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平成２６年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２６年９月１６日（火曜日）午前１０時００分
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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、

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１８番 駒 津 喜 一 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。

名寄市日進地区再整備基本構想について外２件

を、佐藤靖議員。

〇６番（佐藤 靖議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い質問をしてまいります。

最初に、名寄市日進地区再整備基本構想につい

てであります。この構想については、環境に恵ま

れた日進地区の整備を目的に平成４年に策定され

たピヤシリヘルシーゾーン構想及び基本計画に基

づき、これまで順次整備事業が進められたものの、

事業展開の中で隣接地に道立サンピラーパークが

整備され、広域的利用の促進を初め時代の趨勢と

ともに利用内容が変化してきたことに加え、スキ

ー需要の低迷、温泉施設の老朽化などから抜本的

に構想を見直し、時代のニーズに合った新たで望

ましい日進地区の再整備方針を打ち出そうとして

取り組まれました。この構想にかかわり、まず構

想策定の基本的姿勢についてお尋ねいたします。

構想案では、策定の目的として当初の基本構想

及び基本計画から現在までの状況を説明しながら、

このような背景を踏まえ、再度日進地区に求めら

れる役割を再認識し、今後の整備すべき方向性に

ついて市民の皆さんとの議論を深めるために横断

的に庁内検討委員会を設置し、基本構想を取りま

とめましたとしていますが、同構想策定に当たっ

ての市の基本姿勢を読み取ることができませんの

で、改めて同構想策定を最初に取り組んだ庁内検

討委員会において委員に求めた姿勢、手法などに

ついて取り組み経過を含め詳細に御説明ください。

今回の構想では、スキー場関連で照明施設の整

備、リフトの機械、装置の更新、ゲレンデ施設の

整備、花の植栽や登山道整備、なよろ温泉サンピ

ラー関係で隣接地に新たな温浴施設の整備、新た

な宿泊施設の整備、既存温浴施設を合宿に特化し

た改修、ニーズに合わせたホテルの改修、健康の

森関係でもクロスカントリーコースの照明施設、

陸上競技場のリニューアル、移住、定住滞在施設

の整備、動物との触れ合い施設の整備などが盛り

込まれるとともに、優先事業としてなよろ温泉サ

ンピラーにかかわる温浴施設の新設について早期

実施が必要、早期に検討すべき事業、平成２８年

の全国中学校スキー大会、同２９年のＪＯＣジュ

ニアオリンピック大会、同３０年の平昌冬季オリ

ンピックの合宿受け入れのためにも特にピヤシリ

スキー場の施設整備着手が急務、新たな宿泊施設

の検討が急務、なよろ温泉サンピラーの既存施設、

宿泊施設の早期改修が必要としています。市の財

政需要に精通されている庁内検討委員会での方針

でありますので、構想の実現性についてお伺いし

ます。

加えて整備に必要な時期も示されておりますの

で、今後のスケジュールについてもこの際明らか

にしていただきたいと思います。

次に、都市再生整備計画名寄地区についてお伺

いします。同計画は、御承知のとおり人口減少と

少子高齢化、車社会の進展や郊外大型店への購買

力流出による市街地空洞化を改善するため、行政、

商工会議所、商店街振興組合が活性化プランを検

討してきましたが、具現化の道が開けないため、
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行政が計画を樹立し、平成２２年度から５年間ま

ちづくり交付金事業を活用し、総合的なまちづく

りを進めてきたものです。事業延長により来年度

が最終年度となりますが、当初の目的では老朽化

が進んだ市街地の整備や駅周辺の未利用地活用に

よる交通結節点の整備、交流施設や文化機能、市

民交流機能などの都市機能の強化を図ることでま

ちのにぎわいと活力を回復、創出する。高齢化社

会に対応して公共交通施設を強化することで、市

街地中心部へのアクセスや利便性を向上させる。

公園、緑地が少ない市街地中心部の広場、ポケッ

トパークなどの整備とまち歩きが楽しくなるよう

な商店街の空間形成を進めて、快適で魅力ある市

街地の形成を掲げていました。この計画は、実施

期間中であれば変更も可能とあって、一部見直し

も行われましたが、現時点において目標を定量化

する指標として示していた目標値見込みを含め、

これまでの事業成果と評価、さらには同事業によ

る今後の活性化の見通しについてお伺いします。

また、議会報告会で市民から出された意見、要

望をもとに市長に求めた名寄地区中心市街地活性

化についての回答は、最も求められていた商店街

の活性化策を先送りしている内容にほかなりませ

ん。回答では、２８年度施行を目標に中小企業振

興条例を現状に合った制度とすべく抜本的に見直

すとしていますが、商店街の後継者不足、高齢化

に加え、電気料金の値上げ、消費税増税、燃料費

の高騰などにより経営見通しが立たない個店や中

小企業の実態をどう受けとめているのか、正直２

年後の商店街の状況をどう押さえているのか、改

めて名寄地区中心街の将来見通しについてお伺い

します。

最後に、名寄市立総合病院についてお伺いしま

す。市長は、行政報告の中で病院事業の今年度第

１・四半期の状況を述べました。それによると、

患者数は入院で対前年度比１ １％減、外来は

７％増となったため、収益では外来は若干ふえて

いるものの、入院で ２％、 ６３５万円の減と

なり、総体収益でも ８８８万円の減と報告され

ました。５階西病棟の閉鎖による影響とも思いま

すが、事務当局としてはこの状況をどう分析され、

今後の改善策について協議されているのかお知ら

せいただきたいと思います。

また、今定例会初日に夜間、救急外来の専門家

とするため、診療科目に新たに救急科が加わりま

したが、精神科病棟新築に伴い設置された屋上へ

リポートにより救命救急センターへの開設への期

待感も高まっていますが、改めて同センターのス

タッフを含め、病院全体の医療スタッフの状況に

ついてお伺いします。

さらに、これまで一患者の立場を含め混雑時の

対応、血圧計の設置場所、外来患者コールのあり

方などを指摘してきましたが、院内での検討経過

及び結果についてもお伺いし、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） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） おはようござい

ます。佐藤議員からは、大きな項目で３点にわた

り御質問をいただきました。大項目１と２は私か

ら、大項目３は病院事務部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いをいたします。

大項目１、名寄市日進地区再整備基本構想につ

いて、小項目１、構想策定の基本的姿勢及び小項

目２、策定の経緯についてお答えいたします。構

想策定に当たっての市の基本的姿勢についてです

が、近年の利用者のニーズの多様化、社会状況の

変化などから、本地区のあり方について総合的な

見直しが求められていることを踏まえ、今後本地

区が目指すべき望ましい整備の方向について将来

ビジョンを示すことを目的に各施設所管部及び企

画財政、教育などの庁内関係部署のほか、同地区

の各施設の管理運営に深くかかわっている名寄振

興公社も含め、名寄市日進地区再整備基本構想庁

内等検討委員会において協議をしてまいりました。

この協議に当たりましては、基本構想という性格

を鑑み、市民や利用者からの要望等を踏まえ幅広
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く議論することとし、昨年６月に庁内等検討委員

会設置に先立ってブレーンストーミング的な意見

交換を行った後、８月８日、８月２３日、１０月

３０日、１１月２２日の計４回庁内等検討委員会

を開催してまいりました。

続きまして、小項目３、構想の実現性及び小項

目４、今後のスケジュールについてお答えいたし

ます。これまでの市民や利用者からの要望等を踏

まえ、庁内等検討委員会で幅広く議論した基本構

想では、同地区の３つの基本的役割とした市民の

憩いの場、人づくりの場、交流人口の拡大の場、

それぞれの役割ごとに優先事業の考え方をお示し

しております。そして、この基本構想をもとに市

内関係団体等への説明を進めており、今後９月中

をめどに説明を終え、いただいた御意見を反映さ

せたより実効性のある構想としてまいります。改

めまして所管委員会へ御報告申し上げますととも

に、御意見をいただくなど御相談申し上げたいと

考えております。

今後この構想の具現化に当たりましては、さき

に述べました３つの基本的役割ごとの優先事業の

考え方を基本に平成２８年２月の全国中学校スキ

ー大会、平成２９年３月のＪＯＣジュニアオリン

ピック大会、さらには平成３０年の平昌冬季オリ

ンピックといった日程を見据え、市の財政状況を

見きわめながら、総合計画ローリングを経て現計

画に登載あるいは次期総合計画に登載するかにつ

いて個別に精査してまいりたいというふうに考え

ております。

続きまして、大項目２、都市再生整備計画名寄

地区について、小項目１、これまでの事業成果と

評価についてお答えいたします。平成２２年度か

ら実施しています都市再生整備計画名寄地区につ

いては、都市機能の強化、土地、建物利用の高度

化によるにぎわいと活力あるまちづくり、公共交

通機関の充実など市街地中心部へのアクセスしや

すく、利便性の高いまちづくり、緑地の整備など

快適で魅力あるまちづくりの３つの目標を掲げた

計画として各事業に取り組んでいます。各事業に

対する効果として、駅前交流プラザよろーなの設

置、市内循環バスの路線、便数の改善により一定

のにぎわいや市街地中心部へのアクセス向上など

一定の成果が得られている事業もありますけれど

も、都市機能の評価として町並み景観の改善に係

るアーケード等の修繕については事業者数の減少

により一部計画のとおり実施できない商店街もあ

るなど、さらには市街地中心部の空き地、空き店

舗などを含めた情勢変化もあり、事業内容を再検

討することも必要となってきています。目標を定

量化する指標として、計画当初は平成２６年度を

目標としていましたが、平成２７年度まで期間延

長をし、まだ完結していない事業もあるため、目

標達成度についての結果は出ておりませんが、現

在商工会議所を中心として実施をしております買

・なよろ運動の事業の中で市内買い物客に対する

動向調査などに取り組んでおりますので、市街地

中心部に対する市民の満足度など、一部ではあり

ますが、今後明らかになってくるものと考えてお

ります。しかし、本計画の最大の目標であります

市街地中心部のにぎわいの創出については、人口

の減少、郊外地への店舗集積など年々厳しい情勢

となっていることから、現段階では目標を達成す

ることは難しい状況になっていると考えておりま

す。

小項目２、名寄地区中心街の活性化と将来の見

通しについてお答えをいたします。中小企業振興

条例は、さきの定例会においても本市における商

工業の事情や将来あるべき姿、行政や事業者の役

割などを考慮した制度として平成２８年４月の施

行を目指し、見直し作業を行うと答弁させていた

だきました。今年度から関係団体とさらなる連携

を図るために開催することにいたしました商工会、

商工会議所との定期懇談会の中でも中小企業振興

条例施行規則の内容については、すぐに取り組む

ことが必要な支援策につきましては随時導入を検

討することとし、条例の見直しと並行して検討作
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業を行っていくことで確認をしたところでありま

す。

名寄地区中心街の将来の見通しにつきましては、

現況を見ると年々空き店舗が増加しており、今後

も増加していくことが予想されることから、市内

はもとより市外から本市において新たなビジネス

が創造できる環境づくり、さらには既存の事業所

の後継者の育成に焦点を当てた支援など既存の制

度にはない支援策などにも取り組んでいかなけれ

ば市内の事業所数の減少を抑えることができない

と考えております。このことからも隔年で実施を

しております市内の５人以上の事業所に対し実施

をしております労働状況実態調査におきまして、

これまでは労働状況の実態の項目のみを調査して

おりましたが、今回からは市や経済団体に対する

支援等の要望内容なども調査項目に入れることと

しておりまして、さまざまな場面で市内の事業所

が切に願う内容等を把握する場面をつくりながら、

支援内容の改正につい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） 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３点目の名寄市立総合病院につ

いてお答えをいたします。

初めに、第１・四半期の状況分析と今後の見通

しについて申し上げます。第１・四半期における

収支状況は、行政報告の中で申し上げましたとお

り医業収益については入院収益と外来収益の合計

額で前年比 ２％、 ８８８万円の減少となった

ところであります。内訳としては、入院収益で前

年比 ２％、 ６３５万円の減、外来収益で前年

比 ４％、 ７４７万円の増となっております。

入院収益の落ち込みが大きいわけでありますが、

主な要因としては、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階西病棟を一

時休床していたこと、２つとして在院日数の短縮

により病床稼働率が減少していることによる延べ

入院患者の減少が影響したものと考えております。

今後の見通しとしましては、入院患者数について

は８月に５階西病棟を再開してからは病床稼働率

も少しずつ回復してきており、一時休床する前の

稼働率に近い数字となっておりますので、引き続

き注視をしていきたいと考えておりますが、こと

しの診療報酬改定を考えると今後も厳しい状況が

続くものと想定しております。

次に、今後の収支改善策としましては、収益確

保ではこれまでの医師、看護師等の人材確保、Ｄ

ＰＣの適正なコーディングや医学管理料ナビなど

のソフトを活用しての請求漏れ対策の徹底、看護

基準７対１の安定した運営、精神科看護基準１３

対１の取得などの取り組みに加えまして、後発医

薬品の使用率を上げることによるＤＰＣの計数に

も増加に取り組んでまいりたいと考えております。

経費削減では、業務の見直しによる時間外の削

減、経営コンサルを活用しての診療材料、薬剤等

の抑制、臨時職員の適正配置などに引き続き取り

組んでまいります。また、今年度は収支改善の提

言や職務、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現在実施をし

ておりまして、さらなる経営改善と職員のモチベ

ーション向上に努めてまいります。

次に、（２）の医療スタッフの見通しについて

お答えをいたします。救命救急センターにつきま

しては、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現在関係機関と協議をしなが

ら準備を進めているところでありますが、救命救

急センターの設置に向け夜間、日中のヘリ搬送を

含む救急患者の受け入れなど救急医療体制の充実、

強化のためにこのたび救急科を新たに診療科目に

加えたところであります。今後の課題といたしま

しては、１０床以上２０床未満のベッドの設置場

所など基準に沿った施設等の改修、救急医療に精

通した専任医師の配置、看護職員の確保などが挙

げられます。医師の確保については、当院の救急

専門医のほか、旭川医科大学に協力をお願いしな

がら体制を整備したいと考えておりますが、看護
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師の確保は大きな課題となっております。

看護師の確保策については、市立大学、市内高

校、看護師養成校に訪問し、作成したパンフレッ

トをもとに奨学金、院内研修制度などについて説

明し、広く募集に努めております。将来看護師を

目指している学生には、高校生を対象にセミナー、

ふれあい看護体験などを開催し、資格取得までの

カリキュラムや学校での生活、奨学金制度、看護

師となって以降の職場での体験などに理解を深め

ていただき、中学生には圏域の学校からの要請に

応じて職場体験学習などの受け入れを行っており

ます。また、看護師資格を持っていて出産や育児

等の理由から医療現場を離れてから時間が経過し

ている方には、潜在看護師研修を実施し、復職に

向けた支援を行っております。看護師等の人材確

保は、看護基準７対１の安定した運営を図るため

にも最優先の課題でありますので、医療職給料表

導入による初任給のアップのＰＲなども含めて今

後も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。

次に、（３）の指摘事項の検討と協議結果等に

ついてお答えをいたします。まず、混雑時の対応

につきましては、特に消化器内科、糖尿病代謝内

科、外科、心臓血管外科が待合を共有しているこ

とから、朝の時間帯で混雑時に椅子が不足してい

る場合にはこれまでも職員がパイプ椅子を出して

対応しております。眼科移転後には若干椅子には

余裕が出ておりますが、限られたスペースでの対

応となりますので、これまで同様混雑時にはパイ

プ椅子での対応をしていきたいと考えております。

次に、自動血圧測定器の設置場所につきまして

は、現在高さの異なる２台を設置し、対応してお

りますが、外来の再編工事に伴い消化器内科の内

視鏡室が旧眼科の跡に移転し、その後内科外来の

改修を予定しており、その工事にあわせて自動血

圧測定器の設置場所の変更と新たに車椅子でも利

用可能な設置台を設けることとしております。

次に、外来における患者コールにつきましては、

消化器内科、糖尿病代謝内科、外科、心臓血管外

科の呼び出しが重複することにより、自分が呼ば

れたかわからないことがないよう、一度呼んでも

来ない場合には職員が患者さんに声かけを対応し

ており、また待合を離れる際には外来受付に声を

かけていただくよう案内掲示し、後回しにならな

いような対応を心がけてまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。

以上、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、引き続き再質問のほうをしてい

きたいと思いますけれども、今回この３つの質問

を取り上げたというのは微妙に関連性があるとい

うふうに思っています。それはなぜかというと、

やはり名寄市にとって、今病院が精神科の新築は

しましたけれども、これから人口減少あるいは過

疎化の中で、高齢化の中で、少子化の中でどうい

うふうに病院経営をしていくのか、あるいは高度

医療をどんどん進めていく中で、医師あるいは看

護師を含め医療スタッフを充実させるときにどれ

だけ費用がかかるのか、それが収入と合っていく

のかというものも含めての課題があるというのが

１つ。もう一つは、中心市街地活性化というのが

やはりもう何年も、ある意味では昔から言われて

いることだけれども、なかなか進まないという実

態もある。一方、日進地区はこの法外な計画を打

ち出せると。この財政の状況を見据えながらのバ

ランスがやはりちょっと違うのではないかという

感覚は持っています。今常本室長の答弁を聞いて

おりますと、日進の再開発についてはある意味で

は構想であるので、いろんな方のお話を聞いて、

あの地区をどういう夢のあるものにしていくかと

いうものが必要だということで進めてきたという

ことが根拠だと思いますので、私は市民団体の皆

さんとか市民の皆さんが例えば昔６丁目商店街を

中心にあそこで苗字博物館をつくろうという構想

で、自分たちで３００万円つくって、行政からも
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３００万円補助を受けて、６００万円で構想をつ

くって、あの地区を何とかしようという、そうい

う夢あるものならわかるのです。ところが、今回

の日進地区に限っては庁内の検討委員会、まさに

庁内の財政事情、いろいろな課題認識されている

メンバーの皆さんが協議された結果がこれだけ膨

らますような結果になることに少し疑念を感じる。

例えば構想というと、室長は構想という意味はど

ういうふうに受けとめていらっしゃるのですか。

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） ただいま構想に

ついてということで御質問がございました。この

日進地区再整備基本構想策定に当たりまして、私

ども市役所内部で庁内検討委員会ということで、

それぞれの所管施設もございますので、庁内横断

的にお集まりをいただきました。そういった中で、

市民に喜んでいただける、あるいは交流人口を拡

大をするという中で、どういった施設が必要で、

あの地区を住民の皆さんの憩いの場として使って

いただけるのかといったようなことで議論をさせ

ていただきましたけれども、構想ということでい

けば確かに御指摘のとおりあの構想の中身を全部

実施をすることになりますと膨大な事業費がかか

るということも当然あります。しかし、その前に

構想として市民に夢を持ってもらえるような、そ

んな施設、地域として市民に親しんでいただける

施設としてこの構想というものを私どもとしては

考えていきたいというふうに考えておりまして、

この構想をつくった上で、さらに市民の御理解、

御協力をいただいて、あの地域を市民の憩いの場

として具体的に整備を進めていきたいという考え

方でこの構想をつくってきた次第であります。構

想についてどう考えるかということでありますけ

れども、基本的には夢を持ってもらえるような、

そんな思いでこの構想の作成に当たったというこ

とでありますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 構想という意味は違う

のです。構想というのは、これからしようとする

物事に対して、その内容、規模、これはいいです、

内容。もう一つ大切なのは、実現方法なのです。

これを考えてこの夢をまとめることを構想という

のです。という意味からすれば、これに一番欠け

ているのは実現方法なのです。夢はいいです。市

民の皆さんに夢を持っていただくのは、それは結

構。ぜひ必要なこと。この時代は特に必要なこと

かもしれない。ところが、この構想の中で実現方

法が全く見えないのです。もう一つ、今室長の答

弁の中で市民の皆さんに使っていただくという話

をしました。ここのターゲットはどこに置いてい

るかといったら、アクティブシニア層と。これど

ういう意味ですか、アクティブシニア層。ピヤシ

リヘルシーゾーン構想というのは、一番最初つく

ったときになぜあの構想ができたかというと、あ

れは市民の皆さんに喜んでもらう施設つくろうと。

それが結果的に近隣から交流人口を呼んで、全道

から交流人口を呼んで、いいものになるはずだと。

まずは、市民の皆さんに喜んでもらおうというの

が基本だったはずなのです。それは、時代の趨勢

でいろんな取り組みをされて、カーリング場も市

民の皆さんも利用しているから、それも当然同じ

ようにできてきていますけれども、今回の構想の

ターゲットはアクティブシニア層と。それは、名

寄市民ではなくて全道、全国の団塊の世代で退職

された方をターゲットにしているような表現がこ

の中にあるのではないですか。それが今市民が求

めているあそこの日進地区の改革につながること

なのですか。改めてその御見解をお伺いしたい。

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） 今アクティブシ

ニア層ということで、ターゲットがこの構想では

そういった層をターゲットにしているというよう

なお話がございましたけれども、この構想をある

程度まとめて、この間市民の皆さんからの御意見

ということで、この９月をめどに各団体等も含め

て御意見をいただいているところでありまして、
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そういったところも含めて御意見をいただいた上

で、最終的には具体的な整備計画といいますか、

そういったことに持っていこうという考え方であ

りますけれども、考え方としては当然市民の皆さ

んの憩いの場という部分で私どもとしては考えて

おりますし、その一方で市外からのお客さんも呼

び込むといったことも交流人口の拡大という意味

合いにおいては必要な部分でありますので、アク

ティブシニア層という言葉が構想の中にあります

けれども、そこも含めて、そこだけがターゲット

ではないということは御理解をいただきたいなと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） なぜそれを言うかとい

うと、参考資料なのです。記載されている参考資

料は、１つは日進地区の関連年表、もう一つはス

キー合宿誘致のポイントなど６項目を掲載してい

るのです。これみんなどれも名寄の現状から分析

したものではなくて全道、全国の成功例を示して

いるのです。だから、ターゲットが名寄市民では

ないのです。言っていることが違うのではないで

すかと言っているのです。では、それだけ言うの

ならこの構想の中に１つ欠けているのが足の確保

なのです。市内はこれだけ高齢化あるいは厳寒あ

るいは積雪の地で、あそこにどうやって市民の方

が足を運ぶかというと、その確保は今まではサン

ピラー、振興公社の無料バスがあったけれども、

それはだめだということになって、利用できない。

あるいは、片道無料だったのが有料にしますとい

うことでだめになって、どんどん足が確保できな

くなった。その対策がこれに書かれていないとい

うことは、１つはターゲットは市民ではないとい

うことです。しかも、ここで議論されていること

は庁内検討委員会で検討されたこと、それを市民

の皆さんのいろんな団体の方と御意見を伺ってつ

くり上げるというと、市の内部で財政、行政に精

通した各セクションの代表者が協議した内容を市

民の皆さんに見せて、さらに意見を頂戴と言った

らどんどん、どんどん構想は膨らむ。これが本当

のやり方なのですかということなの。例えばお隣

の士別さん、今つくも水郷公園を直そうと市民委

員会を立ち上げたそうです。上限が２億 ０００

万円だったと思います。それでしかないけれども、

それで構想はできないのかというのでいろんな議

論をされていると。これをやっていくと、ターゲ

ットは市民からどうも外れているような感じがし

ますけれども、例えばそこは本当に市民がターゲ

ットだという認識はお持ちですか。

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） 名寄市のそうい

った市民が憩える場としての日進地区という意味

合いにおいては、私どもとしてもあの地域が名寄

市としてのそういう場であるということは認識を

しておりまして、そこは市民がターゲットという

ことも当然考えております。そのほかに市民の皆

さんとの交流も含めた、言い方としては交流人口

の拡大ということになってしまいますけれども、

そういう部分も当然ある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） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） では、はっきり聞きま

しょう。この検討委員会にコンサルは入っていま

すか。

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） 入っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） だから、こういう資料

が出てくるのです。今の名寄市の現状からいって、

うちは風連と合併をして、望湖台も結局は施設も

閉鎖をしてしまうと。そういうことを轍を踏んで

きているのです、市民の皆さんは。それはなぜか

といったら、財政が厳しいから。いろんな意味で

名寄市の財政が厳しい。三位一体改革を含めて交

付税はどんどん減っていくから、大変な時代にな
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るということでやってきたのです。だから、そう

いうところの涙をいろんな存続を望む声はあって

も、やはりそこは我慢してこれでやっていこうと

いうことが出てきたのに、片方でそこをやるとき

にこれだけのものが膨らむ。例えば動物を飼うと

いったら、宿舎はどうするのですか。飼う人はど

うするのですか。動物を育てると、餌代はどうす

るのですか。その維持管理はどうするのですか。

それがこれからの名寄市の財政の中でしっかり立

ち上げていくのかどうなのか、あるいははっきり

言うと財政を所管する臼田部長はここの財政投資

というのはどのぐらいというニュアンスをお持ち

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） まだ構想を検討中で

ありますので、今現在で幾らという部分はありま

せんけれども、先ほど議員が言われましたように

構想ができた後にそれをいかに実現するのか、こ

れはアクションプログラムとでもいうのでしょう

か、そういったものがまた必要になってきますし、

本市においては総合計画の中で大きな事業につい

ては年割も含めて検討するようになりますので、

構想が一定程度まとまった段階で、総合計画のロ

ーリングの中でも検討していき、構想の中のどの

部分を、事業年度も含めて検討していく必要があ

るのかなというふうに考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 総合計画に盛り込まれ

ていますけれども、例えば今（仮称）市民ホール

はやる。南小も始まる。この後学校改築も控えて

います。名寄大学を含めて４大化をどうしていく

のかといったら、校舎整備をどうするのか、図書

館だけでなくそれをどうする。今病院のほうも改

築がまた始まるかもしれないと言っています。そ

の中でここにホテルをつくって、温浴施設をつく

って、今ある施設を改修して、それが可能かどう

かということなのです。それが市が庁内検討委員

会で出した構想に、これをアクションプログラム

にするといったって、では何ぼかかるのですか。

それは、規模を縮小していったら夢はどうしたの

ですかという話になるでしょうと。だから、士別

の例ではないですけれども、しっかり内部議論を

して、ここまでは投資できるのだ、ここまではや

れるのだという構想ならわかるのです。これから

９月中にまた団体と話して、議会にもまた話しし

ますわという話なら、もう広がった話を、これを

縮めていくしかない。これからそういうことの合

併算定がえを含めて交付税が減っていく。現ナマ

が減っていくという時代に入っていくのに、片方

でこれだけ夢を広げているということに対する不

信感があるのです。それは、例えば２５年度の決

算書にあるように基金残高、一般会計では７０億

円、特別会計を含めると目的基金もありますけれ

ども、７２億円、北海道備荒資金組合納付金２４

億円、合わせて８６億円。それぞれの目的もあり

ます。これを全部投入するような心意気でいるの

なら話わかります。だけれども、今市民の人たち

は求めているのはそういうところではないのでは

ないですか。私はそう思うのです。市民の皆さん

は、やっぱり三位一体改革、あのときに市の財政

が大変だといって極端でないですけれども、きの

うもそうですけれども、敬老の日。町内会でやる

敬老補助金もカットしたのです、それは財政が厳

しいというものを含めて。あるいは、バスの利用

もそうです。利用料を無料で研修に、生きがいづ

くりにぜひ使ってくれといったものを今度はちゃ

んと団体にそれを負担させているのです。そうい

うことを改善して市民生活を上げていくことが１

つ。一方では、大切なことだとは思うのです。こ

こに今多額のお金を投じる。しかも、市内ではホ

テルが２つ。１つは新設、１つは改修ということ

で、今市民の皆さんそっちに目を置いていたら、

今度は日進のほうが新しいホテルとお風呂ができ

るのだと。いやいや、今ある施設も改修してやる

のだとよという話が２８年度です。あと２年です。

ということは、もう来年度には着手しなければい
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けないということです。そういうことが本当に実

現性があるのか。改めてこれからアクションプラ

ンということで、今の財政状況からどのぐらい事

業費投入できると臼田部長はお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

たけれども、まだ構想そのものが完全にでき上が

っておりませんので、現段階でこの構想に対して

のどの程度の財源の充当ができるのかについては

明言できる分にはありませんけれども、ただ議員

が言われておりますように今現在でもかなり大型

の事業が進んでいる部分もありますし、今後想定

される分もありますので、それらも踏まえた中で

構想全てができるかできないかについてもこれは

当然精査が必要だというふうに考えておりますの

で、そこも踏まえた上での総合計画の検討になる

かというふうに思いますので、御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） そうはいっても９月中

に、今月中には一つの方向性を出すというのでし

ょう。そんな余裕あるのですか。それで構想は固

まってしまうのです。これからアクションプラン

ニングをしていくかもしれない。財政のいろんな

議論を、構想はそこで固まってしまうのです。そ

れで、ちゃんとやっていけるのですかという意味

ですけれども、これは経済部を所管する久保副市

長から御答弁をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 日進地区の将来構想と

いうことで、それぞれ担当のほうからもお答えさ

せていただきましたが、基本的にこの構想につい

ては日進地区であるべき姿を構想としてまとめよ

うというところから始まったわけであります。先

ほど構想の考え方については、佐藤議員御指摘の

とおり構想が全く具現性のないものというところ

の構想の位置づけではなくて、まさに構想を立ち

上げたら実現方法までしっかりと固めていくべき

ということについては全く異論ございません。た

だ、この時点で構想の基本的な考え方については、

一定の市民議論をしていただくたたき台というこ

とも含めて考えておりまして、これがたたき台の

議論としてそれぞれ各団体から御意見いただきま

して、ただいま佐藤議員からお話のありました指

摘事項についても一部重複もあったかなというふ

うに思っているところであります。まさに財源が

しっかり担保されて、改めてこの構想が生きてく

るというふうに思っておりますので、この詰めに

ついてはしっかりと９月というふうに先ほど担当

室長からもお答え申し上げましたが、その中で具

現性を持てる必要な事業についてはその中からセ

レクトしていきながら、そしてまた皆様方に御相

談をさせていただきたいというふうに思っていま

す。今の段階での構想のまとめというのは、一定

の夢も含めた構想ということを前提に置いており

ます。ということで、ぜひ市民の意見を伺った上

で、さらには財政のスキームをしっかり考える上

で皆様にまた御提案をさせていただきたいと思っ

ていますので、この点については御理解をいただ

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） 基本的に行政が市民に

対して夢を持つこと、これは絶対なくしてはなら

ないこと、私もそうだと思います。だけれども、

夢は実現性なり現実性なりが伴っていて初めて市

民に受け入れられるもの。それは大風呂敷と同じ。

これが実現性がなくて、財源も見通しがなくて出

すのは大風呂敷と同じです。今それをやることで

はなくて、本当に市民の皆さんにも日進地区をど

うやって利用していただくのか、それを名寄市の

核としてどうやって広げていくのか。そのことの

議論をしっかり庁内検討委員会ですべきことでは

ないのですか。市民の皆さんに求めると夢は大き

くなります。私は夢は大切だと思いますけれども、

余りにも現実から逃避した夢は行政は持つべきで
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はないと。逆に市民の皆さんにサジェスチョンを

して一緒に考えようというふうにしていくことが

大切だと思いますので、ここはいま一度立ちどま

ってでもこの構想について議論を深めていただき

たいというふうに思います。

次に、中心市街地の活性化でありますけれども、

正直中心市街地の活性化というのはもう昭和５０

年代、要するに大型店が出てくる、あるいは大型

店が拡張するというときの３条申請のときから名

寄市内では大きな議論であって、それは何かとい

うと中心市街地が潰れると。中心市街地をどうや

って残していくかという議論から、その議論がず

っと昭和５０年代から始まって、結局平成２０年

の徳田地区への大型店進出、これがさらに議論に

拍車をかけた。そこで、期待されていたのがこの

……それまでＴＭＯもやりました。いろいろやり

ましたけれども、なかなか実現性が伴わなかった。

そこで、行政が主導的にやろうといったのがこの

都市再生整備計画名寄地区であります。今代監さ

んである上田さんがまだ所管でいたときに一生懸

命議論をしてつくり上げてスタートをしたもので

ありますけれども、これがまさに都市再生整備計

画が名寄市にとっては、商店街にとってはある意

味では最後のとりで。それは、行政が主導する最

後のとりでだったのかもしれない。ところが、実

際やったのは一番期待した中心市街地の活性化は

ほとんど手をつけられない状態になっている。そ

れをさらに２８年の中小企業振興条例の抜本的見

直しで２年先送りにすると。これで本当にいいの

かということなのです。例えば認識的に市長が行

った平成２５年１１月１１日、まちづくり・住ま

いに関する市町村長との意見交換会、「名寄市の

ワクワクするまちづくり」、名寄市の加藤剛士さ

んで出しておりますけれども、この中でももう既

に中心市街地の活性化がどうかというのが大きな

議論として問題提起されて、認識も十分されてい

ることであります。それと、私はこれは横道にそ

れるかも、気になるのは認識なのですけれども、

名寄市の課題、郊外に大型店進出ということで徳

田ショッピングセンターともう一つ大きなところ

の写真が載っています。購買力の流出、市街地中

心街の空洞化、駅前の商店街の写真が載っていま

す。これ夜の写真でしょう。シャッター閉めて誰

も歩いていなくて。これをわざわざ載せて購買力

の流出、市街地中心街の空洞化、こういう認識を

持たれる意味が私はわからない。どう見たってこ

の写真夜です。アーケードの下に電気ついている

のですから。シャッターは全部閉まって、人誰も

いないのですから。周り見たら車道のほうは真っ

暗なのですから。こんな夜に写真撮ったら、大都

市以外はどこでもこんな状況です。この認識です。

こういう認識でなくて、今中心街をどうするかと

いう議論をもっと積極的に、例えば市長がおっし

ゃる中小企業振興条例を見直すといっても、中小

企業振興条例ってわずか１０条。基本的なものを

書いた１０条です。問題は、言っているとおり振

興条例ではなくて規則をどう見直していくか。こ

の規則を見直すのは、全然議会の同意は必要……

議会の同意って議決事項ではないわけですよね。

名寄市中小企業振興条例施行規則、これにきちっ

とどんどん、どんどん手を打っていかないと、中

心市街地は２年待っていたら多分いよいよおっし

ゃるとおり高齢化になったり、後継者はいない、

購買力は落ちている、消費税は上がる、電気料は

高くなる、維持管理できない。では、もうやめて

しまおうという状況がこの２年間にできるかもし

れない。そうしたら、何が必要かといったら新し

い潮流入れる。そのために何がガンかといったら、

家賃をどうやって補助していくかということだと

思います。ここでは、名寄市は今確かに商店街空

き地空き店舗活用事業で個人、団体、グループが

１年以上賃貸契約を結び、商業などを営む場合、

家賃または借地料の１００分の５０、限度額６０

万円、同一事業所に１回につきというのがありま

すけれども、これではやっぱり。では、今１０万

円の家賃を……６０万円で年間１２０万円かかる
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のです。では、６０万円もうけるために、払うた

めに何ぼ売らなければいけない。あの人通りのな

い商店街でどうやって頑張らなければいけないの

だと思われるのなら、これを極端でないですけれ

ども、やっぱりもうちょっと時代に合うように見

直して対応するなりのことがあってもいいのでは

ないかと。それがなぜこの２０年、３０年言われ

たことができないのか。原因はどこだというふう

に認識されていますか。

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） この間の中心市

街地のそういった取り組みが掲げられていながら、

これまで具体的な進展がないといったような御指

摘でありますけれども、私どもといたしましても

関係機関でございます名寄商工会議所の皆様ある

いは商店街の皆様方と議論、協議をしながらいろ

いろな対策をとってまいりました。この間どうし

てそういった中で進んでいないかといいますと、

後継者不足等もございまして、将来に商店街とし

ての魅力がないという部分もあって後継者も育た

ないといった状況の中で、それをどう解決してい

くのかというのは私どもや会議所等との連携によ

りそういった部分を克服していかなければならな

いというふうに考えておりますけれども、そうい

った中でいろいろと案は出しながらやってはきて

いるのですが、地元の皆さんも含めてそういった

部分での具体的な取り組みに向けて議論はするの

ですけれども、なかなかそういった具体的な取り

組みになっていなかったと。ここはどこの部分に

原因があるのかというのはなかなか私どもとして

も、私どもも当然力不足の部分もあったというふ

うに思いますし、お互いの連携の中でうまくいっ

ていない部分があったのか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） 商工会議所の皆さんあ

るいは商店街の皆さん、それぞれある意味ではみ

ずからの命、生活にかかわる問題でありますから、

それは真剣に考えています。だけれども、行政と

してどこまでそれをやり切れるか。今室長がおっ

しゃるように後継者不足だ何とかといったら、全

く打つ手はないということです、それ。何をして

もだめだということです。そういうことだったら、

２年後の中小企業振興条例、結局は行政としては

何も打つ手はないので、会議所の皆さん頑張って

ください、商店街の皆さん頑張ってください、後

継者一生懸命つくってくださいと背中を押してあ

げるぐらいしかできないということです。私は違

う。名寄市が例えば徳田に大型店が出るとき、コ

ンパクトなまちづくりということで、市民の皆さ

んがげた履きで買い物できるものをつくるのだと。

それのほうが絶対名寄市はいいのだと言ったのは

平成２０年の前です。そのときから何も進展して

いないということで、期待した中心都市再生整備

計画名寄も結局３番目の目標は達成できないまま

終わる。では、この間に市内の商店街の経営者が

高齢化がどのぐらい進んでいるのか、将来展望が

あるのか、経営状況がどうなのかという調査はさ

れましたか。

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） 今手元にそうい

った具体的な調査内容についてはありませんけれ

ども、先ほど答弁の中でも申し上げましたが、買

・なよろ運動推進事業というものがこの間取り組

まれておりまして、そういった中ではそういった

経営者の方々への経営計画等の調査、あるいは若

手の後継者の方への意向調査なども実施をされて

おりまして、さらに商店街としての消費者の皆さ

んへのニーズ調査といったこともやられています

し、買い物動向調査なども一定の人数を抽出をし

て実施をされておりまして、そういった部分では

そういった調査内容について今後明らかになって

くるというふうに思っております。また、そのほ

かにも買・なよろ運動の中では商店街としての取

り組みということで、わが店逸品ＰＲということ

で、いろんなマスコミ等も使いながらそういうＰ
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Ｒもしてきております。そういった部分では、私

どもとしても関係機関一緒になってそういった部

分に支援をしながら対応してきているというふう

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） 買・なよろ運動なんか

を含めて商工会議所の皆さんあるいは商店街の皆

さん、いろんな活動を展開されている。あるいは、

観光協会を含めてどうやってあそこに人を呼んで

こようかという取り組みをされていることには理

解をします。行政がどうするかです。それを聞い

ているのです。片方で日進で壮大な計画を打ち出

して、片方はいやいや、これはもう後継者も含め

ていないからどうにもならないと。そのうち結果

が明らかになって今後が見えてくるのではないか

いという、そんな余裕があるのですかということ。

今５、６丁目を含めてどうやって変えていかなけ

ればならないかというのがこれだけ高齢化が進ん

でくると、あそこからお店屋さんがなくなって、

駅をおりて、例えば観光客が来て、よろーなのと

ころで観光客が来ても振り返ってみたら商店街が

全く真っ暗でシャッター閉まったところばかりと

いうのが本当に交流人口にとっていいまちづくり

になっているのですかというの。それは、日進行

けばいいホテルが建っているかもしれません。今

のホテルが大々的にリニューアルされているのか

もしれない。温浴施設ができているのかもしれな

い。だけれども、そこまで行く間にやっぱりまち

の中に住んでいる名寄市民の皆さんがどうやって

ふだんから買い物できて楽しめて、それがこの計

画だったはずでしょうと。この点検がなぜ行われ

なかったのですかということ。あと１年、やるの

は結局はＬＥＤのライトを多分直して……それで

はなくて市民会館ですね。市民会館の解体が来年

度の事業としてのっているだけだと思いますけれ

ども、本来はそこでなくて商店街をどうするのか

がこの計画の柱。それが違うほうに向いていませ

んか。本当の部分で市民にとって一番期待した分

がなくなったことをどう認識されているのか、そ

れがなぜできなかったのかということを分析をし

っかりして、対応が出ていれば先が見えるのです。

来年度こうやってやってみよう、これからこうい

う計画を立ててこうつくり直してみようと。それ

が見えないから、商店街の皆さんもだんだん諦め

の境地になってきているのではないですか。これ

からよろーなが来年度に向けて指定管理をされる。

そうしたら、市は全く中心街からかかわりを持た

なくなってくる。今のうちは中心街、よろーなが

管理をしていますので、あそこを中心に物事は考

えられるかもしれないですけれども、指定管理を

すると、ではお願いしますということになってし

まうのでないか。そうすると、中心街にますます

目が行かなくなってくることへの懸念をしている

のです。これまでの議論を聞いていて、久保副市

長はどういうふうにお感じになりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 大変厳しい状況のもと

でそれぞれ商店街の運営、さらには商店のなりわ

いとして頑張っていただいているということでは

敬意を表したいと思いますが、これまでの議論の

中でも私どものほうで押さえていかなければいけ

ないなというのは、やはり町中に人を誘導してい

くという、この施策をしっかり持っていく必要あ

るだろうと。これまでの取り組みの中でもコミュ

ニティバス等々の運行もそうですし、特に議員御

指摘のとおり高齢社会を迎えているという実態を

踏まえていきますと、足の確保も含めてしっかり

とその対応をしていく必要あるだろうと思ってい

ますし、さらには今町中ではそれぞれのイベント

を商店街の方だけではなくて各団体の方、公益的

な団体の皆さんも町中でのイベントづくりにいろ

いろ考えていただいているという実態も踏まえて、

行政としてはこれから町中誘導するための施策に

できるだけ早くに取り組んでいきたいというふう

に考えておりますし、さらにはそれに必要ななり

わいとして商店街、あるいは商店に対する一定の
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支援策についても議員がおっしゃっておりますと

おり２年後と言わず、議論を進めながらしっかり

と対応していきたいと思っていますので、この点

については御理解を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） 庁内には、いろんな部

長職の皆さんの庁議、市長を中心とした庁議、あ

るいは今やっているかどうかわからないですけれ

ども、在庁部長会議ですとか、課長会議ですとか、

係長会議ですとか、いろいろあるのですが、１つ

やっぱり気になっているのは、今回の２つの日進

地区と商店街もそうです。やっているところは同

じ部署です。同じ部署で何でこれだけの差が出て

くるのか。片方に力入る、片方に入らないという

わけではないです。構想を、これを日進地区を再

開発することで中心市街地の活性化をどうやって

つなげるのだという発想、あるいは中心市街地に

人を集めて、それを日進にどうやって連れていく

のだという発想、それがこの２つの計画から全く

読み取れないのです。全く独立独歩なのです、２

つとも。これが私問題だと思う。それは、議論し

ていれば夢のあるほうはどんどん膨らみます。現

実は、なるべくならわからないから直視しないで

先送りしたいというの、それはわかります。これ

をリンクさせる仕事は、商工会議所でも観光協会

でも商店街でもないのです。市なのです。名寄市

全体としてそれをどう考えるのか。それを名寄市

の魅力としてどうつくり上げるのか。市長がこの

発表されたように、こんな夜になるとシャッター

が閉まって人っ子一人歩いていない商店街にどこ

に魅力を感じさせるという、それをどうやって打

破するかが、それが行政、市長、トップリーダー

としての役所の役割なのです。そのために商工会

議所も説得する、経営者も説得する、意欲を高め

る、そのためにはこれをするのだという方針が見

えないのです。新たに経済部長に就任した川田部

長はどういうふうにお感じですか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 日進の再生、御指摘

いただいたとおり中心市街地、どのように行き来

というか、連動していくのかというのは大変一つ

の大きなというか、課題だというふうに思ってご

ざいます。まず１つに、中心市街地という部分に

つきましては、先ほど答弁もさせていただいてい

ますけれども、できるものからこの間商工会議所、

市などと定期に話し合いを持たせていただいてい

ますし、その中で２年を待たずにしてできるもの

で対応ができるのであれば対応していくという方

針には変わってございません。そういった中でそ

ういったことをやっていくということともう少し

個店の皆さんがやっぱりお話というか、いろんな

調査は今行っていますけれども、その中で本当に

どういった施策が必要なのかということも少し個

店の皆さんとも話し合いを進めていく必要がある

のかなというふうに思っております。その中で当

然市でやるべきもの、それぞれ関係機関がやるべ

き役割分担がありますので、そこをやっぱりやっ

ていくことが今一番大事なのかなというふうに思

っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 今川田部長が御答弁さ

れておりましたけれども、そのとおりだと思いま

す。個店の皆さんとどれだけ腹を割って膝詰めて

お話をして、名寄の商店街をどうしていくのか、

中心街をどうしていくのか、そこに市はどうやっ

て協力できるのか、商工会議所がどうやって協力

できるのか、商店街振興組合がどうやって協力で

きるのか、それを総体的に結びつけて中心市街地

の活性化を考えていく。その時間をやっぱりしっ

かりとらないと私はだめだと思いますので、ぜひ

そのことは今部長御答弁されましたので、御期待

をして終わりたいと思います。

時間がありません。病院については、また決算

委員会で院長が来られると思いますので、そのと
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きに議論は楽しみにとっておきたいと思います。

以上で終わりたいと思います。

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。

未曽有の豪雨被害に関して外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。議長より御指名をいただきましたので、これ

より３件６項目について質問を行います。

最初に、未曽有の豪雨で甚大な災害となった８

月の豪雨からお尋ねをいたします。今定例会の初

日には、８月４日から５日にかけての大雨による

被害で、農業及び土木関連の災害復旧費２億 ７

００万円余の補正予算案が原案どおり可決されま

した。この災害が残した大きな傷跡が癒える間も

なく、追い打ちをかけるようにして８月２４日か

ら２５日にかけて再び大雨に見舞われ、収穫期を

迎えている畑作物等に被害拡大が懸念されていま

す。災害発生から１カ月余が経過する中で、農作

物などの拡大が予想される災害被害額の見通しに

ついて御答弁をお願いいたします。

また、この８月の豪雨がもたらした被害の現況

分析に加え、今後の災害発生に備えた想定外、も

しくはこれまでに経験したことのない災害を見越

した水防、防災対策について御答弁願います。

次に、名寄市の人口減少対策等からお伺いをい

たします。この名寄市の人口減少対策については、

本年６月に開会された第２回定例会の代表質問で

取り上げました。名寄市は、自治体消滅の危機を

回避できるかについて２回目の質問となります。

２０４０年までに人口が半減する自治体をテーマ

にした増田リポートに起因する国の対応は、まち

・ひと・しごと創生本部の設置、人口減少対策関

連法案の制定に向けた取り組みを初め、また道に

おいても人口減少対策本部の設置など矢継ぎ早な

対応策が講じられています。前回６月の第２回定

例会の答弁では、こうした国や道の迅速な動向に

呼応できず、名寄市としての具体的な人口減少対

策への取り組みに言及するまでには至りませんで

した。こうした国や道などの迅速な取り組みを受

けて、２０年、３０年先を見据えた名寄市の人口

減少対策問題について改めて御答弁をお願いいた

します。

また、北・北海道中央圏域定住自立圏の中心市

として強いリーダーシップが求められる名寄市の

果たすべき役割等についてもあわせて御答弁をお

願いをいたします。

次に、北海道縦貫自動車道建設の凍結解除につ

いてお聞きをいたします。北海道開発局事業審議

委員会は、このほど新直轄方式で整備する高速道

路の再評価対象事業で０５年度の国土開発幹線自

動車道建設会議、いわゆる国幹会議で、当面着工

しないとしていた北海道縦貫自動車道士別市多寄

町―名寄間１２キロの凍結解除が妥当との結論を

導き出しました。また、８月２１日付の業界専門

紙によると、国交省は８月８日に北海道縦貫自動

車道士別多寄町―名寄間の事業再開を決定、開発

局では年度内にも未着工区間の調査、測量に着手

し、１５年度予算への用地費や工事費の計上も視

野に入れていると報道しています。正式着工に向

けた名寄市の今後の取り組みについて御答弁をお

願いをいたします。

次に、市民の声から、３項目お聞きをいたしま

す。まず、名寄市の空き家対策等の取り組みから

お尋ねをいたします。平成２４年３月の第１回定

例会に名寄市内で管理不全に陥っている空き家対

策について取り上げさせていただいてからかれこ

れ足かけ３年目になろうとしています。当時自治

体の空き家対策への取り組みは、まだ今日のよう

な大きな社会問題とはなっておらず、埼玉県所沢

市が先駆的に空き家等の適正管理に関する条例を

制定、その後秋田県大仙市が行政代執行権を盛り

込んだ条例を制定するなど、事態が深刻化してい

る自治体に限られていました。２５年３月の予算

審査特別委員会で２５年度中に空き家対策に関す

る条例案制定、施行について言明されたにもかか
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わらず、いまだ結果が伴わない現況を顧みて、名

寄市の市民に向き合った市政執行について御答弁

をお願いをいたします。

次に、同じく市民の声から、快適で安全なまち

づくりの道路の側溝の整備と維持管理についてお

尋ねをいたします。市道の側溝などに汚泥やごみ

などが堆積し、流れが悪くなっている箇所や側溝

が砂利や盛り土などで隠れ、本来の側溝機能が十

分に発揮されていない箇所も市内で散見されます。

このため市民の方からは、側溝に堆積した汚泥や

側溝の開口部周辺に茂る雑草類の刈り取りを求め

る声や、またやむなく自宅の周辺側溝の除草作業

は行うものの、民意で重い金属製のグレーチング

やコンクリート製のふたをあけて汚泥の除去を行

ってよいものかどうか判断に迷うというお声もご

ざいました。前述の８月の豪雨など今後の雨水排

水対策の観点からも堆積汚泥や生い茂った雑草の

除去などの対策が急務ですが、これまでの取り組

みと今後の対応についてお聞かせ願います。

最後に、もっともち米プロジェクトについてお

尋ねをいたします。本年で２年目を迎えているも

っともち米プロジェクトをインターネットで検索

をすると、５日現在で１８万 ０００という膨大

な件数がヒットいたしました。この膨大な件数の

中で最初に掲示されているのが「生まれ育ったま

ちは日本一のもち米の里です」と、このキャッチ

コピーが目を引く名寄市食のモデル地域実行協議

会のホームページでした。充実した内容でさまざ

まな方々が名寄のモチ米について語っておられる

ホームページは、一読に値するというふうに考え

ております。本年度は、名寄市のモチ米をまちの

中へ、まちの外へ、市内向け事業と市外向け事業

を明確にして周知と認知度をそれぞれ高めていく

事業が行われています。市内向けの毎月１０日の

名寄モチ米の日のキャンペーンの継続や市民講座

の開講を初め、飲食店７店舗の協力によるモチ米

料理の周知を図っているほか、市外向けではスポ

ーツ用補助食品やモチ粉パンの開発など流通ある

いは札幌圏でのＰＲ活動を行っているとのことで

すが、これまでの経過と成果について御答弁をお

願いいたします。

以上でこの場からの質問を終えさせていただき

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員から大項目３点

にわたっての質問をいただきました。大項目２、

市長の市政執行について私から、大項目１は総務

部長、大項目３、小項目１が市民部長、小項目２

が建設水道部長、小項目３、経済部長、それぞれ

答弁となります。

本年５月に日本創成会議が発表いたしました各

自治体別の２０歳から３０歳の女性人口の推計、

あるいは政府の骨太の方針２０１４におきまして

５０年後に１億人程度の安定した人口構造を保持

する、こうしたことを目標にしていることからも

今後我が国におきましては人口減少社会が到来す

ることは避けられない状況にありまして、特に地

方においては少子高齢化の進展、そして大都市圏

への人口流出、これが相まって急速な人口減少が

想定されております。このような情勢のもとで、

国においては今月の３日に人口減少の克服や地域

の活性化に取り組むまち・ひと・しごと創生本部

を設置をしたところでありまして、２０２０年ま

での対策を盛り込んだ総合戦略と今後５０年を見

据えた長期ビジョンを策定をし、東京一極集中を

是正し、地方での若者の雇用の確保や子育てしや

すい環境づくりなどの施策を推進をしていくとい

うこととしております。人口減少問題には、長期

的かつ総合的な対応が必要不可欠でありますこと

から、私といたしましてはこうした国の地方創生

に関する動きなどと連動しながら、さまざまな政

策分野において常に知恵を出し、創意工夫をしな

がら若者にとって魅力的なまちづくりを進めてい

くということが重要であると考えております。

本市におきましては、これまでも地域での安心

な暮らしを支えるため、市立総合病院のセンター
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病院機能の充実や乳幼児等への医療費助成の拡大

を図ってきているほか、高等教育機会の提供と知

的、文化的な拠点であります名寄市立大学の教育

環境の充実に努めるとともに、現在も御審議をい

ただいております短期大学部の４年制化と学部再

編を進めるなど、都市部への人の流れを変えるた

めの施策を推進をしてまいりました。今後におき

ましても子育て支援の充実やコンパクトなまちづ

くりの推進、農業の６次産業化の推進、観光によ

る交流人口の拡大や移住体験の推進などにより、

来たるべき人口減少社会の中で本市の都市機能を

維持、向上していくことに全力を挙げて取り組む

とともに、全国市長会などとも連携をしながら、

国に対し地方が実施をする少子化対策、あるいは

地域振興策など多様な取り組みへの一層の支援を

働きかけてまいりたいと考えております。

また、今後人口減少が急速に進展することが見

込まれる地方におきましては、各市町村がそれぞ

れ全ての都市機能を確保することは困難になると

いったことが想定をされ、限られた地域資源を有

効に活用するためには市町村同士が互いに連携を

して取り組みを進めることが一層重要になってく

ると考えております。本市におきましては、北・

北海道中央圏域定住自立圏、この中心市としてこ

れまでも医療、福祉、教育を初めさまざまな分野

において圏域町村と連携、協力をしながら魅力あ

る地域づくりに取り組んできておりますが、本年

８月には新たな取り組みとして構成市町村長が一

堂に会する会議を開催をし、総務省の定住自立圏

担当課長によります講演会を実施をするとともに、

各市町村の取り組みなどについて意見交換を行っ

たところでありまして、今後この会議を通じて新

たな広域連携の可能性が広がることも期待をして

いるところであります。本圏域を取り巻く環境が

一層厳しい状況となる中で、中心市と構成市町村

による相互の役割分担と連携、協力がさらに重要

となってまいりますことから、今後におきまして

も本市が圏域のセーフティーネットとして一定の

都市機能を担保し、士別市とともに中心市として

リーダーシップを発揮をしながら、圏域全体とし

て必要な生活機能を確保してまいりたいと考えて

おります。

小項目２の北海道縦貫自動車道士別市多寄町―

名寄間１２キロの建設凍結の解除を受けて、現況

の課題、今後の対応について申し上げます。議員

御指摘とおり、この５月に北海道開発局事業審議

委員会におきまして事業継続、早期整備を行うこ

とが妥当という判断をされ、これを受けまして国

土交通省では８月８日、北海道縦貫自動車道の新

設に係る整備計画を変更し、士別市多寄町―名寄

間１２キロの事業再開が決定をいたしました。こ

の決定は、この間精力的な要望活動の成果である

と考えておりまして、御協力をいただきました関

係各位に対しまして心から感謝を申し上げるとと

もに、今後につきましては引き続き早期の着工と

完成に向けて必要となる予算の確保について国に

働きかけるとともに、地域振興への可能性なども

含めて調査研究をし、地域の声なども踏まえて地

域の実情に合った整備となるよう国の要望などし

っかりと取り組んでまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、大

項目１、未曽有の豪雨災害に関してについて申し

上げます。

初めに、小項目１、８月の豪雨被害から被害の

概要について申し上げます。８月４日から５日に

かけての大雨は、平成２２年に比べますと２時間

雨量で ３倍から ５倍、１時間雨量では ５倍

から ８倍、総雨量では１５ ５ミリと過去の記

録を大幅に更新する状況となりました。これによ

りまして豊栄川、風連別川など中小河川の増水、

氾濫等の影響により徳田地区を中心とする床上、

床下浸水のほか西風連地区におきましては初音橋

が崩落をし、そのほかにも広い範囲で被害が発生、

８月２７日現在までの確認調査では、道路の路盤
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侵食等４１カ所、河川の護岸被害等３８カ所など

数多くの施設災害が発生をいたしました。また、

農業被害では収穫目前のメロン、スイートコーン

を初めとする作物が被害を受け、被害面積は水田

で１７０ヘクタール、畑で５０ヘクタール以上と

なってございます。全体の被害額につきましては、

前回平成２２年の大雨災害を上回る状況となって

ございまして、被害箇所及び被害額の把握につき

ましてはまだ精査中の部分もございます。さきに

補正を議決いただきましたので、可能なところか

ら早急に対応してまいりたいと考えているところ

でございます。

また、８月２４日には智恵文地区を中心に豪雨

による被害が発生をいたしました。土木関係では、

５日の大雨災害に追加する形で道路の路盤侵食な

ど１６カ所及び河川の護岸被害１５カ所となって

おりまして、現在追加被害箇所について調査中で

ございます。農業関係では、収穫目前のカボチャ、

バレイショを初めとする作物が被害を受けており

まして、被害面積は水田で３０ヘクタール、畑で

８３ヘクタールとなってございます。なお、土木

関係、農業関係とも被害額につきましては、さき

の５日の被害調査に引き続き現在担当部署におき

まして調査、精査中でありますので、御理解をお

願いしたいというふうに思います。

次に、被害の現状分析と想定外を見越した今後

の対策につきまして申し上げます。まず、現状分

析についてでありますが、施設災害につきまして

は初音橋など時間のかかる施設もございますが、

それぞれ復旧可能な範囲と考えてございます。し

かし、農作物被害につきましては農業者の再生産

にかかわる部分もございますので、ＪＡを初め関

係機関、団体と十分協議してまいりたいと考えて

ございます。

次に、想定外を見越した対応についてでござい

ますが、昨年は京都市の洪水、伊豆大島の土砂災

害などが発生しております。ことしに入ってから

は、京都福知山市の洪水、広島市、礼文島の土砂

災害のほかさきの石狩、空知、胆振を襲った災害

などいずれも局地的豪雨を伴うもので、積算雨量

も従来の記録をはるかに超える雨量となり、予想

を超える大きな被害が発生しているところであり

ます。本市における起こってはならない想定の一

つに天塩川、名寄川の洪水がございます。氾濫が

起きれば市内一円が浸水をし、人命を最優先した

対応としてあらゆる避難体制と対応を想定し、備

えておく必要があると考えてございます。また、

インフラ整備などには費用と時間がかかるため、

直ちに実現はできませんので、結果として想定を

超えた場合においては命を守る行動を最優先する

こととなり、大規模災害時における対応の共通点

でもございます。この命を守るという点では、町

内会や自主防災組織等による自助、共助の推進に

あわせて、市は公助として早目、早目の対応の中

で気象情報等の提供や避難情報を迅速かつ的確に

提供することが必要となります。その情報伝達手

段につきましては、携帯会社３社に同時に配信さ

れます緊急速報メール、北海道防災情報システム

を活用しましたテレビで確認できる防災情報など

充実を図ってきておりまして、現在防災ラジオの

配付も計画をしているところでございます。想定

を超える災害に備えるためには、これら情報伝達

手段の充実と市民の防災意識の高まりに加えまし

て、いかに個人や町内会が命を守る行動をとれる

かにかかっておりますので、それぞれの役割の中

で想定外の災害に備えていき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１について、小項目２

は建設水道部長から、小項目３は経済部長から答

弁をさせていただきます。

空き家対策に係る条例の制定については、近年

の急激な空き家化の増加が問題となっているため、

以前の議会において条例制定に向けた考え方を示
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してきており、これまで空き家問題に特化した内

容で先進事例を参考に条例制定作業を進めてきた

経過がございます。本市の地域性に即した実効性

のある条例として、どういった視点から策定を進

めるべきなのか、策定する立場とは違った角度か

らの御意見等をいただきたいということで勉強会

を開催するなど、御意見やアドバイスもいただい

たところです。こうした条例制定に向け進捗して

いる中、昨年より国は空き家問題が全国規模で深

刻化していることから、空き家対策に係る新たな

対策法の整備に向け調整を図ってきたところです。

さきの通常国会に空家等対策の推進に関する特別

措置法案を提出との報道がありましたことから注

目をしてまいりましたが、関係省庁との調整がつ

かなかったため、国会への提出が見送られ、改め

てこの秋の臨時国会に提出することになりまして、

いずれにしましても特別措置法案の行方を注視し

ているところでございます。ただ、現状において

老朽危険家屋が近隣住民に不安を与えている実態

がございます。こうした事案については、一般的

に所有者が死亡していたり、複雑な相続関係が背

景にあったりします。でき得る限り早い段階で解

決に向けしかるべき対策を講じていかなければな

らないと考えております。また、新たな老朽危険

家屋にならないよう空き家化の予防策として当面

は空き家の実態調査による現状把握とその基礎資

料等をもとに所有者へ啓発を行って空き家対策を

進めてまいりたいと存じますので、御理解をいた

だきたいと存じます。

以上です。

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３、市民の声から、小項目２、快適で安全なま

ちづくりから、側溝、排水等の整備と維持管理に

ついてお答えいたします。

市街地内の道路排水の設備につきましては、道

路改良工事を行う箇所では路肩に雨水桝を設置し、

道路内に埋設する雨水管により雨水処理を行って

おります。また、未改良の防じん道路や砂利道路

では道路の両側にコンクリート製のふたで覆われ

たトラフ側溝あるいは素掘りの側溝を配置してお

ります。整備後の道路側溝等の維持管理について

ですが、雨水桝の清掃につきましては雨水桝から

道路内の埋設管への土砂流入を防ぐために４年か

ら５年の間隔で桝の中の状態を点検し、適時桝内

の清掃を行っています。また、未改良道路のトラ

フ側溝や素掘り側溝については、側溝内の土砂堆

積により雨水が流れないなどのふぐあいが発生し

ない限り、市では側溝清掃は行っておりません。

土砂堆積やトラフ、土管の破損により閉塞で雨水

が流れない状態になっている箇所については、市

が修復により機能回復の対応を行っておりますの

で、御理解くださいますようお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、小項目３、

もっともち米プロジェクトなよろからについて申

し上げます。

この事業は、モチ米産地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ます。

昨年名寄市食のモデル地域協議会を立ち上げ、５

カ年計画として農林水産省からも食のモデル地域

構築計画として認定され、現在２年度目の事業を

展開しております。本年度は、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にして、周知と認

知度をそれぞれ高めていく事業を展開しています。

市内向けでは、毎月１０日の名寄モチ米の日のキ

ャンペーンの継続、現在７店舗に協力をいただい

ているモチ米料理の周知、なよろ産業まつり等の

イベントでの市民周知を図っております。市外向

けでは、札幌圏のＰＲ活動を行っております。今

後は、新米も出ることからより一層のＰＲ活動を

内外で行うとともに、モチ米マイスター制度の準

備やモチ米を利用した新たな商品開発も継続して
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進めてまいります。２年度目の目標であります周

知活動に徹して積極的に情報発信していきたいと

考えておりますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

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。再質問は、

通告順とは異なりますことをあらかじめ御了承い

ただきたいと思います。

最初に、縦貫道路、これについてお尋ねをして

まいります。業界専門紙によると、今回の士別市

多寄町―名寄間は新直轄方式による建設というこ

となのですけれども、つまり道内の高速道路を建

設あるいは維持、運営しているネクスコ東日本に

はよらない。これは、国と自治体で建設するとい

う認識でよろしいかどうか、まず確認をさせてく

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） 議員の御質問のとお

り、この区間については公団の整備ではなくて国

が直接行いますので、この管内については旭川開

発建設部が所管をして事業を進めるような形にな

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） そうすると、士別市多

寄町から延長すると、美深ぐらいまではそれぞれ

ずっと無料化による利用走行が可能という理解で

いいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 新直轄方式になりま

すので、名寄までは新直轄での高規格道路という

ことで無料となりますし、名寄から美深について

は一般国道４０号の高規格化ということで、無料

で現在も供用されておりますけれども、引き続き

無料での供用になります。

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。

そうすると、ネクスコ東日本の高速道路の地図

を見ながらサービスエリアあるいはパーキングエ

リア、インターチェンジというのをちょっと列挙

してみたのですが、砂川のサービスエリアが最も

サービスエリアとしては北限だと。パーキングエ

リアは音江、深川から旭川ぐらいの間にあろうか

と思いますが、ここが北限に近かったのですが、

その後士別のほう、比布、士別の隣の比布大雪パ

ーキングエリアというのが、ここがパーキングエ

リアとしては北限だろうと思います。インターチ

ェンジ、これを士別多寄あるいは名寄間の中で拾

い出しますと、今のところ名寄インターチェンジ、

北インターチェンジ、智恵文北インターチェンジ、

智恵文南入り口というふうに、ＩＣとは書いてい

ないのです。これで美深インターチェンジ、美深

北インターチェンジ、計５カ所、プラス変則的な

智恵文南入り口という計６カ所ぐらい車の乗りお

りができる場所がございます。今後建設がされて、

士別多寄町―名寄間が建設されることになって、

その設計段階の中で当然風連にもＩＣ、あるいは

どういう名称になるかわかりません。智恵文のよ

うに入り口というような言い回しになるかどうか

わかりませんけれども、こういったもの、あるい

はサービスエリア、パーキングエリア、こういっ

たものが設計の中に盛り込まれていく、あるいは

名寄として反映をさせていく運動みたいな展開を

どのように考えておられるか、もし今の段階でお

持ちであればお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 士別―名寄間は新直轄方

式と。名寄のインターチェンジから北のほうは、

またちょっと違ったスキームで今走っています。

高速、一般国道というちょっとまた別のスキーム

でありまして、名寄以北は比較的小まめに乗りお

り口の設置はされているということでありますけ

れども、今事業採択が決まりました名寄―多寄間

は新直轄方式ということで、この間どのような乗

りおり口がなされるかということはまだ事実上決

定をしていないというお話もいただいております。
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もう一つ、サービスエリアの話もありましたけれ

ども、基本的にはネクスコさんがやっている以外

の国が直轄してやっている新直轄あるいは自動車

専用の高速道路内でのサービスエリアは今のとこ

ろないというふうにお聞きをしております。

一方で、先般も風連地区の皆さんを中心にこの

１２キロの早期の着工の実現と、加えて風連地区

において乗りおり口をぜひつけていただきたい等

々のさまざまな御提案もいただいているところで

あります。この道路は、物流、観光あるいは命の

道として非常に重要な道路で、このことが地域の

大きな活性化進行につながっていくというふうに

期待もします。一方で、やはり動線が変わるとい

うことで、マイナスの影響もあるのかもしれませ

ん。そうしたことも含めて地域の要望もよく酌み

取らせていただいて、調査研究をし、場合によっ

ては国のほうにしっかりと地域の要望を提言、提

案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） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 今市長がおっしゃると

おり、高速道路、命の道という大変救急救命の観

点からも早急な整備が必要だと。一方で、高速道

路がもろ刃の剣で効果、あるいは高速道路が引か

れている地域によっては通過都市になってしまう

というような、そういった両極端なところが一面

としてございます。また、平成２３年１１月２２

日に風連町で行われた高速交通ネット促進市民集

会というのがございました。ぜひともこうした市

民の意向を酌んだ市民にとって利用の高い高速道

路について働きかけを行っていただきたいと、そ

のように思います。

続きまして、ちょっと質問が多いものですから、

時間の配分を考えながら質問をさせていただきた

いと思いますが、空き家対策について次お聞きを

いたします。先ほども申し上げたのですが、この

質問を取り上げてから足かけ３年と。一旦は、平

成２５年３月の予算審査特別委員会であったかと

思いますが、条例の制定、施行までというような、

年度内にやりたいというような言明までされてい

ましたが、どのような事情があれ、結果としてそ

の答弁というのは私にとってはほごにされたと。

ほごにされたというのがきつければ翻意されたと

いうような言葉に置きかえてもよろしいかと思う

のですけれども、ただ一度提案、施行という言葉

で明言され、履行できなかったというのは厳然た

る事実だろうと、私はそう思っております。いろ

んな事実があるのです。ただ、これは大人の社会、

あるいは市長は民間企業の出身ですから、民間と

しては単なる努力は称賛にしか値しないのです。

結果なのです。結果がどうであったかということ

を考えると、この空き家対策については大変残念

な結果で終わっていると。これから２９日に臨時

国会が開かれる。今回は、安倍内閣が改造された

と。地方創生あるいは女性閣僚、いろんな問題も

はらんでいるやに私は想像にかたくないのですが、

ひょっとすると会期末で御破算というようなこと

にもなりかねないと。最悪を想定して最上の計画

を立てていただきたいというふうに思うのですけ

れども、ただ私が質問をしてから各自治体の動き

を追ってみました。道内３５市で見ると、滝川市

の２０１２年、芦別市の２０１３年、砂川市の２

０１４年、美唄市が１４年、室蘭市が１３年、函

館市が１４年、網走市が１４年など７市で昨年か

ら一昨年にかけてこうした空き家に対する適正管

理に関する条例を制定、施行しています。さらに、

道内の自治体１７９のうち町村も含めると３２自

治体でここ３年間で空き家に関する、名称はさま

ざまございますけれども、適正管理条例というも

のを制定、施行をしているというふうに数字が出

ております。こうした観点を踏まえても名寄市が

国の動向を待って、上位の法律であるので、先に

先走った上で条例をつくっても後々一部改正で大

変な思いをするだろうというようなニュアンスで

御答弁は聞こえなくもなかったのですが、先ほど

も申し上げたとおりやはりこれは市民に対して予

算審査特別委員会の会議の席上で制定、施行とい
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うお話でしたが、履行されていないと。改めて申

し上げるのですけれども、この点についてもし加

藤市長のほうでお考えがあればぜひともお伺いを

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 私のほうから答えさ

せていただきます。

今回の空き家条例の関係につきましては、国の

ほうで罰則規定も含めて対応したいということで

ありましたので、それとのバッティングも含めて

原課のほうではできるだけ早く出す予定でありま

したけれども、そちらの状況が正直言いまして二

転三転と変わっています。１つは、罰則の中に住

宅用地の軽減という制度が固定資産税にありまし

て、解体してしまった後についても家がなくなっ

ても住宅用地の軽減を適用するという案でありま

した。その後恐らく総務省のほうから地方の税財

源を確保する観点から、今度は罰則重視というか、

適切な管理をされていない住宅については住宅用

地の適用をしないと。これは市町村にとっては決

してマイナスではありませんので、いわゆる罰を

与えるという形で税源を確保すると。逆に税源を

ふやすという観点からでありました。参考までに

私のうちで比較してみたのですけれども、住宅用

地の私のうちは９２坪ぐらい土地ありまして、住

宅用地を受けるか受けないかにおきましては２万

０００円ほど税額がふえる感じになります。こ

れが恐らく大都市部でいうともう少し金額がでか

くて財政負担が重たいから、国としては罰則強化

になって適正な管理が進むのかなと、こういうふ

うな観点からだと思うのですけれども、地方の都

市においてはこの辺が効果的かどうかについては

非常に難しいかなと思っています。

それから、大石議員が質問されてから具体的に

市役所は危険家屋で解体寸前の家屋について何も

しなかったのかというと、実はここ一、二年でも

この関係については市民の税金を使って対応して

まいりました。これは、完全に壊れる状況に近く

ならないまで手出さないというのは、個人の財産

を税金を使って解体してあげて更地にすることに

よる土地の賦課を、土地の値段を上げるというこ

とについては非常に不公平感があるということも

ありまして、最悪の場合についての危険家屋の除

去についてはこれまでもやってきましたので、そ

こは市民の税金を使うということなので、ぎりぎ

りの選択をさせてもらっているということについ

ては御理解賜りたいと思います。なお、この間緊

急雇用のお金を使って一部所有者の方に自己負担

をいただいて、一部市のほうが促進を図るという

ことで支援をしてきたこともありますので、決し

て条例をつくらないではなくて、国の動向をしっ

かり見きわめて、条例をつくることにつきまして

はもうちょっと国の動向を見て、バッティングし

ないような形の対策もとりながらという考えであ

りますので、何もしないで条例をつくらなかった

ということではありませんので、この辺について

は御理解賜りたいと思います。

なお、冬期間の危険家屋の管理につきましても

今まで以上に指導の関係についても強化したいと

思っていますし、実態調査の関係につきましても

この間町内会のほうから御協力もらっていますけ

れども、先ほど市民部長が言いましたように新た

な危険家屋にならないために、今高齢化社会の中

で名寄から出ていって有料老人ホーム的なところ

に入っている高齢者の方が随分ふえてきていると

いう情報もありますので、この辺については建物

の有効活用も含めて、まずは町内会と実態調査の

関係で御協力いただいて、ふえてきているものの

把握についても取り組んでまいりたいと考えてお

ります。よろしくお願いいたします。

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。ぜひと

も国の臨時国会の中で……ちょっと確認なのです

けれども、なかなか管理不全に陥って社会的な価

値も見出せない、住むこともできない、ほとんど

危険家屋に近い建物と判断したときには、今度新
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たに特措法の解除か何かで今までの６分の１ぐら

いの軽減措置でしたか、それを庭の管理だとか家

屋の管理がなされていないということで外すみた

いな新聞報道があったのですが、これはどうなの

でしょうか。今回の臨時国会で法令案の中で盛り

込まれているものなのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 盛り込まれていると

いうことで確認をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

それでは、８月の豪雨についてお聞きをしてま

いります。今回の農業被害あるいは土木被害、災

害復旧の優先順位というのがあるのかどうか、ち

ょっとまずお伺いをしたいのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 優先順位ということ

でありますけれども、当然工事が短期間でできる

ものとできないものという仕分けもありますけれ

ども、基本的にできるものの中で考えていけば、

やはり生活ですとか等に優先してしなければいけ

ないところがありますので、そこを優先しての取

り組みになるかというふうに考えてございます。

ただ、実際には災害に係る補助制度や何かの関係

もありますので、それらのスケジュールも勘案し

ながらの取り組みとなることでお含みをいただけ

ればというふうに思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 優先順位があるという

ことですが、この中で土木被害になるのかなと思

いますが、別の観点で言えば教育施設であったり、

観光施設でもあったりするピヤシリシャンツェな

のですが、ここがランディングバーンのところの

人工芝がめくれ上がったままで、たしか７月２５

日から中国の選手あるいはコーチの方が約１０人

ぐらい来名されて練習に励んでいたところ、その

大雨の被害で練習ができず、朝日町のジャンプ施

設で練習に励んでいるということらしいのですけ

れども、名寄市が文教施設でも文教都市でもあり、

あるいは観光立市として標榜あるいは公言、宣言

しているような観点から見ると、ピヤシリシャン

ツェの復旧というのは優先順位としては高いのか、

低いのか、この点いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 災害復旧の関係で基

本的になるものにつきましては、住民生活に重大

な影響を及ぼすものが恐らく優先順位でないかな

と思っています。そこでいうと、守備範囲でいう

と国道管理、国河川関係については国のほう、道

管理道路、河川については北海道、当然市町村管

理すべき道路、河川については市町村と。そうい

う中でも住民生活に大きい影響が出るところであ

って、例えば道路でいうと迂回できるかどうかと

いうことも含めて、なおかつ市町村、都道府県に

つきましてはできるだけ国のほうの激甚災害の指

定をもらって有利な財源展開もして、起債を借り

たときにも普通交付税の措置があって、自己負担

した５％から１０％の分についても特別交付税で

の措置という手厚い制度がありますので、その制

度を使いながら、なおかつ住民生活に著しく影響

のあるものについては最優先をして取り組まなけ

ればならない。こういうふうに考えておりまして、

ジャンプ台の関係につきましては財源対策も含め

て道路のところに飛び出したわけではなかったの

で、優先順位というか、これから議会のほうに補

正予算として相談をさせていただこうという準備

で作業を進めておりますので、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） 今の佐々木副市長の御

答弁で理解はするところですが、最初に優先順位

お聞きしたのは、まさにその観点からお聞きをし

たかったのですが、今の御答弁で十分理解をする

ところです。

あと、次の質問に入るのですけれども、災害時
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に住民に避難を呼びかけるときに、その地の首長

は災害対策基本法に基づいて避難情報を発令する

と。いろいろ避難準備、避難勧告、それぞれ発令

される。このほかに強制力が増す避難指示という

のもあるのですけれども、名寄市の避難情報の基

準というのはどのようになっているのか、もしあ

ればお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 避難の指示に当たっ

ての基準ということでありますけれども、これは

さきに新聞報道でもありましたけれども、なかな

か各市町村で明確な基準ができていないというの

が全道的な、あるいは全国的な傾向にあるかと思

います。ただ、国のほうでさきの東日本大震災な

どを教訓に被害時のマニュアルの見直しを図って

ございます。本市におきましても基本的には国の

マニュアル、案というふうになってございますけ

れども、これを準用しながら避難時の避難勧告等

の指示を出させていただいているということであ

ります。その内容について言いますと、天気情報

の関係ですとか、あるいは洪水でいうと川の水位

の関係、さらにはその後の天気情報、降雨の予想

なども含めて避難勧告等の指示を出すというふう

にしてございますので、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） あと、想定外というか、

予想を超えると、そういう事態に陥ったとき、サ

イレンも吹鳴されるようなのですけれども、サイ

レンの吹鳴というのが何種類かあるのですけれど

も、緊急度に応じたサイレンの吹鳴というのが果

たして今の市民の理解が得られるまでに至ってい

るのかどうか。あと、先ほど申し上げた避難情報

の内容について、市民の皆さんに周知、理解を図

られているというふうにお考えかどうか、ちょっ

とお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 市民周知についてで

ありますけれども、今回の災害、さらにはさきの

東日本含めての国内的な、全国的な災害を含めて、

特に重要だと言われているのが住民の皆さんがみ

ずから危険を判断してどのように避難をしたらい

いのか、このことをしっかりと市民の皆さんが理

解をすることが必要だというふうに言われていま

す。行政については、その判断をするための情報

提供でありますとか、避難する避難所等の設置を

していくという、そういう役割、自助、共助、公

助の考え方で避難に対応していくのが必要だとい

うことであります。そういった意味では、先ほど

言いました避難所の周知等について、これは行政

の役割としてしっかりと知らせていく必要がある

というふうに思っています。これについては、平

成２３年度に洪水のハザードマップを配布してご

ざいまして、ここで避難所等については周知をさ

せていただいておりますけれども、今言ったよう

に市民の皆さんが自分で判断できるというのも含

めて、より一層の周知が必要だと思っております

ので、これについては先ほど言った国のマニュア

ルなんかの見直し、予定されておりますので、そ

れに沿った形で市としての基準を定め、ハザード

マップという形になるかどうかについてはこの後

の検討になりますけれども、改めてそういうもの

を作成して、市民の皆さんに全戸配布させていた

だき、周知を図ってまいりたいと、そのように考

えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） それでは、先ほど命に

かかわるというようなお言葉があったかなと思う

のですけれども、確かに今回は総雨量で１５ ５

ミリと。これが今後総雨量で１６０ミリあるいは

１７０ミリ、２００ミリというような大雨に見舞

われ、答弁にもありました天塩川、名寄川の氾濫

というような事態に陥ったときに、今のそちらの

机の上にはありませんが、防災計画あるいは水防

計画というのが果たして実態に即した実効性のあ

るものなのかどうなのか、いま一度再点検する必
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要があるように思うのですが、いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） それぞれその作成時

点では最良の方法ということで作成をしていると

いうふうに認識はしてございますので、現段階で

は防災計画、さらには先ほど言いました国のマニ

ュアルをあわせて運用していかなければいけない

かというふうに思っておりますけれども、国の基

準等も見直しをされておりますし、先ほど議員が

言われたような想定外の事態というのが非常に起

きてきていますので、改めて国のマニュアルに基

づいて防災計画等の見直し、さらには先ほど申し

上げました市民向けのハザードマップ等について

も見直しをしていきたいというふうに考えており

ますので、今後見直しをした上で市民の皆様にも

十分周知をしてまいりたいと、そのように考えて

ございます。御理解を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） 今回避難勧告が発令さ

れた豊栄、旭ケ丘、栄町の災害時要援護者に対す

る避難誘導及び援助活動というのはどのように行

われたのか、かいつまんで結構ですので、お知ら

せいただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 避難勧告等の周知に

つきましては、町内会長さんに連絡させていただ

きまして、町内会みずからの連絡網もありました

し、市の広報車を活用して、あるいは先ほどもあ

りましたようにエリアメール等、そういったマス

メディアも使いながら周知をさせていただいたと

いうことであります。要援護者についてでありま

すけれども、これについては豊栄地区で６名今回

対象の方がおられまして、そのうち当日避難が必

要だった方は１名ということでありました。この

方については避難をいただきましたし、またそれ

以外にも当然弱者の方がおられますので、ここは

町内会のほうで近隣の方が車を提供いただくなど

して避難所に避難いただいたという事例も伺って

おりますので、地域のコミュニティーの大切さに

ついても改めて今回認識したというふうに思って

おります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 今回は、町内会の皆さ

んの御協力で十分に要援護者の避難誘導ができた

ということなのです。たまたま今回は４日、５日

が月曜日、火曜日、普通の家庭であればお勤めに

出て、最も力を発揮するであろう大黒柱の方だと

か、そういった大きな力を発揮していただける方

がたまたま家庭にいないということになります。

そうすると、家庭に残されているのはたまたま夏

休み期間ですから、児童生徒あるいは高齢者とい

うことになるだろうと。そんなときに的確に判断

をする人が不在だというときに想定を超えるよう

な雨量があって、洪水、氾濫だというようなとき

に、果たして十分な避難誘導というのがこれまで

の名寄市の啓蒙活動あるいは啓発で十分緊急事態

を乗り切ることができるのかどうかという、その

点についてはいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 今大石議員おっしゃ

るように、その辺の避難体制というものが十分か

どうかについてはしっかり検証しなければならな

いと思っています。平成２２年の災害のときには、

名寄と風連が同時多発に起きましたけれども、一

定程度自主避難も含めて避難場所の設置について

も多少時間はかかりましたけれども、うまくいっ

たのかなと思っています。ただ、現実に起きてい

る災害の関係言いますと、相当短時間にたくさん

の雨が降って、間に合うか、間に合わないかとい

う問題もありますので、そこに周知の関係につい

ても町内会とどのように連携していくかというこ

とと、それから報道関係でいうと今回の札幌近辺

での大雨のときについては、放送、テレビ会社の

ほうから頻繁に言っていたのは、安全を確保する

ために避難所のほうに行ってください、避難勧告
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出ていますと。その片一方で、垂直、少しでも高

いところに、１階ではなくて２階に上がってくだ

さいというもの、そういうような周知もしていた

だいたのでないかなというふうに思っています。

ここは、まずは命を守るために２階に避難をして

いただいて、そこから次なる救助を待つというの

も一つの方法かなと思っていまして、この辺垂直

避難という方向についても最近国のほうから出て

きましたので、しっかり分析、検証しまして、町

内会、自主防災組織等も含めて住民の皆さん方に

伝わるような形での周知について努めてまいりた

いと考えています。よろしくお願いします。

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時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

地域防災対策について外２件を、高橋伸典議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告に従いまして、質問をさせ

ていただきます。

まず初めに、地域防災対策についてお尋ねをい

たします。土砂災害の原因となった局地的集中豪

雨が全国的にもふえています。１時間当たり５０

ミリ以上の雨の回数は２０年前の ４倍、土砂災

害の発生も同様に ６倍に上り、一方道内の危険

箇所１万 ０００カ所のうち警戒区域の指定率は

１ ９％と都道府県で最低と言われております。

名寄でも８月５日には１日で１５３ミリの豪雨、

２４日は１時間で２ ５ミリの集中豪雨となり、

甚大な被害を受けました。その中で行政や警察、

自衛隊、町内会などの対応で避難はスムーズに行

われたと思われますが、雨の音や気密性のよい住

宅のため、避難広報の案内が聞きにくいという方、

また聞こえたが、避難場所がわからないというお

年寄りの声を後でお聞きいたしました。どれだけ

緊急避難場所が整備されても災害に遭遇した際、

最も大事なのは住民自身が身を守る行動をとるこ

とにほかなりませんが、このようなとき私はここ

に避難しなければいけないという住民への周知は

どのようになっているのか。

また、水災害で関心を集めていますタイムライ

ンと呼ばれる行動計画もありますが、１日前とは

言いませんが、大雨、洪水注意報が出て、可能性

があれば早目に避難所の開設や自主避難の開始を

するなど理事者のお考えをお知らせください。

災害対策基本法が改正され、災害時要援護者の

名簿作成を市町村で義務づけられ、手挙げ方式で

進められておりますが、町内会や要援護者、要支

援者への対応と行動計画はどのように進められて

いるのか、理事者の御見解をお願いいたします。

災害対策は、自助、共助、公助が基本ですが、

自分たちの地域は自分たちで守るという意識によ

り組織した自主防災組織の災害時に地域住民が連

携、協力して初期活動や救出、救護活動を初め災

害時要援護者の救護方法の見直し等々を進めてお

りますが、自主防災組織による自主防災個別計画

の進行状況をお知らせいただきたいというふうに

思います。

名寄も防災ラジオを町内会や法人に２５０台受

信機を配置し、これから防災時の連携体制には必

要ですが、先ほど言ったように大雨では避難広報

が聞きにくい、気密性が高く、聞き取れない、ま

た町内会役員や法人に行ったとしてもそこからの

連絡は現状と同じ状況になりかねないと思われま

す。他市町村では、防災無線を全世帯に設置して

おりますが、多額の費用がかかるためなかなか進

められないというのが現状であります。電話で防

災行政無線を聞くことができるシステム音声応答

装置の導入の理事者の御見解をお尋ねをいたしま

す。

大きい項目２つ目、子ども・子育て支援新制度

本格施行に向けてということで、来年４月から施
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行予定の子ども・子育て支援新制度は、我が国の

全ての子育て家庭への支援を行うことにより、一

人一人の子供の健やかな成長を支援するための重

要な施策であり、子供や保護者の置かれている環

境に応じ、保護者のニーズに基づいて幼稚園、保

育所、認定こども園などの多様な施設、事業所か

らそれぞれの特性を生かした良質かつ適切な教育、

保育、子育て支援を総合的に提供することを目的

とされております。他方、新制度においていまだ

不明確な点が多いため、幼児教育、保育の現場か

ら不安の声が上がっております。特に私立幼稚園

は、新制度へ移行するか否か厳しい経営判断を迫

られております。また、私立幼稚園はこれまで設

置許可や私学助成を通じて都道府県とのかかわり

が深かったのですが、新制度のもとでは実施主体

である市町村との関係構築を行う必要があるため、

このことが新制度の移行をするに当たり大きな障

壁となっているようです。４月１０日、内閣府、

文部科学省、厚生労働省の連名で私立幼稚園の子

ども・子育て支援新制度への円滑な移行に向けて

の事務連絡が出されたようですが、平成２４年第

４回定例会で名寄市の子ども・子育て会議の設置

を提案させていただき、本年より本市も会議を開

催しておりますが、進捗状況をお知らせいただき

たいと思います。

新制度において私立幼稚園に在籍する子供、１

号認定に対する施設型給付は、当分の間全国統一

費用部分と地方単独費用部分を組み合わせて一体

的に支給され、地方単独費用部分は国の示す水準

に基づいて地財措置がなされることになっており

ますが、新制度の目的である幼稚園教育の提供体

制をしっかり確保するために、名寄市においても

国の示す水準に基づく施設型給付の必要があると

思われますが、本市の状況をお知らせいただきた

いというふうに思います。

現在全国でもほとんどの全ての私立幼稚園で私

学助成の対象として預かり保育が実施されている

ようですが、私立幼稚園はパートタイマーなど就

労している保護者の子供の受け入れ先として重要

な役割を果たしております。本市においても市内

５幼稚園全てで預かり保育が実施されて、多くの

保護者が利用されておりますが、緊急時になかな

か利用できないという声も聞かれております。新

制度において私立幼稚園で実施されている預かり

保育は、私学助成でなく名寄市が幼稚園に委託し

て実施する一時預かり事業として実施されるよう

になるようですが、新制度への移行について保護

者の混乱を招くことがないよう一時預かり事業の

取り扱いの状況について理事者の御見解をお願い

いたします。

本市の新制度と取り組み等について、住民や保

護者への周知、説明はどのように行っていく予定

ですか。とりわけ新制度に移行する幼稚園を利用

する保護者等には、新たな施設型給付を受けるに

当たり、名寄市から認定を受ける等々の手続が必

要となるはずですが、そのような周知、説明、今

後どのように進めていくのか、また今現在名寄市

子ども・子育て会議が始まったばかりで余り進ん

ではいないと思いますが、理事者の御見解をお願

いをいたします。

３番目に、大項目、高齢者のボランティアポイ

ント制度の推進についてをお尋ねをいたします。

我が国において高齢化が急速に進展する中、名寄

市も２ ４％と急速に高齢化率も上昇しておりま

す。いわゆる団塊の世代が７５歳以上になる２０

２５年を見据え、高齢者が安心して暮らせる地域

社会をつくり上げることが極めて重要な課題とな

っております。そのためには、住みなれた地域で

自分らしく生活を継続していける高齢者へのサー

ビスを充実させるとともに、地域包括ケアシステ

ムの構築に向けた国、自治体の連携が求められて

おります。一方、元気な高齢者については要介護

支援者にならないためにも生きがいづくりや社会

への参加の促進をする施策など介護予防につなが

る諸施策を展開する必要があると思われます。そ

の際、それぞれの地域の実情、特性を踏まえ、関
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係機関との連携をとりながら進めることが重要と

なってきますが、そこで現在高齢者が地域でボラ

ンティア活動に従事することによって高齢者の社

会参加や地域貢献を促すとともに、高齢者自身の

介護予防につながるとして大いに期待されている

取り組みがあります。現在各自治体でも進められ

ているものは、高齢者の介護支援ボランティア等

と呼ばれるもので、介護予防を目的とした６５歳

以上の高齢者が地域サロン、会食会、外出の補助、

介護施設でのボランティア活動を行った場合、自

治体からポイントをいただき、集まったポイント

に応じ商品との交換や換金など介護保険料の支払

いにも充てて保険料の軽減に利用する自治体もあ

るそうです。住みなれた地域で自分らしい生活を

継続していける施策とともに、病院にかからなく

てよく、日常生活を送るためにも高齢者へのサー

ビスを充実させる必要があると思います。本市の

高齢者の介護予防施策の状況についてお知らせを

いただきたいというふうに思います。

また、近年松阪市、倉敷市、豊明市、下川町な

どが高齢者への生きがいづくりの取り組みとして、

ボランティアポイント制度の導入を行っておりま

す。本市においてもこのボランティア制度の導入

の理事者の御見解をお尋ね申し上げ、壇上での質

問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 高橋議員からは、た

だいま大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１につきましては私のほうから、

大項目２及び３につきましては健康福祉部長から

それぞれ答弁とさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。

それでは、大項目１、地域防災対策について申

し上げます。初めに、小項目１の避難方法の周知

についてでございますが、避難に関する市が発す

る情報につきましては、避難準備情報、避難勧告、

避難指示がございます。避難につきましては、安

全な２階等へ移動する垂直避難、避難所等へ避難

する水平避難の２通りが想定をされ、避難所等が

遠い場合などには付近の安全が確保できる建物等

への避難もこれに該当するところでございます。

避難方法につきましては、災害の状況によって変

わる可能性があり、最終的には各個人、町内会等

において御判断をいただくこととなります。これ

ら避難方法の周知につきましては、ふだんから御

家庭での話し合いや町内会での打ち合わせ時など

どのような避難方法が考えられるか、平時から話

し合っていただくことが大事だと考えているとこ

ろでございます。本年の春には、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案の改

定が行われ、これに基づきまして避難の判断基準

を策定するため、現在準備中でございますが、今

後水平避難が危険な場合、避難の時間がない場合

や夜間などの際には垂直避難の考え方が導入され

てくることになると考えてございます。市では、

各種災害ごとの避難方法につきまして平時から各

個人や御家庭で考えていただけるように広報紙、

市のホームページを初め関係機関のパンフレット

等も用いながら周知、啓発を図っているところで

ございます。

次に、御質問にありましたタイムラインという

新しい取り組みについてでありますが、最近はこ

のタイムライン及びトリアージという減災に効果

のある新しい対応策も取り組まれているところで

ございます。トリアージについて申しますと、２

０１２年１０月のアメリカのハリケーンの際に取

り組まれたもので、減災に大きな効果があったと

されており、本年度は台風８号の上陸の際に三重

県紀宝町におきましてタイムラインの対策がとら

れたところでございます。台風への対応は、天候

悪化までの時間が想定されますので、それまでの

間に準備する項目や担当する人員を決めることが

できるのが特徴です。台風の場合には、本市にお

きましても効果が期待できるシステムと考えてお

りますので、研究を進め、国の制度上の後押し等

も見守りながら考えてまいりたいというふうに思
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っております。

次に、小項目の２、災害対策基本法の改正によ

る要支援者への対応と行動計画について申し上げ

ます。平成２６年５月の災害対策基本法の一部改

正に伴い、本年４月から施行となりました要配慮

者のうち、避難行動要支援者の方々につきまして

は自治体において名簿作成が義務づけをされたと

ころでございます。名寄市は、手挙げ方式による

災害時要援護者の制度を運用し、平成２６年８月

現在で１７８名の登録をいただいているところで

ございます。今後この制度で登録となった方々の

情報を生かしながら、速やかに名簿作成を進める

予定であり、また避難行動要支援者の方々の個別

の計画などをどのように推進するかにつきまして

は現在検討中でございます。

なお、これに関しましては、市や、あるいは関

係機関のみでは取り組めるものではございません

ので、お住まいの各町内会の方々にも御相談をさ

せていただき、御協力をお願いしたいと考えてご

ざいます。

次に、小項目の３、自主防災組織についてであ

りますが、自主防災組織につきましては本年８月

末現在で１６の組織が設立をされてございます。

災害時要援護者の登録を行っている町内会は４５

件で、うち災害時要援護者の個別計画は２７町内

会で定められておりますが、さきの大雨災害時に

は隣人の方が車で搬送した例はありますが、個別

の計画の推進、まさにこれからの課題となってご

ざいます。

なお、昨年の災害対策基本法の一部改正を受け、

各地域で個別計画を策定するという規定が盛り込

まれ、また地域防災会議が認めた計画は地域防災

計画に提案することも可能になってございます。

今後は、地区の個別計画の策定が円滑に進むよう

自主防災組織が中心となって取り組まれるようそ

の手法について研究を進めてまいりたいと考えて

おります。

次に、小項目の４、防災行政無線を電話で聞く

ことができるシステム音声応答装置の導入につい

て申し上げます。名寄市では、同報系、移動系の

防災行政無線は設置をしてございません。本市の

現状を申し上げますと、災害時の情報伝達手段と

しては電話、ファクス、北海道防災情報システム

を用いた災害携帯電話等への緊急速報メール、テ

レビ等のデータボタンで確認ができる防災情報、

エフエムなよろ、町内会を通じた情報伝達のほか、

防災ラジオも今後運用が始まる予定でございます。

新潟中越大地震を経験した新潟県の小千谷市では、

大地震の経験から情報伝達手段は携帯電話の緊急

速報メールを中心的手段として選択しており、ま

た東日本大震災の被災地の南相馬市では多様な情

報手段を用意しながらも防災行政無線を採用した

緊急メールを用意してございます。議員御質問の

新しいシステム音声応答装置につきましては、防

災無線で聞き取れなかった場合に所定の電話番号

にかけることで再確認ができるなど、防災機能に

すぐれていると伺っており、和歌山県橋本市等で

は平成２４年度から導入が始まっている事例でも

ございます。防災行政無線の設置がない場合に運

用が可能なのか、また設置費用等についても今後

調査してまいりたいと考えてございます。

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） 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と３について申し上げます。

初めに、大項目２の子ども・子育て支援新制度

本格施行に向けて、小項目１の名寄市子ども・子

育て会議の状況について申し上げます。当市では、

昨年１１月１日に名寄市子ども・子育て会議を設

置し、現在まで延べ４回の会議を開催してきてお

ります。昨年は、子ども・子育て支援に関するニ

ーズ調査の設問に関し議論をいただき、市内小学

校までのお子さんのいる世帯へニーズ調査を実施

いたしました。その後ニーズ調査の速報値を同会

議で報告し、ニーズ量に関して議論を行ってまい

りました。ことしに入り７月８日に開催した同会
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議では、子ども・子育て支援法第５９条で定義さ

れている地域子ども・子育て支援事業のメニュー

である１３事業について説明を行い、また地域型

保育事業の運営に関する基準等について子供の安

全を保障する観点から国が示す基準に準拠する当

市の考え方を諮問し、８月２５日に開催した同会

議で基準について了承をいただいたところです。

なお、地域子ども・子育て支援事業は、本市に必

要な事業について議論をいただき、今後決定して

いく予定となっております。また、名寄市子ども

・子育て支援事業計画の素案も提示させていただ

いておりますので、計画策定に向けて今後国によ

る細部が決まり次第、名寄市子ども・子育て会議

へ諮ってまいりたいと考えております。

次に、小項目２の幼児教育の提供体制へ施設型

給付の状況について申し上げます。御質問の中に

もありましたが、平成２６年４月１０日付で内閣

府、文部科学省、厚生労働省の連名で私立幼稚園

の子ども・子育て支援新制度への円滑な移行等に

ついての事務連絡が発出されております。この通

知は、教育標準時間認定子供、いわゆる１号認定

に係る施設型給付に対する国の考え方として、国

が示す施設の運営費に当たる公定価格の基準と異

なる額を給付として定める市町村においては、費

用等の実態を十分に踏まえ、特に公定価格に係る

基準を下回る給付額を設定する場合には、その合

理的な理由を明確にし、対外的に説明するよう求

められております。公定価格は、国が示す施設運

営費の基準となる義務的経費であることから、当

市といたしましては国に準拠した考えで対応して

まいりたいと考えております。また、同通知では

私立幼稚園関係者からの要望も付記されており、

内容として市町村の相談窓口の整備及び市町村と

の関係構築、希望する幼稚園の認定こども園への

円滑な移行、施設型給付の幼保、公私間の公平性

の確保、小規模園への配慮、また教育の質を保障

するための地方単独費用の確保を含めた価格設定

などとなっております。この地方単独費用部分に

つきましては、都道府県と市町村との負担割合等

地方交付税措置の標準単価の検討とあわせて今後

国において検討されることとなっており、国の動

向を注視しながら情報収集に努めてまいります。

次に、小項目３の預かり保育事業の新制度の取

り扱いについて申し上げます。現在名寄市内には

私立幼稚園が５園あり、それぞれ預かり保育を実

施しており、パート就労などされている保護者の

子供の受け皿として重要な役割を果たしていただ

いております。現在私学助成による補助金を活用

し、各園運営しておりますが、新制度では子ども

・子育て支援法に規定されている地域子ども・子

育て支援事業に位置づけられております。同事業

は、子ども・子育て支援事業計画に登載されます

ので、現在名寄市子ども・子育て会議で議論を進

めているところです。当市として預かり保育は現

在も提供されているサービスであり、各園利用実

績もあることから、必要な事業として提案させて

いただいており、同会議で御意見をいただくこと

になりますので、御理解いただきたいと思います。

今後新制度へ移行し、預かり保育サービスを提供

する場合の利用者負担額等事業の概要については、

現在国において議論しているところでありますの

で、情報収集に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目４の施設型給付対象施設の利用に

係る認定と周知、説明について申し上げます。当

市では、平成２７年度から新制度がスタートする

予定となっていることに備え、名寄市幼児教育・

保育連絡協議会の設立について市内の幼稚園、認

可保育所、認定こども園、無認可保育所等に呼び

かけを行い、本年５月３０日に設立会議を開催い

たしました。同協議会では、分科会を設置してお

り、幼稚園部会では公定価格に関する運営費の積

算勉強会等を開催し、新制度移行に向けての制度

周知を行ってまいりました。お尋ねのあった幼稚

園が新制度へ移行した場合の保護者等の認定手続

などについては、利用保護者のお問い合わせ先と
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して想定されるのが幼稚園現場でありますので、

協議会を活用し、現場幼稚園教諭を対象に新制度

の認識を深めていただく研修を開催してまいりた

いと考えております。また、保護者等への周知、

説明につきましては、行政が主導となり行ってい

く考えでありますが、方法等につきましては協議

会の中で最善の方策を考え、おくれることのない

よう対応してまいりたいと考えておりますので、

御理解いただきますようお願いいたします。

次に、大項目３の高齢者のボランティアポイン

ト制度の推進を、小項目１の本市の介護予防の施

策の状況について申し上げます。介護保険事業の

地域支援事業として実施している介護予防事業に

は、一般の高齢者向けの一次予防事業と要介護、

要支援状態になるおそれのあると考えられる６５

歳以上の方を対象として実施する二次予防事業が

ありますが、昨年度の事業の実施状況について申

し上げます。二次予防事業では、対象者の把握は

地域の民生委員や家族、関係機関から相談のあっ

た高齢者や名寄市民生委員児童委員連絡協議会の

５つの地区を交代で要介護認定を受けていない１

号被保険者に対し基本チェックリストを配付し、

その把握を行っているところです。平成２５年度

には ７７１人にチェックリストを配付し、３４

４人が二次予防事業の対象となり、延べで ５４

４人が通所型介護予防事業を利用していただいた

ところです。また、一次予防事業では各老人クラ

ブや町内会の健康教室、健康相談などにお伺いし、

転倒予防の講話あるいは飲み込みや呼吸器の機能

を向上させる嚥呼体操などを実施してまいりまし

た。また、本市出身の理学療法士で北海道医療大

学の鈴木英樹教授に積雪寒冷地である本市の冬期

間の歩行について講演いただき、約１００名の参

加がありました。また、介護予防に関するボラン

ティアの人材を育成するための研修として、介護

予防サポーター養成講座を平成１９年度から開催

しておりますが、昨年までに受講いただいた方の

うち４８人に介護予防サポーターとして登録して

いただき、主に町内会の介護予防教室などで御活

躍をいただいているところです。また、地域支援

事業の任意事業として、自彊術やフォークダンス

などを行う健康づくり体操教室の開催や生きがい

ホビーセンターでは陶芸など４つの講座を開催し

てまいりました。また、老人クラブにおきまして

は、各単位クラブの活動のほか、名寄市老人クラ

ブ連合会では健康づくり事業として高齢者健康料

理教室やグラウンドゴルフ大会を開催していただ

き、健康づくりの普及啓発活動を積極的に行って

いただいているところです。現在名寄市第６期高

齢者保健医療福祉計画、介護保険事業計画の策定

を行っており、名寄市保健医療福祉推進協議会に

高齢者部会、保健医療部会の合同部会を設置し、

議論をいただいているところです。同部会で現行

の事業評価をいただきながら、７月から８月にか

けて実施した日常生活圏域ニーズ調査や高齢者の

保健、医療、福祉についてのアンケート結果の分

析を行いながら、今後ともあるべき介護予防施策

の推進に努めてまいります。

次に、小項目２のボランティアポイント制度の

導入をについて申し上げます。介護支援ボランテ

ィアポイント制度につきましては、介護予防等を

目的とした６５歳以上の高齢者が介護施設等でボ

ランティアをした場合にポイントを付与し、たま

ったポイントに応じて換金等を行うことにより、

実質的に介護保険料の負担の軽減につながる制度

として介護保険法の地域支援事業に規定されてお

ります。全国、全道の介護支援ボランティア制度

を活用している市町村は、厚生労働省が本年３月

に公表しましたが、全国 ７４２市町村のうち１

２％に当たる２０９市町村で実施しており、全道

では北海道が平成２４年度に公表した道内の市町

村介護予防事業実施状況によりますと、既に実施

している市町村も含めまして１７９市町村のうち

１４市町村が取り組み予定とお聞きをしていると

ころです。特に本事業の先駆けであります東京都

の稲城市では、平成１９年度から本事業に取り組
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み、平成２５年度実績では６５歳以上の人口の

４％に当たる５７４人がボランティア登録されて

いるとお聞きしております。本市といたしまして

は、今般の介護保険法の改正により要支援１、２

の予防給付のうち訪問介護や通所介護について市

町村が行う地域支援事業に移行することにより、

当該事業を実施する際には市民の方々に地域支援

事業の支え手、提供者になっていただくことも想

定していかなければならないと考えております。

ボランティアポイント制度は、自身の介護予防や

健康づくり、社会貢献の観点からも有効と考えて

おりますが、まずさきに議員から御提言いただき

ました健康マイレージについて名寄市第６期高齢

者保健医療福祉計画、介護保険事業計画策定のた

め２０歳以上の市民の皆さんに対し参加の可否を

お聞きしたところ、粗い数字ですが、参加するが

３５％、どちらとも言えないが５ ３％の回答を

いただき、参加しないとの回答は ８％とのアン

ケート結果でありましたことから、当面健康マイ

レージについての検討を先行させていただき、介

護ボランティアポイント制度につきましては今後

の内容の研究や他市の動向を検討させていただき

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） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） ありがとうございま

した。再質問をさせていただきます。

まず、防災について、地域防災対策について再

質問をさせていただきます。先ほど大石議員も言

われたように、８月５日、８月２４日の大雨で本

当にもう甚大な被害が名寄でも起こりました。そ

の中で自主防災組織等々で、私は８月５日のとき

よりも２４日のほうがやっぱり避難等々の動き的

にはすばらしくよかったのではないかなというふ

うに思いますし、この水害が起きてから各苫小牧

にしろ、どこにしろ、京都にしろ、人間の背を超

えるぐらいの洪水になったところがたくさんある

わけなのです。その中でよく消防で土のうをつく

って積むぞだとか、自衛隊さんに来てもらって積

むぞという部分はあるのですけれども、先ほど防

災計画に避難方法をある程度個人で検討していた

だいて、決めていただくためにもというふうに言

われていましたけれども、土のうというのは１個、

２個、２段、３段積んだらそれ以上雨が来たらも

うだめなのです。それよりも人の命を優先させな

ければならないと私は思っています。先ほど水平

避難、町内会等々の避難所に行く等々言われてい

ます。でも、一番いいのがやはり住宅の中で２階

に上がって避難するというのが最善の避難という

ふうに言われるぐらい、今は垂直避難、屋内安全

確保が重要視されてきています。あと、屋内待機

だとか、予防的避難という部分はありますけれど

も、私が言ったのはやはり防災の際、広報車の音

が聞こえない。そして、避難場所がわからないと

いうのが一番の高齢者または要援護者というか、

要介護者等々の困ったところではないかなと思い

ます。町内会である程度はできるけれども、やは

りその部分の対応を周知をしっかりしていかなけ

ればいけないなというふうに思うのですけれども、

その辺どうお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われるとお

りです。私もそのように考えています。災害の程

度によって対応方法というのは変わってくる部分

があると思います。比較的洪水でも水位が低い場

合については、議員が言われたように土のうを積

めば対応できると思いますし、さきの石狩、胆振

のほうはひどい洪水になりましたけれども、本当

に１時間に１００ミリを超えるような雨が降った

ということで、これはもう土のうを積んでも対応

ができないということですから、命を守る行動と

いうのがマスコミでも随分言われていましたけれ

ども、まずは安全なところに逃げていただくとい

うのが必要だと思いますので、災害に応じた対応

が必要だというふうに思っています。ただ、災害

に応じた対応をするに当たって、市民の方がそう
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いった判断をするに当たっての事前の情報提供で

すとか、あるいは安全な避難場所の確保について

は一定程度行政の役割があるだろうというふうに

思っています。そういう意味では、広報車での案

内ですとか、あるいは避難場所等に周知をさせて

いただいておりますけれども、ここについては基

準の見直し含めて改めて市民の皆さんに周知をし

てまいりたいというふうに思っていますし、その

手がかりとしてはまず先ほども申し上げましたけ

れども、洪水ハザードマップ等がありますので、

これの見直しを進めさせていただきたいと思いま

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） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 本当避難所の緊急避

難場所というのですか、やっぱり北海道ではほと

んどこの緊急避難場所の周知がなされていない。

緊急避難場所と名前はなっているのだけれども、

緊急避難場所になっていないという状況が各市町

村で見られるという部分がありました。やはりこ

の地域の方はここに避難してください。先ほどタ

イムライン言いましたけれども、本当アメリカ等

々では３６時間前から住民避難の周知をして、１

日前には地下鉄だとか交通機関は全部とめて、そ

して避難していただいているという状況です。そ

して、ことし７月の台風８号でも山形県の最上川

流域でもこれの台風が来たら必ず水害が起きると

いうことで、国土交通省が避難勧告をして具体的

に１日前からもうスタートさせて、避難させたと

いう状況があります。そして、具体的な効果がし

っかりあったというのです。今は、この集中豪雨

というのが局地的なものですから、どこに１００

ミリがどんと来るかわからないよという状況です

から、なかなかそこまではできないと思いますけ

れども、大雨警報等々が出たら早目に避難場所を

指定してというか、もう現状指定して、ここの地

域の方は６時間前からでもいいから自主避難でき

る体制だとか、最悪自分の家の２階に垂直避難を

する体制をしっかりとっていただくようお願いし

たいなというふうに思いますし、先ほども大石議

員が言っていたように避難勧告を出す基準、先ほ

ど国交省である程度決められたというふうに言わ

れていましたけれども、やはりこれも名寄市とし

て１時間に３０ミリが降ったらこういう情報を出

しますよという部分を防災計画にのせておかない

限り、臼田さんがやめた場合、誰がその状況で市

民に通報するのかというのが決まらないと思うの

ですけれども、その辺の基準というのを明確にす

べきというふうに思うのですけれども、どのよう

な部分になるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、避難の情報に

ついて早目に出すということについてはそのとお

りだと思いますし、これまでも心がけてきました

けれども、より一層早目に周知ができるように内

部でも検討を進めさせていただきたいなというふ

うに思っています。また、その一つの方策として

は、先ほど御提案いただいたタイムラインという

方法があるということであります。これについて

は、事前にその災害に対する防災行動計画を立て

るということのようですので、これについても実

際に取り組んでいるところがありますので、その

事例などを調査させていただければというふうに

考えているところであります。

あと、避難に当たっての基準ということであり

ます。名寄市の場合心配されるのは、一部土砂災

害もありますけれども、多くは川の氾濫による災

害というのが一番かというふうに思いますけれど

も、これについては河川管理者のほうで河川ごと

に、ないところもありますけれども、大きな河川

についてはそれぞれ水位の高さによって５段階、

５ランクの危険準備段階も設けていますので、１

つはこれを参考とさせていただければと思います。

ただ、その水位が絶対というものではなくて、そ

のときの降水の状況、あるいはこれからの降水の

状況、さらには名寄市の上の、川の上に当たる地

域の降水の状況なんかも含めて考えなければいけ
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ませんので、何ミリだから必ずしもという基準に

ついては難しいかもしれませんけれども、それら

を総合的に含めたときの基準については国のほう

のガイドラインなんかにもその考え方については

示されているものがありますので、これらを参考

とさせていただきながら検討させていただきたい

と思いますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） ぜひこれは早目に設

定をしていただきたいなというふうに思いますし、

やはり市でそういう状況になったときに誰がなっ

ても対応できる体制を整えていただきたいなとい

うふうに思います。

それで、結局今回は２ ５ミリ、そして前回は

１５３ミリでしたから、ある程度の部分の災害で

済んだと思うのです。でも、これが本当に苫小牧

のように１００ミリ降ったら、苫小牧の道路のよ

うに五、六十センチは間違いなく名寄市も道路が

水没したところが何カ所もあるのではないかなと

いうふうに思います。その中で平成２６年からス

タートさせている自主防災組織が先ほど１６、４

５件、２７町内会で要援護者が出されて、全部で

１７８名が手挙げで出ているという部分なのです

けれども、６５歳以上の高齢者というのはきっと

何千人もいるものですから、１７８名では本当少

ないなという印象なのですけれども、やはり災害

の少ない地域と徳田白樺団地だとか、豊栄、西町

だとかという、そういうハザードマップで水害の

ある地域からの要支援者の名簿が多い状況なので

しょうか。やはりまだ名寄市としても災害少ない

から、地震がないから町内会的には余り出ていな

いのだという状況なのでしょうか。そこら辺ちょ

っと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） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

たけれども、災害に備えてということではみずか

らというところも当然重要でありますし、地域の

いわゆる互助の関係、共助の中での助け合いも必

要だということでありますので、そういう意味で

は自主防災組織の果たす役割というのは重要だと

思いますし、今回の災害においても、例えば智恵

文の八幡地区を見ますと自主防災組織があったの

で、非常に迅速かつ冷静に対応いただいて避難を

いただいたというのがあります。自主防災組織の

育成については、非常に重要だと思っていますの

で、今後も努めてまいりたいというふうに思って

います。

また、もう一方では、災害時の要援護者の関係、

いわゆる災害弱者への対応というのが必要となり

ます。これについても避難方法については、先ほ

ど言いましたように全てが避難所に逃げればいい

のかといえば必ずしもそうではなくて、垂直への

避難も含めて考えていかなければいけないなとい

うふうに思っておりますけれども、いずれにして

も避難所に逃げるにしても２階に逃げるにしても、

そのときに例えば声かけが必要であったり、２階

に移動するに当たっての多少の支援が必要な場合

もあります。みずからの命を削ってまでとはなら

ないかもしれませんけれども、そういったものが

必要だと思いますので、ここについても進めてま

いりたいと思います。

あと、この間災害が起こった地区の登録者が多

いかということでありますけれども、これについ

ては特定のところが多いという状況にはまだなっ

ておりません。先ほども言ったように、まだ１７

８名程度でありますので、各地域に散らばってい

るということで御理解をいただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 大体わかりました。

この部分、やはり町内会または行政としての広報

等々でしっかり要支援者を少なくするというより

も多く、多い人が出て、その支援をどう町内会、

行政がやっていくかだと思うのです。要支援者は、

行政よりも結局はやっぱり町内会対応をしていか
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ない限り水災害のときには無理かなという状況で

はないかなと思うのです。そんな意味でも町内会

の組織が重要になってくると思いますので、防災

担当としてはやっぱり町内会との連携をしっかり

やって、この要援護者への個別計画ですか、町内

会と調整をしていただきたいなというふうに思い

ます。毎年やる防災訓練のときと本当に雨降って、

智恵文では防災訓練のときのようになかなかでき

なかったというのです。うちらこうやって防災訓

練のときにしていたのに、八幡地区の人たちは避

難して、うちら消防団は八幡地区の消防の番屋に

いただとか、そういういろんな部分の連携がなか

なかとれなかったという部分もあると思うのです。

だから、そこら辺をしっかりあと対応していただ

いて、まずはやはり命だと思います。どれだけ土

のう積もうと、何しようと、私は財産云々よりも

やはりまずは消防団または市民の安全が確保され

ない限り、どんな水防活動をやってももう失敗だ

と思うのです。その意味でもやはり命を大切にす

る行動をとっていただきたいというふうに思いま

す。しっかりとこの計画を進めていただくことを

お願い申し上げます。

では、次、子ども・子育て会議についてお尋ね

をいたします。今回名寄市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の制定と４号の名寄市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例について

提案されましたので、この部分を除いて質問をさ

せていただきたいというふうに思います。先ほど

昨年の１１月から子ども・子育て会議、または小

学校へのニーズ調査を行ったというふうに言われ

ております。このニーズ調査の中で保護者または

小学生からどういうニーズの部分、きっと教育の

部分でもあると思いますし、医療の部分でもある

と思いますし、子育ての部分のニーズ等々もあっ

たと思うのですけれども、保護者の方は何を一番

求めているというか、名寄市の行政に求めていた

のか、もしわかれば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） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ニーズ調査は、

昨年の１１月に一般の小学生の保護者の方、そし

て就学前の保護者の方にそれぞれ調査をさせてい

ただきました。調査内容といたしましては、就学

前の方に対しましては保護者の就労の状況、そし

て保育園や幼稚園などの利用についてということ

で、平日の利用意向、あと土日の利用意向という

ことで調査をさせていただき、またさらには病児、

病後児保育、一時預かりなどについてアンケート

をとらせていただきましたが、やはり保育所です

とか幼稚園の利用の要望が多かったということで

ございます。また、小学生の調査につきましては、

同じく保護者の就労の状況ですとか、また放課後

の過ごし方ということで、放課後児童クラブの部

分ですとか、また同じく病児、病後児保育の部分、

そして一時預かりの部分など、そういったところ

のニーズが高かったように思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） きっと今回この子ど

も・子育て支援新制度というのは、地域の子供た

ちを妊産期、妊婦健診だとか、こんにちは事業だ

とか、養育支援、家庭訪問事業等々、また地域子

育て支援拠点事業だとか、あと一時預かり事業、

また学童児では放課後児童だとか、健全育成事業

等々やはり施設型給付と地域型の保育給付で対応

して、批判のある消費税を上げた部分でこの子供、

子育てを全国でやっていこうという部分だという

ふうに私は認識をさせていただいているのですけ

れども、その中で名寄も私学幼稚園等々がありま

すけれども、その部分が今回の制度に全部乗って

この支援を受けるようになるのか、それとも今ま

でどおり私学助成でいくほうが多いのか。今検討

委員会が始まって、来年の部分ですから、きっと

どうこうというのはわからないと思うのですけれ

ども、どちらの状況のほうが多い部分があるので

しょうか。今回の新制度に乗る幼稚園のほうが多
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いのか、もう乗らないで今までの私学助成だけで

進んでいくのが多いのか。それによって、この新

制度になればきっと先ほど幼稚園の先生方に認定

や何かをお願いする、また制度を周知するのは行

政で行うと言われた部分がなってくると思うので

すけれども、どちらのほうが今現状、決まってい

なければ決まっていないでいいと思うのですけれ

ども。

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） 来年から施行が

予定されております子ども・子育て支援新制度に

つきましては、幼稚園については４つの選択肢が

ございまして、今議員がおっしゃったように私学

助成を受けながら今までどおりの幼稚園として残

る方法、そして新制度に乗っかって新制度の中の

幼稚園として運営していく方法、そして認定こど

も園の幼稚園型としていく場合、幼保連携の認定

こども園となる場合という、以上の４つの選択肢

があるわけですけれども、今のところ幼稚園の皆

さんから御相談を受けている部分では、こども園

への御相談というのはまだないわけでありまして、

今の現状では私が思う感じでは新制度には乗って

いただけるとは思いますけれども、新制度に乗っ

た幼稚園として考えていられるのではないかとい

うふうに、推測ですが、させていただいておりま

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。きっ

とそのような形になってくることによって、保護

者というのが混乱が起きる部分も出るのではない

かなというふうに思いますし、今回の制度という

のは、名寄は保育所に入っている、待機児童がい

ないというふうに毎年質問すると言われますので、

安心はしているのですけれども、全国的にはやは

り東京だとか大都市は待機児童がいるために幼稚

園に入れないから、そのために認定こども園をふ

やす、または小規模保育だとか、家庭保育だとか、

そういう部分をどんどんつくっていくためにこの

新制度が進められてくると思うのですけれども、

その中でこのお母さんたちが私もちょっと認識不

足かもしれませんけれども、就労、パートの時間、

またはお父さんとお母さんの合算した給料によっ

て１号、２号、３号が変わってくるのではないか

なという認識が、長時間、短時間の子供を見る時

間帯が名寄市としては変わるのかどうか。変わら

なければいいのですけれども、変わる予想がある

のか。まだ決まっていないことですから、どうの

こうの私も余り言いたくないのですけれども、ど

うなのでしょうか。

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） おっしゃるとお

り新制度の公定価格、いわゆる運営費が今年度末

の予算編成で固まるということですので、詳細が

まだ決定しないという状況ではありますが、今議

員がおっしゃいました１号、２号、３号というの

は認定の仕方でありまして、１号はおっしゃると

おり幼稚園、それから２号、３号は保育所という

ことで、２号は３歳以上、３号は未満児という振

り分けでありますので、幼稚園が新制度に乗っか

っていただいた場合は今までのような自分のとこ

ろで利用料を設定するのではなくて所得に応じて、

今の保育所と同じような形態の国が定めた基準に

よって、所得によって一定基準が示されておりま

すが、またこれもまだ確定はしておりませんので、

今後注意深く観察してまいりたいと考えておりま

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。しっ

かりと保護者が安心して保育所、幼稚園に行ける

体制を整えていただきたいというようにお願いし

ます。

最後に、高齢者のボランティアポイントについ

て、時間がないので、お尋ねをいたします。愛知

県の豊明市では、本当高齢者の介護施設に行って

高齢者の方々とお話をしたり、そこの施設のお手

伝いをしたりということでポイントを集めていま
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す。この施設の担当者が言うには、アクティブシ

ニアの人が来てくださるようになって、施設が逆

に明るくなったと。また、食事の片づけを手伝っ

てくださったり、それによって職員の介護業務が

しっかりできるような体制が組めるようになった

というふうなお話があります。このボランティア

ポイント、すぐとは言いません。しっかり高齢者

の方々が健康で、今にも起きそうな顔で亡くなら

れるような施策が必要かなという思いで考えてい

ます。ぜひそういう元気で暮らせる施策をお願い

申し上げます。

以上で終わります。

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。

教育関係外１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、さきの通告順に従いまして、質問

をさせていただきます。

大項目の１点目の１、２についてでありますが、

近年教育関係者の事件、事故が全国で多発をして

おります。名寄においても事件がありましたが、

教職員における事故、事件にかかわる倫理観が近

年薄らいでいるのではないかというふうに感じて

いるのは私だけでしょうか。５月には、小学校の

校長が覚醒剤所持の疑いで逮捕されておりますし、

先月８月には教頭が盗撮で逮捕をされています。

このことは、本人だけの問題でなくて、心身とも

に成長期にある児童生徒に大きな心の病として一

生残ることもあり得ることであります。児童生徒

のために学校づくり、育成にかかわる運営事業、

相談事業、教育改善プロジェクトなど多くの事業

が取り組まれておりますが、児童生徒のための事

故、事件に対する啓蒙、啓発等のあり方が見えま

せん。教育委員会としてどのような教職員への指

導等をしているのかお聞かせを願います。

また、教職員の事件、事故にかかわって児童生

徒のケアは進められていると思いますが、ケアに

かかわってマニュアルが存在するかは承知をして

おりませんが、ケアのあり方等についてお聞かせ

を願いたいと思います。

３つ目のいじめについてでありますが、先月の

マスコミ報道によりますと本年度３月、３カ月あ

るいは２カ月の調査でありますか、いじめはない

とのことでありますが、総務文教常任委員会には

報告されていると思いますが、正確な実態につい

てお知らせを願いたいと思います。

いじめについて、昨年同月期の調査では５件と

の報告でありましたが、関係各位の努力のたまも

のと敬意を表しますが、どのような対策をして件

数が減ったのかお聞かせをください。また、今後

のいじめにかかわり、何かアクションを考えてお

られればお聞かせを願いたいというふうに思いま

す。

４つ目の特別支援教育についてお聞きをいたし

ます。まず、本年も特別支援員を各小学校に配置

されておりますが、特別教育における支援を受け

ている児童生徒数についてお知らせを願いたいと

いうふうに思います。

特別支援教育にかかわって文部科学省の認定を

受けての特別支援の認定講習が行われましたが、

本年は道教育委員会と名寄大学との共催で認定講

習会が開催をされました。特別支援教育にかかわ

って名寄において講習が受けられるということは、

教育者にとって１０日間以上もかかる講習が地元

で受けられることは非常によいことと思いますし、

近年普通教育においても必要になってきている現

状ではないかと思います。昨年と本年の名寄市に

おける各学校別の受講者数についてわかっている

範囲でお知らせを願いたいというふうに思います。

大項目の２点目は、北電の電気料値上げ申請に

かかわってであります。昨年の値上げから１年を

待たずして北電は電気料金値上げを申請をいたし

ました。北電は、主要都市で説明会を行っており

ますが、道民の声は厳しく、値上げは賛成とはな

っていません。企業からも厳しい意見が出されて

いる現状にあります。値上げ時期は１１月と報道
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されていますが、名寄において申請どおりの値上

げをされた場合の影響についてお聞きをいたしま

す。

１点目は、庁舎及び公共施設の予想される値上

がりの試算額について。

２点目は街路灯、防犯灯の試算額についてお聞

かせください。

３つ目は、名寄市における企業等の対策につい

てお聞きいたしますが、聞くところによりますと

製造業や酪農家、特に搾乳業者は大きな打撃があ

ると聞いています。調査はされているのか、対策

は考えているのかについてお聞かせを願いたいと

いうふうに思います。

また、低所得者対策について考えがあればお聞

きをし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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま竹中議員か

ら大項目２点にわたり御質問がありました。大項

目１につきましては私から、大項目２につきまし

ては総務部長から答弁をいたします。

まず、大項目１、教育関係の小項目１の教職員

の事故、事件にかかわる倫理観と指導についての

お答えをいたします。学校においては、教職員一

人一人が教育に携わる職の重要性をしっかり受け

とめ、公務員倫理の高揚に努め、全体の奉仕者と

して公共の利益のために職務を遂行すべき立場に

あることを自覚し、みずからを厳しく律し、行動

するなど、学校教育に対する信頼を損なうことの

ないよう服務規律の厳正な保持に努めることが重

要です。このため、初任段階教員研修や１０年経

験者研修などさまざまな研修を通して教職員のラ

イフステージに即した資質、能力の育成を図る取

り組みが進められていますが、依然として教職員

による不祥事は後を絶たない状況にあります。例

えば平成２５年度における全道の学校職員の懲戒

処分件数は、速度違反、飲酒運転などの交通事故

が６５件、また体罰、わいせつ、セクハラ、金銭

事故、個人情報紛失などの一般事故が１１８件で、

合わせて１８３件という極めて深刻な事態となり

ました。このような現状を踏まえ、教職員の服務

規律の保持を図るため、教育委員会では教職員が

率先して児童生徒の規範となるよう校長会や教頭

会などで機会のあるごとに注意を促し、厳正な指

導をお願いしております。具体的には、職員会議

や校内研修等において不祥事防止啓発研修資料等

を活用して職員の意識改革を図るとともに、５月、

６月に行われるコンプライアンス確立月間におい

て不祥事の防止に向けたより実効性のある取り組

みを実施するようお願いしております。また、管

理職には日ごろから職員の能力、性格、意向など

を考慮し、仕事に関するストレスの除去に努める

とともに、職員相互のコミュニケーションを積極

的につくり出すなどして一人一人の能力を引き出

し、学校の組織全体が活力を持って十分に使命を

果たせる体制を整えるようお願いしております。

次に、小項目２の事件、事故にかかわる児童生

徒のケアについてお答えいたします。学校におい

て事件、事故発生時の児童生徒の心のケアが効果

的に行われるためには、健康相談や教育相談が学

校の教育活動に明確に位置づけられ、日ごろから

円滑に運営されていることが必要であります。そ

の上で事件、事故が発生した場合には次のような

対応を徹底することが重要となります。まず、子

供たちに動揺や風評が広まらないように子供たち

や保護者へ適切な情報の伝え方について校内の共

通理解を図ります。次に、子供たちの心のケアを

第一に考え、保健指導を実施します。その中では、

強いストレスを受けたときなどに起こる心や体の

変化について説明したり、誰かに相談する、体を

動かす、音楽を聞くなどストレスの対処方法につ

いて発達段階に応じて指導します。また、日常的

に朝の健康観察や授業時間、休み時間、給食時間、

放課後の活動などにおいて子供の表情、言葉、行

動、態度、人間関係にあらわれるサインを捉える
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ため、きめ細やかな観察をして心身の健康状態の

変化を見逃さないように努めます。その結果、ス

トレス症状を示す子供に対しては、学級担任や養

護教員などがふだんと変わらない接し方を基本と

しながら、優しく穏やかな声かけをするなど本人

に安心感を与えるようにします。また、医療的ケ

アを要する場合は必要に応じて保護者に学校医、

スクールカウンセラー等と連携を図りながら、支

援に当たるようにします。教職員による不祥事は、

子供たちの心を深く傷つけ、保護者、地域住民の

信頼を著しく損なうものであり、決してあっては

ならないものです。今後も教育委員会としまして

は、危機感を持って教職員の服務規律の保持を図

る取り組みを学校と連携して進めてまいりたいと

考えております。

次に、小項目３のいじめの実態と対策について

お答えします。いじめは、いじめを受けた児童生

徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身

の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え

るのみならず、その生命または体に重大な危険を

生じさせるおそれがあるものであります。このた

め、今年度教育委員会では名寄市いじめ防止基本

方針を策定し、いじめの未然防止、早期発見、早

期解決、その他のいじめの防止等のための対策を

推進しております。対策の具体として、いじめの

問題の早期発見、早期解決を図るため、学校には

道教委のいじめの問題の実態把握及びその対応状

況等調査におけるいじめの把握のためのアンケー

ト調査を適切に実施するようお願いをしておりま

す。６月の調査結果では、今もいじめられている

と回答が１２件ありました。この１２件について

当該学校が聞き取り調査を行った結果、いじめと

は認められませんでした。また、各学校では児童

生徒のさまざまなトラブルに対しては組織的に対

応し、早期解消を図るよう取り組んでおります。

現在本市の小中学校からは、いじめの報告はあり

ませんが、学校教育に携わる全ての関係者がいじ

めはいつでもどこでも誰でも起こり得るという危

機意識を持って児童生徒のわずかな変化やサイン

を見逃さないように努め、いじめ防止に向けた取

り組みを推進することが重要であります。そのた

め学校には、定期的な教育相談の実施や休み時間、

給食時間、清掃時間など全ての教育活動を通して

児童生徒の言動の変化や身体にあらわれる変化等

を観察するなどいじめの問題等の早期発見、早期

解消を図る取り組みを一層充実するようにお願い

をしております。また、名寄中学校、名寄東中学

校、風連中学校の３校には心の教室相談員を配置

し、生徒が悩みなどを気軽に話せる環境を整え、

生徒の心のケアに努めております。教育委員会の

いじめに関する通報及び相談を受け付けるための

体制について、学校教育課においては児童生徒の

問題行動やいじめの問題等に関する学校からの報

告、連絡、相談の窓口を指導主事として対応して

おります。教育相談センターにおいては、学校や

家庭教育における児童生徒、保護者からの悩み、

いじめ、不登校などの問題に対して学校や関係機

関と連携を図りながら、適切な支援を行っており

ます。また、ハートダイヤルを通して教育専門相

談員が児童生徒や保護者等からの悩みについて個

人情報の管理に十分配慮しながら、電話や面談に

よる相談やカウンセリングを行っております。

学校のいじめ防止等の取り組みでは、道教委の

いじめの問題の実態把握及びその対応状況等調査

におけるいじめの把握のためのアンケートにおい

て、いじめはどんな理由があっても許されないと

思うと答える児童生徒の割合を１００％にする取

り組みを進めております。今年度の調査結果では、

１年前の同時期と比べ、全小中学校の平均が９

２７％から９ ７８％に、全中学校の平均が８

９６％から８ ８９％に上昇しており、いじめは

悪いことであるという認識が児童生徒に広がって

きておりますが、まだ十分な状況であるとは言え

ません。また、現在の課題としていじめられたと

きに誰にも相談できない児童生徒がいることが指

摘されていることから、学校においてはいじめら
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れたとき誰にも相談しないと答える児童生徒の割

合をゼロ％にする取り組みも進めております。さ

らに、いじめは悪いことであるという認識を深め

させ、広げるためには、児童生徒による自主的な

いじめ防止の取り組みが必要です。具体的な取り

組みとして、教育委員会と各学校の連携のもと、

名寄東中学校生徒会を中心に全小中学校の児童会、

生徒会の代表が一堂に会する（仮称）名寄市いじ

め防止サミットを開催します。このサミットにお

いては、各学校の児童会、生徒会が行っているい

じめの防止の取り組みを交流したり、（仮称）い

じめ防止宣言を採択したりすることで、さらに各

学校において児童生徒による自主的ないじめ防止

の取り組みの充実を図ってまいります。今後もい

じめ防止基本方針に基づくさまざまな取り組みを

確実に実行するとともに、ふだんの点検、評価に

より改善を加えながら、いじめの未然防止、早期

発見、早期解消に努めてまいります。

次に、小項目４の特別支援教育の現状について

お答えいたします。本市の特別支援教育の推進は、

平成１７年度文部科学省の特別支援教育体制推進

事業、推進地域の指定を受けたときに始まります。

その後今日まで関係機関の組織や体制が整備され、

本市の特別支援教育も徐々に充実してまいりまし

た。しかし、一方で教職員の入れかわりや活動の

マンネリ化などさまざまな要因により、例えば名

寄市特別支援連携協議会などの活動や関係機関相

互の連携などにふぐあいが生じて、本市の特別支

援教育の支援にさまざまな問題点が指摘されるよ

うになりました。このようなことから、昨年度よ

り本市の特別支援教育の問題点を洗い出しながら

一つ一つ改善に努めているところであります。例

えば幼稚園、保育所、小中学校、高校、就労支援

機関、団体が特別支援教育にかかわるそれぞれの

課題を共有し、解決を図るため、名寄市特別支援

連携協議会の専門委員会の組織を拡充し、情報交

流の活性化を図っております。また、本市の特別

支援教育の現状と課題、今後の取り組みの方向性

について共通理解を図るとともに、教職経験に応

じた資質の向上のため、初任者や転入者、初めて

特別支援教育に携わる教職員を対象にしたり、学

校や学校関係者の管理職など対象として研修会を

実施しております。

さて、御質問の小中学校の特別支援学級の児童

生徒数についてでありますが、知的障害、自閉症、

情緒障害、肢体不自由、言語障害、難聴、病弱の

６つの障害種ごとに合わせて４３の学級があり、

在籍児童生徒数は合計で９０人となっております。

昨年度と比べて全体では３学級、在籍する児童生

徒数では１割程度ふえております。したがって、

ますます一人一人の児童生徒の障害の状態等に応

じた指導内容、指導方法を工夫することが求めら

れており、緊要な課題になっております。また、

通常の学級には学習進度が著しく遅い児童生徒や

ある教科が極端に苦手であったり、周囲とコミュ

ニケーションがとれなかったりするなど特別な支

援を必要とする児童生徒、いわゆる困り感を抱え

ている児童生徒がおり、これらの児童生徒への個

別指導を一層充実することも課題であります。と

りわけ授業においては、例えば聞いてもすぐ忘れ

るなど聴覚系の認知に困難を抱える児童生徒には

大事なことは文字で書いて示す、また書いた文字

が重なるなど視覚系の認知に困難を抱える児童生

徒については升のあるノートを使用させるなどの

支援を取り入れることにより、その他の児童生徒

にもわかる、できる授業、つまりユニバーサルデ

ザインの視点を取り入れた授業へと改善を図る必

要があります。このような課題を踏まえ、本市の

特別支援教育の充実を図るためには、教員の特別

支援教育に関する専門性を高めるとともに、特別

支援学校教育免許状の取得を促進することも重要

であることから名寄市立大学において行われる特

別支援教育に関する講座への参加を促しておりま

す。

御質問の受講者数につきましては、市立大学の

公開講座であった昨年度は市内の小学校から９名、



－83－

平成２６年９月１６日（火曜日）第３回９月定例会・第２号

中学校から５名、道教委と市立大学共催の認定講

座となった本年度は市内の小学校から３名、中学

校から６名の参加があり、障害や発達障害のある

児童生徒への適切な支援のあり方等について研修

を深めております。今後も特別支援教育に関して

専門性の高い人材と指導力を有する名寄市立大学

との連携を図りながら、本市の特別支援教育のさ

らなる充実に努めてまいります。

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） 私のほうからは、大

項目の２、北電の電気料金値上げ申請にかかわっ

てについて申し上げます。

まず、小項目の１、庁舎、公共施設等の予想さ

れる値上がり分の試算についてでございますが、

北海道電力は平成２６年７月３１日付で経済産業

大臣に電気料金の値上げ申請を行いました。内容

は、規制部門である家庭向け電気料金を本年１０

月１日から平均で１ ０３％、標準的な家庭で月

額 ０００円程度の値上げとなり、影響の大きな

オール電化住宅では利用者が最も多いドリーム８

のモデルケースで２ ５５％、 ０００円程度の

負担増が見込まれています。また、自由化部門の

企業向け電気料金は、平均２ ６１％値上げの考

えが示されております。お尋ねのありました庁舎

や公共施設等の影響額につきましては、施設ごと

に個別契約となっていますことから、値上げ幅は

異なるものの、北海道電力の試算によりますと対

象４１施設の平均で約２０％、年間約 ８００万

円の負担増となっており、値上げ額が大きい施設

につきましては市立総合病院で約 ６００万円、

下水処理場で約７００万円の負担増が見込まれて

おります。

次に、小項目の２、街路灯、防犯灯の値上がり

分の試算についてでございます。平成２５年度の

電気料金は、年間で約 ６００万円となっており

まして、仮に値上げ幅が先ほどの公共施設と同様

に２０％だと想定しますと、約７３０万円の負担

増と考えております。これら公共施設や街路灯の

電気料金の増額分をいかに吸収するか、その方策

につきましては公共料金に転嫁することは市民の

皆様に新たな負担を強いることから難しく、まず

は節電の一層の推進を第一に進めますが、さきの

値上げ時におきましても消灯の徹底や蛍光灯の数

を減らすなど節電に努めており、増加分を従来の

節電で全て吸収することは不可能と考えられるこ

とから、当面電気料金の支出増は避けられないも

のと考えておりますが、他自治体の取り組みなど

を参考に対応策を調査研究してまいります。

次に、小項目の３、企業等の対策についてです

が、先ほども申し上げましたとおり北海道電力は

企業向け電気料金を平均２ ６１％値上げする考

えを示しております。御質問のありました電気料

金再値上げに伴う費用や酪農家への調査について

でありますが、市独自では実施をしてございませ

んが、北海道が本年８月に道内企業を対象にアン

ケート方式により電気料金の再値上げに伴う影響

予測調査を実施しておりまして、あわせて団体、

企業に対して聞き取りによるヒアリング調査を実

施してございます。また、ＪＡ北海道中央会では

酪農家の負担増についての試算を行っておりまし

て、その結果につきましてはまず北海道が実施し

たアンケート調査結果では経営に何らかの影響が

あると答えた企業は全業種で９ ３％、うち２

２％が大きく影響すると回答しており、業種別で

は製造業が大きく影響すると答えた率が最も高く

なってございます。また、経常利益の影響につき

ましては、５ ６％の企業が減少すると答え、減

少率は全業種平均で１ ８％、業種別では製造業

が最も大きくなっております。また、再値上げの

対策、対応では、さらなる節電と答えた企業が６

４％と最も多く、今以上の対策、対応はできな

いという企業は２ ６％に上りました。また、聞

き取りによるヒアリング結果では、酪農業の生の

声として経営への影響は今回の再値上げで生産コ

ストがさらに上昇し、経常利益の減少は避けられ
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ず、牛舎の照明、搾乳、ふん尿の排出など全て電

力で賄っており、代替は不可能で、既に照明をＬ

ＥＤ化しており、これ以上の節電は不可能で、対

策は難しいという声もございました。また、ＪＡ

北海道中央会による値上げによる負担増の試算で

すが、搾乳牛７０頭程度の道内の平均的規模の酪

農家の負担増について、昨年とことしの値上げ分

を合わせて年間２７万円の負担増になると試算し

ております。

次に、企業等への対策ですが、市みずからも負

担増を抱えることとなり、企業はもとより市民生

活にも影響が及ぶことから、新たに企業を対象と

した市独自の支援策を講じることは難しいと考え

ておりますが、節電につながる施設整備への補助

や資金貸し付けなど既存制度がございますので、

これにより対応してまいりたいと考えております。

次に、小項目の４、低所得者対策についてであ

りますが、先ほどの企業等への対応と同様に市独

自による低所得者への直接的な支援は困難と考え

ております。本市といたしましては、８月３０日

に本市で開催されました北海道電力主催の電気料

金の値上げ申請に関するお客様説明会で意見を申

し上げたとおり、この再値上げによる家庭や企業

への影響の大きさを踏まえ、電力会社のさらなる

企業努力を求め、値上げの中止や少なくとも値上

げ幅の引き下げを行うようさまざまな機会を通じ、

関係機関と連携しながら要請してまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

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、再質問させていただきたいというふうに思い

ます。若干前後するかもしれませんし、ちょっと

風邪ぎみで鼻声で聞きづらいかもしれませんが、

お許しを願いたいというふうに思います。

１点目の教職員に関係する事件、事故のかかわ

りで、報告、今答弁あったように道内で総体で１

８０件ぐらいの事件が発生をしていると。非常に

大きな数だというふうに私は思っています。２年

前にも名寄である事件が起きましたけれども、先

ほどの答弁でありますと、みずからが律して研修

したり、そういうことをしながら教職員への倫理

観の上げ方等々含めてやられているというふうに

思いますが、もう少し学校内だけでなくて学校間

における研修や何かも含めて必要かと思いますし、

校長、教頭だけに任すことはいかがなものかとい

うふうに私は思っています。先ほどちょっと私の

質問の中にありましたけれども、その学校教育、

学校の運営にかかわって、経営にかかわって、校

長や教頭が進めているわけでありますが、しかし

その教頭や校長が事故を起こしているということ

であります。そういうことからすると、教育委員

会が率先して研修等々含めてやるべきではないの

かというふうに私は思っていますけれども、この

ことについて考え方あればお聞かせ願いたいと思

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） 竹中議員から御質問

があったとおり、報告どおり教職員の事故、懲戒

処分受ける件数１８３件ということで、これ大変

重大な状況にあるかというふうに思います。そう

いった面では、児童生徒に与える影響というのは、

これは大きなものであります。この間先ほども申

し上げましたように、校長会や教頭会、研修会通

じて教職員に対する服務規律の保持については徹

底をするよう促してきているところでありますけ

れども、言われているように校長、教頭もほかの

地域のところで事件、事故を起こしている状況が

あるということであります。そういった意味では、

校長、教頭がきちんと校内研修なり日々の職員会

議の中で定期的に、日常的にそういった服務規律

について繰り返し話をするということは大事です

し、教職員相互がしっかりそれぞれ子供のいじめ

と同じようにストレスがたまっている部分であっ

たり、何か悩んでいる、そういったものを隣同士

の職員同士もやっぱりきちんと見つけ出して解消
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に努めるなど、そういった学校内での全体として

の取り組みが必要かというふうに思って、そうい

った指示もしているところでありますけれども、

決して校長、教頭だけにそこを委ねているという

ことではありませんので、御理解をお願いしたい

と思いますし、そういった意味では各学校の取り

組みについてはそれぞれ特色あった取り組みがさ

れると思いますので、有効な取り組みについては

全体化をして、そういった事故が起こらない、教

職員のストレスやそういった悩みを解消できる体

制等がとられている、先進的に行われている学校

等あればきちんとそこはほかの学校にも広める、

そういったことも含めて教育委員会としての取り

組みもさらに強化をしていき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。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 教職員の問題について

は、余り深く入るといろんな問題もまた言わざる

を得なくなりますから、そのぐらいにしておきま

すが、ただ教職員の事件、事故にかかわって児童

生徒の心のケアの問題について、中身的にはスク

ールカウンセリング等々のカウンセラー等々との

連携も含めて、あるいは医者、ドクターとの連携

も含めてやっているということだそうであります

が、次にいじめの問題も私は同じようなことが言

えるのかなというふうに思っています。ただ、ち

ょっと去年から、昨年の調査から見ると件数が下

がっている、ゼロになっているわけですからいい

のでありますが、新聞報道だけで見ますと今もい

じめられているという中身について、その後の調

査ではいじめに該当しないということで報道がさ

れていますけれども、中身的にいじめについては

いじめる側といじめられる側の受けとめ方が大き

く違うというふうに私は思っています。いじめて

いる側は遊び半分というか、からかい半分という

状況の中でいじめが発生することが往々にしてあ

って、それがいじめられる側にとっては大きな心

の病として一生残ることもあり得るわけです。あ

る雑誌を読んでいますと、成人になって就職する。

そこで学生、子供時代のことがよみがえってくる。

あるいは、結婚したときに、あるいは子供を出産

したときにという時々の人生の中でそういう問題

が出てくるという、ある雑誌を読んだことがござ

います。そういった意味では、児童生徒のときに

きちっとケアをしておかないと行く行く大変な人

生になるのではないかというふうに私は思ってい

ますから、このいじめについて前にも一回質問し

たことありますが、いじめは千差万別というか、

同じいじめというのはほとんどないわけでありま

すから、学校間での事件についての共有というか、

そういうことがきちっとできているのかどうか、

しているのかどうかについて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） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） いじめについては、

いじめを行っている児童生徒が深く考えないで行

った行為であっても、いじめを受ける児童生徒に

とっては深い傷を負う重大な問題、今議員がおっ

しゃったとおりだというふうに思っております。

そのため学校においては、いじめを受ける児童生

徒に対しては絶対に守り抜くことを伝えることで

安心感を持たせ、共感的理解に努めながら心のケ

アを図るなど、きめ細やかな対応に努めてまいっ

ております。一方、いじめを行った児童生徒に対

してもいかなる理由があってもいじめはやっては

ならないことを理解させ、みずからの行動の責任

を自覚させる指導に努めております。

また、学校では教育活動全体を通じて道徳教育

や読書活動、体験活動などの推進により、他人の

気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、

自分の存在と他人の存在をひとしく認め、お互い

の人格を尊重する態度を育てる取り組みを推進し

ております。いじめの問題が生じたときは、いじ

めを受けた児童生徒やいじめを行った児童生徒が

在籍している学校と教育委員会が連携をして対応

してまいりますが、個々人のいじめの問題は児童
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生徒のプライバシーにもかかわるものであるため、

当該児童生徒が在籍している学校と在籍していな

い学校との間での事案を共有することはありませ

んが、校長会等において児童生徒のプライバシー

に十分に配慮しながら、さまざまなケースについ

てその時々の対応等について、対処のあり方につ

いて情報を交換しながら、共有しながら次の対策

も含めて検討協議を進めて、進めているところで

あります。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 児童生徒の心のケアに

ついては、スクールカウンセラー等々含めてやっ

ているということでありますから、今後もきちっ

と強化をしていただいて、いじめのない学校をつ

くっていただければというふうに思っています。

次に、特別支援教育にかかわって、それぞれ名

寄大学が進めてきた中身について去年は１４人、

ことしが９人という状況だそうでありますが、受

講して認定講習を受けて認定を受けるということ

はいいことだと思いますし、現状今言われている

ことは、学校内で困り感というか、そういうこと

が出ているというふうにも聞いていますし、こう

いう認定講習を受けて学校に多くそういう先生が、

教員がいることによって少しでも学校内が落ちつ

くというか、そういうことは非常にいいことだと

いうふうに思っていますけれども、しかし長く市

内に在住するというわけでもありませんね、教員

の場合は異動でありますから。ですから、毎年何

人かの先生方に受講していただいて、少しでも学

校内の困り感というものを少なくしていくという

か、そういうことが重要だというふうに私は思っ

ていますが、市長の行政報告の中で児童生徒の問

題行動等の対応のため指導主事の配置をしている

というふうに書かれていまして、問題行動という

中身がどのような中身を指しているのかについて

ちょっとお知らせを願いたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今の問題行動等の質問

についてでございますけれども、一応イメージと

いうのでしょうか、について簡単に申し上げます

と、いじめへの対応について先生方の対応はもち

ろんですけれども、子供たちへの対応もしっかり

できるという意味で指導主事の配置をしたところ

でございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） わかりました。指導主

事１名の配置ということで対応できるかどうかは

疑問でありますけれども、今後精いっぱい主事の

力量を発揮していただいて、少しでも問題なくな

るように努力を求めたいというふうに思っていま

す。

あと次に、大項目の２点目に行かせていただき

ますけれども、先ほどの答弁でいきますと昨日で

したか、新聞報道で公共施設の値上がり分という

ふうに報道されていまして、そのまま答弁された

のだと思いますが、数字が間違っていれば大変な

ことですから、そういうことだと思いますが、現

状４１施設あって ８００万円ほどの増になると。

単純計算でいくとそういうことにはならないのか

なというふうに思いますが、各施設における契約

月というのは違うのかなというふうにも思ってい

まして、最短の契約更新月と、最長でいきますと

来年も再来年もあるのかもしれませんが、最大で

何年契約になっているのか、最短で何月が契約更

新時期なのかについてお知らせを願いたいという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 電気料金の契約につ

いては、基本的には１年間の契約となってござい

ます。今現在契約して入る中で、今ちょっと一覧

表を確認していますので、もしかするとあれかも

しれませんけれども、直近のものでいきますと今

年の１１月に契約期間が切れるものがあるという

ことであります。また、最長になりますと議員が
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言われましたように来年の７月まで契約があるも

のもございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 最短で１１月、最長で

来年の７月と。中身的にいくと、最長７月にかか

わっては補正かかることはないのだろうと思いま

すけれども、１１月から始まって３月までで５カ

月で ８００万円、非常に大きな額だというふう

に思っています。この間も答弁の中でありました

けれども、街路灯も含めてＬＥＤにしたり、消灯

したりということで節電に努めているわけであり

ますけれども、現状は非常に大きな額になってい

るというふうに思いますけれども、行政としては

市民への説明会に行って話したということであり

ますが、市長として今回の北電の再値上げにかか

わって本社に対する値上げ申請の反対の声を上げ

るのかどうか、ちょっとお聞きをしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回の値上げに関しまし

ては、名寄営業所の所長からも数回にわたりまし

て私のところに直接出向いていただいて、その説

明をいただいたところでありますが、住民説明会

でも我々の基本的な考え方をお示ししたとおり、

住民生活にも多大なる影響もあるということも鑑

みて、何とかここは見直していただく、あるいは

経営努力をしっかりとしていただく、その旨の要

請はさせていただいたところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 要請ということは弱い

のでありまして、中身的には名寄の現状を見たと

きにそんなに大きく年収が高い方ばかりでなくて、

低所得者中心にして非常に多いわけでありますけ

れども、電気料金の値上げがされることによって

低所得者についてはますます生活感が厳しい状況

になるというふうに私は思っています。先ほど答

弁の中で低所得者に対する対応はできないという

ことでありましたけれども、福祉灯油の例もあり

ますし、北電は私は反対でありますけれども、新

聞報道によりますと泊原発が再稼働した場合は値

下げもというような報道もされておりましたけれ

ども、私は再稼働反対をしておりまして、このま

までいくとどこまでも値上がりが続くのかなとい

うふうに思っています。特に福祉灯油の扱いにつ

いては、かなり低所得者を中心としてということ

になっていますけれども、現状来年は消費税が８

％から１０％に上がって、またこれも厳しい状況

になりますし、年金生活者でいきますとますます

厳しい生活状況が出てくるということは確かであ

りますので、そういった意味ではもう少し行政と

しても北電に対する値上げの反対の申し入れをき

ちっとすべきではないかというふうに思っていま

す。

今この問題だけでなくて、行政として再生可能

エネルギービジョンというのを出していて、それ

に沿って昨年ですか、アイ・ジーさんが太陽光発

電あるいはベストホームさんですか、もやってい

るようでありますけれども、そういう代替エネル

ギーについてのあのビジョンをつくった以降の行

政としての流れというか、考え方について、どの

ようにあのビジョンをきちっと言葉だけでなくて

やってきているのかについてちょっとお聞きをし

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） 新エネビジョンのそ

の後の取り扱いといいますか、推進状況というこ

とになるかと思います。これにつきましては、既

にビジョンを策定させていただきまして２年目を

迎えているわけであります。このビジョンの考え

方は、環境に適合した社会は必要だろうという考

えのもとに、ＣＯ２の削減ですとか、あるいは節電

を進めようということでビジョンの中でうたって

おりまして、具体的には平成２５年度から関係す

る施策を進めさせていただいているところであり

ます。代表的なのは、今お話にもありましたけれ
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ども、この地域、北海道は安価で広い土地があり

ます。さらには、気温が低いということもあって、

太陽光発電に向いているということがありました

ので、家庭用住宅向けの太陽光発電システムの設

置に対する支援を行っておりまして、昨年も１０

件を超える実績がございますし、ことしも既に１

０件を超える交付決定を行っておりますので、そ

ういった意味では家庭においての太陽光の発電シ

ステム定着が進んでいるかなというふうに思って

おります。もう一方では、議員が言われましたよ

うにメガソーラーの関係でありました。この地域

でメガソーラーが進出していただけるかどうかに

ついては多少疑問もありましたけれども、幸いに

地元企業のほうからメガソーラー ５メガワット

だと思いますけれども、これの推進の話がありま

したので、新エネビジョンを進める上で、これは

１つモデル的な取り組みになるだろうということ

での支援をさせていただいたところであります。

また、この設置を受けて、これも議員からお話が

ありましたけれども、民間で２社、３社、２カ所、

３カ所たしか太陽光を進めているところがありま

すので、そういった意味では市が支援した事業が

一つのモデルとなってこの地域において太陽光が

推進されているという、そういうふうに捉えてご

ざいます。

また、一方で節電の関係につきましても、これ

は消費者協会とも連携をさせていただきながら取

り組んでおりますけれども、一般家庭での節電モ

ニターということで募集をして、その取り組みを

市民の皆様に周知することによって節電にも取り

組んでいただこうということで、普及啓発も含め

て進んでおります。このビジョンに基づいて、今

後とも施策を推進してまいり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） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 今節電モニターという

話がありました。ここ数年節電というＰＲは大き

くされていて、一般家庭ではある程度節電を進め

ているというのが現状でないかと思うのです。高

いＬＥＤにかえたりすることも家庭的に長い目で

見るとそれも必要だということで、無理してかえ

ている方もいるやに聞いていますけれども、現状

今建設サイドで住みかえの関係で建設をしている

公営住宅の扱いも北斗団地でいきますとオール電

化の状況であります。新北斗の改築のところは、

両用というか、化石燃料を使うという状況であり

ますけれども、ちょっとお聞きをしたいのであり

ますが、公営住宅にかかわってここ四、五年のオ

ール電化の住宅率、市が建設、改築にかかわって

いるオール電化の電化率についてどのぐらいなの

か、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） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） オール電化の住

宅率ということでいいですか。率はちょっと計算

していないのですが、オール電化住宅については

今北斗団地で２６年度建てかえが終わりますと、

２６年度完成分で４４戸、緑丘については第１団

地のシルバーハウジング住宅で１４戸、東光団地

で１５戸、南団地で３４戸ということで、現在２

６年度分について北斗団地も含めて完成をすれば

１０７戸という状況になっています。市営住宅に

ついては、全体で９６０戸というような押さえで

います。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 率が出ていませんから、

また後で資料あればいただきたいというふうに思

いますが、先ほど答弁の中でオール電化住宅にか

かわっては高い料金を払わざるを得ないというこ

とになっていくということでありますけれども、

温暖化問題等々含めて環境のことを考えると、化

石燃料よりもオール電化のほうが事故、火災の問

題を含めていいのかもしれませんが、懐のぐあい

のことを考えると非常に大きく出費をすることに

なると私は思うのです。特に公営住宅については、

低所得者を中心とした住宅ということになってい

るだけに、その率は大きなものになってくるので
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はないかというふうに思っていまして、このまま

でいくとしたら、今後のオール電化あるいは一般

の化石燃料を利用した住宅の率の変更等々につい

て考え方があれば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） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来電気料金の値上

げに係って議員から御質問がありますが、再生可

能エネルギーの話もありました。再生可能エネル

ギーも地域の振興策として地域資源を有効に生か

すために、持続可能な地域の発展のためにこれは

取り組んでいかなければならない。一方で、再生

可能エネルギーを大きく進めていくことは、皆さ

んも御承知のとおり電気料金にはね返ってくると

いうことで、再生可能エネルギーの負担分という

ことでそれぞれ皆さん料金を徴収されているとい

うふうに思いますけれども、電気代が少しずつ高

くなってきているということもございます。加え

まして議員もお話しのとおり、原発の問題もあっ

たということであります。これは、北電さんの問

題もしっかりと追及していく必要あろうかと思い

ますけれども、一方でやはり国の施策によっても

相当動かされてきているということもあろうかな

というふうに思います。ここは、しっかりと注意

深く国の施策、動向を見きわめながら、現状にお

いては市民の皆さんの、あるいは住まれていらっ

しゃる、これから住まわれるであろう皆さんたち

のアンケート等も聴取をしながら、また値段のこ

とも横目でにらみながら、今のところはオール電

化ということで今の北斗団地については進んでい

ることでありますけれども、今後このような状況

がずっと続くようなことであれば、これは再検討

もしなければならないというふうに考えていまし

て、いずれにしても国の動向をしっかりと見きわ

めて逐次対応してまいりたい、このように考えて

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） そのように進めていた

だければというふうに思いますが、まだまだ中身

が私との溝は深いのでありまして、今後もう少し

議論をさせていただければというふうに思います。

最後に、時間ありませんから、１点だけちょっ

と忘れておりまして、特別支援教育にかかわって、

小学校やっていますが、特別支援員のあり方につ

いて、中学校に配置をされていないというふうに

思うのですが、道北では何市か中学校に特別支援

員配置をされているというふうにお聞きをしてい

ますので、小学校から中学校に上がって、その子

供たちが中学校に上がったからといって特別支援

教育必要ないというわけではないというふうに思

っていますので、あるいはそことのつながりも含

めて今後名寄市として中学校に特別支援員の配置

の考え方があるかどうかだけお聞きして、私の質

問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま特別支援員

の中学校への配置についての考え方についてお話

がありました。最近小学校から特別支援教育支援

員の増員要望が多くなってきまして、ここ二、三

年３名から４名ずつふえてきまして、現在６つの

小学校に１７名の配置をしているところでありま

す。このような状況を踏まえていくと、中学校か

らも今後支援員の要望等の話も出される状況にあ

るかなというふうに考えているところであります。

全道的な部分でいけば、ことしの５月の状況でい

えば中学校で４ 数％の学校に配置がされている

というような報告も出されています。小学校は６

８％だと思いますが、そういった状況も踏まえ

ますと、今後学校の状況等も踏まえながら、協議

をしながら教育委員会としても中学校への配置に

ついても対応を考えていきたいというふうに思っ

ていますので、御理解お願いします。

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。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時００分
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再開 午後 ３時１２分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄振興公社、なよろ温泉サンピラーの今後の

改善、推進について外１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

御指名と発言の許しを得ましたので、通告に従い

質問してまいります。

まず、第１点目は、名寄振興公社、なよろ温泉

サンピラーの今後の改善、推進について伺います。

初めに、改善事項と今後の方向性について伺いま

す。なよろ温泉サンピラーは、本市のまちづくり

に大きく貢献してまいりましたが、２５年度はボ

イラー更新に伴う営業休止等によって営業収益減

に大きく影響し、２４年度までの同温泉の経営が

名寄振興公社の累積欠損金をさらに増加させ、資

本金を取り崩すこととなり、同公社が債務超過寸

前の経営状況となりました。そこで、改善事項と

今後の方向性について伺います。

次に、今後の関与のあり方について伺います。

近年は、長引く景気低迷に加え、燃料や食材費な

どの高騰に伴って厳しい経営が続き、利用者、売

り上げともに将来は不透明であり、また施設、装

備の老朽化による修繕の取り扱いなど将来に課題

を抱えております。しかしながら、観光振興、交

流人口の拡大などに重要な役割を担っていること

から、効率的な管理運営に努め、健全経営を期待

するところです。そのためには、これまで以上に

行政との連携が不可欠であります。そこで、今後

の経営状況の把握、点検、評価機能、改善事項が

生起したときの早期対策、公表のあり方はどのよ

うにかかわっていくのか伺います。

２点目は、高齢者支援対策について伺います。

高齢者就労支援について伺います。高齢化最先進

国日本は、３人に１人が６５歳以上の超高齢化社

会が到来しつつあります。人生９０年時代、複数

のキャリアを積み重ねる人生多毛作が可能な時代

を推奨し、超高齢長寿社会にふさわしい社会シス

テム及び個人の生き方の見直しが必要だといいま

す。社会の持続性確保のためには、労働力、社会

保障財政、経済成長の維持、好転のために高齢者

雇用拡大が必須となると言われています。ひいて

は、高齢者は生産者、労働者に、納税に、そして

働いて健康増進、医療費削減に、さらに高齢者は

積極的な消費者となります。高年齢者が健康で意

欲と能力のある限り、年齢にかかわりなく働き続

けることができる社会の実現を目指す高年齢者雇

用安定法も制定されました。これからは、少子高

齢化の急速な進展に伴い、若年労働力の減少が見

込まれる中で、経済社会の活力が維持していくた

めには高齢者の豊かな知識と経験を活用していく

ことが求められております。しかしながら、現実

的には一定の収入を得られる安定的な就業を望む

高齢者にとっては、一般的なシルバー人材センタ

ーによる臨時的、短期的な軽作業の求人が沿わな

いために、ミスマッチが大きな課題となっており

ます。これらで扱っていなかった職種や常用雇用

など高齢者ニーズに応じた職業紹介や仲介、就労

相談等一歩踏み込んだ総合相談窓口のような高齢

者の就労を後押しする機能が求められております

が、見解を伺いたいと思います。

次に、難聴者支援について伺います。現在身体

障害者手帳の交付対象になる国内の聴覚障害者数

は約３６万人となっており、非常に大きな声か補

聴器を使えば聞き取れる程度の聴力レベルが７０

デシベル以上の人々となっています。高齢社会の

到来で難聴者が着実にふえてきているといいます。

国際医療福祉大学病院耳鼻咽喉科の中川教授によ

ると、国内の推定難聴者数は ９９４万人と推計

され、６５歳以上の４人に１人は補聴器が必要な

難聴と言われておりますが、実際に補聴器をつけ

ている人は必要な人の半分にも満たない現状とな

っているということであります。補聴器は、一般

に価格が高価なことも事実で、そのため障害者手

帳の保持者向けに設けられている国の助成制度に
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加え、国の基準では補聴器の購入に補助金が出な

かった比較的軽い難聴者に独自の助成制度を設け

る自治体がふえているということもあります。当

市の支援に対する見解を伺います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

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） 佐々木議員から

は、大項目２点について御質問をいただきました。

大項目１及び大項目の２、小項目１、高齢者就労

支援については私から、小項目２、難聴者支援対

策については健康福祉部長からの答弁となります

ので、よろしくお願いをいたします。

大項目１、名寄振興公社、なよろ温泉サンピラ

ーの今後の改善、推進について、小項目１、改善

事項と今後の方向性についてお答えいたします。

まず初めに、公社が市に納めてきた温泉施設利用

料について御説明いたします。公社は、平成９年

のリニューアル後、近隣市町村の他の同様施設と

は異なり、平成１０年度から２４年度まで施設利

用料を納めております。その総額は２億円を超え、

当時の市の厳しい財政状況に少なからず寄与して

きた一方で、公社として内部留保されておらず、

現在の厳しい経営状況の一因となっているものと

認識しております。そのような状況を踏まえ、公

社におきましては平成２５年５月になよろ温泉サ

ンピラー経営改善計画を策定し、利用促進策、原

価率低減策、人件費や燃料費等の経費縮減策など

を進めております。これまでに宿泊ネット予約シ

ステムを構築し、一定程度の利用実績を得たほか、

仕入れ方法や単価等を見直すことで原価率低減を

図っております。さらに、社員給与の削減やボイ

ラー更新工事により可能となった集中制御による

消費燃料の削減などを実施してきたところであり

ます。今後の方向性につきましては、道及び市か

らの指定管理料による施設の適切な管理運営に努

めるほか、スキー場及び温泉についてはさらなる

利用促進、原価率低減、経費削減といった経営改

善計画の着実な遂行により経営安定化を強く促し

てまいります。

続きまして、小項目２、今後の関与のあり方に

ついてお答えをいたします。経営状況につきまし

ては、本年７月時点で主に工事関係者の宿泊数が

増加したことや営業活動の強化によるパークゴル

フパックの利用者が増加したことなどから、指定

管理料収入も含め損益で昨年度を上回っておりま

す。

点検、評価については、まず一義的には公社自

身が判断するものと考えておりますが、毎月行わ

れる公社の営業会議には営業戦略課もオブザーバ

ーとして参加をしており、改善事項が発生した場

合には財政課や理事者とも協議して早期対策を図

ってまいります。

公表につきましては、定期株主総会での前年度

事業報告の公表を受け、議会においても議員協議

会の場で御審議いただいております。

続きまして、大項目２、高齢者支援対策につい

て、小項目１、高齢者就労支援についてお答えい

たします。高齢者の雇用の現状につきましては、

高年齢者雇用安定法の中で５５歳以上の者を高年

齢者と位置づけ、ハローワークなよろ管内におい

ても従業員３１人以上規模の企業に対して高年齢

者雇用確保措置等の実施状況について調査を行っ

ています。この高年齢者雇用確保措置とは、６５

歳未満の定年を定めている事業所が雇用する高年

齢者の６５歳までの安定した雇用確保のため、定

年の定めの廃止、定年の引き上げ、継続雇用制度

の導入のいずれかの措置を行うことをいい、高年

齢者雇用安定法の中で定めています。昨年行いま

した調査の結果として、６１企業からの回答のう

ち高年齢者雇用確保措置を実施している企業の割

合は前年度比 １ポイント上昇の１００％となり

ました。この企業のうち希望者全員が６５歳以上

まで働ける企業の割合は７ ８％、７０歳以上ま

で働ける企業の割合は２３％でした。また、本市

でも隔年ごとに労働状況実態調査として市内の従

業員５人以上の事業所に対して調査をしており、
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前回調査した平成２４年度の定年再雇用制度に関

する回答として定年制度を実施している事業所が

全体の８ ５％で、そのうち定年退職者の再雇用

制度を実施している事業所が７ ４％という結果

でした。ハローワークなよろとしても高年齢者雇

用確保措置が未実施である企業を把握した場合は、

個別指導を強力に実施することとしており、本市

としても少子高齢化の進行、近年における労働力

不足などを踏まえ、国が目指している年齢にかか

わりなく働ける社会の実現に向け関係機関と連携

して取り組んでまいります。

一方、求職、就職状況としてハローワークなよ

ろが発表しています本年４月末における４５歳以

上の中高年齢者の有効求職者数が５５６名で、前

年同月と比較すると １％減少していますが、就

職件数も４３名と前年同月比３ ７％減少してい

ます。これは、建設、医療専門技術者、ホームヘ

ルパー等のサービス業、農業、建設作業員の職種

が人手不足であるため、それらに係る求人数は維

持されてはいますが、中高年齢者に限らず求職者

の希望と求人業種との間にミスマッチが起きてい

ることから、就職者数が向上せず、依然として人

材不足も解消されていない状況です。これらの問

題については、地元企業の理解と協力がなければ

改善に向かっていかないことから、引き続き関係

機関と連携を図り、要請活動を含めた対策を検討

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） 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の高齢者支援対策について、小項目２の難聴

者支援対策について申し上げます。

名寄市で身体障害者手帳を所有している方は、

平成２６年３月現在で ４８１人、そのうち聴覚

または平衡機能障害の方は１４９人、うち補聴器

を補装具として平成２３年度から２５年度で給付

された方は難聴児で１人、難聴者で６７人となっ

ております。身体障害者福祉法では、現在両耳の

聴力が７０デシベル以上の高度難聴のうち補聴器

の使用が必要と認められた身体障害児や身体障害

者に限られておりますが、これら難聴児や難聴者

にとって補聴器の使用はコミュニケーションを形

成する際に有効であることは議員御指摘のとおり

です。

難聴児のスクリーニングにつきましては、新生

児の家庭訪問や３歳児健診、就学時健診において

実施しており、軽度、中等度難聴児の市内の小学

校の状況につきましては、入学時の就学時健診や

入学後に毎年行われる内科検診の際にオージオメ

ーターを使って聴力検査が行われております。聞

こえに心配のある児童がいた場合には、個別に相

談し、座席を前にするなど配慮している状況にあ

ります。

高齢者においての難聴は、加齢性難聴と呼ばれ、

多くの方は高音域から聞こえづらくなると同時に、

本人が自覚していない場合が多く、本人よりも周

りが先に気づくことが多いようです。難聴の方に

対しましては、さまざまな配慮が必要となるとこ

ろですが、本市におきましては高齢介護課と地域

包括支援センターに大声を出さなくても聞き取り

がしやすい自助具や筆談用の小型ホワイトボード

を配置し、来庁者や必要に応じて訪問時にも活用

しているほか、相談室等も利用しているところで

す。高齢者に多い認知症は、病気やストレスなど

さまざまな要素がありますので、難聴により仮に

社会的な活動が減少することになれば認知症の要

因になることも考えられるところです。

身体障害者手帳の対象とならない軽度、中等度

の難聴児に対しまして、北海道以外の３０の都府

県や道内では十勝管内の９市町村において助成事

業が行われており、北海道の調査においては道内

の当該児が約６３０人と推計されているところで

す。本市におきましても数名の当該児がいると推

計されているところです。高齢者に対しての助成

については、私どもの独自の調査となりますが、

全国で２２の都府県や市町村で実施されており、
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道内では北見市のみが助成を行っているところで

す。補聴器の使用は、難聴児の円滑な言語発達、

社会性の向上、学習機会の確保などが図られ、健

全な育成につながるものであり、また高齢者の使

用も聞こえを補助する用具として有効な器具と考

えております。名寄市といたしましては、本市独

自での助成は財政負担上困難と考えますが、国や

北海道に対しまして難聴児や難聴者の補聴器購入

の助成制度の創設について、市長会等を通じ強く

働きかけてまいりたいと考えておりますので、御

理解をお願いします。

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） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 御答弁をいただき

ました。再質問させていただきます。

まず、なよろ温泉サンピラーにつきまして再質

問をさせていただきますが、これにつきましては

できれば担当の副市長に御答弁をいただきたいな

というふうに考えています。まず、基本的な考え

で、今経営悪化の状況から立ち直らせるためには

施設一丸となって取り組まなければならないとい

うことはもちろんです。これは、やっぱり管理者

がサービス向上と改善のための情報収集を行いな

がら、効率的な管理運営、あるいは健全な経営に

努めなければならないということは承知でござい

ますが、これはトップから末端まで全員の意欲と

認識が図られていなければ進まないと私は考えて

おりますが、どのように確認をされているのか伺

いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 佐々木議員から担当副

市長ということでの御指名いただきましたので、

再質問につきましては私のほうからお答えをさせ

ていただきたいと思います。

まさに公社経営そのものは、市の第三セクター

で対応しているということでありますので、三セ

クの設置の原点は市の行政の機能と、それから民

間のいわゆる機能、役割をしっかりと連動させて

ということでありますので、この観点に立ちます

と公社経営そのものが市の財政を揺るがすという

ことにもならないだろうということで、議員御指

摘のとおり健全経営に向けては必須の課題という

ふうに受けとめているところであります。公社の

職員、従業員に対しましては、あらゆる場面で営

業戦略課の職員、さらには私の兼職ということも

含めて一丸で対応しようということで、営業戦略

室長のほうからの答弁にもありましたが、経営改

善計画のもとでしっかりと対応していくというこ

とで、これは全社員、全従業員一丸となって目下

取り組んでいるということでありますので、その

点については御理解をいただきたいと思います。

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） 意思を確認させて

いただきました。一丸となっていかなければ本当

に進まないな、こういうふうに思います。

そこで、設置者として責任を適切に果たしてい

くためには、やはり指定者として経営状況がしっ

かりとなっているのか、あるいはどういうふうに

評価するというのは非常に大切なことだと考えて

おりまして、モニタリング評価について伺いたい

と思いますけれども、当然振興公社のモニタリン

グ評価についてはやっていると推測するわけであ

りますけれども、その中の全体として振興公社の

モニタリングはやっているかもしれませんが、温

泉施設としてのモニタリング評価、これは可能な

のか。もし可能であれば住民や、あるいは利用者

あるいは有識者の第三者を交えたモニタリングあ

るいは評価を主体的にするべきだなというふうに

思っておりまして、これは行政による指定管理者

制度の運用と、それから指定管理者の業務の双方

を監視するという意味では改善を求めるのには可

能だと。非常に有効なのではないかなというふう

に考えているわけでありまして、これについては

どのようなお考えを持っておりましょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。
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〇副市長（久保和幸君） モニタリング、さらに

は市民からの評価ということも含めた中でのそう

いう反映をしっかりと公社経営の中ですべきでは

ないかという、そういう視点での御質問かと思い

ますが、適宜公社のほうでは利用者の意見に耳を

傾けて対応しているということと昨年については

総務省の経営診断をいただいて、その中での経営

改善等々の一定の御指導をいただいたということ

でありますし、先ほども申し上げましたが、適宜

市民、利用者の意見については意見箱等を設けな

がら意見をいただいて、それを市が管理している

施設でありますので、公社のほうで必要に応じた

改修、さらにはその他の改善等については市の担

当部局としっかりと協議をさせていただきながら

これまで進めてきたということでありますし、今

後もそういう対応をしていきたいというふうに考

えておりますので、先ほども御質問の中でしっか

りした連携が必要ではないかということを前提に

お話しされましたので、そこは佐々木議員御指摘

のとおり公社と市のしっかりした連携を密にしな

がら、今後とも市民の声に応えていくというふう

にさせていただきたいと思っているところであり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 今市民からの例え

ば意見を聴取するということだったのですけれど

も、市民の意見するの、目安箱か何かあるのだと

思いますけれども、それに対する回答といいます

か、そういう部分についてはどのような感じでや

っているのでしょうか。それについては、やはり

それに関するような資料とか、そういう根拠のも

のをしっかりとお知らせしなければいかぬという

部分があると思いますけれども、その辺はどうな

のですか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 市民の声なり利用者の

声を公社として受けとめて、行政のほうに報告を

いただいているというスタイルでありますけれど

も、市民の関心事という点では公社経営、さらに

なよろ温泉の管理の部分についても関心の強い事

項だというふうに思いますので、その点について

は担当部局とも調整をしながら、必要な事項につ

いては市民周知をさせていただくのがよろしいか

なというふうに現段階では考えているところであ

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） ちょっと前にも改

修、修繕の要望が市民のほうからも出ているとい

うことなのですけれども、改修あるいは修繕の費

用というのは指定管理料以外の費用の支出なわけ

でありますけれども、これは修繕費に関して１件

何万円ぐらいまでは指定管理者が負担するという

ことになっているのでしょうか。

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） ただいまの修繕

の関係でありますけれども、これにつきましては

指定管理者基本協定におきまして財産の維持、修

繕に要する費用は公社負担というふうになってお

りますけれども、通常の維持管理の範疇を著しく

超える場合につきましては双方協議となっており

まして、指定管理者の責めに帰すべき事由のもの

を除きまして１件２０万円を基準としております。

そういったことで大きな経費を要するものにつき

ましては、予算にもかかわってくるものでありま

すので、事前に連絡をいただいたりということで、

事前に協議をさせていただいております。

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） すると、これは金

額的な区分で２０万円が限度だということなので

すね。これは、実際には本当にコストと投資の区

分が必要なのではないかなと思っておりまして、

本来であれば効果が長年にわたって生ずるものに

ついては投資、そして投資としてもちろん行政が

負担すると。そうでないもののコストについては

指定管理者が負担すべきだというふうな考えを私
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は持っているのですけれども、設置者としての行

政の責任を果たすには、やはりコストと投資の考

え方、それに基づいてリスクの分担で行ったほう

がいいのではないかというふうに考えているので

すけれども、その辺の考え方はどうなのでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 先ほど営業戦略室長の

ほうからお答えを申し上げました指定管理料の中

での修繕等の対応の上限２０万円というお話であ

りましたが、このことにつきましては通常の修繕、

営繕を含めた修繕ということで、管理する上で相

当出てくるだろうと思われるところの範疇という

ふうに考えていただければと思うのですが、佐々

木議員もおっしゃっているようにコストというの

は２０万円という意味だというふうに思うのです

が、そういうふうに伺っていいですか。

〇１２番（佐々木 寿議員） 一連のものをやっ

たら、細切れにやったらコストがこうやってかか

るのではないかと。

〇副市長（久保和幸君） わかりました。大変申

しわけございません。２０万円というくくりの中

で、それを小破でやるよりもまとめて一定の効果

を上げる修繕なり改修……改修までいかないです

ね。修繕をしたほうが投資効率は上がるのではな

いかという考え方だというふうに承ったのですが、

その考え方についても今後の指定管理のあり方に

大きく関係する内容になりますので、明言は避け

ますけれども、そういう考え方もあるのかなとい

うところを検討させ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） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） そういう観点に立

ってやったほうがすっきりするのではないのかな

というふうに考えておりまして、ぜひ検討してい

ただきたいなと思います。

それで、一番の問題になっているのは、１回目

の質問にありましたように指定管理者の管理運営

が困難になった場合、これの対応というのはやっ

ぱりしっかりと考えていなかったのではないのか

なというふうに思いますけれども、今後これはど

ういうふうに対応されていくかと検討はされてい

るのでしょうか。それと、やはり今後施設建設か

ら一定の期間がたって、先ほど言いましたように

相当数年度が進んでいまして、多額の修繕費や改

修費がかかるのだろうというのが明確であります。

そして、私の考えですけれども、大規模改修に伴

っての施設の営業休止をせざるを得ないという、

こういうリスクが想定される場合はやはり施設の

設置者である行政が負担すべきだというふうな考

えを持っておりますけれども、これについての考

え方はどういうふうな見解でいるのか伺いたいと

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） 最近の振興公社のこ

こ二、三年の経営がよろしくないので、いろいろ

市民の皆さんやら議員の皆さん方にも御心配いた

だいていますけれども、昭和４０年代の前半にお

きましては名寄市の施策としてジャンプ台をつく

ったり、スキー場を開発するという一つの大きな

政策目的を持っておりまして、そのときにピヤシ

リロッジというのをつくったと。それを振興公社

のほうに管理委託をさせると、そういう経過がご

ざいました。それで、施設の設置者については名

寄市と。管理運営については振興公社にお願いを

すると。スキー場については、平成１８年から指

定管理料という形で ０００万円超えるか、その

ぐらいのお金をお支払いしているのですけれども、

サンピラー温泉につきましては平成９年から収益

上がりまして、１０年には ６００万円ぐらい、

そのうち ０００万円ぐらい委託料を引っ張って

二千五、六百万円ぐらい差し引きの利用料が徴収

できる状況になりましたので、徴収したという経

過があります。もともと旧風連町も近隣の町村が

抱える公共温泉、それらにつきましては場所がち

ょっとまちの外れにあったり、それから宿泊施設
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がまちの中に十分ないということも含めて、なか

なか採算にペイをしないと。そういう状況の中で

建物は市町村がつくってあげて、赤字を出さない

ようにできるだけ努力してもらうのだけれども、

不足する分については委託料、現行では指定管理

料という形で若干お金を払ってもらいながら運営

をしていただいているというのが状況かと思いま

す。参考までに、士別の翠月さんにつきましては

平成１０年からオープンをしているそうです。こ

こについては、委託料は市からもらっていません

けれども、利用料も市に払っていません。これま

でずっと健全経営できたのですけれども、２４で

８００万円、２５で４００万円、それでももう少

し過去の利益剰余金を残しておきまして運営に使

えるお金が内部留保されているのであります。

ちょっと名寄市のことで申しわけないのですけ

れども、平成９年に建物は全部市が起債を使って

リニューアルをしまして、管理運営を振興公社の

ほうにお願いをしました。ちょうどそのときは、

アルペン関係につきましては北海道スキー連盟か

ら毎年のようにさまざまな大会が来たり、それか

ら東京なよろ会の皆さん方の来訪もあったり、そ

れから観光とか、民間の方々の利用もありました

ので、先ほど言ったように相当大きな金額の収益

が上がったものにつきまして、平成１２年ごろに

つきましては公債費負担適正化計画、１３年から

は短大の４大化、そういうこともありまして、行

革を一生懸命やりながら自主財源の確保に努める

という、こういう時代背景もあったもので、先ほ

ど常本室長から説明ありましたように、平成１０

年から２４年まで約２億円を超えるお金という話

ありましたけれども、正式には２億 ４００万円

です。そこから約 ０００万円ぐらい委託料等を、

この委託料というのは施設を持っているとそこを

管理するための管理人さんの報酬等でそういうお

金を払っておりましたので、実質１億 ０００万

円の利用料を名寄市のほうに納付させていただい

たということであります。この辺の部分が御意見

いろいろ議員、市民の皆さん、私どもで若干意見

が分かれるかもしれませんけれども、もし仮に内

部留保を一部でもさせておけば果たしてどうだっ

たのかという、こういう問題もあろうかと思いま

す。

それから、先ほど久保副市長が言いましたよう

に、総務省のこういう第三セクターの管理の関係

について明らかにここ二、三年についてはバッテ

ンマークです。当然議員の皆さん方おっしゃるよ

うに、しっかりとした経営改善はしなさいという

ことは総務省からも言われていますので、それに

ついてはしっかり対応したいなと思いますけれど

も、先ほどの建物については市が設置をして、大

規模改修についても市がやって、小破修繕につい

ては管理をしていただいている振興公社が、第三

セクターにやってもらうと。こういうのが大きな

流れでありますので、その辺しっかり区分分けに

なっておりますので、この辺について御理解をお

願いしていただければなというふうに思っていま

す。

なお、今言ったような他の市町村の公共温泉の

あり方と名寄市の公共温泉のあり方については、

赤字を出さない運営ができれば本当は一番いいの

ですけれども、なかなか地理的な状況であるとか、

地域の経済状況なんかも含めて、これについては

いろんな御意見があろうかと思いますので、この

辺は２５年度決算委員会という場も設けられてお

りますので、改めてその機会も通じましてもう少

し詳細にお伝えしたいなと思っております。今後

の経営の関係につきましては、久保副市長が社長

をやっておりますので、担当のほうからの答弁と

いう形にさせていただきますので、全体の交通整

理だけ、済みません。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 理解をいたしまし

た。

今やはり指定管理料の問題、あるいは施設利用

料の問題、これは本当に今後しっかり検討しなけ
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ればいかぬなというふうに考えておりますけれど

も、なよろ温泉は日進地区の再整備構想の中の本

当に重要な役割をされるという位置づけになって

おりますので、指定管理料ですと余りこの施設と

いうか、これは独立採算によって行っているわけ

でして、あと施設利用料でも普通の利用料の納め

方とは違った形で納めているわけですけれども、

今後指定管理料とか、あるいは施設の利用料、こ

れは抜本的な見直しが必要なのではないかという

ふうに私は考えているのですけれども、その辺に

ついての御見解があれば伺いたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） ちょっと議論しても

らう前に参考になるかなというふうに思うのです

が、上川管内で旭山動物園に近くて「じゃらん」

なんかの雑誌にも出る、名前は言いませんけれど

も、町営のホテルがあります。そこのところの年

間の指定管理料は８００万円だそうです。先ほど

の名寄市の言った金額につきましては、最高で引

き算しても二千五、六百万円ぐらいという部分も

ありましたので、指定管理料を払う前にまず利用

料を納めているということに対して相当経営に対

して足を引っ張っているのかなという、こんなよ

うな状況がありますので、参考までにお隣のびふ

か温泉さんは平成１０年ごろから４年間にわたっ

て都合 ０００万円の利用料を払っています。そ

のときも指定管理料については、今は公園と一体

となっていますので、温泉プラス公園で指定管理

料をいただいていると、こういう状況であります

ので、どこも多分経営的には苦しいということな

ので、指定管理料をお支払いになっているのか、

この辺がいかほどかについては、またいろんな計

算なり持っている経営の資力というか、この辺に

ついて考えていかなければならないかなと思いま

す。そういう面で見ると、利用料のあり方と、そ

れから指定管理料についてはそれぞれ施設の持っ

ている規模であるとか、例えばうちはスキー場を

中心としたサンピラー温泉ということもあります

ので、その辺の用途の考え方等についても十分検

討していかなければならないのかなと、こんなふ

うに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 何せ重要な施設だ

と私は思っておりますので、これから本当にしっ

かりとしたそういう前向きな考えで検討していた

だきたいと、こういうふうに求めておきたいと思

います。

それでは次に、高齢者就労につきまして伺いた

いと思いますけれども、１点だけお伺いしたいと

思います。高齢者、先ほど冒頭に質問したのはフ

ルタイムでやりたいということを御質問したわけ

ですけれども、まずきっかけとしてはフルタイム

ではなくても、本当に短時間でもそれに働き方を

求めながら、最後には何とかそういう働くという

ことに対しての意欲を盛り上げるためには、今名

寄に高齢者事業センターありますけれども、これ

と連携をしながら進めていくことはできないのか

なというふうに考えていますけれども、その辺の

お考えがあれば伺いたいと思います。

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） 先ほど御質問に

ありましたシルバー人材センターは、高年齢者等

の雇用の安定等に関する法律に定められた法人格

を有する団体でありまして、本市におきましては

今議員おっしゃったとおり法人格を有しない、い

わゆる高齢者事業団ということでございまして、

名寄地区と風連地区に２カ所ございます。それぞ

れ会員をその団体でみずから募っていただいてお

りまして、自主的運営がなされているところでご

ざいます。高齢者の生きがい対策として、また高

齢者の短期的な仕事ができる場として、地域に御

貢献をいただいております。今後これら高齢者事

業団と連携をしながら、高齢者の方の短時間の生

きがいを持った仕事の創設等については十分考え

てまいりたいと思っております。

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） 私も実際の話をし

ますと、自衛隊のＯＢで組織をする隊友会のほう

にも高齢者の事業センターのほうから今は人員が

何か少ないということで、いないかということで、

御紹介願いたいというふうなお知らせもありまし

た。これから我々のＯＢもまだまだ元気なところ

がありまして、まちの方も民間の方も当然同じよ

うな環境にあるのだと思います。これは、働く喜

びと、働いていると先ほども言いましたように健

康であるから働けるのでありまして、そうすると

医療費も少なくなるというふうな部分もついてま

いりますし、冒頭に申し上げましたように消費も

拡大するというふうなことにもなると思いますの

で、ぜひしっかりと連携していただきたいなとい

うふうに思います。

それでは最後に、難聴者支援対策ですけれども、

先ほどの答弁はわかりました。それで最後に、さ

っき包括センターのことについてはお話を伺いま

したけれども、行政の窓口に対する対応というの

は今後しっかりとやってもらいたいなというふう

に思っていますけれども、これについてはどうい

うふうに、何か具体的に進めていくことがあれば

答弁をいただきたいなと思います。

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） 高齢者の方への

対応につきましては、先ほど申し上げましたが、

中途失聴ですとか、難聴者の方々については手話

をコミュニケーションの手段とされていない方が

おりますので、そういった場合は来庁者が窓口に

来られた際は平易な言葉で説明をさせていただい

たり、また筆談をするなどの対応をとっておりま

す。また、説明の声を聞きやすくするために個室

でお話をするような対応をとらせていただいてお

ります。また、完全に耳が聞こえない聾の方など

が来られた場合は、手話での対応につきましては

聴覚障害者協力員派遣事業において手話通訳者や、

また要約筆記者を派遣をしておりまして、同伴の

上来庁される場合もございますけれども、市役所

にも健康福祉部の職員を初めといたしまして手話

奉仕員の養成講座を修了した職員もございますの

で、例えば１階の案内窓口等にそういった方がお

見えになった場合は連絡をもらって担当者がお迎

えに行くというような対応をとらせていただいて

おります。また、今年度からではありますけれど

も、職員の提案ゼロ予算事業といたしまして、職

場における手話の普及も少しずつではありますが、

図らせていただいているところであります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） しっかりと丁寧に

御対応していただきたいと、こういうふうに思い

ます。

以上で私の質問を終わります。

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。

補足ということで、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

ほど竹中議員のオール電化の住宅率の関係で御質

問がございまして、私４団地で１０７戸というふ

うに申し上げましたが、東光団地、シルバー団地

なのですが、一部灯油、給湯器については電気で

はないということなものですから、３団地の９２

戸になります。それで、２６年度の公営住宅全体

が９６９戸ですので、オール電化の率というのは

４％になります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上のように答弁を変

更させていただきたいということです。

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。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時００分
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