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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２１日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第２号 平成２３年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第３号 平成２３年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第２号 平成２３年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第３号 平成２３年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について
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１９番 東 千 春 議員

２０番 宗 片 浩 子 議員
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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
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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、

４番 大 石 健 二 議員

１２番 駒 津 喜 一 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。

防災の取り組みについて外２件を、川村幸栄議

員。

おはようございます。〇１番（川村幸栄議員）

通告順に従いまして、質問をさせていただきます。

大項目１点目、防災の取り組みについて伺いま

す。東日本大震災から１年半がたちましたが、被

災者の苦しみはまだまだ続いています。この震災

から私たちは真摯に教訓を学ばなければなりませ

ん。南海トラフ等の巨大地震による津波被害の想

定見直しが発表になり、防災への意識は高まって

きています。本市においても管内の中川町で震度

４の地震があり、市民に不安が広がりました。総

合計画後期基本計画では、地震の発生は極めて少

ないが、中略、防災意識の高揚が求められますと

なっています。また、名寄市地域防災計画の第４

章、災害予防計画では、高齢者、障害者などの災

害時要援護者に十分配慮し、地域において災害時

要援護者を支援する体制が確立されるように努め

るとともに、被災時における男女のニーズの違い

など男女双方の視点に十分配慮するものとすると

あります。

そこで、次の３点について伺います。１点目は、

災害時要援護者対策についてであります。何度か

取り上げさせていただきましたが、取り組みは進

んでいるとは思いますが、具体策が見えてきませ

ん。どのように進んでいるのかお知らせをいただ

きたいと思います。

２つ目に、災害弱者と言われる高齢者や女性、

乳幼児などへの対策についてお聞きします。さき

の東日本大震災後、防災に対する女性特有の問題

が多く指摘されています。男女共同参画の視点が

必要ではないでしょうか。第３次男女共同参画基

本計画、２０１０年１２月閣議決定されたものの

中に防災における男女共同参画の推進が明記され

ています。この点に対するお考えを伺います。避

難所のあり方においても旭ケ丘町内会の水害の経

験により、人材派遣センターから北国博物館へと

変更した経緯がありますが、住民の皆さんの声、

特に災害弱者と言われる方々の声を反映させるこ

とが求められます。また、対応に当たる職員配置

などについても公の責任が強く求められるところ

であります。お考えをお聞きします。

３つ目に、食料、生活必需品等物資供給計画に

ついてお聞きします。市の防災計画では、供給品

目は米飯、生パン、乾パン、缶詰、インスタント

食品等として、人工栄養を必要とする乳児は粉ミ

ルクとするとなっていますが、情報紙等によると

東日本大震災での炊き出しなどの支援に携わった

栄養士からは、防災計画の中で食料提供だけにと

どまらず、栄養確保対策が検討、実施されること

が必要だと振り返っています。災害時のマニュア

ルで食に関する項目を充実させる必要があると述

べています。女性や子供に必要な物資の不足が避

難された方々へ大きな負担、ストレスとなったと

言われています。名寄市の計画、現状等をお知ら

せをいただきたいと思います。

４つ目に、子供たちへの防災教育についてであ

ります。小さいころから緊急時の行動を体で覚え

させておくことが大切と言われ、日ごろから訓練

をしていた保育園などでは一人も欠けることなく

避難ができたと言われています。地震の発生が極
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めて少ない名寄市ではありますが、どこで災害に

遭っても生かされるような防災教育が必要ではな

いかと考えます。地域ごとの特徴ある防災訓練が

行われていることがマスメディア等を通して紹介

されています。名寄市の対応はどのようになって

いるのかお伺いをしたいと思います。

大項目２点目の風連日進小中学校閉校について

お聞きします。さきの第２回定例会で市長より風

連日進小中学校の閉校が報告され、今定例会では

閉校式への補助金が決められたところであります。

風連日進小中学校は、言うまでもなく地域の皆さ

んとともに歩んできた学校です。父母たちは、子

供たちの教育環境のことを考え、地域の皆さんは

父母の思いを大切にしたいと閉校を決めたといい

ます。苦渋の選択であります。町内会、ＰＴＡか

ら３月２３日には市へ要望書が出されていると思

いますが、地域から学校がなくなることの重大さ

の認識をいま一度新たにして、今後子供たちはも

とより地域に対しての支援をどのように考えてい

るのか伺いたいと思います。

１つ目に、閉校に向けての進捗状況についてお

知らせください。

２つ目に、児童の対応について伺います。まず、

スクールバスなど通学手段についてであります。

特に低学年はスクールバスへの戸惑い、不安もあ

ります。子供たちへの不安な気持ちを取り除いて

やりたいというのが父母や地域の皆さんの願いで

す。対応についてお知らせください。

また、新しい学校への不安も大きいと思います。

風連中央小学校へ転校後の児童への対応について、

どのようにお考えかお知らせをいただきたいと思

います。

３つ目に、閉校後の校舎の活用と地域づくりに

ついて伺います。閉校が地域にとってマイナスに

なってはならないとされています。地域を守るこ

とが強く求められています。このことは、日進地

区にとどまらず、名寄市としてどういうまちづく

りを目指すのかが問われていると思います。少子

化が進む中であえて言及しますと、風連地区では

東風連、下多寄などが今後想定されるところであ

ります。知恵を絞って地域住民と一緒に考えても

らいたいとの声が出されています。保育所活用の

お出かけバスツアーが好評です。こうした取り組

みも考えて、モデルケースとなるようにと地域の

方々の願いは切実です。どのようにお考えかをお

知らせをいただきたいと思います。

大項目３点目、名寄市立大学短期大学部の４年

制化の考え方について伺います。昨年出されまし

た名寄市立大学短期大学部自己点検評価報告書か

ら見た４年制の考え方について、大学設置者であ

る名寄市の考えを伺います。２０１０年度大学基

準協会大学評価（認証評価）結果の総評では、貴

短期大学部が抱えるさまざまな問題を４年制化す

ることで解決するようなところが散見されるので、

短期大学教育の意義などについて検討を重ねてい

くことを強く望みたいと記され、短期大学に対す

る提言では目的、教育目標、基本方針については、

４年制大学への移行を検討していることから具体

的な見直しを行っていないが、４年制化も含めた

将来構想計画の中で、今後目的、教育目標などの

適切な検証が進められることを期待すると同時に、

現在の短期大学教育に対して、積極的な自己点検

評価と改善、改革の取り組みを求めたいとしてい

ます。さらに、理念、目的、教育目標の点検評価

においては次のように述べられています。学校教

育法における短期大学の目的に沿ったもので、適

切に定められており、創立以来一貫して職業や実

際生活において活躍する有為な人材の育成に努め

ている。男女共学とはいえ、学生の大部分が女子

である本学にとって近年高まっている女子の４大

化志向を無視することはできない。北海道内の情

勢を見ると、定員の確保に苦慮している。全入で

はなく実質的な入試倍率を維持しているが、この

数年の間に急落している。女子の４大化志向の波

がいよいよ教育、保育系にも及んできたものと思

われる。全国的に見ても保育士を養成する４年制
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大学が急増、さらに多様な保育ニーズに応えるた

めに、保育士の専門性をより高めるべきであると

の厚生労働省からの要求も強まっている。保育所

以外の児童福祉施設からは、カリキュラムにおけ

る児童福祉に関連する内容が不十分であるとの不

満が従来から聞こえている。４年制大学の学部以

上での保育士を養成する必要が生まれており、そ

の需要が今後高まるであろうことは十分に予測で

きると記されております。こうしたことを踏まえ

た中で、短期大学部の４年制化に対する考え方に

ついて伺いたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

おはようございます。〇総務部長（扇谷茂幸君）

川村議員からは、大項目３点にわたる質問をいた

だきました。大項目１の（１）から（３）までを

私から、（４）と大項目２は教育部長から、大項

目３は大学事務局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、防災の取り組みについて、災害時要援護

者対策についてですが、名寄市では災害時要援護

者支援制度の取り組みを進めるため、パンフレッ

ト並びに要支援登録用紙を１０月広報の別冊とし

て作成し、全戸に配布する予定となっております。

災害時に避難の支援を必要とする方は、これによ

り市へ登録をしていただき、避難勧告などの発令

のときには前もって決めておいた支援者が避難を

手伝うという共助のシステムづくりを進めたいと

考えております。原則災害時要援護者が支援者を

得て手挙げ方式で行うこととなりますが、何らか

の理由で申請ができない方などにつきましては、

介護、障害者、高齢者などのリスト等を活用し、

地域との連携のもとで登録ができるように対応し

てまいります。この制度につきましては、市と地

域及び関係機関が連携を図り、力を合わせて行う

災害から命を守る事業でありますので、今後とも

さまざまな機会を捉え市民の皆さんへの周知を図

ってまいります。

次に、災害弱者への取り組みについてでありま

すが、災害時要援護者支援制度を進めるに当たり、

みずから避難が可能な方を除き何らかの助けを必

要とする方々も網羅する必要があります。今回の

登録を進める中では、支援に係るさまざまなケー

スが予想されることから、御本人はもとより地域

とも十分協議を図りながら取り組みを進めます。

また、避難所の設置に当たっては体力的に弱い高

齢者、女性、障害者などには一層の配慮を行って

いく必要があります。当市では、今までに長期に

わたる避難所の設置をしたことはありませんが、

そのような事態に至ったときには男女のニーズの

違いや男女双方の視点などに配慮と防災計画にう

たわれているとおり、男女共同参画の視点から避

難所の運営についても女性職員や地域の女性市民

の協力を得て、女性の視点により避難所生活に配

慮していくことも考えてまいります。また、これ

らの指針としましては、災害の教訓から内閣府で

示しております「男女共同参画の視点からの防災

・復興の対応について」に照らし、対応を図って

まいります。

また、災害時における職員配置は、指揮、伝達

を取りまとめる統括部ほか９つの部署に分かれ、

救援、救出や物資の調達、応急措置や応急復旧、

さらには避難所の開設など多岐にわたる業務ごと

に配置され、災害に対処することとなります。自

主避難が困難となる災害弱者への対応につきまし

ては、これまで十分な情報をつかみ切れず、現場

での緊急的な判断で救援、救出に当たる職員の増

員を含め、対応せざるを得ない状況にありました。

こうした課題の改善に向け災害時要援護者支援制

度の取り組みを進める必要があります。また、避

難所におきましては防災計画の避難所の運営管理

の中で男女双方の視点などに配慮という記載があ

りますように、女性に配慮した職員の配置にも努

めてまいります。しかしながら、市の職員が全て

にわたり災害弱者に対応するものには限界もあり
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ますので、関係機関、また地域の皆さんの協力も

いただきながら、体制を整えてまいりたいと考え

ております。

次に、食料などの物資供給計画についてであり

ますが、避難所においては乳幼児がいる場合は粉

ミルクや離乳食、またお年寄りにはやわらかい食

事の提供などそれぞれの状況に応じた食料の配給

が求められます。現在の備蓄物資、食料は、保存

期間や費用などの関係で全てに対応できるものと

はなっておりませんが、災害発生時には市内大型

店、コンビニ、清涼飲料の会社との各種協定によ

り、必要な物資、食料の確保が図られるよう努め

ております。また、物資の確保に当たっても女性

や子供、お年寄りなどに配慮した物資の確保、供

給にも努めてまいります。

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１の小項目４、子供たちへの防災教育につい

て、また大項目２について答弁をさせていただき

ます。

小中学校の防災教育についてお答えをいたしま

す。昨年の東日本大震災の教訓を踏まえ、本市の

各学校においても防災教育の一層の充実を図ると

ともに、防災計画を見直していく必要があると考

えております。これまで市内各学校におきまして

は、児童生徒の安全の確保を図るため、学校安全

計画を策定し、安全教育を推進してきております。

とりわけ防災教育では、児童生徒が自然災害等の

危険に際してみずからの命を守り抜くために災害

に対する正しい知識を習得させるとともに、主体

的に行動する態度を育成することが重要であると

考えております。このような防災教育の狙いを達

成するために、本市の各学校では理科では地震の

原因、社会科では自然災害の防止、保健体育科で

はけが等の手当てについて指導をいたし、児童生

徒に防災教育の基礎となる知識を習得させており

ます。昨年８月には、名寄南小学校と風連中央小

学校で旭川開発建設部名寄河川事務所主催の天塩

川上流水防学習を行い、各校とも５年生が参加を

し、水流体験や降雨体験などを通してみずからの

身はみずからで守るという自主防災の意識も高め

てきたところであります。学校行事では、火災や

地震を想定した避難訓練を年に１回から３回程度

実施をし、児童生徒に安全かつ迅速に行動できる

態度や能力を育成しております。そのほか台風や

吹雪などの自然災害が予想されるときは、安全な

行動の仕方について適宜学級での指導を行ってお

ります。また、学校管理規則に基づき生徒指導部

などの係を中心として全教職員の役割分担を明確

にした学校施設の防火、防災組織をつくり、児童

生徒の避難や防護等に関する計画を定め、万が一

の災害発生に備えております。

東日本大震災の教訓を生かした取り組みにつき

ましては、児童生徒の防災意識の一層の向上を図

るため、昨年１１月に北海道教育委員会が発行し

た防災教育啓発資料であります「学んＤＥ防災」

を朝の会や帰りの会、学級活動などで活用をして

おります。また、文部科学省発行の学校防災マニ

ュアル作成の手引を活用して防災管理マニュアル

などの見直しを行っておりますが、水害や吹雪な

どを含めた本市特有の自然災害に対する計画づく

りはいまだ十分には進んでいない状況にあります。

教育委員会といたしましては、今後想定されます

地域の災害事例をシミュレーションしたり、名寄

市洪水ハザードマップなどを活用して本市の災害

の状況に応じた防災計画や管理マニュアルの作成

に努めてまいりたいと考えております。

続きまして、大項目２、風連日進小中学校閉校

についてであります。小項目１の閉校に向けての

進捗状況でありますが、経緯を含めた進捗状況で

ありますけれども、風連日進小中学校は少子化に

よる児童生徒の減少により、平成２５年３月３１

日をもって１０５年の歴史に幕をおろすことにな

りました。日進小学校では、教育活動のみならず、

地域活動の核としても中心的な役割を担ってまい
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りました。そうした学校がなくなることは大変悲

しいことですが、地域住民の皆様の総意により今

年度をもって閉校することとなりました。本年３

月２３日には、風連日進町内会長と小中学校ＰＴ

Ａ会長の連名で閉校についての要望書の提出があ

りました。７月２６日には、風連日進小中学校閉

校事業実行委員会の設立総会が開催をされ、役員

や今後の記念事業、スケジュール等の決定をした

ところです。また、８月８日には閉校記念事業に

かかわる補助金等交付申請を受け、本議会で６０

万円を補正予算計上し、議決をいただき、閉校式

まで準備を進めているところであります。現在中

学校は休校中で、２人の生徒が風連中学校に通学

をし、小学校は８人が日進小学校最後の在校生と

して毎日の授業に真剣に取り組むとともに、各種

行事に趣向を凝らしながら頑張っているところで

あります。

小項目２の児童への対応でございますが、今後

は小学校は風連中央小学校に、中学校は風連中学

校に統合することとなります。子供たちにとって

大きく変わる環境での学校生活を楽しく過ごせる

よう、大人数の教室の授業になれるための先生方

の見守りであるとか、通学にかかわるスクールバ

ス運行への配慮など教育委員会としても支援をし

ていきたいと考えております。

小項目３の閉校後の校舎活用と地域づくりにつ

いてです。今までは、地域の皆さんの協力のもと

学校が中心となり、各種行事が開催をされていま

したが、既に幾つかの行事の存続の困難さが予想

されるなど、地域の活力の衰退が懸念をされると

ころであります。校舎や屋内運動場、教員住宅の

利用などについては、建物の老朽化もありまして

一定の制約はございますけれども、地域の皆様と

アイデアを持ち寄る中で地域の活力が失われない

ような協議をしていきたいと思っております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

鹿野大学事務局長。〇議長（黒井 徹議員）

私からは、〇市立大学事務局長（鹿野裕二君）

大項目３の名寄市立短期大学部の４年制の考え方

について申し上げます。

２００９年度の短期大学部の自己点検評価では、

保育士を養成する４年制大学の急増や多様な保育

ニーズへ対応するため、保育士の専門性高度化要

求などがあり、このような状況を踏まえ、今後４

年制大学での保育士養成の必要性と需要が高まる

ことが予想され、４年制課程での保育士養成につ

いて将来計画を検討中であると述べております。

一方、この自己点検評価に対する２０１０年度の

短期大学認証評価結果では、４年制化も含めた将

来構想計画の中で短期大学教育の意義や目的、教

育目標などの適切な検証を進め、改善、改革の取

り組みを求めております。なお、６項目にわたる

今後改善すべき点及び助言をいただいた項目につ

きまして、平成２６年７月までに改善報告書の提

出が求められておりますので、短期大学部のさら

なる教育研究の改善、充実と教育目標の達成を図

るための努力をしてまいりたいと考えております。

短期大学部の４年制化の将来構想に関する学内

における議論経過につきましては、平成２２年３

月に教授会報告されております子供支援学科の新

設と保健福祉学部の充実強化を提案する学部再編、

大学院設置構想、また平成２３年１１月に開催さ

れました全教員による学内教育懇談会における児

童学科の４大化の課題と方向性に関する報告など

がなされております。その後は、学内の部局長会

議において検討が進められ、大学の理念や学部の

教育目標の適切性についての検討が必要であるこ

と、また地方交付税の算定根拠について、入学者

の確保や卒業者の就職先の拡充について、定員数

の設定及び施設の整備計画、教育内容と新たな教

員確保などさまざまな課題について検討が必要と

なることなど、資格、免許の課程設置申請では上

部機関との協議など綿密な準備が必要となること

など多くの課題があると。また、短期大学部は受

験生の要求と保育士の供給という点においては地

域社会に貢献してきておりますが、専門職養成と
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いう点においては限界があること、推薦入試やセ

ンター利用入試などの導入により入試制度の多様

化が図られ、学生の確保はできてはおりますが、

常に全入や定員割れなどの選抜機能不全への懸念

があり、保育分野の就職においても非正規雇用の

採用者の増加などが問題化してきていること、あ

わせて幼保一体化への対応も求められてきている

ことなど、将来を見越した分析と対応が必要であ

ることなどが検討課題とされてきております。こ

れらの課題を検討するために、昨年５月に学内に

新学科構想・施設整備検討委員会を設置いたしま

して、あわせて作業チームも組織いたしまして、

情報収集や調査内容の分析、事例検討など具体的

な作業が進められているところであり、検討作業

の経過やその内容につきましては定例教授会に報

告され、全学的な情報の共有化が図られてきてい

るところでございます。また、設置者である市に

は進捗状況にあわせましてこの間４回にわたり学

長からの報告を受け、意見交換をしてきていると

ころでございます。今後一定の方向性等の協議と

経過内容がまとまりましたならば、市議会に対し

て御報告をさせていただきたく考えておりますの

で、御理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

それぞれお答えをいた〇１番（川村幸栄議員）

だきましたので、再質問と要望をさせていただき

たいというふうに思います。

まず、防災の点であります。今災害時要援護者

対策については、１０月の広報で市民の皆さんに

広くお知らせをして登録を募っていくということ

でありました。登録ができない方への対応につい

ても御答弁いただいたところでありますので、や

はり心の通うそういう支援対策強めていただきた

いというふうに思っているところであります。今

その中で共助というようなお話が出されていたか

というふうに思っていますが、自助であったり共

助ということで、今回さきの震災では自己責任が

徹底的に言われる中で多くの被災者や被災地の方

々が非常に苦しめられたということになっている

ところであります。７月に行いました議会報告会

の中でも地域で防災組織立ち上げたいけれども、

なかなか大変なのだというような要望が出されて

いるところであります。これに対する市側の回答

としては、自主防災組織への支援や災害時要援護

者避難の個別計画の取り組みを行っていきますと

いう御回答なのですけれども、やはり自主防災組

織への支援も強めていただくと。ここのところに

自助、共助ばかりではなくて公の責任としての支

援が強く求められているのではないかというふう

に思っているところでありますが、この部分につ

いてお考えをお聞かせいただければと思いますが。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

これまで日本全国で〇総務部長（扇谷茂幸君）

大きな災害があったときに一番言われております

のは、まずは自分で逃げるという自助、それから

ともに助け合って逃げるという共助と。そして、

基本的には自分でしっかり逃げ切るというところ

が命のいわゆる生存率に高く寄与しているという

ことがあって、そこのところは自分で逃げるわけ

でありますから一定程度解決できる部分はありま

すけれども、やはり問題は共助というところで、

まさに災害弱者と言われるところの方々をどう救

っていくかというのが大きな課題になっておりま

す。ここのところをしっかり私どもも今後の災害

対策に結びつけていくという意味含めて、今回の

制度をつくるということであります。それで、あ

わせまして自主防災組織、これの立ち上げも含め

て既に取り組みをしているところでありますけれ

ども、この間なかなか自主防災組織の立ち上げが

進んでいないという現状は率直に認めているとこ

ろであります。今回のいわゆる要支援の取り組み

の中で、一定程度さまざまな地域の課題が多分見

えてくるだろうという押さえをしておりまして、

その中で当然隣組含めた共助という考え方がやは

り地域の中の方々含めて共有をされるというふう
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に思っておりますので、その中で地域、それから

町内会単位で自主防災組織の機運もある意味高ま

っていくだろうと、そんな期待もあります。です

から、今回の要支援の取り組みも含めて、これを

地域の防災組織の立ち上げにやっぱり結びつけて

いくというような方向性も含めて、ぜひ説明もし

ながら対応してまいりたいというふうに考えてお

ります。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

住民の皆さんたちが中〇１番（川村幸栄議員）

心になった自治による地域の防災組織、これは本

当に重要だというふうに思っています。住民自治

の力を発揮してもらわなければならないというふ

うには思いますが、そこにやはり公的な支援、こ

このところが強く求められていかなければならな

いというふうに思うのです。自助、共助だけに押

しつけるのではない公的な責任のところをやはり

しっかりと受けとめながら進めていただくことが

強く求められるかなというふうに思うところであ

ります。

男女共同参画の視点についてもそうなのですけ

れども、先ほど女性職員の配置なども考えていき

たいというふうな御答弁がありました。さきの震

災では、避難先でのトイレの問題、もう本当に挙

げれば数限りないほどのそういう問題が出された

ところであります。これは、女性ばかりの問題で

はなくて、男性の特有の困難もあったというふう

にも聞いています。いろんな家族、また家、仕事、

それをなくしたということからの喪失感や、また

弱音を吐けないというメンタル面のダメージ、こ

れも非常に大きかったというふうなことも指摘さ

れています。そういった部分でやはり男女にかか

わらず、男女共同参画の視点が重要だというふう

に思っています。そういった部分でやはり女性や、

また高齢者、また若い人たち、子供たちの声、住

民の皆さんの声をしっかり受けとめて、公的にど

うサポートしていくのか、そこのところが重要に

なってくるのではないかというふうには思ってい

ます。大きな災害はないところではありますけれ

ども、小さなことであっても半日の避難、１日の

避難、そういった部分でも非常に大きなストレス

になるということでは、やっぱり公的な支援が重

要になってくるかなというふうに思うのですが、

その部分についてもう一度御答弁いただければと

思います。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今まで大きな災害に〇総務部長（扇谷茂幸君）

遭っていないということも含めて、これまで長期

間にわたる避難所の開設経験がありません。あく

までも短期的に避難をしていただくということは

やっておりましたけれども、その中でやはりいわ

ゆる弱者と言われる小さいお子さん、それからお

年寄り含めてしっかりした対応という話でありま

す。なかなかこれまでそういった意味での経験が

少ないということもありまして、それは多岐にわ

たると思います。精神面のケアでありますとか、

それからいわゆる食事の提供ですとか、さまざま

な課題が今回災害含めて明らかになっております

ので、そういった視点でもう一度私どももいろん

な検証しながら、ぜひ実効性の高いものをつくり

上げていくために、少しまた検討させて、勉強さ

せていただきたいと思います。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

食事の部分も今出され〇１番（川村幸栄議員）

ましたけれども、高齢者の方々、急いで避難した

ので、入れ歯を忘れてきたとか、そういった話も

出されているわけです。あと、乳児の粉ミルクだ

けでは足りない。離乳食が必要になってくる。ま

た、体調を崩している方々への食事と本当に短期

間であっても重要であるかなというふうに思って

いるところです。名寄大学には、こういった専門

の先生がいらっしゃいますので、ぜひ指導を受け

ながら充実させていくことが必要でないかという

ふうに思っているところです。８月３１日には、

大規模災害で相互支援、災害時の医療体制確保と

いうことで、名寄、函館、砂川、釧路の４つの病
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院が協定を結ばれたところではありますが、この

中に医師や看護のほかにコメディカル要員という

ことで栄養士などの派遣も含まれているところで

ありますから、総合支援にも大きく貢献できるも

のではないかというふうに考えていますが、いか

がお考えでしょうか。

扇谷総務部長。〇議長（黒井 徹議員）

今御指摘がありまし〇総務部長（扇谷茂幸君）

たとおり、災害に対してはさまざまな対応と。い

ろんなレベルで病院は病院、私どもは行政は行政

ということでさまざまな役割が求められておりま

して、特に栄養士のお話もちょっとありましたけ

れども、まさに私ども避難所を一定程度設置をし

て、そこでの運営を考えるとき、また食事の提供

を考えるとき、やはり栄養面での栄養士の力とい

うのは当然必要になってくるだろうというふうに

思います。それで、今お話もありました、まさに

市立大学のほうでは専門の先生もいらっしゃるだ

ろうし、私どもでは大きな総合病院を抱えており

ます。その中にも栄養管理ができるようなシステ

ムもあります。また、私ども保育所ですとか保健

センターですとか、職員の中にも栄養士を抱えて

おります。そういったさまざまな職種の職員の配

置も含めて、役割も含めて改めて検証して、ぜひ

そういったものはしっかり活用していくというこ

との対応はやっていきたいというふうに思ってお

ります。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ進めていただきた〇１番（川村幸栄議員）

いというふうに思っています。

災害、防災教育についてですけれども、先ほど

名寄特有の吹雪だとか水害などに対するマニュア

ルに対しては、これから考えていきたいというよ

うな御答弁だったかというふうに思いますが、さ

きの東日本大震災では釜石の軌跡と言われた、皆

さん御存じだというふうに思いますが、防災教育

の重要性にスポットライトが当たったところです。

津波の３原則ということで、想定にとらわれるな

と。最善を尽くせ、率先避難者となれと。こうい

ったことで教え、訓練に基づいてみずからの判断

で行動して、小学校、中学校の児童生徒約５７０

人が無事に津波から生き残ったといったことにス

ポットライト当たったところでありますけれども、

みずからの命を守るだけでなくて、地域を変え、

そしてその意識や取り組みを継続させていくと。

さらに、未来の防災リーダーに育っていくという

ことが重要かなというふうに思っています。震災

を風化させない。この機会にこそ防災意識を持続

させていく、教育に反映させていくことが重要で

あるかなというふうに思います。引き続き取り組

みを強めていただくことを求めたいというふうに

思います。

最後にちょっとお伺いをしたいと思っているの

ですが、水道管の工事にかかわってなのですけれ

ども、実は平成２４年度の水道水源開発等施設整

備費の国庫補助、震災にかかわって厚生労働省か

ら予算額が拡大されたと。水道管や浄水場の耐震

化に向けての工事です。それで、今本市において

は老朽管の取りかえ工事が進んでいますけれども、

こうした工事とあわせて補助を使って耐震化工事

並行して行うことはできないのかどうか、ここの

部分についてお知らせをいただきたいというふう

に思いますが。

石橋上下水道室長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま水道施〇上下水道室長（石橋正裕君）

設の耐震化の状況並びに補助事業の関係でお尋ね

がございましたが、名寄市の水道事業につきまし

ては、昭和５６年度から平成１２年度まで石綿管

の更新事業ということで実施をしてきまして、平

成１６年度から２１年度までにつきましては道路

改良にあわせた老朽管工事を単費で行ってきたと

いう実績がございます。しかしながら、平成２２

年度から合併特例債を活用しての老朽管更新事業

に着手をしてきたと。平成２３年度には、水道水

源開発等施設整備補助金の老朽管更新事業として

実施をしてきました。本年度は、国の新たな政策
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補助事業ということで、全国防災という老朽管更

新事業を活用して、現在管路の耐震化もあわせて

実施をしてきております。したがいまして、平成

２２年度からは補助事業と、合併特例債という財

源を活用しての老朽管更新事業に積極的に取り組

んできているという現実であります。

以上であります。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

耐震化も含めて合併特〇１番（川村幸栄議員）

例債を使って、今進めているというふうに受けと

めていいですね。

石橋上下水道室長。〇議長（黒井 徹議員）

耐震化率につき〇上下水道室長（石橋正裕君）

ましては、平成２２年度末の水道統計によります

と、全国で基幹管路では３６％でございます。

道では３４％、本市では少し耐震化の取り組み

がおくれているということで、２２年度末におい

ては２％というような状況でございます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

数字がちょっと差があ〇１番（川村幸栄議員）

って今驚いたところなのですけれども、引き続き

取りかえ工事進めていただいて、震災に向けて補

助金がいろんな制度がつくられているようですの

で、くまなくしていただいているとは思うのです

けれども、利用して災害に向けての取り組み、防

災対策に取り組んでいただきたいというふうに思

います。被害を最小限に食いとめる、このことを

最大限に考えた防災対策を強く求めまして、次に

移らせていただきたいというふうに思います。

日進の小中学校閉校についてであります。２つ

目の児童の対応についての中なのですけれども、

スクールバスの運行、地域の皆さん方のお話を聞

きますと、雪の多い地域でもあります。先ほどお

話ししたように、低学年の子供たちにとっては不

安も大きいわけです。子供たちも乗車しての事前

の試験運行を強く求められていらっしゃるところ

なのですけれども、この点についてどういったお

考えかお知らせをいただきたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

今後協議が進むと思〇教育部長（鈴木邦輝君）

われますが、閉校に伴いますスクールバスの運行

につきましては、議員御指摘のとおり運行時間で

あるとか、それから特に夏と冬で使える道路が違

うというような経路の変更の問題、そういったこ

とも含めまして通学そのものが子供たちのストレ

スにならないように考えていく必要があろうかと

考えております。何よりも安全の確保を最優先に

ということでございますので、そのためにも特に

冬期間の部分については一定程度の事前の試乗で

あるとかということは必要と認識しておりますの

で、今後内部で地域の方とともに協議を続けてま

いり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。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

事前の試乗というふう〇１番（川村幸栄議員）

に伺ったというふうに思います。ぜひ体験をして、

安心して子供たちが新しい学校に向かってもらう

ということが必要かなというふうにも思います。

今８人の小学生、本当に兄弟のように仲よく勉強

しているところなのですけれども、やはり大きな

学校へ行っての不安も大きいかというふうに思い

ます。そういった新しい学校になじめないことか

ら来る不登校ということなどになっては本当に困

るというふうに私は危惧をしているのですけれど

も、そういった対応、先ほども先生方の対応とい

うふうなお話が御答弁もありましたけれども、い

ま一度この部分についてお知らせをいただきたい

と思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

風連地区の郊外部の〇教育部長（鈴木邦輝君）

小規模学校におきましては、今までも風夢プロジ

ェクト等で小学校と中学校の教育の連携であると

か、それから各小規模校同士の交流等も行ってご

ざいます。一定程度そういうものの成果の上に立

って、このたびの合併に伴いまして大人数の中で

の子供たちのストレスを少しでも緩和するような
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部分につきましては、先生方、学校全体で見守り

をしていっていただきたいということを教育委員

会としても指導させていただきたいと思っており

ます。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

さきの一般質問の中で〇１番（川村幸栄議員）

いじめの問題も出されていました。そういったこ

とが起こらない対応をぜひお願いをしたいという

ふうに思います。

次に、まちづくり、地域づくりにかかわってな

のですけれども、学校がなくなることで地域が疲

弊してしまう。名寄のまちづくりは、これでは進

まないのではないかというふうに考えています。

地域のまちづくりを進めるには、先ほど地域の皆

さんの持ち寄る中でという御答弁でしたけれども、

受け身ではなくて積極的な対応が必要ではないか

というふうに思っています。インターネットで閉

校後の校舎利用等々検索してみますと、全国各地

で本当に多彩に行われていることが紹介されてい

るわけです。道内でも美瑛町など観光地にふさわ

しい活用が行われていますし、また先日地元紙に

ありました、幌加内の旧政和小学校でアートフェ

スティバルが行われたという紹介もされていまし

たように、そういった本当にさまざまな取り組み

をされているところであります。閉校まで６カ月

になりましたので、時間的な余裕はないというふ

うに思います。地域での閉校の決断、これは本当

に一言では言いあらわせない地域の皆さんの心の

葛藤があってのものと受けとめなければならない

というふうに思っています。この部分について先

ほどは御答弁でお聞きしますと、待っているとい

うふうにしか受けとめられなかったのですけれど

も、積極的な取り組みを進めていくというところ

ら辺のお考えはないのか、お聞かせをいただきた

いと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

学校閉校後の校舎の〇教育部長（鈴木邦輝君）

利活用につきましては、文科省も全国の事例等を

紹介するパンフレットを配布するなどして、閉校

後の地域が寂れないような、そういった努力を地

域住民の方とともに行いなさいということを積極

的に進めております。校舎の再利用等につきまし

ては、御存じのように耐震化等の問題があっての

一定の制約等はあろうかと思いますけれども、そ

れぞれの地域事情を考えまして、風連日進地区に

関して言えば教員住宅等が比較的新しい状況等も

ございますので、そういった利用を含めまして、

これについては地域の方の御意見を十分に聞きな

がら、教育委員会だけでなくて名寄市役所の関係

部局との連携のもとに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。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

地域の皆さん方が知恵〇１番（川村幸栄議員）

を絞って地域住民と一緒に考えてもらいたいと、

こんなふうに言っていますように、地域から何か

案が出されてから考えるのではなくて、ともに知

恵を出し合って練り上げていく、このことが行政

と住民との協働のまちづくりにつながるのではな

いかというふうに私は考えます。地域の方々が言

うには、外から来られる方たちを受け入れる力は

今はあるのだと。でも、これからは少しずつ劣っ

てくるの。だからこそ、早いうちに対策をとらな

ければならないと、こんなふうにおっしゃってい

ます。私は、豊富な地域の農産物、地元食材を活

用した地域興し、こういったことが一つの案では

ないかというふうに思っているところです。ＴＰ

Ｐの参加がされれば食料自給率が１３％にも落ち

込むと、こう言われている中で、食料の自給率向

上のために安心、安全な食料基地のさらなる発展

が不可欠だろうというふうに考えています。そう

いった意味でも市として地元産品の活用と付加価

値向上、必要な相談や技術開発等々に支援を本格

的に強める必要があるのではないかというふうに

思っているところであります。

先日いろいろお話を聞く中で、団塊の世代と言

われている方たちが仕事をリタイアされて農業体
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験、こういったことも希望される方が都会のとこ

ろでは多いというふうに聞いています。そういっ

たちょこっと暮らしではなくて１シーズンこちら

に来ていただいて、農業体験をしていただく。こ

れは、いいのではないかというふうに思っていま

す。教員住宅の活用も含めて、また東京杉並区と

の連携も生かしながら、こうした皆さん方に来て

いただいて、農業体験をしていただく。これもい

いのではないかというふうに思っています。風連

日進の奥から成る東生地区からの雄大な景観、こ

れ皆さん知っていらっしゃるかというふうに思う

のですが、私は大好きな場所なのですけれども、

この景観を都会の人たちに見ていただいて、農業

体験をしていただく。そして、地域の皆さんの温

かさ、こういったものをプラスしていただく。こ

ういったこともいいのではないかというふうに考

えているのですが、この部分についてお考えがあ

ればお聞かせをいただきたいと思います。

鈴木教育部長。〇議長（黒井 徹議員）

ただいま議員が御提〇教育部長（鈴木邦輝君）

案でありました、地元の農業を中心とした特色を

生かした地域の再活性化というような部分かと思

っております。特に移住、定住という部分で申し

上げれば、住宅確保の観点からいえば教員住宅も

ある程度閉校後の部分につきましては普通財産等

に所管がえをしての活用が考えられるかと考えて

おります。住宅の具体的な活用策につきましては、

議員御指摘の地元の農業とかかわりのある食材を

活用した都会部の団塊の世代の方々のちょっと暮

らし、また農業分野でいう新規就農などにつきま

しては地域の産業を生かした移住者の拠点となり

得ることが考えられます。そのためにも繰り返し

になりますけれども、地域の方との意向をしっか

り踏まえた方策を庁内横と連携しながら考えてい

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。

川村議員。〇議長（黒井 徹議員）

ぜひ地元の農産物、食〇１番（川村幸栄議員）

材を生かした取り組みをちょっと検討を進めてい

ただければというふうに思うのですが、地域任せ

にしないということが重要ではないかというふう

に私は思っています。市としての基本的な方針だ

とか姿勢、きっちり示していく、これが必要だと

いうふうに思っています。地域の皆さんにとって

は、このことがやはり大きな支えになっていくの

だというふうに思っています。それで、市長に最

後にこの部分についてのお考えをお聞かせいただ

いて、私の質問を終わります。

加藤市長。〇議長（黒井 徹議員）

教育部長がお話しの部分〇市長（加藤剛士君）

と少し重なるかもしれませんけれども、今現在日

進地区のことにスポットを当てていろいろとお話

をいただいていますけれども、それも含めてさま

ざまな切り口で移住、定住というものを考えてい

こうということで、それぞれ部門またいで横断的

な組織をつくり、数回にわたって話し合いをし、

とりあえずまずは１つ形をつくって、まさに議員

がお話しいただいて、杉並区をまず皮切りに少し

今までとは違った形での発信を強めていこうとい

う話をしています。今後そうした農家の皆さんの

担い手だとか、あるいはそういう短期的な体験、

あるいは本当にいろんな切り口があるのだと思い

ます。ぜひそれぞれ深掘りをしながら、連携をし、

日進地区ももちろんですけれども、名寄地域全体

としてさらにこの地域の魅力を発信し、また人が

たくさん訪れ、さらにはずっと住んでいただける

ような施策をこれからもしっかりと打ち出してい

きたいというふうに思いますので、ぜひいただい

た意見、貴重な御意見として受けとめさせていた

だいて、このことも含めてさらに庁内の議論を深

めていきたいというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。

以上で川村幸栄議員の〇議長（黒井 徹議員）

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。
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日程第３ 報告第２号〇議長（黒井 徹議員）

平成２３年度決算に基づく健全化判断比率の報

告について、報告第３号 平成２３年度決算に基

づく資金不足比率の報告について、以上２件を一

括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第２号 平成２３年〇市長（加藤剛士君）

度決算に基づく健全化判断比率の報告について及

び報告第３号 平成２３年度決算に基づく資金不

足比率の報告について、一括して御報告を申し上

げます。

報告第２号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、また報

告第３号については同法第２２条第１項の規定に

基づき平成２３年度決算に基づく健全化判断比率

及び資金不足比率を御報告申し上げるもので、細

部につきましては総務部長から説明をさせますの

で、よろしく御審議くださいますようお願いを申

し上げます。

補足説明を扇谷総務部〇議長（黒井 徹議員）

長。

それでは、私のほう〇総務部長（扇谷茂幸君）

から報告第２号 平成２３年度決算に基づく健全

化判断比率の報告について及び報告第３号 平成

２３年度決算に基づく資金不足比率の報告につい

て一括して補足説明をさせていただきます。

配付いたしました資料の１ページをお開きくだ

さい。初めに、総括表①、健全化判断比率の状況

についてでありますが、実質赤字比率及び連結実

質赤字比率につきましては赤字が発生していない

ことからなし、実質公債費比率については前年度

より６％下がって１８％、将来負担比率につ

いては１８％下がって６８％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きください。総括表②、連

結実質赤字比率などの状況についてであります。

初めに、表の左上の欄は一般会計の赤字の割合を

示す実質赤字比率積算の内訳を記載をしておりま

す。一般会計の実質収支は３億２６１万００

０円の黒字となっていることから、分母である標

準財政規模に対する割合はマイナス８１％で、

実質的な赤字が発生していないことからなしとな

ります。次に、一般会計に特別会計、企業会計な

ど全ての会計を対象とした連結実質赤字比率につ

いては、全ての会計の実質収支を合計すると表の

右下のとおり１９億４７８万０００円の黒字

となりました。この額が標準財政規模に占める割

合はマイナス１２２％になり、実質的な赤字が

発生していないことから同じくなしとなります。

なお、企業会計については、実質収支を計算する

際の数値は純利益、または純損失ではなく、資金

不足、剰余額となります。水道事業会計及び病院

事業会計のいずれの決算も純損失が発生をしてお

りますが、流動資産の額が流動負債の額を上回っ

ていることから、上回っている金額が資金剰余額

として計算されることになります。

３ページをお開きください。次に、総括表③、

実質公債費比率の状況についてであります。実質

公債費比率とは、一般会計の公債費に加え特別会

計や企業会計、一部事務組合などへの公債費に準

じた繰出金や負担金などの合計額が標準財政規模

に占める割合をいい、直近の決算、平成２１年度

から平成２３年度の３年平均を用います。平成２

３年度決算では、前年度より６％下がって１

８％になりました。実質公債費比率が下がった主

な要因は、起債の償還終了に伴い元利償還金が減

少したこと、公債費に準じる債務負担行為の減少、

合併特例債や過疎対策債の基準財政需要額への算

入額の増加などが挙げられます。

４ページをお開きください。総括表④、将来負

担比率の状況についてであります。将来負担比率

とは、地方債残高など一般会計が将来にわたって

負担すべき金額が標準財政規模に占める割合をい

います。平成２３年度決算では、前年度より１

８％下がって６８％となりました。上段の将来
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負担額は、地方債の現在高、債務負担行為に基づ

く支出予定額、公営企業債など繰り入れ見込み額、

職員の退職手当負担見込み額など将来にわたって

負担すべき金額を記載をしております。また、中

段の充当可能財源等は、充当可能な基金や特定歳

入、将来にわたって地方交付税で措置される基準

財政需要額算入見込み額などを記載しています。

将来負担比率が下がった主な要因は、公営企業債

等繰り入れ見込み額、職員の退職手当負担見込み

額などが減少したこと、充当可能財源である基金

の残高、基準財政需要額算入見込み額の増加など

が挙げられます。

５ページをお開きください。ここでは公営企業

会計の資金不足比率の状況をあらわしております。

企業会計である水道事業会計及び病院事業会計の

歳出相当額の欄は貸借対照表における流動負債の

金額を、また歳入相当額については流動資産の金

額をそれぞれ記載しており、その差額が資金不足

額となります。両会計とも流動資産の金額が流動

負債の金額を上回っているため資金不足はマイナ

スとなっており、資金不足比率はありません。

また、簡易水道事業特別会計ほか４特別会計に

ついては、それぞれ歳入歳出の決算額を記載して

おり、いずれの会計も一般会計繰入金で調整して

おりますので、収支はゼロで、資金不足は生じて

おりません。

以上、補足説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願いをいたします。

これより、報告第２号〇議長（黒井 徹議員）

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

報告第２号外１件を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（黒井 徹議員）

議事の都合により、明日９月２２日から９月２

７日までの６日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（黒井 徹議員）

よって、明日９月２２日から９月２７日までの

６日間を休会とすることに決定いたしました。

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 午前１１時１１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 大 石 健 二

署名議員 駒 津 喜 一
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