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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１８日（木曜日）午後１時００分
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１．説明員
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副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君
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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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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

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 高 野 美枝子 議員

１０番 高 橋 伸 典 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。

公共工事の円滑な施工確保に係る当面の取り組

みと公共事業の早期発注及び工期の延長について

外１件を、塩田昌彦議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問をしてま

いります。

大項目１の公共建設工事の円滑な施工確保に係

る当面の取り組みと公共工事の早期発注及び工期

の延長について２点質問させていただきます。１

点目は、大型公共建設工事の対応についてお聞き

をいたします。大型公共建設工事の現状は、東日

本大震災の復旧工事を初め、東京オリンピックの

誘致決定やデフレの脱却の効果から工事の発注が

相次ぐ状況にあります。これらの影響から、労務

賃金の上昇や建設資材、鋼材が高騰するなど発注

者側及び受注者側ともに厳しい状況下にあります。

そこで、公共建設工事の円滑な施工確保に係る当

面の取り組み状況についてお知らせください。

２点目は、公共工事の早期発注や工期設定の考

え方についてお聞きをいたします。現状１１月に

入って工事が発注されておりますが、雪が降る冬

の時期に発注される理由についてお知らせをくだ

さい。

また、工期の設定基準なり設計変更が生じた場

合の工期延長や人手不足、資材調達のおくれから

発生した場合の工期延長の考え方などについても

お知らせください。

大項目２の災害時の組織と対応について３点質

問させていただきます。１点目は、災害時の庁内

防災組織についてお聞きをいたします。庁内防災

組織は、総務部の防災担当を中心に組織をされて

おりますが、災害時における各部局との連携、連

絡調整など機能が確立されているのか、また８月

に発生した２度の豪雨災害の検証結果についてお

知らせください。

２点目は、豪雨災害時の排水対策の検証経過に

ついて。建設部が担当する建設業協会との協定内

容及び８月の豪雨災害以降、連絡体制や現場対応

について建設業協会との間で検証が行われていた

のかどうなのかお知らせください。

３点目は、農業被害対策についてお聞きをいた

します。８月に発生した豪雨災害で被害を受けた

農作物の被害状況と対策についてお知らせくださ

い。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

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） 塩田議員からは、

大項目で２点にわたる質問をいただきました。大

項目１は私から、大項目２の小項目１は総務部長、

小項目２は私から、小項目３は経済部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、公共事業の円滑な施工確保に係る当

面の取り組みと公共事業の早期発注及び工期の延

長についての小項目１、大型公共事業の対応につ

いてでございますが、議員御指摘のとおり長引く

経済の低迷からの回復や震災からの復興などによ

り、地域の元気臨時交付金などの地方への経済対

策なども含め、国は公共事業の活性化を進めてき



－103－

平成２６年１２月１８日（木曜日）第４回１２月定例会・第３号

たところであります。一時期は、公共投資の抑制

が続いていたこともあり、受注者側では実際の工

事に携わる作業員などの削減や技術の継承が円滑

に進んでいなかったこともあり、人手不足に陥っ

ているものと認識しております。また、公共工事

の事業量の増加そのものによる需給バランスの変

動による資材単価の増も顕在化しております。名

寄市においては、工期の適切な設定や北海道で示

される単価、いわゆる道単価を用いること、また

道単価がそのまま適用できない工種などにおいて

は参考となる実勢状況を反映した見積書を徴収す

ることによって発注直前の新単価を採用するなど

引き続き円滑な工事、事業の遂行ができるよう対

応してまいります。

資材単価や労務単価の変動状況につきましては、

最近の公共工事の増加に伴い大きく影響を受ける

ところと認識しております。国、道または各自治

体の取り扱い方針等さまざまな情報収集に努め、

適切に対応できるよう検討してまいります。

次に、小項目２、公共事業の発注や工期設定の

考え方についてお答えいたします。公共事業の発

注や工期の設定につきましては、工事目的物の品

質確保面から施工時期や地域、現場の状況把握に

努めながら行っております。名寄市が発注する建

設工事は、国の補助事業等による施行が多く、事

業の性格上国の予算成立後に北海道内の予算割り

当てが行われ、その後に各自治体からの交付申請

事務を経て交付決定がされた以降に事業着手とな

ること、さらに国の予算成立などの制約を受ける

ことから、年度当初からの計画的な工事発注につ

いては難しいものと考えております。これまでも

これらの影響が少なくなるよう舗装、補修工事な

どの市単独工事、維持工事につきましては概算発

注を活用しながら、早期発注や国の補正予算や国

債工事等条件の合う事業があれば事業採択に向け

て要望してきております。今後におきましても国

の政策等の状況を見ながら工事の早期発注に努め

てまいりたいと思います。

また、工期の設定につきましては、基本的には

工事の内容や工種、事業費等から標準工期を設定

しています。標準工期に支障物件の移設や関係機

関との調整に係る現場条件や労働者の確保、資材

の調達等に要する余裕期間を計上した工期として

います。

なお、調達を予定している資材の想定外の搬入

おくれなどが発生した場合については、発注業者

と協議しながら設計変更による工期延長で対応し

ております。

次に、大項目の２、災害時の組織と対応につい

て、小項目２、豪雨災害時の排水対策の検証につ

いてお答えいたします。本年８月、２度の大雨災

害で名寄市が管理しています普通河川や道路排水

において排水能力以上の降雨による冠水が発生を

する状況となりました。冠水の主な原因につきま

しては、排水能力によるものや流末の幹線排水、

河川の増水による内水氾濫など箇所ごとにさまざ

までありました。この対応につきましては、小型、

大型土のう積み、排水ポンプの設置、流出した路

盤砂利の応急復旧等の対応を行いました。これら

災害時における建設業の人的機動力、機械力は必

要不可欠であり、応急対策の根幹をなすものとな

っています。

名寄市と建設業協会との協定については、平成

２１年度より災害時における応急対策業務に関す

る協定として、市と名寄、風連の各建設業協会と

協定を締結しており、この間の大雨災害時におい

ては排水ポンプ、土のう等の運搬設置や崩壊した

道路の緊急工事等に御尽力をいただいております。

協定内容については、想定される応急復旧の業務

内容や経費の負担等について記載がされておりま

すが、御質問にありました土日、祝祭日の待機要

請等についての詳細な協議、協定は行っておりま

せん。８月の大雨につきましても４日から５日は

名寄神社祭、８月２４日につきましては日曜日の

夕方からの豪雨となりました。これらの休日の対

応につきましても建設業協会内の全社に待機要請
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をかけることについてはその判断か大変難しいこ

とから、協会から各社への連絡体制の事前確認を

お願いしている状況となっています。

また、土のうは智恵文地区、名寄地区道路セン

ター、風連除雪センター、風連日進地区に備え置

いてあります。排水ポンプ等につきましては、各

建設会社、リース会社、さらに工事中の現場で使

用しているものもありますが、ポンプ本体、発電

機、燃料タンク、送水ホース等の排水ポンプ稼働

に必要な資材の保有がその時々でふぞろいな状況

にあることも想定されます。また、ポンプ設置機

材として大型ショベル等の車両の必要性の有無な

ど設置箇所における現場条件の想定が難しいこと

から、現地からの状況報告があってからの排水ポ

ンプ等の要請としています。これらの建設業協会

との対応については、災害対策本部を通じて行っ

ており、状況整理の手法についても漏れがないよ

う対応に努めておりますが、災害当日はどうして

も多くの職員で対応していることから、情報が錯

綜している状況にもありました。８月の災害後に

建設業協会との検証については行ってはおりませ

んが、現在協会各社、リース会社の排水機材保有

状況を調査していただいており、今回の大雨を受

け、次年度以降の災害における対応の課題につい

て、建設業協会と協議を進めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目２、

災害時の組織と対応について、小項目の１、災害

時の庁内防災組織について申し上げます。

初めに、本年８月４日から５日にかけて及び８

月２４日の大雨対応における市の防災対策につい

てでありますが、当日の気象の悪化につきまして

は本市全域に及ぶものでありまして、市を含む関

係機関が総動員で対応したところであります。災

害対策の組織体制につきましては、地域防災計画

に規定されておりまして、初動態勢から始まり、

天候の悪化等に伴う気象情報に基づいて第１非常

配備から第３非常配備の体制をとることとなりま

す。これら一連の体制の中で市内の循環を初め、

災害対応に係る土のうの設置などの応急対応、気

象情報の取得、避難に係る情報の発信、避難所の

開設、関係機関との連携など任務は多岐にわたる

ものであります。これらの対応を総括するのが災

害対策本部であり、市はもとより名寄消防署、名

寄警察署、旭川開発建設部、名寄河川事務所、陸

上自衛隊名寄駐屯地の関係組織、機関にも常駐を

いただき、綿密な連絡体制のもとに災害対応に当

たっています。また、組織の中には統括部を初め

１１の部を設け、本部長の命を受けた後、担当の

各部長の指示により職員が速やかに行動をとる体

制になっております。しかしながら、当日の大雨

は広範囲に及ぶものであり、過去に記録したこと

のない総雨量１５ ５ミリという状況下にありま

したので、一部情報の錯綜や対応に不十分な点が

ありましたが、現状において最大限の対応を行っ

たところであります。

また、名寄消防署を初めとする各関係機関との

連絡体制につきましてはルール化されておりまし

て、また名寄消防署との情報伝達のルートについ

ては事前に打ち合わせするなどを行ったところで

ありますが、地域防災計画に定められている役割

分担やその方法について一層の調整及び検討が必

要と考えておりますので、今回の検証を踏まえ改

善を図ってまいります。

次に、２度の豪雨災害の検証の経過についてと

いうことであります。さきに申し上げましたが、

災害対応につきましては今回の検証を踏まえ、さ

らに検討を進めているところでありまして、住民

にかかわる災害対応、特に水害につきましては水

防法及び国の避難勧告等の判断・伝達マニュアル

作成ガイドラインが大きくかかわることとなりま

す。このためこれらを基本とした町内会との意見

交換が重要と考えておりまして、既にまちづくり

懇談会での情報提供や出前トーク「わがまち・み

んなの防災」でも災害の仕組みなどをお伝えしな
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がら意見交換などを行っているところであります。

また、災害対応は市のみではなく、旭川地方気

象台を初めとします各関係機関が総合的に行うも

のでありまして、各機関では防災のお話をテーマ

に講義するなどの取り組みも始まっておりますの

で、これらの活用も含めて検証検討を進めてまい

りたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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、小項目の

３点目の農業被害について申し上げます。

今回の農業被害については、８月４日、５日の

大雨による農作物への冠水被害が１３２戸、被害

面積が２２０ヘクタール、２４日の大雨による被

害は５１戸、被害面積が１１３ヘクタールとなっ

ており、合計で１８３戸、３３３ヘクタールとな

っております。被害額については、小豆２ ６ヘ

クタール、被害額 ９５０万円、バレイショ２

５ヘクタール、被害額 ８８３万円、カボチャ７

７ヘクタール、被害額１億４４５万円、スイー

トコーン１ ５ヘクタール、被害額 ８４６万円、

その他 ３５６万 ０００円で、合計で１億 ４

０９万 ０００円となっております。４日、５日

の大雨による農業用施設の被害は、天塩川土地改

良区施設については２９カ所、また個人の農地被

害による排水路の埋没、用水路の崩落、排水路の

ブロック浮上など２２カ所となっております。２

４日の大雨による被害状況は、全体で１７カ所、

畦畔崩壊、のり面崩壊、農道洗掘、用排水路土砂

埋没等が発生しました。特に８月２４日の智恵文

地区を中心に局地的な大雨による農作物の被害に

つきましては、収穫途中や収穫目前にした時期で

あり、冠水被害による生産物の病気や腐敗が見受

けられることから、生産者の被害は大きいものと

認識しております。

今後の支援策としては、既に道北なよろ農業協

同組合から被災組合員の負担軽減を図るための償

還猶予対応資金の期間延長及び農業緊急支援資金

に対しての利子助成の支援要請が来ているところ

でございます。被害の内容を含めて検討してまい

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） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） それでは、順不同にな

りますけれども、順次再質問をさせていただきま

す。

まず先に、災害の関係について御質問をさせて

いただきます。庁内の防災組織の関係については、

詳細にわたって御説明をいただきまして、理解を

いたしました。ただ、１つ私の中でのポイントと

しては、こういう体制はしっかりとっているけれ

ども、緊急な部分だったというふうなことも含め

てなかなか思うように動けないというのが実態な

のかなというふうに思っています｡その中で今後起

こってはならないのかもしれませんが、起こる可

能性がある、その災害の対応について、やはりこ

の２回の大きな災害を受けた中でしっかりした検

証を行って体制の整備を図る、これは非常に大事

なのかなというふうに思っております。

それと、私も町内会連合会と名寄市で開催をい

たしましたまちづくり懇談会のところに２度ほど

お邪魔をさせていただきまして、いろいろ質問等

々にお答えをいただいている状況を中で把握をさ

せていただきましたけれども、その中で被害を受

けたり、それから避難、それから勧告、指示とい

うふうな形で実際に適用を受けた町内会があると

思うのですけれども、そこの町内会さんたちと、

実際に市のほうから指示なり連絡体制がしっかり

伝わっていて、町内会さんが考えているようなき

ちっとした対応になっていたかどうかも含めて、

この懇談会に参加したときに参考になる意見結構

あるなというふうに実は思っていまして、それら

を含めて検証をしていただきたいなというふうに

思っていまして、その辺含めて先ほども意見交換

はあるというふうにおっしゃっていましたけれど

も、町内会との意見交換を含めて今後の検証とそ
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れをどういうふうに生かしていくのかということ

についてお願いをいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今塩田議員からいた

だいたように、町内会との意見交換非常に大切だ

というふうに考えています。実は、まちづくり懇

談会の中でも地域みずからの取り組みとして、市

で防災マップをお配りしていますけれども、あれ

は全市的なマップとなっております。ある町内会

では、それを自分の地域に合うような形で情報を

抜粋して、わかりやすい資料をつくっているとい

うような取り組みをしている町内会もありました

ので、そういった意味では非常に有効な手段だと

いうふうに思いますし、意見交換をしてよかった

なというふうに思っているところでありますので、

ぜひ継続していきたいというふうに思っていると

ころであります。

なお、今回８月の大雨については水害あるいは

内水氾濫と言われるものでありまして、災害の検

証についてはその種類ごとに行われるというふう

にされておりますので、検証を進めていきたいと

いうふうに思っておりますし、これはできるだけ

早く検証すべきと思っていますし、次年度のその

時期に向けては検証を進めていきたいというふう

に思っておりますし、先ほど申し上げました関連

する法令等も含めてぜひ検討を進めていきたいと

思っていますし、まさにその作業の途中にあると

いうことで御理解をいただければと思います。

地域の具体的な取り組み、先ほど名寄の話もさ

せていただきましたけれども、実は災害基本法を

制定するきっかけとなったのが１９５９年の伊勢

湾台風でありました。この際、三重県の楠町とい

うところでありますけれども、町のほぼ全域が水

没をしたという状況になっていたということであ

ります。しかしながら、犠牲者は実はなかったと

いうことなのです。これはなぜかというと、過去

の災害を教訓としながら、それぞれ自己の水位計

ですとか、観測装置だとか、水防団を充実をさせ

てあらかじめ備えをしていたということでありま

す。当時としては、いち早く避難勧告を出して対

策をとったという事例でもありますので、まさに

本市においても参考とすべき事例だろうなという

ふうに今考えて受けとめているところであります。

災害の仕組みを基礎としながら、これを例にする

と市民との対話が必要だというふうに思っており

ますので、ぜひ進めていきたいというふうに思っ

ております。

先ほど申し上げましたように、既にまち懇の中

でも話をさせていただいておりますけれども、塩

田議員が言われましたように実際に避難をされた

方あるいは災害に遭われた方の声がやはり一番だ

なというふうに思っております。町内会８２あり

ますので、一度に全ての町内会というふうにはな

らないかと思いますけれども、特に今回災害の大

きかった洪水になったところを中心としながら、

町内会との意見交換会等を進めていきたいと思っ

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） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） では、ではということ

はないですけれども、今の参考になることもいっ

ぱいあるというふうにお答えをいただきましたの

で、やはりしっかり町内会等のいろんな意見を聞

いていくことが大事だと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いします。

続きまして、建設業協会との部分でありますけ

れども、今回の災害の対応の中で実際に冠水した

箇所から水を抜くといいましょうか、やはり畑に

限定して言いますと少しでも早くに水を抜くこと

は生産物を被害から守る一つの対策として一番効

果的だというふうに農家さんはお話をされていま

す。ですから、いち早くやはり水を抜いてほしい

という部分は、これはもう願いであります。そん

な中、この排水にかかわる機材の部分については、

お答えをいただいた中では今そういう建設業協会

の業者が市内と風連にあるというふうなことで、

そこで保有していないものについてはリース会社
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から借りるというようなことになると思いますけ

れども、恐らく災害のときにはこのリース会社に

殺到して、先にとったほうが勝ちみたいな部分に

なるのかなというふうに実は思っています。した

がって、そういうふうになると満度の部分は保有

していないと思いますけれども、それらの内容に

ついてしっかり状況把握をするということであり

ますから、それを早急に把握をしていただいて、

データを持っていていただきたいなというふうに

思っています。

それと、建設業協会のほうの部分でいうと、平

日は夜でなければ仕事中ですから、いろんな部分

ですぐ行動が簡単にできるというふうなことにな

ると思いますけれども、土日なり夜というふうな

ことになりますと新たに出てきてもらうというふ

うなことになりますから、これはこういうふうな

ことが起こるかもしれないという、事前に協会の

ほうから各業者のほうに電話連絡なりなんなりを

して待機をしていただくというような、そういう

ふうなことをしなければ難しいなというふうに思

いますので、それらの部分で態勢、要するにこの

準備態勢というのが非常に簡単にとれるものでは

ないのでないかなというふうに思いますので、こ

れらについては建設業協会との協定の中、そして

今後の打ち合わせの中でしっかり検証していただ

きたいと思いますし、建設業協会との今後の対応

をしっかりできるといいましょうか、そのために

やはりこれまでの分の検証というのは大事なこと

だというふうに思っています。名寄市の市民の生

命、財産を守る上においては、やはりいち早くし

っかりした対応をとるということが大事だと思い

ますので、それらについてもう一度建設業協会と

の検証に伴う打ち合わせといいましょうか、会議

なり持つことをお考えになっているのかどうなの

か、先ほどの答弁にあったかもしれませんが、ち

ょっと漏らしているかもしれませんけれども、そ

の辺よろしくお願いいたします。

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） 済みません。先

ほど答弁はっきり言わなかったかもしれませんけ

れども、塩田議員のほうからもありましたように、

ポンプ等の機材について今業界を通じて調査をさ

せていただいておりますので、その状況も把握を

しながら、改めて協会のほうとは今後の次期大雨

に対する対応について協議をさせていただきたい。

打ち合わせのほうはさせていただきたいと思って

います。

大雨の関係で、私どもの担当のほうの体制につ

いては、市内初動のときにはパトロールというこ

とで大きく７つに分けて職員のほうに現地のほう

確認に行かせています。ただ、今回は８月４日、

５日と雨の降り出しが夜半といいますか、夜中だ

ったものですから、最初からの７班体制というよ

うなことではなくて、徐々に体制をふやしていっ

たということもありましたし、また先ほどお話し

されたように冠水の状況等を職員が確認をし、そ

して住民の方がそこにいらっしゃいますと、どう

しても職員が次の現場に確認に行くのがなかなか

行きにくいという。率直に言いますと、そこで現

地の対応を、本当はそれぞれの河川なりの状況判

断をする職員なのですけれども、どうしても現地

対応に追われてしまったということも今回反省を

しております。そういったことも改めて私どもも

内部で検証しながら、あわせて協会のほうともど

ういった体制がとれるのか、しっかり打ち合わせ

のほうはさせていただ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） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） やはり災害は予期して

起きるものではありませんから、そんな中対応す

ること自体が非常に難しいことだというふうに思

っています。数少ない職員が分散をして状況把握

をして歩くというふうなことは、非常にそういう

体制をとっているということで、なかなか全ての

ことに対応できないという状況には、これはある
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と思いますし、仕方ないことだと思いますけれど

も、それが連絡がきちっとその状況をつぶさに伝

えることができて、それに対する対応がしっかり

できると、やはり遅くてもちゃんとしてくれたと

いうふうに市民は理解をし、認識をするわけです

から、そういうふうなことでしっかりとこれから

建設業協会との間で協議を進めていっていただき

たいというふうに思います。

それで次に、農業被害の対策の関係について御

答弁いただきました。きのう山田議員のほうから

も災害の関係についての状況、そして現状の対応

について御答弁ありましたので、理解をしてござ

います。ただ、農作物の被害というのは結構多く

あったというふうに思います。その中で被害を受

けたときの対応としては、共済制度というのがあ

りますよね。通常でいうと、当然加入と任意加入

というような形になって、加入をしている場合に

おいて被害を受けた場合はそれ相応の救済という

ふうなことになるかと思うのですけれども、そう

ではなくて加入していない、加入できない作物も

あると思うのです。これらの部分についての被害

というふうな部分も、これはあると思いますし、

せっかく春から精魂込めてつくってきたものが収

穫目前にしてだめになってしまうというのは非常

に残念なことですし、これを何とかしてあげたい

なと思ってもできるものでもないなというふうに

思いますが、それに対する対策というふうなこと

で、次年度の再生産に意欲を持って取り組めるよ

うな部分でこの災害に遭われた農家さんへの対応

というのはやはり必要なのかなというふうに実は

思っています。その中でこの対策をお聞きをした

ところでいうと、農協のほうから償還猶予、それ

から資金の提供といいましょうか、利息について

は以前からも何かあったときには市と、それから

農協で利息の折半をして、そして貸し付けをする

というような形の制度はあるのかなというふうに

思って、状況によってはそういう対応をされるの

かなというふうに思っています。ただ、私はここ

の中で今回質問をさせていただくのは、やはり名

寄市は基幹産業が農業ということで、この基幹産

業農業としている名寄市だから行う支援の体制と

いいましょうか、そういうふうなものも確立して

もいいのかなというふうに思います。一つの例を

挙げるとすれば、例えば生産に係る種子代とか、

それとか肥料その他もろもろ、いろんな資材が実

質投資してかかっているわけですから、その生産

に行き着かなかったというふうな部分で、投資し

たままのスタイルになっているということから、

例えば面積当たりの部分になるのかもしれません

けれども、かかるものを助成をすると。そして、

次年度の再生産にしっかり意欲を持って取り組む

のだというふうな、意欲を湧かせるような、そう

いうふうな対策というものはとれないものかお聞

きをいたします。お答え願います。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私のほうから議員が

おっしゃったとおり、次年度の再生産に向けて意

欲のある効果的な施策は何か名寄独自で持てない

のかというお話でございました。実は、農業被害

におきましては次年度の再生産費ということを第

一に私どもも考えてございますけれども、その中

でも個々の生産者におかれてはやっぱり危険分散

を含めてさまざまな作付体系なりをとっておられ

ます。それと、市場動向によって価格も変動する

という中で、仮に今回農業被害が先ほど報告させ

ていただきましたけれども、価格面で補って、必

ずしもそういったことを含めて経営の安定が図ら

れるということも多々多い状況でございます。そ

ういった部分を考えますと、私どもとしてはそう

いう種子代というよりも全体的に見て、その資金

対応という部分がやっぱり農家さんも効果的なの

ではないかなというふうに考えておりますので、

そういった部分で御理解をお願いしたいと思いま

す。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。
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〇３番（塩田昌彦議員） しつこくて申しわけな

いのですけれども、資金の対応という部分につい

ては、やはり借りるということは返さなければい

けないことになりますよね。実際被害あって、い

ろんな野菜といいますか、露地野菜のいろんなも

のによって、生産費って違うと思うのです。です

から、一様にというわけではなく、その被害をこ

うむった野菜そのものの部分に係るものというの

は恐らくはじき出すと出ると思うので、それに対

する面積当たりの補填というような形ができない

のかという、そういうことなのです。農業元気に

なってもらわなかったらやっぱり問題ありますの

で、その辺申しわけないですが、もう一度お願い

します。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 議員から今御指摘い

ただいた部分でございますけれども、先ほども申

し上げましたとおり、どうしてもそれぞれの農家

さんで被害があった部分という、例えばカボチャ

ということにして、次年度それの種子代というよ

うなことを支援するということ、総じてほかのも

のがお米だったり、キャベツだったり、バレイシ

ョだったりということで、そういった部分で総合

的に必ずしも被害が相対的にその農家さんの今年

度の赤字ということでは限らないものですから、

そこら辺の認定というのは非常に難しいというふ

うに考えております。次年度におきましてもそう

いった部分を含めて農家さんそれぞれ営農計画を

立てられていくわけで、必ずしも次年度作付も当

然増減したり、そういった部分もございますので、

そういった中ではなかなか画一的にそういったこ

とはちょっと難しいのかなということでございま

して、そういった意味でそういった資金対応とい

う部分なり、今年度償還猶予ということも検討さ

せていただいていますので、そういった措置がや

っぱり有効ではないのかなというふうに思ってご

ざいますので、御理解をお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） わかりました。ただ、

名寄らしい取り組みといいましょうか、そういう

ものがあるべきではないかなというふうに思って

いますので、御検討をお願いいたします。

次に、公共工事の発注、工期設定の関係で、考

え方について理解をいたしました。やはり国から

の公共事業といいましょうか、依存している体制

ですから、当然申請をして、そしてそれに対する

認可をいただいて、発注というふうなことになり

ますから、思うようにならないと。ただ、単費の

部分については極力早期の発注を目指して努力を

していただいているということですから、そうい

うことで国に何とかしてくださいといってもなか

なか難しい部分もあると思いますので、ただ実際

に工事を受注する、受ける側の考え方でいうと、

早期の発注、そしてバランスのいい発注というの

がやはり理想なのかなというふうに思っておりま

す。その中でまず１つ、１１月の雪の時期に工事

の発注があったというふうなことで、やはり除雪

をして、そして工事をする。無駄なということは、

これは語弊があるのかもしれませんが、やはり除

雪をしながらやらなければならないというのは当

然大きな出費にもなるのかなというふうに思って

いまして、そこら辺について毎年恐らくそういう

ふうな部分があるのかなと思いますが、なるべく

早くに、少しでも早くに発注できるような体制を

とっていただくということで努力をしていただき

たいということがまず１つと、それから設計変更

に伴う部分でありますけれども、設計変更に関し

て言えば、設計変更の内容にもよると思いますけ

れども、それによって工期の延長が伴う部分とい

うのは、当然発注者側、受注者側の協議のもとに

行われる部分だというふうに思います。そういう

ふうなことでその受注者側というか、そちらのほ

うの意見もしっかり聞いて、そしてやはり業者の

育成というふうなことも含めてしっかりした工期

の考え方、通常先ほどもおっしゃっていました標

準工期と、それからこの工事についてはこれはち
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ょっと難しいだろうなという部分については、そ

れ以外の特別な理由をつけて工期を長くするとい

うような工期の持ち方や何かもあると思います。

それの部分について柔軟な対応ができればなとい

うふうに思っています｡その部分についてのお答え

と、それから実際に今の現状からすると、ごめん

なさい。３つ目、労働者の確保とか資材の高騰、

いろんな部分で今実際に物を買うというふうな部

分でいうと、昔は買ってあげるというふうな部分

ではありましたけれども、今売ってあげるという

売り手市場に変わりつつあるといいましょうか、

そんな状況があるのかなというふうに思っていま

して、これらのことから思うように資材の確保が

できない場合、最初は受けたときはできるという

ふうに認識をして受けるのでしょうけれども、そ

の後やはりそういういろんな状況が生まれてなか

なか思うように確保ができない。こんな場合の対

応というのはどのようにお考えいただけるのかど

うかということも含めて、３点よろしくお願いい

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） 塩田議員のほう

から３点ということでお話あったのですが、２点

目の工期の関係と資材調達でという部分について

は、きっとそれによって資材調達がおくれるので、

工期の関係へ影響するというような趣旨でよろし

いですか。

それでは、２点目、３点目の関係については先

ほどもちょっと申し上げたのですが、土木工事に

おいては業者の皆さんと資材の調達も含めまして、

その辺は十分協議をさせていただいた中で、最終

的に工期の関係については十分協議させていただ

いているというふうに認識をしておりますので、

よろしくお願いをいたしたいというふうに思いま

す。

あと、１番目の関係で、早期発注の関係、努力

をということでありました。通常でいえば最初に

御説明したように、交付金の場合、一定程度交付

決定等を受けてからということで工事発注になり

ます。なおかつ、例えば新規の道路等については、

それから測量委託をして、それ以降入札審議会あ

るいは入札というようなことになるものですから、

通常の新規の場合はどうしてもおくれるというこ

と。継続の場合については、これは交付決定を待

って、早ければ６月というようなことになります

けれども、新規路線についてはおくれるというこ

とについては、おくれると言ったら変ですね。努

力しているのですけれども、手続上どうしてもお

くれるのだということについては御理解をいただ

きたいというふうに思っています。

なお、言われたように早期発注につきましては、

単独事業等についてはできるだけ年度初め、４月、

５月の段階で入札等手続を踏むように、これはそ

れぞれの担当にも話をしてございますし、言われ

るように早期の発注については対応させていただ

きたいというふうに思います。

それと、標準、名寄の場合は冬があるので、確

かに雪によって除雪の費用ですとか、そういうの

も当然かかるのはわかりますけれども、ある意味

では一年間を通じた事業発注という意味でいえば、

必ずしも冬期間、確かにできばえ等あるいは業者

の皆さん、今言ったように除雪関係とかというの

は非常に時間もかかる。あるいは、私どもの事業

費の中でも満度にそれが保証できているかという

と、実はそうではなくて、その年あるいは平年の

どれぐらいの積雪量ですとか、そういったものを

考慮しながら工事費のほうを発注しているという

ことでございますから、満度にはなってございま

せんけれども、冬季においても工事についてはで

きるのですという、少しそういった認識も持って

いただければというふうに思っています。改めて

工事の発注については極力早期にやりたいという

ふうに考えていますので、御理解をお願いします。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 新聞で見ますと、建設
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業協会からの要望というようなことも出ているこ

とも含めて、ぜひよろしくお願いをしたいと思い

ます。

それでは次に、昨日も大石議員のほうから質問

があったのですけれども、この２５条のスライド

条項の関係についてお聞きをしたいと思います。

公共建設工事の円滑な施工確保の観点に立った中

で、近年の状況、労務単価の上昇なり資材の高騰、

それから鋼材の高騰ということで、非常に今まで

にない大変な状況になっているというのは御理解

いただいているのではないかなというふうに思い

ます｡その中で工事請負契約の第２５条第６項のイ

ンフレスライド条項の適用と。このスライド条項

については、賃金または物価の変動に基づく請負

金額の変更というふうなことで認められている部

分ではありまして、きのうも大石議員のほうに御

答弁いただいたのですけれども、再度これらにつ

いての御答弁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） 塩田議員から今御質

問いただきました。労賃や、あるいは資材の高騰

に対する契約後の高騰にどのように対応できるか

ということで、質問にありましたように我々の用

意しています契約約款の中にも第２５条の中で対

応できる条項があるということであります。２５

条については、賃金または物価の変動に基づく請

負代金金額の変更という項目としてうたわれてい

るわけであります。今塩田議員が言われたように、

インフレに対する請負金額の変更に対応する部分

もありますし、きのう大石議員のところでも触れ

ましたけれども、１つには工期が１２カ月以上超

える場合の賃金水準または物価水準の変動による

請負金額の変更に対応する部分があります。これ

は、全体スライドと言われるものでありますし、

もう一つは、特別な要因により主要な材料が国内

において著しく変動した部分ということで、これ

は資材ということでもありますから、単品スライ

ドと言われる部分であります。もう一つは、塩田

議員が言われたようにインフレに伴うものと。こ

れは、また逆もありまして、デフレに伴うものも

当然あるということでありますので、一定程度社

会情勢の変化に対応できる条項として整備をさせ

ていただいていると認識をしてございますので、

ここについては必要に応じての適用を検討しなけ

ればいけないだろうなというふうに思っています。

ただ、きのうの中でも申しましたけれども、適

用に当たっては留意をしなければいけない部分も

あるというふうに思っておりますので、そこにつ

いては十分調査もさせていただいた上で適用をさ

せていただきたいというふうに考えておりますの

で、御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） そこの中で調査といい

ましょうか、何を調査されるのか教えてください。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 調査というのは、当

然物価が変わるというわけでありますので、どう

いった部分で変化をして、変わっているのかと。

そういった基準を考えなければいけないと、調査

しなければいけないということと、もう一つ、い

つから、どの時点から物価が上昇しているのかと

いうのについても当然調査をしなければいけない

と思っていますので、協議に当たって適正に措置

ができるように必要な条件等について調査をさせ

ていただきたいということでありますので、これ

は他の自治体等でも取り組んでいるのもあります

し、きのうもお答えしたように国、道の中での取

り組みでもありますので、そういったのもぜひ参

考とさせていただきたいと思っています。御理解

いただければと思います。

（「議長」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 議事進行。

（「議事進行」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時５３分
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再開 午後 １時５３分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今の塩田議員の質問

の関係で、昨日は同様の質問が大石議員からもあ

りましたけれども、その時点では一般論として私

もやり過ごしてきましたけれども、その後代表者

会議であすの契約変更の事案が提起をされている

段階で、この公共工事標準請負契約約款２５条、

スライド条項に関する議会でのやりとりというの

は非常にデリケートでなければならないのではな

いかというふうに考えております。一般的な段階

におけるやりとりは、当然あってしかるべきだと

いうふうに思いますけれども、非公式に私どもも

事前に情報は回ってはおりましたけれども、正式

に受けたのは代表者会議以降、その段階ではやっ

ぱり慎重にやらざるを得ないということで、特に

ここは発注者側と受注者側の協議で決まっていく

話でありまして、それに深くかかわるということ

についての議会の役割としては非常に微妙な時期

に来ているのではないかというふうに思っていま

す。適切に建設水道部長が先ほどから答弁されて

いるとおり対応されて、契約に対する議論を行え

ばいいというふうに思っていますし、議会基本条

例の第１９条の段階でも、いわゆる１９条の政治

倫理及び基準の関係で市が行う許可、認可、請負、

その他の契約に関し個人または特定の企業及び団

体のために有利に取り計らってはならないという

ことで、あすの関係はもう明白に特定の団体、企

業なわけで、それを想定をして質問しているとい

うふうには善意に解釈すれば思わないけれども、

明らかにそれに疑念が残るかかわりかというふう

に思っていますので、慎重に議長も議事録精査を

していただいた上で、全体でまた御相談をいただ

きたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 １時５６分

再開 午後 ２時１１分

〇議長（黒井 徹議員） 会議を再開いたします。

塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 先ほどの臼田部長の御

答弁で理解をさせていただきます。

私の質問は以上で終わらさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で塩田昌彦議員の

質問を終わります。

生活困窮者自立支援法について外２件を、佐々

木寿議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） ただいま議長より

御指名をいただき、発言を許されましたので、さ

きの通告順に従いまして、質問をしてまいります。

まず、第１点目は、生活困窮者自立支援法につ

いて伺います。生活困窮者自立支援法が昨年の臨

時国会で成立し、２７年４月の実施に向けて困窮

者を就職させる支援や家賃の給付、貧困家庭の子

供の学習支援などを行って生活保護に至る前の段

階から早期に支援を行うことにより、生活困窮状

態からの早期自立を支援し、さらに生活困窮者に

対する相談支援機能の充実により福祉事務所の負

担軽減とともに社会資源の活性化、地域全体の負

担軽減が可能となるとしていますが、当市として

事業の進捗状況、課題の対応について、２７年４

月施行までの推進事業について伺います。

２点目は、潜在有資格者の復職支援について伺

います。看護師、保育士、介護福祉士などの専門

的な国家資格を持ちながら、何らかの理由で離職

したままの潜在有資格者が多数存在しています。

厚労省のデータによると、看護師、助産師で約７

１万人、保育士で約６０万人、介護福祉士で約４

５万人いると言われております。人材不足が深刻

になっている現場では、こうした潜在有資格者の

復職を強く望んでいます。そこで、復職するため

の技術や知識を支援する動きがあります。しかし

ながら、労働環境の整備などの課題も多いのが現

状です。厚労省も潜在有資格者の復職支援に力を

入れるとし、今年度人材不足が特に深刻な介護、

保育、看護、建設の４分野を重点４分野と位置づ
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けし、潜在有資格者の掘り起こしを重要課題に挙

げ、復職支援策として来年度予算の概算要求に保

育士の現場の実技研修への助成や全国のハローワ

ークと各地の看護協会の再就職支援拠点、ナース

センターとの連携強化を盛り込んでいます。そこ

で、当市の復職のための支援事業の現状について、

厚労省の重点４分野に対する当市としての考え方

について伺います。

３点目は、スポーツの振興について伺います。

まず初めに、全国体力・運動能力、運動習慣等調

査について伺ってまいります。文部科学省が行っ

ている体力、運動能力調査によると、我が国の子

供の体力は昭和６０年ごろから長期的に低下傾向

にあるとともに、体力が高い子供と低い子供の格

差が広がっています。子供の体力の低下は、将来

的に国民全体の体力の低下につながり、生活習慣

病の増加やストレスに対する抵抗力の低下など健

康に不安を抱える人々がふえ、ひいては社会全体

の活力が失われる事態が危惧されています。子供

の体力の低下の原因は、外遊びやスポーツの重要

性の軽視など国民の意識の問題、都市化、生活の

利便化等の生活環境の変化、睡眠や食生活等の子

供の生活習慣の乱れといったようなさまざまな要

因が絡み合い、結果として子供が体を動かす機会

が減少しているという点が指摘されております。

このような状況を改善するため、家庭、学校、地

域が連携して子供が積極的に外遊びやスポーツに

親しむ習慣や意欲を培うことにより、子供の体力

の低下傾向に歯どめをかけ、上昇傾向に転ずるこ

とを目指すべきと考えております。そこで、当市

の調査結果と課題について、当市の向上のための

取り組みについて伺います。

次に、中学校武道導入について伺います。全国

全ての中学校において、武道授業が必修として導

入されてから数年がたちました。教育基本法の理

念を基本として、伝統と文化を尊重し、豊かな人

間性を持った国際社会で生きる日本人の育成を目

標として導入されました。生徒の体力向上はもち

ろんのこと、武道に取り組むことで日本の伝統や

文化を正しく理解し、礼節や思いやりの精神の醸

成によって心身ともに健全で健康な育成が期待さ

れております。一方で、インフラ面で武道導入の

受け入れ態勢が十分でないことは当初より指摘さ

れておりました。安全性の確保の面からも早期の

武道場や用具の整備、教諭の指導力などハードと

ソフトの両面からの環境整備が必要とされており

ます。そこで、子供たちに対する教育上の効果に

ついて、武道場、用具、指導者等の課題について

伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。

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） 佐々木議員から

は、大項目３点にわたり御質問をいただきました。

大項目１は私から、大項目２は営業戦略室長から、

大項目３は教育部長から答弁させていただきます

ので、よろしくお願いします。

大項目１の生活困窮者自立支援法について、初

めに小項目１の事業の進捗状況について申し上げ

ます。これまで安定的な雇用を土台とした第１の

セーフティーネットが機能し、最終的には第３の

セーフティーネットである生活保護制度が国民に

包括的な安心を提供してきましたが、雇用情勢の

変化により非正規雇用労働者や年収２００万円以

下の世帯など生活困窮に至るリスクの高い層が増

加している中、国は生活保護に至る前の段階にあ

る生活困窮者を支援する、いわゆる第２のセーフ

ティーネットの充実強化を図ることが必要である

として、昨年１２月に生活保護法の改正とあわせ

て生活困窮者自立支援法を制定いたしました。福

祉事務所を設置する各自治体は、生活困窮者自立

相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金

の支給、その他の生活困窮者に対する自立支援を

実施することにより、生活困窮者の自立の促進を

図ることとされました。本市におきましても来年

４月の事業実施に向け担当部局を社会福祉課とし、

理事者への報告を終え、現在準備作業を進めてい
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るところでありますが、関係機関への情報収集を

初め、近隣市町村の動向や今年度からモデル事業

を実施している自治体への先進地視察を行いなが

ら、本市の実情に応じた事業となるよう作業を進

めているところであります。事業初年度は、必須

事業であります自立相談支援事業の充実を図り、

包括的な支援、個別的な支援、早期的な支援、継

続的な支援を実践できるように体制の整備を進め

てまいります。

次に、小項目２の課題と対応について申し上げ

ます。現在準備を進めるに当たり、本事業の対象

者の把握や生活困窮者からの相談を受ける幅広い

知識と経験等を有した主任相談支援員、相談支援

員、就労支援員の養成や確保が課題と考えており

ます。また、本制度の趣旨や内容の市民への周知

活動や、さらには町内会、民生委員児童委員との

連携などを図りながら、地域での見守りによる対

象者の積極的な調査が必要となります。本事業の

対象者は、失業、多重債務、ホームレス、ひきこ

もり、その他の理由で社会生活から疎遠になった

方などさまざまな人たちが考えられ、こうした複

合的な課題を抱え、これまで制度のはざまに置か

れてきた人たちへの対応が重要となり、最初の相

談で対象者本人の訴えを傾聴し、信頼関係を築き、

１度きりの相談で終わることなく継続的支援につ

なぎ、アセスメントやプランの作成、プランの実

施とモニタリングを経て評価、再プランの策定、

就労というような自立を最終目標に見据え、対応

していくことが必要となっております。

次に、小項目３の平成２７年４月施行までの推

進事業について申し上げます。今後は、本事業を

実施する自立相談支援機関の決定と福祉関係部局

のみならず、庁内の各部局との連携体制の構築、

また外部の関係機関であるハローワーク、社会福

祉協議会、保健所などとのネットワークづくりや

町内会や民生委員児童委員といった地域の方々と

の連携や協力について準備を進めるとともに、広

報紙等を活用した市民周知にも努めてまいりたい

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） 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２、潜在有資格者の復職支援について、小項目

１、復職のための支援事業の現状についてお答え

いたします。

人材不足が顕著で、特に早急な対策が求められ

ている職種として、介護、保育、看護の３職種の

人材確保、育成対策が急務となっています。ハロ

ーワークなよろ管内においても平成２６年１０月

現在の求人、求職状況については月間有効求人倍

率が看護師、保健師等が ５０倍、保育士、福祉

相談員等が ４５倍、ホームヘルパー等が １７

倍と大きく求人数が求職者数を上回っており、慢

性的な人材不足となっています。この人材不足を

解消する対策の一つとして、国家資格を持ちなが

らやむなく離職したまま就労していない潜在的有

資格者の復職支援が全国の都道府県を中心に各地

で展開されています。これらの医療、福祉関連の

人材確保対策全般については、北海道が中心とな

って各関係機関の支援センターが中心的な役割を

担っており、道内の各市町村においてはそれら関

係機関が行う事業の側面的協力を行っています。

本市の現状としては、看護師の復職支援に関する

取り組みとして市立総合病院が平成１９年度から

看護師資格取得者を対象に講義、実技演習、グル

ープディスカッションの内容でこれまで５回開催

され、平成２４年度からは毎年実施しており、今

年度も年明け２月の開催を予定しています。この

研修は、市立総合病院の復職予定者に限定した研

修ではなく、看護師資格者で復職を希望している

者であれば誰でも研修を受けることができます。

受講者数と市立総合病院に復職した人数について

は、５回の開催で受講者２１名、そのうち市立総

合病院への復職者は１３名という結果になってい

ます。

福祉、介護については、独自の復職支援の取り
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組みは行っていませんが、各事業所間の情報交換

と雇用における現状や問題等を協議するための場

として一昨年市が中心となって名寄市介護・福祉

人材確保推進懇談会を設置いたしました。その意

見交換の中でも潜在的有資格者の復職が進まない

要因として、福祉現場が抱える低賃金、厳しい労

働環境のほか、正規か非正規かといった雇用形態

も要因として挙げられており、ハローワークなよ

ろが発表している求人企業の賃金と求職者が希望

している賃金とに大きな差があり、これらを改善

することが復職を促進することができる一番の策

であるとの意見が多く聞かれましたが、現実的に

は各事業所それぞれの理由があり、それらを改善

するに至っていない状況となっています。今後名

寄市介護・福祉人材確保推進懇談会を年度内に開

催する予定でありますので、各事業所の潜在的有

資格者の復職に対する取り組みも含めて人材確保

のために独自に取り組んでいる事例や今後取り組

もうとしている内容等について情報交換を行い、

御意見を伺ってまいりたいと考えております。

続きまして、小項目２、厚労省の重点４分野に

対する当市としての考え方についてお答えいたし

ます。厚生労働省が取りまとめた重点４分野にお

ける対策の全体像につきましては、今後において

人材不足分野等における人材確保、育成対策を進

めていく上での対策の全体像を取りまとめた中間

報告として出されたものでございまして、人材不

足が顕在化している職種の中でも特に政策的理由

から喫緊の対策が求められる介護、保育、看護、

建設を重点４分野と位置づけた上での方針が示さ

れたところでございます。この重点４分野におい

ては、それぞれ制度に応じて個別の検討課題があ

るものの、雇用管理の問題など共通する課題があ

ることから、各分野の横断的な施策の検討や先進

的に取り組んでいる施策を横断的に展開していく

ことなどを重要課題として検討されてきました。

その結果、３つの柱として人材確保に向け職場の

魅力を高め、普及していくための雇用管理改善施

策、有資格者確保のための掘り起こし対策や関係

機関のマッチング強化を行う潜在有資格者対策、

再就職やさらなるキャリアアップのための能力開

発の３つの柱を掲げており、今後次年度に向けて

全体像に盛り込まれた各施策について総合的に打

ち出されてくるものと考えております。これらの

施策につきましては、都道府県及び関係機関、ハ

ローワークが実施主体となって取り組まれると考

えておりますので、本市といたしましては基本的

には事業実施主体の取り組みに注視しながら対応

してまいりますが、建設分野については昨年市内

建設業協会等から若年労働者の不足が深刻化して

いることから、それらの人材確保に対する要望を

いただき、市独自の取り組みとして今年度から市

内事業所に就職した若年技能者の育成に係る支援

として地域人材確保事業補助金を新たに設置した

ところであり、来年度も引き続き継続していきた

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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３

のスポーツ振興についてお答えをいたします。

小項目１の全国体力・運動能力、運動習慣等調

査について、当市の調査結果と課題、当市の向上

のための取り組みについてですが、平成２６年度

の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果に

つきましては現在公表の内容や方法等について検

討をしているところであります。そのため議員の

御質問には、本市の児童生徒の体力、運動能力、

運動習慣の主な傾向について申し上げさせていた

だきます。今年度の同調査には、市内小学校１０

校の５年生２２６人、中学校４校の２年生２０６

人が参加し、握力や反復横跳びなど８種目の実技

に関する調査と運動習慣等に関する質問紙調査が

実施されました。全国の子供たちの状況と比べ、

実技に関する調査の種目では、小学校の男子の２

０メートルシャトルランと立ち幅跳び、男女のソ

フトボール投げにおいて成果が見られました。ま
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た、中学校の女子の上体起こしと立ち幅跳びにお

いて成果が見られました。運動習慣等に関する調

査の項目では、小中学校ともに体育の授業を除く

１週間の総運動時間の確保、運動に対する関心、

意欲の高さなどにおいて望ましい傾向が見られま

した。このように本市の小中学校においては、実

技の種目の一部に成果が見られますが、体力、運

動能力の全ては課題も多く見られ、特に小中学生

ともに筋力と柔軟性、敏捷性を養う必要がありま

す。また、余り運動しない子供や運動が苦手な子

供に運動に親しむ習慣を身につけさせることが必

要であります。教育委員会といたしましては、全

国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果を受け

とめ、子供たちの知、徳、体の調和のとれた育成

を図るために学校における体力向上の取り組みの

充実と家庭における体を動かす機会の確保が重要

であると考え、さまざまな取り組みを推進してま

いります。

具体的には、各学校には同調査結果によって明

らかとなった体力に係る課題を解決するため、体

育の授業においては授業の初めにストレッチや腕

立て伏せなどの体力づくり運動を積極的に取り入

れるよう促しております。また、体力づくりの一

校一実践の取り組みにおいては、例えば小学校で

は昼休みなどに縄跳びの記録やわざに挑戦する縄

跳び検定の取り組み、中学校では部活動でジグザ

グダッシュなどを行う取り組みなど特色ある取り

組みの一層の工夫改善を図るよう促してまいりま

す。このほか教員の指導力向上を図るため、道教

委主催の新体力テスト指導改善エキスパート養成

事業等に参加した教員や体育専門の教員を講師と

して全小中学校で校内ミニ研修等を実施してまい

ります。また、家庭、地域に対しては、児童生徒

が進んで体を動かす機会を確保するため、名寄市

教育改善プロジェクト委員会が改定した家庭で取

り組む７つのポイントを活用し、スポーツ以外に

も掃除や雪かきなど家の手伝いを勧めるなどの啓

発を推進してまいります。さらに、こうした学校

の取り組みを共有化し、市内小中学校が一体とな

った体力向上の取り組みを充実させるため、現在

名寄市教育改善プロジェクト委員会の校内研修の

充実に関する研究グループを中心として体育の授

業改善を図る手だてや各学校の特色ある体力向上

の取り組み、家庭との連携を図る取り組み等をま

とめた資料を作成しているところであります。今

後は、保護者や地域住民の皆様の御理解と御協力

をいただき、名寄市教育改善プロジェクト委員会

による体力向上の取り組みを積極的に進めてまい

ります。

次に、小項目２の中学校武道導入についてお答

えをいたします。子供たちに対する教育上の成果

についてですが、平成２４年度から全面実施され

ている中学校学習指導要領の保健体育科の改善の

基本方針の中で、武道についてはその学習を通じ

て我が国固有の伝統と文化により一層触れること

ができるよう指導のあり方を改善すると示されて

おります。この方針に基づき、武道の領域は従来

第１学年においては武道またはダンスから男女と

も１領域を選択して履修できるようにすることと

していたことを改め、第１学年及び第２学年にお

いては全ての生徒に履修させることや第３学年に

おいては球技及び武道のまとまりの中から１領域

以上を選択して履修できるようにすることとして

おります。また、武道の運動種目は柔道、剣道ま

たは相撲のうちから１種目を選択し、履修できる

ようにすることとしております。こうした指導内

容の取り扱いを踏まえ、本市の中学校では２校が

柔道、１校が剣道、１校が相撲を選択し、武道の

授業を行っております。

これまでの武道の授業を通して得られる教育上

の効果としては、子供たちが基本動作と基本とな

るわざを練習し、相手の動きの変化に対応した攻

防を行うことにより、わざができる楽しさを味わ

いながら、相手を尊重する態度や安全に留意する

態度を身につけていることや礼に代表される伝統

的な考え方などについての理解を深めていること
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が挙げられております。

次に、武道場、用具、指導者の課題についてで

すが、武道場については体育館や格技場を活用し

ており、武道の授業を行う場合でも問題はありま

せん。また、用具についても各中学校の実情や要

望を踏まえ、柔道の畳、剣道の防具、相撲の土俵

用マットや簡易回しなどを配置しております。指

導者については、武道を担当する先生方は適切な

指導方法を身につける必要があることから、道教

委主催の武道講習会や上川教育局主催の柔道等授

業支援事業、柔道授業支援拠点校事業の公開授業

などに参加して研修を深めております。特に柔道

については、有段者との複数体制での指導が求め

られていることから、担当する先生方に有段者が

いない場合には柔道等授業支援事業、柔道授業外

部指導者等派遣事業を活用して名寄柔道連盟の方

に講師をお願いし、技能面の指導の充実はもちろ

んのこと、安全面に十分配慮しながら授業を行っ

ております。今後も武道の授業を効率かつ安全に

行うことが重要であり、武道を担当する先生方の

指導力の向上を図ることや有段者を確保すること

が課題であると考えております。このため教育委

員会としては、各中学校における武道の授業の状

況等を把握し、担当する先生方の研修を促進した

り、柔道や剣道の有段者である先生が転出した場

合には同じく有段者である先生を確保することな

ど、指導の継続、充実が図られるよう支援してま

いります。また、子供たちが安心して積極的に武

道の授業に取り組むことができるよう関係機関、

団体の御指導や御協力をいただきながら、物的、

人的な条件の整備も一層進めてまいりたいという

ふうに考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） それぞれ答弁をい

ただきました。ありがとうございます。何点か再

質問させていただきます。

まず、生活困窮者自立支援法について伺いたい

と思いますが、この法は本当に貴重な事業だと私

は考えております。生活保護者になる前の段階で、

それぞれ御本人生活保護者にはなりたくないなと

いうふうな感じで、一生懸命思い悩み、苦しみな

がらも生活をしている方というのは、本当に大変

だなというふうに私は思っております。しかしな

がら、それが行き詰まりますと、自分の命を絶っ

たり、あるいは犯罪に走ったりということになる

ということで、やはりこれは事前に対応して、そ

れぞれの生活をしっかりとしてもらいたいという

ふうなことは非常に大事だと私は思っております。

それで、こういう事業は結構生活保護者につき

ますと、今御答弁でもありましたようにいろいろ

なネットワークや、あるいは町内会の方々、特に

町内会の班長の方々、民生委員の方々、これらの

情報がしっかりとあって初めてこれが出てくるの

だろうなというふうに思っております。この生活

困窮者については、いざ現場でやろうということ

になりますとなかなか難しいのかなというふうに

は考えております。生活保護者になると、どうし

ても民生委員の方が生活保護受給者にちゃんと推

薦するわけでありますけれども、やはりその前の

段階というのは現場としては非常に難しいなとい

うふうに私も考えております。しかしながら、そ

れをしっかりとやることがいわゆる生活保護受給

者に至らないと。あるいはとうとい命まで、ある

いは犯罪までいかないということについては、本

当に真剣になって考えなければいかぬと、そうい

うふうに思っていますので、今御答弁でもありま

したけれども、現状では不十分だというふうなこ

とでございますが、私はそれをさらに深めるため

に、やはり御答弁でもいただいたのですけれども、

そのとおりなのですけれども、実際にはなかなか

民生委員、班長等に伝わらない。これはなぜかと

いうと、本当にそういうシステムというか、そう

いう法というものが市民の方にわかっていないし、

各町内会にも、あるいはその役員の方にも、ある

いはネットワークの見守り隊の方にも行き渡って
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いないのでないのかなというふうに思っておりま

す。一応その辺の対応については、今後やっぱり

そういうふうなＰＲといいますか、そういう教育

といいますか、そういうようなことについてはど

のようにお考えなのでしょうか。

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） 先ほども御答弁

で申し上げましたけれども、来年４月の事業開始

に向かいまして、市民の方々に対しては周知徹底

を図ってまいりたいと考えております、この事業

の制度自体を。また、民生委員児童委員の皆さん

に対しましたり、また町内会の皆さんに対しまし

ても説明会等を、こちらから出向いて説明をさせ

ていただくなどの対応をとらせていただきたいと

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） その辺を御説明を

いただいて、やはり実際に当たる方も本当に相談

に乗るのは親身になってやらないとできないのか

なというふうに思いますので、しっかりとその辺

は話していただきたいなというふうに思いますし、

御答弁にありましたように今２００万人以上も生

活保護者があって、予算としても３兆円以上も超

えるというような現状になっているわけでありま

す。その前の段階でちゃんとしっかりとやれば、

それだけのことがだんだん減るのかなというふう

に思います。

そこで、一方でやっぱり今失業や、あるいは非

正規雇用などによって、それ以外の現役世代の受

給者がふえていると。昨年あたりも２９万世帯と

いうことであります。それで、１０年前の３倍以

上になっているということであります。そうする

と、高校中退や、あるいは不登校、あるいは先ほ

ども言いましたひきこもりなどによって、やっぱ

り受給者になりかねない、そういう予備軍もふえ

ているということでありますけれども、現状とし

てはどのような対応でやっているのでしょうか。

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） 本市の特徴とい

たしましては、近年大型のショッピングセンター

を初めとする３次産業の雇用環境が、他の都市に

比較いたしますと有効求人倍率が道内の平均値よ

りも高いというような状況もあります。また、自

衛隊の方を初めＪＲの元退職者の方など、公務員

関係の退職者も多いなどの特色もございまして、

またさらには障害者の自立支援事業所の数も６カ

所と多く、福祉的就労も可能な状況となっており

まして、結果的に生活保護率も今で１０パーミル

という程度で、全道でも低い地域となっておりま

す。また、生活保護受給世帯の類型につきまして

も２３１世帯に対しまして高齢者世帯が１４２世

帯で６ ５％、母子世帯が９世帯で ９％、障害

者世帯が２２世帯で ５％、傷病世帯が３６世帯

で１ ６％となっておりまして、高齢、母子、障

害、傷病世帯で全体の９ ５％を占めているとい

う状況であります。働ける可能性のある現役世代

を含むその他の世帯が２２世帯となっております。

現在生活保護を受給していなくても、将来的に生

活保護を利用される可能性のある方は潜在してい

ると考えておりますので、先ほども申し上げまし

たけれども、地域で生活に困窮している方々を早

期に発見いたしまして、必要な支援につないでい

けるように、今後とも準備を進めてまいりたいと

考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 先ほどの答弁にも

ございましたけれども、本当に再調査をして、や

はり推進員の育成とか確保とかをやりながら、親

身になって相談をしないとこういうものはなかな

か出てこれないのかなと。あるいは、個人情報に

もひっかかるというようなことで、非常に慎重に

扱わないとだめな分野だと思いますので、見守り

ネットワークを初め、町内会あるいは民生委員の

方にぜひその辺を強調していただきまして、推進

していただきたいと、こういうふうに思います。

次に、潜在有資格者の復職について伺いたいと
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思いますが、先ほどでいいますと介護のほうでも

５倍、それから保育、育児でも ４５倍、ホー

ムヘルパーで ７５倍と。人材不足はしていると

いうことでございます。先般の市立病院のほうで

も、佐藤議員の質問によりますと総体で８名あっ

て、２０代から３０代の方がやめるということな

のでございますけれども、これは将来的なことを

考えると、私は人口減少を含めて子育て、あるい

は子を産む、育てる、そういう環境をまずしっか

りとつくった段階で、それから子供ができて就労

人口がふえるまでといいますとやはり１０年から

１５年あるいは２０年ぐらいかかるというふうに

思うのです。そこで、やはり即戦力で就労人口を

上げる｡労働人口を上げるというのは、今６５歳ま

で働いているわけなのですけれども、これはやっ

ぱり７０歳ぐらいまで本当に働かなければいけな

いのではないのかなと。それは、子育てあるいは

子を産み育てる段階が定着するまでの間、しっか

りとやっぱりそういうようなシステムを制度をつ

くらなければいかぬというふうに思います。した

がって、これは本当に道のこととはいえ、あるい

は国のこととはいえ、実際にやるのは地域でござ

いますから、この地域がしっかりとそういうよう

なものに応えるような体制、あるいはそういうも

のを整えておかなければならないのではないのか

というふうに思っています。

それで、今先ほども介護のことが出ましたけれ

ども、全国で２９０万人以上、大体半分が女性な

のだそうですけれども、道内において介護福祉士

を持っている人が６万 ０００人、それで介護事

業所で働いている人はほほ半数ぐらいなのだとい

うことで、有資格を持っている方がかなりいるの

ではないかというふうに思っています。それで、

これを例えば先ほどお話ししましたように、市立

病院とか何かでもちょっと離れているとそういう

知識とか、あるいは技術が落ちると。こういうこ

とになりますと、やはりもう一回やらなければい

かぬと。これは、やっぱり現場のこの地域でしっ

かりと対応しなければいかぬのではないのかなと

いうふうに思っています。そこで、この有資格者

の復活のために、先ほどの答弁によりますと建設

業あたりはある程度補助とかしているみたいです

けれども、看護のほうも病院のほうもある程度補

助をしていると。あらゆる部門があると思うので

すけれども、これは資格復活のために費用をやっ

ぱり貸与するとか、あるいは補助金を出すとかと

いうことは、これ市として、行政としてできない

ものかというふうに考えておりますけれども、そ

の見解を伺いたいと思います。

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） 今御質問いただ

きました。潜在有資格者の復職に向けた支援を市

としてということだというふうに思いますけれど

も、現時点におきましては議員が言われましたよ

うな対策については検討は行っておりませんけれ

ども、今後関係部局連携をいたしまして、それぞ

れの事業者も人材確保に向けて努力をされている

というふうには考えておりますけれども、実際の

現場における現状把握に努めますとともに、現場

で本当にどのような支援といいますか、対策を求

めているのかということを含めて、先ほども申し

上げましたけれども、介護・福祉人材確保推進懇

談会がございますので、そちらのほうに各事業主

様、事業者の方々が参加されますので、その中で

一定程度御意見を伺ってまいりたいというふうに

思っております。そういった中で今後できるもの

があるのかどうなのか、そういった判断をさせて

いただきたいというふうに思います。御理解いた

だきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 今の質問で、市長

はどのようなお考えですか、今の件。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 高齢者というのでしょう

か、そうした方たちの再雇用といいますか、今の

問題に関しては、今後恐らく非常に大きな問題に
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なりつつあるのだろうというふうに思っていまし

て、当然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すけれども、まずは実態を把

握をしていく中で調査をし、それぞれの部局連携

して検討してまいりたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 本当に重要な施策

で、道任せでなく、やっぱり一歩進んだ、踏み込

んだ行政の対応の仕方といいますか、そういうも

のが大事だと思いますので、ぜひ前向きに考えて

推進していただきたいなと、こういうふうに思い

ます。要望しておきます。

次に、スポーツ振興について伺いたいと思いま

すが、まず全国体力・運動能力、運動習慣等調査

等はまだ検討中だということですね。それで、１

点伺いたいのは、この公表の仕方もこれはやって

もいいということなのですけれども、一方で序列

化とか、あるいは競争化になるとまずいなという

ことで、その辺も公表のところにはしっかりと書

いてあるわけですけれども、今後学力テストは教

育委員会としては公表しないということでしたけ

れども、これは教育長は体力テストについてはど

ういうお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今公表のあり方につい

て御質問いただきましたけれども、全国学力・学

習状況調査の結果の公表については、以前もお話

しいたしましたように教育委員会や学校が保護者

や地域住民に対しての説明責任を果たすことが重

要である一方、一応序列化や過度な競争が生じな

いように教育上の効果や影響等に十分配慮するこ

とが重要でありまして、いわゆる平均正答率を公

表することについては、そういう公表の仕方はし

ないということで御理解をいただいたところでご

ざいます。今体力状況調査についても公表のあり

方についてどうするかということで、教育委員会

で検討対応しているところでございます。今全国

学力・学習状況調査の公表については、ホームペ

ージを通して設問ごとに全国平均とどうなのかと

いうことで公表しております。多分ですけれども、

運動能力テストの関係も全国学力・学習状況調査

と同じようなトーンで公表していくというような

形になると思いますので、御理解いただきたいな

と思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） わかりました。

さらに、今やはり北海道は体力テストではかな

り低迷しているということでありますけれども、

道教委のほうから小中学校にことしの１月に体力

向上のために学校ごとに目標を設定することと、

もう一つは体力テストを小５と中２以外の学年で

も実施することというふうな２つの検討を通知し

ているのですけれども、それはどのように取り組

まれているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 名寄市内の小中学校

におきましては、１つ目の体力向上のための学校

ごとの目標の設定につきましては、先ほども申し

上げましたが、各学校では調査結果の分析を通し

て自校の児童生徒の体力等の課題を明確にして、

課題を克服するための目標を設定しております。

例えば縄跳び検定で個人目標の達成率を８割以上

とするといった数値目標や屋内外の遊びを奨励し、

体力づくりを推進するといった日常的な運動習慣

の確立に関する目標など、子供たちに身につけさ

せたい体力、運動習慣等に応じた目標をそれぞれ

各学校で設定をしているところであります。

２つ目の体力テストの小学５年生と中学校２年

生以外の学年でも実施することにつきましては、

本市におきましては基本的には全学校、全学年で

実施をしているところであります。ただし、小学

校につきましては、低学年で種目を限定するので、

自校の子供たちの体力等の状況に応じて実施して

いる学校もあるということです。

以上です。
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〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） わかりました。

あともう一点は、ＤＶＤも配付されているとい

うことで、これかなり活用されているのですか。

どういうふうな効果があるのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たように、道教委のほうから新体力テストの解説

ＤＶＤが配付をされております。これにつきまし

ては、新体力テストの実施方法や指導のポイント

など、それについて教職員間で共通理解を図った

り、児童生徒に説明したりする際に活用すること

を目的に作成をされたものであります。各学校で

は、テスト実施前に教員がＤＶＤを視聴し、テス

トを実施する際の参考としており、これによって

よりスムーズにテストが実施されているというこ

とでありますので、今後におきましても各学校で

十分に活用し、新体力テストを一層円滑に実施す

るよう努めてまいり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） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） わかりました。

もう一点あるのです、道教委で。１７年度まで

に、あと３年で全国平均以上にしたいと、こう打

ち出しておりますけれども、当市ではどのように

取り組もうとしているのですか。今の段階で伺い

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） 道教委では、１７年

度までということでありますけれども、先ほどの

答弁でも申し上げましたが、本市の児童生徒の体

力、運動能力については全国の子供たちの状況と

比べた場合、体力、運動能力の全体では課題も多

く見られております。このため２０１７年度まで

に全国平均以上を数値目標として、子供たちの健

やかな体を育むために、名寄市教育改善プロジェ

クト委員会を中心として、体育の授業改善や特色

ある体力づくりの一校一実践など全小中学校が一

体となって体力向上に向けて取り組みを推進して

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） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） いわゆる名寄市の

改善プロジェクトチームが主体となって進めてい

くということでありますね。わかりました。

武道について若干伺いたいと思いますが、武道

は皆さんやっぱり心配しているのは、万が一事故

でけがをしたようなときにはどういうふうな扱い

で、どういうふうな対応をするのかなというふう

に思っていると思うのですが、この事故予防対策

はそれぞれ真剣にやっていると思いますけれども、

その後もし万が一になった場合にはどういうふう

な対応で、そういう対策があるのか、お知らせを

いただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今議員からありまし

たように、事故起きる、大変重大な問題でありま

すので、そういったことがないように武道に対す

る安全指導への対応につきましては、これまでの

事故の事例を確認したり、道教委で実施する指導

者への実技講習会への積極的な参加の促進、安全

対策の指導資料の活用などを通して、安全対策に

努めているところであります。中でも道教委作成

の指導資料「武道授業の充実に向けて～安全で楽

しい武道授業を目指して～」の効果的な活用を促

しているところであります。特に柔道につきまし

ては、重大な事故を防ぐ観点から、指導に当たっ

ては複数の指導者で、一方が有段者による指導を

行っているところでありますし、今年度も名寄中

学校では先ほど申し上げましたけれども、名寄柔

道連盟の方の御協力をいただき、連盟から有段者

を派遣していただいて授業を行っているところで

あります。万が一事故が起きた場合については、

通常校内での事故対応と同様に適切な対応をする

ように指導をしているところであります。

以上です。
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〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 子供たちは、スポ

ーツの傷害保険というのは自動的にこれは掛かっ

ているのですよね。

全体的にスポーツの振興について、名寄地区か

らオリンピック選手が出てほしいなというふうに

思っているのですが、やはりこれも子供を引きつ

けるスポーツというのが大事になってくるのかな

というふうに思いますし、生活習慣病なんていう、

今子供たちの肥満も指摘される中、スポーツとい

うのは非常に大事なものだと思っております。こ

れは、やはり学校と地域が本当にしっかりとした

連携をとらないと、そういうものが成り立たない

のかなというふうに思います。今後ともしっかり

と地域と学校と連携して、ぜひオリンピックの選

手が育つようなスポーツ環境も少しずつ育ててい

ってもらいたいなというふうに要望したいと思い

ます。

以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

１５時２０分まで休憩をいたします。

休憩 午後 ３時０８分

再開 午後 ３時２０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

公害の現状について外２件を、竹中憲之議員。

〇５番（竹中憲之議員） 議長より指名をいただ

きましたので、さきに通告した順に沿って質問を

いたしたいというふうに思います。

大項目の１項目めは、公害の現状についてであ

りますが、安全で住みやすい環境をつくっていく

ことが重要なものだというふうに考えております。

１点目の河川水質の状況についてでありますが、

特に名寄地区の市民の水がめについては名寄川の

浄水場で取水をして、常に基準値内での供給をし

ていることに敬意を表したいというふうに思いま

すが、各河川における本年の調査結果が出ていれ

ばお知らせをいただきたいというふうに思います。

２点目の企業等のダイオキシン類の状況につい

てでありますが、大企業については大気に拡散防

止の装置や空気中の汚染調査報告が義務づけられ

ているというふうに思いますが、名寄市内におけ

る空気の汚染の状況についてお知らせを願いたい

というふうに思います。

３点目の騒音の現状と油脂系類の漏えいの事故

等の実態についてお知らせを願いたいというふう

に思います。

大項目の２項目めは、公立学校における教職員

の休職の現状についてでありますが、近年教職員

の休職が増加をしているとの報告がありますが、

休職にかかわって本人も大変でありますが、児童

生徒も精神的な問題が出るのではないかと思って

おります。名寄における休職の状況について、ま

た病気による退職者が全国で年間４桁を超えてい

るというふうに言われています。名寄における疾

病による退職の状況についてと疾患者がおられる

としたら、疾患者の数と疾患者へのケア等の対応

についてお知らせを願いたいというふうに思いま

す。

大項目の３項目めは、スポーツ振興についてで

ありますが、名寄市総合計画でスポーツ振興につ

いて市民皆スポーツ、生涯スポーツ、健康づくり

ということで、スポーツの振興を図ることとなっ

ていますが、健康のためのスポーツから競技のス

ポーツまで多様なスポーツ活動があります。競技

スポーツにかかわって近隣からオリンピック選手

が出ておりますが、過日のノルディックスキーワ

ールドカップジャンプでは、レジェンドと言われ

る４２歳の葛西選手が自身の最年長記録を更新し、

優勝いたしました。精神力だけでなく、日夜の努

力で技術力を向上させたことによるものと思いま

すが、スタッフの力によるものではないかと一方

では思っています。競技スポーツでは、アスリー

トを育てる指導者が必要と考えております。東京
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夏季オリンピック開催、また冬季オリンピックで

正式ではありませんが、札幌市が名乗りを上げま

した。自国での子供の夢を実現させてあげる絶好

のチャンスではないかと思います。小中高生が一

番近い年齢と考えます。小中高生の指導は、重要

と考えます。そこで、指導者の現状と課題があれ

ばお知らせを願いたいというふうに思います。

次に、２点目の施設利用の現状と課題について

お聞きをいたします。各スポーツ施設の利用と学

校体育館を活用する開放事業がありますが、競技

に合った施設の利用となっているのか、無料から

有料となって施設の利用度が下がっていることが

考えられますが、新しい施設に集中することはな

いのかどうか、利用状況についてと利用にかかわ

る課題があればお知らせを願いたいというふうに

思います。

次に、３点目の各団体の支援のあり方について

でありますが、名寄市はスポーツ振興の一環とし

て教育振興補助金を出しておりますが、本年度１

１月末までの教育振興補助金の交付件数について、

補助金のあり方及び交付基準の拡大について検討

されたことがあるのかどうかお知らせを願いたい

というふうに思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

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

１、公害の現状について、大項目２と３は教育部

長から答弁させていただきます。

名寄市の公害の現状につきましては、毎年「公

害の現状と対策」を作成し、発行をしているとこ

ろです。平成２５年度の天塩川及び名寄川におけ

る水質調査の結果について報告をさせていただき

ます。まず、天塩川の調査につきましては、７月

と１０月に２回実施をしておりまして、名寄から

天塩町に至るまでの間１０カ所の地点で１７項目

にわたる調査を行ってきております。天塩川は、

国が定める生活環境の保全に関する環境基準のＢ

類型という分類に指定されております。調査の結

果といたしましては、７月並びに１０月調査とも

に全ての項目で環境基準を満たしておりました。

また、曙橋では５月から１１月までの期間で調査

を行うこととしており、水道水源で問題とされて

いる大腸菌や嫌気性芽胞菌が検出されております。

天塩川は、陸上自衛隊名寄駐屯地の水道水源であ

ることや流域が観光資源としても注目されている

ことから、今後も状況を注視していかなければな

らないと考えております。

続きまして、名寄川の調査につきましては、５

月から１１月にわたり調査を実施することとして

おります。調査箇所につきましては、河川の採水

点７カ所のほかに下川鉱山からの処理放流水が１

カ所、そのほかに汚泥等の堆積ダムの処理水が２

カ所、処理前の坑内湧水が１カ所の計１１カ所で

の調査を行っております。調査内容は、旧下川鉱

山からの重金属等の影響調査とあわせて、名寄川

本流の４地点では生活排水等にかかわる影響調査

のため、大腸菌群などの環境基準項目の調査も行

っております。鉱山排水の影響につきましては、

指針となる電気伝導率及び硫酸イオンの値が鉱山

の処理排水が直接流入する地点では数値が高くな

っておりますが、おおむね安定した数値であり、

その濃度も低く、鉱山での重金属の処理は適切に

行われております。

なお、こうした影響も名寄市の水道原水の取水

口までに至る間で解消しており、水道原水として

の安全性に問題はありませんでした。

名寄川は、水道取水点から上流が生活環境の保

全に関する環境基準のＡ類型に指定をされており

ます。調査した結果、大腸菌群について７月、８

月、９月で基準を大きく超過し、年間平均値でも

環境基準を超過してしまいました。原因としては、

渇水とあわせて流域の土壌など自然界由来の影響

も大きいと考えられておりますけれども、大腸菌

及び嫌気性芽胞菌をほぼ毎月検出されたことから、

いまだ畜産排水などの影響もあるものと考えられ
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ます。また、名寄川では畜産排水などから検出さ

れる病原性微生物のクリプトスポリジウムやジア

ルジアによる水道原水の汚染が懸念されていまし

た。名寄市でも汚染の状況を確認するために年４

回道立衛生研究所で検査を実施しておりますが、

ともに検出されず問題はありませんでした。

本年も天塩川と名寄川の水質調査については、

昨年同様に行ってきているところです。本年度の

調査結果につきましては、現状では分析ができて

いませんので、この場で詳細についての説明はで

きない状況であります。ただ、調査結果について

はしっかりと分析し、水質保全に向けてこれまで

同様に取り組みを継続してまいりたいと考えてお

ります。

なお、本年度の結果につきましては、「公害の

現状と対策」の平成２６年度版にて御報告をさせ

ていただきたいと考えております。

次に、ダイオキシン類の状況についてお答えし

ます。野焼きに関するダイオキシン類の発生につ

いてでありますが、本市では近所でごみを燃やし

ているので、注意してほしいですとか、ごみを燃

やし異臭がしているなどといった苦情が毎年数件

寄せられております。昨年対応した野焼きの事案

では、悪質なことから警察により検挙に至ったケ

ースもございます。野焼きについては、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律で原則として禁止され

ており、違反をした場合５年以下の懲役または

０００万円以下の罰金が科せられます。法で定め

られた適正な焼却施設以外でのごみの焼却行為は、

ほとんどが野焼きに該当するものだと考えられま

す。ただし、どんど焼きなどの風俗習慣上、また

は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

や稲わらなどの焼却など農業、林業または漁業を

営むためにやむを得ないとして行われる廃棄物の

焼却あるいはキャンプファイアなどを行う際の焼

却については例外として認められています。野焼

きは、ばい煙や悪臭など近隣住民にとって大変な

迷惑になるだけではなく、ダイオキシン類等の有

害物質の発生など環境汚染の一つにもなります。

これまで市民へは、ごみ分別ガイドブックや広報

等によりＰＲを図ってきたところですが、今後と

も周知徹底と市内パトロールを重点に置き、適正

な処理の指導を行ってまいりたいと存じます。

次に、騒音につきましては、振動や悪臭ととも

に人の感覚に直接影響を与え、日常生活の快適さ

を損なうことで問題となることが多く、感覚公害

と呼ばれております。建設作業の騒音に対しまし

ては、騒音規制法に基づき事前に届け出者に対し

て周辺の生活環境に配慮し、理解を得るよう指導

しております。自動車等の交通騒音につきまして

は、市内８カ所において騒音測定を実施してきて

おります。こちらも本年度の分析結果がまだ出て

おりませんが、昨年度の測定結果では環境基準を

達成しているところです。

次に、油類の漏えいの実態になりますが、今年

度の油漏れの事故につきましてはこれまでに６件

発生をしてございます。原因につきましては、ホ

ームタンクの破損によるものが２件、交通事故関

連が４件となっており、汚濁物質は灯油が３件、

軽油が２件、その他が１件、原因者につきまして

は全て一般家庭のものとなり、事業所等の事故は

発生しておりません。漏えい量につきましては、

１００リッター程度の事故が２件、その他は全て

３０リッター以下となっております。

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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目２

の公立学校における教職員の休業の現状について

お答えをいたします。

病気による休職、退職の状況についてですが、

教職員が心身の健康を保持し、個人の能力を十分

発揮できる状態でその職務に臨むことは、その職

責を果たす上で重要なことであります。また、教

職員が心身の健康を維持することで学校、職場の

活性化が図られるとともに、教職員一人一人が誇

りと生きがいを持ち、健康で豊かな生活を送るこ
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とが可能になると考えております。本市では、現

時点において病気による休職者や退職した教職員

はいませんが、過去においては成人病や精神性疾

患で休職された方が数名います。また、全国的に

も病気休職者のうち精神性疾患による休職者は平

成４年度が １１１人だったのに対し、平成２３

年度では ２７４人と人数、割合ともに増加して

いる状況にあります。その要因としては、近年の

社会情勢の変化や高度情報化の進展による職務内

容の多様化や高度化などが職場での過労やストレ

スを生み、特に負担感の大きい要因として生徒指

導上の諸課題への対応、保護者や地域等とのかか

わりが挙げられ、教職員の心身に影響を与える一

因になっていると考えております。

次に、疾患者への対応についてでありますが、

道教委においては教職員が真の健康を確立すると

ともに、明るく活力に満ちた働きやすい職場、職

務上のストレスが発生しにくい職場を実現してい

くため、身体の健康ばかりでなく、心身とともに

充実した健康状態を目指すメンタルヘルス対策の

重要性を認識し、各種対策に取り組んでおります。

本市においても道教委の取り組みに歩みを合わせ

ながら、快適な職場環境づくりに努めていきたい

と考えているところであります。

次に、大項目３のスポーツ振興についてお答え

いたします。小項目１の指導者の現状と課題につ

いてですが、現在名寄市内のスポーツ少年団は名

寄地区ではバレーボール５団体、野球４団体など

１３種目２０団体、風連地区では５種目５団体と

なっており、登録されている指導者数はそれぞれ

６６人と２５人となっています。少年団活動につ

きましては、団員数の減少、指導者の減少や高齢

化を抱えている競技団体、勤務時間等の関係で指

導時間の確保ができない指導者がいるなどの課題

があると聞いております。課題解決につきまして

は、それぞれの競技の特性や競技団体の考え方に

沿って、より事情を把握されている体育協会等に

おいて団員数の拡大や指導者の育成などの事業を

進めていただいているところであります。このほ

か各競技団体や少年団等においてもさまざまな取

り組みがなされております。

中学校においては、スポーツ系の部として活動

しているのは学校により違いはありますが、バレ

ーボール、バスケットボール、バドミントン、テ

ニス、野球、サッカー、スキー、剣道、卓球の９

種目があります。所属しています部員数は、３年

生を含めて４１７人で、入部率は６４％となって

おります。また、顧問、指導者として各部１人か

ら３名程度の教職員が指導に携わっており、基本

的にはその種目の経験のある教職員が指導に当た

っております。中学校での部活動の課題としては、

一部の部ではありますが、競技や指導経験のない

教職員が顧問を受け持っている部活動の指導体制、

また顧問や指導者の人事異動により指導内容の変

動が伴うといった点も挙げられておりますが、こ

れは制度上やむを得ないものとも捉えております。

市内の高校におきましては、教育委員会として

独自に調査を行い、１４種目で３年生を含む４６

６人の生徒が所属し、入部率は５５％となってお

ります。指導体制や指導者の課題については、中

学校の部活動と同様な状況であるとお聞きをして

おります。教育委員会といたしましては、各競技

団体や少年団活動、中学校の部活動が活性化する

ように体育協会や学校などと連携を図り、取り組

んでまいりたいと考えております。

次に、小項目２の施設利用の現状と課題につい

てですが、野球場やサッカー場、テニスコートな

どの専用競技施設につきましては、各競技団体等

で御利用いただいており、スポーツセンター、Ｂ

＆Ｇ体育館、ピヤシリ・フォレストにつきまして

は利用調整を行いながら、各種の競技で御利用を

いただいているところであります。学校開放につ

きましては、各学校体育館の規模によりテニスや

フットサルなどで使用できる体育館が限定される

などの課題がありますが、半年ごとに利用調整会

議を行い、重複するところなどは各団体等と協議
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させていただきながら、円滑な運用を図っている

ところであります。利用状況は、名寄地区で平成

２３年度が２万 ８１５人、２４年度が２万 ５

８９人、２５年度が２万 ７５３人となっており、

風連地区では平成２３年度が ８６８人、２４年

度が １４６人、２５年度が １８０人となって

おります。有料化した平成２５年度とそれ以前の

平成２４年度との比較では、両地区合わせて ８

０２人の減少、率でマイナス５％となりますが、

平成２３年と比較しますと ２５０人の増加、率

でプラス１１％の結果となっており、有料化によ

る影響よりは利用団体の活動状況による増減が大

きく影響しているものと判断をしております。ま

た、施設の新旧によります利用状況の比較につき

ましては、南小学校と名寄小学校、西小学校、東

中学校が年間約 ０００人程度の利用で推移をし

ており、豊西小学校では利用が増加している状況

も見られるなど新しい施設を利用したいとの御要

望はあろうかとは存じますが、利用調整により活

動の場所が確保されていることに御理解をいただ

いているものと捉えております。

最後に、小項目３の各団体への支援のあり方に

ついてですが、本市におきましては文化、スポー

ツ活動のために全道大会や全国大会に出場する小

中学生、全国大会に出場する高校生を対象に名寄

市教育振興補助金の交付基準に基づき補助をして

いるところであります。具体的には、交通費と宿

泊費に対して一定の補助を行っていますが、平成

２６年度の１１月末までの補助金の申請状況では、

小学生で１０件の５８万円、中学生で１７件の１

２１万 ０００円、高校生で１件の７万円、総額

で１８６万 ０００円の申請となっております。

名寄市教育振興補助金の補助金基準につきまして

は、これまで公共交通機関での遠征が困難な開催

地の場合、自家用車の使用を認める、また道外で

の大会の宿泊費を道内宿泊費より ０００円上げ

るなど実情に応じた見直しを行ってきていますが、

この補助金は名寄市教育振興基金を財源として運

用していますので、大幅な補助基準額等の見直し

は難しい状況にあると考えておりますので、御理

解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 答弁いただきましたか

ら、再質問をさせていただきたいというふうに思

います。

公害の関係で、先ほど水質検査等の中身が答弁

でありましたけれども、２６年度まだ出ていない

ということで、２５年度の結果報告ということに

なっていますけれども、実は知りたかったのは河

川の問題でいきますと、ことし、特に８月、大雨、

増水があった。あるいは、その前は渇水期が若干

あったということも含めて、その時点での数値が

知りたかったのでありますが、あそこは来年５月

ぐらいですか、出てくるのが。そこでわかるのだ

ろうと思いますが、それにしても若干名寄川の７

月、９月が渇水期ということなのでしょうか、オ

ーバーをしているということで、気になるのがち

ょっと天野上下水道室長にお聞きをしたいのであ

りますが、今日まで名寄地区の市民の水がめとし

て真勲別から取水をしておりまして、取水後の検

査はやられているというふうに思いますが、渇水

期と大雨期の水質の状況というのがわかれば教え

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） 天野上下水道室長。

〇上下水道室長（天野信二君） 今竹中議員から

渇水期と先般の大雨のときのことということにな

るかと思いますけれども、私ども浄水場の検査機

能といたしまして、名寄川から原水をくみ上げて、

検査はもちろん毎日実施をしておりまして、水質

の検査の段階的な検査の方法なのですけれども、

簡単に申し上げますと水をくみ上げた段階での検

査がまず１つありまして、続いて沈殿、ろ過、そ

して配給水と５段階に分けて検査をしてございま

す。これは、前にもお話しした機会があったかも

しれませんが、水道法に基づきまして厳密に最大
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５１項目の水質の基準項目というのがございまし

て、毎日検査をするもの、月に１回、３カ月に１

回、年に１回というその時期に応じてこれも詳細

に定められてございます。ですから、水の検査と

いうのは毎日原水についてはもちろんさせていた

だいてございまして、渇水期というよりも通常日

々検査をしてございます。議員御心配なのは、８

月にございました２度の大雨の集中豪雨のときの

対応でないかというふうに思いますけれども、私

どもの水質検査、先ほど申し上げた決まりに基づ

いて実施をしているというのは、名寄市の上下水

道といたしまして水質検査の計画を持っていまし

て、例えば平時の場合は先ほど申し上げましたよ

うな形の段階での検査、ほかに集中豪雨だとか、

そして先ほど議員御指摘の渇水期なりこの８月と

いうことで、これは随時適時に水質の検査を行う

ということで定めさせていただいてございまして、

担当もこの８月、大雨に対応いたしまして原水の

検査というのは欠かさず行っている中で、基準値

内で問題がなかったということで、これは確認を

してございますので、その原水の水質、大変心配

な段階になった場合は当然取水は停止をするだと

か、そういった判断になっていくかと思いますけ

れども、幸いにして過去にはそういった該当した

ケースはございません。取水を停止する場合は、

取水口の安全管理、集中豪雨などで大変多くのご

みだとか、流木だとか、流れ込む可能性がありま

して、あくまで施設の管理上として取水をストッ

プすることはありますけれども、原水の水質等に

よって取水をストップしたという経緯はこれまで

ございませんので、そういった状況からいいます

と名寄川の河川の私どもの取水をさせていただく

ところでの安全性というのはこれまで確認されて

きているものでないかというふうに理解をしてい

るところでございますので、よろしくお願いを申

し上げたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 今室長のほうから話さ

れて、安全な水を常に供給しているというのはわ

かってはいますが、ただ取水口から上がってくる

ときの状況によっては薬の入れ方も変わるのでし

ょうから、そういったことで本当にうまい水かど

うかというのは別にして、安全に給水していただ

けているということについては感謝申し上げたい

というふうに思います。

水の問題はそのぐらいにしておいて、実はダイ

オキシン類にかかわって若干お聞きをしたいので

ありますが、いろんなごみを燃やしたりというこ

とで数件電話が入るということだそうですが、中

身的に実は先月だったと思いますが、あるところ

を通ったら異常な煙が出ているところがありまし

た。作業場だったのですが、以前にも若干問題が

出て調べていただいたことがあるのですが、暖房

に使っていたかなと思ったら、風下に行ったらす

ごくにおいがきついという。実は普通のものを燃

やしたような状況にないのではないのかというふ

うに私は勝手に判断をしたのでありますが、行政

として一定程度市内のそういったところについて

注意をして市内を回っているかどうか。人数もそ

んなに職員もいないでしょうから、担当がいない

のでしょうから、全部が全部回れるということは

ないのでしょうけれども、しかし以前もそのとこ

ろでは近くの民家から大分言われていたようであ

りまして、私も久しぶりに通ったらびっくりした

のでありますが、そのようなことについて今後あ

るとしたらどのような対策を進めるのかについて、

ちょっとお聞かせを願いたい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） 先ほどもお答えして

いるのですけれども、野焼きということで、これ

立派な犯罪ということで、年に何件か市のほうに

問い合わせがあるのは事実ございまして、市のほ

うとしても通報を受けて現地に出向いて指導する

ということで、昨年起きた事例の中では言っても
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改善がされないということで、そういう場合は実

は警察のほうに連絡をとりまして、犯罪というこ

とで取り締まりをしていただいているという内容

になってございます。

ダイオキシンの発生ということなのですけれど

も、名寄市におきましては環境省に届け出が必要

な廃棄物処理法に基づく施設というのは４カ所ご

ざいまして、炭化センター、衛生センター、食肉

センター、有害鳥獣焼却処理施設ということにな

っております。焼却炉から排出されるダイオキシ

ン類の濃度を毎年１回以上測定をして北海道に報

告をしてございます。それぞれの施設において測

定器械については基準値内という現状でございま

して、また一般廃棄物最終処分場における放流水

と地下水のダイオキシン類の検査については、内

淵の処分場と風連処分場で実施をしておりまして、

こちらのほうは市のホームページのほうで公表を

しておりますが、ともに基準値内となってござい

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 今私が質問した中身に

ついて、大きな企業ではありませんから報告する

義務がないのでありますけれども、そういうとこ

ろがあることについて、近隣の住民が６年ぐらい

前でしょうか、７年ぐらい前でしょうか、かなり

気にされて、何回か私が呼ばれて、どうでしょう

かという話もされたのでありますけれども、結果

としては煙が出ているときでないと警察に言って

もわからないという状況があって、かなり厳しい

調査をせざるを得ないのかなというふうに思って

いますが、中身的にそういう事業主がいるとした

ら大きな問題でありますから、そこは行政として

もきちっと見ていただいてということになろうか

と思いますが、ただ早朝だったり、おそかったり

ということで職員が回れる時間帯がないのかもし

れませんが、そこら辺については調査をしてとめ

させることも必要だと私は思いますから、そのこ

とについてはきちっと求めておきたいというふう

に思います。

あと、油脂系の漏えいの事故の扱いであります

が、家庭からのものが多いということであります

けれども、実は行政として各家庭に、恐らくホー

ムタンクのいわば劣化による漏えいだというのが

通常かと思いますけれども、そういう家庭に対し

てのお知らせというか、そういうのも必要でない

かというふうに私は思うのです。川に流れないで

そのままタンクから落ちるということは、地下水

が汚染をするということでありますから、そうい

った意味からすると、これ私の勝手な提起であり

ますけれども、劣化によるそういう漏えいがあっ

たということでの広報でのお知らせだとか、ある

いは配送業者にお願いをする、要請をする、これ

を取りかえたほうがいいというようなことも必要

でないかというふうに私は思っていますが、そう

いう取り扱いについてどのような判断ができるか

御答弁を願います。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 御指摘のように、こ

れまでの漏えい事故につきましては交通事故関連

が多い状況でございます。例年冬場から雪解けの

時期にかけまして、ホームタンクや配管の破損や

老朽化による事故が発生してございます。そんな

状況にございますので、今回広報の１２月号では

灯油漏れに関する記事を掲載をしまして注意を喚

起したいというふうに考えておりますし、問い合

わせ等あった場合にはこういう方法もございます

ということで対応したいなというふうに考えてお

ります。というのは、結構費用負担がばかになら

ない金額になりますので、その辺については十分

に注意喚起をしてまいりたいというふうに考えて

おります。油漏れ事故の多くというのは、タンク

の老朽化ですとか破損ということで、そちらのほ

うが原因だというふうに考えられますけれども、

今後とも注意喚起ということで対応してまいりた

いと考えておりますし、また交通事故関連もあり
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ますので、そちらのほうは別な立場で交通安全の

推進につきましてもあわせて取り組んでまいりた

いと考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 公害の扱いについては

そのくらいにさせていただいて、あと公立学校に

おける教職員の休業の状態、先ほど答弁ありまし

て、中身的には過去ありましたということであり

まして、近年そういったことがいわばないと。疾

病による退職がないということでありますから、

非常にいいことだというふうに思っています。ケ

アの問題等々については、道教委でそれぞれ進め

ているということでありますから、その点につい

ても教育委員会としても児童生徒に影響の出ない

ような方策も一方で考えながら、この扱いについ

ては進めていただければというふうに思っていま

す。

次に、スポーツ振興についてでありますけれど

も、先ほど答弁がありまして、中身的には多くの

方がスポーツをやっておられるという状況にあり

まして、開放事業の扱いは２３年度から見ると伸

びていると。２４年度から見ると若干減っている

ということだそうでありますが、答弁の中でもあ

りましたが、使用する箇所の調整を図っていると

いうことでありますが、やっぱり競技をやってい

る方にしてみれば使いたい施設はあるのです。先

ほど答弁あった中では、豊西小学校は若干利用者

多いということだそうでありますが、ちょっと第

３定でしたか、川口議員が豊西小学校の閉校後の

取り扱いについてということで話がありましたけ

れども、豊西小学校閉校になるのにふえていると

いう非常におもしろい状況というか、天井が低い

のにもかかわらず、競技の中身によって違うので

しょうけれども、あそこがなくなることによって

スポーツ振興に大きな問題が生じるなというふう

に思っていますが、そのことについては後ほどま

た質問させていただきますけれども、状況的に総

合計画の中で基本的な考えとして団体の育成だと

か、あるいは指導者の育成だとかということがう

たわれておりますけれども、結果的には高校へ行

っても部活がない種目、あるいは中学生でも同じ

でありますが、小学生あたりは特にクラブに入っ

てやっているわけでありまして、その辺の指導者

の育成というのは、中身的には体協との連携をし

ながらというふうに言われていますけれども、教

育委員会としてどのような指導者の育成を考えて

おられるのか、あるいは体協とどのような協力を

して進めているのかについてお聞かせを願いたい

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） 今指導者の育成、体

育協会との連携ということで御質問がありました。

特に中学校、高校、この間今回調査させてもらい

ましたけれども、やっぱりなかなか教員の方の確

保が難しい。中でも未経験の教員の方も自分でい

ろいろ勉強しながら、また研修等も受けながら、

実際に自分も実施しながら、生徒と一緒に研さん

をしながら顧問、指導に当たっていくという、そ

ういった取り組みもなされているようであります。

教育委員会として直接的に各団体等々に対して指

導者の育成というのはこの間しておらず、これま

でも答弁をしてきていましたとおり体育協会が各

団体の登録を受けて連携をとっているということ

でありますので、体育協会を通じてのいろんな部

分での指導者育成に対する研修会等の開催等も含

めて、支援も含めてお願いをしているところであ

ります。今後におきましても指導者確保というの

は多くの競技団体で言われている部分ありますの

で、その点につきましては体育協会ともさらに連

携を深めながら、具体的な協議も行いながら、そ

の対応策について協議をしながら進めてまいりた

いというふうに考えているところでありますので、

御理解お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） ちょっと補足させてい

ただきたいと思いますが、学校教育における部活
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動、少年団の指導者の確保についてでございます

けれども、学校教育におきまして各種部活動やス

ポーツ少年団の充実、それと体育の武道授業の件

もそうでございますが、充実のために人材の確保

等についても努めて、現在子供たちのスポーツの

振興に努めているところでございます。特に各学

校の部活、少年団の指導者の育成の確保について

でございますけれども、毎年教職員の人事協議が

ありまして、その際に各学校の校長からいろいろ

と要望が上がってまいります。教育委員会として

は、学校から要望のあった競技の指導者について

はそのたびごとに教育局に配置していただくよう

お願いしているところでございます。全てそのと

おりにはなりませんけれども、名寄市内のスポー

ツ等の活性化のためにもできるだけ教育局に市の

要望どおり配置していただけるようお願いしてお

りますので、今後もこの努力は続けてまいりたい

なと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 指導者、簡単にふえる

という状況にはありませんし、各種目がたくさん

あって一同に指導者をということにはならないの

だろうと思いますが、ちょっとお聞きをしたいの

が前教育長が広域でのスポーツ振興ということを

実は議会で答弁されました。現在教育委員会の中

で、広域スポーツ何種目かやられているのだと思

いますが、教育委員会として広域にかかわっての

スポーツ振興についての議論がされたかどうか、

されていないとしたら今後どのような中身で進め

ていくのか、あるいは前教育長が答弁をした中身

が冬季にかかわってということだったのか、私も

ちょっとそこまで詰めませんでしたけれども、そ

の辺についてお考えがあれば、あるいは経過があ

ればお聞かせ願いたいと。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 広域的な連携の部分

での関係でございますけれども、スキージャンプ

競技におきましては、御存じかと思いますけれど

も、下川町のほうに現在名寄から１名ですけれど

も、行っている状況。トランポリンにつきまして

は、逆に下川から名寄地区に来て活動している。

また、チアリーディングでは名寄から剣淵町へ練

習に行かれている、競技活動を進めている方がお

られる状況にあります。それぞれ児童生徒の本人

の努力と保護者の支援のもと、各種競技会におい

ても活躍をされている状況を聞いているところで

あります。

また、先ほどありました当時藤原教育長が答弁

をした広域の部分でいきますと、美深教育委員会

が中心となって実施してきています上川北部広域

スポーツクラブ、これにつきましては冬季スポー

ツに特化をしてということで、中川町、音威子府

村、美深町、下川町、名寄市の５市町村で連携し

て行っているところであります。平成２５年度に

つきましては、スノーキッズ教室ということで１

１回開催され、あと子どもスポーツ大学の開催な

ど、体力測定なども行ってきております。これに

つきましては、それぞれ事務局会議を行いながら、

内容の検討なりしながら、参加者の拡大も含めて

広域的な子供の体力向上なり健全育成に向けてと

いうことで取り組みを進めているところでありま

すので、そういった中で教育委員会としましては

意見反映をしながら広域的な振興に努めてまいり

たいというふうに考えているところでありますの

で、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 冬季にかかわっての特

化ということでありますから、夏季にかかわって、

あるいは室内競技にかかわっては今のところ考え

ていないようでありますが、そういった意味でい

きますと指導者の数が足りないということもあっ

て、異動時期の教育長の力と加藤市長の力によっ

て、これは多く名寄へ呼んでもらうということが

一番重要かというふうに思います。

そこで、ちょっと競技によって施設の高さが利

用しづらいという、そういう話も実は聞いている
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のでありますが、特にクラブでうちの会派の日根

野議員がやっているトランポリンは、小中学生だ

と今のところでもいいようでありますが、高校生

ぐらいになると跳ぶと高さがなくて、圧迫感があ

ってどうも本来のわざが出ないというか、そうい

う状況にあるように聞いておりまして、後ほど詳

しいことは日根野議員から聞いたほうがいいかと

思いますが、そんなこともあって、実は使いやす

い施設の競技移動というか、団体の移動というこ

とも一方で考えなければいけないのではないかと

いうふうに私は思っています。そこで、豊西小学

校も利用度ふえている、あるいは東風連小学校も

ママさんバレー中心にしてやられているようであ

りますが、中身的に今後の扱いについて、行政報

告の中でも地域や保護者から要望が出されている

ということでありますが、当面の扱いとしては１

年少々使えるわけでありますが、早目な地域住民

への報告も必要だというふうに私は思っています

が、その辺で各豊西と東風連の体育館のありよう

について検討が必要だというふうに思っています

が、ここで最後にしますけれども、市長の考え方、

実は前回の川口議員の質問では、１つに体育館改

修あるいは廃校プロジェクトに登録しての全国か

らの利用とかということで答弁がありましたけれ

ども、市長の答弁をいただいて、私の質問を終わ

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） 義務教育施設の統廃合に

伴う体育館の利活用の問題については、それぞれ

地域からもいろんな要望も今上がってきていると

いうふうに承知していますし、また議会でもさま

ざまな御議論があります。市民の皆様からもいろ

んな御意見があるというのも承知をしているとこ

ろであります。また、利用者の皆様の御意向とい

うこともしっかりと把握をしていかなければなら

ないというふうに思いますし、ほかのスポーツの

関係との整合性もとっていかなければならないと。

一方では、やはり当然少しずつ統廃合ということ

ですから、めり張りをつけた行財政運営もしてい

かなければならないという観点も含めて、総合的

にこれは勘案していかなければならない問題だと

いうふうに思っております。いずれにしても、そ

うした今高さの問題とかというようなことも初め

て聞いたこともございますので、そこはしっかり

とそれぞれの種目についてニーズ調査もしながら、

また総合的な観点でこれから議論を進めていきた

いというふうに思っておりますので、今ここでこ

うしたいという結論は出ませんけれども、そうし

た課題があるということを受けとめさせていただ

いて、今後どういう形にしたいかということをみ

んなで議論していきたいというふうに思っていま

すので、よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で竹中憲之議員の

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。

大変御苦労さまでした。

散会 午後 ４時１４分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 高 野 美枝子
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署名議員 高 橋 伸 典


