。

次に、加古川西市民病院の地域医療支援につい

てと２４時間保育について研修をいたしました。

加古川市民病院が平成２１年に常勤医１名となり、

総合病院としての存続、また地域医療の崩壊の危

機に瀕したことから、神戸製鋼が経営している神

鋼加古川病院と経営統合を申し入れ、現在の加古

川西病院と改称し、今は外来１３診療科、一般病

棟１３０床、医師８３名、看護師３１１名、医業

収益１６２億円の病院となっています。地域医療

支援の取り組みは、身近な地域医療に根差し、紹

介患者に対する医療提供、医療機器の共同利用の

実施を通し、第一線の地域医療を担うかかりつけ

医、地域医療の確保を図る病院として平成２３年

３月に承認され、かかりつけ医の逆紹介も含めた

紹介患者中心の医療提供、医療機器の共同利用、

救急医療の提供、地域医療従事者に対する研修の

実施を行っています。承認のメリットとしては、

診療報酬の係数加算で年０００万円の加算や地

域にある医療機関との連携強化と同時にイメージ

アップしたということでした。

２４時間院内保育については、平成２１年４月

に新規開設し、医療関係従事者の確保と定着、復

職支援の目的から当初から２４時間保育として実

施。運営については、一般型プロポーザル方式に

より事業所を選定し、全面委託している。認可外

保育所で、定員は３０名、月の保育料は２万０

００円から４万円で、３人目無料、夜間保育は月

平均一、二名の利用ということでした。年間０

００万円の病院の負担となっているが、職員福利

厚生の一環として位置づけている。メリットとし

ては、２４時間保育園があることにより着任した

医師がいたり、育児休業の繰り上げ短縮の例もあ

るということでした。

次に、瀬戸内市を訪れ、マイ保育園サポート事

業とファミリーサポート運営事業について研修を

いたしました。瀬戸内市では、安心して子育てが

できるまち、みんなでしようや子育て支援を基本

方針として子育てに取り組み、マイ保育園サポー

ト事業では子育てに対し不安の多い時期の妊娠中

から子供が４歳になるまでの間、身近な保育園に

登録することにより、かかりつけの保育園として

保育士らなどから継続し育児、子育て相談、施設

開放サービスが受けられる事業で、特に初めての

子育ての方には心強いサービスになっています。

ファミリーサポート運営事業については、子育

て応援をしてほしい方と応援をしたい方とで構成

する子育て助け合い事業で、保育園の時間外のサ

ポートや幼児、園児の送迎、学童の放課後や軽い

病気などの一時預かり、そのほか保護者外出時の
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依頼など幅広い対応でサポートをしています。サ

ポート会員がまだ少ないため、会員の拡大が課題

とのことでした。

次に、相生市では、子育て応援都市宣言につい

て研修をしました。人口が名寄市と同規模の３万

０００人のまちで、子育て応援にかかわる１１

の事業を実施するために平成１７年度から５年間

行財政改革を行い、投資的経費２０億円を初め人

件費などの縮減も含め２７億０００万円の効果

を上げ、財源確保に努めた。子育て宣言では、子

供は次代を担うかけがえのない存在であり、子供

たちが夢と希望を持ち、健やかに育つことは私た

ちの願いです。子供を産み育てやすい環境をつく

り、心豊かなたくましい人を育てることは私たち

の使命ですという市長の公約のもと、まち全体で

子育てを支えることを目指し、子育て応援都市宣

言に至りました。

具体的な事業内容と事業費は、出産祝に１人５

万円、２５０万円、子供医療費の拡大で小学校

４年生から中学校３年まで入院医療費の無料化で

０００万円、ゼロ歳から２歳までの有料子育て

支援サービスに使える応援券１人３万０００円、

幼稚園及び学校給食の無料化で１億０００万円、

市立幼稚園、保育所の無料化で６００万円、預

かり保育事業に６００万円、子供を鍛えるためエ

アコンを設置しない扇風機事業では５００万円、

居住支援では民間賃貸住宅に入居する４０歳未満

の世帯につき１万円を３年間補助する事業で１

００万円、４０歳未満の夫婦世帯が新築及び購入

すると月額１万円で５年間、合わせて６０万円を

贈る事業で０００万円など大きな予算をかけて

事業を行っています。

事業に当たっての窓口は定住促進室であるが、

関係する所管が多岐にわたるため役割分担を明確

にしながらしっかり連携をとり、ワンストップサ

ービスに気を配っているため苦情も少ないとのこ

とでした。実施後の状況では、移住、定住におい

ては人口の自然増減はあるが、若者層の近隣都市

からの転入が進んでいると推測している。子育て

世代の周知のほうもほぼ行き渡り、口コミで評判

が広がりつつあるが、住宅地の提供が思うように

できない不便さがあるが、郊外の安価な分譲地を

求めて転入される方も多くなっているとのことで

した。

最後の研修先、南あわじ市では、いきいき１０

０歳体操について研修をしました。いきいき１０

０歳体操は、平成１５年に高知市で考えられ、周

辺自治体に広がりを見せ、北海道では恵庭市、滝

川市、上砂川町が取り入れている。介護認定で要

支援になる原因の１位、２位を占める関節疾患や

骨粗鬆症を予防するため、平成２２年度から実施

することになりました。体操の内容は、準備体操、

おもりを使った５種類から７種類の筋力づくり運

動、整理体操で構成され、３０分から４０分間行

い、高齢者では週一、二回行うことで筋肉量が増

加する。地域で始める条件としては、最低週１回

集まり、３カ月以上継続できること、体操したい

人が５人以上いること、地域でテレビ、ＤＶＤ、

またはビデオデッキ、椅子を用意することとし、

市からは体操の映像の入ったビデオ、体操に使う

おもり、バンドを貸し出し、最初４回の技術支援

と定期的支援を行っています。現在３５カ所、登

録者６４０名、うち介護認定者４７名、参加平均

年齢７５歳、体力測定では５メートルの最大歩

行改善で７７％、タイムアップアンドゴーの改

善で７２％、どちらか一つでも改善した人８６

％、参加者の感想では足のふらつきや痛みが治っ

た、横向きで階段をおりていたが、普通にできる、

和式トイレが楽に使える、グラウンドゴルフや農

作業に復帰できた、体操に来ればみんなと話がで

きる、ひとり暮らしの人を誘うと安否確認にもな

るなど生き生きとした取り組みでした。

以上、５カ所の研修を終え、後日委員間で意見

交換を行いました。どこの取り組みについても見

聞を広げる貴重なものでありましたが、特に初日

に研修を受けた亀岡市で行っているセーフコミュ
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ニティーと最後の研修地、南あわじ市のいきいき

１００歳体操については、本市でも取り組む価値

が十分あると委員の一致をした意見でありました。

また、常任委員会委員だけの視察でなく、市民サ

ービスの向上を目指すということでは委員と同じ

立場で所管職員も数名同行し、先進地の取り組み

を研修し、思いを同じく市政向上に反映すべきも

のとの意見も委員の一致した意見であることも報

告し、市民福祉常任委員会の視察報告とさせてい

ただきます。

なお、さらに詳しい報告書については、議長に

提出してありますので、御一読をいただきたいと

思います。

以上です。

次に、議会報特別委員〇議長（黒井 徹議員）

会、大石健二委員長。

議長より〇議会報特別委員長（大石健二議員）

御指名をいただきましたので、議会報特別委員会

の行政視察報告を申し上げます。

当委員会は、去る１１月１５日から１６日まで

の２日間、登別市議会議会だより編集委員会及び

北海道新聞旭川支社の２カ所を視察、それぞれ議

会報の編集及び委員会活動に加え、記事見出しの

つけ方や写真撮影の技法などについて研修を行っ

てまいりました。

初日の１５日は、登別市議会議会だより編集委

員会の二瓶秀幸委員長より同委員会が編集する発

行部数約２万１００部の議会報でぃすかす及び

議会ホームページの企画編集についてお聞きをす

ることができました。タイトルのでぃすかすは、

英語のＤＩＳＣＵＳＳに由来をしており、創刊時

に市民を対象に実施をした公募により選ばれたも

のです。でぃすかすは、平成８年５月に設置され

た議会だより編集特別委員会の編集によりＡ４判

１色刷り６ページ立てで創刊され、以後定例会ご

とに年４回発行を続け、この１１月１日付の発行

分で６２号を数えています。

編集特別委員会は、より多くの市民の声を反映

させようと平成１３年にアンケートを実施、その

結果市民の８０％強がでぃすかすを愛読している

との回答が得られたことから、議会報の詳報が閲

覧できるようインターネット上に独自のホームペ

ージを開設する準備に着手、同年１０月に待望の

登別市議会のホームページが開設されたことでそ

れまでの努力が実を結びます。名寄市議会のホー

ムページは、登別市議会から７年ほど後となる平

成２０年９月に開設をして以来多くの市民の皆様

に閲覧をいただいているところですが、登別市議

会のホームページ上の情報提供は見やすく区画整

理をされており、見たい、読みたい情報へ簡単に

アクセスできるよう工夫されています。このホー

ムページ開設と後述する紙面刷新と同時期に議会

だより編集委員会の組織がえも行われました。名

称もそれまでの議会だより編集特別委員会から特

別を外して常任委員会としての議会だより委員会

に改められ、所管も議会だよりの編さんに関する

事項から議会のホームページ編集権を加えた議会

広報活動に関する事項に権能が拡大されることに

なりました。

また、議会改革の一環で議会費削減が目的の紙

面刷新では、これまで年４回、Ａ４判６ページ立

ての単独発行を改め、登別市が毎月発行する広報

のぼりべつに年４回挟み込む一体化発行に変更い

たしました。これにより従来までの年額約１７０

万円の経費が１４％に相当する年額約３０万円

の経費に抑え込むことができたとのことでした。

現在名寄市議会で発行する議会だよりなよろは、

年４回、Ａ４判で１０ページから１６ページ立て

で年額約２７０万円の予算が計上されています。

視察後の委員による意見交換では、名寄市議会

議会報特別委員会においても議会経費の縮減はも

ちろんのこと市民の皆さんから寄せられている紙

面組みの改善など、読者である市民を主役にした

委員会活動をまずはできるところから始めようと

いう明春の委員会から具体的な協議に入ることを

確認をいたしました。
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翌１６日の北海道新聞旭川支社では、第一線で

活躍する報道カメラマンから実際にカメラを使っ

ての実技で写真撮影の技術向上につながるヒント

が伝授されました。私たち委員は、毎回順番で議

会だよりの表紙写真や記事中に掲載する写真を撮

影していますが、イベント写真や集合写真などの

撮影ではアマチュアなるがゆえに大層苦心してい

ましたが、何よりもまず照れや羞恥心を捨てて、

一歩前へ進み出てシャッターを押すことの勇気を

学ぶ機会を得ましたので、次号以降の議会だより

の写真からは皆様の御期待に沿えるできばえの写

真をごらんいただけるものと確信をしております。

また、わかりやすい見出しのつけ方は、実際に

新聞の見出しをつけている整理部デスクからこの

日発刊された朝刊を使って講義を受けました。新

聞社では、見出しの文字数を字数ではなくて本数

を単位に数えます。通常の見出しの本数は、９本

から１０本以内、つまり９文字から１０文字以内

が原則で、これをオーバーすると記事の核心が焦

点ぼけするとのことでした。ところで、名寄市議

会の議会だよりの見出しの本数、字数も１０文字

を原則としていますが、近年は本数、字数オーバ

ーが目につくようになってきていますので、字数

を堅持していただくようこの場をかりてお願いを

申し上げます。見出しのつけ方は、その記事の核

心をずばり適合表現する技術だけに日ごろから目

にする、耳にする事柄を端的に文字表現するトレ

ーニングを積むことが重要だというお話でござい

ました。

今回の視察研修で得た貴重な収穫の多くを２７

号以降の議会だよりなよろの編集及び委員会活動

に反映させるよう取り組んでまいります。

この視察報告は要約して御報告をさせていただ

きましたが、詳細な報告書につきましては黒井議

長のほうに提出してございますので、ぜひとも皆

様に御一読を賜れば幸甚に存じます。

以上で議会報特別委員会の行政視察報告とさせ

ていただきます。

以上で委員の派遣報告〇議長（黒井 徹議員）

を終わります。

以上で今期定例会に付〇議長（黒井 徹議員）

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２４年第４回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ２時３７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 駒 津 喜 一

署名議員 日根野 正 敏


