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平成２６年第４回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２６年１２月１７日（水曜日）午前１０時００分
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日程第２ 一般質問

１．出席議員（１９名）

議 長 １９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 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員
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１．欠席議員（１名）
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１．説明員
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副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君
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松 島 佳 寿 夫 君
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市 立 大 学
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は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。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員を指名いたします。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 日根野 正 敏 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成２７年度予算編成について外３件を、山田

典幸議員。

〇４番（山田典幸議員） おはようございます。

ただいま議長より御指名をいただきましたので、

これよりさきの通告に従い大項目４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、平成２７年度予算編成

についてお伺いいたします。新年度予算策定作業

が１０月３１日付市長訓令及び総務部長名の事務

連絡を受けて開始されております。加藤市政２期

目が本年４月にスタートしてから、実質的には初

の予算編成であり、今後の市政運営の方向性を示

す上でも重要な位置づけになるものと認識をして

いるところであります。

そこで、１点目、今回の予算編成に当たって加

藤市政２期目の方針を予算の中でどのようにあら

わし、具現化していくのか、市長の基本姿勢につ

いてお伺いいたします。

２点目、新年度予算の要求が１１月２７日に締

め切られましたが、概算要求から想定される主要

事業と予算規模についてお示しをいただきたいと

思います。

３点目、さきの臨時国会においてまち・ひと・

しごと創生法など地方創生関連２法が可決成立を

いたしました。地方の人口減少対策、地方の活性

化とこれから示されるであろう具体的な政策の中

身に期待をするところでありますが、このような

国の動向を今後どのように捉え、予算や事業に生

かしていくのか、考え方をお伺いいたします。

次に、大項目２点目、農業振興施策についてお

伺いいたします。本年も全ての収穫作業が終了し、

１年間の営農の成果が問われる時期を迎えました。

ここ数年不安定な天候が続いていた中、ことしこ

そはまず天候が安定し、全ての作物において努力

が報われる年であってほしいと願っておりました

が、８月の２度にわたる大雨の被害もあり、こと

しも農家の方々にとっては大変苦労の多い年であ

ったというふうに思います。そこで、本年の地域

農業を総括して、主要作物の状況、農業施策の進

捗状況等を踏まえた中で、次年度または今後に向

けての課題について御見解をお伺いいたします。

あわせて、新年度予算の中においての重点農業

施策についてもお示しを願いたいと思います。

大項目３点目、名寄市の教育行政について３点

にわたってお伺いいたします。１点目、今年度の

全国学力・学習状況調査の結果についてお伺いい

たします。先般今年度の全国学力・学習状況調査

の結果が公表されましたが、名寄市では小学生で

２科目、中学生で４科目において初めて全国平均

正答率を上回る結果となりました。このことは、

教育改善プロジェクト委員会を中心とした全市的

な取り組みの成果があらわれてきているというこ

とであり、大変喜ばしいことだというふうに思う

ところでありますが、今回の結果に一喜一憂する

ことなく、今後もより一層の基礎学力の向上と学

習習慣の定着に向けたさらなる取り組みを期待す

るところであります。そこで、改めて今回の結果

を踏まえての今後の課題と取り組みについてお伺

いしたいと思います。
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２点目、道徳教育の推進についてお伺いいたし

ます。先般中央教育審議会は、現行では教科外活

動扱いである小中学校の道徳の時間を特別の教科

に格上げし、検定教科書を導入するよう文科省に

答申をいたしました。今後学習指導要領の改訂な

どを経て、平成３０年度から実施するという方針

が示されております。そこで、今回の道徳の教科

化を受けての教育委員会としての考え方について

お伺いをいたしたいと思います。

３点目、情報モラル教育についてお伺いいたし

ます。近年インターネットの普及とともに、パソ

コンや携帯電話、スマートフォン、携帯型ゲーム

機など通信可能な端末の多様化が進み、便利なコ

ミュニケーションツールとして浸透する一方で、

子供たちが犯罪やトラブルに巻き込まれる事例が

後を絶ちません。特に子供たち同士のネット上で

の誹謗中傷、おどしなどのいわゆるネットいじめ

か深刻化しており、そのことが原因による痛まし

い事件も数多く報告されております。大変憂慮す

べき事態であり、このようなことが絶対に起こら

ないよう現代のインターネット社会がもたらすさ

まざまな危険性から子供たちを守っていかなけれ

ばなりません。そこで、当市におけるネットいじ

めの状況をどのように把握しているのか、あわせ

て児童生徒に対しての情報モラル教育はどのよう

な取り組みがされているのかお伺いいたします。

最後に、ピヤシリスキー場の今シーズンの集客

対策についてお伺いいたします。本格的なスキー

シーズンを迎え、雪質日本一、名寄市の貴重な財

産であるピヤシリスキー場も先日１３日、予定ど

おりオープンをしたところであります。そこで、

今シーズンの入り込み客数確保に向けてどのよう

な営業活動や対策を講じてきたのか、また営業期

間中どのような企画等が予定されているのか、今

期の取り組みについてお伺いいたしまして、壇上

からの質問とさせていただきます。よろしくお願

いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） おはようございます。

ただいま山田議員からは、大項目で４点にわたり

まして御質問いただきました。大項目の１につき

ましては私のほうから、大項目の２につきまして

は経済部長から、大項目の３につきましては教育

部長から、大項目の４につきましては営業戦略室

長からそれぞれ答弁となりますので、よろしくお

願いいたします。

それでは、大項目１、平成２７年度予算編成に

ついて、小項目１、予算編成に当たっての市長の

基本姿勢について申し上げます。平成２６年１０

月３１日付市長訓令と同日付の総務部長事務連絡

におきまして、平成２７年度予算編成におきます

基本的な姿勢を示したところでございます。市長

訓令の中におきましては、今後の名寄市における

必要となる基本姿勢をみずから創造する地方行財

政の取り組みが重要として打ち出しております。

また、名寄市の財政自体は自立的な財政運営とは

言えない状況と認識をし、これらを踏まえて５つ

の基本的な予算編成に対する考え方を示してござ

います。この中では、新名寄市総合計画後期計画

の具体化を取り組むことを基本として、特に長期

的な目標を持った事業を組み立てるとともに、成

果を明確にすることと持続的かつ効果的な行財政

運営を目指すことを打ち出しております。これら

については、総務部長事務連絡におきましても中

長期的な施策展開を視野に入れ、成果の検証を踏

まえながら真に必要な事業を厳選することとし、

持続可能な財政運営となりますよう十分検討する

ことを要求しているところであります。

次に、小項目の２、想定される主要事業と予算

規模について申し上げます。平成２７年度予算の

各部からの要求につきましては、平成２６年１１

月２７日に予算要求を締め切りとし、その後第１

次の計数整理を経まして１２月１日から財政課長

査定を実施しているところであります。第１次の

段階では、道路改良事業や北斗・新北斗公営住宅

建設事業、名寄南小学校校舎屋内運動場等改築事
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業など継続中のハード整備事業のほか老朽施設の

改修や新規のソフト事業、また開設されます（仮

称）市民ホールの運営関連経費など多岐にわたる

予算が要求されてございます。今後これらの事業

を精査し、主要事業とかかる予算を決定していく

運びとなります。第１次の計数整理後の一般会計

では、歳入２２２億 ０００万円、歳出２３３億

０００万円となり、収支差額では１１億 ００

０万円となってございます。

御質問いただきました想定される予算規模につ

いてでありますが、今後予算査定の中で精査をし、

総額を固める作業となるほか、国の地方財政計画、

また補正予算などの状況を考慮する必要がありま

すので、現段階で明確に申し上げることはできま

せんけれども、予算総額で当初予算ベースで２３

０億円程度と想定しているところであります。

次に、小項目の３、地方創生など国の動向に対

する考え方について申し上げます。国が進めよう

としております地方創生に関しまして、本年１１

月２１日に関連する２つの法案が成立をいたしま

した。地方創生の理念を定めたまち・ひと・しご

と創生法と活性化に取り組む地方を国が一体的に

支援することなどを定めました地域再生法の一部

を改正する法律でございます。今後これらの法律

に基づき内閣府が中心となりまして地方創生に対

する国の取り組みがより詳細に出てくるものと思

われますが、現時点では理念や基本的な考え方が

示されている段階にとどまってございます。地方

創生におきましては、人と仕事がそれぞれを支え

合う好循環のもと、国は地方への新たな人の流れ

とまちを活性化させる取り組みを地方主体で取り

進めることを求めております。必要な人的、財政

的支援を行うことが打ち出されております。また、

その取り組みにおきましては、データの分析によ

る効果検証などを通じまして、一過性のものでは

なく、将来にわたり効果が持続する取り組みが求

められております。このためそれぞれの地方公共

団体における戦略性が問われることが想定される

ため、さらに詳細な情報収集に努めてまいりたい

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。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 大項目２、農業振興

施策について、小項目の１点目の本年の地域農業

を総括してを申し上げます。

本年度は、春先からの好天により農作物は順調

に生育しておりましたが、８月の２度の大雨災害

による冠水被害と９月からの降雨による収穫作業

のおくれなどにより、特に畑作物の収穫が懸念さ

れておりました。道北なよろ農協の１１月末日で

の農産物取り扱い見込みでは、米を含む主要農産

物では小麦の減少もありましたが、米の増加によ

り４７億９００万円で計画対比１１ ９％、畜産

費では１６億 ３００万円、計画対比１０ ６％、

青果物ではアスパラ、スイートコーンの増加によ

り２６億 ９００万円で計画対比１０ ２％とな

っており、全体では８９億 ２００万円で計画対

比１１ ８％となっております。８月中旬の大雨

の被害によりカボチャは計画対比９３％で影響が

大きいものとなりましたが、白菜、メロンなどで

は収量に影響を受けたものの、販売価格で助けら

れた品目もあり、作付品目で差のある年となりま

した。

以上、出荷状況の報告にさせていただきます。

次に、小項目２、新年度予算編成に当たっての

重点農業施策について申し上げます。主な事業に

ついて申し上げます。国の主要施策においては、

市が策定する人・農地プランが重要になっており、

さらなるプランの充実を図るために農業推進アド

バイザーを引き続き配置して、農業者、地域の課

題等に対応してまいります。

担い手対策では、地域おこし協力隊、農業支援

員事業により平成２７年度においても引き続き２

名を公募してまいりたいと考えております。また、

現在活動しております農業支援員の就農に向けて

地域を初め関係機関、団体と検討を行ってまいり
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ます。

耕作放棄地対策では、平成２６年度に現地調査

を行っておりますので、その状況を踏まえて今後

の有効な保全方法について検討してまいります。

名寄産のモチ米のブランド化等を目的とし、昨

年国の補助金の採択を受けましたもっともち米プ

ロジェクトについては、３年目に入ることから、

さらなる市民に対する啓蒙活動や消費拡大に向け

て取り組んでまいります。

有害鳥獣対策では、国の緊急補助金も継続され

ており、生産者の皆さんの生産意欲をそがないた

め、猟友会の皆さんの御理解、御協力いただき、

駆除活動を進めてまいります。

薬用作物の推進については、平成２７年度が本

格的な出荷となることから、生産体制の効率化を

含めて生産者、関係機関、団体と連携して取り組

んでまいります。

中山間地域直接支払制度も第４期目の初年度と

なることから、集落組織に内容を十分検討いただ

き、有効活用に努めてまいります。

現在国の食料・農業・農村政策審議会において

食料・農業・農村基本計画の見直し作業が行われ

ており、今後５年間の推進施策が平成２７年３月

をめどに答申がされ、閣議決定に向けて作業が進

められております。名寄市においてもこれらの状

況を踏まえて地域の特色と財産を生かした持続可

能な農業を目指して検討していく必要があること

から、新名寄市農業・農村振興計画の次期対策に

向けて検討委員会を設置して生産者の意見集約や

調査を行ってまいりたいと考えております。

以上、主な施策について説明させていただきま

したが、名寄市の基幹産業は農業であり、農業の

活性化が重要と考えております。農家戸数も減少

の傾向になっており、できる取り組みは敏速に対

応するとともに、農業者の御意見をいただきなが

ら関係機関、団体とも十分連携し、取り組んでま

いりますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３

の名寄市の教育行政についてお答えをいたします。

小項目１の今年度の全国学力・学習状況調査の

結果についてですが、平成２６年度の全国学力・

学習状況調査は本年４月２２日に実施され、当市

では小学校６年生２３０人と中学校３年生１８８

人が調査を受けております。教科に関する調査は、

国語と算数、数学で行われ、各教科は基礎、基本

の定着状況を見るＡ問題と活用力を見るＢ問題で

構成されております。また、児童生徒の学習や生

活の状況等に関する質問紙調査も行われておりま

す。

調査の結果につきましては、児童生徒が身につ

けるべき学力の一部分であることなどに留意して

分析を進め、当市の児童生徒の学力や学習状況、

生活状況の傾向をまとめ、市のホームページに掲

載をしているところであります。学力の面では、

各教科で基礎的、基本的な知識や技能の定着が図

られている状況が見られ、全国の平均正答率の比

較では小学校では国語Ａと算数Ａが全国を上回り、

国語Ｂと算数Ｂは全国とほぼ同じでした。また、

中学校は国語Ａ、国語Ｂ、数学Ａ、数学Ｂの４科

目全てが全国を上回りました。しかし、各課目の

Ｂ問題の回答状況から見られる根拠を明らかにし

て考える、物事を関連づけて考える、そして考え

たことを条件に応じてまとめ、あらわすといった

力はいまだ十分ではなく、引き続き指導の充実を

図る必要があります。また、学習や生活の状況で

は、児童生徒に共通した傾向として、家で学校の

授業の予習をしているという回答の割合が低いこ

とやふだん１日当たり２時間以上テレビゲームを

するという回答の割合が高いことなどから、家庭

での学習習慣の確立を図ることも継続的な課題で

あります。

このような成果と課題を踏まえ、教育委員会で

は授業改善と望ましい生活のリズムの定着を車の

両輪と位置づけ、名寄市教育改善プロジェクト委
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員会を中心として市内の小中学校が一体となった

総合的な学力向上の取り組みをさらに推進してま

いります。取り組みの重点の１点目は、日常の授

業を効率的に進め、児童生徒のみずから学ぶ態度

を養うため、全ての小中学校で一貫した学習規律

の確立を図ることであります。２点目は、思考力、

判断力、表現力等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

で必要な言語環境を整え、発表や討議、ノート記

述、レポート作成などの言語活動の充実を図るこ

とであります。３点目は、望ましい生活のリズム

の定着を図り、学習習慣を確立するために早寝早

起き朝御飯運動とメディアに触れる時間のルール

づくりなどを進めるとともに授業の内容と関連づ

けた宿題を与えて予習、授業、復習のサイクルの

確立を図ることであります。４点目は、学習内容

を確実に身につけさせるために個別指導やグルー

プ別指導、繰り返し指導、学習内容の習熟の程度

に応じた指導など指導方法や指導体制を工夫改善

し、個に応じた指導の充実を図ることであります。

教育委員会としましては、各学校がこの４つの重

点的な取り組みを家庭や地域の皆様の御理解と御

協力をいただきながら着実に実施し、さらに児童

生徒の学力向上を図るようお願いしてまいります。

次に、小項目２の道徳教育の推進についてお答

えいたします。道徳教育を通じて育成される道徳

性は、豊かな心だけではなく、確かな学力や健や

かな体の基盤ともなり、児童生徒の生きる力を育

むものであります。その意味で道徳教育は、本来

学校教育の中核として位置づけられるべきもので

ありますが、学校の教育目標に即して充実した指

導を重ね、成果を上げている取り組みがある一方

で、例えば道徳教育のかなめである道徳の時間に

おいてその特質を生かした授業が行われていない

場合があることなど、多くの課題が指摘されてお

ります。また、児童生徒がいじめの問題などに主

体的に対処することのできる実効性ある力を育成

していく上で、道徳教育も大きな役割を果たすこ

とが強く求められております。このような認識の

もと、文部科学省では教育再生実行会議における

平成２５年度２月の第１次提言を踏まえ、道徳教

育の充実に関する懇談会を設置し、道徳の特性を

踏まえた新たな枠組みになる教科化のあり方など

道徳教育の改善、充実方策について幅広く検討を

行い、本年２月に中央教育審議会に諮問いたしま

した。中央教育審議会では、専門的な検討を重ね、

本年１０月に道徳に係る教育課程の改善等につい

ての答申を行っております。

答申では、道徳教育の充実を図るためには道徳

の時間を教育課程上（仮称）特別の教育道徳とし

て新たに位置づけ、その目標、内容、教材や評価、

指導体制のあり方などを見直すとともに、（仮

称）特別の教科道徳をかなめとして道徳教育の趣

旨を踏まえた効果的な指導を学校の教育活動全体

を通じてより確実に展開することができるよう教

育課程を改善することが必要であると示しており

ます。改善方策の中では、中心となる教材として

検定教科書を導入するとともに、各地域に根差し

た郷土資料など多様な教材をあわせて活用するこ

とが重要であるとしております。学習内容につい

ては、現行の学習指導要領が示す、１つ目は自分

自身に関すること、２つ目は他の人とのかかわり

に関すること、３つ目は自然や崇高なものとのか

かわりに関すること、４つ目は集団や社会とのか

かわりに関することの４つの視点の意義を明確に

するとともに、情報モラルや生命倫理といった現

代的課題の扱いを充実することとしております。

また、道徳性は極めて多様な児童生徒の人格全体

にかかわるものであることから、数値による評価

は導入すべきではないとし、進学時の引き継ぎ書

類の指導要録に成長の様子などを文章で記述する

ための専用の記録欄を設けることや行動面にあら

われたものを評価するための行動の記録を改善し、

活用することとしております。そのほか家庭や地

域との連携の強化や教員の指導力向上、幼稚園や

高等学校での道徳授業の改善の必要性も提言され
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ております。この答申を受け、今後文部科学省は

学習指導要領を改訂し、早ければ平成３０年度か

ら検定教科書を使った道徳の授業を実施すること

としております。教育委員会としましては、この

答申の改善方策の趣旨、内容を十分に踏まえ、今

後も本市の小中学校における道徳教育の一層の充

実を図っていくことが重要であると考えておりま

す。

次に、小項目３の情報モラルについてお答えし

ます。今日情報化の進展によりインターネット上

での誹謗中傷やいじめが深刻な問題となっており

ます。そのため道教委では、民間会社に業務委託

し、パソコンや携帯電話などのサイトにおける児

童生徒にかかわる不適切な書き込み等を監視する

ネットトラブル未然防止のためのネットパトロー

ル等業務を行っております。その結果、全道の小

中学校における不適切な書き込みは平成２４年度

で ４８３件、平成２５年度で ２０７件発見さ

れております。これらの不適切な書き込みは、携

帯電話やスマートフォンなどを使用したウエブサ

イトの中で行われ、児童生徒のさまざまな個人情

報が公開されてしまう問題があります。本市にお

いても本年度は子供たちによる不適切な書き込み

が４件発見され、いずれも早期に指導を行ったこ

とにより解決が図られております。このように全

道的に小中学校による不適切な書き込みがふえて

いる状況や本市においても子供たちが不適切な書

き込みを行う事案が見られることから、全ての児

童生徒に発達段階に応じた情報モラルを身につけ

させるよう指導の徹底を図る必要があります。情

報モラルは、情報社会で適正な活動を行うための

もとになる考え方と態度であり、学校の教育活動

全体を通して指導するとともに、家庭や地域と連

携して育てることが重要であります。これまでも

本市の各学校においては、各教科や道徳、総合的

な学習の時間、特別活動等において情報モラルを

取り扱った指導を行っております。例えば小学校

では、学級活動の時間において子供たちかネット

トラブル等の危険について考え、話し合う活動を

行っております。また、中学校では技術・家庭科

の技術分野において著作権の問題や発信者として

の責任を知り、情報モラルについて考える指導を

行っております。このほか保護者や地域住民の方

々にもネットトラブルの怖さやインターネットの

活用のルール等について理解を深めてもらうため、

名寄警察署や名寄市消費生活センター、民間企業

等と連携を図り、情報モラルに係る講習会を開催

しております。教育委員会といたしましても前に

述べましたように、児童生徒にかかわるネットト

ラブルは予断を許さない状況にあるため、各学校

における情報モラル教育の取り組みを一層推進し

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。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項

目４、ピヤシリスキー場の運営について、小項目

１、今シーズンの集客対策についてお答えいたし

ます。

今シーズンのスキー場のオープンについては、

シーズン当初の雪不足により危ぶまれたところで

ありますが、今月初旬からの降雪もありまして予

定どおりオープンしたところであります。この本

格的なスキーシーズンを迎え、雪質日本一をうた

う本市の一番の魅力を市内外の皆様に存分に楽し

んでいただくため、スキー連盟、観光協会、教育

委員会など関係機関や団体と連携のもと、名寄振

興公社においてもさまざまな取り組みをすること

としております。まず、子供たちにスキー場に足

を運んでもらい、スキー人口の裾野を広げること

を目的に、例年同様幼児のリフト無料化及びスキ

ーこどもの日を６回開催いたします。昨シーズン

においてスキーこどもの日を実施した土日は、レ

ストランの売り上げも伸びており、相乗効果が期

待できるものと考えております。また、上級者及

び中級者の誘客を図るため、３回目となるスキー

テクニカルコンテストを開催するほか、昨年好評
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でありました公社職員であるスキーデモンストレ

ーターを活用したスキーレッスンも引き続き開催

いたします。新たな取り組みといたしましては、

よりお得で使いやすいようにリフト４時間券６枚

つづりの販売を開始したほか、昨シーズンの利用

者からの声を受け、スキー教室などで子供を送り

迎えしている親御さんをターゲットに祝日を除く

毎週水曜日にリフト１日券 ６５０円を ５００

円で販売する新レディースデーを実施いたします。

売り上げに大きく寄与するリフトシーズン券の販

売に当たっては、例年市役所で行っていたものを

今シーズンからはよろーなで公社職員が直接販売

対応することといたしました。土日の販売が可能

となるほか、市の観光案内所で販売することでス

キー場のＰＲにもつながるとともに、利用者から

の要望、意見等を公社職員が直接聞くことで今ま

で以上に適切、敏速な対応が期待されます。

さらに、昨シーズンリニューアルいたしました

ホームページや昨シーズン開設したフェイスブッ

クによりスキー場情報をより詳細に発信していく

ほか、観光協会とも連携し、スキー場や周辺地域

の特性を生かしたスキー、スノーボード愛好者及

び北海道のパウダースノーに憧れる外国人向けの

体験観光プロクラムを企画して、旅行会社等にＰ

Ｒすることとしております。また、札幌市のスポ

ーツ店の協賛によりますスキー教室も企画されて

おりまして、新たな需要の掘り起こしに努めてま

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。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をいた

だきましてありがとうございます。それでは、順

次再質問をさせていただきたいと思います。

まず、新年度の予算編成についてということで

お答えをいただきました。１０月３１日付の市長

訓令の中で、お答えにもありましたけれども、成

果を、アウトカムを明確にすることという加藤市

長からの指示があったと。これは昨年と違ったと

ころで、明らかに明確に成果を求めているという

ことがこの中から読み取れるわけなのですけれど

も、ある意味成果、アウトカムというのは行政の

活動の結果としてやはり市民の皆さんが受ける効

果を強く求めているというふうに考えるところな

のですけれども、これは加藤市長の２期目に対す

る考え方、方針というのがあらわれているのでは

ないかなというふうに思うところなのですが、こ

こは改めて加藤市長のほうからこのことに関する

意図、方針等を具体的にお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ４月から２期目をスター

トさせていただいたということで、これまでそれ

ぞれ御指導いただきました、あるいは支えていた

だいた市民の皆さん、あるいは市職員や議会の皆

さんに感謝を申し上げたいと思います。

その中で２７年度の予算が今査定、既にいろん

な議論がされているところであります。当然４年

間でさまざまなことに着手をさせていただいたも

の、また道半ばなものや環境の変化によりまして

これからまたさらに取り組んでいかなければなら

ないものもあるというふうに認識をしております

けれども、いずれにしてもこれらのことも踏まえ

てしっかりと短期的あるいは中長期的な落としど

ころを求めていくというのはこれ当然のことであ

りまして、そうしたことをできる限り具体的にビ

ジョンを定めていくことで市民の皆さんによりわ

かりやすい説明もさせていただきながら、さまざ

まな事業を執行していきたいというふうな考え方

ということでありまして、ぜひ御理解をいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） ２期目ということで、

１期目の４年間に関しては市長よくおっしゃいま

すけれども、さまざまな種をまいてきたと。この

２期目でそのまいた種を開花させていく。ある意

味市民の皆さんもそこを強く求めて、また加藤市
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政に期待している部分もあるのかなというふうに

思います。市民の皆さんが直接受ける効果として

の成果を常に求めて、また２期目、施策の展開等

を図っていただければというふうに思っておりま

す｡よろしくお願いいたします。

また、地方創生等に関してのお答えもいただき

ました。まだ今後具体的なもの等国のほうから示

されてくるのだというふうに思います。的確に情

報を収集して、やはり本当にいろんな報道の中で

地方の消滅の危機と人口減、少子高齢化というこ

とが問題となっていますので、そういう意味では

チャンスと捉えて的確な対応をお願いしておきた

いというふうに思っております。

それで次に、農業振興施策についてということ

であります。各作物の状況、またＪＡの数字の状

況等も御説明をいただきました。数字の上では、

ＪＡの事業計画１００％超えているという状況で、

非常に水稲等収量、品質ともによかったという部

分がありますので、数字に関してはそういう部分

あらわれているのかなというふうに思いますが、

実際８月の２度の大雨災害等でやはり数字にあら

われてこない影響というのも、特に畑作、野菜の

分野で現実問題としてあるというのは御認識をし

ておいていただきたいと思います。その部分でも

農協等、ＪＡのほうからもしかしたら支援の依頼

等これからあるのかないのかという部分はわかり

ませんけれども、適切な対応をお願いしたいと思

っているところでありますけれども、今わかる範

囲で何かＪＡのほうからそういった状況はありま

すでしょうか。お答えをいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今山田議員から御質

問いただいたとおり、１００％を超える状況とい

うことなのですけれども、先日ＪＡ含めて関係機

関の皆さんとちょっと情報交換をさせていただき

まして、その中でも１つにやっぱり野菜、畑作の

部分ではことしは作物と、物によって極端に違う

ということで、もう史上最高というか、個人では

そういう方もいれば、本当に災害の影響を受けて

という状況も極端なのだという御意見はいただい

ております。既にＪＡからも今回の災害について

の支援策について御要望もいただいておりまして、

今の資金の償還猶予ですとか、新たな資金対応に

ついて御要望もいただいてございますので、その

状況を見て対応をさせていただきたいというふう

に思ってございます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） いずれにしても、適切

な対応、また農家の皆さんにとって次年度以降の

再生産に影響がない形での適切な支援を改めてお

願いをしておきたいと思います。

８月そういう状況、大雨の被害を受けた中なの

ですけれども、農業被害、河川、排水等の被害も

非常に多くあったところでありますけれども、こ

れは経済部の管轄というよりも建設水道部にもか

かわってくる部分かと思いますけれども、排水、

河川等、今冬で雪に埋もれていますけれども、や

はり春になればまた農作業始まってくる中で、ま

たきちっと復旧していなければ生産活動に入って

いけないという状況もある中で、それぞれ市内各

所たくさん被害受けた中で対応等優先順位をつけ

てやっている中だと思いますけれども、そのあた

りの河川、排水等の復旧状況について現段階でど

のようになっているのか、改めてお答えをいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ８月の大雨災害での

復旧状況ということで、経済部所管の分と建設水

道部所管の分を私のほうから一括で報告させてい

ただきたいというふうに思っております。

農林業の施設災害につきましては、８月５日、

２４日の大雨により被災した農業施設については、

排水路の土砂上げ対応の施設３カ所、のり面の崩

壊等の排水路４カ所、増水による農道決壊が１カ

所の計８カ所の復旧でございます。このうち７カ
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所につきましては、復旧作業を終えております。

また、残り１カ所におきましても渇水期での復旧

作業を進め、年度内に全て完了する予定としてお

ります。林業施設災害につきましては、被災した

林道が８路線、１４カ所の復旧箇所となっていま

す。このうちピヤシリ越線につきましては、林道

手前の市道の復旧作業とあわせて復旧に向け対応

しております。残りの７路線につきましては、復

旧作業を終えてございます。飲雑用水施設につき

ましては、市道崩壊による配水管の仮設復旧工事

及び移設工事と拓進川上流の取水施設並びに導水

管の復旧工事につきましても復旧作業は完了して

おります。公共土木施設災害につきましては、８

月５日の大雨により被災した河川が９カ所、道路

２カ所、橋梁が１カ所と８月２４日に被災した河

川４カ所の計１６カ所の復旧でございます。この

うち１５カ所につきましては、国土交通省の査定

を終え、これから交付申請等の事務手続を行いま

す。また、残る１カ所につきましては、本日査定

を受けている箇所もありますので、年度内に着手、

工事完成となる現場、繰り越し工事になる現場等

もありますが、順次復旧作業を進めていく予定と

しております。土木施設の単独災害につきまして

は、８月５日の大雨により被災した河川が２６カ

所、道路３０カ所と８月２４日に被災した河川が

１７カ所、道路が２３カ所で、計９６カ所の復旧

箇所となっております。このうち７８カ所につい

ては、復旧工事済みとなっております。残りの１

８カ所につきましては、渇水期での復旧となるこ

とから、１月から復旧作業を進め、年度内に全て

完成する予定としております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） 大方ある程度年度内に

はほとんどの部分復旧がされるという状況なのか

なというふうに思います。そういった部分で、な

かなか手がかからないので、どうなっているのだ

というようなお話も頂戴している部分もあります

ので、そのあたりきちんとそういった問い合わせ

等ありましたら適切な説明をしていただきながら、

復旧のほうに当たっていただければというふうに

思います。よろしくお願いします。

それぞれ新年度等の施策等についてもお答えを

いただきました。さまざまな取り組み、また継続

されるもの等ある中で、特に継続して力を入れて

いただきたいという部分ではやはり担い手の対策

ということになるのかなというふうに思います。

私６月の議会一般質問の中で、大変失礼ながら今

の経済部、ちょっと暗いのではないかというよう

なお話なんかもさせていただいたのですけれども、

そういうことを私が言ったからということではな

いのでしょうけれども、それから行政のほう、若

い職員さんと若い担い手の方との交流が物すごく

いい形で、さまざまなイベントの場面でかかわり

が交流も含めて深まってきているというところを

私も見たり、そしていろんな人に聞いたり、これ

は今までと本当に変わっているなと。周りの農家

の方もこういう状況今までなかったものですから、

非常にこれはいい形で、若い職員さん本当に頑張

っているなというふうに思います。ここは、また

本当に今後の担い手の方の効果的な施策につなが

っていくのかなというふうに思っています。ここ

は、前回６月議会お答えもいただいた久保副市長

のほうからそのあたり、また今後どういう形でそ

ういうものを深めていくのか、お答えをいただけ

ればと思います。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） ６月の議会で山田議員

から御指摘を受けた以降、経済部長とも相談した

り、あるいは農務課の職員とも話し合いもさせて

いただいて、とりわけ若い職員中心にということ

でＪＡの青年部だとか、それらの方々の御協力も

いただいて、交流会数多く開催をさせていただい

ているということであります。また、ＪＡの組合

長とも相談をさせていただいて、ＪＡの職員もそ

の中に加わってもらおうということで、これは今
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後の担い手育成という部分でいくとそれぞれＪＡ

に対しても要望があるだろうし、市に対しても要

望があるだろうということで、そこを共通認識、

共通理解を深めていくということで、今後とも続

けていくようにしむけていきたいというふうに思

っているところであります。

さらに、担い手対策については、山田議員御指

摘のとおり名寄市の農業政策の中では重要な位置

づけをしておりますので、今後とも担い手育成セ

ンター等々通じてしっかりと対応してまいりたい

と思いますので、御理解をいただきたいと思いま

す。

以上であります。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） そのように本当に若い

行政の職員さん、またＪＡの職員さん、そして若

い担い手の皆さんとの交流深まる中で、そういっ

た施策の先行きというのも見えてくるのかなとい

うふうに思います｡今後とも引き続き、特に若い職

員の皆さんには頑張っていただきたいなというふ

うに思っております。よろしくお願いいたします。

次に、教育行政に移ってまいりたいと思います。

学力テストの結果が出たということで、名寄市の

場合、全国平均を上回るという結果が出たのは非

常によかったなというふうに思います。その反面、

課題もあるということで、お答えの中でもありま

したけれども、やはり家で予習をするという子の

割合と、また２時間以上の学習をするという割合

が低いという課題もあるということでのお答えで

ありました。中身拝見させていただきますと、１

日当たりふだんどのぐらいの時間テレビゲーム、

これは通常のコンピューターのゲーム、また携帯

式のゲーム、携帯電話やスマートフォンを使った

ゲームを含むということでありますから、やはり

ゲームだけではなくて携帯電話での、今子供たち

もラインなんかもやっていますけれども、そうい

ったものにとられる時間が非常に多いということ

なのだというふうに思います。これは全国的な傾

向なのだと思いますけれども、傾向としてやはり

こういった時間が長ければ長いほど学力の結果、

学力テストの調査結果によくない傾向が出ている

ということが言われているわけであります。そう

いう意味では、家庭学習の習慣ですとか、特にま

た夜遅くまでという部分でいけば規則正しい生活

習慣に非常に影響を及ぼす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、今は中学生で

も半数近く、約４割ぐらいの子供たちが携帯もし

くはスマートフォンを持っていたり、高校生にな

るともう９割ぐらい、ほとんどです。大人よりも

多いぐらいなのかなという、所有率が非常に高く

なってきているということなのだと思います。そ

ういう意味では、これは学力ということだけでは

なくて、やはり携帯電話、スマートフォンの使い

方というのは情報モラルにも関連してくるという

ところなのだと思います。やはり正しい使い方、

家庭でも決まり事をつくって使用させるというよ

うなことが大事なのかなというふうに思います。

ネット等のトラブルも情報モラル教育について

のお答えでもありましたけれども、４件ほど不適

切なものがあったということで、やはり携帯電話、

スマートフォン使ったそういったものは非常に把

握しづらいと思うのです。これは、学校、先生方

もそうですし、家庭でもなかなか発見しづらい、

把握しづらいという状況があります。そういった

意味では、やはり家庭、特に保護者の皆さんとの

連携、そして保護者の皆さんにもそういった危険

性をもっと認識していただく。かえって今子供た

ちのほうがそういった部分のことに関しては詳し

くて、親のほうがわからないという状況もありま

すので、講習会等も実施しているというお答えも

ありましたけれども、やはりこれは情報モラル教

育、保護者に対しても家庭との連携を進める上で

も一層取り進めていただきたいというふうに強く

求めておきますけれども、そのことに関して改め

て今後の対応、対策についてお答えをいただきた

いと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま山田議員か

らありましたように、学力向上、道徳教育、情報

モラル、全てにおいて家庭や地域との連携、一緒

になって取り組むということは大変重要だという

ふうに考えております。例えば道徳教育では、児

童生徒に基本的な生活習慣を身につけるために学

校と家庭が連携して日常の生活の中で繰り返し指

導することが大切だというふうに考えております。

また、児童生徒の内面に根差した道徳性を育てる

ためには、地域社会の中でボランティア活動や自

然体験活動など実践的な取り組みも大切だという

ふうに考えていますし、情報モラル教育において

も児童生徒に情報モラルを確実に育むためには家

庭と一体となって携帯電話等のフィルタリングの

取り組みや使用上のルールづくりなども大変重要

だというふうに考えていますし、家庭、保護者に

対しても今ありましたように危険性も含めて周知、

喚起していくという面では、学校からの情報も流

しておりますし、名寄市消費生活センターとも連

携しながら、講演会開催など行いながら、実践的

に取り組まれているところの状況を確認したり、

危険性を再認識していただくような取り組みも進

めているところであります。このように児童生徒

が人間としてよりよく生きるためにも、道徳性の

育成についても学校の全体教育活動を通じて指導

するとともに、日常生活の中で児童生徒がみずか

ら実践できるような家庭や地域社会との連携を図

って指導していくことも今後大変重要だと考えて

いますので、より強めていきたいというふうに考

えていますので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） やはり学校、家庭、地

域の連携の強化、改めて強くしていただいて、そ

れぞれ進めていただきたいというふうに思います。

道徳教育にかかわってちょっと１点確認をさせ

ていただきたいと思いますけれども、道徳の教科

化ということで検定教科書が導入されるというこ

とですけれども、今それぞれ副読本という形でそ

れぞれ市内の小中学校では、これきょう娘の借り

てきたのですけれども、「私たちの道徳」という

副読本がありますけれども、なぜきょう持ってき

たかというと、娘の部屋にずっとあるのです。要

は使われていないということだと思うのです。こ

れやはり中身を私見てみたのですけれども、非常

に内容的にすばらしいものだなというふうに感じ

まして、また先ほどの情報モラル教育、そういっ

た内容もきちんと盛り込まれていますし、特に小

学生の内容もそれぞれ拝見させていただきました

けれども、中学生もそうですけれども、これ家庭

に、学校で使うだけではなくて家庭の保護者とも

いろいろ話し合いながら親が記入するというよう

な部分もあったり、内容的に家庭でも保護者も一

緒になって使える教材だなというふうに思います。

この使用状況についてどのように把握されている

のか、今後これはどのように指導されていくのか

お伺いをしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今「私たちの道徳」に

ついての御質問をいただいたところでございます

けれども、「私たちの道徳」につきましては子供

たちが道徳的な価値についてみずから考え、実際

に行動できるようになるということ、これを狙い

として作成された教材でございます。また、今議

員から御指摘にありましたように、自分なりに考

えて書き込んだり、家庭で話し合ったりすること

ができる、いわゆる学校と家庭とをつなぐ道徳の

教材として大変効果的であると私も考えていると

ころでございます。取り組み、活用の状況につい

てでございますけれども、現在市内の学校では全

ての学校で用いております。ただ、中には活用が

十分でない学校もありますので、課題もあるわけ

でございますけれども、マスコミ等で問題になり

ましたけれども、学校に置きっ放しで家庭になか

なか持ち帰らないというような、そういう反省も

ありまして、今名寄市の各学校では家に持ち帰り
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なさいと。使うときにまた学校のほうに持ってき

なさいというような指導を進めているところでご

ざいます。今後教育委員会といたしましても各学

校における道徳の時間の指導を充実させたり、ま

た家庭や地域との連携による道徳教育、これを一

層推進させるためにも「私たちの道徳」、これが

積極的に活用されるよう、さらに各学校に働きか

けてまいりたいと思いますので、御理解いただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） そういった形で、これ

だけを使えということではなくて、中身に応じて

やはり効果的にこういった副読本を活用すべきだ

なと思いますし、報道等でもありましたけれども、

次年度から名寄のほうでは名寄岩を用いた教材を

使って道徳教育を推進していくと。やはり地域の

特色を生かした、地域に根差した道徳教育という

のも非常に大事なことだなと思います。教科化に

なるということで、これは今度検定の教科書が導

入されるということでありますけれども、これも

同じでありまして、検定の教科書だけを使ってい

ればいいということではなくて、そういった地域

独自の教材を使って地域独自の道徳教育、今後も

推進をしていただければというふうにお願いした

いと思います。

ちょうど時間になりました。スキー場はわかり

ました。今後も集客対策等、今シーズンよろしく

お願いしたいと思います。

以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で山田典幸議員の

質問を終わります。

新年度予算編成から外２件を、大石健二議員。

〇９番（大石健二議員） 新緑風会の大石健二で

す。議長より御指名を賜りましたので、これより

通告に従い３件について質問を行います。

最初に、平成２７年度予算編成についてお尋ね

をいたします。国の新年度予算は、明年１０月に

見込んでいた消費税増税がＧＤＰ等の景気状況の

判断により１８カ月延期されたことによる影響に

加え、解散総選挙となった衆議院選直後のため、

編成動向が非常に不透明な状況となっています。

こうした状況のもと、名寄市の平成２７年度の予

算編成作業が始まっていますが、この編成予算の

概要、現在の進捗状況及び主要な施策等の見通し

についてそれぞれ御答弁をお願いをいたします。

次に、名寄市の行財政運営から、地域活性化と

公共工事等についてお聞きをいたします。今定例

会の開会初日に新名寄市総合計画後期実施計画の

第３期ローリング調整後の概要についての報告が

行われました。当計画も最終年度の２８年度まで

２カ年度を残すところとなりましたが、大型事業

としては風連中央小学校改築工事を初め、市立大

学の改修、設置工事等が見込まれている中で、新

聞報道等では今なお発注した公共工事に応札業者

がいない入札不調や予定価格を応札価格が超過す

る不落札のニュースが報じられています。名寄市

における公共建設、土木事業の発注に際して、景

気好循環実現のための経済対策と受注先の技能労

働者への適切な賃金水準の確保、入札及び契約の

適正化の推進、実勢を踏まえた適正な予定価格の

設定など、これらについての取り組みと考え方に

ついて御答弁をお願いをいたします。

引き続き指定管理者制度についてお聞きをいた

します。今定例会において指定期間が満了した１

３公共施設の指定管理者が新たに指定されました｡

新たに指定された指定管理者の受託期間は、いず

れも３年から５年となっています。この受託期間

は、そのまま管理業務に従事する従業員の雇用期

間とも重なり、雇用形態もアルバイト、臨時、嘱

託と極めて不安定なものとなっているほか、合理

化が進められている事業経営のもとでは人件費も

抑制傾向にあると指摘されています。指定管理者

制度の妥当性とその功罪については議論を呼ぶと

ころではありますが、名寄市の指定管理者制度及

び指定先従業員の雇用条件や賃金、給与等の待遇

改善に対する施策と取り組みについてそれぞれ御
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答弁をお願いをいたします。

次に、市民の声から、今冬の除排雪体制につい

てお聞きをいたします。折あしく本日未明からあ

す１８日にかけて北海道上空に発達した低気圧が

入り込み、気象庁では今度は数年に１度の猛吹雪

になるというおそれがあると厳重な警戒を呼びか

けています。こうした中で１２月２日から３日に

かけて同じく発達した冬型の低気圧による真冬並

みの気圧配置となり、市内大橋で積雪差日合計７

３センチを観測、１２月としては観測史上１位の

積雪を記録いたしました。前日まで積雪ゼロだっ

た市内は、いきなりの大雪で早朝から除雪作業に

追われた市民の皆さんの通学、通勤の足に大きな

影響を及ぼしました。除排雪事業を担当する原課

では、市民アンケートや対策会議などに加え、昨

年５月から発行している「なよろの除雪」も今月

で２０号を数えるなど、今冬の除排雪対策に向け

た取り組みが鋭意行われておりますが、近年の想

定外、予想外、想像を超える異常気象と降雪に備

えた今冬の除排雪、防災対策について御答弁をお

願いをいたします。

最後に、名寄市の空き家対策についてお聞きを

いたします。この秋の臨時国会に提出されていた

空家等対策の推進に関する特別措置法が１１月１

９日の参院本会議において全会一致で可決成立い

たしました。この特別措置法は、市町村の権限強

化が柱となっており、そのまま放置すれば倒壊の

おそれのある空き家や衛生上著しく有害となるお

それのある空き家など、特定空き家等と位置づけ、

市町村においてそれらの所有者に対して撤去や修

繕を命令できるとされています。特措法は、来年

５月末までに完全施行を目指すとしており、名寄

市における今後の空き家対策の具体的な取り組み

について御答弁をお願いをいたします。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま大石議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問いただきまし

た。大項目１及び大項目２のうち小項目の２につ

きましては私のほうから、大項目２のうち小項目

の１及び大項目３のうち小項目の１につきまして

は建設水道部長から、大項目３のうち小項目の２

につきましては市民部長からそれぞれ答弁させて

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、新年度予算編成について

ということであります。まず、平成２７年度予算

の現在の進捗状況とその中での主要施策について

申し上げます。平成２７年度予算の各部からの要

求につきましては、平成２６年１１月２７日に予

算要求を締め切り、その後第１次の整理、財源調

整などを経まして、１２月１日から財政課長査定

を実施しているところであります。第１次予算要

求後の段階では、道路改良事業や北斗・新北斗公

営住宅建設事業、名寄南小学校校舎屋内運動場等

改築事業など継続中の普通建設事業のほか、老朽

施設、インフラの修理や設備の更新事業に加えて

新規のソフト事業、また新たに開設されます（仮

称）市民ホールの運営関連経費など各分野にわた

り予算要求されてございます。今後これらの事業

を精査し、平成２７年度における主要事業やその

財源などを含めて予算案を作成する運びとなって

ございます。第１次の計数整理後の一般会計では、

歳入２２２億 ０００万円、歳出２３３億 ００

０万円となり、収支差額は１１億 ０００万円と

なってございます。

御質問いただきました予算規模についてであり

ますが、今後予算査定の中で事業と額を精査しま

して総額を固める作業となるほか、国の地方財政

計画、また補正予算などの状況を考慮する必要が

ありますので、明確には申し上げられませんが、

現段階での予算総額は当初予算ベースで２３０億

円程度と見込んでございます。

次に、懸念される課題と基本方針等について申

し上げます。平成２６年１０月３１日付の市長訓

令と同日付の総務部長事務連絡におきまして、平

成２７年度予算編成における基本的な姿勢を示し
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たところであります。市長訓令の中では、今後の

名寄市において必要となる基本姿勢をみずから創

造する地方行財政への取り組みが重要として打ち

出しております。これは、国が進めようとしてい

ます地方創生に基づき、名寄市においても自主的

な取り組みが今後の行財政運営に欠かせないこと

を示したものであり、あわせて名寄市の財政状況

について自立的な財政運営とは言えない状況とし、

大きく地方交付税など依存財源による財政運営で

あることを示しました。また、自立的な事業の構

築を視野に入れなから、新名寄市総合計画後期計

画の具現化に取り組むことを基本とし、地方創生

の考え方では持続的な取り組みか求められていま

すことから、長期的な視野を持ち、成果を明確に

することも求めているところであります。

重点施策につきましては、今後国の地方財政に

対する考え方がより明確になってくるものと思わ

れますが、さきに述べました継続中の建設事業の

ほか、地方創生への取り組みに対しまして国が支

援する方向性を既に打ち出していると認識してお

りますので、より自主的かつ長期的に効果がある

事業の構築等が重要施策では求められるものと考

えております。

続いて、大項目の２、名寄市の行財政運営から、

小項目の２、指定管理者制度について申し上げま

す。指定管理者制度につきましては、多様化する

市民ニーズに効果的、効率的に対応するため、民

間事業者等が有するノウハウを活用し、市民サー

ビスの向上と経費の削減等を図ることを目的とし

て平成１５年９月に設けられた制度でありまして、

本市では平成１８年度に導入し、平成２６年４月

現在で３４の公の施設で指定管理者による管理運

営を行っている状況にあります。御質問をいただ

きました本市の指定管理者制度及び受託者の従業

員の身分保障と雇用確保、人件費等に対する施策

と取り組みについてでありますが、当該制度が導

入をされ、１０年ほどが経過する中で、研究機関

等におきましてさまざまな検証が行われておりま

す。指定期間が従業員の雇用に大きくかかわって

いるとの指摘もあるところです。

さて、本市における指定期間についてでありま

すが、現在は病院や福祉施設が１０年間、その他

の施設は原則５年間としておりますが、平成１８

年度の制度導入初期から指定管理に移行しました

施設につきましては、管理運営で専門的知識が必

要な施設は５年間、公園施設が４年間、貸し館的

な施設が３年間としておりまして、現在も同様の

指定期間となっております。研究機関等におきま

す当該制度の検証結果を見ますと、指定期間が３

年程度では選定された指定管理者が正規職員の雇

用や専門的技術、ノウハウを有する職員の雇用は

経営的にリスクが大きく、また施設の魅力向上の

ために必要な簡易な設備投資にもなかなか踏み込

めないという御指摘もあり、最低でも５年の指定

期間が必要とされております。実際に道内の近隣

市におきましても当初の指定期間原則２年の設定

を５年に延長したケースがあり、総務省の調査で

も同様の傾向が見られることから、本市におきま

しても指定期間が５年に満たない施設の指定期間

について検討が必要であると認識をしているとこ

ろであります。

なお、指定期間につきましては、それぞれの施

設設置条例で規定をしてございますので、変更に

当たりましては改めて議会に御相談をさせていた

だきたいと考えてございます。

次に、人件費等に対する取り組みについてであ

りますが、指定管理者の候補者を選定するために

設置しております名寄市公の施設に係る指定管理

者候補者選定委員会の審議におきまして、担当課

や応募業者からヒアリング調査を行い、担当課及

び応募事業者の積算内容について精査をしており

ます。また、応募業者には説明会やヒアリングの

際に最低賃金の遵守や労働関係法令の遵守につい

て指導しているところでありますので、御理解を

お願いしたいというふうに思います。

以上、私からの答弁といたします。
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〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目の２、名寄市の行財政運営から、小項目１、地

域活性化と公共事業等について、現状と改善すべ

き今後の課題についてお答えいたします。

名寄市におけるインフラ整備については、市民

の皆さんから要望の多い未舗装道路整備や老朽化

した公営住宅の整備に加え、道路排水や河川の整

備、除排雪への要望も多く寄せられています。ま

た、現在施工中の（仮称）市民ホール、南小学校

の建てかえ等の大型事業の進捗についても実施を

図っており、現在の名寄市の財政状況から地域か

らの行政要望に十分対応した予算確保については

厳しい状況にならざるを得ないと思っています。

今後も安全、安心のまちづくり実現に向けて事業

を進めてまいりますが、大型事業を実施している

ことや将来の小学校建てかえや大学整備、橋梁の

長寿命化計画の実施や老朽化した道路の再整備や

補修計画、公園の長寿命化計画についてももくろ

んでいることもあり、次期のインフラ整備計画に

ついて早急な進捗を図るための整備計画を策定す

ることは難しい状況になっております。今後にお

きましても名寄市の公共工事については、国の施

策による補助金や地域課題を勘案しながら事業展

開を行うことで地域経済に寄与することとなるよ

うに努めてまいりたいと考えております。

また、御質問にありました経済対策としての技

能労働者への賃金水準の確保、入札及び契約の適

正化の推進につきましては、昨年度策定をいたし

ました名寄市公契約に関する指針の中で、建設工

事受注業者に「公共工事の適正な履行に向けて」

とし、労務者への適正な賃金を支払うよう通達を

行っていることや建設業法の改定に伴い、条件に

もよりますが、現場代理人、主任技術者の常駐義

務緩和等について実施しております。また、実勢

を踏まえた適正な予定価格の設定につきましては、

名寄市の発注する事業の多くが国からの補助金、

交付金等を活用していることから、国や道が定め

ております最新単価を使用した設計積算としてい

ます。労務単価につきましては、農林水産省及び

国土交通省で公共工事に従事する労働者の都道府

県別賃金を職種ごとに調査し、その調査結果に基

づいて公共工事の積算に用いる公共工事設計労務

単価を決定しています。また、資材単価につきま

しても毎月発刊されております建設物価調査会及

び経済調査会が発行する物価資料に掲載されてい

る資材単価や生コンクリートや砂利などの取引実

勢価格を国、北海道が定期的に調査を行い決定を

している上川地方建設資材単価を使用しています。

いずれも国、北海道、市町村が公共事業を発注す

る際の工事予定価格を積算するために定期的に更

新がされています。名寄市の発注する公共事業に

おきましてもこれらの労務単価や資材単価を使用

して工事の目的物をつくるために最も妥当性があ

ると考えられる標準的な施工方法を想定し、適正

な工事予定価格を設定していると判断しておりま

すので、御理解をお願いいたします。

次に、大項目の３、市民の声から、小項目１、

今冬の除排雪事業について、昨冬の事業取り組み

等を踏まえた今冬対策についてお答えいたします。

１２月３日の降雪量は７３センチで、積雪深は７

０センチメートルとなり、昨年同時期の積雪深４

３センチメートルと比較して２３センチメートル

多くなっています。ことしの除雪体制では、名寄

地区は午前１時から２時、風連地区は午前２時か

ら３時の段階でおおむね１０センチメートル前後

の降雪または吹き込みの状況を確認するとともに、

朝までに積雪が見込まれると判断した場合に除雪

出動としています。排雪においては、重要幹線道

路、幹線道路、生活道路に区分しており、重要幹

線道路、幹線道路については今月１１日から既に

１回目の排雪作業を進めているところであります。

生活道路につきましては、幅員の状況によります

が、年明け１月から開始し、シーズン１回の実施

ではありますが、効果的な実施時期となりますよ

う計画してまいります。
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昨年度から進めている積み上げ除雪は、内部協

議で検証とことしのアンケート調査結果を分析し、

積み上げ除雪が効果あり、普通であるとの回答が

４５％で、効果がないが２２％となり、わからな

いが３３％でありました。担当部署における検討

の結果、積み上げにより道路幅員を確保できた路

線もありましたが、隣接する家屋との間隔が狭い

ため、雪を積み上げられない路線や積み上げるこ

とにより壁ができてしまうなどの課題も明らかに

なりました。このことから、排雪作業時には高い

雪山の上部を除去することで積み上げる雪のスペ

ースを確保するなどの対処作業を取り入れて、さ

らなる除排雪の質の向上を目指し、今年度も継続

して積み上げ除雪を実施したいと考えております。

幹線道路の排雪回数をふやした取り組みは、６０

％以上がよかった、普通との回答があり、今年度

も同様に進めてまいりたいと考えております。交

差点排雪につきましては、市民アンケートの結果、

除排雪の改善項目で交差点の見通し改善要望が多

かったことから、交差点排雪を従来にも増して重

点的に進める計画であり、安全な道路環境の確保

に努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。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

３、市民の声からの小項目２、名寄市の空き家対

策などについて答弁をさせていただきます。

空き家対策に係る条例制定につきましては、以

前の議会において制定作業に向けた取り組みにつ

いて示してきたところであります。また、空き家

問題が各地域で深刻化していることから、国が空

き家対策にかかわる新たな対策法案を国会に提出

する動きがありましたので、この動向についても

注視をしてきたところであります。このたびさき

の臨時国会において空き家問題への対策を盛り込

んだ空家等対策の推進に関する特別措置法が議員

立法により成立したところであります。同法につ

いて関係機関からの情報によりますと、国土交通

省、総務省の両省に対して空き家対策を総合的に

行うための基本方針をつくるよう義務づけ、市町

村についてはその基本指針に沿った空き家対策計

画を策定していくことが示されております。国は、

基本指針のほか危険な空き家の判断基準を盛り込

んだ市町村向けガイドラインの作成に着手すると

しており、市町村が空き家対策を進めやすくする

ことが検討されております。基本指針は公布から

３カ月以内に提示、ガイドラインは公布から６カ

月以内に提示することとされております。したが

いまして、今後については当該特別措置法が公布

され、ガイドラインが示されますので、国の指針

に沿って空き家対策を進めてまいりたいと存じま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。ありがとうございます。それでは、

いただいた答弁をもとに再質問を行ってまいりた

いと思いますが、あらかじめ順不同となることを

御承知おきください。

最初に、除排雪についてお聞きをしてまいりま

す。先ほども申し上げましたけれども、たまたま

きょうは気象庁のほうで数年に１度の猛吹雪にな

るおそれがあるという警戒が出されています。昨

年８月に気象庁は新たに特別警報、警報、注意報

と、こう段階を設けて周知を呼びかけるようにし

ているのですけれども、拝見した特別警報、警報、

注意報の中で数年に１度の猛吹雪になるおそれが

あるという定義の警報というのは残念ながら私見

出せませんでした。この気象庁が今回出している

本道は数年に１度の猛吹雪になるおそれがあると

いうのは、特別警報、警報、注意報の中でどうい

ったランクに位置づけされるのか、もしわかれば

教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） どの区分になるかと

いうことでありますけれども、実は今災害が非常
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に頻繁に起きてきているのがありまして、気象庁

を初め、これは国の機関、開発や何かもそうです

けれども、道路を管理している国だとかそうです

けれども、国でいうと国民です。私たち市民です

けれども、市民の皆様にできるだけわかりやすい

表現を使うということになってきているのです。

昔はもう決まった言葉で言っていますけれども、

今は非常にわかりやすい言葉を使うということで、

それで今回については数年に１度という表現を使

っているということであります。議員が言われま

したどれに当たるかについては、これは別に気象

情報として出ておりますので、それはそちらのほ

うをごらんいただくという形になるかと思います

ので、今回も注意報であったり、警報であったり

ということで、今変わっておりますので、ただ報

道のほうは一貫して言っているのは皆様に外出を

できるだけ控えていただきたいということを基本

に、数年に１度という非常に程度が厳しいという

のですか、激しいのだというところが伝わるよう

な表現で報道しているのだということでぜひ御理

解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 大石議員の注意報、

警報については、従前から多分変わっていないと

思います。それ以上の非常に危険な状況の災害想

定をされるということでありますので、ランク的

には多分上だと思います。その片一方で、平成６

年２月２２日に起きた台風並みの暴風雪のときを

想定して、それ以来のいわゆる低気圧というか、

９４８でしたでしょうか、それぐらいのレベルの

非常に厳しい状況だということでありまして、先

ほど総務部長が言いましたように、できるだけ広

範囲な形で外出抑制をしていただいて、災害に遭

うことのないようにということでの情報を提供し

たのだというふうに思っておりまして、明確な規

定の関係については今こちらのほうで警報よりも

高いレベルのことについては認識をしております

けれども、その中身についてはしっかり調べさせ

ていただいてから、また議会にも御説明させてい

ただきたいと思います。内容は、こういう状況の

中で外出をいかに抑制していただきながら、自分

自身の安全を守ってもらうために行政が一番なす

べきことについてはより詳細な情報を何回も繰り

返してやると。その片一方では、ＮＨＫを初め報

道機関がきのうから相当頻繁にやっておりまして、

地元の名寄市におきましてもＡｉｒてっしさんを

使ったり、さまざまな伝達方法を使って、町内会

であるとか農協の農村ファクスを使うことも含め

て周知活動をやっておりますので、ぜひこの点に

ついては御理解いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 佐々木副市長の丁寧な

御答弁で十分理解できたところなのですけれども、

ただ本会議場は外の景色が全然見えないものです

から、登庁する折にもかなり激しく吹雪まじりの

天候となっていたなという気がするのですけれど

も、今お聞きをした今度は数年に１度の猛吹雪に

なるおそれがあるというのは、多分警報の中には

全然なくて、特別警報の中に似たような文言があ

りました。暴風雪特別警報というのがあるのです

けれども、こちらは数年ではなくて数十年という

ことになっているのです。この辺の違いというの

は、今佐々木副市長のほうでおっしゃったように、

警報よりも高いランクにある位置づけになるので

はないかというふうに考えているというお話でし

たから、私も全くそのとおりだなというふうに考

えているので、あえて確認の意味でお聞きをいた

しました。

ところで、こうした警戒がいきなり特別警報に

変わるという、瞬時にして風雲急を告げるという

か、天候が。そうした際の防災対策というのは、

あるいは本部の立ち上げから、あるいは立ち往生

している車両だとか、いろんなケースが考えられ

るだろうというふうに考えます。もう既に道東の

ほうでは６０センチ、出てくるときにニュースで

見ている限りでは６６センチの積雪があるみたい
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になっておりましたけれども、暴風雪に変わった

ときの、例えば今、議会が開かれておりますけれ

ども、緊急に対応しなければいけない対策本部の

設置だとか、そういう急を要するときの体制につ

いて、わかる範囲の中でお教えいただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員、通告から少

しずれてきているような感じで、除雪対策等につ

いての通告はあるのですけれども、防災対策につ

いてはありませんので、今のところは認めますけ

れども。今の部分だけ答弁いただきたいと思いま

す。

佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 昨日から旭川気象台

のほうから防災担当のほうに連絡が入っておりま

して、国道の閉鎖も想定した対策を講じるべきと

いうことも含めて、きのうから私と総務部長と防

災担当でもう既に内部協議を始めておりました。

きのうの段階では警報でしたので、けさ８時何ぼ

だと思うのですけれども、大雪警報に変わりまし

たので、市長に御相談をしまして、９時から災害

対策本部に準じる準備会議というのを開催をいた

しまして、それで状況等を確認させてもらったの

ですけれども、今出ている気象台の情報によりま

すときょうの３時ごろが警報の解除すべきかどう

かの判断するような状況になっているということ

でありました。それを受けまして、今後について

は、あす以降につきましては上川の名寄につきま

しては少しおさまりぎみになるのではないかと。

それで、地形的な問題も多分あるのでしょうけれ

ども、網走、釧路、根室、帯広の方面については

テレビ、新聞報道等で明らかになっているように、

かなり厳しい状況が続くということと過去の状況

も踏まえてそれぞれの市町村では避難所をつくる

であるとか、相当周知関係が進んでいたのではな

いかなと思いますけれども、当名寄市におきまし

ても全然安心という形では考えておりませんので、

災害対策本部に準じる組織を立ち上げまして、早

速部長職についてはきょう議会に出ていますけれ

ども、課長職レベルに指示をしまして、必要な情

報収集であるとか、現場の見守りであるとか、こ

ういう体制につきましては既に９時半から準備を

始めて動いておりますので、この辺については御

理解賜りたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 通告外の質問で大変申

しわけございませんでした。たまたまこういった

状況だったものですから、緊急的に質問させてい

ただいたことを深くおわびを申し上げたいと思い

ます。

さて、本来の除雪対策のほうに戻りたいと思う

のですけれども、御答弁にはなかったのですけれ

ども、ことしの３月の定例会の中で一般質問でお

聞きをしたのですが、大通の路線バスのバス停周

辺の除排雪というのをお尋ねをした経緯がござい

ます。非常に積み上げられていて、バス停からバ

スの発着を確認するために乗客である市民の皆さ

んが身を乗り出すという経緯があったという。そ

れを見ていた市民の方から、とても危ないのだと

いうお声をいただきました。これについて路線バ

スのバス停周辺の除排雪対策については、今冬は

どのような対策をお考えなのかお聞かせいただき

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 路線バスにかか

わるバス停の周辺ということでお話がございまし

た。基本的に路線バスということですので、その

バス停についてはバス会社のほうでやるのが基本

かなというふうに考えてございます。ただ、今言

われたように道路は大通は市道でありますから、

その意味では市民の皆さんが安全、安心を確保さ

れるようにバス停以外の部分については十分見通

しがきくような対策も含めて、対応は状況を見な

がらですけれども、やらさせていただきたいとい

うふうに思っています。

以上です。
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〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 状況を見ながらという

ことですから、くれぐれも乗客である市民の皆さ

んが交通災禍に巻き込まれないような見通しのい

い除排雪作業をぜひともお願いをしたいと思いま

す。

除雪の効率化についてちょっとお聞きをしたい

のですが、市内にも道道と市道が交差する、ある

いは接続する箇所が何カ所かあるかと思うのです

けれども、この道路の管轄にかかわらず作業を分

担する交換除雪というのがあるのだそうですけれ

ども、この道道あるいは市道が交錯する、非常に

効率的に道道は道しかやらない、市道は市しかや

らないというのではなしに、近接する、接続する

道路については除雪に当たっている道路管理者が

除雪を試みるというような交換除雪について試行

していくというようなニュースに接したのですが、

名寄市についてはこの点についてはいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 北海道段階で道

道と市道の関係でそれぞれ除雪を担当している路

線を交換をしてやりましょうと。効率的に除雪を

しましょうということで、道道と市道にかかわっ

て同じような延長の中でやっていきましょうとい

うことで、効率性を上げるという趣旨だというふ

うに思いますが、例えば今先ほどお話にありまし

た市役所の前の大通については、日進橋のほうか

らずっと走ってきますと道道があって、市役所、

南１丁目から駅前までが市道で、駅前から風連の

ほう、大通ずっと延長行きますと、２種類あるの

ですけれども、道道があります。つまり大通を一

直線で効率よく除雪をしようとすると、道が道道

を真っすぐすれば少しは効率が上がるのではない

かということで、道内的にできる自治体からとい

うことで、ことし始めているようであります。名

寄市としてもこのことについては道のほうからお

話がございまして、検討させていただきましたけ

れども、どうしても交換でやるということですの

で、道がやった部分についてどこか名寄市が道の

道道の部分で同じ延長をやることによって、逆に

市のほうが少し効率が悪くなるといったような状

況もあったり、さらに名寄市でいいますと道道に

関して除雪業者がちょっと違うというようなこと

も実はあろうかというふうに思います。美深土現

の管轄、士別の管轄、それぞれ除排雪の業者が違

うだとか、そういったところも道の段階でもう少

し整理をいただかないと、先ほど言いました駅前

の大通の関係でいえば必ずしも効率は上がらない

のではないかなというふうに思っています。いず

れにしても、もう少し、ことしは名寄市は取り組

むことできませんけれども、来年以降そういった

路線が出てくれば検討させていただきたいという

ふうに考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） ありがとうございまし

た。

続いて、空き家対策についてお聞きをしてまい

りたいと思います。答弁の中に今後の具体的な計

画は国から示されたガイドラインにより空き家対

策を策定、ちょっと聞き取れない部分もあったの

ですが、データベース作成が当面の必要な作業と。

これは、名寄市における空き家対策なのだなとい

うふうに理解をしたのですけれども、例えば特措

法を受けて名寄市における空き家の適正管理に関

する関連条例案の整備だとか、こういった点につ

いてはいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 今後の具体的な空き

家対策の計画についてという御質問だと思います

けれども、現状では政令あるいは省令が出るのを

待っているという現状でありまして、詳細が実は

わからないという現状なのです。それで、これか

ら今後国からガイドラインが示されるということ

になりまして、それを受けて空き家対策計画を策

定していくという流れになるということで想定を
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しておりますけれども、そのためには空き家に係

るデータベースの作成、これが当面必要な作業だ

というふうに考えておりまして、現在昨年実施し

ております空き家のアンケートを初め各種情報な

どをもとに長い間居住されていない住宅を対象に

調査を進めまして、基礎資料を収集しているとこ

ろであります。今後もさらに空き家対策を推進し

ていきたいと考えておりますし、現状では地域の

安全、安心を守るという立場で、管理不全空き家

につきましてはこれから雪も積もる季節になりま

すので、放置をせずに所有者等に連絡をとるなど

しっかりと対応しなければならないと考えており

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） ガイドラインに沿って

データベースを整備するというお話ですけれども、

具体的にデータベースの整備というのはどういっ

た整備ということになりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 実は、専用のソフト

がございまして、その中に現状の写真、それです

とか、例えば持ち主が誰だとか、そういういろん

な情報を集積するソフトがございまして、それを

使ってデータベースを構築していきたいと、こん

なふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） そのデータベースを作

成するための現員勢力は十分なのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 現状では、なかなか

厳しいのかなというふうには考えております。と

いうのは、専任の職員がいない状況でありまして、

専任でいろんな調査をする、データベースを構築

するということになるとちょっと人の力が足りな

いのかなという部分は感じております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） というお話でございま

したけれども、長年にわたって名寄市の空き家対

策についてお聞きをしてまいりました関係上、今

三島部長のほうから非常に人的な不足があると。

データベース整備にはどうしても人的な投入も必

要だというお話ですし、ここは１つタスクフォー

スで時限的に臨時的に人を投入するというような

お考えはございませんでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） この間データベース

の構築についてパソコンシステムを使ってという

ことの最終段階だというふうに思っていまして、

前、それから前々部長の段階からも町内会と連携

をした形で空き家情報の関係についてはいただい

ておったという記憶をしておりまして、そういう

情報の積み上げを老朽度の関係、例えば今回の特

措法の関係で実際に市町村計画を立てて強制的に

撤去の命令を出して従わない場合については代執

行でやると。こういう場合におきましては、審議

会にかけてどの程度の老朽度になっているかとい

うことについても判定していただくことについて

データベースが必要だなと、こういう認識をして

おります。現有勢力で足りるか足りないかにつき

ましては、行革の中で８部長会議ということもや

って、いろいろ人的配置の関係については検討し

ておりますので、その辺については担当部長のほ

うから若干戦略的には足らないなというお話があ

りましたので、今議員おっしゃるように速やかに

特措法に基づいて空き家対策の実を上げられるよ

うな計画づくりと。計画をつくった後は、審議会

に状況を理解していただいて、改善すべきという

御判断いただくためのデータベースも必要だと考

えておりますので、この辺についてはしっかり体

制の整備も含めて検討してまいりたいというふう

に考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） それでは、続いて公共

工事についてお聞きをしてまいります。

本年３月の第１回定例会でも私公共工事に関す
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る質問を行っております。そのときにまず最初に

お聞きしたのが２５年度の入札不調と不落札につ

いて確認をさせていただいたのですけれども、２

６年度もこれまでに入札不調にかかわる件数があ

れば、窓口質問で大変恐縮なのですけれども、お

教えいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ２６年度ということ

でありますけれども、２６年度については幸いに

順調に進んでいるという認識をしてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

それでは、前回第１回定例会でお聞きしていた

質問の焼き直しになるかもしれませんけれども、

お許しをいただきたいと思います。あのときに答

弁をいただいた約款の２５条というのがありまし

た。これスライド条項というのがありました。そ

のとき１項から８項までありますけれども、その

うち６項の中でお聞きをしたことがあるのですけ

れども、予期することのできない特別の事情によ

り工期内に日本国内において急激なインフレーシ

ョンまたはデフレーションを生じ、請負代金額が

著しく不適当となったときと。これは、契約金額

の変更が請求できるという措置なのですけれども、

これについては少なくても３月の第１回定例会の

中では採用した経緯がないというお話でしたが、

今後状況を見ながら、推移を見ながら適用あるい

は対応していきたいという前総務部長の答弁がご

ざいましたが、これについては２５条第６項のイ

ンフレスライドというのでしょうか、あるいはデ

フレスライドについても言及している項目なので

すけれども、これについて業者のほうから何か問

い合わせ等があったかどうか、ちょっと確認をさ

せていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今契約の約款につい

ての２５条の取り扱いということで御質問いただ

きました。議員が言われますように、２５条の第

６項ではインフレスライドということであります

し、さらには１項から４項までは全体スライドと

いうことで、１２カ月以上、長期にわたる工事に

係る資材ですとか労賃値上げに対して対応する部

分もありますし、さらには５項の中では単品スラ

イドということで、資材を中心に高騰したときに

対応するものもあります。これらあわせて２５条

の中で対応するということでありまして、契約の

約款の中にある事項でありますので、これについ

ては前の部長のほうからも答弁があったように、

必要に応じて対応するということになっています。

特に東日本大震災以降については、労賃あるいは

資材の高騰が進んでいるという部分もありますの

で、昔のとはちょっと違ってこういった適用につ

いても十分検討していかなければいけない時代に

入っているのかなというふうに認識してございま

す。

御質問にありました今現在これに対して業者さ

んからあるかということでありますけれども、基

本的にこの条項の適用については発注者と請負業

者の協議をするということが前提となっておりま

すので、協議に応じて進めるというふうになって

おりますけれども、現段階については業者さんの

ほうから御相談等がありますけれども、正式な形

での協議という形ではまだ入っていないというこ

とでありますので、改めて業者さんから正式な協

議等があれば、それについては双方で協議を進め

ていかなければいけないと、そういう認識でござ

いますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

あと、ちょっともう一回確認でお聞きしたいの

ですが、御答弁の中で名寄市の公契約にかかわる

指針、あるいは「公共工事の適正な履行に向け

て」というそれぞれの文書を引用されて、答弁の

中にたしか労務者への適正な賃金の支払いを行う

よう通達しているというお答えがありました。適

正な賃金を支払えという指導というのは、今私の
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ほうでお聞きをした２５条第６項のインフレスラ

イドというのは上昇分という意味ですけれども、

そのスライドした部分も業者の方に支払えという、

見越して通達をしているという理解でよろしいで

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 工事等については、

請負契約でありますので、合理的な範囲の中につ

いては請負業者がある意味ではリスクを負ってい

かなければいけないということだと思いますし、

そこを超える分については議員がおっしゃる２５

条の中で協議をして、その合理的な理由を超える

範囲については双方でどの程度のスライドをする

必要があるかということで協議をしなければいけ

ないのであります。ただ、ここで非常に難しいと

ころというのですか、課題となるのは、１つは適

用、スライドの時期をどう考えるのかというのが

１つあると思いますし、もう一つについては先ほ

どの答弁でもありましたけれども、私どもは交付

金等を活用して事業を実施しているわけでありま

すので、国等の規制に当然適合した形での単価を

考えなければいけないということもありますし、

さらには議会初め皆様にも御理解いただける範囲

の単価でなければいけないという部分があります

ので、この辺を実際の適用に当たってはどのよう

に適用していくかという、そういった課題もあり

ますので、これらについては既に国ですとか道が

実施している部分もありますし、近隣の中でも実

施しているというような話を伺っておりますので、

そういったところも参考とさせていただきながら、

適正な措置をとっていきたいと考えておりますの

で、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 適正な措置というのは

よくわかりませんけれども、今総務部長のほうで

お話がございましたけれども、国では国交省の大

臣官房官庁営繕部長だとか、あるいは国交省土地

・建設産業局長の通達文書の中で、２月１日を基

準日としというふうに書いてあるのですけれども、

２月１日を調べてみると土曜日だったというのが

あるので、多分基準日は２月３日の月曜日になっ

てくるのかなというふうに思います。それをこの

基準日をもとに公共建設工事の円滑な施策確保に

かかわる当面の取り組みについて遵守されるよう

というような通達文書が出ていますので、ぜひと

も業者さんのほうからリスクをかぶることのない

よう、こうしていくとまた入札不調という思わぬ

事件も発生するやに懸念をいたしますので、必ず

や適正な措置という言葉を信じて約款の２５条１

から８項までありますけれども、スライド条項を

適用していただけるようお願いを申し上げたいと

思います。

次に、それでは新年度予算というところでお話

をお聞きしてまいりたいと思います。るる御答弁

がありました。また、前任者の議員からの答弁も

ございましたので、予算編成については十分理解

はしたところではありますけれども、ただ１点だ

けちょっとお聞きしたいなと思うのは、当初予算

というのがあります。当初予算をやって、やがて

決算期を迎えるというのがあります。当初予算と

いうのは、大体毎年２月ぐらいに新聞発表して、

３月の第１回定例会で予算審議を行うというよう

な順路をたどっていくのですけれども、ちょっと

気になって調べた数字がありますので、御披露し

たいなと思います。まだ２６年度の予算は執行中

ですから、２５年度の当初予算と決算額を対比を

してみました。そうすると、２５年度の当初予算

というのは１８８億 ０８５万 ０００円でした。

端数はちょっと切り捨てさせていただきましたけ

れども、これは決算の歳入総額と対比をすると、

決算歳入総額は２１４億 ２３０万円。これを対

比すると増額補正率が１１ ６％、金額で２５億

１４５万円と。同じく決算の歳出総額と対比を

すると、決算総額は２０９億 ３８５万円、増額

補正率が１１３％、金額で２１億 ３００万円と。

この当初予算と決算期を迎えるに至っては約１年
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間ぐらいかかる。毎定例会、臨時会のたびに補正

を組んでいくということになっているのでしょう

けれども、当初予算と決算額の大きな金額の乖離、

この乖離について当初予算と決算額の間にどうし

てこのような大きな乖離があるのだろうと。市民

の皆様のわかりやすいところで御説明をいただき

たいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 私のほうから答弁さ

せていただきます。

当初予算と決算額の関係についての乖離につい

ては、端的に言いますと国のほうの補正予算で、

ことしも多分出ると思うのですけれども、１月に

国のほうから補正予算が出ています。それを受け

て名寄市も２６年度の予算として補正を追加しま

す。でも、実際に使うときには２６年では使い切

れないので、そのお金は２７年度に繰り越して使

うことになります。予算は計上したけれども、繰

越金で流してしまいますので、翌年度の金額がふ

えますので、名寄市独自でふえたときについては

災害対応の部分であるとか、やむにやまれず公共

施設の改修関係で出たものはあると思うのですけ

れども、ほとんどの部分については補正予算の絡

みで、例えば２６年度の当初と２６年度の決算を

もし比べてもらうとすれば、２５年度に国の補正

予算があればそれを２６年度に繰り越して使いま

すので、当然その分については億単位でふえるこ

とになりますので、そこは決算の段階でなぜふえ

たのかについてはお知らせできるかと思いますの

で、そこはちょっとしかるべき時期にわかりやす

くしたいと思っています。

なお、先ほどの御質問の中で公共工事の労働者

の賃金の関係につきましては、払った金額が適正

な賃金ではなくて、３カ月に１遍、国の指針に基

づいて道単価が職種別に決まっておりますので、

それが前年とことしとどのようにスライドしたか

ということを判定して、今後業者さんのほうから

要請があれば協議をして進めていきたいと思って

おりますので、その辺についても御理解よろしく

お願いしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

１３時３０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０２分

再開 午後 １時３０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

自転車の安全対策について外３件を、高橋伸典

議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 議長の御指名を受け

ましたので、通告に従いまして、質問をしてまい

りたいというふうに思います。

まず、大きい項目１問目、自転車の安全対策に

ついてお尋ねをいたします。日ごろからの移動手

段として日常生活には欠かせない自転車、都会で

は２０１３年までの１０年間で発生した自転車同

士の事故件数は４割を超え、対歩行者では７割も

ふえているそうです。また、事故が起きた場合、

加害者は約 ０００万円に及ぶ賠償を請求される

事例が全国でも相次いでおりますが、現在自転車

保険への加入は義務づけられておりません。その

ため早急な対策の必要が高まっております。しか

し、名寄は自転車事故や交通事故は少なくて、な

いような状況でありますが、この２年連続自転車

による関連事故が発生し、死亡された方がおられ

ますので、本市の自転車の交通安全対策の取り組

み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。

子供は、えてして予測できない動きをすること

があるため、事故の発生が多いと言われておりま

す。名寄市交通安全運動推進委員会で出したパン

フでは、１３歳未満の子供が運転する自転車は歩

道があるときには歩道を通るように指導しておら

れます。しかし、警視庁の自転車安全利用五則で

は、１つ、自転車は車道が原則、歩道は例外、２
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つ、車道は左側を通行、３つ目、歩道は歩行者優

先で、車道寄りに徐行する、４つ目、安全ルール

を守る、５つ目、子供はヘルメットを着用すると

あります。小学校、中学校、高校も自転車安全利

用五則がわかっていない生徒もいるようですが、

学校での自転車安全利用教育の状況と取り組みに

ついてお知らせをいただきたいというふうに思い

ます。

車での事故の場合、損害賠償は納得ができます

が、近年自転車も本格的に車両扱いとなり、損害

賠償での問題が発生しております。自転車損害保

険への加入促進についての理事者の御見解をお願

いいたします。

数年前の小学校の事故があったとき、前回も質

問をしましたが、ＰＴＡの方からヘルメットをか

ぶっていれば亡くならなかったと言われておりま

す。被害者も加害者も大変な思いをされたと思い

ます。小学生のヘルメットの着用運動の理事者の

御見解をお願いをいたします。

大きい項目２つ目、除雪対策についてお尋ねを

いたします。本年１１月下旬、四十数センチの雪

が降りました。また、１２月２日、３日と約９０

センチ、６０センチの豪雪から毎日のように市民

は除雪作業で疲れ切っていると思われております。

本年も降雪量が１メートル近くにまで降っており

ますが、昨年から幹線の道路の排雪回数をふやし、

積み上げ除雪を行い、雪投げ場所をふやし対応し

てきましたが、積み上げることにより交差点では

フロントを道路から１メーター、また ５メータ

ーも頭を出さないと見えない、子供たちが雪山か

らいつ出てくるかわからない等々の市民からの声

が届いております。交通安全上大変に危惧する状

況であります。排雪回数をふやす、積み上げ除雪

に工夫を加えるなど対応が迫られていると思いま

すが、現状と今後の対応について理事者の御見解

をお願いをいたします。

名寄の枝道は、道幅が狭く、除雪の際片側にだ

け多くの雪が行く、交差点も同じ状況になり、片

側の交差点に雪が多く残る状況で見えにくいとい

う市民の声があります。除雪を逆方向に行い、雪

の量を調整できないものか、現状と今後の対応に

ついての御見解をお願いいたします。

３つ目、大きい項目、福祉灯油についてであり

ます。冬は、経済的に苦しい家庭が多く、灯油代、

またはオール電化の家ならば電気代がかさむ、さ

らに車の燃費も夏に比べて悪くなります。灯油代

というより冬季生活費支給に近いものがあり、資

金繰りが苦しい低所得者世帯、障害者世帯、障害

施設入居者、高齢者世帯、母子世帯を対象として

おりますが、本年円安の影響でガソリンや灯油が

高騰し、電気料も北海道電力の再値上げで来年３

月までの家庭向けの上げ幅が平均１ ４３％、来

年４月以降は１ ３３％に上る見通しであります。

北海道は灯油に限らず電気料にも充てることがで

きる道の補助が５０％の福祉灯油事業への交付金

を昨年 ４６０万円から本年１億 ６００万円と

倍にふやし対応され、名寄も先日定例会の初日で

福祉灯油の事業を採択をされました。そこで、本

市の福祉灯油の状況や今後福祉灯油や福祉ガソリ

ンへの道、国との連携をどう図っていくのか、理

事者の御見解をお尋ねをいたします。

大きい項目の４つ目、もっともち米プロジェク

トお尋ねをいたします。もっともち米プロジェク

トのチラシには、名寄市は日本一の作付面積を誇

り、モチ米の産地です。しかし、モチ米は市民の

身近にあり過ぎてその価値に気づいていたとは言

えないのが現状ですと。名寄市食のモデル地域実

行協議会を組織し、モチ米をまちの宝物に位置づ

けるもっともち米プロジェクトを始めました。市

民の方もまちを訪れた方もぜひ名寄の秘密をお楽

しみくださいというチラシがあります。取り組み

と状況についてお知らせをいただきたいというよ

うに思います。

また、もっともち米プロジェクトの市民の周知

と今後の運営、イベント等の考えについて理事者

の御見解をお願い申し上げ、壇上での質問を終わ
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らせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目１

の小項目１と３を、小項目２と４については教育

部長から、大項目２は建設水道部長から、大項目

３は健康福祉部長から、大項目４は経済部長から

それぞれ答弁をさせていただきます。

本市の交通安全対策の取り組みについてお答え

いたします。警視庁の統計による全国の自転車の

交通事故は、平成２５年度末で１２万件を超える

件数となっております。そのうち自転車対歩行者

事故については ２％で、１０年前に比べて約２

割弱の増加となっております。交通事故に関与し

た自転車運転者の５分の３以上に法令違反がある

とされ、運転者に対して体系的な交通安全教育等

の機会がないことが指摘されていたところです。

こうした状況から、国は自転車の交通事故防止に

向けた交通ルールの徹底が不可欠であるとして、

昨年１２月、道路交通法の一部を改正し、自転車

事故防止の対策が強化されたところです。この改

正では、自転車の制動装置にかかわる検査及び応

急措置命令等に関することや自転車を含む軽車両

の路側帯通行に関しての規定が整備されたところ

であります。本年９月中旬、市内において自転車

と歩行者が衝突する事故が発生し、高齢の女性の

方が犠牲となりました。本件の事故原因につきま

しては、日没後自転車が無灯火で走行し、前方へ

の注意を怠ったために歩行者の発見がおくれ、事

故に至ったものと伺っております。このように自

転車利用者の交通ルール、マナー違反が悲惨な事

故につながり、取り返しのつかない事態を招くこ

とから、自転車であっても道路交通法上車両とい

う位置づけがされており、安全意識の徹底が重要

であると考えます。

本市における自転車利用者に対する交通安全対

策については、交通ルール、マナーの教育指導を

各小中学校、高校において自転車講習を実施して

おります。また、大学や町内会、老人クラブ等に

おける交通安全教室など、各教育機関、警察署、

交通安全協会を初めとする関係団体等と連携して、

事故防止活動を実施してきておりますが、さらに

マナー向上に向けた取り組みが必要と考えます。

今後も自転車対策を重点課題の一つと位置づけ、

自転車安全利用五則を初めとする交通ルールの遵

守やマナー向上の普及啓発に努めてまいります。

次に、自転車傷害保険の加入促進についてお答

えいたします。近年は、自転車の対人事故で加害

者に対して数千万円もの高額の賠償を命ずる判決

が出されております。自転車は、身近な乗り物で

すが、１つ間違うと重大な事故を引き起こす凶器

にもなり、事故に備えた保険加入の必要性を認識

するところです。自転車事故に対応した保険につ

きましては、手軽なものでは昭和５４年に警察庁

の指導により制度が設けられたＴＳマーク附帯保

険があります。市内の自転車販売店で購入時ある

いは点検整備の際に安全な自転車であることを示

す青色ＴＳマークか赤色ＴＳマークのいずれかの

シールを自転車に添付していただき、公益財団法

人日本交通管理技術協会の傷害保険と賠償責任保

険の附帯保険に加入することができます。本年赤

色ＴＳマーク附帯保険の最高補償金額が増額され、

０００万円となり、１０月１日以降に点検整備

をしたものから適用とされたところです。本年市

内の中学、高校生の全生徒を対象に自転車のルー

ル、マナー遵守のパンフレットを配布しており、

その中でＴＳマーク附帯保険への加入促進につい

て触れられております。他の保険等では、自動車

保険、傷害保険などの特約としての個人賠償責任

保険があり、これらも含め保険金支払いの状況に

ついては年々増加傾向にあるとのことです。いず

れにしましても、自転車保険は自転車事故におけ

る被害者の救済を図る上で重要であることから、

交通安全週間や自転車講習会などさまざまな機会

を通じて、重大な事故における高額な賠償事例を

参考に自転車事故に伴う責任の重さなどについて

啓発に努めていきたく、今後も自転車保険の必要
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性を周知していきたいと存じます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、小項目２

の学校での自転車安全教育についてお答えをいた

します。

北海道における平成２５年度の交通事故の死傷

者は１万 ４３１人で、そのうち児童生徒の死傷

者数は４０５人、全体の ５％を占めております。

また、自転車利用中などの死傷者が２１６人とな

っており、雪が降る冬期間は自転車の利用が少な

くなる本道の地域性を考慮しても発生率が多い状

況と考えられます。本市の小中学校での取り組み

としては、小学校においては新１年生の入学にあ

わせて名寄警察署や名寄交通安全協会などの協力

を得ながら基本的な交通ルールやマナーを身につ

けるための交通安全教室を行っております。また、

ほかの学年でも実際に自転車に乗ってみたり、ビ

デオ鑑賞をするなどして自転車の安全な乗り方な

どについて子供たちに指導しているところであり

ます。また、中学校においても自転車の乗り方の

マナーや注意事項、通学などの事故を起こしてし

まった場合の対処法などを中心とした交通安全教

室を実施しております。今後におきましても児童

生徒に対して交通安全教室などを通じて歩行者と

して、また自転車の利用者として必要な知識や技

能を身につけてもらい、安全に道路を通行するた

めの意識や能力を高めていけるよう各関係機関と

連携しながら指導していきたいと考えております。

次に、小項目４のヘルメットの着用運動につい

てお答えをいたします。本市の小中学校では、小

学校で５校、中学校の全校で幾つかの条件を設け

て自転車通学を認めております。ヘルメットの着

用については、小学校では自転車での通学許可を

受けた児童全員に保護者の責任としてヘルメット

の着用を義務づけしております。一部の小学校で

は、ＰＴＡがヘルメットを購入し、児童に貸与し

ているという事例もあります。また、小学校では

登下校以外でのヘルメットの着用は義務づけはし

ておりませんが、各学校で校外生活の決まり事の

中で自転車に乗るときはヘルメットをかぶりまし

ょうというような項目を設け、保護者に対して啓

発をしております。中学校では、ヘルメットの着

用を義務づけしていませんが、交通安全宣誓書な

どを学校に提出させ、交通安全上問題がある場合

は自転車通学を一時停止したり、許可停止するな

ど常に安全意識を持って通学するよう指導してい

るところであります。昨年度は、名寄市交通安全

運動推進委員会が中心となって「子どもを交通事

故から守る！保護者の心得」というパンフレット

が作成され、小学生に配布されましたが、その中

でもヘルメットの着用を推進する項目が掲載され

ているところであります。さらに、今年度は中学、

高校生に向けた「知っていますか？自転車の交通

ルール」が配布され、交通安全に対する意識が高

まる資料として活用されています。ヘルメットを

着用している場合としていない場合でのリスクが

格段に違うことは、これまでの事例を見ても明ら

かであることから、今後も学校を通じて引き続き

登下校以外でのヘルメットの着用についてもお願

いをしていきたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目の２、除雪対策について、小項目１、排雪回数、

積み上げ除雪についてお答えいたします。

排雪回数につきましては、重要幹線及び幹線道

路では２回から４回、生活道路は例年と同様にシ

ーズン１回の実施を予定しています。なお、生活

道路の排雪では、排雪路線延長が１０ ７キロメ

ートルで、生活道路全体の排雪作業日数がおおむ

ね４５日程度必要となります。これを例年の最大

積雪日である１月中旬ごろから排雪作業を開始し

た場合に１回目の排雪作業終了時期が２月末とな

りますので、生活道路への２回目の排雪開始が３

月からとなり、雪解けとともに排雪作業を行うこ
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ととなることから、生活道路の排雪回数は１回と

しています。しかし、近年の気象変化は過去の記

録を更新するような事態もあり、降雪状況によっ

て複数回の排雪対応が必要となる地区においては、

生活道路においても再度排雪作業を実施しており

ます。今後におきましてもこのような場合につき

ましては継続してまいります。

積み上げ除雪につきましては、昨年は試行とし

て実施しましたが、その検証結果から幅員確保に

有効である路線もありましたが、近接する家屋と

の兼ね合いや積み上げた雪山が高くなること、ま

た交差点での視認性に課題が残ることとなった路

線もあり、排雪作業時に雪山の上部を切り崩すな

どの抑制対策を取り入れて、今年度も継続して実

施したいと考えております。

次に、小項目２、交差点と除雪についての質問

につきまして、交差点対策につきましては８月に

実施した市民アンケート調査結果では交差点の見

通し改善要望が多く寄せられたことから、交差点

排雪を従来にも増して重点的に進める計画であり、

例年以上に見通しを向上させること、車道、歩道

の除雪は質の向上とあわせて凍結路面へのビリ砂

散布対策など安全で快適な冬の道路を確保してま

いります。

また、排雪路線の実施地区の順番を逆にできな

いかということにつきましては、現在実施してい

る順番が排雪作業の効率を上げるために雪堆積場

に近い地区から開始することにより、排雪ダンプ

車両の走行路線を確保することが効率的な排雪を

進める手法と考えています。排雪の順番を組みか

えることで排雪の効率性が損なわれ、全体的な作

業効率の低下が懸念されることから、安定した排

雪を進めるに当たっては従来の順番での実施に御

理解をいただきたいと考えております。

また、現在の雪堆積場は９カ所を確保しており

ますが、今後市街地近郊に雪堆積場の増設ができ

た場合には、順番の見直しも含めて排雪作業全般

の向上が見込まれると考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目３の福祉灯油について、初めに小項目１の本市

の福祉灯油の状況について申し上げます。

本事業につきましては、夏場の灯油価格と冬の

需要期の価格差が著しく高騰した場合において、

福祉灯油支援事業として低所得世帯と障害者の施

設入所者を対象に冬期間の灯油購入費用を支援す

る事業として、平成１９年度、２０年度、２４年

度に実施してまいりました。しかしながら、近年

の石油価格の高どまりに加え、経済状況の変化に

よる低所得者支援策としての本事業への要望もあ

り、所得が低く冬季暖房用灯油の購入により直接

生活費に大きな影響を受ける世帯に対し、生活状

況の改善と生活意欲の助長を図るため、暖房用灯

油の一部を支援することとし、平成２５年度から

は恒常的な事業といたしました。対象世帯は、歳

末助け合い運動義援金品配分世帯及び施設、グル

ープホーム等で自立を目指す障害者世帯とし、本

人が申請する場合は地域の状況を把握している民

生委員児童委員を通じて申請書を提出していただ

いております。平成２５年度の実績では、歳末助

け合い運動義援金品配分世帯等には１００リット

ルの灯油券を１０２世帯に配付し、給油量では１

万１９０リットル、また障害者世帯には３６リッ

トルの灯油券を１０７世帯へ配付し、給油量は

８５２リットル、事業費では１４９万 ８２３円

となりました。

また、本年１１月から電気料金が再値上げされ

たことの激変緩和として、北海道が平成２６年度

の措置として地域づくり総合交付金の交付基準額

を拡充したことを踏まえ、本市においては低所得

者世帯の採暖用の電気料金等の経済的負担を軽減

することにより、冬の生活を支援するための事業

として福祉灯油支援事業の対象世帯に対して灯油

券とあわせて支援金の給付を実施することといた

しました。対象世帯は、福祉灯油支援事業と同じ



－69－

平成２６年１２月１７日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

く歳末助け合い運動義援金品配分世帯及び施設、

グループホームで自立に取り組む障害者世帯とし、

民生委員児童委員を通じての本人による申請も可

能といたしました。支援金は、低所得者世帯は１

世帯当たり ０００円、障害者世帯は１世帯当た

り ０００円とし、口座振り込みにより支援を行

うこととし、今定例会において当該事業の補正予

算案を可決いただいたところであります。

次に、小項目２の福祉灯油、福祉ガソリンへの

道と国の連携について申し上げます。原油価格は、

欧州や中国など世界的な景気停滞による需要の伸

び悩みやアメリカのシェールオイルの増産などの

影響を受け下落の基調にありますが、先月開催さ

れたＯＰＥＣの総会で原油生産目標の据え置きが

決定され、石油製品の小売価格も下落傾向にある

とはいえ、小売価格は近年の推移を見るとなお高

い水準にあり、あわせて今月７年ぶりに１ドル１

２０円台をつけた為替の動向、円安による石油の

輸入価格の上昇等により、直ちに市場価格に反映

するかは不透明であり、国による低所得者対策と

しての経済的支援が必要と考えております。来年

１月にも国による本年度の補正予算が予定されて

おり、円安の影響を踏まえた経済対策が実施され

るとの新聞報道は承知しておりますが、現時点で

は本経済対策の詳細が示されておりませんので、

今後国から新たな経済対策としての福祉灯油や福

祉ガソリンの支援事業の詳細が示された場合には、

その時点での経済情勢や灯油やガソリンの価格等

を十分勘案しながら、本市として現在実施してい

る事業もありますことから、どのように取り組み

を進めていくことができるのかについて検討させ

ていただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目の

４、もっともち米プロジェクトについて、小項目

の１、取り組みの状況についてと小項目の２、も

っともち米プロジェクトの市民周知とイベントの

考えはをまとめて申し上げます。

この事業は、昨年名寄市食のモデル地域実行協

議会を立ち上げ、５カ年計画として農林水産省か

らも食のモデル地域構築計画が認定され、現在２

年目の事業を遂行しています。この事業は、モチ

米日本一のまちとしてモチ米のさらなる可能性の

追求や食文化の構築を通してモチ米のブランド化

を目指すものであり、名寄のモチ米をまちの中へ、

名寄のモチ米をまちの外へと市内向けの事業と市

外向けの事業を明確化して周知と認知度をそれぞ

れ高めていきたいと考えております。特にこうし

た事業を内外に発信するには、まずは市内の盛り

上がりが欠かせません。本年は、まずは市民の認

知度を高めることが最も重要であると考え、市民

向けの事業に力を注いでいます。

市民向け事業の具体的な展開としては、毎月１

０日の名寄モチ米の日のキャンペーン、出張餅つ

きの開催、現在７店舗で展開しているモチ米料理

の周知、産業まつりなど各種イベントでのＰＲを

実施しております。ＰＲ事業では、今月２６日に

ＳＴＶ「どさんこワイド」の星澤先生のコーナー

で名寄市のもち大使の方が出席し、餅つきを通し

て名寄産のモチ米のＰＲを行うほか、来月１０日

のモチ米の日ではよろーなにおいて新春を飾るモ

チ米のイベントをＪＡ道北なよろと連携して開催

し、市民ＰＲに努めてまいります。市民一人一人

が餅つきなどのイベントはもとより、ふだんの食

生活からも餅食文化を進めていただけるよう今後

も事業展開していき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、私からの答弁とします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） では、再質問をさせ

ていただきます。ちょっと３０分を過ぎてしまい

ましたけれども。

まず、自転車の安全対策についてお尋ねをいた

します。先ほど言われましたけれども、この地域

でアンケートをとったそうなのです。自転車の交



－70－

平成２６年１２月１７日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

通安全のアンケートをとって、アンケートが集約

されたのが８万４７５人の方々にアンケートをし

て、その中で傷害保険に加入しているというのが

３ １％、傷害保険があるというのを知らないと

いうのが５ ９％いたのです。そして、どうすれ

ばいいといったら、どこに申し込めばいいかわか

らないという、周知方法がやはりできていなかっ

たという。そして、安全確保のために進めてほし

いことというのがどういうことですかといいまし

たら、まず歩行者と自転車を分離する道路をつく

ってほしい、学校での教育や講習をもうちょっと

しっかりしてほしいというアンケートが多かった

のです。ここのまちでは、小学校で８９％、中学

校で４４％、高校で６５％しか自転車の安全教育

の部分をやっていなかったというものですから、

名寄の小学校、中学校、高校の安全教育の状況と

いうのはどれぐらいなのか、全校やっていれば全

校でもいいですし、これぐらいしかやっていない

だったらこれぐらいでもいいですし、状況はどう

なのか、ちょっと教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今御質問がありまし

た安全教育の関係ですけれども、先ほど答弁の中

でも若干触れましたけれども、特に小学校１年生

につきましては新たに入学したところで教育をす

るのとあわせて、ほかの学年におきましても全小

学校におきまして安全教育、教室を実施している

ところであります。中学校についても自転車の乗

り方のそういった教育、周知含めて実施をしてい

るところであります。小学校にだけ警察との部分

での来てもらってやっているような安全教室とい

うようなことでなくて、指導という形で実施をし

ているというふうに聞いているところであります。

高校については、ちょっと承知をしていませんの

で、この場での答弁は差し控えさせていただきた

いと思いますけれども、いずれにいたしましても

保護者の啓発も含めて家庭内での安全教育といい

ますか、働きかけが大変重要になっているかとい

うふうに思いますので、そういった周知も含めて

各学校のほうで取り組みを進めているところであ

りますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 先ほど言っていまし

た資料をいただきました。小学校はお父さん、お

母さんとしっかりこういう部分を使って交通安全

に努めているというふうに思っているのですけれ

ども、前も質問しましたけれども、ある御婦人の

方が歩道を走っていたら車道を走りなさいと警察

に言われたという部分があったのですけれども、

ここを見ると１３歳未満の子供が運転する自転車

は歩道を通ることができるというふうに書いてあ

るのですけれども、警視庁の安全利用五則では車

道が原則というふうにうたわれております。この

部分の乖離というのは、小学校の生徒、また中学

校の生徒には把握されておられるのか。この５原

則には車道が原則、車道の左側を走りなさい。そ

して、歩行者の部分を走るときには車道の側に行

って徐行しなさいだとか、安全ルールの場合は２

人乗りをするなだとか、並行に走るなだとか、ラ

イトをつけなさいと。そして、信号機の手前や何

かは一時停止しなさい等々の、あと子供はヘルメ

ットをかぶりなさいという５原則があるのですけ

れども、この部分というのは小学生、中学生とい

うのは学校での講習会、勉強会の折にはしっかり

と安全協会だとか警察から訴えてもらっておられ

るのかというのをちょっとわかれば教えてほしい

なと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今高橋議員からあり

ました安全……

（「自転車安全利用五則」と呼ぶ者あり）

〇教育部長（小川勇人君） 五則としては、しっ

かり周知させてもらっているところでございます。

先ほど冒頭にありました歩道の通行の関係です

けれども、道交法では幼児、児童については歩道

を利用してもいいというふうに示されていますの
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で、その点についてはそういった旨の指導をして、

パンフレットについても記載のとおり指導してい

るところです。中学校については、基本的には車

道の通行というふうになっていますので、学校の

指導としましては車道の使用等でどうしてもやむ

得ない、危険があるというふうに判断した場合に

は歩道を利用してもやむを得ないという、そうい

った指導の仕方で実施をしているところでありま

す。先ほど言いましたヘルメットの着用も含めて、

言われている５カ条にのった指導をきちんと子供

たちにしながら、安全な通行、事故を起こさない、

そういった自転車での乗車をするよう心がけるよ

う努めるよう指導をしているところであります。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。

９月２０日に自転車と歩行者の事故があって、

それを含めた部分で安全対策として夜間の反射材

の無料配付を開始されたようですけれども、これ

は市民、欲しい方に無料で差し上げたというので

すけれども、今現状どれぐらい差し上げているの

か。それと、私的には小学校と連携とって小学校

の生徒に全員に配付、違う部分ではよく三角形だ

とか何か子供が持って帰りますから、子供たちに

はランドセルのここにつけなさいだとか、いろん

な部分で配付はされていると思うのですけれども、

そこら辺の連携の部分だとか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。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 夜光反射材の窓口に

おける配付の取り組みということなのですけれど

も、９月２０日に事故があって以降の取り組みと

いうことになっておりまして、これは夜光反射材

が必要だということで、新聞等にちょっと取り上

げをしていただきまして、周知をして、名寄市役

所の名寄庁舎、風連庁舎、智恵文支所におきまし

て夜光反射材を用意して、窓口で配付をしたとい

うことになってございます。現在までに約１５０

名の市民の方が来られて夜光反射材を持っていか

れた。それと、もう一点、これが行政報告の中で

若干報告をさせていただいたのですけれども、１

０月１７日に西條デパートの前において秋の輸送

繁忙期の交通安全運動ということで、これは関係

機関、団体の協力のもとで夜光反射材を配付した

と。このときには、２００ほどの反射材を配付を

しております。

それと、児童生徒の関係なのですけれども、こ

れ入学するときに一式いろいろ渡したりするので

すけれども、その中にちょっとした夜光反射材、

これが入っておりまして、それをつけてください

ということで、新入学の児童ということになりま

すけれども、これは配付をしております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。

次に、傷害保険についてちょっとお聞かせいた

だきたい。先ほど青と赤のＴＳマークを使って傷

害保険の推進をされているという部分なのですけ

れども、なかなか一般の方々はこのＴＳマークの

保険というのを知らない。自転車買ったときには

向こうから言われて、保険に入れますか、どんな

保険入りますかといって ５００円くらい払って

入ったりなんかするのですけれども、何年かたつ

となくなってしまいますので、切りかえだとか何

かがあるので、その部分でやっぱり周知も必要か

なという部分を感じるのですけれども、この部分

というのはどういう対策をとっておられるのか。

現状やはり先ほど言ったように、どこに申し込め

ばいいかわからないと。知らないという人がもう

６０％ぐらいいるというぐらい保険の状況がわか

っていないのですけれども、やはり何かが起きな

いと進められないでなくて、何かが起きる前に、

特に小学校生徒だとか、いろんな部分は、そうい

う部分が起きることはあってはならないことなの

ですけれども、いつ起きるかわからないのが事故

でありますし、どう進めておられるのか教えてい

ただきたいと思います。
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〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 先ほど答弁申し上げ

ましたＴＳマークなのですけれども、これは余り

一般的ではないのかもしれません。ただ、適当な

自転車の保険というのが存在しませんで、これは

旧名寄市におきまして平成１７年度まで市民交通

傷害保険ということでやっていた経過がございま

すが、残念ながらこの制度については加入者が減

少しまして、保険として成立しないということで

中止となってしまいました。それで、いずれにし

ましてもこの制度、私も知らなかったのですけれ

ども、高額の賠償ということで判例も出ておりま

すので、事故が起きたら大変だということになり

ます。ですから、広報等、ホームページ等通じま

して周知を徹底したいなというふうに感じており

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。

最後に、ヘルメットのことについてちょっとお

尋ねをいたします。先ほど言ったように、５校の

自転車通学の部分の着用と、あとＰＴＡがヘルメ

ット貸与してかぶせるところもあるということで

あるのですけれども、なかなかヘルメットを買っ

てという親がいないというか、買えないのも事実

なのかなという方々もおられます。よく風連や何

かは、スキーの始まる前に余っているスキーあり

ませんかという部分で集めてスキーの買えない方

々に上げたりなんかしているのです。こんな方法

だとか、あと社会貢献ということで、どこかの企

業にヘルメットに何々組だとか何々産業だとかい

う名前を書いていただいて、小学校の生徒だけで

いいですから、何とかそういうヘルメットの着用

をさせられるような状況がつくれないのかなとい

うふうに考えるのですけれども、何かいい案があ

れば、小川部長、ないでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 高橋議員からありま

したが、残念ながら私の段階でいい案というのは

ちょっと持っていなくて、議員から出された案も

一つの御意見として承ってまいりたいと思います

が、ヘルメットの着用ということで大きくＰＴＡ、

特に名寄小学校のＰＴＡが盛んに運動を起こして、

それをほかの学校にも波及をしながら啓発活動を

行っているところですけれども、皆さん御承知の

とおりなかなかヘルメットを着用して自転車に乗

っている子供を見かけないという状況が続いてい

ます。これは、もう一番は道交法にもありますよ

うにやっぱり保護者の、家庭内です。子供が乗り

始めるといったら３歳、４歳、５歳ぐらい、その

ときから安全対策含めて、危険性も含めてお話を

して、ヘルメットを着用する習慣づけというのが

必要かなというふうに思っていて、それをある程

度大きくなってしまってからやるといってもなか

なか難しい状況があるかというふうに思いますの

で、そういった面ではやっぱり保護者の責務とい

う法律で言われている部分で大きいのかなという

ふうに思っています。そういった意味では、高価

な部分でありますから、議員が言われた使ってい

た部分で使用しなくなったものの利用の方法とか、

いろんな企業からもらって、宣伝入れたらどうか

というのもちょっとありますけれども、そういっ

た方法とかあるのかなというふうに思いますけれ

ども、いずれにしても着用する意識づけを親が持

って、子供たちがそれを理解してつけるという、

そこがやっぱり大事かなと。それは、幼児期の段

階で大事かなというふうに思っていますので、今

後その部分につきましては市民生活部のほうの対

応も絡んできますので、連携を図りながら広く保

護者等にも話をさせてもらいながら運動を進めて

いきたいというふうに思っていますので、御理解

をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。本当に子供たちの安全が一番重要だと思いま

すので、行政が推進していただければ幸いかなと



－73－

平成２６年１２月１７日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

いうふうに思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

次に、除雪体制についてちょっとお伺いをいた

します。いろいろことしは雪が大変降り続いてい

まして、しょっちゅう電話が来る状況であります。

まず、積み上げ除雪を削るということで、頭を削

って見やすくするという状況なのですけれども、

今現状どこまでその作業が進められているのか。

８号から出るときも生活道路の部分もやはり１メ

ーター以上積み上がっていて、車の頭を出さない

ともう横が見えないような状況でありまして、な

かなか車が出られないというか、逆に頭を出して

交通事故に遭いそうだという部分の危険性が今起

こりそうな状況の中であります。北のほうから今

何か交差点だけを排雪している作業を見させてい

ただきました。あの作業はいいのですけれども、

交差点、交差点ですから距離がありますから、あ

る程度やっぱり時間が相当かかるのかなというふ

うに思いますから積み上げでいくしかないのかな

と思うのですけれども、逆に積み上げを利用して

交差点を広くカットして、どちらかに雪を振って

見やすくするだとかという方法をするだとかやっ

ていかないと、もう対応できないのかなという部

分だと思います。今積み上げをやってカットして

いく状況なのですけれども、そこら辺はもう進め

られているのか、これからなのか、ちょっとお聞

かせをいただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 積み上げ除雪を

行った後の上部の除去については、いつからかと

いうのはちょっと把握しておりませんから、まだ

実施されていないというふうに私は認識をしてお

ります。今幹線道路の部分で、つい１１日から排

雪に入っているということでありますので、今後

さらに降雪が進んできた段階で積み上げ除雪にか

かわる除去については実施をするということで考

えております。あと、積み上げ除雪については今

１メーターぐらいということでお話ありましたけ

れども、余り高く積み上げるのもお話があったよ

うに大変危険かなというふうに思っています。目

標としては、２メーターぐらい積み上げたらもう

限界かなと。そこまで行く前に視界がとれるよう

な形で除雪をしていきたいなというふうに考えて

いますし、積み上げ除雪の関係ではどうしても子

供の通学にかかわる通学路なども少し積み上げる

ことによって、子供が見えないというような状況

もまち懇等を通じて御意見もいただいております。

昨年から試行ということでやらさせていただいて

おりますので、今年度については引き続き同じよ

うな形でやらさせていただきますけれども、積み

上げ除雪にかかわっては一部除去するということ

でことしは進めてまいりたいというふうに考えて

いるところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。

先ほど言ったように、小学校の通学路、積み上

げなんかでなかなか生徒が見えないという部分も

入っておりますし、昨年でしたか、札幌かどこか

で積み上げ除雪をして子供が見えなくて雪に埋も

れてしまったという女の子供もいましたので、余

り積み上げないほうがいいのかなという部分で考

えています。

先ほどの排雪の順番を逆にするということで私

言ったのですけれども、できそうにないという部

分で言われたのですけれども、昨年から排雪場所

を３カ所ふやしたと思うのです、民間の部分をお

借りして。そこの部分で私は、ルート的には北か

らスタートしなくても、南からでもオーケーなの

かなという部分で今回入れさせていただいたので

す。私たちの地域が一番遅いのです。もう毎日の

ようにいつ来ますか、いつ来ますかというお声を

聞いて、今に来ます。担当に聞いたら、もう少し、

あと１週間待ってくださいというお話を聞くので

すけれども、やっぱり排雪場所を南に２カ所、東

に１カ所とった部分で、逆回りでも何とか行けな
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いのかなという部分なのですけれども、その部分

ではどういうお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今高橋議員がお

話しされたように、３カ所と言いましたけれども、

２カ所、東地区と、高規格終わりました１９線の

向かい側に南側と東側に２カ所ふやしております。

これによってぜひ排雪の順番をというようなこと

で、見直しをということで御意見をいただきまし

たけれども、先ほど答弁の中でもお話をさせてい

ただきましたけれども、現在それぞれ委託をさせ

ていただいております業者の皆さんが一定程度地

域の中で効率のよいルートを排雪をしていただい

ているのだろうという効率のよいルート、これは

運搬も含めてですけれども、そういったルートを

確立をしてこれまでやってこられているのだろう

というふうに思っています。それで、御意見とし

て今今後もまた堆積場等をふやすようなことも含

めて検討しておりますので、その辺は再度、今年

度はちょっと難しいかもしれませんけれども、次

年度に向けましてぜひ検討をさせていただきたい

というふうに思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） よろしくお願いしま

す。

最後に、数点ちょっと言って、時間もないので。

道路の除雪が本年度段差があるというのです。去

年はすっと行った部分だったのですけれども、削

り方がこんなのだったりというか、段差ができて

いるのです。それだとか、交差点に雪が残って山

になっている。そして、小学校の通学だとか何か

で歩道がざくざくみたいなのです。去年と除雪の

体制というか、方法が変わったのかどうか教えて

いただきたいなという部分があります。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 基本的に除雪の

方法は変わってございません。名寄地区が８社、

風連地区４社ということで、全部で１２社の委託

業者の皆さんにお願いをしておりますので。ただ、

技術的な面について問われますとなかなか、それ

ぞれの企業の中で、業者の中で研修などしている

のだというふうに思います。オペレーターといい

ますか、除雪やるにはやはり３年ほど助手席とか

で経験を積みながらというようなこともお伺いを

しております。その意味では、今後道内でもそう

いう除雪の研修とかございますから、そういった

ところにぜひ参加をいただくようなことで業者の

ほうにはお話をしたいなというふうに思っており

ます。

また、ことし雪の降り方、毎年ないことはない

のですけれども、どっと降ってという感じですよ

ね。道路の除雪ってどうしても少しずつ締まりな

がら、地盤が固まりながら、その上に新雪が降っ

て、それをかき分け除雪をするというのが除雪を

やる側としてはきっと一番いい状況だと思います。

今回は、いきなり降って地盤がなかなかできない

中で、路面といいますか、表面だけが少し凍って、

中がまだしっかりとできていないのに重機や何か

が、トラックだとかが道路走ると、中間が抜けて

しまってざくざくの道路や何かができるのだろう

というふうに思っています。これは、オペレータ

ーの皆さんの技術だけではなくて、どうしても天

候にも左右されるということについてぜひ御理解

をいただきまして、そういう走行において危険な

ような道路についてはそれぞれ委託業者の皆さん

に現地のほうで削るだとかということで指示を出

していますので、その点は御理解をいただきたい

と思っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） もう一点だけ。去年

もおととしも国の工事、道の工事があって、名寄

市の工事もあったのですけれども、ダンプが間に

合わないという状況が何年か続きました。ことし

はダンプもたっぷりあり、排雪の機械も２台あり、
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順調にいく予定なのか、そこの予定か無理かとい

う部分をお知らせいただきたいというふうに思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） ことしの排雪に

かかわってですけれども、基本的には名寄地区が

３セット、風連地区が１セット、４セットという

ことで、これは委託の中でお話をさせていただい

ておりますので、今近郊で大きな公共事業がある

というような状況にもございませんので、そのこ

とについては委託業者でも確認をさせていただい

ておりますので、その辺は大丈夫だというふうに

今の段階では言っておきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 中村部長の大丈夫だ

の声を聞きまして、市民も安心されたのだという

ふうに思います。よろしくお願いします。

次に、福祉灯油の件についてお尋ねをいたしま

す。まず、先ほど言われておりました、本当に社

協でこの年末助け合いの義援金配付等々でグルー

プホーム等々に配付するという部分なのですけれ

ども、障害者、ほかの地域では障害、低所得者に

与えるところもある。身体障害者のいる世帯に与

えるところもある。身体障害者の世帯だけのとこ

ろもある。そして、生活保護を受けているところ

にも支給しているところもある。名寄は、この辺

はどういうくくりで社協はやられているのか、ち

ょっとわかれば教えていただきたいというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

本市が実施させていただいております福祉灯油

の支援事業につきましては、議員おっしゃったと

おり歳末助け合いの義援金の配分世帯ということ

にさせていただいておりまして、当市としては真

に生活に困られている方に支援させていただきた

いというふうに考えております。歳末助け合いの

配分世帯の中には、母子世帯、父子世帯、それか

ら独居老人世帯、多子世帯、長期病弱者を抱える

世帯、あとその他の世帯というような世帯に支援

をされておりまして、今年度の本市の状況であり

ますけれども、福祉灯油の支援の低所得者世帯、

今のところ１０９世帯でございますけれども、そ

のうち障害者の世帯が２５世帯あります。また、

本支援事業につきましては、議員御存じのとおり

施設やグループホームなどで自立を目指されてい

る障害者の世帯の方にも支援させていただいてお

りまして、昨年度実績で先ほど申し上げましたが、

１０７世帯に支援をさせていただいております。

また、一部生活保護世帯にも支援をされている市

もあるようでございますけれども、生活保護世帯

につきましては１１月から３月までの間、冬季加

算ということで、冬に生活のお金が加算されてお

りますし、また薪炭費が支給されておりますので、

冬季の燃料代についてはそちらのほうを活用いた

だくということで、生活保護世帯に対する支援は

考えておりません。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

平成２７年度予算案にかかわって外３件を、佐

藤靖議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い質問してまいりま

すが、一部午前中の一般質問との重複あるいは答

弁で理解した項目については割愛をさせていただ

くことを御理解いただきたいというふうに思いま

す。

最初に、平成２７年度予算案にかかわり質問を

させていただきます。１点目は、新年度予算案策

定に向け１１月１日付で出された市長訓令及び総

務部長事務連絡についてであります。この中で平

成２６年６月２４日に閣議決定した経済財政運営

と改革の基本方針２０１４、いわゆる骨太の方針

で、地方財政制度に関し、危機対応モードから平
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時モードへの切りかえを進めていくとしたことを

強調していますが、同方針によって地方財政に与

える影響、特に地方交付税に関してどういう変化

がもたらされると推察をされているのか、まずお

伺いをします。

あわせて、地方公共団体に関する財政マネジメ

ントの強化を図るとする方針についても財政当局

はどう分析され、どう対応しようとしているのか

をお伺いします。

その中にあって市長訓令では、名寄市の財政を

自立的な財政運営とは言えない状況、楽観視でき

るものではないとしました。実際これらの状況は、

さきに明らかにされた中期財政計画において２７

年度、２８年度と基金に依存した財政運営を強い

られることが明らかになりました。これを踏まえ、

各部次長職の職員に前例を踏襲せず、ＰＤＣＡサ

イクルの中で事業を捉え、見直しを図ることを求

めておりますが、具体的にどういうＰＤＣＡサイ

クル手法を示し、見直しを求めたのかをお答えを

いただきたいと思います。

さらに、総務部長の事務連絡で経常経費中心に

前年度当初予算以下の範囲内となるよう十分留意

することを求めるとともに、旅費については従来

どおり１業務１人出張の原則の踏襲、または道外

出張は原則認めずとしています。これまでの議会

議論を含め職員意欲、意識の停滞を招くことが懸

念されますが、お考えをお伺いします。

次に、地方財政計画の見通しについてお伺いい

たします。名寄市の財政計画及び運営に大きな影

響を与える地方財政計画について、国の提示が衆

議院の解散総選挙に伴い年明けとなることが予想

されています。これにより名寄市は同計画が示さ

れない中での編成作業となりますが、そのような

状況下において地方財政計画をどう見通し、新年

度予算編成に当たって対応されようとしているの

か、特に留意している事項についてお伺いします。

新年度の予算規模と主要事業については、午前

中の答弁で理解をしましたので、割愛をさせてい

ただきます。

２点目は、市民生活向上策にかかわってであり

ます。まず、基本的な考え方と支援についてお伺

いします。さきに述べましたように、名寄市中期

財政計画によりますと２５年度決算までの黒字基

調から新年度以降基金に依存する財政運営となる

とともに、名寄大学短期大学部も児童学科を４大

化しても赤字基調が想定されています。さらに、

新設を含め公共施設の維持管理経費、老朽化した

公共施設の改修、さらには名寄市立総合病院の状

況などを鑑みると、名寄市の財政運営はより厳し

さを増すことも想定されますが、そのような情勢

下でも市民生活を向上させるため、改めて基本的

考えと姿勢をお伺いしておきます。

次に、三位一体改革時の施策の見直しについて

であります。国の財政再建などを目的に実施され

た三位一体改革により、市の大きな財源である地

方交付税が減額傾向となったことで、市は市民理

解を得ながら負担を求める施策を展開してきまし

たが、この後も続く少子高齢化、市内経済の低迷

状況、消費税増税、電気料値上げ、化石燃料の高

値、年金減額などから、改めて市民の皆さんが厳

寒豪雪の名寄の地でより生活、そして活動がしや

すい環境をつくり上げるため、ソフト施策を中心

に見直しが必要と考えますが、御見解をお伺いし

ます。

また、負担と軽減のあり方についてであります。

ここ数年続く大型事業施策展開は、市民の声をも

とに策定された総合計画に基づくものであること

は理解しますが、一方では資材の高騰、労働力不

足などにより、より財政に影響を与え、ひいては

市民生活に影響を与える結果となりかねません。

名寄市の現状に合わせ、これまで以上に一人一人

の市民が安心してこの地で生活できることを重点

に置き、既存施策を既得権化せず一から見直し、

市民が安心して生活できることに転化するときと

考えますが、御見解をお伺いします。

３点目は、名寄地区中心市街地活性化にかかわ



－77－

平成２６年１２月１７日（水曜日）第４回１２月定例会・第２号

り、個店主らとの協議経過及び結果、同協議に基

づく今後の方針についてお伺いします。川田経済

部長は、さきの第３回の定例会で私の一般質問に

答え、名寄地区中心街活性化のため個店主らの意

見を聞くことの重要性で認識が一致しましたが、

新年度予算編成時期を迎えどのような協議を行っ

てきたのか、また同協議に基づき今後の活性化方

針はどうあるべきと考えているのかお伺いします。

最後に、名寄市立総合病院にかかわり、まず今

年度上半期の収支についてお伺いします。行政報

告の中では、会計制度の変更で退職手当引当金を

計上したことに伴い、全体で２０億 ６４９万円

の純損失となったものの、制度の変更を抜けば

２４９万円の損失というふうに述べましたが、医

業収益で３億 ４５３万円の損失になっており、

改めて経営健全化についてどのような方針で臨ま

れようとしているのかお伺いします。

さらに、来年度の医療スタッフの見通しについ

てでありますが、救命救急センターの進行状況を

含め新年度の医療スタッフの状況についてお伺い

し、この場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま佐藤議員か

らは、大項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１及び大項目の２につきましては

私のほうから、大項目３につきましては経済部長

から、大項目４につきましては市立病院事務部長

からそれぞれ答弁となりますので、よろしくお願

いいたします。

初めに、大項目の１、平成２７年度予算編成に

かかわって、小項目の１、市長訓令及び総務部長

事務連絡について申し上げます。まず、危機対応

モードから平時モードへの切りかえによる地方財

政への影響についてでありますが、いわゆる骨太

の方針では、地方行財政制度における基本的な考

え方を示す部分におきまして経済再生の進展を踏

まえてリーマンショック後の危機対応モードから

平時モードへの切りかえを進めていくとされてお

ります。平成２０年のリーマンショック時には、

既に日本経済もグローバル化の中にありましたの

で、その影響を強く受け、特に地方交付税を中心

とした地方財政に与える影響は大きいものであり

ました。このため平成２１年度より地方交付税に

別枠加算や歳出部分の特別枠を設けて、地方交付

税の増額か出されてきたところです。しかしなが

ら、本年８月の総務省の平成２７年度地方交付税

の概算要求の概要によりますと、ここでも危機モ

ードから平時モードへの対応としまして平成２６

年度で ０００億円あった歳入の別枠加算を ０

００億円としております。歳出部分の加算につい

ては触れておりませんが、地方交付税総体でも約

４００億円の減、率にして約５％減の概算要求

額でありますので、交付税は削減方向に振れてき

たものと推察しております。

次に、財政マネジメントについてでありますが、

財政マネジメントの強化につきましては、骨太の

方針の中に具体策が出ております。情報開示の推

進、地方公会計の整備、公共施設等総合管理計画

の推進、また公営企業会計の適用推進などが挙げ

られております。これらの方策には、大きく地方

財政の透明性、予見可能性の向上ということでま

とめられております。さきに御質問のありました

危機モードから平時モードへの切りかえとともに、

骨太方針における基本的な考え方として、人口減

少などの経済社会構造の変化に円滑に地方公共団

体が対応できるような環境整備や地方財政の健全

化に向けて取り組みを加速して進めていくとあり

ます。名寄市におきましても人口減少等に加え、

合併算定がえの減少など将来における財政課題が

ありますので、これらの課題解決における有効な

手段として財政マネジメントの強化は必須のもの

と考えております。また、地方創生による頑張る

地方の支援を想定しますと、名寄市の事業を組み

立てる上でも財政マネジメントは重要であると認

識をしているところであります。

次に、ＰＤＣＡによる事業の見直し等について
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でありますが、予算編成におきましては予算案の

作成で計画し、執行においてその予算を実行し、

次年度予算編成においては前年度までの効果など

を評価、検証して、これを反映した予算見積もり

を提出するということを実践してきております。

これらを通じまして基本的なＰＤＣＡサイクルの

中で予算組みを行っているものと認識しておりま

すが、平成２７年度予算編成会議におきまして長

期的な視点に立った事業構築と現状のデータなど

実態が把握できるものを求め、査定の中でも事業

効果の検証が可能となるよう改めて指示したとこ

ろであり、１１月２０日開催の係長会議におきま

しても同様の指示を行ってきたところであります。

ただし、現状における課題についても認識をして

いるところでありまして、予算編成において一定

のＰＤＣＡサイクルによる予算案が作成されると

しましても、全体の事業執行や行政運営において

実践が伴っているかなど検証し、改善を図る必要

があると認識しており、行政評価や総計ローリン

グなども含めたＰＤＣＡの確立に向けて引き続き

検討してまいります。

次に、職員の道外出張等についてでありますが、

厳しい財政状況の中で経常経費の削減を視野に入

れ、旅費の扱いにつきましてもできるだけ無駄の

ない予算要求を求めているところであります。た

だし、旅費の査定の中で特に研修関係に係る旅費

につきましては担当課から聞き取りを行いながら、

所要の費用について計上してきております。また、

道外旅費につきましても行き先、目的などの資料

を提出してもらい、同様に聞き取りを行いながら

必要に応じて予算措置をしているほか、本年度名

寄市職員自主調査研究グループ道外視察研修助成

金交付要綱を新たに設け、自主グループ等による

道外への先進地視察に対する助成制度をスタート

させたところであります。

なお、経常経費については可能な範囲で削減す

ることを目標としておりますが、旅費のみならず

その効果を検証しながら査定作業を進めていると

ころであります。

続いて、小項目の２、地方財政計画と新年度予

算について申し上げます。地方財政計画の提出に

つきましては、例年ですと年末に概要が示され、

年明け１月中旬までには詳細が示されるところで

ありますが、平成２７年度地財計画は大きく後ろ

にずれ込むものと想定をしてございます。また、

経済対策として国の補正予算も提出されるものと

考えておりますので、これらの財源及び消費増税

延期による平成２７年度の国の予算に係る財源も

含めて調整にはかなりの時間を要するものと推察

しているところであります。しかしながら、地方

創生関連法案の成立など、平成２７年度の地方に

対する国の支援については大枠で出てきたものと

認識をしているところであります。今後頑張る地

域に対する支援策が具体的に打ち出されることと

なりますが、詳細はまだ明らかとなっておらず、

これにも時間がかかるものと思われますが、準備

についてはできる限り早く取り組む必要があり、

当初予算の中でも今後の展開に柔軟に対応できる

ような組み立てが必要と考えているところであり

ます。

次に、大項目の２、市民生活向上策にかかわっ

て、小項目の１、基本的な考え方と姿勢について

申し上げます。さきにお示しをしました中期財政

計画におきましては、平成２７年度から２８年度

において多くの歳入不足が見込まれ、結果として

基金を繰り入れざるを得ない財政状況となるシミ

ュレーションとなりました。このような厳しい財

政状況に対応するために一定の額を基金に積み立

ててまいりましたが、この基金の活用も含め財源

の有効な配分や使途については市民の皆様との協

働のまちづくりという原則に立ち返り、ともに議

論を交わしなから進めていくことが重要と認識を

しております。予算編成訓令の中におきましても

市民ニーズの現状について各課で十分に議論する

よう示したところであります。真に必要な市民サ

ービスに応えるためには、実績の把握は欠かせな
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いところであり、その根拠となるデータの活用な

どにより、さらに効果的な予算編成、市民主体の

行政運営に努めてまいります。

次に、小項目の２、三位一体改革時の施策見直

しについて申し上げます。三位一体改革による地

方交付税の削減から平成１８年の新名寄市として

新たな段階に至り、今日までの間行財政改革を初

めとして必要に応じての市民サービスや市民負担

の見直しなど厳しい名寄市財政のもとにおいて財

源配分または公平な市民負担のあり方について適

宜見直しを行いながら進めてきたところでありま

す。さきに予算編成の中でも触れましたが、国の

施策も頑張る地方を応援するという形に大きくさ

ま変わりしようとしております。この流れの中で

名寄市の施策のあり方もまた見直しの時期が来て

いるものと考えております。少子高齢化、厳しい

経済環境の中で、市民との協働の考えのもとに真

に必要な市民サービスは何か、また事業によって

は負担を求める場合もありますし、サービスを受

ける範囲などにつきましても十分検討しなければ

ならないと考えているところであります。また、

常に念頭に置かなくてはならないのは、将来にわ

たり持続可能な市民サービス、長期的な視点に立

ったまちづくりでありまして、そのためには市民

や地域活動の活性化も重要であると認識をしてお

ります。

次に、小項目の３、負担と軽減のあり方につい

て申し上げます。さきの総合計画後期計画実施計

画の見直し、また現在新年度予算の要求が締め切

られましたが、これらの内容からうかがえますこ

とは老朽インフラ、老朽施設の改修が相当数出て

きており、義務教育施設の建てかえなども含めて

必ず実施しなければならないハード整備があるこ

とであります。さきの財政マネジメントの中でも

若干触れましたが、公共施設等総合管理計画等の

策定を通じ、効率的、効果的な施設のあり方、賢

く長く使う施設のあり方を模索することも重要で

あると考えております。また、必要なハード整備

においては適正な規模やそれらの使い方、ランニ

ングコストも含めて十分検討してまいります。こ

の間取り組んできたハード事業につきましては、

老朽施設の後継施設として、また施策の推進に必

要な施設などについて市民の御意見を伺い、検討

しながら進めてまいりました。ソフト事業につい

ては、毎年度新規事業を構築してきておりますが、

重要なことは的確な市民ニーズを酌み取っている

かであります。また、その施策に対し市民の皆さ

んの評価をいただかなくてはなりません。市民と

協働のまちづくりの観点からも必要となる財政情

報や行財政改革の情報などを開示し、より透明性

のある行政運営を通じて今後とも市民の皆様の意

見をいただきながら公平、公正な負担に留意しつ

つ施策を検討してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、大項目の

３、名寄地区の中心街活性化にかかわって、小項

目１の経済部長が示した個店主らとの協議経過及

び結果についてと小項目２番目の今後の方針につ

いてまとめてお答えいたします。

９月の定例会以降、中心街活性化等についての

協議については、１０月に名店街事務局、１１月

に名よせ通り商店街役員の方々と懇談をする機会

を得ることかできました。この中でも自分たちの

商店街を含めた今後の環境整備のあり方、中小企

業振興条例施行規則による支援制度なども含めて

情報交換をいたしました。この懇談の中では、新

年度予算に向けての要望等の意見はありませんで

したが、中小企業振興条例施行規則の見直し作業

については商店街の皆さんも一緒になって検討し

ていたことの了解をいただいたところであり、今

回の懇談を始まりとして今後も各組合が開催する

会議などに市担当者も参加させていただきたい旨

の御依頼をさせていただいたところであります。

また、９月定例会におきまして塩田議員から商

業者の皆さんへの情報伝達を含めた連携不足につ
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いての御指摘などもいただきまして、商工会議所、

商工会の事務担当者との定期懇談の場で改めて国、

道などからの情報等を含めて関係機関、関係者に

おける情報共有や相互の意思疎通が図れるようそ

れぞれの役割について確認させていただいている

ところであります。

次に、今後の方針についてですが、９月定例会

でも申し上げましたが、現場に足を運び生の御意

見をお聞きすることがまず第一歩だと考えており、

先ほども申し上げましたとおり各商店街組合等の

皆様の御意見をお聞かせいただくためにも関係機

関連携してそれぞれの会議等がある際に参加させ

ていただけるよう依頼させていただきたいと考え

ております。そういった中で、少し時間はかかる

かもしれませんが、中心街、商店街の今後に向け

て、市、商工会議所、商店街組合それぞれがどう

いった役割を持って取り組んでいけるのかについ

て考えていかなければならないと思っています。

以上申し上げて、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 私か

らは、大きな項目４点目の名寄市立総合病院にか

かわってについて申し上げます。

初めに、上半期における収支状況について申し

上げます。医業収益では、入院収益や外来収益な

どの合計額で前年比 ４％、 ０８７万円の減と

なり、医業費用では給与費、材料費や減価償却費

などの合計額で前年比 １％、 ０２９万円の増

となりました。この結果、医業収支では３億 ４

５３万円の損失となったところであります。昨年

の同時期に比べまして１億 ０００万円ほど収支

が悪化しておりますが、その主な要因としては、

収益では１つとしてことし４月から地域包括ケア

病棟の開設準備のため５階西病棟を４カ月間一時

休床していたこと、２つとして平均在院日数の短

縮などが挙げられ、また費用の面では本年３月に

完成した新館の減価償却が今年度から始まること

が大きいと考えております。入院と外来の収益を

合わせた稼働額については、９月と１０月は前年

度の実績を上回っておりますので、このまま順調

に推移することを期待しているところであります。

経営健全化に向けては、これまでの収益確保と

経費削減の取り組みに加え、今年度は収支改善策

の提言や勤務、職場環境についての職員満足度を

含めたアンケート調査を全職員に対して実施し、

集計結果をパソコン、ウエブ上で周知するととも

に日常業務の見直しや経常的な経費の節減につい

ては先行して各職場で取り組むよう協力を要請し

たところであります。今後は、優先的、重点的に

取り組むべき事項を精査し、全職員一体でさらな

る経営改善と職場環境の向上に努めてまいりたい

と考えております。

次に、来年度の医療スタッフの見通しについて

お答えをいたします。初めに、救命救急センター

につきましては本年８月に名寄保健所に対して事

業計画書を提出し、協議を進めているところであ

ります。１０月の末に北海道保健福祉部の現地調

査があり、施設設備、医療機器等の確認とセンタ

ーに従事する職員の状況などについて説明をした

ところであります。今後は、上川北部保健医療福

祉圏域連携推進会議及び北海道総合保健医療協議

会などの審議を経て平成２７年度のできるだけ早

い時期に指定が受けられるよう看護師等の人材確

保に努めてまいりたいと考えております。

次に、医療スタッフの状況については、医師は

大学医局の人事がこれから本格化していくことに

なりますので、現在のところは未定でありますが、

救急科については旭川医科大学の救急医学講座か

ら派遣していただけることになっております。看

護師については、現在のところ平成２７年度の採

用者は９名であります。一方、退職者は定年退職

者が８名で、そのほかに早期退職者が１０名程度

出る見込みであります。定年退職者のうち７名の

方が再任用で残っていただける予定になっており

ますが、今後も厳しい状況が続くものと考えてお

ります。看護師等の人材確保は、病院経営を安定
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的に運営するために必要不可欠でありますので、

今後もより一層さまざまな施策に取り組みながら

人材確保に努めてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、再度質問していきたいと思いま

す。順序が逆になったりすると思いますので、御

理解をいただきたいと思います。

今松島部長から病院の状況の御報告をいただき

ました。経営健全というのは命題でもありますの

で、何としても御苦労でしょうけれども、達成で

きるように期待しておりますけれども、やっぱり

問題は人材、特に今救命救急センターの関係も２

７年度の早い時期というお話でありましたけれど

も、一方では看護師の人材確保に努めたいという

お話もございました。さらに、来年度の体制から

いえば看護師は９人新たに採用するけれども、８

人が退職、７人が再任用。だけれども、１０人が

早期退職ということになっているそうであります

けれども、まず差し支えなかったらこの早期退職

者１０人の状況というか、年齢的あるいは理由も

わかればお話しできる範囲で御説明いただきたい

と。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） １０

名というところは、今看護部のほうで面談等しな

がら、あくまでも見込みといいますか、当然これ

から３月になりまして御主人の転勤等とかも絡ん

できますので、あくまで予定ということなのです

けれども、年齢につきましては平均しますと２０

代から３０代ぐらいの方が多いのかなと。１つは、

スキルアップを目指して札幌圏のほうの病院です

とか、例えば自分の専門の看護を目指したいだと

か、そういう方も何名かいらっしゃいますし、ま

た御家庭の都合といいますか、結婚ですとか、そ

ういう部分でという方もいらっしゃると聞いてお

ります。病院としては、新人看護師の確保も大事

なのですけれども、やめないような職場環境、離

職防止策についても看護師確保の中で重要と思っ

ておりますので、さまざまな、特にアンケートの

中でいわゆる休暇がとれないですとか、幾つかそ

ういう項目も出てきておりますので、それらの対

策については業務改善あるいは他職種との協力、

連携なども踏まえて、できるだけの対策はとって

いこうと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） そのような状況からで

しょうか、最近看護師さんの間では、外来は全て

正看ではなくて臨時の看護師さんにかえるのでは

ないかと。要するに病棟を充実させるための方策

をとるのではないかという話で、戦々恐々という

状況もあるみたいですけれども、この辺について

はもう確定をしたという認識でよろしいのでしょ

うか。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 今御

指摘ありましたように、当院で一番不足している

のは病棟で夜勤をできる看護師の数が一番不足し

ております。ですから、看護師総体は何人かいて

も夜勤できる人が限られているというところで、

病棟運営が窮屈になっているというのは実態でご

ざいます。御指摘のように外来につきましては、

助手さんですとかクラークさんですとか、幾つか

他職種の方でサポートをしておりまして、病棟で

勤務する看護師が少ないものですから、外来での

業務の改善、見直しを図りながら、病棟に行ける

人は行っていただきたいということは看護部のほ

うと調整をして、そういう話をしているのは事実

ですけれども、だからといって臨時職員云々とい

う話はしておりませんので、ただ実態としては外

来よりもどうしても病棟に厚くしないと病棟運営

ができないということですので、そこのところは

御理解をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） それと、もう一点、救
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命救急センターのことで、平成２７年度の早い時

期ということでありますけれども、近年日本の救

命救急センターというか、施設というのは、諸外

国から高い評価を受けている。特に評価を受けて

いるというのは何かというと、救命救急センター

の近くにＭＲＩですとかＣＴですとか、要するに

患者さんを受け入れるとすぐ検査をして対応がで

きるというシステムが日本がやっぱりすごいとい

うのが諸外国の医学関係者の一致した意見だそう

で、うちの病院は今救命救急センターをつくると

きに、ＭＲＩは地下１階であります。ＣＴは近く

にあると。今後病院の経営あるいは救命救急セン

ターを充実させるときを考えたときに、こういう

ＭＲＩ、医療機器、救命救急に対応できる配置に

向けた病院の改築、あるいは先ほども言いました

けれども、看護師さんの不足なんかを考えると懸

念されている看護師寮の設置を含めて、病院側と

してはどういうような施設整備をしていくのか。

例えばＭＲＩは今のままでいいのか、ＣＴも全然

手つける気はありませんというならそれもそれで

ありますけれども、その辺を含めてどういうふう

な、お考えがあれば教えていただきたいなと。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 医療

機器ですとか施設設備の件につきましても先般の

北海道のほうが現地調査に見えたときに全部一通

り見ていただきまして、その中で施設設備あるい

は医療機器等については、御指摘のようにＭＲＩ

は地下ですが、救急からそれほど時間がかかるも

のではありませんので、１階の放射線、ＣＴ関係、

それから地下のＭＲＩ等も問題ないといいますか、

そのようなことで対応しております。ただ、ＣＴ

ですとか血管造影室については、設備等が若干医

療機器とか経過年数もたっておりますので、そこ

は総合計画の中にも盛り込んでいるのですけれど

も、計画的に医療機器の更新というのは必要にな

って、救命センターとは別に必要なものは、医療

機器の設備は整えていかなければならないと思っ

ています。

また、看護師寮につきましては以前お尋ねがあ

って検討しているというところなのですけれども、

比較的若い職員ですとか、今回の設問で若い職員

の中に看護師寮というのも調査項目に入れており

まして、それほど思った以上に希望する人はいな

かったということもありまして、やめるわけでは

ないのですけれども、実は場所等の問題もありま

すので、そこはもう少し慎重に検討しながら今後

対応していきたいなと思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 病院は、御承知のよう

に事業会計ということでありますので、一番いい

のは病院の経営が健全化されて、その会計の中で

新たな対応をされるのが一番いいのですけれども、

今の状況なかなかそうはなっておりませんので、

とにかくいろんな課題は抱えておりますでしょう

けれども、和泉院長を中心に病院の皆さんにはさ

らに御健闘されることをお願いをしておきたいと

いうふうに思います。

次に、川田部長に９月議会、第３回定例会のこ

とを含めてお話をさせていただきます。部長も商

店街の役員の皆さんとお話をされたということで

ありますけれども、なぜこの質問のときに個店主

という言葉を使ったかというと、団体と話しする

ことよりも、それは大事ですけれども、あのとき

の話では一人一人のお店屋さんに、例えば後継者

問題も含めて、いろんなことを含めて本当の本音

を聞く、膝詰めで話しすることが大切ではないで

すかという、それは既に部長もそういうお答えを

されたはずです。団体と話しするのは、今までも

商工会議所あるいは商店、名よせ通り商店街ある

いはほかの商店街も含めてでありますが、お話を

されていると思います。そうではなくて、もう一

歩二歩前進をして商店街の皆さんが本当にこれか

ら名寄のあの地で経営がされていけるためには何

ができるのか、何をしなければいけないのか。そ

れは、私は待ったなしだと。今の状況からいうと、
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もう待ったなしの状況。特によろーなができて、

にぎわいはつくりました。そのお客さんだとか、

商店街に流れているかというと、流れてはいない

と、限られた点は流れていますけれども。何か違

うところに問題点があるのをしっかり所管部は把

握しないとだめなのではないですかという意味で

のお話で、それを早急にしていただいて、来年度

予算でできるものはやっていくという取り組みが

必要ではないですかということだったのですけれ

ども、どうもやっぱり団体に話がされているよう

でありますけれども、今後も今答弁のあったよう

な方針でいくのか、本当に膝詰めでしっかりと話

し合って名寄の商店街の活性化をつくり上げてい

こうとされるのか、改めて所管の部長としての御

答弁をいただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 今後の個店主さんと

の話し合いということで、私も今回の２７年度の

予算編成時に営業戦略室とも十分話しさせていた

だきまして、まず次年度の営業戦略にさまざまな

事業ありますけれども、今後中心市街地の活性化

の事業が円滑に進むように、そういった部分でお

話し合いもさせていただきました。その中でこの

間商店街連合会の皆さんだとかということでちょ

っと話は調っておりますけれども、活性化の部分

につきましては今後検討会をつくりまして、その

中には当然商工会議所なり商店街さんもみんな入

るのですけれども、それとともに先ほど９月の段

階でも言いましたとおり、やはり個店主さんの御

意見をお伺いするということが大事だというふう

に思ってございますので、この間そういった部分

ではできませんでしたけれども、そこはきっちり

やって、この活性化の議論をつくっていきたいな

というふうに思ってございますので、そういった

考えで取り組んでいくということでお話をさせて

いただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 前回か前々回、山田議

員が農政が暗いというお話を、ここで繰り返すの

はあれですけれども、今商店街で言われているの

は名寄の経済部長の顔が見えない。だから、私は

もうちょっと部長として、農政は部長はよくわか

っていらっしゃる。やっぱり商店街とすれば、ど

ちらかというと営戦の室長ですとか、水間課長で

すとか、そういうところにいて、経済部長が見え

ないと。だけれども、名寄の商店街を含めて経済

界を引っ張っていくのは、当然ながら市長はそう

でありますけれども、事務方で引っ張っていくの

は経済部長。だから、いろんな方とお話をして実

態を把握するとより現実味が出る施策が展開でき

るのではないかという意味ですので、これは変に

中傷、指摘とは思わないで、激励だと、頑張って

くれというエールだというふうに受け取っていた

だいて、少し汗をかいていただければと思いまし

て、ここはお願いをしておきます。予算編成の時

期でありますので、そんなにならないと思います

けれども、次の新たな議会の選良の皆さんが補正

で議決できるような施策の展開があればというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。

２番目は少し飛ばして、１番目、財政、予算関

係でありますけれども、それぞれ市長訓令の中で

お書きになっていることは、多分この平成２７年

度の地方財政の課題ということで、総務省が８月

２９日に報道発表されている内容が主だと思いま

す。この中で１つ抜けている。私ちょっと心配し

ているのは、書いてあることはほとんど書いてあ

るのですけれども、答弁にもありましたが、公共

施設等総合管理計画の策定、ＩＣＴを活用した地

方公会計の整備、公営企業会計の適用の拡大など

により地方財政のマネジメントを強化する。この

後に、とともにという言葉があって、公立病院な

どの公営企業、第三セクターなどの経営健全化を

推進というふうに書いてあるのです。総務省が言

う、うちでいえば公立病院ということになります。

これの経営健全化を推進という言葉の意味、これ
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が要するに再編を推進するという意味なのか、例

えば補助、お金をくれるという意味なのか、財政

当局ではどういう受けとめを、この表現の公立病

院などの公営企業、第三セクターとの経営健全化

を推進という意味を捉えていらっしゃるのかお伺

いをしておきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 公営企業の関係につ

きましては、公営企業法の法適を適用して健全経

営と、それから人事権も含めた事業管理者という

ことで、よりマネジメントを生かして経営健全化

を図ると。その部分が市立病院と、それから水道

会計については法適をやっていますけれども、例

えば下水道会計については法適にしなさいといい

ながらまだ法的になっていないところもあると。

それから、病院の関係については、済みません。

法適にまだなっていませんので、そういう意味で

いうと公営企業のマネジメントを高めて、適正な

受益者負担を求めてサービスも提供するというこ

とも含めて、そういう部分でいうとまだまだ改善

の余地があるのかなということで、より一層進め

なさいと、こういうふうに認識をしておりまして、

そこのところについてはそれぞれ予算査定の中で

これまでの決算状況、それから中期、長期の収支

計画も含めてさまざまな検討しておりますので、

今回の答弁の中で漏れたかもしれませんけれども、

国から出ている内容につきましてはそのように理

解をしておりますので、今後についても全てが全

て法適にはいかなくても、適切な公営企業の運営

について健全経営をより一層目指して取り組んで

まいりたいなというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 副市長のおっしゃるの

はわかるのですけれども、今公立病院、特に自治

体病院というのは７割、８割赤字という状況があ

って、国としてもいろんな再編プランや何かを含

めて、健全化プランを含めてつくれというふうに

やっているけれども、それがうまくいかないと。

進んでいないということからこれが出てきたので、

この経営健全化を推進、最後の推進のこの２つな

のです。これが何を意味しているのかが読み取れ

ないのです。おっしゃるように会計を中心とした

経営健全化というのならわかるのですけれども、

この文章からは経営健全化を推進という言葉だけ

なら、例えば会計をそういうふうにしたって経営

健全化を推進することになるのかというと、今も

うちょっと違う意味が含まれているのかなという

気がしたものですから、そういう意味で財政当局

というか、精通されている佐々木副市長あたりは

どういうふうに認識をされているのか。病院のほ

うでもお感じになっていたらお答えをいただいて

もいいと思うのですけれども、ちょっとそこをも

う一回改めて確認をさせてください。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 失礼しました。病院

の健全経営の関係につきましては、２４年度決算

でいきますと約半分が収益的収支が黒字になりま

した。これの主な要素は、平成２０年に地方交付

税制度を活用して公営企業である病院会計のほう

に相当の交付税のてこ入れがありました。名寄市

立病院に置きかえますと、この５年間で単純に改

革プラン前と改革プラン後では３億 ０００万円

程度の国からの支援が入っています。市立病院に

おきましてもその間 ８００万円と ３００万円

ぐらいだと思うのですけれども、２回ほど収益的

収支は黒字になりました。その後入院患者の減と、

それから施設整備等も含めましてかなり経営的に

は収益的収支は赤字の傾向になっていますけれど

も、国のほうとしては１回目の改革プランで相当

てこ入れをして、一時的には５０％の公立病院が

黒字化をしたと。それがまた若干６０％近くに落

ち込んできているという事態について、今のとこ

ろ財政的支援の拡充については、見えているのは

病院事業を使って、起債を使って施設整備をした

ときには借金の２ ５％を支援すると。それを来

年以降については４０％にかさ上げをしたいと。
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そういう支援については見えていますけれども、

財政当局としてはより一層の健全化については病

院内部がやるべきでないかという方向に少し動く

のではないかなという認識を持っておりますので、

今後の関係については少子高齢化、人口減少の社

会の中で病院の果たす役割がどのように評価され

るかについても国のほうから次なる改革プランの

指針が今年度中に出てくるという話も聞いており

ますので、それを見ながら財政支援がより拡充さ

れるのか、より内部的な健全経営を求められるの

か、この辺についてはしっかり情報を収集してま

いりたいと考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 今副市長おっしゃるの

は、私の心配するのはそのことなのです。国は、

やはり２０１５年度、来年度から国、地方合わせ

た基礎的財政収支の赤字対ＧＤＰ比を２０１０年

６に比べて半減させると。 ３％にするという。

その一方では、消費税を１０％上げるのは延伸を

されたわけですし、財政は苦しいというのはわか

り切っている。一方では、その先では２０２０年

にプライマリーバランスを黒字化するというふう

に話を国はもう国際約束をしているときに、今年

度の２７年度地方財政の課題を見ると、一般財源

は実質的に水準を確保しますとか、地方交付税の

総額は適切に確保しますというふうに総務省は言

っておりますけれども、本当に今後を考えたとき

にどうなのかなと。そういう意味では、一番全国

的に、もう国立も都道府県立もそうであります。

病院がやっぱり公的病院というのは厳しいという

状況もあって、ここに経営健全化を推進という言

葉が出てきたのかなということでちょっと懸念を

しておりましたので、今副市長おっしゃるように

しっかりと状況を見据えて情報を収集されて、市

民の生命を、健康を守っている施設でありますの

で、さらなる経営健全化が図れるように、これ以

上不良債務までいかないように、ぜひしっかり見

据えていただきたいと思います。

それと、どうもわからないのは、総務部長の御

答弁でありますが、ＰＤＣＡサイクルの関係です

けれども、部長がおっしゃっているのは、私前回

も前部長のときもこの議論をさせていただいて、

名寄にもっとわかりやすい名寄らしい方式をつく

るべきではないかと。総務部長もそれを検討して

いきたいというふうに言って出てきたのが今回の

指導の中でＰＤＣＡサイクルを云々という表現を

されているので、確立をしたのだと。言っている

のはそのとおりなのです。ここで言うのは計画実

行、評価、改善、この４段階でいくからＰＤＣＡ

サイクルというふうに言うのですけれども、これ

は本当にわかりづらくて、やっぱりそれぞれ実態

があるので、それに合わせたシステムが必要だろ

うというのはもう旭川もどこもやっているところ

で、名寄市も当然つくり上げて今回の２７年度の

予算の説明の中に盛り込んだのだなというふうな

思いをしましたけれども、部長の答弁はちょっと

曖昧。引き続き検討したいですとか、現状の課題

があるとかいう、つくったのですか、つくらない

のですか。つくるのですか、つくらないのですか。

はっきりさせていただきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ＰＤＣＡサイクルの

関係についてでありますけれども、ＰＤＣＡにつ

いてはサイクルというのもありますけれども、個

別に予算は予算で、総合計画は総合計画で、個別

の事務事業は事務事業で常に取り組まなければい

けない課題だというふうに考えています。そうい

った意味では、今回予算査定に当たって改めてＰ

ＤＣＡという、これはこの間も出しておりますけ

れども、指示させていただいたのとあわせて具体

的には資料も提示いただきながら、予算編成の中

で成果をもとにどのような改善が図れるのかも含

めて検討していきたいということで示させていた

だいたところであります。ただ、議員が言われる

ように旭川市の例をとりますと、総合計画を基本

に通年でのＰＤＣＡサイクルというのを設けてい
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るということでありますので、現状認識の中でも

課題があると申し上げましたのは、今回予算編成

の中でのＰＤＣＡはしっかり資料を出していただ

きながら取り組むということでは話していますけ

れども、通年ベースのサイクルについては今まさ

に検討しているところで、前回前部長が答弁をし

てから、実は主管課長を中心に何回か集まって、

年間で通してのＰＤＣＡサイクルについて検討し

た経緯もあります。ただ、残念ながらまだ明確な

形で通年を通してのサイクルというのはできてお

りませんけれども、最後にここで先ほどＰＤＣＡ

でも申し上げたように、行政評価ですとか、さら

にはそれを踏まえてのローリングがありますし、

それを踏まえての予算編成という一連の流れがあ

りますので、この中を通じて年間のＰＤＣＡサイ

クルについて確立に向けてまた引き続き検討させ

ていただきたいという内容でありますので、御理

解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） わかりました。そのこ

とについては、継続的に早急に具体的に協議され

ることを期待しておきたいと思います。

最後に、市民生活向上策、特に三位一体改革で

関連してやった施策の見直しについてということ

であります。本日は一般質問ということで、議会

では既に御承知のとおり質疑と一般質問というの

は何が違うかというのは、質疑は疑義をただすと

いうことでありますので、一般質問は自分の意見

を述べて、議員としては唯一自分の意見を述べら

れる場ということで、ある意味では市長と見解の

不一致になるかもしれないけれども、それはしよ

うがないというところでありますので、１つここ

からは市長と議論をさせていただきたいのですけ

れども、特に三位一体改革の関係で地方交付税が

相当厳しい状況になるということで、当時いろん

な手法を設けて施策が展開されました。その中で

特に地域からどうにもならぬぞと言われたのが２

つありました。１つは敬老事業補助金、 ０００

円から ５００円に５００円カットをされました。

もう一つは、借り上げバスの有料化であります。

特に今敬老事業ほとんど地域でやっておりますけ

れども、地域でやっている敬老事業で一回 ００

０円で水準を上げてやると、今 ５００円に落ち

てもやはり一定程度町内会で負担をして事業を展

開しなければいけない。敬老事業は、もともとは

やっぱり敬老ですから名寄市の発展に尽くしてく

れたお年寄りも敬う事業として、一番名寄市とし

ても大きいのをやりましたけれども、地域それぞ

れで密着をしてお年寄りたちに感謝をしようとい

う取り組みでスタートしたものでありますが、今

町内会の加入率が減って、あるいは高齢者がふえ

ている状況からいうと、もうこれ５００円バック

して、それこそ ０００円にもう一回戻して取り

組むということが必要ではないかというのが１つ。

もう一つは、借り上げバスについてであります

けれども、来年度から借り上げバスがまた値上げ

するということで、各団体の皆さんに今御案内を

していると。その理由は、国土交通省において平

成２４年４月の関越道で発生しました都市間バス

事故をきっかけに苛酷な労働条件を改善するため

に下記の新単価基準が示されましたということに

基づいて見直すということになっておりますけれ

ども、今市内の市民団体の活動あるいは町内会の

活動、老人クラブは１割負担ということで軽減し

ているようでありますけれども、そこを考えたと

きに、構成メンバー、いろいろな市民の民度を上

げる。いろんな取り組みを考えたときに、活発に

利用できるシステムのほうに転換するほうが私は

名寄市の市民にとって喜ばしいことであると。例

えば老人クラブが１割といっても年間１回しか借

りられないとなると、２回やるというと今それこ

そ振興公社なんかそうでありますけれども、前は

振興公社に食事に行ったけれども、今もう一つは

バスで来てくれる温泉に行くと。例えば層雲峡で

も今名寄までバスで迎えに来てくれますので、そ

れに乗っていくという状況も、やっぱりただだと
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いうのがあるのです。それと、無料の借りられた

時期は、例えば町内会で名寄市内の施設見学会を

やってみたり、近隣に勉強に行ってみたりという

取り組みが積極的にされたのですけれども、そう

いうことを促進したほうが名寄に住んでよかった

と市民の人が言えるような、たった２つの施策で

ありますけれども、いうことにつながると思うの

ですけれども、市長の見解を改めてお伺いをして

おきたい。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 当時の三位一体改革時代、

あるいは合併の問題もあったでしょうか、そうし

たことでさまざまな行政サービスにつきまして市

民との議論をしっかりと闘わせながら、これらの

事業、場合によっては今までよりもマイナスのサ

ービスの方向に進んだものもあったかもしれませ

んけれども、しかし財政の状況も含めて市民で積

み上げて、議論の結果、今こうした現状になって

いるということは重く受けとめさせていただきた

いと思います、まず。その中で、では財政がこれ

から、そのころから比べると一部好転はしている

かもしれませんけれども、先ほどの予算の訓令等

でもお話ししているとおり、決して油断のできる

状況ではなくて、今後とも適正な市民サービスに

関しては、原則受益者負担ということも含めてサ

ービスを展開していくということが求められてく

るのだろうというふうに思っています。その中で

さまざまな知恵を絞って、敬老会事業に関しても

より地域の皆さんのコミュニティーのお力もかり

てということができないだろうかと、そんなこと

だったのでしょうし、借り上げバスにしても一部

そうしたサービスの低下はあったかもしれません

けれども、そうした中で今進んでいると、こうい

うことであります。

一方で、町内会の活性化というのが非常に大事

だと。地域のコミュニティーの活性化が大事だと

いうことは私も同様に考えておりますが、この町

内会のあり方そのものもしっかりとこれから考え

ていかなければならない問題だというふうに思っ

ていまして、これは地域自治区あるいは地域連絡

協議会と町内会とのあり方、そうしたことも含め

て市民の皆さんで議論して決めていく問題になっ

ていくのでないかと。その中でこうした施策が地

域の活性化にとってより効果的だということであ

れば、それはまた事業の見直しを図っていくのだ

ろうというふうに思っております。いずれにして

も、来年度から２年間かけてまた新しい総合計画

を策定していく段階に入っていくというふうに思

っています。ここは１つチャンスと捉えまして、

市民の皆さんとよりしっかりと対話をしながら、

どのような地域のコミュニティーのあり方が望ま

しいのか、その上でこうした施策もどうしていく

かということはぜひ膝を交えて市民の皆さんと話

し合っていくことが大事ではないかというふうに

思っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 今市長がおっしゃるの

もわかるのですけれども、例えば財政問題を壇上

で構えれば、市民の皆さんにとってみればそれは

議会なり理事者なり役所の人たちが考えればいい

ことでしょうと。そこを私たちに負担を求めるの

ではなくて、市長としてはもう一つ持たなければ

いけないのは、市民活動をどれだけ活発化させる

か、元気づけるか。それに大きい障害ではないで

すけれども、もし障害になっているものがあれば

一つでも二つでも軽減してあげるというのがそれ

はトップリーダーの役割だと私は思います。それ

があったときに初めて市民の皆さんといろんな目

線でお話ができる。それでいて、なおかつお願い

をすることはお願いするという転換ができると。

改めて民間から来た市長だからこそ、その視点を

もう一度やっぱり持っていただきたい｡本当に町内

会、地域の皆さんというのは、この２つのことと

いうのは物すごくやっぱり重荷になっていると。

だけれども、あのころは市に協力しないと、やら

ないと大変だと。だけれども、一方ことしの２５
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年度決算というのは黒字ですよと。お金いっぱい

ありますよと言わんばかりの広報が載ると、私た

ちのあれどこに行ったのよと。また次になると、

いやいや、今度は基金に依存した財政運営が必要

ですよという。市民の皆さんにとって常にそこに

目を向けなければいけないのではなくて、もっと

元気づける。これは、この一つ二つはやはりもと

に戻して、皆さん一生懸命活動して、一生懸命支

えてください、地域コミュニティーと地域活動を

しっかりやってくださいというのが一番いいと私

は思うので、改めて最後に市長にお伺いして、終

わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議員のおっしゃるとおり、

市民の皆さんのそうした声も大きいのだというこ

とは受けとめさせていただきますが、一方で市の

財政そのもの、これ市民の皆さんの生活そのもの

に直結するということも含めて、これだけの財政

状況なのですよということもしっかりとやっぱり

理解していただくことも必要なのだろうというふ

うに思っています。これからますますめり張りが

求められていく時代になっていくのでしょう。地

方創生といって、この地域ならではのダイナミッ

クな戦略と、そしてあわせて公共施設管理計画の

ようなやっぱりコンパクトにできるだけ効率的な

行政運営ということが一層求められていく中で、

こうした計画をこれからつくっていかなければな

らないわけであります。その中で市民の皆さんと

しっかりと対話をしながら、よりよいものをみん

なでつくり上げていきたいと、そんなふうに考え

ておりますので、ぜひ御理解いただきたいと思い

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

１５時４０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時３２分

再開 午後 ３時４１分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

除雪について外２件を、高野美枝子議員。

〇２番（高野美枝子議員） ただいま議長から指

名いただきましたので、大項目３件について通告

に沿いまして質問させていただきます。重複する

質問もございますが、どうぞよろしくお願いいた

します。

きょうもすごく吹雪です。数年に１度の猛吹雪

とのことですが、日本中が荒れています。道東で

は、停電や学校の休校、ＪＲや交通機関もとまっ

ています。被害がないことを願うばかりです。名

寄市でも１２月３日夜、７０センチ以上の降雪が

あり、全国的に有名になりました。これからの季

節、雪はこの地域にとって大きな課題です。第３

回定例会では、大雨被害で質問させていただきま

した。雨の多い年は雪も多いと言われています。

そこで、今一番市民の関心がある除雪についてお

伺いいたします。まさにきょうもそうですが、異

常気象による大雪災害の対応について生活弱者に

対するきめの細かい対応について、またいつも話

題になる生活道路の確保についてお伺いいたしま

す。

子供たちが安全であるために、通学道路の確保

について、事故が多い交差点の除雪について、昨

冬を踏まえて名寄市独自の取り組みについて、ア

ンケート結果を踏まえた対策についてお伺いいた

します。

次に、国はもちろんですが、名寄市においても

ふえ続ける高齢者に対応して、大項目の２番目、

介護保険制度についてお伺いいたします。国の予

算編成による影響について、今回の衆議院解散に

伴い、国の２７年度予算編成がおくれることの影

響についてお伺いいたします。

国の社会保障制度が見えない中で、事業計画の

見直しについて、名寄市高齢者保健医療福祉計画、

また介護保険事業計画の見直しや策定の進捗状況

についてお伺いいたします。
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また、介護サービスを利用した際の自己負担や

利用料、介護保険料がどのように変更になるのか

お伺いいたします。

重ねて、名寄市における今後の対応について、

低所得者の保険料軽減策への影響と今後の計画の

進行状況についてお伺いいたします。

最後に、第３項目、名寄市における非正規労働

者についてお伺いいたします。非正規労働者の現

状について、また賃金、労働条件等非正規労働者

の待遇について、非正規労働者の今後のあり方に

ついてお伺いいたします。

以上３件について壇上からの質問といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 高野議員からは、

大項目３点にわたる質問をいただきました。大項

目１は私から、大項目２は健康福祉部長から、大

項目３は営業戦略室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。

初めに、小項目１、異常気象による大雪災害の

対応についてお答えいたします。生活弱者に対す

るきめ細かい対応としまして、現在の市道除排雪

事業では限られた機材、労力で対応しなければな

らないことから、限定された条件の方の家屋、そ

れぞれの対応は難しいと考えておりますが、間口

除雪等も含めて当市の福祉担当が支援制度を設け

ており、生活弱者の対応につきましては名寄市高

齢者自立支援事業条例におきまして高齢者等が自

立した生活を確保するために必要な支援事業を行

うことにより高齢者の保健福祉の増進を図ること

を目的として除雪サービス事業を実施していると

ころでございます。対象者は、７０歳以上の高齢

者で、世帯の前年の総収入が生活保護費基準額の

３倍以下の方に対する除雪費用を１シーズン最

大２万 ０００円を助成する事業と生活保護を受

給されている方々については最低生活に必要な内

容の除雪を提供しているところです。

なお、風連地区の除雪サービスは、５年間の緩

和措置を設けて段階的に統一をしているところで

す。

異常気象による大雪災害としては、災害対策基

本法で豪雪と定義され、これらを受けて旭川地方

気象台等では暴風雪による気象の表現に改善を加

え、具体的にイメージができる表現、例えば見通

しのきかない猛吹雪に変更しております。その他

の関係機関では、外出というキーワードを中心に

検討を行ってきており、外出を控えることの情報

の伝達の仕方及び関係機関とその方法について調

整を行ってきており、例を挙げますと数年に１度

の暴風雪の際は数年に１度の猛吹雪となるおそれ

があります。外出を控えてくださいという表現が

用意されています。これらの情報は、二、三時間

前から発表されますが、暴風雪時には外出しない

ことが基本となります。暴風雪は、洪水による災

害とは性質が異なり、避難するという形はとれま

せん。これらを受け、災害弱者の方への対応につ

いては、特に気象の状態や暴風雪時に外出を控え

るなど命を守る行動についてもホームページや広

報によって周知、啓蒙を図ってまいります。また、

豪雪については、国及び北海道の支援協力が必要

となりますが、広域での被害が出るような場合は

上部機関の対応になる場合がありますので、それ

らを念頭に置きながら対応を進めてまいります。

なお、年明けの２月４日には豪雪災害を想定し

た災害訓練を予定しています。名寄市、名寄消防

署はもとより、第１部では旭川開発建設部、旭川

建設管理部、名寄警察署及び陸上自衛隊名寄駐屯

地の関係機関と第２部では東地区連絡協議会との

共催のほか、民間事業者にも御協力をいただきな

がら訓練を行うとともに、広く市民の皆さんに呼

びかけ、展示、啓発を行う予定です。

次に、小項目２、生活道路の確保について、３、

通学道路の確保について、４、交差点の除雪につ

いて、５、名寄市独自の取り組みについては関連

がありますので、一括してお答えいたします。生

活道路や通学路の確保につきましては、通勤や通

学が始まる時間帯の７時３０分までに除雪作業を
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終了すべく努力をしておりますが、降雪状況によ

ってはおくれる場合があることも御理解をお願い

をいたします。また、日中に大量の降雪があった

場合は、郊外地においては再出動していますが、

市街地は交通量や歩行者の往来、路上駐車などが

多く危険であるため、翌朝午前２時から除雪作業

を行うこととしています。今年度は、昨年の検証

及び８月に実施した市民アンケート調査結果から、

交差点の見通し改善要望が多く寄せられたことを

受けて交差点排雪を従来にも増して重点的に進め

る計画であり、交差点の危険を減らす努力をいた

します。

名寄市独自の取り組みとしては、除雪後の堆積

により狭くなる道路幅員を確保するために、昨年

から積み上げ除雪を一部路線で行っております。

積み上げにより道路幅員を確保できた路線もあり

ましたが、近接する家屋との間隔が狭いため、雪

を積み上げられない路線や積み上げることにより

壁ができてしまうなどの課題も明らかになったこ

とから、排雪作業時には雪山の上部を撤去し、積

み上げる雪のスペースを確保するなどの対処作業

を取り入れて、さらなる除排雪の質の向上を目指

してまいります。このほかにも雪堆積場の増設確

保及び排雪ダンプ助成などを引き続き実施してま

いります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２の介護保険制度について、初めに小項目１の

国の予算編成による影響について申し上げます。

国におきましては、本年７月と１１月に都道府

県、指定都市、中核市の介護保険担当課長向け会

議を開催、北海道は市町村に対する国の会議の伝

達会議として８月と１１月に平成２７年度からの

介護保険の改正内容について説明が行われたとこ

ろであります。特に１１月１０日の国の会議にお

いては、今回の衆議院の解散による影響は全く見

込んでいない中での費用負担関係のスケジュール

が示されたところです。新聞報道等によりますと、

平成２７年度の政府予算案の閣議決定が越年する

可能性が高いことから、予算案成立後に見込まれ

ていた保険料の軽減幅や地域支援事業の上限額等

は無論のこと、現在国の社会保障審議会介護給付

費分科会で議論されている介護報酬の改定案につ

いても決定のおくれが予想され、市民の方や介護

関係事業者、さらには現在介護保険サービスを利

用している方々の利用負担額への影響についても

周知がおくれるのではないかと懸念しているとこ

ろです。

次に、小項目２の事業計画の見直しについて申

し上げます。高齢者保健福祉計画は老人福祉法、

介護保険事業計画は介護保険法に基づき、厚生労

働大臣が定める基本指針に則して市町村や都道府

県がみずから作成するもので、本市においては保

健、医療、福祉が一体となった取り組みとして名

寄市高齢者保健医療福祉計画を策定しており、介

護保険制度の施行後は介護保険事業計画と一体的

に策定を行ってきているところであります。第６

期計画は、本年５月に市長から名寄市保健医療福

祉推進協議会に策定が諮問され、計画の内容から

専門部会であります保健医療部会と高齢者部会の

合同部会において１２名の委員により６月から４

回にわたって御審議いただき、途中２０歳以上の

市民の方、６５歳以上の高齢者の方、要介護、要

支援認定を受けている方のうち ６００名の方々

にそれぞれ質問項目が異なるアンケート調査をお

願いし、 ００２人の方々から御回答をいただき、

回答率は６ ６％でありました。本計画の素案は、

今月１５日に名寄市保健医療福祉推進協議会から

市長に答申されたところでありまして、アンケー

トに御協力いただいた市民の皆様、計画の策定に

御尽力いただきました委員の皆様から多くの御意

見や課題をいただくことができ、心から感謝を申

し上げるところであります。

次に、小項目３の利用料や保険料について申し

上げます。本年６月１８日に地域における医療及
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び介護の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律、いわゆる医療介護総合確

保推進法の成立により、介護保険法の改正が行わ

れました。主な改正内容は、御案内のとおり地域

包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化とな

っております。御質問の費用負担につきましては、

国において低所得者の方への保険料軽減を拡充し、

また保険料の上昇をできる限り抑えるため一定の

所得や資産をお持ちの方への利用者負担を見直す

ものとなっております。負担の増加を求めている

部分につきましては、平成２７年８月施行分で、

１つ目に一定以上の所得をお持ちの方の介護サー

ビスの自己負担割合を１割から２割、２つ目には

高額介護サービス費につきまして高額者医療制度

と同様に同一世帯内の６５歳以上の第１号被保険

者に現役並みの所得相当の方がいらっしゃる場合

については、その世帯の負担上限額を３万 ２０

０円から４万 ４００円とするものです。３つ目

は、短期入所者等を含んだ介護保険施設等の居住

費や食費について補足給付を行っております特定

入所者介護サービス費の該当者の判定において、

世帯分離を含め配偶者の所得や預貯金を勘案する

こと、さらには遺族年金や障害年金などの非課税

年金額も判定の対象となり、こちらは平成２８年

８月からの施行が予定されているものと承知して

おります。

また、第１号被保険者の介護保険料につきまし

て、給付費総体の５割の公費負担に加えて別枠で

公費を投入し、平成２７年４月から低所得者の保

険料の負担軽減割合を拡大していくこととなって

おります。軽減幅につきましては、政令で定めら

れる軽減幅の範囲内で条例に規定することとなっ

ておりますが、軽減幅の詳細については政府予算

案が閣議決定された段階において示されることと

なっており、先ほど御答弁申し上げましたとおり

予算編成が越年することによる影響を危惧してい

るところであり、状況を注意深く見守ってまいり

たいと考えております。

次に、小項目４の名寄市における今後について

申し上げます。消費税の１０％への引き上げが延

期される予定となりましたが、厚生労働大臣は消

費税を財源とする医療、介護、年金など社会保障

の充実策については優先順位は最終的にはつけな

ければいけないとの発言をしており、平成２７年

度政府予算案が発表されていない段階ですので、

詳細は申し上げることは困難ですが、本市におい

てはこの間社会保障・税一体改革で消費税を財源

に低所得者対策として国が ３００億円を入れて

低所得者の保険料軽減を行うことを念頭に計画策

定を行ってきておりまして、公費による財源確保

が困難になると事業計画の一部を変更しなければ

ならないことも考えられるところです。

また、今回の制度改正の一つであります要支援

１、２の方々の予防通所介護や予防訪問介護を地

域支援事業に移行する改正につきましては、これ

までも答弁させていただいておりますとおり、平

成２９年度から移行を開始していく予定でござい

ますので、平成２７、２８年度の２年間におきま

して準備も含めて対象者の方々に丁寧な説明を心

がけてまいりたいと考えておりますが、医療介護

総合確保推進法による介護保険制度の重点化、効

率化のみ先行し、低所得者の保険料軽減の拡充な

どの政省令の公布がおくれることにより、市民の

皆さんに不安を与えることとならないよう国には

速やかな制度周知を望むところです。

名寄市第６期高齢者保健医療福祉計画、介護保

険事業計画は、今後市民の方々に向けパブリック

コメントを実施していく予定でありまして、パブ

リックコメント終了後に本計画は議会基本条例に

基づき、議会の議決事項とされておりますので、

介護保険料等の介護保険条例の改正案とあわせて

平成２７年第１回定例会に提案させていただく予

定であります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項
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目３、名寄市における非正規労働者について、小

項目１、非正規労働者の現状について、小項目２、

非正規労働者の待遇について、小項目３、非正規

労働者の今後のあり方について一括してお答えい

たします。

名寄市における非正規労働者の現状につきまし

ては、隔年で実施しております名寄市労働状況実

態調査において市内民間企業の事業所における労

働条件、賃金、福利厚生等の雇用状況について調

査しており、今年度が調査の実施年であり、現在

調査票の回収などの作業中でございますので、平

成２４年に実施をいたしました調査結果をもとに

お答えをいたしたいというふうに考えております。

なお、本調査につきましては、公的機関等は対

象としておりませんで、また飲食店を除きます従

業員５人以上の事業所を対象としており、回答率

も対象事業所の５５％程度となっておりますので、

御質問の市内の非正規労働者の状況ということで

考えますと必ずしも名寄市内の状況を的確に捉え

ているとは言いがたい部分もあるというふうに思

いますので、御容赦をいただきたいというふうに

存じます。

非正規労働者の状況につきましては、雇用形態

別の構成比として調査をしており、常雇い労働者

が６ ０％、季節、パート労働者等の非正規労働

者につきましては３ ０％となっています。参考

までに平成２２年度は常雇い労働者が６ ９％、

非正規労働者が３ １％となっており、本調査の

中では非正規労働者が減少する傾向となっていま

す。

次に、非正規労働者の労働条件につきましては、

臨時、季節労働者の賃金が平均日額で事務系が男

子 ２２２円、女子 ３１５円、技術系で男子

７０５円、女子 ８２７円、労務系が男子 ９５

１円、女子 ７９３円となっています。パート労

働者の平均基本賃金が時給で事務系男子が８６５

円、女子が８２８円、技術系で男子 １８１円、

女子８４６円、労務系では男子が８４５円、女子

７５０円となっています。その他の労働状況につ

きましては、パート労働者について調査をしてお

り、平均労働時間が５時間で、１週間の平均労働

日数は １日、労働契約につきましては文書での

契約が８ １％、口頭での契約が１ ９％となっ

ています。また、社会保険の適用が１ ４％、雇

用保険の適用が２ １％、定期昇給が ７％、時

間外手当の支給が１ ６％、退職金制度の適用が

２％となっています。有給休暇の状況につきま

しては、制度のある事業所が６ ７％、制度のな

い事業所が３ ８％、実際に有給を使用した事業

所は８ ２％となっています。

次に、今後のあり方につきましては、厚生労働

省が中心となって都道府県を含めた中で非正規で

雇用される方々への各種対策を取り組んでおりま

す。また、これらの対策につきましては各企業の

業績あるいは景気動向にも大きく左右されること

もありますので、各企業の自主的な努力も必要不

可欠であることから、関係機関とさらなる連携を

図りまして、それらの対策に積極的に協力をいた

しますとともに、他自治体における非正規労働者

に対する取り組み事例等も調査してまいりたいと

考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） どうもありがとうご

ざいます。除雪について再質問させていただきま

す。

暴風雪で除雪が行き届かないときは、どういう

ふうになるのか。あと、停電だとか、避難所の設

置基準というのはどのようになっているのか教え

ていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 暴風雪の避難所とい

うことでありますけれども、これ午前中の中でも

副市長のほうからありましたけれども、まずは暴

風雪については外に出歩かないということが一番

でありますので、それが基本になるかというふう
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に思います。それとあと、道路等を通行されてい

る方が車が行きどまって避難所に逃げる場合があ

ると思いますけれども、これらについてはその場

に応じての判断が必要かというふうに思います。

車の中でとどまるのも１つだと思いますし、近隣

の公共施設等に逃げていただく、避難いただくと

いうこともあると思います。あるいは、それが遠

い場合については近くの民家等も含めて、あるい

は商店等も含めて避難をいただくような形で誘導

をしなければいけないのかなというふうに思って

います。

もう一つ危惧されるのは、暴風雪による停電に

備えるというのがもう一つだと思いますので、こ

れについても特定のところ、どこで停電が起きる

かがわかりませんので、あらかじめどこに避難所

を設置するかについては予測ができない部分があ

りますけれども、ただ広範囲に起きたときについ

ては公共施設等を中心に避難所等の設置をさせて

いただきたいというふうに思っておりますので、

御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 生活弱者に対する周

知、啓蒙はどのように行うのかお伺いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、必要なのは暴

風雪が起きる前に、先ほど言いましたようにむや

みに、むやみにという言葉は悪いですけれども、

外に出ていかないで、御自宅にとどまっていただ

くということの徹底が、これは弱者も一般の方も

含めてですけれども、まずそこの徹底が必要なの

だろうというふうに考えています。実際に災害が

起きたときについては、今回もそうですけれども、

ホームページを使ったり、あるいは協定を結んで

いますＦＭさんの協力などもいただきながら、周

知をさせていただくというふうになると思います。

個別の弱者への対応となると、暴風雪のほうはな

かなか外に出ることが困難ですので、伝達方法が

難しいという部分はありますけれども、場合によ

っては地域の方、特に町内会の方にお願いをする

とかをして、できるだけ御自宅にとどまっていた

だくように周知を図りたいというふうに考えてい

ますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 夏の大雨災害のとき

にその方の名簿を３月までに提出するということ

で、今策定中だというふうに思うのですけれども、

その進行状況はどのようになっていますでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） この間災害時要援護

者名簿ということで、地域の皆さんに御協力いた

だきながら名簿作成をしてきたところでありまし

て、法の改正に伴って今度は避難行動要支援者の

名簿作成が義務になったということでありますの

で、作成については今事務的に進めさせていただ

いておりますので、年度内に名簿の整理について

は一定程度完成するのかなという見込みでおりま

すが、ただ名簿の活用についてはさらに工夫を凝

らさなければいけないというふうに思っておりま

す。名簿についての情報を御協力いただく地域の

方、町内会の方にもあらかじめ把握していただく

ということが非常に有効的だと思いますけれども、

個人情報等の関係でなかなか壁もありますので、

この辺を他自治体の例なども参考にしながら、ど

のような形で運用するのが望ましいのかについて

は一層の研究に努めてまいりたいと思っておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 名簿作成については、

本人の同意が必要だというふうに聞いております。

同意された方と同意されない方がまだいらっしゃ

るというふうにお聞きしているところなのですけ

れども、そのことについて同意されない方につい

て今後どのように対応していくのかということを

お尋ねいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。
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〇総務部長（臼田 進君） 従前の名簿作成に当

たっては、本人の同意をいただいて作成をし、さ

らには町内会の地域の方にも同意いただいた方に

ついては情報の提供をさせていただいたというの

がこれまでであります。今回３月までに作成を目

指しているものについては、名簿の作成そのもの

は御本人の同意がなくても作成はできるというふ

うになっております。ただ、先ほど課題だと申し

上げました地域との情報共有や何かの関係につい

ては、本人の合意をいただくというのが前提にな

るというのが１つでありますので、その他の方法

も含めて情報の提供が可能なのかどうかについて

一層調査をさせていただきたいということであり

ますので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 災害で、本当に非常

にひどい雪が今降っておりますけれども、こうい

うときにやはり災害弱者といいましょうか、高齢

者の方とか、障害を持たれた方も安全に何とか避

難できるような、御自宅で待機するとか、そうい

う体制をあらかじめきちっと周知するような方向

でよろしくお願いいたします。

あと、２月４日に防災災害訓練、初めてだと思

うのですけれども、その内容につきまして民間業

者の方も呼びかけてということでございますけれ

ども、どのような形で民間業者に呼びかけて協力

していただくのか教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ２月４日に冬季とし

ては初めての訓練ということで実施をさせていた

だくというものであります。今回先ほど申し上げ

ましたように、国、道との関係機関について御協

力いただくのが１つと、もう一つ、１部と２部に

分かれておりまして、２部のほうについては地域

の東地区連絡協議会の御協力もいただきながら取

り組むよう進めさせていただくということであり

ます。これ以外にも災害時に活用するグッズにつ

いて、これ王子マテリアさんのほうからも御協力

いただきながら、段ボールでのベッドみたいなの

も活用していきたいというふうに思っております。

周知についてでありますけれども、これ市の機

関としてホームページ、広報等さまざまな周知手

段がありますので、これらを通じて周知をしてま

いりたいと思っておりますし、町内会連合会初め

町内会の皆さん、あるいは今回関係機関も御協力

いただきますので、そういった機関も通じながら

周知を図ってまいりたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ありがとうございま

す。

除雪についてなのですけれども、お話を、雪が

降っていろいろなことを御意見をいただいている

ところなのですけれども、間口のところの除雪が

本当にいろんな形でどうしてくれるのだと。あっ

ちの家は少ないのにこっちの家は多いし、うちは

角だから雪が多いし、向こうは除雪の初めのとこ

ろだから雪は少ないしと、そういうことを言われ

るわけなのですけれども、そのことについての対

応について、あと間口除雪をした場合、非常に大

変ですし、重機も人手もということになるのでし

ょうけれども、どのぐらいの予算がかかって、ど

のぐらいの人手が必要なのか教えていただきたい

と思うのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 済みません。最

後のほうたくさん聞かれたので、ちょっと聞き取

れなかったのですけれども、済みません。

まず、間口除雪にかかわって向かい側の家より

も雪が多いですとかということについては、こと

しアンケートをやったときにもいろいろそういう

お話をいただきました。ただ、１軒１軒の間口の

状況について確認をしながら、向かいの家と同じ

ような水準までということにはなかなか至らない

ものですから、その点については委託業者のほう

で一定の重機なり機材を持って、人員を持ってや

っているということでありますし、７時半まで登
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校時間あるいは勤務時間に合わせて除雪をさせて

いただいておりますので、時間限られた中での作

業ということで御理解をいただきたいというふう

に思っております。

早朝の除雪については、名寄、風連合わせまし

て１２の業者のほうにお願いをしておりますけれ

ども、早朝は７０人までいかないですけれども、

６５人ほどの皆さんにお手伝いといいますか、作

業をいただいております。あと、排雪のほうにつ

いては、およそ４５日ほどかかるということでご

ざいますけれども、大体８時、９時ぐらいから作

業をしてということですけれども、人員について

は９０名ぐらいの方に排雪の作業をいただいてい

るという状況になっています。

また、間口除雪の関係について、どれぐらいの

予算がかかるのだということもお話をいただきま

したが、基本的には先ほども言いましたけれども、

早朝の除雪については限られた時間の中でやって

いるものですから、現状私どもとしては早朝の通

勤、通学にかかわる安全な生活道路の確保という

ことで、そこを視点にやらさせていただいている

ことに御理解をいただきたいと思いますけれども、

間口除雪に関しては福祉の除雪サービス等の御利

用をいただきたいというふうに考えております。

間口除雪については、やり方はいろいろあるのだ

と思いますけれども、例えば名寄市内の１万 ０

００戸を重機を借り上げて１戸５分ほどの作業時

間でというようなことでちょっと計算をいたしま

したら、算出したら４億 ０００万円ほどの金額

かなというふうに担当のほうで出しました。今除

雪自体が４億 ０００万円、４億 ０００万円と

いうことですので、早朝除雪をした後にまたあわ

せてその間口除雪をするということになると、倍

ぐらいの予算になるのかなというふうに試算はし

てございます。間口除雪については、現状委託業

者のほうでそれだけの機材もございませんし、早

朝に合わせた間口除雪の人員も率直に言うとない

かなというふうに思っています。ただ、やり方も

あるのだというふうに思いますし、毎日雪がどん

どん降って除雪をするということではございませ

んけれども、一応そんな状況ということで報告を

させていただきます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 高齢者の方とか、早

朝に除雪車が来るときに合わせて排雪している方

を見受けるのですけれども、非常に危ないと思う

のですけれども、そういう方に対する対応という

のですか、対応はできないですね、オペレーター

の方は。そういうことはどういうふうに、町内会

に相談するとか、そういう苦情とか相談というの

はないのかあるのか伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私のほうで十分

把握はしてございませんけれども、いろんなお話

を聞いていますと、やはり早朝自分の家の前に雪

を道路に出していらっしゃる方、そしてその雪が

私どもの早朝の除雪で自分の家に戻ってこないよ

うに玄関先で立っていらっしゃる方もいるように

はお聞きをしてございますけれども、そういう皆

さんについては本当にお年をとって高齢の方にと

って重たい雪を家の前に置かれていくということ

は非常に苦痛に思うのでしょうし、大変なことだ

というふうには私どもも思っています。したがい

まして、オペレーターの方が発見したとき、例え

ばそういう方を見たときにどういった対応という

ことで、具体的には私どもはしてございませんけ

れども、そういう報告は受けております。特に対

策ということではとってはいる現状にはございま

せん。いわゆる雪を外に出すということに関して

は、それは一定お話をしていますけれども、例え

ば家の前に早朝立っていらっしゃる方の対応です

とかというのはやっていません。道路に雪を投げ

ることとあわせて、駐車の関係なのです。除雪を

するときに大変違法駐車が多いものですから、除

雪でそこの車両だけよけて道路を雪をはねるとい
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うことになると、そこだけ除雪されないというこ

とになりますから、こういった車両の関係につい

ては発見をしましたら委託業者のほうから私ども

担当に連絡をもらうか、あるいは委託業者の三信

さんのほうなりカンリさんのほうの担当のほうか

ら警察のほうなり連絡をとっていただいて対応を

させていただいているところであります。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） そういう高齢者の方

とか、事故になっては大変今後にかかわりますの

で、ぜひ危なくないような対応をとっていただき

たいというのは、やはり町内会との連携とか、自

分で除雪機を持って本当に丁寧に除雪していらっ

しゃる方もいらっしゃいますので、そういう方に

ボランティアでお願いするとか、燃料費だけ払っ

てそういう方のための除雪をしてもらうとか、そ

ういうふうにはならないものなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今言われたよう

な地域の皆さん、個人のお話かというふうに思っ

ています。個人の皆さんが例えば隣の方がもう御

高齢なので、自分の家の除雪にあわせて隣の方を

やりましょうというところについては、なかなか

支援策については難しいかなというふうに思って

おります。ただ、町内会として除排雪の取り組み

をしようというようなことについては、私ども何

らかの支援策も検討しなければならないかなと。

考えなければならないなというふうには思ってい

ますが、具体的に手法として今持ち合わせてはご

ざいません。それは、町内会の皆さんのほうから

どういった活動をするのかということも含めてい

ろいろとお話をさせていただいて、取り組みをし

ていきたいというふうに考えています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 補足させていた

だきます。

現在当市におきましては、社会福祉協議会に町

内会ネットワーク事業という形で御委託をさせて

いただきまして、町内会の中で除雪が必要な方に

対する除雪ボランティア事業を進めさせていただ

いております。また、当市は先ほど御紹介ありま

した高齢者等の除雪サービスにおきましては、民

間の事業者に門口除雪を委託するほかに、町内会

が重機を持って、農家のほうが多いのですけれど

も、トラクター等で排雪していただけるような、

特に智恵文地区とかはやっていただいているよう

な状況でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ぜひ安心、安全な除

雪体制で臨んでいただきたいと思っております。

あと、オペレーターの教育というのでしょうか、

除雪の人員の確保というのが今お聞きして７５人

とか９０人というタイトな人数でやっているので、

大変なのでしょうけれども、先ほどもざくざくの

路面ということだったのですけれども、どうも地

域の人の声を聞きますと、そのオペレーターの方

によって除雪の状況が違うと。あの方は上手だけ

れども、あの方はともうちゃんとチェックしてい

るような状況の中で、若い方がいらっしゃらない

のもある。いらっしゃらないというか、なかなか

育っていかないというのもあるのでしょうけれど

も、やはり高齢者の方はかなりレベルが高くなっ

てきていて、若い方が来るとさっぱりだねとか、

全然除雪していないねとかという、そういうこと

も聞くわけなのですけれども、オペレーターの方

に対する除雪作業の教育というか、訓練というの

ですか、学習というのですか、そこら辺は業者ご

とになさっているのだと思うのですけれども、部

長のほうからとか、市のほうから助言とか、そう

いうことはございませんでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） オペレーターの

皆さんの技術向上ということでお話をいただいた

のだと思いますけれども、担当の部署としては特
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に技術的な指導というのはしてございませんが、

例年日本建設機械施工協会のほうで主催をする講

習会だとかがございます。これ旭川で開催をして

いるということでありまして、これについてはぜ

ひ委託業者のほうで参加を、受講をするようにお

話をしているところでございます。また、いろい

ろと今市民の皆さんから除雪にかかわっては制度

がどうなのかと。オペレーターの方がかわるとち

ょっと差が出るねというようなお話も十分わかり

ますけれども、何度も言いますけれども、一定程

度限られた時間の中で、早朝は委託業者の皆さん、

約７０名ほど出ていらっしゃいます。これは、毎

日雪が降るわけではないですから、もちろん毎日

出勤しているわけではありませんけれども、二、

三日降るということになれば、名寄でいえば早朝

の２時から、風連は４時からそれぞれ従業員の皆

さんに除雪を担っていただいているということで

ありますし、あわせて排雪についても先ほど言い

ましたけれども、約９０人の皆さんに１月中ぐら

いから４５日かけて排雪をしていただいておりま

す。私ども市民の皆さんにも大変お世話になりな

がら除雪等について御協力をいただいているとい

うふうに思っております。本当にお年を召した方

ですとか、除雪にかかわっては多くの市民の皆さ

んに御協力をいただいてやっているということも

重々承知をしておりますけれども、あわせて業者

の皆さんにも私どもは御協力いただきながら、大

変厳しい道北の名寄の地ですけれども、この地域

の冬の道路の安全確保について官民あるいは市民

の皆さんと一緒になってやっているということに

ついて、ぜひ御理解をいただければというふうに

思っています。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ありがとうございま

す。やはりこの名寄の地に住みまして一番最大の

課題でございます除雪がきちっとできたならば、

高齢者が住み続けられる。除雪の心配をしなくて

もこの地域に長く住み続けられる、そんな地域で

あればいいなというふうに、私名寄の除雪はすご

いのだよと言われるときもあるのです。やっぱり

きちっときれいに除雪しているねという地方の方

もいらっしゃいますので、ぜひよりよい除雪目指

して、部長には頑張っていただきたいと思います。

やはりひとり暮らしの高齢者がふえていますので、

自分で除雪をしないとこのまちに住めないと。こ

の家に住めないという方がたくさんいらっしゃい

ます。本当に深刻で、除雪ができないと私は施設

に行かなければならないという、そういうお声も

お聞きいたします。夏だけ名寄に住んでいる方も

いらっしゃいますし、除雪で隣近所ともめている

方もございます。何とかつらい冬ではなくて、雪

が降って名寄のまちが元気になるような、そんな

除雪体制に取り組んでいただきたいと、そういう

ふうに思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

それから次に、介護保険制度のほうに移らさせ

ていただきたいと思います。先ほど部長に大変丁

寧な御答弁いただきました。ありがとうございま

す。やはり高齢者がふえる名寄市において、来年

度の予算を立てることがどうなのかというような

状況であると考えます。加藤市長におかれまして

は、高齢者が多い名寄の地において、国の社会保

障制度に対して、このような状況であります。こ

の状況についてどういうふうにお考えになるか。

予算が立てられない、将来社会保障がどうなって

いくかわからないという、そういう状況が高齢者

の中にはあります。加藤市長はどのようにお考え

になるか、お聞きしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 当面の課題として、先般

安倍総理が平成２７年１０月に予定されていた消

費税の１０％への引き上げを先送りしたと、こう

いうことでありまして、現在１０％へ上がること

を前提にさまざまな社会保障の改革を進められて

いるわけでありまして、介護保険制度はもちろん
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でありますけれども、子育ての支援の問題、ある

いは医療制度等こういう状況になっていると、こ

ういうことであります。当然税源がしっかりと、

財源がしっかりしていないと、こうしたことも担

保できないということは重々理解もします。それ

で、景気が今余り上向き状況にいっていないとい

う中で、ここは一回見送って中長期的に税源を確

保していくのだと、財源を確保していくのだとい

うことも政府の判断ですから、そのことに対して

は重々理解をするわけでありますけれども、しか

しこの先送りによってさまざまな改革が滞っては

ならないというふうに思っています。国に対して

この改革を確実に実施をするために、万全の財政

措置を講じていくと｡特に介護保険制度につきまし

ては、超高齢化社会に対応し、持続可能な制度を

構築していくと、このことが急務でありますから、

消費税の引き上げを先送りするに当たりましても

必要な財源を確実に手当てをしてほしいと。こう

したコメントを全国市長会あるいは全国町村会そ

れぞれ会長連名で先般御提言をさせていただいて

いるということであります。私も同様の考え方で

ありまして、こうした考え方を市長会等機会を捉

まえて、しっかりとさまざまな場面で働きかけを

していきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） どうぞよろしくお願

いいたします。

今回の衆議院解散選挙によって、介護保険制度

改正のスケジュールがおくれたことに対する対応

と今後の高齢者の施策の考え方、周知とか含めま

して答弁いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 平成２７年度か

らの介護保険制度改正につきましては、介護保険

法の規定によるものが大半でございますけれども、

詳細な内容についてはそれぞれの政省令に規定さ

れているということでございますので、その政省

令がいまだに発せられていないということもござ

いますので、その辺で市民の方に対する周知がお

くれたり、また今後の予算編成ですとか条例改正

等についても影響が出るのではないかと少し懸念

をさせていただいているところではあります。

また、今回の計画策定に当たりまして、いわゆ

る団塊の世代の方が７５歳以上となられる２０２

５年に向けて、単身の高齢者の方ですとか、また

認知症の高齢者の方ですとか、そういった方がふ

えられるということでありますので、そういった

ところの対策といたしまして、国が申しておりま

す地域包括ケアの構築をその２０２５年、１０年

先に向かって構築していきたいと考えておりまし

て、今回の計画はその前期の計画というような位

置づけで３年間それに向かった内容を計画に盛り

込まさせていただいているような状況であります。

また、今後中長期的な目標を定めた中で必要なサ

ービス、基盤整備を行いながら、医療、介護、介

護予防、住まい、それからニーズに応じた見守り

ですとか、安否確認ですとか、外出支援だとか、

家事援助ですとか、それらの施策を総合的に盛り

込まさせていただきながら計画策定を進めさせて

いただきたいと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ぜひ高齢者が安心、

安全で暮らしていける名寄市であってほしいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

次に、非正規労働者のほうに移らさせていただ

きます。今非正規労働者がふえているということ

で、全国的にも問題になっているところでござい

ますけれども、先ほど一番高い技術系男子で日給

７０５円ということで、２０日間働いて月収１

５万円、そして年収１８０万円ぐらいでしょうか。

社会保障の適用が１ ４％、雇用保険適用率が２

１％、定期昇給率が ７％、退職金適用 ２％。

この地域の労働条件に対して、室長、どのように

お考えになりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。
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〇営業戦略室長（常本史之君） 基本的に平成２

４年度で実施をいたしました、先ほど申し上げま

したけれども、実態調査ということで、約半数ち

ょっとの事業所でのアンケート結果ということで

ございますけれども、なかなか数字的にも厳しい

ものがあるというふうに考えております。こうい

った道北の地ということで、当然東京ですとか、

ああいった都会のほうとの賃金の格差という部分

もありますし、待遇の格差もあるというふうに思

います。また、企業の体力といったようなものも

あるというふうに考えておりまして、そこを何と

か私どものほうでどういった支援をできるのか、

あるいは非正規労働者の皆さんへの対応というか、

支援というのをどういったふうにできるのかとい

ったことを先ほども答弁いたしましたけれども、

他自治体の状況なども調査をしながら、できるも

のがあれば取り組んでいくといったようなことが

今後考えられるというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） これで結婚し、子供

を産み育て、親の介護をするということでは、本

当に大変な状況で、やはり若い人たちはこの地域

に就職しない、都会に出ていかざるを得ない、そ

ういう状況でないかと思うのですけれども、いか

がでしょうか、室長。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） やはりこれも数

年来といいますか、以前からそういった状況とい

うのは当然あるというふうに考えております。何

とかそういった方々を市内に引きとめるような方

策といったものをやはり市としても関係機関と連

携をしながら、この間も議論させていただいてい

るところでありますけれども、今後も引き続いて

そういった部分取り組んでまいりたいというふう

に考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ぜひ若者が一人でも

名寄市に定着するような労働条件を構築していた

だきたいということで、今営業戦略室の所管にな

っておりますけれども、ぜひ労働関係の相談窓口

とか、企業に対して言っていけるような状況をつ

くっていただきたいと思いますし、なかなかそこ

で働いている人が自分で言うということは難しい

ので、やはり行政で指導していただく。労働基準

法も守られないような、そういう企業があるとし

たならば、やはり行政の怠慢であると考えます。

非正規労働者含めまして名寄市の労働者の向上、

賃金、労働条件がよくなることを本当に心から願

っております。

きょうは、除雪、今きょうも大変なことになっ

ていると思うのですけれども、除雪には本当に名

寄市民全員期待しておりますので、どうぞよろし

くお願いしたいと思いますし、先ほど町内会のほ

うの支援ということで、建設水道部長に心強いお

言葉をいただきましたので、どうぞよろしくお願

いしたいと思います。

１分前になりましたので、きょうは早目に終わ

りたいと思います。どうもありがとうございまし

た。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高野美枝子議員

の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

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。

なお、明日の会議は午後１時より行います。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ４時４１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
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