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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２０日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１９名）

議 長 １８番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 奥 村 英 俊 議員

３番 上 松 直 美 議員

４番 大 石 健 二 議員

５番 山 田 典 幸 議員

６番 川 口 京 二 議員

７番 植 松 正 一 議員

８番 竹 中 憲 之 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 佐 々 木 寿 議員

１２番 駒 津 喜 一 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 葉 子

書 記 益 塚 敏

書 記 高 久 晴 三

書 記 鷲 見 良 子

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 扇 谷 茂 幸 君

市 民 部 長 土 屋 幸 三 君

健康福祉部長 三 谷 正 治 君

経 済 部 長 高 橋 光 男 君

建設水道部長 長 内 和 明 君

教 育 部 長 鈴 木 邦 輝 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 湯 浅 俊 春 君

上下水道室長 石 橋 正 裕 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

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

は１９名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（黒井 徹議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

３番 上 松 直 美 議員

１３番 熊 谷 吉 正 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。

ひまわり観光について外４件を、川口京二議員。

おはようございます。〇６番（川口京二議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、質問をさせていただきます。

まず、１点目、ひまわり観光について伺います。

ひまわり観光は、日本全国、北海道から沖縄まで

幅広く行われています。道内でも数多くの市やま

ちが行っています。名寄市も以前から行っていま

すが、道立サンピラーパークのひまわり畑が映画

「星守る犬」の撮影場所になり、映画が上映され

てからは観光客も飛躍的に伸びているところであ

ります。また、ことしは結婚式やＪＲのバスツア

ーも実施されるなど、名寄のひまわり観光も着々

と成果を上げているものと感じているところであ

ります。しかしながら、１０月、奥津家が取り壊

しとなるそうです。観光には大変重要な役割を果

たしていた建築物だったことは確かだと思います

し、一つの目玉がなくなったと思っています。私

は、天文台や他の施設が隣接するサンピラーパー

クがメーンだと思っています。観光とは、ほかに

ない何かがあるから来るのであって、同じならば

わざわざ名寄に来る必要はありません。近くのひ

まわり畑で十分です。今後のひまわりを中心とし

た観光の取り組みと考え方について伺います。

２点目は、となみが丘霊園について伺います。

となみが丘霊園にお墓参りに来られる方は、日ご

ろはそうでもありませんが、お盆の時期になると

大勢の方がお参りに参ります。お参りに来る方も

年々高齢化になり、歩くことが余り達者でない方

もいらっしゃいます。となみが丘霊園の特徴は、

山の斜面に建てられていて大変傾斜がきついとい

うことです。高齢の方や歩行が不自由な方の車の

乗りおりのため、霊園内の道路に車をとめたりし

ています。駐車場はありますが、お墓までは離れ

ていますし、それは仕方がないことだと思います。

しかし、現状は道幅が大変狭く、道路ぎりぎりに

車をとめてもやっとすれ違えるかどうかの状態で

す。今後名寄でもますます高齢化が進んでまいり

ます。今以上に車椅子の方や足の悪い方、高齢の

方がふえてくると思います。その方々のために少

し道路を広げ、車を片側に停車してもすれ違える

ような駐車スペースを設けていただけないかと考

えていますが、いかがでしょうか、伺います。

３点目は、西４条南５丁目の交差点について伺

います。昨年の第３回定例会で４条５丁目の交差

点について質問いたしました。現在東西方向から

は左折ができない状態ですので、時差式信号機を

つけて解消できないものかという提案ですが、ち

ょうど１年が経過しましたので、その後の協議と

見解について伺います。

４点目は、わかりやすい市役所づくりについて

伺います。名寄庁舎３階に上がってみますと、現

在各部屋に壁があって仕切られています。１階、

２階はカウンターがあって部屋の仕切りがなく、

オープンになっています。風連庁舎もそうです。

オープンになっているほうがわかりやすいし、開

放感があって大変よいと考えています。ぜひ３階

も１、２階のようにカウンターをつけ、オープン

にしてはどうかと思いますが、いかがでしょうか、

伺います。

５点目は、（仮称）市民ホール建設に当たり、
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隣接する市民文化センターの整備について伺いま

す。（仮称）市民ホールは、文化センター西側に

建設され、渡り廊下で接続される予定です。文化

センターも築３０年程度経過し、かなり老朽化し

ております。内部の改修については、いろいろ検

討されておりますが、文化センター全体、あるい

は敷地内を含めてどのように考えているのか伺い

ます。

次に、浅江島公園の整備について伺います。

（仮称）市民ホール建設に当たり、浅江島公園に

も来訪者が増加することが考えられます。しかし、

遊具やベンチ等各施設等も老朽化しており、公園

全体の再整備が必要と考えています。特にホール

に近いゲートボール場跡地付近の広場等はただ広

いだけでほとんど活用されていません。私は、噴

水や大きな花畑などを新設してはどうかと考えて

いますが、今後の浅江島公園の整備について伺い

ます。

以上で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。川口議員からは、大きな項目で５点の御質

問いただきました。大きな項目１点目は私から、

２点目、３点目は市民部長から、４点目は総務部

長から、５点目、小項目１は教育部長から、小項

目２は建設水道部長からの答弁とさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目の１、ひまわり観光について、

今後の取り組みと考え方についてお答えをいたし

ます。映画「星守る犬」のロケセットにつきまし

ては、サンピラーパークにあってひまわりと一体

的な景観は本市の夏における観光振興上有効な施

設と位置づけ、仮設建築物の許可としては特例に

より２シーズン延長し、本年１０月末日をもって

撤去することといたしました。このことにつきま

しては、ひまわりのまちなよろ実行委員会及び名

寄市観光交流振興協議会において話し合いを行い、

引き続き存続させるためには建築確認申請許可を

取得するために本体の補強工事や電気、上下水道

の整備工事が必要となること、またロケセットを

どのように活用するか中期的な利用計画などにつ

いて議論した結果、映画による持続的な集客力や

新たな施設等の整備に対する費用対効果を考慮す

ると、今シーズンをもって取り壊すことはやむを

得ないとの結論に至ったところであります。

ひまわりを活用した取り組みについては、議員

述べられるとおり他の地域との差別化を図ること

が必要になっています。今後について今年度の取

り組みとして、本市におけるひまわりの視点を花

や映画ロケ地だけでなく、ひまわりを活用した食

やコスメなど他の視点を加えることにより持続的

な誘客効果を目指すべく、新たな取り組みを行う

予定であります。また、今年度はホスピタリティ

ーの角度からひまわりボランティアによるひまわ

りロードにも取り組みました。干ばつによって開

花時期がおくれましたが、多くの市民の方々に御

協力をいただき、市内外に対して名寄のひまわり

をＰＲすることができました。さらに、ひまわり

の茎を活用した紙の試作や今後は秋のひまわりな

どを実施してまいります。来シーズン以降のひま

わり観光については、今年度の取り組みを総括し、

その課題の整理や改善点を明確にすることが必要

不可欠であります。これらに加えて過去に行って

いました１カ所に大規模のひまわり畑を設置する、

また点在するひまわり畑を機能的に結びつける新

たなイベントの創造などさまざまな視点に基づい

た可能性について検討し、ひまわり観光の取り組

み方針等について名寄市観光交流振興協議会を初

め関係機関と協議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、となみが丘霊園についてと大項目３、４条５

丁目の交差点についてお答えをいたします。

まず初めに、となみが丘霊園について、霊園内
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の道路の整備についてお答えをいたします。とな

みが丘霊園は、昭和４６年に造成、整備がなされ、

その後幾度かの造成を重ね、現在に至っておりま

す。現在８３７区画中８２８区画が使用されてお

ります。例年お盆時期等多くの方々がお参りに来

られ、先祖とのきずなを大事にされているところ

でございます。霊園内道路につきましては、御指

摘のように道路幅が狭く、傾斜がきついことから

霊園内での車両走行は原則一方通行でお願いをし

ているところであります。駐車場は、入り口に１

カ所、南側奥に１カ所設置をしておりますが、霊

園内の傾斜がきついことからできるだけお墓に近

いところに車を寄せて駐車し、お参りする方もい

らっしゃいます。霊園を利用する方には、地方か

ら来られる方や初めてお参りに来られる方がいる

ことから、霊園内を通行する車両の安全通行のた

めのわかりやすい順路表示や、またお参りをする

方々の利便性と安全性の確保が重要であると認識

をしております。通行等の指示看板の設置や道路

の拡幅、あるいは駐車スペースの確保等お参りに

来られる方々の利便性が図れるよう今後検討、実

施をしてまいります。

次に、大項目３、４条５丁目の交差点について、

その後の協議と見解についてお答えをいたします。

西４条南５丁目の交差点における交通の利便性と

安全確保につきまして、昨年の第３回定例会にお

いて答弁をさせていただきました。その後の関係

機関との協議について申し上げます。この交差点

は、丁字路が２カ所続いてあり、東西方向からの

車両が左折禁止となっている不規則な交差点です。

迂回による交通安全上の問題や交通の不便から、

時差式信号機の設置によりその解消が図れないか、

名寄警察署と協議を行ってまいりました。北海道

警察旭川方面本部交通管制センター及び同交通規

制係では、右折への一方通行を解除し、時差式信

号機を設置した場合、交通量の関係から国道にお

いて渋滞を招くおそれが高く、また事故発生のリ

スクが現状より高くなり危険であると判断をして

いるところであります。一方通行の解除は、住民

の利便性が増すものの、一方では現状より国道の

交通の流れが妨げられ、交通安全上の危険も増す

ことが危惧されるという判断でありますので、時

差式信号機の設置は難し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。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大項目の〇総務部長（扇谷茂幸君）

４、わかりやすい市役所づくりについてお答えを

いたします。

市民がより気軽に訪れやすい市役所を目指して、

名寄庁舎では平成２２年７月から総合案内窓口を

実施し、現在では１日平均１００名の方々に御利

用いただき、また庁舎内の案内看板を各階に配置

し、よりわかりやすいものとするなど、庁舎利用

の改善に努めているところです。御指摘の３階の

事務室の仕切りについてですが、名寄庁舎を建設

をした昭和４３年当時は１、２階に市民来訪が多

い窓口を配置をするためオープンとし、３、４階

は比較的市民の来訪が少ない部門を配置すること

を基本に設計されたものと考えます。その後合併

を機により利用しやすい庁舎を目指して改築を行

い、ロッカー類の集約や耐力上支障のない壁はガ

ラス戸として見通しをよくするなど改善を図って

います。御指摘の３階の壁を取り払い、オープン

スペースとするには、廊下も含めた暖房設備の増

強や建物の断熱性能の改修が必要となり、多額の

費用も要することから、老朽化が著しい名寄庁舎

の改修に当たりましては風連庁舎を含め今後の庁

舎のあり方を総合的に検討する中で判断していく

ことが望ましいと考えております。

以上、答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目５、（仮称）市民ホールの建設に当たっての

うち小項目１、市民文化センターの整備について

お答えをいたします。

現在進行しております（仮称）市民ホールの整
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備につきましては、老朽化をした市民会館の代替

施設にとどまることなく、既存の市民文化センタ

ーの改修も含め、両館の補完的機能を充実をさせ、

文化、芸術活動の拠点として、また市民のコミュ

ニティーの醸成の場として親しみがあり、市民が

利用しやすい施設づくりを目指しているものでご

ざいます。現在市民文化センターの具体的な整備

計画といたしましては、（仮称）市民ホールの整

備と同様に社会資本整備総合交付金を活用するこ

ととしており、現時点では多目的ホールを小ホー

ル、リハーサル室として利用できるようにステー

ジの拡張、防音とあわせて弱冷房効果が得られる

空調、換気設備の更新を行い、トイレのバリアフ

リー化への改修、またその他外構部分を除きまし

て必要最低限な部屋と設備及び外壁の改修を行う

ことを計画をいたしております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大き〇建設水道部長（長内和明君）

な項目５のうち小項目の２、浅江島公園の整備に

ついてお答えいたします。

浅江島公園を含む名寄市の都市公園は、都市公

園安全・安心対策緊急総合支援事業により公園施

設長寿命化計画を策定し、平成２３年度より都市

公園施設の更新に着手しているところであります。

浅江島公園につきましては、崩落の危険のある石

垣の改修と老朽化した木製遊具の一部を撤去し、

その更新を進めており、来年度においても引き続

き更新工事を行う予定としております。市民ホー

ルの建設と連動した公園整備で噴水や花畑の新設

につきましては、この事業で整備できる範囲が既

存機能の改修と更新が補助対象となっており、新

たな機能を整備するには補助対象外事業となるこ

とから、補助事業化は難しいものと判断している

ところでありますが、（仮称）市民ホールの利用

計画において市民ホールや公園の利便性が向上し、

より効果が期待されるときには必要な整備計画を

策定し、対応してまいりたいと考えます。

以上、答弁とさせていただきます。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をいただ〇６番（川口京二議員）

きましたので、再質問をさせていただきます。

まず、ひまわり観光についてですが、奥津家は

取り壊しとなるが、サンピラーパークは今後こう

していくよというような具体的な話が聞けるのか

と期待をしていましたが、今後さまざまな視点で

協議をされるということですので、今の段階では

まとまっていないという理解をいたします。こと

しは、ライトアップひまわりや秋のひまわり等の

取り組みを行いましたが、大変よかったと思って

います。しかし、それもやがてはほかのまちでも

やるでしょうし、人はなぜ観光に来るのでしょう

か。先ほども申しましたが、何か特色や魅力があ

るから来るのです。それは、広さであったり、美

しさであったり、施設だったり、さまざまだと思

います。私は、まずサンピラーパーク一帯をひま

わり畑にして、どこから見てもひまわり畑だと見

えるぐらいにすればよいと考えています。道の管

理ですから難しいかもしれませんが、そのぐらい

しないと人は来ないと思っています。いずれにし

ても、魅力のある、人が来てみたくなるひまわり

畑にしていただきたいと思います。やっと咲きか

けたひまわり観光ですから、何かしなければひま

わりが枯れてしまいそうな、そんな気がします。

ひまわりロードについて伺いますが、ことしは

国道２３９号線の国道４０号から市役所までひま

わりを植えましたが、市役所がメーンではありま

せんので、私はさらに日進まで中央分離帯にでも

ひまわりを植えたらどうかと思っていますが、い

かがでしょうか。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま御指摘〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

がございましたひまわりロードの関係ですけれど

も、ことしは国道４０号から大通までの間、国道

２３９を実施しました。これもある意味試験的な

状況でやらせていただきました。国の御理解もい
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ただきまして、今回やらせていただきました。今

御指摘の大通からサンピラーパークまでの、ここ

の交差点から、これについては昨年も実は検討し

た経過がございます。駅から市役所までの間につ

いては市道ですので、やらせていただきました。

しかし、交差点からサンピラーパークのほうにつ

いてはこれ道道になっておりまして、道と協議の

中では認められなかったという経緯がございます。

その理由としては、中に中央分離帯があって、あ

そこにひまわりを植えると見通しが悪いというこ

とが大きな理由でした。それと、現在植栽として

松ですとか木だとかかなりきれいに植わさってお

りますので、それについて昨年の段階では難しい

ということで結論が出ております。今回やりまし

た国道４０号から大通までについては、ことしは

ボランティアでやらせていただきました。今回も

ちょっと土地の問題がありまして、かなり苦労し

たのですけれども、今回はボランティアの方々に

たくさん出ていただきまして、一応こういう形に

なっています。しかし、これをさらに続けるとい

うことになると、ボランティアの方にも限界があ

るのかなというような気もしております。サンピ

ラーパークまでのひまわりロードというのは、非

常に私どもも魅力的というふうに考えております

ので、何か別の方法を考えられないかということ

で、今後協議してまいりたいと思っております。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

よろしくお願いします。〇６番（川口京二議員）

ひまわりボランティアについて伺いますが、１

回目は６月２日、８０名ぐらい、２回目は７月２

２日、５０名ぐらいでした。ことしは、雨不足の

ためか開花がおくれ、８月下旬にやっと満開にな

り、ほっとしたところです。よく戦略室や観光協

会の方が整備をしているのを見かけますが、市民

の観光意識や参画意識の高揚を図るためにももっ

とボランティアを活用されてはどうかと思います

が、いかがでしょうか。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほども申し上〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

げましたとおり、私どももっとボランティアの方

々来てくれないのではないかなと思っていたので

すけれども、予想以上に皆さん来ていただきまし

て、本当に感謝をしております。もっと活用した

らいいのではないかという御提案だったのですけ

れども、最初の段階で雑草ではないのですが、半

分芝生の半分草という状況で、あれほどちょっと

自分たちも予想以上の手間がかかってしまいまし

た。当初は、人の手である程度起こしてもいいの

ではないかなというふうに考えたのですけれども、

あの状況ではどうしようもないということで、機

械を入れることにしました。機械を入れて起こし

たのですけれども、雑草の取るという作業がこれ

またとてつもない作業になりまして、初日の６月

２日の種まきのときに川口議員も、それから御協

力いただいた議員の方もいらっしゃいましたけれ

ども、草の根を取るという状況で、結局全部種ま

きができなかったという状況がありました。しか

し、もっともっとボランティアの方々にというこ

とで、当初この区画はどこそことかというふうに

お任せしようかということもちょっと検討したの

ですけれども、ことし初年目ということと、それ

から草の状況がひどかったので、今回は全体的に

やろうということで考えました。来年度以降につ

いては、国道４０号から大通までは二、三年やろ

うということで国とも協議をしておりまして、お

おむね了解はいただいていますので、その分につ

いては今後、来年になると少し草も大丈夫かなと

いうことに考えております。作業としては、本当

は草取りもう一回ぐらいお願いをしたかったので

すけれども、干ばつによって開花がおくれてしま

って、もう芽が出るのかという心配までしたとい

う状況がありまして、その辺では今回市民ボラン

ティアの出番が少なかったと思います。ただ、来

週の２３日に今ちょっと枯れてしまっているひま

わりを整理するということで、ボランティアさん

を募っております。来年度以降なるべくそうした
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皆さんのボランティアの気持ちに応えられるよう

に、作業等も考えていきたいと思います。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ボランティアの数をふ〇６番（川口京二議員）

やすことが大事かと思っています。今回ボランテ

ィアの中に職員の方が少ないと感じております。

まず、職員の皆さんの観光意識、参画意識の高揚

を図るべきではないかと考えます。そのためには、

部長、課長等が先頭に立って出てきていただくこ

とかと思います。もちろんボランティアですので、

強制はできませんが、そうすることにより部下の

方も出てくるようになると思います。そうすれば

市民の参画意識も上がり、参加者もふえ、ひまわ

り観光に結びついていくのではないかと思ってい

ます。ぜひ来年はよろしく参加をお願いしたいと

思っています。

次に、ひまわりマップについて伺いますが、日

進地区に植樹のできるところが何カ所かあります

が、よく観光客の方にひまわり畑はどこにあるか

と聞かれるそうです。時間のあるときは紙に絵を

描いて説明をしているそうです。でも、時間のな

いときもありますので、自家製の地図をつくって

説明したり、差し上げたりしているそうです。ぜ

ひそういうところに配っていただけないかと思い

ますが、いかがでしょうか。

湯浅営業戦略室長。〇議長（黒井 徹議員）

ひまわりマップ〇営業戦略室長（湯浅俊春君）

ですが、ことしはちょっと準備がおくれたことは

もうこれは事実であります。しかし、もう一つ、

干ばつによっていつが見ごろかという情報がなか

なか出せなかったということがありました。しか

し、畑、ここにひまわりがありますという情報に

ついてはそれぞれ道の駅とか、それからサンピラ

ーパークの設置しているところ、臨時の観光案内

所です。それとかなよろ温泉サンピラーとか、そ

こそこにそれぞれに置かせていただいたのですけ

れども、今議員御指摘のとおり植樹をするところ

にまでは今回置いていなかったというのは事実で

あります。今後来年に向けまして人が寄りそうな

ところ、もう少し設置場所についても工夫を凝ら

していきたいというふうに思います。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ配布場所と部数の〇６番（川口京二議員）

検討をお願いしたいと思います。

次に、となみが丘霊園についてですが、もちろ

ん全部の道路の拡幅は無理なのかもしれませんが、

管理棟の奥に植樹桝がありますが、撤去すれば可

能だと思っていますし、ほかにも可能と思われる

ところもありますので、ぜひ考えていただきたい

と思います。

それと、標識はあるのですが、入り口から出て

くる車両とか、出口から入ってくる車両を見かけ

ます。標識が非常にわかりにくい気がします。主

要道路も非常にわかりにくい。私は、道路に矢印

で出口とか入り口とか表示をするとか、そういう

方法もいいのではないかと思っていますので、検

討していただきたいと思います。

次に、４条５丁目の交差点についてですが、い

つから左折禁止なのかわかりませんが、かなりの

年数がたっていると思います。当時と交通量も交

通事情も違いますし、ニーズも変わってきている

と思います。時差式信号機をつけると国道が渋滞

したり、事故発生の可能性が高いとおっしゃいま

したが、５丁目の信号だけが赤ではないのです。

西條さんの西側、７丁目の信号から２丁目の信号

まで同時に赤になるので、渋滞はないと考えてお

ります。危険とおっしゃいましたが、私は東西の

信号を言っているので、東が青なら西側は赤なの

で、危険はないと考えています。また、産業高校

近くの西４条北４丁目の信号機は変則４差路のた

め時差式信号機ですし、時差式信号機にできない

ことはないと思っています。

次に、４条５丁目の交差点内に停車をしている

車を時々見かけます。なぜだろうと考えました。

東西方向からは左折はできないので、それはない。

右折車は停車はしない。南北からの直進車だと思
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います。４条５丁目の交差点には、南北片側に２

カ所の信号機がついています。恐らく手前の信号

が黄色か赤の直前に進入した車が奥の信号が赤な

ので、勘違いをして停車をするのだろうと思いま

す。多くの交差点の信号機は奥に１カ所です。２

カ所あるから、そういうことが起こっていると考

えます。私は、手前の信号機は必要ないのではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

まず最初に、時差式〇市民部長（土屋幸三君）

信号機を設けたらという御質問であります。今話

されたとおり、国道４０号線の信号については連

携された信号機となっております。ここで時差式

を設けますと、どうしても南北の部分が駐車とい

いますか、赤の時間が短くなってしまうと。東西

を通すための時間を設けることによって、南北の

時間が多少短くなってくるのではないかというふ

うに思います。この部分で交通量の多い国道、特

にあそこのいわゆる有楽センターの前というので

すか、道路の長さが短いところでは、あるいは西

條の向かい、あそこも短くなっています。あそこ

の部分における渋滞が著しくなるのではないかと

いう危惧がありますので、時差式信号機について

は難しいということであります。

それから、信号機の問題であります。御指摘の

交差点内でまれに停車をしている車を見かけるこ

とがありますが、この交差点は変則的な４差路で

国道路線側が長いため、北進する車が交差点に進

入後、信号が変わったことで勘違いをして、北側

信号機手前で停車をしてしまうというものと思わ

れています。通常交差点内での停車につきまして

は、道路交通法上違反となります。また、変則４

差路で交差点が長いことから、北側の信号機は交

通安全上必要と判断をしておりますし、南側の信

号につきましても直前に横断歩道、ここも渡る方

多うございますので、現在設置されています信号

機につきましては必要な信号機だというふうに思

っているところでございます。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

信号機ですが、取り外〇６番（川口京二議員）

すことは難しいのかもしれませんが、停車をして

いる車があるというのは事実であります。何人も

の人が目撃しています。実際ぶつかりそうになっ

た人もいらっしゃいます。交通法規上は交差点内

で停車することは違反ですが、何か原因があるか

らそうなっているのだと思います。では、その原

因を取り除かなければいけないのではないかと思

います。信号機を外す以外にほかに方法があるの

であればそれでも構わないのですが、いま一度考

えていただきたいと思います。

次、わかりやすい市役所づくりについてですが、

いろいろ暖房設備等に多額の費用を要するとかい

うお話でしたが、お客様がわかりやすいというの

が大事だと思います。初めて３階に来る人は、壁

があって中が見えにくいし、ドアがあって入りづ

らい。入っても誰に聞いていいかわからない。そ

れで、私はオープンにできないかと聞いたのです

が、オープンが無理ならば一部ガラスのところも

ありますので、できるところはガラス張りにした

ほうがいいと思います。名寄庁舎もあと１０年、

２０年と使用するでしょうから、今のままではな

く、さらにお客様が利用しやすい、わかりやすい

市役所づくりを考えていただきたいと思います。

次に、（仮称）市民ホール建設に当たって、文

化センターについてですが、現在入り口の階段は

タイルが剥がれたり、欠けたりしています。特に

入り口付近がひどいのですが、全部の箇所がそう

です。マンホールの周りはコンクリートが砕けて

います。安全のためにも直すべきだと思います。

看板も大変見えにくいところに立っています。見

えなければ看板の意味がないので、もっと見える

ところに検討してはどうかと思います。また、自

転車置き場についても随分古いし、小さい気がし

ます。市民ホールが建設されれば自転車の利用も

ふえるでしょうし、建てかえあるいは改修等検討

していただきたいと思いますが、いかがでしょう
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か。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

（仮称）市民ホール〇教育部長（鈴木邦輝君）

の整備に当たっての既存施設である市民文化セン

ターの整備の部分についての再質問をいただきま

した。先ほどの答弁でもお話ししたとおり、（仮

称）市民ホールの整備にあわせて市民文化センタ

ーについては社会資本整備総合交付金のメニュー

で改修を予定をしております。議員御指摘の部分

のうち、いわゆる外構工事にかかわるものにつき

ましては基本的には交付金の対象とはならない事

業でありますが、今後市民文化センターの外壁の

改修を行います。また、それにあわせて（仮称）

市民ホールの外構工事も同時に行いますので、ど

こまで市民文化センターの外構工事の部分も含め

ることができるかにつきましては、今後実施設計

におきまして議員御指摘のとおり安全のための部

分を含めた優先順位を含めまして、整備計画に向

けまして担当部局との協議をしたいと考えており

ますので、御理解をいただきたいと思います。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

次に、浅江島公園につ〇６番（川口京二議員）

いて伺いますが、石垣も直り、危険表示がなくな

りました。しかし、まだ十分だとは言えません。

本当に市民に喜ばれるような公園、憩えるような

公園にならないものかと思っています。また、サ

ンピラー館も余り活用されていないのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま市民に〇建設水道部長（長内和明君）

喜ばれる公園にならないかということで御質問を

いただきました。この公園の整備につきましては、

これまで維持管理に重点を置いておりまして、遊

具の更新ではなく延命を進めてまいりました。こ

のたびの公園施設長寿命化計画おきましては、遊

具や施設が補助事業の対象となることから、公園

施設の長寿命化のために施設を更新することとし

ております。遊具機能の新設はありませんけれど

も、機能の更新で施設が新しくなることによって

子供たちの遊ぶ空間、あるいは市民の癒やしの空

間として利用いただけるものと考えておりますの

で、御理解をいただければと思います。

川口議員。〇議長（黒井 徹議員）

２年後には市民ホール〇６番（川口京二議員）

も完成しますので、それに隣接する公園や文化セ

ンターなども一体的に整備をし、あの地域一帯が

文化の伝道となるよう整備をしていただきたいと

思います。大いに期待をしております。

以上で質問を終わります。

以上で川口京二議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

鳥獣被害防止対策について外２件を、日根野正

敏議員。

ただいま議長から〇１５番（日根野正敏議員）

指名がありましたので、通告に従い質問をさせて

いただきます。

まず初めに、鳥獣被害防止対策についてお伺い

をいたします。ことしも収穫の秋を迎え、農家の

方々は特に春からの苦労がその実りに期待をして

いることと思いますが、年々収穫間際の農産物が

鳥獣の被害に遭うことが多くなってきているよう

に考えます。野生動物との共生を考えると、多少

の被害についてはいたし方ないのではないかと個

人的には考えておりますけれども、生活を脅かし

たり、人的な被害が及ぶ可能性があると対策が必

要になると考えております。例年ですと鹿あるい

はキツネ、ネズミなどが主流で、最近ではアライ

グマなどもふえつつあると聞いておりますけれど

も、それらに加え、特にことしは年々ふえ続ける

鹿の被害だけではなく、ヒグマの被害が相次いで、

民家の鼻先までスイートコーンやスモモなどを食

べに夜半過ぎから早朝にかけて荒らした跡が連日

続きました。一度人間のつくる農産物の味を覚え

ると、毎年のようにその時期が来るとにおいを嗅

ぎつけてくる可能性があると考えます。今後突然

ヒグマと遭遇し、人的な被害が出る可能性も高く
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考えられ、今後の鳥獣被害対策の最重要課題と考

えられ、より高度な対策をしていかなければなら

ないと考えますが、ヒグマ対策のこれまでの対応

の経過と安全対策や各鳥獣被害防止団体との協議

経過についてお伺いいたします。

また、近年の鳥獣被害の傾向と被害額の推移に

ついてもお伺いをいたします。

次に、災害対策についてであります。東日本大

震災から１年半が経過をいたしました。死者、行

方不明者合わせて１万６４８人と未曽有の大災

害となりました。家族を失い、家を失い、住みな

れた土地にも戻れない大きな試練を抱えながらも

ひたむきに生きる被災者の方々には頭の下がる思

いであります。幸いにも名寄地方では、過去にお

いて大きな地震での災害はなかったと受けとめて

います。また、今後においても文部科学省研究開

発局地震・防災研究課によるデータでも今後３０

年以内に震度６弱以上の地震が起きる可能性は名

寄地方では１％、地震が来たとしても最大震度

４程度と予測されております。ちなみに、日本全

土の日本海側沿岸部の６割以上が震度６弱以上の

可能性が２６％から１００％と非常に高い確率の

データが公表されております。災害の大きな可能

性の一つの大地震の可能性が名寄市においては低

いことについては非常にありがたいことではあり

ますが、そのほかには暴風、大雨による災害の可

能性は今後とも十分考えられます。ことしも７月

初旬の豪雨で日進地区では排水のオーバーフロー、

８月１日未明から早朝にかけての豪雨では無名川

の下流、河川合流付近でのオーバーフローがあり、

付近の水稲が稲穂まで水につかりました。夜半か

ら未明にかけての豪雨については、対応が手薄に

なることが考えられます。市内にある氾濫しやす

い河川には、警戒水位自動発信機を設置し、担当

者や関係機関にいち早く情報が伝わるようにすべ

きと考えますが、見解をお伺いいたします。

また、緊急災害時に迅速に対応するため、初期

の対応責任者の増員と地域、地形に合った防災対

応のマニュアル化をすべきと考えますが、見解を

お伺いいたします。

最後に、教育委員会所管の公共施設についてお

伺いいたします。ことし４月に名寄地区と風連地

区の公共施設利用料の統一が図られました。半年

が経過をしますが、改正された施設の利用状況の

推移と利用者の反応や課題についてどのように受

けとめているのかお伺いいたします。

次に、公共施設を有効に利用してさまざまな少

年団活動が行われております。その少年団活動を

リードしている各団体の指導者の方々については、

みずからの時間をその活動に費やし、子供たちの

安全確保を基本に日々の練習を初め大会の引率な

どその種目を通して技術向上だけではなく、学校

や家庭では学ぶことのできない心身の鍛練や社会

性の向上、達成感など社会教育が健全育成に結果

的には大きく貢献していると受けとめております。

教育委員会として指導者に対しての現状の処遇に

ついての見解をお伺いいたします。

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）

日根野議員から大項〇経済部長（高橋光男君）

目で３点にわたり質問がありました。大項目１は

私から、大項目２は建設水道部長から、大項目３

は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、鳥獣被害防止対策について、

小項目１、ヒグマ対策の経過についてお答えいた

します。市民より情報が寄せられた場合、担当者

が速やかに現地を確認し、必要によって看板設置、

町内会、周辺住民への危険周知を行うとともに、

場合によっては警察、学校など関係機関への連絡

を行っております。たび重ねて出現し、被害を及

ぼす可能性や人への危険性がある場合は、猟友会

と協議をし、猟友会のパトロール、箱わなの設置

を実施し、捕獲に努めることとしており、捕獲の

実績はこの１０年間において平成１４年１頭、平

成１５年３頭、平成１８年１頭、平成１９年３頭
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の合計８頭となっております。今年度は、智恵文、

八幡地区と風連旭、東風連地区においてトウキビ

を狙うヒグマが人家の近くに出没したことから、

関係機関である警察、猟友会、農協、地区代表と

市による対策会議を開催し、各団体間の連絡、連

携を強化するとともに、警察の協力を得てパトロ

ールの強化や智恵文沼の内側の畑に居座ったヒグ

マや東風連小学校裏手の山からのヒグマの追い出

しを猟友会総がかりで実施しました。さらに、風

連地区では住宅街の近くや農家の宅地の中を歩く

事態となり、市と農協によって夜間パトロールを

行うなど住民の安全確保に努めてまいりました。

ヒグマに関します市民から寄せられた足跡や目撃

などの情報数は、例年１０件程度でしたが、昨年

度は２２件、本年度は９月１１日現在で４９件と

なっております。増加した原因は、昨年は餌とな

るドングリなどの食べ物が少なく、人里近くにあ

らわれたヒグマが目撃されておりましたけれども、

ことしはトウキビを狙い、追い求める熊があらわ

れ、人里や畑を徘回するヒグマがいたことから、

多くの情報が寄せられている状況となっておりま

す。

次に、小項目２、今後のヒグマに対する安全対

策はについてお答えいたします。町内会など啓蒙

活動については、広報やチラシでヒグマに対する

注意をお知らせするとともに、市ホームページで

出没箇所などについてお知らせをしております。

加えてヒグマが出没した場合は、町内会や出没周

辺住民に対し、注意喚起と危険周知をいたしてお

ります。猟友会との協議内容につきましては、市

より猟友会会員に対し名寄市ヒグマ駆除隊員を委

嘱し、出動に当たっては市と猟友会が協議し、市

より出動の要請を行っているところです。箱わな

は、駆除隊員の中に名寄地区に５人、風連地区に

２人の計７人の資格者がおり、現場においては資

格者の判断で設置を行うこととなっております。

実際の捕獲に当たっては、事前に北海道知事の許

可及び確認が必要となります。鳥獣被害防止対策

協議会につきましては、農業の被害の大きい鹿な

どの対策が中心となっております。熊についても

農業被害があることから、対応に協力をしていた

だいているところであります。熊の捕獲の体制を

強化するために、９月議会において補正で箱わな

の購入費などをお認めいただきましたので、箱わ

なを増設し、捕獲に努めてまいりたいと考えてお

ります。北海道からも森林に隣接した地域では、

地域及び住民の皆さんもヒグマを引き寄せない、

出没した個体を餌づかせないことが重要になると

して住民周知をするよう連絡が入っております。

市では、ごみやペットフード、漬物などを戸外に

放置しないこと、農地に適切な電牧柵を設置し、

未収穫の作物を畑に残さないこと、家や農地など

の周囲の草刈りを行い、熊の潜む場所をなくすな

ど、ヒグマを寄せないための市民の協力も安全対

策に欠かせないものと判断をしているところでご

ざいます。

次に、小項目３、鳥獣被害の状況と近年の被害

傾向はについて申し上げます。エゾシカによる農

業被害額につきましては、平成２１年度３４０

万円、平成２２年度３６０万円、平成２３年度

３４０万円となっており、カボチャ、バレイシ

ョ、スイートコーン、牧草などに被害が出ており

ます。本年度の最終集計はまだ出ておりませんけ

れども、春先の天候不順で定植作業のおくれもあ

り、例年よりは少ない被害額が予想されておりま

す。農業被害防止のため、猟友会に駆除をお願い

し、今年度は８月末現在で３５０頭を駆除したと

ころです。また、ここ数年のヒグマによる農業被

害額につきましては、スイートコーンを中心に平

成２３年１００万円、平成２４年度も現在のとこ

ろ約１００万円と試算をしており、被害を受けた

農地のところに箱わなを設置するなど対策を講じ

たところです。エゾシカによる農業被害は、春先

の定植並びに収穫期における被害が主なものとな

っております。ヒグマについては、雑食性のため

被害の対象はさまざまですが、一般的には農作物
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の作付直後から被害が出ることはなく、被害は収

穫期に発生し、一度被害を受けた土地では同様の

被害が続く傾向があります。本年においては、平

地のスイートコーンの食害が起きており、人家付

近での足跡が確認されているところです。鳥獣被

害は、まさに収穫直前に被害を受け、農家の生産

意欲に大きな影響を与えることから、被害防止対

策においては関係機関、団体と連携して被害状況

や被害防止対策などの情報交換を行い、効果的な

対策を推進してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、大き〇建設水道部長（長内和明君）

な項目２の小項目１番、災害対策についての大雨

による警報発信の自動化についてお答えいたしま

す。

風連地区無名川は、風連市街地を通過して１級

河川タヨロマ川に流入する河川であり、はけ口に

は排水ポンプ場を設置しておりますが、これまで

大雨時の増水により幾度か田畑の冠水被害を引き

起こしております。本年８月１日にも大雨による

タヨロマ川増水の影響を受け、水田の一部が冠水

し、排水ポンプを稼働させております。前日及び

当日には大雨警報が発令されていたことから、市

及び消防署が巡回パトロールを実施しておりまし

たが、その後タヨロマ川上流部の降雨増水により

無名川が影響を受け、結果としてパトロールの間

隙を縫う形で冠水被害が生じたものです。今回の

ような上流部に限定した降雨の影響を受けての被

害の発生など、河川水位の上昇過程にも多くの不

確定要素があることから、パトロールでの状況把

握にも一定の限界があるものと考えます。こうし

たことから、待機水位や警戒水位をより客観的に

把握する体制を構築するため、水位計などの設置

による手法についても検討することが必要と判断

されることから、河川管理をしている国など関係

機関と協議を進めてまいりたいと考えます。あわ

せてこれまでのさまざまな経験をもとに災害発生

予測の精度を上げるべく取り組みを進めてまいり

たいと思います。

次に、小項目の２番、初期対応に係る責任者の

増員についてお答えいたします。初期対応におけ

る迅速な体制づくりにつきましては、これまで警

報などの発令により指揮、管理要員の登庁はもと

より、パトロール要員の迅速な配備に努めてまい

りました。しかし、パトロールに当たっては河川

流域や道路など広範囲にわたることから、過去の

被害発生場所の確認作業にも相当の時間が費やさ

れ、その間に新たな状況変化が発生し、結果とし

て初動態勢のおくれに至った事態も経験をしてお

ります。また、現場における状況判断や処置判断

には職員の技術的要素に頼るところも多く、そう

した職員配置には一定の限界もあり、課題となっ

ております。今後そうした体制を補完する意味で

もできるだけ迅速に天候の状況を捉え、消防署な

どとの連絡をさらに密にしながら、パトロール体

制の充実に努めて、迅速な判断に至るよう対応し

てまいります。また、適宜建設業界などとの連携

も図り、情報収集や初動対応の一層の迅速化にも

努めてまいります。さらには、市内における過去

の災害発生箇所やそれに至るさまざまな気象条件

などについてもデータ蓄積を図り、よりきめ細や

かな判断基準づくりにも努めてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目３、教育委員会所管の公共施設についてお答

えをいたしたいと思います。

まず、小項目１、条例改正後の利用状況につい

てでございます。名寄市では、公共施設のあり方

を検討する中で、受益と負担の適正化、公平性の

原則から、本年度４月から名寄地区の無料体育施

設の有料化並びに風連地区の公共施設共通年間券

の廃止に伴う使用料等の改正を行ったところでご

ざいます。使用料及び利用料の改正がありました

各社会体育施設の４月から８月までの５カ月間の
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使用料等の利用状況につきましては、まず名寄地

区ではスポーツセンターの児童生徒の個人利用の

人数は前年度２０２人、本年度４３０人、対

前年度比２２８人の増です。南とＢ＆Ｇ、また智

恵文地区の３つの水泳プール全体の利用人数は、

前年度２万８９４人、本年度２万４７８人で、

前年度対比４１６人の減となっておりますが、

使用料が免除となっております高校生以下の利用

人数では前年度８８２人、本年度６３０人で、

対前年度比２５２人の減となっております。学

校施設開放におきます利用状況につきましては、

名寄地区７校、全体で前年度８３９件、本年度は

８７７件、前年度対比３８件の増となっておりま

す。

次に、風連地区の利用状況につきましては、風

連Ｂ＆Ｇ海洋センター及び農村環境改善センター

では前年度７００人、本年度１１６人、前年

度対比５８４人の減、プールの利用人数は前年度

８５５人、本年度７５０人、前年度対比１０

５人の減、テニスコートは前年度１０１人、今年

度１６９人で６８人の増です。また、学校施設開

放では、対象の４校全体では前年度４８５人、

今年度８６２人で３７７人の増となっておりま

す。特に風連日進小学校では、名寄市内のテニス

少年団が全国大会に向けましての練習で２９０人

が利用をされました。また、風連地区におきます

定期券等の利用状況につきましては、児童生徒の

３カ月定期券につきましては１人、６カ月定期券

については１６人、一般の３カ月定期券について

は７人の販売状況となっております。

小項目２の利用者の反応でございます。使用料

改正後におきます利用者からの意見、要望などに

つきましては、事前の説明会などにおいての質問

等でも有料化に伴い、施設及び設備の更新等の要

望もございましたけれども、有料化することによ

る財源で新たな整備を行うのではなく、現在使用

していることへの経費に対して幾分の負担をいた

だくということで、御理解をいただいたところで

ございます。改正後の各利用団体等への意見把握

の機会といたしましては、この９月に学校施設開

放等の後期分の利用調整会議を名寄地区と風連地

区の両地区で開催をしてございます。名寄地区で

は特段意見、要望等はなかったところですが、風

連地区におきましては少年団活動及び指導者、高

齢者の利用に対する減免等の要望があったところ

でございます。これらにつきましては、条例改正

時の審査特別委員会におきましても説明をさせて

いただいた事項でもありますので、今後とも御理

解をいただくよう努めてまいりたいと考えており

ます。

３点目のスポーツ指導者に対する減免のあり方

の考え方でございます。議員御指摘のように、青

少年の健全育成のためにスポーツの普及及び振興

には欠かせないものと認識をしてございます。こ

のためには、各スポーツ団体の指導者の育成確保

につきましても重要なものと思っております。教

育委員会といたしましては、指導者の育成確保、

さらには技術力の向上を図るために、スポーツセ

ミナーやアスリートとの交流事業を開催をし、ま

た各体育協会や地域スポーツクラブ「ポポ」と連

携を図りながら、各種事業に取り組んでございま

す。少年団の指導者に対する施設の使用料の減免

に対する措置につきましては、指導者への支援と

して特定されたものではございませんが、スポー

ツ少年団活動に対しての補助金の交付、また名寄

市教育振興補助金と社会教育関係団体活動推進補

助金におきまして遠征などへのバスや全道大会な

ど出場の助成など、全体的な活動に対しての支援

を行っておりますので、御理解を願いたいと存じ

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ答弁をい〇１５番（日根野正敏議員）

ただきましたので、順次再質問をさせていただき

ます。

まず、鳥獣被害の関係なのですけれども、特に
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ことしについては風連地区については風連別川を

中心に移動した熊の経緯なのですけれども、そこ

を中心に右岸、左岸側の東風連あるいは旭地区に

多く見られたということで、多分日中は風連別川

の付近というか、堤内の雑木ですとか、いろんな

ヨシだとかイタドリだとか非常に背の高いものが

植わさっていますので、そこに隠れていたのでは

ないかなと。そこから日中、夜になるとスイート

コーンを狙いに来たというような、出現場所を見

ますとそういう傾向があるのではないかなという

ふうに考えているのですけれども、川を移動する。

風連別川ですから、両方には本当に雑木が生えて

いたり、背の高い雑草が生えていたりして、非常

に熊にとっては移動するには好都合の環境がある

というふうに考えているのですけれども、日ごろ

あそこは国道から上流については土現の管轄とい

うことなのですけれども、例年要請は行っている

と思うのですけれども、熊が出現して以来そうい

った要請活動、あるいはふだんの要請活動、管理

もっときれいにしてくれというような、どのよう

なことで行っているのかお伺いいたします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

今日根野議員から御〇経済部長（高橋光男君）

指摘のありました件につきましては、風連別川に

ついては道の管理する河川ということもありまし

て、御指摘のとおり河川側にはたくさんの雑木だ

とか、鬱蒼と生えている状況もありまして、こと

しの熊の出没状況後、土現のほうに伐採するよう

に申し出をしております。今後も必要に応じて道

のほうに要請をしてまいりたいというふうに考え

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

要請して、その手〇１５番（日根野正敏議員）

応えといいますか、ことしはもう行わないのか、

あるいは来年はどの程度までやるのかという、そ

ういう答えは返ってこないものですか。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

その辺については、〇経済部長（高橋光男君）

詳しくは回答を受けておりませんけれども、こち

らとしては要請することについては、先ほど申し

ましたように人家が近い部分もありますので、人

的被害も及んだら大変困るので、その辺の部分も

含めて今後も強力に要請してまいりたいというふ

うに考えております。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

今後も粘り強く移〇１５番（日根野正敏議員）

動しやすい場所ではないような環境にしていただ

くように強く求めておきたいと思います。

それから、今、年度別の鹿の被害額がそれぞれ

出て、例年ほとんど似たような金額で出ているの

ですけれども、これらの調査の方法、農協で行っ

ているというような話もあるのですけれども、本

当に正確なのかどうか、調査方法についてどのよ

うに行っているのかお伺いいたします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

調査の方法につきま〇経済部長（高橋光男君）

しては、ＪＡがファクスで春先というか、６月ぐ

らいに作物の食害の状況があったかどうかという

ことを全農家に対して周知をして、それを農協の

ほうで集約をして被害額を出しているという現状

でございます。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

農協がどのような〇１５番（日根野正敏議員）

調査をしているかという部分では、知らないのか

どうなのか、ことしは６月５日に名寄市有害鳥獣

農業被害防止対策協議会から全戸にファクス来て

いるのですけれども、これは猟友会ハンターによ

る巡回を希望するかどうかなのです。いつもは被

害に遭う場所はどこかということで調査をしてい

るわけで、金額を書く場所は一つもないのです。

だから、これはどういうふうに、農協から被害額

が上がっているというのですけれども、ちょっと

これだけでは猟友会の巡回を希望しない人は多分

これを出さないと思うのです、被害があっても。

ですから、その辺は行政としてしっかり被害額を
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正確につかむような手だてをとるべきだというふ

うに思っているのですけれども、その辺の見解を

お願いします。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

今日根野議員から御〇経済部長（高橋光男君）

指摘ありました件につきましては、調査の内容、

項目等も含めてより実態に近いものを農家の方々

から出していただけるよう、今後ＪＡも含めて協

議を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。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

そうしてください。〇１５番（日根野正敏議員）

これで被害額を出されると非常に不正確な額だと

いうふうに考えますので、お願いをしたいと思い

ます。

それから、今後ともヒグマについては非常にこ

れだという手だてもないというか、保護動物とい

うこともありますので、ハンターも簡単には撃て

ない。まして農地にあらわれたものを簡単には射

殺できないということもありますので、十分山際

で抑えるような手だても必要だというふうに考え

ていますし、また河川で入ってきますとどうして

も田園地帯といいますか、人が多いところまで入

ってきますので、その辺の防止策ももう少し研究

したほうがいいのではないかなと思っているので

す。電牧は、農家は個人で張っているのですけれ

ども、公共的な部分でも今後考えていく必要があ

るのではないかなというふうに思っているのです

けれども、その辺の考え方について見解があれば。

高橋経済部長。〇議長（黒井 徹議員）

昨日の山田議員の質〇経済部長（高橋光男君）

問にもありましたけれども、基本的に農業被害防

止対策協議会もありますし、今後どのような被害

対策、防止対策が必要なのか、その辺の部分も含

めて対策協議会の中でも検討してまいりたいとい

うふうに思いますし、市としてできるものについ

ては実施をしていきたいというふうに考えており

ますし、農家の方々についても協力いただける分

については御協力を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。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１５番（日根野正敏議員）

次に、防災対策についてちょっとお伺いいたし

たいと思いますけれども、河川ごとの例えば氾濫

しやすい真狩川ですとか、あるいは無名川もそう

なのですけれども、それらの増水したときに、無

名川ですとポンプを回す指令を出す職員がいると

思うのですけれども、その職員は何人でやってい

るのですか。その辺ちょっとお伺いしたいと思い

ます。１人なのか、１人の責任者に任せてしまっ

ているのか、あるいはみんなでやる。何人ぐらい

でやっているのか。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

ポンプの稼働に〇建設水道部長（長内和明君）

ということで御意見をいただきましたけれども、

パトロールも含めて今２名１組と。一般的には２

名１組で回っているのですけれども、大雨注意報

あるいは警報出た場合は５組でパトロールなどを

回っておりまして、その時点で増水があり、また

逆流等も含めてあった場合についてはポンプの稼

働ということで早急な対応をとっておりますし、

場所によっては業者も含めて一緒に稼働作業を行

っているところもあります。

以上です。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

ことしの８月１日〇１５番（日根野正敏議員）

の状況を聞きますと、未明というか、朝方集中豪

雨降ったものですから、担当者のポンプ指示が若

干おくれたというような、もしもうちょっと早く

回せば冠水しなくて済んだのではないかという地

元の人の話もあったものですから、これだから朝

方急に降られても職員は人間ですから寝ていると

思うのですけれども、ぜひ自動化をして、すぐ何

人かに連絡行くようにしていただきたいと。検討
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してくれるという話もあるのですけれども、前向

きに検討するように求めておきたいというふうに

思います。

それから、タヨロマ川もさっきの熊も同じなの

ですけれども、これらについても無名川の合流先

ですから、川は違うのですけれども、両方でしっ

かりと右岸、左岸管理するように要望していただ

きたいというふうに考えているのですけれども、

その辺の見解もお願いいたします。

長内建設水道部長。〇議長（黒井 徹議員）

今無名川の下流〇建設水道部長（長内和明君）

はタヨロマ川ということで、国の管轄機関となっ

ておりますけれども、抜本的に水害被害を解消す

るにはタヨロマ川の改修が一番だと思っておりま

すし、もう一つは樋門のポンプ能力のアップも１

つあるのかなと思っています。これらにつきまし

ては、相当時間はかかると思いますけれども、国

へ要望してまいりたいと考えておりますので、御

理解お願いします。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１５番（日根野正敏議員）

それでは、教育委員会の所管の施設について何

点かお伺いしたいと思いますけれども、定期券が

さっきの話ですと３カ月券が風連地区では１名と

いうことで、それから児童、６カ月券が１６名と

いうことで、非常に購入者が少ないなというふう

に考えているのですけれども、この発券場所、券

を買う場所が風連地区では風っ子ホールでしか買

えないのです。つまり職員がいる時間しか買えな

いわけで、当然学校が終わって６時か６時半くら

いから少年団というのは練習が始まるわけなので

すけれども、その発券場所について臨時の窓口、

職員おりますので、そこで買えるようにしていた

だければ、もう少し市民が利用しやすい。定期券

の購入がふえてくるのではないかなというふうに

考えているのですけれども、その辺の考え方につ

いてお願いします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

風連Ｂ＆Ｇ、改善セ〇教育部長（鈴木邦輝君）

ンターでの利用につきましては、現在発券機で行

っておりますけれども、１日券の販売については

行っていないのが議員指摘のとおりでございます。

風連地区では、地域交流センター１カ所のみの販

売ということでございますので、この分につきま

しては現在Ｂ＆Ｇ、改善センターでは嘱託の方が

窓口等を担当しているわけでございまして、過去

の経過等もありまして、基本的に嘱託職員現金を

扱わないように対応しているのですが、会計規則

上は取り扱うことができるとありますので、御指

摘を受けまして今後金庫等の整備の保管体制であ

るとか、確認体制等を整備をいたしまして対応を

検討し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。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。お〇１５番（日根野正敏議員）

願いします。

それから、月曜日がふだん休館日になっている

のです。例えば月曜日が祝日の場合もあるのです。

そうすると、大会が近くて強化練習ですとか、い

ろんな部分で祝日子供たちは一日休みなわけです

から、練習したいという部分も要望が結構あるの

ですけれども、その辺の対応、年何回でもないと

思うのです、月曜日が祝日というのは。そういう

場合は、前もって使用許可をできるのかできない

のか、ぜひするようにしてほしいと思うのですけ

れども、その辺の見解もお願いします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

風連Ｂ＆Ｇ、改善セ〇教育部長（鈴木邦輝君）

ンターの開館体制のことでございます。現在いわ

ゆるハッピーマンデーの振りかえ休日の月曜日に

つきましては、休館をさせていただいております。

平成２４年度ハッピーマンデーは６回、６日間、

平成２５年は１０回あるそうでございます。この

中で利用団体の利便性を向上することにつきまし

ては、議員御指摘のとおりかなと考えております。

一部嘱託員の配置等に予算的な部分もございます
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ものですから、本年度内で内部協議を行って改善

をし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。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

わかりました。〇１５番（日根野正敏議員）

それから、指導者に対する考え方なのですけれ

ども、一番最初の質問にもお話ししたと思うので

すけれども、本当に親がわりといいますか、先生

がわりの指導者がいて、家庭や一般の学校の先生

よりも厳しいときは厳しく指導しているという部

分もありますので、日々の練習の経費というか、

公共施設利用料もそうなのですけれども、例えば

全道大会あるいは全国大会まで引率していくとな

ると、当然全国まで行きますと４日間ぐらい潰れ

てしまうのです、自分の時間が。好きでやってい

ると言われればそれまでなのかもしれませんけれ

ども、それだけ子供たちの指導には熱意を持って

やっているという部分を考えますと、今の交通費

の半額助成程度で本当にいいのかどうかという部

分で、全道大会まで行く少年団というのはそれほ

ど数多くないと思います。指導者についてもそん

な大勢ついていっても、ふだんの指導している指

導者についてはもう少し教育部局で高く見るとい

うか、その人に対する位置づけをもう少し上に持

っていったほうがいいような気がするのですけれ

ども、その辺再度見解をお伺いいたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

少年団活動におきま〇教育部長（鈴木邦輝君）

す指導者の役割につきましては、この少子高齢化

の中で部活動と少年団活動との連携も含めまして、

大変重要な役割を果たしていただいているという

ことについては十分認識をしているものでござい

ます。御指摘のありました各大会への参加助成に

つきましては、現在中体連、中文連及び北海道ス

ポーツ少年団が主催する大会の参加の補助につき

ましては名寄市の教育振興補助金の交付基準で、

スポーツ振興事業の場合、大会の主催者が中体連

以外の団体につきましては交通費の実費の支給額

が２分の１となっているという現状でございます。

これにつきましては、少年団の指導者以外にも学

校の先生につきましても中体連以外の交通費につ

いては２分の１の支給となってございます。この

部分は、中学校の部活動とそれ以外の活動につき

ましての位置づけが現在の学習指導要領の中で部

活は学校教育の一環として教育課程との関連が図

れるよう留意するという一文がありますので、先

生が引率します中体連とそれ以外の大会に引率す

る指導者の方で若干の差が出ているのが現状でご

ざいます。先ほど答弁の中にも入れさせていただ

きましたが、指導者を含めました少年団活動の支

援につきましては、先ほどの教育振興補助金以外、

回数は限られますけれども、社会教育団体の活動

推進補助金で練習試合、遠征に対する支給の支援

を行っているところでございます。ただ、これら

の交付基準につきましては今までも現状に応じた

見直しを行ってきた経過もございますので、今後

要望とか各種事例を踏まえた上で、その都度部内

で協議をさせてもらい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。

日根野議員。〇議長（黒井 徹議員）

それでは最後に、〇１５番（日根野正敏議員）

この間の９月の調整会議では出なかったような話

も聞いているのですけれども、多少高くても年間

券を要望されている方が非常に私の聞く中では多

いのです。１回１回券売機で買うというよりも、

ある程度の値段でも年間券のほうが使い勝手がい

いというような話をよく聞くのですけれども、そ

の辺の検討もすぐには無理でしょうけれども、今

後において十分市民の意見を聞きながら検討すべ

きだというふうに考えているのですけれども、そ

の辺の見解についてお伺いいたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま御指摘の年〇教育部長（鈴木邦輝君）

間券の部分につきましては、昨年の経過の中から

旧風連地区におきましての年間券につきましては

全施設共通で年間２００円というお手ごろな料

平成２４年９月２０日（木曜日）第３回９月定例会・第３号



－104－

金の中で利用できたという部分では、大変利便性

が高かったと理解をしておりますが、他施設との

公平性の部分で今回年間券については廃止をさせ

ていただいたという経緯がございます。これを受

けまして今回の改正の中では、負担軽減のために

子供と大人の３カ月券と、それから子供のほうに

関しては６カ月の定期券も設けさせていただいて、

その利便性、活用などにつきましては現在導入直

後でもあり、今後時間を経過しての判断も必要と

考えてございます。６カ月券を延長する形での１

２カ月定期券という発想もあるかとは思いますが、

現在のところその部分については検討については

考えておりませんので、御理解をいただきたいと

思います。

以上で日根野正敏議員〇議長（黒井 徹議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時３０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。

財政について外２件を、佐々木寿議員。

ただいま議長より〇１１番（佐々木 寿議員）

御指名がございましたので、通告順に従いまして、

質問してまいります。

１点目は、財政について、まず過疎債、合併特

例債の期限延長に伴う市の対応について伺いたい

と思います。過疎の市町村を財政支援する過疎地

域自立促進特別措置法、過疎法を５年間延長する

法案が６月２０日の参議院本会議で可決成立いた

しました。震災被災地の要望を受けたもので、こ

れにより過疎債の発行が２０２１年３月末までに

なったわけであります。同じく合併特例債につい

ても同じように５年間延長となりました。当市と

してどのような対応となるのか伺います。

次に、タブレット端末導入による経費節減施策

について伺います。タブレット端末は、ノートパ

ソコンと比べて起動が素早く、薄型で軽く持ち運

びに適しており、タッチパネル方式で直感的に操

作できるところが特徴的な多機能端末であります。

例えば議会で導入した場合は、報告資料や会議等

で使う冊子や資料はコピー用紙を使用してきたと

ころですし、また連絡などにメール活用をするこ

とで迅速に伝達が可能であり、有効な機器と考え

ます。このようなことから、タブレット端末導入

により人的、物的の節約が可能になるのではない

かと思われますが、将来の導入について見解を伺

います。

２点目に、教育行政について、通学路の危険箇

所の実態把握と対策について伺います。子供たち

の通学時の安全を確保することは、重要な課題で

あります。近い将来通学区域が変更となるのに伴

い、通学路の安全を含めて実態はどのようになっ

ているのか、またその対策をどのように図ってい

るのか伺います。

次に、学校図書室について伺います。学校図書

室は、学習活動に多様な学習資料を利用させるこ

とにより児童の学習意欲が高まり、生涯を貫く学

習態度が形成されなければならないと考えており

ます。多様な学習資料や読書材を用意し、知的意

欲を持った児童に提供するようなものでなくては

ならないと思います。科目の授業での図書館の利

用、授業で活用できる蔵書の概数、蔵書の整理等、

学校司書の実態を伺いたいと思います。

次に、ＰＴＡ会費等の不適切な支出に対する文

科省通知の実情について伺います。早朝授業、Ｐ

ＴＡの依頼以外の土日の特別講習、校舎の修繕、

部活動の遠征旅費、除雪作業の人件費等、ＰＴＡ

会費の不適切な流用や保護者からの不当な徴収等

は不適切との見解を文科省が全国の教育委員会に

通知をいたしました。その徹底、実態調査はなさ

れたのか伺います。

次に、コンピューター活用授業について伺いま

す。文科省の新学習指導要領においても小学校、

中学校、高校と各段階を通じて各教科書や総合的
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な学習の時間でコンピューターやインターネット

の積極的な活用を図るとともに、中学校、高校で

は情報に関する教科、内容を必修としています。

名寄のコンピューター授業の実態はどのようにな

っているのか伺います。

３点目は、生活、福祉行政について、生活保護

受給者の扶養義務者の状況について伺います。生

活保護の見直しを含めた厚労省の生活支援戦略の

中間報告が明らかになり、受給者の親族に経済的

な余裕があれば保護費の返還を求める仕組みのほ

か、受給者の就労状況を地方自治体が調査できる

ようにする案を盛り込んでおります。最終報告は、

秋ごろ法案提出となるとの見込みであります。ま

た、生活保護受給者の親や子供は扶養義務者に当

たりますが、扶養できないとして生活保護を受け

ているケースがあるということであります。不正

受給で給付の拡大に拍車がかかっているという厚

労省の見解でありますが、当市としてどのような

実情になっているのか伺います。

次に、空き家の管理の徹底について伺います。

管理されていない空き家の倒壊などを未然に防ぎ、

近隣住民の生活環境を守るという観点から、今こ

そ対応策が必要と思われます。また、さきの視察

において条例を制定している自治体を視察してき

ましたが、条例制定の効果は指導、勧告し、従わ

ない場合は措置命令や氏名、住所の公表ができる

ほか、行政代執行も可能としておりました。条例

制定についても見解を伺います。

以上でこの場からの質問といたします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

佐々木議員からは、〇総務部長（扇谷茂幸君）

大項目３点にわたる質問をいただきました。大項

目の１は私から、大項目の２は教育部長から、大

項目３の（１）は健康福祉部長から、また（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、財政について、過疎債及び合併特例債の

期限延長に伴う本市の対応についてでありますが、

議員御指摘のとおり平成２４年６月２０日に参議

院本会議にて過疎地域自立促進特別措置法、いわ

ゆる過疎法の一部を改正し、この過疎法の有効期

限を平成２８年３月３１日から平成３３年３月３

１日までとすることが可決されました。これによ

りまして過疎対策事業債の発行につきましても平

成３２年度までとなることになりました。また、

東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係

る地方債の特例に関する法律の一部も同日に参議

院本会議で可決されております。これは、合併特

例債について従前の起債を起こせる期間が平成２

７年度までとされていたものを直接的な震災被害

を受けなかった合併市町村であっても平成３２年

度まで５年間延長できるとしたものであります。

過疎対策事業債、合併特例債とも現況では７０％

が地方交付税に算入される、いわゆる有利債であ

りました。名寄市における事業の推進を財政面か

ら大きく支えております。延長後の過疎対策事業

債につきましては、借り入れにおける充当率や交

付税にどの程度算入されるかなど細部がまだはっ

きりしておりません。また、当然ながら名寄市に

おける過疎地域自立促進計画に必要とされる事業

が延長後も登載されることが必要です。引き続き

情報収集に努めるとともに、遺漏なく過疎対策事

業債を活用してまいります。

合併特例債については、平成２４年度当初の借

り入れ申請時の状況からは約７億円が延長後も活

用できると推計しております。合併後の新市建設

計画に基づき合併特例債を活用しながら、新名寄

市としてのまちづくりを推進してきたため、延長

後に活用できる起債枠は少なくなっていますが、

今後の新総合計画ローリング作業、中期財政計画

の見直し、予算編成作業を通じて事業の厳選に努

め、少しでもこの延長後に使用できる起債枠を拡

大することが重要と考えております。

続きまして、タブレット端末導入による経費節

減施策についてお答えをいたします。従来のパソ

コンの機能を持ちつつ、小型、軽量かつ携帯性に
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すぐれ、操作も簡便なタブレット端末ですが、現

在各方面で急速に導入が進み、企業では社内業務

や営業活動に活用し、成果を上げている事例も報

告されています。この多くは、パソコンとの併用

で情報の共有やスケジュール管理、業務プロジェ

クトの進捗の把握、情報の即時収集、会議資料の

ペーパーレス化による経費節減などが主な導入目

的とされております。当市では、現在議会提出の

資料等は庁舎内で作成を行い、費用の節減にも努

めているところです。議員御指摘のとおり、タブ

レット端末を活用した経費の節減や事務事業の効

率化において議会関係での活用事例も報道されて

いるところではありますが、現在当市として十分

な知見を持ち合わせていないことから、今後先進

事例の研究を含め、議会と相談をさせていただき

たいと考えます。

以上、答弁といたします。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、大〇教育部長（鈴木邦輝君）

項目２、教育行政について答弁をさせていただき

ます。

小項目１、通学路危険箇所の実態把握と対策に

ついてでございます。通学路の安全対策につきま

しては、昨日の高橋伸典議員への答弁内容と重複

する部分がございますことを御了承いただきたい

と思います。文部科学省、北海道教育委員会の通

学路の安全確保についての通知を受けまして、教

育委員会では７月２６日と８月２１日に各学校か

ら要望のあった危険箇所について警察署や関係す

る道路管理者、地域の方々と合同点検を行いまし

た。主な点検項目は、信号機や横断歩道の設置、

歩道の整備、標識の整備など全部で１４カ所ござ

いまして、現地での対応を協議をいたしました。

要望のあった整備については、大部分が一定の予

算を伴うものであり、早急な対応は時間的にも難

しい部分もあり、それぞれ市担当部局を通じまし

て警察署から旭川開発建設部、上川総合振興局、

旭川建設管理部、市建設水道部への要望を継続す

るよう指導を受けたところでございます。また、

各学校では先生、保護者、地域の方々による危険

箇所での街頭指導を強化をしたり、交通安全の指

導の徹底や毎年実施をいたしております家庭訪問

などを利用して通学路の点検や安全マップの危険

箇所の見直しを行っております。今後とも危険箇

所の情報を共有するなどして、学校、地域一体と

なって子供の安全確保に努めたいと考えてござい

ます。

また、学校の統廃合によります通学区域の変更

に伴う通学路の安全についてでございますが、本

年春より関係する町内会の皆様には現在想定をし

ている通学区案の説明会を実施をいたしておりま

す。この中では、複数の町内会より校区の変更に

伴う通学路の安全対策についての意見が出されて

おります。今後は、通学路の変更につきましては

平成２８年度の実施になるわけでございますので、

この間の時間の中で現地の状況を確認をし、把握

をし、安全な通学路確保のための話し合いを学校、

保護者、地域の方々、また道路管理者と十分に協

議をしながら進めていきたいと考えております。

２点目の学校図書室でございます。学校図書室、

図書館には教育課程の展開を支える資料センター

の機能を発揮しつつ、児童生徒がみずから学ぶ学

習情報センターとしての機能、また豊かな感性や

情操を育む読書センターとしての機能を発揮する

ことが求められております。学校図書館は、学校

の教育活動全般を情報面から支えるものとしての

図書館、その他学校教育に必要な資料等の情報手

段の導入に配慮をするとともに、校内での協力体

制、運営などについて工夫をすることが大切であ

ると考えております。

名寄市の小中学校の図書館の状況について申し

上げます。学校図書館司書教諭につきましては、

本年５月１日現在１２学級以上の小学校３校、中

学校１校に発令をされております。司書教諭は、

図書の選択、発注、受け入れ図書の分類及び図書

台帳の整備、図書についての情報提供や読書案内、
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読書活動推進のための事業の立案、実施などを担

っております。なお、このような業務は司書教諭

が発令されていない学校におきましても学校図書

館を担当している教員が行っております。

また、学校図書館の利用状況についてでありま

すが、市内の各学校では児童生徒の思考力、判断

力、表現力などを育むために言語に対する関心や

理解を深め、言語に関する能力の育成を図る上で

必要な児童生徒の言語活動の充実に努めておりま

す。その中でも読書は児童生徒の知的活動を増進

し、人間形成や情操を養う上で大変重要であり、

児童生徒の望ましい読書習慣の形成を図るために

学校の教育活動全体を通じ、多様な指導の展開を

図ることが大切であります。このような観点から、

市内の各学校では始業前の全校一斉の読書活動、

また図書の読み聞かせ、必読書コーナーであると

か、推薦図書コーナーの設置などを行っておりま

す。また、各教科等におきましても国語科、社会

科、総合的な学習の時間などで学校図書館を利活

用するとともに、特別活動の学級活動で学校図書

館の利用の仕方を指導をしております。

なお、学校図書館の蔵書の数につきましては、

平成２３年度末現在小学校全体で３万３５５冊、

中学校全体で２万６６０冊となっております。

今後も教育委員会といたしましては、児童生徒の

読書活動や主体的な学習活動が一層充実するよう

学校図書館の利活用や市立図書館との連携につい

て支援をしてまいりたいと考えております。

３点目のＰＴＡ会費等の不適正な支出に対する

文科省通知の実情についてでございます。御指摘

の通知につきましては、本年５月１７日、「学校

関係団体が実施する事業に係る兼職兼業等の取り

扱い及び学校における会計処理の適正化について

の留意事項について」という通知と思われます。

事案につきましては、高等学校の生徒に対する補

習等の活動において、教員がＰＴＡなどの学校関

係団体から報酬を受けていた事案に対する通知か

と思われます。これを受けまして名寄市の小中学

校では、御指摘の本来教育委員会の配当予算で支

出すべき報酬や学校の修繕、各種作業の人件費な

どについてＰＴＡ会費等からの不適切な支出がな

いか調査をしたところ、中学校１校におきまして

昨年度まで部活動指導の報酬についての不適切な

支出がありましたので、改善の指導をしたところ

でございます。また、部活動の遠征費、旅費等に

つきましては、全道、全国大会などへの旅費、宿

泊費については市からの補助の名寄市教育振興補

助金と社会教育関係団体活動推進補助金、またそ

れぞれの中学校等にあります部活動後援会からの

補助で対応しております。これらの支出につきま

しては、適正に処理されているとの回答を得てお

ります。

小項目４点目、コンピューター活用授業につい

てでございます。今日社会の情報化が進展してい

く中で、児童生徒に情報活用能力を育成すること

は極めて重要であると考えております。平成２１

年１月の中央教育審議会答申で、幼稚園、小学校、

中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要

領等の改善に向けてにおきまして、児童生徒に確

かな学力や情報活用能力を育むため、教育の情報

化が重要であるとの提言がなされ、現行の学習指

導要領では情報教育及び教科指導でのＩＣＴ活用

について充実が求められております。これを受け

まして小学校では、児童がコンピューターや情報

通信ネットワークなどの情報手段になれ親しみ、

コンピューターで文字を入力するなどの基本的な

操作や情報モラルを身につけ、適切に活用できる

ようにすることが大切であります。市内の各小学

校では、国語科における言語の学習、社会科にお

ける資料の収集、活用、整理、算数科における数

量や図形の学習、また理科におきましては観測、

実験、総合的な学習の時間における情報の収集、

また整理、発信などで、コンピューターや情報通

信ネットワークなどを活用してございます。具体

的には、名寄西小学校では算数科の授業におきま

して数量の操作を行うなどの場面をコンピュータ
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ーから大画面のテレビに映し出してわかりやすく

指導する工夫を行っております。また、中学校で

は、生徒が情報モラルを身につけ、コンピュータ

ーや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切

かつ主体的、積極的に活用できるようにすること

が大切であります。市内の各中学校では、小学校

段階で身につけた知識、技能をもとに技術家庭科

の技術分野におきまして情報手段の構成、仕組み

などを理解させ、それらをもとにした情報モラル、

情報技術の活用にかかわる能力、態度を身につけ

させております。また、高等学校では、共通教科、

情報科において社会の情報化の進展に主体的に対

応できる能力を育成をしてございます。また、専

門教科、情報科においては、情報技術の進展や情

報産業の構造変化などへの対応、問題を適切に解

決する能力や態度を育成をしております。

以上、コンピューターの活用状況などについて

説明をいたしましたけれども、市内の各学校の教

育用コンピューターの配置につきましては、本年

３月１日現在全部の小学校で２４６台あります。

コンピューター１台当たりの利用児童数は約８

人であります。また、全中学校では１７２台あり

まして、１台当たりの生徒の利用数は約３人と

なっておりまして、全国平均の児童生徒６人を

上回っております。今後も教育委員会といたしま

しては、情報教育及び強化指導ではＩＣＴ活用が

一層充実するよう各学校を支援をしてまいりたい

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。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

私のほうからは、〇健康福祉部長（三谷正治君）

大きな項目の３の生活、福祉行政についての小項

目１、生活保護受給者の扶養義務者の状況につい

て申し上げます。

初めに、名寄市における過去３年間の生活保護

率の状況でありますが、平成２１年度は２４９世

帯の３３５人で１９パーミル、２２年度では２

４３世帯の３２７人で１８パーミル、２３年度

では２３４世帯の３１２人で１４パーミル、９

月１日現在におきましても１人増の３１３人で同

率となり、近年１０パーミル台の数字で推移して

おります。御質問の扶養義務者につきましては、

保護申請時に実施する生活保護法第４条に基づく

扶養義務者調査を民法第８７７条第１項で規定す

る直系血族及び兄弟姉妹を中心に実施し、調査内

容では世帯員の状況、資産の状況、負債の状況、

援助の有無、援助の程度、援助できない場合の理

由などを記載してもらうものとなっております。

この調査は、保護開始してからも３年をめどに再

照会を行いますが、状況によっては毎年実施する

こともあります。調査の方法は、文書と電話が主

になりますが、直接御自宅に訪問し、被保護者の

状況をお知らせするなど協力を求めることもあり

ます。現在２３４世帯中２５世帯が３６人の扶養

義務者から資金、現物による援助を受けておりま

す。援助ができない方々からは、援助するだけの

収入がない、子供の教育にお金がかかる、長い間

会っていないのにこんなときだけ連絡されても困

るなどの記載がありました。日本人は、昔から他

人への配慮を忘れず、きずなを大切にお互いに助

け合う共同的生活を営んできましたが、人と人と

のきずなが希薄になり、社会のぬくもりが少しず

つ消えていく現在、親子、兄弟にも同様な状況に

より生活保護費の増大につながっている現状も見

られますが、扶養義務者への負担の強化は申請者

にとっては疎遠になっている身内に生活保護を利

用するほど困窮しているという自分の醜態をさら

し、迷惑をかけるとの思いが強まり、本来受ける

べき生活弱者への支援に悪影響を及ぼすことも考

えることから、慎重に対応していかなければなら

ないと考えております。生活支援戦略でもうたっ

ております経済的困窮者、社会的孤立者の早期把

握、民間との協働による就労、生活支援の展開、

貧困の連鎖の防止のための取り組みなど支援体制

の確立を推進するとともに、今後とも被保護者個

々の自立した生活を確保するため、就労支援や生
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活改善の指導に努め、さらには不正受給が発生す

ることのないよう現況の把握など適切な対応をし

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。

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）

３、小項目２、空き家の管理の徹底についてお答

えをいたします。

全国的に少子高齢化、核家族化が進み、その影

響から空き家がふえる傾向にあり、管理不全とな

っている危険家屋が問題となっております。名寄

市におきましても同様の傾向となっているところ

でございます。放置された空き家は、景観上や防

犯上も問題があり、冬などは落雪による近隣家屋

住民への危害が懸念され、住民や町内会から苦情

も寄せられています。市としてもその対策に大変

苦慮をしているところであります。名寄市は、平

成２１年度から平成２３年度までの３年間、道の

緊急雇用創出推進事業により危険家屋等の解体を

実施いたしました。事業前に各町内会を通して実

施した調査では、８５件の報告を受け、そのうち

事業要件を満たした２２件について事業実施をし

たところであります。

近年空き家問題に対処するため、全国の自治体

で空き家の管理条例を制定する動きがあります。

全道各市における空き家対策では、本年８月現在

３５市中４市が条例を制定している状況となって

おります。条例は、近隣住民からの情報提供に基

づき、市が空き家の実態調査を行い、必要な措置

を所有者に助言、指導し、管理不全の解消が不十

分な場合、勧告、さらに勧告に従わない場合は氏

名を公表するというような内容になっております。

名寄市においても今後空き家に対する問題は増加

するものと思われ、市民の環境、防犯、防災に対

する不安を解消するため、より具体的な対策を講

じる必要があると考えています。他市の施策を検

討し、条例制定に向け進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁を〇１１番（佐々木 寿議員）

いただきましたので、再質問を何点かさせていた

だきます。

まず最初に、合併特例債、過疎債についてでご

ざいますけれども、さきの地元の新聞によります

と使用限度額が９２％、合併特例債だと。合併特

例債については使用限度額を９２％消化して、残

りあと約５億円だということで、このことと、そ

れともう一つは合併特例債で算定がえで、例えば

ちょうど始まる時期が延長と同時にぶつかるので

はないかと思います。先ほどの答弁によりますと、

大体７億円ぐらいのことがあるということなので

すけれども、これはちょうどその時期で、本当に

事業として、新聞によりますとハードな事業がで

きるというふうに報道されているわけであります

けれども、名寄としてもソフト事業あるいはハー

ド事業、これからもまだ図書館事業とかいろいろ

あるのだと思いますけれども、私としてはこれ以

上ハードな事業ができるのかどうかということに

ちょっと懸念を持っております。それで、その辺

を考えますと、どういうふうな感じでハード事業

を進めていくのかと。その辺の細部を御説明いた

だきたいというふうに思います。

佐々木副市長。〇議長（黒井 徹議員）

佐々木議員のおっし〇副市長（佐々木雅之君）

ゃるとおり、合併特例債、それから過疎債も使っ

て、合併してからの新市総合計画にのっとってや

ってきたものについては、ほかの合併市町村より

も計画的に順調にこなしておりました。その関係

でいいますと、一般財源負担、いわゆる市税を使

っての投資的経費の一般財源負担が随分少なくて、

そのおかげもありまして、これから決算委員会で

も２２の決算、２３につきましても比較的基金が

上手に備蓄をできてきたと。それは、合併算定が

えの終了に向けて一定の基金を積み立ててこられ

たというのも一つの要因の中にこの有利な起債を

上手に使ってこられたという部分があります。単
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純に言いますと、２８年以降については延長がさ

れても使える合併特例債の金額には限界がありま

すので、これからは基金に積み立ててこられたお

金が今と同じような金額で建設事業をするという

のは当然学校の統廃合等、それぞれ耐震化も十分

でない中で教育環境的には好ましくない学校の改

築が近々出てくるということも含めて、後期計画

以降についても次から次へと学校の建てかえが出

てきますので、この辺の財源のときにつきまして

は少し現状よりもハード事業が続くものの、なか

なか有利な財源については厳しいのかなという認

識を持っていますので、これらためた基金も使い

ながら、減債基金等に積んだり、一部備荒資金に

積んだりをしながら、弾力的な財政運営できるよ

うな形の取り組みについても現時点からそこを視

野に入れた中長期の財政展望を描きましてやって

おりますので、一部市民の皆さん方に窮屈な財政

運営になることもあるかもしれませんけれども、

この辺はしっかり視野に入れて、今後の市民の皆

さんに必要な公共施設の整備、改築等についても

取り組んでまいりたいというふうに考えています。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

いずれにいたしま〇１１番（佐々木 寿議員）

しても、本市の財政力を考えると、いかに有利債

とはいえ借金のもとでございますので、今佐々木

副市長が言われましたようにしっかりと精査をし

て、事業についてもやはりそれを市民の方にもし

っかりと説明をしてやらなければ、将来的にまた

５年過ぎて、延長されても５年過ぎたときにはま

たそういうような財政構造が脆弱になるわけです

から、その辺をしっかりと精査した上で事業等を

進めていただきたいというふうに思っております

し、今申したように市民への説明責任も同時に果

たしていただきたいということを求めておきたい

と思います。

次に、タブレット導入についてでございますけ

れども、議会と相談して進めたいということでご

ざいますが、これは先ほどのペーパーレスだけで

はなくていろいろな、先ほどの会議におきまして

も例えば差しかえのオペレーションがあるとか、

あるいは資料をつくるというふだんの会議の、市

長あるいは副市長、部長クラスが会議をやる場合

に簡単に操作ができて、簡単に会議の資料を求め

るということができるタブレットでございますの

で、やはりこれしっかりと導入するというふうな

方向で本当に考えていただきたいなと思っており

ます。あるところによりますと、水道管とかそう

いうものが破裂した場合には、そういうようなＧ

ＰＳ機能等、あるいは水道のところをちゃんと入

力しておけば、例えば雪があったところにそこに

ちゃんとしっかりと１メートル範囲内でここで破

裂してここに切りかえ弁があるのだよということ

までわかるとか、あるいは教育の場面でもいろい

ろと使われております。あるいは、福祉事業でも

見守り隊、あるいは福祉の状況の関係ででもいろ

いろと使われるような便利な機械であります。そ

して、将来的に今はなくてもだんだんこの機能が

用途、目的によっては非常に便利なものだと考え

ますので、議会での導入は別にして、これは議論

が要ると思いますけれども、その他については本

当に前向きな検討をしていただきたいと、こうい

うふうに思っております。

次に、教育行政のほうから先ほど御答弁をいた

だきました。通学路にかかわってそれぞれ安全点

検を２回にわたって実施したということでござい

ますが、私どもの住んでいる旭ケ丘、南ケ丘のと

ころの父兄の方から、通学路が変更になって、あ

そこは東小学校に変更になるわけですけれども、

実際的に安全が本当に確保されるのかということ

で、これはちょっと私のほうに言ってきたのです

が、いろいろと個別に相談をさせていただいたと

ころでもあります。あそこの状況を実際に見ます

と、旭ケ丘には若干本当に申しわけ程度の１メー

トルぐらいの歩道しかありません。さらに、博物

館から向こう側行きますと団地がありまして、団

地を通るということになりますとそこには歩道あ
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りません。したがって、それを回避していくとい

うことになると、いわゆる名前出していいのか、

民間の企業の敷地になった。そうすることによっ

て、これは名寄では特に夏場の問題は子供たちの

通学路で、例えば南ケ丘の人はパークゴルフ場を

こう来るとしても、あるいは下を通るなり、それ

を指定をすることによって非常に危険性が想像で

きます。それで、ここの部分についてはしっかり

と早急にこれは対応していかなければならないと

いうふうに考えているわけですが、その辺の見解

について伺いたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

現在想定をしており〇教育部長（鈴木邦輝君）

ます学校統廃合、豊西小学校と南小学校の統合等

に伴いまして、名寄市内の全ての通学区につきま

しては若干の見直しをしないといけないというこ

とで、教育委員会ではことしの年度初めに現在の

ところの案をつくりまして、先ほど答弁で申し上

げたとおり春から西小学校、それから豊西小学校、

また南小学校の現在の校区の中で校区の変更があ

る町内会に役員会もしくは町内会の総会に出向き

まして、現在の案ということでお話をさせていた

だきました。全体では、歩道の整備であるとか、

冬期の除排雪に関しての安全確保の大きないろい

ろな御要請があった部分でありますし、今議員が

御指摘をいたしました旭ケ丘と南ケ丘の２町内会

に関しましては現在の案では南小学校の校区から

東小学校の校区を想定しての御説明をさせていた

だきましたが、町内会の方々からは今議員がおっ

しゃったように線路を越えないという形、現在の

宗谷線を越えないという形で東側に沿って東小学

校に通うとなると、現在の道路では車道はあるの

ですけれども、一部歩道のスペースがとれないと

ころが数百メーターにわたってあるということ。

また、現状の段階でも歩道が整備をされていない

という現状があるということの御指摘を受けまし

たし、私どもも現地でそれは確認をさせていただ

きました。今後いろんな方々との話し合いをさせ

ていただきたいと思いますが、通学区域の変更に

つきましては今私どもの持っている案はコンクリ

ートではございませんので、今後一番大事なこと

は子供たちが安全、安心に学校に通える通学路を

いかに設定をするという部分ですから、その観点

に立ちまして、まだ若干の時間の余裕がございま

すので、町内会等から要望を十分に承りながら話

し合いを進めていきたいと考えておりますので、

御理解いただきたいと思います。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

実態を把握されて〇１１番（佐々木 寿議員）

いるということでございます。子供たちの安全を

本当にしっかりと守るためには、やっぱりそうい

う歩道あるいは除雪、それはしっかりやらなけれ

ばいけないと思っておりますので、なるべく早く

着工していただくように要望したいと思います。

次に、学校図書室にかかわってですけれども、

先ほど学校司書には小学校３校、あるいは中学校

１校にいるということですが、まず本を読む、調

べるという、こういう文科省が進めてきてからか

なり久しいわけでございますが、学校の図書の活

用というのが本当に子供たちのこれからの学習に

非常に大切な部分だと思っています。そのために

は、やっぱり先ほど御答弁をいただきました学校

司書の存在というのは本当に大事だと思っており

ます。この学校司書の資格というのもどういう資

格で、これは資格というのがどういうような感じ

でなっているのか私もちょっと存じませんが、こ

れはどういうふうな。簡単に取れるようなものな

のでしょうか。ちょっとこの辺を伺いたいと思い

ます。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

先ほど御答弁をさせ〇教育部長（鈴木邦輝君）

ていただきましたが、一定の学級数の学校につき

ましては学校図書館司書の資格を持った教員が発

令をされているということでございます。学校司

書教諭の資格要件につきましては、私どもまだ十

分に資格の要件については把握をしていない部分
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があるので、正確な御答弁はできないわけですけ

れども、学校の教員資格の中で講習等において資

格を取得できるものと考えておりますので、これ

につきましては学校等の事業等の中で資格が取れ

るような、条件が許されればそういったものにつ

いてのたくさん取るような指導をさせていただけ

ればと考えておりますが、詳細につきましては後

ほど議員のほうにお伝えをしたいと思いますので、

御容赦いただきたいと思います。

佐々木議員。〇議長（黒井 徹議員）

あるところでは、〇１１番（佐々木 寿議員）

千葉県柏市などでは子ども司書というものをつく

って、子供が司書になって好きな本に対して子供

に奨励するというふうな取り組みをしているとこ

ろもございます。そうすることによって、子供た

ちが子供からやると親しみやすいということで、

本に親しみが早くなるというふうなことが言われ

ております。それで、本に親しむというのは、今

までは例えば感想文とか書くと、無理やり本を読

んで感想をやるというのは本当に本に親しむとい

うような環境になっていないわけでありまして、

これはどういうものだという内容をやるためには、

その本に興味を持つような指導というか、あるい

はそういうアドバイスとかいうのはやっぱり学校

司書あるいは子ども司書がそういうように取り組

むことによって学力が上がるのだろうなと思って

おります。したがいまして、本をまず好きになる

というのは、我々の時代から見ますとおじいちゃ

ん、おばあちゃんから昔話を聞かされて、それが

教科書みたいになっていたのですが、今の段階で

は自分で本を読んでどういうふうにやって理解す

るのかということが非常に大事な分野だと思いま

すので、今後やはり本に関して子供が興味を持つ

ような取り組みをしていただきたいと、こういう

ふうに思います。

それから次に、ＰＴＡ会費等の不適切な支出で

ございますけれども、名寄については中学校で１

校が不適切だということでございました。この不

適切もはっきりとなかなか容易にはできない部分

もあるのではないかなと。先生方もＰＴＡ会費は

ＰＴＡが集めたのだから、ＰＴＡで勝手に使えば

いいのではないのかという観点もあるのではない

かと思いますが、いずれにしても先ほど御答弁い

ただいたように、これは公費であれば公費をしっ

かり使うのが基本だと思います。やはりその辺の

徹底をすることがこれからの大切なことだと思い

ます。これ今までは、それなりのことが高校生の

先ほどの事例が出てなったわけでありますけれど

も、小中学校においてもやはり今までの感じです

とそんなのが当たり前だなというふうな部分があ

るのではないかと思いますので、もうちょっとそ

の辺はもう一回しっかりと現場で精査をして、そ

ういうような不適切なことにならないように御指

導のほどをお願いしたいと、こういうふうに思い

ます。

次に、コンピューター活用の授業なのですけれ

ども、来年ですか、国際の学力テスト、コンピュ

ーター授業の学力テストがあるということで、こ

れは無作為の学校、名寄は該当するのかどうか知

りませんが、そんなものに参加するというのは、

やはり大都会に負けてはならないコンピューター

の授業にしっかりと取り組んでいただきたいなと。

先ほどからいいますと、コンピューターもかなり

配置されているようですので、大いに活用して、

ただ一番問題なのはやっぱりコンピューターに全

く頼り過ぎる、そういうものの授業になってはな

らないなとは私は思っております。そんな授業に

ならないように、例えばコンピューターを使うと

いう技術、あるいは調べるという、そういう短時

間の授業というものが本当にコンピューター授業

の使い方のノウハウだと思いますので、その辺も

ぴったりになるのか、その辺の急な部分をやるの

かという部分はこれからの学習の計画の取り組み

だと思いますので、その辺も考えながら進めてい

ただきたいと思っています。

最後に、生活保護扶養義務についてお尋ねをし
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たいと思いますが、先ほど生活保護法のことが出

ていましたけれども、最低の生活を維持するため

の活用をすることの要件と、それからこれは民法

に定める扶養義務者の扶養は保護に優先して行わ

れるというもので、優先というふうな語義を使っ

ているわけでありますから、その辺の解釈がこれ

を間違うと、何でもかんでも保護の扶養の義務が

あるのだというふうな解釈にとられると、これは

生活保護をやっている先ほどの事例みたいな方で

さらに進んだ場合には、本当にできないという部

分があるのではないかなと、こういうふうに私は

懸念するところでございます。したがいまして、

その辺の優先すると要件とはこれは絶対違うこと

でありますので、その辺を把握した上での生活保

護の義務者のことについてこれからしっかりと進

めていただきたい、こういうふうに思います。

最後に、空き家対策についてでございますけれ

ども、条例を進めるという方向でやるということ

ですが、本当にこれから名寄市もこの間の報道に

よりますと５０歳以上が約半数だという、人口を

占めるのが。そうすると、その方たちはもうずっ

と長生きされてもらうのは結構なのですけれども、

今の名寄でいきますと我々の団塊世代が一番多い

のだと思っております。そして、団塊の世代にお

いてやはり将来的に御夫婦の方どちらかが亡くな

ったり、そのままいて、そのまま家に残って、そ

の方がお亡くなりになったら、またそこが空き家

になる。あるいは、子供たちも違うところでうち

を建てて親のところへは帰ってこないというふう

に、先ほどの言ったようにそういう家族の構成が

なかなかできないような状況が予想されるわけで

ございますから、それはやはりしっかりとこれか

ら進めるといってもなかなか２世代、３世代が住

むというのは奨励に値するのではないかと思いま

すけれども、本当に奨励をして進めるべきだなと

思っております。

一方で、この空き家でそれを直して定住圏に利

用しているというところもありますので、これも

その辺も考えながら進めていきたい。いずれにし

ても、この条例はやはり名寄としては担当者に大

変有効なものだと思いますし、担当者ではなくて

もその近隣の方でも条例ができることによって本

当にこの空き家対策、これが進むのだと思います

ので、どうぞ前向きに検討をお願いをして、私の

質問あるいは求めたいことを言いまして、終わり

たいと思います。ありがとうございました。

以上で佐々木寿議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

冬期節電計画の取り組みについて外３件を、山

口祐司議員。

議長より御指名をい〇１７番（山口祐司議員）

ただきましたので、通告に従いまして、質問をさ

せていただきます。

まず初めに、冬期節電計画の取り組みについて

質問をいたします。北電泊原発の停止に伴い、電

力不足が心配された夏の節電期間も９月１４日で

終了いたしましたが、ことしの夏は９月の下旬に

差しかかった今も残暑に見舞われ、使用電力の数

値が９０％を上回る日も続いてございます。こん

な中、夏の節電対策は道の数値目標を受けてどの

程度の節電が実施されたのかお聞かせをいただき

たいと思います。

また、北海道においては冬の電力使用量のほう

が夏の使用よりも多くなるとのことですが、今後

の冬期間の節電対策と病院や福祉施設での弱者へ

の対応をどのように考えておられるのかをお伺い

いたします。

次に、行政財産の管理、処分方針についてです

が、近年日本全国で公共施設や道路、橋梁、上下

水道などインフラが老朽化していると言われてい

ます。橋梁については、老朽化して損壊の危機に

あり、使用停止や使用期限が付されるものが全国

で３００を超えると言われております。名寄市

においても現在自動車の通行できない橋もござい

ます。今後耐用年数を超えるインフラが劇的に増

加することは間違いなく、つくりかえることが最
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善の方策なのかもしれませんが、市の財政状況か

ら見てみましてもそう簡単なことではないと考え

ます。このような中、ますます老朽化していく施

設の維持管理及び処分をどのように進めていかれ

るのか、その方向性をお伺いしたいと思います。

小さな項目２つ目に、公共施設等に対する情報

公開についてですが、施設などが解体され、その

後遊休地化されている跡地が現在市内に点在して

いますが、これら市の遊休地について市民に対し

てどのように情報の公開をされているのかお伺い

をいたします。

次に、環境美化対策についてでございますが、

市内では清掃週間や道路愛護デーにあわせてそれ

ぞれの地域でごみ拾いや草刈りなど美化活動に努

められていますが、近年不在地主の空き地などが

点在し、美化活動に支障が出てきています。これ

ら不在地主の空き地の対応について、市はどう取

り組んでいるのかお伺いをいたします。

また、農村地域においては、この冬の大雪の影

響で押し潰された廃屋もかなりの戸数に上り、景

観上大変見づらい状態になっております。これら

廃屋につきましても現状の把握と今後の対策をど

のように進められるのかお伺いをしたいと思いま

す。

最後に、成年後見制度に対する行政対応につい

てですが、成年後見制度とは認知症や知的障害、

精神障害などの理由で判断能力が不十分になった

人たちにかわり、不動産や預貯金などの財産管理

をしたり、介護などのサービスや施設への入所に

関する計画などを代理で行うもので、現行では任

意と法定の２種類があるということでございます。

近年身内の高齢化によって後見人が見つかりづら

い現象が道内市町村で多発傾向にあるとのことで

すが、市内の現況をどう把握されているのかお伺

いをいたします。

また、本年４月に老人福祉法が改正され、成年

後見人の養成と活用が市町村の努力義務として位

置づけされ、市町村独自の取り組みが始まりつつ

ある状況です。そこで、今今後名寄市としてこの

ことをどのように捉えているのかお伺いをいたし

ます。

さらに、関係団体との連携をどのようにつくり

上げていくのかもお伺いをしたいと思います。

以上、大項目４点についてこの場からの質問と

いたします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

山口議員からは、大〇総務部長（扇谷茂幸君）

項目４点にわたる質問をいただきました。大項目

１と２は私から、大項目３は市民部長から、大項

目４は健康福祉部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

まず、冬期節電計画の取り組みについてお答え

をいたします。この夏泊原子力発電所の稼働停止

に伴う北海道の電力需給の逼迫に対して、政府は

平成２２年度に比較して７％以上の節電目標を掲

げ、事業主である北海道電力とともに節電の市民

周知に努めたところです。その結果、７月２３日

に始まった今夏の節電要請期間は９月１４日で終

了しましたが、６月から８月の電力消費量から道

民の節電行動が定着したと報じられているところ

です。本市におきましても平成２２年度対比７％

の削減を目標に各施設で節電に取り組んでまいり

ました。７月から８月使用分の結果につきまして

は、約６％の削減となり、施設が若干増加してい

ることを考えるとおおむね達成されたものと考え

ますが、今後とも継続して取り組みを進めてまい

ります。

また、冬期の節電目標、節電期間、計画停電の

実施につきましてはまだ明らかになっておりませ

んが、冬期間は照明の点灯時間が長くなることや

暖房という要因も加わり、節電対策にも一層の困

難が予想されますが、夏の節電方策の継続を基本

に対応してまいりたいと考えております。

続きまして、病院や福祉施設での対応につきま

して、暖房が不可欠な冬期間は夏以上に節電対策

が難しく、さらに入院患者や入所者のいる病院、

平成２４年９月２０日（木曜日）第３回９月定例会・第３号



－115－

福祉施設では一層の気配りが求められます。今後

とも夏の節電方策の継続を基本に対応してまいり

ますが、各病院や福祉施設等の状況も十分考慮し

た取り組みを進めなければならないと考えており

ます。各施設個別の課題につきましては、夏の計

画停電及び節電対策時に一定の整理を行っており

ますが、冬期間の対応が示され次第、再度協議を

行ってまいります。

続きまして、大項目２、行政財産の管理、処分

方法についての管理及び処分の方向性につきまし

てお答えをいたします。現在の公共施設の多くは、

合併前の整備となっており、老朽化が進んでいる

施設も少なくありませんが、適宜改修や補修、修

繕による延命化に努めております。また、一部の

施設につきましては用途や機能、利用状況などを

勘案し、市民の皆さんや議会とも相談させていた

だきながら、統合や廃止等の判断もさせていただ

いているところです。また、施設の改築や大規模

な改修等につきましては、昨年度策定しました総

合計画後期基本計画及び実施計画に基づいて計画

的に整備を進めており、各種の個別計画における

ローリング作業や毎年度の予算編成においても適

宜補完し、作業を進めています。具体的には、道

路につきましては適切な維持を心がけ、未舗装道

路や悪路は順次整備を進め、危険箇所につきまし

ても早急な修繕を行いたいと考えております。ま

た、橋梁では橋梁長寿命化計画を策定し、耐震補

強や補修、修繕などを計画的に行ってまいりたい

と考えております。また、公営住宅では公営住宅

等長寿命化計画に基づき、適正な維持、保全のた

めの計画的な修繕や改善を実施し、あわせて住宅

マスタープランの見直し作業を行い、今後の住宅

政策に反映させてまいります。学校につきまして

は、適正配置及び通学区域再編の検討を進め、計

画的に整備を進めてまいります。そのほか市内に

あります老朽化施設につきましても今後の利活用

のあり方を含め検討を行い、対応を図ってまいり

ます。

続きまして、公共施設等に対する情報公開につ

いてでありますが、施設を取り壊した跡地につい

ての情報提供につきましてはこれまで十分な対応

ができておりません。施設解体後の跡地利用につ

きましては、解体施設周辺への安全面の配慮から、

先に施設を解体し、その後具体的な利用方法につ

いて時間をかけて検討するケースもあり、情報提

供がおくれる要因にもなっています。特に風連地

区の母と子と老人の家や風連国保診療所跡地につ

きましては、空き地整備での交付金を利用して取

り壊していることから、補助金適正化法により８

年間は転用できないことになっておりまして、今

後こうした状況などにおける情報提供のあり方を

含め検討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。

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）

３、環境美化対策についてお答えをいたします。

まず最初に、小項目、不在地主など空き地対応

についてであります。毎年空き地に雑草を繁茂さ

せ、近隣の生活環境を著しく阻害しているケース

があり、市に対し隣の空き地に雑草が生い茂り、

景観も悪く、虫などが発生するので、指導をして

ほしいといった相談、苦情が複数件寄せられてい

ます。本来土地の適正な管理は、所有者みずから

が行うことが基本と考えます。相談に伴う現地調

査で雑草が繁茂していたり、雑木が茂り、隣接す

る家屋や敷地に影響を及ぼしているような状況を

確認したときには、市から土地所有者等に対し適

正管理をするよう指導、要請をしているところで

あります。しかし、中には所有者と連絡がつかな

いこともございます。危険、不衛生等で緊急を要

するものにつきましては、町内会等と相談をし、

協力をして処理をした事例もございます。雑草や

樹木が繁茂したまま放置しますと、害虫の発生や

ごみの不法投棄、あるいは防犯上の問題など近隣

住民などの生活環境を著しく損なうことになりま

す。空き地を適正に管理することは、所有者の責
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任、義務であります。住民への周知等について広

報などを使い啓発活動を行うとともに、個々の当

該事案に対しては指導、要請をしてまいります。

続きまして、小項目２、農村地域における廃屋

の現状把握と対策はについてお答えをいたします。

近年特に農村地域では、高齢化、過疎化の影響で

人口も減少していることから、手入れ、保全、維

持ができない建物が多く、農村景観を大きく損な

っている家屋が増加しつつあり、住民が不安を抱

いている状況となっているところであります。ま

た、管理不全になっている廃屋は防犯上も不審者

などの侵入の心配があり、市民生活を脅かす重大

な問題であることも事実であります。市では、平

成２１年度から平成２３年度まで道の緊急雇用創

出推進事業を活用して老朽化した空き家の危険家

屋取り壊しに対し補助事業を実施してきました。

３年間で２２件の家屋の解体を実施してきたとこ

ろでございます。この事業では、市内各町内会を

通して危険家屋の調査を行ってきております。そ

の結果、農村地域における対象家屋は１７戸と報

告を受け、事業実施の要件に合った３件について

解体をいたしました。管理不全になっている廃屋

につきましては、地域住民、町内会からも苦情、

相談が寄せられている現状があり、その対策には

苦慮しているところでありますが、今後他自治体

の施策を参考に解決に向けた対策について検討し

てまいりたいと考えています。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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４の成年後見制度に対する行政対応の

小項目１、市内の現況をどう把握されているのか

について申し上げます。

成年後見制度は、精神上の障害の知的障害、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の援助者

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。この制度は、平成１２年４月の

介護保険制度と同時に導入され、さらに平成１７

年の介護保険法の改正により、高齢者の尊厳の保

持を目的に挙げられ、本制度が行使できるよう市

町村の責任をもって権利擁護業務を行うことが明

記され、その中で地域包括支援センターが認知症

などの成年後見制度に関する相談機能を持つこと

になりました。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、相談対応を

行っているところです。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の支援、市長

申し立ての支援、後見人等の候補探しなど裁判所

など関係機関と連携を図りながら、相談、支援を

行っており、相談実績では地域包括支援センター

が運営を開始した平成１９年度から２３年度まで

の５年間で延べ４５件の相談、そのうち制度利用

につながったケースは７件、また障害者関係につ

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。障害者関係の４件につき

ましては、平成１９年１１月に制定しました名寄

市成年後見制度利用支援規程第２条第３号の規定

により、４親等内の親族がいないため、市長申し

立てとなっております。成年後見制度は、家族及

び親族が直接家庭裁判所に申し立てを行うことが

できることから、市内の状況を全て把握するまで

には至っておりませんが、相談件数においては高

齢化に伴い、年々増加傾向にあります。

次に、小項目２の努力義務位置づけに対する市

の捉え方について申し上げます。市民後見人につ

きましては、昨年６月に老人福祉法が改正され、

同法第３２条の２第１項の規定により市民が後見

業務を担う市民後見人の育成、活用が市町村の努

力義務とされ、同条第２項により市町村の後見等

に係る体制の整備の実施に関し助言その他の援助

を行うことが都道府県の努力義務として規定され、

本年４月１日から施行されたところであります。

この改正は、今後親族等による成年後見が困難に
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なる方が増加するものと見込まれる中、介護サー

ビス利用契約の支援などを中心に成年後見の担い

手として市民の役割が強まると考えられることか

ら、市町村は市民後見人を育成し、その活用を図

るなど権利擁護を推進することが目的となってお

ります。後見業務は、契約や財産管理などを扱う

ため、高いモラルと法律知識を必要とする業務で

ありますが、残念なことに後見人が高齢者の預貯

金を勝手に引き出し着服するといった事案も報道

されているところであり、市民が個人として後見

を行う難しさがうかがえます。道内の市民後見人

育成状況ですが、平成２４年３月末現在で小樽市、

釧路市、南富良野町の３カ所において市民後見人

育成研修が実施され、１１３名が研修を終了した

と伺っておりますが、現時点においては全道的な

取り組みには至っていない状況にあります。また、

市民後見人は養成研修を受講したとはいえ、専門

職ではないことから、後見受任後も専門職による

フォローアップも求められ、市民後見制度を円滑

に実施するためには後見実施機関の設置が必要と

考えており、利用者のニーズなどを踏まえ、さら

には先駆的な市町村の取り組みなど今後も調査研

究してまいりたいと考えております。

次に、小項目３のこれからの関係団体との連携

について申し上げます。名寄市においても今後認

知症の高齢者やひとり暮らしの高齢者が急増する

ことが見込まれることから、高齢者や障害者の財

産や生活を守るためには預貯金や不動産などの財

産管理や日常生活のさまざまな契約を本人にかわ

って行う成年後見制度の利用の拡大が大変重要と

考えております。関係団体との連携においては、

現在社会福祉協議会で契約によって行っている福

祉サービスの利用援助や日常的金銭管理サービス、

書類等を預かるなどの日常生活自立支援事業との

関連もあることから、社会福祉協議会との連携を

密にするとともに、日ごろ支援が必要な方とのか

かわりが深い民生委員等との連携を図り、日常の

相談支援業務を通じ利用促進が図られるよう努め

るとともに、成年後見制度の市民周知に当たり、

広報への掲載や一般市民を対象とした講演会など

を開催し、今後ともあらゆる機会を利用し、制度

の周知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。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれ御答弁をい〇１７番（山口祐司議員）

ただきました。何点か再質問をさせていただきた

いというふうに思います。

まず初めに、冬期間の節電計画の取り組みにつ

いてお伺いをしたいというふうに思いますけれど

も、まだ北電のほうの冬の計画停電の数値という

ものが出ていない状況ですので、なかなかこれ以

上には深く踏み込めない部分があろうかなという

ふうには思うわけなのですけれども、いずれにし

ましても夏の節電を何とかクリアしてほっと一安

心したところ、また今度冬の節電対策ということ

なのですけれども、何といいましても北海道にお

いては、夏の節電についてはことしは異常に暑か

ったわけですけれども、窓をあければ涼しい状態

というような北海道なわけなのですけれども、と

ころが冬に関しますと暖房ですとか、やはり寒さ

に耐えなければいけない部分というのが出てきま

すし、夏以上につらい部分があるのかなというふ

うに思っております。そんな中で市民の不安とい

う部分もあろうかというふうに思うわけなのです

けれども、この不安を解消するためにはやはり行

政としてなお一層の情報の公開というのをしてい

かなければならないのかなというふうに思います。

先ほども言いましたけれども、高齢者世帯ですと

か、そういう高齢者でも独居老人の方ですとか、

やはり高齢化になりますとどうしても寒さを感じ

やすいというのでしょうか、若い者と違いまして

１度、２度の差が随分体にこたえるという話も聞

くわけなのですけれども、そういう部分の解消を

行政として情報の公開というか、徹底していただ

ければなというふうに要望しておきたいと思いま

す。
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それから、先ほども言いました病院ですとか福

祉施設の関係なのですけれども、もし計画停電が

実施された場合に自家発電のそういう施設等は名

寄市の場合に整っているのかどうなのか、その辺

をちょっとお聞きをしたいと思いますけれども。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

ことしの冬に向かい〇総務部長（扇谷茂幸君）

まして、また節電、それから計画停電の話が新聞

報道でも少し触れられるようにもなっておりまし

て、先般も新聞報道の中で冬の電力需要の記事が

ちょっと載っておりました。当然北海道積雪寒冷

地ということで、暖房という特殊要因が加わると

いうことで、電力需要は夏に比べて７３万キロワ

ットぐらい高い値になるということが報じられて

おりまして、結果として現在の供給量に対比をし

まして４％ぐらい節電が必要になるというよう

なお話もございました。まだ具体的に政府なり北

電のほうからことしの冬に向けての考え方なんか

も示されておりませんので、私どもも現在ではな

かなかちょっと具体的な対応ということにはなり

ませんけれども、議員御指摘のとおり情報公開に

関しましてはできるだけ速やかに情報提供すると

いうことは、これは北電と連携をしながらやって

いくということをまずこの夏もやっておりました

ので、しっかりその辺はやってまいりたいという

ふうに考えておりますし、それから仮に計画停電

という話になりますと、ことしの夏も計画停電の

話がありまして、特に福祉施設、それから病院等

において、もしくはライフラインがありますので、

例えば上水道、下水道の関係につきましても一定

程度、最悪２時間程度の停電が予想されるという

こともありましたが、これにつきましてはおおむ

ね停電区域が決められておりましたので、これに

基づきましてそこに係る施設についての電源対応

は実はとっておりました。大きな病院施設等にお

きましては、既に自家発電装置を持っております

し、名寄市のライフラインにかかわる施設におき

ましても全て発電施設持っていますので、直接的

に影響が大きくなるということはないような形で

対応しておりました。今後も仮に計画停電の区域

が変わるですとか、こういった事案がもし発生す

るとすれば、また改めて調査をし直しながら、必

要な措置を講じないといけないというふうにはな

っております。いわゆる発電装置も容量にもより

ますけれども、しっかりした大容量のものが必要

なものについてはあらかじめしっかりした大きな

ものが設置をされておりますし、必要に応じてい

わゆる可搬型の、要するに携帯できるほど小さい

ものは多分ないのでしょうが、一定程度仮に設置

という措置もできます。これにつきましては、ラ

イフラインの一部のものにつきましては臨時的に

発電機を設置しまして対応したということもあり

ます。これは、北電からの一つの情報であります

けれども、例えば家庭である種個人的に医療器具

を使われているようなところで、もし計画停電に

なって支障が生じるというところについては、北

電が幾らか台数は正確にはちょっと伺っておりま

すけれども、小型の発電機を用意をしているとい

うことがありまして、そういった個別の対応もで

きるということも伺っておりますので、今後具体

的な内容が示され次第、私ども事業者と綿密に連

携をとりながら、また対応についてはしっかり相

談させてもらいたいというふうに考えております。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。

夏の節電の場合は、時間帯が夕方にピークが来

るという部分があったわけですけれども、冬の場

合は夜中、一日を通して、北海道の場合は暖房の

関係だと思うのですけれども、どこがピークとい

うのではなくて夜中も同じように電力が使われる

という部分があるようなので、そういう部分で本

州との違いという部分があろうかなというふうに

思いますけれども、今医療関係のそういう自家発

電の部分もお聞きしまして、ある程度その対応は

できているというふうに聞かせていただきました。
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施設ばかりでなくて、個人の方の対応もある程度

できるというようなお話も聞かせていただきまし

たし、何とかそういう節電をしなくてもいいよう

な形でこの冬が乗り切れればいいなというふうに

思います。それと、先ほども言いましたように情

報の公開といいますか、その辺はやはり改めてお

願いをしたいなというふうに思っております。

２点目の行政財産の管理、処分方針について質

問させていただきますけれども、何といいまして

も１９６０年代の東京五輪からほぼ５０年たつわ

けなのですけれども、バブルを経てその期間が集

中してそういう箱物、公共施設というのが道路に

しましてもそうですし、多く建てられた時期だっ

たわけなのです。それから５０年たって、これか

らますますそういう老朽化の波が押し寄せるので

はないかなという新聞の記事もあったわけなので

すけれども、こんな中で維持管理の部分でやはり

有効的に縮減するために当面の具体的なそういう

考え方みたいのがあれば再度教えていただければ

なというふうに思いますけれども。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

老朽化した施設が多〇総務部長（扇谷茂幸君）

くなるということは議員御指摘のとおりでありま

して、現在も年とともに公共施設の老朽化という

のは進んでおりまして、これは予算を見ていただ

ければある意味はっきりしますけれども、年々そ

れに係る維持補修費が増嵩の傾向にあるというこ

とは明らかな事実であります。そういった施設に

ありましても一定程度延命化を図りながら、これ

までも使っているという現状もありますし、なか

なか公共施設の建てかえ含めて難しい面も当然あ

りますので、この辺はさまざまな手法含めて計画

的な対応ということをやっておりまして、その辺

につきましては総合計画の中でもお示しをしてい

るところであります。公共施設のいわゆる維持管

理の考え方につきましてということでありますけ

れども、これまでおおむね市が直営でやってきた

部分もあります。この間市も行財政改革推進計画

というのを立てまして、今後の公共施設等のあり

方について一定程度考え方をお示しをしておりま

す。その中で施設管理につきましても私ども検討

しておりまして、この間実際に進めておりますけ

れども、できれば民間活力を活用した、そんな施

設管理もということで、既に指定管理制度を含め

たさまざまな施策を取り入れて、これ現実始めて

おります。今後におきましてもそういったいわゆ

る民間活力含めた民間のノウハウ、民間の技術力

を生かしたような、またそういった力をしっかり

行政と合わせて運営していただけるようなうまい

仕組みを考えてつくりながら、ぜひ維持管理につ

いては対応してまいりたいというふうに考えてお

ります。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

今後民間活力を活用〇１７番（山口祐司議員）

していきたいというようなお話があったわけなの

ですけれども、先進的というわけではないわけで

すけれども、指定管理者は今現在やられている部

分なのですけれども、ＰＦＩ事業といいますか、

そういう部分が今新しい形で出てきているわけな

のですけれども、先進的な事例からいいますと北

海道でいいますとオホーツク海の清里町ですとか

大空町で実行されているというようなお話を聞い

ているわけですけれども、その辺のところを情報

があれば教えていただきたいと思いますけれども。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

具体的にＰＦＩで、〇総務部長（扇谷茂幸君）

主に公共施設の建てかえの部分での話だというふ

うに思っております。私どもまだ実際にＰＦＩ導

入をしているという実績がありませんので、今後

の活用については一定程度調査が必要という判断

をしておりまして、まだ具体的な情報については

持ち合わせておりませんので、１つ考え方だけお

知らせをしたいと思いますけれども、これから大

型の施設が一部建てられる予定もありますけれど

も、１つはＰＦＩそのものの考え方がいわゆる建

設、それから維持管理、それから運営等全て民間
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の資金、それから経営能力、それから技術的な能

力を含めて活用するということがＰＦＩの基本だ

というふうに押さえております。要は、建設から

管理運営まで一連の業務をお願いをすることを前

提にＰＦＩを導入するというふうに押さえており

まして、こういう方式でありますと一定程度大型

の事業でないと導入は難しいのではないかという

判断をしております。したがいまして、今後名寄

市も一定程度大型の公共施設の建てかえ等一応予

定をされておりますけれども、こうした一連のＰ

ＦＩ方式で、いわゆる建設から運営管理まで一体

的な管理ができるような施設になるかどうかと。

その辺も含めて今後ぜひ研究をしてまいりたいと

いうふうに考えております。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

今後ますます維持管〇１７番（山口祐司議員）

理の経費の部分というのは……

（何事か呼ぶ者あり）

失礼しました。〇議長（黒井 徹議員）

佐々木副市長。

今の扇谷部長の一般〇副市長（佐々木雅之君）

会計、公の施設で市民の利便に供するものについ

ては実績がなくて、余り検討もという話ししてい

ましたけれども、今般市立病院の医師住宅の関係

で民間から提案あったものについて、民間で事業

をやって、そこを市立病院側のほうで長期間にわ

たって借り上げをすると、こういうのが今動いて

いますので、これも例えば文化センターであると

か、スポーツセンターであるとか、それから場合

によってはごみ処理施設のところに民間のノウハ

ウを使ってＰＦＩをやっているという事例はほか

でもあります。名寄は、いろいろ検討したけれど

も、今までなかなか一般会計ベースでは取り組み

できなかったというのが実態でありまして、それ

は一面考えますと大手資本でないとなかなか手を

つけられなかったと。地元の民間では、なかなか

資金規模の関係やら、将来の維持管理も含めて有

利な条件は提案できないという、そういう状況も

ありましたけれども、今回市立病院の医師住宅に

ついては規模はそんなに大きくないのですけれど

も、病院にとっては大変ありがたい提案で、そこ

をＰＦＩを使ってどのようにできるかについては、

一つのモデル事業として今後一般会計でも参考に

なる事業というふうに考えておりますので、現在

１つだけ進んでいるということだけお知らせさせ

ていただきます。よろしくお願いします。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

ありがとうございま〇１７番（山口祐司議員）

す。

先ほど言いました清里町と大空町の関係なので

すけれども、そこの場合は道路の維持管理と、そ

れと除雪を業者に任せているという。建設からと

いうことになりますと、またそういう部分では無

理な部分もあるかもしれないですけれども、それ

がＰＦＩというかどうかはちょっとわからないで

すけれども、今後いろいろな方法でそういう維持

管理の経費の節減という部分を考えていっていた

だきたいなというふうに要望しておきたいと思い

ます。

それから、３つ目の環境美化対策について何点

かお伺いをしたいというふうに思いますけれども、

この件につきましては地主さんが地元におられな

いということで、どうもなかなか話が進んでいか

ないという部分があろうかなというふうに思いま

すし、近隣の方々にすれば迷惑な話なのですけれ

ども、何とかその部分を解決する方法といいます

か、私自身も隣が地主がいなくて宅地の部分だけ

残されて草が生えてぼうぼうになっている状態を

見ているわけなのですけれども、見ているだけで

はなくて隣にいますので、やはり草も刈ってあげ

なければいけないというような、そういう状況に

あるものですから、本当にこのことというのは切

実に感じているところなのですけれども、そうい

う不在地主の方の戸数とか、そういう部分という

のは市としてつかんでおられるのかどうか、その

辺いかがでしょうか。
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土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

私どものほうで不在〇市民部長（土屋幸三君）

地主の数については把握をしておりません。ただ、

市民の方からそういった苦情があって、市外に住

んでおられる方と連絡をとりまして、業者を紹介

をするとか、そういったことで次年度以降はきち

んと地主さんと業者との話の中で毎年決まった時

期といいますか、定期的にやられている方もいら

っしゃいます。ただ、どうしても地主の方と連絡

がつかない。それから、親族といいますか、とい

う方もいらっしゃらないというところもございま

す。これについては、実はなかなかこちらのほう

でやるというわけにもいかないということで、大

変ここの部分は苦慮しているということでござい

ます。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

なかなか難しい部分〇１７番（山口祐司議員）

があるのかなというふうに思います。

それから、農村地区の廃屋の部分に関しまして

も、やはりことしの春の大雪でかなり戸数がふえ

たなというふうに思っているわけなのですけれど

も、２１年度から２３年度まで緊急雇用対策の事

業で何件か処理された部分聞かされたわけなので

すけれども、これは市単独では無理かもしれない

ですけれども、今後そういうような事業というの

はないのかどうなのか、ちょっとお伺いをしたい

のですけれども。

土屋市民部長。〇議長（黒井 徹議員）

基本は、所有者が処〇市民部長（土屋幸三君）

理するもの、私どもとしましては所有者への粘り

強い指導が不可欠であるというふうに認識をして

いるところでございます。かわる事業といったも

のがないかどうかということでありますけれども、

これは道内の都市におきましても同様の問題を抱

えているところであります。国に対して特別交付

税等での財政措置を望む動きも出てきているとこ

ろであります。しかしながら、市が撤去費用を例

えば予算措置をするというようなことになります

と廃屋の放置が助長されると、こういった可能性

が生じてくる。これが懸念される部分でもありま

す。今言いました特別交付税等で財政措置がされ

るということであれば、一定程度のまた条件等の

もとでこういった事業がつくられてくるのかなと

いう気もするところでございます。廃屋対策につ

きましては、重要な課題でもございます。実施し

なければ市民の安全、安心が確保できなくなると

いうおそれがあることから、ちょっと事業とは異

なるかもしれませんけれども、空き家の適正管理

に関する条例制定をも含めて有効な施策を検討し

てまいりたいというふうに考えています。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

なかなか決め手とい〇１７番（山口祐司議員）

う部分が見つからないようなのですけれども、や

はり廃屋というのは先ほども答弁いただいたよう

にキツネの巣になったりですとか、本当に周りの

環境をかなり害する部分があります。それから、

そういう部分では何とか有効な手だてを見つけて

いただきたいなというふうに思いますし、それか

ら景観的にも今名寄市は観光を前面に打ち出して

きているわけですけれども、やはりそういうひま

わりの畑があって、隣に廃屋があったという部分

では本当に何のための観光振興かわからなくなっ

てしまいますので、そういう部分を富良野ですと

か、そういうほかの先進地の事例も何とか勉強し

ていただいて、進めていただければなというふう

に要望しておきたいというふうに思います。

続きまして、成年後見制度に対して何点か質問

をさせていただきたいと思いますけれども、成年

後見制度については今後ますます高齢化社会迎え

て本当に大きな課題になってくる部分ではないか

なというふうに思っております。先ほどの答弁の

中で北海道内３カ所程度の市が後見センターを目

指して話を進めているのではないかなというふう

に思うわけなのですけれども、名寄市としてもや

はり進め方として最終的な目標年度という部分を

定めた中で、目標を持った中でセンター化に向け

平成２４年９月２０日（木曜日）第３回９月定例会・第３号



－122－

て話を進めていくべきではないかなというふうに

思うわけですけれども、その辺のところを再度お

聞かせをいただきたいと思うのですけれども。

三谷健康福祉部長。〇議長（黒井 徹議員）

今センターに向〇健康福祉部長（三谷正治君）

けて目標を持ってというお話をいただきました。

先ほども答弁の中でお話しさせていただきました

ように、私たち名寄市役所の部分では現在まで４

５件ほどの相談をいただいております。その中で

後見人を定めたというのが今現在で大体十数人と

伺っているところであります。この部分につきま

しては、先ほど議員お話にありました後見の部分

が６件、それから保佐が１件、障害の部分では４

件とも後見という形で、それぞれこの部分につい

ては市民後見人ではなく行政書士、親族、社会福

祉士というような形の方に家庭裁判所が後見を選

任しているという情報がございます。その中でや

はり名寄の場合は裁判所がございますけれども、

窓口、申請書の書類等は名寄でできますが、実際

の業務は旭川ということで聞いてございます。そ

の中では、旭川においてはその後見人の内訳とい

たしましては、大半が旭川の行政書士さんが担当

しているということで伺っているところでありま

す。先ほどもお話ししましたように、全道的にこ

の動きはございますが、しかしながら市民後見と

いう部分につきましてはやはり今の現在では、私

が聞いている範囲では市民後見人に選任をしたと

いう事例は現在のところ聞いてございません。や

はり専門職の部分でということでございます。し

かしながら、この後見制度は今後高齢化に向けて

これからふえてくるのはもう必然的だと考えてご

ざいますので、やはり一番最初は市民にこういう

制度があるということを行政として啓蒙をしてい

くのが一番ではないかと考えております。先ほど

の中でもお話しさせていただきましたように、地

域包括支援センターが設置されて以降、現在約６

回ほど擁護の講演会等々開かさせていただいてお

ります。その中では、市民及び関係機関の専門職

員で延べ６１９人の名寄市民に受講をしていただ

いて、周知を図らさせていただいているところで

ございます。それにつきましては、今後も先ほど

答弁にあったように機会あるごとにこの制度を市

民に周知をして、そしてその内容によってはどの

方に後見をしていくかという部分、特にやはり一

番考えられるのは身内でないかと思います。特に

子供たちではないかと思っていますけれども、専

門的になるとやはり身内でも難しい。特に市民後

見になると専門的な、弁護士的な、税理士的な、

または不動産的なという法律の部分がしがらみが

たくさん出てきますので、そういう面においては

現時点では市民後見人は研修をしていただいて、

登録をしていただくのはもちろんでありますけれ

ども、やはりそれは市民に周知をして、制度を理

解をしていただいて、市民の方がぜひ私も後見制

度の中に登録をしたいという方は研修をしていた

だいて登録をするというような段取りで進めさせ

ていただければと考えております。

先ほど議員が言ったセンターの部分であります

が、道内ではそのセンターの部分を目指して進ん

でいるというのは先ほど申し上げたとおりであり

ますが、全道的な動きは残念ながらセンターの設

置に向けてはまだ進んでいないのが現状でありま

す。やはり設置をするには人件費ということで、

１００万円単位、１センターを設置するには四、

五百万円程度の資金がかかるということも言われ

ておりますので、そういう面につきましては先ほ

ど申し上げましたが、市民周知を第一条件にして、

登録をしていただいて、そして研修を重ねながら、

それに向かって各自治体の動向も踏まえながら、

名寄市として研究をしてまいりたいと考えている

ところです。

以上です。

山口議員。〇議長（黒井 徹議員）

なかなか私も成年後〇１７番（山口祐司議員）

見制度の中身的にはまだわからない部分、本当に

難し過ぎてちょっとわからない部分があるのです
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けれども、わからないで質問しているので、申し

わけないというのもありますけれども、ただ旭川

市にしましても後見人を必要とする潜在的なニー

ズというのが約０００人だというふうにちょっ

と記事で読んでいるのですけれども、旭川市もや

はりそういう方向で進んでいるのは確かなのです。

ですから、確かにそういう研修だとかを重ねてそ

ういうものを市民の意識をつくっていくという部

分も大変大切だとは思うわけですけれども、ただ

後見制度という部分を進めていくためには目標年

度という部分を設定して市民に周知していくとい

うことが大切ではないかなというふうに思います

ので、何とかその方向で進んでいただければなと

いうふうに要望して、私の質問を終わらせていた

だきたいと思います。大変どうもありがとうござ

いました。

以上で山口祐司議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（黒井 徹議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時５５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 上 松 直 美

署名議員 熊 谷 吉 正
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