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平成２４年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２４年９月１９日（水曜日）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、

２番 奥 村 英 俊 議員

１７番 山 口 祐 司 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。

中心市街地活性化にかかわって外３件を、佐藤

靖議員。

おはようございます。〇９番（佐藤 靖議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告に従い

順次質問をいたします。

最初に、中心市街地活性化にかかわって見解を

お伺いします。まず、名寄商工会議所ほか３団体

のよろーな入居基準及び役割についてであります。

ＪＲ名寄駅横の再開発については、市民の皆さん、

そして議会内でもさまざまな議論を重ねた結果、

当初のバスターミナル、観光インフォメーション

センターの機能に加え、経済センター機能、市民

会館機能を備えた複合交通センターとして建設す

ることとなり、来年４月のオープンを目指して工

事が進められています。これにあわせて今議会に

は、駅前交流プラザ「よろーな」条例の制定議案

が提出され、５日の定例会初日に経済建設常任委

員会に付託となり、今後第４回定例会までの結審

を基本に同委員会内で審査が行われることとなり

ます。付託された条例案にかかわる事項に関して

は、委員会審査の動向に委ねたいと思いますが、

初日の質疑を含め改めて駅前交流プラザ「よろー

な」条例案に含まれていない入居予定４団体、名

寄商工会議所、ＮＰＯなよろ観光まちづくり協会、

名寄市消費者センター、名寄消費者協会の入居基

準及び役割について市長の見解をお伺いします。

名寄商工会議所ほか３団体の入居については、

これまでの本会議、常任委員会、議員協議会など

を通じ質疑が行われており、理解をするものであ

りますし、よろーなの目的を達成するためにも大

きな役割を担っていると認識するものであります

が、条例、規則あるいは要綱を定めることなく、

地方自治体の長の担任事務を規定している地方自

治法第１４９条６項、財産を取得し、管理し及び

処分することを論拠とした対応は市民の皆さんに

も理解に苦しむものではないかと考えます。確か

に名寄市の最高規範である自治基本条例第１８条

第３項では、「市長等は、行政運営において、法

令の解釈及び運用を適正に行わなければならない。

この場合において、地方自治の基本理念に基づき、

自主的に法令を解釈し、運用することを原則とす

る」としておりますが、この基本原則は市長等は

市民参加及び情報共有の理念に基づき、公正で透

明性の高い開かれた行政運営を行わなければなら

ないということであり、その意味では今回の対応

は透明性の高い開かれた行政運営と言い切れるで

しょうか。見解をお伺いします。

さらに、公用財産の意味についてでありますが、

地方自治法第２３８条第３項では公有財産につい

て明記しています。この規定では、公有財産は行

政財産と普通財産に分かれ、行政財産の中で公用

財産と公共用財産を示すとし、公用財産について

は自治法で明文化されていませんが、解釈として

は庁舎類、一方公共用財産は学校、公営住宅、公

園その他施設となり、そのほかについては普通財

産という見解が示されております。その意味から

も市の解釈には無理があると考えますが、改めて

見解をお伺いします。

加えて公用財産内で行政事務の一端を担う団体、

特に商工会議所から光熱費などの維持管理費が徴

収できるのかについても見解をお示しいただきた
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いと思います。

一方、同施設を核とするにぎわいづくりがいよ

いよスタートすることとなりますが、残念ながら

これまで具体的ににぎわい創造事業が明らかにな

っていません。オープンは６カ月半後であります。

にぎわい創造事業についてこれまでの検討経過及

び結果、具体的取り組みについてお伺いします。

また、名寄地区の中心市街地活性化のソフト事

業についても明らかにしていただきたいと思いま

す。

最後に、商工会議所との間で協議が進められて

いる負担金について、協議が調っているならば内

容や積算基準、協議中であるならば今後の見通し

も明らかにしていただきたいと思いますが、いず

れにしても名寄市のにぎわいを創造する新たな施

設がオープンする際に一定の疑義を残したものと

なれば今後さらに議論を呼ぶことになりかねない

と考えますので、市民の皆さんにもわかりやすい

説明と、私はやはり商工会議所を初め市の機関で

ある消費者センターを除く３団体と協定する前提

として、あるいは整った段階で規則や要綱で施設

入居を明確化することを検討すべきと考えますが、

御見解をお願いします。

次に、地域自治組織についてお伺いします。名

寄市では、地域自治を高めるため、小学校単位あ

るいは地域単位に地域連絡協議会を８カ所に立ち

上げ、従来の町内会の枠を飛び越え、地域活動の

展開を求めています。このため事業を計画した際

には、運営経費として１万円、活動経費として５

万円を交付する取り組みを平成２１年３月から開

始しましたが、改めてこれまでの事業内容と成果

についてお伺いします。

また、事業開始からまだ３年を経過しただけで

すが、地域の少子高齢化、過疎化の進行は急速に

進んでおり、地域自治の進展がより求められてい

ますが、将来の展望についてもお伺いします。

昨年３月１１日の東日本大震災、そして東京電

力福島第一原子力発電所事故以来、住民生活を守

る安全で安心なエネルギーの確保が大きな注目を

集めています。名寄市でもことし名寄市新エネル

ギービジョン策定に取り組む方針が打ち出されま

したが、基本的策定方針及び策定スケジュールに

ついてお知らせをいただきたいと思います。

加えて市長は、ことし６月の部次長会議で再生

可能エネルギーについて組織横断的な情報交換を

もとに検討を進めてほしいと求めていますが、そ

の後の経過及び今後の取り組みについてもお伺い

します。

最後に、名寄市総合病院にかかわってお伺いし

ます。平成２１年３月に策定した名寄市立病院改

革プランでは、２３年度までに黒字化を図り、健

全で安定した経営基盤の確立を目指してきました。

２２年度は９年ぶりの黒字決算となりましたが、

最終年度の昨年度は消化器内科の休科影響などで

約２億０００万円の赤字決算となり、財務にか

かわる数値目標も経常収支比率のプラン目標１０

１％から９５％となったのを初め、医業収支

比率、病床利用率、年間延べ入院患者数、年間延

べ外来患者数で目標値を下回りました。入院及び

外来診療単価においてはＤＰＣなどによる効果で

目標値を上回ったことについては、院内の努力に

より消化器内科休診の影響は最小限にとどめたと

一定評価するものでありますし、その努力は市長

の行政報告の中に盛り込まれた本年度第１・四半

期の状況につながっていると思いますが、改めて

今後の経営の見通しについてお伺いします。

さらに、地方センター病院として期待される救

急救命センターの見通しについてもお伺いします。

最後に、看護師確保対策についてでありますが、

名寄市立大学道北地域研究所ではここ数年上川北

部地域の看護職員確保に関する研究に取り組み、

これまでに「かみかわ北部看護職通信」の配布、

「上川北部地域ひろげよう看護の輪」をキャッチ

コピーとした広報啓発物の活用、昨年３月の看護

系進学者応援講座の開講などさまざまな取り組み

を行っていますが、この研究で明らかになった看
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護師確保対策の４つの柱、養成力の確保、再就業

の支援、資質の向上、離職の防止について、現在

及び今後の取り組みについてお伺いし、この場か

らの質問と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）

おはようござい〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ます。佐藤靖議員からは、大きな項目で４点の御

質問をいただきました。大きな項目の１点目は私

から、２点目、３点目は総務部長から、４点目は

市立総合病院事務部長からの答弁とさせていただ

きます。

初めに、大項目の１、中心市街地活性化にかか

わって、小項目の１、名寄商工会議所ほか３団体

のよろーな入居基準及び役割についてお答えをい

たします。（仮称）複合交通センターに入居が予

定されている４団体につきましては、建設計画時

点から公益性の高い団体であることを踏まえ、入

居に係る各種準備を進めてきたところであります。

現市民会館におきまして行政の事務事業を担って

おります消費者センター並びに事務事業の一端を

担っていただいております消費者協会、以上の２

団体に加え、産業振興やにぎわいを創出するなど

を図るため、ＮＰＯなよろ観光まちづくり協会並

びに商工会議所の入居を決めてまいりました。い

ずれの団体も公共的団体であって、行政の事務事

業の全部または一端を担っていただいていること

が入居を決定した事由と基準であります。この４

団体の入居に伴い、おのおのの団体がこれまで果

たしてきた公益的な事業を推進していくことはも

ちろんのこと、施設への入居を契機として駅横に

にぎわいが創出され、このにぎわいのうねりが中

心市街地へ、市全体へと波及していくこと、おも

てなしを基本とする観光振興が図られ、観光、物

産、特産品などを含めて市内外に名寄市の産業や

消費等につながる情報が発信され、新たな名寄市

の顔として産業経済の発展に大いに寄与する役割

を果たしていただけるものと認識しております。

次に、透明性の高い開かれた行政運営について

お答えします。まず、市民参加及び情報共有の理

念に基づき、公正で透明性の高い開かれた行政運

営を進めていくことについては、行政執行に当た

っての基本の一つであると認識をしております。

今定例会で御提案し、経済建設常任委員会に付託

されました駅前交流プラザ「よろーな」条例につ

きましては公用財産（Ｐ６７左下段に「公共用財

産」に訂正する答弁あり）、すなわち公の施設の

設置及びその管理に関する事項についてで御提案

申し上げたもので、商工会議所ほか３団体が入居

する事務所スペースについては消費者センターを

除き覚書もしくは協定書などで事務事業用途に係

る取り決めをしてまいりたいと考えております。

この入居に係る基準や手続等について、透明性や

開かれた行政運営面を考慮した必要な情報の開示

や周知を図ってまいります。

次に、公用財産の意味と解釈についてお答えを

します。地方自治法第２３８条第３項では公有財

産を行政財産と普通財産とに区分し、同条第４項

では行政財産を公用財産と公共用財産の種別につ

いて想定されており、公用財産については地方公

共団体の事務事業の用に供し、または供するもの

と決定したもので、行政庁舎や研究室などがこれ

に当たり、公共用財産については公の施設を含め

た道路、公園、河川、学校、図書館等直接公共の

用、市民の共同利用に供し、供するものと決定し

たものと定義されております。以上の解釈から、

地方公共団体の事務事業を行う庁舎的位置づけと

して、行政事務事業の一端、一翼を担っていただ

ける団体の用に供するものであります。

次に、公用財産で行政事務の一端を担う団体か

ら、光熱水費などの維持管理費を徴収できるのか

についてお答えをします。まず、この施設におけ

る使用料等については公の施設、公共用財産とし

て貸し会議室などを利用する団体や個人の皆さん

から条例に定める額を徴収させていただくことと

しておりますが、入居団体には行政の事務所機能、

公用財産として行政の一端を担っていただくもの
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であります。したがいまして、条例で規定する使

用料自体は発生いたしませんが、光熱水費などの

維持管理費については現在のそれぞれの団体の入

居の形態や負担の状況などを勘案して、運営管理

費の一部について実費徴収分を徴収させていただ

く考えであります。実費分の徴収につきましては、

現在庁舎等の一部に設置している自動販売機や銀

行ＡＴＭなどの先例を基本に検討し、応分の負担

をいただきたいと考えておりますが、入居団体の

公益性、活動されている目的及び内容などを踏ま

えますと総合的な考慮も必要と考えておりますの

で、免除及び軽減の措置についても講じてまいり

たいと考えております。

なお、商工会議所については、維持管理費につ

いても入居の協議の段階から負担の申し出があり

ますので、応分の負担について協議を進めている

ところであります。

次に、小項目の２、にぎわい創出事業について

お答えをいたします。明年４月オープンの（仮

称）複合交通センターは、バスターミナル、観光

インフォメーションセンター機能に加え、経済セ

ンター機能、市民会館機能を備えた文字どおりの

複合的施設であります。名寄市の新たな顔として

交通の拠点、観光振興計画を推し進め、観光ホス

ピタリティーを形成する観光振興の拠点、商工振

興や中心街活性化をもって産業経済発展を図って

いく拠点、市民の文化コミュニティー活動の場と

して幅広い機能を持ち合わせた施設であります。

以上の機能が複合することによって、人が集まり、

にぎわいができる条件が整うとともに、にぎわい

を創出するためへの各種協議、検討を進めており

ますので、お答えをいたします。

まず、本施設の入居団体である商工会議所、Ｎ

ＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会、名寄市消費

者協会及び名寄市消費センターとの協議を行い、

次ににぎわいづくりにかかわっていただける関係

団体、各商店街振興組合、名寄青年会議所、公共

交通機関、市民会館の利用団体などの皆さんとの

協議を昨年度から今日まで延べ十数回にわたって

行いました。この協議の中では、各団体における

施設利用に関する考えを伺い、にぎわいづくりを

創出するため、利用想定についての協議を行った

ところであります。特にエントランスホールを初

め、夏季の期間利用に限られる屋外イベントスペ

ース及び屋上交流スペースなどの利用を主に考え

や意見、要望等を伺いました。利用については、

名寄市特産品などの物販や農産物の直売、ミニコ

ンサートやフリーマーケット、大道芸、天文台と

連携した天文教室、ビールパーティーなどの催事

と絵画、書道、写真など一定期間内の各種展示会

の開催などが挙げられました。また、名寄市立大

学や市内の高校、小中学校にもイベントや日常に

おける施設利用についても呼びかけ、有効活用を

図るべきとの意見があり、使用料の負担軽減、音

響機器の整備、駐車場の確保、利用しやすいバス

ダイヤ、飲酒、飲食、物品保管場所等の確保につ

いての要望もあったところであります。特に観光

インフォメーションセンター機能については、お

もてなしを第一とする観光振興計画に盛り込んだ

基本理念を踏まえ、訪れた人々に十分な案内を行

うとともに、多くの市民や市外からの観光客の皆

さんに立ち寄っていただけるよう取り組みや仕組

みについてもＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協

会と本機能の充実に向けて議論を深めてきたとこ

ろであります。観光及び市内の案内には、おもて

なしを第一に適切な人員配置による親切、丁寧か

つきめ細やかな窓口対応はもちろんでありますが、

観光情報案内板による各種の情報提供、外国人観

光客の入り込みに対応するため、５カ国語に対応

した情報端末による観光案内など施設の目的に沿

ってインフォメーション機能の充足を図ってまい

ります。また、隣接するＪＲや商店街、民間商業

施設とも連携をしたイベント等の開催によるにぎ

わいづくりについて協議をしているところで、イ

ベント等が開催されないふだん時においても誰も

が気軽に立ち寄っていただけるスペースの確保や
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立ち寄りたいと思っていただける環境を整え、具

体的には学生や生徒、児童の放課後、休日の学習

のたまり場、特産品や文化作品等の展示、市民や

農業者、農業団体等と連携したフリーマーケット

や農産物の直売の開催など今後におきましても市

民並びに各団体の意見を伺いながら、創意工夫を

凝らしてにぎわいの創出に対応してまいりたいと

考えております。

次に、小項目３、中心市街地活性化ソフト事業

についてお答えをいたします。中心市街地の活性

化を図るための事業につきましては、３・６地区

市街地再開発事業では中心市街地活性化事業の議

論の過程にあった２８事業のうち、民間事業を平

成２２年度から２６年度までの５カ年間の都市再

生整備計画に集約し、３・６地区市街地再開発事

業として作業を行い、事業の計画を進めてきたと

ころであります。これまでも定例市議会等におき

まして同様の報告とお答えをさせていただきまし

たが、この再開発事業の取りまとめに大きなかか

わりを持つ商工会議所から、民間事業で実施する

ことは難しく、行政サイドが中心となって事業化

を進めるよう依頼がありました。市としては、民

間主導を基本とした事業に対して、現状では市が

主体的に進めることについては困難であると判断

をしているところであります。また、この事業を

進めるためには複数年の計画期間、事業期間を要

し、都市再生整備計画期間内での事業完了が見込

めないことに加え、国からも実施の見込みがない

事業を精査するよう求められており、交付金事業

の変更についての判断を要しますので、商工会議

所とは最終的な詰めを行っているところでありま

す。この３・６地区市街地再開発事業につきまし

ては、以上の理由から次期の整備計画に送り、当

面（仮称）複合交通センターの機能のセンターの

整備と連動して、商店街ファサード整備事業、名

寄せ通広場整備事業など商店街を整備し、人の流

れをつくりながらにぎわいづくりや中心市街地の

活性化につなげていきたいと考えております。以

上、再開発事業と連動した中心市街地のソフト事

業の展開については現状では難しいと判断し、引

き続き空き店舗の解消や中心街のにぎわいづくり

に向けた取り組みについて商工会議所や商店街組

合との協議を進めるとともに、福祉団体や大学な

ど教育関係機関からも幅広い意見をいただくなど

して中心市街地の活性化を図ってまいりたいと考

えております。中心市街地活性化の元気、やる気

を促すソフト事業、施策についても検討してまい

ります。

質問にありました商工会議所と進めております

応分の負担について目下協議の最終の詰めを行っ

ているところであります。

以上、私からの答弁といたします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目２〇総務部長（扇谷茂幸君）

及び大項目３についてお答えをいたします。

まず、大項目２、地域自治組織にかかわって、

これまでの事業内容と成果についてお答えをいた

します。地域連絡協議会につきましては、単一町

内会のみの活動では一定の限界もある子供の見守

り、防災対策など広域的に活動、連携することで

より効果的に事業を推進をする仕組みとして小学

校区域を単位として設置をされたものです。御質

問のありました地域連絡協議会等活動交付金につ

きましては、協議会の運営並びに活動を支援する

ことを目的に平成２１年度に創設した制度であり

まして、連絡協議会の運営に対して１万円、取り

組む事業に対して１事業当たり５万円を上限に交

付をしております。この間の実績としましては、

３年間で１５団体に対し運営費助成９件、活動費

助成１９件、助成額合計で７７万０００円とな

っており、平成２３年度の助成対象となった活動

は清掃活動２件、防災活動１件、スノーランタン

の集いの開催に係るもの２件となっております。

地域連絡協議会の活動につきましては、協議会間

での温度差もありますが、本助成制度は地域連絡

協議会の運営や活動を支える制度として一定の成
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果を出しているものと考えているところです。

次に、将来展望についてですが、地域連絡協議

会につきましては市民と行政との協働のまちづく

りを推進する上で、その主体となるコミュニティ

ー組織の一つとして重要であり、その支援につい

ては今後も不可欠であると考えております。人口

減少や少子高齢化の進行、さらには市民意識が多

様化する中、今回町内会連合会に御協力をいただ

き、合同アンケート調査を実施させていただいて

おりますが、このアンケート調査において現在町

内会が抱えている課題等を把握し、まちづくりの

主体であるコミュニティーの今後のあり方、地域

づくりの方向性についての検討素材とするととも

に、あわせて地域連絡協議会への支援策の検討材

料としても活用を図ってまいりたいと考えており

ます。

なお、本制度につきましては、実施後３年を経

過したところであり、その見直し等につきまして

はさらなる実績、成果の検証が必要と考えている

ところです。今後の見直しにおいては、関係団体

にも御相談をさせていただき、より効果的な支援

策となるよう努めてまいります。

続きまして、大項目３、名寄市新エネルギービ

ジョン策定にかかわってについてお答えをいたし

ます。国は、東日本大震災及び原発事故を受けて

現行のエネルギー基本計画を白紙から見直し、革

新的エネルギー環境戦略を策定すべく作業を進め

ておりました。その内容は、脱原子力発電を基本

に再生可能エネルギーの導入や省エネルギーの推

進を掲げたもので、この１４日にはその策定を終

え、２０３０年代に原発稼働ゼロを可能とするよ

うあらゆる政策資源を投入するとの方針を示しま

した。エネルギー政策の根幹は、国がその責務を

負うべきものでありますが、環境問題を初め電力

需要期における計画停電など現下の情勢や地域の

持続的な発展を考えるとき、市民に身近な基礎自

治体として果たすべき役割があると考えていると

ころです。このたび策定する新エネルギービジョ

ンは、この考えに基づくもので、地域の条件や特

性を踏まえた再生可能エネルギーの利活用や省エ

ネルギーの考え方などについて市の方針を取りま

とめてまいります。

スケジュールにつきましては、今年度中の策定

を予定しているところでありますが、平成２５年

度におけるモデル実証等の施策導入を視野に入れ、

年内にはその概要を取りまとめ、パブリックコメ

ントなどによる市民意見の募集を行いたいと考え

ております。

次に、これまでの経過と今後の取り組みについ

てでありますが、去る８月１３日に総務部、建設

水道部など庁内の５部１２名で構成する庁内検討

委員会を設置したところであり、現在は再生可能

エネルギーの賦存量並びにその有効性について調

査検討を行っているところであります。また、９

月１０日には市内建設業関係者との意見交換会を

開催し、新エネルギーや省エネルギーに係る現状

や活用策などについて貴重な提言等をいただいて

おります。また、今後の取り組みにつきましては、

先ほど申し上げました庁内検討委員会を中心に関

係者との意見交換などを通じてビジョンの実効性

を確保するとともに、国などの動向にも十分留意

し、整合を図りながら策定作業を進めてまいりま

す。

以上、答弁といたします。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私か〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

らは、大きな項目４点目の名寄市立総合病院にか

かわってについてお答えをいたします。

初めに、今後の経営見通しについてであります

が、病院改革プランについては御指摘のとおり計

画最終年度の目標数値は未達の項目が多い結果と

なりました。詳細につきましては、８月に病院の

ホームページ等で進捗状況を報告させていただい

たところでありますが、病院としてはやはり消化

器内科の休診による影響が大きかったと分析をし

ております。
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お尋ねの今後の経営見通しについてであります

が、課題を含めまして次の４つの視点から申し上

げたいと思います。初めに、公立病院の収益は国

の診療報酬と地方交付税に大きく影響します。今

後もこの２つの制度が維持、拡充されるよう北海

道市長会、全国自治体病院協議会などを通して国

に対し地域の実情を訴えてまいります。

次に、病院経営の安定には各診療科医師の充足

が何よりも必要です。医師の派遣元である医育大

学の各診療科では、依然として新規入局者が減少

している状況にあり、診療科休診のリスクはいつ

でも起こり得ることとして捉えておく必要があり

ます。一度派遣が途絶えると大幅な収益の減少が

続き、回復が困難であることは多くの公立病院の

例からも顕著であります。医師の派遣先の決定に

ついては、大学医局などの方針のほか、対象とな

る医師の選択と同意も必要と思われますので、住

宅環境の改善、電子カルテや必要とされる医療機

器の導入、医師事務作業補助員の配置など医師の

労働環境の改善に努めてきました。今後も医師か

ら選ばれる病院となるような施策を実施してまい

りたいと考えております。

次に、３点目は、大型医療機器等の整備であり

ます。ＭＲＩやＣＴなどの大型の検査装置や医療

機器の多くが更新の時期を迎えており、またステ

ントグラフト手術の施設認定要件として、血管造

影装置を備えたハイブリッド手術室の整備が求め

られております。これらの設備投資については多

額の費用を要することから、診療部を含めて院内

でしっかりと議論し、市長部局と協議をしていき

たいと考えております。

最後に、精神科病棟改築工事との関連について

であります。改築工事は１２月から始まり、解体、

外構工事を含めると平成２６年度までかかります。

現在実施設計の中で事業費の積算をしております

ので、あくまで概算で申し上げますが、本体工事

費で２５億円、設計、解体、外構、備品、院内保

育所などの整備を含めると３０億円規模の事業費

が見込まれます。財源には、国、道の補助金を一

部見込んでおりますが、大半は地方債です。過疎

債、病院事業債を補助残の２分の１をそれぞれ借

り入れし、３年から５年の据え置きを経て元金償

還が平成２８年度から段階的に始まり、平成３２

年度からピークを迎えます。収支の試算は、事業

費が固まった段階で行いますが、厳しい見通しに

なるものと思われます。

次に、（２）の救命救急センターの見通しにつ

いてお答えをいたします。現時点におきましてセ

ンター取得の施設要件はある程度整備されている

と認識をしております。最も重要な専任医師につ

いては、４名の配置が必要で、現在循環器内科の

医師が救急専門医の資格取得を目指しているほか、

関連大学への要請も行っております。

また、看護師の配置については、ことしの改定

で４対１の配置基準になったことと専用病床が１

０床以上であるとの要件に合致した人数を確保す

る必要があります。具体的に必要な人数は、ＩＣ

Ｕ病棟を併用するかどうかなどで異なりますので、

今後の具体的な協議の中で判断をしていきたいと

考えております。いずれも現段階で明確な見通し

は立っておりませんが、人材確保に向けて最大限

の努力をしてまいりたいと考えております。

最後に、看護師確保対策に関する研究結果を受

けての取り組みなどについてお答えいたします。

市立大学が中心となって行った今回の取り組みは、

地元で育った高校生が看護職員としていかにして

地元に戻ってもらえるかを主眼に研究されたもの

と伺っております。市立病院としては、看護師が

中心となりまして高校生を対象としたセミナー、

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

ていただいたところであります。また、中学生に

は圏域の学校からの要請に応じまして職場体験学

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
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は、ことしから認定看護師資格の取得を目指す職

員に対しまして取得費用の２分の１相当額を病院

が補助する制度をスタートさせ、現在２名の職員

が適用を受け受講しております。また、認定看護

師の取得後には月額０００円の認定看護師手当

を創設したところであります。そのほかとしまし

ては、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。

今後もさまざまな施策に取り組みながら、医師、

看護職員の確保に努め、地方、地域センター病院

としての使命を果たしてまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。

以上、答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をいた〇９番（佐藤 靖議員）

だきましたので、再質問していきたいと思います

けれども、まず中心市街地活性化にかかわってで

ありますが、今回このような複合交通センターと

いうことでさまざまな議論をしてきました。私ど

も議会も含め、あるいは市民の皆さんの中でもい

ろんな議論があります。でも、結果的には商工会

議所を含め４団体の入居というのは認めるという

か、そういうことで予算も通して建設が進んでい

るような前提であります。また、それはなぜかと

いうと、初日に市長が答弁されたようににぎわい

をつくるのだと。その核になっていただきたいの

だというのと市民会館の建てかえという部分があ

っての理解で、ところがこれがなぜこういうふう

に難しくしたかというと、要するに市長の担任事

務というのを引き合いに出してきて、地方自治法

第１４９条の６項に該当するというところで、そ

こに入居基準というか、説明では公共的団体が一

つの入居基準と言っていましたけれども、認める

のは市長の担任事務だという話でありました。で

は、市長の担任事務の範囲というのはどういう程

度というふうに執行側で押さえているのか、まず

お聞きをしておきたい。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

地方自治法第１４９条〇副市長（久保和幸君）

の市長の担任事務の範囲ということでのお尋ねで

ありますが、基本的に担当室長のほうからもお答

えをさせていただきましたけれども、このたびの

（仮称）複合交通センターに入居する基準あるい

は根拠につきましては、それぞれ公共的団体であ

るということを踏まえての入居ということでお答

えをさせていただきました。そこも踏まえまして

１４９条という説明をさせていただきましたけれ

ども、これは行政庁舎等という公用財産という考

え方のもとに担任事務ということでお答えをさせ

ていただいたものでありまして、このことについ

て市長の権限で対応するということで誤解を与え

たかもしれませんけれども、現実的に法の仕組み

としては第１４９条の規定で行ったということで

あります。この市長の担任事務につきましては、

それぞれの項目で記載をされておりまして、財産

の管理及び処分等についてもうたわれておりまし

て、その公用財産の管理及び処分の中にある条文

を適用させての考え方ということでお答えをさせ

ていただきます。

以上であります。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

ですから、そういう法〇９番（佐藤 靖議員）

律論を出すとやはりこの種の問題というのは複雑

化していくのと法律というのはある一定の解釈の

仕方が明記がされていない限りは、特に地方自治

法なんていうのは禁止規定がなかったりして、い

ろんなことで解釈が出てくると。今まで名寄市の

市政としても施策としてもやってきたのは、法律

論ではなくて、それこそ市長が言ったにぎわいを

つくるために必要だというのが前提であって、そ

の次に出てくるのは条例だったり、規則だったり、

要綱だったり、そういうものが出てきて初めて理

解をする。あるいは、もう一方それがないとして

も、これは当然ながらこの施設はこういう団体に

任せたほうがうまく運営されるでしょうという、
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そういう前提が全体的な市民の皆さんも含めて理

解があって初めて成り立っていた。だから、これ

まではそんな大きな問題が惹起しなかったのです。

今回は、そこが初めて名寄市としては商工会議所

という経済団体が入る、あるいは観光協会という

ＮＰＯ団体が入る、あるいは市の施設、市の機関

も入る、消費者協会も入るという、まさに複合の

施設であるがゆえにそこのことをしっかり明記を

しておかないと、やっぱり理解が広まらない。そ

れを地方自治法第１４９条第６項です、いや、市

長の担任事務です、いや、それは公用施設と公共

用施設云々という説明をされると、それは市民の

皆さんに理解されるのですかと。私は、どんな状

況があっても今回のこれから例えば協議が進む、

あるいはいろんな団体が入るときに、条例という

と議会で提案してやっていかないといけないので

すけれども、内規としてでの規則か要綱でもいい

ですから、ちゃんとしたこういう理由で市民の皆

さんにこの４団体が入ってにぎわいをつくるので

すよというものがなかったら、やはり説明がつか

ないと。それは、失礼な言い方をすれば市長の担

任事務という、市長の考えで物を入れたり、出し

たり、はい、入れたい、この団体入れられますよ、

この団体だめですよというのは、全部市長の範囲

内でできるのですよという誤解をされても困るも

のですから、せっかくできる施設、名寄市では初

めての複合施設でありますので、より疑念をなく

スタートをさせるためにも私はやはり改めて理事

者の皆さんには条例、あるいは条例と言わないま

でも規則、要綱、そういうところで整理をすべき

課題だというふうに思いますけれども、改めて見

解をお伺いします。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいまの御指摘は、〇副市長（久保和幸君）

基本的にこのたびの（仮称）複合交通センターに

ついては市の産業経済の拠点としてということも

含めてお話をさせていただきましたけれども、総

合的な施設であるということで市民の期待もたく

さん寄せられるのではないかと認識していること

でありまして、この入居に際しましては担当室長

のほうからも入居にかかわる取り決め、協定につ

いては協定書、もしくは覚書で対応するというふ

うにお答えいたしましたが、この協定書や覚書の

もととなる基準あるいは根拠につきましては、議

員御指摘のとおりしっかりとした理由なり根拠な

りを明示したものも必要であるというふうに認識

しておりますので、法制担当等庁内で十分検討さ

せていただいて、要綱、要領の策定について検討

させていただきたいと思いますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

要綱あるいは規則や何〇９番（佐藤 靖議員）

か検討していただくということでありますけれど

も、今の冒頭の室長の答弁の中でも、例えば入居

手続について情報の開示を図っていくと。あるい

は、商工会議所の維持管理の関係についても負担

の申し出があるので、協議しています。そういう

曖昧さをなくすためにも、私は早急に検討をされ

てしっかりとした方針を出されたほうがいいので

はないかというふうに思いますし、これは複合交

通センターだけに限らず、これから一定名寄市の

人口の推移を見ますとやはり過疎化あるいは少子

化ということになって、総合計画のつくったとき

の想定人口も１０年たったら１万人ぐらい減るの

ではないかという想定も一部ではありました。そ

ういうことから考えると、これから公共施設、こ

れは複合交通センターに限らず、例えば風連庁舎

の３階、あるいはいろんなスクラップ・アンド・

ビルドのスクラップができないという事情もあっ

たり、地域の活動を身近なところで支えるという

ものもあって、市長も市が抱える財産を有効に使

いたいという思いもあって、施設はなかなかスク

ラップされておりませんけれども、これからそう

いうことを使うときも来るのではないかと。そう

いうときに例えば今回の商工会議所のように、そ

れは市長の担任事務ですということでなくて、い
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ろんな公共施設を市民の皆さんが有効に使えるよ

うな、ある意味では条例整備、ある意味では規則

整備、ある意味では要綱整備、そういうこともあ

わせて図っていくか、これはあわせてと言ってい

ますが、早急な問題ではないのかもしれませんの

で、今後将来に向けてそのことも視野に入れてし

ていくということが私はこれからより開かれた行

政運営を進めていくためにも、市民の皆さんが理

解して協力していただけるため、あるいは市民の

皆さんの活動を支えるためにも必要と思いますが、

そのことについての見解もお伺いしておきたい。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

議員御指摘のとおり、〇副市長（久保和幸君）

過疎化の進行に歯どめがかからないという状況と、

さらには将来の人口の推計につきましても人口減

が顕著であるということが目されております。こ

れに伴いまして新たな箱物の建設などはできるだ

け控えるということになるのかなと。あるいは、

必要最小限の施設整備ということになることと、

あわせて既存施設の長寿命化を図ることが必要で

あるというところを認識するところであります。

さらに、スリム化も加速されるのではないかとい

うことも予想されておりますので、御指摘のとお

り庁舎等の行政財産、いわゆる公用財産の空きス

ペースの貸し付けにつきましても平成１８年の地

方自治法の改正がありましたので、これに鑑みま

して今後検討していく必要があるというふうに理

解しておりますので、市の財産管理、処分に係る

規定の見直しを含めて議員御指摘の内容について

は十分に検討させていただきたいと思いますので、

御理解のほどよろしくお願い申し上げます。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ前向きな御検討を〇９番（佐藤 靖議員）

お願いしておきたいと思います。

そして、これで来年４月からスムーズにいけば

よろーながスタートして、名寄市初の複合交通セ

ンターが始まるということになりますけれども、

湯浅室長おっしゃるようにソフトでいろいろ検討

のものを挙げられておりますけれども、まさにそ

れは利用可能事業について挙げていることであり

ますし、まだ本当に具体性が見えてこない。本当

に例えば４月以降何をどうしていくのか、どうい

うことでにぎわいをつくっていくのかが見えない

のと、もう一つが都市再生整備計画名寄地区にか

かわっても既に名寄市としては２３年６月、１２

月、そしてことし７月と３回の事業の見直しを行

って進めておりますけれども、やはりこれで駅横

によろーなというのができると。一方、浅江島の

ところ、市民文化センターのところには市民ホー

ルができるということで、どちらが出口か、どち

らが入り口かはわかりませんけれども、これで両

側のにぎわい創造のものはできたと。問題は中だ

と。本来の目的は、中をどうしていくのだという

ところがここの問題であります。だから、面とし

て考えて、点をまずやって、それを線にして面に

していくというのが都市再生整備計画で名寄であ

りまして、そこでにぎわいをつくって市民の皆さ

んが多く集まって利用しやすいものをどうつくる

のだと。それは、ハード整備ではなくて、ある意

味ではソフトをどう充実させるのだということが

中心である。まだ計画は途中でありますし、変更

もできるということでありますけれども、営業戦

略室としてこれで両側ができたときの商店街を含

めた中心街の活性化の絵の描き方を含めて、今後

どのようなスケジュールで臨まれようとしている

のか、改めてお伺いをしておきたいと。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども述べま〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

したけれども、具体的な取り組みについてという

ことでこの間各団体とも協議をしてきました。こ

こでお話をさせていただいたのは、複合交通セン

ターでの催し等についての活用についての協議を

させていただいています。それ以外にもそれぞれ

の団体から意見は伺っております。しかし、これ

といってこれをこうしたらこうなるというところ

までの議論は実際にはできておりません。ただ、
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今後のスケジュールも含めての取り組みというこ

となのですけれども、まず１つ行政として考えて

おりますのは、先ほどもちょっとお話ししました

が、空き地、空き店舗対策、あるいは各商業者の

皆さん、あるいは事業者の皆さんのやる気やアイ

デアをもっともっと生かした、取り上げていくよ

うなことを推進したいと思っています。そのため

には、中小企業振興条例の見直しだとか、あるい

はそれらに伴う新たなメニューの創出なんかも考

えているところであります。それについては、今

年度中に条例あるいは規則の改正を行いながらや

っていこうというふうに考えております。

あと、入居予定をいただいていますそれぞれの

団体があります。商工会議所を初め観光協会等も

入ります。これらにつきましては、本来の目的の

入居ではありますけれども、当然団体としてまた

違う取り組みが場所が変わりますので、それぞれ

の提案なんかもこれから改めて詰めていきたいと

いうふうに思っております。全体としてはまだま

だ不十分ではあるというふうな認識はしておりま

すけれども、少しずつではありますけれども、我

々内部も含めてでありますけれども、関係団体等

と協議をして、開設までには一定の考え方を示し

たいというふうに思っております。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

時間の関係もあります〇９番（佐藤 靖議員）

ので、最大限の努力をお願いしたいと思いますけ

れども、商工会議所の負担金のことについては答

弁にもありました。近日中ということで御理解を

させていただきたいと思いますけれども、この負

担金の問題というのはまさに経済センターを併設

するというときからずっと公にならないまでも内

部的には話題になって、当然ながらそれが本来で

あれば建設をする前にその協議が調って建設に入

るというのが普通であります。そういう意味では

後手と、言葉は悪いかもしれませんけれども、余

りにも後手過ぎるという指摘をせざるを得ないと

思いますけれども、一連の対応について所管をし

ている久保副市長はどういう認識をお持ちですか。

久保副市長。〇議長（黒井 徹議員）

これまでの商工会議所〇副市長（久保和幸君）

との協議のおくれについては、議員御指摘のとお

りでございまして、所管事務を担任する副市長と

して、この協議の進行に努めなければならないと

ころ、不十分であったということを率直に反省し

ているところであります。この点については、改

めておわびを申し上げたいと思います。先ほども

答弁の中にありましたけれども、早期の対応、協

議が調うように最善の努力をさせていただくこと

をお話し申し上げて、おわびにかえたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

時間もなくなってきま〇９番（佐藤 靖議員）

したけれども、最後にこの問題については市長に

１つお伺いをしておきたいと思います。

市長の強い思いでセクションとして営業戦略室

というのが立ち上がって１年半ぐらい、まだ２年

も経過していない、２年目に入ったところであり

ますけれども、この間営業戦略室を見ると確かに

観光振興という意味では一定高い評価ができる取

り組みはされてきたと思いますけれども、一方で

は業務が多忙さもあってか、例えば風連の望湖台

センターの対応、あるいは公設卸売市場の対応、

そして今回のよろーなの対応を見ていると、やは

り一定程度いま一度営業戦略室というのをあり方

を検討していいのではないかと。例えば今営業戦

略が持っている労政というのも、ある意味では労

政というのはなかなか前面に出てこない。北海道

知事はやっぱり労政というのは雇用拡大を含めて

やろうということでやっているわけでありますけ

れども、うちの営業戦略では今それよりもほかの

業務が非常に多くなって多忙化していると。そう

いう意味では、あり方の検討というのをすべきと

いう思いでありますけれども、市長の見解をお伺

いしておきたいと思います。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）
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先ほど来これまでの駅横〇市長（加藤剛士君）

の関係、あるいは中心市街地の問題に関しまして

さまざまな御指導、御指摘をいただいておりまし

て、重く受けとめたいと思います。その中で営業

戦略室のあり方、今後等ということでお話があり

ました。あくまでも全ての労務ですとか、あるい

は企業の問題ですとか、そうしたことを交流事業

も含めて一堂に会して新たに産業経済、これを営

業していくという発想は、何よりもこれからの地

方自治体が勝ち残っていくために必要なのではな

いかという思いで２３年から設置をさせていただ

いて、確かに新しく取り組む、新しく開拓してい

くという事業が相当数多かったがために、いろい

ろな失敗だとか遅延とかというのもあったのかも

しれません。しかし、失敗や遅延を恐れずにやっ

ていきなさいというふうに私も指導していました

から、そうしたことでその組織のマネジメントと

いう問題では私にも責任の一端があるのかなとい

うふうに考えます。これが組織の業務の配分の問

題であるのか、またマネジメントの問題であるの

か、そこはしっかりと分析をしながら、新年度に

向けてどういった組織体制がいいのかということ

は、改めて今議員から御指摘をいただきましたの

で、しっかりと内部で協議を重ねてまいりたいと

いうふうに思います。駅横に関しては、みんなが

気持ちよくスタートできるために今議論を重ねて

いるところでありまして、何分ちょっと見えてい

ない部分があるかもしれませんけれども、いろん

なことが決まり次第逐一議会あるいは市民の皆さ

んに報告をさせていただきたいというふうに思い

ますので、ぜひ御協力、また御支援をいただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いいたします。

佐藤議員。〇議長（黒井 徹議員）

今市長から御答弁いた〇９番（佐藤 靖議員）

だきましたけれども、それほど考え方は差異はな

いというふうに私も思います。あと、残る課題に

ついてはこれから病院のものも含めて決算委員会

で、院長も出てくれると思いますので、そこで議

論をしたいと思いますし、再生エネルギーについ

てはより進めていただきたいというふうにお願い

しておきます。

ただ、地域自治組織について、私は町内会の皆

さんにアンケートをとるのも大切ですけれども、

一方行政側としてどうしたいかというのをやっぱ

り考えるべきだと。今回私ども市民連合・凛風会

では、政務調査費で岩手県の花巻市と大崎市を訪

問させていただきました。これも地域自治をどう

高めていくかということで、花巻では２億円の予

算を、あるいは大崎では０００万円程度の予算

をということでやっておりましたけれども、地域

の皆さんにしっかり話し合ってもらって成果につ

なげるということが非常にこれから地域自治を進

めていく上でも大切だと思いますので、私は予算

つければいいということでもないと思いますけれ

ども、庁内のプロジェクトを含めて人材を育てる

のとやっぱり成果に結びつけるような財政措置も

してあげるということが大切と思いますので、そ

の点を最後に伺って、御答弁をいただいて、足り

なかったら決算委員会を使わせていただきたいと

思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

地域連絡協議会のあ〇総務部長（扇谷茂幸君）

り方につきましては、これまでも議会の中でさま

ざまな御議論をいただいております。これは、基

本になりますのは、まさにこれまで町内会が担っ

てきた役割でありますとか、それから地域力、そ

ういったものを大事にして、さらにその枠を超え

てより広い範囲の中でさまざまな身近な課題につ

いて取り組んで、そしてある意味成熟をしたコミ

ュニティーをしっかりつくっていくということも

今後の課題になるだろうと思います。それで、こ

れまでのいわゆる交付金等のあり方につきまして

もまさにいろいろな課題がこの間出てきてまいり

ましたので、単にこれまでお示しをした基準だけ

ではなくて、新たなコミュニティーのあり方につ

いて、またその地域連絡協議会の役割の中で新し
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い施策がもしあるとすれば、そこのところはその

メニューにしっかり加えて、ある意味助成制度も

含めての拡充も含めてぜひしっかり検討してまい

りたいと思います。

以上で佐藤靖議員の質〇議長（黒井 徹議員）

問を終わります。

義務づけ、枠づけの見直しと条例制定権の拡大

について外２件を、高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１０番（高橋伸典議員）

だきましたので、順次質問をしてまいりたいとい

うふうに思います。

義務づけ、枠づけの見直しと条例制定の拡大に

ついて質問いたします。地域主権一括法の本年４

月の本格施行を受け、地方の自治を踏まえた独自

性のある条例が地方議会において成立をし始める

中で、義務づけ、枠づけの見直しに関する第１次、

第２次一括法の施行期間は平成２４年４月１日、

ただし経過規定によって平成２５年３月３１日ま

での間、各地方自治体が条例を施行するまでは従

前の国の基準が有効とされております。つまり地

方自治体は、平成２４年度中に委任された条例を

施行する必要があるということであります。かね

てから指摘されているように、基準の設定には問

題の実情や住民のニーズを詳細に掌握する必要が

あり、同時に地方自治の権限行使を住民の目線に

なっているかを監視していかなければなりません。

地方自治改革の中で手に入れた権限を生かし、ど

う地方自治を再生し、地方の時代を開き、生き、

とりわけ住民に最も身近な基礎的自治体の力量が

問われることになっております。両一括法により

全国地方公共団体に２９の法律と１００条項にお

いて条例委任され、我々の市には１８法律４４条

項となっていますが、ただ法律に該当があっても

必ずしも１本の法律に対して１本の条例というわ

けではなく、内閣府の各団体が制定する必要があ

る条例の本数は名寄市は１０本前後と考えられて

おります。条例制定に当たって国の基準が地域の

実情に合っているかどうか十分に検討することが

大事であり、その結果が国の基準と同じというこ

とが考えられますが、全く検討の過程がなく参酌

だけ、単に右から左へ国の基準を条例化するだけ

ということは条例委任拡大の趣旨から外れること

になります。その意味からも住民の目線で義務づ

け、枠づけの見直しが必要となります。本市の条

例制定権の拡大の意義、効果及び本市取り組みの

考え方についてお知らせいただきたいというふう

に思います。

義務づけ、枠づけの見直しにかかわる地方独自

の基準の状況は、本年４月から施設、公物設置管

理基準等にかかわる条例委任がスタートし、地方

独自の基準が多く制定されるもので、公営住宅の

入居基準、公営住宅の整備基準、道路の構造、標

識、保育所の設置、運営、へき地学校の指定、特

別養護老人ホームの設置、運営、図書館運営審議

会等の委員の任命、水道技術者、管理者の資格、

一般廃棄物の処理施設の技術管理者の資格等々に

なっておりますが、時間の都合上何点かに絞り質

問をさせていただきます。まず、公営住宅の入居

基準ですが、見直しには子育て支援、また住宅の

世代構成の多様化を図る観点の活用を訴えられて

おります。２点目には、定住促進、地域活性化の

観点からの活用を訴えられております。その他雇

用、失業対策の地域課題への対処、本年第１回定

例会では公営住宅の解体が行われましたが、既存

ストックの有効活用の観点から改めて同居親族の

要件の設定等があります。本市として公営住宅の

入居基準について理事者の御見解をお尋ねいたし

ます。

次に、公営住宅の整備基準の見直しについてで

すが、１つには世代構成の多様化を図る取り組み、

２つには地域コミュニティーの活性化を図る取り

組み、３つには環境に配慮した取り組み等があり

ますが、本市の公営住宅の整備についての理事者

の御見解をお願いいたします。

次に、道路構造についての見直しでは、道路構

造では交通渋滞の地域課題への対処、地域の通行
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需要に応じた道路整備の促進、また道路標識では

視認性の改善、地域の道路状況に応じた合理的な

道路標識の改善整備がありますが、本市の道路構

造についての理事者の御見解をお願いします。

次に、特別養護老人ホームの見直しでは、多様

化のニーズの対処で入所者の負担軽減のためにプ

ライバシーに配慮して２人以上４人以下を可能に

したり、ユニット型では１０人以下としていたも

のを１２人以上に、地域の実情に応じた施設の整

備等々がありますが、本市の特別養護老人ホーム

の整備、運営についての理事者の御見解をお尋ね

いたします。

次に、大きい項目２番目、通学路の安全対策に

ついてお尋ねいたします。本年４月２３日、京都

府亀岡市で軽自動車が集団登校中の児童と保護者

の列に突っ込み、３人が死亡、７人が重軽傷を負

いました。さらに、その４日後千葉県館山市と愛

知県岡崎市で、５月には愛知県小牧市、大阪市で

も登下校中の児童が死亡する事故が発生し、大変

に痛ましい事故であります。公明党通学路の安全

対策プロジェクトチームが５月１６日に文部科学

省に対して通学路の安全対策について緊急提言を

行わせていただきました。その結果、５月３０日

には文部科学省、国土交通省及び警察庁から全国

に通知が発せられ、全ての公立小学校で緊急合同

総点検が実施をされております。６月２６日には、

通学路の安全対策のために有識者による懇談会も

設置されました。今回求められる対応は、官民の

知恵を絞り、国民の意識改革をも見据え、総合的

通学路の安全対策の対応が必要と考えられます。

１つには、今回行われた緊急合同総点検の状況

と結果についてお知らせをいただきたいというふ

うに思います。

２つには、そのために点検のための点検に終わ

らせないためにも諸対策の迅速な計画、実施が必

要と思われますが、理事者の御見解をお願いしま

す。

３つには、通学路の安全点検は今後どのような

形で継続されるのかについて理事者の御見解をお

願いいたします。

最後に、大きい項目、名寄市立総合病院の駐車

場対策についてお尋ねをいたします。駐車場不足

の問題ですが、新たな駐車場整備を進めても現段

階では解決には至っていないのが現状であると思

われております。これから冬期間を迎え、精神科

病棟の建設が始まろうとしている中で、市民の安

全対策が一番に考えなければいけない考えだと思

います。職員や準職員、臨時、市立病院関係者、

労働者に以前から規制をかけているが、車社会の

現代では職員に自粛について協力を求める以外に

方法はないという答弁が今も続いております。現

状の駐車場の現況とともに、花園公園、民間駐車

場の対策を含め、工事期間部分より完成までの状

況についてお知らせをいただきたいというふうに

思います。

患者さん、職員、臨時または病院関係従事者、

これから工事関係の路上駐車の状況と冬期間の対

策についてもお知らせをいただきたいというふう

に思います。

昔から答弁では、精神科病棟の新築とともに立

体駐車場の建設を中心としたお話が多々ありまし

た。今後のその考えとともに、現状名寄市の陸上

自衛隊は専用バスを使い、自動車通勤を減らす考

えで今進められております。市立病院のその考え

はないのかについて理事者の御見解をお尋ね申し

上げ、壇上からの質問を終わらせていただきます。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

高橋議員からは、大〇総務部長（扇谷茂幸君）

項目３点にわたり質問をいただきました。大項目

１の（１）は私から、（２）から（４）までは建

設水道部長から、（５）は健康福祉部長から、ま

た大項目の２は教育部長から、大項目の３は市立

総合病院事務部長からの答弁となりますので、よ

ろしくお願いします。

お尋ねの地域主権改革における条例制定権の拡

大の意義、効果及び本市の取り組みと考え方につ
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いてお答えをいたします。昨年の５月と８月に公

布された地域主権改革に関する、いわゆる第１次

一括法及び第２次一括法におきまして自治体の自

主性を強化し、自由度の拡大を図るため、義務づ

け、枠づけの見直しと条例制定権の拡大の措置が

具体化されました。これらは、それまで国が全国

一律に定めてきた公営住宅や道路などの基準を自

治体の条例に委任するもので、自治体の裁量の余

地を広げ、それぞれの自治体が地域の実情に合っ

た基準を定めることを可能としたものとして、本

市といたしましてもこの地域主権改革につきまし

ては一定の評価をしているところであります。

本市のこれまでの取り組みといたしましては、

まず経過措置のない名寄市公民館条例ほか４本の

条例の一部改正につきまして、パブリックコメン

トや附属機関での審議を経て本年第１回定例会で

議決をいただき、本年４月１日から施行をしてお

ります。また、経過措置を経て来年４月１日施行

となる条例につきましては、本年第４回定例会ま

たは来年の第１回定例会に提案をしてまいりたい

と考えております。

なお、条例に委任された基準は、従うべき基準、

それから標準、参酌すべき基準の３つに分類をさ

れておりまして、そのうち参酌すべき基準とされ

ている基準が地域の実情に応じ、当該基準とは異

なる内容を定めることが許容されている基準であ

りまして、当該基準につきましては担当部局及び

法制担当と十分な内部協議を行った後、パブリッ

クコメントや附属機関による審議を通じて本市に

合った基準を定めようと考えておりますので、ぜ

ひ御理解をいただきたいと思います。

以上、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）

大きな項目１のうち、小項目２番、３番、４番に

ついて一括してお答えをいたします。

初めに、小項目２番の公営住宅の入居基準につ

いてであります。平成２３年５月２日に公布され

た第１次一括法により公営住宅法の一部改正が行

われ、入居者の心身の状況や世帯構成などに合わ

せた福祉施設などとの連携、地域の住宅状況を勘

案した施策の実現を可能とするために、公営住宅

の供給、管理に係る地域の実情に応じた裁量範囲

が条例委任により拡大されました。それに伴い、

入居基準についても３点にわたり改正がなされま

した。そのうち同居親族要件につきましては、真

に住宅に困窮している方の入居機会が狭まると判

断し、従来の要件を継続することで既に改正がな

され、ことし４月１日より施行されているところ

であります。あわせて今年度においても引き続き

市営住宅の入居、収入基準と裁量階層の対象範囲

につきましても国の基準を参酌し、また独自の基

準を織り込む必要性も含め検討した上で条例を定

めてまいりたいと考えております。

市営住宅本来の目的は、住宅に困窮する低額所

得者に対して供給される住宅であり、一定以下の

収入であることが入居者資格として必要となって

おります。名寄市の現状といたしましては、入居

者の高齢化による入居年数の長期化や建てかえ事

業による政策空き家の増加に伴い、空き家率が

８％と低い状況にあり、平成２３年度の平均応募

倍率は６倍となっております。応募状況につき

ましても応募者の約８５％が生活保護世帯を含む

現行の収入基準１分位に当たる１０万０００円

以下であり、基準額を上げた場合、民間市場との

競合や応募倍率の上昇により真に住宅に困窮する

低額所得者の入居が困難な状況になることが想定

されます。また、裁量階層の対象範囲につきまし

ては、特に居住の安定を図る必要がある世帯とし

て従来の国の基準で示されていた高齢者、心身障

害者などの入居の機会を維持する必要があると判

断しているところであります。

次に、小項目の３番、公営住宅の整備について

お答えいたします。施設整備基準の主な改正内容

といたしましては、戸当たり床面積をこれまでの

１９平米以上から２５平米以上に見直されるとと
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もに、環境、遮音、劣化軽減などに配慮した整備

が求められていることや共同施設の整備基準につ

いても国の公営住宅整備基準を参酌して、事業主

体が条例で定める基準に従うこととされていると

ころです。現在北海道において道営住宅に関する

条例改正案を公開しておりますが、内容的には全

て国の省令の各条項に準じた条例改正案となって

いることから、全道の市町村においても国及び北

海道の基準に沿った条例改正の動きとなっており

ます。以上のことから、名寄市としての基本的な

考え方といたしましては、地域の実情を考慮した

上で公営住宅の入居基準も含め独自の基準決定を

織り込む必要性も含めて、道内各市町村の状況及

び動向を参考にしながら、平成２５年４月１日施

行に向け条例制定作業を進めてまいりたいと考え

ております。

次に、小項目の４番目、道路構造についてお答

えをいたします。道路の構造につきましては、現

行の道路法や道路構造令では道路構造の技術的基

準や道路標識の寸法に関して設計車両、設計自動

車荷重、建築限界に基づいたもので定めており、

そのほかにバリアフリー法による道路の基準がご

ざいます。北海道では、現行道路法やバリアフリ

ー法、道路構造令に準じたものを基本に条例制定

への準備を進めていると聞いております。当市も

その情報をもとに地域の実情を考慮した上で独自

の基準設定を織り込む必要性も含め、条例制定作

業を進めてまいりたいと考えております。

また、道路の整備につきましては、これまで国

の基準をもとに交付金や国庫補助金により事業を

進めておりますが、新しい基準を策定するには実

証や根拠も必要となりますので、北海道や近隣市

町村の状況及び動向を参考にしながら、独自性を

含め作業を進めてまいりたいと考えております。

交通渋滞や道路標識につきましても現在の状況や

課題などを検証し、独自の基準の必要性も含め検

討した上で作業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。

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１の小項目５、特別養護老人ホームの

設備及び運営について申し上げます。

平成２３年５月２日に公布された地域の自主性

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により、老人福祉

法の一部改正が行われ、平成２４年４月１日から

施行となりました。御案内のとおり、特別養護老

人ホームの設備及び運営に関する基準につきまし

ては、これまで厚生労働省令により定められてお

りましたが、今回の法改正により都道府県の条例

で定めることとされ、北海道においては現在の国

の基準を基本的に取り入れることとした上で非常

災害対策、設備の基準、事故発生の防止及び発生

時の対応等を独自基準として定め、居室定員を１

人、入所者へのサービスの提供上必要と定められ

る場合は２人としている国の基準を今回の北海道

の独自基準ではプライバシーに配慮した措置がな

され、市町村の意見または同意がある場合は４人

以下も認めるとする（仮称）老人福祉法に基づく

特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関す

る条例を平成２４年度中に制定する予定と伺って

おります。本市においては、御承知のとおり名寄

市特別養護老人ホーム条例に基づき、名寄市特別

養護老人ホーム清峰園、名寄市風連特別養護老人

ホームしらかばハイツを設置しており、短期入所

を含む現在の部屋の状況においては、清峰園では

１人部屋５５室、２人部屋２２室、４人部屋４室、

しらかばハイツでは１人部屋６室、２人部屋２０

室、４人部屋１１室となっており、当面新名寄市

総合計画後期基本計画及び名寄市第５期高齢者保

健医療福祉計画、介護保険事業計画においても特

別養護老人ホームの改築等は計画されておりませ

んが、今後改築等が必要になったときには入所者

の負担軽減を考慮し、居室定員の人数など入所者

に配慮しつつ、北海道の条例の趣旨に沿った運営

平成２４年９月１９日（水曜日）第３回９月定例会・第２号



－60－

をしてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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２、通学路の安全対策につきまして、小項目

１、緊急合同総点検の状況と結果についてお答え

をいたします。

本年の４月以降、全国で登下校中の児童や保護

者が死傷する痛ましい事故が相次いだことを受け

まして、本年５月１日、文部科学省より、また５

月１６日には北海道教育委員会からも通学路の安

全確保についての通知がなされました。これらを

受けまして名寄市教育委員会では、７月２６日と

８月２１日に各学校から安全確保要望のあった危

険箇所につきまして警察や関係する道路管理者、

地域の方々と合同総点検を行いました。主な点検

項目は、信号機や横断歩道の設置、歩道の整備、

標識設置など全部で１４カ所あり、現地、現場で

の視察と対応を協議をいたしました。要望のあっ

た整備につきましては、大部分が一定の予算、工

事等を伴うものであり、すぐに対応することは難

しい部分が多く、それぞれ市担当部局を通じまし

て警察署や旭川開発建設部、上川総合振興局旭川

建設管理部、市の建設水道部への要望を継続する

よう北海道教育委員会から指導があったところで

あります。

次に、小項目２点目の点検を踏まえての諸対策

の実施につきましては、安全確保の要望箇所の具

体的な対応と改善実施に向けまして最大限の努力

をしながら、教育委員会としては各学校に対しま

しては生徒、保護者、地域の方々による危険箇所

での街頭指導を今以上に強化をしたり、交通安全

の指導の徹底や毎年実施しています家庭訪問など

を利用して通学路の点検や安全マップの危険箇所

の見直しなどをお願いをしております。

小項目３点目、今後の安全点検の継続でござい

ますが、繰り返しになりますが、各学校で策定し

ております通学路の安全マップをもう一度子供た

ちの視点に立って日常的に見直しながら、危険箇

所の情報を地域の方々で構成しております安全安

心会議の方々とともに共有をするなどして、学校、

家庭、地域一体となった子供たちの安全確保に努

めていきたいと考えております。今後の指導、対

応につきましては、総合的な通学路の安全対策を

見据えまして、危険箇所の改善とともに、交通法

規の遵守や道路の安全な歩行はもとより、自転車

の安全な走行や乗車マナーについて指導徹底をす

るとともに、自他の安全に配慮して安全な行動が

できる態度を育成するなどして、交通事故の未然

防止に万全を期すように指導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。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私か〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

らは、大きな項目の３点目の市立病院の駐車場対

策についてお答えをいたします。

初めに、現在の駐車場台数につきましては、病

院敷地内が２３５台、敷地外が１１８台で、合計

３５３台を確保しております。

次に、工事期間中の状況についてでありますが、

まず工事が始まって医師寮の解体前については敷

地内、敷地外を合わせて２３２台と見込んで、こ

れで１２１台のマイナスが見込まれます。それか

ら、医師寮が解体後の駐車場整備をした後、来年

の６月以降になると思われますが、その時点では

２７２台ということで８１台の減が見込まれます。

それから、新しい病棟の完成後に現在の精神科病

棟の解体時、これは２６年の段階ですけれども、

この時点では１９８台ということで、１５５台の

減少が見込まれます。台数が不足する部分につき

ましては、ことしの冬から花園公園の一部、ここ

では軽自動車を含めて９１台を確保しております。

それから、民有地の借り上げ、約４５台ぐらいと

いうことで準備を進めておりまして、また職員に

はスポーツセンターの駐車場を確保しております。

なお、全工事が終了します平成２６年末には合
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計４１９台を確保できる見通しで、あわせて有料

化を検討しておりまして、駐車場不足はおおむね

解消できるものではないかと考えております。

次に、病院周辺の路上駐車の状況についてであ

りますが、時間帯によっても異なりますが、最も

多いと思われる午前１０時から１１時台の間では

東、南、北側の周辺に駐車している台数はおおむ

ね５０台から６０台程度となっております。また、

これに対する職員等の比率については、推測であ

りますけれども、南側ではおおむね９割程度、北

側では三、四割、全体では４割から５割程度職員

がとめているのではないかと思われます。

次に、冬場の対策についてでありますが、こと

しから新たに敷地内及び周辺に管理人を配置しま

して、駐車場の案内、誘導などを行い、混雑の緩

和に努めてまいりたいと考えております。また、

周辺の道路の除排雪の徹底についても建設水道部

のほうと協議をしております。

次に、立体駐車場の件についてでありますが、

立体駐車場につきましては工事費、維持管理費、

安全性などの面から断念をし、先ほど申し上げた

対策で駐車場の確保に努めてまいりたいと考えて

おります。

また、職員用のバスにつきましては、これらの

対策を実施して、さらに台数の不足が見込まれる

場合には検討したいと考えておりますので、御理

解を願いたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

では、再質問をさせ〇１０番（高橋伸典議員）

ていただきます。

まず、今逆から行きたいと思います、せっかく

立ちましたので。市立病院の事務部長からよろし

くお願いいたします。今の状況では、現状は敷地

内外で３５３台、そして工事が始まると花園公園、

民地で約３６８台ぐらい見込まれますというお話

をちょっとお聞きしたのですけれども、私も次の

日に市立病院を何回か回らせていただきました。

朝８時３０分、南側駐車場２２台、東側の道路に

は１３台、これはきっと幼稚園近くのほうは職員

かなというふうに思いますけれども、市立病院側

は患者さんの乗り入れの方かなというふうに思っ

ています。また、北側は２２台の車がとまってお

りましたし、歩道にも４台とまっている状況であ

りました。合計で約８０台ぐらいこの道路の敷地

に駐車している中で、やはり工事が始まると工事

関係者が市立病院の近くにきっと乗り入れるとい

うふうに思います。建築業者ですから、道具や何

かも持ってこなければなりませんし、きっとその

ような状況の中でこれから工事始まったら、工事

の関係者はどちらのほうに駐車をさせるのか。ま

た、今南側は９割の職員が駐車をしている。北側

も約三、四割いると言われたのですけれども、私

は市立病院の中にも何台かは職員の方入れられて

いるの見ましたし、根本的な状況で今民地をお借

りする、スポーツセンターをお借りするという状

況の中で、やはり今車社会だから指導はしている

のだけれども、なかなか聞いていただけないとい

う部分です。そういう部分でやはりスポーツセン

ターをお借りしたのでしたら、そっちのスポーツ

センターに入れるように指導していく。また、民

地が今回ローソン向こうだとか何かということで

遠い部分もありますし、そういう部分でそちらの

ほうに職員を誘導していただく。また、状況がよ

ければ花園が軽が９１台となっていますけれども、

職員の方々は約７時半から８時半に出勤して、そ

して約５時に終わって帰られるのですから、花園

のところには車をあけるのでなくてすし詰めにし

て駐車していただくだとかという指導をするだと

か、こういう改善をしていかない限り、これから

冬期間に向けて、やはり今職員医師住宅を変えた。

また、医師住宅を壊して幼稚園のところに駐車場

をつくった。今現状古い医師住宅の横の駐車場は、

ほとんど職員の方がとめていると思うのです。ほ

とんど一般の方はとめられない状況だと私は今感

じています。その改善をどうしていくのかという
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のが重要ではないかなと思うのですけれども、そ

の点ちょっとお話、工事の関係者の部分と２点お

願いいたします。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

１点目の工事の関係者の車両なのですけれども、

工事が始まりますと枠といいますか、ブルーシー

トで囲って、本体工事の大体１０メートル前後は

少し広く囲います。ですから、基本的に工事車両

についてはその中にとまることになります。当然

出入りは出てきますけれども、基本的に工事が本

格的に始まりますとその工事の枠の中に入ってい

きます。ただ、１０月から先行してやります市立

病院の中庭の部分ですとか、花園公園の工事を先

行して確保してやるものですから、そこのときに

は完全に工事車両の場所というのはありませんの

で、ちょっと道路を含めて路上駐車が一部出るこ

とも想定されます。

それから、２つ目の職員の関係なのですけれど

も、まず民地につきましては１０月１日から借り

上げする予定で準備を進めていまして、今はまだ

使えておりません。スポーツセンターについても

冬場からということで教育委員会のほうと協議を

して、体育協会なんかとも協議を進めているとこ

ろでございます。今現在は、近い人でも正直結構

乗ってきている人がいるものですから、近い人は

徒歩とか自転車でという話、当然採用のときにし

てはいるのですけれども、実際には近い距離の方

についても例えば終わった後買い物をして帰れる

ですとか、そういうこともあって利用が多くなっ

ています。今回新たに工事が始まる１０月以降に

つきましては、自宅と病院との距離なんかを再度

申告をさせまして、例えば近い人については子供

が保育所にいるだとか、妊娠されているだとか、

そういう方を除けば、乗ってきたい人については

スポーツセンターにというような指導を考えてい

るところでございますので、御理解をいただきた

いと思います。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

話的にはわかります。〇１０番（高橋伸典議員）

でも、現実はちょっと厳しいかなという部分をす

ごく思っているのです。今まで規制していますと

いっても車社会だから、言えるけれども、自主性

を尊重するという答弁がずっと続いている中で、

一般市民の方が駐車場にとめられないということ

がやっぱり問題があるのかなという部分だと思う

のです。私は、駐車場自体が大きくて余裕がある

のでしたら、職員の方とめても構わないというふ

うに思っておりますけれども、やはり優先は患者

さんが優先されるという部分であって、職員の方

々はそこをしっかりと掌握してやらなければいけ

ないなというふうに思っているのです。だから、

私花園をふやしても問題は解決されないかなとい

うふうに思っておりますし、花園はもう完全に職

員の駐車場だよと。あそこにすし詰めにしなさい

だとか、民間の遠いところは職員の駐車場、駐車

対策にして、旧医師住宅、そして幼稚園のところ

を含めてやっぱり患者の方々の駐車場にしていか

ない限り冬きっと大変なことになるかなという部

分を痛感したものですから、今回質問させていた

だきました。これから除雪対策も含めて、道路が

大分狭くなります。ほとんど北側も南側の通路も

朝除雪車が毎年なのですけれども、雪を置いてい

きます。道路がもう大体歩道から二、三メーター

潰れて寄っていきますので、職員の車が駐車して

しまうとあそこ通れないのです。そして、向こう

から車が来たら待っていたりという状況が毎年続

いている状況です。だから、そこの部分の安全対

策も含めて、また北側も同じような状況です。歩

道が大きいから雪を置けるのですけれども、あそ

こもそういう車の駐車体制になっているものです

から、大変危険な状況になっているのですけれど

も、その部分というのはどうなのか。きっと私は

工事が始まると北側からしか進入できないと思う、

長内さんはわかると思うのですけれども。工事が

始まると西側と東側はきっと全然入る状況でなく、
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囲われると思います。北側から専用に工事車両を

進入したり何かしなければいけないというふうな

状況になるというふうに思うのですけれども、そ

こら辺を含めた安全対策と先ほど言った職員の専

用の駐車場の部分でどのようなふうに持っていき

たいのか、ちょっとお知らせいただきたいという

ように思います。

松島病院事務部長。〇議長（黒井 徹議員）

まず、〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君）

お尋ねの職員の関係なのですけれども、１つは先

ほど申し上げましたように民地を借り入れるのと

スポーツセンターを確保したと。目安としてこれ

から職員に対して車、どんなような車種に乗って、

通勤距離は何キロあるのだというような調査を今

考えておりまして、具体的に何キロからいいです

よというのはこれからなのですけれども、おおむ

ね２キロ以内の方については徒歩で来ていただき

たいと。どうしても車を使いたい場合は、スポー

ツセンターに置いてほしいというような話をまず

は進めようと思っております。

それから、周辺の安全対策につきましては、１

区町内会ですとか西町３区町内会等、病院の改築

に伴って説明会を開催させていただいたときにも

強く要望されておりますので、除排雪については

建設水道部と、あるいは交通安全対策については

市民部のほうと、一部例えば８丁目通を駐車禁止

にしてほしいというような意見なんかも出されて

おりますので、それらも含めて関係部としっかり

協議をしていきたいと思っておりますので、御理

解をお願いしたいと思います。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

花園公園の周辺〇建設水道部長（長内和明君）

の除排雪含めまして工事現場の車両についてであ

りますけれども、これは１区町内会のほうと協議

させていただきまして、その時点で周辺の除排雪

についてしっかりお願いしたいということと、ま

た歩道除雪をお願いしたいと。それと、保育所の

関係があるので、朝方あそこに子供を連れてくる

ということも含めて安全対策をしっかりとってい

ただきたいということで協議をいただいておりま

して、この分につきましては西側と北側について

は排雪も含めて少し一般の除排雪より多くなるの

かなということで回答させていただいております。

また、業者の車につきましては、北側からとい

うお話でありましたけれども、北側は封鎖したい

と思っております。できれば西側、今の公園の西

側ポプラ並木ちょっとありますけれども、そこを

２カ所出入り口にして、車両については公園の中

で、駐車をとりあえずしていって工事をやってい

ただきたいと、こんなことも考えてございますの

で、御理解をいただければと思います。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

大体わかったのです〇１０番（高橋伸典議員）

けれども、もうこの駐車場対策は職員だけが悪い

というふうには私思っておりません。車社会です

から、本当に職員の方々も冬になれば近間でもや

っぱり車に乗ってきたいのもわかります。しかし、

これからの安全対策も含めて職員の方々にしっか

り言っていただく。また、中には近隣の方々も駐

車をされているというお話もお聞きしますので、

その駐車関係もしっかりして、やはり患者さん、

この方が車を駐車できるスペースなのだよという

ことで言われていますので、またこれ完成したと

きには有料にするということで、私は有料にした

場合は市立病院の周りは駐禁にしない限り、もう

ほとんど駐車場に入れないで道路の周りに車がと

まり、また１区町内会の方々だとか町内会の方々

に大変迷惑がかかると思いますので、その辺の対

処も考えていただきたい。要望をしていきますの

で、お願いいたします。

次に、義務づけ、枠づけの見直しについて、時

間もなくなりましたので、進めさせていただきま

す。まず、公営住宅の件、今ほとんどの部分が国

の参酌のとおりに進まなければいけないというふ

うに言われて、ちょっとがっかりしております。

各市町村は、国の部分でなく独自にやっぱり地域
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住民の実情に合った本当に住みやすいまちをつく

るために今回の一括法ができて、地域自治で条例

を変えていきなさいというふうに言われて、これ

がスタートをされました。でも、今現状をお聞き

すると、やっぱり北海道と国の一括法の条例が遅

いために進まないというのが現状なのか、その辺

ちょっと再確認をさせていただきたいなというふ

うに思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今回の一括法によっ〇総務部長（扇谷茂幸君）

て、市のほうの条例の制定が義務づけをされると

いうことでありますけれども、昨年一括法が制定

されて以来、議員のほうからも御指摘ありました

ように国なり北海道からの情報提供が非常におく

れているという状況が１つありまして、今回新た

に条例の数も相当数に上るということで、それも

ある意味従うべき基準でありますとか標準であり

ますとか、いわゆる参酌基準というのが出ており

まして、条例としてはかなり複雑なものにはなっ

てきているということでありまして、これまで私

どもが対応してきた内容を実ははるかに超えると

いうことであります。そういう意味では、各市町

村実は作業大変おくれておりまして、私ども苦慮

しているということであります。経過措置があり

まして、２５年３月３１日まで、いわゆる２次の

分までに一定程度条例制定をしないといけないと

いうスケジュールがありますけれども、今現在ち

ょっと私どもの押さえている条例だけでもおおむ

ね８本、とりあえずは１２月定例会に一応上程を

したいというふうに思っておりますが、ほかの法

令関連を含めてかなりの数が実はまだありまして、

それが年度内、年度中に一定程度お示しできるか

どうかというのも正直今の段階でははっきり言え

ないというような状況でもあります。実は、上川

北部の９市町村間で、主に法制担当、これを集め

まして法制部会というのをつくっておりまして、

特に今回の一括法に係る条例の制定について情報

交換を頻繁に行っております。しかしながら、実

態としては条例の立て方含めて整理が必要という

部分が相当数ありますので、そこのところの作業

は急いでおりますが、なかなかちょっと難しいと

いう状況を抱えているのが事実であります。今後

とも北海道も徐々に条例制定の関係につきまして

は情報を出しておりますので、そういったものも

ひとつ参考にしながら、できるだけしっかり間に

合うような形で対応してまいりたいと考えており

ます。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。道の〇１０番（高橋伸典議員）

ほうの部分がおくれている、また今上川９市町村

で法令の部分をやられていると言っているのです

けれども、先ほど言ったように国の基準に沿って

いくのは簡単だというように思うのです。しかし、

やはり地域住民の目線に合った条例にしていかな

ければいけない部分、さっきの参酌という部分も

ありますけれども、あと６カ月しかないです。本

当に先ほど１２月には８本出すということを言わ

れましたけれども、できれば６カ月の間に、また

３月にも出されるということなのですけれども、

まずは住民のニーズに合った問題の実情をちょっ

と把握していただいて、進めていっていただきた

いなというふうに思います。

そこで、公営住宅の件でちょっと再度御質問を

させていただきたいというふうに思いますけれど

も、公営住宅の中には先ほど裁量階級だとかの部

分でなかなか難しい部分があるよと。そして、名

寄の市営住宅の空き家率が８％、ほとんどあい

ていない状況で、応募が６倍ですか。そして、

生活保護を受けている方で入居可能の１分位１０

万円以下の方々が８５％おられるということで、

ちょっとその中で公営住宅をいろいろやれという

のもあれなのですけれども、私は毎回公営住宅の

件で質問をさせていただいて、やはり子育て支援

だとか、また高齢者、障害者のため、高齢者、障

害者のためは名寄市は入っていますので、いいの

ですけれども、よそから来る名寄に転勤になる子
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供を持った方々だとかよく電話が来て、市営住宅

あいていないのですかと。市営住宅あいても必ず

抽せんでなければいけないのですだとか言います

し、また今回の部分でも雇用、仕事でもし失業し

た人だとか、そういう部分に裁量権を与えて入居

可能にしている地域もたくさんあるみたいなので

すけれども、名寄市としてはやっぱりそういう部

分というのはなかなか入れられないのか。また、

くじの方法も毎回言うのですけれども、もう十何

回もやったのだったら市営住宅に入れてほしいと

いう方もいます。でも、市営住宅は抽せんでない

とだめなのですと言っているのですけれども、そ

こら辺の配慮というか、これからの考えというこ

とがあればちょっと教えていただきたいなという

ふうに思います。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

優先方法等につ〇建設水道部長（長内和明君）

いて御質問をいただきました。今市営住宅の入居

者決定につきましては、従前より公平性、透明性

の観点から、申し込み順による公開抽せんにより

決定をしておりますけれども、本年９月の定期募

集よりさらなる公平性ということで、抽せん順を

決めるための予備抽せんを行うことなど、より申

込者に配慮した抽せん方法に心がけているところ

であります。優先入居につきましては、現管理条

例の中に定められている住宅に困窮する低所得者

の中においても特に困窮度の高いとされている人

を優先入居者として公開抽せんにおいて優先的に

選考するために、当選率を上げる優遇措置を行っ

ております。議員言われる俗に言う失業者、ある

いは地方から来られる転入者に対しても同様な優

遇措置は行っております。この対象が６０歳以上

の高齢者、障害者、それから母子家庭、それと引

揚者とか炭鉱離職者、あるいは生活環境の改善を

図るべき地域に居住する人ということになってお

りますけれども、今この失業者や転入者に対して

の優遇措置はとっているものの、特別な優遇措置

は今のところとっていない状況でありますので、

そこら辺は低所得者が優先ということも含めまし

て何とか御理解いただければなと。ただ、これか

らこういう改正も含めまして北海道や、それから

他市町村の動向も含めてまた研究させていただけ

ればと思っていますので、御理解をお願いしたい

と思います。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

私も強く言えないの〇１０番（高橋伸典議員）

が現状で、低所得者、高齢者、障害者を含めてや

っぱり対策をやられていて、ここの空き家率が

８％しかないという部分では、子育てだとか失業

者、または転入者の部分というのは難しいのかな

と思うのですけれども、あきが出たらぜひ進めて

いただきたい部分かなと。今加藤市長が観光を含

めて定住をやられている中で、この部分というの

は小さい子供がいる人というのはなかなか大変で、

そういう定住がやはり地域を支えていくというふ

うに私は思っていますので、これは求めておきた

いというふうに思っております。

次に、道路についてなのですけれども、これも

参酌ということで国の動向を見ますと言われてお

りますけれども、１点だけちょっと求めたいし、

やってほしいところがあります。今名寄市の１７

線道路、マルハンのパチンコ屋があるところなの

です。あそこでちょっと市民から苦情がありまし

て、スタンドのところです。交差点なのですけれ

ども、左に曲がる車がいれば全く進めないのです。

横から行けないという。直線の人と左に曲がる方

が行けないという状況が続いていて、土曜日、日

曜日になると信号の三、四回待ちが続いておりま

すということで、何とか今この道路構造に関する

地方独自の基準で見れば、すり抜け車両及び違法

駐車の抑制を図るだとか３点あるのですけれども、

その中に右折車両があっても直線車両が通過でき

るように車線の幅員を５以上拡幅できることを

規定しているというふうにありまして、左折する

車は左に寄って、直線の車を１車線にするという

規定がこういうふうにあるみたいなのです。私は、

平成２４年９月１９日（水曜日）第３回９月定例会・第２号



－66－

あそこはそういうふうにしていかない限りずっと

続くのかなというふうに思うのですけれども、ど

のような考えなのかちょっと教えていただきたい

な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）

今回の法改正で〇建設水道部長（長内和明君）

は、道路構造に関してはほとんどが参酌という言

い方なのですけれども、ただ、今現道路の幅員内

においては改正が可能かなという判断をしており

ます。ただ、道からまだ詳細が来ておりませんの

で、詳細なことは余り言えませんけれども、今言

えることは車線変更の幅員については１７線道路

の幅員もございます。また、取りつける道路の幅

員にもよります。そういった幅員の状況とも現状

状況含めて現地を把握した上で、可能かどうかと

いうことも含めまして検討していきたいなと思い

ますので、御理解を願いたいと思います。

高橋議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いしま〇１０番（高橋伸典議員）

す。道路を広げるでなく、道路はあのままでいい

ですから車線をやって、可能かどうか、検討して

いただきたいというふうに思います。

時間もありませんので、特に従来どおりやっぱ

り責任ある行政という部分では、国の基準だけで

なく名寄市独自、本当に住民の方々の目線に立っ

た道路、公共住宅、ちょっと時間ないので、やれ

ませんけれども、特別養護老人ホームだとか、い

ろいろな部分を使って改正をお願いしたいという

ふうに思います。

最後に、学校の部分をやらさせていただきます。

今安全対策で１４カ所安全対策の部分がありまし

た。見守り隊だとか安全マップ、交通安全の点検

等をやられるということなので、しっかりお願い

したいのと、最後にちょっと質問したいのは、豊

西小学校で今回通学路で、放課後ですけれども、

事故がありました。これは、どういう部分でなっ

たのか、学校にはどういう指導をされているのか、

これからの対策がどうなのか。それと、ある要望

ではなぜヘルメットをかぶせられないのかという

要望がありました。札幌の小学校、うちの孫が札

幌にいたのですけれども、ヘルメットをかぶらさ

れているのです。やはりそういう対策をしていか

ない限りああいう事故が起きて、子供が安全な部

分ではないというふうに思うのですけれども、ま

たこのヘルメットも高額なものですから、市とし

てぜひヘルメットの助成を半分してあげられない

のかなという考えはないか、この４点をお聞きし

て、私の質問を終わらせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま高橋議員か〇教育部長（鈴木邦輝君）

らの再質問の部分をお答えをしたいと思います。

まず、今回名寄市内でも重篤な事故が起きまし

て、教育委員会としても大変憂慮をしているとこ

ろでございます。ハード面の整備につきましては、

先ほど点検箇所を早期に要望したいということで、

その努力は最大限努めていきたいと考えておりま

すが、学校に対しては学校、家庭では児童生徒の

安全対策に対するソフト面、特に交通安全に対す

る望ましい態度とか、それから習慣の形成を図る

ために、まずは学級活動の中で危険を予知する能

力を育てるという指導を取り入れたいと考えてお

ります。そのことによって子供の交通安全に対す

る意識を高めることが重要になっていくのではな

いかと思っております。また、子供に限らず保護

者に対しましても、歩行者としてのモラルである

とか自転車の乗り方など基本に立ち返って通学路

や安全、生活圏からの交通事故が起きないように

改めて指導徹底をしたいと考えております。

次に、ヘルメットの着用の部分でございますが、

名寄市では通学路の距離とかほかの交通対策がな

いという部分で、各学校の判断で小中学校での自

転車通学を認めております。小学校では１５校中

６校、主に３年生以上の学年での自転車通学を認

めております。この場合、ヘルメットの着用につ

きましては保護者の責務として児童の着用を義務

づけをいたしております。各市内の学校で名寄南
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小学校であるとか智恵文小学校、東風連小学校、

また風連日進小学校では、先ほど御指摘の３年生

以上の児童にはヘルメットを貸与しておりまして、

通学時以外でも自転車に乗る際には着用を義務づ

ける指導をしております。また、中学校におきま

しては４校のうち申請を必要としない智恵文中学

校を除きまして、あとの３校は保護者の自転車通

学許可申請をもって各学校で認可証のステッカー

等を張って許可をいたしておりますが、ヘルメッ

トの着用については課しておりません。ヘルメッ

トの着用につきましては、今回の事故を例にとる

ように頭部への損傷を少しでも軽減をするという

ものではその有効性は認めるものでございます。

今後児童の放課後での義務化であるとかヘルメッ

ト購入の助成につきましては、現在時点では御提

言と受けとめさせていただきまして、各学校の判

断や他市の例などを調査をさせていただきたいと

思っておりますので、御理解をいただきたいと思

います。

以上で高橋伸典議員の〇議長（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０３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。

高橋経済部長より発言を求められていますので、

これを許します。

午前中の佐藤靖議員〇経済部長（高橋光男君）

の最初の答弁の中で、言い違いをした部分があり

ますので、訂正をしていただきたいというふうに

思います。

透明性の高い開かれた行政運営についての答弁

のところで、駅前交流プラザ「よろーな」条例に

つきましては公共用財産と言うべきところを駅前

交流プラザ「よろーな」条例につきましては公用

財産という言い間違いをしましたので、改めて公

共用財産に訂正をしていただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いを申し上げます。

それでは、一般質問に〇議長（黒井 徹議員）

移りたいと思います。

名寄市の農業施策について外１件を、山田典幸

議員。

ただいま議長より御指〇５番（山田典幸議員）

名をいただきましたので、これより通告順に従い、

大項目２点にわたって順次質問をしてまいりたい

と思います。

初めに、大項目１点目、名寄市の農業施策につ

いて２点にわたってお伺いをいたします。１点目、

気象変動に対応した農地の基盤整備についてお伺

いいたします。地域農業の基本指針である新名寄

市農業・農村振興計画も１０カ年計画の折り返し

を経過し、今年度より後期実施計画へと入ったと

ころでありますが、今までに実施された施策、各

事業にさらなる展開が必要であり、今後の名寄市

農業の持続的発展のためには経営の安定、収益の

拡大につながる生産基盤の整備がとりわけ重要で

あると考えます。一昨年７月の集中豪雨、昨年の

春と秋の長雨による農作物の冠水被害と作業のお

くれ、また本年は一転して５月から６月にかけて

の少雨による干ばつと近年の異常気象とも言える

極端な天候の偏りが特に畑作、野菜農家の経営を

不安定な状況にしております。２年続けての大雨

による農業被害を受け、畑作地域においては今年

度より暗渠等の排水対策が農業体質強化基盤整備

促進事業により緊急的に実施されているところで

ありますが、その一方で本年のような高温、干ば

つの状況に対応できる生産基盤の整備、いわゆる

畑地かんがいの整備も検討していかなければなら

ない状況に来ていると考えます。これからの地域

農業を背負っていく若い担い手たちが天候不順の

リスクを最小限度に抑え、安定的な農業経営を確

立していくためにも今後必要不可欠な事業である

と認識をしているところですが、お考えをお伺い

したいと思います。
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２点目にヒグマによる農業被害への対応につい

てお伺いいたします。本年８月以降、市内各所に

おいてヒグマの出没、目撃情報が相次いでおり、

特に８月１０日以降風連旭地区、東風連地区、智

恵文地区を中心に収穫を間近に控えたスイートコ

ーンが荒らされるという被害が頻発しております。

農業被害はもとより農家の住宅周辺にも出没を繰

り返し、加えて民家の家庭菜園での食害も確認さ

れており、付近の住民にとってもいまだに安心で

きない状況が続いております。当地域においては、

昨年あたりから農地周辺への出没や農業被害が増

加してきておりますが、全道的にも同様の傾向が

見られるということで、本年だけに限らず翌年以

降も同様の被害が懸念されるところであり、今後

継続的な対策が求められるところです。現時点で

のヒグマによる被害の状況と対応の経過、今後の

対応策とあわせて被害防止対策、住民の安全対策

について具体的にお知らせをいただきたいと思い

ます。

次に、大項目２点目、名寄市の教育行政につい

て２点にわたってお伺いをいたします。１点目に、

いじめ問題についてお伺いをいたします。大津市

の中２男子生徒のいじめによる自殺問題が大きな

波紋を呼び、社会問題化している中、先般９月５

日には札幌市においても中１男子生徒がいじめに

遭っていたとするメモを残し、マンションから飛

びおり、みずからの命を絶つという大変痛ましい

事件がありました。このように将来を担う子供た

ちがいじめを苦にみずからの命を絶つという事件

が後を絶たず、同じ年代の子供を持つ親の一人と

してもそのような事件が報道されるたびに胸が痛

むと同時に、他人事として見過ごすことのできな

い深刻な問題であると受けとめているところです。

先般文部科学省が公表した２０１１年度の全国公

私立の小中高校と特別支援学級が把握したいじめ

は７万２３１件、そのうち北海道においては３

３０件であったということです。そこで、お伺い

したいのは当市におけるいじめの現状であります。

幸い当市においては、児童生徒がみずから命を絶

つといった最悪のケースは発生しておりませんが、

だからといって当市の小中学校にいじめが全くな

いということは考えられません。当市におけるい

じめの現状と実態についてどのように把握をして

おられるのか、加えて今後の対策についてもお知

らせをいただきたいと思います。

２点目、全国学力テストの結果からということ

でお伺いをいたします。先般文部科学省より本年

４月に小学６年生と中学３年生を対象に行われた

全国学力テストの結果が発表されました。北海道

の平均正答率は、一部教科で全国平均に近づいた

ものの、全教科において全国平均を下回り、依然

として下位に低迷している状況が明らかになりま

した。今回の結果から、全教科にわたり基礎学力

が定着していない現状が浮き彫りとなったことで、

今後は児童生徒一人一人に対し、きめ細かい支援

体制が必要であるとの認識をするところでありま

すが、当市においての今回の学力テストの結果と

傾向の分析、今後の基礎学力向上に向けての対策

についてお知らせをいただきたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員から大項目〇経済部長（高橋光男君）

で２点にわたり御質問がありました。大項目１は

私から、大項目２は教育部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いいたします。

まず、大項目１、名寄市の農業施策について、

小項目１、気象変動に対応した農地の基盤整備に

ついてお答え申し上げます。議員のお話にありま

したように、近年は異常気象によります農作物被

害が顕著となっており、市といたしましては３年

連続で農家に対します支援対策を実施してまいり

ましたが、暗渠を含む基盤整備も重要であると認

識しております。暗渠及び畑地かんがいなどを含

む基盤整備に関しては、基本としまして国営ある

いは道営規模のもので、地区で取りまとめられた

ものについて推進する考えですが、取りまとめや
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計画採択に時間がかかる難点があります。本年度

湿害に関して取り組まれている農業体質強化基盤

整備促進事業では、１６９戸が活用し、面積で１

４４ヘクタールとなっております。今後も農家

にとって使い勝手のよい補助制度の新設あるいは

継続を関係機関、団体と連携し、北海道などに働

きかけていきたいと考えております。

次に、小項目２、ヒグマによる農業被害への対

応について申し上げます。北海道におけるヒグマ

の農業被害額は、トウキビ類、ビートなどの作物

が年平均して１億０００万円程度となっており、

平成２４年度の名寄市における農業被害額は現在

のところＪＡの調べではスイートコーンを中心と

して約１００万円と試算しているところでありま

す。本年は、智恵文地区、風連地区での目撃情報

も多く、今までは山際がほとんどでしたけれども、

本年は平地での農業被害も出ており、人家付近で

の足跡が確認されたことから、猟友会を初め関係

機関でのパトロールのほか、箱わなの設置などの

対策を実施し、捕獲に努めてまいりました。ヒグ

マの被害は、収穫直前の作物に被害が及び、生産

者の生産意欲に大きな影響を与えることから、基

本的な事項として次の取り組みについて実施する

ほか、課題もあることから検討を加えてまいりた

いというふうに考えております。１つとして、普

及啓発活動としてヒグマの事故被害防止の基本的

取り組みとして広報紙の活用、チラシの配布、市

のホームページなどを活用した情報提供を行って

います。２つとして、実態調査として出没原因、

出没状況の把握と被害防止対策の実施状況、農作

物などの被害実態の把握を行います。３つ目とし

て、出没後の広報活動として町内会などによる周

知、学校などへの連絡を行っていますが、より効

果的な周知方法などを検討してまいります。４つ

目として、防止対策として電牧柵を初めとする被

害防止対策の助言と実施、誘引物などの除去、出

没しにくい環境の整備、駆除などのためのパトロ

ールなどについての検討が挙げられます。以上の

ことを踏まえ、効果的な農業被害防止対策につい

て関係機関、団体、生産者からの意見をいただき

ながら、今後の対応策を検討してまいりますので、

御理解をお願いいたします。

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２、名寄市の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、いじめの問題についてお答え

をいたします。いじめの問題は、どの子供にも、

どの学校にも起こり得るものであり、学校教育に

携わる全ての関係者が改めていじめの問題の重要

性を認識をして、いじめの兆候をいち早く把握を

して迅速に対応する必要があります。また、いじ

めの問題が生じたときには、その問題を隠さず、

学校と教育委員会が一体となって対応するととも

に、家庭や地域と連携して対処するなど、いじめ

の解決を図る取り組みの徹底が強く求められてお

ります。

名寄市におけるいじめ問題の実態把握と現状に

ついて申し上げます。これまで市内の小中学校の

全児童生徒を対象に北海道教育委員会のいじめの

問題の実態把握及びその対応状況等調査を実施を

してきております。まず、昨年５月に実施した同

調査では、ことしのというのは昨年の５月以降で

す。ことしの４月からきょうまでいじめられたこ

とがありますかの質問にあるとの回答が２０７件

ありました。うち今もそのいじめは続いています

かの質問にいると回答したのが８２件ありました。

また、１１月に実施をした同じ調査では、ことし

の４月からきょうまでいじめられたことがありま

すかの質問にあるとの回答が１８９件ありました。

そのうち今もそのいじめは続いていますかの質問

にいるとの回答が４３件ありました。この昨年度

の２回の調査において今もそのいじめは続いてい

ますかと回答した児童生徒に対しまして、教員が

内容を聞いて事実確認をし、校内で検討した結果、

いずれもいじめとして認知する内容ではないと判
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断をされております。

次に、本年に入りまして、本年５月に実施した

同じ調査では、いじめられたことがあるとの回答

が１２２件ありました。うち教員等が本人に内容

を聞いて事実確認をし、校内で検討した結果、３

件をいじめであると認知をしております。その後

この３件につきまして解消に向けて学校で対応し、

２件は解消しておりますが、残り１件は学校と教

育委員会が連携をし、解消に向けての取り組みを

続けております。継続中の１件を除いて本年８月

に文部科学省が緊急実施をした同調査では、いじ

められたことがあるとの回答が１７９件ありまし

た。そのうち教員が本人に内容を聞いて事実確認

をし、校内で検討した結果、いずれもいじめとし

て認知する内容ではないと判断をされております。

一方で、昨年度名寄市の教育相談センターに寄せ

られた教育相談の状況を見ますと、小中学校、高

等学校を合わせたいじめにかかわる相談は、電話

で４件、面談で４４件であり、年々増加傾向にあ

り、いじめはあるとの見方をしております。

このように学校での調査結果や教育相談センタ

ーでの教育相談の状況を見ると、悩み、苦しみな

どを抱えながら教員や家族に相談できないでいる

子供がいるなど、いじめは見えにくいところに特

徴があります。学校、家庭、地域では子供が発す

るサインを敏感に受けとめ、背景にはいじめが隠

れている場合があることを常に念頭に置いて速や

かに対応することが大切なことであります。名寄

市におけるいじめ問題の実態把握と状況について

申し上げましたが、今後も教育委員会といたしま

しては、いじめの未然防止、早期発見、早期対応

に向けた取り組みを徹底をしてまいります。具体

的には、市内の各小中学校にいじめを許さない学

校、学級づくりを強力に推進するようにお願いす

るとともに、これまで実施してきたいじめ問題の

実態把握及びその対応状況等の調査などの結果を

効果的に活用するなどして、日ごろから積極的に

学校の実態把握に努めてまいります。いじめの問

題が起きた場合には、学校、保護者、教育相談セ

ンターなどとの連携を十分に図りながら、迅速に

対応してまいります。また、個人情報の取り扱い

には留意をしつつ、事実関係の把握を正確かつ迅

速に行いながら、適切な情報提供を行うなどして

保護者や地域住民の信頼を確保してまいりたいと

考えております。

続きまして、小項目２、全国学力・学習状況調

査の結果についてお答えをいたします。平成２４

年度全国学力・学習状況調査抽出調査の結果にお

きます北海道の状況は、国で示された推計値によ

る平均正答率が小中学校いずれの教科においても

全国平均より低いという状況が続き、今年度新た

に実施をされました理科についても同様の傾向が

見られております。昨年度は北海道独自の調査で

したので、その前の平成２２年度の全国調査結果

との比較では、推計値による教科の平均正答率で

見ますと中学校国語Ａを除く全ての教科において

全国平均との差がこれまでよりは縮まっておりま

す。例えば小学校国語Ｂ、中学校国語Ｂにおいて

は２ポイント以上縮まっております。特に中学校

国語Ｂにおいては、全国とわずかな差となってお

ります。また、過去の類似問題、同一問題との比

較では、全４９問中３７問で平均正答率と全国と

の差が縮まっているところであります。例えば小

学校国語Ａにおいては、図鑑を読んで必要な内容

を捉える問題において平成２１年度は平均正答率

が７１％であったのが今回は９４％と１６ポ

イントの向上が見られ、小学校算数Ａにおいては

足す、引く、掛ける、割るを含めた四則混合の計

算問題において平成２２年度の平均正答率が５３

％であったのが今回は７８％と２５ポイント以

上の向上が見られております。このように北海道

の子供たちの学力をめぐる状況は、全体としては

極めて深刻な状況が続いているものの、こうした

改善の兆しも見られております。北海道内の抽出

校以外の希望利用方式調査の採点も終了いたし、

現在北海道教育委員会においてこのたびの抽出調
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査の結果と合算をしてよりきめ細かな分析が行わ

れております。この結果が公表されましたら、本

市の児童生徒の学力、学習状況の傾向を分析をし

て、対策を含めて今までどおり市のホームページ

で公表してまいります。

次に、昨年度の調査結果から捉えた名寄市の児

童生徒の学力、学習状況の傾向と学力向上の取り

組みについて申し上げます。小学校の主な傾向と

しては、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

では苦手と感じているようであります。中学校の

主な傾向としては、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

考したり、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。学習の状況では、小

中学校ともに宿題については定着をしてきており

ますけれども、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。

このように名寄市の小中学生についても基礎的

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し、

児童生徒の確かな学力の育成を図るために、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、名寄市教育改善プロジェクト委員会を組織を

したところであります。この委員会には、学習指

導の工夫改善、校内研修の充実、そして教育資源

等の活用の３つの研究グループをつくりまして、

今後３年間は学力向上を重点として取り組みを推

進してまいります。現在学習指導の工夫改善に関

する研究グループでは、漢字の読み書きや計算な

どの力を高めるために北海道教育委員会が策定し

ているチャレンジテストを全ての小中学校で効果

的に活用する方法などについて取り組みを進めて

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

校で行っている校内研修を交流する取り組みなど

を進めております。教育資源等の活用に関する研

究グループでは、市立天文台を効果的に活用する

ための方法、放課後子ども教室とのよりよい連携

の仕方などについての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、今後とも市内の各

学校と保護者、地域住民の皆様、教育関係機関の

皆様の御理解と御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。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは、それぞれ御〇５番（山田典幸議員）

答弁をいただきましたので、再質問に入らせてい

ただきたいと思います。

順番に行きたいと思います。まず初めに、気象

変動に対応した農地の基盤整備についてというこ

とで、先ほど冒頭も申し上げましたけれども、２

年続けての大雨による被害を受けたことは皆さん

当然御承知のことと思いますけれども、ことしは

春先から非常に天候に恵まれまして、順調に作業

が進みました。ことしこそはと思っていたところ、

しかしながらことしは一転雨というよりも５月か

ら６月にかけまして雨不足による干ばつが見られ

たと。７月５日だったでしょうか、７月に入って

からのまとまった雨がありまして、今収穫の真っ

最中でございますけれども、ほとんどの作物では

生育も回復いたしておりますが、雨のタイミング

が一歩間違えばというか、もう少し遅ければこれ

は当然大変な状況になっていたのではないかなと

私自身も感じております。やはり私たちの周りで

も、長く農業に携わっている先輩方もここ数年の

天候は本当に今まで長く農家をやっていて経験が

ないと。本当にここ２年、３年と毎年のようにお

っしゃっております。やはりそのぐらい天候も変

わってきて、いわゆる予測ですとか、そういった

ものに対する対応というのも非常に難しくなって
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きている状況なのかなと思っております。

先ほど御答弁のほうにありましたけれども、排

水対策につきましては国の昨年の４次補正による

事業ということで、今年度、来年度対応していた

だくということで、中身に関しては非常に使い勝

手のよい事業でもありますので、当然今後の継続

等も含めて働きかけをしていっていただきたいと

思っているところなのですが、その一方でことし

のような干ばつに対しての対策、つまり雨が降ら

ない、そして水が必要なときに必要なだけ水がま

けるという、そういった体制の整備が必要ではな

いかなと考えております。全道的に見ましても畑

地かんがいの整備というのは、富良野あたりが先

進地なのでしょうか、既に全道各地で行われてお

りまして、そういった地域、時期特に６月、７月

あたりそういうものが入っている地域を車で走っ

たりしますと、やっぱり作柄がもう全然違うので

す、ほかの地域と。そういった意味では、当地域

においてもそういった整備の必要性も今後出てく

るのではないかなと私自身も考えております。

１点確認でお伺いしておきたいのですが、昨年、

一昨年だったでしょうか、開発、道のほうと名寄

市とＪＡのほうで国営かんがい事業の整備構想の

意向調査を行ったかと思います。その聞き取り調

査等もやられたと思いますが、その内容、畑地か

んがいの整備の意向があるなしといったような調

査だったと思いますが、そのあたりの聞き取り調

査の内容について把握している部分、わかる範囲

でお願いしたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員のほうから〇経済部長（高橋光男君）

畑地かんがい要望に係る聞き取り調査の関係で再

質問がありましたけれども、これ実は旭川の開発

建設部が平成２３年１０月１９日から１１月３日

の間において智恵文地区の農家さん、畑作農家８

７人、酪農家９人ということで、合計９６人に対

して聞き取り調査を実施しております。その中で

畑地かんがいを検討しているといった答えが意向

がありということで７７３ヘクタール、国営の採

択基準については０００ヘクタールなものです

から、この国の採択基準に届かない結果となりま

した。それで、農家の方々からは畑地かんがいよ

りも先ほど議員の質問にありましたように湿害対

策の部分の要望が多かったことも含めて、どちら

かいうと暗渠排水のほうの要望がかんがいよりも

多く寄せられたというのが実態でございまして、

よろしくお願い申し上げたいというふうに思いま

す。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

聞き取り調査の内容で〇５番（山田典幸議員）

意向があったのが７７３ヘクタールということで、

今高橋部長の御答弁にもありましたけれども、昨

年、一昨年と調査実は私のところにも来て、回答

したという覚えがありまして、確認の意味でも全

体としてどうだったのかなというところで確認を

させていただきましたけれども、事業の実施要件

が０００ヘクタール以上ということで、それに

満たなかったということで、昨年、一昨年と大雨

による湿害で被害を受けていますので、かんがい

施設よりはやっぱり湿害対策だといった意見が出

るのは当然かなと思います。当然意向ありという

７７３ヘクタール面積があるものですから、意向

があるというような意見も出たのだと思いますけ

れども、その他ちょっと意向調査の意見の内容と

してどのようなものがあったか、改めてわかる範

囲でどんな意見がございましたでしょうか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

何点かにわたって開〇経済部長（高橋光男君）

発のほうで聞いているのですけれども、例えば意

向ありの中でもこれから将来に向けてどういう営

農になっていくのかといった部分でそういった質

問もございますし、それから意向なしについては、

受益者負担の割合が意外と高いのです。そして、

国営の場合は事業完了後に一括して返還という形

になりますから、そこまで営農活動自体が後継者

のことも含めて今現在はっきりしたことが言えな
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いといった部分も含めてあったのだろうというふ

うに思いますし、そのほか整備の必要性があると

した回答の農家の中で、１筆ごとに聞き取ったと

いうことも含めて先ほど申し上げました７７３ヘ

クタールが畑地かんがいの意向がありますよとい

う内容になっております。また、調査の部分では、

先ほど申し上げましたように畑地かんがいを実施

できるのか、要望があるのかどうかということが

中心となった聞き取りというふうに理解をしてお

ります。

以上です。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

そのような意見の聞き〇５番（山田典幸議員）

取りがあった中で、この調査に関して今後例えば

事業に向けて具体的な段階に入っていくのかどう

か、またはもう全く一旦というか、調査は行わな

いとするのか。今後どういった形で、一回はそう

いった意向調査まで入っているわけですから、そ

の後どうするのかという部分ははっきり定まって

いますでしょうか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど申し上げまし〇経済部長（高橋光男君）

たように、希望が７７３ヘクタールということで

採択要件の０００ヘクタールに満たないという

ことで、これも関係機関、ＪＡとも御相談申し上

げたのですけれども、現在のところやっぱりその

部分に届かないということについては非常に厳し

いのではないかという判断に立っているところで

ございます。

以上です。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

０００ヘクタールに〇５番（山田典幸議員）

届いていないからということでの理由だったかと

思います。そういった理由で、当然実施要件には

届いておりません、７７３ヘクタールですから。

ただ、１筆ごとの調査というのもありますし、ま

た時期的なもの、先ほども申し上げました。繰り

返しになりますけれども、湿害で大変な状況の中

でやっぱりちょっと干ばつ対策というのは実際考

えられない状況の農家さんもたくさんあったのか

なと思います。また、後継者が今のところ、今と

いうか、後継者がいないので、負担のことも考え

ると、また年齢も含めてなのでしょうけれども、

そういった基盤整備、負担も考えるとちょっと意

向がないのだというような意見もあったかと思い

ますが、やっぱり後継者がいなければ当然だと思

うのです、意向がないのは。先ほど国営事業、お

話にありましたように時間がかかるという中で、

国営事業が主体、まして地域がまとまらないとや

っぱり大きな基盤整備というのは進んでいかない

のだと思います。私が考えるに基盤整備というの

は、やはり農地の集約とセットにならないとうま

く進んでいかないのかなという気がしています。

というのは、やっぱり先ほど申し上げたように、

これから後継者もいない、言い方悪いかもしれま

せんけれども、あと何年農家をやっていくのかど

うかという方の、意見を聞くなというわけではあ

りません、その方はその方なりの考えでしょうか

ら。ただ、これから将来例えば若い担い手の方々

が地域の農業をどうしていくと。どう農地を集約

していくという中で、当然智恵文で０００ヘク

タール以上はあるでしょうか。その０００ヘク

タール超をどういう形でこれから集約して耕作し

ていくのかということがセットで、やはりではど

う基盤整備が入ればいいのかというものは一緒に

考えていかなければならない。そういう中で出て

くる課題だと私は思うのです。そういう意味では、

毎回毎回くどいようですけれども、今後行われる

予定の人・農地プランの策定に向けての地域の話

し合いの中でそういった基盤整備の話というのは

当然出てくる話題だと私は思っています。行政側

としてもこれからそういった部分、当然時間はか

かります。ここ２年、３年でできる事業ではない

と思いますけれども、検討に入っていかなければ

ならない時期に間違いなく来るかと思います。部

長、そういった事業実施に向けて、調査等も含め
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てそういった若い担い手、これから農地を守って

いく農業者との中でそういったものも、改めて干

ばつ対策、畑地かんがいに関して検討いただきた

いと思うのですが、御答弁お願いしたいと思いま

す。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

山田議員から今人・〇経済部長（高橋光男君）

農地プランの関係の農地の集積の関係で再質問が

ありましたけれども、これは第２回の定例会の中

でもことしの農作業終了後、従前は智恵文地区、

名寄地区、風連地区ということで３地区に分けて

説明会を実施させていただいたのですけれども、

もう少し地域を細かくして今後例えば智恵文の農

業についてどういうふうに考えているのだろうか

とか、あるいは農地の集積等も含めて、今議員か

ら御指摘のありました基盤整備の問題も含めてそ

の中で具体的に話し合いができればいいのかなと

いうふうに考えておりますので、御理解をいただ

きたいというふうに思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひそのあたりよろし〇５番（山田典幸議員）

くお願いしたいと思います。農業は、本当に天候

に左右される産業ですし、やはり自然の力には、

はっきり言えばどのような手だてをもってしても

どうしても太刀打ちできないという部分も当然あ

ります。ただ、基盤整備等でできる限りの対策を

講じておくことで、１００％ではないかもしれま

せんけれども、天候不順のリスクというのを最小

限度にとどめることは可能だと思います。若い農

業者の方々、やっぱり天候任せの農業というもの

から早く脱却したいということを真剣に今考えら

れています。ことしは天気が悪かったからだめだ

った、そのようなことはもう言いたくないという

ことを皆さん口々におっしゃっています。それに

はもちろん個々の農業の技術というものを高める

のは当然のこととしまして、そういった気象変動

に対応できる基盤整備というものを皆さん強く望

んでおられます。繰り返しになりますけれども、

これからさまざまな場面で必ず出てくる意見とし

て捉えていただいて、やはり努力した分報われる

農業にするために行政としても若い担い手の方々

と一緒に知恵を出し合って、汗をかいていただく

ことを強く求めておきたいと思います。

では、次に進みたいと思います。ヒグマによる

農業被害についてです。きのうの夕刊にも大きく

載っていましたけれども、北海道でもヒグマの目

撃が７１５件、道内の１月から８月、過去５年間

で最多ということで記事が出ておりました。これ

は、当地域、特に風連地区、智恵文地区も含めて

なのですけれども、本当にことしは、昨年もぽつ

ぽつ出てきた地域、山際ですとか熊の被害多少は

ありましたけれども、ことしのような状況はちょ

っと初めての経験ではないのかなと思います。私

は、智恵文地区に限って、私居住していますので、

まだまだ収束に向かってきているとはちょっと考

えにくい状況であると認識をしております。とい

うのは、私自身のことですから余りちょっと触れ

るのもなんなのですが、けさ早朝からスイートコ

ーンの収穫、畑に入りましたら、本当にさっきま

で入っていた食害の跡、足跡も３０センチぐらい。

直ちに報告しまして、私の畑だけではなくて近隣

の農家さんのスイートコーン畑にも入っていたと

いう話でありました。あす以降も収穫朝行います

ので、すぐ対応していただけるということで、あ

すもハンターさんが２人ついていただけるという

ことで、そういう部分の対応本当に感謝をしたい

なと思っていますけれども、何せ被害８月１０日

以降多くなってきてから、やはり捕獲がまだない

という状況ですよね。わかるのです、むやみに撃

てないですとか、私も被害に遭った農家の一人と

していろんなお話聞いている中で。ただ、ほかの

農家さんも含めて住民の方々非常にやっぱり不安

です。出てくる頻度が少なくなったとはいえ、捕

まっていないということ自体がやっぱりストレス

になるというか、またいつ来るのだろうと。けさ

の熊の被害も前に、智恵文沼の周辺の農家さんの
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畑も近くなので、民家も当然１５０メートル範囲

にありますし、子供もいらっしゃいますので、す

ぐそのお宅にも行って報告をしてまいりました。

正直住民の方は、そういうむやみに撃てないです

とか、捕獲するにもいろんな手続、許可も要ると

いうことがやっぱり普通わからないです。皆さん

おっしゃるのは、なぜ撃たないのだという意見が

やっぱりたくさん。これだけ被害あって毎日毎日

いつ出てくるかわからない。特に農家なんかは、

いつ出てくるかわからない畑の中で作業ですから、

やっぱり相当なストレスになるわけです。そうい

う中でなぜ撃たないのかというような御意見もた

くさん聞きますし、そういった部分ではやはりき

ちんとこういう状況でないと撃てない、こういう

状況があるから撃てないですとか、住民の皆さん

への説明、農家さんも含めてそういう周知ですと

か、今までの対応の経過の中で行政として不足し

ていた部分はなかったかどうか、そのあたりのお

考えもしありましたらお伺いしたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

行政としましては、〇経済部長（高橋光男君）

先ほども申し上げましたようにことしについては

例年になく出没、それから目撃情報も多数寄せら

れているということもありまして、従前は広報ぐ

らいの周知だったのですけれども、ことしは９月

の広報配布時にヒグマに対する注意喚起を含めた

チラシを全戸に配布をさせていただきましたし、

従前と違った形としてはＪＡの協力のもと、智恵

文地区、名寄地区、風連地区そうなのですけれど

も、ＪＡのファクスを使わせていただいて、熊の

出没状況のお知らせだとか、こういうふうにして

予防したらいいよだとかというお知らせもことし

についてはやってきた事実もあります。より細か

く周知させていただければいいのですけれども、

周知方法等も含めてまだまだ私どものほうでわか

らない部分もありますので、今後とも関係機関や

何かと連絡を密にしてどのような周知方法が一番

いいのか検討してまいりたいというふうに考えて

おりますので、よろしく御理解をいただきたいと

いうふうに思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

そういった意味では、〇５番（山田典幸議員）

きちんとした形で住民の方、また農家の方にもむ

やみやたらにやっぱり撃てないということはきち

んと周知すべきだと思います。ことしもまだスイ

ートコーンほぼ収穫終盤ですけれども、やはりほ

かの作物への被害の懸念も今後考えられますので、

そういった対応をまずよろしくお願いしたいと思

います。

また、今後農家自身でやれることもこれはやは

りやっていかなければならないと。エゾシカ同様

電牧柵の設置ですとか、そういった部分も農家の

防除策というのも当然必要になってくるのかなと

思います。ただ、エゾシカと明らかに違うところ

は人を襲う可能性があること、それがやっぱり最

大であります。ですから、対策としては本当に抜

本的な対策がやっぱり来年に向けて必要ではない

のかなと思いますけれども、そのあたりの対策、

部長、考えておられることありましたらお聞かせ

いただきたいと思います。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

行政でできる範囲と〇経済部長（高橋光男君）

いうのも限りがありますから、基本的には農地を

お持ちになっている農家の皆さんの御協力なくし

ては農地に対する被害は防げないものだというふ

うに考えています。中山間事業等でも電牧柵の設

置の補助だとかしておりますので、その部分を含

めてどういった電牧柵の張り方がヒグマに対して

効果があるのかも含めて、各農家に連絡をしてま

いりたいというふうに考えておりますし、ハンタ

ーの関係も議員御承知のとおり高齢化ということ

もございますので、今のところ名寄地区、風連地

区の中山間でハンター養成に対する助成もありま

すので、その辺のことも含めてＪＡとも協議しな

がら、今後対策を講じ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
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うふうに思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

しっかりとお願いした〇５番（山田典幸議員）

いと思います。それでは、農業関係これで終わり

たいと思います。

それでは、いじめ問題についてということで御

答弁をいただきました。名寄市の当市の状況、今

後の対策ということで、現状ことしの５月という

ことでいじめがあると認識したものが１２２件で

したでしょうか。そのうち１件は対応を継続中と

いうことで、この内容についてどうなのでしょう。

ちょっと深刻な状況の深刻な内容であるのかどう

なのか、そのあたりの内容、差し支えない範囲で

結構ですので、教えていただけますでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほどいじめ問題の〇教育部長（鈴木邦輝君）

部分で１件につきまして現在も継続中というお話

をさせていただきました。この事例につきまして

は、いじめそのものについては解消しております

が、子供の心のケアの部分を中心に現在解消に向

けての取り組みを進めているという状況でござい

ます。具体的な部分につきましては、個人情報、

プライバシー等がありますので、この段階での御

答弁で御了承いただきたいと思っております。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇５番（山田典幸議員）

前段申し上げたように、全国で７万２３１件い

じめを把握したということで、この数字は実は前

年度比１０％減だということなのです。また、そ

の中、全国でいじめを一件でも把握した学校は全

体の３８％だそうです。逆に言えばいじめが一件

もない学校が６２％ということだと思います。こ

の数字をどう受けとめるかということだと思うの

ですが、私はちょっと考えにくい数字ではないの

かなと、一件もない学校が６割強ですから。それ

と、７万件という数字も実際にはやっぱりもっと

多いはずだと私は考えます。これだけ本当に社会

問題化して、大津の例もそうですし、いじめを隠

すことが問題だと言われている中で、やはりいま

だに学校側がいじめを認めない風潮というがある

のかなと思います。そのあたりやっぱりいじめの

例えば認知、把握の件数というのが学校の評価で

すとか教職員の方々の評価に影響しているという

のも要因の一つなのかなと思うところもあるので

すが、そのような部分で名寄の場合、各学校も含

めてそのあたりどのような考えに立っているのか、

またそういった評価に関しては部長、どのように

お考えでしょうか。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま具体的な数〇教育部長（鈴木邦輝君）

字を挙げていただいて、６割弱の学校にいじめが

ないと学校として判断をしているという状況でご

ざいます。この数字につきましては、一概に言う

ことはできないかと思いますけれども、この数字

がある意味でいじめをある程度隠した結果の数字

なのか、または学校である程度対応していじめを

解消した結果であるかについてはそれぞれの状況

があろうかと思います。ただし、学校にも学校の

先生方、それから校長先生、一定の解決、学校の

問題を解決する解決力がございますので、一義的

には学校でのいじめ問題の解決というのがその早

期対応、対処の中での始まりになるのではないか

と思っております。

また、名寄市におきましての事例ですけれども、

教育委員会と各学校とのかかわりについてお答え

をさせていただきたいと思いますが、名寄市の教

育委員会では児童生徒の問題行動とか、それから

健康、安全の問題に関する各学校からの報告、連

絡、相談につきましては教育委員会の学校教育課

長を窓口として対応しております。また、教育委

員会の教育相談センターにおいては、学校や家庭

生活における児童生徒、保護者からの悩み、また

いじめ、不登校などの問題に対して学校とか関係

機関と連携を図りながら適切な支援を行っていま

す。御存じのように、センターの中には教育推進

アドバイザーを配置をいたしまして、いじめ、不
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登校、非行等の学校生活に関する諸問題への対応

と教職員や関係機関との連携を図っているところ

でございます。また、同じセンター内にハートダ

イヤルを通しまして、教育専門相談員が児童生徒

や保護者からの悩みにつきまして電話や面談によ

るカウンセリングを行ってございます。また、も

う一つ、適応指導教室におきましては、第２、第

４木曜日に夜間の相談室を設けまして、調理実習

とか軽スポーツなどの事業、行事を行いながら、

ひきこもりの方の解消とか悩みの相談に対応して

おります。そのほか心の教室相談員を名寄中学校、

名寄東中学校、それから風連中学校に１名ずつ配

置をいたしまして、生徒が悩みなどを気軽に話せ

る環境を整えてストレスを和らげ、心のケアを行

っております。年３回心の教室相談員につきまし

ては、教育推進アドバイザーや教育専門相談員を

交えて教育委員会との情報交換会を行い、情報の

共有や相談技術の向上などを図るように努めてい

るところでございます。繰り返しになりますけれ

ども、教育委員会としては学校、それから学校教

育課、教育相談センター等の連携を密にして、一

致協力していじめなどの問題行動の未然防止と早

期の発見、早期の対応に努めているところであり

ますので、御理解をいただきたいと思います。

山田議員。〇議長（黒井 徹議員）

やはりいじめというの〇５番（山田典幸議員）

は、基本的にはどの子供にもどこの学校にも起こ

り得ると、そういった認識にまず立つことなのか

なと思います。先ほど御答弁の中でもいじめとし

て認識、認知する内容ではないというお答えも一

部ありましたけれども、いじめの定義というのは

本人がいじめられたと感じたらいじめなのです。

大なり小なりいじめというのは必ずどこかで起こ

っている、そのぐらいの認識がやっぱり必要では

ないのかなと思っていますので、そのあたりの周

知等も含めてお願いをしておきたいと思います。

早期に把握してどう解決していくかという、御答

弁の中にもございましたけれども、細かい実態把

握等、やはりちょっとした子供の変化を察知する

ということが大事なのかなと思いますので、そう

いった部分では学校、家庭、地域というのが連携

していかなければならないと思いますので、その

あたりの強化策についても対策のほうをお願いし

たいと思います。

最近そんな話題が多くて、私自身親として自戒

の意味も含めて思うのですけれども、いじめ等今

子供たちを取り巻く問題というのは現代の教育の

あり方そのものというのが根本的な原因ではない

のかなと、そんな気がしてならないです。今は、

押しつけの教育はよくないと。子供の個性を尊重

しなければならないと。私は、人として本当に大

事なことは親ですとか教師が幼いうちから押しつ

ける必要があるのではないかなと思います。弱い

者をいじめてはいけないですとか、うそをついて

はいけない、人のものを盗んではいけないとか、

いろいろあるのかなと思いますけれども、大抵の

場合説明は不要で、そういうことは私は頭ごなし

に押しつけてもいいのではないのかなと思ってい

ます。もちろん子供は反発したりですとか、大き

くなって別の新しい価値観を見出すのかもしれま

せんけれども、それはそれでいいのだと思います。

初めに何かの基準というのを与えないと、子供は

行動するとき判断ができないと思うのです。そこ

は、大人がやはり毅然とした態度をとって、基準

を示してあげることが大切になってくるのかなと

親としても最近思うところであります。個性を尊

重して自主性を伸ばすということは大事なのです

けれども、今の時代それがやっぱり放任ですとか

過保護につながっている部分もあるのではないの

かなと思うのですけれども、その辺に関して長い

間、長きにわたって教育現場に携わられた教育の

プロでしょうから、教育長から教育長なりの教育

観みたいなものがありましたら、お聞かせいただ

ければありがたいなと思います。

小野教育長。〇議長（黒井 徹議員）

今議員御指摘のように、〇教育長（小野浩一君）
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だめなことはだめであるとしっかり教える教育は

私もとても大切なことだと思っております。命や

人権にかかわることについては、特にそうではな

いかなと考えております。とりわけいじめの問題

に取り組む基本姿勢というのは、いじめは人間と

して絶対に許されないのだという意識を子供たち

一人一人にしっかり徹底させるとともに、教職員

みずからがそのことを自覚して、そして家庭、地

域に伝えていくことだと、そんなふうに思ってお

ります。

本市の全小中学校対象に行っております、先ほ

ど部長からもお話ありました調査でございますが、

昨年５月に実施した北海道教育委員のいじめの問

題実態調査及びその対応状況等の調査なのですが、

このことについて若干触れさせていただきたいと

思います。この調査の中で、いじめはどんなこと

があってもいけないことだと思いますかという質

問があります。それにそう思わない、よくわから

ないと回答した子供たちは、合わせて小学校でお

よそ２４％、それから中学校で３６％ありま

す。これは名寄市の子供たちです。これは非常に

憂慮すべき数値であります。なぜなら、全ての子

供たちにいじめは人間として絶対に許されないと

いう意識を持たせなければ、学校からいじめはな

くならないのです。この状況を踏まえて、これま

で各学校に対していじめはどんなことがあっても

いけないことだと思うという子供たちを１００％

にしてくれということで私のほうからお願いして

きたところでございます。その結果、ことしの５

月ですが、この調査では小学校１年生除いており

ますけれども、除きまして同様の質問にそう思わ

ない、よくわからないと回答した子供たちですが、

小学校で１８％になりました。それと、中学校

で２１％、それぞれ数％減ってきている状況で

すが、まだまだ十分な状況ではございません。引

き続き学校と連携して、いじめはどんなことがあ

ってもいけないと思うと答える子供たちを１００

％にするために努力は継続していきたいと思いま

すが、これは学校だけではちょっと十分ではあり

ません。したがいまして、家庭、地域においても

だめなことはだめだとしつけることや、いじめは

人間としての尊厳を傷つける行為であるというこ

とをしっかりと教えていただきたいなと、そんな

ふうに考えているところでございます。今後も学

校はもちろんですが、保護者や地域の皆さんの御

協力をいただきながら、私どもとしていじめは人

間として絶対に許されない行為であるということ

について徹底してまいりたいと思いますので、御

協力お願いしたいと思います。

以上でございます。

以上で山田典幸議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

コミュニティーバス実証試験運行の現状と課題

について外１件を、竹中憲之議員。

議長より指名をいただ〇８番（竹中憲之議員）

きましたので、さきの通告に従いまして、大項目

で２点について質問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、コミュニティーバス実証試

験運行についてであります。さきの第２定でコミ

ュニティーバス実証試験運行について路線の再編

のメリット等、乗車率の目標等、あるいは東路線

と西路線との乗り継ぎの問題と運賃等について質

問をいたしました。今回は、乗降客や停留所付近

での安全対策について質問をいたします。コミュ

ニティーバス実証試験運行は、２カ月が経過をい

たしました。市長の行政報告では、今後乗車状況

を初め利用者アンケートや聞き取り調査などの検

証作業に取り組むとしていますが、安全対策につ

いてどのように考えておられるのか。東回りと西

回りの路線で４５だと思いますが、停留所があり

ますが、そのうち交差点付近に停留所が数カ所設

置をされております。通行する車両の安全対策に

ついてですが、交通量の多い箇所は危険度が高く、

渋滞につながり、事故の要因ともなります。車道

の幅員が広い箇所は一定の安全が保たれると思い
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ますが、幅員の狭いところの安全対策はどのよう

に考えているのか。また、植樹桝上に停留所の設

置されている箇所もあります。乗降客の安全対策

の考え方についてお聞かせを願いたいというふう

に思います。

また、冬期間の安全対策はどのように考えてお

られるのかお聞かせをください。

大項目の２点目は、資源ごみの収集量の推移に

ついてであります。ごみの分別処理は大きな課題

であります。炭化センターの処理経費の削減や最

終処分場の延命にもつながる問題であり、分別の

徹底による資源のリサイクルも資源のない日本に

とって大きな課題であります。循環型社会の実現

に向けて安心、安全なごみの処理のあり方が問わ

れていますが、排出する市民一人一人が意識し、

分別を進めなければなりません。埋め立て処分場

の延命や炭化センターの長期使用につながる問題

でもあります。ごみ分別ガイドブックを見ますと、

名寄市におけるごみ処理経費が年々増加をしてお

ります。埋め立て処分場の広域化の問題も浮上し

ておりますが、今回は資源ごみにかかわって質問

をさせていただきます。ごみ分別ガイドブックに

ごみ量の推移とごみ処理経費及び資源ごみ回収量

の推移が掲載されておりますが、資源ごみは価格

は別にして有価物であります。収集している資源

ごみの分別収集量の推移と町内会や各団体が収集

している現状について及び区分別売払収入の推移

についてお聞かせ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。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

竹中議員からは、大〇総務部長（扇谷茂幸君）

項目２点にわたる質問をいただきました。大項目

１は私から、大項目２は市民部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

まず、コミュニティーバス実証試験運行の現状

と課題につきまして、バス停における乗降客の安

全対策についてお答えをいたします。名寄市では、

高齢化社会に向けたバス文化の創造と利便性や効

率性の高い公共交通サービスの提供を目的にこの

７月から東西線と市内循環線の２路線を再編し、

実証試験運行を行い、２カ月が経過をしました。

運行時間帯の拡大、わかりやすい時刻設定、乗り

やすいバス車両、夜間のＪＲ便からの接続などの

視点で試験運行を実施しており、この２カ月間の

乗車人員は前年同期比で東回り４０３名の増、西

回り９４７名の減となっております。また、徳田

線、これはイオンバスでありますが、これでは

２１７名の増となっており、利用者総体では増加

をしているものの、利用路線を変えて利用してい

る傾向がうかがえます。しかしながら、個々の詳

細な分析等については今後アンケート調査や聞き

取り調査を実施してまいりますが、全体的な評価

につきましては冬期の実証試験運行を行った以降

でなければ多くのバス利用者の状況把握は難しい

ものと考えております。

また、運行に係る安全対策につきましては、利

用者の安全を第一に考え、運行会社であります名

士バス株式会社に指導等を行っており、幅員の狭

い場所や交差点等では徐行による安全確認運行を

心がけ、停留所に停車する際には渋滞を防ぐため、

交差点内に車両がかからないよう安全な場所に停

車をし、乗客の乗りおりが安全にできるなどの配

慮をすることとしております。運行車両につきま

しても高齢者利用者に配慮したワンステップの小

型車両を導入、色分けをするなど、利用しやすく、

また乗るバスがわかりやすいなどの対応をしてお

ります。

次に、バス停の冬期対策と交通安全対策につい

てでありますが、実証試験運行に先立ち建設水道

部管理課と協議をし、運行路線の現地確認をしな

がら安全運行への配慮を行ってきているところで

あります。冬期間の除雪を含めた安全対策につき

ましても雪により道路幅員が一段と狭く、危険な

箇所が出てくることも予想されますので、実証試

験運行がスムーズに行うことのできるよう、バス
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事業者はもとより、除雪担当課とも検証すること

としております。今後とも運行路線の安全確保は

もとより、冬期間の車両の運行にはなお一層交通

安全に注意をし、実証試験運行を実施をしてまい

ります。

以上、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、大項目の〇市民部長（土屋幸三君）

２、資源ごみ、リサイクルの収集量の推移につい

てお答えをいたします。

３点にわたって御質問がございました。まず、

最初の資源ごみの区分別収集量の推移でございま

す。平成２１年１０月に名寄市が発行、全戸配布

いたしましたごみ分別ガイドブックでは、平成１

４年度から平成２０年度までの資源ごみ回収量に

ついて９種別に区分して推移を記載をいたしまし

た。区分別収集量の推移ということですので、合

併後の平成１８年度から平成２３年度までの６年

間の推移について申し上げます。まず、資源ごみ

全体の収集量では、過去６年間の平均は６１７

トンです。平成２３年度は４６３トンで、減少

傾向にございます。また、区分別では、これも過

去６年間の割合では一番多いのがプラスチックで

全体の約２３％、次に新聞紙類で約２０％、次に

瓶類で約１６％となっております。全体が減少傾

向にある中、横ばい傾向にあるのがプラスチック、

瓶類、紙製容器でございまして、これは日常生活

上その使用頻度が高いものと推察をしているとこ

ろでございます。

次に、町内会等団体収集の現状について申し上

げます。町内会や子供会などの団体が行う資源ご

みの集団回収につきましては、名寄市資源集団回

収事業奨励金助成事業実施要綱に基づき実施をし

ているところでございます。平成２３年度の実績

では、団体数で７７団体、奨励金では１７２万５

０９円を支出してございます。また、この回収業

者に対する協力金は３業者で１８万１００円を

支出をいたしました。さらに、これらの収集量は

種別は主に紙類、瓶、缶類でございますが、平成

２３年度の合計では４２４トンでございました。

なお、集団回収事業の推移では、収集量につい

て見れば平成１８年度から平成２０年度までの３

年間の平均で５３１トンだったものが平成２１年

度から平成２３年度の平均では４２５トンとなっ

ており、以前から比べると少なくなっているのが

現状です。しかし、取り組んでいただいている団

体数は７０から８０団体で推移しており、ほぼ定

着しているものと思われます。

３番目の資源ごみの区分別売払収入の推移につ

いてであります。収集した資源ごみのうち売り払

い可能のものについては雑入にリサイクル品売払

収入として計上しているところであります。平成

１８年度以降６年間の推移を見ますと、売却量で

は年平均で６３０トン、金額にして７４０万円で

ございます。年度別の推移については、売却量は

年度をまたぐものがあり、また金額についてはそ

の年の価格変動があるため一概には言えませんが、

収集量が減ってきている分売却量も売払収入も減

少傾向にあると言えます。平成２３年度は、前年

度と比較しますと売却量が７１トン減っているに

もかかわらず、売払収入は約２６０万円ふえたも

のとなっております。これは、アルミ缶、スチー

ル缶、ペットボトルの売却単価が高くなったこと

によるものでございます。

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）

答弁をいただきました〇８番（竹中憲之議員）

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。

収集する資源ごみといっても種類がたくさんあ

って、今部長のほうから話をされた中身でいきま

すと、その年の価格によって量がふえなくても売

り払い額が上がるという状況になっているという

状況でありますが、全体的な資源ごみ、私は先ほ

ど質問したときに有価物だというふうに話をさせ

ていただきましたけれども、この中で実は気にな
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っていることがあるのは、ガイドブックの中でも

見てわかるように年々処理費というか、がふえて

いると。いわば収集委託料あるいは分別にかかわ

る費用等々含めてふえているというふうに私は見

ています。全体で恐らく概算でも１億五、六千万

円ぐらいはいっているのかなというふうに思いま

すけれども、現状それでは金をかけて収集するに

当たって、市でそれぞれガイドブックを出したり

しているわけですけれども、全体的に市の市民が

出しているリサイクル品が収集できているのかど

うなのかというのは非常に疑問なところでありま

して、何年か前も私が質問をさせていただきまし

たけれども、収集業者以外の業者がいわば収集を

しているというふうに私も見ていますけれども、

これは特に有価物を中心にして収集することが多

いのでありますけれども、その辺の対策や何かに

ついてどのように考えておられるか、まずお聞か

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）

御指摘のとおり、市〇市民部長（土屋幸三君）

の資源回収に出したものが承諾もなく持ち去られ

るという苦情が寄せられることがございます。市

としましては、早朝パトロール、追跡調査を行い

注意を促しているところであります。また、希望

する市民に対しては「名寄市に出した資源物です。

持ち去り禁止」というステッカー、これはラミネ

ート加工したものでありますが、これを作成、配

付をいたしまして、持ち去りの未然防止に努めて

いるところでございます。今お話しされたとおり、

有価物を持ち去るということに関しましては、い

ろいろ疑義のあるところであります。処置につい

て今後検討してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

有価物の持ち去りとい〇８番（竹中憲之議員）

うことがあると。実は、見ていますと出す日の７

時半ぐらいにはもう動いているのです、業者は。

現実中身的に見ますと、どういう形で集めている

かというと歩道に出しているところが多く持ち去

りがされているというのが現状だと思うのです。

敷地内だと割と手にかけないというのもあるので

すが、早く集めたいということもあるのでしょう。

そういう意味からすると、委託業者にしてみれば

敷地内に入れることによって収集時間が多くかか

るということもあるのでしょうけれども、そうい

う方法も一方では必要でないのかなというふうに

思っていますし、先ほど土屋部長から言われたよ

うに、これですね。６月でしたか、ある集団でご

み箱を置いているところにこれの名寄市環境衛生

推進員協議会がつくったもの、下に名が大きく入

っていますけれども、それを見つけて、実はちょ

っと言ったらありますよという話なのです。こう

いうのも一定の効果はあるというふうに私は思い

ます。そんなに絶対だという効果ではないのです

が、ある程度の効果があると思いますが、これの

扱いでどういうふうに市民にＰＲをしているのか

どうか。自前でやっているから、そんなにかから

ぬと思うのでありますが、なぜこんなことを言う

かというと、実は何人かの他町村から転入された

方から、せっかく市の窓口へ来たときにガイドブ

ックもいただきました。中身もいろいろ聞かせて

いただきました。ちゃんと出しています。知らぬ

間になくなっています。市はどういう指導をして

いるのですかと。それは、私に言われても私も困

ったことで、それは行政としても今までいろいろ

努力をしてきましたとは言いましたけれども、し

かしこれは有価物で、結果的に２３年度の売り払

い金８００万円ほどあったと思うのですが、それ

がだんだん減っていくという。量的に言うと減っ

ているわけでありますから、行政として条例をつ

くるなり、あるいはもう少し対策を打つべきでは

ないのかというふうに私は思いますが、その辺の

考え方あればお願いいたします。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

確かに現在全国にお〇市民部長（土屋幸三君）

いてもこの手の条例を制定しているところがござ
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います。しかしながら、今議員お話をされました

とおりその出されたものが道路にあるのか、敷地

内にあるのかといったようなことで、いろいろ実

は東京都で裁判にもなったこともございまして、

なかなか行政側の主張と合った判決が出たという

ふうには聞いておらないところでございます。な

かなかこの手は条例を制定をしても難しい部分が

ございます。現在のところ、早朝パトロール、あ

るいは先ほどお示しをしましたステッカー等で対

応してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

極端な話を言いますと、〇８番（竹中憲之議員）

市が委託をしている収集業者、これをやめてもい

いのではないのかなというふうに逆に思ってしま

うのです。有価物はもう集めない。金１億００

００万円も１億０００万円もかかっているわけ

ですから、集めない。勝手に業者集めてください

という方法も一方ではあるのかなと。それは、ど

ういうふうに業者が思うかは別にして、そういう

方法がもしとれるとしたら、有価物でないものを

どうするかという問題も一方で出てくると思うの

です。有価物というよりも、有価物にしても安い

ものを集めないと。紙類だとか、そういうものは

紙マーク、あれは非常に安いですよね。ですから、

集めないとかということになるといろんな問題あ

りますが、行政として分別費用や収集にお金がか

かるわけでありますから、では市民の責任として

勝手に処理してくださいということをもし考えら

れるとしたらどうでしょうか、土屋部長。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

そこのところは、大〇市民部長（土屋幸三君）

変難しいものだというふうに考えております。今

お話をされましたとおり、値のつくといいますか、

高い、収集しても、運搬賃等々、人件費使って等

々して回収してもこれはもうけがあるというよう

な判断をしたものについては収集をされると思い

ますが、有価物である鉄くずであるとか、あるい

は新聞であるとか、そういったものにつきまして

は実は収集費用より売り払い収入のほうが低いと。

売り払い収入以上のお金をかけて収集していると

いうのが実態であります。そういった部分では、

いかに有価物とはいえ、その有価物を全部今言っ

た市が収集しないというようなことにはやはりで

きないと。その品目についてもやはりどう区別を

していくのかといったようなこと、あるいは先ほ

ど答弁の中で申しましたとおり、その時々によっ

て値動きがあるといったようなこともありますの

で、その辺は大変難しいのかなというふうに思っ

ております。

竹中議員。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど条例の話もしま〇８番（竹中憲之議員）

したが、横浜も条例早くやっていますけれども、

条例つくってもいろんな問題は出るというふうに

言われていますけれども、現状私は少し頭をひね

って、条例私の頭では全然考えられませんが、条

例をやっぱりつくるべきでないのかなと。つくっ

てからもう少し中身について考えると。１つやっ

ぱり条例をつくって、どう有価物を収集するかと

いうほうがいいのかなと。この数年間市民にお願

いをして、それぞれ瓶も缶も洗って出してくださ

いと。そういう中身が結果的には身についている

と思うのです。ですから、今やめるということに

はならないと私は思いますから、そういう意味で

は条例化をして、そして一定の歯どめをかける。

それでもだめなら、もう少し考えていいほうをと

るというほうがいいのかなというふうに私は思っ

ていますが、これは行政の課題として、土屋市民

部長の課題として投げておきたいというふうに思

いますが、もう一点言った先ほどの資源持ち去り

禁止のステッカーのＰＲ、もう少しやるべきだと

いうふうに思います。名寄市内を歩いていますと、

最近マンション多くなりました。そして、マンシ

ョンはほとんどごみ箱というのですか、でっかい

収集箱置いていますから、そういうところにつけ

てもらうことも含めて、ある人に聞きますと道立
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健康の森、道立の公園で、ある業者が人いない間

に何かしらごそごそやって物を持っていっている

というような話も聞きました。ああいうセンター

ですとかなりの量が出ると思うのですけれども、

ちゃんと出す日を覚えていて持っていったりとい

うことがありますから、そういった意味ではそう

いう指定管理のところもきちっと管理をさせるこ

とも必要だというふうに私は思っていますので、

そんなことも含めて求めておきたいというふうに

思います。

再質問逆になりました。申しわけありません。

それで、コミュニティーバスの実証試験運行の中

身についてでありますけれども、先ほど答弁何点

かしていただきましたけれども、実は部長承知だ

と思いますけれども、歩道のない箇所に停留所が

あるところがたしか２カ所でしたか、ありました。

夏期間はどうにかなるのかもしれませんが、冬期

間だと非常に大変な状況になるのではないのかな

というふうに私は思っています。特に道路の車幅

の狭いところ、そういうところが中心になってい

ますし、先ほども言いましたように交差点付近に

停留所があるところも８カ所ぐらい。交差点には

かかりませんが、私の見たところでは８カ所あり

ました。特に雪対策が必要なところも６カ所ほど、

これは完全に片側塞ぐところも含めてあるわけで

あります。交通弱者という人が特に冬は、先ほど

数字で言われましたけれども、夏と冬の中身は恐

らく変わるのでありましょうけれども、東回りは

ふえて西回りは減ったというふうに、でしたね。

状況でありますけれども、そういった意味でいく

と冬には交通弱者あるいは高齢者の方が多く乗る。

そこから乗るかどうかは別にして、そういう中身

でいきますと非常に危険度が高いというふうに私

は思っています。特に停留所つくるのに非常に苦

労はされたと思います。２町ないし３町置きに停

留所をつくっているという状況の中で、それでは

どこに置くのかと。人のうちの玄関先に置いたら

邪魔だからと言われることもあるでしょうから、

そういう意味からいくと大変な状況になっている

のかもしれませんが、この停留所をつくるに当た

って関係箇所と協議をされたのかどうか。という

のは、停留所は今回国道もあります。道道もあり

ます。市道もあります。開発あるいは土現、建設

水道部と。そことのつながりはどのような中身で

進められたのかお聞かせください。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいまの御指摘い〇総務部長（扇谷茂幸君）

ただきましたとおり、確かに冬の安全対策という

のは今回の試験運行を始めるに当たっても私ども

十分課題として捉えております。したがいまして、

先ほどの答弁の中にもありましたとおり、徹底し

た安全対策をとる。そういった手法を含めて改め

てバス事業者、それから関係機関と協議を進めて、

冬期間における安全運行はしっかり確保していく

という、そんな対応を冬期にはまた改めてとって

まいりたいというふうに考えております。

それから、御質問のありました停留所の関係で

ございますけれども、設置に当たりましては地先、

それから道路管理者との協議が当然必要になって

きます。これ道道、それから私どもも市道も含め

てもそうでありますけれども、これにつきまして

は道路管理者と事前にすり合わせをして許可をい

ただくような形で設置をさせていただいておりま

す。それで、実は先ほどのお話にもちょっとあり

ましたとおり、停留所の位置の問題が１つありま

して、これにつきましては基本的には乗りおりし

やすい箇所を含めて、もしくは全体的な配置を含

めて今回それぞれ配置をさせていただいたという

ことでありますけれども、一部不適切な置き方が

されているというところが実は見えてまいりまし

た。それにつきましては、当初あくまでもそうで

はありませんでしたけれども、地先等の関係含め

て地先の方がどうしても邪魔になるということで

移動されたりという事例が何点かちょっと見受け

られています。これにつきましては、この間北海

道、それから私どもの道路管理者とも協議、それ
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から確認の内容がしっかりありますので、そこの

ところもう一度検証させていただいて、不適切な

状況が見えましたら、これは当然冬場含めて交通

安全という問題になりますので、そのところにつ

きましては速やかに対応を図って安全運行につな

げてい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）

冬期の安全対策、各関〇８番（竹中憲之議員）

係箇所と連絡をとりながら、あるいは運行してい

る名士バスとということでありますけれども、現

実は開発にしても土現にしても行政にしても直轄

で除雪はしていないのであります。ほとんど委託

ですよね。そこで問題になってくるのが本当にき

ちっと伝わっているのかということが大きな問題

になってくるだろうと私は思うのです。今日まで

も除雪問題では各町内会なんかから結構いろんな

問題が出されています。一般質問でもこの間数名

の方からそういう質問をされていますけれども、

現実業者に言ったとはいいながらもきれいにされ

ていないというのはこの数年間の現状であります。

そこをきちっとしない限り、私は何ぼこの議場で

扇谷総務部長が安全にできますと言っても非常に

疑義を感じるというか、そういうふうに思うので

ありますけれども、それぞれ一堂に会せなくても

一定程度議論をする。これから冬期の除雪行政の

中身については入札またするのでしょうけれども、

きちっとした中身をしない限り、私はけが人やら

交通事故が出る可能性もあるというふうに思って

います。先ほど栄町の交通事故の話もされていま

したけれども、あの近くに停留所あります。冬期

間非常に見づらいところなのです。あそこは、停

留所がなくても見づらいところなのです。そうい

うところにやっぱり停留所があるわけです。乗り

おりする場所はいいのですけれども、両サイドが

非常に雪が山のように積もって見づらいと。そう

いうことも含めてきちっとされたのかと私は非常

に疑問なのです。そういう意味からすると、もう

少し横のつながりを持って停留所近辺の安全対策

を考えていただきたいというふうに私は思ってい

ます。緑丘の清峰園の向かいがたしか歩道がなく

て停留所あるのですけれども、個人宅の前だった

かな、のところにあります。あそこあたり見ると、

夏場でも乗りおりは大変なような状況でないかと

いうふうに私は思うのです。やっぱりああいうと

ころにしなければならないというのはどうも解せ

ないのでありますけれども、行政としては安全対

策も含めてちゃんと考えるということであります

から、それに期待をしたいと思いますし、中身的

には停留所が少しでも動かせて安全に運行できる

ような中身についてやれるということであります

から、これ以上私のほうからは質問いたしません

が、交通安全、けが人が出ないような中身につい

て今冬はきちっとやっていただくことを求めて、

若干時間早いのでありますが、私の質問を終わら

せていただきます。

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。

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。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ２時３８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 奥 村 英 俊
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署名議員 山 口 祐 司
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